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光と影
マリア会司祭

フランシス松本幸徳
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横浜の名所の一つに山下公園があります。そこ
の眼と鼻の先には、かつて本校の姉妹校横浜セン
ト・ジョゼフ・カレッジスクールがありました。
歌手の千昌夫のお子さんも在籍していました。
「別
れることは辛いけれど、仕方がないんだ君のため、
別れに星影のワルツを歌おう･･･」。「星影のワル
ツ」は彼のヒット曲で、ミリオンセラーを記録し
ましたので、憶えておられる方も多いと思います。
星影とは、星の光のことです。月影とは、月の
光のことです。影はすなわち光と見破った日本人
の感性に焦点を当てながら、ルカ福音書18章のフ
ァリサイ派の方と徴税人の霊性、つまり深い祈り
に迫ってみたいと思います。
普通、私たちにとって光と影は別ものです。影
ないし、闇は好ましいものではありません。です
から、何万燭光もの光を造り出して、闇を無くそ
うとしています。しかし、考えるまでもなく、光
なくして影はありません。影と言えるのは光を前
提としてのことです。影について語ることは、す
なわち光について語ることです。
旧約聖書の「創世記」は、父なる神の創世の業
の最初のものとして、光と闇の分離を記していま
す。人間は光と闇を、同一のものととらえること
など出来ないからなのかもしれません。分かるよ
うに、分けてくださったのです。違っていながら
同時に一つという神業は、人間にはとうてい無理
です。違いを強調しますと、いつしかバラバラに
なります。一つを強調しますと、いつしか閉ざさ
れた癒着になります。光は光、闇は闇、これが人
間業です。
ただし人間は、人間業だけで充足できるもので
もありません。バラバラでは人間はいつか自己崩
壊してしまいます。その点、影に光を見てとった
日本人の感性は、かなり神業に近いと言えるかも
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しれません。全く違ったものを一つと見た眼力は、
「創世記」の見方とそっくりだからです。そして
それは、父なる神自身が「良し」とされた見方で
もあるのです。
今日の福音書に登場したファリサイ派の方の祈
りを見ますと、分かりやすく分けてはいます。他
の人とは違う、特に身近にそこにいる徴税人とは
違うことを強調しています。そして自分の仕業を
羅列していて、しかもそれにうそ偽りはないよう
です。ですから、かなりの祈りであると言えるか
もしれません。ただしそこには分離はありますが、
一致がありません。これでは人間業ではあっても、
神業にはありません。もちろん神業は、人間には
かなうものではありません。しかし、祈りですか
ら、そこには神業へのひそかな願いが込められる
必要があります。
徴税人は自分の影、すなわち罪を見ました。と
いうことは、人影が同時に人の光であることも見
破ったのではないでしょうか。人間は父なる神の
光に照らされなければ、自分の影を見ることは出
来ません。父なる神の愛の照射なしに、愛の欠乏
である罪に気付くことはできません。ゆるしの光
線を浴びて、初めて人は罪の影を見ることができ
ます。ですから、徴税人は自分の中の影に気付き、
「神様、罪人である私を憐れんでください」（新
共同訳：13節）と祈りました。
13節のギリシャ語原文は、「Ο Θεος, ιλασθητι
μοι τω αμαρτωλω.」。「おー神よ、罪人の私にとっ
ては慈悲深いものであってください」（私訳）。父
なる神は徴税人の彼にとって第三者ではありませ
ん。我と汝の関係です。そう祈った時、既に父な
る神のゆるしの只中で祈っていたのです。彼の罪
は、帰路についた時、もう赦されていたのではな
いだろうか。
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マリアニスト・シリーズ ９

