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FM I 創立 200 周年を迎えて
汚れなきマリア修道会管区長
シャミナード神父とメール・アデルの両

墨田富美子

を見つめています。

創立者によって創立された私どもの「汚れ

指輪の裏には

『par MARIA à JESUS』1988.10.2.

なきマリア修道会が、いよいよ創立 200 周
年の年を迎えました。

と刻まれています。

そして 2017 年には「マリア会」と続きま

『マリアを通してイエズスへ』これは私た

すが、2016 年から 2018 年シャミナード師

ちの創立者のカリスマである霊的母性を育て

の帰天記念日までを、私たちは聖年として

ること。私達が果たすマリアの使命です。

特別にお祝いをいたします。

具体的にいえばマリアと同じように私の胎

新しい年が明け 2016 年は、この上ない喜

内にイエスを宿し、もう一人のキリストを世

びと希望の聖年の始まりです。神さまの計

に生み出す使命をいただいているというこ

らいと聖母のお導きの素晴らしさに心から

と。素晴らしい恵みであり使命です。

の感謝と賛美をお捧げいたします。

私も生涯いつも派遣された場でこのような

この聖年のモットーとして両修道会の伝

マリアのミッションを果たしてゆきたいとい

統あるカリスマに基づき「知り」
「愛し」
「仕

う願いを込めて、終生誓願の時にこの言葉を

える」の３つの言葉が選ばれております。

選んだことを今あらためて心に刻み直してお

昨年 10 月の「日韓マリアニスト家族評議

ります。

会」の集まりに於いても “ マリアを知り愛し

「奉献生活」の年を始めるにあたって、教

仕える ” について分かち合いました。

皇フランシスコが提案された３つの目的に照

そしてシャミナード師のこの言葉が 200

らし、200 周年を祝う “ 心 ” を各会員が又共

周年を生きる私達マリアニストの生活に豊

同体が、
何より大切にしてゆきたいものです。

かな実を結ぶ希望であることを確認いたし

教会が本会にゆだねられた使命、“ マリア

ました。

を通してイエスを ”「知らせ、愛させ、仕え
させる」ように、
メー

「汚れなきマリア修道会」
と
「マリア会」
の創立 200 周年の美しいロゴマーク
が作成されております。

ル ・アデルのような
“ 熱誠 ” をもって協
力してゆく新たな出

意味と精神を表明する記念のシンボルで

発の年となりますよ

す。
「数字 200」の上にお互いに絡み合っ

うに……

て支える２つの「指輪」が書かれています。

皆様のお祈りとお

両修道会のシンボルの指輪です。

力添えを心からお願

今、私も終生誓願宣立の時に頂いた指輪

い申し上げます。
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創立 200 周年に想う
マリア会

清水一男

マリア会と自分との関係を振り返ってみる

のマリア論、すなわち、教会の歩み、キリス

と、初誓願を宣立してマリア会の一員となっ

ト教的な歩みに “ 先行 ” し、それをご自身の

てから 54 年が経過していますので、マリア

中に前もって示す被造物としてのマリア論、

会 200 年の歴史の ¼ 強を会員として生活し

へと移行したといわれます。

てきたことになりますし、中学一年生で志願

公会議によるこのようなマリア論は、マリ

者となってから数えると 61 年、あと数年で

アの使徒的使命を強調するシャミナード師の

その ⅓ をマリア会で過ごしたことになりま

それと非常に近いことが明らかとなり、私た

す。このように考えてみると、この 200 周

ちマリアニストにとってほんとうに喜ばしい

年は、自分の人生のほとんど全部がマリア会

驚きでした。

と共にあったこと、また、マリア会の歴史の

創立 200 周年のモットーとして選ばれた

かなりの部分を成していることに気づく機会

「知り」
「愛し」
「仕える」という三つの言葉
を心に留め、特にマリアとの関連でこの言葉

となりました。

を味わい、福音宣教に生かしていくことを、

また、
「奉献生活」の年は 2016 年 2 月 2
日に終わりますが、この一年は私にとってマ

生涯のほとんどをマリア会で過ごしてきた自

リアニストの奉献生活が与えてくれた特別の

分の生き方にしたいと思います。

恵み、
すなわち、
マリアについての創立者シャ
ミナード師の教えを再確認する機会でもあり
ました。
長崎で生まれ育った私のマリア理解は、
19 世紀～ 20 世紀前半にかけて見られるマ
リア論、すなわち、神の母というマリアの偉
大な並外れた特権から出発して、
彼女を敬い、
称揚するほかの特権が自然な流れとしてマリ
アに帰せられる “ 特権者のマリア論 ” が中心
でした。

使徒

マリア会入会後も同じ流れをくむ “ マリア
への孝愛 ” という表現でマリア理解を教えら

的使命

知り 愛し
先行者

れましたが、自分の実感としては、このよう
なマリア理解は頭の理解に留るだけで、腹に
落ちて自分を生かし、福音宣教へと駆り立て
る力とはなっていなかったと思います。
第二バチカン公会議が開催され、その中で
発表された「教会憲章」第 8 章のマリア論は、
“ 救いの歴史 ” という枠組みの中にマリアを
位置づけ、
“ 特権者 ” のマリア論から “ 先行者 ”
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仕える

10 月 9 日〜 11 日

北東アジアマリアニスト評議会に参加して
日本信徒マリアニスト共同体会長

梁川厚行

ド、ド、ドーン、車輪が地面に着いた。韓
国金浦空港に到着したのだ。迎えに来てく
ださった韓国マリア会の地区長フランシス・
チャン神父に言われて一緒に来た日本のマリ
ア会の神父 3 人につづいて高級車に乗りこ
む。目の前は、かの有名なロッテホールディ
ングのビル、雲一つない晴天に恵まれて道も
スイスイと快適である。運転をしながらチャ
ン神父は、どんどん英語で話しかけてくる気
さくな方であった。30 分ほどで小さな丘の

