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  総長様からのメッセージ 
 ご自分の息子たちが生きるようにと教える母であり教師であるマリアは

神のみ旨に従順になるために私たちを諭される喜びの学校です。このこと

からもマリアは新しい福音宣教の星です。さらに信仰は他者へ運ぶ時、成

長していきます。今日、この世の暗闇の中で彼女の信仰は輝きます。   

それは人類の歴史の中で、キリストである「正義の太陽」に先行するから

です。彼女は愛弟子のように、また教師のような指導者、また標識灯です。   
(ロサリオの聖母の祝日の手紙より）ソールマリアアスンシオンゴンザレス, O.P. 

 
 
 
 
 
 

2016    

 年 

７月の第２週目に台湾にて 

総本部評議会と管区、準管区の 

管区長、準管区長、及び会計係の 

集会があります。 
 
 

 

 

この集会がいろいろな意味で修道会と教会にとって、実り豊かな

ものとなりますよう、主に願いましょう。 

フィリピン正式訪問 

プリオラヘネラルは 10 月 9 日にフィリピンへと出発し、 

2016 年 1 月 8 日まで滞在される予定です。        

評議員のソール・エバンジェリン・カラヨが同伴します。                                    

¡Buen viaje! 

目次: 

 総長メッセージ      

いろいろ        

生活体験         

日本より  
ドミニコ会ジュビレ開幕 
被養成者たち 
御父のもとへ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 



2 
 
 

 
 

 
 
御父のもとへの旅立ち 

 
新しい E-MAIL 

 Comunidad de Barrigada, Guam: 
sdschconvento@hotmail.com 
Para el uso del asilo: 
stdom@teleguam.net 

 Comunidad de Dagupan, Filipinas: 
dominicandagupan@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

赴任 
 

Sor Eliza Santiago カンボジアへ. 
Sor Hedeliza Delariarte ベトナムへ 
Sor Cristina Werimba フニオラ イタリアローマ 

Sor Josephine Taban-ud アメリカ準管区へ 

 Sor Maximiliana Yu, フニオラ 韓国準管区へ. 

院長就任 
 
 アメリカオクスナード聖ドミニコ修道院ソールエンカルナシオンデロスサントス 
 日本、京都聖カタリナ高等学校、日本 ソール・マリア・フランシスカ小西 
 フィリピンダグパンドミニカンスクール 、ソール・エステラセニカ 

修道会 WEB ページ  
修道会のホームページに関しては時代の

要請により、様式を変える必要性があり

ます。 

今はもはや、それぞれ独自のホームペ

ージやフェイスブックを持っていますの

で、作業が重複しないように、それぞれ

のアドレスを送ってださい。そうすれ

ば、修道会のホームページからリンクさ

せることができるようになりますから。 

 
 
 
 
 
 

まだそれを持っていない、もしくは現在

作成中の管区、準管区そして直属の家

は、2015 年 11 月 30 日までに検討し、

お知らせください。 

 WEB ページやフェイスブック、それに

類似するもののアドレスは、修道会のホ

ームページ責任者が、ソール・カルメ

ン・ローサの E メールアドレス宛てに送

信してください。  
  e-mail: carmenrosagg@gmail.com 

 
   ソール・セリア・マルコス, スペイン. 

   父親 de Sor Editha Alpuerto, フィリピン. 

   父親 de Sor Evangeline Endrina, フィリピン. 

  姉妹 de Sor Margaret García, タイ. 

   姉妹 de Sor Lucía Muñoz, スペイン. 

    兄弟 de Sor Pilar Romera, スペイン. 

mailto:sdschconvento@hotmail.com
mailto:sdschconvento@hotmail.com
http://teleguam.net/
mailto:dominicandagupan@gmail.com
mailto:carmenrosagg@gmail.com
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過去に感謝して生き、 

  情熱を持って 今を生き、 

   希望を持って未来にたちむかう。 

¡¡AAnníímmaattee!! 
yy  eennvvííaa  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa 

ddee  nnoovviieemmbbrree.. 
TTee  eessppeerraammooss.. 

