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旧約聖書の神さま 
ブラザー八木信彦 

 
 以前から私は、旧約聖書の神さまは罰と裁きの神で、新約聖書の神さまはいつくしみ深い愛の
神のイメージがずっとありました。しかし旧約聖書と新約聖書の神は、同じアッバと呼ばれる父
なる神のはずです。もしかしたら、最初（旧約時代）から愛の神であったのに、人間が裁きの神
というレッテルを貼ってしまったのではないかとさえ感じるのです。 
 特に旧約聖書は掟専門書みたいで日本人にはピンときません。が、旧約・新約の約は契約の約
で、契約と掟を避けて通ることはできません。もともと遊牧生活を送る部族社会では契約が重要
でした。家畜を預ける、商売する、結婚する、すべてが契約です。定住していないので、契約で
相手との信頼関係を確実にしておかないと安心できません。１２部族の団結のように強国に対抗
するため、小国の弱さを知り認めて神を中心に一つの共同体を作りました。バラバラをつなぐと
いうか、つなぐものとしての契約であったように思います。それでは、どうして神と人とは契約
を結ぶ必要があったのでしょうか。 

 そこで、天地創造から旧約聖書に登場する物語を通して黙想してみまし
た。すると、神と人との絆、関係、つながり、距離について思い当たる出
来事が浮かんできたのです。それは、アダムとイブの楽園追放（原罪と呼
ばれるもの）の出来事です。 
 アダムとイブが神さまから離れた時の神のショックはいかがなものだっ
たでしょう。一生懸命手塩にかけて育てた（創造した）子どもに裏切られ
るのです。「これだけ愛しているのになぜ離れてしまうのか」という悲し
みの叫びが聞こえてくるようです。結局、アダムとイブは、本来の父の家
から家出してしまいました。放蕩息子の父親を思い出します。愛する者と
離れる寂しさ…、これほどの悲しみを神さまは二度と味わいたくはなかっ
たでしょう。 

