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東アフリカ地区で7名の初誓願者

201７年 11月
264号

東アフリカ地区は、2017年9月27日、日
曜日、7名の修道者の初誓願式を執り行いま
した。新たな誓願者はマリア会ブラザーの
Gabriel Chilinda、Paul Chipala Eliya, James
Gachau, Emmanuel Mwakabanga, Justin
Njue, Fredrick Opondo, James Rogonchoで
す。
初誓願のために、修練者たちは初めてマ
ラウイ湖の畔にあるマラウイのカロンガに
あるマリアニスト共同体に赴きました。地
区長評議員会はこの重要なマリア会入会と
献身の式を地区の他の地域で行いたいと望
みました。東アフリカ地区には3か国の共同
（左より） Gabriel Chilinda, SM, James Rogoncho, SM,
体が含まれているので、これは大変意味の
James Gachau, SM, Paul Eliya, SM, Emmanuel Mwakabanga, SM,
ある決定であり、また、マラウイのマリア
Justin Njue, SM and Fredrick Opondo, SM.
ニスト家族のメンバー、およびマラウイ出
身の2名の新しい誓願者の親戚の人々が誓願式に出席し、誓願式の喜びを共にすることができるよう
にする決定でもありました。会員たち、最近カロンガに赴任したマリアニストシスターたち、ＭＬＣ
のメンバー、および家族の皆さんに加えて、カロンガにあるマリアニストの2つの事業体、すなわち
シャミナード中学校とMIRACLE技術専門学校から、かなりの数の代表も参列しました。式典の終わ
りの感謝の歌として、参列者全員の喜びがMagniﬁcatの元気一杯のダンスに表現されました。Gabriel
Kirangah師が誓願を受け入れ、Michael Jun Ochieng師が説教を行いました。
この誓願式はカロンガ教区のカトリックラジオ局にて生放送されました。

コロンビア・エクアドルの新地区長
総長評議員会は、2017年9月25日の会議で、Carlos Julio Barragán師をコロン
ビア・エクアドル地区の地区長として満場一致で任命しました。地区の規定に
従って、彼の第一期目の任期は2017年12月12日に始まる5年間となります。
Carlos Julio師は寛大な心で要請に応えるという正真正銘の精神でこの任命を
受け入れました。総長評議員会は、彼に委ねられた使命を果たしていく彼の能
力に全幅の信頼を置いている、と表明したいと思います。同時に評議員会は、
退任するRodrigo Betancur師に対し、その二期に渡る任期中、地区のために彼
が成し遂げた全ての事に対して、感謝を表明します。
Carlos Julio Barragán 師, SM
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スペイン管区で終生誓願
9月16日、土曜日夕方6時に、Ricardo José Donet士がビ
トリアのマリアニストスクールの聖堂で、終生誓願を宣
立しました。それはRichi自身と多くのマリアニスト、親
族、同僚、そして友人たち（その中の何人かは遠方から
来て式に参列していました）にとって感動的な誓願式で
した。管区長Miguel Ángel Cortés師が誓願式を執り行い
ました。式の中での朗読、説教、典礼的な招きと聖歌と
共に、マリアニストおよび教育者としてRicardoが辿った
道についての言葉と地図上での証言は、深い祈りと感動
に満ちた雰囲気を醸し出しました。ミサ献金は、Richiが
マリアニスト修道者としての歩み始めた時に、素晴らし
い協働の経験を持ったグアテマラの“希望の町”(City of Hope)に送付されます。彼が皆さんに伝えたい
と望んだモットーは、“熱意があるところに応答がある”です。
1週間後カディスの町は同様な出来事を祝いました。バレンシアとカディスのマリアニスト家族の多
数の代表者と共に、Alex Borrella士の終生誓願式が執
り行われました。バレンシアとカディスから、友人、
家族、ボーイスカウトの皆さん、他の修道会の修道者
たち、信徒グループのメンバーが参列しました。学校
の保護者の聖歌隊が、その聖歌で誓願式の持つ深さと
感動を盛り上げました。その後、テラスでの軽食親睦
会となり、マリア会創立200周年と記された大きな
ケーキが出され、式典は最高潮に達しました。おめで
とうAlex ! この二つの誓願式で、管区長Cortés師と副
管区長Miguel Ángel Dieste士が誓願を受け入れました
が、このことは私たちマリア会員の混合構成の価値を
Alejandro Borrella 士, SM
示すものでした。
10月7日土曜日、Vicente Benavent士は彼が現在宣教活
Vicente Benavent 士, SM
動を行っているサンセバスチアンでマリアニスト修道者
としての終生誓願を宣立しました。管区長、Miguel Ángel Cortés 師はその説教の中で、「Vicenteが受け取り、
今、決定的に自分を捧げようとしている特別な呼びかけ
に、私たちは皆神によって召されており、またそれとな
く暗示を受けている」、と参加者に思いださせました。
Vicenteの“私 は神に約束 し、誓いま す”と の誓 約の言 葉
は、高らかにはっきりと響きわたりました。誓願式は荘
厳さと喜びの中に進められました。数人の支援を受けた
学園の聖歌隊が聖歌を歌い、参列者も聖歌に唱和しました。式典が終了する前に、Vicenteは神とこれ
までの歩みで自分を支援してくれた多くの人たちに感謝を述べました。最後に、二人組の先生が彼の
ためにアウレスク (aurresku) を踊りました。このダンスはバスクの伝統ダンスであり、大切な機会に
そのダンスを受けるにふさわしい人々への敬意として捧げられるのです。全ては学園のテラスでの簡
単なお祝いをもって終了しました。

