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神のみ旨を求めて
マリア会






























長崎県五島（久賀島）に私は生まれ育ちました。
家を椿の木に囲まれ、この椿が私たちの生活を豊
かにしてくれました。真赤な花をつけ、密を求め
てメジロ、ヒヨドリ、鶯などが飛び交い、子供の
遊び相手でした。夏は木陰、台風時は防風林、果
実が高級な椿油となり、炭を焼くと極上の炭がで
きました。花の品種も多く、極めつけは「玉之浦
椿」です。椿愛好者には垂涎の的で、赤のまわり
に白の縁取りで気品があり喜ばれます。
このように、椿では東の大島（東京都）西の五
島と言われています。私の好きな和歌に「乱れ咲
く椿の花の一群れに 梅の香りの漂うもよし」
（一
つ柳州風）自然の中、野山には季節毎に実をつけ
るグミや野苺，ムベ、アケビ、山ぶどう等がおや
つ代わりでした。海へ遊びに行くとサザエ、アワ
ビ、貝類、そして手作りの道具で魚釣して子ども
の頃を過ごしました。
それからマリア会に召命を受け、大磯、福岡、
長崎、大阪、静岡、東京と修道院、学校の仕事に
就き、静岡、函南のマリア山修道院、祈りの家で
は子どもの頃過ごしたような大自然、しかも世界
遺産となった富士山を眺めながらの仕事、蜂に刺
され、救急車で何回か病院へ運ばれたこともあり
ました。医者からは冗談ではなく、「次に蜂に刺
されると彼の世へ直行だぞ」と注意されながらも、
自然が大好きな私としては満足でした。しかし、
残念なことに2006年10月をもって閉鎖となり、そ
の後はマリア会が目指している仕事の一つである
「貧しい人たち（物質だけでなく精神的なものも
含めて）と共に」を目標に、マリア会から派遣さ
れてボランティアとして山谷にある山友会（30年
間活動するＮＰＯ）で、炊き出し、路上生活者と
の交流や、東京カリタスの家のボランティアを通
して、いろんな人たち（統合失調症、失語症、発
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達障害児、特別養護老人ホーム、他）との出会い
を得、微力ですが私のできることをしています。
自分自身がイエスに出会い、「この人が何か言
いつけたらその通りにして下さい」（ヨハネ2章5
節)という聖母マリア様の言葉を、その導きの下
に実践できればと思っています。山谷で出会う人
たちは、家庭的な暖かさではなく、寒いテントや
段ボール箱の中で生活しています。心配りや言葉
かけ一つ一つに相手の感じ方も変わります。接し
方でますます凍りつくような寒さになるか、暖か
い春の気持ちになってもらえるかです。その暖か
さを感じ取ってもらえれば、喜びの心や、生きる
希望も湧いてきて、生きている値打ちを共有でき
るのではないでしょうか。「おじさんたちがおに
ぎりを頂いたお腹一杯の喜びより、心まで温かく
する心の喜びが、その人を豊かにする」という言
葉も「山友会創立30周年記念の集い」(2014年2月
2日)で聞きました。私たちが、家に帰った時かけ
られる言葉によっても、元気、勇気づけられたり
明日も頑張ろうとか、心に希望の燈火がともるも
のと思います。
「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あな
た方も人にしなさい」(マタイ7章12節) これから
もイエスとの出会いを心がけ、善きサマリア人に倣
い、すべての人の隣人となれるよう、ぶどうの一枝
となり、枝先に豊かな実を結ぶことができるよう心
をくばり、努力をして行きたいと思います。
これまでの皆様のお祈り、励ましの言葉、物質的支
えに感謝し、祈りの中に精神的な力を与えられ、天の
父のみ旨を行う恵みが沢山頂けることを願いつつ。
『私に向かって「主よ、主よ」というものが皆、
天の国に入るわけではない。私の天の父のみ心を
行うものだけが入る。』(マタイ7章21節)
聖母のご保護のもとに。
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マリアニスト・シリーズ 10

