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今 日本では、自衛隊をイラクに派遣することが決ま り、いやでも 「戦争」の文字が浮かびあが
ってきます。 日本の歴史において、私たちはいくつかの戦争やそれを通 しての悲惨な出来事を体
験 しました。

歴史を深 く学べば、なぜいまだに世界各地で宗教戦争や民族紛争が続いているのかのすべてが
わかつてくると言われています。

近頃感 じることですが、私たちはあま りにも現在 と過去の出来事を別のものとして考え、その
つなが りを無視 して しまったようです。歴史を学ぶことで、正 しく生きるための方向性 を学ぶ こ
とができます。残念ながら私の学んだ歴史は、年号 と出来事の暗記にとどまって しまいま した。
歴史の研究は、過去 と現在 との関係 を考察する作業で、現在がどうい う時代か知るために過去

を考察するものだそ うで、歴史の研究は過去 と今 との対話でもあります。
実は、同 じことが自分史にも当てはまることに気付いてきま した。 自分の歩んできた過去、歴

史を振 り返 り、今までの自分 自身を眺めてみることで、今の自分 自身が見えてくるようにな りま
す。私は、あま りにも現在起きる出来事 と過去に体験 した出来事を別のものとして考え、そのつ

なが りを無視 して しまったことが、自分を見失 う一因になっていたのかもしれません。 自分 自身
の原点のようなものは 3才 までの幼児期に形成 されるそ うなのです。

そ して実は、同 じことが降誕祭にも大きく関わつているのです。 2000年 前のイエスの誕生
に戻 り、静けさの中で、自分 自身をあの馬小屋の飼い葉桶に寝かされている幼子イエスのそばに
おいてみる一、そこで何を見、何を感 じるでしょう。そこで見たこと感 じたことが、今の私にと
つて、一番大切なことは何か、これか らどのようにキ リス トに従つて歩んでいくべきかを教えて
くれるのでしょう。

キ リス トの生きていた当時 と今の私たちの生きている現在 とをつなげてくれ る出来事…。それ
が降誕祭です。降誕祭はもはや遠い過去の出来事ではなく、現在の私たちに起こっている出来事
です。それは、キ リス トがあの貧 しさの中で誕生 されたように、今 も私たちの弱 さ、至 らなさの

中に生まれてくださるとい うことです。その私たちが、お互いの弱 さ、至 らなさを認め受け容れ
て、互いに大切にし合 うように、今 このとき、愛のメッセージを投げかけてお られます。

主の降誕の場に自分を置き、信仰の原点に触れてみたいものです。なぜなら、降誕祭は、愛の

原点なのですから…。
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主の御降誕祭おめでとうございます。はやいものでもう新しい年に入ろうとしています。私に
とって とくに学校が始まつた 10月 か らはあつとい う間に時が流れた とい う感 じです。マ ミ会員

の皆様はどのような年で したか ?

