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今回の内容 :オ ブ レー ト会春 の研修会 オブ レー ト会祈祷週間 連載 。創立者

サマーキャンプ バングラデシュ子供教育基金 伊丹教会設立 50周年 神学生便り

1滋セ:や器影 蒻 鱚
オブレー ト兄弟は日本国内と韓国から年二回、福岡 。黙想の家に集います。春は研修・

会議、夏の終わりは黙想会を行つています。この春(と は言つても初 日、雪が降りましたが)

は 27人集 りました。前半はアメリカからヘンリー マテモア氏αLHentt MATTIMORE)

を迎えて信徒 自身による組織の形成、養成、諸活動の可能性を学びました。 日本管区内で

どのように出来るかを話合いましたが、一つの可能性 として私たちのマミを発展させると

いう考えがでてきました。マミ会員のなかに自分の時間をもつと何か、誰かのために使い

たい人がいることでしよう。そのような人たちが集まつて信徒の組織を作つてもいい時期

ではないでしょうか。

後半はフィリピンからオルラン ド・ケヴェド大司教体Ich.Orlando Ql「EVEDO)を 迎え

て世界連鎖規模で広がっている経済・情報の利点、問題点を学びました。一国の通貨危機、

株価の急激な下落は他国の政治、経済、社会に速やかに影響を与えることはアジア諸国で

経験しています。また、ある価値観、主義、現象は世界規模で人々の意識、行動を変えて

います。このような世界の動きの中で、オブレー トは多様な召命の姿と協力 しながら福音

を人々に伝える使命があります。

このようなテーマの勉強をしなカキら同時に、い くつかのミーテイングと分かち合い、親

睦会も行われました。ジュー ド神父とブラッドリ神父は日本での生活 と高知、伊丹におけ

る司牧活動について参加者の前で話し、シモンズ神父はこれまで関わつてきたボランテイ

ア活動について力強く語 りました。また韓国で炊き出しを行つているヴィンチエンゾ神父

は活動拠点の説明と韓国地元放送局が彼の活動を取 り上げているニュースを我々に見せて

くれました。マウロ神父からは韓国での初期養成プログラムの説明を受け、この 3月 から

二人の地元志願者 とともに生活が始まつたことを知 りました。そのうちの一人は二年間の

軍事訓練から戻つた志願者で、神学の勉強を再開しました。近い将来、韓国人オブレー ト

も誕生でしょう。このような内容豊かな研修会も金曜 日昼に終了し、再会の希望の内に各

宣教地へ戻つて行きました。
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今年もオブレー ト会では創立者聖ウジェーン・ ド・マズノの祝 日 5月 21日 から福者ジ

ョセフ・ジェラー ドの祝 日 5月 29日 までを召命のための特別な祈 りの 9日 間として、全

世界のオブレー ト兄弟 とマミ、そして協力者の方々に心を合わせて祈ることを呼びかけて

います。今年は「御父を示すために全ての人が呼ばれている」ことに焦点を当て祈 りまし

ょう。毎 日黙想するテーマと関係する聖書の箇所は以下の通 りです。

5月 21日

5月 22日

5月 23日

5月 24日

5月 25日

5月 26日

5月 27日

5月 28日

5月 29日

聖ウジェーン・ ド・マズノ :待ち続ける御父に倣 うoレカ 1丘 11‐32)

聖マリア、御父から寵愛を受けた娘(ルカ 146‐ 56)

聖霊、御父からの贈 り物(ヨ ハネ 20:19‐ 23)

負債を帳消しにする御父(マ タイ 1823‐ 35)

公平な御父(マ タイ 20:1‐ 15)

聖ヨゼフ、イエスにとつての父親像oレカ 241‐51)

御子、御父の完全な姿(ヨ ハネ 14:6‐ lo

御父、全存在の創造者 J゙世記 2:4b‐ 25)

福者ジョセフ・ジェラード:喜び祝うため神の子供たちを呼び集める御父に倣

う。C/L/力 15:4¨ 7)

