
2006 年 10 月 No.39 

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 

 

 

私の弱点 

古川 健一 助祭 

 土曜日のミサの後、古賀の子どもたちと卓球をしています。最初のうちはぴーーん。ぽーー

ん。と山なりのボールをお互いに打ち返しているだけでしたが、  今ではスマッシュや変化す

るボールをおりまぜて打ち返し、卓球らしくなってきました。特に毎週、一緒にしている子供

は日に日にうまくなっているのがわかります。成長しているのは子供たちだけではありませ

ん。わずかながら私自身もレベルが上がったのが実感できます。 

 自信をもって打ち返すことができるし、ある程度その打ち返すボールをコントロールするこ

とができます。また、ボールの打ち合いが続くとお互いが嬉しくなってきます。 

  しかし、最近あることに気づきました。山なりのボールを打

ち返すだけなら簡単なのですが、それでは、進歩しないし、自

分の弱点はなかなか見えてきません。 

 強い相手と対戦した時、よく感じます。私は自分の弱点をな

かなか見つけられないけれど相手は私の弱点をよく知っている

ということです。また、強い人は、私の打ったボールにどうや

って対応していけばいいかいろいろな人との対戦の経験から知

っています。 

 実際、経験したことですが、私はその勝てそうにない相手に

たいして、この人には絶対に勝てないだろうと自分を決めつけ

てしまいました。また、実力の差を感じて、今までおもしろか

った卓球が嫌になってしまったことがありました。スランプに

も陥りました。それでも自分の弱点を見直し、何度も強い相手

に挑戦したところ、ある時、相手の鋭いボールを打ち返すこと

ができました。その１回はスランプから抜け出すきっかけにな

り、相変わらずこてんぱんに負けてしまうけれど、また卓球が

おもしろくなってきました。 

  私の助祭の仕事も似ているところがあると思います。２月に叙階され一生懸命、ミサ典礼書

を勉強し、信者さんにわからないことを聞きながら必死に奉仕になれるようにがんばってきま

した。はじめのころは福音朗読でさえ緊張していました、そのころに比べなれてきた現在は福

音を読む時、心拍数が少しだけあがる程度です。説教は今でも厳しい批判や悪い噂は聞きます

が、初期の頃に比べて、少しは神様のことを伝えることができているのではないかなと思いま

す。 

 このように助祭になって様々な困難やスランプがありました。何をしても、どんな奉仕をし

ていても、幸せを感じることができなかったこともありました。自分の欠点や醜さに自分が嫌

いになったこともありました。けれどもその欠点を認め、その欠点を１回乗り越えた時、助祭

としての今の自分が幸せだなぁと感じました。また助祭として前進しようと決意しました。 



  卓球をしながらある子供は自分のもつ劣等感について分かち合ってくれました。その劣等感

に対して共感はある程度できます。けれどもそれを乗り越えるのはその子自身です。その子の

話を聞く以外何もできない私は、心のなかで祈りました。「私はこの子がこの劣等感を乗り越

えることを信じています。なぜならこの子のそばにあなたがいつもいることを知っています。

そのことに早く気がつきますように。そしてまた自信をもって歩き出すことができますよう

に。」祈りながら気がつきました。この祈りは私に対しての祈りでもあったのです。 

 

ありがとうござ
います！アントニサミー

・イルダヤラジ 

 

