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今回の内容 :オブレー ト会総長日本訪間 サマーキャンプ 連載・創立者 神学生の近況
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1998年 9月 、オブレー ト会総会は第 12代総長としてステェクリン神父Ⅳ

“

y Reverend

Heinz Wilhelm Steckling“ Guillemo")を選びました。その総長が今年のクリスマス時

期、日本滞在となります。各地の訪問日程をお知 らせ します。

12月 22日         膳棚教会・修学院 (名 古屋市)

24日 降誕祭深夜 ミサ  鳴門教会

25日 降誕祭当日ミサ  徳島教会

26日 聖家族の祝 日ミサ 伊丹教会

27日 終生誓願式ミサ  中島町教会(高知市)

28日         南国墓地 安芸教会 赤岡教会

一人つ子、一人息子の決断

ステェクリン総長は 1947年 ドイツ・Spexardに 生まれ、両親にとつてたった一人の

子供でしたが 1966年にオブレー ト会の修練院に入 りました。1974年 に司祭叙階、そ

の後宣教師として南米パラグアイに派遣されました。

ご両親にとつて、ひとり息子が宣教師、司祭になるとい う決断を受け入れることは深

い信仰なくしては出来なかつたことでしょう。ご両親の尊い犠牲によつて私たちオブ

レー ト会、マミは新 しい指導者、父を得ることができました。総長は日本訪間の前に

フィリピンと韓国のオブレー ト会士に会い、彼 らの宣教地 と活動を視察 します。総長

のアジア歴訪が意義深いものとなるようお祈 りください。そして会士とマ ミ会員、信

徒にとつてもすばらしい機会となるでしょう。福岡地区、関東地区、阿南、池田、中

村の各教会には訪間できません。その地域のマミ会員には残念ですがご了承下さい。

ステェク リン総長、私たちマ ミはあなたの 日本訪問を心待 ちに し歓迎いた しま

す。
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今年の夏、福岡・古賀教会、暁の星幼稚園でオブレー ト会サマーキャンプを開催 しまし

