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感謝の日 

 

古川 健一 神父 

 

 私が病人の訪問をするとき、いつもは車で出かけるのです。しかし、先日、住宅街にすんでお
られる方を訪問するのに車が邪魔になるのでバスに乗ったのです。昼時という時間帯だったのか

も知れませんが、乗客は私を含めて二人でした。バス停から天神行きのバスにのり、しばらくバ

スに揺られてましたが唯一のパートナーであるもう一人の方も降りることになったのです。 

 それは腰が少し曲がったおばあちゃんでし
た。バスを降りるときに「ありがとう」とい

うのはよく見かける光景なのですが、そのお

ばあちゃんは感謝の気持ちを伝えたあと、運
転手の顔をみて笑顔で「幸せな一日になりま

すように」と声をかけたのです。女性の運転

手さんはこの突然の言葉に笑顔で「おばあち
ゃんもね」と声を返しました。その運転手さ

んのうれしさは私まで伝わってきました。さ
らにバスを降りたおばあちゃんはバスに向か

って手をあわせ深々と感謝のお辞儀していま

した。その後、しばらくして、幾人かの学生
が乗ってきて、耳にヘッドホンをつけながら、

挨拶どころか、運転手の顔もみることなく降
りていきました。学生のある人は「ありがと

うございました。」といって降りていきまし

た。その光景を見ながら私が学生だった頃ど
っちだったか思い起こすと、ヘッドホンして感謝の気持ちもなくバスを利用していたことを思い

出しました。このバス会社は現在赤字経営なので、いつこの路線バスもなくなるかわからないこ
とを考えると、このバスに乗れることもあたりまではなく、感謝すべきことなんだ考えさせられ

ました。 

 私はこの出来事を思い起こしながら、次のように思ったのです。司祭が「主の平和が皆さんと
ともに」といった後、信徒の皆様は「また司祭とともに」と答えます。「全能の神、父と子と聖

霊の祝福が皆さんの上にありますように」と司祭が言った後「アーメン」と答えます。その相手
を祝福することと、幸せな一日になりますようにって声をかけること、共通しているところがあ

ると思ったのです。もちろん祝福は私たちにとって秘跡に準ずる大切なことです。しかし相手を

本当に勇気づける幸せにする言葉は、普段の何気ない私たちの言葉によっても可能ということに

気づいたのです。そして普段当たり前と思って気にもかけないことの中に、たくさんの感謝すべ

きことがあることにも気がつきました。さらには普段は気がつかないけれど、今もたくさんの恵

みを神さまからもらっていることに気がついたのです。 

 たくさんの感謝に気づいた時、何気ない日も幸せな一日に変わると気づかされた日でした。 

 今日もすべてのことに感謝です。 

記事中の運転手さんではありません 



 

オ ブ レ ー ト 会 の 宣 教 地 を 訪 ね て                          

          ポンチアノ・パロモ神学生 

 
 福岡の YMCA の日本語学校での勉強の後で色々なオ

ブレート会の宣教地に派遣された。まず愛知県の豊橋市

の聖ペトロ教会を訪れた。数多くの信者や出稼ぎの労働

者がいると驚いた。毎日信者が教会に来て祈り、そして

ロウソクに火をつけていた。多国籍の人が多いが教会を
訪れる人の中でフィリピン人が一番多く、ミサがタガロ

グ語で行なわれる時は特に多かった。 

 そこにいる間に楽しい生活を送り、貴重な体験もし

た。もちろんオブレート会の兄弟たちのもてなしがあっ

たけれども、信者たちが優しく私を受け入れたことは、

喜びを持って楽しく過ごせた。フィリピン人ともちろん

友だちになったが、他の国籍の人とも友だちになることができた。最後の日の送別会のときも、

各グループが私のために何かを準備してくれた。ありがたかった。今でも彼らと一緒にいたこと
を懐かしく思う。 

 豊橋市に２ヶ月半滞在した後、四国の高知県の中島町教会に移った。そこは以前にも何回かい

ろいろなきっかけで訪れたことがある。数人のオブレート会士に会ったりして彼らの体験談を聞

きながら楽しい時間を過ごせた。宣教地で働く時にいろいろな障害を乗り越えられたことに感動
した。それに中島町修道院での若者との関わりも持てた。日本人の若者との関わり方も少しだが

覚えた。又、中島町修道院にいる間に再び中村の教会にも訪れた。更にまた違う体験をした。ミ
サの時に日本語の歌、英語の歌、そしてタガログの歌を歌ったが、皆その歌の言葉を覚えていた。