 教皇は希望をもって未来を見るよう願

っています。私たち皆に将来やってくる

死を考えて大きな恐怖を覚えるならどう

して希望を抱けるでしょうか？  
  
 私はある表現を変えて「よく死ぬため

に準備する・・・」という代わりに、よ

く生きるようにしましょう、何故なら私

たちはただ一度だけの人生で、それも瞬

く間に過ぎ去っていくのですからと言い

たいです。  
 
「良く生きる」ことは私たちのあらゆる

種類の行為と振る舞いのすべてを伴って

います。良く生きることは、しばしばよ

く聞かれる「贅沢な生活をすること」と

同じではありません、良い生活をするこ

とは、神が私から望んでおられることを

探しもとめながら、神の望みに私の望み

を一致させていくことです。人生の終わ

りに残る唯一つのことは、生きてきたと

きにこめられた愛です。一つ一つのあの

場所での引き渡しと私たちに託されたか

の奉仕の一つ一つにこめられた情熱が私

たちの行為を評価するところのもので

す。人生の値打ちは私たちが果たした事

柄の中にこめられた愛で計られるもので

す。愛でなされなければ、どんなことも

なんの値打ちもありません。 
 

希望をもって生きること、私たちが日々

行なう凡てのこと、その行いに伴う努力

や楽しみが、一人の人または数人の人々

に役立ち、或はその人々を幸福にするこ

とを知ってそれを行うときには希望をも

って生きることは易しいです。また他の

人々に私たちの生活が喜びと希望をもた

らすことが出来たことを少しでも見る機

会があったり、それを感じたりすること

は大きな喜びと希望をもって生きるため

に充分なものです。こうゆう仕方で恐れ

は消え失せ、平和で満たされ、いつも平

和に伴われます。 
 
 主が私たちの姉妹の一人を呼ばれる度

ごとに、私は彼女の人となりの凡て、彼

女と共に生活した凡て、彼女が私たちに

残した凡ての良いもの、私たちの間に生

活した幸福を思い起こします、何故なら

彼女たちは主への引き渡しとコムニダと

の共同生活において多くのよいものを捧

げることを知っておられたからです。 
  
 主が毎日お与えくださるものを良く生

きることは価値あることです、こうして

凡てを主に捧げる日がやってくるでしょ

う、何故なら彼に私たちの希望を置いた

からです。 
 

ppaarraa  llaass  NNoottiicciiaass 

 
奉奉献献生生活活者者  
のの年年にに 
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いつものように、でもいつもと違って 

 
10 月の週末、3 日から 4 日まで、北条、聖カ

タリナのセミナーハウスにおいて管区集会が

あり、ほとんどの姉妹が参加しました。管区長

は、新しい議事録と規約の改善点や少し手を

加えた点について説明しました。 

ある姉妹は、ドミニコ会ジュビレを祝うため

に日本のファミリアドミニカーナのレベルで、

実行委員会が準備している企画をどのように

実践すべきか発表しました。ソールアスンシオ

ン渡部がパワーポイントを見せながら、ドミニ

コ会のジュビレの深い意味について説明し、

一人一人がその祝日のために行われるイベ

ントを自分のものとして感じ、主人公にならな

ければならないと述べました。 

午後には３人の姉妹の修道誓願５０周年と

一人の姉妹の誓願２５周年、そして８８歳の姉

妹４名のために盛大なミサと祝賀会が行われ

ました。8 人のドミニコ会司祭や姉妹の家族、

親戚、友人がそれに同伴しました。 

また、空いた時間にフリーマーケットを開き

ました。その利益は、私たちの会の宣教地、ミ

ャンマーに送る予定です。 

式の後には喜びと活力にあふれた、楽しい

レクレオの時を過ごし、最後に全員でサルベ

を歌い、全ての祝賀行事が終わりました。 

  このような出来事を通して、姉妹の絆が深ま

り、希望と力を与えらました。神に自分を捧げる

喜びを感じ、皆のために喜んで、熱心に何かを

伝える気持ちを強めました。 

 

