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１０月１１日のお説教
厚木教会協力司祭 山口道孝 神父
今日のミサの最初に申し上げたように、市岡神父様のこと、本当に残念です。
私の高校の後輩でもありました。私は助祭叙階の後インドに行っていたのですが、
彼はそこにエスナックのメンバーとして、2 回来られました。まだ学生だったと
思います。その後インドのイエズス会の神学校ディノビリ・カレッジで勉強され
ることになった。そして覚えていらっしゃる方もおられると思いますが、濱尾司
教様がバチカンに呼ばれ、1 年半司教不在となった後、梅村司教様が就任され、
初めての司祭叙階式が市岡神父様でした。インドの神学校の院長ルイ・デ・メネ
セスも見えていて私が通訳をしたことをよく覚えています。ほんとに素晴らしい
司祭だった。社会的な問題も強かった。神学校でもしっかり教えていたし、今は
何も言えないけれど、私たちは彼のために、そして残された妹さんとお母様のた
めに祈っていただきたいと思います。彼が成し遂げたこともいっぱいあった。ま
だ途中だったこともあったかもしれない。そのことを心に留めながら、私たちは
できる限りその後を継いでいくということだと思います。改めて申し上げたいの
は、皆さんは素晴らしい司祭を生んだこの片瀬教会を、そして彼を誇りに思って
いただきたいということです。これだけでは追悼ミサになってしまうので、今日
は主日のミサですから、これから今日の福音の話をしたいと思います。
今日の福音書（マタイ 22・1-14）の最後の部分を皆さんはどう思われたか。礼
服を着ていない人がいたのでつまみ出した。集まった人は善人だったり、悪人だ
ったり、貧しい人もいっぱいいたはずです。当時の習慣としては、金持ちでも礼
服を持っている人ばかりではなかったので、婚礼のときは、屋台の貸衣装屋など
で礼服を用意して、婚礼に行く。これは最低限の常識であり、最低限しないとい
けない決まりだった。と解釈したらいいのではないか。
神様が何でも許す、教会が何でも許すからといって何をしてもいいということ
ではない。間違ったことをしてしまいそれを深く反省して新しくなる。復活祭に
新しく生き直すということ、生まれ変わるということを頂いているキリスト者の
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信仰をもう一度考えなければいけないということではないかと思います。すべき
ことをしたうえで、今までに前例のないことをするのはいいけれど、基本を全く
せずにそうしたことをするのはどうなのか、と神様は言われているのではないか。
神様はこれでいいと思っている、と勝手に解釈したり、神様を簡単にあしらうよ
うな都合のいい神観が今とても増えてきているのではないか。基本をしっかりす
るというのは、単に決まりを守るということではないです。イエス様と律法学者
がどうしてぶつかったかを考えてみてください。ただ古臭い伝統を全部守って全
部暗記しているからいい信者ということではないです。人を愛さなければいけな
い、貧しい人を助けなければいけない、平和のために生きなければいけない。そ
れが基本なのです。それを怠って、神様はこういうことも許してくれるよねと言
って好きなように神様を利用することは、婚礼のときに礼服を着ていない人にな
るのではないか。
わたしたち一人ひとりの使命は違うかもしれませんが、その基本をきちっと進
めていくこと、それをしてください、と今日は神様から言われているとわたしは
思います。
今、インドの友人、仲間から毎週のようにメッセージが来ています。インフォ
ーマルセクターという、会社とか行政とかに雇われている人ではなく、その日そ
の日をなんとか生活している人。路上で布を広げ野菜を並べて売っているおばち
ゃんたち、自転車の後ろに人を乗せるためにずっと客を待っている輪タクの人た
ち、路上で炭を入れたアイロンかけで生活する人たちなどが、今ロックダウンさ
れて全く外に出ることができない。収入がゼロ。これが 6 ヶ月以上続いています。
買い物にも行けず貧しい人たちが道をウロウロしていると警官に棍棒で叩かれ
大けがをする。コロナで亡くなるよりも警官に殺される人のほうが多いと言われ
ている。インドは感染者が今 600 万人を超えてアメリカに次いでいます。このプ
ーネの町だけでインフォーマルセクターの人たち約 4 万 8 千世帯が飢えていま
す。友人の切迫した要請で 1800 世帯分を送金しようとしたがインドへの送金制
限で 15 万しか送れなかった。
「ごめん、それしか送れなかった」というとすぐに
友人から返事が来ました。
「金額ではない」と。
「日本からこうして援助してくれ
る人がいる、あなたたちは世界から見捨てられているわけではない、あなたたち
は誰かから支えられているのだ、それを感じてもらうということで十分だ」
私たちはどこの位置に立って、何のために生きていくか、それは少しでも多く
の人に、希望を与えること、喜びを与えること、癒すこと、そのために私たちは
生きているのではないか。今日の婚礼の日の礼服を着るということは、基本に立
って、1 日 1 日をしっかり生きてくださいと神様から派遣されているということ
です。イエス・キリストの弟子として、しっかりと基本を守りながら人々のため
に生きることができること、それを市岡神父様も望んでいると思います。
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片瀬教会出身のヨハネ・フランシスコ市岡之俊神父様が 9 月 16 日
に帰天されました。神様のみ心のうちに天に召された市岡神父様の
為にお祈りください。