祈願

主よ、私の神よ、あなたが慈しみのうちに創造したこの世界に私が目を向けるよう支え

て下さい。そして、あなたが造つた全てのものが美しく善いものであることを分からせて

下さい。イエスのまなざしでこの世界を見ることができますように。日に見える姿に惑わ

されることなく、成長を秘めている存在として生きとし生けるものを見ることができます

ように。我が物とするために人と物を見ることなく、誰をも裁かず非難することなく、か

えつて常に人に寛大さを示し、そして許す心がありますようにあなたの霊を与えて下さい。

私の人生の途上であなたが会わせて下さる人に救いがありますように。そして、相手か

ら大切にされることを期待することなく、その人を大切にできますように。あなたの子供

となるために。あなただけがわたしの父です。アーメン。

ダニエル・ハヴァ 0.M.I。 (1937‐ 1992)

カメルーン
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取り次ぎとして祈るべき聖人 レモン・ブルゴアン

永遠の報いを受けるために召された後、つまり、1861年 5月 21日 から聖ウジェーンは

私たちに直接に指示を伝えていない。現代の新 しい事情・状況や私たち自身が選択する手

段に対しては言葉を持つて反応 していない。 しかし父親 としての愛や適任の聖人として私

たちのために主に対する取り次ぎを行 うことができる。もう既に多くの恵みを与え、しる

しを示 したことによつて私たちに助けを差し伸べたいという彼の気持ちを証明している。

特にオブレー ト会士たちの刷新のため、修道会のより直裁な宣教性質のため、新 しいしか

も本物の召命が表れる恵みのため、全 うした熱意を持つた使徒の十分な養成のため、つま

り聖人が生きている間に熱心に祈つていた意向についてならば大いに取 り次いで下さるだ

ろう。

生きている間にご聖体の前で会士たちのために取 り次いでいたように、今でも天国で同

じように行つている。ある時にラコンブ神父に次ぎのように書いた。「我が親愛なるリヴ

ィエール・ルージュの宣教師たちについて、ご聖体において神のみ前でどんなに私が考え

ているかは想像できないでしょう。あなた方に近づ くために、私にはこの手段 しかありま

せん。そこに、ご聖体の前の現存において、あなた方を見、あなた方に触れるような気が

します。そしてあなた方もご聖体の前に神の現存においてそこにいらつしゃるに違いあり

ません。この様に、我々の伝達の手段として利用 し活気のある中心部において我々はお互

いに出会つています。そしてあなた方の困難な苦悩や奉仕は度々私の会話や感嘆の課題に

なっていないと思われているのでしょうか。」在世中と同じように彼の取 り次ぎはお互い

の現存と主においての交わりが必要である。

私たちは聖ウジェーンに向かつて取 り次ぎを願 うだけでなく、聖ウジェーンと一緒に祈

ることができる。聖ウジェーンが自ら作つた祈 りが残つている。ここで二つを紹介する。

一つは叙階式の前に作つたものでキリス トを愛する力を願い、もう一つはオブレー ト会士

としての堅忍つまり最後の最後まで奉仕生活を全 うする恵みを願 うのである。私たちはそ

れらを使つて聖人の精神に満たされ、そして聖人と共に祈ることができる。

キリス トに対する愛を求める祈 り

主よ、我が神よ、私の愛する力を倍、三倍、百倍にしてください。私ができる限りの力

を尽くし、実は無に等 しい力ですが、聖人たちがあなたを愛していたと同じ深さであなた

を愛することができるように願つています。 しかもあなたの母親があなたを愛 している深

さをください。それでも、主よ、不十分でしょう。あなたご自身の自分に対する愛の深さ

はいかがでしよう。私には不可能だと分かつていますができるだけ愛したいのです。その



望みは私の深い底からでています。そうです。主よ、ご自身に対するあなたの愛が欲 しい。

オブレー ト会士として一生を捧げたい祈 り

全能永遠の神よ、私はふさわしくない僕で、私が得たものではなくあなたの慈悲深さだ

けによるものですが、汚れなきマ リアの修道会において御主に奉仕することができるよう

に私をお選びになったのです。

つつしんで救い主の尊い血により、罪なきお生まれである聖母マリアや私の保護の聖人

の取り次ぎによつて祈 りますが、聖務に忠実に励むことができる恵みをください。

今の決意を揺るぎなく果たすことを望んでいます。悪魔の働きによって衰え、内体の一

時の感情によつて間違つた道に走 り、両親や親戚に対する過度の愛によって思い止まらせ、

困難への恐れによって抑えられ、この世の誘惑によつて心を散 らし、悪友に誘われ、過度

な感情に妨げられ、聖務によつて追われ、サタンのほのめかしによってゆがめられること

のないようにしてください。

この道を歩み始めるための御恵みをいただきたいので、み旨に従 う力を最後までくださ

い。

愛なる神よ、特に日標に達するための才能や指導司祭に信頼を示す力をお与えください。

自らの救いと隣人の救いのために絶え間なく努め、そして何よりもあなたの栄光を促進す

ることができるような力をください。アーメン。

次回から2回に亘つてこの連載の結びの言葉を書きたい:

