
 

 

 

Missionary Association of Mary Immaculate 

Newsletter 

(オブレート会協力者会報 2017年 2月 No.67) 
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マミの皆様 
古川 健一 神父 

  

 いつも、マミの活動のために支えてくださっていることを感謝します。司祭になってあ

っという間に 10 年が過ぎました。時がたつのは早いです。司祭になると同時にマミの担当

の任命を受けましたので、この司祭になっての駆け出しの 10 年をマミの方々に育てて頂い

たという事は間違いありません。福岡の小教区で働いていながら、各地区のマミの皆様と

お会いできる機会があったのは神さまからの大きなお恵みでした。今回、2017 年 6 月 3 日

の伊丹のマミの集まりをもってマミ担当から退任することになりました。私の不手際でご

迷惑を受けられた方もたくさんいらっしゃると思います。お詫び申し上げます。 

 さて、それでは誰がマミ担当になるかということですが、神さまは素晴らしい方を用意

してくださいました。スティーブ神父です。若く

て優しく、マミが楽しく希望に満ちることは間違

いありません。これからも、マミの活動を支えて

くださいますようによろしくお願いします。重ね

て申し上げますが、すべての事に感謝の気持ちで

いっぱいです。ありがとうございました。これか

らもマミの皆様のためにお祈りし続けます。 

 

～受け継ぐ～ (つなげる)               

■高知・中島町教会 山崎佳子 

 年に一回七夕の様に、マミ担当の神父様方とお会い出来、話に盛りあがっていました。 

 今年の始 2017 年 2 月 11 日、高知地区マミの集いがずっと受け継がれ、この日開かれた

事に感謝と、次回につなげていくという私達の役割もあるのどと思いました。 

 昨年はオブレート会に関係の在る方が一人又ひとりと帰天され、心の中にポッカリと穴

があいた寂しさを味わった方が多くいたのではないでしょうか。 

 今回の 3 人の講話の内容から「命を受け継ぐ」「精神を受け継ぐ」「霊を受け継ぐ」とい

う大事なものを受け継いでいく、つなげていくことの話だったと感じ取りました。 

 丁度時期を同じくして、映画「沈黙」「高山右近の列福」と私達は個々に救いの歴史に出

合い、又オブレート会創立者聖ウジェーン・ド・マズノの精神と、どれも講話の内容と一
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致している事に、これも又三つの受

け継がれている宣教会の印だと思

いました。 

 私達は次の世代に受け継がれて

いく大事な使命が与えられている

こと。「人を人として大切にする」

というイエスの真の価値を受け継

いでいく勇気を、教会の中で、社会

の中で、家庭の中で、隣人とのかか

わりの中で、持ち続けていくことだ

よ！と改めて知らされた一日でした。 

 分かち合いの中に、神さまのまなざし、右近のまなざしが、一人ひとりにそそがれた日

でもありましたね。 

 マミの集いが受け継がれ、つながりがいつまでもありますように。 

 

ＭＡＭＩ福岡地区の集いに参加して         

■福岡 水巻教会 馬込雅子 

福岡地区でのマミの集いは４月８日の土曜日、古賀教会に約５０名が集まり水巻教会か

らは５名参加させて頂きました。御ミサの中でブラザー八木が「私の中の貧しさ、弱さ、

いたらなさを通して福音を…」テーマに弱さは神様とつながるために必要でそれは神様に

近づくしるしだと話してくださいました。ミサ後、信徒会館でお茶とお菓子を頂きながら

スティーブ神父様、ブラザー八木、古川神父様、ヒラン神父様がユーモアたっぷり、それ

でいて深い信仰の助けとなるお話をしてくださり一日黙想会に参加できたような有意義な

ひとときとなりました。 

私は結婚を機に北九州に来てオ

ブレート会と出会い、教会と聖書

の勉強会を通して神父様方から、

どんな時も希望を持つこと。主の

望みが何であるか知り神から来る

聖霊の働きに気付けるようにする

こと。祈りの大切さ等を教えて頂

いています。それまですぐ簡単に

あきらめてしまいがちだった自分

が少しずつ変わりはじめていると

思います。オブレート会の皆さん

はとにかく明るくて強さがあり常

に希望を持っておられます。いつも感じることはその力は人からではなく神様から来てい

るということです。この出会いに感謝してマミの会のつながりを大切にし信仰を皆さんと

一緒に深めていきたいと思います。 

余談ですがマミの会の帰り道に皆でマヘル神父様のところへ報告に行くと喜んでくださ

り、アメリカのマミ会員に渡されるという十字架のペンダントをくださいました。そして、
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それを身につけて次の日にミサに行くとそれを見た人が「それ素敵！どうしたの？」と言

