
 2021年度殉教祭・殉教者顕彰行事情報 2021年7月1日現在

日　時 教 区 催事 ・ 行事名 場所 ・ アクセス・関連サイト 主　催 連  絡  先

4月 4月10日（土） 広島

芳賀の里／徒歩巡礼・野外ミサ
①岡山教会～芳賀の里／聖ディエゴ喜斎記念公
園（岡山市）約10ｋｍ。②途中からの徒歩巡礼約5
ｋｍも有ります。

岡山教会／JR山陽新幹線岡山駅下車徒
歩２０分

岡山教会 岡山教会（086-222-4093）

4月3日（土）9:30～13:00 京都
キリシタン研究会　春の巡礼
京都の大殉教及びキリシタン遺跡巡礼

河原町教会集合・京都の大殉教の地～
南蛮寺跡～二十六聖人発祥の地　徒歩
で約6km　参加無料

京都キリシタン研究会
河原町キリシタン研究会

古澤　吉次（090-2381-4630）
yfurusawa0195@yahoo.co.jp

4月25日（日）12：00～ 名古屋 卯辰山長崎殉教者碑前ミサ（松浦悟郎司教司式）

石川県金沢市卯辰山地内
北鉄バス 卯辰山 行き「展望台」下車
名古屋教区HP「キリシタン殉教史跡案
内」より「石川全県」参照

金沢教会・名古屋教区殉
教者顕彰委員会

金沢教会（076-264-2536）

4月29日（木/祝）今年は中止 京都 右近こども祭り・ミサ 奈良県宇陀市榛原 カトリック奈良ブロック
京都教区本部事務局（清富
洋三）（075-211-3025）

4月29日（木/祝）今年は中止 京都
右近こども祭り・ミサ
参加巡礼バスツアー

奈良県宇陀市榛原・事前申し込み・参加
費要

京都キリシタン研究会
河原町キリシタン研究会

古澤　吉次（090-2381-4630）
yfurusawa0195@yahoo.co.jp

5月
5月3日（月/祝）11：00
ミサ非公開・教区ウェブサイトより
動画配信あり

広島
津和野　乙女峠まつり
（野外ミサ司式・説教：中野裕明鹿児島教区司教）
聖母行列はありません

津和野教会～乙女峠（島根県津和野町）
約2㎞
津和野教会/ＪＲ山口線津和野駅下車徒
歩10分

津和野教会
津和野教会
（0856-72-0251）

5月3日（月）～5日（水）
開催未定

広島
津和野への旅／徒歩巡礼・野外ミサ
廿日市駅前集合～津和野まで約９０ｋｍを２泊３
日で歩きます。

JR山陽本線廿日市駅前 津和野への旅
廿日市教会
（0829-31-0429）

5月5日（水/祝）
開催未定

さいたま
渡瀬鬼石殉教者顕彰祭（ミサ・徒歩巡礼）
司式：山野内倫明司教

鬼石多目的ホールでミサ後、記念碑へ巡
礼。
ホール住所：　藤岡市鬼石１５８

主催：本庄教会・藤岡教
会・新町教会・伊勢崎教
会、後援：埼玉北ブロッ
ク・群馬西ブロック

本庄教会（0495-22-3741）・
藤岡教会（0274-22-0538）・
高崎教会（027-322-6243）・
伊勢崎教会（0270-25-0276）

5月9日（日）14:00～15:00 京都 都の聖母奉賛ミサ
河原町教会・参加無料                     ミ
サ・ライブ配信（予定）

京都キリシタン研究会
河原町キリシタン研究会

古澤　吉次（090-2381-4630）
yfurusawa0195@yahoo.co.jp
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5月10日（日）今年は中止 広島
ザビエル記念公園／祈りの集い
教会でのミサの後、公園に移動し「祈りの集い」

山口教会～ザビエル記念公園（山口市）
約1.8km　山口教会／JR山口線山口駅下
車徒歩15分

山口教会
山口教会（083-922-4222）
xavier@c-able.ne.jp

5月15日（土）今年は中止 広島 キリシタン至福の里／野外ミサ

キリシタン至福の里中山地区祈念地(山
口県萩市)
萩市内から車で約30分（詳細は電話等で
お尋ねください）

キリシタン至福会(山口教
会内）

山口教会（083-922-4222）
xavier@c-able.ne.jp

5月16日（日）中止となりました 長崎 雲仙殉教祭 雲仙メモリアルホール（雲仙市） 長崎教区
長崎教区ホームページ
http://www.nagasaki.catholic.
jp/

