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1995年 12月 オブレー ト会マ ミ係発行

12月 3日 ι聖ペ トロ大聖堂にて教皇ヨハネ 0パ ウロ2世司式によるウジェ

ー・ ド・ マズノ列聖 ミサがささげられました(写真)。 このことは教会全体

にとって喜びです。そして私たちオブレー ト会の宣教活動に協力するマミ

にとってもこのことはうれしい出来事となりました。このミサには世界各

地からの巡礼者、日本からも約35人があずかり、神への感謝と聖 ウジェー

のとりつぎを祈 りました。

主の降誕と新年のお慶びを申し上げます
オブレー ト会会員一日より
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★倣 うべき聖人 (そ の2) ブルゴアン(Fr.Ray■ ond U Bourgoin)

(ウ ジェーンは)無条件に教会に対する奉仕を尽 くした人であり、教会の

揺るがない僕になったのである。教会は組織だけではなく「救い主の見事

な遺産であり、その御血の値であがなわれたもの」である。彼の目標とElj

立 した修道会の目標は「神の栄光と教会の善並びに人々の強イこと救いだけ」

である。神の栄光と人々の救いというものは教会の善であると解釈 してい

た。教会の欠点も、奉仕者総誤 りも分かっていたけれども「教会を愛さな

ければイエスを愛することができない」と強調 していた。

その教会を愛 していたために多くの責任を喜んで受け入れた。教会全体

のニーズに対 しても敏感であり、そういう責任をり|き 受けるということは

イエスの呼び掛けに応えていることだと思っていた。そういう応えによっ

てウジニーンは聖性への道に入った。

彼の人格は私たちにとって感 じの良いものがある。高潔な人で率直な人

である。そして頑固ではない程度に自分の態度をはっきりさせる。他方で

l■ 必要に応じて自分の意見を調整することができる。何年か係ったけれど

も、祈 りの生活と奉仕生活や総長としての義務と司教としての義務を両立

させることができた。

ウジェーンの霊性の中には司祭職に対する尊敬と司祭としての聖性の必

要性が光っている。ロヨラの聖イグナチオ (イ エズス会の創立者)の霊性の

影響を受け、リダーリの聖アルフォンソ(レ デンプ トール会の創立者)の影

響も受けた。そして聖書や典ネLや 日常生活は彼の『恩師Jで ある。毎日聖

書の読書をし聖書の精神を良く掴み、自分の神概念や祈 りの過ごし方や宣

教の意味とあり方を学んだ。典率Lも 同じように彼の霊性を支えていた。し

かし彼の人FEl性 や修道者としての成長は具体 F・Jな 日常生活によるものだっ

た。積極的で現実的な人だったからである。

他の要素はこの上記のものと入 り混じっているだろう。つまリキリス ト

者の美徳を実践的に行い、使徒的情熱ですべてを成 し遂げていたことが上
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記の要素の中に現れる。

今年の12月 の列聖によって公に聖人として認められるが、特に創立 した

修道会やその修道会に関わっている皆さん、特に第二会の人たちが彼のカ

リスマを深く知 りたがっている。なぜなら彼が示 した道は確実な道である

ことを教会が認めるからである。ウジェーンは常に救い主と宣教者である

イエスヘの案内者として生きてきた。その点で聖母マリアに良く似ている

のでオブレー ト会はそれにふさわしく「汚れなきマリアの献身宣教会」と

いう名称を持っている。

次回又違う側面を探ってみたいものである。

☆オブレー ト会サマーキャンプ Br.八本信彦

8月 7日 ～10日 、高知県の出中のロッジ(考える村)に 30人の若者 (小学生高

学年～大学生)が全国から集い、サマーキャンプが行われました。

「少 しずつ聖人へ」のテーマのもと、今年12月 に列聖されるオブレー ト

会創立者、ウジェーン・ ド|マ ズノの生涯や霊性について、クイズやゲー

ムを通 して楽 しく学びました。

また高知の豊富な大自然に触れる機会も多 く持ちました。近 くにある海

水浴場のとなりの浜には、美しい珊瑚礁が残っています。それを小さなボ

ー トに乗 り水面から眺めました。数人の子どもたちは、ポー トから海に飛

込み、鮮やかな色の魚と一緒に泳ぎながら、珊瑚礁の海を満喫 しました。

例年のように、このサマーキヤンプのOBである高校生や大学生が応援に

駆けつけ、子どもたちの指導や世話をよくしてくれました。その行為には

頭の下がる思いです。このような素晴らしい青年に恵まれていることを、

心から感謝してぃます。

キヤンプ最終 日には、山から降りて高知市の中島町教会へ行き、「どの

ように創立者は聖人になったか」のグループごとの発表や昼食、御 ミサを

オブレー ト会の神父様方と共にしました。

みんな疲れていたようだけど、とてもいい顔で輝いており、「少 しずつ

聖人へ」近づいたような気がした、そんないいキャンプでした。
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☆参加者からのメッセージ① 古賀教会 中3 西田洋平