 日本に来て二年になりました。日本で私の生活は

うまくなるようにいろいろ手伝っていただいてあ

りがとうございました。本当によかったです。オブ

レート会、マミメンバー、先生方、YWCA 学校の

事務所で働いている鈴木さんたち、学校を掃除して

くれたお母さん、毎週月曜日日本語で話してくれた

お母さんたちお世話になりました。ありがとうござ

いました。 

 いろいろな国で生まれそだって日本に来て、この

YWCAという学校のもとで私たちは出会いました。

そして、この間ここでいろいろな経験ができまし

た。私たちはいろいろな理由で日本に来ています。日本人と結婚しているから、日本人と結婚

したいから、日本で生活したいから、自分の道を見つけたいからでしょう！ 

 どうして私たちは名古屋 YWCA 日本語学校を選んだのでしょうか。学校の評判がいいから

でしょう。学校のため、学生のために先生方が一生懸命働いているからじゃないでしょうか。 

 私は、日本に来たとき日本語がぜんぜんできませんでした。入学試験も全くできませんでし

た。みんなの前に立って今日本語で話しているのは先生たちのおかげです。本当によかったと

思います。 

 皆さん、覚えていますか。一番最初に学校に来たときのこと、一緒に勉強したこと、放課後

一緒にレストランで食べたこと、買い物したこと、映画を見たこと、カラオケに行ったこと、

友だちになったこと、忘れることができません。毎週月曜日ロビーでお菓子を食べながらお母

さんたちと話したこと、一番最初に教えてくださった先生のことも忘れることはできません。

母国の文化紹介に参加したこと、スピーチコンテストで緊張したこと、クリスマスパーティで

ドラマをやったこと、踊ったこと、笑ったこと、泣いたことも忘れていません。遠足に行った

こと、自分でいろいろな物を作って写真をとったこと、遊んだこと、ゆっくりしたこと、忘れ

ていません。 

 先生たちのことを考えてみると、朝早くから学校に

来て、クラスの準備して私たちのためにいてください

ます。クラスでは明るく元気な声で教えてくれます。

授業後私たちはすぐ帰りますけど、先生方は遅くまで

働かなければなりません。自分の生活でどんなにつら

いこと、いやなことがあっても私たちの前では明るい

顔を見せてくれます。中には一生懸命働いて病気にな

って入院した先生もいらっしゃいます。先生、私たち

のためにやってくださったことをけっして忘れませ

ん。クラスの宿題もテストも時々多過ぎかなと思いま



した。けど、宿題でもテストでも私たちが間違ったところを先生たちは直してくださいました。

クラスで何か分からなかったらクラスの後で、何回も教えてくださいました。みんな本当にや

さしい方々です。 

 皆さん、わたしは、今日学校を卒業して大阪の伊丹へ行きます。そこで、いい思い出、いろ

いろな経験を生かして、仕事をするつもりです。でも、どこへ行っても何年たっても学校のこ

と、先生のこと、みんなのことを忘れないでしょう。 

私 の 道 の り に つ い て 一 言                                    

  エドワールド・サントス 

 

