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落つれば同じ谷川の水
汚れなきマリア修道会

Sr.田中昌子
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七夕祭の夕、私は一大決心を書いた短冊を笹
の枝に結んだ。そして、家族がうきうきと食卓
を囲んでいる茶の間に入って行った。私の心は
重かった。明後日、ひそかに家を出て行こうと
思っていたのだから。
半年程前に私は「天主公教会」という大きな
建物をみつけた。司祭館と書いてある玄関のベ
ルを押すと男性が出てこられ、公教要理問答の
本をくださった。日曜日にいらっしゃいと言わ
れてうれしかった。
楽しみにしていた日曜日の朝、玄関を出よう
としていた私を、父が呼びとめた。
「どこへ行く？」「教会に行きます。」「行く
な！」「行きます。」「もうここへは帰ってくる
な！」日蓮宗信徒の父は、私が教会に行く事を
許せなかったのである。
さあどうしよう。私は教会に行きたい！洗礼
というものも受けたい。でも父は許さない。私
が洗礼を受けるまで導いてくださる所が、どこ
かないかしら？
あっ、そうだ。東京の伯母の家の近くにはそ
ういう人の集まる所がある（私は修道院という
呼び方を知らなかった。）そこに行ってお願いし
てみよう。七夕祭に短冊に書いた願いは､これ､
この事であった。
七月八日、東京の会社に行く父をいつものよ
うに私が駅まで送って行った。そして、明日の
新宿行 の切符を買ってしまった。
七月九日、朝四時に起きた。まだうす暗かっ
た。静かに家を後にした。
さびしかった。こわかった。
修道院の玄関で院長様に「公教要理を教えて
ください」とお願いした。院長様は泊って行く
ようにとおっしゃってくださった。
その夜、私は父に手紙を書いた。一週間くら
いして、父からの返事をもらった。「迎えの者が

行くから、とにかく家に帰って来なさい。話は
それから聞こう。」という内容であった。数日し
て伯母が、父からことづかったお礼を持って迎
えに来てくれた。
家に帰って私は父と向かい合った。私の思い
を父は黙って聴いていたが最後に一言、私の目
を見つめながら、静かに言った。
「信仰は、どこから入ろうと同じ所に行きつ
く。落つれば同じ谷川の水だよ。だから、お父
さんと一緒に行こうじゃないか。」
私はもう父に逆らわなかった。ただ主にお委
せして、祈り続けていた。
修道院にいた間、シスターが超特急で公教要
理を教えて下さったので、 信ずべきこと は終
わっていた。神父様にお話して、受洗させてい
ただく事になった。一九四九年、四旬節第四主
日の早朝、侍者と代母と私だけの祈りの雰囲気
に包まれた洗礼式であった。
そして、父も同じ年の十一月に臨終の際では
あったが、洗礼の恵みをいただいた。
私一人で父の枕辺にいた時、いろいろと話す
事が出来た。私の受洗のことも。「お父さんお願
い！この神様にお委ねして、私と一緒に祈って
ください。」父は唸るような声を出して頷いた。
いよいよ最後の時が来た。皆が最後のお別れ
をするために父の口唇を湿らせた。
私はその水を父の額に持っていって、洗礼を
授けてしまった。その私の手を姉が払いのけよ
うとした。皆が総立ちになった。
直後、父の顔はほほえんでいたそうだったが、
私は祈りの中にいて見ていない。寒い朝であった。
「落つれば同じ谷川の水」
ああそれは、永遠のいのちの谷川であったの
か。父は自分の流れのままに流れた。
でもその流れは神様のいのちに抱き込まれて、
今、永遠にいのちの谷に入った。 ああ主よ！
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マリアニスト・シリーズ ７

