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主イ エス ･キ リ ス ト の ご 降誕、新年を 迎え る に あ た り 、 

皆さ ま の 上に 、神様の豊かな祝福、 

ご 健康と ご 多幸を お祈り 申し 上げま す 。 

 

大変な世の中に あ っ て 、私た ち 一人一人が、  

出会う 人々に キ リ ス ト の 平和、愛、癒し を 、  

与え 合え る 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 。  

 

 



 

準 備 し な が ら 気 づ い た こ と                             

    古川 健一 神父 

 

 最近、幼い頃どのようにクリスマスを待っていたのかということを思い出す機会があったので

す。思い起こしてみると、聖劇の練習をしたり、クリスマスに歌う歌を練習したり、クリスマス

献金をしたり、侍者の練習をしていたことを思い出します。子供なりにも準備していたんだと思

いたいのですが、実際のところ準備していたというよりは準備させられていたという方が正しい

と思います。でもその準備させられていたという経験があるので、今でもメロディを聴いただけ

ですぐにその歌を歌うことができるのです。つい先日、司祭のあつまりの中でカトリック聖歌集

103「あわれみの神」を歌ったのです。楽譜を渡され歌詞を見て知らないと思っていた歌でした

が、先輩達の司祭が歌う歌声にあわせて自分が大きな声で歌っていることに気がつきました。あ

われみの神・・・、「あなたがどうであっても私はそのままを受け入れるよ」そんな存在に守ら

れて今の私がいると感じた時に、歌いながらその神さまの愛に心が、じーんと暖かくなっていま

した。 

 幼い頃、イエスさまがお生まれになるということの

喜びより、今年のサンタさんからのプレゼントは何だ

ろうか？とか、神父様が今年はどんなクリスマスプレ

ゼントをくれるのかな？とか、何かをもらうことばか

りに気がいっていました。 

 司祭になって、典礼の準備、プレゼントの準備等、

何かをもらう立場ではなく、何かをさしだして与える

側になりました。というとおこがましいかもしれませ

ん。すべての与えられること、恵みは神さまからだか

らです。そのすべての与え主である神さまに少しでも

お返しできるように、クリスマスに向けて準備してい

るのですが、なかなか進まない準備に、子供の頃に戻

りたいとつい思ってしまうことがあります。 

 けれども考えたら、教会に子供がいる。それだけで教会共同体に大きな希望そして喜びをあた

えています。それならば、私も私がかわいい（？）子供だったとき希望を与えていたことになり

ます。そうです。もらう側が、与える側になり、与える側がもらう側になるのです。 

 クリスマスにおいて何かを与える、もらうこと、準備することも大事です。しかしもっと大事

なことに気がつきました。それはインマヌエルです。神は我々と共におられるという意味があり

ます。 

 神さまがいること。その神さまが一緒にいてくださっている私たち一人一人がいること。神さ

ま、私、あなたが共にいること。その共にいるということが尊くて、いとおしくて、すばらしい

ことなんだということに気づいたのです。赤ちゃん、子供、青年、中年、老年、年齢関係なく、

私たち一人一人は神さまからの最高のプレゼントです。それを気づかせてもらうために、人類の

歴史上最高のプレゼントイエスさまが私たちのために贈られてきたのです。神さまありがとう。

今年もたくさんのありがとうに気づくことができますように。 

 

私は誰ですか                      エドゥアルド・サントス神父 

 

 私は３９年前ブラジルのサンパウロで生まれました。この３９年間いろいろな経験がありまし

た。それについて少し話したいと思います。 

 私の両親がブラジルのいなかから、サンパウロに引っ越しました。それは４５年前だと思いま

す。その時、子供が２人だけいました。少し時間がたって、子供は６人になりました。私は末っ

子です。もちろん、最初に父は仕事を探していて、すぐサ
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ンパウロで働き始めました。ですが、給料が少なかったので、

