
「私の話したことによってあなた方はすでに清くなっている。」ヨハネ15：3 
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 言葉というものは私たちの人生のたくさんの経験の中で多く体験している大事なもののひとつ

だと感じます。その体験が喜ばれるようなものもあるし、そんなに喜ばれないものもあるでしょ

う。でも、どちらであっても、その体験から見たら、言葉というものの強さを表しているのでは

ないでしょうか。私たち人間が発する普通の言葉でも、あんなに強さを感じるものであるなら憐

れみ深い神様の御子であるイエス・キリストからのみことばであればどんなに素晴らしさを感じ

るものでしょう。その素晴らしさに少しでも触れていただいたことがあるのでしょうか。 

 「私の話したことによってあなた方はすでに清くなっている。」 

 日常生活の中で当たり前のように私たちが使っている言葉でもどん

なに大きな意味が入っているか、どんなに素晴らしい力が入っている

か、と私を考えさせたのは日本でよく使われている挨拶の言葉です。 

 挨拶といっても私の経験からみるとほかの国々ではそう簡単に見つ

からないけれども、日本でだれでもがよく使っている「いただきま

す」「ごちそうさまでした」「ただいま」「おかえりなさい」という4

つの言葉です。 

 もしかするとその言葉は小さい時から毎日使っている言葉だからあまり

深く考えて使っていることではないかもしれません。でも外国から日本に

来て、わが国ではなかった言葉を聞いた時、その意味を調べたいという興

味がありました。そして、それの深い意味を知って、どんなに素晴らしい

言葉でも、力になる言葉になるのは、また生きている言葉にするのは気持

ちを込めて使っている時ではないか、と思うようになりました。そして気

持ちを込めて使っているとしたら、その言葉を発する方も聞いている方も

その言葉を味わっているということでしょう。 

 それはイエス・キリストのみことばでも同じことだと思います。生きている言葉というイエ

ス・キリストのみことばでも、気持ちを込めて味わいながら聞くと、私たちの心も人生もそのみ

ことばでいっぱいになって、私たちはそのことばによって清くなるでしょう。 

 「私の話したことによってあなた方はすでに清くなっている。」(ヨハネ15：3) 
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 マミ会員の皆さん こんにちわ。カトリック古賀教会の辻本みどりです。  この度マミの新メン

バーとなり、マミ会の活動のお手伝いをさせて頂きます。私は、古賀教会司祭館で働いていたの

で、前担当者の古川神父様のお手伝いをしていました。4月の福岡地区の集いの前に神父様方が

｢マミメンバーとして一緒に働いてください」と言われました。突然だったからか、仕事を説明

して頂いた時に ただ首を縦にふっていたと思います。 2日後に 本当に私にできるのだろうか？と

考え始めました。しかし、お話を頂いた時に迷わなかったのは「神様のお導き、ご計画だったの

では？」とも思えました。 これから、神父様方のお役に立てるように、ご迷惑にならないよう

に、神様から お力を頂きながら働きたいと思います。 皆さんのお祈りをどうぞよろしくお願い

します。 

 

 

                     

 6月3日（土）カトリック伊丹教会にて、ヒ

ラン神父、古川神父、スチィーブ神父、ブラ

ザー八木と共に30名に程の会員が実り多い一

日を過ごしました。 

 昨年は、オブレート会創立200周年の記念す

べき年でしたが、マミ会員の偉大な先輩の

ウィリアムス神父、トム・マヘル神父、近藤

先生が帰天されましたので、3人のためにミサ

で祈りました。 

 講話は古川神父様のお話で始まりました。

「私」の存在をさかのぼれば、たくさんの亡

くなられた人々との出会いがあったことに気付きます。マタイ福音書のイエスの系図にある人々

をはじめ、救いの歴史に挙げられている人々の誰一人としていらない人はなく、すべてはキリス

トの誕生の準備に必要な人々です。「私」もまた神の愛によって必要とされ生かされているかけ

がえのない存在であることを話してくださいました。 

 ミサの説教で、ブラザー八木は、キリスト教にとって一番大切なものを漢字一文字で表せば

「愛」であり、私たちは神の愛を受けて存在しているのだから、受けた「愛」の報酬としてその

愛を証ししなくてはならない、と話されました。 

 スティーブ神父様はご自分の司祭召命の過程で出会った人々は神様が準備して下さっていた出

会いであったことや、司祭になった今も沢山のマミの会員の祈りと励ましに支えられていること

を感謝のうちに語られました。緊張を解かすためにと出された3人（3匹です）の蟻さんクイズも

面白かったです。 

 最後に、ブラザー八木が、日常の些細な出来事の中でサインを送ってくださっている「神様の

愛」への気付きについて話されました。神様のサインは単純、素朴でシンプルなのに私たちが見

ていないので気付かない事が多いのです。マリア様はイエス様のなさることが分からなかった時

皆さんこんにちわ 
アグネス 辻本 みどり 

伊丹地区マミの集い 
マリア・ヨゼフィー 深田 久子 
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でも、心に留め置かれました。そうです、今は分からなくても、あなたを必要としているよ！と

