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神さまへの信仰

汚れなきマリア修道会

わたしたちの生活は、「平凡なことを 平凡に
しないように心がけること」だと思います。
わたしがソウルからここ調布共同体に来て
（2012年1月16日）、日本管区のシスター方と一
緒に生活することができるということも、わた
しには神さまからのお恵みだと思っています。
そして、わたしは最近、多くのものを見て味
わいながら日本の文化について学んでいます。
その中でも、文化を代表するものの一つが言語
だと思います。わたしたちが毎日使っている言
葉は、多くのことを内包していますので、それ
は否定的にも肯定的にもその使用する目的に応
じて意味が変わってきます。些細な言葉であっ
ても使い方によって、人々に力と勇気を与える
ものとなったり、またその逆に、その人の生命
力を奪うこともあります。わたしたちの生活は、
毎日がほとんど同じことの繰り返しですが、そ
の内側に入ってみると、全く同じものではあり
ません。同じ修道服を着ている人々であっても、
それぞれの名前が異なり、顔が違って好きなも
のも異なります。このようにわたしたちが一緒
に共同体を構成しながら生きていくということ
は、やはり神からの贈り物だと思っています。
お互いがお互いを信頼し、目に見えない神を
相手の姿の中に見ること、これが信仰の神秘で
あるようです。

Sr.李明姬 テレサ

ても放っておくこと･･･」。2013年は「沈黙は 神
を尊敬してあがめることです。『なぜ』と質問す
ることなく、十字架を抱擁する時･･･」です。
小さなことでもわたしには大切なことです。
そして自分が間違うことも多いのですが、シス
ター方の愛のこもった言葉を聞きながら、やは
り人を変化させるのは、神さまがわたしたちに
見せてくださったように『むりやりにさせるこ
とではなく、待って下さる温かい心』だと考え
るようになりました。そのような温かさは、人
の心と行動を変化させる原動力になるとわたし
は思います。
どんなに取るに足りない小さなことでも、何
一つとして大事でないものはありません。わた
したちがつまらないと思える一瞬一瞬が集まっ
て歴史となり、神さまとの出会いの場、「神さま
のもとに向かう信仰の歩み」となります。信仰
年を生きているすべての方々も、使徒聖トマス
のように「わたしの主、わたしの神よ」と心か
ら告白する生き生きした信仰を通して、主に出
会う喜びを持たれることを祈っています。

はじめて日本で生活するようになった時、私
は「祈りの生活を通して、日常生活を充実させ
よう」と決心しました。そのため、ここでの生
活を始めた2012年には、トーマス・マートンの
「沈黙は謙遜です。自分の行動が悪く評価され
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マリアニスト・シリーズ ８

