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主の ご 降誕と 新年を 迎え る に あ た
り 、 

神様の祝福と お恵みが 

豊かに 皆様の上に 注がれま す よ う
に …。 

 

お祈り で、つながり 合え る  

ク リ ス マス 、新年であ り ま す よ う に
…。 



 

新し い年も ど う ぞ よ ろ し く お願い
致し ま す 。 

 

※この書面をもって年賀状にかえさせていただきます。 

人間の思いと神様の思いは違うことがある！  

古川 健一 助祭 

 

 私は「健一」という名前です。なぜ自分にこの名前をつけたのか両親に聞いて

みたところ、父の子供の時代、喧嘩が強かった人がどうも健一という名前だった

らしく、強くたくましい人間になるようにと命名したそうです。しかし、実際の

私は喧嘩どころか、病院で自分の採血の血を見るだけで力が抜けてしまいます。

もちろん喧嘩をするのも、みるのもあまり好きではありません。また、母も、私

が健康に育ってくれればそれだけで十分ということで、この名前に反対しなかっ

たようです。しかし、その両親の思い、願いに反して私は健康ではありませんで

した。両親が期待した健康な体ではなく、「病一」といっていいぐらい私は病気

をしました。余談ですが、私の妹はいつも健康優良児として表彰されているぐら

い健康でした。 

 私は小さいときから公害手帳を持つぐらいのひどい喘息もちでした。アトピー

性皮膚炎では今でも悩まされています。社会の価値観で私の名前とこれまでの歩

みをみると名前負けしているといわれるでしょう。しかし神様の価値観からみる

とどうだろうなぁと考えました。神様の思い、願いはどうだったのでしょうか？ 

 夜中、突然、死に至るような喘息の発作が出て、藁をもすがる気持ちで、私を

背中に背負いながら、なかなか開けてくれない病院の玄関をたたき回った母の苦

労がありました。お金はあまりなかったけれど、喘息の発作が起こらないように、

尼崎という工業地帯から少しでも空気のきれいなベットタウンの伊丹に引っ越し

することを両親は決断しました。伊丹に引っ越したことで父は今まで 5 分もかか

らない通勤時間が、自転車で 40 分もかけて会社に通わなければなりませんでした。しかも、

雨の日も風の日もです。そして、母は幼稚園、小学校からいつ私に発作がでたという電話がか

かっても対処できるように、外に働きに行きたいという自分の思いを犠牲にして家で私だけで

なく家族の帰りを待っていました。そして毎晩寝る前に、最後の晩餐の御絵の前で母、妹、弟

と祈りました。「どうか、この病気が治りますように、健康になりますように」と一生懸命祈

っていました。神様はなかなか私の願いを聞いてくれないなぁと思った時もありました。 

 待降節第二主日にジュード神父様と対話説教、そして、クレド（弱い者の信仰宣言）をオブ

レートファイブ（ジュード神父、シアニ神父、マホニ神父、ベルナルド神学生、私）で歌いま

した。その一節に『偉大な事をする為に神に健康を願ったのに 病気になってしまった 神の

心に叶う様に』と書かれてあります。そうか私が病気にかかったことですら神様の望みや思い

がそこに入っていたんだ！！！ 

 考えてみたら、両親だけでなく、たくさんの人からの気遣い、配慮、支え助けがあって、今

の私が生かされつづけています。３歳の時に喘息の発作で死んでいたかもしれないけれど今も

生きている。それだけでも十分価値のあることです。 

 また、両親を通して神様がどれだけ私を大切にしていたかわかります。病気であることが私

の幸せを奪うことはありませんでした。それどころか、健康ではない私の体ゆえに神様がどの

ように癒し働いてきたかということを感じることができました。しかもその体は神様からもら

った恵みがあふれているものでした。そして家族みんなで祈る大切さを知りました。 

 今、この「健一」という名前をつぎのように解釈しています。人一倍、健康に気を配る必要

があるけれど繊細で恵み多き体、そこには神様の思い、願いが込められている。これからも神

様、恵みと支えをよろしくお願いします。 



 この神様の思い、願いは私にだけ働いているのではありません。私達の名前には両親の願い

思いだけでなく、神様の思いが込められています。それをたくさん感じることができるように、

イエス様はお生まれになりました。皆様にとって神様の思い、願いがたくさん感じれるそうい

うクリスマスになりますように。 

 

