マザー・テレサの言葉

常献金額」の割合に応じて

小教区の「信徒数」と「通

も聞こえてきます。「維持

る」という残念な思惑の声

小教区から「お金を搾り取

う納付金に対して、教区は

を築く、であります。各小 す。（教区会計多田洋談）

を納め、教区を支える姿勢 た方策が必要だと思われま

兄弟姉妹として神の

みなが神の名の下に

である神を父とし、

ち神の民が、 唯一聖

者となっ たわたした

によっ て神に属する

洗礼と堅信の秘跡

員制でもありません 。

なければ、 何かの会

は組合の出資制でも

あます。 しかし教会

中で、確かに難しい問題は

教会共同体の高齢化が進む

福を心からお祈り申し上げ

ますように、 主の豊かな祝

年、新たな出発の年となり

この年が共に歩む希望の

い申し上げます。

皆様のご理解を心からお願

せことが肝要と思われます。

人事を尽くして天命に任

お願いいたします。

ないように、 心から配慮を

う意識を決して持つことの

ことができない」などとい

れないからもう教会に行く

新年あけましておめでと
うございます。
フランスの考古学者テヤー
ル・ド・シャルダンは「人
類は物質圏から英知の極致
であるオメガ点＝キリスト

教区からの「納付金Ｂ」額
は、 教区全体におけるその

また、「納付金 」とい

（事務局長 西川康廣談）

計算される方向で検討が重

費或いは献金」について再

家族（教会） を形成

ます。

新しい出発の年となりますように

ねられてまいりました。

考する時、一人一人が聖書

し、 互いに助け合っ

高松教区責任役員会の模様

「 なぜこのような問題が
全体から、捧げ物とその精

て生きることを神は

と言う説を述べています。

感を伴ったバランスのとれ

に向かって進化している」 。 浮上してきたのでしょうか？
神を汲み取り、新たにされ

お望みになっ ておら

はその精神として、最上の 恵まれ、四国各県から

「 納付金が納めら

初春のおよろこびを申し

自国ファーストの台頭な

あげます。

どによって、混迷する世界

情勢の中、かけがえのない

命が尊重され、大切にされ

る社会へと向っていくよう

に祈ります。

ブラザー・ロジェはキリ

スト者たちの間にある分裂

をいやす道を開くために、

また、彼らの和解を通して

人類家族の間にあるすべて

の対立を乗り越えるために、

テゼ・コミュニティを創立

されたそうです。

短い祈りのことばをくり

返し歌うテゼの祈りを司教

さまはよくしてくださいま

すが、くり返しともに歌う

違いにより、信者構成、或

奥底にしみとおり、真に私

とき、それは私たちの魂の

ミサを生きる、 組織・協力

せ な さ い（ ル カ

の人の品定めをする

の福音化に協力し、自分の

信仰の喜びを持って社会

スカウトとのかかわりを大

・司祭の給与にしても、 ど

しにはあり得ないことでし りに続き司教による基調講

エルの神による救いの業な

である「納付金Ａ」から司
祭給与を流用しない。

を神に委ねるとき、彼らの

また、自分と合わない人々

うか。

ようになるのではないでしょ

いに愛し合うことができる

が私たちの心に芽生え、互

ることによって、ゆるす愛

心を一つにしてともに祈

に思います。

る変化、 またそこから生ま

②小教区や種々の施設との

イエスは先ず弟子たち

少子高齢化現象は否めない。

う。
わたしのもとに来さ

（個々）の養成に努め、キ

外国籍信徒（中国、ベトナ

かかわりについて
・

リストの王職・祭司職・預
）

幼稚園、

ム、フィリピン、南米）の
社会 は「 何 が でき

増加が著しい。

が 、 家庭や 教 会 にお

言葉と生活をもっ て証して

切にしながら福音宣教へと

るか」 によっ て、 そ

いては、 「 価値ある

いく教会の新しい宣教の在

繋げている。

医療機関、教育機関や老人

者として一人一人を

り方を推し進めて行くこと

こからか給与が提供される

たし、 神さまのお蔭で今日 演、次に事前に回答を求め

時間を大切にし、日常生活

すでに平和への道を新しく

歩み始めているのだと思い

知識を伝えるとともに、

徒から徐々に未洗者へと移

おける職員が、修道者や信

救われ、和解するためでし

エスを通してすべての人が

イエスが来られたのはイ

ます。
時代が求めること

得た知識をいかに証として

た。主よ、どうか傷ついて

り、教育の在り方も変わっ

もまた取り巻く環境も変わ

