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学院でしか働いた経験がな

教、三末司教、前田大司教

（米山教会）出身。野口司

新上五島町、仲知小教区

員会委員。長崎県南松浦郡

属。日本カトリック典礼委

の「新司祭」のようにお使

ことを教え、私を広島教区

皆さん、どうぞ私にできる

に嬉しく誇りに思います。

うどう」できることを本当

皆さんの宣教司牧に「きょ

いください！
これから末永く、よろし

時：二〇一六年九月十九日（月・祝）十三時半

くお願いします。

日

所：広島司教区 司教座聖堂（世界平和記念聖堂）

受階者：アレキシオ 白浜 満 被選司教

（大阪大司教区）

主司式：トマス・アクィナス 前田 万葉 大司教

場

司教叙階式

聖堂で行われる予定。

十三時半より世界平和記念

年九月十九日（月・祝）

司教叙階式は、二〇一六

と同じ長崎大司教区出身。

目標を掲げる広島司教区の

和の使徒となろう」という

れたことを発表した。奇しくも、三末篤實名誉司教が帰天

院・院長。長崎大司教区、

は、日本カトリック神学

日生まれの五十四歳。現在

教は、一九六二年五月二十

アレキシオ白浜満被選司

空位が続いていた。

区に任命されてから司教座

前田万葉司教が大阪大司教

二〇一四年八月二十日に、

広島司教区では、

司教叙階式は九月十九日（月・祝）

く力不足の私ですが、「平

これまで二十一年間、神

命を受けた白浜です。

コにより広島司教区への任

この度、教皇フランシス

白浜満被選司教の言葉

カトリック
広島司教区

（二面に記載）された日の夜であった。

教区の司教としてアレキシオ白浜満師（五十四歳）が任命さ

ローマ教皇庁は、六月二十八日、日本時間十九時、広島司

広島司教区の新司教決まる
白浜 満 被選司教

カトリック
サン・スルピス司祭会に所

アレキシオ白浜 満 被選司教
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広島司教決まる・じゃけえのう

一面

尹兌榮新司祭叙階式

十～十二面

八～九面

六～七面

三末司教帰天・平和行事・教区の動き・Ｊ―ＣａＲＭ 二～五面

予備神学校・世界平和記念聖堂関連

えって素敵だ！」と思った
のです。もう一つは、広島
土砂災害のボランティアで
の出会いです。起こった災
害はとても悲しいものでし
たが、ボランティアのベー
スでは、一人の助祭と多く
の仲間たちが温かく迎えて
くれました。導かれたかの
ようにご縁があり、また、
そこには居心地の良さを感
じました。この大きな二つ
の出会いからたくさんの出
会いに恵まれ、キリスト教
の教えに魅力を感じるよう
になったのです。これらは
きっと、神さまの優しい仕
業です。こんな未熟な私に
も、神さまはお恵みを与え
てくださるのです。ありが
たいなあ。このお恵みを、
感謝と笑顔に代えて、たく
さんの人たちに与えていき
たい、こんなことを考えな
がら私は毎日を過ごしてい
ます。（青少年情報セン
ター 石井美咲）

「じゃけえのう」とは広島弁で
「だからね！」という意味。

地区・海峡からの風・施設・青少年・ひと粒

私は、今年の三月に洗礼
を受けました。正直、こん
な日が来るとは思ってもみ
ませんでした。恥ずかしな
がら、カトリックの大学に
入学したおかげで、日本人
にもキリスト教信者がいる
ことを知ったほどです。こ
んな私が洗礼を受けるにあ
たったきっかけには、二つ
の大きな出会いがありまし
た。一つは、大学のキャン
パスミニストリーでの一人
のシスターとの出会いで
す。なぜその時、キャン
パスミニストリーに立ち
寄ったかは覚えていませ
ん。しかし、それがきっか
けで、その年の夏に開催
される AYD
（アジアン・
ユース・デー）へ一緒に行
くことになりました。た
だ、楽しそうという思いで
行った先には、私にとって
とても大きな経験と出会い
が待っていました。そこで
初めて、「キリスト教の考

