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かつて人が、花や樹や鳥たちと

本当に話ができた時代がありました。

その頃、人は、自分たちの命が

宇宙の大きな命の一部分であることを誰もが知つていました。

太陽を敬い月を崇め風に問ね (た ずね)火 に祈 り水に癒され

土と共に笑 うことが本当にいきいきとできたのです。

ところが最近の科学技術のめまぐるしい進歩 と共に

人は、いつの間にか 「自分が地球の主人であり、自然は

自分たちのために利用するもの」 と考えるようになってきました。

その頃から人は花や樹や鳥たちと話す言葉を

急速に忘れ始めたのです。

人はこのまま自然 と語 り合 う言葉を

永遠に忘れてしま うのでしょうか。

それ とも科学の進歩 と調和 しながら

もう一度、その言葉を思い出す ことができるので しょうか。
「地球交響曲Jよ り

「かつてJの とき、人は、見えないものを見る力、聴 こえない音を聴 く力がもともと備わつて

いたのかもしれません。 ところが科学技術に頼 るようになって、 どんどんその恵みが失われてい

つたのでしょう。そのせいか、見えるものや聞こえるものに意識が集中し、見えないものや聞こ

えないものの大切 さを忘れて しまったのかもしれません。たぶん、そのことと関連 して、神の現

存や聖霊の優 しい語 りかけにも気付かないでいることが多々あるのです。

地球が一つ大きな生命であ り、自分 自身の生命 もその一部を成 していることに気付けば、おの

ず と何を大切にし何をやめるべきかとい う道徳的なことも見えてくるし、おのず と自然 と調和す

ることも学びます。またその調和の精神を日常生活に持ち帰ることも可能にな ります。大 自然の

力は決 して対抗できるものではあ りません。まして支配す るものでもあ りません。唯一許 される

道は共に歩むことです。
21世紀は、私たち一人一人が地球的・宇宙的な視野から、自分 自身を見直す時代だと言われて

います。大 自然の中にいると自分がちつぽけな存在で、小 さいことにくよくよしていたことに気

付きます。また、大 自然の中にいると謙虚 にな らざるを得ません。そ し

て大 自然の営みの中に身をゆだね、調和 と共生の中で歩むことによって、

本当の、深い 自分に出会い、イヽ さい存在なが らも尊い自分の役割のよう

なものが見えてくるのかもしれません。

もしか したら、 自然に帰る一ことによつて、 自然な姿の自分 (あ りの

ままの自分 )、 そ して自分 らしさに戻れるのかもしれません。

このことを、若者や子 どもたちに上手に伝えることが出来た ら…とい

う思いで、今年のサマーキヤンプのテーマに取 り上げたい と思つていま

す。
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岡教会  シモ ン レオナル

両親が私の生まれた町へ移転 した 1923年 当時の町の人 口は 250人 であ り、そのほとんど

の人々が農業に従事する町で した。カ トリック信者は 100%で 、 5キ ロの範囲内に 10の教会

がぁらI碁表基経喬秦ぶし`まこ拒:萩あ笥桑叙階当時、小教区の人口は500人で、100%カ
トリック信者でした。その時代は、学校や病院、

[言蓄モ肇:蓑全寒涯f注曇層最難ン雹零穆署薯の福祉施設は、全部教会、主に修道会が運営 しマ

の減少のために施設は法人化にな り、わずかの修道者が働 くようになつています。司祭の減少の

ために司祭不在の小教区も増えています。私の生まれた小 さい小教区から15人の司祭が叙階 さ

れました。イエズス会 3人、サレジオ会 4人、サルバ トール会 3人 (兄弟 )、 オブレー ト会 3人、

フランシスコ会 1人、教区司祭 1人。その他何人かのブラザー、シスターの うち 2人のシスター

が外国で働いています。現在外国で働いている司祭はス リナム 3人 (兄弟 )、 コンゴ 1人、 日本

に 1人です。

私の司祭叙階時の記念 ご絵の裏 には、ルカ

4章 18節 の言葉が印刷 されま した。「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。主がわた しを遣わされたの

