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「 深 い 河 」

アリアンス・マリアル

田中正江

私はこれらの言葉に触れて、

私はこの度職場の昼休みの時間
を利用して、
遠藤周作の「深い河」

カトリックとプロテスタントを

という本を読みました。この小説

合わせても信者数は、日本の人

は様々なものを私の心に与えてく

口の１割にも満たないと言われ

れましたが、その小説の最後の場

ているこの日本に於いても、イ

面に出てくる二つの言葉は、私に

エスは宗教を超えて、勢力的に、

全ての人間に対する限りないイエ

深く広い愛情を持って、日本の

スの愛を改めて感じさせてくれま

あらゆる場所で、様々な人々の

した。

心の中で、働かれている、救い
の手を差し伸べていることを強

「玉ねぎが、この町に寄られた

く感じました。

ら、彼こそ行き倒れを背中に背

また日本で宣教師として働い

負って火葬場に行かれたと思うん
です。ちょうど生きている時、彼が十字架

ている修道士、修道女は、自分で「イエス」

を背にのせて運んだように」

という愛の河に辿り着けない人達を、この

「ガンジス河を見るたび、ぼくは玉ねぎを考

小説の主人公のように、様々な手段によって

えます。ガンジス河は指の腐った手を差し

担って河へと導いているのだ、
と感じました。

出す物乞いの女も、殺されたガンジー首相

そう感じた時、今まで自分が要理や聖書を

も同じように拒まず一人一人の灰をのみこ

教えるとか、洗礼を授けて信者を増やすこ

んで流れていきます。玉ねぎという愛の河

とが目的と活動のように思ってきた宣教が、

はどんな醜い人間もどんなよごれた人間も

もっと深く、尊く、かけがえのない、イエス

すべて拒まず受け入れて流れます」

の愛の型どりそのものであると感じました。

これは神父になりながらも、教会の枠組

この主人公のように、宗教を超えたイエス

みの中で生きることが出来ずに、インドで

の深い愛を信じるからこそ、この日本で、恐

行き倒れになったヒンズー教徒をガンジス

れることなく、勇敢に活動出来るのだと感じ

河へ運び続けている主人公が、自分に会い

ました。私は心からその様な宣教師の方々を

に来たかつての女友達に語った言葉で、
「玉

尊敬します。宣教師が関わった人達は、例え

ねぎ」はイエスのことを指している。

キリスト者にならなくても確実に、イエスの

彼は「玉ねぎはヨーロッパの基督教だけ

河に迎え入れられて、流れ、天国（永遠の命）

でなくヒンズー教の中にも、仏教の中にも、

へと辿り着くことを、私は心から信じます。
私もそのような宣教に関われる存在になり

生きておられると思うからです。思っただ

たいです。

けでなく、そのような生き方を選んだから
です。
」とも言っている。
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マリアニスト・シリーズ 16

