マザー・テレサの言葉

私たちにとって、マ

傾聴・寄り添い・産業への支援も

り添い続けて行く必要があ

続して、被災地の方々に寄
・買い物送迎、敬老会送迎

ちぎり絵・リース作り 等）

大船渡・南三陸ベース活動報告会
大雨が予想され、開催が
ると思っています。
見守り活動

心配される中で東日本大地
震被災地を支援する大阪教
・住宅被災者訪

・災害公営住宅

者訪問

・ 高齢 者、 独居

宅訪問

・ みな し 仮 設 住

問

会管区が運営するカリタス
大船渡ベース及びカリタス
南三陸ベースのベース長に
日（日）桜町司教

よるベース支援活動報告会
が６月
座聖堂で行われました。
当日行われた大船渡・南
入居者訪問

ント

ベ ー ス計 画 イベ

・お茶っこ

・映画上映会

・手芸サロン

・折り紙サロン

・介護老人保健施設

スタッフを派遣し、保育補

ラブ」へ、ボランティアや

・東日本大震災後、被災地

今後の方針

土曜日午前中こどもサロ 利用されてい ます。
・「居場所ハウス」

ミサ参加、教会行事の手

・ブログの更新

（毎月１回）

・「大船渡だより」の発行

広報活動

小さな町で「まちづくり

財産とし、南三陸という

がっていった。この縁を

は「まちづくり」へと繋

夏がくるとやはり戦争の

一昨年の夏、教区の青年た

ことが思い出されます。

ちは司教様と共に、アウシュ

ビッツ収容所後を訪問され

たと聞きました。人類の歴

史において、あのような悪

の所業は存在しなかったも

ので、人類史において極め

て忌まわしい出来事として

永久に人間の記憶に残るで

あろうと言われています。

自らユダヤ人として収容

した精神医学者フランクル

冷静な心理学者の眼でみら

教授の著書「夜と霧」は、

・漁業や農業支援を通して

れた限界状況における人間

体設置予

達を、 人種や宗教を問わ

どんな過酷な状況に置か

い信仰があふれています。

さと人間の善意への限りな

そこには人間の精神の高

ず迎え入れる場所を創り

れても、それで、人生のす

べてが失われるのではない 。

そんな中にあっても自らの

豊かさを育むことができ、

人間らしさを輝かせること

ができると証言しています 。

そうです。あの聖コルベ神

それは未だ払拭し切れな

父さまのようにです。

い現代の断面であり、政治

や戦争の病誌でもあります 。

この病誌はまた別の形で繰

り返されないとは言い切れ

て貰 え たが 、 日

体として安心し

にはお薦めします。著書の

にも、まだ読んでいない方

ようにと固く決意するため

劇への道を歩むことのない

世界が再びこのような悲

ません。

本中の方たちに

最後の文章で締め括りたい

る。」

よって仕上げられるのであ

ない』という貴重な感慨に

以外には・・恐れる必要は

この世界の何ものも・・神

は、『かくも悩んだ後には 、

人々のすべてこれらの体験

「解放され、家に帰った

と思います。

はどこが活動場

月末まで）

７３７５名（２０１８年

ボランティア延べ人数・１

た。

し活動場所を分かり易くし

こで名称を変更

づらかっ た。 そ

所なのか分かり

キリスト教の団

被災者たちには

た為 、 南三 陸 の

地に拠点を設け

ベー ス」 は殉教

「 カリ タス 米 川

０１８年度より）

陸ベ ー ス」 （ ２

「 カリ タス 南 三

名称変更

していく。

と捉え「教会づくり」を

続ける事が本質的な宣教

というボランティアの人

の姿の記録です。

「食」への感謝を学ぶ。

～

・人の為に何か奉仕したい

戸別訪問の際にもお裾分

アイ像を

・復旧した沿岸部に木のモ

ア体験

・殉教地巡礼＆ボランティ

ボランティア体験

・みちのく潮風トレイル＆

ても活用。

けして、ベース食材とし

を学ぶ。

命の大切さや人間の強さ

きている地域の方達から、 所に囚われ、奇跡的に生還

・震災を乗り越え、強く生

る場所を創っていく。

味を持つきっかけとな

らも「まちづくり」に興

アたちが各地に戻ってか

体験」を通し、ボランティ

ケジュール表を作成し、ポ

地域に向けて、 イベントス

ル作成

・月間イベントスケジュー

通して生まれた多くの縁

に寄り添い様々な活動を

ン開催。 少人数ですが、

助を行っています。

カトリック大船渡教会との

・地域の祭りへの手伝い

・復興商店街イベント補助

にＤＶＤを見て頂いた後、

ボランティアに来た方々

「ママサロン」という形に 被災地見学
発展させ、母親たちが集え
る場にしていきたい。
復興の進む被災地、 復興と
被災地の外国人支援は市 風化していく記憶を呼び戻

