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主のご復活おめでとうございます。主のご復活と同時に、本当に、とても、非

常にうれしいお知らせがあります !

◆ウジェーン・ ド・マズノ、聖人の位ヘ

オブレー ト会創立者福者ウジェーン・ ド・

マズノが、いよいよ聖人の列へ加わ ります。

列聖式は今年の 12月 3日 (日 )、 バチカン

の聖ペ トロ大聖堂にて行われます。

そこで、この列聖式参加のためとヨーロッ

パ巡礼のツアーを計画しています。12月 1

日 (金)、 関西国際空港から出発 し、4日 ほ

どローマに滞在し12月 3日 の列聖式に参加

します (そ の間アシジを訪問)。 その後マズ

ノ生誕の地であるマルセイユ近郊のエクス・

アン・プロバンスヘ行き、12月 8日 の無原

罪の整母の祭 日は、ルル ドに滞在 します。パ

り、アムステルダム経由で 12月 11日 (月 )に帰国します。費用は38万円前

後で、団長は私 (BrO.八本)が管区長から仰せつか りました。どうぞよるしくお

願いします。詳細は後ほどまたお知 らせします。皆さん、ぜひご一緒しませんか !

また、ウジェーン・ ド・ マズノが列聖されることを記念して、今年の召命祈濤

週間が始まる5月 21日 か ら来年の祈蒔週間が終わる5月 29日 までの 1年間を

ド・ マズノイヤーとして世界各地で祝われます。日本では、この ド・ マズノイヤ

ーの始まりの記念 ミサが 6月 4日 (聖霊降臨の主日)、 高松教区の深堀司教様を

お招きして高知・ 中島町教会で午後 3時からささげられます。皆さん、ぜひお越

しください。



◆記念すべきこの一年 ブルゴアン・ レモン

オブレー ト会にとっては1995年 が歴史に残る一年となるであるう。創立者

ウジェーン・ ド・ マズノが列聖される年だか らである。しかし最も大切なことは、

今年は私たち会員の著 しいFIJ新 の機会となることである。それは修道会の水準で

も個人々々の水準でもそうである。

5月 21日 は教会の暦ではウジェーン・ ド・ マズノの祝日に当たるので、今年

その日から一年間が『ド・ マズノ・ イヤー」として宣言された。聖人として認め

られる福者ウジェーンの精神より汲み、それを私たちのものにするために良いき

っかけになるよう祈 りたい。会員もしくはオブレー ト会と親密な関わりを持つ人

人がその精神をより深 く理解し、より実践的に受け止めるよう願っている。なぜ

なら、ウジェーンは私たちの目から見ると単なる歴史的な人物ではないからであ

る。

現在の総長ザーゴ神父の手紙を参考にして、何国かに分けて連載 しそれについ

て考察してみたいと思う。

まずウジェーン・ ド・ マズノが倣われるべき聖人として認め られたことは修道

会の創立者だったからでもなく、大事な司教 EXIの司教だったか らでもなく、偉大

な業を成し遂げたからでもなく、単純に聖人だったからである。つまり、キリス

ト者、司祭、修道者、創立者、総長、司教としての使命をキリストの真の弟子と

して生涯を良く尽くしたからである。キリスト者の美徳を立派に生きたからこそ

教会全体に倣うべき模範として提供されたのである。

決して生まれつきの聖人ではない。しかし自分なりに神から受けた恵みを深く

認め、その呼びかけに立派に応えたのだから少しずつ塾人になることが出来た。

当時のある人は彼の人間としての独特な性格に憧れて彼をとても良く慕い、その

反面ある人は彼の性格を全く認めないでとても嫌った。しかし彼はその性格の良

いところも悪いところも両立させて聖人になった。直面した良い出来事や悪い出

来事によって、しかもその出来事が生したにも関わらず聖人になった。

彼が聖人になった秘訣は次の要素による。つまり、常にキリストとの特別な関

わりをより深く保ったこと、神に対する真心からの愛、隣人に対する本当の思い、

キリスト者の美徳を実践的に行うこと、使徒的情熱という様々な要素が含まれて

いる。

聖霊に導かれて救い主と宣教者であるキリストに自分の生涯を従わせ、無条件
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に教会に対する奉仕を尽くした人である。それによって少しずつではあるが神の

業による驚くほどの人になり、人間としても成功した人になった。それは彼の熱
い情熱があったからこそのことである。

次回、上記述べた要素についてもっと詳しく述べるつもりである.

