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(＝ジェリー神父） 

    2008 年の新しい年を迎えて、この１年を

有意義なもの、神の国へ近づくために、ま

た地上に平和を打ち立てるために、さらな

る努力を続けたいと思います。 

昨年中は、皆様のご指導とご協力をいた

だきまして、数ある行事を実施できました

ことを深く感謝申し上げます。 

なかでも７月の倉敷教会でのブレース神

父様の叙階式など、喜ばしい祝いの式典が

ありました。また９月には「平和の使徒と

なろう」を合い言葉に、「正義と平和」全国

集会がこの広島の地、世界平和記念聖堂を

中心に開催され、平和を求める３日間の討

議は非常に有意義なものであったと思いま

す。人間の破壊、暴力の世界、血と涙の世

界をもたらす戦争の愚かさを避けるために

新たな決意で行動を起こさねばならない。

平和を守るためにも、断固戦争反対の声を

大きくし、平和のうちに住むことを望まれ

る神のためにも、平和を実現させたいもの

です。 

2008 年は長崎市内において、11 月 24 日

にペトロ岐部と 187 殉教者列福の式典が行

われます。大挙して長崎の祝典に与り、そ

の栄誉を称えたいと思います。 

また、世界平和記念聖堂が国の重要文化

財に指定されてから２年目となります。文

化財維持保全はもとより、新たな聖堂保存

と継承に努めなければと重い責任を感じて

おります。 

巡礼、見学者の訪問も増加しております。

見学者への対応も重要な課題だと重く受け

とめています。他に庭園整備など、重い責

任と重要な課題にも、積極的に取り組んで

まいりますので、昨年に勝るご指導とご支

援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

。 

幟町教会運営委員会

列福式は 11 月 24 日です 
 

ペトロ岐部と 187 殉教者の列福式は、今年

11月 24日正午から、長崎県のビッグ Nスタジ

アム（正式 名称：長崎県営野球「ビッグ N スタジア

ム」、所在地：長崎市松山町 2‐5）で行われます。

列福式としては日本初で、教皇ベネディクト十

六世によって特使に任命された教皇庁列聖省

長官により執り行われます。この度の列福は、

信教の自由という人間の基本的な権利のため

に、反体制を叫ぶ政治的運動ではなく、純粋に

信仰者の立場から いのちを賭した多くの先達

を思い起こす好機となります。 

188人の殉教者は、徳川幕府の厳しい禁教政

策のもとで信仰の自由を守りぬき、1603―1639

年に全国各地で殉教した司祭や修道士、武士・

町人・家庭の主婦・伝道士など老若男女の信徒

たちです。一家揃って殉教した家族、身分や障

害などのため社会の底辺で苦しむなど、さまざ

まな生涯を送った人びとが含まれています。 

列福式までの期間を、日本の教会の偉大な先

達が残してくれた遺産のもつ意味をじっくり

と深め、自分のものにしていく期間にしていき

ましょう。 
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幟町教会で、私達一人一人に心を配り、

尽くしてくださっているバンガンス神父

様に 55年前に洗礼を受けた方から、神父

様の若かりし頃をしのばせる原稿をいた

だきましたので、紹介します。 

ルチアＡＳ様とともに、私達も感謝の

気持ちをもってお祈りします。 

バンバンバンバンガンスガンスガンスガンス神父様神父様神父様神父様のことのことのことのこと    

ルチアＡＳ 

（元：生野教会 現：京都宇治教会） 

兵庫県生野町にカトリックの教会が初め

て献堂され、最初の洗礼式がベルギーから

来られた主任司祭のグッセンス神父様、助

任司祭のバンガンス神父様の共同司式ミサ

が行われ、50名の受洗者の中に母と兄弟と

ともに私もその中の１人として受洗いたし

ました。その時神父様は 27歳、私は 12歳

でした。 

あれから 55 年、生野教会献堂 50 周年記

念ミサがあった時にお会いしてから 5 年の

月日がたち、お会いしたいと思っていたと

