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「共に」の神様 
－救いの歴史の中で－ 

ブラザー八木信彦 

 
 天地創造の時、神様が自分に似せて創った人間…。でも神様から背いてしまいます。神様
は人間のことをとても心に掛けていましたので、なんとかして救いたいと思っていました。
そこで神様はいくつかの掟を通して人間を救おうと思います。しかしいつの間にか、その掟
は神様に近づくものとしてではなく、人間をがんじがらめに縛り付けるものに変わっていき

ます。 
 また神様はイスラエルの歴史の中で、繰り返し夢に現れたり、預言者という人間の口を借
りながら、それとなく介入しては、自分の考えを伝え、なんとか人間との関わりを持とうと
してきました。しかし人間は、なかなかその声に耳を貸そうとはしませんでした。 

 しかし神様は依然として人間を救いたいと思っていたし、どんなに人間を大切に思い、愛
しているか示したかったのです。そこで神様は決断しました。神様自身が人間となって、人

間の肉体の弱さもそっくり抱えたままで、それでも神様に従うことができる、他者（ひと）
を大切にすることができる、その見本を、本当に示そうと…。 

 それにしても「神が人間になる」、これはいったい何を意味するのでしょう。 
 私はいろんな人の話に耳を傾ける中で、このような訴えをよく耳にしたものです。「どう

せ自分のことなど分かる訳ない。自分の苦しみは自分ひとりのもの。」また病者からは「私
のこの苦しみ、本当に分かってもらえるの。私と同じ病気にならなければ、本当の私の苦し
みは分からない。」要するに「私の苦しみは私ひとりのもの。私と同じ立場にならなければ、

分かるはずがない。」ということです。 
 私たちは同じ者には心を開き、その声を聴くことがたやすくできます。そこでさまざまな

自助組織ができています。アルコール依存になったものが同じ苦しむ人を救う会、犯罪被害
者になったものが犯罪被害者を助ける会、摂食障害（拒食・過食）で悩む人たちの自助グル

ープなどの活動を見ればわかります。彼らの援助には、同じ苦しみを負ったものとして、す
ぐれたカウンセラー以上のものを期待できるのです。 

 ダミアン神父は 33 歳の時、ベルギーからハワイ諸島のハンセン病患者が追いやられていた
島に志願して渡り、患者と共に生活した宣教師です。彼は自分も病気に感染しますが、その
とき、こう喜んで言いました。「私自身がハンセン病になった。これまで以上に人々に近づ
き、絆をもっと深めることができる」。彼はやっとこれで本当に自分は患者と兄弟になれた
と思ったのです。「あなたたち」が「私たち」に代わったからです。こうして 49 歳で亡くな

るまで、彼はハンセン病患者の司祭として働きました。 
 人間が、永遠の同伴者を、喜怒哀楽を共にしてくれる人を必要としていることを、神様は
知っておられた…。自分の悲しみや苦しみを分かち合い、ともに涙を流してくれる母のよう
な同伴者を必要としていることを…。もはや、掟や預言者を通してではなく、共にそばにい
て理解し合える身近な存在を…。 

 そして、神様は私たちのもとにイエス様を送ってくださいます。それでは、その当時の時
代背景や社会はどうだったのでしょう。 

 イエスの生まれたユダの地は、民族と信仰をめぐる対立の中で、たゆまぬ抗争が繰り返さ
れている、そんな絶望の時でした。 



 神との契約である律法には、安息日や沐浴、断食といったユダヤ教徒としての日々の暮ら
しが示されています。この律法は、イエスの生まれた時代、かたくななまでに守られていま

した。その律法を破ったときは、それに応じた罰－死刑の方法までも決められていました。

本来掟は人を守るものですが、逆に人を責める要因にもなり得ます。 
 また、ローマに支配されていたユダヤ人はカネだけに執着し、道徳観が乱れていました。
当時ローマ人に支配されていたユダヤの地では、ローマの圧制から立ち上がるユダヤ人たち
がいました。でも彼らの反乱は、一度たりとも成功することはありませんでした。やがて人
々は希望を失いかけていきます。 

 このように混乱と腐敗に満ちた、荒廃した時代でした。戦争から、律法から、ローマの支
配から救ってくれる救世主が現れることを、誰もが待ち望んでいました。そんな中でイエス
は生まれます。 
 その誕生の様子はどうだったでしょう。宿
を断られ、馬小屋の飼い葉桶という粗末なベ

ッドでイエスは生まれました。イエスは静け
さの中で、目立たないところで、社会の中で
もっとも貧しく見捨てられた場所で誕生しま

した。また天使は当時の下級階層といわれる
羊飼いたちに、救い主の誕生を知らせます。 
 これは、私たちの考えとは全く違った神の子の誕生のイメージです。私たちの感覚では、
大理石を敷き詰めた宮殿の中で、当時の大臣や地位のある役職の方を何人も招き、華々しく