伝い、降誕祭、復活祭ミサ

は程遠い被災地を見て回り 、 連携

内では当ベースのみが行っ し、この先、起こり得る災

後のパーティー、バザー手

外国人支援

ています。子どもたちへの 害に備える有意義な活動と

伝い等、地元信者との交流

未就園児保育「ほしっこク

シフトしてきています。多

の方達に寄り添っていく 。

隣接する海の星幼稚園の スティングを行っている。

海の星幼稚園への協力

学習支援、親たちへの日本 して、今後も継続します。
語補助、信者の子たちへの

・「福祉協議会」

・「まちの保健室」

初聖体準備の支援を行い継 他団体との協力
続して行きます。
個人からの活動依頼

高齢者世帯や独居者世帯
「ま ち づ く り 」から「教 会 づ く り」

の様々な作業の補助を行う。

※２０１８年 月現在
２５４人 世帯
活動内容
年は瓦礫
震災前人口１万７千６６６人

撤去や避難所での物資の仕

震災から ～
現在の人口１万３千１０６人

・南三陸町について

ベースが請け負うのに適し カリタス南三陸ベース（旧
た活動かどうか検討し判断 米川ベース）報告
し、今後も可能な限り続け
て行きたい。
ベースを会場にカルチャー

分けなどが続きました。
死者数６２０人 行方不明

くのボランティアの方達か

現在は以下のような活動に
者数２１１人

ら「 お手伝いにきたつもり

定。

・大船渡ベース～南三陸ベー

・石巻ベース～南三陸ベー

防災・減災教育
収穫祭を被災地で行い地

スボランティアツアー
と結びつける。また第一

域コミュニティ再生事業

スボランティアツアー

・震災遺構等案内

福祉祭りなど

草木染体験、紙すき体験 、

・イベント

訪問、障がい児見守り

子ども達の見守り、戸別

仮設住宅お茶っこ傾聴、

・地域福祉

トレイル整備等

イ像作り、みちのく潮風

漁業、農業、林業、モア

・産業支援

す。

いう声が聞こえてきていま

が逆に元気を貰った。」と

家屋約 ％が全壊流出

ベースは公民館としても ・東日本大震災被災状況

教室

1

三陸ベースの２つの報告は
次のとおり。
カリタス大船渡ベース報告
震災から７年２ヶ月が経
過し、ハード面の復旧復興
・抹茶サロン

・クリスマス会

利用されています

3

・米作りプロジェクト

40

が進む中、各種支援団体や

コミュニティ形成支援
・バレンタイン

・歌っこの集い

・仮設住宅集会所訪問

・ちぎり絵教室・陶芸教室
・ヨガ教室 等

か所２２０

司教に、サレジオ修道会の

また選挙の投票所としても

町内仮設住宅

大阪教区カテドラル聖マリ

現管区長、山野内倫昭神父

０戸１５７０世帯

ア大聖堂

日

らの司教としては 人目と
なります。
叙階式
日時・２０１８年 月

（月・祝）午前 時 場所：

−

浦和明の星女子中学・高等
学校 ジュビリーホール
さいたま市緑区東浦和

−

30

84

次産業を行いより被災地

南三陸ベースのボランティアさんと漁業者の皆さん

ボランティアが急激に減少
しています。
被災した方々が心穏やか

・イースターイベント 等

・デーイベント

（お茶会・昼食会・映画

こども支援
酒井俊弘神父（ 歳、同右）
です。

人目、教区に昇格してか

ま教区の教区長として歴代

山野内被選司教はさいた

表しました。

− − （ 歳）を任命する、と発

さいたま教区司教に

なお大阪教区の叙階式は 、 大阪市中央区玉造
前田万葉大司教の枢機卿親
任感謝ミサを兼ねて行われ
ます。
叙階式

また教皇フランシスコは 、

日時・２０１８年 月 日 山 野 内 倫 昭 神 父 を 任 命
（月・祝）午前 時 場所・

60

大船渡ベースの活動報告をする菅原ベース長
・災害公営住宅集会所訪問

意味での復興」までには、
上映会・メンズサロン・レ

な生活を取り戻す「本当の

スではこれまでの活動を継

まだまだ時間を要し、当ベー

教区）を選ばれました。

大阪教区に
２人の補佐司教
前田新枢機卿は現在、日
本カトリック司教協議会の
副会長、常任司教委員会委
員、学校教育委員会ならび
にエキュメニズム部門の委
員長などを務めています。
さらに教皇は、前田万葉
人の補佐

