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受難の苦 しみが去 り、復活の喜びの 日を迎えています。考えてみると、そんな苦 しみや喜びを
くり返 しながら時は流れています。時の流れ とい うものは、歴史の中にある一直線上の進歩 とい
うよりも、太陽の運動、月の満ち欠け、潮の満ち引き、昼 と夜、あるいは苦 しみ と喜び といった
行き帰 りのあるサイクル、つま り円形のような感 じが します。

そんな時の流れの中で、変わらなければならないもの と、変わらずにいることの両面があるよ
うに思います。今、急速に物事が変化 している時代の中で、変わらなければならないものに価値
が置かれているように感 じますが、そんなご時勢だからこそ逆に、変わらないものへの郷愁を抱
いた りします。

昨年故郷の徳島に帰ったとき、その変わらないもの探 しに、小学校当時の通学路やよく遊んだ
公園に行ってみました。 ところが、懐かしいとい うよりもがつか りして しまいました。 田んぼや
畑は一等地の住宅地へ、川は護岸工事で整備 され、必死で飛び越えた用水路は蓋がされてお り、
道路が縦横に走 り、土 と花の穏やかな香 りは排気ガスの臭いへ、小鳥のさえず りは車の騒音へ と
変わ り、変わっていないものを探すのは容易ではありませんでした。

自然、環境に限らず、人 と人 とのつなが りも急激に変化 しています。現代の人間関係は、その
人 「自身Jと つきあつているのではなく、その人の社会的地位、財産、家柄、容貌、才能を相手
しています。そのためか人々は金 を増やす術や名誉、地位 を獲得する道を血眼で、必死で学んで
います。また機械やコンピューターが支配する人間疎外の世の中で、人々は自分の存在の価値に
自信 を失いかけています。
人間は自分に対する最低の価値がなければ、人間らしい生活を送ることは不可能である、と言

われます。 自分が大事にされていることを信 じない…、これは現代社会の大きな病です。 自分に
対する価値観は、自ら作 り上げることはできません。私が価値のある者であると認めてくれる人
に合 うと、私の自分の価値観が成長 します。私は大事であ り、私の存在を喜んでくれる…、それ
を言葉 と行動を通 して表す人が必要です。私たちがかけがえない 「一人」の価値に日覚め、機械
はもちろんのこと、他の誰によっても置き換えられない一人一人の人間の価値を互いに確認 し合
うこと、これがキ リス トの伝えたかった 「愛」 とい う言葉に言い換えられるのではないで しょう
か。

近代 日本は素晴 らしい発展を遂げま したが、一番大切な 「愛 J

を生み、育て、増 してゆくことを私たちはあま りにもおろそかに
して しまったようです。あるいは私たちは 「愛す る」 ことよりも
「愛 され ること」に夢中になって しまいま した。実は、愛 される
ために一番手近な道は、愛すべき人になること、つま り、愛情豊
かな人に自らがなることだと思 うのです。

変わっていくこと、または過去 との比較で進歩 していくことに
重きが置かれているこの時の流れの中で、変わ らないもの、変わ
つてはいけないこと、この中心に私は、キリス トの 「愛」の価値
を置 くことができたらと思 うのです。

ゴ復活、
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ブルゴアン神父様、改めて出版おめでとうございます。三年半程前、

