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地方教会における召命への働きかけ
祈りのための
提案
教 皇 聖 下 は、こ の
日、司祭・修道者の
召命のため祈るよう
全教会に呼び掛けて
おられます。私たち
マリアニストも、そ
れぞれの固有な召命
の中にあって、教会
の祈りに合わせて祈
りましょう。

２０１１年４月２４日
２０１１年復活祭
親愛なる兄弟・姉妹の皆さん、
２００９年１１月のマリアニスト家族世界
評議会の最終メッセージは、全ての枝での
召命の司牧と活性化のため、マリアニスト家族の中で私たちが行う努
力について語っています。この考察の光に照らしてみて、私たちは祈
りの中で一つになってこの努力を支えることが必要だと考えます。

この目的のために復活祭第四の主日に全員の祈りの交わりに加わるよ
う、私たちは全マリアニスト家族に呼び掛けることを決定しました。
毎年、この主日は、全教会で世界召命祈願の日となっています。目指
すところは、世界マリアニスト祈りの日のため１０月に私たちが行っ
ているように、皆で一つになることであって、この目的のため、特にマリアニスト召命のため、
全教会と一緒になって祈ることです。
マリアニスト家族世界評議会は、２０１０年１１月の会合の際、このイニシアティーブを有益な
ものと判断し、それが続行されるよう希望しています。
ですから、この日が近づく今、私たちは皆さんにこの招きを思い起こさせるとともに、約束通
り、考察のための材料とガイドラインを提供したいと思います。
以下のものをここに添付してみなさんにお届けいたします：
祈りのためのマリアニスト提案
ブラジルのマリアニスト家族が始めた召命司牧に向けた新プロジェクト
これらの材料は今回の催し、その他の同様な計画を進める上で参考になり得るものと考えます。
親愛の情をこめて、
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1. 考察のため...
主よ、今日私たちはあなたと共に居て、あなたが福音の中で語っておられる
ことに耳を傾けるために御前に進みます。私たちは、教会の収穫のための働き
手を求めて懇願しつつ祈ります。私たちは、心を静め、沈黙の中に、あなたの
現存を味わいつつ、あなたと共に留まることを願っています。私たちは私たち
の召命をあなたにお捧げします。あなたが招いてくださったことに感謝しま
す。私たちはあなたが私たちに耳を傾けておられることを知っています。あな
たが召してくださったからこそ私たちはここにいるのです。あなたは私たちを
男女マリアニスト信徒、修道者としてそれぞれ異なった道に招いて下さいまし
た。この祈りの間、私たちはそれぞれの召命を強めてくださるように、そして
私たちに新しい召命の贈りものを下さるようお願いいたします。

この主日のための教会の提案（P. 5 参照）

マリアニスト召命のため

祈りのためのテキスト：
旧約聖書:
イザヤ 6:5 – 10
エレミヤ 49:3, 5-6
士師記 4:4-10; 5:7, 12, 24
サムエル記上 3:1-21
ユディト記 8:11-12, 16-17,
20, 25-27, 9:11

新約聖書:

種々の祈り
マリアへ

聖書からの引用と

ヨハネの手紙一 4:16-19
ルカ 5:27-32, 8:1-3; 9:23-25,
57-61; 10:1-11
ヨハネ 15:13-17
マルコ 3:13-14
コリントへの手紙一 1:1-3

召命のための祈願

マリアへ
「私たちは目をマリアに向け、マリアの中に宣教師である弟子の完全な姿を見出します。マリアは、御
子がご自分の命を与えることが出来るように、“この人が何か言いつけたら、そのとおりにしてくださ
い”（ヨハネ２・５）と励ましています。マリアと共に、私たち
はあらためて御主の御言葉に注意深く耳を傾けることを望み、マ
リアに寄りすがりながら、「行って、全ての民を私の弟子にしな
さい。」（マタイ２８・１９）という御子の宣教命令を受け入れ
るのです。御主との生きた出会いを体験し、この例えようもない
喜びを日毎に他の人々を分かち合いたいと望む宣教師である弟子
たちの共同体として、私たちはマリアの言葉に耳を傾けます。」
（ラテンアメリカ司教会議の終結文書、Aparecida, Brazil, May
2007, No. 364）

