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教区財政立て直し策

信徒のみなさまに「教区献金」お願い
諏訪司教
現 今 の高松教区における財政は非常に逼迫した状況にあります。そこで早急に何らか
の対策の必要に迫られています。その中で、諏訪榮治郎司教は司祭評議会、宣教司牧評
議会にその対策を諮問しましたが、これに先立ち、大阪教会管区は高松教区への経済支
援を決定しました。高松教区は他教区からの支援に甘んずるだけでなく、自らの経済立

教区として最も重要な福音
きます。

ゆかなくなる可能性がでて

縮小されているのが実情で

す。
例えば２０１４年度、２

６小教区からの納付金（主

に人件費用））は２６９３
万円に対し、司祭等の人件

年ほど経つ

らの援助
これに鑑み大阪教会管区
司教会議（名古屋 京都
大阪 広島）は高松教区へ
を決定いたしました（２０

の２５０万円を、 残り２５
上、以下の「教区献金」を

て何度も検討を積み重ねた

ではありますが、教区とし

金する。

金を取りまとめ、本部に送

収め、小教区会計係は本献

・個人はできるだけ一括で

たく思います。

つきましては、誠に突然

０万円を、京都、名古屋、
提案させていただきたく思

内訳は、大阪教区が半額

広島３教区で分担する。
います。
開始

教区は巡礼地として、同園

より借用させていただくこ

ととなりました。

そもそも“オラトリオ”

な提案で戸惑いがあろうか

会状況ではあり、誠に突然

経済的に厳しい昨今の社

近」の列福をバチカン教皇

「神のしもべユスト高山右

長年の懸案でありました

祭を捧げる場合は、教区本

訪問ください。なおミサ聖

願する巡礼地に加えて、 ご

思い巡らし、また平和を祈

に小豆島での右近の意義を

は「世界平和」のために香

目標

と思われますが、上記の教

庁は承認いたしました（２

高松教区の私たちはこの
性格

一人でも多くの方々によ

狙い

としての「教区献金」です 。 年度 ４
(月 か
)ら始められ、
３年間施行いたします。

寛大な支援に対して、どの

個人の自由な献金ゆえ小
教区会計に組み込まれるも

ように応えていけるでしょ

る教会維持への協力と参加

うか。

のではありません。教会維

間）、宣教師が小舟を使い

を願うものです。

くは会計係から説明を受

持費やミサ堂内献金等は従

け 、 寛大なご協力を心より

来どおり行われます。

ちなみに１ヵ月換算では８

教区民の皆さまへの提案

５０円 となります。

「教区献金」のお願い

犠牲を捧げていただいてい

電
(話〇八七 ８３１ 六六
五九 ＦＡＸ〇八七 ８３

皆さま、右近列福式を前

す。

ミサも捧げることができま

なる空間が生まれています。

て、静かに祈りを捧げる聖

在、小豆島教会の協力を得

月）「祈りの家」です。現

建てられた（ １９９２年

川県宗教者の集いによっ て

年間１口１万円の献金

区実情をご理解いただき、

祈 り の 家 オラト

小豆島オリーブ園の

なされ、参加していただき 教区巡礼地に

道会からも司祭人件費への
目的

（めやす）とし、延べ１０

部にご一報ください。

また大阪教区在の女子修
援助が一定期間行われるこ

上記の管区の援助にあわ

００人の献金により、１ ０

０１６年１月 日 。
)
豊臣秀吉の治世（天正年

「教区献金」は２０１６

せ、高松教区内小教区の皆

各教会での評議会議長も し

司祭給与のための、個人

さまや、修道会、諸施設の

００ 万円の目標。

とになりました。

皆様には、日頃から多大な
ることを重ねて心より感謝

皆さまの上に主の豊かな

小豆島にもキリシタン在の

方法

祝福を心よりお祈り申し上

申し上げる次第です。

教区本部事務局は各教会

Ｔ Ｓ Ｃ で は 当面の支援を

熊本地震へ支援を

九一六）

お願い申し上げる次第です 。 瀬戸内海に宣教をおこない 、 ３ 一四八四 )窓口（ 岩﨑
神父 〇九〇 ４７８５ 七
に個人用「教区献金」袋を

この中山地区に潜伏し、オ

後に右近家族が追放され、
高松 教区

ルガンティーノ神父の指導

１５年２月 日）。

いま改めて、教区は私た

げます。
・給与所得者や年金受給者

司教

記録が残されています。
ち一人ひとりの参 加 と 奉 仕

配布します。

【決議事項】
から成り立っ ています。
２０１６年度から３年間 、 ま た 霊的な成長を願い、か

を配慮しながらご協力をい

左記、 福岡教区の支援窓口

と、 カリタスジャ パン、

切なのは愛の奉仕です。

です。そして、何よりも大

ばの奉仕、典礼の奉仕など

え、死に臨む人にキリスト

結婚に立ち会って祝福を与

す。

ますようにと願っ ておりま

りのお役に立てる者となれ 福岡教区

祈りを司式し、洗礼を授け 、 して、関わるお一人おひと いしています。

を与え、聖なる教えを伝え 、 そして、私が神様の道具と るいは団体での寄付をお願

信者でない人にも良い勧め 送って行きたいと思います。 付け窓口へ直接に、 個人あ

「熊本地震」 緊急募金受け
かく、そして厳しくご指導

助祭は神学生とは違い、

の聖なる糧を授け、葬儀を

の“オラトリオ”を高松司

ください。

聖職者として責任を持って

諏訪榮 治郎
つ経済的な基盤の確立に向

を受けていた形跡もありま

高松教区の本部事務局の財

司祭評議会

きな赤字が見込まれ、 特別

ただく。

政的な自立に向けて、赤字

けて教区を支える必要があ

献金を捧げていただいたと

震工事、設備の改修など大

各小教区の建物の改築、耐

ならず、築後

祭、 教区職員の人件費のみ

この２０１６年度では司

００万円の赤字決算でした 。 の「財政支援プロジェクト」

費は３２８１万円で、 １４

大阪教会管区及び修道会か

宣教、司牧活動費が大幅に

て直しについて司祭評議会・宣教司牧評議会における評議を経て、一連の立て直し策を
決定しました。

２ ０ １ ５ 年度の各小教区
公式訪問において、「教区
の財政問題」について、大
変厳しい状況にあることを
報告させていただきました 。
高松教区会計は毎年多額の
赤字を続けていかねばなら
ない実情があります。
最大の理由は、教区運営
のために司祭たちの人件費