帰天

平和行事、教区報発刊な

区を巡る公式訪問、八月の

一度の教区内すべての小教

メッセージを発信。二年に

て、平和の実現のための

広島司教区の教区長とし

とおっしゃっておられまし

の片隅にでも入りたい。」

てもらう。努力して、天国

下がって天国に連れて行っ

ネ・パウロ二世の足にぶら

「聖人になられた教皇ヨハ

的です。司教様は、いつも

を笑わせていたことが印象

ど人工透析を受けながら

た。

ません。

二十六年間忙しく公務を行

一九三六年、平戸市宝亀町

三末篤實名誉司教様は、

に戻り、出津教会主任を経

備。一九八四年に長崎教区

ネ・パウロ二世来日を準

長。一九八一年教皇ヨハ

議会事務局次長、事務局

年から、カトリック中央協

指導されました。一九七九

事をされたこと。遠くから

と言われ、緊張しながら食

き、よく「隣に来なさい」

教皇様を囲んでの食事のと

ですね）と言われたこと。

」
「 You're a joyful Bishop
（あなたは、愉快な司教様

世に「だっこ」されて、

冗談を言われ周りの人々

体調などお構いなし、よく

の人を思いやり、ご自分の

優しく、気前がよく、周り

専念されました。明るく、

任されてからもなお司牧に

のミサを担当されるなど退

し、小教区の主日・金曜日

は、翠町教会に住居を移

二〇一一年教区長退任後

す。

われているような気がしま

謝！ 皆様に感謝！」と言

が天国の片隅で「神に感

今、目を閉じると司教様

れました。

れた「もみじ饅頭」が配ら

者には司教様が好んでおら

四重奏で送り出され、参列

ザベト音楽大学による弦楽

司教様の葬儀では、エリ

でお生まれになりお兄様二

て、一九八五年、教皇ヨハ

司教様を見つけ「オー

われました。

人、お姉様、弟様、妹様の

ネ・パウロ二世の任命によ

ジョバネ

明、就寝中、父である神のもとに召されました。

崎教区カトリックセンター

れました。一九七一年、長

ノ島教会で主任司祭になら

見）での教皇ヨハネ・パウ

（五年に一度の教皇との謁

などを歴任。アドリミナ

司牧委員会、諸宗教委員会

司教協議会では、青少年

」（私
I'm made in Japan.
は日本製だから）と教皇ヨ

を説明するため「

様は、外国語が苦手なこと

をもとめられたこと、司教

皇様自ら声をかけられ握手

ヴェスコボ

司牧企画室長。一九七三

ロ二世とのエピソードは

ハネ・パウロ二世に冗談を

天国の片隅にて

になり、二十七日（月）翠町教会で夕食を摂られた後、翌未

六人兄弟。一九六二年に山

り司教に叙階され、第五代

ディ ヒロシマ」（おー

神に感謝！
皆様に感謝！

口大司教様より司祭叙階。

広島司教区の教区長になら

若い広島の司教さん）と教

年、俵町教会主任司祭。長

多く、特に印象的なこと

言われたことなど数えきれ

柳井教会の司教公式訪問でのミサにて。

（三登 昌二）

飽の浦、大浦、浦上教会の

れました。

崎での司牧活動では、特に

は、教皇ヨハネ・パウロ二

because

若者労働者のグループ JOC
を立ち上げ、多くの青年を

葬儀で配られたカード。二〇一〇年七月四日、

助任司祭、一九六九年に神

メーカーの手術も受けられました。体への負担も相当なもの

四時間の人工透析に加え、昨年は、不整脈のため心臓ペース

はありませんでしたが、十九年間続いた腎臓病による週三回

で、食が少し細くなられた印象のほかには特に変わった様子

梗塞により八十歳で帰天されました。亡くなられる直前ま

六月二十八日（火）未明、三末篤實名誉司教が、急性心筋

三末名誉司教様
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2016平和行事

今こそヒロシマから～神のいつくしみの道具となろう～

8/5 金

○13:00～14:30 シンポジウム

場所：地下聖堂

○17:30～18:10 平和の祈り

「戦後100年に向けて、わたしたち若者はどのように

平和行進に参加されない方のためのプログラムです。

平和を実現していくか」

○17:30～ 祈りの集い原爆供養塔前（平和記念公園内）

コーディネーター：松浦 悟郎 司教（名古屋司教区）

戦争犠牲者の安息と今も戦争・紛争・災害などで苦しんで

場所：世界平和記念聖堂

いる人たちを思い起こし、原爆の犠牲となられた方々の前で
ともに平和を祈りましょう。

○15:00～16:30 分科会

パク ナムジュ

①広島被爆証言 朴 南珠 さん（観音町教会）

○18:00～ 平和行進

場所：世界平和記念聖堂

（原爆供養塔前～本通り～世界平和記念聖堂）

②広島被爆証言 Sr.荒谷 明恵

過去には自由に歌うことも行動することも出来ない時代が

（ナミュール・ノートルダム修道女会） 場所：地下聖堂
③福島の現状「かけがえのない大切な命」

新たにしつつ、平和を願い、平和への感謝をこめて、歌いな

南原 摩利 さん、山田 雅之 さん（カリタス原町ベース）

がら行進をしましょう。

場所：カトリック会館研修室1・3
④子どもプログラム

ありました。二度とそのような時代にさせないという決意を

○19:00～20:15 平和祈願ミサ

場所：マリアホール

場所：世界平和記念聖堂

人間の命を奪い、大地をも傷つける戦争への道を選び取ら

「伝えたい、今の平和を！」紙芝居等

ず、平和をともに築きあげる決意を全国からより集う人々と

中垰 房江 さん（呉教会）

ともに神にお捧げしましょう。世界各地の戦火がおさまるこ

なかたお

⑤シンポジウム第2部

場所：多目的ホール

と、また災害の爪痕に苦しむ方々の平安を祈ります。
○20:30～21:30 テゼの祈り

8/6 土

○ 6:15～ 7:15 宗教者平和の祈り

場所：世界平和記念聖堂

場所：原爆供養塔前

仏教・神道・キリスト教などの宗教者がともにより集い、原爆犠牲
者を思い起こし平和を祈ります。
○ 8:00～ 9:00 原爆・すべての戦争犠牲者追悼ミサ
場所：世界平和記念聖堂
原爆や戦争で犠牲になられた方々の永遠の安息と地上の平和を祈り
ましょう。
○9:30～12:30 世界平和記念聖堂案内
「ステンドグラス」「平和の鐘」「パイプオルガン」「聖堂扉」な
どを見て回りながら、戦争や原爆を二度と繰り返してはならない、何
よりも平和を創りたいという熱い思いの証を受けとめましょう。
○ 9:30～12:00 ピースウォーク

場所：マリアホール前集合

世界平和記念聖堂⇒広島城軍都廣島の爪痕をめぐる
○18:00～ 原爆犠牲者のためのスピリチュアルコンサート
場所：世界平和記念聖堂
REQUIEM（フォーレ作曲）＊エリザベト音楽大学同窓会

