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聖ドミニコを見た人

が、彼に魅了された

ように、喜びは、よ

い心の実り、また証

として彼の顔に輝き

ま し た 。 彼 は 聴 く

人々のために愛のう

ちにキリストが成長

する建設的なことば

をもっていました。 

（2015 年聖ドミニコ

の祭日の手紙） 

 ソール マリア・

アスンシオン・ 

ゴンサレス, O.P. 
 

 

賛美し,  

祝福し,  

説教しなさい 

総
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ジュビレ開始のシンボル: 

 オルビエトのコンスタンティノは語っています。聖ドミニコがローマにいたとき、聖ペトロ大聖堂で祈っている間に、使徒

聖ペトロと聖パウロが彼に近寄ってくるのを見ました。聖ペトロは彼に一本の杖を、聖パウロは一冊の本を渡して言いまし

た。「行って、説教しなさい。あなたは、この任務のために神によって選ばれたからです」。  

ジュビレ開始の式典において、ドミニコの肖像に表れているこれらのシンボル、杖、本、使徒的派遣をあらためて取りあげま

しょう。これらは、ジュビレのすべての式典のための共通テーマへとわたしたちを招いています。「福音を宣教するために遣

わされた」。 

 

日時 :  2015 年 11

月 7 日 土曜日 (ド

ミニコ会の諸聖人の

祝日). 

  

場所 :  ファミリア・

ド ミ ニ カ ナ の 諸 管

区・諸修道院 

  

コーディネート: 

ジュビレ・コーディ

ネート委員会 

 : iubileum2016@c

uria.op.org 

ドミニコ会典礼委員

会 : commissio.liturg

ica@curia.op.org 

 

管区長 

修道院長 

管区のジュビレ推進

者 

  

各 管 区 、 各 修 道 院

は、ファミリア・ド

ミニカナの他の修道

会と一緒に、2015

年 11 月 7 日、ジュ

ビレ開始の荘厳な式

典を祝うよう招かれ

て い ま す 。 ジ ュ ビ

レ ・ コ ー デ ィ ネ ー

ト・チームは前もっ

て、すべての式典に

統一性をもたらす助

けになる典礼のテキ

ストとシンボルを送

ります。 

 

同日、ドミニコ会総

長は、サンタ・サビ

ナにおいて、ファミ

リア・ドミニカナの

全修道会の会員の参

加のもと、ジュビレ

開始の式典を主催し

ます。 

この式典は、ドミニ

コ会のインターネッ

トで中継されます。 

  

 ソール・マリア・アンヘレス・ビリャリブレ…..管区長 

 ソール・マリア・ドロレス・レケホ...... 第一評議員 

 ソール・ルイサ・マリア・マンテカ....... 第二評議員 

 ソール・ドロレス・リオハ.......... ... .... .... 第三評議員 

 ソール・アウロラ・リャマサレス........ ... 第四評議員 

 ソール・カルメン・ローサ・ガルシア...... 管区会計長 

 ソール・マリア・フェ・ルビオ.................. 管区秘書長 

   7 月 25 日、スペイン

の保護者使徒聖ヤコブの

祝日に、 わたしたちの

管区会議を閉会しました

… 偶然…?  摂理…? 

   準備の日々も、会議の

議事も、私たちがいただ

いたすべてを神さまに感

謝します。確かに、主

は、 聖霊を通して現存

していてくださいまし

た。 

 

 

“聖ルイス・ベルトラン” 管区役員, スペイン・ポルトガル 

   主とロザリオの聖母の

おん助けをもって、私た

ちが議事録に具体化した

ことを寛大に引き受けて

いくことができるよう信

頼しましょう。すべてが

うまく運ぶよう祈りをも

って同伴してくださった

すべての姉妹型に感謝を

ささげます。 

 

 

 

新たな 3 年間に 

祝福がありますように  

   わたしたちはかなり働

きましたし、ことばを現

実のものとしようとし、

教皇様がこの年を捧げら

れた奉献生活のために贈

ってくださったご指導を

心に留めながら、あえ

て、よく働いたと言える

でしょう。管区会議の標

語、「刷新され、伝えら

れる忠実な『はい』の喜

び」が語る通り、姉妹

愛、もてなし、喜びの雰

囲気のうちに日々を過ご

しました。 

 

ソール・マリア・フェ・ルビオ, 

O.P. 