は、捕 らわれている人に解放 を、 日の見えな

い人 に視力の回復 を告げ、圧迫 されている人

を自由にす る。」 この 3つ の言葉は私に訴えて

いま した。すなわち霊、油 を注がれた、そ し

て遣わ された…この言葉はイエズスだけを指

すので しようか。私たち皆 を指すのではない

で しょうか。私たちたちの洗礼の時、注がれ

た油は司祭叙階式の時 と同 じ油ではないで し

ょうか。私たちの中に働いている聖霊は同 じ

ではないでしようか。

1950年 頃、ベルギーのオブ レー ト会神学生

サ ッヵ―チーム。左か ら5番 目、シモンズ神父、

右から3番 目、土佐神父。

ったょうにIHおえ しも彼 らを世に遣わしました。」 (ヨ ハネ 17章 18節 )ま たご復活の後、弟子

たちに現れた とき、イエズスは重ねて言われま した。「あなたがたに平和があるように。父がわ

た しをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」 (ヨ ハネ 20章 21節 )

ィェズスは弟子たちと一緒にお過 ごしになつた最後のときに、聖体の秘蹟をお定めにな りま し

董勢贅言警察鷲奮賢塁写F25そ昏弥9奪悸糧薯写班勇:統電彎危球ボξ暮言亡b碁轟停箸官讐
います。 ヨハネによる福音に、「友のために自ダ

されています。 (ヨ ハネ 15章 13節 )そ して感謝の祭儀は遣わせることです。ですから御 ミサ

の終わりに、「感謝の祭儀を終わります。私が遣わされたようにあなた方を遣わします。」と最後

の言葉にすることがふさわしくないでしようか。

50年を振 り返つてみると、神に愛 され (ヨ ハネによる福音書 15章 9～ 17節 )すなわち父

が私を愛 されたように私はあなた方を愛 します。 この福音をのべ伝 えるために遣わされたことを

感謝 し、教会のメンバー、そ して教会以外のメンバーが~緒に歩んで下さつたことを心か ら感謝

します。

由
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ィェズスさまが弟子たち と一緒にす ごした

最後の時の話 (ヨ ハネ 13～ 17章 )で弟子たちに言われま した。「わた しを世にお遣わ しにな

田教会 ァンホイ ドンク・ヤン神父

1953年 8月 21日 に船で神戸に着いた時、マクベネ ット神父 とネ ヴィル神父に迎えられ伊

丹に行つた。夜だつたので外の風景は見えなかつたが、最初のショックは、伊丹の司祭館に入 る

時に靴を脱ぎ、ズ j」ノくを履かなければならなかつたことだ。文化の違いを染みじみ感 じた。

2日 後ネヴィル神父と一緒にアエリーで高知に行つた。上長のギル神父に歓迎された。その後、

高知地区にいるオブレー ト会士、安芸のロビタイ神父や東京で日本語勉強中の若いハーとバレッ

ト両神父と出会い、 2、 3日 後二人と共に東京に向かつた。そ して日本語の勉強がはじまつた。
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2年後、高知の中島町教会の助任司祭 として主任司祭のギル神父 と勤めることになった。小教
区でキ リス ト者 との初めての長い関わ り合いになった。復活祭や聖母被昇天祭に向けて立派な伝
道師のもとで、何人かの方は洗礼を受ける準備 をしていた。ギル神父は日本のオブレー ト会の上
長だったので、よく他の場所に回つていた。そのため、私はこの教会の多 くの方に洗礼を授ける
ことが出来た。宣教師としてはもちろん大きな喜びだった。

