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「奉献生活の年」オブレート会 
古川 健一 神父 

 

今年は奉献生活の年です。2016 年 2 月 2 日の主の奉献の祝日に締めくくられますが、オ

ブレート会にとっての奉献生活を書いていきたいと思います。オブレート会の正式な名称

は「汚れなきマリアの献身宣教会」です。それでイエス・キリストの母であるマリアさま

は大事な存在です。マリアさまは私たち修道会の奉献された生活の手本であり、守護者で

もあるのです。マリアさまを模倣して生きることも大事にしていますが、福音的勧告と呼

ばれる「貞潔、清貧、従順」を生きることも大切にしています。神の国のために独身を貫

き、イエス・キリストのように貧しく、貧しい人と共に歩み、

御父の御心に従う生き方に近づくことができるように誓願を

立てます。オブレート会はこの 3 つの誓願に加えて「堅忍」

という誓願も立てます。修道会の「会憲と会則」にはこの「堅

忍」が「キリストの御父に対する忠誠心の象徴である」と書

かれていますが、「共同生活と使徒的活動とに際して喜びと

幸せとを見いだすように互いに助け合わねばならない」とも

記されています。共同生活においても使徒的活動においても

堅く堪え忍ばなければならない時期が必ず訪れます。結婚生

活も同じでしょう「順境の時も逆境の時も・・・」結婚式で

は誓約を交わしますが、私たちは弱い人間です。生活は順境

ばかりではありません。逆境の心が揺れ動く時にこそ、この

堅い「堅忍」の心が必要と創立者は思われたのでしょう。だ

から、人間の力だけでは続けることができないこの 4 つの約

束を、「神さまの支えがあって初めて続けることができます。」

と会士たちは誓願を立てます。来年、この奉献生活の年が終

わる直前の 2016年 1月末日オブレート会は創立 200年を迎え

ることになります。いいかえるとオブレート会が奉献生活を

はじめてから 200 年になったということです。偉大なる先輩

達だけでなく、今も続けて後輩を送ってくださっている神さ

まに感謝しています。引き続きオブレート会の召命のために

お祈り下さい。 
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マミの会に参加して                  

■伊丹教会 安藤 好枝 

6 月 27 日（土）10 時～15 時、伊丹教会でマミ会がありました。30 名ほどの兄弟姉妹の

みなさんと、古川神父様、ヒラン神父様、ウェンシー神父様、ブラザー八木と実りある 1

日を過ごすことができました。私以外に初めて参加した方を、慣れた会員の方が心を配っ

てお世話くださり、おいしいお弁当とお菓子を食べながら交わりの時間も楽しく過ごすこ

とができました。 

神父様方のお話はそれぞれ 1

時間ほどありました。午前は古川

神父様がウィリアム神父様の近

況と「暁の星学園」の子どもたち

から神父様へのメッセージや神

父様からのメッセージの紹介と

帰天されたディリー神父様の病

床でのご様子を伝えてください

ました。子どもたちの無邪気な姿

に未来への希望を感じ涙し、ディ

リー神父様が日本を愛して過ご

された命の輝きに涙しました、病

床で古川神父様に「笑点」の歌を

リクエストされて、お歌を聴きながら笑顔されたお話から、①困難にあっても笑顔で過ご

すこと②「ありがとうの心」を伝える大切さを教えていただきました。ウェンシー神父様

が、ディリー神父様のお見舞いで東京と伊丹を往復されたことなどご尽力されたことやご

逝去のお顔が天使のようだったことなどをお話くださいました。ミサでは、会員の方から

の祈願とディリー神父様やウィリアム神父様のことを思ってお祈りをしました。また、お

説教ではブラザー八木のチェコで起こったヤン親子のお話を例に天のお父様が私たち人間

