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今回の庵容

修学院からの便リ  マミ福岡東部地区集会  司祭職の恵み一銀祝・金祝一

新ヨ祭  2001年オブレート会サマーキャンプ  フィリピフ入行く少年たち

修学院か らの便 り

神学生 古川 健一

マミの皆さんお元気ですか?ただ暑いだけでな<ムンムンとした夏の熱気、私は苦手

ですが皆さんはどうですか?私は大学での勉強が始まりました。いざ始まってみると2
年前と相変わらず同じで学校のレポートに追われ忙しい日々を送っているかのように

見えます。しかし、本当に忙しいのでしょうか?プラザーから「忙しいと言つている人

ほど忙し<ない人なんだよ」と言われました。必ずしも真だとは思いませんが、確かに

そういう部分はあるかもしれません。けれども、もう少し深<考えてみると忙し<振る

舞うことで大切な何かをしていない、あるいは失つている私に気がつきます。それは何

でしょうか?例えば、忙し<振る舞うことで私は人にノヾリアを張つています。今は忙し

いんだというサインは自分の意識に関わらず行動、言葉、振る舞いなどにでてきて、そ

れらは人を寄せつ|すません。それは、人に出会うという可能性を失っているのです。ほ

んの一例ですが皆さんはどうですか?共同体や家族の皆で過ごす (食事、祈りなど)時
F80は どうですか ?肖」られていませんか ?大切な時を見過ごしていませんか?忙しいと

