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新しい命に生きるために
たかし

い者であり、使徒と呼ばれ

たちの中でもいちばん小さ

迫害したのですから、使徒

た。わたしは、神の教会を

キリストは）現われまし

うなわたしにも（復活した

「月足らずで生まれたよ

死者の中からの復活に達し

にあやかりながら、何とか

にあずかって、その死の姿

の力とを知り、その苦しみ

しは、キリストとその復活

なしています。・・・わた

が、それらを塵あくたと見

たしはすべてを失いました

広島教区管理者 肥塚 侾司 神父

る値打ちのない者です。」

会いは、迫害者であったパ

会ったパウロは、それまで

復活したキリストと出

三、八～十一）

ウロを使徒に生まれ変わら

「イエス・キ

信仰です。

いているという

リストの力が働

もう復活したキ

ストの中に既に

つけられたキリ

つまり十字架に

の苦しみと死、

した。キリスト

く新しい価値観に目覚めま

の人生のすべてを失い、全

た「聖なる扉（門）」の一つ。

世界平和記念聖堂正面右側の扉。教区が設置し

「キリストのゆえに、わ

せました。

復活したキリストとの出

たいのです。」（フィリ

復活祭

（一コリ十五、八～九）
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服部大介神父

「点訳版」あります。
お問い合わせください。
広島市中区幟町 4-42
広島司教館内
TEL（082）221-6017

ご復活メッセージ・挨拶
ヨハネ・パウロ二世来広 周年行事
カリタスジャパン黙想会・乙女峠まつり案内
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一面
二面
三面
四～五面
六～八面

