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コートジボワール で終生誓願式
1月20日、土曜日、コートジボワール従属地区はアビ
ジャンの「ビエトリーのアフリカ聖マリア小教区」にて
Djédjé Yves Aghadou士、Dié Kissi Guy-Fréderic Kouamé士、そしてClaudel Noël士の3名の終生誓願式を執り行
いました。
誓願式は彼らの両親に付き添われた誓願者の行列で始
まりましたが、それは両親が信仰をもって彼らの息子を
進んで主に捧げることを表明する象徴的な方法でした。
誓願式は教皇大使と誓願者との間、従属地区長と誓願
左より: Noël士, Kouamé士， Agbadou士
者との間の問答で光彩を放つものとなりましたが、誓願
者たちは神の呼びかけに完全に身を委ねることを表現する平伏する姿のうちに、自分の意志、信仰、
および神の前での自己放棄をはっきり表明しました。それから彼らの終生誓願は従属地区長、
Georges Gbeze師によって受け入れられました。

両コンゴで終生誓願式
“これは主が創られた日、祝いと喜びの日です”。終生誓願式の終わり
に、誓願者Messi Gatien Loubiya士の感謝の言葉はこのように始まりまし
た。この誓願式は1月20日ブラザビルのムコンド小教区教会にてAnatole
Milandou ブラザビル大司教の司式で執り行われました。コンゴ特別地区
の責任者、Denis Shamashanga士がMessi士の経歴を紹介し、フランス管
区副管区長、Jean-Edouard Gatuingt師に彼の終生誓願を受け入れてくれる
Loubiya士
よう依頼しました。この誓願式は本当に喜びであり、歌とコンゴの伝統音
楽の調べでこの生き生きとした素晴らしい式典を際立たせる想い出と
なりました。
一週間後、1月27日、コンゴ特別地区はキンシャサのリメット共同体
が属するキンシャサ聖ラファエル小教区にて、Christophe Mbonde士
とPierrot Bumoko士の終生誓願式を感謝を込めて執り行いました。
その誓願式は、マリアニストの友人である、キンシャサ大司教区の
Donatien Bafwidinsoni補佐司教によって司式されました。コンゴ特別
Mbonde士とBumoko士
地区の責任者、Denis Shamashanga士が、管区長、 Hervé Guillo du
Bodan士の代理として、PierrotとChristopheの誓願を受け入れました。
私たちはMessi Gatien Loubiya士、Christophe Mbonde士そしてPierrot Bumoko士がコンゴーマリ
ア会で素晴らしい、久しくそして実りある修道生活を送れるよう願っています。
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JOSÉ MARÍA SALAVERRI師の生涯を偲んで
葬儀の間、彼自身の言葉が彼の“信仰の証”として使われました。
2018年2月1日、第11代総長であり、スペイン管区メンバーであるマリアへ
の奉仕者、ホセ・マリア・サラベリ師が主のもとに召されました。彼は自
分の体調が悪化しているのをよく分かっていましたし、自分を聖母マリア
の腕の中に導こうと待っているであろう私たちの創立者、彼の最愛のファ
ウスティーノ、同僚たち、友人たちそして家族など、これらすべての人々
との祝福された再会を忍耐強く待っていました。
帰天の少し前
に、数多くの手紙を書く人として知られるホセ・
マリア師は、共同体の院長宛ての最後の手紙を書
きました。間もなく訪れるであろう自分の葬儀に
関する具体的なお願いをするとともに、彼は旅立
つにあたってのいくつかの思いを院長と分かち合う機会としました。それは
彼がそうであった忠実な修道者の特徴を余すところなく示す美しい手紙でし
た。事実、その手紙はほんとうに彼の生涯と召命に合致する証しです。
2月4日、総長でありサラベリ師の霊的息子であるマヌエル・コルテス師
が葬儀を司式し、共同体院長のハビエル・ペレス・バレンシア士が説教の
中でこの手紙を読みました。マリア会に対する彼の奉仕への感謝のしるし
として、私たちはこの手紙を皆さんと分かち合いたいと思いました。
主がホセ・マリア師を天国に迎えてくださいますように！彼が全ての
マリアニストと私たちの使命のために取次ぎ者として奉仕してください
ますように！
共同体院長様へ
親愛なる院長様：
私の院長であり、それ故、神の代理者であるあなたに、今、あえて少しばかりのお願いをいたします。
最初のお願いは私の葬儀についてです。もし可能なら、幾つかの細かな点をお願いしたいと思います。第一
朗読として：一ヨハネ一章１～４節をお願いします。これは私にとって愛における素晴らしい信仰告白である
ように思われるからです。答唱詩編としては、詩編22“主は私の牧者”をお願いします。事実、主は私の牧者