たくさん残業しました。そのために、母は家族のために、父に

知らせずに、ある近所の洗濯をしていました。その活動から、

少しお金をもらって、卵や鶏肉が買えるようになりました。時

々、牛肉も買えました。母の活動は何年もたった後に、父が知

るようになりました。その時、もう６人の兄弟もみんな大きく

なっていました。 

 サンパウロで生活するのは大変だったけれど、両親の犠牲で

自分の家も買えたし、子供たちに小さいですが、大切なことを

たくさん教えてくれました。例えば、信仰の重要性や教会への

献身の重要性を教えてくれました。また、謙虚さの感覚と神の

子供達の尊厳意識を教えてくれました。私は少し年を取った後で、他の人の前で謙譲が大切であ

ることを習いました。私は他の人々が私に恥をかかせようとすることはできません。それは私の

性格のとても大切な部分です。 

 それで、ほとんどごく自然にカトリックの司祭になりました。その後日本に来ました。現在、

日本語の勉強をすごく頑張っています。今まで習った日本語が足りないので、終わります。それ

では、また。 

 メリークリスマス！ 

 

若者の黙想会                      ポンチアノ・パロモ神学生 

 

 去る１１月２９日〜３０日にオブレート会若者委員会主催の黙想会が行なわれた。ブラザー八

木は総担当。二日間にわたって諏訪師、イル師、古川師によるインプットがあり、問答の時間や

自己反省と黙想そして全体分かち合いがあった。今年は土佐山田の近くで行なわれた。景色が良

かったし、川と緑はとてもきれいだった。それに紅葉が始まっていたので場所が最適。平和な雰

囲気だった。  
 午後３時頃に着いた。若者の何人かは勤めの後

で加えられた。一休みをして少し見物した。オリ

エンテーションの時に黙想の間に沈黙と静けさ

を守るようにという指示。雰囲気作りにオリエン

テーションが良かった。 
 最初の典礼の後、黙想し分かち合う課題が与え

られた。黙想する時間は４５分だった。外で歩い

ていると心地の良い場所を見つけたのでそこで

ゆっくり座った。最初は多くの考えが浮かんで来

たので自分の心の中で争いがあった。落ち着くよ

うに努力した結果、子供の頃の生活を思い出し

た。静かに呼吸しながら落ち着くことが出来、平

和な気持ちになった。 
 分かち合いの始めにちょっと圧力を感じた。与えられた課題を十分に読めなかったから。それ

で終わりの方に分かち合うようにした。何故かと言うと皆の分かち合いを聞く間に「あ、こう言

うことについて分かち合うべきだ」と分かった。実は私はいつも最後だった。ハハ。私の番にな

ると最初のいくつかの言葉を述べた時に、皆、私の話しを真剣に聞いていたのでちょっと照れた。

でも、それで勇気を持って分かち合えた。私のつたない日本語が通じたかどうか分からない。後

の分かち合いが少しでもあるが、より上手に言えた。グループの分かち合いを重ねると、もっと

リラックスした雰囲気で分かち合いが出来た。時には笑い、時には涙も出た。 
 料理の準備や食事の時に沈黙を破っても良かった。でもそれぞれの心の中の静けさが保たれた

と思う。他の時にお互いに会えなかったのでこう言う時に限って笑いを分かち合えた。最初の日

の夕食はとても良いごちそうになった。代わり代わりに鍋の色々なものの味を試すことが出来
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た。それぞれを食べながら何だか参加する一人ひとりのかけがえのない違いを味わえたような気

がする。 
 二日目は、私が担当者として行ない、典礼で始めた。参加者（リーダーを含む）の数に会わせ

てロウソクを立てた。ブラザー八木が私にその役割を任せたごとが嬉しかった。私の祈りの文書

を翻訳したレイ師にも感謝。素朴で意義のある典礼だと思う。 
 黙想会は感謝の祭儀で終了した。後でブラザー八木の祈りのメッセージがあった。その後で解

散。私にとって、とても良い黙想会だった。待降節に入るために。 
 指導者には「才能と時間を割いてくれてありがとう」。 
 若者には「これからもお互いに支え合いそして奉仕活動を通して自分たちの信仰を養いなさ

い」。   
 最後にマミの皆さんにお礼を言いたい。養成のためにご声援をありがとう。特に私を支えてく

ださってありがとう。クリスマスおめでとうそして豊かな新年を迎えるように祈ります。 

青年黙想会に参加して                           深江 豊 

 

