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　天台宗 天台宗務庁

諸宗教・諸宗派 TEL 077-579-0022

カトリック司教協議会
午後3時

京都教区本部事務局
カトリック京都司教区 TEL 075-211-3025

8月4日（土） 写真展　（沖縄　南京） （京都教区）

（京都教区） 第11回 戦争と平和 写真展
午後3時

河原町教会
入場無料 正義と平和協議会

正義と平和協議会
映画上映あります ～5日（日）

ヴィリオンホール
映画　（無料）

TEL 075-223-2291

4日(土)15時～16時30分 午後3時まで 「わすれないふくしま」

8月5日(日)　 歴史の中で、 京都教区本部事務局
～7日（火） 今を生きる TEL 075-211-3025

8月6日（月）
午前8時15分

8月9日（木）
午前11時1分

8月12日（日）
午前10時 福知山教会

聖母被昇天の聖母行列 8月14日（火） ＴＥＬ 0773-22-2347

「世界平和の祈り」 　午後6時

8月26日（日）
　午前10時30分

東舞鶴教会 サマー・キャンプ 8月11（土） 西舞鶴教会
西舞鶴教会 （参加者：高校生までの子供たち） ～12日（日） ＴＥＬ 0773-75-2295

宮津教会堂
ＴＥＬ 0772-22-3172

報恩寺地区

午前10時30分　

午後 １時30分

国際ミサ（主日ミサ）　司式：大塚喜直司教

丹後神崎

　平和旬間中の主日
および週日のミサの
中で、平和について
祈る（共同祈願等）
　原爆の投下時間に
あわせて教会の鐘を
ならし黙祷（加悦教会
堂）

丹後教会

植民地支配の構造か
ら過去と現在を見る

司教・司祭・教区中学生・
済州中学生が、共に巡礼
地にて祈りと平和につい
ての体験学習をする。

広島

2018年 京都教区 平和旬間 行事予定

天台宗
比叡山延暦寺

国内外の宗教・宗派を越えて、壇上から平和
を願って祈る。1987年から「比叡山宗教サミッ
ト」と して毎年行われ、今年で31周年となる。
テーマ：平和の鐘を鳴らそう

2018年8月6日 現在

第31回 比叡山宗教サミット

京都教区中学生広島平和巡礼カトリック京都司教区

「世界宗教者平和の祈りの集い」

京都教区
　京都教区のホームページ掲載の
「京都教区 平和旬間の取り組み」
を参照。

8月4日（土）

外国人信者と共に　「世界平和の祈り」 福知山教会

「平和の祈り」　（主日ミサ）

京都北部ブロック

8月7日（火）10:00　　 宮津教会堂（ルラーブ会館）

8月6日（月）9:00　　　 岩滝礼拝堂

8月8日（水）10:00　　 峰山礼拝堂

8月9日（木）10:00　　 加悦教会堂・網野教会堂

8月11日（土）10:00　　網野教会堂

8月12日（日）10:00　　網野教会堂

8月15日（水）10:00　　加悦教会堂

平和旬間ミサ

福知山教会

原爆被災者追悼の祈り・慰霊の鐘 報恩寺記念聖堂

福知山教会

　外部演奏者による演奏会「地域と共に」

　ユネスコ世界記憶遺産
に認定された「引き揚げ
記念館」を訪れ、シベリア
抑留者65万人のラーゲリ
体験について学ぶ。
◇語り部の第二世代とし
て、この記念館でボラン
ティアをしている中学生た
ちの活躍を見る。

「ラウダート・シ」を参
考にして自然・地球
環境について学習。
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2018年 京都教区 平和旬間 行事予定
2018年8月6日 現在

8月5日(日)　
身近な事から、平和
を分ち合う。 小山教会

午前10時 （誰でも参加可） ＴＥＬ 075-491-1877

8月15日（水） 高野教会
午前10時 ＴＥＬ 075-781-1252

8月11日（土）
午前10時

8月15日（水）
6時30分

イエスの小さい姉妹の友愛会活動紹介 8月19日
講師：イエスの小さい姉妹の友愛会のシスター方　 12時～14時

田辺教会
ＴＥＬ 0774-62-0300

8月12日（日） 精華教会
8月15日（水） ＴＥＬ 0774-95-3124

8月5日（日）
宇治教会

8月11日（土）
ＴＥＬ 0774-21-2891

8月26日（日）

青谷教会
ＴＥＬ 0774-52-0116

八幡教会
ＴＥＬ 075-981-0208

桃山教会
ＴＥＬ 075-611-5695

イエスの小さい姉妹の
友愛会の霊性

人々のあいだに人々
の中に一致の使命を
生きる

4日(土)、6日(月)、8日(水)、9日(木)、11日(土)、13日(月)

