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マリア会

シ ャ ミ ナ ー ド 年
マ リ ア ニ ス ト 召 命 の 年 ?
後２カ月もすれば、シャミナード年が始まります。これは私たちのマリアニス
ト召命を知らせるまたとない機会です。どうしてこの年をマリアニスト召命の年
ともしないでいられましょうか？この一年の重要な折々に、私たちと一緒に過ご
すよう若者たちを招かずにいられるでしょうか？私たちの創立者、そして彼が私
たちに残した遺産、その結果として今日生まれてきた事業に対する私たちの熱い
心を彼らに伝えないでおられるでしょうか？
あるフランシスコ会員は聖フランシスコが彼らの第一の募集者であると述べて
います。同様に、私たちにとっては
シャミナード神父がまさにそうでは
ないでしょうか。
この一年間、創立者の生徒となり
ましょう。そうすれば彼は、彼が地
上にいた時にしたように、どのよう
に若者たちを導いていくかを私たち
に教えてくれることでしょう。創立
者が彼の創造性と信仰を私たちに吹
き込んでくださいますように！
André Fétis, sm
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皆さんからのお便り、ニ
ュース、活動に係わる写
真、提案などなどをお待
ちしています。…
Thank you!
(genrelsm@smcuria.it)

Horizons 2010
シャミナード師と共に
マドレーヌ教会の前に
SM と FMI 参加者たち

日本 カトリック生徒のための黙想会
毎年春、学年の終わりから新学期が始まるまでの短い休暇期間中に、日本地区は日本のマリアニスト
学校のカトリック信者生徒を対象にした黙想練成会を開催しています。日本地区が抱える学校は東京の
暁星、長崎の海星、大阪の明星、
レクリエーションの時間
札幌の光星で、それに同じ東京に
マリアニスト・シスターたちが経
営する晃華があります。これらの
学校の信者の生徒にはこの黙想に
参加するよう呼びかけがなされ、
通常、各校から毎年３～４名の生
徒が参加しています。（２０１０
年５月時点で、日本マリア会の学
校での生徒数は６７３９名で、そ
の中でカトリックの生徒数は２４
８名でした。）この催しは東京近
郊で三日間にわたって開催され、
現在までに１６回を数えていま
す。
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２０１０年の黙想練成会は３月２４日から２６日にかけて、東京南方に位置す
る日本の古都鎌倉にあるイエズス会の｢日本殉教者黙想の家｣で開催されまし
た。今回の参加者は男子１１名、女子４名の計１５
名でした。このプログラムのスタッフは卒業生の参
最後に感想文の時間
加者２名、信徒教師４名、マリア会から３名、汚れ
なきマリア会シスター１名の計１０名です。

日本

(2)

神は皆の神であり、神との出会いは祝福です。今回
の黙想練成会は、参加者たちに、自分たちの一生を
通じての自分たちの内での神の働きを意識させるこ
とを目指して企画されたものです。
池田 紀行 神父
参加者たち

池田神父による講話

若 者 と 召 命 の 司 牧
マ リ ア 会 サ ラ ゴ サ 管 区
1

今日は！ ペドロ。召命についてお話しする前に、あなた自身と、あなたが現在担当している任務を簡単に紹介し
てください。

私はペドロ・マルティネス・デ・サリーナスと言う名のマリア会司祭です。年齢は５６歳で、修道生活に入ってか
ら３８年になります。科学と宗教の教師で、養成担当、小教区主任司祭を務めてきました。大小の共同体で過ごし、
学校や教区の経験を積んでいます。最近５年間は、サラゴサ管区の司牧担当を務めていて、このため、召命司牧のた
めの管区の代表にもなっています。
２

