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プレゼント

古川 健一 神父

3 月に飯塚聖母幼稚園の園長を退任したのです。初めから次の園長が決まるまでという司教様

との約束のもとになされた役務でしたので、ほっとしたという気持ちがあります。他方では、子

供達、先生達との別れもあり少し寂しい気持ちもあります。

そんななか、園をやめるにあたって沢山のプレゼントをいただきました。もちろんたくさんい

ただいた品物はわたしにとって宝ものです。花束やプレゼントからは感謝の気持ちが伝わってき

ます。でも今回二つのプレゼントが特にイエスさまが残してくれたものに似ていると感じたので

す。一つは、保護者の皆様からです。寄せ書きのメッセージを頂きました。メッセージ、言葉に

込められた力ってすごいもので、これからの活力になるのです。それは時に生きる力や意味も与

えます。私は毎月園にいたころ、園便りに聖書の言葉と実際の生活に照らし合わせての言葉をの

せていました。その答えに数人からうれしい言葉がありました。一人のお母さんの言葉を載せま

す。「保護者会、毎月の園便りでの神父様のお話をとても楽しみにしていました。いつも心にし

みる内容で、親として教育者として自分の行動を振り返ることが出来ました。ありがとうござい

ました。」

きちんと読んでくれていたということ、そしてそれだけでなく、答えてくれる人がいるという

ことがうれしかったのです。

私たちも聖書の言葉を聞き、答唱詩編で答えていきます。神さまの言葉に、私たちの思い、言

葉行いで、答えていく時、神さまは私たち人間をつくってよかった。これをみてよしとされたと

いう聖書の言葉が実現すると思うのです。

もう一つのプレゼントは 13 年勤めていた先生からのもので

す。その先生が今年でやめることになりました。その先生か

ら湯飲みをいただいたのです。その湯飲みにはこう書かれて

ありました。「軽いありたやき」私にとってこれは記念のも

のになりました。「短い間でしたが、いろいろなお話ができ

る。聞いていただける神父様とであえて一年ちょっと気持ち

が楽になり過ごすことができました。」いろいろな大変な事

があったけれど聞いてくれることによって心が少し「軽く」

なりましたということで「軽い」ありたやきを贈ってくださったのです。

私が大事にして行動していた事はきちんと先生方に伝わっていたのだということがしるしとし

て与えられました。だからこれからも大事にしたいとおもいます。湯飲みをみるたびに「聞くこ

と」のだいじさを再確認できます。聞くことができる司祭により磨きをかけたいとおもうのです。

さて、私たちはもっともっと素晴らしい、プレゼントこの上のないものをいただいています。

御聖体です。イエスさまはその御聖体をミサと共に言葉と共に残してくださいました。知れば知

る程、どれだけそこに意味があり、イエスさまの思いがこめられているかということの深さに打

ちのめされます。その思いを込めて残してくださったものを感謝して受け取り、それに少しでも

答えていくことができるように祈りの中で毎日を歩んでいきましょう。



召命のこと

徳島教会 伊丹 隆司

お誘いを頂いて MAMI の会員になり、今回

初めて集まりに出させて頂きました。神父様

やブラザーからのお話を聞かせて頂き、勉強

になったり、み言葉に思いを新たにするとこ

ろもあり、このような機会が与えられたこと

に感謝しています。その中で召命についての

話が何度かあり、自分の場合の神様との出会

いについて思い返してみました。

なぜ教会に来るようになったのか、なぜク

リスチャンになったのか、このような質問を

されることがありますが、私の場合は特別な

ことがあったわけではなく、強いて言えば、｢夢

のお告げ｣だったかと思います。それは、それ

まで行ったこともないミサの夢でした。周囲

に多くの人が集まり、壇上では神様の話をしている人がいます。話の内容は分かりませんが私は

その話を聞いてとても感動しています。教会に行きたいけど今ひとつ足が向かなかった私でした

が、この夢を見てミサに出ようと思い立ちました。｢もうそろそろ来ないか｣という神様からのメ

ッセージだったのかも知れません。

もし３年間、洗礼を受けずにミサに通い続けることができたらその時は受洗しようと決めまし

た。実際のところは、その３年あっという間だったと思います。それから教会の諸行事にも出る

ようにし始めた私でしたが、多くの方との出会いや、神父様・司教様、ブラザーから頂いたお話、

さまざまな行事のお手伝いなど、自分自身の世界が広がったような気がします。

｢あなたがたが私を選んだのではない。わたしがあなたがたを選んだ｣(ヨハネ 15:16)というみ