教皇フランシスコの「福音の喜び」の背景について
マリア会地区長

2013年11月24日に、教皇フランシスコは、使徒
的勧告「福音の喜び」Evangelii Gaudium を出し、
ご自分の司牧者としての長い経験を要約して200
数頁にまとめて世に問いかけています。マヌエル
・コルテス総長も、すべてのマリアニストが熟読
玩味するよう勧めている書物の一つです。現在日
本語に翻訳中ですのでまだ私自身も全容を知りま
せんが、
「Vida Nueva」 というスペインのカトリ
ック教会の堅実な雑誌に Miguel Angel Moreno 師
がコメントして紹介しています。
本書は、導入と５章の部分からなっており、導
入として、「福音の喜び」、第一章「教会の宣教的
変容」、第二章「共同体のコミットメント(約束)
への危機」、第三章「福音の宣教」、第四章「福音
宣教の社会的領域」、第五章「霊に満ちた福音宣
教者」について、となっています。
私には、特に教皇がアルゼンチン出身であるこ
とと、2007年５月にブラジルのアパレシーダで行
われた「南米大陸とカリブの全司教協議会」の『キ
リストの弟子であり宣教師となる新しい福音宣
教』を背景にしていることは確かです。その主張
の中心は、現代社会の真只中において、カトリッ
ク教会の福音宣教の在り方と教会の取り組み方へ
の教皇の所信表明と言えると思います。彼は、教
会の信仰教育における「ケリグマ」の大切さを指
摘し、現代思潮の根底をなす金権がらみの資本主
義の経済機構と快楽主義の謳歌、その結果が引き
起こす徹底した利己主義の蔓延への傾向に対して
歯止めになると主張しています。
ケリグマによる福音宣教の浸透が深まるにつれ
て、不義を生み出す組織と社会悪の原因そのもの
が正され、福音によってもたらされる恒久的希望
と喜びによる正義と平和の樹立が可能になること
を強調しています。ケリグマの真の理解を通して、
罪びとである私たちが「救い主」であるイエスへ
と回心し、イエスを自分たちの唯一の「主」とし
て受け入れることにより、すべての関係が一新さ
れるからです。キリストとの出会いの体験に触れ
て、洗礼の秘跡による新しい価値の序列の中に生
まれ変わる以外にないからです。

青木

勲

他方、教会自体の管理組織と指導者も含む現実
的な司牧体制の具体的な変革と、効果的な刷新を
実現するよう勇気ある提言もしています。
更に、教皇パウロ６世が出された「福音宣教」
の主張に基づき、キリストの福音はすべての人に
送られた神様からの賜物であり、それを知り、か
つ生きる権利がすべての人に保証されているこ
と、また教会がその本来の使命として、福音をす
べての人々に十全な形で述べ伝える義務があるこ
とをあらためて明示しています。
その意味で、宣教師であるべき私たち自身が、
先ずキリストの福音によって福音化されていなけ
ればなりません。（アパレシーダ文書276〜285番
2007年5月13日〜31日）
しかもこの点については、教皇ヨハネ・パウロ
二世の奉献生活者への使徒的勧告である「キリス
トからの再出発」の主張と完全に重なってきます。
また教会における信徒の宣教的役割にも言及
し、洗礼の約束を生きる信徒こそが、社会、経済、
政治、文化の領域で「愛の文化」を推進させて行
く原動力であるようにと檄を飛ばしています。
生まれてくる生命の尊厳の不可侵性を守る預言
者的発言と態度の表明、並びに極貧の境遇と性的
暴力の結果の妊娠から堕胎に追い込まれ生涯の
間、心の深奥で良心の呵責と精神的苦悩に苛まれ
る女性たちに対する教会側の理解の不足も認めて
います。ここにも神の愛と無限の慈しみが告知さ
れ続けられるべきだからです。
でも結局のところ、福音宣教の本当の立役者は、
真理と愛と一致と慰めの霊である聖霊ご自身であ
ること、しかもこの霊に満ちた教会の中で、最も
聖霊に満たされた方である聖母マリアを、「教会
の母」とし、「宣教者の模範」と讃えてこの使徒
的勧告を終了しておられます。
皆さんも良くご存知の通り、教皇フランシスコ
は、文字通り「先ず隗より始めよ」と自ら愛・勇
気と、優しさと笑顔をもって、私たち一人ひとり
にこの福音的喜び（Evangelii Gaudium）の実践の
模範を示してくださっています。
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降も引き続き会長代行として務められることが
報告されました。