5月16日（日）9:30ミサ後の予定
要連絡先確認

広島 椿谷／徒歩巡礼（徒歩巡礼・祈りの集い）
鳥取教会～椿谷(鳥取市)約１．６㎞
鳥取教会/ＪＲ山陰本線鳥取駅下車徒歩
20分

鳥取教会
鳥取教会（0857-22-3581）
sutefano1226@church.email.n
e.jp

5月30日（日）10：00～
公開とはせず教会内だけで行う

仙台

春の後藤寿庵祭
（胆沢平野を開拓し、櫃（寿庵櫃）を開削した当地のキ
リシタン領主、後藤寿庵を偲び、田畑の豊かな実りを
祈る、聖霊降臨のミサ）

水沢教会（岩手県奥州市水沢区字川端
191-1）

水沢教会
水沢教会（0197-25-7707）
高橋昌神父（090-4551-
8454）

6月
6月6日（日）9：30～
開催未定、要連絡先確認

仙台
米川キリシタン殉教祭（キリシタンの里祭り）
殉教者を称えるミサ後、献花、地元との交流（キリ
シタンの里祭り）

米川教会（登米市東和町米川字町裏41-
2）～11:30頃　三経塚（献花）

米川教会
キリシタンの里祭りは綱
木地区

鈴木星史
（0220-45-2052）

日程調整中 福岡 福者アダム荒川殉教記念ミサ
天草3教会（本渡、大江、
崎津）合同

崎津教会（0969-42-0015）

6月6日（日）中止となりました 大分
葛木祭
多くの殉教者を出した葛木の地での講演会とミサ

「カトリック明野教会」（大分市明野北2-
8-15）大分駅から車で20分。①国道10号
東に途中県道21号（大分・臼杵線）を明
野に。②国道197号を東に白滝陸橋北交
差点を右折明野に。

大分県大分ブロック協議
会

大分教会（097-532-2452）

6月20日（日）10：00～
開催未定、要連絡先確認

仙台
神指黒川キリシタン塚殉教地ミサ
1653年12月17日～20日にかけてバテレン横沢丹
波一族等キリシタン信者60余名が処刑

会津若松教会
（福島県会津若松市西栄町1-57）
雨天の場合は教会の聖堂で行います

会津若松教会
会津若松教会
（TEL:0242-27-1447
FAX：0242-23-8723）

7月
7月1日（水）18：00～
米沢教会小教区メンバーのみ

新潟
殉教者のミサ
福者ペトロ岐部と187殉教者の祝日に

米沢教会（米沢市大町4-5-37）
米沢駅より徒歩17分

米沢教会 米沢教会（0238-23-1699）
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7月4日（日）9:30～
公開とはせず教会内だけで行う

仙台
福者ペトロ岐部と187殉教者列聖祈念ミサ（水沢
で捕らえられ、江戸で殉教（1639年7月4日）

水沢教会（岩手県奥州市水沢区字川端
191-1）

水沢教会
水沢教会（0197-25-7707）
高橋昌神父（090-4551-
8454）

7月4日(日）10：00～
米沢教会、長井巡回教会の信者
のみ

新潟
米沢殉教祭(殉教者顕彰ミサと各殉教地巡礼地の
巡礼）

米沢教会（米沢市大町4-5-37）
米沢駅より徒歩17分

新潟教区・山形地区信徒
使徒職協議会

米沢教会（0238-23-1699）

7月4日(日）中止となりました 大分
岐部祭（福者ペトロ・カスイ岐部神父叙階400年を
記念して誕生の地での講演会とミサ）

国見生涯学習センター「みんなんかん」
（国見市国見町伊美2305番地1）大分空
港から国道213号を北に車で1時間。豊後
高田市から国道213号を国見へ車で40
分。（車必須）