マリア会における長上の権威の行使の原則
マリア会地区長

青木

勲

2013年11月8日〜16日まで、ローマのマリア会
の総本部で新任の長上の研修会が行われ、地区長
の青木勲と財務部長の末吉克久師それと通訳の
Ｄ．ハーボルド士が参加しました。
病気養生の総長のマヌエル・コルテス師が準備
しておられた内容をアンドレ・フェテイス霊生局
長が参加者に説明指導してくださいました。
＊１
①修道生活における権威のあり方、 ＊２ ②マリ
ア会における権威と統治の原則、 ＊３ ③実際的か
つ法的問題点について、大変示唆に富む指導でし
たので、その要約の一部だけですがこの紙面を借
りて皆様にご紹介したいと思います。

の共同体の地理的・時間的個々の条件に適応しつ
つ受肉して会の伝統または慣例として受け継がれ
ています。全ての会員は、異なったレベルと手段
を通して生活の規則の範囲の中で、そこに示され
る権威に従いながら神のみ旨の実現のために参加
することになります。統治のための役立つ個人参
加を主とする機関や、多くの組織同士の交わりの
機会を通して、より人間的な組織へと成長させて
いくようにします。結局、権威による長上の奉仕
職は、神のみ旨の継続的「識別」とその共同体全
体の「一致」のための奉仕という二重の目的を目
指しています。

先ず、修道生活における権威は、社会学的な権
威でも、単なる人間的（個人のカリスマ的）権威
によるものでなく、神から呼ばれて会員へのため
の奉仕職の「召命」による権威によるものです。
その意味で、本人の力量や能力とは別のものです。

第三に、長上の役割の果たし方が問われます。
その中心は、神様の意思の実現ための「仲介者」
として「透明性」が強調されます。長上は、何が
本当の神のみ旨かを信仰の中に追求する度合いに
応じて透明になれるのです。しかも透明度の高い
奉仕職が実行される時、多くの人々の心が神の方
へ導かれるようになります。長上は、キリストと
の一致、教会との一致、会のカリスマとの一致を
通して、カリスマに活かされた教会の姿を髣髴と
させうるような共同体の形成へと献身すべきで
す。不完全な個々の長上は、自分の限界をよく理
解し、 ＊１ ①謙遜であること、 ＊２ ②信仰によって
生きること、＊３ ③傾聴すること（会員はもとより、
事業体の関係者と協力者） と、開かれた対話を大切
にしながら毎日経験を積み上げて行く必要があり
ます。
完全で理想的な長上は、「主」お一人以外にあ
りません。いずれにしても、旧約聖書のエゼキエ
ル書、さらに新約聖書のヨハネ福音書の「善き牧
者」であるキリストの姿に似通って作り変えられ
て行く以外にありません。
ですから「私は仕えられるためではなく、仕え
るために来た」主のみ姿と「私の使命は、御父の
み旨を実現することである」と言われた主のみ言
葉を「座右の銘」として、神様と聖母マリアの取
り次とみ助けに身を委ねながら学んで行く以外に
はないのです。

第二に、この権威は、御父である神が聖霊によ
って受肉した御独り子キリストに全権を委譲した
こと（ マタイ福音書28章18節）、次にキリスト自身が
復活後、聖霊の派遣を通して使徒伝承の教会を通
して権威の行使をしてきたこと（第一テモテ２章
1節〜７節）、さらにその教会の中に、時間と空間
的制約の下に聖霊の霊感を受けた修道会の創立者
を輩出させたことと、その修道会における正式な
長上に権威の行使と責任を取らせたことにありま
す。神の側から「権威ある呼びかけ」（召命に関わ
る） の一貫した指導があるとすれば、
（父なる神―
キリスト―教会―修道会（創立者）−長上本人）対局に
位置する人間の側からも、同様にこの神の呼びか
けに対する「従順による応答」の真摯な態度が求
められます。所詮、長上は自らでは「長上」では
なく、本物の長上である「主」ご自身から、会員
への奉仕のために召された者でしかありません。
聖霊によって特別に召し出された創立者は、そ
の固有のインスピレーションを「生活の規則」の
中にカリスマとして要約して根づかせました。生
活の規則に要約された修道会のカリスマは、現実
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アリアンス・マリアルとは（７）<最終回>
アリアンス・マリアル(AM)

