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札幌光星学園 創立80周年記念式典に
参加しての雑感
マリア会

ペトロ

烏山助雄



11月1日（土）は日本にあるマリアニストスク
ール４校の創立記念日に当たっています。光星学
園は今年創立80周年です。私は1973年から1983年
の10年間当学園に勤務した関係からか記念式典に
参加を要請されましたので参加しました。午前10
時から記念式典、午後６時から記念祝賀会。
この日のために校舎をはじめ、講堂、体育館、
寄宿舎等が新築され、2008年から男女共学となり
ました。札幌市及び道内での学園の存在価値をよ
り高めて来ているように感じました。共学になっ
て雰囲気がぐっと穏やかになった様な印象も受け
ました。ドイツ人のフランシスコ会員ヴェンセス
ラウス・キノルド司教様が良き母親の養成のため
に藤学園女子校を創立し、次いでよき父親の養成
のために1934年に光星学園を創立されました。暁
星、海星、明星等すべてマリア会が創立した諸学
校は校名が「星」の名を戴いています。「光星」
と言う校名も星で終わっていますが、いずれマリ
ア会に委託しようとの意図から星がつけられたと
伺っています。私が勤務していた頃の光星学園は
「公立優先」の風潮の強い北海道にあって、私立
学校経営は大変厳しい環境に置かれていました。
夏休み前に、北海道を手分けして募集活動で動き
まわったことが昨日のことのように思い出されま
る もい
て しお
わつか ない
す。留萌、天塩、 稚 内、利尻島、礼文島方面は
私の管轄でしたので、公立中学校に行き中学３年
生を受験させてくださるよう頭を下げてお願いし
ました。現在は共学になった分だけ、幾分生徒数
が確保され易く経営的にも良くなっているようで
すが、学園の発展とは裏腹に、そこで働くマリア

会員の数が著しく減少しているのが気掛かりな問
題です。マリアニストスクールとしていつまで続
けられるかは差し迫った大きな課題と言えましょう。
11月2日（日）の午後、室蘭の聖ベネディクト
女子修道院を訪れました。札幌で勤務していた頃、
この修道会が経営していたベネディクト女子校
（現在は海星学院高等学校と改名）とは交流が深
かったからです。シスター達は学校から手を引き、
今では学校の敷地から離れた場所に修道院を移し
て生活しています。週日には一度しかミサ聖祭が
行われないと聞いて二泊三日お邪魔しました。
私が1983年4月に大阪明星学園に転勤して以来、
シスター方とは若干名を除いて全然会っていませ
んでしたので31年ぶりの再会でした。3日と4日の
両日はミサ聖祭を行い再会の喜びを感謝のうちに
共有しました。朝早くから「読書の祈り」と「朝
の祈り」を歌いながら唱え、ミサ聖祭へと続く。
「昼の祈り」、「夕の祈り」、「寝る前の祈り」もす
べて歌いながら祈ります。シャミナード修道院で
も詩篇を歌うことがあるので、苦にはなりません
でした。むしろ祈りの雰囲気が高揚されて天にの
ぼる心地でした。大半のシスターが70〜80歳なの
によくもトーンの高い歌声が出るなーと感嘆した
位でした。
また「お出で下さい」との歓迎の声援を受けな
がら修道院を後にし、東室蘭駅まで修道院の車で
送って頂きました。
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すべてを神に感謝！

