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司祭叙階銀祝を迎えて
ZZZZZZZZZZZZ

「･･･問われていますかいつも
応えていますかいつも･･･」。
親戚の人たちの話によれば、ようやく歩け
るようになった私を､祖父は食事時に自分の膝
に乗せあやしながら、
「神父様になるんだぞ」
と何回も繰り返し言い聞かせていたそうで
す。おやつを祖父の手から貰う時に、問われ
るまま祖父の機嫌をちらっと伺いながら「神
父様になります」と無邪気に応えていた私で
す。長じるに及んでいろんな方と出会いまし
た。彼等からも問われていたような気がしま
す。自分にとって快い響きとなった時もあれ
ば、自分の言動に釘を刺された時もあります。
他者との出会いを通して、神のみ手が私に働
いていたことを感じさせられます。
毎日の祈りとミサの中で、私の方からも神
に問い続けてきました。
「こんな私が聖なる役
務に就いてもいいのですか。それでは、あな
たが困るのではないですか」。「あるがままの
自分を受け容れて、自分の十字架を背負い私
について来なさい」。問われ問い続ける中で、
私は何に召されているのか、どの道を歩もう
とする時に心は本当に喜びで満たされている
のか、それに気付く恵みを戴きました。
今、司祭に叙階されるこのミサの中で神の
いつくしみに感謝し、同時に今まで私を支え
て下さった全ての方々へのお礼とお詫びを申
し上げたいと思います。司祭になる恵みを戴
いても、神に自分の全てを委ねきっていない
頑なな一面があることを自覚しています。ど
うか、か弱い私が、キリストの代理者である
重大な任務を忠実に果たしていけますよう、
皆様方の今まで以上のお祈りとご指導をお願
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い致します。今日、共に集い、心を一つにし
て、神への感謝と教会の喜びを共にして下さ
った皆様に心より深謝を申し上げます。
そう言って踏み始めたのが司祭職の第一
歩。あれから２５年。早かったのか、長かっ
たのか。自分としては長上の勧告に対して素
直に従うよう努めた方ではないか。司祭受階
日は９月１５日（敬老の日）ですが、今年の
聖香油のミサ後に、長崎浦上教会の信徒会館
でダイヤモンド・金祝そして銀祝を迎えた司
祭らと一緒に、高見大司教から早々と祝って
もらいました。
去年の６月末に胃を患い、全摘手術を受け
た。聖務の遂行において猪突猛進というわけ
にはいかなくなった。健康に留意しながら取
組む。軌道修正を余議なくされていると思う。
最近の念祷の時間では、次の詩編の言葉を
となえることが多い。
「あなたが御心に留めて
くださるとは、人間は何ものなのでしょう。
人の子は何ものなのでしょう、あなたが顧り
みてくださるとは」(Ps 8:5）。新共同訳では
ヘブライ語原文の「enosh」を「人間」、
「adam」
を「人」と訳している。しかし、70人訳では
「anthropos」、ヴルガタ訳では「homo」、そ
してエルサレム英語訳では「man」の同一単
語でいずれも対訳している。
人祖アダムは楽園を追放されたが、その子
孫である私を父なる神は、御心に留めてくだ
さり、顧りみてくださっている。
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− 過去に感謝し、今を誠実に、
そして未来に希望を −