前回まで、数回にわたって、アリアンス・マリ
アルの創設以来50年に渡る歩みについて、紹介さ
せていただきました。今回は最終回として、50周
年を迎えたアリアンス・マリアルの、その後から
今日に至るまでの歩みについて、簡単にご紹介さ
せていただきます。
アリアンス・マリアル創立50周年を迎える直前
から会員が住む様々な国で、災害や内戦等に見舞
われ、会員は現実の生活において、様々な試練と
立ち向かわなければなりませんでした。2011年の1
月にはハイチで大地震が発生し、会員の一人は家
族を失い、自らが住んでいた家をも大きな損傷を
受け、生活面で様々な試練を受けました。同年2月
には今度はチリで大きな地震が発生し、会員達に
直接の被害はなかったものの、チリでは800人を超
える人達が亡くなりました。また、同年4月には20
02年から数年に渡った内戦が再燃し、会員の一人
は家を焼け出され、他のコートジボワールの会員
達も生活の困難と恐怖に立ち向かわなければなり
ませんでした。皆さんも周知のように、同年3月に
は日本の東北地方と近隣地域で大きな地震と津波
が発生し、多くの人が亡くなり、行方不明となり、
生き残った人達も、現在に至るまで、様々な試練
を強いられています。また、同時に発生した原発
事故により、放射能による大きな被害と恐怖も襲
い続けています。
全世界の会員が、大きな試練を迎えた会員達と
その国のために、必死に祈り、メッーセジを送る
などして、霊的に、精神的に励まし合い、会員と
しての絆を強め合いました。それによって、今日
において、乗り越えられた、乗り越えつつある試
練もありますが、結果的に乗り越えることが出来
なかった試練もあります。
ハイチでは2012年8月にマリア会の一人の若い会
員が暗殺され、それによりマリア会はハイチから
の撤退を余儀なくされました。そのため、私たち
アリアンス・マリアルの一人のハイチの修練者は、
養成者を失うことになり、会員としての養成の日
々を続けられなくなり、初誓願を目前にして、会
を去らざるをえなくなりました。
また、日本におけるアリアンスの養成に携わっ
て下さっている清水一男神父のためにアリアンス
の文書の翻訳をしてくださっていた、カナダ人の
マリア会員も、修道院の閉鎖作業のためにハイチ
に滞在している際に、殺害されてしまいました。

マリア・テレサ 田中正江

ハイチにおける一連の出来事は、アリアンス・マ
リアルの会員にとって、大変辛い出来事であった
と同時に、マリアニスト家族の存在なしには、ア
リアンス・マリアルの会員として歩むことは決し
て出来ないことを再確認する事実となりました。
このような悲しい出来事の中、うれしい出来事
も起こりました。2012年には。ペル
ーにおいて、初めてアリアンス・マ
リアルの志願者が３人誕生しました。
また同じ時期、チリおいては一人の、 ペルーの国旗
トーゴにおいては３人の志願者も新たに誕生しま
した。アリアンス・マリアルにとっては大きな恵
みの時となりました。
今年アリアンス・マリアルは、インターネット
を通して、半年に渡って、全会員による総会を行
い、責任者の再選出と新たな評議員の選出と共に、
会の霊性や運営方針を初めとする様々な事につい
て、祈りのうちに話し合い、新たな歩みを始めて
います。（完）
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＜エピローグ＞
今号まで数回にわたって、アリアンス・マリアル
の創設から50年の歩み、その後に起きた出来事に
ついて、簡単に説明をさせていただきました。こ
れからもアリアンス・マリアルはマリアニストの
他の３つの枝に支えられながら、共に歩みながら、
国境を超える在俗会として歩み続けて行くでしょ
う。現在アリアンス・マリアルの会員が存在する
国でも、将来においては、存在していないかもし
れません。また、一度存在しなくなった国におい
ても、再び会員が生まれるかもしれません。また
私たちが想像もしていなかった世界のどこかの国
において新たに会員が誕生するかもしれません。
アリアンス・マリアルの創設期の会員達がそう
であったように、たとえ会にとって、どんなに苦
境の時であっても、妥協することなく、会員達が、
在俗会としての使命と意義と可能性を信じ、神様
と聖母への揺るぎない信頼のもとに、マリアニス
トであることに誇りを持ちながら、祈り、自分を
捧げ、生き続ける限り、いつまでも世界のどこか
で、アリアンス・マリアルは在俗会として、マリ
アニスト家族の一つの枝として、神様の御旨を果
たし続けることを私は心から信じています。
長い間読んでいただき、ありがとうございました。

