
M A M I  

Newsletter 

(オブレート会協力者会報 2022 年 ２月 No.75) 

アンケート回答を受けて 
ブラザー八木信彦 

 以下は、皆さんからのアンケート「年に一度の地区の集いのあり方／マミに望むこと等」につい

てのまとめです。 

地区の集いのあり方 
＊開催回数 

・1年に複数回の開催 

・年一度の集い以外に、年二回位、担当者が各教会を回り講演 
・年に一度、集まって横のつながりを深めるのは、楽しみ。 

＊テーマ、内容 
・マミ会の趣旨方針をもう一度知らせる 

・テーマに「貧しい人々」をとり上げて欲しい 
・小グループでわかち合いなどもとりいれるとよい 
・信仰の糧、オブレート会への応援にもなる。マミ会員の自覚になる 
・黙想会(祈り)や巡礼(親睦)などの活動も良いのでは 
・プログラム数を少なくして、一つを充実できるように 

＊親睦の場 
・会員だけでの分かち合いがあっても良い、親睦を深める 

・オブレート会の神父様方のお顔を拝見したり、普段と違う話が聞ける 
・総会(集会)後の茶話会 
・宣教師との関わり、並びに多少教区の信徒の方との交わり 
・あまり会わないオブレート会員の、主と共に歩む日々について話を聞きたい 

・皆さんの話も聞ける。交流ができる。ミサに参加できる。その中で気付きをもらえる。 
・教会以外のマミ会員との交流 
・オブレート会で結ばれている司祭修道者と信徒の皆さんとの交わり 
・皆さんとの分かち合い 
・同じ信仰の仲間が一つに集う事の楽しさ、うれしさを体験できる事 

・一年に一回なので懐かしい 
＊祈り、信仰の場 

・この時期だからこそ信仰を見つめ直す機会に 
・年内に亡くなった方の発表や祈りを皆で出来ると良い 
・ノベナや別の事をやっていただきたい 
・目を外へ向けると同時に内面を見つめながら助け合うこと、そのためにどう行動すべきか、

答えを引き出してほしい。教会がどうあるべきか考え語り合うこと 
・信者は霊的なものを望んでいる 
・祈りの日を決めて、繋がる方向に持って行く 
・自分自身の信仰を深めたり振り返ったり出来る、信仰のありがたさを感じる 
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・マミの会に連れて来た方が2名、洗礼を受けることになった 
＊知る場 

・他の地区の方々がどのような活動をされているのかの紹介 
・こちらもマミ会員に望んでいることが知りたい 
・創立者の生い立ち・生き方などを聴きたい 
・もっとオブレート会のことを知りたい 
・世界のマミを知ること 

・オブレート会員の話が聞けるのが楽しみ 
・オブレート会やその歴史、霊性、創立者を知る機会となっている 
・色んなことを知ることができる 
・日本以外のオブレート会を知れる 
・日頃の教会活動とは別角度の視点からできごとを知り得る機会 

・オブレート会の活躍のビデオテープを見た事。 

マミに望むこと 
＊マミ会費 

・会費が具体的にどんな役に立っているのか知りたい 
・マミの会費支払い現況を個別に教えて欲しい 

＊ネット 
・オブレート会の Facebook やホームページからトピックを解説や紹介 
・ネットでの集いの在り方の可能性 

＊マミPR 

・マミ活動のPR、写真を中心に、各教会で 
・外国人の方々も誘いたい 
・オブレート会、マミの会を理解してもらう簡単なパンフ(リーフ)レット(外国語版も) 

＊ニュースレター 

・マミニュースレターの発行は続けて欲しい 
・会報などで県外の方達のお話しを知ることができる 
・マミニュースレターは参考になる 
・苦しい時にマミニュースレターでとても励まされた 

＊その他 
・召し出しについての協力 

・同じオブレート会の精神で共に歩むこと 
・各小教区で年に何回かマミの為の祈りと、マミ献金を信徒全体で保っていくのがよい 
・会員という言葉を辞めて、信徒全体がオブレート会士をサポートしていく協力が大事 