いう理由を付けて自分を正当化している私にようやく気づき始めている今日この頃で

す。

神学生 堀内亜紀夫

応ヽるさとの夏祭りが恋しい昨今、かすかにお囃子の音が聞こえて<るような気がしま

す。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は2年ぶりに名古屋に戻つて、南山大学に復学

致しました。久しぶりの名古屋の街は、以前と全く変わらずに私をあたたか<迎え入れ

てくれたようです。今回、私は神学の勉強よりもボランティア活動に比重をお<プログ



ラムとなりました。

様反なボランテイア活動に関わらせて頂いたお陰で、今までの大学の講義だけでは見

えてこなかつたいろいろなことが見えて<るようになりました。そしていかにこれまで

私自身が偏つた神学生生活を送つてきたかを痛感するようになつたのです。神学はもち

ろん大切ですが、それを社会体験によつて裏打ちしなければ、実に色褪せた空虚なもの

になつてしまうかを実感しました。様展な「小さくされた人展」と交流を深め、またそ

れに関わつている多<のボランティアの方々とも接することができました。そしてその

方尺の生きざまから、本当に貴重なものを学ばせて頂いたように思います。行く先長で、

実に多<のお恵みを頂<毎日です。まさしく「生かされている」ということを気付かせ

て頂く日々です。また何よりも、ポランティアの真似事をさせて頂いている私自身の方

が、受け入れられているということに気付かされた時には、思い上がつた自分自身を恥

ずかし<思うと同時にこのような私でも受け入れられる喜びを知り、何とも嬉しくなつ

てしまいました。

今回のこの私のプログラムは、「私は何のためにこの道を歩んでいるのか」というこ

とを考えてい<上で、大変大きな支えとなつています。また「私は何故オブレート会な

のか」という私自身への問いかけにもつながつています。創立者も、当時の社会におい

て隅に追いやられた人々の必要に応えていきました。神学生まっただ中という、今のこ

の時期にこのような活動をやらせて頂いていることは、私にとって深い恵みです。これ

がもし勉強が一段落ついたらというような時期であつたなら、これほどの慰めを受けた

でしょうか。神学の勉強と使徒的活動の同時進行の重要性を、今更のようにかみしめて

いる今日この頃です。現在のこの活動が、私自身の内面をよリー層深められるものにな

ることを願つております。そしてこのようなことを学ばせて頂いている今の私の環境に

十分感謝すると共に、私達神学生の生活を様友な面で支えて<ださる皆様に、心より御

礼申し上げたいと思います。どうかこれからも私達の為に、お祈りいただけますようお

願い申し上げます。暑さ厳しき折から<れぐれもご自愛下さいますよう。

プラザー 八木 信彦

MAMI会員のみなさんお元気ですか。

昨年一年間、二人の修練者 (現神学生)と修練期を高知の安芸で過ごした後、今は名

古屋の修学院にて引き続き養成の分野にて歩ませていただいています。

どの分野でもそうだと思いますが、特にこの養成の分野ではいろんなものが見えてき

ます。大変な部分もありますが、喜びの部分もとても多いのです。自分の弱さや至らな

さを認めなければいけないし、そういう自分を受け入れなければならないけれど、と同

時に人の弱さやありのままのその人を受け入れてい<チャンスが与えられています。そ

れに、その人を通して神様が働かれているということを垣間見ることができるし、だれ

かのその人に対する目に見えない祈りが感じられる、1いから伝わつて<るという体験も

できます。以上のことを通して神様の営み、み業、働きを感じずにはいられません。こ

ういう場に置かれていることは、本当にしあわせだなとつ<ず<感じます。



OLI∨EIRAです。愛称ジェンです。1973年 8月 14日生まれの 27歳です。もちろ

んオブレートです。ブラジル北部ベレム地区から日本に派遣されてきました。海外宣教

の経験と日系移民の文化を理解するためでもあります。

ジェン、日本によ<いらつしゃいました。マミー同あなたを歓迎します。どうぞ私達

にブラジルの′bを伝えて<ださい。

2∞ 1年オブレート会サマーキ■ンプ テーマ「かけがえのないきみへ」

人である以上、誰もが例外な<、 一人一人が貴重な大切な存在です。けれど、今何か、

そのことがどうしても感じに<い世の中になつていて、自分がホッとできる安心できる

居場所を見失つています。そのままの自分でいいはずな砿
~そ

うではない自分を無理

して演じていかなければならない雰囲気があります。そこでもう一度、神様から命をい

ただいた自分が本当に大事な存在であり、ありのままの自分でいいことに気付いて<れ
たら・・、そんな思いでこのキャンプを準備しています。

期日 8月 1日水曜日午後 2時-4日立曜日昼食後解散

場所 高知県芸西村「いこいがおか運動/At園」

対象 小学 5年生以上 男子・女子

フ ィリピンヘ行 <少年たち

昨年は少年たちと□―マでの世界青年大会に出席しました。今年はフィリピンヘ体験

学習に行きます。フィリピンにいる聖母訪間会シスターミリアム山下とオブレート会の

協力により実現します。8月 21日にマニラヘ出発します。オブレート会のミッシ∃ン

である学校で授業参観、学生たちと一緒に昼食も予定されています。今回のメインはシ

スターが行つている村を訪間することです6.1日がかりの移動でたどり着ぐ村ですbそ
こにいる人達からいろいろなことを学んできます。28日に帰国です。今回 13人が参

加し、昨年に続けて参加して<れる人が 6人もいます。西日本新聞社も同様のツアーを

同じ時期に企画しています。やはり世の中体験学習でしょう。どうぞ、この体験学習で

出会う人と出来事が神様の御旨にかないますようにお祈り<ださい。そして参加者一人

ひとりの信仰の成長も。
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中で、受け容れる (認める)ことを大切に、これからの召命の道を歩もうとしている若

者と共に歩んでいけたらなと思っています。

川□ 敏

福音の文化内開花 inculturation

暑中お見舞申し上げます。福岡県古賀市にあるコ祭館でこの手紙を書いています。マ

ミの皆様は如何お過ごしですか。古賀力 トリック教会の主任司祭マヘル 0ウ ィリアム神
父が体暇帰国中となり、その 3ヶ月間のために派遣されてきました。親切に迎えて<だ
さつた古賀教会の皆さんにお礼申し上げます。また修学院のスタッフの協力にも感謝し

ます。修学院で働いている私はよく留守番薗祭の役目を頼まれます。私はパートタィム

の専P]家になりつつあります。修学院で働<私に求められることはいつも暇であること

です。古賀教会聖堂の祭壇には |.HoS。 と飾り文字があります。それはまさし<いつも 0

ひまな・しんぶ・の頭文字です。私はこの言葉が好きです。イエス様ご免なさい。(本当

は「人類の救い主 ◆イエス」の頭文字です)。 月に 1度は名古屋に戻り、神学生たちに

会いました。ちゃんと名古屋の仕事もしていますのでご心配な<。

福岡に来て 3ヶ月働いて良かったことの一つは、これからの福音宣教を考える機会が

与えられたことです。修学院にいる神学生は1薔来、宣教の現場で働<準備をしています。

語学、聖書、教会法、倫理、哲学、典礼などなどを学びます。それに加えて共同生活も。

ただ、いままでの準備の中にはアジアの教会、たとえば FABCの宣教の取り組み、さ

らに日本の教会の宣教姿勢などはご<わずかしか含まれていないように見えます。私自

身もそれらをあ<までも頭で理解する程度でした。物事を本当に理解するにはやはり時

期と状況が必要です。この福岡に来てはじめてこれらが切実なテーマとなりました。

FABCにしても日本の司教団(「つかさきょうだん」ではなく、「しきょうだん」と読み

ます)の文章にしてもこれからの宣教では「福音の文化内開花」がキーワードになってい

ますgこのこと|よ宣教の現場に来て、そこにいる人達JD声を聞くうちにこの「 福音の文

イじ内開花」を強く意識するようになりました。

古賀教会の婦人会からの提案で婦人会研修指導を依頼されました。そして先日「新し

い福音宣教と霊性」のテーマで話しとゲームをしました。この準備は私にとって非常に

いい勉強になり、これまであやふやだつたFo5題点が整理できました。やはり聞<人より、

それを準備する人が一番学びます。婦人部の会長さん、この機会を与えて<ださりあり

がとうございます。

福岡での仕事を終え 7月下旬には修学院に戻つています。
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マミ福岡東部地区集会

