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1 月１３日、療養中だった木村博明神父様(幟

町教会助任司祭)がお亡くなりになりました。 

いつも祈りと笑顔を絶やさなかった木村神父

様が、大好きだったマリア様の元で私たちを見守

ってくださることと思います。今までも、そして

これからも感謝の気持ちを込めてお祈りいたし

ましょう。 

 「殉教者の血は教会の種子となる」（「マルチ

リオの勧め」）と言われるように、教会は殉教

者の血の上に建ち、殉教者の血によって成長し

てきたといっても過言ではありません。そもそ

も教会は、父なる神の御心に殉じて神と人々に

命を捧げられた神の御子によって、これもまた

逆さ磔（はりつけ）の刑によって殉教したと伝

えられている聖ペトロの上に建てられました。

そして、その後も多くの殉教者たちによって、

私たちの信仰と教会は守られ、証（あかし）さ

れ、成長し、今日まで伝えられてきました。 
 

― 迫害の原因 ― 
 殉教者が出るということは迫害があるとい

うことです。では、なぜキリスト信者は迫害さ

れるのでしょうか。キリシタン迫害を見てみま

しょう 
 「迫害の真の原因は国のあり方についての見

解の相違があったことである」(注)と言われます。

唯一の神様を信じるキリスト信者は、神様の上

に立ついかなるものも認めることが出来ませ

ん。 
 しかし、たとえば豊臣秀吉や徳川家康は、「宗

教は国を治めるために必要な手段である」と考

え、自分たちの国のためになる宗教だけを認め

ました。しかも自分自身を神格化して、それを

認めるようにすべての国民に強要しました。明

治新政府も、新しい国創りのために天皇を中心

とした同じような政策を採りました。こうして、

キリシタン迫害が起こり、たくさんの殉教者の

血が流されました。 
つまり、すべてのものの創り主として人々を愛

してくださる神様とその御心を、キリストの福

音を通して信じたキリスト信者は、そのときの

国の方針を受け入れることが出来なかったの

です。そのために、「売国奴」「国賊」「非国民」

とみなされ、拷問刑や死刑に処されたのです。 
澤野耕司神父（つづく）  

(注)『「国是」と迫害』日本カトリック司教協議会社会司

教委員会編８ページ 
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今後の青年の予定 

２月 10 日～11 日 横浜で行われる「第 12 回ネットワークミーティング」に２名参加 

3 月 24 日～27 日 岡山で行われる「カトリック中国ブロック高校生大会」へリーダーとして２

名参加 

4 月 29 日～30 日 広島で行われる「カトリック広島教区青年大会 2007」に参加 

8 月 青年合宿 

 ?  

また毎月第 2 土曜日は地区青年会、第 4 土曜日は三篠教会で祈りの集い、ほぼ毎週月

曜日は教区青年大会の準備会…など色々と活動を続けていきます。 

 
 最近色々な方から、教会で青年をよく見か

けるようになったと嬉しい声をかけていただい

ています。 

 幟町の青年活動でいつも集まるのは１０人前

後です。きっともっとたくさんいらっしゃるとは

思いますが…。青年の活動として幟町の教会

単位では、バザーでお店を出したりクリスマス

にうどんを作ったり、日曜学校のリーダーや侍

者合宿・夏季学校のお手伝いもしています。

幟町の教会外では、広島地区の中ブロのリー

ダーとして高校生と関わったりもしています。し

かし幟の青年会としては、なかなか定期的に

集まれないのが現状です。むしろ青年は、教

会ごとよりも地区や教区で活動することが多い

のです。 

例えば… 

毎月第 2 土曜日の夜、地区内の色々な教

会で集まり広島地区の青年会を開いています。

（幟には偶数月に集まります。）地区の青年は

幟の行事にもよく来てくれるので、皆さんも顔

なじみの青年がいるのではないでしょうか？ま

た、毎月三篠教会で行なわれている「若者とと

もに…若者のための…テゼの祈りの集い」にも

参加しています。 

 教区内の活動としては、毎年 8 月 5 日・6 日

の平和行事、教区青年大会も久しぶりに今年

４月に復活する予定です。また全国的な若者

の集まり「ネットワークミーティング」が年に２回

全国各地であるのですが、そこにも毎年数名

参加し、全国の青年と交流を深めています。 

 少しずつですが教会の活動も、青年としての

活動も頑張っていこうと思いますので、これか

らも青年たちを温かく見守ってください。皆さん

のまわりにも青年の方がいらっしゃいましたら、

青年会へ声をかけていただけませんか？宜し

くお願いいたします。 

青年会 Ｙ．Ｋ 

 