少人数の共同体だが皆素晴らしい。ミサ後必ず一緒に食事をする。トム・マヘル師の元気はそこ

から来るのであろう。 
 次は徳島の聖パウロ三木教会に派遣された。徳島は阿波踊りで

有名。それを見たことや出来のよくない自分流の阿波踊りを踊っ

た。ここでは聖書のクラスに参加し、じっと座って聞いていた。
または修道院の周りの庭を掃除した。そこもフィリピン人との関

わりもあり信仰の分かち合いも出来た。 
 こうやって様々なオブレート会士が関わっている教会を訪れ、

又多くの人々、若者からお年寄りまで付き合って、オブレート会

の宣教地に対する知識が豊かになった。この宣教地で宣教したい

なあという気持ちになった。もちろん悲しさも色々体験したが、周りの人々に支えられて自分の
歩んでいる道を続けたいという気持ちにもなった。人との関わりによって祈りへの土台にもなっ

た。皆さん、ありがとう。神の祝福が皆（私を含めて）の上にありますように。 

 

私 と MAMI の 出 会 い                         

山口 文子 

 

 9 月 19 日『マミ徳島地区の集い』が開かれました。13 名の小さな集まり
でしたが、オブレート会の霊性に触れる良い機会となりました。ブルゴア

ン神父様や古川神父様から、お話頂いたアジア地区（スリランカ・フィリ

ピン・ラオス・日本）へと派遣された、過去そして現在に至る神父様方の
数々のエピソードは、その宣教師魂と情熱に感銘を受けるものばかりでした。先輩のマミ会員さ

ん方は、なつかしい神父様のお名前を耳にして、古き良き時代の思い出に心を温めていらっしゃ
るようでした。 

 マミ会員の中では若輩者の私とマミとの出会いは、オブレート会来日当初より第三会として存

在していたこの会を、1988 年フランボア神父様が担当司祭となり、マミの活動を再開された頃で
あったと記憶しています。洗礼を受けてまもない私は、カトリック教会のことも修道会のことも

右も左も解からないままに「オブレート会っていいなあ。」という直感を信じて（間違ってなか

豊橋教会にて 



ったと思います。）そのネットワークの末席にでも与れれば・・・という気持ちから入会したの

でした。若い私には、（今も変わりませんが）神学生を支援する経済力などあるはずもなく、只

当時、たくさんいた日本の志願者や神学生を応援したい気持ちだけは、いっぱいありました。身

近な青年会の仲間内からブラザー八木の召命もあり、その志願期、誓願、会師としての活躍など、

折々のニュースレターが届くのが、とても楽しみでした。 

 現在徳島地区には、約 40 名のマミ会員がいますが、若者たちにもこのマミの会のことをもっ
と知ってもらいたいと思います。百年に一度などといわれる不況の現代、物質面はもとより心や

魂の救いを求める人はたくさんいます。新しい宣教の時代が来ているのかもしれません。ブラザ

ー八木のお話にもあった、貧しい者小さい者と同じ目線で共に生きるというオブレート会の精神

を忘れず、これからも歩んでいけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

５０年の恵み                    マヘル・ウィリアム神父 

 

 オブレート会に誓願をたてた５０年前を思い出しながらこの文章を書きたいと思います。そし

て“司祭職をめざして”小神学校に入学したこと、今オブレート会士としての使命を果たすこと
ができていることこれら全て神様からの恵みと改めて思い感謝しているのです。 

 私は、幼稚園、小学校時代に Ignatius McDermott 助任司祭に出会いました。神父様が要理の時

間に教室に来られると、私たち子どもは大喜びでした。なぜなら神父様はいつもにこにこしてら

して明るく、とっても優しくまたユーモアに溢れていらしたからです。また子供心にも神父様が

立派で頼もしく思えました。幼い私はこの神父様をみて「神父様になりたいな。」と思うように
なったのです。 
 McDermott 神父様は、シカゴの日本で言えば大阪の釜

が崎のような依存症の人々が集まる所で“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 意味で、そこで神父様を知らない人はい

ませんでした。神父様の夢は、そこでの人々のためにリ

ハビリをするための施設を作ることでした。彼は、亡く
なる前に約２００人の依存症の人々を収容できる施設

『Hay Market Center』を設立なさったのです。この行動

力のある神父様の若かりし頃の姿を拝見しながら育っ
た私は、小学校７年生になった頃「司祭になろう」とは

っきり意識したことを覚えています。また、すでにオブ
レート会の小神学校に進んでいた７才年上の私の兄を

訪ねるため、遠くにある小神学校を時々訪問しました。

私は、その学校の雰囲気も知ることができとても気に入
りました。そして、高校進学のとき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、様々な成長の問題もあったし、病気の時もあったし、喜