す。このたびオリーブ園内

額のうち５００万円を、大

宣教司牧評議 会

しても、この状況を放置す

阪管区で支援する。

・外国籍の方々にも説明が

れば高松教区はいずれ立ち

で、毎日祈りながら待って

役割を果たさなければなり

ゴ ヴァン タイン

ヨセフ ・呉文成

いました。そしてやっと喜

私はこの秘跡を受けるま
このたび、２０１６年

びの日を迎えることができ

宮原良治

とご明記ください。

通信欄に、「熊本地震」

タスジャパン

今私 の一番 好き な色
は桜色ですが、ほかの
どの色よりも優しさを
現しているように思え
て、病人のお見舞いに
はなるべく桜色の服を
着るようにしています。
「私たちがこの世に遺
すことのできる最も尊
いものは優しさです。」
これはある司祭の言葉
ですが、優しさには大
きな力が あります 。
優しさを送り続けて
いれば、いつか花が咲
き、実を結ぶことがで
きるでしょう。優しさ
から出た行為には美し
さがあります。愛、思
いやり、親切心は使え
ば使うほど豊かになり
ます。自分を無にして
人に尽くしたいもので
す。

「自分の貧しさを知る
カリタスジャパン
郵便振替番号００１７０ -人 は 幸 い で あ る 、 天 の
国はその人のものだか
５ ９
-５９７９
らである。あわれみ深
加入者名・宗教法人カト
い人は幸いである、そ
リッ ク中央協議会 カリ の 人 は あ わ れ み を 受 け
るであ ろ う 。 」
（ マ タ イ ５ ― ３ ・ ７）

聖霊降臨祭で「聖霊
の続唱」を歌う時、こ
んなに神様は私達をい
つくしみ、優しさで包
んでくださっているの
だと感じて喜びに満た
されます。聖霊によっ
て慰められ、励まされ
た人はイエス様のよう
に深い大きな愛に生き
ることができるように
変えられていくのだと
思います 。
聖書はイエス様の優
しさに満ちています。
罪の女を赦し、病を癒
)し 、 迷 っ た 子 羊 を 肩 に
負い、放蕩息子を抱き
しめる父親の話し等々。
また、真福八端はイ
エス様の似姿、生き方、
真の幸いへの道を示し
ています。この道を歩
めば天の国は私たちの
ものとな るでしょ う。
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キン」と書いてください。

「 クマモトジシンシエン

送信者 の名 前のあ とに

代表役員

トリッ ク福岡司 教区

加入者名・宗教法人カ

７６２０６

福岡中央銀行 平尾支店
(
口座番号・ 普
(通 １
)０
日、高松教区司教

司式するなどの役務が与え

月

座聖堂において、 わたし

ません。助祭はカトリック

にいけば、来年私は司祭叙

ました。叙階式に多くの方々

神学校生活の最後の年に

階の恵みを頂き、 高松教区

主の御心にかない、順調
当たり、四月からは助祭コー

の司祭となり、 高松教区で

られています。
同じく、初代教会におい

スというカリキュラムを歩

働くことになると思います

教会の公的奉仕者、共同体
安心のうちにつつがなく叙

ても、助祭は新約聖書にあ

みます。 助祭には叙階され

が、末 永 く 教区の皆様と共

が集い、ともに祈り、とも

階の恵みを受けることがで

るように「執事」「奉仕者」

ましたが、まだ神学生と呼

は神の恵みと皆さまのお

まず、 諏訪榮治郎司教

き、非常に嬉しく思ってい

と呼ばれていました。

祈りによる支えにより、

様をはじめ、これまでの

ます。

に歩んで行きたいです。

そのために、日々の生活

ばれます。教会での司牧上
７人が最初の助祭に選ばれ 必要な事柄について、より

殉教者ステファノなどの
として、学んだことを小教

を大切にしながら、祈りに

頑張っていきたいと思いま

も、勉強にも司牧にも励み、
仕えるために来られたイ

に引き続きお祈り下さい。

す。どうかわたくしのため
現在、助祭には信者にも て皆さまと共に信仰生活を

エス様に倣って、助祭とし

ぶことになります。

たのはご存じのとおりです 。 実践的な視点から幅広く学

にあります。それはみこと

助祭の務めの中心は 奉仕
｢
｣ とを配慮することでした。

り、とくに貧しい人々のこ

彼らの任務は愛の奉仕であ

区への実習派遣のなかで、

これまで神学校で神学生

わたくしの歩みを温かく

おります。 これからも温

たして行きたいと思っ て

祭職を、 司祭に叙階され 実際に沢山体験させて頂き
る日まで責任をもって果 ました。

神様から頂いたこの助

ます。

に心から感謝を申し上げ

見守ってくださっ た方々

にいてくださったおかげで 、 への奉仕者です。

13

助 祭 叙 階 の 恵 み 神に感謝

オリーブ園内のオラトリオ内部

ります。

15

22

諏訪榮治郎司教
を最優先しなければならず 、

60
３月１３日（日）高松司教座聖堂に於いて高松教区神学生、
呉文成（ヴェトナム籍）の助祭叙階式が全国各地のヴェトナ
ム共同体の信徒を含む多くの聖職者と信徒の参列の中で荘厳
ななかにも喜びのうちに執り行われました。高松教区にとっ
ては久しぶりの教区聖職者の誕生とあって、その喜びもひと
しおのものとなりました。