マグニフィカトの聖母よ、
私たちの創立者たちから受け継いだ賜物が新しい実を結ん
でいる様々な国々、言葉、文化の中での召命を求めて祈る
ため、私たちはここに集いました。
あなたと共に、私たちのマリアニスト召命の賜物を感謝い
たします；このお恵みに忠実であるよう私たちをお守り下
さい。
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お告げの聖母よ、
砂漠でのマンナのように、日毎、夜毎、私たちを養ってくださる御言葉に、
あなたと共に私たちは感謝いたします。
あなたと共に、私たちはあの御告げの御言葉を受け入れたいのです、
それは、その御言葉によって私たち一人ひとりと共同体の生活が変容するためです。
カナの聖母よ、
イエスが今日の世界に知られ受け入れられるようにとの熱望を、
私たちの中に燃え上がらせて下さい。
私たちの兄弟姉妹の必要を感じ取るために、私たちの目と耳を開いてください。
主がわたしたちと人生の歩みを共にするようにと準備してくださった人々に、
命を与え、真の喜びのブドウ酒をもたらすために、
どうか私たちを、あなたの模範にあやかって、現実にしっかりと根ざし、
共同体で働くことを幸せとする信仰の男女として下さい。
十字架のもとにたたずむ聖母よ、
わしたちは死を超える生命の勝利を確信しています。
どうか、信仰を保ち、困難に耐え、いつも希望を失うことがないよう
私たちをお助けください。
高間の聖母よ、
あなたと共に、マリアニスト家族の中にみられる率先した行動をかき立てる
宣教の熱意に感謝いたします。
それは私たちを希望で満たしてくれます。
あなたのものであるこのマリアニスト家族の中心で、
その全メンバーと一致して、
現代は神様の時代であり、
教会と世界におけるマリアニスト家族の“時”であると確信しつつ、
今日、私たちはあなたへの奉仕に自分を捧げます。
（２００７年のFMI 総会終結の祈りを適用して）

マリアニスト召命のための祈り：
一つの同じ家族のメンバーである私たちは、わたしたちの熱意と必要、欠点と望み
を分かち合いたいと願います。あなたが福音書の中で招いておられるように、わたし
たちはあなたに感謝と賛美と願いを捧げながら、倦むことなく祈ることを望みます。
私たちはこれらの願いを全てあなたに委ねます。
1. 主よ、私はマリアニスト修道者の宣教の努力をあなたに捧げます。どうかあなたの
恵みによって彼らの努力を実り豊かなものとしてください。そして、あなたがお選
びになった若者たちに、寛大なこころをもって直ちに答える力をお与えてださい。
2. イエス様、私たちの息子や娘たちをご覧ください。あなたは彼らを生命へと招き、
また、私たちを通して信仰へとお招きになりました。どうかこの瞬間から、あなた
のお望みのところへ彼らを呼び寄せてください。どうか彼らが私たちに支えられ
て、あなたに答えることが出来ますように。
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3. 主よ、私たちの家庭生活をあなたにお捧げします。家庭生活はあなたの愛の招きへの応えです。どうか私
たちを招き続けてください； 私たちは、子供たちと社会への奉仕の中で新たにされる愛の喜びと寛大さ
をもって、あなたに応えたいと願っています。
4. 主よ、修道生活に向けて準備している全ての若者たちのために祈ります。どうかあなたの愛が彼らをます
ますあなたのもとへ引き付けますように。最近発足した共同体のために祈ります。彼らが自分たちのキリ
スト者としての召命を識別し、確認する助けとなって下さいますように。
以下、それぞれの共同体でご自由に

召命のための祈願
1. 私たち皆のために祈ります。主の御旨を行うために、私たちがその御旨に注意深い者でありますよ
うに。 主よ、わたしたちの祈りを聞き入れて下さい。