マリアニスト・シリーズ ３

シャミナード神父の「無原罪の聖母」の信心
マリア会地区長

カトリック教会で正式に「無原罪のおん宿
りの教義」が発表されたのは1854年、教皇ピ
オ９世の時です。
創立者福者シャミナード神父にとってマリ
アの無原罪のおん宿りは特別な意味がありま
した。若くしてソルボンヌで神学を終えて司
祭となり、ミュシダンに戻り聖シャルルの司
祭団に入会しても「無原罪の小聖務日課」を
毎日唱えていました。彼の一生を左右するス
ペイン亡命中に、サラゴサの柱の聖母のみも
とで将来創立しようとする２つの修道会を
「無原罪のおん宿りの聖母」に捧げています。
事実この信心は彼の全生涯を通して一貫す
るマリア論の中心的な座になりました。です
から亡命から戻った1800年12月８日に、ボル
ドーのマドレーヌ聖堂で「いと潔きおん宿り
の聖母の祝日」を祝い男女の青年会を４つ作
りました。翌年の２月２日に、最初の１２名
のコングレガシォンの会員が以下のような内
容の公約を立てました。
「使徒の教会、ローマ
およびカトリック教会の子供であり、神の僕
である私は、聖なるおとめマリアの無原罪の
おん宿りを崇めるため、身も心も奉献します。
私は、聖母を敬愛し青年の母として仕えるか
ぎり人にも尊敬させることを誓約します。そ
のため神の助けとその福音の教えが、私を守
り導かれんことを祈願いたします。」と。*1
ではどのような意味を創立者福者シャミナ
ード神父は考えていたのでしょうか。
第一は、以前あったカプチン会のコングレ
ガシォンを復活させますが、単に信心業を守
るとことより、実際の自分の身分に相応しく
心身の「純潔を生きる」ことでした。マリア
が、純潔の源であり模範だからです。
第二は、マリアによって開始された「悪の
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力に対する戦いでの勝利」の象徴です。マリ
アだけがあらゆる異端を打ち負かすと信じ
て、創世記の蛇の頭を踏み砕く『女』
（創世記
第３章15節）の恒久的勝利を讃えるのです。
創立の精神の159項には「新しいコングレガシ
ォンは、聖なる乙女マリアを崇敬するだけで
はない。それは、聖母マリアのみ名を頂いて
進撃する軍隊であり、蛇の頭を踏み砕く聖母
に守られて戦うことを十分理解している軍隊
である。」と。
第三の理由は、マリアの「神の母」という
類まれな特権は、すべての信者にとっての信
仰箇条です。無原罪のおん宿りは、その前提
となるマリアの処女性と純潔性への崇敬の表
現です。創立者が「イエスの受肉の神秘」を
強調するとき、その母になる使命を帯びた女
性を相応しく準備したことは当然です。福者
シャミナード師は、キリストが救世の功徳を
先取りして、彼女に超自然的な成聖の恵みを
与えたことをつとに感じていたのです。彼自
身は、
「無原罪のおん宿り」の玄義の教会の正
式な宣布の５年前に亡くなりましたが、自分
が創立したマリアニスト家族の中で半世紀も
前から祝っていました。ここにも創立者福者
シャミナード師の慧眼が浮かび上がってきます。
マリア会と汚れなきマリア修道会の会員の
「堅忍の誓願」は、単に生涯自分が属する修
道会に留まるという定住性というよりも、マ
リアが果たし続けた悪に対する霊的戦闘とキ
リストの福音宣布と神の国を建設し続ける教
会の使命への参加と献身のコミットメントで
す。その意味で、私たちが毎日唱える「マリ
アへの奉献の祈り」はこの無原罪のおん宿り
の聖母への私たち一人ひとりの主体的な「絆」
としての宣誓文なのです。

*1 創立の精神 157 マリアニスト・シリーズ 3-（2）62 〜 63 ページ参照、創立の精神 2、昭和 62 年 10 月 1 日
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アリアンス・マリアルとは
アリアンス・マリアル(AM) マリア・テレサ 田中正江

私がマリアニスト家族の枝の一つであるアリ
アンス・マリアル（在俗会）に日本人初めての
会員として入会して以来、早くも５年余りの歳
月が流れました。私が汚れなきマリア修道会の
修練者の方々と共に、初誓願を宣立した折（20
10.10.10）には、フランスから責任者が来日し、
アリアンス・マリアルについて話もしていただ
きました。
けれども、日本のマリアニスト家族の中には、

アリアンス・マリアルがどのような会であるの
か、知らない方々が多くいらっしゃると思いま
す。そこで、マリアニスト家族として、共に同
じ理想に向かっているアリアンス・マリアルに
ついて、この場を借りて、少しずつ紹介させて
いただきたいと思います。
それにあたり、アリアンス・マリアルの責任
者クリスチャン・バルボーより、皆様に向けて
メッセージが届いています。

