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家庭訪問で聖体を手渡す奉仕者 

        
    

11 月 11 日に、廿日市教会で広島地区の聖体

奉仕者の任命式が行われます。そこで、今回

は聖体奉仕者の方々がどのようなお気持ちで、

どのような活動をされているかを２名の方の

報告で紹介します。 

 

聖体奉仕に携わって 

TT 

 一番皆様の目につく、聖体奉仕者の役目

はミサ聖祭でのご聖体奉仕でしょう。しか

し、もっとも大切なお仕事は、病気や高齢

などの事情から教会へ来られない方々を訪

問し、ご聖体をお届けすることです。また、

時には、神父様に従って病者の塗油に出か

けることもあります。 

 現在、17名の者が活動しており、月一回

の会合を持ち、神父様から指示を受けたり、

それぞれの訪問の状況を報告して意見の交

換を行い、感想を述べ合ったりしています。

お互いのざっくばらんで率直な報告や感想

を通して、共感したり学んだり、感動した

りすることがたくさんあります。 

 ご聖体をお届けする方々の多くはご高齢

で、介護施設や病院に入られて、病に苦し

み、孤独やさまざまな心の悩みを抱いてい

る方も少なくありません。せっかく訪問し

ても、ご機嫌が悪く八つ当たりをされ、途

方にくれることもありますが、ご聖体をお

渡しする段になるとすっかり穏やかになら

れ、ともに聖歌を歌うということもあると

いいます。「これが聖霊の導きということで

しょうか」との報告に、みなが頷きあった

ことでした。聖体奉仕者の誰もが多かれ少

なかれ体験してきたことなのでしょう。 

 私自身の体験ですが、神父様に伴われて

死期を迎えたご高齢の婦人の「病者の塗油」

に病院に出かけた時のことでした。意識も

うろうとして、苦しそうに喘いでいたこの

重篤のご婦人が、神父様の呼びかけににこ

っと微笑んだのです。美しい、眩しいよう

な微笑でした。この方はその後まもなく、

天の国に旅立たれました。私の生涯忘れえ

ぬ出来事です。神に感謝。 

病院、ご家庭、施設への聖体奉仕と訪問・見舞の実績（延べ数） 

（2 ページへ続く） 

期   間 聖体奉仕 訪問・見舞 

2006年 4月～ 
2007年 3月(1年間) 

約 180回 約 69回 

2007年 4月～ 
2007年 10月(7か月) 

約 150回 約 19回 
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ARTARTARTART    PARTYPARTYPARTYPARTY（（（（アートパーティアートパーティアートパーティアートパーティ））））のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
ART PARTY は、支援を必要としている世界の子どもたちが、日常風景や文化・

風習を描いた美術展です。 毎年 12月に行われ、今年で 5 回目を迎えます。

子どもたちの絵は1枚1,000円以上で販売(購入者が自由に値段を決めます)

され、収益はすべて子ども達の自立と夢の実現に活用されます。 

日時：2007 年 12 月 7 日(金)～12 日(水) 11:00 ～19:00 

 (12 日 11:00～17:00) 

場所：アステールプラザ    入場料：無料 

主催：ART PARTY 実行委員会(広島市内の団体) 