マリアニストと教皇フランシスコ
マリア会地区長

マリア会の生活の規則には、マリア会が聖座法
に準拠する修道会であることを表明し、聖座との
関係の緊密さが明記されている。とりわけ福者
シャミナード師が時の教皇ピオ７世から教皇派遣
宣教師（1801年3月28日）に任じられフランスの
再キリスト教化のために「無原罪の聖母青年会」
を立ち上げて宣教活動に専念したが、マリア会は
何時も教皇と教会の指導に忠実に従って来た。
そして聖霊は常にその時代に相応しい教皇をペト
ロの後継者として準備して来た。
紙面の都合で今回取りあえず、史上３番目の26
年在位の福者ヨハネ・パウロ２世教皇は（1978年
10月16日〜2005年4月2日）ポーランド人で、14の
回勅と生きた証しを通して、マザー・テレサと同
じ時期にカトリック教会の生き様と聖徳の香りで
世界を風靡した。ヨハネ・パウロ２世は、ヨハネ
23世（1958年10月28日〜1963年6月3日）（第二バ
チカン公会議開催の招集）と共に列聖の栄誉が準
備されている。
彼の後継者として、教皇ベネディクト16世（20
05年4月19日〜2013年2月28日）、聖霊はドイツ人
のラッチンガー枢機卿のいかめしい厳しいイメー
ジから、白髪の好々爺のパパに変身させ、教皇職
を果たすに必要な身分の恩恵の賜物を付与され
た。事実、種々の内憂外患の難しい時期に、信仰
の原理を示す「神の愛」・「真理に根ざした愛」等
の回勅を通して示される明晰な論理展開は、一読
に値する。私個人としては、「神の愛」は、現代
人の過度の相対性主義に対して信仰と真理と愛の
問題に対して曖昧さのない線引きが明確で素晴ら
しいと感じた。
しかし「信仰年」を決定して半年後、突然教皇
職を辞任するとはまさに「青天の霹靂」、誰の頭
にも予想もできない前代未聞の出来事という以外
にない。何が彼をそこまで追いやったか。彼自身
にも神秘として分らない部分があるかも知れな
い。でもすべてを考え抜いた神学者の本人、カト
リック教会、更にバチカン市国の善を慮っての結
論であろう。勇気のある719年ぶりの歴史に異例
の劇的な引き際であるし、余生を観想修道院で過
ごすというベネディクト16世教皇もまた偉大な教
皇である。
そして今回、初めてのアルゼンチン出身のイエ
ズス会員フランシスコ（2013年3月13日〜）が教
会に与えられた。アルゼンチンのマリア会員とは

青木

勲

実に昵懇で、極めて家庭的なお付き合いがあった
と聞く。私が見る範囲で、囲いから抜け出た教皇、
殻を割った自然体の教皇、教会が社会と文化の敷
居を超え出た教皇と感じる。それだけに、伝統的
な高位聖職者、官僚的な形式遵法者にとっては、
はなはだ迷惑かも知れないし、非常識だと非難さ
れることも多くあると思われる。
彼が、今回のブラジルのアパレシーダの聖母の
巡礼地でした説教の３つのポイントは、教皇フラ
ンシスコの姿勢をいみじくも要約していると思
う。第一は：「希望を保ち続けること」神だけが
一番強いものであり、神が本当の希望の根拠であ
ること。第二は：「神はいつも私たちの意表をつ
いてびっくりさせること」パラナイバ川での黒い
聖母の顔と切り離された胴体が漁師の網に掛り、
二つ合わせた「アパレシーダの聖母の御像」とな
り３人の漁師がその日奇蹟的大漁をしたことに由
来する。神はいつも一番良いものを私たちのため
に確保して下さる。彼が物事を楽観的に見ること
ができる根拠である。第三は：「喜びの中に生き
る」罪と死は、既に全部葬り去られた。「キリス
ト者は、ペシミスト（悲観主義者）であるべきで
はない」。ベネディクト16世教皇の言葉を借りて
「キリストがない弟子達には、光も、希望も、愛
も将来もないことを知る」（2007年5月13日のアパ
レシーダでの中南米とカリブ司教協議会総会開催
挨拶のメッセージ）と。
最近のカトリック新聞等でも、毎号、教皇フラ
ンシスコの大胆且つ、優しさが滲み出ているニュ
ースや写真が掲載されている。「組織は生命の保
持と成長のためにあり、生命が組織に押し潰され
ないように」。しかもイエスの福音の優先的対象
である、小さな人、弱くされている人、蔑まれた
り、忘れ去られたりされている人達の神の愛と、
神の目にとって貴重な一人ひとりの意味を、具体
的な仕種と愛のほとばしり伝えるにこやかな笑顔
で示して続けている。まさにキリストからの再出
発とキリストの似姿を生きた聖フランシスコを髣
髴させる。
私たちマリアニストも信仰年の締めくくりとして、
今こそ信仰の喜びと、本当の喜びの源である「イエス
・キリスト」とその「福音」を勇気をもって伝えて行
かなければならない。何故ならば、創立者福者シャ
ミナード師の言葉「あなた方はみな宣教師である」
は今日も私たちを派遣へと鼓舞しているからである。
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アリアンス・マリアルとは（６）
アリアンス・マリアル(AM)

