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神父と鷹村さん、汐見さん、外野さん・・・
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　基礎工事のために掘削を行っているところ。

このころは、まだ、人力で掘っていた。

　　※岩国教会　風呂井さん提供
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　■お知らせ

　献堂５０周年記念荘厳ミサ

世界平和記念聖堂が８月６日に献堂５０周年を迎

えました。教区長である三末司教は、昨年の平和旬

間における司教メッセージにおいて、広島教区民が

こころを一つにして、ドイツ人宣教師フーゴ・ラッ

サール（愛宮　真備）神父の聖堂建設に込められた

平和への願いを思い起こし、神の恵みと慈しみの内

に「平和と祈り」の一年とするよう呼びかけられま

した。世界平和記念聖堂献堂 50 周年の記念日に当た

り、「平和の福音」であるキリストの福音を告げ知

らせる喜びと感謝の内に、献堂記念ミサを皆様とと

もに捧げる運びとなりました。ローマ教皇庁大使の

ｴﾑﾌﾞﾛｰｽﾞ･ﾃﾞ･ﾊﾟｵﾘ大司教、大阪教区の池長大司教な

ど国内の司教、姉妹教区である釜山、インファンタ

両教区の司教をお招きし、また、平和行事で巡礼に

来られる全国の人々とともに、献堂５０周年記念荘

厳ミサを捧げたいと思います。ご参列下さい。

■ところ：世界平和記念聖堂

　　　　（広島教区司教座聖堂）

　　　　住所：広島市中区幟町 4-42

■とき：８月５日（木）午後７時 30 分より

（なお、７時１５分より「献堂の歩み」をスライ

ド映写します。）

■司式：広島司教　三末　篤實

■問い合わせ：カトリック広島司教区

世界平和記念聖堂献堂５０周年実行委員会

（電話： 082-221-6017）

　2004 年平和行事の案内

日本カトリック平和旬間に当たり、広島教区では

毎年８月６日を中心に「平和行事」を開催していま

す。本年は、広島教区司教座聖堂である世界平和記

念聖堂の献堂５０周年の記念の日に当たり、聖堂建

設の目的を再認識しつつ、戦争の愚かしさと平和の

実相を学び、平和の使徒としての自分たちの生活を

見つめ直すために、平和行事の参加を呼びかけてい

ます。一人一人が平和を思い、行動するきっかけに

したいと思います。是非ともご参加ください。

≪広島教区　　平和行事プログラム≫

　8 月 5 日（木）

●「献堂５０周年の歩み展」（写真展）

　　広島カトリック会館　１階（多目的ホール）

※村野・ラッサール神父の対談ビデオの映写

○ピースウォーク（13：30～17：00）

　　広島カトリック会館前集合

○被爆者証言（14：00～15：30）

　　マリアホール

○碑めぐり（14：00～17：00）

　　広島カトリック会館前集合

○世界平和記念聖堂見学（14：00～16：00）

　　世界平和記念聖堂前集合

○祈りのつどい（18：00～18：15）

　　平和記念公園原爆供養塔前

　　（※17：45 までに原爆供養塔前集合）

○平和の祈り（18：00～19：00）

　　世界平和記念聖堂（地下聖堂）

　　（※祈りのつどいに参加出来ない人のために。）

○平和行進（18：20～19：00）

　　原爆供養塔前～世界平和記念聖堂

◎「献堂の歩み」スライド（19：15～19：30）

　　世界平和記念聖堂《再掲》

◎献堂５０周年記念荘厳ミサ（19：30～20：45）

　　世界平和記念聖堂《再掲》

○ 歌による平和の祈り（21：00～22：00）

　　世界平和記念聖堂

　8 月 6 日（金）　・・・広島原爆記念の日

○諸宗教祈りのつどい（6：15～　）

　　平和記念公園原爆供養塔前

◎広島原爆犠牲者追悼ミサ（8：00～9：00）

　　司式：ローマ教皇庁大使（予定）

　　世界平和記念聖堂

　8 月 9 日（月）　・・・ながさき平和の日

◎長崎原爆犠牲者追悼ミサ（11：00～12：00）

　　世界平和記念聖堂

　第２回平和学習会の開催

広島大学平和科学センター篠田英朗さんの講演会

を９月５日（日）午前 10 時 30 分から開催します。

詳しくは、平和活動部会まで（電話 082-221-6017）
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＜聖堂建設の歴史シリーズ＞