豊橋にて…                         エドゥワルド・サントス 

 

 豊橋での生活は快適です。確かに、オブレート会員と一緒に過ごしているこの小教区では、

たくさんのやるべき事があります。そのおかげで、自分の国にいるような感じがします。なぜ

なら私は、ブラジルでいつも忙しく過ごしていたからです。 

 豊橋は、静かな都市の内に入るでしょう。けれど多くの見所があって、私はいくつかの公衆

浴場に行きます。私はその場所がとても好きです。   

 豊橋に来て間もない頃は、大変（深刻ではないけど…）でした。なぜなら、全てを頼ってい

たジェン神父様がいつも忙しかったからです。豊橋で友だちが出来たとき、状況は徐々によく

なっていきました。今ではおおよそのことは自分でできます。まだどのように日本語を話した

らいいかわかりません。それはたぶん、物事をゆっくり学んだり、言葉と文化の実感を得るた

めに、あらゆる角度から考察するのが好きだからでしょう。これらのことは、私にとって最善

の学習方法です。  

 私はここで本当に幸福です。  私がロマンティストの一人だとは思わないでください。ご存

じのように、人生はどこにいても完璧なものではありません。私も知っています。今のところ

問題なく過ごしています。 

 私は豊橋でたくさんのことをしていますが、日本についての研究は多分最も大切です。教会

では、ミサの準備のことでブラジル人を助けています。彼らはたくさんのすべきことを尋ねて

きます。時々、ペルー人が相談相手を必要としているので、彼らの問題を聞き、彼らのために

神の存在となるよう努めています。これは私にとって、特別の務めです。他に、コンピュータ

を使ってたくさんのことをしています。 

 時々私はブラジル人のために、ポルトガル語で説教をするためにいろんな所に行きます。  

一度私は、鷲津(豊橋の近くの町)でブラジル人にとっての夫婦関係についてもお話ししまし

た。 

 また普段食事も作ります。 

 12 月 17 日は、私の誓願更新式の日です。誓願は特別の時です。それぞれの時は自分自身を

ふりかえる機会です。私はそれが好きです。誓願更新の前にその時を持ちます。その中で、私

が日本に来た過程について考えていました。 本当に神の御業をそこに感じざるをえません。 

 また、誓願更新式の中で祭壇奉仕者の認定を受けます。来年 2 月、いよいよ終生誓願を宣立

する予定です。待ち遠しく思っています。なぜなら、私が愛し信じる家族的な宣教修道生活の

中で、終生誓願を立てられるのですから…。聖ウジェーンは、修道会を私たちに与えてくれま

した。私が最善をつくすことによって、素朴な貢献を捧げられるよう願っています。 

 メリークリスマス! 

 

心をこめてクリスマス                       ベ

ルナルド・オンダップ 

 

 さいきん、天神へいったら、きれいで、カラフルなかざりをみました。まちでは、どこでも、

いろいろなかざりをみることができます。デパートでは、いろいろなクリスマスのうたがきこ

えます。テレビをみたら、いろいろな外国のクリスマスのあいさつがきこえます。Merry 

Christmas! Maligayang Pasko! しあわせなクリスマス！

２〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 



Buon Natale！ Joyeux Noël！Feliz Navidad.  

