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昨年に続いて今年もコロナで少しさみ

しいクリスマスを迎えています。しかし、

コロナだからこそできる祝い方があるは

ずです。いつもでしたら皆で集いお話をし

てにぎやかで楽しいクリスマスを迎えて

いました。 

しかし、本来はイエス・キリストが人知

れずベトレヘムの片田舎の馬小屋

で、静かにお産まれになった日

です。このことを受け留めて真

夜中の静かなミサを好まれる

方もおられます。 

今年は、幼子イエスの前で

静かに祈る時を大切にできたら

と思います。 

コロナの関係で今年も教会のミサに直

接参加できない方もおられると思います。

どうか、それぞれの場所で、心の中で幼き

イエスさまと対面し、静かな時をお過ごし

ください。私たちは皆、小さな赤ちゃんに

出会う時、なぜかホッとしてうれしい気持

ちになります。今年も赤ちゃんのイエス

さまは、私たち皆の心の中に来て温

かいものを与えて下さいます。 

クリスマスも新年も毎日曜日も

幟町教会ではミサを YouTube で

配信していますので、それらもご覧

になり共にお祈りください。 

クリスマスおめでとうございます 
—静かに幼子イエスさまと出会いましょう— 

 

主任司祭 荻喜代治 

クリスマス・年末年始のミサ 

 12 月 24 日(金) 

●第１ミサ 18：00～ 

●第２ミサ 20：00～ 

●ベトナム語ミサ 22：00～ 

12 月 25 日(土) 

●英語ミサ ０：00～ 

●クリスマスミサ １０：00～ 

1 月１日(土)元旦ミサ 

●０：00～（１２/３１（金）１１：４５感

謝の集いから続く） 

●１１：00～ 

  ※18：00 の主日ミサはありません 

1 月２日(日)主日ミサ 

●７：３０～  ●９：３０～ 

・入堂は事前申し込み

した信徒・求道者１０

０人に制限します。 

・  マスク使用、 検温、人

数調整、 距離の確保に

ご協力をお願いしま

す。 
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宣教司牧評議会からの報告 
  

１．活動部会の活動報告等 

・  ヨセフ会及びマリア会：活動休止中 

・ 青年会 １２/１８・１９に侍者合宿実施 

・ 典礼部 ミサ再開後のレベルⅡ進行表でミサ先唱等を実施中 

・ 宣教企画部 斎藤神父様と黙想会の打合せを実施（詳細後述） 

・ レクイエム委員会 シスターの葬儀等のお手伝い実施。三宅神父様の勉強会には１０名以上

参加。 

・広報部 会議はＺＯＯＭで実施。 

・教会学校 少しずつ勉強会をしている。 

・社会部 フィリピン小学校への支援物資集をフィリピンコミュニティ社会部と協力して実施。 

「夜回りの会活動支援」のための募金を行う。 

・各ブロック委員【北】オンライン分ち合いを神父様と行いたい。 

◎候補日を何日か出して下さい。 

 

２．検討・提案事項 

（１） レターボックスがいっぱいになっている方への対応について 

・ まず、地区ブロック長だけでも対応について話し合うと良い。 

（２）地区ブロック長が話し合うことについての進捗状況 

・ 地区ブロック長は年に１回、ご復活前ごろに案内をだすための準備のために会合をもつ。 

 

３．確認事項 

（１） 信徒大会配布資料後について 

・ 大会資料について、問い合わせや質問事項→現在のところ何もない。 

・ 会計報告について→事務所に３３名取りに来られたが、質問無し。 

（２） 信徒作成の作品展示（11/26 終了）が他の行事で使用された場合の状況についてに 

・ 結婚式の控室となっていたが、片付けや、移動の必要はなく、和やかな雰囲気になって

いて良かった。 

・今後は、宣教企画部の活動とし、渡辺さんの意向も踏まえながら再度検討。 

（３） 教区代表者会議について 

ア．アンケートの結果報告など 

・ 多文化共生・２０数件、福音宣教・５７件回答が届いている。 

・ 幟町教会の資料を参考にして分科会で話し合って代表者会議に臨んだ。 

・ 代表者会議は分かち合い。アンケート結果は今後の教会のために繋がっていくものとし

て大切にしたい。 

イ．結果報告 

 ・ 提言には至らなかったが、世界シノドスに向け継続的に考えていきたい。 

（4）「社会へのチャレンジ」比治山大学健康栄養学部のアンケートの結果報告など 
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・ ８７件回答があり、大学の方に郵送済み。 

