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偉大なる先輩たち 
古川 健一 神父 

 

 2016 年はオブレート会にとって 200 周年記念という嬉しい

年でした。その嬉しい日はいつまでも続いて欲しいのですが、

残念ながらうれしい日々ばかりではなく、悲しみにしずむ日

もありました。 

 トム・マヘル神父様が 4 月 16 日帰天されました。神父様の

記念のカードには次の祈りが書かれています。平安の祈り「神

さま、私にお与えください。自分に変えられないものを受け

入れる落ち着きを、変えられるものは変えていく勇気を、そ

してふたつのものを見分ける賢さを」神父様は様々な病気と

たたかっておられました。しかも、その病気は神父様のでき

ることを制限したり、奪っていくものでした。この祈りとと

もにそれらを一つ一つ受け入れながら、神さまに一日一日を

捧げておられたのを思い出します。 

 個人的には土佐清水で私が入院していた時、お見舞いに来てくださったり、中村の教会

でのミサに参加させていただいたりしたことを思い出します。そこで出会った信者さんは

口をそろえて、「トム神父様は今日出会うすべての人を大切す

るかたです。」と言われていました。やはり、私にとって偉大

な先輩でした。 

 そして、6 月 12 日には、日本でいるオブレート会名誉会員の

一人である近藤孝義先生が、神の元に帰られました。高知県安

芸教会で伝道師としてオブレート会と生涯共に働いてくださ

った方です。私はオブレート会修道士になるための修練期を安

芸教会でさせていただいたので、近藤先生、ハー神父様（すで

に帰天されています。）修練長のブラザー八木と共に素晴らし

い一年を送ることができました。 

 夏の暑い日も麦わら帽子をかぶり、安芸の教会、幼稚園の草

を刈る近藤先生の姿が思い出されます。 

 考えると、200 周年を迎えることができるのは、これら偉大
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な先輩方のたゆまぬ働きがあってこそ、この日を迎えることができたということです。そ

して、オブレート会を支えてくださっている信徒の皆様が一緒に歩んでくださっているこ

とはいうまでもありません。マミの皆様これからも共にオブレート会と一緒に歩んでくだ

さい。 

 神さま、嬉しい時、悲しい時、すべての時、そして、すべての事に感謝します。 

トム神父様、近藤先生に永遠の安息が与えられますように。 

 

オブレート会創立 200周年                

■古賀教会 深堀 道子 

 オブレート会創立 200 年記念のお祝いの集いが、古賀教会で復活節第二主日、神のいつ

くしみの主日に行なわれました。近隣の教会の信徒や、福岡地区のマミ会員の方々、ジュ

ード神父のご親戚の方々など、多勢の参加で聖堂は一ぱいになりました。 

 オブレート会の精神を聖ウジェーン・ド・マズノから受け継いだジュード神父、古川神

父、ベルナルド神父、ヒラン神父、スティーヴ神父、八木ブラザーとの共同司式の荘厳な

感謝の祭儀が執り行われました。終戦後の日本で宣教を始めてから現在まで、私達の為に

働いてくださっている修道会士の方々に心からの感謝を捧げ、また、聖母マリアの取り次

ぎを願ってオブレート会の召命の為にもお祈りをいたしました。 

 ミサ後、古川神父、ヒラン神父、八木ブラザーから、地図や映像を使い聖ウジェーン・

ド・マズノが時代の変遷に巻き込まれ、あらゆる苦しみや不条理な出来事に遭遇しながら

も、その時々に良い出会いや支えがあり精神的に良い影響を受け、修道会を創立するとい

う素晴らしい仕事を成し遂げられ、様々な活動をされた事を、わかりやすく説明してくだ

さいました。 

 教皇フランシスコは「いつくしみの特別聖年」を定められました。オブレート会は、教

皇の意向と同じ、特に貧しくされている人々が必要としている所に手を差し延べる活動を

創立以来続けられています。この年に創立２００年を迎えることは、強く神の計らいを感

じます。その活動の恩恵に与っている私達は「聖なる者になりなさい」との神のみ言葉を

改めて心に留め、自分を見つめながらオブレート会の精神に倣い、自分に相応しい役目を

受け入れ、マミ会員らしく生きて行けるよう願っています。 

 記念撮影の後、楽しいパーティーが行われ、久々の方々と食卓を囲み、なごやかな分か

ち合いをいたしました。 神に感謝 
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徳島地区マミの集い                  

■徳島・阿南教会 吉岡 美代子 

日 時 ２０１６年９月１７日(土) 

