
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

総長のメッセージ 

待降節は、警戒のうちに、注意深く、意欲的に神の現存を熱望し、 

それを懇願し、探求するように私たちを導き、また、私たちが唇と 

心で『主イエスよ、来てください！』 と叫ばせる 

Sor Ma.Asuncion Gonzalez.O.P. 

 

Sor Mª Asunción González, O.P. 
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RR.MM. DE 

SANTO DOMINGO 

いつくしみの特別聖年 ２０

１５年１２月８日に開幕 

特別聖年のロゴとモットーは、この

年を見事に表現しています。「いつ

くしみ深く、御父のように」という

モットーは、御父に倣い、人を裁か

ず、罪に定めず、むしろゆるし、愛

とゆるしを限りなく与える、そうし

たいつくしみを生きるよう促してい

ます。 

 イエズス会司祭、マルコ・イ
ヴァン・ルプニックによって制

作されたロゴは、まるで、いつ

くしみについて、ごく簡素にま

とめられた神学大全のようで

す。ここに描かれている迷い出

た人間を連れ帰るために両肩で

担ぐ御子は、あがないによって

受肉の神秘を完成したキリスト

の愛を表しているため、古代教

会で大変親しまれていたイメー

ジをなぞるものです.  

 

 

ロゴは、よい羊飼いが人のか

らだにしっかりと触れ、それ

もその人の人生を変えるほど

の愛をこめて触れるというこ

とがよく伝わるようデザイン

されています。よい羊飼い

は、最高のいつくしみをもっ

て全人類を担っていますが、

その目は、背負われた人の目

と合体しています。この場面

は、アーモンドの形の後光を

背景としています。この形

も、古代、中世の図象学では

なじみ深く重要なもので、キ

リストにおける二つの本性、

神性と人性を象徴するもので

す。三つの同心楕円は、外に

向かって段階的に明るくさ

れ、人間を罪と死の間から外

に連れ出そうとする、キリス

トの動きを感じさせます。た

だし、濃い方の色がもつ深み

は、すべてをゆるしてくださ

る御父の愛の深さのはかりし

れなさをも表しています   

 

「男女奉献生活者

は、神がいつくしみ

とあわれみに満ちた

かたであることをあ

かしする”エキスパ

ートです。」（教皇

フランシスコ） 
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SOR FLORDELIZA VILLABONA, Filipinas. 

 Madre de Sor Cecilia Hü, Taiwan. 

 Madre de Sor Teresa Kionisala, Filipinas. 

 Hermana de Sor Soledad Oliva, Filipinas. 

 

 
 
 Colegio Santa Inés, San Vicente de T.T., Chile, Sor Elisa Castillo. 

 Misión Santo Domingo, Sihanoukville, Camboya, Sor Antonina Ferrer. 

 Jardín Infantil de Santa María, Niihama, Japón, Sor Mª Sofía Nomoto 

 

新しいメール 

 Sor Elvira Diez:      

                    serafinadiez@yahoo.es  

 Sor Lilia Gallinero:   

                   slgop_1944@yahoo.com.ph 

 

 
御父の家への旅立ち 

 

赴 任 

 
 Sor Alicia Ndegwa a la Provincia de San Vicente Ferrer. 

 Sor Teresa Fabros a la Provincia de Filipinas. 

 

新 院 長 

 

En el Juniorado Internacional 

3ª Renovación de Votos  

Sor Clara  

2ª Renovación de Votos  

Sor Dominica 

Sor Sabina 

Sor Judith 

Sor Benedetta 

 

En la Casa Generalicia 

3ª Renovación de Votos  

Sor Roca 

Sor Catalina  

 

「わたしを見たから信じたのか。―イエスは彼に言った

見ないのに信じる人は、幸いである。」（ヨハネ20.29） 

（ヨハネ２０，２９）Porque me has visto, has creído - 

le dijo Jesús -; dichosos los que no han visto y sin 
embargo creen. 
(Juan 20,29) 

 

mailto:serafinadiez@yahoo.es
mailto:slgop_1944@yahoo.com.ph
http://dailyverses.net/es/juan/20/29
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フィリッピン、無原罪の聖母管区は、

