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1996年 7月 オブレー ト会マミ係発行

1996年 5月 10日 、生命の与え主である神は、オブレー ト会司祭・ スティ

ープンス・ ジェラー ド・ルイス神父(Fr.GERARD LOUIS STEVENS)を みもと

に召されました。あまりにも突然な出来事に私たちマミは驚き、悲 しみな

がらも、なんだかスティープンス神父が今も四国の曲々を歩いているよう

な気がします。スティープンス神父はマミ会報第15号に叙階40周年を記念

してメッセージを寄せて下さいました。結びの言葉が印象的でした。

「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

の模範を忘れず私も頑張 りたい。」

あわれみ深い神よ、スティープンス神父に永遠の憩いを与えたまえ.

-1-



ステイープンス神父のことについて高知在住のマミ会員山下ご夫妻に記

事をお願いしました。

★ステイープンス神父様の思い出 山下 多加子

神父様との出合いは、主人の転勤で中村に行った時でした。ある日私が

洋裁が出来ることを知ると、さっそく「ズボンの破れを縫ってくれません

か」と頼まれた。お預かりした翌日、裁台にズボンを広げて見ると、大き

な穴の破れを糸目も荒く継いだものだった。この時のことは終生忘れるこ

とのできません。驚きと同時に涙が溢れてきました。

さっそく神父様に「こんな大きな穴は直せませんが・ 0・ ・」と申しま

すと、神父様は、「あのズボンは他の神父さんからもらったものだから・・

あの神父さんは、モーターでの外出が多い方だからでしょうね、少し格好

が悪くてもいいですから直して下さいJ、 とおっしゃられた。

破れたシャツ、爪先も瞳も破れて穴の開いた靴下、変形してしまった大

きな難、改めて思い出して見ると、それらはフィリッピーナ達を訪ねて歩

かれた証にほかならないと思えます。

神父様が教会におられる時のことですが、お訪ねする度にお祈りしてい

た神父様を思い出します。お留守かも知れないと思 l■ ながらも、玄関のガ

ラス戸を開けて中に入ると、そんな時はきまって静かに聖堂に朧いていま

した。またも外出のお約束をして、主人の車でお迎えに上がると庭に出て

待って下さる少し間も、ロザリオを手にお祈りをしていらっしゃる神父様

でした。

いつお訪ねしても『お茶も出さなくてすみません」、と笑顔で外まで送

って下さった神父様.神父様の笑顔はいつも心のこもったものでしたが、

忘れられない笑顔が今も目蓋に焼きういています。

かれこれ五年と六ヶ月前のことになりますが、神父様から r窪川に来て

いるフィリピンの娘たちが寒がっているので、なんとかならないでしょう
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か」、とご相談がありました。さっそく信者さん達に声を掛け、毛布を集

めて居けることにしました。常夏の国から、急に寒い冬場の山間の町に来

た出稼ぎの娘たちは,「寒い、寒い」だけの日本語で神父様に寒くて寝れ

ないことを話されたのです。

翌週、毛布や布団、セータ‐などを主人の車に積み神父様と信者の中山

さんとで、その娘達の借家を訪ねた。留守のようだったので、外に出て少

し帰 りを待つことにした。暫くして、「ファーザーJと 一人の声がすると、

六・七人の娘が神父様に気付き、一斉に『ファーザー』と叫びながら走り

よって神父様に縫りました。その時神父様の慈愛に満ちた笑顔は神々しく

輝いていたことを忘れることができません。

その日は、窪川から大正に寄り、十和村の県境近くまでフィリピンの花

嫁を訪ねた。道々、次のカープを曲ると川が淀んでいるから、夏場には子

供達をつれて泳がしたいとか、次の道を入ると、どこに行くとか、私達を

案内して下さった。バス便の悪い過疎の村々を、神父様は歩いてフィリピ

ンの花嫁達を訪ねられ、自然に道に詳しくなられたのでしょう。

布教のため外出の多い神父様でしたので、度々、ご無理をなさらないで

下さいと申しますと、その都度「私のノルマですから」と、フィリジピー

ナの新しい情報が入る度に、お出掛になりました。そんな神父様が急に心

臓を悪くなさって、主治医から高知の専門医にと云われ、主人に職場から

早引けしてもらもて中山さんと3人で高知の病院へお送りした時、「弱虫

でゴメンネJと おっしやった。その時の赤裸裸な神父様のお言葉に感動せ

ずにおられませんでした。

ある時、神父様に、「私がもし天国で道に迷ったときは、こっちこっち

と呼んで下さいね」、と少し甘えたお願いをすると、神父様は「それは神

様が決めることですよ」とやさしく徴笑まれた。

昨年11月 に友人の希望もあり、家庭集会に神父様をお招きしたくて、久

久に電話して神父様のご都合の良い時にとお約束をしましたが、永遠のお
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約束になるとは思いもよらないことでした。中村教会での五
:年