今、私は大学で霊性神学を学んでいます。幸いにも現在 クラスメー トに恵まれ 日本人の神父様

とシスターがいて、時々、一緒に勉強をしています。

その勉強会の中でシスターが分かち合つてくれた話 しをもとに今回、皆様に分かち合いたい と

思います。
ある町に 5人 の家族が仲良く住んでいま した。ある日、お父 さんの誕生 日の 日がやつてきまし

た。

家族の中で一番小さく幼稚園に通つている男の子は、幼稚園の先生に教えてもらつた詩をお父

さんにプ レゼン トしま した。お父 さんは大変喜んで 「よく覚えたね。」 といいましが、この男の

子は恥ずかしそ うに言いま した。「でも、意味はよくわか らないんだ。」お父 さんは 「私のために

一生懸命に努力 してくれたことが うれ しいんだ。」 といいました。

次に小学校に通 う男の子は少 し得意げにお父 さんのためにプ レゼン トとして話 しをしま した。

お父 さんは 「あ りがとう。」 と言いま した。
3番 目に中学に通 う女の子は 「お父 さんいろいろ考えたのだけれ ど…。」 といつてきれいなバ

ラの花束をプ レゼン トしま した。お父 さんは 「あ りがとう。 このバラの美 しさは私にたいするお

まえの心が現れているよ。」 といつてその花束を大事に受け取 りま した。

最後にお母 さんは子供達一人一人をほほえみながら見渡 し、また同 じまなざしでお父 さんを見

つめました。そのまなざしのなかにはすべてのことを含んでいま した。それは、あ りがとうとい

う感謝の気持ち、一緒にいて幸せ とい うことなどのすべてのことで した。

結局、お父 さんを一番、喜ばせたのはお母 さんで した。

私たちはそれぞれ神様に対 して祈 りを棒げます。子供の頃、わけも分からず唱えていた文語体

の聖母の祈 り、聖書を読むこと、また聖書に書かれた情景を思い浮かべながら黙想する祈 り。祈

りかたはたくさんあります。でも大切なことは祈 りの方法ではあ りません。

心を神様に向けること、神様 と話 しをすること、私だけが話すのではなく、神様の言葉も聞 く

こと、時に言葉す ら必要ではなく、神様がいつ も私のそばにお られるとい うことを感 じその懐で

幸せを感 じること、ちょうどイエス様が静かに祈つてお られたようにです。

シスターが語つてくれた話 しに私はこの物語の最後の行に次の一行を付けカロえたいです。

しか し、この 日はお父 さんにとつてすばらしい一 日にな りました。

私たちがそれぞれのや り方で、実際に祈るとい うこと自体が結局、何 よりも大切なことなんだ

と私は思います。
このように今年 もまたこちらで霊性神学を学べることに神様に感謝 しています。今年 も皆様に

とって実 り多き良い年であ ります ように。それでは 日本で皆 さんにお会いできる日を楽 しみに し

ています。

オブレート癸チ7- ャン∠
Br.人木、 小 山 、野 平野、

今回のサマーキャンプのテ‐マは、"Retum to

Nature"(自 然に帰 ろ う !)で した。 もちろん

大 自然にふれて、 自然か らお恵みを感 じてい

くことで、神 さまの偉大 さや優 しさにふれ る

とい うこともあ りま したが、そのことを通 し

て、"自 然体の 自分、あ りのままの 自分に戻つ

ていく"と い うことも大きなテーマで した。

オブ レー ト会の担 当 している教会 (膳棚、

伊丹、徳 島、鳴門、中島町、古賀、吉塚、南

粕谷)か ら27名 の若者 が集 い、オブ レー ト

会員や シスター方 を含 めると総勢 36名 が参

加 し、8/12～ 14、 高知県芸西村の憩いヶ丘運

動公園で、上記 についての分かち合いや ごミ
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サ 。お祈 りの中にゲームや レクリェーションをお りまぜながら、有意義なひ とときを過 ごしま し

た。
8/13は皆で安芸市郊外にある河原へ行き、大 自然 と親 しみました。数 日前の台風の影響で、川

は増水 してお り、危険なので川で泳 ぐことは出来ませんで したが、散策や釣 り、スケッチなど各

自が思い思いのことをして、自然の恵みを味わいました。普段 自然 と身近にふれあ うことがない

若者は、この優 しさと厳 しさに向き合 うことが出来、また自分 自身 と向き合 う機会になったこと

でしょつ。
本 当に素晴 らしい 3日 間で した。手伝ってくださつた皆 さんや祈 りで支えてくださつた皆 さん

に心から感謝 してお ります。参加 した若者から素晴 らしい感想文を受け取つたので、いろんな年

代の若者に、ここで登場 してもらいます。

伊丹教会 社会人 浦部孝弘

今回も、前回、前々回 と同様に、二 日日からの途中参加で した。 ここに来るまでの道中でまた

毎年のことなのですが、遅れていつてみんなにとけこめるだろ うか ?皆 と楽 しい時間をすごせ る
だろ うか ?と たくさんの不安があ りま した。でも高知に着いた時、その不安はすべて消えうせま
した。何人か初めて出会 う仲間がいたものの、大半のみんなの顔。去年よりも大人になつている

子。久 し振 りに会つてすごく背の高 くなつている子。なんかめっちゃふけた子。今までにも楽 し

く笑い合ったことのある仲間の顔で した。すごく安心 してキャンプに入れま した。
朝食後、川遊び。遊び とはいえ、自分にとつて自然 (体 の自分)を考えるいい機会にな りま し

た。非 日常的な生活の中で、人間関係の難 しさなど日常生活で考えて しま うことをすべて忘れて

みんなと笑い合える。すごいことだなぁと思いま した。社会人にもなって、このキャンプに参カロ
しているのって、そ うい う所にあるのかなぁと…・

今回のキャンプのテニマは～自然に帰ろ う～

自然とは大自然のこと指しているのは間違いないところですが、『 自然体でいられる自分』を
も指 しているん じゃないかなと思います。

『 自然体でいられる自分』このキャンプに来てそ
れを見つけることができて、やつぱ り良かったです。

最後にな りま したが、いつも遅れて しか参加でき
ない俺をあたたかく迎えてくれるみんな !あ りがと

う !

