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最終目的地 
－ヘンリ・ナウエン著「放蕩息子」より－ 

ブラザー八木信彦 
 
 四旬節、聖週間、復活祭も過ぎて復活節に入りました。考えてみれば、キリストの受難の後、
十字架上の彼の死で終わりだと失望を感じていたところに、神様は栄光の復活を用意してくださ
いました。もうこれで終わりだと思ったところが終わりではなく、本当の到達点がそのあとに準
備されているという体験を私はよくします。今回は、ルカ福音書の放蕩息子の話をもとに、最終
目的地について記していきたいと思います。 
 皆さんは石鎚山（愛媛県）に登られたことがありますか。私は２０００年の秋、ちょうど紅葉
が美しい頃、ジュード神父さんと二人の修練者（堀内氏、古川氏）と共に登りました。 
 初めのうちは遊歩道も整って難なく登れていたのですが、後半は絶壁に鎖をつたって登らなけ
ればならない箇所があり、それに挑戦していましたが、非常に困難だったので、回り道をして容
易に登れる道を使ってようやく着きました。そこはちょっとした広場があり、トイレや休憩所も
あり、いかにも頂上でした。が、周囲に見渡すと、我々のいる位置よりも少し高度のある山が隣
にあり、それが頂上でした。そこまで距離にして３００メートルくらいでしょうか。ところが、
頂上だと思ったところから本当の頂上までの道のりは非常に険しいものでした。両側が断崖絶壁
で、道幅は数十センチという箇所が１０メートルほど続いていて、先に歩いた人が今にも落ちそ
うになるのを見て、恥ずかしながら怖くてそこをどうしても通れなくなり、他の３人はどうにか
そこを通れたのですが、私はその手前で彼らを待つことにしました。数分後、修練者の一人が迎
えに来て、その危ない１０メートルほどの道を一緒に歩こうと誘ってくれました。それに励まさ
れ勇気が出て、どうにか通過することができ、やっとのことで本当の頂上にたどり着くことがで
きました。この頂上からの眺めは最高で、達成感も加わってとても満足した気分になりました。 
 話は変わりますが、福音記者ルカは放蕩息子の話を非常に簡潔に、当然のことのように語って
いますが、ここで起こっていることが、実は前代未聞の出来事であるということにお気付きでし
ょうか。それは当時のもっとも冒すべからざる伝統を傷つけ侮辱する、徹底的な反逆の行為でし
た。息子（弟）は遺産の分割だけでなく、自分の分け前を自由に処分する権利をも要求していま
す。日本でもそうですが、遺産というものは、通常その持ち主が亡くなってはじめて分割したり
所有したりするものです。この息子の行動は何を意味するかというと『お父さん、私はあなたが
死ぬのを待ち切れません』『お父さん、早く死んでください』ということになります。ですから
弟の家出は、物語を一読してわかる以上に、はるかにずっと無礼な行為でした。 
 この息子は、父の愛を受け容れずに、満足できずに、他に何かいいもの、何か魅力のあるもの
にひかれて家出します。しかし、この父の愛に気付くために、家出による霊的な旅が弟には必要
だったのでしょう。また、兄は外的には家にとどまっていますが、内的には家出しているのです。 
 ずいぶん長い間私は、この弟にとって父の家に帰ることが最終目的だと思っていました。しか
し、帰ってくるという目的以上の目的があるということに気付き始めたのです。 
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 それは、家に出迎え、祝宴を開く父親になるという目的、あんなに侮辱されてもすっかり流し
て忘れてゆるす、そのような父親になるということです。 
 この「放蕩息子」の話を読むとき、弟、あるいは兄を自分と重ね合わせて、自分はどちらだろ
うと振り返ってみます。しかしこの父親と重ね合わせることはまずありません。 
 私たちも神の価値を離れて、神である父の家を出てしまいます。そういう意味で、我々もこの
弟と同じように帰宅途中（途上）にあるのかもしれません。そして父の家に帰ること（神に立ち
返ること）が最終目的だと思っていました。 
 神に立ち返ること（目的）さえなかなか難しいのに、無限のゆるしあふれる寛大な父のように
なること（最終目的）なんてとうてい無理というものです。そうしたくても困難が目に見えて躊
躇してしまいます。ちょうど、石鎚山の頂上（目的地）だと思った所から本当の頂上（最終目的
地）までは険しい道のりで、恐れがあって一歩踏み出せなかったようにです。しかし私は、石鎚
山であの険しい道を一緒に歩いてくれる人がいたので、どうにかそこを通り抜けることができま
した。同じように、誰か一緒に歩んでくれる人がいれば、最終目的のこの寛大なありのままを受
け容れる父親になることも可能ではないでしょうか。その一緒に歩いてくれる人とは、キリスト
であり、聖霊であり、またはマリア様なのかもしれません。 
 あるいは、一度その父のような受容、ゆるし、愛を受けたら、それを周りの人々に自然に実行
したくなるので、最終目的地までそんなに困難なことではないかもしれないのです。 
 父のあとを引き継ぐというのは、お金や財産のことではなく、この父親の寛大な愛、受け容れ
る愛、ゆるす愛を受け継いでいくということです。 
 我々も、父の家に帰ることを通して、神の元に立ち返ることを通して、この父親のようになる
という最終目的に呼ばれています。 
 私は、その後の放蕩息子のことを想像してみました。おそらく彼はまたこの父親の家を出て行
くことでしょう。でも今度は家出ではなく、出会う人々に父の愛を実行するために、父の意志を
受け継いでいくために、そしてその再出発のために。最終目的地をめざしながら…。 
 

