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（青字項目をクリックすると関連する写真が表示されます）

西暦
和暦
1872
明治 5
1873
明治 6

カトリック教会の主な出来事

日本と世界の主な出来事

（太字は太田教会関連)
仏人ポーリン・ヴイグルース師が渡日、同僚のルコント師の助けを得て東京に居を定め、
まだ内地の旅行も困難を極めていた時代にすでにこの地方の宣教に奔走
徳川三百年の幕政に暴威を振るった禁教令が、長崎浦上郷の旧キリシタン流刑者の放
免と帰遷により、遂に廃棄される
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宇都宮天主公教会設立
8.25 ヴイグルース師より 5 名公式受洗（新田郡太田）
8.26 太田にて前日受洗した 2 名の結婚式（結婚第１号）、佐波郡境で 1 名受洗
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徴兵令布告
東京本郷で弥生土器を発見
東京天文台を設置
「君が代」 式典歌となる
磐梯山大爆発して姿が変わる
夏目漱石 「我輩は猫である」
国家総動員法

5 月 第１回聖体祭（前橋）
この年 太田、大泉の米軍キャンプ(現在の富士重工、三洋電機)内でミサが行われる
5月
7月

（太字は太田市周辺)
新橋−横浜間鉄道開通

第２回聖体祭（前橋）
内野浦和教区長の要請により群馬県におけるフランシスコ会ニューヨーク管
区の宣教が決定(10 月開始)
館林教会設立
関東短期大学太田分校で日曜毎にフィン神父による巡回ミサ
第３回聖体祭（前橋）
高崎教会建立
ルシアン神父、コンラッド神父、ジョイス神父が本町 2 丁目 農協の応接室に
おいでになる
高崎教会の献堂式
本町 安靖堂の 2 階でミサが行われる
第４回聖体祭（桐生）
太田市一円が小教区として認められる
現本町三丁目に教会設立（料亭「ポンチ」の２階）
コールマック神父 初代主任司祭に着任
現東本町の民家（現教会の近く）に聖堂を移転
太田教会初のクリスマスミサ。外国の方が沢山来るので、女性はみな和服で
ミサにあずかる
第 5 回聖体祭（高崎）
聖フランシスコ修道院献堂式（桐生）
ルシアン神父 助任司祭に着任
渋川教会献堂式
太田教会信者同士初の結婚式（山崎家）
第６回聖体祭（伊勢崎）
ルシアン神父 第 2 代主任司祭に着任
聖母大祝典 聖フランシスコ修道院（桐生）
群馬クリア正式に誕生
第７回聖体祭（渋川）
館林教会献堂式
聖母祝典 聖フランシスコ修道院（桐生）
浦和知牧区から司教区に長江恵司教
コンラッド神父 助任司祭に着任
第 1 回群馬クリア ・ アチェス
レジオ・マリエ集会開始（7 月認可）
第８回聖体祭（館林）
教皇ピオ 12 世 帰天
教皇ヨハネ 23 世 着座
第９回聖体祭（藤岡）
イクトース会始まる（初金のミサの後、徹夜聖体顕示をし聖時間を捧げる）
（2 年位続く）
カテキスタ中山先生 奉仕初まる
前教区長 内野作蔵師 帰天
土井大司教、日本人初の枢機卿に任命
沼田教会設立
太田教会献堂式
第１０回聖体祭（桐生）
群馬カナ会太田支部発足
小学生を対象に土曜学校がはじまる
ジェローム神父 助任司祭に着任
聖パウロ女子修道会のシスターが旧太田教会跡地に居住し宣教活動を開始
第 11 回聖体祭（太田 東山球場）
アンブローズ神父 第 3 代主任司祭に着任
ガブリエル・カルボ神父 スペインでマリッジ・エンカウンターを始める
1

1.03
9.01
9月
4.01
4.10

NHK 第一回紅白歌合戦を放送
民間ラジオ放送開始
対日平和条約・日米安全保障条約調印
砂糖の統制廃止
NHK 「君の名は」 放送開始（1954.4.8 まで）

2.01 NHK 東京テレビ局 本放送開始
7 月 富士重工業（株） 設立 太田製作所発足
10 月 福音伝道教団、太田市に教団本部
2月
3月
4.01
8.30
9月

太田新駅舎 竣工
ビキニ水爆実験で第五福竜丸被災
館林・沼田・富岡・藤岡町に市制が施行される
映画 「ここに泉あり」（群馬交響楽団）の撮影開始
青函連絡船・洞爺丸、台風で転覆
（死者・行方不明 1155 人）
11 月 ナセル エジプト首相に就任

1月
4月
8月
2.19
5月
5.11
11.01
12 月

群馬大同銀行、群馬銀行と改称
第一回アジア・アフリカ会議（AA 会議）
初の原水爆禁止世界大会、広島で開催
「週刊新潮」 創刊（週刊誌ブーム始まる）
日本登山隊、ヒマラヤのマナスルに初登頂
日ソ国交回復
県立東毛養護学校 開校
国連総会、日本の国連加盟を承認

3.31
7月
10 月
この頃

旧大川村、小泉町合併。 大泉町誕生
国際地球観測年始まる
ソ連、人工衛星スプートニク 1 号打ち上げ
「三種の神器」（電気洗濯機・白黒テレビ・電気冷蔵庫）の
電化ブーム始まる
尾島米軍キャンプ返還
10000 円札発行
東京タワー完工式（高さ 333m）
「ナベ底不況」、フラフープ大流行

2.11
12 月
12 月
この頃

1 月 ド・ゴール フランス大統領に就任
4.10 皇太子（今上天皇） 御成婚
7 月 大泉町に東京三洋電機（株） 創設
1月
1月
2.23
3月
7.01
9月
10 月

エジプト、アスワンダム起工
日米新安全保障条約調印
皇太子妃、男児（浩宮徳仁）出産
国民年金の支給 始まる
矢場川村を合併（栃木県足利市との分村合併）
カラーテレビ本格放送開始
富士重工業（株） 群馬製作所本工場が完成し、開所

1.20 ケネディ米大統領就任
4 月 ソ連ガガーリン少佐、有人衛星船ボストーク 1 号で初の
宇宙飛行
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（太字は太田教会関連)
11.11 第 2 バチカン公会議開会
この年 青年会が老人ホームや精神病院を訪問し病院と交流
この年 桐生教会青年会と交流
この年 青年会が月 1 回 壁新聞「ひかり」を発刊
5.12 聖体祭(前橋 敷島公園）
6.03 教皇ヨハネ 23 世 帰天
6.21 教皇パウロ 6 世 着座
8 月 群馬第 1 回クルシリヨ
11.03 カテキスタ中山先生送別会
12.12 御聖体の宣教クララ修道会太田修道院開設 3 名派遣 Sr.グァダルぺ
他 2 名が太田教会で奉仕を開始
4 月 墓地使用申込み開始
この年 在世フランシスコ会 太田兄弟会発足
4 月 墓地区画工事
8 月 青年会ハイキング（榛名山）
10.24 第 1 回群馬家庭の日 高崎音楽センターと高崎二中校庭
12 月 第 2 バチカン公会議閉会
この年 エメット神父 助任司祭に着任
1.28 婦人のレジオ・マリエ（くすしきバラの花） 開始 （5.15 認可）
4.01 大泉に聖クララ幼稚園 開園
10 月 第 1 回クララ祭バザー
12 月 墓地管理委員会 発足
4 月 愛児園開設 初代園長 アンブローズ神父
この頃 墓地分譲開始
5 月 心の灯 北関東支部 発足
5.07 第 1 回広報の日（第２バチカン公会議にて決定）
5.21 初のキリストを聞く集い開催
6.27 青年会、館林教会と交換会
8.12 御聖体の宣教クララ会シスターの修道服変更
10 月 第 2 回クララ祭バザー
10.29 第２回群馬家庭の日（前橋）
11 月 墓地祝別 使用開始
この年 アンドレ神父 助任司祭に着任
1.03 青年会新年会（館林教会と合同）
1.06 群馬高校生新年会（太田教会）
3.17 堅信式 長江司教（館林教会と合同）
5 月 家庭集会始まる(1969 年 11 月まで)
6.09 キリストを聞く集い 浜尾 実 東宮侍従 「明日への喜び」
8 月 アンペア会（アンブローズ神父と若い夫婦の会）始まる
10.27 第 3 回クララ祭バザー
11.23-24 壮年会 日向見温泉旅行
この年 日本語典礼文採用認可
1.12 初の信徒総会開催。 信徒会の創設と会費、各地区の役員を決定
2 月 ウィリアム神父 助任司祭に着任
3.02/3.16 モーリン神父講演会「平和運動」（ノーベル平和賞受賞者 故ピール神父の
活動について）
4 月 新しいミサ式次第発布
4 月 テレジア会創設
5.04 新町教会献堂式
6.01 キリストを聞く集い 佐藤茂吉氏
8.23-24 青年会合宿（大間々、桐生、伊勢崎、館林の青年も参加）
10.26 第３回群馬家庭の日 聖フランシスコ修道院（桐生）
10 月 第 4 回クララ祭バザー（愛児園母の会主催）
11 月 ダナン神父 第 4 代主任司祭に、コールマック神父 助任司祭に着任
11.30 典礼でのラテン語廃止
6.14 キリストを聞く集い リバース神父「世代の断絶とキリスト教」
7.22-25 群馬カトリック高校生 「海の集い」（新潟県直江津教会）
7.25-26 群馬カト青連 夏の青年集会（軽井沢アントニオ神学校山荘）
8 月 家庭集会が家庭会になる
11.01 第 5 回クララ祭バザー
この年 聖体拝領の方法変り、手で受けることになる
2 月 テレジア会復活
4.18 フランシスコ会地区長 フレビアン神父来太
6.04 大泉聖クララ幼稚園ホールと修道院（２階）新築、御聖体の宣教クララ修道会
太田修道院閉鎖、合併して大泉修道院となる
8 月 家庭会始まる
10.24 第 4 回群馬家庭の日 太田教会主催(太田市民会館)
10.31 第 6 回クララ祭バザー
この年 ヨゼフ神父 助任司祭に着任
6.18 キリストを聞く集い
10.29 第７回クララ祭バザー
5 月 マリッジ・エンカウンターが始まる（ダナン神父）
6.24 キリストを聞く集い 角田儀平治氏
10.28 第 5 回群馬家庭の日 堅信式（上武大学）