間、もし神

父様との出合いがなければ、今の私達ではなかったと思います。どうかこ

れからも、天国からお導き下さい。

★スティープンス神父を偲んで (追悼歌) 山下精三

寒空に立ち特つ神父にフィリッピーナらファーザーと呼びて駆け来るな

り縄る

音信の一と月もなきフィリッピーナ嫁す山塁の四温待つ神父

かづらばしの懸りし塁の奥深く待つ人あらば神父は踏み入る

身に持つは主の御心の愛なりし異国の果てに身を捧ぐ神父

四万十川の土手に摘みたる早藤の鶏きしを欲る神父なりけり

温かき部屋の揺り籠にめご寝ねて健やかなりしに頬寄す神父

鮎を贈る約束の目を待たずして神父逝きしと泣くフイリッピーナ

哀しみを耐えにし涙溢れ出でて御柩の神父にクルスも潤めり

[ステイープンス神父は1930年 4月 30日 ベルギーに生まれ,1955年 10月 28日

司祭叙階、1956年 9月 19日 初来日、以後40年間福音宣教者として主に四国

各地を巡 りました。]

オブレート会は昨年5月 より『マズノの年」を設け、記念行事を行って

きました。そして5万 26日 、レオ池長潤大司教様主司式ミザで日本管区と

しての列聖のお祝いと『マズノの年」の締めくくりを行いました。聖ウジ

ェーン・ ド,マ ズノがこれからも私たちの宣教活動に方針と示唆を与えて

下さいますように。
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★聖ウジェーン・ ド・ マズノ記念式典 マリア・アルマ古結典子

5月 26日 (日 )、 澄み切った青空の下、真夏を思わせる木陽の照 りつける

午後2時半より、オブレート会創立者聖ウジェーン・ ド・マズノの感謝の

式典が伊丹教会でとり行われました。

何ヶ月も前から川口神父様を中心に典礼委員の方々が考え作成された立

派な小冊子、記念誌やメダイ等が参加者全員に手渡されました。300部用

意されたものが足りなくなるほど、大勢の方が参加されました。

教皇庁大使カルー大司教をはじめゝ大阪教区池長大司教、他の教会なら

びに修道会司祭とオブレー ト会司祭、総勢21名 による共同司式 ミサでした。

川口神父様のお説教の中で、オブレート会会員の首から下げて居られる

十字架の意味について説明され、今迄重いのに何故ぶら下げて居られるの

か?と 不思議に思っていましたのが、納得致しました。

聖歌隊の皆様方もミサの開始直前迄熱心に練習され、すばらしい歌声が

堂内に響き、いつもの主日のミサの何倍もの美しさで、参列者も声を合わ

せて、賛美することが出来ました。

奉納には2ヶ 月前から、主日のミサ中共同祈願として全員で祈っていま

した「聖人の取次ぎを願う祈り」を霊的花東としてオブレート会のシンボ

ルカラー rブルー」の包装紙でラッピングをし、パンとプドー酒と共に子

供達によって捧げられました。

最後にウイリアムス神父様のユ,モ アたっぷりの司会で、夫 々の修道会、

教会の招待客の紹介があり、一同大笑いしながら拍手でお迎え致 しました。

3時50分 に滞りなく祭儀は終了し、1時間半のミサがとても短く感じられ、

偉厳にみち美しいミサでした。

その後会場を幼稚園の園庭にうしつ、参列者一同ワイワイしながら記念

撮影をしました。すぐその後芦屋教会の岸神父の乾杯からはじまり、思い

思いの食事を味わいながら、おしゃべりに花が咲きました。久 し振 りにお

目にかかる神父様と「お互いに年をとったね―」と云いながら、なつかし

く、あちらこちらに人の輪が出来ていました。一生に一度あるかないかの
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教皇庁大使とのお話、スナップに入って頂けるなんて、ラッキーでした。

又、池長司教様はとてもやさしく、気軽に色々とお話が出来、又ツーシヨ

ットは私の大事な宝となりました。

太陽の照りつけるガーデンパーテイでしたが、和やかに、楽 しい雰囲気

の中で過ごすことが出来、有意義な日曜日でした。この伊丹教会で開催し

て下さいまして本当に有難うございます。又遠く九州や四国から来て下さ

った方々、充分なお相手も、おもてなしも出来ませんでしたこと申し訳な

く存じます。何ケ月も前からこの日に向けての細かい準備をして頂いた準

備委員会の方々や典礼委員の方々ご昔労様でした。

シアニ神父様はじめオブレート会の神父様、御招待ありがとうございま

した。この様な催しを伊丹教会で持つことが出来ましたことを感謝します。

従うべき創立者 (そ の2) ブノンゴアン

(16号 の続き)

