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アレキシオ白浜満司教叙階式

着座のご挨拶
アレキシオ白浜満司教
九月十九日（月・祝）、世界平和記
念聖堂にて司教叙階の恵みを受け、正
式に広島教区に着座することができま
した。司教叙階式に際して、種々の事

広島市中区幟町 4-42
広島司教館内
TEL（082）221-6017

数多くの霊的花束を賜りました。皆さ

的には、すでに話し合いが進められて

展開して行く時を迎えています。具体

りません。小さなことを大きな愛を

チャレンジしていければと思います。

皆さんとの出会いを神様に感謝し、

もっておこなえば、神様のために素晴

十月一日（土）と二日（日）より、

教区の現状把握に努めながら、教区創

らしいことをしたことになります。」

今年、九月四日に列聖されたマザーテ

立百周年を一つの大きな節目に位置づ

と教えていました。わたしたち一人ひ

教区内の教会の公式訪問と堅信式を開

けて取り組んでいきたいと思います。

とりも、自分にできる小さなことを大

レサは、「小さすぎることは何一つあ

教区目標では、「家庭へのチャレン

切にし、「主よ、どうぞ、わたしをお

よろしくお願いします。

ます。力不足ではありますが、どうぞ

路を歩めますことを心から嬉しく思い

広島教区の皆さんと一緒に信仰の旅

ます。

ながら、力を合わせていきたいと思い

使いください。」という祈りをささげ

ジ」から「教会へのチャレンジ」へと

始しました。

んに、改めまして心から御礼申し上げ

発行責任者
広報担当
服部大介神父

いる、十年後の教区事情を推測しつ
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ます。本当にどうも有り難うございま

カトリック
広島司教区

つ、今、わたしたちにできることに

白浜満司教

した。

前の準備、当日の色々な奉仕、また、

「点訳版」あります。
お問い合わせください。

叙階式の中で、駐日教皇庁大使館の
パヴェル・オビエジンスキー参事官
（右）からペルガメナ（司教任命
書、ラテン語で記されている）を受
け取る白浜司教（左）

地区・海峡からの風

平和行事・広島教区の施設

災害サポートセンター・Ｊ―ＣａＲＭ広島便り

白浜司教叙階式・じゃけえのう

十一～十二面

九～十面

八面

七面

一～六面

を中心に神との契約を意識する社
会を形成していました。
しかし、いまや士師は神の道を
歩まず、周辺の都市国家や民族と
の戦いの危機感の中で、周りの
国々と同じになる仕方を選択した
のです。民が普通だと考えた他の
国々のように、暴力には暴力、侵
略には侵略、武力こそがすべてと
の考えに民は熱狂していきます。
戦いの勝利は国土の拡大と富をも
たらし、王の宮殿も神の神殿も荘
厳に建てられました。
その結果、行き着いた先は王国
の分裂と滅びでした。その間、自
らが選んだ王のために無数の命が
失われ、嘆きと泣き叫ぶ声が巷に
絶えることはありませんでした。
王制度は、おおよそ四百年の夢物
語に終わります。
戦いのためにあらゆるものを支
配する王に否定的な神の言葉は、
預言者に引き継がれ、イエス・キ
リストの福音で宣言され、長い歴
史を通して私たちの心に刻み込ま
れていきます。
周辺の危機が言われる時こそ、
神の言葉に目を留める時かもしれ
ません。
（原田豊己神父）

「じゃけえのう」とは広島弁で
「だからね！」という意味。

青少年・ひと粒

11

18

「他のすべての国民と同じように
なり」
紀元前千年ごろ、神との契約に
生きる民に王を求めるという大き
な転機が訪れます。
サムエル記下には次のように記
されています。
「ほかの国々のように、我々の
ために裁きを行う王を立ててくだ
さい。（８・５）我々もまた、他
のすべての国民と同じようにな
り、王が裁きを行い、王が陣頭に
立って進み、我々の戦いをたたか
うのです。（８・ ）」
それに対して神は、民が求める
王が持つ「権能」（８・ ― ）
を次のように述べます。
戦いのための徴兵、娘たちを料
理女やパン焼き女として徴用、正
当な所有者からの土地没収、その
土地を自分の家臣に分配、穀物や
羊の十分の一の徴税を通じて民を
自分の奴隷とする。想像していな
かったこのような事態に、民は自
らが選んだ王のゆえに、泣き叫ぶ
と言うのです。
ひ ご
神の庇護のもとにモーセに導か
れてエジプトを脱出した民は、
十二部族の連合体を形成し、士師
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司教叙階式に司教・司
祭・神学生二百人以
上、二千人を超える人
たちが集う
台風十六号が九州地方に

