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いってらっしゃい、シモンズ神父さん！ 

ブラザー 八木 信彦 
 
 「一人一人をありのままに受け容れて大切にすること。」これはシモンズ
神父さんの生き方の主軸でした。一般的にシモンズ神父さんは、見透かし
ているような目が怖いとか、よく怒るからとっつきにくいとか言われてい
ましたが、「出合う、分かち合う、生きる」「社会の中で、社会のために、
社会と共に」これらのモットーのもと、オブレート会の精神である弱い立
場にある人々や小さくされた人々を徹底的に大切にした人でした。私はそ
の姿勢を彼と共に赤岡で過ごした数年間で学びました。私も、「一人一人
をありのままに受け容れて大切にすること。」このことを人生の主軸とし
て生きていきたいと思っています。 
 そのシモンズ・レオナルド神父様は、6 月 5 日午前 7 時 10 分、高知市の
近森病院にて亡くなりました。享年 82 才でした。天の国へ旅立たれた神父
さんとのお別れというよりも、本来の古里へ帰るお見送りとしたいなと思
います。 
  行ってらっしゃい、シモンズ神父さん！ 
 

「 お 帰 り な さ い 」 と い う 言 葉                          

              古川 健一 神父 

 
 最近感じることのひとつですが、私はお帰りなさいという言葉を聞くと「ほっと」して心が癒
されるのを感じます。例えば、私が家に帰ったとき両親がこの言葉を言って家に迎えてくれます。
古賀教会の司祭館に帰るとジュード神父やパロモ神学生がこの元気のでる言葉で迎えてくれま
す。もちろんいく人かの信者さんもこの癒しの言葉をかけてくれます。くたくたになって帰って
きても、仕事がうまくいかなかった時も、問題を持ち帰った時も多くの仕事をしなければならな
い時もこの言葉を聞くと、安心して家に入ることができる私にとって魔法のような言葉です。何

故だろう？それは私が肯定されている言葉だからではないかと思うので
す。「KY」空気が読めないという意味の言葉が流行していますが、現代は
回りの空気にあわせていかなければならないような時代の流れがあるよう
です。周りの人にのけものにされないだろうか？気がつけば私もこの「KY」
にびくびくしながら生きてきていることに気づかされます。私らしさがな
かなかだせない現代にあって、私がそのままの私を肯定されていると感じ
られる場所、それがお帰りなさいといって受け入れられる場所だからこそ
私はこの言葉が好きなのだということに気がつきました。 

 私は教会がこのような場所であって欲しいなぁと思います。義務で行く所ではなく、私の帰り
を待っている所、私がどんな状態にあっても、私を受け入れて「お帰り」と迎えてくれる所、一
緒にいるということを喜んでくれるところ。どんなに離れていても、なかなか来ることができな
かったとしても、どんなことを犯してしまったとしてもごめんなさいと帰ってくることができる
ところ、いつでもそんな場所であってほしいなぁと思います。 
 「お帰り」私はこの言葉が御父の御心を表している言葉ではないかと感じるのです。ルカ 15:20



「まだ、遠く離れていたのに父親は息子を見つけてあわれにおもい、走りよって首に抱き接吻し
た。」有名な放蕩息子の話の一部です。そこにはお帰りという言葉はありません。しかし、その
言葉を行動であらわしている御父の姿があります。私は御父のように徹底的に行動で「お帰り」
を示すことができないかもしれません。しかし、神さまがささえてくれるなら「お帰り」を言葉
とともに行動で伝えることができると思うのです。神さまのみむねにかなうことでしたら私にそ
の力をあたえてください。その言葉、行動によってあなたの愛を感じることができますように。 
 