1)(創立者は)優先的に貧しい人々を福音化するために自分の国フランス

では巡回伝道集会に力を入れた。それは各教会に2か月ぐらい滞在し子供

たち、婦人たち、壮年たちのために特別のプログラムを提供しその小教区

の刷新を目指している。フランス革命のすぐ後なので、文化的、政治的な

影響で以前より信仰が冷えていたからなのだ。

海外宣教での狙いは信仰を伝え、新しい共同体を作ることだ。この福音

活動や宣教活動の目的は、人々を先ず愛と正義を持つ人間として作 り、そ

してキリスト者としての精神を歩むために招待し、最後に少しずつ聖人に

なろうという気持ちを起こすことだ。

2)殆 ど始めから、誓願を立てた修道共同体の必要性を感じた。そしてそ

の共同体‐を初代教会の使徒たちの模範と体験の上に立てるべきだと思った。

おそらく修道共同体があったからこそオブレート会は今まで生き続けられ
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た。当時フランスではオブレー ト会の他に40幾つの新修道会が始まったが

共同生活が弱く、志願者の養成が不十分であったために現在一つも残って

いプ議い。

3)そ して聖性への尽くした生活を送ろうとした。それは宣教するという

必要性から来た。つまり、福音を宣べ伝えるためには宣教者自身が自分の

生活において福音の証人でなければ福音そのものが伝わらないからである。

奉献された生活を送るということは福音を宣べ伝えることに当たって大き

な影響があった。

もちろんオブレート会のカリスマがこの3つ の柱だけであったなら生き

残らなかったはずだ。しかしその柱を支えてきたものには他の沢山の要素

があった。貧しい人々、見捨てられた人々を優先することや奉仕する祭司

的な側面以外にマリアヘの健全な敬意、教会に対する愛情.司牧的な緊急

への応え、全世界の水準での視野、人々との親近さ、使徒的勇気、徹底し

た奉仕の精神、兄弟愛、使徒的熱意などがある.創立者のこの見解は今の

オブレート会の見解でもあり1最近新に聖座に認められた。ヽ

ウジェーン・ ド・ マズノのカリスマは汚れなきマリアの献身宣教会に生

きているということはもちろんだが、この修道会だけでなく、他の修道会

や在俗会の誕生の刺激にもなった。最近ド・ マズノ・ ファミリーの集まり

の時に60以上の修道会や在俗会が参加した。つまり他の所でもド・マズノ

のカリスマを受けて教会の中で活躍している。

そして多くの信徒もド・ マズノの精神や霊性を知り、それらを広めたい

という気持ちが生じた。何らかの形でド・マズノ・ ファミリーの二部であ

りたいのだ。昔あった『マミJと いう第二会を復活し刷新したのもその呼

び掛けに応えるためだ。こうしてオブレート会の創立者を少しずつ皆さん

に紹介することによって聖ウジェーの根本精神を理解するものと願ってい

る。 次回又違う側面を探ってみたいものである。

-7-



2年前スリランカから日本に着き、日本語を勉強してきたジュード・ ベ

リスプレ神父とプラッドリー・ ロザイロ神父はまもなく日本語学校での勉

強が終わります。今回ロザイロ神父より原稿をもらいましたが、彼の日本

語の状態がよくわかるように原稿のままコピーしました。彼がいかに熱心

に日本語を勉強したかがよくわかります。ジュード・ペリスプレ神父は次

号に原稿を寄せてくれます。

名は i992年 8月 2ユ B神父にり姜■:La前 曝
スリラフカの 古φbぉう降彦3カレテンしじうとo■ によ3ネ中学校に
人,電 哲学じネ中学tん強しま簾 。 ネ字父にごり乙れ 2年間病F乞に