われマミの会のことを話すと入会する運びとなりました。 

思わぬところから神様はオブレート会を支えるためその輪をつなげてくださっているよ

うです。 

 

仕えるために・・・                    

■ジュード・ピリスプッレ神父 

２５周年を振り返ってみると、いろいろな出来事がありました。失ったものも得たもの

もたくさんあります。成長して、消えてしまった、手放したものもあります。25 周年とと

もに言えるのは一つの言葉で、それは「感謝」です。 

１９９２年８月２２日、スリランカで叙階され、その後、スリランカ東部で２年間働き

ました。自分にとってスリランカでの思い出に残る２年でした。外国に宣教に行くことは

自分の考えの中に全然ありませんでしたが、総長の任命で、１９９４年、日本に来ること

になりました。シアニ神父様が管区長で、「もし好きでなければ帰ってもいいよ」といっ

てくださったので、軽い気持ちで日本に行くことを決めました。そのときは、まだ、いい

機会だ、外国に行ったことがないので、チャンスが巡ってきたという気持ちで日本に来た

のです。 

最初の２年間は名古屋で日本語を勉強しましたが、日本の生活に合わなくて、スリラン

カに帰りたいという思いだけにとどまらず、司祭をやめたいと思うぐらいつらかったです。 

２年の勉強を終えて、四国の高知で宣教をするという使命を受けましたが、３年間はス

リランカには帰らないで日本に残ると決めていました。けれども、逆に言うと３年たった

ら私はスリランカに帰るということを決めて高知に行ったのです。 

そこで、自分の至らなさを私の指導司祭に相談したの

です。私が何のために司祭になったか考えさせられまし

た。私は自分自身の考えでは、司祭になれば何のために

司祭になったか答えが自動的に得られるものだと思っ

ていました。でも、仕えられるのではなく、仕えること

で、その答えがわかってくることに気づかされました。

その時、自分の中での宣教の意味も変わってきたのです。 

また、高知の人たちが温かく迎えてくれました。一緒

に働く楽しさを味わい、深く関わることで、日本に私が

いることの意味がだんだん変わってきました。それで、

日本に残ることを決めたのです。高知で１０年近く働き

ながら、日本は私に合わないのではなく、私が日本にあ

わさないと、どこに行っても宣教はできないと思えるよ

うになったのです。 

古賀教会に来て１２年目になって、自分の中で感じたこと、深めたこと、経験したこと

を活かせながら宣教を続けています。自分のその考えを変えることができたから、宣教の

あり方が変わりました。神学校の勉強を超えて、その変わる事を学ばせていただき、実行

することができました。それは皆さまが共に歩んでくださったからです。 

この２５年間、様々な事を学ばせていただきました。よく「なぜあなたの日本語はそん
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なに上手なのですか？」と質問を聞かれます。 

あくまでも私の意見ですが、言葉は勉強すれば上手になると思います。日本語が上手に

なること、そして、日本になじむことに一番大事なのは、与えられた毎日の出来事の中、

よく見る目を持っているか、よく聞く耳をもっているか、その与えられた機会になじんで

いこうとする気持ち、学ぶ気持ちがあるかによって違ってくると思うのです。 

その意味で今まで多くの方から学ばせて、気づかせて、助けられてきたことと思います。

それらすべての方々に感謝して、これからは金祝に向かって歩み続けたいと思います。 

 

