
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

総長様からのメッセージ 

毎年四旬節は、私たちにキリスト者として、奉献生活者として私たちの

生活の意義と価値を深める良い機会を与えてくれます。また私たちが

日々、他者に対していつくしみ深くなるために神のいつくしみを新たに見

出すよう促してくれます。 (2016 年四旬節 総長からの手紙) 

ソール マリア・アスンシオン・ゴンサレス, O.P. 
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 聖ドミニコ宣教修道女会 

2016 年 1 月 14 日 – 正式訪問最終会合 

総長ソール・アスンシオン・ゴンサレスは、院長と使徒職

事業所責任者の姉妹と共に集まり、管区長と管区評議員た

ちも同席しました。 

2016 年 1 月 17 日 

          さようならの時… 

ご訪問に感謝! 

総
本
部
ニ
ュ
ー
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 ソール・ロサリオ Estalayo のお母様、スペイン 

 ソール・マルティナ Nguyen のお父様、国際修学院 

 ソール・アセンシオン石丸のお兄様、日本 

 ソール・エステラ Senica のご兄弟、フィリピン 

 ソール・コルンバ Amparo のご兄弟、フィリピン 

 ソール・アントネッテとソール・フェ Lobetos のご兄

弟、フィリピン 

 

 

 Colegio “Santo Domingo de Guzmán”, バレンシア、スペイン Sor Ana Carvajal. 

 St. Anthony’s Convent, Robstown, テキサス、アメリカ合衆国 Sor Flaviana Macasling. 

 Dominican College Convent, サンタ・ローサ、フィリピン Sor Carmela Macatol. 

 Dominican Academy convent, ウニサン、フィリピン Sor Edna Fulgueras. 

 

「求めなさい。そうすれば、与えられる。」 

マタイ 7.7 

 

 

御父の家への旅立ち 

赴任 

 
 Sor Stephanie David a la Provincia de Taiwán. 

 Sor Lorna Alamares a la Provincia de Taiwán. 

 Sor Perlita Bagundol a la Delegación de Estados Unidos. 

 Sor Gina Mendoza a la Misión de Tailandia. 

 Sor Victoria del Pilar a la Misión de Camboya. 

 Sor Bernadette Mangila a la Provincia de Filipinas. 

 

新院長 

 

任命 

台湾管区: 第 4 評議員 ソール・テレシタ Lin 

わたしが求めるはあわれみであって、いけにえではない 

「御父のようにいつくしみ深く」 

四旬節 2016 
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私が、意識していなくても私の中で何かが変化し

ていることを感じました。他の人々のために生き

ることが美しく思え、私のわがままを捨て去り、

イエスに従う冒険に飛び込んでみようかなどと感

じ始めていました。 

 ハンセン氏病施設のある大島に、ボランティア

に行くグループに参加することにしたのですが、

当時はまだその病気が感染病で治らない病気だと

思われていたので、大島の人たちとの交流を通し

ても、命の神秘について今まで以上に考えるよう

になりました。 

 北条市にある本会のカタリナ短期大学に通うよ

うになったとき、母の学生時代の担任であったソ

ールローサ上妻と母の友人であったシスターに出

会いました。二人のシスターは、突然私に向かっ

て「修道院に入りなさい」と言われたのです。今

まで、そのようなことを考えていなかった私です

が、今はイエスが私に呼びかけている声を身近に

感じた時だと思っています。幼い頃から、私の心

の中にずうっと宿ってきた光の輝きがこれだと感

じました。 すべてを捨ててイエスに従い、すで

に30年が過ぎ去りました。でも、私の道を照ら

し、温かさを与えてくれている灯はいまも燃え続

けています。 

修道院に入会するとき、私のわがままを、家の戸

棚に缶の中に入れて置いてきたつもりでしたが、

実にまだ私の手元にあります。ただ、今までの私

と違うのは、今の私は十字架を首にかけるよう

に、私のわがままを飾り物のように首にかけてい

るのです。そして常に私の持っている“わがま

ま”を意識しながら、これによって私が救われな

ければいけないと考えています。私のありのまま

の姿を受け入れてくださっている修道会、私の共

同体の姉妹たちに感謝しています。私の十字架で

あるわがままな心と戦うために助けてくれること

にも感謝しています。わがままは、私の十字架で

あるとともに私の救いでもあります。何故なら神

様はありのままの私を愛していてくださると信じ

ているからです。 

        ソール フェリチタス真鍋o.p  

 

