
この生涯養成は、個人

的に豊かなものとなりま

すが、互いに支え合い、

信頼を生むためのチャン

スになります。遠くにい

る私たちは、いろんな体

験の分ちあいを聞き、自

分の意見を出すことので

きる重要な集いです。 
(PGF 157) 
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2015年、国際養成の者の国際的出会い 

CIVCSVA の枢機卿の秘書ホセ・ロドリゲス・カル

バリョ José, O.F.M に、総長が今年 4 月 8 日から

11 日まで、修練長の集いをすることを 1 月 12 日

に報告したことに対して心からの感謝をされまし

た。 
 

 

協力の賜物です。 

会は、この集いを今まで

のようなものにしようと

努力していますが、参加

する姉妹の心も開かなけ

ればなりません。 

Sor Mª Asunción  
González, O.P. 

 

 国際生涯養成コースに

各地から 25 人の姉妹た

ちが参加する予定です。 

 恵みに満たされたこの

国際生涯養成の集いは、

多くの姉妹たちの努力と

 

 

スペインとフランス 

 

3 月 24 日～4 月 6 日 

 

ローマでの開会式 

 
4 月７日 

 

５月７日 

 

それぞれの国へ帰国 
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A.-シハノウヴィレのコムニダの姉

妹とプノン・ペンの司教と 新しい

ところで働いている。ここは、と

ても貧しく、大人は、ほとんど文

盲ですが、子どもたちは、文字を

学びたく、同時に才能がありま

す。  

1.- ファチマの共同体 
2.- サムート・サッコンの共同体. 
3.- サンプランとマングホールの共同体 
4.- マエソトの共同体 
 

〇〇〇姉妹的な訪問からの帰りに 

 
ヤンゴンの共同体に私たちの総長と

ソールエウヘニアは、私たちが神の

さらなる栄光のために購入した土地

の祝福をしました。 
 
 
 

カカンンボボジジアア   
 

ミミャャンンママーー   
 

タタイイ 
 

私たちの土地 

わたしたちの若者たち 

1 
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これが始まるのは、2015 年 11 月

7 日に始まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ソール・エルメリンダのお母さん.

グアム 
 ソール・ルルデス・オレンダのお

父さん。フィリピン 
 ソール・セシリアのおじさんとソ

ール・マルタの兄弟。台湾 

 

このジュビレは、説教するため

に修道者を派遣することについて

の更新をするためにこのジュビレ

を考えている。このジュビレを通

して会の原点に帰るように招いて

います。聖ドミニコは、最初に、

自分の国、家族から出て、宣教す

るために巡歴者であることを楽し

むように日々それを発見しまし

た。このためにこのジュビレはあ

るのです。キリストの弟子のよう

に福音を宣べ伝えるよう私たちを

派遣しています。ファミリアドミ

ニカーナとともにこの発見の喜び

を分かち合いしましょう。oooo  
            

 
台湾管区の秘書 

secretariataiwan@gmail.com 

 

 

 

各修道院長 

グスマンの聖ドミニコ修練の家（韓国）の

Hoengsong, の院長は シスター ルシア・ホ 

ドミニカンスクール Kaohsiung, 台湾の院長

は   シスター ロサリオ・チュウー 

スペインには誓願更新 
(チリからシスター 
 マルガリタヴァレンス

エラ)と（シスターテレ

サコンテラス） 
 

ローマへの勉学 
 

 
 

800 年 

教会 

父の家に帰った人 

 

ドミニコ会のジュビレ 

 

雑記  

グロバリゼーションの無関

心さと戦うために、教皇さま

は、四旬節の時に呼びかけま

した。初めに、地上と天国の

教会が一つになって祈るよう

にと招かれました。多くの人

たちの祈りの力を忘れないよ

うに。3 月 13-14 日 24 時間を

主の為に過ごすよう小教区レ

ベルで祈るようにと招きまし

た。 
 

 

 

祈りの必要性を皆に感じ

させました。  
 

 

mailto:secretariataiwan@gmail.com
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姉妹たちよ、分かち合うことによって個人的体験を再び生き

