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皆さんのがんばりを期待します
—短い間でしたが、ありがとうございました—
ドミニコ・ヴィタリ神父
皆さん、今回もありがとうございました。
もう少し長く残れると思いましたが、防府

していくことができます。
明らかに難しい時に直面しております。

教会の神父様がどうしても入院しなけれ

少なくなっている司祭の役割を何らかの

ばならなかったので、他の人を見つけにく

形で信者の皆さんが背負わなければ、今ま

いので、私が派遣されることになりました。

でのように信者の世話と福音宣教が出来

明らかに司祭のやりくりが難しくなっ

なくなってしまいます。そのように言って

た時です。そのためにも、皆さんがそれぞ

も現代の様子はあまりかんばしくないよ

れの教会で以前よりも頑張らなければ間

うな気がします。信徒の積極性や活動性も

に合いません。今の様子ではどこでも厳し

少なくっている感じもします。

くなりそうな感じがします。邦人司祭も少

どうぞ皆さん、この広島教区の教会を支

なく、外国から来る宣教師も多くはござい

えることだけではなく発展させるように

ません。このまま続くと、とっても間に合

皆で力を合わせてがんばりましょう。私は

いそうにないと思います。

防府の小さな教会へ移りますが、そこで私

そのために皆さんの信者としての責任

もがんばろうと思います。どうぞ皆さん、

が大きくなることでしょう。子どもの教育

広島教区の教会を発展させるように寛大

の責任や、そしてそれぞれの地域の福音宣

にそれぞれの持っている力を尽くしてい

教に、神父に頼り過ぎず皆さんが積極的に

くようにいたしましょう。

関わらないといけないことでしょう。確か
に難しい時ですが、皆でもっと頑張れる機
会になり、それによって教会も一段と成長

それでは、本当にこの前のように良くし
ていただいてありがとうございました。
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宣教司牧評議会からの報告
＋主の平和
コロナ禍で 1 月に入り感染拡大が継続していますが皆さまお元気でお過ごしですか。
広島県から、２月２０日まで「まん延防止等重点措置」が延長され、司教様からも、より一層の
警戒感を持って対応する通達が出されました。
幟町教会も２月２０日（日）まで、主日および週日の全てのミサの非公開を延長します。信徒の
皆さんは心を合わせて、お祈りください。
※ 聖堂は開放しています。いつでも祈り・訪問は可能です。（９時～２０時）
※ 受付事務は（９時～１７時）(祝日は休み)開いています。（082－221－0621）
※ カトリック幟町教会ＨＰで主日のミサの動画配信をしています。
※通夜、葬儀は原則 親族（奉仕者）のみ参列

 施設管理部：クリスマス電飾、馬小屋御像、

１．活動部会の活動報告等
 ヨセフ会：メンバーそれぞれの部会で頑張

リース片付けをした。
 国際グループ(フィリピン C)：洗礼前の勉

っています。活動休止中
 マリア会：厨房の掃除をした。夜回りの会
支援おにぎり作り(東ブロック)
 青年会：ミサ受付係・侍者、教会学校手伝い
 典礼部：ミサ非公開に対する進行表を見直
しミサ先唱等を実施中

強会が必要。侍者練習もする。
 国際グループ(ベトナム C)：結婚の勉強会
をしている。
 各ブロック委員：ブロック委員が集まって
今後について話し合いをした。

 宣教企画部：ライブ配信を実施中
 レクイエム委員会：ご本人の生前の希望ど
おりのご葬儀ができた。一人ひとりの事情

２. 宣司評報告
(１)非公開に伴う行事の変更

が違っているので、その都度対応をしてい

2 月 20 日「平和アピール 1918」記念

きたい。 通夜１名、葬儀１名手伝ってくだ

行事ミサ（司教ミサ 9:30～）Sr 小野島オ

さる方増えた。

ンライン講話（10:３0～）

 広報部：平和の鐘２月号編集中。会議はＺ
ＯＯＭで実施。

2 月 23 日『第 2 セクション』をリモ

 教会学校：1 月に入り休止中、少しずつ勉
強会を始めたい。

ート会議で実施されます。
(3)「社会へのチャレンジ」について

 社会部：路上生活者支援クリスマス会(衣
料品・食べ物５０食準備)