成・分かち合うことを通し

『養成・意識・組織』、養

きる

小教区を取り巻く環境が産

あるため仏教の影響は強い 。

四国八十八ヶ 所の巡礼地で

環境、特徴、課題について

西 川康廣

高松教区事 務局長

について意見交換 した。

に応えた福音宣教の在り方

祈り申し上げます。

の上に主の豊かな祝福をお

年の門出にあたり、皆さま

ことが出来ますように。新

と喜びのうちに生きていく

あなたの愛に包まれて平和

世界中のすべての人々が、

ださい。

解と一致へ向けて導いてく

し、分裂している人々を和

いるすべての人々の心を癒

行している。小教区におけ

るシスターの協力は大きな

た。 このような社会の中に

て教会の豊かさに気付き、

業、工業、田園地帯などの

力になっている。

生きている青少年たちは、

（意識） ミサから派遣され

アンケー トに関する主な

ではなく、 神との交わりの 生きるかが大切だ。

だけに関心を持つの

種々の施設や教育機関に
だろうというような漠然と

の自分たちがあると言うこ たアンケート（各々が派遣

内容は次の通りである。

が大事だ。

した雰囲気

とを、 神の慈しみと御計ら されている地区・ブロック・

においてミサを生きること

想像を絶するスピー ドによ

時代は変わり、社会も人

だ。

・信徒の皆様にはお金に関

１・刈り入れ：あたかも飼

プログラムは、 開会の祈

③教区にあるすべての小教

いへ感謝をあらわし、地の 小教区・施設を取り巻く環

②教区運営、宣教活動経費

区が財政力に応じて分担し 、 する心配をかけたくないと

報告内容は以下の通りであ

いう司牧者の親

新約聖書においても「 や き、報告から見えてきた地

心 な ど な ど 。 化し表現していたのです。 続いて来年の人事案に基づ
今後、 神

章） 域のニードに応えた福音宣
を以て、捧げものの価値は、 教の在り方について意見交

もめの献金」（ルカ
働くことも

その額ではなく、捧げるそ 換をし、最後に善通寺教会

様の摂理が

考慮に入れ

の精神にあることをイエス へ会場を移して感謝の祭儀

（マルコ ・ ）

が求められる。

ホーム施設、ベビーホーム、 内側で何かが確かに変わっ
てゆくでしょう。そのとき

認 める 」 こ と が 大事

向けて派遣した。

言職に参与させ、 全世界へ

２ ・「 子ど も た ちを

たちの心が一つになるよう

叙階式が予定されています。皆さんお祈りください！

いは地域住民の構成にも違

れたシーンです。お２人には来年の聖霊降臨の大祝日に終身助祭

宣教によっ て支え合い与え

者に選任されました。写真はそのシンボルとしてのカリスが授けら
れて来る価値観の中で悩み

９月１６日の朗読奉仕者選任式に続き１２月２日（日）、待降節第

いがある。

１主日のミサの中で、R・T ウィリアムス氏と小山一氏が祭壇奉仕

られたカリスマを生かし合

祭壇奉仕者選任式
苦しんでいる。

諏訪榮治郎

アウグスチヌス小山一氏

R・Tウイリアムス氏

公平に司祭給与「納付金Ｂ」

教区財政が困難
ていただくことを心から願っ

私たち「旅する教会」は今

「神への捧げもの」とい

地域に応えた福音宣教を
善 通 寺 秋の一日司祭集会
２０１８年「秋の１日司

・教会の中では霊

捧げ物、しかも、それは初 が善通寺市役所敷地内にあ

時～午後 時まで開催し

司教 使徒ヨハネ

を極めているにも
ています。

放置され、先送り
されてきたことが
大きな原因である
と考えられます。
その背景には
・司祭給与は園長

う精神は聖書のいたるとこ 善通寺報告

祭・助祭・修道者集会」

・宣教国の日本の

ろで表れてきます。

給で賄う。

教会は外国からの

的な話を優先し、

めから取り分けて置かなけ る旧偕行社に集まり、毎年

月 日（木）秋晴れに

お金に関わる話

ればならなかったほどのも 恒例の秋の一日集会を午前

旧約時代の神への捧げ物

はなるべく避けた

のでした。

名

方がよいとの雰囲

支援で賄う。

れるのです。

かかわらず、長年

年も積極的に忍耐強く「 待
つ人」として神の呼びかけ
に向かって共に歩んでいき
たいと思います。

さて、高松教区は過去
年間「教区の財政」改革に
取り組んでまいりました。
新年度からは新しい「財政
システム」に移行すること
となります。それは教区で
働く「司祭の給与確保」と
いう課題であります。すな
わち
①教区は「司祭給与」を不
確定な献金や援助金からで