祖 父 母 と の 忘 れ ら れ な い 関 わ り                        

                 ポンシアノ･パロモ神学生 

 
 私は田舎で育ったのです。そこに母親の両親や他の親戚が一緒に住んでいました。田舎の多く
の人は農業をする事によって生活費を得ていたのです。しかしながらその貧しさは村の共同体が
豊かに暮らす障害にならなかったのです。というのは田舎の方で文化的・伝統的な豊かさがあり
ました。村の人たちがすべてを分かち合っていました。特に結婚式や誕生日会やあらゆる記念す
べき事柄の時に村の人々が食卓の準備や必要な他の助け合いを一団となって行なわれました。あ
の時代だけではなく今になっても同じ光景です。 
 祖父母からも多くの貴重な思い出が作られいろいろ学びました。そのうちフロレス・デ・マヨ
と言うものもあります。それは「五月の花」というものです。フィリピンの伝統の中で５月の間
ずっと教会や小聖堂にマリアにお花を捧げる習慣があります。でも私の田舎は教会からかなり離
れているのでおばあちゃんが家の中のフロレス・デ・マヨを行なう事にしました。５月の間に毎
晩殆どの村の人々が我が家に集まりマリアに対する祈りや聖歌を歌ったりしました。多くの大人
も子供も与かっていました。祖父母の家は結構大きかったが時々来る人々の数があふれて皆が入
りきれなかったのです。参加する人々の為に２〜３の家族は必ずおやつを出していました。たま
には聖歌の中にラテン語の聖歌も混ざっていました。その時すべてが終わってからおばあちゃん
が子供たちにそういう聖歌の意味などを説明し要理の勉強を教えていました。 
 おやつを食べながら人々が先祖から伝えられていた話をお互いに分かち合っていました。そし
てその場を借りてお互いの喜びや恵みそして苦しみや困難な事を分かち
合いました。子供も特に昔から伝えられた話を真剣に聞いていました。
こういう事によって村の人々の関わりが強まり健全になっていきまし
た。しかし不幸にも祖父母が亡くなり多くの人が村から出たりしてしま
うとこの豊かな体験が消えてしまいました。それにも関わらず関わりを
深める為に少なくとも年に一度は村の人々が集まります。私の個人的な
事ですが子供の頃からこういう体験を得た事によって今の自分を作り神
に近づきこの修道の道に導かれました。私の召命は家族から生まれ毎年
の五月の行事に養われ特に祖父母の影響があった為です。「おじいちゃ
ん、おばあちゃんたくさんたくさんのありがとう」そして「永遠の安ら
ぎを神から受けなさい」 
 

帰国してから２ヶ月                           ベルナルド・

オンダップ神学生 

 
 帰国してから２ヶ月になりました。でも毎日日本のことを思い出しています。日本へ行ったば
かりから帰国してまで日本の生活は本当に幸せでした。もちろん辛いことも会ったけれども全体
的に幸せでした。数えられないぐらいたくさんな思い出が心に残っています。とても良い思い出
ですよ。 
 皆さんに色々な経験をさせてもらってありがとうございました。幼稚園の子供達とか先生達と
か、日本語学校の方々とか、信者様達とか、オブレート会の神父様たちとブラザーとか、マミの
方々にさまざまな形で応援してくれて、心からありがとうございました。 
 日本に行ったばかりとき“おはよう”という挨拶でさえも知りませんでした。しかし、回りの
人はいろいろな形で励まされて、応援してくださいました。この経験を祈りの中に神様にささげ
て、目覚めることができました。やはり神様はいろいろな形でいつも私の側にいらっしゃいます。
辛いときも幸いときも。 
 二年の日本の生活は本当に役に立つだと思います。たくさんのことを習いました。外国の言葉

フロレス・デ・マヨ 



だけじゃなくて、人の関係の大切さももっと深くに重んじています。言葉が話せなくても人の関
係ができれば十分だと思います。言いたいのは大切なのは口で出る言葉じゃなくて心が言ってい
ることです。日本に行ったばかり時、何も分からなくて、困りましたが皆様に慰められて日本の
生活に早く慣れました。 
 二年の中に色々なプログラムをしていました。このプログラムをさせてもらって嬉しかったで
す。ホームステーのプログラムで安河内の家族と出会いました。安河内の夫婦は教育の先生たち