でした。福音はルカ１・26～38、すなわち、お告げの物語はいかがでしょうか。これは私がこの世に生まれた
日に読まれた箇所です（サラベリ師は1926年3月25日、お告げの祝日に誕生しました）。この朗読は私の（天国への）
決定的な誕生にあたって私に同伴してくれる箇所となるでしょう。“私は主のはしためです。お言葉どおり、
この身に成りますように。」 もし可能なら、感謝の行為として、「マグニフィカット」を歌ってください：私
の魂は主をあがめ、・・・身分の低い、この主のはしためにも目を留めてくださったからです。」
そして、どうか私のために心を込めてたくさんお祈りください。ありがとう！
この最後の機会に、私の地上での巡礼の旅の間に何らかの形で私と知り合った全ての人々、すなわち、私の
兄弟姉妹と家族、私の兄弟姉妹であるマリアニスト、私の親しい友人たち、生徒たち、そして私が長期間にわ
たり、あるいは一時的に関わったすべての人々に、“天国で会いましょう！”と言いたいです。
どんな理由であれ、無意識にでも、もし私が誰かを怒らせたり、あるいは、一人の人間として、一人の修道
者として、あるいは一人の司祭としての私に彼らが期待していたものを私が与えることができなかったとすれ
ば、それらすべての皆さんに対して、私はお許しをお願いします。しかしながら、私の人生に彼らがいてくれ
たこと、彼らが私に思いやりを向けてくれたこと、愛情を注いでくれたこと、彼らと友情を結べたことに対し
て、私は心から感謝している、と彼らに伝えてください。私は大勢の人たちからとても愛されているといつも
感じていました。私も同じ様にその人たちに報いたい思っていました。勿論、私は、主に捧げた清らかな心が
愛しうる最も完全なかたちで、心を込めて愛するよう努めてきました。
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私は彼らを愛し続けます－そしてこれからは、愛である神によって清められ、新たにされ、大きなものとされた愛
をもって愛し続けます。そして、もしそれが神のご意思なら、私たちの
共通の母国である天国で再会するまで、天
国から彼らを助けたいと願っています。
私はまた、修道者の召命という贈り物に
対して、主への心から感謝を表明したいと
思います。それは、私が受けるに値しない
素晴らしい贈り物で、喜びの源であり、霊
的のみならず人間的な充実感で満たされた
贈り物でもありました。
最後に私は、マリアに身を捧げることは
本当に価値がある、と皆さんに言いたいと
数年前に共同体のミサの折
思います。ご自分の母に私を、また私たち
マヌエル師の“侍者”を努めていたサラベリ師
全員を（子として）与えてくださるとは、主
は何と素晴らしいお方でしょうか！私は全力を尽くしてマリアを知り、愛し、仕えよう
と努め、また彼女を知らせ、愛させ、彼女に仕えさせようと努めてきたと思います。彼
女は私の生涯を導く星でした：すなわち、彼女の生涯は困難な時に私の弱さを補って
第11代総長
くれる力であり、また、愛すべき存在として私の生涯に浸透していました。彼女は私
1981-1991
の人格を形成してくださいました：すなわち、他の人々との関係に特徴をしるし、私
に思いやりを教え、私が純粋無垢に愛するよう助けてくださいました。彼女は、私が常にその忠実な息子であるよ
う探し求めてきた教会を、情熱的にそして無条件に愛するよう教え導いてくださいました。彼女は、ペトロの後継
者である私の生涯の間の全教皇を、済みきった忠実な愛をもって尊敬し愛するよう教えてくださいました。そうで
す、私はマリアと教会の息子であったことを幸せに思い、それを誇りに思います。
偶然にも，いやそれ以上に、神の摂理によってと言いましょう、私はマリア様に捧げられた修道会に入りまし
た。このマリア会で、私はマリアの手にある従順な道具として自分を見るように、またそうなるように努めてきま
した。
私はマリア会を愛してきました、時には苦悩しなが
ら。私はマリア会の中により厳格な個人的・共同体的
な生活を見たいと望んでいます：すなわち、教会の教
えにより忠実であること、祈りの生活にもっと“敬虔
である”こと、深いマリアの現存、同時に常に身近に
感 じ ら れ る 現 存 etc・・・。簡 素 さ（質 素 で あ る こ
と）はマリア会特有の徳であったし、それを失っては
なりません。
私はマリア会で最高の責任ある地位にいたわけです
から、上に述べたような多くのことは私にも責任があ
る、と言われるでしょうし、それは間違いないことで
す。その通りですし、だからこそ、私は自分に責任の
あるその部分を当然と思います。それで私は、主が私
の貧弱な業績よりも私の大きな望みをもっと考慮して 葬儀ミサでウルスラ会員であるサラベリ師の姉妹の一人が第一朗
読をし、もう一人の姉妹、一人の兄弟、義理の姉妹も与りました。
くださるようにと希望します。
しかし、私は言おうとしたことよりも多くのことを言ってしまったと思います。
すべての皆様に、喜びにあふれ真心を込めた感謝でこの手紙を終わります。
さようなら、天国で会いましょう！