お応え 

 以上のことについて、できるだけお応えしていこうと思います。ただしその内容は、今後のコロ

ナの状況によって変わることもあることをご了承ください。 

 年に地区の集いの複数回開催の声も聞かれますが、現状では一年に一度が精一杯でしょう。た

だ、今度行われるZoomによる全体会議の結果によって、Zoomを通しての種々の集い開催の可能性も

考えていきたいです。でも、実際に出会っての集い開催を優先します。 

 テーマや内容としては、「マミの趣旨方針」「貧しい人々」「自分の信仰を見つめ直す」「霊的

な深みへ」「海外のオブレート会／マミ」「オブレート会の歴史、霊性、創立者」「信心業や種々

の祈り」「黙想会的なこと」「巡礼」等を取り入れ、動画や写真、音楽等を通してお伝えしていき

ます。 

 種々の親睦…オブレート会員(マミ担当とそうでない会員)とマミ会員、マミ会員同士(小教区内

外、地区内外)の親睦の場であるように、ミサや祈り、分かち合いやお茶会を通して集いを開催し

ていきます。巡礼の旅という手段もあるでしょう。 

 小グループでの分かち合いは、進行役や書記のお願い等課題もありますが、できるだけ取り入れ

ていきます。 

 マミ会費は、主に日本国内での召命(志願者が出た場合の養成費)や、海外から日本へ派遣される
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司祭の日本語学習費のために使われ、現在120万円ほどが口座にあり、今後の召命や海外からの司

祭派遣のために蓄えています。今回のマミニュースレター「コロンボ管区(スリランカ)のオブレー

ト会」で、日本地区長のブラッドリー神父も触れていますが、スリランカから一人の若い司祭が今

年日本に派遣されることになっています。そのような司祭支援のためにマミ会費は使われます。ま

た、地区の集い開催やマミニュースレター発行のためにも使われています。 

 マミPRのために簡単なチラシがあります。今、Zoomを通してのマミ全体会実施のために、各地か

ら皆さんのメールアドレスを知らせていただいていますが、そこにそのマミPRチラシを添付して

皆さんに送付するという方法もあるのではないかと考えています。外国語版の作成も考えます。 

 マミニュースレターは、基本的に年三回発行することになっていますが、現在年一回の発行に

なっているので年三回に戻し、各地区の状況や海外のマミやオブレート会のことを掲載して、その

情報を皆さんと一緒に共有できたらと思います。 

 皆さんの貴重なご意見、どうもありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

 オブレート会中央本部は、第36回総会からの任務を遂行し、「オブレートの人々として生き

る」というテーマで、信徒世界合同会議を計画しました。この会議を通してオブレート会のカリ

スマ性に触発され、福音活動でオブレート会員を支えてくださっている世界中のマミ会員の責任

ある活躍を認め、一緒につながり、分かち合い、委託することを目的としました。このイベント

はオブレート会の大家族として、地域的と国際的につながる方法の深さと多様性を共有すること

も望んでいます。この会議のために「オブレートの人々

として生きる」を選び、ロゴを作りました。ロゴはキリ

ストを中心としたオブレート会のカリスマの周りに、地

方的、地域的、そして国際的に集まるすべての人々とい

う意味を表します。アジアオセアニア地域– 2019 AORC

会議で、このイベントをサポートするために、フィリピ

ンのマニラとスリランカのコロンボの2か所で地域会議を

開催することが決定されました。  

 実はこのイベントは２０２０年５月に開催する予定でしたが、コロナウイルス感染故に移動す

ることと集まることも出来なくなり、２０２２年５月に行われることになりしました。それでこ

のOLAC22の準備のために、会議の責任者は２０２１年７月１７日にズーム(SNS)を介して、アジ

アオセアニア地域会議のアイデアを思いつきました。会議の目的は次のとおりです。 

●各ユニットの信徒オブレート協力会（マミ）の現実を知り、地域レベルで共有する。 

●異なる現実（交換連絡先、資料、オンライン機器など）を接続する。 

●OLAC22会議の準備。 

●将来への活動計画を共有する... 