 天地創造当時、神と人間は深い信頼関係の絆で結ばれていました。一度たりとも疑うことはあ
りませんでした。しかし蛇のそそのかしによってイブは神に対して疑いの心を持ち始めます。「神
はこれまでわたしたちに嘘をついていたのではないか。」「神は自分たちを完全に愛していない
のではないか。」…。 
 そして自分で善悪を判断し、神への従順から逃走し、神への依存を拒否します。人間は神との
これまでの絆を自ら破壊し、神に属する権能を手に入れ、神と同等になれるという妄想を描き、
被造物であることを忘れます。人間の傲慢さの芽生えでした。 
 かつては裸でいることは恥ずかしいことではなく、そのように自分の存在の形を恥じるという
感情などもありませんでした。神が造った形、そのままの私を恥じる…、これは神の愛から離れ
てしまった結果でした。 
 アダムとイブの行為は、神との愛に満ちた信頼の交わりを絶つ引き金となり、神と人間の距離
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をあけてしまいます。またそれだけではなく人間同士の間にも分裂を生じさせます。アダムとイ
ブが連帯責任を逃れようとしていることから、互いに一つとなれなくなるのです。 
 しかし神は、人間をのろわずに蛇に象徴される悪だけをのろいます。人間には生きる苦しみを
増加させて与えたものの、のろいも罰をも与えていません。 
 契約は、本来つながりを復帰させるもの、つながりを継続させるものでもあります。神さまは
人間と関わりたくてつながっていたくて仕方がない…、神さまは人間を自らとの交わりの生活に
導こうと欲しています。これが救いの教えの根本的理念であり、契約という思想も、それを表現
するものです。このように神と人との間に、契約が繰り返し結ばれ、その内容が律法と呼ばれる
掟でした。 
 掟とは縛りつけるものではなく、本来は神から離れないようにするもの、難しいことをつない
でいくもので、神の愛からきます。その代表的な十戒は、神は人間がこれから神に対して、また
他人に対してどう生きるべきかを教えます。 
 禁止命令が多く並んでいるような印象を受けますが、それは日本語に訳したものだからです。
原文のヘブライ語は、事実を認定するニュアンスを含んだものです。だから、戒めの第一にその
ニュアンスを含めると、次のような感じになります。「おまえは私以外の何ものをも神とはしな
いし、そうするはずはない」さらに言うなら、「自分以外のものを神としてあがめる可能性があ
るかもしれないけれど、おまえはきっとそういうことはしないと信じているよ」という言い方な
のです。戒めの第六はこうなります。「おまえは殺人を犯したりはしないだろう。そんなことを
するはずがない」 
 これらの言い方は裁判官からの禁止命令とは全く異なるもので、愛と信頼といたわりがこめら
れています。それは親が子に対する言い方であり、言葉の抱擁でもあります。神からの掟という
のは、命令や強制ではなく、私たちとの愛や信頼関係を土台に制定されました。「主よ、信じま
す」と私たちは言いますが、神も私たちを信じているのです。一方通行ではなくお互いに信じ合
っている関係なのです。 
 自然災害や町や人を滅ぼすようなこと、また困難や苦痛もいっぱい旧約聖書に登場しますが、
神からの罰ではありません。それらは、神との愛ある関係、親密さからいよいよ遠ざかってしま
ったという結果、根源的な悲しみです。罰のように感じられるものは罰そのものではなく、絶対
の愛から離れてしまったことの悲しみ、あるいは神から人間が離れていること、または人間の傲
慢さに気付かせる出来事かもしれません。 
 人間はしばしば神から離れ、そこで預言者が現れ、人びとに契約の元である掟を守るよう、神
にたち帰るよう、警告する仕組みになっています。離れ、近づき、また離れるの繰り返しが人間
の歩んできた歴史でした。「救い」は、神との親しい関係への復帰であり、神による保護のうち
に戻ることです。このように旧約聖書の壮大な人間の歴史も、自分が今まで歩んできたちっぽけ
な歴史も、神から離れ近づきまた離れるの繰り返しはまったく同じだなと感じます。 
 神さまは私たちと関わりたくて仕方がありません。弱いから支援が必要、誤るから導きが必要、
欠陥があるから補いが必要です。人間が弱く、誤りや欠陥があるのはそのためかもしれません。 
 以上のことから、神から二度と離れることがないように、神との絆をより深めるために私たち
人間と契約が結ばれたのではないかと思うのです。そしてこのことが、最初（旧約時代）から愛
を貫く神であることの証になるのではと強く感じるのです。 
 

終生誓願前の一言                               古川 健一 

 
  早いもので私がローマから帰ってきてから、一年になろうとしています。
そして、終生誓願式（10 月 5 日 高知中島町教会）の日が刻々と迫ってき
ています。 
 一年と数ヶ月前、まだ私がローマにいるころ当時の院長だったパウロ神
父様から「健一は終生誓願を今年、立てますか？」と問われました。 
 しかし、自分がまだ準備不足だということを感じていたということ、何
よりも自分自身に自信がなかったことから「立てません」と答えたのを覚
えています。 
 そして、現在、完璧に終生誓願を立てる準備ができましたか？と問われると、力強く「はい」
とはいえない私がいます。なぜなら自分の欠点を見てしまう傾向が私にはあるからです。確かに
ローマにいたころと比べ自分が成長した事はあります。しかし、今も私はいくつかの欠点があり、
相変わらず変わっていない事もあるのです。 
 自分が成長した事、もしくは、変わったという事を振り返ってみました。何がきっかけで自分
を変えることができたのだろうか考えた時、一つは自分の努力といえるかもしれません。しかし、
その変わろう、成長しようとする自分を励まし、支えてくださった人がいたから変わることがで
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きたのです。幸いにも神様は私を支えてくださる方々を周りにたくさん遣わしてくださったので
す。 
 また、自分の努力だと思うことも実は自分だけの力ではなく、変われるきっかけの出来事や体
験があったということに気づきました。 
 私のそばにいる方々との出会い体験を通して、その方々の行動や言葉をみたり聴いたりするこ
とによりいろいろなことを学びながら徐々に変わってきたのです。 
  このことから私が達した結論があります。わたしが変わった成長したというよりも、神様が私
を変えてくださったというほうが正しいのではないかということです。 
 それで今、私が終生誓願を前に言えることは次のことです。完璧ではない私がいる。そのこと
を知りつくしてもなお私をこの上なく愛してくださる神様がおられる。その神様に私はゆだねる
準備ができたということ、必要なら神様は私を変えてくださるでしょう。 
  もう一つ、確信をもっていえることがあります。これからも、そして特に終生誓願を迎えよう
とするこの時期、私にとって皆様の支え、特に祈りによる支えが必要です。 
 これからもどうぞよろしくお願いします。それでは感謝と祈りのうちに。 
 