前田万葉大司教（大阪教

月まで広島教区司教だった

主司式は二〇一四年八

びに満ちた時を共有した。

堂に集い、感謝の祈りと喜

る参列者が世界平和記念聖

司教叙階式に二千人を超え

ン・ボニファス教区）、韓

ス・グーレ名誉大司教（サ

神父、カナダのエミリウ

管区長ジャック・ダルシ―

ルピス司祭会カナダ管区の

ンスキー参事官、サン・ス

使館のパヴェル・オビエジ

来賓として、駐日教皇庁大

会場は多くの参列者が来

生を祝った。

の広島教区民が新司教の誕

る全国の方々、そして多く

道者、白浜司教と関係のあ

はじめ全国からの司祭・修

教、長崎教区や福岡教区を

本の十六人の大司教・司

妹・親戚の方々と共に、日

明大司教（長崎教

協議会会長の髙見三

行った。

句を織り交ぜながら

前田万葉大司教が俳

られた。続く説教は

日本語訳で読み上げ

任命書がラテン語と

キム キ ヨ ン

父、韓国釜山教区のソン・サムソ

ク補佐司教、白浜司教、金楹洙神

した。そのため、大聖堂以

大学セシリアホールを準備

れたワールドユースデー

ド・クラクフで開か

今年七月にポーラン

ティーがにぎやかに行われ

館一階、マリアホール、野

叙階式であった。

に、終始、笑顔があふれた

この日の天候とは正反対

た。

ツを販売。その日に完売し

紋章をデザインしたＴシャ

青年たちは、白浜司教の

外は、モニターを準備し映

最後に挨拶した白浜司教

は、謙遜と感謝に満ちてい
た。
ミサの福音書朗読の後、

外テントの下で祝賀パー

叙階式後、カトリック会
叙階の儀が行われ使徒座の

間半近くあった。

叙階式は滞りなく進み二時

午後一時半から始まった

配信された。

た。

キム ヨ ン ス

（世界青年の日）大会に参

の神学生たちから贈られたもの

像中継に合わせて祈った。

ミトラは、日本カトリック神学院

加した岡山、広島、鳥取の

は、神学校で共に学んだ

また、その映像は同時にイ

日本カトリック司教

←左から朴孝鎮神父、金起瑩神

パクヒョジン

2人

ヘ・パチェコ神父と白浜司教

三人の青年が挨拶した。

↑サン・スルピス司祭会のホル

ンターネットで外に向けて

父

被害をもたらす九月十九
日、朝から重たい雲が空を
覆い、叙階式直前から降り

区）。白浜司教は叙階式の

国釜山教区のソン・サムソ

ることを想定し、大聖堂、

出した雨にも関わらず、新

中で、司教の椅子に着座

ク補佐司教、広島県宗教

区）の挨拶、続いて

ミサの終わりに、

し、第四代広島教区司教と

地下聖堂、エリザベト音楽

白浜司教に按手する前田大司教
白浜司教は、第5代教区長三末司教の祭服
（カズラ）をまとった

者連盟、白浜司教の兄弟姉
白浜司教の額に塗油する前田大司教
聖香油の塗油

して正式に就任した。

司教団が見守る中、祭壇の前で床に伏す白浜司教

報
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牧杖（バクルス）の授与 教区長のしるしである牧杖が前田大司教から白浜司教に
手渡された この牧杖は、第4代教区長、野口司教が使っていたもの

アレキシオ白浜満司教プロフィール
1962 年 5 月 20 日

長崎県南松浦郡新魚目町米山に生まれる
長崎大司教区・仲知小教区 ( 米山教会 ) 出身

1990 年 3 月 19 日

司祭叙階 ( 長崎大司教区・カトリック浦上教会 )

1990 年 8 月

カナダ・モントリオール大神学校にてフランス語研修

1993 年 1 月

サン・スルピス司祭会カナダ管区に入会

1993 年 2 月～ 1995 年 3 月

パリ・カトリック学院の典礼高等研究所で典礼学
・秘跡神学を専攻し、修士号を取得

1995 年 4 月～ 2008 年 3 月

福岡サン・スルピス大神学院・養成者

1995 年 9 月～ 現在

日本カトリック典礼委員会・委員

2001 年 4 月～ 2009 年 2 月

東京カトリック神学院・講師

2009 年 4 月～ 2012 年 3 月

日本カトリック神学院・養成者 ( 東京キャンパス )

2012 年 4 月～ 2016 年 7 月

日本カトリック神学院・院長

2016 年 9 月 19 日

広島教区司教叙階・着座

OMNIA PROPTER EVANGELIUM
『福音のためならどんなことでも』

司教紋章の説明
旗の中央にある赤い円は「愛である神」（1 ヨハ 4,8）と、その愛が込められている
エウカリスティア（聖体）を示している。そして、旗全体に広がる黄金色は「神のい
つくしみ」を表し、教皇フランシスコが制定した「いつくしみの特別聖年」中に、司
教任命を受けたことを暗示している。
「愛である神」
（赤い円）に連なる 3 つの星は、イエス、マリア、ヨセフ、すなわち
「聖家族」を表している。また、赤い円内の上方に見える「Α（はじめ）とΩ（おわり）
が記された書物」は、神の御子イエス・キリストがのべ伝えた「福音」を示し、その
下方に描かれている「オリーブの葉をくわえた鳩」（創 8,11）は、広島教区の固有の
目標である「平和の使徒」のシンボルである。
この司教紋章は、
「愛である神」によって一つに結ばれ、そのいつくしみに促されて、
「福音のためならどんなことでも」
（1 コリ 9,23）受け入れて協力した聖家族のように、5 県（山口、島根、広島、岡山、
鳥取）に広がる広島教区の神の家族一人ひとりが、自分にできる固有の役割（召命）に目覚め、互いに協働して、神の
愛と福音を伝える「平和の使徒」となれるように、という願いが込められている。

