
オブレート会召命年(2017.12.08～2019.01.25) 

スティーブ・ロザリオ神父 

マミ会員の皆様復活祭おめでとうございます。。.  

 厳しい寒さが少しずつ良い天気になっていき、過ごしやすい

環境に恵まれているしゃないでしょうか。オブレート会召命の

（ために）祈りを唱えていますか？去年の12月08日（無原罪の

聖マリア）から2019年1月25日までオブレート会召命年と所長

であるルイ．ルーゲン神父様が発表されました。更にオブレー

ト会員やオブレート会員が働いている教会の信者やマミ会員の

皆様とこの一年間、毎日召命のために祈り、青年と一緒に歩

み、教会行事を共に行うよう声掛けて下さいました。その結果

オブレート会員が司牧している教会で「オブレート会召命年」

のタペストリーを掛け、「オブレート会 召命(のため)の祈

り」を唱えるようにさせて頂いています。その「オブレート会召命年」のタペストリーに書かれ

ている絵の意味はオブレート会の十字架と十字架

の足元にいて支えて下さるマリア様を示し、会衆

の多文化的側面を超えてキリストに従うように招

かれた若者たちを示しています。また、日本語に

翻訳したオブレート会召命(のため)の祈りカード

も置いてあります。 

 召命年の初めに当たり日本で2017年12月27日にカトリック古賀教会でのクリスマス会の機会を

利用し、若者たちにも声を掛けて召命年開始ミサと集いを行いました。全部で32人が参加しまし

た。その中でオブレート会員が15人、韓国の神

学生が5人、日本の色々な地区から12人で集い

が始まりました。ミサに何人かのマミ会員も参

加してくださってとても良かったです。午前中

はオブレート会を紹介し、さらに日本でオブ

レート会が司牧している所の紹介とミサがあり
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ました。午後は食事と、召命について話があり、

参加して下さった青年に記念になるようにオブ

レート会の小十字架が渡されました。また、この

一年の間どうやって集いを進めるかと青年が話し

てくださった。マミ会員皆さんもいつもお祈りを

して下さって、感謝申し上げます。 

 

 

 

 2017年10月28日（土）第3回マミ会が豊橋教会において、開催されました。福岡の古賀教会よ

り、スティーブ神父様と辻本みどりさん、兵庫の伊丹教会より、ヒラン神父様、四国の阿南教会

より、ブラザー八木の4名が来られました。 

 今年の豊橋教会はオブレート会の神父様が不在で、神

言修道会からプルム神父様が来られていますので、マミ

会は大丈夫かなあと思っていましたが、開催されまし

た。1年ぶりのなつかしい顔ぶれにお会いできて、良

かったです。 

 今回、マミ会担当になられたスティーブ神父様の司会

進行で始まりました。スティーブ神父様は最初に3匹の

アリの話をして、3匹目のアリがうそをついたというオ

チだった。それから、神父になった経緯と、日本に来ら

れた経緯を話された。 

 辻本みどりさんの話は教会学校で学んだことを良い知らせとして伝えていくことの大切さや、

マミ委員として活動する中で経験したことを伝えることも、小さな福音宣教だと思うという事な

どを話されました。 

それからミサが執り行われ、 午後からのヒラン神父様は、マミ会の会則や創立者の説明があり

ました。昨年はオブレート会創立200周年の記念の年を祝わった。創立者ウ・ジェーン・ド・マ

ズノの精神は貧しい人々に福音を述べ伝えること。 

洗礼にあるもの・・神さまに会うこと。幼児洗礼ならば、その後に神に出会うということ。ミサ

の中で、パパ様の名前を必ず唱えるのは、カトリックが１つであるという事などの講話がありま

した。 

最後にブラザー八木のお話は、御自分のお母様のお話で

したが「何も出来なくても、そこにいるというだけで意

義がある。」というお話に、年配のご婦人が「ブラザー

のお話を聞いて、何も出来ないでいる私には、本当にあ

りがたいお話でした。」と話されているのを聞いて、そ

の方のこれまでの働きを見知っている者として嬉しく思

いました。 

マミ会に参加して 
貞島 美津子 



 

 3 

MAMI NEWSLETTER 

 

 