大分教区主催・列聖推進
委員会共催

大分教区事務所
（097-532-3397）

8月
8月22日（日）
開催未定

広島 周防・長門殉教者記念ミサ
山口サビエル記念聖堂(山口県山口市)
山口教会/ＪＲ山口線山口駅下車徒歩15
分

山口教会
山口教会（083-920-1549）
xavier@c-able.ne.jp

8月22日（日）14:00～16:30 京都

南蛮寺跡ミサ
京都の南蛮寺記念ミサと南蛮寺ゆかりの地巡礼
（ミサ休止の場合、河原町教会・地下小聖堂での
ミサをライブ配信）

ウィングス京都・参加無料
・地下鉄烏丸御池駅（5番出口）
・地下鉄四条駅・阪急烏丸駅（20番出口）
下車徒歩約5分

京都キリシタン研究会
河原町キリシタン研究会

古澤　吉次（090-2381-4630）
yfurusawa0195@yahoo.co.jp

8月22日（日）（予定）
主日ミサにて

東京 鳥越殉教者記念 浅草教会 浅草教会 浅草教会（03-3851-4009）

9月 9月5日（日）中止となりました 長崎
大村殉教記念ミサ
205福者をはじめ大村の多くの殉教者たちのため
祈る。

シーハットおおむら（大村市） 長崎教区
長崎教区ホームページ
http://www.nagasaki.catholic.
jp/

9月19日（日）中止になりました 長崎
福者カミロ・コンスタンツォ殉教祭
火刑に処せられ殉教したイエズス会宣教師
カミロ神父（205福者の1人）をたたえ祈る。

焼罪田平公園（平戸市）
平戸大橋から車10分

長崎教区
長崎教区ホームページ
http://www.nagasaki.catholic.
jp/

9月26日（日） 長崎
16聖人殉教祭
1633年～37年に長崎で殉教したドミニコ会司祭、
修道女、信徒ら16聖人のためのミサ。

中町教会（長崎市）
ＪＲ長崎駅から徒歩５分

長崎教区
長崎教区ホームページ
http://www.nagasaki.catholic.
jp

10月 10月3日（土）15：00～15：30 京都 キリシタン研究会　秋の巡礼
京都の大殉教地参詣
京都の大殉教記念碑付近　参加無料
雨天実施

京都キリシタン研究会
河原町キリシタン研究会

古澤　吉次（090-2381-4630）
yfurusawa0195@yahoo.co.jp
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10月3日（日）10：00～
開催未定、要連絡先確認

仙台
猪苗代殉教地ミサ
岡越後妻子等キリシタン信者の処刑

会津若松教会
（福島県会津若松市西栄町1-57）
雨天の場合は教会の聖堂で行います

会津若松教会
会津若松教会
（TEL:0242-27-1447
FAX：0242-23-8723）

10月10日（日） 長崎 島原・天草殉教福者記念ミサ 未定（南島原市） 長崎教区島原小教区
長崎教区ホームページ
http://www.nagasaki.catholic.
jp

10月17日（日）
変更可能性あり

大分
日出殉教祭（188福者殉教者の福者バルタザル
加賀山半左衛門とディエゴの殉教地で講演会とミ
サ）

日出（ひじ）殉教公園（大分県速見郡日出
町豊岡長野）
JR豊岡駅タクシー5分。事前予約を勧めます
（いわおタクシー0977-72-2221）【雨天の場
合：カトリック別府教会。別府駅から徒歩15
分】

大分教区
大分教区事務所
（097-532-3397）

10月24日（日） 長崎 牢屋の窄殉教祭 久賀島・牢屋の窄（五島市） 長崎教区浜脇小教区
長崎教区ホームページ
http://www.nagasaki.catholic.
jp

11月
7月4日（日）時間未定
変更可能性あり

福岡 八代殉教祭

カトリック八代教会（八代市本町1-8-2）
新幹線新八代駅から循環バス15分。市
役所前下車。車は記念公園にある教会
の駐車場（数に制限あり）へ八代教会か
らご案内します。

