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協力宣教司牧を考える

高松 教区長

溝部

脩

べき教会の姿を探求する必要
があります。半ば諦めている
教会に活を入れる態勢と考え
るのは言いすぎでしょうか。
この態勢は「交わり」
を大事にします。一緒に
決めて、合意したことを
守るというのが原則です。
これは各自の自由を束縛
するものではありません。
合意して、力を出し合って働
くのです。ことを成就するた
めに、助け合って労を惜しみ
ません。共同の宣教司牧活動
を通して、司祭たちは深い交
わりへと導かれます。同様に
信徒会も同じ目標を掲げるこ
とで信仰によるつながりを感
じるようになります。ばらば
らの活動を一つの目標に向か
わせることが大きな実りをも
たらすようになります。
（次号につづく）

宣教と交わり を中心に

高松教区は今年から協力宣 きかけることができるか、知
教司牧態勢に入ると宣言し、 恵を出し合って、より良い教
ある地域はその実施に入って 会作りを目指します。
います。高松教区にとっては
この態勢は、「宣教」を主
初めてのことですし、馴染み 体に考えていることです。今
も薄く、切実なこととは感じ までどちらかというと内向き
られていないことでしょう。 の「教会共同体」ということ
それではどうしてこの態勢に に主眼点があり、閉鎖的な、
入ったのでしょうか。
発展性のない教会に満足して
いた嫌いがあります。人が来
今まで一小教会一司祭とい ない、若者が居ないという嘆
う態勢が当然と思われてきま き節が多い教会でした。それ
した。司祭に任され
た地域を一司祭が信
者の助けを借りて宣
三 人 寄 れば 文 殊 の知 恵
教司牧するという体
制でした。「交わり
の教会」を大事にするという を脱却するために広く知恵を
視点からこの小教会のあり方 出し合って教会を考えてみよ
を考えてみようというのが協 うとしているのです。自由に
力宣教司牧です。今までの一 発想し、地方都市を活性化し
小教会一司祭の体制を広げて、 ようとしている地方自治体を
数小教会が一緒になってその 少し見習う必要もあります。
地域の宣教司牧を考えようと 決まった行事を決まった通り
するのです。数人の司祭が集 に行ってきた態勢を見直して
まって共同の目標を定め、仕 いこうというものです。「三
事を分担します。共同ででき 人寄れば文殊の知恵」と言わ
る行事は共同で組んでいきま れますが、まさにその通りで
す。合同で行われる信徒会で す。小さいか、大きいか、ア
は、その地域にどのように働 イディアを出し合って、ある

聖母被昇天の祝日
堅信式にて
（於：桜町教会）

はばたき

幼児教育の権威、相良敦

子教授監修の「ひとりでで

きた！」の帯封に『だだを
こねるのにはワケがある』

とありました。これは幼児

期の「敏感期」に関係して

いることなのですが、こど

もからの信号はどれも見落

としてはならないことばか

りだと言うことでしょう。

「こら」と叱る前に是非そ

の理由を聞いてあげたいも

のです。

また、これはおとなの世

界にも当てはまることだと

思います。世界の紛争は大
抵は相手の事情を考えるこ

となしに起こっています。

しかし、「相手のことを

考えて行動する」とは、キ

リスト教の隣人愛の精神に

他ならないのではないでしょ

うか。

サレジオ志願院学生が高松を訪問

の気持ちを動かす何かが確かにあっ
た。
そして、皆で歌う ことで皆が一
つになれた。それは 、その後のサ
レジオ会の学生たち との食事会で
とてもよく分かった。
僕は、普段からと ても人見知り
が激しく、大体、一 日くらい時間
を掛けないと普通に 話すことが出
来ない。しかし、今 回は共に歌う
という「共同作業」 をしたことに
より、普通に友人と 話すように話
ができた。この時、 僕は歌の力を
強く感じた。
この日から、僕は 御ミサなどで
歌を歌うとき、精一 杯声を出し気
持ちをこめて歌うようにした。「歌
の力」を信じて…。

