
たちの隣にとどまりなが

ら。 

預言者エリアのように、私 

 

 

 

皆がそれを知らなくても。 

その上私たちは全ての時、

全ての場所で私たちの姉妹

の愛情を感じました。 

本当にありがとう。 

あなた方の穏やかさの模範

で説教しながら、勇敢であ

り続けてください。日々の

苦悩の中から慰めを求めて

いる困窮する人、悲しむ人

momento y lugar. 

 

ありがとう,日本。 

あなたの偉大な明 

け渡しと寛大さは 

強化し、人の心を 

動かします。どん 

なに困難な時でも 

常に差しだすこと 

のできる手がある 

からです。 

逆境の度に向上し再起する

民族、神から与えられた性

格の強さを持って  たとえ

皆がそれを知ら 

más difíciles.  

Un  pueblo  que  se  supera 

y  resurge en cada  adversi- 

 

 

たちもまた、私たちを束縛

しているかもしれない「伝

統的で架空の」いかなるも

のをも乗り越えて、神の現

存を識別しなければなりま

せん。 

神は、私たちの神について

の概念や、歴史についての

概念に従属するのではあり

ません。歴史は神の御手の

中にあるのです。 

私たちは全ての命の主であ

る彼に、再生されるがまま

になるべきです。  

(cf. Carta circular “Escrutad”, 

n. 6 - CIVCSVA 2014) 

Sor Mª Asunción 
González, O.P. 
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会の全ての姉妹たちへ 

総長の誕生日に 
示してくださった 
尊敬と愛情と祈りに 
心から感謝します 

    Visita fraterna a la Provincia de Japón 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SOR ESTELA BATU, Filipinas. 

- SOR LEONISA GONZÁLEZ, España. 

- SOR Mª DOLORES OYAMA, 

Japón. 

- Madre de Sor Daisy Mary Clare 

Gelle, Filipinas. 

- Madre de Sor Therese Furuki, 

Japón. 

- Hermano de Sor Linda Camins, 

Filipinas. 

- Hermano de Sor Mª Jesús 

Pereira, Portugal. 

- Hermano de Sor Cecilia Bui 

(novicia), Vietnam. 

 

 

 

 

 

 
 

フランシスコ・コエ―リョ・デ・

ポルトガル修道士による建物の一

角に、建築近代化運動の模範と認

めるプレートが展示された。対象

となったのはドミニコ会修道女の

学校- Santo Domingo de Guzmán

で 

サンタンデール銀行 (2013)と La 

Yutera (2012). に加えてパレンシア

の都市では３例目となる。２０世

紀の文化の一部として認証される

ための、歴史的遺産としての保護

とメンテナンスは、近代化運動の

考証と保存の会(Docomomo)が企画

実行する。 

１０月６日に祝われる世界建築の

日にあたり、Miguel de Unamuno 

通りにおいて、レオンの公認建築

家協会、パレンシア支局代表ピラ

ール・ディエスの手によってこの

認証プレートが取り付けられた。 

学校は２つの角柱の建物と３つ目

の建物が組み合わされている、

と、ルイス・ロベルト・ムニョス

は説明した。 

独特の利用法と精緻さがこれらの

建物を目立つものにしている。 

２０世紀の歴史的

遺産 
diariopalentino.es - martes, 07 de 
octubre de 2014 

 

世界建築の日に、修道士フラン

シスコ・コエ―リョ・デ・ポル

トガルによる学校 "Santo 

Domingo de Guzmán"に建築

近代化運動の特例建築物として

認証するプレートが掲げられ

た。 

講義棟は、基礎杭の上に建てられ

た優雅な量感の建物で、むき出し

のコンクリートと水平に長く連な

る大窓という斬新さだ。これとは

反対に寄宿舎は直立したレンガ造

りの建物で、高い吹き抜けを持

つ。最後にチャペルはこれらの建

物を結ぶだけでなく、それらの利

用者に機能的に役立つよう造られ

ている。その平面図は不等辺四辺

形、むき出しのコンクリート造り

で、傾斜した屋根には巧みに折り

目がついており、そのひだから光

が差し込むようになっている。聖

ドミニコ宣教修道女会にとってこ

の認定は光栄となろう。その上２

０１３年に亡くなった修道士フラ

ンシスコ・コエ―リョ・デ・ポル

トガルはドミニコ会士である。彼

は宗教建築を一新し、２０世紀ス

ペインにおける最も重要なカトリ

ック建築家の一人に数えられてい

る。彼の最初の偉大な作品レオン

の La Virgen del Camino 礼拝堂

や、バイヤドリッドの聖トマス学
寮などドミニコ会に結ばれた幾つもの

重要な建築を実現した。尊敬に値す
る都市、幸いな都。 

スペイン、パレンシアから、興味深い 

文化的記事 

新院長 

Casa Noviciado, Thakham Samphran, 

Tailandia, Sor Cristina Bernasol. 