助祭に叙階されました。

3
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助祭叙階の按手を受けるヨセフ神学生

２０１６年５月１５日（第１７２号）

カトリック高松教区
１

聖ドミニコ宣教修道女会

松山修道院
終戦間近１９４

１９５６年、高校は近く

た。
国際修道会である本会各
地から国際色豊かに姉妹を
迎えてきたシスターたちは、
朝の祈りの「賛美」で毎日
を始め、平日幾人もの信者
さんとともにドミニコ会の
神父様からミサで「祝福」
を受け、「説教の家」であ
る修道院での共同生活と祈
りの奉仕、使徒職の場であ
る学校や幼稚園での宣教に
派遣されます。
さらに、松山・道後教会
と教区の宣教活動や青少年・
子どもの信仰教育への奉仕、
聖体奉仕者、病人等の訪問、
困窮者の精神的・物質的援
助への奉仕などにも努めて
昨年創立 周年を祝った

います。
高校は、ドミニコ会創立８
００周年の今年４月から、
男女共学の「聖カタリナ学
園高等学校」として新しい
神さまと先輩方がいのち

歴史を歩み始めました。
の息を吹き込んでこられた
この松山修道院で、シスター
て福音と奉献生活を次の世

たちは深い祈りと喜びをもっ
代に伝えたいと希望を新た
・浅山 ミヤコ

にしています。

シスター は大
リピン・マニラで修練を終

会に入会し、その後、 フイ

１９６３年に聖母被昇天

母被昇天会に派遣されまし

１９８７年まで、 タイの聖

その後、 １９８３年から

どでの、 み言葉の分かち合

会のレクチオディ ヴィ ナな

稚園の保護者の方や桜町教

言葉
阪の北浜教会で前
日に

皆様よろしく

桜町教会担当司祭

１９５４年生まれ、当年 めました。御受難会の司祭

６１才です。大阪の宝塚の として叙階された直後には、

いや幼稚園の子どもたちへ

わり続けてきました。会の

憧れ、小学校４年生から関

大阪（布施、枚岡）と八尾

にある３つの教会担当から

桜町教会に着任いたしまし

た、松浦信行です。

学校法人聖母学園理事長

するために、高校生の頃は

弁論部（だから声が大きい

のが特徴です）、神学生の

頃はマンドリンクラブに入っ

て指揮者をしていました。

その後、中間期として大

阪の宝石屋さんに２年間勤

の十字架を見ながらお祈り

年前に大阪教

御受難会（黙想指導が主な 大阪教区の教会に派遣され、

の聖書のお話し等を通して

現在は、 高松のマリア幼

田朴神父様から１
え、１９６６年 月
たが、言語や文化の違いの

神さまの慈しみを伝えたい

した。

９５３年家族全員
中で大変苦労したことは大

音楽と絵本が好きで、神

今後取り組んでいきたい

お願いいたします。

な性格ですので、よろしく

大阪人らしい笑いが好き

でも屋です。

についた、一貫性のない何

路の震災の現地救援本部長

バーで、阪神淡

牧の当初のメン

阪の共同宣教司

学校の舎監を９年勤め、大

区の司祭となりました。

仕事です）に子供の頃から それが縁で

で受洗されました 。 初誓願を宣立されました。
きな思い出となっ ていると

松浦信行

その後、 箕面の聖母昇天学

と頑張っておられます。

院へ赴任し、 １９７３年
のこと。

誓願の金祝に当たり、 い

また、 タイの日本人会の
皆さんと交われたことも良

つも家族として互いに支え

修道院姉 妹一同

祝いいたします。

徒の皆様とともに心からお

合い、お世話なっている信

い刺激となり良い経験になっ
たそうです。
丸亀聖母幼稚園赴任時は
丸亀教会でスペイン外国宣
教会の神父様方と幼稚園や
教会で福音宣教に協力でき
たことは大変うれしいこと
でした。

