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古賀教会助任司祭はいずこへ？  

古川 健一 神父 

 

 私が、古賀教会主日のミサに都合でいけなくなって（5 月 13 日から）もう 2 ヶ月になります。
しかし、この 2 ヶ月の間、「古賀教会の助任司祭がいなくなりました」と捜索願いが出されてい

ないのをみると、古賀教会にとって私は影が薄い存在なのでしょう。（笑）それでも神様にいろ

いろな場所で道具として使っていただけることを
喜んでいます。この 2 ヶ月の間、吉塚教会、南粕屋

教会、伊丹教会、豊橋教会、徳島教会、古賀教会で

古川神父をみたという目撃証言がなされています
が、これからも、違う教会で神出鬼没にあらわれる

でしょう。 

 さて、最近いろいろな教会へ奉仕するためにいっ
ていますが、その帰り道によく私がすることがあり

ます。それは寄り道です。古賀教会に帰る最短の道

はありますが、あえて違う新しい道で帰ろうとした
り、公園にたちよりそこで読書したりしています。

新しい道といっても古賀に帰っているわけですか
ら、いつかは自分が知っている道にぶつかります。

その時いつも思うことがあります。それは、自分の

知っている道を見つけたという安心感です。自分がどこに向かっているか、どこにいるかわかっ
ていると「ほっと」します。 

 それだけでなく、うれしい気持ちがわいてきます。なぜかというと、新しい道でかえれたとい

う喜びと、この新しい道は、自分が知っているこの道につながっていたのかという発見がそこに
あるからです。 

 そうか、自分の召命の道もそうだったなぁと感じます。よく寄り道していました。時々自分の

進む道がわからなくて立ち止まったり、間違えた方向に進んでいるかなぁと不安になりました。

また、間違った方向に進んでたときにおいても、遠回りかもしれないけれど神様が違う道を用意

してくださっていました。その遠回りの道を通ったからこそ、その遠回りでしか見つけることが
できない大切なものを発見しました。自分が進む道を見つけたときに安心しました。そして、神

様にいくら感謝しても感謝したりない私の存在

に気がつきました。 

 世間では無駄なく、効率よく、最短で進む道の

ほうが価値があると考えられるかもしれません
が、寄り道したり、回り道したりしてもいいこと

はたくさんあるのです。 

 司祭になるまでの道は寄り道しながら 11 年か

けました。これからも司祭として寄り道しなが
ら、回り道しながら歩んでいきたいと思っていま

す。 



 

 

元 気 で や っ て ま す 。 。 。 。                            

 ベルナルド・オンダップ 神学生 

 

 6 月７日、売布の黙想の家で私の５回目の誓願更新が行われま

した。その時オブレート会の会議があったので、たくさんの神父

様が参加してくださいました。来年日本で"Perpetual Vows（終生

誓願式）"をしようと思っています。どうしてフィリピンじゃな
くて、日本でしようと思っているでしょうか？簡単に言うと日本

で働きたいからです。  

 日本で働きたいので、できるだけ習った日本の文化と言葉を深

くすることにしました。その目標が実現するために、ホームステ

イすることになっています。ホームステイしたら、学ぶのが早い

と思います。なぜかというと日本語で話す機会がたくさんある

し、わからない言葉や文化などがあったら、ちゃんと日本人に説

明してもらえるからです。そして、日本語を練習すれば練習するほど上手になるでしょう。それ
だけじゃなくて、日本人の友達もふえていくでしょう。それをしたら日本はもっと住みやすくな