（太字は太田市周辺)

2

4 月 県立太田工業高校が開校
5.15 本町通り・北裏通りが一方通行となる
8 月 堀江健一、小型ヨットで日本人初の太平洋横断
4.01
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11 月
11.01
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12.01
10 月
10 月
2月
4月
3.10
10.21
2.03
6.25
6月
1月
2.11
4.15
6月
6月
7月
8.27
9.01
9.28

宝泉村を合併
アフリカ統一機構（OAU）発足
国連、人種差別撤廃宣言採決
新 1000 円札発行
日米初のテレビ宇宙中継（ケネディ米大統領暗殺が伝わ
る）
毛里田村を合併
東海道新幹線営業開始
第 18 回オリンピック大会開催（東京）
米空軍の北ベトナム爆撃（北爆） 開始
太田女子高等学校尾島分校、独立して県立尾島女子高等
学校となる
気象庁、富士山頂気象レーダー使用開始
朝永振一郎、ノーベル物理賞受賞
ソ連、ルナ 9 号 初の月面軟着陸に成功
国民の祝日法改正公布
（9 月 15 日を敬老の日、10 月 10 日を体育の日とする）
ビートルズ来日
太田駅南口 開設
初の「建国記念日」
東京都知事に美濃部亮吉当選
中東戦争勃発
中国、初の水爆実験
ヨーロッパで EC（ヨーロッパ共同体） 成立
ユニバーシアード東京大会開催
太田バイパス 開通
新清水トンネル開通新前橋−長岡間が複線化

2 月 イギリス、グリニッチ標準時廃止
5.07 園田厚相、初めてサリドマイド禍は国と製薬会社にも責任
と公認
5.08 厚生省、富山イタイイタイ病は三井金属神岡鉱業所のカド
ミウムが原因と発表
7 月 郵便番号制度実施
10 月 南口商店街を 「南一番街」 と呼称
10.17 川端康成、ノーベル文学賞受賞
12.10 3 億円現金輸送車強奪される
2 月 富士重工業（株） 群馬製作所矢島工場操業なる
4.19 太田市民会館の落成記念式典
5 月 東名高速道路、全線開通
7 月 アメリカのアポロ 11 号が人類初の月面着陸に成功
8 月 太田、大泉飛行場返還される
9.17 中島記念図書館 開館（旧金山図書館を統合）
10.15 全米でベトナム反戦デモ、1000 万人以上が参加
11 月 南一番街 完成

3 月 日航機 「よど号」 赤軍派学生による乗っ取り事件発生
3.15 日本万国国際博覧会（万博） 開催(大阪)
11.25 三島由紀夫、市ヶ谷の自衛隊内で割腹自殺

1.26
4.16
6月
8.15
8.28
10 月
11.11

4 車線新橋 ｢新刀水橋｣ 開通 長さ 809m
群馬テレビが放送を開始
太田市の人口 10 万人を突破
米大統領ニクソン、金ドル交換停止発表
円の変動相場制へ移行
中華人民共和国 国連加盟
碓氷バイパスが開通し、営業を開始

2月
5月
2月
6月
10.23

グアム島密林内から元軍人横井庄一帰国
沖縄の施政権返還、沖縄県が発足
浅間山大噴火
勤労青少年ホームがオープン
江崎玲於奈、ノーベル物理学賞受賞
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（太字は太田教会関連)

（太字は太田市周辺)
本州・九州をつなぐ関門橋開通
オイルショック
国立西洋美術館で 「モナ・リザ」 初公開
堀江健一のマーメイド三世号、単身無寄航世界一周成功
前首相佐藤栄作、ノーベル平和賞受賞
狂乱物価、消費者物価 24.5%上昇
戦後初のマイナス成長を記録

11.03 第 8 回クララ祭バザー
11 月
この年 マイケル神父 助任司祭に着任
11 月
5 月 マリッジ・エンカウンター 聖フランシスコ修道院（桐生）（10 月、12 月にも開催）
4月
(この後 1989 年までマリッジ・エンカウンターを初めとする FIRES のプログラムを 5.04
年 5 回程度開催)
10.8
7.14 教会ホール落成
この年
8 月 ホール壁画完成（太田女子高 美術部）
この年
11 月 第 9 回クララ祭バザー
12.01 合同堅信式（伊勢崎、館林と合同）
この年 ミサ対面式に変更（祭壇テーブル移動、洗礼盤移設、告解室改築）
6.08 キリストを聞く集い 長島正氏
4.30 サイゴン陥落。 30 年にわたるベトナム戦争終結
10 月 第 6 回群馬家庭の日（富岡）
11 月 フランスで、初のサミット（主要先進国首脳会議）開催
11 月 第 10 回クララ祭バザー
この年 南雲正晴神父 助任司祭に着任
11 月 第 11 回クララ祭バザー
4.01 県立西邑楽高等学校、大泉町に新設
11 月 使徒職協議会の総会で、マリッジ・エンカウンターが使徒職協議会のメンバー
7.27 東京地検、ロッキード事件に関し、前首相田中角栄を逮捕
となる
10.16 第 7 回群馬家庭の日「ファミリー７７」（館林） 太田の信徒が全面的に協力
9 月 王貞治、756 号ホームランの世界記録樹立
11.06 第 12 回クララ祭バザー
10 月 ショッピングセンター 「ベルタウン」 開店
8.06 教皇パウロ 6 世 帰天、
5 月 新東京国際空港（成田空港） 開通式
8.26 ヨハネ・パウロ 1 世 着座
8.12 日中平和友好条約調印
9.28 ヨハネ・パウロ 1 世 帰天
10 月 国道 50 号バイパスが開通
10.16 ヨハネ・パウロ 2 世 着座
この年 AIDS（エイズ） 患者、米国で発見される
11 月 第 13 回クララ祭バザー
この年 英国で世界初の体外受精児（試験管ベビー）誕生
11 月 バルトロメオ神父 第 5 代主任司祭に着任
11.04 Sr. グァダルペ（倉薄清子） 帰天
春 箱山勝一神父 助任司祭に着任
5.01 富岡市郊外に群馬サファリパークがオープン
6 月 キリストを聞く集い 箱山神父の講話 映画 「マザーテレサとその世界」
5.04 英国総選挙、保守党が圧勝、サッチャー首相登場
9.09 太田教会設立 25 周年
10.22 県立歴史博物館、群馬の森に開館
11.04 第 14 回クララ祭バザー
12.27 ソ連軍、アフガニスタン侵攻
11.04 Sr. グァダルペの追悼ミサ
11.30-12.2 黙想会 伊藤神父（フランシスコ会） 「共同体について」 館林教会と合同
12.01-2
黙想会 庄司神父（軽井沢黙想の家）
1.25-26 講演会 「家庭における子供の宗教教育」 講師 Sr. 藤田
7 月 とうもうサマーランドがオープン
2 月 「典礼聖歌」 発行
7 月 関越自動車道、東松山−前橋間が開通
3.30 島本 要司教叙階式（浦和）
7.19 第 22 回オリンピック大会（モスクワ） 開幕 日・米・西独・
4.27 第８回群馬家庭の日 渋川市民会館
中国など不参加
4.29 キリストを聞く集い 石井健吾神父（聖アントニオ大神学院教授） 「キリストと共 12.16 国道 122 号バイパスが開通
に生きた人々」
12.20 市民憲章かるた 発行
7 月 日本で初の SADE 開催
11.02 第 15 回クララ祭バザー
2.23 ローマ法王ヨハネ・パウロ 2 世来日
2 月 「連帯」 初代議長にワレサ就任
2.24 教皇ミサ 後楽園スタジアム
3.02 中国残留孤児、初の正式来日
3 月 侍者会発足（小学４年生以上中学生まで）
4 月 アフリカ難民救済国際会議（ジュネーブ）
6.14 キリストを聞く集い 堀田雄康神父「聖書と日本人」
5.10 太田 「市民体育館」 が落成
7.19 野外ミサ（足尾温泉銀山平）
5.10 かなやま森林公園の一部と東山遊歩道が完成
7.26 御聖体の宣教クララ修道会創立者マリアイネス T.A.の帰天追悼ミサ
6.01 高林ショッピングセンター開店
7 月/8 月 中学生、高校生 SADE（軽井沢）
8 月 気象衛星 「ひまわり 2 号」 打上げ
（この頃から SADE が盛んになる）
10.19 福井謙一、ノーベル化学賞を受賞
9.10 長月の集い（年配者の集い）
10 月 OPEC 臨時国際会議、原油基準価格統一
9.19 聖霊セミナー開催(7 週連続） (以降 1986 年までに不定期で３回開催）
この年 アメリカ、レーガン大統領就任 核軍拡路線
10 月 聖フランシスコ生誕 800 年祭 聖フランシスコ修道院（桐生）
この年 ヨーロッパで反核デモが広がる
11.01 第 16 回クララ祭バザー
この年 中国 鄧小平が実権を掌握
11 月 墓地委員会は 3 教会（太田、館林、伊勢崎） の代表１名が教会委員会に出席
することになる
12.10 チャリティー映画会 太田市民会館 「マザー・テレサの世界」、 「平和の巡礼
者-ヨハネ パウロ 2 世」
この年 壮年会 ソフトボールチーム結成 外部との交流を深める
2 月 群馬使徒職協議会の司牧計画が決定 １）要理教育、2）社会問題、
6.23 東北新幹線開通（大宮−盛岡間）
3)共同体推進、4）広報の 4 部会が発足
9 月 国鉄のリニアモーターカー、世界初の有人浮上走行に
4 月 田村寛神父 助任司祭に着任
成功
6.13 キリストを聞く集い 渡辺神父
11.15 上越新幹線開通（大宮−新潟間）
11 月 第 17 回クララ祭バザー
12 月 電電公社、テレホンカード使用の公衆電話を開設
11.03 前橋教会献堂 50 周年
3 月 ヨハネ・パウロ 2 世により特別聖年が定められる
4.01 県立尾島女子高等学校が県立太田西女子高等学校と
3 月 対面告解室新設
校名を変更
5 月 司祭のエンカウンター
4.01 市斎場全面オープン
5.15 第 9 回群馬家庭の日 群馬女子短大 堅信式、初聖体（島本司教）
4.04 NHK テレビ 「おしん」 放送開始
5.29 キリストを聞く集い 講師 島本司教
4 月 東京ディズニ−ランド開園（千葉県浦安市）
7 月 群馬カトリック身障者グループ発足（心の灯 北関東支部から独立）
4 月 県立太田東高等学校、開校
7.10 反核平和行進参加（前橋）
6 月 ワルシャワ条約機構首脳会議、核兵器先制不使用宣言
8 月 歩行者天国 「平和を祈ろう」を歌う ナカムラヤ広場（12 月までに 4 回）
8.19 社会教育総合センターがオープン
9.15 「群馬カトリック広報」創刊号発行
8.21 フィリピンのアキノ元上院議員マニラ空港で暗殺される
10.01 レジオ・マリエ 25 周年のお祝い（前橋教会）
9.01 ソ連空軍機、領空内に侵入した大韓航空機を撃墜、
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10.01 ロザリオ集会開始 31 日間
10.16 楽団ルーデンスの演奏会（聖堂）
10.22-23 特別聖年群馬地区公式巡礼教会の前橋教会で特別ミサ
11.06 第１8 回クララ祭バザー
3.10-11 聖年行事 徹夜聖体顕示
3.24-25 四旬節黙想会 長田神父
4.01 歩行者天国 「平和を祈ろう」（5 月、6 月も実施）
4.14-15 聖年行事 徹夜聖体顕示
5.05-06 カルボ神父ミサ、家庭におけるエンカウンター始まる
聖フランシスコ修道院（桐生）
6.10 キリストを聞く集い 6 人の方の分かち合い
6.13 フランシスコ会群馬地区がニューヨーク管区から日本管区へ移管
聖フランシスコ修道院（桐生）に於いて移管式
7.15 野外ミサ 赤城小沼
8.01 平和旬間ビデオ 「この子を残して」
10.28 第 19 回クララ祭バザー
11.04 チャリティー映画会 「ブラザーサン、シスタームーン」
12.12 大泉聖クララ幼稚園新園舎落成（式は 12 月 22 日）
この年 身障者用トイレ新設
1.29 群馬カトリック身障者の集い（前橋教会）
7.21 野外ミサ 館林 多々良沼公園
8 月 田村寛神父 第 6 代主任司祭に着任
10.27 第 20 回クララ祭バザー
12.26-28 群馬カト高の錬成会（鬼石）