そ して企画か らたず さわっているブラザー人木
や、ブラッ ドリー、ジュー ド、乾、ブルゴアン、マ
ヘルの各神父様、グェン神学生、本当にお疲れ さま
で した。あと、前 日か ら来てキャンプを盛 り上げて

くれた リーダーのみんな、お疲れ さま。
みんな、みんな本当にあ りがとう。お疲れ さま。

また来年元気で会お うねぇ。

徳島教会 大学 1年 小山 節

僕はこのキャンプを通 じて、あ りのままの自分 と自然な姿の自分を見比べま した。僕の中であ

りのままの自分 とは楽 しい時が一番それを出せていると思います。 自然 と触れ合い、分かち合っ

ているととても和めて楽な気持ちにな りま した。 この 18年間、自然を身近に感 じ、それがあた

りまえだと思っていま した。今年の 4月 か ら大阪に住み、自然を身近かに感 じられない生活に変
わ り、久々に自然にふれ合い、あ りのままの自分、自然な姿の自分は何かとい うことを再認識 さ
せ られま した。やっぱ り楽 しい時がこの二つの自分であつたです。「自然に帰る」僕はこのキャ
ンプでそれを達成できたと思います。 これからも、もつといろんなことを考えて来年 もがんば り

たいです。

中島町教会 高校 2年 野村洋輔

よく参加 しているサマーキャンプですが、今年のテーマは『 自然に帰ろ う !』 とい うことで例

年 と違い、自分 自身を見つめ直す とい う非常に難 しいテーマで したが、有意義に時間を過ごす こ

とができました。
まず、最初にグループワークでの嫌いな自分 と自然に圧倒 され、さらけ出 した自然な (あ りの

ままの)姿 とのギャップに気付かされました。そ して自分の知 らなかった自分の一面を知ること
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ができま した。

次に河原での自然の大きさや優 しさについて

感 じることができま した。それは川の水位が増

して泳げなかつたことで自然の大きさを感 じた

り、グループのメンバーが、グループワークな

どでは見せなかった一面を見せていたことで、

自然 の優 しさを感 じとることができたか らで

す。

今回のサマーキャンプでは、ゲームや クイズ

などで初めて司会をや り、説明がわか りにくか

つた りと不十分な点があったか も しれ ませ ん

が、ある程度盛 り上げることができて良かった

と思つています。

『 これからは、恰好をつけず、見栄を張らず、少しずつありのままの自分に近づき、
りに集まつている似たもの同士を感化 して、少 しずつ世界を変えられる人間にな りたし