大司教が枢機卿に任命され
た大阪教区に、

月 日（土）、２０１３
年以来、司教空位となって

62

クリエーション・たこ焼き・

日の正午、バチカン・

教皇フランシスコは、

前田大司教 枢機卿に

月

サンピエトロ広場に集まっ

リア様は喜びの源で
す。わたしたちに、

た巡礼者や訪問者に向けて
日の枢機卿会

の「アレルヤの祈り」を祈
月

人の枢機卿

司教を任命しました。クラ

2
24
22

いたさいたま教区の新しい

5

00 9

16

2
24

6
4

イエス様を贈って下
さったからです。わ

る際、

議において、

を親任することを発表し、

レチアン宣教会のホセ・ア

00 7

59

11

58

11

7

19

29

14

日本では 人目の枢機卿と

2

たしたちもイエス様
を贈ることによって、
他の人々の喜びとな

ベイヤ神父（ 歳、写真左）
とオプス・デイのメンバー 、

4

6

2

高松教区報

ることが出来ます。

5

２０１８年７月１日（第１８５号）
発行所 カトリック高松司教区 広報委員会
〒760-0074 高松市桜町1-8-9
TEL 087-831-6659 FAX 087-833-1484
Email
教区：catholic-takamatsu@takamatsu.catholic.ne.jp
広報：tk-koho@mxi.netwave.or.jp
生涯養成： yousei@takamatsu.catholic.ne.jp
WEB://www.takamatsu.catholic.ne.jp/