広島の白浜も満ち満月や

ありますので、教区の皆さ

り、大事な同郷の後輩でも

なります。私の後継者であ

ご協力がどうしても必要に

の皆さまのお祈りとご理解

とでもあるからです。教区

同時にまた大変ご苦労なこ

つ喜ばしいことですが、

がすがしく、さわやかでか

います。確かに、新鮮です

て五年しかたっていない私

ものです。まだ司教になっ

いう意味」を受け継ぎたい

うかだよね＝パンになれと

いかに美味しく食べてもら

いた「わたしたちは、皆に

司教さまが仲知会でつぶや

りません。同郷の島本要大

ちのお父さんでなければな

も、司祭、修道者や信徒た

なってまいります。若くて

継承や爽やかに」

薄もみじ」、「福音の使徒

う。「顔晴れという広島の

やかに歩んで行きましょ

「御手にゆだねます」で爽

モットーと、記念カードの

ならどんなことでも」の

きましょう。「福音のため

ないように「顔晴れ」で行

に、さわやかに頑張りすぎ

とは思いますが、お互い

様のことですから、大丈夫

くださることになり、喜ん

あなたの叙階式に出席して

会とわたしの名代として、

クワン神父様が、総長顧問

の会員であるベルナール・

です。しかし、わたしたち

訳ありません。非常に残念

叙階式に参列できず、申し

日に行われるあなたの司教

めに、二〇一六年九月十九

わたしは、他の責務のた

援はもちろんですが、白浜

広島教区の皆さまのご支

努力が必要だと思います。

み深いお父さん」に徹する

せんが、「司教はいつくし

サン・スルピス司祭会総長

白浜司教様、

ムのフエにあるわたしたち

られるだけでなく、ベトナ

会の活動に貢献し続けてお

は、日本におけるスルピス

でいます。クワン神父様

満司教さまのご家族、特に

神学生時代から「聖人」と

ロナルド・Ｄ・

の神学校でも教えています

ので、彼はわたしの代理と

にとって、またサン・スル

に選ばれたことは、あなた

の非常に特別な役務のため

教区の第一の牧者というこ

す。他方で、あなたが広島

失ったことを残念に思いま

校が有能な養成者・院長を

しは一方で、日本の大神学

複雑な気持ちでした。わた

せを受けたとき、わたしは

司教に任命したという知ら

シスコが、あなたを広島の

個人的な切なる祈りと祝

めてくださいますように。

るというあなたの決意を強

御心にかなうよい牧者にな

ためにあなたを支え、その

主イエスが、新しい使命の

い牧者そのものであられる

りと祝福を約束します。よ

べ、また、わたしたちの祈

なたに心からのお祝いを述

しはこの栄誉のために、あ

ス会員の名において、わた

世界中のすべてのスルピ

してふさわしい人です。

ピス司祭会にとって栄誉で

わたしたちの教皇フラン

ウィザーラップ神父

親愛なる兄弟である

仲知・米山教会の皆さまの

尊敬されている白浜満司教

かわり（知る仲）が必要に

というお互いに命懸けのか

羊を知り羊は牧者を知る」

まにも高い霊性と「牧者は

す。また、白浜満新司教さ

い祈りと支えが要求されま

これまで以上の限りなく高

とではありますが、同時に

にとっては、おめでたいこ

ます。仲知・米山の人たち

お祝いと励ましの句を贈り

も名前・地名にちなんで、

者たれ爽やかに」と、これ

し」、「仲知という良き牧

「米山の白浜満ちて天高

以上に大切になります。

お祈りとご支援もこれまで

す。

大阪教区

ま、私の時以上にどうぞよ

が、偉そうなことは言えま

広島教区の司祭、修道

前田万葉大司教

ろしくお支えください。

者、信徒の皆さま、白浜満
新司教・教区長さま誕生、
まことにおめでとうござい
ます。まずは、「広島の白
浜も満ち満月や」と、新司
教さまの名前にちなんで、
祝句を贈りたいと思いま
す。広島教区の皆さまが、
待ちに待った新司教さま誕
生の願いが、約二年ぶりに
満ち満ちて、まさに満足そ
のものといった感がいたし
ます。
そして、白浜満司教さま
ご本人にも、月並みながら
「新涼や白浜満司教さま」
と、お祝い申し上げます。
しかしまた同時に、「ご苦
労さまという広島の薄紅
葉」との句も贈りたいと思

←左から、駐日教皇
庁大使館のパヴェ
ル・オビエジンス
キー参事官、カナダ
のエミリウス・グー
レ名誉大司教（サ
ン・ボニファス教
区）、韓国釜山教区
のソン・サムソク補
佐司教
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共に祈りを捧げる前田大司教と白浜司教

福を込めて、
キリストにおいてあなた
の兄弟である ロナルド・
Ｄ ・ウィザーラップ
二〇一六年八月二十五日
フランスの聖ルイの祝日に
広島教区の信者のみなさ
ん、新司教誕生おめでとう
ございます
日本カトリック神学院
院長代行 中野裕明神父

わばそれほど白浜院長に

か不安がよぎりました。い

で、今後神学校はどうなる

とりとしては青天の霹靂

卒業でした。養成者団のひ

任期をあと一年半残しての

学院の院長でした。院長の

いつのころからか、神学生

りの人です。神学校では、

れに加え、神様に仕える祈

しい人格の持ち主です。そ

挙げればきりのない素晴ら

る、旺盛なサービス精神。

りして、雰囲気を和ませ

させたり、替え歌を作った

白浜満新司教様はご承知

頼っていた、換言すれば楽

の間で「聖人」と評される

のように日本カトリック神

をさせてもらっていたとい

ようになりました。

用意周到な会議の準備、一

白浜司教様については、

でやめにします。あとは、

るかも知れないのでこの辺

教様ご自身が動きずらくな

へきれき

う現実を突きつけられた形

人ひとりの意見に心から耳

皆さんで確かめてくださ

あまり褒め上げると、司

を傾ける真摯な態度、寸暇

い。

になりました。

を惜しんでは古い典礼祭具
を収集する、典礼魂、たま
には会話にダジャレを混入

を新しい牧者として与えて

に、アレキシオ白浜満司教

教座空位であった広島教区

る任命によって、二年間司

は、フランシスコ教皇によ

いつくしみ深い父なる神

肥塚侾司神父

平和の使徒推進本部

広島司教区

出かけて行こう

「福音の喜び」二十）

ランシスコ

使徒的勧告

かれています。」（教皇フ

のこの新しい『出発』に招

示しています。皆が、宣教

新たにされる現場と挑戦を

ばは、教会の宣教のつねに

『行きなさい』ということ

「今日、イエスの命じる

ました。（教会憲章十八）

で教会を牧することを望み

る司教たちが世の終わりま

要としている隅に追いやら

出て行って、福音の光を必

分にとって快適な場所から

かれています。つまり、自

呼びかけにこたえるよう招

「わたしたち皆が、その

しょう。

として福音の光を運びま

ましょう。「平和の使徒」

けにこたえて出かけて行き

「行きなさい」との呼びか

たしたち皆が、イエスの

を派遣して、教会を設立

ス・キリストは、使徒たち

永遠の牧者であるイエ

るために、広島教区民のわ

どんなことでも」を実践す

モットー「福音のためなら

白浜司教が掲げられた

書二十）

れているのです。」（前掲

届ける勇気をもつよう招か

れたすべての人に、それを

、 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、

くださいました。

し、使徒たちの後継者であ

侍者を先頭に司祭団と司教団の長い列が続いた

退堂の様子
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白浜司教を中心に司教団と司祭団
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●二神昭子さん