神父
司教

北若山・高千帆教会

肥塚侾司
三末篤實

ウィル

教区管理者
名誉司教

リカルド 神父

光・柳井教会

柴田 潔 神父

後藤正史 神父

ヴィタリ 神父

高橋義博 神父

徳山教会

片柳弘史 神父

清水 弘 神父

教区モデラトール

小野田老人ホームチャプレン 桜井彦孝神父

神父

教区副モデラトール（会計）原田豊己 神父

岩徳ブロック

テヨン

尹 兌榮 助祭

岩国教会

神父

原田豊己 神父

山根敏身 神父

下松教会

ヨンス

津和野教会

島根ブロック

ワーレ

西山和男 神父

金 楹洙 神父

朴 孝鎭 神父

山根敏身 神父

キファン

加藤信也 神父

ロサド 修道士

牛尾幸生 神父

塚田健統 神父

金 起煥 神父

キム

薬袋勝士修道士

津山教会

浜田教会

神父
倉吉教会

益田教会

サンウォン

ヒョジン

ヴィタリ 神父

野嵜一夫 神父

イ

パク

アルベルト神父

荻喜代治 神父

豊田尚臣 神父

鳥取教会
肥塚侾司 神父

山口島根地区

米子・境港教会
中村健三 神父

山口ブロック

イエズス会 長束修道院

イエズス会 庚午修道院

深堀升治 神父
福田誠二 神父

カンガス 神父

李 相源 神父

モレノ

山口教会
斎藤眞仁 神父

小崎次郎 神父
キヨン

防府教会
キム

裏辻洋二 神父

アレックス神父

ヴェーマイヤー神父

アルティリョ神父

神父

ホンテレー修道士

牧田真一修道士

ヘンデリクス修道士

河村剛 修道士

塩谷恵策 神父

オレギ

池尻廣幸 神父

三喜田虎太神父

片柳弘史 神父

林 尚志 神父

ボニー

岡 俊郎 神父

作道宗三 神父

長府教会

曽根忠明 神父

恩地 誠 神父
下関ブロック

下関労働教育センター

愛徳修道士会

百瀬文晃 神父

萩教会
アンリ

細江・彦島教会

神父
アルバレス神父

服部大介 神父

宇部・小野田ブロック

アルナルド神父

瀧井英昭 神父

キファン

宇部教会

フレデリック神父
キム

深堀升治 神父
金 起煥 神父

神父

金 起瑩 神父

神父

加藤信也 神父

大西勇史 助祭

出雲教会

トゥアン 神父

キム

バルト

野中 泉 神父

ユン

服部大介 神父

ミッシェル神父

教区本部事務局

山口道晴 神父

倉敷・玉島・水島教会

倉敷地域共同宣教司牧チーム

檣灯センター

肥塚侾司 神父

（地区長）ヴィタリ 神父

（光の園）山岡功典 助祭

（ローマ留学）猪口大記 神父

向原・岩国）

観音町教会
祇園教会

呉教会
廿日市教会
三次教会
三原教会
尾道教会
福山教会

松江・出雲教会

西江和司 神父

（地区長）荻喜代治 神父
岡山・岡山南教会

岡山鳥取地区

（地区長）李 相源 神父

広島市内チーム（幟町・東広島・三篠・翠町・ 玉野教会

広島地区

（さいたま教区出向）澤野耕司 神父

広島司教館

平和の使徒推進本部

肥塚侾司 神父
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笠岡教会

主のご復活おめでとうございます

カトリック
広島司教区

キリストが御父の

命に生きるためな

リスト、それも十字架につ

十字架につけられたキリ
のです。もしわた

栄光によって死者

ストは、「ユダヤ人にはつ
したちがキリスト

けられたキリスト以外、何

まずかせるもの、異邦人に
と一体になってそ

の中から復活させ

は愚かなものですが、ユダ
の死の姿にあやか

も知るまいと心に決めてい

ヤ人であろうがギリシャ
るならば、その復

られたように、わ

人であろうが、召された
活の姿にもあやか

たからです。」（一コリ

者には、神の力、神の知
れるでしょう。」

たしたちも新しい

恵」（一コリ一、二十三～
（ローマ六、四～

二、二）

二十四）なのだとパウロは
五）とパウロは、
洗礼を受けた者の

宣教します。
イエスは、十字架の上で

した。しかし、希望のひと

すべては終わってしまいま

エスは過去の人になった、

した。人間の考えでは、イ

のうちにいのちをささげま

カ九、二十三）という招き

たしに従いなさい。」（ル

分の十字架を背負って、わ

は、自分を捨て、日々、自

「わたしについて来たい者

今年の復活祭を祝い、

ローマ教皇庁大使ジョセ

三十五周年記念ミサが、

ネ・パウロ二世教皇来広

界平和記念聖堂で、ヨハ

島教区司教座聖堂である世

二月二十一日（日）、広

キリストの死と復活と一体

かけらも残っていないまさ

に従い、日々を十字架につ

フ・チェノットゥ大司教主

「どうしてわたしを見捨て

にその時にこそ、墓を封印

けられたキリストとともに

司式によってささげられま

になって生きる姿を示して

していた石が転がされ、父

歩きましょう。キリストを

した。ミサの前に、チェ

られたのですか」と父なる

なる神はイエスを復活させ

復活させられた父なる神の

ノットゥ大司教と勝谷司教

ヨハネ・パウロ二世教皇
来広三十五周年記念ミサ

られたのです。

大いなる力が働き、パウロ

（カトリック正義と平和協

います。

「わたしたちは洗礼に

のようにわたしたちを新し

議会担当司教・札幌教区司

「福島県南相馬市
原町ベース体験記」
私は、昨年三月に退職し、
念願であった東日本被災地の
ボランティア活動に参加。
山本の被災地報告を聞き、
「まだまだこれからよ」の言
葉が私の背中を押す。
南相馬への道中、まず目に
つくのが多くの除染作業と、
汚染物質を入れた黒いフレコ
ンバッグ。何十、何百と至る
所に集積されている。これを
見ただけで気が遠くなるほど
の被害の甚大さを思い知らさ
れる。このような中、原町
ベースは原発近くの拠点とし
て活動を続ける。
今年の四月からいよいよ帰
還可能となる南相馬市小高
町。多くの家や商店はまだ修
復が進んでいない。小高のＨ
さんは、自分たちの小高を取
り戻し、新しく出発しようと

「じゃけえのう」とは広島弁で
「だからね！」という意味。

懸命に努力。「花いっぱい
キャンペーン」を展開し、誰
もが「ぷらっと」立ち寄り、
アットホームになれる場「ぷ
らっとほーむ」を開設。
原発に近い富岡、請戸。富
岡は整地化の真っ最中。浪江
町請戸は殆ど復興の手がつけ
られず、海辺の請戸小学校体
育館は三月の卒業式準備の飾
りつけをそのまま残す。
広島県民として嬉しい出会
いがあった。夏休み中、広島
学院高一の生徒も家財道具片
付け、草取り等の活動に参加
し貴重な体験をした。
被災地は課題山積。ますま
す息の長い支援活動が大切。
「今こそ明日に向けて、日本
中のカトリック信者が協力
し、東日本被災地への祈りと
支援活動を」と声を大にして
言いたい。
（福山教会信徒 伊藤 望）

高松司教区名誉司教 フラン
シスコ・ザビエル溝部脩司教
が、2 月 29 日（ 月 ） 午 後 7
時過ぎに京都大学医学部附属
病院にて帰天されました。享
年 80 歳。溝部司教は、仙台
教区司教、高松教区司教など
を歴任。高松教区司教退任後
は、京都『望洋庵』庵主に任
命された。

神に問いかけ、孤独と絶望

よってキリストと共に葬ら

く生まれ変わらせてくださ

ほうじ

れ、その死にあずかるもの

教）とに奉持された聖ヨハ

帰天

ヨハネ・パウロ二世の来広記念ミサ。たくさんの会衆が見守る中、聖遺

いますように。

（高松司教区）

報

となりました。それは、

溝部 脩 名誉司教

(2)
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物を持って入堂する、勝谷司教とチェノットゥ大司教。

Sr.