宮原司教様の談話と第34回マリア会総会
マリア会地区長

前回のマリアニスト誌で「福音宣教のシノドス」

青木

勲

私たちの協力者（その中のあるものはカトリック

について扱いましたが、今回は、５月の男子の宣

でもキリスト者でもない）の宗教的、文化的多様

教会・修道会管区長・地区長会議の折に話された

性を、教育と福音化の働きに積極的に参加させる

宮原司教様の講話を基本にして考えて見たいと思

よう求めます。対話へのこのようなすべてのイニ

います。

シアティブに於いて、私たちのカトリック的、マ

司教様は、ローマで日本の司教団を代表しての
５分間の堤題説明の折に従来の宣教の３種類の宣

リアニスト的な宣教を明確に、力強く保つよう配
慮しなければなりません。」

教の対象に付け加えて、とりわけ日本を含む非キ

①今日、私たちの事業には、カトリックではな

リスト教国での宣教の対象者として第４のグルー

いですが、私たちの宣教に意義深い形で貢献して

プを挙げたそうです。それは、「キリスト教の信

くれる協力者がいます。

仰内容を受け容れ尊重する非カトリック者のグル
ープへの福音宣教」のことです。*1

②ですから、このような宗教的に多様な環境で

この主張は、

生活し、働くマリア会員が、エキュメニカルな対

特に仏教・神道・更にイスラム教が主流をなすア

話、または宗教間の対話に熟練していることは、

ジアやアフリカ、さらにインドなどで宣教活動に

いつにもまして必要となっています。

従事する修道会や宣教会の事業体における多くの

③宗教的多様性に積極的に取り組むためには、

善意の協力者に対する司牧的配慮から生じたもの

各人は自分自身の信仰を良く知っており自分の信

だと思われます。

仰を確信していることが前提となります。私たち

そこには大切な基本的原則が二つあります。

自身のカトリック信仰とマリアニスト・カリスマ

第一は、カトリックの事業主は確固たる態度で

の良さを伝える最も効果的な方向の一つは、異なっ

自分たちの信仰内容とその表現を明示すること、

た信仰を持つ人々を尊敬することです」と。
（33番）

同時に、キリスト教的環境でないことに留意し、

実にマリアニストの宣教のあり方は、他者に寄

事業所の協力者に対して決して、信仰の押し売り

り添いながら、相手の心の中に愛と信頼と尊敬の

や宗旨替えを強要しないということです。

温かさを伝えつつ、本人が自由にキリストの福音

第二に、事業主は協力者の宗教的価値観と宗教

を受託し、イエスを「主」とするキリストへの帰

的表現形式の自由を尊重しつつ、常に開かれた態

依と従順の意識に芽生えさせることだからです。

度で対話と協調に向かってキリスト教的愛と尊敬

それは「道」・「真理」・「生命」（ヨハネ14,6） で

心を伴った柔軟な態度で対応をすることを求めて

あるキリストとの個人的出会いへの道案内です。

います。

その意味で、聖母マリアは、私たちの一番卓越し

私は、総会の時に、非キリスト教国モロッコで

た福音宣教者の模範なのです。

宣教活動をしているフランス人のマリア会員たち
の苦闘の様を聞くことができました。日本人であ

*1

る私は、宮原司教様の指摘とマリア会の総会の意

従来の 3 種類の対象、異教徒への宣教、信者への司牧活動、
そして、信仰を失ったカトリック者への再宣教に加えて、
信者ではないが、カトリックの信仰内容を尊重する協力者へ

思表示の摂理的符合性を正直に喜びます。

の宣教（宮原司教）

「総会は、私たちの事業に関わっている会員が、
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アリアンス・マリアルとは（５）
アリアンス・マリアル(AM)

1988年にヴィアル神父はアリアンス・マリアル
の霊的指導司祭としての任務の交代を申し出まし
た。マルセル・クラン神父が私たちの新たな霊的
指導司祭になって下さったのはその時でした。そ
して私たちは彼と共に、ヨーロッパの外まで、ア
リアンス・マリアルを広げ始めました。実際に、
マリアニストの修道者方に支えられて、一人のチ
リの若い女性がアリアンスとコンタクトを取るよ
うになり、アリアンス・マリアルの一員になりた
いと申し出ました。それはまさしく喜びを超えて、
驚きの瞬間でした。
‶私たちはお互いのことをどのように知り合っ
たらいいのでしょうか？・・・そしてどのように
彼女を養成していったらいいのでしょうか？″
当時の責任者はまず最初にそう感じました。
彼女は霊的指導司祭であるクラン神父に会い、
その件について討議しました。その後アリアンス
・マリアルは、御摂理に委ねながら、大きな冒険
とも言える、新たな船出を始めました。この喜ば
しい出来事の中での数年の後、責任者はラテン・
アメリカにアリアンス・マリアルを根付かせるた
めに、初めてチリに向かいました。そして、チリ
にアリアンス・マリアルのメンバーが誕生した後
の、2000年代にはエクアドルからもアリアンス・
マリアルのメンバーが誕生しました。
この間にアリアンス・マリアルは、マリアニス
トの在俗会として、公に認められる存在となりま
した。
1995年は、当時の責任者が、アリアンス・マリ
アルが、本当の意味で世界に広がって行ったと感

