
私の場合、そんなイメージです。あなたは？ 

辻本 みどり 

 

 私は最近、聖霊について考え話すことが増えた様な気がします。 

 マミ委員の話を受けた時に何も考えずに首を縦に振った事を神様のお導きだと思った と前に

書きました。同じ様にこの原稿を受けた時に｢はい｣と答えました。そしてやはり後悔しました。

何を書こうか…本当に書けるのか…こんな話でいいのか。それでも書こうとするのは、私の話も

神様のお導きで誰かの共感や気づきになるからだと思います。 

 さて、聖霊です。父と子と聖霊。もちろん父は神様、子はイエス様、聖霊は…そうです！答え

られないのです！本を読んでも勉強会で聞いても理解出来なかったのです。そんな私ですが、ふ

と思いました。子供の頃に父から、人には一人づつ天使がついていて悪魔が誘惑する時にダメだ

よ それはいけないよと止めてくれるという話を聞きました。

その天使が聖霊ではないだろうかと。みなさんは、お料理を

している時、運転をしている時に良いアイデアが浮かんだこ

とはありませんか？ 朝のあと5分のまどろみの中で祈りの言

葉を思いついたことはありませんか？ ふと思った。そんな時

に聖霊が神様の言葉(啓示)を届けてくださるのではないで

しょうか。私は自分で経験して感じて考えなければ身につか

ない鈍い人間なので、神様が聖霊に｢ほら、今、辻本にこのヒ

ント(啓示)を届けて聖霊の事を考えるようにしてあげなさい｣

と命じられて聖霊は辻本に届けに来てくださる。そんなイ

メージです。そこから神様に心を向ける時も、考えがまとま

る時にも、誰かに話す時にもいつも聖霊はタイミングやヒン

トを届け導いてくださっている。私の場合、そんなイメージ

です。 

 あなたはどうですか？ 
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 4月7日復活祭の喜びに満たされたこの時期、カト

リック古賀教会でマミの集いに初参加いたしまし

た。スティーブ神父様からパワーポイントで五大陸

のオブレート会員の活躍を知ることができました。

又、ヒラン神父様より教皇フランシスコが日本の教

会への親書の紹介があり、特に殉教者のことを大切

に思ってくださっていること、現代の信仰の証し人の存在は生きた宝物であると感動させられま

した。確かに経済、物質的に豊かな先進国となった日本。これが貧しさを生んでいる「地の塩」

「世の光」として外に目を向け出向く大切さを問いかけられているとのことです。ブラザー八木

の言葉は胸の中にある沢山の深く心にのこる悲しい追想、回想、想いを感謝に満たしてください

ます。人が苦しんでいる時、存在を見捨てられた

時、孤独で病んでる時、神様は「共にいる」「救

いたい」「幸せになるように！」神の愛で生まれ

た私達は、いつも神が共にいて守ってくださって

います。主の祈り神様からのバージョンは神様が

一人ひとりを神の愛で抱きしめたいと言っている

ようです。 

 

 僕は、エドゥアルド神父です。覚えていますか。 

 12年間ぐらい宣教師として日本に住んでいました。一番長く住んでいたところは豊橋市です。

カトリック豊橋教会に信者が日本人ばっかりではなく、外国人のほうが多いです。ミサと勉強会

など各言葉で行い、賑やかで楽しく信仰を深めます。 

 それは、もちろん、自分の力でやろうと思っても出来ないことだと思いますが、マミの皆さん

の祈りの応援と協力はずっと心に効いてます。日本に居た間だけでなく、今でも感じています。

婦人部 国際初聖体 
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感謝の気持ちで心がいっぱいです。 

 これから、ブラジルに過ごしていてもマミの協力を望みますよ。

まだまだ、ブラジルの活動が決まっていませんが、わかったら、教

えます。 

 今までやってくれたことにどうもありがとうございます。これか

らも宜しくお願いします。 

 

 

