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教育実習で感じたこと 

古川 健一 神父 

 

 沖縄の保育園で教育実習を始めたとき、二人の子供を担当したのです。そのうちの一人は無口

な女の子でした。自信がなくいつも下をみて登園していました。4 歳児のお姉さんは普通、3 歳

児や 2 歳児をお姉さん気取りで世話をすることもあるのですが、この女の子はときに 3 歳児に引

っ張られて生活をしていたのです。箸のもちかたも握り箸になるのでいつもスプーンを使う女の

子でした。私はこの女の子と鉛筆を持って図形をかく仕事をしたのです。鉛筆の持ち方、鉛筆を

どうやって握るか、それを２５分一緒にしました。私たちは簡単に鉛筆を握って書きますが、鉛

筆を握れるとはすごいことなんです。そしてどのように

鉛筆をつかって図形を書くかということを一緒に練習

しました。次の日、その子は「私、一人でするから先生

来なくていいよ。」といわれました。あれだけ一生懸命

にしたのに私は必要ないんだと私は思いましたが、その

日、彼女は一人でいろいろな図形を 14 枚書いたのです。

40 分一人で集中してその図形を書くという仕事をして

いました。その次の日もひたすら図形を書いていまし

た。最後にいつも子供とその書いた図形を一緒にみて子

供の感想を聞くのです。はじめの日はにこって笑っただ

け、その次の日はにこにこしながら、最後の日に感想を

聞いたときは彼女はぴょんぴょんと踊っていました。そ

こには彼女の成長の跡がありました。はじめは、はみ出

して書かれていた図形、子供の力のない握力で書かれた

薄かった図形が最後には鉛筆をしっかりと握って書か

れた図形になっていました。そして、３日目にこんなこ

とがあったのです。彼女は給食時スプーンだったのに、

先生お箸を使いたいって自分から言って来たのです。そ

してご飯をなれない箸を使いながら「難しいな」といい

ながら楽しく食べました。お気づきかもしれません。鉛筆をしっかりと握れるぐらいの握力がつ

くと握り方は同じなので、お箸も握れるのです。そのお箸を握ることができたという変化もそう

ですが、何よりも、いつも自信のなかった彼女が自分から何かを挑戦したいという心の変化、精

神の発達に驚かされました。3 日あれば子供は大きな変化を遂げているのです。後は爆発的に彼

女は変わっていきました。子供のあるべき姿、自信がでてきたことをしめすように、目線を上に

上げて生活し、みんなのスリッパをそろえ、小さな子供が困っているのをたすけ、笑顔でよく話

すようになりました。同一人物かというぐらいになっていきました。あるべき姿に変えたきっか



けの出来事は２５分間一緒に鉛筆を握る練習をしたことでした。 

 福音の中で、夜通しペトロたちが漁をした

のに魚が捕れなかったと記述されている箇所

があります。いつもなら捕れる魚がとれない

のです。漁師のあるべき姿が失われているの

です。魚が捕れなくなっているのです。私た

ちはどうでしょうか？さっきの子供のよう

に、くらい顔をして、いつも下を向いていな

いでしょうか？あるべき姿でしょうか。 

 あるべき姿をしていない漁師ペトロにの船

に、湖畔に立っていたイエスさまが船に乗っ

てくださるのです。そして網をおろしなさい

といいます。イエス様の神の力を目の当たり

にしたペトロは「私は罪深いものなのです」

といいます。ペトロは夜通し漁をしてとれなかったのにと疑ったかもしれません。しかし、イエ

ス様が共にいるときに漁師のあるべき姿をペトロはとりもどすのです。 

 さて子供の話に戻りますが、私はあるべき姿に変えたきっかけの出来事は２５分間一緒に鉛筆

を握る練習したことでした。といいました。しかし、この場合でも子供をあるべき姿に変えたの

は私ではありません。子供は自分で自分を成長させていく力を持っているのです。その力を神さ

まが一人一人の子供に与えています。子供を成長させるのはイエスさま、そして神さまの仕事で

す。私のように先生、教師の立場は、船のような、もしくは網のような存在なのです。子供の成

長を助ける神さまの道具なのです。 

 パウロは聖書の中で次のようにいっています。「私は他のすべての使徒よりずっとおおく働き

ました。しかし、働いたのは、実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。」とはっきり

いっています。 

 私たちはたくさんの出会いがあります。その出会いのなかで、その人に働かれている神さまの

力を見ることがたくさんあると思うのです。その神さまの業をたくさん見つける恵みが与えられ

るように祈りながらこの原稿を書いています。私たちがこれからも多くの神さまと人々とのよい

出会いが多くありますように。神さまの道具として、よりよく人々に仕えていくことができます

ように。 

 