白浜司教の兄弟姉妹
女）もご参列されておられ

女）、長浦信枝さん（三

ほかに西田京子さん（長

良い人でした。」

えています。小さい頃から

て言われたことを今でも覚

て気楽にしていいよ。』っ

た。そのとき、『横になっ

こしていたのが印象的でし

初めて会ったとき、にこに

ひとみさん「子どもの頃、

ために歌って聞かせあげて

か』と聞かれ、イエス様の

なければいけないのです

ぜ、歌の練習をたくさんし

が苦手な子でした。『な

シスター山添「運動や踊り

を覚えています。」

作りのルルドを作ったこと

情熱を燃やしていました。

いました。アンパンマンに

を元にした話をよくされて

たかしのアンパンマンの歌

おられました。」「やなせ

ても、あちこち飛び回って

も『働き者』。院長になっ

「良い意味でも悪い意味で

叙階式当日、

お姉様（八人兄弟の次女）
ました。

ふたがみしょうこ

はじめ

白浜司教の親戚

お告げのマリア修道会

す。司教様の祖父が勉強熱

と言ったことを思い出しま

うだ、嬉しいんだ～♪』を

アンパンマンのマーチ『そ

みに行きました。その時、

歌って踊っていました。」

終生誓願の前のご指導をよ

いつも『君の好きなものを

心な方でした。」

くしてくださいました。八

食べに行こう』と言って私

●シスター山添耀子

まうら

日間の黙想が心に残ってい

たちのことを優先してくれ

●眞浦ミユキさん 叔母様

ます。とても優しい方で

した。

下原和希助祭（長崎教区）

ご協力ありがとうございま

皆さま、インタビューに

ました。」

やかにしていました。」

う。そんな雰囲気で場を和

と間が開いてみんなが笑

言って一人で笑い、ちょっ

『布団がふっ飛んだ』と

談）が好きで、食事の席で

た。」「おやじギャク（冗

く聞いてもらっていまし

そのため、相談ごとをよ

島の先輩の司教様でした。

年目の霊的指導が、同じ五

「私が神学校に入って一

（長崎教区）

●下原和希助祭

日本カトリック神学院

す。」

「よく一緒に食事したり飲

従妹（叔母の娘）
司教様と同学年
●北川百合江さん
叔母様の従妹
ミユキさん「司教様が神学
校に入られた頃、福岡の新
田原 し(んでんばる に)嫁ぎ
ました。小さい頃、お土
産を買って持って行った
ら、いつも喜んでくれまし
た。」

庭に自分で石垣を積み、手

神学生の時、米山教会の裏

年生の頃、出会いました。

シスター島本「彼が小学四

た。」

ダーシップを取っていまし

い子でした。いつもリー

めで頭が良く、体の大き

教会で一緒でした。まじ

から小学六年生まで、米山

シスター山添「彼が保育園

シスター島本「シスターの
左からシスター島本藤子、シスター山添耀子

●シスター島本藤子

左から北川百合江さん、眞浦ひとみさん、
眞浦ミユキさん

●眞浦ひとみさん

ご来賓の方へ突撃インタビュー！

●白浜一さん
弟さん（四男）
さとる

●白浜悟さん
弟さん（五男）

「やんちゃで、みんなを
引っ張っていく性格でし
た。」「司教様は、私たち
八人兄弟の五番目で三男」
「小学校を卒業して神学校
に行ったので、五島で一緒
に生活した記憶は小学校ま
ででした。夏休みと冬休み
は帰ってきましたが。」
「母が作るドーナツが好き
でした。」
当日は、三人のご兄弟の

左から白浜一さん、二神昭子さん、白浜悟さん
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広島司教区災害サポートセンター
をされています。皆さん

