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諏 訪 榮 治郎 司 教

に帰り、ミサにあずかるこ 職を行っていただきます。

家族による聖体拝領
する許可を司祭に与えるこ
なお家族以外の方々への

達

とができます。
とができない信徒の家族に
ミサ以外の聖体拝領につき

通
（障害・高齢・病気等のた や主日のミサに参加できな
を運ぶ務めは、元来すべて
授けることを許可いたしま

日のミサの聖体と共に家庭 から任命を受け、この奉仕

めに主日のミサに参加でき い現実があることを残念に
ない家族のための聖体奉仕 思っています。
のキリスト者の奉仕職であ

に祈ることができれば、秘

を家族の一員から受け、共
ます。ゆえに、主日のミサ 別するために「病者の家族

ることが基本となっており す。
他の聖体奉仕者と区

者」が教会から派遣される

ましては、「病者訪問奉仕

そのための病者訪問およ

運びになります。
び聖体拝領授与者への「養
成コース」が今秋から各地
区（ブロック）小教区で準
備される予定です。
「家族による聖体拝領」は、
２０１５年６月７日（キリ
ストの聖体の祭日）から実
施としました。
高松教区司教
使徒ヨハネ 諏訪榮治郎

7 月 4日 ・5日
２０１５ 年 高 松 教 区 殉 教 者 祭

キリスト

せめて主日のミサの聖体

職に関して）
主の日（主の復活の日曜

ミ サに 参加で きな い人 のた めに

を捧げた信徒の家族の一員 のための聖体奉仕者」と呼

希望者は担当司祭に申し出を
跡における主との一致と共
が、この奉仕者にあてはま びます。
この奉仕を希望される方

同体とのつながりを味わう
家族が共に祈り、主に結

ります。
は、小教区担当司祭に申し

ことができ、主の日を共に
喜びあえると考えました。
ばれて生きる「小さな教会」

出てください。聖体奉仕者

当教区において、司祭の任 としての必要な要理教育と

として育まれるためにも、

断すれば、適任者を臨時の

命を受けた家族の方が、主 諸留意点を受けた後、司祭

司教は、司牧上必要と判
「特別聖体奉仕者」に任命

上演さる
～剣か愛か～

日）にキリスト者が集
まってミサを捧げるこ
とは、初代教会からの
大切な伝統です。
ミサで神のことばを
聴き、主の食卓からキ
リストの体をいただくこと
によって、わたしたちは生
きる希望を新たにし、とも
に「キリストの体」へと変
えられていくのです。
しかし、さまざまな「障
害」をお持ちの方や高齢の