昼食後に記念撮影
（
四国カトリック会館）

青少年委員会のホームページもご覧ください。

～青少年委員会主催～

としか思っていなかった。
しかし、日曜の御ミサ が終わっ
た後 、 八 木 から 誘 い があ り 、 初
めは学校の終業日がはっ きりして
いなかったせいもあり、返事に迷っ
た。しかし、参加が出来 ることが
わかり、少しずつ興味も 湧いてき
たので行くことにした。
この時、僕は歌うとい う事はあ
まり特別好きとか、興味 があると
いうことではなかった。
しかし、こんな気持ち が今回の
出来事で、大きく変化し た。出来
事というのは、サレジオ 会の学生
たちの合唱を聴いたこと と、共に
歌った事だ。
皆さんは、たったそれ だけの事
で、気持ちが変化するも のなのか
と疑問に思うかもしれな いが、サ
レジオ会の学生たちの歌 には、僕

http://www.youth.takamatsu.catholic.ne.jp/

七月一四日～一六日サレジオ志願院（三重県四日市市）の中高生一九
名が高松市を訪れた。教区内の中高生との交流を目的として、溝部司教
様と教区青少年委員会が要請したもので、一五日（土）には海水浴や観
光を楽しんだ。一六日（日）には、桜町教会においてコーラスや演奏を
披露し、ミサ後の食事会で、教区内から集まった約二〇名の中高生・リー
ダーと交流した。

Br

ウタのチカラ

中島町教会 高二 野村健介
僕は 、サ レジオ 会の 学生 たち と 、
八 木に と ても よ い 経験 を さ せ て
もらった。その「よい経験」 とい
うのは、「歌の力」を深く教 えて
もらうことが出来たことだ。 教え
てもらったと言うのは、言葉 で教
えてもらったのではなく、も っと
別な言葉ではない何かを教え られ
た。今回、僕は、桜町教会で 行わ
れる 集 い
には 、 特
別興 味 を
持っ て い
な か った 。
何か あ る
んだ ろ う
なと 言 う
程度 の こ
桜町教会でのコーラス