第２回オブレート信徒世界合同会議 
スティーブ・ロサリオ神父 

2nd Oblate Lay Associations Congress (2nd OLAC) 

第２オブレート信徒世界合同会議 

２０２２年５月２７日－２９日 

オブレートの人々として生きる 
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 最初の集会だったので、ユニットごとに３人のマミ会

員と一人のオブレート会員に制限することが決定されま

した。 日本から辻本みどりさん(古賀)、キム・ソング

ンさん(水巻)、私スティーブが参加しました。各国のユ

ニットは、最大約５〜６分のビデオプレゼンテーション

を行うように求められました。 ブラザー八木が日本に

ついて簡単に紹介するビデオを準備しました。宣教事

情、国、規模、オブレートの数、歴史、マミ会員と協力するためのユニットのビジョン、信徒と

の福音活動と将来の計画、等を紹介しました。 

 この会議には、アジアオセアニア地域の１４のオブレー

ト会管区から３５名が参加しました。参加者は、４つのグ

ループに分けられて、経験と活動内容を分かち合いまし

た。各地域でのマミの可能性を提案してくれました。これ

は、コロンボとフィリピンによって組織されました。会議

の後に総長ルイス・ローガン神父も参加し、より多くの分

かち合いと将来のイベントの成功のために祈り、創立者の

十字架で祝福してくださいました。 この準備会議はオブ

レート会のカリスマがアジア地域の色々な場所でどのよう

に豊かに生きているかを知ることが出来ました。 

 また２０２２年５月２７日－２９日におこなわれる第２回オブレート信徒世界合同会議を通し

て、他の地域のオブレート会の協力者と交流出来ることを楽しみにしています。残念ながらオミ

クロン株感染者数が多く広がっている今、このイベントは可能かどうか考えられないですね。も

しかしたらまたズーム（ZOOM）を使って会議をするようになるかもしれません。このようなイ

ンターネットの技術に慣れるように心がけましょう。SNSの時代に変わりましたね。久しぶりに

２月１９日に皆さんとズームで合う事を楽しみにしています。 

 

 

 2021年7月17日（土）第2回オブレート信徒世界合同会議の小グループミーティングにオンライ

ンで参加しました。 

 私は、主に日本のマミ会員の活動について話を準備しました。年に一度の各地区での集い、

ニュースレター、会員が各教会で神父様と共に働いていること、一人一人の祈り、最近では、外

国人司牧やフードバンクです。 

 それをベルナルド神父様に英訳していただき、大きく印刷をして厚紙に貼り、英語でのあいさ

つの練習をして始まりを待ちました。人見知りに英語への苦手意識が加わり逃げ出したい気持ち

でいっぱいでした。 

 ベルナルド神父様のパソコンの画面には、様々な国のマミ会員の顔が並びました。あいさつの

後に小グループに分かれて発表で活き活きとしたお話、自信に満ちた笑顔は、英語が分からない

私にも、活動の喜びが伝わるものでした。会員の皆さんと共にイエス様が働いておられる事が感

第2回オブレート信徒世界合同会議に触れてみて 
アグネス 辻本 みどり 

総長ルイス・ローガン神父 
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じられました。 

 日本のマミ会でも、これからオンラインが利用されます。画面に

映る会員の内にイエス様が見えるかもしれません。あなたはオンラ

インマミ会に参加されますか？神様は必ず備えてくださいます。 

 私は出来ないと思うあなた、勇気を持ってお手伝いして下さる方

に声をかけてみませんか？ 

 

 

 マミの皆様、いつもお世話になりありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症のパンデミックが三年目に入る２０２２年の年明け、いかがお過ご