オ ペ ラ 『 高 山右 近 至 福 の王 者 』

のしるしを読み解き、神の
メッセージを伝える」とい
ければならない時であると
考えています。
このメッセージを互いに
読み、分かち合い、神の創

今年も６月

これまで毎年高 松教区主

催として７月に開 催してい

た高山右近祭及び 結城了雪

祭を教区殉教者祭 として一

昨年から一 本化しました 。

今年の殉教者祭 は高山右

近が福者に列福さ れる可能

性が高いことから 東京オペ

ラ協会のオペラ「 高山右近

至福の王者」 ～ 剣か愛か

～ を教区殉教者祭とし、 高

松と愛媛に於いて 上演する

高松、 愛媛の両会場合わ

ことにしま した。

私 たち に とっ て 最も

身近な会、教会の存在

と があり ます か。 、あ

について考えてみたこ

まりにも身近すぎて、

をどう考えればよいの

当然の存在すぎて、何

れませんね。建物であ

か迷う人がいるかも知

れを含む敷地など、具

る御聖堂、あるいはそ

こともありますが、信

体的な場所を意味する

を数え、 オー プニングに高

とした人々の集まり、

仰をつながりのベース

せて約６００名弱 の来場者

山右近の列福を祈り、 始ま

「三位一体の主日」の

ますね▼日本では、

組織を指すこともあり

ても右近の信仰と 福音宣教

トの聖体」の主日とし

次の日曜日を「キリス

オペラのあらす じにおい

りました。

への熱意がキャ ストの素晴

から湧き出る笑いの中に、

これからの司牧における必

要不可欠な深い多くの示唆

を頂いた。

なのです。

た ち の 母 な る 「 教 会」

うか。全ての源が私

るのではないでしょ

も に広げ るこ とが で き

らに信仰を深めるとと

しょうか。そこからさ

ちは日々生きているで

つながりによって私た

とのつながり、人との

に意味があります。神

間を身近に感じること

た複数の人々が集う空

成立せず、信仰心を持っ

は人々だけでは教会は

す▼建物だけ、あるい

かとコラム子は考えま

のようなものではない

と、ちょうど「教会」

に敢えてザックリ言う

ますが、誤解を恐れず

念の一つと言われてい

づらく理解しづらい概

面性はなかなか説明し

体化、あるいは神の三

御父・御子・聖霊の一

▼三位一体、すなわち

と に感謝 する 祭日で す。

を与えてくださったこ

が私たちに聖体の秘跡

たこの時期に再度、神

ます。復活節が終わっ

て祝うことになってい

らしいハー モニー に乗っ て

に繋がっ ているか、 また私

さくされている人々の癒し

黙想会

長崎で

迫力をもっ て伝わっ て来ま

した。

日（ 土） まで長崎市に

日（月）か

司祭のあり方考え る
ら

ない大切な霊性が私

反省について軽妙な語り口

あるイエズス会の立山黙想 たちの回心と、 人を信仰に
の家で高松・広島教区司祭 引き付けるような魅力に磨
合同黙想会がおこなわれた 。 かれていくことへの希望や

）が担当され、こ

指導は長崎教区司祭川添

猛師（

れまでの長きにわたっ ての

司牧における信徒

造の業に参加する道

との関係の中で、思

司牧経験から得られた信仰

に流れていることを

い込みや行き違いを

を求めてください。

心から信じるわたし

避けること、信徒た

と司祭の在り方を語っ て下

たちは、「キリスト

ちが尊しとしている

また「祈り」によっ

の体」としての使命

ロザリオをはじめと

さった。

ばならない預言者的な役割 を選び取っていくために、

するような民間信心

て神の心がこの世界

についての適切な認識に欠 祈りをとおして多くの善意

等を大事なこととし

司教 使徒ヨハネ

たちの間に存在する

こと、福音宣教が小

諏訪栄治郎

て認め、普段気付か

けていたことを認め」、ま の人々の願いに結ばれたい

向かって貢献していくとい

に司教団が平和への実現に

対してゆるしを願うため」

しみを受けた多くの人々に

た「神と、戦争によって苦 と考えています。

み心にそって果たさなけれ

いのちを守るために、神の