でした。二人は本当に優しくて明るい人々です。私は安河内さんの子供
じゃないけど自分の子供のようにお世話になりました。ホームステーは
そんなに長くなかったけれども楽しかった。いろいろの人々とであって、
たくさん日本のことを習いました。 
 日本へ来たのは日本語の勉強だけじゃなくて日本の文化と習慣も勉強
しなければ。その上にいろいろなオブレート会の宣教で体験しないと行
けません。その理由であっちこっちのプログラムをしました。あっちこ
っちの言うのはいろいろなオブレート会のところへ回って行っていまし
た。このあっちこっちのプログラムをさせてもらって、感謝したいです。
このプログラマのおかげでいろいろな人々とであって、学校で習えない
ことをたくさん習いました。皆様、また会いましょう。 
 帰国する前に日本で終生誓願を立てることができました。終生誓願は
私の MEO のプログラムの最高の山場だと思います。終生誓願を立てるの

はそんなに簡単じゃないので３０日の黙想会をしました。イエス会の Amoros 神父様の指導で東
京の黙想の家で黙想会をしました。黙想会の時もっと神様の深い愛と憐れみを感じました。 
 ４月３日、古賀教会で終生誓願を立てました。大勢のひとが参加してくださって嬉しかったで
す。皆様にお世話になりました。心からありがとうございました。 
 いつかまた会いましょう！！！ 
 

MAMI の皆さんへ                      ジョン・ケニ・マホニ神父 

 
 オブレート会のブルゴアン師からマミ・ニュースレターに載せるための記事を書きませんかと
依頼を受けた時、少し戸惑いと驚きを感じました。しかし彼が付け加えたのは「多くの人々があ
なたの事を心配していろいろ聞いていますよ」と。こういう事を聞いて嬉しくてテキサス州のサ
ンアントニオという町での生活について書く事にしました。 
 オブレート聖母の家という施設に住んでいます。退職したオブレート会の司祭やブラザーがこ
こにいます。施設には二つの地域があります。一つは病院のケアが必要とする会士と年を取って
いるけれどまだ元気である会士です。 
 私のパスポートを見るとサンアントニオに着いたのは２００７年３月２０です。当時いろいろ
なことに慣れなければならなかったのです。 
 冒険のようでした。すべては新しかったです。食事そのものは美味しかったがでも寿司とうど
んと違うのですね。 
 話す訓練によって口を強めると同時に「脳みそ」を強めるために「脳みそ」トレーニングもし
ています。又、週に何回かトレーナーのもとで肉体トレーニン
グも行ないます。かなりの前進をしています。 
 とてもきれいな小聖堂では夕方の 4:45から 5:30まで夕の祈
りや黙想を行なっています。その後食堂です。食後本を読んだ
り、テレビを見たりします。 
 この聖母の家はサンアントニオの「銀座」の近くにある広い
土地にあります。その前に通る道は「オブレート街道」と云い
ます。その道の所に「洞窟」という標識があります。大きなル
ルドの洞窟を矢印で示しています。フランスのルルドの洞窟と
よく似ています。 
 毎朝のミサには多くの人が集まります。日曜日になると数回のミサを行います。サンアントニ
オのあらゆる所から来られます。それにサンアントニオには観光客は多いので彼らも訪れてきま
す。 
 ここはオブレート・センターになっています。たくさんの活動の場です。オブレート神学校も
同じ敷地内にあります。神学生は多いのですがアフリカのザンビアからも来ています。オブレー
ト会のアメリカ管区はこの宣教地ザンビアに行っています。 

２〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 
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 同じ敷地内に刷新のためのセンターがあります。そこで１５０の二人部屋があり黙想会やメリ
ッジ・エンカウンター（夫婦の関わりを強めるためのプログラム）のウィークエンドや他の宗教
的な会合を行います。 
 もう一つの建物は奉仕者の訓練を行なう所です。以前私は１９９２年にこのプログラムに参加
しました。その時に司祭やシスターだけのプログラムだったが現在一般の信徒も参加します。 
 私の部屋の窓からきれいに手入れした広い芝生や大きな樫の木や多くの小さな木と低木を見
る事が出来ます。カラフルな花壇もあり、輪の形になっている花の真ん中に汚れなきマリアのご
像がそびえています。毎日食堂へ行く時にこのご像の前に通り日本人の友人を思い出します。 
 マミの会員の皆さん援助と祈りのために深く御礼を申し上げます。神の祝福が皆さんの上にあ
りますように。 
 

