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            〒750-0016 下関市細江町 1-9-15 

                     📞083-222-2294  📠083-222-0970 

広島教区テーマ；平和の使徒となろう 

チャレンジ新しい福音宣教 ～わたしをお使いください～ 

―家庭へのチャレンジー

終戦 70年の夏を迎えて 

 今年は終戦 70年の節目の年です。戦争が

どれほど破壊的で非人道的であり、平和が

どれほど貴重な宝であるかが、過去の悲惨

な戦争の体験をした人々によって語り継が

れています。けれども今の日本社会には、

過去から学ぶことを忘れて、あの過ちを再

び繰り返そうとするかのような機運が感じ

られます。 

 平和への願いをこめて、もう一度思い起

こしましょう。かつてヨハネ２３世が回勅

『地上の平和』で指摘されたように、「地上

の平和は神さまがお定めになった秩序が尊

重されなければ、達成されることも保障さ

れることもありません」。神さまは人間のも

っとも奥深いところに、この秩序を刻みつ

けられました。そして、私たち個人も政治

共同体も世界共同体も、この秩序によって

律せられなければ、決して真の平和を見い

だすことはできません。 

 戦後定められた私たちの憲法には、

宗教的な用語こそいっさい使われ

ていませんが、その根底にはヨハ

ネ２３世が述べられた秩序と共

通善の理念が流れています。し

かし、現政権による憲法解釈、

集団的自衛権の容認や軍備によ

る抑止力の考え方、いわゆる「積

極的な平和主義」と称するものは、

この理念に則っているでしょうか。 

 飽くことを知らない富と繁栄の追求、

利己的な経済至上主義、他者への猜疑心と

既得権の保持のための軍事力の増強などは、

平和への道に逆行するものと言わなければ

なりません。 

 もちろん福音の教えは、ただちに具体的

な社会状況において特定の政策を導きだす

わけではないでしょう。だからカトリック

教会内に、政治に対するさまざまな考え方

や立場を取る人々がいても当然でしょう。

しかし、一つのことははっきりしています。

神さまのお造りになった人間の尊厳が脅か

され、自然のいのちが破壊され、多くの人々

が差別され抑圧されているところで、私た

ちキリスト者はただ個人としての信仰や心

の平安だけを求めていて、社会や政治の問

題に目をつぶることはできません。 

 毎日のように、世界のあちこちで起こっ

ている戦争やテロのニュースを耳にして、

私たちは心の痛みを覚えるとともに、自分

がどれほど無力であるか、自分にできるこ

とがどれほど限られているか、を痛感させ

られます。しかし、このことも忘れないよ

うにしましょう。神の国をもたらすことが

できるのは、私たちではなく、神さ

まご自身にほかなりません。私

たちはただ自分の貧しい祈り

と働きを、神さまに使ってい

ただくために差しだすにすぎ

ません。 

 終戦の日は、ちょうど聖母

マリアの被昇天の祝日でもあ

ります。聖母がイエス・キリス

トの救いのわざの実りとして、ま

っさきに死の力から解放され、天に上

げられたことは、全被造物にとっての希望

のしるしです。それは、神さまが傷ついた

世界を必ず回復してくださる、という約束
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です。どのような状況の中でも落胆したり、

やる気をなくしたりせず、神さまの導きと

力を信じ、聖母の取りつぎによって、世界

の平和への祈りを新たにしましょう。  

百瀬 文晃 神父 

 

 

✶挿入画は「聖母の被昇天」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリーズ 地区だより   

 

家庭へのチャレンジ Ⅳ 

  山の田地区 

 主人が急逝して早 25年が過ぎました。 

幼少時、長崎で過ごした頃の思い出をよく話

していました。お祈りしながら歩いてて、電

柱にぶつかった事、おやつのせんべいを砕い

て、ご聖体ごっこして遊んだ事。 

未信者だった私はトーラ神父さまのご指

導の下、受洗いたしました。今のホールが聖

堂だった頃、結婚式を挙げました。 

今では家族全員が受洗できた事が、私の一番

の喜びです。神さまのお導きがあってこそと

感謝しています。 

おじいちゃんを写真でしか知らない孫た

ちも大きくなりました。今、教会への足が遠

のいていますが、何時でも何処でも神さまの

愛を身近に感じていてくれたらと願ってい

ます。 

佐伯 恵子 

 

 

 

  日曜学校サマーキャンプ 7/24 

 

 

 7月 24日（金） 

～25日（土） 

「みんながひとつになるように」というテー

マで下関ブロック日曜学校のお泊り会を行

いました。「ひこっとらんどマリンビーチ」

でのバーベキューと水遊びに、リーダー、保

護者合わせて約 50名の参加となりました。 

 海から帰って彦島教会でおやつを食べた

あと、日の出温泉で、銭湯体験。お風呂の中

では、おじさん、おばさんが、とても喜んで

くださったそうです。引率のリーダーは大変

だったみたいですが・・・。 

 夕食のあと、彦島教会で宝探しと花火をし

て休みました。 

海であれだけ遊んだから夜は早く寝てくれ

るかと思っていましたが、なかなかで・・・。 

 次の日は、朝食のあと、使った部屋もトイ

レも廊下も、とってもていねいにお掃除して

くれました。 

 聖堂の中では、静かにという約束もきちん

と守って、ミサも元気よく聖歌を歌って、お

祈りを奉納しました。 

 炎天下のなかでの彦島教会のおじ様方の

奉仕とても感謝です。 

皆さまの奉仕、寄付、お祈りのおかげて無

事お泊り会を終えることができました。あり

がとうございます。 

日曜学校リーダー    

真浦 美千代 

 

