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『復活の続唱』 

 

古川 健一 神父 

 

 マミの皆様、主の御復活おめでとうございま

す。主の御復活と言えばいつも頭に浮かんでく

る歌があります。それは私の場合『復活の続唱』

なのです。何でこの歌がまず浮かんでくるの

か？なぜだろうかと考える機会がありました。

一年に数回しか歌われないのです。しかも、復

活の主日以外は任意で一年に一回しか歌われな

いという教会もあるのかもしれません。その一

年に一回もしくは数回しか歌えない続唱が小さ

な声で歌われているのを聞いた時に思い出した

事がありました。それは、私が小さかった頃、

伊丹教会では、大人の人がものすごい声で歌っ

ていたことです。任意であるにもかかわらず、

復活の月曜日、復活の火曜日などの平日の日で

すら続唱は歌われていました。どのように大人

の人が歌っていたのだろうと思い出したとき、

必ずしもきれいに歌われていた時ばかりではあ

りませんでした。音程がずれたり、歌詞がずれ

て歌っている人もありました。では今と何が違

うのでしょうか？現在は誰かが歌ってくれると

いう姿勢なのです。私が歌うと言う気持ちがか

けているような感じを受けました。私たちは教会で残したいものがあるのなら、子供や新しく洗

礼を受けて入信した人々に伝えることが出来るようなものを今しなければならないと思うので

す。私が子供の時、大人の人の熱意を感じ大声でつられて歌っていました。イエスさまは本当に

甦られた。その喜びを歌から感じることができました。イエスさまの御復活は歌うぐらい私たち

にとって素晴らしいことなのです。でも、この歌が数人だけでしかも小さな声で歌われたら伝わ

らないとおもうのです。喜びをみんなで分かち合うことも出来ないのです。主の御復活が私にと

っての喜びであり、その喜びが回りの人に届くには教会の一員一人一人が与えていくような存在

にならなければ実現は難しいと思うのです。 

 今から聖霊降臨にむかって典礼がなされていきます。聖霊降臨も『聖霊の続唱』があります。

一人一人が自分のこととして一生懸命歌うとき、イエスさまが約束されたその聖霊が私たちの上

にくだったその喜びを表現する事ができると私は信じています。これらの典礼を通して喜びを感



じ、伝えることが出来ますように。 

マミのみなさん 御無沙汰しておりますクリスティ神父 

 

 ひさしぶりにみなさんに あいさつできるので 喜んでいます。その後 運転免許をとりまし

た。ちょっと 大変でした。日本語 学校に つうがくしながら 自動車学校へ あさばん つ

うがくしました。ときどき 土日も自動車学校へ いきました。免許をとってからも いままで

どおり 日本語学校に 通っています。あと 一学期 残っています。四月から 九月中じゅん

までです。そのかんで できるだけ勉強して 日本の 教会に もっと 役に立つものに なり

たいと思います。 

 最近 私は平日のごミサの 当番もしています。 他の教会の神父様たちに頼まれたときに 

応えることができるように なってきています。 

 昨年の 日本の冬は 熱帯の島から来た 私に とって 厳しかったです。今年の冬は それ

ほど難しくなかったです。そして 私が日本に来たときは ほとんどのことを まわりの人に 

頼るしかありませんでした。今いろいろなことは自分でできるようになってきていると思いま

す。 

 今からも 私は皆さんの応援と祈りに支えられて、日本語の学校の終わりまで 努力したいと

思っています。 皆さん 今までどおり よろしくお願いいたします。日本語学校が終わっても

私は 日本のすべてを知りたいと思っています。一生 掛るだろうと思います。 

 

 † 主の平和ロビンソン神父 

 

 寒かった冬が終わって、春の暖かい日がきました。教会の庭、近くの公園など周りに、いろん

な花が咲き始めました。聖週間を過ごし、復活祭を迎えられた皆さん、はりきっていらっしゃる

ことでしょう。 

 主のご復活おめでとうございます。 

 このマミのニュースレターを通して皆さんに心からお礼を、申し上げたいと思います。先日の

福岡地区マミの会の集いで、たくさんのメンバーと出会え、直接お礼を申し上げることができま

した。お会いできなかった皆さんへ、このレターを通して感謝を申し上げたいと思います。 

 いよいよ私の日本語学校の勉強もさいごの学期となりました。これも皆さんのご支援と祈りの

おかげと心から感謝しております。これからも いままでと同様、 オブレート会に対する応援

をよろしくお願いいたします。 

 皆さん 心を一つにして力を合わせて 一緒に がんばっていきましょう。 

 祈りのうちに。 

 