ロザリオ１環と「平和の祈り」

但し、10日（金）9時30分のみ

聖母の被昇天ミサ後、生きたロザリオの祈り

ミサで教皇ヨハネパウロ2世の「広島平和ア
ピール」を朗読し黙想する。

ミサ前に平和祈願を目的としてロザリオの祈り
をする。

外国人と日本人がともに祈る会

『戦争体験者』から体験談や思いを聴く。終了
後、分かち合い。

ロザリオ形式で《平和》をキーワードに祈る。

「都の聖母聖堂」で平和祈願ミサ

ミサ中の共同祈願に平和の祈りの意向を持っ
た祈願を作って祈る。

各自各家庭で平和の意向を持ちながらロザリ
オの祈りをする。

平和旬間のミサの前に平和祈願としてロザリ
オの祈りをする。

（京都） 山城ブロック

小山教会

　各教会の出来る企画で平和旬
間を行う

ミサ後、聖堂でグルー
プでの分かち合い。

河原町教会

DVD
 「ブルーゴールド～狙われた水の真実～」

山科教会

ミサ後「平和の祈り」

ミサのない日 [午前] 7時・10時の２回

10時のお祈りの後、「平和」についての分かち合い・千羽鶴折り

ミサのある日 [午前] 5日(日)9時、7日(火)7時、12日(日)9時、14日(火)7時

（京都） 洛東ブロック

桃山教会

聖母の被昇天ミサ・ロザリオ

桃山教会

DVD鑑賞と分かち合い

於：山科教会
8月6日（月）～8月14日（火）の取組

田辺教会

精華教会

平和祈願ミサ 小山教会

（京都） 洛北ブロック

青谷教会

八幡教会

8月12日（日）

8月11日（土）

宇治教会 宇治教会

高野教会 平和祈願ミサ 高野教会

田辺教会

精華教会

山科教会

平和祈願ミサ
平和を願って生きたロザリオの祈り

ＴＥＬ 075-581-0719
山科教会
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2018年 京都教区 平和旬間 行事予定
2018年8月6日 現在

第33回「西山地区 8月5日(日)　 講演　本田哲郎神父 長岡教会
平和を作り出すキリストと市民の集い」 午後4時 （フランシスコ会） ＴＥＬ 075-955-8345

8月5日（日） 大和八木教会

講演 午後2時
ミ サ 午後3時30分

TEL 0744-22-3855

8月12日（日）

聖母被昇天ミサ

8月15日（水）
午前9時

8月11日(土)　 大津教会
午前11時 ＴＥＬ 077-522-3987

7月29日(日) 四日市市 神様と共に 桑名教会
～31日(火)

少年自然の家
自然に親しもう TEL 0594-22-2431

午前9時ミサ後
伊勢教会 技能実習生と 松阪教会

午前11時ミサ後 教会の役割について TEL 0598-21-0538

松阪教会

三重南部ブロック 伊勢教会
松阪教会

ミサと講演会 8月5日(日)　 講師  鶴山進栄神父

登美が丘教会
TEL 0742-44-8841

サマーキャンプ三重北部ブロック三重北部ブロック

滋賀ブロック 平和祈願ミサ 大津教会

　８月中は、主日ミサ及び聖母被
昇天ミサの前に、カトリック奈良ブ
ロック平和旬間イベント実行委員
会からの「平和を祈るロザリオ」に
ある５つの玄義をそれぞれ唱え、
ロザリオ１連ずつ計５回で1環を平
和のために捧げます。

こどもたちが参加できる企画

『 命 』講師  一場修神父

滋賀ブロック

キャンプ

　毎年、前年度の合同慰霊祭以降の1年間に当教
会の亡くなられた信徒またはその家族・友人など、
信者・未信者に限らず、お祈りを希望する方のお
名前を司式司祭に読み上げていただき、また戦争
や災害で亡くなられたすべての方のためにミサを
捧げています。
　特に、この機会には、信徒の未信者の家族にご
案内をし、共に亡くなられた方のため、平和のため
にご一緒に祈りましょうと呼びかけています。

奈良ブロック

長岡教会

国際ミサ

　この日は聖母マリアの取り次ぎを願い、終戦記
念日でもあるので、世界平和のために共同祈願を
し、ミサで祈りを捧げます。また、ミサ前のロザリオ
の祈り１連の後には、アシジの聖フランシスコの
「平和を求める祈り」を唱えます。

大和八木教会

登美が丘教会

午前9時（主日ミサ）

講演会とミサ奈良ブロック

平和祈願・合同慰霊祭ミサ

登美が丘教会

『人を大切にする事』

　2018年教皇「世界平和祈願日」
(1月1日)のメッセージか、日本司
教団の平和メッセージを参考にし
て、各小教区が一つ共同祈願を
作成し、期間中のミサにて京丹ブ
ロック五つの平和祈願として取り
組む。

京丹ブロック（京都） 京丹ブロック


