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皆さんへ 
古川 健一 神父 

 四旬節がちかくなりました。マミの皆様におかれましては、これら重要な典礼に向けて

の準備に忙しい日々を送られている方もいらっしゃるとおもいます。神さまがこの典礼を

通してマミの皆様にたくさんの恵みを与えてくださるようにお祈りしています。 

今回のニュースレターも先輩の帰天のニュースからお伝えしなければなりません。2016

年 11 月 23 日の朝、ウィリアムス神父さんが神さまのもとに帰られました。小教区、幼稚

園、黙想会など様々な場所で活躍されていました。マミの皆様もどこかで関わられ思い出

も多くあられるのではないかと思います。私自身ももちろん思い出があります。3 歳の時

に私は兵庫県の尼崎市から伊丹市に引っ越したのですが、伊丹教会の主任神父がウィリア

ムス神父さんでした。大きな声、ひびきわたる声で歌っている姿を思い出します。特に「主

に感謝せよ そのあわれみは 永久にかわらじ アレルヤ。」意味がわからなかった幼い

頃のわたしは「わらじ の歌」と 名付けていましたが、その馴染みや

すいメロディに幼いなりに繰り返 し今も口ずさんでいます。ウィリア

ムス神父さんを思い出しながら、 もう一つ気がついたことがありま

す。なぜ、私は福音書が好きなの かということです。それは私の幼児

期にありました。伊丹教会ではそ の当時、福音を読む時、映像を流し、

イエスさまの福音を耳で聞くだけ でなく、目で見ることができたので

す。おそらく、アメリカで造られ た映像だと思いますが、ウィリアム

ス神父さんや今の高松教区の西川 助祭が練習してくださったので、日

本語で映画のように福音を見て、聞くことができたのです。だから、毎週の日曜日が楽し

くて、福音を聞くのが楽しみで仕方がなかったのです。イエスさまは今度どんな奇跡をな

さるかな。イエスさまのことを知る喜びを幼児期に体験できたのは、私にとって素晴らし

いことだったとウィリアムス神父さんに感謝しています。 

 どんな時でも、温かく迎えてくれた神父さんを、この世にそして日本におくってくださ

った神さまに感謝したいと思います。神さまのもとで永遠の安息がありますように。私た

ちも神父さんのために祈りたいと思います。ウィリアムス神父さん、どうか私たちのため

にもお祈りください。 

  去年、オブレート会創立 200 周年が終わり、今年は。また新たな 100 年の一歩を踏み出

すことになります。神さまの恵みと、マミの皆様のたゆまぬ支えを糧にこれからも、オブ

レート会士は皆様と共に歩んでいきます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。                               
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オブレート会創立 200周年記念ミサに出席して  

