安らかに繰返さぬと終戦日

忌、終戦日を迎えました。

今年も六十八回目の原爆

て、八月は、四日に山口

りに平和マリア像）。そし

が行われました（乙女峠祭

る意向を込めた乙女峠祭り

権、そして、平和憲法を守

会がありました。そして、

県宗教者大会での平和祈祷

二十三日には世界連邦岡山

合同平和祈願集会があり、

二十一日に立正佼成会との

も一役祈る秋）。十月は、

前田万葉司教メッセージ
教区の動き・「主和の輪」二十周年・平和行事
重要文化財世界平和記念聖堂関連
東日本大震災支援関連・ＪーＣａＲＭ広島
地区・海峡からの風・施設・青少年・ひと粒
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二～四面
五面
六・七面
八～十面

万葉賞・祇園・大川貴

とくに、広島教区は、一年

で、アジア太平洋地域スカ

十一月二十四日は、信仰年

和解を！」ということでは

中が平和のために祈り考え

ウトジャンボリーの平和祈

と教区創立九十周年閉年行

万葉賞＝彦島・長江夫紀

行動しているといっても過

願ミサ（仕え合って仕合わ

事を行い、教区創立百周年

哉）。『「ゴメンネ」と

言ではないと思います。元

せになろうサマージャンボ

へ向けての新たな出発点と

ないでしょうか。子どもた

旦の世界平和祈願ミサはも

リー）、五日と六日は、広

し、「平和の使徒となろ

子）。九月は八日に、島根

ちろん、ヨハネ・パウロ二

島平和行事が盛大に執り行

う」の再発見を呼びかけた

あやまる勇気平和道』。

世来広平和アピール記念

われたのであります（九条

いと思います。さらに、

ちから教えられます。「セ

主日ミサが二月二十四日

は世界の掟原爆忌）。九日

十二月になると、クリスマ

県・三刀屋で恒例の永井隆

に、翌二十五日は当日ミサ

にも長崎原爆記念平和行列

スや、それを前後して、平

（二〇一三 万葉賞・光の

がありました（平和へと責

とミサ（武器に代え被爆マ

和祈願が教区各地で執り行

ンソウをやってはだめだ

任をとる二月かな）。五月

リアの原爆忌）、十五日は

われることになるでしょ

信仰年閉幕行事ポスター

博士追悼平和祈念ミサがあ

三日は、信教の自由と人

終戦記念日・聖母マリアの

う。
通して言えることは、何と

場所：
世界平和記念聖堂（幟町教会）
日時：
2013年11月24日（日）
10：30～
内容：
講演会「信仰の光」
デ・ルカ・レンゾ神父
（日本26聖人記念館館長）
信仰年の取り組みの発表
信仰年閉幕ミサ
（王であるキリストの祭日）

