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マイナスにみえる出来事 

 

古川 健一 神父 

 

 9 月の初め、私の勤めている幼稚園で放火があったのです。初期の段階で発見され消化活動さ

れたので園児は全員無事に避難し、コンクリートの壁が一面だけ黒くなったぐらいですみました

が、消化活動、非難させるのが少しでも遅れたらどうなっていたかと考えると眠れなくなるとき

がありました。 

 今なお犯人は捕まっていません。しかし、放火された後と前では明らかに園が変わってきたこ

とに最近気がつきました。この非常時、猫の手も借りたい時に先生が二人も辞めたのです。そん

な人員が足りないなか、協力する人が現れたのです。警察、消防、警備だけでなく、園児の保護

者が立ち上がってくれました。園児を守るために私たちができることをしようと交代制で自主的

に 1 時間ごとにパトロールしてくれています。採用が難しいなか新しい先生も現れました。 

 その協力してくれる方々と子供達を守るというスローガンのもと頻繁にコミュニケーション

することが多くなりました。それまでは個々が独自に動

くということが多い幼稚園だなと思っていた先生間に

おいても、よくよく話し合うことが見られるようになっ

たのです。今までそんなに安全管理に目を向けることは

なかったのですが、鍵をかけたり、死角に防犯カメラを

つけたり、掃除をして、ここも人の手がこまめに入って

いますというメッセージを犯人につたえようとする目

が育ってきました。 

 イエスさまの十字架は人々の生き方を変えました。今

回の出来事のように人の目にはマイナスに見えること

ですら、最後にはプラスの方向に変えていただけたので

す。マイナスにうつる出来事、これからもあると思いま

す。しかし神さまが何とかプラスに変えてくださると信

じてこれからも与えられた場所で回りの人と共に歩ん

でいきたいです。 

 

高知にて  ヒラン・インディカ神父 

(原文掲載) 

 美しい自然に恵まれている四国が私の初めての宣教の土地になった。一般に田舎といわれてい

る高知の中心にある中島町司祭館にオブレート会の 5 人で暮らしている。日本語の勉強をしてい

た 2 年間はあまり司祭としての役割がなかったから、これから迎える経験は忘れられない恵みに

なると思う。 



 オブレート会の私たちが高松教区に従って協力

宣教司牧として 5 つの教会で宣教をしている。それ

は高知の中心にある中島町教会、ここから  2 キロに

江ノ口教会、20 キロに赤岡教会、40 キロに安芸教

会と一番遠く離れて 115 キロにある中村教会。平日

は中島町教会と江ノ口の聖心の布教姉妹会のお聖

堂でごミサを捧げているし、毎週の日曜日 5 つの教

会に回転しながらごミサをお捧げしている。 

 高知宣教の特徴は何だと考えたら、やはり、信者

さんの数ではないかと私が思う。5 人、15 人ぐらい

の数ある教会もあるという話しは大げさな話しで

もない。だから日本の特にこの宣教の地の貧しさは

何だと考えてみるとこのだんだん少なくなっている信者さんの数ではないかと私が思う。横社会

といわれている日本ではそれほどの数少ないグループだと思ってしまうときに、それはどんなに

心細い、貧しい気持ちだというまでもないと思う。しかしその数少ない信者さんの熱心がいつも

私に使徒パウロの言葉を思い出させる。 

 「目に見えるものにたよらず、信仰によって歩んでいきなさい」(Ⅱコリント 5;7)  

 だから宣教の土地として高知は私たちオブレート会に手ごわい使命を与えているかもしれな

い。私たちが神様に選ばれた恵みを深く味わうため。聖ウジェーン・ド・マズノの道を歩むため。

この使命は私たちの使命ではなくて神様の使命の「私どもはとるに足りない僕だ」(ルカ 17;10)。

でもその神様が私たちにいつも言われているのは「私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの

中でこそ十分に発揮されるのだ」(Ⅱコリント 12;9) 

 

OMI 伊丹地区での集い伊

丹教会 平八重 由美子 

 