 私の日常は東京という忙しく世知

辛い毎日にあって、また沢山の人と

の出会いに恵まれています。見慣れ

た景色にも一日として同じ日はない

と思えるほど騒がしく、今日も名前

も知らない誰かが雑踏を行き交うの

を私は狭い窓から眺めています。 

 嬉しいこと、悲しいこと、辛いこ

と、苦しいこと、大事な友達、愛お

しい恋人、大切な家族。数え切れな

いこの一人ひとりにその一つ一つが

今日という日にあって、過去という

思い出があって、未来という夢があ

る。そう思うと、決して私の幸せは

私だけのモノじゃない。沢山の人々の幸せの中に私という存在は生かされているのだと、そう改

めて気づかされます。 

 私の日常は、私の祈りの日々は神への心からの感謝とともに。沢山の人々に、一人でも多くの

人に、今苦しむ人に、飢え渇く人に、孤独に震える人に神に祝福と希望の光りのお導きがありま

すように。私の存在もまた生かされているように、一日でも早く一日も長く神の愛の内に気付き

繋がれますように。絶えることのない喜びを神に感謝し多くの兄弟姉妹と分かちあうことができ

ますように。そう今はまだ私には祈ることしか出来ないけれど、いつの日か私は私に出来る私の

この身すべてを捧げ、神を願い求める人に尽くしたい。そんな私に今出来ること今足りないモノ

は何なのか、その答えを求めて私は今回の黙想会に参加しました。 

 「オブレート会青年と黙想のつどい」この一泊二日の黙想会にジュード神父様からお誘いを受

けた私は一人東京からの参加ということで、一抹の不安もありましたが福岡でお世話になった古

川神父様も参加されると聞き再会の喜びとまたはじめての出会いへの期待を胸に臨むことがで

きました。 

 一人暮らしでも部屋にいる時ぐらいしか一人になれることも無いので今回、自然の中で静かに

神に想いを寄せる機会が与えられて良かったと思っています。諏訪神父様と Br.八木そして、高

知の青年会皆さまにも出会え又、温かく迎えて頂いてとても楽しく過ごすことができました。本

当にありがとうございました。 

 黙想の後に感じたこと思ったことをそれぞれ話す機会がありましたが、自分のことを話すこと

が苦手な私にとってすごく試練な時となりました。そういった意味では私に足りないだと気付か

され今後の課題にすることができました。 

 古川神父様から神学生の頃のお話も聞けたこともすごくためになりました。そして、神父様の

後列右から 2 番目が深江さん 
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偉大さに改めて気付かされました。 

 私にこの先あるかもしれない試練に不安を覚え無力な私に焦りを感じました。 

 神を想う私にもっと早く出会いたかった、もっと早くに出会えていたらと２７才という年齢が

余計に私に圧し掛かります。 

 神に導かれて生きる。今の私は裕福ではありませんが、とても幸せです。心からそう思います。

今はこの想いを信仰を揺るぎないものとして育て培っていくこと。主イエス・キリストが歩まれ

た道を一日も早く一日でも長く辿る事ができますように。 

 私の信仰は今はまだ余りにも小さい苗木ではありますが、祈りという日々を糧にまた聖書を通

して多くを学び、聖霊の交わりを通して大きく成長していきたいと思います。何時の日か私の実

りを多くの人と分かち合うことができますように。 

 ジュード神父様・古川神父様どうか道に迷わぬように私を力強く導いてください。願わくは私

の願いではなく、主の御心のままになりますように。アーメン 

 

私とオブレート会                         野村 美代 

 