神は、ありのままの私を愛している。 

 神さまが、どのような基準ですべてを捨てて、しか

も全生涯をかけてイエスに従う人を選ばれるのか、こ

の神秘に思いを巡らすとき、私はいつも疑問がありま

す。私でさえ、この深い神秘に包まれています。 

 私は、四国（愛媛県）の松山市に、二人の弟を持つ

長女として 50 年以上も前に誕生しました。母は、聖

カタリナ女子高校を卒業して、学校の教えとそこで教

えておられたシスター方の影響で洗礼を受けました。

父は、母と出会ったときはプロテスタントの信者でし

たが、母との結婚の条件がカトリック信者になって欲

しいとのことでしたから、その言葉に従順に従い父も

カトリックの信者になりました。母によると、私の誕

生は、簡単ではなかったそうです。母の信仰と祈りに

よって、奇跡的に私は生まれたそうです。生まれて間

もなく洗礼を授けてくれ、名前は“恵子”日本の漢字

では“恵み”を意味します。 

 私の幼い頃は、父の仕事の関係で転勤が多く、いろ

いろな土地で暮らしましたが、どこに住んでも、その

土地のカトリック教会へ家族みんなで出かけました。

私は多くの愛に囲まれてわがままに育ちました。しか

し、高校時代に体験したある事件によって私の考え方

が変わったのです。 クラスメイトの一人（仲良し）

が、自殺したのです。仲間のである私たちは、全く信

じられず何故そのようなことが起きたのかの理由もわ

かりませんでした。この事件によって、自分のわがま

ま、また命の脆さについて考えるようになりました。

その時から、命の尊さや価値についても考えました。 

仲間で、この出来事や、他の様々な苦しみについて話

し合っていましたが、命の神秘については誰も、わか

りませんでした。誰ひとり私たちの悩みを解決できま

せんでした。ただ、当時私がすこし憧れを抱いていた

神学生の友人が、この世を超えた超越的な言葉、また

希望を与えてくれる話をしてくれました。私は、彼の

話を聞くことで、何か私の暗闇の道に光が差し込むよ

うに感じました。私はそのかすかな火の光によって落

ち着きを感じ、私のわがままを抱えながら普通の生活

を歩んでいました。 

 

  

 



 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先の 12 月 24 日に美しい星、隕石、彗星を

見たのかもしれないと思うに至りましたが、私

は何も見ませんでした。それらの一つさえ。ク

リスマス前晩は床に就いていました。熱は 39

度 5 分まで上がって、耐え難い頭痛、激しい

咳、鼻水で声も出ませんでした。ただ普通の風

邪だと思っていました。血液検査の結果を見る

までは。すべて減少していました。 

クリスマスに 24 時間働いている医師など誰

が思い浮かべることができたでしょうか? ウェ

ンセスラオ先生に心底感謝しています。私の状

態が血液学的に正常から外れたまさにそのとき

に、文字通り私を救ってくださったからです。

2015 年 12 月 30 日から 2016 年 1 月 8 日

までまる 10 日間入院しました。幸いにも、私

はすでに降誕節のために「馬小屋」は聖堂に準

備していて、家に着いたときは、もう年間でし

た。むしろ、私にとっては、内出血のため、す

でに四旬節が始まっていました。大げさでな

く、私の体を見れば、ロザリオの祈り・苦しみ

の第 2 の神秘、「イエス鞭打たれる」を示して

います。 

神に捧げたものとしての私の人生は、意味に

満ちていました。第一に、神の愛深いみ手に全

面的に委ねること。願いませんでしたが、主の

過ぎ越しの神秘に与ることを許して下さるのに

十分寛大でした。第二に、私は、真実に忍耐強

くあることを学びました。私の不完全、限界、

弱さなどへの忍耐です。愚痴を言わずに、病院

の白く柔らかいベッドに釘づけられるための忍

耐です。そして最後に、私の人生は、神への心

からの真摯な感謝に満ちています。さらに何を

願えるでしょうか? 

