
「平和の鐘」2012 年 6 月号（1） 

編集・発行 カトリック幟町教会（宣教企画部 広報係） 
チームミニストリー：後藤正史神父(モデラトール),アルベルト神父,  

豊田尚臣神父,ジェロム神父 
〒730-0016 広島市中区幟町 4 番 42 号 
TEL (082)221-0621 FAX (082)221-8486  
http://www.nobori-cho-catholic.com 

2012 年 6 月号 №444 

 今年2012年は第二ヴァチカン

公会議が開かれて50年目です。

第二次大戦で破壊された世界は、

物心両面で深刻な問題に直面し、

世界のニードに応えるため、教会

の現代化が必要でした。 

このため、1962 年、当時 81 歳

の教皇･ヨハネ 23 世は、第二ヴァ

チカン公会議を召集されました。 

史上初めて世界五大陸から選

ばれた人々が招かれました。キリ

スト者の一致を促進するため、ま

た、民族・宗教を超えてすべての

人々を教会に招き入れるために、

キリスト教の責任者たちや、諸宗

教の指導者たち、神学者たちが

招かれ、世界と教会の対話が行

われ、教会の現代化を目指して

祈り討議されました。 

私は当時大学生で、わくわくし

てこの流れに入り、毎年夏休みに

上智大学で行われた夏季神学

講座の集中講義に参加したのを

懐かしく思い出します。司祭たち

も信徒たちも皆燃えていました。

聖霊が吹いていると実感できた

時代だったといえるでしょう。 

教会はローマ中心の中央集権

から地方教会を大切にする地方

分権へ。すべての文化を神の傑

作として尊重し、世界の大多数

が貧困に喘いでいる現代の不正

義の構造にも言及し、その中で

信仰を生きている貧しい人々と

の対話など画期的なことが討議

されました。聖霊は上からだけで

はなく、下からも吹くとし、霊に導

かれてすべての人々を解放する

新しい神学が、開かれた教会へ

の刷新に向いました。 

公会議のおかげでカトリック教

会は、源泉である初代教会から

学びつつ、たくさんの努力をして

きました。 

とりわけ、信仰生活の中心であ

る典礼が、もっと生きたものにな

るよう努力されました。日本語で

理解できる典礼になり、キリストを

中心とした教会に向って、司祭と

信徒が祭壇を囲んで対面し、神

が語られる言葉をより活き活きと

実生活で生きる事が出来るよう、

聖書も現代的な生きた日本語に

翻訳され、聖書を皆が手にとって

読むように奨励されました。  

それによって今語られる「神の

言葉」を現代世界でどのように解

釈するか、私たち各自に問われ

ています。 

一番大きな刷新は、教会の命

であり源である感謝の祭儀･ミサ

(典礼)に、信徒が生活をかけて

自覚を持って敬虔に参加するよ

う招かれたことでしょう。共同体の

公的な礼拝と奉仕としての典礼

に積極的に参加するように、司祭

だけでなく、信徒は単なる聴衆で

はなく個人としてではなく、教会

共同体として神の言葉を聞き、

全人類の救いの為に自らのいの

ちを捧げられたキリストと共に、私

達も存在のすべてを持って生き

ながらにして自らを捧げます。そ

してキリストの体をいただく私達

信徒はキリスト化されて内的に強

められ、キリストを運ぶものとして

社会に 派遣されます。そして

日々派遣された場で、すべての

人を救いに導くキリストの使者とし

ての生き方が求められ、この日々

の祈り、働き、苦しみの奉献を携

えて、次のミサ・共同体としての

賛美と感謝に参加します。 

公会議から生まれ出た典礼憲

章の（２）では「典礼によって、特

に神聖な聖体の犠牲において、

『われわれのあがないのわざが

行われる』・・・人間的であると同

時に神的であり、見えるものであ

りながら、見えない要素に富み、

活動に熱心であるとともに、観想

に励み、世の中にありながら旅す

るものであることが、この教会に

特有なものである。」と述べてい

ます。 

公会議開始 50 周年という節目

に、しばし立ち止まり、この聖霊か

らほとばしり出た実り、教会の真

髄に付いて述べる典礼憲章の意

味を深め直し、現代世界にあっ

て、すべての人の救いを切望さ

れるキリストに従う者として生きる

ために、今こそ皆で世界に開か

れた共同体と成れるように祈り合

い学び合いたいものです。ミサの

中で示される神の無条件の愛は、

今日、広島で私たちが、個人とし

て、また教会共同体として時空を

超えた連帯をどのように生きるよ

う招いておられるのでしょうか？ 
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幹事長 

T Y 

受洗 31 年

になります。日

曜日ミサ後聖

堂前で、コー

ヒーのサービ

スをしている

おばさんの YK です。この度、

運営委員長を、お引き受けす

ることになりました。運営委員

会には他に有能な方がいらっ

しゃるのに…。なぜか、お茶く

みのおばさんです。運営委員

長になったからといって、いき

なり素敵なカトリック夫人に変

身も出来ません。自然体のお

ばさん委員長を務めさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

われらの主イエス・キリストに

よって、一つになろうと願って

参りましょう、われらの主が、導

いてくださいますように。 

 

このたび幹事

長を引き受け

ることになりまし

た TY です。私

は洗礼を受け

て２年余りでまだ日が浅く教会

のことでわからないことも多く

皆様にご迷惑をおかけするこ

とが多々あるとは思いますが、

運営委員長や副幹事長に助

けられながら地道にコツコツと

教会と共同体の発展のために

努力していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堅信おめでとう 

5月 27 日、14 人が堅信の秘跡を受けました。一緒に信仰生活を送る家族です。よろしく

お願いします 

 

運営委員長 

Y K 
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KM（中 1） 

 私は今年初めて津和野の

乙女峠巡礼に参加しました。 

すごく遠い所だったのでビック

リしました。 

 みんなで集まりお祈りをして

歩き始めました。すぐにつかれ

るだろうと思っていたけどそう

でもありませんでした。でも坂

道になってから、だんだんと、

ねむくなって無口になってきま

した。大休けいのときは、すご

くうれしかったです!! 