ファウスティナの聖遺物

ネ・パウロ二世教皇と聖
内を巡回しました。

口島根地区と、広島司教区

三月三日から八日までは山
で、同じ日に名古屋教区や

ることになっていたよう

で、各地で黙想会を担当す

パンの黙想会が行われてい

長崎教区でもカリタスジャ

が、「いつくしみの特別聖
年」の聖なる扉を通って祭
壇に安置されました。

ク会館多目的ホールで行わ

セージ）が、広島カトリッ

年「世界の日」教皇メッ

和を獲得する」（二〇一六

演会「無関心に打ち勝ち平

」記念行事
アピール 1981
として、勝谷司教による講

スジャパン責任司教である

した。講話とミサをカリタ

リック幟町教会で行われま

二十八日（日）に、カト

が二月二十七日（土）と

パン共催の四旬節黙想会

広島教区とカリタスジャ

れた「ラウダト・シ」とい

たフランシスコ教皇が出さ

語ってくださいました。ま

お話などからしっかりと

記のことばや歴代の教皇の

て生きることの本質を創世

いつくしみを」。人間とし

の家族、すべてのいのちに

ました。

れました。
菊地功司教（新潟教区司

う回勅から、すべてのいの

カリタスジャパン
四旬節黙想会

その後、二人の聖人の聖
教）が担当してくださいま

ちに対する人間としてのあ

ミサ後、広島地区「平和

遺物は、世界平和記念聖堂

した。カリタスジャパンと

り方、「全人的エコロジー

テーマは「私たちは一つ

地下聖堂に移され、二月

して、四旬節愛の献金をい

受階者：パウロ 尹 兌榮 助祭

二十五日（木）ヨハネ・パ

式：前田 万葉 大司教（大阪大司教区）

つもお願いしている関係

司

サまで同所に安置され、毎

所：カトリク岡山教会
岡山市北区天神町 6-27
TEL 086-222-4093

話されました。

場

日三回のミサが捧げられ、

れていた「すべてのいのち

テーマとして取り上げら

二月二十二日（月）に

にいつくしみを」という言

多くの人が祈りました。
は、ローマ教皇庁大使ジョ

Care of

葉は、もともと「

」（すべての創ら
Creation
れたものを大切にする）と

テ ヨン

時：

ウロ二世教皇来広記念のミ

菊地功司教（左）と肥塚神父（右）。

）」と
（ Integral Ecology
いう考え方が必要であると

世界平和記念聖堂でのミサ。

セフ・チェノットゥ大司教
と約三十人の司祭が「いつ
くしみの特別聖年・召命の

いうことであり、黙想会を

ホアン・ドゥク・ロイ 神学生

ペトロ

ために」のミサが捧げられ

通して、この基本的な考え
方がいつくしみの特別聖年
の歩むために大切なことだ
と改めて考えることになり
ました。

テ ヨン

ました。
聖遺物は、二月十九日か
ら二十六日までは広島地
区、二月二十七日から三月
二日までは岡山鳥取地区、

4 月 29 日（金・祝）14 時～

日

ユン

ロイ神学生

尹 兌榮 助祭

ユン

テ ヨン

司祭叙階式
助祭叙階式
尹 兌榮 助祭
ロイ神学生
ユン
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世界平和記念聖堂