2. 自分の召命について考え悩んでいる人たちのために祈ります。彼ら
が自分を神の前に謙虚に披歴し、神が彼らに求めておられることに
耳を傾けますように。主よ、・・・。
3. 主に“はい”と答えた人々のために祈ります。彼らが、応えた道に忠
実に留まり、神に奉仕し続けますように。 主よ、・・・。
4. 収穫の主である神が、その収穫のために働き手を遣わしてください
ますように。主よ、・・・。
5. 私たち皆のために祈ります。私たちがもっと神に近づき、進むべき
道を示してくださる唯一の御方として崇めることができますよう
に。主よ、・・・。
6. その生涯を通して、例え理解できないことがあっても、神からのしるしに注意深く生きたマリアの
模範に、私たちが倣うことが出来ますように。 主よ、・・・。
7. 神の招きに耳を傾け、より親密に神に従おうと決断した者を、神が支え、祝福してくださいますよ
うに。 主よ、・・・。
8. マリアのように自分の生涯を神に捧げた人たちのために祈ります。主が日々彼らを喜びで満たして
くださいますように。 主よ、・・・。
9. マリアの模範に照らされ、寛大な愛に満たされて、若い世代の人々が主に信頼し、自分たちの生涯
を主に捧げる者となりますように。 主よ、・・・。
10. 他者のために生きる人々、特に宣教師たちのために祈ります。主が彼らを助け、その働きを続け
るために必要な力を与えてくださいますように。 主よ、・・・。
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2. 召命のための祈りの提案
教皇聖下は、この日、全教会が修道者、司祭の召命のため祈るよう求めておられます。
マリアニスト家族においても、私たちの召命の観点から全教会の祈りに合わせて祈りましょう。

私たちの召命の賜物
今年、私たちは私たちの兄弟・姉妹の、共同体で分かち合われている幾つかの召命の呼びかけ
と経験に基づいた祈りを提案いたします。
召命と抵抗
抵抗する：
1. しばしば私たちを踏みつぶそうと待ち構えているように思える敵対者に立ち向かうこと
2. 水の流れに抵抗する岩のように (その水はまた岩のとがったところを丸めるかもしれません)
3. 強風に曲がりながらも折れてしまうことのない葦のように。

1

詩編 120・6-7：“平和を
憎む者と共に私の魂がそ
こに住むとは。平和をこ
そ、わたしは語るのに、彼
らはただ戦いを語る。”

あなたの人生のこの時点で、あなたは何と
戦わねばならないのですか? そしてあなた
の信仰生活では?

2

詩編 18・2 ：
“主よ。わたしの力よ。
わたしはあなたを慕う。主は
わたしの岩、砦、逃れ場。”

あなたがやっていくのを助けているのは何で
すか? どこにあなたは自分の支え、力、動機を
見出しているのですか?

3
詩編 122・8 “わたしは言おう、わたしの
兄弟、友のために。あなたのうちに平和が
あるように。”

あなたが生きていく道であなたに同伴してくれるのは誰ですか？
あなたが信頼するのは誰ですか？
だれの肩であなたは涙を流しますか?
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幾つかの証し：
私たちの経験の分かち合い
マリアニスト家族の枝に属するメンバーたちの召命の経験についての本
が出版される予定です。その中から幾つか抜粋して紹介いたします：

1. “手本”となる人なしには召命はない
“手本”となる人なしには召命はないと私は信じているので、私の召命は、その初めに、このマリアニ
スト召命を見事に生き抜いていた数名の非常に親しい人々に影響されたと確信しています。幸いなこと
に、彼らは自分たちがマリアニストのカリスマに心を奪われ、これに信頼を抱いていることを私に語っ
てくれたのでした。「もしもあの人たちがそんなに幸せならば、そして、あの人たちはその事実を示し
ているとすれば、彼らと同じ道をたどれば、私だってそうなれる。」と私は思ったのです。

