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肯定されている…そんな感じ 

古川 健一 神父 

 

 昨年もマミの皆様には大変お世話になりました。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 2011 年は変化の多い一年でした。吉塚教会、南粕屋教会の主任司祭として 4 月任命されたこと

も大きなことでしたが、10 月からは飯塚聖母幼稚園の園長代理として子供達とかかわることにな

りました。幸いなことにその関わりのなかでも多くの事を体験させてもらっています。 

 ある日、園バスにのって子供達をおくる日がありました。飯塚の素晴らしい自然に囲まれた風

景を見、子供達と話しながら、一人一人子供達を見送っていったのです。バスがとまり見送りの

先生が先に降りました。子供は私に向かって「さようなら」と手を振りバスから降りて行くので

すが、みんなこの上のない笑顔で降りていきます。「なぜだろう？」それはすぐにわかりました。

バスの外には大好きなお母さんが待っているからです。窓からその子供を見ると、私の方を指さ

し、「今日は私が一緒に乗っている」ということを伝えたのでしょう。お母さんは私の方を向く

と笑顔で会釈されました。そのうちにその降りた子供がまたバスに乗ってくるのです。「えっ、

どうしたの」と聞くと、「これ神父様にあげる。今日バスに乗ってきてくれてありがとう。」と

言うのです。手に持っていたのは飯塚

で咲いた花でした。感謝したいのは私

の方でした。この小さな心遣いが本当

にうれしかったのです。イエスさまの

ように全てを肯定されているそんな気

にさせてもらえるそのような出来事で

した。この幼稚園に赴任されたこと。

そしてこのバスにのったことなど全て

を肯定されたという気持ちでみちあふ

れました。「この幼稚園に来てくれて

ありがとう。」とこの子供にいいまし

た。送迎バスにのった初体験の日がこ

んなに素晴らしいものになるとは思い

ませんでした。幼稚園に戻ってきたと

き私の手は園児の一人一人から渡された花でいっぱいになっていました。正直、こんなに子供達

にとって私の存在がうれしいものとは思わなかったのです。そのうれしさを与えることができる

ならば、機会が与えられる時は一緒にバスに乗ろうと思いました。そして今度はわざわざ子供が

もう一度バスに乗らずにすむように送迎の先生と一緒にバスから降りて子供達と別れようと思

いました。 

 今年も毎日の生活のなかで神さまから多くの体験をさせていただけると思います。もらう喜び

だけでなく、与える喜びをたくさん味わえる年でありますように。また全てのことに感謝できる



年でありますように。その恵みが与えられるように祈りながらこの一年を過ごしていきたいと思

います。 

私はベルナルドオンダップと申しますベルナルド・オンダップ

神父 

 

