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心ゆくまで目を楽しませてくれた桜

にかわって、美しい新緑の季節となり

ました。4 月初めに着任して以来、あっ

という間に一ヶ月が過ぎ、復活節の喜

びの中で、細江教会の皆さまとのお付

き合いが日増しに広がり、深まって行

くことを嬉しく思っております。 

細江教会、彦島教会、それに天使幼

稚園と、それぞれ大きく重い使命をい

ただいたにも拘わらず、皆さまの温か

い心遣い、打ち解けた雰囲気、そして、

教会運営に対する積極的な姿勢のおか

げで、いつの間にか、下関の教会に引

き込まれ、ずっと以前からお世話にな

っているような気持にさせていただい

ております。 

まだまだ走り出したばかりで、すべ

ての務めが本格的になったときに、ど

のように対応できるか予想もつきませ

んが、日々、主の導きに信頼しつつ自

分なりの努力を重ねてまいる所存です。 

復活節の週日のミサでは、ヨハネの

福音が続けて朗読されています。ヨハ

ネの奥深い神学を通して、いただいて

いる信仰の恵みが一層深められてゆく

ことを感じます。他の多くの教会同様、

様々な課題を抱える小教区ですが、「福

音を伝える使命」という広島教区の今

年の目標が、わたしたちの生活を通し

ても、実現してゆくことができますよ

うお祈りいたしましょう。 

作道 宗三 神父 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ある日、私が修練期だったころ、黙

想の中でイエス様が海で歩くシーンを

想像していました。ですが、その想像

の中のイエス様の顔を見たとたん、自

分でびっくりしてしまいました。その

顔は、子供のとき、フィリピンで毎日

見ていた日本のアニメ「トンデラハウ

ス」に出てきたイエス様の顔だったの

です。このことで私はひどく動揺しま

した。「イエス様はアニメのキャラクタ

ーではないのだぞ」と自分に言い聞か

せましたが、結局そのときの祈りはど

こか無味乾燥になってしまいました。 

 

 先の黙想の時、私は動揺しながらも、

ただただアニメのようなイエス様の顔

を想像することしかできませんでした。

私はイエス様についての固定観念を捨

てる必要がありました。イエス様の顔

を一旦白紙にし、自分自身がもつ先入

観や固定観念を捨て、その意味で自分

を解放し、それを受け入れると今度は

逆にすぐに新しい命や神様の恵みを感

じることができました。 

 

 今回も、この新しい使命のために私

はフィリピンで主任司祭の経験があっ

ても小教区についての固定観念を捨て
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る必要があります。結論は保留にして

おいて、新しい目で、すべての物が新

たに見えるはずです。この半年のとき、

お互いに助けることによって、新しい

目で世界を見えることができますよう

に。 
 

Fr. Edward Joseph T. Magtoto, SJ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
*天使幼稚園の園児に、歌や体を使って楽し

く英語を教えているジョディ神父さま。 

 
 
 

地区だより Ⅱ 

 中央地区 

 ご復活とともに新年度を迎えもう 5

月になりました。何年振りかで地区長

という役をいただき、前のことはすっ

かり忘れていることを強く感じていま

す。 

 私たちの中央地区は、教会に近いこ

ともあり、活動のためにはとても恵ま

れていると日頃から感謝しています。 

 典礼奉仕・掃除当番・行事のお手伝

いなど、いつも皆で話し合いながら行

っています。小さなことでも喜びをも

っています。亡き母がいつも言ってい

た「神父さまの言葉を聞くとがんばら

ないと、という気持ちになる」という

単純なことばの中に、今思えば深い信

仰を感じます。 

 日常生活の中で、神さまのためにと

か、教会のためにとか大きく考えなく

ても、家族のため、友人のためと思え

ば神さまの力と恵みで何でもできる気

がします。中央地区は、昔からそんな

温かい雰囲気の場所です。 

 マザーテレサのことばに「わたしを

お使いください。」とありますが、いつ

もそのような心でいたいものです。 

 今年は白浜司教さまの公式訪問があ 

ります。私たちにとって喜びの時です。 

教会の建て替えも大切ですが、心を合

わせて少しづつ前に進みたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

永松 和子 

 

 

 

 

 

 

受洗おめでとう！ 3/31 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
＊百瀬神父さまと代母の林妙子さんに 

囲まれて、右からマリア竹本富子さんとフ

ランシスカ稲田鏡子さん。 

 

竹本さん、稲田さん 洗礼おめでと

うございます。 

 百瀬神父さまの入門講座に参加され

一生懸命に勉強されていましたので、

この受洗は私にとっても喜びの日とな

りました。 

 これから私も共に歩んで行けること

を嬉しく思います。そして、神様の愛

と恵みを感じられる日々となりますよ

うにお祈りしています。 

             林 妙子 



カトリック聖ペトロ教会                   2018 年  5 月号         

                                                                        

 