伊丹地区「マミの会」                           田代 幸

子 

 
 5 月 24 日（土）当日、朝 10 時から、伊丹地区マミ会員 30 数名とオブレ－ト会員 3 名が、カト
リック伊丹教会に集まり、ブルゴアン神父さまのお話でスタ－トしました。 
 現在、世界に 67 の国に、およそ 4500 名を擁するオブレ－ト会です。日本では、そのうち 20

余名の方々が、福岡、高知、徳島、名古屋、伊丹などの各教会で、あと 1 つ東京修道院で、宣教
活動をされている、とのことです。特に、名古屋は、在日ブラジル人信徒が多い、豊橋の教会で、
又 東京では、日本のカトリック教会での手話ミサの先駆者となった体の大きなアメリカの神父
様が、耳の不自由な方々の為に、北へ南へ日本中を飛び回っている、等など、とてもわかり易い
お話でした。 
 11 時からミサがあり、午前のスケジュ－ルは終わりました。 
 昼食では手作りのデザ－トも大変美味しく頂きました。 

 お腹いっぱいでの午後の話、居眠りしそうで心配でした。
しかし、古賀教会で主任司祭の留守を預かる古川神父と今年
3 月フィリッピンから古賀教会へ来た神学生のエピソ－ド。
それはある日、神学生が日本語学校から古賀教会へたどり着
くまでの 4～5 時間、なかなか帰ってこない神学生を待ち心
配する若い司祭、何度試しても目的地の駅に戻れない神学
生、2 人のハラハラドキドキの様子が話を聞いているものに
まで伝わって来るようで、眠気も吹っ飛んでしまいました。 
 日本で活躍しているオブレ－ト会員は少ない気がします
が、各国から神学生・司祭とも、日本で苦労しながら日本語
や文化など学び、日本にいる多くの人々の為活動している、

と強く感じました。 
 最後に、伊丹地区マミ会員の中から今後伊丹地区の活動時、手伝い出来る 5 名が選出され、そ
の中から 3 名が世話役として後日決まる事で、この日の集いは終了しました。 
 これからもこのような集いに出来る限り参加するよう工夫し、心の支えになればと思います。
沢山の分かち合いを有難うごさいました。 
 

徳 島 地 区 「 マ ミ の 会 」 9 月 20 日  徳 島 教 会 に て                      

                                      稲垣 一男 

 
 初めにブルゴアン神父より、オブレート会の創立の経緯、創立者ウジェーン・ド・マズノが示
された会の使命、会士の役割が述べられた。現在 4,500 名の会士が 67 カ国に於いて、各々の夫
々のニーズに沿って宣教司牧活動に当たっていると話された。基本的な姿勢としては、連帯の精
神と、共に歩む中で会の精神を示すことを忘れてはならないし、理論よりはむしろ体験すること
が肝要であること、差別を受けている人びと、貧しい人々との関わりを大事に受けとめなければ
ならないと。 
 戦後の四国宣教及び大阪地区の伊丹教会宣教の次第の経緯も説明された。 
 生活習慣の違う戦後の復興も緒に着いたばかりの日本へ、会の命を受け宣教活動に派遣された
宣教師の方々の多くのご苦労に感謝の念を禁じ得ない。 
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 次いで聖堂で聖ウジェーン・ド・マズノに捧げるミサがあり、会の意
向を今後の信仰の証しとして実践できるように「聖ウジェーン・ド・マ
ズノ」の取り次ぎを祈った。 
 昼食を済ました後、古川神父より現在日本各地で宣教に従事しておら
れる会士方の紹介があった。師が特に説明を加えられたお二人、古賀教
会で語学研修中のパロモ神学生（フィリピン籍）の失敗談には大笑い、
言葉の難しさを少し甘く見たのが失敗のもとで幸いに事故はなかった
とかで。後のお一人は東京で活躍しておられるディリー神父の話。1972
年以降、手話の研修に専念され、特に気がつかなかったことで、幼児か
らの聴覚障害の人と、中途聴覚障害者の場合は手話の内容が全然違う事
に気づかされた。以来、障害の違いを超えて通訳をしておられるとのこと。一人でも多くの聴覚
障害者の方が手話通訳を通して会話ができるようにと願いたい。特殊な場合ではあるが、必要を
感じておられる方々のことを忘れてはならないと思う。 
 最後にブラザー八木より、締め括り的な内容のことが話された。 
 聖母マリアが天使のお告げをお受けになったとき、その内容をどのように受けとめ思い巡らせ
た挙げ句に「はい」と返事をなさったこと。聖ウジェーンの召し出しの時も恐らくはそうではな
かったのではと思われる。生活の場に於いて識別と信仰の恵みを祈り求めたいものである。 
 共同体とよく云われるが体は「ハウス」ではない。家屋、建物ではない。「ホーム」即ち属す
る処、帰る場所が「ホーム」であり共同体はこの意味である。 
 この意味で豊かさと共同体の関係を考える必要がある。貧しい物質的に乏しい国にかえって助
け合いの心が見られ、半面物質的では豊かな国に自分本意な気風見られる。全てを神に委ねる気
持ちが肝要である。 
 今後の会の運営の面で例会開催の準備に参加できる役員の選任の件が提案されたが 4 名の推薦
があったが決定は先送りとなった。 
 

