
  

 

 

  
 

原則として旅程は次の通りです： 

フィリピン、ミャンマー、 アメリ

カ、 チリ、 台湾、 韓国、 日

本、 スペインーポルトガル、 ベ

トナム、 タイ、 カンボジャ、 

ローマ 

 

私たちは希望と喜びをもって未来を眺め

ながら、姉妹的愛によって互いに                                                          

励まし合わねばなりません。私たちの生

涯を誰に引き渡し、信頼を置いたのか知

っているのですから。 
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私たちは歴史的な契

約を種々の現実において

異なった方法で生きてお

りますが、教会と人類が

呼びかけている刷新され

たまた刷新する会の緊急

な応答は各共同体から出

発して種々の次元におい

て行動している私たちの

共同の識別と対話によっ

てのみ可能となるもので

あります。（２０１５年正

式訪問の手紙から） 

Sor Mª Asunción González, 
O.P. 

私たちは信仰、探究、

情熱、喜び、苦しみの

体験を生き、分かち合

うために召集されまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そして、これらの体験は

強められ、私たちの共同

生活の意味を活性化しな

ければなりません。 
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 “真の人間性は、閉じられた扉に

染み込む霧のようにまったくわ

からないくらいに科学技術の文

明の中にいる私たちに新しい統

合を促しています。それでもな

お、あなたは本物に対して頑な

に反対する変わらない約束をし

ようとするのでしょうか?” 

(n. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい赴任 

• Sor Ágata Lee... Roma 
• Sor Esperanza Seguban... Taiwán 
• Sor Emelita Cinco.... Filipinas 
• Sor Constancia Mortera.... USA 
• Sor Teresita Manaloto... Taiwán 

 

 

 

 現実 

調査 

問題提起 

全ての人々についてのテーマ 

信者でない世界のための 
信者の大胆さ 

 

 

台湾、カウシュンの 

学校の新しい名称 

'DOMINICAN 
INTERNATIONAL SCHOOL, 
KAOHSIUNG' 

院長就任 
o Dominican House of Prayer ,  

タガイタイ City, Filipinas, ソー

ルイメルダ・アルコベール 
o Sta. Catalina Ladies’ Residence, 

Manila, Filipinas, Sor Catherine 
Edith Cruz 

o Dominican College, San Juan, 
Filipinas, Sor Mary Antonette 
Lobetos 

o Our Lady of Rosary Nursing 
Home, San Juan, Filipinas, Sor 
Marites Sensano (reelecta) 

o “Dominican International 
School”, Taipei, Taiwán, Sor 
Socorro Teófilo (continúa) 

 御父の家に 

行かれた方々 
 

 
• Madre de Sor Claudia Ongpín, 

USA. 
• Hermano de Sor Purificación 

Palis, Filipinas. 
• ソールロサリア・ゴメスの 

お兄様 スペイン 
• Hermano de Sor Hilda Fortades, 

Filipinas. 
• Hermano de Sor Jean Bergado, 

Taiwán. 
• Hermano de Sor Vicenta 

Fernández, España. 
 

 
Sor Lucía Fernández,  

アメリカ準管区の顧問 

日本、坂出の聖マルチン 
病院のメール・アドレス  
stmartin@mail4.kbn.ne.jp 

 

教皇フランシスコ回勅  “Laudato sí”     

任 命 

mailto:stmartin@mail4.kbn.ne.jp
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取り扱われた話題： 

・ 神の計画に対する柔軟な態

度と適応性 

・ より多く持つ者と必要な物

にも事欠いている者（私た

ちの間で）との間の公平さ 

・ ファミリア ドミニカナと

して共に働きながら歩む 

・ ファミリアの会議には直接

的に参加する 

・ 養成と召命には共に立ち向

かい挑戦する 

・ ドミニコ会のジュビレ 
 

ドミニコ会教授総長が私たちの家に 

７月６日に本部修道院にドミ

ニコ会の総長をお迎えして、お

話することができました。 

彼の平和な表情、彼の穏やかな

眼差し、彼の注意深い傾聴、彼

の時宜を得た言葉はその歩みの

後にいつも“良い香り”を残さ

れました。 

 現在の興味あるテーマについ

て対話するなかに同じ一つの家

族の会員であることを認識して

いる者としての兄弟愛と喜びを

分かち合いました。 

 ブルノ総長、  
有難うございました。 
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導かれるままにしなさい。あな