のカトリック教会が「尊い

戦前から戦中にかけて日本

ジ」として送られています 。 う預言者の役割を果たさな

ある人々への「平和メッセー

わたしたちは今こそ「時

司教団メッセー う決意を表明したものです。

（２０１５年５月２４日
聖霊降臨の祝日に）
年

ジ）が５月３日に発行され

（戦後

また奪われ、悲劇と憎しみ

ま した 。

わせ、人間の尊厳を奪い、

力で問題解決を図る事はし ん戦闘になれば、ＰＫＯ部

の報復連鎖社会を作るので

二度と戦争はしない。武 わたしが考えても、いった
ない。日本は平和憲法制定 隊も合法的な戦闘対象とな

ヨハネパウロ二世のこの訴

日本の教会とすべての善意

す。「積極的平和のための

70

以来７０年間「中立」を歩 るに違いなく、常識では後

自国の利益と権力維持の
ために、多くの社会ルール

取り返しのつかない傷と

んできました。しかし、安 方支援 武器弾薬食料 をま 戦い」は恐ろしい机上の空
(
)
ず叩くのです。
論に思えてなりません。

全保障政策が変わり、今や
戦闘可能な国になろうとし
ています。

係が表面化しつつある現在 、 と破壊に満ちた過去の過ち』

が破棄され、いびつな力関 罪を犯さないために『暴力
わが国の平和と安全を守

武力による平和維持がまこ を繰り返してはなりません。

険しくて困難ではありま

みの渦に陥れるのを心から

えを勇気と信頼をもって選

はありませんか。広島での
危惧するのは歴史から学ぶ

びとり、国と国とが対話の

がゆえです。

たちが戦地に送られ、闇と

円卓につくことを心から祈

親しい若者

世界をさらなる緊張と憎し

一発の銃弾が恐怖を生み 、 すが、平和の道を歩もうで

としやかに語られています 。

安全保障法案に思う

戦争可能な国への動き
過去 の過 ち 繰 り返 す な

るため、自衛隊が同盟国の
後方支援と
して戦闘地
域におもむ
く兵站任務
の法案が議
論されてい
ます。 現在
の自衛隊人道支援ＰＫＯ活
動もその範囲は広がり、武
力を使うことを認める法案
を成立させようとしていま
す。
もし攻撃された場合、自

力によらない平和を』（戦 衛隊は武器を使い速やかに
撤退すると、国会で説明さ

武力によらない平和を』

死が取り巻く地獄の体験は 、 り求めましょう。『今こそ
人間が人間であることを失
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皆さんには、共同体の集い

戦 後70 年司 教団 メッ セー ジにつ いて
平和を求めて『今こそ武

今こそ武力によらない平和を
後７０年 司教団メッセー

よく考えてみるなら、

純な教えです。でも、

これは 小さな、単

し上 げること です。

エス様に のませて差

げるなら 、それはイ

杯の水を のませてあ

渇い て い る 人 に 一

マザー・テレサの言葉

カトリック
切 な こ と な の で す。

れていますが、素人である

講話に耳を傾ける司祭たち

83
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カトリック高松教区
１

７つの委員会と、それを
を超える信徒組織が教会

軸にした活動グループなど、
典礼・青少年教育・カテケー
ジス・路上生活者支援・み
ことばの分かち合いなど、
様々な活動と奉仕を日々続
けています。

愛媛の宣教１３０年の節
目となる年を迎え、松山教
会も新たな岐路に立たされ
ています。現代に至るまで
私達にカトリックの道を繋
いで下さった兄弟姉妹に学

高松教区典礼委員会は
①ミサ典礼書部分改訂の解
説とスムーズな移行を目指
しての取り組み。

桑田 高明

び、今を生きる信徒達の思
いを汲み上げ、新たな世代
に信仰を託せるように「多
くの部分」が主の教えのも
と「一つの体」として一致
出来る、そのような姿を目
指して、は歩んでいます。
松 山教会
この２項目について、各
地区、ブロック、小教区へ
出向いて説明会開催を進め
ていく予定としています。
この説明会の日取り等につ
いては各地区・ブロック・
小教区との日程調整となり
ますが、出来る限り早期に