創立２００周年に備えて
マリア会地区長

青木

勲

やがてこの霊的不忠実は、

『
「汚れなきマリア修道会」
な ら び に「 マ リ ア 会 」 は、

少しずつ霊的奮発心や精進へ

2016 年 と 2017 年 に 揃 っ て

の意欲を麻痺させて、霊的な

創立 200 周年を迎えます。

無感動と霊的弛緩を蔓延させ
てしまいます。

このことは、両修道会の後
継者であり、将来を担う私ど

イエスは福音書の中で、
「白

もにとって、この上ない慶事

く塗った墓の譬」を通して、

であり、神の恵みに感謝する

表面を繕った偽善者の恒常的

時です。
』と Sr. フランカ・ゾ

不忠を暴いています。

ンタ総長とマヌエル・コルテ

表面的には立派で模範に見

ス総長が共同回章で挨拶して

えても、心の奥で、神様の前

います。

に忠実でもまた真実でもない

私たちは何よりもこの機会

とすれば、キリストの最後の

に、各自の修道生活の刷新を

裁きは「私はあなたを知らな

心がけたいと思います。1839

い」と言捨てられるに決まっ

年の創立者シャミナード師の

ています。

黙想会の説教師に宛てた手紙

つまり身分ではなく、実に

の中で、聖パウロの「文字は

毎日の生き様が勝負です。
「奉

殺し、霊は活かす」を引用し

献の生活の年」を意味あるも

た説明文は彼の慧眼を彷彿とさせます。私自

のにするためにも、私たちは、今キリストの

身がその指摘通りの誤りを犯し続けている張

霊に導かれて、誓願の単なる形式的な遵守よ

本人だからです。

り、誓願の精神が求める完全燃焼の、神と人
への愛に燃え尽きる「殉教者」でありたいと

創立者は、
「文字に留まっている人は、誓

思います。

願の表面だけをさまよっており、誓願の根本
的な意味を自分のものにせず、具体的な義務

「福音が 1800 年前と同じように現代でも

と道徳上の義務の完全な実践を区別するよう

実践できることを、私たち修道会の模範に

な人だ」と指摘しています。それは「必要な

よって世に証する決意であります。
（中略）
、

こと」
、
「適切なこと」
、そして「許されてい

教皇聖下、これが 20 年前、神が私に啓示さ

ること」の間に境界線を引き、身分上や職責

れた修道会の創立の計画であります。
」

上の尤もらしい理由にこじつけて、結局は自

という創立者が会則の承認の申請を求めるた

分の願望や意図を満たしています。

めに教皇に献上した言葉に今日私たちが答え

結局、

るために…。

誓願が要求する全面的犠牲と放棄を蔑ろに

2015 年 8 月 25 日

し、神の権威と意思よりも自分の利権と意志
を取り戻している上っ面の修道生活そのもの
です。
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健康と高齢化

～ 健康な生活を送るために ～
マリア会

「マリアニスト」No.112（2014 年 秋 10 月

中村

学

すだけでよい便利な生活ができます。つまり

号）に、
「修道会の会員の高齢化を前にして」

豊かになったのです。

マリア会地区長青木師の記事があります。

一昔前までは、自分の体を使わなければな

その中には修道者の高齢化に伴う問題点が

らない不便な生活でした。当時は不便とは

書かれています。

感じず、これが当り

日本でも、高齢社会の問題は大きな問題と

前だと思っていまし

なっていることは周知のことです。日本の高

た。便利な世の中に

齢化は世界でも一番早いスピードで進んでい

なり、豊かな生活を

ます。

送れるようになるの
に比例して、実は少
しずつ不健康の道を歩み、自分では気付かな
いうちに健康を失っていきました。
健康な体を取り戻すためには、今からでも
何歳からでも遅くはないでしょう。
体を使うほど動かすほどに元気になってい
くのだと思います。貧しく、不便な生活に甘