あなたの管区の召命司牧計画、それにそれがどのように組織され、主たる任務に当たっているのは誰か、簡単に
教えてください。

先ず注目していただきたいことは、私たちが、スペインにおいてもそうですが、全ヨーロッパで召命の危機の時代
にあるということです。この事実は修道生活についても教区神学校についても同様です。私たちの管区での召命につ
いての良いニュースとしては，召命のつながりが途切れてないことで、たとえ少数とは言え、若い修道者たちがいま
す。今年９月５日には一名のノビスが誓願を宣立しました。
私たちには、２０００年に設けられた召命の司牧管区計画があります。この計画にあっては、召命の司牧は私たち
の学校と小教区の司牧全体の一部となっています。この司牧はマリアニスト家族のそれぞれの枝に召命を生まれさせ
ることを目指しています。このように理解された召命の司牧は司牧全般から分離されることはできず、私たちの任務
が、キリスト教的な生活体験に含まれる召命に関わる側面を育てることに貢献する時に、初めて充分な意味を持つこ
とになるということを私たちは理解しています。
神ご自身を体験する方向を目指すキリスト教的生活体験を育てるというこの大きな目標は、更に個別の目標に区分
することができます。私たちが自分たちの福音化事業〈学校、小教区〉の中で推進しようと努めているこれらの目標
の幾つかを以下に挙げてみましょう：
― 教会内での種々の生き方を、説明と個人的証しでもって理解させる
― マリアニストの歴史と霊性を知らせる
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― マリアニスト信徒・修道者の生活体験を容易にする
― 個人的な関係を通して、また、マリアニスト的な要素がそこに存在するような状況を創り出すこ
とによって、マリアニスト精神とカリスマを伝える
― 信徒マリアニストおよびマリアニスト修道者への呼びかけを個人的にも集団的にも行う
― 可能性のあり得るマリアニスト修道者への召命の識別の第一段階をアシストする
― 召命を求める祈りを広める
この任務の担当者の件ですが、管区の全会員、
全共同体、事業の全てが担当者です。これは全員
で分かち合っている責任であり、全員がこの召命
司牧の共通目標達成に貢献すべく努力していま
す。各共同体にあっては、その院長が共同体に託
された事業におけるこの司牧の最終責任者です。
私たちはまた、マドリード管区との間に管区間委
員 会 を 持 っ て い て、こ の 委 員 会 は 召 命 活 動 を計
画、評価し、私たちの共同体と事業の中に召命を
考える雰囲気を作り出すための材料を創りだして
います。
３

Youth pilgrimage to the Beatification of the Madrid Martyrs
(Rome, 2007). The accompanying group of Marianist religious

この召命の司牧を展開していくために使って
いる材料は何ですか？

事業の中で私たちの召命司牧を遂行していくために、私たちは「来て、見なさい」と名付けられた材料に
関する書類入れを持っていて、これは、教育のそれぞれの段階に適応したマリアニストのカリスマを、ダイ
ナミックな方法で紹介するものです。現在、私たちは全マリアニスト家族と協力して、漫画、ビデオ、音
楽、ビデオゲーム等の新しいメディアを通じて、マリアニストのカリスマ、生活、ミッションを学校内で伝
えるのに役立つような他の道具を開発しているところです。創立者という人物を再創作してみせる手段とし
て、創立者の全身像が司牧的効果を与えたことも指摘したいと思います。更に、カード、ポスター、絵葉書
による福者シャミナードの新しい画像も、私たちにはとても助けとなりました。毎年、私たちは創立者週間
を組織していますが、これは召命を強く念頭に置いたもので、その際、これらの道具を用いています。
共同体内については、ここ数年来、私たちは二、三のガイドラインを創り、年間を通じ、また特別な機会
に、共同体で考察、対話を行うとともに、自分たちの召命に関わる困難や不安を分かち合うようにしていま
す。これは司牧を考える雰囲気作りや感性を創りだす手段となっています。
４