 私はこのニュースレターの原稿を書くのを

頼まれた時、実は「私にはそんな原稿なんて

書けるはずがない」と思い断ろうと思ってい

ました。でもその私が今、書いています。 

 「マミの会」の二日前、長年の友人から「私

との友情はもう終わった・・・」と言う様な

ことを電話で言われて、何となく解っていた

事だったと自分に言い聞かせつつ、自分にも

何か出来る事が有ったのでは？と思い神様に

祈りました。私のせいで友人は私から離れて

行こうとしているのではないか？そんなゆううつな気分の中（おまけに、人の大勢集まる所が得

意ではないので）伊丹教会の会議室で年に一度の「マミの会」の総会が始まり、私はゆううつな

気持ちを引きずりながら出席していたのです。私は全てを神様にゆだねようと思いました。そん

な中少しずつ自分の気持ちが解放されていくのを感じていました。 

そして「マミの会」の皆さんとの集いの中で少しずつ幸福な気分に包まれていました。 

それは何故か？神父様方の私たち信徒へ対する祈りや交わりがあっての聖霊の働きなのか、私に

はこんな私でも愛して下さる神様が私の中にいるのを、あの分かち合いの中で私の心に何かが働

いたのです。ブルゴアン神父様の、オブレート会の神父様方が今どの様にどこで活躍されている

か、ブラザー八木の（私はブラザー八木のファンなのですが）本当に短い一時間のお話。今、司

祭への道を選び勉強されている深江さんのお話（彼の熱い思いが私にも伝わって来ました）。楽

しいひと時を下さったことに感謝します。 

 神様は本当に辛い時にこそ傍にいて時期はずれのプレゼントを下さるサンタクロースだと思

います。因みに（こんな情報は余計ですが）私の苗字は平八重ひらやえと読み、珍しいのですが

ルーツを辿ると鹿児島の海賊だったそうです。 

サバティカルの経験ジュード・ピリスプ
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ッレ神父 

 

