マザー・テレサの言葉

「召命に資する」諸活動を支援
です。
皆さまには「一粒会」 の

（３）その他、本会が必要

＊①諸委員会活動の内、 本

と認める召命の援助

げ、また寛大な献金をささ
会において直接または間接

意向にそって日々祈りを捧
げて下さることにより、 現
的に大いに召命に資すると

ために委員会諸活動、 とり
イエス様の心をもって人々

月 日（日）午前 時

から、江ノ口教会で諏訪司

２０ １８年・高山神父

年の小豆島、

てから、 一昨

回するようなっ

として四国を巡

教区殉教者祭

間をもちました。また

を心の奥深くに刻む時

き継いでの開催

昨年の松山を引
となり、 当日
は、 梅雨の曇
り空の下、 蒸
し暑い日でした
バスで 人余り

が、 香川から
の参加者もあり、
の参加となりま

総勢約１００人
した。

や、高知城下の江ノ口牢舎

禁獄により 人が殉教され

また、司教様から、 月

であった等の興味深いお話

により、参列者一同で殉教

者に思いを馳せ、追悼のミ

サを捧げました。

その後、 はまゆ

う会館で、 おそう

めんやおにぎりを

いただきながら、

皆さんと交流を図

ることができまし

た。

最後になります

が、 教会の周りの

草刈り、 会場の掃

除や設営、 おそう

めんやおにぎり作

り等、準備のため

にお手伝いいただ

いた皆さんを含め、

参列いただいた皆
土佐の殉教者に

の潜伏キリシタン関連遺産」

委員会が「長崎と天草地方

ました。

た、真にありがとうござい

祭を終えることができまし

かげ様で無事、教区殉教者

さんに感謝いたします。お
ついて、浦上キリシタンの

を世界文化遺産に登録する

日にユネスコの世界遺産

流配の中で、高知の割当１

人の司祭が他の地区・小

に合同ミサが可能となれば、

るため、メイン教会を中心

鶴見 隆博

教区殉教者祭実行委員会

１６人が、愛媛の三津浜に

すれば、正に「神父発見」

桜町・番町教会

教会と桜町教会は大

祝日ミサや聖週間の

典礼を合同で執り行っ

教区へ応援可能となる。

そこで番町教会と桜町教

会は、番町教会の主日ミサ

てきた。今夏、特に を 時半→ 時とし、桜町
～ 月に亘っては 、 教会の主日ミサ 時を無く
し、主たる主日ミサ 時→

主日ミサは合同で捧

げることを申し合わ

せた。

主な理由は、高松

教区の現役司祭数の

減少が次第に顕著に

表れて来ており、こ

の問題への対策とし

て、地区・小教区を

超えた協力司牧が不

可欠になって来てい

東讃ブロックでは、各小

香川県東讃ブロック司牧 るからである。

主 日 は合 同 ミサ

「信徒発見」は、信徒から

ことになったことに触れ、

まず冒頭に 、

引き続き、司教様の司式

に収容され、 年にわたる をいただきました。

たこと等の説明がありまし

教様をお迎えし、２０１８

の誕生の恵みをいただきま

年度高松教区殉教者祭・高

待っています。

＊② 世界のカトリッ ク神
した。若き日のイエス様へ

た。

を愛し仕える司祭を社会は
私たちの教区は

学院の養成方針が統一され

う日々でありますようにお

した。

で読み込んでいかれま

文章の含意を徐々に明 上陸し、吾川郡横畠村を経
解にしながら深い所ま て香美郡赤岡村の赤岡牢舎

申し上げます。

知地区が開催されました。

切にいたします。よって一

11

わけ青少年の信仰育成を大
粒会資金を委員会諸活動の

ています。神学院での（ 哲

のあこがれが、 引き続き育

２０１７年・ヨゼフ神父

分野に使うことがあります 。 ２０１６ 年・宋神父

学・神学）修業期間は７年

まれたことに心から感謝い

教会のみならず家庭は召

たします。 今後とも刈入れ

命の大切な苗床です。 愛を

認められた活動内容に限る 。 となり、「初期養成」と呼
ばれます。 神学院卒業後、

司祭叙階後、 天に召され

もって、勇気をもっ て何よ

の主に働き手をお与えくだ

るまで「 生涯養成」 期間が

教区で「 助祭」となり司牧

＊②本会が認める司祭、 助

在「 一粒会献金額」 は比較
的充分な資金をもっ て運用
しております。 改正はこの
資金の有効利用にあります 。 祭、 修道者の生涯養成に関

続きます。神学院を卒業す

りもイエス様を大切にする

う。

ると「 養成」は終わるので

さるようにともに祈りましょ

教会にいのちを与え、 教会

ての生涯養成を受け続ける

集いから召命が生まれます。

に携わり「司祭叙階」 を受

次にあげる司祭、助祭、 修
を導く良き牧者の存在は、

祈り申し上げます。ご理解

という理念です。
よっ て、一粒会の資金を

というものです。

養成に充てることができる 、 とご協力をよろしくお願い

司祭、 助祭、修道者の生涯

主の豊かな慈しみに出会

はなく、「良き牧者」とし

けます。
＊① 高松教区にとっ て司

する援助。
加事項（ 太字）を掲載いた
祭職「召命促進」は重大な

一粒会規約にこの度の追
します。
課題であり、教会に仕え、

道者召命と神学生養成に寄
教会共同体にとっ て生命線

第 条 本会の目的は、

与することを目的とする。
であることは承知のとおり
です。

（１）高松教区神学生養成
およびそれに伴う諸経費の
援助。
生涯を教会に奉仕する
「召命への息吹」に触れる

度の黙想会を合同で
行っています。
今年のテーマは、イ

同時に、教会の祈りを

6

教区「一粒会規約」の一部改正
髙松教区司教
諏訪榮治郎
ここ数年の激しい気候変
動により、 いかに安全に日
常生活を営むか、 という意
識を超えた豪雨による悲し
い出来ことに見舞われてし
まいました。 いつまた起こ
るかもしれないという不安
の中、 互いの信頼と支え合
いが人としていかに大切か
を心に刻んでまいりたいと
思います。
さてこの度、一粒会委員
会では諸事情により「 一粒
会規約」の一部を改正する
運びとなりました（ ２０１
８年 ７月）。規約改正を皆
様に周知していただきたく 、 （２）日本カトリック神学
院への分担金支出