若者の司牧と召命の司牧の間の関係がサラゴサ管区では重要なポイントとなっています。これは何故で
すか？この二つの間の関係を保つ手段は何ですか？

召命の司牧は人間の全年代を対象とした継続的、段階的なものでなければなりません。とは言え、特別な
注意を払う必要のある特に重要な幾つかの時期があります。最も重要なのは１０歳から１２歳の児童期、青
春期の終わりころ〈１６歳―１８歳〉、青年期初頭〈１８歳―２５歳〉です。私たちは子供の時期以後、特
に、１０歳から１２歳の時期と、高校生の時期に召命の種をまくよう努めています。
既に２０年以上も前から、私たちは Guinomai と名付けられた信仰グループの若者司牧プロジェクトに従
事してきました。 これは学校にいる12歳から18歳までの年齢の若者を対象としたマリアニストプロジェク
トです。この取り組みは、キリスト教共同体（の存在に）気づくために、キリストの示した道にしたがって
マリアと共に歩みつつ、信仰に生きようとの呼びかけであって、その目指すところはイエスのようになるこ
とです。これ以外にもスカウト、登山グループ、年少のグループがあって、これらは週末や休暇の折に、自
然や山で信仰教育を受けています。このような若者を対象とした活動は多くの若者のリーダー、クラス委
員、カテキスタ等を私たちに与えてくれました。Guinomai プロジェクトは、１８歳から２５歳までの若い成
人と一緒に活動できる新しい司牧的領域を私たちに開いてくれつつあります。
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数年前、私たちはマリアニスト召命募集に関わる努力を、高校生の時期に
サラゴサ管区(2)
向けて集中させていました。現在では私たちは、人生のこの時期では、若者
たちはまだ自分たちの将来についての決定を下すこ
Experience of mission and community in Otuzco (Peru),
with an evangelizing, missionary and vocational character
とはできず、大学生の時期まで待つ必要があると考
えています。私たちは司牧面での優先位を大学生の
学齢期に置き、この時点で彼らに召命の提案をする
こととしました。
この年代の司牧活動のため私たちが当てにしてい
る最適の手段はフラテルニテ・マリアニストです。
何名かのマリアニスト修道者が信仰グループの中に
入り込み、フラテルニテ・マリアニストへの手ほど
きをしながら、若い成人たちともっと直接に活動す
ることができるように、私たちは努めています。ど
のようにしてこれらの若い人々に信徒・修道者召命
を紹介し、どのようにフラテルニテ入門のための計
画を展開させるかについて対話し、考えるために創
設される検討グループに、私たちは大きな望みをか
けています。
５ このプロジェクトの遂行には、たくさんの人々（信徒と修道者）が、自分たちの司牧あるいは教育
活動に召命分野を取り入れる手助けをしているということが前提となっています。これは容易なこ
とですか？また、彼らの協力をどのように手助けするのですか？そしてマリアニスト家族からの参
加はどうですか？
召命司牧の任務への信徒の参加を手助けするのは容易なことではありません。私たちは私たちの信徒
協力者たちがキリスト者としての強いアイデンティティーを持ち、私たちの教育・司牧任務で一体と
なっていると感じてほしいと願っています。そして司牧グループに参加して、積極的に活躍するよう彼
らを励ましています。難しさは、召命の側面を彼らに納得してもらうこと、つまり、力強い召命の呼び
かけを伴った信仰の道を奨励すること、にあ
“Salt in the Family,” annual meeting of the Marianist Family
ります。
私たちの信徒協力者たちの多くは、とくに
若いリーダーたちは、フラテルニテ・マリア
ニストのメンバーです。私たちの事業、学
校、小教区の司牧とフラテルニテとの間の関
係は良好で、例えばC.L.M. が遂行する主要な
任務の一つは信仰グループの指導です。この
召命分野、特に大学生の年代層の若者に関し
ては修道者と信徒マリアニストの一致協力が
必要です。
６

