Via Latina 22
総 本 部 よ り の お 知 ら せ － マ リ ア 会

コートジボワールでの初誓願

2015年９月
24５号

2015 年 6 月 27 日 土 曜 日、2 名 の 新 し い 兄 弟、Roméo Angba と
Stéphane Somda両氏がコートジボワール地区マリア会に迎えられま
した。アビジャンのフランス語を話すマリア会修練院で2年間養成を
受けたこの2名の若者は主に
“Yes”と言う 決断を し ま し た。誓
願式は、修錬院の近くのヨポゴン
の小教区、聖ベルナール教会に
Bro. Roméo
おいて、大勢のマリアニスト家族
とこの2名の誓願者の親族、友人
たちの参列を得て、お祝い溢れる雰囲気の中で行われました。彼
らのために祈り続けましょう。聖なるおとめマリアが彼らのマリアニス
Bro. Stéphane
ト修道生活の霊的な歩みに同伴してくださいますように。

東アフリカに於ける初誓願
2015年8月15日、東アフリカ地区は聖母の被昇天の祝日にケ
ニアのリムル修錬院聖堂にて、Peter Mtika (マラウイ出身),
Alex Jiya (マラウイ出身), Joseph Kamau Ndura (ケニア出身)
の3名の初誓願式を行いました。
Gabriel Kirangah師がミサ聖祭を司式し、彼らの誓願を受け
入れました。Michael (Jun) Ochieng’師が説教を行い、そして
Alex Jiya, Peter Mtika and
修練院長の
Joseph Ndura
Joseph Maria
Mwaura師が誓願者を紹介しました。マリア会のメン
バー、信徒マリアニスト共同体、親族、友人たちが参
列し、地域の様々の文化を表す音楽が加わり、式典
は食事、ケーキカットそして音楽と続きました。

Joseph Ndura, Peter Mtika, Alex Jiya
leading the dance
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スペイン管区での終生誓願
9月5日、使徒の元后聖マリアの祝日に、Gonzalo
Torres-Quevedoはマリア会修道者としての終生誓願
を宣立しました。Gonzaloはマドリードにあるコレヒオ・
デ・ヌエストラ・セニョーラ・デル・ピラール校にて学業
を始めました。彼は大学にて学業を続け鉱山技師の
称号を得ました。この期間中, 彼は特にピラール校
に所属するボーイスカウトのグループと関わり、マリア
ニスト家族との関係を続けていました。しばらくの間、
専門職に従事した後、彼は修道生活への神の呼び
かけをより強く感じ始めました。2005年に、 彼は前修練期を開始し、2008年に初誓願を立てました。
9月の誓願式は、教会の母・聖マリア小教区にて行われました。スペイン管区長Miguel Ángel Cortés
師が司式し、副管区長Rogelio Nuñez士も同席して、誓願式が行われました。

スペイン管区での司祭叙階
50名ほどのマリア会員（その約半数
が共同司式司祭）を含むマリアニスト家
族のメンバ ーで 埋め尽 くされた教会
は、サン・フェリウ・デ・リョブレガト教区
のAgustí Cortés司教の司式するJavier
Sanzの叙階式の証人となる祝いに満ち
た共同体となりました。この式典は愛情
のこもった配慮をもって準備され実行さ
れました。デル・ピラ－ル学校とフラテ
ルニテに深く関わっている人々のコー
ラス隊が、キーボード、バイオリン、ギ
ターの伴奏で歌を歌い、参加者も歌に
加 わ る よ う 招 き ま し た。Agustí 司 教 は
シャミナード神父を引用しつつ、マリア
ニスト司祭は地位を求めることなく兄弟
Fr. Miguel Ángel Cortés, Provincial, the Bishop, Fr. Manuel
Cortés, Superior General, and Fr. Francisco Canseco, Rector
たちとキリスト者共同体へ奉仕をする事
of the Chaminade International Seminary in Rome.
が使命である、と私たちに思い起こさせ
てくださいました。私たちはミサの福音で姦淫中に捕らえられた女性とイエスとの対話，すなわち、神は何
よりもまず慈悲深く憐み深い方であること、を朗読しました。預言者エレミヤの召命についての箇所は、主
は私たちの弱さに同伴し、私たちの使命遂行に力をお与えになることを思い出させました。
叙階式の後、私たちは高校の食堂に移動し、マリア会共同体の援助を受けて学校食堂のスタッフに
よって準備されたディナーでお祝いを続けました。その翌日には、もっと家族的雰囲気の中で、Javierは
ファウスティーノの墓所近くにある教会でミサ聖祭を司式しましたが、その教会は彼が幼少期、青春期に
祈りをした場所であり、彼が神との会話でその呼びかけに対して応答を強めた場所の一つでもあります。
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総指導者会議

