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その解明の第二段階の過

程にある。本会の種々の

所で既にそれを研究した

り、準管区、又管区で自

己の現状と比較したりし

ている。 

の 

 

修道会員が所有している

全財産については会員の

中の大きな懸念となる一

つのテーマであることか

ら、優先的に取り上げる

または財産を所有しない

会員にたいしても取り上

げるべきだった として 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

la Congregación para los 

Institutos de Vida  

使徒的生活団体のため

の聖省がそのテーマに

関して“奉献生活と使

徒的生活団体の財産の

管理のための基本的指

針をテーマとした回状

を発布した事は真に当

を得たことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教皇フランシスコは 3 月 8

～９日のシンポジウムに出

席されたとき、無報酬の原

理や恵みの論理を証しし、

それに生き、排斥や不公平

な経済制度に反対するよう

一つのメッセージをもって

勧告された。 

売買の論理で支配されて

いる世界では修道共同体

の財産管理のための基本

的基準は福音でなければ

ならない。 

 

  

 

 「3 人の偉大な探究者た

ち」は、自分の、望みを

捨て無限に超えたあの出

来事に会うまで断念しま

せんでした。そしてそれ

を探し当てたとき、すべ

ては変わりました。自分

の生活、自分の期待、憂

い、信仰などが変わりま

した。そしてキリストに

よって魅了されるように

なりました。自分たちの

国に帰りましたが、別の

道を通って帰っていった

のです。（ 201４年待降節～

降誕祭の回状参照）ソール 

マリア アスンシオン 

ゴンザレス、Ｏ．Ｐ． 

 

González, O.P. 
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2015 年の本会のプログ

ラムにおいてこれをよく

考慮しなければならな

い。 

 

教皇と養成担当者の会合ー4 月 8 日～11 日ま

で教会の研修会－のために、2015 年国際会議

は本会の本部修道院で４月 6 日～5 月 7 日ま

で行われます。 

Carta Circular de la CIVCSVA 

2015年の養成担当者の研修会と国際養

成会議 
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- ソール マリアパス アリボ

ン フィリピン人 アメリカ 

- ソール  ハシンタ  ミコル 

フィリピン 

ソール ベゴニア ディビナ

グラシア フィリピン人 ア  

メリカ. 

- ソール レア レイバ ドゥ

ランの父上 フィリピン. 

- ソール ルシア クアンザイ

（ノビス）の父上 ベトナム 

- ソール  アヌンシアシオン 

ビリャロエルのご兄弟 スペ

イン 

- ソール レヒナルダ松本のご

兄弟 日本 

- ソール ビルヒニア カルボ

のご姉妹、スペイン 

 

 

 

 

教皇は男女の奉献者に自己の召命

の実現における 3つの目的を指摘

される：第一は“感謝をもって過

去を眺める”“人間的な弱さやカ

リスマの或る本質的面を忘れてい

ることから一貫性の欠如の実に目

を閉じることなく、自己のアイデ

ンティティを力強く生きるため

に。”第二の目的は共同体的精神

をもって福音を完全に生きながら

“現在を情熱をもって生きるこ

と”第三は奉献生活の中で出会う

多くの困難に失望しないで“希望

をもって未来を抱擁する” 

＊ 正義と平和及び完全な世界

（ＪＰＩＣ）－国際ドミニコ

会シスター（ＤＳＩ）会レヴ

ェルのプロモトーラ 

   ソール ロサリア ゴメス  
 
＊ タイ宣教チーム 
  
コーディネーター 

 ソール ローサ カシバン 

協力者 

  ソール アラセリ ディアス 

  ソール アンヘラ ラバドル 

第二ヴァチカン公会議の‘グラビ

シウム エドゥカチオニス‘の宣

言 50 周年とヨハネパウロ二世の

カトリック大学についての使徒的

憲章‘エクス コルデ エクレシ

エ‘の 25 周年を記念して 2０15

年 11 月 18 日～21 日までローマで

カトリック教育世界大会が開催さ

れる。 

奉献生活年開始についての

教皇書簡 

御父のもとに行った方々 

赴任 

 ソール アガタ大越

タイへ 

 

責務を持った赴任 

St. Dominic’s Convent, Oxnard, 

California:  (1) (805) 385.31.36 

 

 Dominican Child Development 

Center, Hagatna, Guam,         

Sor Verónica Díaz. 