カリタス日本へ送金した額は約

知ってもらうためです。（今回

二十万円でした）

もホームページをご覧に

広島司教区災害サポート

九月十五日〜十七日、
災者でもある仲山さんは、

タウンそのものでした。被

から少し離れればゴースト

ててある放射線の線量計

トン袋や、道路わきに立

た大量の汚染土の入った

田んぼの跡地に置かれ

ティー文化祭を萩市で開きました。

六月二十六日に、二回目のチャリ

えなければならないことは、

報告

今回の萩での開催は萩教会の

センター主催で東北・福
現在も富岡町にある自宅に

が示す数値を見るにつ

（こ
Hangog Dance Company
れは広島、岩国、柳井、徳山、

原田神父と行く東北・福島視察
なって、是非、支援して

島視察が行われました。
帰ることもできません。そ

け、まだまだ除染作業は

方々のご協力なくして、また在

これは、東北大震災後五
の後、カトリック原町ベー

進んでおらず復興までに

あげてください。

年経った福島の″今〟を
ス（ボランティアのための

はかなりの時間が必要で

なくしては成功しませんでし

た。皆さん方の心からの協力に

以下二十四名は、広島駅

九月十五日、原田神父

会へ。途中、川俣町では、

川俣町を経由して二本松教

九月十七日は、飯館村、

めて感じました。

化させてはならないと改

え、決してこの震災を風

③山口・島根県在住のフィリピン人

化を地域の人たちと分かち合う。

②歌とダンスを通してフィリピン文

援助をする。

に募金を依頼し、諸災害地へ金銭的

①山口・島根県在住のフィリピン人

三つの動機があります。

開催）この催しものを実行するのは

（第一回目は徳山市で二〇一四年に

を駆り立てました。

役立ちたいと言う思いがみんな

情熱と被災地の方々に少しでも

りませんでしたが、皆さん方の

人たちを集めるのは容易ではあ

力でした。遠隔地に住んでいる

歌と踊りのグループです）の協

防府と萩在住のフィリピン人の

御礼申しあげます。もう一つ加

を出発。新幹線と常磐線

「手づくり飴の竹屋菓子

廿日市教会 岡本壮吾

三日間の福島視察を終

を乗り継いで福島県湯本

店」を訪問、皆で買い物を

シスタージョイ

住のフィリピン人の参加と協力

知り、未だ風評被害に苦
ベース）を訪問、隣接の原

あると感じました。

チャリティー文化祭
（ Charity Cultural Show
）
私たちは一緒、また一緒に開
催することができました！

しんでいる人たちを応援
町教会でミサを捧げ、ホテ

ベリス・メルセス宣教修道女会

したいという思いで企画
ル泊。

に到着。湯本教会訪問

しました。以前、廿日市教

、 、 、

されたものです。

後、「フラガール」で有

会では、東北支援の一環

を襲った地震で今も復興に苦労して

送られました。今回の義援金は熊本

た超大型のヤランダ台風の犠牲者に

は、二〇一四年にフィリピンを襲っ

第一回目の企画で得られた義援金

会の方々が会場に足を運んでい

井・益田・浜田・宇部と山口教

実現することが出来ました。柳

の方々を支援すると言う目的を

んでいただいた方のお陰で熊本

して券を買っていただき足を運

場券を販売していただいた方そ

献金をしていただいた方、入

名な「ホテルハワイアン

で、この店の飴を仕入れ、

おられる熊本の人たちに送りまし

ただきました。心からお礼を申

の結束を育て強化する。

ズ」に宿泊しました。

二本松教会では、ミサを

た。この具体的な活動を通して、被

し上げます。

教会で販売していました。

大な被害を受けた富岡町

捧げた後、昼食。二本松教

災者の方々に、私たちのしているこ

九月十六日、震災で甚
を訪問。「富岡町交流サ

とはお祈りだけではなく、私たちの

困っている人たちに支援の手

会の皆さんは、風評被害で

を差し伸べる事、それはイエ

ロン」の仲山さん（ガイ

努力と活動に使っている時間と少額

ス・キリストの信仰を実行する

苦しんでおられる農家の

ですが献金を知っていただけるので

だと思います。またそれは私た

ド）に町内を案内してい

はないかと思っています。言い換え

ちの傍にいつも神がいてくださ

方々を応援するため震災

れば犠牲者の方々の側に立ち、彼ら

ただきました。昨年六月

が生活の再生をしていかれる苦しい

後、ＮＰＯ法人「福島やさ
の農作物や果物を各地の教

ることだと思います。

に一度訪問しましたが、
駅周辺はかろうじて片付

会で出張販売やネット販売

過程で、彼らが一人ではないことを

い畑」を立ち上げ、二本松

飯舘村での除染作業の様子
防護服を着ている作業員が重機で原
発汚染土をトン袋に入れている

当時と比較すれば、富岡
けられているものの、駅

今こそヒロシマから
～神のいつくしみの道具となろう～
大学生たちが活発
に体験を発表し意
見を交換した。か
つて高校生平和大
使として海外で経
験したこと、種か

広島教区の施設

柳井教会

シリーズ 巡回教会めぐり

光小教区

柳井教会は山口県の東部、

身の方々が来られ、主日に

は第二朗読を英語で読み、

日本人も皆、いつも一緒に

ミサにあずかります。昨年

暮れには県東部のフィリピ

れました。
建設されるまでは、

尽力と、信者の寄付で建設さ

三人、この秋には一組のご

父が赴任され、昨年までに

二〇一四年に後藤正史神

ン出身の方々のための共同

どれも盛況だった。その

信者の家や旅館の離れで、ミ

夫婦が洗礼を受ける予定で

岩国市と周南市の間に位置す

後、日本聖公会との合同行

サを行ったことを覚えていま

す。少しずつ信者が増えて

回心式を柳井で行うなど、

ギリの鉢を前に置

事である平和記念公園での

す。信者の人たちは教会がで

きています。

る柳井市にある、光小教区の

いて、それにまつ

供養塔前の祈りの集い、平

きて本当によかったと言って

インターナショナルな教会

わる話などがあっ

和記念聖堂までの平和行

いました。

です。家族的で温かい教会

た。

進、平和祈願ミサと続い

巡回教会です。現在の聖堂は

齢化が進み、被爆の証言者

た。

だねと言われます。

今年の広島教区平和行事

探しが難しい中、二つの

翌六日朝は、早副譲神父

一九八二年十月十日に、当時

は、八月五～六日、「今こ

「被爆証言」を聞くことが

の被爆体験を基とした朗読

の光教会のメディナ神父様の

そヒロシマから～神のいつ

できた。他「福島の現状」

劇の後、「原爆とすべての

分科会では、高

くしみの道具となろう～」

「子どもプログラム」「シ

戦争犠牲者の追悼ミサ」が

で構成されています。守護の

田布施町、平生町からの信者

主に柳井市、周防大島町、

日曜日のミサ後は茶話会が

のみ午後二時から）
。第三

前十一時から（第三日曜日

す。

分かち合いを行なっていま

後二時から、ミサと聖書の

あります。毎週木曜日の午

人と結婚されたフィリピン出

期もありました。現在は日本

などの若い人々が来られた時

フィリピン、韓国、ベトナム

たが、カメルーン、アメリカ、

人数が少ない時期もありまし

て来ました。ミサにあずかる

五人の神父様にご指導を受け

ルテイリオ神父、後藤神父の

エール神父、三喜田神父、ア

三十五年の間に、ドラペリ

す。

聖人はアビラの聖テレジアで

ミサは、毎週日曜日の午

をテーマに、大変暑い中、

ンポジウム第二部」の計五

平和行事実行委員会

演奏された。

曲のレクイエムが、今年も

ために歌われたフォーレ作

八月六日）に原爆犠牲者の

念聖堂献堂式（一九五四年

内、夕方には、世界平和記

るピースウォーク、聖堂案

城・軍都廣島の爪痕をめぐ

例年通り各地からの参加者

和を実現していくか」を

したち若者はどのように平

「戦後百年に向けて、わた

高めたいという願いから、

う若い人の平和への関心を

平和行事は、次代をにな

捧げられた。その他、広島

ら育てた被爆アオ

31

つの分科会が行われたが、

横断幕を掲げて平和行進
左端、白浜司教 左から3番目、勝谷司教（札幌教区）

を迎えて開催された。

被爆体験を語る シスター荒谷（ナミュール・
ノートルダム修道会）

栗栖 徹

撮影：松本繁さん

柳井教会

テーマにしたシンポジウム
で開幕した。松浦悟郎司教
（名古屋教区）をコーディ
ネーターとして、中・高・

オープニングの若者たちによるシンポジウム
司会は、松浦司教（名古屋教区）
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報
区
教
島
広
カトリック
2016 年 10 月 30 日 106 号