2. 宣教師となって、この世を変える
数年前に見た映画の中で、私が耳にしたエドモンド・バークの一言が、それ以来、私の頭の中で響き
続けてやみません。それは「悪が勝利を収めるには、善良な連中どもが何もしないだけでいいんだ。」
という言葉です。ずっと以前から、わたしは生ぬるい人生を過ごしてきましたが、あの単純な文章を目
にしたことは、私にとって、スタートボタンを押すような、また、行動に移るような体験でした。ミッ
ションを遂行するためには何処か遠い所に行く必要はないし、過去に戻る（ってやり直す）こともない
のです。ミッションは目の前に、手の届くところにありました。家で、職場で、仲間や友達と一緒に働
き始めるだけで良かったのです。そうです、ミッションというのは、私がミッションとして、つまり、
世界を変えるための手段として考えていたものではないし、また、小さい時に夢見ていたものでもない
のです。そんなことはどうでもいいのです。少なくともこれまでのところ、私は、子供の頃抱いた宣教
師となること、世界を変えることという二つの大きな夢を実現することに成功した、と確信を持ってい
ます。

3. 神はご自分の賜物を与える時とところをお選びになる
波乱の多い人生の中で、私には三つの決定的な契約の“瞬間（とき）”がありました。最初は私が１７
歳の時のことです。聖堂に入り、将来について考えている間に、私は言い知れぬ不安に駆られました
が、聖母マリアの像を眺めることで、解決が与えられたのです： “私には聖母マリアがいる”、私は心の
奥深くでそう感じたのです。そして不安は跡形もなく消え失せました。二番目は、その１０年後です。
私の初ミサ前夜、星明かりの下牧場を散歩していた時、私は確かにキリストとマリアの現存を感じたの
でした。これは契約の更新のようなものでした：「キリストとマリアは私と共にいて下さり、私は彼ら
と供にいる、いつまでも」と感じたのです。三番目は１９７８年、カロンガ（マラウィ）でのことでし
た： 契約の頂点はキリストの中に、聖霊を通して、御父の子のように感じることですが、私にとって
は、教会の中でマリアに属する修道会であるマリア会においてそれを感じたのです。神はご自分の賜物
を与える時と場所をお選びになるのです。
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4. 私たちは全員キリストのメッセージを宣布ミッションを託されたいます
大学生の時から、私は“無原罪の聖母の在俗会共同体”と関係を持つようになり、それ以来、シャミナー
ド神父によって唱道されたキリスト者としての生き方を信奉する私たちマリアニストによって構成され
るマリアニスト家族の一員であり続けています。その時から、共同体は私にとって必要不可欠なものと
なっており、更に、この共同体のメンバーであるお陰で、私は、私たちが皆、イエスのメッセージを宣
べ伝える責任を負っていることを確信するようになりました。
共同体は、イエスの言葉と行いについて学ぶ機会を私に与えてくれましたし、またそれを理解させて
くれました。しかしまた、私の中にある善と悪を発見させてもくれました。共同体は私の中にある中途
半端な矛盾に気づかせてくれたのです。共同体は、私の行動によってどんなことが引き起こされるかを
私に教えてくれましたし、他者の苦しみをもっと理解できる者に変えてくれました。
それで、シャミナード神父が共同体を創ることによって自分の考えを広め始めたように、私は師のこ
の考えは、今日、他のいかなる時代にもまして必要だと思います； 何故なら、共同体こそが、私たち
の社会に支配的な個人主義によって作り出されている不幸から抜け出すための唯一の手段だからです。
「私たちは皆、宣教師である」と私は心から信じていますが、共同体の中でのみ、また、共同体からス
タートすることでのみ、この言葉は当てはまるのだ、と信じています。

5. 本質的なことは内的なことです。
“本質的なことは内的なことです”。何故なら、もし私の祈りが継続的で、沈黙の中でなされ、知的なも
のではなく、心でなされる祈りであるならば、疲労はより軽くなり、苛立ちは消え去り、問題に対して
はバランスの取れた見方が可能となり、喜びは更に大きくなり、私はもっと幸せであると感じるからで
す。このことの故に、娘たちは私と居て幸せであるし、私はより良い夫であるのです。このことの故
に、わたしは学校の同僚に親切な言葉をかけ、私の助けを必要としている生徒に必要なコメントを与え
ます。このことの故に、また、それほど目立つことなく、私は多少ともキリストのようにみえます。こ
れこそ大切なことではないでしょうか？ 祈りを止めること、そのことで、苛立ちや疲れや利己主義な
ど、すべてが戻ってきます。ですから、“本質的なことは内的なこと”なのです。私はこのことに努めれば
いいのです。後はキリストが引き受けてくださいます。