1954 年 8 月 6 日、ヒロシマが九度目の悲しみの日

を迎えたその日、世界中の人々の平和への希求の結

晶である「世界平和記念聖堂」の献堂式が挙行され

た。諸般の事情で予定より 1 年 8 ケ月も遅れはした

ものの、待ちに待ったこの日を迎えるために昼夜を

問わず献身的に働き続けた関係者たちの働き振りが、

当時の記録の端々に伺える。

献堂式に関連した記念行事も 7 月 30 日から 8 月 8

日まで連日行なわれ、教会関係者はもとより、広島

市民、ひいては平和を願う全ての人々の熱い期待の

うちに、この記念聖堂が献堂されたことが知られる。

献堂式当日は晴天に恵まれ、聖別式は早朝の 6 時

から、聖堂前に参集した多くの参列者と共に荘厳な

うちに始められた。

日本における宣教 400 年の歴史の中で、神の愛の

証しである教会堂は、数々の変遷を繰り返してきた。

広島の教会も同じような宣教の歴史を受けている。

1605年に建てられた教会堂も政情の不安定さから10

年と存立し得ず、1903 年に献堂された教会堂もー発

の原爆によって焼失した。

献堂の喜びを迎える人々の胸の内には、この記念

聖堂がいつまでも存立することの出来る平和な世界

への希求が満ちあふれていた。

　＝新聖堂の聖別式＝

聖堂の荘厳な献堂式はカトリック教会に於て行わ

れる最も盛大な式典の一つであり、数世紀にわたる

伝統に基づくもので、司教司式の下にのみ挙行され

るのである。現代のこの式典の根底となるものは既

に紀元 4～5 世紀から西方東方両教会に現われ、特に

殉教者の遺骨を新しい祭壇に納める習慣は、その時

代から始まった。

荘厳な献堂式は石造の聖堂のみに限られ、その他

の聖堂はもっと簡単な祝別式がとり行われる。献堂

式に際し新聖堂は特定の称号を受け、式典はその称

号の下に行われる。当聖堂の受けた称号は「被昇天

の聖母」 である。

〔前晩〕献堂式の前夜には、新聖堂の祭壇に納め

られるべき聖人の遺骨（当聖堂の遺骨は聖ヴィリタ

リス殉教者の聖骨）が、司式の司教によって聖堂の

近くの場所に安置され、司祭は信者と共に夜を徹し、

その前に祈りと讃美が捧げられた。

〔当日〕聖別式は午前 6 時から始まった。司式司

教は長崎教区の山口愛次郎司教で、大阪教区の田口

芳五郎司教、福岡教区の深堀仙右衛門司教、そして、

京都教区の古屋良之司教が山口司教を補佐する役務

を果した。

　当日配布された「献堂式解説」に従って聖別式

の模様を再現してみると次のようになる。

1．新聖堂外部の祝別

司教は会衆と共に聖遺骨の安置されている所に集

まり、七つの痛悔の詩編を唱えた後、聖堂正面に赴

く。そこで聖水が祝別される。

それから司教は会衆と共に聖堂の周囲を三回廻り、

聖水を以てその壁を祝福し、正門の前に帰るごとに

主の御保護と祝福が新聖堂の上に下らんことを祈る。

又、各回に司教は牧杖を以て聖堂の門を叩き、光

栄の主のために門を開くことを求める。

　司教「門よ、框（かまち）を上げよ、

　　　　永遠の戸よ、上がれ、

　　　　光栄の王が入る。」　（詩編 24：7）

司教のこの言葉に聖堂内から助祭が応える。

　助祭「光栄の王とは、誰か」（詩編 24：8）

　司教「強いもの、勇ましいもの、主

　　　　戦いに勇ましい主」（詩編 24：8）

（聖堂の入り口で祝別する山口司教）
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三回目が終ると司教は牧杖を以て正門に十字架を

