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(遅くなりましたが)主の ご 誕生、新年あ け ま し て  

お め でと う ご ざいま
す  

 

古川 健一 神父 

 

 マミの皆様、主のご誕生おめでとうございます。新年あけましておめでとうございます。今年、

私の働く場所はどこでしょうか？原稿を書いている今、まだ見えない自分の進路にですが期待し

ながら日々を過ごしています。2005 年から古賀教会でお世話になっていますが、自分自身を振り

返ると 2005 年終生誓願、2006 年助祭叙階、2007 年司祭叙階、司祭になってからは何かに追われ

ているような感じでもう 2011 年です。いろいろな出来事がありました。司祭になる前の私の目

標は修道士（ブラザー）、助祭、司祭になることでした。でも司祭になってから何に向かえばい

いのだろうと考えながら小さな目標をつくってそれに向かって進むようにしていました。 

 しかし、最近それを考えさせられる出来事がありました。南粕屋の教会でクリスマスで披露す

るハンドベルを若者達と練習し始めたのです。ベルの鳴らしかたも、音階も、楽譜もすべて初め

てで、ハンドベル経験者もゼロでした。それでまず音階探しから始めたのです。「ああでもない。」

「こうでもない。」音を鳴らし笑いながら音階を順番に並べ、『しずけき』を間違えては笑い、

間違えては笑い、何回も同じところで間違えて笑いながら一つの曲

を皆で作っていきました。要領悪いなぁと思いながらも、最後はな

んとか『しすけき』を皆でならすことが出来た時、感嘆の声があが

りました。その時、気づいたのです。私は今まで結果を早く正確に

残すことが一番いいことだと思っていました。そして何かを終わら

せる事が目的になっていた自分に気がついたのです。小さな目標を

つくりそれを早く終わらせることそれが一番大事と思っていたの

です。でも彼ら若者の様子を見ながら、結果も大事だけれど、その

過程を楽しめることが出来たらそれは素晴らしいことだと感じた

のです。もっと心にゆとりができるのではないかと感じたのです。

目があっても見えない、耳があっても聞こえないとあります。今ま

での私は、楽譜にかかれた音階どおりに鳴らすことを完璧としていました。その考えでいくとこ

の青年達が最後に鳴らした曲は完璧な『しずけき』ではありません。でも、一人もあきらめる者

もなく、最後までみなで笑いあって作ったこの『しずけき』は私にとって完璧でした。聞こえて



こない音、声のほうが大事なのかもしれません。気づきを与えてくださった神様に感謝です。 

 何かに追われているではなく、追われていること、そのこと自体を笑うことができたら、準備

の時に笑うことができたらいいなぁということを感じました。今年は終わらせることの喜びでは

なく、過程を喜べるそんな年にしたいと考えています。本年もどうぞよろしくお願いします。 

祝；ベルナルド叙階                                 ジュード神父、下

川孝子、深江 豊 

 