誰が呼びかけているのか？
キリスト教と出会ったのは、小学校低学年の
ころ。妹が通っていた聖母訪問会の幼稚園の日
曜学校です。山鳩が鳴いていたその鎌倉山の谷
あいに、平和と安らぎ、神様の存在を感じてい
ました。
しかし高校に進むころ、受験勉強も忙しい中、
人生のことなどでも悩み始めたのですが、心の
中では「神様に頼る人は弱い人」と思っていま
した。大学に入ってからは、人並みの学生生活
を楽しむ一方、むなしさも感じていました。人
生の本当の意味をもっと深く知りたいと、再び教会の門をたたいたのです。ちょ
うどそのころ、上智大学にある「学生たちの分かち合いと祈りの集い」に参加、
またアジアやアフリカ、南米の人々と共に働く司祭やシスターたちとの出会いが
あり、人生観が全く変えられていきました。
受洗は 22 歳の時です。将来は、福祉や NGO で働きたいという強い希望を持ち、
準備もできていたのですが、いざ大学卒業という時に、学部相談室から呼ばれま
した。
「選択科目と選択必修科目を間違っています・・・」。一瞬、目の前が真っ
暗になりました。でもこの新たな一年間のおかげで、アジアの子供たちを支援す
る教育 NGO で働くこともできました。アジアの国々でも、また日本でも大阪・釜
ヶ崎のおっちゃんや、そこで働くキリスト者の人たちとの大きな出会いがありま
したが、そこにはいつも、祈り、人々のために働く人たち、特に司祭や修道者た
ちの姿があって、私もそうした生き方にあこがれていったのです。
将来の準備のために、26 歳から一年半、インドにあるイエズス会の神学校で東
洋の霊性神学を学んだことがあります。春休みに、インドの片田舎に出かけたと
きのこと。復活祭のミサを告げる鐘の音が鳴り響くと、驚くほどの人々の群れが、
集会場へと集まってきました。カースト制度（身分制度）の中で、様々な困難を
受けている人たち。彼らは御聖体をいただくと、ゆっくりと自分の席へと戻って
いきました。この情景を見た私にとって、誰に呼びかけがあるのか？ということ
よりも、誰が呼びかけているのか？誰と共に歩んでいくの？という問いが、もっ
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と大切なものになっていきました。
近年、静岡県にも多くの若い司祭たちの力が入ってきています。日本でも外国
籍住民が多い静岡県西部地区で働く私にとって、昨今の経済不況下でも頑張って
いる外国籍の人たち、共に歩む共同体の人々、司祭同士の協力と助けのうちに、
司祭として歩むことへの感謝はさらに深まっています。また多民族都市、カナダ
のトロントにおける三年間の霊性神学の習得も、司牧の現場の大きな助けとなっ
ています。これからもキリストの弟子として、祈りのうちに聖霊の導きを識別し
ながら、共同体・外国籍・地域の人々と共に歩んでまいりたいと思います。
市岡之俊神父「司祭年」インタビュー・神父燦々より
（カトリック新聞 2010 年 6 月 27 日号）
【市岡之俊師略歴】
1964 年 4 月 18 日