事務局：NPO 法人 ANT－Hiroshima 

 詳しくは ANT-Hiroshima のホームページで http://ant-hiroshima.org/ 

主よ、私でよろしいのでしょうか 

JM 

 昨年春のある日「聖体奉仕の手伝いをす

るように」との電話があった。瞬間私は「つ

かまった」と思った。今まで母の介護や腰

痛治療を理由に投網の間をヒラヒラと逃げ

回っている魚のような者にとってはまさに

「つかまった」という事であった。 

 それでもこれはもしかしたらイエズス様

の呼びかけ・・・そんな気持ちで参加した

聖体奉仕者養成コースだった。 

 ところがコースが進むにつれて、何と私

はこの秘蹟に無感動であったのかを思い知

らされた。それまでは、ミサの中で当たり

前のように聖体拝領をし、その反面ご聖体

はイエズス様そのものだから私なんかとん

でもない、と思っていたのだが、ミサとは、

私達が主の晩餐に招かれて主が私の目の前

で「食べなさい」「飲みなさい」とご自分の

身体を差し出して下さっている、その命の

パンを頂く事なのだというミサの本質が実

感出来るようになった。そしてご聖体にこ

められたイエズス様の深い想い、無償の愛

の姿がぼんやりとした私の中で少しずつは

っきりしてきた。 

 こんな私が・・・と不安な思いのまま秋

に長束で任命書を頂いた。そして、初めて

の聖体奉仕、「主よ、本当にこんな私でよろ

しいのでしょうか」と涙の出る思いだった。 

 養成コースの中で、神父様がおっしゃっ

た「強い信仰を身に付けてからと拒むので

はなくて不安な心を抱きながらも祈りつつ、

キリストに倣ってキリストの道を一歩一歩

歩きましょう」。この言葉に励まされながら

高齢者の方や入院されている方にご聖体を

お運びするのだが、喜んで下さる方のそれ

以上に大きな喜びを頂き、これこそが主の

賜物かと感謝の気持ちでいっぱいになる。 

 又、月に一度聖体奉仕者の集いがあり、

その場で先輩方が体験されているお話を聞

きながら、皆すごい活動をして居られるの

だなーと駆け出しの私は思ってしまう。 

 つたない祈りと歩みのうちにご聖体の奉

仕活動をさせて頂きながら、やはりくり返

している。 

 「主よ、こんな私でよろしいのでしょう

か」と。

11 月 11 日に任命される聖体奉仕者の方々 

【再任】22名 

【新任】 2名 
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 聖堂前の書店で、私たちや聖堂を訪れる多

くの方を温かく迎えてくれる３人のシスターた

ちの横顔を紹介するシリーズ最終回です。 

    

おおおお名前名前名前名前    

シスター吉岡洋子 

生年月日生年月日生年月日生年月日    

    1933年 3月 15日 

霊霊霊霊        名名名名 テレジア  

受洗年受洗年受洗年受洗年    1933年 

     （幼児洗礼） 

生生生生いいいい立立立立ちちちち・・・・家庭環境家庭環境家庭環境家庭環境    

 大阪出身。カトリック 4 代目。母方の実

家は津和野です。 

修道者修道者修道者修道者をををを目指目指目指目指すきっかけすきっかけすきっかけすきっかけ 

 修道会に入ろうと決心してから、さて、

どの修道会に召されているかを教えてくだ

さるよう、宣教師、宣教女のお墓参りをし

ました。墓地から出たとき、女子パウロ会

の志願者と偶然に出会い、そして彼女につ

いて行ったのですが、この修道女との出会

いです。 

現在現在現在現在のののの思思思思いいいい、「、「、「、「生生生生きがいきがいきがいきがい」」」」をををを感感感感じるときじるときじるときじるとき    

 私が声をかけたことがきっかけとなり、

神様に近づき、神様の子供となったとき、

私はこの人のためにシスターになったのだ

なと思って、心からの喜びと感謝を感じま

す。 

 

他他他他のののの小教区小教区小教区小教区とのとのとのとの違違違違いいいい    

 人が訪れることも多く、平和に関する行

事などもよく活動していると感じます。 

将来将来将来将来    

 何事も神様の御手から「はい」と受け取

ることができるようになりたいです。 

そのそのそのその他他他他    

 多くの若い女性がシスターへの道を共に

歩んでほしいと願っています。 

 

 

日曜学校だより 

 

こんにちは。 

朝晩肌寒くなりやっと秋らしくなりまし

た。風邪などで体調を崩されないように…。 

毎年恒例の幟町教会侍者合宿を 10 月 6

日、7日に行いました。 

いつも侍者として頑張っている中学生が

動きなどを指導し、高校生とジェリー神父

様は子どもミサの歌の練習し、とても良い

雰囲気でした。 

次の日の子どもミサは、歌もしっかり歌

え、各自の役割もちゃんと出来て、◎です。 

また、次も頑張りたいと思います。 

ただ少し残念なのは、近年参加人数が減

少していることです。みなさん、お互い誘

い合って参加しましょう！！ 

 

