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皆様に、御降誕の主の良き訪れが

ありますように

今 日ダビデ の町 で、 あなたがたのために

い主、がお生まねになった。  (ル カ2:H)

クリスマス号として、聖ウジェーン・ド・

マズノの伝記を同封致しました。ぜひ、

ご覧になって下さい。
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″εめた

今回、マミ係は、私とブルゴアン神父が担当することになりました。今まで以上に、物
心両面で支えてくださっている皆様に感謝しながら、このマミを大切に、そしてより良いものにしていくた
め、ブルゴアン神父と共に務めていこうと決意しております。どうぞ何卒よろしくお願い致します。

以前の私は、忙しく何かに追われながら生活していましたが、今は (今もそういう状態が続くときも多々

ありますが一)、 そういう生活から少し立ち止まって、静かに自分を振り返ったり、自分やそのまわりに起こ
る出来事の意味を考えたり、味わったりする時間がとても大切に思われるようになり、そういう時間を取ろ
うとしている自分に気づかされます。そういう中で、日の前に起きる出来事や現象よりも、心の中に、深い

部分からわき上がってくる不思議な感情や問いかけの方がもつともつと大切であり、意味があるように感
じられます。そんな中で、主の降誕祭が近づいてきました。私はこの降誕祭にイメージするのは、クリスマ
スのきらびやかな飾りをまとい、にぎやかな音楽が鳴り響く街のイメージとは逆に、素朴な飾り気のない透
き通るような「静けさ」です。実際、キリストは静けさの中で、日立たないところで、社会の中でもつとも貧し
く見捨てられた場所で誕生しました。同じように、私たちの中のもつとも認めたくないような弱さや欠点の
中に、この現在もキリストが誕生し、そこにいて私たちと共に歩んでくださいます。ですから、雑踏、騒々
しさや慌ただしさの中でキリストの誕生の神秘を味わうのは、かなり難しいのではないかと感じます。せめ
てこの時期、心の静けさ、落ち着きの中で、神の子キリスト誕生を通して、神の私への語りかけを聞いて
みたいものです。

降誕祭は、神様が私たちと共に歩む一歩を刻んだ記念日でもあります。どうか皆様にとってすばらし
いご降誕祭を迎えられますように一そして新しい年が恵み多き良い年でありますように。

人木 信彦

蓼確弊オ〔ジェノづ

2002年 4月 27日 は、ジェリー・ヴィラスとその同級生ギル・アシロにとって、とても有意義な一
日でした。それは、その日にフィリピンのカローカン市グレースパークにある大聖堂で、彼らが

叙階のお恵みを受ける日だったからです。フィリピンの司教団の影響力のある会長を務めているコトバト
市のケヴェド大司教 (オブレート会)が司式を行いました。彼の説教の時、その式に与っている多くの国
から来たオブレート会員に触れ、オブレート会が国際的であること、オブレート会の宣教使命を帯びた性
格について強調しました。新しく司祭になった二人は、もうすでに海外での宣教師としての体験を過ごし
ています。ギル・アシロはタイで、ジェリー・ヴィラスは日本でした。フィリピンの管区長

