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MAMI 会員の皆様、こんにちは！ 

ウェンシー・ラギダオ 神父 

 

 今年５月にオブレート会「日本、韓国地区」は新しく

生まれ変わりました。その新しい地区長としてローマのオ

ブレート会本部から任命されたラギダオ神父と申します。

同時に兵庫県伊丹市にある王たるキリスト幼稚園で園長

の役割も勤めています。皆様どうぞよろしくお願いしま

す。 

 実は１０年以上前にも管区長として皆様に大変お世

話になっていました。今回、自分の不適当さや高齢を感じ

ながらも再挑戦だと思っています。それは自分一人だけで

果たす使命ではなく、神様の導きとオブレート会の兄弟の

励みと協力を信じて果たせることです。日本の教会の発展

の為にたとえ小さな力であったとしても何かの役に立ち

たいと思っています。 

私たち修道者にとっての大きな支えは信徒の皆様の御

支援とお祈りなのです。その役割を、MAMI の皆様にして

いただけるのは大きな意義があります。なぜなら、MAMI の会というのは試合や競争の場での「応

援団」のような役割を果たしているからです。 

 「私たち MAMI 会員はここにいます！オブレート会の会員の為にお祈りします！だから安心し

て福音宣教の仕事を頑張ってください！」これらの応援は私たちオブレート会会員にとって大き

な励みになっていると思います。 

 今年の９月から１０月にかけてオブレート会の総会がローマにて開かれました。そこで新しい

総長が選ばれたのです。名前は Louis Lougen 神父です。アメリカ人で 58 歳です。17 間宣教師と

してブラジルで過ごされました。総長は大変な役割です。どうかこれから彼の為にお祈りくださ

い。 

 私たち日本と韓国のオブレート会にとって２０１０年は恵みの年です。３人の若いスリランカ

人の司祭が新しいメンバーとして来日しました。いま３人とも日本語の勉強を一生懸命挑戦して

います。近い将来日本の教会の為に小さな貢献になると思っています。 

 バングラデッシュからも一人の若いオブレート会の司祭が韓国のミッションの為に派遣され

ました。どうかこの４人の新しいメンバーの為にもお祈り下さい。 

 末筆になりましたが、いつもたゆまず御支援とお祈りを頂いていること心より深く御礼を申し

上げます。これからも教会の為に皆様と一緒に励んで行きたいと思っています。神様の希望とお

恵みに感謝。 

 



 

マミの皆様                    ロビンソン･ロバート神父 

 

 古賀から温かい挨拶を送ります。 

 皆様の援助や祈りに感謝していることをお伝えたしたいと思います。日

本語学校を２週間終えたところです。私のクラスは私を入れて８名です。

タイから３名、台湾から２名、韓国から１名とスリランカから２名です。 

 日本の方々は何かするときにとても親切に助けてくれます。YMCA での

授業はとても系統的でたくさんの宿題があります。しかしとても面白くて

やりがいもあります。日本を学ぶのは幸せですし全力を尽くしたいとおも

います。 

 皆様のための祈りを忘れず捧げています。神様の恵みが皆様の上にありますように。 

 

マミの皆様                         クリスティ･パキアナタン

神父 

 

 幾つかの言葉を伝えるのは喜びです。 

 はじめに、いつも皆様のたゆみない支援に感謝しています。経済的支援

もそうですが皆様の種々のかかわりに感謝です。特に日本語を覚えるため

にはありがたいことです。ご存じのように日本語を覚えることが始まった

ばかりで、少しずつこの新しい環境に慣れてきています。 

 私の家族について伝えたいとおもいます。父親は、今引退していますが

公務員でした。母親は主婦です。現在二人ともスリランカにいます。５人兄弟姉妹のうちの私は

３番目です。一番上の姉は結婚してからフランスに住んでいます。結婚している兄はスリランカ

にいます。妹は結婚し現在カナダに暮らしています。末っ子の弟は両親と一緒に住み公務員です。 

 私は昨年の１２月に司祭になり、総長からの任命で日本の宣教師として派遣されました。宣教

師として務めたかったので喜んで日本に来ました。 

 皆様に感謝を伝えると共に、自信を持って新しい言語と文化を学びたいと思います。神の宣教

の場で早く務めたいと思います。ありがとうございます。良き主の恵みが皆様の上にありますよ

うに。 

 