（太字は太田市周辺)
269 人全員死亡
この年 群馬県であかぎ国体開催

1月
2月
4月
5.12
6.30
7.28
8.04
11.01
12 月

アフリカの飢餓 24 カ国に拡大
植村直己、マッキンリーで遭難
日本電電公社 ・ 専売公社民間に移管
NHK 衛星テレビ放送開始
平均寿命、男女とも世界一になる
（女 79.78 才、男 74.2 才）
ロサンジェルスオリンピック開幕
ソ連圏 15 カ国は不参加
第 8 回全日本少年サッカー大会で南小サッカークラブが
優勝、全国制覇なる
新日本銀行券発行、10000 円札福沢諭吉、
5000 円札新渡戸稲造、1000 円札夏目漱石
英国サッチャー首相訪中、香港返還に関する合意文書に
調印

3.17 科学万博（つくば'85） 開幕
4 月 ソ連でチェルノブイリ原発事故発生
8.12 日本航空 123 便、御巣鷹山に墜落、520 名死亡、4 名生存
10.28 第 1 回 「群馬県民の日」
この年 国際平和年

2.05 キリスト教講座始まる（田村神父）
3.14-16 黙想会 ウルバン神父（フランシスコ会旭川地区長）
3.08-09 聖体顕示
4.12-13 群馬カト青連の集い
4.20 聖フランシスコ修道院（桐生） へお年寄りを花見に
5.01 ロザリオの月（家庭巡回）
5.04 第 10 回群馬家庭の日 牧野神父 金祝（前橋 市民文化会館）
「教区司祭の召命、昨日･今日・明日」
5.18 キリストを聞く集い コーナー ・ ストーンによるライブコンサート
5.28 婦人の集い
6.01 歌集 「主に歌おう」 が完成
7.13 野外ミサ 館林 多々良沼公園
8.01 コンラッド神父 帰天
8.08-10 断食祈祷会
8.15-17 群馬若者の集い（軽井沢）
9.07 身障者 那須旅行
10 月 教皇 「世界平和祈祷会」 を呼びかけ
10.05 堅信式 島本司教
10.26 第 21 回 クララ祭バザー
2.07 チャリティー映画会 「ラビリンス」（太田市民会館）
4.03-05 黙想会 長岡神父（カルメル会）
4.11-12 聖体顕示
4.12 聖フランシスコ修道院（桐生）でお花見会
5.31 「心のともしび」 ペトロ神父来太
6.07 キリストを聞く集い 妙高教会 カテキスタ白井先生
6.07 聖母年始まる（1988 年 8 月 15 日まで）
7.05 野外ミサ 森林公園
10.25 '87 年度クララ祭バザー
1１月 ベダ神父 第７代主任司祭に着任
12.19 アロイジオ会 「金山老人ホーム」を訪問
この頃 聖書百週間始まる
1.31 NICE についての分かち合い（ホール）
2.07 映画会 「ファミリー」（ホール）
2.28 四旬節黙想 「メジェゴリエのマリア様」 のビデオ上映
4.09 ルシアン、 アンブローズ、 アンドレ神父を迎えての集い
5 月 県下全教会参加の聖母年記念巡礼が開かれる
5.22 東毛地区合同のミサとロザリオの集い（高崎）
6.11 テーゼの祈り、聖体顕示
6.19 キリストを聞く集い 粕谷神父
8.28 山内神父 「召命について」 パウロ会
9.11 第 10 回群馬家庭の日（大泉町 三洋体育館） カト青連が企画、準備、実行
9.18 南雲神父 「典礼について」（フランシスコ会）
9.18 オリーブの会 老神温泉親睦旅行
10.30 '88 年度クララ祭バザー
12.03 アロイジオ会 老人ホーム訪問
12.03-04 待降節の黙想 渡辺神父（フランシスコ会）
2.25-26 四旬節黙想会 カンピオン神父（フランシスコ会）
3.04 テーゼの祈り
4.30 講演 「天皇政治とカトリックについて」 角田儀平治氏
5.14 前橋教会がフランシスコ会による司牧から教区に統合の記念式典
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1 月 ニューヨーク株式大暴落
1.28 スペースシャトル・チャレンジャー1 号爆発
1 月-8 月 円相場続騰 しかし全般的景気後退拡大
2 月 新島・浜町線を 「バーバンク通り」と呼称
2 月 フィリピンでマルコス打倒の革命が起き、大統領にアキノ
夫人就任
3 月 米軍、リビアを攻撃
4.01 男女雇用機会均等法施行
5 月 金山モータープールに展望台が完成
5.04 東京サミット開催
5.04 この年より 5 月 4 日が国民の祝日となる
5.08 英のチャールズ皇太子・ダイアナ妃来日
10 月 ローマ教皇、世界の各宗教宗派の代表者を招き、
祈祷会を開催
11.21 大島三原山、209 年ぶり大噴火
全島民、観光客 1２３００人 船で脱出
この年 ゴルバチョフがペレストロイカ（改革）とグラスチノフ（情報
公開） を打ち出す
1月
3.03
4月
6.13
8.25
10.12
12 月
この年

中国 李鵬が首相に、趙紫陽が総書記に就任
太田環状線 浜西跨線橋が完成
国鉄分割・民営化、JR グループ 6 社開業
広島カープ衣笠祥雄、連続出場 2131 試合達成
太田武道館 完成
利根川進、ノーベル医学生理学賞受賞
米ソ INF （中距離兵器） 全廃条約調印
日本外貨準備高世界一になるがバブルに向かう

1.01 第 32 回全日本実業団対抗駅伝、群馬県が会場となり
太田市を折り返し地点として開催
1 月 台湾で李登輝 総統に就任
3 月 青函トンネル開通、世界最長
3.17 東京ドーム落成式
3.19 '88 さいたま博覧会開催
4.10 瀬戸大橋開通に伴ない、JR 四国の備讃線開業
4 月 アフガニスタン和平協定調印
5 月 ソ連軍アフガニスタンから撤退
6 月 スウェーデン議会、原子力発電所廃棄可決
8 月 イラン・イラク戦争終結 両者間の直接交渉始まる
9.17 ソウルオリンピック開幕