中島町教会の広報誌に少 しずつ連載 されていたものが、すでに訳を終

えられていると聞き及び、全文を読ませていただきたい とお願いした

のが、私が校正にかかわるきつかけとなりました。

廃 ?力 lち覗 鬱 芦 陽 謬 縛 ル l力 ξゑ 繁

ち、また、 日本語 を母国語 としない修道者や神学生が音読 されたもの

を聴 くことによつて理解できたらとい うことで したので、平易で簡潔

な文章をめざしていきました。

加 えて全体を通 して流れている激動の時代の うね りを大切に、緩急

を持たせたかつたのです。
できあがったものにはいまだに訂正 したい箇所はいくつかあるのですが、そのような些細な点

に損なわれない魅力が立ち上ってくるような気がします。

そ う、この本がよくある聖人君子伝ではないことは幸いで した。弱 さも足 りなさも余す ところ

なく、等身大の人間ウジエーンの姿が描かれているのではないでしょうか。

著者は私たち信徒に司祭 との全人的かかわ りを呼びかけているともいえるで しょうし、また、

信徒の視点を忘れない ウジエーン、厳 しい断食によつて執着心から自由になつていくウジェーン

の、その生き様から霊性を汲みとつていくことを願つていると言えるかもしれません。フランボ

ア神父様、ブル ゴアン神父様が翻訳に取 り組んで下さつたことによつて、オブレー ト会の霊性 と

い うものを、私たちが思索する一冊が誕生 しましたことを心から感謝致 します。

この 4月 か ら

新 しい志願者

が来ています。

彼の紹介です。

MAMIの 会員のみなさん、はじめまして、私の名前は Nguyen Tllanh Vu(グ

ェン・ タン・ブ ゥー)と 申します。私はどんな者なのか少 し自己紹介 したい

と思います。私の家族は全部で 7人います。父・母、姉二人、兄一人、そ し

て私 と弟です。私の家族は全員カ トリック信者です。それ とみんなベ トナム

人です。約 17年前、私の父 と姉 と兄はボー トピープルで 日本に来ま した。

それから 5年後、父が私 と母、姉、弟を呼び寄せて くれま した。だか ら私は

日本に来て 12年 目にな ります。その時、私はまだ 13才 で した。 13才で

小学校 5年か ら勉強はじめま した。それか ら中学校、高校、大学まで行きま

した。徳島大学の専攻は建設工学科です。建設工学科を選んだのは 日本の素

晴 らしい建設技術を身につけて、いつかベ トナムに帰つてその技術を使つて

社会に貢献したいという思いがありましたが、今は修道士を目指 しています。

その理由は大学の 3年の夏休みの時でした。私は 5年ぶ りに故郷に帰 りました。その時に私は

召命を受けたんですjその時は確かに神きまが私の内にヽヾらち しやると感 じ
‐
ました1~私ぼ喜びい

っぱいに満たされました。 日本の歌で表現すれば「主はいま、いきておられる。我が内におられ

る。すべては主のみてにあり、きようも生きよう、主がおられる」という歌です。主がいつも私

たち一人一人の中にいらつしやると。

未熟な者ですので皆さんどうか、長い日で温かく見守つてください。皆さんの支援 とお祈 りに

感謝いたします。主がいつもみなさん一人一人を祝福 してくださいますようにお祈 りいたします。

叙階 50周年にあたり、土

佐神父さんに原稿をお願い

したところ、以下の原稿を

お寄せ下さいました。
1927年 10月 27日 に生まれて、75歳にな りました。 このような 日

に人は当然長い過去を振 り返るのですね。

47年間 日本に滞在 して、45年間高知県 !

私は教会 とい う組織の主任になるために日本に派遣 されませんで した。

ス トの神を知 らない人へ送 られました。わたしには若い夢がありました。…
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今、私は1)う 26,27年 間ぐらい、一人で町の小さなダニの多い古い家に住んでいます。司祭館

を出た当時「あの神父はもうすぐ結婚するだろう。… !」 と! 残念!!! まだです。

さて、 日本では一般の人 と信者は「司祭職」をよく分かっていないようです。たとえば、「神

父様の教会はどこですか?」 とよく聞かれます。返事は?「教会を持つていません」と。相手は不

l思議な目で私を黙つて見ています。私はオブレー ト会のローマの本部にもあまりよい日で見られ

ていません。ほかの神父たちと一緒に、同じ屋根の下に住まなければならないと! 修道院のかベ

は中にいる人を世間の悪から守つてくれるはずです。 しかし、社会は誘惑がさかんに生い茂る園

ではないでしょう! イエスも自由に村から町を、毎日あのような園を歩き回りましたね。現代の

社会において新 しい修道生活、ちょつと違 う宣教師の歩き方があるはずです。

私は町、世間の中に住んで、世 FH5と 一緒に歩みます。社会と一緒に動いています。私たちの社

会はたえず変わりつつあるからです。私は一人で暮 らしていますが、さびしくありません。多く

の人々とつながりがあるから.…

私は今何のものでしょうか?

