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マミ・ニュースレター 
 

 

「やさしさのあつまり」 
古川 健一 神父 

 

マミの皆様 主の御降誕おめでとうございます。 

12 月の初旬、ベルナルド神父さんと共にアメリカの旅

にいってきました。今年帰国したウィリアムス神父さん

を訪れるためでした。ボストンの郊外にあるオブレート

会の老人施設にいったのですが、そこは静かな、そして

寒いところでした。この時期には氷点下にまで気温が下

がるようです。 

でも、私たちの訪問はあたたかい思い出になりました。

家のなかは全体に暖房がいきわたっていたということだ

けでなく、出会う方々の心があたたかかったのです。 

この老人施設には、いろいろな状況のブラザー、神父さま方がたがいて、足の不自由な

方もおられました。杖をついて歩く方、車いすでしか移動できない方 4 本の足のついた補

助器をよっこらよっこらと動かしながら来るかた、そこにはいろいろな不自由がありまし

た。でも、おなじぐらい、それらの方々に対する周りのブラザーや神父さんたちのやさし

い配慮がありました。 

転ばないようにいち早く気づいて障害物を取り除く配慮が自然に神父さん同士でなされ、

椅子をもってこなければ輪のなかに入れないときには誰かすぐさま気がつき動いて用意さ

れるのです。 

なかには、みんなと交わるのが苦手な方

もいらっしゃいました。でも自然にその方

の部屋にも誰かが訪れて一緒に時間をす

ごしているのをみました。また、自分だけ

が話すのではなく、内気な人も話せるよう

に、話し始めるまで待ったりして、みんな

聞くことも大事にしていました。おしゃべ

り好きなアメリカの神父さんたちの印象

 

※お詫び…今回ニュースレターは昨年クリスマス時に発送する予定で、それに因んだ内容に

なっていますが、諸事情で年明けとなりましたことを深くお詫び申し上げます。(編集者) 
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が少し変わりました。 

廊下を通っていると、「飲み物をつくったよ。いっしょにお茶でも飲もうよ」とその部

屋にいた人達が輪の中に入れてくれるのです。 

話も、耳の聞こえない人もいるので、話があちこちと飛ぶのです。でもそれでもお互い

が笑い飛ばせる。そんなあたたかい、やさしい方々の共同体をみてきました。 

もちろん、私のようになかなか言葉が出てこない者にとっても、居心地のいい場所でし

た。それは神父様たちが簡単に返せるような質問を問いかけてくださったからです。また

私の話す言葉に耳を傾けてひろってくれていたからです。 

人と人とをむすぶ道には障害物がおおいです。でも、今回の旅でブラザー、神父さん達

がどのようにむすんでいけばいいかということを教えてくださいました。 

「日本を思い出すと寂しくて涙が出るときがあります。でも、ここでも幸せをたくさん

見つけることができる。」というウィリアムス神父さんの言葉は本当だとおもいました。 

この旅する機会を与えてくださった神さま、そしてウィリアムス神父さんに感謝です。 

私たちを支えてくださっているマミの皆様にも感謝です。今年もよろしくお願いします。 

 

MAMIの集いに参加して               

■豊橋教会 高橋千絵子 

 11 月 29 日に、神父様含め 20 名余りで豊橋地区の集いが行われました。 

初めての集いでどんなものかと緊張しましたが（エドアルド神父様の口癖ではありませ

んが）神父様（古川神父様、スティーブ神父様、セルバ神父様、ヒラン神父様、ブラザー

八木）のお話、ごミサに、神父様たちを交えてのお食事と、なごやかな雰囲気で、また、

古賀教会から、MAMI 委員である辻本さんも来

られてお世話してくださり心強く、安心しまし

た。古川神父様の幼稚園でのお話、園長先生の

優しさぶりを垣間見させていただいたようで、

園児も（父兄も）幸せですね。また、大縄跳び

の話も、クラスのみんなが受け入れたこともす

ごいけど、一人の生徒もあきらめずに自分の希

望を言えたこともすごいと、久しぶりに心があ

らわれるようでした。ウイリアムス神父様への

ビデオレターも、神父様のうれしいお顔が見え

るようでしたね。神に感謝！！ 

 

追悼                            
■中島町教会 マリア・アグネス 横田万里 

10 月 24 日、私たちマミ会員の岩井美代子さんが、亡くなられました。 

葬儀は、26 日でした。霊名は、マリア・アグネス。私と一緒で、ビックリしました。 

ご病気だったことは、知らされていて、一所懸命ご回復を願って、お祈りをしていまし

た。いつもにこやかに笑顔をたたえて、コーヒーショップでは、障害のある方には、手に

持たせてあげていました。 
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神様のことをわかりやすく語り、身を持って、自分の体験を述べ、