マミ会員の皆様                              古川 健一 

 
 御復活祭おめでとうございます。皆様お元気ですか？日本は春ですね。今年の桜はどうでした
か？こちらでは最近雨の日が続いています。日本でいう梅雨の時期に入った感じがします。ロー
マで復活祭の花としてあじさいが使われていますがなるほどと思います。 
 さて、いつものように私の近況として聖週間の一コマを書きたいと思います。聖木曜の日、ミ
サ、夕食をすませた後、イタリア人のブラザーに誘われ散歩に行くことになりました。ただ散歩
するのではなく、教会を訪問するとのことでした。私たちが神学院（家）を出発したのが夜９時、
こんな夜遅くに教会は開いていないだろうと心の中で思っていましたが、それについてはとにか
く黙ってついて行くことにしました。 
 ローマの中心地に行くバスの中で最長老の一人にあたるこのブラザーはいつものようにローマ
の昔の様子をいま映る町の様子と比べながら話してくれました。そして、バスを降り、杖をつく
ブラザーの歩調にあわせ教会の前に来ると夜中いつも閉まっている教会に人々が次々に入ってい
くではありませんか！なるほど中に入ってなぜだかわかりました。神父様達、シスター達、巡礼
の人々など多くの人が聖櫃の前でひざまずき、それぞれの思いで祈っています。聖体礼拝のため
にこの日は特別に教会は夜遅くまで開いているのです。ローマでは聖木曜日、巡礼者が町の教会
を次々に訪問していくという伝統があるようです。 
 イエス様が私たちに模範を示すために愛する弟子達の足を洗われた日、そして最後の晩餐を通
して、聖体の秘蹟を残してくださった記念の日、ゲッセマニの園で苦悩され、弟子の裏切りによ
って祭司長達に引き渡された日、この日私たちは、イエス様がなされ残された多くのことについ
て黙想することができます。 

 このように、ブラザーと一緒に話しながら歩いては、教会で休み、黙
想しました。さて、３つ目の教会で黙想をしていた時だったと思います、
かわいらしい３，４歳ぐらいの女の子が彼女の父親と手をつないではい
ってきました。もちろんこの親子も聖体礼拝するためでした。父親の動
作をまねながら父親の隣でちょこんとひざまずいてしばらくの間、まじ
めな顔で祈っていました。やがて、この女の子は父親を見上げて微笑み
ました。父はその微笑みにやさしい声で「さぁいこうか」と答え、教会
をあとにしました。 

 この親子のほほえましい姿をみて、私は幸せな気持ちになりました。また、イエス様の教えが
なぜ二千年たとうとする今も伝えられ続けているか一つの理由がわかりました。 
 今日、伝えられるよい知らせ福音は、知らせる人の幸せな思い出、愛の（大切な）思い出をも
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とに、思い出とともに伝えられています。それをまた伝える人と幸せの思い出を作りながら伝わ
っていくのです。（聖霊の働きによって） 
 祈っているブラザーの横に座り、この幸せな時間をブラザーと一緒にもてたことに神に感謝し 
でいくか等のテーマで、活発な意見が聞かれました。そしてこのような会合をぜひ年に数回持ち
たいという意見も多く出され、その実現に向けて検討していきたいと思っています。今後、徐々
にこの集いを各地区（名古屋地区、伊丹地区、福岡地区）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。 
 