僕はサマーキャンプに初めて参加 しました。最初に来たときは、誰も知

らない人ばかりだったので、思い出もあまりできないと思っていたけど、

そうでもなかった。海で遊んだことなど、けっこう楽 しかった。また、神

父様たちもとてもやさしかった。キヤンプ最後の日の夜は、夜中の3時 く

らいまで起きていてずっとトランプをしていて楽 しかった。

キヤンプの時勉強 したウジェーン・ ド・マズノのこともたくさん知った。

またたくさんの聖人のことも知った。僕はこのキャンプで楽しい思い出が

できてとてもうれしかった。来年もまた参加 したいと思う。

その② 高知・中島町教会 高2 山脇 恵

昨年のは来れなかったけど、今年 lま 来れてとてもよかったと思う。副リ

ーダーとして動き回っていたので時間がたつのが早 く感 じた3泊 4日 だった。

そして今年 :ま 、ウジェーン・ ド・マズノが聖人になるというのがとても

うれしく、どんな人だったのがわかり、とても良かったサマーキャンプだ

った。たくさんのいい先輩がいて、いろいろ教えてもらい、よく助けても

らってとでも感謝 しています。神父様たち命ビデオも見せてもらい、とて

も役に立ったと思う。来年は高3だ けど、来れたら来たいと思います。

サマーキャンプではたくさんの人たちにも出会い、考える村の山川さん、

プラザー八木、そしてたくさんの神父様たちに感謝 しています。来年もま

た連絡をしてもらうと、よるこんで来させてもらいたいと思います。お疲

れさまでした。

☆召命係からのお願い

■サマーキャンプ参加者一人一人の誕生日に、バースディカー ドを出し

てくださる方 (バ ースディカードや郵送費はこちらで用意 します。)

饉日々命祈 りの中で、志望者である堀内重紀夫さんを心に留めてくださ

る方
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■日々の祈 りの中で、志願者である古′ii 健一さんを心に留めてくださ

る方

猥日々の祈 りの中で、志願者である赤波江 卓さんを心に留めてくださ

る方を捜 しています。これに応じてくださる方は、次0住所までお知

らせくだされ ば幸いです。皆様のご協力をよろしくお願いします。

〒780 高知市新本町1-7-31高知ボランテイア・ ビューロー内

ブラザー八木 信彦

TEL(0888)24-4329 / FAX(0888)73-2814

☆叙贈 してから40年、そして宣教者として39年

ステイープンス(Fr.GERARD LOUIS STEVENS)

10月 中旬 、 チ リのFr.GERARD VAN DE WiLLE,OMIと バ ラ グ ア イ の

Fr.FRANCISCO CARRILLO,OMI両管区長を阿渡池田に案内した時、彼 らの多

くの質問にとまどったことがありました。スペイン語を十分に話せなかっ

たことだけでなく、むしろ満足できる返事ができなかったことがあったか

らです。たとえば、「池田の町は静かですね。子供の声も闘こえないし、

幼児の姿も見当らない.文字通 リゴース ト・ タウンみたいです。南米と比

べると、あちらは人国の70%|ま 15才以下です。1子供の少ない事情を強 く

感 じました。その日は登校 日だったのですが、幼児も見えなかった。町を

歩いても静か過ぎるほど感 じました。お天気だったのに 。・。「40～ 50年

後、誰が日本に住むようになるでしょうか?中 国大陸から大勢入って来る

でしようか?」 私はそれに答えられなかった。

それはともかく、宣教者としてもう39年主に甕国で働きました。六本本

で2年間の日本語学校の後、安芸と赤岡、それから徳島の郡部、阿波池田、

綾南、中村、そして今赤岡。宣教活動として特に子供会、日曜学校、親子

会などに力を入れたりして、また開拓伝道や同和教育も大切にしました。

今は高知県や徳島県西部に住んでいる外国人、特にフィリピンから来たお

嫁さんたち(農村花嫁)の 世話を頼まれて、家庭訪問などのための旅が多 く

なりました。14年前、最初のフィリピン人エンターテイナーが池田の教会

へごミサに来た時、一時的なことだと思いましたが、それがむしろエスカ
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レー トして今私の主なチャレンジと使命になっています。いかにその移住

信者たちの信仰生活を養い育てるか。とでも遠くに住んで、またお互いに

バラバラと暮らしているからです。

40年前の叙階式で私たちに接手なさったイーヴェス・ フルメー(YVES

PLUHEY,OMI)司 教様は2年前にカメルーンで殺されました。最後まで働き続

けた宣教者でした。彼の模範を忘れずに私も頑張 りたい。

(編集部注、スティープンス神父は1930年ベルギーに生まれ、1955年 10月

28日 司祭に叙階されました。そして1956年 9月 19日 に日本に派遣され現在

に至っています。)