ご主人を大切に、ご主人が会に出ていらっしゃる時も、じっと待っ

ていらっしゃいました。バザーの時、行事の役員など、よくお世話

をして下さいました。 

 マミの会にも出席され、神父様方と親しくされ、ミサには欠かさ

ず、初金にも来られ、代母さんになっても親切に教えてあげている

姿に感心していました。こんなに早く天国に行かれるとは、思って

もみませんでした。 

 「おゝ寒いねぇ、ようきたねぇ」と、うちの孫たちに声をかけて

下さったこと、懐かしいお姿が浮かんでまいります。 

 天国では、私の母と何を語っているのでしょうか？もう体の痛み

もなく神様の愛に包まれて平安な気持ちでやすらいでいるでしょう

ね。遙かにご冥福をお祈りいたします。 

アーメン 

 

「今日はぜひあなたの家に泊まりたい」（ルカ 19：5）              

■ヒラン・インディカ神父 

 イエス・キリストの愛するマミのみなさん 

私たちは秋という美しい季節に入って誰にとっても楽しい時期であるクリスマスに向か

っています。クリスマスパーティー、クリスマスプレセントの交換、クリスマスコンサー

トなどいろいろな行事を通して、全世界が、そしてもちろん日本全国もこの時期の楽しさ

を味わうための準備をすでに始めている感じがします。そして、現代の世界における教会

として、その教会のメンバーとして同じようにその楽しさを味わうのは神様のみ心である

のではないかと思います。クリスマスというのは一番楽しいお祝いであるからです。しか

し、何がそんなに楽しいのでしょうか。 

 クリスマスのいろいろな行事を通して、私たちは新しい関係を作るのではないでしょう

か。クリスマスパーティーにしても、クリスマスプレゼントの交換にしても、クリスマス

コンサートにしても私たちが新たなものに出会うことだ、と思います。今までの友達との

クリスマスパーティーだとしても同じ方の新しい姿を見出す時期と言ってもいいと思いま

す。ですから、クリスマスが私たちの気持ちを新しくする、私たち自身を新しくする時期

です。その気持ちに入るために待降節の 4

週間の期間を頂いている私たちはクリスマ

スの楽しさを求めて歩んでいきます。それ

はザアカイという人がイエスを見るために、

走って先回りをし、イチジク桑の木に登っ

てイエス様を求めていたのと同じようなこ

とです。（ルカ 19：4）その準備を終えて

待っていたザアカイがイエスご自身から聞

いたのは 

「今日はぜひあなたの家に泊まりたい」 

ザアカイにとってそれはクリスマスの楽し

聖アグネス 
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みだったに違いありません。その楽しみを味わったザアカイの答えは「主よ、私は財産の

半分を貧しい人々に施します。」（ルカ 19：8） 

イエス様がザアカイの人生に来られたことで、新たなザアカイが生まれました。クリス

マスの本当の楽しさは、私達一人一人の人生にそして全世界に来られるイエス様を味わう

ことです。 

「今日はぜひあなたの家に泊まりたい」 

 2014 年のクリスマスの楽しさが 2015 年私達の力になりますように。 

 

司祭叙階 50周年の年を終えるにあたって                         

■洗礼者ヨハネ 硫黄 隆二 神父 

1949 年オブレート会が徳島県に来県す

ると共に私の信仰生活と修道生活が始まり

ました。高知県安芸修練院、福岡サンスル

ピス大神学校、エセックス修練院、ワシン

トン オブレート会大神学院、東京上智大

学神学部を経て、1964 年 6 月 14 日徳島教

会で故田中英吉司教様から、司祭叙階を受

けました。それから、赤岡教会、サンパウ

ロ市郊外のスザノ教会、シダデットラ教会

を経て帰国、伊丹教会、高知中島町教会、

安芸教会、再度、伊丹教会、福岡市吉塚教

会、南粕屋教会、再度赤岡教会、安芸教会、

中島町教会と今日に及んでいます。今年 2014 年 6 月 15 日（日）イル神父様と信徒の方々

の御厚意によって中島町教会で 50 周年記念をお祝いしていただき、10 月 12 日にはベルナ

ルド神父様と信徒の方々の御厚意によって南粕屋教会と吉塚教会でお祝いしていただきま

した。又、京都では溝部司教様も共にお祝いして下さいました。本当に心から感謝してい

ます。 

今度、どの様に教会も社会も任地も変化して行くかも知りませんが、与えられたところ

で神さまの栄光のために最善をつくして、神さまの召命にお答えして行きたいと思ってい

ます。皆様のお祈りに心から感謝しています。神さまの祝福が皆様の上に豊かにあります

ように。 

「神様のはからいは限りなく、私は生涯その中に生きる」 

クリスマスおめでとうございます。 

 

