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▲膳棚 (ぜんだな)教会 杉江 元

マ ミの皆様 、こんにちは。ご機嫌 いかがで しょうか。膳棚教会の杉江で

す。 1991年 2月 に、当教会の所属が神言会よ リオブレー ト会にかわって、
「

皆様 の伸 間入 りを してか ら早 いもので七年 目とな りました:Lあ 苫 た、シ

アニ神父様 をは じめ、フランボア神父様 、プル ゴアン神父様 tJ菫 由希父様 、

ジュー ド神父様 そ してブラッ ドリー神父様 の霊的なお世話 を頂 きました。

現在 はマホーニ神父様 とジミー神父様の心曖る司牧及び霊的 ご指導によ り、

当小教区は育 まれ、信徒皆が生 き生 きとその信仰生活 を送 つてお ります。

又 この間に、オブ レー ト会の創立者 ウジェー ン・ ド・ マズ ノが列聖 された

ことは、マ ミの皆様方はもちろんの こと当膳欄教会の全信者の上にも大変

なお恵みであつたか と思 います。その列聖式後 め二月に明治村のザビエル

天主堂で記念 ミサを企画 し行 いました。当 日は大雪の寒 い日とな りました

が、古賀教会、中島町教会な ど違方か ら多 くの皆様方にお越 し頂き、ご協

力を得 て、野村 司教様 司式 によるごミサに共 に与かることが出来 ました。

一
・――ヽ ごさご言言膚前教蒼にごキ 夫オ飛ラ下さあらt夫憂層J意が恥もあり

~~

ました。これで膳欄教会もマ ミの皆様方の一員 になつたか と自分勝手に思

つています。

さて紀元2000年 の聖年 を迎 えるにあた り、先ず はオブ レー ト会所属の教

会が一致 して ごミサ等の記念行事を催 しては どうで しょうか。各信徒個人

個人が神の御国のために、神 と共に充分に戦 うこと (又 は生 き生 きと生 き

ること)が できるためには、 まず共同体 (各 小教区)の 有機 的な結東も大事

であるか と思 います。
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最後 にこの6月 にセ ン トル イスか ら川 目神父様が ご帰国にな り、名古屋

修学 院に院長 として着任 され ま したので修学 院は一層賑やかにな つただろ

うと思 います。

膳棚教会は地 下鉄駅に近 く、名古屋駅か ら20分 の便利な ところにあ りま

すので、マ ミの皆様 、名古屋 にお越 しの節 は、是非お立ち寄 り下さい。

▲司祭職25年 の歩み フ ラ ン シス・ ハ ー ン (Francis HAHN)

「あなた こそ永遠 にメル キゼデクと同 じような大祭 司とな られたのです」

とヘ ブライ人の手紙7章 20節 にキ リス トについて書かれている言葉は私達

信者 にとつては大変中心的な言葉だなあ、 と最近強 く感 じています。主キ

リス トの祭 司職 は終わ りがな い、限 りがな い事実なのです。それがあるか

らこそ私達 は安心できるのです。私達はキ リス トの祭 司職 を果たす使命 を

洗礼の時いただいています。それ と同時に預言職 、三職 にも預か つていま

す。キ リス トと共 に全てを支配する使命なのですが、キ リス トのように上‐

に立 とうとすればする程 、下へ行かなければな りません。仕 える者 になる

使命なのです。

丁度 25年 前の今頃、私は上智大学の神学部での勉強 を終えてアメリカに

帰つて司祭叙 階の最終的な準備 をするところで した。長 いH年 の神学校生

活 を終えたばか りの若々 しい自分の写真が,杯残 つています。その後、四

国め高松市 内の二つの小教区、番町教会 と桜 町教会で3年程の生活が出来 、

責任 はまつた くな くのびのび した,時 で した。邦人 司祭 と一緒 に生活 して、

朝か ら晩 まで 日本語ばか りで話 して、主に和食を食べ させ られて、今か ら

考えれば一番幸せな一時で した。

その後、高知県の小さな小教 区、安芸 と赤岡を受け持 つて、高知県の四

割位の地域の中、山の中の営林署 、室戸岬の向こうにあつた小 さい村の家

庭教会も行 いま した。一時間走 つて人 をあつめても全部で5,6人 しか集 ま

らな い群れで した。安芸市内は何年もの間司祭不在だ つたせ いで、平 日の

ミサでは賄 いさん と伝道師お二人の他 に来な いし、最初の 日曜 日、一生懸
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命説教 を準備 して、いざ、お御堂に入つた ら同 じ二人の他 には誰 も いな く