言葉があります。神様にはとても感謝しています。でもなぜ私なのかと思うこともありますが、

その答えは、今回のような集まりを通じきっとこれからおいおい神様が教えてくれることなのだ

ろうと思ったりしています。神様が自分に与えて下さった賜物(タレント)は何か、その御心を思

い、大切にしていきたいと思います。

MAMI高知地区の集いに初めて参加して

中島町教会 宮本 美知子

亡くなった父がマミの会員で、晩年には娘

の私がマミニュースレターを読み聞かせたり、

会費の送金を手伝ったりしていました。2012
年 11 月 10 日に、マミの高知地区の集いがカト

リック中島町教会であるのでとのお誘いを受

けて、参加させていただきました。

午前中は所用で遅くなり、残念ながら古川

神父様のお話を聞くことが出来ませんでした。

その後の御ミサの途中から参加し、和やかな

昼食会では、20 名くらいの人が参加されてい

ました。

昼食後休憩の後は、ブルゴアン神父様のス

リランカでのオブレート会の活動のお話でし

た。司祭、神学生の養成、養護施設から社会に出る訓練、印刷技術、コンピューターの勉強、バ

ナナの栽培など、マミが支援するオブレート会の活動が具体的で見えてくるようでした。このよ
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うな活動は、オブレート会の精神に大変近いものであるとのことで、亡父もほんの少しではあっ

たが、この活動を支援していたのだと思いました。

続いてのブラザー八木のお話しも「おかえり」をテーマに映画「ツナグ」から、生きている人

と死者をつなぐ、つながれることについての深い意味を考えさせられるものでした。人は生きて、

そして神の待つまことの故郷へ帰る。この世の生は、いくらつらい事があって死にたいと思うこ

とがあっても、神が待っていて、おかえりと迎えてくれるところがある。今生きているそのこと

だけで、人は尊厳あるもの、肯定されるものであること。赤ん坊が泣くと、人は「よしよし」と

声をかける。よしよしと無条件に受け入れられることが人生の始めであるという。共におるもの

として、故シモンズ神父様の「放っておる」という言葉について、悩む人の側に、静かにしかし、

しっかり見つめる何かの存在を表しているのだと思います。こちらがそれから離れようとしても

離れることがないもの、それを八木ブラザーが「愛のストーカー」と表現されたのだが、なるほ

どと納得したことでした。

楽しく話し合いがなされ集いは終わり、私も亡父のように、マミの会員になりたいなと思いな

がら帰宅しました。

MAMIの集いに参加して

吉塚教会 赤木 良子

2013 年４月６日（土）雨の降り仕切る中、私は迷わずに古賀教会に着いた。

MAMI（マミ）福岡地区の集いは２回目の参加でした。参加して、まず感じたのは家族的で神

父様方のユーモアのセンスで笑いが絶えなく明るい雰囲気の中、行われたので時間を忘れる程で

した。昼食では、各テーブルに神父様が入って下さり、準備してくださった、美味しいお弁当を

いただきながら、親しく会話を楽しむことができました。雨男と自らを称する控えめな古川神父

様のジョウクにも優しい！ウイリアム神父様の手を引いて歩く、

ベルナルド神父様の姿から、積極的に手を差し伸べて関わることに躊躇しない心、そして古川

神父様はミサ典礼の中で、司祭の動き所作には、イエスの思いが込められている、そのイエスの

誕生・死と復活を目で見ることができる、積極的に参加して、声を張り上げて神を賛美してほし

いと、11 時～のミサの導入とされた。午後か

らのブルゴワン神父様の報告はスリランカで

の体験としてマゴンナの話がされました。そ

れは創立者の意向に沿った働きが、実践され

ていた。貧しく、小さな人々への、主のまな

ざしが、形として証されていた！そして八木

ブラザーは、お母様の介護を引き受けて、苦

悩されたであろう体験の中から、導きだされ

た現在の境地。お母様とお二人で神の前で祈

る姿に、神様は良し良し、頑張った頑張った、

良し良しとほほ笑んで在るように思えた。

今回は新しい試みもありましたが次回を楽

しみに、声をかけて参加したいと思いました。

私の叙階式

ペトロ・ジャンウォンホング神父

皆様こんにちは。私はオブレート会の韓国人でペトロジャンウォ

ンホングと申します。２０１２年１２月７日に司祭叙階をされまし

た。まず最初、皆様の祈りと応援を感謝したいと思います。オブレ

ート会の司祭になって、本当にうれしいです。オブレート会は１１

年間ぐらいで私を大切にしたり、育ったり、してくれて感謝します。
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オブレート会万歳！！！この長年でオブレート会の皆様は神様にカ

