
各部 主な活動 成 果 反省と課題 今後の目標

①典礼部
責任者：池田邦衣

①毎日曜日主日ミサの準備
②洗礼式の準備
③アドベント・クランツづくり
④主のご降誕の準備
⑤灰の水曜日の準備
⑥十字架の道行の祈り
⑦枝の主日の準備
⑧聖木曜日・聖金曜日・聖土曜日の準備
⑨復活祭の準備

特になし。（他の人から見ればス
ムーズに運んで当り前。そうでな
いと批判の対象。正直しんどいで
す。）

　ミサの回数が増えたため一人
当たりの負担が増えている。
　　クリスマス、聖週間など大き
な行事の際の準備の負担が大
きい。
　　日曜９時ミサ以外のミサ（外
国語など）の準備をしてくださる
方との連携。
　　（物のありか、片付け方など）

　新しいメンバーを増やしたい。（不
足している50代以下）
そのために、個人に負担がかかり
過ぎないように、活動内容を整理
し、できること、できないことの線引
きをはっきりしたい。

②オルガン部
責任者：田中美緒子

①フォークミサを除く主日ミサの伴奏
②依頼があった時の追悼ミサの伴奏
③冠婚葬祭の奏楽
④オルガン維持の為の基金のためにコー
ヒーショップ（月１回）
⑤オルガンの調律

・10月26，27日に年1回のｵﾙｶﾞﾝ
調律を実施。
・コーヒーショップはコロナ禍のた
め今年は実施しなかった。
・ベトナム語のミサでのパイプオ
ルガンはベトナム青年が弾くこと
になった。

・リードオルガンの今後の維持
管理、活用方法
・オルガニストの育成

・リードオルガンの今後に維持管理
活用方法
・オルガニストの育成

③広報部
責任者：冨田恵子

①浦上キリシタン福山流配研究会と共に福
山の歴史について知らせる。

広報として活動できていないの
がすべてであるが。マﾒｰﾙの活
用でたくさんの方に情報が届くよ
うになり、特に時間的に急なこ
と、早めに対応できているのが

月報委員会とも協力して、福山教会
や教区のことを知らせたり、掲示を
通し中央協議会の動きなども知らせ
ていきたい。

④育成部
（日曜学校）
責任者：藤井崇嗣

①街頭募金
②敬老会初聖体
③侍者錬成会
④クリスマス会
⑤卒業式

コロナ感染症のため、多くの行事
が中止となるなか、侍者錬成会と
クリスマス会を開催した。

今後のことも考え、ズームを利
用した新しい日曜学校を模索す
る必要がある。

ズームを利用して日曜学校の教室
を開催する。

（中学生会）
責任者：檀上小百合

①奇数月第一日曜日の典礼当番
②日曜学校と同じ日程でお昼までの活動
活動内容は中高生同士の仲を深めるため
の活動
簡単な要理
③日曜学校クリスマス会の手伝い
⓸街頭募金
⑤ミカエルフェスタや敬老の日等での活動

典礼当番をすることでミサを大切
にする心を育てることができた。ミ
サの後に少し集まって話をするこ
とで横のつながりを深めることが
できた。

全ての中学生へ声をかけること
ができなかった。
中学入学になるメンバーの把握
（日曜学校との連携）

参加への声掛けを継続していく。
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（高校生会）

（青年会）
責任者：

先唱者と朗読者が限定されるこ
とがないよう、幅広い声かけが
必要と考える。

壮年会＝「○○〇」といった壮年会独自
の活動ができれば良い。

（女性会）
責任者：藤井幸恵

①復活祭イースターエッグ販売
②教会敬老会女性会総連合広島研修会
③大掃除後のお茶の準備
④クリスマスパーティー→中止

①皆様協力的でとてもよかった。
収益は全て協会に寄付。
②敬老会→幼稚園ホールでの開
催なし

（壮年会）
責任者：今岡智明

①第2日曜日のミサの先唱と朗読 先唱と朗読を依頼する声かけで、
より分ちあいができた。

・先唱者、朗読者が限定されな
いよう幅広い声かけが必要。

「福山教会の壮年よ集まれ」の呼び
かけで１１月２３日（金）午後６時から
集いを持ちました。もう少し知り合う
ことにより、話し合うことにより福山
教会がより良い教会になっていく底
力に慣れたらよいと思う。

⑤福祉部
責任者：野田茂生

①[そらまめ子ども食堂]街頭募金
(2020.7.19)
② 東日本大震災被災者支援街頭募金福
島やさい畑(2021.314)
③ベトナム人労働者賃金、住環境問題支援
活動

恒例の街頭募金は、7月19日（日）地元の「そらまめ子ども食堂」を、3月14日（日）「福島やさい畑」を、そ
れぞれの送金先としておこないました。
　本年度は、新たに、ベトナム人の労働問題に取り組むことになりました。一人の女性信徒で縫製会社で
働く技能実習生の、賃金がきちんと支払われていないという疑義の申し入れを受けて、地域労働組合と
連携して取り組んだところ、賃金問題のみならず寮費も不当に高く支払わされていることがわかりました。
同じ職場で働くベトナム人技能実習生16名が集い、会社との交渉を重ねることで、会社は未払い賃金の
支払いと寮費の一部を払い戻しをするに到りました。
教区では、外国人信徒の増加もあり、「多文化共生」が強く求められるようになっています。その中で、こ
ういった労働問題に教会が真摯に取り組むことによって相互の信頼が涵養されていくものと考えます。
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⑥連帯部
責任者：グェンヴァン
ハイ

