
カトリック

札札幌幌教教区区のの新新司司教教にに

勝勝谷谷太太治治地地区区長長 がが任任命命さされれるる

カカカトトトリリリッッッククク札札札幌幌幌教教教区区区ののの皆皆皆様様様
主の平和

教皇様は、本日６月２２日の正午（ローマ時間）、新しい札幌教区司祭として教区事務局長であり、
北１条教会主任司祭のベルナルド勝谷太治神父を任命されました。

札幌教区の司教座は、２００９年１１月に地主司教の引退が認められてから今日に至るまで空位が続
いてきましたが、このたび新しい牧者が札幌教区に与えられることで、北海道における福音宣教
と教会の司牧活動に、さらなる力が注ぎ込まれることが期待されます。

札幌教区の皆様にあっては、司教座空位の間、後継者誕生のために熱心にお祈りくださったこ
とに感謝すると共に、あらためて新しい司教のためにお祈りくださるようにお願いいたします。

なお、新司教の叙階式の日程は追って発表されます。司教叙階式の日まで、勝谷師は「被選司
教」と呼ばれます。また、司教叙階式の日をもって、私の教区管理者職も終了いたします。

ベルナルド勝谷太治被選司教に、心からお祝い申し上げます。

２０１３年６月２２日
カトリック札幌教区 教区管理者

タルチシオ菊地功

司教叙階式の日程が決まる
日時＝２０１３年１０月１４日（月曜日・体育の日）午後２時（予定）から

会場＝藤女子大学講堂（札幌市北区北１６条西２丁目）
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カカトトリリッックク障障害害者者連連絡絡協協議議会会（（カカ障障連連））札札幌幌大大会会開開催催ににつついいてて
カ障連・札幌大会

担当司祭 場 崎 洋

先日、５月１９日付で各小教区、修道会、諸団体な
どへ２０１５年のカ障連・札幌大会実行員会発足につい
てのご案内をさせていただきました。このカ障連
（「カトリック障害者連絡協議会」の略）は日本司
教団のもとにある団体ですが、障害をかかえた人た
ちが、キリストによって集められ、キリストの食卓
に招かれている喜びを共に分かち合うものです。
わたしたちは２０１５年の札幌大会に向けて準備を進

めるにあたり、大会だけの準備ではなく、それまで
の期間、障がいとは何か、イエスは障がいについて
何を語り、何を問いかけてくださっているのか、各々
与えられた人生の意味を思い起こし、福音宣教の根
幹に触れることができればと願っています。
全国大会が３年ごとに開催されていますが、大会
ではひとつの障がいに囚われず、人々が抱えている
様々な障がいについて考えます。実際に今までの大
会では聴覚障がい者、視覚障がい者、重度障がい者、
知的障がい者などの方々と、それを支える方々（ボ
ランティア）が集い、主によって一つになることを
目指しておりました。わたしたち札幌大会のメン
バーも障がい者という一般概念に囚われることな
く、生きづらさを抱えている現実を直視しながら歩
みを進めて参りたいと願っています。
実行委員会は２０１３年１月に発足し、皆様のご理解

を促すためポスターならびにしおりの作成ため準備
会を進めてきました。実行委員会のメンバーは以下
の通りです。
担 当 司 祭：場�洋（北２６条教会）、
実行委員長：福永幸也（北２６条教会）、
副 委 員 長：中村ツヤ子（小樽富岡教会）、高橋