2月10日(土)、中島町教会司祭館で、マミの会が開催された。ブルゴアン神父様、ヒラン神父

様、スティーブ神父とブラザー八木さん4人の指導で始まった。 

 ヒラン神父様の開会の挨拶のあと、二人の参加者が「教皇フランシスコ、日本の教会への親

書、フィローニ枢機卿来日に際して」の親書を朗読した。ヒラン神父様がその内容を「福音と愛

について」とまとめた後 、スティーブ神父様を紹介した。ゴータマ・ブッタを彷彿とさせる精

悍で柔和な顔立ちで、インドの人にしては色白で正統インド人の感じがした。 

 「私は父と母と姉の四人家族でしたが、父が四

年前に亡くなって今は三人家族です。」サレジオ

会に入会したかったのですが、家庭の一人息子が

原因だったのでしょうか、入会を拒否されて、オ

ブレート会で叙階式を受けました。教会のマミの

皆様の大きな助けをいただいていましたが、日本

に来ることになりました。マミの皆さん、よろし

くお願いします。」 

 次にブラザー八木さんが、正面の白板に「指数

関数」と書いて「問題を出しますから皆さん解答

を出してください。なおこの問題は保育の園児た

ちはいとも簡単に答えを出します。それでは、1+5=2、6+8=1、5+4=7、では2+4=？」頭がこんが

らがって誰にも答えが出てこない。ブラザー八木さんが白板の「指」という字をしきりに指して

「指数関数の指という字に注目してください。」私たちは？？？？…「保育園児に解ける関数問

題」に完全にお手上げ。そのうち最後に日曜学校の先生が正解を発言してホッとしたが、でもな

ぜ？。それは問題を出すたびにブラザー八木さんは、何本かの指を出していた。その指の本数を

言えば良かったのです。この指のサインに誰も気づかなかった。「神様はいつもいつも一緒にい

てくれて、私たちを導いてくれたり話しかけたりしてくれているのに、私たちはそのサインに気

づかない。」眼の覚めるようなお話しでした。 

 昼食後、スティーブ神父様と近しく話ができる時間があって、二人が児童の頃、ミサ答(侍者)

をしていた話になって、「あの頃は毎日、神様と友達のようなつきあいでしたね。それはサイン

のレベルでなく、(あんた、とぼく)のような懐かしい日々でしたね。」もっともっと話したかっ

たのですが、時間の関係でそこまで。 

 「神様の召命とその受け入れ」の物語をいつの日か聞きたいものです。私たちマミは、この神

父様を大切に大切にしていかなければ……とその想いを強くした会でした。  

 

 

 

 

高知マミの会 
佐々木 聖夫 
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 キリストの聖体の祝日を祝う時に、よく耳にする聖書の言葉ですがそれはわたしたちをどんな

気持ちにさせるのでしょうか。 

 わたしたちが毎日、あるいは毎週祝っている御ミサと呼ばれるその神秘はわたしたちひとりひ

とりにとってどういう意味でしょうか。 

 御ミサという神秘を祝っているわたしは人間であるから何ら

かの形―その国の文化また現代の技術に沿って祝わなければな

らないと思います。しかし、そういうものすべてを越えたいつ

でも、だれでも、どこででも感じることができる御ミサの本質

に触れる必要があるのではないかと思います。 

 御ミサの本質を神学的にまた典礼によって考えることももち

ろん必要ですが、信仰に従って考えることも必要ではないかと

思います。わたしがそう考えるようになったのは、神学校の勉

強が終わって信徒の皆さんがだれもいないところで、ただわた

し一人で御ミサを祝うことになった時からです。司祭として毎

日御ミサを祝うのは恵みだとわざわざいう必要はないぐらいだ

と思います。しかし、全教会と一緒にという信仰で祝うのとは

違ってただ一人で祝う時はどんな典礼でょうか。どんな形でしょうか。すべて普通でしたが、あ

ることがわたしを考えさせるようになっていった。それはそう祝っている御ミサがわたしなりの

ものになってわたしのすべてのことを入れた大きな祈り、と感じていました。 

 わたしの祈りは御ミサになって御ミサは祈りになってきました。その時から考えたのは、まず

わたしたちが御ミサを祝っているときにわたしたちとともにおられるキリストを自分なりに味わ

うことです。 

 「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲むものはいつもわたしのうちにおり、わたしもまたその

人のうちにいる。」 

 