の罪を贖うために大切なわが子イエス様の死をもってお救い下さった愛をかみしめました。 

午後からは、ヒラン神父様がオブレート会の日本への影響について、いくつかのスライ

ドや動画を使って、イエス様のみこころについてお話してくださり、私たち自身が人生の

中で考えること、感じることについて気づかせていただきました。ブラザー八木はスリラ

ンカの 26 名の修練者の生活や教会に通う信者の生活や子どもたちへの指導教育の様子な

どをご紹介してくださいました。広大な自然のなか、象やリス、羊たち動物と共存する穏

やかさだけではなく、つらい戦争を体験した過去の経験から、現在のように平和を願う神

を中心とした生活を送られているとお話くださいました。 

その他、来年（2016 年）はオブレート会が創立 200 年ということで、ローマ巡礼も企画

されていることや、豊橋教会（愛知県）ではマミに会員も増えて、昨年から集いが行われ

ているとのことでした。 

今日の集いに参加して、これからも愛する兄弟姉妹と共に主の愛と慈しみを分かち合い、

主のみこころを行える力を与えてくださいますように記念しながら、キリスト者として生

きていきたいと思います。 
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徳島地区マミの会                    

■鳴門教会 喜多 早苗 

９月２５日（土）に徳島地区マミの会が鳴門教会で開かれました。 

古川神父、ヒラン神父、ブラザー八木をお招きし、阿南、徳島、鳴門教会から１０名の

参加がありました。 

午前は古川神父様がアメリカに帰国されているウイリアム神父様を訪問された時のビデ

オを見せて下さいました。一年間鳴門教会におられた神父様の楽しかった聖書講座、そし

てあの厚いセーターを着たお元気そうなお姿を懐かしく思いました。 

その後のミサの中でのヒラン神父様の説教はルカ４章の１７節でした。「預言者イザヤ

に次のように書いてある個所が目に留まった。」 

ヒラン神父様はここで「目に留まった」という言葉を取り上げられました。 

今、私は鳴門教会の人達と徳島教会の聖書百週間に参加していますが、丁度その時「箴

言」の中に「知らないと神に逆ら

い、神に憤りを感じる」という節

がありました。知らないというこ

とはただ知らないだけと思って

いましたが、神に逆らい憤りを感

じるという言葉に、今日の神父様

の「目に留まる」ことの大切さ、

それは知ることに繋がるのでは

ないかと思い、新鮮な説教でした。 

昼食は二人の神父様とブラザ

ーを囲み交流を深めました。 

午後からはヒラン神父様の創

立期のオブレート会の精神、そし

て最後はブラザー八木のスリランカにあるオブレート会の修練院での修練者の生活をビデ

オで説明を受けました。 

そこでは長い期間に渡って修練され、そして見も知らぬ土地へ来られ、短期間で見事な

その国の言葉を習得され、み心のままに生活されている神父様方の若いときのお姿を見せ

ていただき、そのような神父様方が私たちのもとに来て下さることに深い恵みを感じまし

た。 

 

偶然が続く男…ジャック(ディーリ神父)       

■ブラザー八木信彦 

去る 6 月 17 日の夕方、ディーリ神父(以降、親しみを込めて「ジャック」と記します)は

天国に旅立ちました。 

私はジャックとは、手話の関係で共通の友人がいること以外、それほど親しいという関

係ではありませんでしたが、彼が ALS(筋萎縮性側索硬化症)に罹っていることが発覚して

以来、青少年関係の会議が東京方面である折に、時々彼の住まいや病院を訪ねていました。    

訪問したときにジャックから見せてもらったものがあります。それは日本にいる若いオ
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ブレート会員に見せるため、作成中の自分の歴史を綴ったパワーポイント(スライドショ