6月 17日、福岡・古賀教会にて上記地区集会を行ないました。地区幹事深堀剛さん
はじめ福岡市東区から宗像市までの地域に生活する会員が集りました。マミ係川□によ
るマミの歴史、修学院神学生の近況報告などを聞きました。会員からの提案に次のもの
がありました。

「フィリピンヘ行つた時、親し<なった人もマミ会員とわかりうれしかった。マミが国
際的なものとわかり、又、その人は会員証を持つていた。同様に日本でも会員証を発行
して欲しい。」

クレジットカードサィズの会員証を作り、皆様にお届けします。(秋以降になりま
す 。 )

司祭職の恵み 一銀祝・金祝一

今年オブレート会には二人の幸せな司祭がいます。司祭職 25周年のウェンセスラ
オ・ラギダオ神父と同 50周年のヤン・ヴァンホイドンク神父です。おめでとうござい
ます。

ラギダオ神父は 1976年、フィリピン・マニラにて司祭に叙階されました。同年、日
本に派遣され鎌倉での二年間の日本語習得後、高知に赴任しました。その後福岡・光丘
教会で 8年間司牧宣教しました。そのころより滞日、在日外国人信徒の増加とF03題も発
生してきました。困難な状況に置かれている人々、特にフィリピン人への司牧担当司祭
に司教団より任命され現在も伊丹にてその任にあたっています。1998年オブレート日
本準管区の管区長となり韓国と日本で働くオブレートの指導者としての役目も担って
います。

ヤン・ヴァンホイドンク神父は 1923年ベルギー生まれです。1951年 (0召和 26年 )、

司祭に叙階されました。 1‐953年 8月 21日に日本到着です8・ 東京での日本語習得 2
年の後、高知へ派遣されました。その後は東京、伊丹、神戸、英知大学、大阪大学、福
岡・光丘、神戸、そして現在の阿波池田へと日本の各地で働き、勉強してきました。
お二人のこれまでの奉仕に感謝します。そして神様がお二人に与えた特別の恵みにも

感謝します。マミ会員一同、二人の司祭のためにこれからも祈ります。

新司祭

25周年、50周年を祝う司祭の後に続<者がいます。今年 5月に叙階されたばかり
の新しいメンバーを紹介します。名前は AN丁ON10 GENI∨ALDO CORDttRO DE



オブレート会住所録

〒780-0862高知県高知市鷹匠町 2-1-33オブレート会

土佐義和神父 ジユード0ピリスプッレ神父  ノボトニー 0ジェリー神父

ブルゴアン・レイ神父

〒784-0004高知県安芸市本町 4-4-30カ トリック教会

ハー・リチャード神父

〒787-0012高知県中村市右山五月町卜15カトリック教会

マヘル・トマス神父

〒781-5310高知県香美郡赤岡町 741カトリック教会

シモンズ 0レオナルド神父

〒770-0854徳 島県徳島市徳島本町卜12カトリック教会

ハーン0フランシス神父

〒772-0001徳 島県鳴門市撫養町黒崎字松島 208カトリジク教会

シアニ・アンゼロ神父 ジョン・ケニ・マホニ神父

〒774-0030徳 島県阿南市富岡町あ石 19外-1カトリック教会

バートラム0シルバー神父

〒778-0000徳 島県三好郡池田町南新町中 カトリック教会

ヴァンホイドンク0ヤン神父

〒8120041福岡県福岡市博多区吉塚 5-1卜40カトリック教会

硫黄隆二神父

〒811-3112福 岡県古賀市花見東か231カトリック教会

マヘル・ウィリアム神父 乾盛夫神父

〒664-0856兵 庫県伊丹市梅ノ木 5-3-21オブレート会

ラギダオ・ウェンシー神父 プラドリ・ロザイロ神父 山崎聡一郎神父

〒467-0013名 古屋市瑞穂区膳棚町 卜26カトリック教会

ウィリアムス・エドヮード神父

〒468-0014名 古屋市天白区中平 2-2627オブレート会修学院

り|1口 敏神父 ブラザー八木信彦 堀内亜紀夫 古′II健一

アントニオ・ジェニバルド神父

〒202-0015東 京都西東京市保谷町←8-17オブレート会

ディーリ。ジョン神父

係か らお知らせ

今回の会報は福岡で編集 。発送しました。古賀教会の事務スタッッフに感謝。

今年度の会費を修学院に送つて下さるようお願いします。同封の郵便振替払込書をお使い下

さい。皆様からの会費は、神学生の教育・生活 。更に召命・宣教活動のために使わせていただ

きます。それに加えて今年からスリランカの神学校支援にも使わせていただきます。
L●b様の寛大なご支援に感謝いたします。


