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「ハー神父様」 
古川 健一 神父 

 

 この文章を読んでくださっているマミの会員の皆様の中

には、私よりもハー神父さんとの思い出をもたれている方

も多いのではないかと思うのです。私も沢山の思い出があ

ります。4 才の時に伊丹に引っ越して来たときから教会で

の「お父ちゃん」でした。やがて私は教会で侍者をするよ

うになりましたが、小聖堂で隣に座ってミサに参加するの

が好きでした。笑顔で「いつもありがとうね。（健）けん。」

と感謝の言葉をかけてくださったことを覚えています。本

当は私がいつも御ミサをたててくれてありがとうと言わな

ければならないのに、いつも先に声をかけてくださいまし

た。伊丹教会から阿南教会に転任されてからも、阿南教会から安芸教会にされてからも私

のことを気にかけてくださり、お便りを頂いたり電話をして絶えず召命の種まきをして下

ったのはハー神父様でした。やがて、私がオブレート会に入会し、素晴らしい修練期をブ

ラザー八木修練長のもと安芸教会でする事ができました。この時の安芸の主任司祭はハー

神父様でした。神父様とでかけるとこんなことが良くありました。いたる所で挨拶や声を

かけられるのです。レストランに行けば園児と保護者が笑顔で「園長先生」と手を振られ、

買い物に行ってはレジを打っている店員さんからも挨拶されるのです。町のみんながハー

神父様のことを知っているという感じがしました。それもそのはずでした。ハー神父様は

まず、はじめに自分から今日出会う人に挨拶し声をかけていたからです。もちろん挨拶し

て声をかけてももどってこなかったこともあると思います。「平和の子がそこにいるなら、

あなたがたの願う平和はその人にとどまる。もし、いなければ、その平和はあなたがたに

戻ってくる。」（ルカ 10:6） 

 声が返ってくるかいなかは関係なく声をかけ、挨拶し続けることができたのは、神父様

のなかにイエスさまからくる心の平和、平安があったからだと思うのです。 

 最後に「ハー神父様、たくさんのお心遣いありがとうございました。神さまのもとで、

私たちをこれからもみまもりください。神さま、ハー神父様をこの世にそして日本に派遣

してくださったことを感謝します。」 
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マミ徳島地区の集いに参加して           
■鳴門教会 山下和江 

 9 月 28 日(土)徳島教会で「マミ徳島地区の集い」があり参加させていただきました。お

祈りの後、古川神父さまからマミの会の現状を、ビデオレターを使って見せていただきま

した。 

 ウィリアム神父さまからのレターから、オブレート会で働いている司祭やブラザーの年

代構成や、現在の状況、今後の見通しなどが理解できたように思います。将来のため、イ

ンドから来ている二人の神父さまや、若い神父さま方のために、お祈りの応援と協力が必

要であること。そしてマミの会の会費が、神父さま方の

養成のために役立っていることなどを聞いて、とても嬉

しく思いました。 

 午後からは楽しみにしていたブラザー八木のお話し

があり、お互いさまの関係の大切さや、この世に生を受

けたことは、何よりも神さまからの尊いお恵みを受けて

いることなど、尊厳の大切さを考えることができまし

た。 

 そのあと高齢化する信者の引き継ぎの様子や、マミの会員どうしの交流はどのようか、

等の分かち合いが持たれました。未来に向けて、教会や信者のあり方の大切さなどを、問

われているよう感じました。 

 かつて故ブラザー津田からオブレート会のすばらしさを聞いたことがあります。そして

長い間教会とは離れて過ごしていた私ですが、今回のマミの会の参加を通して、オブレー

ト会にほんの少し近づくことができたことを、とても嬉しく感じました。 

 

