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主イエスの復活を祝って
ヨゼフ・アベイヤ神父
主イエス・キリストの復活を喜びのうちに祝っています。憎しみより愛を、暗闇より光を、分
裂より一致を、悪より善を、死より命を。主の復活は、一人一人の人間の心に深く根ざしている
こういう望みが満たされることを保証します。ここは、復活祭を祝うわたしたちの喜びの源があ
ります。
復活徹夜祭で洗礼を受けた新しい兄弟姉妹を迎えて、私たちは、毎日の生活の中で、また現代
社会において、キリストの復活によって示された光に導かれて生きる決意を新たにします。この
光を灯す使命を与えられています。
復活祭を祝って、玉造教会として新しい歩みが始まります。五月からそれぞれのプログラムの
最終的なスケジュールを発表して、具体的な取り組みが始まることになっています。四月の間に
今まで通りのプログラムが続きます。皆は心を一つにして進んでいくようにお願いいたします。
また、四月一日から小教区評議会と各委員会の委員は新しく任命されます。今まで御協力下さ
った兄弟姉妹に心から感謝いたします。ご苦労様でした。そして、これから二年間色々な奉仕を
引き受けて下さる方々に感謝するとともに、小教区の中で本当の交わりを築き、教皇フランシス
コがおっしゃっているように「出向いて行く」教会を育てていくように絶えず努力するようにお
願いしたいと思います。
玉造教会で、新しく「青少年養成委員会」を作りました。子供と若者に交わりの場と信仰を育
てる場を提供することの大切さを深く感じているからです。皆さんのご協力をお願いいたします。
また、四月から私たちの小教区共同体は新しい司祭を迎えます。嬉しいことです。パトリック
上田憲神父様、叙階をおめでとうございます。与えられたこの素晴らしい恵みをこれからわたし
たちと分かち合って下さることを心から感謝いたします。
Happy Easter to all
Fr.Josep M. Abella
We are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ that manifests that love is
stronger than hatred, that darkness cannot cancel the light, that life is a gift of God that
cannot be destroyed by any other reality in the world. The resurrected Christ is the loving
response of our heavenly Father to the deepest aspirations of any human heart. It is right to
sing Alleluia!
（→→→）

Strengthened by the celebration of the resurrection of the Lord, we continue our faith
journey together with the 15 brothers and sisters who have received Baptism in the Paschal
Vigil and those who have received the sacrament of confirmation. Congratulations to all!
From April new members have been appointed for the coming two years to the different
committees of our parish and to the Pastoral Council. I want to express my gratitude to the
persons who have been serving for the past two years and thank the new members for their
generosity in accepting to serve the parish community. Let us build up a welcoming parish
community with a strong thrust to reach out to the people giving witness to and announcing
the Good News of the Gospel.
A newly ordained priest, Fr. Patrick Ken Ueda, has been appointed to our parish. We are
very happy to welcome him and grateful for his availability to share with us the gift he has
received.
Ours is a multicultural, multinational community. Let us continue enjoying a true sense
of family sharing the gifts each one has received. It will be a wonderful message to our
society.