MLC 新会長 決まる

「会長推薦委員会」は旧年度から「代表者会

会長推薦委員会委員長
MLC 岩崎好愛
               

議」（旧：評議員会）と並行して昨年 11 までに

2012 年来、当時の会長であった川口洋氏が体

奉献会員の皆様からの承認を得るため、2014 年

計 4 回開催され、最終的に候補者が決定しまし
た。そして、その候補者のご承諾も得た上で、

調を崩されたため、次期会長の選挙が遅れてお

1 月 5 日付にて全奉献会員に投票用紙を送付し、

りました中、評議員会（現：代表者会議）にお

1 月末で回収させていただきました。その結果、

いて会長選出に関する討議が行われました。そ

1 票の不承認を除き、47 名からご承認をいただ

の際、「日本信徒マリアニスト共同体（MLC）細

きました(回収率 84 ％）。会員みなさまのご協力

則」に則った方法では適切な選出が困難である

に心から感謝申し上げます。
かくして、MLC 新会長として梁川厚行氏（ソ

とのご意見があり、検討の結果、「評議員会の中
に『会長推薦委員会』を立ち上げ、そこで推薦

ダリティ所属）が今後の MLC の運営に当たって

された会長候補者について奉献会員の皆様の承

くださることになりました事をご報告させてい

認を得て決定する」との方法が採択され、昨年

ただきます。
梁川氏は MLC 会員としてのご経験も長く、

の「日本信徒マリアニスト共同体（MLC）」総会

会長としてふさわしい方と確信しております。

において報告・承認されました。
同時に、川口会長が任期満了で 2013 年 3 月末

現役でお忙しいなか、この度の結果を快くお受

日で退任され、会長の代行として任に当たって

けくださいましたことを心から感謝いたします

おられた坂野清子氏が、5 月の「日本信徒マリ

と共に、会員としての私たちも積極的に協力し

アニスト共同体（MLC）」総会において、総会以

て共に歩んでまいりたいと思います。

「マリアニスト家族の集い」の報告
Sr.ホン（FMI 有期誓願者）

例年のように、私たちマリアニスト家族の4人
の兄弟（MLC,AM,FMI,SM）は、一人も欠けず
に揃って、2014年1月19日(日)マリアニスト家族
の集いを持つことができました。その報告をさ
せて頂きたいと思います。
久しぶりに汚れなきマリア修道会の担当にな
って調布で行われました。その感想を皆様にお
伝えします。
10時30分、晃華学園聖堂でミサがあり、ミサ
の中で嬉しいことに、の一人がマリア様への奉
献をして新しいメンバーが誕生しました。その
後 Sr.小林がパワーポイントを使ってアデルにつ
いて簡潔でわかりやすい話をしてくださいまし
た。アデルの事柄や生涯、またアデルの夢など
私たちは新たに勉強できたような気がいたしま
した。
そして、13時からマリアンハウス修道院のホ

ールで会食と楽しい一時を過ごしました。小さ
なホールで簡単な食事でしたが、家族の暖かい
雰囲気の中で共にお祝いしました。
今年、マリア会の新しい志願者クアンさんと
「ホワイエ」のメンバーが一緒に参加し、集い
の雰囲気を盛り上げてくれたように思います。
FMI の15名のベトナム人の姉妹も歌を歌って、
希望を感じさせてくれました。志願者とノビス
たちは踊りやダンスなどで参加者を喜ばせてく
れました。マリア会も FMI のように新しい後継
者が来てくれたらと願っています。私たちはそ
のために祈ります。マリアニスト家族を継続し
て行くために神様がたくさんの召命を送ってく
ださいますように。特に、日本人の召命のため
に、新たな気持ちでお祈りを続けましょう。
以上、簡単に感想を記しました。ありがとう
ござました。
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私とアデル
アリアンス・マリアル