東京都北区生まれ

1986 年 11 月 6 日

受洗

1993 年 4 月

東京カトリック神学院入学

1999 年 6 月 6 日

司祭叙階（片瀬教会）
・山手教会助任

2002 年 4 月

静岡教会・千代田教会助任

2005 年 4 月

カナダ・レジスカレッジ留学（霊性神学）

2008 年 3 月

同大学卒業・教授資格取得

2008 年 4 月

磐田教会・掛川教会主任

2014 年 3 月

茅ヶ崎教会主任

2020 年 4 月

サバティカル

2020 年 9 月 16 日

帰天

～市岡神父様を偲んで～
「残された 1 枚の写真」
どなたが写して下さったのでしょう。市岡神父様を訪ねてのバス遠足の折、私
がお別れのご挨拶をしている写真です。一寸腰を曲げた神父様の背中と腰を屈め
て神父様を見上げているいい笑顔の私。「お体お大事に。お元気で。主人とお祈
りしてますね。」神父様の笑顔が目に浮かびます。
1985 年、堅信と信徒会館完成の祝別に来られた濱尾司教様に、その頃一粒会の
本部委員をしていた主人が「いい青年がいますよ」と、はじめて市岡君を呼んで
司教様に紹介してから 14 年、片瀬教会から新司祭を送り出す事が出来た喜びは、
主人にとって本当に誇りでした。94 才になりうすれる記憶の中ですが、ご立派に
勤めを果たされた神父様に、私共々心から感謝を申し上げたいと思います。有難
うございました。
栗原優美
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片瀬教会創立以来、初めての司祭誕生！このニュースを耳にした私たち信徒の
喜びと期待は当時大変なものでした。若かりし頃の市岡君（と、呼ばせて頂きま
す）は、リュック姿で時々海外（特にインド方面だったでしょうか）奉仕と勉学
の為に通っていらしたことを思い出します。
片瀬教会での叙階式は、梅村司教様の司式のもと、ケンズ神父様のご指示を受
けて緊張と興奮の中で初めての叙階式に与りました。そして祝賀式は白百合小学
校の講堂をお借りしてマ・スール方の協力を得て、子ども達、青年、有志の大人
たちがお祝いの歌、演奏、踊りなど、親しくさせて頂いた市岡神父様への喜びの
気持ちがひとつになって準備したのを覚えています。
最近では、茅ヶ崎教会主任司祭としてのご活躍を耳にする度に、これからの教
会のあり方や我々信徒の導きを大いに期待しておりましたので、この度の突然の
訃報は残念でなりません。
市岡神父様、天の国でいつまでも私たちを見守り、力強く導いて下さいますよ
うにお祈り致します。
矢部和子

「市岡神父様へ 感謝」
初めてお会いした時、澄んだ眼がとても印象的な方だなと思った。私が新米の
マドンナ会会長だった 1999 年 6 月 6 日、片瀬教会で初めての司祭叙階式が執り
行われた。素晴らしい新司祭の誕生に深い感動をおぼえた。それから何年か経っ
て、教会遠足で赴任先の磐田教会を訪問した時も、あの笑顔で迎えて下さった。
片瀬教会マドンナ会で講話をお願いした日は偶然にも 15 年目の叙階記念日だっ
た。どんな場面でも、その誠実さ、温かさ、謙虚さはいつも変わることはなかっ
た。司祭として大きく成長された神父様にお会いして、こころから嬉しく思った。
数年前、藤沢教会で行われた神父様が講師を務められた典礼研修会の帰り道、
鎌倉行の江ノ電の中でばったりお会いした。神父様は、
「昔のことがなんだか無性
に懐かしくなって、ちょっと訪ねてみたくなったんです」と照れくさそうにおっ
しゃった。鎌倉高校前にどこまでも広がる海と空を眺めにいらっしゃったのだろ
う。
そして先日、突然旅立たれてしまったと聞いたときは言葉を失った。これが神
のみ旨ならば静かに受けいれるしかないと思うまでには時間がかかった。神にも
人にも愛された市岡神父様に今は感謝の言葉しかない。そしてこれからもどうぞ
私たちのために祈って下さるようにお願いしよう。
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萩原桃子

25 年も前のこと、神学生だった神父様は毎週末、出身教会でもある片瀬に、ケ
ンズ神父様の元で初聖体の準備クラスを受け持っておいででした。5～6 人の子供
達は神父様のなさる神様のこと、イエズス様のこと、そのお話を目を輝かせ静か
にききいっていました。中には、エネルギーのありあまっている子もいました。
神父様はフッと困った顔を浮かべながらも大きな声をなさることはなくご自
分にたくされた子供達の心の成長、信仰への芽吹きを大切に一言、一言を、1 人、
1 人をみつめながら話されておられました。
神父様がまかれた種は子供達の中で確かに育っています。どうぞ子供達の成長
をみまもり下さい。
何故私がその場にいたのか、今は思い出せませんが、同じ刻をすごさせていた
だいた事に感謝いたします。主よ永遠の安息を神父様のうえに
高梨和子
.