派手に盛大に誕生を祝うでしょう。先日は愛子様の誕生日でしたが、彼女がお生まれになっ
た時、商店街やデパートでは盛大なセールを行い、外国からの大臣や王様からもたくさんの

祝福があり、それはそれはにぎやかで華やかでした。 
 それに引き替え、神の子であるイエスの誕生は、何と静かで地味でしょう。神の子はさら
にまったく無力な赤ちゃんになりました。これは私たちのと正反対の価値観を示しているよ

うに感じます。それは、私たちが目立って、高い地位に就き、お金をたくさんつかんで権力

を持ち、神様のように振る舞うという上昇志向に対し、目立たず、神から人間のレベルへ、
さらに無力なものとして、貧しさの中へ、仕える者となる神様の下降志向です。 

  先ほども触れたように聖書でも天使は羊飼いに

現れて、イエスの誕生を告げたとありますが、も
しかしたら、天使はすべての人々にその知らせを

告げたのですが、上昇志向である人々には、貧し
さの中で誕生する救い主など理解できなかったの

かもしれません。当時、下層の世界にいた羊飼い
は、そのような救い主を待ち望み受け容れたから
こそ、天使のお告げを純粋に理解できたのかもし

れないのです。 

 この下降志向の価値観、つまり、目立たず無力
だけれど、自分を低くして仕えていく…、そのよ
うな姿勢がなければ、真に同伴者となることはで

きないのではないかと思うのです。そこまでして
私たちと共にいてくださる神様なのです。 
 神様が人間という目に見える姿をとって、人間の歴史に直接入り込んで下さり、神様の考
えをはっきりと知ることができるようになりました。そこまでして神様は人間を救おうとし
てくださいました。 

 人間となったイエスは、やがて誘惑に遭い、痛み、泣き、苦しみ、神の子が神に見捨てら
れた感覚をも持ちながらも、それでも神様に従って、神の御心にかなう生活をすることがで
きました。そのことで私たち人間も、神様のように生活していくことができる…、天地創造

の時、神の家を出た私たちが、その真の居場所へ戻ることができる…、その希望が与えられ
たということも言えます。 
 その希望の一歩を踏み出す…、それが主の降誕の日です。神様が私たちの真の同伴者とな
って歩み始められた…、それが主の降誕の日です。だからこそ私たちはこのことを心から感
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羊の番をしながら夜を過ごす羊飼い 



謝し、この日を最大限にお祝いするのです。 
 

今 日 の ク リ ス マ ス                                 

    イルダヤラジ・アントニサミー 

 
 １２月３日、私の叙階式記念日の夕方、シア
ニ神父、ジェン神父と一緒に名古屋市中心部へ
夕食に出かけました。JR 名古屋駅セントラルタ

ワーから、名古屋の色とりどりのネオンのある
きれいな夜景を見ました。明かりは夜にきらめ

き、最近冬の訪れを感じさせる冷たい外気の中で、人々は足早に歩い
ています。ほとんどの日本人は違ったクリスマス感を抱いているよう

です。空気や人々の心の中に特別なエネルギーがあります。カラフル
なライトを灯した大きなクリスマスツリーは、現代の日本人にとってクリスマスとは何なの
かを考えさせられます。彼らにとってクリスマスとは売ったり、買ったり、新しい服を着た
りする時なのでしょう。私のクラスには８つの違った国から１３人の生徒がいます。彼らの

何人かにクリスマスは何かを尋ねてみました。彼らは、みんなが集まって陽気に楽しむ日だ
と教えてくれました。また、新しくていいものが安くこの時期に手に入るから買い物を楽し
むとも言ってました。 
 １２月１０日、YWCA 日本語学院でクリスマスパーティーを開きました。これは、キリス

トの語られた言葉がない最初のクリスマスパーティーに参加したことになります。それは、
すべての先生や生徒たちの娯楽や演芸を含めたパーティーの日でした。しかし私たちはクリ

スマスプレゼントをお互いに交換しました。クリスマスを別の言葉に言い換えるならば、キ
リストのミサ、あるいはキリストの人々と言えるでしょう。キリストの人々とは誰で、キリ

ストがこの世に来た目的は何でしょう。キリストは何を持ってきたのでしょうか。彼はこの
世界に喜びを持ってきました。人々は仕合わせを探しています。人々のそれぞれの行動には

充実や満足、喜びや仕合わせを探しています。それが今日日本人が探しているクリスマスで
す。家族の集いはいつも喜びに満ちた集いです。これは人々が共に集う時で、彼らの生活の
体験を分かち合う時でもあります。 

