カトリック「平和旬間」に際して
大阪教区では、「平和旬間」を通じて、教会が志す平和の意味を理解し、教会が掲げる平和の教えを黙想し、聖霊に導かれて平
和を愛するものとなるよう、学び祈る努力から始めたいと思います。そして、草の根からの正しい理解と渇望に支えらえた平和運
動が、小教区から地区へ、地区から教区へ、そして全日本の教会へと盛り上がってゆくとき、私たちの平和運動は、過去を踏まえ
つつ、全人類の将来を展望するもの、地に足をつけ、しかも眼を天にそそぐものとなるでありましょう。
皆さん一人ひとりの捧げられる努力が、父なる神の祝福となりますように。
1986 年平和旬間 安田大司教メッセージより抜粋

～ 姫 路 地 区 ～
西ブロック（網干・たつの・飾磨・相生・赤穂）
８/12 (日) 10 時～ 場所：相生教会
テーマ「戦災孤児～もう一つの戦後史」
映画上映会 分かち合い ミサ 茶話会
☎0791-22-0087(相生)
姫路教会 8/12（日）10 時~12 時
テーマ：「カンボジアから考える平和 パートⅡ」
講師：春名昌哉神父
講話後 11：00～平和祈願ミサ ☎079-222-0043
仁豊野教会 8/5(日) 9 時~12 時
場所：聖フランシスコ修道女会聖堂及びヨゼフ館
平和祈願ミサ 講話「右近に学ぶ平和」祈りと実践
水団試食
☎079-264-0040(仁豊野) 開催済
佐用教会 8/11(土)
16 時半～17 時 15 分
テーマ「信徒の戦争体験談を聴き、
平和な世界という夢を分かち合う」
☎0790-82-4082
豊岡教会
7/29 (日)
12 時半～
テーマ「小さな PIECE(一人ひとり)の絆で
PEACE(平和)を創りあげよう」
平和旬間特別講話「憲法 9 条について」
開催済

～ 阪 神 地 区 ～
阪神地区全体 場所：夙川教会
8/12 (日) 18 時～20 時
平和祈願ミサと分かち合い 酒井俊弘補佐司教
☎0798-22-1649(夙川)
仁川教会 ８/12(日) ９時～
１部：講演会：10 時 20 分～11 時 50 分（聖堂）
テーマ：「排除 ZERO は可能だ！
―世界の現状、日本の現状―」
講演者：ビスカルド篤子さん（シナピス）
２部:分かち合いランチタイム 12 時～13 時
＊ビルマ難民の方が教えてくださったカレーを
一緒にいただきます。
☎0798-51-0176
武庫之荘教会 8/5(日)9 時半～ 平和祈願ミサ
テーマ「自由への道」
（ボート・ピープルの体験）
講話：武永英貴さん ☎06-6431-7029 開催済

東ブロック（加古川・西脇）
８/5(日) 9 時半~12 時半
場所:加古川教会
テーマ「私たちの共通の家(地球)に平和
～神の似姿に創造された人間の尊厳を～」
平和祈願ミサ ミサ後信徒会館にて
DVD 「 マ ザ ー テ レ サ の 遺 言 」 鑑 賞 グ ッ ズ 販 売 あ り
☎079-443-1707 (河野) 開催済

夙川ブロック(芦屋・夙川・甲子園）
8/4(土) 11 時～11 時半
1 部 平和への祈りのつどい
CCA(芦屋キリスト教協議会)主催
主司式：芦屋福音教会 沖胡一郎牧師
2 部 つどい終了後カトリック芦屋教会で
平和について分かち合い
☎0797-22-3982(芦屋) 開催済

～ 神 戸 地 区 ～
神戸地区全体 場所：神戸中央教会
8/4(土)13 時半～
テーマ「自分たちの差別を生む
様々な壁に気づき、それを取り除く」
プレゼンテーション： ハ・ティ・タン・ガさん
ふり返り、分かち合い、自身で気づいたことの
まとめを奉納 平和祈願ミサ
☎078-221-4682(神戸中央) 開催済

～大阪北地区～
北地区全体 場所：香里教会
8/11 (祝) 10 時～16 時
テーマ「私がつくる排除のない社会」
講演：ビスカルド篤子さん（シナピス）
平和祈願ミサ 前田万葉枢機卿司式
☎072-834-3800(香里)

～ 北 摂 地 区 ～
高槻教会 ８/19(日) 10 時半～12 時
テーマ「『改憲』ってどういうこと？」
～排除のない平和な世界をつくろう～
講演者：伊藤朝日太郎弁護士
☎072-675-1472

