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 2013 年 3 月にベルゴリオ

枢機卿様は教皇様になりま

した。 

最初の挨拶の時から新し

い風が吹いているというこ

とは、全教会と全世界の中

に急に広がっていました。 

新しい教皇様は親しみの

あるフランシスコという名

前を選んだり、お告げの祈

りの後に「よい日曜日であ

りますように、よい食事で

ありますように」という挨

拶をしたり、聖ペトロの広

場で子供たちを接吻したり、

按手したり、抱っこしたり

したということで、信者の

心の中にすぐ溶け込みまし

た。 

この新しい風は、いろい

ろなスキャンダルによって

落ちた教会に希望を新たに

与えてくれました。 

もちろん、すべての問題

はたちまち解決されたわけ

ではありませんでした。 

しかし教皇フランシスコ

の素朴さ、生活の仕方、自

発性は、神の霊が教会のメ

ンバーの罪と過ちに襲われ

ることができないことを明

らかにされました。 
 

教皇フランシスコは前教

皇ベネディクト十六世と

「信仰の光」という新しい

回勅を聖ペトロと聖パウロ

の祝日（6 月 29 日）で共に

サインしました。 

7月5日にこの回勅は発表

されました。 

 同じ 7 月 5 日に、バチカ

ン市国の庭園に設置された

大天使聖ミカエルの彫像の

除幕式が行われました。そ

の時も、教皇フランシスコ

と前教皇ベネディクト十六

世は共に出席しました。 

 二人は兄弟的な抱擁を交

わされました。この除幕式

で、バチカン市国は大天使

聖ミカエルと聖ヨセフの保

護にささげられました。 

さらに 7 月 5 日に、教皇

フランシスコは、福者ヨハ

ネ・パウロ二世教皇と福者

ヨハネ二十三世教皇を列聖

する教令発布を承認しまし

た。 

奇しくも同じ日に行われ

たこのいろいろな出来事を

通して、聖ペトロの時代か

ら現代までの教皇座の偉大

さと継続性が強く強調され

ました。 

ということで、教皇フラ

ンシスコは、我々の時代に

おける神の創造力と霊を感

じる機会を一目で与えてく

ださいました。 
 

最近、教皇フランシスコ

の風は WYD（世界青年の日）

大会の上にも吹きました。 

WYD 閉会ミサに青年に向

けて、教皇フランシスコは

次のようにおっしゃいまし

た。 

「信仰は燃えている炎のよ

うなものです。信仰は分か

ち合えば分かち合うほど、

ますます活き活きとなる炎

です。信仰は新しい歌です。

新しい歌とはどのようなも

のなのでしょうか。それは

言葉でも、メロディでもあ

りません。それは命の歌な

のです。それは、わたした

ちの人生がイエスの人生に

なるようにすることなので

す」。 

アルベルト神父
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世界平和記念聖堂の耐震診

断事業の現地調査がいよい

よ９月から始まりました。

調査は、聖堂の「耐震診断

や補強案」や「保存・補修

計画案」を検討する際に必

要となる建物や地盤の現況

を把握することが目的です。

具体的な耐震補強工事や保

存工事は、文化庁や広島県

及び広島市と協議して実施

することになります。今の

ところ、2015 年度以降にな

る予定です。 

世界平和記念聖堂は 1954 

年 8 月 6 日に献堂式（竣工）

を行い、来年 8 月には 60 周

年を迎えます。この間、３

回ほど大規模な補修工事を

行い、建設当時の意匠やた

たずまいを大切に受け継い

で来ました。これらの保存

工事は、幟町教会が主体と

なって取り組んできました。

その先人達の努力もあって、

地域の文化遺産として、

2006 年 7 月に重要文化財と

して国の指定を受けました。

近年、多くの鉄筋コンクリ

ートの近代建築が、主に経

済的な理由で取り壊される

なか、私たちの聖堂保存の

努力が評価されたと言えま

す。今まで以上に聖堂を保