「総長は、総会と次期総会の間に、拡大総長評議員会の全メンバーと、会
の各管区長、副管区長、地区長、従属地区長とからなる集会を召集する。
総指導者会議と呼ばれるこの集会の目的は次の通りである： a）本会の一致
を固める; b）共通の問題につき意見と情報を交換する; c）教会の現在の動
向を検討する; d）前回の総会の諸決議の実施を調査する; e）次期総会を準
備する; f）総本部の財政運営を検討する.」
（「生活の規則」７－６２条）

先月7月5日～19日にかけて、ローマVia
Latina 22、総本部で、真に兄弟的雰囲気の
中、総長評議員会のメンバーと行政単位の
責任者たちは、この“生活の規則”に規定さ
れている任務を果たしました。総指導者会議
が総本部で行われたのは2度目であり、この
会議において、祈りの精神、積極的な意見
交換、協力のうちに、重要な討議と決定が行
われます。
総指導者会議は、総長評議委員を含め総
勢 28 名 で し た。会 議 形 態 は 発 表、全 体 会
議、および小グループの会議によって異なっ
ていました。時には地域別、またある時は言語によってグループが形成されました。
会議アジェンダの重要項目に加え、メンバーたちはこの機会を活用して非公式に彼らどうしで意見
交換や意思の疎通を行いました。会議はマリア会共同体の雰囲気で行われたので、祈りや食事の雰
囲気は兄弟的でマリアニスト的なものでした。Via Latinaの皆さんのサービスは最高の“おもてなし”で
した。
2015年総指導者会議についてのより詳しい概要をこの号の“付録”として付け加えました。
（添付資料３ページを参照）
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スイス地域共同体の長上に
BRO. ROLAND GRUBER 任命
長年に渡る寛容的なリーダーシップで管区長、地区長としてまた現在
のスイス地域共同体の長として奉仕の任にあたってきたLeo Müller師
は、その任務をRoland Gruber士に引き渡します。スイスの会員たちの意
見聴取を経て、７月の総長評議委員会において、Roland士が地域共同
体の長として任命されました。私たちはRoland士が前向きにこの役割を
引き受けてくれたことに深く感謝、また、Leo師が長年に渡りスイスの会
員とマリア会に奉仕してくれたことに深く感謝します。Leo師は数々の移
行の時期を通して兄弟たちを導いた“良き牧者”でした。彼は常に深い
繊細さと真の兄弟愛の配慮を持ってこの任務にあたってきました。彼は
今こそ当然の休息を楽しむことが出来ます。

ポーランド共同体の
スペイン管区への移管
総長評議委員会の提案とポーランドの兄弟たちの全員一致の合意により、ス
ペイン管区はワルシャワの近くにあるピアストゥフの共同体を管理下に統合す
ることを受諾しました。スペイン管区への移管は総長の発令をもって本年９月
12日に正式に実施されました。ポーランド共同体は設立以来総長とその評議員会の直接管理下にあ
りました。総長がスペイン管区長評議員会に宛てた書簡の中で言っているように、移管の理由の一つ
は、2006年の総会での勧告に基づいているものです。それは、“総長評議員会に対して、なるべく新
創設体の統治をある行政単位に委ねるよう”ということでした（Ｎｏ．４７．２）。
もう一つは、ポーランド共同体とスペイン管区はお互い異質なものではありません。ポーランドの新
創設体で働く2人の会員がスペイン管区所属であるという事実は、長年にわたって管区と新創設体と
の特別な関係を築いてきており、総会の勧告を実現させ、彼らの生活と使命において2人の兄弟たち
へのより良い直接的な支援を確かなものにする最も自然な方法はスペイン管区への彼らの法的移管
を要望することである、と総長評議員会には思われました。
私たちはスペイン管区の寛大さと即応性に対し感謝いたします。私たちはこのしい統合がお互いの
ためにも、ポーランドのマリアニスト宣教にとっても効果をもたらすものと期待しています。