6. 歴史的な時（を生きている）という疑う余地のない自覚
私はマリアニストのカリスマが“現代的”だと気づきました。それは革命的であるという意味においてで
はなく、世界、社会、若い人々の現実を見るその目の置き方 が“現代的”ということです。私たちは、創
立者が本物の司祭であろうとして自分を取り巻く現実に立ち向かった勇気ある人である、と直ちに学び
ました。そして、彼は教会の現実に対する一つの応え、“彼の応え”を実
践することが出来ました。私にとって、マリアニスト・カリスマのこの
特色こそきわめて重要なのです。私は、歴史的な時を生きているという
疑う余地のない自覚をもって生きる以外の生き方、を想像できないので
す。このような自覚が、現実を理解する上での鍵であると思われます
し、また、起こってくる必要性や関わろうと決定する必要性に応えるた
めに必要であり、また、物事の進展に向けて砂粒（のような小さな試
み）を提供しようとして私たちが着手するプロジェクトを実行していく
ために必要である、と私には思えます。
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7. 御主が私たちに託された宝を育む
シャミナード神父が私たちに遺したあらゆる直観の中で、今、私が最も心を打たれているのは、多
分、“本質的なことは内的なことです”という言葉です。時々、私たちはミッションにおいてあまりにも仕
事や他者と関わりすぎて、自分の内面に配慮し、御主が私たちに託された宝を育み、芽吹いて大きく強
い植物に成長することになる種に水をやることを忘れてしまうのです。自分の内面に配慮し、自分の神
との関係に気配りし、自分自身を愛することなどは、他者の内面の世話をして、彼らのために同じこと
をすることに自分の生涯を捧げることが出来るために、極めて重要です。

8. 私たちが一つになり、幸せであるのを見て
人々の注意を引き、彼ら益となるのは、私たちがミッションにおいてマリアニスト家族として一致し
ているのを目にする時です： 通常、このマリアニスト家族はシスター、修道士、司祭、信徒で構成され
ています。人々は私たちがどんなに親密であるかを見、そして、彼らは、私たちがカリスマに関して何
かを分かち合う時、ミッションチームを構成している私たちが、皆、一緒に生活しているのではないこ
と、更に、別々のところから来ているのを知って驚くのです。私たちがこれほど一致して、幸せなのを
見るのは、人々に対する証しであり、彼らは私たちにどのように修道生活や信徒生活を送っているのか
と尋ねるのです。このような体験で重要なことは、私たちの創立者たちがあれほど夢見た家族の精神
を、二百年前と同様に、今日、私たちが生き抜くということです。私たちは“混同なき一致”の中にミッ
ションを遂行するのです。

9. “御言葉に従って、網をおろしましょう”
「この人が何か言いつけたら、その通りにしてください」、この言葉は、今日まで私の歩みを導いて
きたし、今も導き続けている鍵となる原則の一つです。このモットーに支えられて、私は多くの多様な
宣教活動に任命され、実行してきました（教育、管理など、色々な国で）。託された任務が私の力を超
えているように思えたことがどれほどあったことでしょうか。でも、マリア様に助けられて祈りの中に
その任務に受け入れ、力を尽くして、信仰と信頼のうちにその任務に取りかかりました。“お言葉ですか
ら、網をおろしてみましょう”
「この人が何か言いつけたら、その通りにしてください」というこの言葉は、私にとって、しばし
ば、居心地の良い所から他の場所、知らない任務に向けて旅立つように（キャンプをたたむように）と
いう促しだったのです。

10. この力は自分を神の御手に委ねるこの“はい”から私に来るのです
私が“はい”と言った時、それを生きることは容易ではないだろうと感じました。でも、私はそのことに
ついてあまり考えませんでした。私は、マリアのように、この“はい”にしがみついていましたが、私は知
らなかったのですが、実は、この“はい”が私にしがみついていたのです。
この神への従順は、私を奴隷化にしたり、疎外したりするどころか、私を自由にしてくれました。何
故なら、この従順は、自分が対応できるとは思えなかった困難な状況に立ち向かわせてくれたからで
す。この力は、マリアのように自らを神の御手に委ね、自分の弱さに打ち勝たせてくれる、この“はい”か
ら来るのだ、と私は感じています。この“はい”は、人間的にも、霊的にも私を成長させてくれています。