て分かち合いをするそうである。食事代も寄

上のマリア会に到着した。マリア会の建物に

付で賄われていて、不思議と赤字にならない

隣接して大きな素晴らしい聖堂があり、天に

そうである。そのあと、8 時ごろからロザリ

向かってマリアニストの十字架が、ここがカ

オの祈りが始まった。１環で終わるかと思い

トリックの教会であると周りに力強く語りか

きや、なんと３環を一気に祈りきった。なん

けている。敷地内には小さな畑やルルドもあ

でもかなえられそうな爽快な気分になった。

り、平和な雰囲気の静かな場所である。マリ

ルルドでの祈りの後、食堂で少し団らんして、

アニストの十字架の下は展望台のようになっ

平和な気持ちで安らかな眠りにつく。
3 日目は、午前中の巡礼に続いて、食卓を

ていて周りがガラス張りで足がすくみそう、

囲んで会議参加者が集まっての団欒、お腹も

周囲が見渡せてとても素晴らしい眺め。
両国の各枝のプレゼンテーション、基調講

満腹で、大満足。私は、夕方８時の飛行機で

演、ディスカッションと 2 日目まで続いた。

あったため、２時ごろからソウルＭＬＣの国

2 日目は、丁度、マリアニスト祈りの日に当

際部セバスチャン氏と財務部長と一緒の行

たっていた。夕方から聖堂でのミサにあず

動。セバスチャンの家に招かれた。その後、

かり、続いてマリアニスト祈りの日の祈り、

近くの食料品店などを散策してから、空港ま

200 名くらい集まったであろうか大勢の方が

で送ってくれた。お互いに話が弾み、会議で

参加して盛大であった。聖堂は天井に外の光

出された宿題である「日本と韓国の学校との

がうっすらと入る設計で、十字架の道行きも

交流」をどのように実現したらよいかに関し

丘を模した上に十字架がつづく。モダンな設

ても話し合う。日本と韓国は隣同士である。

計である。青木神父様の説教は、これまたブ

もっとお互いの話し合いを通して文化交流、

ラジルでの話、ピストルで撃たれそうになっ

心の交流、信仰の交流が大切であると痛感し

たが、マリア様に真剣に祈って助かった話で、

た。ぜひ若い人も含めて日本と韓国の MLC

一同ほっとした。マリアニストの服を着た聖

同士の交流を果たしたい。

歌隊の歌もきれいであった。終わってから地

最後に、日本 MLC の皆様の資金援助のお

下の食堂で、食事しながらの話し合い。よく

かげで会議に参加できましたことを厚くお礼

ここでミサの後に食事を共にして部屋に行っ

申し上げます。
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★アリアンス・マリアルの会員が存在する国
アリアンス・マリアル

田中正江

（2015 年 11 月末現在）

✚ フランス、ベルギー、
スイス①②③
終生誓願者…11 人（内 1 人は
ベルギーで生活している
コンゴ人の会員）
✚コートジボワール④
終生誓願者…13 人
有期誓願者…１人
ポストラン（志願者）…１人
✚トーゴ⑤
終生誓願者…４人 有期誓願者…７人