「世界マリアニスト祈りの日」報告

長崎の被爆マリア小聖堂に参加しよう
2013年10月13日
マリア会

2013年10月13日（日）雲一つない秋晴れの天気に
恵まれて、今年の「世界マリアニスト祈りの日」を、
日本の「キリシタンと殉教者の町」
、また世界で唯
一の原子爆弾による被災国の２都市、広島と長崎の
一つである長崎の浦上天主堂を中心に行いました。
当日は、午前９時から、浦上教会のお膝元の長
崎大司教館で「世界マリニスト祈りの日」をごミ
サで開始しました。前日から長崎入りしていた韓
国のマリアニスト家族の32名の巡礼団、汚れなき
マリア修道会の巡礼団19名、マリア会の参加者18
名、日本信徒マリアニスト共同体の巡礼団10名、
そしてアリアンス・マリアルの会員１名の総勢80
名が長崎に参集しました。
髙見三明大司教司式のごミサの後、大司教館の
第一会議室で大司教様ご自身によるローマのバチ
カンからニューヨークの国連本部までの「被爆マ
リア像の世界行脚」についての講演。
続いて、1945年8月9日長崎での原子爆弾による
被爆体験者の信徒深堀柱氏の生々しい生きた証言
の講演を伺うことができました。
12時20分に、大司教館の向かい側にある長崎カ
トリック・センターの食堂に会場を移して、お弁
当による昼食会兼交流会を行いました。韓国の巡
礼団による歌、ベトナム人シスターと志願者の若
い歌声、そしてマリア会員による詩吟を通して暫
しの間ではありましたが、スペイン人パブロ師も
含めて国際的雰囲気の中で和やかなマリアニスト

青木

勲

家族の集いが持てました。
カトリック・センターを後にして、爆風で飛ば
された昔の鐘楼の一部を眺めながら、急な坂を上
って午後２時に浦上教会の「被爆マリア小聖堂」
に集まりました。欅作りの祭壇の中央に安置され
た瞳のない「被爆マリア像」を見つめながら、今
回の中心テーマであった原爆の被害を２度と繰り
返さない決意と東京電力福島原発の爆発が問いか
ける原子力発電所の功罪について複雑な思いを馳
せながら日韓両国語でロザリオの祈りを唱えまし
た。両国語の祈りの抑揚とリズムの違いが今回の
日韓巡礼団による「世界マリアニスト祈りの日」
の印象をより新鮮なものに感じさせました。また、
「アヴェ・アヴェ・アヴェ・マリア」の斉唱の部
分は、マリアニスト家族の連帯性と共通意識を強
く感じさせるものでした。
僅かの時間でしたが各巡礼団の代表によるまと
めのメッセージも今回の出来事を通して神様とマ
リア様、さらに福者シャミナード師と尊者アデル
の執り成しの力を感じ取る思いでした。
最後に、引き続く旅路の安全とマリアニスト家
族の発展を祈念して、「三時の祈り」を唱えて最
後の祝福と大聖堂での記念撮影をもって当日の全
行事を無事終了することが出来ました。
あらためて神様と参加していただいた方々、色
々な準備に携わってくださった方々にこの紙面を
借りて感謝とお礼を申しあげます。