ころ、三刀屋如己の会に入っている私は「カ

ヤノのためのエレジー」が広島であること

を知り、世界平和記念聖堂を訪れ、バンガ

ンス神父様と再会することができ、とても

嬉しく思っています。生野教会当時、神父

様は今は亡きグッセンス神父様といつも微

笑みながら私たちに公教要理を教えてくだ

さり、私達生徒は、神様の話に耳を傾け、

まるで吸い取り紙のように全てのことが身

についたものです。またお二人はとても仲

良く、日本式家屋の教会の応接間で日本語

の勉強や特に漢字の練習をよくしておられ

たり、私達学生になじむために生野弁（方

言）を覚えたり、珍しいゲームを教えてく

ださったり、よく遊んでくださりました。

ある時「神父様、なんで遠い国ベルギーか

らこんな田舎に来ちゃったん？」「お父さん

やお母さんと離れて淋しくないん？」と私

は必死で問いかけました。神父様はニコニ

コしながら私を見て、「あのね、この遠い日

本に来たのは、神様のことをお話するため

なんだよ。神様がいらっしゃることを知っ

てもらうためなんだよ」「ふーん？」大きな

体の神父様を見上げながら「不思議なこと

を言うてんやなー」「神様ってものすごい人

なんやなー。見ず知らずの日本の田舎に来

る決心をさせた方なんやなー」と子供心に

も内心不思議に思ったものでした。 

 55 年前のこの宝のような会話は、今まで

生きてきた私の心を何度も奮い立たせ「信

仰に生きよ、神様はいつも側にいてくださ

る」という想いを持ち続けることができ、

今までいろいろな苦難にあっても、神父様

のあの言葉によって生きてこられたとつく

づく思うのです。 

 私にとっては一番はじめに神様の話を聞

き、洗礼を授けてくださった神父様こそ、

本当の父親であり母親と想っています。今

でも宣教師魂の衰えない神父様に11月1日

諸聖人のミサに、広島の方達と一緒にあず

かることができ、感涙いたしました。 

 遠い昔に帰ることができ、今でもなつか

しいあの会話が亡き父母の匂いとともに、

私の体の中に雲のように湧いてくるのです。 

 バンガンス神父様、本当にありがとうご

ざいます。いつまでもお元気でいてくださ

いね。 

 感謝のうちに。 
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殉教者ゆかりの地を巡って 
25252525 名名名名がががが山口山口山口山口・・・・島根島根島根島根のののの 11111111 教会教会教会教会をををを巡礼巡礼巡礼巡礼    

宣教企画部宣教企画部宣教企画部宣教企画部    

昨年 12 月

11・12 日の 2

日間、肥塚神

父様と25名は、

深い霊性と愛

と忍耐によっ

て禁教令弾圧の迫害の中を生き、キリスト

を証し殉教した方々の精神を想い、広島の

殉教者の地を出発しました。 

まず、己斐の殉教碑を訪れ、遠山甚太郎、

マチアス庄原市左衛門、ヨアキム九郎衛門

の３人の広島の殉教者の前で、私達の毎日

の生活の中に信仰の力が与えられますよう

にと主の祈りを唱えました。      

それから島根県の、浜田教会、益田教会で

御聖体を訪問し、山口県の福栄町の至福（紫

福）の里を訪れました。ここは、サビエル

が山口で熱心な布教活動を開始し、多くの

人達が信徒になりましたが、毛利輝元時代

のキリシタン禁制、宣教師追放の政策によ

り、1560年頃から宣教師と共に大半の信徒

が紫福村の山里に逃れ隠れキリシタンとな

って信仰を守った地です。その人達の墓碑

を訪れ、父と子と聖霊を秘めた祠形の墓碑

に当時の迫害と信仰に想いを馳せ、祈願し

ました。萩の殉教者、熊谷元直の記念碑で

祈りを捧げ、彦島などの教会を訪問し、山

口教会へ。昨年夏に建立されたダミアンの

赤茶色の記念碑前でお祈りを捧げました。 

今回は短い期間の巡礼でしたが、現代社

会の私達は、キリストへの信仰を証した日

本の殉教者の深い霊性と光る精神性を宿し

た生きざまのメッセージを、各自の心にど

の様に透し受け止め、日々の生活に響かせ

ていけるのか。大きな課題をいただいた旅

となりました。 

 

 

 

 

 

おおおお名前名前名前名前    野間
の ま

重信
しげのぶ

 