司祭叙階 50周年                         

■乾 盛夫 神父 

私が叙階された 1964 年は、東京オリンピック開催、新幹線開通などがあり、記録に残る

年でした。カトリック教会では第二バチカン公会議で、すでに「典礼憲章」と広報機関に

関する教書令が公表され、日本の文化を生かした邦文のミサと典礼聖歌の試作が出され修

道院などで試行されていました。その公会議は終盤にさしかかっていました。 

左から 2 番目 硫黄神父、田中司教、乾神父 

1964 年 徳島教会 
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私は二年貰って、当時在ったオブレー

ト会神学院（当時、若い司祭・神学生が

10 数人居た）に住んで、上智大学神学院

で信徒使徒職神学を研修する一方、4 箇

所のアメリカ軍キャンプで、パトリッ

ク・ヒーリー神父と、米軍従軍司祭の補

充を務めました。それはベトナム戦争の

最中でした。私は傷ついた兵士の家族と

共に祈り、告解室で三位の神を拝しなが

らよく聴きましたが、重荷の時間でした。

その時に聞こえていたのは、叙階される

に際して記した聖書の言葉でした。「互

いに重荷を担い合いなさい。そのように

してこそ、キリストの律法を全うすることになるのです。」（ガラテヤ 6;2） 

最初の任命地は建って 10 年だけの古賀教会でした。すぐ近くに緑の松林の中に三つの広

い結核療養所があり、3000 人を超える患者がいました。副院長の福田さん一家や出口さん

一族がそれぞれに宣教活動に協力していました。 私たちはご聖体を持って、毎週、療養所

にいる信者さんを訪問したり、公教要理のお話しに行ったりしていました。その施設は統

合されて国立福岡東病院になっています。 

カトリック古賀教会と暁の星幼稚園は当時のひとには目立つ大きな建物だったでしょう。

またその設立の意味についても身近には感じ取れなかったのです。落ち着いた雰囲気の地

域ですから、子どもは家で家族と近所の子どもと一緒に居て、幼稚園の必要性はあまり意

識されていませんでした。古賀の中心からも隣の福間からも離れた所でしたから､園児募集

のためにもと県内で初めてのスクールバス通園を始めていました。私が来るまでには、こ

のように設立当初からの苦労があったのです。 

 この幼稚園の主事として手伝うことになったとき､私は幼児期の意味についてと幼稚園

の役割について必死で探りました。九州北部のカトリック幼稚園園長たちからもたくさん

学びました。そこに見えてきたことは、日本社会の急速な経済発展が家庭生活や教育の大

切さを曇らせてゆくと言う事実でした。つまり子どもを育てる目標が、幼児期には欠かせ

ない人格形成への原始体験を積むことよりも、経済的効果へと向けられる動きになるプレ

ッシャーを感じていました。それは乳幼児の生来の自由な発達成長を外からの狙いのため

に妨たり抑圧する環境に成り代わって行くことになります。「教育ママ」と言うことばさ

え出てきました。教会は創られた自然の充足を見守って､子どもと共に両親が成長すること

を祝福しているのですから、この流れを乗り越えなければならないのです。良い家風は弱

められ、育児の重要性が妨害される文化や価値の急速な変化の影響に気付いたとき、私は

子どものために働くこと決めました。 

幼児に不可欠な教育を提供して、その自己形成期の必要を満たして子どもたちを助ける

ことは、イエス・キリストのご托身のメッセージにそうことに相まっているのです。それ

を画期的に解説し実践の場で証明しているのが、マリア・モンテッソーリ(Maria Montessori)

の教育法だと解ってから、教師の再研修をそこに求める動きが生まれました。 

幼児教育を真に考える必要性は、北九州地区のみならず九州各地からも求められている

ことが分かって､北九州の有志で、九州幼児教育センターを結成しました。これは、西日本

前列右から 3 番目 乾神父 

1965 年 オブレート会神学院(東京) 
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から多くの幼稚園と保育所の必要性に応えていくことを目指すこととしました。これは、