記し、門が開かれると式典に仕える聖職者、侍者、

聖歌隊のみを従え聖堂に入る。

2．新聖堂内中央部に於ける祝別

司教が聖堂の中央部に跪き、聖歌隊が「聖霊来り

給え」と頌歌を歌う間、侍者は聖堂の床の上に灰を

以って大さなⅩ形の十字架を描く。続いて聖歌隊「諸

聖人の連祷」を歌い，終ると司教は、牧杖を以て床

に描かれた灰の十字架に、ラテン語、ギリシャ語の

アルファベットを記す。それは古代ローマの習慣よ

り出ずるものであって、ローマ人は土地を獲得した

際に字を挿入された X 形十字架をそれに描き、以て

その土地に主権を有することを表わしたのである。

新聖堂にとってこれは天主の所有に帰したことを意

味し、ラテン語、ギリシャ語のアルファベットは、

万国教会の一致を意味するのである。

（聖堂の床に灰の十字架を描いているところ）

3．祭壇聖別の準備

司教は聖堂及び祭壇の祝別に特有の聖水、いわゆ

る「聖グレゴリオの聖水」の祝別に移る。この聖水

には祝別された塩、灰、ブドウ酒が混ぜられる。塩

は腐敗に対する保護を、灰は罪の痛悔と償を、ブド

ウ酒は主の超自然恩寵の豊かさと真の葡萄の樹たる

キリストの生命を意味するのである。

聖水祝別の後、司教は聖堂の正門に至り、その上

と下に牧杖を以て十字架を記し、聖なる十字架の御

力によってすべての恵が新聖堂に下る様に折る。

4．祭壇聖別の第一部

聖歌隊が詩編 42 を歌う中、司教は聖水でもって、

新祭壇の真中と四隅に十字架を記し、祝福の祈りを

唱える。レビィの書 8 章 11 節以下に書かれている旧

約の幕屋の祭壇の聖別を記念して、司教は七回祭壇

を廻りヒソプ草を以て聖水をそそぐ。司教はその後、

三回聖堂の内部をまわり、聖水を以て聖堂の壁に灌

水（かんすい）する。その間、聖歌隊は詩編 121、61、

90 を歌う。

最後に司教が祭壇から正門までと、両側の壁との

間を十字架の形に灌水する。

それから司教は聖堂の中央に立ち、正門に向って、

聖別の序唱を高らかに歌い、聖性の本源たる聖三位

一体の天主に新聖堂の聖化、信者の潔め、聖霊の助

けを願う。

序唱の後で司教は祭壇に進み、聖水を以て祭壇上

に聖遺骨を安置する場所のためのセメントを作り、

それ祝別する。残った聖グレゴリオの聖水は祭壇の

下に注ぐ。（レビィの書 8 草 15 節の故事による。）

それから司教は聖職者と聖歌隊を随え、聖堂より

去り、外に待つ侍者と共に聖遺骨の安置所に赴く。

5．聖遺骨の行列及び祭壇の聖別の完了

安置所で司教は聖遺骨に撒香した後、聖遺骨は数

人の司祭に担がれて行列を以て新聖堂に運ばれ、司

教も会衆もそれに従う。行列は聖堂の外を一周して

正門の前に止まり、司教は聖香油を以て正門を聖別

し、キリストの救いの門とならんことを祈る。その

後、司教と会衆は聖堂の内部に入る。

登壇した司教はこの聖別の不可侵を祈り、聖香油

を以て祭壇上の聖遺骨安置所の四隅を聖別し、聖遺

骨を納め、聖遺骨安置所を閉める小石板を聖別し、

安置所を聖別したセメントで閉じる。

（祭壇の聖別）
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司教は祭壇上の真中と四隅に香を献げ、聖歌隊が

