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キリスト者として生きる 

――人々の中で、教会の中で 

 

梅雨も半ばを過ぎ、夏の到来を思わ

せる暑い日が巡ってきました。教会の

暦も、復活節が終わり、年間の季節に

入ってすでに 数週間が過ぎようとし

ています。６月は、これといった行事

のない月ですが、自分にとっては、か

なり重たい月でした。 

一つは、７月の白

浜司教様の公式訪

問に向けて、「堅

信・聖体授与の臨時

の奉仕者・司祭不在

のときの主日の集

会祭儀司会者」のた

めの準備講座を毎

週日曜日の午後に

開くことでした。彦

島教会、また長府教

会の方も交えて、合計２０数名の方々

が詰めかけてくださいました。信仰箇

条を中心に信じるということについて、

イエスのなさったみ業について、イエ

スの語られた言葉について、そして、

キリスト者としての生き方という観点

から、社会に目を向けること、同時に、

祈りを中心に教会の典礼・秘跡につい

て学びました。当然のことながら、教

会の刷新に大きな影響を与えた第二バ

チカン公会議のこと、フランシスコ教

皇のことにも触れました。 

今年は、「福音を伝える使命」が広島

教区のテーマになっていますが、その

ためにも、まずは、自分の信仰を固め

ること、今生きている社会に目を向け

ること、そして、教会の今までの歩み

を知ることによって信仰を確かなもの

にすることができたらと思います。司

教様から、新たな任命を受け、堅信の

秘跡に与る方たちとともに、いただい

た信仰の恵みをより生き生きとしたも

のにできるようこれからも努めてまい

りましょう。 

５月の半ばからの一月は、わたした

ちイエズス会員にとってつらい日々で

した。４人の会員が相次いで天に召さ

れたからです。そ

のうちの一人は、

２００６年から３

年間細江教会の担

当をされた小崎神

父様です。７月６

日に感謝の心で追

悼ミサを捧げます。

その他の神父様は、

細江教会主任の任

命を受けておられ

た佐々木神父様を含め、自分より若い

神父様方ばかりです。日本の教会のた

めに生涯を捧げられた神父様方のご冥

福をお祈りしましょう。 

７月１日は、日曜日のため記念され

ませんが、福者ペトロ岐部と１８７人

の殉教者の祝日、７月３１日は、ロヨ

ラの聖イグナチオの祝日です。こうし

た偉大な先輩たちの記念日に挟まれた

７月、特に、司教様の公式訪問を通し

て細江教会があらたな力を与えられ、

主を証しする共同体となりますようお

祈りいたしましょう。 

                       

作道 宗三 神父 
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地区だより Ⅲ 

 

 

 

 

 

雨の日が続くと、リントホルスト神

父さまのことを思い出します。 

「神父さま、今日も雨です。」と私が言

うと、「めぐみの雨です。」と言われま

した。私は雨でも自転車に乗って教会

に来れることを、いつも感謝していま

す。 

私にとってミサは元気の源です。 

イエスさまをいただくと、本当に自分

が神さまに導かれ守られていると思い

ます。 

 私は新地筋川地区に属しています。 

私たちは二ヶ月に一回地区会を開き、

出席者は十人前後です。お祈りで始ま

り、皆で一緒に本日の聖書を朗読し、

宣教司牧評議会議事録について話し合

っています。みなさんは、何事にも喜

んで協力してくださいます。 

いたらない私ですが神さまに助けら

れて地区のみなさんと一緒に自分たち

の信仰を深めていきたいと思います。 

神に感謝！ 

大水 三代 

 

 

 

 

西日本ソフトボール大会 5/14（月） 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

好天に恵まれて、広島教区及び近隣

教区の司祭・修道者のソフトボール大

会が彦島運動公園で開催されました。

約 80名が参加されましたが、下関協働

体信徒のボランティアも審判やテント

張り、お弁当手配、飲み物の準備等で

協力しました。 

強豪メンバーの長崎チームが圧勝し

ましたが、大活躍の白浜司教さまや徳

山教会の柴田神父さまを初めとする、

色々な神父さまの活躍に一喜一憂しな

がら応援しました。皆さまの一生懸命

プレーをする姿、子どものように楽し

んでいらっしゃる姿を拝見し、日頃の

司牧の大変さをここで発散させて、こ

の先も長～く健康でいて欲しいと、切

に望みました。 

閉会の時に、「ボランティアの信徒の

皆さま、お疲れさまでした。ありがと

うございました。」と、白浜司教様から

の優しい労いのお言葉をいただきまし

た。 
＊広島チームのキャッチャー背番号 30白浜司

教。素早い動作で、相手チームを追い込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊この時は既に決断されていたのですね。枢機

卿になられた前田万葉大司教。この日もっと

お話をしておけば良かった。残念！！  

  

 

 

 

 

 
 

                ＊中井神父の勇姿。 
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熊本県 西原村支援 6/10（日） 