聖 霊 っ て … World Youth Day in Japan                        

            ブラザー八木信彦 

 
 ワールドユースデイ日本版(以後 WYDJ とします)実行委員長就任の依頼を溝部司教様から受
けたとき、すでにスタッフの間で、WYDJ を素晴らしいものにしようとする一生懸命さのあまり
方針のずれや隔たりがあり、また実行委員約 20 名のメンバーは、聖職者、社会人、社会人青年、
学生と色んな異なる分野から集まっていて、ある意味で大変な部分もありました。それでもその
ことを特に気にすることもなく、わりとためらうことなく実行委員長を引き受けたように思いま
す。でも、第 1 回目の実行委員会が近づくにつれて、段々と引き受けたことの後悔の念が強くな
っていきました。東京近辺の青年や委員の皆さんのことはほとんど面識がないし、青年が全国か
ら集まる 200 人規模の大会に参加者としても参加したことがなく、ましてその責任者なんて…と
いうように、日々不安や心配が増していき、おまけに地方の一修道士が、そんな大役を引き受け
ていいのだろうかという否定的な思いも募っていき、とんでもないことを引き受けてしまったと
いう思いがとても強くなっていきました。 

 ただ、その行事の規模は、自分の限界や才能をはるか
に超えるものだし、また実行委員をまとめていくこと
は、自分の力だけではどうにもならないと最初から感じ
ていたので、聖霊に委ねるしかないと腹をくくっていま
した。聖霊に委ねれば何とかなるという気持ちが、さき
ほどの否定的な感じとは裏腹にどんどん満ちていきま
した。テーマも聖霊だったので、準備の段階から聖霊を
中心に置きさえすれば、いい大会になるのではというさ
さやかな期待がありましたが、そのささやかな期待が徐
々に確固たる確信に変わってきたことを覚えています。
とにかく聖霊を中心に置けば、ばらばらのものを一つに
つなげてくれるし、あったかいものにしてくれる…、そ

うするためには逆に、聖霊に委ねるしかない、そしてその聖霊の働きに協力するのみ、この方針
で行こうと覚悟を決めました。 
 聖霊が中心であること…、これだけは外さないように、忘れないように自分に言い聞かせ、「聖

霊助けてください」の祈りを日々繰り返していました。そ
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大会終了後の胴上げ 