 ２日目の朝、26 聖人の紙し

ばいを見て教会に行って、ま

たみんなで歩きました。ミサの

時、少し雨が降ってきました。

けんきんの手伝いを初めてし

たけど楽しかったです。 

 歩く前はいやだなーと思って

いたけど、終わってからは良か

ったと思いました。 

NM（高 1） 
巡礼には毎年参加していま

したが「少年の集い（徒歩巡

礼）」に参加するのは今年が

初めてでした。 

 今回、初めて「26 聖人」につ

いて詳しく知ることができまし

た。最初は24人だったこと。ひ

どい仕打ちを受けながら、京

都から長崎まで歩かされたこと。

私より小さな子どももいたこと。

紙芝居の中で「つかの間の命

と、永遠の命を交換するのは

意味がありません」と言う少年

の言葉がありました。私は紙芝

居を見ただけで、つらく悲しい

気持ちになったのに、その少

年は強い信仰を持ち、死をも

恐れなかったことに驚きまし

た。 

 新しい体験が出来た 2 日間

でした。参加できたことに感謝

します。これからの生活の中で、

「本当に大切なもの」を見つけ

ていきたいと思います。 

 
 
 

MM（高 2） 
主に小学 4 年生から高校 3

年生の集まりの「少年の集い」

に参加しました。 

 まず 1 日目の初め、山口の

徳佐駅に集合。お祈りをして

歩き始め、途中、４回くらい停

まって、お祈りと休憩がありまし

た。津和野教会の近くの施設

まで行き、1 日目が終わりまし

た。夜遅くまで歩くので、眠くな

ったり足が痛くなったりで大変

だったけど、話をしながら歩く

のは楽しかったです。 

 2 日目は朝食の後、26 聖人

のことについて教えていただき

ました。京都から長崎まで、約

千キロも歩かされ、その間、た

くさんの残虐な仕打ちを受け

たのだと知りました。特に印象

に残ったのはルドビコ茨木とい

う少年です。26 聖人の中で最

年少の 12 歳でした。 「つかの

間の命と、永遠の命を交換す

るのは意味がありません」と自

ら処刑を望んだそうです。まだ

小さいのに信仰心と意思がと

ても強くて、すごい人だと思い

ました。私はそこまではできな

いけれど、見習いたいと思いま

した。 

それから掃除をし、近くのお

店を廻り、2 日目の巡礼が始ま

りました。 

あちこちの教会から多くの

人が集まり、一緒に歩きました。

小高い山に登り、ミサを捧げ終

わりました。 

今回の巡礼で 26 聖人につい

てよく知ることができました。巡

礼で良い体験が出来てよかっ

たです 

津和野乙女峠巡礼 

「少年の集い」 

（5 月 2・3 日）に 

参加して 
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編集後記  
「世界広報の日」教皇メ
ッセージを読んだ。「沈

黙はコミュニケーションに欠か
せない要素」と書いてあった。
確かに、沈黙がなければ相手の
話を聞くことはできないし、自
分の表現したいことを考えるこ
ともできない。特にデジタルツ
ールを使う場合、表現の仕方や
情報の識別が必要不可欠。広報
ではメールでのやり取りが多い。
もうちょっと考えてメールを送
ればよかったと反省することし
ばしば。沈黙は大事だなと思う
今日この頃。（お） 
 
 
 
 
 
 

6～7 月の行事予定 

 
6/10(日) ✝キリストの聖体 
   子供と共に捧げるミサ

（授業なし） 
   高齢者の集い 
6/15(金) ✝イエスのみ心 
   ミサ・コンサート 
6/17(日) ✝年間第 11 主日 

10 分間掃除 
運営委員会 

6/24(日) ✝洗礼者聖ヨハネ

の誕生 
   合同ブロック会 
   クリスマス実行委員会 
   日曜学校授業 
6/25(月) 広島・高松教区司

祭合同黙想会（～30 日） 
6/28(木) 祈りの集い 
（地下聖堂 18：30） 

6/29(金) ペトロ豊田尚臣神

父霊名の祝日 
7/1(日) ✝年間第 13 主日 
   教会掃除 
   日曜学校授業 
   パイプオルガン定期演奏会 
7/6(金) み心の祝日記念コ

ンサート 
7/7(土) 幹事会 
7/8(日)✝年間第 14 主日 
   マリア会定例会 
   高齢者の集い 
7/13(金) みことばの分かち合い 
7/15(日) ✝年間第 15 主日 
   10 分間掃除 
   運営委員会 
7/21(土) サマーキャンプ

（～22 日） 
7/22(日) ✝年間第 16 主日 
   ぶどうの会全体会 
   高齢者の集い 
7/26(木) 祈りの集い 
（地下聖堂 18：30） 

7/27(金) マリア会定例会 
7/29(日) ✝年間第 17 主日 