次は 3泊 4日 の古賀がいいなぁ―。

伊丹教会 中学 3年

今回のキャンプは、「自然に帰 ろ う !」 とい うテ

ーマで、山を歩いた り川に入つて遊んだ り、自然 と

触れ合 う機会が とても多かったです。分かち合いの

話題 も「自分が体験 したことか ら感 じたこと」が と

ても多 く少 し難 しかったです。

その話題の中にあ りのままの自分についての質問

がい くつかあつたのですが、私には、自分のあ りの

ままの姿がよく分か りませんで した。
で も今 日でキャンプも 3日 目をむかえ、「あ りの

ままの 自分」の姿が少 しだけ見てきたように思いま

す。それがどんな姿なのかを説明するのは、す ごく
こり笑 い あ つた り

自分の周

O』

平野 梓

した こ

とで、 自分のあ りのままは、 こんな感 じなん じゃないかな ?と 感 じるこ

私 は人の前で 自分の素直な気持 ちを正直に話 した り、 自然体でい るこ

ど、 このキャンプで 自分はあ りのままでいて良いんだな ぁ… と思い、少

ことができま した。

とができま した。

とが とて も苦手だつたけ

しだけ自分 を好 きになる

南粕谷教会 小学 5年 岩谷 愛

今年は、初めてのキャンプで した。 自然やみんなとふれあい、楽 しいキャンプにできたと思い

ます。みんなが協力すれば何でもできるとい うことがわか りま した。 このキャンプに来てほんと

によかつたと思います。
みんなと仲良くな り、いろんなことに挑戦 し、いろんなことを楽 しく学べだと思います。 うれ

しかったこと、楽 しかつたことなどたくさんあ りま した。須恵町は山が近 くにあるけど、ほとん

どが茶色になっていて緑が少ない山ばか りがあ ります。でも私の家は、きれいなお花や緑色の物

などがたくさんあ ります。
キャンプの中でよかったこと。
。みんなが一生懸命になつて学びたいとい う気持ちがあつたか ら、最後まで残 りたいとい う人

が多かったんだと思いました。
・みんな川で泳ぎたかつたのにがまんをしていたのがす ごいなと思いました。
・家でキャンプで学んだことをいか したいと思 う。

□
10月

″をLX~7ミ の ι]

L

一己
ブ フ 一人木信彦

18日 (上 )、 マ ミ高知地区の集いが芸西村の考える村 (高 知市から東へ車で約 1時間

全体 を通 して、本 当に楽 しかった。
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の研修施設)で行われました。高知県内の各教会か ら20名 の参加があ り、午前中はブルゴアン

神交のオブ レー ト会の宣教方針についてのお話 と静時間、午後は私ブラザー八木の養成の近況報

告の話 と静時間で過 ごし、各々の静時間の後、その話についての分かち合いの場 も持ちま した。

また昼食は、新鮮な山菜や食材 を使 つたおい しい料

理で親睦をはか り、そ して最後は感謝の御 ミサで終

了 しま した。

当 日は快晴に恵まれ、考える村か ら太平洋の隅々

まで見え、静けさの中で 日頃のあわただ しさか ら解

放 され、暖かな 日差 し、温暖な気候の中で素晴 らし

い一 日を過ごす ことができま した。

分かち合いの中で、このような会合をぜひ年に数

回持ちたい とい う意見も出 され、その実現に向けて

検討 していきたい と思つています。次は 2月 14日
(土 )に徳島地区の集いを予定 しています。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。

芸西村の考える村で行われたマ ミの集いは、晴天に恵まれ、景色も空気も良い環境で、素材が

生かされたおい しい昼食を頂いた実 り多い一 日になりました。

二人の子供の母親 として、授けられた子 どもたちが社会の一員 として、他人のために働 くこと

ができるようにと願いなが ら、子育てをしてきま したが、マ ミの集いで、指導 される方の悩みを

伺 うと、親が子 どもを育てる場合 と同様に、たくさんの御苦労があることを知 りました。

松 山市出身で、東京 では修道院付属 の女子学生寮で五年間生活 しま した。

≒ ■ 1-ヨ ‐==   言  :  1- 目白台の ドミニカ ン・ハ ウスで二年間お世話

驀 : 拶塑 |に喜よ男今ラテ雲なえ[肇層倉肝壼き蒼ダ
校言 :  晨奎需菫珀訴 }ァ 艮冒言窒上主二煮てこ↑∠埃ど5

ポ:  熙霰盆言雷曇言藉るう要宏重負と平じ「息i誰冨丁3量贅省寒倉
,な が ら、寮生一人ひ とりに注意深 く目を配 り、

早き上手で、われ われのためによく祈 って くだ

いゝま した。親元 を離れ、 自由に行動 していた

学ヽ時代、祈 りと奉仕 の厳格 な修道女たちの生

:方 には、畏敬 の念 を持 つていま した。私たち

よシスター (マ ドレ)に信頼 を置 き、今 で も感

村の気持 ちでいつぱいです。

ペ
寺「
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==

いつ もは忙 しい し、遠 いか らと出かけ られず

にいま したが、た くさんの人 とお会いできて良

かった と思つてお ります。

前回マ ミニュースレターで皆 さんにお知 らせ した、 日本のオブ レー 卜会のこれか らの宣教見解

(Immensc HOpe)に ついて、もう少 し詳 しく説明 しようと思います。

2年以上前からこの分書の土台づ くりに入 りました。 3人の修道者から色々な課題についてイ

ンプ ッ トされま した。現代教会や現代社会のニーズについてのものもあつた し現代教会の福音宣

教の方針についてのものもありました。有意義なものが多かったです。

第二段階 として 4回 に亘つてそれぞれの地区 (本州、徳島、高知、福岡)こ の上記のインプ ッ

トについてより深 く話 し合いま した。何人かの信徒の意見も聞きました。

最後に今年の総会や総会の後の小委員会で皆 さんに送つた文書を作成 しました。

先ず題名 として 「共に」 と付けま した。 これからの説明を聞いたらその題名のふ さわ しさが分

かるで しよう。

1熙θ/7Sθ 〃 θ/_~つι〕τ
ル ゴア ン神 父
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先ず、「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。」 この文章は私た

