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四旬節は回心の時。神様の方に心を向け直

すよう求められています。  

わたしが 20 代の頃、ゆるしの秘跡で神父

様から言われたことを折に触れ思い出します。

「神様があなたに望んでおられることは、あな

たがあくせく働くことではなく、神の愛と恵み

を受け取りながら、神と共に歩むこと、これで

ある。これを向こう 60 年間忘れないように！」 

当時私はシスターになっていましたが、慣れ

ない老人ホーム勤務で気を使い、自分に自

信もなく、心身共に疲れていました。仕事に

思い悩み、神様の愛と恵みを十分には受け

取れていなかったと思います。 

「神の愛と恵みを受け取りながら神と共に歩

む。」イエスさまが私に第一のこととして望ん

でおられるのはこれだと、二十数年たった今

でも感じています。今は若い頃よりはましに

なってきている気がします。悩みや心配はイ

エスさまに打ち明けて、委ねて、聖霊の導き

に信頼するようになりました。私を（みんなを）

無条件に愛してくださる神様と対話すること

を大切にしています。だから安らぎの内にい

ます。 

神様は私たち一人一人が神様に語りかける

のを、そして神様の声に耳を傾けるのを待っ

ておられます。なぜなら、神様は私たち皆をこ

の上なく愛しておられるからです。愛している

から、共に歩みたい、救いの喜び、生きる喜

びを味わわせたい、一緒に愛と奉仕を生きた

いと願ってくださるのです。 

ミカ書 6 章 6～7 節にはこう書かれていま

す。「人よ、何が善であり、主が何をお前に求

めておられるかは、お前に告げられている。

正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と

共に歩むこと、これである。」 

私たちを友と呼び、パートナーとして、共に

歩むことを望んでくださる神様に感謝します。

私たちが恵みによって、いつもあなたと共に

あり、少しずつでも教会に、世界に、あたたか

さを持ち寄っていけますように。

四旬節 
—神様が私に望んでおられることは何？— 

      シスター木村恭子（援助修道会） 
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宣教司牧評議会からの報告
強い寒波で、寒い日が続きますが、みなさまいかがお過ごしですか？ 