親愛なる「MARIANIST」の読者の皆様
マリア・テレサのこの度の発案に対し、深く心を打たれ、このメッセージを皆様に送ります。
この会報のお陰で、私が皆様に挨拶することが出来るなんて、こんなに嬉しいことはありません！
マリア・テレサが皆様にアリアンス・マリアルについて知らせようとしていること、このすばら
しい思いつきに対して、私は喜んでいます。更に、彼女が社会的環境の中で、世界中に散らばって
いる私達全ての会員との関係において、奉献された信徒として自力で生活していることを知らせる
ことができることも嬉しいですし、地域レベルや国際的レベルにおいて、そのメンバー同士の中で
あっても、アリアンス・マリアルのマリアニスト家族の中での存在価値に目を留めていただけるこ
とが、嬉しいのです。日本においては、会員は彼女一人ですが、皆様一人一人のお陰で、孤独な状
態には置かれていません。
2010年の10月にマリア・テレサの初誓願の為に東京を訪れた際、次のようなメッセージを残しま
した。
“今日アリアンス・マリアルは、皆様の国に、育てる必要のある小さな芽を蒔きました。この芽は
成長しようとしています。それは私達一人ひとり、またここに参列してくださっている皆様一人一
人の責任にかかっています。ですから、マリア・テレサを皆様に委ねます。
兄弟的な友情で彼女を包み、彼女と共に祈り、彼女の為に祈り、彼女の人生における選択を支えて
あげて下さい。私としては、今日皆様が彼女の傍らで列席してくださっていること、また、とりわ
け将来に向かって、彼女がアリアンス・マリアルのメンバーとして、今この時から、マリアニスト
家族の中に迎え入れられることを、心から感謝し続けています。”
今日私は４つの枝が日本に存続していることに対して、再び感謝します。日本における（アリア
ンス・マリアル）の未来を信じています。家族の中で、彼女に居場所を与えることによって、マリ
ア・テレサを迎え入れて下さったことに対して、彼女だけでなく、アリアンス・マリアル全体まで
も受け入れてくださったことに対して感謝します。皆様マリアニスト家族が、お互いをより良く知
り、鮮明な交わりの中でマリアニスト家族として成長していること、彼女が自分の使命に応えてい
ること、つまり、キリストがマリアと共にあるこの世の中に与えて下っている計らいに感謝します。
皆様に丁重にご挨拶申し上げます。私の皆様に対する、兄弟的な祈りに心をお留め下さいますよ
うに。
クリスチャン・バルボー

以上、アリアンス・マリアルの責任者から皆
様へのメッセージを紹介させていただきまし
た。次回からは、アリアンス・マリアル及び、

在俗会について、少しずつ皆様に分かち合わせ
ていただきたいと思います。
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京都に住んで思うこと
MLC ソダリティー

梁川厚行
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今年は、日本26聖人が1862年6月8日に列聖され
て150周年目である。彼らは、京都から長崎まで
引きまわしの刑によって連れて行かれた。1597年
に長崎の西坂で26人が大衆の前で殉教したのであ
る。殉教者が引きたてられて行くのを物陰から震
えながらじっと見ていた多くの人々がいたであろ
うと思われる。どんな気持ちでいたのか想像もで
きない。信仰を表面的には捨てざるを得なかった
人々も大勢いたことであろう。大変な時代であっ
たのである。昨年の3月11日には、東日本大震災
が甚大な被害を東北地方だけでなく日本全土にお
よぼした。多くの死者、行方不明者をだした。隣
人を助けるために津波にのまれてしまい、英雄的
な死を遂げた人たちもいた。世界のメディアが彼
らを讃えたが、「逃げられたのに、他の人々を助
けるために死んでしまった」といった声も聞こえ
てきた。それと同時に、将来のエネルギー問題に
関する人々の関心の高まりや、生きること死ぬこ
とに関することを考える機会ができたのも事実で
ある。
そんな昨今であるが、京都に数年住んでいて考
えたことを示してみる。京都は、かつては国際都
市で、現在の香港のようなところで多くの国から
人々が来て、様々な宗教が存在し栄えていた。京
都は初期のころは、渡来人が人口の七割を占めて
いた。奈良や京都はシルクロードの終着点で何世
紀にもわたって中近東地方やアジアの国々から多
くの人たちが日本に集団でやってきて定住してい
った。彼らは、その時代の日本をつくりあげてき
た。その後、フランシスコ・ザビエルが来日しキ
リスト教が伝えられた。その昔、南蛮寺という教
会が京都にあり多くの信者がいたが、1624年にキ
リシタン禁教令が全国にだされ、多くのキリスト
教関連のものが焼かれてしまい、貴重な建物や資
料がほとんどなくなってしまった。そんな時代が
続く中、日本での自由な宣教を願ってフランスの
ロダン神父が聖母子像を作った。その像は、いつ
か安全な時代になったら使われるように願って、
1873年に京都の将軍塚に埋められた。その６年後
に京都に赴任したヴィリオン神父によって掘り起
こされ、京都で初めて献堂された河原町教会に安