 私は誰？この質問に答えることは難しいです。一般的にいわれているように、すべての人の

場合も私の場合も、私の過去、どのような人生を送って体験したかということを話すとき、私

が誰であるかということがわかると思います。しかし、この記事が英語で書かれ、また日本語

に通訳されているのでどこまで私について話せるかわかりません。 

 私の名前はエドワールド・デ アシス サントスです。私は３５歳のブラジル人です。貧し

く大きな家族の末っ子として生まれました。私はこの家族で生まれ、育った事に喜びと誇りを

持っています。しかし、忘れてはならないことがあります。私達の多くの苦しみ、チャレンジ

を乗り越えた経験は私達を成長させるということです。 

 私は家族の中で末っ子として、人生がほかの兄弟と比べると簡単に過ごせるとイメージして

いましたが、それは大きな間違いということがわかりました。時とともに多くのことが変化し

ていきますが、それと共に私達一人一人も変わっていきました。しかし家族の持つアイデンテ

ィティは変わらなかったということに気がつきました。 

 他の兄弟と同じように私は１４歳ぐらいに働き始めました。他の兄弟が働きながら勉強した

ように私も勉強しながら働きましたが私の場合教会で働いていました。その教会は私の家の近

くにあり、その教会との様々な関わりのなかで、多くのことを深めることができました。社会

の中にあって教会はどういうものか、特にブラジルの雰囲気を理解することができました。こ

れらの事がきっかけで労働運動に参加することもできました。 

 このような教会での関わりによって、家族と違う道を走ることになりました。また家にいる

時間も短くなってしまいました。家族とは違う私の歩みは家族に理解されず、説明するのが難

しかったです。  特に両親は、週末に行われたミーティングや他の司牧的な活動を理解できず

に、大変心配していました。しかし時が経つにつれ、これらの関わりは私の自立をうながし、

同時に私の夢を作っていくことになりました。 

 その後、大学を終え、ブラジルのサンパウロにある学

校で１０年間先生として働きました。この期間に、様々

な修道会で行われた召命のキャンプに参加しました。そ

の結果、宣教の道があるということを知りました。この

ころからアジアで働く事が私の夢になりました。そして

１９歳の時、イタリア人の神父様と会う機会がありまし

た。この神父様は１５年間、日本で宣教した神父様で、

ブラジルのパラナ地方にいる日本人の宣教のために来

ていました。日本の宣教におけるチャレンジについて、

この神父様が様々なことを話してくれたことで、私は日

本の国に興味を持つことになりました。 

 その後、普通の生活を送りながら、多くの経験をしま

した。その間、外国宣教に行く動機は薄くなりましたが、

ある時アジアに宣教師が必要であるということを知りました。その宣教師のために、若い３０

歳以下の人を望んでいるということを知りましたが、  私がオブレート会に入会したのは３０

歳の時のことでした。けれども確信していうことができます。この土地日本に来て感じるのは、

神様が私を長い間準備してきたということです。 

２〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 



 今、私は様々なチャレンジに立ち向かっていますが、問題ないと思います。チャレンジは自

分の夢にむかっている時に来るものだからです。自分の歩む一歩は小さくても、大きくても、

歩き続ける事が大事だと思います。 

  私が現在、直面している一番大きなチャレンジは、３つの言葉を同時に習うことです。時

間と共に成果がでると思いますが、周りの人々に助けられながら、一緒に頑張っていきたいと

思います。 

 私は今すごく幸せです。時間とともにいろんなことを経験しながら、自分でできることを一

生懸命していきたいと思います。いろいろな言葉を話す人と共にイエス様を伝えていきたいと

思います。私達の創立者、ウジェーン・ド・マズノ、マリア様だけではなく、世界のすべての

オブレート会士もイエス様を伝えるとき、私と共にいて共に働いてくださるということを信じ

ています。 

 

よく なれましたベルナルド・オ

ンダップ 

 

MABUHAY（乾杯）！！！ 

 私はベルナルド・オンダップともうします。いま、もう２６才になりました。フィリピンか

ら来ました。５人の兄弟姉妹で３人のお姉さんと弟が一人います。 

 今年の２月２３日、日本にきました。７ヶ月まえにはびっくりした事がたくさんありました。

しかし、今私は日本の生活によくなれました。 

 ９年まえにオブレート会に参加しました。High school（高校

の） あとで、すぐ神学校にはいりました。 

 私は、神父になるために、今、日本の教会でいろいろ勉強し

ています。 

 こどものころ、教会でおいのりをしていたときに、ミサをし

ている神父さんをみて私は幸せな気持ちになりました。神父さ

んは大きい心をもっていてすばらしいとおもいました。そして、

神父さんになりたいと思うようになりました。 

 神父さんになるためには、けいけんがひつようなので日本へ

来たのです。 

 それでいま、日本の教会でいろいろ勉強しています。日本の

言葉を勉強したり、日本の文化を勉強したり、ようちえんで子

どもたちといっしょに学んでいます。 

 まえにフィリピンへ帰りたいと思うときありましたが、日本の生活をがんばろうと思うとき

もありました。でも、いま日本の生活によくなれました。どうやって、でしょうか？皆さんは

私に本当にやさしくて、いろいろな事を教えてくれました。それで、私の心は開いています。 

 日本で mission exposure （宣教研修）がおわったら、フィリピンへかえって、また神学を勉

強します。神父になったら、日本へまたきます。おそらく、日本で働くと思います。 

 

「なぜ、司祭に？」  －司祭叙階 40 周年記念－     ウィリアム・

マヘル神父 

 

 今、叙階されて４０年振り返ってみると、早くたったなぁと思

います。私はオブレート会士としての使命を神様からの恵で果た

すことができていると思いました。そこでオブレート会の小神学

校に“司祭職をめざして”入学したころを思い出しながら少し書

いてみようと思います。 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
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 インターネットの Google の検索エンジンに「Ignatius McDermott」という名前を入力すると