このマルコの福音書

ト者は、そもそも、主

以下説明を申し上げる次第
「イエスが山に登って 、
の２行半の文章を何度

松と広島教区の司教、

信徒も聖職者もなく 、 は数年前から、この年

これと思う人々を呼び
読んだことでしょう。

と共にあるように呼び

う。

寄せられると、彼らは

この短い文章について 、 司祭、助祭たちと 週

それにも関わらず、

これは、キリスト者

毎日、講話の後には、
この事を日常の喧騒の

にとって、まさに根本

エスの基本的な呼びか

想会の際に、聖書学者

中で、いともたやすく

かけられています。

私たちすべてのキリス

そばに集まってきた。
どれくらいの時間を費

このフレーズは、高

そこで、十二人を任命

でもあり教師でもある

忘れたり、二の次、三

歌うために、そして、

高知での流配者の状況説明を聴く参加者
30

30

者会議を通して数年前から

時とすることを決定した。

10

間を共にした今年の黙

1

江ノ口教会で教区殉教者祭

教区に 人の担当司祭がい

7

人で静かにこの言葉
大分教区の山下神父様

的で重要な呼びかけで

感謝の祭儀を祝うため

4

7

浦上キリシタンをしのぶ

将来を見据えた上で、番町

10

けである「主と共にい

が、福音書から取り上

の次にしている時もあ

あり、私たちの営みは

に全員で１日に３回聖
聖職者として、日々

1

9

を宜しくお願いします

皆様方のご理解とご協力

る。

ことになるということであ

半年間聖堂が使用できない

工事を含めるとすれば、約

になる。更にリニューアル

会）の耐震補強工事が必要

いずれ司教座聖堂（桜町教

なければならないことは、

もう一点心積りしておか

8

る」でした。

げられた言葉でした。

るでしょう。しかし、

全て、これを基盤にし
であり、活動の全ては 、

のミサと教会の祈りは

堂に集いました。
これを源として生まれ

質的に必然と思います 。 て組み立てるべきもの
私たちはイエスのカ

神に感謝。

ことが出来ました。

より深く祈りを味わう

たりと祈ることにより、

時は、いつもよりゆっ

ていますが、共に祈る

普段の生活の一部となっ

ひも解かれました。
始めに原文を使われ 、 司祭 Ｗ・ネルソン

39

9

1
るべきなのです。
山下神父様は、マル
節
から始められ、聖書の

コの３章 節ー
高松教区からは、諏

主要な文章の多くに派

会を持ちました。
訪司教と７人の司祭と
人の司祭

助祭、広島教区からは 、 生させながら、聖書を
白浜司教と

と助祭が参加しました 。

毎日２つの講話でこの

7月30日に捧げられた番町教会での初めての合同ミサ

1

教会の慣習、そして 年に 度の黙想会は実
教会法さえも、司教、
司祭、そして助祭に対
して、年に 度の黙想

日
から 日まで、この機

黙想の家で６月の

期間を推奨しています 。 リタス修道女会の亀川
もちろん、この年に
度の黙想が、日常の祈
りに置き換えられると
いうことではありませ
んが、主と共にあるた

るという意味をもって

14

19

高松教区と広島教区

a

1

23

苦しみに出会った時
には、ほほえみをもっ
て、それを受け取り
ましょう。これこそ、
神さまの最大の恵み、
つまり、神様が私た

やし、論じ合ったり熟

めに、日常のリズムや
短い時間でしょうか。

います。

務めから少し離れてみ
じっくりと熟考しましょ

分ですか。もっと

し、使徒と名付けられ
に置くため。」（マル

考したりしましたか。

高松・広島教区の司祭たち
た。彼らを自分のそば

「主と共にいる」を考え黙想

1
1

8

1

13

1

高松教区報

2

10

カトリック
ちにお与えになるこ
と、わたしたちにお
求めになること、す
べてを、ほほえみを
もって受け取るとい

コ ・ ー ）

14a
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うことなのです。

13

21

日ごとの糧・共同司式ミサで始まる黙想会
3

２０１８年９月２日（第１８６号）

カトリック高松教区
１

あるテレビ番組で二
年後のオリンピックに
向けてどのような日本
でありたいかとの司会
者の問いに、ゲストが
「やさしい日本、人と
人との輪が広がる日本」
と答えていました。
オリンピックには世
界中から大勢の人々が
集まってきます。彼ら
に日本人がやさしく接
し、人と人との温かい
つながりが輪となって
広がっていくようにと
の思いでしょうか。
教会もそうであって
欲しいと思います。私
たちの教会は「やさし
い教会、人と人との輪
が広がる教会」になっ
ているでしょうか。
敵意、嫉妬、陰口、
誤解、疎外が蔓延して
はいないでしょうか。
自分をありのままに受
け入れてもらえず、無
視されて傷つき、人知
れず苦しんでいる人は
いないでしょうか。
イエスは「わたしが
あなたたちを愛したよ
うに、互いに愛し合い
なさい」（ヨハネ１５・
１２）と言われました。
当時、イエスと出会っ
た人々は、誰よりも深
く自分の存在をありの
ままに受けとめ、とも
に生きてくださるお方
を体験したのだと思い
ます。
現教皇は「すべての
キリスト者に、今この
瞬間、イエスとの人格
的な出会いを新たにす
るよう呼びかけたい」
と言われています。
今の時代はオリンピッ
クのようにあらゆる人
種や文化が、交じり合っ
て生きていく世界になっ
てきました。私たちが
これから地球上で一つ
になり、お互いを大切
にしながら生きていく
ために私たちもその覚
悟と努力が必要だと思
います。
主よ、どうか私たち
と共に歩んでください。