ワールドユーズデイ                  

■ベルナルド神父 

皆様ご無沙汰しております。皆様はお元気でしょうか？夏

はどうやって過ごしましたか？もうすぐ秋に変わって、だん

だん涼しくなるんですが、気温はまだまだ暑いので気をつけ

てください。   

皆さんがご存知ように７月 22 日から 7 月 29 日までブラ

ジルでワールドユースデイが

ありました。私はこの集まり

に参加しました。この全世界青年の集まりは 3 年ごとに行わ

れます。だから参加する機会はなかなかありません。初めて

この集まりに参加するので、わざわざ 25 時間の飛行機の旅

をしました。 

私は日本にあるオブレート会の代表として行ったので、最

初の一週間はオブレートの青年会の集まりに参加しました。これは Pre-WYD の集まりで

した。世界中から来た青年達のそれぞれのグループの集まりです。次の一週間は教皇フラ

ンシスコを始め、このそれぞれのグループは一つにして、一緒に祈ったり、勉強したり、
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踊ったり、歌ったりしました。 

オブレート会の青年会の集まりはアパレシーダという

有名な場所で行われました。アパレシーダは、サンパウ

ロ州東部にある重要な巡礼地。「アパレシーダの聖母」は、

ブラジルの保護者としてカトリック信者たちの心のより

どころになっており、毎年 700 万人の巡礼者が同地を訪

れます。 

オブレート会の青年会の集まりの参加者ほとんどが、オブレート会が経営している教会

や学校の青年たちでした。オブレート会の神父様達とブラザー達を含めて１３００人ぐら

いが集まりました。オブレート会の創立者聖マズノの教えを中心として色んな活動をしま

した。力がいっぱいの青年達を見て自分も力を貰いました。肉体的な力だけではなく精神

的な力も頂きました。 

２週間目は本番の全世界青年大会の集まりでした。サ

ンパウロからリオと言う街に移動しました。テレビや新

聞に出たとおり大勢の青年達が集まりました。この大勢

の青年達を初めて見て本当に感動しました。皆は言葉が

違っても心は一緒だから、コミュニケーションはそんな

に大きな問題はなかった。やはり口より心の方が大事だ

なあと感じました。リオでの集まりのほうがアパレシーダでの集まりよりプログラムが多

いいので選択できます。ほとんど言葉で分かれていました。５つのイベントだけ（歓迎ミ

サ、教皇フランシスコの歓迎、イエスの十字架の道、夜の祈りと派遣のミサ）皆が一緒に

しました。それ以外は各グループでしました。本当に素晴らしい経験でした。 

教皇フランシスコの一つのメッセージを引き出すと、福音を述べ伝えるのは神父の役割

だけではなく、皆の宣教だと強調したいと思います。福音を述べ伝える方法もいつも口で

なく、時々行動のほうが効果があります。「この役割は簡単ではありませんが恐れるな」と

教皇フランシスコが強く言いました。この青年の人数を見れば本当に希望になります。諦

めず頑張りましょう！ 

 

アパレシダ市とリオデジャネイロ市         
■エドゥアルド神父 

マミの皆さん、お元気ですか。日本は涼しくなってきたかもしれません、いい雰囲気に

なったようですね。 

先月、ブラジルには二つのイベントがありました。18 日 JOMI 

(YOMI – オブレート会ユースの集い)が始まりました。参加者数

は 1200 人ぐらいでした。30 国からの人々が来ました。その中

に豊橋教会と安城教会のブラジル人の青年たちもいました。 

そのイベントはサンパウロ県のアバレシダ市で行いました。そ

こアパレシダの聖母の家という町です。毎年多くのカトリックの

信者がそこへ行きます。ブラジル人だけではありません。全世界から来る人もいます。ア

パレシダの聖母はブラジルの守護聖人と言われています。その町の雰囲気には、純粋な形

で信仰を感じることが出来ます。だから、いい会場で JOMI が行われました。 
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今から、JOMI について少し話したいと思います。国際の

