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▲ご復活のあいさつ レモン・ブルゴアン

ご復活の祭日、それは命の祭日、命の祭です。そのためにヒヨコやウサギや卵

はご復活のシンボルとして使われています。命のシンボルです。そしてご復活祭

は春の間に行われます。春に大自然が復活するようです。眠っていた力は再び色

々な形で現われます。やつぱり命の祭です。

死というものは決定的なものだと感じうるかも知れません。しかし冬が春に変

わることと同じように死の後に必ず新しい命が生まれます。この世にいる間に苦

い生活を送っていても、空しい生活を送っていても、必ずいつかはそれが新たな

命に変わり春が来ます。

毎日、新聞を開いて読んだ時に最も多いのは命よりも死についての記事です。

事故、突然の大変動、飢饉や地震、急死、殺人事件、自殺あるいはスト、失業、

不景気または強盗事件、人質事件、離婚、人工中絶、国内の反乱や戦争、国と国

の間の戦争などについての記事が多いのです。皆、違う形の死の現われです。体

の死があれば、心の死もあります。命を一遍で殺すこともあれば、少しづつ殺し

ていることもあります。命が減らされていることや困難な生活を強いられている

ことあるいは愛そのものが死んでいるような気配、正義が死んでいるような気配、

平和が死んでいるような気配が多いのです。

結果としては多くの人が命を信じなくなり、正義、平和を信じなくなります。

結論は命・生活には意義がないということになり、すべてを忘れるために、麻薬、

お酒を逃げ道として使います。

キリスト者はご復活祭の日に、いや毎週の日曜日に命を忘れるどころか、本当

の命を見つけ、命がイエス 。キリストの光に照らされるために努力します。

聖土曜日に暗いところでご復活のロウソクに火を付けました。そして皆さんが

次々とロウソクに火を付けました。闇を照らす光イエスのシンボルです。ちよつ

とだけの光で真っ暗な所さえ少し明るくなります。

そしてご復活のロウソクを水の中に入れた訳です。洗礼のための水を準備する

ためです。洗ネLは新たな命のシンボルでもあります。この世の生活を送ろうとし

ている時に困難にぶつかつたりしておばれようとしています。しかt/●ばれると

ころにキリストがおられます。洗礼をしっかりと大事にしている人は必ずイエス

のうちに力を得られます。
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ご復活祭の時に普段よりも大きいな声で歌を歌いたいものです。泣くよりも歌
うのが心の宴になるからです。
ご復活祭の夜にキリストが復活されたことを宣言します。
ラザロのようにただ生き返ったことではなく、もっと豊かな命に生まれ変わり、

決定的な命に生まれ変わり、減ることのできない、死ぬことができない命に生ま
れ変わったのです。そして生まれ変わった命の方に私たちを招待しておられます。

そしていつも毎日私たちと共に歩まれています。御自分の光を貸してくださる
のです。それはキリスト者としての私たちの信仰なのです。
親が子供に洗孝Lを授けてもらうのは、そこに意義があるからです。ィェスの死

と復活に参与して新たな人間になってもらいたい願ぃから来るのです。
今日の典礼は私たち一人ひとり自分の信仰を言葉で宣言するだけではなく精一

杯キリス ト者として生活を送るように招いて下さいます。信じています、信じて
いますと言いながら、もし行動でその信仰を表わさなければ大した意味はありま
せん。

ご復活.おめでとうございます。

▲慕うべき教師 (そ の 2) レモン・ブルゴアン

前回書いた内容について説明するために、今回と次回は創立者の生の言葉で伝
えることにしよう。

オブレー ト会士の召命が徹底的なものであることをIIIろ うと思えば、EIJ立者が
1853年 に書ぃた会憲会則を読むべきでぁる。「我々の一人になりたい人は自
分の菫性への熱烈な願望を示し、主イエス・キリストとその教会に対する愛情で
燃え、人々の救済のための燃え尽きる熱意を持つべきでぁる。この世の物や自分
の両親と生まれた国さえに対する過度な愛着において心の自由を持ち、金銭に対
する欲望よりもイエス・キリス トに対する願望を示す人が望ましい。宣教地にお
いても修道会の他の奉仕活動においても神と教会に対する奉仕を排他的に尽 くす
顧望を示すべきでぁる。最後に、修道会の会憲会則に死にいたるまで忠実に従い
たい意志を示すべきである.」 これがEIJ立者の願望である。