 St. Catherine’s Convent, 

Taishan, Taipei, Taiwan,         

Sor Úrsula Apacionado. 

 Residencia “Villa Sto. Domingo”, 

San Lorenzo de El Escorial, 

España, Sor Mª Begoña de 

Lera. 

 Casa “Nuestra Señora de 

Fátima”, Bangkok, Tailandia, 

Sor Ángela Lavador. 

Y próspero 

Año Nuevo 

2015 

2015年カトリック教育 

世界大会 
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聖トマス日本管区管区長、ソ

ール アスンタ中山とソール 

アセンシオン石丸は 11 月 5 日

から 14 日まで国際修学院を訪

れ、現在そこで養成を受けてい

る二人の日本人とベトナムの二

人、ミャンマーの二人のフニオ

ラスに会うためにスペインを訪

問した。その対話は個人的なも

のにせよ、グループのものにせ

よ、いつも大きな喜びと平和に

満ちていた。文化と国々の相違

から來る障害は信仰によって乗

り越え、彼女たちにとっては国

際的精神を獲得し、自分たちが

育った現実とは異なった世界に

心を開く助けとなっていた。 

 

 

 

スペインの体験 

感謝 

日本の二人の姉妹たちはスペ

インーポルトガル管区で受けた

援助、共同生活と心遣いまた寛

大で優しい歓待に感謝していま

す 

ウイークデイのスペインを見

ることができたことは集まりが

いつも夏であることから、彼女

たちにとって何か新しいものに

思えたようです。そのため姉妹

たちが行なっている使徒職を訪

問して、それらの中の学校など

当然のことながら、新しいまた

実り豊かなものでした。 

それで彼女たちは新しい召命

をもって私たちの父聖ドミニコ

の精神を休みなく広め続けてい

くことが出来るよう管区に祝福

を与えてくださるよう主に願っ

ています。 
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２０１ 

   

この国における福音の最初の宣教

は 1511 年にさかのぼる、それは

ドミニコ会、フランシスコ会、イ

エズス会士たちの働きのおかげ

で、最初のキリスト教共同体が彼

らの助けによって創立された。こ

れらの共同体は主として国の南部

に集中していて、今日までポルト

ガルの支配の時代の日付けがわか

る名前が見出される。これによる

と５００年祭は２０１１年に行わ

れるべきところであるが、当時の

政治状勢と真の宗教的自由がない

状態では国のレヴェルでこのよう

な祝祭は許されなかった。このた

め、５００周年を２０１３年～２

０１４年に延期されたのである。 

厳しい軍国主義の体制にも拘わ

らずビルマのカトリック教会は幸

いなことに信徒は増え、堅い信仰

を持っている。今日では１６教区

７５０人以上の司祭、２，５００

人の男女修道者、国の総人口の

１．３％を構成する７５０，００

０人の信徒を有し、部族の地域で

少数ではあるが、強い統一性を持

っている。 

 

ミャンマーの祝祭 

ヤンゴンの本会のコムニダはミ

ャンマーのカトリック教会存在

500 年祭の祝祭に 2014 年 11 月 21

日～23日まで参加した。 

 カトリック教会はこの三日間

種々の信仰の表明をもって祝っ

た、則ちミサ聖祭を挙行し、ご聖

体を礼拝し、市内の聖体行列を行

なった。また音楽とダンスのショ

ーもあった。すべてこれらに国の

16教区の数万の信徒が参加した。 

 ミャンマーのカトリック司教協

議会は 2014 年 11月 23 日の閉幕に

向けて 2013 年 11月 24 日を祝祭の

開幕日と定めた。 

 教皇フランシスコはボンベイの

大司教でアジアの司教協議会長

官、オスワルド グラシアス枢機

卿をこの三日間の祝祭のご自分の

特使として送られた。 

グラシア枢機卿はミャンマーの

信徒たちに教皇の祝詞と祈りと祝

福の約束を伝えた。 

La Conferencia Episcopal Católica 

de  Myanmar dio apertura a la 

celebración del año jubilar el 24 de 

ミャンマーに

おけるカトリ

ック教会の存

在 500年に感謝

して 
 

５００年祭ロゴの前で 

セント メアリ ヤンゴン カ

テドラルで５００年祭の閉幕 
de Yangon, St. Mary. 

ご聖体のためにローソクと花

Velas y flores para el Santísimo. 