イベントでコミュニケーションをとることがちょっと難しか

ったようですが、日本の体験があるので役に立ちました。日

本人がその集いに見えなかったですが、その代わりに日本か

ら１１人のブラジル人とベルナル

ド神父様がちゃんと参加してくれ

ました。イベントの中にはお祈り、

音楽、説教会（カテケージス）、ミサ、分かち合いなどありまし

た。 

全世界のオブレート会関係の青年たちとオ

ブレート会のメンバーと会って、素晴らしいこ

とだと思いました。その一人ひとりの顔を見ることでイエス様の顔を見

ることが出来ました。それで私たちの信仰の中にいらっしゃる神様の姿

はもっと優しく感じられて、こころいっぱい

でした。その集いはよっかたですが、十分疲

れが溜まりましたが、まだまだ休むことをせずに、WYD(ワール

ドユースデー)の会場に行きました。４時間半後バスでリオデジ

ャネイロ市に着きました。次の日に ID カードと巡礼者のキット

を取りに行きました。列に並んでい

た人が多くて、待つことしか出来なかったです。３５０万人ぐ

らい来ましたので、当たり前ことと思いました。その日にずっ

と雨が降っていて、寒かったです。 

イベントとして、JOMI と同じものがありましたが人数が何

倍も多かったです。イベントの中にいて、

列ばっかりあって、面倒くさいと感じた

こともありましたが、その大勢の方がたが集まって、皆、我慢して

教皇様と会いたい気持ちが強かったからと思っています。リオデジ

ャネイロ市に着いてから三日目の日に教皇様との出会いがありま

した。教皇車でゆっくり皆の真ん中を渡って笑顔を見せながら、挨

拶してくださったです。短い出会いでしたが、イエス様の代わりにいらっしゃる存在が、

私たちの目の前に出ていまして、信じられないことと思う人も

いたかもしれません。 

それより、その価値観の高い立場にいらっしゃる教皇様が、

いろいろなシンプルな行動で神様の慈し

み深い愛を見せてくださっています。本当

に謙虚な姿を垣間見ることができました。

これから私たち、信者とか、司祭とか、修

道者など、信仰と生活のやり方に大きな影響になると思います。これ

から全世界のカトリック教会が変わると思います。どのようになるか

わからないですが、聖霊がずっと教皇様を導くことが豊かであります

ように神様に願いましょう。 

では、またね。 
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マミ会員名簿                       

■２０１３年１０月１日現在 

東京地区 

小坂 強 東京都武蔵野市 

小坂 啓子 東京都武蔵野市 

吉武 秀夫 東京都武蔵野市 

吉武 尚子 東京都武蔵野市 

植松 芙美子 東京都武蔵野市 

上羽 佑子 東京都日野市 

森田 伸子 東京都府中市 

里見 康介 神奈川県横浜市 

里見 淑子 神奈川県横浜市 

遠藤 俊義 神奈川県横須賀市 

遠藤 美保子 神奈川県横須賀市 

猪飼 自助 神奈川県横須賀市 

猪飼 昭子 神奈川県横須賀市 

綿貫 明宏 神奈川県鎌倉市 

綿貫 光江 神奈川県鎌倉市 

岡田 都 神奈川県綾瀬市 

石谷 千絵子 神奈川県厚木市 

野町 裕 千葉県千葉市 

野町 弘子 千葉県千葉市 

深谷 正義 千葉県市原市 

深谷 みどり 千葉県市原市 

名古屋地区 

藤本 純子 長野県上伊那郡 

遠藤 安子 愛知県名古屋市 

山本 茂一 愛知県名古屋市 

山本 澄江 愛知県名古屋市 

杉江 元 愛知県名古屋市 

深堀 勝 愛知県名古屋市 