熊本地区宣教司牧評議
会

八代教会（0965-32-4065）

11月2日（火）～3日（水・祝） 広島
鶴島流配150年記念／鶴島への旅（徒歩巡礼）
岡山教会～備前市40㎞＜鶴島巡礼に合流＞

岡山教会／JR山陽新幹線岡山駅下車徒
歩２０分

岡山教会 岡山教会（086-222-4093）

11月3日（水/祝） 広島
鶴島流配150年記念／鶴島巡礼（野外ミサ）
日生（ヒナセ）港～鶴島（岡山県備前市）

JR赤穂線日生駅下車（駅前が日生港） 岡山教会 岡山教会（086-222-4093）

11月3日(水/祝）10：30～ 広島
津和野乙女峠／秋の墓参巡礼
十字架道行、津和野教会でミサ、昼食

乙女峠集合（島根県津和野町）／JR山口
線津和野駅下車徒歩20分

津和野教会
津和野教会
（0856-72-0251）

11月7日（日）9:30～
開催未定、要連絡先確認

仙台
水沢キリシタン殉教祭（水沢で最初の殉教者、津
島と妻アンナ、他4名（1621年））

水沢教会（岩手県奥州市水沢区字川端
191-1）

水沢教会
水沢教会（0197-25-7707）
高橋昌神父（090-4551-
8454）

11月7日（日） 広島
萩　巡礼ウォーク／徒歩巡礼
萩教会～萩キリシタン殉教者記念公園（山口県萩
市）約4.3Km

萩教会/ＪＲ山陰本線東萩駅下車徒歩８
分

萩教会
萩教会
（0838-22-0732）

4/7



 2021年度殉教祭・殉教者顕彰行事情報 2021年7月1日現在

日　時 教 区 催事 ・ 行事名 場所 ・ アクセス・関連サイト 主　催 連  絡  先

日程調整中 福岡
不動山殉教者祈念祭
佐賀県嬉野市にある８ヶ所のキリシタン殉教者
（無名な方々）史跡にて祈念ミサ

福岡教区佐賀地区宣教
司牧評議会

佐賀教会（0952-23-4754）

11月14日（日） 長崎 黒瀬の辻殉教祭 黒瀬の辻公園（平戸市） 長崎教区平戸地区
長崎教区ホームページ
http://www.nagasaki.catholic.
jp

11月14日（日）9：30～（予定） 東京 江戸の殉教者記念祭
高輪教会／品川駅（JR西口・京浜急行高
輪口）より徒歩6分。都営浅草線高輪台駅
徒歩5分

高輪教会 高輪教会（03-3441-5556）

11月 14日(日）(予定） 鹿児島 福者レオ税所七右衛門殉教祭（詳細未定）
川内教会（薩摩川内市若松町4-7）。九州
新幹線　薩摩川内下車　徒歩15分、南九
州西回り自動車道　薩摩川内都下車

鹿児島教区
鹿児島教区本部
（099-226-5100）、
kagoxavi@po5.synapse.ne.jp

11月〇日（日）今年は中止 広島 作東巡礼・清掃（七人塚殉教地）
七人塚／巡礼地（岡山県美作市）
津山教会/ＪＲ津山線津山駅下車徒歩15
分

津山教会
津山教会（0868-22-4088）
tsuyamacatholic@blue.ocn.ne.
jp

12月 12月3日（金） 広島 聖フランシスコ・サビエル記念ミサ
山口サビエル記念聖堂／山口教会（山口
市）/ＪＲ山口線山口駅下車徒歩15分

山口教会
山口教会（083-920-1549）
xavier@c-able.ne.jp

2022年1月 1月16日（日） 広島 聖トマス小崎殉教碑／徒歩巡礼（ミサ・徒歩巡礼）

三原教会～聖トマス小崎殉教碑（広島県
三原市）～ＪＲ山陽本線本郷駅約13㎞
三原教会/山陽新幹線三原駅下車徒歩
15分

三原教会 三原教会（0848-62-4514）

1月30日（日）（予定） 福岡

福者小笠原玄也一家殉教記念日
福者小笠原玄也一家殉教記念日に当たり、花岡
山山麓の殉教地禅定寺から花岡山殉教者墓地ま
で巡礼、墓前で「早朝の祈り」を捧げ崇敬を行う。

島崎教会（熊本市西区島崎2-10-11）に
午前5：00集合。傘と懐中電灯携行。夕方
18：00記念ミサ（予定）

島崎教会
島崎教会（096-352-5610）
トゥルコ・アレッサンドロ神父

2月 2月3日（木）13：00～ 名古屋 名古屋教区殉教者祭（高山右近）ミサ
金沢教会　金沢市広坂1-1-54　バス／
「香林坊」下車、徒歩5分

金沢教会・名古屋教区殉
教者顕彰委員会

金沢教会（076-264-2536）
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2月5日（土） 大阪 ユスト高山右近列聖祈願のつどい 大阪カテドラル聖マリア大聖堂
大阪教区列聖推進委員
会