1998年に新たな責任者（３代目）が選出されま
した（任期は1998年〜2008年）。この時からアリ
アンス・マリアルは本格的に国際的な規模とな
り、マリアニスト家族の中で第４番目としての位
置を確立しました。
責任者のアフリカへの旅は、コート・ジボアー
ルだけでなく、トーゴやコンゴ民主共和国、コン
ゴ共和国にも会を根付かせました。他の国や大陸
・・・カナダ、ハイチ、日本からも志願者が出現
しました。マリアニスト家族の修道者達、修道女
達の助力のおかげで、アリアンス・マリアルはあ
らゆる面で発展しました。かれらの助けなしには
この発展は何一つなし得なかったでしょう。

コートジボアール

トーゴ

コンゴ民主共和国

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～

トナンの
メール・テレーズ・ヤナシュ宛
1821年9月28日（アデル32歳）

・・・・・・・・・・・・・・

マリア・テレサ 田中正江

2008年には会員たちの選挙によって、現在の責
任者（４代目）が選出されました。彼女はその時
から、新たにアリアンス・マリアルの霊的指導司
祭に就任したジャン・エドワード・ガチュアン神
父の助力のもと、私達会員の歩みを導いています。
2011年アリアンスマリアルは創設時より50年の
時を迎えました。1973年当時に存在していた13人
の会員は、最初の責任者だった会員を含め、多く
の会員が神様の元へ召されました。
私達は、彼女達が、ある意味では創立者と言え
る、アリアンス・マリアルの発展を感謝しながら、
主と共に、私達のためにとりなしてくれているこ
とを確信しています。（続く）

コンゴ共和国

カナダ

ハイチ

日本

† J.M.J.T
親愛なる姉妹、お互いのために、神さま
に祈りの精神をお願いしましょう。
と申しますのは、シャミナード神父さまは、
会則に記されていることよりも、もう少し
お祈りをするよう私に望んでおられるので
すが、私にほとんど信心がないのです。
もし私たちが、祈りの値と天におられる
花婿との会話の値と聖テレジアのような人
が祈りの中で戴いたお恵みの値を知ってい
たら･･･。祈りの中に、聖テレジアはこの
崇高な教えの蜜を汲み取り、そして、それ
を自分の娘たちに分配していました。
私たちも同じ泉で汲みましょう。私たち
が祈りの泉に汲み、そして、祈りのうちに
姉妹たちに言うべきことを準備するなら
ば、私たちの講話、私たちの自白忠告会は
もっと実を結ぶだろうと確信します。
アデル･ドゥ･バーツ
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日本ＭＬＣ会長代行

日本ＭＬＣ 川口 洋 前会長が2013年3月31日、
任期満了のため退任されました。
川口前会長は、2009年4月〜2011年3月に任期満
了、2010年に行なわれた会長選挙で再選され、途
中体調を崩されながらも2011年4月〜2013年3月の
任期満了まで、２期４年間に亘り、日本ＭＬＣ会
長としてご尽力下さいました。
昨年秋の会長選挙の準備は整っておりましたが、
諸事情により選挙は行われませんでした。その結
果、代表者会議（旧名称：評議員会）において会
長推薦委員会の立ち上げが決定され、同時に、次
期会長が選出されるまで、前評議員（旧通称：執
行部員 、正式名称：本部役員）３名が業務などを
引き続き行うことが決定されました。現在、会長
推薦委員会と代表者会議は並行して行われていま
す。すでに2013年4月27日（土）、7月6日（土）に
両会議が開催され、次回は9月7日（土）いずれも
シャミナード修道院で行なわれる予定です。
2013年度４月から８月までのご報告を、以下に
簡単にさせていただきます。
１． 総会について
・2013年5月25日(土)13:45〜15:00までシャミナ
ード修道院に於いて開催。総会資料ならびに
議事録は各共同体、両修道会のオブザーバー
の方々に送付済。
・「執行部」と「評議員会」の名称変更について