◆十字架を告げ知 らせた人たち オース トラリア滞在 川口 敏

阪神大震災のことは当日の夕方、こちらのニュースで知りました。ょく利用 し

ていた箇所の無残な姿はその地震の規模が大きかったことを示していました。阪

急伊丹駅の倒壊 した映像には愕然 (が くぜん)と し、一気に伊丹の信者、聖堂、

可祭館はどうしているのかが不安になりました。被災者のためにオース トラリア

の信者も私も祈 りました。

鷹取教会のキリス ト像の写真とそれについてのこれ らの記事を見、読みました。

その写真はキリス トの姿、苦しむ者のただ中にいて、共にその荷を担うキリス ト、
たがいに助け合うように呼びかけるキリス ト、復興に疲れた者に休息を与えるキ

リス トをよく示 しています。

あの地震の翌日、教皇ヨハネ・ バウロⅡ世はオース トラリア・ シドニー空港に

着きました。空港でのスピーチの中で教皇は、神戸の被災者のために祈ってお ら

れました。教皇は、ォース トラリア 。メルボルン生まれの修道女の列聖式のため

にやってきました。そのシスターの名はメリー・ マキロップMary Fackillopです。

彼女は1342年 に生まれ、開拓期のオース トラリア各地の子どもへの教育のた

めに生涯をささげました。彼女はオース トラリアで最初の整人となりました。

私のオーストラリア滞在もまもなく終わろうとしています。約一年間すごした

だけですから、でかいことは言えませんが、こちらの中・高校で働いたり、少年
たちと一緒に勉強したり野球をしたりで、大変でしたが楽しくもありました。メ
ルボルン近郊、西オーストラリア・パース近郊の日本人信者のための司牧もいい

経験となりました。又、三箇所の英語学校へ通いましたが、そこで世界各地から

やってきた人たちと共に学び話し、物事の提え方、考え方の多様性を肌で感じた
ことは貴重な宝となりました。特に韓国人の友人ができたことはぁりがたいこと



でした。英語学校で出会った若者たちが、それぞれ自分の道を見い出し、たしか

な星どりで歩いていくことを祈っています。私のオース トラリア滞在は山あり、

谷あ り、高原あり.砂場ありで苦あり楽ありのおもしろいものとなりました。私

は喜んでいます。この一年を与えてくださった神と日本管区に感謝しています。

また私のために祈って下さった皆さんどうもありがとう。

4月終わ りにオース トラリアを発ち、日本へ向かいます。その途上、イン ドの

マ ドラスMadFaSと ゴアGoaに 寄ってくる予定です。昨年日本を離れる時頂いた小遣

いと餞別をあまり使わずに済みましたので、そのお金でインドに行けることがわ

かりました。インドに立ち寄るのには二つの目的があります。一つは8年前フィ

リピンで会ったオブレー ト会士に再会することです。あの時、彼は修練士で私は

司祭職への勉強が始まったばかりの一年生でした。フィリピンで別れた後、彼 lal

インドヘもどりましたが、3年に一度ほどの手紙のやりとりでしたが変わらぬ友

情でした。あれから彼も叙階され、インドの小さな村で宣教しています。彼にマ

ドラス訪間の事を手紙で伝えたところ、返事がきました。彼は私のマドラス訪FH3

に驚き、とてもたのしみにしてマドラスまで彼のいる小さな村からやってくると

のことでした。私もたのしみにしています。夢のような気がします。ただ心配な

ことが一つあります。8年前と今とでは私の体重はだいぶ違います。もちろん増

えているのです。だから彼が私を見でもわかるかどうかです。聞くところによる

と、彼も大分ふとったとのことです。

インド訪間のもう一つの目的は、ゴアGoaに ある聖アランシスコ・ザビエルの墓

参りをすることです。御承知のように十字架のキリス ト、福音を初めて日本に告

げ知らせたのはこの聖人です。彼は16世紀ポル トガルのリスボンを発ち、ゴア

を経由して日本へ向かいました。私の故郷は古くからのカトリックの土地です。

その起源はやはり16世紀のこの聖人まで行くでしょう。私は幼児・it礼ですが、

親を通してキリストを知り学び出会ったことは私の人生のもっとも大きな宝であ

り喜びとなりました。このことは両親の教育のおかげであり、究極的には苦難を

越えて日本まで来てくれた聖フラシスコ・ザビエルのおかげです。私はこの聖人

にこれまでの私の歩みについて感謝したいのです。そしてこれからの新しい旅、

宣教者としての歩みに彼の導きを願ってきたいと思います。
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ゴアは又、日本でのキリスト教禁教時代、私が興味をもっている一人の男、ペ