タガイタイ、聖家族修練院でドミニコ

会のジュビレの荘厳な開幕式を行いま

した。種々のコムニダの姉妹たちが集

まり、この開幕式とドミニコ会の諸聖

人の祝日を共に祝いました。聖堂か

ら、すでに私たちに先だって天国に行

かれた姉妹たちが眠っている墓所、

（Valle de Reposo）まで行列を行いま

した。これらの姉妹たちも含め、ドミ

ニコ会のすべての帰天した兄弟姉妹た

ちの記念日は翌日にあたっていまし

た。私たちのこれらの行事に総長様が

参加してくださり、幸せでした。  

 

レクテイオ デイビナ訓練センターには、みことばを通し

て神が語られることを理解し、熟考する態度の習得方法が

見出され、ドミニコ会のインターネットで見つけることが

できます。ドミニコ会８００周年ジュビレの機会に準備さ

れた有益な上記の機関を利用することをお勧めします。

elcentro de la práctica de la lectio divina se encuentra una actitud 

receptiva y reflexiva de lo que Dios dice por medio de la palabra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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皆様に感謝！ 

韓国におけるロザリオ管区の三人の神父様の叙

階式に参加する機会を与えて下さったことを、

総長様とそのコンセホ、同様に管区長様とその

コンセホの姉妹方に感謝いたします。アントニ

ー リ ユ 神父様（韓国人）とペドロ ファ

ング神父様（ベトナム人）は、日本の私たちの

宣教地で二年間準備されました。そして思し召

しなら再び同宣教地に帰られるでしょう。ソー

ル エスペランサ山内、ソール アントニーナ 

合田、ソール マリーナ加藤と私の四人は、私

たちの兄弟たちの最も意義ある慶事に同伴でき

る可能性を探しながら、単に「行きたい」のひ

と言を発しただけで充分でした。わたしは、足

が不自由で車いすでしたが、エレベ－タを

探して、私が容易に前進できるように心配

りをしてくれた姉妹たちの助けに信頼して

11 月 7 日午前 5 時 30 分に坂出を出発しま

した。韓国には午後 1 時に到着しました。 

。 

ramos a mirar las posibilidad 

８日には、ソウルのミアの院長様から昼食に招待さ

れ、修道院の姉妹方から歓迎され、共に食卓を分かち

合いました。午後１時半に、ソウル、ミア教会で行わ

れた叙階式にあずかりました。韓国の姉妹たちは、良

い席をとっておいて下さり、ソール マリアンナ朴が

通訳をして下さったので、典礼を理解するためのいか

なる困難もありませんでした。ユー神父様は、（韓国

人）養成担当者なので、儀式を司式されました。司教

様、管区長様、他の神父様方ならびにドミニコ会の兄

弟たちは、非常に荘厳で感動的な聖体祭儀を共同司式

されました。あの感動をことばでは表せません。 松

山から上述の儀式に参加した信徒のグループと一緒に

帰国しました。みんなが車いすのわたしのために、移

動するための最良の方法を探し、助けてくれました。

これらすべての方々に深く感謝しています。今もな

お、皆の助けを感動のうちに思い出しています。私た

ちを激励してくれた私たちのコムニダの姉妹たちおよ

び私たちの信仰を分かち合った韓国の姉妹たちに対し

て、ただ｛ありがとう｝のことばの他は見出せませ

ん。神様が豊かな祝福でお報い下さいますように。真

に信仰の旅でした。 

         ソール マルテイナ福住.  

A la vuelta nos juntamos con el grupo de los 
cristianos que habían ido desde Matsuyama. Todos 
me ayudaron en la silla de ruedas, buscando los 
mejores medios de movimiento. Les estoy muy 
agradecida. Aun ahora  recuerdo con  emoción su 
ayuda. Lo único que puedo decir es GRACIAS: a 
nuestra comunidad que nos animó y a las hermanas 
de Corea con quienes compartimos nuestra fe. Que 
Dios las bendiga a todas con abundantes gracias. Fue 
un verdadero viaje de fe.  

