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シメオンシメオンシメオンシメオン後藤正史後藤正史後藤正史後藤正史    

はっきりと、あるいはもやもやと、 

重荷が肩にのしかかる。 

世界を、また社会を、また一人ひとりを、

黒雲が覆いつくす。 

 

どこに、そしていつ、喜びや希望の光を見

い出し得るのだろうか。 

そう、こんな現実にあの方が生まれたと

ザ・ブック(聖書)は言う。 

破れかぶれの人と人のきずな、人と自然の

つながりを再び結び合わさんがために。 

 

それは本当?と問う声が聞こえる。 

「本当だとも」のハーモニーが、あの日、

11 月 24 日、長崎ビッグＮスタジアムにこ

だました。確かに 400 年の時空を超えて、

わたしたちは一つになった。 

 

あかし、それは世間を、世界をぼんやりと

でも明るくあの方の光で照らしだす、喜び

に生きる力を

伝える、大い

なる共なる

わざ。 

 

 

 

 

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます。。。。    
 

アルベルトアルベルトアルベルトアルベルト神父神父神父神父    

昨年中、色々とお世話になりました。 

一年が去ったことは終わった年の出来事を

反省させる良い機会だと思います。 

自分の人生、家族、友達、仕事、自分の国、

世界などを考えてみるといろいろな気持ち

を感じると思います。満足、失望、失敗、

喜び、苦しみ。 

これを全部、神様の手に捧げて感謝しまし

た。 

皆さんがご存知ようにバチカンにおいてシ

スチナ礼拝堂ではミケランジェロの最後の

審判が見られます。毎年の反省は最後の審

判を受け入れるように私たちの心を準備さ

せます。そして、他の人に対しても自分自

身に対しても嘘をつくことができますが神

様を騙すことはできないので、恐れないで

神の慈しみを信頼して誠実に反省するよう

に勇気を与えてくださいます。 

大きな失敗をしても、間違っても、もう一

回神様の道を歩む可能性をいただけます。

この新年も新しい機会だと思います。時間

は神様のことですから。 

この希望をもって皆さんに新年の喜びを申

し上げます。 

新しく迎えた 2009 年が皆様一人一人、神

様の祝福のうちに暮らしてゆけますようお

祈り致します。 
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12 月 21 日に行われたクリスマス会。高校生や中
学生が行事を大いに盛り上げてくれた。 

私たちの未来を託すべき子どもたちに信仰

をどのように伝えていくべきか。子育て中

の保護者のみならず、教会全体としての大

きなテーマです。そのために重要な役割を

担う日曜学校は、現在どのような状況なの

か、今後どのように支えていくべきなのか。 

このことについて、皆様とともに考えてい

きたいと思います。 

 

日曜学校日曜学校日曜学校日曜学校もももも国際化国際化国際化国際化？？？？    

現在日曜学校に在籍している子どもたち

の数は、名簿の上では 100 名ほど。しかし

実際に出席する子どもたちの数は 30 名程

度と約 3 分の 1 に過ぎません。また、出席

者のうち、両親のいずれかがフィリピン人

である子どもが 50％、ほかに少数ではあり

ますがブラジル・ベトナム系の子もいます。

広島においても国際化が進んでいることを

示していると同時に、日本の子どもたちの

「日曜学校離れ」が目立ってきているとの

見方もできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動活動活動活動はははは月月月月２２２２回回回回    

日曜学校は、原則として第１・第３の日

曜日の月２回開校しています。ただし教会

行事のある時はお休みです。 

通常は 9時 30分のミサ後に授業をし、聖

書のことや歌、祈りなどの勉強をします。

ほかに、侍者合宿（合同も含む）、レクリエ

ーション、夏季学校、練成会参加、初聖体

の準備、復活祭ミサ・クリスマスミサの準

備とクリスマス会など、さまざまな活動を 

行っています。 

担当司祭は、アルベルト神父様で、後藤

神父様もサポートしています。 

授業などを担当するのは、日本人７名、

フィリピン人２名の保護者と大学生３名が

交代で行います。行事の時には日本人、フ

ィリピン人の保護者が各５名程度応援して

くれます。 

 