自分で人に要理を教え導き、そ して洗礼を授けること、 とりわけ特にその人が後で使徒のよう
に近所や家族の他の人に福音を宣べ伝 えはじめる時は喜びの泉である。当時その例 としてあげら
れるのが高知から随分離れた加茂 とい う町の竹内さんである。伝道師 と一緒に行つて多 くの新 し
い信者が生まれた。

この宣教活動は急に丸つき り変わった。新上長のブレーディ神父か ら東京の修学院に呼ばれた
からである。近 くのアメリカ基地の 日曜 日のミサを捧げながら、最近着いたばか りの海外からの
神学生の指導にあたつた。

しか しこの勤めはたった一年で終わつた。また移動。大阪の田口司教の希望で、始まつたばか
りの英知短大の英語の教授 として任命 された。これは驚いた。英語は自分の言葉ではないから一。
17年間その生活を送った。次いでに阪大で英語の学修士号を受けた。
また次の驚きは訪れた。神戸の御心教会の英語圏の外国人の信者の司牧担当司祭 として依頼 さ

れた。当時その教会の主任司祭はパ リミッションのケヌエル神父だつた。伊丹 と神戸の間に行つ
た り来た りしている間は、外国人の司牧や英知での授業は続いていたが、その間ケヌエル神父は
茨木市の 「愛 と光の家」 (信徒の共同体)を創立 した。当時か ら現在まで喜んで関わっている場
所である。共同体 とのつなが りは深 くて、一員 として認められ、年に何回かお手伝いさせてもら
つている。
1981年 2月 、少 しの間他の司牧のために神戸を離れたが、 1985年 再び戻つた。今度は

神戸港の近 くにいて船艦に乗つて入港する乗船員信者の司牧担当司祭 として勤めた。元々パ リミ
ッシ ョンのレヌ神父の仕事だったが、数年間の間に不在になるからピンチヒッターとして行った。

この任命を終えてから阿波池田教会に任命 された。現在そのままである。 この教会の信者は少
なく、 日本人 と結婚 してこの教会に所属するフィリピン女性は多い。 この小教区は徳島県の面積
の 4分の 1を 占めている。従つてそ うい う信者は山々に散 らばっている。

高松司教区のフィリピンの司祭は、月に 1度彼等のためにタガログ語で ミサを捧げている。子
どもたちはほとんど洗礼を受けているが、その信仰教育は困難である。宣教師の心に痛みを与え
るのはキ リス トに対する興味がないことだ。 田舎の教会だから、周 りの人々の中で 日立ちたくな
いのだろう。でも最大の心の痛みは、新受洗者がいても家族の人々は彼等を迫害する。

御覧のように宣教師 とい うものは、いろいろ頼まれるのである。

ιιl

ウェンシー・ラギダオ神父

韓国におけるオブレー ト会の神学生や志願者達は、缶詰
のよ うな生活を送 らなくてもよくな りました。韓国の養成
共同体は、アンヤン市で借 りていたアパー トか ら、スウォ
ン市 の新築 の修 学院 にや
つ と弓|つ 越 しま した。 ス

ウォ ン市 は ソウル の南 の

方 にあ ります。 6月 27
日に引っ越 し、 6月 30
日に開院式があ りました。
午後 4時 にス ウォン司教

区 (ち なみにスウォンの

カ トリック人 口は40万
人です)の マチア・ り・ ヨン・ フン補佐司教の司式
で ミサが行われま した。 ミサ後司教 は建物全体を回
つて祝別 しました。

その後、簡単な食事会が行われま した。出席者は
50人 あま りで、神学生や志願者の両親や親戚、関
わっている他の司祭や修道女、建築 したアン トニオ

さん とその奥 さんや関係者、そ して 日本か らは、ブ
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ラザー人木 とブル ゴアン、ウイ リアムス、シアニ、マホニ、乾、ハーン、ラギダオ以上の神父た