主の平安 

 日本のオブレート会のブラザー津田季穂のことをご存知の方も

多いと思いますが、知らない方のために紹介したいと思います。

ブラザー津田は画家でしたので、愛された方に津田先生とも呼ば

れました。ベニウズという鳴門の絵画のグループが、津田先生の

作品に付いて、今年4月に勉強会が鳴門市で行われ、鳴門ケーブル

テレビでも放送されました。それを知って、ブラザー津田のこと

を知らない数年前に日本に来たオブレート会員のために、6月11日

にブラザー津田の勉強会がありました。この勉強会の指導者はブ

ラザー八木のお兄さん八木和彦さんでした。彼はベニウズの会員

で、津田先生が徳島県に住んでいた時出会い、あこがれで先生の

弟子のようになりました。だから津田先生のことを詳しく調べ

て、鳴門で開かれたベニウズの発表を、オブレート会の勉強会に

も発表してくれました。以上のことで、今から津田先生に付いて分かった事を、簡単に紹介した

いと思います。 

津田季穂プロフィール 

1899年(明治32）11月23日、日光に内科医長、神吉翕次郎、いせの五男として生まれる。 

1914年(大正 3) 11月、従兄の猟銃を書生が持ち出し、右目に向けて｢撃つぞ！｣と言った。｢撃

て！｣ と答えると発射。生命危篤となり、翌未明東大病院に運ばれ奇跡的に助かるが、このとき

の心労がもとで母を失う。叔母の津田姓(父の旧姓)を継ぐ。中村不折、関根正二らのいる太平洋

画会に通う。 

1917年(大正 6) 日本美術院展に入選し美術院に入る。村山槐多と親交をもつ。 

1939年(昭和14) 稲垣足穂と知る。牛込横寺町に移る。丸山薫、石川淳、辻潤、衣巻省三らと会

う。この頃のことは稲垣足穂の自伝的小説｢弥勒｣、｢幼きイエズスの春に｣等に活写されている。 

1942年(昭和17) 3月、富永踏(画家･後にベニウズ会員)とともに、鳴門の富永氏実家を訪ねる。 

               ｢小さき花―聖女小さきテレジアの自叙傳｣を読み、感銘を受ける。 

カトリック豊橋教会 
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1943年(昭和18) 正月｢小さき花｣の訳者ブスケ神父を西宮市カトリック夙川教会に訪ねる。東京関        