ﾄ ﾞ ﾐ ﾆ ｺ 古 川 健 一 終 生 誓 願 式                           

          八木 信彦 

 
 長い養成期間を経て、いよいよ古川神学生が終生誓願式を迎えることとなりまし
た。これは私たちオブレート会員にとっても、マミ会員の皆さんにとっても、本当
に喜ばしいことです。終生誓願とは、宣立者がオブレート会員として、清貧（物へ
の執着の放棄）、貞潔（人への執着の放棄）、従順（自分の意志の執着の放棄）堅
忍（前記の３つの誓いを守り通す固い決意）を終生誓うことを公の場で宣言する式
です。誓願式は、１０月５日（彼の誕生日でもあります）正午（お昼１２時）、カ
トリック中島町教会で行われます。参加される方は、主任神父さんまでその旨をお
伝えください。オブレート会が担当していない教会の方は、名古屋の修学院へお知
らせください。 
 

一年が過ぎました！                                       アントニサミ

・イルダヤラジ神父&八木 

 
 昨年の８月３０日に日本に来てから一年が過ぎました。振り返ってみるととてもいい一年間だ
ったと思います。 
 この一年間で大部日本語がしゃべれるようになったこと、上達したことは自分でも驚いていま
す。簡単な日常会話ならできるようになりました。はじめの半年と後の半年とではずいぶん違う
と思います。会話や文法も慣れてきて、今では、説教以外は御ミサもほとんど日本語でできるよ

うになりました。が、漢字だけは今でも大変です。 
 日本語学校のクラスメートの友人が日本人で、その家庭を訪問したり、
その家族の人びとと日本語でひとときを過ごします。またお母さん代わり
としてボランティアで日本語学校に来ている人びとから生きた日本語を学
んだり、温泉に行ってそこへ来ている人と裸同志で日本語で会話を楽しん
だりもします。このように初対面の人と話す機会も増えてきました。 
 食事も、なすび以外の野菜は大丈夫です。冷たい食べ物も飲み物もダメ
なので、氷の入った飲み物や、冷やしソーメンは苦手です。あたたかい食
べ物は好きで、ラーメンはいいけど、うどんはあまり好きではありません。
それらの物を食べれるようになるにはまだまだ時間がかかりそうです。 

 日本の文化や雰囲気も気に入っています。インドと違った着物や踊り、お祝いがあり、その違
いがとても好きです。今年の夏は徳島で阿波踊りを見学し、楽しみました。レクリェーションも
温泉やカラオケ、スナック等があり、いろんな種類の楽しみ方があっておもしろいし、レストラ
ンもたくさんあって、様々な食べ物が食べられます。街もとてもきれいで清潔です。 
 ただ、日本での生活はいいことばかりでもありません。台風や地震も初めはとても怖かったで
す。季節も四つ全部体験しました。気温の変化についていくのは困難で特に冬は苦労しました。
鼻水やくしゃみがいっぱい出てホントに大変でした。 
 今年の二月頃、スキーで足をケガした時、松葉杖で歩いていました。インドでは病気やケガの
時、いっぱい人が訪ねて来てくれました。でも日本ではときどき寂しさを感じ、ホームシックに