1.07 昭和天皇が崩御。元号が「平成」となる
2.17 国民の祝日法改正公布（「天皇誕生日」 12 月 23 日、
「みどりの日」 4 月 29 日）
4.01 わたらせ渓谷鉄道開業
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（太字は太田教会関連)
6.18 アフリカ事情講演 Br. 佐藤（フランシスコ会）
7.02 キリストを聞く集い 「兄弟と知り合う」 戸田神父（フランシスコ会）
10.28 浦和教区青年大会 高崎教会 島本司教
10.29 '89 年度クララ祭バザー
11.12 いやしの祈り アントニオ・ドゥスーザ神父（インドの教区司祭）
11.23 浦和教区創立 50 周年記念の式典（明の星学園）
1.15 レジオ・マリエ（母マリア） 1500 回記念ミサ
3.02 世界祈祷日（日本キリスト教団 八幡教会）
3.10-11 黙想会 クレイグ神父
3.20 島本司教送別会 長崎大司教に（前橋教会）
4.22 堅信式 島本司教
5.11 皐月の集い 館林のつつじヶ丘公園にて野外ミサ
6.10 キリストを聞く集い 「最も身近な隣人との福音的交わりについて」
江夏神父（フランシスコ会）
7.05-9.23 ベダ神父休暇（信者が交代で教会に泊まる）
7.15 カトリックとプロテスタント合同の大嘗祭を学ぶ会が発足
10.28 '90 年度クララ祭バザー
12.08-09 黙想会 アリエタ神父（イエズス会）
この年 FIRES のプログラム（マリッジ・エンカウンターなど） を金山ファミリーハウスで
開催開始（毎年 4 回程度開催）
3.09 四旬節黙想会 アリエタ神父（イエズス会）
4 月 福祉部が誕生
5.09 皐月の集い 館林のつつじヶ丘公園にて野外ミサ
5.12 ミニバザー
5.13-15 秋田のマリア様巡礼の旅
6 月 愛児園の “父の日” コンプリ神父 「現代社会における父親の役割」
6.30 NICE２ 群馬地区大会 聖フランシスコ修道院（桐生）
7.13 信徒館老朽化のため建替工事開始
9.26 浦和教区長 岡田武夫司教の叙階、着座式（浦和 明の星短大講堂）
9.28-29 カ障連第 4 回総会（仙台）
9.29 アンブローズ神父来太
10.27 '91 年度クララ祭バザー
10.10 大泉聖クララ幼稚園創立 25 周年
11 月 スペイン語のミサ始まる（月 1 回）
11 月 浦和教区福音宣教推進会議（宇都宮海星学園）
11.10 ミサ中 外国人労働者に関する NHK の取材撮影
12.07-08 黙想会 カリスト神父
12 月 ポルトガル語のミサ始まる（月 1 回）
2.16 信徒館落成式（岡田司教）
3.06 世界祈祷日（日本キリスト教団八幡教会）
3.08 福音宣教のビデオ 「ルーメン 2000」 を放映
3.21-22 黙想会 庄司神父
4 月 ブラジル人グループの 「サンフランシスコ会」 発足
4.29 関東甲信越外国人労働者フォーラム開催（高崎教会）
6.07 愛児園創立 25 周年
6.20-22 NICE２, 草津研修会
6.28 キリストを聞く集い Sr. マグダレナ・エステラ
7 月 第 1 回フェスタ･ジュニーナ（サンフランシスコ会）
10.01 「群馬いのちの電話」 開局
10.25 '92 年度クララ祭バザー
11 月 英語のミサ始まる （月 1 回）
3.05 世界祈祷日（太田教会）
3.20-21 四旬節の黙想会 松井神父
5.20 皐月の集い 多々良沼で野外ミサ
5.25-26 墓地荒らされる
5.30 群馬合同堅信式（新島学園礼拝堂）
7.04 第 2 回フェスタ･ジュニーナ（サンフランシスコ会）
10.24 '93 年度クララ祭バザー
12.11-12 黙想会 静神父（フランシスコ会）
1.09 愛児園の新しいバスの祝福
2.20 岡田司教来太、共同回心式（館林教会と合同）
3.31 岡田司教訪問
4 月-8 月 全世界の平和の祈り（10 月-翌年２月にも）
5.01-31 ロザリオの祈り（家庭巡回）
5.19 皐月の集い 群馬こどもの国にて野外ミサ
5.28 部落民問題の研究会 金山ファミリーハウス
7.03 第３回フェスタ･ジュニーナ（サンフランシスコ会）
７月 「家族のための葬儀のしおり」 作成
9 月 全国知的障碍者スポーツ大会（ゆうあいピック） （前橋）
9.10-11 カ障連第 5 回全国大会（東京）
10.01-31 ロザリオの祈り（家庭巡回）
10.23 '94 年度クララ祭バザー
12.17 アロイジオ会 清風苑をクリスマス訪問

5

4月
6.04
6月
11.09
この年

（太字は太田市周辺)
一般消費税 3%を導入
北京で天安門事件発生
リクルート事件発生
「ベルリンの壁」 崩壊
ふるさと創生事業 1 億円を、金山整備に使用

4.01 大阪で国際花と緑の博覧会開催
7 月 ペルーで日系のフジモリ大統領 就任
8.02 イラク軍、クウェートに侵攻制圧（中東危機）
国連安保理、対イラク制裁決議
9 月 韓国、ソ連と国交樹立
9.17 大河ドラマ 「太平記」、市内でロケーション始まる
10.03 東西ドイツ統一
10.21 「県立ぐんまこどもの国」 児童会館がオープン
この頃 日本はバブル経済絶頂

1.06 大河ドラマ 「太平記」 が放映される
1.17 湾岸戦争勃発
5.08 東毛旅券センターが東毛学習文化センター内に移転開設
される
5.19 長崎県 雲仙・普賢岳噴火で大規模な火砕流発生
6 月 東毛学習文化センターがオープン
8 月 大泉まつりで、ブラジル人によるサンバ・カーニバルが始
まる
12 月 ゴルバチョフ、ソ連大統領辞任。ソ連邦消滅 独立国家共
同体（CIS） 創設
この年 バブル経済崩壊

3.26
4.01
5.02
5.20
7.01
7.25
9.01
9.17
9月

国土庁の地価公示、17 年ぶりに下落
太田市国際交流協会が発足
国家公務員、完全週休 2 日制実施
外国人登録法改正で在日韓国人・朝鮮人指紋押捺制度
廃止
東京−山形間に初のミニ新幹線「つばさ」
オリンピック、バルセロナ大会開幕
国公立小中高の学校で第 2 土曜日が休日となる
PKO による自衛隊のカンボジア派遣部隊第一陣出発
スペースシャトル<エンデバー>打ち上げ、
日本人初の毛利 衛搭乗

１月 欧州共同体（EC、12 カ国）統一市場発足
１月 曙が史上初の外国人横綱に
5.15 サッカー、J リーグ開幕
6.09 皇太子さま（徳仁親王）・雅子さま御成婚
8.09 細川連立内閣発足、自民党単独政権に幕
この年 低温・多雨で昭和 29 年以来の記録的冷夏のため凶作
外国産米を緊急輸入
4.26 名古屋空港で中華航空機事故
5 月 ユーロトンネル開通
英国とフランスを結ぶ英仏海峡トンネル
5.09 南アフリカで初の黒人大統領としてマンデラ大統領が誕
生
6.01 太田中央通りが相互通行となる
6.30 村山連立内閣成立
8 月 水不足が深刻化、首都圏各地で給水制限、全国的猛暑、
各地で渇水
9 月 関西空港が開港。 世界初の海上空港
10 月 大江健三郎 ノーベル文学賞受賞
12.01 旧太田養護学校、太田公民館東別館として開館