8/9 火

「ながさき平和の日」

平和行事2016ポスター

○11:00～長崎原爆犠牲者追悼ミサ

場所：地下聖堂

原爆や戦争で犠牲になられた方々の永遠の安息と地上の平和を祈り
ましょう。

る。その土台のもとで、期

きょうどう・養成』であ

命）』と三つの柱『平和・

換が行われた。報告では、

ロックからの報告と意見交

て、各地区および伯雲ブ

全体概要の説明に続い

関わりが更に必要であろ

性化には、教区民の関心と

これからの若い世代の活

ズ ム 作) 成 の 専 門 委 員 会 に
て、テキスト案が完成し

教 区 共 通 テ キ ス ト カ( テ キ

初聖体、堅信、結婚の

ピールする機会を積極的に

間限定活動（いつくしみの

広島地区で昨年行われた

う。

た。しかし、司祭側の意見

会予定）、フィリピン／イ

特別聖年、信仰年など）、

「家族大会」の成果として

《召命促進》

は、教区内でこのテキスト

ウデーテ）の活用を促すこ

優先的活動（創立一〇〇周

の冊子（「分かち合い」の

司祭養成として具体的に

を推進していくことは難し

は、活動の源泉『平和の使

年、四つの優先課題）、緊

わかちあい）が紹介され

は、前田大司教が掲げられ

い状況であるとの見方をし

実施したい。

二〇一六年度（第一回）
広島司教区宣教司牧連絡
会開催

急的活動（震災支援など）

た。本年度、この冊子をど

た「十年間で十人の司祭叙

ている。ただし、完成し纏

ンファンタ教区訪問、教区

去る六月十二日、

が行われている。そして、

のように

階」を目指す。

との紹介があった。

二〇一六年度第一回広島

小教区の宣

活用、浸

徒となろう（教区固有の召

下 、 教 区 連 絡 会 が) 、 広 島
カトリック会館多目的ホー
教司牧活動

透させて

まっているので、強制はせ

けてのテーマの推進」「教

「教区創立一〇〇周年に向

教司牧活動の基本方針」

た。

れ、次のことが話し合われ

より教区連絡会が開催さ

和の使徒推進本部の主催に

管理者である肥塚神父、平

法五百十三条）ため、教区

方向性を分かち合うことで

年間の状況報告と本年度の

の中心は、最終年として二

今回の教区連絡会の議題

ジ』の最終年である。

三年間『家庭へのチャレン

一〇〇周年に向けて最初の

度は、創立

二〇一六年

動 の 中 で

宣教司牧活

この教区

事として、ワールドユース

から、青少年が参加する行

担当司祭である服部神父

《青少年育成》

が行われた。

について、報告と意見交換

で継続して行われる活動）

題（司教座空位の状況の中

の優先課

いる四つ

り組んで

教区が取

議題は、

続いて

るが、参加した子どもたち

加しようとしない現状があ

加を促しても、なかなか参

いる。中ブロや練成会の参

き刺激されることを願って

で、青少年たちが興味を抱

ロ、青年大会などの機会

必要があり、練成会、中ブ

を、もっと多く作っていく

あい、喜びを共有する場

い。司祭、修道者とのふれ

もっと祈らなければならな

がある。召命のために、

青少年の参加は少ない現状

施しているが、その集いに

年「召命祈りの集い」を実

意見として、教区では毎

て、提案と報告が行われ

しみの特別聖年」につい

続いて議題は、「いつく

いく必要がある。

推進し、会員数を増やして

の会」会員募集を精力的に

教区としては「乙女峠友

い状況である。

な運動を進めていくしかな

であり、現時点では、地道

検討、推進することが重要

今後、司教協議会の中で

運動》

《津和野乙女峠殉教者列聖

方向性を検討する予定。

今後、推進本部で最終的な

用してもらうこととする。

ず活用要望がある方には活

区が取り組んでいる優先課

あった。また、推進本部か

デー（教区から四名参加予

た。

活動の報告があった。

その中で、予備神学校の

《教区共通カテキズムの作

ルで開催された。司祭、修
も教区の活

いくかに

青年大会（幟町教会予定）

道者、信徒の二十五人が出
動と緊密に

期待した

成》

席した。
連携しなが

い。

に関する紹介があった。

十四年九月から司教座空
ら進められ

平和の使徒推進本部

位により、教区宣教司牧評
ている。

題」について、全体概要の

ら、二〇一四年七月から発

が報告会などを通じて、ア

議題は、最初に「教区宣

説明があった。

定）、教区練成会（翠町教

教区宣教司牧活動の土台

行している

（ガ
GAUDETE

司 教 区 宣 教 司 牧 連 絡 会 以(

議会が開催できない（教会

教 区 の 動き

報
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●聖なる扉をくぐること
のできない人たち（高

教皇庁から具体的な提
その後、修女連、各地
区、ブロックからの報告が

ることができるかを考

全免償のお恵みを受け

など）が、どうすれば

存工事について」「耐震対

員会から、「耐震補強・保

界平和記念聖堂保存活用委

教区連絡会の後半は、世

なお、本教区連絡会は、

た。

時間の教区連絡会を閉会し

れ、祈りと祝福のうちに三

以上のことが話し合わ

示はない。

え、サン・ピエトロ大
策における修理方針につい

現状の確認、報告事項の連

あった。

聖堂の聖なる門をアレ
て」「工事費用と募金につ

齢の方、病床にある方

ンジした祈りのカード

絡が目的に開催される。

ク湯本教会〜ホテルハ
ワイアンズ／十六日
ホテル〜富岡町〜カト
リック原町教会〜ロイ
ヤルホテル丸屋／十七
日 ホテル〜飯館村〜
川俣町〜カトリック二
本松教会〜郡山〜広島

1728

ポートセンター岡本ま
‐ 9410
‐
で 電話 090

られます。
問合せ：広島司教区災害サ

各小教区宛に案内が送

（平和の使徒推進本部）

使徒推進本部までどうぞ。

意見や要望など、平和の

いて」「一般公開の案内に

※関連記事九ページ参照。

あった。

ついて」の説明と報告が

を作成したい。
●マザーテレサの写真展、
講演会を予定。
●閉年（二〇一六年十一月
二 十 日 に) つ い て 、 ま だ

広島司教区災害サポートセンター

東日本大震災からはや五
年が経ちましたが、復興へ
の道のりはまだ険しい状態
です。私達の記憶も日々薄
れていく現状を憂い、この
度、広島司教区災害サポー
トセンターでは、「東北・
福島の現在をとにかく見

（現地の方の案内あり）
対象：広島司教区の信徒
旅費：四万三千円（税込）
定員：限定二十名
（申し込み先着順）
申込先：（株）阪急交通社
（株）阪急交通社から

ＪーＣａＲＭ広島便り

西林 いずみ

フィリピン
独立記念行事
米子教会

六月五日、米子教会にて
フィリピン独立記念行事が開
催されました。今年は百十八
回目の記念「私たちの独立、
私たちの自立」をスローガン
に掲げての開催です。中国地
方は、この前日に梅雨入り宣
言が出され天気が心配されま
したが、曇り空の下、カルメ
ラ・レイさんの楽しい司会
で、盛大にお祝いができまし
た。
フィリピンは、十六世紀の
大航海時代から一八九九年六
月十二日に独立宣言がなされ
るまで、スペイン帝国に支配

されていました。フィリピン
では、この独立を記念して祝

賀行事を行います。七千にも
及ぶ島々からなるフィリピ

ンは、他民族国家で

多くの文化が入り交
じっています。だか

らこそ一つの国とし

て独立を宣言したこ
の日は、みんなが心

を一つにしてお祝い

する日であり、世界

のどこにいても国旗を掲げ、
国歌を斉唱してお祝いする日

だそうです。
この日も、国旗掲揚・国家
斉唱で始まり、米子、出雲、
松江、それぞれのグループが
歌や民族舞踊を披露しまし
た。子どもグループのモダン
ダンスもあり、終わりに近づ
いてくるとベトナムの皆さん
が飛び入りで歌を披露するな
ど、日本、ベトナム、もちろ
んフィリピンの皆さん、約
三百人が一つになって盛り上
がりました。
そしてもう一つのお楽し
み、手作りのフィリピン料理
の数々。どれも美味しいもの
ばかりでお腹も心も満たされ
ました。
準備・運営をされたフィリ