四半世紀にわたりブラザー

笑いが好きな大阪人です

神父様は毎週、

日に高松の修道院にお

て 、 要 理 を タイなど海 外でも宣教活 動

教えてくだ

さったそうです。
月
いて終

生誓願

を宣立

され、

マリア

幼稚園

に勤務

されま

に見守られています。一緒

この４月、大阪教区の東

家まで来てくださっ
3

方針で一般の学生の体験を

25
に夜更けまで語り合って、

に冗談を言い合って、一緒

続くようにお祈りしていま

金祝、ダイヤモンド祝へと

が歩んだ足跡が、この先、

の存在に感謝です。

ブラザーのその飾らない

一緒に祈ってと、私たち青

ブラザー八木は

四国で唯一人、ま

人柄や、親しみやすさは、

す。お体に気を付けてこれ

付き合えば付き合うほど、

年と共にいて、支えてくれ

からの歩みが続きますよう

た四国出身の修道

「愛するこ と」大切にす る人

に。
「神さまが私たちに一番
くお願いします。

これからもどうぞよろし

ています。このことも本当

望むことは『愛する』とい

に感謝です。

士として信徒の皆
さん、
特に私た

多くの人々

うこと」。これは日頃ブラ

私 を 含め
に 安 らぎ

ザーがおっしゃっているこ

最後にもう一度、ブラザー
与 え てく

と 笑 顔を

八木ほんとうにおめでとう。
の言葉やふるまいからも

とでもありますが、ブラザー

徳島教会 嘉 凜太郎

何をすべきなのか」を聖堂

の望みに応えるために私は

ました。

ことの一つとして、各幼稚
桜町聖母幼稚園園長
していました。
シ ス タ ー 野 本 洗しました。 高校卒業後、 間の修学期をへて坂出聖マ
信徒の家庭の訪問や病者
鈴木 聡
神様は、私の耳元でソッ 園間の交流があります。そ
は 高 校 時 代 に 松 就職し２年後の１９６３年 ルチン修道院を始めとし、 訪問での聖体奉仕における
と二つのことを語りかけて れぞれの幼稚園が蓄えてい
山 教 会 で 、 同 級 にドミニコ宣教修道女会に 岡崎、園部、北条の修道院 教会活動にも積極的かつ意
る「経験」を聖母学園全体
くれたように思います。
生 ３ 人 と 共 に 受 入会し、 １９６６年３月７ を経て、 ここ新居浜修道院 欲的な関わりを大切にして
一つは、こどもが将来に のものとして共有していき
います。 聖ドミニコの「 観
誠実に主 のみ前を歩む 生活
わたって幸せになれるよう たいと考えています。
想し、 その実を告げ知らせ
二つとして，聖母学園と
にしなさい。そのために、
よ」 とのモットーを生きて
日 に 初 で金祝を迎えました。
神 さ ま の 望 む こ と を 行 う しての研修会の開
誓願を
シスター は奉献生活にお いる姿は私たちの模範です 。
催です。 「 キリ
宣 立 し いても、 また使徒職におい
何ができるかを考えなさい 。 スト教的保育をいかに推進
私たちの心からの祈りを
ました 。 ても終始変わらぬ堅実さと
二つは、聖母学園の幼稚 していくのか」「こどもの
歴史ある聖母学園の理事
そ の 誠実さをもっ て主のみ前を 込めてお祝い申し上げます 。
園で仕事ができて良かった 立場に立った保育を推進し
新居浜修道院姉妹一同
長に選任されたことをとて
後 ３ 年 歩んでいます。
と教職員の方々が思えるよ ていくためにはどうすれば
も光栄に思うとともに、聖
うにしなさい。そのために 、 良いのか」等、一つの幼稚
母学園各幼稚園の先生方の
何ができるかを考えなさい 。 園では行えない研修会を行っ
ブラザー八木、 ち青年や子ども達の中に溶
私は主に青年会での活動 番大切にしていて、「愛す
期待に応えていけるのかと
とてもとても大きな課題 ていきたいと考えています。
終生誓願 周年お け込み、同じ目線に立って 、 でお世話になっていますが 、 る」ということがブラザー
ても不安に感じています。
最後に、私のような未熟
をくださった神様に心から
めでとうございま ともに喜びや悩みを分かち いつもブラザー八木の「兄 の歩みの中心なのだなと感
この間、「神様は私に何
感謝するとともに、「何が 者に目をかけてくださった
す。
合ってくれます。いつもそ 弟」としての温かい眼差し じています。
を望んでいるのか」「神様
できるのか」を真剣に考え 神様に感謝して、筆を置き
たいと思います。

25

５年７月 日の松

山大空襲で修道院・

学校も灰塵に帰し 、

シスターたちはバ

ラック生活を始め

ました。
戦後の学制改革

に伴い１９４８年

「松山女子商業高

等学校」認可、校

舎を次々と新築し 、

北校舎・修道院落

成後、シスターた

ちはバラックから

の藤原町に土地を購入し鉄

移り住みました。

工式後、松山修道院のシス
筋三階建校舎を新築。１９

去る３月 日、新校舎竣
ターたちと管区長とで、昔
６５年、修道院と聖堂の落

近くの室町には「ロザリオ

久保町と呼ばれた永代町に

多くの生徒・教職員が、
幼稚園」も開園しました。

ある聖カタリナ女子高等学

この学び舎と先輩シスター
１９６１年建築の高校白

成に伴ってシスターたちは

たちのもとで生きた信仰を
ゆり館では、１９７０年聖

校の校舎に感謝をこめてお

伝えられ、召命を育まれ、
ドミニコ生誕８００年、１

永代町から新修道院へ移転 、

また聖ドミニコの精神を受
９８５年には愛媛宣教１０

別れ会を催しました。

け継ぐ会員として今ここに
念式典も行なわれてきまし

０周年といった歴史的な記

１９２５年、ドミニコ会

集められた喜びからです。
ロザリオ管区の神父様
方が旧松山教会跡に美
善女学校を開校、３階

25

金祝
聖母被昇天修道会
Sr.長 美喜

修道誓願宣立

26

20

2015年に行われた家庭に関する一般
謁見連続講話と、関連するテーマの講
話等を収録。
父、母、子など家族それぞれの役割
と相互の関係、そして現代の家庭が直
面している種々の困難について語り、
家庭における親しく温かな交わりを社
会にまで広げるよう穏やかに訴えかけ
る。
ページ数:256 本体価格: 900円

松山修道院（左）の前で笑顔の姉妹たち

3

れ て いま

「愛する」ということを一

■
家
族

建の美しい木造校舎を

番町教会広報部 ☏
- 087-823-0430
FAX 087-823-0431

初誓願 1966年3月25日
す。

新刊書籍紹介

分かち合って始まった
学校と松山修道院は、
本会各地の修道院と会
員の母体となってきま
した。
日本の本部のほか、
１９３４年本会独立後
は修練院が松山に移さ
れるなど、しばしば修
練院・修学院といった

