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新しい出会い
マリア会

山崎

貢

１．新しい環境に身を置いて
この四月から長年住み慣れた長崎を離れ、大
阪に住むようになりました。数えてみると人生
のかなりの期間を長崎で過ごしてきていました。
大阪に住むのは今回が初めて。若干緊張しなが
ら大阪入りしたのをまだ鮮明に覚えています。
その後共同体の人や職場の人たちから、ある
いはお近づきになった人たちから、「大阪、慣
れましたか。」という言葉を幾度となく頂きま
した。正直、慣れたのかどうか、いまだにわか
りません。少なくとも表面上は慣れたように思
います。けれどもその奥底に流れている文化と
いうのか、感覚的なものについては、まだまだ
なじんでいないような気がします。大阪に限ら
ず、どのような土地でもその土地が長年育んで
きたものは、そう簡単になじめるほどの浅いも
のではないでしょう。それになじむようになる
ためにはもう少し時聞が必要なように思います。
２．宣教者としての覚悟
そんな時思うのは、昔の宣教師たちのことで
す。私の故郷でも明治の最初に入ってきた宣教
師によってキリスト教の種が蒔かれました。彼
は来日した後一度も帰国することなく、一生を
日本で過ごし、やがて長崎で亡くなり、私の故
郷に埋葬されました。そのような例は今も昔も
決して珍しいものではないでしょう。東京の府
中をはじめとする、マリア会、汚れなきマリア
会の墓地には外国人の会員の墓碑銘も刻まれて
います。彼らの名前を目にするたびに、単純に
すごいな、という感想を抱きます。
彼らも人間ですから、生きている間にはさま
ざまな葛藤なり困惑なり絶望なりを味わったこ
とでしょう。自分たちが慣れ親しんだものとは
違う世界と出会って、少なからず戸惑う事もあ
ったに違いありません。彼らは今の自分と何ら
変わることのない、ありふれた人間であったは
ずです。けれども、結果として彼らは故郷を遠
く離れて、異国の地でその生涯を終えました。

翻って、今の自分にそのような覚悟があるか
と問われたら、たぶん返事がためらわれるので
はないかと思います。はたして異国の地に自分
の骨を埋めてもいい覚悟が自分にはあるのか。
彼らの生涯に思いを馳せるとき、或いは彼ら
の墓碑銘に佇む時、使い古された言葉ではあり
ますが、「一粒の麦は、地に落ちて死ななけれ
ば、一粒のままである。だが、死ねば、多くの
実を結ぶ」（ヨハネ12章24節）という言葉の持
つ重みを実感してしまいます。
３．出会いはその人を変えていく
新しい出会いは、その人を否応なく変えてい
きます。少なくとも自分が変わったという感覚
がなければ、本当に出会ったことにはならない
のではないか、と思うのです。先の宣教師たち
も、生まれたときから自分は日本で働きたい、
とは思わなかったはず。人生のどこかで日本と
いう国のことを聞き、そこに赴きたいという思
いを育て、やがて日本と直接関わることでこの
地に骨を埋める覚悟を決めたのだと思います
（もちろん、祖国を発つ前から、或いは宣教会
に身を投じた時から異国に生涯を捧げるという
覚悟を決めた人も多いでしょうが）。彼らは日
本と出会い、その結果人生を変えていきました。
出会いはその人の人生を変えていく。
弟子たちは、イエスとの出会いによりその後
の人生を大きく変えていき、聖母マリアも、天
使から告げられた神の言葉に出会うことで自分
の人生を思いがけない方へと変えていきまし
た。或いは結婚にしろ、奉献生活にしろ、また
は職業選択にしろ、今ある自分の根っこには必
ず何かとの（或いは誰かとの）出会いがありま
す。振り返ると、今自分がこうした生き方を送
っているのは、やはりさまざまな出会いがあっ
たからだという思いを強く感じています。逆に
云えば、もしもこれまで出会ったものの一つで
も欠けていたら、今の自分には辿り着けなかっ
たかもしれません。
さて、人生の折り返し地点を過ぎた（であろ
う）自分には、これからどのような出会いがあ
るんだろう、と考えてしまいます。それは、自
分はこれからどのような変化をしていくんだろ
うということを意味してもいます。それが怖い
ような、待ち遠しいような、そういう日々を今
送っているところです。
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マリアニスト・シリーズ ４