トロ・カスイ・ キベが立ち寄った所でもあります。彼は日本追放の後、可祭にな

りたくて、日本人の自分を受け入れてくれる神学校をさがして、マカオ、ゴア、

エルサレム、そしてローマまで単独で行き、入学が認められ、ローマで可祭に叙

階されました。日本で迫害が激しくなった事、司祭がいないとの知らせを聞いた

彼は、リスボンから日本へ向かいました。日本潜入後、各地の信者を訪れ、司牧

していましたが、東北地方で捕らえられ、江戸へ送られ、そこで殉教しました。

私は聖フランシスコ・ザビエルやこのキベ神父が見たであろうゴアの空や海や土

地を見てきたいと思います .

5月上旬、伊丹に着く予定です。私たちの道、真理、生命であるキリストを告

げ知らせるためにマミの皆さん、共に歩みましょう。主 。キリス トはまことに復

活された。アレルヤ .

◆日本の社会での初めての小ぜ り合い ピリスプッレ・ ジュード

昨年 9月 2日 に日本に到着しました。希望や期待と喜びのうちに名古屋空港の

入国管理の事務所に近づきました。

係の人にパスポー トとビザを見せました。しかしその人は他の書類が必要だと

言いました。困った通とに、その書類はビザをもらうためのもので、今そのコピ

ーしか持っていませんでした。彼は「どうしても本物でなければならなしヽ」と言

い出しました。海外の経験は全 く初めてで本当に困っていました。その時に係の

人が大声で「スリ・ ランカに帰れ」と言いました。その時とても ドキ ドキして、

どうしようかと思いました。

幸いにプラドリ神父と一緒でしたので彼は外で待

っているシアニ神父の所に行ってすべての事情を伝

えました。興奮した雰囲気の中で30分 ぐらい話し

合った結果その大事な書類のコピーを認めてくれま

した。

それで日本の空港外の地面に足を踏み入れること

ができたわけです。

本当に一生忘れられない日になってしまいました。
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◆「病気の時に見舞いに…」 ロザイロ・プラドリ