創世記の天地創造物語に基づいて、教育を通して、平和のために用意された方法です。こ

うして、このトレーニングは、非常に多くの喜びと勇気を、受講生である先生と子どもと

その親にもたらしました。地区の公立学校に行った子どもたちは、神さまのイメージにお

いて、個々の人がいかに価値づけられるかを証明しました。私たちは子どもから学びます。

「子どもは人類の父である。」からです。私たちは、平和を築く民の養成のために、幼児

の心からの求めに聴き、彼らと共に生活するべきです。神さまはそれを待っておられます。 

今までやってきて、私がオブレート会士として成長させて貰ったことが､子どもとの繋が

りから､世界の国々の人とも繋がりができています。今の幼稚園という子どもの家では、子

どもたちが園長と呼ばず、「神父・司祭」と呼ぶのを実感しています。子どもと親御さん

から必要とされ期待されることを、イエス様にも喜んで頂けると思います。何よりの私の

喜びであり感謝でもあります。 

 

「見守っとうわ。」―阿波弁のシルバー神父さん―  

■ブラザー八木信彦 

 2014 年 8 月 21 日に、シルバー神父さんは

天国に旅立ちました。 

私がオブレート会入会したての頃は、シル

バー神父さんは少し遠くこわい存在で、積極

的にあまり話すことができませんでした。と

ころが神父さんの晩年は、その距離感もぐっ

と縮まり、時々電話もかかってきたりして

(そのほとんどがパソコンの故障の相談)、何

かとよく話すようになりました。遠出の時も

私を運転手として指名してくださり、そのお

かげで、目的地にたどり着くまでの道中やそ

の帰り道の車内で、色んな話をしたり聴いたりする機会に恵まれました。そして晩年にな

ればなるほど、その内容は霊的な話題が多くなり、信者としてオブレート会員として、大

先輩の信仰・霊的生活のお話を聴くことができ、最高に幸せでした。 

 そのお話しの中であえて三つ紹介するとすれば…、その一つ目。神父さんはユダヤ系の

移民という理由で、小さい頃は除け者や無視、いじめによく遭ったそうで、その体験が弱

く貧しい人たちに寄り添う土壌作りになったこと。 

 二つ目。相手の気持ちを本当に理解したかったら、相手の文化や歴史、環境に入り込ん

でいくこと。その志が、謡(うたい)、尺八、大太鼓、小太鼓、阿波踊りに携わるきっかけ

になった。イエスも神でありながら、人間の世界に入り込み、実際にそれを実行した方だ

ったこと。 

 三つ目。今まで色んなことがあったけど、「失敗は私のせい、成功は神さまのおかげ！」

謙虚であること。 

 阿南教会で生活していると、四六時中ではないのですが、ふとシルバー神父さんを感じ

るときがあります。そんなときこう言われている感じがします。いつもの阿波弁で…。 

 「(あなたは)一人でないわ、ここにおるんじゃ、心配せんでええわ、見守っとうわ。」 
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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 