 MAMI の皆様お元気ですか？お久しぶりですね。私のことをもう忘れたかもりしませんのでま

たご紹介したいと思います。私はベルナルドオンダップと申します。暖かいフィリピンから参り

ました。去年の４月オブレート会の General Superior から初めの派遣を頂いて日本に宣教させて貰

いました。日本に来るために書類を準備しながらフィリピンのミンダナオのコタバトと言う県を

回って働いていました。３－４年ぶりやっと１０月２７日日本に戻って来ました。日本語がまだ

まだなのでまた日本語を勉強しなければなりません。日本語の勉強が始まらないうちに豊橋教会

で手伝うことになっています。 

 MAMI の皆様のおかげで一昨年の１１月３０日神

父になりました。神父になってちょうど一年になりま

した。初めての叙階記念日なのでお祝いしないといけ

ないと思ったんですが違う形にしました。パーティの

代わりに岩手県の大船渡市へボランテイアとして行

きました。豊橋カトリック教会の方々のおかげで大船

渡で十日間ボランテイアしました。十日間だけでした

が本当に良い体験でした。 

 三月の津波の被災者の状態を見ると悲しく

なります。驚いたのは被災者たちは酷いことあって

も、近所の方々や友達が亡くなられても諦めずに頑張

って生きています。そして彼らと話して聖書の福音を思い出した。ある男達が中風を患っている

人を床に乗せて、運んでイエスの前に行きました。同じように災害の後たくさんの方々が色々な

ところへ助けのために行きました。 

 もっと大事な事を優先して、自分がやりたい、したいことをあとにします。 

自分の事を忘れて被災者達の事を優先します。 

被災者のために自分が大好きなふわふわなベットを忘れて寒い車の中で寝ます。 

被災者のために自分が大好きな料理を忘れておにぎりだけを食べます。 

被災者のために海外旅行をキャンセルして、瓦礫だらけのところに助けに行きます。 

たとえが終わらないんです。 

 福音に書いてある話も同じです。その障害者のために友達が一生懸命色々な事をしました。友

達は危険だと解っていても 障害者をイエス様にあわせるために、屋根に登って穴を開けました。 

それは、震災の被災者のために 日本中が 助けようと動いたことと同じです。私達も他の方々の

ために何かできるでしょう。 

 二つの大きいなお祝いがありました。クリスマスと年末。クリスマスと年末を聞くとプレゼン

トをすぐ思い出します。でも今回のクリスマスと年末のお祝いを違う形にしましょう。プレゼン

トを貰うではなくプレゼントをあげます。クリスマスと年末のプレゼントは物ばっかりではなく

することもできます。例えば子供達がご両親を休ませて家事をします。知らない人にも素敵な笑

顔で挨拶ぐらいします。大切なのは心を込めて色々なことをします。大事なのは愛です。クリス

マスの間だけではなく毎日愛を皆様で分かち合ったら世界は平和があったり、幸せになったり住

みやすくなります。You don't have to do extraordinary things...just do ordinary things with 

extraordinary love.(大きなことをする必要はありません。ただ大きな愛を持って日々のことをして

ください。) 

 

私は、サンタクロースになりたい深江 豊 

 

 昨年 12 月 26 日と 27 日の一泊二日でオブレート会のクリスマス会に参加させていただきまし

た。英語が飛び交い、さながら異国空間でありましたが、多くの神父様方とお話できてとても恵

み深い時間を過ごさせていただきました。神に感謝。 

大船渡市 
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 昨年は…3.11 の未曾有の大災害と福島原発の大人災で多くの方が犠牲となりました。しかし、