ベルナルドの叙階式に参加して 

ジュード・ピリスプッレ神父 

 ベルナルドの叙階式に参加するために管区長の許可をいただきました。しかし、ビザの取得に

時間がかかること。また、フライト等のスケジュールの問題が次々にでてきたので、本当はこの

旅をあきらめていたのです。しかし、最終的には上記の困難を乗り越えこの叙階式への旅に参加

することを決めました。古賀からは私だけがあの素晴

らしい叙階式に参加することは申し訳ありませんで

したが、古川神父が留守番をしてくださったおかげで

それができました。この叙階式にはたくさんの信者さ

んが参加を希望していたのです。 

 しかし、フィリピンの治安の問題で、乾神父様と私

しか日本から参加することができなかったのです。私

は 28 日マニラに一泊して次の日ミンダナオ島、コト

バトにつき 30 日、朝フィリピンの管区長、他に二人

の神父と一緒に 1 時間の車の旅をして叙階式がある教

会 MIDSAYAP に着きました。ミサは 9 時からでした

が、下準備があると言うことで早めについたのです。

私は司祭館に入る前の受付で驚いたことがありました。豚が丸ごとローストされていたのです。

お祝いのために準備していて何人かその豚肉を切っていました。豚が本当にかわいそうでした。

100 人近くの神父様達を囲んでベルナルドが楽しそうに準備をしていました。家族の皆さんも長

く待った日が来た晴れ晴れとした顔で訪れたすべての人を迎えていました。助祭叙階式はオブレ

ート会の司教様の司式のもと行われたと聞いていましたが、今回の司祭叙階式はキダパワン教区

長 Romuld Dela Cruz 司教様のもとで行われました。 

 この司教様はオブレート会のもとで教育を受けて育ったと言うことを聞きました。もともと叙

階式は 12 月 3 日聖フランシス・ザビエルの祝日はオブレート会の創立者の列聖の記念日である

その日に行うつもりでしたが、たくさんの人が参加できるようにフィリピンの祝日 11 月 30 日に

変更したそうです。しかし、残念ながら 11 月 30 日（火曜日）は休みではなかったのです。日本

のように政府が休日を 29 日の月曜日に変えてしまったらしいです。 

 叙階式は 2 時間ぐらいかかりました。参加者の数と聖歌隊のすばらしさに、日本から行った私

は驚きました。ミサの終わり総長からの手紙によりベルナルド神父の派遣先がわかるはずでし

た。フィリピン管区長からの発表をわくわくして待っていました。9 月からオブレート会の新し

い総長が決まったばかりで、まだ派遣先を決めてないということでした。その総長の発表まで

MIDSAYAP の近くのオブレート会の小教区で働くことを、フィリピンの管区長は発表しました。

管区長の話の中で、ベルナルドが日本で宣教したいという手紙を総長に送っているということ

と、管区長にもその旨を伝えていると言うことでした。私たちは希望を失わないで、その日が早

く叶えられるように祈りましょう。 

 

司祭叙階、おめでとうございます 

古賀教会 下川孝子 

 ベルナルドさん、司祭叙階、おめでとうございます。「貴方のことについて書いてくれません

か？」と頼まれた時、9 月に亡くなった仙波さんがよく御存じだったのを思い出しました。ベル

ナルドさんがフィリピンから古賀教会にこられた時は、眼がきらきらしていてなんと純粋で元気



がいい青年だろうと思いました。 

 仙波さんを含め、私達 5，6 人で食事に行ったり、カラオケに行った時のことです。ベルナル

ドさんは英語の歌を歌っていました。私たちは昔の古い懐かしい歌を歌っていましたが、その私

たちの歌声にあわせて一緒に歌っていたのです。「知っているはずが無いのによく歌えるのね

ぇ？」と私たちはびっくりしていました。流れる画面の歌詞を見て、日本語の発語の勉強をして

いたのです。「言葉や意味は解らない」と私達に正直に言われましたが、とても努力していた姿

が目に浮かびます。努力が実を結んだのですね。天国の仙波さんもきっと喜んでいることでしょ

う。 

 神様の僕となったベルナルド神父様のこれからのご活躍を心から応援するとともに、お祈り申

し上げます。神様の支えとお導きがとこしえにありますように！ 

 

ベルナルド神父様、司祭叙階おめでとうございます。 

東京在住(元古賀教会信徒) 深江 豊 

 2010 年 6 月に助祭叙階式でフィリピンでお

会いした日の事は私にとっても大いなる主の

お恵みとなりました。 

 ダバオ空港に迎えに来てくださっていたベ

ルナルド神学生は初めてお会いした頃に比べ

少し？ふっくらとされていましたが、遠く異

国の地で知っているお顔に再会できた時の喜

びと安心感は今も心に残っています。 

 叙階式の中での御ミサで御聖体拝領の時に

ベルナルド神父様は「キリストの体」と言っ

て私に授けてくださいました。  

 私はそのお恵みの喜びに溢れる涙を押さえ

ることが出来ませんでした。 

 べルナルド神父様が助祭になられて最初の御ミサで「キリストの体」その御言葉と秘跡を日本

人で初めて私が頂けたのです。 

 その日その時、主イエス・キリストがお与え下さった喜びと感動に私は心から感謝いたしまし

た。 

 私たちは国や人種さえも越えて主の平和の内に１つに１つの家族となる事が出来る…主の愛

に結ばれる世界を確信したあのかけがえのない目覚めを私は一生忘れません。 

 主の平和の使者として遠くフィリピンから来てくださる。 

 ベルナルド神父様が１日も早く日本に来てくださいますようにと祈ります。   

 ベルナルド神父様を通して 1 人でも多くの人が主イエス・キリストの愛に結ばれそのお恵みの

内に生きる事ができますように…。   

 神に感謝 

 