場 所 カトリック阿南教会 

参加者 古川健一神父、ヒラン神父、Br 八木、 

徳島教会…２名、鳴門教会…４名、阿南教会…6 名 

❋古川健一神父様 聖ウジェ－ン・ド・マズノについて 

オブレ－ト会創立２００年の記念の年にあたり、聖ウジェ－ン・ド・マズノの生まれた

年、その時代の背景にあるフランス・イタリア等の状況の説明から始まり地図に年を書い

た付箋紙により解かりやすく説明して頂きました。その時代その時代の聖ウジェ-ン・ド・

マズノの状況・働き・心の揺れ・友人などを細かく教えて頂き、その時代の変化・心の変

化が理解でき、今まで遠い存在だった聖ウジェ－ン・ド・マズノが物凄く身近に感じると

同時に、私たちが想像する以上の大変なこと、その時代背景の中でのオブレ－ト会の発足

が理解できました。 

❋ヒラン神父様 スライドにて聖ウジェ－ン・ド・マズノのお父様・お母様・子どもの頃

の写真 

聖ウジェ－ン・ド・マズノが書いた色々

の資料・説教資料・マルセイユでのプロヴ

ァンス宣教会の時代の町・最初の教会など

聖ウジェ－ン・ド・マズノにかかわる色々

な写真にて説明をして頂き、より一層聖ウ

ジェ－ン・ド・マズノがどんな時代で、考

え方で生きて来たか、そして身分の低い人

たちの為にした事などオブレ－ト会の歩み

が、よく理解出来、中でもオブレ－ト会士の歌；われら貧しき人々によき知らせを届ける

…：すばらしい歌声とその歌詞に心の中まで洗われた気がしました。 

❋Br.八木 

聖ウジェ－ン・ド・マズノが身分の低い人たちの為の説教を日本語で伝えて下さり、い

かに聖ウジェ－ン・ド・マズノが身分の低い人たちのことをどう感じ、思っていたか。 そ

の説教は、少しきつめ、しかもしっかりとその人その人の心にズキンと突き刺すくらいの

強さ、そして優しさであったことを言って下さいました。その時代の人たちだけでは無く、

今の私たちの心にも感じるものがありました。神さまの愛が原点となって地域のみならず

全世界へと広がっていったオブレート会。神さまから頂いている恵み・いつくしみがどれ

ほど大きいものか。その愛を私たちがしっかり受け止めることにより、「神様の愛を感じ

た時、死は恐れないものになる」こと、「傷ついた人は癒し人」等、神様の愛・いつくし

みについて教えて頂きました。 

❋参加者 12 名 

それぞれの人たちの自己紹介をし、生き方・考え方を分かち合うことによりそれぞれの

人たちのすばらしさを知ることが出来ました。 

 

今回のマミの集いは、初めての参加でした。こんなすばらしい、心にいつまでも残るよ
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うな話の内容。神様からの愛・いつくしみをずーっと２００年、いやもっと後世までも伝

えていかなければならない責任のようなものを感じました。 

 

