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最近退位された教皇ベネディク
ト XVI 世によって発布された信仰
年も半ばを過ぎました。さて、私
どもの信仰生活はどうでしょう
か。周知のように、シャミナード
師、アデル、両者ともに真の信仰の人でした。特
に、シャミナード師はしばしば、講話の中で信仰
を力説されています。「愛する子よ、もしも私た
ちが自分に残された日々を、信仰の美しい道を歩
み、信仰によってのみ行動し、信仰だけに生きる
ことが出来るとすれば、それは私たちにとって何
たる幸せでしょうか」。
私たちは「主よ、信仰を増やしてください」と
常に祈らなければなりません。彼の講話の大部分
が聖母マリアと信仰についてだったと言うことは
よく知られていることです。
マタイ書にある通り、「父が何者であるかを知
っているのは、子と子を知っている人の他はない」
とするならば、子を知っている母マリア以外に、
父を、そして子を私たちに示してくれる人はない
でしょう。アデルもまた信仰の人でした。彼女は
言います。「信仰の娘になりましょう。」「物事を
信仰の精神で見ましょう。」「信仰の門は開かれて
います。
」教皇は言われます。故ヨハネ・パウロ II
世も、常に信仰について触れておられます。「信

仰、それは私が何かをするということではない。
聖霊の働きです。『私は信じます』と言わせてく
れる方、それは聖霊であり、御父が私に送ってく
ださったあかしなのです」。
今年は、早く主のご復活を迎えました。復活の
朝、イエスに出会ったマリア・マグダレナの体験
を私たちもすることが出来ます。イエスは私たち
を悪から解き放ち、回復させてくださいます。私
たちの人生を変える事の出来る方です。私どもは
復活のキリストに出会う出来事があります。ミサ
中、神のみことばを味わう時、ご聖体を頂く時、
復活の主に出会う事が出来るのです。復活を迎え
た私どもは共に願いましょう。信仰の人になりま
しょう。ますます信仰の光によって、神に栄光を
帰し、神と一致するよう努めましょう。私どもの
礎は、主のご復活、これこそ信仰の基です。シャ
ミナード師にとってその信仰の礎は、復活のイエ
スさま、そして今も生きておられるイエス・キリ
ストへの信仰でした。真の信仰、それは神の賜物
です。この賜物を大切にしましょう。熱烈に愛し
ましょう。生涯の伴侶とも言うべき信仰を強めて
いただくように主に願いましょう。両創立者の取
り次ぎによって。
主キリストと私どもとの関係をますます強めて
くださいますように。

創立者の言葉
「苦しむ者は必ず、いつかは幸福を見出す」という言葉を私は堅く信じています。
私はこれを三位一体の玄義と同じくらい強く信じています。隠れた者よ、万歳！
これが私の標語です。慈悲ある者に栄あれ！ この慈悲ある者にとってはもはや
キリスト以外のものは何も心をひかなくなるものです。 （シャミナード師）
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マリアニスト・シリーズ ６