置された。河原町教会は、今は
多くの信者をかかえる司教座聖
堂である。このような大変な迫
害があったにもかかわらずキリ
スト教は、京都の地に芽生えた。
河原町教会の「都の聖母小聖堂」
で祈りながらそのことに思いを
寄せていた。そばを流れる琵琶
湖の湖水を水源とする鴨川はと
てもきれいな川で、川沿いには、
都の聖母像
地元の学生や多くの観光客で、
夜遅くまでにぎわっている。そんな京都の中心地
に、キリスト教に関係する巡礼地がいくつかある
が、多くの人々の記憶からは消え去っている。お
寺や神社、各種の行事の中にもキリスト教との関
連があるのだが、知っている人は少ない。ガイド
ブックには記されていない真実があるのである。
私は数年の間、京都に住んでカトリック系の中
学高等学校で宗教を教えていた。人々に特に生徒
にキリスト教を伝えるにはどうしたらよいのだろ
うとよく考えた。京都の街並を歩き、さらに学校
での生徒や先生方、保護者の皆さまとのかかわり
を通して学んだことが多い。京都の歴史の中に、
さらに日本人の心の中に、キリスト教的な考え方
が多くあるのだが、気がついていない。日本人の
多くはキリスト教文化や教養としてのキリスト教
を好意的に受けとめている。それは、教会での結
婚式、クリスマスを教会で、本屋のキリスト教コ
ーナにおける書籍などにみられる。ところが宗教
としてのキリスト教に、西洋の宗教だからと思い
こんで敬遠してしまう傾向があるようである。そ
の原因のひとつには、キリスト教と日本の宗教や
しきたり、文化に違いがあるところがあるからで
はないだろうか。その違いを意識して共通的なと
ころを探し見つめていくとき、そこに話を始める
糸口があるように思った。
「まことのぶどうの木」
のたとえにあるように神様といつもつながってい
ること、そして、キリスト教で言う愛、いいかえ
ると無条件の愛、ひとりひとりが唯一のかけがい
のない存在であることを心して生きることと分か
っているが、実行することが困難なことが多かっ
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た。押しつけではなく相手を理解し、相手の関心
ごとから入っていくのがよいと分かっているのだ
が、かなりの忍耐を要求するものである。聖書に
「心をつくして主なる神を愛しなさい、そして隣
人を自分と同じように愛しなさい」とあるとおり
なのである。これは、私たちの心を神様の愛に合
わせて調整することである。私は、愛は神様から
発せられ、正しく生きるためのエネルギーの周波
数と考えている。その愛の周波数は宇宙の法則、
自然の真髄に共鳴している。宇宙のエネルギー波
である太陽の光を受けると花が開くように、神の
愛すなわち「無条件の愛」、「お大切にと思う心」
は人々の心を開く。現代社会はスピリチュアルな
ものに惹かれるが宗教はいやだという若者が多
い。反面、東日本大震災や原発事故によって、人
としての生き方に関心を持つ人が増えている。こ

