マザー・テレサの言葉

私たちにとって、マ
リア様は喜びの源で
す。わたしたちに、

福音奉仕者として平和を願う

という「閉ざされた教会」

がら、 社会の動きに無関心
る」を引用。

と希望、苦悩と不安でもあ

キリストの弟子たちの喜び

によって導かれ、救いのメッ

てはならない、 と司教は強

教会は様々な努力をしなく
「知らなかった」では済ま

ぶ必要 があると強 調し、

政治は平和に寄与する」 の

和の日」メッセージ「良い

返る資料となる、

項目を

教皇様のメッセー ジを振り

（２面に掲載）を掲げるこ

教皇の平和の日メッセージ

ち考えてほしいと呼びかけ

政治の諸問題にも関心を持

とで、世界の平和、戦争、

今回の司教書簡は、 社会

揚げている。

とともに歩む私たちの教会

月に日本

を訪問される教皇様に心を

全文を掲載。「

合わせ、丁寧に読み、共に

されない悲劇が各所で起こっ
ている、と司教は教区民へ

そのことが神様
訴えている。

調する。
から教会に与えられた「き
となり、 より豊かな教会に

司教は呼びかける。最後に

振り返ってみましょう」と

を向けて考えるとともに、

が直面する足元の問題に目

もった書簡となった。

る諏訪司教の強い主張のこ

この後に、 教皇フランシ

ずな」づくりの大きな喜び

12

なる体験ができると述べる 。 スコが元旦に発表した「平

教会が社会問題、平和問
キリストにおいて集めら
れた共同体は父の国へ聖霊 題にかかわるのは、キリス
トが人々と向き合い、神と

の意識が生まれたからだと
いう。 このことは今も日本
社会へ影響していると指摘
世紀に入り国際社会の

セージを受け、人々と深く 人との絆、人と人との絆、
連帯しており、教会は全人 人と自然との絆を新しくさ
キリストは常に弱い立場
の人々の側から社会を見つ

であったと司教は述べる。
「 福音 マー ケ ッ ト 」
次に昨年、一昨年と教区
を挙げて実施した「福音マー
ケット」について。
この分かち合いは「社会
とともに歩む教会」への一
歩であったと司教は述べる。
「教会の豊かさ」が多くの
人々と分かち合われ、『日々
の糧』となり、「養成」さ
教につながっていくことを

れ、「組織」として協力宣
司教は願っている。
今、現代社会に目を向け
ると、「いのちの尊厳」が
見失われ、差別を生み、自
国優先による排他主義に陥
り、経済・物質優先主義が
格差を増大させている。

13

する。
関係破綻により、 第一次、
類家族との親密なきずなが

れたことによるのだという。

第二次世界大戦に突入。消
実感できる場でもある。
諏訪司教が教区を挙げて

えることのない痛みと傷を
残し、 世界に大きな対立を
もたらした。

たらした。

作り出され回復の喜びをも

実践した「福音マーケット」 め、その病巣に目を向け、
は、 この人類の深い連帯の 驚くべき奇跡で「癒し」を
起こし、新しい人間関係を
中で教会が持つ豊かさを確

その悲惨な人類の過ちの
中で、教会が何もしなかっ
認する作業だったと述べる 。

世により第二バチカン

「留学生」や「研修生」を

しい関係への奉仕者」の姿

一人一人の「命の尊厳」
外国人労働者支え る
また、カトリック教会は を守り、神の国の訪れを告
げられたイエスの姿は「新

た反省と責任から教皇ヨハ
ネ
公会議が招集され、 社会の
中で「教会の使命は何か」

新しいきずなで喜び、豊かさ
教 会は 全て の人 に開 かれ る
すべての人に開かれ
た普遍的な教会であ
ると司教は述べる。
教会は弱い立場にあ
る人々を優先する震
災被災者の避難所、
支えあう場となっ て
いる。そして教会は
日本人のみの教会で
はないと司教は述べ
る。
４月から外国人労
働者受け入れの法律
が施行される。 既に
「教会とは何か」を自ら問

兄弟姉妹として受け入れ、

多くの外国からの
いかけねばならなかった、

＊Fr.松浦信行：東京神学院院長 ＊Fr.稲毛利之：西宮聖ドミニコ修道院（サバティカル）＊Fr.ネルソン・ウィリアム：米国ベネディクト会修道院
＊Fr.サトルニノ・ゴンザレス、Fr.ルイス・グティエレス：引退
＊☆：地区/Ｂ長 ＊（
）：前任

