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ベルナルド・オンダップ終生誓願式  

 

2008 年 4 月 3 日(木) カトリック古賀教会にて 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

幸せな人                 古川  健

一 神父 

 

 ここ古賀教会にきたばかりの時は神学生だったベルナルドが、終生誓願を宣立してフィリピン

に帰りました。私にとってブラザーベルナルドは弟のような存在だったので少し寂く感じます。
でもその寂しいという気持ちがとても大事な事であるということが今わかります。なぜなら、寂

しいと思うぐらい、ブラザーベルナルドと出会い、分かち合い、生きることができたからです。 

 私は、このような別れを体験する時いつも考えさせられることがあります。それはある人と深

い関わりをすればするほど、また、幸せな時間を過ごせば過ごすほど別れるときのつらさが増し
て寂しくなったり、悲しくなっていくことがあるということです。例えば死の別れは非常に悲し

いですし、つらいです。 
 ある時、聖書を開きました。『悲しむ人びとは幸いである。』（マタイ 5:4）悲しんでいる人

びとにむかってイエスさまは「あなたは幸いなのですよ。」というのです。私はこの箇所につい

て完全に理解しているわけではありませんが、最近つくづくこう思うのです。その人がいなくな
って悲しいのは、悲しむぐらいその人と関わったからではないだろうか。 

 その人とたくさんの幸せな思い出があるから、別れたとき、悲しいとか、つらいということが

感じることができるのではないか。だから、悲しいと感じること、つらいと感じることも非常に
大事なことだと思うのです。 

 でも考えたら、それぐらい幸せな時を
私はその人と送っていたことになりま

す。その事実は失われることがありませ

ん。でも、その幸せな時をその人と送っ

ていたということをその時、実感してい
たでしょうか。当たり前のように過ごし

ていたかもしれません。当たり前のよう

にそばにいてくれた人、その存在がどれ
だけ私たちにとって大切な人生の宝物で

あるか、私たちは気がついているでしょ

うか。 

 ルカ福音書でも『今泣いている人びと

は幸いである』（ルカ 6:21）と述べていますが、イエスさまの周りでも悲しむ人が集まってきて
いたのでしょう。でもイエスさまはこの悲しい状況の人びとの中にいても、この『幸いである』

という御言葉を『目を上げて』（ルカ 6:20）語られています。目を上げるということは悲しみの

最中では難しいことかもしれません。しかし、目を上げ周りを見ることができるならば、多くの

ことが目にとまり、気づかされることがあると思うのです。それは、悲しみの最中にも私と一緒

にいてくれる人びとの存在かもしれません。悲しむ私を励まそうとしている人びとの存在かもし
れません。何よりも私のそばにいる神さまの存在に気がつくと思うのです。『悲しむ人は幸い』

なぜなら神さまがそばいにてくださるからです。そして神さまが送ってくださった人びとが私た

ちのそばにいるからです。 
 主の復活にあずかる私たちは死さえも永遠の別れにはなりません。大事なのはむしろ、今、私

と共に当たり前のように、一緒に歩んでくれる神さま、人びとがいる、このことが実はとんでも

山上の垂訓 



ない幸せであるということに気がつく事ではないでしょうか。 

 神さま、どんな時も、目を上げ再び立ち上がる勇気を私たちにお

与えてください。またこれからもたくさんの人と、出会い、分かち

合い、生きることができますように。 

 

新 し く 来 た 神 学 生 を よ ろ し く           

                            古川 健一 神父 

 

 皆様、新しく来た神学生をどうぞよろしくお願いします。 
 3 月 24 日、日本にフィリピンから新しく神学生がやってきました。そのパロモ・ポンチアノ神

学生を紹介したいと思います。パロモはミンダナオ島にある都市コトバトのアンティパスで生ま

れました。兄弟は彼を含めて 6 人で 3 人のお兄さん、2 人のお姉さんがいるので末っ子というこ

とになります。年齢は私より若いということだけを言っておきます。興味のある方はパロモ神学

生に直接聞いてください。オブレート会に入る前には、何と！フィリピンではなく、台湾で技術

者として働いていたそうです。台湾から帰国して教会の合唱団に入ったり、また典礼奉仕者とし

て働いていた時に、その教会の主任司祭であったオブレート会のデニスゲイ神父様にであったそ

うです。はじめは自分が修道者、司祭の道を選ぶと言うことは考えることができなかったそうで
すが、奉仕しているうちに神さまに呼ばれているかもしれないと感じ、オブレート会の神学校に