SM

マリア・テレサ 田中正江

じている時期でした。ヴァンサン・ジザル神父の
おかげで、 Joades という組織の初期段階へ、
アリアンス・マリアルが正式に参加したことによ
って、アフリカのコートジボアールのマリアニス
トと、初めてコンタクトを取るようになりました。
1996年には、アリアンス・マリアルはローマに
於ける世界マリアニスト家族評議会の創設に加わ
りました。（既にフランス国内に於いて、アリアン
スはマリアニスト家族評議会に参加していました）
。
このような状況の中で、クラン神父はアリアン
ス・マリアルの霊的指導司祭の任務の交代を申し
出ました。その結果、アルベール・バッフレー神
父が新たにその任務を引き受けてくれることにな
りました。（続く）

チリ

エクアドル

コートジボアール

[追記] アリアンス・マリアルは、今年の神のお
告げの日（４月８日）から９月まで５年に一度の
総会を送っています。この中で、私たちは福音書
の聖母の訪問の箇所を、全世界のアリアンス・マ
リアルの会員が共に味わい、黙想する中で、過去
の５年間のアリアンス・マリアルの歩みを振り返
り、新たな５年間のために、養成、霊性、財務、
など、様々なことについて、意見を出し合いなが
ら、話し合いを進めています。
どうぞ、アリアンス・マリアルの総会のために、
お祈り下さい。

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

師
士
士

・叙階 25 年
馬込新吉

−3−

・誓願宣立 25 年
師

山崎

貢

士

「韓国マリア幼稚園創立25周年記念行事」に参加して
Sr.大堀美知子（FMI）
1979年5月17日、汚れなきマリア修道会日本管
区から、初めての海外宣教として、韓国へ二人の
シスター（シスター高尾、シスター大堀）が派遣
されて、早くも34年が経過した。
今、その当時の韓国、特に首都ソウルの面影は
全く残っていない。本会も同じである。到着して
から１年半、西江大学（イエズス会経営上智大学
の姉妹校）のキャンパス内にある家を借りて仮住
まい生活をした。
この間の主な仕事は、徒歩20〜30分のところに
ある延世大学内の「韓国語学院」で月曜日〜金曜
日午前９時〜午後１時まで勉強、その合間に、定
住する土地・家探しであった。

と言われたし、私たちも思ったが、95パーセント
の満足感の家が見つかった。個人住宅としては大
きい家である。ソウル市内にも、金浦空港にも30
分以内で行かれる。これは おまけ である！
1980年11月22日に引っ越した。ここへ来てから、
多くの志願者が訪問した。入会を決心した姉妹も
何人もいるが、あわてずに、ゆっくり考えること
が必要と思った。

この間にも志願者が何人も現れ、入会を決心し
た姉妹もいた。ドナタさん（日本語が上手な婦人
で韓国語が判らない私たちを助けてくださった
方）がいらっしゃる時は通訳をして頂き、留守の
時は、少し覚えた韓国語、あるだけの辞書、手真
似・足真似･･･ 同じ道を歩もうとしている姉妹
として意志は通じるものである！
第一番に選んだ家が、今も本部修道院である
ソウル特別市木2洞528-3 である。
私たちが買いたい家（土地）は、条件がいろい
ろある。マリア会に近いこと・教会に近いこと・
交通の便が良いこと・ある程度大きいこと・静か
なこと・安いこと、など。
「そんなのあるかね？」

