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いってらっしゃい！パパ様 

 

  私たちのパパ様、教皇ヨハネパウロⅡ世が、４月２日お亡くなりになり
ました。 
 パパ様を含め私たち人間は、誕生のとき御父の家からこの世に派遣され、
死と共に、私たちの本来属している（本来の居場所である）御父のもとに
帰っていく…旅立ちます。そこでは、放蕩息子の父親のように、最大限の
「おかえり！」をもって、大きな手を広げて温かく抱きしめてくださる御
父が待っておられる、そんなイメージがあります。同じように、まだこの
世でのお勤めがある私たちも、最大限の「いってらっしゃい！」をもって
パパ様のお帰りをお見送りしたいと思います。 

 パパ様、神様のお勤め、本当にご苦労さまでした。 
 いってらっしゃい！ 神のみ国へ…。 
 
 今、私たちは復活節を過ごしています。復活というと、死んでいたものが生きかえるとか、よ
みがえるという感じがしますが、絶望のどん底にあるものが希望へと満ちあふれるというイメー
ジもあります。 
 ここで、私はヤコブの井戸でキリストに出会ったサマリアの女性になりきり、もし彼女がその
体験手記を書いたらどうなるだろうと、祈りの中で黙想しながら綴ったものを以下に紹介させて
ください。そして、そのことを通して、絶望から希望へという復活のイメージに触れてみたいと
思います。 
 

ブラザー八木信彦 
 

サマリア女性の体験記 

 

 私はヤコブの井戸で、イエス様と出会ったサマリア出身の者です。その時の出会いがあまりに
も印象的・感動的だったので、その様子や状況をどうしても皆さんにお伝えしたくて、このペン
を取っています。 
 私はサマリアで生まれました。物心ついたときから、周りのユダヤ地域で住んでる人とは、違
う人間なんだと、気づき始めました。私はサマリアで生まれたということだけで、一人の人間と
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してではなく、動物以下のひどい扱いを受けていたのです。
ユダヤの人々から、なじられ、悪口を浴びせられ、時には
石を投げられたりすることもありました。毎日そんな惨め
な思いをしながら育ったのです。そういう状況ですから、
大人になっても、いい仕事に就けるはずもなく、貧しくひ
もじい生活をしておりました。そして生きていくために、
どうしても生きのびるために、自分の体を売るしかなかっ
たのです。出会う男からは、まるで品物や道具のように私
の体をもてあそばれました。相手の言うとおりにしないと
殴られたり、蹴られたりもしました。ただまだそれらには
耐えることができました。私が選んだ道ですから。何より
も辛かったのは、私が売春婦をしているということで、同
じサマリアの人々からさえも白い目で、冷たい目で見られ
るのです。毎朝、私が井戸に水をくみに行くと、同じよう
にたくさんの女性がその井戸に集まって会話を楽しんでい
ます。その中に私が入ると、楽しそうな会話が一瞬のうち
に止まり、皆がその井戸を離れてちりぢりに帰って行くのです。まるで私を避けるかのように。
ある時にはつばを吐きかけられたり、完全に無視されたりする時もありました。生活のための水
をくみに行くことも、いつの間にか皆が集まらない昼間を選ぶようになり、一人で水をくむので
した、本当に孤独でした。サマリア出身ということで人々から迫害を受け、売春婦だと言うこと
で同じ地域の人からも拒まれ、私には落ち着ける居場所というものをなくしていました。悲しく
て悲しくて生きる意味を見失っていきました。私は何のために生まれてきたのだろう、私には何
の価値もなく役割もない、誰からも必要とされていない、ただ生きていてもバカにされたり虐げ
られるだけ。生きるために体を売る仕事を選んだのに、こんな状態であれば、いっそのこと死ん
でしまえばどれほど楽だろう、そんな風に考えるようになっていました。 
  そんなある日の昼時でした。いつものように人目を避けて井戸に出かけました。するとその井
戸のかたわらに、見知らぬ男性が座っているのです。私はサマリア出身ですし、ましてや違う地
域の男性などとは、会話するはずもありません。また、この男性からまた差別を受けるのも嫌で
したので、その場から立ち去ろうとしました。その時、彼と目が合ってしまったのです。ところ
がどうでしょう。遠くから私を見つめるそのあたたかいまなざし、少し笑みを浮かべる優しいお
顔、体全体で私を受け入れてくださっているあの雰囲気に、私はのみ込まれるように、引き寄せ
られるかのように、彼のところへ近寄っていったのです。今まで私を見つめる男性の目は、私の
肉体を求める、私を言いなりに動かそうとする獣のようなひとみでしたが、彼の目はそれとは全
く違い、今まで出会ったことのない、本当に穏やかなひとみでした。 
 その彼が私にへりくだって「水を飲ませてください」と頼むのです。私は一瞬どうしたらいい
のか、どう答えたらいいのか、とまどいました。と同時に彼から声にならない声が聞こえてくる
のです。「私が水を飲むために、あなたが必要です。」「あなたは大切な存在。生まれてこなけ
れば良かっただなんて決して思わないで」という声が…。どう表現したらいいかわかりませんが、
今まで感じたことのないいつくしみ、温かさがそこにありました。思わず、「どうして私に頼む
のですか？」と答えてしまいました。そして生ける水についても話されたので、それはどういう
水なのか、あれば欲しいと頼みました。それについて彼は直接返事はされませんでしたが、彼と
お話ししている内に、自ずとその答えが理解できるようになったのです。というのは、たった数
分間の出会いでしたが、その短い時間の中で、どんな背景があろうと私がいかに大切で貴重でか
けがえのない存在、必要とされている存在であるかを、言葉だけではなく、まなざしで、態度で、
仕草で、そして全身全霊で、知らせてくださっていたのです。彼は多くは語りませんでしたが、
この静けさ、落ち着いたたたずまいの中に、言葉にならない言葉で多くの大切なことを語ってい
たのです。 
 私は井戸の水を彼にさし上げましたが、彼からは私に愛のいぶき、まさしく生ける水をくださ
ったのでした。わたしはそれを渇望していたのかもしれません。沙漠をさまよう人が水をほしが
るように。そしてその愛のいぶきの水は、まさに私の心の中に入ると泉のようにあふれ出してく
るのです。 
 この出会いを境に私は変わりました。変えられたという方が正しいでしょう。絶望のどん底に
いた私を希望へと導いてくださいまいした。お話している内に、彼こそキリストと呼ばれるメシ
アだと気付かされていったのです。以前は「私のような貧しい者のところに、神がおいでになる
はずがない」といつも思っていました。でも今は「貧しい者を訪ねて来ださるのは、神以外にい
ない」と確信を持つようになりました。彼と別れた後、出会ったこの男性のことを人々に話さず
にはいられませんでした。 
 私は以前は何度も死を考えましたが、もう、自分の命を絶とうなどと、自分をいたわらない愚