寂 しい体験もあ りましたが、その二年間も幸せな一時で した。

それか らt福 音宣教 のチームに入つて二年間東北地方、東京、 新潟県 、

佐渡島、山形県内、酒 田市 まで走 り回つて、多 くの人に迷惑をか けました。

お金がな い苦労 もあ りま した。それでも最高に幸せな二年間で した。そ し

て、徳 島県南部阿南市に8年 間、80名 位の小教 区と幼稚園 (同 じ位 の人数 )

に仕えるようになつた。幼稚園の仕事に自信がな く、大変不安な 時代 で し

たが、親 と園児が本当に励 まして下 さつて、先生たちに支えられ て、また

信者も少なかつたが、福音的な意味では小 さな人々ばか りで本 当 に幸せな

一時で した。

今度 は四国か ら福 岡の古賀教会へ。当時では440人位 の教会で、 小教区

司祭 としての仕事ばか りで、英語教室も幼稚 国の仕事も責任を持 つ ことは

な く、 この8年 間走 り回つて、あつという間に過ぎ去 つて しまいま した。

地域の人 口が増えたせ いで、その間小教 区民が900人以上 まで増 え 、多 く

の信者の方々に巡 り会 つて幸せで した。古賀に着 いた 日に、私 の 部屋 に上

がると前の主任 山崎神父様か らの伝言がホ ワイ トボー ドにあ り、 その言葉

を今も忘れ ません。「ようこそ古賀へ、地上にある天国です。」 まさにそ

の通 りで した。

25年 間は幸せか ら幸せへの道で、本当にこれでいいのか と思 い ことがあ

りましたが、誠の永遠の大祭司であるキ リス トは、私のかわ りに 苦 しみを

受 けて,_郵邸 L著 し轟 い 為 にオ 字架革 上場 車 た二 と勁均興も分か つ てヽき‐たよ―

うな気が します。これか らどれ くらい活動できるかは神様だけが ご存 じな

のですが、今 まで以上に幸せが与え られると確信 しています。お 世話にな

つた多 くの家族 。オブ レー ト会の兄弟・信徒 の皆 さん、あ りが と うござい

ました。 これか らも司祭職 を忠実に歩み続 けられるようにお祈 り下 さい。
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▲カ トリック中島町教会か ら

ジュー ド・ ピリスプッレ神父 (Fr.」 UDE PEIRISPULLE)

この記事を書 くにあた り、今 までの 日本での生活 をふ り返 つて みました。

2年 半の 日本での生活は、短 いようで、長 い道 を通 つてきたなあと いうこ

とを感 じます。 日本語のクラスに入つて、あ 。い 。う 。え 。お を 習 つた当

時 と今の ことを考えるとき、どんなに成長 したか ということがわ か ります。

けれ ども、 日本で働 くことを考 えると、まだ、勉強 したいこと、 習 いた い

ことがた くさんあ ります。 日本語だけでな く、 日本 の文イし、 日本 の習慣 、

人の考え方、場所 によつて違いがあることな どを勉強 しなければ な りませ

ん。今、教会で働 きなが らこのことを強 く感 じます。

日本語の勉強は、難 しかつたけれ ど楽 しかつたです。今は、教 室で勉強

するチヤンスがあ りませんが、教会の仕事の中でチャレンジが一 杯 です。

皆 と手をつないで、そのチヤレンジに向か つてこの道を歩む とき 、色んな

ことを勉強する機会 を作 つているのではな いか と思 います。

今 まで、色々な人 と住んで色々な経験があ りました。けれ ども 初 めて 日

本人だけと住むようにな って、いろんな ことを学ぶ機会に恵まれ ました。

今 まで習 つてことをきれ いに直 してもらつた り、今 まで聞かなか った こと

を聞か しても らつた り、 日本にあつた今 までの考え方を直 しても らつた り

しています。 (あ りが とう、プラザー八木 )

皆 と交わ つて働 くのは大好きです。働 くとき、準備する事も必 要です。

教会に対 していろんな仕事があ ります。考 えさせ られることが一 杯 あ りま

す。けれ ども今は、聖書の勉強会 をやつて、たいへん楽 しいです 。聖書 を

教えることだけでな <、 自分にもいい勉強にな りますか ら、とて も いいこ

とだ と思 います。それ を考えるとき、イエス様の「仕えられるた めではな

く、仕えるために」という言葉 を思 い出 します。私一人ではな く 、中島町

教会のすべての人 と手 をつないで、この道 を歩もうと思 つています。私 自

身のすべてを神様 のみ手にゆだね ます。
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▲1997年 サマーキャンプ