このミッションについて私たち宛てのあ
なたのメッセージは何でしょうか？

私のメッセージは収穫の御主に対する希望と信頼です。御主が多くの若者に福音の証人となるように
と呼びかけ続けていることを私たちは知っています。でも、現代文明の生活環境から来る騒々しさは、
若者たちがこの呼びかけを聞く妨げとなっています。修道者としての私たち一人一人の証しが、各人に
対する神の憐れみと愛を目に見えるものとするのです。私たちが、主の呼びかけを人々にもっとはっき
りと届かせる福音のたとえ話となろうではありませんか。私たちのマリアニストミッションを遂行し、
引き継いでいく召命の継続性の必要に気を取られてしまうよりも、むしろ私たちはこれらの召命を本当
に願わねばなりません：と言うことはこれらの召命を心に描き、そのために祈り、私たちの生き方が影
響力を持つよう私たちの心を整え、私たちの不安を独り歩きさせないことを意味します。召命を望み、
彼らのために祈るということは、若者たちに対する神の御計画を彼らが発見するように手伝うことなの
です。

5
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ケニヤ

世界マリアニスト祈りの日に、ナ

イロビでは最初のファウスティーノグループ
のメンバーが入会式を挙げました。

主ご自身が建ててくださるのでなければ、家
を建てる人の労苦はむなしい。（詩編１２７）
修道生活の基盤となるものにおいて、主導権を
握 って いる のは 神で あり、ここ では、（私 たち の
“霊的商品” PRする）市場成果や、（私たちの弱
い人間的な力や重要な不動産）の効果的な管理は、貧弱な道具にすぎません。
私たちの一番すぐれた方法は、例え人間的仲介や人の人格的な要素を介してであるとしても、神から
来る呼びかけを前にしての私たちの無力です。各人がなさねばならない生涯の選択を誘発するのは神で
す。私たちの会の男女の創立者に霊感を与えたのは神であり、私たちのカリスマと生き方にダイナミズ
ムを保持しているのも神です。神こそ第一の霊感の与え主、真の創立者であって、もしも私たちがこの
前提となる考えを念頭に置いているのでなければ、会の目標よりも組織体に注意を奪われてしまった、
専門家とは言えない単なる募集係となる危険があります。
主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦はむなしい。主ご自身が守ってくださる
のでなければ、町を守る人が目覚めているのもむなしい。朝早く起き、夜遅く休み、焦慮してパンを食
べる人よ、それはむなしいことではないか、主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。〈詩編１２７〉
ですから肝心なことは神に委ねることであり、だからと言って眠りこけないことです。修道会の各メ
ンバー、それに修道会自体に求められることは、洗礼者ヨハネのように道を準備すること、特に、神に
向かう私たちの道に私たちが入り込ませ、増大させてしまった障害物を取り除くことです。キリストと
の出会い ― それはまた目覚めることを待っている私たちの中の一番良いものとの出会いでもあるので
すが ― のために道を準備すること、これこそミッションです。挑戦すべき対象は修道会の生き残りで
はなくて、生き、広がったキリストとの友愛です。
私たちのなすべきことは、神と私たちの間に私たちが築きあげた壁を崩すことであり、これには絶え
間ない警戒が求められます。なぜかというと、短期間に目に見えないかたちで私たちはすぐに壁に囲ま
れる状態になるからです。掟として固まった習慣、不適切な沈黙、直ぐに正当化される怠惰、これらは
修道生活の活力は私たちのコミュニケーション手段（インターネットサイト、種々のタイプの情報、召
命センターなど）で伝えられることはできますが、先ず私たちが聖霊に自らを開くよう努力しない限
り、何の効果もありません。
道を準備するこの注意深さからは、私たちの販売力の成果をはるかに超えた刷新が恐らく生まれるこ
とは可能でしょうが、しかし追求すべき目標はそれではありません：それは今、この日、福音を告げ知
らせ、福音を生きるべく努めるという絶対的な必要です。それ以外のものは充分に追加して与えられる
でしょう。
Jean-Claude Lavigne, op, In “Pour qu’ils aient la vie en abondance” [“That they might have life in abundance”] – La vie religieuse. (Paris: Cerf, 2010), Pp. 3738.
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コロンビア・エクアドール