ドミニコ会のジュビレの歌ラウダレ，べネディ

チェレ、プレディカレの日本語バージョンが誕生

しました。 

私たちは自分たちが、宣教者であると感じま

した。福音を伝えるために選ばれたのだか

ら・・・      

             シスタードミ・フェルテス 
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ローマの開幕式典 
 
11 月 7 日(土）： 
バシリカ・デ・サンタ・サビナに

おけるドミニコ会教授総長 フラ

イ・ブルノ・ カドレによる聖体

祭儀 
 
11 月 8 日（日）： 
ヴァチカン、サン ペドロ広場に

おいて教皇に謁見し、彼のアンジ

ェルスに参加 
 

 
８００年祭のプログラムで述べられてい

るように、ジュビレは聖ドミニコの創立

当初を想起し、その原点に帰る呼びかけ

の機会となり、その時、聖ドミニコが最

初の兄弟たちを巡歴の喜びと自由を発見

するために、その家、その家族、その国

から外に派遣したことを思い出すのであ

る。 
 キリストの弟子として派遣されること

は一つの場所から他の場所に移動するこ

と以上のもの、即ちキリストに従って、

福音を説教するために遣わされることを

意味している。 

 

 説教者を送りなさい 
 
 刈り入れるものは畑に実っていますが、働き人が少ないです。刈り入

れの主は自分のブドウ畑のために働きびとを見つけたいと願っていま

す。しかし、見つかりません。海を渡らねばならなくても、あなたはそ

の招きを受けいれますか？ 
 ２０１５年１１月７日はドミニコ会８００年祭のジュビレ年開幕とな

ります。私はブルノ・カドレ教授総長からジュビレ開幕の式典に列席す

るよう招待されました。この好機に喜んで私はあなた方を訪問し、また

サンタ サビナを再訪するチャンスも持つことになります、サンタ・サ

ビナではそこであの古い修道院の壁の中に聖ドミニコを始め、多くの聖

人たちの同伴の中にどのように過ごされたかと昔を偲びたいと思ってい

ます。また私たちの父に本会のミッションの地に説教者をおくってくだ

さるよう願うための特別な機会です、その地で神は日々ここかしこで私

たちに何か言ってくださることがあります。 
      コルプス クリスティから熱い抱擁をこめて 
               ソール ルシア フェルナンデス 
 

バジリカ サンタサビナの入口 
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バヤドリッド, スペイン 
ソール・クリスティーナとソール・アリシアの誓願更新式の写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出発の時、さよならではなく、また会いましょう…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総長さまと小さな手品師 

 
 
 

 
総長さまの訪問は、短い期間の

限られたスケジュールであった

にもかかわらず、小さな姉妹た

ちと出会う時間をとってくださ

り、彼女の気遣いと身近さを感

じました。私たちは彼女の近く

に座り、彼女の体験談を聞いて

励まされました。短い間でした

が大変意義深いものとなりまし

た。何も差し上げるものはあり

ませんでしたが、私たちの手品

と声、そして熱意を喜んでいた

だけていればと願っています。

マドレありがとう。 
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ローマの誓願更新 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ベトナムの召命 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 月 7 日、ミャンマーの有期誓願者、ソールマリア

バンビーナとソール・マリア・ルーシーの誓願更新

式がありました。 

日本の志願院 

9 月 7日、マリア・テレジア 

二瓶由生さんが志願期を始めました。 

  

ベトナムは大きく変わっています。特に経済的に.急速に進歩しています。 
そして、共産主義国ゆえに、使徒職や宣教を行うにあたって多くの制限があります。 町ではも
う召命がないというので、私たちの姉妹らは、主がお呼びになっている若者を探すために、電車
で 2日かかる、遠くの村々を訪問しました。召命の仕事は、困難でもあります。なぜなら、この
国の若者のことを良く知らなければならないからです。べトナムにおいて主要な仕事である養成
は被養成者の世話するために、できる限り彼女らに同伴することが強く求められる。よりよく養
成し、初期からよい根を植えつけ、人間的に成長し、成熟するために。 
 主が私たちを導き、助けてくださることを願いながら、この仕事を主にゆだねます。 
また、すべての姉妹が祈りのうちに私たちと一致してくださいますように。 

                       ソール・リドゥビナ、O.P. 