ともし び

重要文化財

「平和の灯」記念聖堂を保存しよう！

した。その際に戦争で犠牲
になられた方々のお名前を

る記念的
建造物と
ました。その台帳には約

申込書に記入していただき

らには日本を代表する建築

して、さ

広島教区の司教座聖堂

言うまでもなく記念聖堂

する聖堂でもあり、私たち

四千人もの方々の名前が記

の人々から高い評価を受

は、地域の文化遺産である

が平和の使徒となるために

家・村野藤吾氏の戦後にお

け、聖堂に巡礼で訪れる人

以前に、広島教区の司教座

も保存・活用することが望

（カテドラル）である「世

が増えています。教会に足

聖堂（カテドラル）です。

まれます。聖堂建設に取り

録されています。私たちの

を踏み入れたことのない

教区のシンボルとして大切

組まれた多くの先人たちの

ける代表的な建築作品とし

人々に聖堂を開放し、地域

に保存・活用して行くこと

信仰や活動に倣い、「平和

界平和記念聖堂」を未来の

の文化遺産として保存・活

が求められます。司教座聖

の灯」を絶やすことのな

教会の先人たちの聖堂建設

用していくことは、地域文

堂とは、教区の教区長（司

いよう、思いを新たに、次

て、二〇〇六年七月に国指

化への貢献という大きな

教）が教区内の信徒を教導

の世代に記念聖堂を引き継

世代に確実に引き継いでい

意義があります。この意

し、司式するための「着座

いで行きたいものです。重

への思い、平和への願い、

味で市民や企業の方々に

椅子（カテドラ）」が置か

ねて、ご協力をお願いしま

定の重要文化財の指定を受

保存の必要性を積極的に

れた聖堂のことです。その

す。

くために、広島教区の皆

します。いよいよ来年度

働きかける努力も必要で

意味で教区の中心となる聖

行動力を学びたいもので

（二〇一六年度）後半から

す。あなたが親しくして

堂です。広島教区では、

けました。最近では、広島

耐震補強工事が始まりま

いる人々に、記念聖堂の

「平和の使徒となろう」を

様に、聖堂保存へのご理

す。

保存についてお伝えいた

テーマに各種の召命・宣教

す。

世界平和記念聖堂は、焦

だき、耐震補強工事への

活動に取り組んで来ていま

市民をはじめ県内外の多く

土と化した広島の戦後復興

協力を訴えていただけれ

す。原子爆弾による悲惨な

解、ご支援を重ねてお願い

を物語る建築物として、ま

ば幸いです。聖堂建設に

戦争体験をもつ教区とし

福山修道院

《援助マリア修道会》

二月二日 初請願

下條裕紀媛 一九五六年

《援助修道会》おおず共同体

◆ダイヤモンド祝 周年◆

司祭・修道者のダイヤ
モンド・金・銀祝

ともしび

た、世界恒久平和を求め

着手した当時（一九五二

区の固有で不変のテーマで

て、将来にわたって継承し
の方々に聖堂建設のための

す。記念聖堂はそれらを証

年ごろ）幟町教会の信徒

＊通信欄に「聖堂保存献金」と
記入してください。

て行かなければならない教
献金を熱心に集めて廻りま

入川由紀子 一九五六年

五月一日 入会

清川恵美子 一九五六年

八月十四日 入会

梶 幸子 一九五六年

十月七日 入会

長府修道院

《援助マリア修道会》

浜野ノブ子 一九五六年

二月二日 入会

《ナミュール ノ･ートルダム
修道女会》東広島修道院

井上滿洲子 一九五六年

二月二日 入会

◆金祝 周年◆

豊田尚臣 一九六六年

《教区司祭》幟町教会

50

四月十七日 叙階

一九六六年

《イエズス会》長束修道院

岡 俊郎

三月十八日 叙階

《援助修道会》楠木修道院

倉地節子 一九六六年

二月二日 初誓願

山路雅子 一九六六年

五月十九日 初誓願

◆銀祝 周年◆

アルナルド・ネグリ

《ミラノ外国宣教会》三原教会

25

口 座 名：カトリック広島司教区

が手分けして、広島市民
世界平和記念聖堂内陣のモザイク、再臨の
キリストの剥離調査。二〇一三年に行われ
た耐震調査の様子。

Sr.

Sr.

Sr.

Sr.

Sr.

Fr.

Fr.

Sr.

Sr.

口座番号：01320-3-109791

60

糸永小夜子 一九九一年

《純心聖母会》小野田修道院

一九九一年 六月八日 叙階

Fr.

山本紀久代 一九九一年

《援助修道会》幟町修道院

十一月四日 初誓願

Sr.

十二月八日 初誓願

Sr.