深堀 冴子 愛知県名古屋市 

小西 由美子 愛知県名古屋市 

高島 秀子 愛知県豊明市 

奥田 淑子 愛知県知多郡 

吉川 清子 愛知県知多市 

関西地区 

伊藤 淳子 大阪府大阪市 

浅田 スギエ 大阪府堺市 

原  洋二 大阪府八尾市 

原  紀子 大阪府八尾市 

小山 一 和歌山県和歌山市 

小山 秀子 和歌山県和歌山市 

田代 幸子 兵庫県神戸市 

絹川 和子 兵庫県神戸市 

小林 廣美 兵庫県神戸市 

木村 治子 兵庫県尼崎市 

原野 敬子 兵庫県尼崎市 

深田 久子 兵庫県尼崎市 

福富 広子 兵庫県尼崎市 

土本 美佐子 兵庫県尼崎市 

土本 真美 兵庫県尼崎市 

田川 療子 兵庫県尼崎市 

寺平 好美 兵庫県尼崎市 

杉本 一恵 兵庫県伊丹市 

海老 卓 兵庫県伊丹市 

海老 志保子 兵庫県伊丹市 

村上 泰彦 兵庫県伊丹市 

日野 直子 兵庫県伊丹市 

松本 佑子 兵庫県伊丹市 

酒井 淳子 兵庫県伊丹市 

倉石 栄夫 兵庫県伊丹市 

倉石 美根子 兵庫県伊丹市 

籾 捷子 兵庫県伊丹市 

児玉 安二 兵庫県伊丹市 

平八重由美子 兵庫県伊丹市 

繁田 千代 兵庫県伊丹市 

前岡 文子 兵庫県伊丹市 

古結 典子 兵庫県伊丹市 

境山 美世子 兵庫県伊丹市 

池澤 佳永子 兵庫県伊丹市 

岡田 彰子 兵庫県伊丹市 

木村 幾子 兵庫県伊丹市 

崎田 東 兵庫県伊丹市 

崎田 千代美 兵庫県伊丹市 

森 文 兵庫県伊丹市 

吉津 洋一 兵庫県伊丹市 

吉原 睦泰 兵庫県伊丹市 

吉原 トシ子 兵庫県伊丹市 

佐野 俊子 兵庫県伊丹市 

松尾 照子 兵庫県伊丹市 

大島 美津子 兵庫県伊丹市 

土井 常代 兵庫県伊丹市 

坂東 敏恵 兵庫県伊丹市 

増田 昭三 兵庫県伊丹市 

二宮 千鶴子 兵庫県伊丹市 

松本 憲子 兵庫県伊丹市 

浦部 千香子 兵庫県伊丹市 

清水 貞子 兵庫県伊丹市 

武田 真理 兵庫県伊丹市 

川垣 千鶴子 兵庫県伊丹市 

坂戸 幸子 兵庫県伊丹市 

中川 妙子 兵庫県伊丹市 

矢野 壽子 兵庫県伊丹市 

柳谷 和清 兵庫県伊丹市 

古川 重則 兵庫県伊丹市 

古川 キミ子 兵庫県伊丹市 

北川 久代 兵庫県伊丹市 

前野 淳 兵庫県伊丹市 

前野 瑛子 兵庫県伊丹市 

鈴木 秀子 兵庫県伊丹市 

山田 順子 兵庫県伊丹市 

長谷 由紀 兵庫県伊丹市 

杉本 輝子 兵庫県伊丹市 

伊藤 美智代 兵庫県伊丹市 

田村 脩 兵庫県伊丹市 

田村 昭子 兵庫県伊丹市 

荘司 康嗣 兵庫県伊丹市 

荘司 淑子 兵庫県伊丹市 

足立 みち子 兵庫県伊丹市 

木村 禎子 兵庫県伊丹市 

真弓 孝弘 兵庫県宝塚市 

真弓 朋子 兵庫県宝塚市 
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長井 正 兵庫県宝塚市 

青木 史子 兵庫県宝塚市 

河野 博子 兵庫県宝塚市 

坂上 冨士夫 兵庫県西宮市 

坂上 美智子 兵庫県西宮市 

跡部 桃子 岡山県岡山市 

長門 桂子 岡山県赤磐市 

山中 昌子 広島県福山市 

香川 博子 広島県呉市 

四国地区 

岡澤 エディ 愛媛県南宇和郡 

立浪 敏男 香川県高松市 

西川 康廣 香川県さぬき市 

中谷 里加子 徳島県徳島市 

宗本 美代子 徳島県徳島市 

酒井 重子 徳島県徳島市 

水野 幸子 徳島県徳島市 

山田 和子 徳島県徳島市 

湊 佳代 徳島県徳島市 

