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HORIZONS 2016

2５４号 2016年１０月

北 マリア修道会の一部メンバーにとって2016年の夏季は霊的刷新と生涯学習の期間でした。

半球に住む私たち全てにとって夏季は通常、休息と息抜きの時期です。然しながらマリア会と汚れなき

Horizons 2016は6月30日から7月26日にかけてスペインのイルンにて開催されました。14
の行政単位から29名、通訳3名、講演者19名の出席でした。知る、愛する、奉仕するという
テーマは大変好評で一緒に過ごした期間は素晴らしいものでした。この生涯学習プログラ
ムの主な目標
ボルドー、シャミナード師の墓前
は、参加者が世
界を視野に入
れたマリアの宣
教者としての自
分たちのマリアニスト召命のアイデ
ンティティーを深め、広げることが
できるよう、環境を創ることです。こ
の一ヶ月に及ぶ経験のいくつかの
目標は、将来、異文化間の可能性
を発展させ、マリアニスト生活の持
つ世界的な視野を体験し、私たち
マリアニスト召命の基盤を刷新する
ことでした。
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話題として以下のよ
うなものがありました：
＊世界と教会の動向
＊私たちの奉献生活
に於ける個人的な成長
＊ マ リ ア、聖 書、祈
り、リ ー ダ ー シッ プ、特
にマリアニスト家族にお
ける使命と奉仕
＊ 正 義、平和 そし て
環境保全
毎晩の夕の祈りの
間、プ ロ グ ラ ム は 神 学
的見地から私たちの創
立200年に焦点をあて
るよう計画されていまし
トランケレオン城で
た。各 週 の 最 後 に、参
加者は一日の黙想をし、知る、愛する、奉仕するという特有のテーマで提示された内容を自分のものとしまし
た。これら全ての講演、若いマリアニストによる分かち合い、および共同の祈りは大変勇気づけられるものでし
た。
プログラムの特別なハイライトは、スペイン、サ
ラゴサへの巡礼とマリア会創立の場所であるフラ
ンス、ボルドーとその周辺への訪問でした。男子
マリア会員はマドレーヌで、汚れなきマリア会の
シスターはアジャンの修道院で、それぞれ誓願
を更新したことは、私たち全員にとって特別に感
動的なことでした。プログラムのビデオと写真は
下記サイトを参照してください。
左→右:
Viché士 (Spain), N'Dri Aka Ferdinan 士(Fr(Fr-Ivory
左→右: Borja Viché士
Coast) and Brandon Alana 士(US).

http://www.icmf.info/english/2016/08/12/
summer-2016-vol-5-issue-2/

イルンでのごミサ
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クラクフでのWYD（ワールドユースデー）にマリアニスト出席
(2016年7月 20日～31日)

ワ

ールドユースデーの大行事に、200万人
以上の青年がポーランドのクラクフに集
まりました。その中に、300名以上の若者が2つ
のマリアニストグループのメンバーとして参加し
ていました。1つはニューヨークメリバ管区の学
校からの100名の生徒のグループで、10名の
修道者と10名の信徒の先生が付き添っていま
した。もう一つはヨーロッパ各国、スペイン、フ
ランス、イタリア、ドイツ、オーストリアそしてポー
ランドからの参加者で、17名のマリア会員と1名
のマリアニスト・シスターが含まれていました。

二つのグループ（メリバと全欧州）合流する
７月２８日、クラクフにて.
７月２８日、クラクフにて.

先ずは、ワルシャワ観光から始まりました。
ヨーロッパグループはワルシャワ郊外の私たち
の共同体があるピアストゥフの小教区で歓迎を受けました。このことは、その地域の青年たちおよびその家族と
の絆を結び、彼らの温かいもてなしの精神に感嘆し、そこに存在するというまさにその事実によって、マリア会
員が活動しているその地域でマリアニスト生活をより良く知らせる大変良い機会となりました。一方、メリバグ
ループは、福者Jerry Popieluszko, Maximilian Kolbe, Jasna Gora(チェンストホヴァ)の小教区と聖ヨハネ・パウロ
二世の生誕の地ヴァドヴィツェなどの聖地へ巡礼で、ポーランドのもつ霊的な豊かさから多くの糧を得ました。
最後に、7月25日に私たちは世界大会が行われるクラクフに到着しました。そこでも、巡礼者たちはその町の
人口を超えて集まる青年たちの大群を迎える準備のための大変な努力に感嘆させられました。
慈しみのテーマは、教皇様との集まりを
通して、また毎朝司教様たちから異なる言
語で説明される要理セッションを通して、
更に祈りと2つの大聖堂への巡礼を通して
深まりました。2つの大聖堂の1つは慈しみ
の神への信心を広めたシスターFaustinaに
捧げられており、もう1つは聖ヨハネ・パウロ
二世へ捧げられています。