送ってくださったサインに気付く時が来るはずです。このことを実感できるように「指数関数」

の問題を出しますので解いてください、と次のような問題を出されました。 

 問題 「5+3＝1 8+6＝4 それでは7+4の答えは？」 全員沈黙。幼稚園児は答えますよ。も

う一問出します・・・」回答者なし。 

 何度か出題されているうちに一人が正解。また、一人。ま

た、一人。正解者が増えました。「もう一度ヒントです。指

数ですよ！」答えは指の数です。 

 ブラザーは5+3＝1と言いながら指を1本立てておられまし

た、8+6＝4 指を4本立てて、7+4＝？の時に指を3本立てて

おられたのです。それに気が付けば答えは3です。指のサイ

ンを見ないで頭で考えたのでは分からないのです。 

 ブラザーはサインに気が付かない私たちに、サインを見て！と言われる神様の気持ちが分かっ

た気がします、と言われました。神様の愛のサインに気付きますように。 

 

 

 

 私は今年の春に受洗したばかりですので、ただ

代母に導かれるままに、参加させて頂きました。 

 鳴門教会の皆さんと、乾神父様の運転で阿南教

会へと出発です。道中、神父様のお車はなぜ福岡

ナンバーなのか？という楽しいお話を聞きなが

ら、まもなく阿南教会に到着いたしました。 

 集いには、徳島、阿南、鳴門の皆さん、八木ブ

ラザー、スリランカのヒラン神父様、インドのス

ティーブ神父様が参加されました。 

 八木ブラザーの司会で、最初に全員で簡単な自己紹介をし、その後、若き神父様お二人のお話

がありました。 

 スティーブ神父様は、インドでの神学校時代、ホームシックになった時「マミの会」が助けと

なったことなど、御ミサをあげてくださいましたヒラン神父様は、高山右近様のお話を交え、異

国での布教のご苦労などについてお話し下さいました。 

 お昼には、阿南教会の皆様が美味しいお食事を用意してくださり、また、フランスの美しい教

会のビデオ鑑賞もさせて頂き、大変楽しい一日となりました。心より感謝いたします。ありがと

うございました。 

 

   

 

  5月2日から8日まで香港に"rope"(recently ordained priests encounter)という会議に参加するために

行きました。"rope"というのは司祭叙階を受けたばかりの若いオブレート会の司祭の集まりのこ

とです。親睦やお互いの励まし、そして、養成の目的での集まりでした。この集まりに９人が集

香港にあるオブレート会 
スティーヴ・ロザリオ神父 

「マミの会」に参加して 
小松 邦子 
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まりました。日本で働く３人、韓国で働く１人、中国で

働く４人とローマからこられた神父様なのですが、国籍

は様々でした。中国人フィリピン人３人、インド人２

人、マダガスカル人、韓国人、アメリカ人でした。ロー

マから来た神父様は宣教学の博士課程を学ばれていて、

宣教者がであう問題や悩みや失敗などなど分かりやすく

お話してくださいました。さらに、私達の間でも分かち

合いがありました。修道生活や信仰実践や福音宣教活動など、今の私達の現状をみんなで分かち

合い、お互いに勉強になりました。 

  香港でオブレート会の神父様方が福音宣教活動をさ

れているところに見学に行きましたが、とても驚いて

感動しました。オブレート会は3つの小学校、1つの高

校と２つの教会があり5人の司祭が働いています。全

学校の小聖堂にはオブレート会の十字架が大きくして

置かれてあり生徒が自由時間に自由に祈ることができ

ます。朝礼では主の祈りとアヴェ、マリアの祈りなど

を生徒達が唱えているのを見てびっくりしました。日本でなかなか見ることができないことでし

たから。ミサに参加させていただきましたがとても素敵なミサでした。聖歌のグループや朗読者

や侍者達の動きは典礼に合わせて綺麗でした。母国語のミ

サだけではなく外国語のミサもたくさんありました。日曜

日は4回くらいミサがあるそうです。香港ではフィリピン人

がたくさんいるので、ミサ後、グループで集まり祈りをし

たり、聖歌の練習したり、聖書の分かち合いをしたりする

そうです。私達もそれに参加し、一緒に食べることができ

楽しい時間を過ごすことができました。たくさんのことを

学び、忘れられない思い出になりました。 

 