カトリック

10
6
6

して前田万葉大司教（大阪

68

20

２０１８年７月１日（第１８５号）

カトリック高松教区
１

高松教区司教

日、北条カタ 交換と司教司式による派遣

北条で春の司祭集会

教区や修道会の枠を超え
共に教会に奉仕の大切さ

月 ～

参加したことがありました 。

神学生時この司祭集会に

リナ・セミナーハウスにて 、 ミサとなりました。
春の司祭・助祭集会が行わ
れました。
も短いながら、盛り沢山で
働くメンバーとして歓迎頂

を頂いた今、自分も一緒に

プログラムは、２日間と その頃とは違い叙階の秘跡
した。１日目は、祈りに始

２日間のプログラムの内

いていると感じました。何

教区会計の現状についての
容自体は、教会として取り

まり、司教様ご自身による

報告と協議、司牧の分かち
組まねばならない様々な課

よりも嬉しいことでした。

合いと続き、晩の祈りと夕
題が含まれ、私にとって襟

司教書簡についてのお話、

食に続いてざっくばらんな
元を正す思いをするものば
まだまだ駆け出しの自分

かりでした。

懇親会となりました。
忌憚のない意見交換や議
論のみならず、親交を深め
２日目は、性虐待被害者
ばれる中で自覚を促して頂

ですが、“神父さん”と呼

るひと時だったと思います 。 には分からないことだらけ
問題と典礼規則の確認の２
教えを請いながら、よく

いてる現状です。

た。両分野は、性質が異な
聞きながら、でもどこかで

た。教会も家族間の中で互
にこのような世界到来を目

げ知らせた神の国とは、正

沈黙だ」と。キリストが告

圧力もあってはならず、そ

信仰生活には、いかなる

ない。

いに育て合うことができる
指しているのではないか。

〈「豊かさ」報告〉
か。キリストも与えまた与

います。

えられながら、神と人々に

懇親会では、一人ひとり
のバックグラウンドを語り

黙 想 会 や 研 修 会で養成

合う場面がありました。趣 を受けた後、その後のフィー

たりして、次第に信者さん

市役所委託の仕事を請け負っ

同体環境の中でこそ、「カ

在する。このような教会共
リスマ」は生まれ育ち、更

日本の国においてバブル
念し、改めて彼の言葉を振 も崩れ去ったような感があ

て大切な人です」が、心か

「あなたはわたしたちにとっ

めの人材確保ではなく、

きるようになる。目的のた

とに、何をするのか識別で

に与えられたカリスマをも

年を記 が崩壊し、同時に教会の夢

こには自由と喜びだけが存

愛されて成長していかれた 。

客が多く立ち寄るようにな

が増えたらしい。そんな小

る。「いつの日か肌の色で

の信仰によって支えられる 。

に信徒が位置するイメージ

もあるのに、どこで種をま

・教会関係の幼稚園や学校

小さな教会で歩み続ける。

の教会観だった。今は変わっ

りを見ない等の寂しさや悲

とキリスト教が分かったと

・幼稚園等を通して、ちょっ

いていいか分かっていない
てきている。
・司祭が、洗礼の増加や実 所があるのではないか。
しさを大っぴらに伝えると

しても、その後信仰にまで

命ある尊厳こそが神の国に

〈経済の立て直し〉

キリスト教を伝えるので ※「納付金」とは、 教区と
はなく、キリストを伝えて 小教区間の取り決めに基づ

持ちまた語っているか。キ そのためにはチャレンジ精 ら相手に伝わったその時、 「本部人件費に関わる説明」
ング牧師は続けて述べてい 神が必要だ。人が何をした 本当の信仰の喜びへと繋がっ を教区会計・多田洋氏が大
阪教会管区からの提案を基
かではなく、一人ひとりの ていくのではないか。
に行った。

から始まるが、教会は夢を ず何かを学ぶはずである。

育てよう「教会共同体」

彼の言葉は“ I have a はなく、失敗から何を学ん
（私には夢がある）” だかが大事だ。失敗から必
dream.

り返ってみた。

る。常に完璧を求めるので

キング牧師逝去

味などを述べながら、会議 ドバックがなされていない
でも、み言葉の分かち合い 現状から脱出できないでい

ても、階段の最初の一段目

上る階段全体が見えなく

でもなく、ある種それらの るのが現状のようだ。
中間のような、司祭として
のお一人ひとりの生きざま
が見える時間でした。
大先輩の神父様方の体験 を登り始めることがスター
はじめ、駆け出しの私には トに繋がる。
示唆や刺激を頂ける話が非
常に多かったです。教区や 「教会はこうあるべき」の
修道会の枠を超え、共に教 視点からではなく、『信仰
分のものとし、その喜びを

会で奉仕することを強く感 の喜び・福音の喜び』を自
じ励ましを頂きました。

１人ひとり現場を頂きそ 土台にした生き方が大事だ 。 はなく、人間性によって評

り、信徒会館のお茶のお接

人。かつての主任司祭

近隣の人に教会を開くには
が

ビデガイン神父様は本当の
宣教師だった。クリスマス
には 人も集まったと聞い

信徒はショックだろう。未

に教会共同体が親密に関わ

を育む人もある。どのよう

ら、福音マーケットによっ ・２０１６年～ ２０１８

これらの柱を大事にしなが して

「祈り→信仰→現実社会」 、 「納付金Ｂ」 ：人件費に関

年 間、 大 阪 教 会 管

決してないがしろにしては

受洗者のフォローアップも

い。

る豊かさ』を大事に生きた プロジェ クトのための援

生かし合った奉仕の中にあ 区から高松教区財政再建

は終了する。 併せてこの

助金（ 年間５００万円）
ならないことは言うまでも

・本教区には学校もある。 よる自主献金） に関して

ないと疑問を呈していく。

・司祭は教会に腰を据えて 、 長に続けられている。自分 間の高松教区自助努力の
たちは信徒のためだけでは 一環として「 教区献金」
（ 予算化できない個人に
あまり動かない方がいい。