坂野清子

「日本 MLC 執行部」は →「日本 MLC 評議会」
に名称変更
「日本 MLC 評議員会」は →「代表者会議」
に名称変更
・会長任期は２年 → ３年に延長する。ただし、
再選の場合は２年とする。
２．フィリピン・ダバオの教育支援について
・フィリピン・ダバオのストリート・チルドレン
の施設への支援金送金は2015年をもって終了予定で
あったが、2013年に施設が閉鎖されたことに伴い、
日本ＭＬＣからの教育支援金送金が中止となった。
2007年7月〜2012年３月まで６年間に亘り、この
支援金をパブロ神父様にお届け下さいました FMI
のシスター山田に感謝申し上げます。
３．黙想会について
・日本ＭＬＣ黙想会が2013年8月24日〜25日まで
調布マリアンハウス、ヨハネ館において青木
勲 地区長様ご指導のもと、以下に掲載のスケ
ジュールに従って行われた。
・参加者は６名の少人数であったが、静かな自然
の環境の中で、各自が信仰の原点に戻り、ゆ
っくりと黙想することができ、恵みの多い黙
想会であった。
心を籠めてご準備下さった青木神父様と FMI
のシスター方に、心から感謝申し上げます。

ＭＬＣ 信仰の源泉に戻りイエスとの出会いを求める黙想会
2013年8月24日～25日
8月 24日（ 土）
時間割
３時３０分
３時４５分
４時１５分
４時３０分
５時００分
５時３０分
６時３０分
８時００分
８時２０分
９時００分

8月25日（日）

内 容
オリエンテーション
第一講話
: 神の愛
個人の反省
第二講話 ：罪、人間の業
第 三 講 話 ： イ エ ス に よ る救い
分かちあい（２０分）
夕食（自由）
第 四 講 話 ： 悔 い 改 め のこ ころ
赦しの祭儀 （御堂）
秘跡的告白／自由・就寝

※ 協力のお願い：
沈黙と潜心（専心）が絶対に必要です。
メモや筆記の必要はありません。
で も心 の ア ン テ ナは 立 て て お く こ と 。
典 礼 のた め に、 数 人 の （ 御 堂 ） 協 力 を
お 願い し ま す 。

時間割
７ 時２ ０ 分
８ 時０ ０ 分
８ 時４ ５ 分
９ 時０ ０ 分
９ 時３ ０ 分
１ ０時００ 分
１ ０時１５ 分
１ １時００ 分
１ １時１５ 分
１ ２時００ 分
１ ３時３０ 分
１ ４時００ 分
１ ４時３０ 分
１ ４時４５ 分
１ ５時００ 分
１ ６時００ 分
１ ６時３０ 分
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内 容
起床 自由・周囲に 気を付けて
朝の 祈り （御堂）
朝食 （沈黙）・食器 洗い
個人 の反省 /個人史
第五 講話 ：イエスが 主である
第六 講話 ：旧約 の霊
休憩 （１５分）
第七 講話 ：新約 の霊
個人 反省
聖霊 の塗油の祭儀 （御堂）
昼食 （自由）休憩
第八 講話 ：聖体 と奉献の意 味
分か ち合い・秘跡 的告白
黙想 の決心・シン ボルの準備
聖歌 の練習
派遣 と閉祭の感謝 ミサ（御堂 ）
お茶 ・反省と評価
解散

SM ニ ュ ー ス
誓 願 50年 、25年 、叙 階 25年 の 祝 い
今年、中木熊男士、青木勲師、中村力範士の３
名が誓願50年の金祝、馬込新吉師が叙階25年の銀
祝、山崎貢士が誓願25年の銀祝を迎えました。
マリア会は大黙想終結日の8月6日、那須のベタ
ニア修道女会聖ヨゼフ山の家で正式のお祝いをし
ました。（中村士と馬込士はそれぞれの事情で欠席）