「新しい福音宣教のシノドスを受けて」
（世界代表司教会議

第13回通常総会）

マリア会地区長

2012年10月7日〜28日まで、第二ヴァチカン公
会議開催から50年、カトリック教会のカテキズ
ム発布20年という節目の中で「キリスト教信仰
を伝えるための新しい福音宣教」というテーマ
のシノドスが開かれ、総勢262名の司教が参加し
世界規模で開かれました。日本の司教団を代表
して、福岡教区長のドミニコ宮原良治司教が参
加されました。引退されたベネディクト16世前
教皇が定められた「信仰年」中に、教会の信仰
内容と教会それ自体の存在理由を改めて問うも
のでもあります。マリアニスト家族にとっても
大切な内容ですので今回出版された報告書（カ
トリック中央協議会 司教協議会秘書室研究企
画：「世界代表司教会議 第13回通常総会報告
2013年2月18日」）を中心に考えたいと思います。
１．先ず「福音宣教」が世界全体にとって緊急
課題であること。*1 対象が、従来の（1）「アド
・ジェンテス」
（まだキリストを知らない人）、
（2）一般に教会に通っている信徒の司牧と教化
のため、
（3）最近は、特に教会離れしているキ
リスト者たちに向けての宣教の緊急課題です。
２．しかも、「新しい」
*2という形容詞が付きまし
た。以前の宣教が不完全だとか誤っていたと
いう意味ではなく、むしろ福音の内容を、現
代人に通じる方法と表現形式を用いて新たな
熱意を込めて伝えていくためです。天地は過
ぎても、神の言葉と救いのプロジェクトは過
ぎ去りません。歴史の中に、人々と共に生き
続ける教会の実際的な時間と空間における適
応と順応とも言えます。
３．その意味で、いずれにせよ、宣教活動の出
発点は「教会はイエス・キリストの人格、イ
エス・キリストとの個人的な出会いを中心に
考えます。」
*3 個人の信仰体験が、信仰内容の
知的・学習的な習熟に先行します。今までは、信
仰や宗教を「分別」の枠の中で重きをなして
きたように思われます。しかし心が、キリスト
との出会いの体験で満たされている時「学ぶ」
効果が出てきます。単なる知的な教理研究で
は、その人の生き方に重大な変化と内面的な
帰依をもたらす決心にまでは辿り着けません。
４．つまり、キリストとの愛による出会いだけ
が、本物の回心（改心と悔悛）
*4 を可能にし、
罪とその業から私たちを解放し、心の中の自
由と平和の喜びを享受させてくれます。それ
は信仰体験を独善的で感情的な心理的な産物

青木

勲

に代えたり、玉石混交の中に信仰内容を曖昧
に放置するのではなく、唯一の救い主である
イエス・キリストとその救いの教説への主体
的帰依と確信を意味します。
５．結局、新しい宣教活動の根本には、最初の
福音の告知（ケリグマ）と言われるキリスト
の受難と死と復活の出来事があります。「イエ
スは主である」と信仰内容の中心を明確かつ
十全に伝えることにあります。福音書の宣教
命令は「すべての人」
*5 に、その「内容全体を」
網羅して、しかも神の愛を受けている「すべて
の人を巻き込みながら」、その人「個人の全体
と全ての人」に不滅の良き音ずれを伝えるこ
とにあります。
６．肝心なことは、これらの一連の心の深部で
の内的変化と実生活での模範と証しは、全て
を新たにする神の聖霊の息吹なしには起こり
えません。実にこの天からの霊によってのみ
私たちは「イエスは主である」と公言でき、
この同じ聖霊による識別に導かれて、皆が一
つの霊に生か さ れ て 宣 教 の 信 仰 共 同 体 を 作
り 出 し ま す 。キリスト者の生き方は、共同体
の中で、共同体のために、共同体によって、
清められ且つ淘汰されて行きます。
７．最後に、福音によって、一人一人が感化さ
れていく度合に応じて、私たちは、自分の周
囲の社会とそれを規定する価値の序列をより
福音に沿ったものに変革していくことができ
ます。創立者福者シャミナード師や尊者アデ
ルが考えていた、社会のキリスト教化の使命
感とその熱誠に漲るためには、
*6 一人の例外も
なく本当の意味で「キリストからの再出発」*7
の体験なしにはありえません。
*1
*2
*3
*4

最終メッセージ 31 頁の「新しい福音宣教」
提題解説資料 1「新しい福音宣教」98 頁
同上 99 頁
同上 提言 9 52 頁「初の告知」は、イエス・キリストの過
越の神秘に関する救いのメッセージ−が、大きな霊的力を持
って告げ知らされることである。それは罪の悔い改めと、回
心と信仰の決断をもたらす。」 同上 提言 22 58 〜 59 頁
「新しい福音宣教は個人と共同体の回心と、福音宣教の新し
い方法と、司牧構造の刷新を要求する」
5 ブラジルでの SINE(Sitema Integral da Nova
*
Evangelização)の 4 つの方向性のベクトル
*6 同上 提言 22 59 頁「現状維持のための司牧戦略から、宣
教的な司牧姿勢へと転換するためである」
*7 キリストからの再出発 第三の千年紀における奉献生活の刷
新 教皇庁 奉献・使徒的生活省 カトリック中央協議会
2003 年 5 月 30 日発行
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アリアンス・マリアルとは（４）
アリアンス・マリアル(AM)