■名古屋 膳棚教会 杉江 元 

（豊橋地区マミの会） 

オブレート会創立 200 周年おめでとうございます。 

 わたくしは名古屋のマミ会員です。現在は隠居の身でありながらも、妻と共に孫の守り

で忙しい日々を送っております。昨年から隠居の身となっており、多少の時間的余裕が出

来ましたので、昨年はマミの地区集会開催案内を頂くと、古川神父、八木ブラザー、その

他オブレート会の方々に無性にお会いしたくなり、すぐさま参加する旨を返信ハガキにて

申込みました。しかしそのときは長女の出産があって、それが予定日より早まってしまい、

残念ながら参加できませんでした。一年が廻るのは早いもので、今回の開催となり、その

ご案内を頂きました。今年も三女の初出産が 9 月にあり、10 月中旬にはこれまた三女の引

越し、10 月 23 日には所属教会のバザーがあり、ほかにどのような用事が入ってくるか分

からないので、今回、すぐには返信の投函を控えました。ほぼ参加が可能となってから返

信を致しました。幸いなるかなぎりぎりのところで今回の創立 200 周年記念ミサおよびマ

ミの地区集会に妻と揃って参加することが出来ました。 

 この度の「創立 200 周年の記念のミサ」は 10 月 30 日の主日に午前

9 時半から行われ、マミの地区集会も同時開催されました。ごミサに

引続いて、古川神父、ヒラン神父、八木ブラザーからオブレート会創

立についてのお話しがあり、その後ホールにて 200 周年をお祝いして

のパーティーがありました。これが今回のマミの会のスケジュールで

ありました。  

 まずはごミサのことですが、私達夫婦はごミサの時間に少し遅れた

ため、途中からお聖堂に入ることになりました。お聖堂に入ると、堂

内は、晴れた日のきらきらと輝く採光で明るく、多国籍のあらゆる年

代の男女の人で満席であり、多言語で行われており、今の名古屋にはないもののために圧

倒されました。またこのごミサは、終始真摯な雰囲気に包まれており、非常に感激に満ち

たものに感じられました。司式は、古川神父とエドワルド神父およびヒラン神父と三名で

共同司式をされていました。 

 記念ミサ後のオブレート会創立についてのお話は、最初に古川神父から聖ウジェーン・

ド・マズノが体験された逃亡生活（現在でいう難民生活かもしれません）についてであり

ました。その後ヒラン神父、ブラザー八木と続きました。 

 フランス南地方のプロバンスの貴族の出身であったド・マズノは七才のときにフランス

革命が起こり、王侯貴族の地位が中産階級の平民と逆転し、その暴徒化した平民に命を狙

われ追われることになり、父母と妹の四人で住んでいた立派な城門のついた城のような豪

邸（これはヒラン神父のお話の中でスライド映像にて紹介されました。）をあとにし、フ

ランスからイタリアの各地を転々と逃亡したことと、暴徒の怒りが沈静化してからはフラ

ンスにもどり貧しい人々また弱い立場の人々のために修道会を開いたことなど年代ごとの

足跡を、地図と年代記入した付箋を使って、地図にその付箋を貼付しながら、落ち着いた

口調でゆっくりと分かり易く説明されました。古川神父のこのお話しで、今までのド・マ

ズノの人間像が私にとって身近なものに感じられ、もっと理解したいという欲求からこの

あとに続くヒラン神父のスライドによるお話と八木ブラザーのオブレート会精神の基本的
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なお話を夢中になって聞くことができました。さらにこの三つのお話しが相俟って、この

時、私はド・マズノの内面的人間像を私なりに次のように連想することができました。ド・

マズノは少年期から約 10 年もの間、忍ばなければならなかった惨めな苦しい逃亡生活は彼

の心に深い傷と人格形成に強い負の影響を及ぼしたとも思われる。しかしながら逃亡生活

中にはド・マズノの将来を運命づける二人の篤い信仰のある人格者との出会いがありこの

出会いによってド・マズノはキリストへの信仰が呼び起こされた。「主イエスもご誕生後

すぐにヘロデ王から命を狙われ、ヨゼフ、マリアとエジプトの地に逃亡生活され、愛する

人間のために自らを本当の貧しさの中に置き安穏たる生活は行われなかった」ではないか、

また「主はこの世に生存したどの人間よりもまたこれから生存するどの人間よりも低く貧

しい者となられている」のではないか等を心に思い、自己の逃亡生活を主イエスのそれと

重ね合わせ、低く貧しい主イエスに深い愛を感じ、信仰に至った。しかも聖人になるほど

の信仰に入った。そしてド・マズノはそのイエスの招きに応えて、フランス革命で精神的、

物質的に荒廃した社会の中で、貧しい人々を主への信仰に導くために修道会を開いたかも

しれない、と。 

 オブレート会創立のお話のあとのパーティーはホールで行われ、ごミサと同じようにい

っぱいの多国籍の方とテーブルを囲み、カレーライス、ブラジル風の揚げ物やお菓子など

を、おいしく頂きました。また久しぶりの古川神父、エドワルド神父、八木ブラザーや初

対面のヒラン神父ともお話が出来、楽しいひと時を過ごすことができました。 

 この度のオブレート会創立 200 周年記念ミサ並びにマミ豊橋地区集会に出席できたこと、

諸神父の尊いお話を頂けたこと、また食事を共にできたことは私たち夫婦にとって本当に

よい記念になりました。これは聖ウジェーン・ド・マズノとオブレート会の諸神父方を通

じ主から頂いたお恵みであったと心から感謝しております。 

 