詩編 140 を歌う間、撒香しながら三回祭壇を廻る。

この時から聖別式の終りまで、司教が撒香をせぬ間

は一人の司祭が常に祭壇をめぐって撒香を続ける。

聖歌隊が詩編 45 を歌う間、司教は洗礼志願者用聖

油と聖香油を祭壇上の全面に注ぎ、右手を以て塗布

する。

その後、聖歌隊が詩編 147 を歌う間、司教は新聖

堂の十ニカ所につけられた十字架に至り、各十字架

に聖香油を注ぎながら聖別し、その後撒香する。こ

の十二の十字架は特に十二使徒を記念するもので、

教会が使徒の上に築かれたことを意味する。（エフ

ェゾ 2：20、黙示録 21：14 参照）

司教は祭壇上の五カ所に香とローソクを置き、そ

れに火がともされる。祭壇上の五ヶ所に香の煙と火

が昇ると、司教は祭壇の前に跪き、供え物とそれに

伴う信者の祈りを受け容れ給うよう請い願う。

聖歌隊が詩編 67 を歌う間、司教は聖香油を以て祭

壇の正面に十字架を記す。それから司教は祭壇が常

に主の御心にかない、人に救いをもたらさんことを

祈る。その後、祭壇の各継目とその下部の各隅に十

字架を記し、それを以て祭壇のキリストにおける一

致を示す。そして最後の祈りにおいて旧約の、メル

キセデクの供え物を記念して教会の信者がこの祭壇

の供え物によって聖性と永遠の生命を得ることを請

い願う。

6．新聖堂用具と祭具の祝別

最後に司教は新しい祭壇布及び祭具、又、聖堂の

種々の装飾品を祝福する。侍者がそれらを司教に捧

呈し、司教が旧約の祭式を記念し、聖堂と祭壇のそ

れぞれに天主の祝福と聖別を請い願い、以てキリス

トの御体と御血によく仕えるように祈る。

それから侍者は祭壇に祭壇布をかけ、十字架を立

て、ローソクその他の装飾品も置く。

司教は聖別式を結ぶ次の祈りを唱える

「全能永遠なる天主、御名に献げられしこの祭壇

を天国の祝福もて聖化し、又なんじに希望する者に

御憐れみを示し給え。そは、この場所に於いて秘跡

の力と祈りの効果が得られんためなり。」

これをもって聖別式を終り、司教は聖具室に退き、

ミサの準備に移る。ミサは献堂式の特別ミサで、聖

変化の後に初めて御聖体のランプがともされた。

尚、献堂式ミサの中では、次の聖書の箇所が朗読

された。

第一朗読：黙示録　　　21：2～5

福　　音：ルカ福音書　19：1～10

＝平和記念聖堂の完工式＝

世界平和記念聖堂はついに建った。この灰色の聖

堂の一本の釘、一個のレンガに至るまで、世界人類

の平和の祈りがこめられているのだ。この新聖堂で

巡り来た 8 月 6 日午後 4 時、聖堂完工式と原爆犠牲

者慰霊祭が挙行された。これは原子サバクに人類の

祈りが一つに結実された姿であった。

この日、堂内を埋め尽した信者約 2 千、海外代表

11 カ国の駐日外交官、同聖堂建設後援会名誉総裁高

松宮も妃殿下とともに出席された。

（司祭の行列を見守る高松宮ご夫妻）

定刻 4 時、式はまず四つの平和の鐘声が流れるう

ちに慰霊式典が始った。これはキリスト教儀式によ

るものであるという。古色豊かな数々の行事が、駐

日教皇庁フルステンベルグ大司教の主宰のもとに流

れるように進んでゆく。山上雅康氏によるパイプ・

オルガン、ゴーセンス学長の指揮するエリザベト音

楽短大合唱団によるフォーレ「鎮魂曲」があるいは

高く、あるいは低く、堂内にこだまして、式をひと

きわ盛上げていった。ぎっしり埋った信者席の婦人
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のかぶる白いベールが印象的だ。一方、目を祭壇上

