
「平和の鐘」2022 年 10 月号（1） 

広島教区は 2023 年大阪大司教区から独立

して 100 周年の大きな節目を迎えます。 

2022 年 9 月 19 日米子教会で開年ミサを開

き、2023 年 9 月 18 日このカテドラルで閉年ミ

サを行います。 

１年間を通して、広島教区のこれからの新たな

歩みについて皆で考えていく期間になります。 

コロナと云う大変な時期が永らく続いています

が、この時期にあってもできることがあるはずで

す。皆で力を合わせて歩みたいと思います。 

こうした時期ですが修学旅行の学生たちによる

聖堂訪問も再開しています。広島の平和公園、世

界平和記念聖堂を訪れた学生たちは心に深く平

和の大切さを刻んで帰って行っています。 

今のコロナの時期にあっても教会に勉強会を

望んで来られる方もあり、希望の星であります。 

青年活動も新しく青年企画室が教区として立

ち上がり、更に青年活動を盛り上げようとしてい

ます。 

結婚式係、香部屋係も人数が増強されていま

す。教会活動は皆の奉仕によって成り立っていま

す。 

教会に集まっている皆は、何かいいものを少し

ずつ持っています。弱さを持っている私たちは

時々自分と異なったものが見えた時にそれは直

し修正していかないと、つい強い口調で発言して

しまいます。 

一番大切なのは 〔違いを乗り越えて目をつむ

って相手を受け入れて行くことです〕。「ここはカ

テドラルだから一番模範的な教会作りを行わなけ

ればいけない」と思わないでください。皆が忙し

い時間を工夫して、助け合って歩んでいるのがカ

トリック教会です。〔喜びを持って助け合いながら

歩みましょう〕。つい強い口調になりがちな人は、

神様の前でまず深呼吸をしてやさしく相手と話し

ましょう。 

忙しい中、やはり教会に来て 〔よかった、楽し

かった〕 と思える教会にしていきたいと思います。 

皆さん、これからもよろしくお願いいたします。 

 

教区創立１００周年開年に向けて 

       アンドレア 荻 喜代治神父 

 
♪まだ、コロナ禍が続いており、なかなかお会いできる機会が少ないですが、 
信徒の皆さんの作品を通じて、心のふれあいを♪ 
今年も信徒の皆さんによる作品を展示します。 

【会期】10 月 21 日（金）午前中まで   【ところ】マリアホール内、BOX 棚の上 

第 3 回信徒による作品展開催のご案内 
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宣教司牧評議会からの報告
秋を感じる季節となりました。みなさまいかがお過ごしですか？ 

感染対策をとりながらミニバザー、信徒作品展、チャリティーパイプオルガン演奏会等の活動を再

開しつつ、待降節、クリスマスを迎える心の準備をしたいと思います。 

７５歳以上の方に敬老と病者の塗油のご案内を出し、多くの方から返信のお葉書をいただきまし

た。ご家族の支援もあり多くの方がミサのライブ配信を見ておられ感謝の御返事をいただきました。

感動と感謝です!! 今後も心を合わせ一緒に祈りましょう!! 

 

１．2022 年度の活動計画 

今年度の目標～平和（隣人との関係）～「日々の祈

り・隣人への愛・家族への奉仕」をテーマとした、部ご

との具体的な取り組みをお願いします。 

広島教区民の使命でもある「平和の使徒」としてど

のように行動し、喜びをもって福音を伝えていけるの

か、家庭、職場、学校、日々の生活の中で、一人一人

が、優しさのある言動を大切にしてつながり、『温かさ

のある教会』を目指して共に歩んでいきましょう!! 

２．ミニバザーについて  

１０月２３日(日）9:30 ミサ後に行います。収益は聖

堂補修に使用されます。 

コロナ禍のため飲食は原則なし、参加者は全員マ

スク着用し、感染対策を十分に行います。物品販売

（教区 100 周年グッズ・余剰品販売・クッキー販売等） 

３．クリスマスの馬小屋について 

  今年度はフィリピングループに手伝っていただき設

営をします。 

10/23 各グループにリース飾付け依頼 

11/6 馬小屋材料運搬 

11/13・20 馬小屋内部飾付 

11/27 御像の搬入をします。 

皆さまお手伝いをお願いします。 

４．信徒の作品展について 

信徒作品展を 10 /2 （日）～ 21 日（金）マリアホ

ールで行います。素晴らしい作品をご覧ください!! 