 長い間計画していた自分のサバティカルは二つの経験を受けるために最初はボリビアでスペ

イン語勉強しその次はフィリピンでタガログ語勉強する予定をしました。 

 去年の 7 月ドバイ、サンパウロ経由でボリビアに 9 日の昼ごろ、32 時間かけてつきました。ホ

ストファミリーの方が空港まで迎えに来ていたので旅の疲れが少しとれたように感じました。 

 ボリビアのコチャバンバという町は 2500 メートル高いところの町で、5 月から 9 月まで冬とい

うことでかなり寒く感じました。まだまだ貧しい国だけどほかのところよりよく発展してきてい

るそうです。私は住んでいたホストファミリーの家の周りは山に囲まれて一番高い山は 5200m で

した。朝晩は 10 度しかですので、寒さはジュードによく答えました。昼は 20 度ぐらいに上りま

す。住んでいる家族もすごく親切で、６歳の男の子と、４歳の女の子すごく可愛いです。家族皆

カトリックなのでいろんな意味で助かっています。一人の神父が自分の家で住んでいることは彼

らにとってすごく嬉しいことだったみたいです。 

 7 月 11 日から学校が始まりました。この学校はメリノール会の学校で宣教師の勉強のための特

別な学校になっています。学校の勉強の以外、体の不自由な子供たちの施設に関わる機会もあり

ました。この施設は北九州出身の方が始まった施設です。 

 ５ヶ月間この素敵な国で、素敵な家族に恵まれて素敵な経験をしました。今までとの生活から

離れて友達を作り、オブレート会が働いているところを訪問し、ゆっくりした生活はある意味で

5 ヶ月の黙想というようにも感じました。 

 クリスマスを 25 年ぶり家族とともに祝って、

2 月の始めにフィリピンに飛びました。それか

らオブレート会経営している大きな学校でチャ

プレインをとして手伝いながら、言葉の勉強（フ

ィリピン語）始めました。ある国の言葉を勉強

するというのは、その国の文化、習慣、考え方、

いろいろ知ることができます。もちろんスリラ

ンカと日本と違って食事も違います。 

 私の住まいはマニラで Gracepark というオブ

レート会が関わっている教会で、一言その教会

のこと書けば、毎日４回、日曜日 10 回のミサが

行われる大きな教会です。日曜日だけが 25,000

人ぐらいが参加するらしいです。週末には許し

の秘跡を手伝っていました。聖木曜日は 10 時間座りっぱなしで許しの秘跡を聞きましたよ。 

 Gracepark というところはとても貧しい人が住んでいるところなので、私の経験には素晴らしい

ところかなと思っています。その貧しさの中で素晴らしい信仰をもっています。それと貧しさの

中、顔には喜びがあふれているのを発見します。 

 ある人にはなぜこのような経験、サバティカルと言う疑問があると思いますが今までも外国人

司牧のことにかかわっていたので、それにこの経験は役に立つかなと思いこのようなことを決め

ました。 

 ボリビアの経験、フィリピンの経験はそれぞれが違ってどれが一番良かったかよく言われませ

んが、両方がどれほどよかったかこの一枚の紙にはかかれません。この記事はいつも支えてくれ

ているマミ会員に感謝を申しあげながら終わりにします。 

 

スリランカでの体験；マゴンナレモン・ブルゴアン神父 

 

 ご存知のように２月の終わり頃から３週間の間に会計係の会合のためにスリランカに行って

きました。その間に属しているコロンボ管区のところを訪れました。前回日本の宣教師として来

ている二人のオブレート会員の家を訪ねたことを書きました。 

 今回は違う課題に移ります。特にマゴンナでの経験について書きたいと思います。そこでの活

躍についてすべてを詳しく述べるのは不可能ですが少しでも書きます。 
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 もちろんその広い土地に教会があります。それに昔の志願する人の為の建物もあります。今は

