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人間となられた神

････････････････････････
五木寛之氏の「下山の思想」が読まれてい
ます。
登山には三つの要素がある。一つは山に登
ること。二つ目は山頂を極めること。三つは
下山すること、である。さらに、下山は登山
のもっとも大事な局面であり、マイナスのイ
メージではなく、成熟期という意味を見出す
ことができる。頂点を極めた日本は、今、下
山のときを過ごしている。しかし、それは衰
退への道ではなく、文化が成熟する時期とと
らえることができる。以上、下山の思想を私
なりに要約してみました。
私はあまり山に登ったことがありません。
せいぜい、高尾山と山梨県の三つ峠に登った
程度です。富士山には一度も登ったことがあ
りません。しかし、その富士山を下ったこと
があります。登ったことがないのに、どうし
て下ることができるのか、と問う人がいるこ
とでしょう。種明かしをすれば、五合目まで
バスで行って、そこから歩いて降りてきたと
いうわけです。五合目まではバスで行ったの
で、登山したとは言えないでしょうが、五合
目から麓までは自分の足で歩いたのですか
ら、下山したと言えるのではないでしょうか。
頂上からではないので、完全な意味での下山
ではないでしょうが。
ところで、聖書に「昇る」と「降りる」と
いう言葉が並べて用いられている箇所があり
ます。エフェゾの信徒への手紙４章７節−１
０節です。
「しかし、わたしたち一人ひとりに、キリス
トの賜物のはかりに従って、恵みが与えられ
ています。そこで、
「高いところに昇るとき、

マリア会

冨来正博

捕らわれ人を連れて行き、人びとに賜物を分
け与えられた」といわれています。
「昇った」
というのですから、低いところ、地上に降り
ておられたのではないでしょうか。この降り
てこられた方が、すべてのものを満たすため
に、もろもろの天よりもさらに高く昇られた
のです。」
キリストは私たちを天に引き上げ、賜物で
満たすために、この地上に降りてこられたの
です。天の高みにおられることこそ本来のあ
り方であるキリストが、低いところにいるこ
とが本来のあり方である私たちを、天の高み
にまで引き上げるために、低いところに降り
てこられたのです。そして、私たちと同じ人
間性をとって、私たちの間に住まわれたので
した。このようにして、キリストは貧しいも
のとなられました。貧しい私たちと一致する
ために貧しいものとなられたといってもよい
でしょう。今、復活祭の準備の期間、四旬節
を過ごしている私たちにとって、キリストの
謙りを黙想することは相応しいことだと思い
ます。特に３．１１大震災以降の私たちには、
貧しく生活する機会が多いことを幸いなこと
と受け止め、黙想したことを実践するよう努
めたいものです。
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マリアニスト・シリーズ ２