S M ニュース
（１）日韓終生誓願者の交流会
今年の日韓終生誓願者の交流会は、9月13日〜16日まで、韓国で開催され
ました。日本からは冨来正博師を団長に、中村力範士、中村學士、山崎貢士
の４名が参加し、韓国の SM、FMI、MLC
の会員との交流を深め、各共同体や宣教
事業、教会や殉教地の訪問などを通して、
マリアニストと教会の実情の一端に触れ
ることができました。韓国のマリアニス
トの心からの歓迎ともてなしを受け、今
後も、この交流会の意図がますます浸透
することを期待します。
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（２）最初のマリア会ベトナム人志願者
の来日

（３）新任の管区長・地区長の研修会

その来日が待たれていた最初のベトナム人志願者
グェン・チャン・ミン・クァンさん（23才）が、10
月2日、FMI の２人の志願者と共に来日しました。
早速、10月8日から日本語学校で日本語の勉強
を始めました。10月13日に長崎で開催された世界
マリアニスト家族祈りの日の巡礼にも参加し、国
際的なマリアニスト家族の雰囲気に触れることが
できました。マリア会にとっては久しぶりの志願
者、しかも、外国からの志願者を迎えて、会員た
ちも新しい希望を心に抱いて養成にチャレンジし
ています。新しい志願者のために、皆様のお祈り
をお願い致します。
一方、ドアンさん、シンさん、カウさんの３人
の志願者については、あらゆる手段を考えてその
来日のために手を尽くしましたが、残念ながらビ
ザを獲得できませんでしたし、またこれからビザ
を獲得出来る目途も立ちませんでした。本当に残
念ではありますが、現時点で「志願者」としての
関係を断念しなければならなくなりました。３人
の将来の上に神様の導きをお祈りしてください。

11月7日〜17日まで、新任の管区長・地区長の
研修会がローマで開催され、日本からは青木地区
長、末吉財務部長、通訳のデービッド先生の３名
が参加しました。この研修会は４〜５年毎に行政
単位の新任の責任者のために開催され、行政単位
の責任者として仕事をすすめる上で必要な様々な
実務や心構えに関して研修する会議です。この研
修会の成果が日本地区で発揮されるよう祈りしま
しょう。

（４）今後の予定
地区集会の開催･･･期 日：12月26日〜28日
テーマ：日本地区の対応すべき課題について

（５）祈りのお願い
マリア会のマヌエル・J・コルテス 総長は、11
月6日にマドリッドで前立腺癌の手術を受けまし
た。経過は良好で、しばらく療養した後、ローマ
に戻る予定です。コルテス総長の病気回復のため
に、皆さまのお祈りをお願い致します。

FM I ニュース
総本部メンバーの訪問
総本部メンバーの訪問が11月5日から20日まで
行われました。私たちは総本部員をお迎えできる
ことをとても楽しみにしていました。本来は４人
全員の、訪問が予定されていましたが、教育部長
シスター・アナ・ルシアがご病気のため来日でき
なくなったことはとても残念でした。
この間、管区本部との会談を初め、各支部の修
道院訪問、個人面談、共同体の集会、晃華学園中
学・高等学校創立50周年記念式典への参加など多
忙を極めた２週間でした。更に２度に及ぶ地震を

「長崎五島巡礼」報告
Sr フォン（FMI 有期誓願者）

今年日本の長崎で行われる全世界マリアニスト
祈りの日に当たって、FMI 日本管区はその祈り
の集いに参加し、加えて、長崎五島巡礼を計画し

体験され、ま
た東北地震被
災地などを訪
問しながら、
輝く太陽や紅
葉、初雪も体
験されました。
11月21日、次の訪問地インドに旅立たれました。
この訪問を通して、私たちは多くの恵みをいた
だきました。世界のマリアニストとの連携、マリ
アニストの精神を深め、分かち合うことができま
した。そして未来に向かう新しい力、希望をいた
だいた総本部の訪問でした。