18

産物の捧げ物を通して意識 境に関する回答）を発表し 、 い主のいない羊のありさま

神の民の存在は、イスラ た。

16

この後、２０１９年度人事

諏訪司教基調講演の主な

31年度における福音宣教を熱く語る

る。

in

３・この社会の中で福音宣

気の恒常化

18

案を提示し、地域のニード

4

①小教区を取り巻く周囲の

はなく、堅実な予算「納付

教区支える姿勢を築く

諏訪榮治郎司教
3

教「福音マーケット」を生

金Ｂ」をたてる。

8

ながらも 、

34

ひとりのジャーナ
リストの質問。
「教会の中で変わる
べきものは？」
マザーテレサ。

11

10

は 語 っ て お ら れ ま す 。 」 をもって閉会した。

6

高松教区報

B

一方で現実

21
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壁面に聖夜画を投影中

２０１９年１月１日（第１８８号）

カトリック高松教区
１

月

日（土） 時か

修道会を除き殆どの小教区

「 教会の祈り」 は現在、

儀と変わらない反面、

は、殆どミサのことばの祭

「 ことばの 祭儀」 の形式

らの説明が行われた。

に、実際の流れを追いなが

わない場合の２通りを中心

の聖体拝領を伴う場合と伴

り」 の「 朝の祈り」 形式

いる中から、 「 教 会の祈

ない場合の儀式書となって

聖体拝領を伴う場合と伴わ

います。

が適任と認めるものとして

がりが強調され、責任司祭

送るという共同体とのつな

教会共同体としてそれを見

されるものだという認識と

の代わりに家族が聖体を託

て、訪問方法の理解や司祭

臨時の奉仕者」も③に準じ

④「家族による聖体授与の

あること。

けるミサにつながるもので

聖体そのものが共同体にお

ても②と同様であること、

信 徒 の召 命 を 考 える
東讃ブロック黙想会

聖 性は 聖 職者 にな る 事 が
条件 ではな く、 日 常の雑 務
を愛 を持っ て 奉献 するこ と
によ り、 また 失敗 や弱さ に

松山周辺キリシタン遺跡を歩く

がマリア石を巻き込むよう

ち松が大きくなり、その根

を建て祈っていた。長年経

の顔が彫られた一石五輪塔

もとの山林横に、正面に人

近い松山市福角町の丘のふ

る。

ルイス・フロイスも来てい

人に洗礼も授けたという。

しており、ここで出会った

えられ、里人たちに祀られ

これらの遺跡は地元に伝

が祀られている。

後、根株に抱きかかえられ

北条、菊間地域にかけ多数

大切に保存されている。道

これはこの地域一帯から

に成長した。松が枯死した

その後の信徒たちの消息

たようになったマリア石の

分布するキリシタンに関連

があったと記している。

は伝えられていないが、宣

姿に感動した里人たちがお

キリシタン碑といわれる
「一石五輪塔」が建つ隠れ
キリシタンの墓

教師たちが度々信徒たちを

め げ ずに 何 度も 神を 選 択 す

い聖性が成長していくこと、

種はひそかに守られていた

可能性は考えられる。

終わりに、 「 ブロッ ク

か に顔を 見せる

う にな り 、 わ ず

される遺跡が多いのだろう 。 巻 き 込 ま れ た よ

ちの苦労や喜びや様々な想

託して信仰を生きた先人た

キリストのみ言葉に希望を

らの遺跡を巡ると、潜伏し

を見せる「生木地蔵」（松山市谷町）

ラン シ スコ 教 皇に よる 使 徒
の祈 り」 で隠 れて いる犠 牲

◇生木地蔵（いききじぞう）

マ リア像 とされ

いが時を超えて寒風に乗っ

枯葉を踏みながら、これ

的勧告の 文書 が引用 され 、
が報 われる こと を祈り 、 グ

松山市郊外の谷町地区の

る 石像は 苦難に

るこ とを通 して 、 自分ら し

堂 を建立 して供

月 日 土
( ） 、 信徒会
階に て東 讃ブロ ッ クの

訪れた記録があり、ひそか

養するようになっ

黙想会が 行わ れまし た。 講
そ の ため に は神 の言 葉 を 聞

に信仰は守られていたと考

たと伝えている。

館

師は、 福音マー ケッ トの
くこ と、 聖霊 によ る正し い

えられるそのため松山周辺

古い木 の根に

後に播かれたキリスト教の

指導者、 六 甲教 会信徒 の吉
識別 が必要 であ る、 と知 り

にキリシタンに関連すると

地元ではマリア像とされる根株に抱かれ顔

村和夫さん でした。
まし た。

求められ てい る『 信徒 の召
リフィ ン講座の「 クリス

山すそ、今はミカン畑の中

ヨハネ・パウロ二世、 フ

命と使命』 について、 注
マスの祈り」で講座を終え、

目す べ き箇 所 を傍 線で 示 し

て伝わってくる。

今年で７年目となり、今

で、道の駅めぐりでは有名

秋の紅葉などを楽しむ観光

丸尾修

耐えて教えを守っ

すると伝えられる石碑だ。

まで池田、善通寺・観音寺、

な貞光のジェラートに舌鼓

道後教 会

に小さなお堂があり、中に
松山市周辺には資料ははっ

ているキリシタンの姿にも

告解 で締め くく りまし た。

きりしないが、キリシタン は木の根に巻き込まれて埋

つつ、 信者 に分 かり易 く説

今 年を 振 り返 り新 し い 年

明されまし た。

両側に五輪塔と教会石とさ

に九州から大阪、京都へ瀬

戸内海を航行する宣教師た

ちが風待ちのため度々寄港

間を過ごしました。

徳島教会では昼食の場所

をお借りする計画でしたが、

赤岡・安芸、新居浜・伊予

を打ち、産直の新鮮な野菜

福者ユスト高山右近殉教者 講演会

あることを周知された。

は採用していないのが現状
午後からは日本カトリック

くなった後、一族に累が及

を守る隠れキリシタンが亡

案内板にはひそかに信仰

れる石碑が並ぶ。

見える。

がある。そのうち二つを訪

フロイスら宣教師の足跡しのぶ

ここを巡礼した、あるイ

ばないように人知れず葬っ

松山市の道後に１５８７ ア像だと伝わる石碑が祭ら

ここから近い松山市の堀

◇隠れキリシタンの墓

そこから西方の堀江港に

た墓だと伝える。

術作品だ。題名は“殉教”