日生中央教会 8/5(日) 10 時～ 平和祈願ミサ
聖コルベ神父「無償の愛」に学ぶ
ミサ後 映画「コルベ神父の生涯」鑑賞
☎072-766-1519 開催済

豊中教会
8/12(日)９時～ 平和祈願ミサ
10 時～DVD「この子を残して」
永井隆についてレジュメ配布
☎06-6852-4110

箕面教会 予定変更
8/12 (日）9 時~平和祈願ミサ
9/16（日）10 時半～
「外国から日本に来られ、学び・働き・生活する
方の体験や感想に耳を傾けよう」ベトナムから
来られた 3 人の方に聞きます。
☎072-721-2734

池田教会 8/5(日）9 時~10 時半
「ひとつになろう－日本の生活で思うこと－」
平和祈願ミサ（フィリピンから来られた主任司祭の
ノノイ神父司式）
ミサのなかで池田教会に外国から来た方からご苦
労や困りごと、そしていかにして克服してきたかを
スピーチしていただく。
☎072-751-2400 開催済

千里ニュータウン教会
8/12(日) 11 時～平和祈願ミサ
8/19(日) 10 時～ミサ
11 時 20 分～12 時 40 分
お話：
「排除 ZERO！という目標に向けた輪につながろう」
茨木教会 8/12(日） 9 時～ 平和祈願ミサ
講師：ビスカルド篤子さん (シナピス)
テーマ：「失われている平和に目を向けて回復の
☎06-6832-1111
ために祈ろう」
※ 平和祈願ミサ 8 月 12 日(日) 11 時～
☎072-622-4442

～大阪南地区～
阿倍野教会 8/12(日) 10 時～ 平和祈願ミサ
～絶対にアカン!!!～ 広島巡礼報告
今年も、平和でなかった時代の傷跡を見つけ、現代社会
に潜んでいるゆがみを感じとりに若者たちが広島巡礼
に参加します。
その声に耳を傾け平和について考えてみます。
☎06-6621-6024
大阪田辺教会 8/12（日）9 時～
平和祈願ミサ
DVD「人身取引を見抜く目を～安全な移住のために～」
10 時 40 分～ 当教会所属ベトナム青年達との交流会
☎06-6692-2330
藤井寺教会 8/12（日） 9 時半～11 時
テーマ「ヒロシマから学ぶこと」 ビデオ鑑賞
平和祈願ミサ
☎072-955-4743

黙想

玉造ブロック(玉造・生野・日本橋)・なみはや教会合同
8/12(日)
12 時～
場所：大阪教区本部事務局１F
各 4 教会の外国人の方々によるスピーチ
スピーチリレー大会「異国から来た友人達からの手紙」
14 時～ 平和祈願ミサ
大阪カテドラル聖マリア大聖堂にて
☎06-6941-2332(玉造)
住之江教会 8/12(日)
9 時～12 時
テーマ「戦争の爪跡」 平和祈願ミサ
DVD「ドイツ国際平和村からの報告」鑑賞
☎06-6681-1895

～岸和田地区～
浜寺教会 ８/12(日)
11 時～13 時
平和祈願ミサ ブラジル・ベトナム信徒とともに
DVD「ひめゆり」鑑賞と分かちあい
各国の歴史を振り返り、これからの世界について
分かち合いましょう。
☎072-261-1563
岸和田教会 8/5(日)
９時半～
インターナショナルミサ
テーマ「日本の戦争の加害責任を知る」
講演：外国人信徒
日本人は被爆の体験があるため、被害者意識が強
いが、第二次世界大戦では加害者であったことを
忘れてはならない。 ☎072-437-3308 開催済
み
和泉教会 8/12(日） 8 時半～ 平和祈願ミサ
DVD「アニメで見る ひめゆり学徒隊」鑑賞
和泉教会信徒による戦争時の生活模様･体験談
おにぎりを皆で食べながら分かち合い
8 月 11 日（土）9 時半～13 時（昼食休憩あり）
DVD「カロルー教皇になった男」鑑賞
8 月 15 日（水）10 時半～11 時半
DVD「平和の巡礼者 ヨハネ・パウロⅡ世」鑑賞
☎0725-41-5768
岬教会 8/5(日)
8 時半~10 時半 平和祈願
ミサ DVD「ひめゆり」鑑賞
信徒による戦争体験のお話と分かち合い
☎072-482-3668(泉南) 開催済