: 若者と召命の司牧

MICHEL MOVEMENT

“９月１８日、土曜日、私たちは１９９８年９月１８日にリョロ・チョコで起こった殺害事件の結果
犠牲者となったマリアニスト修道者 Miguel Angel Quiroga Gaona （ミゲル・アンヘル・キローガ・ガオ
ナ）の没後１２年を記念しました。 この式典にはボゴタに本拠
を置くMovimiento Michel とミゲル・アンヘル・キローガ サッ
カースクールに属する児童、青少年たち約１５０名が参加しまし
た。
このMM 運動 (Movimiento Michel) は徐々に発展し、コロンビ
ア・エクアドール マリアニスト地区の児童・青少年と召命の司
牧の中心的プロジェクトとなりつつあります。この運動を通じ
て、私たちは、マリアニスト宣教師としてミゲルを思い起こし、
私たちの時代の貧しい人々や疎外された人々の顔と生活環境を通
して御父の顔を私たちに示してくださるキリストを探し求め、出
会う生きた証人として、ミゲルを特に私たちの地区の児童、青少
年に紹介するよう努めています。
この運動と学校は、特に、コロンビア・エクアドール（Bogota,
Choco, Girardot, Latacunga-Ecuador, Medellin）のマリアニスト家族
の全事業の児童〈６－１１歳〉、少年〈１２－１６歳〉、若者た
ち〈１７－２１歳〉を対象としています。
運動の宣教的側面
この運動は、｢彼の言うことは全て行いなさい｣と言って、今日この日、イエスに従うように、そし
て、私たちの兄弟姉妹たちの必要に注意深くあるようにと私たちを招いている婦人であるマリアにその
着想を得ています。このため運動は、ミゲルがそうであったように、笑顔、絵画、自然との接触、神と
の出会いと生活があるもっと正義で、平和な世界を夢見ながら、自分たちの生活を深めることを望んで
いる児童や青少年に信仰の養成とキリスト教的生活の体験の良い機会を提供すべく努めています。
運動の社会的側面
生きることに熱情を燃やした若いコロンビア人、花を育て、技巧に優れ、学生であり、社会科学の学
位を取り、神を愛し、マリアニストであり、教育者というミゲルがこの運動でよみがえってきます。人
生を絶えず脅かす抑圧と不義、恐れと憎みに打ち勝つ力を与える霊感の源として彼を示しています。
チョコの貧しい人たちのた
めに、彼らと共に働き、神の
国を説いたために、ミゲル・
アンヘルは１２年前、残虐な
準軍事組織によって殺されま
した。 今、彼の名で、そし
て彼が守り通した大義、それ
は神の大義に他ならず、それ
故にまた貧者の大義ですが、
生命に奉仕し、新しい世界を
築くことを追求するこの運動
が広がっていくことを私たち
は心から願っています。
Nelson Mendieta, sm

若い参加者たちの証言：
死の記憶として （by: Jhon Garcia, MM-Palermo Sur）
私たちの主イエス・キリストにとって最も重要なことは、孤独で、苦しみ、悲しみの
中にあり、愛されていないと感じている人のために私たちが命を捧げることです。私た
ち若者にとって一番大切なことは生まれて、そしてこの国がもっと良くなることを願っ
ている子供たちの命です。
この式典で、私たちはミゲルが命を愛したことを思い起こし、彼が生きたこと感謝し
ました。若者にとっての大きなチャレンジ、取り組むべきこと、それは、命は物的なも
のや金銭よりずっと価値があることを示さねばならないということです。忘れたり、悲
しんだりではなく、熱意を持って前進するための１２年間、イエスとマリアと共に奉仕
し続けるための１２年間。
ミゲル自身が言っているように、
「私たちが自分の心の態度を変えなけ
れば、私たちは決してこの国を変える
ことはない」のです。私たちが取り組
んでいるのは、この国を良い方に変え
ることです、でもそれは私たちの心を
変えることから始まります。ミゲルの
生涯は私たちのマリアニスト経験と結
び付けられて残ることでしょう。