 熊本の西原村も被害に遭われた小さ

な農村です。人口の半分以上は、高齢

者です。その西原村の高齢者ための支

援として、地元の田植えのボランティ

アに出かけました。 

 福岡教区の司祭、地元熊本の信徒の

メンバー、カトリック女性の会が中心

となって、昨年から始まった支援の一

つです。そして、収穫したお米を販売

して、高齢者の支援へとつなげていき

ます。 

 この日、彦島教会のメンバーに加わ

り、100 食分の昼食作りの手伝いをし

た後は、現場の田んぼへ。田植えには

若者たちやファミリー（小さい子ども

連れ）の参加も多く感心させられまし

た。いざ細江教会信徒の男性は、事前

に田植え用の長靴を準備し、やる気

満々の出で立ちでしたが、出番なく見

学に。でも、ここで作った熊本のお米

と水で美味しさが重なった「おにぎり

は最高！」と大満足の様子でした。 

いつも現場に来て、私たちにできる

ことは何か？と、あらためて思います。

毎月、支援に携わっている彦島教会メ

ンバーにも頭が下がります。活動を揺

り動かしているものは何か？理屈では

なく、素直に静かに・・・それは、き

っと神さまへの奉仕なのだと、それで

導かれているのだと。私も何事に対し

ても神さまから頂いた賜物を、少しず

つでもお返ししていきたい。 

近藤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚式 6/17（土） 

 酒井亨輔さん

と下田あゆみさ

んの結婚式が聖

堂で行われまし

た。 

白無垢の初々

しい、花嫁さん

の姿がとてもか

わいく、小さな

アクシデントが

ありましたが、それを帳消しするオル

ガニスト、聖歌隊、皆さまの温かい奉

仕に感謝。 

お二人に幸多かれと祈る！ 

 

心の泉について 

 福岡に居た時、黙想会の話を聞きま

した。数日間を黙して過すというので

す。参加したいと思いました。「サダナ

黙想」に誘って頂いた時、神さまは私

の願いをご存知だったと感謝しました。 

そこで黙想・分かち合いの経験をさせ

て頂きました。醜い自分の姿を知り、

うなじを垂れる他ありませんでした。

しかしその場はあたたかく私を責めま

せんでした。居てもいいんだよ、生き

ていていいんだよ・・・癒されました。

この経験により心の泉に誘って頂いた

時自然に参加することができたと思い

ます。 

 心の泉はアントニー・デ・メロ著「心

の泉」をテキストにして黙想・分かち

合いの時を持つ集会です。 

黙想では―目を閉じ聞こえてくる

音に耳を澄ませましょう―と促され、

聞くことに集中します。様々な思いが

出てきますが、聞くことに意識を持っ

ていきます。繰り返しているうちに少

しずつ心が静まっていくのを感じます。 

分かち合いではテキストを読み合っ

て感じたこと、考えたことを参加者が

それぞれ話をします。この時大切なこ
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とは聴くことで、心を注いで聴いてい

るうちに、見たくない自分の姿に向き

合わされたりしますが、神さまからの

生きてていいんだという思いに包まれ、

生きる力を与えられる場でもありまし

た。 

仕事で参加できない今も、毎回のテ

キストを頂くので、読むことができま

すし、共に心の泉の場を分かち合った

方々と交わす言葉によって恵みに与る

こともでき、感謝しています。参加出

来る日を心待ちにしています。 

            三村きみえ 

みことばの分かち合いについて 

 神の計画において、人間のコミュニ

ケーションは、交わりのうちに生きる

ために欠かせない手段です。（第 52 回

「世界広報の日」教皇メッセージから） 

 私たちは、聖徒の交わり、日常の生

活の中で、みことばの語句によって自

分自身の体験や思い、また試練をキリ

ストとともに分かち合っています。 

 ２人また３人がわたしの名によって

集まるところには、わたしもその中に

いるのである。（マタイ 19-20） 

 当方、多忙な生活の中、神の心を忘

れている日常だが、会を通して励まさ

れ果たすべき言葉を机上に記し、心に

刻印して聖霊と共にあれば、「苦難の時、

試練の時、また咄嗟の時、失念の多い

ことながら、キリストの愛を知り希望

をいただく喜びがある。」生活の中に常

にみことばを生きる習慣をつけていき

たいものです。 

            江原彰一 
 お誘い 

 主において常に喜びなさい。重ねて言い

ます。喜びなさい。（フィリピ 4-4） 

キリストとともに生きる私たちが、それ

ぞれの生活の中での喜びを分かち合いま

せんか、1度でも 2度でも結構です。 

毎月第 3火曜日、19：00～20：00 

信徒会館 2F講話室 

天使幼稚園園庭周辺清掃 6/23（土） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊信徒 17名、園庭周辺の樹と草をきれいにす

る。汗汗汗・・・だけと、何故か気持ちがいい。 

皆さまの働きが、無償の愛と福音の実践だと思

います。 

 

 

 

お知らせ 

◇追悼ミサ◇ 

7月 6日（金）11：00 

グレゴリオ小崎次郎神父さまの追悼 
＊この教会で司牧された神父さまのため

に、お祈りしましょう。 

 

◇社会教説宿泊研修会◇ 

７月１４日（土）13：00～１５日（日）

13：00 場所：労働教育センター 

「平和を求めて、これを追い求めよ」 

 

◇司教公式訪問◇ 

７月２２日（日）11：00 

＊堅信式と聖体奉仕者任命式、ミサ後 

 司教さまと懇親会 

 

◇教会学校お泊り会◇ 

7月２２日（日）14：00～23日（月） 

14：00 

場所：海の星幼稚園（長府） 

小学生のみんな、集まれ！！ 

 

 