に移せば、昨夕ベルギーから到着した黒色大理石の

祭壇はとどこおりなく工事を終えて、その上に飾ら

れた金色の十字架がサン然と光っている。建設発案

者ラッサール神父は、きょうは大司教のもとにはべ

っているが、さすがにホオは感激に紅潮している。

式は 5 時前いよいよ最高頂に達した。各信者が祭

壇にぬかづき、次から次へと聖体を拝領していった。

かくて 5 時 20 分、「天国にて」の合唱が堂内にとど

ろくうち、大司教がしづしづと退場して、慰霊祭を

終えた。

（退堂するフルステンベルグ大司教）

ついで完工式に移り、荻原教区長の開会の辞につ

いで、この聖堂の「戦いの傷をいやすとともに平和

への道の象徴」であるとのローマ法皇のメッセージ

が日英両国語によって朗読された。

次に、設計者村野藤吾氏の工事経過報告があり、

その後、高松宮が祭壇に立たれ、「悲劇の地広島に

世界各国民の浄財によってこの聖堂が建てられたこ

とを意義深く思う。いまや原子力の異常なる進歩は、

地球はおろか宇宙の破壊まで可能となってきた。こ

の科学力を神のみ心に背くことなく、人類社会の幸

福と進歩のために寄与するよう、全人類が力を合わ

すことをこの聖堂を通じてわれわれは銘記したい」

と述べられた。

つづいて大原広島県知事、浜井広島市長、杉大阪

商工会議所会頭、原爆遺家族代表の祝辞があり、こ

れに対しラッサール神父が謝辞を述べ、建設功労者

の表彰に移り，設計者村野藤吾氏、工事請負者清水

建設、現場主任菊地技師、建設に当ってラッサール

神父に暖かい友情の手を差し延べたボン市在住ルー

テルベック神父、四つの平和の鐘の制作者ボフメル

フエライン製鋼会社ホイヴェルス工場長がそれぞれ

表彰を受けた。

楼上の四つの平和の鐘が鳴り響くうちに参列者一

同平和への誓いを新たにしながら、午後 7 時完工式

を終了した。なお、午後 8 時からはザビエル記念館

で祝賀パーティが開かれた。

＝ローマ教皇のメッセージ＝

戦争の結果としてもたらされた広島の荒廃のただ

中に建設されし壮麗なる記念聖堂の完成と近く行わ

れる献堂式のことをお聞きになって教皇様がお喜び

になっておられることを、聖下の御指示により貴下

にお知らせすることは、私の光栄とするところであ

ります。

聖堂の建設を可能ならしめるため海外から、寄せ

られた多くの浄財は、戦いの傷をいやす象徴として、

また、キリスト教的慈善と平和という正義の戦いに、

大いに寄与せんとする人々の相互援助の象徴として

意味深いものであります。神の尊厳と栄光に捧げら

れたこの聖堂が、その聖域内の神の慈愛の座に捧げ

られるであろうところの荘厳なる祭式と、うやうや

しき祈りによって、また永遠に慈愛深き聖母のとり

なしによって広島のきびしく試めされた信仰に対す

る、大いなる天の祝福を祈り呼ぶことに役立つよう

に聖下は切に祈願しておられます。

教皇様が心からの祝福を、貴下及び寄贈者達、総

ての聖職者、献堂式に列席する信者達にお与えにな

るということを伝達するのは、私の深く欣快（きんか

い）とするところであります。

　　　　　　　　　敬意と信仰をもって

　　　　　　　バチカン　1954 年 7 月 14 日

　　　　　　教皇庁秘書 J．B．モンティーニ

　　　　　　　　　（後のパウロ 6 世教皇）

※以上は、宣教再開１００周年記念誌（草稿）から、抜粋

して掲載しました。
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■世界平和記念聖堂献堂５０周年
を迎える祈り