た。参加した青少年は 26名でした。彼らはオブレー ト会司牧小教区である中島町、伊丹、

古賀、吉塚、南粕屋、膳棚、徳島の各教会と、佐賀教会、長崎 。三ツ山教会から集まって

くれました。消防士として勤務 と勤務の間に参加 して下さつた方も含まれています。

会場 となつた教会、幼稚園の皆様には大変お世話になりました。特に食事のことでは

小教区「野の花の会」会長平井美代子さんを中心に会員、地区連絡委員、壮年会、青

年会の皆さんの寛大なるご協力を頂きました。おかげさまで毎回おいしい食事を頂き

ました。古賀教会の皆様、どうもありがとうございました。

今年は「いのち」を主要テーマにしました。各自が考える形式を選びました。授業の

後、新聞、雑誌の記事からいのちに関係するものを選び、各fJIでひとつのメッセージ

を作成 し発表を聞きました。その作業 とは別に、聖書を使つてのゲーム、晩の典礼、

二人の司祭、ジュー ド神父と乾神父の召命の道を聞きました。フィリピン人神学生ジ

ェリーとハワー ドによるスポーツもありました。最終 日、参カロ者にキャンプを評価 し

てもらいましたが、場所 と内容にいい評価を頂きました。困つたこととして風呂がな

かったことでした。けが、病気、事故なく無事終えたことが一番 うれ しいことです。

キャンプに関わつたすべての人、お祈 りしてくださつた方々に感謝しています。

1議1婦
創立者のカリスマを受けて我々自らの刷新 (そ の 1) レモン・ブルゴアン

生活全体あるいはそのそれぞれの形を示す。それ故に修道会や宣教会に残 した創立

者の最近、神学的な熟考や教会の教えは 「カ リスマ」とい う言葉を使 う時に奉献され

たカリスマについて話す。一定の奉献された生活の形に適応 した時に、 「カリスマ」

とい う言葉は特に四つの要素を示す。

イ) 三位一体の側面。全ての賜物を贈る聖霊 との継続的な影響を強調する。キリ

ス トの奥義の一つかその奉仕活動に従つてキリス トの姿と一致してそれを表わす。

人類を愛する父なる神 との関係を認めそれを活かす。

口)教 会の側面。つま り、全ての賜物が教会の建設のためにあるので、その教会

との特別な関係を表わす。

ハ) カリスマ自体の様々な次元を結ぶ本質的な側面。これらは自立しその修道会・

宣教会の本質的な価値、宣教使命の意義と選択、修道家族のだんらんの精神、養

成の仕方などである。

二)創 立者 との継続的な関わ り。 「創立者のカリスマは聖霊の体験 として現われ



る。それを弟子たちに贈って、彼 らはその聖霊の賜物で生き、その賜物を守 り、

その賜物を深め、継続的な成長においてキリス トの体との調和に従つて発展 して

いくのである。」

カリスマは抽象的な概念ではない。また、不動する「物」でもないし自動的に受け

継 ぐ「物」でもない。聖霊からの賜物であり、キリス トとの体験を受けての命である。

つまり、現実的なかつ生命維持に必要な 「何か」である。それを悪用 して変型するこ

とも衰えることも様々な理由で失 うこともある。特にカリスマの源泉である神の霊 と

の関わりが薄くなつたリキリス トとの体験が弱くなったりする時である。

カ リスマが活かされ、守 られ、深められ、発展させ られるためにはどんな条件が必

要だろうか。一番重要な条件は次のものだろう。

最初の条件は聖霊の導きを受ける姿勢である。それは単なる願いの祈 りの中ででは

なく、聖霊が自由に働けるような心の姿勢である。聖霊は様々な方法で働きたいが、

私たちは識別できないから聖霊の働きを妨げる。だから識別の内に聖霊を受けること

は大事だ。

次に常にキリス トとの個人的かつ共同体的関わりを深めていくことである。それは、

キリス トが私たちの内に住みつき、私たちを通して行動できるために、常にキリス ト

をより良く知 リキリス トと一体感を持つことである。 (会憲第 2条項参照)それをす

るためには積極的に私たちの誓願に対 して忠実であることがその特別なかつ不可欠な

道である。これによつて、救い主としてのキリス トそして福音宣教をするキリス トと

一体化を通 して自己が変容する体験に少しずつ導いてくれる。

又は、創立者を愛 し、知ること、それに創立者に対する信心によつて創立者の精神

を受け、創立者の霊的しかも使徒的道を理解 し、その道に従 うことができる。その結

果として聖霊の導きを受ける可能性を開いてくれる。聖霊は創立者に特別な恵みによ

って創始の霊感だけではなく、その後に直面した挑戦に応える能力も与えられた。そ

の初期の 「教育」は、私たちにも新 しい問題に直面した時に適応する力になる。 しか

もド・マズノのカ リスマは現代にも適応できる。創立者が話 していたそして今の会憲

会則にあるように 「離れてしまつたキリス ト者」を再福音化するため、又 「キリス ト

者でない人々」に良い知 らせを宣べ伝えるためには、熱情と創造性を持つべきだ。創

立者の列聖の機会は福音宣教の方法を考え直すきつかけになるべきである。

次回に続 く
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神学鏡 況

まず同封 しています案内状について説明いたします。修道者になる人は志願期、修練

期、初誓願、有期誓願期、終生誓願宣立を通つて歩みます。更に司祭を志す人はその

後、助祭叙階、司祭叙階を受けます。今フィリピンから日本に宣教体験実習に来てい

るジェリー神学生 とハワー ド神学生は司祭を志しています。来年終生誓願をオブレー

ト会に申し出る予定でした。この度、総長の日本滞在にあわせて終生誓願宣立をフィ

リピン管区よリローマ本部に申請 したところ、認可されました。

来る12月 27日 、午後 3時より中島町教会にて、ステェクリン総長の面前で終生誓

願を神様の恵みによつて宣立します。 どうぞ彼 らがよい準備ができますように、そし

てこれからの勉学 と働きのためにもお祈 り下さい。現在ジェリー神学生は福岡・暁の

星幼稚園と古賀教会で実習中です。ハワー ド神学生は鳴門・聖母幼稚園と教会で実習

中です。古賀、鳴門の皆さん、お世話になつています。

次にオース トラリアのオブレー ト会神学校に行つています堀内亜紀夫さんと古りII健一

さんの近況です。まもなくオース トラリア滞在も終わり、12月 中旬に帰国予定です。

名古屋修学院での生活と南山大学での勉強 とは異なる共同生活、異文化体験、使徒職

活動を経験してきました。来年 2月 17日 から神様の恵みの時期、12ケ月間の修練期を

安芸修練院で過ごします。修練長ブラザー八木信彦の指導のもと、修練者たちが私た

ちの救い主イエス・キリス トとの結びつき、親 しさを深めるようお祈 り下さい。
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いつも召命のために祈つてくださり、そしてオブレー ト会宣教活動にご支援賜わりあ

りがとうございます。前回会報に同封 した振替用紙の印刷項 目の違いがわからず戸惑

ったとい う声を多 く聞きました。マミ会員の方が修学院へ送金 して下さる場合、マミ

特別寄付金に丸印を付けて寄付して下さるようお願いします。

今回その振替用紙を同封しています。これは年会費とは別に、修練者・神学生たちの

養成費、教育費への援助 として適時お使いいただけたら幸いです。最後になりました

が、この一年間の皆様のご厚意に感謝するとともに、恵み深い待降節、クリスマスを

過ごされますようお祈 りいたします。そしてすこし早いご挨拶ですが、よいお年をお

迎え下さい。