Br
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和泉文男

長崎教区が
殉教者の列福式候補地に

高松教区広報委員会

カトリック新 聞によりますと、

溝部司教様が取 り組まれている、

ペトロ岐部と一 八七殉教者の列福

式について、七 月六日に開かれた

常任司教委員会 で、来年行われる

と言われている 殉教者の列福式会

場として、長崎 教区が候補地に選

ばれました。

また、列福準 備司教特別委員会

の委員に高松教区の溝部脩司教様、

大分教区の宮原 良治司教様、長崎

教区の高見三明 大司教様、京都教

区の大塚喜直司 教様が決まりまし

た。

そのほか、列 福式等に必要な資

金集めのため募 金活動も始まりま

した。募金目標 額は三千万を予定

しており、各教 区や修道会、カト

リック関連施設 等を通じて呼び掛

けをしていくと 言うことです。私

たち高松教区信 徒の皆様方も、こ

の募金活動に協力をしましょう。

会議報告
「召命を求める祈り」
主日のミサで祈ることを決定
～司祭評議会
・宣教司牧評議会役員会～

第五回司祭評議会が七月一 一日
に、第三回宣教司牧評議会役 員会
が七月一四日に開催され、「 召命
を求める祈り」が公認された 。召
命促進は高松教区の最優先課 題の
一つであるが、継続的に召命 を神
に祈り、祈ることによって一 人ひ
とりが固有の召命を意識して 生き
ることを目的としている。こ の祈
りは教区民全員の祈りとして 、主
日のミサの共同祈願に加えて 唱え
られる。
その他の主な決議内容は次 の通
りである。
１ 新居浜教会レドンド神父 様は
ス ペインへ帰 国され、 暫定的 に
下 田神父様が 主任代行 を務め 、
新 居浜聖母幼 稚園園長 は今治 教
会主任村上神父様が兼務する。
２ 今年は、県単位で開催さ れる
教 区民のつど いの日程 がほぼ 決
定 し、各地区 で準備が 進めら れ
ている。
愛媛県九月一七日
徳島県一〇月一五日
高知県一〇月二九日
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香川県一一月五日
３ 今年の平和旬間行事 を以下の
ように定める。
① 八月五～六日の広島 平和行事
およ び平和 祈 願ミ サに 参 加す る 。
② 日本司教団の合意に 基づき、
各教会は、 八月一五 日もし くは
それ に近い 主 日に ミサ を 捧げ る 。
③ 徳島地区青年有志の 主催で企
画されてい る八月一 二日～ 一三
日の「阿波 踊り、踊 って、 歌っ
て、平和を 語る！」 は、楽 しみ
だけでなく 、真剣に 平和に つい
て考 える機 会 が設 けて あ るの で 、
教区後援とする。
④ 平和旬間からは外れ るが、一
〇月七日、 香川県県 民ホー ルで
「 Nagasaki 1945アンゼラスの
鐘」を上映する。
⑤ 平和その他、社会問 題に関す
る教区の取 り組みが 遅れて いる
が、カリタ ス、移住 、正義 と平
和などを統 括する委 員会を 、政
治色のない よう配慮 しなが らど
のように立 ち上げて いくか 、今
後の課題である。
４ 高松教区全司祭研修 会が、聖
体の年の一 環として 一〇月 八日
～九日に四 国カトリ ック会 館で
開かれる。 講師は、 ザベリ オ会
フランコ・ ソットコ ルノラ 師。
テーマは「 日本人の 感性と 典礼
のシンボル」。

海や山に囲まれている新居浜に私が来たのは丁度十年前でした。生涯養
成の一年間を終えたばかりの私は、司教様が与えて下さった務めを楽観的に
受止め、一生懸命それを果たそうという気持ちでした。
カトリック新居浜教会の皆さんと過ごした日々には、色々なことがありま
したけれども何よりも神様に感謝してとても良かったと思います。また、皆
さんにも感謝しなければなりません。この長い年月、私達は主がなさった業
の証人でした。
主の働きは、まず典礼をとおして見られたと思います。その中で中心になっ
たのは主日の感謝の祭儀でした。皆さんが心を一つにして神の家族のように
喜びを持ってキリストの死と復活を祝ったのです。特に最近日曜日のごミサ
を楽しみに待っていました。また、主の働きにより何十人の兄弟姉妹が、洗
礼を受け神の民に加わり、主の食卓を囲んでいます。
主が教会の務めをとおして病気を抱えた人々のそばにおられ、聖体を与え
たり、病者の塗油の秘蹟を授けたり、そして、召された兄弟姉妹を教会の皆

レドンド神父様お別れの挨拶

さんとともに神様のもとに見送って下さいました。この悲しい時に多くの信
徒の皆さんがお通夜や葬儀のごミサに与ったのは感激でした。
私には自分だけでは出来ないことがたくさんありましたから、よく信者の
皆さんに色々な仕事を頼みました。結果として何倍もの仕事ができましたし、
うまく進んで行ったと思います。皆さん、よく手伝っていただきありがとう
ございました。今後も下田神父様の力になって下さることをお願いいたしま
す。
スペインでの仕事は、今までとは対照的です。幼稚園や土曜学校の子供た
ちとは違います。退職された宣教者の方々を世話することです。考えて見る
と、これは私の人生の節目です。きっと神様は新しい道を開いて下さいます。
たぶん祈る時間が多くなるし、勉強の時間もあるでしょう。そして、新居浜
より余裕ができると思います。
皆さんから離れるのは辛いけれども、祈りには距離がないので、祈りのう
ちに皆さんの近くにいたいと思っています。
スペインに帰国されたレドンド神父様から
皆さんに心から感謝いたします。
新居浜教会の皆さんへ宛てた手紙です。

各地区だより

みんなで生き生きとした
郡中教会を育てましょう
!!

