
2006 年 4 月 No.38 

Missionary Association of Mary Immaculate 

Newsletter 

 

マミ・ニュースレター  

 

780-0862 高知市鷹匠町 2-1-33 ｶﾄﾘｯｸ中島町教会内  TEL/FAX (088)872-3672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうをたくさん感じる助祭叙階式 

古川 健一 助祭 

 

 ２００６年２月２６日、古賀教会で福岡教区長である松永司教様から私は叙階の秘跡を授かり

ました。 

 この助祭叙階式のためにたくさんの方が祈ってくださいました。当日は九州、四国の教会から、

また、私の出身教会である伊丹教会からたくさんのかたがたが式に御参列してくださいました。

また日本で働く、オブレート会の神父様ブラザー様とともに、アジアの管区長の皆様も一緒にこ

の日を祝ってくださいました。 

 式のため古賀教会の信徒の皆様、暁の星幼稚園の先生の皆様がすばらしい準備をしてくださっ

たため、当日、私にとって忘れることができない、すばらしい思い出の式になりました。これら

すべてのことを感謝しています。本当にありがとうございました。 

 私も非常に嬉しかったのですが、この叙階式が教会にとっても大きな喜びということを皆様の

喜ぶ姿をみて感じました。それは復活徹夜祭に洗礼志願者がいる教会の喜びと同じではないかな

と今年の復活徹夜祭に参加して思いました。なぜなら、受洗者の皆様が喜んでいると同時に古賀

の先輩信徒の皆様も喜んでおられるのを見たからです。 

 叙階式、そして入信の秘跡に参加し、教会の秘跡が私たちに多くの喜びをもたらすものという

ことをあらためて実感しました。 

 私たちキリスト者が教会にいるということは、例外なく、神様にとっても、そして教会にとっ

ても喜びです。考えたら、すでに私たちはその大きな喜びを洗礼の時にまた堅信の時に体験して

いるはずなのです。 



 これからも、このような教会にとって喜びとなる秘跡に私たちが多くあずかることができます

ように。 

 現在、微力ながら助祭として古賀教会で奉仕させてもらっています。福音朗読、説教、洗礼志

願者の方々の洗礼の準備のためにお手伝いしていました。また共同回心式の準備のため、黙想会

で話をする機会をも与えてくださいました。まだ未熟な私を受け入れ忍耐強く話を聞いてくださ

った古賀の皆様ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 

 今、神様にも伝えたいことがあります。「神様、私を作ってくださってありがとうございまし

た。これからもたくさんのありがとうがいえますように。」 

 

旅路にて… 

                        ブラザー八木信彦 

 