るでしょう。それはそんなにかんたんじゃありませんが、頑張れば絶対にできるでしょう。頑張

ります。 

 皆さん、いつも祈ってくれて、ありがとうございます。 
 

皆さんさようなら                         ヤン・ヴァン・ホイド

ンク神父 

 
 日本に着いたのは昨日のようです。あれから５

４年が経ちました。おかげさまでいろいろ日本の
素晴らしい国で体験をいっぱいできました。日本

語学校の後で一番始めの奉仕活動は高知中島町

教会でした。９年間高知県のあらゆる所に巡り、
今でも一番よい想いでとして残っています。それ

から点々と東京修学院（神学生養成）、英知大学
（英語教授）、伊丹教会（助任司祭）、福岡の光

が丘教会（主任司祭）、神戸の山手教会（外国人
の司牧担当）、神戸港の船乗り外国人の司牧担当、

徳島教会（助任司祭）、徳島県の阿波池田教会（主

任司祭）、その他いろいろ活動してきました。退
職してから中島町教会の修道院に戻ったがそこ

にいる間に脳血栓を起こしあれからは身体は丈

夫ありません。そのために階段のない伊丹教会の
修道院に戻ったが不安定の健康状態の理由でベルギーに戻ることを決めました。他の神父たちが

もっと自由にそれぞれの奉仕活動に専念できるように。 
 日本滞在の間に多くの人といろいろな形で歩んできました。もちろんオブレート会の修道会の

会士はじめそして多くの奉仕活動を行なう時に出会った人たちに対してありがたい気持ちでい

っぱいです。皆さんの関わりの中で自分が人間として、キリスト者として、司祭として成長でき
ました。今ベルギーに帰る準備をしながら日本で作った多くの友人はわざわざ遠方から挨拶に来

てくれるのでとても温かい気持ちで帰国することができます。ベルギーでは高齢神父の施設に入
るので皆さんご安心ください。さようなら。 

 

管区会議－売布にて－                             レモ

 お別れ会の時の御ミサ 7/9 



ン・ブルゴアン神父 

 

 ６年前にオブレート会は、「偉大なる希
望」というプログラムで、日本におけるこ

れからのオブレート会の歩むべき道を考え

てきた。その時に、祈りの内にされた話し

合いの結果を、もう既に皆さんに「共に」

という文書で紹介した。今年の６月に、そ
こからくる方策をもう少し具体的に決める

ことが出来た。ご存知のように、修道会も

高齢化の問題に直面している。新しい若い

力を招く為に、はっきりした具体的な方策

を提供しなければ来ようとする者はない。だから一週間の間（総本部からの二人の会士とフィリ

ピンから司会をする会士）と一緒にその方策を考えた。今までのオブレート会の歩みを振り返り

ながら、現代のニーズを頭において、少なくともこれから１０年の間オブレート会のあるべき姿
を描いたのである。しかも「偉大なる希望」のプログラムと同じように、全世界のオブレート会

も現代のあり方を反省し新しい道を探ってみようとしている。その流れの中において日本はどう

かと考えた。 

 教会と社会から来る新しい機会や危機、そして私たちがそれに応答する力や弱さを考察しなが

ら次のようなことを考えた。 

 