50年を想いめぐらす                  

■ビル・マヘル神父 

叙階を頂いて 50 年ですが、それは 78 年前からスタートしたという気がします。最近、

私の幼稚園の卒業写真を見ると 3 人の人を特に覚えています。教会の学校でしたから小学

校８年同じ学校で学びました。この写真の中の二人は小学校６．７．８年生の時のガール

フレンドになった女性です。写真のもう一人は当時の教会の助任司祭でした。朗らかな助

任司祭(イグナチウス マクドーマット)に憧れて司祭になるという、「神様の種まき」だ

ったと思います。 

４年間の間マクドーマット神父様の生き

方を見て強く印象に残っています。その時に、

全然分からなかったのですが、私の将来の人

生の為、神様が準備して下さったと云う気が

します。マクドーマット神父様が私の教会の

助任司祭をしながらシカゴの貧しいホーム

レスの人、アルコール依存症の人を救う活動

をしていました。私の将来の為、この二つの

事が、役に立つよう神様は下準備をして下さ

ったのでしょう。 左側司祭ﾏｸﾄﾞｰﾏｯﾄ神父, 2 段右から 2 番目ﾏﾍﾙ神父 
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７歳上の兄がオブレート会の神学校に行きまし

た。私も高等学校から兄と同じ神学校に行きまし

た。年が随分離れているので私は彼と一緒に行動

することが出来なかった。ずっと後で解ったので

すが、日本で神父をしていた兄とアメリカにいる

双子である、もう一人の兄が、アルコール依存症

であることに気づき、A・A の会（アルコール依

存症の会）にはいり、お蔭で解決することが出来

ました。私は神様の恵みのお蔭で、いろいろな失

敗と疑問を乗り越えて、日本に来て司祭になりま

した。私はオブレート会の司祭ですが、上智大学神学部で勉強した後、自分の国（アメリ

カ）で叙階式をしても良いと許可を頂きました。1966 年 4 月 26 日アメリカのシカゴ市で

ジョン・コーディ枢機卿の司式で、シカゴ大神学校の御聖堂で 32 人と一緒に叙階を頂きま

した。今、振り返ってみると、私は神様から選ばれた協力者であると言うことです。けれ

ども長い人生で悟ったことは只、神様の恵みでした。 

 何回も聖書の書いてある通り神は知恵のあるものを無力のものとするために、世の無に

等しいものとするために、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられた者を選

ぶのです（Ⅰコリント１：２８）誇るものは主を誇れ（Ⅰコリント１：３１）イスラエル

の家よ、私はあなたたちの為ではなく、お前たちが行った先の国々で汚した我聖なる名の

為に行う（エゼキエル３６：２２，３２） 

 今、この年になって解ることは全て神様の恵み、

私の力を誇るものではないということです。 

行いによるものではありません。それは誰も誇

ることのないためです。なぜなら私達は神に創ら

れたものであり、しかも神が前もって準備して下

さった良い業を言って歩むのです（エフェソ２：

９～１０） 

今振り返ってみると「マクドーマット神父様と

兄の召命」と言う二つのことは大いに私の召命に

影響があったと思いますが、勿論、神様が私を呼

び出してくださったと思います。私の召命の道はとても穏やかで、スムースで自然に私の

前に準備されたのです。オブレートのモットーは「貧しい人に福音を告げ知らせるために

主が私を遣わされた。」のです。このモットーに生きる私と主はいつも共に良くしてくだ

さいました。今、考えると失敗は私…、役に立てばそれは聖霊のお恵みのお蔭でした。 

「主がお使いになりたい道で私をお使いください。」祈りながら主の栄光の為、日本で

働くことが出来ることを、心から感謝する毎日です。 

 

司祭になって５０年の歩み               

■レモン・ブルゴアン神父 

５０年をまとめるのはとても難しいこと。ローマで哲学士と哲学修士の資格を受けてか

ら日本に来た。それは１９６１年９月。まず日本語を１年半勉強してから上智大学の神学

中央ﾏｸﾄﾞｰﾏｯﾄ神父その後ろﾏﾍﾙ神父, 2003 年 

中央ﾏｸﾄﾞｰﾏｯﾄ神父, 

最後列左から 3 人目ﾏﾍﾙ神父 
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部の３年生として入学した。それはローマの大学と上智の大学は両方ともイエズス会経営

