
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 和 旬 間 

Fr. ヌノ・リマ 

 8 月に入り、真夏の日差しが照りつける日々が続いています。今年もこの暑さの中、わたした

ちは「 平和旬間」を迎えて、平和について考え、平和のために祈り、平和のために働くよう呼び

かけられています。 

 平和旬間は、8月 6日の主の変容の祝日である広島原爆投下の日から、8月 9日長崎原爆投下

の日を経て、8月 15日聖母の被昇天の祭日である終戦記念日までの 10 日間を指します。 

皆さまは、今年の平和旬間をどのような心で迎えられているでしょうか。ロシア・ウクライナ戦

争が始まってからすでに 5か月が経ちました。その間、わたしたちは毎日のように戦争の恐ろし

さを実感しています。 

 今、この時に、改めて教皇ヨハネ・パウロ 2世が 1981 年に広島から全世界に向けて発信され

た平和メッセージを思い出します。 

 「 戦争は人間の仕業です。戦争は人間の生命の破壊です。戦争は死です。この広島の町、この

平和祈念堂ほど強烈に、この真理を世界に訴えている場所はほかにありません。」 

2019 年、教皇フランシスコは、同じ広島でこのように語りました、  

 わたしは謹んで、声を発しても耳を貸してもらえない人たちの声になりたいと思います。現代

社会が置かれている増大した緊張状態、人類の共生を脅かす受け入れがたい不平等と不正義、わ

たしたちの共通の家を保護する能力の著しい欠如、あたかもそれで未来の平和が保護されるかの

ように行われる継続的あるいは突発的な武力行使を、不安と苦悩を抱いて見つめる人々の声で

す。」 

 今、この時こそ、一人ひとりが平和の尊さを再認識し、平和への決意を新たにすることが必要

だと思います。イエス様の母として天の栄光に上げられたマリア様は、わたしたちの母として、

わたしたちを見守ってくださるマリア様です。マリア様に倣い、一人ひとりの働きによって、現

代世界に一日も早く平和が実現しますように、お祈りいたしましょう。 

 

 

August “Peace Novena” 

Fr. Nuno Lima 

 August is the month of sunshine and warm weather. Again, this year during these 

hot days, we celebrate the “Peace Novena” and we are called to think about, pray for and 

work for peace. 
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 The “Peace Novena” starts from the Feast of the Transfiguration of our Lord, on 

August 6, the same day that the atomic bomb was dropped on Hiroshima, and ends on the 

Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, on August 15, the day of the 

anniversary of the end of the war. In the middle is the day when the atomic bomb fell on 

Nagasaki. 

 What is your feeling about this year's “Peace Novena”? Five months have already 

passed since the beginning of the Russian-Ukraine War. During these months, we became 

more aware of the horror of war on a daily basis. 

 At this time, I remember the words that Pope John Paul II spoke in 1981 from 

Hiroshima to the world. 

"War is the work of man. War is destruction of human life. War is death. Nowhere do these 

truths impose themselves upon us more forcefully than in this city of Hiroshima, at this Peace 

Memorial." 

 Also in Hiroshima, in 2019 Pope Francis said: 

"It is my humble desire to be the voice of the voiceless, who witness with concern and anguish 

the growing tensions of our own time: the unacceptable inequalities and injustices that 

threaten human coexistence, the grave inability to care for our common home, and the 

constant outbreak of armed conflict, as if these could guarantee a future of peace." 

 At this time, I think that it is more and more necessary for each one of us to reaffirm 

the preciousness of peace and renew our determination for peace. 

 The Virgin Mary who was elevated to heavenly glory as the mother of Jesus is the 

same Mary who watches over us as our mother. 

 Learning from Mary, I pray that our commitment may bring peace to our world as 

soon as possible. 

 

 
 
 
 

 

 

 