ウジエーンは会士たちがお互いた愛を示すべきことゃ聖務に使徒的熱意を示す
べきことを常に強調していた。フランスのノー トルダム・ ドゥ・ 口に寄りそして
フリブールに到着してからも創立者は口修道院での共同体の無規律な生活のこと
について「まだ悲しんでいる」と言っている。会憲会則を守る義務への注意を促
してから、我夕の生活の一番重大な統二のための原則を述べる。つまりそれは愛
徳であると強調した。

「この共同体に生命を吹き込む共通の精神が必要です。ベルナルディの会士の
精神はイエズス会士の精神ではありません。我々の精神もまた我々にとって何か
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特別なものです。そのことを把握していない会士は、良い修練期を過ごさなかっ

たのであり我々の間では正気を失った会員なのです。彼らは共同体全体を苦しま

せ彼ら自身の気持ちも落ち着かないのです。彼らがその考えキ態度を改めるとい
うことは絶対必要なことです。」

そしてこの精神には二つの次元があり、つまり神に対する愛や修道会の兄弟に

対する愛や修道会の以外の隣人に対する愛のことを述べている。「愛徳というの

は我々の生きざまの成り行きを決めるものさしです。神に対する愛徳はもちろん

この世を捨て、神の栄光のためにのみ犠牲を払い、しかも我々の命さえをも犠牲

とする原動力です。...そ して隣人に対する愛徳は我々の精神に欠くことので

きない本質的な一部です。その愛徳を我々の間で実行することは何よりも先ずお

互いの兄弟愛によります。まキ事ギ今ギこの世の中で一つに結ばれた心の真の家

族であることを認めることによります。そしてまた、我々の兄弟が持っている美

徳、才能その他の長所も我々一人ひとりがそれを自分自身が持っているかのよう

なその気持ちです。最後に兄弟がまだ打ち勝っていない短所に対しては優しいそ

して寛大な心を持って、それを素直な愛徳で補う必要があるでしょう。他の人々

に対して我々は御父に奉仕をするつもりで彼らに救済を与え、助けを施し、御父

の懐に再び戻るよう絶えず働きかけます。」

次回に。

▲セントルイスからの便り

主キリストの復活をマミの皆さんとともに喜んで

います。日本とセントルイスとでは時差が15時間

あり、皆さんより15時間後ろを歩いています。で

も、たとえ時差が大きくても、「今」という瞬間は

同じです。私たちの時間感覚からみて、過去も現在

も未来も神にとって「今」という瞬間でしょう。だ

からキリストの復活を『今」祝います。

アメリカでの短い生活もまもなく終わります。多

くのオブレート会員に会いました。日本で働いてい

る可祭たちの何人かが神学生時代を過ごした場所を

訪聞することも出来ました。あ―、ここで修練期を

過ごしたのか、ここで勉強したのか、ここで叙階さ

JII口 敏

れたのか、そんなことも思いました。大都市も見ましたが、高速遺蕗を何時間も

走っても果てしなく続 く農地、地平線を眺めていると、この国が豊かな農業国だ

ということも実感できましたし、広大な国ですので、南 と北では気候、文化、ミ

サの雰囲気まで違ってきます。

‐3‐



6月 1日から名古屋修学院で奉仕するようにとの「従順書」を管区長から頂き

ました。修練期前の学生たちの成長と発達の手助け、同伴者、そして修学院が彼

らの「我が家」となるように工夫するのが私の役目です。6月 から名古屋修学院
です。もうすぐ戻ります。皆さんよろしくお願いします。

▲セントルイスからの便り マウ早,コ ンカルデイ

セントルイスから挨拶と祈りを送ります。私は韓国で奉仕をしているオブレー

ト会士のマウロいコンカルデイ神父です。韓国ではオブレー ト会の入会志願者を

指導しています。しかしながら現在、志願生養成担当者のためのカリキュラムを

アメリカで受けているので、この便りはセントルイスから送っています。

昨年の9月 からこちらに来ていて今年の5月 の末で勉強が終わります。20ヶ
国の外国出身者や修道会の人と一緒に生活しています。彼らと共に勉強し、日常

生活を分かち合い、祈りをささげています。こちらに派遣された理由はカリキュ

ラみのためです。勿論、勉強もして,い ますがそれ以上にいろいろ学んでいます。

同じ屋根の下で、様々な違った.文化を持つ人と一緒に暮らしているため毎日いろ

いろな体験をしています。そしてこの体験はとでも豊かなものとなっています。

こちらでは本や授業からだけではなく周りの人々からも多くのことを学ぶことが

出来ます。また私たちはお互いに励ましの言葉や笑顔を交わし合っていますが.