返らせることが出来ます。 

距離的問題を超えて、一致出来るための助けにもなります。

分かち合うことによって、修道会の帰属する管区の中にある良

さに気付くことも出来ます。 

本部が考えたことは、今年は奉献生活の年に当たり教皇フラ

ンシスコのメッセージのポイントに基ついて、姉妹たちが自由

に分かち合うことが出来れば素晴らしいと思っています。 

特定の姉妹が自分の生涯のすべてを語るのではなく、ただ、全

員に”一言“だけでも、分かち合うチャンスを与えたいのです。

感謝して過去を生かす 熱心に現代を生きる、そして将来には

希望を抱いて受け入れられる  
 

 

  

奉奉献献生生活活のの

年年 
 

ある姉妹は語ります。  

本会に対して、家族に対して、ま

た神に対するすべての恵みのため

に感謝する言葉を伝えるとすれば

十分ではありません。だから今回

は、教皇が最も強調するポイント

だけを言います。受けたカリスマ

に感謝の心を持たなければならな

い。使徒職、また姉妹、カリスマ

を通して、主が与えてくださった

修道生活の恵みに感謝しなければ

ならない「 はい、そうです。我ら

の父聖ドミニコと会のカリスマに

感謝」 

共に生活した先輩の姉妹から学ん

だことにも感謝。また若い姉妹が

私に与えてくれた励ましに感謝。  
困難な時、従順が難しい時、文化

や言葉の違いの中での苦しみにも

感謝。すべての出来事に今は、あ

りがとうの感謝しか言えない。な

ぜならば、すべてが私の信仰を深

めるために、また柔和になるよう

助けてくれた。私の力に頼るので

はなく、人間的な限界や貧しさで

はなく、何よりも主に信頼を置く

ことを学んだ。 

わたしが呼ばれたときの初心の泉

に立ち戻り、そこから水を飲み続

けることの大切さも分かりまし

た。最初に受けた愛の火が、絶え

間なく燃え続けることも分かりま

した。私の忠実さを毎日見守って

くださる神様の忠実さに感謝しな

ければならないことも分かりまし

た。私の心や考え方を満たしてい

るものがどのようなものかを問い

かけました。私を呼ばれた方の存

在やその思い出で私の考えを満た

すべきだと分かりました。そのよ

うにすれば、先に私を愛してくだ

さった方に応えることが出来ま

す。皆は体験によって分かると思

いますが、愛は創造力であって、

いつも新しくなり再び新しくする

こと出来て、瞬間、瞬間を熱心に

生き、喜んでみんなに奉仕するた

めに自分を捧げることが出来ま

す。愛は、将来に安定と希望を見

いだし飛び立つことが出来るため

に必要な翼をくださいます。なぜ

ならば、私たちは奉献生活によっ

て、確かに信頼を置いたことを知

っているからです。 

 

 

 

 

        
        

     
      

      

人生体験を分ちうために開かれているページ 

他の姉妹は言われます。聖カタ

リナが死ぬ前に主に言った言葉を

最近に読みました。「あなたの花

嫁として私を選んでくれたのに私

はあなたに忠実ではありませんで

した。私はあなたの栄光を熱心に

求めなかった。いつも、 あなたが

この惨めな私の上に注いでくださ

った恵みを思い出しませんでし

た。」 この言葉は、私が今どのよ

うに奉献生活を生きているのかを

問いかけてきます。この言葉によ

って神様の私に対する恵みと憐み

を見ることが出来ます。私の召命

の偉大さも分かりました。 

 

 
       

           
 

      ！！頑頑張張っってて！！ 
 4 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。 
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    四旬節 （Ｃ：神の歩み Ｕ：共に Ａ：抱き合って Ｒ：しっかり Ｅ・棘  

                  Ｓ：無味 Ｍ：恐れ Ａ：困難）（スペイン語クイズ） 

 

 

日本のカトリックも若者が

少なく、消費社会と物質主義の

中で自分を失う危険に囲まれて

います。日本人の若者のグルー

プは、自分の信仰を守るために

希望を持って活動しています。

日本で、若者と教皇の国際的集

いのように、全国の若者たちが

2 月 14 日から 15 日まで集いを

しました。参加者は 100 名以上

でした。この集まりの名前は 
  

共に信仰体験の分かち合い、生き
た典礼、グループの集い、それ
ぞれのテーマの発表、未来に向
けて信仰を伝える方法、キリス
ト教の価値観によって生きるこ
となどを話し合った。現代、若
者がかかえている問題について
も具体的に話し合い、若い人の
司牧も行いました。何か若い人
の心に小さな希望の光が燃えて
いるように感じました。それは
教皇と若い人のワールドユースで