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。

初誓願 1966年3月7日

終生誓願 1991年8月4日

90

の資料収集を計画しています。特に、創立当初から戦前

21

養成の家にもなりまし

資料提供へのお願い

聖ドミニコ宣教修道女会
Sr.野本玲子

おめでとう！ 金祝

オブレート宣教会
Br.八木信彦

銀祝

Sr

番町教会は2022年、創立100周年を迎えます。そのため

戦前戦後通じ宗教教育に奉仕
た。

建築後50年余、見守り続ける藤原校舎とマリア像

２
２０１６年５月１５日（第１７２号）

カトリック高松教区

いつくしみの特別聖年・
聖職者としての仕事など、

や全世界に広がる宣教活動、

いつくしみの聖年 少年少女の集い
少年少女の聖年の一環とし
６か所のブースに分かれて
説明を受けました。
特に神様からの呼びかけ

に場所を移し、うちわに自

会いがあり、感謝の気持ち

その他にもたくさんの出
とが分かりました。

今のうちわを作っているこ

んはたくさんの努力をして、

には神さまの言葉を書くこ

取り掛かりました。うちわ

そしてＭＹうちわ作りに

でいっぱいです。お世話し
てくださったみなさまあり
がとうございました。
６年 楠明子
とになっていて、たくさん
の思いがあったのでどれに
最終的には「困っている人

神父 さまと楽しい 話
日曜学校の多くのメンバー
を助ける」という言葉にし

しようかと迷いましたが、

が丸亀教会で行われたこの
集いに集まりました。

むこの「アーメン」一つ、

国際色豊かなメンバーで、

ン人、ペルー人、日本人と

の青年も加わり、フィリピ

を気にせず和気藹々と年に

の広々とした場所で、 周囲 パウロ安田久雄 大司教

が、 桜から少し離れた公園

も季節感があって良いです

報

持ち寄りの弁当を食べなが

一度の花見会も有意義な親

散会の後、帰りの車中で

丸亀教会 太田 修

帰途に就きました。

雨が降り出したのには、ラッ
大阪教区前々教区長 パウ
キーなタイミングだと、神
ロ安田久雄大司教が、２０
様のお恵みに感謝せずには
１６年４月 日カトリック
おられませんでした。 来年
仁豊野ヴィラにて、老衰の
の開催をまた楽しみにして ため帰天され、４月 日に

訃

者たちに加え、 今年は新し

ら隣り同志の歓談や、 教会

今後、もっと多くの方々に

睦の場である事でしょう。

国際色豊かに歌合戦
去る４月３日、日曜日の

くベトナム人の若者グルー

ごとの歌合戦をしてそれぞ

香川西讃ブロック花見会
午後恒例の西讃ブロッ ク地

れがお国の歌を披露してく

頭上を走る瀬戸大橋線の

列車の音に時々声もかき消

されながらも、ホルへ神父

様の明るく軽妙な司会進行

で余興も弾み、カンバラ神

父様のにわかフラメンコ？

も登場する程でした。

桜の木の下で、 お酒を飲

みながら桜を鑑賞する花見

呼びかけてはと思いました。

プやタイ人、カンボジア人

加され、各教会の有志の信
今、振り 理解できないながらも、良
返ると 年 いものであると感じられ、
２泊３日のウィークエン

程前、夫婦 参加することに決めた。
の会話がほ

るべき姿と心構えが、私た

者のお話で、夫婦としてあ

とんど無い ドに参加し、神父様や体験
状態になっていた。
私は仕事しごとの毎日。

その結果、対話を取り戻

妻は子育て一筋。 私は子供 ちの心の底に浸透した。
との対話も少なく、 子供も

ことが出来 た。

難しい時期でもあった。 そ し、お互いの心が通じ合う
その後、 体験
期的にあり、 分

者の 集ま りが 定
かち 合い の中 で
夫婦 の一 致を 高
め合 い なが ら 、
家 庭の 平 和、 主
とともに 歩む喜

れました。

区の花見会が坂出瀬戸大橋
記念公園で行われ、 坂出教
会、丸亀教会、善通寺教会、
観音寺教会、池田教会から、
それぞれ小教区の御ミサを

話を沢山してくださった松

カンバラ神父様、 ホルへ

終えて三々五々集まり、楽
ました。
往復の車の中で、楽しい しいひと時を過ごしました。

ことは「ＭＹうちわ作り」

浦神父様、日曜学校のリー 神父様、宋神父様、谷口助

この中で特に楽しかった
でした。まず、うちわミュー

日本語ではない言葉です

一つをもっと大事にしたい

中１ 三宅みさき

ジアムに行き、職人さんの ダー、スタッフの皆様本当 祭様に、坂出ドミニコ修道
女会のシスター 達も沢山参
技を観察しました。職人さ に有難うございました。

が、この「アーメン」は信

ですね。

びをます ます感

－教会は人間の命と尊厳を大切にする－

て第 回「高松教区子ども
＆中高生の集い」が、４月
日に丸亀教会で開
に応えられた体験談は強く

日、
催され、「来てごらん！わ
その後、参加者一人ひと

心に響きました。

という召命を中心としたテー
りが自分を振り返り、新た

たしも呼ばれているの？」
名

た貴重な２日間だったと思
分の目標、「自分のことだ
けでなく、友達のことを考

第２バチカン公会議後の

仰の告白、 心の同意を表わ

そして、司式司祭も信徒

じている。

とかもしれませんが、結婚
ばらしいことだと、是非申
関心をお持ちの方は所属
教会の神父様に、お聞きく

ました。享年 歳。

葬儀ミサと告別式が行われ

25

マで、国際色豊かな約

ミニコ宣教修道女会、聖母
います。

の集まりになりました。
な決心を団扇（うちわ）に
ても緊張しましたが、２日
記し、分かち合いました。
団扇に 決心書いた
目になると不思議なことに
準備してくださった神父
自然と打ち解けて、皆と仲
この集いは邦人司祭の松 様、ブラザーやシスター方
良くなれました。
浦信行神父様、スペイン外 に感謝し、来年は徳島で会
２日目に教会で神父様か
国宣教会のカンバラ神父様 、 う約束をしました。
ら「ともだち」についての
参加者一人ひとりが、神
オブレート会の ・八木、
お話を聞いたあと、丸亀城
・阿部、聖ド 様からのメッ セージを受け
パウロ会の