のように若者も多くの人も何かを求めている。私
は、本当の福音は、人々の心に届くはずであると
考える。その人の生い立ち、性質、環境などの違
いによって、求めているものと一致したところが
心に響くのであろう。それが真の意味での「よい
知らせ」となる。
シャナード神父は、キリスト教化を図るにあた
って大切なことは、朝の祈りに加えて実施する黙
想の大切さであると説いている。今日一日を信仰
の動機のみによって行動する恵みを神様に願いな
さいと続く。「全世界にいって、すべての造られ
たものに福音をのべ伝えなさい。信じて･･･信じ
る者には次のようなしるしが伴う。･･･」と主の
昇天の主日に読まれたマルコによる福音（ﾏﾙｺ16:
15-20）の声がきこえてきた。イエスが今日も私
たちに望んでいることである。
r

イエスはどのようにして、
わたしの心のドアを開いたか？
グェン レ フォン ハン（FMI 修練者）

ある日、イエスと３、４人の人がわたしの心を
訪れた。イエスはわたしの心のドアをたたいた。
トン トン トン・・・。「あいたっ！」イエスの
手は傷ついた。
昔はきれいだったわたしの心のドアは、恨みや
わがままのため、今はとげだらけになってイエス
の手を傷つけてしまった。
イエスはわたしの心のドアを開けようとしたが
できなかった。昔、いつもドアは開いていた。や
がて人からの迷惑を避けるため、わたしはいつの
間にか今のように心のドアにたくさんのカギをか
けてしまった。
イエスの顔はとても悲しそうに見えた・・・。
どうしよう？イエスは３、４人のグループの一人
に頼んで、あっという間にわたしの心のドアの鍵
を開けてしまった。（この人は昔、イエスと共に
十字架につけられた右側の盗賊だった。）またイ
エスはもう一人に頼んで、長い間動かずに固くな
っていた心のドアに油を塗ってすぐに動かした。
（この人は昔シモンの家でイエスの足に油を注ぎ
ながら泣いた女だった。）
わたしの心のドアは開いた。でもわたしはイエ
スの前に出ることができなかった。イエスはもう
一人に頼んだ。この人はわたしの心に入ってきて、
わたしを引き出した。（この人は昔、熱心さのあ
まりイエスを信じるものを探し出し捕らえたパウ

ロだった。）
イエスは「わたしに従いなさい。」とやさしく
言われた。「主よ、できません。」とわたしは答え
た。「完全なあなたに、罪深いわたしはふさわし
くありません。ご覧ください。わたしの心のドア
はとげだらけです。あなたを傷つけます・・・。」
するとイエスは一つ一つとげを抜いて、それを
自分の心につけてしまった。そしてイエスはわた
しを抱きしめた。「見てごらん、今、わたしはあ
なたのすべてのとげを受けました。あなたがどん
な人であっても、わたしはあなたを愛しています。
安心して、わたしに従いなさい。」
「どうしてもっと偉い人ではなく、罪人のわた
しを選んだのですか？とイエスの胸の中でわたし
は子供のように泣きました。」「ありのままのあな
たを愛しています。あなたが必要なのです。」と。
とても平和なイエスの笑顔･･･。わたしはイエス
の愛の中でとけそうに感じた。
「はい。イエスよ、わたしはあなたに従います。
今日も、明日も、生涯あなたに従わせてください。」
イエスはわたしの手をとって連れて行きまし
た。イエスの手は大きくて安全で、さらにやさし
くて、あたたかでした。
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「イエスよ、
わたしもあなたを愛しています･･･。」

Magnificat :