郡中教会 高橋美由紀
私は、長崎県の黒島という 小さ
な島で生まれ育ちましたが、 家の
隣に教会があり、私達兄弟は 、い
つも教 会の 周りで 遊ん でい まし た 。
今は島の人口が減っています が、
私が幼少の頃は子供が多く、 教理
の勉強は、遊び感覚で教会に 行っ
て学んでいたように思います。
しかし、なぜだか分かりま せん
が、高学年になるにつれ、御 ミサ
に行くのが嫌になりましたが 、信
仰深い両親に促され、渋々教 会に
行っていた状態でした。
中学卒業後、岐阜に就職し 、働
きながら学ぶ四年間でしたが、「い
つでも神様はいてくださる。 ちゃ
んと教会に行ってお祈りする よう
に」と両親は、岐阜の教会へ 転出
証明書を送ってくれていました。
離れた土地ですから、行き たく
なければ行かなくても、両親 には
分からないのですが、休まず 教会
に行っていました。行くと気 持が
落ち着くのでした。
やがて、私にも恋をする年 頃が

おとずれ、彼が出来まし た。その
彼と一九九二年に結婚し 、彼の実
家がある愛媛に住むよう になり、
郡中教会に転入してきました。
愛媛に来て一四年、親 兄弟のい
ないこの土地で、私は主 人をはじ
め、たくさんの人に助け られてき
ました。お腹に長男がい る頃、手
術で入院しましたが神父 様のお見
舞いをいただき、お祈り して下さ
いました。不安だった私 は、いた
だいたルルドの水を飲み 、神様の
愛に励まされ、手術は成 功しまし
た。おかげさまで今、私 には三人
の息子がおります。
しかし、それはそれは 大変な子
育ての毎日でした。息子 達が二、
三歳の頃は、御ミサ中も 息子達が
ゴソゴソ、バタバタとと てもうる
さく、私は神父様の説教 も満足に
聞くこともできず、また 周りの信
者さん達もうるさかった と思いま
すが、でも、信者の皆さ んは、嫌
な顔もせず、笑顔で頭を なでて下
さったり、声をかけて下 さったり
と、可愛がっていただき ました。
そんな息子達も、少しず つ落ち着
き、今は侍者をしていま す。まだ
まだ頼りない息子達です が皆さん
に見守られ頑張っています。
この一四年の間、いつ も私と息
子達を支えてくれている 主人は、
よく私たちと一緒に教会 に来てく

徳島教会・番町教会
合同ファミリーキャンプ

たのしかった うしのちちしぼり

徳島教会小一 かんれい ともし
キャンプで いちばんたのしかったのは、うしのおち
ちしぼりです。うしのおちちにさわると きもちよかっ
たです。つよくにぎるとシュッと おちち
がでました。のんだらあまかったです。

溝部司教様を囲んで

徳島教会 生田久美子
何となく晴れ。奇蹟としかいいようのない晴れ。やっ
ぱりね。神様は必要なものをちゃんと用意してくれるん
ですね。
でも、神様が用意してくれた本当の奇蹟は「人」だっ
たかもしれません。だって、私はキャンプを通してびっ
くりするくらいたくさんの人に気付
き、近付くことができたのですから。
『自分の楽しみをさて置いて厨房を
手伝ってくれた人』『自分は参加で
きないのに様々な寄付を差し出して
くれた人』『全力投球でキャンプを
盛り上げてくれた番町教会のみんな』
『ずっと子どもたちを見守ってくれ
た若者』あげればきりがありません。
たくさん援助をくださったみなさ
ん、せっかく天国に宝を積んでいる
ので、お名前は私の心の中にしまっ
ておきますが、「本当にありがとう
ございました」そして「これからも
よろしくお願いします」

