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シアニ神父さん、マホニー神父さん  

 
 

 アンジェロ・シアニ(Angelo Siani)神父さんは、2011

年 7 月 8 日午後 8 時半(日本時間 9 日午前 9 時半)、ア

メリカ合衆国ニューヨーク州バッファローの老人施設

で、脊髄ガンの病と闘っているうちに肺炎にかかり亡

くなりました。74 歳でした。1965 年 9 月 16 日に来日

以降、管区長を 3 回務め、養成担当、小教区司牧、幼

稚園園長も務めました。非常に穏やかな人柄が人々に

安心感や癒しを与えていました。 

 1936/08/23 アメリカ合衆国ニューヨーク州 

       バッファロー生まれ 

 1958/09/08 初誓願 

 1961/09/08 終生誓願 

 1965/05/31 叙階 

 

 

 

 

 ジョン・ケニー・マホニー(John Kenney Mahoney)神

父さんは、2011 年 8 月 15 日午前 4 時半(現地時間)、

アメリカ合衆国テキサス州サンアントニオのオブレー

ト会老人施設で、老衰のため亡くなりました。85 歳で

した。1955 年 9 月 21 日に来日以降、1986-1992 年、管

区長を務め、伊丹教会、高知・中島町教会、阿南教会、

名古屋・膳棚教会、鳴門教会、古賀教会で小教区司牧

に携わっていました。誠実に宣教活動に取り組み、楽

しいジョーク等で周りを和ませていました。マッカー

サー元帥のもとで料理に関わっていたという話しもあ

ります。 

1925/09/20 アメリカ合衆国ニューヨーク市 

      ブルックリン生まれ 

1949/09/08 初誓願 



1952/09/08 終生誓願 

1954/05/30 叙階 

オブレート５（ファイブ）古川 健一 神父 

 

 先日、司教様が吉塚教会を訪れてくださったのです。司教様は私に福岡教区で主任神父以外の

役務ができるかの可能性をわざわざ聞きに来てくださったのです。数人の教区の司祭が帰天し、

数人は病気で働けなくなったという話から、複数の教会を兼任している司祭が多くなってきたと

いう福岡教区の現状をお聞きして、「わたしも出来る限り協力いたします」と答えました。教区

の神父様とは違い、私はオブレート会で抱えている役務がすでにいくつかあるので、また新たに

仕事を増やすことは簡単ではなかったからです。 

 「たくさんのオブレート会員がいたら引き受け

ることができるのに」と思った時、オブレート５

の事を思い出しました。この「司祭が足りない足

りない」といわれる中で、かつて古賀教会では、

神学生を含んでいますが 5 人のオブレート会士が

一つの教会で共に過ごしていました。ほんの数年

前のことのような感じがしますが、今この 5 人み

んな古賀教会にはいません。シアニ神父、マホニ

神父が帰天し、ジュード神父はボリビア、ベルナ

ルド神学生（現在神父）はフィリピン、私は吉塚

教会で働いています。主は私たちに古賀以外の場

所を用意されたのです。けれども、この 5 人で生

活していた時のことを思い出すとき、心から幸せ

だったと感じることが出来るのです。本当に恵み

の時だったと思います。シアニ神父が癌の治療で

アメリカに帰る数日前、オブレート５で信者さん

の前で合唱した歌があります。それは『グリフィンのいのり』です。その中の一節にこうありま

す。「私の願いは何一つかなえられなかったけど、希望したすべてのことを私はうけた。」古賀

教会にいた過去においても、現在生活している吉塚教会においても、そしてこれから先にいく未

来のどんな場所にいるとしても、与え続けてくださっている神さまがいるのです。そのことに感

謝です。兄弟のように仲の良かった二人の神父さんシアニ、マホニ神父さんをこの世に与えてく

ださったことに感謝です。神さまのもとで安らかな安息が与えられますように。 

 

マミの会伊丹地区の集まり伊丹教会 松本佑子 

 