かなことは考えません。神様から生を授かったこの命を、自分の役割や使命のために、かけてい
きたいのです。そして力強く、希望を持って生きていきたいのです。この私が受けた愛のいぶき
の水を、これから私が出会う人々に分け与えるために。そしてその水が彼らの心の中で泉のよう
にあふれ出るために。今はこの使命のために喜びであふれています。 
 この手記を通して、私がヤコブの井戸で出会ったこのイエス様のことを、どうしても皆さんと
分かち合いたかったのです。いいえ、語らずにはいられなかったのです。」 

小さな花壇                         古川 

健一 

 
 名古屋修学院に小さな花壇があります。もう春なの
ですが、季節の遅れから、冬に強いパンジーなど、今
でも元気に咲いています。しかし、それとは別に春に
開花するチューリップは花をつける準備をゆっくりと
しています。私が名古屋に引っ越した同じ時にそれら
の球根、苗を買いましたが、パンジーはきれいな花を
たくさん咲かせ、チューリップはいまだに葉っぱだけ
です。しかもチューリップのいくつかの葉っぱは育ち
が悪く、今は肥料を多めにやり様子を見ています。 
 春を準備しているのはチューリップだけではありません。名前は知りませんが花を咲かすため
に、葉を大きくし、その自分を支える茎をそれにあわせ太く成長させています。 
 なかには葉っぱをかじられているものもあります。しかし、よく見ると、その食べられた葉の
下からは新しい葉が生えようと芽が出ています。いくつかの葉っぱが欠けても、それを今ある葉
っぱをフルに使い春の準備をしています。 
 さて、このように私は、修学院の花壇の手入れをしていたのですが、ふとある歌が浮かんでき
ました。皆さんも一度は聞いたことがあるかも知れませんが、それはスマップの「ひとつだけの
花」という歌でした。 
 私がまだローマにいるころ、日本ではこの歌がはやっていて、そのＣＤを私の弟が持ってきて
くれて何度も何度も聞いていました。 
 ちょうどそのころ私は、大学のレポートに追われていました。ある聖人の霊的著作を選びそれ
を読んで、現代にどのような意味があるのかということがテーマでした。 
 私はテレーズ・マルタン著「幼いイエスの聖テレーズ自叙伝」という本を選びました。それで、
その本を読んでいたのですが、なんとその内容が、「ひとつだけの花」に非常に似ているのです。
むしろ同じと言っていいかもしれません。 

