マザー・テレサの言葉

２月 日、入院先の京都大学医学部付属病院で亡くなられた。 と折衝、ついに２００９年

高松教区司教として７年間司牧された溝部脩名誉司教が 運び、粘り強く担当省高官
から多くの青年たちが集まっ 者を育て励ます仕事は着々

『望洋庵』を開いた。全国 ールなどへ派遣 された。若

女、 信 徒 ら 約８ ０ ０ 人 が

国から 司教、 司 祭、 修 道

サン タ マリ ア よ 』 を 涙 と

た『 共に 歩 ん でく だ さ い

参列 し遺 徳 を し の び、 果

永遠の安息 を祈っ た。

とも に 歌い 、 溝部 司 教 の

歳だった。溝部司教は任期中、分裂状態の同教区の一致 ３月神学院廃校にこぎつけ
に心血を注がれ大きく前進させた。若者の育成にも活発に動 た。語学力に優れた溝部司

今は四旬節。神さまに
心を向け直す「回心」の
恵みを願う季です。
特別聖年のロゴのよう
に、よい羊飼いのイエス
さまに背負われて顔と顔、
目と目を合わせてイエス
さまと一つのものとなり、
御父のようにいつくしみ
深い者となれるように祈
りながら。
人を裁かず、罪に定め
ず、限りない愛とゆるし
のうちに生きることがで

えた 。 若 者 たち も た く さ

きれば幸いです。

たされた数々の業績を讃

そこでサレジオ会宣教師

腕が日本を訪れ、その縁で

列福や高山右近の列福運動

年）から２年半、長崎大

その後１９９８年（平成

の基礎を磨きました。

小神学校に入学。高校を卒

業して、東京調布のサレジ

が出来ました。

東京調布で、サレジオ会

長を務めました。

２０００年（平成

ここでも人々との対話を通

高松教区長に着任しました。

年）

５年（ 昭和

じて導く姿勢は変わりませ

２００４年（平成

体」のことで高松教区の一

特に高松では「新求道共同

願 を 宣 立 し 、 んでした。

ジオ会員と

晴れてサレ

校で哲学を

調布の神学

溝部司教は

いう庵を作り、 多くの若者

京都の西陣に「望洋庵」と

れ、高松教区長の職を退き、

退職」の願書が受け入れら

２０１１年３月、「定年

な り ま し た 。 致のために尽力しました。

後、 日向学

学び、 その

療養に努めながら自分の状

近年体調がすぐれなくなり、

の指導をしました。

しながら、

授業を担当

況を単純に受け入れ、すべ

院で英語の

実地過程を

もとに召されていきました。

てを神様にお任せて神様の

９ ５ ９ 年

終了後、 １

日本の教会のために全力

を尽くされた溝部司教様は

牧者の使命として特に一人

ひとりの青年を主イエス・

キリストと出会わせるため

の同伴者であることを、死

を迎える数日前までやめま

せんでした。

葬儀ミサに参列して下さっ

これからも司教様を思い起

た溝部司教を愛する皆さん、

し、永遠の安息のためにお

祈りください。

を招 く た め で あ る 。 」
（マタイ９・１３）とおっ
しゃいました。
教会はきれいごとばか
りではなく、過ちと汚濁
の中で苦しむ人々の集ま
りですが、そんな私たち
のために、いつくしみの
泉であるイエスさまの御
心から血と水とがほとば
しり出たのです。
悔い改めてその命の泉
に近づく者は皆、完全な
赦しをいただくことがで
きるのです。
もうすぐ聖週間、そし
て復活祭です。私たちも
自分の一番深いところを
見つめ直して清めていた
だき、復活されたイエス
さまと出会うことができ
ますように。
また、今の世界はあま
りにも多くの人々が悲惨
や不安や混乱の中で苦し
み、それはさらに広がろ
うとしています。
「御父よ、どうかイエス
さまの痛ましいご受難に
よって私たちと全世界に
いつくしみを注いでくだ
さい。」と祈りたいと思
います。