カトリック

被昇天平和祈願ミサをささ
切る終戦日）、日本カト

いっても、「戦争は絶対に

これらの、平和行事で共
リック平和旬間を終えまし

してはいけない。武器を

げて（アヴェマリア皆十字

た（夏が来るヒロシマナガ

～信じる喜びを伝えよう～

カトリック広島司教区長

広島市中区幟町 4-42
広島司教館内
TEL（082）221-6017

園摂理の家・ＹＦ）。

「点訳版」あります。
お問い合わせください。

ぜったいに」（二〇一三

発行責任者
広報担当
服部大介神父

りました（平和をとしっぽ

№ 94

持ってはいけない。赦しと

「信仰の光」

前田 万葉 司教
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い、そこからマリア像が二

で創立九十周年の開始を祝

五月の津和野の乙女峠祭

ます。

ていただく時間も取ってい

準備したいと考えていま

には一緒にバーべキューを

ループも出てきそうで、夜

て集まって語ろうというグ

かくの機会に、前夜祭とし

中止となりましたが、せっ

教になる」とお話し

く生きる姿が福音宣

（障がい者の）力強

の生き方が決まり、

受け止めるかで自分

「障がいをどのよう

気の体験を通して、

教区の動き

「信仰の光」
方向へ分かれて、各小教区
す。

（日）王であるキリストの

来る十一月二十四日
ドラルで再び一緒になり、

の終わりのこの日に、カテ

進めていましたが、信仰年

きるだけたくさんの方々に

等があると思いますが、で

であり、各小教区でのミサ

王であるキリストの祭日

二十一回総会のミサ

の「主和の輪」第

七月の岡山教会で

平和の使 徒 推 進 本 部

～信じる喜びを伝えよう～
に巡礼され、祈りの集いを

祭日に、カトリック教会は
巡礼を終えることになりま

の折、服部神父が

光を輝かせることができれ

が危惧されている状

「主和の輪」の継続

されました。

信仰年の閉幕を迎えます。

集まっていただき、信仰の
ばと思っています。

況をお話しになりま

した。聴障者も会員

は、今年九月に創立二十周

集いである「主和の輪」

聴覚障がい者と健聴者の

ることが分かり、その思い

が継続を強く希望されてい

会での話し合いで、聴障者

てきたからです。しかし総

この会の運営が困難になっ

二月に帰天され、広島教区

田信正さん（岡山教会）が

創立時の会長であった桐

と考えております。

に二十一年目を歩み出そう

て私達一同、気持ちを新た

午後二時半から、前田司

す。

九十周年の記念にあわせて

広島教区では、教区創立
この歩みを続けてきました

「主和の輪」

を伝えよう～というテーマ

年を迎えました。二十年の

を尊重したいと存続の道を

内のカトリック信者の聴障

も共に高齢になり、

で、世界平和記念聖堂（幟
教司式の閉幕ミサが行われ

長い間、この会を支えてく

検討した結果、来年度以降

者が本当に少ないという現

二十周年に感謝

町教会）を会場にして行う
ますが、この中で、自分の

ださった多くの方々に深く

は健聴者が会長となって続

実の中ですが、手話ミサや

と、日本二十六聖人記念館

もう少し知ってもらおう

の津和野の殉教者のことを

運動が始まりましたが、こ

て、津和野の殉教者の列聖

創立九十周年を記念し

の開始も宣言される予定で

員会から、「予備神学院」

行います。また召命促進委

フォトコンテストの表彰も

らおうと企画した絵画・

リック会館で開催しまし

司教講演会」を広島カト

二十周年記念として「前田

九月十六日敬老の日、

覚障がい者に望むこと』

「依頼されたテーマは『聴

司教様は講演の最後に

今後とも皆様方のご理解と

けて行きたいと思います。

通訳者の派遣等の活動は続

し上げます。

館長のデ・ルカ・レンゾ神

望むことは会を継続してい

（主和の輪事務局

ご協力をよろしくお願い申
三十数名の参加者でした。

ただきたいこと」と話さ

だったと思いますが、私が
前に教区報でお知らせし

司教様はカ障連顧問司教と

れ、このお言葉を励みにし

た。聴覚障がい者三名他、

画しました。さらにこの信

ていた、前日（二十三日）

して、またご自分のご病

す。

仰年で取り組んできたこと

のシスター渡辺の講演会は

安藤純子）

の発表を各地区から報告し

父をお迎えして講演会を計

ことになりました。

教会をしっかり見つめても

感謝いたします。

けることになりました。

「信仰の光」～信じる喜び

う消極的なことではなく、

教区行事として、閉幕とい

が、この信仰年閉幕ミサを

報

(2)
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真実を見抜こう

核と改憲

議会議長ピーター・ターク

らは、教皇庁正義と平和評

日教皇庁大使、バチカンか

ジョセフ・チェノットゥ駐

で行われました。今年も

（火）と九日（金）の日程

八月五日（月）・六日

が、世界平和記念聖堂で、

を見抜こう 核と改憲』」

「平和行事二〇一三『真実

戦後六十八年目の夏、

で開発した原子爆弾を落と

は、膨大な資金をつぎ込ん

トニウム型という型の違い

三日後の長崎の原爆はプル

原爆はウラン型で、わずか

型の違いから否定。広島の

るが、その定説を、原爆の

正しかった」との定説があ

に必要だった」「原爆は

は戦争を終結させるため

た。アメリカでは、「原爆

タイトルでお話し頂きまし

の技術は、『原子炉』とい

だ。また、戦後、この原爆

ペテンだったということ

平和行事

ソン枢機卿、日本の司教

すことが目的であって、定

爆」として世界中に拡散さ

団、そして全国各地から平
え盛大に行われました。戦

れた。つまり原爆と原発は

う名の「爆抜きじりじり原

前に戻りつつあるのではな

表裏一体であるということ

説は建前であり、大きな

いかと言われている昨今、

は、明らかである。体制が
発信する情報を読み解くた
めに、わたしたちは「真
実」を見る目を養うことが
必要であることを訴えられ
ました。
十五時からは、「核と改
パク

憲を考える」分科会、朴
ナムジュ

南珠さんによる「被爆証
言」、石口弁護士による
「改憲について」の講演、

りの参加者でした。ＮＨＫ

地下聖堂には、溢れんばか

背中」では、会場となった

われました。映画「運命の

どが、各会場に分かれて行

映画「運命の背中」上映な

爆をテーマとした自主制作

の原発建設反対運動」、被

ジャーナリスト）の「上関

証言」、東条さん（フリー

クト」理事長）の「福島の

島やさい畑～復興プロジェ

柳沼さん（ＮＰＯ法人「福

い。」と話されました。

るきっかけにしてもらいた

てもらい、ヒロシマを考え

なので、たくさんの人にみ

る経験を経て完成した作品

り、何度も奇跡とも思わせ

くの人たちが善意で関わ

さん（祇園教会）は、「多

の奥様でもある出山ひさ子

制作プロデューサーで監督

ていました。映画上映後、

語に余韻を残す作品となっ

爆を生き抜いたご夫婦の物

氏。すばらしい音楽が、原

出会ったヒロシマを映画で

知樹監督が、取材を通して

クと日本聖公会の信者約

念公園供養塔前でカトリッ

十七時半からは、平和記

でやま

アナウンサーである出山

表現した作品。音楽は交響

五百人による祈りの集いを

ともき

曲「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」

行い、引き続き豪雨に近い

さ む ら ご う ち まもる

の作曲者、佐村河内 守

大雨の中、参加者全員で世

界平和記念聖堂まで約 キ

で大きく報道されました。

ク新聞八月十八日号の一面

当日の様子は、カトリッ

しました。

で行われ、約九百人が参列

司教団、司祭団の共同司式

ノットゥ駐日教皇庁大使、

タークソン枢機卿、チェ

サは、前田司教の主司式、

十九時からの平和祈願ミ

行進しました。

ロメートルの道のりを平和

1.5

和を祈る多くの巡礼者を迎

アーサー・ビナードさん

平和について考え、祈り、
行動することが、キリスト
者としてどれほど求められ
ているか、改めて問われる
行事となりました。
八月五日（月）十三時か
ら大聖堂で行われた基調講
演では、アメリカ人の詩人
アーサー・ビナード氏をお
迎えし、「アメリカの『原
爆飴』と『無知』」という