江港には、キリシタン時代

逃れたキリシタン信徒が松

案内板によると追っ手を 思い出される。

タリア人神父は「これは芸
年（天正十五年 に
)２人の宣 れている。地元では生き木
教師が訪れ、教会と司祭館 地蔵（いききじぞう）とも

だろう」と話していたのが

述している。

フロイスは「日本史」に記

を建て宣教したと、ルイス・ 呼ばれて親しまれている。

ねてみた。

お堂の中に《マリア石》

の遺跡として地元住民に伝 まり小さな顔を見せるマリ

した。そこで、各共同体の状況に応じて印刷して用

してお祭りをしている場所

わり、またお盆などで集会

試用版であるため、会衆用式次第の発行は見送りま

緒させていただき（早く着

いたので「教会の朝の祈り」

も唱えました）

主日のミサ後も残ってくだ

さりお茶、デザートなど厚

ミサ後にはお茶を頂き、

短い時間でしたが初めて訪

いおもてなしを受けました。

ありがとうございました。

れた方が多く、有意義な時

三島、小豆島、岡山を訪れ

をたくさん購入するなど、

テーマ：『小豆島における福者ユスト高山右近殉教者とキリシタンの足跡』

に向 けて、 有 意義 な黙想 が

•
「ことばの祭儀」の形式－聖体拝領を行う場合

福 音 書の 冒 頭の 長々 と し

•
「晩の祈り」の形式－聖体拝領を行わない場合

の「 朝の祈り」 、 「 晩の

で、委員サイドからの要望
典礼委員会の活動報告など

•
「晩の祈り」の形式－聖体拝領を行う場合

できて、 神に感謝です。

•
「朝の祈り」の形式－聖体拝領を行わない場合

た系 図 には 男 系に も拘 わ ら

•
「朝の祈り」の形式－聖体拝領を行う場合

③「聖体授与を伴う病者訪

として、各地区で実際に祭
を行い、その後は各委員と
と思われる五人の女性も

ず、 遊女な ど相 応しく ない

会衆用式次第ダウンロード（Word版）

祈り」 ２通りと、 「 こと

儀のデモンストレーション
のざっくばらんな分かち合

もっ たことなどに触れ、

いることができるよう、以下に原稿を掲げますので

イエスの誕生の神秘に注

ダウンロードしてご利用ください。

ばの祭儀」の形式１通りで、 問の臨時の奉仕者」につい

を伴なった指導を望む声が

の「 新しい典礼 」 の執 行

記さ れ た由 来 、 最 後 の マ

その他、②「ミサ中の聖
に関して、司教座をモデル

いが行われ、一昨年来から

４回高松教区典礼委員会が
体授与の臨時の奉仕者」に
として統一された美しい典

リアは聖霊によっ て身ご

行われた。今回は、９月の
ついては、・聖体を授与す

には、会衆用の式次第が必要です。今回は儀式書が

の根元にひそかにマリア石

月

番町教会が巡礼旅行
高松番町教会では、

て近隣の教会を訪問してい

に「秋の巡礼旅行」と銘打っ

恒例の行事となっています。

よい天候にも恵まれて身も

もうひとつの楽しみは、

近隣教会との交流、番町

心も温まる晩秋の一日を過

ます。

信徒の親睦を目的に、今年

ごしました。

番町 教会

河合良 治

電話 ０８０-１２３８-３２３１（日向）

化したといわれています。小豆島へのキリス

全国典礼担当者会議の主な

この司祭不在のときの主日の集会祭儀を行うため

11

目されまし た。

て整える予定です。

半年後に秀吉の伴天連追

日本カトリック典礼委員会

礼となるよう、より一層の

会衆用式次第ダウンロード

放令が出て司祭たちは追放

•
「ことばの祭儀」の形式－聖体拝領を行わない場合

る通常の奉仕者は司教・司

試用した後、必要な修正を加えて正式な儀式書とし

されたが、約 人の受洗者 鳴門・徳島教会で交流

•
「ことばの祭儀」の形式－聖体拝領を行う場合

出た。

2 12

審議項目の中から①「司祭

浅いことに鑑み、発行から向こう3年間にわたって

努力が必要であること、各

集会祭儀の実践の経験が

祭・助祭であり、正当な理

司祭不在のときの主日の

不在の主日の集会祭儀」に

できるものです。ただし、

地区で信徒の集会祭儀司会 ル を囲んでお互いの交流を

国で共通に用いることが

由がなければ信徒による聖

団によって認可され、全

ついて、 月に発行された

発行された儀式書は司教

者に任命され、２年の任期 深める有意義なひと時を過

実践してきました。今回

体授与は行うことは出来な

式書を用いて集会祭儀を

試用版儀式書を使用して、

いて、独自に編集した儀

いこと、またその権利を与

の集会祭儀指針」に基づ

司会者の在り方を流れに沿っ

「司祭不在のときの主日

を超えた司会者への養成の ごすいい機会となった。

が1988年6月に発表した

対応を確実に取って欲しい

典礼省（現典礼秘跡省）

えたものではないこと、あ

各教区ではこれまで、

問合わせ先

小豆島での潜伏を境に右近の生き様は変

30

•
「晩の祈り」の形式－聖体拝領を行わない場合

ら 時まで四国会館にて第

2

教 区典礼委員会

•
「晩の祈り」の形式－聖体拝領を行う場合

高松教区典礼委員長 谷口広海
の司会者によって執り行われる集会祭儀で用います。

た説明が行われた。試用版

に、助祭、もしくは教区長によって任命された信徒

等の切 実な 希 望 が 挙 が っ

日に司祭が不在でミサを捧げることができない場合

くまでも臨時的取り組みで

•
「朝の祈り」の形式－聖体拝領を行わない場合

2018年高松教区典礼担当者会議報告
（試用版）』が発行されました。この儀式書は、主

では「教会の祈り」の形式

会衆用式次第ダウンロード（PDF版）
•
「朝の祈り」の形式－聖体拝領を行う場合

17
このたび『司祭不在のときの主日 の集会祭儀

小豆島キリシタンの足跡をたどる会

講師：日向光徳

住などとも関連させてお話をします。

場所：カトリック小豆島・土庄教会聖堂

11
は 月 日、鳴門・徳島の
教会を訪問しました。

18

鳴門の教会ではミサを一

前田万葉枢機卿

11

ト教伝来、右近の潜伏、禁教時代、島原の乱後の移

日時：2019年2月3日（日）主日のミサ後 10時30分～12時

黙想講話に熱心に聴き入る信徒
•
「ことばの祭儀」の形式－聖体拝領を行わない場合

「司祭不在の時の主日の
集会祭儀について学ぶ」
10

(32)