主イエスのご復活おめでとう御座いますベルナルド神父 

 

 ＭＡＭＩの皆様主イエスのご復活おめでとう

御座います。皆さんはお元気ですか？  前の原稿

に書いた通り四月からまた日本語を勉強しま

す。豊橋カトリック教会に住んで、少しエドワ

ルド神父様を手伝いました。頑張りましたが、

やはり今の日本語はまだまだです。「足りない

な～」と感じました。言いたいことはたくさん

ありますが、日本語で言うと困ったときもたく

さんありました。ですからまた日本語を勉強す

ることになって嬉しいです。今の日本語を磨き

たいと思っていたからです。そうしないと言い

たいことは相手に通じません。ＭＡＭＩの皆様

のおかげで、今月十日からいよいよ日本語の勉強が始まりました。ＹＭＣＡ福岡日本語学校で勉

強することになったので、豊橋カトリック教会から吉塚カトリック教会に引っ越ししました。吉

塚カトリック教会からＹＭＣＡまでそんなに離れていないので、便利だと思います。歩いて通う
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こともできるし、自転車で通っても便利だし、

運動になります。毎日歩くか自転車で通って続

けたら痩せるでしょう。日本語が上手になるま

でに、体重が減ることを楽しみにしております。 

  全く違う話ですけれども、先月一ヶ月間ぐら

いスリランカに行きました。オブレート会の会

議の出席のために行かせてくださいました。そ

れはアジア大平洋地区のオブレート会の集まり

でした。日本のオブレート会の代表は三人でし

た。ブルゴアン神父様(会計係)、ラギダオ神父様（管区長)と私です。ブルゴアン神父様と私は

一番乗りでした。会議の一週間前にスリランカに着きました。充分時間があったからブラッドリ

ー神父様のご家族に会うために、トリンコマリーへ行きました。コロンボから七時間ぐらい離れ

ています。長いたびでしたが楽しかったです。オブレート会のメンバーのご家族は、自分の家族

のようで、初めて会っても楽しい時間を過ごすことができました。皆さんがご存知のようにスリ

ランカの気温は、だいたいフィリピンと一緒です。両方共赤道の近くにあるので温かい国です。

毎日晴れなので半袖を着ることが出来ます。スリランカの歴史も深いです。だから会議の後、他

の参加者達と一緒にたくさんの所を回ってきました。観光の所だけではなく、オブレート会の宣

教所も訪ねました。スリランカのカトリックの人口はそんなに多くないですが、スリランカのオ

ブレート会は素晴らしいことをやっています。本当にいい経験でした。またチャンスがあれば行

きたいです。 

  じゃあ～学校の時間になったのでここで終わります。行って来ます。。。。   

 

スリランカでの体験レモン・ブルゴアン 

 