び悲しみもありました。しかし、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、幼いときには解らなかった McDermott 神父様すなわち司祭職の大切さや素晴らしさを理

解できるようになり司祭職への期待は一層深まりました。今振り返ってみると、勿論『McDermott

神父様と兄の召命』という二つの事が私の召命にとって影響があったと思いますが、何よりも神
様が私を呼びだして下さったと思うのです。私の「召命への道」は、とても穏やかでスムーズに

自然と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持っていたわけではありませんでし

た。先に日本へ宣教に行っている兄からの手紙で日本を知らされ、また丁度一年前にオブレート

会の大神学院が日本に開設され「日本で宣教師になりたい人は申し出て下さい。」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？」とお尋ねしました。一年程経ち

私の気持ちは変わってないことを総長様に手紙でお伝えしました。後日、長上である総長様から

「あなたを日本へ行かせることを決めました。」と連絡が入ったのです。私が、将来オブレート

会士として宣教師となるように、日本の大神学院へ入るためへの旅だったのです。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、言葉が解らなかったことと、何よりも私の身長が

約２ｍあります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。しかし、全ての

経験が私にとって貴重なものとなりました。 

 ここで、長い文章ですが載せたいと思います。一つは、“オブレート会の会憲と会則”もう一

２〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 

左から 3 番目がマヘル神父 



つは、“第２バチカン公会議公文書”から引用します。 

 最も見捨てられた人々の中で 本宣教会は、徹頭徹尾宣教志向である。教会におけるその第一

の奉仕は、最も見捨てられた人々にキリストとその御国を識らせることである。本会は、よきお

とずれ（福音）をまだ受けていなかった人々にもたらし、彼らを助けて、彼らが福音の光に照ら

して自分たちの固有の価値を発見するよう尽力する。教会がすでに根付いているところでは、教

会の影響が及ぶのが最も少ない集団に献身する。実際、到るところに於いて、われわれの使命は、
先ず第一に次のような人々のところに赴くことである。すなわち、その生活条件からして、渇き

求めている人々にとって、キリストだけが十全にもたらすことのできる希望と救いである。それ

はすなわち、多くの様相を伴って現れる貧しい人々であり、われわれはこれらの人々に優先的に

仕える。 

 現代人の喜びと希望、悲しみと苦しみ、特に、貧しい人々とすべて苦しんでいる人々のものは、
キリストの弟子たちの喜びと希望、悲しみと苦しみでもある。真に人間的な事柄で、キリストの

弟子たちの心に反響を呼び起こさないものは一つもない。それは、かれらの共同体が人間によっ

て構成されているからである。かれらは、キリストにおいて集まり、父の国への旅において聖霊

に導かれ、すべての人に伝えなければならない救いのメッセージをうけている。したがって、こ

の共同体そのものが人類とその歴史とに、実際に深く結ばれていることを自覚している。 

 これらのモットーに生きる私と、主はいつも共にいて良くして下さいます。 

 私は、McDermott 神父様を通して学んだ司祭職の姿も重なって「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、主の栄光のため、日本で働くことができることを心から感
謝する毎日を送っています。 

 