訪れるべき国                           ヒラン・ジャヤワルデナ神父 

 

 人はそれぞれ夢や期待を持っている時があります。その中で、スリランカの友人が一生に一度

でも日本に訪れたいという夢があると言っているのです。私が日本に来たのは宣教師としてです

が、他のスリランカ人のもつ夢を分かり始めています。 

 日本はテクノロジーや他の分野の面でよく成長していると同時に環境の美しさも保ち続けて

いると思います。それは驚いたことでした。家々には小さなきれいな庭を保っています。その上、

ユニークな文化や物の考え方はとても魅力的です。確かに日本人は他の国からいろいろな思想を

受けているけれども、そのまま受け容れるではなく自分たちなりに思想や文化を修正して受け入

れています。 

 魅力的で美しい文化を生かしていると思います。日本人の

考えは言葉以上のものです。沈黙の中で聞いている人が、言

っていることと、言わないことも何となく分かるようになる

のです。例えば 「かえりたいんですが…。」と言う時、 聞

き手の意見も尊敬されます。このように日本の文化や社会は

人間的であると共に品位のあるものです。と同時に悪い方向

にも走っているのを忘れてはならないと思います。その価値



観が薄くなっている場合もあるのです。だから日本の文化の深さを何とかして守って欲しいと私

は願うのです。 

 だから、神の国を伝えるために日本に来られた機会が与えられたことを感謝しています。そし

てその宣教を支えてくださる方々の努力（祈りや善意）を感謝しています。主がそれらの方々を

いつまでも祝福しますように。 

 

神に魅き寄せられて                            伊丹教会 田村 脩 

 

キリストの平和 

 この度私は妻とともに、MAMI に入会させていただきました。この機会を与えて下さった時の

兆を神に感謝いたします。 

 神父様をはじめ会員の皆様の温かいお導きを心からよろしくお願い申し上げます。 

 私たちは 1993 年 4 月伊丹教会にお世話になることになりました。しばらくして MAMI の会の

ことを知りました。当時、私は大阪教区事務局に勤務していたこともあり、なんとなくある意味

での拘りを抱き続け、意識しながらも、今日にいたりました。昨年 3 月事務局を退くことになり、

積年の思いに区切りをつける意味で入会させていただき、ようやく肩の重

荷が下りた思いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 私にとって神への道は、遠藤周作と同じく母から着せられた洋服でした。

自分から思想の遍歴の後選んだ道ではなく無自覚的な、いわば逆らうこと

も許されず押しつけられたと言った道でした。従って永い間遠藤周作のよ

うに「合わない洋服」との苦闘もなく、世間的には素直な信仰生活を歩ん

でいると思われたのではないでしょうか。 

 ただ、「私の信仰は御飯をいただくと消化不良を起こすので柔らかいお

粥しか食せない程度のものです」と自虐的な逃げ道の中で過ごしてきたと

言えます。その過程で「一度神に関わったものは、決して逃れられない、

また神も決して離しはしない」ということが理解できるようになり、また、

神は如何なるときにも私にその存在を忘れさせなかったことに思いいたり、あらためて神の恩寵

を感じるにいたった次第です。もう自己満足の呟きは言うまいと思い、神と向かいあい、問いか

け、神との関係において、ただひたすら「聖なるものになりなさい」という神の呼びかけに、素

直に応える生き方を歩みたいと願う毎日です。 

 これからも MAMI の会の精神を心の糧として祈りのうちに過ごして参りたいと願う次第でご

ざいます。 

 どうか妻ともども、この仔羊をお導きいただけますようお願い申し上げます。 

祈りと感謝をこめて 

 

マ ミ に 入 会 し て                      

徳島教会 酒井重子 

 