 私が洗礼のお恵みを頂いたのは、ギル神父様の時でした。ずい分年月が経ったものです。私は

病弱でした。受洗早々生きるか死ぬかの瀬戸際で、神父様方の御心配を頂きながら、奇蹟とお医

者の驚きのうちに、娘を出産しました。それから何十年も経って現在 11 人の孫たちと一人の曾

孫を含め、親子、孫、曾孫と揃って代々オブレート会の神父様方に、信仰を育てて頂き現在に至

ってます。心から感謝申し上げて居ります。孫達の結婚についで、今まだ青年部で二人孫がお世

話になり、ブラザー八木さんに御迷惑をおかけしています。本当にいろいろ御配慮を頂いて恐れ

入ってます。若いときから私は体が弱いので、自分の生活を守るのが精一杯で主日のミサも月二

回位がやっとだった時も、長く続き教会活動する余裕もなかった事を、今更振り返って本当に心

苦しく思って居ります。ただ自分の子孫のうち何人かは、信仰を継い

でくれるだろうと、その事にうれしく思ってます。毎日神父様方お一

人お一人のお顔を思い浮かべながらお祈りはして居りますが、シアニ

ー神父様は強く私の心にかかります。私も脊髄では長年苦しみを味わ

いましたので、人事ではない苦しみを感じますので、特別の思いで祈

らせていただいてます。昔ウィリアムス神父様のお説教に、明日は死

ぬかもしれないという思いで毎日の生活をしなさいとおっしゃいま

したが、今の私はその通りの心境で、自分の残り少ないであろう時間

をその時その時有効に使いたいと思ってます。私たちにとって神父様

方の存在がどんなに偉大なものか、イエズス、マリア様の御名のもと

で導かれ、生かされた幸せ喜びが身にしみて感じます。 

 神に感謝。オブレート会の神父様に感謝。本当にありがとうござい

ます。 

 

マミの皆さん                      アンジェロ・シアニ神父 

 

 最近病院へ行った時、ある人は看護婦さんに「クリスマスの日、お休みですか」と尋ねました。

彼女は「どうして」と。「私はロシア人で、学校で習ったのは神が存在しません。又、それにつ

いて試験もありました。ですから、私は神またクリスマスのことを何も感じません」とおっしゃ

いました。それを聞いた時、その言葉の裏の寂しさを感じました。私はこの寂しさを感じて、心

の痛みを深く感じました。 

 私たち、イエス様を知っている人は、幸いです。イエス様を知らない人は本当にかわいそうだ

と思いました。 

 癌は酷い病気ですけれども、イエス様を知らない人の状態がもっと酷いだと思いました。です

からイエス様が人を見ておっしゃいました。「収穫は多いけれども働く人は少ない」、と。 
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 マミの皆さん、いつも召し出しのためにお祈りしていただいてありが

とうございます。大切です。一昨年日本のオブレート会  に一人が叙階

されました。韓国で一人は叙階され、そして神学生何人かいます。恵み

です。 

 収穫は多いが働き手は少ない。神様はマミの皆さんの手が必要です。

イエス様を知らない人のためにお祈りしてください。また、オブレート

会の召し出しが増えるように！  

 私のために祈ってくださってありがとうございます。その祈りは私の

支えになります。最近は病気が酷くなくて割と元気です。 

 フランボア神父様は治療の一番酷い時、私をよく世話をしていただい

て感謝します。 

 最近フランボア神父様も手術して増々元気になっています。 

 マミの皆さんクリスマスおめでとうございます。新年のうちに神様の

豊かな恵みがありますようにと私が祈ります。 

 

クリスマスに当たって                                            レモ

ン・ブルゴアン神父 

 