生年月日生年月日生年月日生年月日 1925年 12月 8日 

霊霊霊霊    名名名名    ヨハネ    

受洗年受洗年受洗年受洗年    1948年 幟町教会にて受洗 

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 

 2 才で母,小学校 6 年生で父を亡くし、姉

夫婦が親代わりとなり育てられました。笑

いの絶えない、いつも人が集まる暖かい家

庭でした。小学 1 年生のときに家族と共に

満州に渡り、工業学校に進学し、終戦後日

本に帰りました。 

司祭司祭司祭司祭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 

 1948 年祇園教会の知人に誘われ受洗。

1954年神学校に進み、家族も受洗しました。

司祭となってからはローマに 8 年、ベルギ

ーに 1 年派遣されました。人々に唯一の真

理を伝え、平和な世界が実現するため一般

司牧を専門としていました。 

「「「「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 

 遠くに離れていった信者が、立派な信仰

生活をしていると知ったときに生きがいを

感じます。年に数回、米子教会や向原教会

に行きますが、少人数でもミサに集い、交

流している人々を見たときは嬉しいですね。 

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 

 司教座聖堂であり、司教様に対する従順、

司祭間の一致が保たれています。また教会

行事などで、マリア会の結束力を感じます。 

共同体共同体共同体共同体にににに期待期待期待期待することすることすることすること    

 共同体として、また司教座聖堂として、

色々な行事が多い中で霊的生活がおろそか

にならないようにというのが願いです。 

戦後間もない頃から、平和を願うための

諸宗教の祈りに参加していました。 

他の教区では類を見ない活動でした。その

後、平和行進が始まり、今の平和行事に至

っています。この宗教をも超えた平和の活

動を継承されることを願っています。 

司教館司祭 野間重信野間重信野間重信野間重信 
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運 営 委 員 会 か ら

1． 2007 年 9 月 2 日の第２回広島地区宣教

司牧評議会の中で、ラサール会館につい

て意見が出され、聖堂が重要文化財に指

定された事により、周辺施設の調査がなさ

れました。 

   その結果、劣化、耐震強度について問

題が出され、建て替えを前提に早期解体

案が出されました。 

２． 「終身助祭を考える集い」が 2007 年 12

月 27 日 28 日、幟町教会で行われる。 

3． 来年度予算案提出について、各部の

連絡ボックスに用紙を配付しました。用紙

が不足の場合は受付に申し出て下さい。 

   提出締め切り期限は、1 月 13 日です。 

4． パウロ書店前の喫煙場所は撤去し、ラ

サール会館前の一箇所のみとします。 

5． 結婚式のお手伝いの方の昼食場所は

第２研修室、各自の荷物置き場は、香部

屋のロッカー及びカトリック会館１Ｆのロッ

カーに入れるようにお願いします。 

 
受洗 12月 9日に 3名の方が受洗されま
した。おめでとうございます。 
 

 

待降節黙想会(12 月 16 日)要旨 

 今年度の待降節黙想会は、大阪教区甲子

園教会の松本武三神父様の指導の下、聖画

を見ながら、信仰と毎日の生活のあり方に

ついて黙想する機会となりました。 

 例えば、マタイの召命の絵を見ながら、

主イエスが言われた『医者を必要とするの

は、丈夫な人ではなく病人である。わたし

が来たのは、正しい人を招くためではなく、

罪人を招くためである』を黙想します。人

間は体が悪くなると医者に診せるが、心が

悪くなると見られないように隠します。信

仰とは悪いところを治してくださる神に、

自分の悪いところを診ていただくこと。人

間は弱った時には誰かの世話にならなけれ

ばならない。世話をしてくれる人がいると

安心できる。その安心が神からくるならな

お幸せ。といった内容でした。 

 また、「人間は急には変われないから、コ

ツコツと祈らなければならない。祈りは神

に時間をささげるもの。神に合わせること

であって、自分の都合に合せることではな

い。だから、家庭の中で決まった時間に祈

ることは大切」と繰り返し話されましたが、

お告げの鐘が鳴った時の信徒の反応から、

「鐘が鳴っている間、立ち止まるだけでも

信仰を証しすることになる」と鋭い指摘も

ありました。わたしたちの祈りが自分の都

合に合わせていることが明らかになった瞬

間だったが、それは主を迎える準備に必要

な恵みになったはずです。 

 