私の思いに朝の祈りの神のことば、ヨブ記

が浮かんだ時、もう夜の 10 時半で眠りにつ

こうとしているところでした。 

私は作家でもないし、会の月報に寄稿した

こともまだありません。それで、以下の記事

にご理解をいただきたいと思い、先に感謝を

申し上げます。 

より正確に書くなら、私はフィリピン、サ

ン・ファン市グリーンヒルズ、ウイルソン通

りにあるカルデナル・サントス病院にいて 9

日目です。明らかに、治療が必要だからにほ

かなりません。血液検査の結果、赤血球が減

少していて 1 月 18 日には 0.005、正常値

340.000 をはるかに下回ったため入院しま

した。ともあれ、数値は最悪の状態を示して

います。 

経緯を簡潔に言うと、10 年前にセブで免

疫性紫斑・血小板減少症と診断されました。

そのころ、私は、ソール・サルバシオンとソ

ール・イレネと一緒に、新しい任地、タイ・

バンコクに行くための手続き書類を準備して

いました。確かに、私の使命がそこにあるこ

とはすべてが示していました。医師の指示に

従わなくてはなりませんでした。そのときか

ら、毎月、ときには 10 日間毎、赤血球の検

査値に忠実でした。私の病気は、外見からは

わからず、一日中スーパーウーマンのように

活動的でいることができます。注射の針がさ

さるまで…。私の病気は自己免疫なので、つ

まり、私自身の脊髄が赤血球を作っては、同

時に私自身の免疫システムがそれを壊してし

まうので、薬を見つけるのは困難でした。医

師が唯一投薬してくれるのは、ステロイド薬

です。 

奉奉献献生生活活のの年年 

 「わたしは裸で母の胎を出た。裸で

そこに帰ろう。主は与え、主は奪

う。主の御名はほめたたえられよ。

わたしたちは、神から幸福をいただ

いたのだから、不幸もいただこうで

はないか。」 

ヨブ記 1, 21; 2, 10b 
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特特別別にに奉奉献献生生活活のの年年にに捧捧げげらられれたたここのの号号にに  

寛寛大大にに体体験験をを分分かかちち合合っっててくくだだささっったたすすべべててのの姉姉妹妹にに心心かからら感感謝謝ししまますす。。 

感謝をもって過去を見つめ 

熱意をもって現在を生き 

希望をもって未来に向かう 

 

しかし、私は幸せで、感謝しています。神に感

謝。私たちの母マリアさまに感謝。私の愛する

父聖ドミニコに感謝。私がいて愛している修道

会に感謝。そして、お一人おひとりに感謝。 

「わたしは裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろ

う。主は与え、主は奪う。主の御名はほめたた

えられよ。わたしたちは、神から幸福をいただ

いたのだから、不幸もいただこうではない

か。」ヨブ記 1, 21; 2, 10b  

父聖ドミニコにおいて 

ソール・マリア・ルイサ・トレド, O.P. 

 

奉献生活 EN UNIDAD 

何のいつくしみ? 

 
奉献生活の年の閉年にあたり、ローマで 1

月 28 日から 2 月 2 日まで、奉献・使徒的生

活会省と国際総長連盟主催の国際大会が開催

され、そのうちの 1 日、新しいかたちの奉献

生活と伝統的な奉献生活との近接という挑戦

課題について会議に参加するよう招かれまし

た。午前中、集会は言語によって分かれ、午

後は、教皇庁立ラテラン大学の満員の教室の

前で、また 2 つのホールにその模様が放映さ

れている中で、報告者が午前の部の概要を

15 分で述べなければなりませんでしたが、

興味深く実り多い対話で終わりました。 

私の神への奉献生活を比べるなら、これはほん

の最小のことかもしれません。人生のある時、生

まれました。洗礼の秘跡を通して神にかなう子と

していただきました。堅信の秘跡によつて強めら

れました。聖体によって養われています。いやし

と和解の秘跡を通して、清められ、神のいつくし

み深い愛を体験しています。至らないながらも、

み国と私たちの父聖ドミニコが広まるのに忠実で

あろうと努めています。 

私の苦しみなど、イエスさま、マリアさま、私

たちの敬愛する聖人や殉教者の苦しみと比べられ

ませんでした。 
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私たちの時代の預言者になるようにと招かれ