ミゲル、消すことのできな
いしるし (by: MM-Palermo
Sur)
ミゲ ル・ア ンヘ ルの 死を
記念する式典が開催された
折 に、命 の 会 合 も 開 か れ、
これにはボゴタのマリアニ
ストの事業のMM 運動の代
表 者た ちが 出席 し、こ の運
動 にし るし を残 し、人 生に
マリアニストの雰囲気を与
え てく れる 事業 とし て、一
つの運動を分かち合うこと
ができました。 それぞれの
グ ルー プは、命を 守る ため
に ミゲルが行った活動と経
験を広げるために欠くこと
のできない要素となってい
ま す。中 心 と な る 目 標 は、
共 同体 の人 間的、霊的 必要
の一部を実現することに配
慮 しつ つ、も っと 人間 らし
い、もっ と兄 弟愛 の満 ちた
世界を実現することです。

種々の年齢と異なった環
境にいる子供たち、青少年たちは自分たちの経験と、世界についてのビジョンに基づいて、貢献を果たしてきました。
MM 運動が人間性の面でも、このプロジェクトを結びつける兄弟愛の絆の強化の面でも徐々に発展しつつあるのはよろこ
ばしいことであり、この運動は多くの者に価値ある、模範的生活に向けての決意を促すきっかけとなっています。
このことは、教えることおよびチームワークを通して、活動を続けてミゲルの本当の考えをもっと理解するよう私たち
を励ましてくれます。
こうして生きてみた経験は兄弟愛と更なる取り組みへの新しいドアを開いてくれます。私たちは愛を持って神の働きを
行いますが、上述した経験から得られる実りは、その愛によってもたらされる結果でしょう。

新しい召命リーダーの任命：アメリカ管区
２０１０年７月、アメリカ管区では新しい召命リーダーが任命されました。Tom
Wendorf 士です。彼は、新アメリカ管区の最初の８年間にわたって、心をこめてこ
の任務を遂行してきたCharles Johnson 士の後継者です。Tom士は現在ミズーリ州セ
ントルイスにいますが、それまではデイトン大学で英語の教鞭をとり、オハイオ州
デイトンのマリアニスト修練院にいました。セントルイスの召命事務局は、ハワイ
州ホノルル、テキサス州サンアントニオ、オハイオ州デイトンの各事務所にいるブラザー、シス
ターと協力しながら、アメリカ管区全体の召命活動を統括しています。現在、全米で１６人の若者
（男性）が管区の“召命コンタクトプログラム”の一部分としての公式な形で、マリアニスト修道
召命があるかどうかを探っています。その他に、多くの男女が様々なレベルでマリアニスト家族の
召命を探っています。
キンシャサ特別地区での召命司牧
キンシャサでの召命司牧は会員全員の関心の的です。この活動には毎月の静修日が含まれていま
す。前回のテーマは“シャミナード師の足跡を辿って”でした。
私たちには３５名の志願者がいます。各志願者にはそれぞれの受け持ちのマリアニスト修道者が
います。８月１８日から２８日までの１０日間にわたって、二カ国のコンゴの志願者（ブラザヴィ
ルとキンシャサの）を交えて、養成講座が開かれました。参加した志願者は１６名です。この講座
を終えた後で、６名の志願者が Voka にある志願院への入院が許可されました。入院は２０１０年
１０月１１日、月曜日でした。
Awilo (Willy M’Boma), sm
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Via Latina, 22 - 00179 ROMA (IT)
genrelsm@smcuria.it

次回のVOCSMは2011年2月を予定しています。
皆さんの活動に関わるニュース、写真、提案、記事、websites
を待っています。Thanks! (genrelsm@smcuria.it)