日本では 462 万人（65 歳以上の 7 人に１

んじ、時代に逆行するような生活、これこそ

人、85 歳以上の 2.5 人に１人の割合～ 2013

健康への近道だと思います。

年厚労省調査）が認知症の病と闘っています。

どうすれば病気にならないか健康を維持す

歳をとると少なからず物忘れが多くなり、

ることができるのか知識として分かってはい

探し物をする時間が増え、確かあの資料はど

るのですが、ただ実行することが…。

こかにあったはず、と探し回る羽目になるが、

近い将来、介護施設に入所し、誰かの世話

結局見つからず、後になってから見つかるこ

を受けて生活するか、自分で身の回りのこと

とがあります。

ができ、人に頼らない生活をしているのか、

これは歳をとれば

どちらの生活を送っているでしょうか。

誰でも経験すること
ですが、対策を講じ
ないで放っておくと
生活上に支障が出て
きて、認知症の病気へと進んでいくようにな
ります。
色々なものが便利になり、どこへ行くにも
（近距離でさえ）車や電車を使い、自分の体
を使って歩くことが少なくなりました。また
電化製品では人工知能を備え、スイッチを押
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『 ネパー ルの地で きのこ栽培 』
M LC
主の平和。皆様いかがお過ごしでしょうか。
近況をご報告させていただきます。
昨年 8 月にビジネスビザを獲得して、スン
サリ郡チャクラガティに参りました。土地を
買い、9 月から本格的に農場運営（主にきの
こ栽培）に取り組んでいます。今までに休憩
棟を始め、２つの栽培棟、作業棟等を建設し
て、現在 600 個のボール（稲わらに菌種を
植え付けたもの）で栽培しています。2 週間
ほど前からきのこ販売も始まりました。もう
すぐインドからさらに 200 ボール分の菌種
が届くので、これを植え付けて計 800 個と
なります。
この事業の目的はムシャルの人々に雇用の
場を提供することにあります。建物工事の段
階でムシャルの人々が来て休憩棟、栽培棟 1
を作ってくれました。
また彼らと共に余った土地にスイカも植付
けました。私の不十分なネパール語でも、彼
らはこの事業の主旨をよく理解し、意思疎通
もかなりできていると思っていました。

長濱

至

でも 2 月のある日から仕事に来なくなって
しまったのです。電話すると病気とのことで
したが、3 日も続いたので、見舞いの果物を
持って家を訪ねてみると、本人たちは不在で、
近所の人が言うに、今ジャングルに出かけて
いて、薪を集めて売るといい稼ぎになるから、
とのことでした。政府管理の原生林には普通
は入れないのですが、年に数週間ほど解禁さ
れて枯木や倒木を切って持ち帰るのが許され
るのだそうです。
・・・・・唖然。私のショッ
クをお分かりいただけると思います。という
訳で、現在は一般の人々で建設やきのこ栽培
を進めています。これは当てにならないム
シャルをひとまず横に置いて、まず農園の運
営を軌道に乗せ、うまく行った後、徐々にム
シャルの人々を雇用して行こうという意図か
らです。
なかなか思うようには行きませんが、頂上
に着けるかどうかは二の次で、最善を尽くす
ことに意義がある・・・そんな登山と同じよ
うな姿勢で取り組んでいます。
以上

MLC 2015 10 月～ 12 月の予定
10/4（日）ロザリオ作り教室第 4 回目

対象：一般、M LC 会 員 も 可

場所：調布、マリアニスト宣教センター

10/4（日）晃華学園小学校 6 年生向け授業（MLC によるロザリオ製作教室）
10/9（金）～ 11（日）北東アジアマリアニスト家族評議会
於

ソウルのマリアニストセンター

お祈り下さい

10/11（日）世界マリアニスト祈りの日（スイス・フリブールのブルギニョンの聖母）
10/16（金）黙想会（シオン・フィアット・マリアの子の会合同）
町田修道院

清水神父様指導

11/8（日）慰霊ミサと講演（富来神父様予定）親睦会

調布修道院（MLC 代表者会議：宣教センター）

★ 例年のように皆様からのクリスマス献金をお願いしたいと思います
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FMI ニュース
◆ 研修会の感想
前号でお知らせしましたが、3 人の有期誓願者が
本会の創立の地アジャンとローマで、5 ヶ月間の研
修を終えて 6 月半ばに帰国しました。そのうち 2 人
の感想をお届けします。
（6 ページ参照）

◆大黙想と有期誓願宣立、
誓願 50 周年・60 周年記念
8 月 6 日（夕）～ 15 日（朝）
、調布とマリアンハウ
ス修道院を会場に澤田豊成師（パウロ会）指導によ
る大黙想が行われました。大黙想終了後、5 名の有
期誓願宣立とシスター郷司の誓願 50 年、シスター
松本の誓願６０年の誓願更新が行われました。

◆ 管区集会
8 月 16 日（日）
、奉献生活の年にあたり「マリア
ニストの召命」をテーマに、祈り、黙想、分かち合い、
アジャン・ローマの研修報告等が家庭的な喜びの雰
囲気の中で行われました。