世界平和記念聖堂募金
郵便振替口座
Sr.
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ラサール記念 館
二〇一六年度予定

予備神学校

日にしてくださったのです。

だけでも約百人にもなりまし

で、初めての大きな教会行事を

子・松江それぞれのコミュニ

フェスティバルです。出雲・米

ごミサの後はサントニーニョ

た。

出雲・米子・松江教会のフィリ

実行するために、出雲・米子・

私たちが住んでいるこの山陰

ピン共同体による『島根県、第

松江の三つのフィリピンコミュ

ＪーＣａＲＭ広島便り

一回聖体研修とサントニーニョ

ティーごとに、幼子イエズス様

日程、ワークショップのテー

二〇一六年度の予備神学校

ソーラーシス テ ム 完 成
昨年十二月二十八日、環
境問題への取り組みの一環

ニティーが協力することで、一

フェスティバル』

の栄光をたたえる伝統的ダンス

一月三十一日の日曜日、松江

の二回の講話に七十二名もの

クレイルジョセフ・パルトオブ

シノログのリズミカルな音楽に

でキラキラした衣装をまとい、

グループはそれぞれカラフル

を披露しました。

は、雨と雪だったその前の週の

フィリピン人が参加してくれた

この大成功は、大阪からの

マリアニータ・テニョッソ つになることができました。

マをご案内いたします。参加
対象は小学五年生から高校三
年生です。たくさんの友達と
信仰の共有ができる機会で
す。みなさんの参加をお待ち
しています。

ことにもよります。

る聖体研修とサントニーニョ祭

根県の松江教会で初めて開かれ

ンコミュニティーの皆さんは島

出雲・米子・松江のフィリピ

した。

とてもよく説明してくださいま

エス様の四つの存在について、

エス」でした。御聖体にあるイ

午前中のお話は「御聖体のイ

晴らしいパフォーマンスを目の

えました。シノログダンスの素

熱は、見る人に畏敬と称賛を与

リピン古来の舞踊と宗教的な情

嬉しいことに神様は祈りに答え

ると、何ということでしょう、

フィリピンの五百年にわ

二〇二一年に開かれる、

とフィリピン人」です。これを

の第二講話は「サントニーニョ

フィリピンスタイルの昼食後

なり、来年は出雲のフィリピン

れを毎年続けたいという思いに

る特別な体験でした。そしてこ

と、互いに兄弟姉妹として繋が

この催しは信仰の分かち合い
て、太陽が輝く素晴らしい日曜

たるキリスト教信仰の祝

コミュニティーがこの催しのホ

ストを喜んで引き受けて下さい

アの友人を誘ってきてく

はオーストラリアやケニ

のごミサです。倉吉から

祭、荻神父様による英語

子カトリック教会主任司

時間を持ち、続いて米

た。

ティフルサンデー」となりまし

は、記念すべき特別な「ビュー

イエス様を崇めた一月三十一日

称え、シノログダンスを通して

た。ごミサではイエス様の愛を

もたくさん学ぶことができまし

「ご聖体のイエス」について

ました。

れました。ごミサには日

の人が集い、子どもの数

本人も含め、さらに多く

十五分間の聖体礼拝の

れました。

賀式典に結び付けて話さ

が湧き上がりました。

当たりにし、皆から温かい拍手
のために熱心に祈りました。す

乗って美しく踊りました。フィ

日曜日と違って、お天気に恵ま

Sr.

れました。

Sr.

として、ラサール記念館の
屋根に太陽光発電施設が完
成しました。
太陽光発電の総出力は
、発電した電力
10.75kW
期間とテーマは次の通りです。
＊第九回 四月二十三～二十四日
場所：幟町教会

当たり約三八円で
は 1kWh
すべて中国電力に売電しま
す。総工費の約四百七十万
①復活されたイエス

①五千人に食べさせた奇跡

場所：幟町教会

＊第十回 六月十八～十九日

② 聖なる月のお話し 五月聖母月

円は、全額広島司教区司祭
の積立金で賄われ、教区司
祭団から広島司教区へ寄付
されました。売電収入は年
②ダビデとゴリアテ

〒

住 所：
730-0016広島市中
区幟町四―四二 広島司教館
‐ 221
‐ 6019
ファックス： 082

松江教会の祭壇前で

間約四十五万円（予定）、

＊第十一回 九月十八～十九日
場所：倉敷教会

すべて世界平和記念聖堂の
補修基金に拠出される予定

①主の祈り
十一月二十六～

申込先：予備神学校事務局

② エルサレム入場と十字架の道行

①人間が罪をおかしました

場所：幟町教会

＊第十三回 二月十八～十九日

②クリスマスのお話し

①救い主をまつイスラエルの民

場所：幟町教会

二十七日

＊第十二回

②イエスさまとザアカイ

です。

左、ラサール記念館の屋根に黒い太陽光パネルが
見える。右、発電の様子を伝えるディスプレイ
（ラサール記念館入口）。
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地区便り
山口島根地区
＊平和アピール
い