祈って活動する。祈りは、

ほとんどの教会に幼稚園が も、 当初の予定通り２０
ある。幼稚園経営に傾注し １９年 月 日をもっ て
過ぎず、司牧活動とのバラ 終了となる。

エンジンをかけるためのガ
ソリン。祈りに支えられて
初めて活動がある。

てないというのが現状であ

めに、「納付金Ａ」（活動

る。そこで不足分を補うた

十分に活かすことが出来て

「 納付金Ａ」 を予算化して

に高松教区においては、

ら補填している。このため

資金に充当すべき資金）か

る。 高松教区も考える余地

外国から援助をもらっ てい

・日本の教区のいくつかは、

考える必要がある。

献金は減少する。 増加策を

・信徒の減少・高齢化から

財政課題に関する意見

いない。

・納付金Ａ、納付金Ｂ、納

があるのではないか。

付金Ｃの区別をしないで、

・大阪教区からの提案を参

名）の年間総人件費

（約

考に、 教区で働く司祭給与

上で、 全信徒で負担してい

性を担保した維持費とした

課題〉）で平均化し、公平

当てるのではなく、支出の

・収入の確保だけに焦点を

ではないか

ク単位で課した方がよいの

めるよりも、地区やブロッ

一本化した方がよいのでは

くことを目指すことが相応

削減にも焦点を当てるべき

を全小教区で割り（ 信徒在

しい在り方ではないかと考

ではないか。

・小教区単位で納付金を求

える。こうして「納付金Ｂ」

・ユースストレは司祭間の

ないか。

（ 司祭人件費目的）を確か

アンバランスが起きている。

籍数割合と信徒通常献金収

なものとしていくことが可

入割合の乗数係数ー 〈検討

能となる。

是正が必要である。

・このために、 「 納付

る最低賃金クリアについて

・司祭給与で指摘されてい

・今年度はそのための

ることが考えられる。

区基金の取り崩しとす

減）、 不足分は当面教

き下げ（ 急激な負担低

らパー センテージを引

業等で補填することを考え

を納付金で賄い、 残りは事

がおこる。 人件費の何割か

付金で賄おうとすると無理

・初めから人件費全額を納

にすれば可能ではないか。

するので、 強制的に年金を

・年金が支給されている司

給与と関連付けさせるのは

た方がよい。

資金確保がある小教区職員

無理があるのではないか。

準備期間となる。 教区

と司祭はともかく、 給与確

・人件費のことは、教区民

民の合意が不可欠であ

小教区維持費の

金Ａ」（活動目的資金）

祭と対象となっていない、

り、信仰の芽生えを共に育

或いはほとんどない司祭と

は、 現物供与を監督署に報

り、 そのための丁寧な

のアンバランスがあり、 そ

の小教区負担率を現行

説明が求められる。 来

て気づいた、『カリスマを 年の

年度（２０１９年度）予算

れを含めて検討する必要が

告して加算してもらうよう

④教会に集う人々は誰か

に反映できるよう取り組ん

保ベー スがない本部事務局

との信頼関係に基づき、 あ

・逆に、外国籍の青年が教

・宇和島教会は、「みんな 区が負担する考え方で賄わ
の家」の札をかかげている。 れてきた。しかし、高松教
・福岡の古賀教会は、近隣 区司祭給与規定の満額を出

職員の人件費をいかに確保

る程度公正なルールを作っ

観ばかり出来ない。
・プロテスタントの方が、
「日本の教会は何を望むん
ですかね」とコメント。
・問題を抱えた人が役所で

・教区司祭は、 財産権を有

せる小教区は数少ないのが
にもよく知られている。
・近隣社会との関係等、最 現状である。 給与規定の何

部事務局職員の人件費確保

するかである。従って、本

て決めていくことが肝要で

も受けとめられず教会に。

ある。

初はどうしたらよいか分か 割かを負担している小教区
らないけど、出会いで何か と全く負担できていない小

も、こちらは「納付金Ａ」

ある。

・もう一つの課題は、 給与

が起こる。挨拶まわりする 教区もある。 大きな小教区
のもいい。私は、町の自治 と小さな小教区とでは、収

に振り分けて同時に考えて

で行く必要がある。

・神戸の教会にはダルク、

いく必要がある。

老人だけの教会になる。楽

ホームレスの人のための部 会に入った。地域社会での 入格差と経済的体力から無
屋があった。その活動が気 教会の姿が見えてくるはず。 理がある上に、 公平性も保

会にいなくなれば、日本は

％か

・これまでは 小教区で 働
・教会に外国籍の青年達を ンスを保ちたい。
多く見る。社会状況が変化 。 ⑤地域で教会が問題に取り く司祭の給料は、基本的に
組む取っ掛かりはあるか。 は司祭の派遣を受けた小教

てていくかが大切だ。また

日曜日に初めて教会を訪 行くのが教会の使命と確信 く小教区から教区へ納める
れる人、中には一回限りの する。教会共同体における お金を意味しています。
人もいるが、洗礼まで信仰 「 養 成 → 意 識 → 組 織 」 ・

価される社会が来ることを」、 繋がるもの。
「最悪の状態は、圧政や悪

こに与りつつ、やはり司牧
者のコレジアニタス（団体

の獰猛さではなく、善人の

キリストのアプローチは

性）が不可欠であることを 一人一人を育てることにあっ
肌で感じさせて頂いた思い
です。。
この記事に続き、本ページ
では司祭集会において、髙松教
区が直面している３つの大切な
事項についての司祭の分かち合
いを報告として掲載しています。