 どこから始めようか。いっぱいありすぎて一度ではニュースレターが足りません。そのために

今回は１７年前から日本にいるジュード師とブラドッリー師の家庭の訪問だけにしましょう。   

 深夜００：０５分にスリランカに着きました。それは灰の水曜日です。時間が時間なので、す

ぐ寝ましたが灰を受けるために７：３０のミサに預かりました。一緒にスリランカに来ていたの

はベルナルド・オンダップ師です。 

 次の日にブラッドリー師のお宅に首都のコロンボから行きました。それは車で８時間かかる旅

でした。コロンボの道路はほとんどがデコボコの道でした。私が５０年前に初めて高知に来た時

の道と同じようなものでした。ベルナルド師と私が乗っていた車には管区長館に務めている車の

運転手さんと近くのオブレート会の教会の神父として務めているアンジェロ師でした。その８時

間の旅のことを省略してブラッドリー師が生まれた町トリンコマリーに着きました。 

 まずその町のオブレートの教会に行きました。そこの教会の主任司祭は私が１４ -１５年前にイ

ンドネジアの養成会議で会ったアンドレアス師でした。オブレート会の暖かい出迎えをしてくれ

てありがたかったです。王様にふさわしいごちそうを準備してくれて疲れは一瞬にして吹きとば

されたのです。そしてブラッドリー師の両親の所に行く前に昼寝の部屋に案内されました。 

 起きた時にまだ時間があったので１０名ぐらいの子供としゃべったり遊んだりしました。言葉

は通じないけれど何とか通じ合っていたのです。その子供たちはオブレート会が経営するとなり

の小学校の子でした。そのうちある程度英語のできる先生も加わったので色々な質問がなされた

のです。  

 ５時になった時にブラッドリー師の家族に電話したところ「６時に来てください。その時に皆、

姪たちもそろうから」ということでした。 

 その時にアンジェロ師が「一時間あるから時間つぶしとして隣の教会に行きましょう」と。彼

は以前その辺りの３つの教会に務めたことがあります。その３つの教会に案内してくれました。

３時間の間に多くのオブレート会のブラザーと司祭に会いました。 

 それでブラッドリー師の家を９時になって訪れました。ブラッドリー師の両親は若くないので

す。３時間も首を長くして私たちを待っていました。もう寝るところでした。こんな時間ならそ

れはそうです。そのために訪問はたった４０分でした。帰りにその家と教会の間は歩いて５分し

かかからなかったのでした。もしその家が私たちが泊まった教会のすぐそばにあると分かったと
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すれば３つの他の教会に行かないで歩いて６時に行けたのに！ 彼の両親はずっと３時間も「い

つくるかいつくるか」と思いながら待っていたのに！ 私は生まれて初めて腹が立ちました。い

やまだ腹がたっています！ 

 私はブラッドリー師が日本に来てから２年弱一緒に生活していたので喜んで迎えてくれたよ

うです。ブラッドリー師の姪たちもそうです。 

 お父さんは年を取り病気だとすぐ分かったが、お母さんが丈夫のようでした。姪たちはとても

元気で付き合ってくれました。よく話をしてく

れました。短かったが訪問したかいがありまし

た。ブラッドリー師の妹さんは怪我していて同

じ日にコロンボの病院に行っていました。しか

し彼女が退院してから家に戻る前に電話してく

れて一応は声を聞きました。 

 その後アジア地区の会計係の会議でした。会

議が終わってから多くのところに行きましたが

次のニュースレターにその感想を載せます。 

 もう一つの話をしたいと思います。それはス

リランカを出る日にジュード師の家族に会いに

行きました。その時にベルナルド師は一緒では

なかったのです。 

 以前ジュード師のドバイにすんでいるお兄さんに会いました。日本でのオブレート会のクリス

マス会に参加してくれて、彼の娘はとても良い踊りを見せてくれました。今回は他の兄弟に会う

ことになりました。そして日本に来られたお母さんに初めて会いました。同じ時間に同じ飛行場

で、私のアメリカへの出発と彼女の日本への到着が同時になっていました。今回ついに会えまし

た。とても小柄な人でジュード師や兄弟たちと比べられないです。とても愛にあふれた方です。

それをとても感じました。家に行った時に他の二人の兄弟がいました。そして私はあと一人だけ

会っていないと言ったら、お兄さんが電話して弟さんも子供と一緒に１０分以内に来ました。彼

は一番大きいと思いました。 

 兄弟たちの息子や娘は来られていました。一緒に仲良く宿題をこなしていました。ジュード師

についてと日本についての話は多かったです。ジュード師は今現在フィリピンでタガログ語ある

いはフィリピン語を学んでいます。お母さんの義娘は私のためにごちそうを作ってくれました。

その後で写真を撮り一番上のお兄さんが私を空港に送ってくれました。飛行機は翌日の午前１時

３０分発でした。 

 スリランカに行けて良かったです。日本のオブレート会はコロンボ管区に属しています。オブ

レート会の創立者はスリランカのミッションを始めた訳で彼の精神を深く感じました。    

    次回続く予定です。 

 

OMI 福岡地区の集い古賀教会 荒川 敏 

 

 「マミ福岡地区の集いのお知らせ」を貰って MAMI とは何の略だったかと調べたとき、マミが

「オブレート会への教皇認可の世界的な支援協力組織」であることに改めて気づきました。 

 さて、マミ福岡地区の集いは 3 月 31 日に、古賀教会に担当のブルゴアン・古川両神父様、八

木ブラザー方をお迎えして開催されました。 

 前日からの、神父様方や、マミ福岡地区の深堀さん、小笠原さん、辻本さん、その他古賀教会

の皆さんのお骨折りもあって充実した集い

になりました。 

 先ず、ビデオでは、まだお会いしたこと

のない神父様方を身近に感じ、ごミサ後の

ブルゴアン神父様のお話しでは「オブレー

ト会の神父様方の外国や日本での宣教活動

の情熱、ご苦労」をかいまみた思いに感銘

し、続いて八木ブラザーのお話しに聞きい
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りました。 

 一方、前日の「集いの準備」のミーティングで、マミの会の活動を担う会費等の収入が年々減

っている説明があり、びっくりしました。対策として今後は、マミの会員をふやすために積極的

な勧誘、マミニュースレター等の配布など PR に努めていきたいとのことでした。 

 この度の集いを通じ、私はマミによるオブレート会への支援協力に、今まで以上に参加してい

かねばと思いました。 

 