マミ会員の集い                                    徳島教会 セシリア  澤

口依子 

 
 ２月１４日、春を思わせるうららかな陽気の中、私は教会へ向かいました。オブレート会のマ
ミ会員となって初めての会員のつどいでした。実を言うと、最近はマミからの手紙もあまりの忙
しさにしばらくはそのまま、ということが多かったのですが（ブラザーごめんなさい）、今回は

なぜかすぐ開封し、すぐ出席の返事をしました。 
 結論から言うと、少しは無理はしたけど、行ってよかった、楽し
かった、ということです。よく考えたら、オブレート会には大変お
世話になっていながら、今までどのような活動をされているか、勉
強不足でしら愛顧とが多々ありました。このたび、ブルゴアン神父
様から「共に」という指針のお話がありました。むずかしい点もあ
りましたが、時間をかけて考えながら理解していきたいと思いまし
た。 
 また、昼食を挟んで午後からはブラザー八木のお話でした。修道

志願者の現状や課題などのお話で、今の若者を取り巻く環境がとても厳しい鋳物であることを再
確認しました。社会的な考え方とカトリックの考え方では相容れないところもあり、信仰生活の
難しさといった、つどいの参加者のお話もあり、考えさせる問題が多々あるのだな、戸感じまし
た。一朝市優に解決することはないと思いますが、これからのマミ会員のつどいの中でも分かち
合いをして、少しずつでも良い方向へ、明るい信仰生活へ向かっていけたらいいな、と思います。 
 この集いが定期的に行われること、また修道会でのお仕事や志願者の方たちのことなどをもっ
と知って、オブレート会の支えになれたらうれしいです。 
 最後においしい昼食を段取りしていただいた、オブレート会で日本で唯一のブラザー八木様あ
りがとうございました。マミの会四国大会、全国大会の企画をお待ちしています。 
 

MAMI-2003 年 度 収 支 報 告                                           

ブラザー八木信彦 
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支出内訳 金額 収支内訳 金額 

教育費（ローマ・古川） 977,905 2002年度繰越金 137,014 

サマーキャンプ 

アジア地区神学校寄付 

通信費 

ニュースレター 

地区の集い 

修学院担当者生活費一部 
 

189,862 

500,000 

39,105 

33,600 

20,000 

360,000 
 

会費 

 

 

 

 

 
 

2,146,000 

 

 

 

 

 
 

支出合計 2,120,472 収入合計 2,283,014 

 次年度繰越金 162,542 

 