左から、三末名誉司教、
チェノットゥ駐日教皇庁大使、タークソン枢機卿
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平和祈願ミサの様子

万葉賞

平和俳句

二〇一三

と き

⑤ 真夏日がよみがえさせるあの瞬間を
（萩光塩学院）五嶋津樹

昨年に続き今年も平和行事二〇一三の企画として、広島教区内 選者句
で平和の俳句を募集しました。優秀俳句は以下の通りです。
安らかに繰返さぬと原爆忌
九条は平和の掟終戦日
《大人の部》
（観音町）沖山光璋

長崎巡礼へ参加しました

８月９日～ 日

した。平和祈願ミサが行わ

れ九時過ぎに終わりまし

た。

「前田司教様と行く長崎

教様は、「長崎と広島は同

礼団の紹介があり、前田司

翌朝六時のミサで広島巡

巡礼」のチラシが目に付

じ被爆地であると同時に長

内藤悦子（福山教会）

き、行程表に出身の今村教

崎からの流配で津和野、

（松江）佐野卓司 選者講評：前田万葉司教

会（ミサ）があったので即

② 鳴り響く平和の鐘に蝉しぐれ

取で殉教されました。長

は村全体がカトリック信者

ら教会を見ながら育ち、昔

二つの塔があり、幼い頃か

爆の火」の前で平和を祈願

で今も燃え続けている「原

帰路は、福岡県の星野村

す。」と説教されました。

（廿日市）平田ユリコ しょう、しかしいつかは語ってください。

ピースピース

（彦島）長江夫紀子 「 Peace! Peace!
」と全世界に発信だ。⑪句
（岡山）津田茂樹 …中七が字余りだけど平和へのインパクト

⑨ 兵たりし昔語らず薔薇咲かす
さえず

萩、広島、福山、松江、鳥

（祇園）松本弘子

今村教会は鉄川与助さん

崎と広島は繋がっていま

でした。数年前まで床の

し、秋月へ行きました。黒

申し込みました。

③ 学童の平和学習緑陰に

（祇園）杉本友利 重な証言が聞けなくなったが、平和の鐘と

の設計によるレンガ造りの

ワックスがけを信者が行っ

田官兵衛がキリシタン大名

大人の部①②③④句…あの被爆司祭の貴

④ 噴水を語り部の声突き抜ける

（廿日市）熊谷純 もどこまでも。⑤⑥⑦⑧⑨句…「過ちは繰

（廿日市）河原典子 学習と語り部は時空を突き抜けていつまで
（宇部）厚母至眞子 り返しませぬから」と小さくても寄り添っ

ていました。今でもステン

（三原）椎野正進 て よ り 大 き く 広 く 平 和 の バ ラ を 咲 か せ ま

大なり。⑫句…これぞ結論です。「無季」

として活躍した時代は信徒
たちあらい

本籍地が長崎で墓もあり

す。

行場跡に建てられていまし

大好きな長崎という気持ち

大刀洗平和記念館は旧飛

数が二千人位いたそうで

ドグラスの光が反射するぐ

（廿日市）平田ユリコ ⑩ 句 … 広 島 の 鳥 も 人 間 も そ し て 川 ま で も

⑪ 夏が来るヒロシマナガサキ聖マリア
⑫ 原爆忌九条捨ててなるものか
《子どもの部》
① 「ゴメンネ」とあやまる勇気平和道

（防府）岩本みゆき ちへ子供たちからの叫びのよう。③④⑤⑥

（光の園摂理の家）小六 女子 ＹＦ ②句…近来近隣の悲報で特にあの十六歳た
② 命とは一人に一つまもらなきゃ

た。当時は、東洋一の飛行

で参加しましたが、本当に

（祇園）大川貴哉 句 … 「 ケ ン カ も セ ン ソ ウ も ぜ っ た い だ め

場でゼロ戦の飛行隊が飛

平和について真剣に考えさ

③ センソウをやってはだめだぜったいに

（光の園摂理の家）小六 女子 ＥＫ ん、入道雲さん、世界中の人となかよくな

び、多くの人が亡くなり、

⑥ 言葉だけ平和の誓い意味がない

⑤ せみだって戦争なんかきらいだよ

じんつうりき

う。⑦⑧⑨句…神通力みたいな千羽づるさ

④ 汗がでる八月六日涙でる（光の園摂理の家）小六 女子 ＹＩ だ」と言葉だけでなく汗と涙で叫びましょ

りたいのです。中高生の部①②③句…機会

せられた巡礼でした。

（萩光塩学院）齊藤彩華

中高生の部 四十一句（二十三名）

子どもの部 七十九句（三十二名）

平和公園で平和の祈りの

めの夕食をとり、六時から