  今回『マミの会』に新入会者として一筆書く事になりまし

た。オブレート会にはもう一つの信徒が入会できる『マミの会』

がある事を最近になって知りました。詳しい勉強はしていませ

んが、マミの会員になった事で、祈りや犠牲を捧げる機会も、

今まで以上に多くなり、小さい事からでも少しずつ、果たして

いかなければと思っています。 

 過日の徳島地区マミの会の集まりは、ブルゴアン神父様のイタリアから始まった、アジアに向

けての宣教活動。（特に日本という独自の文化に興味を持ってくださったこと）やブラザー八木

のインドネシア・ボルネオ島で、地域に溶け込み共に汗を流された貴重な体験。古川神父様の総

体的なマミの精神についてのお話など、和気あいあいの中で会は進められました。そして、昼食

を共にできた事が、益々和の効果を高めました。 

２〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 
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３ 



 今は少人数でも、『マミの会』が今後、更に広がり、私たちの日々の行いの中で生かされる様

願っています。同時に私は、元看護士をしての経験を通して、高齢者ではありますが、少しでも

役に立つ事ができればと思っています。今後共どうぞよろしくお願いします。 

(酒井さんは前列左から 3 番目) 

 

シアニ神父様の思い出                                鳴門教会 軒

原加代子 

 

 １９６８年シアニ神父様が、助任司祭として鳴門教会にこられまし

た。３１才で若くとてもお優しい神父様でした。鳴門の信者は少なく、

家族的なお付き合いで、週に一回どこかの家に集まりごミサをしていた

だき楽しいひとときを過ごしました。今はいい思い出となって残ってい

ます。私が神父様に日本舞踊を教えてその中でも黒田節が好きでクリス

マスの時に必ず踊られていました。とてもお上手でした。そのお姿が目

に浮かんできます。１０年ほど鳴門にいて高知の方に変わられました

が、再び主任司祭として１９９８～２００３年の間鳴門の方で過ごされ

ました。２００６年の秋に病気治療のためアメリカに行かれました。と

ても心配していましたが、２０１０年の８月１８日に妹さんに付き添わ

れ鳴門教会に帰って来ました。お顔もふっくらしてお元気でしたので安

心しました。久しぶりにお会いしたうれしさに涙がこみあげてきました。皆んなで食事会をひら

き楽しいひとときを過ごしました。これからも神様のお恵みによりいつまでもお元気でいて下さ

ること、そしてもう一度鳴門教会に帰ってきて下さることを心からお祈りしています。 

 

あ な た の 信 仰 が あ な た を す く っ た                       

              古川 健一 神父 

 