 
Sor Marina Fukusumi                  
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  単に人間の姿形だけでなく、その感情と心の動きを

把握できる最も洗練され、かつ最大の拡大望遠鏡を

使って自分の目を見開きましょう。熱意をもって生

きることは、身体的にせよ、年齢的にせよ、また、

わたしたちのその時の条件がどうであれ、わたした

ち誰にでもある程度可能です。それは、わたしたち

が福音伝達のパイプ役であり、また大事な使命であ

るみ言葉の宣言と伝達の任務を破壊しないために、

開かれた心の水路を保つことを止めることはできま

せん。大切なことは熱意をもって生きることです。

熱意は私たちに安全性を与えます。また修道者に対

する第二の手紙において話される雲が私たちの上に

長時間とどまるよう「注意深く観察せよ」と（共同

体における兄弟的生活：｛CIVCSVA｝） 言う場合も

含めて、私たちを活気づけます。そしてもし、雲が

動かないなら、私たちは行進の開始する瞬間を待つ

べきです。 

 しかし、雲の各瞬間の変化は、ある種の危険を伴

いながら、私たちの導き手は主であるという確信と

ともに、わたしたちに新しい道を歩ませます。 

わたしたちはこの歴史的瞬間に乗船しており、

とどまっていることはできません。全員が行進

で競わなければならず、しかも「一等にならな

ければならない」。私たちの熱意は、もう一つ

のリズムを伴っており、それを表示するのは私

たちではありません。私たちが恐れることな

く、前進し続けるように緑の光を、昼は雲の中

から夜は火の中から示して下さるのは主なる神

です。彼［主が］が時をつかさどる方であると

いう信頼のうちに、私たちと同じ道程を継続す

る人たちに安全さを与えるため、個人的ならび

に共同体的な私たちの時代の歴史を、平和的リ

ズムによって足跡を印していきましょう。それ

は私たちが彼らと同じカリスマ的企画の船に乗

りこんでおり、同じ宣教のアイデンテイテイに

生きているからです。  

Lo importante es vivir con pasión, la 
pasión que nos da seguridad y nos conforta 
incluso cuando la nube de que se habla en la 
segunda carta a los religiosos “Escrutad” 
(CIVCSVA) permanece por largo tiempo sobre 
nosotras. Y si la nube no se mueve, nosotras 
debemos de esperar el momento para 
comenzar la marcha. 

Pero cada movimiento de la nube nos 
lleva a recorrer un camino nuevo, con ciertos 
riesgos pero con la seguridad de que quien 
dirige la marcha es el Señor.  

Estamos embarcadas en este 
momento histórico que parece no podemos 
detenernos, que todo tiene que ser a marcha 
de  competición y de “ser el primero”. Nuestra 
“pasión” lleva otro ritmo y no somos nosotras 

 

 

頑張って！ 

一月のニュースのために、 

あなたの体験を 

送ってください。  
待っています！  

 

たしかに、私たちは熱意をもって今を生き

なければならない。  

私たちの多くは、とても元気よく、

また生きる新たな願望のもとに、「今日―毎

日―熱意を持って生きよう」と、日々自分に

言っているのは確かなことです。それは、わ

たしたちを照らす太陽のもとで、新しい一日

を始めることができ、また歩き、話し、笑

い、泣くことが出来るという事実は、この新

しい日の冒険を、熱意をもって生きるための

充分な理由であることはたしかです。 

修道生活の内外において、多くの人々は、し

ばしば、私たちに霊感を与え、わたしたちの

歩みの中において、私たちを活気づけ、助け

る有益な活力となるメッセージを残します。 

もし、私たちが奉献された者の雰囲気の中に立

ち止まるとすれば、私たちの周囲の出来事を的

確に把握するいかなる機会も失わないようにす

べきです。すなわち、修道院の囲いの中だけで

なく、複数の出来事の一つはたいして重要では

ないと思えても、とどまることによって、時間

を失わせるばかりでなく、エネルギーを制限

し、活力を弱めさせ、また起こってくる出来事

の真相を知るための機会を失うことがないよう

に、しっかりと目覚めていなければなりませ

ん。 

Estoy segura que somos muchas las 
personas que cada día nos decimos con cara 
de mucho ánimo y nuevos deseos de vivir,  
“hoy -cada día-, viviré con pasión, porque el 
hecho de poder comenzar un día nuevo, el 
hecho de poder caminar, hablar, orar, reír y 
llorar bajo el sol que nos ilumina, ya es razón 
suficiente para  vivir con pasión la aventura de 
este nuevo día”. 

Son muchas las personas, dentro y 
fuera de la vida religiosa, que nos  inspiran en 
muchas ocasiones, sin que ellas se den cuenta, 
que nos dejan un mensaje que nos inyecta 
nueva energía, una energía positiva que nos 
ayuda en nuestro caminar.  