 １８４１年に最初のオブレート会士はカナダに着いた。カナダの国籍で最初に入会した

のが司祭叙階を受けたばかりのダマズ・ダンドゥラン神父だった。１８４２年に初誓願を

立て、１９２１年にサンボニファスで亡くなった。司祭生活は８０年に上り、彼が亡くな

った時、私は１０歳だった。 

 もう少し進もう。１８４５年、つまりオブレート会士がカナダに着いてから３〜４年が

経っていた頃、サンボニファス地方には司教区がありその広い地域にたった４名の司祭が

いた。広いというとカナダの西部全体のことを言っている！そしてその地方には先住民族

のインディアンだけがいた。サンボニファスの司教がオブレート会のことを聞いた時に、

すぐカナダのオブレート会の管区長に手紙を書いて何人かの会士を派遣するように願っ

た。管区長が困っていたので次のように創

立者に手紙を書いた。「この司教は司祭を願

っているけれども、何千キロ離れた場所で

こちらとのコミュニケーションが全く取れ

ないので、司祭を派遣するのをためらって

いる。」創立者の返事は 「今すぐ３名の司

祭を送ってくれ。」と。しかし３名の代わり

に２名だけ送った。 管区長がいるところか

らそちらまでは時差が４〜５時間帯ある。

つまりサンボニファスでお昼なら モント

リオールではもう既に４時半だ！実を言う

と２名の司祭を送らないで１名の司祭と１

名の助際だ。助際もカナダ人でオブレート

会に入会した時に神学生だった。しかし若い少年に見えた。サンボニファスに着いた時に

司教がこう言った。「一人前の男をお願いしたところ侍者の少年を送ってくれるなんて！」

しかしその侍者の少年はもう既に助際だったし数ヶ月後司祭になった。後に有名になった

タシェ司教である。そして司祭叙階の一年後一人でアタバスカ湖に行った。その目的はそ

こにいたインディアン部族に会うためだ。一人旅をする時、冬だと犬によって引っ張られ

るそりを使い、夏だとカヌーを使っていた。創立者がこのことを聞いた時に、ド・マズノ

自身の若い時の使徒職上の経験にも関わらず、「何だ、叙階されたばかりなのに、一人で何

千キロ離れた所にたった１部族のインディアンに会いに行った！」と、とても驚いた。そ

れは 1845 年の出来事であり、カナダ西部のプロヴェンシエ司教のことである。 

 ２年後、1847 年に同時に二つの依頼があった。一つはスリランカで、もう一つはアメリ

カ合衆国の西部の方だ。スリランカでは悲しい状況があった。イタリアからの宣教師とイ

ンドのゴアからの宣教師間の分裂だ。多くの困難に直面していた。そして司祭不足の問題

も。そのためにコロンボの司教と北方のタミル族のジャフナ地方（最近まで紛争の場所だ

ったが）のイタリア人補佐司教が話し合った結果、補佐司教がイタリアで宣教師を探すこ

とになった。しかし、イタリアでは誰もいなかった。布教省担当枢機卿に会いに行った。

このバルナボ枢機卿はド・マズノ司教の親しい友人であり創立者を応援していた。補佐司

教のベタキニ司教に次のように言った。「宣教師を見つけられない！マルセイユの司教の所
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お知らせ・お祈りのお願い 
◆徳島のマミ会員の皆様；お詫び 

いつも、マミの活動を支えてくださっていることを感謝いたします。 

様々な要因が重なり 9 月 20 日の徳島地区のマミの集まりが開催することができませ

んでした。本当にすみませんでした。 

先日マミの担当のメンバーが集まり、延期されたマミの集いの日程を熟考いたしま

したが、年内どころか学期末（2015 年 3 月）までも日程の調整ができず、本年度の

マミの集いを中止せざるをえなくなりました。重ねてお詫び申し上げます。 

(マミ担当 古川健一) 

◆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。 

･２０１５年１月３１日(土)高知地区集会  ･２０１５年３月７日(土)福岡地区集会 

◆お祈り 

  シルバー神父さんの永遠の安息のためにお祈りください。また、東京のディーリ神

父様が難病にかかり、その病気と闘っています。皆さんの祈りによる支えを、よろし

くお願いします。 

◆オブレート会創立 200 周年に向けて 

来年 2016 年はオブレート会が創立されてから 200 年の節目の年となります。オブ

レート会の精神を深めるために、全世界で準備が進められています。 

◆オブレート会総長来日 

オブレート会総長ルイス・ローガン神父様が、3/16-20 の予定で来日されます。 

に行き、こう言いなさい。『とても困難な宣教地であり、宣教師を見つけられない』」。「何

人かを送りましょう。」創立者はその補佐司教の所に５名の宣教師を派遣した。司祭４名（イ

タリア人３名とアイルランド人１名）とブラザー１名。  

 それが決められてからアメリカ合衆国西部からの依頼。当時まだ開拓地であったため何

もない所だ。始まったばかりなのに聖座は二つの司教区を設立した。しかもブランシェ兄

弟をそれぞれの司教区の司教に任命した。一人の場所にはイエズス会の神父２名がいたが

もう一方は司教区内の唯一の聖職者。二人とも一緒にモントリオールのオブレート会の地

区長に会いに行った。地区長は言った。「不可能だ。できない。」二人の兄弟はド・マズノ

司教に手紙を書いた。創立者はイエズス会の２名の司教に「それは十分だ」と言った。が、

もう一人の司教に断ることができない。創立者はどうしただろう？現代では考えられない

が、派遣する人がいなかったためずっと前から病気していた、後に有名になるリカール神

父と神学生３名、そしてブラザーの一人を送った。ニューヨークまで２ヶ月かかった。帆

船で出発したが後に帆柱が折れた。ニューヨークに到着したことは奇跡だ。（グレーディ司

教ともう一人の神父の勧めでその出来事についてクロニンという女性取材記者が「砂漠の

中の十字架」という本を書いた。）(つづく) 

 


