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トリストを告げ知らせるために一生を賭けた聖ウジェーン・ド・マズガ

オブレー ト会日本準管区は、創立者ウジェーン・ ド・ マズノがJlj聖され

たことを神に感謝し、一人でも多 くの人とこの喜びを共にしたい思いで一

杯で'す 。そミあ書さんのこれまでの支え、励まし、そして折 りに感謝致し

ます。これからも日本、韓国に良い知 らせであるキリストが伝わるよう協

力していきましょう。次の祈 りを日々ささげながら.

いつくしみ深い神よ、あなたは司教聖ウジェーン・ ド・マズノにあらゆ

る国に福音を昔げ知らせるために使徒としての熱意 をお授けになりました。

聖人の取 り次ぎによって私たちも同じ精神に満たされ、教会の奉仕に励み、

すべての人々た救いをもたらすために身も心も管しみなくささげることが

できますように、アーメン.
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★教皇ヨハネ・パウロⅡ世の説教の要約・列聖 ミサの中で

聖ウジェーンはフランス港都市マルセイユに司教として派遣されました。

彼は次のことを確信 していました、使徒座と結ばれている全司教は「全世

界に行って、すべての造 られたものに福音を宣べ伝えなさい」 (マ ルコ16:

15)と ぃうキリス トの言葉に基づいて十二使徒のように世界へ派遣されて

いるということを。彼は、全司教と教会の任務は本質的に宣教であること

を確認 し、それをマルセイユの教会 (そ の起源は初代教会までさかのぼる)

にも見いだしたのです。そして司教の指導の下にその教会が宣教の使命を

遂行するにはどうしたらいいかを彼は考えたのです。

今日.待降節第一主 日の典礼 (詩編121)そ のものが.「汚れなきマリア

の献身宣教会」ell立 者が列聖される意義 をよく表わしています。ウジェー

ンは教会と宣教とは切 り離すことができない一体のものであるということ

を強 く意識 していたのです。(神の言葉である)キ リス トは全人類の中に受

肉したいとぃう意志を持っているということをウジェ早ンは知っていまし

た。だから貧 しぃ人へ福書を伝えることに彼は全生涯を捧げたのです。彼

の生まれ故郷であるプロバンスでEll立 された修道会は、「地の果てに至る

まで」 (使徒言行録138)早いスピードで広がっていきました。それは神の

言葉を深 く味わうことによって生まれた説教を行いながら、また「信 じた

ことのない方を、どうして呼び求められよう。聞いたことのない方を、ど

うして信 じられよう。また、宣べ伝える人がなければ、どうして聞 くこと

ができよう」 (ロ ーマ書10114)と いうパウロの勧告を実践 しながらでした。

ウジェーンにとって、キリストを宣べ伝えることはあらゆる時代の必要を

満たす使徒的な人物に完全になる、ということを意味していました。そし

て復活 したキリストは、宣教への霊的熱情を持つ彼にご自身を少 しずつ現

していったのです。

彼は自分の気難 しい性格を矯めつつ、知恵と徳によって根気よく司教区

を司牧することを学んだのです。マズノ司教は、教区内の人々が神の子供

として生きるためにおおらかにキリストを受け入れるよう導いたのです。

彼は次の言葉に力づけられていたのです。「教会を愛すること、それはイ
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ニス 'キ リストを愛することで rtjる 。」