「月曜日の信者を育てる」
マリア会地区長

今回は、創立者福者シャミナード師の「信
徒養成の宣教的ビジョン」について考えて見
ましょう。
私たちは、今でこそ、第二ヴァチカン公会
議の「教会論」とりわけ「教会憲章」の第４
章に明示された信徒の使命とその役割につい
て知ることができますが、*11800年代に、福
者シャミナード師は、フランス革命よって崩
壊していたフランスのカトリック教会と社会
の復興のためには、第一、
「洗礼」の本当の意
味を知り実践する信者を育成すること。第二、
目覚めた信者の宣教共同体を組織すること。
第三、教会と社会の一新のために教会と社会
の内側から意識革命を目指すパン種的共同体
を立ち上げようと心がけました。
その時いつも「洗礼の秘跡」は彼の宣教活
動の中心的関心事でした。 *2 彼にとって洗
礼の意味は、神の意志を真剣に追求し、実生
活の真只中でキリストに似た者に形作られて
いくことでした。イエスを自分の主と仰ぎ、
その聖性に与り、教会の生きたメンバーにな
るという生き方全体の選択とその意思表示で
す。初代教会時代キリスト者になることは迫
害の対象ですらありましたが、コンスタンチ
ヌス帝のミラノ勅令以来、ローマ帝国内では
市民権とキリスト信者の資格が生まれながら
に与えられることになりました。その結果最
早キリスト者となる自由な選択と決意は不要
となりました。
ですから福者シャミナード師は、霊的識別
のできる人達によって組織され、地域社会と
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密着しパン種として黙々と細胞分裂をしてい
く生きた教会作りに専念しました。
その発展はエルサレムの共同体さながらで
した。*3 しかも福者シャミナード師は、イエ
ズス会、スルピス会系の日曜日に集う「コン
グレガチオ・マリアーナ」の秩序だった信心
会の組織に対して「月曜日の信者グループ」
つまり普段着のままで一社会人として市井の
中に生き「世にあって世のものでない生き方」
をし、無原罪の聖母マリアを旗印として集ま
る青年グループへと育て上げていきました。
このグループは文字通り｢混乱のない一致｣
を標榜し、あらゆる階層とあらゆる職業の男
女を擁する宣教共同体でした。聖職者中心主
義の位階的教会と貴族と権力者中心の特権階
級的社会の世相の中で、キリストを中心点と
する同心円上に平等に手を繋ぎ合い、カナの
婚宴で人々の必要性に敏感に気付き生命と人
格の品位と尊厳に奉仕するマリア的教会論を
提示しました。
これこそ私たちマリアニスト家族に委ねら
れている貴重なカリスマの賜物です。まさに
普段の生活の場でごく自然に神の国とそのよ
き便りを告げ知らせる生き方です。
｢あなた方は皆宣教師です｣と言って今日も
福者シャミナード師は私たちを世に送り出し
続けています。

t

*1 第二ヴァチカン公会議教会憲章第４章「信徒について」第 3 １項の説明「信徒の召命と使命」
教皇ヨハネ・パウロ二世使徒的勧告、ペトロ文庫９番｛カトリック中央協議会2006年4月7日
*2 「ミッションのための識別」Rafael Iglesias Calvo SM ”Discernir para la mission” pg 181
*3 使徒行録２章.42 − 47 節、４.章 32 − 37 節、５章.12 − 16 節などの共同体の証し
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ヨハン・ロータン師（SM）2012/1/8 ～ 9
＊＊＊＊＊
シャミナード師が私たちに教えられたことは次の5点に要約されます。
1．神の人間への出会い。存在「ある」ということ
2．マリアニストの霊性
3．使命（宣教）
4．霊的景観（地理）
5．連帯性の将来
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第２講話

マリアニストの霊性について

[1] 私たちは神様の存在をどのように見つ
けることができるでしょうか？
マリアニストの霊性を他の霊性と比較する
形であらわしてみたい。私たちマリアニスト
の霊性は宗教体験である。神体験の霊性であ
る。 私たちの霊性は人間のもつすべての力
を使う。（知性、情緒、社会性．．．）私たちは
神聖なもの、神的なものとの出会いを求めて
いる。神的なものは尽きることがない。それ
は大きく深く美しもの。それは神秘である。
それは神への渇きを与えるものである。神の
新しい側面を明らかにしてくれるもの。また
それは私たちとは完全に異なり、その力、愛
の存在によって、私たちを神に結び続ける。
神は現存と同時に未知なもの。それゆえに、
私たちの霊性は仲介されたもの。神は私たち
に直接ご自身を表すことはない。神は仲介者
の仲立ちによって私たちに示される。神はそ
のしるし、言葉、行動の中でおん子を通して
示される。
私たちの宗教体験の中で私たちの魂の力を
倍増させ、魂を高める。その目的は何か？キリ
スト者の体験は自分自身になること。つまり
私たちが神のうちにあることの体験をもたらす。
[2] 私たちマリアニストの霊性は４つのア
プローチの中で示すことができる。
1．私たちの霊性は「見ること」
私たちは本質的なこと、内在的なことを求

