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私たちは、いつも共にいてくださる神さま

を信頼し、信仰の道を歩んでいます。それは、

『キリストは、神の身分でありながら、神と等

しい者であることに固執しようとは思わず、か

えって自分を無にして、僕の身分になり、人

間と同じものになられ』（フィリピ 2･6-7）た

からこそ、信頼が置けるのではないでしょう

か。神が神として、人々の上に立つものとして

現れることもできたと思います。しかし、イエ

ス様は同じ人間として、苦しみも悲しみも私

たちと同じように感じる者として、お生まれに

なりました。だからこそ、寄り添い、共に歩ん

でくださる方として主を信頼し、信仰の道を

進んでいけるのです。 

そんなイエス様の誕生を、主の降誕の祭日

に私たちは祝います。この日は、パーティーを

したりして楽しい時を過ごすだけではなく、ミ

サにあずかり静かな気持ちで主の降誕のとき

を迎えましょう。降誕に向けて待降節の間に

準備した心に、イエス様が来られることを思

いながら主の降誕の日を、そして降誕節を過

ごしていきましょう。そうしていくことで、改め

てイエス様のことを強く心に刻むことができ

るでしょう。 

私たちは、日々の生活の忙しさの中でイエ

ス様のことを忘れてしまうことがあります。ま

た、困難な状況の中にあるときには、主の働

きに疑いを持つこともあるでしょう。しかし、

私たちがそのような状況にあっても、主は共

にいてくださいます。一日一日を丁寧に振り

返り、生活の中でどのように神さまが働いて

くださっているのか祈りのうちに確認してい

きましょう。この振り返り（意識の究明）を続け

ていくことで、神さまの働きやその意味を敏

感に感じられるようになっていきます。私たち

と共に歩んでくださる神さまの愛をいつも感

じながら、そして、その愛に倣う者としてふさ

わしく成長していくことができるように、主の

降誕の喜びを感じながら祈りを続けていきま

しょう。

 

クリスマス—人間となられた神を祝う日— 

       三宅仁孝神父 
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宣教司牧評議会からの報告
最近、ベトナムやフィリピンの若者たちが教会活動（清掃・結婚式・バザー等）の多くの場面に積

極的に関わってくださること、頼もしく思っています。多くの方のいろんな教会への関わりによって

幟町教会が成り立っていることに感謝の思いで一杯になります。 

私たちの目から見たら、どんなに小さなことでも、この行為がなかったら教会は成り立たない、神

様の目から見たら、本当に素晴らしい大切な行いなんだと感じます。 

今年のクリスマスは皆さまに感謝しつつ、心の準備をしたいと思います。 

一人ひとりが、やさしさのある言動を大切にしてつながり、『あたたかさのある教会』をめざして 

歩みたいと思います!! 

 

１．電気代値上がりに伴う対策（年間 364,000 値上

げのお知らせがありました） 

ご協力お願いいたします！！ 

・ 鐘の照明と外灯を２０時までに設定する。 

・ 聖堂・各会議室の暖房を 2０℃設定とする。 

（テプラで表示します） 

・ 教会の閉門電気消灯を 21 時厳守する。 

・ ミサ後不要な照明・暖房は早めに消す。 

（テプラで表示します） 

 

２.クリスマスミサについて 

☆新型コロナ感染防止のため 

・ 今年の 24 日 25 日クリスマスのミサの一般の

方の参加は全て非公開といたしました。ご理解

とご協力をお願い致します。 

☆信徒、求道者とその家族の方は【人数制限１８０名】

のため事前申込みが必要です。 

・  教 会 受 付 で 申 込 書 に 記 入 し て く だ さ い 。

（24/25 日どちらか 1 回とします） 

☆ミサの時間 

（クリスマスミサの時間帯が、今年は変わります） 

・ 12 月 24 日(土) 

   18：00 第１ミサ（グレゴリオ聖歌、日本語） 

20：00 第２ミサ（日本語） 

・ 12 月 25 日(日) 

  0：00 英語ミサ    ７:３０ 朝ミサ 

9：30 日中のミサ（日本語） 

１１:３０ ベトナム語ミサ １４:３０ 英語ミサ 

 

３．ハウス・オブ・ジョイの支援 

 親に見捨てられたフィリピンの子供たちの家 

（ハウス・オブ・ジョイ） 

写真と映像で笑顔を失った子供が、子供の家で多く

の子供たちと生活することで笑顔を取り戻したこと、

貧しくても希望をもって子供たちが兄弟としてお互

い助け合いながら成長している様子を報告してくだ

さいました。 

その後、教会学校の子供たちに手作り楽器で楽しい

演奏もしてくださいました。 

英語ミサと合わせて寄付することができました。 

皆さまご協力ありがとうございました。 

 