２０１８
年（平成 年）

町では 人が亡くなり、高
の信者宅は、この浸水被害

現在も続いている。

町内の断水など被災状況は

自 由な 生活 を送 っ て

幡浜を結ぶ 予讃線は、

一方 、 宇 和 島と 八

知県内で計 人が死亡した 。 を幸いにも受けなかったが 、 いる。
安芸市では、 日未明に市
内を流れる安芸川が栃ノ木

人が一時孤

００世帯の家屋浸水に及ぶ

八幡浜は教会の信者が勤

行政無線で住民に避

さがり、一時孤立した。

自宅への侵入道路などがふ

宇和島教会では、浸水に

いる。
宇和島教会のヨゼフ
呉 神父 は、 高 速道 路
が寸断されなかったため、
自動車で八幡浜まで移動し
世帯以上が床上浸

ている。八幡浜教会では、
市内で
水となり、信者の親族もこ
の被災を受けた。
八幡浜では、大きな浸水
はなかったものの、各地で
道路が土砂崩れにより、現
在でも寸断されている地区
がある。
西日本豪雨災害は、カリ
タスジャパンが献金を受け
付けているが、宇和島教会・
八幡浜教会は、高松教区と
は別に既に 月末までに被
災信者に義捐金を届け、教

閉鎖され、交通も遮断され
た。
日朝から松山周辺の報
道は始まったが、道路の寸
断のため、南予地区の報道
や災害派遣は遅れＳＮＳか
らの情報を受け、 日になっ
て野村町などの災害がよう
やく報道され始めた。
大洲市では高速道路のＥ
ＴＣが冠水したため、これ
も使えなかったが、 日午
前に愛媛放送のボランティ
アが高速道路を通過する際
に通報し、情報が提供され
た。
このように僻地では、人々
が孤独のうちに苦しみ、あ