諏 訪 榮 治 郎 司 教 ２ ０ １ ９ 年 度 司 教 書簡

諏訪榮次郎司教は２月５
平和を願
―

日付で「 社会とともに歩む
教会をめざして
う福音の奉仕者として」と
題した２０１９年度高松教
区司教書簡を発表した。そ
の要旨を紹介する。
迫害に耐えた先達
まず歴 史の 流れの 中で
「いま私たちが立っている
ところ」として、この書簡
聖人殉教者」の祝

を 書き終 えた ２月５ 日が
「日本
日であることを指摘。
日本のキリシタンたちは
２５０年にわたり潜伏し信
仰を守り抜いた。その間は
司祭不在の中で「信徒のみ
の自主運営共同体」 によっ
て迫害に耐え、 「信仰・希
望・愛」にもとづく「家庭
集会」の教会を守ってきた 。
その結果、外圧にも助け
られたが、「 キリシタン禁
令の高札」は撤去された。
私たちの先達は過酷な迫
害に耐え、幕府からも、明
治政府からも奪われない精
神的価値（教え）を守り抜
いたことを大きな喜びとし
ている、 と司教は誇らかに
述べる。
その後、ヨーロッ パでは

果てしない軍拡と不信、

「私は今というこの瞬
間を生き、そしてそれ
を愛で満たそう」これ
は、ベトナムのトゥア
ン司教様（のちに枢機
卿）が、ベトナム戦争
終結後、政権によって
逮捕され、収容所に連
行される車の中で決心
されたことだそうです。
師はその後、 年余に
わたる抑留、軟禁、独
房生活の谷底からの祈
りをもとに「五つのパ
ンと二ひきの魚」とい
うすばらしい霊的書物
を著されました。
「今という各瞬間をど
のようにして愛で満た
すことが出来るのでしょ
うか。それはそれぞれ
の瞬間が人生の最後の
瞬間であるかのように
生きることだと思いま
す。一人ひとりに、私
の愛を、私のほほえみ
を、示さなければなり
ません。一つひとつの
瞬間が、私の人生の
最高に美しい瞬間でな
ければなりません」と
師は言われます。日本
で安泰に暮らしている
私たちには、師のよう
に生きることは難しい
かもしれません。しか
し、神の愛に包まれ、
生かされていることを
感謝し、ほほえみなが
らそれぞれの瞬間を善
く生きるならば、決し
て不可能ではないと思
われます。生きるにし
ても、死ぬにしても、
私たちは主の愛にとど
まるしかないのですか
ら。いつも主の聖なる
ご生涯とご苦難を熱心
に黙想することは、私
たちにとって有益であ
り、必要なものをそこ
にたくさん見出すでしょ
う。
師は２００２年、
歳で帰天なさいました
が、その信仰は今も受
けつがれ、その証が
ベトナムの教会のいた
るところで豊かな実り
をもたらしているそう
です。

