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巻頭言
マリア会地区長

青木

勲
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日本地区の平均年齢がほぼ７０歳になった今
年、新たに４人のベトナム人志願者の来日は大き
な希望と喜びの原動力になっています。あらため
て「若いことはお恵みである」と感じています。
将来のマリア会日本地区を任せる後続部隊の後輩
（６９歳未満）は今年の名簿によれば、１０名で、
全会員の１／３です。２０１７年のマリア会創立
２００周年祭を祝う時にはどうなっているかは神
様だけが知っておられるでしょう。
今、日本語の勉強に専念しているベトナム人の
志願者は、全員が順調に進めば、２０１９年に修
練期を終え初誓願を宣立し、２０２３年に終生誓
願を立てて新しい戦力として、全面的に日本地区
の宣教活動に挺身してくれる予定です。本当に貴
重な金の卵です。私たちは、喜びと期待に胸を膨ら
ませて同伴と養成に全力を傾けているところです。
でも何よりも、仕事や事業の継続ための人材養成
が主眼ではありません。あくまでもマリア会の召し
出しと、創立者が私たちに託している、教会と社会
のための恒久的「賜物」としてのカリスマを具現化
しながら、マリアニストのアイデンティティーの核
心である信仰の精神と修道生活の証しを喜びをもっ
て確固として生き抜いていただくことです。
現代的思潮の中にあって、修道生活への召命が
激減しているとは言え、正に現代人に合った方法
と手段と表現を通して、福音の持つ真価のために
は、この世のすべての価値を放棄してもまだ悔い
のない魅力がある「福音的喜び」を一緒に体験し
て欲しいからです。
私は、マリアニストのカリスマがその「マリア
性」（優しさと人間の尊重）・「マリアニスト家族
を通した共同体の生活の証し」（マリアニスト家

４人のベトナム人志願者：
後ろ左 ハム ヴァン カゥ、後ろ右 レ ヴァン シン
前左 グェン チャン ミン クァン
右前 レ ゴック ドアン

族の目に見える４枝の兄弟的交わり）・
「活発で自
主的な信徒と共に築かれている教会像」（三角形
の統治型の教会論から協働と連帯への解放）・
「福
音の中心的な対象への接近」（貧しくさせられて
いる人、権力中心の社会の重圧に苦しんでいる人
々、社会から見放されている青少年と児童・婦女
子、多くの在日外国人労働者、難民、移動移住者、
今だに東日本大震災の影響で苦しんでいる地域の
教会と社会等）を明示して行ければ、必ず日本か
らも新しいマリアニストの召命が出てくると確信
しています。問題は、私たち自身の決断と勇気に
懸っていると思います。若さはその特徴として、
変化と本物への探求に、賭けていける情熱にある
と思います。
創立２００周年に向けて全マリア会そしてとり
わけ、日本地区のリフレッシュのチャンスではな
いでしょうか。
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ブラジルの基礎共同体と
日本の潜伏信者の信仰共同体の比較
マリア会地区長

今年の５月の軽井沢での『教会の歴史から学ぶ
日本の宣教』―信徒発見１５０周年―修道会と宣
教会の管区長・地区長会議は、長年に亘る私個人
の宣教活動における疑問に明確な回答を与えてく
れた貴重な体験なのでこの紙面を借りて皆様と分
かち合いたいと思います。
日本の最初の宣教師たちは実に、殉教も辞さな
いほどの信仰教育と固い絆に結ばれた信仰共同体
を築く基礎を与えることに成功しました。では、
①その根本的な神学的テーマ何であったのか。
②指導者の養成の秘訣と対象ならびにその方法論
はどういうものであったのか。
③どのような信仰と実生活を結びつけるコミット
メントがあったのか、という疑問です。
特徴となる要因