カトリックセンターで早

れたようです。

習のために数年前に建てら

に！の願いをこめて平和学

二度と戦争は行わないよう
（祇園）小田敦也 う。④句…平和な思春期です。⑤句…もう

（光の園摂理の家）小六 女子 ＹＩ あ る ご と に 平 和 の た め に 祈 り 働 き ま し ょ
⑦ 千羽づる折って平和を願おうよ

と き

（防府）石川花恵 否だ伝え聞くあの夏の瞬間。

いや

⑧ せかいじゅうの人となかよくなりたいな
⑨ 入道雲平和の雨を降らそうよ

（光の園摂理の家）小六 男子 ＴＡ ＊応募総数

（萩光塩学院）篠原七海

大人の部 二百十四句（八十三名）

② クリスマス世界の平和祈ろうよ

① 七夕にわたしは書くよ平和とね

（萩光塩学院）古澤慶一

明行列で浦上教会へ行きま

後、被爆マリアを担いで松

③ ゆりの花平和のためにささげます

（萩光塩学院）中村椿花

《中高生の部》

らい光っています。

可のため？優秀作豊富だった子どもの部①

⑩ 囀りの平和平和と被爆川

ば ら

⑧ 諍いを捨てて見上げる銀河かな

いさか

⑦ 汗涙平和の列に寄り添いて

おうな

⑥ 小さき手の大きな祈り原爆忌

⑤ 朝まだき媼ぬかずく原爆忌

① 平和説く被爆司祭や蝉しぐれ
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④ 若葉出ることの幸せ顔洗う

松明行列、浦上天主堂
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思いを体現する教区だから

です。元来、記念聖堂の鐘

塔に刻まれた献堂記に「こ

の聖堂により、常に伝えな

ければならないものは、虚

偽ではなく真実、権力では

なく正義、憎悪ではなく

慈悲、すなわち人類に平

和をもたらす神への道で

す。・・・」とあるとお

り、献堂の使徒である被爆

平和旬間の時だけでなく、

なるべき聖堂です。八月の

す広島教区の平和の聖地と

和の理念を具体的な形で現

き、ご協力ください。

ています。趣旨にご賛同頂

たは教区事務局で受け付け

行っています。次の口座ま

修復工事への募金活動を

者・愛宮ラサール神父の平

祭壇にある再臨のキリスト

モザイクの調査

重要文化財

庁や広島県、広島市と協議

世界平和記念聖堂耐震調 査 着 手
一、はじめに

八月に献堂六十周年を迎え

しながら、検討して行き

と「保存・補修計画案」を
ます。この間に三回の大規

世界平和記念聖堂の耐震

検討するため、建築部材や
模な保存工事を行ってきま

迎えた私たちの信仰のあか

ます。具体的な工事は、

構造、地盤の現況を調査し
した。この努力もあって、

しとして、司教座聖堂を保

診断事業の現地調査が九月

ます。聖堂の意匠やたたず
二〇〇六年七月に国の重要

存して行く責務が課せられ

像の前で祈りの時を過ご

通信欄に「聖堂保存献金」と記入してください。

二〇一五年度以降になる予

まいを残しつつ耐震補強

文化財（建造物）に指定さ

ています。

し、キリストの平和に倣っ

口座番号：０１３２０―３―１０９７９１

から始まりました。聖堂の

する難しい課題への挑戦

れました。これまで以上に

二、教区の平和のシンボル

て、私たちが平和の使徒と

口座名：カトリック広島司教区

定です。記念聖堂は、来年

です。文化財建造物の保存

地域の文化遺産として、ま

広島教区では一九九五年

なりますように。

三、保存献金のお願い

世界平和記念聖堂保存活

用委員会では、耐震・保存

世界平和記念聖堂募金振込先

「耐震診断と耐震補強案」

に詳しい四名の有識者から

た、司教区創立九十周年を

世界平和記念聖堂

なる委員会を組織し、文化

の被爆五十周年を契機に、
今後の教区固有の召命を
「平和のために働くこと」
に定め、福音宣教のスロー
ガン「平和の使徒となろ
う」を掲げました。これ
は、平和の巡礼者である聖
ヨハネ・パウロ二世の「戦
争は死です。この広島の
町、この 平
+ 和記念堂ほど
強烈に、この真理を世界に
訴えている場所は他にあり
ません。」という広島への