74

＊阿南教会

徳島地区長・徳島刑務所教誨師
ICC 青少年司牧
鳴門聖母幼稚園園長・阿南聖母幼稚園園長
阿南教会管理代理者・養成担当・一粒会担当

徳島地区

困難を 抱える 青年 たち の

多くの子供たちは貧困と暴
力に直面し、「子供や青年

高松 教 区人 事

南予Ｂ

と諏訪司教は指摘する。
同会議の「現代世界憲章」

もある。

が戦争に送り出されないよ

２ ０１ ９ 年度

高知地区

近代化と社会経済の波が人
間の新しい苦しみを生み出

の序から、「世界とかかわ

心を大切にする「集い」 で

うに目を覚ましていなけれ
ばなりません」と司教は警
告。世界の現実をもっと学

中予Ｂ

イエス様を贈って下
さったからです。わ

した。その対応としてピオ

る教会」 として「現代人の

あり、外国籍の人々が住み

「家庭」となっている教会

たしたちもイエス様

９世教皇が第一バチカン公

喜びと希望、 苦悩と不安、

やすい社会になるために言

教会はイエスの

を贈ることによって、

会議を招集、教会の立て直

特に貧しい人々とすべての

苦しんでいる人々のものは 、 葉の問題や子供の教育など 、

愛媛地区 東予Ｂ

21
23

しを図った。

他の人々の喜びとな
ることが出来ます。

教会が社会に派遣されな

（協力司祭)
西讃Ｂ

26

11

丸亀聖母幼稚園チャプレン・高松刑務所教誨師
＊善通寺教会
坂出マルチン病院チャプレン（三本松教会）
＊池田教会
＊ 伊予三島教会 観音寺聖母幼稚園チャプレン・愛光学園非常勤講師
ICC 英文翻訳 ボーイスカウト
坂出マルチン病院医師
若葉幼稚園チャプレン（宇和島教会）
＊伯方島司牧
愛光幼稚園チャプレン・西条聖マリア幼稚園チャプレン
＊西条教会
星の星幼稚園チャプレン
道後教会
共働司祭（福岡教区）
道後教会
ドミニコ会地区長（協力司祭)
愛光学園理事長（協力司祭)
道後聖母幼稚園チャプレン（協力司祭)
愛和幼稚園・八幡浜聖母幼稚園チャプレン（大阪教区）
＊八幡浜教会
＊安芸・中村教会 高知聖母幼稚園園長・海の星幼稚園園長・高知教誨師
みその児童福祉会・高知聖園天使園協力（小豆島教会）
＊赤岡教会

宇和島教会
中島町教会
江ノ口教会
（地区協力司祭)
徳島教 会
鳴門教会
（鳴門教会協力）

＊三本松教会
＊小豆島教会

桜町教会
番町教会
＊三本松教会(管理)
東讃B協力
東讃B協力
（東讃B協力司祭)
丸亀教会
坂出教会
観音寺教会
(西讃B協力)英語ミサ
（協力司祭)
今治教会
新居浜教会
松山教会
松山教会
東讃Ｂ(ブロック）

高松教区報
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霊性センター担当（本部事務局長）マリアの園チャプレン協力
長尾聖母幼稚園園長・教区典礼・広報・TSC担当
本部副事務局長

Bp.諏訪榮治郎
Fr.パスクアル・サリオン
Dn.小山 一
多田 洋
井川美佳
小島順子
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Fr.松永洋司
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手探りながらの福音マーケット作業に取り組む