今藝、教会はウジェーン・ ド=マ ズノが列聖されたことを喜びつつ神 :こ

感議を捧げます。彼は現代砕疫掟であり、感iイ エスをその身をこ帯び、そ秘

人生を積音のために使いました。教会|ま 私た
｀
らを導 1/tて います、そ轟司教

の職務を成し遂げる過程で彼を変えて下さった神に感謝するようにと。彼

|ま 彼の時イヽだけに限定されるのではなく、今日まで影響を与え続 l・jて いま

す。聖霊によって成し遂げられた善は2iinび ることがなく、全歴史のその時

代その時代キこ息づいていくのです。以上の理由で神レこ感議を捧げましょう。

☆ウジェーン `ド・マズノ列聖式と巡41Lの旅  古賀教会信徒 平躍 均

「愛といのち、この恵みを、今霧もまた捧げよう、わたしの父 神でy_lる

主 )こ J

巡礼の旅に参加の29名 が鋪ってこ〕一日議、バスの中でプラザー八本先唱

ウこよる祈 りとこの整歌で、期待と喜び0う ちぼ始ま奉ました。そ森壇嚢さ

に態をみはったサン摯マリア 'マ ジ還―ン数会でのミサに始まり、12月 3

日聖ベ トロ大聖童での列聖式、4日 に聖ジョバンニ `ラ テラノ教会と、:次

次に歴史ある教会を巡 り,帰 国の日にはドゴール空港の簡素な聖堂で、毎

日賛美と感謝のミサにあづかりました。

ミケランジェ建設計総ベ トロ大聖堂、談いオリーブ色の大毒菫 をまのあ

たりに仰ぎ、しかもその中でのダ]聖式に坐 し、教皇様の祝福を戴いたこと

は今だに夢のように思えます。祭壇は生席から遥か遠 く、言葉もわからず

残念でしたけれど:教皇様のやわらかく包み込むようなお声は、ベ トロ像

をはじめとする多くの大理石像や太い柱、モザイクで埋めつくされた壁面

の聖薔にニヨーして、広い堂内に満ちるラテン語の美 しい聖歌とともに、

高い高しヽ天蓋´ヽ、天上へと昇っていきました。唯一唱権できたのはアンル

ヤだljで したが、世界中からウジェーン・ ド・マズプの列聖を祝って一堂

に会した二万二千の人々の喜びの中でいつまでも螢ってしヽた■感動を味わ

いました。



コロッセオをはじめ抗争の長い歴史のうちに築かれたあまたの建造物、
石造 りの壮大な教会や彫像の数々、歳月をかけて描かれた素晴らしい壁画、
天丼画、数知れぬ人々に踏まれてスベスベと黒光 りの石畳、テベレ川沿い
の黄色に彩られた大本の街路樹、ただただ圧倒されるばかり。是非にと願
つていたカタコンベ、アッピア街道のサン・ カリス トにも行 く事が出来ま
した。点々と灯された光を頼 りに、数層からなる迷路のような地下を巡る
うちに自く輝 く大理石像が目に飛び込みました。土の上に横たわれた御像
は、首に残る傷も痛ましい聖セシリア。私の守護の聖人殉教の御姿との、
胸をつかれる出合いでした。♪愛と命この恵みを―♪と歌った朝の聖歌が
胸の内に広がり、自分の信仰をかえりみて声もありません。数 日を経てル
ル ドでも同じ思いに立ちっくしました。沐浴ののち、黄昏の緑の丘の頂き
に十字架上のキリストを仰ぎ見たときに。

ローマを、高らかに鳴 り響 くトランペットに例えればアシジはフルー ト
の優 しさに満ちた安らぎの街。小鳥に説教をする聖フランチェスコのイメ
ージそのまま。岡の斜面にすっきりと建つフランチェスコ大聖堂で早朝の
ミサのあと、ジョットーの壁画、繊細なフラスコ画をまぢかに見せて頂き
大感激でした。

遥かに霞む北イタリアの山々を右手に、バスでフランスの港町マルセイ
ユヘ。司教座、ウジェーン・ ド・マズノ活動の地です。マルセイユカテド
ラルで列聖のよろこびのミサにあずかり、港を見おろす山の上に建つノー

トルダム教会を訪れました。ここで :ま 沖へ出る漁師の無事を願い祈 り、感
謝を捧げるこマ リア様への深い信仰が生き生きと脈うっていました。生誕
の地エクス・ァン・プロバンスでは、ミラボー通 りの美事な並木の下を通
り抜け、司祭マズノの貧 しい小部屋で遺品の数々を見せて頂きました。中
でも素朴な机の上の一本のペンが目に鮮かです。このペン先からオブレー

ト会が始まり、聖マズノ列聖の今日があり、29名 の素晴らしぃ出合いがあ
り、その中に修道者をめざす若者二人が居て。―聖マズノの御保護と、聖
霊のお恵みとお力を二人の青年の上に―と祈 りました。
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マルセイユからルル ドまでは長時FE5のバス機旅。 r・8フ ランスのなだらか