Br

被昇天会が準備してくださ
香川地区教会学校
えて行動しよう」と書き込
みました。
教会に戻ってからの振り
返りの時間に、うちわの発
表をしました。みんなのう
ちわを見て、色々な思いを
この集いで久しぶりに会っ

感じることが出来ました。
たカンバラ神父様からたく
さん話しかけられたので、

教会の典礼においての変化

す深い意味を持っていて、

も注意しなければならない

とてもうれしかったです。

は典礼の国語化とそれによっ

回以上も使わ
その中でも一番大切にさ

の為、 夫婦間に
前に、次の動作や祈りに移
らないようにしなければな ストレスが溜まり、 隙間風

し家庭を持つことは大変す

り、夫婦で
参加するこ

ださい。
桜町教会
立浪敏男 すみ子

板

28

り、修道会等の創立の主旨
リーダー会 谷本千佳代

多く の出会いに感 謝
「来てごらん！」わたし
もこの集いに参加して、神
様に呼ばれている気がしま
した。
私は土曜日に登校してい
たので途中からの参加でし
た。そのこともあり、１日

て生まれたもう一つの変化

ミサの中で

目は知らない人が多く、と

です。
かってミサを捧げ、信徒が

れるのは、「グレートアー

らないということです。

危機を 脱する

ミサに与るとは「聞く」と

メン」です。奉献文の最後

し上げたい。

のが、その「アーメン」の

いうことだったのでしょう

に唱えられますが、感謝の

使徒信条での信仰告白の その頃、マリッジ・エンカ
総決算である結びの「アー ウンターへのお誘いがかか

れています。

か。今、ミサは背面ではな

祈り（奉献文）の間に祈ら

メン」と 聖体を授かる時の

公会議まで司祭は壁に向

く対面になり司式司祭と会

れ、行なわれたことにたい

「キリストのおん体」に対

とにした。
関係者か
らの説明を
受け、よく

ことができたから言えるこ

衆の間での対話の儀式となっ

する心からの同意と信仰の

を感じる状態であった。

た変化です。

メン」はとくに意識し注意

する信仰告白でもある「アー
ミサの対話的構造を理解

を向けるようにしたいもの

告白の「アーメン」です。
することで信徒のミサへの

です。

司祭・父と子と聖霊のみ名
によって

意識的かつ行動的参加を育

トマス・マヘル神父

４月 日（土）、オブレー

ト会司祭（カトリック聖母

献身宣教会）のトマス・マ

ヘル神父様が肺炎のためご

帰天。享年 歳。

「神さま、私にお与えく

ださい。自分に変えられな

いものを受け入れる落ち着

きを、変えられるものは変

えていく勇気を、そしてふ

たつのものを見分ける賢さ

を」すべて良し、すべて感

謝、トムの心境です。

▼１９３１年５月 日、 ア

マヘル神父の略歴

メリカ合衆国イリノイ州で

生まれる。▼１９５８年５

月 日、司祭叙階▼１９５

８年９月 日、来日、東京

で日本語勉強後、古賀、伊

丹、鳴門、赤岡、安芸、高

知中島町、中村教会で司牧。

薬物・アルコール中毒者ケ

主な活動に、刑務所教誨師、

アに長年間従事した。

3

23
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各々の目標を記したうちわ

会衆・アーメン
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期 日：2016年6月11日(土)13:00～16:00
会 場：カトリック松山教会
講
演
会：13:00～15:00
松浦司教を囲んで：15:15～16:30
講 師：松浦悟郎司教（名古屋教区教区長・
ピース9呼びかけ人）
主 催：高松教区人権を考える委員会
連絡先:イルダヤラージ神父
（中島町教会 088-872-3658）

お弁当にお喋りの花が咲く

いのち、人権，平和などについ
て考えることは、イエスの生き方
に学ぶ私たちにとってとても大切
なことです。この度、平和活動に
長く関わってこられた松浦司教様
の講演会が、松山教会で開催され
ることになりました。
めったにない機会ですから、ぜひ多数の方が参加
されるようお勧めします。
高松教区人権を考える委員会委員長
イルダヤラージ神父

＜受講料＞（教材費・税込）
Ｔ001～Ｔ004 各4800円
Ｔ005～Ｔ007 各5300円
＜お申込み＞
郵便振替用紙にご希望の講座名・講座番号（Ｔ001～Ｔ007）
をご記入のうえ、下記にお振込みください。入金確認後教材
をお送り致します。
振替口座番号：00170-2-84745
加入者名：オリエンス宗教研究所
＜お問い合わせ＞
オリエンス宗教研究所 カトリック通信講座
Tel:03-3322-7601 / Fax:03-3325-5322
URL:http://www.oriens.or.jp

立浪ご夫妻

知
告

カトリック通信講座
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90
丸亀城公園でゲームを楽しむ参加者

高松教区典礼委員長 谷口広海

84

17

ＭＥのウィークエンドに参加

23

エルサ

夫婦あるべき姿に気づく

Br

典礼ひとくち解説 その１
「ミサは対話」

16

30

10

テーマ「平和をつなぐ」

1972年開設以来の信頼と実績。『聖書入門〔Ⅰ〕』のコラム
には、Sr.渡辺和子も登場。
2015年春に「幸せな結婚」のテキストをリニューアルしました。
＜全7講座＞
Ｔ001 キリスト教とは キリスト教の概要
Ｔ002 聖書入門〔Ⅰ〕 四福音書（イエスの生涯）
Ｔ003キリスト教入門 秘跡や信仰生活（洗礼準備にも）
Ｔ004 神・発見の手引 人生、自然を通して神へ
Ｔ005 聖書入門〔Ⅱ〕 使徒言行録・書簡・黙示録
Ｔ006 幸せな結婚
結婚の意味や愛、幸福
Ｔ007 生きること・死ぬこと 命に関する問題
詳細はホームページをご覧ください。