. 

 

御父の家へ 

 

¡おめでとう! 

 



 

 

 

 

 

 

日日本本よよりり  

““主主よよああななたた

のの忠忠実実はは  

永永遠遠..”” 
 

 

１０月４日、北条セミナーハウス

において、生涯養成が行われ、こ

の機会に総長の講話、様々な記念

日を迎える姉妹たちの祝いと、連

帯のためのバザーが行われた。 

午前は総会のテーマ「信仰、兄弟

愛、宣教を固めよう」について総

長の講話があり、また管区会議の

準備についてもいろいろなアドバ

イスがあった。 

午後は、姉妹たちと共に内々で開

かれたバザーにも参加された。収

益の半分は宣教のために総長に手

渡され、残りは広島の土砂災害の

被害者のために送られる。 

 

 

人生の様々な状況の中で忠実であ

り続けた姉妹たち、おめでとう。 

  

Sor Domi Fuertes, O.P.  

 

 
生涯養成と金祝・銀祝・米寿の祝い 

 

この日は８人のドミニコ会士と共

に祝われた荘厳ミサで締めくくら

れた。２人の姉妹は８８歳、日本

では、幸福のシンボルとしての年

齢、米寿を祝い、４人の姉妹は誓

願５０周年の金祝、一人の姉妹は

２５周年の銀祝を祝った。 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年９月２３日教皇庁修

道会・在俗会省（CIVCSVA）によ

る回状 “Escrutad”,が、教皇フラン

シスコが布告した２０１５年の奉

献生活者の年を祝う準備をしてい

る奉献生活者たちの為に刊行され

ました。 

教皇の言葉に導かれて奉献生活

者は「私たちを巡歴させる徳、喜

びと共に、常に道にあるよう」呼

ばれています。交わりと識別の

道、歴史の地平線に目を凝らし、

この世の、そして様々な文化の十

字路のただ中で恵みとなるため

に。 

この手紙のプレゼンテーション

が、１０月１５日、ローマ教皇庁

ウルバノ大学において行われ、た

くさんの修道者たちが参加しまし

た。 

 