ました。「預言とは、人々に、幸せで偉大な

道、喜びに満ちた道がある、それはイエスの道

だと述べることです」。預言とは、何か真実

で、もっと美しく、もっと偉大で、もっと善い

ものがあると述べることです。 

結びに、教皇様は奉献生活者に「すべての働

きに」ついて感謝を表されました。そのうえ、

修道女たちに向けて問いかけられました、「も

しシスターたちがいなかったら、教会はどうな

ってしまうでしょう?」 

教皇様、勇敢で英知に満ちた言葉、預言的な

言葉を感謝します。 

私たちがふさわしい時にふさわしい言葉を言

うことができるよう、私たちの生活において、

全てが一つの預言であるよう、主に願います。 

あらゆる年代、文化、国籍の 5000 人の奉

献生活者を前に、私にこの大会に参加すること

ができるお恵みをくださったことを神に感謝し

ます。この集まりを前にして、自問します、

「奉献生活は危機にあるといえるでしょう

か?」 

奉献生活は、教会への聖霊の賜物として考え

られ、希望に満ち、しかし、また挑戦にも満ち

ています。伝統的なかたちが、今日新しい挑戦

課題に対して問い続け、応え続けるために、聖

霊に開かれ、私たちが連れていかれるどこにで

も素直に導かれることが重要です。奉献生活の

新たなかたちと古いかたちの間で一致と協力の

関係を築いていくときのみ、私たちは、有用で

あり続け、新しい時のしるしと神の民の今日の

必要に応えることができます。 

この目標に達するために、教皇フランシスコ

が 1 月 18 日のミサの説教の中で私たちに勧め

た言葉を心に留めるべきです。 

「これが、イエスが力をこめて言ったことで
す。『新しいブドウ酒は新しい革袋に』聖霊の
新しさ、神の驚きに、習慣でさえ見直されるべ
きです。主が私たちに、開かれた心、聖霊の声
に開かれた心という恵みをくださいますよう
に、変えてはいけないことを見分けることがで
きますように。なぜなら、聖霊の新しさを受け
入れることができるために、変えるべきことに
ついては基礎だからです。」 
 

ソール・デルフィ・モラル, O.P. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招待を受けたということは、全ての行事に

参加できる「許可証」を与えられたというこ

とでした。時間が足りず、存分には参加でき

ませんでしたが、参加を拒むには忍びないも

のがありました。教皇様との謁見です。2 月

1 日午前 7 時、たくさんの修道服、色、さま

ざまな奉献者の姿（「隠修女」とでも呼ぶ、

新しい奉献生活のかたちの独身女性たち）を

した終わりのない行列がバチカンからつづい

ていました。午前中、挑戦課題、目標、提案

など会議の成果を聞き、最後に、提言の書簡

が奉献・使徒的生活会省の秘書によって朗読

された後、会議参加者によって承認されまし

た。これは、後で教皇様に渡されました。 

 45 分、長い時間待って後、 締めくくり、

教皇フランシスコは、微笑んで、押し合いへ

し合いの人々に手をふりながらの入場でし

た。今回は、写真を撮ろうとエネルギーを消

耗してしまう過ちに陥るまいと決めていまし

たが、ただ、その近さと表現力を味わうには

距離の限界がありました。もう慣例になった

ように、教皇フランシスコは用意した原稿を

脇に置き、30 分間、奉献生活の挑戦課題に

ついて考察するための言葉をその場で語られ

ました。体験から生まれた真摯で勇敢な分か

ち合いで、奉献生活のために重要な 3 つの柱

にまとめられました。「預言性」、「寄り添

い」、「希望」です。 

教皇フランシスコは、「召命減少を見ると

き」ご自分も大変な困惑を覚えると告白され

ました。それに対して、勧めを下さいまし

た。召命が増えるためには、熱心な祈りをも

って「主の心の戸」を叩くこと、「人工的な

種まき」と呼ぶ実験つまり、誰にでも「まあ

いいでしょう、いらっしゃい・・・」と受け

入れるのを避けること。「後で、中にたくさ

んの問題を抱えます。そうではありません。

慎重に迎えられるべきです。これが真の召命

なのかどうかよく識別し、また、共同体が高

齢化したとき金銭に執着する誘惑を避けるべ

きです。」 

最も大切な隣人は、自分の共同体の兄弟姉

妹であり、預言性、寄り添いをどうか忘れな

いようにと願われました。そして希望。 



 
 