中で、（教会に対する）考
待の中で、人々に教会への

・日本社会の現状では、国

③司祭としての宣教司牧上

至らないかも。

20

つの研修の 時間となりまし
れど、司牧者として受け止
確たる決断をしながら、喜

いのではないだろうか。社

一読くだされば幸いです。

②地域社会における教会

会の現状をいつも念頭にお

え方の変化を見ている。か

・伊予三島教会は、神父が

くべき。

つては、地域ごとに、どん

・新居浜教会の近所の方は 、 が守り続けたという事実を

興味を深くして頂いている 。 さな教会でも、信者さん達

気があった。

どん教会を建てていく雰囲

・長崎の或る教会は、観光

教区の事例

という問題に関わる小

んで取り組んで参ろうと思

めねばならない分野です。
初日と同様、活発な意見

〈地域社会と教会〉
①地域社会における教会に
ついての問題提起

いる。楽観する態度は神様

教会がないと淋しいと。
常駐していないが、週に一

心を開いて話せるようになっ

全体のカトリック信者の割

来のことは、神様が知って

31

・ 年以上この教区で働く

・かつては、神父のうしろ

・今、赴任した教会の状況

・伊予三島教会は、司祭が 謝した。お蔭で今は外国人
日は担当司祭が出向くべき 。

信者さん達に強く伝えて感

として、例えばこの 週間
の間、教会に立ち寄る近隣

年の間、近隣の方が訪問し

の人はいなかった。教会の

たのはたった一度。その方

・江ノ口教会で担当した

のような意味があるのか、

周りの人にとって教会はど
建物に対して人々がどのよ

は、「今まで全く教会とは

ていったらよいと思う。

の課題

16

50

高髙山 徹

合は田舎も都会も変わらな

司祭集会感謝ミサ後

納付金の正しいあり方は・・

3

17

等、考えていく必要がある 。 関係がありませんでした」 。 ている。

5

3

16

うな印象を持っているのか

40

70

1

本面記事３つの分かち合いの基となる学びの様子

4

40

２
２０１８年７月１日（第１８５号）

カトリック高松教区

3

カトリック高松教区報

２０１８年７月１日（第１８５号）

カッ プル（ 自分の場
しっかりと意志を働かせ、
思いを込めたご夫婦の“生
司祭として歩みはじめた

「夫婦は愛のイコン」
合は司祭同士） の対
教皇 フランシスコ
話、 自分の心からの
マリッジエンカウンター 思いを綴る作業等の
今、必要な恵みを頂いた思

と落ちました。

ようこ そ
ス ティ ー ブ 神 父様

スティーブ神父様、よう

こそ お出でくださいまし

た。神父様のミサ中のおは

なしにはいつもクイズが出

が沢山ありましたが、一つ
まま、深く考えもせず、旅

何なのか、全くわからない

というものが、いったい

６８年 月に初誓願宣立。

教修道女会に入会し、１９

１９６６年聖ドミニコ宣

東部のタルミナドゥ州コー
ヤンブットゥール県。
・叙階日と来日は
オブレート会司祭として、

かな四国八十八カ所一番札
所。
・担当される鳴門・阿南教
会の信徒への希望は
大きいこと、細かいこと、

２０１３年 月 日に叙階
難しいことは分かりません

諏訪司教司式でミサ
宇和島教会

祭壇の再設置祝う

島教会での月に１回の英語

ミサに加えて、５月からは

もう一回の英語ミサを愛南

町にある岡澤クリニックの

愛媛地区宇和島教会では 、 テレサルームでも開催して

ヨゼフ呉文成（ Ngo Van Tいる。
宇和島教会での英語ミサ
）師が、２０１７年
hanh
月 日に担当司祭として着 にはこれまでにも 名から

支え、助け、協力し合って

が一緒に信仰を分かち合い、

され、同年 月 日来日し
ました。そして２年間名古
屋のＷＹＣＡで日本語を学

宇和島教会では、聖堂中

任された。

隣人にも広げることが出来

央に置かれていた祭壇の再

主の平和を味わい、周りの

・家族は

るように祈り、努力しましょ

びました。
母と、結婚した姉、父は天

ヨセフ呉文成神父は、宇

福ミサを行った。

月 日に祭壇の再設置祝