奉献生活者の年のロゴは、奉献

生活の土台をなす価値を、シンボ

ルによって表現しています。その

中に次のことが見いだされます。

「聖霊は、非常に多様なカリスマ

をとおして、福音的勧告を実践す

ることの豊かさをいつの時代にも

示しています。こうして、聖霊は

教会と世界において、時間と空間

の中に、キリストの秘儀を絶えず

現存させるために、絶え間なく働

いています。」（奉献生活者５） 

一羽のハトが羽の上に軽く、多

面体の球を支えながら、水の流れ

の上にとどまり、そこから昇って

くる ３つの星を、もう一方の羽で

守っています。 

ハトの輪郭であらわされている

文字は、アラビア語の平和という

言葉です。奉献生活が、キリスト

における宇宙的和解の模範となる

よう召されていることへの、呼び

かけです。 

 
回状 “Escrutad”（詳しく調べよ、開票せよ、の意） 

CIVCSVA のメンバーとして、

秘書大司教 , Mons. José Rodríguez 
Carballo と副秘書 Sor Nicla Spezzati 
(上の写真)が参加し、私たちを活

気づけるこの新しい環境の意味と

その深みについて語り、２０１５

年に向かう巡礼における個人的及

び共同体的内省を分かち合った。 

今日の教会における奉献生活者

福音・預言・希望 

この標語のもとに奉献生活者の

年を祝うよう招かれています。. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロローーママよよりり  

２２００１１５５年年  
奉奉献献生生活活者者のの  

年年のの準準備備  



隣国に手を差し伸べて

今年も日本カ トリック医師会主

催のイザベラ州ギバン村における

メディカル ミッションが行われま

した。イザベラ州はルソン島のマ

ニラから北へ 350キ ロ位行つた

ところにあり、多くの村から成 り

立っています。メディカル ミッシ

ョンは 31年余 り続いて毎年 1回

行われています。そこで体験 した

ことを報告 させていただきます。

聖マルチン病院から、整形外科の

田賀谷先生、ナースの平川 さんと

渡部、薬局の薬剤師の山本 さん、

石井 さんの 5名 が参加 しました。

私は 7年前に初めて参加 させてい

ただき今回が 2回 日でした。今年

の参加者は、医師 7名 、歯科医師

8名 、看護婦 6名 、薬斉1師 3名 、

歯科衛生± 2名 、神父 1名 、コー

ディネーター 1名 の計 28名 で し

た。診療科は内科、外科、小児

科、耳鼻科、鍼、灸などです。薬

剤、手術の器具、診療材料 な ど

は、全部 日本から分散 して トラン

クに入れ持 つていきま した。成

田、福岡、関西空港からそれぞれ

出発 しマニラのパルムプラザホテ

ルに集合 し、顔合わせ、自己紹介

があり、役割分担、予定など団長

の Dr篠崎よリオ リエンテーシヨ

ンがありました。翌朝マニラ空港

蹂ゞ

からツゲガラオまで飛行機で 1時

間、そこからバスでギバン村へ移

動 し、診療の準備をしました。教

会から歩いて 5分位のところに診

療所があり、そこで診療が行われ

ます。当日、診療所の庭はバス、

ジープ、オー トバイなどで来られ

た人々が大勢行列を作って待つて

いました。お店が出て食べ物が売

っていてまるでお祭 りのような賑

わいで した。終 日診療後 5時半よ

り現地のボランティア、ヘルスワ

ーカー、学生などスタッフが集ま

り、ミーティングが行われ各科よ

り英語で診療の報告がされ、皆生

き生きとしていました。 2日 の診

療で内科 26名 、外科手術 39
名、小児科 55名 、歯科 171
名、耳鼻科 187名 、鍼治療 10

綺 .ぬ |=蒔 |

名、耳鼻科は現地の医師が、鍼は現地のヘ

ルスワーカーと山口神父が診療しました。

平り11と 渡部は小児科の診察の介助に当たり

ました。歯科の先発隊は 7月 26日 ～28
日の3日 間例年診療所に来れない人たちの

為に村々を回つて診療と小学校での検診と

歯磨き指導を行いました。最後の夜、司教

代理の神父様からご挨拶があり全員でパー

ティーを行い、食べたり飲んだり歌つたり

して楽しんで過ごしました。

田賀谷先生のハッピーバースディーのお祝

いもして下さリバースデーケーキのカット

が行われ、ケーキはみんなに配 られま し

た。

翌朝感謝のミサがあリフィリピンの方たち

と共に全員 ミサにあずか り「ありがとう」

の成果で締めくくり和やかな雰囲気で し

た。フィリピン人たちは、人懐っこくて明

るい人が多く生活もゆつたりとしていて、

日本人のよ うに忙 しそ うに していないで

す。若者や子供たちが多く平和な国だと感

じました。でも都会の方に行 くと貧富の差

が大きく、はだしで赤ちゃんを抱いた母親

が、雨の中をずぶぬれになつて物乞いをし

ている姿もありました。

現地の方々のご協力のおかげで有意義な一

週間を過ごさせていただきました。

Sorベルナデッタ渡部 0.P.



 

 

 

 

 

家族に関する臨時シノドスを 

のぞいて 
 

フィリピンにおける養成  

９月２３日、修練院のコムニダは喜

びをもってこの日着衣した Sor ベリ

ンダ・レオンデスを迎えた。アメリ

カテキサス生まれ。志願期は Sor ク

ラウディア・オングピンのもとカリ

フォルニアで過ごした。修練期はフ

リィピンで過ごします。 

 
 

シノドスに参加した唯一の修道

女. Margaret Muldoon姉妹

( Bordeauxの聖家族修道会)のおか

げで、家族に関する司教臨時総会

の様子を少し垣間見ることができ

ます。教皇の言葉以外はごくわず

かな抜粋にとどめ、この機会に引

用してみましょう。 

Roma,12 de octubre 2014 

次の問いが提起された。 

 ¿今日の教会の中にある様々な人

間的状況に直面して、イエスは私

たちに何と言うだろう? 

 ¿文化によって異なることを知り

つつ、数多くの繊細な問題にどう

直面するだろうか? 

私たちは家族を支援する様々なグル

ープや霊性を励まし支えなければな

らない。 

教皇フランシスコは、この作業に

関わっている全ての人に、感謝の言

葉を述べた。そしてシノドスを共に

歩む旅になぞらえて、すべての旅が

そうであるように、急ぐこと、疲

れ、緊張、慰め、戦い、誘惑がある

だろうと語った。そしてその中のい

くつかを挙げた。 

 初めに「敵対する厳格主義者」と

いう誘惑。すでに知っていることの

中に閉じこもろうとする願望。まだ

学ばなければならないことに対して

自らを開こうとせず、神に驚かされ

るがままにならないこと。  

 次に、「破壊的な誘惑」。偽りの

憐れみの名のもとに「良いことをす

る」こと。現象だけを扱い、原因に

取り組もうとしない。  

 長く辛い、痛みを伴う断食を破

り、石をパンに変える誘惑。また罪

 