ピン共同体のリーダーの皆さ
んは、掃除や片付けを最後ま

できれいにされていました。

お疲れ様でした。

鮮やかな色合いのフィリピンの
民族衣装で踊りを披露。

原田神父と行く東北・福島視察

る」という内容の学習会を
企画しました。
日程：九月十五日（木）～
九月十七日（土）
行程：
十五日 広島〜常磐
線・湯本〜カトリッ

今もなお津波の被害がそのままに。富岡町の様子
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と

「神父様」と呼ばれる時に、

なっています。まだ、信者から

“

と岡山教会の信者様たちの協力

司祭叙階のミサは広島教区民

とを確信しております！その確

神様がそこで働いてくださるこ

が、この足りない部分を通して

おります。私は足りない者です

が私に願うことについて思って

思っています。そして、今神様

祈りしていただければ幸いと

と思いますので、これからもお

部分や助けを求める部分が多い

まだ、新司祭として足りない

いっぱいの感動がありました。

いた者として、彼の叙階式は胸

思います。それを少しだけ見て

い特別な召命の歩みがあったと

ろだった尹新司祭は他人には無

学生として銀祝？を迎えるとこ

たもお邪魔しました。来年で神

からの友達という腐れ縁で、ま

した。尹神父とは、神学校時代

彼らの叙階式にお邪魔していま

区の神学生が二人もいまして、

かし実は、同級生の中に広島教

喜びを分かち合う、前田大司教と尹 兌榮 新司祭

叙階式と初ミサのあと多くの

人々が“素晴らしい叙階式のミ
“

神に感謝
パウロ 尹 兌榮 新司祭

いう話しをたくさんの信者から

、動しました
サでした “感

聞きました。韓国人である私が

日本の広島教区で叙階されるこ

と、またその叙階式を通してな

さる神の御業と摂理に私自身も
感謝しました。

こんにちは。

“はい

カトリックさいたま司教区
カン ミンジュ
ルカ 姜 玟周 神父

と奉仕のおかげで盛大に捧げる

信に基づいて、広島教区のよい

そして、いよいよ迎えた初ミ

“

新司祭誕生

兌榮 新司祭 叙階式

ユン テ ヨ ン

パウロ尹

ホアン・

四 月 二 十 九 日 （金・ 祝） 十 四 時 か ら 岡 山 教 会 で、 パ ウ ロ
尹 兌 榮 助 祭 （広 島 教 区） の 司 祭 叙 階 式 と ペ ト ロ
ドゥク・ロイ神学生の助祭叙階式（広島教区）が行われた。

皆さんのお祈りとご支援のお

こないほど、神父になったばか

叙階されてもう二ヶ月近く

ベ 猪 口 大 記 神 父 以 来 二 年 ぶ り と な る。 叙 階 式 は、 韓 国 か ら

かげで、今年四月二十九日に広

りの新司祭なので、これから少

広島教区の信者の皆様方、

の 司 祭 団、 修 道 者、 信 徒 も 多 く 参 列 し 八 百 名 を 超 え た。 主

島教区岡山教会で司祭叙階とい

しずつ慣れて行くのかなと思い

広 島 教 区 司 祭 の 叙 階 式 は、 マ キ シ ミ リ ア ノ ・ マ リ ア ・ コ ル

司 式 は、 前 田 万 葉 大 司 教（大 阪 教 区）。 多くの司祭団と共

う神様の恵みを受け、岡山教会

←前田大司教からの按手を受ける
尹 兌榮 新司祭

という答えがすぐ出て

に ミ サ が 捧 げ ら れ た。

と岡山南教会の助任として働く

はじめまして。私は、広島教

区とは全く縁が無さそうな、さ

ことができました。母国である

働き手になれるよう前向きで生

サ。何十年ぶりの涙がこぼれる

いたま教区から来た者です。し

韓国から二十五人の司祭たちを

きたいと思います。私もいつも

広島教区の信者様！

始め四十人ぐらいの巡礼団が来

主の平和が皆様と共にあること

ミサでした。感動の初ミサの

てくださいました。

を願いながらお祈りしておりま

中、彼の恩師の神父様が説教

で、ある無名の詩人の詩を読ん

す。

感謝いたします。

申します。あらためて、心から

ユン テ ヨ ン

ます。

尹 兌榮 新司祭

ことになった、パウロ尹兌榮と

↑叙階式の集合写真
大勢の司祭団、修道者、信徒が集まった
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いく」私は助祭の務めとして奉