ちの根本姿勢を現わ しています。福音全体を読む時イエスが御父によつてこの世に遣わされたこ

とは御存知のとお りです。そ して私たちの間に住みました。特にヨハネ福音の始めにそ うい うふ

うに記 されていますが福音を通 してそれがはつきりしています。 しかも父の愛を示すために来 ら

れま した。十字架はそのしるしです。人々皆一人一人の人間としての価値を示 しました。嫌な人
に出会 う時に本当にその価値があるか と疑 う時もあ りますが、元々その価値がなくてもイエスの

死去によつてその価値を得ています。 これで疑いの余地はないのです。イエスは 「わた しは道で

あ り、真理であ り、命です」 と言つて くれました。その父への道を示すためにも来 られま した。
そこで私たち宣教師やキ リス ト者はその役割を受け継いで同 じように派遣 されています。つま

り愛 と道 を示すために遣わされています。具体的にこの 日本の場で。愛すると言 う事は生き方の

一つです。神か ら来る命です。これが、一番最初の文章の意味です。「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。」のです。

では、具体的にどうやつてその愛をその道を示すべきで しょうか。 日本における私たちの小 さ

なグループは次のような方法でそれを果たすべきではないかと思いこの声明を作成 しま した。
ここで 「愛するとい う生き方」を説明 しないといけません。それは次のことに気をつけないと

落 とし穴に落ちるからです。愛する生き方をしていると思つて実は愛 されたい生き方以外の何 も
のでもない場合が少なくあ りません。無意識でも「愛 されたい」 とい う気持ちは強いです。アシ

ジのフランシスコの平和の祈 りを思い出 します。「愛 されるよりも愛すること」。私たちの反省の

中で次のことに気付いています。現実には修道者が愛 されたい、自分が中心にな りたい、 自分が

大切にされたいと思つて教会をコン トロール しようとしています。 これは愛する生き方ではあ り

ません。
次に 「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」を重ん じ、肩を並ベー緒に同 じ方向に向かつ

て歩んでい く中で、真理を探 してい く。」 と書きま した。修道者 としてお城のように修道院に別

世界のような生活を送るのではなく本当に人々や 自然の中にいて、人々との関わ りにおいて自分
の役割を果たすのです。又、実際に自然 と親 しんで生き生きと生きている姿を誰に見せ ようとも

思わず無心に生きているその姿に人は感化 され得ます。従つて昔の宣教師のように上か ら教え込

むのではなく皆 さんと共に歩みながら真理を探って行 く事です。兄弟姉妹のように関わ り合いや

対話や相談やあらゆる手段を大切に肩を並べるように歩んで行 く事です。現代の教会はそれを望

んでいるし信徒 を子供扱いではなく平等の大人 として歩んで行きたいのです。 もちろんそれぞれ
の役割が違っていても。 これで本当の真理は何であるかは一緒に見つけるで しょう。 これは皆 さ

んと共に歩む方法の一つです。 (つ づ く)

今年の秋か ら日本 と韓国は総本部に直属する委譲地区にな りま した。それに伴い、新 しい管区

長、評議員が任命 されました。

新管区長…アンジェロ・ シアニ神父、新評議員…乾盛夫神父、ジュー ド・ ピリスプッレ神父、

ヴィンチェンゾ 。ボル ド神父 (韓国)です。 10月 4日 (土 )にその就任式が中島町教会で行わ

れ、新 しい管区長、役員の下、新 しい体制がスター トしました。

前管区長のウェンシー・ ラギダオ神父 さん、前評議員のハーン・フランシス神父 さん、ブラザ
ー人木信彦、ご苦労様で した。

里ウジェーン″ド・7ズ 甲
壺

レモ ン・ ブル ゴア ン神 父

自分 も使徒 として呼ばれていることを感 じそ して使徒 と同 じようにイエス 。キ リス トによつて

養成 されるべきだ とよく理解 していま した。そのために使徒が 「我々の最初の師父たち」である

ことを主張 しま した。彼 らを自分の新 しい家族の模範 として一生念頭に置いていました。使徒た

ちは 「良い知 らせ」を宣言するためにイエスにすべてを賭けたことを理解 した上で次のように会

憲会則の序論でこう書きま した。「私たちの主イエス・キ リス トは、世界を回心 させ ようと望ま

れた時に、一体何 をなさったであろ うか。幾人かの使徒 と弟子を選び、彼 らに神への敬虔心を育
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成 し、その霊で彼 らを満た し、こうして訓練が完了した後、主は彼 らを世の征服へ と遣わされた。