三木  隆雄 徳島県徳島市 

山口 文子 徳島県徳島市 

高田 芙美 徳島県徳島市 

谷 節子 徳島県徳島市 

中留 光男 徳島県徳島市 

田口 公子 徳島県徳島市 

澤口 依子 徳島県徳島市 

玉田 正夫 徳島県徳島市 

伊丹 隆司 徳島県徳島市 

伊丹 雅子 徳島県徳島市 

松井 美春 徳島県徳島市 

八木 敬子 徳島県徳島市 

高山 正代 徳島県徳島市 

石原 朗子 徳島県徳島市 

谷源 猛 徳島県徳島市 

片山 光男 徳島県小松島市 

貴田 瓊子 徳島県小松島市 

福田 健一 徳島県鳴門市 

小倉 義子 徳島県鳴門市 

記本 繁雄 徳島県鳴門市 

喜多 早苗 徳島県鳴門市 

橋本 美知子 徳島県鳴門市 

山下 和江 徳島県鳴門市 

磨渕 功母 徳島県鳴門市 

柴折 喜美子 徳島県鳴門市 

野口 洋子 徳島県鳴門市 

軒原 加代子 徳島県鳴門市 

三原 千栄子 徳島県鳴門市 

増尾 清子 徳島県鳴門市 

浦田 民子 徳島県鳴門市 

高砂 陽子 徳島県鳴門市 

藤田 景子 徳島県鳴門市 

藤川 美栄子 徳島県鳴門市 

林 理之 徳島県名西郡 

伊藤 絢子 徳島県阿南市 

早苗 節子 徳島県阿南市 

四宮 光子 徳島県阿南市 

小倉 俊子 徳島県阿南市 

松本 良子 徳島県阿南市 

柳川 ハマエ 徳島県阿南市 

山崎 佳子 高知県高知市 

岩崎 初栄 高知県高知市 

野村 彰子 高知県高知市 

山﨑 幸恵 高知県高知市 

山下 晃 高知県高知市 

青野 芳子 高知県高知市 

弘嶋 輝子 高知県高知市 

秋山 芳 高知県高知市 

青野 みちよ 高知県高知市 

山脇 延幸 高知県高知市 

山脇 眞理 高知県高知市 

宮本 匡士 高知県高知市 

城戸 昭彦 高知県高知市 

城戸 久栄 高知県高知市 

山中 京子 高知県高知市 

長崎 務美江 高知県高知市 

鶴見 宗茂 高知県高知市 

森本 桂子 高知県高知市 

山下 精三 高知県高知市 

横田 万里 高知県高知市 

岩井 美代子 高知県高知市 

大久保 登紀 高知県高知市 

山中 多嘉 高知県高知市 

村田 英子 高知県高知市 

細川 雅代 高知県高知市 

山崎 陽子 高知県高知市 

楠瀬 愛子 高知県高知市 

奥宮 鉄野 高知県高知市 

岡林 唯江 高知県高知市 

木下 節子 高知県高知市 

秋月 勝美 高知県高知市 

高石 弘子 高知県高知市 

佐竹 久子 高知県高知市 

弘瀬 達史 高知県高知市 

藤田 君子 高知県高知市 

野村 美代 高知県高知市 

明神 孝子 高知県高知市 

梶原 早百合 高知県高知市 

谷脇 和子 高知県高知市 

高瀬 知己子 高知県吾川郡 

松本 英子 高知県安芸郡 

岡副 俊雄 高知県須崎市 

松本 宏子 高知県須崎市 

上山 弓子 高知県室戸市 

清藤 富世 高知県香美市 

近藤 孝義 高知県香南市 

西山 千恵子 高知県安芸市 

山口 幹 高知県安芸市 

橋田 恵 高知県中村市 

福原 紀美 高知県中村市 

浜口 満喜子 高知県土佐清水市 

片山 由紀子 高知県土佐市 

九州地区 

案浦 洋子 福岡県福岡市 

新野 霞 福岡県福岡市 

塚本 小夜子 福岡県福岡市 

日吉 京子 福岡県福岡市 

赤木 良子 福岡県福岡市 

片岡 健 福岡県福岡市 

園田 谿子 福岡県福岡市 

仲吉 千代子 福岡県福岡市 
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蛭田 とも子 福岡県福岡市 

