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2 月 5 日 日本 26 聖人殉教者記念日 

日本二十六聖人は、1597年 2月 5日（慶長元年 12月 19日）豊臣秀吉の命令によって長崎で

磔の刑に処された 26人のカトリック信者。日本でキリスト教の信仰を理由に最高権力者の指令

による処刑が行われたのはこれが初めてであった。この出来事を「二十六聖人の殉教」という

が、西洋諸国では「聖パウロ三木と仲間たち」とも呼ばれる。26人は後にカトリック教会によ

って聖人の列に加えられたため、彼らは「日本二十六聖人」と呼ばれることになった。 

カトリック典礼上の記念日は 2 月 5 日である（なお、西洋では 2 月 6 日）。長崎の西坂に 26

の十字架が立てられ、はりつけになった彼らは、最期までともに祈り、聖歌を歌いながら殉教

を遂げた。彼らの死は日本の教会の初穂となり、この地はキリシタンの巡礼地となった。 

聖トマス小崎 ：伊勢 ミカエル小崎の息子。11 歳のとき、京都の修

道院建立のため働く大工と親しくなり、キリストの教えを受けるよう

になる。マルチノ神父を手伝う信仰深い少年で、司祭になる希望を持

つ。母親にあてた手紙は感動的。殉教時の年齢 14歳。 

  

２月報(2021年) 萌  カトリック福山教会 

〒720-0808  福山市昭和町 7―26 
☎【084】923-0614  FAX【084】923-0615 
e-mail ：fuku-ch@ktd.biglobe.ne.jp 

福山教会活動テーマ： 

「喜びをもっていのちをもたらす福音を社会に伝えよう」 
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主任司祭より 

灰の水曜日が来る度、意外と多くの人に「大斎」と「小斎」についてたずねられます。言葉

の意味自体はお分かりの方が大半で、具体的に誰がどういつ大斎・小斎を守るのかという質問

がほとんどです。教会で大斎・小斎について話題となる時、特に第二バチカン公会議後、1966

年のパウロ 6 世による使徒憲章『Paenitemini』と 1983 年の新教会法の公布に伴ってその規定

に微妙な変化があることもあって、それぞれ自分が昔要理教育を受けた時の体験に基づいて「あ

あでもない、こうでもない」と話が迷走し、最終的に「わたしが求めるのは憐れみであって、

いけにえではない」というマタイによる福音書に引用されるホセアの預言の言葉や、共観福音

書全てに見られる「断食の問答」を持ち出して、形式的なものは重要ではなく「守らなくとも

問題ない」という結論に達することがよくあるようです。 

しかしいつも思うのですが、大斎・小斎というそれほど厳しくもない「断食」の規定を守る

ことと愛徳の業を実行することと、どちらが容易いのでしょうか。断食しなければ愛を実践で

きないなどということはありませんが、愛を実践する上で伴う困難を受け入れられる人は、大

斎・小斎など容易いことなのではないかと思います。また愛を実践しようと意志し、そのため

に努力したかどうかは、本人と神のみぞ知る良心の問題となることがほとんどです。何もしな

くとも、恐らく誰にも咎められることはありません。日頃よりも愛徳の業に励む機会になれば

幸いですが、その日何もせず意識することもないことに繋がったり、家庭での教育的な効果が

失われたりするのではないかと思うことがあります。 

灰の水曜日や聖金曜日に課される大斎・小斎は、「償いの日」の業としての側面を持ってい

ます。小さくとも困難や犠牲を乗り越えて愛徳を実行することは、確かに大斎・小斎といった

断食の規定を遵守すること以上に大切なことです。しかし大斎・小斎には私達が自らに課す償

いの意味がありますし、その僅かな苦しみを感じる時、自分の欲求の在り方や、それを制する

ことの難しさを意識することにもなります。 

なお色々言われてはいますが、実は今の日本でも灰の水曜日と聖金曜日には、大斎と小斎の

順守の義務があります。小斎を愛徳の業に代えることができるという規定も、元々年中の金曜

日についてであって、「大斎・小斎」の日の規定ではありません。もちろん妊娠中や子育て中

であったり、強度の肉体労働に従事する時や病気の時など、正当な理由があれば大斎・小斎の

義務は免除されます。ご自身の体も神様からの頂き物ですので、どうぞ健康はご大切に。 

しかし壮健な方であれば大斎の日に自ら進んで、一日断食をしてみてはいかがでしょうか？ 

※現在の大斎・小斎の規定 
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小斎… 誰が:満 14 歳以上。何を:肉食(鳥獣の肉)を控えること。いつ:年中の金曜日(ただし祭