1973年の年の黙想の中でアリアンス・マリアル
に大きな変化が訪れました。当時の会の責任者
は会則の作成を実際に成し遂げ、それを実行に
移す時が来たと判断したのです。そして、彼女
はその為の会の責任者と評議員の選挙に取り掛
かりました。けれども、彼女自身が再選される
ことは固く望みませんでした。それ故に、彼女
に続いて会に奉献した会員が、会則を基盤とし
て歩み始めたアリアンス・マリアルの初めての
責任者として任命されました。
更にその２年後、アルムブルスター神父は霊
的指導司祭の任務の交代を会に要請しました。
その為、1976年の６月にベルナルド・ヴィアル
神父がアリアンスの霊的指導司祭となりました。
翌年、「会則を日々の生活の中で、如何に実践
できるか、どのように実践していかなければい
けないか」ということをより良く理解するため
に、会則の解説書を作成するようにとの指摘が
なされました。

本会の祝日と聖マリアの祝日
●

３月31日
４月 8日
５月12日

17日
25日
31日
６月10日
７月11日
16日
26日

●

●

●

● ●

●

●

復活祭
シャミナード師の誕生日
恵みの仲介であるマリアの記念日
ピオ九世教皇がマリア会を
承認された記念日（1869.5.12）
渡韓記念日（1979）
汚れなきマリア修道会創立記念日
（1816）
聖母の訪問の祝日
メールアデルの誕生日
聖べネディクトの記念日
カルメル山の聖母
聖ヨアキムと聖アンナの記念日
創立者と８人の同伴者の初の
終生誓願宣立の記念日

マリア・テレサ 田中正江

その作業には一度に、多くの時間と手間を要
しました。毎月、Lien（アリアンスの情報誌）の中
で、会則のある章が提示され、それに対しての
コメントの回答が会員に求められました。会の責任
者は、回答されたものについて、早速ヴィアル神
父の助けを借りながら評議会で検討し、それを
要約した上で、承認を得るために各会員に内容
を送りました。それは長きに渡った困難な仕事
でした。けれども、完成したものは、会員達が
期待していたものには至っているとは思えませ
んでした。解説書は修正がなされ、ノート形式
で発行されましたが、今でも使用されています。
不運なことに、会の責任者は1980年代の初め
に、健康状態が悪化し、1983年にその任務を放棄
せざるをえなくなりました。そのため総会に於
いて、新たな責任者（二代目）が選任されました。
今ここで、その当時のアリアンス・マリアル
の状況に遡って見ると、その当時アリアンス・
マリアルには数人の会員しか存在していません
でした。多くの人が会を離れ（とりわけ、ベル
ギー人の会員が）、会員は１３人まで減少してい
ました。その当時の私達は、マリアニスト家族
の枝の一つと言える状況ではなく、むしろ、マ
リアニストの在俗会というものについて知って
もらうに相応しい状況にありました。そのよう
な状態にあっても、前責任者が賢明に指導し、
機転をきかせたことで、会員達は散らばって生
活しているにも関わらず、強い絆で結ばれ、一
つのグループとして一致していました。その上、
マリア会は「ヴィアル神父がアリアンス・マリ
アルの霊的指導司祭であり続けてくれる」とい
う、誠意ある贈り物をしてくれたのです。会の
楽観主義と性質によって、会員達は希望を持ち
続けていました。すぐに数人の志願者が訪れま
した。これは会にとって、
「大したことではない」
とは言うには及ばない出来事でした。一人はや
がて会の責任者（第三代）となる女性、もう一
人は若いにも関わらず、かつて「フラテルニテ
・マリアニスト」の責任者を務めていた女性で
した。二人共アリアンスのメンバーと共に歩む
ために、志願者となったのです。（続く）
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■ SM 関係のニュース
１．主な年間予定
●
●
●
●
●

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日韓終生誓願者の交流会（9月13日〜16日 韓国）
韓国地区本部落成式（10月1日〜2日 ソウル）
世界マリアニスト祈りの日（10月13日 長崎・浦上教会）
マリアニスト家族の集い（2014年1月19日 調布）
マリアニストスクール信者生徒黙想練成会（2014年3月24日〜26日）