西暦
和暦

1995
平成 7

1996
平成 8

1997
平成 9

1998
平成 10

1999
平成 11

カトリック教会の主な出来事
（太字は太田教会関連)
5.01-31 ロザリオの祈り（家庭巡回）
5.14 群馬カトリック障碍者の集い バーベキュー大会（太田教会）
5.18 皐月の集い 館林つつじヶ丘公園 野外ミサ
5.27 タガログ語のミサ
6.04 第 4 回フェスタ･ジュニーナ（サンフランシスコ会）
6.09 ベダ神父 司祭叙階 40 周年
6.14 第 2 回婦人の集い
8.13 平和のミサとアトラクション（岡田司教） 渡良瀬遊水地 こども広場
9.05 ラウルさんのお話（ミサ後）
10.08 ビデオ上映（26 聖人）
10.01-31 ロザリオの祈り（家庭巡回）
10.22 '95 年度クララ祭バザー
10.29-31 秋田のマリア様巡礼
11.03 群馬宣教 100 周年新町教会記念ミサ
11.23 第 3 回浦和教区大会 大泉町 三洋電機保健センター
12.09 黙想会 江夏神父（フランシスコ会）
12.09 アロイジオ会 あけぼの荘をクリスマス訪問
2.28 韓国研修旅行を取材したビデオ 「平和への決意」 を上映
3.02 太田教会出身松本巌助祭の司祭叙階式 （東京 聖アントニオ神学院）
3.10 太田教会出身松本巌神父の初ミサ ベダ、南雲、赤波江神父との共同
司式（太田教会）。 太田公民館東別館にて祝賀会
3.20 牧野神父、司祭 60 周年祝賀ミサ
4 月 片岡哲夫神父 第 8 代主任司祭に着任
4.14 婦人のレジオ・マリエ（くすしきばらの花） 1000 回記念のお祝い
5.01-31 ロザリオの集い（家庭巡回）
6.01 世界平和の祈り
6.02 第 5 回フェスタ･ジュニー （サンフランシスコ会）
6.16 アンドレ・シール神父 帰天
6.18 アンドレ・シール神父 葬儀ミサ、告別式
6.23 出会いのひととき ペトロ神父（カプチン会）
8.05-14 韓国青年浦和教区巡礼団（8.09-11 小教区で合宿）
8.18 映画鑑賞会 「ナヌムの家」 東毛学習文化センター
9.07-08 カト青連 黙想会（金山ファミリーハウス）
9.16 堅信式 岡田司教 大泉町 文化むら大ホール
9.22 典礼音楽の指導 小田賢二先生
10.01-31 ロザリオの月（家庭巡回）
10.27 第 29 回クララ祭バザー
12.07 黙想会 ザベリオ神父(フランシスコ会)
12.21 アロイジオ会 堀江病院の老人ホームをクリスマス訪問
1.26 群馬カトリック障碍者グループ新年会（前橋教会）
2.05 長崎 26 聖人殉教 400 周年記念ミサ
2.05 ブラジルの方々との共同ミサ
3.07 世界祈祷日（太田教会）
3.15-16 黙想会 ザベリオ神父(フランシスコ会)
4.04 卯月の集い 笠懸村の岩宿遺跡でお花見
5.28 群馬婦人の集い（前橋教会）
5 月頃 「太田カトリック教会（愛児園）」 の看板の建替え
「カトリック太田教会（愛児園）」 に変更
6.01 第 1 回 外国人の為の医療相談会を伊勢崎で開催
6.08 第 6 回フェスタ･ジュニーナ（サンフランシスコ会）
6.29 「出会いのひととき」 ミラ神父 「愛について」
9.27-29 カ障連第 6 回全国大会 広島
10.26 第 30 回クララ祭バザー
11.16 女性の侍者 始まる
11.24 第 4 回浦和教区大会（浦和明の星学園）
11.24 教区大会にて、カトリック浦和教区障碍者連絡協議会（共愛会） 発会
12.13-14 黙想会 小池神父
2.11 長江恵司教 帰天
3.06 世界祈祷日（日本キリスト教団八幡教会）
3.28-29 黙想会 戸田神父（フランシスコ会）
4.10 聖金曜日 岡田司教来太
6.07 第 7 回フェスタ･ジュニーナ（サンフランシスコ会）
6.28 キリストを聞く集い 教会設立当時からの信者 6 名から信仰体験を聞く
7 月 第 2 回 外国人の為の医療相談会（伊勢崎）
7.05 心のともしび 近藤神父来太
8.30 第 12 回世界諸宗教会議（第１回は 1986 年）
10.18 第 31 回クララ祭バザー
1.11 ルシアン神父 帰天
2 月 浦和教区の祈りを毎月第一日曜日に唱える
2.14 浦和教区カトリック障碍者連絡協議会 “共愛会”の全体例会（太田教会）
3.05 世界祈祷日（太田教会）
3.20-21 黙想会
4 月 ザベリオ神父 第 9 代主任司祭に着任
4.08 卯月の集い（桐生吾妻公園と聖フランシスコ修道院でお花見）
4.18 ルシアン神父納骨式（聖フランシスコ修道院、桐生教会墓地）
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日本と世界の主な出来事
1月
１.17
3.20
4.01
4.01
4.19
4月
6.02
7.01
10 月
12 月

2月
2.14
4月
4月
5.03
5 月〜
8月
11.02
12.14
12.17
12 月

（太字は太田市周辺)
世界貿易機関（WTO） 発足
阪神淡路大震災発生、M7.3、死者 6302 人
営団地下鉄内や駅にサリンが撒かれる（東京）
学校週五日制、第 2・第 4 土曜日が休日となる
県立太田産業技術専門学校が開校
東京市場の円、79 円 75 銭で最高値を記録
東京都知事に青島幸男、大阪府知事に横山ノック選出さ
れる
米 ドジャースの野茂投手がメッツ戦で初勝利
PL 法（製造物責任法） が施行
群馬県の人口 200 万人到達を記念して、映画「眠る男」を
制作・完成
太田警察署、鳥山へ新築移転

ネパールのルンビニ遺跡で釈迦の生誕地発見
将棋の羽生善治が史上初の 7 冠
市公共バス、「シティーライナーおおた」運行開始
三菱銀行と東京銀行が合併し、世界一の資金量を持つ
東京三菱銀行が誕生
高山彦九郎記念館がオープン
「O-157」 日本列島を襲う
第 1 回太田市花火大会開催
第 1 回太田スポーツ・レクリェーション祭、全国スポレクと
同時に開催
「シティライナーおおた」、3 路線 4 系統を新設する
（合計 5 路線 7 系統）
ペルー日本大使館にゲリラが侵入、大使ほか約 370 人が
人質となる
広島の原爆ドームが世界遺産に指定される

4.01
6月
7月
7.25
9.01

一般消費税 5%に引き上げ
欧州連合（EU）単一通貨（ユーロ）発足
香港返還 155 年の英国統治に幕
成田空港への高速バス、メープル号が運行を開始
健康保険法等の改正 医療費等の負担が 2 割に改正され
る
9 月 弱者救済の修道女、マザー・テレサ逝去（87 歳）
10.01 長野 （北陸） 新幹線が開業、信越線 横川−軽井沢間の
鉄路が廃止となる
10.30 75 歳以上のドライバーの車に 「高齢者マーク」を表示
12.09 介護保険法成立
12.18 東京湾アクアライン開通
この年 北海道拓殖銀行、山一證券経営破綻

2月
2月
4月
5.03
5.27
10 月
12.01
この年

1.01
1月
4月
4月
5.21
7.01
8月
8.09

郵便番号 7 桁に
第 11 回冬期オリンピック長野大会開催
明石海峡大橋が開通 世界最長の 「つり橋」
「ユーロ」 11 カ国が誕生
史上初の兄弟横綱誕生 貴乃花･若乃花
（株）おおたコミュニティ放送、ラジオ開局
NPO 法施行
長銀、日債銀国有化

ユーロ始動 欧州 11 カ国に単一通貨導入
ユーゴでコソボ紛争 NATO の空爆
カンボジアが ASEAN に加盟
東京都知事に石原慎太郎が当選
トキのひな誕生 国内初の人工繁殖による
新生 NTT スタート 持ち株会社と事業 3 社に分割・再編
ドイツ、首都をベルリンに移転
国旗・国歌法が成立

西暦
和暦

1999
平成 11

2000
平成 12

2001
平成 13

2002
平成 14

カトリック教会の主な出来事
（太字は太田教会関連)
5.16 教区大会 歩く宣教師の道をたどる（パート１） 宮寺〜川越コース
6.01 レジオ・マリエ（母マリア） 最後の集会
6.13 第 8 回フェスタ･ジュニーナ（サンフランシスコ会）
6.27 キリストを聞く集い 「ミサとクラシック音楽とふれあい」 ザベリオ神父、
楽団ルーデンス
７月 「イエスの食卓献金」 始まる
9.22 群馬女性の集い（太田教会）
10.11 教区大会 聖書の旅 森林公園
10.31 第 32 回クララ祭バザー
11.13 群馬合同堅信式（前橋教会）
11.23 第 5 回浦和教区大会閉会ミサ 聖フランシスコ修道院（桐生）
12.04 黙想会「幼児教育について」 Sr. 景山
12.24 「大聖年」 始まる
2 月 教皇、教会の過去に謝罪表明 （教会史上初めて）
2.06 臨時信徒総会
2 月 教会オルガン(バックスアーレン社製) 購入
3.03 世界祈祷日（日本キリスト教団八幡教会）
3.05 聖歌隊発足
3.25-26 黙想会、南雲神父
4.27 卯月の集い（伊勢崎華蔵寺公園）
5 月 「50 周年記念行事」のスケジュール立案
5.21 大聖年のための巡礼（新町教会）
5.21 館林教会 50 周年祭
5.28 「出会いのひととき」 「神との出会いについて」 ザべリオ神父
オルガンコンサート オルガニスト：山田早苗 （北浦和教会）
6.11 国際ミサ（英語、スペイン語、ポルトガル語、日本語など） ザベリオ神父、
ミラ神父共同司式
6.11 第 9 回フェスタ･ジュ二−ナ（サンフランシスコ会）
7.01-02 カ障連第７回全国大会（高崎メトロポリタンホテル）
8.06 青年会のバンド 「Foo」 チャリティーサマーライブ 東毛学習文化センター
9.15 谷大二司教の叙階式（宇都宮海星女子学院）
9 月 第３回 外国人の為の医療相談会（伊勢崎）
9 月 キリスト生誕 2000 年記念 「東京大聖書展」 開催。 「死海の書」 展示
10.01 国際ミサ
10.08 主要祈祷文口語訳の使用開始
10.22 第 33 回クララ祭バザー
10.25-26 浦和教区女性部会主催の大聖年大会
1.06 大聖年が終了
1.21 障碍者新年会（前橋）
3.23-25 黙想会 松井神父（フランシスコ会）
3 月 2000 年度 外国籍信徒の統計（カトリック新聞）
全国：日本人 441,906 人 外国人 406,972 人、
浦和教区：日本人 19,162 人 外国人 67,821 人
5.20 ミサの共同祈願の中で 「50 周年の祈り」 を開始
5.27 出会いのひととき 若きフランシスカンの青年たちによるコンテンポラリーコー
ルミサ、桐生教会聖歌隊のコーラス鑑賞
6.03 国際ミサ
6.03 第 10 回フェスタ･ジュ二−ナ（サンフランシスコ会）
6.23 御聖体の宣教クララ会修道院の創立 50 周年記念式典（谷司教）
7.29 ベダ神父金祝記念ミサ(桐生教会)
7 月-8 月 浦和教区 「イエスの食卓献金伝達大使」 に青少年派遣
台湾、韓国、フィリピン、ベトナム、バングラデシュ、モンゴル等
10.28 第 34 回クララ祭バザー
11.23 第 6 回浦和教区大会（明の星学園）
11.30-12.2 黙想会 根本神父（フランシスコ会）
12 月 「50 周年記念行事」 のアンケート実施
1.01 フランシスコ会訳聖書。 46 年間かけ全巻を原語から完訳
1.23 群馬婦人の集い（太田教会）
1.27 障碍者新年会（前橋）
2.22 オリーブの会 黙想会 カンピオン神父（フランシスコ会）
3.01 世界祈祷日（日本キリスト教団八幡教会）
3.28 司教による全県参加の洗足式 （桐生）
3.31 復活主日 谷大二司教来太 山口神父歓迎パーティー
4 月 山口明裕神父 第 10 代主任司祭に着任
4.11 卯月の会 聖フランシスコ修道院（桐生）
5.18 群馬地区の堅信式 谷大二司教（前橋テルサ）
5.19 国際ミサ ザベリオ神父、ミラ神父、山口神父共同司式
6.09 第 11 回フェスタ･ジュ二−ナ（サンフランシスコ会）
6.30 信者全体集会（例年の「出会いのひととき」に代わって）
7 月 太田市により墓地への公道が舗装される
7.13-14 関東周辺の三十路青年の集い（第 2 回） ホールにて
8.19-21 侍者会研修会（国立赤城青年の家）
8.30 冠婚葬祭規定の地区長会議
9 月 第 1、第 3 水曜日に聖歌隊練習開始
10.20 第 35 回クララ祭バザー
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日本と世界の主な出来事
9月
10 月
12 月
この年