くためではなく、罪びと

イエスさまは「わたし
もに、みちのくキリシタン
の研究にも力を入れました。 が来たのは正しい人を招

日に初誓

年） ３月

の修練期を過ごし、１９５

年）

にリビアベッラ師の勧めで 、 司教区の長崎コレジオの院

翌１９５０年（昭和 年）

中学３年生でした。

洗礼名を頂きました。時に

ん参列 、 司教が 好き だっ

仙台教区長に選任され、信

溝部司教の葬儀は３月４

え、『気づき』に達する道

サレジオ会管区長

牧評議会を設置。典礼、青 の問題は『これが解決しな

リビアベッラ師と出会い、

終わった」と。しかし父な

者との交わりを深めるとと

た。自分をしっかりもって と進展していたのに…。病
人生を歩む若者を育てるこ には勝てなかった。

大きな仕事を果たされ、
へと導かれた。海外体験の

御言葉に触れ、味わい、考 日 、 高 松 で 行 わ れ た 。 全

２０１１年離任。重責を終
ため５００人以上が東チモ

山野内倫昭
溝部司教は朝鮮の新義州
（しんぎしゅう）という町

い限り教区の一

神父様の姿にひかれて教会

る神はイエスを復活させた だけに閉じこもる信仰から

オ神学校に進学し、チマッ

とを目的とし、キリストの

少年宣教、広報、生涯教育

えた司教は、 翌年京都に

（特集号に関連記事・写真） たことだった。

溝部司教は２００４年７
委員会など活動できる体制

人

日、仙台教区長から高
を整えた。

３月５日に生まれ、終戦と

致はない』 とも

に通い、昭和 年（１９４

してユダの裏切りからでは

のです（ロマ書６章 ～ ） 抜け出し、 この大地の家族

ティ師の薫陶を受けること

かれ、教区の恩人として、その死は多くの人から惜しまれた。 教でなければなしえなかっ

月
松教区長として着座した。
掲げ、当時『道』の問題で 活性化に力を注ぎ、若者た

なって引き上げ、母の故郷

年）

分裂状態にあっ た同教区の ちがキリストの御言葉を分

である大分県国東半島へ。

で１９３５年（昭和

『一致と再生』に心血を注 かち合い人生を考える講座

その後別府市へ移住。脩少

特に司教は青少年活動の

ぎ困難な問題が山積する中 、 『若者と聖書』を４県で継

年は不良仲間との付き合い

言われた。 バチ

９年）のクリスマスに受洗 。

なく、神の慈しみの宣教の

10

（昭和 年）

イタリアに留学し、神学を

年）

して、キリシタン殉教者の

学史学科で修士課程を修了

ンの研究をつづけ、上智大

を務めるとともにキリシタ

帰国して、 大分司教の秘書

１９６７年（昭和

した。

続きローマ・グレゴリオ大

いて司祭に叙階され、引き

年）２月９日、トリノにお

学び、１９６４年（昭和

広がり生き続けたのです。

う。

諏 訪榮治郎

高松教 区司教

実」 に掲げてまいりましょ

主の復活の光を「 荒野の現

学で史学科の勉強を続けま
主の復活は世界に神の慈

しみの絶えることのない希
望を与えた出来事なのです。
その愛を私達の教会が制限

うことがないように気をつ

を設けて、小さくしてしま
誇ったのかも知れません。

けたいと心から思います。

12

16

『聖霊のもたらす一致』を

重い十字架を担って歩まれ 続して開き、自らも講師と

で、警察に補導されること
にあったカトリック教会に

もあり、 心配した母が近く

なって走り回ることも苦に

教区内を車で回り、状況 されなかった。
分裂問題解決には困難な

カンが認可した

ちょうどその年、聖フラン

い、イエスを抹殺しようと

結果なのです。イエスの十

25 30

た。
を把握、教区を動かす両輪

ものであり、 溝

シス・ザビエル渡来４００

行くことを勧めました。

部司教自ら何度

年を記念して聖人の聖なる

となる司祭評議会、宣教司 状況が続いた。特に神学院

もロー マへ足を
イエスの宣教活動の現場 き、主のあとを追いかけ、

するのです。「彼らは怒り

青年たちを愛し育て励ました
父はイエスの復活によっ
この大地が創造主のみ心
て、ご自分の慈しみの計画 の家であるために、 平和を
を続けておられるのです。 祈り奉仕してまいりましょ
イエスの愛は引き継がれ生
う。 神の愛が永遠であるこ
きつづけているのです。
とを証ししていきましょう 。

えて、その命と愛を注ぎ、 ます。

い、招き、時代と地域を超 の現実を見渡す必要があり

復活の主は人びとと出会 た教会」 となるために荒野

9
「もうこれでイエスの愛は

字架の死を見た悪魔は勝ち

の現実に寄り添う「 開かれ

狂ってイエスを何とかしよ

日々取りなしを与えて下さ

章 ～ ）。
イエスの十字架の死は決

8

は「荒野の現実」でした。

その荒野のただ中に神はイ

います。
しかし神の慈しみのみ顔

うと話し合った」（ルカ６

荒野に復活の光を掲げましょう

絶えず主に願うのです。

私たち教会が自分の安心

24

私たちにとって「荒野」と 「主よ哀れんでください」
はどんな現実なのでしょう
か。
神の慈しみによって創ら
れた地球という家族の叫び
と涙が、いたるところから 「主よ歩けるようにしてく
聞こえ心が痛みます。地球 ださい」、「主よ見えるよ
の共通善と秩序が日ごと破 うにしてください」、「主
壊され、混乱が連鎖を生み よ癒やしてください」。
切なる「回復」の祈りに、