これはとても大切なことだと思うのです。いつも自間自答しています。「私は本

当にこの人たちを愛しているのだろうか。そしてもっと愛していくためにはどう

したら良いだろうか」.授業はとても活気がありますが、それ以上に学生同士の

様々な話しから得るものも大変多いです。そして自分の心を彼らに向けて、彼 ら

を受け入れた時により大きな幸せを感じます。

私には幸せと感じるもう一つの理由があります。それは川口神父と一緒に生活

していることです。オブレート会では日本と韓国は一つの管区になっています。

そのために毎年総会と黙想会を二国問合同で行なっています。しかしお互い、そ
れぞれの国で自分の仕事を持つているため顔を合わせるのは年に10日間ぐらい

だけです。私たちは共にアメリカのオブレー ト会を訪問し、近くにある当会の志

願院でパレーをしたり当会の祝日を祝ったりしています。この間に川口神父との

友情も深まってきました。川IEl神父と私は同世代です。しかも数ケ層間二人が共

に生活していることは、日本と韓国の管区の将来について自分たちの夢などを膝

をつき合わせて話し合える大きなチャンスです。このことは将来それぞれの国で

志願生の指導をする時に、大いに役立つと思います。

川口神父と私のため、そして私たちがそれぞれの国に戻って指導する志願者の

ためにもお祈りください。私も皆さんのために祈っています。ありがとうござい

ます。
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▲あいさつと自己紹介 シランタ・ペ レーラ

シランタ・ ペレー

ジェームス・ ジヤヤチャン ドラン神父

私はスリランカのシランタ・ペレーラと言います。自己紹介をさせていただい

てマミ編集者に感謝します。私はスリランカで1966年 ■月 6日 にカ トリック

の家庭で生まれました。

両親は健在で 6人兄弟 (男子 8人女子 3人)の中で下から3番目です。生まれ

た町はカ トリックの盛んな地域でカ トリックの雰囲気の中で育ったわけです。子

供のころか ら神について話すのが好きで他の人々に伝えたいと思っていました。

勿論それは司祭への道に入ることのきっかけとなりました。

中学校に入ってから小教区のミサ奉仕者になりました。主任司祭はオブレー ト

会士で、司祭への道も勿論ですが特に修道会への道を紹介してくれました。中学

校を終えて1981年 にオブレー ト会の小神学校に入 りました。1985年 に高

校卒業 してから志願者として入会しました。

数か月後修練期に入り初誓願は1986年 でした.哲学の勉強を終えて198
8年にローマのオブレー ト会の国際神学校へ行き、1991年 までにグレゴリア

ン大学で神学の勉強をしました。その年に終生誓願を立て、スリランカに戻り1

992年 8月 22日 に司蠍 階を受けました。   |
可祭になって最初の聖務はスリランカのオブレー ト会神学校の養成担当者でし

た。2年間そういう仕事をしてから少しの問仏教信徒の多い田舎の小教区の主任

司祭代行として任命されました。小教区はたった12棟の家族で成り立っていて

皆とても貧しい生活を送っていました。彼らと共に歩むのはとても幸せでした。

数か月後に韓国に来るまでは巡回説教者として勤めました。

ザーゴ総長は1995年 に黙想会の指導者としてスリランカに来た時、私に

「韓国に宣教師として行けばどうですか」と勧めてくれました。私はそれを喜ん

で受け入れました。外国に宣教師として行きたいと前から願っていたので総長は

それに応じてくれました。

韓国には1996年 12月 2日 に来ました。最初の数週間ここのオブレー ト会

の奉仕活動を見ることが出来ました。そしてスラン地方の外国人出稼ぎ労働者と

一緒にクリスマスを過ごすことが出来ました。そして1997年 1月 6日私の誕



生日から韓国語の勉強をソウガン大学でし始めました。これで私の宣教師として

の旅は始まりました。少しずつ言葉を覚えることを願っています。

日本のマミの皆さんに一つの願いがあります。それは、祈りの中で韓国で勤め