修練者…４人

福音に忠実に生き、神の様々な呼びかけに、
答えていくことです。
（アリアンス・マリアル会則・解説書
「アリアンス・マリアルの存在目的」より）

✚コンゴ共和国⑥ 終生誓願者…１人
✚コンゴ民主共和国⑦ 終生誓願者…２人
✚カナダ⑧ 終生誓願者…２人

◆私にとって、社会の中で、ひっそりと、け
れども、深い信仰と誇りをもち、純粋に社会
の様々な現実に向き合いながら、たくましく
生き続けいている世界のアリアンス・マリア
ルの会員達の存在、生き方は、高山の岩陰
でささやかに咲き続けているエーデルワイス
のような存在だと感じています。

✚エクアドル⑨ 終生誓願者…２人
✚ペルー⑩ 修練者…３人
ポストラン（志願者）…１人
✚チリ⑪
終生誓願者…３人 修練者…１人
✚日本⑫ 有期誓願者…１人

〝アリアンス・マリアル〟の会員
は練り粉のパン種、地の塩となるこ
とを望んでいます。
それはシャミナード神父の〝昔のように現
在も福音はあらゆる結果とともに生きた存在
である〟という言葉に基づき、俗世間に留ま
り、あらゆる場所において友愛をもって福音
を証するために、自分自身を完全に神に捧げ、
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▶ちなみにエーデルワ
イスの花言葉は、高貴、
純潔、初恋、思い出、
初恋の感動、尊い記憶、
勇気、大切な思い出、
忍耐です。

マリア会・最近のニュース

に

● 3 人の新しいベトナム人の志願者候補者

●年末の地区集会

9 月 28 日～ 10 月 1 日にかけて、青木勲地区長
と清水一男霊生部長がホーチミンの汚れなきマリア

会員同士のクリスマス会と新年会を兼ねた今年
の「地区集会」は、「新しい『ローマ・ミサ典礼書

修道会の新しい家でチャン・ミン・トゥさん（27 歳）
とヴォ・ヴァン・トゥアンさん（22 歳）と面接し
ました。既に日本に来ている和歌山のレ・シェン・

の総則』に基づく変更個所」の勉強会と地区の抱
えている課題の共有です。
特にベトナム人志願者の今後の養成の方向性と

タンさん（27 歳）を志願者の候補者として、これ
から定期的に会いながら、召命の識別をして行くこ
とにしました。

高齢者問題（介護と医療）への地区のポリシーの
検討です。
12 月 27 日～28 日にかけての 1 泊 2 日の催です。

● 北東アジアマリアニスト家族評議会と

●青年練成・黙想会

北東アジアマリア会協議会

11 月 21 日～ 22 日町田の黙想の家で黙想会が
行われた。清水一男師と髙田裕和師とシスター・

10月9日～12 日まで、青木勲地区長、清水一男霊
生部長そして評議員の烏山助雄師と３泊 4 日で出
張しました。ＭＬＣの日本会長、梁川厚行氏も同行
し貴重な体験をしました。
韓国教会が殉教者の信仰を今もって脈々と生きて
いるたくましさ。その精神を受け継いでいる韓国の
ＭＬＣの活発さと熱心と大胆さ、日本は大いに学ぶ
必要があります。最後の日に、シスター・ジェルト
ルーダの終生誓願式に参列し喜びを共有しました。