は式後のスピーチの中で、その二人の新司祭の任命を行いました。二人ともフィリピ

ン管区に二年間過ごしてから、希望するなら海外宣教地に行く可能性があると。ギ

ル・アシロ神父はタイヘ、ジェリー・ヴィラス神父は 日本へです。古賀の暁の星幼稚

園から乾園長と一緒に九人の先生がマニラに行き、この叙階式に参加しました。ジ

ェリー・ヴィラスは数ヶ月間、この暁の星幼稚園で体験をしました。日本管区のラギダ

オ・ウェンシー神父もこの式に与りました。



｀
、8月 24日 、午前8時半から叙階式が始まりました。

うで、管区長と典礼の打ち合わせをやっていました。

会司祭叙階式とあって、たくさんの方々が出席し、そ

こ。印象的だつたのは、司式された若い四十歳代の

司教 (マニラではかなり有名で、PeOplePowerのリーダーだつた)が、説教の時にハワードに語りかけるよう

バゴンバリオ地区で初めてのオブレート会司祭叙階式とあって、たくさんの方々が出席し、そ

れは教会の外まであふれ出るほどでした。印象的だつたのは、司式された若い四十歳代の

に優しく司祭になる意味を説いていたこと、そして、ハワードのご両親が祭月及を持つ

てきて彼に着せるとき、涙ぐんで抱き合つていたことです。やはり、ご両親にとつてこ

の日は特別の日で、喜びも最高潮だつたことでしょう。式後、新司祭の祝別をもらう

ために参列者が長い列を作り、その行列の長さは日本では考えられないほどで、

すべての人の祝別が終わるまでに一時間以上もかかつたようでした。すべてが終

わつた後、さすがに疲れが顔に出ていましたが、それでも司祭になつた幸せはそれ

以上のもので、喜びに輝いていました。

イ角///1ら

クリスマスおめでとうございます。今年は皆様にとってどんな年でしたか?私は8月 からは

非常に早く時が流れています。私は現在、神学の勉強をするためにローマにいます。オブ

レート会の本部があるここで、様々な国の人と生活しています。現在、神学生は19人いますが、彼らはそ

れぞれ16ヶ国からこちらにきています (アフリカから8名 、アジアから7名 、ヨーロッパから2名 、南ゴヒアメリ

カから2名 )。 総本部で働く神父様、ブラザー達を合わせるとはたして何力国の人たちがここで生活して

いるのか未だに数を数えたことがありません。それぞれが違う文化を持つコミュニティーのなかで日本で

は絶対にできない多くのことを体験することができます。悲しいつらい体験もあります。と同時に楽しいこ

とやうれしいこと、そして感動する体験もあります。こうした体験を私がすることができるのはマミ会員皆様

が私たちを支えてくださっているからです。それらのことを感謝しつつ、2003年も皆様にとつてよい年で

ありますように。 古川 健一

大切なもの

ある少年が小遣いを少しずつ貯めて子犬を買おうとしていました。ようやく僅かながらも

お金を貯めることができ、ペットショップに向かつたのです。しかし店の主人は少年が差し出したお金を

見ると、残念そうに答えました。「悪いけどこれだけのお金じゃ買えないよ、、、でもあれならタダであげる

よ」主人が指さしたのは、店の隅にうずくまる足の不自由な子大でした。少年はムッとして自分のズボンの

裾をまくり上げました。彼の足は義足だつたのです。「どうして足が不 自由ならタダなんだよ。この子大を

買うよ、お金取りあえずこれだけしかないけど、また貯めて必ず払うから」少年が愛おしそうにその子犬を

撫でてやると、子犬は鼻を鳴らして甘えてきました。少年にとって子犬の足のことなど全く問題ではなか