が等しく 日も早く不自由

が、各地の被災された方々

で手が届かない状況である

広島教区の災害支援にま

たい。

会の風呂を夜中まで開放し 、 るいは誰にも看取られない
死者もあった。冥福を祈り
信者らが相互に訪問し合う

など、きめ細かい相互支援

を担当司祭と共に行ってい
る。
今回の災害を通して南予
地区の災害情報の報道につ
いての遅れがあった。
大洲市では既に 日の午

のない生活を取り戻すよう
願うのみである。

てに、教区としての取り組みを紹介し協力要請しました。

また、宇和島教会の近くにある信徒さん宅（現在居所としては使用していの
30

提供を受けて、高松教区独自の支援センターを開設し、そこを拠点にボランティ
年」を記念するシンポジウ

崩れ 旅の始まり１５０周

から浦上教会で「浦上四番

月 日（日） 時 分
12

ムとロザリオの祈り、ミサ

子どもたち元気な歌声

います。私たちは、昔取っ

幼小中学生から編成されて

府の手によってキリシタン

「 浦上四番

タン弾圧が条約改正の障害 回り持ちでの教区殉教者祭

遣欧使節団一行は、キリシ 媛地区から始まった各地区

として 信仰 を

１６１４年（慶長 年）以 され、白浜司教によって列

キリシタン禁制は廃止され 、 者の列聖調査の開始が決定

最近、 日曜

日のミサの中で

感じることは大

人に混じっ て

いつか 名の児童合唱団を

今はまだ小さな灯ですが、

をお勧めしています。

子供たちと一緒に歌うこと

の音楽会を通して、いつも

お母さんたちにも、今回

しています。

礼でオルガンのお手伝いを

けて音楽が好きになり、典

私自身も母親の影響を受

口ずさんでいるのです。

中でも遊びの中でも聖歌を

想です。子供たちは教会の

美する習慣が出来るのが理

人たちで歌って、神様を賛

た。このようにして家族の

出演者は皆、大満足でし

できたように思います。

う喜んで、はりきって演奏

歌い、親子ともどもたいそ

んと一緒なので家でもよく

を」を選びました。お母さ

家族」と「手のひらに太陽

今回の曲目として「地球

歌うことにしました。

い、子供たちはソプラノを

のパートを受け持ってもら

い、大人の方達には、３部

プを作れば素晴らしいと思

この人たちで合唱グルー

うようになりました。

大人と共に声をそろえて歌

明るいハーモニーを作り、

ことです。かわいらしくて

の声がきれいになっている

聖歌を歌っている子供たち

坂出教会学校 大 震 災 の 追 悼 コ ン サ ー ト

本大震災７年目の追悼音楽

た杵柄で子供たちに聖書、

現在、教会学校は 名の

コンサートに、教会女性グ

合唱、習字、ピアノを教え

坂 出教会学校では、東日

名の子供たちが，

江戸幕府のキリスト教禁 うに行われているかなどが

て、またその顕彰がどのよ

ながら 宣教活動を行って

が行われた。他教区の人々
共に祈りをささげた。
写真は、流配先の６教区

止政策を引き継いだ明治政 報告された。
島・高 松・ 鹿

たちは流罪とされたが、こ ４県、愛媛、高知、徳島、

高松教区についても四国
児島 ） の 代 表

のことは諸外国の激しい非 香川にお預けとなった３６

崩れ 」 と は １

７月に開催された臨時司

についての報告を行った。

となっていることに驚き、

年） 、 隠 本国に打電したことから、

守り 続 け 、 キ