仕に励みつつ、時には、困難な

から感謝申しあげます。

事に出会ったり、辛い事にも出

に明るく満たされました。この

助祭叙階のお恵みを受けたわ

会ったりするでしょう。どんな

でくださいました。尹新司祭の

すべては神様のお恵み

たくしは、これから本格的に奉

瞬間、御父のお望みと大勢の

仕職の使命を始めることになり

時にも堅固な決意をもって生涯

召命とこれからの歩みへ送る言

ペトロ ホアン・
ドゥク・ロイ新助祭

ましたが、それは、御言葉の奉

を神様にお捧げし信仰、希望、

方々の祈りが一つになった事を

仕、典礼の奉仕、愛の奉仕で

愛をもって、神のみ旨に従い、

強く感じました。ユン神父様の
温かい春の訪れの喜びのうち

す。すなわち、福音の喜びをの

葉として。その一部を皆様に紹

意と大きなお身体に溢れる喜び
に、四月二十九日、わたくしは

介させていただきたいと思いま

を感じ取り、群馬太田からの

トマス・アクイナス前田万葉大

優しくうるんだ瞳に宿る強い決

私の背中に重荷が無かったら、
十二名の参列者は思わず涙ぐみ

す。

私は、人間の道から逸れていた

べ伝える者となるのです。助祭

重くて嫌だったこのものは、

今になってみると、

した。

をつけながら誠実に歩んできま

この重荷のおかげで、いつも気

かもしれません。

思い出されます。誰からも愛さ

しい気持ちに包まれていた事が

中にも何時も笑顔に癒され、優

語の勉強会など小さな出会いの

来訪でミサ後の歓談或いは韓国

父様によるご縁で数回に渡るご

ました。太田教会では金大烈神

の喜びです。そして、当日に多

の恵みを頂きました。感慨無量

守られて、岡山教会で助祭叙階

司祭団と多くの信者の方々に見

様方のご指導、修道会の皆様、

實名誉司教様、養成担当の神父

司教様をはじめ、ヨゼフ三末篤

とを望みます。どうぞ、この目

の痛みが分かる司祭」になるこ

と思います。今年の目標は「人

しっかり準備を続けて行きたい

を果たしながら、これからも、

加えていただくために、助祭職

に叙階されましたが、司祭団に

こそ十分に発揮される」（二コ

は十分である。力は弱さの中で

ら、「わたしの恵みはあなたに

ることを望んでいます。ですか

けによって、相応しい司祭にな

くしは弱い人間ですが、神の助

いと思います。ちなみに、わた

神の道具として成長していきた

り、犠牲をささげてくださって

私を、正しく生きるようにして

す。

いるすべての恩人の方々を祝福

リント十二・九）という御言葉

今年、日本カトリック神学院

し、それぞれの務めを喜びのう

を確信しております。
します。十二年間司祭職を目指

で最終六年目として、助祭コー

標を果たすことができるように

し、五年間日本カトリック神学

スに参加しています。そして、

皆様に祈って頂きたいと思いま

捧げし、ご自分のアイデンティ

院で養成され、神様が色々な形

くの皆様が叙階式に参列してく

ティーを生かした司牧ができま

で、絶えずわたしの上にお恵み

ださったことを心より感謝いた

私の背中に重荷が無かったら、

すように遠方からお祈りを続け

ちに果たしていくことができる

れる賜物をいただいている神父

私は、愛を知らなかったと思い

ます。太田教会にも遊びにおい

司牧実習は東京教区の習志野教

様、これからの全てを御父にお

ます。

を注いでくださったことを、こ

テヨン神父

様々なことを準備してくださ

階式のために広島教区の皆様が

に、深く感じたのは私たちの叙

神様からの無償の賜物です。特

なく神様の恩恵です。すべては

でしょう。それは自分の力では

みによって人生は変わっていく

そ、この日は 人
｢ 生の春 の
｣日
となったと思います。このお恵

祈りと励ましを頂いたからこ

これまで、多くの方々のお

の度改めて感じております。

ていけるようになりた

籍の方など）と関わっ

（信者、未信者、外国

う様々な背景の皆さん

学びながら、そこに集

参加し、教会のことを

す。習志野教会で色々な活動に

に創る教会の姿を感じておりま

けではなく、外国人の信者と共

数も多いです。日本人の信者だ

習志野教会は大きくて、信者の

会でお世話になっております。

ろしくお願いいたします。

も、ご支援とお祈りをどうぞよ

て参りたいと思います。今後と

様の上に豊かにあるように祈っ

ように導き、神様のお恵みが皆

これから「出向いて

いです。
と御支援を受けた事で本当に心

り、多くの信者の方々のお祈り

最後に、召命のためにお祈

この重荷の重さで、他人のつら

でください。待っています。

くれた大切な賜物でした。

床に伏す、尹 兌榮 新司祭とロイ新助祭

さを感じ、それを通して愛もゆ
るしも分かりました。
今になってみると、
重くて嫌だったこのものは、
私に、愛を教えてくれた大切な
賜物でした。

ユン

カトリックさいたま司教区
太田教会
山田 忠良
パウロ

様！ 叙階おめでとうございま
す。二〇一六年四月二十九日叙
階ミサが始まって間もなく岡山
教会の聖堂が突然昼下がりの光

ロイ新助祭
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間を大切にしています。現

予備神学校では沈黙の時

ます。

りますようお願い申し上げ

一層のお祈りとご支援を賜

とともに、これからもより

には心から感謝いたします

よるものです。教区の皆様

と皆様のお祈り、ご支援に

ができたのは神様のお恵み

も、ここまで継続すること

ともに少数でありながら

司祭、スタッフ、リーダー

ることができました。担当

六月には第十回目を実施す

年度で二年目を迎え、去る

広島教区予備神学校は今

黙の価値を見つけ、取り戻

時間を送ります。それは沈

離れて、共に神様を深める

この予備神学校では日常を

ました。（マタイ六・六）

から祈るようお教えになり

部屋に入って、戸を閉めて

子達には、奥まった自分の

人里離れた所で祈られ、弟

－十三）イエス様も度々、

す。（列王記上十九・十一

に神様の声を聞いたので

中にではなく、静けさの中

ヤは激しい風や地震、火の

ます。しかし、預言者エリ

されているようにさえ感じ

心には不必要なものと見做

邪魔で余計なもの、人間の

うに思えます。沈黙は何か

間、価値は失われているよ

が増えていく中で沈黙の時

うに神に信頼し、乗り越え

くのではなく、ダビデのよ

に、何も持っていないと嘆

とでしょう。そのような時

きな壁や困難にぶつかるこ

た。子ども達はこれから大

リアテに立ち向かいまし

ね、臆することなく巨人ゴ

た。ダビデは一切を神に委

ら信仰の模範を学びまし

践教理では、ダビデの姿か

「ダビデとゴリアテ」の実

す。

象を残したように思えま

教理は、子ども達に深く印

られるパンを使っての実践

とにあります。実際に食べ

て聖書の場面を再現するこ

特徴は、様々な道具を使っ

えてきました。実践教理の

深めてもらいたいと常々考

しょう。子ども達にはぜひ

しあげます。

は益々ご健勝の事と存じ申

皆さま方に於かれまして

に中国五県小教区の信徒の

新緑の候、広島教区並び

方のご協力に対し心から深

尾道教会信徒全員で皆様

予備神学校

代社会は目まぐるしく忙し

す良い機会となるでしょ

ることができるよう祈りま

皆さま方へ

返済のお知らせとお礼

尾道教会建設資金

べてに記されている数少な

せた奇跡」は、四福音書す

ました。「五千人に食べさ

リアテ」の実践教理を行い

せた奇跡」と「ダビデとゴ

学校では「五千人に食べさ

送りましょう。司祭、ス

い。共に恵み豊かな時間を

友達を誘ってご参加くださ

開催されます。たくさんの

（土）～二十七日（日）に

学校は、十一月二十六日

次回の第十一回予備神

します。

来ましたことをご報告いた

もって全額返済する事が出

円を今年二〇一六年四月を

た１億２３０１万２１５８

時に教区より借り受けまし

は二〇〇八年教会建設新築

さて、尾道教会に於いて

代えさせて頂きます。

お借りしてお礼とご報告に

思いますが教区報の書面を

すが諸般の事情柄失礼とは

申し上げたい所存でありま

信徒一同

主任神父 服部大介

尾道カトリック教会

二〇一六年五月二十二日

神に感謝！
い出来事の一つです。福音

十六年間でしたがその半分

当初の返済計画では、
タッフ、リーダー一同お待

本来ならば、丁寧にお礼

く感謝申しあげます。

賜物です。

身的なご協力に支えられた

篤いいつくしみの信仰と献

区全ての信徒の皆さま方の

教区始め、中国五県小教

来ました。

（八年間）の期間で返済出

●広島会場
●岡山会場
・写真展
・写真展
9.22(木)－10.2(日) 10.8(土)－10.16(日)
9：00－17：00
9：00－17：00
世界平和記念聖堂
カトリック岡山教会
・講演会 10.2(日) ・講演会 10.15(土)
11：00－12：30
13：30－15：00
世界平和記念聖堂
カトリック岡山教会