弱い人、病人に対して投げつけるた

めにパンを石に変え、耐え難い重荷

に変えてしまう誘惑。 

  人々を喜ばせるために十字架から

降りる誘惑。この世の霊を清め神の

霊に導く代わりに、この世の霊の前

に身をかがめる事。 

  全てをバラ色のめがねをとおして

みる事。「委ねられた信仰」をない

がしろにし、保護者ではなく、自ら

を所有者、教師とみなし、柔らかで

洗練された言葉づかいでたくさん喋

るが、何も語らないという、現実を

無視する誘惑。 

おまけに識別の過程でもしこれらの

誘惑がなかったとしたら、大変心配

するだろう。 

 教皇は２０１５年のシノドスに言及

して、まだ一年あるので、真の霊的

識別をもって課題を熟考し、多くの

困難と、家族が直面している数えき

れない挑戦への実践的な解決策を見

い出していこう、と語った。 

 

 

 

新修練者! 

Nuestra Señora de Fátima, Bangkok, 

Tailandia:  

fatimabangkok2014@gmail.com     

Sor Carolyn Terencio: 

srcarolopdis@gmail.com 

Nuevo e-mail 
 

mailto:fatimabangkok2014@gmail.com
mailto:srcarolopdis@gmail.com


 

 

 

６か月ごとに  

村の恵まれない兄弟姉妹たちの家の修繕  
 

 

…私たちの若者やボーイスカウト達と共に 
最も貧しい人、老人、見捨てられた人の家を訪問し、食事を差し上

げ、元気づけ、入浴させる。 

毎月の活動 
村の貧しい老人や見捨てられた老人の、家の掃除と衣服の洗濯 

n este momento 

 毎週の活動 
私たちの若者や子供たちと一緒に、貧しい人、老人、見捨てられた人の

家を訪問し、食事を差し上げ、元気づけ、入浴させる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“カンボジアにおける愛の年” 

子どもたちへの清潔習慣指導。 

また掃除や、周囲の自然の手入れ

の仕方を教える。 

雨季に 

村の子供たちに傘とレインコート

を、家族にはマットレス、枕、蚊

帳、毛布を支給する。 

毎日の活動 

英語を教え、様々な価値観を身につ

けさせる..... 
栄養補給プログラム.... 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１４年１０月１３日息を引き

取る。サンフアンの聖マルチン病

院に入院して約１か月後のことで

あった。 
彼女が修道生活を始めたころの話

をよく分かち合っていた若い姉妹

たちからは、常に愛情をこめて思

い起こされることだろう。 
神さまが永遠の平安をあなたに授

けてくださいますように! 
 
 
 

 
御父との出会いへ 

SOR エステラ・バツ 

 享年８１歳、修道生活５３年 

SOR アンパロ・マルガレホ 

 享年８２歳、修道生活５７年 

 

学校で教えながら、副院長、会計

係、看護担当などでコムニダに奉

仕した。教師として、フィリピン

や台湾のいくつかの学校でも教鞭

をとった。又サントトマス大学や 
 Lyceum Northwestern 大学でも働

いたがその年月に弱り始め、ナー

シングホームに移ることになる。

彼女にとってそこは大変静かな場

所であった。コムニダの祈りに参 

ソール・アンパロは、１９３２年

９月１０日、パンパンガ州ルバノ

のサンアントニオで生まれた。１

９３３年１月２５日、サンフェル

ナンド大司教区のアウグスチノ教

会で受洗、同年２月２２日、同じ

教会で堅信を受ける。サントトマ

ス大学で教育科学の専門課程修

了、 Lyceum Northwestern 大学に

て修士号取得。 
１９５４年４月入会。同年１２月

８日修練期開始。修道名は聖霊の

ソール・マリア・アンパロ。１９

５６年１２月８日初誓願。１９５

９年１２月８日終生誓願宣立。 

加していた。私たちの主への彼女

の生涯の奉献は、長年の奉仕の後

に完成された。 
１０月１日未明、天国の門が彼女

のために開かれた。彼女の魂が安

らかに憩いますように。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
愛情と献身をもって主に仕えた。

彼女の助けを必要とするフィリピ

ンの様々な修道院に派遣された。

謙遜をもって家の仕事、特に裁縫

を引き受けた。彼女の明渡しは常

にコムニダにとって大きな助けと

なった。 

Sor エステラ・バツは、１９３３

年４月２３日、ケソン州のルセナ

で生まれた。生後１か月でルセナ

のサンフランシスコ教会で受洗、

１９３７年６月１４日同じ教会で

堅信を受ける。１９５４年４月、

志願院に受け入れられる。同年 
１２月、聖三位一体のソールエス

テラの修道名で修練院に入る。１

９６１年５月２７日初誓願、１９

６４年５月２７日終生誓願宣立。 