マリアニスト・シリーズ 13

「奉献生活の年開始ミサ」に当たって
マリア会地区長

バチカン公会議の第7公開会議に出された「修
道生活の刷新・適応に関する教令」の発布から50
周年を迎える時節に、教皇フランシスコは待降節
の第一主日〈2014年11月30日〉から2016年の2月2
日の主の奉献の祝日（奉献生活者の日）までを奉
献生活の年と定められました。
それに先立って東京では、日本カトリック管区
長協議会と日本女子修道会総長管区長会の共同主
催で奉献生活の年の開始ミサ」を11月22日に四谷
の麹町教会（聖イグナチオ教会）にて、東京大司
教区の岡田武夫大司教とジョゼフ・チェノットゥ
教皇大使と共に参加した20名ほどの司祭団による
共同司式で行いました。
岡田大司教は、修道者たちの共同生活を如実に
表象する「ホスピタリテイー」の語は「ホスピス」、
「ホテル」とも関連する人に対する奉仕と接待に
由来し、キリストの愛と弟子たちの睦み合いにそ
の源を発し、修道生活の質的と同時に霊的な不可
分の資質であることを諭されました。
チェノットウ教皇大使は、修道者の生き方はキ
リストの本当の恋人であるかのように、何時も、
何処でも、何事にあっても「愛する人」の意思と
希望を念頭において生きることを強調されまし
た。さらに付け加えられた奉献生活者が果たすべ
き４つの使徒職の指摘は一考に値します。つまり
「苦しみの使徒職」、「祈りの使徒職」、「模範によ
る使徒職」そして「活動による使徒職」で「言葉
は飛び去る。模範は人を引き付ける」と結ばれ、
よい模範と喜びに溢れた兄弟的な共同体は新たな
召し出しを呼び覚ますことを語られました。教皇
大使は、今年の２月の奉献生活者の日にも東京周
辺に住む男女修道者を一堂に招いて一緒にミサを
捧げ祈ってくださいました。前任地でも事ある度
に奉献生活者（修道者）を招いて教会自身と社会
の祈りと成聖に関する分かち合いの努力をなされ
ていたと聞きます。奉献生活者は、性質上ラテン
語で言う教会の組織上のヒエラルキア（位階制）
に属するのではなく、元もとギリシャ語の聖性（ヒ
エロス）に関わっていただけに神の比類ない聖性
（ハギオス）に与かる者だと言えます。その意味

青木

勲

でこの世の値打ちと価値の序列を通り越した別の
次元を生きる存在です。正にその意味で「世にあ
って、世のものではない」、「朽ちるものの中にあ
って、朽ちないもの」を目指して生きた霊働弁別
をしていく祝別された人々のグループなのです。
この意味から、
「奉献生活は、教会の中心にあり、
教会の使命の決定的な要素をなすものです」と言
われた教皇大使の言葉の意味の重さが分ります。
最後に奉献・使徒的生活省が出した「今日の教
会における奉献生活」：福音、預言、希望という
三つの言葉とそのロゴと抄訳を引用して終わります。
「一羽の鳩が片方の
翼で多面体の地球を
支え、もう一方の翼
で水から現れた三つ
の星を守りながら水の上で休んでいます」
このロゴは、奉献生活の根本的な価値を象徴して
います。「聖霊は、非常に多様なカリスマを通し
て、福音的勧告を実践することの豊かさをいつの
時代にも示しています。こうして聖霊は教会と世
界において、時間と空間のうちに、キリストの秘
儀を絶えず現存させているのです」（教皇ヨハネ
・パウロ二世使徒的勧告）『奉献生活』5）鳩の形
の輪郭を描いている線は、アラビア語の「平和」を
思わせます。このことは、奉献生活がキリストのう
ちに全世界が和解する事の模範となるよう求められ
ていることを示しています。そして「福音」と言
う意味は、奉献生活の基本的な規則、すなわち『福
音のなかで示されているキリストに従うこと』
（修道生活の刷新・適応に関する教令 2a）、
「預言」という言葉は「聖霊によって神の民全体
に伝えられるキリストの預言者としての務めに与
かる特別な形で現れる」（奉献生活 84）神の言葉
そのものであるキリストへの追従と神の国をこの
地上に築こうとするイエスの生き様を勇気と決断
をもって示すことにあります。最後の「希望」は
「キリストの神秘の最終的な実現」を想起させ、
信仰における神の国の到来を先取りした奉献者の
終末論的希望を、淀んだ現代に力強く指し示すた
めです。（奉献生活 27）
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あなたは幸せですか？
MLC 会長
「楽しければよい」、「自分の所属しているクラ
ブが優勝したとき」、
「幸せな家庭を築いたとき」、
「お金がたくさんあるとき」、
「社長になったとき」
・・・。これは、わたしが、学校の授業で、「幸
せについて私の思っていること」について自由に
書いてもらったときの内容です。これらの内容を、
だれが書いたかわからないように分類して見せま
した。この授業をやらなかったクラスの生徒から、
やってほしかったと言われました。このような授
業が、生徒の一番やりたかったことだったのです。
幸せを求めているのは万人共通でしょう。自分
の応援している野球チームが優勝したときに幸せを
感じる人もいます。会社を自分の理想と一致させて
経営することに幸せを感じる人もいます。好きな人
と結婚できてスイートハウスを築くことに幸せを求
める人もいます。わが子を一流大学に入学させるこ
とに幸せを追い求める人もいることでしょう。
マザーテレサはインドで、極貧に苦しみ誰にも
知られずに路上で死にゆく人々に寄り添って世話
をしました。マザーを動かした原動力はなんだっ
たのでしょうか。特別なものを感じていたのは間
違いありません。この人々の中に苦しんでおられ
るキリストを見ておられたのかもしれません。み
旨を徹底して行うことに幸せを感じていたのかも
しれません。このように幸せを感じる心は人によ
って違うようです。
先ほどの生徒の幸せについて書いてもらったこ
とを分類すると、自分のエゴ（人間の持っている
物欲などの欲）を満たすことに幸せを感じるグル
ープと、人のためになることに幸せを感じるグル
ープと、それらの両方をもっているグループにお
おきく分類されました。
その違いは何から来るのでしょうか？人の考え
方が大きく影響しているようです。その考え方は、
日々その人の生き方の中ではぐくまれていくのです。
授業の中で、わたしは、「私たちは、情報過多
の情報社会に生活しています。必要な情報といら
ない情報、間違った情報もあるのですよ。」「毎日
読んでいる新聞、スマホの記事、テレビなどの情
報は、その人の考え方に影響します。間違った情
報で行動すると、その人の満足度も変わるのだ
よ。」という話もします。「だからいつも本物の知
識を身に付け、情報の判断基準を磨いておかない