記者達はこの出来事に大き

＋主の平和

●山口会場
・写真展
10.20(木)－10.30(日)
9：00－16：00
山口サビエル記念聖堂
・講演会 10.23(日)
11：00－12：30
山口天使幼稚園2階ホール

第十回目を迎 え ま し た

く、そして、携帯電話やテ

う。

講演会
片柳弘史神父

ちしております。

す。

マザー・テレサ列聖記念写真展

な熱意を持っていたことで

さて、去る六月の予備神

レビなどが溢れかえってい
ます。社会が発展し、娯楽

ともに感謝のミサを捧げました

(8)
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カトリック

島

教

の耐震補強と改修工事を行

いと考え、今年度より聖堂

次世代に引き継いで行きた

教座聖堂（カテドラル）を

の取り組みの一つです。先

活用して行くこともそれら

念する聖堂」として保存、

す。記念聖堂を「平和を祈

活動に取り組んでおりま

テーマに各種の召命・宣教

「平和の使徒になろう」を

争体験を持つ教区として、

の原子爆弾による悲惨な戦

刻み、「平和の灯（ともし

忘れることのないよう心に

人々の平和の願いと祈りを

えていただいた世界中の

徒は、聖堂建設の訴えに応

ます。私たち広島教区の信

る」と言葉が添えられてい

教台に「平和を宣べ伝え

ンヘン市から寄贈された説

聖堂にあるドイツ・ミュ

重要文化財

世界平和記念聖堂は、広

うことに致しました。教区

般、列聖された聖ヨハネ・

世界平和記念聖堂

耐震補強 ・ 改 修 工 事 ご 協 力 の お 願 い

島教区の司教が教区長とし

の信徒の皆様には、聖堂保

広島司教区の
信徒の皆様へ

て教区内の信徒を教導し、

鍾塔：支持地盤までの杭打ち、地盤の液状化対策、PC鋼棒及び鉄骨による補強

び）」が消えることのない

聖堂本体：玄関吹き抜け部分の脆弱部分の対策（小玄関等の鉄骨補強など）

パウロ二世は広島の地から

■耐震補強の概要

存の意義をご理解の上、ご

④木製扉（腐朽）

司式するための「着座椅子

銅板葺（漏水、 下地破損）

よう、記念聖堂を明日の世

広島教区では、世界最初

木製扉（腐朽）
⑥窓（一部腐食）

世界に向けて「戦争は人間

外壁（ひび割れ、 剥離）

支援くださるようお願い申

⑤防水（劣化）

（カテドラ）」が置かれた

③外壁（ひび割れ、 剥離）

代に引き継ぎ、平和を宣べ

銅板葺
（漏水、 下地破損）

105 号

の仕業です。戦争は人間の

外壁（ひび割れ、 剥離）

2016 年 7 月 31 日

しあげます。

②外壁（ひび割れ、 剥離）

報

聖堂で、教区の母なる教会

①銅板葺（漏水、 下地破損）

区

堂です。私たちは、この司

防水（劣化）

広

■保存工事の概況
コンクリート劣化部分の補修と劣化防止対策

伝えて参りましょう。

老朽化した電気設備、空調設備の更新など

生命の破壊です。戦争は死

屋根シート防水の更新

です。」と平和アピールを

内陣天井の漆喰落下防止対策

世界平和記念聖堂

ペンダント照明の補修

世界に発し、私達が歩むべ

ステンドグラスの劣化部補強と飛散防止対策

保存活用委員会委員長

鋼製建具等の補修

き道を示されました。記念

内陣ドームの鉄骨補強と内装補修

聖堂はその言葉を証しする

内壁の亀裂・浮きなどの補修

使命が与えられた聖堂で

小屋裏の鉄骨トラスの補強

す。

銅板葺大屋根の葺き替え

■工期：２０１６年１０月〜２０１９年３月

＊通信欄に「聖堂保存献金」と記入して
ください。

斎藤眞仁神父

口座番号：01320-3-109791

幟町教会主任司祭

口 座 名：カトリック広島司教区

ドメニコ・ヴィタリ神父

世界平和記念聖堂募金
郵便振替口座

外尾悦郎さん講演会「美しさとは」
人として生きて行く根本に美しさを求める精神があります。
人の心の奥深くに埋め込まれた美しさ・意義を共に見つめてみたい。
日
時：2016年8月11日（木・祝） 14：00～15：30（開場13：30）
講
演：外尾 悦郎（彫刻家、サグラダ・ファミリア主任彫刻家）
場
所：世界平和記念聖堂（カトリック幟町教会）730-0016 広島市中区幟町4-42
入場無料：入場料はいただきませんが世界平和記念聖堂維持のための献金をお願いいたします。
主
催：カトリック広島司教区