な冬枯れの日園風景は広々と美 しく、新鮮な野菜たっぷ りの国舎料理に舌

鼓をうち、熱つあつのショコラに疲れを忘れ、豊かで楽 しい時間でした。

交通ス トによる計画変更で心を砕かれた団長さん、添乗員さんに感謝した

一日でした。ルル ド到着は夕方5時半、ベルナデッタも最初のミサに列席

されたと云う、サン・ ミッシェル地下小聖堂でのミサのあと、網窟の岩を

入力で掘って出来た中廊下を通 り外へ.湿った岩肌に熱いものを感 じまし

た。

翌日は聖マリア無原罪の御宿 りの12月 8日 。朝霧に霞むダヨッ トでのミ

サ、沐浴場で奉71■ の打その素通に美 しい笑顔、
―
泉の水と、緑0山 々に圏ま

れた整地は、深い祈 りが静かに流れるオーボエの音色。夜8時半tポニ′II

のほとり清浄な空気の中で各国の人々に交ってアベ 'マ リアと讃え平和を

祈ったコーソク行発.ホテルで♪ハピバースデ=♪
と歌い、皆で同行の一

人を視ったこの夜 l■ 格別に嬉 しい夜となりました。    ‐

最後の訪間地パ リはクリスマスを前に華やいでいました。暮れなずむシ

ヤンゼリーゼの並本にはイルミネーションが輝き、通 りに面 した レストラ

ンでの食事 :ま豪華で美味。パ リはさしずめ、おしゃれな音色のクラリネッ

トでしょうか。ノー トルダム大聖堂、聖心の教会と、早足で通 り抜けた感

じで残念でしたが、パリ・メダイ教会で御聖体を戴き旅の無事 を感謝 しま

した。

寒さも雨も、心配した程のこともなく、全員が元気に帰国しました。五

人の神父様 lま じめ、同行の皆様、無事を祈って帰 りを待って下さった圏り

の方々に心から感謝いたします。一私の心は愛だけで満ちている
=私

l■ 喜

びうたう一聖マズノの言葉を胸に、素晴らしい旅をさせて頂きました。

美 しいもの、書きも命をたっぷ り下さった神に、総てを計算 し守って下

さった神に感謝いたします。
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X名古屋で生活 しそれぞれの学校で学んでいる二人からの便 りです。

堀内さん、 ライ リアムス神父、古川 さん )

この春から名古屋に神学を学びに行きます古川健一です。私は大阪(と

いっても兵庫県ですが)の 伊丹に住み、伊丹教会に属しています。幼児洗

礼で幼い頃から教会に通っていました。そのころのあこがれが強 くなった

母が今の私かも知れません。一月現在、地元の大学を卒業するための勉強

をしながら神学校に入る準備をしています。 1

何の目的もなく、何をしていいのかわからなくただ漠然と通っていた今

までの大学の勉強とは違い、今は自分の方「Ftがはっきり決まっています。

だから、やるべき事が多く課題が山積みの日々を送っている今でも、やり

がいのあるなあというのが今のところの感想です。マラソンでいうと,走

りはじめたばかりです。時には、息切れして立ち止まったり、転んだりす

る時もあり、イエス様の肩を貸 してもらう時もあると思います。そういっ

た場合に助けてもらえるように皆様からのお祈 りお願いします。私も負け

ないように頑張 りたいと思います。

食堀内亜紀夫

私は平成六年の復活祭に受洗致 しました。年齢も三十二歳と二人の中で

は一番年上です。このようなことは幼児洗礼を受け、小さい頃か ら定めら

ら乾神父、

‐
‐′
―
勧
一
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れた教育を施こされた者だけがなり得るという頭 しかなく、正直申し上げ