だから。後で上智大学院を経てから今度は神学士と神学修士を受けた。大学院を卒業する

１年前に司祭叙階を受けた。両親は日本に来られなかったので私は子供の時に侍者をして

いた教会で行なった。司祭叙階は１９６６年３月１９日。 

神学院を終えてから最初に高知の江ノ口教

会に任命された。一年間そこで助任司祭として

勤めたが本山の巡回教会にも毎週行っていた。

それに西高校の英語科ができたので私は英会

話の最初の先生になった。しかし一年経てから

東京のオブレート会神学院、院長の手伝いとし

て行った。着いた時に院長は「これから私はロ

ーマとベルギーに１年間行くのでよろしく」と。

神学を終えてから１年で神学院の院長代理に

なってしまった！ 

一年目の間に脳内出血をして４ヶ月間東京の聖母病院に入院したが当時（４７年前）日

本ではまだ CT SCAN はなかったのでアメリカに戻った。そこで CT SCAN をすると１６枚

目にはっきり出てきた。もう既に４つの脳裏の傷があったために医者は「もう４回になっ

ているのでもう一回だったら終わりだからあさって手術！」と。それに傷だけではなく脳

腫瘍が脳の中心から１センチ離れたところにあった。もっと近ければ手術はできなかった

と言われた。手術の後で ICU に１０日間いました。四日目に医者が来たら彼の声が聞こえ

るけれども反応できない。隣の医者と「もうこれで終わりかなあ」と話しているのが聞こ

えた。三日間その状態。三日目に長い暗いトンネルを通ってその先にすごい大きな光を見

た。あれで完全に目が覚め、皆と関わることができるようになった。ICU に入って８日目

に弟が見舞いにきてくれた。彼が ICU に入った時に私の最初の言葉は「今日結婚記念日に

当たっておめでとうございます」と言ったら彼は「さっぱり忘れていた」。家に帰る途中

でバラの花束を買って奥さんに渡した。奥さんは「覚えてくれてありがとう！」と。 

それから見事１年後に修学院の本当の院長は司祭をやめたので私が院長になった。１０

年間東京のオブレート会神学院の院長として勤めた。院長代理をやっている時に修練長に

なったが１ヶ月半でその脳出血をしたので他の人が修練長代理になった。その間に４年間

白百合大学でフランス語を教えた。生まれつきフランス語と英語話していた。小学校１年

生から短大２年までは授業の半分は英語で行ない、後の半分はフランス語で行なっていた。 

１９７６年に高知に戻り江ノ口教会の助任、聖母学園英語とフランス語兼管区会計係だ

った。そして又病気になり（鬱病で）神戸の方の海星病院に４ヶ月入院。その後医者は「ア

メリカに戻ったらどう？」私は「嫌だ」と答えたら「じゃ四国をやめて東京の大きな病院

のところに行ったら？」「はい」と答え東京に戻った。その時に前の神学院を売っていた

ので保谷市の小さな神学院に住んでいた。１６年の間そこにいた。その間に東京純心短大

（１年間）、東京純心高校（８年間）東京純心中学校（５年間）英文法、英会話クラブ、

点字、宗教、ソフトボール部の指導や保谷にあったクリストロア養護施設（７年間）に勤

めた。 

その１５年の間チョイスというプログラム（若者たち三日間の集いで自分たちの将来を

考える期間、結婚することか、シスターになるか、司祭になるかあるいはずっと未婚で社

会福祉に一生を過ごすかを決めるためのプログラム）そしてマリッジ・エンカウンターと

中央 ブルゴアン神父 東京ｵﾌﾞﾚｰﾄ会神学院にて 
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いうプログラム（これも三日間の集いで結婚している夫婦たちのためのもので、生活はう