ているオブレー ト会士のためにも祈ってほしいということです。

神の祝福が皆さんの上にありますように。

▲名古屋修学院便 り レモン・プルゴアン/赤波江 卓

黙想会の後で韓国のジェームズ神父は少しの間日本に残って名古屋に来た。ジ

ュー ド神父とプラドリ神父の同級生である彼は、彼らの名古屋生活を経験したか

ったのである。ジェームズ、いつでもいらっしゃい !

プラドリとジュード両神父は日本語学校を優秀な成績で卒業した。宣教師とし

ての初体験はこの形を取った。言葉との戦い ! でも二人とも今現実の世界にそ

れぞれの小教区でぶつかっている。ご事業おめでとう: これからも頑張って !

9月 の頭に赤波江 卓だけは修学院に戻ってきた。 オブレー ト会士の皆が黙想

会に行っている間中彼は一人で生活した。私が帰ってきたのは昼間だったが、そ

の時に郵便物を取りにテレビ室へ行った。卓はそこで寝ていた。数時間後私に会

った彼は「あら、帰ってきていたの」、と。

9月 の後半に堀内 亜紀夫と古川 健一も戻ってきた。数日後南山大学の前期の

成績表が来て二人ともホッとした顔 ! 順調なスター トだ。

ジミ神父は黙想会から戻ってきて南山大学に転校するための実カテストを受け

た。良い成績で第二段階に上がった。いつも「大変だ !」 と口にしている神父だ

けれど成績は優秀だ。その調子で行け―! 日本語だけではなくジミ神父は書道と

生け花の授業もとっている。生けた花を小聖堂に飾るので典率L係の人は勤かる― !

卓は自動車免許証を取るために頑張った。12月 3日 にニコニコしながら帰っ

てきた。あれから買物に行くのが多くなった気がするが大いに助かる !大学の遠
いことそして授業が多い中で自動車学校に通っていたので称賛したい。ジミ神父

も間もなく取る。

健一は毎日ラテン語との戦いだ。でも教授は褒めている。満点も取る。オブレ

ー ト会の二人以外は誰も取らない。大物になるぞ― ! 勉学だけではなく修学院

ではいるいるなトレニニングをさせる。皆が出かけていたある日、健―を家で一

人にしたし初めての経験である。「どうでしたか」と本人に聞くと「家中の電気

をつけたから安心できたよ !」 、とニロニコ.

亜紀夫の「いや、そんなことはない」というセリフは有名で、いるいるなこと
をそれで片付ける。学年末試験め勉強を一生懸命しているので「大文夫だろう、
今までの成績は良かったから1・ と言ったら「いや、そんなことはないJと返って
くる。「大変だろう、勉強って」「いや、そんなことはない」「朝早起きして祈
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りの時間に間に合うのはきついだろう」「いや、そんなことはないJ。

志願者の 3人は一人ひとり楽器の練習をしている。ある人は、オルガン、ある

人はギタこである。ミサの時や祈 りの時に生き生きと弾いてお り、少 し違った雰
囲気を作 り出している。

時々ブラザー八本は3人の志願者の指導のために名古屋に出て来る。そういう

機会を増やしたいなあ.志願者にとって彼の存在は大きい。

卓は 1月 12日 に膳棚教会で成人式のお祝いをしてもらった。彼のスーツ姿は
いつもに増 してかっこ良 く彼自身も式を楽しんでいた。

ジミ神父は、ホーム レスの人たちのために、日本語学校の皆と食事を作 り、ま

たそれを多去塁麒や栄駅で配ったり、一緒にミサをしたりした。~ま
た彼は、学校の宿題で、スピーチをしなければならない時期になると、部屋

に開じ籠もり、姿が見えなくなる。再乗、説教を作る時に、どのようになるのか

楽しみである。

1月 21日から2月 8日 まで後期試験のため 3人の志願者はよく勉強していた。

学年最後の試験だったので、3人とも後悔しないように頑張った。

冬体みに入ると彼ら:ま 地元に帰り、楽しんだ。12月 27日 に高知の中島町教

会でクリスマスパーティが行なわれた。健一は1/Jめ て大勢のオブレー ト会士に会
い、驚いていた。久しぶりに会った人や、初めて会った人と一緒に食事を楽しむ
ことができ、すばらしいクリスマスパーティであった。

