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はじまりと終わり 
古川 健一 神父 

 

マミの皆様 主の御復活おめでとうございます。 

先日、吉塚教会の桜の木をみたのです。冬の間、枝だけだったその先に小さなつぼみが

出てきているのを見つけました。まだ花は見えないけれど、これからきれいな花をさかせ

る希望のつぼみだと思うと、嬉しくなります。 

そして、この原稿を書いている今、園児たちが「思い出のアルバム」という歌を練習し

てます。「いつのことだか思い出してごらん、あんなこと こんなこと あったでしょう

♪」という歌ですが、いつ聞いても感動する歌です。 

 もうすぐ、この子どもたちは卒園してしまうと考えると。寂しい気持ちがあります。同

時に新入園児の事を考えると嬉しくなります。終わりと始まりを感じる季節です。 

 そして、教会でもこの時期、神学を学んだ神学生の叙階

式が多く行われます。吉塚に実習に来ていた大阪教区の豊

田神学生は 3 月 19 日助祭に、札幌教区の佐藤助祭は 4 月 29

日司祭に叙階されます。 

 神学生、助祭の養成期間がおわり、それぞれ助祭、司祭

としての道が始まるのです。やはり、終わった後には、新

しい何かがはじまります。 

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。 

 私たちのはじめと終わりにはいつも神さまが一緒にいて

くださいます。そして共に歩んでくださり、重荷を一緒に

担いでくれています。 

永遠の存在である神さま、いつまでも変わることのない愛を注いでくださる神さまがい

てくださるので、大丈夫。だからはじまりの時も、終わりの時も、恐れず、歩みなさい。

復活のろうそくを見るたびに、そのような想いが湧き出てきます。 

今年も私たちは、いろいろな、はじまり、終わりに関わっていくでしょう。そこに必ず

おられる神さまを信じ、希望し、愛することができる恵みが与えられるように祈りたいと

思います。神さまの懐のなか、よい思い出が多くある。日々でありますように。 
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われらオブレート                     

■高知・中島町教会 野田 昭生 

            ～オブレート会設立 200 年記念ミサとパーティーに参加して～ 

 1月 31日日曜日の、高知に縁のある 6名の神父様の共同司式によりオブレート会創立 200

年のミサが行われました。この日は、高知のすべての教会の合同ミサということで県内各

地から 120 名以上の方がミサに参列しました。オブレート会の日本でのスタートは、お隣

の高知江の口教会でした。1949 年この地で最初の宣教活動が行われ、空襲で焼け落ちた中

島町教会跡地にもまもなく、今の聖母幼稚園の場所に仮の聖堂が建てられました。その後、

多くの神父様方が、高知、四国そして西日本へと福音を告げる輸を広げていかれました。 

 ミサ中の説教でセルワ神父様が繰り返し「Always, God be to good」という言葉を述べて

おられました。「いつもともにいてくださるよきお方である神」の救いの知らせを告げる

ため、世界中でオブレーション(献身)の活動を続けているのが、オブレート会の司祭、修

道者の皆様です。オブレート会の宣教の基本は、創設者のマズノ神父が 25 歳の聖金曜日に

体感した「主の霊が私の中におられる。貧しい人の中に福音を告げるため私は遺わされる。」

という神の息吹です。オブレート会は、日本を含め世界 60 か国以上で宣教活動を行ってい

ます。その際に、大切にしていることは、それぞれの国や地域で昔から受け継がれている

伝統や文化です。なぜ、そうしたことを大切にしているか、それは、そうしたことの源が

すべて神にあり、それらのすべてが神とつながっているからです。 

 素晴らしいミサの後、古川神父様、ヒラン神父様、ブラザー八木の 3 名のオブレート会

士によるオブレート会の歴史と現在の活動、そして会の理念と精神についてのお話があり

ました。その中で、フィリピンで活躍される若い神父が作詞、作曲した歌の映像が流され

ました。その中で、その神父は歌います「われらオブレート」と、つまりオブレート会の

4000 名のメンバー全てが、神の愛のための献身そのものなのです。新たな出会いの度に、

貧しい人、小さな人と出会う度に、その中に神の御業を見つけ出し、ともに生きていこう

とする、それこそがオブレーションなのだということが 3 名の方のお話を通じて伝わって

きました。オブレーション、それはすべての出会いを大切にし、「近づきなさい。あなた

方自身の尊厳を知りなさい。あなた方は兄弟、神の子、最も愛すべきもの、ある意味では

神そのもの」というマズノ神父が受けた

ミッションなのだということを改めて実

感するとともに、四国の教会とともに歩

んできたオブレート会士の皆様への感謝

の気持ちを新たにすることができました。 

 お話の後のパーティーは、オブレート

会 200 歳のバースデーケーキ？を囲んで、

なごやかに行われました。古川神父様が

ろうそくを消し、レイ神父様と硫黄神父

様が仲良く二人でケーキカットという演

出もあり、とても楽しいものでした。出

された料理も食べきれないくらいの量で、もしかしたら、クリスマスや、復活祭のパーテ

ィーよりも盛大だったかもしれません。でもクリスマスや復活祭は毎年のことだけど今日

のこの日は 200 年に 1 回だけのことなのだから、これでいいのだと思います。次はあと 3
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年でオブレート会の日本宣教開始 70 年の節目を迎えます。その時も今日と同じくらい盛大