教育は「宣教活動の優先的手段である」
マリア会地区長

「マリア会にとって教育による宣教活動は、

青木

勲

教育の内容について「キリスト教的生活態度を

その使命の達成上優先すべき手段である」（生

目指すための魂の涵養のためであり、キリスト

活の規則Ⅱ,5‑10条）。マリア会で言う教育は、

教的教育というタイトルのもとにすべての教育

信仰をはぐくむための特別な手段として考えら

活動を行う。決してこのことが変更されないよ

れており、「教育によって会員は、キリスト教

うに注意すべきである」と書いています。教育

的精神をまき、育て、強めまたこれを人類の間

活動が、狭義の教室管理や授業内容を超えた「マ

に浸透させるように努める」
（生活の規則74条）

リアの子となったもう一人のキリスト」を世に

「教育のためにしか教授をしない」と言う創立

送り出すことだったからです。その意味から、

者福者シャミナード師の言葉（1954年生活の規

学校で働くマリアニストの教育者（会員の混合

則272条）は、単なる学校教育専門の修道会と

構成の第二のカテゴリーの教職会員もしくは文

一線を画す表現であり、福音宣教と教育活動の

学に携わる者）の任務は、ただ単に宗教授業と

緊密な関係性を強調しました。

キリスト教的生活への手引きに満足することで

教育は、個人、あるいは、共同体に参加して

はなく、授業全体が指導能力に富み、生徒をし

いる個々人の成長と円熟への奉仕であり、教会

て、愛と正義と平等と奉仕の精神に鼓吹された

にとっての宣教活動は、現実の社会生活に於け

「もう一人のキリスト」を髣髴させる人格に教

る人間に託された使命と本質を解き明かしなが

育することをめざしていました。

ら、この世に「神の国」を築いて行くという教

1891年の生活の規則は、教育の重要性につい

育的奉仕でもあります。この意味で、シャミナ

て再確認と再評価をし、第二バチカン公会議後

ード師の教育理念は、教会の福音宣教活動の成

の1983年の修正で、第一巻５章の74条と第二巻

功にとっても重要な鍵になります。若いシャミ

の5‑10条も、上記の引用文のとおり、マリア会

ナード師は、ムシダン時代にサン・シャルル学

において教育の占める宣教的手段の首位性が明

院で兄のジャン・バプチストとルイと三人で働

示されています。現代思潮を代表する「物質主

いていた時すでにこのような考えを抱いていま

義」・「個人主義」の津波の中で、人一人ひとり

した。サラゴサでの流謫で更に深く、「荒廃し

のかけがえのない命の尊厳と、同時に、「孤独

た祖国を救うための将来の自分の宣教活動の中

なる群衆」が感じている「信仰と文化の対話」

心軸は教育以外に絶対にない」と思っていたほ

における究極的問題点に応えられる教育を施す

どです。

ことがマリアニスト学校の存在理由ではないで

マリア会を創立した後、最初の生活の規則の

しょうか。

８条では「マリア会の二つの目的を達成させる

真理と正義の探究と同時に、人間的な出会い

手段は、修道誓願とキリスト教的教育である」

の中で優しさと愛の温かみが感じられる共同生

（1839年）と明記しており、そのキリスト教的

活の経験をさせることが大切です。

創立者の言葉
聖母のみ心にすがって団結しなさい。
そうすれば、私たちは強くなることが出来ます。
聖母は何時も、蛇の頭を踏み砕いて来られました。 （シャミナード師）
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アリアンス・マリアルとは（２）
アリアンス・マリアル(AM) マリア・テレサ 田中正江