トリックの司祭の模範として呼ばられたことを気づきました。この

ことによって、いつも良い司祭として頑張ろうと思っています。良

い司祭というのはいつも神を愛し、他者も愛することです。私がこ

の理想的なことをいつも守られるよう、どうかいつも祈ってくださ

い。皆さん、新年を迎え、神様の愛と恵みがいつもありますように。

神様の祝福が皆様の上にありますように。

韓国オブレート会お祝いの日

ベルナルド・オンダップ神父

2012 年 12 月、日本・韓国のオブレート会には大きな恵みがありまし

た。その恵みは一つだけではなく二つでした。それはペトロさんの司祭

叙階とサムエルさんの終生誓願でした。ペトロさんはオブレート会の二

人目の韓国人の会員です。サムエルさんは三人目です。ですから 2012
年 12 月の韓国での出来事はオブレート会にとって歴史的なお祝いでし

た。

2012 年 12 月 7 日（金）午後二時よりスウォン大聖堂でペトロさんの司

祭叙階式が行われました。受階者はペトロさんと 16 人の教区の助祭達

でした。司式はスウォン教区の Matthias Iong-Hoon 司教様と Linus Lee
Seong-Hyo 司教さまである。

びっくりぐらい大勢の方々がその素晴らしい式に出ました。神父様達

は 300 人以上参列しました。スリランカ、オーストリアと日本のオブレ

ート会の代表として 300 人の中で 12 人はオブレート会の神父様達でし

た。日本の代表達はラギダオ神父様、シルバー神父様、ノボトニー神父

様、ブラッドリー神父様と私でした。典礼は韓国語でされたので、私は

分かるわけではないですが感動しました。式はだいたい 3 時間だったが

厳かな儀式でした。17 人の新しい神父様達の為に彼らが神様の愛の道

具として何あっても諦めないように祈

って続けましょう。

叙階式の後大きなパーテイは無かっ

たがそれぞれのお祝いはありました。ですから私達はオブレー

ト会としてペトロ神父様の家族と友たち達と一緒にあるレスト

ランで簡単けど素敵なお祝いをしました。

どうぞ、新司祭のペトロ神父が、これから始まる 長い道程を

最後まで聖なる司祭として歩み続ける ことができますように。

次の日１２月８日（土）午後２時よりサムエルさんの終生誓

願が行われました。司式は新司祭ペトロ神父様で、オブレート会コロンボ管区長のロハン神父様

はサムエルさんの誓願を貰いました。この式はペトロ神父様の最初のミサでした。最初のミサと

はいえとても素晴らしかったです。ペトロ神父様はベテランのように素敵なミサを捧げました。

サムエルさんの終生誓願はすごく厳かな儀式でした。修道者

にとって終生誓願はとても大事な式です。なぜなら、死ぬまで

修道者として神に奉げられた生活を送ることを誓いました。

１２人のオブレート会の神父様達とサムエルさんの友たち達

は参列して、韓国にいらっしゃる MAMI のメンバー達も出まし

た。

終生誓願の時誓願者は新しいオブレート十字架を帰天した神

父から貰います。サムエルさんはスリランカでの宣教者のラカ

ート神父様の十字架を頂いた。それはサムエルさんにとって深
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い意味があるそうです。オブレート会のカリスマが後進のオブレー