夏 といえばォブ レー ト会サマーキャンプ !毎 日参加者か ら好評 を得 てい

るサマー キャンプ (召 命 キャンプ)が 昨年 と同様 、福 岡古賀教会 と暁の星幼

稚園で8月 7日 (本 )か ら10(日 )ま で行われ ます。マ ミ会員のキャンプ訪間・

見学大歓迎 です。二人 の志願者 、赤波江卓、古川健 一、堀 内亜紀夫 とブラ

ザー八木 をは じめオブ レー ト会員は皆 さんの訪間を歓迎 します。

古賀教会と暁の星幼稚国の皆さんにはまたお世話になりますが、どうぞ

よろしくお願いします。

▲オブレー ト会員、伊丹周辺に集結

毎年一回、終生誓願 :司察叙階以後の養成研修 として韓国 。日本から

オブレー ト会員が集まらていますが、今年は宝塚黙想の家を主な場所 とし

て集まります。期間は8月 25日 から8月 31日 までです。参加予定は韓国から

はイタリア管区出身のボル ド神父(VincenzO BORDO)、 コンカルデイ神父

(Mauro CONCARDl)、 ジョルジャーニ神父 (Maurizio G10RCIANNI)、 ゼヴォ

ラ神父(Giovanni ZEVOLA)、 ジェャチャン ドラン神父 (James JEYAcHANDRAN)

ペレーラ神父
:(Shiraitha PERERA)、

日本国内からはジュー ド神父 (」七de

PEIRISPULLE)、 プラ ドリ神父(Bradly ROZAIRO)、 プラザー八本そして川口

です。31日 主日のミサは伊舟教会です。伊丹周辺にいらつしゃるマミ会員

の皆さん、31日 のミサめあと集 まらて下さい。私たちオブレー ト会員はマ
~=三二二_ミ0薯裏式庫棄轟数がを楽轟 ←もてゃ嗜円鴫二―一一一――一一―――一

二三二______

▲マミ地域別集い

マミ係ではマミ会員 とオブレー'卜 会員との交流、霊的指導などを地域ご

とに始めさせてぃただきたいと考えています。地域名は、福岡地域、高知

地域、徳島地域、伊丹地域、名古屋地域、東京地域です。各地域毎に連絡

窓日、幹事となうてくださるマミ会員をこちらからお願いする予定です。

その方と連絡調整をしながら具体的な集いを各地域でひらきましょう。
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▲落葉広葉樹 修学院 川 口 敏

修学院に住み始めて一 ヶ月が過 ぎました。志願者 、卓 、健一、亜紀夫は

大きな怪我・病気 もせず通学 しています。サマーキヤ ンプの準備 も試験勉

強も しています。皆 さんの祈 りと会費による援助 は私 たち修学院で生活す

る者 には大きな助けです。あ りが とうございます。

養成担 当者 としての修学 院での生活 は小教区とはまつた く違 います。小

教区では司祭館の中 と外 、教会の仕事、出会 う人、出来事 と様 々あ りまし

たが、 ここでは朝か ら夜 まで毎 日同 じ方向です。こんな ことは実際に生活

してみな いとわか らなかつた ことです。多様性 をもたせな くっちゃ。もう

一つ、養成担 当者 は 自分が奉仕する志願者 を似た り寄 つた りに して しまう

危険性 をもちます。何 でも均一イヒ、平均化 して しまお うという誘惑です。

日本の山に杉 、ひのきばか り大量 に植 えて しまったみたいに。一見美 しく、

利益もよいようで、 しか し、 自然全体に及ぼす悪影響がある。冬 でも葉を

落 とさず、 日光 を大地 に居かせず、虫は近寄 らず、だか ら鳥も小動物もこ

な い。貯水能力もな い。本 当は貧 しい山です。

アメ リカでの研修の最後 は30日 の黙想で した。オハィオ州農耕地帯にあ

つた黙想の家のそばに二つの林があ りました。私たちが着 いたばか りの頃

はまだ冬 で、林 は裸の本 々で した。黙想期間申何度 もその中を歩きました。

暖か くなるにつれ、林 の地面は野の花で飾 られてきました。苺 、菫 、かた

くり、鈴蘭、初めて見る草花。やがて木々の枝か ら新芽が萌えだ し、林は

新緑へ と変わつてきました。一本一本、種類が違 う落葉広葉樹 です。そ し

て鳥、小動物 を養 う本 々です。神 の愛が見える場所 です。

修学 院も落葉広葉樹 の集 まりでいいと思 います。一人ひ とり、異なる性

格、個性 を持ち、互 いに違 いを認め尊重 しあ い場、それが私たち と接する

人たちを養 い、また私たち 自身も育て られ る、そんな大きな循環がある場 、

見えな い神 の愛が私たちを養 い、育てて くださることを私 は信 じています。

私にも とめ られるものの一つは忍耐で しょう。ああ、大変だ。これか らも

皆 さんの変わ らぬ祈 りと支えをお願 いします。
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