私はマリアニストの存在を知り、ソダリティ
ーグループに参加するまで、シャミナード神父
様のことと同様に、アデル・トランケレオンの
存在を全く知りませんでした。ソダリティーグ
ループに参加し、その後アリアンス・マリアル
に入会した後、アデルに関する書物も読みまし
たが、語学とアリアンス・マリアルの会則、シ
ャミナード神父様が残したマリアニストの霊性
に関する基礎的な知識の勉強に追われていた私
は、アデルについて深く知るための努力が出来
ないでいました。
そんな私にとって、アデルは自分自身にとっ
て「美しいお姉様」の域を抜けることはありま
せんでした。他のマリアニストの方達のように、
「母」のような存在で彼女を見つめることは出
来ませんでした。御絵に描かれているアデルの
姿は自分より遥かに若く、しかも貴族という出
自も貧しい家に育った私にとっては、遠くかけ
離れた存在に感じる所以だったのですが、それ
以上に、アデルを「母」として身近に感じられ
る程、彼女と共有出来る霊的な、精神的な絆を
見いだせないでいたのです。
そんな中で、アリアンス・マリアルの会員と
して初誓願を宣立した頃から、学んできたマリ
アニストの霊性を女性的な感性で深く感じたい
という思いと、マリアニストの創立者の一人で
あるアデルについて、きちんと学びたいという
思いが重なり、シスター小林の御指導のもと、
アデルについて学び始めました。貴族の家に生
まれた彼女がフランス革命によって大きな困難
に見舞われながらも、信仰を守り、修道生活に
対する憧れと思いを貫き、シャミナード神父様
と共に修道会を設立するようになった生き様は、
私にとって興味深く、尊敬に値するものでした。
けれども、その時点では依然としてアデルと自
分の心の距離を縮めることは出来ませんでした。
その様な中で「アデルの手紙」の存在を知り、
私は無性に読みたくなりました。アデルが書い
た手紙を読むことによって、彼女の素顔、彼女
が考えていることに、具体的に触れることが出
来ると思ったからです。