ちのオブレー ト会員が参加 しました。

修学院から歩いて 15分位の距離に、スウォンの司教館や事務局、カテ ドラルがあ ります。修

学院の地下室に、 50人 ぐらい座れる小聖堂や 100人 ぐらい座れる大きな会議室、そ してボイ

ラー室があり、一階には台所や食堂、来客室、応接間、図書室兼勉強部屋、三階にはスタッフや

神学生 と志願者の寝室があ ります。屋上には大きな水のタンクがあ り、あとはテラスになってい

ます。将来神学生が増えれば、更に三階なども増築できます。

まだ借金があ りますが、 ドイツ管区、 ドイツ管区の援助機関、オース トリアのマ ミ、アメリカ

管区の援助機関、ローマ本部にある援助機関と日本管区か ら、土地や建物を購入するために既に

援助が来ています。
このために援助 して下さる方がい らつしゃれば、マ ミ係 (人木かブルゴアン)に連絡 ください。

よろしくお願い します。

4月 19日 早朝、神父 さんより電話あ り。具

合が悪い とい うことで教会へ急ぎ、尿閉塞をお

こし、排尿困難 とな り、病院へ直行。管を入れ

て排尿、翌 日日曜で休診のため、入れたままに

し、栓をしてお くとい うことでした。帰つてか

らす ぐ高知へ運ばれ中央病院に入院。 24日 手

術が行われました。
手術には二通 りあ り、神父 さんに行つたのは、

尿道に切除用膀眺鏡 を入れ、前立腺 を削 り、尿

道を広げるのと、下腹部を 10セ ンチほど切 り、

直接前立腺を摘出する方法で した。私の したの

は後者で 4本 の管をつけ、左腕に点滴の針をさ

した状態で一週間辛抱 し、症状快復 と共に管を
一本ずつ取 り、二週間後尿道の管を取ることが

できま した。神父 さんの手術は遥かにらくだと

思つたのですが、そ うはいかず、腰痛、下肢の
筆者 とハー神父

痛み、 しびれが重な り、歩行不能 とな り、海星病院に転院。立派な施設、病室を見てよくなるだ

ろうと思つていました。

腰痛の原因は腰椎部のクッションの役割をしていた水看板椎間板がす り減 り、椎間関節が変形

し腰椎部の円滑な運動ができなくな り、前屈 した り、背を伸ばした り、姿勢を変えた りするとき

痛みがあるのです。神経が圧迫され下肢がしびれ、長 く立っていることができなくなったのです。

この痛み、しびれを我慢 していたのではないかと思います。
6月 2日 はお別れパーティーで各 自が思い出を語 り、神父 さんの人柄を聞くことができま した。

6月 には関西空港での見送 りの際、車いすに乗 り、尿の袋をかけたのを見て長時間の飛行機は大

丈夫か と案 じま したが、無事に到着 され何 よ

りでした。
神父 さんの特色 として、多 くの市民の方々

と交わ り、ふれあいを大切 にされたことと思
います。 これによつて多 くの方々に教会の存

在を意識 させ、教会に対す るイメージを向上

させた と信 じます。 1952年 10月 、初め

て来 日し、安芸に来 られ、今回 日本 を離れ る

時も安芸か らであつたことは不思議なゆか り

と思います。

滞 日50年、この上な く日本 を愛 された敬

愛する神父 さんに向かって、私は声を大に し

て「がんばれ」 と声援をお くります。

ボス トン郊外、オブ レー ト会施設 にて

父さんとの別れ
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一昨年から全世界のオブレー ト会では、IIIlllnense Hope(大 いなる希望)事業が行われてきまし