日本に来る前に2年間病院の司祭として勤めました。私の経験からすると病人

の世話をすることがオブレート会の精神にピッタリ合う奉仕であると感じました。

つまり必要としている人に手を差し伸べることです。この奉仕の内容は癒し、カ

ウンセリング、慰めることそしてご聖体を配り、病者の塗油の秘跡を授けること

です。

私たちは様々な苦しみを抱えている人や病人についてよく話題にしますが、め

ったに彼らを見舞うことはしません。今日では病人や苦しむ人が期待することは

誰かが共に歩んでいることを感じることです。何かをやってあげることあるいは

ただ祈ることよりも病人の見舞いが一番大事ではないかと思います。

一緒にいることは本人のためにとでも大きな支えになり、神の救いに満ちた愛

が目に見える形になります。

◆25年間を振り返って デイーリ・ジョン

まず初めに、この25年間の仕事の特徴を一つ挙げるとするならば、次に述べ

ることであろう。良 くも悪 くも初めから、様々な出来事が起こり、私はそれ らを

ただ受け止めるだけであった。つまり初めから身体障害者と共に働 く為の計画を

意識的に立てた訳ではなかった。度重なる偶然によって、私は特定の目標や顧望

へと導かれたのである。ここで、偶然によってもたらされた私の日本での仕事に

ついて述べたいと思う。

25年前、私が都立石神井高校の英語教師である太田先生に会えたことは、幸

運であった。彼は日本チャリテイープレー ト協会という身体障害者職能訓練セン

ターを紹介してくれたのである。センターの講師として訓練生と共に人生、将来、

結婚、福祉、聖書 (聖書と日本文学に見出せる価値の類似点)等のディスカッシ

ョン、訓練生の就職に関する会議、脳性マヒのリハビリと教育に関する資料の翻

訳に携わる機会を得た。

センタ
=での 15年の間に、自分自身を豊かにしてくれる色々な事を経験 して

きた。つまり、 “福音を伝道する側"に いる私たちが反対に ``対象者"か ら教わ

る所が多かったのである。

当時、クリス ト・ ロア修道会のシスター・ ピカーとの出会いも尊き偶然の一つ



であると思―Jている。富士山の麓、御殿場の復生病院の神父、シスター、職員、

そして特に患者たちはどんなにかその頃の私を力づけてくれた事だろうか。

被 らは私の最高の霊的指導者であった。そしてその思い出は今でも私の励みと

なり、初心に帰 らせてくれる。実際、患者たちの強い信仰と生きる姿勢を見た事

によって、同じオブレー ト会のマロニック神父の「復活を告げる障害者」という

集いの存在の真意を理解する事が出来るようになった。

これ らの事の間に、私の日本での仕事に大きな影響を与えた出来事があった。

先程述べた職能訓練センターの職員二人と共にした「障害児のためのモンテッソ

ー リ教育」の共訳の仕事である。苦痛な仕事ではあったが、成果は上がり、モン

テッソーリ・ スタールでではない障害者施設でも教材として全国的に使われてい

る。これは数年後に始まる私の聾教育研究の参考になった。そして、この教育理

念は数年前に上智大学で私が受け持っていた「教育改革」の授業の土台になって

いた。又、最近特にその機会が多 くなってきた手話講演会の草稿を練る時の大き

な貯えとなっている。

その後、耳の聴こえない方との出会いで、手話習得の必要性を痛感させ られた。

そして聴障者と積極的に接 していった事から思っていたより私の手話の会得も早

く、現在は手話による講演もこなせるようになった。この2年間の手話学習と聴

障者との交流がその後の私に新たな偶然を起こす事になるのである。

それは 13年前のある日、四谷の聖イグナチオ教会からの帰 りにそこの掲示板

に貼ってあった「カ トリック手話サークル」の貼 り紙を見たのがきっかけとなり、

私と聾信者とも交流が始まったのである。 (参照、マミ・ニュースレター第 6号 )

日本に来て暫 くは積極性に欠け、受け身なだけの私であった事を反省、気持ち

を新たにし、熱意と努力を惜しまないつもりである。

最後に、偶然がもたらした身障者との出会い、聾者、手話世界への関わ り、聾

信者との触れ合い、この25年間の神のお導きに感謝 してやみません。

◆召命祈轟週間

毎年 5月 21日 ～ 29日 はオブレー ト会召命 rr・蒔週間です。

今年のテーマは、 ``若者 :呼びかけに耳を傾ける時"です。日毎のテーマは、

5月 21日 (日 ) ウジェーン :貧 しい人々と若者のための司祭

22日 (月 ) 洗礼 :聖性への呼びかけ
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23日 (火) “私はあなたの名を呼んだ"(イザヤ書43章 )

24日 (水) “主よ、お話しください。しもべは聞いてお ります"

(Iサムエル記 3章)

25日 (木) 神は他の人々のニーズを通 して私たちに呼びかけられる

26日 (金) “つとめは異なるが、主は同じである。"

(Iコ リン ト人への手紙 12章)

27日 (土) ``私は主のはしためです"(ル カ■章)

23日 (日 ) 私たちの生活の中心である救い主キリス ト

29日 (月 ) ジョゼフ・ ジェラール :宣教への呼びかけ

以上です。皆さんの召命のためのお折 りをよろしくお願いします。霊的花東の用

紙は、後 日皆さんのお手元に届 くようにしたいと思います .

◆新 しい顔ぶれ

韓国では、スリランカのジェヤチヤン ドラン・ ジェームズ神父様が、韓国での

宣教活動のため、今年 9月 頃韓国へ来 られます。また、玄大渉 (ヒョンデ ガ
°
ヨハネ)

さん (278才)と李奇勇 (イ チイオンハリロ)さん (18才)が韓国のオブレー ト会修道

院で志願期を過ごしています 。

日本では、鳴門教会の赤波江卓 (あかぱえ たく)さん (18才 )が、志願者と

して名古屋オブレー ト会修学院で今春から志願期としてのスター トを切りました。

皆さん、彼らのためにお折りをよろしくお願いします。

磁鑽!ス%饒威ルバ為膨堪麟憾
◆振込用紙について

郵便振替口座番号が次のように変わりました。

(旧)名古屋 6‐ 35308→ (新)00860‐ 0-85303

それに伴い、 (旧)の番号がはいった振込用紙は、来年(1996.1.1)以降使えなく

なります (た だし今年いっぱい(95.12.31)ま では使えます)。 (新)の番号がは

いった振込用紙がお入り用の方はお知らせください。送らせていただきます。ど

うぞよろしくお願いします。
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