典礼聖歌 その１

のでない限り、典礼の精神
にふさわしいものは典礼の
中に取り入れることを宣言
年前に開催された第２ したのです（『典礼憲章』

そこで、まず第二バチカ

５８参照）。

バチカン公会議後の『典礼 ３７および『現代世界憲章』
憲章』で「典礼の国語化」
が謳われるまで、典礼のこ
めたものは、典礼における

とばは原則、ラテン語でし ン公会議『典礼憲章』が求
た。しかし、教会が、ヨー

ロッパ以外の地域などへ宣 全信者の「積極的・行動的
教するようにり、文化や習 参加」でした（同憲章１１、
このような、典礼の刷新

慣の違いから、どうしても １９、３０など）。
これまでのやり方では対応
ネ２３世は考え、現代の状

着手しました。

ク教会も、典礼の国語化に

できないと、時の教皇ヨハ を受けて、日本のカトリッ
況に適応した宣教する教会

日）から正式に開始される

ここで、大きく刷新され

進めていきたいところです 。 へと刷新するため、この公
月 日（待降節第 主 会議を開催されました。

音楽も国語によるものを作

式文そのものを歌う、教会

国語によるものが作られ、

典礼で用いられる式文も

ミサ典礼書の部分改訂につ たものが、典礼＝教会の公

のようにして誕生したのが

いてはカトリック中央協議 の礼拝・祈りでした。原則 、 る必要に迫られました。こ
会から詳しい解説が届いて すべてがラテン語であった

『典礼聖歌』です。

日（ 水・秋

詳しくは本教区報９月号

が予定 されています 。

信徒のための典礼講習会

大阪教会管区主催による

分の日 ） 場所 ・岡山教会

期日・９月

＊典 礼研修会予告

おります。教区民がよりよ ものが、各国語で行えるよ
く新しいミサ典礼に参加で うになり（『典礼憲章』３
きるようにとの思いで、取 ６§２）、福音に反するも
り組んでいきます。
また、この教区報典礼コー
ナーでは典礼聖歌について
の解説を順次掲載すること
によって、各地区における
聖歌講習会への下準備に繋

６月 日名古屋カテドラル聖

ぺトロ・パウロ大聖堂で、松浦

悟朗司教（ ）の着座式が盛大

に執り行われた。これまで名古

屋司教として 年間努められた

野村純一司教（ ）から司教杖

を受け取り、これからの名古屋

教区の舵を取られることになる。

式は司教・司祭団約１００人

参列者千３００人の喜びの着座式となった。

ペデ神父様が一ヶ月余りの や民衆の生命と生活を大切

年、グレゴリオ・デ・セス た国づくりをめざし、家来

じめて伝えられた１５８６ として愛とぬくもりに満ち

で執り行われ、名古屋教区民と

右近列福を待つ
高松修女連総会

話を伺いました。

その後のバスツアーでは、

番札所の多聞寺に あ る 三

角形〈三位一体をあらわす〉

や十字架のしるしの窓が見

来ず、この辺りであろうと

て と れ る 灯籠、山中で人も

推測される竹やぶにある高

石碑等を訪れ、当時を偲ん

で感無量のひと時をすごし

ました。

その後、信徒会館で昼食

と総会を終え、イスマエル

神父様と岩崎神父様の共同

司式ミサに与りました。

イスマエル神父様は、教

皇様が奉献年にお出しになっ

た「すべてのことに賛美」

の紹介と、奉献生活者が喜

びと希望のうちに未来に向

かうための具体的な例を懇々

一日研修でしたが、感謝

とお話くださいました。

と祈りのうちに高山右近の

丹下令

市松山町の市営ソフトボー

と、高松教区チームにシス

では前年度優勝で今年ホー

山右近潜伏の地と記された

聖ドミニコ宣教修道女会

ていました。しかし、棄教 列福の日を共に待ち望んで
を迫られて、小豆島に隠れ います。

間に１４００人に洗礼を授 にし、人々から大変慕われ

高松教区修道女連盟の総 けたそうですが、現在の福
日、小豆島・土 音宣教のあり方とどう違う
会が６月

業のあふれを感じました。

証してきたことに聖霊のみ

庄教会で開かれ、講演と巡 のかと考えさせられます。 潜んでいた時期があったこ
礼で、聖なる人 高山右近 彼らが命がけで信仰を守り 、 となど、右近の聖徳、お人
柄について心を打たれるお
をしのびました。