1981年5月21日、三人目の宣教者シスター伊藤
昌子が到着された。二人から三人になり、力強く
大いに喜んだ。シスター伊藤は、韓国語の勉強を
しながら庭を掘って野菜作りに励み、オクラ、こ
かぶ、いんげんなど、懐かしい野菜が収穫された。
入会志願者も増え家が手狭になってきた時、摂
理的に隣の家を買うことができた。家は大きくな
いが、部屋数が多いので便利であった。こうして
志願者を受け入れ、シスター伊藤も韓国語学院を
卒業したので、1983年頃から、本格的に修道院（修
練院）を建てる土地探しを始めた。ソウル市内で
大きな土地を買うことは不可能である。それで、
ソウル市を中心にした町や村を廻った。初めは、
日本・アメリカを行き来している社長さん（SM
のソダリティー）が、自動車であちらこちら廻っ
て下さったが、選ぶ基準が違うので結局は自分た
ちの足で廻りながら見つけることにした。シスター
伊藤とシスター大堀がお弁当を持って歩き廻った。

創立者達

そして遂に見つ
けた場所！仁川市
桂陽区林鶴洞33で
ある。教会は徒歩
５〜６分、ソウル
桂陽山
修道院からも近く、
金浦空港も近く、飛行機の離着陸も見える。後ろ
には富士山の形をしている 桂陽山（ケヤンサン）
がある。この山は飛行機の中からもよく見え、20
余年間の韓国生活中、日本〜韓国を往復する時、
今回のように訪問する時、いつも一番に見つけ、
最後に さようなら を言うのはこの 桂陽山
である。ここに、正式な 修道院・修練院を、日
本管区と世界中の FMI のシスター方、SM の兄弟
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方のご協力と、温かいご援助を頂き 1600坪の土
地を購入し、３階の建物を建築することが出来た。
1984年11月、修練院と修道院の一部が引っ越し
た。この時から 修道院が二か所となった。新し
い修練院が出来、広く落ち着いた建物と広い庭と
畑で心身共に鍛えられ、第一期生６名が、1985年
1月10日に 初誓願を宣立し、最初の韓国人シスタ
ーが誕生した。その後毎年 志願者と誓願者が増
してきた。誓願者たちは教会司牧等に派遣された。
なおこの間に、第四人目の宣教者として、スペ
インから シスター・アンジェラ フライレ、第五
人目の シスター・テレジア 藤井 洋子が派遣さ
れてきた。更に大きな力と喜びの内に私たちの使
徒職 幼稚園 が始まったのである。
◆ 幼稚園創設の希望
本会の使徒職として、教育・幼児教育を考え続
けてきた。広い土地を買うことが出来、ここで始
めることを決心する。幸いに良い会社（人）に出
会い、誠実にきれいに建ててくれた。かわいい幼
稚園が出来た。ちなみに、その所長さんとは今で
も親交を保っている。

仁川修道院

この時から25年間、どれほど多くの努力、苦労、
喜び、苦しみ、心配があったことか、それは確か
である。しかし、いつも神様とマリア様のお恵み
とご保護のもとで今日に至ったことを心から神様
とマリア様に感謝する。
2013年5月25日

マリア幼稚園
創立25周年記念式典

式典は ミサから始まり、第一朗読、第二朗読、
共同祈願は園児が担当し、とてもかわいかった。
偉い人や大人の挨拶など一切なく、全て子供中
1988年3月10日 マリア幼稚園 第一回入園式
心で、皆一緒に楽しめるようとても良く企画され
が行なわれた。
ていた。
園
長 Sr.マリアアスンタ 伊藤昌子
園児30名位で、韓国の太鼓を叩く演奏があった。
主任・担任 Sr.カン マグダレナ
こんなに多くの園児が先生の伴奏にぴったり合っ
担
任 Sr.ユン ミ テレサ
た素晴らしい演奏であった。
事務・会計 Sr.キム ベアトリチェ
多くの卒園生、ご父兄、先生方、恩人、友人方
園
児 一年保育 42名、二年保育 35名
にお会い出来たのも、大きな喜びであった。
合計77名 で出発した。
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
この素晴らしい記念式典にご招待くださった 韓国管区、マリア幼稚園、
送ってくださった日本管区、共同体の姉妹方に心から感謝を申し上げます。
ありがとうございました。少しでも分かち合えたら幸いです。
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