まして私にこういう選択肢が与えられていようとは思ってもみませんで し

た。

私自身、恐れと不安で一杯です。実際には召命というものは私に|ま なく

勝手に思い違いをして無理矢理押 しかけているのではと疑心暗鬼になった

りもします。このような時、皆様の御祈 りは何にも優る慰めであり喜びで

す.ど うか主が私に信仰だけでも与えて下さるように、主命御心がどのよ

うなものであるにせよ従う勇気を与えて下さるように御折 り下さい。

末筆ながら皆様に御健康が恵まれるよう願っております。

☆赤波江 卓

マミ会員のみなさんはじめまして。

私は昨年の二月から修学院に入って

いる赤波江 卓です。鳴Fl教会出身

です。今私は南山大学に入学するた

めの勉強をしています。この一年間

でいろいろな勉強をさせてもらいま

した。私はプラザーになりたいので、

そのために必要な事、また全世界で

話されている英語の勉強などです。

最初一番困ったのは、スリランカの二人の神父様とのコミュニケーション

でした。今では彼らの日本語もアップし、また私の英語力もアップしてき

たのでほとんどFHl題 はありません。

趣味 |ま 音楽鑑賞とスポーツをすることです。歌手としては長渕剛が好き

で、主に彼の曲を聴いています。最近は洋楽も聴くようになりました。特

技は剣道、空手など武道関係です。もうす ぐ十九歳になります。

十代最後の一年を有意義に過ごし、プラザーになれるようがんばりたい

のでどうぞ応援 して下さい。
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☆ ハ イ ミ・ デル・ コザ リオ (Fr.」 AIME DEL 10SAR10,OMI)

凛ザリオ神父を紹介 します。オブレー ト会

ザゴ総長は日本にオブレー トが居ることを重

要と考え、アジア各国管区に協力を呼び掛け

ました。その呼び掛けにスリランカ管区が応

えて下さいましたが、今回フイリピン管区も

応えて下さり、日本準管区日本国内に派遣 し

てくれたのがロザリオ神父です。ニックネー

ムはジミーです。彼は1967年 7月 23日 マニラ生

まれ、昨年9月 23日 に司祭に叙階され、今年 1月 8日 名古屋到着です。彼ヘ

の歓迎かどうかわかりませんが、その翌 日は名古屋は大雪で,生まれては

じめて雪を見てお、れたのです。熱帯のマニラから真冬の名古屋にやってき

た彼の体内調整は混乱 したことでしよう。

現在名古屋修学院で生活し、市内YTCAで 日本語を学び、南山大学で日本

の歴史と社会を学んでいます。

修学院と聞くとさぞかし大きな建物を想像するかもしれませんが、実際

は普通サイズの家です。現在6人生活しています。ジュード神父とプラド

リー神父は新人のために部屋を譲 り、車で20分位のところにある膳棚教会

の敷地内に住み、そこから学校へ通学 しています。夕方には彼 らとマホニ

ー神父が修学院に集まり,祈 りと食事を共にしています。狭いチャベルと

食堂に9人なので身動きがとれません。あまりにも過密となり、現在あら

たに住む環境を真llJに 検討中です。マミ会員に何かよいアイデアがあ蔦聴

お知 らせ ください。
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☆従うべき倉J立者 ブルゴアン

3回 にわたって聖ウジェーン・ ド・マズノを『倣うべき聖人」として見

てきた。今回は違う角度から見ていきたいと思う。ウジェーンはオブレー

ト会の倉J立者でもある。

Ell立者というものは単に人間的な営みの開始者であるだけで:ま ない。彼

″皮主主の人桂士営みを理解するためには、神のご計画と聖霊の導きが分

からなければならない。教会の命と宣教の喚起者は聖霊である。聖霊は創

立者たちの心に息吹を与え、彼/彼女らをして修道会を創始するように呼

織越議 れる。そ纂で教会邦喜ても豊かなものになる。   __

同様に聖霊は若い司祭ウジェーン・:::ド・マズノに貧 しい人々の福音化の

ための修道会をelJ立するように息吹を与えた。ウジェーンによって宣教活

動のための新 しいカリスマを教会にお与えになった。       :