小豆島教会にある高山右
講師は、小豆島キリシタ
ンの足跡をたどる会々長の 近の銅像は長い間保存され
ていた大阪の玉造教会から
日向光徳先生で、講話のテー

マは、「小豆島における高 ８年前に運ばれてきたそう
山右近とキリシタンの足跡 です。右近は名高い大名で
ありながら、率先して村民
をたどり見えてきたもの」

月 に 西日 本

いましたが、勝負は最後ま

ムの利点を持っている、長

でわからないもので、最強

崎教区の圧勝が予想されて

稚園の子供たちが応援に来

の長崎教区としては、わず

ターたちが参加し、去年の

ていました。今年は長崎の

福岡教区での交流会では幼

婦人会の応援団が特に注目

か 点差での優勝をだれも

つの教

行われました。

区から つのチームが、ま

ず二つのブロックに別れて

リーグ戦をしたあと、成績

が 位の チームが決勝戦

に値し、その応援に力を得

ル球場で天気にも恵まれて

のなきがらをかつぐなど、
でした。
小豆島にキリスト教がは 誠実で人間味あふれる領主

毎年１回、

の つの教区 長
(崎、福岡、
大分、広島、高松 の
)司祭・
助祭たちが集まっ
の試合をする交

てソ フト ボー ル
流会が行われま
今 年 はさ
らに 、 大 阪 教区

す。

が新しく参加す
つの教区が参

るこ とに なり 、

チー ムが 作 れな

松教区は一つの
いので広島教区

Sr

62
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と共 同で チー ム

をして優勝チームを決める

区を破り２勝で ブロック

て長崎教区が福岡と大分教

ないかと思います。

予想していなかったのでは

が行われ、来年は大分教区

その後、授賞式と閉幕式

で開かれることが決まりま

の１位になりました。

今まで最弱体であった高

の司祭まで互いに交流でき

り、年配の神父様から若手

まって運動をしながら交わ

勝負より多くの司祭が集

した。

松・広島教区が属している

ブロックでは第１試合か

ら、初参加の大阪教区を１

回裏だけで打者一順し、

点差で勝つ波乱を起こしま

した。その後、浜口司教様

す。

宋亨根

が引きいる大分教区も破り 、 たことを神に感謝していま

２勝で決勝進出を決めまし

た。 続いて行われた決勝戦

日向光徳氏による講話

松 山 教 会（ 愛 媛 ）

愛媛県松山市の玄関口で
分ほど、雑居ビルが並ぶオ

ある松山市駅から徒歩で
フィス街の一角に松山教会
主任司祭はドミニコ会の

は建てられています。
ルイス・グティエレス神父
様です。未信者の方がお昼
②ミサにおける典礼聖歌の

ました。今は息子さんが

また、小教区の取り組み

願っています。

時に聖堂を訪ねられること

与かり祈りできることを

域のために働いてこられ

に掲載 いたします。

で私たちと一緒にミサに

がることを期待しています 。

23
医師の仕事の他、町の

色々な役職をなされ、地

も多く、愛媛県庁が近い通

でミサに来られます。

として、老若男女の交流の 歌唱法の共通理解浸透のた
場として毎月 回開催され めの取り組み。

になりますが、小さな教

りに面して教会に併設され

仰生活の中、今はお二人

｣

リ ッ ク 教 会 が 出 来 て 55年

｢

受けられ、夫唱婦随の信

る ゆうあい喫茶 、信徒の
6年 前 に 奥 さ ま も 洗 礼 を

の門前町。その地にカト

｣

まいの琴平は金毘羅さん

｢
技能を生かした手作り品も

うか、ミサや祈

た マリア書院 も、大切な
宣教の場としての役目を果
並ぶ各種バザーなど、教会
全体で生き生きとした交わ

引き継がれま

13

を作って参加します。

総 勢 100人 を 超 え る 司 祭 団

たしています。
主日のミサへの参加者は
りの機会を設けることを重

かれたのでしょ

名古屋教区

今年の交流会は長崎教区

3

約２００名、愛媛県中予の
視しています。
多国籍の信徒が集う英語
ミサも毎週行われ、聖霊降

そのおり身につ

琴平の医院を

祝福を与える松浦司教