  

  

 「貧しい人に福音を告げ知らせるために、主がわたしに油を注がれたからである。主がわたし

を遣わされたのは、捕らわれている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫され

ている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。」 

 この箇所の私のイメージは、以下のようになります。 

 「経済的に苦しく生きていくのが精一杯の人、正義を貫いたために非難を浴びている人、自分

はだめだ、役に立たない、いない方がましだと思っている人、自分や他者をゆるすことができな

い人、自分の弱さ、欠点、罪でがんじがらめにあっている人、常に周りの評価によって自分を演

じている人、ありのままの自分自身を受け容れることができない人、身近に愛を感じさせてくれ

貧しい人々に福音を… 
ブラザー八木信彦 

 

 
「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲むものはいつもわたしのうちにおりわた

しもまたその人のうちにいる。」（ヨハネ6：56） ヒラン・インディカ神父 
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る人や出来事に気付かないでいる人、権力のもとで右往左往し、希望をなくしている人…、そう

いう人々に、福音(愛・慈しみ)を注ぎ、解き放ち、開眼(気付き)の恵みを与え、自由にするため

に、私(イエス)は救い主としてこの世に送られてきた。」 

 イエスキリストは、このことのために、父なる神さまから使命を受けて、この世で人々と寝

食、喜怒哀楽を共にしたと言っても過言ではないように思うのです。 

 このイエスの生き方、そしてこの箇所の生き方を一生涯貫き通し、修道会を創立した一人の聖

人…、それがオブレート会創立者ウジェーン・ド・マズノ(以後「ウジェーン」)です。 

 イエスの命に参与するということは、貧しい人々への愛の道となりました。キリストと同じよ

うに神の栄光のため、そして人々の救いのために自分自身を献げました。聖パウロが言う「キリ

ストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえって自

分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現われ、へりくだっ

て、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした」(ﾌｨﾘﾋﾟ 2:6-11)という精神です。

自分の事を忘れて神の栄光だけを考えることです。 

 彼のイエス・キリストに対する熱烈な愛情とイエスに

従う決意は、とても強かったのです。フランス人だった

ので、当時流行っていたフランス人の霊性の特徴の一つ

でもありました。つまり御子イエスが、父なる神に対す

る敬虔を表されたと同じように、イエスの弟子としてそ

の足跡に従いたいという熱意でした。 

 ２５歳の時の聖金曜日に、十字架の前で祈っていた

際、彼はキリストに捕らえられたかのように、あふれる

涙を止めることができませんでした。というのは、キリ

ストが彼自身のために十字架に付けられ亡くなられたと

悟り、自分の罪を深く感じ、泣いたのです。また、自分

のためだけではなく、すべての人々のために亡くなった

イエス…、このイエスのために一生を捧げたいと心底思

いました。 

 神に愛されているという体験によって自分の生涯を決め、神学校に入りそして自分の活動に大

いに影響を受けました。教会に対する愛情もそこから来ています。そして人は一人ひとり特別な

値打ち・価値を持ち、かけがえのない者だと痛感しました。それは神が、キリストが皆を平等に

愛して彼らのために亡くなられたからです。 

 そして、一生を通してウジェーンの手紙と文献の中によく見られるのは、試練の時の態度で

す。そういう試練は、すべてキリストの受難に参与できる機会として見ていました。キリストを

喜ばすための修業ではなく、キリストと一致しての修業生活です。キリストは、私たちの苦しみ

に対して、絶対喜ばれなせん。しかし経験する苦しみが、イエスの苦しみと合致した時に、大い

に大きな恵みとなることができます。 

 ウジェーンがイエスの運命に参与するということは、大いに彼の心を自由にさせたのです。ど
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こにでも誰にでも、手を差し伸べることができました。ご受難は確かに苦しみですが、祈りでも

