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マミの皆様 主の御復活おめでとうございます。 
古川 健一 神父 

 

 この間まで、枝だけだった桜が、あっという間に花が開き、もう葉桜になっています。

開花という始まりもあっという間でしたが、花びらが舞い上がり散っていく一つの終わり

もあっという間でした。 

 この時期は卒園式、卒業式などの物事の節目である終わりを感じることが出来ます。そ

うかと思うと、入園式、入学式さらには入社式などがあり、始まりも感じることができる

のではないでしょうか？何かが終わって、何かが始まります。 

 先日、大分教区では一人の助祭が司祭叙階されました。皆様に原稿が届く頃、うれしい

ことに福岡教区でも新司祭が誕生します。神学生、助祭の養成期間がおわり、神父として

の道が始まりました。やはり、終わった後には、新しい何かがはじまります。 

 旧約の時代が終わり、イエスさまがお生まれになって新約の時代が始まりました。そし

て、そのイエスさまは十字架にかけられて死にました。しかし、それで終わりではありま

せんでした。復活という始まりがその後に絶対きます。イエスさまを象徴する復活のろう

そくにはΑ（アルファ）とΩ（オメガ）が記されてあります。アルファは、はじまりを示

し、オメガは終わりを示しています。 

 その一つの意味は、「私たちはどんな、はじまりだったとしても、どんな終わりだった

としても大丈夫」です。アルファとオメガは私たちにとって安心できるしるしです。なぜ

なら、いつもイエスさまがいてくださるからです。一緒にいるだけではないのです。共に

歩んでくださり、重荷を一緒に担いでくださる

のです。 

 私たちは新司祭が誕生しますようにと、特に

叙階式の前に祈りました。そしてその目的が果

たされました。今度は新司祭が司祭の道を歩み

続け司祭の道を全うするように祈らなければ

なりません。 

 それは新司祭だけではありません。私も含め

た私たち一人一人は召命を受けすでに歩んで

いる途中です。私たちは自分がそれぞれ受けた

召命の道を全うする恵みをお互いに祈り合わ
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なければなりません。実は何かをはじめる、終わる時より続ける事の方が難しいです。な

ぜなら、はるかに期間が長いのです。その続いていく日々の生活の上に神さま、イエスさ

まの愛にたくさん触れることができますように、幸せを感じることができますように、お

互い祈り合いましょう。 

 

マミの集いに参加して                  

■古賀教会 成川義満 

３月 7 日、福岡地区でのマミの集いがカトリック古賀教会でありました。南粕屋、吉塚、

光丘、大名、西新の教会からもきて頂いており、「いやぁ。久しぶり。元気にしとんしゃ

ったね。」ここでしか会えないとあいさつされている方もおられました。 

 古川神父様をはじめマヘル神父様、ベルナルド神父様、ヒラン神父様、ブラザー八木様

の参加があり、鹿児島教区溝辺教会・マリア山荘霊性センター主任司祭の坂本陽明神父様

も出席くださいました。坂本神父様は新しくオブレート会に加入されたとのことです。 

神父様、会員の自己紹介のあと、古

川神父様の話がありました。来年迎え

るオブレート会創立２００周年の記

念は、聖ウジェーン・ド・マズノがフ

ランスのエクサンプロバンスで宣教

を開始したときから数えたもので、い

ろいろと記念行事を検討されている

そうです。また、インドから来られて

日本語を学んでおられる、スティーブ

神父様とセルヴァ神父様は９月から

司牧活動にはいられるとの事です。昨

年はマミの集いに来られていましたので、今年もお会いできるのではと思っていました。

ウイリアムス神父様のビデオレターに懐かしい声が流れ、お元気そうでした。 

昼食後、ヒラン神父様からの話は聖ウジェーン・ド・マズノが宣教活動を始める際１８

２５年に書いた原稿の内、序文の解説がありました。 

ブラザー八木の話は例年通りすばらしいものでした。周囲に流されず自分を持ち、日々

分かち合いが出来るようになりたいと思いました。 

 

イエス・キリストの愛するマミのみなさん       

■ヒラン・インディカ神父 

「マリアは言った。『わたしは主のはしためです。お言葉通りこの身に成りますように』

そこで天使は去って行った」(ルカ 1：38) 

