「平和の鐘」2018 年 12 月号（1）

2018 年

12 月
№494

クリスマス
幟町教会助任司祭 服部大介神父
幼稚園の子どもたちに「クリスマスってなぁーに」

わりの集いで、集めてもらっ

と尋ねると、まずはサンタクロースやプレゼントの

たお金や古切手を年長さ

話が出てきます。年長さんは聖劇もしますので、イ

んたちに代表してささげて

エス様の誕生日などと応えてくれる子もいますが、

もらいます。そんなにたくさんのものではありません

やはりカトリックの幼稚園の子どもたちには、クリス

が、各家庭でしっかりと取り組んでくれている様子

マスの意味をちゃんと受け止めてほしいと思って

も知らせてくれて、とても嬉しく思っています。

色々話すことになります。

クリスマスは、やはりみんなにとって喜びの時

クリスマスは、神さまが「みんなが幸せになれ

であってほしいものです。教皇フランシスコの新し

るように」と、ひとり子であるイエス様を贈ってくださ

い使徒的勧告「喜びに喜べ」にも、「それぞれが置

ったという日です。神さまがプレゼントをしてくださ

かれている場で、日常の雑務を通して、愛をもっ

ったことなので、みんなも嬉しくなって、一緒に楽し

て生き、自分の固有のあかしを示すことで聖なる

んで過ごすことになります。また、それぞれがプレ

者となるよう、わたしたち皆が呼ばれているので

ゼントを交換し合うのも、サンタクロースがプレゼ

す」とあります。そして、「小さなことにも心を配るよ

ントをもって来てくれるというのも、まずは神さまから

うにと、イエスが弟子たちにどれほど促したかを覚

のプレゼントがあったからで、いい子にしていたか

えておきましょう。婚宴でぶどう酒がなくなりそうだと

らもらえるというのはなく、みんなが喜び合えるとい

いう、些細なこと。一匹の羊がいなくなったという、

うものでしょう。

些細な事。二枚の銅貨をささげたやもめという、些

子どもたちにとっては、クリスマスはプレゼント

細なこと・・・」。特にこの待降節には些細な事を大

をもらえる日と考えがちですが、何か自分でもでき

切にし、誰かに少しでも何かの喜びを分け合える

ることを考えて過ごしてもらうよう、お家の人にもクリ

ことができないものかを考えながら過ごして行きた

スマスまでの過ごし方を考えてもらっています。家

いものです。

族のみんなが喜べることを考えて過ごしたり、おや
つや何か我慢できるものを考えて、その分のお金
を貯めて集めてもらったりしています。二学期の終
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11 月 25 日に、聖体授与の臨時の奉仕者
の任命式が行われ、幟町からは、新たに 4
人の方が任命されました。
どうぞよろしくお願いします。
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私たちの人生の目的は