Si nos detenemos en nuestro ambiente 
de personas consagradas, tenemos que estar 
muy despiertas para no dejar pasar ni una sola 

感謝をもって過去を見る、熱意をもって現在を生きる、 

希望をもって未来に向かう 

 

  
  

  

聖聖ななるる  

奉奉献献生生活活のの年年  
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その会合の諸活動の中で際立っ

ていたのは、召命促進活動でした。そこ

では、種々の修道者(女)たちが、それぞ

れの修道会について、また彼らの聖なる

創立者あるいは守護聖人たちを掲示して

紹介したことです。このような機会は、

タイの学校を経営している修道会のため

だけでしたが、聖ドミニコ宣教修道女会

は、英語の教師として大司教区の学校と

の緊密な協働のお蔭で招待されました。 

 ソール ヘデリサ デラリアル

テをリーダーとするタイの宣教地の召命

促進チームは、上述のビッグ デーに割

り当てられた修道会紹介と活動の企画お

よび分担を決めるために、1 か月前にサ

ンプランのわたしたちの家に集まりまし

た。その 2 週間後、前回の継続のテーマ

で、その詳細について話し合い、ポスタ

ー、キャンバス、実物大の聖ドミニコ像

および顔のない修道者、これも実物大の

作成に関することでした。 

それはこの祭日に、ある若者たちが自分

の顔を描いたり、写真をとることができ

るためでした。 

 

  バンコックの大司教区は、11 月 13 日

と 14 日に教育に関するシンポジュウム

を開催しました。それはサンプランにお
ける ジョセフ ウパタン スクールの中

のカトリック学校に属している経営管理

者、教師、学生のためのアカデミックな会

合でした。   

 

 これらの制作は骨の折れる作業ではあった

が、それぞれの学校の生徒と招待者も含めて

数千人が参加するであろうこの祭典のために

しなければならことでした。 

サシナン パスクとその友人アントニーは、通訳

に関して、またサンプランの私たちの家のタイ人

４人の生徒は、いろいろな準備を手伝ってくれま

した。 

ついに、ビッグ デーが来て、11人の姉妹と 4人

の生徒は、「わたしは、ドミニコ会員」と書いた

セーターを着ました。ジョセフ ウパタンの英語

プログラムの建物にあるキャンパスの角からは、

観客の注意を引くわたしたちの存在は、わたした

ちに最良の行動をするように要請しました 

 

por no hablar de las decoraciones para el stand. 

Sasinan Phasuk y su amigo Anthony nos 

ayudaron en la traducción y las cuatro 

estudiantes tailandesas de nuestra casa en 

Samphran colaboraron con otros preparativos. 

Finalmente, llegó el gran día, con once 

hermanas y cuatro estudiantes con la camiseta 

"Soy Dominicana", tratando de poner lo mejor  

de sí para llamar la atención de los visitantes 

desde una esquina del sector del Campamento en 

el edificio del programa de inglés de Joseph 

Upatham. 
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式典では、教師たちと管理者の活動開始のた

めに、フランシスコ ハビエル枢機卿による

テープカットが行われました。私たちの制作

した展示品は、テープカットの場所から正面

に位置する場所にしたので、リボンカットの

後、枢機卿はそれを鑑賞するために私たちの

右側を通られました。人々は、わたしたちの

修道服に非常に魅了され、その結果、姉妹た

ちは、種々の学校の先生たちのグループの依

頼に答えて頻繁にカメラにおさまる協力をし

て疲れ果てたほどでした。また、ロザリオを

持った聖ドミニコにも大変関心をもったの

で、掲示担当の姉妹はそれぞれに説明しまし

た。仏教徒は彼ら特有の数珠を持っているの

で、ロザリオに彼らが関心を持った筈です。 

 種はすでに植えつけられた。それらが成長

して実を結ぶために、祈り続けながら収穫

の主に奇跡を願いましょう。 

Sor Carolyn Terencio, O.P. 