一人の兵士 アーネスト・ゴードン著「クワイ河収容所」よりブラザー  八木 信彦 

 

 その日、一日の仕事が終了した。ただちに工事用具の確認が行なわれた。確認がすみ宿舎へ帰

る寸前というところで日本軍の俘虜監視兵が、シャベル一本足りないと言い出した。その日本兵

は、現地の人に売ろうとして誰かが盗んだのだと主張した。俘虜たちの列の前を彼は大股で歩き

つつ、どなりちらしていた。俘虜たちが卑劣で愚かであること、さらに最も許しがたいことには

天皇に対しての感謝や尊敬を忘れていること、それらをなじった。 

 さらに彼は、でたらめな英語の怒りの声を張りあげて、盗んだ者は一歩前へ出て罰を受けろと

命令した。だが誰ひとり動かなかった。監視兵の怒りは一段と強まった。すぐに暴力をふるうだ

ろうと誰もが思った。 

「全員死ぬ（オール･ダイ）! 全員死ぬ（オール･

ダイ）!」と、取り乱した彼は、金切声で叫んだ。

彼は自分が本気であるのを示すために、銃を取り

安全装置をはずし、肩にあてて狙いをつけた。俘

虜たちをひと通り眺めたうえで左端の者から射

殺しようとした。 

 その時、その捕虜の内の一人が列の前に進み出

たのだ。彼はかかとをそろえてまっすぐに立ち身

動きせず、こう言った。穏やかな声だった。 

「私がやりました」 

 監視兵はそれまで燃やしつづけていた怒りを

一気に爆発させた。彼はその俘虜を蹴とばした。

こぶしでなぐった。それでもその捕虜の兵士は姿

勢をくずさなかった。生々しい血が顔に流れた。それでも彼はうめき声を出さなかった。その声

ひとつたてない落着きが、監視兵の怒りをよけいに駆りたてた。監視兵はいったん手放した銃を

握って高く頭の上に振りあげた。そして一声わめき声をあげて、銃をその兵士の頭蓋骨へ振りお

ろした。彼の身体は、ぐにゃりと地に倒れて、それきり動かなかった。死んだのは歴然としてい

た。それなのに、完全に死んでしまっているのにであるが、その監視兵は、幾度も銃を振りおろ

してその兵士をなぐりつづけた。ついに、やっと自分が疲れはてたとき、なぐる手をとめたので

ある。 

 捕虜の仲間たちは戦友の遺体を持ちあげ、用具をかついで収容所へ向かって行進した。収容所

の門のところでも、検査がある。用具はもう一度確認された。ところが、シャベルは、一本足り

ないはずなのが、全部そろっていたことがわかった。 

 この兵士に対して賞賛の気持ちのほうが、日本軍の監視兵への憎しみを超えて強かった。 

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 

 １９４７年ウジェーンの列福手続きが進んでもう間もなくだろうと新聞にも掲載されたがバ

チカンは無言だった。実は、フランスの歴史家でもある司祭がバチカンに手紙を送った。「前世

紀の一番すばらしい司教であったことは認めるが歴史家として彼が聖人かどうかには疑問があ

る。オブレート会内で出された伝記ばかりで客観性に乏しい。外務省資料室に重大な報告書があ

るにも関わらず、一切その出来事に触れていないのはいかにもおかしい。」 

 当時の総長は、創立者について客観性のある伝記を書くよう依頼した。 

 さて、話は元に戻るがローマに呼ばれ報告書を見せられた司教は、教皇に弁明し、認められ、

励まされてマルセイユに帰ってくる。 

クワイ河 
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 しかし翌年選挙人名簿に自分の名前が載ってないことから市民権を取り上げられたことを知