まく行っているけれど更に充実した生活を送りたい人のためのプログラム）東京、横浜、

横須賀、名古屋で行なわれていた。 

更にその間、総議会が１９８０年に決めた新しいオブレート会の会憲会則を翻訳し、創

立者が書いた１番重大な５２４通の手紙も翻訳した。日本人の会士がより良く修道会の目

的などを理解するためだった。翻訳のことですが２０００年に会憲会則の３分の１ぐらい

が変わったのでそれも翻訳した。又２０００年あたりに創立者の生涯を翻訳した。１９７

２年からの総議会で決めていたパンフレットも翻訳した。そういう翻訳はフランス語から

日本語に。 

ある日管区長にもう東京を離れて四国に戻りたいと伝えた。が、丁度その時に名古屋の

修学院の院長はローマの総長の手伝いに任命されたので管区長は「名古屋の修学院の院長

になったらどう？」と言ってくれたので名古屋に四年間いた。また管区会計係になったし

修学院の学生を指導した。管区会計係になった理由はローマ本部の会計会議に全アジア代

表として経験のある人が日本から行かなければならないから。毎年二週間の会議に４年間

出た。 

２０年近く前にシスターたちの黙想会指導もやった。１つは１０日間で後の三つは８日

間だった。 

ピンチヒッターとして中島町教会の主任司祭の代わりに３ヶ月来た。その間に部屋が広

くて会計の仕事にとても良い場所だと思い管区長にお願いして高知に戻った。あれから１

７年。でも高知市内の教会の主任ではなくて安芸教会８年間、赤岡教会４年間、中村教会

４年間を終わろうとしている。安芸にいる間に海の星幼稚園の園長（４年間）として務め、

高知聖母幼稚園の園長（２年間）も務めた。 

管区会計係は２００３年までやってから、そして後で２年間会計係補佐になった。５年

経てから再び管区会計係になり来年度の３月３１日まで。４月からは若い司祭が会計係に

なる。でも３月３１までの会計報告は４月２０日ぐらいで終わり、会計センターの専門の

方々は５月の終わりに直してくれて、６月２０日頃に管区評議会で発表して政府に送って

から私の勤めは終わる。管区会計係をやったのは２１年の間だった。 

それにマミの集まりに２０年ほど参加してそし９てずっとマミ会計係している。色々な

ことも付け加えられるがこの辺で。 

 

新地区長よりマミの皆さんへ             

■ブラッドリー ロザイロ神父 

マミの皆さん、いつもお世話になっております。ありがとうございます。 

今年冬が早く来たように思いますがいかがお過ごしでしょうか。 

さて、ご存知の方もいらっしゃると思いますが私が前日本・韓国地区長

ラギダオ神父様の次にバトンタッチをすることになりました。今年１０月

末に伊丹修道院のチャペルで就任式があり、その後すぐ新しい顧問のメン

バーと最初の会議を開きました。私にとってこれは初めての経験で、これ

からどんな神様の計らいが待っているか分かりませんが、全力を尽くしてオブレート会員

やマミの皆さんとこの新しい旅を歩みたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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イエスキリストの愛するマミのみなさんへ       