つたのです。ただ 自分の友達が出来たこと、それだけで充分だつたのです。 堀内 亜紀夫



こ対する熱烈な愛情を考慮に入れておかねばなりま

夕響がありました。それはどイエス・キリストに対する熱

烈な愛情とイエスに従う決意は強かつたのです。彼はフランス人だつたので、これは当時はやっていたフ

ランス人の霊性の特徴の一つでもありました。つまり御子イエスが父なる神に対する敬虔を表されたと同

じように、イエスの弟子としてその足跡に従いたいという熱意でした。

25歳の時の聖金曜 日に、十字架の前で祈つていた彼はキリストに捕らえられたかのように、あふれる

涙を止めることができませんでした。それは、キリストが彼 自身のために十字架に付けられ亡くなられたと

悟り、自分の罪を深く感じ泣いたのです。また自分のためだけではなく、すべての人々のために亡くなつ

たイエス、このイエスのために一生を捧げたいと心底思いました。

この神に愛されているという体験によって、自分の生涯を決め神学校に入つた彼は、自分の活動にも

大きな影響を受けました。教会に対する愛情もそこから来ています。そして人は一人ひとり特別な値打ち

を持ち、かけがえのない者だと痛感しました。それは神が、キリストが、皆を平等に愛して彼らのために亡

くなられたからです。

一生を通してウジェーンの手紙と文献の中によく見られるのは、試練の時の態度です。そういう試練は

すべてキリストの受難に参与できる機会として見ていました。キリストを喜ばすための修業ではなく、キリス

トと一致しての修業生活です。キリストは、私たちの苦しみに対して絶対喜ばれません。しかし経験する

苦しみがイエスの苦しみと合致した時に、大きな恵みとなることができます。

ウジェーンの召命の中心となるものは、ルカ福音書の「主の霊がわたしの上におられる。貧しい人に福

音を告げ知らせるために、主がわたしに油を注がれたからである」(ルカ4:18a)という箇所にあります。イ

エスの命に参与するということは、貧しい人々への愛の道となりました。キリストと同じように神の栄光のた

め、そして人々の救いのために自我を捨てました。それは専門語で言うと、彼のケノーシスでした。ケノ

ーシスとは聖パウロの「キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わ

ず、かえつて自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現われ、へりく

だつて、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした」(フィリピ2:6-11)という精神です。自

分の事を忘れて、神の栄光だけを考えることです。

ウジェーンがイエスの運命に参与するということは、大いに彼の心

を自由にさせたのです。どこにでも誰にでも手を差し伸べることができ

ました。ご受難は確かに苦しみですが、祈りでもあります。無制限の愛

の現われだから魅力的です。ウジェーンは自分の一生を、忠実に愛

への応えにしたかったのです。そしてその応えは、彼の活動の活気と

なるのです。イエスに対するその愛情は、教会に対する愛情の基に

なりました。オブレート会を創立した時の会憲の序論としての文章の

一部は、次の通りです。

|
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「教会は、救い主の見事な遺産であり、その御血の値であがなわれたものであるが、この教会は、現代、