主は すべて
グェン ティ ニュン
（FMI 修練者）

「神がお与えくださったすべての恵みに、
わたしはどのように答えようか。」（詩篇115､12）
主よ、あなたはわたしを、あなたの愛の無限の喜びに与らせてくださいます。
弱いわたしにとって、何という幸せ。
あなたに感謝します。
主よ、あなたは何千回もわたしを愛し、この世に生まれさせ、
特にマリアのご保護のもとであなたの愛する子とならせてくださいました。
あなたをたたえます。
主よ、人生の道のりで、あなたはわたしを導いてくださいます。
いくつもの旅路をわたしと共に歩んでくださいました。
ありがとうございます。
主よ、あなたはわたしが倒れるたびに助けおこしてくださいました。
あなたの素晴らしい愛を永遠に賛美します。
主よ、あなたの最高の恵みに応えるためにふさわしくないわたしは、
生涯あなたに身を捧げ、奉献生活を通してあなたの愛の証し人となり、
喜びをもたらす道具となりますようにと祈ります。

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

花と想い
テレサ リン（FMI 有期誓願者）
花は美しい
花の色は純粋
全てを愛し
マリア様に捧げます

マリアさま
黄色い菊は
わたしの生涯
わたしを喜んで迎えて下さい

マリアさま、
紅いバラの花は
わたしの考愛
いつまでもあなたを愛したいと望みます

マリアさま
紫はなしょうぶは
あなたとの誓約
永遠に忠実に結ばれますように

マリアさま、
白いゆりは
わたしの清純な愛
あなたの清い香りにつつんで下さい

マリアさま
青い野の花は
わたしの青春の希望
あなたの心で豊かにされますように

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
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シャミナード 年 記 念 講 演 会

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

ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjk
第３講話

NOTRE MISSION（私たちの使命）

Ⅰ．私たちのMISSIONについて語るときに重要
なことは、シャミナード師がミュシダンで
学んだことに触れることです。
それは、次の４つのことです。
１．使徒活動のチームが、ミュシダンで生ま
れたこと。
使徒活動、宣教活動は、チームによって行
われることが、たいせつです。
２．継続ミッションということが、ミュシダ
ンで言われ始めていること。
私たちの伝統のなかで、ミッション（使命）
は、死ぬことがないように継続的なものとな
るように。そのため、自分たちの力だけでは
なく､周囲の方と協力していくことが必要です。
３．若者たちが、将来のためのミッション使
命継続の保証であること。
４．マリア的な性格をもったミッションであ
ること。
この時期に、マリアを知り、愛し、仕える
という考えが生まれ、マリアと共なる使命の
実行がなされ始めています。
Ⅱ．シャミナード師の考えも含め、
「ミッショ
ン・使命」について、さらに広義で考えよ
うと思います。
「いただくこと」
私たちは、神さまの賜物をいただいていま
す（ヌベール師の表現）。私たちが神さまから

いただいている賜物は３つ。１．
「創造の美し
さ」２．
「神の愛の優しさ」３．
「霊の真実さ」
です。この神さまからの賜物を高く評価する
ことが大切です。
１．「創造の美しさ」とは、
「人」−神さまの創造の傑作として「マリ
ア」が示されます。
「自然」―私たちが保全すべき賜物として
示されます。
「文化」−創造のもう一つの美しさを示し
ます。私たちは「美しさ」をさらに発
展させる使命を持っています。
２．「神の優しさ」とは、
「最高の善」−御子の優しさ、あがないを
通して示されています。
３．「霊の真実さ」
私たちが神の似姿であることの復興を示し
ます。私たちが神の似姿であることの意味は、
私たちが神さまの子、息子、娘であり、お互
いは兄弟姉妹であることを意味します。
「神の存在」が真実であることについては、
初めに考えます。
「霊」を通して、私たちは「アッバ、父よ」
ということばを発したキリストのことばの中
に、私たちの意識の中に示されています。
「神
の存在」は聖人たちの間にも、私たちの聖徒
の交わりの中にもあります。
「聖徒の交わり」
ということが大切です。
「神の賜物」、「神の恵み」を聖徒の交わりの
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中に伝えていく使命への召命があり、これこ
そ「永遠の召命」です。
「永遠の召命」
私たちが神さまの恵みを生きなければ、私
たちのミッション・使命を理解することはで
きません。
「信仰」、
「希望」、
「愛」のうちに生
きるのです。
「信仰」−心の信仰、深い信念、愛のうちに
生きることです。
「希望」−私たちの忍耐、よろこびのうちに
生きることです。心の信仰、熱心さ、
堅忍、よろこびは、「マリアニストの
霊性」において大切なことです。
「愛」−愛徳、交わりのうちに生きることで
す。交わり、分かち合いは、愛徳に根
ざしているのです。
今日、｢信｣・｢望｣・｢愛｣について、あまり
話さなくなっていますが、これは、私たちの
創立に関する「対神徳」に根ざすものです。
祈りを通して、共同体を通して生きられるこ
とです。私たちが、どのように祈り、どのよ
うに共同体として大切にしているか… 行為
が共同体的であるかということを、良心の糾
明をもって識別しながら生きるのです。
神さまからいただいた賜物を、分かち合わ
なければなりません。
そのためのマリアニストとして、大切な教
育とは？
１．心の教育
人格の円熟を自分で行うのです。それは、
他者に開くことにおいて示され、愛を追求さ
せます。
２．知性の教育
「知る」ことであり、私たちがものごとに
順応していくことです。それは、精神を識別
することであり、真理を追求することです。
３．意志の教育
私たちが善を追求することを学ぶことで
す。それは、社会の現実を変える力を持つこ
とを学ぶことです。
終末的に、生涯を終えたあとの教育。これ
が、完全な人間の教育を行わせるものとなり
ます。