の結果の実りだと思います。 神様

がこのような集まりを祝福し、若

い人たちに自分の信仰と生活とが

つながるように願います。こして

若者によって“太陽の昇る国”と

よばれている日本にキリスト教の

価値観が深められ、根が芽生える

ように心から祈ります。この太陽

の光が、小数派のキリスト教共同

体を照らし続けるように祈りま

す。 
ソールドミ フエルテス 

 
 

典礼の期間 

 NWM,（Net Work Meeting）と言う

文字を使って呼ばれる。全国レベ

ルで年に 3 回をおこなわれます。

教区レベル、また、小教区レベル

で たびたび行われています。この

集いに各教区の若者と、本会の姉

妹 3 人、高松教区からソ-ルマリア

マルタとソ-ルエスぺランサ山内、

名古屋教区からソ-ルアナマリア今

村がそれぞれの教区の若者を連れ

て参加しまいた。 
 
 

信信仰仰とと命命をを分分かかちち  
合合っってて  

CCoommppaarrttiieennddoo  llaa  vviiddaa  
yy  llaa  ffee 

 

日本の若い人は希望を抱いている。 
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バリャドリッド スペイン 

神のうちに   （左より・・） 
  ソール マルティナ 

  ソール マグダレナ 

  ソール フランシスカ 

  ソール インマクラダ 

 

 
わたしたちの養成者 

 主よ 私たちはあな

たに従いたい 

と愛情、励ましの言葉にも信頼し

ています。私たちと共に召命の賜

物を喜び、祝っていただけたこと

にも感謝しています。しかし、私

たちは今の状態に留まってしまう

のではなく神様の真の友として、

これからも前を向いて歩み続けて

行きたいです。 

奉献生活の年に、神の呼びかけに

「はい」と誓願を更新することが 
出来たことは、私たちにとつて大

きな恵みだと思います。幸せと真

理への道を教えてくださったこ

と、この呼びかけについてしっか

りと深めたいと思います。神の憐

みや愛がなければ、私たちは彼の

元へ行くことが出来ないでしょ

う。我らの父である聖ドミニコと

聖母マリアのご保護にも信頼して

います。いつも私たちを支え、見

守ってくださっている姉妹の祈り 
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誓誓願願更更新新  
  
  

  
韓韓国国でで  

22 月月 22 日日  
  

  
  

日日本本でで  

    33 月月 33 日日  

 
 

べべトトナナムム  
ロサさんは志願期が始まる。  

モニカは修練が始まる。 

 

私たちの養成者 

彼女たちは喜びにあふれて、心は

“どきどき”しています。それは

私たちの特徴である宣教師の精神

が聖霊によって満たされた印であ

ったに違いありません。参加した

姉妹によると、あのような熱心さ

を私たちも思い出すべきではない

かと反省したそうです。なぜなら

ば私たちもかつてはそのような

“燃える心”がありましたから。

それを思い出すことによってあの

時の輝きを消さないように。それ

ではおめでとう。ｼｽﾀｰドミ     
 
 
 

シスターマリアアパルク。ｼｽﾀｰマリアユ、シスターマィミリア

ナユ、シスターテレシタキム、シスターセシリアキム、代表者 
 

    

 

ミャンマーからスペインのヴァヤドリドの

国際修練院に 4 人が加わります。 

ソルドミニカ 
ソルサビナ 
ソルジュヂット 
ソルベルナルデタ 

ソ-ルマリア近藤、ソ-ルアスンタ中山、管区長、 
ソ-ルフラシスカ峰野 （左から右へ） 

 

歩きなさい。一歩に過ぎなくても 
私たち愛する姉妹ソ-ルマリア近藤

とソ-ルフランシスカ峰野は台湾や

スペインの国際学院の有益な豊か

な体験を持ち、今年の一月に日本

聖トマス．アキノ管区に今帰りま

した。とっても良い養成を受け

て、国際神学院の仲間の姉妹との

懐かしい思い出を抱きながら、伊

丹にある私たちの修練院で 3 月 3
日誓願の更新をしました。  
  

 

神の無限の愛に応える心がある所に

神がその忠実さを支えること信じて

喜びの中で私たちの韓国人の若い者

4 人が誓願更新をしました。   
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