 かきかたはちがいます。いいかたもちがいます。しかし、いみはおな

じです。みんなはプレゼントをじゅんびしたり、カードをつくったり、

しています。日本だけじゃなくて、せかいはいそがしくなりました。ど

うでしょうか？ 

 もうすぐクリスマスになるでしょう。でも、このかざりやうたなどは

だれのためにするのでしょうか？ わたしたちのためにですか？ だ

いすきなひとのためにですか？ どうしてクリスマスがちかくなった

ら、かざりをかざって、ラジオでクリスマスのうたをきけますか？  

 どうして？どうして？どうして？ 大切なひとができるでしょう。で

も、わたしたちは 忙しくなってから、その人を歓迎することを進んで

しますか？ 

 そうですね、いろいろなじゅんびをしましたが、わたしたちのこころどうですか？イエス・

キリストはかざりからきません。ラジオからやってきません。でも、わたしたちのこころへき

ます。 

 そうですね、イエス・キリストは、くるとき、いろいろなひとからやってきます。  まずし

い人とか、ふりえきをこうむっている人とか、ともだちとか、てきのひとからやってきます。

だから、毎日、毎時間、毎秒、進んで、じゅんびしなければ、なりません。 

 クリスマスは、飾りやうたなどについてじゃなくて、わたしたち に ついて 準備するこ

とです。クリスマスは大切な日でしょう。 

 壁に飾りを、飾るだけじゃなくて、私たちのこころにも飾ってみましょう。ラジオでクリス

マスのうたをかけるだけじゃなくて、私たちのこころでもかけて見ましょう。イエスが私たち

の心へ くるとき、私たちの心は開いています。特に、イエスがくるとき、私たちの心がうま

ごやでねてないように。私たちはイエスのかんげいを心からしましょう。みなさま、たのしい

クリスマスになりますように！！！ 

 

ヨゼフ少年            八木 信彦 

 

 クリスマスは、イエスがこの世に、私たちのところに来てくださったことを思い出す日でも

あると思います。ある意味で聖体拝領は、日常のクリスマスであるといっても過言ではないで

しょう。今から記載することは、今から約２０年前、ブラジルで本当に起こった出来事で、あ

るシスターから伺ったお話です。聖体拝領のときのあのホスチアが、イエス・キリスト御自身

であることをもう一度心に留めながらお読みください。 

 

 ブラジルの小さな町にヨゼフという小学校一年生、７歳くらいの少年がい

ました。ヨゼフの家はとても貧しく、家計がとても苦しい状態にありました。

そこでヨゼフは小学校に上がった時から、家計を助けるために新聞配達をす

るようになったのです。 

 ヨゼフは朝早く起き、新聞配達に出かけましたが、配達を始める前に彼は

かかさずやっていたことがありました。それは近くの教会に行くことです。

その教会の聖堂に入り、祭壇の前まで進んで行ってそこでひざまづき、何か

一言二言、祭壇の奥にある十字架像に語りかけるのでした。来る日も来る日

もヨゼフ少年はそのことをかかさず行い、新聞を配る前の彼の日課となって

いました。 

 ある日、あまりにも熱心に毎日朝早く教会を訪れ、十字架に向かって何かを語りかけている

ヨゼフ少年に気付いたその教会の主任神父は、ヨゼフに問いかけてみます。 

 「いったい君は何を十字架に語りかけてるんだい？」ヨゼフは答えます。「『イエス、ヨゼ

フが来たよ。イエス、ヨゼフが来たよ。』って言ってるんだ。」 

 それから月日は流れました。相変わらずヨセフ少年

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
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は、来る日も来る日も朝早くその教会を訪れていました。「イエス、ヨゼフが来たよ。」を言

うために…。 

 ところがある日、ヨゼフが教会に来ない日がありました。今までそんなことが一度もなかっ

たので、その主任神父さんはとても心配していました。その日の昼前頃だったでしょうか。そ

の教会の信者さんが急いで走ってきて、その神父さんを呼びます。「神父さん、急いで終油の

秘蹟（現在は病者の塗油）の準備をして近くの病院に来てください。今朝、交通事故にあって

死にかけている人がいるんです。」 

 神父さんは急いでその準備をし、言われた病院に駆けつけます。そして案内された病室のド

アを開けると、そこには、残念ながら、ヨゼフ少年がベッドの上に横たわっていました。息絶

え絶えになって…。 

  すぐに神父さんは終油の秘蹟の儀式を始め、ヨゼフの小さな額に油を塗り、最後に御聖体を

ヨゼフの口元に授けようとした瞬間、どこからともなく、はっきりとした声が聞こえてきたの

です。 

 「ヨゼフ、イエスが来たよ。ヨゼフ、イエスが来たよ。」 

 