オブレート会の創立２００周年において       

■ジュード・ピリスプッレ神父 

 ３年前から、オブレート会創立２００周年を中心にして、いろいろな準備をしながらこ

の節目の年を迎えることができました。 

 それぞれの管区で、地区で、共同体でいろいろな事がなされてきました。それは外面的

な事、内面的な事、そして祈りの形でも準備してきました。 

 オブレート会の会員達はこれらの準備によって、自分たちの道を深めながら共同体の大

切さを再確認することになりました。さて、この記念の年にあたり、日本地区では、オブ

レート会の本部があるローマ、創立者ウジ

ェーン・ド・マズノの生誕の地、活動した

場所であるエクスアンプロヴァンスとマ

ルセイユを巡礼する計画を立て、ヒラン神

父と私も含めて２９名が５月１６日から

２８日まで巡礼に行ってきました。  

 一年前からこのような計画を立てまし

たが、最初はどんな所に行くか、いくらか

かるか全くわからなかったです。添乗員に

なってくれた井上 弘子さんのおかげでよ

い計画を立てよい巡礼をしてきたと思います。  

今回の巡礼では、創立者ウジェーン・ド・マズノの生まれた場所、働いた場所、以外に、

も訪れた場所があります。今年はいつくしみの特別聖年ですが、ローマの４つの大聖堂の

開かれた門をくぐるだけでなく、教皇様の謁見、普段は簡単にいけないカタコンベに行っ

たり、市内観光をしました。  

 その後アシジに行き聖フランシスコ、聖クララの場所にもよることができ、長いバス旅

をしながらフランスに入りました。フランスで働いているオブレート会の神父様に案内し

てもらい、創立者ウジェーン・ド・マズノが誕生した所、働いた場所などで、創立者はど

んな聖人で、どんな働きをしたか、学び肌で感じる事ができました。 

 今まではウジェーン・ド・マズノのことを本で読んだり、人から聞くだけだったので一

度は創立者ゆかりの地に行ってみたいと考えていたので、私にとって本当にエキサイティ

ングの旅でした。マルセイユの創立者の墓がある教会でミサをしたり、一番はじめにオブ

レート会の共同体ができたエクスアンプロバンスでミサをしたりして、素晴らしい２００

年を祝うことができました。  

 一人の聖人のことを知り、その精神を自分の中に生かせていこうと思っているのは、私

たち会員だけではありませんでした。 

 巡礼に行った方、一人一人に聖人を通して主が呼びかけている事を感じて、ほとんどの

方がマミ会員になってくれました。マミ会員になるだけではなくその働きを、会員と一緒

にする決心をしたと感じました。  
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この旅の最後の締めくくりはルルドだったこともとてもよかったです。ルルドで参加し

た国際ミサ、マリア様が現れたグロッタで捧げたミサもよかったです。私たち二人のスリ

ランカの神父がルルドで日本語のミサをしたことは、現地にいた皆を驚かせたと思います。  

今回２週間のこの巡礼でいろいろなところを訪れていろいろ深められたと思います。 

中でも、私が強く感じたのは、皆一つの心

となって、一つの家族になった事です。 

 言うまでもないことですが、巡礼から帰

ってきても、いろいろな形でこれが続いて

いるのです。参加した皆さん、そして、い

ろいろな形で素晴らしい巡礼をするために

手伝ってくれた方々にお礼を申し上げます。

この巡礼を通していただいた恵みと、共に

皆さんのためにもお祈りしています。 

 

天の父は求める者に聖霊を与えてくださる (ルカ 11・13) 

■ヒラン神父 

イエスキリストの愛するマミのみなさんへ 

わたしたちの祈りと祈り方がわたしたちの求めているものを表しているのではないかと

思います。もちろん、誰かが何かを求める時、それは何かの表現で周りに伝えてくるでし

ょう。心の深いところから、求めているものが祈りとして、あるいは願いの祈りとして考

えられると思います。この願いの祈りを偉大な祭司であるイエス様を通して神様に捧げら

れることは大きな恵みです。 

「わたしたちには神の家を支配する偉

大な祭司がおられるのですから・・・信頼

しきって真心から神に近づこうではあり

ませんか」(へブライ人への手紙 10・21-22) 

ですから、神様との関係が作られるこの

恵みである祈りができるからには、わたし

たち一人ひとりが自分の求めているとこ

ろを正確に知る必要があります。と言うの

は、自分自身を知ることは、祈りにつなぐ

第一のステップです。神様からの知恵と支

えがなければ人間だけの力で何のよいこ

ともあるはずがないからです。その方々にこそイエス様が言われます。 

天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。 

そのように神様からの聖霊あるいは、神の力を求める時、人生のすべてについて祈れる

ようにと、使徒パウロが教えてくださいました。 

「どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝をこめて祈りと願いを

捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。」(フィリピの信徒への手紙 4・6) 

そうすることによって、求めていることを悟った時に、そして神様が求めているもの以

上与えてくださっていると悟った時に、わたしたちの感謝したい、という心が湧いてくる

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB1dOyrdrPAhVGGJQKHZ0QA7UQjRwIBw&url=http://shoutai.missionjapan.org/education/%EF%BD%89%EF%BD%8E%EF%BD%8F%EF%BD%92%EF%BD%89/&psig=AFQjCNHlsLa1y4ygn941BY79Ylf7JBr8MQ&ust=1476536475503788
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と思います。それはイエス様を通して神様がわたしたちに与えてくださる大きな幸せです。