←正門の耐震調査
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聖堂内部の天井と壁の劣化調査

東日本大震災支援
広島・山口 金 魚 島 げ ん き っ 子 ク ラ ブ 実 行 委 員 会

正代

二十五名が参加しました。

玉野
福島の子ども二十五名、
前半三日間は広島で学び、
後半三日間は山口県周防大

サの家です。ＮｐＯは「現

島（金魚島）の海で遊びま

十七日遠路到着の夕食は

代社会の中で生きづらさ、

二年半を過ぎても収束し

荷制限や風評被害を蒙って
「音楽の夕べ交歓会」、

暮らしにくさを感じている

した。保養キャンプの今回

います。とりわけ幼い子ど
十八日は世界平和記念聖堂

人々に、その人らしい社会

ない放射線漏れ。多くの福

もを持つ親の悩みはいかば
をステージに、十九日は広

生活を見出すよう支援す

のテーマは「生きる力・

かりでしょう。

島平和記念公園をフィール

る」ことを目的に設立し、

島県民が避難生活・不自由

昨夏に続いて、八月十七

ドにして「いのちと平和」

引きこもり者の社会復帰支

は、ＮｐＯ法人夢の郷テレ

日～二十三日、保養キャン

について学び合いました。

援、安心安全食品の宅配な

愛」。

プを実施しました。高濃度

移動日の二十日は宮島を楽

な日常生活を強いられ、出

放射線地域や避難地から

支援者にはカトリック信

どを行っていますが、福島

た。二十三日、岩国錦帯橋

者さんも多く、その繋がり

しみ、二十一日は碧い海で

空港を飛び立ち、子どもた

でカンパ・労役ともに各教

四年生～六年生までの男

ちは多くの体験と友情、

会・修道会・全国の信者さ

学童支援も目的に合致する

人々の慈しみをみやげに、

んから数多くの支援をいた

カヌー体験、二十二日は

たくましく日焼けして故郷

だきました。またエリザベ

児十九名・女児六名の計

へ戻りました。

済大の青年たちの協力に

と考えました。

３ ･ 後の復興支援を契
機に小さな絆で結ばれた福

よって、アンコールに沸く

前 田 司 教 叙 階 二 周 年 お 祝 い、 司 祭・ 修 道 者 ダ

イヤモンド金銀祝（福山教会にて）

れた方々から感謝の言葉を

一言づついただきました。

シスター春日からは、個人

のためのお祝いではなく教

会の出来事であり教会の感

謝の集いだと実感しました

と。感動と心温まる感謝ミ

サでした。

ミサとお祝い会には約

四百五十名の方々が参加さ

れ、お祝い会では、聖歌隊

方々のギターと歌と踊りな

の素晴らしい歌声、神父様

広島教区に前田司教様を

ど、時の経つのも忘れた楽

信仰年に福山教会で感謝

お迎えして満二年になる秋

山教会で、司教叙階記念お

のミサと祝賀会を準備でき

しい時間でした。

よびダイヤモンド・金銀祝

ましたこと、感謝いたしま

分の日（九月二十三日）福

の感謝ミサとお祝い会が開

す。

（福山教会 藤本洋子）

かれました。司教様から喜

びと感謝の言葉をいただき
ました。

感謝ミサでの説教は、ダ

イヤモンド祝を迎えられた

ヴァン・デ・ワーレ神父が

力強いまた心に響くお話

を。そして、福音朗読は銀

祝を迎えられた野中泉神

父、朗読は京嶋千早シス

ター。また、お祝を迎えら

福山教会でのミサの様子

第二回夏休み保養キャンプ

カヌー体験

船釣りと海水浴に興じまし

島・滋賀・広島・山口。受

プログラムを提供すること

ト音大や広島学院、広島経

入れ準備の中心を担ったの
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ができました。

ロータリークラブや各

地のＮｐＯ・お寺・神

社・役場・地域また見知

らぬ方々から多額のカン

パや献身的なボランティ

アを頂きました。心から

「ありがとうございまし

カンパは年中受け付けています。
カンパ振込先
加入者名：
広島・山口金魚島げんきっ子クラブ実行委員会
振込の場合：
ゆうちょ銀行

記号14630 番号6791481

郵便振替の場合：口座番号 00930－9－217464

広島司教区災害サポートセンター収支報告
（2011 年 4 月 1 日～ 2013 年 9 月 30 日現在）

収

入

支

出

繰

越

15,006,627
3,381,588
30,170
27,880
2,290
790,568
2,560,850
1,075,000
37,900
447,950
1,000,000
11,625,039

献 金
支出合計
事務運営費
振込手数料
事務費
旅費交通費
支援費（派遣者の経費を含む）
経費
送料
物資購入
「地ノ森いこいの家」支援

ＪーＣａＲＭ広島便り
持ち廻り、聖母様を迎え

て共に祈りと御ことばの

分かち合いをするにつれ

励まされ再び信仰養成されて

て、フィリピーナが日本

いっている様子は、私がまさ

ブロック・ロザリオの福音

ロザリオの祈りは、フィリピ

に望んでいたことでありま

に来てから忘れてしまっ

ンで昔から大変親しまれてきた

す。萩のフィリピーナの生活

Sr.