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 

イエスがそばに行き手をとって、起こされると熱は去り、彼女は一同をもてなした。（マ

ルコ 1;31） 

私たちはこの世に生まれてきた時から、あるいは、母の胎内にいる時から、いろいろな

音に対して、反応ができるようになっていると言われています。音というもので、私たち

が成長してきているのではないか、と思います。たとえば、小さい時にいろいろな言語の

音を耳にしていたということで、新しい言語を学ぶ時に役に立つということがよく話題に

のぼっています。そのように考えてみると、音というものがあるよりもない時に私たちは

困った状態になってしまうように感じるのではないか、と思います。もちろん、その大変

さは普通に聞こえる人が後で耳が遠くなってしまった時に、よく経験するでしょう。です

から、音で耳に入ってこないとき、私たちの反応が遅くなる、またはなにも反応がないま

まになるかもしれません。でも、反応する時には、

なんの音もなければ特別な感覚が働き、もっと強い

反応が生まれる時になるとも考えられます。 

イエスがそばに行き手をとって、起こされると熱

は去り、彼女は一同をもてなした。 

いつも言葉を出して人々を癒されていたイエス

様が、なんの言葉もなく、ただそばに来て手をとっ

て起こされるだけで シモン・ペトロの姑を癒され

た、という場面から、なんの音もない時の、不思議

な力を見出すことが出来ると思います。 

この走っていると感じる世界で、私たちはいつも

何かの音を聞いているから、音がないと、さびしく、

または、怖く感じることが多いかもしれません。で

すから、私たちはなんの言葉も聞こえてこない、あ

るいは何の音も出てこない時にしか味わえない、癒

しにふれていないのではないか、と思います。音でまたは言葉で表せないから私もこの原

稿で説明しようとするのはふさわしくないでしょう。その特別な力はひとりひとりで感じ

るしかないからです。 

イエスがそばに行き手をとって、起こされると熱は去り、彼女は一同をもてなした。 
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もう一つの復活                     

■ブラザー八木信彦 

 トマスについて、ヨハネ福音書の中に、ラザロのもとへ行こうとしたイエスを、殺され

る危険があるとして引き留めようとした弟子たちに、トマスは「わたしたちも行って、一

緒に死のうではないか」と言う場面があります。死も覚悟の上で熱心にイエスに従い抜こ

うと、このときトマスは思っていたのでしょうか。 

 ところが、イエスが逮捕され、裁判の後、処刑される時、トマスをはじめ、どの弟子た

ちも、イエスに従い十字架の道を共に歩もうとする者は、誰一人いませんでした。師を見

捨ててその場から逃げ去ったのです。 

  ユダに銀貨によって引き渡され、ペトロによって拒まれ、一緒に死ぬ覚悟のあったトマ

スからも見捨てられたイエス…。 

  彼ら師を裏切った弟子たちの心情はいかなるも

のだったでしょう。一生ぬぐえない過ち、自分の弱

さを責める、後ろめたさでいっぱい、恥ずかしさ、

師に合わせる顔がない、なによりも師の怒りの恐れ、

等々、意気消沈、憔悴しきっていたに違いありませ

ん。 

 トマスをはじめとする弟子たちにとって、復活し

たイエスを信じる以前に、自分を裏切った者たちの

ところに来てくれること自体信じられません。自分

を引き渡し、拒み、見捨てたことで怒りに満ちてい

るイエスは、自分たちの顔を見るのもイヤ、会いた

くもないと思っているにちがいない、そう確信して

いたでしょう。錯覚していたでしょう。そんなイエ

スが「平和があるように」と言って皆の前に登場するのです。それを信じる方が酷です。

なので、トマスが信じられない気持ちが少しわかる気がします。 

 次の一文を見つけました。「真に『相手を信じる』ということは、『この人になら裏切

られてもいい』と思える、ということ。相手のダメな部分や欠点を発見しながらも、『そ

れでもわたしは、この人を信じることができる、というか仮に裏切られることがあったと

しても（＝期待ハズレの対応をされたとしても）、それでもいいと思える、ということ。』」

だとしたら、信じるということも愛の行為にまちがいありません。 

 と言うことは、信じるという行為は、本来私たちが神さまに向けてだけの行為だと思っ

ていますが、実は神さまが私たちに向けての行為でもあるのかもしれません。それは正に

私たちに向けての愛の行為です。 

  そして、もう一つの逆説･錯覚は、イエスの復活だけではなく、弟子たちの復活でもあっ

たということです。 

 過ちを犯してしまった弟子たちのところに訪れてくださったイエス。この過ちを帳消し

にしてくださった、本当にゆるされた、と心から感じたことでしょう。先ほどまでの弟子

たちの意気消沈、憔悴が吹っ飛び、ゆるしが可能である新しい生命、人生を大いなる喜び

の内に歩み始められます。ゆるしを信じない者から信じる者へ、愛を信じない者から信じ

る者へ、イエスを信じない者から信じる者へ、の移行…弟子たちの復活です。 
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  もう一つ付け加えることができるなら、私たちは、イエスを信じる者から、イエスから

信じられるべき者(存在)であること、愛されるべき者(存在)であることへ、の新しい見方・

生き方の始まり…私たちの復活です。 

 