■ヒラン・インディカ神父 

宣べ伝える人がいなければ、どうして気づくことができよう。 遣わされないでどうして

宣べ伝えることができよう。（ローマの信徒への手紙１０；１４～１５） 

ユスト高山右近の列福を迎えた２０１７年

には日本の教会が特別な恵みをいただきました。

喜ばしい気持ちでいっぱいになっている私たち

に、神様が語りかけてくださる出来事であるに

違いないでしょう。４００年前の一人の信仰者

であっても、そして、全世界も、もちろん日本

もだいぶ変わってきていても、神様の言葉と行

いは変わらないでしょう。というのは、神様が

いつも宣べ伝える人を探して、選び出しておら

れるからです。スリランカやほかの私が行ったことのある国と違って日本のホテルでも聖

書を置いてあることを見て驚きました。すばらしいね、とその時は思いました。でも、今

になっていろいろな目で見て聖書をただ置いてあるだけでは、神様の御旨にならないだろ

うと、思います。宣べ伝える人がいなければ、どうして気づくことができよう。という使

徒パウロの言葉に、惹かれたからです。私たちは何を宣べ伝えたらよいのでしょうか。そ

れはもちろん真理のことですけれども、具体的な真理ということです。ただの論理でも感

情でも言論でもないのです。というのは、私たちは歴史の中で起こったことを宣べ伝える

ために神様に招いていただきました。それは、イエス・キリストがベトレヘムにお生まれ

になり、ガリレア中を回って諸会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、また民衆のありとあ

らゆる病気や煩いを癒されました。そして、全世界のために、自らの命をささげ、聖書に

あるとおり復活しました。これこそ、教会が宣べ伝えている天の国が現れたというよい知

らせです。その知らせが、どんなによくても素晴らしくても、そして、現代の宣べ伝える

技術がどんなに発展していても、宣べ伝える人がいなければ、どうして、聞くことができ

ましょうか。宣べ伝える人が自分の能力、経験、文化などを通して、宣べ伝えるのです。

イエス・キリストに出会ったユスト高山右近は、懐深く成熟して、宣べ伝えた人でした。

これから、福者高山右近が私たちの道しるべでありますように。宣べ伝える人がいなけれ

ば、どうして気づくことができよう。遣わされないでどうして宣べ伝えることができよう。 

 

双葉(二葉)の愛                         

■ブラザー八木信彦 

双葉は、一番初めに出る葉っぱですが、花が咲くのを見ることができません。枯れてし

まいます。一番初めに苦労して芽を出してやったのに、成長の全部を見ることができませ

ん。成長させるために、一生懸命、土の中から養分や水を吸い上げ、精一杯がんばったの

に…です。それが双葉の宿命です。かわいそうですよね。世話になったことなんか振り返

りもせず、感謝されるわけでもなく、花はグーって伸びていきます。親の愛や神さまの愛

って、そんなもんかもしれないですね。今の自分の存在は、誰か(親や神さま)の双葉の愛

によって成長させてもらってきたのでしょうね。 
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お知らせ・お祈りのお願い 
 

◆ウィリアムス神父帰天 

巻頭でも触れましたが、エドワード・ウィリアムス神父が、2016 年 11 月 23 日、

マサチューセッツ州トゥークスベリーに在るオブレート会レジデンスにて帰天しま

した。86 歳でした。彼の永遠の安息のためにお祈りください。 
 

◆今年度地区集会の予定(現時点で決定している所) 

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。 

･２０１７年６月３日(土)伊丹地区集会 

･２０１７年９月９日(土)徳島地区集会 
 

◆住所変更等ございましたら、ご一報くださいますようお願いします。 

 信仰の面でもそうかも？って思うのです。最近、映画「沈黙(サイレンス)」が上映され

ているし、高山右近の列福式もありました。当時の殉教者が、一生懸命信仰の養分や水を

吸い上げて亡くなってくれたおかげで、約 400 年後の私たちの信仰のお恵みの花が開き咲

いているのかもしれません。そうなることを彼らは見ることも

なく…です。 

 そして、「沈黙」の著者遠藤周作氏もこの映画を観ることな

く、高山右近列福のために生涯を捧げた溝部司教様もこの式に

列席することなく、旅立たれました。でもこれらの出来事の中

にその背後に、双葉(二葉)の愛を、神さまの愛を感じずにはいら

れないのです。 

 

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 

しかしながら創立者がカナダにいる会士の生活状況を聞いた時にびっくりした。６月ま

でに雪や氷の上での生活。雪や氷が溶き始めるのが６月で１０月から冬が始まる。孤独の

状況、物的な条件、必要な物のなさ。特に孤独な状況におかれた会士のことを心配した。

使徒的な、冒険的な勇気にも関わらず北西の地域からすべての会士を引き込むことにした。

ちょうどその時サン・ボニファスの司教につとめるプロヴェンシエ司教が年老いていたの

で任された司教区を回るのが出来なかった。より若い司教が必要だ。創立者と相談なしで

直接教皇に願い出た。そして「ミサ答えの少年」の若いタシェ神父を自分の補佐司教とし

て推薦した。タシェ神父は２８歳で司教になった。創立者は新聞を読んで分かった！ 最

初はとても怒っていた。「少なくとも私に知らすべきだった！」、と。しかし信仰深い人だ

ったので「カナダの北西地方に残るようにとの主からのしるしだ」と。こうしてタシェ神

父が司教になったきっかけでオブレート会はその地方に残った。これは 1850 年である。 

(つづく) 