というのは、感謝の心を経験したことのない方が神様から遠ざかっている、ということで

はないでしょうか。 

「絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリスト・イエスにおい

て神があなた方に望んでおられることです。」(テサロニケの信徒への手紙Ⅰ5・17-18) 

わたしたちと神様の関係がますますうまくなっていくためには、求めては感謝して、感

謝しては求めて、という旅路でしょう。 

その旅路のもとこそこれです。 

天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。 

 

幸福な 1/4(しぶんのいち)世紀 (終生誓願 25周年) 

■ブラザー八木信彦 

 今、自信を持って言えることは、この 25 年間、オブレート会のブラザーで本当に幸せで

した。オブレート会のブラザーだったからこそ経験できたこと、気付かせてもらったこと

がたくさんあり、そういうブラザーでいさせてくれた日本地区オブレート会員の皆さんに、

心から感謝しています。そして私は、たくさんの人に守られ、たくさんの人に育てられ、

たくさんの人に助けられて、この 25 年間を過ごしてきました。なので、幸せでないはずが

ないのです。 

 25 年前の 8 月 3 日終生誓願式前夜、どうして

も眠りにつくことができませんでした。翌日の

誓願式に緊張していたからですが、それよりも、

こんな欠点だらけの私が本当にブラザーになっ

ても良いのだろうかという不安、心配、疑問が

私を強く支配していた…これが大きな理由だっ

たと思います。翌日誓願を立ててしまえばもう

後戻りできないという恐れです。何もかもすっ

ぽかして、この場から本当に逃げようかとさえ

考えました。そんな時、深夜 2 時頃だったでしょうか、どこからともなく、女性のような

声で、「私はあなたの欠点や弱さが好きで好きでたまりません。私は、あなたの強さや長

所ではなく、あなたの欠点や弱さを通して、私を示していきたいのです。」とささやかれ

たように感じました。その後、ほっとして安心してぐっすり眠れたような記憶があります。 

 「神は愛です(ヨハネⅠ4:16)」これは終生誓願式記念カードに掲載した聖書からの一文で

す。今でももし何かのカードを作る機会があるな

ら、この一文を引用するでしょう。神さまは罰す

るのではなく愛する神さまであることを、これか

らも伝えていきたい、特に小さい人々、貧しい

人々に伝えていきたいと思っています。それはや

はり、自分の小ささや貧しさを寛大に受け容れて

くださった神さまのいつくしみを、あの誓願式前

夜に感じたからかもしれません。そしてそれは、

「貧しい人々に福音を」の精神であるオブレート
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会の私の召命の証しでもあります。 

 今、週に 2 回、高齢になった母を訪問しています。時々母を前にして思うことですが、

私という存在はこの人を通して送られてきたということです。どの人も例外なくそうです

が、つまり母という存在は、神さまの代理として息子や娘をこの世に送り出してきたとい

うことです。私という存在は神さまに呼ばれてこの世に送(贈)られてきました。このこと

が召命の原点です。そして、オブレート会のブラザーになるという次の召命に呼ばれまし

た。そして 25 年が経った今、今度は真のブラザーになるよう呼ばれている気がします。終

生誓願や銀祝は終着点であり、出発点でもあります。この節目の時に、「神は愛です」の

み言葉を味わい携えて、真の神の望まれるブラザーを目指して、また出発したいと思いま

す。 

その道のりも、幸せでないはずがないと確信しています。 

 