WYDに参加した
SMと
とFMIのメンバー
WYDに参加したSM
FMIのメンバー

全参加者は郊外の大きな広場に集まりま
したが、そこは、このワールドユースデーの
ために“慈しみの広場”と名付けられた場
所で、霊的・祝祭的な夕べ、星空の下での
団らん、および教皇フランシス司式の別れ
のミサ聖祭のための場でした。

8月28日、私たちの2つのマリアニストグループも一緒にミサ聖祭を執り行い、お互い知り合う友好的な時間を
分かち合いました。これは若いマリアニスト間の絆を強めたいという望みに応えるもでしたし、今後、彼らは大陸
レベル、世界レベルで絆の発展と組織化を実現していくことでしょう。私たちは他の行事も同様な路線で行わ
れるよう願っています。この会合の喜びと興奮は私たち全員にとって励みとなりました。
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200周年祭3枚つづりイコン、ラテンアメリカを訪問

ス

ペルーのリマ コレヒオ・マリア・レイニャにて

ペイン北部でのHorizons開催期間に集
まった若い男女修道者たちと共に数日間
を過ごした後、200周年祭の3枚つづりイコンは
北米とラテンアメリカでの長い滞在に出発しまし
た。最初に、8月初旬、コロンビア・エクアドルに
到着し、これらの2か国に数週間留まった後、私
たちの創立者たちの2通の書簡とカナの婚礼の
イコンの絵はペルーに向けて出発し、その後、
9月の最後数日間にブラジルへと向かいまし
た。これらすべての場所で、このイコンは熱心さ
と尊敬を込めて、またこの200周年祭が表現し
ている喜びをもって歓迎されました。その後この
3枚つづりイコンはチリに到着し、10月中旬まで
留まり、それからアルゼンチンとメキシコに移動

することになっています。
私たちの両総長が200周年祭をスタートさせる回章の中で概略を述べ
られたように、私たちは次の数週間、数ヶ月に3枚つづりイコンを迎える
皆さんがその到着を準備し、それを祝祭、刷新、再奉献の機会とするよ
う励ましたいと思います。このために利用できる内容は次のサイトで検
索出来ますwww.marianist.org 。又、他のマリアニスト家族のメンバーと
分かち合うために、3枚つづりのイコンを既に迎えられた皆様に、皆様の
式典の報告書と写真の提供をお願いします。それらを200@smcuria.it 宛に送付ください。マリアニストウェブ
サイトに掲載します。

東アフリカ地区からのニュース

2

016年8月13日東アフリカ地区は英語圏アフリカでの拠点を設営して活動を始めてから50周年を祝いまし
た。マリア会員、マリアニスト信徒共同体のメンバー、旧マリアニスト、マリアニスト活動の共働者そして招待
者たち400名が、ケニアのリムルに集まり、昼食を挟んで講話、ミサそして分かち合いをしました。この式典のハ
イライトは4名のブラザー、Joseph Pachalo Mfune, David Kangwa, Cyprian Kituku Maingi, Michael Chirwaの終
生誓願式でした。
式典ではナイジェリア、マラウィ、ケニア、ザンビア
に来た最初の会員たちの先駆者的活動が紹介され
ました。そして、ルサカのMatero Boys中学校の設
立者であり、この場に出席していたCarmine Annunziata士は創立メンバーの一人であり、今も地区のメ
ンバーです。私たちは神の引き続いた祝福を祈りま
す！
左より： Gabriel Kirangah師（東アフリカ地区地区長）
Carmine Annunziata士, Cyprian Kituku Maingi士,
Joseph Pachalo Mfune士, David Kangwa士 と
Mike Chirwa士.
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アメリカ管区での終生誓願式