自己紹介                ヒラン・ジャヤワルダ

ナ神父 

 

  私はスリランカのコロンボ管区からきたヒラン・インデ

ィカ・ジャヤワルダナと申します。私の出身地はワタラで

す。そこはコロンボとカツナヤカ飛行場の間にあります。 

  １９７９年１月３０日生まれで、一人の兄弟がいます。

シャマルという名前で現在オーストラリアで大学に通っ

ています。 

  １９９４年１月１６日に神学校の入学試験を受けまし

た。哲学と神学を終えて司祭敘階は２００７年９月１５日

でした。叙階式はコロンボの聖ファチマ教会で行われました。 

  最初の使命はブタラでした。そこは田舎の仏教の町です。場所は「スバセト・ゲデラ」と言い

「良い望みの家」という意味です。「スバセト・ゲデラ」はオブレート会のマイケル・ロドリゴ

がミサを立てている間に暗殺された所です。２００７年９月２５日から２００９年９月３０日ま

でそこにいましたが、その間にハムバントタ教会にも手伝いに行っていました。日本に行くこと

が決まったので、それらの仕事を止め、コロンボの「ナザレ」という説教団体の一人として働き



ました。特に大きな祝日のための説教団のメンバーでした。 

  ２０１０年２月８日に日本に来て、今は大阪の YWCA で日本語の勉強に励んでいます。本当に

言葉はまるっきり違うし、日本人の考え方や住み方は全然違います。その「新しい服」を着て、

生きたイエスを少しでも紹介したいです。 

 

ハー神父の便り                        ディック・ハー神父 

 

  マミの会員のために文章を書くことは光栄です。日本を去ってからもう４年になります。当時

私の病気が直り再びオブレート会の皆さんと一緒に日本で働けることが出来たらと思いました。

しかし不幸なことで身体の具合は優れていなかったのでマサチューセッツのツークスベリーに

残りの人生を過ごさなければならなくなりました。 

  現在 84 才になり健康はあまり良くありません。ここはオ

ブレート会の病気の会員のためにふさわしい施設を経営し

ています。年寄りの会員のためにとても良い所です。現在集

中治療が必要な会員は１３名、そして特別治療を受けながら  

ボストン地区の教会の手伝いに行っているのが１６名です。 

  日本への宣教師としてとても良い思い出があります。５２

年間でした。１９５３年に福岡の光が丘に任命されました。

次は、福岡県の古賀教会に移りました。何年か立ってから徳

島教会に任命されました。それから兵庫県の伊丹教会や徳島

県の阿南教会。最後に高知県の安芸教会。この多くの教会で

出会った人々がとても多いし、そして良い思い出がありま

す。もちろん一番ありがたいことは出会ったすべての信者の

信仰と友情です。 

  最後ですが今のオブレート会員の宗教的かつ経済的な援

助をありがとうございます。私の祈りの中で皆さんが増々祝

福されていることでしょう。私たちは、司祭もブラザーも、

皆さんと一致して主に対する奉仕とマリアのインスピレー

ションと祈りを捧げます。 

  良い復活節を送ってください。 

 

MAMI と 私 、 ま ず オ ブ レ ー ト 会 士                        

           辻本みどり 

 

 私は長く古賀教会に通っていますが、神父様がオブレート

会士である事を知ったのは 8年前に司祭館でお食事を作り始

めてからです。オブレート会来日 50 周年記念誌を以前に一

度読んだものの心に止めることはありませんでした。しかし

「お仕えするならオブレート会を知らなければ」と読み始め

た私には１ページ１ページが深く濃く新しい世界でした。神

父様とは「選ばれた強く正しい人」「雲の上の人」子供の頃

に父から教わったイメージを持っていた私は、神父様方の本

当の姿「悲しみも不安も弱さも持った私と同じ人間」に出会

ったのです。その後、福岡地区の集いの前に MAMI 会員の

募集があり、入会したいと思いましたが、神学校援助費と

MAMI 会費の両方支払うのは、子育て中の私にとって小さい

けれど大きな悩みとなりました。その頃古賀教会にいらしたブラザー八木にご相談したところ

「心の向く方に動いたらいいでしょう」とお返事を頂き、
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神学校には申し訳ないのですが、即、MAMI 会員となりました。初めて参加した MAMI の集いの