 

 

 

mailto:iubileum2016@curia.op.org
mailto:iubileum2016@curia.op.org
mailto:commissio.liturgica@curia.op.org
mailto:commissio.liturgica@curia.op.org
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ソール・マリア・エディッテ・シルバ:  

mariaeditedominicana@gmail.co

m 

 

 

 

電話 
 

グァム、バリガダの聖ドミニコ・

シニア・ケア・ホームのコムニダ

直通電話（Fax とは別に） 

 

1(671) 632-7104 

 

 

 

新院長 

 聖ドミニコ宣教の家、フィリピン、バ

タネス.....ソール・コラソン・アキノ 

赴任 

- ソール・テレシタ・リ

ン 台湾管区へ 

- ソール・マリア・エデ

ィッテ・シルバ  スペ

イン・ポルトガル管区

へ 

- ソール・マリー・ジュ

ーン・ビリャビセンシ

オ 国際修学院へ 

- ソール・レツィル・デ

ィオラ 国際修学院へ 

二千年にわたる個人的、共同体

的体験によって生み出されたキ

リスト教の偉大な霊性の豊かさ

は、人類を刷新しようとする試

みに美しい貢献を果たします。

わたしはキリスト者に、私たち

の信仰の確信から生まれたある

エコロジー的霊性の指針を提案

したいと思います。なぜなら、

福音がわたしたちに教えている

ことは、私たちの考え方、感じ

方、生き方 に大きな影響を与え

るからです。理想を多く語ろう

とするのではなく、何よりも世

界を配慮する熱意を養うための

霊性から湧き出る動機について

です。なぜなら、わたしたちを

鼓舞する神秘性がなければ、 

 

 

御父の家への旅立ち 

 «促し、刺激し、励まし、個人

的、共同体的な行動に意味を与え

る内的な動機» (福音の喜び)がな

ければ、ただ教義だけで大きなこ

とに責任を果たすことは不可能で

しょう。キリスト者は、神が教会

にお与えになった豊かさをいつも

活用し発展させてきたわけではな

いということを認めなければなり

ません。教会では、霊性が、教会

自体からも自然からも、あるいは

この世界の現実からも切り離され

てはおらず、それらとともに、ま

たそれらのうちに、私たちを取り

巻くすべてのものとの交わりのう

ちに生きています (n. 216) 。 

私たちの具体的な責務は何でし

ょうか? 

 

皆の共通の家への配慮 

 ソール・ナティビダ・フェル

ナンデス、スペイン 

 ソール・コラソン・ポセ、ス

ペイン 

 ソール・ヨハンナ・パクのお

父様、韓国 

 ソール・ヘレン・カヌのご姉

妹、アメリカ合衆国 

 

 

 

今日できることを明日まで

放っておくな。 

愛は眠らない。 

回勅『ラウダート・シ』 

mailto:mariaeditedominicana@gmail.com
mailto:mariaeditedominicana@gmail.com
tel:1%28671%29%20632-7104
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熱意をもって現在を生き、 