①ミサの準備（月２回教会・１回常石）
②教会の行事に参加・協力

・プロジェクターを使ってミサを準
備している。分かりやすいので生
活に力と喜びを与えるミサとなっ
ている。　　・教会委員会とのつな
がりが強められた。

・アルバイトや仕事の関係で疲
れすぎていたり、日曜日に毎週
ミサに参加できない人が多い。

・新しく来た外国人や研修生をどの
ように迎えるか、共に話し合ってい
きたい。
・ミサを更に充実させていく。

　

⑦地区会
責任者：大塚睦雄

①地区長会、地区会の開催
②毎週の掃除
③葬儀の準備等

地区を中心に教会を運営してきた従来
のやり方を見直す時期に来ている。今
地区として機能している部分を生かしな
がら、次の時代に繋げていけるようにし
ていくことが必要である。

⑧結婚講座
責任者：島村莞爾

①講座件数 講座は二人にとって大変役立つ中
身が準備されており、信者は結婚す
る場合は必ず受講されることを勧め

⑨冠婚葬祭
責任者：島村莞爾

⓵式リハーサルと当日の準備　オルガンと
式信仰
②式準備とオルガンや式進行

①結婚式　1件
②葬儀　12件

反省①結婚式件数自体減少し
ているかもしれないが教会関係
者は少なくとも教会で結婚式を
することを勧める。　　課題①教
会関係者は必ず教会で式をする
ことを勧める②家族葬が増加し

①結婚式だけは必ず教会で行うよう
「萌」等で呼びかける。　　・家族葬で
も、家族に了解をもらい、教会連絡
網で流すようにする。

⑩カナの会
責任者：賀来怜子

①二ヶ月に１回第４土曜日に広島地区の教
会にて例会（報告会）実施。出席
②幟町教会でカップリングパーティー実施
→コロナの中で今は中止です

・残念ですが申込者も少なく、カッ
プルが出来ない現状です。（例外
もあり今年は７０歳の男性の方の
入会があり少々とまどっていま

・カップリングパーティーは今後も続
けられたらと願いつつ祈りつつで
す。

⑪一粒会
責任者：星　緑

①会員の募集・増強
②献金収納

広島地区召命促進
委員会
責任者：星　緑

①広島地区召命祈りの集い
②広島教区召命合同祈りの集い（広島担
当）
③召命学校（旧予備神学校）への協力

地区会メンバーの高齢化で活動が難しくなってきたり、地区長のなり手がいない地
区が出てきたりなど、地区の機能が著しく低下してきている。葬儀の連絡がうまく
まわらない、葬儀を手伝う人を集めるのが難しい、掃除に人が集まらないという状
況になっている。そういう中で、今まで地区やブロックでやっていたミカエルフェスタ
を今年度は有志ですることにした。しかし、協力者の多くは、地区長や元地区長で
あり、ほぼ例年通りにすることができた。

今年度はコロナ禍のため、広島地区・教区とも召命祈りの集いはありませんでした。次年度もコロナ感染
が続くようであれば何か対策をとり、どうにか祈っていく方法を考えていこうと委員会で話し合った結果、
各小教区で同じ日、同じ時間に召命祈願ミサをしたら良いのではという流れになってきました。委員会の
皆さんと一緒に考えていくうちに、色々な対処法があることに気付かされたことは良かったと感じました。
また、2021年度は大内恭子さんがこの役を引受けて下さったので、若い方へのバトンタッチが出来たこと
を嬉しく思います。
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⑫事務部
責任者;星　緑

①洗礼台帳外各台帳の記入・管理、信者籍
台帳の記入・管理
②教会活動全般の事務・庶務・会計処理と
教区本部への報告、信徒総会に向けての
準備
③図書管理・週報の発行と書類印刷・案内
板運営に関する企画運営
④教会の郵便物の整理・行事予定版・部屋
施設使用管理・連絡・備品用品管理
⑤幼稚園との連携

・事務の引継ぎ準備ができた。
・事務室内の整理整頓

事務部内での連携→連絡ノート
を作成し連絡を取っている。
神父様との連携、
信徒の皆様への連絡のあり方

・報告・連絡・相談（ホウレンソウ）の
徹底
・経費節減（節電、紙の再利用）

⑬施設財務
管理部　藤井幸

恵

①毎週ミサ後、維持費・献金の集計
②毎月の出金の管理と教区本部への報告
③年度予算の立案と決算のとりまとめ
④教会自立のために必要な財務立案
⑤教会の施設・備品・用品等の購入、廃棄
及び更新について企画検討する

①司祭館屋上の防水工事
②司祭館ワックスがけ
③聖堂、玄関の照明LED化

⑭墓地管理部
責任者：大塚睦雄

①墓地ミサの開催（４月、７月、１０月）
②墓地のための献金依頼業務(年間維持
管理費)とその集計
③墓地周辺部（草刈・選定・側溝掃除等）
④墓地東側斜面の土留めのための擁壁工
事と側溝工事の完成
⑤墓地敷地内整備及び祭壇設置

今年度で大規模な改修工事をほ
ぼ終えることができた。
祭壇を設置することができた。

老齢化のため午前７時からの墓
地ミサが難しくなって来ているの
で、時間の検討が必要。

集中豪雨などで墓地に水がたまる
ことが多くなったので、水はけを良く
する工事をしていく。