青木

勲

１９６０年代から８５年代まで、ペルーの神学
者、グスターボ・グティエレスやブラジルのレオ
ナルド・ボフに代表される解放の神学を軸にした
「基礎共同体」（As Comunidades de Eclesiais de
Base）形成に約３０年間余に亘って携わった者に
は、日本のカトリック教会の宣教史の懐の中にカ
トリックの信仰に根差した「基礎共同体」の組織
図の萌芽のようなものがあったのではないかとい
う素人的な疑問を有していました。
今回の溝部脩司教様の講話を伺い、専門的に勉
強して検証したわけではありませんが、私なりの
理解で作った比較検討図式を紹介し皆様のご高見
を頂ければと思います。

潜伏カトリック信者の共同体

解放の神学の基礎共同体

神の子イエス・キリストの人間

歴史の中に托身したイエス・キ

キリストの見方

的側面を重視（受難・十字架、

リスト像（人間的弱さと苦悩・

人間的イエスの有様に

贖い主としてのキリスト・

十字架と復活した主キリスト像・

焦点を会わせる

よき牧者、罪の赦し）

預言者イエス）

聖書の中心的テキスト

福音書のイエスによる救い。

出エジプト記：聖書の歴史的出

「キリストに倣いて」イエス・

来事の追体験。約束の地への現

福音書と霊的読書を中心に

キリストの生き方の模倣

実的達成と道筋。み言葉の力の

内容の消化と昇華について

を考察・念祷・観想させる。

現実社会への適応。

修徳的かつ実践的方法論

聖俗二元論・厭世論・終末論

預言者的糾弾、変革への行動

２.指導者の養成のあり方

宣教師・聖職者は、1.社会の

聖書解釈者の養成、地域社会の

イエズス会・ドミニコ会

指導

実質的リーダーの養成。

フランシスコ会の宣教師

2.一般大衆（父親・母親）

（学識より現実的で実践的リー

信徒による信徒のため

1.病者、苦しんでいる人、

ダー、生命の尊厳と信仰のあり

のリーダー養成

迫害されている人

方へ感受性と責任性。

１.神学的テーマ

（デヴォチオ・モデレルナ）

的役割の人々（大名･侍層）

4.子供達

３.コミットメント（ 結束力)

神の国、魂の救い（永遠の命）

福音的「神の国」を地上に実現

信仰の確信と相互連帯性

のためにすべてを捧げきる勇気と

させるための結束と奉仕。

共通目標への命賭けの心

信仰。グループ内の人間的結束：

理想と目標に向けた信仰による

生命信仰共同体

生命共同体作り。

殉教からと永遠の生命への

苦境から約束の地への過越体験

過越典礼。復活信仰

の典礼。復活と神の国

４.過越体験
終着点

マリアニストの宣教論も、「信徒のリーダーの養成」と「生命共同体」作りではないでしょうか。
創立200周年に向けて、日本の教会と社会にマリアニスト家族のカリスマの受肉化を推進しましょう。
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「世界の中心における心の信仰」
について
日本 MLC 会長

梁川厚行

今年の1月26日からペルーのリマで開かれた
MLC の第6回世界大会でのテーマは、「世界の中
心における心の信仰」でした。このテーマに関し
て国際 MLC 前会長であられたイザベラ・モイヤ
ーさんが昨年の5月に発表された回章でこのこと
について書かれておられました。
MLC のローザ・ミスティカで訳された資料を
参考にして要点をご紹介します。

■ 心の信仰
「知性で信じていることは、心に届かなければな
りません。
」とシャミナード神父は話していました。
知性による信仰は重要ですが、それだけでは十分で
はありません。愛は、泣いている子供を慰め、安心
させるために、夜中でも親を起こす力があります。
愛は、うれしいという情動をはるかに超えるもので
す。愛は、悲しみを、怒りを、失望を人々の心から
取り去ります。このように、心の信仰は、神に関し
ての知識に＜愛＞を吹き込みます。愛する関係を具
体的な行動へと駆り立てるのです。