２０１９年３月３日（第１８９号）

カトリック高松教区
１

れています。
愛によって動かされたとき、
共通善への献身は、単に世

政治は市民権と人間活動 俗的かつ政治的な立場がも

「世界平和の日」教皇メッセージ
・「この家に平和がある

によって鼓舞され、持続さ

を築くうえでの基本的な手 つものよりも大きな価値を
ように」
イエスは弟子たちを宣教 段ですが、それをつかさど もちます。
地上での人間の活動は、愛

へと派遣するにあたり、彼 る人々が、人間社会に奉仕
らに告げました。「どこか するのでなければ、抑圧、

取り組むことは、一人ひと

実際、自国のために尽く

なく、共通善のために働
しめたりするのではなく、

のことばを思い起こしましょ

て、聖ヨハネ二十三世教皇

あることは容易に理解でき

とのできない三つの側面が

后であるマリアが、すべて

は、救い主の母、平和の元

れに対処できる平和な政治

とらえてはならないという

人を気づかい、生きるのを 教訓です。他者を脅すこと

ます。

真の民主主義の理想をむ

助ける手となるよう神は望 は、相手を物として見下し、 う。「人間は、自分の権利

話の手段になることができ

ですから、威嚇的な言動

る義務にも気づくようにな

れ、当然その権利に対応す

に従って、頑固さ、怒り 、 できます。

ンシスコ・サレジオの勧め

自•
分自身との平和。聖フラ 賛歌（マニフィカト）の心

人は皆、共通の家を築く い軍備増強と同じように、

務を伴います。なぜなら、

は、その権利を行使する義

権利を有するということ

し優しく」 するために、

ださい。そして「他者に少

忍耐力のなさを克服してく

りなく、主をおそれる者に

「そのあわれみは代々に限

にいつでも立ち返ることが

ります。

否定、共同体の規則の軽視、

ために自分自身の石を差し 倫理にも真の融和の追求に

の過激化は、抑制のきかな

の人間の名のもとに歌った

まれました。

るのです」【 】。

を意識するようになるにつ

であり、社会の平和を脅か

その人たちの尊厳を否定す

します。
共財のさまざまなかたちの

心や知性と同様、手も対 ることを意味します。

横領や人間の搾取、権利の

その悪徳とは腐敗 ――
公

く政治家は、幸いである 。 しばむ悪徳は社会生活の恥
家は、幸いである。

・一貫して忠実である政治
・一致を実現する政治家は 、
幸いである。
・抜本的改革を行うために
尽力する政治家は、幸い

出すことができます。法お も反するものであるという
ためて明言するのです。
もっとも弱い立場にある

らです。

そして、他のすべての人々

人々が見舞われた恐怖のた にも、その権利を認め尊重

を振るい、思い上がる者を

見知らぬ人、貧しい人、苦 その座から引き降ろし、身

他•
者との平和。家族、友人、 打ち散らし、権力ある者を

してください。

及びます。主はその腕で力

違法な蓄財、力ずくでの、

る世代が、関係、知性、文

「自分自身に少し優しく」

もしくは国是という恣意的

に基礎を置く真正な政治活

な口実による権力の正当化、 よび人と人との誠実な対話 ことを、 わたしたちはあら 権利は尊厳の現れであるか
権力にしがみつこうとする
地球保護の否定、目先の利

できる可能性を内に秘めて

傾向、排外主義、人種差別、 動は、すべての人、あらゆ

限な搾取、移住を余儀なく

ばに耳を傾けてください。

ません、わたしたちの先祖

じせずに出会い、そのこと

平和は、人々が責任を担

て故郷を去ることもありま

す。悪いことをすべて移住

いると確信するとき、刷新

ブラハムとその子孫に対し

におっしゃったとおり、ア

された人々に対する蔑視な

ものの偉大さを再発見し、

す。平和は心と魂の回心で

ていることを再認識してく

い手として、責任を共有し

一方、政治が若者の才能

鎖的あるいは自国第一主義

真のあかし人となれる「平

情に平和が広がるでしょう。 んでおられる御父の使者、

のうち一人が、たとえ少年

世界では、六人の子ども

はとりわけ思いを寄せます。

ー ）。

バチカンにて

２ ０１８年

月

日

フランシスコ

ひしがれている人」「絶

捨てられた人々」「打ち

・そこから何が見えて来ま

を作ってみましょう。

模造紙に「コラージュ」

（グループ作業）大きな

的でないことをえり分け

望のふちにいる人」その

うに

イ・「この家」とは何を指

方々の痛みと涙を受け止

ましょう。

験を互いに分ちあってみ

自身を差し出すという経

の中でさらに豊かな「福

する」教会は、この社会

「弱くされた人々を優先

みます。

たイエス様に従ってあゆ

れた人々」の側に立たれ

・教会は「弱い立場に置か

な計画

７・平和に向けられた偉大

れるでしょう。

・どのような祈りが捧げら

すか。

しているのでしょうか

め、耳を傾けているでしょ

て「この家」に何が起っ

諦めめさせている正体は

・わたしたちを無力化し、

２．良い政治の挑戦

何でしょうか。

と他者への信頼を促す 。

政治にとっての愛のわ

３・人権と平和に寄与する

（・個人として・所属

す。

音の奉仕者」となるので

・「この家」のために自分

・この社会（世界）の中で 、

しているグループで・教

ざと人間的徳

あなたはどのような愛の

４・政治の悪徳

・新 聞の 記事 には さま ざ

６・戦争と恐怖戦術の拒否

わざを見ていますか