ことでしょうか。神棚と仏

んなときも共にいて下さる

は、イエス様に出会い、ど

私にとっての信仰の喜び

結婚後徳島に来て息子が

姿勢に夫は感心していた。

者の信仰を教会全体で守る

れ、結婚講座を受けた。信

しないなどの約束をさせら

進学し、キリストの愛が溢

堅信の秘蹟にあずかった。

月に受洗、この度、一緒に

日に八

あり、 教会の交流は、遡っ
て１９８９年 月

幡浜教会の担当で、ラファ
エル・サンズ師の元、三崎
半島の三崎灯台へ交流会に
回

出かけたとの記録に始まる。
教会年表では本年で

名程度の参加者がおり、

愛媛最南端の愛南町から多

くの信者が参加している。

ミサ後に行われる分かち

に 回開催する。

トナム語ミサを 月から月

一方、八幡浜教会ではベ

る。

かな交流の時間が流れてい

を越え、神の家に集う和や

訪榮治郎教区長司式の元で 、 合いでは、言葉や習慣の壁

設置を行い、使徒ヨハネ諏

子どもたちが目を輝かせ、

う。

国です。
・好きな食べものは

新しい風が吹いているのを
私たち信徒は感じながら歓

ケーキやクッキーなどのお
やつで、酸っぱいものは苦

迎いたしております。

和島・八幡浜教会の担当司
祭として、日曜日には２聖
堂での主日ミサの他、宇和

壇がある家庭に育った私だ

一歳になった頃、突然夫は

様と面会し私の信仰を邪魔

が、近所のカトリック幼稚

ていると、初めてお会いし

大病を患う。私が教会で祈っ
毎朝「私たちは小さいこ

で「 一

たイスマエル神父様が笑顔
しょう。

飲みましょう」と声を掛け、

緒に珈琲
様、私たちをあなたのよい

病院に夫を見舞って下さっ

イエス

子にして下さい」と歌い祈

れんばかりのシスター方に

生涯いつも共にいて歩んで

幸い完治した夫は昨年３

た。

出会って信仰の素晴らしさ

下さる神に感謝。
キリスト教とは無縁だっ
た夫は、結婚に際し、神父

野村の農業公園を
訪れて楽しく交流
八幡浜・宇和島の教会
愛媛地区南予ブロック、ユ
ニッ ト教会交流会が、 去る

12

宇和島教会と八幡浜教会で

在の昨年である。

教会は、 これまでに深

諏訪司教司式の合同ミサ後

園内を十分楽しむことはで

きなかったが、雨上がりの

る滝やヤギの観察なども楽

いつながりが築かれ、今日 、 時間を使って、清流に現れ

ユニッ トを形成している。

また、ヨゼフ呉文成神父

しむことができた。

と若者達は、バレーボール

今年は、 宇和島教会の当

番で、 西予市野村農業公園

に汗を流し、ビンゴゲーム

ほわいとファ ー ムへ出かけ
た。

日に行われました

は 万円を超えました。

販売は完売し、 総売り上げ

活動報告会での被災地物産

東日本大地震被災地ベー ス

６月

ＴＳＣからのお礼

（八幡浜教会 清水裕子）

いる。

新たな観光地発掘を始めて

来年は、八幡浜教会が、

が景品として提供された。

あいにくの雨に見舞われ 、 では当園のアイスクリーム

南予ブロックユニットは 、 を数える。最近で開催でき
なかった年は、担当司祭不 宇和島・八幡浜教会の参加者

月 日（日）開催された 。

徳島教会 櫻間忍

を知り、受洗。

その後カトリック大学に

る幼稚園が大好きだった。

受洗した夫と共に歩む

ども。手を合わせて祈りま

園に通った。

信仰の喜び

手。鳴門の印象は―自然豊
１９７１年より現在まで
松山の聖カタリナ学園高等
学校で（教諭・事務長・顧
問として）奉職しています。
その間１９８０年から
年半はローマ本部修道院で
その後 年半は長崎修道院
に赴任し稲佐教会のカテキ
スタとして奉仕しました。
その後再び松山修道院に
赴任し、前述の高校で勤務
するとともに、愛光学園で
も宗教の非常勤講師として
年間勤務し、現在に至っ
ています。 神に感謝！

いると、「恐れることはな
い。わたしを信じなさい。 」
というみ言葉が響いてきて、
入会を決心しました。
１９９３年に初誓願を宣
立し、東京修道院、ローマ
修道院で修道生活の勉強を
しました。１９９９年に終
生誓願を立て、松山修道院
に赴任し、聖カタリナ学園

