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「あなたがたのうちに病気の人がいるなら、

教会の長老を招き、主の名によって、その

人に油を塗り、祈ってもらいなさい。」 

（ヤコブ 5 章 14 節） 

 

≪もう、『終油の秘跡』とは呼びません≫ 

 かつて、『病者の塗油の秘跡』を『終油の

秘跡』と呼んでいた時代がありました。こ

の秘跡を、良い死を迎えるための、「臨終」

のときに受ける秘跡だと誤解していたから

です。しかし残念ながら（？）、この秘跡は

「天国に直行するため」だけに受けるもの

ではありません。 

≪どのような人が受けますか？≫ 

 『病者の塗油の秘跡』を受けることので

きる「病人」とは、「病気あるいは老齢のた

めに死の危険が心配される
．．．．．

人のことであ

る」（『病者の塗油の秘跡』規範 36 番）と言

われます。ですから、（当分の間）死の危険

がないような病人はこの秘跡を受けられま

せん。 

 一方、身体が非常に衰えた「高齢者」は

病人ではありませんが、「死の危険」があり

ますからこの秘跡を受けることができます。 

 

 

 

 

≪何のために受けますか？≫ 

秘跡はすべて、イエズス様と一緒に福音

宣教をするために受けます。病者の塗油の

秘跡は、「神様の愛を信じられなくなりそう

な」病気や老齢の苦しみの中であってさえ、

イエズスさまと出会い、神様の愛と救いの

恵みを賛美し、信仰を公に宣言する福音宣

教のときです。 

自分の身体と精神の単なる
．．．

癒しのために

受けるものではありません。 

≪家族や周りの人の心配り≫ 

 『病者の塗油の秘跡』は「受けておけば

損はない」と言うようなものではありませ

んが、病人や高齢者の意識がはっきりして

いるうちに、この秘跡の積極的な意味を伝

え、励まして、この秘跡を受けるように勧

めることが大事です。 

 

お 知 ら せ 

 9 月 17 日（日）9 時 30 分のミサの

中で、高齢者の方々の『病者の塗油の

秘跡』を予定しています。ご希望の方

は、聖堂最前列あたりにお座り下さい。 
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平和行事で初の試み 

「 子どもたちによる 
平和のメッセージ」 

Ｙ.Ｋ 

今回初の試みとして 8 月 5 日の平和行事

で子ども向けのプログラムが開かれました。

日曜学校のリーダー研修会の中で発案され

た今回の企画は、青年が中心となって準備

を進めてきました。当日約 40 人の子どもた

ちが広島や県外からも集まりました。 

今回のテーマは【ひかり】でした。聖堂

探検とピースキャンドル作りを通じて、聖

堂が建てられた意味や平和への思いを感じ、

平和への祈りを深め、将来平和のために働

く人になってもらいたいと思い企画しまし

た。 

聖堂探検は、世界平和記念聖堂やヨハ

ネ・パウロⅡ世の像などを、クイズに答え

たりスタンプを押してもらったりしながら

まわり、最後には、パイプオルガンの演奏

もみんなで聞くことができました。ピース

キャンドル作りは、ペットボトルを切った

キャンドルホルダーに、マジックやシール

を使って、思い思いに平和へのメッセージ

を表現しました。中に入れたキャンドルも

広島市内や廿日市の教会の子どもたちが、

事前に日曜学校で作ってくれたものです。

ろうそくに色をつけてモザイクのようにし

たキャンドルは、光を灯すととてもきれい

でした。また

このピース

キャンドル

は、同日の平

和祈願ミサ

のときに子

どもたちの手で奉納されました。 

はじめての試みであった子ども向けプロ

グラムですが、子どもたちは興味を持って

楽しく参加してくれました。また子どもた

ちだけでなく、お手伝いをした青年にとっ

ても聖堂案内についての勉強会などとても

良い機会となりました。今後さらにより良

いものにしていけたらと思います。 

 

平和行事 「祈りの集い」 

8 月 5 日の夜、青年が中心となり「光が

世に来た」をテーマに大聖堂でテゼの祈り

をしました。 

テゼとは、1940 年にブラザー・ロジェに

よってフランスのテゼ村で始められた男子

の観想修道会のことで、祈りは短いみ言葉

を何回も繰り返し歌い、詩編の朗読や沈黙、

共同祈願と進んでいきます。 

今回は、毎月三篠教会でテゼの集まりを

しているメンバーや Sr.コンソーラが中心

となって進行をし、伴奏はギター・キーボ

ード・チェロ・バイオリン・リコーダーを

青年が担当しました。聖堂に置くろうそく

も青年たちの手で作りました。 

平和祈願ミサの後ということもあり参加

人数は多くはありませんでしたが、心を一

つにしてみんなで祈ることができました。 
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幟町教会の活動を担う各部の紹介をし

ています。一人ひとりが「沖に漕ぎ出

す」ため、興味を持たれた方や参加を

希望される方は、各部員や受付まで、

ご連絡ください。 

 

 

 

ご存知ですか、毎月第１日曜日は掃除の日 

 