に楽しい集いができるのではないかと今から楽しみになりました。 

 

当たり前                          

■スティーヴ神父 

主の平和 

みなさん大喜びのうちにおめでとうございます〜〜 

 

当たり前 

 

なぜ空が青いのか、 

なぜ信号が赤、青、きいろなのか、 

なぜ雨が降るのか 

なぜ冬は寒いのか、 

なぜ海に水が沢山あるのか、 

なぜ一年に 12 ヶ月しかないのか、 

なぜ夏は暑いのか、 

なぜ雪が白いのか、 

なぜお腹が一杯になった時食べられないのか、 

なぜ暖かいお茶が美味しいのか、 

なぜアイスクリームが冷たいのか、 

なぜ日本語はひらがな、カタカナ、漢字があるのか、 

なぜオブレート会の神父は素晴らしいでしょうか。… 

2003 年に神学校に入ってオブレート会の神父様と一緒に生活していた時,強い信仰、賢い

考え方、気にいるやり方、ステキな価値観、シンプルな生活、すごい活動を見てオブレー

ト会に入って良かったと思いました。 

 

高知での体験                       

■セルヴァ神父 

 名古屋で 2 年間の日本語の勉強をして、その後、高知に行きましたが、その時にさびし

く感じました。それは若者の姿が見えなかったからです。火曜日に高知に行き、その日曜

日にミサのため、9 時に安芸に行きました。最初に驚いたことは、名古屋のイメージで説

教を準備したのに、安芸教会では２人でした。がっかりしました。でも、私のオブレート

会の先輩たちが、どのように彼らを大事にしているかがわかるようになって、私も大事に

するようになりました。先輩たちのおかげで教会が一番大事にしていることを学びました。

今は楽しいです。遠いし、少ないけど、一番大事にしなければいけないことを学びました。 

同じ日安芸の後、11 時のミサのために赤岡に行きました。着いたら皆さんが庭の手入れ

をしていました。司祭が何も言わなくても、自分の教会という意識で教会を世話している、

誰も雇わないで自分たちで教会を守っている、それがすごいと思いました。インドに帰っ

たとき、この状況を皆さんに紹介しました。年を取っているのに元気で教会を守っている
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MAMI 

  
  4 

ことに驚きました。私は皆さんにとって孫かもしれません。皆さんは優しく、孫や小さい

子どもに接するように、まちがってもよくわかってゆるしてくれます。経験の量が違うの

に、良くなるために助けてくれています。 

 毎週木曜日は聖書の分かち合いをしています。質問を受けてもわからない場合、皆で話

し合う機会が多いので、わからないことがわかるようになります。自分のためにとても良

い機会です。母国語では聖書をわかっていますが、日本語で勉強するときは、初めて最初

に聖書を味わうような気持ちがあると感じています。毎回、新しいことを学んでいるよう

です。毎週日曜日には、隣の天使園(児童養護施設)から子どもたちが聖書の勉強に来ます。 

 幼稚園の子どもたちが公園で遊んでいるときに、先生が私を紹介してくれました。2 ヶ

月間インドでの休暇の後、その子どもたちが「セルヴァ神父さん」と呼んでくれました。

名前を覚えてくれていたことがとてもうれしかった。子どもたちがそのお母さんにも紹介

してくれました。本当にうれしかったです。 

 運転免許を取りました。慣れるために運転

の練習をしていたとき、知らない間に高速道

路に入り、次の IC で降りました。でもそこ

は自転車で行ったことがあったので、自分の

家まで戻ることができました。なので、車の

練習の前に自転車で色々な場所へ行ってお

こうと思いました。時間を取って、高知県内

にある 88 ヶ所のお寺を自転車で行ってみた

いと思います。興味があります。皆さん、一

緒に行きませんか。 

 