「いただいて」
「与えられて」、
「与える」の
です。神さまからいただき、与えられた３つ
の賜物を、私たちは、神さまにささげること
ができるのです。
１．キリストの誕生
神さまに与えられて、新しい創造を神さま
にささげるのです。神さまの受肉に基づいた
新しい創造をささげます。新しい神さまとの
世界をささげます。平和のささげものとして。
２．聖体祭儀
愛の秘跡に基づいた神さまとの新しい交わ
りをささげます。共同体が神さまにささげる
ことができる愛の秘跡に基づいた新しい関係
をささげます。
３．新しい秩序
キリストのご受難（牢にいれられたキリス
ト）、死去、復活に基づいた新しい社会秩序
をささげます。新しい社会との関係をささげ
ます。
Ⅲ．私たちのミッション。使命
私たちの信仰は、実践的な信仰、実践的な
精神です。そして、キリスト教は、具体的な
宗教です。
日曜日の典礼は、週日の典礼によって、正
義や愛において補完されなければなりませ
ん。私たちの週日の生活は、実践的で人の中
に神さまを探し、神さまの中に私たちがいる
ことを見つけなければなりません。私たちの
中に神さまを見つけ、神さまの中に私たちを
見つける中での生活です。
安全、平和、品位、自由における実践的な
信仰に生きる力となります。
１．実際的な信仰を生きるため「飢え」と戦
うのです。新しい世界をささげるために｢飢
え｣「飢餓」と戦うのです。（創造の絵を使
って説明）
２．キリストは、新しい世界をつくるために
来ました。すべての人の祖国となるべき世
界をつくるためにこられました。（キリス
トの誕生の絵を使って説明）
３．新しい生活、健康的な生活をめざして働
くのです。（お告げの絵を使って説明）
４．私たちにとって平和の呼びかけとなる生
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活、戦争、死と戦う生活への呼びかけにこ
たえる生活です。私たちのミッションの新
しい側面です。(聖体祭儀の絵からの説明)
５．私たちは人々に品位を与えなければなり
ません。キリストは十字架の上で衣服をは
がされ、品位を奪われました。それによっ
て、人間の品位、いのちのしるし、人生の
品位を示されました。（十字架の絵からの
説明）
６．人々に自由をもたらすために働くのです。
お金、麻薬、不正義･･･などの足かせによ
って自由を奪われている人々に、自由を取
りもどしてあげるのです。（牢に入れられ
たキリストの絵からの説明）

食物、健康、祖国･･･などを与えなければなり
ません。
ミッションは続けていくものです。祈りの
中での継続･･･祈りにおいて、祈りを思い出す
ように･･･種々の絵画，聖画を通して観想の生
活への呼びかけに気づかせられます。
私たちの使徒活動の基準は、神のことば、
４つの福音にあるのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
これまで３回にわたり、ロータン師の講話の紹
介をしてまいりましたが、４回・５回の講話は写
真を使っての説明に終始しましたので、ここにご
紹介することは非常に困難なため、講話の紹介は