しでしょうか。 

 さて、私はマミニュースレターを通して皆さんと

スリランカ・オブレート会ミッションについて分か

ち合いたいと思います。ミッションについて詳しく

書くと長くなり読むのが大変だと思いますので出来

るだけ短く書かせていただきます。 

 私たちの修道会の創立者聖ウジェーン・ド・マズ

ノ自身が１８４７年にスリランカ(当時セイロン)に初めての宣教師を送って以来、今年で１７５

年になります。最初は小さなからしだねのように始まったオブレート・ミッションは、海外から

来られた宣教師の働きによって大きくなり、スリランカの北部の町ジャフナーに一つの管区と、

商業首都コロンボにもう一つの管区を設立しました。スリランカでは長い歴史を持つオブレート

会が司祭・修道士や修道会を支えてくださっているマミの会員に恵まれ、その働きがたくさんの

実を結んでいることを嬉しく思います。現在、２５０人以上のオブレート会員がスリランカの教

会や社会のために貢献しています。ここで嬉しいニュースですが私たちオブレート会日本・韓国

が属しているコロンボ管区から一人の若い司祭が今年日本に来ることになっています！これは召

命の少ないこの日本にいる私たちは神様からいただく大きな恵みであり、喜ばしい知らせでもあ

ると思います。 

 スリランカでのオブレート・ミッションについてです

が、とても大事だと思う一つは、神学生の養成です。スリ

ランカでは、小神学校や修練院、また大神学校があり、た

くさんの若者が勉強しています。神学生の養成に関わって

いるオブレート会員は海外での養成研究を終えた後、スリ

ランカの神学校に派遣されています。将来司祭・修道士に

なるために学問はもちろんですが霊的生活は欠かせないも

のです。ですから、養成に関わる者が勉強や生活のバラン

スのとれた養成プログラムを作り、養成チームとして神学

生を導くことに集中しています。若者の養成はとても大事

コロンボ管区(スリランカ)のオブレート会 
ブラッドリー・ロザイロ神父 

スリランカにおける宣教 

修練院 
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なミニストリーで、そのために選ばれたオブレート会員は

一生懸命頑張っています。 

 オブレート会は恵まれない環境の中で生きている子供の

ために施設や学校を設立し、英語や心理学、そしてパソコ

ンや技術研修を教えたりしています。また、教育の面でお

世話になっている先生やスタッフの皆さんの金銭的なサ

ポートをしています。他に、精神的・物質的に困っている

人のために海外からの援助や寄付を集めて彼らの面倒を見てあげています。 

 病院でのチャプレンの奉仕を務めている会員がい

ます。毎日病人を訪問し、カトリックの患者さんに

秘蹟を授けたり、彼らに寄り添い痛みや苦しみに耳

を傾けたりしています。また、病院で働いているカ

トリック看護師のために集会や黙想会やミサなども

やっています。 

 マスコミュニケーションですが特に若者を中心に

家庭や社会問題、正義と平和、そして人権といった

話題について書かれた記事や絵などを取り入れた雑誌を出版したり、 フェイス・スブック(FB)や

SNSを通してオブレート会と一緒に働いている若者の信仰教育や霊的指導をしています。 

 諸宗教との対話は大事なミッションです。仏教の多

いスリランカではお寺がたくさんあり、その近くに住

んでいる私たちの会員はお坊さんや仏教徒と仲良くし

たり、宗教行事にお経や祈りを唱えたり、祭りや集会

などを一緒に企画したりしています。諸宗教との対話

とは自分と異なった宗教を信じている人に何を教える

かではなく、お互いの宗教の教えや精神を尊重し、

持っているものを共有しながら平和で暮らすことに重

点を置いていると思います。 

 宗教を大事にしているスリランカではお寺やヒンドゥー教寺院だけでなくカトリック教会もた

くさんあり、オブレート会員は色々な教区で小教区を持って働いています。その他に説教師とし

てチームを組んで働いている会員もいます。彼らは四旬節や待降節に行われる教会の黙想会を指

導したり、また、スリランカでは小教区のお祝いを祝う習慣がありますので信徒の心の準備とし

て回心式やゆるしの秘蹟、家庭訪問やみことばの分かち合い、そして夫婦や若者のためにセミ

ナーなどを企画したり、ノベナ・ミサや説教をとして信徒に霊的糧を与えたりしています。 

スリランカでは長年に渡り続いた戦争（民族争い）が終結を迎えて以来１２年経ちましたが、今

も戦争難民がたくさんいます。オブレート会が戦争で親を亡くした子供や仕事を失った若者の将

来をサポートしたり、戦場でご主人を亡くした未亡人や戦争のトラウマを抱えながら生活してい

る人のカウンセリングをやっています。また、子供を中心とした平和教育を教えることによって

皆が宗教や民族を超えて平和で暮らせる環境や社会を作ることに貢献しています。その他に アル

大神学校 

オブレート会と若者 

諸宗教との対話 
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コール依存症に苦しむ人の回復を目指してさまざまな

プログラムやワークショップを企画しともに働いてい

ます。 

 皆さん、私はオブレート・ミッションについて短く

書いたつもりですがここまでの文章を読むと長い気が

します。もしかしたらそう思われる方がいるかもしれ

ませんのでこれで終わりにしたいと思います。 

 最後にマミの皆様、どうぞこれからも私たちオブレート会員を支え導いてください。私たちも

皆様のことを心に留め、一緒に歩んで行きたいと思います。 

 

 