たは平和を見出し、魂の静けさ

と調和のうちにいるでしょう。

そして 彼の無限の愛を見る目

を開きなさい。 

 

 

  私の心は、主に多くの感謝を感

じている。それは素直な時だけで

はなく、困難や試練に直面した時

でさえも更に感じることである。 
私は、意義を持っている。つま

り、これらの時に、私は主の現存

を認めることができ、危機や問題

に対して、主のみがその対処法、

完全な道、そして本当の応答をも

っておられることを私に語りかけ

られるのである 
私の真の召命に気付こうとして

いた頃、私の青年時代、私の過去

を見たとき、どのように感謝する

ことができるのだろうか？ 
私は愚かな自分を振り返るのを

恐れた。何故なら、主が愛してく

ださっていたことも、私がしなけ

ればならないことを識別すること

ができずにいたからである。私は

私を助けてくれる年配の姉妹たち

との対話を試みたが、役に立たな

かった。そして希望も感じること

なく日々が過ぎていった。 
しかし、何年か経った後、その

時が訪れたのである。 

私の魂に息吹かれていたもの、

アジアへの宣教と観想し、観想

したものを与える生き方を望ん

でいたものが、修道会の特別な

根本的カリスマであることが一

致した。私は感動し、満たされ

た。そしてこのカリスマは私の

心を捉えた。主が私をこの修道

会に導かれたことを、私は本当

に表現することができない。養

成も私にとって大きな助けとな

った。！これらを現実化された

良き手段は祝福されますよう

に！主の恵みによって私は成長

し、修道会の若い姉妹として、

教会と必要としている兄弟姉妹

に仕える夢を持っている。しか

し、特に私にとってより重要な

事は、私の生き方において、主

の真の証し人となることと、主

が私の愛であることを証明する

ために私が主の愛の写しとなる 
ことです。 
     フニオラ ＪＩ 

  

奉奉献献生生活活年年

ににおおいいてて 

過去を感謝して生きる, 情熱をもって現在を生きる 

 そして、 希望をもって未来に立ち向かう. 
 

生活の体験を分かち合うための開かれたページ... 

彼の視線から逃れられ

ない。 怖れないで。彼

は必要なことをご存じ

です。信頼しなさい。 

C f  
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...私たちの姉妹たちと共に 

イエスは、ぶどう酒を受取る

と「全ては成し遂げられた」と

言って頭を垂れ、霊をお渡しに

なった。（ヨハネ 19：30） 
「喜びのうちに、その使命

を成就された。」 
 
 ２０１５年５月３０日、姉妹

たちと話していた時に、私のよ

く知っている一人の総長がブラ

ジル訪問中に死去した知らせを

受けた。訪問の４日後、６７歳

で亡くなられた。 
彼女は、会の総長として姉

妹たちの養成に心を配ってい

た。 
私は、彼女が喜びをもって

自分の使命を果たした後、御父

の家に帰られたと想像した。 
私の母は私に、「第二次世

界大戦の終わり頃、松山市が炎

で燃え盛っている大騒ぎの中で

私を生んだと語った。私の年に

生まれた多くの人は、この状況

の中で死んでいった。だから

人々は私に、 
奇跡的に救われたと言った。そ

して、小さい頃からそのように

私は信じており、私の同伴者の

死を前にして、「命とは 何

か？」と自問している。 
 

 
 

小さい事柄を受けいれ善を求め

るという喜びへの最初の呼びか

けを発見していきたい。私のい

のちが御父のもとに帰るとき、

“凡てを喜びをもって果たしま

した”と言えるよう願ってい

る。 
奉献生活に捧げられたこの年

に小さい事柄の中に喜びをもっ

て私を取り巻く人々に神の“い

のち”を映し出し続けていくた

めに神が同伴してくださるよう

神に祈っている。  

S.E. I. 
 