5 月はマリア様の月と呼ばれて主イエス・キリストのお母様であるマリア様に奉げる月

なので、マリア様について考えてみたいと思います。 

私たちが何かの役割を受け取る時にその役割についてよく考えることや、自分にそれを

果たす能力があるかどうか、そしてどうしてそれを私がしなければならないのですか、と

考えるのは人間らしい考えだと思います。 
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私たちと同じ人間であったマリア様もイエス・キリストの母になる使命を受け取る時も

同じように考えていた、と福音者ルカが書いています。あまりにも理解できないイエスキ

リストの誕生を天使ガブリエルから教えていただいたマリア様はもちろん信仰の力で答え

られました。 

「わたしは主のはしためです。お言葉通りこの身に成りますように。」 

そこまでだけでもマリア様の信仰の深さを強く表していると思いますが、ルカの次の言

葉が私を考えさせました。 

「そこで天使は去って行った。」 

その場面を少し想像してみたら、私

たちならどう思うでしょうか。使命を

教えてくださった天使が、またその役

割を伝えた方が少しでも一緒にいてく

れたら、と思いませんか。それは人間

の世界の考えだと思います。ある役割

を頼んでからその方を強く信頼してい

るとすれば、すべてをお任せすること

はありえることでしょう。マリア様をイエス・キリストのお母様として選んでくださった

神様はマリア様のすべてをご存知でしたし、マリア様の信仰の深さも分かっておられたか

ら、天使が去っていくことを望まれたのでしょう。 

天使が去っていくだけで周りのすべてが前と同じようになりましたが、マリア様の内側

はもちろん前と同じではありませんでした。理解しづらいことや心配なことがたくさんあ

ったに違いありません。でもその中で「主が私のうちにおられます」という強い確信の方

が重いということは言うまでもありません。ですから、わたしたちも神様からの使命を受

け取るときには外面の支えよりも「主が私のうちにおられます」という確信の方が必要だ

と思います。 

そのために、天使は去っていくのです。 

 

オブレート会総長来日                    

■ブラザー八木信彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 韓国での総会 古賀教会にて 
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オブレート会総長ルイス・ローガン神父様が、3 月 16 日に来日し、20 日までの日本滞在

中、伊丹、鳴門、古賀と忙しいスケジュールの中移動し、オブレート会員を訪問されまし

た。終始笑顔で穏やかで温かな愛に満ちた雰囲気が印象的でした。創立者の十字架と共に

私たちを深い祈りで祝福してくださり、私たち一人一人をとても大切にしてくださってい

ることが伝わってきました。 

日本滞在後、韓国へと移動し、そこで毎年一年に一回の日本準管区オブレート会総会に

出席されました。私たちと総長との間で質疑応答がなされ、オブレート会の世界情勢や今

後の課題等について、ゆっくりと時間をとって分かち合うことができました。私たちにと

って大きなお恵みのひとときでした。 

 

高知地区マミ集い                       

■ブラザー八木信彦 

高知地区マミの集いが１月３１日(土)、カトリッ

ク中島町教会で行われました。 
 集いの途中、近隣の建物が火事になって黒煙が立

ち上るというハプニングもありましたが、大事には

いたらず、安心しました。 

 約２０名の参加者で、和気あいあいとした雰囲気

の中で、古川神父、ヒラン神父、私の話をじっくり

聴いてくださり、小さな分かち合いの場もありまし

た。恵みあふれる良いひとときでした。 

 

キリストの復活=弟子たちの復活=私たちの復活    

■ブラザー八木信彦 

 「いかに人は変われるか…－愛によって－」 

 これが、新約聖書に登場するイエスに出会った人々を主人公に置いたとき、そのテーマ

になるのかもしれません。徴税人が没収する人から施す人へ、サマリア女性が人目をはば

かる女性から堂々とイエスを告げ知らせる女性へ、そして、弱虫の弟子が力強い弟子へ、

等々…。ペトロにいたっては、禁じられていたイエスの教えを伝えることを行ったために

何度も投獄され鞭打たれ、でも出獄直後から恐れやひるむことなく宣教を開始しています。

イエスと同じように死刑に処される可能性があったにもかかわらず…です。その後も死刑

になる危険を顧みず、民衆に向かって語ることを止めませんでした。以前のペトロなら到

底考えられないことです。 

 「復活」とは、肉体的なよみがえりをついイメージしてしまいがちです。ただ、聖書の

中で「復活」と訳されている言葉は、「起き上がらせること」または「再び立ち上がること」

を意味するギリシャ語のアナスタシスから来ているそうです。 

 キリストの復活=どん底から立ち上がる弟子たちの復活…ではなかったのだろうか、につ

いてこれから分かち合いたいと思います。キーワードは「気付き・目覚め」と「ゆるし」

です。まずは「気付き・目覚め」。 

 ペトロが師を知らないと 3 回も宣言し裏切ってしまったこの失態は、すべての福音書に
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記載されています。普通なら、師の危機的な時に逃げてしまった情けない自分の事を誰に