現在の志願者たち:ローサ、ファチマ、ハシンタとエリザベト 
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                        政治的状勢は修道者にその国を去るよう                                        
                     強制しました。脅迫、警察の捜索、人民裁 
                     判などの苦しみにも拘わらず、彼女は抵抗 
                     しました少女たちを見捨てたくないために、 
                     その地での 2 年間の体験をなんという情熱 
                     てをこめいくたび語ってくださったことで                            
                     しょう。 
                      その苦しい年月はただ若さと信仰の強い 
                     確信だけが立ち向かい、乗り越えていくた 
                     めに助けとなったのです。 
 
                      1952 年「私の生涯をかけていき、 
                     そこで死にたいと願っていた中国での私の 
                     宣教の日々は終わりました」 
 
                      台北に短期間立ち寄り、スペインに帰り                             
                     アヴィラの修練院で数年間養成担当者とな                                      
                     られました。その後ブラガの病院ヴァリャ                        
                     ドリッドのセミナリオ、ムルシア、パレン 
                     シア、エル エスコリアルが彼女の任地 
                     となりました。1985 年パレンシアに帰り、                        
                     コムニダの様々の仕事をうらやましい健康                      
                     をもって老齢にいたるまで、協力されまし 
                     た。周辺の地域の多くの人々は病人やお年 
                     寄りを見舞い、注射をし、あまり礼儀もし 
                     らない若者たちと話しをする彼女をなつか 
                     しんでいます。彼女はより不幸な人々に対 
                     して特別な愛情を抱いておられました。 
                     老いの重荷は目立ってきました。                            
                     彼女の近い記憶は老いを感じさせましたが、                  
                     詩を読み続け、歌をうたい、中国語で主祷 
                     文を唱えておられました。 
                      最後の数週間に 
                     は体力は低下し、彼女の命はろうそくのよ 
                     うに少しずつ消えていきました。 
                      2015 年 9 月 22 日 102 歳 6 か月で                                                  
                      主は最終的にその御国で共に居るた 
                      めに彼女をお召しになりました。 
                       
     

¡ ¡  愛する姉妹がやすら

かに憩いますように!! 

  
 
 
 
 
 
 
 
ソール・セリア・マルコス 

102 歳、修道誓願 77 年  
 

  
 ソール セリアは 1913 年 3 月 20 日パレ

ンシア県のブエナヴィスタ デ ヴァルダ

ヴィアに生まれ、22 歳のときマドリッド

で志願期を、1 年後に修練期を始められ

た。1936 年にスペインに起こっていた国

家の状況により修練期はポルトに移され、

そこで 1938 年 2 月 27 日に有期誓願を宣立

された。」 
 
 イエスの呼びかけに魅了され、聖ドミニ

コの生き方にならう生活を始められた、そ

れは使徒パウロのように、彼の言葉と働き

を見据え福音を知らせることでした。 
 
 1939 年あまり安全ではない船に乗り、

海を渡り、ハリケーンのような嵐も忍び、

中国に到着されました。アモイのミッショ

ンを出てから殆ど 1 ヶ月近く地上と海をさ

まよいながら多くの困難と危険を過ごした

後にアンタオの聖ヨゼフ孤児院に着き、

1941 年、ここで終生誓願を立てられまし

た。 
 
「この宣教地で、13 年間、喜んで幸せに
働きました。生涯を計り知れない神の神
秘のなかで働き、神から来るもの以外に
は目もくれませんでした。」 


	2015年10月
	総長様からのメッセージ
	フィリピン正式訪問
	御父のもとへの旅立ち
	新しいE-MAIL

	赴任