  御聖体をいただいたヨゼフ少年は、その後まもなく、眠るように天国に召されていったので

した…。 

 

終生誓願式・叙階式                    八木 信彦 

 

 来年は、オブレート会にとって貴重な年に

なりそうです。なぜなら、韓国のアンセルモ

と豊橋にいるエドゥアルド(前文参照)の終生

誓願式、そして叙階式があるからです。 

 私たちは、どれだけこの日を待ち望んだこ

とでしょうか。いよいよ、古川健一助祭の司

祭叙階式、ブラザーリュー・ヒグ・アンセル

モの助祭叙階式が、２００７年２月１７日

（土）のオブレート会創立記念日に、カトリ

ック伊丹教会にて行われます。 

 韓国の Br.アンセルモは、韓国ガンジュン生

まれで現在 37 才。1999 年にオブレート会に志

願者として入会しました。私たち MAMI も彼

を含めた韓国の神学生のために、物心両面で

援助しておりました。韓国人で初めてのオブ

レート会助祭となります。 

 叙階式のある部分では日本語と英語の二カ

国語で行われる予定です。 

 

ｶﾄﾘｯｸ徳島教会創立 100 周年記念式典        －１１月２３日

－             式典担当者 

 

 １９０６年、初代主任司祭アルバレス神父によ

って現在地に聖堂が建立された。そして聖パウロ

三木に捧げられてより１００周年の記念すべき

年を迎え、この大きな節目を期して式典が厳粛に

開催された。高松教区長溝部司教ほか２７名の司

祭と高松教区内外からの信徒２２０名で聖堂は

４〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 

終生誓願式 

誓願宣立者；Br.ﾘｭｰ･ﾋｸﾞ･ｱﾝｾﾙﾓ 

2007 年 2 月 2 日(金)午後 2 時 

韓国ｽｳｫﾝ・ﾕﾙｼﾞｪｵﾄﾞﾝ教会 
 

誓願宣立者；Br.ｴﾄﾞｩｱﾙﾄﾞ･ｻﾝﾄｽ 

2007 年 2 月 4 日(日)午前 9 時 30 分 

ｶﾄﾘｯｸ豊橋教会 

 

司祭、助祭叙階式 

 司祭叙階 受階者；古川 健一 助祭 

 助祭叙階 受階者；Br.ﾘｭｰ･ﾋｸﾞ･ｱﾝｾﾙﾓ 
 

司式 池長 潤 大司教 

2007 年 2 月 17 日(土)午前 10 時 30 分 

ｶﾄﾘｯｸ伊丹教会 



立錐の余地もなく賛美と感謝の祈りと歌声が響いた。ミサの中で５名に堅信の秘跡が授けら

れ、１名の初聖体拝領があった。 

 聖体拝領の後、記念式があり、司教の言葉、ドミニコ会ロザリオ管区日本地区長及びオブレ

ート会日本管区長（欠席のため代読）の祝辞、来賓の祝辞と紹介等があり閉祭。 

 溝部司教は教会が創立された当時の内外の情勢に倣い、福音の宣教が如何に困難を極めたか

を想い起こし、現代の社会においての教会としての使命を果たすようにと勧められた。祝賀会

は徳島駅前のホテルに会場を移し、来賓の方々も一緒に、寛いだ雰囲気の中で会食と歓談の一

時を過ごした。来賓方の挨拶、司祭と信徒からの思い出話も披露されて、懐かしさと再会の喜

びを噛み締めた方々の話し声が会場の各所にみられた。予定していた時間通り、感謝の内に式

典の全てを恙なく終了した。神に感謝。 

 

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      

 

 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、人は一人では

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したが、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いませんでしたが、他の司教からの依頼