Ricardo Donet 士, SM
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韓国で司祭叙階式
Savio Choi師 は2017年9月23日、
韓国地区コヤン市のマリアニストセ
ン タ ー で ウ ィ ジ ョ ン ブ教 区、Peter
Lee Ki-heon司教によって司祭に叙階
されました。喜びに充ちた叙階式は
数多くの韓国マリアニスト家族のメ
ンバー、Savio 師自身の友人たちと家
族が集まる中で執り行われました
が、主はSavio師の両親を既に数年前
に御許に召されていました。
Savio師 は、2018年2月9日 か ら25
日にかけて第23回冬季オリンピック
が開催される平昌(“平和と繁栄”を意
味する)地方で生まれ育ちました。
司教様, Savio 師, SM と Francis Chang 師, SM
Savio師は、司祭職を通して自分が司
祭として朝鮮半島に平和をもたらすことに貢献出来るよう、マリアニストの兄弟たちの祈りを願って
います。

コンゴで司祭叙階式
コ ン ゴ 特 別 地 区 はSimplice
Pascal Moluanton師を新たなマ
リアニスト司祭として迎える
喜びに満たされました。彼は
10月8日、日曜日キンシャサで
大司教区のEdouard Kisonga補
佐司教によって司祭に叙階さ
れました。
Simplice師の司祭叙階はコン
ゴ川の両岸のマリアニスト家
族にとって再活性化の機会と
なりました。私たちは彼が天
の母への奉仕において豊かな
左より２人目 Simplice 師
宣教活動を果たせるよう切に
(ブルー色のマリアニスト十字架付の祭服)
期待します。彼が御子のために
キリスト者を増やすというマリアの使命において彼女を助けるとき、御父のみ旨に従う司祭であります
ように。
この若いマリアの奉仕者の養成に尽力された全ての皆様に心から感謝いたします。
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全行政単位の教育部長会議
2017年7月5日から13日にかけて、マリア会
全行政単位から集まった教育部長会議がロー
マの総本部で開催されました。参加者は総勢
28名で、その中に、4名の総長評議員、総書記
と3名の通訳者、そして2名の信徒の発題者が
含まれていました。この8日間に、グループは
世界規模の大きな共同体を形成し、一緒に祈
り、祝 い、討 議 し、そ し て 黙 想 を 行 い ま し
た。参加者のお祝いの一つのハイライトは、
7月7日のミサ聖祭を司式し、参加者と昼食を
共にしたローマ法王庁の奉献生活・使徒的生
活会省の担当長官João Braz de Aviz枢機卿との会議でした。正義と平和の活動で世界中によく知られ
ているSant’Egidio共同体への訪問は、憎しみと戦争の無い明日の世界を実現するための仲介者として
特に全世界の子供たちに開かれている “平和の学校”であるSant’Egidioの意味を参加者に理解させてく
れるもう一つのハイライトでした。
マリア会教育局長E. Maximin Magnan士の肝いりで計画されたこの会議は、出席者がそれぞれの異
なった使徒的体験やそれぞれの行政単位で進められている活動や計画に関して意見交換をするにつれ
て、お互いに耳を傾け、親しくなる機会となりました。教育の使徒活動とそれに係るあらゆることに
ついての相互の学び合いに啓発されて、参加者たちは今日の教育活動を導かなければならない優先事
項を明確にすることに焦点を当てました。出席者によれば、その教育的使命を実践する上で、次の4
つの側面を考慮しなければなりません。
＊私たちの伝統における修道共同体と教育部の役割
＊私たちの事業の機能
＊非公的教育（ノンフォ―マル・エデュケーション）の事業
＊マリア会の教育事業内での協力
教育局長はこれらのトピックスに関してこれからも進捗状況を報告するつもりです。