田中正江

シスター小林の御善意で私は有志の方達と共
に、町田の汚れなきマリア修道会の黙想の家で、
シスターと共にアデルの手紙について学ぶ機会
を得ることが出来ました。そしてアデルの手紙
を読み始めたことで、自分が想像していた以上
に、アデルとの心の距離を縮めることが出来ま
した。読めば読むほど、アデルの手紙に、彼女
の信仰の世界に引き込まれていきました。
常に聖書の御言葉に誠実に向き合い、自分自
身のどのような小さな罪に対しても妥協するこ
となく、神様や聖母、聖人達に深く心を向け、
聖性と神様に自分自身を捧げることへの強い熱
意、そしてそれを自分自身だけに留めることな
く、他の人にもその熱意を促していく・・・そ
れは当然のことながら、彼女の強い信仰による
ものに他なりません。
繁雑な日々と長くなりつつある信仰生活の中
で習慣的に、教会の典礼に委ねることで毎日を
送りつつあった私は、アデルの手紙を読むこと
によって、洗礼を受ける前後に持っていた、信
仰と聖性に対する強い情熱と修道生活に対する
憧れが、自分の中に蘇ってくるのを感じました。
それからはアデルの手紙を通して、彼女とたく
さん霊的に満ちた、心の対話をすることが出来
るようになりました。仕事で疲れて心が鈍くな
っている時、思い煩いで思うように祈れない時、
心の荒みを感じる時、アデルの手紙によって、
暑い時に癒してくれる冷たいコップ一杯の水の
ように、純粋な信仰への思いが自分の心の中に
注がれ、癒してくれることを度々感じています。
アデルの手紙を通して今の私は他のマリアニ
ストの方達と同様に、心からアデルのことを
「母」と感じるようになりました。同時にマリ
アニストの霊性と生き方に対して、改めて深い
憧れと強い情熱を抱くようになりました。
これからもアデルの手紙を通して、アデルと
掛け替えのない時間を過ごしながら、彼女を大
きな目標として、キリスト者としても、マリア
ニストとしても、アリアンス・マリアルの会員
としても、成長し、歩み続けることを心から願
っています。
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マリアさまからの呼びかけ
MLC
2014年1月19日のマリアニスト家族の集いにお
けるミサの中でのたった一人の奉献式は素晴らし
いものでした。その恵みに与れた幸せを日々かみ
しめております。
ふり返りますとマリア会、特にシャミナード修
道院とは不思議なご縁がありました。
入信して数年後、コロンバン会のグリフィン師
による入門講座担当者のためのリーダーズトレー
ニングが1年間シャミナード修道院であり、その
後、横浜朝日カルチャーセンターでの梶川 宏師
による聖書講座と続けてマリア会とはご縁があっ
たことです。
教会学校のリーダー、聖書100週間の奉仕者と
活動して参りました。一方自分自身の霊性につい
て、あれこれ悶々とする中、友人に連れられて行
ったところがシャミナード修道院！びっくりしま
した。何かが足りないと心の片隅にあったのがマ
リア様だったからです。
第二バチカン公会議後の受洗者にマリア様のこ
とはそれ程教えられません。ごく簡単に神の母と
だけ触れられるだけです。多分、第二バチカン公
会議前の反動もあったのではないかと思われまし
た。私の中に片手落ちの様に不満が広がりました
が、埋められることもなく過ぎていたのです。そ
んな中でシャミナード修道院への招きは、スター
トに立つ事の嬉しさを抱かせました。
ここでマリア様を学べると、マリア会のマリア
様を正しく学べるという喜びでした。山崎政利神

マリア・マグダレナ

前田失美子

父様、清水一男神父様、お二人とも温かく優しい
お人柄で丁寧に教えて下さいました。9時30分か
らの授業のため通勤電車に乗り、ラッシュアワー
の混雑も味わいましたが、学びたい、知りたい一
心で少しも辛くなく通うことが出来ました。
一方随分前から宣教師になりたい望みが強くな
っていました。今までの自分の方向性を考えた時、
主の望みは、そのことではないかと思い当り、シ
ャミナード師の望みもそこにあったことを知り、
お計らいの不思議さと私のタレントを生かして下
さる方にこれからの道を委ねて見ようと思いまし
た。自分の望みとは少し違いましたが、全てに良
くして下さる方が、用意して下さったからこそこ
の召命があったと思います。
マリア様への奉献によって御子のように、御子
に似た者として日々の生活の中で、福音宣教のた
めに私の全てが生かされますように、これからの
命を育てていただきたいと願うのみです。
最後になりましたが、初めてお目にかかり、旧
知のように温かく接して下さったマリア会地区長
青木 勲神父様、まさに具体的な仕種と愛のほと
ばしりを伝える笑顔で迎えて下さいました。これ
がマリア会のカラーだと受け止めることが出来た
のは大きな喜びでした。
これから様々な枝のことも分かっていく事と思
いますが、レジナチェリの皆様には感謝しかあり
ません。これからもどうぞ宜しくお導き下さい。
皆様有難うございました。

S M ニュース
（1）青木地区長、第二期目に任命
コルテス総長は、青木勲師を2014年4月1日〜201
7年3月31日までの第二期めの地区長に任命しました。
青木師に地区長就任のお祝いを申し上げます。
多くの課題を抱えている日本地区ですが、持ち前
のバイタリティで地区の前進に努めていただける
と思います。
皆様のお祈りと、心からの協力および支援をお
願い致します。