それは過去のことなどではなく東北では今も悲しみと不安に苦しんでいる方が大勢いることを

忘れてはいけないと思います。 

 そして、日本全土が不安に揺らいでいるのを私は感じています。日本人の誰もが今、「心の貧

しさ」「心の闇」を抱えているのを私自身もまた感じています。 

 表向きには物質的に満たされている日本、当たり前のように享受する幸せの影で日本では年間

で 3 万人もの方が自死されています。そして、さらに年間 3 万人もの方が誰に看取られることの

ない孤独死を迎えています。学校や職場でのいじめや家庭内暴力、お金や病気の問題  就職難や

失業、老後や年金、家族にさえ取り残され繋がりを絶たれた閉鎖的な社会。自死された方は絶望

の淵で生きることを許さないこの世界に悲しみと恨みを抱えたまま何一つ救われずにいかれた

はずです。 

 この世では絶えず様々な困難に見舞われ、ただ生きるにも苦しむことがたくさんあります。ど

んなに強く自分を持っている人でも耐え難いことがあるでしょう。日本人はその苦しみを忘れる

ために生きているような気がします。求めては飽きる一時の幸福を繋ぎ合わせ自分は幸せなのだ

と信じるために。信じられるのは自分しかいない、それが日本人が抱える心の闇の正体に思えて

なりません。 

 そんな私たち人間に救いはあるのでしょうか。私は知っています、救いはあると知っています。

いつ如何なる時も共に歩み支えてくださり、生きることの喜びと希望を与えてくださる「救い主」

を知っています。私はその救いを一人でも多くの方に知ってほしいと思っています。私たち一人

一人が何よりも神様から愛されていることを知ってほしいのです。 

 私は日本人に生まれました、だからまず日本人のためにその「救い」を知って貰える働きをし

たいと思っています。道に迷う一人でも多くの方に生きることの意味を届けたい。絶望の淵にあ

る人にこの世には悲しみや痛みだけがあるのではないと。心の闇に主イエス・キリストの光を「喜

び」や「幸せ」を届けたい。 

 クリスマスの聖夜にプレゼントを届けて、朝目覚めてそこにあるプレゼントに気が付き喜ぶ子

供たち、その笑顔に幸福を感じているサンタクロース。私はその姿を想像して、あのクリスマス

会で一堂に会したオブレート会の神父様方は、まるでサンタクロースのようだと思いました。故

郷を遠く離れ宣教という大変な働きの中で人々に福音という、

特別な愛、救いという希望、生きるその意味を与えてくださっ

ている。 

 私も、サンタクロースになりたい。私は生涯かけて、授かっ

た福音という愛の種を蒔きたい、どんな花が咲くのか、いつの

日になるのかはわからないけれど、誰かの心の中で咲き続ける

花のために。 

 旧年中は未曾有の大震災により暗く悲しい忍耐の年でした

が 今年は希望に満ちた明るい年になることを心から願ってい

ます。  

 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

 神に感謝。 

 

司祭叙階４０周年を迎える心ハーン・フランシス神父 

 

 ４０という数字が聖書では特別な数字です。旧約聖書の中、五つの数字は特別な意味があり、

３、７、１０、１２、と４０、その中の４０は清めと準備の期間です。ノアの時代では雨が４０

日４０夜降りました。その意味は、神様が作って堕落した世界を洗い清める準備の期間でした。

イスラエルが荒れ地で神様に背いて４０年間の間神様によってさまよわされた理由は、彼らの頑

なな心を清めて従順を学ばさせてから約束の地に入る準備の期間でした。その上、最悪の都市ニ

ネヴェの滅びを４０日後に行われるとのヨナの宣言によって、町全体が悔い改め、神の怒りの宣

告を免れた清めの期間でした。新約では、イエスご自分が洗礼の後に４０日４０夜、聖霊によっ

て荒れ野へに導かれ、そこで断食と祈りながら悪魔と戦って公生活の準備をするためでした。４

０という数字は、聖書の中に数多くのエピソードがあり、清めと準備をする期間です。母なる教

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
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会は我らの信仰の基盤であるキリストの死と復活を向かうために断食、施しと祈りをする４０日