Immense Hope に つ い て                                          

レモン・ブルゴアン神父 
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 「和」には色々な意味合いがあるかも知れません。「和」を大切にする余り総じて幼児性が抜
け切らないこともあり得るかも知れません。ここで言う「和」はオーケストラのようなもの。つ
まり各楽器などはその個性を保ちながらお互いに支えあい、でも全体が調和のとれたものになり
ます。その時こそそれぞれの個性が活かされ教会や社会は個性を崩さずに却って皆が豊かになり
ます。 
 違う観点から見ると次の方法でも共に歩みます。「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。」 
 事務的に機械的に物事をこなすのではなく、決まり文句で人に返事をするのではなく、実生活
に関係のないものを述べるのではなく、皆さんと本当の対話を持つ事は大事です。相手の話に耳
を傾けるのは第一条件です。人が話している時に他のことを考えたり、返事を準備したりするの
ではなく相手が言葉や仕種や態度で現わしている事を読み取り聞き取るために真剣にその相手に
完全に耳を傾ける事です。その人の本当の心を受け入れてその人のことが分からなければ助ける
事ができません。その人の喜びや苦しみを味わう事が出来なければ宣教師としてキリスト者とし
て失格です。心の触れ合い。叉は先ほど言ったようにこちらから教え込むのではなく相手の良い
点を見つけ、それを引き出して活かす事は大事です。どの人でも良い点があります。そういう美
点を活かす事によってその人が成長します。成長しない人は死んだ人と同じです。私たちの役割
の一部は人が成長できるように助ける事です。そこでもちろん、人を成長させたければ、先ず自
分が成長しようと生きることです。その真しな姿、生きざまが良い教育者の本当の役割です。パ
ウロ６世が「福音宣教」という文献の中で同じようなことを語っています。「現代の人は、教師
の言うことよりも、あかしをする人の言葉を喜んで聞きます。教師の言うことを聞くときは、教
師があかしをする人だからです」と。それこそ本当のリーダーです。その教育者の姿は知恵を育
てる時にそうであれば心を育てる時も同じです。これによって本当に人と共に歩んでいます。ち
なみにオブレート会の創立者ウジェーンは「司祭は説教で信者を養成するのではない。その無意
識に行なっていることによってだ」と。同じような霊性です。そして忘れてはいけないことは司
祭・修道者も皆さんから教わったり、皆さんとの関わりの中で成長したりするのです。一方通行
のことではないのです。 
 次に「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
をじっくりと聴き、喜びや悲しみを分かち合う。」ことは同じことを伝えています。一般の人と
肩を並べることができない、何らかの理由で社会から外されてきた小さな人々と共に歩みたいも
のです。ほったらかすのではなく出会う時に本当の出会いにする事です。それは数秒ではできま
せん。時間をかけなければ出来ない事です。本当に希望を与える姿勢を持つならば自分の好きな
テレビ番組、趣味などを犠牲にしないといけないかも知れません。 
 ここで弟の経験の一つを述べたいと思います。ある日コンビニを出て、急いでいる時のことで
す。車まで歩いている時にホームレスの人が「コーヒーを買うために１ドルください」と弟に願
ったのです。弟は「コーヒーは５０セントなのになんでその倍をお願いしているのですか」と返
事しました。ホームレスの人は答えました。「二杯が要ります。私の一杯とあなたの一杯。」弟
はすぐ分かったのです。孤独だったその人がコーヒーよりも話す相手が欲しかったのです。忙し
いのに一緒に喫茶店へ行ってその人と２時間を過ごしました。弟は殆どしゃべっていないのです。
ただ聞いてあげただけです。その人の満足した顔だけを見ていろいろ学びました。時間をかけて
聞く。（つづく） 
 

お知らせ                          ２００４年４月３０日現在 

 

 ◆◆◆ブラザー八木異動・MAMI 事務局 
 ２００４年４月１日付で、私（Bro.八木）は福岡県古賀市の暁の星幼稚園で勤めることになり
ました。それに伴い MAMI 事務局は、高知から福岡県古賀市に移りました。 

郵便振替番号は変わりませんが、住所・電話 /FAX 番号は表紙をご参照ください。 

  ◆◆◆振込用紙 
 今年度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。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。 

 ◆◆◆支援継続のお願い 
 現在、日本国内では志願者や神学生はいませんが、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）、また海外（特にアジア地区）のオブレート会養成支援、
そしてインドから日本の宣教のため、６月来日予定のイル・アントニーサミー神父様の日本語学
校での語学習得、日本文化・習慣の勉強等のため、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。 

  ◆◆◆召命祈祷週間（５／２１～２９） 
 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、またオ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。 
ました。そして、願いました。「どうかあなたの福音を今も伝え続けているこのブラザーに対し
てあなたが許す限り命を与え続けてください。私達はまだまだ彼の助けが必要ですから…。」 
 ローマは永遠の都といわれています。確かに日本とは違い昔に建てられた建物、教会など変化
していないような感じがします。しかし、ゆっくりですがいつも変化していっています。残念で
すがこれらのものはいつか朽ち果てるでしょう。しかし、イエス様が私たちを愛しつくしたがた
めになされたすべての業は、朽ち果てるどころか伝えられるごとに新しい愛をもって伝えられて
いきます。 
 私たちの家に帰ってきたのが１１時３０分、さすがに杖をついて歩いてこられたブラザーは少
し疲れた様子でしたが、それでも最後は笑いながら、お互い楽しかったうれしかったことなどを
伝え最後に「おやすみなさい」といってそれぞれの部屋にもどりました。 
 さて、マミ会員の皆様もそれぞれひとりひとり、イエス様のことを知ったきっかけがあると思
います。どのような思い出があるのでしょうか？一度、振り返ってみるといいかもしれませんね。
ひょっとすると大切なことを思い出すかもしれませんよ。 
 それでは、引き続きよい復活節をお送りください。 
 