梁川厚行

といけない」とも話しています。
ジャガイモやトマトを子供たちに見せても、な
んだかわからない子供がいるそうです。この子供
たちは本物のジャガイモやトマトを見たことがな
いのです。食品添加物や人工の物に囲まれて自然
に接していないと、本物の味もわからなくなるで
しょう。自然を愛し、人々との温もりを大切にす
る日々を送っていると、私たちの感性が研ぎ澄ま
されていくのではないでしょうか。自然や人々の
温もりの中には人を癒す何かがあるようです。現
代の人間は、エゴを追い求めた結果、あまりにも
自然からかけ離れた生活をおくることになりまし
た。本来持っている大切な能力を失いつつあるよ
うです。私たちにもともと備わっている自然治癒
力も、薬に頼りすぎる生活を送っていると、はた
らかなくなるようです。
わたしは、人間として大切なものを失わないよ
うにすることが、幸せへの近道であると考えてい
ます。時々、静かな場所の中で、今の自分はどう
だろうかと反省するようにしています。私たちを
取りまく大自然や宇宙には神秘的なものを感じま
す。常に全体を良い方向に導く力が働いているよ
うに感じています。不思議なことですが、大自然
や宇宙と同じように私たち自身の中にも同じよう
に神秘性が存在しているのです。静かな時の中で
瞑想し、自分の中をきれいにしてリフレッシュす
ると、あらたなエネルギーが蓄えられます。大切
なことに気づかされます。私たち自身は神秘的な
存在なのです。
■追記： この文章を書いた次の日に、山口實哲
学博士にお会いして、ある本を見せていただきま
した。非常な喜びと愛に輝いていたマザーテレサ
の内的生活の深さを掘り下げたものです。
マザーは、いつも「聖母に密着しつづけるように」
と話していました。発行されたその日（11月30日）
にこの本に巡り合えたことにマリア
様の導きを感じます。マリアニスト
にとり大変に意義深い本ですので、
読んでいただければ幸いです。
「マザーテレサ
来て、わたしの光になりなさい！」
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女子パウロ会発行

神様と共に一年を終え、
神様と共に新たな年を迎える
アリアンス・マリアル

私は洗礼を受けた直後から、毎年、所属教会で
ある聖イグナチオ教会の元旦の深夜ミサに参加し
ています。たいていは誰を誘うこともなく、一人
でこのミサに参加しているのですが、青年時代に
一度だけ、友達数人と参加したことがあります。
その当時、聖イグナチオ教会には、木曜会という、
マリアニストの青年グループホワイエのような、
大学生や社会人を対象としたグループがありまし
た。毎週木曜日の夜、信徒会館の一室に集い、イ
エズス会の神学生や司祭の参加のもと、翌週の主
日の福音について分かち合いながら、共に祈り、
信仰を深めていました。
ある年末、その中の一人の友人に、元旦の深夜
ミサに参加することを伝えると、
「私も参加する」
と言われ、ミサの前に聖堂で待ち合わせすること
になりました。そして、約束の時刻に待ち合わせ
の場所に行くと、驚いたことに彼女だけでなく、
日頃木曜会に参加していた数人の男女も待ち合わ
せ場所に来ており、みんなで一緒に元旦ミサに参
加しました。ミサ後は、「せっかく集まったのだ
から」と、参加していた一人の仲間の車で、一緒
に時間を過ごせる店を探しましたが、当時は深夜
営業をしている店は少なく、しかも元旦というこ
とで、散々車を走らせて探し回った挙句、唯一営
業をしていた御茶ノ水のドーナツ店でお茶を飲み
ながら語り合った後に、解散しそれぞれ帰路につ
きました。木曜会の仲間と元旦ミサに参加したの
は、後にも先にも、その一度限りでしたが、今で
も青春時代の元旦の思い出として心に深く残って
います。
元旦の深夜ミサについては、その後、ずっと参
加しており、十年余り山口県で生活していた時に
も参加していました。今の職場で 働くようにな
ってからは、年末でも休むことが出来ない医療機
関なので、１２月３１日は同じ職種の仲間の同意
を得て、夜の勤務を終えた後に、聖イグナチオ教
会の元旦の深夜ミサに参加しています。
１２月３１日の正午に自分にとって、その年最
後のミサに参加し、夜の勤務を終え、新年初の深