のおかげでしょうか、準備期間の終盤頃から、大会当日も、聖霊に守られて必ずいい WYDJ にな
るという確信めいたものが自分の気持ちの中でふつふつとわいてきました。事実、実際にそうな
ったように思います。本当に初めから終わりまで聖霊に助けられっぱなしだった気がします。そ
んな雰囲気の中で、司教様方のカテケージス、十字架の道行き、往復 20 キロの徒歩巡礼、ゆる
しの秘跡、御ミサ、祈りの集い、沈黙の時間、フェスタ等、プログラムが進められていきました。 
 今回の WYDJ で、自分にとっての最大の宝物は、本当に素晴らしい青年に出会えたことです。
青年一人一人を大切にしたいという気持ちでいっぱいでした。でも考えてみると、そういう私の
気持ちを、青年の皆さんが引き出してくれたのでしょう。 
 前述したように、聖霊に初めから終わりまで助けられっぱなしであるならば、WYDJ 終了後も
聖霊が助け続けるでしょう。ある意味で、WYDJ の終わりが、本当の始まりなんだと思います。
テーマである「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、わたしの証
人となる。」この実現が、これから始まっていくことでしょう。 
 

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 
 １８１２年１０月にエクスに帰り司教に願ったのは、主任司祭や助任司祭といったポストでは
なく、目立たない活動に従事できる自由な立ち場だった。なぜなら皇帝下の教会は、熱心な少数
の信者だけが関係し、庶民からかけ離れていることがすぐ分かったからだ。 
 創立者が最も貧しい人に福音を宣べ伝えるという言葉を選んだ時、彼は貧しいという言葉を経
済的貧しさと捕えるのではなく、キリストを知らない貧しさと捕えているのだ。もちろん貧しい
人たちはイエス・キリストの教えを聞く時間的余裕がないわけだがその限りではない。「貧しい
人」という言葉を使う時は注意を払わなければならない。それは最も見捨てられた人たちだった。 
 さて、初めの働きは１０代の若者たちの中でだった。学校では、普通宗
教教育が行われるので多くの司祭たちはその必要性を感じていなかった。
しかし宗教教育のない皇帝直轄下の学校で育てられる青少年もいたのだ。
彼は直ちに青年会を作った。ウジェーンは人々の必要性に敏感だった。単
に常識を覚える為の試験が、若者たちに必要なのではなく、養成プログラ
ムが必要なのだと思うようになった。警察は人の集まること、特に若者た
ちの集まりは厳しく警戒していたが、ウジェーンの目的は宗教的なもので
あるとはっきりしていたので問題ないと判断していた。 
 貴族であるウジェーンが、小教区に入りたくないと言った時、実際のと
ころ司教は安心したのだ。主任司祭との対立が目に見えていたからである。
しかし、一人の主任司祭からでなく全ての主任司祭から苦情が起こってき
た。 
 司教座聖堂で若者たちが堅信の秘跡を受ける時も、ウジェーンのグルー
プは非常によく準備されており、他の若者たちの無礼な態度とは対照的だ
った。本来の牧者である自分たちからウジェーンが若者をひっぱりだすと
いう訴えが、公的文書や手紙を通して起こった。それに対するウジェーンの説明は、全然面倒を
見ていない牧者に代わって、見捨てられた者たちの面倒を見ているだけです。というものだった。
（つづく…） 
 

お知らせ                    ２００８年１０月１５日現在 

 

 ◆◆◆MAMI高知地区集い 
 １１月２９日(土)午前１０時から午後３時に、MAMI 高知地区集いをカトリック中島町教会に
て開催する予定です。従来とは違い、参加しやすい時間配分になっていますので、高知地区の皆
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。 

 ◆◆◆アンジェロ・シアニ神父様 
  アメリカでのシアニ神父様の治療が順調に進んでいるように見えましたが、先日、良くない検
査の結果が出てしまいました。引き続き皆さんのお祈りをよろしくお願いします。 

 ◆◆◆オブレート会員とその家族の病者 
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  オブレート会の高齢の神父様方、また幾人かの会員の家族の皆さんの具合が悪く、病床にあり
ます。今朝入ってきたニュースによりますと、エドゥアルド神父様のお父様が亡くなりました。
皆さんのお祈りをよろしくお願いします。 

 ◆◆◆受賞 
 高知・中村教会のトーマス・マヘル神父様は、教誨師として高知刑務所で社会奉仕された功績
により、春の叙勲で「瑞宝双光章」の栄誉に輝きました。 
  韓国ソウルで働いているジョヴァンニ神父様は、長年の外国人労働者への社会福祉活動が認め
られ、ソウル市の名誉市民賞を受賞しました。 
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