温厚なニコニコ顔の老神父様の写真とシカゴの“Hay Market Center”のたくさんの説明が載っ

ているページが出てきます。この神父様は、私の幼稚園、小学校時代の小教区の助任司祭でし

た。私が、最初に“司祭職”を考えたのは McDermott 神父様に出会ったこのころだったと思い

ます。私の通っていた小学校は、ドミニコ会の厳しいシスターが、勉強を教えてくださってい

ましたが、要理のクラスの為、神父様が教室に入っていらっしゃると私たち子供は、大喜びで

した。その訳は、当時シスターは私たちにとって「神様」でしたが、ある時シスターのいやが

ることを平気でできる McDermott 神父様が、子供心にも、どうやらこの神父様の方が、私達の

「神様」より偉いらしいとわかる程立派で頼もしかったのです。そして幼い私でしたが「神父

様になりたいな」と思うようになったのです。 

 神父様は老年で亡くなられましたが、シカゴの日本で言えば大

阪の釜が崎の様な依存症の人々が集まる場所で「Skid Row の神父」

と呼ばれていました。「低くされた人々のいる所の神父」という

様な意味で、そこで神父様を知らない人はいないでしょう。約２

００人の依存症の人々の為の施設“Hay Market Center”を経営して

彼らの為に活動していらっしゃいました。この明るく行動力のあ

る立派な神父様のお若い時の姿を見ながら育った私は、小学校７

年になった頃、「司祭になろう」とハッキリ意識したことを覚え

ています。すでにオブレート会の小神学校に進んでいた私の７才

年上の兄を訪ねて遠くにある小神学校を時々訪問することができ

ましたので、そこの雰囲気がわかりまたとても気にいりました。

私は、高校に進学した時、小神学校に入りました。高校４年間と

大学２年間は、同じ場所でした。思春期を送ったその年月の間、

様々な問題もあったし、病気の時もあったし喜び悲しみもありましたが、小神学校を卒業し続

いて修練生としての生活が始まりました。この頃、幼い時には解らなかった McDermott 神父様

の司祭職の大切さや素晴らしさが、理解できるようになり、司祭職への期待はさらに深まりま

した。今振り返ってみると「神父様と兄の召命」というこの二つのことは、大いに私の召命に

影響があったと思いますが、勿論神様が、私を呼び出してくださったと思います。私の「召命

への道」は、とても穏やかでスムーズで自然に私の前に準備されていたのです。 

 神学生になった私は、特に日本で宣教師として働く希望をもっていたわけではありませんで

した。先に日本に宣教に行っている兄から手紙で日本を知らされ、また丁度一年前にオブレー

ト会の大神学校が日本にできたので、「日本で宣教師になりたい人は、申し出てください。」

と発表があり、私は院長様に「日本に行って働く力、資格があるでしょうか？」と尋ねました。

一年ほど経って、私の気持ちは変わっていないことを手紙で総長様にお伝えしました。長上で

ある総長様から、「あなたを日本に行かせることを決めました。」と連絡がありました。オブ

レート会士として将来、宣教師になること、日本の大神学校へ入ること、それらのことは私に

とって大きな旅でした。日本に来たことでがっかりしたことは何もありませんが、ただ私はそ

の時、言葉ができなかったことと、何よりも私の身長は、約２メートルあるので、日本の生活

様式、家具、道具など不便なことばかりでした。でも全部の経験が私にとって貴重なものとな

りました。オブレート会士のモットーは「貧しい人に福音を告げ知らせる為に主が私を遣わさ

れた。」です。このモットーに生きる私と、主はいつも共にいて良くしてくださいました。 

  McDermott 神父様を通して学んだ司祭職の姿も重なって私は「主がお使いになりたい道で私

を使ってください。」と祈りながら残りの年月、主の栄光の為、日本で働くことができる事を

心から感謝する毎日です。 

 

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      

 

４〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 

McDermott 神父様 



 二つ目の恵みは新しい会憲会則で、第二バチカン公会議で

全ての修道会に呼びかけがあった時、我が会は最も早くそれ

を作ったと言えます。この新しい会憲会則は、創立者のカリ

スマに忠実です。私がウジェーン・ド・マズノを知るまでは、

この会憲会則は単なる戒め、規則、とても堅苦しいもので、

何回読んでもこの中に私のクリスチャンとしての、修道者と

しての感動（インスピレーション）を見い出せなかったので

す。 

 しかし、彼の精神を知れば知るほど、この本が私の生き甲

斐になることがはっきりしてきました。特にこの新しい会憲

会則本の場合、片側に会憲会則、反対側に彼がそれを書いた

時考えていたこと、その会憲会則に関しての別の文章も載せ

られていて、とても助かりました。 

 この会憲会則を、数人の専門家だけが部屋に閉じこもって

聖霊に導かれて作るのではなく、なるべく多くのオブレート会員が関わる必要性を感じて、１

９７４年、フランボア神父さんが参加した総会の時、特別な委員会を作りました。その委員会

はテキストを用意しましたが、会員の反応を求めると足りないということで、結果用意された

ものは大幅に書き直されることになり、全員参加で聖霊の導きでできあがったのでした。 

 長いプロセスを経て出来上がった文章を、六週間の間一条ずつ見直し、最終的には採決しま

した。一人一人が一票を入れ、開票してみると満場一致での採決でした。その一瞬会場はシー

ンと静まり返り、そして喜びが一気に沸き上がりました。 

 会憲会則は単なる規則書でなく、我々の修道生活の源であり、心・精神を表わすもので、会

の最高決議機関である総会の認可を受け、更に教会の認可を受けたものですから、我々にとっ

て福音と並んで生活の基準となる大切なものです。ですから、早い時期に日本語訳ができたこ

とはすばらしいことで、その翻訳に携わったブルゴアン神父に感謝したいです。 

 今までの話は抽象的でしたが、これから具体的な話に移っていきたいと思います。 

 第一講話で触れたように、パウロのコロサイ人への手紙に「一番大切なのは神のみ旨を知る

ことであり、それは我々が何をすべきかということだけではなく、どういうものであるべきか

を知ることである」とあります。それを示すのが会憲会則なのです。元総長のジェッテ神父さ

んが繰り返しおっしゃっていました。「私たちは何をなすべきか、というよりは、私はどうい

うものであるべきかが大切だ」と。 

 創立者の精神を理解するために、まず神が一人の人間を通して御自分のみ旨を示されたわけ

ですから、その人間の人生を知る必要があります。その人生の色々なできごとを通して、神が

どのように働いたかを知らなければなりません。皆さんは創立者について相当知識があるよう

ですから、それを繰り返すつもりはありません。 

 ウジェーンの生涯のできごとで、強調したいのは召命の誕生と発展ですが、机に坐っていて

ある日突然修道会をつくろうと思った訳ではないのですから、長いプロセスを経て生まれたこ

とを見ようと思います。４つの段階があると思います。（つづく…） 

 

お知らせ                    ２００６年１０月１６日現在 

 

 ◆◆◆カトリック徳島教会創立 100周年 

  徳島教会は、１９０６年（明治３９年）徳島本町の現在地に、ドミニコ会のアルバレス神父

（第一代主任司祭、第一代四国教区長兼務）によって創立され、聖パウロ三木に捧げられまし

た。来る１１月２３日に記念ミサを含めた記念式典を開催する予定です。お祈りください。 

 

 ◆◆◆異動 

 ヤン・ヴァンホイドンク神父様は療養のため、高知・中島町教会から伊丹教会へ、イル神父

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
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様は、名古屋の日本語学校卒業後、同じく伊丹教会へ異動となりました。神父様方の健康や活

躍のためお祈りください。 

 

 ◆◆◆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。 

 

 ◆◆◆支援継続のお願い 

 現在のところ、日本国内における養成の場を休んでいますが、召命活動（含サマーキャンプ）

や海外からの司祭、神学生の日本での生活、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。 

 

 

 

 初めのステップは、彼個人としての召命。自分が「本物」の司祭になりたいんだというとこ

ろから始まります。この段階においては、グループのメンバーを集めるとか、修道会を作ると

いったものではありません。 

 次は司祭になって３２歳の時。チフスにかかるのですが、この時の気付きで、一人の人間は

本当に何もできないから、何人かが集まればもっとすばらしいことができるのではないかと思

うようになり、何人かの仲間を集めようという考えが出てきます。しかしこの時点でも、修道

会ということは考えていません。ただ司祭のグループをつくるというものでした。 

 

 

 最初はひとつの共同体、小さなグループしか考えてなかったのが他の司教が依頼があって、

誰か派遣してほしいといわれて初めて自分の最初の考えと違う二つの共同体ができるならど

のようにしてこの二つの共同体の一致を計ることができるだろうかと仲間と相談し、何かの規

則を作って同じ精神のもとで生きるようにしよう、ということでそこへ一つの誓願が入ってき

た。統一のため、一致のための従順の誓願だ。 

 たった１０人ぐらいの人数で小教区を巡っての黙想会の指導を中心に南フランスでゆっく

りしたペースで成長してきた。ローマの認可を受けた１８
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２６年にもたった２２人しかいない。後１０数年たって創立２５周年を迎えてもまだ４５人し

かいないのだ。 

唯一の目的はやはり伝道集会である。 