）まで。
083-923-6363
〈内容〉神の恵みと私たち
の信仰生活
＊古巣馨神父講話

ケア）」のアンケート内容

「傾聴ボランティア（心の

園教会信者）先生の講演

開催されました。石田（祇

クボランティアの集い」が

回山口・島根地区カトリッ

トリック教会にて「第三十

六月四日（土） 長府カ

ました。使徒職団体、勉強

し、「この路を」と名付け

字に起こしていただき編集

方々（二十七名）により文

区、山口島根地区の信者の

れ岡山鳥取地区、広島地

す。講演は 七枚に記録さ

で行った講演内容が好評で

し、二〇〇八年大阪の教会

行うために、世に来られ、

「主イエスは御父のみ心を

敷教会のバルト神父様より

講座に先立ち担当司祭倉

れました。

に迎え、第一回講座が行わ

出来るでしょう。
岡山鳥取地区

と挨拶がありました。
この講座は六回行われま

です。自分で自分を養成す

した。有意義な講話ばかり

者」養成講座が六月十一日

「聖体授与の臨時の奉仕

二〇一六年岡山鳥取地区

受講します。

仕者に指名された方は六回

新しく聖体授与の臨時の奉

参加することができます。

「隔てを越えて」

下関労働教育センターだより

41

広島教区の西端、下関か
ら海峡を隔て、福岡教区の
北 端、 北 九 州 が 展 開 し ま
す。最近「北九州・関門ブ
ロック」と呼び、外国籍の
人々との共生文化を生きる
こと、労働者の社会・生活
を見直すグループの活動な
ど境を越えて行われていま
す。何らかの違いが対峙す
る境を越える交流の場に、
新しいいのちが湧き出ま
す。
もっと大きな海峡を隔
て、英国の 離脱は先行き
不安な出来事です。フラン
シスコ教皇の指摘される、
現代世界の「 格差と排除 」
の現状からのからの脱出
（ エクソドス ）の後退とも
見えます。一大要因の難民
問題は、戦争・紛争・テロ
等の深い原因である世界の
格差だと思います。自国の
生活・労働・文化を守る為
の排除が生じるのは当然で
すが、それを止める人類の
成熟は未だなのです。折角
国家の境を越えた連帯と交

流の人類の希望の方向が
有ったのに、です。
加盟条件の一つが、死
刑制度廃止国であると知
るとき、国家が人間の生
命を殺せないという、国
家が戦争によって国民を
殺せることへの抵抗に繋
がるからです。身近な事
で、一昨年静岡地裁で再
審可決に成った死刑囚袴
田さんの再審開始を祈り
と具体的連帯努力で、こ
の国の司法権力に向かい
たいです。
この教区報が出る時
は、七月十日の参院選の
結果がこの国行く先をど
の様にしているか。どの
様な結果であっても、「日
本国憲法の不戦の理念を
支持し尊重するのは当然
の事です。戦争放棄は、
キリスト者にとってキリ
ストの福音そのものから
の要請であり、宗教者と
していのちを尊重する立
場からの切なる願いであ
り、人類全体にとっての
手放す事の出来ない理想
なのです。
」（日本カトリッ

（林尚志神父）

会：二〇一六年四月七日）

ク司教協議会常任司教委員

EU

地区便り
山口島根地区

から「もっと深く学びた

会、さまざまな活動グルー

苦しむ人、困っている人、

古巣馨神父（長崎教区）

い」等の意見が多数寄せら

プのみなさんでこの資料を

悩んでいる人の友となりま

＊第三十回山口・島根地区

れていました。秋から山口

読み、分かち合いとして活

した。体を備えてくださっ

が「ペトロ岐部と百八十七

島根地区の福祉部主催で、

用できたら良いと思いま

た神は今、私たちをも恵み

カトリックボランティアの

研修会を開く予定（全五

す。例えば、 一枚ずつ行

殉教者の列福式」を記念

回）です。

と平和を伝える道具になる

＊聖書講演会の講話の

シリーズ

すが、一回～三回までは誰

るために、借りて聴いて

（土）十三時半より、カト

山口神父様は「御聖体の

＊「聖体授与の臨時の奉仕

みてください。申し込み

リック倉敷教会で、笠岡教

神秘について」ご聖体に

でも関心のある方は講座に

は、山口島根地区センター

会の山口道晴神父様を講師

（二〇〇〇年～一六年）を

ように呼びかけました。」

えば、七回の分かち合いが

集い

CD

（ TEL083-924-2931 FAX

EU

CD

CD

者」養成講座

会の講話の

催の聖書講座、聖書講演

京都教区聖書委員会主

CD

やっと備えることが出来ま

CD

報
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山口道晴神父

は、御からだと御血とだけ
＊信徒のための『霊操』セ
「実践上の注意と実践指

・十月十六日（日）

（観音町教会）

導」／講師：斉藤眞仁神父

ミナー
十月十五日（土）

第七回：二〇一六年

でなく、キリストの霊と三
位体の神も共におられるこ
と、拝領は、私たちの魂を

広島教区の施設

シリーズ 巡回教会めぐり

捧げています。たくさんの

信者がミサに参加し各国語

で典礼を行っています。今

センター代表）

ズス会・西日本霊性

十六時／場所：広島カト

十月二日（日）十四時～

＊地区宣教司牧評議会

「境港市が漁港であること

した。

れ、聖ペトロを守護者としま

式で、献堂式のミサが捧げら

年六月五日、野口司教様の司

で設立されました。一九六六

淳心会の神父様方のお力添え

は信仰深い数家族を礎として

する米子小教区境港巡回教会

鳥取県と島根県の境に位置

これからも、平和な世界

たいと思います。

のように輝かせる教会にし

キリストの光を灯台の灯光

の信仰、聖霊の恵によって

す。次の二十五年こそ私達

的な雰囲気で集っていま

理をおいしくいただき家庭

会をしたり各国自慢の手料

われました。ミサ後は茶話

の子どもたちの初聖体も行

年の聖霊降臨の日には八名

場所：観音町教会聖堂

リック会館多目的ホール

から、漁師であったペトロこ

になりますようにまたキリ

境港教会

＊「聖体授与の臨時の奉仕

＊地区女性連合会キリシタ

そ、その守護者として最も相

ストの福音が伝わりますよ

米子小教区

者」養成講座

ン巡礼の旅（北陸・石川）

応しいと考えられたからで

時間：十四時～十六時半

＊いつくしみの特別聖年ゆ
・七月二十四日（日）

日程：十月四日（火）～六

す。
」

第八回二〇一七年

るしの秘跡・ミサ
「キリストの呼びかけにこ

日（木）

養う食物として受けること

計画として、八月の一ヶ月

たえるものとなるために」

ながら分かり易く話されま
した。
次回は荻神父様を迎えて
「キリストの呼びかけに」
と題して行われます。

第九回二〇一七年
四月二十二日（土）
時間：十時～十六時
指導：塩谷恵策神父（イエ

目的ホール
＊平和を祈るテゼの集い
九月二十二日（木）十時～
場所：祇園教会

五代儀 幸枝（岡山）
堀越 明子・瑶（水島）
寺下 敦子（岡山）
黒田 三千代（幟町）
広瀬 昌子（幟町）
前田 輝男（幟町）
山本 邦子（幟町）
植 和子（幟町）

広島地区

丹藤浩二・東亜子（尾道）

スラオ西山恭平様より、 第0008号
故西山幸子様葬儀のお花 第0009号
第0010号
料のお返しとして、広島
第0011号
司教区へ献金をいただき 第0012号
ました。お礼とご報告を 第0013号
第0014号
申しあげます。
第0015号
広島司教区
第0016号