ま―このような楽しい毎日を過ごしている。ご安心くださいませ。

最新ニュース ! 亜紀夫と健一は今年の2月 に南山大学大学院を受験した。二

人とも他の大学をもう既に卒業しているので、今回、南山大学からの勧めで挑戦
することになった。入試直前の一か月間、院長が健康はどうなることかと心配す

るほどに、二人は猛烈に勉強した。そして無事に終えて見事に二人とも合格 !

おめでとう !

本MAttIの皆さん全 古賀教会 廣渡千代子

MAMIの 皆さんお元気ですか。私は96年はソウルとセブに出かけて子ども

たちと触れ、モンテッソーリ教育の実践を進める手伝いをしました。その時の体

験です。

セブで約 2週間.青空のモクモク入道雲は、一定の所に出てその高さだけが変

化 し、人々はスースーとゆっくり歩き、ここだけ別の時間が流れているように感

じました。初日は自分のペースでセカセカやっていましたが、自分の中か ら出る

多量の汗で、次の日からセプのペースにあわせたら楽に過ごせました。セプの子

どもたちは生き生きしていることに気付きました。どこに行 くのか、学校へ行 く

のか、肩を組んだり手をつないだり道 ぐさしなが ら歩いている姿は、いつだって



楽しそう。市場通りで大人と同格に働く子摯見かけ事|キが、ひとたび遊びにな

るとみんな一緒。幼稚園に行っていようがいまいが、わけべだでなく仔犬のよう

にじゃれ合い、何をやるにも力いっぱい。海で見かけましたが、他人の子でも誰
かがどこかから見守っている。見ている。何かあったらすぐ手をのべ、その場が

鎮まる。「子は神様からの授かりもの」カミ生きている。そんな社会の中で安心し

て育っていく子どもたちは、人間を恐れず生きていくことにたくましく、 “生き
上手"と 子どもたちの生きている底力を見せてもらいました。アジアの一員であ
る日本は、もう目先の利益だけを違うのをやめ、人間らしい生き心地のよい社会

をelJり 直すことを始めないと、と思いました。

マゼランが世界一月をしたとき、立ち寄った記念の家にあいました。もっとう
れしかったこと.セプのMAMIの 会員の方々に出会ったことでした。彼女たち

は「MAMIの 会員証聖ウジェーンの写真入り」を持っておられました。日本で

はまだ発行されてないけど、その内に配られるのを楽しみにしています。聖ウジ

ェーンに倣う祈りを一緒に唱えました。宣教の熱意と出会う人々への愛に燃え、

喜びのうちにあなたをたたえることができるように !と 。

もう一回は、ソウルの明桐カトリックセンターで■kIAM Iの 方にあいました。

彼女も同様フィリピンの方で、お仕事のためにソウルに来ておられました。ソウ

ルのベテル幼稚園で3週間過ごすうちに、毎朝のミサで出会いながらちOMIの
創立者につ年ヽてもたくさんお話しを聴きました。世界中のMAMIが どれくらい

あるのか知りませんが、祈りと働きを通してともかくアジアで手をつなげたよろ

こびは大きかったです。 ``神に感謝"

▲97サマーキャンプ プラザー八木信彦

今年のオブレー ト会サマーキャンプは、昨年と同様古賀教会と暁の星幼機園で

8月 7日 (木)～ 10日 (日 )に行われることになりました。お知 り合いの青少

年に、このキャンプの参加をお勧め くださるようご協力をお願いします。そして

古賀教会と暁の星幼機園の皆さんにはまたお世話になりますが、どうぞよる夢く

お願いします。

▲マミ係からのお率Lと お願い

マミ会長からの会費・寄付などをいつもありがとうございます。新年度会費も

お願いします。会費は修学院にいる志願者たちの学費、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

金をとりやめる人、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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