叙階の思い出                                  ジョン・ケニ

・マホニ神父 

 
  叙階を迎える人[ジョンのこと]は、これから大きな一歩を踏むことについ
てもちろん長い間熟考した。この日、この瞬間は自分の夢の内容であり、祈
りの対処であった。この夢とこの祈りは、疑うとき、失望したとき、これか
ら直面するあらゆる問題に対する心配の力になっていた。 
  叙階まで後１０日間。それは叙階前の黙想会。これから来る恵みと十字架や喜びと試練や狂喜
と司祭生活の単調を熟考する時期。自己反省やこれからの祈りの生活を見直す時期。 
  １９５４年５月３０日は素晴らしい日だった。叙階を受けようとする本人と同級生はオブレー
トの神学校の聖堂の門の前に集まった。入祭唱が始まるとき、叙階を授かる皆さんは輝かしく、
白いアルバと帯を着て、先頭に十字架を持って立っている侍者に次いで祭壇の方に向かった。叙
階する人[ジョンのこと]は、祭壇の後ろにぶら下がっている人間の大きさの不思議なメダイを眺
めた。神学校にいる間ずっと毎日そのメダイを見て来た。   
  叙階される人たちは、聖人の連祷が歌われている間床に横たわっていた。連祷は、神と諸聖人
がこの若者たちを見守るように願っている。司会者の合図によって、叙階を受ける人は皆さんか
ら離れて司教の前まで膝まずくために前に進んで行く。膝まずいている間に司教は若者の頭の上
に手を置く。２、３秒このまま按手している。 
  新司祭は立ち、自分の位置に戻る。ここで司祭の祭服を受ける。他の神父は祭服を着るのを助
ける。ジョンの家族が誇りを持って見守っている。もうジョンではなくジョン神父になった。 
  叙階された神父たちは祭壇を囲んで、司教と一緒に合同でミサを捧げる。一緒に「これは私の
体、私の血である」と唱える。もちろん練習の時にこの言葉を繰り返したが、しかし今回は司祭
の権力を持ってパテナの上にあるパンはキリストの体になり、カリスの中のぶどう酒はキリスト
の血になった。  
  聖体拝領のためにジョンの家族や友人は、前の方に進んで祭壇の前に膝まずく。彼らの目の前
にあるジョンの言葉によって聖変化されたホスチアの器を見ている。強烈な感情の瞬間。その瞬
間に特別な交わりが行なわれた。息子であり兄弟であるジョンは、彼らのお父さん（神父）にな
った。次にジョンの兄弟姉妹は前に進んで白いホスチアを受けた時、ジョン神父は自分の目標に
達したと感じた。オブレート会の神父になる希望を果たした。 
  叙階のミサが終わってから、新司祭たちの祝福を受けるために膝まずき台は並んでいた。最初
は両親だった。聖堂で受けていたのにもう一度その感動を味わいたかった。もう一度喜びと誇り
の感情を経験したい。喜びと誇り。息子が神の司祭に選ばれた喜び。汚れなきマリアの献身宣教
会士として、特別な方法で神に奉仕するために選ばれた誇り…。   
 

50 周年を迎えて                                バート
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ラム・N・シルバー神父 