人びとの、いや私たちの

む泉は、十分に深

あらぬものに頭を下げ、

暴力が後を絶ちません。

せん。
そうすれば、
ている人々は、遅

エスをお遣わしになりまし

時にそれに期待してしまう 、 イエスは向き合われ、「神
そんな「荒野の現実」です 。 の慈しみ」をお開きになり 、

かれ早かれ、

あなたがたが愛し

どこからその愛が

「荒野の現実」に生きる多

た。

湧 き 出 て い る か が、

を現わせば現わすほど、悪

溝部司教に永遠の安息を

10

800

80

遺徳しのび葬儀に

高松教区の再生と一致に力注ぐ

くなければなりま

あなたがたが汲

29

19

魔は、ある立場の人々を使

39

高松教区報

25

34

42

溝部脩名誉司教ご逝去
くの人びとは、主の声を聞

11
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２０１６年３月２０日（第１７１号）

カトリック高松教区
１

聖ドミニコ宣教修道女会

北条修道院
明るい陽光のもと、キラ 短期大学開学の運びとなり

然豊かな田園地帯、その真

背後に高縄山がそびえる自
家、短大附属幼稚園、女子

護老人ホーム聖マルチンの

キャンパス内には特別養

最終となる今回は、典礼聖 「教会一致（エキュメニズ

典礼聖歌についての連載 をひとつにしよう」という
の規範版である『ローマ・

『典礼聖歌』はラテン語

いても見ておきたいと思い これに応えて、現在でも至
『グラドゥアーレ・シンプ

ア ー レ ・ロ マ ー ヌ ム 』 、

歌集以外の会衆讃美歌につ ム）」運動が呼びかけられ 、 ミサ典礼書』、『グラドゥ
るところで、教会一致のた
レクス』と同じ内容となっ

ます。
めのさまざまな努力が続け
集には『公教会典禮聖歌集』

来の教会一致を優先的に考 『儀式書』そのものである

「典礼聖歌編集部」でも将

ています。

（会は旧字体）、『公教聖

え、エキュメニカルな礼拝 ことからも『典礼聖歌』な

カトリック教会では聖歌 られています。

歌集』、『カトリック聖歌

でも、他の教派の公の礼拝 の で す 。 そ の 意 味 で は 、
（典礼）でも『聖書』のこ 『 カ ト リ ッ ク 聖 歌 集 』 や

すなわち、 典礼式文＝

集』など、必ず「カトリッ
ク」を現すことばがつかわ

るかにグレゴリオ聖歌に近
いことを認識できるでしょ
これまで４回に亘っ て典

う。

います。

レイ神父様は昭和 年

月 日、アメリカの北部メ

グレゴリ

大学で教え幼稚園園長も

周年お

アン大学

田に着きました。

オブレート会神学院に着

いたのは午前４時 分でし

昭和 年３月 日に叙階

た。それから就寝したのも

教職に就き、高知では幼稚

修練院、白百合女子大学で

されてからは、東京修学院、

つかの間、 分後の起床時

して午後は散髪用具を伊勢

間に起こされたのです。そ

昭和 年から現在に至るま

園長、主任司祭等を務め、

丹に買いに行きました。

そのようなことがあって

から、私は東京で 年間一

で、管区会計をしています。

レイ神父様とは 年ほど

学 を 学 び 、 緒に生活し、主に新宿、吉

もお互いに神の御国のため

の付き合いです。これから

月

祥寺にかけて散歩に行きま

同年

園のチャプレンとして勤務

されました。

日頃教会へ来られない方々、

稚園の園長や丸亀聖母幼稚 る天才です。

寺聖母幼稚園、桜町聖母幼 でその場の雰囲気を和ませ

硫黄神父

に働いて行きましょう。

日、ロー

マから羽

０年４月まで、司祭として

初めての赴任先がアメリカ

のカリフォルニアでした。

また、小豆島教会や今治 入院している方々をいつも

パンプロー ナ教区

任先は善通寺教会で、その されており、何処に行かれ を持って訪問される姿に頭

周年の節目にあたり、

ても明るいお人柄と、信仰 が下がります。

深い神父様の存在は人気の

的でした。

新しくなった丸亀教会に

今後益々お元気で丸亀教会

ご指導を宜しくお願い申し

の司祭と 赴任されて１年余りですが 、 や、西讃地区の宣教司牧と

上げます。

年ころだったでしょ

たのは、２０００

ド神父様と出会っ

私がフェルナン

方の笑顔が印象的でした。

楽しそうに話される神父様

食事会をされていました。

方は、週に１度持ち回りで

ペイン外国宣教会の神父様

寺教会よ

り三島に

着任さた

いる兄弟姉妹を訪問された

肇子

家を回られていました。そ

り、電話をかけて神様のメッ

太田

んな三島の地に１９７８年

外国籍の方とも積極的に

白亜の伊予三島教会 を献堂 セージを伝えられています。

されました。

１９９７年から丸亀教会

に異動され、２０１４年に 関わられ、ミサの中で外国

は丸亀教会も新しくされま 籍の方が自国のことばで共

した。そして、２０１５年 同祈願の祈りを捧げていま

常に信者に寄り添い、イ

４月から新居浜教会で司牧 す。

周年お

いつも笑顔で温かく信徒 エス様と伴に歩まれてきた

されています。

鈴木

強

新居浜教 会

めでとうございます。

を迎えてくれ、もう長く新 神父様、司祭叙階

もちろん、教会から離れて

す。高齢の方や病気の人は

親しみを感じさせてくれま

こ ろ に は 、 居浜教会に居られるような

教会がな

くて単車

で信者の

丸亀教会

して、 ま 神父様も私達信者もようや

信仰ひと筋の神父様は、

た県内で く慣れてきたところです。

は観音寺

聖母幼稚 いつも明るく私達に接して

うか。神父様は丸

後で知ったことですが、

園、善通 下さり、冗談交じりの会話

亀教会の主任司祭

フェルナンド神父様が観音
からす
でにス

信徒に寄り添い歩まれる

でした。このころ

され、

大阪教区

明るい人柄場を和ませる

後、東京の日本語学校や、

会の司祭として初めての赴 教会、新居浜教会でも勤務 心に掛けて下さり、御聖体

そしてスペイン外国宣教

共にスポーツも堪能でした 。

した。勉強がよく出来ると

で哲

19

レモン・ブ ルゴ
ア ン神 父様 、 司 祭
周年お めで

イン州、ウォータービルに

叙階

とう ご ざい ま す。

生まれ、昭和 年ローマの

す。
１９６６年

1

で司祭として叙階

日にスペインの

月

めでとう御座いま

司祭叙階

カンバラ神父様 、 １９６７年３月から１９７

呼ばれて

と親しく

通 常、 レ イ神 父 様

22

41

51

26

30

3

キラ輝く瀬戸の海を展望し 、 ました。

中に高い鐘楼がシンボルの
れ， 新たな宣教

「カトリック」という固有

礼聖歌について見てきまし
た。ミサの中で捧げる賛美
が、慈しみ深い神の大きな
恵みへの相応しい感謝と喜
びに満ちた応答となるよう
に、これからもより美しく、
より積極的な祈りとなるよ
うに、意識し努めていくこ
とが望まれます。