三末司教と白浜司教が一緒
の写真に！

地区便り
山口島根地区
＊聖書いろはかるた
聖書いろはかるたが誕生
しました。
かるたの中にある詩は、

イ サンユン

いた李尚潤神父が釜山教
区で現在担当されている小
教区の学生二十一名ととも
に参加されました。
冬期は日本から数名がゲ
ストとして、韓国に出かけ
て行く予定です。
＊熊本ＹＭＣＡあそぼう

です。あることで当時落ち

込んでいた僕にはそう思え

ました。そのことは、その

夜でのバーベキューでも感

じました。神父様方やみん

なと一緒に楽しく過ごさせ

ていただいた時間。―愛と

慈しみのあるところ。神は

解説は百瀬文晃神父で作成

細江、長府）の信徒、絵と

もたちの保養も兼ねて、熊

熊本地震災害にあった子ど

八月十九日から二十日、

てことのない言葉です。し

ネットの辞書で引けばなん

ｅ検索より）。インター

いとおしむ、（Ｇｏｏｇｌ

日間でした。

鍵。そんなことを学んだ二

〝慈しみ〟とは何かを知る

そこにおられる―これが

しました。

本ＹＭＣＡが毎年行ってい

かし、神様の言葉や御心は

キャンプ

広島教区内の各小教区、

るこどもたちのキャンプが

ウィキペディアやグーグル

下関の三つの教会（彦島、

日曜学校へプレゼントする

宇部市のときわ湖畔ユース

で検索して分かるようなも

アとして岩手県大槌町を訪

日本被災地夏季ボランティ

その保護者、十三名が、東

山教会）をはじめ小学生と

日の日程で、柴田神父（徳

八月二十三日から二十八

＊被災地夏季ボランティア

み〟を神父様も交えてお互

それぞれが思い描く〝慈し

た。この二日間で僕たちは

一泊二日の合宿を行いまし

的のもと、岡山県、蒜山で

し、深め合いたいという目

み〟とは何かを求め、共有

僕たちは、神様の〝慈し

日時：十月四日（火）～六

川）
」

シタン巡礼の旅（北陸・石

＊「地区女性連合会 キリ

多目的ホール

場所：広島カトリック会館

時～十六時

青年）に参加して

＊蒜山合宿（岡山鳥取地区

しているように思えまし

ある一点においては皆共通

ように見えましたが、実は

見すると、一人ひとり違う

いに発表しあいました。一

場所：長束黙想の家（西日

十時～十七時

日時：十月二十二日（土）

者の集い」

＊「聖体授与の臨時の奉仕

日（木）

問しました。

日時：十月二日（日）十四

＊「地区宣教司牧評議会」

広島地区

岡山鳥取地区青年連合

予定です。山口島根地区セ

ホテルで、二泊三日の日程

この写真は、一九九二
ンターまで必要部数を申込

年、三末司教と広島司教区
みください。（

FAX083-

のではありません。

の司祭団が、フランスへの
）
923-6363

で行われました。

巡礼の際に、パリにあるサ
ン・スルピス司祭会総本部
を表敬訪問した時のもの。
パリ・カトリック学院留学
中の白浜司教他数名の司祭
に会い記念撮影を行なっ
た。三末司教は、ヨーロッ
パを訪れるとき、邦人司

慈しみ―いつくしむこ

た。それは神様がどのよう

父、豊田神父、三末司教、

浜司教、瀧井神父、木村神

で行なわれました。

学生交流会が山口・広島県

八月五日から八日、日韓

られた。写真は、右から白

他教区の二名の神父。サ

岡山鳥取地区

と、恵み、慈愛（ｇｏｏ国

な困難な時にも僕たちのこ

食事に誘うなど励ましてお

語辞書より）。いつくしむ

とを支えているということ

＊日韓学生交流会

釜山から派遣され、広島

―かわいがり大切にする、

晩餐に参加』

テーマ：『イエスを囲んで

本霊性センター）

ン・スルピス司祭会総本部

教区内で司牧活動をされて

祭、修道者のところを訪ね

蒜山での研修二日めは倉吉教会でともに
ミサを捧げました
真面目に、楽しく、愛と慈しみに満ちた
合宿になりました

の玄関前で撮影したもの。

「聖書いろはかるた」きれいな仕上がり
で、詩の札の裏には解説が記されいる
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指導：塩谷恵策神父（イエ
多目的ホール
＊「
『聖体授与の臨時の奉