☆幡多郡 Te=ご ´ヽ ル  (Fr.Thomas Maher,OHI)

私が小学生の時の先生はシスターフランシス・ ジョセフとぃう人でした

(ド ミニコ会)。 彼女の兄弟はオブレー ト会員でした。彼女は授業が終わ り、

少 し時間があると、私たち生徒に外国にいる宣教師についての本を読んで

くれました。たぶん、その時私は宣教師になろうと決心 したと思う。私の

姉の同級生の兄弟がオブレー ト会小神学校へ行っていたが、私の高校生活

がそこで始まった。

オブレー ト、難 しい宣教地のスペシャリス ト、誰も行きたがらない土地

にオブレー トはいた。たとえば、カナダ北部の凍 りつく地方に。

私が日本に来たとき、よく耳にしたことは「西国には東京、大阪、名古

屋みたいな街がない。難 しい宣教地のスペシャリス ト、オブレー トはそこ

にいる』ということだった。

中村市は高知県轄多郡の中にある。オブレー トが宣教活動のために高知

から幡多郡へ行こうとしても昔は列車が通っていなかった。幡多郡は日本

でもっともカ トリック信者が少ない土地だろうと言われている。だからビ

ル・マヘル神父は中村市内に家を借 り、そこから幡多郡内の他の二つの町、

土佐清水、宿毛へ宣教に行っていた。後に中村市内に土地を購入し、司祭

館が一緒になった教会を建てた。
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ビJ1/・ マヘル神父のあと、ジェリー・スティープンス神父が来て、任期

中ほとんど歩いて郡内をくまなく行きt教会が知られるように「心のとも

しび」「カ トリック・ カレンダー」を配ってまわった。そして今、幡多郡

内の司牧者として継がここにいる。

このあた

々がある。

地方であり

地です。

どうぞ、

し人となり

りはたいへんきれいで、美 しい太平洋に沿った道路と内部に山

たった一つの大気汚染は、私のたばこの煙。とはいえ、ここは

、仏教徒と神道が広 く深 く根をおろしている。むずかしい宣教

折って下さい、私がこの幡多郡でキリストとキリストの愛の証

ますように。

☆第 2回 ヤング・オブレージ 川回 敏

今年で2回 目となったヤング・オブレーツ、叙階・終生誓願からそれほ

ど年月が経っていない司祭・修道士の年一回の集まりが9月 1,2,3日 、福岡

でありました。韓国、高知、伊丹、名古屋から計7人 が集い、4Frり 、研修、

分かちあい、スポージを共にしました。普段 :ま それぞれEII々 の場所で勉強

し働いています。こうして一緒にいることは人と人とのつながりを築 くう

えで貴重なことです。イエズス会司祭による霊性指導の講義、それ〕こ対す

る質疑応答、一年間を振 り返っての分かちあいがありました。また、その

時期福岡でユニバーシアー ドが行われていましたので、全員でサッカーの

決勝戦を観に行きました。日本対韓国だったので、韓国で動く会員たちは

韓 l■3側応援で熱が入 りました。やはり観客席にはテンピでは伝わらない雰

囲気がF_jり ました。

三日目は日曜日だったので、古賀教会でハーン神父、乾神父とともにミ

サをささげ、またはあずかりました。久 しぶ りに古賀骨信者さんたちに会

え、話ができたのは楽 しいことでした。最後は管区長が同席しての話合い

も行いました。

来年は韓国でこの会を行うことを話い、翌日からの黙想会へと移 りまし
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た。その黙想会中にもう一度、韓国で働く4人全員とともに8人集まり、来

年の内容について意見交換をしました。来年は若手会員3人が他管区から

日本管区に来ますので計11人 の集まりとなります。いまから楽しみです。

神が私たちを導き、相互の信頼と愛が増すようマミの皆さんをお祈りして

ください。

☆宣教師が3人、まもなく日本管区にやってきます。

前号でもお知 らせしましたが、ザゴ総長は日本管区に新たに3人司祭を

派遣 します。フィリピン管区出身で今年叙階された 」aime del RosariO

ロザリオ神父は1月 7日 に名古屋に到着予定です。すこし環境になれた後、

日本語の勉強が始まります。韓国には次の2人が4月 に到着予定です。

スリランカ北部、ジャフナ管区出身 Janes Jeyachandranジ ェヤチャンド

ラン神父とスリランカ管区出身の Shirantha V.Pereraペ レラ神父です。

海外からだけでなく、神の意み、■
ELさ んの祈 りによって日本国内からも

オブレー ト会司祭になりたいという若者がいます。一人は伊丹から古′:1健

一さん、もう一人は高知・ 中島町から堀内亜紀夫さんです。二人は二月末

から名古屋修学院に入 ります。うれしい悲鳴ですが、小さな修学院はもう

満杯です。秘たちはこれから修学院をどうするか考えなければならなくな

りなした。
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