ていたこの大切な祈りに

お祈りの習慣です。深く献身的

や人間関係で、徐々にこの喜

ベリス・メルセス宣教修道女会
ジョイ ガルシア

に祈って聖母マリア様を敬愛し

ばしい傾向を見届けていると

実際に長く祈ってこなかっ

てきました。農村によっては、

祈る方法がとられていて、これ

た、祈り方を忘れてしまって

ころであります。

をブロック・ロザリオと名づけ

いたことに気づき涙する人が

今なお独りで祈るだけでなく近

ています。聖母ご像が一、二週

いました。しかしもっとも気

隣や地域の家族が集まって共に

間の間、各々の家庭で順に廻さ

づいてほしいことは、かれら

が再び熱心な祈りに招かれて

神様の御まえにどう立ち返っ

ていくかについてです。

（次号につづく）

れ置かれる、マリア様を歓迎す

る方法です。

私は一年以上前に萩でブロッ

ク・ロザリオを始めました。多

くのフィリピーナの皆さんはカ

トリックとしてこれを信仰生活

で大変大切な祈りだと知ってい

ましたから、積極的に応じてき

てくれました。私達が祈って賛

美した聖母様が、家族や地域共

同体を神様ともっと深い関係に

導いてくださるはずです。共に

祈れば家族を結びつけるだけで

なく近隣や地域の絆を強めるこ

とにもなるはずです。

各々の家庭が聖母ご像を順に

Sr. ジョイ、2 段目左から 2 番目

た」を申し上げます。来

◆岡山教会（7 月 14 日）
マリア 佐野 惠津子 / ヨゼフ 武田 義春
アンナ・エリザベト 江草 あんな
アシジのフランシスコ 小川 武瑠
ハンガーのエリザベト 小川 静流
ヴィクトリア オカフォー・オリンピア・恵理香・ウゴンナ
テレジア 加藤 りく穂 / ミカエル 小延 敦史
ルカ 中西 海 / クリスティーナ 平松 英
フランシスコ・ザビエル 福田 智久
マリア 藤原 チェリーアイェカ / マリア・テレジア 桝谷 奈央
◆宇部教会（7 月 28 日）
ヨゼフ 今井 恭一郎 / エリザベト 今井 道子
ドミニコ 村岡 岳政 / マシュー 筒井 寛之
マリア・ベネディクタ 村上 敦美
ヨセフ 村上 義髙 / フランシス 安藤 和子
フランシスカ 丸石 和子 / ヤコブ 丸石 勲 / マリア 飛弾 悦子
◆三篠教会（9 月 15 日）
マリア・セシリア 河原 京子 / マリア・モニカ 冨重 理香
ミカエル 山崎 翔悟 / ジャンヌ・ダルク 木村 和可奈
フランシスカ 岡田 千佳 / マリア・ゴレッティ 木村 明香里
クリスチーナ 井上 茉子
◆萩教会（9 月 22 日）
クララ 山下 あすか / マリア 軒名 優希
◆水島教会（9 月 29 日）
チート 山本 俊 / セシリア 山本 美紀
マキシミリアノ・マリア・コルベ 竹内 和哉