■ 世界の中心で
私たち信徒を通してキリストの教会は世界のあ
らゆる分野において、希望と愛のしるしであり泉
です。私たちの信仰は、家族や共同体の中で形づ
くられ育てられます。さらに、教会における福音
と命のパンによって強められ育てられます。マリ
アニストは「自分たちの信仰が自分たちのためだ
けにあるのではない」ということを知っています。
外に向かって宣教するために私たちはいるので
す。普段の生活の中で私たちの信仰を生きるよう
にと、私たちはひとりひとり呼ばれているのです。
この呼びかけに応えることによって、私たちは日
常の普通のことを神聖なものに変えるのです。心
の信仰に基づいた愛は、実際の働きの中で活きた
愛としてあふれ出します。私たちは世界の中心に
イエスの心をもたらすのです。

■ 心の信仰と新しい福音宣教
教皇フランシスコは、「貧しい者のための貧し
い教会であるように」、と私たちに呼びかけてい
ます。私たちは、教会の壁を乗り越えて人々の中
に入っていくことになります。こわされ、怒り、
悲しむ人々の心に手を差しのべなければなりませ
ん。世界に愛とあわれみの教会を示すことが必要
です。イエスのため、他者のための愛に満ち満ち

た心が福音宣教の源であることが重要です。そこ
には教会のマリア的な面があらわされています。
マリア的な面とは、人々が、直接的に関わり、真
の教会共同体の建設を助けるために、誰をも排除
せず、共有の対話を促進するということの中にあ
らわされます。
現代の人々、特に若者は世界に変化と善をもた
らしたいと強く望んでいます。彼らはマリア的な
面をもつ教会にひきつけられています。受け入れ
ること、愛すること、福音を生きるように促され、
優しい力に満ちた教会にひきつけられるのです。

■ 心の信仰と祈り
マリアニストの祈りは、深い内面性を持ってい
ます。信徒マリアニスト共同体は私たちにとって
祈りの学校です。祈りは、習慣的な応答文を超え
て、より個人的な心の旅へと変化します、そして
心の奥深いところで、私たちは神と出会うのです。