大阪教区事務局（06-6941-
9700）

2月5日（土） 広島 日本二十六聖人(聖ディエゴ喜斎)顕彰ミサ

聖ディエゴ喜斎記念聖堂／岡山教会（岡
山市）
岡山教会/ＪＲ山陽新幹線岡山駅下車徒
歩20分

岡山教会 岡山教会（086-222-4093）

2月5日（土）10：30～ 名古屋
名古屋教区殉教者祭（永國寺）
ロザリオの祈りに続いて名古屋教区殉教者顕彰ミ
サ　司式：松浦悟郎司教

栄国寺境内　キリシタン顕彰碑前
名古屋市中区橘１丁目21-38　　地下鉄
名城線「東別院」４番出口

名古屋教区殉教者顕彰
委員会

名古屋教区宣教司牧評議会
事務局（052-936-8366）

2月5日（土） 広島

岡山市内巡礼/徒歩巡礼
岡山南教会（岡山市）出発～岡山教会（岡山市）
約9㎞。途中、浦上四番崩れ流配所を巡礼しなが
ら

岡山南教会／JR山陽新幹線岡山駅下車
バス労災病院行き（20分）福浜市営住宅
前下車徒歩5分。

岡山教会 岡山教会（086-222-4093）

2月6日（日） 長崎
日本二十六聖人殉教祭
1597年２月５日、西坂の丘で殉教した日本26聖人
の遺徳をたたえて祈る。

西坂公園（長崎市）ＪＲ長崎駅から徒歩５
分。

長崎教区
長崎教区ホームページ
http://www.nagasaki.catholic.
jp/

2月6日（日） 広島
ミサと福山市内徒歩巡礼　福山教会～浦上四番
崩れ流配所を巡礼～福山駅前～福山教会　約４
㎞

福山教会／JR山陽新幹線福山駅下車徒
歩10分

福山教会
福山教会（084-923-0614）
fuku-ch@ktd.biglobe.ne.jp

2月6日（日）10:00～（予定） 東京 日本二十六聖人殉教者祭 カトリック本所教会 本所教会 本所教会（03-3623-6753）

2月11日（金/祝）11：15～15：30 京都
日本二十六聖人記念行事　　（日本二十六聖人
殉教者記念ミサ・巡礼・講演など）

カトリック西陣教会・参加無料　　　　　　ミ
サ・ライブ配信（予定）

京都キリシタン研究会
河原町キリシタン研究会

古澤吉次（090-2381-4630）
yfurusawa0195@yahoo.co.jp

2月11日（金/祝） 広島
広島キリシタン殉教の碑/殉教祈念祭（徒歩巡礼・
祈りの集い）

広島キリシタン殉教の碑（広島市西区）～
観音町教会約１．１㎞　殉教の碑/ＪＲ山
陽本線西広島駅下車徒歩6分

観音町教会
観音町教会（082-231-5547）
kannon_church@ad.wakwak.c
om

2月27日（日）13：30～14：30
開催未定、要連絡先確認

仙台
仙台キリシタン殉教祭
（殉教碑にて殉教録朗読・聖書朗読・祈り・撒水・
献花・殉教者崇敬・共同祈願など）

仙台市青葉区西公園内：広瀬川大橋下「キリ
シタン殉教碑」前広場
アクセス：地下鉄東西線「大町西公園」西1出
口～徒歩4分

仙塩８教会
元寺小路教会
（022-222-5507、FAX：022-
222-5535）
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2022年
4月

4月9日（土） 広島

芳賀の里／徒歩巡礼・野外ミサ
①岡山教会～芳賀の里／聖ディエゴ喜斎記念公
園（岡山市）約10ｋｍ。②途中からの徒歩巡礼約5
㎞も有ります。

岡山教会／JR山陽新幹線岡山駅下車徒
歩２０分

岡山教会 岡山教会（086-222-4093）

4月9日（土）9:30～ 京都
キリシタン研究会　春の巡礼
京都の大殉教及びキリシタン遺跡巡礼

河原町教会集合・京都の大殉教の地～
南蛮寺跡～二十六聖人発祥の地　徒歩
で約6km　参加無料

京都キリシタン研究会
河原町キリシタン研究会

古澤　吉次（090-2381-4630）
yfurusawa0195@yahoo.co.jp
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