存して行く責務が私たちに

課せられることになりまし

た。 

私たちが忘れてならない

ことは、幟町教会の司祭館

で原子爆弾に被爆し、世界

平和を祈願する聖堂を建設

された愛宮ラサール神父へ

の大恩です。被爆の翌年に

は、世界を行脚し、原爆が

いかに非人道的で、人類に

とって意味のないことかを

訴えるとともに、広島に戦

争犠牲者の慰霊のための聖

堂が必要であることを訴え、

浄財を集めて建設された教

会堂だということです。広

島市民をはじめ、世界中の

平和を願う多くの人の祈り

と犠牲の上にこの聖堂が建

てられました。募金箱を持

って市民の家を一軒ずつ訪

ねて、浄財を集めた先輩達

からも勇気と行動力を学び

たいものです。鐘塔の献堂

記にあるとおり、この聖堂

で「平和を祈る」ことに皆

が招かれています。一人一

人が平和を築く霊的な導き

に気づき、行動することが

求められています。 

聖堂には、不特定多数の人

が集います。聖堂のシンボ

ルである高さ 45m の鐘塔も

あります。震度６強の地震

で聖堂の壁や天井が崩落し、

事故が起きないよう建物の

安全性を確保することが求

められます。また、時間の

経過とともにコンクリート

の劣化や損傷などが各部で

進み、補修も急がれます。

特に、大屋根の雨漏りは、

対策が急がれます。地震の

被害を最小限度に抑えつつ、

長期にわたって使用できる

よう修繕、補修して行くこ

とも大切です。美術的に価

値の高いステンドグラスや

モザイク壁画、大扉の銅製

レリーフなどの劣化対策、

一般の人の立入りを制限す

るなどの利用上の安全対策、

福音宣教に結びつく聖堂の

公開や案内なども再検討が

必要です。幟町教会は、平

和のシンボルとしての聖堂

の長期的な維持・保存・活

用のために、引き続き、大

きな犠牲が求められている

と思います。 

 

９月末まで 

聖堂耐震調査を 
行っています。 

検査工事などで駐車場

や聖堂内の立ち入りが制

限されると思いますが、

ご協力ください。 

問い合わせは聖堂保存活

用委員会へ 

重要文化財 世界平和記念聖堂・保存活用委員会 ＫＡ
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世界平和記念聖堂・保存活用委員会 ＹＮ

 7 月初旬、当委員会のメン

バーにて、聖堂に関わる資

料の捜査をしました。十数

年前、カトリック会館建設

の際に行方不明になったも

のもあり、度々の捜査にも

関わらず、未だに見つかっ

ていないものもあります。 

 中でも、特に気なってい

た『黄金書』と名付けられ

た記帳書がありました。…

聖堂建設に関わり、「広島平

和記念聖堂建設後援会」が

組織され、国内外に募金を

募る中、広島市民にも呼び

掛けられました。同時に「こ

の戦争で亡くなられた方々

の霊を慰めお祈りさせてい

ただきます」と呼びかけら

れ記帳されたのが、『黄金

書』です。 

 

以下、献堂 50 周年 ニュースより抜粋 

「原爆都市広島に平和記念

聖堂」 

この聖堂に備えられる黄金

書（Golden Book）に御尊名

若しくは貴下の祈りを求め

る方のご芳名を記録し、朝

に夕べにその方々の霊を慰

め大いなる祝福のもたらさ

れる事をお祈りさせていた

だきましょう。 

小春日和の広島の一隅に

て H.Lassalle S.J. 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

被爆された方だけではな

く、戦死、病死の方も記帳

されています。 

 

「8 月 6 日のミサでは、祭壇

の上に置かれ、平和祈願と

共に、この方々の慰霊も行

われていた」と先輩諸氏か

ら聞いてました。…いつの

日からか、祭壇の上に置か

れることがなくなり、『黄金

書』の行方を心配し、心を

痛めておられた熱意ある先

輩諸氏に対し申し訳なく、

なんとか見つけ出したい！

との思いでした。見つかっ

て本当に良かったです。 

 