✶参加した子どもたち 

の制作による作品。「世

界の子どもたちの平和

や誰かの役に立ちたい」

と願う。 

 

  社会教説宿泊

研修会 7/18～19 
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第 16回社会教説学習会報告 

林裕子さんから、報告の原稿をということ

で以下に、信徒の神学で紹介があった青野太

潮先生から、主観的なことが客観的である、

というようなことを聞いた記憶がありますの

で、主観的に記します。 

 私の最大関心事は、子どもたちの幸せ、子

どもたちの人権であり、それを念頭に置いて

出席させて頂きました。 

 講師として出席されたシスター山本の問い

かけに対する、私の答えはまさに、「子どもた

ちの幸せ、子どもたちの人権」でありました。 

 ドロテー・ゼレという神学者によって、「宗

教的視点からすれば、抵抗しない人は神に対

して間違って生きているのである。抵抗しな

い人は愛も希望も信じていないのである」と

抵抗することを学んでいる私に、同じく講師

として出席された長府教会の原田さんは何に

抵抗しなければならないかを教えて下さいま

した。日本会議、歴史修正主義者、靖国神社

の歴史認識、神道政治連盟国会議員懇談会、

安倍首相の主張、等々によって。 

 一日目の林神父のお話の中で、「インターナ

ショナル（国際）でなくインターピープル（民

際）」は我が意を得たりでした。人と人のつな

がりでこそ抵抗は実を結ぶのだと確認できま

した。尚、キリスト者として日本会議等の作

戦を知るようにとの言葉は私に逆らって届い

て来ました。 

 二日目のお話の中では、「叫びを代弁して叫

んでいるか」という言葉がまた逆らって届き

ました。私にとりましては、子どもたちの叫

びを代弁して叫んでいるか、ということであ

り、まだまだ不十分だと自覚しているからで

す。林神父にも私たちに逆らって届く言葉を

語り続けて頂きたいと願っています。 

司教団メッセージの、「戦後 70 年、第二バ

チカン公会議閉幕 50年に当たり、平和を求め、

平和のために働く決意を新たにしましょう」

は抵抗の勧めだと認識したことを記して、報

告を終わらせて頂きます。 

三村隆治 

 

 

        P O E M  

絵 筆 

   

薄暗い光の中に 

大きな絵画をみつめていた 

幼子イエスのまあるい手と 

聖母のやさしい眼差しを・・・ 

・・・私の耳に筆の音 

時を超えて・・・ 

カサカサ、シュッシュッ と 

キャンバスを走る画家の指・ 

そして鼓動 

時を超えて・・・ 

          

         91年作・幸枝 

 

✶本町地区の藤本幸枝さんの作品。 

 

 

8 月の典礼と行事  

 

☆７月３１日（金）～8月 7日（金） 

       上智大学 ＳＴＰ開催 

（サマー・ティーチング・プログラム） 

☆ ２日（日） ７：００墓地清掃と祈り 

１７：００ 「平和のために

祈る」集い （ザビエル上陸記念碑前）  

☆ ８日（土）１０：００ 
       合同慰霊祭（長府教会） 

☆１３日（木）海峡花火見学会 

（労働教育センター） 

☆１５日（土）１１：００聖母の被昇天 

☆２２日（土）馬関祭 

☆３１日（月）1３：００ 

奉献生活の年の講演会 

      （山口天使幼稚園ホール） 

講師；菅原神父（イエズス会） 

 

 キリスト教入門講座のご案内 
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2015 年秋・・・ 

聖書とキリスト教 

の基礎知識を初歩  

から学びます 

だれでも、いつでも参加できます 

 日時；10：30～12：00（土） 

９/１２、２６ 10/3、24 

１１/７、１４、２１、２８ 

 １２/５、１９ 

 講師；百瀬文晃 参加費；無料 

 

 

 

   行 事 案 内 

 

 

～戦後 70 年を祈念して～ 

 

祈りは世界の人々の 

心を動かします。 

平和の願いが響くように・・・ 

みんなで平和をつくろう！ 

 

  日時✶８月２日（日）１７：００ 

  会場✶唐戸  

フランシスコザビエル上陸記念碑 

✶雨天時は細江教会聖堂 

  （問い合わせ；083-222-2294へ） 

 

 

 

細江カトリック教会ホームページ 

新たに、ホームページができました。 

検索してくださいね。 

 http://hosoechurch.sakura.ne.jp

 

 

 天 使 幼 稚 園 だより 

☆ 夕涼み会 7/18（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✶園長先生の太鼓で園児の踊りの輪。 

  

 

 

 

 

 

 

✶読み聞かせサークルの保護者による 

楽しい人形劇に園の先生方も大奮闘！。 

 

        ✶それを温かく見守る 

         百瀬園長。 

 

 

☆ お泊り会 7/21（火）～22（水） 

  ✶雨でキャンプ 

ファイアーがで  

きなくて、屋内 

でキャンドルサ 

ービスをしまし 

た。 

 

 

 

 

 

 

✶よい羊飼い・・偽オオカミさんの名演技

で、こひつじの子どもたちは怖くて・・。 

http://hosoechurch.sakura.ne.jp/