皆様もご存知だと思いますが、アリアンス・

るものだけを真の在俗修道会として認められる

マリアルは、「在俗会」です。かつては、在俗

ようにすること。設立に賢明と慎重とを欠くこ

修道者と呼ばれてきた私達の生き方は、ある時

とが珍しくないために、やたら新しい在俗修道

期まで、公には、社会に於いても、教会の中で

会が出来る危険を避けるようにすること。認可

さえもほとんど知られることのない、秘められ

が与えられる在俗修道会資格のある在俗修道会

た、私的なものでした。信仰の熱意に拠るもの

には、その本質、その目標、およびその状況に

や個人的な事情、政治的な宗教弾圧に拠るもの

完全に適応するような法的規定を持てるように

など、その道を選んだ理由は、様々に及ぶと思

すること。こうしたことをわれわれは考慮した

われますが、修道者の立場や誓願はその周囲の

のである。″

人々や関わった司祭にしか知られることのない
生き方でした。

以上、聖座が在俗修道会の存在を正式に承認

このような在俗修道者の生き方が、正式に聖

する経緯について述べられている部分を抜粋し

座に承認され、教会に認知されるようになった

て、紹介させていただきました。世界中には、

のは、1947年に、教皇ピオ１２世によって発布

数知れない程の信心会、在俗会が存在されると

された「プロヴィダ・マーテル・エクレジア」

思われますが、聖座で正式に承認されている在

（PROVIDA MATER ECCLESIA）〜キリスト

俗会は、上記の大勅書にもあるとように、聖座

教的完徳の修得に関する教会法上の身分および

が法的に定めた一定の基準を満たしたもののみ

在俗修道会についての聖庁大勅書〜以降です。

であると、言えるでしょう。

‶今世紀においてこのような会（Instituta

アリアンス・マリアルは、現在フランスのラ

Seculararia ＝日本語では在俗修道会、すなわち

・ロシェルの司教の認可の下に置かれている会

正式な修道会ではないが、世間において修道者

ですが、将来的には正式に聖座に承認されるこ

に等しい福音的勧告に基づいた生活を営む会）

とを願い、目指しています。

は、静かにその数を増していき、あるものは独

まだ日本に於いては、在俗会について正しい

立して、あるものは修道会と様々な仕方で合体

認識を持っていない信者も多く、そのような方

してといったように、形体のまちまちなものが

々が私達在俗会員について、「シスター」と呼

たくさん出てきた。しかし≪ Conditae a Chirisito

ばれることもありますが、私達在俗会員の立場

≫という聖庁大勅書は修道会についてはなにも

は「信徒」です。どこの会の会員も、それぞれ

規定していない。現行教会法もこれらの在俗修

の小教区に信徒として所属しています。ですか

道会については、故意に沈黙しており、これに

ら、私達の立場は「奉献された信徒」とも言わ

関して制定すべきことを、まだその時機と思わ

れています

れないため将来の立法に委ねた。

日本には聖マリア在俗会、聖ヴィアンネ会、

これらすべてをわれわれは良心の義務の故

ノートルダム・ド・ヴィ（いのちの聖母会）を

に、そして世間の中にあって、けなげにも聖徳

初めとする、多くの会が存在すると思われます

に向かって努力する人々に対する父親のような

が、その実態はわかっていません。なぜなら、

愛に促されて、繰り返し考慮した。同時に諸団

多くの会が日本に於いては創成期にあり会員の

体を賢明・厳密に区別出来るようにすること。

数も少ないことや、修道者の方々のような、在

完徳への生活を義務としていることが証明出来

俗会全体で構成している、修道者会や連盟のよ
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うな組織がないこともその理由の一つだと思い