幸夫（月寒教会）、
事 務 局 長：菊地秀治（北１条教会）、
委 員：荒木元治（北２６条教会）、須田誠（円

山教会）、永井和夫（手稲教会）、三
田村好子（北１１条教会）、松川厚明
（小野幌教会）、利岡征也（北広島
教会）。

オブザーバー：堤邑江（北１１条教会）、平中忠信（北
１１条教会）

わたしたち実行委員会には大きな力も、専門な知
識をもち合わせていません。ただイエスに召され、
イエスが思っていること、イエスが願っていること
を、道具として使ってくださることを祈るだけで
す。イエスが目の見えない人、耳の聞こえない人、
体の不自由な人、罪びと扱いされた人たちを、社会
のどん底に降りてきて手を差し延べ、温かくご自身
の胸に引き寄せてくださったことを思い起こしま
す。それによって、すべての人々を御父のもとへ導
き、慈しみ深い恵みのなかへわたしたちが召されて
いることを祈りながら、皆様との交わりを大切にし
ていきたいと思います。２０１５年８月の大会までの
テーマを「手と手を携えてあなたと生きる」としま
したが、これは「人は決して一人では生きていけな
い」ということです。人と人のいのちの息遣いの中
で神が交わりを豊かにしてくださっていることを信
じ、願いながら歩みます。どうぞ、皆様の温かいお
力添えとお祈りをお願いいたします。
以下はカ障連のホームページからの抜粋で
す。・・・・当協議会は、１９８２年７月に発足したカ
トリック教会に所属する障害者を中心に、連帯と交
流を図ることを目的として結成された、カトリック
教会の中にある障害者諸団体の横の連絡機関です。
カトリック教会内で、これまでに障害をもつ人が活
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実行委員会の様子
（於：北２６条教会 ２０１３年４月１３日）



発に活動してきたところもありますが、多くの教会
内では、団体としてはもちろん、個人一人ひとりは
声すら出すところがありませんでした。１９８１年、国
際障害者年の年にヨハネ・パウロ２世教皇が訪日さ
れ、これをきっかけに、カトリック障害者団体及び
有志が集まり、お互いに手を取り、協力しあって、

社会の福音化のため、より大きな力となって、一緒
に活動することをめざして当協議会を作りました。
私達は、カトリック精神に生きるあらゆる人々に呼
びかけ、皆さんと共に先輩達の偉業を仰ぎ見ながら
謙虚に活動していくことを目的としています。

松松浦浦悟悟郎郎司司教教がが語語るる

「「憲憲法法９９条条をを世世界界のの宝宝にに」」 講講演演会会 報報告告

札幌地区社会委員会と札幌地区カトリック正義と
平和委員会主催、日本カトリック正義と平和協議会
共催の講演会、「憲法９条を世界の宝に」講演会が、
５月２５日土曜日 午後１時半より、カトリック月寒
教会において開催されました。市内各教会の「ピー
ス・ナイン」のメンバーをはじめ、１３０名の方 （々遠
く函館からも）が参加し、松浦司教のお話を熱心に
伺いました。
冒頭 松浦司教は、ご自身の活動を「一人のキリ
ストを信ずる者として、キリストに従うから、これ
を言わざるを得ない。やらざるを得ない。」「司教に
なって教会の責任を担うものの一人として、社会の
動きに対し、教会としての使命を告げなければ、教
会の存在意義は無いという思いです……。」と述べ
られ、講演を始められました。
まず「今、大変危険な状況ではあるが、危機はチャ
ンスでもある。この間の憲法改正の動きは、「初め
て憲法を読んだ」など、憲法そのものへの関心を引
き起こした。改めて憲法９条の持つ意味、役割は大
きい。軍事的な脅威があり、危ない時こそ、平和憲法
があるじゃないか、９条があるじゃないかと語るべ
きだ。そのために憲法がある。」と訴えられました。
次に自民党の憲法改正草案と現日本国憲法を比較
して、自民党草案の問題点を指摘されました。
自民党草案は、「象徴天皇」は「元首」に、「自衛
隊」は「国防軍」に変える。
２０条の「信教の自由」には、「社会的儀礼又は～」
が付け加えられ、「政教分離」があいまいにされて
いる。また、「公共の福祉」に変り、「公共の秩序・
公益」が強調されている。また、９８条では、緊急事
態法が加えられ、緊急事態には、全ての法律をストッ
プさせることが出来る等など。……

続けて、松浦司教は、現「日本国憲法」の成立時
の平和への熱い思いを紹介し、戦後様々な状況の中
で 憲法の果たしてきた役割を改めて強調されまし
た。
戦前日本が侵略したアジアの国々は、これほどの
軍事力を持つ日本に対し、それほど警戒していな
かった。それは憲法９条の存在が、かろうじて安心
感を与えているから。また、憲法９条が歯止めにな
り、朝鮮戦争を始め、ベトナム戦争、湾岸戦争、イ
ラク戦争等への海外派兵を拒否することができたこ
となど。
結論として、「憲法９条の持つ意味と大切さを考
えて、ともに行動していきたい」と講演を終えられ
ました。

松浦司教の講演を通して、改めて日本国憲法の果
たしてきた役割とその価値、存在の大きさを確信
し、ともに憲法改悪の動きに対して、平和への様々
な取り組みを通じて、断固ノーを突きつけていく決
意を新たにいたしました。