神父を講師に迎え約六十人
が参加しました。
しみの特別聖年の意義」、

ズス会・長束黙想の
①「実践上の注意と実践指
第二講話「特別聖年を典礼

朝九時から第一講話「慈

＊「
（信徒のための）
『霊操』
導」
で祝う」、午後は第三講話

仕者』養成コース」

セミナー」
日時：十月十六日（日）

家）

日時：第七回 十月十五日

下関労働教育センターだより

もっとつながりた～い！

に刻む会」
代表の内岡さん、

「長生炭鉱の水非常を歴史

長年外国人労働者、移住者

に関わってこられた古賀教

会のジュード神父、そして

い！山口のこえ」代表の大

谷さんに現場での体験と思

「辺野古に土砂を送らせな

リーが入港し、毎夕出ていく

いを語って頂き、また翌日

下関に来て今更ながら驚い

う」とミサ（講師と三教会

こと。道路の標識に韓国語が

たのは、毎朝釜山からのフェ

場所：広島カトリック会館

の司祭が共同司式）、最後

は下関に残る日韓の歴史跡

「家庭の中で典礼的に祝

月二十八日（土）／
多目的ホール

添えられていること。少々く

十四時～十六時半

第九回・四月二十二

に分かち合いを行いまし

日時：十一月二十日（日）

②「任命式」

数加わり、およそ百人の盛

は全日参加が困難な人も多

た。図らずも午後のミサに

こと。日常でも頻繁に韓国語

周年を迎えた朝鮮学校がある

アンタウンがあること。六十

たびれた感は否めないがコリ

もたちの歌声は、韓国から

験談や朝鮮学校に通う子ど

在日一世のハラボジの体

や朝鮮学校訪問を行った。

町教会）

指導：斉藤眞仁神父（観音

ズス会・西日本霊性

の参加者の心に強い印象を

海（日本海）のみならず歴

韓国と日本の間には、東

残したようだ。

ぜ？と問うならば、この隣国

近く在日の人も多い下関。な

東京よりもはるかに韓国に

が聞こえてくること。

大な多国籍ミサとなりまし

場所：世界平和記念聖堂

感想の中では、改めて特

九時半～

場所：観音町教会聖堂
③「フォローアップ講座」

別聖年の意義を深く悟るこ

た。

＊「リーダー養成のための

日時：二月五日（日）十四

史認識の問題、戦後補償問

等が横たわっている。しか

研修会」

との古くて新しい課題が見え

そんな下関で八月二十三日

し私たちには、基地問題や

とができた。ゆるし、いつ

から二十六日まで、韓日合わ

核発電といった一緒に取り

題、そして「慰安婦」問題

せて三十名を超える神父、ブ

組みうる課題もある。姉妹

てくる。

かりやすい講話に没頭した

ラザー、神学生及び協働者が

たなど、日常を離れて、分
感謝の念が多数述べられて

教区としての協力や修道会

時～十六時半

日時：第二回・十一月十九

九月十一日、出雲教会に

参加する「日韓イエズス会社

くしみ、平和を静けさの中

講師：松浦真弓さん（玉

て伯雲ブロック勉強会があ

いました。

場所：広島カトリック会館

教会リー

故により百八十三名の労働

一九四二年に起こった水没事

隣国とのつながりを想うこ

近くて遠くてやっぱり近い

海峡の風に吹かれながら、

行けるかしら？

者（うち百三十六名が朝鮮半

シスター山本紀久代

の頃です。

が、その出来事を追い続ける

収容されないまま閉山された

島出身）が亡くなり、遺体が

宇部の長生炭鉱では

の連携を活かして、これか

日（土）／第３回・

伯雲ブロック

野教会

りました。米子、松江、出

会使徒職に携わる会員と協働

で想い満たされた時間だっ

時間は十三時～十六
時

ダー、元ノートル

雲の三教会が毎年秋に信徒

＊伯雲ブロック勉強会

ダム清心女子大学

使徒職養成のために行って

Ａ・フィルマンシャー神父の話に熱心に
耳を傾ける参加者

場所：世界平和記念聖堂

附属小学校教諭）

今年は「典礼を中心にい

いるものです。

日時：十一月二十八日

つくしみの特別聖年を考え

＊「広島地区司祭の集い」
（月）十時～十二

る」をテーマとし、上智大
学のＡ・フィルマンシャー

時
場所：広島カトリック会館

らも手を取り合って歩んで

多目的ホール

センター代表）

指導：塩谷恵策神父（イエ

～十六時

日（土）時間は十時

（土）／第八回・一

42

者の交流会」が開かれた。

一月二十八日（土）

報
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カトリック

若者たちの夏
広島教区練成会

8月9日～11日

小5～中3を対象にした召命練成会が翠町教会で開催さ
れた。参加者は司祭11名、修道者14名を含め70名を超え
た。今年のテーマは「マザーテレサに学ぶいつくしみ」。
初日は片柳神父様によるスライドショーを使ってのお話、
2日目は海水浴、バーベキュー、前日の講話感想をグルー
プごとに発表、3日目は幟町教会まで徒歩で移動しミサと
赦しの秘跡を頂いた。猛暑の中でも子供達は元気いっぱい
に取り組んでいた。3日間を通じ、寝る前の祈りでは召命
の祈りが唱えられた。
今後も皆様に支えられ、この召命の集いが続いていきま
すように。
（翠町教会 伊藤正広）

広

島

教

区

報

2016 年 10 月 30 日
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今年の夏も若者たちは、教区内に限らず世界中で
貴重な経験をしてきたようです。

インファンタ教区訪問

8月17日～23日

マニラから東へ約150キロ。山を2つ越えて到着したの
は、とても平和な村でした。最初の訪問は、昨年台風で飛
ばされた屋根を、広島教区の皆さんの寄付で修理した学校
です。全校生徒とごミサに与り、歓迎会では楽しく交流し
ました。
その他には市長表敬訪問、フェスティバル参加、女性自
立支援の工房訪問など…。5日間のホームステイは短い時
間でしたが、贅沢ではないけれど温かいもてなしは心に深
く染みるものでした。
尾道教会から始まったこの交流は、三末司教様とラバイ
ヤン司教様の力でより強力に手を繋ぐことができました。
お二人は奇しくも、今年4月と6月に天国に召されました。
インファンタ地区は、71年前の戦争で日本軍が罪のない
住民を大量虐殺した地区でもあります。悲劇が二度と繰り
返されないよう、平和が続くことを願うとともに、お二人
の司教様や多くの方々が築いてこられた交流が長く続くよ
うにお祈りしていきたいと思います。
（米子教会 西林いずみ）