２．誓願宣立・叙階の祝い
●

誓願宣立50年
青木 勲
中木熊男
中村力範

３．お知らせ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●

師
士
士

叙階25年
馬込新吉

●

師

誓願25年
山崎

貢

士

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●

ベトナム志願者の来日
ベトナムから4名の志願者が来日します。当初、3月末の予定でしたが、
種々の事情で、来日が少し遅れます。

●

アジアゾーン会議（11月17日 ローマ 予定）
青木地区長は4月からこの会議の議長に任命されました。昨年の総会の結果、
アジアのマリア会はこれまでよりもより一体となって新しい方向に歩み始めます。
皆様のお祈りの支えをお願い致します。

創立者アデルの手紙
〜創立者アデルの思いを「手紙」を
通して皆さまにお届けします～

アジャンの
マドモワゼル･アガト･ディシェ宛
1805年3月27日（アデル15歳）

・・・・・・・・・・・・・・

† J.M.J.T
草よ、木よ、主を祝せよ。
あなたから新しい手紙をいただくことを大
変嬉しく思います。私にとって、大きな喜び
です。どうぞ続けてください。
今は、すべてのものが私たちの心を神さま
にあげさせ、私たちにいろいろと考えさせて
くれる季節です。先ず、草も木もすべてがよ
みがえります。同じ状態にとどまるのは、私
たちだけではないでしょうか。イエス・キリ
ストにおいて生まれ変りましょう。そこに過
越があります。イエス・キリストと共に復活
し、新たな生活を始めましょう。

それに、自然は、創り主の知恵を私たちに
示してくれてはいないでしょうか。ごく小さ
な草をよく見てみましょう。それと同じよう
なものを創れるほど巧みな人がいるでしょう
か。神さまが、一粒の種から殖やすことがで
きるように、自分の権威によって、一粒の種
から殖やすことのできる力ある人がいるでし
ょうか。自然界のすべてのものは神さまの偉
大さをあらわしています。不敬虔なものに神
さまの聖なるみ名を冒とくする材料を提供し
ているのは、私たちの欠点ではないでしょうか。
私たちが仕えている神さまは、仕えられるに
値する方だということを、私たちの行いによっ
て示しましょう。
さようなら。私のことを愛してください。
私もあなたを愛します。特別にあなたのこと
を知っているわけではありませんけれども･･･。
ディシュレットに、私からよろしくとお伝え
ください。会員の皆さんにくちづけを送ります。
会員の皆さんには、四旬節の終わりに礼拝を捧
げるために、砂漠で毎日会う約束をいたします。
アデル・ドゥ・バーツ
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■ FMI 関係のニュース
１．主な年間予定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

① 7月29日（月）〜8月1日（木）第28回管区会議 於：調布修道院
② 年の大黙想
● 第１回目： 8月6日〜15日
指導者：青木勲師 於：那須のベタニア修道会黙想の家
8月15日（木）聖母の被昇天の祭日 黙想の終結のミサにおいて、
初誓願宣立・誓願宣立50周年の感謝・有期誓願宣立式を行います。司式：青木師
初誓願宣立予定： ２名、 有期誓願宣立予定： ５名、
修道誓願50周年記念： Sr.太田、Sr.山田文子
● 第２回目： 8月19日〜28日（１回目のテープを使用）
於：町田祈りの家
● 第３回目： 10月下旬（１回目のテープを使用）
於：調布修道院
③ 9月8日（日） ポストラント５名の修練期受け入れ式
於：町田修練院
④ 9月下旬： ベトナムの志願者来日予定
⑤ 10月上旬： 韓国管区終生誓願者２名、日本管区共同体体験のため訪日
⑥ 世界マリアニスト祈りの日： 10月13日（日） 長崎浦上教会、被爆の聖母予定
⑦ 長崎・五島巡礼： 10月12日〜16日。20名ほど参加
⑧ 総本部員の日本管区訪問： 11月5日(火)〜20日(水)
⑨ 11月9日（土）： 晃華学園中学高等学校創立50周年記念感謝ミサ