この数年のコロナ禍で人との繋がりも少し変化し、新しい手段でのコミュニケーション（ライン・メ

ール・zoom 等）が定着しました。遠くにいる家族や友人とビデオ通話で以前より頻繁に相手と会話で

きるようになりましたが、なんとなく寂しい気持ちになります。 

2 月 22 日灰の水曜日から四旬節が始まります、イエスさまの「やさしさのある愛」を感じつつ復活

祭に向け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 地区ブロック会のあり方について【ブロック会】 

コロナ禍でブロック会の各地区の繋がりが難しく

なっています。コロナ禍での新たな繋がる方法・活動

内容を具体化していきます。 

２ 宣教企画部と広報部の統合 

広報部は、単独の部として活動してきましたが、情

報共有の更なる円滑化を図るために、宣教企画部に

統合することが承認されました。 

３ レターボックスの対応等【ブロック会・事務】 

  コロナ禍で教会に来ることができなくなりレターボ

ックスが一杯になっています。みなさまに確認しつつ

対応していきます。それぞれ、レターボックスをご確

認・回収ください。 

ボックス不要な方は事務所にご連絡ください。 

４ 教区報の配布方法変更【事務】 

従来、教区報をレターボックスに入れていました

が、教区報をマリアホール入口に置かせて頂き、み

なさまに一部ずつ取っていただくようにしました。よ

ろしくお願いいたします。 

５ 新年度の「活動グループ」報告。申請書類提出 

2023 年度が始まります。対応お願いいたします。 

６ 救急箱の設置（周知） 

トイレ横のロッカー室に救急箱（体温計・血圧計・

酸素濃度計他）があります。必要な時はご活用くだ

さい。 

７ 中国ブロックカトリック高校生中国大会があります。 

今年度中３～高３対象です。申込は受付・中高校生

部屋にあります。 

日時： 3 月 28 日（火）15：00～/3 月 30 日 12：30 

場所：福山暁の星学院研修センター 

テーマ：「召命ってなに？～将来何をする？どう生きる？～」 

 ８ 地区宣教司牧評議会の報告 

「信徒の情報共有に関するアンケート」実施します。 

みなさまアンケートの協力をお願いします。 

 ９ 中央協働体・・広島中央協働体（呉・幟町・東広島・

翠町・向原） 

  情報交換しながら小教区運営をしていきます。 

10 高齢者とそのご家族のみなさま 

  ご家族からいろんなご質問を頂きます。何かご相

談がありましたら事務所にご連絡ください。（082－

221-0621） 

   （思いやり駐車場、ミサへの参加、ミサ中の音が

聞き取りにくい、主日のミサを自宅で、病者の塗油・

ゆるしの秘跡、冠婚葬祭など） 

１１ 今後の主なスケジュール 

2/1８（土）10:00～子どもミサ 

2/19 （日）平和アピール 1981 記念ミサ 9:30（司

式：白浜司教様）/教会学校 

2/22（水）灰の水曜日（大斎・小斎） 

7:00/10:00/19:00/四旬節の始まり 

2/24（金）10:00～、19:00～十字架の道（今後

は、下記参照ください） 

2/25（土）16:00～宣教司牧評議会/復活祭実

行委員会② 

2/2６（日）11:00～典礼部会/教会学校/16:30

～炊き出し・支援物資の提供（流川教会） 

３/5 （日）9:30 ミサ後四旬節黙想会（林神父）/

星野神学生助祭叙階式（廿日市） 

  教会清掃/教会学校/FCCN 典礼部会  

3/12 （日）マリア会定例会/教会学校卒業お祝

い・修了式/FCCN 委員会 

３/２１（火）伊藤助祭の司祭叙階式 

３/25（土）16:00～宣教司牧評議会/復活祭実

行委員会③ 

3/26（日）11:00～典礼部会/教会学校/炊き出

し・支援物資の提供（広島学院） 

※十字架の道行 2/2４、3/3、3/10、3/17、

3/24、3/31（10:00～、19:00～） 

１２ 【四旬節プログラム】 

 4/１ （土）10:00 枝の準備 （ご協力お願いします） 

4/２ （日） 9:30 受難の主日（枝の主日） 

 4/５ （水）14:00 聖香油ミサ（教区） 

 4/６ （木）19:00 聖木曜日 

 4/７ （金）19:00 聖金曜日 

 4/８ （土）19:00 復活の聖なる徹夜祭 

 4/９ （日） 9:30 復活の主日（祭日） 
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待降節黙想会 
 
12 月 18 日に待降節黙想会（清

水神父様）があり、約 50 人が参加

しました。 

ベトナムグループの旧正月 

1 月 22 日ベトナムの旧正月のお祝いをラ

サール会館で行いました。 

テー神父さまの挨拶のあと伝統的アオザイ

の服装の踊り、楽器演奏、ゲームなどで楽し

い時を過ごしました。 

広島地区子どもミサ 

1 月 29 日祇園教会で広島地区教会学校リーダ

ー会が子どもミサを企画してくださいました。信

仰継承（神さまに愛されているから～）をテーマ

に行われ、奉納物の準備もいろんな教会の子ども

たちでワイワイ。司教さまも子どもたちに親しく

接してくださり、温かさで満ちていました。 

Santo Nino（幼きイエス・キリストの集い） 

1 月 15 日、フィリピンの方の

家庭にある幼きイエスさまの

像を持ってこられ祭壇の前に

飾られ、サント・ニーニョをお祝

いしました。フィリピンの人々

のカトリック信仰の中心とも言

えるお祭りです。 

ミサの参加者は１２

２人で、フェイスブッ

クのポスターを見て

久しぶりに来られた

方もおられました。コ

ロナ前のように幟町

教会信徒みんなでお

祝いできる時が早く

来るといいですね。 

教会学校クリスマス会 

教会学校でクリスマス会をしました。 

お祈り、⭕❌クイズ(神父さまの解説付き）、スプーンレース、フル

ーツバスケットをしていたら、サンタさんが、プレゼントを持ってご訪

問。子どもも大人も青年も、みんな笑顔でメリークリスマス!！ 

成人のお祝い 

今年も、成人のお祝い

1 名と実力発揮２名の祈

願が行われました。 

馬小屋片付け 

1 月 15 日・22 日、施

設管理部の面々を中心

に、馬小屋とリースの片

付けをしました。近年は

ベトナムグループの若い

人たちも加わってくださ

り助かっています。 
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編集後記  
ウクライナへの侵攻が始まって１年になろうとし
ている。アフガニスタンは…ミャンマーは… 

日本でも貧困や暴力がニュースになるが、どれだけの人
が関心を持っているか。日常生活を送りながらも不条理
に思う。見えていないものを見ることの大切さを最近と
みに感じている。（ひ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  シスター 小野島照子（援助修道会） 

献堂から 1962 年 2 月までは、大祭壇と一

体化した十字架が掲げてありましたが、その後現

在のモザイク壁画「再臨のキリスト」が設置されま

した。（当時の西ドイツアデナウワー首相から寄

贈） 

原爆の惨状を共に受け止め、未来への希望を

与え続けておられる姿に思えます。 

第 2 バチカン公会議を経て「背面式」から「対

面式」ミサに変わる時代を先取りした記念的壁画

が、この聖堂を訪れる人に語りかけています。 

再臨のキリスト 

聖 堂 

案 内 

２ 

高齢者やそのご家族からの質問をＱ＆Ａ形

式で紹介していきます。 

 

古くなって処分したいロザリオや十字

架、マリア像などは どうしたらよいの

でしょうか。 ゴミに出すのは何となく

気が引けるのですが……。 

 

ゴミとして処分しても差し支えありませ

ん。 

 ただし、他の用途に使われるのを避けるため

にも、形が目立たないようにし、外から見えな

いようにして捨てるなどの配慮をした方がいい

でしょう。 

 信心用具や聖画像、さらには聖書などの霊的

書物や冊子などは、そのもの自体が礼拝の 対

象ではなく、あくまでそれらの道具を介して神

を礼拝するものですから、ゴミとして 処分して

もなんら差し支えはありません。 

 例えば、壊れたロザリオを捨てたとしても、そ

の中に神の霊が入っていたわけでも、 聖母マ

リアの魂が入っていたわけでもありません。 も

ちろん信仰を捨てたわけでもありませんから、

信仰的には何も問題になることはないのです。 

 

 

【幟町教会では】受付(082－221－0621）に

ご連絡、ご相談ください。 

  破損や汚れが著しいものは各自で処分して

下さい。使用可能なものは、バザー等で 必要

な方に購入して頂き、世界平和記念聖堂補修

費用にさせていただいています。 

信仰生活Ｑ＆Ａ 

Ｑ 

A 

受洗おめでとうございます 

 

12 月 25 日 

 

12 月 4 日 

 