（2）誓願宣立と叙階の記念
・誓願70周年
・叙階50周年

益浦仁弥 士（8月20日）
冨来正博 師（3月14日）

マリアニストとしての長い間の奉仕と証しに
感謝し、この素晴らしい恵みを一緒に分かち合
いたいと思います。

（3）ベトナムの三人の志願者、
在留資格認定証明書を取得
先のマリアニスト誌（2014年冬号）で、
「ベトナム
の三人の志願者、ドアンさん、シンさん、カウさんの
来日のためにあらゆる手段を考えて手を尽くしました
が、残念ながらビザを獲得できませんでした。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の
で、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」
とお知らせしました。
ところが、三人の信仰に満ちた願いと、皆さまのお
祈りのおかげで、急転直下、2月末日に三人の在留資
格認定証明書を取得することができました。この証明
書があれば、ほぼ確実にベトナムの日本大使館からビ
ザを取得することができるので、4月初めには来日し、
日本語の勉強を始められると思います。
4月から四名の志願者となり、新たな活気が生まれ
ると思います。新しい息吹を受けて志願者の養成が前
進しますよう、皆様のお祈りをお願い致します。
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FM I ニュース
「マリアニスト宣教センター」の発足

「創立者アデル」の勉強会

ちょうど一年前の4月号に、マリアンハウス修
道院の「ヨハネ館」ご利用の案内を掲載しまし
た。その同じ年の夏に行われた管区会議におい
て、この「ヨハネ館」を「マリアニスト宣教セ
ンター」の名のもとに、新しい宣教の拠点とす
ることに決定しました。この4月から活動を開始
する予定です。平日にはマリア会の司祭やシス
ターたちによる宗教講座が、週末には折々に黙
想会が企画され、マリアニストが協働する宣教
の場としてスタートする予定です。
また、個人黙想、グループ黙想、研修の場と
してもご利用いただけます。
問合せ：marianist@marianist.jp あるいは
080-5873-6637 Sr 小林まで。

本会の前総長 Sr.M.ジョエルをお招きして、
マリアニスト家族を対象とする「アデル」の
勉強会を開催します。（通訳付）
日時：2014 年 4 月 27 日（日）
9：30 〜 16：00（ミサで終了）
場所：東京都調布市佐須町 5 − 28 − 5
汚れなきマリア修道会 調布修道院
申込：4 月 20 日（日）まで。
marianist@marianist.jp あるいは
080-5873-6637 Sr 小林まで。

黙想会のお知らせ
③ 韓国人対象 1日黙想会
―イエスの徳について ① 沈黙―

① ベトナム人青年のための一日の黙想会
―四旬節を生きる―
指導：ミカエル・グェン・ミン・ラップ神父様
(サレジオ会）
日時：2014年4月12日(土)午前10時〜午後5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
対象：カトリックの青年男女（18才〜35才）
費用：1,000円
締切：2014年4月8日（火）
申込：シスターレー leoanh@marianist.jp
メールでお申し込みください。
お名前、電話番号、メールをお知らせください。
② 半日黙想会

―イエスを見つめて ①―

指導：青木

勲神父様（マリア会）

指導：Sr.レジナ 金 春玉（汚れなきマリア修道会）
日時：2014年6月14日（土）10時〜16時
プログラムの最後に、ミサがあります。
場所：マリアンハウス修道院
「マリアニスト宣教センター」
〒182-0016 調布市佐須町5−28−6
対象：韓国人一般
定員：20 名
費用：1500 円（昼食代込み）
締切：2014年6月8日（日）
申込：住所、氏名、所属教会、メールアドレス、
携帯番号を記入の上、Ｅメール、あるいは担当者
（Sr レジナ金）に直接お申し込みください。
メールアドレス：regina@marianist.jp
042-391-4952：Sr.レジナ（P.M.7：00〜9：00）