２．共同体の人事異動
●
●

●
●

●

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Sr.金レジナ： 調布共同体⇒東村山共同体。４月から暁星幼稚園に勤務。
Sr.グェン ヌ トゥイ ジェム(NGUYEN NU THUY DIEM)： 3月15日、セシリア短大を卒業。
町田共同体 ⇒ 調布共同体シャミナードグループ。４月からマリアの園幼稚園に勤務。
Sr.ファム ティ ヒェン リン（PHAM THI HUYEN LINH）： ４月から非常勤で中高図書室に勤務。
Sr.レ ティ トゥイ ハン(LE THI THUY HANG)：国家試験に合格し、介護福祉士の資格を取得。
今まで学んできたことを実践を通して確実に身につけるため、ベタニアホームで１年間実習。
通常、月曜日朝〜金曜日午前中まで、午後から東村山共同体に戻り、姉妹と生活を共にします。
実習中はベタニア修道会のベルナデッタ修道院に居住。
ポストラント： 3月21日（木）、マリアン・ハウス ⇒ 町田。

３．清水一男師の異動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011年4月に調布修道院の司祭館に移って来られ、典礼奉仕や晃華学園の職員の方々への宗教
講話、行事などにご奉仕くださいました清水神父様は、シャミナード修道院にお戻りになります。
清水神父様の新しい使徒職の上に神様の祝福をお祈り申し上げます。
木寅神父様を代わりに派遣してくださるマリア会に感謝いたします。

４．２年ノビスの韓国実習

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Sr.ニュン(NGUYEN THI NHUNG)と Sr.ハン（NGUYEN LE PHUONG HANG）は、
4月24日(水)〜5月23日（木）まで Sr.李明姫テレサの引率のもとに一ヶ月間韓国地区の共同体で
実習します。異なった文化の中で豊かな体験を積み、韓国管区の若い共同体の姉妹たちとの交流
を通して相互理解を深め、多くの刺激と活力をいただいて実りある実習となりますよう
皆様のお祈りをお願いいたします。
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詩集

“ いとしい 娘 ”
わたしは有期誓願者で、ベトナム人シスターのテレサ・ファム・ティ・ヒュン・リンと申します。
２、３年前から、修道生活の中で、感じたことを詩に表してきました。
100編になりましたので、霊的指導司祭であり、ベトナム人教会共同体の
マリア・ペトロ・ヒェン神父様が詩集として出版することを勧めてくださいました。
故郷を離れ、異国の地にあって信仰生活を送っているベトナム人信徒と修道者の方々との
分かち合いとして、また、霊的生活の助けとして、お役に立てればうれしく思います。
そのために、汚れなきマリア修道会の日本管区がベトナムで本として出版してくださいました。
その結果、詩集
皆様に詩集

いとしい娘

いとしい娘

が生まれたのです。

を紹介するとともに、

最後の100番目の詩を分かち合わせていただきたいと思います。
信仰年にあたって、皆様とともに、神に賛美と感謝をささげます。
シスター

テレサ・リン

t
母なる本会への感謝！
肉から生まれたのではないけれど
信・望・愛でわたしを生み、母性愛を注いでくださった。
わたしを子守り歌で育てなかったけれど
本会の精神でわたしを育ててくださった。
わたしにこの世の富をくれなかったけれど
天の宝をわたしに蓄えてくださった。
わたしにこの世の楽しみを教えなかったけれど
永遠の喜びを積むことをわたしに教えてくださった。
素晴らしい本会の精神で生まれさせてくださって、ありがとう!
信仰でわたしを育ててくださって、ありがとう!
天に宝を積むプレゼントを、ありがとう!
永遠の喜びといのちを、ありがとう!
日々の悲しみも喜びも、ありがとう!
本会の使命の遂行のために、進む道を、ありがとう!
わたしに母性愛をくださって、ありがとう!
小さい娘から、わたしの居場所である母なる本会へ!
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“ お言葉ですから・・・”
シスター ジェム（有期誓願者）