も口外しないように口止めし、自分自身の恥や汚点が蒸し返されないようにしませんか。 

 イエスにとって、十字架処刑の際のペトロらの行動は、予測されていたことでした。神

様が私たちの弱さを含め、存在そのものを愛して下さっていることを、ペトロは主の復活

後にそのことを何よりも理解しました。イエスの十字架の前のペトロとその後のペトロの

違いは、自分が完璧な人間では無いことをペトロが身をもって理解したことでしょう。 

 ペトロは神さまが受け容れてくださったその弱さを、恥として隠しませんでした。むし

ろその神さまの尊い愛を心に秘めることなく、この気付きを公言したのです。恥じること

よりもこの気付きと愛を伝えることが優ったのでしょうね。 

 次に「ゆるし」について。 

 弟子たちが十字架を遠巻きにしながら、一番恐れていたのは十字架上での師の怒りであ

り呪いでした。自分を見棄て、裏切った弟子に対して師が神の罰を求めることでした。だ

からイエスが十字架上で何を言うか…。これを弟子たちはただならぬ恐怖と悔いとで待っ

ていました。 

 現代の私たちでさえも臨終にある者の最後の言葉は

尊重します。まして当時のユダヤのように処刑される

者が瀕死の状態で人々に語りかける習慣のあった地方

では、遺言ほど重みあるものはなかったからです。 

 イエスは何を語るだろうか。彼等は待っていました。

そして遂にその日の午後イエスの最後の言葉を知った

とき、それは彼等の想像をはるかに越えるものでした。

息絶え絶えの中で絞り出すように出されたその言葉…

『主よ、彼等をゆるしたまえ。彼等はそのなせること

を知らざればなり』 

 怒りの言葉をひとつさえ口に出されなかった。彼等の上に神の怒りのおりることを求め

もしなかった。罰を求めるどころか、弟子たちの救いを神に願った。そういうことがあり

えるとは、弟子たちには考えられませんでした。それはそれは大きな「ゆるし」の体験で

した。 

 弟子たちは、イエスが「愛の人」であったことに気付き、目覚め始めます。それは同時

に自分自身の中にあった愛のろうそくに灯をつけられます。それはすなわち「愛の人」と

して、もう一人のイエスとして、生前のイエスのように力強く生きることを決心すること

です。これこそ、弟子たちの中で生きるイエスの復活という意味ではないのでしょうか。 

 しかし、これは弟子たちだけにとどまりません。その復活は今を生きる私たちに引き継

がれています。洗礼や堅信の秘跡の恵みを受けた私たちは、私たちの中でのイエスの復活

を目指して歩み続けます。 

 キリストの復活は、師を裏切り師を亡くし途方に暮れて意気消沈し、どん底からイエス

の愛に目覚めて愛に生きようと立ち上がり、もう一人のイエスとして生きようとする弟子

たちの中のイエスの復活であり、今の世知辛い世の中にあって、弱さを持ちながらも愛を

礎に生きようとして立ち上がり、もう一人のイエスとして生きようとする私たちの中のイ

エスの復活でもあるのです。 

 そのように私たちは変われる(復活する)と思います。神の受容、神のゆるし、そして神

の愛によるならば…。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/mikotoba/miko1105.htm&ei=OF5EVefCOsPdmAWrk4GwAw&bvm=bv.92291466,d.dGY&psig=AFQjCNHL2dsz7fDZOJtKOB9aoR-c0-7F-A&ust=1430630276525362
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ローズ・ドゥロシェ 