今年の召命キャンプは福岡・古賀教会と暁の星幼稚園で行います。近年、価値観が多様

化する社会、物が有 り余 り、簡単に欲 しい物が手に入る環境の中で、大人たちの行動の影

響もあり子供たちに感謝する心が育ちにくくなつています。また生命への畏敬も薄れつつ

あります。ある生命は大事にされている一方で粗末に扱われている人間の命もあります。

命は自分のものだから自分の判断でどのようにでもしていいとの考えもあります。相反す

るものの考えに囲まれている子供たちに、今一度生命への畏敬、ひいては生命は神からの

贈 り物と信 じる信仰を新たにしたいものです。

今年は福岡・宗像地区マミ会員のご協力を必要とします。古賀教会婦人会のメンバーと

重なる人もいらつしゃるでしょうが、お手伝いの内容 として参加者 との交流、プログラム

ヘの参加、会場準備、あと片づけ、食事の準備等が考えられます。マミ・信徒会との協力

のうちに今年のサマーキャンプに神の祝福があるように祈つて下さい。
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参加者募集 小 5～ 20代男子信徒

8月 9日 午後 1:40か ら11日 午後 1:20

福岡県 カ トリック古賀教会・暁の星幼稚園

参加費八千円 締め切り7月 20日

申込〒468‐0014名古屋市天白区中平 2‐2627

オブレー ト会修学院 Tel o52 805 3918

Fax052 807 1209 e‐ mail

lイ 1ヾを 奎́′素ヽ21二1霧彰多孝壺壼華黛套
今年 1月 、オブレー ト会アジア 。オセアニア地域養成担当者会議に出席 した折、バング

ラデシュで働いているエ ミール神父CIMoraes Ernlllanus)に 会いました.巨体に笑顔が

着いている宣教師で、朝、開ロー番、笑顔 と一緒に「おはよう、です」 と日本語で挨拶 し

てくれました。彼は宣教地で子供たちの教育、養育のために尽くし、里親、援助者 となつ

てくださつている人たちとの交流のため日本にも何度か来たことがあります。オブレー ト

会はバングラデシュで教育を受ける機会が少ない部族の子供たちへの教育プログラムを実

施 しています。教育を受ける機会とい うことは、生きていく上で助けとなる文字の読み書

きを習うことです。オブレー ト会は バングラデシュで 100ほ どの学校にて初等教育を行

つています。また、その中から中等教育、高等教育へ進む子供たちを支援 しています。こ

のプログラムで現在 15人が大学で学んでいます。エミール神父はこのプログラムヘの賛

同者、支援者を募つています。一ヶ月、一人の子供のために教育費、生活費として約 1800

円が必要です。このプログラムヘの寄付をマミからも行いたいので、皆様からの会費の一

部をバングラデシュヘ送 りたいと考えています。物価高に慣れている私たちですが、一 日

60円で子供一人の教育、生活を支えることができます。皆さんの中、またはお知 り合いの

中にこのプログラムに関心のある方はお知らせ下さい。こちらに基金申込書があります。

1-多
`',僣すばらしい天気に恵まれた 4月 29日 、王たるキリス ト伊丹カ トリック教会は設立 50周

年という節 目を祝いました。まず、池長大司教司式による感謝の祭儀が参列者 と共に御父

に捧げられ、その後演奏会、そして伊丹教会の誕生から今 日までをよくご存知の岡田彰子

先生による講演会がありました。祝賀会では懐かしい顔を見つけては各自再会を喜びなが

ら、思い出話しに花が咲いていました。最後は伊丹教会と近隣教会の青年たちによる歌と

演奏があり、次の 50年を担 う若者たちの姿に参加者は未来を見つけました。過去と現在



