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よみ人知らず

ア リ ア ン ス・ マ リ ア ル

間もなく令和初めての年を終えようとしています。

音的な塩となり、パン種となって奉献生活を行うこ

みなさまもご存じのように、
「令和」という元号は、
「万

田中 正江

とが求められています。

葉集」から引用された言葉です。この「万葉集」の

それでもアリアンスの会員の生き方はとても情熱

中には、皇族や貴族の歌と共に、
「よみ人知らず」と

的で逞しいと、私は心から思っています。コンゴ国内

いう名もない多くの歌が収録されており、高貴な人

の会員は、エボラウイルスなどの感染症や内戦、極

の歌と共に多くの感動を読み手に与えています。

度の貧しい生活に見舞われながらも、志願者を生み

私達在俗会、アリアンス・マリアルとその奉献生

出し、ベルギーに家族と共に移住したコンゴの会員

活は、教会や社会における「よみ人知らず」のよう

は、移民である為に職業に就くことが出来ない中で、

な存在だと私は感じています。私達アリアンスの会

インターネットを使用して積極的に全世界の教会や

員は十字架のような、自分がキリスト者であると人

マリアニストと関わり、ペルーの会員は自分の病と

に分かるような装飾品を身に着けることは、一切許

闘いながら、女手一つで息子を医者に育てあげ、亡

されていません。私は初誓願を宣立した時に、来日

くなったカナダの会員は自分の障害と闘い続けなが

した責任者から大きな十字架を与えられました。そ

ら、亡くなる直前まで積極的に教会や社会の中で奉

の大きさにずっと疑問を感じていた私は、私の終生

仕し・・・。他の会員達も社会的、経済的、教育的

誓願式に立ち会う為に再び来日した責任者に、
「なぜ

な能力は多様ですが、それぞれに生活困難や自身の

その様な大きな十字架を誓願者に授与するのか」と

高齢、病気と向き合いながら、逞しく積極的に、喜

理由を聞きました。すると責任者は小さい十字架を

びのうちに奉献生活を行っています。そのような会

授与すると、アリアンスが禁じても、アフリカの会

員達の生き方は、
「万葉集」に於けるよみ人知らずの

員は身に着けてしまうので、身に着けることが出来

歌のように、社会に於いても、教会に於いても、マ

ない大きさの十字架を選んだと、言われました。こ

リアニスト家族に於いても、大切な福音の恵みと糧

のようにアリアンスの会員は教会においても、社会

を与え、
与え続けてくれていると、
私は信じています。

においてもキリスト者であることを表明せずに、福

AM からのお知らせ
☆アリアンス・マリアルは２０１９年８月１５日付で、
バチカンの承認の下、ボルドー大司教立の在俗会として、
再スタートしました。
☆上記に伴い、全終生誓願者による新責任者選出選挙によって、
フランスの JEAN Marie-Laure が新責任者として選出されました。
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マリアニスト教育
マリアニスト教育
マリア会司祭
今年 2019 年は、マリア会が教育に携わって