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 

ニューヨークに到着してから全米をわたるには更に２ヶ月かかった。西部に向かってほ

ろ馬車の団体に加入した。危険な西部地方だったので少なくとも一回はインディアンに攻

撃された。しかしほろ馬車の団体長と神父がスータン姿をしていたので、当時のインディ

アンは神父たちを「黒い外衣の者」と呼んでいた。団体長が叫んだ。「団体に『黒い外衣の

者』がいるよ」。インディアンたちは攻撃をやめた。ついに目的地に到着した。病気だった

神父もすっかり治っていた。神学生は司祭叙階の秘跡を受けた。 その内フォンドーシ神父

とシルース神父が後に有名になる。何故かというとロッキー山脈とカナダのブリティッシ

ュコロンビア州での教会の開拓者になるからだ。これは１８４７年の出来事。オブレート

会がカナダに着いたのは１８４１年なので、たった６年でカナダ東部から中部へと移り、

またカナダの西部まで来た。  

 先ほど言い忘れたが、他の神父を連れてタシェ神父がモントリオールから目的地のサン

ボニファスまで６０日間かかった。河や湖の上をカヌーで行くが、水のある所から他の水

のある所までカヌーを持ち上げないといけない。 

 ところで「ミサ答えの少年」タシェ神父が１８４７年にアタバスカに行ったと先ほど言

ったが。（ここでちょっと違うことを言ってみたいと思う）[カナダの地図を指しながら次

の所を見せる]ケベックはここ、西へ行くとモントリオールやロレンス河、そしてこの下に

バイタウン（現在オタワ）。ここに材木切り出し人のキ

ャンプがある。オタワ河を使って広大な森で倒した木

を送る。そういう産業である。材木切り出し人と共に

歩む強い神父がいる。年表の１８４９年の所でテキサ

ス州の位置でテルモン神父と書いてある。個性の強い

人だ！彼は風変りだ！とても熱心な人だったが人と一

緒に仕事をするのが難しい一匹狼のタイプと言える。

昔コルシカのアルビニ神父と仕事をしたこともある。

後に聖人になるこのアルビニ神父が忍耐できないほど

の人だった。熱意にあふれているので創立者はカナダ

に行く最初のグループに入れる。このテルモンがカナ

ダにおける最初の色々なトラブルの原因となった。皆

がそれぞれ彼をフランスに呼び戻すようにと手紙を書

いた。ウジェーンは兄弟の悪い面だけでなく良い面も

見るよう返事を出した。その良い面を活かしてほしい、                                           

と願った。テルモンはローズ・ドゥロシェの指導司祭

であって、彼女に女子修道会を始めるよう勧めた。（上記既に彼女について紹介。） 

 院長は、こういう人はバイタウンのキャンプの仕事が向いているのではと考えた。テル

モンは確かにそういう仕事が好きで一生懸命やる。そのキャンプの中でアイルランド人が

多くて英語のできる神父も送ってくれと頼んだ。 

 キャンプがあることからすぐ街ができテルモンは病院をつくる。モントリオールから４

人の看護婦としてシスターたちをつれてくる。それがオタワ愛徳修道女会になっていく。 

(つづく) 
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お知らせ・お祈りのお願い 
 

◆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(地区によっては、すでに振込用紙を

お渡ししており、同封されていない場合もあります)。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。行き違いでお振込みをいただいており

ましたら 失礼のほどお赦しください。 
 

◆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。 

･２０１５年６月２７日(土)伊丹地区集会 ･２０１５年９月２６日(土)徳島地区集会 

･２０１５年１０月３１日(土)豊橋地区集会 ･２０１６年１月３１日(土)高知地区集会 

･２０１６年４月２日(土)福岡地区集会 
 

◆お祈り 

  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。 
 

◆豊橋地区 

マミ豊橋地区世話役として、カトリック豊橋教会の貞島さん、西田さんが務めてく

ださることになりました。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。 
 

◆オブレート会召命祈祷週間 

オブレート会の創立者、聖ウジェーン・ド・マズノの祝日は 5 月 21 日で、オブレ

ート会の福者であるアフリカのレソトの宣教者、ジョゼフ・ジェラールの祝日は 5 月

29 日です。この 5 月 21 日(木)から 29 日(金)までの 9 日間は、オブレート会召命祈祷

週間になっています。 

  この期間、オブレート会の召命が増えるよう、また会員の使命が果たせるよう、会

員の健康のためにも、どうぞ心を合わせてお祈りください。 

  志願者(大城さん)が神さまのみ旨･使命を充分に果たせるよう、お祈りください。 
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