・福音的な価値から離れて

ま な出 来事 情報 こと ば

福音的であるもの、福音

各社の新聞記事から、

が掲載されてい ます。

いるような政策を身に受

けている人々を心に留め

てみましょう。

・「貧しくされた人」「見

れるで しょ う か。

の 奉仕」 に 駆り立 てら

に、 どのよ うな「 福音

命 の尊厳 」 を守る ため

・わ たした ちが「 平 和・

会共同体として・その他）

しょうか。

どのように生きているで

場に置かれている人々が ５・良い政治は若者の参加

・あなたの周りで、弱い立

ているのでしょうか

うか。

ロ・あなたの周りを見渡し

１・この家に平和があるよ

てとこしえに」（ルカ ・

被•
造物との平和。神のたま

わたしたち一人ひとりは地

い合い、支え合うことに基

りにほかなりません。

づく政治の偉大な計画の実
は許しがたいものです。

者のせいにし、貧しい人か
そのような確信を持つのは

人間関係は複雑ですから、 ら希望を奪う政治的な言動

されます。

・よい政治は若者の参加

右されずに一人ひとりに敬

人間の弱さを熟知し、そ

ださい。

球の住人、市民、未来の担

意を払うこと、法と共通善 あり、心と共同体における

しかしそれは、日々、取
他者もしくは部外者に対す

を尊重すること、わたした この平和には、切り離すこ

り組むべき挑戦でもありま
る恐れ、自己の利益を失う

そうではなく、平和の基

の特権者の利益を守ること

ことへの不安に根ざした不

盤となるのは、経歴には左

のみを目的とするなら、未

とくに近年、わたしたちは

ています。

来が脅かされ、若者は未来

ちに託された被造物を大切

決して容易ではありません。

よい政治は

信感の中で生きています。

政治権力の行使が、一部

平和に寄与

に向けた計画に参加するこ

そして残念なことにそれ にすること、過去の世代か

と他者への信頼を促す

します。よ

ともできずに、社会の周縁

は、グローバル化された現 ら受け継いだ倫理的財産を

ちは次のこ

い政治は基

に取り残され、不信感を抱

代世界にこそ強く求められ 尊重することであることが
ます。 それ

を励まし、彼らが成し遂げ

的な姿勢を通して、政治に どもたちと、自分のいのち
と権利を懸命に守っている

そうすれば、「わたしは

和の作り手」を、わたした

兵として徴用されたり、武

人類家族の善と幸福を望 すべての人に、わたしたち

あなたを信頼し、あなたと

ちの社会は今日、これまで

装勢力の捕虜になったりし

ら１００年後の今日、わた

教皇の 声明を 共に振 り返ってみましょう
本的人権を

くようになるでしょう。
らは相関的

たいと願っている使命を後

も表れています。

また、紛争地帯にいる子
な義務でも

押しするように具体的に変
今の世代と
将来の世代との間に、信頼

ともに信じます」と言える

以上に必要としています。

暴力とその余波の影響を受

ていなくとも、戦争による

ような固い信頼関係が生ま

こうして、 わるなら、人々の意識や表

あります。

る兄弟愛を疑問視する、閉 強調されるべきです。

尊重し促し

とを確信し

わたした

どです。

改選や選挙期日のたびに 、 益のための天然資源の無制 化、精神の新たな力を発揮 めに、全人口が平和を求め する義務があります」【 】。 しんでいる人、彼らと物お 分の低い者を高く上げ、 …
あわれみをお忘れになり
…

いである【 】。

である。
の 家 に 入 っ た ら 、 ま ず 、 疎外、さらには破壊の道具 せられるとき、人類という
一つの家族の歴史の目的で ・耳を傾けることのできる
『この家に平和があるよう にすらなってしまいます。
政治家は、幸いである。
「いちばん先になりたい ある普遍的な神の国の建設
・ひるまない政治 家は、幸
に貢献します」【 】。

に』と言いなさい。平和の
子がそこにいるなら、あな 者は、すべての人の後にな
正義、公平、相互尊重、
たがたの願う平和はその人 り、すべての人に仕える者
にとどまる。もし、いなけ になりなさい」（マルコ ・ 率直、誠実、忠実といった、
よい政治活動の基盤である
）と、イエスは語りまし

国、全世界といったそれぞ

人間的徳を実践しながら、 また市民生活が節目を迎え
たに戻ってくる」（ルカ ・ た。
聖パウロ６世が強調して 人類家族の善のためにとも るたびに、正義と法の起源
いるように、「地方、地域、 に働くことを望む政治家は、 と基準点に立ち返る機会が
訪れます。
-）。
平和をもたらすことは、

キリストの弟子の使命の核

人類が歩む中で起こる悲劇
りの人間には、具体的な現

性を認める義務があること

あり、そしてなによりもま
し、そこで生活する人々を

件を整えるという使命を担

どんな文化的、宗教的な背

この点については、２０

れ、共通善のために協力で
・戦争と恐怖戦術の拒否

したちはその戦闘で若者が 子どもたちを大切にしてい

・ 平和に向けた偉大な計画
わたしたちは先日、第２
周年を祝

次世界大戦後に採択された
世界人権宣言の

いました。このことに関し

1

8

心です。そしてその相手は、 れのレベルで真摯に政治に
と暴力の渦中にあって、平
実を識別する義務、さらに
は都市、国家、人類の善を

和を 願 う す べ て の 人 で す
【 】。
イ エ ス の こ と ば に あ る ともに達成するために与え
性と歩む道をもつ各家庭、
を意味します」【 】。