4

ます。ではこちらから質問

です。

・お生まれは

１９８４年 月 日インド

◇ 金祝 ◇
・フィデス亀田京子

私と神様との出会いは中
学校に入学した時でした。
その後中３のご復活に洗礼

は「愛することは賭けるこ
行気分で参加した私たちは

のお恵みを頂きました。

と」というキャプションで

私は聖カタリナ短期大学

高等学校で奉職しました。
その後、２０１０年に伊
丹修道院で養成担当者とし
て奉職し、２０１２年に再
び聖カタリナ学園高等学校
神に感謝！

30

6

18 29

に戻り、現在に至っていま
す。

40

1

2

8

誓 願 宣 立 記 念 おめ で と う ご ざ い ま す

・マリア クララ 山口光子

らした重み、お互い思い出

在学中、洗礼のお恵みをい

た。

を持っている幸せを、つく

ミニコ宣教修道女会へ入会

づく実感しました。

年間の歳月を一緒に暮

対話できるようになりまし

後の 人の人生を正面から

活を深く考えさせられ、今

私たちの 年間の結婚生

に一生懸命になっていった。

持ちを伝えあうということ

て、私たちは、お互いの気 ◇ 銀祝 ◇

プログラムが進むにつれ

でも分かっていなかった。

参加者が顔をそろえた時点

す。

心に残ったこと（言葉）
◇高岡栄治＆富子

頂いたものが、心にすとん いです。

きざま”です。

一つひとつを通して

とは、マリッジエンカ
ウンターという英語の略称
です。マリッジは結婚、エ
ンカウンターは出会いです 。
のプロ

という言葉は、 の運
動、 の生き方、
に関わる様々

グラム、その体験者やその
集まり等、
な側面を示す言葉として一
般に用いられています。
ウィークエンドとは、

和気 あいあいの集 合写真

うに、小さな手紙を交すこ

しました。
入会する前に松山教会の
聖堂で「神様、わたしの行
くべき道を教えてください。」

2

25

ただき、１９９１年に聖ド
ご夫婦の具体的なエピソー

とにより、お互いの気持ち、

お互いの想いが分かるよ
ドを、このテーマが貫いて

とても大切な時間をすごす

いたような気がいたします 。 をしっかり知ることが出来、
それは、必ずしも鬼気迫

1

10

と聖書を開きながら祈って

御協力をいただいた方々

に心より感謝申し上げます

Ｔ Ｓ Ｃ 高松教区サポートセンター

東日本大震災大船渡支援

日～ 月

日分として）

献 金 入金 報告 含
(お米券 )

（ 月

月

万円

累 計（

日 現 在）

千 ４ ４ ３円

１ 千 ７４ ０ 万７ ８ ３５ 円

編集後記

本年も恒例の高松・広島

教区合同司祭黙想会が大分

県別府市にあるイエスのカ

リタス修道女会亀川黙想の

家で行われた。

本教区報の発行日が迫る

中での開催か、何かしら、

安眠できずに悶々としてい

たが、講話の中の「重荷を

負うものは私の元に来なさ

い。休ませてあげよう」と

の主のお言葉で、何とか仕

上げることが出来た。協力

者の善意を思い、皆さんが

（Ｊ）

手に取り読んで下さるよう

願っている。

高知聖母幼稚園
海の星幼稚園

鳴門聖母幼稚園
阿南聖母幼稚園

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

が提供する 泊 日のプロ
グラムを意味する言葉です。
月 日～ 日の間、聖
カタリナセミナー ハウス
（松山市）でウィークエン
ドが開かれ、夫婦３組と聖
職者 名が参加しました。
ここに、今までに無い体
験をされ た参 加 者 の 感 想
を紹介しま す。

◇髙山徹神父
カップルの皆様の真摯な分

ことができました。

19

教区スケジュール
かち合いと、それに続く各

ることでもなく、でも何か
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7月
1日（日）年間第13主日
3日（火）聖トマ使徒
8日（日）年間第14主日
14日（土) 司教座聖堂と会館建設委員会 14：00～16：00
15日（日）年間第15主日 高山右近祭in小豆島13:30～15:30
16日（月）海の日
20日（金）一粒会の集い13：30～16：00
21日（土）司祭評議会10：00～12：00
宣教司牧・諸委員会・活動団体合同会議13：30～16：00
22日（日）年間第16主日
26日（木）聖マリアの両親聖ヨアキムと聖アンナ
29日（日）年間第17主日
8月
5日（日）年間第18主日「日本カトリック平和旬間」広島巡礼 5～7日
6日（月）主の変容 日本カトリック平和旬間（～15日）
11日（土）山の日 聖クララおとめ
12日（日）年間第19主日 下田武雄師命日（2012年8月12日）7周忌
14日（火）聖マキシミリアノ・マリア・コルベ司祭殉教者日
15日（水）聖母被昇天祭
19日（日）年間第20主日
22日（水）天の元后聖マリア
24日（金）聖バルトロマイ使徒
26日（日）年間第21主日
27日（月）聖モニカ
佐々木光雄師命日
29日（水）洗礼者聖ヨハネの殉教
・8/22～26世界家庭大会inダブリン「家庭の福音世界の喜び」

ME

ME

5

2

４
２０１８年７月１日（第１８５号）

カトリック高松教区