■ マリアと契約を結んだ心の信仰
マニフィカトは信仰の祈りのなかで特に優れた
祈りです。マリアはみ言葉に注意深くあり続け、
自らの生活の中に神のご意思を受け入れながら
「心の信仰」を生きました。私たちはマリアにな
らい、信仰を識別の基準とし、生活の中心としま
す。今日、人々は暴力的な物語や想像、さらに人
権と尊厳の破壊による攻撃にさらされています。
そのなかで、多くの人々は神に対する信仰を失い
ました。それぞれの文化や国家間に横たわる不信
感の中で、私たちは、ひとつの国際的な家族とし
てお互いの経験を分かち合い、受け入れるように、
そして世界中の多様性の中でお互いの結びつきを
強めるように招かれています。
以上が、イザベラ・モイヤーさんが国際 MLC
会長として最後に書かれた回章の概要です。現代
は、信仰を守り続けることが困難な時代です。気
がつかないうちに、信仰を失ってしまう機会が多
々あります。もちろん祈りも大切ですが、私たち
MLC の会員にできることは何でしょうか。ここ
で、ひとつ提案してみたいと思います。「毎日、
ひとりでよいので、自分の知らないあるいは話し
たことがない人に声をかけてみる。」いかがでし
ょうか？ 自分にとって疎遠になってしまった人
でもよいでしょう。愛の心をもって相手に声をか
けてみるのです。山を歩くと気軽にすれ違う人に
「こんにちは」、
「良い天気で気持ち良いですね」、
「この先はどんな感じですか」などと、私たちは、
子供の心になって気軽に声をかけます。これを日
常の生活の中で実施してみるのです。これ以外で
も自分にできることであれば、どんなことでもよ
いでしょう。ぜひ何かを始めてみたいものです。
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日々共に祈るひと時
アリアンス・マリアル
私が現在所属している聖イグナチオ教会は、長
年に亘り、一年中毎日ミサが提供されており、現
在でも、日曜以外の日は、毎日最低でも朝、昼、
夕と３回のミサが、教会を訪れる人々のために、
捧げられています。
そのため、私は２５年程前、洗礼を受ける準備
の為に勉強していた頃から、可能な限り毎日のミ
サに参加するようになり、それは、一時期山口県
で生活していた時にも続けられていました。
聖イグナチオ教会の平日の３回のミサには、教
会が四ツ谷駅のすぐ目の前にあるということもあ
り、イグナチオ教会所属の信徒だけではなく、様
々な教会、修道会の方々、また初めて教会に訪れ
たような方々も参加されており、年代も子供から
高齢者まで、国籍も様々です。大まかに分類する
と、朝は出勤前の方々が、昼のミサには、主婦の方
々や高齢者の方々が大半を占め、夕方には会社帰り
の方々が大半を占めていると思えますが・・・。
私の場合は平日の大半は、日中仕事をしている
ので、その帰りに夕方のミサに参加していること
がとても多いのです。出勤時間が比較的朝早いの
で、夕ミサの開始時間より３０分以上早く聖堂に
入ることが出来、短い黙想の時間に当てたり、ロ
ザリオ唱えたり、告解をしたりしています。また、
私が働いているクリニックでは、患者さんの高齢化
が進んでおり、毎年、一年の間に、何人かの患者さ
んが亡くなっています。だから、患者さんが亡くな
られたことを知った日の直近のミサでは、個人的に
その患者さんのために、聖母の取次ぎを願いながら、
天国へ召されるように祈り、また自分自身の患者
さんとのひと時の別れの時間としています。
このように、平日のミサは社会の中で、在俗会
の一員として生きる私にとって、神様と静かに向
き合う時、その日に起こった出来事、心の中に起
こった良い思い、悪い思いの全てを神様に受け止
めていただく、掛け替えのない時間となっていま
す。そして、それを支えて下さっているのは、ミ
サを捧げて下さっている司祭の方々、奉仕して下
さっている方々だけでなく、一緒にミサに参加し
ている方達だと感じています。前述したように、
平日のミサには、様々な場所から、とても多くの
方達が参加していますし、ミサの参加が主な目的
なために、そこで個人的に親しくなるという可能
性は比較的に高くないのですが、これは聖イグナ
チオ教会に限らないのかもしれませんが、私が参
加している夕ミサでは、私自身と同様、毎日、座
る席が同じの方々が多く、毎日顔を合わせたり、

田中正江

姿を見かけようになると、直接言葉を交わすこと
がなくても、無意識のうちに、その人の存在は、
自分にとって無関係でなくなっていくのです。
もう２０年ぐらい前になりますが、その頃の私
は、洗礼を受けたばかりの熱心さと修道召命を真
剣に考えていたことで、聖イグナチオ教会の毎朝
７時半のミサに参加していました。けれどもそん
な生活が３年ぐらいたった時、一時的にその時間
のミサに出ることが出来ず、しばらくぶりで、再
び７時半のミサに出た後、中年のサラリーマンの
男性から声を掛けられたことがありました。「し
ばらくお姿見られなかったので、心配しておりま
した」と。思いがけないことで、驚きとうれしさ
の思いが湧き出し、沈黙のうちに、無意識のうち
に捧げる祈りの中でも、人と人を繋げてくれるミ
サの力、祈りの力を感じました。
あの時のサラリーマンの方のような思いは、現
在、日々平日のミサに参加している私の心にも、
漂っているのを感じます。恐らく、私だけではな
いようにも思います。直接自分の心を曝け出した
り、悩みを語り合うことがなくても、自分に起こっ
た出来事、心にある様々なことを抱えながら、共に
ミサに参加し、祈りを捧げることによって、共に支
え合い、力を与えられている、神様を中心として、
掛け替えのない時間を共に過ごしている、平日のミ
サにはそう感じさせてくれるものがあります。
平日にミサに参加している人たちの祈りは、共
同体として、修道生活をされている方々が、神様
への賛美、教会の為や社会のため、世界平和のた
めなどの意向が込められた、福音の精神に基づい
た公的な祈りとは違って、個人的な祈りに満ちて
いることが多々あると思います。
けれども、
「わたしが与える水を飲む人は、永遠に渇くこと
がない。それどころか、わたしが与える水は、そ
の人の中で泉となって、永遠の命に至る水が湧き
出る。」（ヨハネ4.14）
平日のミサの中で、参加された方々の心に、魂に
与えられた水は、その方々の心の中で泉となって、
たとえその方達が意識していなくても、心や行いを
通して、言葉を通して、様々なかたちによって、周
囲の人々に対して、社会に対して、永遠の命に至る水
を湧き出すことを、私は心から願い、信じています。
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小ヶ倉教会の
四旬節黙想会
マリアニスト召命委員会