４，荻神父さまより 

（１）ミサ式次第について 

・ 新しいミサの式次第 11/27 のミサから実施します。 

・ 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  

（２）カトリック広島司教区・教区創立１００周年記念行

事実行委員会より 

・ 1２月４日（日）１６：００から大聖堂でチャリティーパイ

プオルガン演奏会に多くの方が来てくださいました。 

（３）幟町教会 「司教公式訪問 及び 堅信式」の日程変

更について、  

・ 司教さまのご都合で 2023 年 6 月 11 日(日)9 時

30 分からと、なりましたのでお知らせします。 

 

５.今後の主なスケジュール 

12/18 待降節黙想会（清水神父様） 

12/２４・２５ クリスマスミサ 

12/31 23:45 感謝の集い（引続き１/１（日）0:00 神

の母聖マリア・平和祈願ミサ） 

 

1/1   0:00（英語）、11:00 神の母聖マリア・平和祈

願ミサ,祝新成人のお祝い,受験生実力発揮祈願式

/14:30 新年英語ミサ 

1/8   教会学校３学期はじまり/馬小屋人形搬出/ 

リース撤去/FCCN 委員会 

1/14  10:00 子供ミサ、16:00 幹事会 

1/15  聖トマス小崎巡礼ミサ/クリスマス片づけ/ 

馬小屋解体撤去/教会学校/14:30 子ども英語ミサ 

1/22 クリスマス片づけ 

1/29 広島地区リーダ会 子どもミサ（祇園） 
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第２０回結婚感謝の集い 

 結婚感謝の集い」は世界平和記念聖堂

で挙式を挙げたカップルが毎年 11 月に

大聖堂に集まり結婚の誓いを新たにする

祈りの集いです。 

 誓いの言葉」をカップルがお互いに向

き合って手を取り見つめあって誓う様子

は微笑ましく映ります。 

集いの祈りの後は例年ですと手作りケー

キなどを食べながら昔話に花を咲かせま

す。 

ミニバザー 
 
 幟町教会のみなさま、ミニバザーご協力いただき、ありがとうございました。 

今年は、規模を縮小し、飲食なしで、行いました。良い天気に恵まれ、いろんな方のご協力

で 楽しいバザーになりました。 

 おかげさまで聖堂維持補修に 24 日 19９,９0１円の献金ができました。  

余剰品コーナー、青年たちの 100 周年グッズ、サラーム支援、光の園建築資金支援（銀

杏）、トラピストクッキーの売上も多くありました。フィリピン・ベトナムの方たちにも多くの

ものを買っていただき 協力していただきました。 

腹話術・三線の演奏・ケーム等楽しくできました。

本当にみなさまお疲れさまでした。優しさ・あたたか

さを感じるバザーでした。  

今後も、『ともに歩むあたたかさのある教会』を目

指してみなさまと 歩みたいと思います。今後もよろ

しくお願いいたします。 

聖体授与の臨時の奉仕者 

  

11 月 1 日に、新たに 4 名の方が 

任命されました。 
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編集後記 今年もあっという間に 12 月。昨年に続き、登録制ミ

サになります。まだまだ油断ならない新型コロナウイルス。自分、そし

て家族の健康を祈りながら、よいクリスマスを過ごせますように(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 

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） 

社会への 
チャレンジ平和 

「社会へのチャレンジ平

和（隣人との関係）」の取

り組みとして、社会部は

11 月 20 日（日）９時半

ミサ後、研修室①③で

「ベトナム技能実習生の

労働実態」の上映会と分

かち合いをしました。参

加された皆様と『あなた

の隣人とは…』について

一緒に考えました。 

善きサマリア人になら

い、助けの必要な人に目

を向け関心を持って自分

の隣人と良い関係を気づ

き、平和が実現できます

ように、と感じました。 

 社会部 YE 

信徒の作品展 

 信徒の作品展を 10 月 2 日～ 

21 日に行いました。 

死者の日の英語ミサ 

10 月 30 日、死者のための英語

ミサを行いました。 

フィリピングループで一か月前か

ら死者ミサの依頼の申込み用紙と献

金袋を配布しました。メンバーから

集めた献金で花とキャンドルを購入

し、聖堂に飾りました。 

死者の日のミサ当日には死者名を

記入したカードを飾られたパネルに

貼ってミサを捧げました。 

来年は日本の方も一緒にご参加く

ださい!! 

七五三 

11 月 2 日にミサの中で子供たちが七五三のお祝いをさ

れました。 

聖像補修 

待降節に入り、馬小屋の

設置も行われています。 

聖像の多くが傷ついてお

り、今年から O さんの手

により補修中です。数十

種類の塗料を混ぜ合わ

せ、特殊な筆を何種類も

駆使しながらの根気のい

る作業です。 