なったこともあります。また地下鉄に乗っていると、ある老人が私を見るや否や私を避けるよう
に席を移動されたこともありました。けれども日本人は基本的に親切で礼儀正しいと思います。 
 マタイ 10:40-42 に「あなたがたを受け入れる人は、わたしを受け入れ、わたしを受け入れる人
は、わたしを遣わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は、預言
者と同じ報いを受け、正しい者を正しい者として受け入れる人は、正しい者と同じ報いを受ける。
はっきり言っておく。わたしの弟子だという理由で、この小さな者の一人に、冷たい水一杯でも
飲ませてくれる人は、必ずその報いを受ける。」とあります。 
 同じような方法で、マミの皆さんはお金や日々の祈り、寛大さをもって分かち合ってくださり、
私たちをよりよい方法で支えてくださっていると思います。皆さんをまだあまりよく知りません
が、心から感謝しています。これからもどうぞよろしくお願いします。 
 

オ ブ レ ー ト 会 サ マ ー キ ャ ン プ                               

         八木 信彦 

 
 ８月１７日～１９日、福岡県田川郡赤村の自然学
習村「源じいの森」で、「探しなさい。そうすれば
見つかる…」（ルカ 11;9）というテーマのもと、 '

０５オブレート会サマーキャンプが行われました。 
 今回は初めての試みとして、飯ごう炊さんで食事
を作り、テントにて宿泊をするというキャンプとし
ては基本的な形をとりました。参加者は、名古屋、
伊丹、四国、福岡県から、小学１年生から大人（シ
スター、オブレート会員含む）まで最多で２８名、最少で２０名（日により増減があった）と、
例年より少なめでしたが、その分、様々な年齢層からの参加もあって、とても家族的な雰囲気で
した。 
 ジェン神父様が宝さがしというゲームを用意してくださり、１日目は隠されてあった宝箱から
聖書の箇所が書いた紙を見つけ、宝はお金や貴重品ではなく、心や愛であることに気付かされ、
２日目は、隠されてあった宝箱から参加者一人一人に宛てられた親からの手紙を見つけました。
このことは、参加者には知らされておらず、思わぬ突然の親からの手紙に涙ぐむ青少年もいまし
た。大切なものを彼らは見つけたようです…。 
 その他に、川遊びやバレーボール、トランプで楽しみ、祈りや御ミサを大切にし、みんなでご
飯やテントを作った和やかなキャンプでした。 
 祈りでこのキャンプを支えてくださった皆様に心から感謝申し上げます。 
 

サ マ ー キ ャ ン プ に 参 加 し て                                 

      井元 暁、柳 晴佳 

 
 「探しなさい。そうすれば見つかる…」（ルカ 11;9）というテーマは今の社会
への問いかけのような気がした。平和という言葉はどこにあるのかわからない時
代、人々は平和を探しているのかなと思う。私はこのキャンプで多くのことを学
んだ。中でも“家族の大切さ”が大きい。家族は空気みたいなもので、なくては
ならないけど大切さは忘れている。私はこのことを見つけることができたのがこ
のキャンプの一番の思い出になった。 

古賀教会 高１ 井元 暁 
 
 私は８月１７日に初めてみんなに会って、そしてゲームや宝探しをとおしてみ
んなと仲良くなれて、私は赤班になり、その班の友だちともっともっといろんな
ことをしてきずなをふかめていき、だれとでもふつうに話せるようになり、とて
もうれしい一日をすごし、その日の夜はいろんなことを話しながらねて、次の日
の朝はまた宝探しをやり、つぼを見つけ、その中にはお母さんからのじーんとく
る手紙が入っていて、とても切なくなりました。その日はバレーボールがあって、
とってもとっても楽しかったです。川遊びでは、お兄ちゃんたちがいっしょに遊