 マタイ１６章で、シモン・ペテロが信仰宣言した後、初めて使徒たちに私はだれかと尋ねられ

たとき、ペトロは皆を代表し、あなたは生ける神の御子ですと言う。ペトロ、あなたは幸いだ。

教会の礎となるだろうという話があり、２１節で初めてご自分の受難を言い表す。 

 このときから、イエスは、御自分が必ずエルサレムに行って、長

老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目

に復活することになっている、と弟子たちに打ち明け始められた。す

ると、ペトロはイエスをわきへお連れして、いさめ始めた。「主よ、

とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。」イエス

は振り向いてペトロに言われた。「サタン、引き下がれ。あなたはわ

たしの邪魔をする者。神のことを思わず、人間のことを思ってい

る。」 

 この引用の初めの部分では、ペトロは神の考えを言い表しているの

で幸いであり、礎となるといわれるが、その次には、神の考えでなく人間の考えで言っており、

２３節で邪魔をする者という表現は、原文では「つまずかせる石」であり、礎とを対比するもの

である。 

 イエスの公生活の初めのころに三つの誘惑があった。皆が目を見張るようなことをやってごら

ん、石をパンに、神殿の屋根から飛び降りろ、それらは人間的な成功というわけだ。 

 イエスの使命は屈辱と十字架の死、復活、この三つが裏腹になっており、絶対離すことができ

ない。イエスは死ななけれはならなかった。そこでペトロはサタンのように誘惑した。イエスの

言うことは人間的にいえばナンセンスだった。二度目の予告の時、私たちは理解もできず、一言

も何も言うことができなかった。ペトロがおこられたせいもあって。さらに悪いことにエルサレ

ムへ登る途中、弟子のヤコブとヨハネのやりとりがあった。 

 われわれは都合のよいことだけ聞きたいという傾向がある。ペトロは受難の予告を聞いたと

き、復活ということは耳に入らず、死ぬということで、ショックを受けた。ヤコブとヨハネは復

活ということだけ受け取り、その前の死は考えられなかった。人間の頭というものはなかなかそ

若い神父 

オブレート会と創立者 
ジャン・ドゥルアール神父 編集；池田 純(ﾚｲ･ﾌﾞﾙｺﾞｱﾝ)神父 
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ういうことを理解できない。 

 最後の晩餐の後、ゲッセマネの園に行く前、あなたたちはみな私を裏切るだろうと言ってい

る。あなた方は皆信仰を失うと。皆信仰を失った。マリアだけだ。十字架の下でたたずんだヨハ

ネも信仰を失ったことを福音書で告白している。 

 十字架のそばには女性たちとヨハネしかいない。墓へ葬られた後、ファリサイ人たちが何をし

たか覚えているだろうか。彼らはイエスが復活すると言っていたのを覚えていたので見張りを置

いた。弟子たちは皆忘れていて何もしなかった。女性たちは安息日が過ぎると、きちんとしよう

と墓へ行った。マグダラのマリアも復活ということは思い出しもしなかった。空の墓を見たマリ

アはペトロのところへ誰かが遺体を動かしたと言いに行く(つづく)。                                                                                                                             

 

◆振込用紙 

 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、振込用紙を手渡

しのため、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、失礼のほどをお赦しください。 

◆ミカエル山崎聰一郞神父帰天 

 マイク山崎(親しみを持ってそう呼ばれた)神父が、２０２１年１月

２６日に帰天しました。８６歳でした。彼の永遠の安息をどうぞお

祈りください。 

◆マミ全体会 

 ２月１９日(土)１０時～１１時半、Zoomによるマミ全体会を開催する予定です。

２月１７日はオブレート会創立記念日なので、その近い日に設定しました。クリッ

クするだけで、この「マミ全体会」に参加できるメールをお送りしますので、

nobby@kb4.so-net.ne.jp にあなたのメールアドレスをお知らせください。ご自分のパ

ソコンやスマホで実際に参加できるか試すため、運用テストの日(2/12,10時)を設け

ています。運用テスト、本番共に、ミーティング ID: 221 948 2022、パスコード: 

jpomi74 です。ぜひご参加下さい。 

◆第二回オブレート信徒世界合同会議／オブレート会召命祈祷週間 

 今回の記事の中にも含まれていますが、この会議は５月２７日－２９日に開催さ

れます。この期間は、５月２１日(聖ウジェーンの帰天日)から５月２９日(アフリカ

のレソトの宣教師、福者ジョセフ・ジェラールの帰天日)までのオブレート会召命

祈祷週間、ノベナの祈りの中に含まれます。この会議はオンラインで誰でもアクセ

スできます。詳細は当日が近づいたらお知らせします。 

お知らせ/お祈りのお願い 