 

 

 数年前(55歳を超えた)頃くらいから、性格かあるいは年齢のせいでしょうか、世の中で、は

やっていることや人気のあるものにあまり関心がなくなり、テレビを見ることや音楽を聴くこと

も少なくなり、それらのことのために使っていた時間を、神さまのことを考えたり、自分を振り

返る時間に多くを費やすようになりました。 

 そういう神さまや自分に向き合う時間を過ごすことを通して、いろいろなことに気付き始めま

した。それは、世の中で通用し浸透している価値観や既成概念を、鵜呑みにしないで反対にして

みたり、置き換えてみたりすると、考えさせられたり、深い意味のある大切なことになったりす

るということです。 

 たとえば、「私は小さな人々に福音を知らせる」⇒「小さな人々の存在が福音を告げ知らされ

ている」。「私たちは神さまに問う」⇒「神さまは私たちに問われている」。「祈りは、自分が

神を動かして、自分の願いをかなえるためのもの」⇒「祈りは、神が自分の心を動かして、神の

日常生活の中で福音を生きること 
ブラザー八木信彦 
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願いに沿うようになるためのもの」。「私たちの誰一人として、この世に自分から望んで生まれ

てきた人はいない」⇒「私たちは例外なく、すべての人は神さまから望まれて生まれてきた」。

「愛は人間の中で生まれる」⇒「人間こそが愛の中で生まれる」等々…。 

 このように逆さにしたり置き換えることで、新しい発想が生まれてくるならば、「社会への福

音化」も、まずは「自分自身の福音化」が大切になってくることに気付かされます。この流れ

(逆さにする、置き換える)に沿って、「自分自身の福音化」について、日頃考えている三つの項

目をご紹介します。 

 「何かをする努力」…。はもちろん大事ですが、「『何もしない』努力」をすること。ただ単

に何も(行動)しないということではなく、静かに神さまや自分に向き合う時間を取る努力をする

ということです。聖書に出てくる「安息日」に近い感じでしょうか。世間やマスコミでは何かの

活動に従事、専念し、周りから認められてトップに躍り出ることが美徳のように語られています

が、それらの行動や活動をやめてブレーキをかけ、心

おだやかに静かに過ごす時間を取ることを通して、神

さまからの呼びかけやメッセージを聴き、日頃の自分

の行いを振り返り、自然の中に身を置いて、神さまや

自分自身と向き合う時間を取ることです。特に日本人

は、とにかく「何かをする」傾向があるので、このこ

と(何もしないこと)は努力しなければなかなかできな

いことなのかもしれません。でもそれが福音を生きる

土台にならないでしょうか。 

 「語る宣教」…。一般的に宣教とは「語る」というイメージがありますが、「聴く」というこ

とを通しての「聴く宣教」に努めています。聴くということは最高の親切だし、聴くことを通し

て、その人が大事な存在であり、かけがえのないものであることを相手に気付いてもらう最良の

方法だといわれています。また、相手がありのままの自分を受け容れられていることを伝え、相

手が建設的な自己像を形成する助けにもなります。相手がしゃべることで、自分の語っているこ

とを聴き、相手が自分の気持や感情に気付き、それを受

け容れ統合していきます。相手が自分の問題に解答を見

つけ、自分自身が解決する余裕が与えられます。相手と

の交わりが温かい人間関係になり、お互いに開いた心を

持ち続け、信頼を深めることができます。相手が受け容

れられていることを感じると、その本人が受け容れるこ

と、聴くことを学び、その人が出会う人々を大切にし、

愛していくようになります。このことから、神さまに対

しての祈りも変わってきました。以前は自分の思いや願いを「語る」祈りが中心でしたが、今は

それと同時に、神さまからの語りかけや、自分自身の叫びや本心を静かに「聴く」祈りも大事に

するようになってきました。 

 「立派な人になる」…。よう努力することを、幼い頃からしっかりと言われてきたような気が

しますが、神さまがこの世に自分を送っていただいた意味を考えるとき、誰かのようになるので

はなく、「自分自身になる」ことこそが神さまから自分に与えられた使命や役割を、この世で生

きることにつながると思います。それは弱さや欠点も含め、ありのままの自分を生きるというこ
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とです。それは、自分の短所を自分で認め受け容れ、周りの