SM 関係のニュース

他

････････････････････････････････

■ 夏～秋の主な予定

■ ベトナム志願者の来日について

・地区会議（7月27日〜29日）
・大黙想（7月30日〜8月6日
ベタニア修道女会

那須聖ヨゼフ修道院）

・日韓終生誓願者の交流会（9月13日〜16日
・韓国地区本部落成式（10月1日〜2日
・世界マリアニスト祈りの日（10月13日

韓国）

ソウル）
長崎・浦上教会）
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ベトナムからの４名の志願者
の来日は、種々の事情で遅れて
いますが、現在、８月末〜９月
中旬の来日を目ざして入国手続
きを進めています。
皆様のお祈りをお願い致します。

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

“小平教会バザーに

結（ゆい）の会 と して お店を出しました”
糸杉の会有志
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
売り上げの一部は場所をお借りした小平教会に納

梅雨入り前の５月の26日の日曜日、わたしたち糸
杉の会は 東北への思い を形にしよう、と以前か

めますが、残りはすべて支援にまわします。
今回扱った乾物（リンゴチップ・干しゴボウ・切

ら話し合いその一環として小平教会バザーでテーブ

り干し大根）
、ワカメ、ストラップそれぞれにこめら

ルをお借りしお店を出しました。
その日限りの一日の出店ですが、この四月から繋

れたストーリーがあり、支援という形はとりました

がりを持っていた岩手県陸前高田の障害者作業所
「き

が東京の西部の小さな町の小さなコミュニティーと

らり」で作られている乾物類、大船渡の三陸ワカメ、

東北の自然の恵みで生活をされているコミュニティ

仮設住宅に住む高齢の男性の手作りの「ふくろうス

ーとのささやかな繋がりのひとときでもありました。
結（ゆい）の会の結ぶはここから名付けました。

トラップ」をメインに販売しました。

いろいろ苦労もありましたが楽しくやろう！を合い
言葉に小さな苦楽を分け合ったひとときでした。
最後に「ふくろうストラップ」を作るおじいさん、
素間さんの俳句を紹介します。

不苦労や
のぞみを明日へ 名草の芽
素間（そかん）

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
1814年8月9日（アデル24歳）

† J.M.J.T
・・・・・・・・・・・・・・

イエスさま、私の遁れ場、私の希望
となってください。

聖母マリアの大きな祝日が近づいてきまし
た。至聖なるおとめマリアの愛を見て、私た
ちの愛を燃え立たせましょう。マリア様の愛
はマリア様を焼き尽くすほど深いものでした。
私たちは、このような大きなしあわせを熱
望することは出来ませんが、この聖なる愛に
おいて生きることは出来ますし、生きなけれ

ばなりません。そして、ユーカリストとその妻
マリアの立派な話の模範に倣って、私たちのす
べての行い、どうでもいいような行いまでも、
神さまに対する愛のために行わなければなりま
せん。それはすべてを功徳あるものにし、すべ
てを有効に生かす方法です。
貧欲な人たちと同じように、永遠のために豊
かになる機会は一つも逃さないようにしましょ
う。虫が食ったり、錆が侵したりすることのな
い宝を集めましょう。
花婿が着いた時のおろかな乙女たちのように
不意を突かれることのないように、早くから貯
えをしておきましょう。私たちのランプにいつ
も愛徳の油を入れておきましょう。ランプを決
して消さないようにしましょう。ランプが消え
ることのないように、油はいつも新しくしてお
くように心を配りましょう。
アデル・ドゥ・バーツ
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■海外ニュース①

−マリア会 総本部よりのお知らせより−

HABEMUS PAPAM !