 「もしもし吉塚教会の古川神父ですが。」この電話の声とともに伊丹地区の集会の準備は始ま

ります。出席の人数の確認、お弁当の手配などを整えたうえで、集会の前日ブルゴアン神父様、

古川神父様、ブラザー八木と世話係 3 人が集まります。世話係をさせていただきながら今更なが

ら「マミ（ＭＡＭＩ）は何の省略でしたっけ」とか「会費の主な使い道は？」などと初歩的な質

問に神父様方も苦笑い。和やかな（？）雰囲気の中で今後の新しい会員へのお誘いの方法や明日

の会の進め方、ミサの聖歌・奉仕の役割分担などを決めました。 

 マミの会当日は約 30 名の方々の出席のもととてもよい集まりとなりました。 

 現在日本語を勉強中のクリスティー、ロビンソン神父様、また大先輩のジュード、ブラッドリ

ー、イル神父様がビデオを通してご挨拶いただきました。伊丹のヒラン神父様も見事な日本語で

マミへの感謝の気持ちを話されました。私たちのささやかな祈りと献金・会費が祖国を出て日本

のために働いて下さっている神父様方のお役に立てるのはとてもありがたいと思いました。 

 午後からはブルゴアン神父様とブラザー八木のお話がありました。 

 ブルゴアン神父様は子供の時から召命への強い憧れを持たれたこと、オブレート会との出会

い、そして日本への導きなど淡々とした中にも感動的な口調で話してくださいました。 
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 ブラザー八

木は「振り返

り」というテー

マでご自分の

50 年の振り返

りを熱心にそ

してまた神秘

的にお話くだ

さいました。お

二人の話に共

通しているの

は召命への強

い憧れ、熱心な

祈り、召し出し

に応える鋭い

感受性だと思

いました。 

 日々の生活

に流され、神様からの熱心な呼びかけにすっかり鈍くなっている自分の心に恥じ入り、日常の小

さな出来事の中にも神様の働きを感じ応えるようにとの思いを新たにした一日でした。 

 

一通の手紙ヒラン・ジャヤワルデナ神父 

(↓ヒラン神父が通う日本語学校機関誌より抜粋  本人直筆) 

 皆さんはどんな物をもらった時に一番うれし

いでしょうか。様々な答があると思います。そ

の中で、多くの人々が自分が愛されていると感

じられる物が一番うれしいと答えています。で

は、何が一番愛を表すのでしょうか。 

 プレゼント、アドバイス、メール。この三つ

の物に関係がある一つの愛の印は手紙だと考え

ます。まず、手紙はプレゼントと同じぐらい、

あるいはプレゼント以上に楽しみにされること

がありませんか。なぜなら、手紙を送るために

準備をするときはプレゼントの準備と同じほ

ど、時には、それ以上に時間をかけ、心をこめ

なければならないからです。手紙をもらった人

が、その手紙のために使った時間を知れば、相

手が自分をどれほど愛しているかが感じられる

と思います。 

 次に、手紙は簡単に店で買ったプレゼントで

はなく、相手に送るために、まっ白な紙に、自

分の字で、自分の自由な考え方で完成させた愛

の印です。だから、手紙はプレゼントよりも、

もらう人の生命に力を与えることがありません

か。 

 また、手紙でアドバイスをするのはよくない

と言う人もいるかもしれませんが、手紙に書く

内容は、口頭でのアドバイス以上に愛を反映す

ることがあると思います。なぜなら、人が何か

を書く時、口で言う以上に、よく考えなければ

ならないからです。だから、手紙はもらう人を幸せな気持ちにさせるのでしょう。 
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 そして、現在、パソコンを使う人々が多くなり、手紙の代わりにメールを送る人が増えてきた

そうです。ただ、手紙でもらううれしさは、メールより大きいと考えます。簡単に比べると、メ

ールを送るためには、時間も力もあまり必要ありません。そしてメールをもらった人も、そのメ

ールを大事にしない時も、すぐ消してしまう時もあると思います。でも、心をこめて、時間をか

けて書いた愛のこもった手紙は、誰が捨てられるでしょう。 

 心をこめて準備して送る手紙以上に愛を表せるものがあるでしょうか。でも、今の忙しすぎる

世界では、そのような手紙がもう無くなってきたようです。そして、本当の愛にも気がついてい

なくて、生きているかいがないと思う人々がいるかもしれません。でも、高いプレゼントでなく

ても、深いアドバイスでなくても、愛に溢れる一通の手紙だけで、世界はもっと幸せな居場所に

なれるのです。そのような手紙を書けるようになりたいと、心から願っています。 

 

ロビンソン神父からロビンソン・ロベルト神父 

 