 
 “いと高き者よ、主をほめまつることはよい。”（Ｐｓ９２：10） 
 １９５４年５月３０日、ワシントン DC のオブレート会大学院のチャペルで、１０人の同級生
と共にターカティル司教様の手で叙階式が行われました。 
 その年の６月皆それぞれの司牧の道に進みました。私は幸いに望んでいた日本のミッションが
与えられました。その年の９月１１日貨物船に乗船し横浜港に入港、はや５０年です。叙階の日
まで応援してくれた両親、兄妹、友人、オブレート会の先輩方に感謝いたします。“主に感謝し、
そのみ名を祝せよ”（Ｐｓ９９：4） 
 それから、東京での日本語の勉強を２年、伊丹教会と幼稚園を１年、徳島教会のブレディー神
父様が休暇でアメリカに帰るので、その留守を１年その時に鳴門教会が始まりました。 
 最初の主任司祭と幼稚園園長を私に任命されました。苦難の始まりと言っても過言ではありま
せん。３９年は永かったし、あっという間のようでもありました。 
 阿南に赴任してもうすぐ８年目になります。“主よ、心をあげて、あなたに感謝し、あなたの
不思議をのべ伝えたい。”（Ｐｓ９：2） 
 オブレート会の宣教師精神のもとでこの５０年間私なりに精一杯やってきました。教会と幼稚
園内の仕事、教会外部の活動奉仕。成果はあったかどうか私はわかりませんが、とにかく神様に
おまかせいたしたいと思います。信者と知りあって、みなの喜び、悲しみや体験したことは私の
大きな慰めであり、力となりました。また多くの一般の方たちの友人を得たことは、大きな励み
となりました。 
 ２５年間アメリカでの生活を支援してくださった方に感謝と、５０年の間日本での生活を支え
て下さった方たちに心より感謝しております。そのご恩は決して忘れられません。素晴らしい思
い出は数知れず有ります。言葉では言い表せないほどですが、神と皆様に感謝です。 
 “わたしの舌はあなたの正義を告げ、日夜あなたをたたえるだろう”（Ｐｓ３５：28）との聖
書の言葉をもって。ありがとうございます。 
 

ベ ル ナ ー ル ・ ウ ィ ル ト 修 道 士 の 記 事                                         

    訳：レモン・ブルゴアン神父 

 
 フランス語の先生であり宣教師である。 
 （彼の生徒によればベルナール修道士は完璧なタイ語を話す。しかし３０年間以上バンコクに
ある国立大学でフランス語を教えている。司祭ではない。どうやって宣教師だろうか。） 
 私の目的はフランス語を広げることではない。生活費を得、修道兄弟の食べ物を得るために経
済的に役に立てる。しかし特に私の使命はタイの社会の一部になるための方法である。フランス
語を教えることによって他宗教の人々や異文化の人々と共に歩みながら私の信仰を生かして行
く。 
 教えるだけではなく、学生たちがいろいろ研究できるように指導している。今現在、バンコク
にあるスラム地帯について研究している。国際機関である「ATD 第四世界」はスラムの状態を解
決するための独特のプログラムを作っている。こう言うような研究は多くの時間を費やしている
が有意義で魅力的な次元がある。 
 他に第２０回全世界のスカウトジャンボリーに通訳者として参加するよう依頼された。１１日
間１５０カ国から来た３万もの若者と生活し分かち合うのが忘れられない経験だった。仏教徒、
キリスト教のあらゆる宗派の信徒、回教徒、ユダヤ教徒、ヒンズー教徒などの若者は腕を組んで
活動するのを見て印象深いものだった。 
 宗教というものは宗派を超えて人々を一致させるべきなのに却って各々の宗派の争いによって
破壊された世界への大きな証だ。多くの若者が皮膚の色の違いにも関わらず希望への証だ。 
 タイに於けるオブレート会の会士たちは最近自分の使命について考慮し反省して来た。タイの
教会に何が提供すれば最も役に立つだろうかと。話し合いの結論として他宗教との対話は優先課
題ではないかと決めた。 
 他宗教に対する偏見や軽蔑の時代は過ぎ去ったものだ！今日、正義をもたらす人間的な世界を
作るためには他宗教と一緒に腕を組んで働くよう呼びかけられている。 
 

徳島地区マミの集い                                        ブラザー

八木信彦 
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 去る２月１４日（土）、マミ徳島地区の集いがカトリック徳島教会で行われました。徳島県内
の各教会から２０名の参加があり、午前中はブルゴアン神父のオブレート会の宣教方針について
のお話と分かち合い、午後は私の養成の近況報告の話と分かち合いで集いのひとときを過ごしま
した。また昼食は、教会から徒歩５分の場所にある酒蔵を改装した和風レストランの２階でいた
だきました。昔ながらの趣が残っている酒蔵内の、どことなく懐かしさを感じる雰囲気の中で昼
食と共に親睦をはかり、そして最後は感謝の御ミサで終了しました。 
  分かち合いの中では、日本的な典礼や御ミサについて、また近頃の若者と共にどのように歩ん 

 ◆◆◆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。 
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