「家」とは、それぞれの個 られた、選択の自由の重要
各共同体、各国、各大陸で
ず、区別も差別もされるこ
守り、国民にふさわしい公

それはまた、わたしたち
うすべての人にとって、政

正な未来のために必要な条

の「共通の家」、すなわち
治の役割と責任とは、絶え

す。

神がわたしたちを住まわせ
間ない挑戦です。

もとに行われるとき、政治

・政治の悪徳

人間のいのちと自由、尊 景をもっていても、この指 と感謝のきずなが結ばれる
厳に対する根本的な敬意の 針に同意することでしょう。 のです。

てくださり、心を配って大
切にするよう求めておられ
るこの地球でもあります。
したがってわたしもそう

祈りたいと思います。「こ は愛のわざの卓越したかた ０２年に死去した福音の忠

政治には美徳があります きるようになります。

第一次世界大戦の終結か けています。
愚かさや環境と制度のゆが に寄与するのは、各人のカ

このように、政治が平和
みのために、悪い側面がな リスマと能力を正当に評価

が、残念なことに、個人の

・ 人権と平和に寄与する グェン・ヴァン・トゥアン

子どもたちの尊厳を守り、
枢機卿が示した「政治家の

いのちを落とし、一般市民 る人々のあかしは人類の未

政治にとっての愛のわ

し、それを明らかにすると

起こすとともに、兄弟姉妹

どんな犠牲を払ってでも その呼ばれている役割と、

権力を求めることが虐待と 社会体制（ポリス）の中で ・信頼できる人柄の政治家
は、幸いである。

来にとって極めて重要です。

くなることもありません。
ざと人間的徳

「差し伸べられた手ほど

どうしの戦争が残した重大

が引き裂かれたことを思い
うに、政治活動における悪

素晴らしいものがあるでしょ

な教訓をさらに深く胸に刻

きです。
徳は、政治に携わる人々の

うか。それは、与えて受け

みます。

教皇ベネディクト十六世 よいでしょう。
意識と深い理解をもつ政

で咲こうとする、か弱い花 は次のように述べています。 ・自分の役割に対して高い

権威、決定、取り組みだけ

るよう神がお望みになった

それは、力と恐怖の均衡

「すべてのキリスト者は、

でなく、それが行使される

手です。人を殺したり（創

のようなものです。

治家は、幸いである。

政治制度そのものの信頼性

だれもが理解しているよ

真福八端」を思い起こすと

フランシスコ・ザヴィエル・

の家に平和があるように」 。 ちとなるに違いありません。 実なあかし人、ベトナムの
・よい政治の挑戦
平和は、詩人シャルル・
ペギーが語る希望【 】

6

だけの問題として、平和を

12

55

4

世記 ・ 以降参照）、苦

の影響力の度合いに応じて、

1

50

れば、その平和はあなたが

5

よい政治は平和に寄与する

7

9

となく一人ひとりの人間で

3

をも失墜させます。

不正義につながることを、

70

すなわち暴力という石の間

6

35

3

4

10

わたしたちは知っています。 この愛を実践するよう召さ ・自分の利益のためにでは

4

7

2

5

1

5
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カトリック高松教区

２０１９年３月３日（第１８９号）

９月 16 日朗読奉仕者選任式

７月 15 日小豆島高山右近祭

７月１日高知殉教者祭

神とともに歩んだ

2018 年 高松教区

12 月２日
祭壇奉仕者選任式

６月 10 日
東日本大震災復興７年現地活動報告会
５月 17 日三本松ルルド祭
９月
日 桜 町 教 会 コ ス モ ス 会 （敬 老 会 ）

16

日・比・ベトナムのことばで分かち合い
八幡浜教会で司教訪問

る 月
1の公式訪問は、愛媛地
区南予ブロック（ヨゼフ呉

ヨハネ諏訪榮治郎司教によ

たが、徐々に意見交換がで

することができませんでし

なかなか自分の意見を表明

高年齢者の多い日本人グ

るよう勧められました。

文成神父担当）へのご訪問

２０１８年度教区長使徒

でした。南予ブロックは、
きるようになりました。

集い」として開催しました 。
日しており、日本での慣れ

プは多くが結婚のために来

フィリピンの女性グルー

各教会の皆様による賛美

えば震災等に見られた人々

自由主義等） を見つつ、例

ない情勢（ナショナリズム、

歌も、祈りを導くとても良

の温かな助け合いの様子を

した。

合いは、 意義深いも
いものでした。桜町教会で