あふれる愛を込めて、

José María Salaverri
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インドで司祭叙階式

左より:（前列）マリア会のSebastian Bara師と Raj Mohan師
司教と共に; （後列）従属地区の霊生部長Jinu Muthukattil師
と従属地区の地区長Sudhir Kujur師

1月28日、インド・ラーンチのNirmal
DeepでTelesphore Bilung司教によってマリ
ア会Rai Modhan 助祭とSebastian Bara助祭
が司祭に叙階されました。この叙階式は最高
の敬愛と尊厳をもって執り行われました。
James Dungdung師と志願者たちがこの叙
階式全体を美しい調べの声を通して祈りに満
ちたものにしました。従属地区本部は叙階式
を準備し全招待者をもてなしてくれたArul
Raj師とNirmal Deep共同体の兄弟の皆さん
に感謝致します。新たに叙階された兄弟たち
は彼らの出身小教区にて初ミサを捧げます。
マリア会において司祭職を始めるにあた
り、この兄弟たちにおめでとうを申し上げ、
ご活躍をお祈りします。

ローマで助祭叙階式
4名のマリアニスト神学生が1月13日土
曜日午後、マリア会総本部の柱の聖母聖堂
にて、教理省長官、イエズス会Luis Francisco Ladaria大司教による司式で助祭に叙
階されました。Suman Dungdung (イン
ド), Daniel Griﬃn (メリバ)、Romuald
Nlumbu Mfumu (フランス－コンゴ),そし
てOscar Salazar (コロンビア)の4名です。
長年に渡りローマのグレゴリアン大学で
教授を務めているLadaria大司教は、この
大学で多くのマリアニスト神学生を教え、
Via Latinaのシャミナード国際神学校に対
して深い愛情と親しみ持ち、しばしば助祭
叙階式を執り行なうよう依頼されていま
左より: Oscar助祭, Romuald助祭, Suman助祭, Daniel助祭
す。
大司教とともに
叙階候補者の多くの友人たちの出席と協
力に感謝します。また、彼らの同胞、家族、勉強仲間、マリアニストとローマの信徒マリアニスト共
同体の代表者、総本部の従業員の皆さんに感謝します。毎年、兄弟的で楽しい雰囲気が叙階式とその
後の小パーティーの間に作りだされます。私たちはSuman, Daniel, Romuald とOscarに助祭叙階お
めでとうと申し上げ、そして司祭職への道で彼らのために祈ります。
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65歳以上の修道者の霊的刷新プログラム
（英語またはスペイン語で）
Manziana（マンツィアーナ）：マリス
ト修道会のブラザーと、2003年以来増加
するマリア会員にとって、この名前は65
歳以上の修道者の霊的刷新を意味してい
ます。私たちマリア会では、かなりの多
くの会員がこの年代に属しており、この
プログラムには関心があるはずです。
マンツィアーナはこのプログラムの大
部分が行われる場所です。ローマの北に
ある村で、そこにマリスト修道会の施設
が設けられています。
英語でのプログラム 2018年ローマ マリスト会のブラザーとともに, (左より)
マリア会のChristian Janson師とJosé Ramirez師 （グループチャプレン）