（太字は太田市周辺)
ロシア、チェチェンに空爆 非常事態宣言
世界人口 60 億人突破
マカオ 中国に返還
松坂投手 西武ライオンズで 20 勝以上の最多勝利

1.23 成田きん 逝去（107 歳） 100 歳以上の双子の姉妹として
人気
3.20 北海道 有珠山大噴火、13000 人が避難
3 月 ロシア大統領にプーチンが当選
6.16 皇太后崩御 （97 歳）
6.18 ドイツ シュレーダー首相 原発全廃を発表
6 月 平城で南北朝鮮首脳初会談
7 月 国際宇宙ステーション 居住棟打ち上げ
7 月 伊豆七島のうち、三宅島の雄山が大噴火、全島が避難
7.19 2000 円札デビュー
10 月 プロ野球、長嶋巨人が日本一に。 ダイエーの王監督と対
決
12 月 NHK の BS デジタル放送開始

1.02 欧州（EU）に広がった BSE（狂牛病）が日本でも確認され
る
3 月末 大泉町の総人口の内、外国人 （登録者）の町民人口に占
める割合は 14%を超え全国的にも群を抜いて高率。その
ほとんどは日系ブラジル人をはじめとする南米の人たち
5.01 さいたま市誕生（浦和、大宮、与野が合併）
5 月 ローマ法王がシリア・ダマスクスでモスクを訪問
イスラム教礼拝所訪問は史上初
8 月 国産ロケット一号機 H2A 打ち上げに成功
9.11 （米）同時多発テロ発生 ニューヨーク市の貿易センター
ビル、ペンタゴンがテロにより破壊される
10.08 同時多発テロ（アフガン：タリバン・アルカイダ）への米国の
反撃戦争始まる
12.01 皇太子ご夫妻に 「愛子さま」 誕生
この年 イチロー、アメリカンリーグ・マリナーズに所属し、年間最優
秀選手になる

1月
1月
1月
3月
3月
4.01
5月
7月
8月
9.17
9月
10 月
10.31
11.15
12.01

欧州単一通貨ユーロが 12 カ国で流通開始
米、北朝鮮・イラン・イラクを 「悪の枢軸」と批難
台湾、WTO に正式加盟
スイス、国民投票により、国連加盟可決
（英）エリザベス皇太后逝去
学校週 5 日制スタート
日韓で第 17 回サッカー・ワールドカップ共催
アフリカ、チャドで最古の人類化石発見
東京地裁、旧日本軍の細菌戦認定
小泉首相が北朝鮮を訪問、金正日総書記と会談
総書記 拉致謝罪
環境開発サミット（ヨハネスブルク）、環境保全と貧困解消・
開発の両立を目指す「世界実施文書」 採択
北朝鮮、 核兵器開発を認める
ノーベル賞を 2 名が受賞 （物理学賞小柴昌俊、化学賞
田中耕一）
拉致被害者 5 名 北朝鮮より帰国
東北新幹線、盛岡−八戸間が開通
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国際ミサ
第 4 回 外国人の為の医療相談会(太田)
待降節黙想会 「イエスの訪れと私たちの救い」 山口神父
世界祈祷日（太田教会） 伝道福音教会（細谷）、ハリスト教会（足利）、
日本キリスト教団八幡教会が参加
3 月 50 周年準備委員会事務局を設置、役員を決定
4.01 浦和教区→さいたま教区に名称変更
5.04 フランシスコ会ニューヨーク管区群馬宣教 50 年感謝の集い（前橋教会）
5.05 高崎教会 献堂 50 周年記念式典
6.08 国際ミサ
6.08 第 11 回フェスタ･ジュ二−ナ（サンフランシスコ会）
6.22 土屋神父 初ミサ
7.19-20 カ障連第 8 回全国大会 （大阪）
7.27 臨時信徒総会 50 周年記念事業について
8.09 平和のミサ（太田教会） 谷大二司教来太（伊勢崎、桐生、大間々、
館林教会参加） 「キリストの平和について」 末吉氏
8.11-12 韓国巡礼団来太
8.15-17 さいたまユースデイ（日光教会）
9.15 さいたま教区第 7 回教区大会（水戸市民会館）
9.21 第 5 回 外国人の為の医療相談会（太田）
9.21 カリタスさいたま定例会（太田教会）
10.18 第 1 回「ニコニコ公開講座」 壮年会 「私たちを取り巻く社会と教会の現状
これからの教会の在り方、今私達ができること」 山口神父、
「小教区に於ける外国人との共生」 阿部収一氏（伊勢崎教会）
10.26 第 36 回クララ祭バザー
11.09 群馬クリア（太田教会）
この年 バチカンにてヨハネ・パウロ 2 世によりマザー・テレサ列福
1.11 谷大二司教来太
1.14 エドウィン神父 助任司祭に着任
1.25 「多国籍教会のヴィジョン」 についての分かち合い（聖堂）
2.01 50 周年記念事業の聖堂等改築工事着工の祝別
2.01 群馬障碍者グループの新年会（高崎教会）
3.05 世界祈祷日（日本キリスト教団 八幡教会）
3.07 黙想会 ウェイン神父(カプチン会)
3.14 群馬クリア（太田教会）
5.30 国際ミサ
6.12 第 2 回「ニコニコ公開講座」 壮年会 「私が神からの呼びかけ （召し出し）
を受け、それに答えようと決意するまでの心の動きと聖霊の助けについて」
ホセ神学生、 「文化も歴史も異なる異文化の日本で司牧をすること」
エドウィン神父
6.13 大間々教会 創立 50 周年記念式典
6.20 50 周年記念事業の聖堂等改築工事 完成
6 月 50 周年記念誌 「５０年のあゆみ」 完成
7.18 太田教会設立 50 周年記念式典
7.25 第１２回フェスタ･ジュ二−ナ（サンフランシスコ会） （行政センター別館広場）
9.24-10.9 山口神父 ブラジル、ペルー視察（谷司教、信者有志同行）
10.03 第 6 回 外国人医療相談会（行政センター別館、信者館）
10.06 群馬女性の集い（太田教会）
10.11 さいたま聖書の旅(森林公園)
10.24 第 39 回 クララ祭バザー
11.03 群馬県合同堅信式（前橋教会）
11.14 伊勢崎教会 創立 50 周年記念式典
12.19 黙想会 猪俣神父
1.09 分かち合い Sr.吉田 「インドでの活動状況」
2.13 黙想会 スタニー神父
2.26 ホセ神学生助祭叙階式（東京カトリック神学院）
3.04 世界祈祷日（太田教会）
3.05 ホセ助祭の両親 来太、パーティー
3.06 太田教会総会
3.19 「協働宣教司牧」 について谷司教のお話を聞く集い（前橋教会）
3.23 聖香油ミサ（松が峰教会） 太田教会出身の長沢正隆氏が朗読奉仕者に選任
される
3.27 エドウィン神父お別れ会
4.03 ディン神学生（ベトナム）、ネルソン神学生（フィリピン） 受入れ
4.14-15 第 2 回群馬カトリック熟年者の集い（水上）
4.02 教皇ヨハネ・パウロ 2 世 帰天
4.24 教皇ベネディクト 16 世着座
4.24 協働宣教司牧について全体集会 「主任司祭制から担当司祭制移行による
メリット、デメリット」
5.15 国際ミサ
5.29 ベダ神父金祝の祝賀会（大間々教会）
6.12 第 13 回フェスタ･ジュ二−ナ（サンフランシスコ会） （行政センター別館広場）
6.25 壮年会主催 第 3 回「ニコニコ公開講座」 南雲神父の講話
9.10 諸宗教者による平和を祈る集い（太田教会）
10.02 第 7 回 外国人医療相談会（行政センター別館、信者館）
8

1 月 横綱貴乃花が引退し、モンゴル出身の朝青龍が横綱にな
る
1.10 北朝鮮、核不拡散条約（NPT）脱退を宣言
2.01 米、スペース・シャトル「コロンビア」大気圏突入の途中で
空中分解、乗務員 7 名全員死亡
2.04 ユーゴスラビア連邦は解体し、セルビア・モンテネグロが
誕生
3.20 イラク戦争開始
4.09 イラクでフセイン体制崩壊
4.21 太田市の英語の小中高一貫校が国の構造改革特区の
第１号して認定される
7.26 イラク特措法成立 「非武装地域」への自衛隊派遣が
可能となる
8.27 火星、6 万年ぶりの大接近
11 月 足利銀行一時国有化
12.05 イオン太田ショッピングセンター オープン
この年 アメリカ ヤンキースの松井秀喜選手活躍