日の場合はその限りでない。また日本では愛徳の業・信心業・制欲などに代えることが

できる)。灰の水曜日と聖金曜日については順守の義務がある。 

大斎… 誰が:満 18歳以上 60歳未満。何を:十分な量の食事を 1回だけとし、その他に朝夕の軽

食は許される。いつ:灰の水曜日と聖金曜日。 

 

LENT: A SEASON OF LOVE              ダン神父様 

Every year, we go through the season of Lent.  As far as we can remember, it always begins on a day 

like this: a Wednesday.  We call this Wednesday “Ash Wednesday”.The Season of Lent  starts on 

Ash Wednesday and ends on Holy Thursday before the evening mass of the Lord’s Supper. Lent 

is  a 40-day penitential season that leads to the remembrance of Christ's death on Good Friday 

and his resurrection on Easter. We begin the holy season of Lent by imposing ashes on our forehead 

as a sign not so much to remember that we are dust and unto dust we shall return as to signify our 

humble response to the Lord’s call to conversion of life.  After all, there is no use remembering that we 

are dust and that we will certainly return to dust someday were we not to turn away from sin and believe 

in the Gospel.  Our body decays but we are more than just our body. We are embodied spirits.  When 

breath is snatched away from us, our body returns to dust but our spirit lives on.  Don’t get it wrong 

though, we are not prisoners of our body. Rather, our body is made sacred by our baptismal 

consecration.  As our spirit longs for God, our body turn to Him. 

Valentine's Day is a very popular and much awaited feast of friends, lovers, and romantics. It is 

based on the feast of Saint Valentine, a Roman priest of the 3rd century who was killed for the 

faith. His crime was helping Christian couples receive the sacrament of matrimony. For helping 

couples get married, the Roman emperor had him beaten with clubs and stones and eventually 

beheaded. Ash Wednesday is a good day to reflect on love and what it really means. Ash 

Wednesday gives us a good occasion to dig more deeply into the meaning of love as much as to 

correct kindly our wrong notions of love. 

The real symbol of love is not Cupid with shooting arrow but Christ hanging on the cross 

declaring in that action at Calvary that "there is not greater love than to die for your beloved." 

The real day of love is Good Friday when evil attempted to kill Goodness Himself, but instead 

received the vengeance of forgiveness and mercy. The vengeance of God is mercy. The law is 

no longer retaliation but compassion. How is love expressed best? Love is best expressed by 

SACRIFICE. Love is best shown by suffering with your loved one or suffering instead of your 

loved one. Today as we begin the season of Lent, we are mandated by our Catholic tradition to 

https://www.rappler.com/environment/philippines-local-governments-juggle-covid-19-response-garbage-problem
https://www.rappler.com/environment/philippines-local-governments-juggle-covid-19-response-garbage-problem
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fast and abstain. Every person 14 years of age or older must abstain from meat and items made 

with meat on Ash Wednesday, Good Friday, and all the Fridays of Lent.  Every person between 

the age of 18 and 60 must fast on Ash Wednesday and Good Friday. Fasting and abstinence are 

acts of love. The food we do not eat or the meat we abstain from must be given to those who 

practically fast every day due to extreme poverty, enduring inhuman hunger. Fasting and 

abstinence are not exercises of will power. We eat less so the hungry can have more. We enjoy 

less so those who suffer may receive some comfort. 

Love is also best expressed by PRAYER. It is the joy of love to be present to the loved one; to 

sit by; to stand by; to eat with; to be with. Love is presence.  

What is prayer? Prayer is being in the presence of God. When we pray, God stays by us. When 

we pray, distances are narrowed. In prayer, we get united even if we are physically apart. Prayer 

brings us together. The Lenten season is time for more prayers of presence; not just reciting 

more prayers but praying in silence and solitude, welcoming the Lord and everybody, friends 

and enemies together, into our souls. 