る。ウジェーンはトマス知事の元へ行くが、ナポレオン時代の古い法律によってよその政府から

位を受けた場合、市民権を失うことになることの初めての適用例だとあしらわれる。すぐに有能

な二人の弁護士に相談して訴訟の準備を始める。 

 もちろん教皇にもその旨知らせる。しかしその手紙が教皇の元につく前に、パリのバチカン大

使の手紙が教皇のところへ届く。 

 やがてウジェーンには教皇からでなく末席の秘書から返事が来た。「教皇様は訴訟についてひ

どく怒っています。すぐ取り下げなさい。」 

 司教は従った。 

 市民権がないのでマルセイユ司教区総理代理の仕事もできなくなった。この事件は創立者の一

番大変な時であった。ずっと今までは教皇のために戦って来た人だからこういうふうに自分の弁

解の余地もないので教皇に見捨てられたような気がした。精神的にも信仰上にも大変な試練だっ

た。でも人間的に大変だったけれどもそれでも「教皇がそうおっさるならばその通りします。」

そして直ちに訴訟を取り下げた。自分の日記には次のように記した。「私がヨブのようにつぶさ

れても教皇に従うべきである。」 

 公に教皇に叱られて、自分の弁解できないことは大

変な時であった。もちろん教皇から直接に叱られたの

ではなく下の秘書に！ 教皇から直接だったとすれ

ばもう少し受け入れやすかったかも知れないけれど

もどうも人間として悪く取り扱われていることを感

じた。市民権を失い、どの活動も辞めなければならな

いので身を引いて山の巡礼地であるノートルダム・ド

・ロジエ修道院に行った。この危機に見られるのはウ

ジェーンの霊性の深さが見える。自分の召命の出発が

十字架のイエスだったのでこの試練はイエスと共に

試練を味わうきっかけとして見て、自分の信仰生活と霊性生活を深める機会として取り扱ったの

である。会憲会則では十字架上のイエスと共に働く共に苦しむ文書があるが書いた時と今でもそ

の気持ちは変わっていない。パウロの引用もする。キリストのためにすべてを尽くす。会憲会則

に書いただけではなく一生生活の中でそれを生きようとした。市民権を失ってから彼は一番心配

したのはフランスから追放されることだった。「どこへ行こうか。今まで教皇のところへ非難で

きると思ったがそれはできなくなった。 

 フランスよりも酷かったのはコルシカ地方の教会の状態だった。司祭の不足や良く教育されて

いない司祭などの問題があった。信徒は完全に無知だった。当時の司教は創立者から少なくとも

二人の立派な司祭をお願いしていた。特に神学校での司祭養成の担当者が欲しかった。そのため

に創立者は一番立派な二人を派遣していた。アルビニ神父（今現在福者になるための手続き中）

とギベール神父（後にパリの大司教になりモンマルトルの建築をオブレート会に依頼した）だっ

た。ギベールは院長で神学校の校長をしていた。その役目を果たすためにパリの宗教担当大臣の

ところに行って神学校を建て直すために資金を願った。性格的にギベールは偉い人を恐れるよう

なタイプではなかった。(つづく) 

MAMI-2011 年度収支報告レモン・ブルゴアン神父 
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内 訳 金額 内 訳 金額 

2010年度繰越金 

会費 

祭儀費 

寄付(個人) 

 

1,039,662 

896,000 

199,290 

634,781 

 

教育費 

共同生活費 

ニュースレター 

振込手数料 

 

1,500,000 

800,000 

7,380 

14,680 

 

６〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 



 収入合計 2,769,733 支出合計 2,322,060   

 

 

 次年度繰越金 447,673 

 

お知らせ２０１２年４月２７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。 

 昨年度から会費(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てい

ます(以前は一口五千円のみ)。 

 ご自分、ご家族、友人、知人のことで（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、御ミサの意向にしたいことがあれば、振込用紙にその旨

や詳細を記入して、お振り込みください。金額はおまかせ致します。その際遅くても御ミサ予定

日の１０日前までにお知らせください。ご希望の日にその意向に従ってごミサをおささげしま

す。 

 ◆◆◆MAMI 伊丹地区集い･今年度地区集会の予定 

 ５月１２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。 

 また他地区集いの日取りも掲載しておきます。今からこの日をあけておいてください。 

･２０１２年５月１２日(土)伊丹地区集会  ･２０１２年９月２９日(土)徳島地区集会 

･２０１２年１１月１０日(土)高知地区集会 ･２０１３年４月６日(土)福岡地区集会 

  ◆◆◆叙階式・初誓願式 

 韓国のペドロ氏の助祭叙階式が 5/19 にオーストラリア・メルボルンで行われる予定です。どう

ぞお祈りください。 

  ◆◆◆春の異動 

 オブレート会日本地区内で春の異動が行われました。最終頁の「日本国内のオブレート会員」

でご確認ください。 

  ◆◆◆深江豊さん 

  鹿児島出身の青年深江豊さん(29 才)が、将来のオブレート会員となるため、高知・中島町教会

で共同生活が始まりました。どうぞお祈りください。 

  ◆◆◆チラシ 

 新しいマミ会員勧誘のため、チラシを同封しました。このチラシを用いてお知り合いの方々に

マミを紹介・お知らせくださり、マミ会員が増えるようご協力をよろしくお願いします。 

  ◆◆◆訃報 

 山崎神父の弟さんが去る 3 月 6 日に福山で心筋梗塞のため亡くなりました。ご冥福をお祈りく

ださい。 
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