残酷な仕方で痛めつけられてきた。神の御子のこの最愛の浄配は、生みの子たちの恥ずべき離反を嘆

くいとまもなく、大きな恐怖に襲われている。… (中略).。 このような乱脈な光景は、何人かの司祭の心

を深く打つている。これらの司祭にとつては神の栄光こそ大切であり、また彼らは教会を愛し、そして必要

なら人々の救いのために自分を犠牲にすることを欲する人たちである。」

このように会憲の序論は、まさしくウジェーンの精神を表しています。それを書いた時、彼は32歳でし

たが、78歳で亡くなる時まで同じ精神、つまり教会に対する愛情を示したのです。

彼が19歳の時に、尊敬していた神父からもらつた手紙の中にこう書いてありました。「あなたの性格は

中途半端なものではありません。そのために多くの善を行なうかあるいは完全な悪を行なうかに決まつて

います。」しかしながら幸いにも彼は、キリストに従うことを選んだのです。

やはリウジェマンの聖金曜 日の体験は彼個人だけの体験だけではなかつたのです。自分個人の尊Vヽ

救いとしてだけではなく、同じ体験ですべての人に目を向けたのです。そのために、後に有名になつた

若き司祭の時のような説教を、貧しい人々に向かつて言うことができたのです。

次にその説教を引用したいと思います。それはエクス・アン0プロヴァンスのマデレッヌ教会において、

当時一般大衆の間で使われていたプロヴァンス語で、朝6時から労働者や召使や貧しい人々のために

行われた説教です。この引用は長いものなので一度に紹介することができません。今回と次回にまたが

つて掲載することにします。

「皆近づきなさい。誰であろうと近づきなさい。休まずにこの教えを聞きに来なさい。.。 (中略)..あなた

がたが誰であるかを先ず教えてあげます:つまりあなたがたの尊い由来、そしてそこから出てくるあなた

がたの権禾J、 またそこから生じるあなたがたの義務を教えてあげましょう。

もしこのことを世間の人に聞いてみたならば、その答えは偏見が染み込んでいることでしよう。何故なら

世間の人の判断の規準は愚かで、その規準によつて全てを計るからです。

労働者たちよ、世間の日から見るとあなたがたは誰でしよう。みじめな仕事に追われて一生涯を過ご

す階級にすぎません。それはあなたがたを自立できない存在にし、またあなたがたの上に立っている人

々の気まぐれのためにいやしめられることになつているのです。

召使たちよ:世間の計力も見裁 たがたは誰でしよが 、給与を与えてくれる人々の奴隷のグルニ

プにしかすぎず、過度に要求されそして時には、残虐な主人の軽蔑や不正またはたびたび暴力さえも

受けている人々です。彼ら主人はあなたがたに安つぽい給与を与えているのだから、あなたがたに対し

て不正なことができる権利を獲得したと思つています。(次号に続く)」 レイ・ブルゴアン
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(主よt永遠の安息を彼らに与え給え)

帰天された会員の方々

高知県高知市 :パウロ小松 俊美様
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小 グック=ノレイディ神父撮天

パトリック0ブレイディ神父は1951～ 1968年 日本に滞在し、1961～ 68年、日本移譲地区長を務めま

した。また安芸、徳島、光が丘各教会の司牧に当たり、アメリカ帰国後も主に小教区で働きました。20

02年 3月 29日 の聖金曜 日に、マサチューセッツ州ボストン郊外のトゥークスベリーにあるオブレート会

高齢者司祭ホームで亡くなりました。86歳でした。葬儀は4月 3日 にそこで行われ、彼の墓は、その敷

地にあるオブレート会墓地の一角にあります。

司祭異動 (来年4月 1日 付発令)  ● ‐

シアニ神父 ‐ |   ‐    ‐ ■||   ■||:||||■ |:■
‐
 | |‐

(現 :鳴門教会主任司祭、鳴門聖母幼稚園園長ム古賀教会主任司祭:古賀暁の星幼稚園園

長)   . :‐    ‐    ‐‐ .  :   ・  ■■‐ |‐   ■ |
|           |     ■ ‐ ‐   | ■    ●  :: ‐ ‐|   | |

■ホニ神父 (現 :鳴門教会→古賀教会) ・     ‐ '■  ‐| ‐  1 1  -
ビル・マヘル神父 (現 :古賀教会主任司祭→徳島教会主任司祭)   | ‐‐     |
乾神交で現:苦費農の星幼稚園菌長二鳴li教会主任笥泰11喜 Fi菫喜場経菌園長). |  |

3ヱ驚亀隧憲必算巫魔灘咆二:r‐|||||

韓国修学院建設

1去時鼻|IⅢI～´
～
||||え|||||

りていますが、|そこには現在二人の司祭と二人σ

ラリアにいる修練者二人がt修練期を終えて韓恒
‐   ,             .1 1.

在のままだと非常に手狭になり、新しい修学院岸啓ャ1肇Ⅲ切?事レ|||`|1事 tンクル,響外?
閑静な住宅地で交通の便も非常にいい所にあり、すでに建設工事が始まらています:しかしt

需5m曇 鳳 鵠 〔   忌鷲11窮 疇 跳 野 「

寺ミ会員証|‐ |‐
‐ ‐. ‐   |||‐ ||■■|||||||||:|■ ‐11‐

鷺砕:IF「景琴ずず「零等` TTTl
.11  :|■    1 11 11■

.  11 1 1■
 |■ |‐  |

ベトナム出身で徳島市在住のNguyen Thanh Vu(グ 三ン タン ブウ)さんが、オブレート会で

修道生活を歩むことを志願されました。どうか彼のためにお祈りください。

はがきに金額を入れた受領書発行について

今までマミ会費をお振り込み頂いた会員の皆様には、文面のみの受領書を送らせて頂いて

おりました。しかし次回よりお申し出のあつた方にのみ、金額を記入した受領書を送らせて頂くこ

とになりました。希望される方は通信欄にその旨、お書き添え下さい。特にお申し出のない場合

には、これまで通りの受領書の様式で送らせて頂きます。なお受領書の葉書そのものが不必要

な九 、お知らせ下さい。
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