Lastly, love is best shown by GIVING. Love is generous. Love gives without counting the cost. 

It has been said that you can give without loving but you cannot love without giving. It has also 

been said that "we must love until it hurts," but Ash Wednesday pushes us to heroism unto 

saying "love until it no longer hurts." Giving has become so much a part of you that you cannot 

live without giving. Let selfless giving become our second nature. Giving will not hurt anymore. 

 

1/24 ミカエルフェスタ         きょうどう 千種 

今年度のミカエルフェスタはコロナウイルスの影響もあり、出

展者が集まるのか、こんな時期の中開催することができるのかと

いう不安もありましたが、みなさまのご協力により何とか開催す

ることができました。改めてありがとうございます。今年度のミ

カエルフェスタについてご紹介、振り返っていきたいと思います。 

 

【今年度のミカエルフェスタの概略】 

① 飲食スペースなし、食べ物は持ち帰りのみ 

② 子ども向けのゲームコーナー・ビンゴゲームはなく展示

のみ 

③ 出店者希望を募り、出店したい人が出店する 
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【出店内容】 

①展 示： 福山市内巡礼紹介、福山教会過去の写真、旧福山

教会聖堂最後のミサ動画 

②食べ物： 尾道教会からのケーキ、田中さんのケーキ、フィリピ

ン料理、ベトナム料理、仁多米販売、福島の野菜 

③物品販売： ぬいぐるみの販売、パウロ書店 

※尾道教会から提供いただいたケーキは売り上げが 20,000円程度となり、ご厚意からすべて福

山教会へ献金としていただきました。尾道教会のみなさまありがとうございました。 

良かった点：ガスの準備やテントの設置、献品の整理、値付け、当日の調理など手間と時間が

かかっていたものがなくなり、出展者・企画側の負担が減り、これだったら手軽にできるねと

いう意見がありました。 

反省点：9時ミサ後からスタートし、11時ミサ後まで開催しましたが、9時ミサ後でほとんど

の商品が売り切れてしまい、11時ミサの皆様にはほとんど提供できるものがありませんでした。

物品を半分にわけるなどの工夫が必要でした。 

今年度のミカエルフェスタの売り上げは 64,820円となりました。すべて福山教会の献金とし

て提供いたしました。ご協力ありがとうございます。現在、コロナウイルスの影響から大変な

状況ではございますが、今回のミカエルフェスタが少しでも皆様の楽しみ、人と人の交わりに

少しでも貢献できていれば幸いです。 

     

聖体奉仕者の任命の発表と祝福がありました 

新 任… 野田茂生さん、田中美緒子さん、伊豆田ジョナさん 

再 任… 畠愛英さん、神原照子さん 

2年目… 藤井幸恵さん、中島知子さん 
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キリスト教一致祈祷集会がオンラインで開催されました 

今回、説教を担当して頂いたアライアンス教会の牧師さんを福山教会にお迎えし、他のプロテ

スタント教会の皆様はオンライン参加で「キリスト教一致祈祷週間」の冊子にそってお祈りをし

ました。オルガニストの田中さんが何曲か聖歌を弾いてくださり、オンラインでありながら祈り

の雰囲気が出て良かったです。祈祷会の後、それぞれの教会のことをお話し頂きましたが、どの

教会も密にならないように、感染しないように対策されながら日々努めておられるようでした。

今年はこんな状況でありながらも祈祷会を持つことが出来たことは良かったです。技術の発達と

時代の流れを感じながら参加させていただきました。 

 