人々にも理解し受け容れてもらう…、その代わり、周りの

人々の短所も理解し受け容れ、その人を自分の理想に合わせ

て変えてもらおうとしないことです。そのままの自分を受け

容れてもらい、そのままの相手を受け容れる…、そんな関係

です。すべての人は皆そこにいてくれるだけで何かのお恵み

を周りに注いでいます。その「存在の奉仕」を認め合うこと

が、福音を生きることではないでしょうか。 

 私にとって福音を生きるとは、宣教であり、宣教とは愛の実践に他ならないということです。

「『何もしない』努力」をすることは神さまを、「聴く宣教」は隣人を、「自分自身になる」こ

とは自分を、それぞれ愛し大事にすることにつながると思います。いかに自分は神さまに大事に

されているかを感じるかが、福音を生きる原動力にもなると思います。それが喜びに満たされて

生活することにもつながります。このことが、「社会への福音化」と共に、「自分自身の福音

化」も大切になってくる所以です。 

 「福音を生きる」とか「宣教」というと、活動的な華やかな非日常的なイメージがあります

が、私にとっては日々の何気ない日常生活の中に目立たずに行われるイメージがあります。基本

的には、自分を、隣人を、神さまを、喜びを持って大切にし、受け容れ、愛することに幸せや喜

びを感じることに尽きると思います。これが私にとっての「日常生活の中で福音を生きること」

です。 

 創立者は事実を把握していたので厳しい返事を書いた。「もし皆がこういうふうになっている

ならあなた自身に責任がある。もう少し優しさを持ってほしい。」・・・。司教のやり方で疲れ

すぎて数人が退会した。ジェラール神父がズールー族に対してした最初の福音宣教は、大失敗と

いってよいくらいなのに、司教は本部となる大きな修道院を建てた。 

 創立者からまた厳しい返事がくる。「あなた

を派遣したのは宮殿を建てさせる為でも、そこ

に行っている白人の為でもない。そこにいる人

たち、現地の人たちの為に派遣したのだ。」そ

の地方を止めてもっと奥地へ移り、現在レソト

と呼ばれている国で仕事を始めた。 

 非常に高い山、竜の山と呼ばれている山のあ

る土地で、１９８８年９月に教皇様を迎えてそ

こでジェラール神父列福ミサが行われた。 

 南アフリカの開拓と同時に、テキサスからメキシコへと広がっていく。創立者はメキシコへ行

きたかった。なぜならそこは、革命や迫害の国だったからである。 

 １８５４年には無原罪の聖母のドグマ(教義)の決定があり、創立者はその式に出席している。 

 日記には「会員の皆さんに、今日我々のために大きなことが行われたことを知ってもらいた

い。」と記している。同時にピオ９世とはローマに到着した次の日に謁見し、親友のように話

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  

レソトの山々 
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し、笑ったとも日記に書いている。 

 当時公会議の時期ではなかったのだが、全世界の司教に手紙を送り、このドグマについて意見

を聞いた。そして決定の時にはできるだけたくさん出席するよう要請した。皆が集まって公文書

を一段落ずつ読み上げ、賛成かどうか教皇が司教たちにたずねる。 

 数日にわたっての会議なのだが、最初の日は聖霊の導きを求める祈りだけで終わる。創立者

は、聖母に対する祈りも唱えるべきだったと不機嫌だった。 

 ある日の昼頃、「お告げの祈り」のために鐘が鳴ったが、枢機卿が話し続けたので創立者はイ

ライラした。その日の午後はずっとその事について

考え込んだのである。翌朝ミサ後「ちょっと用があ

る」と言って朝早く会合に出かけていき、友人のバ

ルナボ枢機卿に会った。その時に枢機卿に言った。

「聖母マリアについての特権を話すけれど、なぜ聖

母に向かっての祈りをしないのか。」バルナボ枢機

卿が会長の枢機卿にそれを伝えるために行った。

戻ってきて創立者にこう言った。「枢機卿がとても

喜んでいた、そのことについて考えてみるそうで

す。」創立者は勇気を持って会長の枢機卿のところへ自分も行き、そして聞いてみた。「なぜ立

ち止まって『お告げの祈り』を唱えなかったのか。」そしてその日から会合の始めに、聖霊への