の集
1981

二月二十一日（日）ミサ
後、山口天使幼稚園ホール
にて、聖ヨハネ・パウロ二
世教皇の来広を記念した集
いを開催。初めに、援助修
道会のシスター山本きくよ
（下関労働教育センター所
属）のライブがあり、午後
からは分かち合いが行われ
た。
＊地区養成
二〇一六年度の百瀬神父
による「信徒の神学（全六
回）」が、宇部・小野田ブ
ロック（宇部教会会場）で
開催される。

ライブで熱唱するSr.山本

岡山教会を会場に管区セミ

●昨年の十月から始まった
下関労働教育センターの改
修工事も進み、四月十日に
リニューアルオープンのセ
レモニーを開催する運びと
なりました。●二月の初旬
には、センターの理念をシ
ンボライズした十字架の設
も 完 了 し ま し た。 ● セ ン
ターのシンボルをぜひエン
トンス正面に掲げたいと思
い、いろいろデザインを考
えている、そんな中、イタ
リアを訪問する機会があり
ました。●ミラノに在住し
て躍している、クレイアニ
メーション（粘土を素材に
したアニメ）の作家で、一
度も会ったことがない叔母
を訪ねるためでした。ミラ
ノのドゥオーモの彫刻に圧
倒 さ れ、
「 最後の晩餐 」を
静かに鑑賞し、叔母に伴わ
たたず
れて、
ミラノの郊外に佇み、
「 青き聖堂 」という異名を
持つパヴィアの僧院を訪れ
ました。そして、十四世紀
に建設されたこの古い僧院
に、センターのシンボルは

下関労働教育センターだより

40

〈期日〉五月十四日、六月
十八日、七月九日、九月
十七日、十月十五日、十一
月十九日…すべて土曜日。
〈時間〉十三時半から十六
時五十分
〈内容〉神の恵みと私たち
の信仰生活
＊山口・島根地区少年の集

（火）に、徳佐から津和野

ナーが開かれた。テーマは

い

に向けて夜間巡礼を行い、

「隣のベトナム人と私た

五月二日（月）～三日

三日の「津和野乙女峠まつ

に移し、トゥアン神父、留

ち」。聖堂で四カ国語の国

八月五日（金）～八日

学生ハインさん、特定社会

り」に参加。対象は小学四

（月）に、中・高校生の日

保険労務士小松公寛さんの

際ミサのあと場所をホール

韓青少年のホームステイ交

話を聞いた。

年～高校三年まで。

流が行われる。

ベトナムでは人口の約十
パーセントがカトリックで
あること、禁教の時代があ

岡山鳥取地区
＊第三回地区宣教司牧評議

り多くの殉教者が出たこ
と、現在も地域によっては

会
一月十一日、岡山教会に

弾圧があることなどを学ん
ハインさんからは、きれ

て開催。議事に加えて、
うに・七つの慈善のわざに

いな日本語で、来日半年で

だ。
取り組むために」をテーマ

教会を見つけ安心したこ

「いつくしみ深く御父のよ

に分かち合いを持った。

状態のことなどの話があっ
た。

と、留学生や研修生の経済

大阪教会管区セ
＊ J-CaRM
ミナー
二月十一日（木・祝）、

教会ホールがたくさんの人で埋め尽くされた

待っていました。●堅く
握手された手で構成され
た十字架。これこそセン
ターの理念。なかなかよ
いデザインが思いつか
ず、さて、どうしたもの
か と 考 え て い た 最 中 に、
ミラノの田舎で
「これで、
どうか？」とイエズスか
ら示された十字架。●イ
タリアの旅は、このため
だったのだろうかと、い
まだに思えてなりませ
ん。●レプリカを購入し
て帰国。その十字架を元
に、知人で、東京在住の
彫刻家に「現代的なフォ
ルムで」と注文し、大理
石での制作を依頼しまし
た。壁面が完成していま
せんが、写真を掲載いた
します。●リニューアル
オープンしたセンター
の、この十字架に、ぜひ
会いにおいでください。
（廣崎リュウ）
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十八時～ 世界平和記念聖堂

・九月二十二日（木）

ました。
ミサ後の講話で、ヴィタ

＊第三十三回「広島キリシ
教者と聖人について種々お

る殉教者の墓の由来から殉

十時～十六時

第七回・十月十五日（土）

で、約百名が参列し、司祭

時十五分から観音町教会

町教会まで徒歩で巡礼。十

その後、約十五分の観音

三十分終了しました。

かち合いをし、午後十二時

軽食を頂きながら楽しく分

会の皆様の美味しい手造り

恒）

広島教区の施設

巡回教会めぐり

ロザリオ教会

う。
恥ずかしいとは思いません」

日聖母マリアに捧げられた聖堂
の献堂式が荻原晃教区長の司式
で行われました。
当時の信徒会長は、この時の
神父の意気込みを「私はこの為
に一生懸命乞食を致しましょ