いて説明させていただくと、アリアンス・マリ

ますが、私達在俗会員の使命の在り方も理由と

アルにとって重要とされていることは、どのよ

なっていると思います。

うな仕事や活動を行うかではなく、世俗の中に

私達在俗会員の使命は、福音書で記されてい

於いて、世俗の人が求められている、担ってい

る地の塩（マタイ5･13）、パン種（13・33）の

る生活の在り方の全てを受け入れ、世俗の人達

ような存在です。教会や社会の奥深くに入って、

と共に生きて行くことです。私達の会には、ハ

中から、内側から、福音化のために働きかけて

イチのメンバーが一人います。皆様もご存知の

行く存在です。教会の中で目立たない存在です。

ように、ハイチは数年前に、大きな地震に見舞

決して多くの人の前に立って、自分の立場を表

われました。その地震によって、アリアンス・

明し指導し、働いていくような存在ではありま

マリアルのメンバーは、家が半壊し、仕事も失

せん。そのため、自分が在俗会の会員であるこ

いました。けれども、彼女は会からも、在俗会

とを、会員以外や一部の人以外には明かしてい

員としても、援助を受けることなく、地震に見

ない人も少なくありません。

舞われたハイチの人達とあらゆる困難や貧しさ

在俗会は修道会と同様に誓願を立てますの

を共に受け入れ、今日までそれらと闘って生き

で、そのための養成期間（志願期、修練期）も

ています。チリでも同じように、大きな地震が

存在しますが、その養成の行い方は、会によっ

ありました。コートジボワールでは、内戦が勃

て様々です。養成期のみ、共同生活を行ってい

発し、家を焼けだされた会員もいます。その他

る会もあります。私達アリアンス・マリアルの

の国でも様々な事が日々起こっていると思われ

ように、入会前の生活のスタイルを変えること

ますが、私達の会員はその全てを世間の人達と

なく養成期間を過ごす会もあります。養成その

共に受け入れています。例え何が起ころうとも、

ものも、その会独自で行っている場合や、アリ

世間で生きる人と同じように、世間の人達と共

アンス・マリアルのように同じ霊性を持つ修道

に、その全てを受け入れて生きていく、これが

会の方々によって行われている会もあります。

アリアンス・マリアルの会員の生き方です。

生活形態も、一部の会員が共同生活をしてい

最後になりますが、多くの在俗会の中でのア

る会、全ての会員が、独自の生活スタイルを持

リアンス・マリアルの最大の魅力は、同じ霊的

っている会など、様々ですが、どの会も、修道

家族を持ち、その家族によって育てられ、その

生活ではなく、普通の人と同じような生活スタ

家族と共に協力し、生きて行くことです。つま

イルを維持していると思われます。アリアンス

り、アリアンス・マリアルには教会の模りのよ

・マリアルは全ての会員が原則として、独自の

うな、家族がいるということです。

生活のスタイルを持っています。

私も日本のマリアニスト家族によって、在俗

仕事についても、会として事業を持っている

会員として今日まで育てられてきました。

在俗会は稀で、殆どの会員は一般の人と同じよ
うに、様々な職業について、奉仕活動を行って
います。

それでは、次回からは数回にわたって、アリ
アンス・マリアルの５０年間に亘る歩みを、年

在俗会、とりわけアリアンス・マリアルにつ

表形式で紹介させていただきます。

創立者の言葉

神なる救い主が近づいて来られます。
救い主をお迎えするために、私たちの心を開きましょう。
また、貧しくいらっしゃるイエス・キリストとともに
貧しい者となりましょう。 （メールアデル）
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マリア会「第34回総会」に参加して
マリア会地区長

青木

勲

･････････････････････････････････････
２０１２年７月３日〜２２日、マリア会のロ
ーマ総本部で第3４回総会が開かれました。総
勢１２１３名（４０３名の司祭、８１０名の修
道士）のマリア会が、世界の３９ヶ国に跨って
グローバル化した宣教活動を行っていますが、
その私たちの代表が一堂に集まりました。話す
言葉は違っても、同じ動機と目的に向かって生
きる会員同士、どのようにして宣教的熱誠の炎
を点火していけるかを考えました。今回初めて、
総会にコンピュータを導入して、従来の紙の情
報整理からバーチャル処理に代わり、最初は戸
惑いましたが、最後にはそれなりに使いこなせ

総本部メンバー(左から)
Bro.Maximin Magnan, Fr.André Fétis,
Fr.Manuel Cortés, Bro.Edward Violett.

ポスト ラント として の
新しい 歩みの 中に
神様の 祝福と 皆様の
祈りと 助けを
お願い いたし ます。

たのは時のし
るしへの対応
でしょうか。
1）修道生活の活性化、2）グローバル・ミッ
ションについて、3）統治、4）マリア会の財政
問題についての４グループに全代議員が振り当
てられ、小委員会で検討して最終文書の作成に
関わりました。各グループは独自の時間割で真
剣に討論してはその結果を合同会議に提出し、
票決を取って最終文書の原案として確定してい
きます。最初に長いと思った３週間がアッとい
う間に過ぎました。その間に１日黙想会、講師
を招いての講演、マリアニスト家族の各枝の代
表者の講演、汚れなきマリア修道会の総会の代
議員との交流会、１日のピクニックのバス旅行
等と総会準備委員会の苦心が目に見えるようで
した。
暑いローマでしたが、夕方の涼風は屋上のテ
ラスでの夕食とその後の談笑に願ってもない一
服の清涼剤でした。
また今回の総長とそのアシスタントの選挙の
結果、アフリカ人マクシミン・マグナン士の教
育局長就任は、グローバル化したマリア会の新
しい第一歩のしるしとして非常に期待されるも
のがあります。
新しい何かが動き出しています･･･！