ト会員に続けるという意味があります。

式の後、教会の信徒会館で御馳走を心行くまで味わった。ペトロ神

父様の家族とサムエルさんの家族に素晴らしい二人をオブレート会

に捧げて感謝するばかりです。ペトロ神父様とサムエルさんの為に

どうか祈って続きましょう。

スリランカでの体験；養成の為の施設と会員のための老人ホームなど

レモン・ブルゴアン神父

以前述べましたようにアジアにおける会計係の集いにスリランカに行ってきました。あちらに

いる間日本と韓国の本部を参考にしたかったので色々なところを回りました。日本にいらっしゃ

るオブレート会の会員の家族に会いに行ったことと、マゴンナの多くの活動について書きました。

この最後の記事では主に養成施設と会員の為の老人ホームについていくつかを伝えたいと思いま

す。

３月の初めに車で数時間コロンボから離れた大

神学校に行きました。つまり哲学と神学の勉強を

するところです。日本に来ているジュード師、ブ

ラッドリー師、ヒラン師そしてインドのイル師が

勉強したところです。４０名ぐらいの哲学生と神

学生がそこで勉強しています。その中に韓国の神

学生もいます。もうそろそろ司祭になるところま

で来ています。彼と一緒に少しの間を過ごせまし

た。そこにいる間にグナム師に会うことができま

した。覚えているかどうかわかりませんが何年か

前にカレンダーの寄付を彼に送りました。当時、

彼は津波に被災した若者の世話をしていましたし女学生を大学に送っていました。何人かはまだ

通学しているので彼はなるべく卒業するまで援助しています。その為にも援助してくださいとの

ことでしたので来年度のカレンダーの利益の一部（１０万円程度）を送るつもりです。学生の中

から日本についての質問もありました。

一晩そこに泊まってから次の日に、また数時間移動して修練院にも寄りました。そこは１３名

の修練者がいて暖かく受け入れてくれました。彼らは日本についてとても興味があったのです。

その後でまた数時間はなれたところにある小神学校を訪れました。大勢いましたが数えきれま

せんでした。大神学校の学生よりも若いからにぎやかでバスケットとサッカーをやっていました。

彼らは割と恥ずかしがりやだったので挨拶ぐらいで終わりました。私の小神学校時代（６０年前）

を思い出しました。

小神学校と同じ土地の中に司祭とブラザーの老人ホームがありました。その責任者は司祭です

が一番人気のある人は修道者ではありません。彼はよく働いています。その老人ホームにオブレ

ート会としては最後に残っている外国人宣教師がいます。フランス人でスリランカには６０年以

上います。以前神学校で教えていましたので今のほとんどの司祭は彼のもとで勉強しているので

す。でも現在アルツハイマー型認知症にかかっているのでほとんど何も覚えていません。フラン

ス語で彼と話しましがちょっとだけ答えてくれました。もう一人の司祭も同じくアルツハイマー

型認知症にかかっていて私を覚えていませんでした。でも私がローマで勉強していた間に毎月１

０回ぐらい彼のミサのミサ答えをしていました。地元の国で務めたこともあるしアフリカに長く

宣教師として行っていました。会った時に私自身が「年だなあ」と思いました。会っていない期

間が５２年ぐらいあったからです。その老人ホームには２０名ぐらいの入所者がいました。

それ以外にティッサ・バラスリヤ師に再会できました。私が日本に来た当時、彼はシカゴで特

別の勉学をしてからスリランカに戻る時に日本を訪れました。彼の一番の驚きとしては日本の教

会がいかに西洋化したかということです。何でシスターたちは日本の服装よりもヨーロッパの中

世期の服装をしているのかとか、など。日本にいる間に多くの神社やお寺を訪れました。そして
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神主やお坊さんに出会えて色々日本の文化と宗教について話しました。私はまだ神学生でしたが