教皇庁へのRINALDO IACOPINO師
(イタリア地区)の任命
2015年9月1日、教皇フランシスは東方教会省の典礼に関する特別
委員会のメンバーを更新しました。委員会は８名の司祭で構成されて
おり、その中にイタリアのRinaldo Iacopino師が含まれています。
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フランスTAIZE共同体によって企画された奉献生活に関する国
際エキュメニカル会合に４名のマリアニスト修道者が出席
7月5日から12日にかけてテゼ共同体は“修道召命の現状”に関する考察のエキュメニカル会議を男女
の若い修道者のために計画しました。発表者はプロテスタント、ギリシャ正教、カトリックの修道生活の代表
者で、その中にはイエズス会とドミニコ会の総長もいました。発表を聞いたり、対話したりする非常に興味深
いものでした。私たちの会員4名が出席し、3名がスペインから1名がフランスからでした。彼らのうちの1人が
以下にその体験を私たちに分かち合ってくれます。発表された興味深い内容のテキストはすべてフランス語
と英語で入手出来ます。
(English: http://www.taize.fr/en_article19339.html )（French: http://www.taize.fr/fr_article19244.html ）

修道召命について
ある人は、修道生活は背景に退いてし
まった、時代遅れである、今は引き出しの
中へしまっておくべきものと考えています。
それは違います！
7月5日から12日の一週間、アフリカ、アメ
リカ、アジア、ヨーロッパ、オセアニアの5大
陸から約300名の修道者が集まりました。私
たちは皆、激変する世界にあって共に集
い、生きる喜びを分かち合うことを味わいま
した。小グループでの意見交換、様々な信
仰（プロテスタント、イスラム、ギリシャ正教、
At Taizé, Bros. Ricardo (ES), Gonzalo (ES), Jean-Eddy
カトリック等）を深く生きている人々の発表
(FR) and Sergio (ES)
は、私たちがお互い正面から向き合い、同
時に、証しする証人および弟子としての責任を負い、人種、国、および文化の区別なに、キリストにおいて
私たちが受けた命を他の人々伝える助けとなりました。
もし、兄弟愛の秘跡は私たちのキリストへの愛着を具体化するものの特徴となる、ということが真実なら、
この秘跡は、復活したキリストへの生きた証しをするた
めに私たちが昨日と同様、今日も一致に参加するよう
招いている、ということはやはり真実です。“あなた方は
地の塩”、味を与える塩であり、私たちの存在だけから
くる私たち自身の能力ではなく、キリストによって私たち
に与えられた恵み故に塩なのです。
私たちはこのような会議を共にすることをこれまで決
して期待もしなかったし、考えもしなかった人たちと出
会いました。
そうです、私たちが、ローマ・カトリック教会の修道者
として私たちの間で、そしてまた、他の教派と宗教と共
に体験できたすべてのことに対して、大きな感謝の気持ちを感じています。他者との交わりと分かち合い
において、私たちは神様から恵みと祝福をいただきました。 Pierre Jean-Eddy, SM
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エクアドルからの手紙
≪ 親愛なるRodrigo:
私はラタクンガの聖職者と司教との会議から今帰って来たとろ
です。会議の議題はコトパクシ火山によって生じた危機的状況で
した。私たちは今、公式には黄色警報下にありますが、避難しな
ければならなくなり、学級や事務所などが閉鎖されることになるオレ
ンジ警報の段階を警戒しています。今日、9月10日にちょうど新学
期が始まったところですが、しかし、小・中学生併せて100名ほど
少なくなっている状況です。すべてが心配の種となっています。
聖職者会議では、既に起きてしまった状況、すなわち、家畜と作物の喪失、価格の変化（悪化）に直面
して、皆で力を合わせようという機運がはっきりと見られました。私たちは被災家族を助け、避難所を提供する
方法を探し、そして何よりも、主が私たちに望んでいることについて司牧的なやり方で考察するよう私たち全員
で努めています。私たちはマタイの25章を再読しました。すべての面で状況はかなり危機的です。
宜しくお願いします。 Cecilio de Lora, SM ≫