希望をもって未来に向かう 

   最近、私はよく考えています―

「なぜ私は、主が私にくださった

ほどに、日々熱意をもって生きよ

うとしないのか？なぜ私は、修道

院の塀の外ばかりでなく同じコム

ニダの中でも、こんなに多くの

人々が持っている悲観と絶望にス

トップをかけようとしないのか？

なぜ、あれこれと、たくさんの無

益な心配、疑いと暗い日々、万が

一…、たくさんの〈でも〉、終わ

りのない〈なぜ〉…」。それにし

ても、こんなにたびたび唱えてい

るのが何の役に立つものか。「主

はわれらの牧者…わたしを憩いの

水辺に伴われ、新たに力を与えて

くださる」。「 私は神をあがめ、

私の魂は神の救いに喜びおどる」

… 

  私は、熱意をもって現在を生き

つつ、希望をもって未来に向かう

歩みを進めているのです。 そうで

す、生きることの喜びと感謝の希

望をもって、ただ私にくださって

いる喜びと熱意ばかりでなく、と

もに生き、主が私の道に備えてく

ださっているすべての人々ので

す。 

引き渡しの生き方に日増しに満

たされ一体化されて生きようとの

歓喜と熱意、帰属意識と、誰にま

た誰のために私のいのちを捧げて

いるのかの自覚が、日々すべきこ

とに意味を与えるのです。それ

は、重要にも思われず、外見はそ

れほど輝いていないけれども、わ

たしの内面に、決して奪われるこ

とのない喜びと平和をもたらしま

す。なぜなら、主が私の貧しい小

舟の陣頭に立ってくださるからで

す。 

   私の脳裏に、人生の数年間、は

じめは見えていたけれどある時期

から盲目になった一人の人の歴史

が去来します。彼は盲目にもかか

わらず、大きな想像力と過去に非

常に感謝する心を抱き、同時に希

望と知人の思い出への感謝をもっ

て生きていました。毎日通りであ

ったことを他の盲人たちに物語る

ほどで、部屋には一つの窓があ

り、それで通りであったことを見

ているのだと信じさせるほどでし

た。 

部屋の仲間の一人が亡くなった

時、通りに面した窓のあるよう仲

間のいたベッドに移らせてほし

い、そうすれば見えるからと頼み

ました。「窓？」「どこに？」

「この部屋には窓は一つもない」

と、それが答えでした。 

私たちはまた、毎日窓を開けま

しょう。私たちのコムニダのうち

にある神の美しさを見て分かち合

うことができるように、私たち皆

が、熱意と希望をもって生きるた

めに、これほど豊かにいただいた

神の恵みが出入りするがままに開

け放たれた窓になるために。 

  

奉奉献献生生活活のの

年年にに 

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 

 

生活体験の分かち合いのページ 

頑頑張張っってて !! 

99 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談談をを   

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。。   
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旅行は、ヒルトン基金（アメリ

カ合衆国）が、英語を話し理解

できる若い台湾人修道者を後援

しています。ソール・インマク

ラダは、このかけがえのない体

験を AMRST に報告し、分か

ち合うことになっています。 

良い旅行、美しい体験となりま

すように。ローマには、9 月

13 日から 19 日まで滞在しま

す。 

3 年前、2012 年、ソール・イ

ンマクラダ・ワン、ソール・カ

タリナ・リン、ソール・インマ

クラダ・ワンは、イエズス会経

営の大学にある聖ベラルミノ神

学校で勉強するためにタイペイ

に着きました。6 月 27 日にそ

の勉学を終え、今は中国に戻っ

ています。しかし、休暇の後、

ソール・カタリナとソール・イ

ンマクラダは、9 月から 2016

年 1 月まで、最終の承認のため

にローマに行きます。ソール・

テレシタ・スーが、この内省と

深化の間の養成担当者です。 

ソール・インマクラダ・チェン

は、上長者連盟から、奉献生活

の年に奉献・使徒的生活会省に

よって企画された若い奉献生活

者のための会議に参加する台湾

代表として選ばれました。全世

界から数千人の若い修道者たち

が集まり、バチカンにおいて、

講演、セミナー、前晩の祈り、

教皇フランシスコとの謁見など

に参加します。 

 

 

 

 

 

  

 

台湾がわたしたちに語る 

世を目覚めさせよ 
福音 預言 希望 

“これと思う人々を呼び寄せられると、 
彼らはそばに集まって来た” 

(マルコ 3,13) 
 

若い奉献生活者のための 

国際セミナー 
 

2015 年 9 月 15-19 日 

t@z  
 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペイン バリャドリッド 

まもなく到着 

フィリピンから 

Sor Lezyl Diola 

Sor Mary June Villavicencio 

 

養成期の姉妹たち 

現在 

  

 

志願期の開始 

Sor Sabina 

Sor Judith 

Sor Benedetta 

 

ベトナムから 

Sor Inmaculada Pham 

Sor Martina Nguyen 

 

 Elizabeth Le Thi Dung  

Jacinta Hoang Thi Hai Ye  

Fatima Nguyen Thi Oanh 

 

Elvira Nguyen Nga 

Susana Phan Phuong 

Magdalena Nguyen Chau 

Dominica Pham Nhat  

 Faustina Do Trang 

2015年 8月 8日 

ケニアから 

Sor Alicia Ndegwa  

 

ミャンマーから 

Sor Catalina  

Sor Clara  

Sor Rosa  

Sor Cristina  

Sor Magdalena Mu 

Sor Francisca Polo  

Sor Dominica 

 

修練期の開始 
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+  2015年 7月 9日 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

... 御父と出会いに... 

ソール・ナティビダ・フェルナンデス 

91 歳・修道生活 72年 

 