堺教会 8/12（日） 10 時～12 時 40 分
映画「この世界の片隅に」鑑賞
映画鑑賞後に平和祈願ミサ 分かち合い
☎072-252-1498

布施教会 8/5 (日)
9 時半～
テーマ「自然を大事に、排除せず残していこう」
DVD「いのちの森 高江」鑑賞
11 時～ 平和祈願ミサ
☎06-6721-6214 開催済

泉北教会 8/12(日) 9 時半～
平和祈願ミサ
テーマ「混沌とする今、福音の教えから平和
憲法を守りましょう」
DVD「南スーダンの現実と 9 条改憲」鑑賞
分かち合い（制作：ジャーナリスト 西谷文
和さん）
☎072-292-3820

八尾教会 8/5 (日) 9 時～ 平和祈願ミサ
10 時 15 分～11 時
「貧困の中で生きる子供に平和と慈しみを
お与えください」
DVD「ゴミ捨て場の子供たち」鑑賞
☎072-999-1149 開催済

金剛教会 8/12 (日)
10 時～ 平和祈願ミサ
テーマ「太平洋戦争と私」 戦争体験談：渡辺國男さん
7/15(日) DVD「わすれない ふくしま」改訂版鑑賞
平和について思考を深めましょう。 開催済
☎0721-29-3120
橋本教会 8/5 (日)
９時半～ 平和祈願ミサ
泉北のキャンプの子どもたちとコラボ
こどもたちが川で集めた小石でロザリオを作り、
ともに平和の祈りをささげます。
☎0736-32-0596 開催済

泉南教会 8/5(日)
8 時半～ 平和祈願ミサ
DVD「ひめゆり」鑑賞
テーマ「戦争(太平洋戦争時の惨状をふりかえり、
平和であることのありがたさを視覚的に実感し、
積極的平和希求の一助に資する)」
水団体験 分かち合い
☎072-482-3668 開催済
紀の川教会 ８/12(日)
10 時半～13 時半
平和祈願ミサ（司式：留永神父） 食事
DVD アニメ「ひめゆり」鑑賞
鑑賞後、皆で分かち合い(感想発表等)
平和メッセージカードの作成
8/ 15(水)聖母被昇天のミサの中で短冊を奉納
☎0736-60-8712
貝塚教会 8/5(日) 9 時半～ 平和祈願ミサ
戦争体験者の話 青年による平和学習の発表。
☎072-422-5639 開催済
泉佐野教会 8/12(日) 9 時半～ 平和祈願ミサ
DVD アニメ「ひめゆり」鑑賞
「平和を求めて」 外国人排除・難民・障害者・
戦争の起源について証し平和な世界という夢い
っしょに考え、祈りましょう！
（8 時のミサはありません） ☎072-463-2971
熊取教会 8/5(日) 9 時半～ 平和祈願ミサ
マウロ・モラレッティ神父（聖ザベリオ宣教会）
の戦争体験談を聞く。
☎072-452-4680 開催済

枚岡教会 8/12(日)
ミサ後
テーマ「武器を持つことが身を守ること
になるのか」
DVD「人類の祈り 日本国憲法第九条—
今宗教者に問われていること」鑑賞
☎072-984-4831

～和歌山地区～
紀北ブロック
8/6(日)9 時～
広島原爆の記念 平和祈願ミサ(屋形町) 開催済
8/9(木) 9 時～
長崎原爆の記念 平和祈願ミサ（古屋）開催済
8/12（日）午前 各教会で平和祈願ミサ
12 時～子どもとともに平和を考える(海南)
13 時半～ブロックで平和を考える（屋形町）
平和の歌 映画「この世界の片隅に」鑑賞
8/15(水) 被昇天の聖マリア、平和の母
浦上四番崩れ・平和祈願ミサ
8 時 45 分(今福)10 時 15 分（屋形町）
15 時(海南)
19 時（古屋）
☎073-423-9797(今福)
073-425-1069(屋形町)
☎073-482-0896(海南)
☎073-453-9535 (古屋)
紀南ブロック(御坊・紀伊田辺・竜神・新宮・串本)
8/12(日) 各小教区で平和祈願ミサ
紀伊田辺
☎0739-22-0281
8/6(月)~15(水) 原爆展・田辺の戦跡
「海兵団と特攻基地」
8/12(日) 11 時～平和祈願ミサ
13 時～DVD 海軍反省会「やましき沈黙」鑑賞
14 時半~16 時 戦跡巡り 海兵団跡と特攻基地跡

詳細は、各小教区等に送られている案内冊子をご覧ください。お問い合わせはシナピスまで
☎06-6942-1789 e-mail sinapis@osaka.catholic.jp