祈りの意向
フランシスコ・サレス (Francisco Sales) 師からの依頼：イシアルさん (Iciar) のために福者シャミ
ナード師への祈り。イシアルさんはスペインのビトリアにあるマリアニストの高校を最近卒業しまし
た。彼女は進行し たリンパ腫と 診断され深刻な病状で す。彼女は私たちのエルカルビデア
(Elkarbidea 一緒に歩む)信仰グループに属しています。フランシスコ師が家族と話をし、家族は
同意し、そして私たちの祈りに大変感謝しています。

総本部通信 、最近の送信
訃報：No 14－19
9月9日：MSF MFF, 連帯と養成
（3言語）
マリア会財務局長、Michael McAward士
から行政単位の長と財務補佐へ送付

総本部日程
9月20日～10月15日：総長評議委員
全員でインド従属地区訪問

アドレス変更
キューバ新創設体Pinar del Río共同体
(スペイン管区所属): marianistas@obipinar.co.cu
(共同体とそのメンバー)

Beato Guillermo José Chaminade共同体,
Bogotá,コロンビア・エクアドル地区
（修道院）: 4664570.
Bro. Tom Giardino (US):
tgiardino@sm-usa.org
Fr. Michael Otieno Ochieng’ (EA):
mykejun@gmail.com

付録（VL22 245号）：総指導者会議・2015年
本来、立法機能をもつ総会と違って、総指導者会議（GLA）は、通常、情報交換、課題の解決策の検討、前回
の総会の諸決議の実施調査、次期総会の準備などを中心に機能する会議です。ときおり、今回のGLA同様、
前回総会は総指導者会議に特別な事項を決定する権限を委譲します。いずれにしても全部の作業は２週間内
で終了しないといけません。綿密な計画と参加者の素晴らしい働きのおかげで、今年のGLAはその目標を全部
達成することができました。下記はその幾つかのハイライトです：