ー)でした。タイトルは「偶然が続く男の世界」…。それは以下の文章で始まります。一部

を紹介します。 

『偶然か、運命か。偶然か、必然か。人生を変えた、初めてで最も画期的な偶然。特定

の目標や願望へと方向づけられた偶然。 

この４９年間に於ける仕事の特徴を一つ挙げるとするならば、「偶然」の一語に尽きる

でしょう。良くも悪くも、最初から様々な出来事が起こり、私はそれらをただ受け止める

だけでした。つまり、身体障害者と共に働く計画を意識的に立てたわけではなかったので

す。実際のところ、自然な日々の出会いによって、私は特定の目標や願望へと方向づけら

れたのです。 

ここで、偶然を生かすことによって得た日本での仕事について述べていきたいと思いま

す。偶然を生かすというより計画性がなかったといった方がいいかもしれませんね。 

偶然が続く男…。1963 年、私の父が国務省の代表者として日本を訪問したことがきっか

けとなり、偶然が続く私の日本での人生が始まりました。…』 

これより、色んな障害を持った方々との

出会い、ハンセン氏病の患者さんや児童養

護施設の子どもたちとの出会い、日本文学

や「男はつらいよ」でおなじみの寅さんと

の出会い、聴覚障害の方々を通して出会っ

た手話、それらを通しての数々の「偶然」

が綴られています。また、以下のような考

えさせられる文章もありました。 

『福音を伝えるべき人からいつも教えら

れてばかりだ。どうしよう… 

復生病院(※)の神父、シスター、そして患

者たちはどんなに私を力づけてくれたこと

でしょう。彼らは私が定期的に訪問した４

０年の間、私の最高の霊的指導者でした！そしてその思い出は今でも私の励みとなり、初

心に帰らせてくれます。実際、患者たちの強い信仰と生きる姿勢を見たことによって、同

じオブレート会のマロニック神父の「復活を告げる障害者」という集いの存在の真意を理

解することが出来るようになったのです。 

なるほど！ やっぱり「これらの人々は我々の告知する福音を新しい仕方で理解させて

くれるんだ」!!!』 

今ジャックのお骨は、彼の強い希望で、その復生病院(※神山復生病院；日本初のハンセ

ン氏病治療所)敷地内の共同墓地に収められています。 

私はジャックが亡くなったとき、スリランカに滞在していたので、伊丹教会での通夜や

葬儀ミサには参加できませんでした。なので、以前ジャックが英語教員として務めていた

上智大学主催の追悼ミサ(7月 24日、於東京イグナチオ教会)に参加希望し実現できました。

上智大学の教員･学生をはじめ、約 300 名の参列者がありました。 

その追悼ミサで、私はまたもやこの「偶然」に出会うことになるのです。ただしそれは

ジャックが引き起こした「偶然」…。彼は亡くなった後も働いているのです。「偶然」を

用いて…。 

手話をするｼﾞｬｯｸ「偶然が続く男の世界」より 



 
Newsletter 

  
5 

ディーリ神父様 追悼ミサ 弔辞            

■上智大学・言語教育研究センター 准教授 今井 康博 

今日はお集まりの多くの皆様を差し置いて、大変僭越ながらディーリー神父様へのお別

れのお言葉を述べさせて頂きます。 

 神父様が旅立たれて、早いものでもう一月余りが経ちました。未だ悲しみと喪失感が尾

をひく一方、時間の経過、そして毎日の慌ただしさに紛れ、もう神父様とはお会いできな

いという事実が、自分の中に「当たり前」の顔をして居場所を広げていくのを感じていま

す。どんなに良いこと、そしてどんなに辛いことがあっても、人は持ち前の「適応」とい

う能力のためにやがては全てを「当たり前」として受け入れてしまう。良いか悪いかはと

もかく、それが私達人間の性（さが）だとすれば、私達一人一人が神父様に意識的に心を

寄せる今日のこの機会は、ことのほか大事で意味のあることと思います。 

私は 87 年上智大学外国語学部英語学科に入学し、当時一年生の必修科目であったイング

リッシュスキルズ B という授業で神父様に受け持っていただきました。神父様は私にとっ

て人生初めての外国人の先生、そしてまだ見ぬアメリカという国を身近に感じさせてくれ

た方でした。今日お集まりの皆様一人一人が、私同様、あるいは私以上にディーリー神父

様と深いご縁と交流があり、様々なエピソードや思い出、そして神父様に寄せる思いをお

持ちのことと思います。ですので、今日ここで私自身の過去の思い出や感傷など、これ以

上殊更にお話するのは憚られる気がいたします。 

その代わり、神父様は亡くなられた後も、これまでと変わらず私達の日常の中にいらっ

しゃり、縁ある人々に手を差し伸べておられるのだと確信した、現在形ともいえるエピソ

ードをご紹介したいと思います。 

 先月、関西在住の私の知人女性が、

高校生のお嬢さんを連れ、大阪のと

ある大学の入試説明会に車で出かけ

られました。その途中、急にお嬢さ

んが、お手洗いにどうしても行きた

くなったと訴えられたのですが、生

憎周辺にはコンビニエンスストアな

どのお店もありません。不安と焦り

が募る中、たまたま通りかかった教

会が知人の目に入りました。折しもその教会ではお葬式の最中でしたが、緊急事態という

こともあり知人はやむなく車を止め、お嬢さんを連れて中に入り事情を告げたそうです。

対応して下さった教会の方は快く二人を受け入れて下さり、幸い母娘は事なきを得ました。

帰り際、知人は祭壇の上にあった故人の写真に遠くから黙礼し心のうちでお詫びと感謝の