分かち合いに先輩会員の皆さんの前で「司祭館において頂ける限りオブレート会士に奉仕した

い！」と宣言してしまったのです(恥ずかしい)。神様は様々な人や出来事を通して私に愛を伝え

て下さいます。その中でオブレート会士は深く濃く多くを占めているのだと感じます。そして、

始めから今日まで神様が私の為に計らって下さった事を感謝し、今日から終わりまで感謝の心と

祈りを持ち続け乍ら、オブレート会士に奉仕したいと思っています。思っていますが、弱い私が

働きを続けられるように、皆様のお祈りをお願いします。 

 

日本での体験談                        ポンチアノ・パロモ神学生 

 

    最初の数週間は「適応」の日々でした。気候、言語、人々、場所。特に言語の壁があったので

少しホームシックになっていました。しかしジュード師と健一師の支えによって乗り越えまし

た。時には一緒にボウリングや食事や温泉などに行きました。昼間は辻本さんがいて話し相手と

なっていただいて助かりました。日本語の練習も出来ました。 

    幼稚園での体験も大好きでした。子供に英語を教えている時に日本語の勉強にもなったし、日

本の文化にも触れることが出来ました。それは子供たちと関わりながら自然に分かち合えまし

た。それに教育方法にもとても魅かれました。一日の日本語学校での苦労があっても幼稚園の子

供たちにもあってきました。週末や長い休暇の時に会えなくて辛かったのです。 

    古賀の信者たちとの関わりも楽しかったです。話しや関わりはとても良かったです。そして大

名町の教会で移民したフィリピンの人たちと関われて良かったし、フィリピンにいるような気が

しました。ジュード師は英語のミサのために小倉まで連れてくれたのでありがたかったです。 

    しかも、色々なオブレート会の宣教地

方を訪れることが出来て恵み溢れる体験

でした。いろいろな司祭や信徒に出会え

たりして私の養成に大きな影響がありま

した。実際に、私の修道者としての歩み

に大いに助かりました。私の方から色々

やりながら、例えばリダーシップについ

てのゼミや聖体拝領のクラスも、あるい

は信仰の分かち合い、黙想会などで与え

るよりも、色々学ぶことが出来ました。

それに、庭の刈り取りや家の掃除なども

レクリエーションになりました。これは

忘れられない瞬間であり、今でも大事に

思い出としてし、オブレート会と神に感

謝しているものです。 

    そしてクライマックスになったのが東京での３０日間の黙想会でした。神との完全な関わりで

した。癒しと赦しの期間でした。でもそれらよりも私の召命の中でいかに神が一緒に歩んで来た

かを見て、黙想することが出来たことです。実は、神が喜びの時だけではなく痛みや苦しみの時

にも私と一緒にいらっしゃることに気づきました。これらの真理がいつも明らかになりました。

神は常に良いものです。 

    ジュード師、オブレート会の評議会、養成委員会のメンバー、すべての日本のオブレート会の

会員の支えや愛に対してありがたい気持ちを伝えたいのです。そしてマミのメンバーに皆さん、

いつも私を支えてくださりありがとう。すべての人に私を友人として受け入れてくれてありがと

う。イエスと母マリアよ、愛のうちに指導してくださることにありがとう。 

    最後に、皆さんにお願いがあります。私のために常に祈ってください。私の黙想会を指導した

イエズス会の神父は私の性格がとても日本にあっていると言いました。私も宣教師として日本に

行きたいことを上長に伝えます。（もちろんそれは初めての任命の前に！ハハハ）この２年の間

に私にも日本における役割があると感じました。神は皆さ
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んを祝福し、そして日本の宣教地を祝福されますように！ 

垣 根 の な い 居 場 所 ( イ ン ド ネ シ ア の 旅 を 通 し て )                              

               ブラザー 八木 信彦 

 