広島JOC主催

ヒロシマ平和学習

8月27日～28日

世界各国のニュースや、日本の政治の動向に目を向ける
と、平和が日々脅かされていくのを感じます。広島JOCは
全国の青年を招き、1泊2日の平和学習を企画しました。
広島で平和についてみんなで学び、分かち合うことを通し
て、自分にできる小さなActionを見つけよう！と思いを一
つに活動しました。
まずは被爆伝承者の方の講演を聞き、原爆や戦争の恐ろ
しさ・悲惨さを学びました。人々の苦しみ、思い、願い
を、皆で碑めぐり・資料館見学を行いながらも学びまし
た。そしてさらに、感じたことを皆で分かち合い、身近な
ところの平和に立ち返って自分にできるActionを、一人ひ
とり宣言したのです。「過去は変えることはできないが未
来は変えられる」人間から心を奪う戦争を繰り返さないた
めに、「知る」「伝える」「思いやる」などActionをみん
なで起こしていきたいです。
（広島JOC 石原結希）

ワールドユースデー

7月23日～8月5日

日本巡礼団としてポーランドで過ごした2週間は、夢の
ような時間でした。キリストのもとに世界中の青年が集
い、共に祈ったとき、今までに経験したことのない新しい
信仰の灯火が心に灯ったような気がします。それは普段の
教会では感じることのできない、パワーに満ち溢れた特別
な充実感でした。私たちには何でもできる。私たちは世界
を変えられる。神様があの場にいた私たちにそう語りかけ
てくださいました。そしてWYDで得た信仰、友情、経験の
全てが、それぞれの生活に戻った今も私たちの中で輝いて
います。神様が語りかけてくださったことの全てを私たち
は生涯忘れないでしょう。かけがえのない宝物です。この
体験を1人でも多くの青年に味わって欲しいです。青年の
力を通して、生き生きとした信仰を人々の心に根づかせて
いけたらいいなと思います。
（鳥取教会 松本弓乃）

なったと同時に、様々な文

分かち合いの貴重な時間と

に集まった大会は、祈りと

人を超える若者たちが一つ

百八十各国から二百五十万

ラクフで行われました。

かけてポーランドでのク

月二十六日から三十一日に

（ＷＹＤ２０１６）が、七

第三十一回世界青年大会

広島教区青年大会
化交流の場でもありまし

である。その人たちは憐れみ

は「憐れみ深い人々は、幸い

教皇フランシスコが選んだの

ですが、今回のテーマとして

テーマに基づいて行われるの

皇によって選ばれた一つの

た。毎回ＷＹＤはその時の教

定していたところに約二年

た。同日程で青年大会を予

間と共に分かち合いまし

様の司教叙階式の喜びを仲

教、アレキシオ白浜満司教

た。今回は広島教区の新司

式ＳＰ～」が行われまし

２０１６～白浜満司教叙階

に「広島教区青年大会

九月十八日～十九日

の記憶を他の人たちにももた

まった道を歩み続け、神の愛

クラクフへの巡礼の旅で始

シスコは青年たちに向けて、

を閉じましたが、教皇フラン

行われたＷＹＤ閉会ミサで幕

ラクフ大会は七月三十一日に

す。」一週間続いたＷＹＤク

とに大きな喜びを感じるので

ゆる悪を跡形なく消し去るこ

にあふれる優しい心で、あら

ドディスク”ではなく、共感

てを書き込み保存する“ハー

の記憶は、私たちのデータ全

憶により頼んでください。主

ました。

含め総勢五十一名が集まり

兵庫、大阪からの参加者も

都、名古屋、東京、福岡、

の大会は、教区を超え、京

いと準備をしました。今回

喜びを持ち、お祝いをした

込み、私たち青年は大きな

生のビックニュースが舞い

ぶりの広島教区新司教様誕

て一番の思い出になりまし

同司式できたことは私にとっ

ささげた最後の派遣ミサに共

祭が教皇フランシスコと共に

人の司教様と一万五千人の司

め、全世界から集まった五百

た。日本の五人の司教様を含

た」という感想もありまし

て交流できてとても楽しかっ

とも言葉や文化の限界を超え

ば、「全然知らない国の人々

できない」と感じた人もいれ

のような体験は日本じゃ絶対

ということでした。また「こ

るような貴重な経験だった」

穏やかになり、人生観が変わ

売と司教様へのダンスのプ

階式後は、記念Ｔシャツ販

会閉会ミサに与り、司教叙

翌朝は司教様と共に青年大

盛大なものとなりました。

その後に行われた前夜祭も

て深く分かち合いました。

と未来の教会の歩みについ

会の大先輩である大人の方

一日目の討論会では、教

確かに勢いがあるようで

も誕生した広島教区は、今

カープが優勝し、新司教

た。

たお恵みを持ち帰りまし

間を過ごし、神様から頂い

者は喜びに満ち溢れた二日

レゼントをしました。参加

行われたＷＹＤ閉会ミサで

）」
(Campus Misericordiae
と名づけられた広大な敷地で

離れた「いつくしみの野原

クフの町から十三キロほど

様のことはあまり知らなかっ

よると、「行く前は祈りや神

た。日本から参加された方に

百四十人の若者が参加しまし

ら大学生や社会人をふくめ

今回の大会では日本全国か

祈りたいと思います。

参加者の一人ひとりのために

ていくことができるように、

な恵みを周りの人々にも伝え

して神様からいただいた様々

た。ＷＹＤクラクフ大会を通

でしょう。新しい司教様と

広島教区民にかかってくる

もって行くのかは、私たち

す。この勢いをどのように

ジェームス・ボニー神父

細江・彦島教会

は、教皇フランシスコは次の

たけど、参加するだけで心が

たいと思います（にん）。

みをしっかりと進めて行き

共に、これからの新しい歩
ように述べました。「神の記

白浜司教叙階式後のパーティーで披
露する青年たちによるダンス 練習
にも熱が入った

幟町教会 中塚汐音

を受ける」（マタイ五：七）

らすようにと促しました。

「世界青年大会に参加して」

という聖書箇所でした。クラ

白浜司教を囲んで
大会には、全国各地から青年が集まった

〈90〉
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