マリア会の現状
長上たちは、その行政単位の現状を簡単に説明しました。もちろん、そこには行政単位の統計（年齢層、誓願
者数、修道者数）が含まれていましたが、同時に、各長上は、修道会として、また、宣教において直面している
課題や成功例を、第34回総会の決定が修道者とその行政単位にどのように受入れられているかということと合
わせて分かち合ってくれました。これらの説明からまたその後行われた話し合いから、多くの共通のテーマが明
らかになりました。人事、召命、養成、財政は今も共通の問題点です。同時に、宣教活動の広がりや信徒及びマ
リアニスト家族の他の枝との協力関係は、多くの場合は、非常に印象的なものです。前総会が決めたことの実施
状況に関しては、“レクチオ・ディヴィナ”の実践が熱心に受け入れられている一方で、“マリアニスト生活プラ
ン”の作成は、それほど熱心に広く受け入れられていないのは、興味深いところでした。
行政単位の長上に続いて、総長評議員会のメンバが前回の総会以降のそれぞれの活動について総括をしま
した。総長のマヌエル師は、総長評議員会の公式訪問から得られた一般的な印象と、同時に修道会としてマリ
ア会が直面している重大な課題も分かち合いました。この中で、ハイチとフィリピンよりの撤退、また総本部レベ
ルでの財務局の責任者交代について触れました。これらの出来事は人材とリーダーシップに関してマリア会の
脆い状態を思い出させます。また、マヌエル師は、2012年総会が指示し、後に今回のGLAで正式に取り扱われ
ることになっていたマリア会のゾーン再構築のための堤案も紹介しました。
霊生局について、霊生局長のアンドレ師は初期養成と生涯養成に対して会内にある強い関心について分か
ち合ってくれました。彼は養成に関して去年一年間に行われた一連の会合について報告しました。アンドレ師
はまた、第34回総会が指示したそれぞれの行政単位の“養成計画”の承認がどのように進んでいるかについて
も説明しました。霊生局の報告に合わせて、国際神学校の校長であるフランシスコ・カンセコ師による詳しい報
告がなされました。
マクシマン士が担当している教育局は、教育やその他のマリア会事業体のマリアニスト・アイデンティティを強
化し、維持することを目的とする幾つかの具体的なプロジェクトに取り組んでいます。彼は、“マリアニスト教育の
特徴”を植えつけることに関する最近出版された一連の書籍について話しました。また、すべてのマリア会の事
業体がマリアニスト・カリスマに深く根ざし続けることを保証するための方法を検討する特別委員会についても報
告しました。この検討事項はＧＬＡにおいて後に特別に集中して取り組んだ議題でした。
財務局について、マイケル士は総本部財政の現状について伝え、マリア会の援助（連帯）活動について報告
し、また前回総会の指示を受けて、今回のGLAで決めることになっていた幾つかの具体的な提案を行いまし
た。また、最近のマリア会に宛てた（清貧についての）回章に取り上げられたテーマを踏まえて、次期総会による
“マリア会の一般財政指針”への挿入に向けて、清貧の誓願を生き抜くことに関する提案も紹介しました。
それぞれの行政単位と一人ひとりの総長評議員によるこれらの報告について、はっきりさせるため、話し合うた
め、分かち合うために、ときには言語別あるいはゾーン別に、そして最後には全体会議において、十分な時間
がとられました。

一緒にときのしるしを読み取る
自分たちの観点以外の観点からものを見てみようということは常に望ましいことです。それで、私たちは、コン
ボニ宣教会（Missionarii Comboniani Cordis Jesu）の元総長、現在ローマにあるInternational Union of Superiors
General (UISG)の事務局長であるDavid Kennear Glenday師, MCCJ を招待して、“奉献生活とミッション”という
テーマで講演していただきました。講演のなかで、師は難題があるにも拘わらず、神様が導いてくださることを信
頼して、将来に対するビジョンをもつべきだ、と強調しました。世の中にある悪いものに麻痺させられることなく、

良いものは何であるかをはっきりさせることはいい出発点です。彼は、現在の教皇が修道者であることは、今の
時の恵だと指摘しました。“福音の喜び”からたっぷりと引用しながら、師は、現状維持におぼれることなく、か
えって、自分たちのカリスマと召命についての深い理解を先ず深めてから、“宣教的熱意”を持って（活動）を開
始しなければならない、と私たちにチャレンジを与えました。これらの言葉は、様々な意味で、私たちの創立者
の言葉を思い起こさせます。GLAのメンバーは、デーヴィッド師のお話に感動し、生き生きした話し合いが続き
ました。

それぞれのゾーン会議の会合
GLAの重要な一つの側面は、多くのゾーン別の話し合いの機会が提供されたことでした。この話し合いのなか
には、再構築のような、直接GLAのアジェンダに関係したものありました。各ゾーンのメンバー全員が一カ所に
いることを利用して、それぞれのゾーンメンバーが直接ゾーンの案件を話し合うために会合するもう一つの機会
でもありました。
前回の総会と今回の総指導者会議の話し合いと審議の一つの実りは、行政単位間､特に同じゾーンに属して
いる行政単位間の協力には多くの利点がある、ということです。将来へと進むことにつれて、このような協力は、
幾つかの行政単位内の人材減少が引き起こしている問題を埋め合わせることも、多くの面で発展途上の行政単
位の強化を助けることができるかもしれません。