Elj立者や修道会のカリスマを理解するためには、倉1立者自身のインスピ

レーションを理解 しEll立者と共に歩まなljれ ばならない。ウジェーンはそ

の当時の教会の悪い状態に気付き、特に多くの人々が信nllを 失っているこ

とを感知 したのであった。その「時のしるし」を読みとり、そういう人た

ちの状態が彼の心を打った。そして聖霊に動かされた何人かの・ft間 を:集 め、

特に地方の貧 しい人々の再福音化に励んだ。            1

彼は再福音化の営みを成 し遂げるために、その営みの源、中心として救

い主、福音宣教者としてのイエス・ キリス トを選んだ。彼はよく「救い主

キリスト」という言葉を使っていた.おそらくこれは25歳のときの聖金曜

日の体験の影響から来ているのだろう。十宇架の前で祈っていた際、彼 l■

キリストに捕らえられたかのように、あふれる涙を止めることができなか

った。というのは、その時キリストが彼自身のために、そして全ての人々

のために十字架 )こ 付けられ亡 くなったと悟ったからだ。これは彼の霊性に

大いに影響のある体験であり、修道会の会士にも常に救い主キリス トと協

力するよう求めていた。
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彼はイエスをこういう観点から理解 して修道会を31J立 し,た毎その修遵会

の柱となるものは主に次の3点である。1)貧 しい人々を福音化するための

宣教、2)会士たちの共同生活、3)会士自身が聖性への道を議身的に歩もう

とすること、である。次回はこの3点 をもう少し考察 したいと思う。

★召命係から Br.八木信彦

今年のオブレート会サマーキヤンプは、8月 8日 ～11日 、福岡県のカトリ

ック古賀教会内で行われる予定です。テーマ、内容等詳 しいことは未定で

すが、皆様の教会の青少年に声をかけていただければ幸いです。いままで

高知で行われたこのキャンプですが、今年は場所を変えて古賀教会内で行

われることになりました。また皆様のご協力をよるしくお願い致 します。

前国のマミニュースレターで、召命係からお願い事を申し上げたところ、

数名の方々から連絡をいただき、ありがとうございました。この4月 から、

志願者の皆さんへの日々の祈 りゝバースディカー ド発送等実行に移 りたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。

【マミ係よりお知らせとお願い】

・同封の両面 r「 Ellの紙は毎日だれのために祈るかを書いています。片方に

は日本と韓国にいる会員たちとつながりのある人たちの名前です。もう

一方ltア ジア 8オセアニアに関する意向です。私たちオブレートは毎日

この意向で祈ります。マミの皆さんも私たちとず緒に同じ意向で祈って

いただきたいのです。

・新年度会費をお願いします。会費は修学院にいる学生たtjの 学費、生活

費、召命活動費などに使わせていただきます。ご協力をお願いします。

なお、今後事情により会費送金をとりやめる、会報だけを受け取る人、

または退会を希望される人はその旨お知らせください。
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彼はイエスをこう0ヽ う観点から理解 して修道会をelJ立 し,たぉその修遵会

の柱となるものは主に次の3点である。1)貧 しい人々を福音化するための

宣教、2〕 会士たちの共同生活、3)会士自身が聖性への道を献身的に歩もう

とすること、である。次回はこの3点 をもう少し考察 したいと思う。

★召命係から Br.八木信彦

今年のオブレート会サマーキャンプは、8月 8日 ～11日 、福岡県のカ トリ

ック吉賀教会内で行われる予定です。テーマ、内容等詳しいこと:ま 未定で

すが、皆様の教会の青少年に声をかけていただければ幸いです。いままで

高知で行われたこのキャンプですが、今年は場所を変えて古賀教会内で行

われることになりました。また皆様のご協力をよるしくお願い致 します。

前国のマミニュースンターで、召命係からお願い事を申し上げたところ、

数名の方々から連絡をいただき、ありがとうございました。この4月 から、

志願者の皆さんへの日々の祈 り、バースディカー ド発送等実行に移 りたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。        ・ ル t ll l

【マミ係よりお知 らせとお願い】

。同封の両面印Ellの紙は毎 日だれのために祈るかを書いています。片方に

は日本と韓国にいる会員たちとつながりのある人たちの名前です。もう

一方はアジア・オセアニアに関する意向です。私たちオブレー ト:ま毎日

この意向で祈 ります。マミの皆さんも私たちとず緒に同じ意向で祈って

いただきたいのです。

・新年翼会費をお願いします。会費は修学院にいる学生たちの学費、生活

費、召命活動費などに使わせていただきます。ご協力をお願いします。

なお、今後事情により会費送金をとりやめる、会報だけを受け取る人、

または退会を希望される人lま その旨お知らせください。
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