3 

結婚式 4/8（日） 

ダンボルニーノ＆エリザベッ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ご結婚おめでとうございます。 

お二人の上に神さまのお恵みが豊かに注

がれますように・・・お祈りします。 

 

 

 

ホームレスの方にお弁当を配布 

 月に２回、第２、第４の金曜日 夜

の 9 時半に海峡メッセ広場にて、お弁

当を配布します。１０名の方が来られ

ます。前回まで２名の女性がいました

が、なんとか生活保護の申請が出来た

ようで、今回はいませんでした。本当

に自立出来るかと心配になりますが、

この冬の寒さを堪え忍んでいただけに、

良かったと思います。男性ばかりにな

りましたが、若い人もいます。色々な

事情をかかえているものの、なにかの

きっかけで自立できるのではと思いま

すが、難しいようです。  

今日のお弁当で、後２週間は何を食

べるのでしょうか？山口から来られて

いる、お医者さんが、いつもたくさん

のインスタントの食べ物を持って来て

渡されています。 

北九州の抱撲館のスタッフも弁当、

薬や、衣類などを持ってきます。次回

２週間後にまた元気で会えますように

と願いながら、「またね！げんきでね」

と別れます。  

広場での配布後は下関駅周辺をパト

ロールして、解散です。１時間ぐらい

のことですが、下関にもまた抱撲館が

設置されると、病気をしたときなどに

相談できると思います。これからもお

弁当を待っている人がいるかぎり配布

の手伝いをしていきたいと思います。 

林 妙子 

 

◇路上生活者のお弁当作りに、お手伝

いをさせていただきました。 

 長府・細江・彦島教会からの有志の

ボランティアの方々と民間ボランティ

アグループと一緒に 100 名分のお弁当

を準備しました。  

 毎回手伝っておられる方も多く、皆

さん和やかな雰囲気の中で、口八丁手

八丁で、次々と美味しそうなおかずが

出来上がっていき盛り付けます。色と

りどりで、とてもきれいです。味も料

理店並みと評判が良いようです。 

 多くの人が集うのは豊かですね。 

皆さまの心に温かさを感じ、食べてく

ださる路上生活者の姿を思い浮かべな

がら、祈りのうちに作り、手伝った私

たちも心に温かさをいただき帰りまし

た。 

 このお弁当作りに多くの人々が手伝

って（材料の準備、作る人、後に配る

人・・・）できることに感謝します。 

 皆さんが、この路上生活者に心を留

め、それぞれの仕方で関わり、手伝っ

ていく輪が広がりますようにと願い祈

ります。 
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イエスの小さい姉妹会 マリア和子 

乙女峠祭 ５/３（木） 
＊津和野の街並みを乙女峠に向かって歩

む、細江教会の巡礼団。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 月 3 日、予想に反して津和野の町

は晴天に恵まれ乙女峠まつりを神さま

が祝福してくださっているようでした。

その中の一員として参列できましたこ

とを神さまに感謝いたします。 

 司教さまの言葉どおり殉教者の生き

方に学びながら、信仰の道を歩み続け

たいと思います。 

  

最近、報道にあるように世界各地で

武力テロがあり、多くの一般市民、時

に子どもたちが犠牲になっている現状

を見るにあたり、胸を締め付けられる

思いです。いかなる場合でも武力によ

っての平和はありえないと思います。 

明るい話題として、朝鮮半島の統一

への明るい兆しがあることです。最も

近い隣国である韓国、北朝鮮が真に和

解統一され、我が国とも友好関係が保

たれる日が一日も早く来ることを望む

ものです。それで、初めて拉致問題も

解決されると考えます。けっして圧力

と制裁ではなにも解決しません。 

殉教者の方々が神さまを信じ、けっ

して信仰を捨てなかった強い意志にな

らい、強い信仰心をもって隣人を愛す

ることに努め、真の世界平和のために

祈りたいと思います。 

大水 紀 

 

 

 

 

 
＊乙女峠の

聖堂は、殉教

者のために

祈りの場と

して、優しく

包み込むよ

うに、青空の

中にひっそりと見守っている。 

 

 

 

 

５月～６月の行事予定 

 

＊５月１４日（月） 

   近隣教区司祭ソフトボール大会 

＊５月１５日（火）１９：００ 

  みことばの分かち合い 

＊５月１６日（水）１９：００ 

  ザビエル上陸記念碑管理委員会 

＊５月２７日（日）１３：００～ 

  聖体奉仕者・堅信準備学習会 

 ＊６月１２日（火）１９：００ 

   下関協働体委員会 

 ＊６月１６日（土）１０：００ 

   山口島根地区「福音を伝える使

命」研修会（山口天使幼稚園） 

 ＊６月１６日（土）１３：３０ 

   結婚式 

 

 

 

喜びの日 

４月２９日（日） 

北野雄一郎さんのご子息、恵士さん   

が林尚志神父より、洗礼を受けまし 

た。 

聖母マリア、この幼子をお守りくだ
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さい。 