口教会の神父を紹介される。2月と5月に鳴門(5月から大村正家に)滞在。7月、関口教会で洗礼を

受ける。洗礼名ヨゼフ。 

1944年(昭和19) 2月、結核性骨膜炎にかかり、帝大病院で右足首の上から切断。春と秋に鳴門を訪

れる。 

1945年(昭和20) 徳島教会で滞在。徳島市民病院で右足を膝の下から切断。退院後いくばくもない

7月4日、徳島大空襲に遭う。東京小石川徳川邸で終戦の詔勅を聴く。赤穂、高知、東京、鳴門な

どを行き来する。 

1947年(昭和22) 鳴門大村家二階に住む。鳴門に生まれた絵画グループ「ベニウズ」に参加。  

1952年(昭和27) 安芸オブレート会修練院で着衣式。 

1959年(昭和34) 安芸、海の星教会で修道終生誓願。修道士となる。 

1960年(昭和35) 福岡、古賀教会に赴任。高橋睦郎を知る。  

1967年(昭和42) 福岡フォルム画廊で個展。 

1968年(昭和43) 徳島、阿南教会に転任。ベニウズより画集出版。  

1970年(昭和45) 鳴門市撫養町斎田に住居兼アトリエを持ち、阿南と鳴門を行き来する。  

1980年(昭和55) 高宮画廊より画集出版。8月より鳴門に定住。 

1981年(昭和56) 喉頭癌のため死去。享年81歳。ＮＨＫ教育テレビ｢日曜美術館｣で紹介される。 

1982年(昭和57) 高宮画廊、徳島県郷土文化会館で遺作展。 

1983年、84年、87年、90年、93年、97年、2003年、2008年、高宮画廊で遺

作展。 

2000年(平成12) 徳島県立近代美術館 開館10周年記念展｢近代徳島の美術

家列伝｣で2点紹介される。 

2009年(平成21) 10月～11月、高宮画廊、鳴門市立図書館で｢津田季穂

展｣開催。 

2013年(平成25) ｢ベニウズの先人たち展｣に10点出品。 

2017年(平成29) 創立70周年記念 第64回ベニウズ展に3点出品。 

2018年(平成30) 第65回ベニウズ展 －先人たちとともに－ に14点出品。 

修道士への召命に関して 

 津田さんの公教要理を聞き出してから２、３年経って、田中神父に頼まれたから、津田さんは

オブレート会に入ったそうです。津田さんの偉大さがわかる人は（修道会の中でも）１０人の中

に１人か２人はいたのではないかと言われました。津田先生も司祭になりたかった時期があり、

しかしあの頃のミサで司祭は何遍も祭壇の前に脆かねばならず、津田さんは足が悪かったのでそ

れができなかったと人から聞いた話も聞かせてくれました。教会の中で…ロビタイ神父は、始め
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は津田先生のような信仰は見たことがないと言っていたと。しかし晩年津田先生を尊敬するよう

になったそうです。結局、人間は死ぬために生きていると言えるのではないだろうか。「この

頃、痛切に感じることは、死ぬことが怖ろしくなくなったということ、いま死ぬぞと言われて

も、そうかと言って、死が待てますね。」という津田さんの最後の言葉…しっかりと死と向き

合っても、こういうことが言えるようになるために、カトリックの教えがあるのではないだろう

かと考えさせました。津田先生の言葉で終わりたいと思います。 

 とにかく、常に描くこと。純粋に描き続けること。意図的になってはいけないということ。そ

して無名で通すこと。そうすれば、神様は決してそういう人をほっておかないんですよ。 

1979.8.23 津田師の言葉 

 

 わたしたちはマルタとマリアのことについて書いてあるルカによる福音書のこの箇所をよく黙

想したことがあると思います。 

 マルタがいろいろなもてなしのためせわしく立ち働いていた時、マリアは主の足もとに座って

その話に聞き入っていました。そしてマリアが選んだやり方の方が一番必要なことであるとイエ

スさまが教えてくださいました。もちろん、わたしたちもイエス様の足元に座ってその話に聞き

入っていなければイエス様の弟子としての生き方を学べないのは言うまでもありません。 

 しかし、わたしはマルタの行動の中でも、大事なことがあったのではないかと思います。それ

は、「マルタという女がイエスを家に迎え入れた」ということです。もし、マルタのこの「イエ

スさまを迎えいれる」という行動がなかったとす

れば、マリアがイエスさまの足元に座って話を聞

く機会はありえなかったのではないでしょうか。

たくさんの人々がマリアのようにイエス様の足元

で話を聞く機会を作るには、どれほどこのマルタ

の迎え入れる気持ちが私たちの人生でも、私たち

の教会でも必要になるのではないでしょうか。 

 最近、私がある方と話している時、この「迎え

入れる」という行動がどれほど私達に影響を与え

るのか、と悟りました。あるお母さんと娘さんの

話なのですが、その娘さんがイエス様のことや教会のことに興味を感じて教会に行ってみたいと

お母さんに伝えたそうです。その気持ちを迎え入れたお母さんが娘さんと一緒に教会に勉強や御

ミサに参加しました。そのように参加しているうちにお母さんの方がもっと深い興味を感じて洗

礼の恵みをいただくことになって、今もイエス様の足元に来て座って話を聞くことを続けていま

す。このすべてはその娘さんの気持ちをただ迎え入れたからではないでしょうか。 

 イエス様の足元にすわってその話に聞き入っている教会があるために、気持ちよく迎え入れる

教会であれば十分だと思わないでしょうか。 

 「マルタという女がイエスを家に迎え入れた」 ルカ10：38 



 

6  

マミ ニュースレター 

 