こんにちは                   ロナル・フランボア神父 

 
 マミの皆さん、こんにちは。本当にご無沙汰しております。皆さんはいかがです

か。お変わりなく元気でいらっしゃると希望しています。 

 この度ブルゴアン師からマミのニュースレターに一筆を送ったらとの依頼があり

ましたので、ほこりだらけの英和辞典を引きながらやってみます。変な処を先輩の

ブルゴアン師に直してもらいましょう。 

 マミのニュースレターは未だに続いていると知らされて、何よりも嬉しいことで

す。こんなに長年の皆さんのご支援とご協力を感謝いたします。 

 私の方は、オブレート会のローマ本部での任務を経て、５年前に祖国の米国（アメリカの合衆国）

に帰国することになりました。帰って来てから赴任先について話し合い、管区長と話している間に、

暖かい所に赴任されたらいいなあという希望を申しましたけれども相談した結果、アメリカの北国境

にあるニューヨーク州バッファロー市の志願院に赴任することになりました。 

 バッファロー市は５大湖のエリー湖の東はてにあ

ります。ちょうどエリー湖がナイアガラ川に流れ出

る所です。湖と言いながら、長さは３８８キロであ

り幅は９２キロです。夏は気持ちのよい涼しい北西

の風が吹きます。冬は、言うまでもなく、寒いーー！

そして雪の多い所と知られています。 

 志願院とは、若い志願者が修練院に入る準備をす

る所です。即ち、自分の召し出し（召命）を識別す

ると同時に、大学で哲学の勉強をします。修道生活

への入門と言っても良いでしょう。今の処７人の若

者がいます。皆２０代の青年達です。今年は一番若

いのが２０歳で、一番年上は３０歳です。司祭館の

一部を借りて私とこの青年たちが共同生活をしてい

ます。司祭やブラザーになるまで、それぞれの今ま

での学歴の違いによって５年や１０年がかかりますので、彼らのために祈ってください。長い道のり

です。 

 バッファローはシアニ神父のふるさとでもあります。彼は癌治療を受けながら司祭館で共に生活し

ています。彼はいつも懐かしい日本の皆さんの話をしてくれます。病気との戦いが厳しいものですけ

れどもシアニ神父は忍耐強くがんばっています。彼のためにもお祈りください。 

 では、次の便りまで、祈りのうちに。 

 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

３ 

冬のバッファロー志願院 

４〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 



輪の和                  ブラザー八木信彦 

                    

 私が皆さんによく話してきた一つの思い出を文章化してみました。 

 中学生の頃、私はブラスバンド部に所属していました。楽器には大きく分けて主旋律（メロデ

ィー）を担当する楽器と、それをひきだたせる伴奏を担当する楽器があります。メロディーを演

奏する楽器は皆に人気があり、伴奏を演奏する楽器は目立たないので、皆はあまり担当しようと

はしませんでした。私の楽器はバリトンサックスで伴奏専門の楽器でした。目立たないし、つま
らないので、あってもなくてもいいだろう、わからないだろうと思い、ある日の練習時、吹く格

好はしていたのですが、わざと吹くのをやめていました。ところが、指揮をしていた先生はそれ

に気づき、「八木君、どうして吹かないの」と注意されました。それをきっかけにわかったこと

ですが、目立たない楽器もなければ物足りないということ、そして全体を指揮している指揮者に

は、音を出していなければすぐにそれがわかる、ということです。伴奏を演奏する楽器もメロデ
ィーを引きだたせるためにはなくてはならない貴重な楽器であり、目立たなくてもその音楽には

必要不可欠の楽器なのです。メロディーも伴奏を引きだたせているし、各々だけではなにか物足

りない、それらが集まって美しい曲を奏でていくのです。 
 使徒パウロのコリントの教会への手紙に「体は一つでも多くの部分から成り立っている。部分

の数は多くても体は一つ。体の中でほかよりも弱く見える部分が、かえって必要」とあります。 

 どんなにダメだと思っている部分でも、それなりに価値があります。留学から帰って来たある

人がこんな話をしてくれました。ヨーロッパに選ばれて派遣されたその人は、言葉の点も、むつ

かしい講義の理解度もすべて他の学生たちに劣っているように思えて劣等感にさいなまれつづ
けていました。恥をしのんで日本に帰ろうかと思いつめたある
朝、森の庭を歩いていてふっと目にとまった花、それは名もな

い草花だったけど、美しくきれいに咲いていました。そして自

分はその日、その時｢小さいは小さいなりに咲こう｣という決心
をし、それから後は、他人のことがそれほど気にならず、自分

がそれほどみじめでなく、小さいなりに、精一杯美しく咲くこ

とに満足できるようになりました。私にしか咲かせることので
きない花を、バラでも百合でもないけど、バラにも百合にも咲

かせることのできない花を咲かせてゆこうと決心したそうで

す。 
 先ほどのブラスバンドのことから学んだことは、小さいなりに目立たないなりにそれなりの大

きな役割があって、その役割を果たしていないと指揮者である神様にはわかるということです。
言い換えれば、大きい小さい又は目立つ目立たないは人間が判断したものであって全体を見てい

る神様から見ればさほど差はないのです。それと一つ一つの楽器が支え合って一つの曲ができる
ように、一人一人がお互いに支え合って一つの社会、共同体が作られているのだと思います。 

 人間の初めての共同体のことを考えてみると、楽園の中でもアダムはさみしく一人でした。気

持ちが沈んでいるだけでなく、その存在さえも無意味であると感られました。彼は、誰にとって
も必要ではなく、また誰のために働くこともできません。誰も彼に頼らず、彼の援助を期待せず、

彼にほほえみかけもしません。彼は誰にも心を打ち明けたり、仕事を捧げたりすることができな

ません。神はこれを見て、「人が一人でいるのはよくない。私は彼の相手となるような助け手を
作ろう。」と言います。 

 人はみんなで人です。  神はお互いを作りました。互いが私たちを存在させています。メロデ
ィーを演奏する楽器と伴奏をする楽器がお互いを引きだたせるために存在するように、私の存在