木寅 義信

み書きを習ったのですから、その謙遜が偲ばれま

200 年になります。マリア会総本部は 11 月 3 日

す）
。

をその記念日と制定し、この日を祝い、感謝し、

このような状況下にあってシャミナード神父を

マリアニスト教育の原点に立ち戻る機会と捉えて

中心とする「聖母青年会」のメンバーはカトリッ

います。今回はこれを機にマリアニスト教育の起

クの信仰を取り戻す手段として教育を選び、創立

こりとその意義について触れてみることにします。

されたのがマリア会です。シャミナード神父はマ

ご存じの通りマリア会は 1817 年 10 月 2 日に創

リア会の使徒事業が教育に傾き過ぎはしないかと

立されました。マリア会が創立されたのはフラン

危惧しましたが、教育を通して本人はもとより家

ス革命が起って28年後のことでした。祖国は荒れ、

族を福音化できる確信から教育を使徒職の手段と

人心は乱れ、教会や秘跡への参加も僅少となって

考えました。

いました。街角には職を失った人があふれ、子ど

初期の会員 7 名のうち、教職の経験があったの

もはないがしろにされていました。農村部におけ

は当時 25 歳のペリエール修道士と 21 歳のコリ

る教育は皆無に等しいものでした。
（1820 年代の

ノー神学生（後に司祭）
、22 歳のララン神学生（後

識字率は、男性が 54％、女性が 35％でした。も

に司祭）でした。創立者自身もミュシダン中学で

ちろん貴族や宗教家、官職、貿易商や医師、弁護

教職にありました。彼らは独自の教育法を考案し、

士などは 100％でしたが、第 3 身分に属する人は

教育の効用を研究しました。1818 年 10 月 29 日、

文字と無縁の生活を送っていました。余談ですが、

彼らは最初の寄宿学校をムニュー通りに開設し、

1827 年、汚れなきマリア修道会が政府から認定を

翌年には隣接したエストブネ神父の学校を合併し

もらうため署名ができたのは修道女 50 人中わずか

て「聖マリア学院」を創立しました。1819 年 11

12 名でした。サレジアン・シスターズの創立者マ

月 3 日、ここからマリア会における教育が始まり

リ ア・ マ ザ レ

ました。

ロも 35 歳の時

1839 年の会憲には次のように書かれています。

に文字の勉強

「わたしたちは教育するためにしか教えない」
（256

をはじめてい

条）
。
「教育は人々の心と魂に神を愛する心を抱か

ま す。 し か も

せ、幼年時代から成人に至るまでの間に真のキリ

自分が創立し

スト教の熱心で忠実な信仰を実践する人を育成す

た修道会のシ

る手段である」
（257 条）
。

スターから読

MLC の 2020 年 1 月〜 3 月の予定
2 月 1 日（土）
10：30 〜 16：00 MLC の方対象の 1 日黙想会

◉16 時から日曜日の典礼のミサ があります。

場所；シャミナード修道院 指導；清水神父様
テーマ：教会憲章 8 章（マリア憲章）
2 月 22日（土）13：00 〜 16：00「イエスの徳に学ぶ」の再読の会
担当者 : 平田潔
場所 : シャミナード修道院
また 3 月最後の週あたりでマリアニスト家族保護の日を祈念し集まる懇親会も
計画中です。追って決まりましたら代表にメール送信等でお知らせいたします。
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MLC のカリスマ

パッションについて
●

MLC 会長

梁川厚行

福者シャミナード神父はカトリックの信仰を
ひろめるために「信徒による使徒職を育成する
グループ」すなわち信徒自身を宣教師に育て
るグループを創ったのです。ですから、現在の
「MLC」こそが、福者シャミナード神父が推し
進めようとしていたものだったのです。MLC 会
員が使徒になろうとする情熱が MLC のカリス
マ性なのです。
絶えず光り輝くような情熱をもっ
て使徒になろうとするパッションこそが、ま
さに MLC のカリスマ性そのものに他なりませ