入ったそうです。 

  日本に来る前に、パロモ神学生の日本に対するイメージは金持ちの国、そしてカトリックの国

ではないということでした。それで、「貧しい人がいないこの国で私に何ができるのだろうと思
った」ということを正直に語ってくれました。 

 「日本に来て、何か印象はある」と聞いたところ、「食べ物がとてもおいしい」ということ、
「とても寒い」ということをまっさきに語ってくれました。また、「神父様、ブラザーだけでな

く、小教区の皆さんが暖かく迎え入れてくれた」ということをうれしそうに話してくれました。 

 そして、小教区の信徒の皆様が教会の中でベールをかぶって参加されていること、とても礼儀
正しくミサに参加しているのをみて、日本人がとても伝統を大切にしているということを感じた

そうです。 

 「日本に来て何を期待していますか」との問いには、「とにかく、皆さんとはやく会話できる
ようになって、いろいろ体験することができることを期待している」ということでした。「日本

に来たのは日本語の勉強ではなく、フィリピンの人のためだけに働くのではなく、皆さんといろ
いろなことを分かち合うために来たので、これからが楽しみ」と笑って答えてくれました。しば

らくは古賀教会でお世話になりますが、2 年間の間にはたくさんの場所を訪れると思います。皆

様どうぞよろしくお願いします。 

 「好きな食べ物は何ですか」と聞くと「何でも食べますよ」との答えがありましたが、パーテ
ィーの時にだされる、レチョン（子豚の丸焼き）は特に好きということでした。ブラザーベルナ

ルドのように 2 年間、日本で研修する予定です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

 

MAMI の皆さんへ                      アンジェロ・シアニ神父 

 
 最近ベネデイクト XVI はアメリカに来て暖かい大歓迎

むかえました。パパ様謙遜な人で“私は弱い人です”私は

神によりたのむ人です“とおっしゃいました。すべて神様

からの恵みです。 

私はパパ様のおしゃった言葉を信じていますががんにか
かってそれをすごく実感しました。本当にぜんぶ。すべて

神からの恵みです。 

 すべて神様からですが神様が私たちをとおしてこの世

に働きます。私たちはキリストの協力者です。MAMI の皆

さんこそキリストといっしょに働く人です。皆さんの支え

お祈りをとうしてキリストの宣教をします。ありがとうご

ざいます。 

 
２〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 

ｼｱﾆ神父の故郷ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ市 



日本に戻って                     エドワウド・サントス神父 

 
キリストにおいての兄弟姉妹の皆さん、 

 ブラジルでの司祭叙階の後ついに日本に戻りました。日本にいない間に多くの事が起こりました。

皆さんにこの忘れられない期間に感じた事や体験した事を分かち合いたいと思います。神はご自分の

愛を私の人生に表わしました。 

 昨年の２月２４日にブラジル（サオパウロ）に着いた時に一番上の甥は飛行場で待っていました。

実家までに送ってくれました。そして土曜日に甥は親戚を招待して御馳走してくれました。しかし親

戚に私がブラジルに戻っているということを内証にしていました。義理の妹たちは何かおかしいと思

っていたが私はそこにいることを誰も知りませんでした。昼食だったが美味しくて夜まで寝ることが

出来ませんでした。旅の疲れもあったが親父の家から私の助祭叙階を準備していた多くの人に電話を

しました。式は３月１０日の予定だったからです。その時の式とお祝いはとても良かったです。写真

などを見たいならばインターネットでどうぞ。 
       http://giggioe.spaces.live.com/photos/cns!42B8772DD1C3A571!498/ . 