た:こ れは、私たちオブ レー ト会員が過去を振 り返 りなが ら未来に向かつてどのように歩むかを

分かち合いの中で探つていくものでした。 日本のオブレー ト会では 「共に」 と題 して以下に記す

ような基本方針が決定 しま した。 ここに皆様にお知 らせ し、その詳 しい説明については次号に掲

載 したいと思います。

共に

キ リス トが御父によつて、人々の中に愛の しるしとして住むよう遣わされ、その道を示 された

ように、私たちもこの 日本で、人々と共に生きるように遣わされた。

・人々や 自然 との関係に距離をお くのではなく、上から下に向かつて指示 した り教え込むのでも

なく、 日本文化の中心的な特徴である「和」のように、肩を並ベー緒に同 じ方向に向かつて歩ん

でい く中で、一緒に真理を探 していく。
。相手の話に耳を傾け生活の体験や苦 しみに心から触れ、相手の良い点を引き出しそれを活かす。

・社会か らの孤立や孤独を感 じている人々と一緒にそばにいて時間を共有 し、彼 らの叫びをじつ

くりと聴き、喜びや悲 しみを分かち合 う。
・機械やテクノロジーを通 した人間関係や対話の世の中にあって:、 人:間 味のある温かい手を差 し

伸べる関係を築いていく。
          )でぁる:1‐■  

‐ ‐
。以下の4項 目が我々の意見を集約してみたもα

①神と共に              .:
・共同体として、聖書、日々の出来事、こ々な人々や共同体内の出会い、特にすべての時代に′息

づいてきた日本文化の中で、語られる神の言葉を心を持って聴くこ
―
とを通して、自分の全てを与

え尽くすЪ自分が今いる場所に呼ばれていることの1意味を自覚 し、神の自分に対するみ旨を探し

下装庭iそ のみ旨を識別するために、異高体を通して、キリスーートが御父と親しく語り交わつたよ

うに、すべきことや様夕な仕事がぅ一時離れて神と自分との関係を深め、共同体として共に過ご

す時間を持つよう取り組む。    ■ |.

②兄弟である会員と共に       |‐ |

0オブレー ト会の共同生活は様々な形―を取ることを認めた上で、人々に仕え証しすることができ

?窪 ?猿し霧全告繰罵象グ場211tit篭電突t電按亀電や、二堪島
。
に酵畠黒曇勇言層でま覗よヒ日頃の生活を分かち合 う雰囲気を自分 自身と共 i

とを最優先する。          |
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ような生活は、召命の道を歩もうとする人々に魅力となる。

③教会と共に
。第Ⅱバチカン公会議では、教会や社会に仕える洗礼の召命を信徒が発見するよう明確に呼びか

けている。その呼びかけに応えるために、彼 らの探求の中で彼 らの同伴者や牧者 として共にいる。

・信徒が、成熟した信仰を持ち、彼 ら個人個人の主や救い主としてのキリス トの体験を味わえる

ために、彼 らを導く新しいカテケージスが展開される教会 と共に協力する。

・主のぶどう畑で働 く人々や仲間、協力者 (信徒、修道者共々)を積極的に探 していく。また若

者に教会の大切な役割を与えていく。
・マ ミのような協力者会はすばらしい意味がある。我々の喜びや苦 しみを分かち合 うこと、また

彼 らの忠告を求めることによつて、その会員はより積極的な役割を担 うことになる。

・教会での外国人グループ司牧ケアに協力する。

④社会と共に

・我々は、時のしるしを読み取 り、
・効率主義の社会の価値観の中で、

愛を実現することに呼ばれている。

それに合わせて人々の声に耳を傾けることに呼ばれている。

神の似姿 としての自分の尊厳を見失つた人々に、キ リス トの

。今オブレー ト会で行つている活動を通 して見捨て られた人々に仕えていく。 と同時に、見捨て

られた人々の尊厳を社会に、人々に自覚 させる。

・若者、特に社会からの様々な圧力を浴びせ られて苦 しんでいる若者を大事にする。
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オ ブレー ル癸音区
レモン・ ブル ゴアン神父