日時：2014 年 6 月 7 日（土）14 時〜17 時 30 分
プログラムの最後に、ミサ（日曜日の典礼）があります。
場所：マリアンハウス修道院「マリアニスト宣教センター」
〒182-0016 調布市佐須町5−28−6
対象：一般（男性大歓迎）
費用：無料
締切：2014年6月1日（日）
申込：住所、氏名、所属教会、メールアドレス、
携帯番号を記入の上、Ｅメール、あるいは電話
でお申し込みください。
メールアドレス：marianist@marianist.jp
080-5873-6637：Sr 小林
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訃報

2月13日（木）

Srルシア上野良子（70歳）
2月17日（月）

Srフランソワ・ザビエル
山田美津子（90歳）
が相次いで天に召されました。
お二人の姉妹のために
お祈りをお願いたします。

高齢者とともに
Sr マリア・ハン
（FMI 有期誓願者）

私は２年間

具体的な例として私がよく関わったシスターは

で介護福祉の

どんなに機嫌が悪くてもお祈りという言葉を聞い

専門学校に通

たらすぐハキハキとした明るい表情に変わりま

いながら介護

す。ある時シスターはお祈りの後食堂に戻り、私

の基本的な知

は「シスター、神様に何をお祈りしましたか」と

識や技術を学

声を掛けました。シスターは素敵な笑顔で「神様、

び、また学校

愛しています」と答えました。その答えを聞いた

の実習を通し

とたん、私は本当にシスターに敬服し、感激しま

て机で学んだ

した。やはり、神様に対して深い愛がなければ簡

事を深めたと

単に口からそのような言葉が出ないのではないか

共に、特別養護老人ホーム、老人施設などに触れ

と思っています。自分も修道者であるのに神様を

ました。

どこまで愛しているのか、もし、何十年後年を取

学校が終わり卒業した後に仕事の経験を積むた
め、約８ヶ月間でベタニアの特別養護老人ホーム

り、同じ質問をさかれたらシスターのように答え
られるのかと自分に問いかけました。

で職場体験をさせていただきました。ベタニアホ

また、他の例はシスターではない、信仰のある

ームはベタニア修道女会のシスター方がつくられ

利用者さんの事です。毎日「マリア様」「イエス

た施設なので一般の施設と違い、利用者さんは信

様」、ある時「マリア様！美味しいもの、食べた

仰を持っている高齢者や高齢のシスターが多く見

いの」、ある時「アリア様！寂しいの」などと、

られます。

しょっちゅうマリア様の名を呼んでいます。あの

また、一般の施設と同じ様な入浴、排泄、食事

方にとってマリア様は自分の母のような方で、マ

など日常生活の支援を行う他、ベタニアホームで

リア様を呼ぶ事でマリア様の存在を感じ、マリア様

は信者さんの利用者さんやシスター方のために毎

と一緒に過ごしたいのではないかと思っています。

日１時間、お祈りの時間を持ち、毎月１回日曜日

この８ヶ月間でベタニアホームの高齢者と一緒

にごミサがあるなどの宗教的な活動も行っていま

に過ごしたことは私にとって貴重な宝ものだと感

す。やはり、そのような宗教的な活動は信仰を求

じています。介護の仕事をして学校で習った事を

めている利用者さんやシスター方にとって精神的

もっと深め、様々な足りないところを少し身に付

な糧となります。なによりも、高齢によって体が

けられたのはもちろんですが、高齢者との関わり

何も出来なくてもお祈りで神様を賛美する事で他

のなかで高齢者から人生の経験を色々聞かせても

の信仰を持っていない利用者さんに宣教している

らいながら学ぶ事が出来ました。特になによりも

のではないかと私は思っています。

高齢で体が衰えた高齢者の姿を見た私は人間の限

また、高齢者は加齢に伴う認知症や病的な変化

界を強く実感しました。弱々しい体、何も出来な

により身体的な苦痛などを抱える事でいつも、不

い体と直面するのは辛いと思います。人間はこん

安を感じ、他者との関わりの中ですぐ怒りだして

な弱い時こそ神様の愛で満たされたい、神様の愛