番組の決め台詞の通

人が分かち合い

２月 日番町教会で，東

東讃Ｂで教区民の集い

60

名

午後は全員が集まって午前

中の分かち合いで感じたこ

と気付いたことを、それぞ

した。

司教様からは「 福音マー

編集後記

今年は少し遅めの四旬

ステッ プアッ プした髙松

信仰共同体として、 より

その新たな力に促され、

主の復活にあやかり、

チャンスとなるでしょう。

るための良き転換点とする

旧来の問題点を共に克服す

なります。 またそれは、

しい司牧者を迎えることに

も復活の主日をもっ て新

高松教区の多くの小教区で

は別れと出会いの季節です。

節となります。 また３月

福音マーケットを説く諏訪司教

受けられたそうです。

余りで１４００人が洗礼を

神のみ手に委ねました。右 などの宣教により、１ヵ月

んでいくために信徒がそれ

成会を例に、教会が一歩進

に、灯籠、手水鉢、墓石、

ン遺物と推測される石造物

小豆島に残存するキリシタ

くのかをはっきり伝えるこ

狙いであり、なぜ教会に行

いくのが福音マーケットの

「一人一人がいただいた

最後に一つ、貧しい領民

今回は個人的な思いを深

（Ｊ）

り、働いて参りましょう。

ケッ トで分かちあった一人 教区、 小教区を目指す力
一人の良い体験、 教会でど と喜びが与えられる様に祈

のようにいかしていくか」

「ようやく見えてきた教会

近は四百年たって列福され

れの体験をもとに発表しま

の宝をどのように次の世代

に伝えていくか」「信徒名

簿がないことで、信徒間が

ブツブツに切られ、教会の

宝を生かすための横の連絡

がとれないこと」「フィリ

ピンやベトナムの人が来て

いないが、日本人だけの教

会ではないことに頭を切り

替えていきたいこと」「僧

職がおらず、信徒同士が互

ました。長い生涯に渡って

いに支え合っている立正佼
右近の生き方は、 地位も

右近が小豆島に潜んだの

る教会の姿であること」な

福音の喜びを語り合い、お

どの指摘がありました。

今まで、戦いに明け暮れ 、 近の信仰など、今のキリス

互いが持っている宝を生か

教信仰の歴史、福者高山右

小豆島におけるキリスト

彼の人生にとって、この短 石像などがあります。
い期間は、最も充実してい

心の安まる暇もなかった人 ト信者が忘れてはならない

の葬列の先頭で、棺をかき

めていく作業を行いました

しあっていく教会をめざし
されない時の流れの中で、

ながら涙を流す右近の姿に

が、分かち合いの結果を参

てほしい」というまとめの
自分を見つめ、信仰に浸る

感動しました。泣く人と共

東讃ブロック 長谷川 聖

んでいきます。

各小教区の評議会で取り組

考に、これからブロック、

シスター 渡辺マツ子

聖ドミニコ宣教修道女会

神に感謝。

姿を見たように思いました。

言葉をいただきました。
ことができた期間でありま

に泣くあわれみ深い右近の

リオ・デ・セスペデス神父

来は１５８６年で、グレゴ

小豆島へのキリスト教伝

でした。

て、まさに人生の転換地点

した。小豆島は右近にとっ

すべて無くし、誰にも邪魔 く有意義な講演でした。

生に比べ、領地も、財産も 大切な事を聞かせていただ

ました。

とができるのが福音宣教す

はわずか ヵ月でしたが、

ぞれの喜びを明らかにして

名誉も捨て、天に宝を貯え

の殉教者でした。

才で魂を

穂を実らせます。１６１５

蒔かれた種は、いつしか

活への信仰があります。

ます。真の人間らしさ、復

髙山 徹

エキュメニズム担当

ありがとうございました。

来ました。準備や運営にご ところをもとに、午前中は
尽力下さった皆様、本当に グループでの分かち合い、

静かに、しかし心に響く
昨年度行った福音マーケッ
祈りの週間を頂くことが出 トで出し合っ た教会の良い

せて共に祈る機会となるこ ロックの４教会から約
とを伝えて下さいました。 が集まりました。

一致祈祷週間が、組織的 集いを開催しました。諏訪
な一致ではなく、 心を合わ 司教様に参加いただき、ブ

讃ブロック合同の教区民の

10

心合わせ共に祈る一致祈祷週間

のであっ たと思いま

した。
某

り「ぼーっと生きて」る私
たちがいます。盲目に原則
に従わず、真に人々の必要
に応えたのがイエスだっ た
とのお話もありました。
霊に導かれ、御ことばに
養われねばならない（特に
聖職者として）という強い
諏訪司教は、テーマの背