七田 哲 福岡県福岡市 

七田 洋子 福岡県福岡市 

内野 順雄 福岡県福岡市 

山中 正穂 福岡県福岡市 

中村 玲子 福岡県福岡市 

深堀 二六 福岡県福岡市 

井村 キミ子 福岡県古賀市 

山本 覚 福岡県古賀市 

碓井 冴子 福岡県古賀市 

指方 邦文 福岡県古賀市 

深草 哲子 福岡県古賀市 

柿本 みどり 福岡県古賀市 

坂本 雄郎 福岡県古賀市 

井上久仁子 福岡県古賀市 

金子 美耶子 福岡県古賀市 

谷村 次男 福岡県古賀市 

谷村 武子 福岡県古賀市 

辻本 みどり 福岡県古賀市 

出口トミエ 福岡県古賀市 

大石 祥恵 福岡県古賀市 

門口 敏子 福岡県古賀市 

田上 秀男 福岡県古賀市 

廣渡 千代子 福岡県古賀市 

各務 志津子 福岡県古賀市 

牧山 百合子 福岡県古賀市 

堀 矢寿子 福岡県福津市 

大谷 義男 福岡県福津市 

小山 とし子 福岡県福津市 

荒川 敏 福岡県福津市 

荒川 幸子 福岡県福津市 

田中 照子 福岡県福津市 

出口 明 福岡県福津市 

小林 淑子 福岡県福津市 

赤城 ひろ子 福岡県福津市 

森本 加洋 福岡県福津市 

坂元 良美 福岡県宗像市 

坂本 幸子 福岡県宗像市 

深堀 剛 福岡県宗像市 

深堀 道子 福岡県宗像市 

小笠原 千里 福岡県宗像市 

稲垣 良典 福岡県宗像市 

加藤 友彦 福岡県宗像市 

加藤 加代子 福岡県宗像市 

黒崎 義一 福岡県宗像市 

黒崎 多美子 福岡県宗像市 

下川 孝子 福岡県宗像市 

高田 十美子 福岡県宗像市 

成川 義満 福岡県宗像市 

成川 千代子 福岡県宗像市 

藤田 圭子 福岡県宗像市 

天村 朋子 福岡県宗像市 

井上 祥子 福岡県宗像市 

鶴田 佳子 福岡県宗像市 

本田 千景 福岡県宗像市 

渕上 雅子 福岡県宗像市 

中村 紀典 福岡県宗像市 

山内 美紗緒 福岡県粕屋郡 

濱道 泰輝 福岡県糟屋郡 

大道 和子 福岡県北九州市 

二口 仁子 福岡県北九州市 

古賀 睦子 福岡県春日市 

平田 繁秋 福岡県春日市 

平田 久子 福岡県春日市 

辻野 静子 福岡県春日市 

田中 千佐子 福岡県春日市 

西津 千恵子 福岡県春日市 

松元 洋子 福岡県春日市 

古瀬 憲博 福岡県春日市 

古瀬 秀子 福岡県春日市 

西川 敦子 福岡県春日市 

谷山 時代 福岡県筑紫野市 

永田 妙子 福岡県筑紫野市 

米湊 久子 福岡県筑紫野市 

溝口 武郎 福岡県大野城市 

阿部 能子 福岡県大野城市 

白石 英子 福岡県大野城市 

山中 敏則 福岡県大野城市 

木付 よし子 大分県宇佐市 

川口 譲 長崎県長崎市 

ｼｽﾀｰ川口サチエ 長崎県長崎市 

川口 康志 長崎県長崎市 

ｼｽﾀｰ別府節子 沖縄県宜野湾市 

東京都…７名 神奈川県…10 名 

愛知県…10名 兵庫県…75名 

徳島県…46名 高知県…52名 

福岡県…86名 その他…23名 

計 309 名 

「お金」って…？                      

■ブラザー八木信彦 

 以前、ＮＨＫスペシャルで、「ヒューマン なぜ人間になれたのか」－第４集 そしてお金

が生まれた－を見ていたところ、以下のおもしろい場面がありました(要約)。 

 『カメルーン(アフリカ)の「バカ族」は、「お金のない世界」に生きている。男たちは森