 

初日は、生徒たちのためのプログラ

ムであり、２日目は教師たちと管理者たち

のためでした。この日は、同じ総合施設に

ある聖ヨハネ・パウロ二世の建物に移動し

ました。最初の日は、修道者になることに

関心を持っていた生徒たちのお蔭で、とて

も楽しい一日を過ごしました。しかし、彼

女らは仏教徒でした。ホセ ウパタン学校

は、カトリック学校ではあるが、生徒と教

職員の大部分が仏教徒です。 とてもよいと

思われたことは、生徒たちが単にわたした

ちの学校に関心を持っただけでなく、その

上に、展示会を通して聖ドミニコを知るに

至ったことです。彼らは掲示したポスター

を読んだ後に彼ら自身に質問した。そして

小さいカードを、正しい回答のために彼ら

に配布しました。  
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スペインに着いてから、ムルシアに行く機会を得ることを夢にも思わなかったが、神のみことばを

運ぶ使命が、わたしたちをそこに導きました。11月 16 日から 19日までソール フリアとソール マルタ

ならびに私たちの中の 5 人が、若者の活動に参加し得るためにムルシアに行きました。その日はちょうど

Ｃｏｎｆｅｒが主催する召命促進会議と一緒になり、彼らに歓迎されました。それは実に、わたしたちの

将来のために、有益であり、大きな贈り物でありました。異なる宗教やグループの大学の若者と知り合い

になり、交流する機会を得ました。この好機に、違った条件の土地に、また人々の条件の違いを通して、

種を蒔く現実を見ることができました。ある人たちは、心が開かれていて関心を示しましたが、無関心な

人たちもいました。このような体験が持てたことは、非常に意味があったと思います。なぜなら、そのこ

とが、わたしたちの目的でしたから。そこでは困難な瞬間もありました。このような時に、多忙であるに

もかかわらず、いつもわたしたちの任務を激励し、同伴してくださったムルシアのコムニダの姉妹たちの

力と支えを感じました。とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。ありがとうございました。 

Sor Inmaculada, O.P. 

Valladolid, España 
Sembrar la Semilla… vamos a Murcia 

El Señor siempre nos regala… Gracias  

Compartiendo con el Cardenal 

Quevedo de Filipinas   

Apertura del Jubileo al interior  

de la comunidad 

Las junioras del segundo nivel en 

clase con Sor Elvira 
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 Laudato Si’ 

わたしは、他の奉献生活者と同様に、地上の生活をしながら、

かつ、神の呼びかけに応えた一人の奉献生活者です。それは天

の王国に向かう巡礼の期間です。そして、わたしは神の民に仕

えるための準備中です。 

 教皇フランシスコの回勅「ラウダト・シ」を勉強し、熟考し

た後、わたしたちの共通の住み家である母なる大地を守るため

の権限と機会を持つ人々に、手紙をかくように教皇は私たちに

勧めていることを知りました。ただ一人だけの陳情はためらい

がちですが、「何のためにこの地球上に住んでいますか」とい

う教皇の質問に対する個人的な回答です。 

 そうです。確かに、今年の「奉献生活年」が開始された時の

内省からのわたしの信条でもあります。「仕える」は、わたし

の救い主、謙遜で忠実な僕、わたしの創造主に感謝をささげ、

また、私の巡礼の一歩、一歩を完成し、優れた主の道具になる

ために、私のために最も美しいことばです。 

。 

 そうです。確かに、今年の「奉献生活年」が開始

された時の内省からのわたしの信条でもあります。

「仕える」は、わたしの救い主、謙遜で忠実な僕、

わたしの創造主に感謝をささげ、また、私の巡礼の

一歩、一歩を完成し、優れた主の道具になるため

に、私のために最も美しいことばです。  

 

「仕える」という言葉は、わたしに母の姿を思い

出させます。それはわたしにとって、奉仕の最良のモデル

であります。いままでわたしは、二人の母を持っていま

す。一人は私を生んでくれた母であり、もう一人は母なる

マリア様であす。しかしながら、母と呼べるもう一人を持

っていることに気づきました。それは母なる大地です。

（ラウダト・シ １［以後ＬＳ］）彼女の息子・娘たちを

健全に養うために、彼女には豊かな富が内蔵されている。

それは買うことも生産することもなく、化学的物質でもな

い完全な食物と言える乳です。それは泣いているか、ある

いはお腹をすかせている子どもを満足させる食物の源泉で

す。これらの富に加えて、大地は例外も、国境もなく、す

べてを愛し、言葉では言い表せない愛がありまる。その愛

は疲れた者を癒し、ことにそれを必要とする者すべてをい

つでも抱擁する備えがあります。また、仕えることによっ

て受けた傷をものともせず、仕え続けます。（ＬＳ

241 参照）今のところ、わたしは、彼女のよい業を学

び、模倣しなければなりませんが、無意識に、彼女の無数

の子供たちの中の一人の娘でありながら、彼女の愛の価値

を認めず、過ぎ去るものの価値を探し、また時折、その寛

大さを乱用しています。そのうえに、誰も、何をも尊重し

ないエゴイストな私の行為によって、彼女の優しさを傷つ

けています。  

  