んでくれて、とてもひやけをしてしまいましたけど、とても楽しかったです。最後の日、私はわ
かれることになるので、とても寂しくなると思いましたが、またらいねんも出たいと思います。 

南粕谷教会 小６ 柳 晴佳 
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バングラデシュ滞在写真                     

                 八木 信彦 

 
 ４月２９日～５月８日、バングラデシュに行ってきました。目的は①バングラデシュのオブレ
ート会養成（司祭・修道者を育てる）チームのメンバーそして神学生の訪問・分かち合い、②バ
ングラデシュ人オブレート会司祭ビジョイ神父様（今は司教様）の司教叙階式に参加、③オブレ
ート会が行っている極地での宣教活動見学、この３つでした。 
 

シアニ神父叙階 40周年                                     アン

ジェロ・シアニ神父＆八木 

 
 私は、オブレート会の経営する高校に通っていた時、とてもオブレート会
が気に入り、宣教師へのあこがれを強くしていきました。そしてオブレート
会入会後、乾神父様、山崎神父様と出会い、日本への宣教の意志をさらに強
くし、現在に至っています。司祭としての４０年間をとても満足しています。 
 去る６月６日には、アメリカボストン郊外で、叙階４０周年と５０周年を
迎えた司祭たちが集い、お祝いをしました。９０人ほどが集まり、とても家
族的で、同級生に久しぶりに会い、素晴らしいひとときを過ごすことができ
ました。 

 これまでの皆さんの力強い支えに感謝すると共に、これからも皆さんのお祈りや応援をよろし
くお願いします。 
 

フ ェ デ リ コ ・ ラ バ グ レ イ 神 父 様 来 日                         

                     八木 信彦 

 
 アジア・オセアニア地区担当のオブレート会本部評議員であるフェデリコ・ラ
バグレイ（通称ピディン）神父様が８月１９日に来日し２８日まで滞在しました。 
 伊丹、徳島、高知、福岡、そして名古屋のそれぞれの地区を訪問し、そこで日
本地区のオブレート会員全員と出会い、ひとときを楽しみました。名古屋訪問の
際に、長島温泉にお連れし、そこで初めて温泉と公共の場での「全裸」を体験さ
れました。彼曰く「恥ずかしかったけど、自然体も悪くないね。温泉もとても気
持ちが良く、リフレッシュできた！」 
 

マミ福岡地区の集い                                         八木 信彦 

 
 去る６月２５日（土）、カトリック古賀教会でマミ福岡地区の集いが開かれました。古賀教会、
光ヶ丘教会、老司教会から１９名の参加がありました。午前中は、ブルゴアン神父様から、オブ
レート会日本地区の声明書「共に」の説明があり、その後お話についての分かち合いをし、午後
は私から養成担当者としての喜びや困難・失敗談等を分かち合い、海外特に訪問したバングラデ
シュの養成の状況などを写真を使って紹介しました。 
 特に、オブレート会員とマミ会員がそれこそ「共に」分かち合いができたことは素晴らしく、
これからもこのような分かち合いの場が増え、そこにたくさんの神父様も参加していただきたい
という意見が強かったように感じます。社会の現実に流されている状態で、一人では神の価値で
生きることはとても困難だから、そのような分かち合いの場を通して共感し、知識よりも神の恵
みや信じる喜びを共有したいという意見も出ました。そして何よりも声明書の「共に」を実らせ
てほしいということでした。 
 最後に皆で参加した御ミサの中でも福音朗読のあと、ブルゴアン神父様から分かち合いを上手
に誘導され、その場でも深い分かち合いが継続され、とてもいい雰囲気のうちにマミ福岡地区の