突然の悲しいお知らせに、まだ信じられない思いです。市岡神父様が神学生
でいらっしゃった時、私は小学生でしたが、毎週の土曜学校やごミサの後に教
会のお庭でよく遊んでいただきました。いつも穏やかに私たち子どもの話をよ
く聞いて下さって、子どもながらに優しい温かさを感じていました。
大人になってからは、お会いする機会も少なかったですが、きっとたくさんの
方が市岡神父様の温かいお人柄に安心感を得ていたと思います。
神父様、これからは天国から私たちのことを温かく見守り助けて下さいね。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

前島

彩

「市岡神父様の思い出」
平成 11 年（1999 年）6 月 13 日、当時の主任司祭ケンズ神父様の計らいで、
叙階後間もない市岡神父様による初聖体の御ミサ
が行われました。白いドレスに冠をつけた可愛らし
い子供たちに囲まれ記念写真に収まる、若々しくフ
レッシュな市岡神父様の姿に、明るい教会の未来を
予感した日となったことを思い出します。市岡神父
様が神様のもとで安らかに憩われますように。
沼田美雪
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2020 年 10 月度 教会委員会報告
日時：2020 年 10 月 4 日（日）11：30～13：30
出席者：芹沢司祭、委員長、副委員長、総務、
福祉、財務、典礼、典礼、
宣教司牧、冠婚葬祭、教会学校、
教会学校、中高大青会、マドンナ会、
市内キリスト教連絡会一粒会)、片瀬瀬修院
□ 芹沢神父様より
・先月より代わり映えせず、教区の行事中止が続々届いています。ザビエル
祭も今年は中止になり、神学生と交わる機会がなくなりました。横浜教区の
司祭は毎月集まりをやっており 40 名程参加しています。この中で松本教会
の司祭はコロナを持ち帰りたくないため昼食を別室で摂っていて、神奈川と
他県との状況の違いがあります。横浜教区はコロナ対応を小教区に任されて
いるので都合のいい面もあり、この状況は変わる予定もありません。そのよ
うな訳で片瀬をどうしていくかは皆さんが決めていってほしいです。クリス
マスや 1 月 1 日の神の母マリアの祝日も工夫が必要です。
□ 10 月以降の日程確認
１．10 月の主日ミサは、9 月同様地区別で 10 時のみ。
4 日 片瀬・片瀬山・目白山 11 日 津・津西・西鎌倉
18 日 腰越・七里ガ浜・他
25 日 片瀬海岸・鵠沼 (多人数)
２．11 月 1 日(日)諸聖人の祝日は普通のミサ、2 日(月)死者の日はミサなし
３．10 月 22 日午後 5 時より福祉部会
□ 報告および連絡事項
１．9 月 20 日第 5 地区共同宣教司牧委員会
・教会委員長会議
１） 中和田教会再建について説明あり。コロナ、資材高騰により設計
変更等があり工期 3 か月遅れ。10 月着工、来年 3 月完成予定。各教
会の資金支援（片瀬は 80 万円）は年末に中間検査があり、工事費用
の支払いがあるため年内にお願いしたいとのこと。
２） 各教会の状況
① ミサは原宿以外地区別を継続。いつまで続けるかは未定。
② クリスマスミサ
１． 原宿 12/24 2 回、12/25 1 回
２． 藤沢 12/24 2 回（17：00、20：00）、12/25 1 回（9：30）
の予定。地区分け難しく、年代別にするという案がある。