20

50

13

9

学生寮などが次々と建築さ

とばを歌う歌として用いら 『讃美歌』などにある「会

る「普遍の」という意味の

名詞をつけず、『典礼聖歌』

ことばも祈りのこころもは

れることを願って、あえて 衆賛美歌」よりも、内容も

れています。
これは「信仰宣言」にあ

「カトリック」（ギリシャ

『聖歌』『讃美歌』も各教

と命名したのです。

教派超え聖書の言葉歌う

語の「カトリケー」）とい

派の教会によって、さまざ

うことばを固有名詞として
用い、宗教改革以後、プロ

教会のもっとも伝統的な

まなものがあります。

を図るため、特定の教会を

祈りの歌は、なんと言って

テスタント教会との差別化
指す固有名詞として用いて

も『聖書』のことばを歌う
ものです。

いるからです。
しかし、第２バチカン公

その中でも特に『典礼聖

何よりも主日のミサが天
上の喜びの宴席の先取りを
感じさせるものとなること
を願っています

近（１５５２～１６１５年）

30

みどり溢れる聖カタリナ大
の拠点としてそ
こに北条修道院
が創立されまし

を受け入れ世話をしながら、

会議で、『エキュメニズム

ています。ですから、ほと

歌』は「詩編の歌」を用い

て、「教会は本来ひとつで

んどが『聖書』のことばを

に関する教令』が発布され
あり、思想、文化の相違か

歌っているのです。

の列聖運動を象徴するシン 字架から発して七曜星を包 家族・共同体・貧しい人々

50

た。
１９６７年、

学キャンパスが広がり、そ
一方で短期大学、幼稚園の

１９８４年、現在の修道

ら分かれたキリストの教会

サルーテ（ヘルスプロモー

ボルマークの制定が発表さ む緑は、永遠の命への希望 に仕えた、右近の「人々と

まり、夕べの祈りは６時か

12

創立当初は、 修
道院もなく派遣
された７名のシ
スター は聖マル
チンの家の片隅
に仮住いし、 各
地から次々運ば

の南端に北条修道院は位置
教育の充実に力を入れてゆ

れて来るご老人

しています。
ホームに現役で宣教奉仕を
院が建築され、聖堂は北条

シスター達は 名、大学・ きました。
している４名と学生シスター
１名、後期高齢者で元気な 教会として高松教区に委ね
それぞれ奉仕をしています 。 土曜学校も開き、子ども達

ションセンター）、ドミニ

の交わり」を表す。

２月 日、ユスト高山右 近を導いた聖霊の七つの賜 「神との交わり」を表し、

も信仰教育を受けて成人し

コ会カルペンティール師の

れた。このマークの制定を を意味する。

■ 三つの輪

物のシンボルでもある。十 横木は、常に神を第一とし、

てゆきました。

宗教画ギャラリーを通して

機に、教皇フランシスコに ■ 十字架

５名のシスターは、院内で られました。少人数ながら、

しかし時代は移り諸事情

地域に開かれた大学として

朝５時半起床、祈りで始
ら終課まで共同で祈ります 。
の中で、２００２年、時の

三つの輪は、三位一体の
揺るがない信仰へと導かれ

七曜星の背後を貫く十字
に仕え

広がっていった右近の生涯

神と人々との関わりの中で、
たキリ

を表す。輪の内側からの水

て、日本の教会がますます 架は、人間のために徹底的

ストの

色と濃い青は右近の聖性の

家紋は七曜星

列聖運動の高まりを見せる しるしであり、キリストに

深まりを、外側の朱色は右

高山右近列福
シンボルマーク

倣って神と人に仕えた右近
こが期待される。

近の深い祈りと命をささげ
シンボル解説

日本カトリック司教協議会

える 愛を表す。

るまでのキリストへの燃

の人生のシンボル。「ユス

よる右近の列福式典に向け

神への賛美と感謝、依頼さ

松山教会に合併されました 。

神林直子

北条修道院院長

位置しています。

高松教区典礼委員長 谷口広海

教区長深堀司教様によって

１９６５年、聖ドミニコ

現在では、信徒の高齢化

１９８８年、中四国初の

ト」（義の人）という洗礼
■ 七曜星
家紋の七曜星は、右近の 名の通りに、右近は自分を
家を指し、信仰を育んだ基 人のために明け渡す生涯を
礎を表す。七星は、七つの 貫いた。
十字架の縦木は、右近の
秘蹟とも重なり、また、右

18

金祝
オ ブ レ -ト 会
ブルゴアン師

おめでとう！

(23)