総指導者会議の決定事項
通常GLAに委ねられた決定、特に次回総会と関わる決定に加えて、今回のGLAには第34回総会から幾つか
の案件の決定権を委譲されていました。それで、GLAの参加者は忠実に、総会の指示に従って三つの案件に
ついて総長評議員会のメンバーより説明を受けました。質疑のあと、正式な投票によって二つの決定と一つの
指針が成立しました。GLAが閉会した時点で、以上の決定についての説明要約は、総長によって別文書で発
行されました。この公式文書は、第34回総会の公式文書の“付録”としてみなされます。一つの決定はマリア会
の再構築プランの承認のことで、もう一つは総本部への分担金の算定方法の検討と改定でした。それに加えて
今回のGLAは、次期総会に財務局が報告すべき書類の内容に関する財務局長からの提案を認めました。

将来のことを目論んで
マリア会にとって現在の時点で重大だと考えられている多くの問題を話し合う機会があったGLAは、総長評議
員会の要請を受け、幾つかの分野で方向性を出しました。当然ながら、これらの分野の内容は第３５回総会の
重要な議題にもなります。

マリア会事業体のマリアニスト・アイデンティティ：
数年前からマクシマン士の指揮の下、一つの特別委員会は、事業体が性格上“マリアニスト的”であると考えら
れるなら、その不可欠な基準は何であるかを検討し、作成する作業に取り組んできました。ご想像の通り、この
作業は非常に複雑であり、広範にわたるものです。幾つかの世界規模のアンケート調査と意見聴取の後、委員
会の作業は総長評議員会によってまとめられ、これからのプロセスの進み方についての意見と示唆をいただく
ためGLAに提出されました。小グループと全体会議の両方の実り多い討議を経て、総長評議員会は助けとなる
フィードバックを受け取りましたが，次は第35回総会へ提示する具体的な文書の最終的な準備に向けて動き出
すことになります。

共同生活における清貧の誓願を生きることへの幾つかの考察：
財務局長からの“SM３部門”の発行以来、多くの行政単位や共同体でその内容について話し合いが行われ
てきました。その結果として、マイケル士は“一般財務指針”に対する幾つかの条項の改訂案を提案しました。
GLAのメンバーは、これらの案について話し合いをして、示唆を与え、“一般財務指針”への挿入に向けて次期
総会にこれらの提案を提出するよう推奨しました。

第３５回総会への方向性：
現在マリア会が直面している緊急課題の多くについて考え、話し合い機会に恵まれ、GLAの最後の部分は、
次期総会に向けた方向性を設定することに当てられました。2018年の7月に予定されている次期総会の開催が
より間近になるころに、これらの方向性は発表されることになっています。GLAは、ここ数ヶ月のうちにマリア会の

全会員が参加することになる準備計画を承認しました。会の歴史において、またその将来にとって重要なこのと
きを、すべての会員が分かち合い、具体的なかたちで関わりを持つことが、GLA参加者の強い要望でした。で
すので、ご期待ください！およそこれからの一年間、これについての情報が伝達されるでしょう。皆様の参加が
非常に大切になります。

「知り」「愛し」「仕える」
最後に、GLAの参加者は、近づいているFMI及びSMの創立２００年祭について話し合いました。この記念祭
は、過去を記念(祝い)し、将来に向けて私たち自身を再奉献する非常に特別な機会である、と全員の意見が一
致しました。参加者は、創造的な喜びと感謝の雰囲気の中でそれぞれの地域の計画や考えを分かち合いまし
た。
以上の報告でお分かりのように、二週間の総指導者会議（ＧＬＡ）は、多くの話し合うべき重要な話題で一杯で
した。また、行政単位の責任者と総長評議員会との相互支援の場でもありました。ヴィア・ラティーナのスタッフ
は素晴らしいもてなしをしてくださったし、その雰囲気は非常に前向きで兄弟的なものでした。マリア会全体およ
びマリアニスト家族の姿は私たちの話し合いの中に、特に祈りの中にありました。逆に、私たちはこの会合の成
功のために多くの方々が祈ってくださっていると感じ、感謝しました。皆様の祈りは無駄ではありませんでした！
私たちの主と聖母マリアは確かに私たちに同伴してくださいました。これからの年月も、引き続き私たちを導いて
くださいますように！