祈りの後で必ず聖母マリアへの祈り「めでたし」１回どころか３回となえていた。そして昼の鐘

がなった時にすぐ会合を中断して「マリアへの祈りを唱えましょう」ということになった。これ

はほんの小さな話で、日記を読めばいっぱいそういう例が出てくる。   

 そのうちサンボニファスの司教が亡くなり、タシェ司教は司教区の大司教になる。この絵を見

たら大司教になっているのに、まだ子供の顔をしている。「ミサごたえ(侍者)のようだ！」しか

し、サンボニファスの司教だけではなく、この広い地域全体の司教でもある。彼も補佐司教が必

要となる。その時に２７か２８歳のグランダン神父を選んだ。とても謙虚な人である。彼の美徳

が認められているので、今彼の列福を準備している(必要なのは彼による奇跡だ)。しかし彼の伝

記を読むと、司祭になったこと自体が奇跡だ。そして司教に！ 見事な宣教師の司教になった。

謙虚さに加えて信仰深く熱烈な人だ。とても良い模範だ。近いうちに列福されればうれしい。そ

してオブレート会士の中でも知ってほしい人だ。先ほど話していた修練院の墓地に埋葬されてい

る。彼の墓の上にミサを捧げたことがある。ラコンブ神父のお墓も訪ねた。 

 そしてグロリエ神父のことに戻る。彼は一人でカヌーによって北極圏まで行き、現地のエスキ

モー族に出会った。とても疲れ切った状態で３８歳でグ

ドロー宣教地区で亡くなった。彼の最後の望みは、ジャ

ガイモを食べることだ。亡くなった時に北極圏で十字架

を見た。その時に言った。「今亡くなってもかまわな

い。世界の最北端の場所で十字架を見た。」  

 1859年に創立者は枢機卿として選ばれた。なぜなら当

時司教として一番年数を過ごしたことと、司教団の会長

だったからだ。しかし教皇に立ち向かっていたナポレオ

ン３世の政治的な政策によって、それは遅れることにな 北極圏の空 
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る。だから教皇ピオ９世は当分の間、フランス出身の人を枢機卿として任命しなかった。創立者

の教皇宛の面白い手紙が残っている。なぜ手紙を書いたかというと、新枢機卿のリストが発表さ

れた時にド・マズノ司教の名前が載っていなかった。マルセイユでド・マズノ司教の反対派の

人々が次のように言った。「見てごらん、教皇様でさえ司教に反対しているので、これはその報

いの罰だ！」教皇宛の手紙の中で創立者は言う。「死ぬ時に赤いスータンを着たとしても紫スー

タンを着たとしてもかまわない。が、問題は何人かの人がこれを見て誤解している。教皇様でさ

え私のことを嫌っている。」 

 1861年5月21日に「サルヴェレジナ」の聖歌を歌ってから平安のうち

に亡くなった。癌腫で亡くなった。1860年12月までは元気だった。し

かし、散歩している間に転んだ。それによって癌が生じた。「教会の

祈り」を大好きだと周りの神父が知っていたので、臨終にいたド・マ

ズノと一緒に夕の祈りを唱えた。その後で「サルヴェレジナ」を歌っ

た。そして歌の最後の言葉「おお、いつくしみ恵みあふれる喜びのお

とめ、マリア」の時に息を引き取った。そのためにオブレート会士の

習慣として夕方に「サルヴェレジナ」を歌うことになっている。そし

て日本でもそういう習慣が残っているのでうれしい。創立者の死の記

念だから。 

 同じ年１０月、創立者死亡のニュースを知らないまま、ジェラー

ル、ルヴィアン両神父はレソトへ向かった。二人ともすばらしい司祭で、ジェラールは福者だ

が、ルヴィアンもその資格が十分ある。 

 創立者の生涯についてはこれで終わる。(つづく) 

晩年の創立者マズノ 

お知らせ/お祈りのお願い 

◆コロンボ管区新管区長 

私たちオブレート会日本地区は、スリランカのコロンボ管区に属しています。お知ら

せが遅れましたが、今年1月にそのコロンボ管区の新しい管区長が任命されました。

モライス神父(Fr.Irwin Morais)です。 

 

◆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。 

 

◆２０１８年の地区集会予定 

来年の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。 

･２月１０日(土)高知地区集会  ･４月７日(土)福岡地区集会 