『典礼奉仕』のために

れた方々のため、恩人のた

宣教修道女会を経営母体と

も進み信徒数も 名余です 。

北条教会廃止を宣言され、

する聖カタリナ学園は、高

主日ミサもなく、集会祭儀

めに祈ります。

度成長に向う社会のニーズ

に応え、短大設置を決断し 、 をもって信仰共同体の絆を
市にそのキャンパスを置く

深めています。

ことを決め、田圃の中に一

現在は男女共学の人間健康

社会福祉女子大学を設置し 、

松山市に隣接する当時北条

万坪の広大な土地を求め、

し、パイプオルガン演奏、

９月から校舎建築に着工し 、 福祉学部のもとに学科を有
４月から待望の聖カタリナ

50

大学も併設する宣教の拠点

55

50

10

10

叙階 1966年3月19日

叙階 1966年12月18日

叙階 1966年12月17日

典礼聖歌についての解説 その４
sr

スペイン宣教会
カンバラ師

司祭叙階記念

スペイン宣教会
フェルナンド師

金祝

10

２０１６年３月２０日（第１７１号）

カトリック高松教区

祭壇奉仕者に選任されて
神学科２年 高山徹

四国

に行ったり、溝部司教様の

振り返るため、長崎に巡礼

て自分たちの信仰について

まず企画実行を行うに当たっ

にしようという考えから、

いた。「信仰体験」を大切

検討により多くの時間を割

特にテーマやコンセプトの

準備を進めていく中で、

た趣旨のものである。

仰生活について考えるといっ

ドを使って自分の人生や信

ネットワークミーティング
２０１６年２月 日から
四国 （以

日にかけてネットワーク

ミーティング
下ＮＷＭ）が松山市の聖カ

た。
「めぐるー人生という巡礼
の旅ー」これがＮＷＭ
ご指導のもと望洋庵にて泊

せんが、祖父の為にも、こ

え、ＮＷＭ

四国は閉幕

さん体験」をしてもらおう 舞われた。

もらった参加者に「お遍路 日目の夕食で参加者に振る

ざわざ四国まで足を運んで オのたたきをいただき、１

「八十八ヶ所めぐり」はわ の信徒の方から本場のカツ

の信徒の皆さんの支えがな

いただきました。高松教区

んの方の支援、お手伝いを

国開催に当たってはたくさ

ま た ２ 日 目 に 行 わ れ た ２日目の昼食である。高知

した。また「四国らしさ」

また２日目の朝から香川

りがけで黙想会を行ったり
を前面に出していこうとい

地区の「うどん隊」の皆さ

した。

う方針のもと参加者を「お

と、会場のセミナーハウス

四

せったい」の心で迎えよう

の周囲７キロに巡礼の道と

んが会場に来て下さり、昼

ければ、全国の青年を四国

した。

が荒れていた時、２人で対

を迎えて心

供が思春期

原点は、子

した私達の

のない、お互いの気持ちを

られて、今迄に経験した事

徐々に開いていくのが感じ

て、私達二人の頑なゝ心が

の優しく適格な導きによっ

ティームスタッフの方々

ＭＥのウィ ー クエンド

充分に味わう事が出来まし

（ＷＥ）から帰ってからも、

話をしたいと思っても、な

関西よりＭさんのカップ

で泊まり込んで話してくれ

ました。

その熱心さに同居をして

いた母も、「行っておいで

」と後押しをしてくれた

ので、宝塚（売布）に２泊

３日のウィー

クエンド

へ参加す

ることが

も 増え て 、 会 話

共に行 動する 事

素直な 気持ち で

ルがＭＥを広めに、我が家

た。

（前号まで2022年と誤記掲載をしていました。お詫びし

かなか出来なくて、心がモ

た。

資料提供へのお願い

ヤモヤしていた時でした。

ＭＥに参加

代表 桜町教会 渡邊 信

ＮＷＭ

四国 ２０１６

本当にありがとうございま

をお祈り頂けたら幸いです。

が教区のために働けること

からも高松教区にいる青年

ら感謝申し上げます。これ

した。この場を借りて心か

に招くことは出来ませんで

して設定した数ヶ所の札所

食は本場の味「特製手打ち

讃岐うどん」を頂いた。

全てのプログラムが終わ

り、ミサ、閉会式が執り行

われた。最後に実行委員長

からの挨拶に代えて、「人

生という巡礼の旅は楽しい

時もあれば辛い時もある。

しかしいつも神様がともに

おられる（同行二人＝イン

マヌエル）ことを忘れずに

希望を持って、歩んでほし

おきたいのは１日目の夕食 、 い」というメッセージを伝

食事に関して、特記して

なった。

りだくさんのプログラムと

ンフォメーションなど、盛

りや各教区の青年によるイ

ログラム以外にもテゼの祈

さげたりした。これらのプ

ち合いをしたり、祈りをさ

加者は話を聞いたり、分か

それぞれの札所では、参

くというプログラムである。

諏訪司教様による御言葉

かち合いを行った。

りつつその言葉について分

人生や信仰生活にを振り返

それに対し参加者は自分の

キーワードについて伝えた 。

交えて、「めぐる」という

を、班ごとに巡りながら歩

最後に、このＮＷＭ

と様々な工夫を考えた。

フはそれぞれ自分の体験を

in

四国は

開幕した。２日間を通して

の祭儀でＮＷＭ
様々なプログラムが行われ
１日目のメインプログラ

た。
ム にある
めぐる」

「めぐるを
は、スタッ

プレゼンターであるスタッ

ログラムである。

「めぐって」いくというプ

になり、 それを班ごとに

れ説明する「プレゼンター 」

５種類の図についてそれぞ

ぐる」という言葉を表した

れ、 「め

部屋に分

が５つの

フ

人 お遍路体験

灯を燃やし続ける祖父を前

この度、ご聖体への奉仕

の奉仕職を感謝の心を込め

今後ともご指導ご鞭撻、そ

さあ行こう「次の巡る旅へ」

タリナ学園セミナーハウス
にて開かれた。
ＮＷＭとは、カトリック
青年連絡協議会によるカト
リックの青年の全国大会と
も言えるもので、年に２回
教区の持ち回りで開催され
る。
高松教区での開催は今回
が初であり、スタッフを含
め全国から１３０名を超え
る青年や青年活動を支える