マミに入会して                             中島町教会 山崎 幸恵 

 

 木の実が熟するのに時があるように、私はマミの

会に出合って心を開くには、長い年月があったよう

に思います。 

 「聖ウジェーンに倣う祈り」を日々捧げると共に

古川神父様の終生誓願記念にある平和の祈りも私

の日課になっておりました。 

 ある日曜日の朝、教会でマミ高知地区の集いのお

知らせをくり返しよんでいる時、山脇さんが 11 月

27 日の マミの会に招待して下さいました。参加す

るのなら入会しようと思いたち、早速ブラザー八木
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様にマミの会入会の手続きをお願い致しました。 

 87 歳の命をうけいれていただきマミの会の家族にしていただいたことは、なによりも心のやす

らぎであり深いよろこびとなりました。その右古川神父様から郵送されてきたマミの会員証その

他大切な品々は私もマミ共同体の一粒の種であることの、あかしであると思って責任を感じ重く

うけとめております。高齢者のよわさともろさが心ばかりはやって皆様の重荷になることもある

と思います。その時はどうぞお叱り下さって御指導下さいますように心よりお願い申しあげま

す。 

 

日本 １９５３…                               ヤン・ヴァン・ホイドン

ク神父 

 

 他の処で私に対する神の摂理について書いた。その摂理の導きは常にあったし大いに信じてい

る。従って私はオブレート会ではアメリカ以外の外国から始めて来日した宣教師である。折しも

バイクの事故で頭の骨を折った。1952 年 9 月 26 日のバイクの事故の怪我からまだ治りきらずに

私は日本に来て、1953 年 8 月 21 日神戸港に着いた。 

 どうしても必要な日本語の勉強をしてから高知の中島町教会の助任司祭に任命された。その任

務は 1963 年まで続いた。 

 1963 年 7 月に私は新しい任命をもらい、それは新

しく建てた東京の修学院で司祭になる神学生を養

成するための仕事だった。パット・ヒーリ院長の補

佐として務めた。東京の神学院にもっと居るつもり

だったが、1 年後大阪の田口司教から大阪教区の短

期大学の英語の先生としての依頼があった。17 年間

大阪の学校で教えながら伊丹教会の助任司祭とし

て勤めた。そして短大から大学に変わって、私の肩

書きは非常勤から助教授、教授になった。大学でも

っと良い仕事が出来るために大阪大学に入り、2 年

後に英語の語学の修士を取った。 

 もう 1 回引っ越さなければならないことだ。それは神戸のみ心教会の外国人共同体のチャプレ

ンの仕事を頼まれたからだった。神戸に引っ越したが大学でもまだ教えた。スケジュールは一週

間の半分で大学の仕事を済ませ、あとはみ心教会と伊丹教会での司牧をした。 

 その後、福岡の光丘教会の主任司祭になった。この新しい割合に大きい共同体を指導するのは

なかなか慣れなかったので、2 年経たないうちこの仕事をやめさせてもらいたいと頼んだ。1982

年 11 月に徳島教会の助任司祭になった。 

 突然もう一つの助けを求める呼び掛けが神戸からきた。海星センターからの呼出しだった。向

こうは神戸港のための新しいカトリックのチャプレンを探していた。私の住む場所は聖公会の、

船に乗る人のための建物の一番上にあり、ほぼ毎日、私は神戸港に行っていろんな船を訪問して

カトリック信者に会って、その人たちのニード、人権の闘いのために手伝った。更に 2 年後、神

戸から阿波池田の教会に引っ越した。ここでの仕事は、四国教区のためとオブレート会管区のた