7 

   こだま 

私たちのグループ、ソール・アナ、ソール・

カタリナ、ソール・セシリア、ソール・テレシ

タと私ソール・ロサリナを代表して、主に召命

の素晴らしいお恵みを深く感謝したいと思いま

す。 

また、この修道会に出会い、受け入れていた

だいたことは、私たちにとって大きな贈り物で

した。そこで、私は修道会に、とりわけ総長様

ソール・アスンシオン・ゴンサレスとそのコン

セホに、私たちに初誓願をご許可くださいまし

たことを感謝いたします。また、会のすべての

姉妹たちにもそのお祈りに感謝し、ベトナムの

私たちの愛するコムニダには、お一人おひとり

に、私たちが成長、成熟し、主がくださった召

命を堅固にするよう助けてくださったことへの

感謝を表したいと思います。 

養成担当の姉妹方は、私たちの人間的、霊的

成長に、疲れを知ることなく同伴してくださっ

たことを、また将来よきドミニコ会宣教修道女

になるために、その証しをもって準備してくだ

さいました。私たちゆえの忍耐と心配、たいへ

んありがとうございました。 

最後に、いろいろなかたちで私たちを助けて

くださった私たちの家族、恩人、友人の皆様

に、すべてありがとうございました。 

私たちに寛大に分かち合ってくださったすべ

てのことに対して、主が豊かなお恵みでお報い

くださることでしょう。 

限りない感謝と祈りをもって。 

 

ソール・ロサリナ Dau Thi Thanh Thuy, O.P. 

 

   

2016 年 1 月 12 日、自国ベトナムで養成

を受けた最初のグループの姉妹たちが有期誓願

を宣立しました。誓願式は、ここ Go Vap に

ある私たちの修道院から車で 10 分だけの

Lang Son にあるドミニコ会のシスターたち

の修道院聖堂で行われました。 

司式は、ベトナムのドミニコ会の神父様たち

の管区長の予定でしたが、式の前にバイクの事

故があり、代わりに、その補佐を務めるビンセ

ント神父様が司式、私たちの教会の主任司祭ヨ

セフ神父様と幾人かのドミニコ会司祭、立願し

たばかりの姉妹の家族の司祭が共同司式してく

ださいました。また、ベトナムにある他のドミ

ニコ会のシスターたちも参加してくださいまし

た。 

シスターElijah が指揮し、私たちのアスピラ

ンテ、志願者、修練者たちの聖歌隊が歌う、簡

素ながら荘厳な、美しい式でした。 

総長様ソール・アスンシオン・ゴンサレスと

ソール・エバンジェリン・カラヨのご出席が、

誓願式をいっそう完璧で特別なものにしてくだ

さいました。 絶えることのない助けとお祈り

に感謝いたします。 

 

ソール・フィロメナ・ビリャクルサーダ, O.P.  
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2007 年 4 月 4 日、Fu-An の指導司祭が私

に、聖ドミニコ宣教修道女会を紹介してくれ、 

私はそこに入会することを決心しました。志願

期、修練期、有期誓願期とすべての養成を許可

されて受け、今日に至るまで、Fu-Jen 大学で

勉学する機会をいただきました。 

パウロが言ったように、「神の恵みによって

今日の私があるのです。」（ 1 コリント 

15,10） 

私はいつも問いかけます、「私は誰でしょ

う？」「ドミニコ会修道女でしょうか？」 

ソール・カタリナ Lien, O.P. 

 

   こだま 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「神の恵みによって今日の私があるのです。」 

 (1 コリント 15,10) 