（社会委員会 山口雄司）
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第３回 非暴力平和旬間講演会 ２０１３年１月２６日
主催 カトリック札幌地区正義と平和委員会・札幌地区社会委員会

「「「私私私ははは日日日本本本のののたたためめめ、、、世世世界界界平平平和和和のののたたためめめ命命命ををを捧捧捧げげげままますすす！！！」」」

～平和の殉教者ラウレンシオ戸田帯刀元札幌教区長暗殺事件をめぐって～
講師 佐々木宏人さん（元毎日新聞社記者・カトリック荻窪教会所属）

Ⅰ．非暴力平和旬間とは

１月１５日（１９２９年）のマルチン・ルーサー・キ

ングJr牧師の誕生日から１月３０日（１９４８年）マハ

トマ・ガンディー暗殺日までの２週間を、札幌地

区では「非暴力平和旬間」と位置づけている。こ

れは戦後６０年の日本カトリック司教団発表『平和

メッセージ』の「非暴力を貫いて、平和をめざす」

という精神を受け継いだ取り組みである。

・第１回、「マハトマ・ガンディーの非暴力につ

いて」２０１０年１／１５

講師 中島 岳さん

（北海道大学大学院法学研究科・公共政策大学

院准教授）

・第２回、「マルチン・ルーサー・キングJr牧師

の思想と行動について」

２０１１年１／１５ 講師 新海神父

Ⅱ．本講演内容

・戦時下（１９４１年）に札幌教区長であった戸田帯

刀神父が、理事長を兼ねていた高校の軍事教練

に非協力的であったことや「米英を相手に戦争

したらどうなるか分からぬ」と周囲に語ったな

どとして「軍刑法違反造言飛語罪」で逮捕、収

監、３か月後に無罪釈放となる。

・終戦３日後に転任先の横浜教区司祭館にて軍服

姿の男に射殺される。

・１０数年後に犯人と名乗り出た者に、東京大司教

区は「赦し」を与え不問とした（講演会資料）。

・講師の佐々木さんは、２０数年前に勤務地の山梨

で戸田教区長射殺事件を知る。

・教皇ヨハネ・パウロ２世の「過去をふり返るこ

とは将来に対する責任を担うこと」の言葉通

り、ジャーナリストとして事件の真相究明に努

めることが自分の使命と感じた。

Ⅲ．口コミで囁かれた疑問

① 逮捕は聖職者の密告によってか？

・起訴状は、当局の教会関係者への誘導によっ

て作成されたものではあるまいか。

・軍事体制一色の当時においては聖職者もマイ

ンドコントロールされていた時代ゆえ、教区

長に対してさえ、その聖戦批判を「造言飛語」

とし、レーン夫婦支援に対しては「非国民」

と感じることとなったのではないか。

② 教区長の射殺について？

・横浜山手教会に移った戸田教区長は、軍に対
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し、教会を教区に返還するよう直訴し、軍の

