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幸福はどこから生まれるの？
援助修道会 橋本晶子
みなさんは、四つ葉を探したことがあるで

この言葉はとても印象に残りました。四つ

しょうか。見つけた時には喜んでお守りにした

葉ばかりが開くと思い込んでいた私は、次々

…という経験をお持ちの方もおられるでしょ

開く「三つ葉」に失望していたことに気づかさ

う。

れました。それは信仰・希望・愛の道に留まる

その「四つ葉のクローバー」の種を５月にい
ただきました。しかし、あまり園芸の得意では
ない私は、幸せの象徴四つ葉が万一枯れて

ことなく、幸福という幻想を思い描いてしまう
自分の弱さでもあったのです。
ほどなくして、一本の四つ葉が開きました。

しまったら、と思うとなかなか植えることがで
きなかったのです。それでもこの夏、鉢植え
に挑戦してみたところ、次々と芽が出始めま

「イエスは振り返り、彼らが従って来るのを
見て、『何を求めているのか』と言われた。」

した。ところが開く葉はどれも三つ葉で、なか

（ヨハネによる福音書 1・38）

なか四つ葉にならないのです。
それで、種をくださった方にお尋ねしたとこ

「神は、その独り子をお与えになったほどに、

ろ、次のような分かち合いを返信してくださ

世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅

いました。

びないで、永遠の命を得るためである。」
（ヨハネによる福音書 3・16）

「アイルランドにキリスト教を布教した聖人
パトリックは、三つ葉で「三位一体」を説明し

まるで十字架にも見える四つ葉を見つめ

たという伝説があり、そのことが由来となり三

ながら、イエスと対話する日々が続いていま

つ葉には『信仰』『希望』『愛』の意味があるそ

す。私たちの弱さを担ってくださったイエスに

うです。三つ葉を見つめることは、私たちキリ

従いながら、三つ葉ロードをともに歩き、一本

スト者にとって大切な時間なのかもしれませ

の四つ葉に出会えた喜びを分かち合えるとよ

ん。私たちは三つ葉の道を歩むことで四つ葉

いですよね。

の『幸福』に向かうのかもしれませんね。」
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宣教司牧評議会からの報告
朝晩涼しくなり、秋を感じる頃になりました。皆さまお元気ですか。
日中と朝晩の温度差が大きく、体調管理が難しい季節になってきました。ワクチン接種
も進んでいますが、ウイルスが消えたわけではなく、感染対策をしっかりしながら日々の
生活を送りたいと思います。
私たちの共同体が主日に集えないことはとても悲しいことですが、特に、人と人が距離
を取り、今までのような触れ合いができない中、高齢者・病者の方々のことが気になって
おります。
何かありましたら、司祭、受付にご連絡、ご相談ください。

１ 信徒大会について
今年度もコロナ禍での集合開催は控え、
緊急事態宣言後の 10 月中旬に資料を皆
さまに配布いたします。質問には個別で対
応します。

２ 敬老祝賀ミサでの病者の塗油
【延期】
9 月 19 日の敬老祝賀ミサでの病者の
塗油は『緊急事態宣言』（非公開）の為、延
期となりました。ミサが公開になりました
ら、行いたいと思いますが、皆さまのご都

合の良い時に病者の塗油は受けられます
ので、司祭、受付（082-221-0621）に
ご連絡下さい。

３ 幟町教会各部奉仕者の募集
私達の共同体・教会はいろいろな方々
の活動で支えられています。
一緒に活動しませんか。
募集は各活動部や係が 週報、平和の鐘
など利用し、また信徒大会の資料にのせて
合わせて行っていきます。

食品ロスを考えよう

教皇様のご利用された
椅子を展示しています

「2021 年度、広島教区が「社会へのチ

2019 年 11 月 24 日（日）に、フランシ

社会へのチャレンジ・環境

ャレンジ・環境」を宣教司牧活動の主体と

スコ教皇様が広島を訪問し平和記念公園

して取り組んでいる中で、幟町教会は食品

で開催された、｢POPE IN JAPAN 2019 平

ロスをテーマに信徒の皆様の意識を高めて

和のための集い Meeting For Peace｣で平

いただくための、資料配布やアンケートな

和のメッセージを発

どを行っています。

せられました。その

第１回目のアンケート結果は後日、号外

際に使用された椅子

特報でご紹介いたします。ご協力に大変感

を小聖堂のご祭壇横

謝申し上げます。第２回目と続いてまいり

に設置しています。

ますので引き続きよろしくお願いします。

ご覧ください。
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信徒達のふれあいミニコーナー
信徒の皆さんのミニ作品を、マリアホール内に
展示しています。（11 月 25 日迄）展示作品も募
集中です。皆さんご来場ください！！
コロナ禍で集えませんが、作品を通して、楽し
く繋がりたいです。
会えなくても、心のふれあいを♪