ある章味で私は町の中に住んでいる隠遁 (い んとん)生活するものです。初期キリス ト教時代に、

すべてを尽くして神を愛するとい う思想で、砂漠へ退いて、人に会 うこともなく、人の顔を見る

こともなく、小屋にかぎをかけて閉じ込められたという隠遁者がお りましたが、私はそ ういうも

のではありません。
第 一の掟と同じように重大な隣人愛がないならは、神を愛することもありません。私は町の中

に_人々の真ん中にすむ隠遁春で糞 _____
沈黙の時FHlが 多いけれ ども、突然電話があります。

考える時F.|は多いけれども、突然玄関にだれか現れます。

独身ですが、多くの人とつながりがあります。このつながりがあるから、神を愛することが出

来ます。
私は日J｀ に住んでいる隠遁者 :

神を愛するために、町の中で隠遁 しました。

人を愛するために社会の中で隠遁 しました。

私は夢を見る人 :望み と期待がまだあるからです。

見ることの出来ないものを心に感 じます。

文章を書きます。望んでいるものを、なんとか形で表 します。

そ して、それは私の夢をみなさんに見せることです。

さて、今中したことは福音のマタイ 22章 39にあります。
「どの掟がもつとも重大ですか?」

「心 と精神を尽 くして、神を愛 しなさい。けれ どもこれ と同じように重大な掟は隣人をすご

く愛 しなさい。J

愛はほかの存在 とのかかわ りとい うものです。神の定義は「愛である」 と言われるのです。そ

れで、「愛を愛 しなさいJと い う不思議な表現で言 うことが出来ます。

それか ら、神 を拝む姿をとりますが、愛である神を考えないで、ほとん ど自分の願いを熱心に

請います。この姿だつたら、どこの神社の神 さまともまつたく同じ神です。
「愛は人 との関係です」。互いに結ばれている私たちは本当の意味でより優れた人間 とな りま

す。‖rの 隠遁者は静かな部屋で、沈黙の うちに、その日会つた人々を再び想つて、神 と話すので

す。そして、突然電話があつても、邪魔ではなく、神 とのつなが りを感 じます。

人 との結びによつて、ようや く人間になります。
「ぼくはあなたに何かをす ることが出来る」ではなく、「ぼくはあなたのための存在です」とい

う落ゝ うに、町の中の隠遁者は考えています。

マ ミの皆様へ、復活祭おめでとうございます。皆様の聖週 FE5、 復活祭はどうで したか ?私はロ

ーマでの聖週間の うち聖金曜 日の出来事を私の近況としてお伝えします。

4月 18日 、聖金曜 日、夜 9時 15分、コロッセ ウム、 日本ではこの時 FHl帯 は主の受難の典礼

のために使われますが、イタリアではそれは夕方で終わつているところが多いようです。この 日、

私はオブ レー ト会の本部で 3時からこの典ネLに あずか りました。

観光地 として有名なここで始まったのは、パパ様が毎年 ここで行われている十字架の道行きで
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す。
町の中心ベネツィア広場から歩いてコロッセ ウムに向か う途中、いろいろな国からこの場所に