1.04
2月
5.21
6.02
6.10
７月
8.13

9.18
10.01
10.23
11.01
11.02
11.26
この年
この年
この年

米 無人火星探査車 「スピリット」 が火星への着陸に成功
自衛隊本隊・先発隊がイラクに派遣される
裁判員法が成立。 2009 年スタート
道路４公団の民営化関連４法が成立
厚労省は 2003 年 出生率が最低の 1.29 と発表
関東甲信地方で記録的猛暑
東京で最高気温が 39.5 度
オリンピック・アテネ大会開幕
日本の金メダルは東京五輪と並ぶ最多の 16 個、
メダル総数は史上最多の計 37 個
プロ野球はセ、パ両リーグで初のストライキ
米大リーグのイチローが 259 安打
大リーグ記録 257 安打を 84 年ぶりに更新
新潟中越地震発生
新日本銀行券 20 年ぶりに発行、10000 円札福沢諭吉
5000 円札樋口一葉・1000 円札野口英世
パ・リーグ新球団として楽天を正式承認
東武鉄道太田駅 高架駅に切り替え
国道 407 暫定２車線で開通
鳥インフルエンザ流行（東南アジア・中国・日本）
BSE 問題で、特に米国からの牛肉の輸入を禁止
過去最多の 10 個の台風が日本に上陸

2.04 ＢＳＥが人に感染して起きる「ヤコブ病」患者を国内で
初確認
3.25 愛知万博（愛･地球博）開幕
3.28 スマトラ島西沖のインド洋でＭ8.7 の地震発生
3.28 太田市、新田町、尾島町、藪塚本町が合併し、
新「太田市」誕生。人口 21 万 7 千人に
4.01 ペイオフ全面解禁
4 月 ぐんま国際アカデミー開校（太田市）
4 月 太田フレックス高等学校開校
4.25 兵庫県尼崎市でＪＲ福知山線の脱線事故
死者は 100 人超に
5.06 プロ野球セパ交流戦スタート
6.01 地球温暖化防止のための省エネ対策
「夏のビジネス軽装（クール・ビズ）」が始まる
7.21 中国人民銀行は人民元の対ドル為替レートを
１ドル＝8.11 元に切り上げ
8.31 超大型ハリケーン「カトリーナ」米南部を襲う
9.11 衆議院総選挙で自民公明の与党が 3 分の 2 を越す圧勝
（郵政民営化が争点）
10.14 郵政民営化関連法案成立
11.15 紀宮さま 東京都職員黒田慶樹氏とご結婚
12.14 耐震強度偽装問題で元建築士を証人喚問
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10.23 第 40 回 クララ祭バザー スローガン：「ともに働き、ともに喜ぶ」
12.22 北陸など日本海側を中心に全国で記録的な大雪となる
10.30 第 1 回群馬子供 （多国籍）の集い 聖フランシスコ修道院（桐生）
この年 日本人の人口は 4361 人減少し、1899 年以来
11.23 さいたま教区大会 in 栃木（宇都宮海星女子学院）
初の「自然減」
11.27 黙想会 藤田神父（飯能教会）
12.12 グァダルペ聖母フェスティバル国際ミサ、パーティー（伊勢崎教会）
1.15 黙想会 Sr.川上、Sr.林
1.23 ライブドアの堀江貴文社長 証券取引法違反容疑で逮捕
1.28 壮年会主催 第 4 回 「ニコニコ公開講座」 テーマ 「司祭･助祭・神学生を囲
される
んで、聖しこの夜」
2.10 冬期オリンピック（トリノ）開催
1.29 ホセ助祭送別会
荒川静香選手(フィギュアスケート)が金メダルを獲得
2.19 太田教会総会
3.21 第１回 国別対抗戦「ワールドベースボールクラシック
3.03 世界祈祷日（日本キリスト教団八幡教会）
（ＷＢＣ）で日本が初代王者に
3.11-12 さいたま教区典礼担当者養成講座 聖フランシスコ修道院（桐生）
3.27 笠懸町、大間々町、勢多郡東村が合併
3.17 ブロック合同 「聖時間・聖体礼拝の集い」 聖フランシスコ修道院（桐生）
群馬県内で 12 番目の市「みどり市」誕生
5.27 インドネシア・ジャワ島でマグニチュード6.3の地震発生
3.21 太田教会出身の長沢正隆氏他 2 名 終身助祭叙階式（前橋教会）
死者6000人超の大惨事に
4.16 太田教会のホームページを開設
7.05 北朝鮮が、未明から夕方にかけ、ミサイル7発を発射しロシ
4.01-03 群馬県春季中高生研修会
ア沖の日本海に着弾。国連安保理は、7/15に全会一致で
4.22 桐生聖クララ会修道院 菜園作り奉仕（第 1 回）
非難決議を採択
4.29 伊勢崎教会献堂式
7.14
日本銀行が、ゼロ金利解除を決定。無担保コール翌日物
5.20 群馬カトリック障碍者連絡会の日帰り黙想会 聖フランシスコ修道院（桐生）
金利の誘導目標を0.25%に引き上げ
5.21 ブラジルより佐々木神父が来太
7.15 2005年の日本人の平均寿命を発表
5.21 多国籍連絡網 発足会開催
男性78.53歳、女性83.49歳と、男女ともに1999年以来の前
5.27 群馬女性の集い（伊勢崎教会）
年比マイナス
6.04 国際ミサ
8.15 小泉首相が靖国神社を参拝。終戦記念日の参拝は、現職
6.11 渋川教会 50 周年記念式典
首相としては中曽根首相以来21年ぶり
6.18 群馬県合同堅信式（前橋教会）
8.24
国際天文学連合の総会で、太陽系の惑星から冥王星を外
6.25 第 14 回フェスタ･ジュ二−ナ（サンフランシスコ会） （ブラジル学校 ピタゴラス）
す案を賛成多数で可決
7.01 愛児園園長にシャールアンドレ・フローアラック神父（川越教会）が就任
9.06
秋篠宮妃紀子さま、皇室では41年ぶりとなる男児「悠仁
7.02 東松山教会 50 周年記念式典
（ひさひと）」さまをご出産
7.22 桐生聖クララ会修道院 草取り奉仕（第 2 回）
9.19
2006年の基準地価、東京、大阪、名古屋の3大都市圏の
7.23 群馬使徒職運営協議会（前橋教会）
平均が、16年ぶりに上昇
7.29-31 障碍者全国大会（東京関口カテドラル）
北朝鮮、初の地下核実験が成功と発表
10.09
7.30 多国籍連絡会議
10.24 携帯電話の「番号ポータビリティー（持ち運び）制」が開始
8.13-15 ワールドユースデー（日光）
10.24 富山県の県立高校で必修科目の未履修が発覚
8.13-15 群馬侍者会夏合宿
その後、46都道府県の663校の公私立高校で履修漏れが
8.19 群馬カト青連交流会（渋川）
判明
9.09 子ども教区大会 聖フランシスコ修道院（桐生）
12.14 プロ野球の松坂大輔投手が米大リーグのレッドソックスと
9.21-30 メキシコ巡礼（太田教会から 11 名参加。ホセ司祭叙階式に参列）
契約
9.30 群馬女性の集い（渋川教会）
この年 年末の外国人登録者が 200 万人を突破
10.08 さいたま教区・障碍者連絡協議会（共愛会）主催の点字研修会
総人口の１.5７%に
10.15 外国人医療相談会（公民館東別館）
10.22 群馬使徒職運営協議会
10.29 第 41 回 クララ祭バザー スローガン：「ともに働き、ともに喜ぶⅡ」
12.10 黙想会 金子神父（日光教会）
1.24 群馬女性の集い（新町教会）
1.04 ATM で 10 万超の現金振込不可に
1.28 群馬カトリック身障者グループ新年会（伊勢崎教会）
1.09 防衛庁が防衛「省」に昇格
2.18 太田教会総会
1.21 官製談合事件による出直し宮崎県知事選でタレントの
2.23 太田教会ホームページ 太田市ホームページコンテストで入賞
そのまんま東氏が初当選
2.25 群馬使徒職協議会総会
3.25 能登半島沖を震源とする M6.9 の地震が発生
3.02 世界祈祷日（太田教会）
北陸地方を中心に被害
3.21 ディン神学生の叙階式（伊勢崎教会）
4.01 太田市が特例市へ移行
3.25 四旬節黙想会（山口神父）
4.05 太田市に建設中の群馬大学工学部の大学院工学研究科
4.08 山口神父送別会
生産システム専攻、生産システム工学科の発足式と同科
4.09 金 大烈（キム・テヨル）神父 第 11 代担当司祭に着任
夜間部開講
4.15 金神父 歓迎会
4.24 43 年ぶり全国学力調査（小 6・中 3）実施
4.21 桐生聖クララ会修道院 草取り奉仕（第 3 回）
4.29 昭和の日(今年から)
5.04 みどりの日(今年から)
4.22-7.07 金神父一時帰国
5.10 熊本市の慈恵病院「赤ちゃんポスト」設置
4.22 群馬使徒職運営協議会（伊勢崎教会）
5.14 国民投票法(憲法改正手続き法) 成立
4.26-27 群馬カトリック熟年の集い（水上）
5.17 自動車運転過失致死傷罪新設
5.12 「みことばの分ち合い」 聖フランシスコ修道院（桐生）
5.23 5000 万件の年金記録不備が発覚
5.23 群馬婦人の集い（太田教会）
5.27 初の猛暑日 (宮崎市・豊後大野市)
5.26 群馬カトリック身体障碍者連絡会黙想会 聖フランシスコ修道院（桐生）
7.16 「新潟県中越沖地震」（震度6強）発生
5.19-20 群馬カト青連研修会（赤城 クララの家）
自動車の生産ラインがストップするなどの被害
5.27 国際ミサ
7.29 参議院選挙で与党の自由民主党・公明党が惨敗
6.03 主日のミサ ホセ神父司式（ミサ後歓迎パーティー）
野党・民主党は議席を大幅に伸ばし、参議院の第一党
6.03 第 9 回 外国人医療相談会（行政センター東別館、信者館）
に。「ねじれ国会」となる
6.10 第 15 回フェスタ･ジュ二−ナ（サンフランシスコ会）（ブラジル学校 ピタゴラス）
8月 米・サブプライムローン問題から端を発した世界的な金融
6.24 群馬使徒職運営協議会（前橋教会）
不安発生
7.07-08 教区宣教司牧評議会拡大研修会 ウェルサンピア栃木（鹿島市）
8.16
熊谷と多治見（岐阜）で
40.9℃。74 年ぶりに国内最高気温更新
7.21 桐生聖クララ会修道院 草取り奉仕 （第 4 回）
8.30
尾瀬国立公園誕生
7.22 群馬使徒職運営協議会 （前橋教会）
9.14 国内の 100 歳以上の高齢者が 9 月１日現在 3 万 2295 人
8.11 平和旬間ミサ（谷司教）・講演会（岡神父）（伊勢崎教会）
となり、初めて 3 万人を突破
8.12-14 侍者会夏合宿（国立赤城青年の家）
1971 年から 37 年連続で過去最多を更新
8.18-20 さいたまユースデー
10.01 日本郵政公社が持株会社日本郵政とゆうちょ銀行など
8.19 トマス・アキナス金神父(金主任司祭の兄)と金神父の司式ミサ
4 事業会社に分社され民営化がスタート
ミサ後、トマス・アキナス金神父の講演会と茶話会
9