被爆後の教会のパネル展示
大聖堂内と小聖堂との廊下に、被爆
後の教会についてのパネル展示をして
います。ぜひ、ごらんください。

教会はいろんな方々の活動で支えられています。一緒に活動しませんか？

よみ
りん
よな
いの
教力
会で
を

先唱者

花係

典礼部では先唱者を募集していま

待降節・降誕節・復活節・主日の

す。先唱者は日曜日（９：３０）のミサの

ミサ・平和行事等に、大聖堂、小聖

他、クリスマスミサや聖週間の典礼等

堂、地下聖堂、ファティママリア様

での祈りの先導、説明などを行いま

へ花をお捧げします。

す。

① 香部屋にて生ける（金曜１０時ミ

ミサの進行表（シナリオ）は事前に準備

サ後１～２時間）

され、ベテランの先唱者がミサの流れ、

② 水やり、枯れた花を取る（日曜９

声出しのタイミングやマイクの使い方ま

時半ミサ後１５分程度。火曜：月一

で懇切丁寧にお教えし、ひとり立ちま

回各自都合の良い時）

ではミサ中にも常にフォローをいたし

花の好きな方も初めての方も！

ます。

月一回でも都合の良い曜日から！

興味のある方、一度やってみようと思

花を捧げる奉仕を喜び・祈りと共

う方は、お気軽に先唱者（日曜の９：３０

に！！花係メンバー一同お待ちし

ミサに聖堂左前方にいます）か事務所

ています。事務所にお声かけくださ

にお声掛け下さい。お待ちしています。

い。
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私たちの聖堂をご案内します ①
学校の修学旅行（平和学習）や海外からの来広者など、世界平和記念聖堂を訪れる方に、
ボランティアで案内をしている聖堂案内係。その活動の状況や、聖堂の案内などをシリ
ーズで紹介します。今号は、案内係のこれまでの活動経緯を紹介します。
1999 年、幟町教会宛に一通の手紙が来
ました。東京の方で「旅行で教会にお祈りに
行ったのですが、鍵が掛かっていて窓越しに
見たのですが、入れなかったのがとても残念
でした」との内容でした。（当時、教会施設内
で不正使用があり、管理者のいない祝日夜
間は教会を閉めていました）
当時の教会委員の方からマリア会へ相談
があり、案内ボランティアとして、教会の留守
番と来られた方への案内を順番にするように
なりました。
当初、石丸紀興先生の著書「世界平和記
念聖堂」という本を抜粋した小冊を作り、そ
れをもとに案内を始めました。
その後、50 周年記念誌が発行され、これ
を基本に説明をするようになりました。
おもてなしの心でお迎えし、「ああ、訪れて
良かった」と思ってお帰りになられるよう応対
し、分かち合い、何かを感じ、思い…考えるき
っかけに…と願いつつ、一期一会のその時を

大切にご案内してきました。
多くの見学者が来られ、いろんな質問があ
り、出会いがあり、お話から多くのことを教え
られ、信仰のことを聞かれ、信仰のことをお話
する中で自分の信仰も強められる。不思議な
体験をさせてもらいました。
2016 年秋から聖堂補修工事が始まり聖
堂を訪れる方が減少、聖堂案内の機会が少
なくなりましたが、県外からの修学旅行グル
ープや建築関係の方々、地域の小学生や外
国人を含む観光客の人達も『見学できますよ』
との看板を見て工事中にもかかわらず見学
される方がおられました。
聖堂補修は終わりましたが、2020 年春か
ら新型コロナウイルス感染により、聖堂案内
もできなくなりました。ワクチン接種も進み少
しずつ聖堂を訪れる方も増えてきました。
2022 年には修学旅行も予約が入ってい
る状況です。

編集後記 コロナワクチン接種の副反応で１日半、体
のだるさを感じました。その時、ワクチンでさえ、こ
んなにしんどいのだから、重症化した人の苦しさは…
と考えました。感染を広げないことが大切です。
（ひ）

受洗おめでとうございます
お一人の方が受洗されました
（8 月 15 日）

カトリック幟町教会

ミサの時間

〒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

日曜日 7:30、9:30、14:30～（英語）
第 1 日曜日 15:00（ポルトガル語）
第 4 日曜日 11:30（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）

主任司祭
助任司祭
協力司祭

荻 喜代治 神父
三宅 仁孝 神父
ヴィタリ・ドメニコ神父

シスター

小野島照子（援助修道会）