◆ 初誓願・終生誓願宣立式
8 月 30 日（日）
、シスター アンナ レ ティ リエン
フォンの終生誓願と 5 名の初誓願宣立式が行われま
した。12 名の司祭団とベトナムから来られたご両
親を証人にシスターフォンは神への終生奉献を誓い
ました。

■今後の予定
● 評議員のベトナム訪問
9 月 28 日～ 10 月 2 日、今回は、ベトナムに共
同体を開く準備の現地調査のため、またベトナム
の志願者との面接もかねて、管区評議員 4 名全員
で出かけます。

● ベトナムの志願者の来日
10 月 2 日（金）
、評議員のベトナムからの帰国時
に、志願者 4 名を日本に連れてまいります。
志願院は、マリアンハウスの中央棟です。

● 北東アジアマリアニスト家族評議会

▲ Sr. アンナレティリエンフォン

10 月 9 日（金）～ 11 日（日）
、今年は「世界マ
リアニスト祈りの日」の集いに合わせて、家族評
議会が韓国で開催されるため、評議員 3 名が韓国

◆ 韓国の姉妹の訪問
8 月 28 日（金）～ 9 月 11 日（金）
、
日韓のシスター
達の交流のため、韓国より 3 名のシスターが訪問さ

を訪問します。

れました。日本の各共同体の訪問と姉妹たちとの交
流を通して、友情と相互理解を深める機会となりま
した。

●「世界マリアニスト祈りの日」
10 月 11 日（日）全世界のマリアニストと心を
合わせて祈ります。

◆マリアニスト家族評議会
9 月 26 日（日）15：00 ～ 17：30
で行われました。

●特別評議会 11 月 15 日（日）

調布修道院

●年末黙想会 12 月 29 日（火）
指導：青木 勲 地区長（SM）
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アジャン、ローマでの研修会の感想
◆この時、この恵

て、自分の毎日の生活の十字架をさぼらず、希望を
持ちながら最後まで果たすように神様の力や聖人方

FMI Sr. マリアハン

の助けを願わなければなりません」と自分に向かっ
て問いかけました。
今回の５ヶ月間、ヨーロッパで体験した事は私に

長いように見えましたが気が付かない内にあっと
いう間に終わった５ヶ月間でした。この終生誓願準
備のプログラムのお蔭で私たちは思いがけなく、初
めて大きな世界のマリアニスト家族に触れることが
出来ました。フランスに出掛ける前に不安はもちろ

とってこれからの生活のため、大切な土台になりま
すし、様々な面で心を開いてくださったような気
がします。総本部のシスター方、そして、全てのシ

んでしたが頭のなかは真っ白の私でした。なぜなら、
全く違う世界に入るのに何も準備出来ていなかった
からです。フランス語はチンプンカンプンだし、英

スター方の応援やお祈りのお陰で私たちは恵まれた
チャンスを得ました。心を込めて、感謝の気持ちを
シスター方に送りたいです。

語も自信が付くほどでもありませんでした。全てを
神様にお任せするしかないと思いました。
やっぱり言葉が分からないため、
「耳があっても
聞こえず、口があって話すことが出来ない」という
聖書に書かれた事を実感して来ました。各国から集
まった７人の私たちや現地にいらっしゃるシスター
方は国によって文化、しきたりなどが全く違います
が共通点であるマリアニストの私たちは一つの信
仰、精神で一致していることを肌で実感できました。
毎日の生活や勉強のなかで失敗を繰り返しながら経
験を積んでいきました。そのなかで面白い体験が
あったと同時にどうしようもない状態に立った場合
もありました。
それでも、私たちの間に大きいな壁は無く、お
互いに理解し合いながら楽しく国際的なコミュニ
ティーのなかで過ごしました。何よりも、入会して
から今まで両創立者の事や本会のカリスマ、そして、
精神などを机で勉強してきましたが、今回のチャン
スで私たちは実際にアデルの生活した所、またシャ
ミナード神父様が宣教した所に入って、目で見なが
ら、よりよく心で感じられました。そのお陰で私た