しまう傾向がよく見られます。そのため、宗教的

で心の痛みを癒されたいのだと感じました。こう

な活動を通して心の平和が得られ、お祈りの力で

いう時こそ神様の愛を人生の中で一番実感出来る

自分の意欲を見出す事が出来ます。

時ではないかと思っています。
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召命司牧担当から

愛の意味
愛の意味

マリア会召命司牧担当
アンドレア髙田裕和

Sr リン（FMI 有期誓願者）
～～～～～～～～～～～～～～～

● マリアニスト主催「青年のための練成会」
2 月 15 日（土）16 日（日）の両日、「イエスと
出会う」というテーマで、汚れなきマリア修道会町
田修道院「祈りの家」で開催を予定していましたが、
あいにくの大雪のために、実施することができませ
んでした。

● 2013年度
「マリアニスト･スクール信者生徒黙想練成会」
3 月 24 日（月）から 26 日（水）まで、御聖体の
宣教クララ修道会軽井沢修道院にて、開催されます。
各学校から、新年度高校 2 年生になる信者の生徒 4
名〜 5 名の有志が集います。毎年、同じマリアニス
トの精神で結ばれていることを各自が実感していま
す。今年の講師は、マリア会の清水一男神父様です。
テーマは「イエス・キリストの福音とは？ −福音
書のたとえ話を通して−」です。各学校引率の先生
方の協力に感謝しています。
今回も練成会参加者の卒業生が数名スタッフとし
て協力してくださいます。その卒業生たちは、繋が
りの輪を広げ、「ホワイエ」というグループを結成
しました。シャミナード修道院で月に 1・2 回集ま
っています。現在 10 数名の男女青年グループに成
長しています。多くの青年の参加をお待ちしています。

● カトリック小ケ倉教会
「四旬節黙想」のグループ指導
マリアニスト召命委員会は、3 月 30 日（日）から 4
月 1 日（火）までの 3 日間、初めての試みとして、四
旬節の黙想指導を、長崎・小ケ倉教会で実施します。
マリアニスト召命委員会（FMI:Sr.小林、Sr.ホン、Sr.
フォン、SM：Fr.青木、Fr.清水一、Bro.中村學、Fr.
髙田）は、今年度の活動計画に、グループでの黙想指
導を立案しました。目に見えるマリアニストの姿をど
のように伝えるかという課題の中で、グループで黙想
指導に出かけることになりました。本来はアリアンス
マリアル、信徒マリアニストの姿も加えてと考えま
したが、とにかくマリアニスト召命委員会のメンバー
で始めてみることにいたしました。将来、4 つの枝が
それぞれの役割を分担しながら、このような活動がで
きることを願っています。
テーマは、
「マリアと教会」
、
「信仰共同体」
、
「ミッ
ション（宣教・使命）
」です。このテーマをどのよう
に具体化するかは小教区と協議します。このチャレン
ジがマリアニストのすそ野を広げ、ひろい意味での
「マリアニストの召命」に繋がることを願っています。
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愛とはどんなもの？
どうして 人を切り離し、敵となるのですか
愛とはどんなもの？
どうして 人を殺し、いのちを奪うのですか
愛とはどんなもの？
どうして 武力で隣国を威嚇するのですか
愛とはどんなもの？
どうして 労働者を搾取するのですか
愛とはどんなもの？
どうして 人を差別するのですか
愛とはどんなもの？
どうして お金で友をつくり
貧しい人を退けるのですか
人よ、いつ悟るのですか
愛は
愛は
愛は

見つめあって ほほえむこと
耳で一緒に聞くこと
手をつなぎ 一緒に進むこと
手のぬくもりに 愛を感じること

愛は 一緒に歩むこと
愛は 一緒に働くこと
愛は 一緒に休み、休憩すること
愛は 息づかいを聞いて 心を合わせること
愛には

愛は

愛は

距離がありません
同じ方向を向いているから
不可解なもの
神さまを通してのみ分かるもの
神さまが愛を創造されたから
神さま そのものだからです

■ 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/