で狩りをし、女たちは果物や木の実を集める、いわゆる「狩猟採集」の世界である。男た

ちが獲物を仕留めてくるや、その獲物は即座に解体されて、村のみんなに分け与えられる。

獲物を獲ってきた人たちの取り分が多いわけではなく、獲物の様々な部位は「几帳面なほ

ど平等に」分配されている。そして、村で待っていた人々は、「当然のように」それらの分

配に預かる。「みんな平等」、それが彼らのルールである。彼らの中には、「独り占めしよう」
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お知らせ 
◆今年度 MAMI 地区集会 

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

◆司祭叙階式 

韓国のサムエル氏の司祭叙階式が１２月７日(土) 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。 

◆お祈り 

療養、治療、静養、高齢の中にあるオブレート会員・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。 

◆インド人司祭 2 名来日 

(写真左から)スティーブ神父とジョン神父が、インドから 

８月に来日し、名古屋で日本語の勉強が始まります。 

よろしくお願いします。 

という人間はいないのだ。独り占めなんかしたら、みんなに軽蔑される。 

 ところが、最近この「バカ族」の共同体にも、「お金」が入ってきた。一体どうなるのか。

「何とでも交換できるようになった」「野心増長」「持つ者と持たざる者(格差関係)の存在」

である。「みんな平等」が崩れていく。 

 また、狩猟採集生活では、獲物や収穫物を保存して貯めておくには限界がある。そのた

め、「独り占め」する者がいたとしても、それには明らかな限界があった。ところが、「お

金」という便利なものは、「ほぼ永久に」保存して貯めておくことが可能である。』 

 お金が中心ということは、お金も財産も才能も時間も意見や気持ちも分かち合わないで、

自分のために保存し貯めていくことにつながるのかもしれませんね。 

 

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 

 当時の交通手段は船だけで行けば一生フランスには帰ってこられないだろう。多くのイ

ンディアンの住む土地、情報交換の方法もない、道路もない未開の地。しかし熱意反応が

かえってきた。「我々は誰も行きたがらない、見捨てられた人のところへ行くのだ。」 

創立者は常に人数より質を求めていた。１８２６年に認可を受けた時２２人の会員がい

た。当時の名簿を見ると修練院に入ったのは６０人くらいだったがたった２２人が残った。 

１８４０年には会員が４５人、修練者の数は２００人を越えたが４５人しか残っていない。

創立者の要求は厳しかった。使徒的人物を求めていたのでこの４５人はよく選ばれた人と

いえるだろう。カナダへの派遣のアンケートをとった時、殆どの人が志願した。 

 １８４１年最初のグループがカナダへ向かった。今なら少人数の管区から宣教地区へ人

を派遣してと言われたら「我々はまだまだ小さな管区だから無理だ」と殆ど断るが、ド・

マズノは大胆さを持って積極的だった。決め手として教会が必要だった。創立者は日記の

中で「世界的な発展のきっかけになるに違いない」と記している。 

 