「朝に夕べにお祈りさせ

ていただきます」と呼びか

けられています。 

献堂された精神、黄金書を

作られた経緯を思い起こす

と、8 月 6 日に限らず、ミサ

では、この黄金書が常に祭

壇上に置かれているのが望

ましいかと思われます。い

かがでしょうか？ 

 

 

＜よもやま話＞ 

今回の捜査をする際、今

まで探して見つからないの

だから、「聖アントニオ様に

お願いしてみようか？」 

「ああ、そうだねー」と始

まり、結果は黄金書だけで

なく、図面の一部、当時ド

イツから寄贈された十字架

なども発見されました。…

聖アントニオ様の力、偉大

なり!? 
 

【参考】 

聖アントニオ（1195-1231） 

ポルトガルのリスボン生まれ。

15 歳のときアウグスチノ会に

入り、後に司祭となりフラン

シスコ会に入る。説教家とし

ての才能が認められ、36 歳の

若さで亡くなるまで、イタリ

アやフランスを巡り、多くの

人々を回心に導いた。…教会

内での民間信仰として、聖ア

ントニオは、紛失物を捜すと

きの助け手、婚姻・花嫁の守

護の聖人として知られている。 

 

 なお、同時に発見された

ドイツから寄贈された十字

架など、献堂に関わる歴史

に関しては、調査中の案件

もあり今後、随時お知らせ

していきたいと思います。 
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編集後記 
猛暑も和らぎ、入道雲から、

いらかに変る空に目を向けな
がら「秋はもう、そこまで来て
いるなー」と感じるこの頃。季
節の変わり目、体調を崩さない
よう、自愛しながら今年の後半
を迎えましょう。 （の） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月の行事等 

 
9/8(日) 
高齢者のつどい  
結婚セミナー説明会

（14:00～） 
9/15(日) 

9:30～敬老祝賀ミサ 
ミサ後、敬老祝賀会 
 *75 歳以上の方をお

祝いします 
11:00 運営委員会 

9/18(水)10:00～12:00 
 聖時間（地下聖堂） 
会 

9/22(日) 
10 分間の掃除 
典礼部 
高齢者のつどい 

9/26(水) 18:30～20:30 
祈りの集い（地下聖堂）

9/29(日) 
ヨセフ会主催バーベキ

ュー大会（9:30 ミサ後）

           

 世界平和記念聖堂の建てられた経緯やそこに込め

られた願いがとてもよく分かりました。中でもフー

ゴ・ラサール神父が日本人にとって馴染みやすい教

会となるために建物のいろいろな所に工夫があるこ

と、とても心の温かい人だったんだなぁと思いまし

た。そして、キリストを見て「観音様」と言ったお

ばあさんがいたというエピソードには感動しまし

た。 

 今でも、世界では核兵器を持っている国がたくさ

んあります。僕は聖堂で「核兵器がなくなりますよ

うに」とお祈りしてきました。広島や長崎に怒った

ことが二度とこの地球上に起こらないようにしてい

きたいです。 

岐阜県高山市立日枝中学校３年 ＴＴ

聖堂に平和学習のため見学に来た子どもたち

の感想を順次紹介しています 

 私は、ガイドの皆様のお話を聞いて、改めて平和記

念聖堂は平和への思いを大切にするために建てられ

たものだと感じました。また聖堂の中を見学させて

いただいた時に「イエス様」のステンドグラスを拝

見しました。私は名前を聞いたことしかなかったけ

れど、どんな人生を送られた方なのか、少しですが

知ることができました。 

本来は聞くことができないパイプオルガンを私た

ちのために弾いてくださり本当にうれしかったで

す。パイプオルガンの音はとてもきれいでした。 

岐阜県高山市立日枝中学校３年 ＹＮ


