Some Highlights In November
As we enter the month of November, we are fast approaching the end of the Church liturgical year.
So as we come to the end of the Church’s year we are asked to consider the end times, our own as well as
the world's. The culmination of the liturgical year is the Feast of Christ the King. This feast asserts the
supreme authority of Christ over human beings and their institutions. We give praise and thanks to Jesus
for all the blessings that He sent our way during this liturgical year. Beyond it we see Advent dawning
with its perspective of the Lord's coming in glory.
The month of November is dedicated to the Souls in Purgatory whose feast is celebrated on
November 2. The Church has always taught us to pray for those who have gone into eternity. Even in the
Old Testament prayers and alms were offered for the souls of the dead by those who thought "well and
religiously concerning the resurrection." It was believed that "they who had fallen asleep with godliness
had great grace laid up for them" and that "it is therefore a holy and wholesome thought to pray for the
dead, that they may be loosed from sins." We know that a defiled soul cannot enter into heaven.
For more than 440,000 Catholics in Japan, this month of November will be very special. This is
because Pope Francis will be coming to Japan on the 23rd to the 26th of November. Pope Francis is
scheduled to visit the atomic-bombed cities of Hiroshima and Nagasaki on November 24th , as well as
Tokyo on November 25th. We have “Protect All Life”, as the theme, which is derived from his encyclical
letter Laudato Sí. And a logo has been created for his visit.

In this logo the small red flame represents martyrs, the foundation of the Church of Japan. The
blue flame is for the Blessed Mother embracing all humanity as her children. The green flame is in the
shape of Japan, abundant with nature, representing the mission of proclaiming the Gospel of hope. The
three flames are within a red circle, representing the sun, embracing all life equally with love. This logo
expresses the determination of the Church to proclaim the Gospel of life brought by Christ, and to pray
and work for the peace of Christ.

１１月のハイライトとなる出来事
１１月に入ると教会の年間の典礼が足早に終わりに近づき、 私たちは教会の一年が終わるにあ
たり、私たち自身の終わりだけではなく、この世の終わりについても考えさせられる時期になります。
年間の典礼の中で頂点となるのが「王であるキリスト」の祝日です。これはキリストの至上の威光を人
間とその社会に示す祝日です。 私たちはイエス様がこの一年の典礼年の間に下さった恵みに対す
る賛美と感謝を捧げます。 その後、主の御降誕を待ち望む待降節を迎えます。
１１月は煉獄の魂に捧げられ、その魂のために１１月２日の死者の日に祈ります。教会は私たちに
天に召された人々のために祈ることを常に教えています。 旧約聖書の中にでさえ祈りと施しが復活
に関して「よく、信仰深い」人々により死者の魂のために捧げられています。 「信仰深く眠りについた
人にはすばらしい恩寵に満ちあふれ」、「故に死者のために祈るという聖なる健全な思いが罪から解
放してくれる」と信じられています。 汚れた魂は天国に入れないということを私たちは知っています。
４４万人以上の日本のカトリック信者にとって、この１１月は大変特別な月になります。 １１月２３日
から２６日まで、フランシスコ教皇が来日されるのです。 フランシスコ教皇は１１月２５日に東京を訪
問され、１１月２４日には原爆の被災地である広島と長崎を訪問される予定です。 私たちは教皇回
勅、ラウダート・シーから導き出された「すべての命を守る」、というテーマを掲げています。 また、教皇
様の来日のために作製されたロゴもあります。

このロゴの中の小さな赤い炎は 日本の教会の礎となった聖人たちを表わし、青い炎は私たち人間
を子供として受け入れて下さる聖母を表わします。 緑の炎は自然豊かな日本列島、希望のうちの福
音宣教を表わしています。 これら３つの炎は赤い円の中にあり、これは平等な愛をもってすべての
命を包み込む太陽を表わしています。 このロゴは教会がキリストによってもたらされた生命の福音、
そしてキリストの平和のために祈り、働くことを宣言することを表わしているのです。