 何日か経ってからペルナムブコという地域の小教区に移りました。５ヶ月弱の間、助祭として働き

ました。小教区といっても１６の共同体がありその共同体別に小教区になっても良いくらいです。た

だ住み付きの司祭がいないだけです。小教区の皆さんが修道者をとても尊敬しています。何か私たち

は聖人かのように扱ってくれます。彼らの信仰にお

いて私たちは大きな存在です。そこで多くのミサに

参加し、多くの子供に洗礼を授けました。 

 ８月７日にサオパウロに戻り司祭叙階の準備に当

たりました。準備委員会に多くの人がいました。す

べてがうまく行くように皆がベストを尽くしていま

した。私は感激するだけです。小教区の皆さんが式

や後の宴会の為にいろいろ尽くしました。私のオブ

レート共同体や家族や私だけに任してはいませんで

した。 

 叙階の準備の為に式の３日前から毎晩ミサが捧が

れたのです。日本からノボトニー神父も日本の管区

の代表として参加しました。とても素晴らしかった

です。本番の叙階式の日にとても忙しかったです。

でもすべてがよく運ばれました。叙階式や宴会や初

ミサは素晴らしとしか言えません。これらの写真を

次のインターネットでどうぞ 

http://giggioe.spaces.live.com/photos/cns!42B8772DD1C3A571!610/ 

 司祭になってから数ヶ月とても忙しい日々でした。めまぐるしくあちらこちらに回りました。多く

のお祝いしたり、オブレート会の修道院に行ったり、多くの小教区に回ったり、実家で親戚や友人に

あったりで忙しかったです。忘れられない特別な時期でした。 

 ところで日本に戻りました。目下に最初の挑戦は日本語学校です。気持ちの上でやりたいのですが

もう若くないので皆さんのお祈りの支えが必要です。よろしくお願いします。出来るだけ早く日本の

オブレート会の仕事に役に立てたいと思っています。 

 よろしくお願いします。 

 

マミ福岡地区の集い                           森田 伸子 

 

 聖母献身宣教会 （オブレート会）は 世界の全ての人々－特に貧しい人々－が人間としての尊

厳に対して完全な自覚を勝ち取ることを使命とし、
世界各地で宣教にあたる修道会であります。私は神

奈川から福岡県に引っ越してきて 2 年目になります
が、この福岡の地、古賀教会で初めてオブレート会

を知りました。当教会で司牧にあたって下さってい

るオブレート会のジュード神父様、古川神父様、ベ
ルナルド神学生、マホニー神父様・・・のコラボが

和やかないい雰囲気で私達を包んでくださってい

ます。マミ（MAMI）はそんなオブレート会員を支

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
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叙階式の様子 

集いに参加した皆さん 

http://giggioe.spaces.live.com/photos/cns!42B8772DD1C3A571!610/
http://giggioe.spaces.live.com/photos/cns!42B8772DD1C3A571!610/


え、協力し合う会です。私は古川神父様の叙階式で伊丹教会に伺ったとき、「マミ」のことを知

り、早速入会いたしました。叙階式でのオブレート会士の方々のなごやかな雰囲気の中で、この

会を支え、協力させていただきたいと（微力ですが・・・）本当に思ったからです。この度、2

月 2 日に「マミ福岡地区の集い」のお知らせをいただき、大変楽しみにいたしておりました。期

待通り、大変有意義な会で、神父様やブラザーのお話も楽しく拝聴いたしました。またマミの会

の方の分かち合い（信仰告白）に力づけられ、私も自分の信仰を振り返るよき契機となりました。
本当によい分かち合いの機会となりました。これからもオブレート会のためにお祈りしていま

す。 

MAMI-2007 年 度 収 支 報 告                                          

ブラザー八木信彦 
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内 訳 金額 内 訳 金額 

2006年度繰越金 

会費 

祭儀費 

寄付(個人) 
寄付(団体) 
 

 

   91,78

3 

1,450,000 

85,000 

1,607,000 

39,900 

 

 

教育費 

サマーキャンプ 

ｱｼﾞｱ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ神学校 

寄付（一部負担） 

ニュースレター 

振込手数料 

 

700,000 

65,167 

 

650,000 

13,766 

15,495 
 

収入合計 3,273,683 支出合計 1,444,428 

 次年度繰越金 1,829,255 

 

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 

 教皇ピオ６世はその誓いをたてる司教、司祭は破門すると言い出した。残念ながら半分は新組

織への忠誠を誓い、残りの半分は宗教活動を禁じられた。彼らは強制的に国外追放されたり、自
発的に逃亡したり、または刑務所に入れられたり、田舎で地下教会をつくってかくれた司祭たち

もいた。 
 刑務所に送られたグループの中で２０００人はギロチンや銃で処刑された。一部は船に乗せら

れて沖へ連れ出し海に沈められた。隠れていた司祭たちも捕まれば同じ運命だった。 

 具体的なことを言ったが、そういう激しい迫害の中で、なぜ政府を支持することのできた司祭
たちがいたかということだ。 

 その理由の一つはカトリックの国であったフランスにおいて、司祭は職業だったからというこ
とだ。 

 子どもの数が多ければ長男は大学へ行って医者か弁護士になり、次男は軍に入るため士官学校

へ、三男は神学校へ入り司祭になるのが普通で、次男が兵隊となって国に仕えたように、司祭に
なった三男も司祭として国と教会に仕えたのである。 

 もちろん、ミサをたて説教をしていたがそれは職業としてやっていたのである。 
 だから政府が新組織を決めた時も、変とかおかしいとかいう意識はなかったので、ナポレオン