¡¡頑頑張張っってて !! 
８８月月ののニニュューーススののたためめににああ

ななたたのの体体験験をを送送っっててくくだだささ

いい。。おお待待ちちししてていいまますす。。  
  

  

 

G    この開かれたページ

にこの時まで協力してくださっ

たすべての姉妹たちに感謝しま

す。 
ありがとう 

 

 

本会の学校に入ったとき、姉妹

たちを通して主が“いのち”の

主であることを学んだ。丁度ス

ペイン人のマドレ パトロシニ

オが亡くなったときで私は高校

の１年だった。学校で行われた

葬儀のときに司会をされた姉妹

の言葉は私にとって忘れられな

いものだった。次のようなもの

だった：“彼女は神様の愛のた

めにスペインから来られて日本

と学校の宣教のためにその生涯

を捧げられました。”と。その

時に私は修道生活の目的を悟

り、クリスチャンになるために

姉妹たちと神父様たちからカト

リック要理を勉強し始めた。 
 勉強している間に神の愛それ

は“いのち”であることを感じ

るようになり、洗礼を受け神の

子となった。大学を卒業した

後、２年の間、その神の愛とそ

の“いのち”をより深く知るた

め、またそれをもっと徹底的に

生きるために本会に入会した、

この会のカリスマは各姉妹のい

のちを大切にするものである。 
 その時から私の持っている良

いものを喜びをもって与えつ

つ、修道院内で日々起こってく

る小さな事柄の中に、神の愛の

呼びかけに応えて生きるよう努

めている。回心の道において人

生の様々のものの中にある喜び

を私は失いたくない。 
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2015 年 5 月 26 日、松山の聖

カタリナ女子高等学校は、創立

90 周年を祝い、「伸びる・変わ

る・輝く」のスローガンを原点

に、建学 100 年に向かう新たな

一歩を始めました。松山市民会

館には、教職員と生徒をはじ

め、愛媛県知事・松山市長の各

代理、中学校長、学園関係者、

卒業生、各修道院からの姉妹た

ちなど多くの来賓を迎え、記念

式典が行われました。 
最初に、生徒たちがブラスバ

ンドの演奏で校歌を歌い、最後

に代表として挨拶した生徒会長

は、この学校で実現されている

教育を讃えて感謝を述べまし

た。これまでの卒業生と在校生

全員の名で、彼女たちに堅固

さ、確信、人生を見つめる深さ

と広さを与えるこの学校の精神

を学び、身に付ける機会に恵ま

れたことに誇りと幸せを感じる

と締めくくりました。校長・芳

野敬三氏の式辞、理事長・ソー

ル・ベネディクタ中田の挨拶に

おいて、学校創設以来の主な歴

史に言及されました。1904 年、

四国での再宣教を始められたド

ミニコ会ロザリオ管区の神父様

方は、福音宣教における学校教

育の必要を認め、1912 年、1920
年の 2 回の総会を経て、四国に

女学校を設立することを決定し

ました。1922 年、日本地区長フ

ァン・カルボ神父様が松山での

学校設立に着手し、マニラのベ

アテリオにおられたマドレ・カ

タリナ・オスメニアは、日本に

聖カタリナのご保護のもとにあ

る学校を設立するため、その資

産から多額の寄付をしてくださ

いました。 
 
 
 

 

松山から 

その後、政治的、経済的

困難にもかかわらず、生

徒、信者となる生徒も増

えていき、松山市でも有

数の大きな学校になりま

した。 
創立 90 周年に達して、

年取ったとは感じません

し、その仕事から手を引

いて隠遁しようとも思い

ません。来年から、教育

計画を現代社会の要請に

適応させながら、新しい

世代にその扉を開きま

す。女子校から男女共学

校になり、日本の若者た

ちが機会均等に私たちの

学校を選択し、建学の精

神の土台であるカトリッ

クを通して知識を豊かに

し得る可能性が提供され

るのです。私たちとして

は、神さまがこの事業を

祝福して下さるように、

また、神さまに委ねられ

たこの業を続けることが

できるための召命をもっ

て私たちを祝福して下さ

 
 
