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主任司祭 澤野耕司神父 
助任司祭 木村博明神父 

バンガンスベルゲ神父 
 金炫勇(キム・ヒョンヨン)神父 
シスター 小野島照子 

新年を迎えて 
 澤野耕司神父 

 広島教区の今年のサブ・テーマは「殉教者を想

い、自分の信仰を生きる」です。このテーマに沿

って、私は今年、出来るだけ殉教者の精神を生き

たいと思います。少し抽象的に思えるかも知れま

せんが、現在の政府が推し進めようとしている教

育改革や憲法改正は、どうしても私の信仰と相容

れないものです。今、大切な信仰と世界平和を守

るためには、殉教の覚悟が必要かと思います。 

 

2007 年を迎えて 
バンガンスベルゲ神父 

81 年間生きて、ただいま 82 年目に入っていま

す。80 歳を越すと “もう出来ないこと”が加速

度的に増えてきます。でも、それを悔しく思うよ

り、“まだ出来ること”を素直に認めて、喜んで、

感謝しようとしているこのごろです。 

一つの具体的なことに絞ると、昨年は 1 月 19

日から 11 月 12 日までの間、11 回地区集会を開

きました。5 回は大きな地区を単独に、6 回は二

つか三つの小さな地区を束ねて、合同で。合わせ

て、258 人が出席しました。各地区で、多くの方々

がよく協力して下さったとは言え、やはり基本的

に私一人で企画し、色々と工夫し、実施を取り仕

切りました。しかし、それは決して理想的な姿で

はありません。 

今年以降も、もし頼まれれば、頼まれる範囲で

喜んで協力するつもりです。しかし、地区の今後

のことを（存続の有無を含めて）、主任司祭と教

会の委員たちが真摯に考えて下されば、幸いと思

っています。 

 

幟町教会にルルドの建立を 
木村博明神父 

 幟町教会にルルドを作りたいという声が、一

部の信徒から挙がっていることを病院のベッド

の上で聴きました。私の長年の夢です。すばらし

いことです。ぜひ、今年中に実現できればと思い

ます。新年にあたってそのことを強く祈ります。 

 

感謝のうちに祈ります 
金炫勇(キム・ヒョンヨン)神父 

幟町教会の皆様、新年おめでとうございます。 

昨年は皆さんのおかげで最高の１年をすご

させていただきました。心を込めて感謝いたし

ます。僕に出来ることはお祈りではないかと思

います。今年も素晴らしい年を迎え、たくさん

の喜びがありますようにお祈りを捧げます。 
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 12 月 3 日、17 人の子どもたちが、初めて御聖