レジナ、シスター・アンナ・フォンによって指導
され、参加者は、男子４人と女子１人（ＦＭＩ志
願者トゥオン）の５名で、今回のテーマは、「福音
の喜びを生きるⅣ〜イエスのまなざしにつつまれ
て～」であった。

●マリアニスト・スクール連盟総会と研修会
11 月 25 日～ 27
日 ま で、 長 崎 の 大
浦、 Ａ Ｎ Ａ ク ラ ウ
ンプラザホテル長
崎グラバーヒルで、
今年度のマリアニ
ス ト・ ス ク ー ル 連

今回はスペインのコンポステラへの巡礼のビデ
オを鑑賞して心と気持の準備ができ、静かな雰囲
気と家庭的な交わりの中で一人ひとりがイエスの
まなざしの温かみを感じることができた。

盟の総会と研修会が開かれました。
ほぼ４０名の各学校の代表者が一堂に会し、「信

奉献生活の年の締めくくりとこれから始まる神
の慈しみの聖年の開
始の良い準備とも
なった。

仰を生活の中に活かすことができた信仰教育の秘訣
とは ?」をテーマに、長崎大司教区の古巣馨師のカ
トリック・ミッションスクールに伝えたいことと題
する潜伏キリシタンの信仰教育の真髄と秘訣をお聞

ホワイエが新しい
顔ぶれで少しづつ前

きすることができた。
目下「マリアニスト教育」の特徴と実践を日本に

進して行っているの
が楽しみである。

根付かせようと一緒に研究して行こうとしているだ
けに大変示唆に富む話でした。
そして各学校で信仰教育に向う具体的な取り組み
の努力と結果を分かち合う恵みを体験しました。
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FMI ニュース
◆ベトナム人志願者の来日

◆ Sr. ジェルトルーダの終生誓願式
2015 年 10 月 9 日〜 11 日、
「世界マリアニス
ト祈りの日」の集いに合わせて、北東アジア家
族評議会が韓国で開催され、その翌日の１２日
「柱の聖母」の祝日に、韓国の Sr. ジェルトルー
ダの終生誓願式が行われました。
会議の翌日に行われたため、会議に参加した
SM と FMI のメンバーもこの喜びに共に与るこ
とができました。

2015 年 10 月 2 日、ベトナム人志願者 4 名

◀

Sr.

が来日し、マリアンハウス中央棟の志願院で元
気に生活を始めました。ベトナムですでに日本
語の勉強を始めていましたので、日本語の習得
も早く、来日してわずか 2 か月の現在、姉妹た
ちと意思疎通も何とかできるようになり、共同
体に喜びと希望を与えてくれています。
続けて、彼女たちのためにお祈りください。

お知らせ

●巡礼黙想会

● SM、FMI 創立 200 周年

「武蔵の路」を歩む祈りと巡礼の旅

2016 年 5 月 25 日は FMI の、同様に 2017 年 10 月
2 日は、SM の創立 200 周年にあたります。両修
道会は、その翌年の 2018 年 1 月 22 日（創立者
福者シャミナードの帰天記念日）までを聖年と定
め、祈りと刷新の時として過ごします。

★対象：高校生以上の青年男女（15 歳〜 35 歳）
★日時：3 月19 日（土） 10：00 〜 17：00
★場所：〒182-0016 東京都調布市佐須町 5-28-6
汚れなきマリア修道会マリアンハウス修道院