 

 進歩し、  変化し、 輝く 

1925 年 3 月、台湾か

ら、ソール・テレサ・ス

アレス、ソール・パトロ

シニオ・アルメンダリ

ス、ソール・アヌンシア

シオン山内が松山に到着

し、1925 年 4 月 14 日、

「美善女学校」（現・聖

カタリナ女子高等学校）

が、教職員 6 人と 20 人
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この式典にあたり、この貴重

な仕事を新たな力で続けるよう

メッセージをもって私たちを励

まして下さった総長様はじめ、

様々な形で携わってくださった

方々に感謝を申し上げます。私

たちの存在という太陽が、地平

線に沈んで昇らないということ

が決してないよう、神さまが望

まれますように。 
主がそのみ手の業を心に留めて

くださることを私たちは確信し

ています。 

ソール・ドミ・フェルテス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひとつのことは別のことに導

く：私がドミニコ会員でなかっ

たら神についてもっている体験

はもたなかったでしょうそして

その体験を持たないならドミニ

コ会員ではないでしょう。私の

コムニダの支え、私の姉妹たち

の祈り、私の家族の励まし、私

の友人たちの友情。観想し観想

した実を与え続けます。                                  

ソール アントニエタ、Ｏ．Ｐ． 

 

今年の５月２９日私の資格取得

の記念として２週間前に会社は

ネットに書いたものを分かち合

いたい。  
“ストレスの日々、夜の仕事、

私と私の同僚たち皆のため、面

白い冗談、沢山のコピー、古い

家の昔のこと、アンドレアニの

超忍耐、質問することを教えて

くれた人々、私たちが成長する

のを喜んでくれた人々、黒板一

杯に書くアリシア教授、分かち

合ったコーヒー、教授方と先生

方、知人、同僚、友人たち…皆

心の中に納めている。皆さんあ

りがとう、すべてにおいてあり

がとう。 

 ソールアントニエッタの体験 

 
 

チリから 

観想し、 

観想したことを伝える 
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御父との出会い 

管区会議 
 

私たちの姉妹たちを 

祈りの中で  

心にとめています 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本管区会議は、 
８月２日から始まります。 

 

 

 

 

 

 

スペインーポルトガル管区会議

は、７月１８日から始まります。

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ソールイノセンシア・ゴンザレス 
修道生活７６年、享年９８歳 

 

彼女は祈りと愛の武器をもって

大学で奉仕を捧げ、種々の困難

にもかかわらず、この方法で堅

忍された。全能なるお方が彼女

の力であった。彼女の努力は実

を結んだ。彼女は彼女と共に働

いた人々の心を勝ち得ていき彼

女は日本人となった。日本で６

３年生活された。１９９０年に

非常に貧しく恵まれない若者た

ちのために一つの家の創立を始

められた。 

 ソール イノセンシアはフィ

リピン、ヌエヴァ エシハ、サ

ン イシドロで１９１６年７月

１１日、リカルド ゴンザレス

とエウヘニア ティニオの娘と

して誕生された。彼女は長女で

２人の妹も本会の会員で先に神

の国に旅立たれた。彼女は２２

歳のとき入会し、１９３９年１

月３日、初誓願、１９４２年１

月３日、終生誓願を立てられ

た。サンタ リタで教えておら

れたが、すぐに日本、松山に赴

任された。この赴任が１９４１

年に始まった日本のフィリピン

占領が起こった時だったことは

注目に値する。 

それは日本の慈善団体“アジア

ともし火の会”の助けによるも

ので、フィリピン、カバナトワ

ンにサンタ マリーナ 大村ホ

ームの家の創立によって始めら

れた。２００４年にフィリピン

に帰国されてから、姉妹たちは

彼女の平和な精神といつも微笑

みをたたえた表情を証言する。

彼女の愛する方、命の創造主は

４月７日の朝彼女をお呼びにな

った。 
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