日韓終生誓願者の交流会

「カリタス大船渡ベース」訪問

今年は、9月13日〜16日の４日間、日本から冨来
師、中村力範士、中村學士、山崎貢士の４名が韓
国を訪問し、交流します。この交流会も会を重ね、
実質的な両国の会員同士の交わりを中心に計画さ
れています。
韓国は今、新しい地区本部、聖堂、マリアニストセ
ンターを建築中で、この秋にも落成式の運びとな
るようです。韓国地区の新しいビジョンと計画に触
れる意義深い交流会となることを期待します。

青木地区長と清水霊生部長は、7月13日〜15日の
３日間、大阪教会管区が支援活動を担当している
「カリタス大船渡ベース」を訪問し、ボランティア
を行い、その活動内容を体験しました。この
ベースには FMI の Sr.吉村が既にボランティアとし
て活動しておられ、様々なことを説明していただ
きました。
初日には、大船渡出身のサレジアンシスターが
支援物資を届けるために仮設住宅を訪問されるの
に同行し、仮設で生活されている被災者の生活の
一端に触れることができました。２日目は日曜日
で、月１回 近くの広場で行なわれる「ふれあい月
市」に参加し、大船渡ベースはフリーマーケット
とフランクフルト・ホットドッグを提供しました。
３日目は、大船渡周辺の被災地を回り、津波被害
の深刻さを実感しました。
ベースのスタッフの方々の説明によると、現在、
被災地の大きな課題の一つは、物資的な援助がほ
ぼ行き渡り、こころのケアが大きな課題となりつ
つあるとのことでした。

ベトナムの志願者の来日
その来日を心待ちにしていたベトナムの SM 志願
者の来日が決定しました。今回は、グエン・チャ
ン・ミン・クアンさんの在留資格認定証明書はお
りましたが、残念ながら、ドアンさん、シンさん、
カウさんの３名はこれを得ることができませんで
した。クアンさんは10月初めに来日し、日本語学
校に通うことになります。３名は出来れば９月中
に観光ビザで来日し、SM の生活を体験した後で、
改めて来日の方策を探ることになります。

黙想談議（青木 勲）
■大黙想の夏、７月３１～８月６日まで、フランシスコ会日本管区長の長谷川潤神父様のご指導で、マリア会の21名
の会員が、那須のベタニア会の聖ヨゼフ修道院、山の家に参集しました。神父様の小教区での司牧の経験と８年間の
管区長としての体験からにじみ出て来る会員個人と組織体全体の霊的変革のための実践的な試みや勇気ある決断等を
実に分り易く、しかも深く心に残る話し方で分かち合って下さいました。またフランシスコ会員ならではの質朴と優
しい人柄でも黙想会をご指導くださり、私たちにとって神様からの大きな恵みの一時でした。
■ＭＬＣ有志の黙想会、8月24日（土）～25日（日）マリアンハウスのヨハネ館を借りて一泊二日の集中黙想会を
しました。キリストとの生きた出会いを求めて洗礼・堅信・聖体の秘跡に挑戦しました。要はイエスが私の「主」に
なって下さることと、キリストからの再出発以外に真の回心がないことを確認しました。ＭＬＣの本当の活性化もや
はり霊的な改心から始めなければならないと思います。黙想中、伊藤管区長様始めシスター方の絶大なご支援を頂き
ました。感謝してお礼申し上げます。
■８月６日～１５日まで、那須のベタニア会の聖ヨゼフ修道院、山の家にて汚れなきマリア修道会の大黙想にお手伝
いさせていただきました。同じ家族のメンバーとして同じ霊性と同じカリスマを生きるために私個人のアウト・フォ
ーメーション（自己養成）としても貴重な綜合化の機会をえることができました。修道生活の前提のキリスト者とし
ての本物の信仰への回心とイエス・キリストの帰依と追従を求める意思決定が前提になります。その基礎の上に、キ
リストからの再出発となる福音的勧告に根付いた修道生活の奉献の意味とマリアニストのカリスマによる霊性がしっ
かり根を張ることが出来るからです。すべての方法論も内容の一つだと考えましたので、講話の前後の典礼聖歌と二
つの補足的祭儀も導入しました。見慣れない出来事だったと思います。でも何よりも大切な沈黙と潜心の雰囲気と環
境は黙想会の成功の大切な条件です。皆様方のご協力に心から感謝いたします。ありがとうございました。
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FM I ニュース
初誓願・有期誓願更新・誓願50周年記念式典
於：ベタニア修道女会那須祈りの家