集いは終了しました。 
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小神学生と 大神学生と 極地の子供達 司教叙階式後パーティー 
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 最後にオブレート会と社会の課題に移ります。社会と共に歩まなければならないわけです。 
 書いてあるように「我々は、時のしるしを読み取り、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。」 
 教会の信徒だけではなく私たちは宣教会として社会の方にも目を注がなければならないので
す。色々な社会問題は政治経済を見なければならないかも知れないが私たちは時のしるしを読む
事によって少なくとも預言者のような役割が与えられているのです。その時のしるしは人々の叫
び声に耳を傾ける事によってです。新聞、テレビなどによってその声を聞く事ができます。海外
のものもありますが国内のものもあります。マザー・テレサは常に「先ず自分の周りを見て下さ
い」と言っていました。その通りです。全世界の基盤で見るが地域で活躍するのです。 
 先ず大きな問題は「効率主義の社会の価値観の中で、神の似姿としての自分の尊厳を見失った
人々に、キリストの愛を実現することに呼ばれている。」ということです。その効率主義のため
に、将来会社中心の人を養う学校の選び方も決められます。いかに多くの人、家庭、労働者など
が非人間的な立場に置かれているか言うまでもありません。自分の家庭、近所などを見れば分か
るでしょう。多くの精神病でさえそこから来ています。人間と言うものを忘れて経済だけが大事
になってしまったのです。価値観の見直しが必要です。キリスト者としてどこに自分の配慮、注
目が行くべきでしょうか。 
 先ず、他の所で探す前に「今オブレート会で行っ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。」ことに注目したい
のです。そう言う人のために何かやると言うよりも彼らの許に彼らと共に歩む事です。共感のこ
とです。もう既に働いている場から始めようと思っています。 
 そして教会の中でだけではなく「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
る若者を大事にしよう。」と考えています。今の社会から大人もそうですが特に若者が希望を失
っています。職業を見つけにくい事などから来る社会の圧力は大きいです。社会全体に希望を与
えたいが少なくとも将来を担う若者に目を注ぎたいものです。 
 はじめに題名は「共に」だと言いました。もうお分かりでしょう。神と共に、修道会の兄弟と
共に、教会と共に、社会と共に歩みたいのです。でもそれは私たち修道者の反省によって「共に」
という次元を忘れかけているからそれを強調しています。もちろん円満な人は人から離れ一人に
なって動物や植物に触れる時、あるいは芸術に楽しむ時間、黙想する時間があって神と出会え、
一人が楽しくなるのです。すると人とも穏やかに関れるものです。両方の次元があってバランス
を取れるのです。今は「共に」の次元は欠けているのでそれを強調してきました。 
 このプログラムのテーマは「偉大なる希望」です。つまりすべての人と神から来るイエスから
来る希望を分かち合いたい、その癒しの希望を共有したいのです。（終わり） 
 

お知らせ                    ２００５年９月１５日現在 

 

 ◆◆◆カトリック古賀教会創立５０周年 
 去る５月５日好天に恵まれ、松永司教様の司式のもと、古賀教会創立５０周年記念式典が大勢
の参列者と共に盛大に行われました。２５年ぶりに復活した平和の鐘の音で始まり、式の中では
堅信式（堅信者２６名）も行われ、テーマである「未来に向けて世を照らす光となろう」のメッ
セージを、これからの５０年にもたらす新たな門出の記念日となりました。 

  ◆◆◆海外への援助金 
 日本地区から、ブラジル、コロンボ（スリランカ）、インド各管区へ、また韓国地区経由でジ
ャフナ（スリランカ）、インド各管区へ、それぞれ神学生養成のための援助金を送金することが
できました。皆さまのあたたかいお志のおかげです。どうもありがとうございました。 

 ◆◆◆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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 ◆◆◆フィリピン神学生 
 フィリピンから一人の神学生が、日本での宣教体験のためにまもなく（早ければ年内）来日し
ます。しばらくの間、日本に滞在する予定なので、彼の日本滞在が有意義なものになるよう、皆
さんのお祈りをよろしくお願いします。また皆さんの教会にもおじゃまする機会があるかもしれ
ませんが、そのときは快く彼を迎え入れてください。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