今月は日曜学校の現状についてのレポー

トでしたが、次号ではスタッフが目指す日

曜学校と現状の課題について、スタッフの

想いをお伝えします。 
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列福式参加者からの 

感動の分かち合い② 
11 月 24 日に長崎で行われた日本人殉教

者の列福式に幟町教会から参加された方

からの感動を紙上で分かち合います。 

長崎長崎長崎長崎１８８１８８１８８１８８殉教者列福式参加殉教者列福式参加殉教者列福式参加殉教者列福式参加のののの記記記記    
    

HM 

 神よ、恵みの御業は天から地上に広がっ

ています。 

 あなたはすぐれた御業を行われました。 

 春４月、188 名殉教者列福式参加の募集

始まる。「そんな先の話、それまで生きてい

るかが問題だ」。軽口も出るほど先の話と思

いながら応募した。そんな先の話のハズが、

早くもやって来た。考えてみれば、１年さ

えあっと言う間。７・８か月なんてちょろ

いものだった。 

 幟町教会からの参加者は、総勢 97名。大

多数の参加者は、23日朝７時から主日ミサ

にあずかったのち、大型バス・自家用車・

新幹線・高速バス等で長崎に向かった。 

 46名を乗せた西国バスでは、出発後間も

なく野間神父様より感謝の式典に参加させ

てもらうことにお礼の祈りをと先導があり、

続いて感謝のロザリオ一環をマリア会の方

の先唱で行った。 

 ロザリオの後も、歌好きの後藤神父様が

準備された歌詞で聖歌を歌う。歌のリーダ

ーは、シスター山本。シスター山本は、列

福式当日に会場で歌われる歌まで練習させ

てしまった。 

 走行距離 450ｋｍ、九州西端の西彼杵半

島に至る。佐世保港東側のこの地は、現在

西海市と呼ばれている。横瀬浦といい、平

戸が唯一開港していたとき使われていたと

ころで、その当時の教会跡が残っている。

現在は、美しく整備された公園となってい

るが、この地の碑文に『この地は西から太

陽が差して』とある。太陽は東から昇り、

東から差すものであるが、この地は西から

の光によって世界を知り、神を知ったので

ある。 

 次いで、中浦ジュリアン記念館に寄る。

青年期の像を見る。清清しい面影はさすが

である。少年使節団としてローマに渡った

とき見た世界は、どんなだったろう。 

 ジュリアン記念館のすぐ近く、創業 160

年から 250 年の古い宿に私たち 10 名が分

宿する。その他 36名はそこから 20分ほど

先のホテル咲戸へ向かう。お互い明日の上

天気を祈る。 

 聖朝雨、横殴りの雨が凄い。会場ではど

うなることやら。暗然たる気分であったが、

後藤神父様の「殉教者は色んなメッセージ

を出している。そのメッセージを受けよ」

ということばで、心は晴れた。 

 雨の中、バスは長崎浦上に到着。会場と

なる球場へ、外野スタンドから半周して一

塁内野の球場内に椅子が並んでいる。球場

を見下ろしてびっくり仰天。式典は 12時開

始、私たちは 11時に会場入りしたのに、３

万余の席はすでに埋まっている。圧倒され

声も出ない。一同の喜び、祈り、願いが、

火となって燃える。小さな祈りの集まりは、

その場にいる者を圧倒するほど巨大になっ

ていた。 

 国内外から司教団司祭団 500 人以上が集

まった壮大な式典では、教皇代理マルティ

ンス枢機卿による書簡朗読が行われ、列福

が宣言された。喜びと興奮のうちに４時間

に渡る式典が終了した。 

 在天の 188 人の福者よ、弱い信仰の私た

ちを強めてください。殉教はおろか、この

世の物質に一喜一憂する私たちを強めてく

ださい。 