める。「円」で表すこ
とができる。
2．私たちの霊性は「道」
「巡礼」「歩み」「迷
路 」の図で表すこと
ができる。
3．私たちの霊性「上
昇すること」
私たちはもっと生活
を追求し、生活の完全さへの動きを求める。
「梯子」で表すことができる。
4．私たちの霊性は「出会い・結合」
私たちは神との一致、類似にあらわれる実
現を求める。この神との結びつき、結合を
「神の母の絵」「おん子の絵」をもって示
すことができる。
[3]「見ること」「道」「上昇すること」「出
会い・結合（一致）」について説明する。
1．「見ること」「円」で表す。
内面の霊性とも言える。シャミナード師は
「内面が大切である」とよく言われる。内
面を観る。沈黙のうちに中心的なものを探
す。外部からのものを内面化すること。内
面性は本質的なことへ中心なことへの集中
である。イエス キリストは内面性の中心、
創造の中心。歴史の中心、教会の中心、そ
して、私たちの生活の中心、である。「バ
ラ窓」は救いの歴史の中心へ人間の歴史の
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中心につながり、その中心の聖母とおん子
に向かわせる。
2．「道」「迷路 」で 表す三つの霊性
「迷路」は私たちの信仰の歩みを示す。す
べての道には出発点と到達点がある。迷路
では 出発点と到達点が見えている。同時
に迷路は冒険に満ちた道であり、邪魔もの
がある。発見や驚きがあり、人格の発展も
多くある。迷路はまさに私たちの世界のこ
とであり、私たちが神への一致に向かう道
である。挑戦であり、リスクもある。それ
はまた神の恵みのしるしでもある。本質的
なことを見つけるために道をさがし、そし
て本質的なことを見る。迷路は神に向かう
「巡礼」を意味する。中心に向かうことの
よってキリストに行きつくのである。迷路
の中心にあるバラは見えている。そのバラ
に行きつくために道をさがす。「バラ」へ
の道．．．「マリア」への道である。迷路は
神による「救いの道」である。「自己発見
の道」である。その「自己発見の道」は「人
の生涯の道」であることを忘れてはならな
い。そして、「世の救いの道」である。
3．「上昇すること」「梯子」で 表す。
「梯子」は高い所に昇るための道具である。
古代エジプトに残る図柄（エジプトの太陽
神の段階）の中に、またキリスト教の歴史
（ヤコブの天国への段階、十字架の梯子）
のなかに「梯子」のイメージが使用される。
シャミナード師は完徳の道に到達すること
を大切にされた。「真の梯子」とは「 十字
架の梯子」である。キリストは愛の完全性
を示すために 十字架に上げられた。キリ
ストの 十字架こそ「救いの梯子」である。
私たちはキリストが 十字架に上げられた
ように私たちもキリストの後に続き 十字
架に上ることが求められている。
4．「出会い」と「結合（一致）」、「神の母と
幼子イエスの絵」で表す。
母と子、マリアと幼子イエスの出会いの霊
性。神は人と出会い、結びつく。一致する。
母と子の絵はいのちを与えること、受け入
れること、自分を与えることを表す。神は
ご自分を小さくされた幼子となられた。本
当の神の子の大きさを示すために神の子と

して小さいものとなられた。私たちを神の
姿にするために神は小さいものとなられ
た。
[4] 私たちマリアニストの神との出会いの
霊性は次の３つに基づく。
1．私たちが神に自分を開く。神の働きかけ
に自分を開く
2．みことばである神との親密さの中へ
3．マリアの中に見られるように自分を与え、
他者と結ばれ一致する。
マリアは出会いと結びつき（一致）のモデ
ルである。マリアの祈り姿は自分を開く。
こだわりのない自由な心を持つことより神
の影響を受けやすくし神を受け入れる。
[5] 聖なるものとなるための３つの心構え
1．キリストを心に宿す。
2．マリアとおん子の間の親密さ
マリアはおん子を、おん子はマリアを愛撫
する。出会いと結びつきにおいて一つとな
る（一致）。心の信仰を表現するもの。
3．道の聖母
聖母が幼きイエスを指し示す。その手は道
を示す。キリストに向かう道を示す。マリ
アはおん子と世界を分かち合う。
「おん子に
向かって行きなさい」とマリアは示す。私
たちの使徒的精神を示す。
「キリストに向か
って行くのです．．．」とすべての霊性の中心
はキリスト。キリストがすべての霊性の中
心である。
[6] 私たちマリアニストの霊性の４つの大
切なこと。
1．大切なものを見透し...本質的なものを見
る
2．二人の創立者のことば...大切なことは内
面にある
3．信仰の中での私たちの歩み...その歩みの
中で聖性、完徳をめざす。
4．神と一つになることをめざす...一致こそ
目的である
そのため内的精神、心の信仰、使徒的精神
が大切。その中心にキリストがいる。その
精神を典礼とともに生きていくこと。
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マリア会