西暦
和暦

2007
平成 19

2008
平成 20

カトリック教会の主な出来事

日本と世界の主な出来事

（太字は太田教会関連)
9.16 求道者の受入れ式・ミサ後茶話会
9.17 さいたま教区大会『豊かな交わり in ほのぼの群馬』 （伊勢崎市文化会館）
9.24 ザベリオ神父金祝の祝賀会（桐生教会）
10.13 桐生聖クララ会修道院初誓願宣立式
10.13-14 教区障碍者連絡協議会黙想会（軽井沢）
10.14 館林教会献堂 50 周年記念式典
10.21 第 42 回 クララ祭(今年から「クララ祭」と名前を改める)。 国際ミサ
11.04 第 10 回 外国人医療相談会（前橋教会）
11.16-12.14 全地区で地区ミサを実施
11.18 紅葉狩りミサ（榛名湖畔）
11.25 韓国語勉強会始まる（毎月第４日曜日のミサ後）
12.09 待降節の黙想会 金神父
12.16 （東ブロック）共同回心式（伊勢崎教会）
1.17 金神父の家庭訪問始まる
1.2７ 群馬使徒職運営委員会（前橋教会）
2.17 太田教会総会
2.23 群馬女性の集い（藤岡教会）
2.24 群馬使徒職協議会総会（前橋教会）
2 月 聖書の書写リレー始まる
3.01 典礼研修会（伊勢崎教会）
3.02 黙想会 盧神父（館林教会）
3.07 世界平和祈祷日（日本キリスト教団八幡教会）
3.09 ミサ後、シスター・ホアのベトナム語の祈りの集い
3.15 愛児園最後の卒園式
3.15 群馬県東ブロック堅信式（伊勢崎教会）
3.21 聖金曜日 谷司教司式
3.31 愛児園閉園
4.09-15 韓国巡礼
4.19 桐生聖クララ会修道院 草取り奉仕（第 5 回）
4.24-25 群馬カトリック熟年の集い（水上）
4.27 ブラジル移民百年祭（神戸）
4.29 ディン、吉川両助祭の司祭叙階式（大宮教会）
4.29 故カンピオン、故根本両神父の追悼ミサ 聖フランシスコ修道院（桐生）
5.05 渡瀬鬼石殉教者記念祭（埼玉県児玉郡神川町）
5.11 国際ミサ（ミサ後パーティー）
5.13 群馬カトリック身障者グループ黙想会 聖フランシスコ修道院（桐生）
5.18 ミサ後、金主任司祭の母親の歓迎会
5.24 群馬女性の集い（沼田教会）
5.25 第 11 回 外国人医療相談会（太田公民館 東別館）
6.15 第 16 回フェスタ･ジュ二−ナ（サンフランシスコ会） （太田教会）
6.26 ベダ神父（太田教会第 7 代主任司祭）のお別れミサ 聖フランシスコ修道院
（桐生）
7.12-13 群馬カトリック青年宿泊研修会（太田教会）
7.13 「シスター吉田を囲む会」 ホールにて開催
7.26 桐生聖クララ会修道院 草取り奉仕（第 6 回）
7.27 ディン神父 太田教会での初ミサ ミサ後ホールにて懇親会
7月 聖堂のパイプ椅子 木製椅子（佐野教会より譲り受け）に変わる
8.01-03 土曜学校サマースクール（苗場）
8.15 聖母被昇天の祝日 夕ミサ後納涼パーティー
8.17 太田教会で初のベトナム語のミサ
8.17 群馬東ブロック運営会議（太田教会）
8.19 第 2 回求道者学習会始まる
8.31 一粒の麦「感謝のミサ」（前橋教会）
9.06 子供教区大会（友部修道院）
9.09 群馬カトリック身障者グループ旅行会（松井田町 「砦の湯」）
9.15 隠れキリシタンの遺跡（館林、古河、邑楽）探訪
9.17 群馬女性の集い（富岡教会）
9.22 聖堂内幼児ゾーン仕切り工事開始
10.01-06 登村 3 洞教会巡礼団（韓国） 太田教会訪問
10.05 第 43 回 クララ祭。 国際ミサ
11.09 太田教会臨時総会 「愛児園改修に関して」
11.24 ペトロ岐部と 187 殉教者列福式（長崎）
12.07 「太田聖母の園」 祝福式
12.14 群馬東ブロック運営会議（太田教会）
12.14 （東ブロック）共同回心式（伊勢崎教会）
12.28 ミサ後 ブラジル・ペルー共同体を中心にチャリティーバザー
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（太字は太田市周辺)
11.20 京都大学の山中伸弥教授らの研究チームが、人間の皮膚
細胞から様々な組織の細胞に成長する能力を秘めた
「万能細胞」を作ることに成功したと発表
12.12 今年の漢字が 「偽」 となる
この年 春から夏に麻疹（はしか）大流行
この年 食品の偽装が次々に発覚
（不二家、ミートホープ、赤福、白い恋人等）

1.30 千葉・兵庫両県の 3 家族計 10 人が 2007 年 12 月以降、
中国製の冷凍餃子を食べた後、中毒症状を訴えていた
ことが判明
2.19 海上自衛隊のイージス艦「あたご」が房総半島沖の太平洋
上で漁船と衝突
2.19 米ニューヨークの原油先物相場が急伸
史上初の１バレル 100 ドル台を突破
3.08 北関東自動車道 伊勢崎―太田桐生インターチェンジ間
開通
3.14 チベット騒乱。僧侶がチベット自治に対して、中国政府に抗
議。弾圧で死者も
4.01 後期高齢者医療制度スタート
4.01 ガソリン税などの道路特定財源の暫定税率が期限切れで
失効
5.01 ガソリン税などの道路特定財源の暫定税率が復活
5.12 中国西部の四川省を震源とするマグニチュード 8.0 の大規
模地震が発生。被災者数は 4000 万人以上に
6.11 参議院で、福田康夫首相に対する問責決議案が可決
首相問責決議の可決は現行憲法下で初
6.14 マグニチュード 7.2 の大規模地震「岩手・宮城内陸地震」
発生。 岩手県奥州市と宮城県栗原市で震度６強を記録
7.05 東海北陸道全線開通
7.07-09 北海道洞爺湖サミット開催 温室効果ガスの削減や食
糧問題、原油価格の高騰などについて協議。
22か国の首脳と7つの国際機関の代表が参加。
7.11 新型携帯電話「ｉｐｈｏｎｅ3Ｇ」発売
7.15 漁船で用いる燃油価格が高騰している窮状を訴えるため
漁船、全国一斉休漁
7.28 上野国新田郡庁跡 国指定史跡に
8.08-２４ 北京五輪開催 史上最多の 204 の国と地域が参加
日本のメダル獲得数は 25 個
9.01 福田首相、突然の退陣表明 安部前首相と二者連続
9.05 農薬やカビ毒に汚染された輸入米、大量に食用転用が発覚
9.14 米証券４位リーマンブラザーズ経営破綻
米金融、戦後最大危機に
10.01 観光庁発足
10.07 南部陽一郎（米国籍）・益川敏英・小林誠
ノーベル物理学賞を受賞
10.08 下村脩 ノーベル化学賞を受賞
10.26 横浜松坂屋 144 年の歴史に幕
11.30 初代新幹線「０系」引退
12.12 今年の漢字が 「変」 となる。
12.31 新宿コマ劇場 52 年の歴史に幕
この年 厚生年金の給与記録改ざん発見相次ぐ

参考資料（2003 年末までの参考）
25 年のあゆみ（25 周年記念誌）
からしだね（設立五十周年記念誌）
宣教 100 年の歩み
館林教会の 15 年
太田市 50 年史
創立・来日 50 周年記念誌
50 年のあゆみ
群馬カトリック広報（復刻 A5 版)
群馬使途職協議会 30 年の歩み
カトリック新聞
スーパー世界史
世界史年表・地図

1979 年
1988 年
1988 年
1992 年
1998 年
2001 年
2003 年
1983 年〜2003 年
2003 年
講談社
吉川弘文館

カトリック太田教会
カトリック桐生教会
カトリック松が峰教会
カトリック館林教会
太田市
御聖体の宣教クララ修道会
カトリック高崎教会
群馬使途職協議会
カトリック群馬使途職協議会
カトリック新聞社
謝 生輝著
亀井高孝・三上次男・林健太郎・掘米康三編
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