 １２月２５日、私たちはクリスマスを祝います。それはキリスト者にとって、また全世界
にとっても重要な日です。私たちはキリストの誕生を祝います。人としてこの世に送ってく

ださった素晴らしい贈り物であるキリスト－このことを神に感謝します。私たちは心の中で
特別の喜びと仕合わせを感じ体験します。多くの人々は、クリスマスイブの夕方、クリスマ

スキャロル（ソング）を歌うために近所に出向いていきます。そして多くの人々は、この喜
びの時を神に感謝するために教会に出かけます。それはすべての人々にとって１年の栄光あ

る時です。 
 素晴らしいクリスマスと良き新しい２００５年をお迎えください。 
 

マミ会員の皆様                              古川 健一 

 

 主の御降誕祭おめでとうございます。 
 ローマから帰ってきてあっという間に日本での一ヶ月の休暇が終わり、今は英語の勉強の
ためにオーストラリアの管区長館にいます。オーストラリアで働くことが決まっているポー
ランドのダニエル神父様といっしょに、近くにある英語学校に通っています。オーストラリ
アの管区の神父様方が献身的に私の英語の面倒を見てくださっているので安心して勉強をす

ることができます。 

 また、管区長館の近くにオブレート会の神学院があるのですが、そこで幸運にも韓国のブ

ラザー志願者ピオ・ユンさんと会うことができました。来年の２月からオーストラリアで修
練期に入る予定だそうです。彼のためにも皆様どうかお祈りください。   
 日本と違い、こちらは夏です。夏のクリスマスは私にとって楽しみの一つです。それでは、
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皆様どうかよいクリスマス、年末年始をお迎えください。 
 

マミ伊丹地区の集い                                        ブラザ

ー八木信彦 

 
  MAMI の地区ごとの集いが昨年秋から始まっていま
す。今回は伊丹地区の集いを１０月２３日（土）に開
きました。 

 伊丹教会とその周辺の教会から１５名の参加があ
り、ちょうど２日前にローマから帰国した古川神学生
も参加しました。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

古川神学生のローマでの体験談と日本内の養成の近況
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。 
  今回は、特別に古川神学生も参加したので、彼から

ローマでの詳しい状況や様子がよく伝わってきました。また彼からロザリオの４つの原義の
絵が施されているとてもきれいなカードがローマからのおみやげとして参加者に配られ、皆
さんも大変喜んでいました。 
 また昼食は、伊丹地区マミ会員のお知り合いの仕出し屋さんにお願いし、お弁当が届くの

が遅れましたが、待っている間、会員同士の親睦としてのいい時間を過ごすことができまし
た。待った甲斐があって、色とりどりのカラフルであっさりした日本的なお弁当が運ばれ、

皆さんでおいしくいただきました。 
 そして最後は感謝の御ミサを小聖堂で行い、集いを終了しました。 

  分かち合いの中では、マミの精神や活動を広めていくために、オブレート会員だけに委ね
るのではなく、マミ会員もそのために積極的になろうということ、また教会の高齢化と若者

や召命の減少の現状の中にあっても希望を失わず、神様に信頼することを確認し合いました。 
 今後、この集いを名古屋地区や福岡地区でも開けるよう準備していきたいと思っています。 
 

Immense Hope に つ い て                                         

 レモン・ブルゴアン神父 

 
 次の課題として神との交わりを深めるだけではなく兄弟である他の会員と共にいろいろこな

さなければならないと思います。 

 第一に「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

とができるために、何人かが一つ屋根の下の共住生活の必要性を感じている。」というものです。 
 昔はそれぞれの教会に２〜３人一緒に生活を送りながら活躍していました。召し出しが少なく

なった所為もあるが一人で住む人が多くなりました。そういう生活に慣れ切った人もいる事を認

めながら何人かは昔のような生き方にも深い意義があると感じています。つまり一緒に住みなが

ら色々な使命を果たす事によってお互いの支えや励まし合いができるのです。そしてそれは人々

に対する大きな証しとなるでしょう。皆さんへの奉仕をするために力が必要です。その力はもち

ろん活躍そのものから来ることも必要です。でも共同体からも活躍から得られないものが得られ

るのです。兄弟愛を唱えながらちっともその兄弟愛を示していなければどういう効果があるでし

ょうか。言っているだけで行なっていない事になってしまいがちです。そのために先ず一ケ所で

もそういうような共同体を作ればどうかと考えました。 

 つまり「様々な形の共同体の姿があるにせよ、ゆっくりとくつろいで座り、我々の長所や短所

を認め、日頃の生活を分かち合う雰囲気を自分自身と共同体の中で作ることに時間や努力を惜し

まないことを最優先する。」ということです。 
 上記のことを具体化している段落です。共同体の中の親しみがなければどうやって人々に兄弟

愛を説教の中で訴える事が出来ましょうか。兄弟愛の現れは上記のようなものです。 
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 最後の文章は「霊的な交わりや一致によって、お互いに相談し合い、支え合い、仕え合い、関