M

ichael Chiuri 士 と Brandon Paluch 士 は 9 月 24 日、ミ ズ
リー、セントルイスのノートルダム・デル・ピラール教会で
マリア会の終生誓願を宣立しました。管区長Martin Solma師
がミサ聖祭を司式し、説教を行い、誓願を受け入れました。
William Meyer師とOscar Vasquez師は共同式司祭でした。

Paluch士と
Paluch士とChiuri
Chiuri士
士

このブラザーたちは2012年に初誓願を立て、現在は二人
ともカルフォルニア州、ロスアンゼルスのLoyola Marymount
大学にて哲学を学んでおり、神学校へ進む準備をしていま
す。

Michael 士 は 43 才で ケニ ア、ナイ ロ ビ の出 身で す。彼 は
1990年代後半に経営学修士を目指してアメリカに渡りました。2010年に彼はマリア会修練院に入り、最近までメ
リーランド、ボルチモアのMother Seton校で教えていました、
Brandon士は33才でイリノイ、シカゴで幼年期を過ごしました。2006年彼はデイトン大学で宗教学と歴史学の学士
号を取得しました、2010年彼はマリア会修練院に入り、最近までデイトン大学での司牧活動（キャンパスミニスト
リー）の仕事をしていました。

最初のキューバ人マリア会員の有期誓願

9

月3日土曜日、サラゴサのバホ・アラゴン校
は祝祭日でした。修練院の聖堂は参加者全
員を収容するには狭すぎるぐらいでした。祭壇
の近くにはキューバの守護者である“コブレの
慈しみの聖母”の画像と、小さなキューバ国旗
が置かれました。Jorge Luis Padrónはマリア会
員として清貧、貞潔、従順の誓願を立てる最初
のキューバ人だったのでそれは相応しいことで
した。

左→右： Núñez士
Núñez士, Aguilera師
Aguilera師, Padrón師
Padrón師 and M. A. Cortés師
Cortés師

スペイン管区長のMiguel Ángel Cortés師が、
副管区長Rogelio Núñez士と、この数年間Jorge
を指導してきた修練院長のEnrique Aguilera師
を伴って式を執り行いました。マリアニスト家族とJorgeをよく知る人たちのグループ、そしてキューバからの移民の
代表者が出席しました。ミサ聖祭の終わりに、Jorgeは簡単な挨拶で彼の召命について神に感謝し、この召命に応
えられるよう彼を支えてきた全ての人たちに感謝を述べました。そして彼はキューバでマリアニスト生活を生きる彼
のビジョンについて話をしました。彼はキューバに帰れるようになるまでの日々を数えながら、ほぼ2年間スペイン
で過ごしたのです。式典で彼は655と言う数字について語りましたが、それは彼がマドリッドに到着してから過ごし
た正確な日数でした。彼はキューバでマリアニストの種が育ち、マリアニストを確かなものとする助けとなるために、
自分の国に帰りたいと望んでいます。翌日の明け方、彼は帰国の途につきました。私たちは、彼が決心した修道
者としての道で神が彼を導いてくださる事を確信しています。この式典は偶然ですが新しい管区長評議員会の公
式訪問の開始と重なりました。
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私たち自身の心に刻むことで
平和を創り出す“職人”となる