田中正江

夜ミサに参加して、家路に着く・・・このような
年末年始を数年間過ごしています。ある年の年末
最後のミサで、その時に司式していた外国人の神
父様が説教の中で、「忘年会と言いますが、いっ
たい何を忘れるのでしょうか。忘れるからおなじ
過ちを何度も犯すのです。一年の最後にあって、
反省すべきことは反省し、神様に感謝すべきこと
は感謝する、そのように年末を過ごすことによっ
て、新たな気持ちで新年を迎えるべきではないで
しょか・・・」とおっしゃったことがあります。
その言葉が深く心に響き、それからは、年末のミ
サは神様と共に祈りの中で、反省と感謝を行い、
その思いを込めて年末最後の仕事を終え、元旦ミ
サの中で、神様に新年を迎えられたことを感謝し
ながら、マリア様に思いを馳せながら、マリアニ
ストとしても、アリアンス・マリアルの一員とし
ても、思いを新たにしています。
聖イグナチオ教会の深夜の元旦ミサには、真夜
中にも関わらず、本当に多くの方々が参加してい
ます。子供達から始まって、高齢者に至るまで、
様々な年代の方が、しかも様々な国籍の方が参加
しています。中には「どこで情報を得たのだろう
か、なぜ教会で新年を迎えよう思ったのかしら・
・・」と思ってしまうような、明らかに教会に来
るのは初めてと思われる若い人達が集団で参加し
ていたりもします。
このような状況の中で、様々な人達と新年を迎え
られることは、キリスト者ならではの恵みなのだと、
最近はミサに参加しながら、つくづく思います。
毎年、このような状況で年末年始を過ごしてい
るので、日本で生活している多くの人や職場の同
僚の多くの人達のように、ＮＨＫの紅白歌合戦を
見たり、除夜の鐘に耳を澄ませることとは、全く
無縁なのですが、一年の間にいただいた恵みを神
様に感謝し、神の母であり、私達の母であるマリ
ア様に思いを馳せながら、神様と、多くの人達と、
新年を迎えられることに、心から喜びと幸せを感
じている私は、いつまでもこのような形で、年末
年始を過ごせることを願っています。
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■ Foyer（ホワイエ）とは？
私たち Foyer は2012年4月に結成された青年の
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20代の学生や社会人が在
籍し、毎月第４金曜日に福音を分かち合ったり、
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。
Foyer は信徒マリアニストのグループではあり
ませんが、青年がマリアニストと出会い関わる大
切なきっかけとなっています。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、スタッフの皆さんのあたたか
い配慮により活発な活動を実現できています。

② ミーティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ミーティングは、不定期で多くのメンバーが集
まれる日に月１回程度の頻度で行っています。
ミーティングでは、定例会のような分かち合いでは
なくお祈りをしたり、Foyer を運営していくうえで
の話し合い（巡礼の日程決め等）を行っています。
③ 巡礼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Foyer では年２回程度巡礼を行っています。20
13年8月には長崎へ、2014年3月には横浜へ、9月
には軽井沢へ、行く機会に恵まれました。定例会
やミーティングとは異なり遠隔地の教会やキリス
ト教の史跡を訪れ、祈りをささげることはメンバ
ーにとってとても新鮮で楽しみな行事となってい
ます。巡礼は事前に協力して準備を行い、宿泊を
伴うことも多いので、メンバー間の親交を深める
良い機会にもなっています。