南相馬便り㉔２０２1 年１月   援助マリア修道会南相馬修道院  北村令子 

 明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。2021 年新しい

年が明けました。今年も引き続きコロナと共に生きていくことになりそうですね。元旦のごミ

サは、神の母聖マリアの祭日で、全世界で平和のためのミサが捧げられました。この日の聖書

朗読のみことばをもって、新年のみなさまのための私の祈りといたします。 

   「主があなたを祝福し、あなたを守られるように。 

    主がみ顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。 

    主があなたにみ顔を向けて、あなたに平安を賜るように。」（民数記 6：24～26） 

こちらのお正月は今年はたいへん静かです。おそらく全国、全世界共通でしょうね!!歴史に

残る新年の迎え方を体験できるのも今、ここに生きている者の特権でしょう。そのように考え

れば、またものの見方も変わってくるのではないでしょうか？ 

 最近、幸田司教様がお説教の中でこんなことを話してくださいました。今の世界は、どこに

向かっていくのか、何をどのように変えていったらいいのか？どのように変えようにも、自分

一人が頑張ったところでどうにかなるものではないと、あきらめが先に立ちそうです。でもこ

のコロナを体験した私たちは、自分一人がどうしようが・・・とマスクや手洗い、密を避ける
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ことをおざなりにすればどうなるのか、たった一人の行動が多くの他人を苦しめ、一人の行動

が多くの他人を救うことを、コロナ禍の中で、私たちは学んだのです。ほんの小さなことが大

きなことに通じていることを。マザーテレサが『大海も一滴の水から・・・』と言われている

ように、ほんの小さな些細なことに愛を込めて行うことの大切さを。「愛のわざ」の歌にあるよ

うに。 

 コロナ禍の中でカリタス南相馬の活動は、1 年間ボランティアの受け入れができず、人との

接触を避けなければならないため、ボランティア活動も制限されて、戸別訪問もままならず、

私は何のためにここにいるのかと自問することが度々ありました。その度に、「共に住み、共に

生きてほしい」と地元の人たちに言われたことを思い出します。イエス様も神でありながら、

人と共に生きるために人となって降りてきてくださいました。“インマヌエル、われらと共にい

る神“なのです。共に生きることはこのイエスに倣うことなのですね。 

そして、10 月頃からコロナのために職を失った人たち、外国人労働者・技能実習生、ひとり親

家庭など生活困窮者への支援がカリタスでも始まりました。多くの方がこのための物資の支援

をしてくださっています。地元の農家さん達が、お米、大根、ブロッコリーなどの農産物を、

また福山暁の星小学校の保護者の方からも食品の支援をいただき、多くの方に配ることができ

ました。まだこの活動は続くようです。 

このような助け合いの心も、コロナのプラスの一面でしょうか。人と人のつながりが断たれ

るかと思う時、つながり、絆を確かめる出来事が生まれます。フランシスコ教皇様が 1 月 1 日

の「世界平和の日」のメッセージ「平和への道のりとしてのケアの文化」で「今日、はびこっ

ている無関心の文化、使い捨ての文化、対立の文化に打ち勝つためのケアの文化を…」と呼び

かけられます。 

このコロナから、人も自然もあらゆるも

のはつながり合っており、自分自身と人

の命を気遣い、自然とのかかわりを気遣

う文化を再構築していくことを学び、進

めていく年となりますように。 

もっともっとお伝えしたい事はあり

ますが、今回はここまでとします。  

←修道院 2階から撮った庭の雪景色 

福島県大雪警報の報道にもかかわら

ず、浜通りの小高はケーキの粉砂糖の程

度で済みました。ご安心ください。 
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２月・３月の行事予定 

２ 月 ３ 月 

2(火) 主の奉献 5(金) 性虐待被害者のための祈りと償いの日 

3(水) 福者ユスト高山右近殉教者 6(土) 四旬節黙想会 講師：猪口神父 

5(金) 日本 26聖人殉教者 7(日) 四旬節黙想会 講師：猪口神父 

7(日) 福山市内巡礼（浦上四番崩れ流配所） 17(木) 日本の信徒発見の聖母 

11(木) 世界病者の日 18(金) 聖園幼稚園卒園式 

13(土) 聖園幼稚園生活発表展 19(土) 聖ヨセフ 

17(水) 灰の水曜日  25(木) 神のおつげ 

22(月) 聖ペトロ使徒座 21(日) 侍者デビュー 

25(木) ヨハネ・パウロ二世来広記念ミサ 28(日) 受難の主日(枝の主日) 

 

 

 

 

 

 

 

今月 17日の灰の水曜日から四旬節が始まります。この四旬節中心を合わせて、 

新型コロナウイルス感染症が一日も早く収束しますように願いながら、ロザリオの祈りを唱え

ていきましょう…。                                  月報委員会より 