今後のスケジュール 

11月 11日 授業 

11月 25日 初聖体式・パーティー 

12月 9日 クリスマスパーティー 

12月 16日 黙想会 

聖パウロ書院編 ③ 
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社会部社会部社会部社会部    社会係社会係社会係社会係「「「「アフリカアフリカアフリカアフリカ友友友友のののの会会会会」」」」よりよりよりより    おおおお知知知知らせらせらせらせ    ““““義歯義歯義歯義歯（（（（入入入入れれれれ歯歯歯歯））））収集収集収集収集のおのおのおのお願願願願いいいい””””

いつも「アフリカ友の会」の活動にご協力頂きまして有難うございます。 

これまで、最貧国のひとつ中央アフリカ共和国のエイズ患者・エイズ孤児を救うための「アフリカ友の会」に

切手（未使用・使用済）・書き損じハガキ等の回収を行っていますが、「アフリカ友の会」では義歯（入れ歯）や

抜いた歯（金属が付いている物）の収集も行うことになりました。 

歯にかぶせた金属、歯に詰めた金属、歯と歯を繋いだ金属には一般的には「金銀パラジウム合金」が使わ

れています。これらも貴重な資源になり、これまではゴミとして捨てられていた歯に付いた合金を精製し、リサ

イクルしていくシステムです。歯に付いた金属のリサイクルについては、下記歯科医院の無償協力を得て実

施され、収益金は全額アフリカともの会の活動資金となります。 

エイズ患者の皆さんのために、ご協力よろしくお願いいたします。 

《 送付方法 》 １．送付先  〒１１０−０００５ 東京都台東区上野２−１３−１０ 朝日生命ビル６階 

クレア歯科クリニック気付 アフリカ友の会  ☎ 03−3836−4181（クレア歯科） 

２．送付するもの 義歯（入れ歯）又 抜いた歯（金属が付いている物） 

３．送付の仕方  衛生処理の問題上、汚れを落ちし、熱湯か洗浄剤等で消毒し、紙に包ん

でビニール袋に入れ、封筒に入れてポストへご投函してください。 

（重量のあるものや個数が２個以上の場合は郵便局窓口にてご郵送ください） 

※送料は申し訳ございませんが、各自でご負担ください。 

５人の列福される殉教者ゆかりの地を巡礼してみませんか。 
 
 殉教者が生きた迫害時代の歴史、社会的構造に想いを馳せ、潜伏して 

組織を作り、信仰を伝え守り抜いたその生涯は、日本の教会の誇りです。 

巡礼を通して、私たちの生き方の基幹にその精神性を学びましょう。 

12 月 11 日(火) 幟町教会 7:30 発→己斐→浜田教会→益田教会→キリシタン至福の里→ 

(萩教会ミサ）→萩城跡．武家屋敷→キリシタン殉教記念公園→長門湯本 17:00(宿泊 夕食)

12月12日(水)8:00発→彦島教会→細江教会→下関サビエル上陸記念碑→長府教会→高千帆教

会→北若山教会→宇部教会→（山口教会ミサ）→幟町教会 18:00 着   （同行：肥塚神父）

参加費 ２万円    締切 12 月 2日(日) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営委員会から 

1 ペトロ岐部と１８７殉教者の列福式の日程に

ついて次のとおり正式発表がありました。 

  とき：２００８年１１月２４日（月．祝） 

場所:長崎 

式の主催は教皇庁で特使は列聖省長官 

２ クロアチア ヴコバルの犠牲者のための追

悼記念ミサ 

とき：１１月１８日（日） ９：３０ 

場所：世界平和記念聖堂 

司式：三末司教（クロアチア大使が来られます） 

３ 教会 待降節 黙想会 

とき：１２月１６日（日）   指導：松本武三神父様 

遠山甚太郎(広島) 
庄原市左衛門(広島) 
九郎衛門(広島) 
熊谷豊前守元直(萩) 
ダミアン(山口) 
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