マリアニスト召命委員会は初
めてのチャレンジとして2014年
3月30日から4月1日まで、小ヶ
倉教会の黙想指導の計画を立て
実行しました。マリアニスト召
命委員のメンバーが小教区の教会に出かけて行
き、まずマリアニスト家族を知らせ、やがてそこ
から召命が生まれることを願っ
てのことでした。
午前の部と夜の部に分かれ、
同じ内容の黙想が１日２回行わ
れました。１回は３時間、ロザ

リオか十字架の道行で始まり、
続いて講話、ミサという流れで
行われました。Sr 小林は「教会
とマリア」、Fr 清水は「信仰共
同体」、Fr 青木は「ミッション(宣
教・使命)」をテーマに講話を
担当しました。
小ヶ倉教会の信徒達は黙想指
導をしたマリアニスト家族のメ
ンバーと交わることができて嬉
しくて感謝していました。今後もこのようなことを
続けてしてほしいとの要望が出されました。
マリアニスト召命委員にとっても、この３日間
小ヶ倉教会の信徒の皆様と四旬節の典礼を共にし
ながら黙想のお手伝いができ
たことは、良い経験になりま
した。この黙想会のために祈
りをもって応援してくださっ
た皆様に感謝いたします。

シスター・マリー・ジョエル・ベックの

メール・アデル についての 勉強会 に出席して
ソダリティ

白濱清昭

4月 27日 (土 )調 布 の 修 道 院 で の
メール・アデルについての勉強会に
出席いたしました。汚れなきマリア
修道会・マリア会・MLC の皆様で
満席のなか、始めてお目にかかる前
総長シスター・マリー・ジョエル・
ベックはとても優しく穏やかな雰囲
気を醸し出され、シスター小林のわかり易くユーモアある通訳のもと午前午後にわたる長時
間ながら貴重な勉強会でありました。
メール・アデルの生い立ちから始まり、シャミナード神父様との交流、修道会の設立と苦
難、若いながらフランス革命の激動時代を短くも実り多く生きたメール・アデルの生涯を通
し、マリアニストのカリスマを学ぶ身には、多くのお恵みをいただきました。
私は、十数年前シャミナード神父様の足跡をたずねてボルドーのマドレーヌ聖堂に滞在さ
せていただきました。その折に、故アルムブルステル神父様からいただいた多くのマリアニ
スト関係書物のなかの一冊「アデルの伝記」の著者にお会いし、直接お話させていただいた
ことで、今後マリアニストファミリーの一員として、創立者をさらに身近に感じ、そのイン
スピレーションを受け、『マリアの子となった神の子キリストに似たものになるよう』努力
する決意を新たにいたしました。
シスター・マリー・ジョエル・ベックと長時間にわたって通訳くださったシスター小林に
心から感謝いたします。
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S M ニュース
（1）ベトナムの３人の志願者、来日
先のマリアニスト誌（2014年春号）で、「２月末日に３人の在留資格認定証明書を取得することが
でき、この証明書があれば、４月初めには来日し、日本語の勉強を始められると思う」とお知らせしま
した。
３名の志願者、洗礼者ヨハネ、レー・ドック・ドアンさん、ペトロ、レー・ヴァン、シンさん、アン
トニオ、ハム・ヴァン・カゥさんは、４月６日に来日し、昨年１０月に来日したグェン・チャン・ミン
・クアンさんと合わせて４名の志願者となり、新たな活気が生まれてきました。
４名の志願者は、今、日本語の勉強に専念しながら、修道院の生活と日本の生活に慣れるよう努力し
ています。彼ら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。