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 

そちら(アメリカ･テキサス)に着いた時に、大人の男たちが会を開いて彼に次のように告

げた。「我々はあなたが要らない。我らの子供たちのために来てほしい。子供たちを教育し

てほしい。」しかしながら彼はそういう仕事が好きだったので、一生懸命努め休まずに気ま

まに戦った。プロテスタント訳の聖書を見つけて焼いた。しかしこれは数ヶ月だけ続いた。

病気になり、落胆して荷物を作ってフランスに戻った。しかし司教が感銘を受けたので彼

自身がフランスまで行った。マルセイユに行き、オブレート会の創立者に切に願った。ど

うしてもテルモン神父に戻ってほしかった。が、テルモン神父は病気でとても戻れなかっ

た。その代わりに創立者が５名の会士を派遣した。こうやって 1849 年にテキサス地方の

宣教が始まった。7 〜 8 年の間にオブレート会がイギリス、カナダ、スリランカ、アメリ

カ合衆国の西部地方テキサス州で活躍が始まった。  

次に 1850 年に行こう。オブレート会士が初めて海外宣

教に行ったのが 1841 年だった。次の総議会は 1843 年だ

った。その時会士はイギリスとカナダだけに行っていた。

その次の総議会は 1850 年だったが、もう既に会士たちは

あらゆる所に散らばっていた。1843 年の総議会と 1850

年の総議会の間にカナダの東部、カナダの西部、アメリ

カ合衆国の西部、アメリカ合衆国の南部（テキサス州）、

メキシコ、スリランカそれに南アフリカに行く準備もしていた。その時直ちに創立者は会

を分散させるべきだと感じた。マルセイユ周辺に５つの修道共同体があった時に、マルセ

イユの司教としてつとめながら、それぞれの共同体の面倒を見ることができた。しかし今

の現状を見ると、それぞれの国々には現場の状況を良く把握でき、決定をする共同体の院

長がいる必要性を感じた。だから次の総議会の議案として「管区に分割」を決めた。とい

うことは併合があるためには次の条件が必要である。決定権を持つ人、多くの修道者の状

況を知る人、現場の問題点を把握する人、そしてもちろん重要な決定を創立者に問い合わ

せて任せることが必要である。修道会の発展の重要な段階である。その間タシェ神父が始

めたアタバスカ湖地方を会士たちが続けていた。その上、（これは見事な話ですが）そこか

ら有名なマッケンジ河が流れているカナダの西部の全土に亘って、有名なグロリエ神父が
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お知らせ・お祈りのお願い 
 

◆新地区長＆新評議員 

新しい地区長にブラッドリー・ロザイロ神父様、今秋からの評議員にブラザー八木

信彦、イル・アントニサーミ神父様、ベルナルド・オンダップ神父様が選出されまし

た。これらのメンバーが神さまのみ旨、使命を謙虚に誠実に果たせるよう、皆さんの

お祈りをよろしくお願いします。 

 

◆近藤孝義先生帰天 

巻頭でも触れましたが、オブレート会名誉会員近藤孝義先生が、6 月 12 日に天国

へ旅立ちました。97 歳でした。彼の永遠の安息のためにお祈りください。 

 

◆全世界のマミメンバーのために…日本地区祈り担当 

 マミのメンバーは、オブレート会員が活躍している国々に存在し、世界的な共同体

です。それぞれの国で期日を分担し、世界のマミメンバーのために祈りを捧げていま

す。日本の担当期間は 11 月 26 日~30 日となっておりますので、この期間、特に全世

界のマミメンバーのためのお祈りをよろしくお願いします。 
 

◆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１０月３０日(日) オブレート会創立 200 周年記念ミサ(豊橋教会) 

･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 
 

◆ラオス殉教者 

ラオスで 1954 年～1970 年の期間に亡くなった殉教者 17 名 

《若いラオス人司祭 1 名、パリミッション司祭 5 名、オブレート 

会司祭 6 名(イタリア人 1 名、フランス人 5 名)、ラオス人信徒 5 

名》の列福式が、ラオスの首都ビエンチャンで 2016 年 12 月 11 

日に行われることになりました。また、2017 年には、パリのノー 

トルダム大聖堂で 2 月 5 日、イタリアのトレントで 4 月 30 日、 

アメリカのベルビル(セントルイス近郊)にある雪の聖母大聖堂で 

6 月 17 日-18 日に、それぞれ祝典が行われます。 
 

１８５８年よりカヌーでその河の上流に行き、あらゆるインディアン族のいる場所に寄り、

要理を教え洗礼を授けてから次へ行った。宣教活動の拠点地つまり中央はサン・アルベル

トだった。今の修練所はそこにある。修練期を過ごす為にはすばらしい所だ。何故かと言

うと聖者のグランダン司教の墓も有名なアントニオ修道士の墓も、教会上この地方を先駆

者としてつとめた最初のオブレート会士の２００名ぐらいの墓がある。 

 