200周年に関するビデオ
200周年記念を機会に、フランスカトリックTV局、KTOは
両修道会に特別な焦点を当てて、マリアニスト家族の創立の歴
史についてのドキュメンタリーを制作しました。52分間のこの
ドキュメンタリーはマリア会創立200周年のまさにその当日に
放送されました。これはインターネット上でアクセス出来ま
す。http://www.ktotv.com/video/00162654/les-marianistes
この番組の制作者はスペイン、フランスで男女修道者、一般
信徒、そして青年たちにインタビユーを行いました：彼は２人
の創立者が生活した中心の場所を訪れました。この番組は大成功でした。それは本格的なもので、歴
史事実と私たちの現在の状況に大変忠実でした。このビデオは見る価値があります！
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スペイン人殉教者の列福式記念
10月28日 日曜日、私たちはマリアニスト殉教者、
Miguel Léibar 神父と彼の同志Sabino Ayastuy,
Joaquín OchoaそしてFlorencio Arnáizの列福式10周
年を祝いました。彼らは1936年7月と9月に民兵革命
軍によってマドリードで射殺されましたが、彼らは
1930年代のスペインでの宗教迫害の犠牲者でした。
列福式記念日がたまたま聖シモン聖ユダ使徒の祝
日と重なったので、私たちは10月27日のミサ聖祭で
列福式10周年を祝い、このミサを迫害されているキ
リスト者のためと世界国々間の平和のために捧げま
した。

フランソワ・シャミナードの遺言書、
219年後に開封される
歴史に関する驚きには事欠きません。少し前に、私たちは
インターネットで売り出された創立者の兄フランソワ・シャ
ミナード（1755-1843）の遺言書を入手しました。更に特異
なことに、それは絹のリボンで囲まれ両端を封印された封筒
の様な証書の中にまだ閉じられたままでした。こうして、フ
ランス革命歴、第6月7日、現行歴では1798年2月25日付けと
なっているこの遺言書は、書かれてから219年ぶりに、総本
部資料室(AGMAR)で9月12日に開封されました。
1798年に、フランソワは42歳で3人の子持ちでした。引き
続く最初の妻の死、再婚、および他の子供たちの誕生によって、他の遺言書を作成する必要性が確か
にありました。この二番目の遺言書はこれまで知られていませんが、この遺言書が書かれたことは最
初の遺言書が破棄されたと解釈されます。このように、連座したまばたきをもって、私たちの創立者
の家族は200周年の機会に私たちに覚えてくれていました。
この書類のスキャンコピーを入手したい人、その複写を望む人はAGMARに申し込んでください。

2017ｰ2018年

新国際名簿

2017－2018年の国際名簿が最近ローマの総本部より発送されました。
いつものように名簿は行政単位の管理部宛て直送しましたので行政単位内で
配布ください。
正確でタイムリーな情報を送付頂いた全ての行政単位に感謝します。
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サンホセ中・高等学校が
ハリケーンの被害を受ける
ハリケーンマリアの発生後、私たちはUSA管区からプエルトリコの会員たちに関し
て連絡を受けました。サンホセ中・高等学校は最悪な被害を免れたとは言え、島は広
範囲な破壊を蒙りました。会員たちは幸い無事でしたが数々のチャレンジに直面して
います。理事長のFrancisco González士が言うには、学校の建物の被害額は大よそUS ＄1million（百
万ドル）になるとの事です。その再建費用について保険会社と話を詰めることになります。
最も大きな問題は、家族がこの暴風雨によって深刻な被害をうけたサンホセの中・高等学校の子供
たち、および、今通っている学校の校舎が破壊されたためにサンホセ中学校への転校を希望する生徒
への緊急学費支援です。学校に戻れる事がこの少年たちと家族にとって正常化へむけての重要な第一
歩となります。USA管区は志ある個人と行政単位からの寄付を集めるため“サンホセ中・高等学校基
金”を立ち上げました。次のホームページ上で寄付するができます。

http://www.marianist.com/puerto-rico

祈りのお願い
私たちは、脳腫瘍の診断を受けている26歳の青年、トミー (Tommy)の治癒のた
めに、福者シャミナード師に対するノベナの祈りを要請します。この要請はミ
ズ ー リ 州、セ ン トル イス の 柱 の 聖母 小 教 区のマ リ ア ニ スト 共 同 体とThomas
French主任司祭から出されています。（トミーはその小教区小学校の生徒でし
た）
次に、スペイン、セビリアに住む若夫婦のPastoraとPabloが、ホジキン病に侵さ
れたパストラ(Pastora)の治癒のため、尊者ファウスティーノへの我々の祈りを要

総本部予定
11月1－4日：
ローマで世界マ
リアニスト家族
評議会の開催
11月27－30日：
ローマでゾーン
養成センター所
長との会議

総本部通信
訃報：＃17－24
9月8日：連帯書簡、3か国語でマリア会財務局長、Michael McAward
士から行政単位の財務補佐と責任者あて送付
9月27日：PrepCo-通知＃1、3か国語で2018年マリア会総会の準備委
員会から行政単位の責任者あて送付
9月27日：3部門＃147、今日のマリアニスト教育の基本方針、３か国
語でマリア会 教育局長、Maximin Magnan士から行政単位の教育
補佐と責任者あて送付
10月16日：マリアニストゾーン養成センター所長会議についての報
告が3か国語でマリア会霊生局長、André Fétis師から会議出席者全員
に送付

Teatro Marcello, Roma