1948年 にオブレー ト会が来 日した当時 日本はアメリカの東管区の宣教地区の一つだつた。

だから日本におけるいわゆる「管区長」は実はアメリカの東管区の管区長代理に過ぎなかつた。

1968年 に体制が代わ り日本準管区になつた。準管区長 とい う表現は 日本では使わないため

に 「管区長」 とい う言い方を使い続 けた。将来は人数が増えれば組織 として管区になるはずだ。

一方総議会を開く時に管区長や準管区長は自動的に議員 となる。全世界の総議会を開く度に経

済的に大きな負担がかかるので議員を減 らす為に今までの準管区は 40名以上なら管区になり4

0名 以下だと総本部かどこかの管区に直属することになつた。

御存 じのように今までの 日本準管区は韓国に滞在する会員を含めている。それでも日本 と韓国

の人数を合わせると30名 前後だ。高齢化の問題 もあつてローマ総本部の判断で今の時点では会

員の数は近い将来延びないだろうと見込んでいる訳だ。

そのために今年の秋に日本 と韓国は総本部に直属する委譲地区になる。従つて新体制では長上

は委譲地区長 とい う正式な名前になるが恐 らく日本では今まで通 り「管区長」の呼び方が残 るだ

ろ う。この委譲地区のスター ト時点で新 しい 「管区長」、評議会、会計係 りは誕生する。 (何人か

の継続も可能 )

週に 1回ボランティアとして 「夢の里」にいる老人の方々をお世話 しています。かれ これ 3ヶ

月が過ぎました。一番最初にこの老人ホームに訪れた時の自分の心情は、不安や戸惑い と少 しの

緊張感でした。が今、思えばそれは取るに足 らないことで した。老人ホームヘの訪間は初めての

ことで不安であり、どう接 したらいいのかとい う戸惑い と、知 らない人達ばか りなので少 し緊張

しま した。もう、二十歳過ぎているのに、この気弱 さやお どお どした自分が情けなかつたです g

でもそんなことばか り浸つてもしょうがない、 とりあえず どなたか声をかけてみることにしまし

た。「おはようございます」 と一人のお じいちやんに挨拶 した ら、お じいちゃんは笑顔で挨拶を

返 してくれました。 うれ しかつたです。がその後の会話が続かなかつたので、他の方に話 しかけ

ました。そのなかで一人のおばあちやんがいろいろとお話 してくれました。おばあちゃんの音の

こととか僕のことも興味を示 しま した。あれこれで何 も出来ずに一 日が過ぎてしまいま した。 2

回 日、 3回 日と口を重ねていくと、自分も自信 を持てるようにな り、少 し余裕が出来ま した。僕

の見ているところは約 20人近 くのお年寄 りがいます。その中で特によくお話をしているのはほ

んの 4～ 5人です。
90歳以上のお年寄 りを見ると、 自分 も年 と

った らこんなになるのか と思 うと「ちょつと、
つ らいな」なんて思つた り、でもそんな考えは

す ぐ消えま した。第一 自分はそこまで生きてい

るか どうか !又それ ぐらい長 く生きることは恵

みだ と思います。長 く生きること自体は立派だ

と思います。 とい うのは長 く生きるか らつ らい

ことや悲 しいことた くさん経験 してると思いま

す。 もちろん楽 しかつたことや嬉 しかつたこと

も含 めて。おばあちゃんは知恵袋だ と言われて

いますが、ぼくはその通 りだと思います。おば

あちゃん と接 しているといろんなこと教 えて下

さいま した。おばあちゃんか ら学んだことはた

くさんあ りました。
あるおばあちやんは話 しかける度に決まつて

同 じことばか り話 します。それだけおばあちやんにとつてその思い出はす ごく印象に残つてたん

だなと思いました。もうひとりのおばあちやんはいつも元気いっぱいで、「エイ、エイ、オオ !」

とおばあちゃんのいつ もの口癖です。僕はそのおばあちやんを見てるだけで元気が出てきます。

元気をもらった感 じです。僕は高知に来てまだ数ヶ月だけど、おばあちゃんの土佐弁はどこか懐

か しい感 じが します。出会つてきたどのおばあちやんも「がんばるんだよ」つて励ましてくれま

した。「僕はがんばるから」おばあちゃんもいつまでも元気でいてね。
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ローマから暑中お見舞い申し上げます。
マ ミの皆様お元気ですか ?こ ちらローマは非常に暑いです。フランボア神父様によると、最近

の夏のなかで一番暑い夏だそ うです。 日本はどうですか ?