『典礼奉仕』のために
14 11

◆『司祭不在のときの主日の集会祭儀（試用版）』

２
２０１８年１月１日（第１８８号）

カトリック高松教区

事者など、高知にも外国籍

て、技能実習生や造船業従

国籍や言葉の違いを超え

てくださいました。

けてくださり、終日参加し

松からも西川助祭が駆けつ

に集い開催されました。高

に感動したとの感想も多

く、 柔ら かな メロ ディ

初めて耳にする方も多

たベトナム語の歌声は、 イ ン ド ネ シ ア の 舞 踊 を 披 露

く聞かれました。
当日は天候にも恵まれ、
ミサ後は司祭館に場を移
し 、 各国 の 郷 土 料 理 や
踊りが披露されました。
インドネシアの舞踊、

づくことができました。

分なりの理解、新しい発見

も繰り返し考えることで自

山ありますが、何度も何度

箇所に疑問に思うことが沢

した。

更新していっ てると思いま

で、感じることや出来事が

ました。良いも悪くも１年

恵 み に 包 ま れ 徳島で青年黙想会
ブラザー八木信彦

努力したザアカイ

中島町教会 樽谷英賢

罪人であったザアカイは、

皆の分かち合いを聞くこ

て群衆を追い抜き、木に登っ

イエスが町に来ていると知

ができると感じました。

とで、他の意見や気づきを

嬉しいことや辛いことも

てイエスを見ようとした。

まとめてみると、 将来・

②皆との分かち合いに聞く

更に織り交ぜながら考える

この黙想会を通して、 神

これから先に待ち受けてい

努力したのだ。そしてザア

黙想会終盤の派遣ミサ

月 日 土
(～
) 日 日( 、
)
徳島県東みよし町にある美

ことができました。特に、

様の存在、自分の存在の意

ると思いますが、 神様から

カイはイエスによって救わ

り、 どんな人か見ようとし

濃田の淵キャンプ村のロッ

司教様が父母の事について

味を改めて考えさせられま

の試練、神様からのメッセー

れるという結果につながっ

た。 しかし人垣に遮られて

ジで、諏訪司教様のご指導

おっしゃっていました。

した。

ジとして、これからも前向

た。

未来というものは、 神様に

のもと、青年黙想会が行わ

それを踏まえ、愛されて

エフェソ書の「恵み」と

きな信仰を歩んでいこうと

しかわからないものだと腑

名の青年が参加しま

いるのは、私だけじゃなく、

言う言葉が、私に考えさせ

した。

ロッジの目の前に

新居浜教会 小川礼治

ミックメモリーを作り、過

去の自分を見つめ直してみ

て、 それが達成できそうな

た。そうすると、目標があっ

みんなの話を聞くと、改

時や、 達成した時に幸福度

長町倫郎

のかを考えてみると、「 輝

めて自分の振り返りともな

三本松教会

かしい恵み」は今を生きる

が高くなっ ているというこ

してます。時々人に少し冷

常に頭の中ががムシャクシャ

なことがあり、 そのことで

に応えて自身の命をかけて

力をした。 イエス様はそれ

るという目標に向かって努

ザアカイは、イエスを見

とが見えてきた。

りました。

たい態度を取ることもあっ

ザアカイをお救いになった。

時々自分が嫌になるよう

人生そのものだと思いまし

て、それがまた自分の心の

今の自分は目標がなく、

読み、更に深いところまで の中の自分の感情と捉えま

神様はいろいろな形で私

中で嫌になるという、負の

毎日が味気なく過ぎて行っ

もっとイエス様を知ること
が出来ました。

が出来とても楽しく学ぶこ なことが起こったかを振り

の考えや思いを聞いて、一

今回の分かち合いで、皆

また、ダイナミックメモ

している人達の考え方で似 れた黙想会でした。

自分の考え方や今回参加 ださっ ていると感じさせら

した。

たちに「恵み」を与えてく

スパイラル状態に陥ったり

ているように感じる。幸福

分かち合うことによっ て、

ている部分もあれば違う部

もします。

返りました。１年前のダイ
とが出来ました。

でもない微妙な感じだ。

考えてみると 、 い、行動に移したザアカイ

が出てくるだろう。その行

成するためにやるべきこと

何か目標ができれば、達

の様に自分の思いも少しは

筋にイエス様を見たいと思

まだ まだ嬉 し

神との出会い大切

徳島教会 嘉凜太郎

み込み、 ザアカイの時のよ

神様は必ず私たちを愛で包

それが達成できなくても

てくれると思う。

為が私の毎日に何かを与え

幸福 度がＭ Ａ

Ｘに 更新さ れ

た！ と気付け

る時 間とな り

だ 、 嬉し い こ

ることが大切。 でも続ける

と、神の声に耳を傾け続け

標はなんなのか、 また、自

自分が求めていること目

うに救ってくださる。 これ

とだ けでは な

ことが難しいときもあるか

分が求められていることは

イエスに出会い続けるこ