日韓｢終生誓願者交流会｣

2012年2月15〜19日まで、東京でマリア会
日韓終生誓願者交流会が行われました。
今回は、韓国から５名の会員(パスカル師、
フランシスコ師、トーマス・パーク士、パウ
ロ金士、シモン師)がお見えになりました。
今回は東京地域に限定して、お互いに親し
く知り合うことと、ざっくばらんに私たちの
カリスマや共通の使命について分かち合う機
会にしようと思いました。
シャミナード修道院、汚れなきマリア修道
会の調布修道院、暁星学園修道院の各修道院
の院長様はじめ会員の皆さんの温かいもてな
しと心遣いに感謝いたします。お客様方はと
ても満足して帰国されました。
また通訳をして頂いたシスター伊藤、シス
ター大堀、デビット士、グレゴリオ金士そし
てクレラチアーノ会のユン神父様お疲れさま

でした。その他裏方でいろいろとお世話にな
った方々にもお礼申し上げます。
最後になりましたが札幌からお越しいただ
き、全行程にぴったりと同伴して下さった冨
来神父様には特別にお礼申し上げます。
ありがとうございました。

韓国の新地区長就任式に参加
マリア会地区長

青木
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2012年2月2日、グレゴリオ金士と一緒に、
新地区長のフランシスコ・チャン師の地区長
就任式に出張しました。
当日外の気温はマイナス15度と言う冷え込
みにもかかわらず、オンドルの入った本部修
道院の聖堂はぽかぽかでした。韓国地区の全
マリア会員と韓国の汚れなきマリア修道会の
シスター方そして、韓国のＭＬＣの代表者の
方々で所狭しの大盛況でした。
正装したＭＬＣ聖歌隊が祭壇の脇に控えて
います。機知とユーモアに満ちたドミニック

師の司会で、7名の司祭団が祭壇を囲むよう
にして就任式のミサが始まりました。
正式な儀式書に従い新地区長の就任の署名
と説教のあとパスカル前地区長から、フラン
シスコ・チャン新地区長に責任と権限の象徴
の鍵が手渡され二人の抱擁で就任式の内容が
完了しました。
経験豊かなフランシスコ師を中心にして新
しい地区本部の上に神様と聖母マリアの祝福
とご加護をお祈りしたいと思います。
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日本に戻って、ある日･･･
Sr.金

春玉（レジナ）

日本に帰国してからある日、雪が降っ
てきました。あっという間に修道院の中
庭にある芝生と木の枝に積もりました。
真っ白な雪を眺めているといつの間にか
心の中に静けさが訪れてきました。
時間が経ち、暖かい日差しを受けて積
もっていた雪は自分の姿を徐々に消して
いきました。それを見ながら源泉の地ア
ジャンで過ごしてきた２年半は私にとっ
て素晴らしい宝物になり、大きな恵みの
時であったと思いました。私のためにお
祈りしてくださった皆様にこの場をお借
りして感謝いたします。