 私の育った実家は、徳島本線（徳島－阿波池田）の沿線にありました。幼い頃から列車（当時

は蒸気機関車…年がばれる）をよく見て大きくなったせいか鉄道ファンになり、それがきっかけ

で旅がとても好きになりました。今でも「趣味は？」と聞かれると、必ず旅と答えています。皆

と一緒に行く旅もいいのですが、基本的には一人旅が好きなようです。 

 最近気が付いたことですが、私の小学校へ通った通学路は、阿波から伊予へ通じる街道筋でし

た。そのためか、街道に非常に親しみを感じ、名古屋に住んでいた時に、四国から名古屋への車

での行き帰りの途中、東海道や中山道の宿場町や街道筋をよく旅しました。今でこそ、東京大阪

間は新幹線のぞみで数時間ですが、当時は何日間かかっただろう、どんな危険が伴っていたのだ

ろう、逆にどんな出会いがあっただろうか…等々、当時の旅人になった気分に浸りながら、その

街道や宿場町をよく散歩したものでした。 

 福音記者のルカも、旅の記述を多く用いて物語に流れを作ってい

ます。彼にとって旅物語は大きな重要性を持っていたようです。彼

は、イエスの生涯を旅人として描いています。イエスの少年時、家

族と一緒に上京したガリラヤ地方（ナザレ）からエルサレムまでの

旅路。それは少年時だけではなく、公生活においても弟子たちと共

にエルサレムに上っていきます。そしてその旅路は十字架への道、

さらに天の父のもとに昇る旅路に続いていきます。またルカは使徒

言行録の中で、弟子たちが聖霊を受け、力強く異邦人にも神の国を

伝える力を受けたこと、そしてエルサレムから全世界へと宣教が広

がっていったこと、パウロの数回の伝道旅行も記しています。 

 「人生という旅路において、一つの到達点は、すぐ次の出発点と

なる」という言葉に出会ったことがあります。ホモ・サピエンス〈知

恵ある人〉と呼ばれる現代人は、他にもいろいろ、人間を特徴づけ

る名で呼ばれてまいますが、その一つに、ホモ・ヴィアトール〈旅

する人〉があるそうです。それは、私たちの人生は一つの旅であること、最後の目的地に到達す

るまでは、一つの到達点は、すぐに、次の出発点になることを教えてくれる呼び名でもあります。

ちょうど、むかし街道を歩いた旅人の宿場町での状況でしょうか。 

 私はこの数年間、毎年のように住む場所が変わっていました。最近は、年賀状を出すたびに変

わる自分の住所を見て、私に年賀状を出してくださる皆さんに迷惑をかけて申し訳ないという気

持ちでいっぱいでした。要するに、この到達点から次の出発点に移行するときを、短い期間に何

回も経験したということになります。その移行を私が望んでいたか否か、好んでいたか否かにか

かわらず、この移行ということはあまり気持ちがいいものではありません。なぜなら、一つの場

所から次の場所に動くために、それが私の体であろうと心であろうと魂であろうと、新しいもの

に“本当に”「こんにちは」と言うためには、必ず先に前のものに「さよなら」を言わなければ

ならないからです。未知の世界に「こんにちは」と言って入っていくことは、とてもエネルギー

を使うことでもあるし、恐れや不安も伴います。また私（たち）は「さよなら」はあまり好きで

はないし、それはつらいことです。まして慣れ親しんだものや人や場所や仕事、思い出や環境を
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そこへ置いていくわけです。「さよなら」から「こんにちは」までには緩やかなときが必要です。

しかし、今の時代はそれを待ってくれません。ただ、旅というのはそこに留まっていては始まり

ません。出発しなければならないのです。 

 この移行のとき（転換期）を、自分を脅かすものとして捉えるか、または、たとえどんなに小

さくても可能性として捉えるか。あるいは、危険に対しての警告としてか、または新しい招待状

としてか。あるいは、問題としてか、またはチャレンジとしてとるか。それをどのように捉える

かによって、どのように関わるかが決まってきます。どういう選択であるかは自分自身によりま

す。誰のものでもありません。この移行のときに対して、私（たち）が「どうして？（…こうな

るのか）」と問うのではなく、前述のことを私（たち一人一人）が問われているのでしょう。 

 現在、私と私の周りの環境は、また移行のときにいます。私は、オブレート会の養成担当から

（現在もそうですが）高松教区の青少年担当へ、また中島町教会は協力宣教司牧へ、そして溝部

司教様はより良い高松教区作りのために一生懸命取り組まれています。その移行のときにあって、

旅行のように単なる地理的な到達点や出発点ではなく、キリストに近づくための、あるいは愛を

培うための成長段階としての到達点や出発点として、神さまから与えられた移行のときだと捉え

ていけたらと思っています。 

 それが、街道を歩いた昔の旅人も、イエス・キリストも、私たちも体験する人生の旅路という

ものではないか…と感じるのです。復活節にあたり、今までの自分自身から新しい自分自身への

移行の時を、改めて感じたいものです。 

 

二人の神学生 

                        ブラザー八木信彦 

 

 二月に来日した二人の神学生を紹介します。エドゥワルド・サントスとベルナルド・オンダッ

プです。エドゥワルドはインタビューから、ベルナルドは古賀教会広報からのものです。 

 私の名前はエドゥワルド・サントスです。３５歳です。生まれはブラジ

ル・サンパウロの下町です。五人の兄弟（本人含む）と一人の姉がいて、

私は末っ子です。母は五年前に亡くなり、その後オブレート会に入会しま

した。父は７３歳で腎臓病を患っており、週に３度透析をしています。趣

味はコンピューターとダンスです。日本は好きで、特に清潔な面と涼しい

気候が気に入っています。私はハンサムです（他に何か一言？に、こう答

えた…）。今愛知県の豊橋教会でジェン神父様とウィリアムス神父様と一

緒に生活しています。 

 続いてベルナルドです。彼は現在２５歳で古賀教会にいます。 

 私の生まれた家は、フィリピンのミンダナオ島にあります。五人の兄弟

姉妹で三人のお姉さんと弟が一人いますが、二番目のお姉さんたちは双子

です。父は帰天しましたが母は元気に過ごしています。趣味はギター、バ

スケットボール、バレーボール等、食べることは大好きです。日本の食事

も大好きです。日本のオブレート会の宣教と司牧の体験や、日本の伝統文

化と言葉を学ぶために来ました。日本の言葉と文化だけでなく、日本人の

心を理解することができて将来日本で働ければと希望しています。 

 

司祭叙階４０周年 

  レモン・ブルゴアン神父 

 

  今度の９月に日本に来て４５年になります。しかし司祭になったのは３月１９日で４０年です。

日本語や日本文化、神学や聖書学、それに関わるものを学ぶことがもう既に宣教の始まりです。

つまり「学ぶこと」は「教えること」よりも重要で、一生涯続けなければならないものです。宣

教するための最も重要な部分は「学ぶこと」であり、それは「対話する」ことでもあります。他
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宗教、他文化、他民族との対話です。それが本当の宣教だと思います。 