一昨年を振り返って見る

A

6

1

様のお父様の

松浦悟朗司教が着座
司祭・助祭ソフト交流会

加し まし た。 高

6

多田繁雄
善通寺教会
医院を引き継がれ第一線

各地から信徒が訪れる松山

｣

勢は、私たちの模範
善通寺は弘法大

教会が大切にしていること

｢

れ た こ と も あ り、

交流の場「ゆうあい喫茶」
は 多様性の尊重 です。

医者の不養生とならず、
会を今日まで支えてこら

臨の国際ミサや小教区の行

先生がいつまでもお元気
れたお一人です。

事でも日本人信徒との活発

り、まだ完全な隠居生活

77

システムでした。

13

な交流が見られます。
教会関連施設の朝日ヶ丘
のカトリック墓地では、松

親しみを込めて日頃は

46

B

です。
師の誕生地、またお住

5

2

山教会に縁の深いドミニコ

り診察にもあたられてお

50
りを大切にする姿
した。

5

高松・広島チーム善戦

の担当で 月 日 月
( 長
)崎

1

会修道女・神父の墓地や、
山口宅助神父の手による浦
上四番崩れの流謫碑などか

リーで生活をさ

様と結婚、奥

高松教区典礼委員長 谷口広海

橋本雍先生を私たちは

5

25

スト会のドミト
丸 亀 出 身 の

松山教会正面
ら、信仰の先人達の足跡に

同じ医師の奥

教会音楽も各国語で歌う
を退かれましたが、時お

16

リノール会やマリ
られます。

その１
典礼聖歌
雍 さん（85歳）
橋本
善通寺教 会

20

5

都での学生時代は、メ
身 で 、 今 年 85歳 に な

やすし

2

11

受 洗 は 20歳 の 時 で 、 京
先生は、徳島県鳴門の出

10
思いを馳せる事も出来ます。

「 先 生 」 と 呼 ん で い ま す。 は で き て は い ま せ ん 。

⑳『典礼奉仕』のために

小さな教会を支えて55年

ひと

5
信徒で作った復活のレリーフ

２
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カトリック高松教区

今年も 盛大にル ルド祭

「いっぱいしゃべった」
子どもと中高生の集い
「子どもと中高生の集い」 は教区の「 青少年委員会」
（委員長 八木）の活動の一つとして実施される集いで
毎年、各県を回り、青少年委員会のメンバーと信徒の皆
さんの協力によって実施している。内容は子どもたちの
福音の教えの理解と実践への取り組みである。寸劇をし
たり、絵を描いたりして理解したことを分かち合う。青

わたしはこどものつどい

司教様のＵＦＯの話がお
もしろかったです。ついせ
きハイキングが楽しかった
です。高知に関するクイズ

をグループのみんなでとき

ながら高知城を登りました。
と中で道にまよったり、

転んで、にもつをぶちまけ

たりした人をみんなで助け

ました。わたしたちのグルー
プは、ザーカイしょうのしょ
うじょうをもらいました。
うれしかったです。
もっと２はく３日くらい
したかったです。こどもの

議」と衣を替え、一般信徒を交えての「東日本大震 の被災、復興状況を切り取っ

では、被災者との明るく元

ンティアの方達との交流会

夜の大船渡ベースとボラ

いての訴えを聞きました。

た写真のスライドショーを

これまでの「全国担当者会議」が今回から「全国会 石では、菊池写真館長さん
災復興支援第５回全国会議」とし、６月 日から３

気な絆を結ばれている前向

田さんから、 被災
地の 状況 報告 を聞
きました。 札幌教
区は 震災 津波 直後
の３月 日にサポー
トセンター を立ち
上げ、 北海道から
フ ェ リ ー と 陸 路で
時間 かけ て宮古
入り した こと 等聞
き 、 そ の後 、 祈り
のう ちに 小野 寺神
父様（仙台教区司教代理）
のガイドで大槌町に向かい
ました。
大槌町の街並みだった場
所や役所や病院は朽ち果て
た情景でした。昼食後、復
興状況を聞き、かさ上げ工
事現場を見学しましたが、
膨大な土地に７ｍのかさ上
げが急ピッチで進んでいま
した。
次に向かった釜石大只越
町のＮＰＯ法人カリタス釜

