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大切にしていきたいのは
ヌノ神父
秋から玉造教会の担当司祭となったヌノと言います。この一か月弱で懐かしい顔に会えて、ま
た、新しい方々にも出会って、大阪教区に戻って来た喜びを感じています。
最初に日本に来たのは 1999 年の秋でした。その年の夏にポルトのカテドラルで叙階され、日本
に派遣されました。その後、かわちブロックの担当司祭になって、2009 年まで同じ南地区で働い
ていました。新米の神父として日本に来た私に 2009 年に再び勉強するチャンスが与えられました。
日本での 10 年間の体験を生かして、ローマで勉強してきました。
今回はもう新米の神父ではありませんが、大阪教区から長く離れていた私にとって、日本語を
はじめ、様々なことを改めて学ばなければならないと思っています。ぜひ、いろいろ教えてくださ
い。
玉造教会はまだよく知りませんが、私が特に大切にしていきたいことが一つあります。この教
会がますます神様と人々と出会える場になることです。私たちの祈りや分かち合い、勉強や証しな
どを通して、その出会いを深めていければと願っています。
司牧チームとともに皆さんと一緒に歩んでいきたいと思います。ご協力をお願いします。

One Thing of Particular Importance
Fr. Nuno
My name is Nuno. Since this autumn, I have been one of the priests in charge of the
Tamatsukuri Parish. During this past month, I have met some faces I know, making me nostalgic,
and many new people. I feel the joy of returning to the Osaka Diocese.

I first came to Japan in the autumn of 1999. I was ordained in the Cathedral of Oporto,
Portugal, in the summer of that year and then sent to Japan. After I arrived, I became the
priest in charge of Kawachi Block, working in the same South Vicariate until 2009. I had
come to Japan as a very young priest and I had a chance to study again in 2009. I went to
Rome. There, I tried to take advantage of my 10 years in Japan as I deepened my knowledge.
I am no longer as young as when I came for the first time. Since I was away from Japan
for so long, I feel that I have to relearn many things, including the Japanese language,
now that I have returned to the Osaka Diocese. Please give me your help and advice.
I do not know much about Tamatsukuri Church yet, but there is one thing I think is
of particular importance. I would like the Tamatsukuri Church to be a place where more people
can meet with God and with others. I hope that these encounters will deepen through our prayers,
sharing, study, and acts of witness.
I would like to walk along with you, together with all the members of the Pastoral
Team. Thank you, in advance, for your cooperation.

Fr. Alexandre Henriques de Lima Nuno