ました。
一日目には羽田から飛行機に乗って福岡空港に到
着しました。空港からバスに乗って長崎に向かいま
した。この巡礼の目的、意向はたくさんありますが、
主には三つです。① 世界平和を求めて、② 3月11
日の被災者をはじめ苦しむ多くの方々のため、③
アジアの教会にマリアニストの召命を求めてです。
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いろいろな教会を訪問する度にその意向を入れ
て心を込めてお祈りしてから、地元のガイドの方
から教会のお話を伺いました。
その中に有名なド・ロ神父様記念館の中を見て
回り、私たちは驚いたり感心したりしました。ド
・ロ神父様は25歳で司祭になり、27歳でパリ外国
宣教会に入会し、28歳で日本の長崎に派遣されま
した。74歳の時日本で亡くなられましたが、その
間一度もフランスに戻らなかったそうです。その
位日本での宣教に情熱を傾けて、生涯を捧げた方
でした。学ぶべき宣教姿勢だと思います。今まで
遠藤周作について本を読んだり、話を聞いたりし
ましたが、実際に遠藤周作記念館を訪ねて、遠藤
周作は日本のカト
リック教会にどれ
ほど貢献したか実
感できました。
二日目には「世
界マリアニスト家
族祈りの日」を被
爆マリア様の元で行いました。SM・FMI・AM・
MLC、そして韓国からの巡礼団も加わり、多く
の方々が集まりました。大司教様のミサに預かり、
被爆者の深堀さんからお話をうかがいました。マ
リアニストの家庭的な雰囲気の中で国際的交流が
できました。
三日目は五島列島巡礼です。私たちは高速船で
五島に着き、被爆した長崎の浦上教会のレンガが
使われている鯛ノ浦教会を訪問しました。この教
会のルルドのマリア様は五島で一番きれいだと言
われているそう
です。そして、
五島のキリシタ
ン殉教者の場所
を見て、話をい
ろいろ聞きまし
た。キリシタン
殉教者の子孫に
あたるシスター
がいらっしゃる
修道院を訪ねて
そのシスターか
らも殉教のお話
を伺いました。
中の浦教会の天井にある「つばき」の意味は子
孫を増やす意味が込められています。次の時代に
信仰を残すためです。五島に巡礼に来た私たちも
その信仰をお恵みとしていただきました。

この日は五島で泊り、あくる日の朝、ミサに預
かるために「土井ノ浦教会」に行きました。思い
がけないことに主任
司祭は SM の清水神
父様の甥でした。こ
の教会のルルドのマ
リア様のところに私
たちマリアニストに
とって大切な御言葉が書かれていました。偶然と
いうか必然というか両創立者の取り次ぎを通して
神様のお恵みをいただきました。
その後私たちは五島に別れをつげ、長崎に戻り
ました。「26聖人殉教
者」、国宝の「大浦天
主堂」でお祈りをしま
した。コルベ神父記念
館にも寄りました。
最後にマリア会の海
星修道院を訪問しました。オランダ坂は有名です
があまりにも急な上り坂でみんな息切れしたよう
でした。院長の池田神父様や皆さんが大歓迎して
くださいました。「世界マリアニスト家族祈りの
日」にベトナムの歌、韓国の歌を歌ったにもかか
わらずもう一度
お願いされたの
で歌ったら、よ
い国際的な雰囲
気になりまし
た。
丁度台風が来
ていたので急き
ょ予定を変更し
て一日早く東京
に戻りました。
全て神様がお計らいくださいました。この巡礼
を無事に終わることができたことを心から感謝し
ます。
神様に感謝！マリア様に感謝！皆様に感謝！
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M L C ニュース
総長様たちとのつながりに感謝して
MLC