その建物を使って若者の集まりをしています。さらに若者の黙想会やゼミを行なっています。マ

ゴンナに務めているオブレート会の神父や修道士の修道院があります。それに男の子の養護施設

があります。そこから政府が運営している学校に通います。そしてこの子たちには社会に出たら

仕事を見つけるために色々な体験をさせます。もちろん彼らの食べ物も作っています。そのため

にその広い土地で多くの活動を行っています。もちろん養護施設だから家族のない子や泊まる家

がない子供たちです。それに仕事を見つけるまで卒業しても残る若者もあり、または養護施設の

子でない子も仕事を見つけるまで仕事の訓練を受けに来ます。 

 この広々とした土地で車がなければ一日で回れません。建物の一つはコンピュータの使い方を

学ぶ施設です。将来事務所で働きたい子のために同時に１０人程度が練習できます。または工業

専門の教室もあります。それに土地の広いところに豚や牛や鶏を飼うところもあります。もちろ

ん施設の食料にもなるけれどもそれが農業の訓練になります。そして広いところにバナナを植え

ています。スリランカはバナナの国なので助かります。町の方でもバナナを売ります。 

 子どもたちはもう一つ学べます。それは印刷することです。私はそこに興味を持っていました。

というのは何年か前に夜明けの会の一つの目

的はそこで使う新しい印刷機を買うために５

０万円を寄付しました。その機械を使って若

者に印刷の事業をできるように訓練します。

自分の目でその機械を見られたことは喜びで

した。若者たちは周りの教会の必要なものを

印刷し、製本します。祈りの本、ロザリオの

本、ミサ用の本など。それにスリランカの政

府は事務所のために色々なものを印刷しても

らっています。そちらのものはもっと小さい

印刷機の方が便利と言われたので今度の夜明

けの会のカレンダーのための寄付の一部で彼

らのためにその機械を買いたいと思っていま

す。それによって政府からの印刷の注文が多

くなり、そして他の事務所もお客さんになるでしょう。 

 施設内を回っている間に四旬節が始まっているので外でカルヴァリオの式が行なわれていま

した。ミサやロザリオや長いお話（説教）。何百人も参加していました。式が行なわれていたそ

の場所は四旬節の巡礼地として良く知られています。式場の裏に十字架の道行きの長い道があり

ました。山を登りながら各々の場面が大きく造られ置かれています。山の頂きには第１２の場面

でその近くにお墓の場面です。ここでは年に何回か中学生や高校生が御受難と御復活の場面を演

じています。 

 同じ土地で拝見したのが近くにある教会のための葡萄酒を作るためのぶどう園とその機械、さ

らに何千坪の土地にゴムの木が並んでいました。そのゴムの木を使ってタイヤを作る会社に売り

ます。さらにココナツの木が並んでいます。若者がそういう仕事にも参加して将来の職業を見つ

けるのです。また、ろうそくを作る機械があり地方の教会に売っています。そして将来の仕事を

見つけやすくするために大工や溶接を学ぶところもあります。 

 または結構広いグランドがあってそこで若者がスポーツをやり、それにそのグランドを政府に

貸して運動会などをやっています。 

 ２００４年１２月の大津波がインドネジアから始まってスリランカまで届きました。大きな被

害が国の両側に起りましたが多くの避難者がその広大なグランドを使ってテントを張って生活

していました。 

 今回はここまでです。次回はスリランカでの修練所、小神学校、大神学校や会員の老人ホーム

について書きたいと思います。（つづく） 

 

3.11 を境に… ―「振り返り」を通して―ブラザー  八木 信彦 

 

 私たちが出会うどんな体験や出来事も、神さまからいただいた贈り物たまものです。それらは
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色んなことを教えてくれます。その向こう側に神さまの現存があるからです。何でもご存じの神

さまは、その人にとって必要な時に場所で、必要な出来事を贈られます。そのことを通して、当

人に今大切にしなければいけないことや神さまからのメッセージ、そして当人への神さまの愛や

配慮、現存に気づいてもらいたいと、切に願っておられるからです。なので、たくさんの意味が

出来事の中につまっています。 

 「振り返り」とは、その意味を探していくこと、出来事が私に意味するものを深く見つめ、神

さまの私への愛や配慮、加えて、神さまがいかに私を大切にしておられるか、に触れていくこと

です。私たちは、忙しさを理由にその出来事を振り返るこ

となく通り過ぎてきてしまいました。 

 3.11 は、私にとっても、日本人や世界の人々にとっても、

大変つらい出来事でした。つらい出来事があったときに

は、大切な何かが教えられようとしています。この出来事

は、個人のレベルでも国や世界のレベルでも、大切なこと

を学べという時期で、現在でも深く学ぶプロセスの中、す

なわち「振り返り」の時期にあると思います。 

 私も 3.11 を境に、原発について、マスコミ情勢、政治や

経済のしくみ等、自分なりに詳しく調べてみるきっかけに

なりました。そこで見えてきたものは、自然や弱い人々を

支配し、あまりにも自分の得になることだけを追い求め、

私利私欲や便利さをむさぼり続け、それらを何よりも優先

してきた結果、かけがえのない自然と命や個人の尊厳がと

ことん軽んじられてきてしまっていたことに皆が気づかない、そこまできていたのだということ

です。 

 ある意味で、神さまの対極にあるもの、言い換えれば愛の対極にあるものを傲慢に求めすぎて

きたのだと気づかされます。この 3.11 は、今一度謙虚に神に立ち戻ること、愛を土台に生きてい

くこと、その揺るぎない決心の大切さを、教えてくれました。 

 残された私たちが、今、「振り返り」の中でこの出来事に学ぼうとしなければ、3.11 で亡くな

ったたくさんの命や失われた尊いものに、申し訳ない気持ちでいっぱいになるのです。 

 