丸亀教会での感謝ミサ後の記念写真

24

(24)

『典礼奉仕』のために

２０１６年５月１５日（第１７２号）

カトリック高松教区
３

聖マルチン病院緩和ケア病棟
（下）

前号に 続く

ムで理学療法士、作業療法

きる患者さんは、デイルー

レクレーションに参加で

ばと、時には世間話をし、

不安を少しでも解消できれ

限り足を運び、寄り添い、

者さんのもとへは、できる

を育てています。私は、熱

主人の協力によって熱帯魚

デイルームでは職員のご

た看護に努めています。

士の指導によって作品作り
帯魚の死が、日々自分の死
と向い合っている患者さん

体の苦痛、魂の痛みへの傾

丹 精込 め て
に良くない影響を与えてし
まうのではないかと、いら
ぬ心配をしていましたが、
寧ろ癒しの効果が得られて
ボランティアによるマン

いることが分かりました。
ドリン＆ギター演奏もあり、
演奏を聞きながら懐かしの
メロディーを口ずさむ高齢
患者さんの綺麗な声も聞こ
え、温かな雰囲気の一時を
過ごしました。
病院では、早くから認定
看護師の養成として、多職
種、また製薬会社の協力に
よって研修を重ね、より良
い緩和ケア病棟を目指して
現在も努力を重ねています。
また、大切な患者さんの
付添を望まれるご家族への
配慮として家族控室を準備

一時、在宅で過ごすため
の外泊あるいは退院、入院
も可能です。介護者が在宅
で疲れたときには、ショー

ルカ

章の「善きサマリ

ア人のたとえ話」の冒頭で
律法の専門家がイエズスに
「先生、永遠のいのちをい
ただくためには、何をしな
ければなりませんか」と尋
ねます。また「わたしの隣
人とはだれですか」との問
にイエズスは「あなたも行っ
て同じようにしなさい」と
諭されました。
私たち人間は、自己中心

原発被災で苦しむ人々
道後教会 福島の現状を聞く集い

の永遠の安らぎを祈り、苦

続いて追悼ミサで被災者

活の過酷さが伝わってきた。

双葉町などの汚染地区へ

かりだ。

は永久に帰れないだろう。

りの黒い袋は仮置き場に山
野田総理は『収束宣言』

しみと悲しみ、無念さの中

のように積まれている。

自分の家があるのに住めな

悲しむ人々に心添えて

道後教会

し を終わっ た。

丸 尾修

共感と祈りの中でこの催

の 手』 を合 唱。 和 や かな

な っ て手を つな ぎ『 一人

最後に出席者全員が丸 く

歌声で死者たちを慰霊した。

イエムなどを合唱。荘厳な

山」がモーツアルトのレク

「カンターテ・カリタス松

行われ、コーラスグループ

その後ミニコンサートが

た。

では 人がローソクを捧げ

祈り、キャンドルサービス

で今を生きる人々のために

を出したが、収束などして

い つらさ 。
講演で『白河みみずく』
東日本大震災から５年。
墓 参りにも
道後教会では『震災を忘れ の金澤弘子代表は原発事故
行けない。
ない』ための企画として、 による放射能汚染は広がり 、
福島県内
現地の生の声を聞こうと福 人々への被曝は続いている
で の自殺者
島のボランティアグループ 中で、恐れ苦しみながら生
が 続き歯止
『白河みみずく』の５人を きる福島の人々の今の姿を
め がかから
招いて３月 日、教会で講 生々しく語った。
な い。 他の
２０１１年３月 日、大
演会、追悼ミサ、ミニコン
地 域の３ ～
地震が起こり街は破壊され 、
サートを開いた。
４倍だ。
大津波にのまれ、 原発が爆
いない。復興は進まず、国
福島では震災の死者数よ
を 大 切 に し な が ら 良 質 で 発した。『安全神話』は完 の対応は『うそ、ごまかし 、
り自殺や孤独死などの関連
愛 の あ る 医 療 ・ 看 護 を 目 全に崩れた。放射線の猛毒 逃げ、いいのがれ、 知らん
死者数の方がはるかに多く
は出っぱなし、汚染水は貯
指します 。
ぷり、だまし、すり替え、
なった。金澤さんの話から
聖マルチン病院が、神の 水タンクが壊れて垂れ流し 、 まともに聞かない』 などば
福島での震災後の人々の生
栄光のために人々の救いの 除染もままならず汚染土入

トステイのような入院方法

的に自分の隣人が誰なのか

道具としての福音宣教活動

もあります。

と思い巡らしがちですが、

ができますよう、引き続き

坂出教会

85
時で止まっ たままの私」 が

ています。

又来年へつなげたいと思っ

が与えられたことに感謝し 、

さなことですが、 この機会

私たちにできることは小

ただきました。

ます。 」 と嬉しい言葉をい

が伝わればいいなあと思い

なのでしょ うか。 この思い

な春の海でした。 約３週間 て何かをすることが、 祈り

前、たくさんの人の命と希

まず、ピアノ演奏。「追

最後は全員で「花は咲く」

朗 読 さ れ ま し た 。 最 後 に を合唱し、コンサートは終

「この日、日和山から見る 了しました。参加してくだ
海はきらきらと光を反射し、 さったご近所の方から「宗
教のことはよくわからない

は教区より東北へお送りし

す。

（ ）

合うことが求められていま

しという課題に真摯に向き

も視野に教区財政の立て直

た方々への寄り添いと支援

祈 り の の ち 、 ハの「目を覚ませと呼ぶ声
典 礼 聖 歌 「 聖 が」ランゲの「埴生の宿」
編集後 記
なる霊よ、 愛の火を」 を３ など４曲が披露され、聖堂
世界有数の火山列島とい
回繰り返して歌いました。 内は時に厳しく、又優しい
われるほどに地震活動も活
この短い聖歌は、祈りを唱 緩やかな音色に包まれまし
発な日本。 さきの東日本
えるように静かに、 後の朗 た。
大
震災からの記憶も生々し
読の合間あいまにも歌われ
第３部は、マルチン病院
い中で、 またもや熊本大
ました。
コーラス部による合唱です 。 地震を被っ てしまっ た状
続いて阪神と東日本両方 テーマは「愛、支えたい！」。
況
を、 わたしたちはどの
の大震災を経験した菅原千 マラナタなど３曲の美しい
ように捉えたらいいのでしょ
明さんの手記「 あの日あの ハーモニーに心が和みます 。
う。 それぞれ震災を被っ