その他の教会は未定。
③ ミサライブ配信を戸塚、鍛冶ヶ谷、大船で若者を中心に行ってい
る。原宿はホームページに田丸神父様のお説教を配信している。
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④ 子ども達への対応
藤沢では、10 月の初聖体に向けて子ども達が勉強中。
子ども（家族含め）だけは、いつミサに来てもよいこととした。
２．市内キリスト教連絡会より
１）今年の市民クリスマスは YouTube で 12 月 16 日 16：00 からネット
配信を行う。ポスターにアドレスを載せる。第 1 部は YouTube 配信、
第 2 部は Zoom による分かち合いで 100 名程の参加を予定している。
クリスマス協賛金の協力をお願いします。
2）キリスト教一致合同祈祷会は来年、Zoom を使って行う予定。
３．典礼部より
2021 年堅信式あり司教様にお願いする。時期は春を希望し、希望日を 3
日提出する。
４．福祉部より
１）10 月 22 日に福祉部会を開催予定。例年通り AOS(船員司牧)の為の
カレンダー、石鹸等の寄付を募集する方向で検討する。
２）片瀬教会が会員になっている福祉団体(マック、シャロームの家、日
本カトリック使徒宣教者会、湘南ライフサポートきずな等 15 団体)
に会費(総額 288000 円)を納入します。
５．藤本さんより
長谷川路可掛軸の修復について、元国立博物館の神庭氏に鑑定、修理に
ついて診てもらうか、どなたかを紹介してもらう。
６．総務部より
電話番の協力を引き続きお願いします。特に土曜日にやる人がいない。
□ 検討・討議事項
１．司祭館の修繕・補修について
委員会開始前、司祭、委員で司祭館を視察し検討した。委員の印象とし
てはカビ、ほこり等がひどい、カーペット、壁やカーテンが汚い、電気
器具が古くて使えない、電気配線がタコ足状態で整理したい、窓が開か
ない等。来年新しい司祭がくることを前提に考え最低限清潔感のある状
態にしたい。本日の意見を参考に営繕部中心に具体的な計画を作成、次
回提案。また、司祭館の耐震強度について長期的に検討。
２．これからの教会はどうあるべきか
テーマが大きいので、まず子ども達への対応について話し合いをした。
結論として、
① 子ども達は(家族も含め)いつミサに来てもよい。（そもそも子どもが
ミサにきてはいけないとはなっていなかった）。
② 教会学校の再開に向けて、場所ややり方を工夫していく。
③ 11 月 15 日の七五三のお祝いは行う。
④ 中高大青会は、子ども達の方からやっていこうという声が上がった。
心のケアもあり、感染防止対策をとり行う。来年の堅信準備等をして
いきたい。
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⑤ 聖歌隊も少人数で歌う等の工夫をする。
３．クリスマスについて
①ミサは、24 日 2 回、25 日 1 回とし。三密を避ける方法は次回に決め
る。（各委員は案を考えておく）
②ポスター、チラシは作成しない。
③その他、ミサ後のお茶、お菓子の配布、ミサでの子どもの役割等をど
うするかも次回決める。
４．中和田教会再建支援金（片瀬分担 80 万円、昨年 10 月度教会委員会で行
うことを決定）は、年内に振込む。決定時にあった信徒の募金は行わず、
全額教会から出金する。
・次回教会委員会は、11 月１日（日）10 時ミサ後開催。