体をいただきました。その子どもたちの感動の一

部を紹介します。 

N.H 

（２年生） 

ご 聖 体 を

い た だ い

て 食 べ た

あと、なん

かいいきもちになりました。それと、はずかし

かったけどおもしろかったです。 

Y.N （２年生） はじめて ご聖体をいただいた

ときには、うれしかったです。イエスさま、ぼ

くのこころとからだをそだててくれてありがと

う。 

M.M （５年生） 「やっとイエス様のご聖体がも

らえる」そう思いながら初聖体を受けました。

仲の良い友達とこの８ヶ月楽しく勉強させても

らいました。とてもいいけいけんをしました。

まことにありがとうございました。楽しかった

です。 

R.S (２年生) 白いパンは、ふわふわしていまし

た。もらう前は緊張していました。私は心にき

れいなかみさまがきてくれるんだなと思いまし

た。いい子になりたいです。 

D.M (２年生) ぼくはさいしょ、パンをもらって

食べるとふつうのパンのあじがしました。ぼく

はあまいとおもってたけどふつうのパンでした。

もうすこしあまいほうがいいとおもいました。

いつもいろいろおしえてくれてありがとう。 

Y.I （２年生） みんなといっしょにべんきょう

しました。ぼくは はじめてはつせいたいのへ

やにはいりました。ぼくとみんなとべんきょう

をつづけてつかれました。べんきょうのときお

かしとかケーキをたべました 

N.Y (２年生) いちばんまえに行ってきんちょ

うしたよ。はつせいたいをうけてうれしかった

よ。パンがおいしかったよ。 

Y.K.I （３年生） みんながじろじろ見たからは

ずかしかった！ドキドキしたけど がんばった

のでよかったと思います。 

W.J.I (中学１年) ぼくははじめてみんなの前で

はつせいたいのはっぴょうをしました。さいし

ょはドキドキしていたけど。とちゅうから かつ

もりリーダー がたすけてくれたので、ドキドキ

がなくなってあんしんしました。でもさいごの

自分の名前の発表があったので またドキドキ

しました。そして みんないっしょに外にでる

とすぐにみんなと写真をしました。メッチャ楽

しかったです。 

M.C.I （６年生） はじめてみんなの前にでたか

ら、すごく緊張した。 

M.S （２年生）  はじめ、ぼくはとてもきんち

ょうしました。だってぼくがまちがえないかと

思ったからです。でも、本番はとてもうまくで

きました。うれしかったです。キリストの体の

あじは、さいしょはなんのあじもしませんでし

た。でも、あとからキリストの体のあじがわか

りました。なんだかたべたことがあるかんじだ

った。 

S.T （２年生） わたしは、初聖体をして さい

しょは（どんなことをするんだろう）と思って

いたけどやってみて、心の中で（はつせいたい

はこんなことをするんだ）と思いました。また、

こんどもはつ

せいたいをみ

んなでたのし

くやりたいで

す。
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『平和の使徒となろう』 ― 殉教者を想い、自分の信仰を生きる ― 

 昨年四月に、司教宣言『平和の使徒となろう』が出されました。これはこれから五年後、十年後

を見据えて出された教区の宣教と司牧に関する基本方針と優先課題への取り組みを示すものでした。

しかし、それは教区の上の方で考え出されたものではなく、それまで各小教区教会や地区で信徒全員

が、一年以上かけて準備し、一昨年秋に開かれた教区代表者会議を受けて出されたもので、まったく

下からのものということが出来ます。 

 その後、各小教区教会レベルで、地区レベルで、また教区レベルで司教宣言の実行に取り組んでき

ましたが、今年はさらにそれを推進すべき年です。 

 そして、今年は日本で 188 人、そのうち広島教区の 5 人の殉教者が福者として列福されることに

なっており、九月には世界平和記念聖堂を中心に「正義と平和」全国集会が開かれることになってお

ります。教区はこれらを司教宣言の実行を推進するための好機としてとらえています。そして、今年

の教区のテーマを『平和の使徒になろう』―殉教者を想い、自分の信仰を生きる―としています。（詳

しくは『教区報 1 月号』をお読みください。） 

 私たちも殉教者の信仰をいただき、司教宣言の実行にじっくり取り組んでまいりましょう。 

現代のベツレヘム、世界の現状の中での福音 

エドガル神父（淳心会日本管区長）講話 

 

 12 月 3 日、待降節黙想会が行われた。エドガル

神父様は、神の性格は「平和の神、優しい神、非

暴力の神」であると述べ、「目を見開いて見てほ

しい、神の性格を思わせる、それを伝えようとし

ている人々を。彼らこそ現代のベツレヘム」とし、

神を信じるキリスト者だけがベツレヘムではな

いことを強調された。また、サムエル記をひも解

きながら「この世の王は保身のために民を徴兵し、

民は苦しんできたが、そのつど預言者が現れ、回

心を呼びかけた。わたしたちも人生の途上でとん

でもない決意をしてしまうことがある。しかし、

いろいろな呼びかけや出会いによって回心する

ことができる」と述べ、神は人を介して回心を呼

びかけておられることを示された。さらに、「こ

の世は権力の王ではなく、心の指導者、民を徴兵

させない指導者を求めている。この現代のベツレ

ヘムは、希望をかける存在、わたしの足元のとも

し火であり、心の闇を照らす方であるイエス・キ

リストを指導者として求めている」と述べ、キリ

ストはすべての人の救い主であることを力強く

宣言された。サムエル記の通読を薦められたが、

世界の現状を理解するのにふさわしい箇所だと

思う。 
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                      H.F

