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現代に宛てたシャミナード師から の書簡

来
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る8月24日は、シャミナード神父が、彼の著作の中でも私たちマリアニス
トのカリスマを理解するための最も本質的な文書の一つとなるであろう一
つの書簡を年次黙想の説教師宛てに書いてから、
丁度175年になります。
この書簡が書かれた時、丁度シャミナード神父
は承認していただくために提出した1839年の会憲
に対する教皇グレゴリオ16世から賞賛の令状を受
け取ったところでした。そこで創立者は、誕生し
て間もないマリア会の生活と使命へのこのような
励ましに与るという自分の喜びを、兄弟たちと共
有したいと望んだのです。彼は、教皇の言葉の中
に、単に会則の文面に忠実であるだけではなくそ
の深い精神に対しても忠実であるよう更に努力す
べきである、との会員たちへの呼びかけを読み取

りました。
更にシャミナード師は、神がその創立を自分に霊示された修道会の宣教的カ
リスマの核心を構成するもの、すなわち、あらゆる階級、性別、年齢の人々に
信仰を教えるためのマリアとの使徒的な契約、へと全ての兄
弟を導きたいと望んだのです。彼はこのことを次のように表
明しています： 私たちは特別な誓願、すなわち、堅忍の誓
願によって、全力を挙げ、生涯をかけて、マリアを補佐する
ことを誓いました。
この記念日は、私たち一人ひとりがこの重要なテキストを
読み直し、シャミナード神父が私たちに伝えた精神において
自らを新たにする良い機会です。この書簡に関しては、いく
つかの意義深い論評があります。それらもまた、私たちがこ
の書簡の持つ豊かさを実感する助けとなります。
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FRANCISCO CANSECO師、マリア会国際神学校校長に再任

F

r. Francisco Canseco師は、スペイン管区長Miguel Angel Cortés師の同意を得て、ロー
マの国際神学校校長としての二期目に任命されました。これは、2014年9月1日から始ま
る三年間のための任命です。
シャミナード国際神学校のような国際的な養成共同体を指導するのは価
値ある任務ですが、同時に複雑な任務でもあります。神学生や彼らの行政
単位の長上、そしてこれまでの数年間私たちの神学校を訪れる機会のあっ
たすべての人々は、Francisco（Pachi）師が神学生、総本部、マリア会の
福利に奉仕するために、非常に寛大な心と変わらぬ配慮をもってどのよう
にこの任務を全うしているかを良く認識しています。マリア会のLester

Kaehler士（アメリカ管区）の存在は貴重なものでした。2013年発行の「マリア会の司祭養成
指針」を作成する上での彼らの協力は、各行政単位と神学校自身における司祭職の準備に関
する私たちの現在のビジョンを集約するこの文書を完成される上で決定的なものでした。
私たちは彼らがマリア会全体に尽くしてくれた重要な任務に感謝し、同時にFrancisco師が
彼の任務を新たに始めるにあたり、私たちの祈りと協力を約束いたします。

JACK VENTURA士、ICMFの所長に再任

最

近、Manuel Cortésマリア会総長は、アメリカ管区のMartin Solma管
区長の合意のもとに、Jack Ventura士をICMF(マリアニスト国際養成

センター)の二期目の所長として任命しました。Jack Ventura士は過去3年
間、全世界のマリアニスト家族のために資料提供の奉仕を行なうこのセン
ターの所長を務めてきました。この間、アメリカPhiladelphiaにあるICMFのスタッフは、総
本部の教育局によるマリア会の宣教事業体に関する最近の調査、Horizonsの組織（SMとFMIの
若手終生誓願者のための継続養成プログラム）、イタリアのManzianaで行われているマリス
ト会の刷新プログラムに参加するマリア会員の調整、および、他の幾つかの総本部主宰行事
や計画を援助してきました。更に、Jack士は世界の各大陸に置かれた他
のマリアニスト養成センターとの関係も保ち、その発展を支援し、援助
してきました。私たちはJack士の再任をお祝いし、この重要な任務への
引き続いた献身に対して、彼とIMFのスタッフの皆様に感謝します。更な
る情報はICMFのWeb-siteを検索してください。 http://www.icmf.info
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2016年HORIZONSの調整チーム、
ローマで 会議