ペットの祝福
宣教司牧部 島村泰子
9 月 27 日、爽やかな秋空の下、第８回ペットの祝福が行われました。今年はコ
ロナ対策第一で準備をしました。この状況下、果たして皆さん足を運んで下さる
だろうかと心配しましたが、昨年よりも多く集まって下さいました。
司式者の中島ベルナルドさんより「最初に、ペットを見て、一緒に暮らし始め
た時から今までの時間を振り返ってみましょう」との言葉があり、ペットたちの
安全を皆さんで祈願いたしました。ペットと飼い主の祝福の後、動物と心が通じ
て話が出来たと言われているアッシジの聖フランシスコのメダイの付いたカー
ドをお渡ししました。最後にギターとフルートの伴奏で、フェースシールドをつ
けた聖歌隊の方々が「ごらんよ空の鳥」を歌い、久し振りに教会に澄んだ歌声が
響きました。家族の一員である大切なぺットが神様に守られ、これからも、共に
生きることが出来ますように。
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日本の教会の歴史

（三十九）

島原の乱
島原の乱といわれる大規模な農民の反乱は、
1637 年に起きました。島原地方で有馬氏に代わ
った領主、松倉重政がキリシタン弾圧を進めた
のは前に述べたとおりですが、このときには息
子の松倉勝家に代が変わっていました。また、
天草地方でも先代寺沢広高に代わって寺沢堅隆
（かたたか）が引き続き圧政を行っていました。
かつて隆盛を極めたキリシタンたちは、すべて
殉教か棄教をしたことになっていて、すっかり
鳴りを潜めていました。
事件の発端は、ひそかにキリスト教を復活させようと集会を開いていた有馬村
の農民たち 15 名が、島原城から派遣された役人に逮捕されたことでした。蜂起
はその翌日に起きました。飢饉と圧政による農民たちの不満は限界に達していま
した。
この日、代官の林兵左衛門らが集会を解散させようとして赴き、農民たちが「本
尊」としていた画像を引き裂くと、農民たちは怒って兵左衛門を殺害しました。
その後、村々に決起を促す檄文が廻され、騒ぎは暴動に発展しました。背後にい
たのは、小西行長の死後帰農した旧臣、益田甚兵衛好次（ますだじんべえよしつ
ぐ）の子、ジェロニモ益田時貞（ときさだ）通称天草四郎と、彼を担いで蜂起を
仕掛けた浪人たちでした。
一揆勢は島原城を攻撃しましたが果たせず、呼応するように立ち上がった天草
の勢力と合流し、３万７千人が南有馬の原城にたてこもりました。幕府は板倉重
昌を派遣して攻撃の指揮をとらせましたが、原城の守りは固く、攻防の末に重昌
自身も戦死しました。
やがて幕府は改めて老中松平信綱（のぶつな）を大将とする 12 万の兵を送り、
原城を包囲しました。それでもなお農民たちは数ヵ月にわたって籠城を続けまし
たが、食料もつきはてた 1638 年の春、幕府軍の総攻撃にあって女性や子供を含
む全員が殉教しました。
事件以降キリスト教は邪教と目され、鎖国政策が徹底されてゆきました。
（結城了悟師による同名の著書をベースに構成）
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◆１１月

１２月の主日のミサ

引き続き地区別でおこないます。
地区割りは次のようになります。【10：00 のミサのみ】
11 月 1 日
8日

片瀬・片瀬山・目白山・他
津・津西・西鎌倉・他

15 日

腰越・七里ガ浜・他

22 日

片瀬海岸・鵠沼・他

29 日

片瀬・片瀬山・目白山・他

12 月 6 日

津・津西・西鎌倉・他

13 日

腰越・七里ガ浜・他

20 日

片瀬海岸・鵠沼・他

27 日

片瀬・片瀬山・目白山・他
＊状況により変更もあります。

○11 月 2 日（月）死者の日は、今年は典礼、行事は行いません。
○七五三のお祝い

11 月 15 日にミサでお祝いをします。

○降誕祭、神の母聖マリアのミサについては 11 月の教会委員会でやり方を
決め、後ほどお知らせいたします。

◆“The 説教” ～宣教司牧部のお知らせ～
地区別ミサのため、各ミサのお説教を録音して CD にしています。聖堂入口
に置いてあります。
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知恵の雫
神はわれわれの、否、いかなる人間の知性によっても理解することは不可能であ
る。天使の知性を用いても同じことだ。人間も天使も等しく神の被造物なのだか
ら。しかし知性にとって理解不可能であっても、愛にとってはそうではな
い。・・・・・厚く垂れ込める不可知の雲を、切なる愛の矢で突き破るがよい。
決してあきらめてはならない。
「不可知の雲」より

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊11 月の典礼＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
1 日(日)

諸聖人

15 日(日)

年間第 33 主日

17 日(火)

聖エリザベト(ハンガリー)

年間第 31 主日
2 日(月)

死者の日

修道女
4 日(水)

聖カロロ・ボロメオ司教

21 日(土)

聖マリアの奉献

8 日(日)

年間第 32 主日

22 日(日)

王であるキリスト
年間第 34 主日

9 日(月)

ラテラン教会の献堂

24 日(火)

聖アンデレ・ジュン・ラク
司教と同志殉教者

10 日(火)

聖レオ 1 世教皇教会博士

29 日(日)

待降節第１主日(B 年)

11 日(水)

聖マルチノ(ツール)司教

30 日(月)

聖アンデレ使徒

12 日(木)

聖ヨサファト司教殉教者

新しい URL

https://www.catholickatasechurch.com
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