(日曜日を除いて)四旬節という期間を設けて、心を清めてその神秘を相応しく祝える準備をする

ように呼びかける基にはこの背景があります。 

 若い自分がキリストの呼びかけを聞いて父母を離れ、アブラハムのように遠い国へ行くように

と決めたときに、自分がしようとする行動の意味は解かったつもりでした。高校を出て１８歳で

あった私が、今５０年後に振り向いて見ると、私が思ったことよりはるかに程遠いものでした。

失敗したと言う意味ではなく、只もっと大変なこと、すばらしいこと、想像できなかった旅でし

た。来日してから、最初の４年間半は日本語と神学校の勉強をして、１９７２年４月２９日にア

メリカの里バッファローで叙階の恵みをいただきました。当時父と母の兄弟はほとんど出席し

て、７００人以上の方々と共に喜び祝い、その年の９月に日本に戻って司祭の仕事を始めました。

実際神学校でまだ卒業論文を書くはずでしたが、高校を出て１１年間連続に勉強させられた私は

うんざりして、もうこれ以上勉強したくないと決めました。そしてその当時四国の司教だった田

中英吉司教様とオブレート会の管区長に願って、直ぐ四国へ行って仕事を始める許可をもらいま

した。東京の神学校の家では英語ばかり話した私は、まだまだ日本語は下手だったので、司教の

許しにおいて高松の番町教会１年半、その後、桜町教会に２年間勤めて邦人司祭と生活してから、

高知の安芸と赤岡教会と安芸の幼稚園を２年間、新求道共同体のチームでは、東北方々を回り、

新潟、山形、佐渡ヶ島、東京等に浪人の生活しながら福音宣教して３年間、それから徳島の阿南

教会と幼稚園に８年間、古賀教会８年間の勤めを終えて、叙階２５周年の年に初めのサバチカル

を頂き、アメリカで夏季神学校講座、イスラエルで４ヶ月間聖書とユダヤ教の原点を学び、最後

の３ヶ月間、オブレート会の霊性が生まれた南フランスで学び、来日して徳島教会に６年間、北

九州の水巻教会２年９ヶ月、現在伊丹教会に勤めさせて、最高の幸せの４０年間の歩みでした。 

 日本に来られた私が、多くの人にキリストを信じる喜びを与えるつもりでしたが、実際には逆

に皆のお影でキリストに対する信仰が深められ、日本の数多くの信者、あるいは一般の社会人を

通して、彼とより深く出会いました。神に感謝しています。 

 日本の文化の中に７７（喜寿）、８８（米寿）、１００（白寿）は特別な数であり、その歳に

なれば祝わずにいられないのです。欧米では  結婚、または司祭叙階の場合は、２５周年５０周

年に特別な記念をするのは普通です。２０１２年の４月２９日に私は司祭叙階４０周年になりま

す。その記念日を祝わずにいられないので、その祝いの仕方はいろいろあると思いますが、私は

帰国して、この道を支え祝福してくれた家族と恩人と一緒に、記念の感謝の祭儀を捧げるつもり

です。 

 さらに、もう一度最後のサバチカル（休息期間）を取るように決めました。サバチカルという

言葉はヘブライ語からです。Sabbath は安息日です。その言葉から取られています。神様は６日間

働いて７日目に安息され、天地創造を完成されました。その意味で私が自分の仕事から一歩下が

って自分を振り返り反省しながら色んな面で自分の心を新たにし、残っている日々の勤めを、も

っと神様と人々に誠実に仕える準備ができるようにと願っています。神様がお許しならば、今年

の 1 月からインドへ２ヶ月間、現代のアジアにおける司祭の霊性の講座を受け、その年の８月中

旬から１２月１０日までに、アメリカのテキサス州で小教区の司牧に携わる司祭の霊性講座を経

て、残っている年月を学んだことを通して神と皆様に従って歩むつもりです。私の為に祈ってく

ださい。 

 

マホニー・シアニ両神父様の想い出古川健一神父 

 

マホニ神父様の想い出  

 チョコレートとアイスクリームが好きマホニ神父様は、いつも、みんなを和ませてくれた神父

様でした。ある時は突然踊り始めみんなの笑いを誘ったり、みんなのためにケーキを焼いてくれ

たり、80 才を超えているということを感じさせないような出来事がありました。それはどんなこ

とだったか当時神学生だったベルナルドと自転車にのってツーリングをしていたのです。そんな

年を感じさせない姿が印象に残っています。古賀共同体において潤滑油のような存在でした。 

シアニ神父様の想い出 

  私がシアニ神父様と初めてお会いしたのは、中学生の時でした。オブレート会の名古屋修学院

に私はよく泊まりに行っていました。その時からなのです

４〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 



が、よく電話されているシアニ神父様をよく見ました。よく見ると話しているのはシアニ神父様

ではなく、うなずきながら聞いている姿でした。それは、シアニ神父様が話すことよりも聞くこ

とを心がけていたからではないからかと思うのです。そんなシアニ神父様にならい私も聞くこと

の出来る司祭になれたらと思います。 

 

マミの会高知地区の集まり安芸教会 山口 幹 

 

 11 月 26 日に開かれたマミの会は、寒い１日でしたが、

ご多忙中にもかかわらず福岡からこられた古川神父様と

も久しぶりにお会いしてお話する事が出来、楽しい時間を

過ごせました。 

 ビデオレターでは、各国で生活されている神父様方や神

学生の様子を拝見させて頂いたことで、皆様を身近に感じ

ることが出来ました。 

 私が一番うれしく思ったのは、若い日本人の男性が、神

父様を目指して勉強してくださっているという話題でし

た。他の信者さん達も心強く思われた事でしょう。 

 それと、安芸教会が修練期間を過ごす大事な場所だという事も良く理解できました。又、２０

１１年の春先から、安芸教会で事務をされていた近藤孝義さんが体調を崩され、安芸の信者達が

協力をし、最終的には有料老人ホームに入ることが出来ました。近藤さん本人にとっても良い選

択だったのではないかと思っております。 

 