壇前へ。
悼となぐさめ」をテーマに 、 ました。
追 悼 導 入 の 二人のピアニストによるバッ
坂出教会 河上 真理

揺れながら祭

手 の 中 で 、 小 マリア人のみ言葉の朗読後 、 尚、 当日の募金や、 復興
さ く 、 大 き く 第２部へ。
支援 シャ ツの売り上げ金

ホルヘ神父様
静かに最後の聖歌唱和が
と 子 供 た ち の 流れます。そして、よきサ

が 込 め ら れ た ありません。」と読まれた
キャンドルが 、 後、しばし沈黙。

す。
ろうか。夢の中の出来事だっ
様 々 な 思 い たかのように、まだ実感が

の 様 子 を 映 像 望を奪い、家や街を破壊し
で 振 り 返 り ま た海と本当に同じ海なのだ
坂出教会聖堂でコーラスに聴き入る参加者

いつもと変わらない穏やか けれど、みんなで一つになっ

イエズスは、私たち医療従

信徒の皆さんのお祈りをお

東北に届け祈り歌声

事者に自ら進んで身近な人

シスター合田 慶子

坂出聖マルチン病院

願い致します。

福島の現状を熱く語る講師

の隣人になるようにとメッ
セージを届けます。
それに応えて私たちは、
日々、人格と人格の出会い

目を迎えました。 坂出教会
では、 ３月６日のミサ後に
～東北へ届け！祈りの調べ
～と題して、復興支援コン
サートを開催しました。
信徒だけでなく、 ご近所
の方や、土曜学校の子ども
名の

たち、 マルチン病院の患者
様やご家族も含めて
方が集いました。
第１部は「悲しみ、苦し
み、 痛みに心を合わせて祈
る」 をテーマに、まず震災

http://www.sakamoto-hosp.or.jp/
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未曾有の大震災から 年

5

高知聖母幼稚園
海の星幼稚園

院内保育園完備

を体験しています。
仕上 げた 作 品
ムに展示され、

は、 デ イル ー
亡き 患者 さ ん
の患 者さ ん や

聴に心がけています。
療養生活では、患者さん
の生活パターンを尊重し、

しています。

～祈りの調べ～

鳴門聖母幼稚園
阿南聖母幼稚園

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

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

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

の 作品 は 、 他
遺族 への 癒 し
に もな っ て い
ます。
デイ ル ー ム
の ゆっ た り し
た空間の中で、
患 者さ ん 、 家
族、 そして職
員が にこ や か
に談 話す る 場

れます。スタッフも共に苦

面も 見受 け ら
しみを分かち合いながら明
るい病棟づくりに専念して
います。

栄養面、清潔面等の援助な
ど患者さんの状態に合わせ

東北支援コンサート

教区スケジュール
がんが告知されている患

J

90

T
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高松教区は信徒養成という方向性の中で、小教区・地区/ブロック・
教区での信徒の集まりを、１年毎の３年周期で開催しています。今
年は教区信徒大会の年に当たりますが、本年は「いつくしみの特別聖年」に当たり、
いつくしみのイエスとの出会いを大切にしたいと考えています。
そこで、教区宣教司牧評議会において本年はいつくしみの体験や分かち合いを具体化
する場、神からの和解の恵みを積極的に受け取るコンパクトな集い、子どもから高齢
者までのすべての信徒が集える小教区単位での集いとすることに決決定しました。
これからの半年をかけて、各年齢層での神の慈しみの体験や癒しについての声を集め、
信徒各自の福音書として著す冊子を残す取り組みとし、11月の司教座での「神のいつ
くしみの特別聖年閉年ミサ」へと高めていくこととしました。
信徒の皆さんには神のいつくしみの体験等をしたためて頂き、順次教区報への掲載を
考えています。どうぞ奮ってのご応募をお待ちしています。

6月
3日（金）†イエスのみ心 祭 （初金）
4日（土）聖母のみ心 記
5日（日）年間第10主日
10日（金）大阪教会管区司祭集会in大阪「司祭・助祭のための聖年」
12日（日）年間第11主日
18日（土）宣教司牧評議会13：00
19日（日）年間第12主日
20日（月）広島・高松教区合同黙想会in鎌倉黙想の家（～25日）
24日（金）†洗礼者ヨハネの誕生 祭
26日（日）年間第13主日【聖ペトロ使徒座への献金】
29日（水）†聖ペトロ・聖パウロ使徒 祭
デイルーム

10

お寄せください！！
神からの慈しみの体験を

5月
10日（火）司祭評議会10：00
14日（土）聖マチヤ使徒 祝
15日（日）†聖霊降臨の主日
20日（金）田中英吉司教命日
21日（土）宣教司牧評議会役員会13：00
22日（日）†三位一体の主日
29日（日）†キリストの聖体
31日（火）聖母の訪問 祝

苦しむ患者さんに寄り添い傾聴も

４
２０１６年５月１５日（第１７２号）

カトリック高松教区