心を持ち合う。特に、積極的かつ活気的な方法で行われる自分自身の刷新の過程で、お互いに励

まし合う。このような生活は、召命の道を歩もうとする人々に魅力となる。」はっきりすると思

います。 
 次に考えた次元はどうやって教会のニーズに答えながら教会と共に歩めるでしょうかという

ことです。 
 「第二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。」 
 ご存知のように４０年近く前から教会は信徒に声をかけています。上から下の形の教会はその

時無くなったはずです。洗礼を受けたすべての信徒がキリスト者として教会や社会の中の重大な

独特の役割を持っています。多くの司祭は「あ、良かった私を助けるように教会が信徒に呼び掛

けています！」と考えました。それは大間違いです。信者は皆（司祭も信者ですよ）教会と社会

の中に使命があります。お互いに助け合う事に呼び掛けられています。お互いにですよ。つまり

「司祭」中心の教会から「神の民」中心の教会へ変えるべきです。 
 そしたら皆平等に役割があります。信徒の独特の役割を探究しなければなりません。それは司

祭が指示するものではありません。司祭、修道者は信徒と共に歩んでその役割を見つけるために

助けなければなりません。同伴者です。それに信徒の独特な霊性もあるはずです。それを見つけ

なければなりません。 
 公会議のすぐ後に関東地方の藤沢教会で教会を信徒に任せたのです。見事な成果がありまし

た。生き生きとした教会になり、信徒も増えていきました。司祭はただただ支えただけです。残

念ながらその運動は全国に渡らなかったです。聖霊は信徒の心の中に働いています。この間の「ノ

ア」の中で前田さんのインタービューにこの課題は出てきました。個人の召命の形だったが、そ

れは信徒の個人ですよ。大阪で信徒としての自分の召命を探すために手助ける講座が一杯ありま

す。 

 「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。」ということもあ

ります。 
 特に今の教皇はそこに力を入れています。赤ちゃんとしての信仰ではなく、子供としての信仰

でもなく本当に成熟した大人としての信仰を教皇は望んでいます。もちろん私たち修道者もそれ

を望んでいます。赤ちゃんの場合は、お母さんたちはよく分かると思うが、一々一々スプーンｩ

他の方法で食べ物を柔らかくして口に入れなければなりません。大人は自ら積極的に食べて行き

ます。 

 信仰の成熟のためにもちろん知識も必要ですし、そのために聖書研究会などがあります。でも

それよりも必要なのは救い主キリストとの体験です。弟子だけではなくキリストの友になる事で

す。親しい交わりの中で。それはお互いに自分の体験を分かち合う中で得るものです。キリスト

は皆の心の中にいらっしゃいます。親睦でだけではなく深いところで心と心の触れ合いによって

相手にいるキリストと出会い、自分の心の中にいるキリストと出会います。 
 新しいカテケージス（昔で言う要理ですが昔は知識を沢山教えていました。神の存在を証明す

ることからイエスの奇跡の証明までつまり頭の知識が狙いでしたが今のカテケージスはどちら

かと言うと毎日の生活の中のイエスとの出会いを強調し人の心を養うことを狙っています）その

カテケージスを通じて成熟した信仰を養おうとしている教会と私たち修道者は協力する約束を

しています。 
 

お知らせ                        ２００４年１２月１５日現在 

 

 ◆◆◆古川神学生 

 前記したように、オーストラリアで英語習得のために励んでいます。オーストラリアから
帰国（１月１５日）後、南山大学での最終的な論文作成のための作業に入ります。しばらく
閉じていた名古屋修学院を１月中旬に再度開き、そこで管区長（シアニ神父）、私（ブラザ

ー八木）、古川神学生の共同生活が新たに始まります。 
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 ◆◆◆MAMI 事務局住所変更のお知らせ 

 上記に伴い、１月中旬よりマミの事務局も福岡県古賀市から再び名古屋に戻ります。 

郵便振替番号は変わりませんが、住所は以下の通りです。 
468-0014 名古屋市天白区中平 2-2627 オブレート会修学院 

電話、ファックス番号は後ほどお知らせします。 

 ◆◆◆ハー神父様 

 長い間のアメリカでの静養生活を終えて、ハー神父様が日本に帰ってきました。しばらく
の間、伊丹教会にて、その静養生活を続ける予定です。 

 ◆◆◆支援継続のお願い 

 日本国内の神学生養成や召命活動（含サマーキャンプ）、そしてイル・アントニーサミー
神父様の日本での生活、日本語学校での語学習得、日本文化・習慣の勉強等、また海外（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。 

 ◆◆◆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。 
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