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1 ２ 月 の 運 営 委 員 会 か ら 

１．報告事項 

① 11月 30日地区宣教司牧評議会について 

広島地区、平和・きょうどう・養成の各推

進チーム立ち上げを宣教司牧評議会で承認。

各代表委員が決定。 

② マリアホール、オアシスの現状報告 

・ 11 月 4 日にスタッフ初会合（17名出席）。 

・ スタッフも増え順調に推移しており、無理

のない範囲でこのまま継続する。 

２．議題 

①聖堂防災施設工事【自動火災報知器】取り扱

い説明会について 

・ 2月1日(日)ミサ後に原田神父か担当者よ

り説明がある。 

②2009年度事業計画案・予算案について 

・ 教区の計画が 1 か月遅れになっているの

で、1 月に事業計画案作成、2 月に予算案作

成のスケジュールで進める。 

③「キリシタン殉教碑」移転と整地募金について 

・ 顕彰会が集め、教区に一括して献金する。 

④2月 8日ブロック会について 

・ 東西南北ブロックとも、一括で実施。週報

のお知らせなどで広報する。各ブロック委

員会で実施方法の詳細を詰める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 30 日に 9 人の子どもたちが初聖体を迎え

たことを 12 月号でお伝えしましたが、担当リ

ーダーからメッセージをいただきましたので

ご紹介します。 

うれしいうれしいうれしいうれしい初聖体初聖体初聖体初聖体をををを迎迎迎迎えるえるえるえる事事事事がががが出来出来出来出来てててて!!!!    

担当リーダーS 

11月 30日、９名の子どもたちが皆様のお祈

りと温かい祝福の中、初聖体を受ける事ができ

て本当に深い感謝の気持ちで一杯です。これか

ら教会のメンバーとして加わった小さな仲間

たちを、皆様ご指導くださいますよう、よろし

くお願いします。 
日本語、ローマ字、英語、タガログ語、ビザ

ヤ語の通訳保護者がいて、後藤神父様、Sr佐藤、

Sr小野島がいてくださり、そして、急に副リー

ダーから担当リーダーに変わった私ですが、え

っちらおっちら神様に見守られた歩みの日々

でした。言葉の問題、違いがあるにせよ、7 名

のフィリピンの保護者たちのまっすぐな信仰

を拝見した日々でした。お恵みいっぱいの日々

でした。ミサの中で、タガログ語、ビザヤ語の

歌を教会全体で歌うことで、この素晴しいまっ

すぐに神様を見つめて生きる信仰が、私自身に、

また教会全体にしみ込んでいきそうな気持ち

になりました。これからも教会やこの初聖体ク

ラスに色々な国の方々が来られると思います。

これはとってもワクワクして嬉しいことです。

世界中にいるイエス様を信じる私達の友と共

に生きて祈っていく（文化の違いの楽しみもあ

ります）。世界平和記念聖堂の幟町カトリック

教会は、世界の方々と平和に笑顔で祈っていけ

る教会になり始めている。それを感じた 11 月

30日でした。神様に感謝！ 
パーティーやお祈りのため労してくださっ

た皆様お 1人お 1人に心から感謝しながら… 
 
《日曜学校スケジュール》 
1月 18日 各クラス授業 
 
 

編集後記 

黙想会の指導司祭が「今、派遣は大変ですよ」

と言ったとき、聴衆の一部から笑いが起きたの

が気になりました。わたしたちの無関心が規制

緩和をゆるして非正規雇用を増やし、今の雇用

不安に至っているわけですから、わたしたちに

も責任があると思うのですが･･･。わたしたち

の近隣や教会共同体の中にも、不安の只中にい

る人たちがいることを心に留めて欲しいもの

です。（お） 