全国から
四国を開催するに当たって
設定したテーマであるが、
このテーマは「四国八十八ヶ
所巡礼」「お遍路さん」か
らヒントを得て設定した。
「山あり谷あり、人生も
巡礼の旅と同じようなもの
ではないか」という発想か
ら「めぐる」というキーワー

確かに、多くの方から頂

した。ご報告申し上げます かち合うことに、祭壇奉仕

声を振り絞って「アーメン」

先日、病床にある祖父が、

と共に、これまでのお祈り の意味を感じております。
とご支援に心より感謝申し
上げます。

私が高松に来させて頂い を唱えました。精一杯の祈
ります。その間、教区民の

に、自分の悩みの何と小さ

て丸 年が経とうとしてお りと励ましでした。生命の
多くの皆様に、励まされ助

いことかと思いました。
祖父は飲み込みが出来な

けて頂いてきました。皆様
のお支えなくして、一歩も

職にも与らせて頂くことに

て務めさせて頂く所存です。

進めなかったことでしょう 。 いため、聖体を届けられま

なり、大事な段階に来させ
私のある恩師は、言いま

して何よりもお祈りを宜し

て頂いたと感じております 。 まだまだ未熟な私ですが、
す。「無償で頂いたものは

お接待に舌つづみ

27

in

出来まし

て 、 家の 中 の 雰

も 弾む 様 にな っ

囲気も かなり 良

た 。 時に は イ ラ

く なっ て き ま し

り ます が 、 有 り

イラす る事も あ

の侭を 受けい れ

にした い心の 芽

て 、 相手 を 大 切

を同じ信仰の中で育てよう

としています。

今では、２ケ月に１度の

集いに参加をしていますが、

続けさせて頂いたお蔭さま

で、豊かな余生を楽しんで

居ります。

皆様のＭＥへの参加を、

心よりお待ちしています。

丸亀教会

3

て訂正いたします）

in

in

者の選任頂くことが出来ま いたものを、皆様とまた分

去る 月 日、祭壇奉仕

うどんのあがりが待 ち 遠 し い

番町教会は2021年、創立100周年を迎えます。そのための資
料収集を計画しています。特に、創立当初から戦前の写真や
教会報等をお持ちの方の協力をお願い致します。
番町教会広報部 ☏
- 087-823-0430
FAX 087-823-0431

今年２月の丸亀教会での集い.

130

in

ＭＥのウィークエンドに参加

テゼの美しい光景

「めぐり」を分かち合う
in

in

司祭・修道者が一堂に集っ

さあ巡礼に出かけよう
カリスとパテナを授与される高山神学生

歩き祈り 分かち合い

くらいの素晴らしい作品なの
で、これだけの物を作り上げ
る情熱と、何事も最後まで仕
上げる気力を何処に秘めてい
るのか不思議な位の人物です。
日曜日は早めに来られ、前
の方のベンチで一人静かにお
祈りしておられる姿に、やは
りこれだけの作品を作り出す
現在の丸亀教会で唯一、一 エネルギーを持っているオー
番古い信者さんでスペイン外 ラーが感じられる。
国宣教会の神父さんのお母さ
２４年前に熱心な信者であっ
んみたいな存在で、神父様や たご主人が亡くなられた後は、
信者の皆さんの相談役でもあ ずっと自転車で教会に来られ、
る笑顔の素敵な女性である。
年を重ねた現在は健康の維持
若い頃からスポーツに熱心 の為にと、歩いてミサに与っ
で、特にテニスでは国体にま ている。
で出場するほどの実力者でも
教会内で解らない事、困っ
ある。
た事があれば直ぐに嶋田さん
また、教会では一切の素振 の元へ相談に行って解決をし
りは見せないが、自宅を訪ね て貰う。
るとびっくりするくらいの趣
初めて宣教して来られた初
味がある。
代の神父様から、現在の神父
素人の域を超えた作品の数々、様までずっと仕えて来られた
それは七宝焼きで作った絵や 事で嶋田さんの人生は神様と
小物類の装飾品等、また壁に 共に歩まれたと言っても過言
掛けられている書の掛け軸や、では無いと思う。何時までも
大きな額に飾られた入選作の お元気でいて下さい。
毛筆の書の作品は県展入選作
品も有り、どれもが圧倒する
文責 丸亀教会 太田 修

14

無償でお返ししなさい」と 。 くお願い申し上げます。

相手を受け入れる大切さ

!