怒りに触れたのが直接原因ではないか。

・札幌での逮捕によって、釈放後も憲兵に監視

され暗殺に至った可能性も高いだろう。

③ 東京大司教区は１０数年後に名乗り出た犯人を

調査せず不問とした？

・教区長の遺族や教会の意向が、犯人逮捕より

「改心」を望んだためか。

・教会の戦争協力と教区長逮捕・収監に教会が

関わった面を詳らかにしたくなかった事情に

よるのか。

これらの疑問は、講師の詳細な調査によっても

未だ不明なことは事実である。

本講演会の主旨は、真相究明にあるのではない

が、事件当該地の者として強く関心を抱かざるを

えなかった。とはいえ、証拠不十分な犯人捜しは

「冤罪」に繋がることもあるので、慎重な配慮が

必要であろう。

Ⅳ．学ばせていただいたこと。

戸田教区長の受難は、軍事体制の下で「戦争を

否定」し「天皇ではなく神様に従った」ためであ

ることから、まさしく「殉教」であろう。

そしてこの戦時下においても、「みこころが天

に行われるとおり地にも行われますように」と応

えた教区長の姿勢に感動と尊敬の念を覚える。ま

た「神のはからい」にも思いいたるのである。

わたしには殉教なんて所詮無理であると思う

のだが、現代における「殉教」をどう捉え、福

音を生きていったらよいのか。

① 神様が、私たちにあのむごたらしい「殉教」

を望んでいるとは考えられない。

② 神様は、私たちだれでもが安心して神様と

一緒の生活を送るため、平和な世の中や信

じることの自由と全ての命が大切にされる

ことなどをしつかりと守り通すことを望ん

でおられるはずである。

③ しかし、現政権の施政方針では「憲法改正

に向けて」「日米同盟の強化」と、きな臭

い様相となってきている。

・「憲法改正に向けて」では、総議員数の２／

３ではなく１／２賛成を発議要件とし、天

皇の元首化、国旗・国歌の義務化、戦争放

棄→安全保障、自衛隊→国防軍、信教の自

由→ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の

範囲を超えないものについてはこの限りで

はない？？‥

・「日米同盟の強化」では集団的自衛権行使に

より、戦争が手軽に可能となり得る。

④ 殉教者が流した尊い血を無駄にしないため

にも、信ずることや平和を求めることで命

を奪われた過去の歴史に後戻りさせてはな

らないことこそ、神様から私たちに課せら

れている大事な努めではなかろうか。

⑤ 以上について学び、何をなすべきか分かっ

ているつもりだが、バリアは私の「勇気」

と「根気」不足あり、神様のあわれみを切

に願いたい。

（札幌正平メンバー 鈴木澄江）
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２２００１１３３年年度度 札札幌幌地地区区宣宣教教司司牧牧評評議議会会のの開開催催
２０１３年５月１９日（日）
カトリック北２６条教会

１．２０１２年度活動総括

〈２０１２年度の活動方針〉

① 小教区の適正配置については、ブロックを中心に話し合いを進める。
② ブロック体制の見直しについては、現状を維持しつつ検証する。
③ 信徒の養成については、第二回要理担当者養成講座・葬儀奉仕者養成の継続、小教区リーダーの
養成・青少年の育成を図る。

この活動方針の前提としては、地区本部（企画推
進会議）主導からブロック主導への切り替えを目指
し、各ブロックからの意見や要望を取り上げて、地
区レベルの活動に反映させていくことであった。残
念ながら、①小教区の適正配置、②ブロックの適正
配置についてはブロックからの声は上がってこな
かった。その背景の一つの要因に司教座の空位があ
ろう。そのことを理由に待つのではなく、ブロックと
して出来ることを積極的に求める工夫が必要である。
中央ブロックが独自に「病者訪問センター」を昨
年１０月に開設したことは特筆にあたいする。この動
きがブロックから地区・教区へと広がることを期待
したい。地区レベルで継続してきた第二回要理担当
者養成講座は昨年７月で１６回の講座を修了した。小
教区での活躍を期待したい。また、葬儀奉仕者の養
成講座もその役割を十分に果たしている。青少年の
育成のため、ミッションスクールの宗教担当者との
連携は、今後、至急取り組まなければならない課題
である。
平和講演「塹壕の聖母～平和への願い」（場崎洋
神父）、使徒職大会講演「新しい酒は新しい革袋に
～今こそ生き生きとした喜びの福音を」（山浦玄嗣
氏）、講演会「原発と私たちの生活」（小野有五氏）
は何れも時機を得た内容であった。
札幌地区として応援している宮古市への被災地支
援ボランティア活動は、２年間継続し３年目に入ろ
うとしている。「カリタス」としての今後の活動継
続を仙台教区と宮古市社協、また被災された方々か
ら強く願われている。札幌教区サポートセンターの
活動を支え、ボランティア参加を促す努力をしてい

きたい。

２．２０１３年度活動方針
� 昨年度の活動方針を継続し、より具体性を模
索しつつ進めていく。
・小教区の適正配置については、ブロックを中心
に話し合いを進めていく。
・ブロック内での財政課題の共有や、ブロック間
格差についても検討していく。
・青少年の育成のために、ミッションスクールの
宗教担当者と連携し方策を検討する。
・外国籍の信徒、青少年が参加していくための
ブッロクや小教区での取り組み。
・平和旬間や使徒職大会を通じて「平和」を考え、
行動していく。
・中央ブロックの「病者訪問センター」を札幌地
区センターとして位置づけることを検討。
・第三期要理担当者養成講座開設について過去２
回を振り返り検討し、準備する。
� 今年度の具体的な地区としての取り組み
・宮古市での被災地支援のための札幌教区サポー
トセンターの活動を支え、３年目に入るボラン
テイア活動を継続するよう協力する。
・イースタービレッジを札幌地区として財政的に
応援する。同時に地区の青少年の研修の場とし
て、またシニア世代の訪問、交流を考えていく。
・２０１５年のカ障連札幌大会の開催に向けて協力す
る。
２０１２年度事業報告・決算、２０１３年度事業計画・
予算については事務局提案通り可決しました。