「ファミリーキャンプ」ありがとう

７／２２～２３高松市塩江町
「大滝大川県立自然公園」にて
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高橋さんご家族

日々、進歩している主人と 息子
達。その中で何も変らない私 に典
礼委員のお役をいただいたの は二
年前です。何をしたらいいの か戸
惑う事ばかりで、いかに今ま で何
も考えずに御ミサに与ってい たか
を考えさせられました。
現在、毎週の御ミサの当番 表を

二〇〇六年ルルド祭詠草

中谷美智子様は 、東かがわ市の在住 の未信者さんですが 、毎年三本松教
会のルルド祭に参 加し、ミサに与って いる方です。今回、 五月二八日に行
われた三本松教会 のルルド祭に参加し 、詠まれた詩を投稿 してくださいま
した。（広報委員 和泉文男）

ピレネ山麓ルルドの村に湧き出ずる聖母マリアの恵みの泉

ルルド祭の聖母マリアに信徒らの声合し捧ぐロザリオの祈り

聖歌流れ神父の列の進みゆけり五月の庭のルルドの泉

教会の五月の庭にオルガンの響きてルルド祭のミサ始まりぬ

教会のルルドの泉に手を合し面輪やさしくマリア像立つ

東かがわ市 中谷美智子

れました。そんな主人を、ハ ビエ
作 り 、 聖 歌 の 練 習 を し 、 詩 篇 ま で より豊かな結婚生活を
ル神父様をはじめ、信徒の皆 さん
歌うようになった私に、 自分でも
ＭＥの道を一緒に歩んでみませんか
は暖かく迎えて下さいました。
本当に驚いています。こ れも信徒
江ノ口教会 山下多加子
息子達の成長や年を重ねる うち
の皆さんの励ましとご指 導のおか
私たちがＭＥと出 会ったのは、
に、主人は自然と教理の勉強 をし
げだと思っております。
一九八六年当時の主 任神父であっ
ていましたが、昨年一二月に 皆さ
でも、一つだけ言わせ てくださ
た松永神父様に勧め られて参加す
んが見守る中洗礼の恵みを受 けま
い。 あ
｢なたは若いんだから 、｣ こ｢
した。そして今年六月には長 男と
れからはあなた達若い人の時代よ
ることにしたのがＭ Ｅを歩むきっ
｣
共に溝部司教様から堅信の秘 蹟を
の言葉は私にとって重いのです。
かけとなったのです 。私たちはＭ
いただきました。今、私と息 子達
やります。やれること は頑張り
Ｅのことは何も知ら ずに神父様に
は喜び でい っぱい にな って いま す 。 ま す 。 し か し 、 皆 さ ん の 力 が 要 る
勧められるまま「ハ イ」と返事を
のです。若いとか年とか に関係な
してＭＥが行われる 高松へ出かけ
く一人一人の神様への思 いが行動
て行ったのです。高 松には四国か
となり、郡中教会を生き 生きとし
ら二〇組のカップル と四人の神父
た教会にできるのではな いでしょ
様、二名のシスター が集まり二泊
うか。
三日のＭＥが始まり ました。この
これからも皆さんと共 に頑張っ
ウイークエンドが四 国で最初のＭ
ていきたいと思っています。
Ｅでした。
郡中教会の未来の為に・・

２００６年９月３日（第１１３号）
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少し戸惑うこともありましたが、
お互いの心の中 での会話ができ、
これからの共同生活（小さな教会）
に生かして歩いていく様にとウォー
ド神父様の熱心 なご指導で楽しい
三日間でした。 高知に帰宅して間
もなくウォード 神父様から電話が
ありました。そ れは、私たちが少
し危ない（ＭＥ から離れるのでは
ないかと）と心 配をして電話をく
ださったんじゃ ないかと二人で大
笑いしたことを 懐かしく思い出さ
れます。その後 定期的に開かれて
いるＭＥに参加 していますが、参
加のたびに新しい気持ちとなり「小
さな教会」を考 える機会に恵まれ
ています。今年 は、八月に中島町
教会でＭＥが開 催されましたが、
これを機に、多 くのご夫婦がＭＥ
を理解し、ウイ ークエンドを受け
られ、より豊か な結婚生活を送ら
れますようお祈りをしています。