ざんしょがきびしいですが みなさんおげんきですか。 

あさばんずすしくなりましたが かぜをひかないようにきを

つけてください。 

一学年を無事に終わりました。日本語がむすかしいですが 

日本語の優しいせんせいたちと であったしんじゃさんたち

のたすけによって 

すこしわかるようになっています。 

じょじょにふくいんをよんだり、せっきょう いがいに だい

だいごみさができるようになっています。 

みなさんがちょくせつにもかんせつにもわたしたちをささげ

ているのをかんしゃします。 

これからもわたしたちのひつようがあるおいのりをつづけて

ください。 

よろしくおねがいします。  

 

クリスティ神父からクリスティ・パキアナタン神父 

 

日本に 来て早く 一年 飛び去った。いろいろなことで 

みたされた 一年だった。 新しい言葉、新しい たべもの、

新しい 人々とのであい、オブレート かいの しゅうどう

いんのなかで がっこうで、きょうかいで、マミで。 

いんしょう ぶかい ことは たくさんのすばらしさ、あそ

うさん、ウェブ じごく、 なるとかいきょうの うずなど

は 自分の 国の しぜんと ちがう うつくしさ。 

ぶんかの あさい 所 しか みていないですが ふかみ

にはいりたくなってきました。でんとうてきたべもの、 教

育にたいする がんぼう たこくみん にたいする たい

ど、古くからの ものと 新しいものとの まじわり、ぜん

ぶ 私に よびかけている、 今まで みたところは おも

しろいなら もっと ふかくに いこう。。。 

日本語 がっこう 私たちに 日本語を 教えている、 

日本は 私たちに 日本を おしえています。 

 

World Youth Day in マドリードブラザー 八木 信彦 
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 先日行われたワールドユー
スデイ(以下 WYD とします)
マドリード大会に、日本から
約 330 名が参加しました。そ
の日本巡礼団はマドリード郊
外にある(中心部から電車で
約 40 分ほどの場所)ドミニコ
会神学院を宿泊の場として提
供していただきました。 
 1 週 間 の WYD 期 間 中
(8/16-23)、どのようなスケジ
ュールになっているかを皆さ
んにお伝えします。午前中は、
参加されている司教様方(高
見大司教、郡山司教、幸田司
教、大塚司教、押川司教)の中
からお一人のカテケージス
と、青年代表の信仰体験を聞
き(前半 5 日間)、その感想を
10 人ほどのグループで分かち合い、午後はマドリード市内中心部で行われている祈りの集いやミ
サ、若者の祭典等に、そのグループで自由に参加していきました。後半には十字架の道行きやゆ
るしの秘跡の一日も設けられ、最後は教皇様司式による野外ミサの会場に前日移動し、そこで一
夜を過ごして当日ミサにあずかり、期間を終了するというものでした。 
 今回一番印象に残ったことは、野外ミサ前日の夜、その会場で行われた数分間の沈黙による聖
体礼拝でした。世界各地から集まった 200 万人もの若者で埋め尽くされたその会場は、それまで
にぎやかだった雰囲気も、進行者の合図で一瞬のうちに静かになり、御聖体を前に一斉にシーン
と静まりかえり、その 200 万人もの若者と共にその状態で数分間を過ごしました。その時、私た
ちはこのご聖体によって世界各地から呼び集められている…、このご聖体によって私たちは見え
ない絆で結ばれている…、という確信に満ちた実感を味わうことが出来ました。 
 その聖体礼拝の後、晩の祈りを唱えているとき、強風と激しい雨・雷を交えた嵐が突然やって
きて数十分間続き、典礼は一時中断となるハプニングもありましたが、それも乗り越え、翌朝か
らの教皇様司式のミサにあずかりました。教皇様司式で 200 万人もの若者と一緒にあずかるミサ
は、人生の内でそう何回もあるものではないでしょう。 
 今回の WYD マドリード大会…、全体的に騒々しさやお祭り騒ぎ的なものを否めない感じでし
たが、その中でも祈りや霊的なものを求めてやまない青年たちにもたくさん出会うことができま
した。このことは今回の WYD で一番大きなお恵みだったと思います。 

 次回の WYD は、ブラジルのリオデジャネイロで 2013 年に行われます。 

 