めに事務の仕事をしていた。 

 1976 年の始めから私はカイロプラクティックの技術を伊丹の近くの西宮に住んでいるアメリ

カの友人から習った。その時から私は数百人の苦しみを治す事が出来た。苦しみによって覆われ

ている目がもう一度笑う目に変わるのを見るのはうれしい事だった。 

 この 40 年以上日本で司牧している宣教師の価値観は何だろうか。前に言ったように、小さい

時から私は神の導きを意識している。今振り返ってみると、私が司祭になり、オブレート会員に

なり、日本に来て日本の中の色々な集いに関わる等のことを考えながら、神様のみ手はいつも入

って下さっていると気付く。時々は苦しかったがほとんどの時私は喜びをもって満足している。

私の心の中に時々残っている質問は「神様の指導に十分応えましたか？」ということだ。最後に

主が呼び出して下さる時にこれに答えて下さるだろう。それが喜びの答えであるようにお祈りす

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
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る。 

 できる限り阿波池田からいろいろな手伝いをしたいと思い続けた。でも年を取るとやっぱり阿

波池田に一人でいるのが危なかった。そのために高知の中島町に移った。そこは１９５３年に私

の日本での生活が始まった。２００７年の夏に病気の関係でベルギーに帰った。日本での生活や

日本であった人たちを常に祈りの中で思い出している。ありがとう、ありがとう。 

マミ地区代表                           古川 健一 神父 

 

 私たちマミ担当の司祭（古川、ブルゴアン）、修道者（ブラザー八木）はこれまで以上にマミ

の活動を活性化させるために、昨年から新しい体制のもとマミの活動をしています。 

何が新しくなったか、現在マミは 4 つの地区（伊丹、徳島、高知、福岡）で地区の集会をしてい

ますが、その地区ごとに数人の代表を決めました。それは下記にあげる役割を果たしくださるこ

とによりマミの活動をよりよいものにするためです。実際、大きな実りがあり、今なおその効果

は続いています。それでどんな役割を担われているかを以下に箇条書きしていきたいと思いま

す。 

１）マミの地区の集まりがある前日に、マミ委員会を開きます。その会で地区の集まりの打

ち合わせ、詳細等を決めていきます。その会議に出席していただくこと。 

２）マミ・ニュースレターを地区のマミメンバーに分配して届けること。 

３）マミの活動を紹介し PR すること。 

４）当日の地区の集まりでは、飲食の手配、典礼の準備等をリーダーシップをとり他のマミ

メンバーと協力してその集まりを一緒に作り上げてくださること。 

 つまり、この代表の方々に私たちオブレート会とマミのメンバーとのパイプラインとしての役

割をしていただくことです。マミのメンバーと共に働くことでより深く社会の事をしり、そのニ

ーズに応えていくことができるようになるためです。 

 それでは、敬称略ですが、代表の方を紹介したいと思います。 

伊丹地区 古結 典子、平八重 由美子、松本 佑子 

徳島地区 三原 千栄子、山口 文子 

高知地区   松本 英子、山脇 眞理 

福岡地区 小笠原 千里、辻本 みどり、深堀 剛 

 以上代表の方を決めましたが、代表の方だけが一緒に働くと言うことではありません。むしろ、

マミの会員お一人お一人の力を引き出すために一緒に働いてくださるように代表の方を決定し

ました。私たち一人一人が出来る力をだしあってこれからもマミを盛り上げていきたいと思って

います、どうぞよろしくお願いします。 

 