■ ホワイエの活動
① 定例会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
定例会は、毎月第４金曜日にシャミナード修道
院に参加可能なメンバーが集まり、マリアニスト
修道者のスタッフの皆さんと共に、福音を分かち
合ったり、信仰上の疑問についてみんなで考えた
りしています。とても和やかな雰囲気で各自が自
分の感じたことや、疑問などを気軽に話せるよう
な環境で積極的な分かち合いを行っています。
また定例会後には懇親会が開かれ、分かち合い
だけでは話しきれなかったことの続きを話しあっ
たり、メンバー同士の親交を深めています。

2015年
Foyerの 定 例会 予 定
■連絡先：

2015年

④ 練成会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。
★ 詳しくは、マリアニスト HP の
Foyer のページをご覧ください。

3/27、4/24、5/22、6/26 、7/24、

9/25、10/23、12/11、

2016年

1/22

Sr.小林幾久子（marianist@marianist.jp） ／ Foyer 広報担当 (foyer.marianist0427@gmail.com)
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S M ニュース
■ 札幌光星学園

創立80周年記念式典・・・・・・・・・・・・・

11月1日（土）、札幌光星学園は創立80周年記念を祝いました。
1934年4月に札幌教区長キノルド司教によって設立・開校され、
1946年にマリア会に移管され、今日に至っています。
式典当日は好天に恵まれ、多くの卒業生、学校関係者、マリアニストが参列して、
この祝典を祝いました。

■ 青木地区長、ブラジル訪問・・・・・・・・・・・・・
青木地区長は、2015年1月5日から一ヶ月間、ブラジル訪問のために留守になります。
この間、何か要件がありましたら、マリア会地区本部までご連絡下さい。

■ ヤコブ 益浦仁弥士 、帰天・・・・・・・・・・・・・
シャミナード修道院の益浦先生は、かねてから病気療養中でしたが、
11月14日に帰天されました。享年89歳でした。
今年は、先生が初誓願を宣立されてから70年、また来日されてから62年目でした。
横浜、東京のマリア会の学校で教鞭を執り、日本地区の本部の仕事をされ、
また、特に長い間、ボーイスカウトの活動に従事されました。
40年前に日本国籍を取得され、日本人として宣教活動に従事されました。
先生のためにお祈り下さい。

■ 青年黙想会の開催・・・・・・・・・・・・・
11月22日（土）〜 23日（日）、
汚れなきマリア修道会町田修道院に７名の青年（男性４名、女性３名）が参加して、
[福音の喜び]をテーマに黙想しました。

A

A

A
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FM I ニュース
■ 韓国の終生誓願者の来日・・・・・・・・・・・
2014年10月20日（月）〜11月4日（火）の２週間、
韓国から３名の終生誓願者を迎え、日韓 FMI の姉妹の交流が行われました。
姉妹たちは、私たちの全共同体を訪問し、
日本管区より30年若い、
活気に満ちた韓国管区の共同体と使徒職の現状を分かち合ってくださいました。
生活を共にしながら、片言日本語、片言韓国語、…英語、フランス語に
国際語の身振り手振りを交えながら、心の交流が深まった貴重なひと時でした。

■ 終生誓願準備の国際研修会・・・・・・・・・・・
2015年1月15日〜6月16日の５ヶ月間、
本会の発祥地であるフランスのアジャンとローマの総本部を会場に、
総本部主催の終生誓願直前の準備の国際的な研修会が行われます。
日本からはベトナム人の姉妹３名が参加します。
講義や日常会話は、基本的には英語で行われますが、
アジャン滞在の方が期間が長いため、
フランス語の知識も多少必要となることでしょう。
霊的な準備に加え、語学の勉強も必要に迫られています。
３人が豊かに成長して戻ってくる日を楽しみにしています。
３人のために、どうぞお祈りください。

■ 帰天・・・・・・・・・・・
Sr マリー・デル・ピラール

佐藤みよ

、長期療養の末、聖パウロ病院で亡くなられました。
10 月 14 日（火）
享年 84 歳、修道誓願 55 年でした。
姉妹のためにお祈りをお願いいたします。

XXXXXXXXXXX
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青年黙想会

「福音の喜びを生き、伝える。」

日

時

：

201５年２月１４日（土）１６:００～１５日（日）１６:００

場

所

：

汚れなきマリア修道会
〒194-0032

町田修道院

東京都町田市本町田3050－1

℡042-722-6301

対

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

定

員

：

15名

締

切

：

201５年２月８日（日）

申

込

：

住所、氏名、年齢、所属教会、霊名、

（当日徴収）

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：042－４８１－１６４４
担当：Sr小林（携帯：080-5873-6637）
ＨＰ：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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