く 幻滅 度 も 、

ら、気付いた時にもう一度

なんなのか、 お祈りによっ

た

以 前行 な っ た

とらえ直す。 座禅を行う際

て神様にお聞きしたいと思

う。

はとても幸福なことだ。

もの より今 が

の調息のように。

時間 ともな り

辛い と思え る

ま した 。

した。

いことが増え 、 出してもいいかなと思えま

またセッ ショ ンで学んだ ナミックメモリーを重ねて

度も高くないし、低いわけ

分もあり、それを知ること リーでは、これまでにどん

今回の黙想会で、 聖書を た。「豊かな恵み」は人生

新居浜教会 小川麗子

恵みの意味考えた

は雄大な吉野川が流れ、終

ずっと前の祖先からイエス

見られなかった。そこで走っ

わりに近い紅葉や小鳥のさ

様は愛してくださっており 、 る機会を与えたようでした 。 思います。

に落ちました。

えずりの中で、 司教様のお

「輝かしい恵み」「豊かな

れ、

話を聞き、自分を振り返り、

その愛は区切り区切りでは

恵み」 の二つの恵みが自分

過去と現在を比較

この黙想会の中でダイナ

作業を行い、座禅をし、分

なく、たゆまなく続いてい

と霧がかかったよう

ない訳ではなく、幸

にかく、自分も他者も自然

してしまい、現在は

だと悩んでいる自分
がいました。でも、
それを誰かに、相談

自分の信仰の中にイエス

そのなかでも現在の自分 話していただけます。
を見つめれたことが、何よ

りも、自分のためになりま 様がおられることが、 どれ
した。過去から現在の自分 ほど素晴らしいか、今回の

皆の想いを聞いた

かち合い、沈黙の中で祈り、

していないのか？」「現在 、 ると考える事ができました 。 にとっ てどんな意味がある

に悩んでいることが

何をしているのか？」

形になってする分かち合い

わかりました。

参加者が円の

の中に、聖霊がここに確か

いました。

に働いているという確信み

一人一人が発する言葉の

福でも、不幸でもあ

特別、何かが足り

背後にイエス様の現存を強

りません。普通の状

たいなものを感じました。

く感じました。 その様子が

かかっています。

も愛おしく思えてくる、そ

いたって普通である

態であるのに、霧が
青年の感想 以
(下 の
)中に綴
られていると思います。と

鳴門教会の宝は、今なお 方法を模索する必要がある

んなお恵みに包まれたひと

最後に司教様から、教会
聖カタリナ大学 齋藤佳那

のに、これではダメ

郷愁をもって語り継がれる こと、外国人信徒との接し

徒の一致と協力態

以外の団体と連携して社会

と、すばらしい信 見が出た。

勢、モンテッソー

自分の振り返りに

リ教育をベースと 奉仕をすること、教会をシェ

したい訳ではなく、

今回の黙想会のプログラ 相談もしたくない状態です 。

①自分を振り返る

私は、黙想会の中で、 こ

する幼稚園を併設 アーハウスとして社会に開

かれたものにすることなど ムのなかで、 自分の過去を

について、対話できるのは 、

していること、な

真剣に自分の人生を振り返っ

の様な答えの出にくい悩み
そのほか教会を

話合いの後は楽しい食事 たことがなかったので、多 イエス様しかいないと感じ

振り返りました。今まで、

自分たちだけの閉

と歓談。十三時半から司教 くの事を発見することがで ました。 自分が悩んでいる

の助言が提起された。

じられた場所にす

司式によるミサが行われ、

どが挙げられる。

るのではなく、近

参加者は満たされた気持ち

ときに、 そばにおられて対
隣社会に向かって

で教会を後にした。

きました。

喜びや安らぎの場
所にする具体策、

鳴門教会 福田健一

を見つめると「 今を無駄に 黙想会でのプログラムで気

新しい発見できた

時には食卓を囲んで語り合

25

の方が圧倒的に増えてきま
時からのバイリンガル

３０名を超

ミサで始まり、聖堂には１

ています。
える多くの
人たちが集

月 日 日
(）『インター
ナショナルデイ 高知』
テー マ 〈
独唱 、 フ ラダ ンス 、 ス
テ ッ プの 激 し い ダ ン ス

西川助祭がミサ説教の中

な ど、 こ の 日 の た め に
練習も重ねてこられただけ
で話されたように、今の社

えて、これからも主の名の

聖書朗読

した。

りを捧げま

Being Togethい 、 共 に
一致して祈

er みんなひとつに〉
が高知地区 つの小教区
（安芸・赤岡・中村・江ノ
口・中島町）が中島町教会
あって、すばらしいものば
かりで、にぎやかな手拍子 会はインターネットを介し

くなったけれど、わたした

や、掛け声で大いに盛り上 て人と人が繋がることが多
がりました。
最後はイル神父様も参加 ちは何よりも強く神さまと
されたバンブーダンスでお 繋がっていることを大切に