 マルティン・ブーバー(Murtin Buber)(1878-1965)という「対話の哲学者」「平和の哲学者」と

呼ぶにふさわしい活動を展開させた人に、書籍を通して出会いました。彼は、イスラエルの宗教

哲学者であり、対話と関係性の思想を打ち立て、ユダヤ精神の普及に努め、旧約聖書を翻訳し、

イスラエル国家建設に関与し、アラブとの和解に尽くした平和運動家でもあります。彼の業績は

幅広く、哲学や宗教のみならず、政治や教育、芸術や医療など多方面にわたっています。 

 次のような彼の言葉があります。「愛は人間の中で生まれるのではない。人間こそが、愛の中

で生まれるのだ。人は真に愛している瞬間に『私はいま愛している』などと自覚したりしない。

自分の中に愛があると自認する人は、真に愛していない。愛は無意識であり、自然であり、さり

げない。愛とは、中ではなく外に向けて開花する生命の活かし合い、高め合いの関係性そのもの

なのだ。」 

 私たちが出会って知り合って、その中で愛が生まれるので

はなく、私たちこそ、愛の中で生まれてきた存在なのですよ

ね。両親の愛によって、なによりも神さまの愛によって…。

なので、例外なく私たち一人ひとりが神さまの愛の結晶で

す。例外なく一人ひとりが、かけがえのないとても大切な存

在です。例外なく一人ひとりが、この世に送られてきた神さ

まからの貴重な贈り物です。神さまの愛によって生まれた私

たちは、神さまに永遠に愛され続ける存在なのでしょう。 

 そして、敢えて違う言い方をすれば、愛とは何か…どのよ

うに愛すれば良いか、と考えれば考えるほど、あるいは愛の

行いを実行しようと思えば思うほど、真の愛から離れ遠ざ

かってしまい、ますます愛の実行に至らないという矛盾した

結果になってしまうということでしょうか。私も体験があるのですが、〇〇のために〇〇のこと

をした、できたと実感したときには、その相手はさほど私の行動に高い評価を示さなかったりす

るのですが、無意識に見せた表情やさりげなく言った一言にとても感謝されたりする場合があり

ます。「してやった」とか「自分がやった」とか思った時点で、大切なものが相手に伝わらなく

してしまっている気がします。 

  もしかしたら、福音宣教もこれと同じで、福音宣教とは何か…どのように福音宣教すれば良い

か、と考えれば考えるほど、あるいは福音宣教を実行しようと思えば思うほど、真の福音宣教か

ら離れ遠ざかってしまい、ますます福音宣教の実行に至らないという矛盾した結果になってしま

うということでしょうか。 

  きっと私も皆さんも、自分が気付いていないさりげない態度や表情言葉で、周りに愛や福音宣

教を実践しているのかもしれませんね。それで良いのかもしれません。というか、その方が良い

のかも…。なぜなら、そんな自分の自然な姿を通して、神の愛を示すことになるから…。なにし

ろ、私たち一人ひとりは、神さまの愛の中で生まれた存在ですから…。 
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 カリスマとは抽象的なアイディアではない。生きているもの、生活するものである。オブレー