 原稿Ａプロローグに次のように書かれています。「どうして
神のみ名を一度も聞かずに死んでいくかわいそうな人々もいる
のでしょうか？イエス様は、この神秘について教えてください
ました。主は、私の目の前に大自然の本を開かれました。それ
で、主が作られた花はどれもみなそれぞれに美しく、バラの輝
くような美しさも、百合の清らかな白さも、小さいすみれの香
りやひな菊のかわいらしいあどけなさを、そこなうものではな
いと悟りました。」(ドンボスコ社の日本語訳引用) 
 これは、ほんの一部の抜粋ですが、この自叙伝は、現代でも
多くの大切なメッセージを伝えています。 
 この急速に変化して時間に追われている現代にあっても、花
々の美しさをふと立ちどまって見ることを招待しています。花
だけでなく、自然のすべての出来事を見たり、聞いたり、味わ
ったり、触れたり、におったりする時間を持つことの招待です。
そのゆっくりした、しかし確実に変化している自然の背後に神
様の業の一部を見ることができるのです。絶え間ない私たちへ
の神様の愛の働きをそれらの自然を通して見ることができるの
です。 
 自叙伝のＡのプロローグは『小さな白い花の春の物語』とい
う題ではじめられています。文脈からこの『小さな白い花』が
幼いイエスの聖テレーズ自身のことということがわかります。
しかし、『小さな花』は彼女だけの言葉ではありません。歴史

をみるといつの時代にもこれらの花は、美しく、ある時はひっそりと咲いています。 
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名古屋修学院の小さな花壇 

フランボア神父さんと 
ｵﾌﾞﾚｰﾄ会ﾛｰﾏ本部の聖堂で 



 ひまわりのような、大きな花を咲かせて私たちに勇気や希望などを与え続けていたパパ様がな
くなりました。神様から与えられた使命を果たし、今、神様のもとへお帰りになりました。また、
ローマに滞在中、マザーテレサの列福式がありましたがパパ様自身も彼女自身も咲き終わりまし
た。しかし、今では彼らの意思を継ぐ多くの花々がそれぞれの場所で花を咲かしています。 
 しかし、『小さな花』というとき聖人だけを指すのではないと思います。『小さな』という言
葉から私がイメージするのは『子供』という言葉ですが、この『小さな』とは私たちにもあては
まると思います。私たちも神様の子供として、神様からそれぞれ与えられた場所に遣わされてい
ます。私たちの中に聖霊が宿っています。どんな時代にあっても、花は咲き続けます。 
 さて、「ひとつの花」のような歌がはやるということ自体、現代の私たちもキリストの価値を
渇望していることの証明ではないでしょうか？私たちはどのような場所にいても、どんな状態だ
ったとしても特別でたった一つしか存在しないかけがえのない存在です。 
 イエス様が伝えたこの大切な価値をますますこれから私たち一人一人が感じ、神様の助けを頼
りながら、人々に伝えなければならない必要性があると感じます。 
 修学院の小さな花壇を手入れしながらそんなことを思い出したり考えていたりしていました。 
 最後にいつも私たちを支えてくださっているマミの皆様に感謝するとともに皆様のために祈り
ます。また、パパ様の永遠の安息のためにも祈ります。パパ様 26 年間お疲れ様でした。 
 

誓願更新式                         古

川 健一 

 
 今年の 2月 17日オブレート会の祝日（創立記念日）
に私の 4 回目の有期誓願更新式が膳棚教会でありま
した。ローマでは神学生の仲間たちと一緒に更新式
にあずかっていたので緊張することはなかったので
すが当日とても緊張しました。当日は名古屋のオブ
レート会のメンバーとオタワ愛徳修道女会のシスタ
ーの皆様がかけつけ参加して一緒に祝ってください
ました。 
 現在、私は終生誓願に向けて準備をしています。私
自身もそれに向けて神様にお祈りしていますが、当然、皆様のお祈りの助けも必要不可欠です。
どうかオブレート会の召命のため、そして私の終生誓願のためにお祈りください。 
 