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 

 １７日夕刻、教皇が会憲会則を承認してサインした。私たちは２つの大きなお祝いがある。ひ

とつが１８２６年２月１７日承認された日である。もうひとつの大きなお祝いの日は５月２１

日、ド・マズノが亡くなった日だが、福者となってからはこの日は祝日になり、ひとつの修道会

を創る為に選ばれた人間というだけでなく、この精神を生きて聖人になったということが祝われ

る日である。今でも２月１５日ウジェーンが待機した教会に、ローマにいるオブレート会士たち

が集まり記念のミサを立てている。ド・マズノはフランスに帰ってきて総長とマルセイユ司教区

総代理の仕事を続ける。 

 １８２９年、創立者は血を吐くほど体調を崩す。この時、上記に記されているように最初の入

会したブラザーが彼の看病に当たる。 

 １８３０年、フランスがアルジェリアを征服した年、小さな革命が起きる。ナポレオンは１８

１４年に失脚し王制になっているのだが、これに反抗的運動が起きてこの年の議会選挙で勝利を

納め、王が追放され、新王はそのもとの王のいとこに当たる。彼はもっとリベラルだった人物だ

った。 

 それまでは王制と教会がわりあい一致して協力しあった時代だったが、政権を握った自由党は
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教会に反対であるのが政策にあきらかに見えた。十数年前に再会された１２の司教区をまた廃止

しようという法案が出てきた。 

 政府は大きな騒ぎを避けたかった。フォルツネはもう８０歳と高齢なので後任者を推薦しない

なら自然に消滅し騒ぎにはならないだろうと考えた。しかしフォルツネは賢明だった。 

 タンピエに教皇への親書を運ばせた。「政府の計画では、私が死ねばこの大きな司教区の後任

者を任命しないという噂です。フランスはアルジェリアを征服したので、バチカンがそこへ司教

を任命するように、もちろん、アルジェリアはほとんど回教徒で仕事はないだろうから、マルセ

イユにいて時々行けばよいのです。私が死んだらマルセイユにもうひとり残っている司教が存在

します。そう、私が推薦するのはド・マズノ。甥だからでなく、この８年、総代理をよく勤め、

マルセイユ司教区をよくしてくれた。皆から尊敬され、ふさわしい人物です。政府に頼まず、教

皇がその権限を示すチャンスです。」 

 教皇は喜んですぐウジェーンにローマへ来るようタンピエに返事を持たせた。 

 フォルツネはウジェーンにこの手紙のことを話しておいた。今までにも何度か他司教区の司教

候補者にあがったことがあったが、彼は貧しい人たちの為の宣教師でいたかった。今回はなぜ承

諾したのだろう。政府がそう簡単にだまされるとは思えないし、企みは見破られるだろうし、危

険な賭けだということは分かっていた。 

 一応教皇は政府に司教を任命するのが教皇の権限にあると言うメッセージを伝えることがで

きる。 

 これはひとつの大きな作戦で、失敗すれば犠牲になるのは司教に任命された人物だった。フォ

ルツネも、ローマの担当者も十分それを分かっており、ウジェーンにも失敗すれば大変なことに

なると伝えた。彼は十分それを承知しながら教会の為になるのだから、犠牲になっても意味があ

ると思っていた。彼は重い、責任ある使命から逃げる人ではなかった。教会への奉仕の形の一つ

であるとウジェーンは思っていた。 

 当時オブレート会はローマの修道院がなく、ウジェーンはローマへ行く度にビンセント会の修

道院に泊まっていた。いつも歓迎されていたので好きな会だった。以前会憲会則の承認を受ける

ためにも、司教叙階の前の黙想会はここで行われた。(つづく) 

 

お知らせ２０１１年年９月２３日現在 

 

  ◆◆◆シアニ神父・マホニ神父追悼ミサ 

 巻頭でも触れましたが、先日帰天されたシアニ神父・マホニ神父の追悼ミサ並びにシアニ神父

の納骨式が、１０月２９日(土)午前１０時半よりカトリック鳴門教会にて行われます。フランボ

ア神父様がシアニ神父様の遺骨をアメリカから届けてくださる予定で、そのため来日し彼もこの

式に出席します。詳細は後日、各教会へ案内が送られる予定です。 

 ◆◆◆MAMI 徳島地区集い延期･MAMI 高知地区集い 

 上記でもお知らせしたように、１０月２９日に追悼ミサが行われるので、同日予定していた

MAMI 徳島地区集いを延期します。新しい開催日が決定次第お知らせします。また今のところ、

１１月２６日(土)の高知地区集会は予定通り行います。高知地区の皆さんのお越しをお待ちして

おります。また高知地区で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。 

  ◆◆◆ペドロ神学生(韓国) 

 オーストラリア・メルボルンで勉強中のペドロ神学生が、９月８日、同地で終生誓願を宣立し

ました。どうぞお祈りください。 

６〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 