 クリスマスの日に当たって様々な感情が湧き、そして様々な理由や目的で他の人々と一緒に集

まりこの日を祝いたい気持ちになる。 

 ある人は子供のころを思い出し、ある人は馬小屋にひかれ、あるいはクリスマスの歌やメロデ

ィーにひかれ、または昔の夜の荘厳なミサを思い出してなつかしくなる。 

 他の人は年に一度ぐらいは主の為に特別に身を捧げたい気持ちがある。 

 そして他の人はどうしても救い主を必要としているのでイエス・キリストを自分の救い主とし

て選び、もしかしたら、今年こそ ．．．と思い込んでいる。 

 どんな理由やどんな目的があるにしろ、今お話しした簡単な目的ではなく、もっと複雑な理由

や動機を抱いているかも。それぞれの目的があっても、皆さんの心の中に共通の目的もある。そ

してそれは意識的ではなく、潜んでいる動機である。 

 それは普通の自分を越えて、新しい自分を作り上げたい気持ち

から来る動機である。少なくともクリスマスの日に、クリスマス

の時期に、もう少し寛大な人間でありたい、もう少し他の人を受

け入れたい、もう少し子供に対して忍耐強くありたい、もう少し

人と関わっている時に兄弟愛を持って接したい、暖かい心で迎え

入れたい、もう少し幸せに暮らしたい、普段の自分と違う自分を

見出したいのではないか。 

 心の奥深くに、世間の祝い方は物足りないのでクリスマスを福

音「良い知らせ」として残して欲しいという願いから来る動機が

あるからではないか。 

 この「良い知らせ」、この福音によって、決してすぐ忘れる夢

ではなく、私たちの幸せは可能なものであると信じている。平和

は可能であり、正義は可能であり、愛は、許しは、兄弟愛は、和

解はすべて可能であると信じ切っている。 

 この「良い知らせ」によって、人間というものは生まれる時か

ら死ぬ時までただただ科学的な塊ではなく、むしろ自由な者、考

えることができ、愛することが出きる者、創り主に大事にされている者であることを信じたいの

である。 

 この「良い知らせ」によって神が人間を熱狂的に愛していることを信じている。人間はどんな

に愚かであっても常に神に愛されているという確信を持っている。 

最
近
の
シ
ア
ニ
神
父 
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 馬小屋の赤ん坊はそれを私たち、誰でもに、告げ知らせるためにお生まれになった。 

 多くの親は子供が偉いことをした時、正直あるいは素直になった時、良いことをしてくれた時

だけに子供に対する愛を現わしている。もっとひどいことには、正直でなかったり、良い子でな

かったり、良い成績を採らなければ子供に対する愛を示さないでいる。それはサンタクロースの

主なメッセージだ。良い子であれば報われると約束される。そうでなければ罰。 

 神は違う。私がどんな惨めな者であっても愛してくださる。私の「ありのまま」を愛してくだ

さる。私が良い者になる努力をしなくても愛してくださる。それを無条件の愛と言うが。そして

愛された私はより良い人間になりたい気持ちを持つことになる。正直、素直になりたい、勤勉で

ありたい、立派な人間になりたいという気持ちが湧いてくる。そうなるのは神からくる愛が条件

つきの愛だからではなく、神の私に対する愛の結果として生まれてくる。 

 神はイエスの親であるように私の親でもある。だから無条件で、特別な理由なしで愛してくだ

さる。罪人である私、物質的な物が大好きな私、わがままな私、自己中心的な存在である私、高

慢な私を愛してくださる。神は狂っているかに見えるほどその愛で私を愛しているからこそ神で

ある。 

 クリスマスはこういう神秘である。クリスマスのメッセージはこういう神秘である。 

 神はその子供である人間の事を恥ずかしいこととは思わない。普通の親と違う。全く自由に私

の所に来て留まる。私がすぐ改めることをしなくても常に変わらぬ愛で私を愛してくださる。こ

ういうことを今日クリスマスの日に馬小屋の前で思い出すものである。 

 度々私たちは絶望してしまう。正直になり、優しくなることは馬鹿みたいだと思うこともある。

私の正直さ、私の優しさを利用して他の人々が私をダマスこともある。「自己中心的に生きよ

う」、とさえ思うこともある。 

 しかしそれは神に対する不信用、不信頼、侮辱である。イエスに対する不信用、不信頼、侮辱

である。神は人間を創り、平和的、正義的なものになりうるものとして創られた。人間の胸の中

に平和を求める心、和解のできる心、愛することができる心を入れられた。そしてイエスは 2,000

年ぐらい前にそれが可能であることを告げ知らせに来られた。それは私たちの唯一の希望、私た

ちの唯一の確信である。 

 クリスマスおめでとうございます。 

 

愛のストーカー                                ブラザー 八木 信彦 

 

