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 今もなお、「なぜ教会は社会問

題や政治と関わるのか」という問

い、さらには「関わるべきではな

い」という批判を耳にするのは珍

しいことではありません。  

その答えはさほど難しくはあり

ません。わたしたちは神からこの

身体と心とをいただき、この世に

生まれました。わたしたちは神か

ら託された使命（ミッション）を

果たすよう、神の御計画に参与し、

神の愛をあかしするよう招かれて

います。 

「教会が社会問題について発言

する最大の根拠は、神の独り子が

限りない愛ゆえに、同じ人間とな

り、徹底して人々と共に生き、特

に死と復活によって人間に神との

つながりと互いのつながりを取り

戻させて下さったという事実にあ

ります。」（《なぜ教会は社会問題に関わ

るのか》p14） 

 わたしたちが差別や争いをなく

すために働くことは、すなわちキ

リストの救いの業の協力者になる

ということでもあります。 

「現代の人々の喜びと希望、悲し

みと苦しみ、特に貧しい人々とす

べて苦しんでいる人々のものは、

キリストの弟子たちの喜びと希望、

悲しみと苦しみです。この（キリ

スト者）共同体そのものが人類と

その歴史とに、実際に深く結ばれ

ていることを自覚しています」

（《現代世界憲章》１）。 

 とはいえ、この社会にあって、

疲れ果てて癒されるために教会に

来ているのに、社会や政治のこと

を聞かされると、かえって疲れる

という声も聞こえてきます。しか

し、わたしたちは自力ではなく、

いと大いなる方の励ましを受けて、

教会（キリスト者）の使命を果た

していきます。実際、教会が社会

や世界の問題に対して、積極的に

関わるようになったのは実際、第

二バチカン公会議以降のことです。

第二バチカン公会議は個人のみな

らず、社会全体を悲惨の極みに追

い込んだ（第一次、第二次）世界

大戦の際、教会やキリスト者は何

をしたか、沈黙していたのではな

いかという深い反省、共産主義の

台頭などもあり、「教会自身の刷

新」（典礼憲章、啓示憲章、教会憲章）

にとどまらず、「世界との対話」（現

代世界憲章）を打ち出しました。参

加した司教たち自身の予想を超え

た、まさに聖霊の導き、実りに他

なりません。 

 そして、日本における第二バチ

カン会議ともいうべき、NICEⅠ(福

音宣教推進全国会議、1987)の「共に喜

びをもって生きよう」、さらに広島

教区「平和の使徒となろう、2006」

へとつながっています。 

 教会は一般的に「祈りと黙想の

場」というイメージがありますが、

それにとどまらず「社会に派遣さ

れていく場」というとらえ直しが

求められています。 

「キリスト教的愛を持つ人は、必

要な際に糾弾し、提案し、文化や

社会のための計画に献身する」こ

とが求められており（《教会の社会教

説綱要》６）、また、司祭の務めとし

て「適切な養成計画を通して、社

会教説を知らせる」ことが勧めら

れています。 

 最後に、前駐日教皇大使（ボッタ

ーリ大司教）の励ましのことばを挙

げます。「（日本の司教団）皆様は、

政教分離の原則、憲法九条が日本

だけでなく、他国に対して持つ価

値、そして平和のために働くこと

の重要性について、さまざまな声

明を出して来られました。これら

は、まことに称賛すべき勇気ある

声明です。」（2007 年） 

2011 年 11 月に、日本カトリッ

ク司教団は「いますぐ原発の廃止」

というメッセージを他の宗教団体

に先駆けて、世に向けて発表しま

した。  

 お勧め文献：「いのちへのまな

ざし～二十一世紀への司教団メ

ッセージ～」（2001）…福音の光

に照らして人間の命がないがし

ろにされている現実に希望のメ

ッセージを送る。 
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9 月 15日(土)～16日(日)