５．映画『シスターと神父と爆弾』のご案内 

白浜司教さまメッセージ「社会へのチャレンジ～平

和～」の年に、この映画の鑑賞が、宗教者としてのチャ

レンジのあり方を考えるよい機会になりますように!! 

 10/16(日)9:30 ミサ後聖堂で 11 時～13 時上映

します。 

 

 

６．教区創立１００周年記念行事実行委員会より 

・ 教区創立１００周年記念グッズ（T シャツ・エコバッ

ク）を販売します。 

・  11 /6 （日） 16:00～チャリティーパイプオルガン

演奏会（要）事前申し込み。 

12 月にも予定しています。 

・  同日 14:00～ エリザベト音楽大学ザビエルホー

ルで聖書セミナー（ライブ配信） 

7.荻神父さまより 

【ミサ式次第について】 

・ 新しいミサの式次第が 11 月待降節第１主日

（11/２７）に変更、変更の趣旨、ポイントの説明、 簡

単な練習を 10/30.11/6 の 9:30 のミサ後（三宅

神父）に行います。 

・ 祈りの本を信徒各自で購入してください。 

推奨「ミサ式次第【会衆用】簡易版」光明社 110 

円  

8.今後の主なスケジュール 

10/16 移動移転者ミサ・サン ロレンゾルイスの日（ＦＣ

ＣＮ） 

ミサ後 映画（シスターと神父と爆弾） 

10/23 ミニバザー 

10/30 炊き出し・支援物資の提供（流川教会）／ 第１

回新しいミサ勉強会（三宅神父様） 

11/6 第２回新しいミサ勉強会（三宅神父様）／ 

クリスマスリース取付 

9:30 ミサ後 ハウスオブジョイのビデオ放映・

募金 

11/13 廿日市墓地ミサ 

11/20 七五三のお祝い ／ 9:30～御ミサ後 馬小屋

設置・クリスマスツリー飾りつけ 

11/27 馬小屋人形搬入／11:00～ 

※ミサ次第変更日 

12/18 待降節黙想会（清水神父様） 

 

 

 

 

 

 

 小人数のグループで祈りと生活の分かち合いをシスターにガイドしていただき 

 仲間と共に 信仰生活を深めていく集いです。ご一緒にいかがですか？ 

   

活動日 毎月第三土曜日 10～12 時（マリアホール） 

CLC 
クリスチャン・ライフ・

コミュニティー 

グループ紹介 
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高齢者の皆さま、高齢者ご家族の皆さまへ 
 

 

幟町教会では感染防止対策を取りながら主日およ

び週日のミサを継続しています。心を合わせて、お祈

りください。 

※ 聖堂は開放しています。（８時～２1 時） 

※ 受付事務所は（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。 

 