 2 月から 3 月にかけての一ヶ月間、インドネシアのボルネオ島(カリマンタン)とジャワ島のオ

ブレート会の宣教地を訪問してきました。 

 ボルネオ島は世界で 3 番目に大きい島で、日本の約 2 倍ありますが、人口はあまり集中してい

なくて、海岸沿いに 5,60 万人クラスの都市が数箇所ある程度で、それ以外はほとんどがジャング

ルです。まずその海岸沿いにある空港のある都市にジャカルタ(首都)から飛行機で行き、そこか

ら大型夜行バスで約 10 時間かけて内陸の人口 10 万人程度の町に行き、そこから小型バス(ハイ

エース程度)に乗り換えて 2 時間かけて小さな集落に行き、そこからバイクで 1 時間半かけて川

沿いの船着き場に着き、そこから 2 時間小型ボートに乗って最終目的地のオブレート会の宣教地

がある集落に辿り着きました。 

 そこで生まれて初めて川の水(ちなみに水の色はほうじ茶色)で沐浴、洗濯、トイレをしました。

もちろん紙がないので用を足したあとの処理はその川の水でします。はじめは不衛生で抵抗を感

じていましたが、慣れてくると、この川の水の方が清潔な無菌状態の水よりも体にいいのではと

感じるようになっていきました。というのも、川に流れ出た土や草木の養分がその水に染み込ん

でいて、とても優しく力づけてくれていると体が感じるのです。 

 ここでは、人と人、人と自然、

人と神さまとの境や垣根をあまり

感じませんでした。暑い気候のせ

いもあるでしょうが、扉や窓もか

っちりしたものではなく、その家

族以外の近所の人々も自由に出入

りしていて、お茶を飲みながらゆ

ったりと会話を楽しむ光景を何度

も目にしました。その団らんの和

(輪)の中で、小さい子どもや赤ち

ゃんが戯れていて(どんなに奥地

に入っても赤ちゃんや子ども、若

者がたくさんいました)、親だけで

なくその場にいる人々全員でその

子どもたちを温かく見守っている

感じです。だから自然と子どもた

ちに対する禁止事項も少ない感じ

がしました。 

 またそのような環境の中で生活しているからでしょうか、全体的に人間関係がおだやかでギス

ギスしていません。何か失敗しても責められる感がなく、とにかくそのままで居させてくれます。

許容のラインが日本よりもかなり高いところに設定されているようです。 

 今回もたくさんの人々に歓迎していただきました。インドネシアから帰ってきてまず感じたこ

とは、インドネシアのオブレート会員を含め「いったいどれだけたくさんの人々が私のこの訪問

ために時間、お金、食べ物、品物、配慮、労力、優しさ、親切、笑顔を捧げてくれたことだろう。

これでもかというほど大切にしてもらって、感謝の気持ちで一杯だ。」ということです。 

 この旅を通して、人間にとって最良のことは何かを教えられました。それは、自然の営みに身

をゆだねながら、家族や近隣の人々との団らんを楽しみ、その生活の中でこの恵みを与えてくだ

さった神さまに心からの感謝や賛美をささげていくこと…。つまり平凡な生活、毎日の単純な営

みの中に大切なものが隠されていて、決して一大事業や一大行事を成し遂げることの中だけでは

ない、ということです。 
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インドネシアのオブレート会神学生 