勧めも頂きました。
景にある、世界の看過でき

強調されました。

は
名のご参加を頂き、心

す。
より御礼申し上げます。
様 々な 教 派 の 「 教 職 」

世

平和の教皇』 の中
「聖職」「役務」に就かれ

映画『 ヨハネ
世教

て奉仕されている方々のお

で、聖ヨハネ

皇様が、 対立を深め

話も、気付きを頂けるもの
正しさについては、字句

る世界を憂い、 平和

通りに成り立つものではな

でした。

らゆる教派に呼びか

く、また本質的なことも忘

を祈り求めながらあ

け、 第二バチカン公

れ去られているのが今かも

温かな交わりの時となりま

小豆島でまかれた
福者右近の尊い種
小豆島で講演会
年２月３日、 ミサ

しれないとのお話がありま

会議を開催する場面

日の常

を思い出しました。

今回は、

磐町教会に始まり、

日ヤコブ教会、

日桜町教会、 そして
日高松クリスチャ

えて、基本的に同じ式次第

ンチャーチと連日場所を変

今回のキリスト教一致祈
的なベトナム語聖歌が築
年になる聖堂に響きわたり 祷週間のテーマは、「ただ

した。

度行われてきたため、躍動

25

だそうです。

を通したおもてなしを頂き 、

さんによる祈りやお茶の場

各場となっ た各教会の皆

を使って祈りが続けられま

正しいことのみを追求しな
ました。
その後の幼稚園ホールで さい」でした。世界情勢を
反映したテーマです。

といえます。
八幡浜教会

清 水裕子

松教区の「宝」に出会った

このテーマをもっての超
リピン、ベトナム各国料理
が並び、さながら国際交流 教派における祈りと分かち

パーティーの様相でした。
多数の人々が教区長の勧め
る福音マーケットによって
御ことばを生きることの恵
みを感じた１日でした。 高

平成

後、小豆島教会聖堂にて、
時 分～ 時まで、日向
光徳先生により、パワーポ
イントを使って講演会が行
われ、教会外から一般の方
（土庄町 名、小豆島町
名、高松より 名）、信徒
名、司祭 名、シスター
名、計 名が参加し、傾
聴しました。
月 日は、福者高山右
近が４０４年前、マニラに
て天に召された日で、記念
すべき日でもあります。

60

23

小豆島教会に凛々しく立っ

TV

年、マニラにて

3

22
7

ループでは、不慣れのため 、 の感謝の会食は、日本、フィ

宇和島教会と八幡浜教会で
能実習生として来日してお

ベトナム青年の多くは技

今回は、八幡浜教会を会
母国語による意見交換を楽

構成されています。

しみました。

最初に、諏訪司教による
ない生活の始まりがあった

り、近隣から大勢参加し、

場に 月 日 日
( に
)司教書
簡福音マーケットの分かち

分かち合いへの導入が行わ

ことを思い起こし、タガロ

分かち合いとミサ後の感謝の会食

高知聖母幼稚園
海の星幼稚園

23

ている高山右近像は、玉造

10

18

教会より運ばれてきたもの

映像を駆使して講演を進める日向氏

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

合いを「御ことばを深める

名の日本

グ語での分かち合いを深め

れ、その後、約
名

名のベト

人グループ、約
ました。

八幡浜教会始まって以来
の 名以上の参加者があり 、
分かち合いの後は、司教司

現しました。

12

3

1

ナム青年グループ、約
のフィリピン人グループ、
名の子供グループに分か
ファシリテーションのもと

式のもとで、日本語、ベト

れて、諏訪司教、呉神父の
で、母国語言語によるリレー

ナム語、英語の本日のみの
特別な多言語国際ミサを実
ム語の聖歌は、既に八幡浜

諏訪司教は、福音マーケッ
トの導入にあたり、信者が

特にベトナ

教会で見出す「大切なもの」

では、奏楽のもとで月に１

15

46

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

カトリック担当の祈 祷 会 ：桜町教会で司会を務める高山師
24
21
31

30

3

12

分かち合いを行いました。
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20

「宝だと思うもの」を考え

63

3月 経済問題評議会／責任役員会開催
3日（日）年間第8主日宣教司牧評議会in香川東讃ブロック（～4）
5日（火）司祭評議会10：00
6日（水）灰の水曜日（大斎・小斎）
8日（金）広島・高松教区合同懇親会in岡山
10日（日）四旬節第1主日
17日（日）四旬節第2主日
19日（火）聖ヨセフ
21日（木）春分の日
22日（金）性虐待被害者のための祈りと償いの日
24日（日）四旬節第3主日
31日（日）四旬節第4主日
4月
4日（木）山下 悟師命日
7日（日）四旬節第5主日
8日（月）広島教区合同練習in岡山
14日（日）受難の主日（枝の主日）世界青年の日
17日（水）聖香油祝別ミサ11：00～
18日（木）聖木曜日（主の晩さん）
19日（金）聖金曜日(主の受難 大斎・小斎）聖地のための献金
20日（土）聖土曜日（復活徹夜祭）
21日（日）復活の主日
25日（木）聖マルコ福音記者
28日（日）復活節第2主日（神のいつくしみの主日）
29日（月）昭和の日
30日（火）平成天皇退位
1

83

教区スケジュール
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カトリック高松教区