て、聖堂建設の決心をされまし
た。母国ベルギーの方の支援と
信徒の祈りで、五三年九月二十

この年淳心会に司牧移管し、
シップス神父が訪問されるよう
になり、仮祭壇の前で不自由な
体で真剣に祈っている姿を見

岡山県東部の瀬戸内海に浮
かぶ長島の国立ハンセン病施
設・愛生園内の教会です。当初
一九三〇年代の信徒は五～六名
いたようですが、曙教会の委託
信徒の立場で、プロテスタント
と一緒のため、単独の集会は出
来ませんでした。
その後三四年頃から、岡山の
イエズス会の神父の月一回訪問
が始まりました。聖堂が無く砂
浜や面会室等で集会をしていた
ようです。信徒も徐々に増え宗
教団体として愛生園から公認さ
れ、五一年に信徒四十三名で独
立を果たすことができ、岡山教
会の巡回教会となりました。

岡山小教区

シーリーズ

29

小松さんは、技能実習生
が抱えている複雑な問題を
ワークが必要と強調され
タン殉教者祈年祭」開催。
話しされ、私達はイエス様

リ神父は、古代教会におけ

た。また「教会に来ている
本年で三十三回目を迎え

において一つの家族であ

十時～ 祇園教会

人は問題ない。来ていない
た「広島キリシタン殉教

り、殉教者と聖人は現代に

話され、支援にはネット

人が心配です。」との言葉
者祈年祭」が二月十一日

ました。そして、福音宣教

も残された。参加者約九十

当日は九時三十分から、

の大切さを私達は殉教者の

生きる私達の恩人ですと時

広島近郊の各小教区より信

生き様を通して、しっかり

（木・祝）に、行われまし

徒・修道者約八十名が参

と学ばねばなりませんと結

名。すでに隣人となってい

列、己斐のノートルダム清

ばれました。

折ユーモアを交えて話され

＊「
（信徒のための）
『霊操』
心中・高等学校入口に建立

ミサと講話の後、会場を

た。

セミナー」
されている「キリシタン殉

ヨゼフ館（信徒会館）一階

るベトナムへの理解を深め

第五回・四月二十三日

教之碑」前で、感謝の祈り

に移し、観音町教会マリア

た。

（土）十時～十六時
と歌を奉げました。

広島地区

第六回・七月二十三日

指 導：塩谷恵策神父

六名、ヴィタリ神父の主司

（土）十時～十六時

イエズス会・西日本霊性セ

式で「広島キリシタン殉教

（観音町教会 坂井

ンター代表）

また、祭壇の前には、広

者祈念ミサ」がともに捧げ

テゼは「黙想と祈りの集

島の三人の福者（フランシ

場 所：観音町教会

い」と呼ばれ、エキュメニ

スコ遠山甚太郎、マチアス

られました。

カルな（教派をこえた）祈

庄原市左衛門、ヨアキム九

＊平和を祈るテゼの集い

りと賛美の場として、全て

郎右衛門）の切り絵と列福
スリク神父の遺影を掲示し

の礎を築かれた、Ｈ・チー

の人に開かれています。
・四月二十一日（木）
十時半～ ルーテル広島教会

「キリシタン殉教之碑」前で

と書き残しています。この愛
情溢れる言葉に、皆勇気と希

望をもらったようです。
喜びの新聖堂では毎週日曜
日に集い祈り、信徒の繋がり
も深まりました。また、五七
年から、視覚障がい者五名で
五傷会
（キリストの五つの傷）
を作り、点字で舌読で学び合
い、教会活動を熱心にされて
いました。七四年迄続いたよ
うです。
一九八八年には念願の人間
回復の橋「邑久長島大橋」が
架かり、現在はロザリオ教会
まで自由に行き来できます。
一九五三年の献堂以来岡山
の信徒が六十三年間月二回訪
問し、一緒にミサに与かり交
流していましたが、信徒も二
名となり四月からはミサは月
一回となりました。

