
  

 

1 月 19 日開会 

準備黙想と会議の進

展のために、姉妹た

ちに心を合わせて祈

りましょう。 

２月 ミャンマー、 

カンボジア、タイ 

この機会に、ソール・エ

ウヘニア池田が、総長様

に同行します。 

ベツレヘムでの体験のの

ち、私たちは、時には耳

の聞こえない、時には目

の見えない、しかし常に

神のすばらしいみ業のこ

の世界の苦労、混迷、失

望、悲しみに、注意深く

歩みを続けなければなり

ません。この世界の私た

ちの兄弟に寄り添いまし

ょう。心を真の幸せで満

たすことのできる唯一の

方の喜ばしい証し人であ

れますように。 

ソール・マリア・アスン

シオン・ゴンサレス O.P. 
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新年に

あたり 

直属の家への友好訪問 

 

1 月 9 日～11 日 

その実りが、準管区が

主の足跡を歩むのに寄

与しますように。 

2015年管区会議 

聖ビセンテ・フェレル台湾管区 

2015年 

チリ準管区会議 

“夢を見るのは簡単、その
実現を想像するのは簡単で
す。しかし、勇敢な人のみ
が、思い切って行動し、そ
の夢を実現させようとする
のです。ことし、勇敢であ
りましょう。真の宣教者と
して生き、その生き方によ
ってキリストの証しをしま
しょう。” 

“新しい 1 年が明け、私たちの
すべての理想、希望は彼と共に
あります。意欲をもって世界に
出て行きましょう。ありのまま
に問題を見つめましょう。困難
な状況に打ち負かされるがまま
になってはなりません。新しい 

1 年です。活かしましょう!” 

目覚めよ！ 

キリストは、 

あなたの手、 

あなたの足、 

あなたの口を 

必要としてい

ます... 

総
本
部
ニ
ュ
ー
ス 
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 SOR EUFEMIA LÓPEZ, España. 

 Padre de Sor Mary Pham Sang 
(novicia), Vietnam. 

 Hermana de Sor Milagros 
Emralino, Filipinas. 

 Hermano de Sor Aureliana 
Manrique, España. 

 Hermana de Sor Isidora Saldaña, 
España. 

 Hermano de Sor Agnes Acuña, 
Filipinas. 

 

 

 

ベトナムの 

養成期の姉妹たち  

2015 年 2 月 2 日  

志願期開始 

Rosa Doan Thi Phuong 

修練期開始 
    Mónica Pham 

姉妹たちは、5 月の誓願者と 12 月の

誓願者との 2 グループです。5 月の

誓願は、Sor Wilma Manatad, Sor Teresa 
Kionisala, Sor Socorro Ubamos y Sor 

Cristina Arceo、12 月の誓願は、Sor 
Monica Magsiano, sor Rubi Vargas, sor 
Dolores Salamia, Sor Susan de Guzman, 
Sor Arsenia Hiquiana,    Sor        Marieta       

Reyes, Sor Lorna Alamares, Sor Divina 

Aringo y Sor Luisa Guades です。 

 

2014 年 12 月 27 日、私たち

の姉妹 13 人が、誓願 25 周年

の感謝ミサを祝いました。 

主司式は、ドミニコ会フィリピ

ン管区長 Gerard Francisco 

Timoner III, OP,神父様、10 人

の司祭の共同司式でした。  

 

賛美と感謝をもって! 

新院長 

 タガイタイ、“聖家族修練院” 

 ソール・エレナ・ディビナ 

 ポルトガル、ポルト、“リバプール”学校 

ソール・マリア・イメルダ・アロホ 

御父の家への旅立ち 

赴任 

 Sor Victoria 

Cambronero 

台湾管区へ 

 Sor Mª Edite Silva 

イタリアへ 
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2002 年、30 年にわたる台湾

赴任ののち、フィリピン、マニ

ラの聖カタリナ・レディース・

レシデンスに赴任しました。

2009 年、健康が損なわれはじ

め、聖ロザリオ老人ホームに赴

任し、そこで、2014 年 12 月

13 日土曜日に亡くなるまで過ご

しました。 

彼女の魂が平和のうちに憩われ

ますように！ 

 

 

 

 

出会いに...  