根本的な姿勢 

イエスの使命は貧しい人々に希望を与えることで、オブレート会のカリスマは最も見捨てられ

た人々のもとで働く団体であるので、日本にいる我々は同じ方向に歩みたい。救いを受ける為

に叫んでいる日本における人々は、現在出稼ぎや結婚の為に日本に来ている外国人、また若者、

信徒、子供たち、その他、社会から外された人々である。我々の使命を共同体において神と共

に、他の会士と共に、教会と社会と共に行ないたい。 

働く環境 

社会の発展の基準は、経済やテクノロジーや資本主義である。これは社会に影響を及ぼすだけ

ではなく、オブレート会の宣教にも影響する。 

優先的方策 

 日本におけるオブレート会の会士は、次のような優先的な方策を考えた。順序は関係ない。 

１.外国から来る宣教師が多いので、移住民の状況や直面する新しい国での生活と職場で直面す

る問題やニーズなどを共感・理解できるので、彼らへの奉仕活動が必要。その奉仕活動はも

ちろんオブレート会単独ではなく、他のグループと協力し、他の管区から、一時的でも会士

を探すべきだ。これによって日本におけるオブレート会の会士を増やすことが出来る。移住

民への奉仕は教会への奉仕でもある。多くの移住民はカトリック信者であり、ある意味で宣

教師になりうる。教区によって差があるが、ある所では９０％の信者は外国人である。 

２.他の活動は若者に対する奉仕である。もちろん土曜日や日曜日にも学校に縛られている。そ

の中でも現代の若者を支える為に、あらゆる方法を考えるべきである。彼らの深い所にある

ニーズを探らないといけない。その中で他のグループ（修道会や教区や市民団体など）と手

をつないでやるべきである。 

３.小教区と幼稚園ももちろん奉仕する場である。しかし高齢化の問題で会士が減って行く。そ

のために方策を見直すべきである。今までのようなやり方では限界がある。信徒と幼稚園の

先生と手をつないで、新しい姿の小教区や幼稚園を考えて行く方が良い。信徒の役割を強化

すべきである。 

４.他の多くの社会問題がある。家庭内暴力、中絶、HIV/AIDS、自殺、刑務所、麻薬やアルコ

ール依存者、ホームレス、高齢化、聾者など、様々な社会問題がある。もちろんオブレート

会がすべての問題に答えることは不可能だ。だが他のグループと協力し合ってあらゆる次元

において命の大切さを主張し、人間としての養成を常に視野に入れるべきである。 

５.共同体としてこういう道を歩みたいので、色々なチャレンジがある。修道会の中の高齢化の

問題。真の修道共同体になる為には使徒的・国際的な共同体が望まれる。お互いの支えは大

事になる。祈りの生活はより充実にすべきである。新しい問題に立ち向かう為に新しい方法
等を学ぶべきである。そのために新しい会士を日本の宣教

２〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 

会議参加者 売布黙想の家にて 



地に招く必要がある。それをアジアやブラジルだけでなく、総本部へもお願いする。 

人が変わるとき                       ブラザー八木信彦 

 
 新約聖書の主人公はキリストで、テーマは愛でしょう。しかし視点を変えて、弟子たちや登場

人物を主人公とするならば、テーマはたくさんあるとは思いますが、一つ選ぶとするならば、人

はイエスと出会ってどのように変わり得るか、ということです。 

 イエス生前の弟子たちは、いい話を聞こうという気持ちは多少はありましたが、信念がなく、

処刑の恐怖のためには、自分が尊敬してる人も犠牲にする卑怯な性格でした。そのくせ自惚れと、
世俗的野心だけが強い平均的な人間だったでしょう。 

 ところが、イエス死後の弟子たちは、キリストを伝えるために死を恐れず、刑罰の恐怖にも尻

ごみもせず、ひたすら迫害に耐える強い信念の人に変わっています。大変な旅をも忍びました。

イエスを全く理解していなかった弟子たちが、イエスの死後、どうしてこのように変わったので

しょう。何か彼らの心を根底からくつがえすだけの衝撃的なものが、イエスの死の前後に起こっ

たとしか考えられないのです。 

 その課題に入る前に、なぜ弟子たちは、イエスの裁判の
間も、エルサレムの近くに残っていられたのでしょうか。

イエスの弟子たちなら、当然裁判が行われている場所から

遠く離れなければ、自分の身に危険が迫ります。逃げなけ

ればならないのに十字架刑のすぐそばに彼らはいて、その

処刑を見守っています。想像の範囲ですが、ペトロは弟子
を代表して裁判をイエスとともに受け、祭司たちの前で、
イエスを否認することを「激しく誓った」のでしょう。結

局弟子たち全員が裏切ることとなります。しかし、捕縛か

らは免れ、彼らの命は助かりました。イエスは、弟子たち
の命と引き換えに処刑され、弟子たちが生きるために犠牲

となりました。言いかえれば、隠れキリシタン時代の踏み

絵と同じことが、イエスの時代にも行われたということで
す。つまり、公にイエスを知らない、信じていないと言い

表すことです。 

 弟子たちは、イエスが十字架上で何を言うか、恐怖と後
悔とで待っていました。恨み辛みや非難の言葉を予想して

いたのです。ところが、弟子たちが耳にした言葉は、「彼
らをゆるしてください。彼らは何をしているかわからない

のです。」十字架上での烈しい苦痛と、もうろうとした意識の中で、自分を見捨て裏切った者た

ちをなおも愛そうと、必死の努力を続けていたイエスの姿を、弟子たちは見ます。そして声にな
らない声で、弟子たちの心に響いてくるのです。「裏切ればいい、それであなたたちが助かるな