�



２２００１１３３年年度度 札札幌幌地地区区行行事事予予定定表表
（白丸＝教区行事です）５／１０

企 画 推 進 会 議 ４／１１ ５／９ ６／１３ ７／１１ ８／８ ９／１２ １０／１０ １１／１４ １２／１２ １／１６ ２／１３ ３／１３（１８：３０～）原則第二木曜日
使徒職大会当番順 ２０１３年：山鼻 ２０１４年：円山 ２０１５年：北２６条 ２０１６年：月寒 ２０１７年：真駒内

２０１８年：小野幌・大麻 ２０１９年：手稲・花川 ２０２０年：北１条 ２０２１年：北１１条
合同墓参白石墓地当番 ２０１３：月寒 ２０１４：北１条 ２０１５：北１１条 ２０１６：山鼻 ２０１７：北２６条 ２０１８：月寒

祭具等は司教館（事務局長）が持参 円山墓地は円山、里塚墓地は小野幌
周 年 記 念 等 ５０周年 真駒内

２０１３年９月７日（土）・８日（日） 全国カトリック聴覚障害者の会：札幌開催
２０１５年 カトリック障がい者協議会 全国大会：札幌開催

�

No 行 事 名 期 日 会 場 実行委・作業部会 目 的 対 象

１ 札幌地区宣教司牧評議会 ５／１９日
１４：００～ 北２６条教会 事務局 ２０１２年度の総括と決算・２０１３年度基本方針

と予算について 地区評議員

２ 講演会 ５／２５土
１３：３０～ 月寒教会

社会委員会
正義と平和委員会
ピース９会

「憲法第９条を世界の宝に」
講師 松浦 悟朗司教

信徒
一般

� 札幌教区宣教司牧評評
議会準備会

５／３１金～
６／１土

札幌市ガーデ
ンパレス 教区主催 菊地司教の年頭教書に 地区代表

４ 講演会 WG 「信仰年」について 講師 菊地 功司教

５ 地区交流会
女性の集い

６／２９土
１０：００～
１５：００

月寒教会 女性の集いWG
地区内の女性の集い（気楽に交流）
「あなたはどう思いますか？パート４」
家族とは何か 講師 祐川 郁生神父

女性信者
司祭、修道者
一般

６ 典礼研修 ７／１３土 北１１条教会 WG 集会祭儀について

７ 合同墓参 円山墓地 ７／１４日
１４：００ 円山墓地 教区主催 １４：００～ 当番円山教会

８ 講演会 ７／１６火
１８：３０～ 北１条教会 社会委員会 正義

と平和委員会
「憲法第２０条・信教の自由を守るために」
講師 さいたま教区長 谷 大二司教

� WYD ７／２３火～
２８日

リオディジャ
ネイロ 参加者に支援

１０ 平和講演会 ８／３土
１４：００～ 北１条教会 平和旬間実行委員

会
テーマ イスタービレッジとアジア
講師 祐川 郁生神父

市民
信者

� 札幌地区カトリック高
校生 夏キャンプ

カト高
青年有志 カトリック高校生会主催の夏のキャンプ 高校生

１２ 平和祈願ミサ
・平和行進

８／１５木
１８：００～
１９：１５～

北１条教会
大通公園

平和旬間実行委員
会

平和祈願ミサ
平和行進 北１条教会～大通公園
プロテスタント教会との交流

一般
信者

１３ 侍者研修 ８／３１土
１５：００～ 北１１条教会 侍者研修ＷＧ 侍者の研修と奉仕を通して交流を深める

（仲間づくり） １泊研修

１４ 札幌地区使徒職大会 ９／１日
９：３０～

藤女子大学講
堂 当番教会山鼻教会

「なぜ、教会は社会問題にかかわるのか」
社会司教委員会の出前講座 松浦 悟朗司
教

１５ 全国カトリック聴覚障
がい者の会札幌大会

９／７土～
８日

北２６条教会
サンプラザホテル

カトリック札幌聴
覚障がい害者の会 カトリック聴覚障がい者の会の全国大会

� 国際ディー ９／２２日
１０：００～

北１条教会
聖園幼稚園

教区主催
うぇるかむ・はうす 多国籍の人々との交流

１７ 人権フォーラム第６回 １０／１２土１４：００～
聖ベネディク
