
 

 

 

 

COM Vol.351  2020.11.16  
 

福岡教区  

 

聖職者通信 

 

 

 
          司教 ヨゼフ・アベイヤ 

  
皆さん、お元気ですか。新型コロナウイルスの

三波と言われている中で、福岡教区の三県での

感染は少し落ち着いたようです。しかし、まだ警戒

が必要です。特に、クリスマスの祝いを考えると、

心配します。皆さんに、この前送りました手紙の中

で示された注意点を厳重に守るようにお願いいた

します。 

新しい典礼の歩みが始まります。キリストの神秘

を記念しながら、深く福音に根差した教会として

歩みたいと思います。これによって、初めて社会

に福音的な貢献が出来るからです。 

11 月 6 日に送りました手紙を通して、これから

の教区の歩みを方向付けるために、皆さんのご協

力をお願いいたしました。言うまでもなく、ゼロから

出発しているのではありません。今まで培われて

きた素晴らしいことをさらに活かし、現在必要とさ

れていることを共に識別したいと思います。2027

年に福岡教区設立 100 周年を迎えます。こういう

時に、「今まで歩んできた道を、感謝を持って振り

返り」、「現代を情熱をもって生き」、「希望をもって

将来に向かう」ということは大事です。「感謝」、「情

熱」、「希望」はわたしたちにとって大事なキーワ

ードになります。 

どうか、各小教区や地区、また様々な活動団体

で手紙の中にある二つの質問を取り上げていた

だきたいのです。「共に」歩む姿勢が深まっていく

ことを期待しています。3 ヶ月という短い期間です

が、皆様のご協力をお願いいたします。 

11 月 30 日の研修会の時に皆さんに会うことを

楽しみにしています。 

 

 

 
 
 

【11 月】 

16 日（月） †アントニオ浦口均師（2007） 

17 日（火） †セバスチアノ川添猛師（2017 長崎） 

18 日（水） 長崎教会管区神学校ミーティング 

19 日（木） 神学院感謝祭 

22 日（日） 王であるキリスト 

        †P.ポール師 C.P.（1996） 

23 日（月） †J.B.シュルツ師, S.F.M.（1996） 

†E.ウイリアム師 O.M.I.（2016） 

26 日（木） †R.マグリン師 P.I.M.E.（2008） 

27 日（金） †S.ズバノーニ師 P.I.M.E.（1962） 

     †M.C.ハイメ師  O.C.S.O.（2003） 

28 日（土）・29 日（日） 新田原教会訪問・堅信式 

29 日（日） 待降節第 1 主日 

†P.ブラドリ師 S.S.C.（1994） 

30 日（月）  教区全司祭研修会 

†アンジェロ春山勝美師 O.F.M.

（2007） 

【１２月】 

 1日（火） †フランシスコ A 伊東誠二師（1997） 

3 日（木） 日本宣教の保護者聖フランシス 

コ・ザビエル司祭 

 5 日（土） †F.サルデイ師 P.I.M.E.（1997） 

 6 日（日） 待降節第 2 主日 

        宣教地召命促進の日 

        久留米教会訪問・堅信式 

 8 日（火） 無原罪の聖母 

        教区顧問会 

 9 日（水） 臨時司教会議（～10 日 東京） 

        教皇訪日 1周年記念ミサ 

（東京イグナチオ教会） 

10 日（木） †J.メディナ S.J.（2019） 
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12日（土） †M.コーフィールド師S.S.C.（2001） 

13 日（日） 待降節第 3 主日 

        教区信徒使徒職協議会例会 

†G.F.ケリー師 S.F.M.（1981） 

14 日（月） J.モラハン師 S.S.C.（2002） 

15 日（火） D.カレン師 S.S.C.（2003） 
 

≪地区司祭集会予定≫ 

熊 本 地 区 12月  3日（木）10:30 手取教会 

福 岡 地 区 12月 14日（月）11:00 大名町教会 

佐 賀 地 区  1月 13日（水）10:00 多久教会 

筑 後 地 区  1月 14日（木）10:30 今村教会 

北九州地区  1月 25日（月）10:30 小倉教会 
 
 

福岡教区全司祭研修会 

～社会司教委員会出前研修～ 

LGBT（性的少数者）と人権 

日時 11月 30日（水）10:00～16:00 

場所 大名町教会 

申込締切 11月 24日（火） 

お知らせがある委員会は前もってお知らせ

ください。 
 

≪お願い≫ 

☆教会現勢報告記入提出 

「教会現勢報告書」作成の時期が近づきました。 

記入書類を12月上旬に送付いたします。 

記入上の注意： 

 １．小教区に所属する修道院・施設・事業所など

でのミサと秘跡、信仰養成活動は、各小教区

で合算してください。 

 ２．関連する修道会・事業所等は、早めに所属

教会へご報告ください。 

3．成人洗礼の際、堅信、初聖体が同時に行わ 

れていれば、それぞれの欄に加算してくださ 

い。 

* 調査対象期間：2020年1月1日～12月31日 

* 提出期限 2021年1月23日 
 

☆教区諸委員会の来年度行事予定 

宣教、養成教化、生活聖化、社会福音化、教 

区情報センター、建設財務の諸委員会、また 

それぞれに所属する諸部門の202１年度行事 

予定をお知らせください。またそれに伴う予算 

書を提出してください。 

提出期限 202１年1月29日 

【教区事務局青木木悟】 

☆2021年度予算書作成 

小教区、宗教法人幼稚園の予算作成の時期

になりました。先にお届けしております関係書類

にご記入の上、お知らせください。 

提出期限 2019年1月29日 

【教区会計 青木悟】 
 

≪お知らせ≫ 

「日本のカトリック教会における 

感染症対応ガイドライン」 

 新型コロナウイルス感染が再拡大しています。

カトリック司教協議会より、上記文書が11月1日付

で出ました。英語版もあります。カトリック中央協議

会と福岡教区のホームページに掲載されていま

す。 

先日のアベイヤ司教様の「クリスマスミサへの対

応について」と合わせて参考にしてください。 
 

誕生日おめでとうございます 

11月15日～12月14日 

11月 16日 李
イ

韓
ハ

雄
ヌン

師（1988年 テグ教区・行橋）／ 

24日 パウロ・Ｋ.マスカルナス師, O.F.M.Cap.

（1986年 大楠）／２9日 田中重治師（1970年  

大牟田）／12月 3日 園田善昭師, O.F.M.Cap.

（1933年 真命山）／5日サトウルニノ・オチョア師, 

S.J.（1938年 福岡修道院）／14日 岡崎才蔵師

S.V.D.（1941年 伊万里トラピスト修道院） 
 

山頭原太郎、畠山七郎、浦俊雄の各神父様
（司祭の家）、田川清美神父様（木の葉の里）はお

元気です。どうぞお訪ねください。 
 

アベイヤ司教様の連絡先 

E-mail：jmabellabatlle@gmail.com 

携帯：080-3790-0092 

 
青木悟神父 090-8768-6419 

 