おめでとう！
ポストラントの誕生

チャウ

大きな お恵み を頂い て
うれし かった です。
神様に 感謝し す。
これか らもお 祈りを
続けて 頂きた いと
思いま す。 ニ ョ オ ン

マリア 様のよ うに信仰 に満ち た女性 に
なりた いです 。感謝の うちに 。 ヒエ ン
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神様 とシスタ ーの
皆様 に感謝と
うれ しい気持 ちを
申し 上げます 。
汚れなきマリア修道
会の一員になりたい
と思 います。 マイ

ポ ストラ ントに
な って、 とても
う れしい です。
感 謝を申 しあげ ます。
ライ

汚れなきマリア修道会

第31回総会報告
2012年7月16日−8月5日

「 お言葉ですから… 」

皆様のお祈りに支えられて、総会は無事終了いたしました。感謝申し上げます。
総会の内容に関しては、総会終了時にマリアニスト家族に宛てた、
代議員の手紙をご覧ください。
今回新しくなった総本部メンバーを紹介いたします。
総本部メンバー（左から）
Sr.Susanna Kim,（韓国人：54 歳）
Sr.Franca Zonta,（本会初のイタリア人総長、
インドの FMI 創立者：57 歳）

Sr.Ana Lucia De Goes, （おじい様が日本人の
日系ブラジル人：48 歳）

Sr. Gretchen Trautman（アメリカ人：65 歳）

マリアニスト家族への手紙
2012年8月4日
マリアニスト家族の兄弟姉妹の皆さま
私たちは、今日マリアニスト・シスターズの総会を終わります。閉会を前に、私たちは皆さまに
ご挨拶を申し上げ、この重要な日々の間、皆さまがお祈りによって共に歩んでくださいましたこと
に熱い感謝の意をお伝したいと思います。皆さまは、この総会を通して、とても身近なところにい
てくださいました。特に、マリアニスト信徒共同体のヨーロッパの責任者 Félix Arqueros Pérez 氏、
アリアンス・マリアルの責任者 Christine Barbeaux さん、そして、マリア会総評議会の André Fétis
師の皆さんには、私たちの総会においでいただきまして、本当に嬉しく存じました。Manuel Cortes
師を初め、マリアニストの司祭の皆さまが、毎日の聖体祭儀のために共にいてくださいました。
マリア会と汚れなきマリア修道会の総会代議員の集まりは、大きな泉の一つであり、本当に歴史
的出来事でした。私たちは、聖体祭儀を行い、それに続いて、2016年と2017年の創立200周年をど
のように祝うか話し合いました。その後、私たちは、イタリアのマリアニスト家族の方々と一緒に
すばらしい家族の食事をいただきました。私たちは、私たちのカリスマとミッションについての深
めに、大いに期待しています。これは、私たちが共通して持っている共同体の賜物を、神が愛して
おられるこの世界に伝える最良の方法について、共に目を向けさせることになるでしょう。
共に生きたこの総会の時間はとても豊かなものでした。私たちは、私たちの賜物−第一に、マリ
アニスト家族と教会へのアデルの比類のない寄与の賜物−の良き管理者であることへの呼びかけを
さらに強く自覚しました。私たちは、「沖に漕ぎ出す」というイエスのペトロへの招きについて、
また、「お言葉ですから･･･」というペトロの返事に私たちを合わせる挑戦について、深く考察する
ことで始まりました。私たちは、このお恵みに忠実であるために、共に祈り、共に働きました。ロ
ーマを去るにあたり、私たちは、私たちが共同体（国際的かつ異文化間関係の共同体）の大きな賜
物を、それをもっとも必要としている人々に提供する義務があると深く感じています。教会と世界
のための賜物として、私たちに託されたマリアニスト家族の豊かさを皆さまが私たちと分かち合っ
てくださっていることを私たちは知っていますし、また、喜んでいます。
兄弟的愛情をこめて
第31回総会
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参加者一同