主日のミサに、今回のよ
もとに集ってていきたいと

し、国籍や言葉の違いを超

うに多くの若者が集まるこ

開きとなりました。

聖歌、共同祈願は
思いました。

共に過ごした楽しい一日
を神に感謝いたします。

エ
24

ときでした。

高知地区

11

独特の歴史を持っているこ 方の改善など、数多くの意

感じました。

また在るべき姿であるとも

会にとって大きな力であり 、

とは、これからの日本の教

葉で、特に奉納の

グ語それぞれの言

トナム語、タガロ

日本語、英語、ベ

インターナショナルデイ in 高 知

歌として捧げられ

諏訪司教交えて活発に話し合い

各国信徒が集 っ た 国際ミサ

各国語で祈り、楽しく踊った

した。
教会にもその現状が現れ

11

鳴門教会で「教区の日」の集い

今年度の教区の日は、小
教区ごとに実施された。鳴
門教会は諏訪司教様を迎え
て、去る 月 日に行われ
た。
会は 時から始まり、こ
れまでの「福音マーケット」
の検討経過や「教区女性の
会」の振返りの後、本番の
話合いに入った。
司教様の手前、 当初はみ
んな緊張気味で発言が少な
かったが、会が進むにつれ

地区の協力体制を
もっと活発化する

黙想会終了後、清々しい気持ちで青空を眺める参加者

in

ていつものように活発な話

沈黙の中で祈り、語り合った

5

28

3

新築なった病院内部

10

6

11

合いとなった。

議長による「福音マーケット」の検討結果の報告

18

10

２０１９年１月１日（第１８８号）

カトリック高松教区
３

私たちは長尾聖母幼稚園

歌を８曲ほど合唱させて頂 全員揃っての練習も困難で、
きました。

教会のイベン おのおのの練習を集積し、

で週に１回、園長先生のご
トで数回歌ったことはあり 直前の１時間ほどでの調整

さる方々の心にきちんと届

分ほどの合唱の完成度

は、と問われると、正直高

と。私たちの歌が聴いて下 約

ますが、慰問は初めてのこ となりました。そのため、

指導の下、楽しく聖歌を歌っ
ています。
そんな私たちに今回の慰
問のお話が舞い込み、坂出
く か な 、 いものではなかったと思い

完璧な合唱を披露するこ

ます。

不安も
とはできませんが、利用者

という

ありま

ても喜んで頂き、メンバー

梯子車使って患者救出
聖マルチン病院で消防訓練

ちの心も高ぶりましたが、

せんでした。

だなと願わずにはおられま

ジ赤の患者を搬送する

もしこれが現実であればと 、 ため待機をしているは

災害は、いつ、どこで、

救急車を目線で追う

防訓練を忘れず、これから

かわかりません。今回の消

ずなのにと脳裏をかす

うちにサイレン音が止

の望みに適った「救いの場」

も聖マルチン病院が神さま

想像するだけで恐ろしくな

様子を見ている間にも救

まり救急外来に搬入さ

どのような状況下で起こる

助隊員と長い消防梯子が救

れ外来看護師が駆けつ

めました。

出現場へと向かい、 救助隊

ります。

緊張で張りつめた訓練当

員が梯子の先端の籠に命綱

られました。

時、

けている姿が見えまし

を生かしていけるよう職員

であり続けるためにも訓練

日 午後

「カン、カン、カン」「ウー

をつけて救助の人を移動さ

た。訓練中のこのタイ

月

ウー」と、けたたましい警

せ、旋回しながら降りてき

日、

鐘、サイレン音が病院裏の

一同で努めたいと願ってい

あらゆる危険や災

害、事故などから多くの人

ます。

あわてて消防士に男児のた
時 分、鎮火・訓練終

が守られるよう、病院とし

は驚きました。

ミングでの救急搬入に

訓練とはいえ救助隊も救

ます。

病院敷地内には梯子車、ポ

出される人にとっても互い

め握手をお願いするという

車、救急車、広報活動車が

了後、隊員の号令でオレン

新病院建替え当初より消

傍ではポンプ車による放

ての使命に心を尽くしてい

続々と緊急出動して来まし

ジ服着用の救助隊員、 防火 微笑ましい場面がありまし

防署から梯子車を使う合同

けますように祈っています。
服着用の消防士の約

名が た。
水訓練、エアーテント内で

去る12月23日（日）には、ICCのクリスマスミサとパー

た。 まるで映画のワンシー

おります。

消防訓練を行いたいとの申

ICCとして、様々な言語・文化を背景にしながら、み

機敏に定位置に集合し敬礼

んなでともに、祈り、喜び、分かち合えたらと思って

はトリアージ担当医師と看

に命がけの場面でした。

ンプ車、救助工作車、指揮

笠山一帯にまで響き渡り、

2
す。

ンのようなその光景に私た

の方々にご理解とご協力を頂き心より感謝申し上げま

し入れがあり、この度、こ
の訓練を実施することにな
りました。
当院では、毎年、春と秋
に初期消火訓練は行ってい
ますが、今回のような大が
かりな消防訓練を行うのは
私の記憶では過去になかっ
たはずです。
訓練の概要は、病棟４階
から火災発生、出火点確認、
通報、非常全館放送、避難、
逃げ遅れ等を想定した救出
方法で、避難者のトリアー
ジ緑・赤など緻密な打ち合
わせを行い、職員の協力、
周知など着々と準備が整え