お言葉 を受けて、保育者の道を目指し始めた
私は毎日バタバタするうちに、学生の生活があっと
ういう間に終わってしまいました。
今、振り返ると、お恵みをいっぱいいただいた二
年間でした。涙をポトポト・・・流しながら、勉強
したこともあったし、ハハハ・・・と笑いながら、
喜び溢れる幸せを味わう時もありました。今、計算
したら、笑いの方が多かったと思います。
大学に入学したばかりの頃は、一日が終わって、
修道院に帰ったら、頭はガンガン痛くて、体はクタ
クタに疲れていました。 勉強をするだけなのに、
どうしてだろう と自分に問い掛けました。聖セシ
リア女子短期大学で勉強させていただいて、私は様
々な日本の社会と関わるチャンスをいただきまし
た。二年間を通して、知識だけではなく、心も豊か
になってきたと感じました。問題に直面する時、人
と出会う時、全ては学びだと思いました。
私のちょっぴりの自慢は、自分が大学ではたった
一人の外国人、一人のカトリック信者、一人のシス
ターであることでした。だから、聖セシリア女子短

期大学にはたくさんの思い出があります。忘れられ
ないのはごミサで、ご聖体拝領の時に、私と神父様
だけだったことです。これは私にとって、不思議な
感じでした。なぜなら、私が育ったふるさとは皆が
カトリック信者なので、神様を信じることは当然な
ことだと思っていました。しかし、今は逆になりま
した。そして、他の学生と違った生き方の修道生活
をしている私は責任を感じ、毎日出会う人々にカト
リックの精神を少しでも伝えようとの心構えをもっ
て、学生生活を送りました。
私は二年間自分の力で歩んできたのではなく、神
様に委ねながら、シスター方、先生方、友達、たく
さんの周りの人々の支えをいただいたお陰で歩んで
こられたのだと思います。これからも、見守り続け
て下さることを信じています。全てに感謝します。
お言葉ですから･･･ に
従って良かったです。
これから、また沖に漕
ぎ出し、網を下ろしたい
と思います。

訃 報

故 シスター マリア・マグダレナ 小田弓子
2013年1月10日午前１時頃、Sr.小田は自分が一生を捧げて愛し、仕えて
きたイエス・キリストとマリアのもとに旅立って逝かれました。
昭和8年10月14日、岩手県西根町大更で４人姉妹の末っ子として生まれ、
盛岡白百合高等学校の在学中に洗礼を受け、４年後に本修道会に入会
され、25歳で初誓願を宣立しております。その後は、晃華学園の会計、事務、修道院の院長、
会計など長い間、修道会のために惜しみなく献身されました。
しかし、４〜５年前に体調を崩され、次第に共同体の生活が難しくなったため、介護老人保健施設
にお世話になり、数か所、転々としましたが、最後は桜町病院で療養させていただきました。
「愛といのちこの恵みを今日もまたささげよう。私の父、神である主に、私の父、神である主に。」
彼女の大好きなこの歌をお正月にお見舞いに行って一緒に歌ったのが、最後になるとは夢にも
思いませんでした。
漫画家である甥の小田ひで次様が、Sr.小田を「プライドが高くて、頑固で、せっかちで、
あわてん坊で、でもどこか憎めない、チャーミングで愛すべき叔母でした。」と、
息を引き取られた彼女の側でスケッチされ、その画に書き添えてあった言葉が実に見事に
Sr.小田のお人柄を表していることに感心します。
私たちの創立者であるメール・アデルと同じ日に神のみもとに召された愛すべき姉妹は末永く
記憶されるでしょう。主のみもとで永遠にお幸せでありますように。 （文責：管区長 Sr.伊藤昌子）
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汚れなきマリア修道会 マリアン･ハウス修道院

『ヨハネ館』ご利用案内

武蔵野の面影を残す調布市の一角、深大寺のほど近くに位置している施設です。
利用対象

個人黙想・グループ黙想・研修会
地方から出ていらっしゃる受験生
病人看護でお泊りになりたい方 など

施設設備

個室30室、集会室、食堂、
台所、洗面所、風呂場、
聖堂

■ 問い合わせ・申し込み先･･･････････････････････

マリアンハウス修道院 Sr.山﨑
住所 〒182‑0016
東京都調布市佐須町 5‑28‑6
マリアンハウス修道院
TEL 042−483−4501
FAX 042−481−1644
･･･････････････････････････････････････････････

訃 報

■ 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/

シスター マリー アソンプション

上村リツ子が、3月26日(火)帰天いたしました。
享年83歳。シスター 上村のためにお祈りを
お願いいたします。 汚れなきマリア修道会
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