集まつているとい うことが、国旗、言葉、服装、肌の色の違いなどからわか りましたし この場所

に何力国、そ して何人の人が集まつているのか全 く見当もつきませんで したがとにかく、コロツ

セオの回 りにあふれんばか りのた くさんの人がここに集ま り、さらに、たくさんの人がコロッセ

オに向かつて次々に歩いてきているが見えまし

鬱
D見

ようと石垣に登つた り、背伸びをした り、い
私はコロッセオに着 くとす ぐに、人 ロパパ様 そ

ろいろなことを試 しましたが、見えるのは人々の群れだけでした。ザアカイのように先回 りして

本に登ろ うとしているのは私だけではありません。見える可能性があるすべての場所はもう既に

他の人に確保 されていました。

結局、パパ様を見ることができないので、何気なく回 りの状況を見渡 してみました。そこでは、

おばあさんたちが必死にパパ様が話す言葉を注意 して聞いています。子供たちは芝生の上で固ま

って寝ころびなが ら友達 との話に夢中です。赤ん坊は乳母車の中ですやすや と眠つています。子

供たちに言葉の意味を教えている親たちがいます。巡礼ツアーで来ている多 くの人は私 と同じよ

うにパパ様を一日見ようと背伸びしたり石段に登つたり写真を映したり思い出づくりに一生懸命

です。どこまでも続く時間の片隅で、それぞれの人々がこの場所で様々なことをしています。

私たちはそれぞれの場所 に一人一人神

か ら与え られた使命 のために送 られてい

ます。私が ここコロッセ ウムに、 この 9

時 15分 とい う時間にいて皆 と集まつて

いるのは何 らかの理由があるので しょう。

私たちは与えられた場で、どのように時

間を使 うか、何をすることができるか、

何 を感 じるか、人 によつてそれぞれ違い

ます。神様 は私たち人間に任せて くだ さ

っています。

重要なのは、今、私がここにいること、

そ して、過去の私たちがあること、そ し

て将来があること。私たちはそれぞれ の

場、時間の中で必要だか ら存在 していま

す。 なぜな らそ こに神の思いがあるか ら

です。
その後 、私は私の出来 る事 を しよ うと

思い、 日本語で十宇架の道行きを祈 りました。

さて、ザアカイはイエスに出会い喜んでイエスを迎えます。パパ様が私 を見つけて、出会 うと

い うことはあ りませんで した。お声はマイクを通 して聞 くことができましたが。パパ様に関して

言えばこの 日、姿です らも見ることができませんでした。

そ うそ う、出会いと言えば、ベネツィア広場に行 くためにバスを待つている間、あるおばあさ

んに出会いま した。おばあさんはチ ョコレー トを持つていて、いくつかをくれました。一緒に食

べながらイタリアの聖週間など話 しをしながらバスを待つていました。最後の一個になつたとき

一瞬おばあさんの手が止ま り、少 し考えて言いました。「これ最後だ。でもこれ、あなたが、食

べなさい。」 と言つて、私の手に握 らせま した。その時、ちようど私のバスが来て、別れ際に 「あ

りが とう、またね !」 と言つて別れま した。

いつもバスを待っている時間を長 く感 じる私ですが今 日は短 く感 じました。十字架の道行きか

ら家に帰 り、今 日を振 り返つてみると、そこで出会つたおばあさんに人間的な温かさを感 じ、幸

せな気分になることができます。楽 しい喜びの時間は早 く過ぎて しまいます。ほんの少 しのほん

の少ない時間に出会った、このおばあさんが私にとつて今 日、出会ったイエス様かもしれません。

意外に私たちのイエス様は 目立つ ところではなく、ごくごく普通のところにしかもさりげなくお

られるのかもしれません。

し暑後彗与i響蓬采 l緻檀馨昂詈曇哲 こ2糸 塞し玄ゞ :群 :毒沢Tttr塚貧寒言菫危ュ基魚馨曹

る日を楽 しみにしています。

追伸

桜並木を見て心がなごみ、白いご飯、冷や奴を食べ感動するようになつたのは、歳のせいで し

ょうか ?それ ともローマにいるからで しようか ?
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そ してあなたがた農民たちよ、世間の 日か ら見るとあな

たがたは誰で しょう。 どんな有意義な仕事をやつた として

も、腕 の力や土を肥やすためのあなたがたの汗だけが認め

られます。 [.… ]

近づきなさい。今か ら、信仰の 目か ら見ると、あなたが

たはどうい う者であるかを知 りなさい。
イエス・キ リス トの貧 しい人々よ、悩まされている人々

よ、不幸な人々よ、苦 しんでいる人々よ、弱い人々よ、[.… ]