糸杉の会

昨年11月8日の第２金曜日は例会の日なのです
が、ちょうどその日に FMI の総長様たちが東村山
修道院を訪問されている期間ということもあり、Sr.
吉村のご配慮で短時間ですが簡単な交流の時間を
もうけていただきました。総長様のお名前すら今
回やっとはっきり覚えたくらいの私たちですが顔
と顔を合わせ、また握手をし、ご挨拶をさせて頂
き、世界に広がるマリアニストの家族としての意
識が個々のメンバーに実感されました。
その日、集まりの始まる午後１時半にまず修道院の
聖堂に入ると一番奥に静かに座って祈っておられる
Sr.マリア・フランカ（総長様）が目に入りました。
思ったよりずっとお若い印象の Sr.フランカには深

MLC（フィアト、シオン、マリアの子の会）合同黙想会

い祈りの雰
囲気がただ
よっておら
れました。
わずかの
交流の時間
でしたが私
たちはこの
３人の方々
のたたずまいにすっかり魅了されました。
「Sr.マリア・フランカ様、Sr.マリア・グレッチ
ェン様、Sr.キム・スザンナ様どうぞお身体に気を
つけて世界に広がるマリアニストの要としてのお
仕事を力強くお進め下さい。そして糸杉の会のメ
ンバーの縁者のＲ君の病気快癒のための祈願をと
りあげノベナの祈りとして発信してくださりあり
がとうございました！」

この機会を与えてくださったことに感謝しております。
（フィアト）

黙想会は、とても有意義な一日でした。清水一
男神父様の講話が心に響きました。マリアへの奉
献について理解していたつもりでしたが。日々の
生活の中で霊的な母として私たちの同伴者となっ
てくださいましたマリア様のフィアト（はい、仰
せのとおりなりますように）、謙遜な言動、そして
私たちに信仰者としても、もう一人のキリストと
なるよう勧めてくださり、日々精進することがで
きるように祈ることの大切さを思い起こしました。
●

去る11月8日（金）近隣の３共同体合同の黙想会
を行いました。
指導者としてマリア会の清水一男神父様をお迎
えし、町田修道院の祈りの家において、「奉献」を
テーマに１日黙想会をいたしました。参加者は、
マリアの子の会から６人、シオンから５人、フィアト
から５人、計16人で、日常の騒がしさから離れ、
沈黙のうちに恵み多き祈りの時を過ごしました。
また、11月は死者の月。身近な方とのお別れを
なさった方々や、シオンの奉献者でいらっしゃい
ます坂本幸代様のご逝去もあり、参加者に関わり
のあるすべての亡くなられた方々のご冥福を祈る
慰霊祭ミサも行われました。
当日は、お天気にも恵まれ、祈りの家周辺の美
しい自然の中で、祈りのうちに過ごすことができ
た幸せを感謝する１日でした。

（シオン）

奉献についてもう一度考える時間をいただいた
ことがよかったです。聖母マリアに奉献している
私たちが使命を聖母マリアを通して御子イエズス
さまに倣う生き方をすること。その生き方こそ福
音宣教になっていくことを再確認しました。マリ
アの子の会から奉献者５名、一般２名が参加でき
たことが、とてもうれしかったです。
●

（マリアの子の会）

初めての試みとなった近隣３共同体合同の黙想
会。準備してくださったフィアトの皆さまによる
タイム・スケジュールに基づいた１日黙想会を通
して、マリア様との絆（奉献の意味）を一層強く
していただくことができました。秋晴れの修道院
の外回りには、野菜やお花、果実が豊かに実を結
んでおり、「この人が何か言いつけたら、その通り
にしなさい」というマリア様が弟子たちに言われ
た言葉をゆっくりと黙想いたしました。その時々
に必要とされていることは何かを、自分中心にで
はなく、教会や社会に目を向けながら、謙遜に主
の言いつけに耳を傾けていけるようなマリアニス
トになれたらと、神様に願いました。この日強め
られたマリア様との絆によって、さらにマリア様
が助け、力づけてくださいますように。
●

紙面の都合でわずかですが、参加者の声を皆さ
まにお伝えいたします。
清水神父様のお話を伺い、奉献の時に一通り勉
強をしてきたつもりでしたが、次第に奉献の意味
とか意義を忘
れていまし
た。神父様の
お話は分かり
やすく、良く
解りました。
その上、一層
勉強しなけれ
ばいけないと
思いました。
●
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（シオン）

マリアニスト主催
「青年のための練成会」に参加して
ホワイエ

H.A.