彼の案内をしていたので色々学びました。日本には最低５回来ているしいつも私と会っています。

カトリックの雑誌の為にも色々書きました。ある時に私のタイプライター（ワープロとパソコン

の時代の前でしたが）を借りて記事を書いてから私に見せてコメントを要求しました。私は司祭

になってから間もない時でしたが私の意見を求めていたのです。私は２〜３ポイントを示しまし

たが彼は素直に部屋に戻り自分の記事を変えました。その時「何と謙遜な人だ」と思いました。

現在９５歳です。まだ教会や社会の為に尽くしています。まだ本を書いています。それに文化と

宗教のセンターの所長です。

これ以外にオブレート会が経営している学校や教会に行きました。学校はもう既に政府が没収

しましたが色々なところでオブレート会の司祭が校長として残っています。色々な教会は教区司

祭の為にオブレート会から司教に取り上げられましたがこれでオブレート会はもっともっと社会

福祉的なことができるようになりました。

創立者が初めて会員たちをスリランカに派遣しました。まだそこに単純なライフスタイルが残

っています。創立者の精神が生きています。１６０年以上前に送りました。

阿波藍(あい)の里…とくしま

ブラザー 八木 信彦

今年に入って、長年生活した高知を離れ徳島に移り、今は鳴門教会で生活しています。

徳島は私のふるさとです。そして、この徳島(阿波)は昔から藍染めが盛んでした。

「青は藍より出でて藍より青し」といわれるように、藍染めの持つ深く味わいのある藍の色は、

人々の心を魅了します。「藍」は、染料に使う藍草のことで、藍草

で染めた布は藍草よりも鮮やかな青色となります。染め液に浸し

ては干す、この作業によって藍は空気中で酸化発酵し、繰り返す

ごとに藍の色が深くなっていくのです。

それでは、「あい」でも「愛」はどうでしょうか。

私たちは神さまの愛に浸され、繰り返されるごとに、愛は深み

を増していき、一人ひとりの内面から深みを帯びた愛が輝き出ま

す。そして人々の心を魅了します。

私たちは、神さまの愛によって磨かれながら生きているのでし

ょうね。このことを忘れないようにしなければ…！

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

ジャンソンはいつも大胆な発想する人で、この時も来年ローマへ行くのならパリに立ち寄れば

たくさん司祭がいるから必ず志願者があらわれると助言するのだった。ブルジェは助言通りパリ

で窮状を訴えてみるのだが一人の司祭を送る約束も貰えなかった。次にマルセイユに寄り大神学

校に行ったらタンピエに会って相談する。ド・マズノ司教のこともオブレート会のことも知らな

い。しかしタンピエがここの司教は小さな修道会を創った人だから彼と相談してみてはと提案し

これが外国宣教への出発点となる。

私の想像にすぎないけれども、ウジェーンが市民権を失った試練と修道会の発展には関係があ

ると思う。

２０年かかってやっとここまできた小さな修道会が交通、情報機関のないところへ行こうとす

るのは大変なことだ。人間的に考えるなら賢明ではない、しかし教会が必要としていた。創立者

のその頃の手紙には「我々の宣教会は世界的発展を見るだろう」と記されている。

創立者は会員に２つの質問をする。

「そこに行くことを受け入れるか？」

「受け入れるなら、ひとりひとりが自分が行く意志があるか？」(つづく)
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MAMI 2012年度収支報告

レモン・ブルゴアン神父

2012 年 4 月～ 2013 年 3 月

収 入 支 出

内 訳 金額 内 訳 金額

2011 年度繰越金 447,673 教育費 0
会費 999,500 共同生活費 0
祭儀費 592,000 ニュースレター 0
特別寄付(個人) 500,000 振込手数料 0
寄付 361,000

収入合計 2,900,173 支出合計 0
次年度繰越金 0

お知らせ

２０１３年４月２６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。会費(一年)

は一口、千円、三千円、五千円の中から選んでいただいています。

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。

◆◆◆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。

･２０１３年６月２９日(土)伊丹地区集会 ･２０１３年９月２８日(土)徳島地区集会

･２０１３年１１月９日(土)高知地区集会 ･２０１４年４月５日(土)福岡地区集会

◆◆◆叙階式

韓国のサムエル氏の助祭叙階式が 5/21 に、司祭叙階式が 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。

◆◆◆春の異動

オブレート会日本地区内で異動が行われました。 
ビル・マヘル神父(古賀教会→水巻教会)、ロビンソン神父(古賀教会→豊橋教会)、クリスティ 

神父(古賀教会→伊丹教会[加古川教会担当])、ブラザー八木(高知･中島町教会→鳴門教会)。

尚、最終頁の「日本国内のオブレート会員」をご参照ください。

◆◆◆司祭来日

インド人司祭 2 名が日本宣教のために、遅くても年内には来日する予定です。お祈りください。

◆◆◆召命祈祷週間（５／２１～２９）

５月２１日から２９日まで毎日、オブレート会の召命が増えるよう、またオブレート会員が神

様のみ旨を忠実に果たせますよう、加えて療養、治療、静養、高齢の中にある会員・その家族と

マミ会員のために、心を合わせてお祈りください。

◆◆◆お詫び

前回マミニュースレター(2013 年 1 月号)は、諸事情により発行できませんでした。申し訳あり

ません。
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