悲惨な事の多い人々よ、兄弟 よ、親愛なる兄弟 よ、尊敬す
べき兄弟 よ、私の声に耳を傾けなさい。

あなたがたは神の子であ り、イエス・ キリス トの兄弟で

あ り、永遠の御国の共同相続者であ り、相続遺産の内の最

も愛すべ きものです。聖ペ トロの言葉を借 りると、あなた

がたは聖なる民族、王国の祭司、いや、ある意味では神 に

さえなつていますj「皆_神 4あ り、_御力のエム至五五上__
と。

[.… ]あ なたがたはいつの 日か神の姿を完全に掴む使命

を持っています。イエス・ キ リス トの御血にあがなわれた

あなたがたです。あなたがたはこの世の中の全ての宝 よ り

も、全ての王国よりも神の日の前で価値があ ります。神は

この世を支配することよりもあなたがたに興味を持ってお られます。

キリス ト者 よ、あなたがた自身の尊厳を知 りなさい。」
この調子で四旬節の間の日曜 日ごとに貧 しい人々を励ましました。皆の尊い価値を伝えました。

恵み深い救い主は自分の霊的生活や奉仕活動の原動力に成 ります。

イエス・キリス トに対する愛情はもちろんですが、教会に対する熱心な しかも識別を持つた愛

情もあ りました。イエス・キリス トに対す る愛 と教会に対する愛は全 く同じものでした。それを

基準 として修道会を創立 し「最も緊急な必要」に応えようとしました。

先ほど 「識別を持った愛情」 と言いま した。それは、ウジェーンは常に教会の現世的なもの

と、教会の聖なるものとを区別 したからです。バチカンとい う国の長 としての教皇 と、イエスの

教えを伝える牧者 としての教皇をはつきり区別 していました。

ウジェーンは組織 としての教会よりも、聖なる現実 としての教会、奥義 としての教会を第一に

していま した。御子の仲介によつてこの世の人々を一つの家族、一つの体に集めたいのです。 自

分の信仰を次のようなイメージで表 していました。教会は配偶者であり、家族であ り、家であり、

群れであ り、奥義であります、と。これはすべて第ニバチカン公会議のずつと以前のことですよ。

公会議の 100年 ぐらい前のことです。

ウジェーンは教会を各時代に伝えられたイエス・キリス トそのものとして愛 していました。

もう一つの要素は「神の栄光のためにすべて」を成す ことを大事にしていたとい うことです。

多 くの創立者や教会法でさえその表現を使 うけれ ども、ウジェーンは特別な意味で使つていたよ

うです。

先ずイエスの一番の望みは父なる神の栄光で した。そ して先ほどウジェーンのイエスに対する

熱烈な愛情を話 しました。神の栄光のために努めた理由は、イエスをよく黙想 しイエスの導きに

よるのです。そ して神がこの世を創造 し、救われたのは御子を通 じてご自分の栄光を私たち人間

に与えられるためです。

他方、私たちが神の栄光のために務めることは、神の愛の偉大 さを宣べ伝 え、神に感謝 し、神

を賛美することです。それはイエスの一生の狙いであつたと同時に、ウジェーンの一生の願いで

もありました。

ウジェーンにとつて神の栄光を求めることは自由への源にな りました。イエスが父なる神の栄

光を求めるために全 く自由に振る舞われたのです。それによつて素直に率直に誰 とでも話せた り、

世が持っている態度にもかかわらず神の国の至福を述べた り、誰 とでも関わることができました。

ウジェーンも当時の教会のあり方にもかかわ らず、小教区の仕事を避けて組織の教会が応えよ

うとしなかった緊急の必要に励みま した。誰にでも正直に話す ことができま した。修道会の会士

にでも、耳が痛い程の手紙を書 くことができま した。当時の貴族の人たちが どう考えようと、彼

は地方の方言を使って説教 しました。神の栄光を求めていたか らこそ自由に行動ができました。
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方〃 らせ
ブラザー人木信彦

◆◆◆会員証

私たちの待望であつたMAMI会 員証が完成 しま した。 これを携帯 していただき、祈 りや静時
間を過 ごす とき、また黙想に使っていただけた らと思います。また国内に約 300名 、世界中に
大勢いるMAMI会 員 と見えない絆で強 く結ばれていることを再確認する手助けとなればと希望
してお ります。