6

月11日から16日まで、2016年Horizonsの調整チームは
ロ ー マ の マ リ ア 会 総 本 部 で 会 合 を 持 ち ま し た。
Horizonsは、終生誓願宣立後1年～10年を経たマリア会と
女子マリア会の若手会員のためのプログラムです。この国
際的な継続養成プログラムの目的は、世界に広がる奉献し
たマリアの宣教者としての若い男女マリアニスト修道者の
アイデンティティを深め、広げることにあります。2016年
Horizonsの日程と場所は未だ決定されていませんが、この
L-R: Sr. Nicole Tranhan, FMI, Bro. Erick
25日間の体験のテーマは、男女マリアニスト修道者に向け
Otiende, SM, Fr. Pablo Rambaud, SM, Bro.
Tom Oldenski, SM and Bro. Jack Ventura, SM. て設けられた創立200年祭のテーマ、すなわち、知り、愛
し、奉仕すること、と同じになる見込みです。更なる情報
は調整チームがプログラムを作ってから提供されます。

メール・アデル・ド・バッツ・ド・トランケレオンの取次による
奇跡に対する司教区調査の終結

6

月12日木曜日、イタリアのPallanza
にあるビラ・シャミナードの聖堂
で、マ リ ア ニ ス ト シ ス タ ー Michela
Messina の奇跡的治癒に関する司教区
調査の正式な終結が行われました。こ
の奇跡的治癒は尊者アデル・ド・バッ
ツ・ド・トランケレオンの取次による
ものと見なされています。Novara司教
区 の審 議会 は 2013年 11月 4 日に Franco
Giulio Brambilla司教によって設置さ
れました。15件の証人喚問後、審議会
はシスターMichela、彼女の両親と友人
たち、ドクターErnesto Meriggi、イタ
リア管区長 Luigi Magni師、新地区長
Damiano Tonello 士、総 長 Sr. Franca L-R: Mrs. Paola Rodini, notary public; Mother Franca Zonta;
Sr. Michela Messina; Dr. Ernesto Meriggi; Fr. Fabrizio
Zonta、財 務 部 長 補 佐 Sr. Gretchen
Poloni, judicial vicar; Bishop Giulio Brambilla; Massimo
Trautman、イ タ リ ア 管 区 長 Sr. Laura
Manzini, attorney and vice-postulator; Fr. Antonio Gascón,
Betti、ローマ、マリアニスト国際神学
postulator; and Dr. Amadeo Casagrande, medical expert.
校からの代表 Lester Kaehler士、列
聖請願者補佐Massimo Manziniと列聖請願者Antonio Gascón師が参加して、その最後の審議が行われ
ました。
今後は、真の奇跡が実際に起こったかどうかを調べるために、列聖省があらゆることを調査する
ことになります。列聖省の行政プロセスは中断期間ではなく、多くの人たちによって仕事がなされ
る期間です。従って、メール・アデルへの信心を生きいきと保つために絶えず祈りを捧げる時で
す。
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マリアニストの使徒的事業に関する第二回目の調査終了

教 育局長の指導の下、ICMFと特
別委員会の協力を得て、マリ
アニストの使徒的事業に関する第
二回目の調査が終了し、現在その
検討段階に入りました。皆さんも
ご承知のように、先の総会は、私
たちの事業に真のマリアニスト・
アイデンティティを与える条件と
基準を明確にすることに細心の注
意を払って、これらの事業を見直
すよう 要請 しま した」。昨年、マ
リア会員宛ての調査からこの努力
が始まりました。最近の数ヶ月間
は、私たちの事業体のリーダーや
協働者宛ての第二次調査が配送さ
れました。第二次調査への参加率
Leading Team of Colegio Parroquial San Miguel of
は良好でした。委員会は世界のあ Santiago de Chile, with Fr. Fétis and Bro. Magnan (GA).
らゆるマリアニストの地域から700
以上の回答を受け取り、このように大勢の参加を得たことに対しすべての協力者の皆さんに
深く感謝します。今、委員会はこれら二つの調査と共に、男女マリアニスト修道者と私たち
の事業体の信徒の協働者から沢山の意見、感想を受け取っており、この仕事を前進させるこ
とが出来ます。この二回目の調査結果が纏まったところで、最初の調査結果と統合されま
す。それから、両方の調査の概要が準備され、意見、感想を求めるために行政単位の本部に
回送されます。最後に、2015年初頭に、調査結果とそれらに対するする意見、感想を参考に
しながら、委員会は2015年夏に予定されている総指導者会議に提出する素案の纏めを行いま
す。

メールアドレスの変更
新イタリア地区のE-mail:
regionale@marianisti.it

総本部日程
7月０7日－17日：ローマでの国際養成者会議

（英語使用グループ）
7月21日－31日：ローマでの国際養成者会議
（フランス語使用グループ）