いつくしみの特別聖年の

場所：広島カトリク会館多

間、イエズス会のキエサ・

／講師：片柳弘史神父（宇
教会スタンプラリー完了

   香典返し

一月二十八日（土）

ロバート神父様にお願いし
部教会）

－  感  謝  －

と、時にはユーモアを交え

て、広島地区各小教区のた

・九月十一日（日）

聖パウロ書院で販売しています。

は、境港教会設立二五周年祝

より始ります。

一、第三日曜日午前十一時

の信者達といっしょにミサを

ジル、フィリピン、ベトナム、

境港教会は日本で働くブラ

しました。

八〇周年と併せてお祝いいた

は献堂五〇周年を米子教会

また二○一五年十一月三日に

ものを感じました。
」そして

方にお祝いをして頂き心強い

会ながら、予想以上に沢山の

捧げられました。
「小さな教

め十一名の神父様方によって

賀ミサが、三末司教様をはじ

境港教会の御ミサは第

うに祈ります。

めに、ゆるしの秘跡・ミ

「キリストのお供をするも

心をあたたかさで包み、
小さなことばたちが
生きる力を与えてくれる
大切な一冊・・・・・

一九九〇年九月二十四日に

サ・お話をしていただきま

あなたのままで輝いて

（イエズス会庚午修道院）

The Hope

名（教会）
認定証番号 氏

尾道教会の信徒、スタン

境港教会

米子小教区

30

の」／講師：牛尾幸生神父

片柳弘史神父 著
PHP研究所

す。
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で分かち合おうと、今
年の青年大会は司教叙

2 0 1」
6 を九月十八日
（日）～十九日（月・

「広島教区青年大会

「
広島教区青年大会」
今年もやります！

いっしょに新司教様を

青年たちが集まって、

べき青年大会になりそ

とにしました。記念す

青少年の活動

祝）、カトリック三篠教会
気持ちよく迎え入れま

階式に合わせて行うこ

で開催します。対象は十八
しょう！

テーマは「アレキシオ白浜
会の準備も始まってい

これに向けて青年大

うな予感。ぜひ多くの

歳以上（高校生不可）。
満司教叙階式 」です。
やっと決まり、青年たちも

待ちに待った司教様が
込みをお届けします。

はありませんが、意気

ます。スタッフ全員で

日 程：8/27（土）～28（日） 場 所：幟町教会
参加費：3,000円 対 象：JOCメンバー、青年、協力者
宿 泊：幟町教会に宿泊可能。前泊もできます。
問合せ：観音町教会 広島JOC担当 飯田知香

動的な場面に出会う必要

年を召されたご夫婦がセン

だった。そこでその頃少々

きくて、とても甘いと評判

た枇杷は、例年よりやや大

今年檣灯センターに出来

と全然関係なく、ラテン語

さて、一方この枇杷の話

と。

しょう！ご苦労様でした」

し込まれて大変だったで

の）袋の中に窮屈そうに押

われた、「（害虫予防など

ながらひとり言のように言

のコップに生けた。そうし

実との間の大きなずれを、

〟ズバリとなっ
Everything
ています。実は、理想と現

〟
う に 〝 Nihil et Omnia
英語で〝 Nothing and

何か

そして詩の最後の文は、

〟（オー司祭
Quis es tu?
よ！あなたは誰ですか？）

イトルは〝

しょうとう

が有る。ここで、最近二

ターを訪れたときのこと。

で書かれた〝司祭について

毎日の様に痛感しているだ

かのよ
Final Answer

O Sacerdos!

つの全然異なった内容の

自慢したかったのか、早速

の詩〟は神秘的な内容で、

けに、この詩の言葉はピン

は〝司祭をテーマにした

ミニ感動体験をしたので

若い葉っぱがついたままの

以前から好きでしたが、ど

ときて、何より感動的であ

詩〟についてです。

書いてみる。先ず〝枇杷

枇杷ひと房をさし上げよ

うしてもその素敵な日本語

保つために、たびたび感

の実の話〟と、もう一つ

うとした、その時の反応

る。

檣灯センター

こうしているうちに最近

被爆証言を聞き、伝える。
平和について学び、考え、人と関わる場を作る。
自分の身近な平和について考え、Actionを起こす。

ぐ、その実を受け取るやい

広島JOC「平和学習会」のお知らせ

思わず英語訳だけは手に

あんなにワクワクする素敵なテゼや、あんなに面白いと思える
ミサができるのは、他に無い、青年大会の魅力だ！！昨年典礼
スタッフとして青年大会に参加し、そう強く感じました。今年
は、もっと多くの人とこの気持ちを分かち合いたいです！
（幟町：益田なお）

なや付いていた葉っぱを丁

今年初めて青年大会に参加するので、スタッフという立場です
が青年大会がどのような場所なのか、これから学んでいきたい
と思っています。未熟な部分が多くありますが、頑張っていき
たいです。（呉：風呂井薫）

入った。このラテン語タ

やる気満々頑張ります！！（日髙詠奨）

ミッシェル・デウィルデ神父 寧に離して、水がいっぱい

テゼ、青年ミサなど…お恵みいっぱいの典礼になるよう準備し
ています♪ともにステキな時間を作りましょう。
（幟町：中塚汐音）

訳が出来なかった。そう

〈89〉

昨年初めて青年大会を経験し、「こんなにも楽しい素敵な出会
いがあるんだ！」と感じました。この気持ちをより多くの人に
感じてほしい。沢山の人が集い、分かち合える場を作っていき
たいです！（幟町：石井美咲）

に驚いた。だって奥様は直

人間誰もが心の健康を

「感動することの色々」

大喜び。この喜びをみんな

SP

報
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区
教
島
広
カトリック
105 号
2016 年 7 月 31 日

「広島教区練成会」

日時：八月九日（火）～

十一日（木・祝）

場所：カトリック翠町教会

対象：小学五年生～中学三

年生

テーマ：「マザーテレサか

ら学ぶいつくしみ」

今年もたくさんの参加を

お待ちしています。詳細は

各小教区配布の案内をご覧

ください。

「草葉の陰からお祈りし

ます」が口癖でした。

祈りとミサが中心の日々

を送られていた三末司教

様。亡くなられた今も、私

たちの傍、草葉の陰から、

平和のため、広島司教区の

ため、私たちの幸せのため

に祈っておられることで

しょう。（み）