こちらでは学期末のテス トが 6月 末で終わ り、神学の勉強を終えた神学生がそれぞれの国に帰

っていきました。卒業 したメンバーのなかに仲のいい神学生が多かっただけに少 し寂 しいです。

そのことと並行 して新 しい神学生が次々とこちらに到着 しています。イタリア語をまだ知 らな

い彼 らとのコミュニケーシ ョンは大変ですが、忍耐をもつてお互いを知っていくしかなさそ うで

す。
さて、 ここか らは、ある暑い 日の一 日のひ とこまを

紹介 します。
ある 日、夕涼みのために屋上に行 くと、バ ングラデ

ィッシュの神学生が広い屋上の中をいつた り来た りし

ていま した。「何をしているのか」 と聞くと彼は 「祈 り

をしていた」 と答えま した。手にはロザ リオを持って

いま した。後か らある神父様か ら聞いたのですが、屋

上のように高い ところで祈 るのも伝統的な祈 りの一つ

のようです。
しば らくそ こで彼 と世間話を したあと、彼は言いま

した。「私はこの場所が非常に気に入 つているんだ。単

に涼 しいだけでなく、ここでは、教皇がい らつ しゃる

サンピエ トロ寺院がはつき りと見える。彼 は世界のた

めに祈っている。私も彼 と同じようにここで、こんなに聖地の近 くで毎 日、祈ることができる。

私は幸せだと思 う。 しか し、私の 2年 目は終わった。後 ローマで残 された時間は 1年 しか残つて

いない。」この彼の話を聞いて、 自分の今までの考えが恥ずかしくな りま した。なぜなら幸せ と

思 うどころか、後 2年 もここで勉強 しなければならないと今まで思っていたからです。

困難、忙 しい状況下では、与えられた環境のマイナス面だけを見てしま う傾向があります。ま

た毎 日の暮 らしなかで当た り前 と思つていること、ふだん意識 していない多 くのことのなかに神

に感謝すべき事がたくさんあ り、それ らに感謝す ることを忘れているのをあらためて自覚 しまし

た。

最後に、現在、私がローマで勉強す ることができるように支えてくださつている皆様のために

暑い夏のあいだ屋上で祈っています。 どうか皆様お元気で。

望ウジェーン″だ・7ズンのF
ア ン

神の栄光を求めることは自由の源だけではなく心の平和の源でもあります。イエスはその心の

平和を持つていました。もちろん人間であつた彼は当然残酷な死を迎えることを恐れていました。

でもこうい う言葉も言えま した。「わた しは地上から上げられる時、すべての人を自分のもとヘ

引き寄せ よう」、と。平和の うちに生きているからこそそ う言えるのでしょう。

ウジェーンもいろいろな苦 しい試練 を浴びせ られ市民権 さえも失つたけれ ど、やつぱ り神の栄

光を求めていたので心の平和を保つ ことができま した。「神が賛美せ られるのなら私は人から恥

をかかせ られ、無視 され、見捨てられてもよいで しよう。」、 とある司教に書きました。マルセイ

エの司教になつた時にもそれを大きな十字架だと思つていました。でも「これによつて神が賛美

せ られるようになるなら受けます」、「やれることはやつたとすれば神に任せるしかありません。

心の平和を保ちましょう。後は心配要 りません。」 と言 うことができました。

そ して神の栄光を求めることは自我放棄に繋がっています。イエスはその模範です。「父がな

さることは何でも、子 もその通 りにす る」 とイエスは言われたのです。完全な自我放棄です。心

の貧 しい人は幸いであると言つたものがその通 り生きていました。

ウジェーンも神の栄光のためには救い主の永遠の愛を受けなければと分かつていたので、自我

離脱 してその愛によつて満たされたのです。毎 日自分の十字架を背負わなければならないことを

よく分かつていました。そ してオブ レー ト会士にも同 じよ うに要求 していま した。「会士は自分

を忘れ神のみの栄光を探求 しなければならない」、 と1826年 に書きました。