お知らせ

小ヶ倉小教区 設立 25 周年記念
感謝ミサと祝賀行事 行われる
９月９日(日)、長崎の小ヶ倉小教区は、高見大司教を迎え、
主任司祭高田神父と信徒によって立派に準備された設立２５周年記念の
感謝ミサと祝賀行事を行いました。
新興住宅地のダイヤランドに設立されたマリア会の小教区は、
１９８７年９月６日に献堂式が行われてから、清水師、池田師、高田師の三人を
主任司祭として迎え、長崎教区の小教区として順調に発展してこの日を迎えました。
好天に恵まれ、多くの信徒の参加を得て、２５年間を振り返って神様に感謝を捧げ、
また、５０周年、百周年に向けて決意を新たにしました。

■ 北東アジアマリアニスト家族評議会の開催
１０月１２日（金）～１４日（日）、韓国から１３名
の評議員を迎えて、調布のマリアンハウス修道院を会
場に開催されます。この評議会は、日本と韓国のマリ
アニスト家族評議会が、二年に一度、それぞれの国を
訪問して、マリニストとしての様々な課題について話
し合い、協力関係を築くことを目指しています。
今回の議題としては、「両国のマリアニストカリスマ
の研究をどう活かすことができるか」、「両国のMLCの養
成と信徒の霊性の共同研究をどのように協力できるか」
を、MLC、FMI、SMが共同で、あるいはそれぞれ個別に
話し合うことにしています。
１４日（日）は「世界マリアニスト家族祈りの日」
に当たりますので、家族全体に呼びかけて、世界のマ
リアニストのために準備されている祈りを共に祈り、
ミサを捧げることになっています。

−7−

■ マリア会日本渡来１２５周年
記念講演会
１８８８年１月５日に最初のマリ
ア会員が来日してから、マリア会は、
来年、１２５周年を迎えます。
これを記念して、以下のように
講演会を予定しています。
日 時：2013年１月13日(日)10：30
場 所：暁星学園聖堂下（集会室）
講 師：木寅義信 師
なお講演後、
「マリアニスト家族の集い」の
ミサと親睦会が例年通り
予定されています。

■ 第３回 「青年のための練成会」 開催
教皇ベネディクト16世は、第二バチカン公会議開幕50周年にあたって「信仰年」の開催を発表
されました。マリアニスト召命委員会では教皇様の意向を汲み、第３回青年のための練成会を、
「信仰年を迎えて、洗礼の恵みを生きる」というテーマで企画しました。
青年たちの信仰の恵みを深める一つのきっかけとなってくれることを願っています。
【実施概要】 テーマ： 「信仰年を迎えて、洗礼の恵みを生きる」
日

時： 2012年11月24日（土）午後３時〜11月25日（日）午後４時

場

所： 汚れなきマリア修道会

対

象： 18歳〜35歳の未婚の男女

町田修道院

本誌編集スタッフ紹介

聖マリアの祝日 と
私たちは、レー・ティ・

マリアニストのカレンダー

ホン（Hanoi 出身）、
レー・ティ・リェン・フォ

●

●

●

●

●

●

●

●

ン（Ho Chi Minh 出身）、
ファム・ティ・ヒュン・リ

10月

７日

ロザリオの聖母記念日

ン（Ho Chi Minh 出身）と

１２日

柱の聖母の祝日

申します。

１４日

世界マリアニスト祈りの日

私たちはベトナム人の有
期誓願者です。
本マリアニスト誌の編集
の手伝いをしています。日本での生活は６年過ぎ

（日韓合同：調布にて）
11月２１日

聖マリアの奉献の記念日

12月

無原罪の聖母の祝日

８日

（本会の守護者）

ましたが、まだまだ日本語は難しいです。ですが、
マリアニスト家族のために、喜んでこの編集奉仕
をさせていただいています。
皆様からの原稿のご協力をお願いいたします。
10月11日から信仰年が始まります。私たちの
信仰を深めるために、皆様の信仰体験をお聞かせ

２７日
1月

１日

福音史家聖ヨハネの祝日
神の母マリアの祭日

１０日

メールアデルの帰天記念日

２２日

福者シャミナード神父の
帰天記念日

ください。お待ちしております。
ご協力をお願い申し上げます。

■ 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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