も誰かを喜ばしたり、励ましたり、認めたりするためにここに存在しています。それが人間社会

の共同体の基本であり、その一人一人を結びつけるのは愛です。 
 自分に与えられている楽器は、メロディーを演奏する楽器か、伴奏する楽器か何かはさほど大

事ではなく、誰にどの楽器を担当してもらうかは神様のご計画の内にあり、神様のされること、
神様の役割です。その与えられた楽器をそれなりにどう演奏するか、又は与えられた花をどのよ

うに咲かすかが私達の尊い役割であり、それは自分のためではなく、そばにいる誰かのためであ

るしその共同体のためであり、神様を賛美するためです。 

 自分に与えられた楽器をどのように奏でているか、その演奏を指揮者である神様はじっくりと

あたたかく耳を傾けて聴いてくださっている。そしてキリストの体の一部である私たちが、その

役割をよく奏でることによって、全体であるキリストに共同体としてより近づけるものに変えら

れていくのだと思います。 

バリトンサックス 
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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 

 １８２９年ウジェーンは疲労から静養が必要になり、あるブラザーに世話をしてもらうように
なる。ある時、高熱の為に墓に入れられるという幻覚を見るのだか、そのブラザーが上からロザ

リオをたらして引っ張りあげて助けてくれるというものだった。 

 これはウジェーンの日々のブラザーへの信頼を物語っているし、増々それを強めていく象徴と

なったのだ。 

 個人的使徒的召命から一つの司祭の使徒的共同体へとすすみ、修道使徒職共同体となってきた
ことを見ている。 

 列王記上３章には、夢枕に立った神にソロモンが聞き分ける心を願うことが書かれている。ソ

ロモンはそういう指導者になることを願っていたわけだ。 

 我々の会憲３３条の二段落目には、御言葉について語る時、「神の御言葉、聖書は、内的生命

と使徒活動の糧であるから、会士は聖書を熱心に研究するだけにとどめず、さらに注意深い心で

これを受け容れる。」と強調されている。 

 そういう気持ちで知恵の書のソロモンの祈りを読みましょう。御存知のように旧約時代にはま

だ三位一体は知られていないのだが、知恵、知恵の霊という表現は聖霊を指していた。９章１７
節には人格ある存在として知恵を語っている。 

 次の箇所は月２回教会の朝の祈りに登場する、「先祖たちの神、憐れみ深い主よ、あなたは言

によってすべてを造り、知恵によって人を形づけられました。あなた

が造られたものを人が始め、信仰深く、義に基づいて世界を支配し、
公正な心で裁きを行う為です。 

 あなたの王座の傍らにいる知恵をわたしに授け、あなたの子らの中
からわたしを取り除かないで下さい。わたしはあなたの僕、あなたの

はしための子、弱くはかない命の人間です。裁きと律法とをまだわき

まえていません。たとえ、人々の中に完全な者がいたとしても、あな
たの与えられる知恵を持たなければその人には何の価値も認められ

ません。あなたはわたしを御名の王に選ばれました。あなたの息子や

娘たちの裁き手として。」（知恵の書９章１節〜７節） 
 ウジェーンの考えた使徒的修道共同体は司祭とブラザーで成り立

つもので、日本の管区も最初から司祭と一人のブラザーがおり、入会
する前から協力者として一人の信徒であった津田さんと共に始まっ

た。 

 香部屋に彼の絵が初代管区長のギル神父の写真の横に並んでいる

ので感心した。香部屋より、もっとよいところに飾ったらどうだろ
う？ 

 さて、今から修道会の認可の過程と司教になることを見ていこう。（つづく） 

 

お知らせ                    ２００９年１０月２６日現在 

 

  ◆◆◆青年祈りと黙想のつどい 
 １１月２８日(土)～２９日(日)、テーマを「お恵み」として、高知県の考える村(宿泊施設)で、
高校生から 35 歳までの若者を対象に、オブレート会青年祈りと黙想のつどいが開催されます。

基本的に沈黙という静けさの中で過ごします。お知り合いの青年に参加を呼びかけてみてくださ
い。参加費、交通費がネックとなって参加をあきらめることがないように、その費用をできるだ

け援助したいと思います。詳細はブラザー八木まで…。 

 ◆◆◆MAMI高知地区集い 
 １２月５日(土)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。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。 

  ◆◆◆韓国の神学生＆志願者 
 ペドロ神学生はオーストラリアで、サムエル神学生は韓

ブラザー津田季穂 
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国で、それぞれ神学を勉強中。シメオンは英語習得と修練期のためスリランカへ出発しました。

どうぞお祈りください。 