嶋 田 幸 子 さん（ 83歳）
丸 亀教 会

2

28

エルサ

神父様や信徒の相談役

ひと

6

若者たち巡りめぐって
人生や信仰生活を考える
皆様のお励ましに 感謝

２０１６年３月２０日（第１７１号）

カトリック高松教区
３

21日（月）振替休日

27日（日）復活の主日 祭 オペラ高山右近 至福の王者 剣か愛か
4月

上演in小豆島土庄町中央公民館（無料）13:00

3日（日）復活節第２主日（神のいつくしみの主日）

17日（日）復活節第４主日【世界召命祈願日】

10日（日）復活節第３主日

23日（土）少年少女の聖年（～24日）in丸亀

病棟には、いつでも静か

25日（月）聖マルコ福音記者 祝

29日（金）昭和の日 聖カタリナ（シエナ）おとめ教会博士 記

ました。そこでは最期の力
を振り絞って書き上げた感
謝の手紙を持った患者さん

ご夫婦で泣いておられま

主人の誕生日が近いことを

いている患者さんから、ご

のみもとに旅立つ日が近づ

ある日、スタッフは神様

喜びが分かち合えられたの

喜びとなり、スタッフにも

夫婦の思いがけない驚きと

大切な人を祝う誕生会は、

パーティーとなったのです。

患者さんの思いを叶えるた

め誕生会を計画することに

かな時間が、かけがえのな
なれば幸いです。

い思い出として心の慰めに
にご主人に感謝の手紙を書

日後、家族
患者さんは

に囲まれて安らかに帰天さ
こで患者さんは、スタッフ

きたいと言われました。そ

患者さんは、誕生日まで

なりました。

にとって、その誕生会の温

持ち看護師が中心となって 、 です。
妻との別れが近いご主人

お聞きしました。そこで受

子を少しご紹介しましょう 。 に置かれ、スタッフのオル
ガン演奏・歌でサプライズ

上手なスタッフが腕を振っ
す。
ここで緩和ケア病棟の様 て作ったケーキがテーブル

時にそのご家族のケアにも した。スタッフももらい泣
向き合っているのが特徴で きしました。お菓子作りの

では、患者さんのケアと同

を超えて、帰天された霊魂 とご主人が光り輝いていま
のご冥福を祈ります。 現場 した。

の方々と信じる宗教の違い

（上）

24日（日）復活節第５主日

れました。

の祈りをし、そ

日の初めに始業

病棟では、一

としています。

することを目的

きるようお支え

生きることがで

まで自分らしく

ている命を最期

家族と与えられ

患者さんがご

います。

和する医療を行

苦痛と苦悩を緩

んで可能な限り

職がチームを組

修道者を含めた様々な専門 あり、毎週木曜日の午後２

師・看護師を中心に薬剤師 、に祈ることが出来る聖堂が

末期の患者さんに対して医

の精神に基づいて、がん終 ります。

ア病棟は、キリスト教の愛 間の医療・看護の統一を図

聖マルチン病院の緩和ケ スを開くことで、スタッフ

聖マルチン病院緩和ケア病棟

23日（水）聖香油ミサ11：00

の後ミィーティ

坂出聖マル チン病院
慶子

神さまの話聞きミサも

日「坂出市

・八木

容にも皆、 居眠りすること

参加者は、 難解な講義内

スト教との出会と、 信者ス

多くのスカウト諸君にキリ

リキュ ラムを変更し、 より

本部と協議を行い、 一部カ

踏まえて、 事前にＪＣＣＳ

なく終始熱心に耳を傾け、

を授与されました。

メモを取りながら受講しま

カウトには明確なる信仰の

れました。

再確認を目的として開催さ

した。

ボー イスカウト日本連盟

研修を終えたスカウト達

では、基本理念として「 本

連盟加盟の指導者並びにス

は、 今後事後課題を履修の

高松桜町教会の岩井様・

上、 ＪＣＣＳ本部へ申請し

カウトは明確なる信仰を持

坂出教会所属のボー イスカ

つ」 をもとに、 個々の宗派

して、 宗教章がそれぞれキ

授与となります。

リスト教章・仏教章・神道

ウト指導者５名のご支援に

の信仰への道しるべの証と

章等設定されております。

感謝を込めて紙面に記させ

「 エキュ メニカルの活動

松山第１０団 青木正和

松山教会 竹田光則

ＪＣＣＳ四国支部長

て頂きます。

さらに、 現状では富士章

（ スカウトの最高位） に進

級する為の必須科目の一つ

今回の研修会は、 近年の

とされています。

信者スカウトの減少状況を

この 週間の交わりに於

通して親睦を深め合い、 同

ト教団、 日本キリスト教会 、 いて、 どこかで一致し協力 改めて確認致しました。

それでも究極の試練の場にお じ信仰を持っ ていることを

得ない悲しい現実に触れ、

が敷居を置いて対面せざるを いて、 私たちは自己紹介を

問題への対処に於いて各教派

に諏訪司教様が、 教義や諸 した。

べられました。 そして最後 想を述べられたのは印象的で

り、 ４名全員が研修終了証

の集中講話と野外ミサに与

リスト者としての生き方」

死と復活」 、第５講話「キ

第４講話「 イエスの受難と

第３講話「 イエスと私」 、

２講話「イエスの教え」 、

詞・栄唱について） 」 、第

仰宣言・主の祈り・天使祝

話「イエスの幼年時代（ 信

に講師をお願いし、 第１講

父様と阿南教会の

善通寺教会のネルソン神

二日で、参加しました。

スカウト（ 高校生） が一泊

２名の計４名のベンチャ ー

会から１名、 松山教会から

坂出教会から１名、今治教

ボーイスカウト研修会

１月 日～

海の家」 にてＪＣＣＳ（ カ
トリッ クスカウト指導者協
スト教章の研修会が開催さ

議会） 四国支部主催でキリ
れました。
カトリッ クの桜町と番町
スタントの方々は、 次の

教会と共に参加されたプロテ

クリスマスそして新年と 、
キリスト教一致祈祷週間を迎

テル派、 バプテスト派、 ペ