来２５９年振りに日本でキ 聖申請書がバチカンの列聖

された。

リスト教信仰が公認される 賞に提出されたことも報告

こととなった。

を表明 した 浦
上村の 村民 た

助祭

谷口広海

リスト 教信 仰

れキリ シタ ン １８７３年（明治 年）に 教総会では、津和野の殉教

応

８６ ７ 年 （ 慶

シンポジウム 。 難を受けた。欧米へ赴いた ９人の流配状況等と昨年愛

者が登 壇し た

（名古屋・京都・大阪・広

件。

初めて出演するチャンスが

（＊）通信欄に必ず「TSC」とご明記ください。

います。

（加入者名）カトリック高松司教区

巡ってきました。

郵便振込先と番号は下記のとおりです。

のシンポジストからそれぞ

高松教区サポートセンターへ支援活動費と

の指令により、大量に捕縛

カリタスジャパンへの救援募金と並行して

れの流配先での状況につい

ア活動を行っています。しかし活動するに

も含めた約８００人が集い 、 されて拷問を受けた禁獄事

共に

ループや、シスターたちと

40

月 日から
地区で氾濫し、川沿いの東
町 宇
~和島間は不通と
なっ ており、 復旧は

月 日にか
けて、西日本
地の集落では約
流入量とほぼ同じ水量を放
月になるとみられて

大洲市

南予ブロック（宇和島教
見通しを示し、二宮隆久市

務する大洲市内の幼稚園が

の信者宅であったが、紙一

難指示を周知したと

よる大きな被災信者はいな

いう。
分から

時

国土交通省四国地方整備

かったものの、土砂崩れに

局によると、

ダムへの流入量と同じ量の

よりプロパンガスのボンベ

時

が転倒し、自宅が全焼した

分時
放出を開始し、

点で毎秒４３９立方メート

ルで放流していたのが 時 信者宅があった。

月 日時点でも宇和

を中心に北海
被害に遭い、
流する措置を取り、大洲市

またその下流にある鹿野

道や中部地方
立した。ここでは、特に南
で川が氾濫した。

分から

など全国的に
予ブロックの状況を報告す

会、八幡浜教会）担当のヨ
認識を示した。

長は平成以降最大規模との

月中旬から
大洲市では、広範囲の浸
水があったものの幸い信者
宅への直接の被災はなかっ

村町で 日朝、野村

媛県では、西予市野

浸水し、壊滅的な被害を受

た。

ダムが満水に近づい
けた。

宇和島市吉田町では 日、
この死者

多数の土砂崩れが発生し
人が死亡した。

西予市によると、

重で難を逃れた。しかし、

がでた隣の家が宇和島教会
日 時 分に防災

人が死亡した。

氾濫し、逃げ遅れた

させたところ肱川が

たため放流量を急増

災状況について、愛

この豪雨による被

者らと共に巡回した。

下旬にかけて担当地区を信

状況をみて、

ゼフ呉神父は、道路の回復

では 日、概算で４６

川ダムでも、 時

広い範囲で記
る。

棟が浸水

録された台風

35

このほか宇和島教会周辺

10

シンポジウムでは各教区

お母さんと子どもとシスターの絶妙のハーモニー人々

号および梅
雨前線等の影
響による集中
豪雨により、
四国地方も多
くの被災を受
けた。
これにより、
使徒ヨハネ諏
訪榮治郎司教

は、 月 日、宇和島教会
に「西日本豪雨災害高松教
区ボランティアベース」を
開設し、他教区からのボラ
ンティアの受け入れ態勢を
整えた。このベースには、
宇和島教会の信者宅が提供
された。