教皇フランシスコの選出と
マリアニスト家族の喜びと感動

皆さんは目撃者としてか、あるいは世界中のマスコミを通じて、
白い煙が立ち上り、聖ペトロ大聖堂広場に教皇フランシスコが
あらわれてくるのをご覧になり、この歴史的出来事が起こした
感動と深い喜びを分かち合われたのでした。新教皇は、聖ペトロ
大聖堂の中央回廊に姿を現した最初の瞬間から、その率直な謙遜、
信仰の表明、人々への愛で世界を魅了しました。
教皇フランシスコ聖下は、アルゼンチンのホルヘ・マリオ・ベルゴリオ,SJ 枢機卿として、マ
リアニストのとても親しい友人でした。ブエノスアイレスの司教として、聖下はマリアニスト家
族が組織した数々の催しに出席しておられました。ごく最近でも、ブエノスアイレス大司教区に
あるファティマの聖母巡礼地と小教区の主任司祭へのアンドレス・トカリニ神父,SM の着任式を
司式しておられます。また、マリア会出版によるスペイン及び世界中のスペイン語圏のためのカ
トリック雑誌 VIDA NUEVA CONO SUR 誌の発刊式にも出席され、お祝いの言葉を述べてくだ
さっています。ホセ・マリア・アルナイス、チリ地区長は、枢機卿がこの地区のイエズス会管区
長であった1970年代から親交があり、マリアニストの親しい友人であったピロニオ枢機卿の列福
運動のため協力しあってきました。
ベルゴリオ枢機卿はまた、シャミナード神父の列福を推進した最初の奇蹟の事例となった癌治
癒の事例につき審査し、最終的に提出することを決定した大司教区査問委員会を召集した教区栽
治権者でした。教皇フランシスコがキリストの代理者、ペトロの後継者としての新しい任務に就
いた知らせを、全マリアニスト家族が大きな喜びを持って受け入れたことは言うまでもありませ
ん。祈りによって新教皇を支え、この重大な任務にあって彼を導き、守護してくださるよう私た
ちの聖なる母に願い求めることを私たちは約束するものです。

■海外ニュース②

メール・アデル：列福運動の前進
汚れなきマリア修道会(FMI)総長シスター・フランカ・ゾンタは、創立者メー
ル・アデル・ド・バッツ・ド・トランケレオンの取次によるものとされ得る奇
蹟についての検討開始を承認しました。マリア会列聖請願総代理であるアント
ニオ・ガスコン神父と共に、シスター・フランカはイタリアのヴェルバニア・
パランツァの FMI 共同体を訪れました。両名は、10年ほど前、悪性の癌から回
復したシスター・ミケラ・メッシーナ,FMI と会いました。シスター・ミケラ、
彼女の所属する共同体、友人、家族は彼女の回復の
ため、メール・アデルの取次を求めて祈ったのです。シスターは創
立者が祈りに応え、その取次によって回復できたのだと確信してい
ます。シスター・フランカとアントニオ神父はこの土地の司教、そ
れに医師メリッギ博士とも会談しました。メリッギ博士は列福に賛
同しています。列聖請願総代理としての任務を遂行しているアント
ニオ神父の協力を得て、FMI 会員は、メールアデルの列福を求めて、
この奇蹟がメールの取次によるものであることの承認を聖座に正式
に申請するところです。
左より：Fr.Antonio,SM, Sr.Michela,FMI, Sr.Franca,FMI, and Dr.Meriggi

■海外ニュース③

初誓願おめでとうござます

Nimala Soreng

Anupama Bodra
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５月２５日、インドでFMI、
４名のノビスが初誓願を宣立しました。

Jagrani Baghwar

Samaranin Soreng

小・中学生の練成会
･･･あ な た へ の大 切な プ レ ゼ ン ト･･･

日 時 ： 2013年7月27日（土） 午前10時 ～ 午後４時
場 所 ： 汚れなきマリア修道会 町田修道院
〒 194-0032 東京都町田市本町田3050－1
Tel ：042-722-6301
対 象 ： 小学5年生 ～ 中学3年生、（信者の男女）
費 用 ： 500円 （当日徴収）
定 員 ： 25名
締 切 ： 2013年7月15日（月）
申 込 ： 町田修道院 シスター大堀、あるいは シスターHuong まで
Tel： 042-722-6301

あるいは

Fax： 042-725-6317 で申し込んでください。

★ 申し込みの際に、お名前、学年、電話番号をお知らせください。

主催 : マリアニスト・シス ターズ
http://www.marianist.jp/

■ 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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