インドのお祭り                       ブラザー 八木 信彦 

※どこかからの(忘れました)抜粋です。 

 大きな祭の前のことだった。神の像がこれから町に入ってくる。象もパレードの準備をし、婦

人たちもサリーで着飾る支度。 

 そこに、神殿を掃き清めている小さな老人がいた。神殿の祭司がやって来て、祭の準備をしろ

とせき立てた。「神がおいでになるのだから」と。 

 老人は言った。「そんなはずはない、ここには来られない」 

 さて、その重要な日を迎えた。バレードが始まり、象も加わり、

音楽も鳴り出した。花もたくさん飾られ、着飾った人が繰り出した。

一方、例の老人は、相変わらす掃き掃除していた。 

 祭司は、「もうパレードが始まっているから、早く見に行きなさ

い」と老人に言った。しかし、彼は断った。「なぜだ」と祭司が問

うと、「自分の家に帰らなくてはなりません」と彼は答えた。 

 「何しに行くのだ」とさらに祭司が聞くと、「神が私に会いに家

にいらっしゃるから」と老人は答えた。祭司は、「おまえのような

貧しい者のところに、神がおいでになるものか」と言って、大笑い

４〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 



をした。 

 するとこの老人は、天を仰いでこう言った。 

 「貧しい者を訪ねて来るのは、神以外いません」 

 

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 

 同時期タイのバンコクでも司教と管区長の間に同じやりとりがあった。 

 その後しばらくして二人は再会したのだが、バンコク市内中心の大司教区を任したことについ

て、あんな立派な教区を任されてオブレート会はさぞ喜んでいるでしょうね、という司教に管区

長は「いいえ、我々のものではありません。教区のものですから、必要ならいつでもお返ししま

すのでおっしゃって下さい。」と答えた。実際１３年前、教区司祭が増えたのでその小教区は教

区に返してもっと僻地へ移っていった。そこで多くの難民の世話をするために。 

 この点が大切である。我々の会は、教会の必要に応じて他のグループができない、行けない所

へ行くという精神である。  

 教皇レオ１２世は、何とかウジェーンの会を承認したく、又は何とかフランスの３人の司教か

ら推薦を取り付けるのだが、３日後にはそれを取り消す続きが３人から送られてきたのだった。 

 担当司教はそれをウジェーンに見せた。「この会を承認すれば、司教の権限がおびやかされる」

とか、「フランス政府も喜ばない」とか…。 

 やがて新年を迎えた。ウジェーンは色々な晩さん会などに出席するうち、当時バチカンで強い

影響を持つディグレゴリオ枢機卿に出会った。（彼は次の教皇になる。） 

 「あなたが有名なド・マズノ氏かね？」 

 「あなたの会は承認されんよ。」なぜならと述べるのは、３人の司教の手紙に書かれていたの

と同じことだった。 

 ウジェーンは腹立たしかった。 

 この枢機卿はもっと賢明だと思っていたのに、あんな馬鹿げた手紙をうのみにするとは…。ど

んなに教皇が承認したくても、この枢機卿がじゃまをしていると感じた。 

 その場で怒りを抑えると、帰り道聖ヨゼフ・カラサンツの墓に立ち寄り、忍耐の恵みを願った。

この聖人のことをウジェーンが知ったのは、ローマにきてまもない頃宿舎の修道院の図書室で伝

記を読んでからだった。感想をタンピエに送っている。「我々が直面している今の騒ぎはちっぽ

けなものに過ぎない。ヨゼフ・カラサンツはひとつの会の創立者だが、歴史の中でもっともかわ

いそうな創立者だろう。」 

 彼は自分の仲間をコントロールできず会がまとまらなかった。会員はやめたり戻ったりの繰り

返し、自分も別の会に入ったり出たり、一番ひどい事件は８０歳の時仲間が彼を教皇に訴えたこ

とである。 

 イエズス会の司祭が特使として派遣され、彼と当時の総長は退会されバチカンの牢に入れられ

る。彼を訴えた者が総長となり、牢から出されるとその総長のもとで一会員となる。そして最終

的には会は解散させられる。ヨゼフ・カラサンツは９６歳でなくなり、「必ずこの会が復活だろ

う」と宣言して亡くなった。 

 ローマの墓ではガラス越しにその安らかな死の顔を見ることもできる。ウジェーンは時々、問

題や苦悩があった時、この聖人の前でミサを立て、忍耐の恵みを祈っていた。 

 そういう訳で我々の会の連祷の中にヨゼフ・カラサンツがある。（つづく） 

 

お知らせ                    ２０１１年１月１８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 福岡地区集い 
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 ４月２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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