住所：Fratelli Maristi, Manziana, Italy

Manziana 2018 :
◇ 英語でのプログラムは10月8日から12月8日まで行われます。（参加者は1日か2日前にローマVia

Latinaに到着すること) このプログラムの責任者はアメリカマリスト会のJohn Klein士です。
◇ スペイン語での同じようなプログラム（AMANECER）は2018年9月1日から10月31日までローマ
で行われます。
マンツィアーナとローマのプログラムは、参加者にとって、感謝と深い兄弟愛の雰囲気の中で、彼
らの歩んできた修道生活を刷新することです。それはまた、年齢が進む中でのさまざまな機会と限界
を利用して、来るべき年月においてどうより良く生きるかを考える機会でもあります。これらの期間
には、それぞれの修道会のカリスマの起源である場所への修道者の巡礼が含まれています：マリスト
会員はフランス、リヨン地域に、マリア会員はボルドー、ペリグー、アジャン、スペイン、、、で
す。従って、これら巡礼旅行へ参加するためには良好な体調を保っておく必要があります。事実、マ
ンツィアーナプログラムへの参加は比較的健康であることが前提となっています。
より詳しい内容のためには、この提案に興味のあるマリア会員は下記のサイトで私にコンタクトし
てください。robert.witwicki@gmail.com 或いは cfmcoordinateur@gmail.com
それぞれの上司の同意を得てから、皆さんは私が連絡する手順に従ってこのプログラムに登録出来
ます。あなたとマリア会の善となるよう、第３の年代の仲間たちに兄弟愛の挨拶を送ります。

Robert Witwicki, SM ‐マリアニスト研究センター所長
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総本部通信

メールアドレスの変更

Fr. Simon Choi (KO):
csimonsm@gmail.com
Bro. Oscar Kerketta (IN) :
oskerketta71@gmail.com
Bro. Gilbert Okade (EA) :
gilbertokade@gmail.com
Bro. Shadreck Nyirenda (EA):
robertvenansionyirenda@gmail.com

Bro. Simon Njenga (EA):
cyrusnjenga300@gmail.com
Bro. Fredrick Onyango (EA):
opiyokasonga@gmail.com
Bro. James Rogoncho (EA):
jamesrogoncho@gmail.com
Bro. Paul Elyia (EA):
pawelchilapa@yahoo.com
Bro. James Gachau (EA):
jamesgachau416@gmail.com
Bro. Emmanuel Mwakabanga
(EA):
emwakabanga@yahoo.com
Bro. Justin Njue (EA):
njuejustinm13@gmail.com
Bro. Fredrick Opondo (EA):
fredmmoja@gmail.com

訃報：No.1-4
1月10日：連絡 No.2, 3か国語で2018年第35回総会
の準備委員会から全行政単位責任者宛て送付
1月17日：3 Offices (No.148)とマリアニスト研究
のゾーンセンター活性化のための手引書, 3か国語で
マリア会霊生局長、André Fétis師から全行政単責任
者、ゾーン議長、マリアニスト研究センター所長あ
て送付
1月25日(英),26日(仏),29日(西):Via Latina 22,
267号（特集号）を3か国語で全行政単位責任者宛て
総本部書記局から送付
1月31日：総会通信 No.2－総本部のリネアメンタと
報告（教育局からの付録）、3か国語で第35回総会
の出席者全員と行政単位の全責任者宛てに2018年第
35回総会準備委員会から送付。同じ資料が通達とし
て通常郵便で送付される
2月2日：財務資料, 3か国語で全行政単位の本部に
財務局長、Michael McAward士から送付
2月5日：3 Offices (No.149) －マリアニスト連帯
と養成の資金配分, 3か国語でマリア会全てのメン
バーにマリア会財務局長、Michael McAward士から
送付