・ 食品ロスの資料に対しては４５件回答があり、４１件コメントがあった。 

・ 前回は平和の鐘（号外）としたが、今回はＡ３版で独自に作成中。 

・ 第３回アンケートは１１/２８（日）～１２/２６（日）まで実施する。 

（６）世界シノドスにおける幟町教会としての取り組み方法 

・ 来年バチカンで司教様方が集まられて福音宣教について話し合われる。今回は、福音宣

教についての取扱いなので司教様方の意見よりも、信徒の意見を最終的には国の単位

を超えた大陸毎で取りまとめ吸い上げたいというのが教皇様の意向。１０項目質問があ

るが全て回答しなくても良い。 

・ 幟町教会では教区シノドス担当者だけでなく、英語、ベトナム語、スペイン語版もあること

から国際グループを含めた、各部・グループからの意見でも良い。１月末締め切り 

（７）聖堂案内グループ再開の進捗状況について 

ア．再開に向けての準備について 

・ 聖堂案内のしおりを整理する 

イ．11/2（水）聖堂案内の勉強会の報告 

・ 経験のある方のご意見を大切にしながらも組織として立ち上げていく必要がある。 

ウ．11/７（日）聖堂案内係ミーティングの報告 

・ 世話役：副世話役：がきまった. 

※聖堂案内係以外にも個人的に聖堂案内される方や月～金に聖堂に常駐して案内したい

と希望されている方もいるが、健康に留意して無理のない範囲でやってもらい、自主に任

せる。今後の進め方は聖堂案内係内で検討する 

５．その他 

（１）ミサ中の歌唱について 

・ 司教通達により小教区の判断で一部重要な聖歌に限り歌唱可能との見解が示されたが、

クリスマスミサは昨年同様に事前録音音源を使用する。 

・ 主日ミサは、聖歌隊の意向を踏まえ１/９（日）から状況を見ながら「答唱詩編」「アレルヤ

唱」から暫時歌唱再開する。 
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編集後記 今年のクリスマスミサは、コロナ対応「ステージⅡ」。与るのは事前申請が必要。 

欧州では感染拡大する中、日本は沈静方向に向かい、ホッとしていたら、なんと新株オミク

ロンの登場！ 気を抜くことが出来ませんねー。(>_<)（の） 

 

 

 

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。今号は、

案内係の目的・活動内容を紹介します。 

【活動の目的】 

広島の地で、“世界平和を発信する聖堂”

としての役目を伝えます。 

①  祈りの場として 

・ 原爆犠牲者の追悼慰霊、永遠の安息を

祈ります。 

・ 人類相互の恒久の平安を祈ります。 

②  すべての国の人々の友愛の平和のしるし

として 

③  歴史的プロセスの建築物として 

・ 2006 年戦後の建築物として初めて重

要文化財として、広島平和記念資料館と

共に指定されました。 

・ 『沢山の人が死にました。この死んだ人

の霊魂はどうなっているのでしょうか 

世界中を廻って、この被爆者のために、

その霊魂を慰める聖堂を建てたいと思う』

これが聖堂を建てられたフーゴ・ラサール

神父様の決意でした。全世界からの善意

で支えられて建設された聖堂。一つ一つ

に込められた平和への思いを、パンフレッ

トを見ながら一緒に歩きながら説明して

伝えます。 

【活動内容】 

訪れる目的、年齢や人数も様々で、修学旅

行をはじめ、建築関係等の団体から個人、国

内外の旅行者等沢山の方が訪れてください

ます。（予約見学者数 2013 年【4,667 名】

2014 年【6,089】2015 年【5,672】2016

年【4,711】） 

幟町教会には、小学校から高等学校の修

学旅行（平和学習）や幼稚園と大学及び一般

の見学の申し込みがあり、教区にはテレビ

局・新聞社の取材の申込やコンサート・講演

会の申込がありました。 

① 団体見学予約は、教会事務所から連絡を

うけます。 

予約当日、グループに分かれたり、プラ

カードを使ったりして伝えます。 

修学旅行生には長谷川神父、深堀神父、

服部さんなど原爆体験者からお話をして頂

きました。 

② 個人・旅行等の訪問者には、聖堂内に来ら

れたらパンフレットを手渡し、希望があれば

ガイドします。

 

 

 

 

  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 

ミサの時間 
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 荻 喜代治 神父 
助任司祭 三宅 仁孝 神父 
協力司祭 ヴィタリ・ドメニコ神父 シスター 小野島照子（援助修道会） 

私たちの聖堂をご案内します ② 