☆ 幟町教会ではコロナ禍の対応も含め以下のことを

行っています。参考になさってください。 

１．思いやり駐車場の設置                           

・カトリック会館前に思いやり駐車場を設置していま

す。ご自由にお使いください。（空いてないときは事

務所にご相談ください。ご案内いたします。） 

２．ミサに参加される場合                             

・聖堂入口で記名、マスクの確認、検温、手指のアル

コール消毒を行い、間隔を空けてお座りください。 

・ミサ中に、体調不良がおきた場合等は、聖堂入口付

近の案内係に遠慮なくお申し付けください。 

 ３．福祉席の設置                               

  ・ 聖堂の中ほどのスペースに福祉席を設けています。

ご高齢の方、付き添いの方はご使用ください。 

  ・ 聖体拝領時は、ご聖体をもって参りますのでその

場でお待ちください。 

 ４．車いすの設置                              

・ 車いすを聖堂入口に 4 台設置しています。 

 ５．カトリック会館に多目的トイレがあります。 

・ カトリック会館に多目的トイレ・洗面所があります。 

６．主日ミサ中（9:30～）の音が聞きとりにくい方へ               

・ 市販の携帯FMラジオでミサの音声を聞くことがで

きます。FM７７．９MHｚに合わせイヤホンでお聞き

ください。（教会にもラジオを常備していますので案

内係に確認いただきご活用ください） 

 ７．主日ミサをご自宅で、ご自由な時間に見ることがで

きます。             

・日曜ミサをライブ配信中です。ホームページ上でそ

の時刻に、配信チャンネルで後からいつでも見るこ

とができます。 

幟町教会ホームページ 

http://noboricho.catholic.hiroshima.jp/ 

☆『平和の鐘』『週報』に幟町教会の近況

お知らせを載せています。 

配信チャンネル： 

https://www.youtube.com/c/noboricho 

８．マリアホールのトレーをご確認ください                

・ 幟町教会所属の信徒の方はマリアホールにあいう

えお順に名前の入ったトレーに教会からのお知ら

せを入れておりますのでご覧ください。 

９．教会からのお知らせについて（一斉メールの活用）         

・ 神父さんからの「今日のみことば」や教会のご案内・

お知らせを一斉メールで配信お知らせしています。

一斉配信メールにご登録ください。 

①メールソフトで、nobori@mhai.jp 宛に件名も

本文も入力せず、空メールを送ります。 

②幟町教会から折り返しメールが届きます。 

 メールを開いて必要事項を記入及び登録します。 

③登録完了後、幟町教会から完了通知が届きます。 

（登録の詳細は事務所にご確認ください。） 

10．病者の塗油（病気の方のために）の秘跡・赦しの

秘跡について           

・ 病者の塗油の秘跡、赦しの秘跡ご希望の方は、

ご遠慮なく事務所、司祭にご相談ください。 

11．聖体拝領を希望される方                         

・ 幟町教会事務所にご遠慮なくご相談ください。 

司祭・臨時の聖体授与の奉仕者が高齢者・病人

の方にご聖体をお持ちしています。 

12．冠婚葬祭について                            

  ・『帰天に備えて』を参考になさってください。 

ご質問がありましたら幟町教会事務所にご遠慮

なくご相談ください。 

幟町教会事務所（０８２－２２１－０６２１） 

9：00～17：00 は事務職員が常駐してい

ます。夜間は司祭へ切替となっています。 

夜間、緊急の時にご利用ください。 

帰天に備え、葬儀の希望を事前に伝えるため

の用紙もあります。家族の方がそれを見て、故

人の希望通りにできましたと安心されたケース

もあります。事務所にお問い合わせください。 

13．維持費の納入について                          

  ・郵便振り込みができます。 

現在、会計業務を減らすため、郵便振込を推

進しています。（振込料は教会負担です） 

振込用紙の通信欄に記載されている月に○

印と住所と名前を記入し、近くの郵便局で振り

込めます。郵便振込が行えるよう振込用紙を事

務所に用意しています。 

みなさまにお会いできる日を楽しみにしております。 

主任司祭  荻 喜代治 神父 

幟町教会   宣教司牧評議会一同
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編集後記  
新型コロナによって延期を余儀な
くされていた結婚式。この夏、何
組か挙行されました。 

今年度、結婚式係も新しいメンバーが増え
ました。特に、フィリピングループの方々も
加わり、一緒に活動することが他にもたく
さんあるのではないかと感じています。
（な） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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・パヴァン神父  シスター 小野島照子（援助修道会） 

幼児洗礼 病者の塗油 

私たち聖堂案内係は、昨年 11 月に

新たなメンバーでスタートし、現在 9

名で活動しています。 

経験のない者たちが寄り集まり、何

からどう始めてよいか手探り状態で

のほぼ見切り発車でした。頼りになる

のは前任者や、司教館から頂いた多

くの資料で、それらを基に毎月勉強会

を開き、皆で内容を深め合っていま

す。 

聖堂見学の申し込みをしたにも拘

わらず、コロナ禍で断念せざるを得な

い団体もありましたが、現在ではほぼ

案内が実現できています。主に学校

関係の皆さんが、修学旅行や平和学

習で訪れていて、私たちの案内の言

葉に目を輝かせてじっと聞いてくれ

ています。これからも訪れた人たちを

温かく迎えられるように案内係一同、

前向きに楽しく歩んでいきます。 

聖堂案内係 

おめでとうございます 

8 月 20 日（土）幟

町教会で子供たち１

５名とリーダ 10 名

参加して教会学校

サマーキャンプを行

いました!! 

感染対策をしっか

りとして楽しいひと

時、夏の思い出を

体験しました!! 

ベトナム共同体ではシスターに講師をお願いして第 1＆第３日曜
日に 11:30 から 15:00 まで洗礼受ける講座、・結婚講座勉強
会、第４日曜日ミサ後ミーティング・勉強会をしています。 
今回、勉強終えられた S さんと F さんの結婚式が幟町教会地下

聖堂で沢山のベトナムの若者が集まってみんなの手作りの楽しい
結婚式が行われました。 

結婚おめでとう!! 