その後、カリタス釜石副 た。

理事長の伊勢さんより活動

状況報告を聞き、復興住宅

平川三鈴

最終日の７月１日は仙台

見交換を行い、感謝ミサに

を持ち、支援活動方法の意

分をかけて下の

店まで行かなければならな

与りました。

漁師の方は１００％養殖が

方の話を聞きました。カキ

キ漁師の方と元新聞記者の

質的なわざを行いましょう 、

この３つをもって教会の本

かし、②祈り、③愛と奉仕、

ぞれが信仰に基づいて①あ

担当の菊池司教様はそれ

だめになり、自らも被災者

と呼び掛けられました。

の土地と代替え地の差額の

復興事業の進め方で、自分

元新聞社の方は、行政の

など話して下さいました。

したいと頑張ってきた体験

く、もっと皆が喜ぶことを

け元のようにするだけでな

こと、徐々に漁業再開に向

者に提供して大変喜ばれた

忘れないで欲しい、祈って

を見て皆に伝えて欲しい、

ようです。全国の人が現地

と、考えの違いなどもある

年６か月、まだ４年６か月

と支援の難しさや、もう４

所を見学させて頂き、自立

活動現場など、いろいろな

仮設住宅やスタッフの支援

被災現場とかさ上げ工事 、

矛盾など、多くの問題につ

私はもっと近ければでき

つきました。

ほしいとの言葉が頭にやき

板で焼きそばを作って被災

なのに飲食店をしていた鉄

次に大船渡ベースではカ

い大変な所でした。

は徒歩で

ここは高台の為、買い物 カテドラルを会場に全体会

の見学に出ました。

坂出教会

きな姿に逆に励まされまし

修道会担当者と信徒が参加する中、高松教区からも 直後から必死で写真を撮っ

我 部輝子さん と２ 人

名の 参加 者

日宮 古教 会

で参加しました。
６月
へ 行き

と合流後、 北海道の
方で宮古ベー スの和

賛歌を捧げ、ミサ後にはそれぞれが持ち寄っ

た自慢料理に舌鼓みを打ちながら互いのお るのにと思いましたが、遠

曽我部輝子

７ 万 ６５ ４ 円

日～ ６月

１ 千 ６３ ７ 万５ ９ ８ ２円

累 計 （７ 月 １ 日 現 在）

（ ４月

献 金 入金 報告 含
(お米券 )
日 分 とし て ）

東日本大震災大船渡支援

Ｔ Ｓ Ｃ 高松教区サポートセンター

坂 出教会

心を向けております。

として赴くことに、すでに

視察ではなくボランティア

たことに感謝し、９月には

す．貴重な体験に参加でき

にと呼びかけたいと思いま

を皆に伝え、忘れないよう

した。とにかく見てきた事

り組みを考えたいと思いま

くても出来る支援活動の取

してきた「聖歌合戦」 は、

国自慢と談笑のうちにすごしました。
長期ヴィ ジョ ンの中、 本年
度の２つの柱の１つである
外国籍信徒司牧（ ＩＣＣ）
の充実を図るための企画と
位置付け、 日本のカトリッ
ではないという共通意識と