そして未来、神様の恵みがいつぱいの一日でした。伊丹教会の皆様、おめでとうございま

す。そして当日はありがとうございました。

1雛 ″́
二人の日本人志願者、堀内亜紀夫さんと古り|1健一 さんは二年間の修練期に入 りました。

そして今二人はオース トラリアのオブレー ト会神学校で他のオブレー ト会神学生たちとの

共同生活を体験 しています。彼 らが日本を離れる前、マミ会報のために手紙を書いてくれ

ましたので紹介 します。

☆マミの皆様ヘ

この書面を使つて皆さんに、ご挨拶するのは久 しぶ りです。大学を出たばかりで右も左

も分からないまま(今でも右、左の判断が遅れますが)、 この修学院で勉強しはじめてから

3年、石の上にも 3年 と言 うぐらいですから、少しは成長したのかと聞かれると返答に困

りますが、これだけは言えるでしよう。「顔がふけた」とい うことです。(こ の間、教会で

35歳 ?と 言われた時はさすがにショックでした。)それはともかく、この 3年間を終え、

無事に修練期に入ることができたのは、皆様の支えがあつてのことです。オース トラリア

でも、多くのことが学べるようにこれからも応援よろしくお願いします。私も皆様のため

にお祈りします。

☆

古川健一

急に冷えたと思つたら、 日本列島は寒波にすつぽ り覆われたようです。名古屋に来てか

ら早くも 3回 目の冬が過ぎつつあり、4年目を迎えようとしています。言葉に出してしま

えば、とても短 く感 じられますが、この 3年間は私にとつて、随分長 く思えます。振 り返

れば、順風満帆で精力的に動き回つた日々もありました。また反対に孤独を抱えながら苛

立ちで眠れぬ夜を数えたこともありました。しかしどれも自分の本当の姿です。決して今

の私が、いきなり何気ない顔でここにこうしているわけではありません。

永遠 とい うとてつもない尺度から見れば、人間の一生なんてたかが知れています。さら

にそのうちの数年なんて、浜辺に広がる無数の砂粒のようなものです。けれどいきなり何

もないところから、浜辺は現れません。数多くの小さな砂粒が集まらなければ、広い砂浜

を作ることはできません。砂粒の中には、いろいろな色の粒が混じつているように、私も

今の自分の偽 らぎる気持ちを大切にしたいと思つています。そしてこれから先もずつと、

多くの困難に遭遇するでしよう。でもその時々に悩みながら選択肢を考えあぐねている自

分の姿を、私は好きでいたいと思います。その瞬間瞬間を積み重ねて、ようやく時間の経

過を推し量ることができます。

雪を被 り葉も落とし、全 く枯れ木のようになつてしまつて一見生命の通いを感 じさせな

い木々も、よく見ると冬の厳 しさにも耐えひつそりと雷をつけています。今は寒 く辛い冬



ですが、この長い季節の背後には暖かい春が確実にやってくることを、木々は知つていま

す。 目先のことだけに囚われて遥か先を見通せなくなってしまうのは、人間の悪い癖かも

知れません。何もないところからは、何も生まれてきません。

今年から2年間の修練が始まることになりました。大学での幸かった勉強も一体みです。

もう少 しゆっくりと、歩 くのもいいんじゃないかと思えるようになりました。いつもなが

らマミの皆さんの励ましには、感謝 しています。 どうか季節柄、ご自愛ください。先のこ

とは誰にも分かりません。しかしこれは私だけでなく誰にも同じことが言えると思います。

しかし事情が許せば修練が終わって、また皆さんとご挨拶できるのを楽しみにしてお りま

す。 堀内亜紀夫

次は昨年 7月 末オブレ∵ 卜会フィリピン管区から日本管区へ 2年間海外宣教研修プログラ

ムで派遣されて来た二人の神学生からの便 りです。源 文は英語です)