召命の原点ブラザー 八木 信彦 
 

 最近の主日のミサの中で弟子たちがイエスに呼ば

れる箇所が読まれました。そこでは、いきなり見知ら

ぬイエスに声を掛けられてついていく弟子の姿が描

かれています。普通に考えれば、弟子のほうが師事し

たい先生を見つけて弟子入りを願うはずですが、ここ

ではイエスのほうが弟子を選ぶことになっています。 

  私たちも、イエスの素晴らしさを知って、イエスに

従っていこうと思う面がある一方で、それよりも前に

イエスのほうが自分を呼んでくれていたりするので

す。 

  これを「召命」といいます。この弟子たちのように

「神さまの恵みによって神さまに呼び出され、聖職者としての使命を与えられること」と一般的

に聖職者に限られるような使い方をされてきました。でも最近は、一人ひとりにその道があり、

ある人は社会人として、ある人は家庭の中で、ある人は特別の使命の道で、というように、「固

有の召命」という言葉もよく使われるようになりました。すべての人がそれぞれの個性や使命を

生かして、誠実に自分の生涯を過ごすようにとの神さまの願いからです。 

  とするならば、私にはこの「召命」や「固有の召命」以前の召命があるように思えてなりませ

ん。それは、私たち一人ひとりは例外なく全ての人は、神さまによってこの世に呼ばれて存在し

ているという、私たちの命の原点です。私たちは、神さまの願い、望み、呼びかけによって、こ

の世に送られてきた神さまの大切な貴重な賜物、贈り物です。ここに、一人ひとりがかけがえの

ない大切な存在の理由があります。自分の存在そのものが、神さまが呼んでくださった何よりの

証拠です。この確信が揺らぐと、その人の人生そのものが揺らぐほどの礎です。 

  「恵みによって神さまにこの世に呼ばれ、人として個性としての使命を与えられたこと…」こ

れが召命の原点です。 

 

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 
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 １８３２年１０月１４日フランス政府を刺激しないよう、タンピエたちすら列席せず、司教叙

階式は小さな聖堂でひっそりと行なわれた。 

 その後、色々な席でフランス大使たちに会うこともあったのだが、司教の服を着ている彼は無

視され、決して司教とは呼ばれなかった。 

 「フランスへ帰ってからが大変だろう」と日記にも記されている。政府の反応は想像より激し

かった。バチカンに対し、公の異義申し立てをした。バチカンの関係者たちは「我々も知らなか

った」と応じた。それもまんざら嘘ではなかった。通常のルートでの手続きではなかったからだ。

司教聖省ではなく布教聖省だった。宣教地のアルジェリアの司教として叙階されたからである。 

 叙階のあくる年、フランス政府の抗議があまりに強いのでローマに至急来るよう電報を貰う。

しかしローマについてみても誰がその電報を送ったのか分からないし、１週間たっても謁見の知

らせもない。それで事情が段々分かってきた。マルセイユのトマス知事が、表向きはド・マズノ

を支持し、友好的にふるまっていたのだが裏ではフランス政府にド・マズノが政治的な動きをし

ているとの報告を流していた。例えば堅信の秘跡のため回る教会でプロヴァンス語で説教するの

は標準語を徹底させたい政府に反対行動をとっていると報告された。 

 ウジェーンはそういう細かいことに気が付かなかった。当時政治的な殺人事件が起こり、知事

ははっきりと名指ししないもののこの殺人は昔の王制を支持するグループが関与しているかも

知れないと言った。そういうグループはよく司教館に出入りしていたので司教が関連しているよ

うな報告もされていた。 

 大臣がパリのバチカン大使に相談に行く。大使はド・マズノを知らないしド・マズノのことで

政府と教会の仲は悪くなる一方だと思っていたのでローマにド・マズノを取り戻すように勧めら

れた。 

 バチカン大使は教皇にその報告書を送って、手紙にはこの司教は仏政府の資料館に残されてい

るし、ウジェーンの福者手続きの時とても問題にされた。(つづく) 

 

お知らせ２０１２年１月２０日現在 

 

  ◆◆◆シアニ神父・マホニ神父追悼ミサ 

 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諏訪司教様の司式で行われ、各地から約１２０名が参列し、両

神父のありし日々を偲びました。 

 ◆◆◆MAMI 徳島地区、福岡地区集い 

 延期していた MAMI 徳島地区集いを１月２８日(土)にカトリック徳島教会で、また３月３１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。徳島地区、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。 

  ◆◆◆韓国地区長 

 韓国地区長にマウリツィオ神父が就任することになりました。 
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