1

964年12月10日、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師がノーベル平
和賞を受けました。受賞スピーチで彼は言っています。“遅かれ早かれ世界
の全ての人々は皆が平和のうちに一緒に住む方法を見いだし、それに
よって、この未解決の途方もない哀歌を創造的な兄弟愛の賛歌に変えね
ばなりません。もしこれが成し遂げられることになるとすれば、私たち
は人間の全ての争いの解決のための方法を発展させる必要があります。
その方法は、復讐、侵害、そして報復を拒否することです。この様な方
法の基礎は愛なのです。”
2016年のこの過ぎた9月に、教皇フランシスを含む世界の多くの宗教指導者た
ちが「世界平和会議」のためにイタリア、アッシジに集まりました。これは聖ヨハネ・パウロ二世によって提唱され
た歴史的な初会議から30周年に合わせて開催されました。この30年の間に多くの紛争が解決されましたが、
新たな多くの紛争も起こってきました。今日、私たちは、お互いの美しさや善良さから来る豊かな喜びを体験す
るよりも、しばしば世界的テロに屈しているように思われる世界に住んでいます。私たちは進歩してきたのでしょ
うか？ 進歩する可能性さえあるのでしょうか？ 私たちの世界をより良いものにし、もっと正義と平和に満ちた
場所とするために、私たち、あなたがた、そして私は何が出来るでしょうか？ もし私たちが信仰を持っているな
ら、平和と正義は可能だ、そして、神の手の中で、私たちはこの偉大な挑戦に於いて果たすべき役割がある、
と信じるべきです。
マリア会財務部のサイトJPICは、これからの数ヶ月間、このテ―マ“平和
を創り出す職人となる”について深く考えるよう提唱しています。私たちは
様々な記事を皆様と分かち合いたいと思っています。皆様の意見や感想
をお寄せてください。最近の講話中で、教皇フランシスコは次のように言っ
ています。“平和は必ずしも主な国際的な場で実現するものではな
く、むしろすべての人がそれに向かって働くべき神の賜物であり、
人々の手に託された贈り物です。私たち、男性も女性も、毎日平和
に向かって一歩を踏み出し、職人にならなければなりません。それ
は私たちの仕事です。それは私たちが受けてきた賜物をもって働く私たちの仕事、すなわち、平和を
作り出すという仕事なのです。”(Santa Marta, 8 Sep 2016)
平和を作り出すために皆さんが自分の腕を磨かないということがあり得るでしょうか? 次のサイトを開けてみ
てください： https://sites.google.com/a/smcuria.it/jpic-sm/ 。そして、私たちの世界が世界的な正義と平和
の共同体として生きることができるように、私たちの小さい貢献が、神のお恵みにより、いくらかでも貢献できる
ことを期待しながら、良く考え、一緒に話し合い、共に成長してください。

マリアニスト書籍
マリアニスト霊性に関する新刊書：Luis Casala師は最近アルゼンチンでマリアニスト霊性についてもう一冊の
本を出版しました。そのタイトルは “Habitar el silencio”で、「個人的な統合への道」として、一般向けに5つの
沈黙に関するマリアニストの教えを提示しています。この本は近いうちにスペインでも発行されます。
おめでとう！
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全行政単位への注意喚起
全行政単位の責任者に自分たちの行政単位内に於ける誓願、叙階についての下記に示す通り手続きを取る
よう再通達します：
誓願、叙階後直ちに： 写真と行事についての要約文（Via Latina22に載せるためと総本部の保管のため）
必要書類を事務局に送付：
初誓願： 報告書式を完成し、肖像写真を一枚添える。
これは非常に大切です。私たちがこの書式を受け取るまで、その人は私たちのデーター
ベースに入れないからです。
終生誓願： 私たちには日時と場所の情報が必要です。
司祭叙階：日時、場所と叙階を司式した司教の名前が必要です。
連絡先：総書記（gensecsm@smcuria.it ）及び事務局（secretariatsm@smcuria.it）

何か不明な点があれば遠慮なく私たちにコンタクトしてください。 有難う！

総本部の訪問者に関するニュース
9月3日～8日、ペルー地区のEduardo Arens師は私たちのゲストでした。
スペイン管区のJosé María Alvira士が9月7日から10日まで滞在しました。彼はローマのサンタ・マリア校
（マリア会）で行われた“教員養成講座”に参加しました。
スイス地域共同体のJohann Roten師は9月25日から30日まで神学生に“マリアニスト教会論”という授業をし
ました。重要な問題点を整理し、焦点をあて、そして、その課題を芸術作品によって表現する師のすばらし
い能力は、神学生に高く評価されました。

メールアドレスの変更
Bro. Daniel Griffin (ME):
danielmichaelgriffin@gmail.com
Bro. Peter Heiskell (ME):
peterheiskell@gmail.com

総本部日程
10月1日－10月18日：総長評議
員会のメリバ管区訪問

総本部通信
最近の送信
訃報 ＃15－25
9月9日：MSF MFF (マリアニスト連帯と養成基金
－2017年）（全て3言語）マリア会財務局長Michael
McAward士から全ての行政単位の財務部長に宛てた
もの。
9月14日：第35回総会（2018年）の準備について：
（全て3言語）マリア会総長Manuel Cortés師から全ての
行政単位の長に宛てたもの。