日 本 へ 来 て 困 っ た こ と 、 う れ し か っ た こ と                                            

  アントニサミ・イルダヤラジ神父 

 
 わたしはきょねんの８月３１日に日本へきました。
くうこうからぜんだな教会までくるまでともだちとい
っしょにいきました。そのとき、日本語ではなすこと
とかくこととよむことがぜんぜんできませんでしたか
ら、ともだちとえい語ではなしながら、ひるごはんを
たべました。 
 日本人ははしでごはんをたべますが、インド人は手
でたべます。日本へきた時は、はしでたべられません
でした。でも、いまははしでたべられます。はじめて
はしでたべられたとき、とてもうれしかったです。 
 がっこうがはじまるまえに、いっかげつぐらいひま
がありましたから、いろいろなところにいってしゃし
んをたくさんとりました。 
 たとえば、はじめておんせんにともだちといっしょ

にいきました。おふろにはいるまえにふくをぜんぶぬいでロッカーにいれて、ちいさいタオルだ
けもってはいりました。わたしは、「このタオルはちいさいですよ。」とともだちにいいました。
ともだちは「だいじょうぶですよ。」といってはいりました。インドにはおふろがありませんか
らはいるまえはとてもはずかしかったです。でも、おふろにはいったあと、とてもたのしかった
です。 
 いろいろなところにいったとき、かんばんのにほんごがよめなくてこまりました。 
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誓願更新式の日に…膳棚教会で 

日本語学校のクラスメートと 
中央がイル神父 



 にほんごのべんきょうは、むずかしくてたいへんです。わたしはがっこうでひらがなとカタカ
ナとかんじをべんきょうしました｡毎日日本語をべんきょうしていますから、いまはかんばんがす
こしよめます。さいきん、日本人と日本語ですこしはなしていますから、日本語がじょうずにな
りました。これからもたくさんべんきょうしようとおもいます。 
 
※イル神父さん自筆の原稿をそのままタイプしました。これは、学校内での日本語スピーチコン
クールの原稿だそうですが、これをすべて暗記し、当日はジェスチャーを入れながらスラスラと
言えて、見事優勝したそうです。おめでとう！！（Br.八木） 

本 当 の 『 復 活 』 － イ エ ス ・ キ リ ス ト －                                          

      ジェニワルド・オリヴェイラ神父 

 
 今年の聖週間の典礼は、昨年と比べて少し良くできたと思います。それぞ
れの言葉に慣れてきたので、典礼の言葉も目本語で考えることができました。
皆さんご存知と思いますが、新しい言葉を覚えるとき、意味を考えずに発音
だけ覚えるのはとても良いことです。ある言葉はどうしても翻訳できなかっ
たり、すごく覚えにくい言葉もあります。時には自分の言語よりもっと深い
意味があったり、また全然通じない言葉もあります。 
 私にとってその一つは『復活』です。教会では目常的に使う言葉ですが、
ある日旅行会社に行ってチケットを買おうとしたところ、担当の人が「今、
パソコンが消えちゃったので復活するまでちょっと時間がかかります。よろ
しいでしょうか。」と言いました。私はパソコンの復活?を待ちながら、この
言葉がこんなふうに使われるなら、イエス・キリストの復活はそれほど特別
なことではないのか、日本人がキリスト教の信仰を理解できない理由の一つではないのか、そし
て、お葬式の時何度もこの言葉を言いましたが、どんな受けとめ方をされただろうか、いろいろ
な疑問がわいてきました。 
 『復活』の本来の深い意味はどんなイメージを思い浮かべても完全に明らかにはならないと思
います。ラテン語から出来た言語が『復活』という宗教的な言葉です。私がポルトガル語の
『RESSURREIÇÃO』という言葉を使うとき、それは同時にイエスのことを考えます。日本語の翻
訳にキリスト教のいろいろな新しい言葉を使いました。『復活』は本当に信じ、完全な喜び、新
しい命ですから、この言葉こそ本来の意味を理解できるような新しい言葉を作るのは当然のよう
な気がします。できる可能性があるかどうか分からないですが、せめて皆が神秘の深い意味を知
り、体験するように心から祈っています。 
 