夏も実施します。今後と

おめでとうございます！

も福島の子どもたちに

（2013 年 7 月～ 9 月まで）

ご支援をお願いいたしま

す。

広島司教区  堅信を受けられた方

2013 年 10 月 27 日

地区便り
（木）にかけて実施した

叙階式・韓国を知る旅」と

公共交通機関が不便で高
「日韓青少年の文化体験」

し、バスで行く教会行事を

齢信者が増加する伯雲地域
参加者の感想文をまとめ、

八月十一日（日）～十五日

では、ブロック内や陰陽交
地区内小教区や修道会、学

無事終えた。

流にこうした借上げバスな

校、教会学校リーダー、参

伯雲ブロック

本年も、九月八日に雲南
どが有効な手段であると改
加者へ配布した。

バスで行く教会行事
市にある永井隆記念館で前
めて認識した。
「親の集い」

田司教様の司式により「永
（松江教会 佐野卓司）

四月に引き続き、八月

井隆博士追悼・平和祈念ミ
サ」
が厳かに執り行われた。

岡山教会、広島市内からの

が参加してくださり、ご多

忙の中出展してくださっ

た。この場をお借りして御

礼申し上げます。広島学院

出身の大学生も活躍してく

その実行委員だった現二

れ、林尚志神父の講演が印

年生を中心に、地方の学生

六月に中国地方の大学生が

私自身、ケニアのスラムの学

が国際貢献・交流に取り組

象的だったことなど語って

校支援に関わる身として、ま

みやすい環境を築くことを

協力して広島でアフリカン

た下関市立大学の学生がリー

目的として、ラルモニーと

くれた。

ダーとして頑張っていたの

いう新しいグループを立ち

なども含めた種々の活動を外

や修道会、また数多の先人

カトリックの中では司祭

上げ、早速、ケニア支援の

務省・ＪＩＣＡが先導した。

たちが国際協力の途を開い

企画を十月二十四日、広島

についてのアンケート」の

学生たちは自ら次々に企画を

てくれており、力強いサ

元々は日本の外務省主催の

＊信仰年地区大会について

まとめは、八月初めに地区

打ち出し、全国各地での協賛

ポートも一般よりは得やす

県民文化センターで開い

信仰年に合わせ、十月

内関係者に発送した。

企画を立ち上げた。広島での

いと思う。

アフリカ開発会議（横浜）を

二十日（日）に「地区大会

＊信者養成研修

アフリカンフェスティバルも

盛り上げるべく、全国の学生

また、九月十五日には上

②フェスティバル」をサビ

「祈りの体験」

た。

智大学神学部教授具正 謨

エル記念聖堂と山口天使幼

サとなった。
クー チ ョ ン モ

を改めて思い起こさせたミ

神父様を出雲教会に招き

広島教区の大学生や青年

九月十四日（土）～十七

その一環であるが、残念なが

稚園を会場に開催。東北支

も、既にある団体、特に教

「 ミサについて 」の勉強会

区にある団体に積極的に関

日（火）に 祈
｢ りの体験集

ら外務省は地方には予算は出

援も含む食料品や物品販

わってくれ、また自ら新た

を開催した。伯雲ブロック

してくれなかった。それでも

に組織する、そんなメン

売、聖フランシスコ・サビ

様々な努力と工夫を凝らし

バーがどんどん増え、協働

合同の主日のミサ後から午

て、内容豊かな企画を作り上

中講座 を｣実施。
「奉仕者養成コース」

地区事務局において、第

カトリックではバッタンバ

ン友の会とサラームの二団体

大城研司）

（下関労働教育センター

できる事を願う。

げたとものだと、感心してい

（土）に実施。清水弘神父
担当。全十五回。
（事務局）

る。

一回目の研修を十月五日

エル写真展、歌やダンスな

＊地区少年の集い

さらに、二十三日には福
山教会で行われた「司教叙

昨年末の「釜山教区司祭

「日韓青少年の集い」
金・銀祝記念ミサ」に参加

階二周年、ダイヤモンド・

んだ。

後三時まで、約五十名の信

に呼びかけ、若者からの提言

た。

で、可能な限りお手伝いをし

フェスティバルを開催した。

世界につながる

下関労働教育センターだより

30

どのパフォーマンスで楽し

した保護者対象「信仰教育

「親の集い」に合わせ実施

合った。

仰継承」について分かち

招き、「家庭においての信

甲学院教師の吉村信夫氏を

よしむらのぶお

催した。今回は、講師に六

二回目の「親の集い」を開

二十五日（日）に信仰年第

信 徒 約 百 五 十 名 が 参 加 し、

係者のほか、伯雲三教会や

ミサには市や如己の会の関

山口・島根地区

出雲教会での勉強会

徒が熱心に勉強した。

博 士 が 希 求 し た「 平 和 を 」

サ」も兼ねて行われ、永井

及び全世界の平和を願うミ

かけられた「シリア、中東

フランシスコ教皇様が呼び

報
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九月二十二日（日）午後
外にも協働できることはな

のメンバーと、平和行事以

同で行っている日本聖公会

毎年八月の平和行事を合

チームは、教会学校リー

養成、きょうどう推進

季炊き出しが始まります。

た。十二月から教会担当冬

日には広島巡礼を行いまし

の私立学校として開校された本

昭和四十二年に岡山で初めて

附属小学校

ノートルダム清心女子大学

ていけるよう道徳授業の改善

任教師が宗教教育にも関わっ

には、児童に影響力のある担

教教育がより生きて働くため

分ずつ担当していますが、宗

指導計画をそれぞれ作り、半

は、修道者と担任教師が年間

現在「宗教道徳」の授業

五時から広島市中区上幟町
いだろうかと話し合い、カ
ダー養成講座を八月二十四

校は、現在でも県内唯一のカト

広島地区

公園でカレーライスの炊き
レーの食事会が始まりまし

日に行いました。講師は、

⑲

出 し が 行 わ れ ま し た。 集
た。

童に紹介したり、朝の職員室

で「今月の聖句」を順番に児

にも取り組んでいます。朝会

倉敷の姉妹校とともに、創立者

での祈りの先唱を輪番制にし

リックの小学校であり、広島・

聖ジュリー・ビリアートの精神

玉野教会の松浦真弓さんで

を受け継いだ心の教育を大切に

たりと少しずつ信者でない先

現在は主に三つのグルー

てでした。次回は十一月九

する学校でありたいと考えてい

「玉野教会の数年間の取り

今回は、広島学院が当番

日にシスター石澤潔子が講

生方にも、宗教教育に関わっ

るところです。

てもらえるよう工夫をしてい