ソール・ハシンタ・ミコル 

SOR JACINTA MICOR 

91歳・修道生活 52年 

ソール・マリア・パス・アリボン 

SOR Mª PAZ ARIBÓN 
72歳・修道生活 53年 

最後の赴任地は、アメリカ合衆

国、テキサス・ロブスタウンのパ

ドゥアの聖アントニオ学校で、そ

こで責務を果たしました。 

ソール・マリア・パスは、修道会

においてはアメリカ準管区長、準

管区顧問、準管区秘書、院長、学

校使徒職においては副校長、 
 

 ソール・マリア・パス・アリボン

は、マニラ、サン・ファン、ダグ

パン、ウニサンのドミニカン・ス

クールほかで、使徒職を行いまし

た。 

1979 年、宣教地に派遣され、台

湾、グァム、沖縄、アメリカ合衆

国で生活し、教育者、責任者、カ

テキスタとして宣教の熱意を保

ち、 

また、コルプス・クリスティ教区

においては奉献生活部門の秘書と

いった種々の要職を務めました。 

彼女の目は、12 月 10 日朝 4 時

に閉じられ、よき神さまの温かい

抱擁の内に眠りました。 

 

愛するソール・マリア・パス、平

和のうちに憩われますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1972 年、台湾に派遣され、カ

オシュンとタイペイのドミニカ

ン・スクールで教えました。 

外国で委ねられた新しい使徒職

における必要性と厳しさにもか

かわらず、私たちの主が彼女に

お与えになった愛と助けへの深

い信仰をもって、全ての課題を

乗り越えました。 

 

 1952 年に最初の使徒職、幼稚

園で教職につき、マニラのドミ

ニカン・スクールでピアノも教

えました。またこの年、聖トマ

ス大学で音楽科課程に学びまし

た。 

宣教に派遣される前は、ベア

タ・イメルダ学校（現・ダグパ

ン・ドミニカン・スクール）と

パンパンガのサンタ・リタに赴

任し教職を務めました。  
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痛みと孤独を生きることを学ぶの

が必要でした。…最後に大切なの

は彼とあなたとの二人にかかわる

ことだと理解するのが助けになり

ました。私たちが健康なうちは、

こういったことは埋もれて、見え

なくなっています…。生きるとい

うことの神秘性における何かが、

神のみが入って働かれる魂の深奥

に残っていました…。 

ウフェ、ありがとう。あなたの

生涯は、私たちがこの世に寄留し

ていること、人間はもろい粘土

で、体という器が衰えていく間に

永遠のいのちのことを思わなけれ

ばならないこと、私たちは最終的

に御父に向かう巡礼者であり、御

父は私たちを決定的に迎え、死ぬ

ために生きるのではなく生きるた

めに死ぬのだということを振り返

って回心するのを助けてくれま

す。 

¡ 生きるも死ぬも、私たちは主の

ものです! 

 

 

 

 

...御父との 

ソール・マリア・ベゴニャ・ディビナグラシア 

SOR Mª BEGOÑA DIVINAGRACIA 

75歳・修道生活 51年 

 

2012 年 12 月 29 日には、誓願

金祝を祝いました。 

ソール・マリア・ベゴニャが、素

朴で高貴な心をもって、主に全面

的に引き渡す務めを果たした修道

女であることは確かです。彼女

は、人生の最後の日々に至るまで

忠実でした。 

自らには厳しく、他の姉妹たちに

は同情をもち、喜びと愛をもって

奉仕し、 

彼女は、最初の使徒職を教育の分

野で始め、マニラのドミニカン・

スクールに勤めました。1989

年、宣教に派遣されました。ロー

マ、台湾、アメリカ合衆国におい

て、教職、教務、カテキスタ、責

任者、レジオ・マリエ指導者を務

めました。 

ソール・マリア・ベゴニャは、修

道会が彼女に委ねたフィリピン・

台湾各管区での修練長、修学長、

秘書、ローマの総本部評議員、ア

メリカ準管区秘書といった責任を

全うしました。 

生涯を通して、忠実、誓願宣立を

もって宣言した誓願の要求への模

範を示しました。私たちにとっ

て、彼女の存在のさまざまな意味

において、人生の知恵の模範でし

た。痛みにもかかわらず、何一つ

こぼすことなく、沈黙のうちに 

苦しみを捧げました。 

 

平和のうちに憩われますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  彼女は、天国で降誕祭を祝うため

に急ぎました！ 

死は、真の降誕祭、決定的に生

まれるにいたる瞬間です。降誕祭

であり復活祭なのです。ですか

ら、お祝いするによいわけです

…。 

ソール・エウフェミア、親しみ

をもって呼んだように「ウフ

ェ」、根拠も計画もなく新たな地

平があなたに開かれた神秘を、私

たちは外から理解できませんでし

た。 

生きるも死ぬも、私たちは主のもの 

クリスマス・イブの日、悲しい

知らせが私たちのコムニダのパー

ティーを包みました。…でも、い

のちの誕生が悲しみのもとになる

はずがあるでしょうか？  

イエスは、クリスマス・イブに

ソール・エウフェミアを探しに来

られ、その腕に迎えられ、私たち

皆の取り次ぎのために神に栄光を

帰しつつ終わりのないクリスマス

を生きるよう、天国に到りまし

た。 

ソール・エウフェミア・ロペス 

SOR EUFEMIA LÓPEZ 

88歳・修道生活 57年 

 