気持ちを申し上げたそうです。そして改めて教会の入り口にあったお式の看板を見ると、

そこには「ディーリー、ジョン」と故人のお名前が書かれてあったそうです。 

 家に帰った知人はご主人にその日の出来事を話したところ、そんな厳粛な場に何と不謹

慎な、信じられない！と叱られてしまったそうです。しかし、そこへお嬢さんが、「お母

さんは悪くないよ。写真の「立派なおじさん」が、"Hello, there, Miss! Come on in! Welcome, 

okay, okay"と微笑んで手招きしていたんだから」と知人を庇ったそうです。 

 知人はディーリー神父様とは何の縁もゆかりもなく、まして私の恩師だとは知る由もあ
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りませんでした。後日その教会でのお葬式がまさしく神父様のものだったとわかった時、

あまりの偶然に知人と私はお互いとても驚きました。でも、彼女のお嬢さんが言ったよう

に、困っていた二人を神父様が本当に招き入れて下さったのだと私は思っています。なぜ

なら、そのお嬢さんが言った言葉、それは遠い昔、あのイングリッシュスキルズ B の初日、

緊張の面持ちで教室に入った私達新入生一人一人に神父様がかけて下さった言葉、まさに

あの温かい、大らかなお人柄を偲ばせる言葉だったからです。そしてもし神父様がご存命

でその場所に居合わせたら、全く同じことを仰ったと思うのです。 

 あれから時は流れ、今私は上智大学の教員の一人として日々母校の教壇に立たせて頂い

ています。学生達に高度な知識やスキルを授けることは我々教員の大切な使命です。しか

し、それと同じく、あるいはそれ以上に大切なことは、慈しみや心を伝えることであり、

それが上智の上智たる由縁であると思っています。そのことは私自身、決して教科書から

ではなく、ディーリー神父様をはじめとする、上智大学の神父様達の生き様、背中を見て

授かった、かけがえのない財産だと思っています。 

 この財産を私達がまた次の世代へどのように伝えていくことができるか、大変大きな課

題と責任であると思います。しかし今は、そうした「心の授業」の模範を長年にわたって

示して下さり、分け隔てなく私達に手を差し伸べ慈しんで下さった神父様に、心からの感

謝の気持ちをお伝えし、この拙いスピーチを終えたいと思います。ディーリー神父様、本

当にありがとうございました。そしてこれからも引き続き私達を導いて下さい。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

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 

｢サマリアの女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ、見に来てくだ

さい。わたしが行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたら、この方がメシ

アかもしれません。｣ヨハネ 4：28-29 

  この前のオブレート会の黙想会の時に使っていた聖書の言葉で、わたしの目が止まった

一つのみ言葉です。教会の奉仕として神様の使命を果たしているわたしたちに、宣教のや

り方を教えて下さっているのではないかと思います。神様がわたしたちを、天の国を告げ

知らせるために招いてくださるのは、わたしたちが日常生活を送っている場面からです。

みんなと一緒に普通の生き方をしているうちに、考えさせる出来事があるかもしれません。 

それは毎日誰にも会わずにすむ時間に

誰にも会いたくない、という気持ちのサマ

リアの女が水を汲みにきたのと同じです。

このサマリアの女は、水瓶と一緒だった生

活に慣れていて、イエスさまに会うまでは

何も不安がなかったようです。でもイエス

さまに会って考えさせることを経験した

時に、｢女は水瓶をそこにおいたまま町に

行き人々に言った｣ということは、イエス

さまに出会ったら今まで持っていたもの、

持っていた考え方がもう必要ではない、と
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いう意味です。 

 水瓶をそこにおいたまま、町に行ったサマリアの女が、何を持っていたのでしょうか。

それは空の水瓶の代わりに、イエス様に出会った経験で満たされた自分の人生の壺だと思

います。それは、彼女の自信に満ちた招きの言葉でも表わしているのではないか、と思い

ます。 

｢さあ見に来てきださい、わたしが行ったことすべて言い当てた人がいます。｣ 

この言葉を通して考えてみる時、やはりわたしたちの宣教のやり方はこれになるべきで

はないか、と思います。たとえば、｢このようにしてくださったイエスがいます、見に来て

ください。経験しに来てください。｣というのがわたしたちの宣教ではないでしょうか。で

すから、宣教のためにわたしたちが持たないといけないのは、イエス様の経験で満たされ

た人生の壺です。その経験がない場合は、どう宣教しようか。 

そして力を尽くして自分の経験を通して、見に来てくださるように誘うわたしたちの次

の行動は、どうしたらよいのでしょうか。誘われた方を自由にして、ご自分でイエス様を

経験できる場面を作るのが、次のステップではないでしょうか。ですからサマリアの女が

言います。 

「もしかしたらこの方がメシアかもしれません。」ヨハネ 4：29 

 