 「あなたの信仰があなたをすくった。」このことを感じることができた出来事がありました。

教育実習をしてきた時のことです。3 人の子供たちと関わりながら実習していたのですが、一人

の子供は特別支援が要する認定を受けた子供でした。集中力がなく、皆が部屋で作業しているの

に、すぐに外に出て行きトイレからかえってこない、職員室の前で座って休憩をしているなど、

とにかく、自分のしたいことだけをしていました。相手がどう思うかとか相手のことを思いやる

ことなどは全くできない子でした。なによりも順番を待てないのです。私たちは順番とか待つこ

とができます。しかし、子供にとって相手のため、ほかの人のために待つということは精神が発

達していないとできないことなのです。これらの子供達に一番気をつかなければならないことが

あります。彼らは否定されることに敏感で言葉使いも気をつけなければならないのです。「○○

ちゃんだめでしょ。」と言うと、とたんにすねてしいまいます。すねると下をむいて落ち着くま

で手の施しようがなくなるのです。否定されることはいやなのですが、否定はするのです。「教

室一緒に行こう」「いや」、「みんながお歌を歌っているよ、歌いにいこう」「いや」、この子

はこの言葉を毎日いい続けました。「いや」という言葉、もちろん生活のなかで使うことも大切

です。断ることができなくてストレスを抱える人もいます。しかし、「いや」というとき。その

新しい可能性、そして相手との関係を切ることになります。あなたが言っていること私には関係

ないです、かかわりたくありません相手にそう伝えているのです。「いや」という断り方も考え

させられることでした。何回も何回も断られ続けると結構こたえるのです。少なくとも私はつら

かったです。自分が否定されているような感じを持ったからです。 

 相手が歩こうと言ったときイエスさまはなんといったでしょうか。「一緒に歩きなさい」と言

われたのです。「小さな人にしてくれたことそれは私にしてくれたこと」と言われました。だか

ら相手の言っていることに「はい」と答えること、待つということのなかには、そこに自己譲与

の（自分をささげる）精神の発達が必要になるのです。月曜日から何日も彼が何に興味があるか



彼の視点で探しました。砂場でどろだんごをつくっているのをみたり作ったり、ダンゴムシを探

しているのをみたり探したりしました。彼の目線で一緒に生活しました。でも考えたらイエスさ

まこそこれをした人だと思うと何かうれしい気持ちが生まれました。イエスさまは私たち人間を

知ろうと一緒に生活しました。私たち一人一人のなかには神さまから与えられたからし種一粒ほ

どの信仰があるそれを信じてイエスさまは活動されていたと思うのです。今は見えないけれど、

それはあるはずだ、そしてその神様から与えられた特別な成長の種がいつか開くそれを信じて私

はこの子供と関わっていました。実習の最終日、植物の図鑑を広げていました。そうすると彼が

「何をみているの」と聞いてきました。「見たい？」というと、うなずくのでしばらく一緒にみ

ていました。 

 この図鑑の中に落ち葉を紹介しているページがありました。その落ち葉を指し、「これを外に

探しに行こうよ。」というとはじめて「うん」とうなずいたのです。いつもは上靴を脱ぎ靴を履

くだけで 10 分かかる彼が 2 分という最高記録をだし、一心不乱に落ち葉をさがし拾い始めまし

た。さらに「せっかく拾った葉っぱを教室にいって画用紙に貼ろう」と誘うと「うん」といって

笑顔で教室にはいっていきました。担任の先生はその子の成長に、この上ない笑顔で笑っていま

した。そこで予期しないことが起こりました。机には一つの椅

子しかなかったのですが、先生の椅子とってくるっていって私

の座る椅子をとってきてくれたのです。しかも椅子はとりにく

いとことにあったのですが、一生懸命にとってきてくれまし

た。自分のことしか考えることができなかった彼がはじめて人

のために（わたしのために）椅子をとってきてくれたのです。

「どうぞ」っていう言葉とともにです。「ありがとう」という

と本人は誇らしげでした。 

 福音書は奇跡がたくさん書かれています。例えば、重い皮膚

病をなおすということは難しいことです。私たちにとって不可能なことに見えるかもしれませ

ん。しかし、信じることによってそれが可能になるということをしめしてくださった出来事でし

た。あなたの信仰があなたをすくった。私は信じました。子供には神様から与えられた種がいっ

ぱいつまっている。その信じる心、信仰が私を救ってくれたのです。でも忘れてはならないので

す。彼の成長の種が開いたのは私の指導力のせいではないということです。その成長の種をまい

てくれた神の力です。病気をいやす、これも神様のわざです。 

 そのかかわることができた役割をあたえられたことを感謝することが大事ではないかと思う

のです。それを大声で賛美するのです。私には役割がもうないという人は自分が思っているだけ

とおもうのです。例えばミサで司祭や朗読者のような役割がないと思っている人がときどきいま

す。ミサに参加することですら役割をはたしているのです。ミサに参加していること、それ自体

が神様への賛美、感謝に直結していることだからです。ミサからはじめてみてはどうでしょうか

始まり、感謝できることをみつけていってみてはどうでしょうか？私たちが生きていること自体

感謝そのものです。人が気づかないような感謝の部分に気づくことそれも役割ではないかとおも

うのです、私たち一人一人に与えられています。その感謝と賛美の心が私たちの中で育っていき

ますように。 

 

単 な る 思 い 出 と 「 記 念 」 の 違 い                                 

              ブラザー 八木 信彦 

 