 

「わたしは何のために、この地上で生活しているの

か。」という質問に関して、次のような疑問をもった。

「真の奉仕に向けて、わたしはどんな準備をしいるだろ

うか。」また「どんなにしたら、わたしの母の奉仕の業

を模倣することができるだろうか。」これらの疑問に答

えることは難しいことを知っています。それは、わたし

自身を深めなければならず、そのうえ、わたしは生まれ

つき、仕えるより仕えられることを好む習慣があるの

で、よい決心を実行することは簡単ではないことを充分

承知しています。 

しかし、リジュの聖テレジアによれば、愛の小さな道の

実行は、神の恵みと、私を深い回心に導く聖霊の助けに

よって可能である（ＬＳ230）と教えています。だから私

の生き方を根本的に変えることもできます。将来におけ

る教会の司牧者の皆様、教会的家族のお母様方、「ある

時にこのようなことを考えたことがおありですか。」あ

る日、これらの質問について、皆様のご意見をお聞きし

たいものです。 

兄弟的ご挨拶をお送りします 

Sor Martina, O.P. 

  

 

Queridos Seminaristas, Pastores de la Iglesia en el futuro: 

Planta de guindillas  
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l ソール マリア フロルデリサ ビリャ

ボナは 1949年 5月 20日にフィリッピン、ケ

ソン市のルセナに生まれた。彼女はフリアン 

アルマ コルテル バガレスとコンセプシオ

ンの 4人の子どもたちの末っ子であった。 

1949年 7月 2日にルセナのサン フ

ェルナンド小教区教会で洗礼を受け、同教会

で 1952年 5月 30日に堅信の秘跡を受けた。 

非常に熱心なカトリックの家庭で育まれ、

成長した。彼女は積極的にレジオ マリエ活

動に参加していた。 

 エンベルガ大学 3 年次まで、地元ルセナで勉強し、その後、マニラのアダ

ムソン大学に移籍した。そして、1972 年に

化学工学における科学の学士課程を卒業し

た。 

卒業後は、1975 年 11 月 15 日に本会に入会す

るまで、3 年間社会で働いた。1976 年 6 月

に、マリアの汚れなきみ心のソール マリア 

フロルデリサの修道名で着衣した。1978 年 5

月 31 日にサン フアンのドミニカン カレッ

ジで有期誓願宣立、1983 年 5 月 31 日にマニ

ラの聖カタリナ女子寮で終生誓願を宣立し

た。 

 管区の種々な使徒職に派遣された。修学院

にいた時、マニラのドミニカンスクールで 2

年間宗教を教え、具体的使徒職を始めた。 

SOR FLORDELIZA VILLABONA 
a los 66 años de edad y 37 de vida religiosa 

 

 

彼女がこの大学に派遣されていた間

に、教育学の勉学を続け、1993 年にマ

ニラのラ サール大学で教育管理の修士

過程を終えた。 

 彼女の勤勉さ、忍耐および常に備えあ

る態度は、宗教分野のコーデイネーター

から聖カタリナ女子寮の寮長、学校の経

理、いくつかの家の院長、学校長また養

成担当者という最も重責を伴う職務を引

き受けるまでの信頼を姉妹たちから受け

た。およそ 3 年位前から体調が不順にな

り始めた。糖尿病のために彼女は弱って

いき、しばしば医師のもとに通った。 

 彼女は使徒職現場から退いたが、彼女

の闘病が、あたかも任じられた使徒職の

使命であるかのように、どんな病状にあ

っても、すべてを霊魂の救いのために捧

げた。 

 37 年間充実した修道生活を送り、2015

年 11 月 7 日に 66 歳で帰天した。 

やすらかに憩われますように。

¡Descanse en paz! 

 

   御父と出会いに...... 