  司祭になって４０年…！日本における私の司祭としての歴史を見る

とき「ええ！４５年の間に小教区にいたのが３年から４年！それは本

物の司祭なの？」という質問がよく出ています。 

  しかし、「祭司的(神にすべてをささげる)」な愛や命がけで対処す

るなら、秘跡を授けようとも会計を務めようとも、結果的には同じこ

とです。司祭として叙階された（聖別された）時から何をなそうとも、

食堂で食べようとも、兄弟と一緒にトランプをやろうとも、病人訪問

をやろうとも、すべては「祭司的」な気持ちで行っています。言い換

えれば、司祭であることは「職業」や「役割」として見ていないということです。それは、全身

全霊をもって神にささげること、すなわち「祭司的」であることです。「祭司的」な気持ちを持

ってすべてをこなし、私の物の見方が「祭司的」であれば、何をしようとも司祭の行動です。何

故？最高の祭司キリスト自身と共にしているからです。キリストは上記のこともそれ以上のこと

もしました。気がつくとキリストは一人も洗礼を授けていないのです。 

  多くの日本人は「何故日本に来たの？」と聞きます。私は「あなたに会いたかったからです。」

と答えます。宗教や文化の対話は雲の上で行われるようなものではありません。文化に出会うた

めには人と出会わなければなりません。実際に人と出会い、頭だけではなく心のふれあいがなけ

れば対話はできません。だから目の前の「あなた」を必要としています。多くの「あなた方」を

必要としています。そして関わりの中で自然に私の全身全霊に、私とは違う「あなた」がしみ通

っていき、それを受け容れることによって自分が自然に変えられていきます。ゆっくりとした変

化の中でよりキリスト的になります。パウロがいうように「すべての人に対してすべてのものに

なり」得るのです。 

  オブレート会の会員同志の間でも同じことが言えるし、会員であってもなくても人々はキリス

トの一側面を表わしています。誰を見てもその人の中にキリストを見ます。 

  時々食堂へ行って、自分の皿に食べ物をおいて、他の部屋に行って食べることがあります。他

の兄弟は不思議に思うかもしれません。訳があります。キリストとの最大の交わりは聖堂の場だ

けで行なうのではありません。「２人か３人が私の名において集まればそこにいる。」キリスト

は食堂にもいます。聖堂以外にも関わり合い、見解の分かち合い、話し合い、つまり本当の交わ

りが行なわれるのです。特に他の時間に皆が仕事に追われているので、少なくとも食堂でその交

わりを行ないます。聖堂は聖なる場であり最大の交わりの場であるので、テレビを付けないのと

同じように、交わりの出来る聖なる場である食堂も、テレビを付けるのはふさわしくないと思っ

ています。一人の兄弟がいたらその兄弟の重荷、見方、心配などを分かち合うことの交わりが大

事です。だからテレビが付いているなら出て行きます！私にとってそれは「祭司的」な見方を持

つことになるからです。それは私の人生の司祭としての考え方です。過去もそうであったし、今

もそうですし、これからもそうでしょう。 

  司祭としての４０年が過ぎましたが、これからの４０年も上記のように過ごしたいと思ってい

ます。キリストの様々な側面を反射してくださった皆さんに感謝しています。そのことを通して

日本の文化やキリスト自身を私の中に浸透させ、身につけていきたいと思っています。 

 

韓国での総会 

                            ブラザー八木信彦 

 

  オブレート会日本地区総会が、３月２８日(火)～３０日(木)、韓国ソウル市郊外(ソウル市中心

部まで車で約１時間ほどの距離）の黙想の家で行われました。日本国外で総会が開かれるのは初

めてで、私たち参加者も少し興奮気味？でした。日本各地からオブレート会員が前日の２７日に

仁川国際空港に着き、そこから貸し切り大型バスで黙想の家まで行きました。 

  第一日目(２８日)は、午前中に韓国のオブレート会員の行ってきたことや活動の説明や質疑応

答があり、午後は北朝鮮の状況、特に結核患者への医療事情について、福祉団体の代表からお話

しがありました。 
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 第二日目(２９日)は、午前午後共に韓国人の司教様から韓国の社会・教会について講話を聴き

ました。司教様のお話はとてもわかりやすく印象的でした。 

 第三日目(３０日)は、午前中は韓国のオブレート会修学院を訪問し、そこで志願者と茶話会を

持った後、スウォン（水原）城の城壁を散歩しま

した。午後は、ソウル市にあるオブレート会修道

院を訪問し、その後ヴィンチェンツォ神父様

（OMI）がお世話しているグループホーム（ホー

ムレス、ストリートチルドレン）を数カ所訪問し、

夕食はバイキング料理を味わいました。そしてソ

ウルタワーにのぼり、ソウルの美しい夜景を楽し

みました。 

 短い期間ではありましたが、韓国と、韓国のオ

ブレート会を充分満喫できた総会でした。準備を

してくださった韓国のオブレート会員、神学生、

志願者の皆さんに心から感謝！。 

 

