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平和旬間とは 

 日本のカトリック教会は、毎年8月6日から15日までを平和旬間としています。1981年にヨハネ・パウロ二

世教皇が来日し、広島と長崎で平和のためのアピールを出されたことを機に、この平和旬間が始まりまし

た。広島の原爆記念日から、長崎の原爆記念日を挟んで、終戦記念日までのこの10日間は、日本のカ

トリック信者にとって、特に平和について学び、平和のために祈り、行動する期間となっています。 

8月6日(日) 主の変容 (祝) 

広島の被爆者のために 

72年前、広島に投下された原子爆弾は全てを灰燼に帰

しました。十字架の道を歩み続けるために主の栄光の姿

を先駆けて示してくださった神によって、わたしたちが新た

に主の姿に創造される恵みを願いましょう。 

 

8月7日(月) 聖シスト2世教皇と同志殉教者、聖カエタノ

司祭 

核兵器廃絶を願って 

同じ信仰を生きる者であっても、自己の主張に固執する

と分裂が生まれます。核のない世界を実現するために、

本来あるべき姿を謙虚に受け入れることができる恵みを

願いましょう。 

 

8月8日(火) 聖ドミニコ司祭 (記) 

平和の担い手となるように 

キリストを信じる者にまことの信仰を伝え、ロザリオの祈りを

広めた聖人の取次ぎによって、私たちキリスト者がキリスト

の愛を生きることによって真の平和を実現する担い手とな

るよう願いましょう。 

 

8月9日(水) 聖テレサ・ベネディクタ（十字架の）（エ

ディット・シュタイン） おとめ殉教者 

長崎の被爆者のために 

長崎に原爆が投下されて72年がたちました。「わたしたち

がいつも憎しみには愛、不正には正義への全き献身、貧

困には自分を分かち合い、戦争には平和をもってこたえ

ることができるよう、英知と勇気を」願いましょう。 

 

8月10日(木) 聖ラウレンチオ助祭殉教者(祝) 

戦争や紛争の終結を願って 

困苦欠乏する人々のために自らが焼き尽くされることをい

とわなかった聖人の取次ぎによって、世界で続く戦争や

武力紛争の本当の原因を見つめ、争いを終える英知と

勇気を願いましょう。 

8月11日(金) 聖クララおとめ (記) 

東日本大震災被災者のために 

震災と原発事故によって、いまだに地域を離れて暮らさ

なければならない人々がいることに気づかせてください。

わたしたちが、祈りと支援を通して支えとなり、歩んでいく

力となることができるよう願いましょう。 

 

8月12日(土) 聖ヨハンナ・フランシスカ・ド・シャンタル修

道女 

熊本地震被災者のために 

いのちのパンである主が、熊本地震で被災され、心と体に

傷を負い、今も不安と悲しみのうちにある人々を顧み、ま

ことのいのちの糧で養ってくださるように願いましょう。 

 

8月13日(日) 年間第19主日 

一人ひとりが争いのない社会をつくるように 

歴史に学ぶ謙虚さを与えてください。教会の中にも分裂

があり、社会に対して証にはなりません。信仰に立ち返り、

争いのない社会を実現するために必要な恵みを願いま

しょう。 

 

8月14日(月) 聖マキシミリアノ・マリア・コルベ司祭殉教

者 (記) 

全世界の平和を願って 

「今だけ、金だけ、自分だけ」と揶揄される現代社会に

あって、聖人は「友のために命を差し出す」意味を教えて

います。世界が平和になるために、自分の命を差し出す

覚悟を願いましょう。 

 

8月15日(火) 聖母被昇天 (祭) 

大戦で犠牲となった方々のために 

歴史の中で奇しくもかかわりを示された母マリア。大戦の

終結の日は、あなたが御子の傍らで栄光をお受けになる

祝日です。72年前のような過ちを二度と犯すことがない

ように、わたしたちを導いてください。かけがえのない命を

失った多くの方々の安息を願いましょう。 

長崎大司教区 2017年平和旬間  
 大戦・原爆から72年。期間中、原爆を含むすべての戦争犠牲者のため、世界各地の紛争の中で苦しむ人々のため、

そして東日本大震災、福島原発事故、熊本地震の苦難にある方々のために… 心を一つにして祈りましょう！ 

← ブログやTwitterで、平和旬間各行事のご案内などを配信中！ 

ブログ     Twitter                

発行：カトリック長崎大司教区 福音化推進部 平和推進委員会 
peace.archdiocese.nagasaki@gmail.com 