松山市の怒和島では 日
時 分頃、住宅の裏山が
人

が死亡した。高知県では、

崩れて 棟が倒壊し、

人が香

分には毎秒１７９７立方

後広範の浸水が始まり、

してご協力頂けたら大変助かります。

ちが江 戸幕 府

坂出修道院

・林桂子

聖ドミニコ宣教修道女会

行きたいと願っています。

ことを夢見ながら頑張って

共に合唱できるようになる

グループやシスターたちと

作ってご父兄や信者さんの

40

10

ボ ランティアベースの居間
当たっては目に見えない経費が必要です。

9

7

では、断水、床上床下浸水

八幡浜教会 清水裕子

6

19

な被害をもたらしました。高松教区事務局は被災者支援を目的に、各小教区宛

浦上四番崩れシンポジウム

（郵便振替番号）01650-7-13208
3

今回発生した西日本豪雨は高松教区内の愛媛県、特に南予地区において甚大
22

高松教区サポートセンター
支援募金のお願い
7

長崎

「旅」の始まり150年

7

自宅が全焼した信徒宅
進入路がふさがれた信徒宅

西予市野村町の浸水状況
11
日夜には内子で高速道路が

1

20

9

JR

3

メートルに達した。

6

香南市で 日朝、

宗川で流され西に約１００
キロ離れた四万十市の海岸
で遺体で発見された。大月

7

7

8

10
10

20

8

11

6

6

7

8

6

7

7

21
7

5

6

宇和島教会に支援ベース開設

2

5

13

30

7

3

7

など多くの市民が現在も不

6

8 28

1

7

愛媛・南予地域で豪雨被害
6

ボランテイアベースとして提供された信徒宅
野村町に住む宇和島教会

Sr

50

7

50

1
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信 仰 の喜 び
「久しぶりに イバカン」
「数えて 回目になりま

月 池田 教会 で 開催

久しぶり「いばらの冠」
今年

・無関心や偏見から差別さ
れている人びとの所へ行っ
・許可がおりれば迷惑を承

てみる。

ベトナム・デーが８月５
日、坂出カトリック教会で

きた。

その後ドミニコ会のペト

ミサの中で、帰国する人

代の迫害とは、殉教者とは何

く、自分の弱さを知って、まったく自分をあて

青年たち歌や踊りで交流

語のミサを捧げた。神父様

ロ神父様の司式でベトナム

新居浜、岡山、広島、福

を囲んで、許しの秘跡を受

開催された。
岡、高松、坂出等各地から

けたり、また、いろいろな

や、今年度の交わり担当者

うに対処したらいいのか。現

のか。修道者たちの手紙や日記

坂出教会でベトナムデー

約百人のベトナムの若人が

本で働く青年たちが信仰の

相談もできた。そして、日
テーマを「感謝の気持ち

交わりのうちに支えられて

どこにいても神様がいつ

情景を思い出すと元気一杯！

はネルソン神父様から祝福

この現代の「迫害」にどのよ

びとの中にとどまる道を選んだ

ＴＳＣから西日本豪雨災害

支援と募金の報告

７月初旬に起こっ た西日

本豪雨により愛媛地区・宇

和島等での被災者支援のた

めの募金は８月１７日現在

１５４万６千３６０円となっ

万円を支

ています。 このうち被災者

生活支援のため

日～ 月

月

日分として）

万円

日 現 在）

１ 千 ７４ ２ 万７ ８ ３ ５円

累 計（

（ 月

献 金 入金 報告 含
(お米券 )