アジャンの共同体のメンバー

初めのころは、言
葉はもちろん、生活
習慣や文化が異なり、
受け入れるのに時間
がかかりました。ア
ジャン共同体は７人
で４ヶ国（フランス、
スペイン、ブラジル、
シャミナード年閉会の
韓国）のメンバーで
時に祝別されたイコン
構成されていました。
もちろん、毎日の共通語はフランス語で
身振り手振り、時には歌を歌い、飛んだ
り、跳ねたりしていましたが、振り返っ
てみるとすべてのできごとは私を成長さ
せ、創立の精神を深め、信仰を強めてく
れた時だったと思います。
特にシャミナード年で世界の各地から
源泉の地を訪ねてきた巡礼者（マリアニ
スト）のグループと出会い、共同で祈り、
分かち合い、マリアニストの精神を更に
深める時となりました。
メールアデルの言葉の中にある「神の
より大いなる栄光のために、世界の各地
に参りましょう。日の昇るところから沈
むところまで、神の名がたたえられます
ように。神がいたるところで知られ、す
べての人に愛され、すべての被造物によ
って仕えられますように。｣という一節
を心に留めながら、今までいただいた恵
みに感謝し、これからも歩み続けたいと
思います。

■ 本の紹介 『 ギヨーム・ヨゼフ・シャミナード伝 』
マリア会 第４代総長 ヨゼフ・シムレル師著 松口廣見訳
･･････････････････････････････････････････････････････
マリア会 第二の創立者とも言われる第４代総長ヨゼフ・シムレル師が、シャミナード師の
カリスマを再発見し、師への尊敬と思慕、愛情を込めて著したシャミナード師の伝記です。
師の幼年時代に始まり、革命時代の宣教、サラゴサでの亡命時代、フランス帰国後の新しい宣
教、修道会の創立、試練の時、晩年と帰天に至るまで、629ページにわたる大部な作品です。
「マリアニスト家族」のホームページに全文掲載されていますので、どなたでも読むことがで
きます。少しずつ忍耐を持って読み続けてみてください。内容はとても感動的です。
掲載場所は「マリアニスト家族」のホームページのトップ、左側下方にある「マリアニストの
精神を究める書籍、書簡」から入って 『ギヨーム・ヨゼフ・シャミナード伝』 と進んでください。
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修道服のおかげで…
シスターテレサ・リン

今年のお正月に、わたしは修練期が終わっ
て、久しぶりに帰省させいていただきました。
今回、ベトナムの所属教会でごミサに参加し
たときのことをお話します。わたしは教会に
行く時、修道服を着て行きました。修道女に
なったのですから。
教会の神父様方と信者さんたちに、初めて
修道服の姿を見せることは、とても恥ずかし
くて、わたしは緊張しました。神父様方に挨
拶した時、主任神父様は「あ、まだ生きてい
たの？ 津波に流されなかったの？」と冗談を
言われました。その言葉を聞いたら、わたし
は少し落ち着きました。
「おかげさまで、津波
に流されませんでした。なぜなら、わたしの
身長より津波のほうがもっと高かったです。
だから津波は頭の上を越えて行ったので大丈
夫でした。」と、わたしも冗談で答えました。
神父様は「あら、外国の修道会のシスターな
のですね！きれいな人ですし、修道服もきれ
いですね！」と信者さんたちに言いました。
わたしは顔が真っ赤になるぐらい、恥ずかし
かったです。そして、信者さんたちはわたし
にたくさん質問をしてきました。
「シスターの
修道会はどこですか？」
「名前は何ですか？」
「修道会の精神は何ですか？」
「修道生活は何
ですか？」…などなど。ほとんど毎日、ごミ

サの後、わたしは汚れなきマリア修道会と創
立者のことを信者さんたちに少しずつ紹介し
ました。
次に、ベトナムの所属教会について、少し
お話します。今、信者さんの人数は７千人ぐ
らいです、その他に、他の県からわたしの町
に働きに来ている信者さんは２千人ぐらいい
ます。毎日、大勢の信者さんたちがごミサに
与っています。日曜日のごミサは土曜日の午
後から日曜日の夜９時まで７回もあります。
二人の神父様は大変忙しそうです。
いよいよ帰省の期間が終わって、日本に戻
る日になりました。朝のごミサの後、一人の
おばあさんがわたしの手を握りながら、話し
ました。
「シスターはどこのシスターですか？
あのね！わたしは子供のころからおばあさん
になるまで、こんなにきれいな修道服を見た
のは初めてです。わたしはとても嬉しくて、
シスターのことを尊敬します。なぜなら、き
れいな修道服を着ているシスターは修道生活
を大変しっかり生きていると思いますから。」
と。わたしはおばあさんの単純な言葉を聞い
て感動し、涙が出ました。おばあさんにお礼
を言い、別れました。
日本に無事に戻りましたが、ベトナムの素
朴な神父様方と信者さんたちのことが思い出
されました。
修道服のおかげで、わたしはほめ言葉と励
ましの言葉をいただくことができましたし、
また、修道服のおかげで、汚れなきマリア修
道会のことを教会の方々に紹介することがで
きました。 初めは恥ずかしい気持ちでした
が、 修道会のしるしである修道服のおかげ
で、素晴らしい体験が出来て、本当によかっ
たです！