ら、あなたたちが生きられるのなら…」遠藤周作著「沈黙」の言葉を借りるなら「（踏み絵を）

踏めばいい、それであなたが助かるなら、本望だ、それでいいんだ…」 

 心底許される体験、心底弱さを受け容れてくれる体験を弟子たちは味わいます。この体験が、

弟子たちを変えていく、キリストを力強く伝える証人に変わっていく…そのきっかけとなったの

ではないかと感じるのです。そしてそこから派生して、他者を許すことや受け容れることを実践
する人に変わっていくことも…。 

 私たちも、人を許すことができない、他者を受け容れられないという前に、神さまによってど

んなに自分が心底許されているか、どんなに神さまに自分の弱さを心底受け容れてもらっている

か、そのことをじっくり味わう必要があります。それによってキリストを力強く伝える証人に、

他者を許すことや受け容れることを実践する人に、そして、愛を見失っている生き方から愛を土
台とした生き方へ変わっていきます。 

 もし新約聖書の主人公とした場合のあの弟子たちのように…。 

（遠藤周作著「私のイエス」より） 

 

マミの会に参加して                           阿南教会 四

宮光子 

 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
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 ペトロの否定 



 マミの会に参加できてよかったです。皆と分かち合いができた

ことが、本当によかったです。ブルゴアン神父様のお話し、ブラ

ザー八木が見せてくださったスライド、古川神父様の召命につい

てのお話、大変良かったです。 

 古川神父様の人（家族）との出会いは、神様との出会い（召命）

でした。わたしは、友だちとの出会いが、神様との出会い（洗礼）
となりました。盲学校の小学生時代、求道者であった友人の心と

行いに引かれて、私の方から教会に行こうと誘いました。友人の

洗礼に続いて、私も洗礼を受け、救いを実感しました。光を与え

られ、目の前が明るくなり、生きていてよかったと、大きな喜び

を感じました。今もその喜びは変わりません。 
 最後に古川神父様司式のウジェーン・ド・マズノ司教のミサに

参加しましたが、ミサの前に、ブルゴアン神父様から点字の式次

第を手渡してもらったときは、とってもうれしかったです。 

 スライドにあったモリー教授はキリスト者ではないが、死を目前にして「互いに愛し合いなさ

い、そうすれば滅びない」の言葉を残されました。私たちは、心を開き、神様とともに生き続け

る ― これ以上のしあわせはないと思います。 

 

Sr. ア マ ダ  藤 原 千 里 様 へ                             

  高知・中島町教会 横田万里 

 
 今夜はクリスマスイブです。家族の者は、夜のミサに

出かけました。今年生まれた孫のベルナデッタ理紗も一
緒です。私は明日 25 日の昼教会に行く予定です。 

 おばさまは、天国にいらっしゃるでしょうね。お亡くなりになって半年ぐらい立ちますが、そ

ちらの生活に慣れましたか？イエズス様やマリア様にお会いになれましたか？私の母や祖母に
も会えたでしょうね。どんなことが話題になるのですか？ 

 私がキリスト教について、教えていただいたのは、おば様からでし

たね。クリスマスに、プレゼントとして頂きました“一冊の本”茶色
で、ぶ厚い聖教の本でした。私は、何回も読んだり祈ったり、しまい

には覚えてしまいましたよ。 
 父が交通事故にあった時、お祈りしました。幸いに、退院して元気

になりました。大好きな犬が死んだ時、お友達が亡くなった時にお祈

りしました。勿論、おば様がお亡くなりになった時、葬儀に行ってお

がみました。弔辞の中で、おば様のことを伺いました。 
 幼い子供たちに一生を捧げ、お祈りや、歌、お茶などを教えてあげ

たこと、数々の幼稚園に勤めて、責任者として功績をつまれ、尊敬を

受けたこと、特に障害のある子供さんを入園させてあげたということ
を聞いて感動いたしました。 

 おば様に育てあげられた方々は、きっと愛情深い人になったと思い

ます。本当にお世話になりました。ありがとうございます。私はまだ

まだ未熟ですが、頑張りたいと思いました。 

 

オブレート会と創立者          ジ ャ ン ・ ド ゥ ル ア ー ル 神 父               

                  編集：レモン・ブルゴアン神父 

 

 フランスの貴族であったため、革命の屑、８歳でイタリアに亡命した。最初に行った場所はす
ぐ軍勢に追われ、あちこち流浪し、ベネチアに落ち着いた。そこで出会った司祭の影響を受け、