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最後に神の栄光を求めるとい うことは宣教活動への熱意の源です。神を賛美するとい うことは

すべての人を愛 されている神をたたえることです。

イエスは言われた 「わた しが天から降って来たのは、 自分の意志を行な うためではなく、わた

しをお遣わしになつた方の御心を行な うためである。わた しをお遣わしになった方の御心は、私

に与えてくださった人を一人も失わないで、終わ りの 日に復活させることである」、と。

神のみ旨を求める人はますます神 の愛を見つけ黙想する人にな ります。「すべての人の救済」

を望まれる神 と同じように皆の救いのために尽 くします。

それでウジェーンは神の栄光と人の救いを常に結んでいました。つま り人の救いは神の栄光に

つなが ります。だから聖ウジェーンやすべてのオブレー ト会士にとつては神の栄光 とい うのはイ

エス 。キ リス トの愛に応え、神の永遠なる愛を黙想 し、その愛をすべての人々に分ち与えるとこ

ろにあります。

もちろんウジェーンの特徴は貧 しい人々や社会から外 された人々を優先することで した。若き

司祭の時にこうい うふ うに司教に手紙を書きました。「私が唯一待望 していることは貧 しい人々

と子供たちの下に身を尽 くすことです。だから私の最初の戦いは刑務所にあ りました」、と。

貴族の一人であつた彼は他の貴族の人々の非難を受けま

した。それは貧 しい人々の下で働 くことだけではなく、フ

ランスの母国語ではなくその地方の方言プロヴァンス語を

使つていたからです。その精神は、つま り全世界の人々を

ありのままに受け、彼 らに合つた言葉を使 うとい うことは

ウジェーンが創立 した修道会の特徴であ リウジェーンの遺

産の一つ として残つています。
キ リス トと共に父なる神に奉献 された生活を送 リキ リス

トと共に人々の重荷を担 うとい う二つの要素以外にもう一

つの要素が力]え られま した。つま り宣教活動を行な うため

にイエスの弟子たち使徒の足跡を辿 らなければならない と

い うことです。 (次号につづ く)

◆◆◆サマーキャンプ

表紙でも触れましたが、「自然に帰ろう !一 Retum to Nature一 」をテーマに、 8月 12日 (火 )

～ 14日 (木 )、 高知県安芸郡芸西村の憩 ヶ丘 (い こいがおか)運動公園で行います。参加対象

は、小学 5年生以上中学 3年生までの男子・女子ですが、高校生以上は リーダーやヘルパー とし

て参カロできます。申込締め切 りは 7月 下旬です。お知 り合いの青少年にお勧めください。お問い

合わせはブラザー人木まで。

◆◆◆地区ごとの集い

NIAMIの地区ごとの集いを今秋から始めていきたい と思つています。まずはじめとして高知地

区の集いを 10月 25日 (土 )に予定 しています。詳細はまだ未定ですが、決ま り次第お知 らせ

いた します。徐々にこの集いを各地区で開けるよう準備 していきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

◆◆◆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、亡くなった方の命 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 (必 要の際、お知 らせ下 さい。お送 りします。)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。

◆◆◆死亡会員

皆 さんのお知 り合いの中で、亡くなられたMAMI会 員がいらつしゃいました ら、お知 らせ く

ださい。

2003年 7月 20日 現
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