▲

8月6日〜15日、マリア会の青木地区長様のご指導によ
る大黙想が行われました。
黙想終結の15日のミサにおいて、修練期を終えた２人
の姉妹の初誓願立、５人の有期誓願者の誓願更新、２人
の姉妹の誓願50周年の記念が行われました。
誓願式にはベトナムからのご家族、那須祈りの家の隣
のトラピストからもベトナム人の姉妹が喜びをともにし
て祈ってくださいました。
初誓願宣立者
左：Sr.テレサ・グェン・レ・フォン・ハン
右：Sr.マリア・グェン・ティ・ニュン

修練者受け入れ式
５名のポストラントは9月2日〜8日朝まで、朝山神父様のご指導
で修練期を始める準備の黙想を終え、9月8日（第23主日）晩の祈り
の中で修練者として受け入れられました。明るく、元気で楽しい仲
間が、その良さを活かしながら、お互いに助け合い、内的精神を深
め、マリアニストの基礎をしっかり築いていかれますように、お祈
りをお願いいたします。
▲新修練者
マリア・グェン・ティ・マイ
マリア・ヴォ・ティ・ヒェン
マリア・レ・ティ・チャウ
テレサ・ファン・ティ・トゥ・ニョン
マリア・レ・ティ・ライ

ベトナムの志願者の来日
待ちに待った在留資格認定証明書が届き、
すぐにビザの申請に取り掛かっております。
志願者たちは9月10日まで日本語学校に通い、
その後、故郷に帰省し、10月2日に来日予定です。
マリアンハウス志願院において新しい生活を
始めますが、皆さまの温かい見守りとご指導を
お願いいたします。
志願者：・ＫＡ ＭＹ（カ ミ）
・ＰＨＡＭ ＴＨＩ ＴＨＵＯＮＧ
（ファム ティ トゥォン）

韓国の終生誓願者の日本管区訪問
毎年、韓国と日本の姉妹達の相互交流が行われ
ていますが、今年は、韓国から終生誓願者２名：
Sr.ホン ユリアナと Sr.チャン アナスタシアをお
迎えします。
滞在期間：2013年10月5日（土）〜20日（日）
この間、長崎で「マリアニストの祈りの集い」が行
われますので、その巡礼にも加わることでしょう。

総本部員の日本管区定期訪問
総本部メンバ
ーが新しくなっ
てから、初めて
の日本訪問で
す。総本部メン
バー４名全員が
来られます。
総本部と管区
総本部メンバー
の交流のため、
また管区の実情を知っていただくため、有意義な
時間となりますよう願っています。
何よりもこの度は11月9日の晃華学園中学高等学
校創立50周年感謝ミサ・記念式典・祝賀会にご臨
席いただけますことは大きな喜びです。
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滞在期間：2013年11月5日（火）〜11月21日（木）