ローマでの外国生活を終えてス

ペインに戻り、管区のいくつもの

修道院で統治管理の職務を果た

し、最後はレオンの修道院でし

た。最後の 4 年間、彼女とまとま

った会話に入ることができないま

でに、精神的能力が失われてしま

いました。しかし、短く、具体的

で、的確な言葉に、私たちはたび

たび驚かされました。  

家の姉妹たち、来院の姉妹たち

がわかっていましたが、多くの場

合、見るだけに限られ、他の場合

には名前を呼んで私たちをびっく

りさせました。 

最後の 15 日間、健康状態が全

般的に極めて悪化し、少しずつ、

御父の温かな御手に、沈黙のうち

に引き渡されていきました。 

ソール・ナティは、絵を描くの

がとても好きで、また上手でし

た。レオンの修道院には、さまざ

まな部屋を飾る彼女の額で思い出

を温めています。 

ソール・ナティビダ・フェルナ

ンデスは、1924 年 6 月 10 日、

ムリアス・アリェルというアスト

ゥリアスの小さな村に生まれまし

た。 

家庭の宗教的な環境から、修道

召命は、早くから、堅固でした。 

1941 年にマドリッドで修練期

を開始、1943 年 1 月 23 日、ア

ビラで初誓願を立てました。 

修道生活最初の数年は、マドリ

ッドの学校で過ごしました。 

1958 年、マドリッド、アルコ

ベンダスにあるドミニコ会の神父

様方の学校で姉妹たちが家政面の

奉仕をしており、そこで長上職の

務めを始めました。 

1964 年、私たちの会の新たな

地平が開けたときでした。ローマ

の修道院創設のため、家族的と言

われるとおり、ソール・ナティ

は、新しく創立する家の院長とし

て、他の二人の姉妹を伴って、ロ

ーマに行きました。 

新たな創立を始めるときはいつ

ものことながら、たくさんの困難

があり、彼女を特徴づける勇敢さ

をもって仕事に取り掛かり、ある

期間を過ごして、ローマを目指す

巡礼者を泊めるためにより大きな

家を開きました。 

私たち皆を驚かせたエピソード

として、時計をはずされるのを嫌

い、快適な肘掛け椅子に座るため

にベッドから起きる時間をコント

ロールしていたということがあり

ます。 

 

私たちは、主がその大きないつ

くしみをもって、彼女をその懐に

迎え、その務めと苦しみに報いて

くださることを信じています。 
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ソール・コラソン・ポセ 

87歳・修道生活 62年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  2015年 7月 12日 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

... 御父と出会いに... 

病院、ホーム、家で彼女の訪問

を受けた多くの患者たちが、愛と

いつくしみの御父との決定的な出

会いのとき、彼女を迎えに出て行

ったことでしょうし、神さまご自

身が、私たちにイエスさまが教え

てくださった言葉をもって、彼女

を迎えたことでしょう――「あな

たのために天国に用意された、私

の家に来なさい。私が病気だった

とき、あなたは私を訪ねてくれた

から!」 

コムニダの玄関番を務めての長

い時間は、素朴、もてなし、優し

さの証しでした。彼女のバッグの

中には、いろんな機会に子どもた

ちにあげるキャンディーを欠かす

ことなく、彼らはキャンディーと

彼女の愛情に満ちた抱擁を受けよ

うと、私たちの食堂に入ってきた

ものでした。 

最後は、コムニダへの奉仕がで

きず、長い時間を聖堂で過ごし、

ただ一人で主とともにいる幸せを

感じていました。彼女のお母さん

の親しみを思い出したように、

「ああ、お母さん」と繰り返し言

っていました。 

彼女が不完全、弱さとともに、

全ての人々、とりわけ故郷と家族

への大きな愛も持っていたことは

疑いありません。彼女がたいへん

愛していましたので、その死の時

に、立ち会うことができました。

彼女の周りにコムニダが集まり、

サルベとオー・ルーメンを歌いま

した。 

レオン、マドリッド、バリャド

リッド、ポルトガル、パレンシ

ア、アビラが、彼女がその使徒職

を果たし、全ての人々への愛を注

いだコムニダです。 

最後の日々、神さまは彼女に計

り知れない平和を、彼女の意志を

捨てて姉妹への奉仕に捧げた人生

の実りをお贈りになりました。ひ

とつも愚痴をこぼさず、差し出さ

れたどんな手助けにもいつも感謝

し、面倒をかけることに赦しを願

っていました。 

彼女がとても愛した聖母マリア

と、信心を広めた戦いのキリスト

が、御父のみ前で執り成し、その

愛の永遠の充満の喜びを味わわせ

てくださいますように。 

 

ソール・マリア・コラソン・ポ

セは、1927 年 9 月 4 日、ラ・

コルーニャのレドニョに生まれ、

2015 年 7 月 12 日にアビラで帰

天しました。 

1950 年 3 月 17 日に志願者と

して入会し、1950 年 10 月 8

日、修練期を開始してリマの聖ロ

ーサのソール・コラソンの名をい

ただき、1952 年 10 月 8 日初誓

願、1955 年 10 月 10 日に終生

誓願を立てました。 

彼女のお捧げのうち、聖ドミニ

コ宣教修道女として、教育職にあ

っては小さな子どもたちへの大き

な愛、若者たちとの働きをわたし

たちは取り上げます。彼女は子ど

もや若者たちを将来のキリスト

者、女性として育てようとし、ま

た何よりも、健康司牧における仕

事で、喜んで教区の活動に参加し

ていました。 