 

 

 

 



「平和の鐘」2007 年 2月号（3） 

ヨハネ・パウロ二世教皇来日記念行事 
2 月 25 日(日) 

 8:00～ 祈りの集い(平和記念公園原爆慰霊碑前) 

    その後世界平和記念聖堂まで徒歩巡礼 

 9:30～ 記念ミサ(世界平和記念聖堂) 

     ミサ後ミニコンサート 

主催  広島地区宣教司牧協議会 

 広島地区平和行事実行委員会

木村神父様追悼関連 
【追悼ミサ・納骨式】 

日時 3 月 2 日（金）13:30～  追悼ミサ（世界平和記念聖堂） 

                 ミサ後、カトリック廿日市霊園まで移動 

           15:00 頃～ 納骨式(カトリック廿日市霊園) 

※ カトリック廿日市霊園への移動に際してマイクロバスをご用意いたしますので、

納骨式に参列される方は、2 月 28 日までにお申し込みください。 

【「平和の鐘」の原稿募集】 

  平和の鐘３月号で、木村神父様の思い出や、感謝の気持ちを特集します。皆様からの原稿をお待

ちしておりますので、２月 18 日（日）までに受付まで提出をお願いします。E メールの場合は、

duckbill@d2.dion.ne.jp に送信をお願いします。 

広島キリシタン殉教祈念祭 
2 月 11 日(日) 

8:30～ 殉教碑前での祈り（約 10 分）

10:30～ 殉教ミサ(世界平和記念聖堂) 

司式三末篤實司教 

※ この日は広島近郊の各教会が皆

で集まり、このお恵みに感謝をお

捧げします。 

私たちの聖堂を火災から防ごう! 

園児や小学生と一緒に防災訓練を実施 
 文化財防火デーにあたる１月 26 日、広島

市消防局や、幟町小学校、聖母幼稚園の協

力のもとに、防災訓練が行われました。 

 コンサート中に火災が発生したという設

定で、避難誘導や、バケツリレー、けが人

の搬送など子どもたちと一緒に、真剣に訓

練を行いました。 
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「平和」                             O.M 

 久しぶりに、暮、新年と、家族五人集いました。元旦から、私がごミサに行きたいと

言いましたら、息子は、車で連れて行ってくれ、外で待っていて、私を乗せて帰宅とい

う事が、二度ありました。その前後、宮島（いつくしま）に、参拝したいと言う息子に、

一同参加し、鹿とたわむれる孫に、ほほえむ私達でした。息子は、「本厄年
やくどし

だ」と云っ

て、お金を払い、家内三人拝んでもらっていました。まだキリスト教にふみ込めない子

供達に、私の生き方とのへだたりを、いつも思う自分です。神様が、子供達に、まだ「時」

を与えて下さっていない事を知りつつも、自分の生き方を、話す必要があると感じまし

た。主イエス様と共に生き、過ごしている私を伝えました。平素反発する子供達も、こ

の時は、静かに聞いていました。イエス様の平和こそ、私宅の平和、心の平和、又世界

の平和と思っています。子供達も少しずつ近づいているかなと、希望を持って居ります。

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。 
 原稿は受付に提出をお願いします。 

 

 

 

 運営委員会からのお知らせ 

 

１．小聖堂前に危険防止のための車止めを

設置する（工事日は未定） 

２．世界平和記念聖堂にルルドの聖母像建

立についての公聴会を 2月に開催 

  日程は幹事会または発起人会で決議さ

れるはずです 

３．一粒会納入袋及びパンフレットを幟町

教会信徒全員に配布する 

４．各部・各会の 2007 年度事業計画案は 2

月末日までに幹事会へ提出すること 

５．3月 4日（日）幟町教会四旬節黙想会 

  指導司祭は肥塚神父（広島教区司祭） 

 

 

 

 

カゼ、インフルエンザに

お気をつけください。 

家に帰ったら、手洗い・

うがいを忘れずに 