Foyer（ホワイエ）－ 青年の集い －
■ホワイエとは・・・・・・・・・・・・
私たちFoyerは昨年の4月に結成された、新し
い青年のグループです。
Foyerとはフランス語で「暖炉」、
「団らん」、
「たまり場」を意味します。メンバーは、10代
から30代の学生や社会人が在籍し（2013年9月
現在、大学生5名、大学院生1名、社会人4名）、
毎月第４金曜日に福音の分かち合いをしたり、信
仰上の疑問について共に考えたりしています。
必要以上に賑やかであったり、堅苦しいもので
はなく、参加者一人一人が自分らしくいられる場
を目指して結成された私たちのグループでは、
マリアニスト修道者のスタッフによる指導のも
と、青年による主体的な活動が行われています。
教会に青年会はいくつも存在しますが、Foyer
がFoyerとして活動する理由として、私たちのグ
ループがマリアニストと共に歩むグループである
ということです。
マリアニストとの関わりを通して、私たちは信
仰において大きな影響を受けると共に、スタッフ

の方々のあたたかい配慮により活発な活動を実現
できております。
例えば、今夏（8月17日～20日）は、Foyer
の有志で長崎・平戸巡礼を行い、各地の教会や隠
れキリシタン関連の遺跡を訪れ、祈りを捧げまし
た。巡礼の際には、マリア会が司牧する小ヶ倉教
会に宿泊させていただき、教会での生活や信徒の
方々との交流を通じ、教会という共同体が持つ意
味や、その存在の重みなどを考えるきっかけとな
りました。
このようなあたたかい配慮のもと、長崎で得る
ことができた多くの経験は、青年一人ひとりの信
仰にとって極めて有意義なものとなりました。
Foyerの活動は、毎月の定例会のみならず、巡
礼など様々な活動を通してメンバー間の親睦が図
られ、活発なものとなっております。
Foyerの活動に興味を持たれた方はお気軽にお
問い合わせください。
加えて、私たちのグループの活動がより実り豊かな
ものとなりますようお祈りいただければ幸いです。

■ホワイエの活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①定例会 ・日時： 毎月第４金曜日18:30～20:00（練成会や行事により変更の可能性あり）
2013年度後期の日程：9月27日、10月25日、12月13日、1月24日、3月28日

②練成会

・場所：

マリア会シャミナード修道院（東京都千代田区富士見1－2－43）
詳しくはマリアニストのHPをご覧ください。

・内容：

例）導入⇒黙想⇒講話⇒分かち合い⇒祈り⇒聖歌
※ 途中参加、途中退出も可能です。
また、定例会後に懇親会もありますので、
都合のつかれる方は是非ご参加ください。

11月と2月にマリアニスト主催の練成会に参加しております。

③巡礼・遠足

今夏は長崎・平戸への巡礼を行いました。

■連絡先：Sr.小林幾久子（marianist@marianist.jp）
青年代表 渡邉安奈 (anna.watanabe.rpi@gmail.com)
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「青年のための練成会」へのお誘い

主の平和
皆さんは、特別年の「信仰年」をどのようにお過ごしでしょうか？
さて、第５回「青年のための練成会」(一泊二日)のお知らせをいたします。
・ ・

練成会のテーマは下記のとおり、「イエス・キリスト＝信仰泉源」です。
信仰年を閉じるにあたり、希望と確信の源であるイエスへの信仰を確かにするために、
静かなひとときを持ち、自分の信仰の源を振り返ってみませんか？
皆さんの参加をスタッフ一同お待ちしています。

・テ ー マ：

イエス・キリスト

信 仰 泉 源
・日

時：

2013年11月23日 (土･祝) 午後１時30分 集合
11月24日（ 日 ） 午後４時 解散

・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：

18歳から35歳までの独身男性・女性

・参 加 費：

3,000円

・募集人員：

１５名（先着順）

・申込締切：

2013年11月17日（日）

・申 込 先：

住所、氏名、年齢、所属教会、メールアドレス、携帯番号などを
記入の上、ファックスまたはＥメールのいずれかで申し込んでください。
メール・アドレス：marianist@marianist.jp
Fax : 042-480-3881
担当：Sr.小林（携帯：080-5873-6637）

■ 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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