 若者との分かち合いの中で「神さまを『愛のストーカ

ー』と命名します。」とつい軽々しく言ってしまいまし

た。あとで、神さまに対してなんと失礼なことを言って

しまったんだろうと反省したものの、なかなかうまく表

現してる、的を射てるじゃないかとも思うようになりま

した。 

 こちらがいくら無視しても、いないかのように振る舞

っても、突き放そうとしても、離れようとしても、のの

しっても、激しく、しつこく、徹底的につきまといます。

本物のストーカーと決定的に違う点は、つきまとわれて

も深刻な不快感を伴わないこと…。むしろ、つきまとわ

れていることに感謝の念を覚えたり、愛を感じることで

す。これが『愛のストーカー』たるゆえんです。 

 でもやがて気付くでしょう。この『愛のストーカー』

から逃れられないことを…。なぜならこのストーカーは、つきまとっているのではなく、私たち

一人ひとりの心の中に、弱い深い部分に、そっといらっしゃり、見守っていてくださっているか

らです。むしろこちらがそのとりこになってしまうのです。 
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 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。特に司教になるまでの事実

を見ていくことによって神の御計画が見えてくるだろう。 

 少し逆登るが、１８１４年初めの仲間を集めた頃はナポレオンが破れ、国王がパリに戻った頃

だったが、エクスには司教がいなかった。ウジェーンの心配は、町の主任司祭たちは彼によい感

情を持っていないから、そのうちの誰かが司教に任命されたら、ウジェーンたちは教区から追い

出されるのではないかということだった。まわりの教区を見て、自分たちの活動を支持してくれ

るような司教をさがしてみてもだめだった。それで、ナポレオンとバチカンの間に協定が結ばれ

ていたから、フランス政府が修道会に許可を与えることは可能だったので、パリに行ってそれを

もらってこようと考えた。 

 １８１７年７月から８月にかけてパリへ行く。宗教担当大臣は会った

その日に、エクスの主任司祭たちからきていたウジェーンを非難する手

紙を彼に見せた。大臣は笑いながら理解は示してくれたものの、忙しい

こともあって田舎の小さなグループのことにあまりよい返事はしてく

れなかった。 

 王には顧問会があり、その中には２〜３人の司教がいたので、ウジェ

ーンがそのうちの一人を訪ねると、「あなたの問題と私の問題を一度に

片付けることはできないだろうか」と提案される。実は６月の時点で再

開される司教区と司教候補のリストができており、それを見たウジェー

ンは即座に亡命中のフォルツネ叔父に手紙を出しているのだ。 

 「リストにはあなたの同級生たちがたくさん載っている。あなたの方がずっとふさわしいのに。

そしてフランスに帰ってきてくれたら私たちの保護者になってもらえるのに。あなたが司祭に叙

階されたのは、イタリアの少年たちにラテン語や地理学を教えるためじゃないでしょう。」と。 

 さて話は８月に戻るが、その司教の頭を悩ませていたのは、今夜のうちに新司教のリストを顧

問会に出さなければならないのだが、今朝、ちょうどマルセイユの候補者から断わりの手紙がき

たところだったのだ。 

 司教はウジェーンに「何かいい案はないでしょうか。」と聞いた。何と答えたかお分かりだろ

う。「私の叔父がふさわしいです。叔父だからではなく、人物がすばらしいからです。以前マル

セイユの司教総代理も務めていたし、アヴィニオンの司教に任命された時はナポレオン支配のも

とでなることを断りました。」 

 即刻、略歴を書くように言われ、その後、タンピエとフォルツネ叔父に手紙を書いた。一通に

は「叔父を司教にすることは全くあきらめていたのに、神様御自身が贈り物を下さっている様で

す」。もう一通には「これを断るなら大罪です。」と—。こうして叔父が司教になった。 

 マルセイユは港町で喜怒哀楽の激しい町だった。自分たちの司教ができたことの喜びを、船が

入港した時の花火、ブラスバンド、市長、軍の司令官はじめ大勢の出迎えの人たちで現わした。

（つづく） 

 

お知らせ                    ２００９年１２月２６日現在 

 

 ◆◆◆MAMI 福岡地区集い 

 ３月２７日(土)に、MAMI 福岡地区集いをカトリック古賀教会にて開催する予定です。福岡地

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。 
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