ト会のカリスマを学ぶ一番良い方法は、創立者の生き方を見ることである。 

 カリスマのことだが、度々黙想会を指導し、また創立者について講演した時に、多くの人が次

のような質問をする。「オブレート会の精神というのですが、オブレート会の精神とは、いった

いどういうものですか。全てのオブレート会士に当てはまり、そして他の修道会にはないものは

何でしょうか。」  

 私は長年オブレート会の特徴を探してきた。正直に言うと、無駄な時間を費やしたようだ。精

神というものは、定義できるものではないのだ。精神というものは生きているもので、人間が生

きるものである。  

 公会議の修道生活刷新の教令のところで言われているのは、「修道会は、主が蒔いた種からで

きた大きな木の、その驚異的な枝のようなものである。」ということである。 

 大きな木のどの枝を見てもよく似ている。しかし少しずつ違う、けれども生きている間は発展

していくので、命と同じように、それを定義づけると殺してしまう。 

 私は、今になってオブレート会を定義しようとは思

わない。しかし、ウジェーンのような司祭、宣教師、

修道者になりたいと思う。会憲会則が描く宣教師であ

る。知性的な考えを勉強することでなく、生活そのも

の、命である。 

 公会議の教令で、修道会を家族と呼んでいる。大き

な輪の中に、幾つかの家族が入っている。どの家族を

見ても同じように生活している。家の形も似ていて、

職業も毎日の過ごし方も似通っている。しかしそれぞ

れの家庭には違うところがある。普通はその違うとこ

ろは気がつかない。 

 その家庭に属していないまわりの人が色々な違いを見る。もし、だれかにあなたの家庭の精神

は何かとたずねたら、まず質問の意味がピンとこないだろう。 

 定義できないのだ。毎日生きているだけである。私にとって問題は、他の修道会のメンバーと

自分がどう違うか考えることではない。私が訴えるのは、例えばレデントール会とオブレート会

とは、どう違うかという事ではない。創立者が望まれた、会憲が私たちに伝える生き方である。

こうやって創立者の生涯を研修するということは、彼はこの会を創ると決めて、何を望んでいた

のかを紹介したいだけである。例えば、ウジェーン・ド・マズノと友人のフォルバン・ジャンソ

ンの違いは、後者が大きな計画を作る者だった。創立者は非常に具体的で現実的な考えを持って

いた。ド・マズノは、どちらかと言うと、理論を解くと言うより実用家である。カリスマを知り

たいなら、まっ先に彼の生涯を見ることだ。彼の生涯の全ては、1807年の聖金曜日に始まった。 
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 十字架のイエスの前で、イエスが全人類の為に亡くなられたこと

を黙想した。それにもかかわらず、周囲にはイエス・キリストを知

らない人たちがいるという事実、それが出発点だった。 

 新しい会憲の本には、会憲以外に創立者の言葉も引用してある。

例えば１２ページ、救い主の協力者について、「彼らの宣教会の目

的よりも崇高な目的が他にあろうか。彼らの創立者はイエス・キリ

スト、神御自身の御子である。彼らの最初の師父たちは使徒たち。

彼らは救い主の協力者として召されている。人類の同伴者として召

されている。彼らの会員が少ないことや、まわりの人々の焦眉の需

要を思い起こせば、彼らはしばらくの間、その熱誠活動を地方やその周囲に住む貧しい人々に限

らざるを得ないが、彼らの大望、その聖なる願望は、全世界の果てまで、すみずみに至までを抱

擁すべきはずである。」 

 この協力者、同伴者は特別な字体で書かれていた。この特別な字体のために召命を受けたと彼

らは感じていた。この考えは、パウロのコリント人への手紙から来ている。 

 

 

◆ようこそ！ソブジュ神父様 

 今年2月2日、バングラデシュからソブジュ(Simsang Sobuj)神

父様が、韓国に到着しました。韓国で宣教師として働くた

め、今は韓国語学校に通い、勉強しています。彼のためにお

祈りください。 

◆歌って祈って召命を増やそう！ 

 今年オブレート会召命年にあたり、「歌って祈って召命を増やそう！」と題して

各地で召命の祈りの集いを開いています。伊丹地区、徳島地区は終了し、豊橋地区

を10/27に、高知地区を来年2/2に、福岡地区を4/6に予定しています。ぜひご参加く

ださり、オブレート会召命のためのお祈りをよろしくお願いします。 

◆韓国の志願者状況 

 韓国に5名の志願者がいます。スリランカに１名(ジャスティン)、マニラに１名

(ジョン)、韓国に３名(ポール、サビノ、ピーター)。彼らのためにもお祈りをよろ

しくお願いします。 

◆オブレート会 日本/韓国 ホームページ 

 オブレート会のホームページにアクセスしてみてください。日本語版は調整中

で、言語は英語です。https://www.omi-japankorea.net/ 

お知らせ/お祈りのお願い 