トハウス 社会委員会 「恵庭OL殺人事件について」

講師 Sr石川 治子
一般
信徒

１８ 地区交流会
「おやじの会」

１０／１３日
１４：００
～１４月

月寒教会 ＷＧ 札幌地区の男性信徒（おやじ）が集い、情
報交換と親睦を深める （１泊） 男性信者

� 市内合同墓参 １０／２０日 白石墓地
里塚墓地

主催司教館
墓参実行委員会

白石墓地 １４：００～ 当番 月寒
里塚墓地 １５：００～ 当番 小野幌

市民
信者

２０ 人権フォーラム第７回 １２／７土１４：００～
聖ベネディク
トハウス 社会委員会 市民

信者

２１ 学習会
非暴力平和旬間講演会

１／２５土
１４：００～

聖ベネディク
トハウス

社会委員会・正義
と平和委員会

一般
信徒

� 高校生エクスポージャー １／～ 教区主催 現地でホームスティーをしながら、交流を深める 高校生

� 青年エクスポージャー ３／ 教区主催 現地でホームスティーをしながら、交流を深める 青年

	 全道カトリック高校生
練成会 ３月下旬 協力：青少年委員会 全道カトリック高校生の練成会 高校生

青年



編
わたしたちが待ち望んでいた新しい司教様が誕生しました。勝谷司教様には、北海道の教会を導いていく大
きな役割が与えられています。しかし、その責務は司教様個人ではなく、教会全体で担うものです。わたした
ちは、司教様を中心に、神様の御旨がこの北海道の地にしっかりと根付くように働こうではありませんか。

（編集子）

札札幌幌教教区区ササポポーートトセセンンタターー 後後方方支支援援ググルルーーププ
２０１１年３月１１日の東日本大震災後、日本のカトリック教会は直ちに支援の体制を整え、祈り、募金、人的・

物的支援を続けてきました。札幌教区も札幌教区サポートセンターを開設し災害支援金の募集、ボランテイア

の派遣、分かち合いマーケット、チャリティコンサートなどの支援活動を行ってきており、担当する宮古ベー

スでは地域からの信頼も厚く、親しみをこめて「カリタスさん」と呼ばれています。震災から２年が経過し、

多くの支援団体が撤退する中で「カリタスさんは帰らないで、ずーと続けてほしい」と被災された方々や宮古

市社協から要請されています。

他の教区のベースではボランティアを支援する組織が現地にありますが、札幌教区では北海道に後方支援組

織を設けています。現在のメンバーは１６名で、主な仕事は次のとおりです。お手伝い大歓迎です。

・ボランティアを申し込まれた方への連絡、オリエンテーション

・分かち合いマーケットの物資調達、緊急支援物資の調達

・報告会の開催、ニュースレターの発行など

ボランティア３年目を迎え以下のような課題があり、取り組んでいます。

・ベース担当者：ボランティアをまとめ、宮古市や被災者、札幌サポセンの連携の要

これまで和田真一さん（月寒教会）が１年９ヵ月の長期間にわたり担当してきましたが、５月から５名での交

代制の世話人制度を取り入れます。世話人は原則２週間交代とし、その補佐を後方支援の女性ボランティア

が支えます。

・ボランティアの登録数の減少

支援はまだ終わっていませんし、必要とされています。初めての方には、事前にオリエンテーションを行

い、活動内容を説明しておりますのでご安心ください。

・オールジャパンの取り組みに対する支援

今のところ宮古ベースの活動で手一杯ですが、昨夏以降、オールジャパンでは福島が課題となってきてい

ます。沿岸部の復興支援とは性質の異なる複雑さもあり、支援のあり方も単純ではありません。オールジャ

パンからの要請にも応えられるよう準備していく必要があります。

◎宮古ボランティア交流会「後方支援の集い」を開催します。

２０１３年７月２０日（土）１４：００ カトリック北２６条教会

�

編集後記