質 問
以上のお話の中で、皆さんが、これこそまさにマリアニスト召命の典型
と見たのはどれでしたか？
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3. ブラジルのマリアニスト家族と召命

新しいプロジェクト
召命のためのマリアニスト家族の祈りと司牧的な働きに関連して、私たちはブラジル地区が立案したば
かりの新しいプロジェクトを皆さんに紹介いたします。色々な国々で行われている自発的取り組みを知る
ことは、刺激となり、また、私たちの共通ミッションにとってかくも重要な分野での協力を推進する助け
となります。

司牧・召命プロジェクト
ブラジル マリアニスト家族
目

標
一人ひとりの召命、

若者たちの中に入って、マリアの子となられた神の子キリストを知らせる
自由、そして、独創性は
マリアニスト創立者たちの遺産を強調する： 人々を受け入れ、自らを知らせ
人類の意味を実現し
る共同体、こうして、近づき易く目に見える共同体、また、教会への奉仕の
人類に奉仕するために
ために人々に信仰教育を行う共同体であることを目指す、そのような生活の
神から与えられた賜物
共同体の証人であること

優

先

順

位

である
(D.A., 111)

私たちは教会と世界における私たちのミッションをマリアニスト家族の中で
生き抜かれねばならない。家族として存在し、行動するために、私たちは交わりの中に生きねばならな
い。 (D.P. 1.5)
マリアニスト召命チームは、研究、分かち合い、ミッションを通じて、召命の霊性についての自らの理解
を深めるよう努める。
若者たちの間にいて働き、イエスが、聴き、会話し、導きながらエンマウスの弟子たちと共に歩かれたよ
うに、イエスが共に歩いて下さっていることを彼らに知らせる。
召命が全てのキリスト信者の責任であることを若者や成人の共同体に意識させる。私たちマリアニストは
皆、キリスト者は一人ひとり自分固有の召命を持っていることを理解するよう、他者に呼びかけることを
求められている。

手

段

マリアニスト家族のために、召命についてのパンフレットを作る。
HP www.marianistasbrasil.org 上での召命会議に参加する。
召命会議に参加する： ２月２６日と２７日、善き牧者の主日、マリリアにおけるミサと召命会議
カーニバルの黙想 － ２０１１年３月４日～８日、カンピーナスの“マリアの在俗共同体”で
マリアニスト家族の青年行進 － ７月 － シャミナード年を記念して
男女全修道会間の合同召命促進活動― ２０１１年７月５日～１２日、サン・ロケ・デ・ミナスで
カンピーナスの聖家族小教区での堅信クラスで、若者たちのグループに“召命への目覚め”会合を提案する
信仰は“自分中心”主義の疎外から私たちを解放します。何故なら、信仰は私たちを交わりへと導くからです。このこと
は、キリスト者はどこから見ても真の共同体に属するものであり、この共同体において、私たちは変わることのない“キ
リストの弟子性”と（教会との）交わりを体験できる、ということを意味します。(D.A., 156)
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「本会の事業は偉大で素晴らしいものです。そ
れが普遍的であるのは、「この人が何か言いつ
けたら、そのとおりにしてください」と私たち
におおせになるマリアの宣教者だからです。マ
リアは、他ならぬ私たち一人一人に、世にいる
私たちの兄弟の救いのために働く任務を与えら
れました。」

マリアニスト召命のため、
毎日、
熱意を込めて
祈る約束をする人を
私たちは求めています。
皆さんも私たちの仲間に
なりませんか？

(W.J. Chaminade. Letter of August 24, 1839)

マリアニスト家族
世界評議員会

www. marianist.org

「神のより大いなる栄光のために広がって行きま
しょう。東洋から西洋に至まで主のみ名が讃えら
れますように。主が至るところで知られ、すべて
の人の心によって愛され、すべての被造物によっ
て仕えられますように。」

(Adèle de Trenquelléon, Letter 450.6)
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