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 

 たくさんの大臣たちと面識ができウジェーンの苦況について働きかけをした。その結果、ウジ

ェーンが謝罪の手紙を書くなら司教として認めようということを引き出すのだが、ウジェーンは

譲らない。 

 タンピエは政府と相談せずに叙階を受けたことを手紙の上でだけあやまればよいのだから、あ

とは忘れたら良いと説得するのだが、「私は何も悪いことをしていないので謝る必要はない」と

はっきりいうのだった。 

 この大変の時期、コルシカの司教がローマの帰りにロジエに立ち寄り教皇からの親書をウジェ

ーンに渡した。それにはウジェーンの苦しみは理解している。作戦失敗の折には犠牲者が出るの

は覚悟していたことであり、政府とバチカンの緊張緩和の為、教皇が仕方がなくとった態度を理

解してしばらく我慢して欲しいとあった。 

 司教はこうも述べた。「教皇はあなたを尊敬しています。同じ状態ににおかれたなら、自分も

ウジェーンと同じ行動をとるだろうと言っておかれました」と。これはウジェーンにとって大き

な慰めになった。 

 そうこうするうちにフランス政府にも変化が起こってくる。新しい王、ルイ・フィリップが誕

生する。彼は、教会に対する厳しい態度には反対だった。 
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マルセイユ大聖堂 



 ギベールは国王夫妻に会う機会もあった。王妃はパレルモ時代のド・マズノに好印象を持って

おりよく覚えていた。 

 信心深く控えめな方だったが王の信頼は厚かった。国王は総理大臣はじめ主だった役職の入れ

替えをして、１８３５年１２月ド・マズノに市民権をかえす。そして政府は彼が司教であること

を認める。この時期は創立者の生涯の頂点である。一番大きな試練だった時期である。 

 ２年後フォルツネは司教座から降りる時教皇と国王にウジェーンをその後継者とすることを

提案し、しかも辞任する条件の一つとし、叉は自分の甥に一切そのことを言わずに行ったことだ。

なぜならウジェーンは断るだろうと思っていたのだから。それで１８３７年４月ウジェーンはマ

ルセイユの司教となるのである。 

 私の想像では「一粒の種が死ななければ身を結ぶことはない」という聖句が浮かぶ。 

 もしウジェーンが市民権を行使し、政府への訴訟を起こしていれば、おそらく勝訴しただろう

がしかしマルセイユの司教にはならなかっただろう。友人のジャンソンは東部のナンシの司教に

なっていたが政府に強く反対したので司教職を取り上げられた。 

 この後、世界的な規模に発展していくのはウジェーンがマルセイユの司教だったからだ。 

 さてイギリスのアイランド人であったデーリ神学生がローマに行く途中マルセイユに立ち寄

り、神学校に滞在する。そこが気に入ってオブレート会に入会し、司祭叙階の後で１８４１年に

ウジェーンは彼をイギリスに派遣する。同じ年、ジャンソンは黙想会指導の為カナダへ行く。モ

ントリオールのブルジェ司教と会い、司祭不足を相談される。(つづく) 

 

お知らせ２０１２年９月２７日現在 

 

  ◆◆◆深江豊さん 

  深江豊さん(30 才)は、5 ヶ月ほど中島町教会でオブレート会員と共同生活を過ごしておりまし

たが、新しい自分の道を歩み始めるため、以前関わっていた高知市内の勤務地で働くことになり

ました。彼の新しい出発のためにどうぞお祈りください。 

 ◆◆◆今年度地区集会の予定 

 MAMI 地区集会を以下のように開催する予定です。それぞれの場所で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。 

･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 

 韓国のペドロ氏の司祭叙階式が 12/7 に、同じくサムエル氏の終生誓願式が 12/8 に韓国・水原(ス

ウォン)市で行われる予定です。どうぞお祈りください。 

  ◆◆◆ヴァラム神父様 

 長年韓国で勤めたヴァラム神父様は、出身地であるインドで勤めることになりました。 

  ◆◆◆トーマス・マヘル神父様 

 トーマス･マヘル神父様は 8/28 に左首にあるできものを取り除く手術を高知市近郊の病院で受

け、その後経過は良好ですが、放射線治療のため中村近郊の病院に入院しています。お祈りくだ

さい。またそのマヘル神父様のお兄様が先日 9/25 に亡くなりました。ご冥福をお祈りください。 

６〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 