◆「百聞は一見にしかず」

FMI Sr. ジェム

8 年間日本での生活は毎日味噌汁とご飯で育てら
れたので、体に染み込んでしまいました。
「フラン
スに行って毎日味噌汁がないと大丈夫かな」と心配
しました。
「出されたものを食べなさい」とイエス
が弟子達におっしゃった言葉を思い出すと不安な気
持ちが消えさりました。
創立者について色々な勉強やお話しを聞いたこと
がありますが、想像しただけで終わっていました。

ちの両創立者、マリアニストというものに近く触れ
て、自分のマリアニストに対する知識を改めて見出
す事が出来ました。
フランスで過ごした時間を通してマリアニストの

今回のフランスでの生活では「百聞は一見にしかず」
という諺は確かなこだとしみじみ感じました。
私はただ見たのだけではなく創立者と共に生活し
てきたので、もっと素晴らしかったです。

精神を深める事が出来た事と共に、聖なるローマで
過ごした時間を通して、教会の信仰を深めることが
出来ました。

創立者の足跡をゆっくり観想して追いかけていき
たいと思いました。
5 ヶ月の間、私は大きい家族があるという思いを
強くしました。どこに行っても兄弟姉妹がいて、国
籍、肌の色、文化などが違っても同じ目的、精神で
生きています。さすがマリアニストです。

バチカンや色々な教会に行かせてくださった事で
初めて教会の貴重な遺産を味わう事が出来ました。
次から次へ驚いたほど素晴らしかったです。
特に聖地となる殉教地を巡礼した事を通して、
「殉
教者方、聖人方はイエスの模範に倣い、自分の十字
架を途中で捨てずに、最後までゴロゴロ引きずって、

私もマリニストの娘になったことを誇りに思って
います。
これからも日々の生活の中で感謝しながらマリア
様と共に歩んでいきたいと思います。

苦しみの一滴まで味わった」ということをしみじみ
と感じました。私は「自分の信仰をもっともっと育
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ホワイエ