（２）青木地区長、拡大総長評議員会に出席
現在アジアゾーンの代表者を務めている青木地区長は、５月７日〜９日、ローマでの会議に出席しま
した。今後、各ゾーンの権限や働きが大きなものになることが予想され、アジアにおける日本地区の位置
づけも大切なものになると思われます。

（３）フランシスコ・X 松口廣見士、帰天
大阪明星修道院の松口先生は、かねてから病気療養中でしたが、３月２２日に帰天されました。
享年９３歳でした。先生のためにお祈り下さい。

（４）今後の予定
●地 区 会 議：７月２８〜２９日
シャミナード修道院
●年の大黙想：７月３１日〜８月６日
ベタニア修道女会、那須
聖ヨゼフ修道院、山の家

（５）誓願宣立と叙階の記念
★ 誓願７０周年
★ 叙階５０周年

益浦仁弥
冨来正博

士（8月20日）
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。
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FM I ニュース

（１）大黙想
● 日 時： 8月16日（土）夕〜25日（月）朝
● 場 所： 調布修道院とマリアンハウス修道院
● 指 導： アンドレ・フェテイス師（SM総本部霊生局長）
● テーマ： 創立者「アデル・トランケレオン」について

（ ２ ） 有期誓願更新、終生誓願宣立、誓願宣立25・50・60周年記念 感謝ミサ
大黙想の終結日の8月25日（月）
、
調布の管区本部修道院、晃華学園
聖堂において青木 勲地区長様の
司式のもと、有期誓願更新、終生
誓願宣立、誓願宣立 25 周年、50 周年、
60 周年記念感謝ミサが行われます。

祈りの中で、神への感謝と喜びを
共にしていただけましたら幸いです。

★ 誓願 宣立60周年

Sr マリー ベルナデッタ 村上キミエ
Sr アニエス インマクラータ 村山しづ

★ 誓願 宣立50周年

Sr ガブリエル ドゥ マリー 石上壽美江
Sr マリードロレス 末吉麗子

★誓願 宣立25周年

Sr エリザベト 吉村良子

★終生 誓願宣 立

Sr マリア レ ティ ホン

★ 有期 誓願更 新

Sr テレサ グェン レ フォン ハン
Sr アリア グェン ティ ニュン
Sr テレサ ファム ティ ヒェン リン
Sr アンナ レ ティ リェン フォン
Sr テレサ グェン ヌ トゥイ ジェム
Sr マリア レ ティ トゥイ ハン

（ ３ ）「マリアニスト宣教センター」の発足
6月初めより、センター主催の講座、黙想会が始まりました。
センターは若い姉妹たちが心をこめて準備しています。
まさに手作りのセンターです。
どうぞ一度、足を運んでみてください。
講座内容は以下をご参照ください。
どなたでも、いつからでもご参加いただけます。
http://www.marianist.jp/oshirase/kouza-mokusou/2014kouza%20mokusou.pdf
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拡大有期誓願者研修会

①

神様の計らいと皆様のご配慮のおかげで、私たち（ベトナム人 有期誓願者、修練者、SM、FMI の
若い志願者、計18名）はよい研修会ができましたことを感謝申しあげます。
5月3日（土）〜5月6日（火）町田の祈りの家で、サンスルピス会のベルナルド神父様のご指導で
「召命についての勉強と分かち合い」の研修会をいたしました。

聖体礼拝

分かち合い

ミサ

講話

家庭的精神の中で喜びを分かち合う（SM・FMI初の合同研修会）

お世話になった町田共同体の
姉妹たちとともに

有期誓願者研修会

②

Sr.ジョエルご指導による「堅忍の誓願」について
5月17日（土）〜18日（日）（調布修道院）
二日間の研修の結果、ますますマリアニストとしての
自覚を深めることができました。

■ 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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