かくて、彼 らは急速に世をキリス トの聖なる掟に従わせ ることとなつたのである」。

四つの福音書で気がついたのは、イエスの公生活の最初からご自分の同行者 として使徒たちを

選び神の国の到来を宣言す るために協力者 として送 られたとい うことです。 ウジェーンは使徒た

ちを宣教者つま り熱意に満たされキリス トのような献身を抱かれ父なる神に誠実で貧 しい人々の

ために尽 くした者 として見ていました。
こうい うような使徒的活動のためには熱っぼく自分 自身を神に捧げなければな らないのです。

だか ら中途半端な生活は許 されないとウジェーンは強 く思いま した。 当時の友人 も敵たる者 も同

じようにウジェーンの熱心 さを語 り認めています。聖パ ウロの言葉を自分に言い聞かせていま し

た。つま り「福音を宣べ伝えなければ私の存在は災いだ。… .人 々のために喜んで 自分 自身を仕

え尽 くしたいのだ」、と。
だからイエスがご自分の使徒を養成 したように ウジェァンは自分の新 しい修道共同体を養成 し

ようと務めま した。今のオブ レー ト会会憲の中でその真理を次のように描いています。つま り「イ

π朋早1%よF鷺亀雛ζ纂ネ輝催膳壌ittittE催 :5雌界2撓彰営:懲「
彼らの熱誠を強固にするため、彼

‐
ら―にご自分の霊を遣わし給=う

たJ:・  .
イエスに養成されるということ:は次の二うの要素を含みま―す。|つ ま.り 先ず最初にイエスと共に

いることです。それは祈りの内にそうですし生活全体においてイエスと共に歩むことです。二番

目はイエスによつて送られることが大切ですよ自分勝手にいろいるやるのではなくイエスに送ら

れることです。    1 1 1 = |■ ‐‐ ~■
イエスと共に歩むことは聖書ではよく表れます。「.1. イエスは、ガリ:ラ ヤ湖のほとりを歩い

ておられた時 〔弟子:た ちもつ10レコ1:16)従 って歩み、一生を賭けて歩みで十字架の道を歩むこと
です。イエスに従って歩むことは次の1要素を含みます。「自分の十宇架を担うこと」(マタイ1038)、

喫争偉了負li装経煤艦登」言fFttЯ黎魚Iず涯子をむi群製

“

馳 常に日
の前に置きたいものです。その道‐は愛の道、11死 に至る|ま で愛するという道です。会憲会則の序論
では「これらの司祭は次の事を確信したt熱誠に溢れt無私で、堅固な徳を有する司祭、つまり
一言で言えば使徒的人物」‐でなければならないのだと書:レ てヽあり

'ま
す。|‐

これらの理想を果たすためには奉献ざれた生活において表わすので(結局オブレート会を始め
たわけです。父なる神に完壁に奉献されたイエ不を黙想すればするほど創立者はこの道しかない

と判断しました。    i     ■ 11:

そして最後にウジェーンの霊性のもう■ うの要素はマ リアに対する崇拝です。無原罪聖母の奥

義は 19世紀になつて教会に認められたのですがウジ手―ンが1生 まれた土地エクス・アン・プロ

ヴァンスではもう既に 14世紀から無原罪聖母に対する敬意を表わしていました。そして彼の母

親もマリア信心で有名でした:そ の両方の影響を'も ちろん受
'け ました。

でもウジェーンの敬意はヤ リアは良ぎ母親のように育ててくれる人として表わ します。母なる
マ リアに信頼を表わすように修道会の会士に常に1勧 めてレヽましたま j‐