フットボール球場で兄弟ドミニコ

会士たちと共に荘厳ミサを待つ 
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スペイン バリャドリド
olid, España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は小さな 

  

１２月８日、無原罪の聖母の祭日、私

たちが心の中に抱いている思いの要約

である一つの言葉を見出します、あり

がとう、ソール カタリナ、ソール 

クララ、ソール ロサの生涯と修道召

命ありがとう、彼女たちは良い宣教女

となるため、神を他の人々に与えるた

めその呼びかけに応えるよう強調し、

注意を喚起しているまさにこの奉献生

活年において大きな喜びと希望をもっ

て誓願を更新しました。ソール エウ

ヘニアを通してクリアは貴重な直接的

支えをくださってありがとう。３人の

フニオラスが言っているとおりです：

私たちは姉妹たちの受け入れや励まし

の言葉なしにはこの新しい道を前進す

ることはできませんでした。 

 

本会のフニオラスたち 

もう一つ感謝する理由は国際修学

院が無原罪の聖母のご保護のもと

にスペインにおかれて１年になる

ことです。この深い感謝を表すた

めにフニオラスたちはミサ聖祭で

聖歌を捧げ、コムニダに小さなプ

ログラムを提供しました。 

本当にありがとうございました。 

ソール コラソン モラサ、O.P. 
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 ヤ ン ゴ ン  

 誓願を更新する・・・ 

 

 

 

 

 

私たちのフニオラス、ソール ド

ミニカ、ソール サビナ、ソール

ユディトとソール ベネデッタは

１２月８日、無原罪の聖母の祭日

に有期誓願を更新しました。本会

においてイエスのみ跡に従ってい

きたいとの望みを聖母のご保護の

もとに喜びをもって表明しまし

た。 

 私たちの周囲には私たちの信仰

を分ちあわねばならない沢山の兄

弟たちがいます。主が私たちに問

いかけられ、彼女たちは「はい」

と応えました。 

ソール マリア ジョゼフ アン、O.Ｐ． 

ｓ Nuestras junioras, Sor 

Dominica, Sor Sabina, Sor 

Judith y Sor Benedetta 

renovaron los votos temporales 

el día 8 de diciembre, 
solemnidad de la Inmaculada 

Concepción. Bajo su amparo y 

con alegría, manifestaron su 

deseo de seguir tras las huellas 

de Jesús en nuestro Instituto. 

Son muchos los hermanos a 

nuestro alrededor a los que 

hemos de compartir nuestra fe. 

El Señor nos interpela y ellas 

han renovado su ¡sí! 

Sor Mª Joseph An, O.P. 
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韓国 

 

 

 

ｃ 

 

 

 

 

計らい対して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年１２月３日韓国におけ

る宣教の開始から３０周年を迎え

ます。この日のための準備として

各コムニダは同じテーマでノヴェ

ナをして、私たちの呼びかけと私

たちの修道召命、具体的に本会の

ミッションを想起し、深めまし

た。１２月６日には私たちのウオ

ンジュ教区の司教モンセニョール 

サンチャゴ キムによって司式さ

れた感謝ミサを捧げ、私たちの兄

弟ドミニコ会士たちとヘンソン修

練院でこれらの期間にきてくださ

ったカペリャンの神父様たちが私

たちに同伴してくださいました。

また始めから今日までの恩人や知

人が数百人も同伴してくださいま

した。奉献において聖書、私たち

の地球儀。El día 3 de diciembre 

de 2014 celebramos el 30º 

aniversario del comienzo de la 

misión en Corea. た El día 6 de 

韓国におけるミッションのための

御計らいとご保護に対して主に感

謝します。 

最初の宣教女たちとその涙と犠牲

に対して主に感謝します。 

本会のすべての姉妹たちに対して

主に感謝します。 

私たちが会の家族の中で平和と喜

びをもって成長していくよう常に

配慮してくださった上位長上方に

感謝いたします、この会の中で私

たちはドミニコ会員であり宣教女

であるというアイデンティティを

深く感じています。 

私たちが聖ドミニコの忠実な娘と

なり、真理の説教者、み言葉の伝

達者となって従順が命じられる所

に神の国のメッセージを運ぶ者と

なるよう神が私たちを祝福し、同

伴してくださいますように。 

 