ヨナにまさるもの･･･ ソロモンにまさるもの     

■ヒラン神父 

イエスキリストの 愛するマミのみなさんへ                        

「ヨナにまさるものがある･･･ ソロモンにまさるものがある」マタイ 12：41-42  

この言葉は律法学者とファリサイ派の人々がイエスにしるしを見せてもらいたい、 とい

う願いに対して主イエスキリストのお答えですけれど、わたしは最近この 言葉を深く感じ

るようになりました。 預言者ヨナの言葉がニネベの人たちを悔い改めに導きました。（ヨ

ナ 3：5） ソロモン王の知恵が南の国のシェバの女王を驚かせました。（列王記 上 10：1） 

そのすべてにまさるものがイエス様のうちにあるということをわたしたちはどう 受け取

っているのでしょうか。   

人間であるわたしたちには、目に見える形や目に見えるものが多くの影響を与えて いる、

と思います。逆にどんなに大切なものでも、どんなに力があるものでも、 目に見えないも

の、目に見えない存在である限り目に見えるもののように影響を 与えられないのではない

か、と思います。 たとえば、わたしたちがこどもたちや友達を励ますために「いつもそば

にいる」 とか「どんなことでも助けてあげる」というような言葉で話しかけたとします。 

わたしたちが本当に一緒にいる時はなにかのことが出来ますが、少し離れてしまう ことに

なったら、または別の国に住むようになったら、どんなに言葉で励まして あげても見えな

いからできる影響は少ないと思いませんか。   
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しかし、最近わたしが考えるようになったのは、遠く離れていてもインターネットの お

かげで顔を見ながら言葉をかけていることはだいぶ相手に影響を与えるようになる ので

はないか、と思いました。ですから目に見える形あるいは存在がそんなに影響を 与えるな

ら、目に見えないイエス様の存在、す

べてにまさるこの方の存在の影響が 

わたしたちの人生にうちにあるため

にどうしたらいいのだろう。 わたし

たちの人生の小さな経験でも、すべて

にまさるイエス様を見出すことの方

が 一番だと思います。 「ヨナにまさ

るものがある･･･ ソロモンにまさる

ものがある」マタイ 12：41-42 

 

復活したイエスの弟子になる             

■ブラザー八木信彦 

ペトロをはじめとする数人の弟子たちは、あの出来事(師の十字架刑)の後、意気消沈し、

故郷のガリラヤに帰り、以前の生活と仕事に戻っていったのでしょうか。ある日、彼らは

夜を徹してガリラヤ湖で漁をすることになります。しかしなかなか魚が捕れません。夜明

けまでになんとか一匹でもと、徹夜でも捕れない疲労と焦りが募ってきます。そのうちに

東の空が白みはじめます。あたりは静かで小鳥のさえずりがどこからともなく聞こえてき

ます。朝日で湖面がきらきら輝いています。まさに復活を感じる夜明けです。そんなとき、

岸辺の男性が彼らに声をかけます。網を入れる場所を指定するのです。その通りにすると

今までの状況が嘘のように何匹もの魚が網に入っているのでした。その時、彼らは気付く

のです。この男性こそ師イエスであると。それもそのはず。全く同じ出来事がイエスの生

前中にこのガリラヤ湖で起きたのです。ペトロはこの出来事がきっかけでイエスの弟子に

なっています。 

イエスは夜通しそこにいたのかもしれません。弟子たちを監視するというよりも見守る

かたちで…。弟子たちには暗くて見えなかったのかもしれないし、あまりにも漁に集中し

ていたため気が付かなかっただけかもしれません。イエスは

気付きを待ちます。「私はイエスだ」とは言いません。同じ

言動、行動、出来事で気付いてもらうのです。おそらくペト

ロは、この出来事を通して再度イエスの弟子になることを決

意したことでしょう。それは、「復活したイエスの弟子にな

る」ことです。 

私たちも、監視ではなくいつも見守ってくれているイエス

に、あまりにも仕事や他のことに気を奪われて、気付かない

でいるのかもしれません。時折、見ようともしていないこと

さえあります。そんなとき、気付くようにイエスが出来事を

用意します。さりげなく出来事を配慮されます。そして、私

たちがそれに気付いたとき、ペトロと同じ決意をすることが

できます。「復活したイエスの弟子になる」と。 
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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。 
 

◆マミ手帳 

この度、マミ手帳を新しくしました。皆さんのお手元に共に置いてくださるとうれ

しいです。 
 

◆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。 

･２０１６年６月１９日(日)オブレート会創立 200 周年記念ミサ(伊丹教会)  

･２０１６年１０月３０日(日) オブレート会創立 200 周年記念ミサ(豊橋教会) 

･２０１６年９月１７日(土)徳島地区集会 ･２０１７年２月１１日(土)高知地区集会 

･２０１７年４月８日(土)福岡地区集会 
 

◆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(土)から 29 日(日)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。 
 

◆トーマス・マヘル神父様帰天 

トーマス・マヘル神父様は、4 月 16 日(土)午前 9 時 1 分、高知市内の病院にて天国

へ旅立ちました。84 歳でした。彼の永遠の安息のためにお祈りください。 

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 

今回はお休みします。 

 

 