◆◆◆御ミサの依頼
ご自分、ご家族、友人、知人のことで、御 ミサの意向にしたいこと (病気の回復、 日々の幸福

等 )、 またはご遺族、亡くなつた方の命 日に御 ミサをささげたい等、その旨をお知 らせ ください。
マ ミ担当司祭がその意向でご希望の 日に御 ミサをささげます。尚、希望 日が重な り、また都合に
より、ご希望に添えない場合 もあります。 ご了承 ください。
依頼方法

振込用紙に必要事項を記入 して、お振 り込み ください。金額はおまかせ致 します。遅 くても御
ミサ予定 日の 10日 前までにお願いします。

◆◆◆振込用紙

会費のための振込用紙を同封 しました。またどうぞよろしくお願い します。上記の御 ミサ依頼
等のため、別に振込用紙がお入 り用でしたらお知 らせ ください。送 らせていただきます。

◆◆◆召命祈祷週間(5/21～29)
2003年 2月 17日 現在、オブレー ト会員は 60ヶ 国以上の国で 4486名 が働いています。
私たち日本国内で働 くオブ レー ト会員は 22名 、神学生 1名 です。その内の 9名 は 70歳代、

7名 は 60歳代で、平均年齢は 61.8歳 です。そ して修練者はなく志願者 1名 です。 これを考
えます と、このオブレー ト会召命祈祷週間が 日本ではとても大切であることがおわか りになると
思います。ですか ら皆さん一人一人のお祈 りでのご協力をよろしくお願いします。60ヶ 国以上に

住んでいるオブレー ト会の教会の信徒、オブレー ト会の団体に属 している人々の祈る声 を合わせ
るならば、これは計 り知れない強い祈 りになるに違いありません。
5月 21日 から 29日 まで毎 日、オブレー ト会の召命が増えるよう、またォブレー ト会員が神様

のみ旨を忠実に果たせますよう、心を合わせてお祈 りください。
以前は皆さんに祈 りの花束をお願い してきま したが、今年は教会の皆 さんにお祈 りをお願いす

るポスタ早を用意 し、それを各教会へ発送する予定ですので、信徒の皆 さん、お知 り合いの方々

にもお祈 りをお勧めくださるようお願いします。
尚ローマ本部よ り、私たち会員に当てて日毎に以下のようなテーマで祈 り黙想するよう提案が

ありましたので、聖書の参照箇所 と共に記載 します。
21日 (水 )信頼を持つた絶え間のない祈 り (ルカ 21.36)

22日 (木)役立つことと仕えることの喜び (ルカ 17.10)

23日 (金)自 分をへ りくだることの実 り (フ ィリピ 2.6‐ 11)

24日 (土)霊的豊かさの源である謙遜
25日 (日 )自 分を無にすることのお恵み (出 エジプ ト3.5)

26日 (月 )私たちの力である神 (Ⅱ コリン ト 12.10)

27日 (火 )忍耐の中の信頼 (イ ザヤ 55.10-H)

28日 (水 )神の主導権
29日 (木 )誠実である神 (ル カ 1.72-73)

◆◆◆死亡会員

皆 さんのお知 り合いの中で、亡 くなられたMAMI会 員がいらっしゃいま した ら、お知 らせ く
ださい。

◆◆◆退会

長年、オブ レー ト会神学生 として歩んできた堀内亜紀夫氏は、自分の新 しい召命の道を見つけ、
昨年末、オブレー ト会を退会 しました。 どうぞ彼のためにお祈 りください。

◆◆◆志願期・ MAMI事務局

2頁 でご紹介 したグェン氏 と共に、私 (BrO。人木)は高知 。中島町教会で彼の志願期 を共に過
ごしています。それに伴い PIAMI事務局は、オブレー ト会名古屋修学院から高知に移 りました。
郵便振替番号は変わ りませんが、住所 口電話′FAX番号は初めのページの上をご参照 ください。
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