後、病院長、消防署長から

たちは消防車のそばで隊員

消防訓練解散後、子ども

このたびの消防訓練を通

その後、消防士が院内保 すが、いつの日か子どもた

護師 の処 置開

してお世話になった消防署

育の幼児７人が乗っている ちの中から消防隊員が誕生

お昼寝の時間帯を返上し

・合田慶子

聖マルチン病院

います。

の皆さまに心より感謝して

の方と記念撮影をしたので
れていました 。

避難車まで足を運び、 握手 し、みんなの幸せと平和の

講評が行われました。

ちょ うどそ

をしてくださいました。 身 ために働いてくれたら素敵

始活 動が 行わ

台救急車が

の時、 もう１

病院 前の 道路

ても、貴重な消防訓練に参

近で見る消防士の姿と握手

を走っ ている

加させた甲斐があったと喜

「ピーポーピー

のを目にし、

んでいた矢先、一人の男児

に子供たちは大喜びで笑顔

おや ？訓 練の

が、自分は消防士とまだ握

ポー 」 のサイ

救急 車は すで

手をしていないと、突然、

が弾けていました。

に到 着し てお

火のついたように泣き出し 、

レン音で教会・

り、 トリアー

本体1,000円＋税

し た が 、 の方々や職員さん方に、と
目をつ

わずかな時間でしたが、

一同、とても充実した時間

慰問させていただいたこと

ぶっ て

方、 手

で、私たちにとっても大き

を与えられたことに感謝し

拍子を

な収穫となりました。自分

聴いて

取っ て

たちにできる精一杯を出し

ています。

下さる

切り、誠意を持って行動す

下さる

方、 一

李 聖一 著 ／ 杉岡 陽水 書 205頁

24日（日）年間第7主日

生懸命

る本です。

22日（金）聖ペトロの使徒座

ることで、相手にも気持ち

が随所に置かれ、文章に奥行きを添えている、魅力あ

編集後記
教皇フランシスコが重ね
て発表される回勅や使徒的
勧告とは裏腹な国際政治の
動きに 、 日を追うごとに危
険性や心配が深まっていく
のを多くの方が感じている
のではないでしょうか。
年が改まることによって
その恐れから解放されると
いう訳にはいかないのが現
実ですが、キリストを信じ
る者として世界の良識ある
人々と 心 を一つに、 祈 り
の 中でキリストの価値観で
連帯することは出来ます。
もちろん、高松教区も教
区の諸問題の解決に全信徒
の連帯が必須であることを
心しての新年です。（Ｊ）

高知聖母幼稚園
海の星幼稚園

聖ドミニコ宣教修道女会

Sr

広島県在住の書道家、杉岡陽水氏による聖書のみ言葉

18日（月）2019年定例司教総会（～22日）

見つめ

ぐらし、語りかけています。

3日（日）年間第4主日
が伝わり、喜んでいただく

めとする古今東西の含蓄ある言葉を手掛かりに思いめ

2日（土）主の奉献

て聴い

編集部からひとこと！〜
〜

2月
て 下 さ ことが出来ました。そして

生きるうえでの根本的な問いを、聖書のみ言葉をはじ

市 にあ る

介 護老 人

未来へ踏み出す一歩を後押ししてくれる。

27日（日）年間第3主日世界こども助け合いの日

それが、私たちの喜びとなっ

徒たちに語りかけた思いの数々。

25日（金）聖パウロの回心

る方や、たくさんの職員さ

める中で、聖書の物語、先達の生

18日（金）エキュメニカル祈祷一致週間（～25日）

施設・聖マルチンの園に聖

きた証し、自らの生い立ちや経験を振り返りながら生

年間第1週

て返ってきます。今回は改

ションスクールの教員、校長を務

昨年7月の台風7号による全国規
模の集中豪雨において、被災した
宇和島地区の断水状態が続く中、
宇和島教会の施設解放および信徒
宅を「災害復旧ボランティアベー
ス」として開設いたしました。
同時にバチカン人権局、カリタ
スジャパンをはじめ教区内外から
多額の復旧支援をいただき心から
感謝申し上げます。同地区はいま
だ災害の爪痕は消えてはおりませ
んが、とりあえず災害復旧募金は
昨年12月末をもって終了せていた
だきました。物心両面にわたる皆
様のご支援を心より御礼申し上げ
ます。
（教区本部事務局）

イエズス会司祭である著者が、ミッ

西日本豪雨災害復旧支援募金終了
はどこに向かう？」

司祭・助祭交流会in塩江（～14日）
14日（月）成人の日
ん方もお仕事をしながら聴

「君は何者？君はどこにいる？君

17日（日）年間第6主日

めて、そんな大切なことに

素晴らしい！」

鳴門聖母幼稚園
阿南聖母幼稚園

15
今年度も、高松教区としてICC（International

30

寄り道、力を抜いて……人生って

20日（日）年間第2主日「エキュメニカルの日」

いて下さっていました。

で、自分を信じて。でもときには

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

50

■『み言葉とともに 生きる、学ぶ、喜ぶ』
「あきらめないで、投げ出さない

40

14

紹
籍
書
刊
新

6日（日）主の公現

歌のコーラスを携えて出向
きました。

しい一年になりますように。

5日（火）日本26聖人殉教者
気付いた一日でした。

す。宜しくお願い申し上げます。皆様にとって素晴ら

19日（土）宣教司牧評議会役員会13：00
メンバーはそれぞれ住む

これからも、色々な形で活動をして参りたいと思いま

13日（日）主の洗礼

女性７名と男性４名の計

来場頂きました皆様、本当にありがとうございます。

10日（日）年間第5主日
メンバ ー ・ 吉田幸子

Catholic Community）の活動を進める中、多く

世界病者の日
11日（月）建国記念日

世界平和の日
神の母聖マリア
1日（火）元旦

名で、普段謳っている聖 場所も仕事も異なります。

ティーを開催致しました。ご協力頂きました皆様、ご

1月

長尾聖母幼稚園コーラスグループと有志で

11
皆様、あけましておめでとうございます。

教区スケジュール
2019年

聖歌でマルチンの園を慰問
11
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