会派でした。【聖公会、ルー

あわただしいままに私たちは
えました。
この一致祈祷週間は毎年１

月 日から 日までの８日間、 ンテコステ派、 日本キリス
全世界のキリ

くくられました。

ず来ると、 希望を述べ締め います。

とができる時が何時の日か必 少し光が見えて来たように思

そしてお互いを受け容れるこ いましたが、 参加を通して

どう祈るべきか解らないで
会、 日本キリスト改革派、

日本イエス教会、 聖イエス

し合い、 また赦しを請い、
一つにして祈

救世軍、 日本福音連合、 単

スト者が心を
る週間として

立（アイオン教会）】
今年の高松での一致祈祷週

実施されてい
ます。

編集後 記

神のいつくしみしみの大

最後の桜町の祈祷集会では、はカトリッ クにとっ て意味

聖年における恵みの聖週間

高 松 で は 、 間の集いは、 聖ヤコブ教会

『 あなたたちは地の塩であ があるのですか？」 という

（聖公会）、高松クリスチャ

ンチャーチ（ペンテコステ） 、 る。 』 の御言葉を、 実際に 一信徒の質問に、 ある神父

今から 余年

が目前です。

前、 ルー テ

常盤町教会（ バプテスト） 、 塩を口にすることで味わうと さまが「 それは、 カトリッ

とは思わなかっ た。 」 と感

信者さんが「 こんなに甘い

す。

と言われたことを想い出しま

私たちにはお互いに兄弟が

逝去と云う一大事もありま

が高松教区助祭叙階と云う

したが、 故人が播いた種

大きな喜びの実りをもたら

ません。 主は、 全ての信徒

キリストを於いて他にはあり

もあり、 教区内に新しい

教区から松浦神父様の着任

また桜町小教区には大阪

神様の慈しみを求めて、 キ

のか、 信徒の皆様の情報

その息吹がどう吹いている

渡ることでしょう。

を待ちしてます。（ ）

リスト教一致祈祷週間に合わ

桜町教会 佐藤悦朗

せて、私も祈ります。

なることを望んでおられます。 風が聖霊の息吹として吹き

が教会の一致を求めるように

悲しみを癒してくださるのは、 しています。

必要なのです。 この分裂の

直前に溝部名誉司教様の

ル教会のラス

ク） の

そして桜町教会（ カトリッ
た。 各集まりには司祭や牧

聖公会の角瀬司祭様は、

いう体験をしました。 ある クが狭くならないためです！」

ムッセン牧
で始まり、

師を含めて 人近い信徒が参

か所で行われまし
師の呼びかけ
今年で 回目
坂出の方では

ちされた素晴らしいお話をさ

主の洗礼について神学に裏打

になりますが、 加されました。

前から実施さ

れました。 バプテスト恵み
れた貧しい人達と連帯しよう

教会の塚田牧師様は小さくさ
と訴えられました。 ペンテ
たちが増えていると希望を述

コステの恩庄牧師様は若い人

高知聖母幼稚園
海の星幼稚園

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

坂出 海の家での野外ミサ

すでにそれ以
れていたそう
八日間の中で多い年は 会

です。
場、 少ない年で 会場、 た
いていは今年のように 会場
で実施してきました。

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、

鳴門聖母幼稚園
阿南聖母幼稚園

院内保育園完備

2016年 度 高 松 教 区 辞 令
シスター 合田

１４万７３１９円 ( お 米 券 含 )

3月
ング、午後はケースカンファ 時から井原神父様によって に支えてもらいながら震え
レンス、亡くなった患者さ ミサが捧げられ、シスター 、 る手で時間をかけて手紙を
書きました。
んのケアを振り返りながら ，
入
院
・
外
来
患
者
さ
ん
が
共
に
ご主人が働いているため

献金入金報告

Br

【聖地の為の献金】
(大斎・小斎)
25日（金）聖金曜日(主の受難)

【世界青年の日】
20日（日）受難の主日（枝の主日）－聖週間－

今後のケアの質を高めてい

１２月１６日～３月７日分

4日（月）神のお告げ 山下悟師命日
誕生会は夜間の集いになり

東日本大震災大船渡支援

26日（土）聖土曜日/復活徹夜祭

また、第３木曜日は遺族

各教派の皆さんお茶で親睦

24日（木）聖木曜日(主の晩餐)
祈っています。

ＴＳＣ高松教区サポートセンター

11

30

教区スケジュール
くためのデスカンファレン

23

4

3

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）

聖ドミニコ宣教修道女会

1

10

4

20

累 計：１千６７７万２７９２円
２０１６年３月１０日現在

J

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

25

高松 教会一致祈祷の集い

12

高知地区
セルバ
・江ノ口・赤岡教会担当 （名古屋）
ブルゴアン・中村教会担当・高知ボランティアビュロー・青濤の家担当
（高知地区協力）
クリスティ・帰国
5

18

2日（土）小教区評議会議長「会計説明会」in四国会館14：00
デイルーム

香川西讃ブロック
宋 亨根・観音寺・池田教会担当・観音寺聖母幼稚園チャプレン
（東讃ブロック）
カンバラ・善通寺・丸亀教会担当・丸亀・善通寺聖母幼稚園チャプレン
ネルソン・サバティカル、米国へ（善通寺教会）

貧しい人達と連携しよう

春分の日

自分らしい最期を生きられるように

香川東讃ブロック
＊（ ）内は旧任地
松浦信行・桜町教会担当・桜町聖母幼稚園チャプレン（大阪教区）
村上康助・東讃ブロック協力司祭 教区会計相談役 （桜町教会）
10

２０１６年３月２０日（第１７１号）

カトリック高松教区