☆異なる文化内での宣教

私はハワー ド・ タテールG■Ⅱoward RTateDで す。フィリピンのオブレー ト会神学生で

す。司祭職準備への養成期間中ですが、もう少 しで神学校での勉強も終わります。

フィリピンでは新 しいプログラムを作 りました。神学過程 2年 目終了後、海外での宣教

体験をすることです。 自分たちの文化 と異なる土地で、オブレー ト会宣教を経験すること

が第一の目的です。

私は、神学生が第二世界のキリス ト教国からキリス ト教国ではない第一世界に来ること

はすごい挑戦になると考え、日本、送ってくれるよう院長にお願いしました。異文化での

体験を通 してく人間とは何か、キリス ト教徒とはいつたい何なのかを考える機会を与えて

くれそ うだったからです。キリス ト教国とは異なる土地にもすばらしい価値観があるから

です。この海外宣教研修によって、人間であること、信者であること、そして神の民であ

ることの理解がもつと広 く深くなることを願つています。更にオブレー ト会の生き方、私

自身の召命をより豊かに理解できるようにと希望しています。 ハワー ド・タテール

☆どうして日本にきたのか

私は日本に来ることになるなんて考えてもみませんでしたし、まして生活 し語学を学ぶ

など想像もしていませんでした。でも振 り返ってみると、日本語を習いたいなと思つたこ

とが昔ありました。車の運転中、またはバスに乗つて移動中、渋滞に巻き込まれラジオを

聴 くか本を読むしかない時のために、小さな日本語の本を持ち歩いた時期がありました。

その時はまだ神学生ではありませんでした。その頃憶えたのは「これは本です」という短

い文章です。

私が志願者だつた時、プラザー人木がフィリピンにやってきました。そして私たちに日

本について話 してくれましたが、日本についての興味が強くなりました。その事があって
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又 日本語の本を読み始め、テープも聞くようになりました。でも神学校での勉強と奉仕職

に時間を費やすようになり、次第に日本語と日本に対する興味は薄れてしまいました。

神学を勉強するようになった頃、私の関心は南米アルゼンチンで宣教師として働 くこと

に向かいました。1998年の初め、私たち神学生たちと院長は 2年間の海外宣教研修につ

いて話し合いました。この交流は、アジア圏内で行われることがよいこと、そしてまずタ

イヘ誰かを送ることが決まつていました。私たちには二つの可能性がありました。タイヘ

行 くか、 日本へ行 くかです。この二つの国を選んだ理由は、両国ともオブレー ト会士が働

いている、更に両国ともキリス ト教徒がたいへん少ない国だということです。この点では

フィリピンとはだいぶ状況が異なります。フィリピンでは全体の約 9割がキリス ト教徒だ

からです。だからこそ私たちはその国に派遣されなければならなかったのです。1998年

初め、シアニ神父とシルバー神父お二人のフィリピン公式訪間がありました。その二ヶ月

後私はハワー ドと一緒に日本へ行き、二年間滞在することを決めました。

日本についての話やマスメディアから得ていた情報は実際に来てみると大分違つている

ことに気づきました。 日本の文化や 日本語そして人々すべてが。今私は日本で生活 してい

ます。初期養成課程の中で、異なる文化の中で生きる体験、他の文化の中で私の視野を広

げることが求められています。私が育つてきた文化 と日本の文化はまったく違います。こ

の違いは問題を引き起こすこともありますが、かえって宣教の熱意を燃え立たせることに

もなり、お互いの文化がますます豊かになるでしょう。異なる文化の中で生きることは簡

単なこではありません。私は難 しいと思います。でも神様の恵みによって私はこの異なる

文化の中ヽ移ることが可能です。この点で、私の家族 とオブレー ト会共同体の支えは欠か

せません。更に、マミ会員のようにオブレー ト精神 と協力している恩人の方々も大切です。

家族とオブレー トそしてマミ・恩人の方々は私に勇気と力を与えてくださいます。他の人々

に仕え、異なる文化の中でベス トを尽くしていくための力を。こうして私たちは真のキリ

ス ト教徒 として地の塩、世の光となるでしよう。

ジェリ‐・ヴィラスG■」ett Villas,OMI)

現在二人は名古屋市内にある二つの日本人家族の協力を得て、それぞれの家庭で 3,4週間

ホームステイ実施中です。そこから日本語学校へ通つています。子供がいる家庭ですので

一緒に遊んだり勉強した、現代の日本人の文化、生活に触れていることでしょう。ホーム

ステイ先の家族が日本でのもう一つの家族となりますように。

1継酬 1灘|～

いつも召命のため、養成のために祈 りと寄付をありがとうございます。今回郵便振替用

紙を同封しています。皆様からの会費はオース トラリアにいる二人の修練者たちのため、

二人のフィリピン人神学生のためそして召命キャンプ(サマーキャンプ)、
バングラデシュ

のために大切に使います。今後もご支援とご協力をお願いします。