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

謝申し上げます

いただいた方々に心より感

出いたしました。 御協力を

80

集った。
を込めて」とし、地元の信

いる様子が伺われた。

も一緒にいて下さり、守っ

愛餐会では郷土料理に舌

を受け大きな力となった。

命の危険を顧みず、最後まで人

中 野裕 明 神 父

徒と共に交流した。猛暑が

て下さるとの想いを歌や踊

続く中でも暑さには故郷の

りで表現し、感謝のうちに

鼓を打ち、日頃の労をねぎ

らうベトナムの青年たちの

｣ いつもに増して爽やかな姿

1993年、テロリストたちが最初に修道院を訪れ にせず、神の力に委ねる人です。（本文より）

交流会を盛上げた。

｢

日本童謡の ふるさと を

に喜びと感動を憶えた。

殉教者とは超人間的な英雄ではない。強い人間

日本語で二部合唱し、覚え

は迫害を受けているのです。

佐柄 和子
潮は強く、昔と違う形で教会

れ去られ殺された。なぜ彼らは

た日本の歌のおみやげもで
ど、棄教に追いやるような風

6年テロリストたちによって連

鹿 児 島教 区司 教 に

漁業ボランティアでは 昆
,
布結びを手伝い、食への感

ルとなった7人の修道者は、199

教皇フランシスコは、鹿
児島教区のパウロ郡山健次
郎司教の引退願いを受理し、
同教区司祭で、日本カトリッ
ク神学院院長のフランシス
コ・ザビエル中野裕明神父
を新司教として任命しまし
た。
叙階式日程は左記の通り。
日 時２ ０ １ ８ 年 月 日
（月、祝）午後 時より宝
山ホール（鹿児島県文化セ
ンター）で行われる。

謝を改めて感じました。

て散骨したため、今は高台
の教会前方に建てられて、

最後は仙台駅での解散で

お骨がない方の名前を入れ
て、祈りの場所になってい

今は拷問も、迫害もないけれ

19

祈り、ゆるし、真の平和とは何かを問いかけ、 著者：粕谷甲一

被 災 地 の復 興 ま だ
ま だ の 現状 を 実 感
坂出教会の３人参加

山陽新幹線が運休し、大阪

したが、坂出組は台風の為、
泊りになり、翌日遅くにやっ

南三陸ではベース長の千

ました。
葉さんにバトンタッチされ

と帰宅した状況でした。
今回のツアーの目的は、

て案内して頂き、陸前高田
の被災地の膨大な嵩上げ工

話集第7巻。

6

たときから連れ去られる日まで、修道者たちは

ました。
その結果、数多くの思い
出という漁獲をあげて、
週間の航路を終え、無事港
に入った第六いばかん丸に
感謝しています。また新鮮
な何かを引き上げることが
できたものと確信し、この
何かを手ごたえのあるもの

映画『神々と男たち』のモデ

19

発行：女子パウロ会

すが、それぞれのキャンプ
知の上で、今必要としてい

く、まだまだ復興は程遠い
いために。

の殉教者

19

ベルナルド・オリベラ 著

は毎年、特色をもって、い
い積み重ねをしてきていま
にしていくことが、これか

被災地を訪れ、見た状況を

ることを、元気な若者とし

事を見るにつけ、あと何年

すし『いばらの冠』の名も

もう 年経ったからではな

皆が忘れないで欲しいし、

大勢の人に伝えることです。

道のりということを忘れな
した。

次第に知られてきています 。 て、炎天下に汗を流して、 らの課題にもなり、縁遠く
かかるのか気が遠くなる
平川さん 右 と白井みきよさん
ともかく自分の目で確か 出来ることをさせてもらう 。 なりがちな、祈り、典礼聖
思いがしました。
今回 月 日から５日ま
め、自分の体で確認するキャ ・同じものを食べ、同じと 書研究を自分たちの生活の
翌日にはキリシタン殉教
リズムで表現してみること で東日本大震災応援ツアー
地の三経塚に登り、殉教者
で信仰の喜びの何たるかを に、坂出教会から３名参加
の話を聞き、祈りを捧げま
しました。

皆様どうか
東日本大震災
を忘れないで
心をはせて下
さい。
今回のツアー
では大船渡ベー
ス、南三陸ベー
スのスタッ フ
の方々に大変
お世話になり
ました。
ありがとうご

キリスト教とは何か(7) 粕谷甲一講

熱心で仲が良いベトナムの青年たち人々
ざいました。
平川三鈴

■殉教ところびを越えて

厳律シトー会アトラス修道院の七人

8

ページ数：224ページ

編集後記

「災害は忘れた頃にやっ
てくる」と、よく言われま
す。 今 回 は 遠 く 東 北 で は
なく近く髙松教区内南予
地区が大きな被害を被り
信徒数名も被災されてい
ます 。 こ れ に 伴 い 間 髪 を
置か ず 、 教 区 内 外 か ら 温
かい支援の手が差し伸べ
られています 。
『 はっ きり言っ ておく。
わたしの兄弟であるこの
最も小さい者の一人にし
たの は 、 わ た し に し た こ
とな ので ある 。 さ あ 、 わ
たしの父に祝福された人
たち 、 あ な た た ち の た め
に用意されている国を受
け継 ぎな さい 。 」 の お 言
葉をお聞きたいものです
ね。
（ Ｊ）