オブレート会と創立者           編集：レモン・ブルゴアン神父 

                                  ジャン・ドゥルアール神父      

  

 この呼びかけには二つの特徴があります。 

 ひとつは、「源」は福音と創立者の精神で、絶えずそれを中心として見直さなければならない

ということ、もうひとつは、時代における適応性が必要ということです。 

 この適応性ということには非常に誤解されやすい点があります。多くの人は適応することを強

調しすぎて何でも変えようとし、基本の変えるべきでない部分にまで及んでいます。あるいはあ

まり重要でないと思われるものを捨てていくうちに、中心の大切な部分まで捨てていく危険性を

はらんでいます。「汚れた風呂水と一緒に沐浴させていた赤ちゃんを流してしまう」という言い

方が英語にあるほどです。 

 本当の刷新には５つの特質があります。これは絶対欠かせないものです。 

 第一は福音に戻ること。福音を無視することはできず、必ずこれを中心に行わなければなりま

せん。 

 第二は創立者のカリスマ。彼の聖霊に満たされた特徴を生かさなければなりません。創立者自

身、それから徐々に出来上がってきた会の伝統、そして生まれてきたねらい、目的といったもの

も生かさなければなりません。 

 第三は教会に忠実であること。聖書研究、典礼、神学、その他もろもろのものを含めて、教会

における全ての動きをよく勉強することです。 

 それら三つを土台として第四は、現代の社会事情をよく意識し、現代の教会の必要性によりよ

く適応していかなくてはなりません。 

 弟五は最も重要なことです。こういう全ての刷新、全ての適応性が、全ての修道会の会員一人

ひとりの個人的な刷新・回心にかかっているということです。この霊的刷新・回心がなければ、

前述の四つのことにどれだけ取り組んでも、はっきり言ってそれは無駄です。これは決して欠か

せられないものです。非常に難しく大変な努力を必要とします。 

 よく私たちは「我々は○○すべきだ、○○あるべきだ」と色々な理屈をこねまわし、「あれは

駄目だ。これはよくない。」と批判しますが、それよりも自分自身がどうなのか、自分のありさ

まこそを見るべきです。私自身がどんな回心ができ、適応していけるかを見ることが必要です。 

 この私たちの刷新への取り組みに、特に大きな恵みが二つあります。ひとつは創立者の列福式

です。 

 そこにたどり着くまでに長い過程がありました。彼の霊的精神を研究する必要がありました。

よく研究し、勉強して準備をする過程がありました。３０－４０年前、我々は創立者の霊的精神

を本当のところ、一部の少数の司祭以外だれも知りませんでした。一般の人たちも「あー、あの
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頑固なおじいちゃん」というくらいで、彼についての詳細、その霊的な精神についてだれもわか

っていなかったのです。列福式があったからその精神を知ることができるようになったわけで、

これは大きな恵みで刷新の助けです。 

 

MAMI-2005 年度収支報告 

                                         ブラザー八木信彦 
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収支内訳 金額 支出内訳 金額  

       

       

        

      

       

     

 

 

 

 

 

 

 

2004年度繰越金 

会費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  164,77

2 

1,585,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育費 

 南山大学 

  日本語学校（一部負担） 

サマーキャンプ 

アジア・ブラジル 

     神学校寄付 

ニュースレター 

地区の集い 

振込手数料 

生活費（一部負担） 

 

 

626,500 

319,000 

 253,220 

 

300,000 

 33,600 

7,500 

12,410 

100,000 

 

収入合計 1,749,772 支出合計 1,652,230 

 次年度繰越金 97,542 

 

お知らせ 

                   ２００６年４月２５日現在 

 

 ◆◆◆異動 

 ２００６年４月１日付けで、ジェニワルド・オリヴェイラ神父は、膳棚教会から豊橋教会へ、

ウィリアムス･エドワード神父は、古賀教会から豊橋教会へ、異動が決まりました。 

  ◆◆◆振込用紙同封 

 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。 

  ◆◆◆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。 

 ◆◆◆原稿募集 

 このマミニューレターへの皆さんの原稿を大募集します。マミについて、日頃あった出来事や

信仰の分かち合い等、テーマや字数も問いませんのでぜひお寄せください。内容によっては掲載

されない場合や、紙面の都合上、投稿された期日より遅れて記載されることもあります。予めご

了承ください。 

 ◆◆◆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。 

６〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 