「みかんの花咲く丘」等
大合唱…旧交を温める
阿南教会で恒例の合同食事会

阿南教会 渡部康雄
徳島地区の合同食事会が、 六月
一一日阿南教会で催されまし た。
この合同食事会は、信徒間の 親睦
をはかるため、毎年、この時 期に
三教会が持ち回りで行ってい るも
ので、今年は、阿南教会に徳 島、
鳴門 、 阿
南か ら 五
〇数 名 の
信者 さ ん
が参 加 さ
れ ま した 。
食後 、 各
教会 か ら
出席 者 の
簡単 な 紹
介 が あり 、
続い て 、
阿南 教 会
の信徒さんたちが、ピアノに 合わ
せて「夏は来ぬ」と「みかん の花
咲く丘」を歌いました。テー ブル
に飾られた卯の花を見ながら 、懐
かしいこの名曲に、あらため て日
本の初夏の風景を想いおこし てい
たのではないでしょうか。
その後、御聖堂で、聖体賛 美式
が行われました。信者さんた ちの
旧交を温めた梅雨の晴れ間の 一日
でした。
旧交を温めるひととき
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人生の秋に
「最上のわざ」
この世の最上のわざは何？
楽しい心で年をとり、
働きたいけれども休み、
しゃべりたいけれども黙り、
失望しそうなときに希望し、

徳島教会 友成ヤエ

従順に、平静に、おのれの十字架をになう ―。
若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても、ねたまず、
人のために働くよりも、けんきょに人の世話になり、
親切で柔和であること ―。

弱って、もはや人のために役立たずとも、
老いの重荷は神の賜物。
古びた心に、これで最後のみがきをかける。
まことのふるさとへ行くために ―。
真にえらい仕事 ―。

おのれをこの世につなぐくさりを少しずつはずしていくのは、
こうして何もできなくなれば、
それをけんそんに承諾するのだ。
神は最後にいちばんよい仕事を残してくださる。
それは祈りだ ―。
手は何もできない。けれども最後まで合掌できる。
愛するすべての人のうえに、神の恵みを求めるために ―。
すべてをなし終えたら、臨終の床に神の声をきくだろう。
「来よ、わが友よ、われなんじを見捨てじ」と ―。