【今月の祈り】

◆８月の意向

「戦争の道具たりし鉄鋼は、もはや民々を平和に

招く」（第１の鐘の銘）

「西洋から来て東洋に、キリストの平和の福音を

伝えた」（第２の鐘の銘）

　世界平和記念聖堂の入り口横には高さ約５６メ

ートルの鐘塔がそびえています。その塔上部に４つ

の鐘が設置されていて、厳かで高らかな音を広島市

内に響き渡らせています。この４つの鐘の第１の鐘

と第２の鐘に刻まれている銘が今月の意向です。４

つの鐘はドイツのボッフム市にある鉄鋼会社ボフメ

ル・フェライン社の寄贈によるものです。製作者の

ホイヴェルス博士は、元上智大学学長のホイヴェル

ス神父の兄で親日家であったと伝えられています。

日本と同じように戦火に遭ったドイツの人々の平和

への思いはまた格別であったことでしょう。ボッフ

ム市で行われた贈呈式にはアデナウァー連邦首相代

理やウェストファーレン州知事、また日本の寺西公

平大使も出席し盛大に行われました。鋳造された４

つの鐘は１９５３年２月５日に到着し３月２９日に

ロス司教によって祝別されました。

第１の鐘は「平和の元后」と日本語で刻まれ、聖

母の姿が描かれていて、直径 1,425 メートル、重さ

1,115 キロと四つのなかで最も大きい鐘です。第２の

鐘は「日本の使徒」と刻まれ、聖フランシスコ・ザ

ビエルの姿が描かれています。２番目に大きく、直

径 1.18 メートル、重さ 650 キロです。平和の取り成

し手としての母マリア、平和の福音を日本にもたら

そうとしたザビエルを示しています。

空に響き渡る鐘の音は天へと向かいます。それは

神へと向かうわたしたちの平和への願いです。また

鐘の音は空から地上の人々に伝わってゆきます。そ

れは真の平和は神からやってくることを示していま

す。毎日打ち鳴らされる鐘の響きにわたしたちの平

和への願いと、平和をもたらす神の恵みが込められ

ていることを思い起こしましょう。

（聖書の言葉 ）

「山が移り、丘が揺らぐこともあろう。しかし、

わたしの慈しみはあなたから移らず

わたしの結ぶ平和の契約が揺らぐことはないと

あなたを憐れむ主は言われる。」

（イザヤ５４．１０）

（黙想）

（祈り）

ゆるぎない平和の源である主よ、献堂以来打ち鳴

らされてきた平和の鐘が今日も広島の空に響き渡り、

平和への思いを告げ知らせています。わたしたちが

この鐘に象徴されるように、人を争いと苦しみに追

いやるものを作るのではなく、平和と喜びを生み出

すものを作ってゆけますように。また鐘の音を聞く

たびに平和への思いを新たにしてゆけるよう、あな

たの知恵と勇気をお与えください。

（ロス司教による平和の鐘の祝別）

※「今月の祈り」は、イエズス会長束修練院の柳田神父が

担当しました。
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　■資料紹介

「献堂ニュース３月号」で紹介した「建築家村野藤

吾とラッサール神父による講演・対談」（1983 年 7

月）の記録ビデオが講演会を企画した小林正典氏の

手元に残されていました。この年の 10 月には、献堂

30 年目にして初めての大規模な補修工事が予定され

ているという中での講演会でした。

このとき、村野藤吾氏は 91 才（1891 年生）で、ラ

ッサール神父は 84 才（1898 年生）でした。そして、

村野氏は 1984 年 93 才で、ラッサール神父は 1990

年に 91 才で亡くなられ、村野氏やラッサール神父の

姿や肉声を伝える最後の貴重な資料となりました。

また、ラッサール神父は、どのような考えで、どの

ようにして聖堂の建設を行ったのか、村野氏との出

会い、出来上がった記念聖堂に対する評価、世界平

和へのメッセージなど、ラッサール神父の聖堂建設

の思いを知る上でも、興味深い資料です。

●「世界平和記念聖堂の建築をめぐって」

─講演と対談─（記録ビデオ）

「建築家村野藤吾さんと世界平和記念聖堂を語る会

編」（代表：小林正典）

（1983 年 7 月 17 日　撮影）

＜内容＞

１．ラッサール神父の聖堂建設の趣旨と活動経過

２．村野氏による聖堂設計の経緯、設計の意図

３．平和へのメッセージなど

　■部会報告

＜総務部会＞

8 月 5 日に行われる献堂記念ミサの記念品、横断

幕、案内ハガキの準備状況、招待者の案内、宿泊の

手配など話し合いました。

＜霊性・典礼部会＞

7 月 7 日午後 6 時から世界平和記念聖堂の地下聖

堂でラッサール神父の 15 回忌の追悼ミサを行った。

これに先立ち、Sr.レティチア天野による「ラッサー

ル神父の思い出を聞く会」も開かれた。7 月 10 日の

部会では、献堂記念ミサの式次第と典礼聖歌、祈願

文などの確認とミサの進行方法などについて話し合

った。また、幟町教会では、７月 25 日（日）11 時

から、左記講演会ビデオの映写会がマリアホールで

行われた。

（故ラッサール神父追悼ミサ）

＜平和活動部会＞

第 9 回部会を 7 月 10 日に開催した。第２回平和学

習会（９月５日(日)10：30～　広島大学平和科学セ

ンターの篠田英朗さん講演会）の準備、スケッチ、

歌の募集に係る選考方法などを検討した。

（ラッサール神父講演会のビデオ映写会）
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