広島を訪れる中･高校生の平和学習のお手伝いをしています。世界が平和になるためにはまず自分
の心の平和から始まると思います。世界平和を祈るこの聖堂を出る時は、自分の心が平和になって
いるといいですね。それには「私の心を平和にしてください」と祈ることが一番です。それと同時
に心と身体を使ってみましょう。 
① 大きな息をして、大好きな人を思い浮かべながらゆっくり「平和」といいます。今冷戦状態の人
を思い浮かべて、特別大きな息をして「平和」とはき出します。悲しんでいる友には、やさしく「平
和」というふうに、身近な人を思い浮かべながら 10 回繰り返します。 
② 日本中で起こっている楽しいこと、悲しいこと、心配なこと、恐ろしいことを思い浮かべて、10
回大きな息と「平和」を繰り返します。 
③ 同じ方法で世界に心を向けて、いろいろな国の言葉でその国のことを思いめぐらして 10 回。 
 これを終えたとき、あら不思議、私の心は柔らかく、温かくなり、すなわち平和になっていまし
た。なんだか誰にでもアガペを感じられます。皆さんも試してみてください。でも一番大切なこと
は、自分流に平和を強く求める心だと思います。一人一人の心が平和になれば、私たちの願い、世
界平和への道が開けると思うのです。 
 参考に「平和」という各国の言葉を紹介します。 
 【中国】和平（フゥーピン） 【韓国】ピョンファ  【フィリピン】カパャパアン 
 【マレーシア】アマン 【イタリア】パーチェ 【スペイン】パーズ  
【ポルトガル】ア･パーシュ 【ラテン】パックス 【英語】ピース 【ギリシャ】エ･イレネ 

 【ドイツ･オーストリア】デン･フリーデン 【フランス】ラ・ペ 【ロシア】ミール 
 【ポーランド】ポコッ･シュ 【オランダ】ドゥ･ヴレド 【ヘブライ】シャロム  
【アラブ】シャラム 【アラム】シュロモ  

シリーズ・コラムの 

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。 
 原稿は受付まで。 

 運営委員会からのお知らせ 

■聖堂正面化粧ブロック積工事完了 

■1月 26日 11：00～12：00 文化財防災デー訓

練実施（小雨決行：雨天の場合当日 9：00決定） 

  当日は動きやすい服装でお願いします 

■世界平和記念聖堂の掃除方法 
 掃除日：毎週金曜日ミサ後 マリア会（当番月） 

毎週土曜日：11：00～12：00 青年会・壮年会 
掃除方法：大聖堂：床は油抜き、水分抜き用の
モップを使用し、モップに付着したごみは掃
除機で吸い取る 

  告解室、椅子等は固く絞った雑巾で拭く 
  小聖堂、洗礼盤： 床は掃除機をかけ、椅子

等は固く絞った雑巾で拭く 
  地下聖堂：床は掃除機をかけ、椅子は乾いた

雑巾で埃、汚れを取り除く 
  特殊の汚れは施設管理部に申し出る 

■1月 7日 信徒新年会 会費は一人 1000円 

-------------------------------------- 
【維持費納入についてのアンケート集計報告】 
維持費納入につきまして温かいご協力をいた

だきありがとうございます。 
納入方法についてのアンケートの集計結果は、

大多数の方が現状の方法で良いとの回答でした。 
よって、 
１．現在行われている方法で実施いたします。 
２．振込み希望者については、ご希望に沿い、振
込み送金の扱いといたします。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
（運営委員会） 

 

 