 これを感じにくい日本の環境の中で、どのように今回の旅で得たことを消化していくかがこれ

からの私の課題です。少なくとも環境のせいにはせず、心の持ちように気をつけたいと思ってい

ます。 

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 

 司教として大歓迎されたが歓迎会の終わり頃、ウジェーンは叔父をそっと引っ張ってすみっこ

へつれていくと、まだ手続き中で候補者として名前があがっているだけだから、勘違いをしない

ようにと言わなければならなかった。政府とバチカンの間の多くの問題が残っていたので手続き

が遅れるだろう。 

 フォルツネはオブレート会のエクスの修道院に行って待った。 

 それから５年間待ってフォルツネは１８２３年１月司教に任命され７月に叙階された。熱心な

甥を落ち着かせる役も勧めたので、会の出発にはなくてはならない人だった。 

 その時フォルツネは一つの条件を出している。ウジェーンとタンピエが自分の総代理とて引き

受けるならというものだ。タンピエは、自分は総代理などになりたくないし、会憲会則にそうい

った外部の役職を受けないという禁止条項があるのに、私たち二人がそんなことをすれば他の仲

間が反対するだろうと言う。 

 ウジェーンは反対を覚悟しているが、

これを承諾しなければもとの状態に戻る

のでグループの保護の為受け入れようと

説得する。 

 しかし、タンピエの心配どおり、内外

に問題が起こってくる。仲間たちからあ

の二人は名誉のある地位を手に入れて仕

事は全部私たちにさせようとしていると

いう批判が出てきた。 

 外部ではまわりの司教たちからも内部

の紛争に賛同の声が上がった。司祭たち

に「教区へ帰ってきなさい。あの会は認

可を受けていないし、立てた誓願も単な

る個人的なもので免除できるから」と呼

びかけた。 

 ウジェーンは当時の２０人ぐらいの仲

間を集め、総会を持ち、自分とタンピエが総代理になった理由と動機を十分説明して会の為に必

要だと思うので、これが受け入れられない人は自由に帰っていって下さいと言った。 

 この時わりと多数の人が退会した。ウジェーンの補佐２名や会計担当者、修練者、志願者…。

「もっとしっかりした会に入会したかったのに…」、と。 

 こういう状況になってウジェーンはこの会は全く個人的な考えで設立したのであってみ旨で

はなかったのではないかと心配になった。後にはそのためにローマへ行く決断をした。 

 ローマに行って教皇の識別に委ねようとする。１８２５年１０月に出発し、１２月に到着する

が、誰に聞いても見通しは暗いと、それは会が認められる訳はないし、あきらめなさいと言われ

た。 

 当時似たようなグループがたくさんあり、バチカンの委員会は当分はこれ以上認可しないこと

を決めていたのだ。 

 すでに存在する修道会への合併をすすめられるだろうからその覚悟でいなさいとも言われた。 

 ウジェーンは教皇との謁見を待ち望みながら枢機卿たちのところを回ったしある枢機卿は「教

皇は待っているよ」と言われたが待っても待っても呼び出しはこない。一ヶ月後自分から出向く

決意をした。１２月２１日聖ペトロ大寺院に入り、ペトロの墓のところの祭壇に会憲会則の原稿

祈る老人 



を置きミサをたてた後、バチカンの扉の前に立った。 

 謁見受付の係りに会った時にすべてが明らかになった。自分の成し遂げた業だと認め、速く他

の大勢の偉い人の前に謁見を可能にした。謁見可能となったウジェーンは教皇と４５分間という

考えられない長い時間話し合うことができた。（つづく） 

MAMI-2009 年 度 収 支 報 告                                          

レモン・ブルゴアン神父 

                   2009 年 4 月～2010 年 3 月 
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内 訳 金額 内 訳 金額 

2008年度繰越金 

会費 

祭儀費 

寄付(個人) 

 

2,702,382 

1,277,100 

180,000 

300,000 

 

教育費(神学生) 

共同生活費(神学生) 

ニュースレター 

振込手数料 

 

2,394,576 

1,175,278 

8,541 

26,715 

 

収入合計 4,567,482 支出合計 713,175 

 

 

次年度繰越金 

 

962,372 

 

 

お知らせ                    ２０１０年４月３０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、高齢の中にある会員・その家族と

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２９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。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。 

 ◆◆◆今年度地区集会の予定・他地区集会への参加 

  地区の集会も定着し、地区内の会員の交流も徐々に持てるようになってきました。他方、地区

を越えたマミ会員の交流を持つようにするにはどうすればよいかを話し合った結果、自分の所属

する地区以外の集会へも参加しやすいようにということで、あらかじめ地区集会の開催予定日を

６〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 



お知らせすることにしました。どうぞ他地区の集会にもぜひご参加ください。これを機会に少し

遠出して、オブレート会が担当する教会を訪問・巡礼してみてはいかがでしょう。(他地区の参

加の場合、開催 1 週間前までに古川神父までご一報ください。) 

・2010 年 5 月 29 日(土)伊丹地区集会  ・2010 年 9 月 25 日(土)徳島地区集会 

・2010 年 11 月 27 日(土)高知地区集会 ・2011 年 4 月 2 日(土)福岡地区集会 
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