創立者の言葉
「主は私たちを義とするために
よみがえられた。」（ローマ4,2
5）。これがイエス・キリスト
の復活についての信仰です。
復活のイエス・キリストの模
倣は、私たちを義とし、神に
忠実なものにします。私たち
が立派な信者になるためには、
イエスの復活を信じなければなりません。また、
信者として生きるためには、イエスの復活を模
倣しなければなりません。
（シャミナード師の手紙

主の昇天の祭日から聖霊降臨の主
日の十日間を使徒たちと一致して
良く過ごすよう努めましょう。充
分に用心していましょう。あらゆ
る罪を避けるために今まで以上に
警戒しましょう。聖霊降臨の日に
私たちはすっかり変わったもの、使徒たちの模
範に倣って、弱いもの、臆病なもの、内気なも
のから、強く、勇気があり、熱心で、愛で抱擁
され、他の人を抱擁する用意のある新しい被造
物に変革されたものとなるでしょう。

No.522）
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（アデルの手紙

No.304,5）

☆ マリア会 第34回総会

☆ 汚れなきマリア修道会 第31回総会

･･･････････････････････････････
以下の要領で総会が開催されます

････････････････････････････････････････
以下の要領で総会が開催されます

期間： 2012年7月3日〜7月22日
場所： ローマ、総本部
テーマ： 「グローバル化」
日本からは青木地区長が出席します。

期間： 2012年7月16日〜8月5日
場所： ローマ、総本部
テーマ： 「お言葉ですから･･･」ルカ5,4‑5
日本からは３名の姉妹が出席します。

聖霊の導きを願って、マリアニスト家族の皆様のお祈りをお願いいたします。

■ マリア会･･････････････････････････････････････････････････････････

次の方々が誓願と司祭叙階の記念を祝われます。
心からお祝い申し上げます。

・誓願宣立60年：

冨来正博

師

1952年3月25日

・誓願宣立50年：

藤原忠房

士

1962年3月29日

・司祭叙階25年：

市瀬幸一

師

1987年9月15日

・司祭叙階25年：

松本幸徳

師

1987年9月15日

マリアニスト修道者、司祭として、長年にわたり教会と
マリアニスト家族に奉仕して下さったことに深く感謝し、
これからも健康で奉仕を続けて下さるよう祈ります。
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25周年
ベトナムから志願者誕生
小ヶ倉教会創立25年
wwwwwwwww

1987年９月６日に献堂式が行なわれ
てから今年で２５年になります。
長崎港を見下ろす新しいダイヤラン
ド団地に、約７０家族、２５０名位の
信徒数でスタートした小ヶ倉教会も、
現在、２５０家族、９００名ほどの小
教区に成長しました。
今後、創立５０周年に向かって、マ
リアニストの小教区として、マリアニ
スト精神を発信する教会として成長す
ることを祈りたいと思います。記念式
典は９月９日(日)の予定です。

ffffffffffff

マリア会は、昨年、ベトナムから志願
者を受け入れることを決定し、最初の志
願者が2013年３月ごろ来日することにな
りました。
現在、一人の志願者が決定し、その来
日手続きを進めていますが、青木地区長
と清水霊生部長は、Sr.レー（通訳）と
共に、３月28日〜31日までベトナムを訪
問し、３名(４名)の志願者候補者と面接
することになっています。順調にいけば、
来年の４月からは４名(５名)の新しい志
願者が誕生することになります。皆様の
お祈りと励ましをお願い致します。