神父 とL/t勤滉潔∴.仕事tとιけ3 FoOに とら毎らネ申父桟 澤 轟鶴t
も〕じま簾。キ集LぜL日本に雀l宅 ス0し 牛寺8rJに キリスト拳 あズやヒ

ぜ,毎 に 熾なたおにわ々議 が名t選ば,光 こじダ書 tヾ広リユ降 o

名 は十漁ルt告鬼んず うねιお,た弯 . ■年のイ喜妻ダ 蒟冬,tお3

シL_ドーネ車総様 じ じっ毎直 嬌9,年 9目 20日本へ来農は・

自分の諭占t tt」見す3司麒に日本語t勉強ゎのは屁,要ぜヒ

暴 ,こ 名耀 yw“ D本語 ャ櫛 3人ちこ今ダ 着実 に 日本ね t
勉亀 ι子もま碑 .分年の l目 修 5日 まど南山人普し鵬助 文化 や/r~史 ゃ

日未あ麟社会委ザtJ勉 3窮 ιましたo 条くにはJを来の計画につヾι牛寺男ゴた

名奏りの書 ダ志りよ毬 ナ
｀
′勉義 t“焼 封寺来のイ士事のこじも考えzい錦

名 :ま ,び%ほbl二奏,t′ 書しんザや3ス 々と奏メょく姿,こ オたらti』庁けι

秘薦 _~Lに 夕零味 t持っι゙ |す 。」2准 は′じの摯じtあご%町 が,実現

ざこうなどう分 柚りまモ勇・ 表 Fま タト国ズまのず イ綺あ↑生
'路

と考えカダ

日本人じ走 じます.■ 脅う持 ,tビ3営す島 城 ちず勇し`く奏3じ 辱じ崎・ 巌 崖

計画 のたメに′ぜが汁3ヾきずす。

ブラッドリー ロツシロ:
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★キリス トの宣教 ハイミ・デル・ ロザリオ

父である神がイエス・キリストを私たちに送ってくださったことによっ

て私たちは神の愛を確信しています。聖書は次のように言います。「神は

その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が

一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。」(ヨ ハネ3:16)。 私たち

はイエス・ キリストが神であるにもかかわらず、私たちと同じ人間になっ

たことを知り喜びます。このことはイエス・ キリストの内に、神と全人類

が一つになりたいへん親しくなったことを意味します。キリストは天に昇

った時、私たちを置き去りにし離れたのではありません。キリストは聖霊

によって今も私たちと共にいます。

父である神はキリストを遣わすことによってすばらしい愛を私たちに示

しています。キリストは私たちのために命を捧げ、彼の全生涯は人々に仕

えるためでした。彼は罪人たちをゆるし、病ぃをいやし、悪霊を追い出し、

愛の福音を告げ、貧しい人々と飢えかわく人々に食物を与えました。彼は

受難と死と復活によって私たちを救い、永遠の命を与えました。キリスト

の宣教はもう終わったわけではありません。彼の宣教は今も私たちの中に

続いています。彼の道と福音のすすめに従うことを通して、私たちは他の

人■にキリストを運びつづけます。私たちは私たちの正しい生活を通して

全ての人にキリストの愛を知らせる。たとえどのような行いにせよ、家庭

の中、職場、学校など、どこであらても私たちがお互 tヽ の関係に愛を保っ

ているなら、人々はキリストを見ます。        .   : ●:

私たちは私たちの自己中心的な愛ではなく、自分を与える愛によってキ

リストの宣教を継続していくのです。

☆オブレー ト会サマーキャンプ 八木信彦

8月 8日 (本 )～ 11(日 )、 福岡県のカトリック古賀教会内でサマーキャンプ

が行われます。テーマを「未来へ∵」と題して、輝く未来を、未来に生き

る子どもたちと一緒に見つめていきたいと思います。    1
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今年は会場が高知から福岡へ移 り、特に古賀教会の子どもたちとの新し

い出会いがあることでしょう。また今回は、名古屋の志願者3人が中心と

なってこのキャンプをすすめていきます。このように、今までとはひと味

違ったサマーキヤンプになりそうです。

小学校高学年と中学生の子どもたちにこのキャンプヘの参加を勧めてく

ださるようお願いすると共に、古賀教会の皆さんには特にお世話になりま

すが、よろしくお願い致します
`

このキャンプが天候に恵まれ、参加する子どもたちや青年、また私たち

にとって素晴らしいキャンプとなるよう:どうぞ皆さん、お祈りください

ますように。

★お知 らせ 川口 敏

約15ヶ 月間、伊丹で司牧体験学習の機会を与えられましたが、来たる8

月13日 、アメリカ合衆国、ミズリー州にあるセントルイス大学修道者養成

研究所へ養成、霊性神学の勉強のため派遣されることになりました。神学

生養成に必要な事柄を約10ヶ 月にわたって総合的に教えてくれるコースで

す。以前、シランポア神父、シアニ神父もそこで勉強 し、名古屋での私た

ちの養成に活かして くださいました。だから私も帰国後は、名古屋・修学

院で養成のために働きます。そのために勉強 してきます。来年、梅雨の頃

帰国するでしょう。どうぞ私の学びのためにも祈って ください。向こうで

の住所をお知 らせ します。お便 り、歓迎いたします。

CL再斤:  Rev.Leo Kム VAGUCHl,OMI

De Mattias Hall

3825 West Pine Boulevard

St.Louis,Missouri 63108,U.S.A.

[編集後記:次号より編集者が代わ ります.小生が留守のためです。まもな

く暑い夏です。くたびれないようにして下さい。]
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