あります。無制限の愛の現われだから魅力的です。ウジェーンは自分の一生を忠実に愛への応え

にしたかったのです。そしてその応えは彼の活動の活気となるのです。 

 以下は新司祭だった時に、エクス・アン・プロヴァンスのマデレッヌ教会において、プロヴァ

ンス語で、朝６時から労働者や召使や貧しい人々のために行われた説教です。 

 「皆近づきなさい。誰であろうと近づきなさい。休まずにこの教えを聞きに来なさい。あなた

がたが誰であるかを先ず教えてあげます。つまりあなたがたの尊い由来、そしてそこから出てく

るあなたがたの権利、またそこから生じるあなたがたの義務を教えてあげましょう。世間の人に

聞いてみましょう。その答えは偏見が染み

込んでいるでしょう。何故なら世間の人の

判断の規準は愚かで、その規準によって全

てを計るからです。 

  労働者たちよ、世間の目から見るとあな

たがたは誰でしょう。みじめな仕事に追わ

れて一生涯を過ごす階級にすぎません。そ

れはあなたがたを自立できない存在にし、

またあなたがたの上に立っている人々の気

まぐれのために、いやしめられることに

なっているのです。 

  召使たちよ、世間の目から見るとあなたがたは誰でしょう。給与を与えてくれる人々の奴隷の

グループにしかすぎず、過度に要求され、そして時には残虐な主人の軽蔑や不正、またはたびた

び暴力さえも受けている人々です。彼ら主人は、あなたがたに安っぽい給与を与えているのだか

ら、あなたがたに対して不正なことができる権利を獲得したと思っています。 

  そしてあなたがた農民たちよ、世間の目から見るとあなたがたは誰でしょう。どんな有意義な

仕事をやったとしても、腕の力や土を肥やすためのあなたがたの汗だけが認められます。 

 近づきなさい。今から、信仰の目から見ると、あなたがたはどういう者であるかを識りなさ

い。イエス・キリストの貧しい人々よ、悩まされている人々よ、不幸な人々よ、苦しんでいる

人々よ、弱い人々よ、皮膚の潰瘍に覆われている人々よ、悲惨な事の多い人々よ、兄弟よ、親愛

なる兄弟よ、尊敬すべき兄弟よ、私の声に耳を傾けなさい。 

 あなたがたは神の子であり、イエス・キリストの兄弟であり、永遠の御国の共同相続者であ

り、相続遺産の内の最も愛すべきものです。聖ペトロの言葉を借りると、あなたがたは聖なる民

族、王国の祭司、いや、ある意味では神にさえなっています。 

 あなたがたはいつの日か、神の姿を完全に掴む使命を持っています。イエス・キリストの御血

にあがなわれたあなたがたです。あなたがたはこの世の中の全ての宝よりも、全ての王国より

も、神の目の前で価値があります。神はこの世を支配することよりも、あなたがたに興味を持っ

ておられます。 

 キリスト者よ、あなたがた自身の尊厳を知りなさい。」 

エクス・アン・プロヴァンスのマデレッヌ教会 
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 この調子で四旬節の間の日曜日ごとに、貧しい人々を励ましました。皆の尊い価値を伝えまし