訂正：前号（2012年冬号）3頁「記念日」の小ヶ倉教会の創立、献堂記念日を1987.09.08
と記しましたが、1987.09.06 の誤りでした。訂正して、お詫びいたします。

■ 汚れなきマリア修道会･･･････････････････････････････････････････････

二宮修道院と大和修道院の
閉鎖
●

信徒のための黙想会
●

テーマ： イエスは言われた。

「船の右側に網を打ちなさい。
そうすればとれるはずだ。」

昨年の夏に行われた第27回管
区会議において、二宮修道院と
大和修道院の閉鎖が決定され、
その後必要な手続きを経て、
2012年3月末日をもって両修道院
を閉鎖しました。
それぞれの修道院で信徒マリ
アニストの集会が行われており
ますが、二宮は従来どおり場所
を提供し続けることができるで
しょう。
しかし、大和は他の場所で集
まりをすることになります。

（ヨハネ２１：６）

日時：
場所：

2012年4月21日（土）10:30〜17:00
汚れなきマリア修道会町田修道院
（黙想の家）
〒194‑0032東京都町田市本町田3050‑1
講師： Sr.田中昌子（汚れなきマリア修会）
費用： 1,500円
申込： 汚れなきマリア修道会町田修道院
Sr.大堀まで
Tel：042‑722‑6301
Fax：042‑725‑6317
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主のもとに憩う祈りのひととき

祈りと学び【 アデル 】

一日の仕事を終え、心も体もほっとして家
路につくひととき、月に一度、ご聖体の前で
沈黙のうちに祈り、自分を振り返ってみませ
んか？ どなたでもご参加いただけます。
遅刻も、途中参加も可能です。
４月からは、レクチオ・ディビナで黙想す
る予定です。ご参加をお待ちしています。

―汚れなきマリア修道会の創立者―
フランス革命のさなかに生きたおとめ
アデル について学びます。
◆ 2012年度 予定
毎月 : 第２土曜日
am10:00～12:00（原則）４月開講

◆ 2012年 予定
毎月： 第３水曜日 pm7:30～8:30
4/18

5/16

6/20

7/18

8月/休み

9/19

10/17
会

11/21

2013年

12/19

4/14

5/12

6 /9

* 7 /7

8月/休み

9 /8

*10/13

11/10

12/8

1/12

2 /9

3 /9

*7月は都合により変更､10月は祈りの日の集いに参加

場： マリア会 シャミナード修道院 聖堂
〒102‑0071

担

2012年

会 場： 汚れなきマリア修道会 町田修道院

千代田区富士見1‑2‑43

〒194‑0032 東京都町田市本町田3050‑1

当： 清水一男 神父

対 象： どなたでも、いつからでも

問合せ： Tel. 080‑5873‑6637 シスター小林

ご参加いただけます。
費 用： 無 料
担 当： Sr.小林幾久子
申 込： 住所、氏名、所属教会、電話番号、

聖マリアの祝日と
マリアニストのカレンダー

（メールアドレス）を記入の上、
ファックス・Ｅメールのいずれかで
申し込んでください。

４月 ８日
５月１２日

復活祭

メールアドレス： marianist@marianist.jp

福者シャミナード神父の誕生日

Fax： 042‑480‑3881

恵みの仲介者であるマリアの記念日

問合せ：Tel.080‑5873‑6637 シスター小林

１７日

渡韓記念日（１９７９年）

２５日

本会の創立記念日（１８１６年）

３１日

聖母の訪問の祝日

６月１０日

メールアデルの誕生日

７月１１日

聖ベネデイクトの記念日

１６日

カルメル山の聖母の記念日

２６日

聖ヨアキムと聖アンナの記念日

■ 発 行： 日本マリアニスト家族評議会
問い合せメール：marianist@marianist.jp
ホームページ：http://www.marianist.jp/
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