「イエスを運ぶものと

奉仕者のお話しを頂

いつもは教会学校

何ですか？私たちが今ど

なる。
」大切な奉仕に携

き可成り悩みましたが を担当しています。

こにいても偶然ではない

わることになりまし

思案の末、快諾の意と相 この度臨時の聖体奉

と私は信じています。神様

た。講話をしてくださ

成りました。出来る限り 仕者として、ご奉仕

は理由があってこの場所

った神父さま、スタッ

誠意を持ち授与者とし することとなりまし

に入れました。罪が多く、

フのみなさまに心から

ての責務を果たそうと た。ご聖体を待って

日本語を上手に話すこと

感謝いたします。先日

思っております。以後 いらっしゃる方たち

ができない私は、ここにい

の聖体奉仕任命式で

皆様の御指導と御教授 のもとへ大切にお届

るに値するものではあり

は、あらためて、イエ

に預りお役に立てる様、 けしたいと思ってい

ません。しかし、私の力で

スのからだに結ばれて

努力いたします。何卒 ます。よろしくお願

はない、神様の恵みで、私

いることを深く味わい

宜しくお願い申し上げ いします。

はこの場所にいます。聖体

ました。日々の生活の

ます。尚、最後に成りま

授与の臨時の奉仕者とし

中でも、イエスを運ぶ

したが、推薦人の方に心

てのこの新しい旅で、神様

者として呼びかけられ

より感謝申し上げます。

が私を導いてくれますよ

ていることに耳を澄ま

うに。そして神様が私を栄

せながら、みなさまと

光のための道具にしてく

共に教会生活を歩みた

れますようにと祈ってい

いと思っております。

ます。

よろしくお願いいたし
ます。
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9月
30 日

11 月
11 日

七五三のお祝い
今年は、２名の子供が参列しました。
本当はもっと多くの子どもたちがいるは
ず…？ 来年はもっと笑顔たくさんのお
祝いにしたいですね。

11 月
25 日
家族大会

スタンプラリー表彰式
教区で 39 番目となる表彰は、当教会のＫＩさ
んでした。

ミサの中では、各国語
と共に手話通訳も付き
ました。ミサ後は、多目
的ホールに 100 名を
超える人が集まり、各
国家庭料理が振る舞わ
れました。
各テーブルに分かれ、ロザリオ作り、手話交流、
星のランタン作り、ベトナムの昔のあそび、折り紙
作りなど楽しく興じました。
・・・日本語もたどたどしいベトナムの若い人たち
が、一生懸命に手話を覚えようとしている姿が印象
的でした。
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クリスマスと新年のミサ

ウェルカム ニュー ファミリー

主日のミサ
12 月 24 日（月）

新しく幟町の家族になった赤ちゃんです。
よろしくお願いします。

7:30、9:30、14:30(英語)
クリスマスイブ
12 月 24 日(月)
第 1 ミサ 18:00～（エリザベト音大聖歌隊）

11/11

ルチアＮＴ（府中）

第 2 ミサ 20:00～(市民聖歌隊)
※ 第 1、第 2 ミサとも手話通訳付き
クリスマス
12 月 25 日(火)
夜半ミサ 0:00～（英語ミサ）
日中ミサ 10:00～、14:30～(英語ミサ)

今までの、大理石
調の祭壇から木
彫に入れ替えま
した。
山口教会から
譲り受けました。

年末年始ミサ
12 月 31 日(月)
祈りの集い 23:00～
一年を思い起こして感謝しましょう
1 月 1 日(火)
神の母聖マリア祭日・世界平和の日
平和祈願ミサ 0:00～、11:00～
サント・ニーニョのお祝いミサ
1 月 20 日(日)
7:30～、9:30～（14:30 からのミサはありませ
ん）

編集後記
秋が無かったかのように、あっという
間にイエス様誕生の月になってしまいました。
私事ですが、母になり、日々反省の毎日が過ぎ
ていきます。マリア様はどんな風に幼少期のイ
エス様を育てていたのでしょう…。少しでも怒
ることをやめ、イエス様の事を思い出しながら
過ごしていけたら…と、来年の目標(今すぐは
難しいので)にしたいと思います。(さ)

カトリック幟町教会
〒730-0016 広島市中区幟町 4 番 42 号
電話
082-221-0621
ファクス
082-221-8486
ホームページ http://noboricho.catholic.hiroshima.jp

主任司祭 荻 喜代治 神父
助任司祭 服部大介 神父（教区司祭） バート神父（淳心会）
協力司祭 ベッラ・アルベルト 神父（ミラノ外国宣教会）

ミサの時間
日曜日 7:30、9:30、14:30～（英語）
第 1 日曜日 16:00（ポルトガル語）
第 3 日曜日 11:00（ベトナム語）
月の最後の日曜日 17:00（スペイン語）
平日 7:00
金曜日 7:00、10:00
土曜日 7:00、18:00（主日）

シスター 小野島照子（援助修道会）