た。恵み深い救い主は、自分の霊的生活や奉仕活動の原動力に成ります。 

 ウジェーンの特徴は、貧しい人々や社会から外された人々を優先することでした。若き司祭の

時に、こういうふうに司教に手紙を書きました。「私が唯一待望していることは、貧しい人々と

子どもたちの下に身を尽くすことです。だから私の最初の戦いは刑務所にありました。」 

 貴族の一人であった彼は、他の貴族の人々の非難を受けました。それは貧しい人々の下で働く

ことだけではなく、フランスの母国語ではなくその地方の方言プロヴァンス語を使っていたから

です。その精神は、つまり全世界の人々をありのままに受け、彼らに合った言葉を使うというこ

とは、ウジェーンが創立した修道会の特徴であり、ウジェーンの遺産の一つとして残っていま

す。 

 まだまだ彼のエピソードはたくさんありますが、前述した私のイメージ「貧しい人々に、福音

(愛・慈しみ)を注ぎ、解き放ち、開眼(気付き)の恵みを与え、自由にするために、私(イエス)は

救い主としてこの世に送られてきた。」この生き方と、私たちオブレート会創立者ウジェーン・

ド・マズノの生き方があまりにも重なったため、いろいろな資料をもとに紹介させていただきま

した。 

 １７世紀には教会刷新の運動が始まり立派な聖人が出た。聖ジョン・ユードは、司祭養成とい

うことと、売春婦のための活動をした。新しい修道会を創立した。 

 聖ビンセント。彼の一番の活動は、神学校における司祭の養成だった。 

 そして、サン・スルピス大神学校の創立者であったオリエ神父、フランスでよく知られている

ベルル神父、この４人に共通するのは、人としてのイエスを強調した点で、その霊性の中心はイ

エス・キリスト、特に人間としてのイエス・キリストに焦点を当てた。 

 最高の祭司イエス・キリスト。聖ヨハネ・ウードは御

心に対する信心を始めた。これによって「フランスの霊

性」の運動を発展させた。中心はイエス・キリストとの

同一化である。イエス・キリストが我々の中に生きて

我々の心をご自分の心と同じような心に変える。これか

らいかにイエス・キリストが創立者の霊性の中心にある

かを勉強したいと思う。イエス・キリストは我々を招い

てご自分の使命に協力するよう、つまりイエス・キリス

トが、我々を通してご自分の使命を続けられるように

我々に呼びかけている。そのために我々はイエスのイ

メージ、つまりその心に変えられるべきである。  

 ウジェーンはサン・スルピスで学んだわけだから、そういう霊性のもとに養成された。イエ

ス・キリストは、御自分の使命を果たす協力者として私を呼んでおられるから、私もイエスと同

オブレート会と創立者 
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じような人にならなければ…、と。 

 我々の信心を通して、創立者のこの変化が伺える。我々への遺産である。特にスルピスの祈り

「イエスよ、マリアの心に内在していたように我々の心にも内在してください」と。これは長き

にわたっての、黙想したあとの我々の伝統的な祈りだった。だから聖ヨハネ・ウードを思い起こ

し祝うのは特別な意味がある。  

 イエス・キリストに対する知識。これは一番大事な事である。知識というものは頭の事だけで

はない。知識は愛である。つまり知識は心のものである。  

 ここで英語のミサにあずかるのはありがたいです。私はここでお話しするだけではなく、皆さ

んとミサ聖祭の中のイエス・キリストを通じて分かち合うことも出来る。ここまで創立者の生涯

を簡単に説明してきた。これから創立者のカリスマについてお話ししましょう。(つづく)  

 

 
◆異動 

  ベルナルド・オンダップ神父；吉塚･南粕屋教会(主任)⇒古賀教会(主任) 

  ジュード・ピリスプッレ神父；古賀教会(主任)⇒豊橋教会(主任) 

  ロビンソン・ロバート神父；三本松教会(主任)⇒吉塚･南粕屋教会(主任) 

  ビル・マヘル神父；水巻教会(主任)⇒吉塚･南粕屋教会(協力) 

  スティーブ・ロザリオ神父；古賀教会(協力)⇒鳴門･阿南教会(主任) 

  古川健一神父；⇒オブレート会地区会計係 

 
◆２０１８年度「MAMI地区集会」⇒「召命を祈る地区集会(仮)」予定 

 ご存じのように、昨年２０１７年１２月８日(金･無原罪の聖マリア)～来年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、お願いします。 

 そこで、今年度のMAMI地区集会は、少し変更があります。MAMI地区集会とせずに「召

命を祈る地区集会」とし、MAMI会員の皆さんをはじめ、信徒や若者、未洗者の方々にも

幅広く呼びかけ、若者に司祭･修道者への召命が増えるように、また、すでに叙階や終生

誓願の恵みを受けている司祭･修道者のために祈り、歌い、賛美する場を各地区で設けた

いと思います。 

 その「召命を祈る地区集会」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。お近くや周りの信徒、若者、未洗者の方々に声を

かけ、どうぞお誘い合わせの上、お越しください。 

･６月９日(土)伊丹地区集会 ･９月２９日(土)徳島地区集会 ･１１月１０日(土)豊橋地区集会 

･２０１９年２月２日(土)高知地区集会 ･４月６日(土)福岡地区集会 

 

◆オブレート会召命祈祷週間 

 毎年５月２１日(月)～２９日(火)、オブレート会祈祷週間になっています。特に今年

はオブレート会召命年であり、特別に召命のためにお祈りくださるようお願いします。 

お知らせ/お祈りのお願い 