これは、私が愛読する月刊誌『カトリック生活』七月号に

書かれた土居健郎先生の「ホイヴェルス神父と日本」という

記事の中にある詩です。

なつかしかった。というのは、私もまたホイヴェルス神父

に会っていたからです。南山大学の学生時代、そして、卒業

後四ツ谷のイグナチオ教会で。

神父とは、親交があったわけではないけれど、なぜか心ひ

かれたものでした。

「この世の最上のわざは何？」

いのち輝く青春まっただなかで、神父と出会い本と出合いそ

の出会いの中で見つけたひとつの詩、それが「最上のわざ」

でした。その時、「人生の秋」「老い」など考えてもいなかっ

た私だったけれど、その詩は私の心をとりこにしました。

時は流れて、私も人生の秋にさしかかった今、その詩が再

び私の前に姿を見せたのです。なんという神のはからいでしょ

う。私はなんども読み返しました。

読み返すうちにこの詩がいや人間というものがせつないほ

どいとおしくなりました。そして、それは神への感謝となり

やがて祈りへとかわっていきました。

「来よ、わが友よ、われなんじを見捨てじ」私もまたいつ

か近い将来、神父と同じ神の声を聞くでしょう。その時まで 、

私は「古びた心に最後のみがきをかけて」待ちましょう。「老

いの重荷は神の賜物」だから。

偶然にも再会したこの詩を私だけのものとするのは惜しい

気がして、みなさんに紹介させて頂きました。

司教様の暑中見舞い

中島町教会 岡副俊雄
今日は至福の一日だった。何がっ
て？勿論わけがあります。お 二人
の司教様から同時に暑中見舞 いの
ハガキを戴いたのです。正確 には
こちらからのお便りに対する お返
事なのですが。お二人ともご 多忙
なお方なのに、一介の信徒に 過ぎ
ない地方の人間に、ちゃんと お返
事を下 さる のです から 、感 激で す 。
森司教様はいつも綺麗な、多 分お
手製のハガキなのでしょうが 、と
ても爽やかな絵柄に書いて下 さる
のです。「どうぞ皆様方によ ろし
くお伝えください」とありま すの
で、こ の欄 を借り てお 伝え しま す 。
一方平賀司教様は、文中「今 日七
月一九日、二年前の丁度今日 、溝
部司教様の高松教区ご着座でした」
と書いて下さいましたし、共 にお
二人の司教様は「皆様の上に 豊か
な恵みがあり、益々のご活躍 をお
祈りします」と私たち高松教 区の
ことを気にかけて下さって居 られ
ることもお伝えしておきます 。人
との出会いは 一
｢ 期一会 で｣ はなく 、
長く心の繋がりを持ち続けた いも
のと思います。

２００６年９月３日（第１１３号）

徳島教会創立100周年記念式典開催
徳島教会は１９０６年（明治３９年）、ドミニコ会のアルバレス神父様によって創立
され、聖パウロ三木に捧げられましたが、来る１１月２３日に当教会の歴史、歩み
を皆様方と共に懐古し、お祝いするために記念式典を開催することになりました。
関係者はじめ、皆様方のご参列を心よりお待ち致しております。
日 時：２００６年１１月２３日（木・勤労感謝の日）
午前１０：００ 記念ミサ（ミサ中初聖体、堅信式）
記念式
午後 １：００ 祝賀会
～３：００
場 所：カトリック徳島教会 聖堂、ホール
カトリック徳島教会
主任司祭 マヘル・ウィリアム

「教区民のつどい」のご案内

今年は、四国４県の各県単位で「教区民のつどい」が開
催される予定です。各地区の開催要領をお知らせします。
多くの方のご参加をお待ちしています。

愛媛地区
カトリック愛媛地区の皆様、９月１７日は今治でお会
いしましょう。
名 称：２００６カトリック愛媛地区「教区民のつどい」
テーマ：あしたの教会を創ろう
日 時：２００６年９月１７日(日)
９：３０受付 １０：００開始
場 所：カトリック今治教会
講 師：溝部 脩 司教
主 催：愛媛地区信徒使徒職協議会
主 管：カトリック今治教会

徳島地区
名 称：カトリック徳島地区「教区民のつどい」
テーマ：「ご聖体について」
日 時：２００６年１０月１５日
９：３０～１５：００
場 所：カトリック徳島教会
講 師：溝部 脩 司教
主 催：カトリック徳島地区宣教司牧評議会
要 領：講話についての分かちあいとミサ

高知地区
名 称：カトリック高知地区「教区民のつどい」
テーマ：『一致と聖体』について
日 時：２００６年１０月２９日（日）
９：３０のミサから、１５：００まで
場 所：江ノ口教会
講 師：溝部 脩 司教
主 催：カトリック高知地区宣教司牧評議会
主 管：江の口教会
要 領：ミサのあと引き続き溝部司教の基調講話を
聞き、昼食後１３：００からテーマに沿っ
て、溝部司教様と対話方式で１５：００ま
で質疑応答を行う。

香川地区
名 称：２００６カトリック香川地区「教区民のつどい」
テーマ：一致と聖体について
日 時：２００６年１１月５日（日）
１０時～１５時（９時３０分受付開始）
会 場：カトリック桜町教会、桜町聖母幼稚園
四国カトリック会館
主 催：カトリック香川地区信徒使徒職協議会
要 領：親睦をはかるミニ運動会の後、司教講話、ミサ