マリアニスト主催「青年のための練成会」が11月23日から24日にかけて行われ、参加させていただ
くことができました。 「青年のための練成会」は、今回で第５回目を迎え、私を含めて６名が参加し、
実り豊かな時間を過ごしました。
練成会では「イエスキリスト＝信仰泉源」というテーマのもと、①自分にとって、イエスと出会い「信
仰の門」をくぐったきっかけは何か、②「信仰の門」をくぐってから自分はどのように歩んできたか、
③自分の信仰はどこへ向かっていくのか、という３つの問いが設定されました。そして、個人黙想や講
話を通じて、参加者にとって自らの信仰を振り返り、今後の信仰生活の展望を考える機会となりました。
前教皇ベネディクト16世により信仰年開催の教令が発せられ、カトリック教会では約１年に渡って信
者ひとりひとりが自らの信仰を問い続けてきました。これまで自明のことと考えられがちであった「信
仰とは何か」、「自分は何を信じているのか」、という課題に直面した方も少なくなかったのではないで
しょうか。 今回の練成会では同様の問題意識が参加者間で共有され、活発な意見交換がなされました。
分かち合いをする中で、ひとりひとりが全く異なる信仰の道を歩んできた一方で、神様に招かれている
という点で普遍的な一致を感じることができたように思います。また、練成会の最後には自分の言葉で
信仰宣言を唱えることで、ひとりひとりが自分の信仰を確信できたと考えています。
今回の練成会は、テーマ・スタッフ・参加者に恵まれ、信仰年を締めくくるにふさわしいひと時とな
りました。信仰年は終わってしまいましたが、私たちの地上における信仰の歩みは未だ道半ばであると
言えます。信仰年を通じて自らの信仰を確信し、強められたキリスト者が「地の塩・世の光」として社
会で活躍し、福音を宣べ伝えていくことができるよう祈り続けていきたいと思っています。
最後になりますが、このような実り豊かな練成会の機会を提供してくださったマリアニストのスタッ
フの皆様に参加者を代表して深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました！

「青年のための練成会」へのお誘い

「マリアニスト家族の集い」のお知らせ

次回も、信仰の根本的な内容を扱います。
自分の信仰をゆっくり振り返ってみませんか？

全世界のマリアニストと心を合わせ、
両創立者を囲んで、今年も以下の通り、
家族の集いを行います。
ご家族、友人と連れ立ってご参加ください。

テーマ：「イエスと出会う」
日

時：2014年2月15日（土）15時～16日（日）16時

場

所：汚れなきマリア修道会町田修道院

対

日時：2014年1月19日（日）

〒194-0032 東京都町田市本町田3050-1

場所：FMI調布：晃華学園聖堂とマリアン・ハウス

℡042-722-6301

時間割：10：00～受付（聖堂入口）

象：18歳～35歳の未婚の男女
（年齢については相談に応じます。）

費

用：3,000円
員：15名

締

切：2014年2月9日（日）

申

込：住所、氏名、年齢、所属教会、霊名、
メールアドレス、携帯番号を記入の上、
ファックス・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）

ミサ（晃華学園聖堂）

12：00～12：45

講話：創立者アデルについて
Sr小林（聖堂）

（当日徴収）

定

10：30～11：45

13：00～15：00 昼食・懇親会（マリアン・ハウス）
会費：大人：2000円、小・中学生：1000円

■ 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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