召し出しを感じた。 

 革命が終わって帰国したものの、両親の離婚や孤独な生活に２０歳の青年は召命を完全に忘れ
てしまった。 

 １８０４－１８０５年頃は、霊的危機に陥っていろんなことを始めてみるものの、全て失敗で、

４〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 

徳島地区マミの集い参加者 

以前いただいていた原稿ですが、掲載

が遅くなりました。申し訳ありませ
ん。 

編集者（Br.八木） 



最終的にシチリアに行くため、パスポート申請でパリに行く。その頃描いてもらったポートレー

ト（肖像画）を父に送るのだが、「ちっともハンサムに描いてない。実物の方がずっと良いのに」

と憤慨していることが手紙に記されている。 

 パスポートももらえずエクスに戻ると、いろんな友人と世俗的な楽しい時を過ごすようにな

る。だが、徐々に味気なさを感じるようになる。そしてやはり祈りに魅力を感じていることに気

付くのだ。 
 １８０７年の聖金曜日に自分の回心を祈る。 

 回心のきっかけは十字架につけられたイエスの姿だった。同時に現在の教会のありさまを見た

ことだった。 

 現代では十字架はあちこちに飾られている、この聖堂にもこんな大きな十字架があり、嬉しく

思うのだが、十字架の本当の意味を発見する必要があると思う。たぶん、一番必要な祈りは、た
くさんのことを黙想するよりも単に十字架を見て、この宇宙全てをお創りになった神は逃げるこ

となく、私たちのような小さな人となり、この十字架に登り、

全人類の愚かさの為に身を献げたこの神秘を祈るべきでは

ないだろうか。 

 ウジェーンは十字架を見ながら、主が自分自身のために身

を献げて下さったということはもちろんのこと、全人類のた

めにそうして下さったということ、そしてそれにも関わらず

ほとんどの人がまったく無関心であるという、現代教会の恐
ろしい状態にショックを受けた。 

 特に南フランスの状況から見ると。革命中の１０年間宗教

は、徹底的に押さえ付けられ、自由は消えていた。その後ゆ
るやかになったとはいえ、皇帝は自分が利用するためにコン

トロールしていた。 

 会憲会則の序文にその状態が見事に語られている。「教会
は、救い主の見事な遺産であり、その御血の値であがなわれ

たものであるが、この教会は現代、残酷な仕方で痛めつけら

れてきた。」 
 私は昔これを読んだ時、ちょっとオーバーじゃないかと思

っていたが、信仰がなければ、教会には希望や未来があるこ

とを疑わざるを得ない状況があったわけである。（つづく） 
 

お知らせ                    ２００７年７月１６日現在 

 

 ◆◆◆お祈り 
 ここ数年の間に、療養が必要な司祭が急激に増えてきました。療養、治療、静養、高齢の中に

いる数人のオブレート会員のために、どうぞお祈りくださるようお願いします。 

 ◆◆◆ヤン・ヴァン・ホイドンク神父（P2参照） 
 1953 年 8 月 21 日に来日し、約 54 年間、日本で働いたホイドンク神父様は、療養のため 7 月
12 日にベルギーに帰国しました。7 月 8 日と 9 日にお別れの食事会を開きました。日本での数々

の貴重なお勤め、ご奉仕に心から感謝します。これから離れていても私たちはお祈りでつながっ

ていたいと思います。 

 ◆◆◆徳島地区マミのつどい（P4参照） 
 6 月 23 日(土)に徳島地区マミの集いがあり、約 10 名の会員が参加しました。午前中はブルゴ

アン神父とブラザー八木、午後は古川神父がそれぞれお話しやビデオ映写会をし、各々のテーマ

で分かち合いをし、御ミサで終了しました。翌日 24 日（日）は、叙階後徳島では初めての古川
神父司式による主日のミサが徳島教会で行われました。今後この地区の集いを再開していきたい

と思っています。次回は 9 月 29 日（土）、伊丹教会にて行われる予定です。 
 ◆◆◆オブレート会若者のつどい 

 日頃考えているようで深く見つめていないかもしれない自分の召命（自分の役割、使命、自分

にしかできないこと）を同世代の分かち合いを通して、再発見してくれたらという願いで、対象
は高校生以上で、8 月 4 日～5 日、高知県安芸郡芸西村の考える村（宿泊施設）で行う予定です。 
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