至福の日

カトリック高松教区報
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２００６年９月３日（第１１３号）

前号（１１２号）に掲載したアニメ映画「Nagasaki 1945 アンゼラスの鐘」の上
映日時等が次の通り決まりましたのでお知らせします。
ただいま前売券販売中です。販売所は、教区事務所にお問い合わせください。
上映日時：

2006年10月７日(土)

第１回 10:30～12:00（開場10:00）
第２回 14:00～15:30（開場13:30）
場
所： 香川県県民ホール（アクトホール）
前売り入場料金
一 般： 1,000円（当日 1,200円）
学 生：
600円（当日
800円）小・中・高校生
親子券： 1,500円（ 当日券なし ）一般と学生各１名のペア券
幼 児：
無料
☆☆上映スタッフ募集中☆☆（教区事務所までお申し出ください。）

お知らせコーナー

映画 「Nagasaki 1945 アンゼラスの鐘」 上映のお知らせ
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高松教区生涯養成委員会

投稿記事募集
【字
【内

数】原稿は３００字以内（写真歓迎）
容】記事の内容は自由、ただし中傷・誹謗はご遠慮下さい。
～その他募集要領は高松教区報109号（2006年１月１日）に記載のとおり～
【投稿先】メール：tk-koho@mxi.netwave.or.jp
郵 便：〒760-0074 高松市桜町１丁目８－９
カトリック高松司教区広報担当 宛
（℡087-831-6659）
ＦＡＸ：087-833-1484

司 教 日 程
10月３日（火） 司祭評議会、国際宣教神学院始業ミサ
10月５日（木） 常任司教委員会
９月５日（火） 司祭評議会
９月７日（木） 常任司教委員会、カトリック新聞諮問会 10月７日（土） 「アンゼラスの鐘」鑑賞
10月８日～９日（日～月）
９月８日（金） グアルダルペ宣教会５０周年式典
高松教区全司祭研修会
９月16日（土） カトリック大学全国大会
10月10日～12日（火～木）
（北条カタリナ大学）
大分殉教者巡礼と岐部祭
９月17日（日） 愛媛地区教区民のつどい
10月15日（日） 徳島地区教区民のつどい
９月22日（金） 宣教司牧評議会役員会
10月16日（月） 殉教者列福調査特別委員会（長崎）
９月24日（日） 高山右近顕彰会（金沢）
10月24日（火） 東京教区司祭研修会
９月25日～10月２日（月～月）
10月29日（日） 高知地区教区民のつどい
日本殉教者公式巡礼

編集後記

溝部司教様が着座されて二年余り 、
教区報も今号で一〇号目になります 。
バックナンバーを見返すと、司教様
のこの二年間の奮闘されてこられた
軌跡が歴然と見て取れます。司教日
程を見るだけで、高松教区だけでな
く日本の教会のために日々東奔西走
されている様子がわかります。その
ことがひいては高松教区のためにも
なるのでしょう。教区内では、ほと
んど何もない中から事務局機能の強
化を手始めに、諸委員会を立ち上げ 、
司祭評議会と宣教司牧評議会を両輪
に難局に立ち向かわれています。教
区の一致、協力宣教司牧、青少年の
育成、召命、典礼の充実、信徒の生
涯養成、教区財政の建て直しなど、
いずれをとっても一筋縄ではいかな
いものばかりです。しかし、信頼を
築きながら過程を一つ一つ越えてい
く手法は同じです。急がば回れ。歩
みは遅くとも確実に処方は進んでい
るように思われます。前号のこの欄
で、住吉編集委員が触れていたとお
り、司教様は良薬の処方箋を書き続
けておられる。それを如何に伝えて
いくか？広報委員会の重要な役割の
一つです。
（広報委員 多田洋）