一方、常に教会の教えに従つてマリアに対する過度な信心を表わさないよう常に注意 していま

した。私たち凡人よりも優れてはいて|も マ リアは決し―て|イ iス よりも優れていません。マリアに

対する本物の信心はイエス 。キリス ト中心でなければな りません:マ リアはどんなに優れていて

も神の被造物です。       ‐ ・■● 1■・  __i  ・
聖母と一緒にi量 ごすことはマ リアが対象ではありません。・イエスが対象です。 しかし聖母マ リ

アを通 して聖母マ リアと共にイエスの奥義を深く理解するこ とができるようになるのです。イエ

スの奥義をマ リアの日で見ることです。イエスの神秘を見出すことができるようにマリアにお願

いすることです。自分の心にイエスについての出来事を納めていたマ リアに、イエスの誕生の時、

ナザ レでの生活の時、イエスのご受難の時、イエスのご復活の時の気持ちや感 じたことを聞かな

ければなりません。
ウジェーンはそ ういうようなマ リアに対する敬意を表わしていました。そ うい うわけで教皇ピ

オ 12世に渡 した 4ページの願書の中に次の文章があります。つまり「この修道会を承認 し汚れ

なきマ リアの献身宣教会とい う名称を与えられるようお願いする次第です J、 と。そ して承認を

受ける 2ケ 月前に教皇に個人的に 30分 ほど会った時に同 じことを願い出ました。その時に教皇

は何も言わなかったけれども2ケ月後修道会の承認 と共に願い通 りその名称を与えてくださいま

した。
まとめますと聖ウジェーンの霊性の要素は救い主としてのイエス 。キリス トに対する愛情、教

会に対する愛情、神の栄光の探求、見棄てられた人々の立場に立つこと、使徒たちの足跡を辿る

こと、マ リアに対する健全な崇拝なのです。私たちも少 しでも同じような心を育てることができ

たら幸いです。 (終わり)
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◆◆◆新しい出発/グェン・タン・プウー

子 どもの頃に受けた心のキズが大人になって 日に見える形 として表れます。それは大人の男性
とは調和できない、無意識に距離をおいて しま う自分がいました。 このオブレー ト会での共同生
活の中での半年間で気付きま した。だから今の状態の自分では修道生活を続けてもこれから先は
悪 くなるだけなので修道生活をやめることを決心 しました。今までぼくのためにお祈 りしてくだ
さった方々、応援 してくださった方々にはもうしわけない気持ちでいっぱいです。

この半年間、大変お世話にな り、あ りが とうございま した。特にブラザー人木をは じめジュー
ド神父様、 レイ神父様には感謝の心でありがとうございま した。神様がブラザーや神父様、シス
ター、皆 さんを通 してぼくを導いてくれま した。全て神様のご計画なのです。これからの道はど
んな出来事がまちうけているかは知 りませんが全て神様のみ心にゆだねます。ありがとうござい
ました。

_◆◆◆グェンのための祈り
上記にもあるように、グェンは、 9月 29日 に実家のある姫路に帰 りました。現在、滞 日ベ ト

ナム人のために通訳の関係に従事 しているようです。 どうか彼のためにお祈 りください。

◆◆◆支援継続のお願い

グェンが新 しい出発をしたことで、 日本では志願者がいなくな りました。が、ローマでは古川
神学生が勉強中であ り、 日本国内の召命活動 (含 サマーキャンプ)、 海外 (特 にアジア地区)の
オブ レー ト会養成支援のため、引き続き皆 さんの物心両面によるご協力をどうぞよろしくお願い
致 します。

◆◆◆地区ごとの集い

前述 しま したが、MAMIの 地区ごとの集いが今秋から始ま りました。まずはじめは高知地区の
集いが去る 10月 18日 (土 )に行われました。次は、徳島地区の集いを 2月 14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。徳島地区の皆 さん、ぜ
ひ皆さんの予定の中に入れておいてください。

◆◆◆安芸教会・海の星幼稚園
ハー神父 さんが病気のためアメ リカに帰国後、土佐神父、シスター青郷が安芸教会、海の星幼

稚園をそれぞれお世話 していただきま したが、このたび、ブル ゴアン神父が安芸教会主任司祭、
海の星幼稚園園長に任命 され、中島町教会のオブレー ト会共同体を住まいのベースとして、 1週
間に数 日間安芸で滞在 しています。

◆◆◆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 らっしゃいま したら、お知 らせ く
ださい。

次回のマ ミニュースレターで、マ ミの会計報告を掲載する予定です。
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