韓国における記念行事 

の使徒職を意味する地球儀と平面

図が捧げられました。ミサの終わ

りにソール セシリア キムが主

に感謝し、同様に参加者や姉妹た

ち、特に韓国の最初の宣教者の姉

妹たちに感謝。また ヴィデオで韓

国における３０年間の会の歴史を

上映しました。この日は韓国準管

区にとって新しい段階としての歴

史的出来事となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

韓国におけ

る本会の存

在３０周年 



8 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎｎ  

                          

御父との出会い 

ソール マリア ドロレス 大山 
年齢９０歳修道生活６３年 

ソール レオニサ ゴンザレス

年齢８３歳修道生活６６年 

についていこうとされているのを

見ましたが体力がなくそれが出来

ませんでした。迷惑をかけないよ

うに、ひとに仕事を与えないよう

にと気を使っておられるのが分か

りました。 

私たちがした小さな奉仕に対する

感謝の言葉を聞きました、それは

荒い息づかいによってとぎれとぎ

れに表されるものでした。        

 あなたの苦しみは沈黙のうちに収

め 

められ、内心の奉献の中で困難 の

さなかにも御父なる神に捧げて味

わっておられたと思います、そし

て生命の国で神の憐れみを楽しん

でおられると思います。今この時

あなたを続けて思い出しながらあ

なたの出発は私たちを大きい輪の

中に私たちを一致させていること

を確認しています。また会いまし

ょう！私たちに大きな平和を残し

てくださった姉妹、安らかに憩わ

れますように。 

Descansa, descansa en paz, hermana, 
que mucha es la paz que nos 
dejaste… 

    
   

 

は何十年たっても忘れないと言っ

て、安否を尋ねたり、近況報告を

してくるほどであり、生徒たちに

どれほど親身になって愛徳を尽く

されたかを伺い知ることができ

る。特別養護老人ホーム聖マルチ

ンの家の開設にあたり、北条に赴

任し、創設の業務や指導員として

働き、聖カタリナ短期大学の保健

室、またいずみ寮の舎監でもあ

り、修道院内外での宣教熱とその

活躍ぶりは目覚ましいものであっ

た。その後聖マルチン病院の事務

長、ケースワーカー等の職務に就 

ソールマリアドロレス大山ヨシ子

は、１９２４年２月１７日香川県

に生まれ、１９４６年新居浜教会

で洗礼を受け１９４９年２月２日

本会に入会された。修道会での所

定の養成期を終えると坂出の聖マ

ルチン病院に派遣され、看護師と

して若い力で創立者たちと. 創立

当初の辛苦を共にして病院の発展

に貢献された。終生誓願宣立後、

松山の聖カタリナ女子高校の保健

室で養護教諭、又寮母として学生

たちに心身ともに母心をもって関

わっておられた。当時の学生達 

いておられたが、１９９０年に

は、対外的な使徒事業を退職修道

院内の奉仕に専念し、周囲に快活

な雰囲気をかもしだしておられ

た。２０００年１月に入院、退院

後、自宅療養となったがその後入

退院を繰り返しておられたが、２

００８年に心筋梗塞となり、本格

的に入院生活を余儀なくされた。

始めのうちは車いすで移動した

り、陽気に人々に対応し、共に祈

り、歌ったり、死の覚悟の程を表

明しておられ、定期的にゆるしの

秘跡を希望しておられたが、状態

が重くなった時は一切の飲食物が

禁止され、点滴が行われ体中の痛

みの中で十字架のイエス様に合わ

せられ、安らかに静かに御父のも

とに帰っていかれた。 

天国への手紙  

あなたの不在を感じます・・・あ

なたは大きな空虚さを残し、皆を

感動でみたしました。また同時に

私たちは反省させられます：一人

の姉妹は生まれるだけでなく、行

うものでもある、そしてそれを体

験しました。コムニダには３ヶ月

だけ生活されました。短期間でし

たが、祝福は大きいものでした。

深い悲しみを残されたが、嬉しい

気持ちもあります何故ならもう神

の栄光を享受しておられるからで

す、そこでは祝賀は始めもなく、

終りもなく永遠に続くからです。

非常に虚弱でコムニダのリズム
ero felices  porque ya gozas de la 
Gloria de Dios, donde la celebración 
no empieza ni termina nunca, 
porque dura para siempre. 

Hemos visto un cuerpo sumamente   

  

 