Immense Hope について                                        レモン

・ブルゴアン神父 

 
 次に「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。」とあります。 
 教会や修道会と協力をしたい人のことです。宣教活動において様々な形でお互いに協力しあう
事ができます。信徒が自分の役割を探っているうちにある人は教会の手伝いあるいは修道会の手
伝いの形になる可能性があります。それは本人次第です。叉はすべての活動の中で若者に役割を
譲らなければならないでしょう。教会や修道会の将来は彼らの手の中にあります。今から彼らに
役割を譲らないと将来は役割を果たしたくないでしょう。彼らに帰属感を与えなければ「もう良
いや」と言ってもおかしくありません。 
 時々は「自分でやればもっとうまく行くし、より早く終わるでしょう」と思いがちです。今の
時点ではそうかも知れないが全体を見ると帰属感を与える意味で譲るとより良い効果がありそし
て成長して行くでしょう。親が子供をかばうあるいは甘えてしまう事と同じように年輩の信徒は
若い人を邪魔者と見なくてもあまり良い目で見ていません。若者が本当の参加をすることによっ
て仲間入りします。 
 色々な形で協力者を作る事ができますが、声明に書いてあるように「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
よって、その会員はより積極的な役割を担うことになる。」 
 長年祈りと金銭の形で特に神学生の養成のために協力してきて下さいました。でもそれだけで
終わるならばもったいないと思います。マミのメンバーとしてより深くオブレート会員と交わり

お互いの喜びと苦しみを分かち合う事によって親しくなる
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はずです。そしてオブレート会の創立者の精神や霊性に出会うならばより深く交えると思います。
もちろん第一はキリストです。でもキリストに従う方法はいろいろあります。オブレート会の会
員の生き方、活動の仕方、司牧のやり方はいくらか他の修道会と違うと思います。皆素晴らしい
ところがあります。多くの国ではキリストに倣う生き方として創立者のド・マズノ司教の精神を
学び、宣教師と一緒に祈り、活躍し、家族のようにお互い配慮し合っています。日本でもそれは
できるだろうかと思っています。 
 次に「教会での外国人グループ司牧ケアに協力する。」と約束しています。オブレート会が勤
めている司教区の司教に何が一番のニーズかと聞きました。何人か答えてくれました。一つの大
きな課題は外国人グループの司牧ケアのことでした。今、日本の教会は国際化されつつあります。
日本の半分の信者は外国人です。ある司教区では７８％の信徒は外国人です。司教団として目を
つぶれない事です。彼らのケアに責任があります。オブレート会としても目をつぶれない事です。
各司教区でそのケアを提供しなければと思っています。（つづく） 
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支出内訳 金額 収支内訳 金額 

教育費 

 ローマ（一部負担） 

  南山大学 

  日本語学校（一部負担） 

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 

生活費（一部負担） 
 

 

608,813 

340,025 

379,000 

 6,768 

750,000 

 6,250 

36,635 

10,836 

98,443 
 

 

2003年度繰越金 

会費 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

162,542 

2,239,000 

 

 

 

 

 

 

 
 

支出合計 2,236,770 収入合計 2,401,542 

     次年度繰越金 164,772 

  ※サマーキャンプは悪天候のため中止。金額は準備費 
 

お知らせ                    ２００５年４月１５日

現在 

 

 ◆◆◆ブラザー八木異動・MAMI 事務局 
 ２００５年１月中旬に私（Br.八木）は古賀からオブレート会
名古屋修学院に移り、古川神学生はオーストラリアから帰って
きました。現在はシアニ神父、古川神学生、私（Br.八木）の３人で共同生活を営んでいます。古
川神学生は、これから南山大学での卒論完成に向けて準備をしていきます。それに伴い MAMI 事
務局は、福岡県古賀市から名古屋に移りました。郵便局への住所変更の申し出が遅れたため、何
通かの年賀状が送り返されたようで、ご心配ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。 

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・バッジ同封 
 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用でしたらお知らせください。送らせていただきます。またロー
マ本部からたくさんのバッジが送られてきたので、皆さんにお分けします。 

 ◆◆◆福岡地区マミの集い 
  MAMI 福岡地区の集いを６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。福岡地区の皆さん、ぜひ皆さんの予定の中に入れておいてください。 
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  ◆◆◆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。 

 ◆◆◆サマーキャンプ 
 今年もサマーキャンプを８月中に予定しています。昨年は悪天候のため中止になったので、今
年は素晴らしいキャンプになるよう、皆さんのお祈りを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。 
 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。 
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