登場後、神学校が再開されるが、神学校入学に関することなども警察が担当していて、入学希望

者は少なく、そういうわけで４０歳以下が１０００人未満なのである。 

 次にその質について話しましょう。 

 １８０１年にナポレオンが登場し、自分の目的のために何かの形でバチカンと和解しなければ

ということで平和条約を結んだ。 

 その協定の中で追放・逃亡した司祭の帰国をゆるす。教皇は革命中新組織に誓いを立てた司祭

をゆるした。 

４〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 



 ３万人の司祭の半分が追放されたか逃亡したのだ。戻ってきても新たな状況をあまり把握せず

今まで通りの「お勤め」に取り組んだ。 

 残りの半分は誓いをたてた人たちで、皆がそうとは言わないがあまり熱心ではなかっただろ

う。 

 ウジェーンが序文で司祭たちの責任を問うているのは、そういう背景があったからだし、自分

はキリストの考えた本物の司祭になりたいと思ったのだ。 
 序文「私たちの主イエス・キリストは世界を回心させようと望まれた時、一体何をなさったで

あろうか。幾人かの使徒と弟子を選び、彼らに神への敬虔心を育成し、その霊で彼らを満たし、

こうして訓練が完了した後、主は彼らを世の征服へと遣わされた。」 

 ゆえに私はカリスマの発展の第一段階として使徒的召命と書いたのだ。 

 自分の召命は使徒たちの召命と同じものと考えていた。繰り返すがウジェーンは教会の中で新
しいものを始めようとしたのではないのだ。教会の最初の状態に戻りたかったのである。 

 「もう一人のイエス・キリストになる」というタイトルでウジ

ェーンの言葉が残されている。 

 「宣教師たる者たちは人間性の弱さが許す限度まで、本会の主

たる創立者であるわれらの主イエス・キリストの模範を全面的に

まねねばならない。」と。 

 私が修練者であった時、使徒たちの祝日は全部休みだったの

で、喜んで暦を見て次の祝日はいつなのかさがしたものだ。しか
し私は、その日がどうして休みなのか分かっていなかった。 

 創立者は使徒たちが会の本当の創立者であると思っていて、会

士たちもその意味を知るため休みにしていたのだと後で分かっ
た。 

 会の中で祝うべき日として使徒たちの祝日を記し、あとウジェ

ーンが好きだった聖人の祝日に書かれた本がある。使徒というの
は霊に満たされ、福音を宣べ伝える使命を受けた人たちだ。単にイエス・キリストのために働く

のではなく、イエスが私たちの中で働くことをゆるすよう身を委ねられるものになるのだ。 

 ウジェーンは召された時に、何もかも全ておいてイエスに従うことも強調している。会憲第一
章の２。「イエス・キリストに従う」の中に「『神の福音のために選びだされた』（ローマ１：

１）献身宣教会士は、イエス・キリストに従うためすべてを抛つ（なげうつ；惜しげもなく差し

出す、捨てる）。イエスの共働者であるべく、同会士は、イエスをより親しく識り、イエスと一
体となり、かつ自分のうちにイエスに生きていただくことをもって自らの義務とする。」と記さ

れているのはキリストと一致する。イエスの為に何かしようではなくて、イエスが私の中で働く
という意識、精神を持つことの大切さを述べているのである。 

 １８０８年神学校に入り、１８１１年に叙階された。様々な歴史的出来事があり、その中には

教皇の監禁事件もあった。（つづく） 
 

お知らせ                    ２００８年４月２３日現在 

 

  ◆◆◆振込用紙同封・御ミサの依頼 
 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。 

 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（アジアや

南米）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。 

  ◆◆◆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、加えて療養、治療、静養、高齢の中にあるオブレート会員と
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マミ会員のために、心を合わせてお祈りください。 

 ◆◆◆MAMI 伊丹地区集い 
 ５月２４日(土)に、MAMI 伊丹地区集いをカトリック伊丹教会にて開催する予定です。従来と

は違い、午前１０時から午後３時となり、参加しやすい時間配分になっていますので、伊丹地区

の皆さんのお越しをお待ちしております。またマミに関心を示してくださるお知り合いの方がい
らっしゃいましたら、どうぞお誘い合わせの上、お越しください。 

 ◆◆◆ベルナルド・オンダップ神学生 
  約２年間日本に滞在し、終生誓願の恵みを受けたベルナルド神学生は、４月１１日、フィリピ
ン帰国のために日本を旅立ちました。フィリピンでは司祭になるための勉学を再開します。どう

ぞ彼のためにお祈り下さい。 
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