 ※以下の文章はどこかから(忘れました)抜粋したものです。 

 「私のよく知っている家族についての話です。彼らは四人兄弟で、十代、あるいは二十前後の

時に母親を失いました。彼らは毎年お母さんの亡くなられた日にではなく、お母さんの誕生日に

必ず集まります。彼らはお母さんに死なれた寂しさよりも、あんなすばらしい親に育ててもらっ

たことを思います。皆で心を一つにする時、母親が喜んでくれることを確信していたので、悲し

く過ごす代わりにミサに出て皆でパーティをして、お母さんを祝います。そのパーティで毎年一

番の喜びは、それぞれがお母さんの思い出を語り、四人兄弟が皆目分が母親に一番愛されたのだ

４〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 
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と主張することです。スペイン人らしく話をオーバーにした

り、喧嘩したりして、お母さんの愛を今も感じて深い喜びにあ

ふれます。彼らにとってお母さんを『記念する』ということは、

お母さんの思い出を思い起こして、ただ懐かしく過去のものの

ように嘆くことではないのです。『記念する』ことは、そのあ

りがたさを思い浮かべて、今もその時のありがたさを生かして、それを味わって、昔感じた幸福

にもまして今もその愛された幸福を感じることです。お母さんの愛が時間と空間を越えて今でも

生きているのは、今、天国でお母さんが生きているからでもあり、彼らの中に昔味わった愛とそ

の結果が今に影響を及ぼしているからです。 

 つまり記憶にはありがたさがありますが、『記念』することには更にありがたさと力があるの

です。昔の喜びが現在にも生きていることを意識すると、昔の喜びと力が今も感じられるのです。

多くの夫婦たちが自分たちの結婚記念日を毎年祝うのは、当時のロマンスと熱烈な恋と、結婚式

での神と皆の祝福を記念することによって、今の多くのけんかやくい違いの苦しさがたいしたも

のではなくなるからです。」 

 ※2000 年前キリストの愛の実現が今も私たちの中で生きていること、それを「記念」するミサ

や「復活」の意味に通じる内容かなと思って、たぶん私はどこかから抜粋したのだと思います。 

 

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 

 会のできた経過の説明に教皇は興味を示してくれたが、しかし、今は新しい認可はしないとい

う時期なので一応担当者に会憲会則を渡しておきなさいと言う話だった。一周間後、再訪したウ

ジェーンに渡された文書には、やはり認可しない旨書かれてあった。がっかりして、放心してい

るウジェーンを、２～３分無言のうちに見守っていた担当司教が打ち開けたのは、教皇がこの報

告書を断っているがもう一度考えるようにとのことであり、何とかこの会を承認したいという意

向を持っておられるということだった。 

 教皇にとって印象的だったのは、ウジェーンの説明の中で、今、田舎の教会を巡って黙想会の

指導をしているが、それはあくまでも今必要だからしているので、この会はいつでも、どこへで

も、必要があれば、他の会が行かないところ、そこへ行きたいのだという点だった。そのような

精神と目的の会、つまり最も見捨てられた人々への奉仕の会や、教会の最も急ぐニーズに応える

会が今教会には必要だから、手続きを簡略にし、いつもの９人の枢機卿ではなく３人、それも柔

軟な人を選んで手続きをするよう指示したのだということだ。 

 この精神に関して最近２つの例がある。香港の宣教のスタートがそれだった。フィリピン管区

が香港で宣教を始める時、管区長が香港の司教に会いにいった。お役に立ちたいのですが何か仕

事がありませんかと尋ねた時、司教はどんな仕事を希望するのかと逆に尋ねてきた。 

 管区長は「司教が必要としていることをおっしゃって下さい。何でも指示通りしますし、一番

必要とされている所へ行きます」と答えたので司教は驚いた。 

 修道会というのは、来ればあれをしてくれこれをしてくれと要求するのが常だったので、驚い

て感激した。(つづく) 

 

お知らせ                    ２０１０年１１月８日現在 

 

  ◆◆◆MAMI年会費変更 

 今年度から会費(一年)を一口、千円、三千円、五千円の中から選んでいただくよう変更しまし

た(以前は一口五千円のみ)。お知り合いの方々に入会勧誘、宣伝等のご協力をお願いします。 

 ◆◆◆MAMI 高知地区集い 

 １１月２７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

６〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 



越しください。 