私は、ソール・カタリナ Lien と申します。

1970 年に未信者の家庭に生まれました。

1986 年に要理教育を受けるまで、カトリック

について全く知りませんでした。 1987 年 8

月 15 日に洗礼を受けました。以前知らなかっ

たカタリナの名をなぜ洗礼名にしたのか、私は

わかりません。後に、義理の姉妹の一人が両親

を訪ねてきて、私に、聖カタリナはドミニコ会

の一聖女だと言いました。 

22 歳のとき、修道生活に入りたいと強く望

んでいましたが、信者たちは、それは 3 代にわ

たるカトリック信者の家庭でしか修道者にはな

れないと言ったのです。そのときから、修道者

になりたいというこの望みは、私の心の中にだ

け守っていました。 

1996 年、ある神学生が私に、もし修道者に

なりたければ誰でも、その家庭がカトリック信

者かどうかについては問題なく認められると言

いました。 指導司祭は、修道生活はとても厳

しいと警告してくれました。しかし、私は修道

生活の困難に恐れは感じませんでした。ただ、

修道者になりたいという私の望みを実現したか

ったのです。そこで、1998 年 9 月 8 日、教

区の試験に合格してから、教区で修道生活を始

めました。2 年の養成期が過ぎました。2001

年、小教区での使徒職を始め、2007 年まで続

けました。説教するとき多くの困難があり、キ

リスト信者は尊敬されていませんでした。 
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ドミニコ会の養成が始り、志願期、修練期、

有期誓願期を通して、イエスに従うドミニコ会

的なあり方を学んでいきました。私にとって、

共同生活は容易ではありませんが、主はあらゆ

る困難のうちにも私と共にいてくださいます。

主は私の進行を強めてくださり、たくさんの恵

みをくださると思います。 

人生のあらゆる時期に、神の愛を経験し、彼

に従うためにすべてを捨てたいと願います。3

年間の神学的養成の間、教義に関してさらに知

識を得ました。この 4 か月間、私たちに同伴

し、ドミニコ会のカリスマと共同生活をおしえ

てくださったソール・テレシタ・スーにたいへ

ん感謝しています…。 

総長様、聖ビセンテ管区の管区長様、総本部

と管区に、たくさんの機会、特にローマで終生

誓願の準備のため 4 カ月過ごす機会を与えてく

ださったことへの深い感謝をどのように表した

らよいのかわかりません。ローマで、スペイン

で、共同体的な姉妹愛を体験することができ、

ドミニコ会の足跡もたどりました。カレルエガ

で私たちの父聖ドミニコが歩いたと同じ地を歩

くのは感動的でした。 

言葉がわからず沈黙していたにもかかわら

ず、忍耐しよく接してくださったことをすべて

の姉妹に本当に感謝しています。言葉がなくて

も、私たちは理解し合えました。すべてを神

に、またすべての姉妹に心から感謝いたしま

す。 

私たちは、私たちの聖ドミニコ宣教修道女会

において、神のドミニコ会修道女として、神を

賛美し、感謝を捧げ、いつも決定的な「はい」

を言って、神へとその教会への奉仕に生涯を捧

げたいと思います。 

私たちの母、中国の聖母が、私たちとともに

いてくださいますように。 

いつも祈りにおいて一致して。ありがとう! 

ソール・インマクラダ Wang, O.P. 

「生きているのは、もはやわたしではありませ

ん。キリストがわたしの内に生きておられるの

です。」 (ガラテヤ 2, 20)    

私は、ソール・インマクラダ Wang と申しま

す。カトリック信者の家庭に生まれ、生後まも

なく洗礼を受けました。私の母は、とても熱心

な信者でした。私の家は教会のそばにありま

す。それで、小さい頃毎日教会で遊び、あらゆ

る典礼に参加していました。私は、母から信仰

と人生における真理を受けました。母は私に、

言葉によるよりもよい模範によって教えてくれ

ました。このすべてが、私の信仰生活の重要な

土台です。 

7 歳のとき、母は私に、食事の準備の間「ロ

ザリオ」を祈ることを教えてくれ、私は「初聖

体」を受ける前にロザリオの祈りを祈っていま

した。 

母の死後、Huan が私を修道生活に導き、修

道生活はとても美しいと言いました。そのとき

は私に言われたことをあまり理解していません

でしたが、その生活を見て、少しずつ召命の種

が私の心の中で育っていきました。 

1998 年 9 月 8 日、Minton 教区で 2 年間

の学びに入りました。その後、2007 年まで教

区での司牧で働きました。 

2007 年の黙想の間に、ある司祭がこの修道

会を紹介してくれ、4 月 17 日に準志願期を始

めました。 
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   こだま 
  

3 月 2 日、神の御助けによって、 

誓願を更新: 

 ソール・マグダレナ Mu 

 ソール・フランシスカ Polo 

 ソール・インマクラダ Pham 

 ソール・マルティナ Nguyen 

 