があり、誰かを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

誓願が入ってきました。統一のため、一致のための従順の誓願です。 

 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

くりとしたペースで成長してきました。ローマの認可を受けた１８２６年にも、たった２２人

しかいませんでした。後１０数年たって創立２５周年を迎えても、まだ４５人しかいませんで

した。 

唯一の目的はやはり伝道集会でした。 

 １８４１年、突然第二創立期ともいうべき段階に入り

ます。外国から宣教師を送ってほしいという依頼が来る

のです。これは会の歴史を変えました。 

 外国からの要請に応えようと、会は爆発するのでし

た。１０年の間にイギリス、カナダ東西部、アメリカ合

衆国西部のオレゴン州、スリランカ、アルジェリア、ア

フリカ・ナタール地方、テキサス、アメリカ合衆国東部

に宣教師を送るわけですが、その動機は、だれも行く人

がいないのなら我々が行こうという、人間的に見れば馬

鹿げたものです。ただでさえ人が少ないのに、その中か

らまた少数でも送ろうとしていました。しかし、彼の人

生が全うする１８６１年、会員はその２０年間で４５人から４１５人にも増加しました。 

 地方の宣教会だったものが、教会の中の全世界に働く宣教会になっていったのですが、最初

からそうそるつもりではなく、聖霊の導きでそうなっていったのでした。 

 

お知らせ                    ２００６年１２月１８日現在 
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 ◆◆◆ウィリアムス神父様・シアニ神父様 

 ウィリアムス神父様は、11/8 から約 3 週間、体調不良のため入院していましたが、11/29 に

退院し、現在快方に向かっています。また、シアニ・アンジェロ神父様は病気治療のため、12/12

にアメリカへ出発しました。彼らのためのお祈りをどうぞよろしくお願いします。 

 ◆◆◆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。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
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りしたペースで成長してきた。ローマの認可を受けた１８２６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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 豊橋での生活は快適です。 確かに、オブレート会員と一緒に過ごしているこの小教区では、

たくさんのやるべき事があります。そのおかげで、自分の国にいるような感じがします。なぜ

なら私は、ブラジルでいつも忙しく過ごしていたからです。 

 豊橋は、静かな都市の部類に入るでしょう。けれど多くの見所があって、私はいくつかの公

衆浴場に行きます。 私は本当にその場所が好きです。  

 豊橋に来て間もない頃は、大変（深刻ではないけど…）でした。なぜなら、全てを頼ってい

たジェン神父様がいつも忙しかったからです。ここで友だちが出来たとき、徐々に状況はよく

なっていきました。今は自分でおおよそのことはできます。まだ私は、どのように日本語を話

したらいいかわかりません。たぶん、私がゆっくり物事を学んだり、言葉と文化の実感を得る

ための最も小さい局面に行くのが好きだったりするからでしょう。私のためのこれは、私がで

きるすべてを学ぶ最も良い方法です。   

 私は心底ここにいて幸福です。 私がロマンティストの一人だとは思わないでください。 ご

存じのように、人生はどこにいても完璧なものではありません。私も知っています。今のとこ

ろ問題なく過ごしています。 

 私は豊橋でたくさんのことをしていますが、日本の研究は多分最も大切です。教会では、ミ

サの準備のことでブラジル人を助けます。彼らはたくさんのすべきことを尋ねてきます。時々、

ペルー人が、相談相手を必要としているので、彼らの問題を聞き、彼らのために神の存在とな

るよう努めています。これには、私にとって、特別なものがあります。他に、コンピュータを

使ってたくさんのことをしています。 

 時々私はブラジル人のために、ポルトガル語で説教をするためにいろんな所に行きます。  

一度私は、鷲津(近くの町)でブラジル人の夫婦関係についてお話ししました。 

 また普段食事も作ります。 

 誓願は特別の時です。それぞれの時は自分自身をふりかえる機会です。私はそれが好きです。

私には、今月の私の更新の前に、その時を持ちます。そして、日本に私を連れて来た道につい

て考えていました。  私は本当にそれらの方法に神の御業を感じました。そして、また、私は

12 月 17 日の誓願更新式で Minor Orders を受けるつもりです。来年 2 月、いよいよ終生誓願を

宣立する予定です。それに対する私の気持ちは本当に良いです。なぜなら、私が愛し、信じる

家族的な宣教修道生活の中で、それをするつもりだからです。  聖者ウジェーンは、修道会を

私たちに与えました。そして、私が最善をつくすことによって素朴な貢献を加えることができ

ることを願っています。 

メリークリスマス! 