さて、日本のおかれている現状で最も注力す

ん！

べきことは、青少年の司牧です。マリアニスト

世界の 566 の共同体の集まりで MLC は成り

としては、若者に気楽に自由に集まれる場所を

立っています。この MLC の各共同体がベース

提供する必要があります。そこでの祈り・黙想・

です。定期的に会員が集り、お互いを知り、経

わかち合いを通して、主と出会うことです。そ

験を分かち合い、互いの課題を相談し、共同体

の出会いの体験を深め、喜びに満たされれば、

としての絆を強め、使徒としての自覚を深める

他の若者を誘うことになるでしょう。若者は音

ことがとても大切なことです。さらにとても重

楽、映像、SNS…などに長けており、これらを

要なことは、

活用した福音宣教にも興味を示すでしょう。簡

これから各自が行うことが神様のみ旨に

単にはいかないでしょうが、若者がいきいきと

沿っているかどうかを祈り識別することで

生活している社会、老若男女が協力し合う共同

す。そこでは「時代のしるし」を敏感に感知

体の集まりに向けて私たちは何をしたら良いで

し、それに対処していくことも求められてい

しょうか。どんな手助けができるかを考える必

ます。ひとりではできにくいことでも共同体

要があります。皆で共同体全体で考えていきた

の絆のもとで各自が宣教師となるのです。

いです。聖母マリアはイエスの十字架のはりつ

各国の MLC の代表者が 4 年ごとに集まり国

けのもとに立ってイエスの無限の痛みを分かち

際会議を開いています。毎日、祈り、話し合い、

合い、人類の救いのために最愛の御子を捧げら

ミサ、現代社会が必要としているものを話し合

れました。私たち MLC のメンバーも、聖母マ

い、互いの文化交流もおこないます。そこで話

リアに対する私たちの愛を日々深めるとともに、

される内容は各国の代表者がこれから必要と思

隣人の良き理解者となって、周りの方々の救い

われるものを提案しその内容に関して議論しま

のために祈り、奉仕していくことが大切です。

す。そこで話し合われた内容は、MLC 国際会議

特に「マリアへの奉献の祈り」と「三時の祈り」

の文書として蓄積され、MLC の貴重な財産とな

を祈りながら私たちのパッションを深めていき

り活動指針ともなっています。それらの内容は、

ましょう。これらの祈りにはマリアニストの精

順次、MLC の Web ページ（cafemlc.org）に掲

神が凝縮されているからです。

載しています。私も、2018 年第 7 回 MLC 国

多くの人がこれから起こるさまざまな試練を

際会議に参加しました。約 1 週間の集まりでし

乗り越えて、新しい時代を歩んでいくことがで

たが、そこには神様の深い深い慈しみを感じま

きますように。わたしたちが自分に与えられた

す。神様の呼びかけに応えようとする信徒が世

資産と能力を何のためにどのように使っていく

界中から集まってきています。皆の情熱で満た

かが問われているのです。マリア様の導きを願

された話し合いが続きます。本当に素晴らしい

いながら、
「この人がなにか言いつけたら、その

集いです。皆様もぜひご参加されることをお勧

とおりにしてください」
（ヨハネ２：５）とのみ

めします。

言葉を生きていけますように。
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日本の宣教者

メール アランザス

1916-2012

2019 年 9 月 21 日、日本管区は、

養成を受けた生きた証人です。

創立 70 周年を迎えました。

彼女は、メール アランザスの死去（2012 年、

それに合わせて、日本における汚れ

3 月 12 日）に際して書いた手紙でこの本を締め

なきマリア修道会の創立者であり、後に本会の第

くくっています。その中で、メール アランザス

10 代総長となられたメール アランザスの伝記が

の祈りと深い信仰、彼女からにじみ出る平和に深

前総長のスール マリー ジョエルによって標記の

く心を打たれていたと記しています。

タイトルで書かれました。そこには、メール ア

最後に、著者は次のように結んでいます。教皇

ランザスと身近に接した 30 人以上の証言が載せ

フランシスコの使徒的勧告「福音の喜び」の結び

られています。執筆者のスール マリー ジョエル

（284）にあるマリアについて

は、いつの日か、メール アランザスの列聖調査

記されたいくつかの文章を引用

資料となるもっと詳しい伝記が書かれることを

しながら、
「これはマリアにつ

願っています。

いて記されたものですが、メー

彼女自身、かつてフランスのスシーにおいて、

ル アランザスの内面をよく表

メール アランザス修練長の元で、修練者として

しています」と。

初誓願・有期誓願・誓願 50・60 周年 2019.10.20

おめでとうございます！

初誓願者（左から）
Sr. グエン ティガ
Sr. ファン ティタム
Sr. ファム スォン ユン
Sr. グエン ティリエン

誓願50周年更新者（左から）

Sr. 藤井 晶子

誓願60周年更新者

Sr. 大川 キミエ

訃報

シスターマリー・ベルナデッタ
村上キミエ

◎ MLC からのお知らせ

8 月 25 日 ( 日 ) 肺腺癌のため調布、

Facebook にプライベートペー
ジを作成しました。MLC 会員のかたでご
覧になりたい方は、アカウントを作成し、
そのアカウントを梁川または西まで
お知らせください。

東山病院で帰天。享年 92 歳
入会から 68 年、姉妹はかつて動物の世話や庭
仕事など、隠れた生活を送られました。
若かった頃、牛の乳しぼりのために、毎朝バ
ケツを手にして牛小屋に向かう途中、ルルドの
前で、しばし祈る姿は、ルルドで聖母と語らっ
ている少女ベルナデッタを彷彿とさせました。

■発行：日本マリアニスト家族評議会

今は、聖母と顔と顔を合わせて語らっているこ
とでしょう。

問い合せメール：marianist@marianist.jp

姉妹のためにお祈りをお願いいたします。

ホームページ：http://www.marianist.jp/
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