(2)教区代表者会議について

若い方が多か

った。お饅頭頂き夜回りの会、弁護士会シ
ェルタ、子供食堂に配布した。

・食品ロスに関する第３回目のアンケート
実施、結果は平和の鐘号外として報告する。
・比治山の先生に２月下旬か３月上旬に講
演依頼をしている。

「平和の鐘」2022 年 2 月号（3）

(4) 信徒作品展示について
・今後は宣教企画部に入って頂き一緒に検

今後も分かち合いの輪が広がれば良いと
思いました。

討し、文化祭等期間を決めて提案していく。
(５)聖堂案内しおりについて
・幟町教会信徒の誰でもが一定水準の聖堂
案内ができるよう、知識を共有のため、し
おり作成する。
(６)結婚式係について
・新しい方が入って下さり詳しいマニュア

3. その他
(1)

3 月 21 日（水）13 時からヨセフ伊

藤神学生の助祭叙階式があります。
皆様心を合わせてお祈りください。
(2) Ｊ－ＣａＲＭ広島から【長引くコロナ
禍、フィリピンの小学校から文房具とマ

ルを作成した。今後は１班体制（２チーム）

スクの要請】があり社会部とフィリピン

【司会１名、香部屋２名】【ドア２名とマ

グループでノート・鉛筆・マスク・献金

リアホール担当２名】で挙式に対応。

等を 15 箱集めＪ－ＣａＲＭ岡山・鳥取

(７)シノドスにおける幟町教会としての取り
組み
・１２/１９、１/２３(日)に２回最小限の
参加グループで分かち合いしました。

からＤＡＡＮ

ＢＡＮＷＡ

ＥＬＥＭＥ

ＮＴＡＲＹＳＣＨＯＯＬへ送っていただ
きました。ご協力に感謝！！
(3)シングルマザー支援

「自分の信仰は教会生活の中でどのよう

シングルマザー支援の要請があり子ど

な部分に支えられているか」を自己紹介

もミサグループを中心に掃除機・電子レ

や関わっている活動を分ち合いシノドス

ンジ・アイロン・机・炊飯器・電気ケト

の問いかけを参加者で分ち合いました。

ル・お米等送ることが出来ました。ご協

分ち合いによりお互いのいろんな思いを

力に感謝！！

知ることができました。

先日、無事赤ちゃんが生まれたと報告
がありました。
コロナ蔓
延の中、
有志が馬
小屋の解
体をしまし
た。

1 月２日 成人のお祝い
2 月より防府教会へ転任される、ヴィタリ神父
様の 送別を 1 月 30 日のミサの最後で行い
ました。 信徒代表がお礼の挨拶を行い、
有志からの霊的花束を贈りました。
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４．行事予定
★８人以上の集会、勉強会などは当分の間、中止・延期又は zoom 開催
１０

木 10:00～11:00・19:00～20:30 祈りと聖体礼拝

１２

土 ★16:00 幹事会（zoom）

１３

日 9:30 ミサ前後 生活支援物資の収集（社会部）

１８

金 18:00～21:00 愛宮ラサール座禅会

２

２０

日 「平和アピール 1918」記念行事ミサ（司教ミサ 9:30～）Sr 小野島オンライン講話（10:３0～）

月

２３

水 教区代表者会議第二セクション

２６

土

２７

日

３
月

10:00 子どもミサ / 16：00Ｅ実②・宣司評（多目的ホール）
庭園整備・花壇草取り（施設管理部）
※灰の準備（案） / 9:30 ミサ後 典礼部会 / 炊き出し・支援物資の提供（流川教
会）

２

水 灰の水曜日 7:00（地下聖堂）、10:00・19:00（大聖堂）

５

土 10:00 子どもミサ⇒移動するかも

６

日 9:30 ミサ後 教会清掃（施設管理部）

８

火 庭園清掃花壇手入れ花苗植付（施設管理部）

１０

木 10:00～11:00・19:00～20:30 祈りと聖体礼拝

１２

土 16:00 幹事会（多目的ホール）

１８

金 18:00～21:00 愛宮ラサール座禅会

１９

土 広島教区召命学校 zoom 会議（１４：００～）

２１

月 ヨセフ伊藤神学生助祭叙階式（１３：００～）

２６

土 16:00Ｅ実③・宣司評（多目的ホール）

２７

日 9:30 ミサ後 典礼部会 / 炊き出し・支援物資の提供（学院）

※2/27（日）灰の準備（案）はイースター実行委員会で検討。
編集後記 今ローカルニュースで、ふきのとうが出ていると報じられていました。
立春を過ぎると、少しずつ自然の中に春を感じられますね。
（な）

ミサの時間

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
助任司祭

荻 喜代治 神父
三宅 仁孝 神父

シスター

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）

小野島照子（援助修道会）