オブレート会召命祈祷週間                     

■ブラザー八木信彦 

 1990 年 5 月、ローマでのオブレート会管区長会議で、召命と養成について次のような提

案がありました。 

「オブレート会の創立者、福者ユージン・デ・マゼノの祝日は 5 月 21 日で、オブレート会

のもう一人の福者であるアフリカのレソトの宣教者、福者ヨセフ・ジェラードの祝日は 5

月29日です。これから毎年5月21日から29日までをオブレート会召命期間にしましょう。」 

 1990 年 5 月 29 日から 6 月 8 日までの総会で、総長様と

役員はこれを承認しました。 

 この期間に全世界のオブレート会員とオブレート会の

教会に属しているすべての人たち、また他のオブレート団

体に入っているすべての人たちが皆、オブレート会司祭と

修道者、そこに関わる信徒が増えるように、そして現在働

いているオブレート会員と信徒が神様のみ旨を果たせる

よう、神様に願います。 

 これは素晴らしいことであると思います。オブレート会

の宣教師は 60 ヶ国以上の国で働いています。彼らの人数

は 4000 人を越え、これだけでも強い祈りになります。け

れども、60 ヶ国以上に住んでいるオブレート会の教会の信

徒、オブレート会の他の団体に属している人々の祈る声を

これに加えるならば、これは計り知れない強い祈りになる

に違いありません。 

 

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 

そして 1851 年にニューヨーク州のバッファロー市である。テキサス州に次いでの設立。

また、1852 年に南アフリカ。またもバルナボ枢機卿の出番である。南アフリカに何もなく、

この広い地方にケープタウンに二人のアイルランドの神父とポートエリザベツの海辺にい

る白人の信者のためだけ。あとは何もない。こうしてこの広い地方をオブレート会に任せ

られた。新司教のアラール司教がどこからどこまでの司教区なのか分からないくらいであ

る。彼は司教になる前にカナダの修練長だった。しかもとても厳しい修練長だった。南ア

フリカの司教に任命されたという発表があった時、彼のことを良く知っているギッグ司教

が次のようにすぐ創立者に手紙を書いた。「とても徳の高い会士であり修練長であるが、宣

教地の司教として任命されるのはふさわしくないから薦めたくない。」創立者がギッグに返

事を書いたのは「あなたも任命される前に皆から来た手紙を信じたならば、あなたは司教

にならなかったでしょう。」正直言ってアラールの司教任命は大変なまちがいだった。 
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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。 

 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。 
 

◆召命の祈りカード同封 

 オブレート会召命祈祷週間中に祈る召命の祈りカードを同封しました。この期間だけ

でなく、年間を通して召命のための祈りを唱えてくださるようお願いします。主日ミサ

の共同祈願やミサ後のお祈りの中で、または個人の祈りで活用してくだされば幸いで

す。その際、祈り文中「オブレート会召命祈祷週間にあたり祈ります。」を「オブレー

ト会召命のために祈ります。」に変えてお唱えください。 
 

◆オブレート会召命年 

今年２０１７年１２月８日(金･無原罪の聖マリア)～２０１９年１月２５日(木･聖パ

ウロの回心)を、オブレート会召命年とすることになりました。特にこの期間、オブレ

ート会召命のためにお祈りを捧げていただくよう、今から準備をお願いします。 
 

◆マミ担当者 

巻頭でも触れていますが、この６月から古川神父様が担当から離れて、ブラザー八木、

ヒラン神父様、スティーブ神父様に加え、信徒の立場から古賀教会の辻本みどりさんが

担当していただくことになりました。これからも、どうぞよろしくお願いします。そし

て古川神父様、ごくろうさまでした。 
 

◆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。 

･２０１７年６月３日(土)伊丹地区集会 ･９月９日(土)徳島地区集会 

･１０月２８日(土)豊橋地区集会 

･２０１８年２月１０日(土)高知地区集会 ･４月７日(土)福岡地区集会 
 

南アフリカのナタール、ピターマリツバーグで福音宣教を始める。この辺りはズールー

族の地区でとても難しい人たちだった。ジェラール神父は最初の宣教師の一人だった。ジ

ェラール神父はどうやって南アフリカに派遣されたのか分かるだろうか。８月に船で出発

したが風の吹く具合で進んで行く。風は先ずブラジルまで着かせた。そしてアフリカを抜

けてマダガスカルの方に流された。やっとダーバンに着いた。しかしアラール司教は仲間

の司祭たちを修練者のように扱った。ピターナリツバーグに修道院があり、宣教活動から

疲れて帰ってきたら修練院より厳しいスケジュールだった。祈りは必ず共同で、食事中は

沈黙を守り、規則通りの生活だった。                     

(つづく) 
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