Foyer ニュース
私にとって「ベストアンサー」が見つかる場所
渡邉 安奈
できるような抜け道を見つけていくことが嬉

ホワイエが結成されてから、早いもので 3

しいだけでなく、周りにも同じ体験をしてい

年が経ちました。

る人がいることを知ると、安心することが

月に１度の集まりの中で、おなじみの人も

多々あります。

いれば、初めての人も立ち寄る、そんな気楽

若者世代の悩みは、ときに、聖書や公教要

な場所になって参りました。

理に対する根本的な疑問に向かうこともあり

疑問や考えを持って参加したり、あるいは

ます。

単にふらっと参加してみたり、動機はそれぞ
れですが、マリアニスト精神に基づく会とい

「キリストは本当に復活したのか」
、
「天国っ

うことで、非常に居心地の良い「何か」があ

て本当にあるの？」など、信仰そのものに対

ることは、みなさん共通して感じ取っている

する揺らぎや疑いも、このホワイエではオー

のだと思います。

プンに議論できます。
自分の知識不足のために知らなかった裏づ

結成からずっと参加している古株の私に
とって、ホワイエとはどんな場所かと言いま

けを耳にする機会になることもありますが、

すと、
「ベストアンサー」が見つかる場所だ

印象的だったのは、自分がどんどん深みには

と感じています。それは決して、自分が信仰

まってしまい、理論で確証を得たかった疑問

上抱えている疑問に対して、専門家集団が回

に対し、スタッフから、
「自分の場合は難し

答してくるというのではなく、同じ年代の皆

い事は考えずほのぼのと神様を感じている

さん、それからスタッフであるマリアニスト

…」というお話を聞いたとき、自分の中で何

の神父様、シスター方とフラットな関係の中

かストン、と納得させられてしまうようなこ

で話し合い、それぞれの答えを見つけていく

とがありました。
そんなホワイエがこれからもずっと皆さん

ものだと思います。

の居場所であり続けられるよう、自分として

10 代～ 30 代の若者世代が参加者に多い

もよい会にしていきたいと思います。

中、日本という国で、いかにして信仰生活を
歩んでいくべきか、あるいは周りに伝えてい
く べ き か・・・。
そのような議論
を し て い く と、
「 そ う い う 悩 み、
あるよね」とい
う共通の話題が
どんどん広がっ
て い き ま す。
そ の 中 で、 周 り
の人の体験談を
聞 く こ と で、 自
分が行き詰った
と き に、 参 考 に
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SM ニュース
聖母をたたえて

◆総指導者会議
マリア会では、総会と総会の中間に総指導者会
議と呼ばれる会議が開催されます。この会議では、

バイオリンと歌のコンサート

前回総会の決議事項が各行政単位でどのように実
施されているかを審議したり、次の総会のテーマ
や内容を検討したりするものです。



バイオリン  小野 唯

歌  水野 可麗

         伴奏  水野 久恵
曲目  🎼🎼 バイオリン＆ピアノ

今回は 7 月７日～１８日ローマで開催され、日
本からは青木地区長が参加しました。

グノー アベマリア
サンサーンス アベマリア
バッハ Ｇ線上のアリア  他

◆地区会議

🎼🎼 歌＆ピアノ

祈ってくださいマリアさま

7 月 27 日～ 29 日、シャミナード修道院で開催さ
れ、主に、5 月に行われた総本部の日本訪問の報

み母マリア
エーデルワイス  他

告書にあげられた課題について検討されました。

日時   １１月２３日 （月・祝）
                            午後 １：３０ 開場

◆地区の大黙想会

                                ２：００ 開演

場所  汚れなきマリア修道会 調布修道院聖堂

         東京都調布市佐須町５－２８－５


                                   京王線つつじヶ丘駅北口下車  タクシーにて約５分
                                  ※タクシーでおこしの際は〘晃華学園隣の調布修道院〙と

7 月 31 日～ 8 月 6 日、那須のベタニア修道女
会の山の家で、松本幸徳師の説教指導のもとに行



われました。連日の暑さの中でしたが、よく準備
された説教に導かれて、こころを新たにした一週
間でした。

                                        ご指定してお乗りください

★今後の予定

          PDULDQLVW#PDULDQLVWMS（マリアニスト宣教センター シスター小林）

入場無料（要予約）
                               入場は無料ですが、席数に限りがござい
                               ますので、お電話にてご予約ください 
   問い合わせ先 ： メール、或いは電話                       
          （水野）

● 9 月 28 日～ 30 日、入会希望者との面談のため、
青木地区長、清水霊生部長がベトナム訪問
● 10 月 9 日～11日、北東アジアマリアニスト家族
評議会のため、韓国訪問
● 10月15日～16日、マリアニストスクール宗教部・
宗教科研修会（シャミナード修道院）
● 10 月 17 日～ 18 日、ＳＭ召命司牧会議（シャ
ミナード修道院）
● 11 月 25 日～ 27 日、「マリアニスト・スクール



主催

 マリアニスト宣教センター



聖書の一言
「自分の十字架を
担って、わたしの後に
ついて来る者でなけれ
ば、わたしの弟子とな
ることはできない」

連盟総会・研修会」
● 12 月 12 日～ 13 日、セントジョセフ奨学育英
基金卒業生の集い（横浜）

（ルカ 14.27）

MLC の web ページに URL（http://cafemlc.jimdo.com）を新たに設定
しました。この web ページは、スマホでもパソコンでも見ることができ
るようになっています。
今後、この web ページで様々なお知らせを掲載したいと思います。
スマホをお使いの方一度覗いてみて下さい。
■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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