 

2 月 2 日、終生誓願の荘厳なミサが捧げられ

ました。 

午前 10 時 30 分、ソール・マリア・ユン

は、ヤコブ金司教様司式、ドミニコ会と教区

の神父様方 の共同司式によるミサにおいて、

終生誓願を立てました。 

彼女の家族と友人、また彼女が働いている教

会のたくさんの人々が参加してお祝いしまし

た。感謝のひとときでした。 
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中国において共産主義の激しさが弱ま

って来たころ、日本も政治的に落ち着いた時が

あり、この二人に自分の国に帰るようにチャン

スをあげました。クレメンシアは帰国し、その

後は台湾で結婚し、普通の生活をしましたが、

グロリアは日本に残ることを選択しましたの

で、その時からずっと私たちと関わりながら生

活していました。 北条に住み、彼女は皆の姉妹

を愛し、また姉妹たちも彼女を愛しました。彼

女の単純な心や優しい心は姉妹たちや大学生に

愛されました。特に寮生たちに。年寄りになり

一度台湾に帰りましたが、彼女の家族や生まれ

た故郷などについて何ひとつ情報を得られなか

ったので、また日本に戻り、死ぬまで日本で人

生を過ごしました。北条の修道院の近くの一つ

の家に住んでいました。そこで犬と猫と共に、

またシスターたちによって愛に満ちた世話を受

けて、高齢の孤独を感じることない幸せな暮ら

しでした。この善良な人は昨日私たちを残して

天に帰りました。そして彼女の死と共に私たち

の会の中国の歴史の一つ段階も閉じました。ド

ミニコ会の誕生の 800 年を祝っている今、神

様の憐みによって新しい召し出しの芽生えの門

が開くように神に願っています。安らかにお眠

りください。そして栄光の王座から私たちとい

つまでもともに神さまの栄光を讃えることが出

来ますように。 

（これを機に、会の創立 800 年に当たり皆さ

んが持っているフィデス.ビリャロエルが書いた

“使徒職 1 世紀の歩み”の第Ⅲ章、１０８ペー

ジから１２０）を読んでくだされば、今語った

ことを見出だすことが出来るでしょう。）  
  

ソール・ドミ・フェルテス, O.P. 

2 月 4 日、日本 26 聖人殉教者の祝日

を前に、グロリア栄子が亡くなりました。１9

世紀にドミニコ会の神父により中国で始まった

サンタ・インファンシアで私たちの姉妹の犠牲

や苦しみ、困難を「生きた証し」として語って

くれる人は、彼女の死によって終わりました。 

当時、中国の仏教の考えによると「良

い運命の印」の下に生まれなかった女の子はそ

の家族に相応しくない者とされ、生まれた女の

子を捨てたそうです。 

ドミニコ会の神父様たちは山に捨てら

れたその女の子たちが、獣に食べられてしまう

前に子どもたちを助けました。 その後神父さま

たちは、助けた子供たちのため、「母代わり」

となってくれる女性の助けを求め始めました。

このきっかけで、私たちの姉妹がその助けとな

るために、女の子たちの母代りをしました。し

かし、共産主義が中国に入り、1891 年から  

1930 年 まで中国は社会や政治など混沌な状

態が続きました。共産主義の政治家は修道者を

国から出るように命令し、もし出たくなかった

ら政府のために働かなければならいと決定しま

した。 サンタ・インファンシアに行った女子た

ちを捕まえて私たちが想像できないほどのあら

ゆる「悪」が行われました。 日本において本会

に初めて入会した日本人シスター・マリア吉田

によるとグロリア栄子も日本に帰ることにな

り、その時にシスター・ホアキナ・ディエスの

お姉さんシスター・グロリア・ディエスは高雄

のサンタ・インファンシアにいた 11 歳の女の

子グロリアとクレメンシアの 2 人を日本に連れ

ていくようにシスター・マリア吉田に頼み、

1942 年（昭和 17 年）日本に連れてきまし

た。二人とも家の仕事の手伝いをしてくれまし

た。松山修道院そして新居浜、その後園部が出

来たのでシスター・イノセンシア・ゴンサレス

が彼らを世話し、彼女たちも働きました。 

 

歴史のある 1 章が幕を閉じました 