に幟町教会・ラサール記念

会館を使用してネットワー

クミーティングin世界平和

記念聖堂という青年を対象

とした集いがあります。 

ネットワークミーティン

グとは全国で信仰を共にし

ている青年と、その青年の

活動を支えている聖職者・

信徒が集いそこで今かかえ

ている問題や信仰のこと等

を分かち合い、交流する場

です。 

いろいろな地域の活動し

ている青年と出会い、情報

交換や交流の場として年に

2回各教区・地区が持ち回り

で開催されています。 

今回のテーマは「Peace be 

with you の you ってだぁ

れ？」です。 

ミサ中、平和のあいさつを

交わす時に「主の平和」と

言いますが、英語のミサで

は「Peace be with you」と

あいさつを交わします。 

神学的に言うと you はイエ

ス・キリストの事ですが、

この集いでは普段、平和の

あいさつを交わす相手の

事・誰のための平和につい

て言っているのか考えたこ

とがあるでしょうか？ 

 教皇ベネディクト16世は

世界平和の日のメッセージ

として｢平和とは単に戦争

がないというわけではなく、

また敵対者間の力の均衡を

図るということだけではあ

りません。地上で平和が得

られるのは、各個人の善益

の擁護、人間相互の自由な

交流、個々人ならびに諸民

族の尊厳の尊重、兄弟愛の

熱心な実践あってのことで

す。｣と言われています。現

代社会の中で生きている私

たち青年がこの世界平和記

念聖堂という場で平和につ

いて考え、分かち合い、交

流を深めていくということ

はとても素晴らしことだと

思います。 

興味がある方・気になっ

ている方、ぜひ参加してみ

てください。 

申し込みはホームページ

からすることが出来ます。 

http://seinen.hiroshima-di

ocese.net/~nwm2012/ 

よろしくお願いします。 
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「無縁社会」と言われるこ

の時代に生きる老人からの

提案です。 

都市化が進んだ社会の近代

的な絆を経て、友人・隣人

という緩い絆を、今、他者

に目を向けた、新たな絆が

求められているとか。 

 会社という組織で生きて

きた男性は、友人作りに苦

労する傾向にあるようです

が、緩やかな人の和であれ

ば参加し易いでしょう。 

高齢者は、子どもや孫に

囲まれた生活を幸せと感じ

ているとは限らず、友人と

の付き合いの方が気楽に楽

しめて幸福感が強いという

方も居られるようです。 

それには「ちょっとした絆」

を育みやすい環境があれば

よいでしょう。 

「絆」とは異質なものと

向き合うことから、始まり

ます。他者と「つながろう

とする意志」が今求められ

ているようです。 

幟町教会では、毎月の第

２と第４の日曜日に「高齢

者の集い」という男性の集

まりが、続いています。 

主日のミサ後正午まで、６

５歳以上の男性だけ集まっ

ています。 

10 年以上続きますと、自

分の足で歩いて教会に来ら

れるのも僅かの時間で、誰

もが衰えていくのは、必然

的な成り行きだと感じられ

るようになりました。 

高齢者自身も自発的な参

加へと意識転換を図って、

人生いつまでも前向きに生

きて参りましょう。 

世界平和記念聖堂は多くの国から材料が

あつめられたとわかりました。あの爆だん

を落としたアメリカからも材料をあつめ

られたことがわかりました。 

ラサール神父は 47 才でひばくし、91 才

で死ぼうしたけど、とてもすごい人だなと

思いました。この聖堂はみんなが協力して

建てたことはずっと忘れません。今ぼくた

ちがここにいる 

ことを感謝して、心を 

平和にして、これから 

も平和についてがんば 

ります。 

 青崎小６年 ＫＹ 

私がお話を聞いて思ったのは、「国境をこ

えた人々のつながりが強い」ということで

す。ラサール神父やヨハネ・パウロⅡ世な

どたくさんの方々が広島に来て復興の手

伝いをしてくださったのを初めて知りま

した。それに聖堂は人々の協力でできあが

ったのも、外国から物資が届いたのも初め

て知りました。初めて 

しることも多かったけ 

ど、「広島はつながり 

があって今がある」と 

思う気持ちはもっと強 

くなりました。 

 青崎小６年 ＲＭ  

聖堂には平和学習のため多くの子どもたちが見学にき

ます。その子どもたちから案内係の皆さんに多くの感想

が寄せられています。今月号から、感想の一部を順次紹

介します 
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編集後記  

教会は良き人の集まり？ 
教会で活動していると、

色々な人とめぐり合う。時には
激しく人間らしく？もめること
もある。しかし後で「ゴメンね
言い過ぎた」と頭を下げる先輩
に出会ったときに感動したのを
思い出す。教会は「良き人の集
まり」と思えば、ガッカリする
こともある。むしろ「良き人に
なりたい」と願っている人の集
まりではないだろうか。 （の） 
 
 

8～9 月の行事予定 
 

8 月 12 日 （日） ✝年間第 19 主日 

   高齢者の集い 

8 月 15 日 （水） ✝聖母の被昇天（10:00） 

8 月 17 日 （金） 愛宮ラサール座禅会（19:00 地下聖堂） 

8 月 19 日 （日） ✝年間第 20 主日 

   10 分間掃除、 運営委員会 

8 月 26 日 （日） ✝年間第 21 主日 

   高齢者の集い 

9 月 2 日  （日） ✝年間第 22 主日 

   教会掃除、日曜学校授業 

9 月 7 日  （金） マリア会定例会 

9 月 8 日  （土） 幹事会 

9 月 9 日  （日） ✝年間第 23 主日 

   敬老会のお祝い 

9 月 14 日 （金） みことばの分かち合い 

9 月 15 日 （土） ネットワークミーティング（～17 日） 

9 月 16 日 （日） ✝年間第 24 主日 

9 月 21 日 （金） 愛宮ラサール座禅会（19:00 地下聖堂） 

9 月 22 日 （土） 前田司教叙階一周年記念と金・銀祝（岡山・

鳥取地区） 

9 月 23 日 （日） ✝年間第 25 主日 

   10 分間掃除、 運営委員会 

   高齢者の集い 

9 月 27 日 （木） 祈りの集い（18:30 地下聖堂） 

9 月 30 日 （日） ✝年間第 26 主日 

   日曜学校授業、懇親会 