 私どもの教会は随分大きくて立派です。

私は日本で一番大きな教会ではないかと思

いますが、どうでしょうか。しかし築 50

年を経て、建物のあちこちで病が発生しま

す。70 才を過ぎた私どもの体のようです。

今年の梅雨季には、地下聖堂の裏階段のと

ころや平地に水たまりができて騒ぎになり

ました。業者に依頼すれば原因を探すだけ

で 20 万円余、修理に 30 万円以上と聞いて、

修理は施設管理部の有志でやろうというこ

とになり、ようやく水漏れをとめました。

他にもいろいろありますが、要はこの大き

く美しい教会を美しく後世に残したいとい

うことです。そのようなことで掃除は大事

な仕事です。ですから名称も掃除部と改名

した方がよさそうです。 

 月の第１日曜日は掃除の日と決まってい

ます、お急ぎの方は１枚の紙くず、１本の

草でも拾って帰る、そんな気持ちを持って

頂きたいと思います。掃除のような簡単な

事は、わけなく短時間で終らせるには、大

勢の参加が必要です。１年 12 か月単純に数

えても 12 回です。なぜか日曜日は雨にとっ

ても雨の降る日と決めているらしく、よく

降る日でもあります。雨ではお流れになる

わけで、また、時には教会の行事でお流れ

になったりして、年６回もやれたら上出来

かと思います。断わっておきますが、バン

ガンス神父の精力的な努力を注入している

地区会への参加、これに該当する方は地区

会優先、地区会出席は最大の重要事ですか

ら掃除は放っといて地区会に参加すること

が一番です。またその他委員会、部会など

などがありましたらこれもどうぞご出席く

ださい。そうでない方一人でも多くご参加

ください。しつこい草を引きながら話すツ

マラナイ話から、良い人間関係が生まれま

すよ。私どもは日曜日に教会に集うことが

できるという幸せを持っています。日曜日、

教会で皆さんの元気なお姿にお会いでき、

一週間ぶりの話も楽しくできるのです。教

会の庭から花を絶やさないようにと、種を、

苗を、水を、肥料を、暑さ寒さの時も精を

出してくださるＹさんご夫妻、ちょっとの

時間でも惜しんで雑草を引くＳさん、Ｍさ

んの献身的な建物内外の破損修理などご助

力には感謝に尽くせぬものがあります。貴

方の、私の教会を少しでも、綺麗にするた

めに手を取り合いましょう。 

施設管理部 H.M 
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シリーズ・コラムの 

原稿を募集しています 

テーマは「平和」!！ 

テーマを決めて、皆様の率直な意見を交換するシリーズ・コ
ラムの欄を設けています。ただいまのテーマは「平和」。平和
の使徒として、私たちの素直な思いをお寄せください。 
 原稿は 400 字以内で、連絡等を行う場合もありますので、応
募は実名でお願いします。（ただし、掲載にあたっては、イニ
シャル・ペンネームも可能ですので、ご希望の方はそのことを
記載してください。）提出は、受付まで。 

 「都市の論理」の著者羽仁五郎晩年の著書「君の心が戦争を起こす」の中で、「戦争

は、今の君の心が起こすのだ。（中略）戦争はいやだ、あんな悲惨な思いをするのはも

うたくさんだ、と思っているだろう。それでも戦争は、君の心の中から起こるのだ。」

「君の心は本当に自分のものか？」１９８２年に書かれたものです。その頃に比べ個人

で獲得できる情報量はさらに増えました。テレビはますます劇場型な報道の仕方がされ

ています。気をつけていないと自分の頭で思考したことなのか、自分の心で感じたこと

なのか分からなくなります。自分では気付かないうちに実はテレビやインターネット、

雑誌、漫画、映画等からの情報がそのまま自分が思考したかのように頭や心に入り込ん

できます。そんな中、ホッとしたのがオシム監督です。メディアの喧騒を制し、自分の

スタンスを保っています。立ち止まり考え、対話すること、祈ることを思い出させてく

れました。（N.Y） 

運営委員会からのお知らせ 

■聖堂床清掃は、業者によりクリーニング

を実施します。 
  クリーニング後のワックスについては業

者と教会の専門家の意見を聞いた後で、

検討します。 
■市民クリスマス実行委員会を 9 月から開

始します。 
実行委員長：澤野神父 
副委員長：K 氏（宣教企画部）、N 氏（マリ

ア会）、Y 氏（典礼部） 
運営委員以外の実行委員：K氏（財務部）、

M 氏（壮年会）、K 氏（典礼部）、M 氏（南

ブロック） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信 者 の 異 動 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

始まります≪キリスト教入門講座≫
ほぼ１年間、原則として毎週 1回、1 時間 30 分程度。 

３回とも同じ内容です。 

毎週ご都合に合わせて３つの時間帯のどれかに出席 

くだされば結構です。 

場所はカトリック会館（幟町教会）2階 202号室です。 

お待ちしています。 

10 月スタートコース 

担当 澤野耕司神父

日曜日 午後 4 時 30 分から

火曜日 午前10時30分から

水曜日 午後 7 時から 