ます。

プが担当の責任をとってい

広島教区の施設

まって来たのは広島市内で
路上生活をしている人々を
中心として約五十人。
は、広島学院中学校・高等
で、三十人以上の生徒が喜

師となります。第三回目は

組み、現状、課題」につい

学校の生徒・教員・保護者
んで奉仕し、野宿労働者の

来年の一月二十五日の予定

ます。

のみなさん。
好天に恵まれ、
「 お じ さ ん・おばさん 」た

炊き出しの準備をしたの

ビールも提供され、参加者

また、国際的な修道会が学園

を設立した経緯もあり、当初よ

宗教的な感性を持ち、日本

です。「初聖体の教材作

人らしい心遣いのできる国際

ちとのほほえましい交流の

人を育成することが、「心を

も準備した人もいっしょ

んできました。現在週二～三時

清くし愛の人であれ」という

り英語教育に力を入れて取り組

間の英語の授業があり、ネイ

り」も実行委員会を選出し
ました。

ティブの外国人教師と英語の専

創立者の願いでもあり、神の

場面もありました。

十月十三日には第二回地

科教員が指導しています。英語

に、初秋の夕暮れのひとと

聖 公 会 広島復活教会です。

区宣教司牧評議会を玉野

た。

第二のグループは、日本
小林牧師自らがつくられる

きをなごやかに過ごしまし
この上幟町公園での活動

望まれる生き方にもつながっ

教会で行いました。十月

で算数や理科の授業を行う国際

「 特製カツレツ 」は大好評

ていくのではないかと思って

は、 広 島 市 の 許 可 の も と、

連邦岡山県宗教者大会が岡

カトリック学校の存在意義を

子弟の数が増えてきています。

コースも二〇〇三年度から開設

二十三日、第三十三回世界

三番目のグループは、カ

山教会聖ディエゴ喜斎記念

います。（校長 服部和也）

です。
トリック幟町教会の有志で

聖堂で開催されました。準

し、帰国子女の児童や外国人の

月に一度のリズムで継続さ
れています。

（肥塚神父）

を」として、平和祈願と記

「社会に、ぬくもりと正義

えるべきものを確認し合ってい

い、変えてはならないもの、変

職員で「教育理念研修」を行

いうスローガンも、この研修か
ら生まれました。

国際コース・英語で算数の授業

す。

平和推進チームは六月

念講演が行われました。講

ます。本校の強みや弱点補強策

失わないよう、毎年夏には、全

二十九日の岡山空襲の日に

演はノートルダム清心女子

などもテーマに掲げ、「つなが

備会を重ね、大会テーマは

「レクイエムコンサート、

大学のシスター渡辺和子理

岡山・鳥取地区

平和への祈り」を、七月六

事長で、演題は、「咲くと

りを大切にする清心小学校」と

日には「信仰年を考える、

（岡山教会 北川弘子）

いうこと」でした。
会を開催し、八月五日と六

憲法が変わったら」の講演

上幟町公園での炊き出しの様子

94 号
2013 年 10 月 27 日
報
区
教
島
広
カトリック
(9)

青少年の活動
た。このような機会を与え

の準備をさせて頂きまし

今年の夏、教区の練成会

願ミサへの参加などもあ

が、カテドラルでの平和祈

お借りしての練成会でした

今回は広島の祇園教会を

たのではないかと思ってい

もたちの成長の一助となっ

教区の召し出しを歩む子ど

り、平和の使徒という広島

つことになりました。幼

初めて幼稚園の責任をも

下関の教会に送られて、

ていた私は、二年半前に

長いあいだ大学で働い

形を縫ってくださいまし

の注文に応じて、上手に人

のご婦人方のグループが私

とめて演じるのです。教会

エプロンの上のマジックに

に登場人物を取り出して、

プロンのポケットから次々

まはご存じでしょうか。エ

ことを発見しました。皆さ

プロンシアターが喜ばれる

す。「舟の右側に網を打ち

だ」。すると主は言いま

「捕れないよ、今日はだめ

スとは知らず答えます。

か」。彼らはそれがイエ

す。「おーい、魚が捕れた

に復活の主が立っていま

いあっていたとき、岸辺

あきらめて帰ろうか」と言

ん。日が昇る頃、「もう、

打ちますが、何も取れませ

だきたいと願っています。

から、また新たな力をいた

も、いのちの主との出会い

え、疲れることがあって

どのように外なる体が衰

セージです。

実りがある、というメッ

おっしゃれば、たくさんの

イエスが一緒にいて、一言

子どもたちが笑います。主

から取りだして見せると、

魚のぬいぐるみをポケット

私が色とりどりの大きな

とができないほどでした。

捕れて、網を引きあげるこ

りにすると、魚がたくさん

つぶやきながら、そのとお

できました。

営をしながら感じることが

育む貴重な機会であると運

り、また神様との交わりを

広島教区という教会の交わ

う練成会は、子どもたちが

な小教区からの参加者が集

数などは異なります。様々

年により開催地、参加人

ます。

てくださった主に感謝しま
す。参加してくれた子ども
た ち、 ま た 神 父 様 や シ ス
ター方、保護者、信徒の皆
様 を は じ め と し て、協 力、
応援をしてくださった皆様
に感謝します。
振り返ってみると、この

ある日ペトロが、「私は
漁に行く」と言います。仲
間たちが「私たちも一緒に

い子どもたちに、どのよ

た。私の好きなテーマは、

なさい、きっと捕れるか

のお知らせ

う今日この頃です。
（よ）

来ることを見つけたいと思

が、新しい教会でも私に出

違い戸惑うこともあります

した。通い慣れた教会とは

ら引越し、教会も変わりま

昨年、住み慣れた土地か

11 月 4 日 ( 月・祝 )10 時開会
場所：芦田川河川敷、神島橋の下
お問合せ：福山教会
TEL 084-923-0614
FAX 084-923-0615

練成会の集まりに将来の教
会があるのではと感じてい
ます。

「舟の右側に網を打ちなさい」
下関ブロック・イエズス会

百瀬 文晃 神父 行く」と言って、舟に乗っ

うに聖書の話をしたらよ

「不思議なすなどり」の話

ら」。「ほんとかなぁ」と

て出かけます。網を何度も

いか悩んでいたとき、エ

です。

第３回万葉杯

ソフトボール大会

＊プログラム
長束黙想の家、 十字架の道行
講話、 プール、 派遣ミサ など
＊参加者 40 名
〈78〉
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祇園教会での夕の祈りの様子