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 

著しく発展したバイタウンを、当時の司教がひとつの司教座にしようと考え、新司教に

ギッグが任命される。当時ギッグ神父は、カナダにおけるオブレート会の院長だった。司

教ができたので、人に従うのが苦手なテルモンには、その良い面を生かすためにも、創立

者は細かいことは任せてアメリカでの宣教を頼む。すでにモントリオールから北米へのル

ートはできつつあったので、しっかりし

た活動を始めたかった。カナダぞいのア

メリカには、フランス系の人々がそこに

移っていたので、黙想会などの指導のた

めに渡っていった。 

創立者は言った。「アメリカで３つの施

設ができれば独立した管区を作ろう」と。

なぜならアメリカの人は、カナダから命

令を受けるのはイヤだから。 

しかしテルモンはピッツバーグへ向か

う。そこでは司教と神学校を助けた。今

とは比べ物にならない粗末な神学校で、

司教館でもある小さな汚い建物で、コックもいるにはいたが衛生に無関心な人だった。 

テルモンは細かいことを気にしないたちなので、その手紙も読んで笑えるものだった。

熱心な半面すぐにがっかりする人だった。 

ある日失望して、荷物をまとめてカナダへ帰ってしまった。創立者には、ここでは仕事

にならないからカナダへ帰りますと手紙を送った。創立者は、神の仕事だから忍耐を持っ

てもう少しがんばるようにという返事を送ったが、それが着いた時テルモンは、すでにカ

テキサス州のオブレート会神学校 

http://www.oblatemissions.org/wp-content/uploads/2014/02/OST.gif
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お知らせ・お祈りのお願い 
 

◆ディーリ・ジョン神父様 

  本文にもありますように、6 月 17 日の夕方、ディーリ神父様は帰天しました。もし

私(Br.八木)がスリランカに滞在していなくて日本にいたら、彼の追悼ミサに参加する

こともなく、偶然が続く男の「偶然」と弔辞の「偶然」がつながらないままだったか

もしれません。彼の「偶然」を引き起こす働きは、ここにもあったのでしょうか…。 

 

◆マヘル・トム神父様 

  高知のマヘル・トム神父様が高齢のため入院しています。皆さんの祈りによる支え

を、よろしくお願いします。 

 

◆大城 勉さん 

スリランカで修練期を過ごしていた大城さんは、初誓願を宣立せず、帰国した後、

新しい道を歩み始めました。彼の新たな歩みを神さまが祝福し、守ってくださいます

ように、お祈りください。 
 

◆オブレート会創立 200 年記念巡礼旅行 

2016 年 5 月 16 日(月)～28 日(土)、イタリア･フランスへ行く巡礼旅行は、現在、

キャンセル待ちの状態です。ご了承ください。 

 

◆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 

ナダからテキサスへ行った後だった。 

ビンセンシオ会の司祭が何人かテキサスにおり、そのガルヴェストン司教区は今現在の

テキサス州ぐらいの広さがあった。オダン司教はそこにいた。あまりに広い教区で司祭も

足りないし、当時ボルチモアで司教会議があり、カナダで人材をさがそうということにな

っていて、その話を聞いたテルモンが、テキサスがどこかも分からないまま飛びついた。 

創立者にも、当時の管区長にも相談せず、数人の仲間と共にミシシッピを下っていった。 

テキサスは未開拓地で、気候も暑いのに驚いた。がっかりしてすぐカナダへ帰った司祭

もいる。修道士の一人も帰り、一人退会する。テルモンは一人残った。 

司教からメキシコ国境までを任される。当時の国境はあいまいで、強盗や国外逃亡する

人たちのうろついているところだった。これはテルモンにぴったしの役目だ。テルモンの

性格にあった所である。 (つづく) 

 

 