神さまへの私たちの側からのささげもの
は、実際的、実践的なものです。自由、品位、

今回をもって終了させていただきます。
ccc

ベトナム志願院の開設
マリア会日本地区は、昨年からベトナム人
志願者の受け入れを具体化してきましたが、
６月３日の三位一体の祝日に、６名の志願者
をホーチミン市の志願院に迎え入れ、海外か
ら初めての会員養成に向けて共同生活をスタ
ートさせました。23〜30歳までの青年たちが、
現地で日本語を学びながら「前志願期」の召
命の識別を行ない、予定としては来年春の来
日に備えることになります。
FMI のシスター・レーのご両親とお姉様
ご夫妻は、これまでも現地で FMI の志願者
の世話をしてこられましたが、今回、お姉様
ご夫妻に志願院の責任をお願いし、ご両親は
顧問兼補佐として協力していただくことにな
りました。また、霊的な世話と指導は、近く
のドミニコ会神学院の司祭の協力を頂くこと
になります。日本からも２〜３カ月に一回の
割合で訪問し、志願者の種々の相談に乗った
り、問題の解決に当たることになります。
今回の志願院開設に至るまでには、汚れな
きマリア修道会の皆様の祈りとご協力、特に
伊藤管区長様のご配慮と、シスター・レーの
４回にも及ぶ献身的な通訳の仕事が不可欠で

６名の志願者

した。このことに心から感謝します。FMI の
協力がなければ、今回のことも実現できなか
ったと思います。
SM の会員にとっては久しぶりの志願者、
しかもベトナムからの初めての志願者を得る
ことができ、嬉しい気持ちでいっぱいですが、
種々の課題や困難も予想されます。
神様の祝福と聖母マリアのご保護、および
創立者、福者シャミナード師の特別な取り次
ぎを願いながら、具体的な受け入れの準備、
そして何よりも会員の心の準備を進めていき
ます。早速、６名の志願者の写真を各会員に
送り、顔と名前に親しみ、毎日一人ひとりの
ために祈り始めました。
マリアニスト家族の皆さま一人ひとりのお
祈りを心からお願い致します。
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創立者の言葉
私たちはなんと信仰が薄いのでしょうか。
信仰を生きることがなんと少ないのでしょうか。
私たちの全ての行いを信仰の精神に一致させるように努めましょう。
（シャミナード師の手紙．No.587.4）

聖マリアの誕生の祝い日に、
私たちの母マリアと共に新たに生まれるように努めましょう。
そして、マリアさまの徳を身にまといましょう。
（アデルの手紙．No.276）

お知らせ
聖マリアの祝日 と
マリアニストのカレンダー
●

●

●

●

●

●

●

６月１０日

メールアデルの誕生日

７月１１日

聖ベネディクトの記念日

① マリア会 第34回総会
期 間： 7月3日～22日
テーマ： 「グローバル化」

●

１６日

カルメル山の聖母

２６日

聖マリアの両親、聖ヨアキム

② 汚れなきマリア修道会 第31回総会
期 間： 2012年7月16日～8月5日
テーマ： 「お言葉ですから･･･」

と聖アンナの記念日
８月１３日

お祈りをお願いいたします。

福者ヤコブ・ガップ司祭殉教
者の記念日

１５日

聖母の被昇天の祭日

２２日

天の元后聖マリアの記念日

９月１２日
１４日

③ 小ヶ倉教会創立25周年記念式典
期

日： 9月9日（日）

聖マリアのみ名の祝日
マリー・テレーズ・ド・
ラムルスの帰天日

１８日

福者シウダード・レアルの
マリアニスト殉教者の記念日

２１日
10月

２日

FMI、来日記念日（1949年）
マリア会の創立記念日
（1817年）

１２日

柱の聖母の祝日

１４日

世界マリアニスト祈りの日

■ 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/

（日韓合同：調布にて）
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