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

ころに寝て、話し合い、仕

確信したことも確かです。

「いばらの冠」に関わっ
花巻空港集合で、横浜の
た人もそうでない人も、本 二又川教会の 名、阿部野

空港には大船渡ベース長

低い所にあったため流され

■証言者たち

2

価格: 1,296円 (税込)

本体1,000円＋税

介

8

者たちの驚くべき信仰告白です。

木鎌安雄 訳

7

並製

判型：新書判

そして、共にいることを選びます。本書は修道

う。」「われわれにできる
ささやかな労働に、いい汗
を流し、島の人たちと交わ
り、充実の時を過ごしましょ

に参加して信仰の喜びを新

宮本匡士

漁業支援で昆布を結ぶ参加者たち

う。」

グラミングを立ち上げてい

が殉教して、弱い人間がころぶというのではな

〜編集部からひとこと 〜

8

年 月２日に、高松教区の 教会の 名の計 名の参加
ど真ん中の池田教会のミサ でした。
1

紹

10

1

9

3

右記はまだ若かりし頃の

代の方々の

11

たにするための小さな冒険 の菅原さんが出迎えて下さ
事をし、遊びやゲームに我 をしてみませんか。
り、べースに行く途中、大
を忘れ、参加した者同士の ＊当日は午前 時から午後
船渡市内の被災地を見学し
交流を深める。などのテー ３時までを予定しています。
ました。私は 年前に訪問
マをまとめていました。
池田駅まで送迎可。雪の場 し、今回が 回目で、前回
当初から冒険心、チャレ 合中止。
より商店の建物も増え、風
ンジ精神を前面に出して、 連絡先・
景がずいぶん変わり、復興
088-372-0495
アブラハムやモーゼの様に 、 宮本携帯
090-4972-9996 状況がよく分かりました。
高知江ノ口教会
大船渡教会の納骨堂は、
未知の世界へ飛び込むプロ

12

籍

ンプを今年も目指しましょ

3

5

2

四国における青年活動「い
ばらの冠り」の第６回目集
現在 代、

会開催を告げた文章です。

の冒険とともに、今も信仰
の喜びを感じる方がおられ
ることでしょう。
「いばらの冠」は１９７
１年から同 年まで 年間 、
活動してきました。

20

かを考える。

などからたどる。

7

教区スケジュール
中に、この案内状に、青春

50

書

6

92

240頁

新書判並製

60

刊
新

1

9月
2日（日）被造物を大切にする世界祈祷日 年間第22主日
岩永千一師命日（5回忌）（2014 年9月2日）
7日（金）宗教者平和懇話会～8日「小豆島巡礼」(一般参加8日のみ）
8日（土）聖マリアの誕生
9日（日）年間第23主日
10日（月）日本205福者殉教者
11日（火）10：00司祭評議会
14日（金）十字架称賛
15日（土）悲しみの聖母記念日 13：00宣教司牧評議会委員会
16日（日）年間第24主日 助祭候補者の朗読奉仕者選任式in桜町
17日（月）敬老の日
21日（金）聖マタイ使徒福音記者
23日（日）秋分の日 年間第25主日
世界難民移住移動者の日
24日（月）振替休日 深堀敏司教命日 さいたま教区司教叙階式11：00
27日（木）カリタス研修会in高松13:00
29日（土）聖ミカエル 聖ガブリエル 聖ラファエル大天使
30日（日）年間第26主日
10月
2日（火）守護の天使
4日（木）聖フランシスコ（アシジ）修道者
7日（日）年間第27主日
8日（月）体育の日 鹿児島教区司教叙階式13:00
14日（日）年間第28主日
18日（木）聖ルカ福音記者
21日（日）年間第29主日 世界宣教の日
28日（日）年間第30主日 （＊10月中に秋の一日司祭集会開催予定）
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