ク教会は日本人のみの教会
理解を期待し、 「 国際聖歌
することにしました。

交流会＆ミサ」 として開催
会場の桜町司教座聖堂に
集まり司祭団、シスターズ 、

は聴衆を含め、 １４０人が
ＩＣＣ、 小教区などから９
チー ムが聖歌で主を讃え、
続くミサでは英語、 タガロ

今回初参加で歌うドミニカンシスターズ

今回から、 司教司牧書簡の

昨年まで５回に亘り実施

たそうです。

日間の日程で開催された。各教区の震災復興担当者、 見ました。館長さんは被災

私は

何 か出来ない かと 曽

の事を聞き、 私にも

その頃、 復興支援

職しました。

め、 今年５月末で退

ン病院で看護師を勤

年間マルチ

４名が参加し、 早速に 報告して頂い た。

28

18

年たちがリーダーとなって、歌やリクレーションも織り
交ぜながら活気づけて、楽しい集いになるように心がけ、

今年も三本松教会で恒例のルルド祭が盛

にさんかしました。今年で

これからも多くの青少年の参加に期待を掛けている。

大に祝われた。 これまで高松教区行事とし

２回目です。去年とても楽

つどいが１ねんに２回くら
いあったらいいなと思いま

道後教会 福原優果

⑤片山 光男 徳島教 会
⑥西 村 尊美 徳島教会

左：平川氏 右：曽我部氏

グ語、 ベトナム語で祈りと

3

再出発の三本松教会

て位置付けられていたが、 今回から、 小教

しかったので、今年も楽し

鳴門教会
③三原千栄子 鳴門教会

②吉岡美代子 阿南教会

①林 広

６名の奉仕者、右端から

徳島教会 片山光男

りたいと存じます。

さぬよう、 一生懸命がんば

聖フランシスコの御名を汚

た。 私も洗礼名、 アシジの

余る光栄だと感動致しまし

諏訪司教様より頂き、 身に

者と聖体奉仕者の認定書を

６名の信徒が集会祭儀司式

徳島地区では、 このたび

徳島地区で６ 人を任命

集会 祭 儀 司 式者 ・ 聖 体 奉仕 者

いっぱいしゃべりました。

のお姉さんやシスターやグ した。またみんなに会いた
ループの友達がやさしくて 、 いです。

みにしていました。リーダー

区行事となっ たため、 例年と比べて参加者
の減少が予想されていたにもかかわらず、
昨年同様、 香川県全域と徳島県から司祭１
０名を含む１３５名ほどの参加があり、 盛
大なルルド 祭となっ た。
今回のルルド祭は外国籍信徒も多数参加し、
ルルドの聖母を讃えるロザリオの祈りから
始まりミサ聖祭も英語を交え、 国際色が前
面に出た催しとなっ たことが特徴と云える。
三本松小教区は、 典礼暦の頂点といわれ
る聖なる三日間と復活祭に水主の霊性セン
ター Ｃ棟への引っ 越しを終えたばかりで、
ルルド祭開催まで、 色々な曲折を乗り越え
ながらの準備となっ たが、 次回開催を占う
上でも、 有意義なルルド祭となっ たことは
間違いない ようだ。
そ う いっ た 中で 、 小教 区 の 典 礼 の仕 事 や
ルルド祭、 そして引っ 越しにも積極的に奉
仕をされていた姉妹信徒の突然の訃報に見
舞われるという事態にも遭遇したが、 彼女
の分まで信徒全員が更にまとまるきっ かけ

④松本 良子 阿南教会

院内保育園完備

聖ドミニコ宣教修道女会

12

高知聖母幼稚園
海の星幼稚園

http://www.sakamoto-hosp.or.jp/

鳴門聖母幼稚園
阿南聖母幼稚園

整形外科・脳神経外科・泌尿器科
皮膚科・外科・消化器外科
肛門外科・乳腺外科・形成外科
呼吸器外科・呼吸器内科・内科
リウマチ科・放射線科・リハビリ
テーション科・麻酔科
〒769-2602
香川県東かがわ市川東103-1
☎0879-25-1121（代）

わたしたちは、患者様
の立場に立った全人医
療を行い、地域の皆様
に愛され信頼される病
院を目指します

教区スケジュール
ともなっ た。

30

私たちは、自分を創造しようとするこどもを
まなび、護りましょう

神を観想し、
その実りを人々に伝えよ

42

17 29

高知城で微笑む子供達

40

22

支援内容も様変わり
和気あいあい聖歌交流会＆ミサ

Br

上

東日本大震災復興支援全国会 議 報 告
り

便

Ｃ

Ｓ
Ｔ

国外国籍信徒と共に交わる

7月
1日（水）福者ペトロ岐部司祭と187殉教者 記
3日（金）（初金） 聖トマ使徒 祝
4日（土）オペラ「高山右近」in高松 17:00
5日（日）年間第14主日 オペラ「高山右近」in松山15:00
12日（日）年間第15主日
14日（火）司祭評議会10：00～12：30 諸委員会委員長会13:30～15:30
19日（日）年間第16主日
20日（月）海の日
25日（土）聖ヤコブ使徒 祝
26日（日）年間第17主日 高山右近祭in小豆島13:00
27日（月）四国カトリック幼稚園連合会職員研修会in高松14：00
（～28日）
8月
2日（日）年間第18主日「平和への祈りコンサート」in高松
6日（木）主の変容 祝 広島平和記念日 日本カトリック平和旬間
（～15日）
9日（日）年間第19主日 長崎原爆の日
12日（水）下田武雄師命日（4回忌）
15日（土）†聖母被昇天 祭 終戦記念日
16日（日）年間第20主日 平和を願うミサ（主日ミサ）予定
22日（土）天の元后聖マリア 記
23日（日）年間第21主日
27日（木）聖モニカ 記 佐々木光雄師命日
28日（金）聖アウグスチヌス司教教会博士 記
30日（日）年間第22主日
背景にあるルルドのほこらが隠れてしまうほどに集まった信徒たち

４
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カトリック高松教区