第二・四水曜日、十時～十六時
まで開いています。教会スタン
プラリーの方もどうぞ。

今回のネットワークミー

たい」というおもてなしの

そしてなにより、「おせっ

とで、とても温かい気持ち

なって迎えてくださったこ

でなく地域の方々も一緒に

かったのですが… 笑( そ)れ
以上に、青年スタッフだけ

あり、私にとって新しい発

という巡礼の旅―』が行わ
ティングは、この「めぐ

心がいつもどこからか私に

になりました。

二日間で私が初めて感じた

れました。受付で″初〟と
る」にちなんだ企画が盛り

は感じられました。

初参加のネットワーク

『ネットワークミーティン

「めぐる」と聞いて、あ
書かれた名札をもらった私
だくさんでした。分かち合

もちろん、かつおのたた

ミーティングで、多くの活

見もたくさんありました。

なたはどんなイメージがあ
は、ドキドキしながら人の

い、テゼ、 ヶ所めぐり、

き、讃岐うどんなど四国の

気あふれる青年たちにめぐ

「めぐる」でした。

りますか？
群れの中を通り抜けると、

そしてミサ。人にはそれぞ

美味しいおもてなしも嬉し

グｉｎ四国 めぐる―人生

二月二十七日～二十八日
一人の女の子が声をかけて

れ「めぐる」のイメージが
らく彼をじっと見ていました。

ればならないでしょう。一方的

うしても先方にも耳を傾けなけ

との語らいであるとすれば、ど

に、人生の山あり谷ありも

感謝。お遍路さんのよう

ました。いや、きっと神さ

まと一緒なら乗り越えられ

皆さん、聖マリア・ヴィアン

す。今から数十年前まで、教会

ラテン語が必須だったからで

す。当時、司祭になるためには

をイエス様にお願いしていたの

じいさん、あなたはいったい何

お年寄りに尋ねました。「お

です。ヴィアンネ師はそこで

沈黙の時間は終わったよう

りも神に耳を傾けること、神が

に願うことではなく、先ず何よ

は、こちらから頻りに何でも神

るところは大きい。「祈り」と

がちであったようです。反省す

ような一方通行的な祈りになり

どうも私個人の体験でもこの

タッフの皆さんありがとう

最後に、高松教区のス

る！

ネのことをご存じでしょう。こ

用語はラテン語でした。この記

かね？」すると、そのお年より

ネットワークミーティグ
ｉｎ 四国

に愛媛県松山市の聖カタリ
くれました。それが、この

彼は十字架上のイエスを眺めな

にこちらの言い分、あるいは注

乗り越えていきたいと思い

がら、イエスと話をしているも

文だけを言って、後は「おしま

り会わせてくれた神さまに

ナ学園セミナーハウスで

「神と語るためには」
カトリック徳山教会

のと思いました。しかしよく見

い」では神と語らうことにはな

の聖人は私の尊敬する聖人たち

事を書いている私も司祭になる

が答えました。「いや、わし

私に何を求めておられるかを知

神父

るとそうではなく、ただじいっ

らないでしょう。

の一人です。大分前のことです

ために必要な哲学および神学を

ることではないでしょうか。

義博

とイエス様を見ているのです。

が、この聖人の伝記を読んで大

ラテン語で学ばなければなりま

は何もお願いなどしておらん

変苦労なさったようです。聖人

聖人は神学校でラテン語に大

スという寒村の教会に送られま

父はリオンの北に位置するアル

司祭に叙階されたヴィアンネ神

さて、神学のコースを終えて

の大切さを知らされたようで

聞いて、聖人は神から聞くこと

さ・・・。」この老人の答えを

さることを聞いていただけで

行するには忍耐の要ることで

ることで、言うには易しいが実

われますが、実際には根気の要

考えてみると簡単なように思

のように彼が祈るために聖堂に

一方的に述べてしまうのではな

うと、こちらの注文や言い分を

とかく私たちは《祈り》とい

かと考える今日この頃です。

醐味」があるのではないだろう

祈りの「極意」、あるいは「醍

心されたようですが、この辺に

日も早い新司教の誕生の朗

ご復活の喜びの次は、一

始まります。

まま、また、新たな年度が

広島教区長空位の状態の

（青少年情報センター 石井）

れ様でした。

ございました。本当にお疲

変深い感銘を受けた記憶があり

よ。ただイエス様がお話しくだ

を神学校に入れた司教様もその

した。そこで司祭生活を始めら

しき

ます。当時のことを思い出して

せんでしたが・・・。

ことを大変心配なさったようで

行くと、一人の農民のおじいさ

いでしょうか？これでは一方通

す。聖人はこのことに大いに感

んが祈祷台に跪いて祈っている

行になりかねない。祈りが「神

（の）

の実現のために祈りたい。

報と、一日も早い世界平和
ではありませんか。聖人はしば

ある日のことでした。いつも

す。

ます。

せっこう

この拙稿を綴ってみようと思い

高橋

長い時間が過ぎていきました。

8.8

れたのです。
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