「マリアニスト宣教センター」

●マリアニスト家族の集い
★日時：1 月 24 日（日） 10：30 〜 14：00
★場所：晃華学園聖堂・マリアンハウス
★会費：創立 200 周年にあたり、
FMI が皆様をご招待。
★プログラム
10：00 受付：晃華学園聖堂
10：30 ミサ
ミサの中で、MLC の「マリアへの奉献式」、
「20 年以上の奉献者の更新式」が行われます。
ミサ終了後、「FMI 200 年」の簡単な紹介。
★会食：マリアンハウス 14：00 終了
◆ FMI の創立 200 周年は、正式には 2016 年
5 月 25 日に始まりますが、この家族の日、2016
年 1 月 24 日（日）を創立 200 周年のスタートの
公式行事といたします。

▶雨天の際は、別のプログラムで実施します。
▶宿泊を希望される方は、宿泊も可能です。
▶各自、弁当、飲み物を持参してください。
▶問合せ・申し込み：3 月 13 日（日）まで。

marianist@marianist.jp

Fax 042-481-1644
Tel 080-5873-6637 (Sr 小林 )
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練成会を過ごして
Foyer

塚本

慧

私は、2015 年 11 月に行われた、マリア
ニスト主催：青年のための練成会へ、参加す
る機会に恵まれました。
今回の練成会では、
「いつくしみの特別聖
年」が近いということもあり、
「いつくしみ」
をテーマに、黙想を行いました。
私が練成会に参加したのは、①単に予定が
合ったから、②練成会に参加することで自分
の信仰を見つめ直したいから、がその理由で

「与えればよいか」ということが、自分のな

あり、
「いつくしみの特別聖年」については、

かで分かると考えます。

全く知りませんでした。

そして、それに気づくことができれば、そ

しかし、練成会を通じて、いつくしみにポ

の気づきを他者に行うことができれば、自分

イントを絞って黙想したことで、聖書におけ

で気づいた「何か」は、他者と分かち合える

る一貫したテーマである「神さまからのいつ

のだと思います。

くしみ」について、見つめ直すことができた

そうすることで、
「いつくしみ」は広く伝

ように思います。

えていけると確信しました。

いつくしみは「与えられるもの」であり「与

今回の練成会において、自分のなかで一つ

えるもの」
、これは私が今回の練成会で得た

の答えにたどりつけたのは、黙想を共にした

一番の気づきです。

仲間達、そしてスタッフの神父様方と、意見

多様な価値観が共存する現代社会におい

を交わすことができたからです。

て、何がいつくしみなのかは、人によって異

分かち合いを通じて、自分では気づかな

なるものかもしれません。だからこそ、すべ

かったこと、自分では分からないことを教わ

てのものを創られた神さまが、私に「与えて

ることができました。

くださった」いつくしみは何か、どんな形で

こうした機会は、そうあるものではないと

私にもたらされたか、を黙想しました。そう

思うので、次回もぜひ参加したいと考えてい

することで、他者にどのようないつくしみを

ます。

MLC 2016 年 1 月〜５月の予定
1／ 24（日）マリアニスト家族の集い（調布にて） 奉献式及び奉献更新の祝福
2 ／ 20（土）M LC 黙想会 10:30 〜 16:30 シャミナード修道院・指導：清水神父
4 ／ 23（土）青木神父 講演「復活の意味について」13:30 〜 シャミナード修道院
5 ／ 21（土）〜 22（日）M L C 主催一泊黙想会「教会におけるマリア」
マリアニスト宣教センター・指導：シスター小林
◎参加は外部の方も可です
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（

場所は変更の
可能性あり

）

「創立 200 周年記念」
の祈り

新しい祭服
青木地区長がベト
ナムを訪問したとき

〔1〕主よ、み名によって集まった私たちは、両創

に、新しい祭服をベト

立者の遺産の継承者、喜びに満ちた証人として、

ナムのヴィンのシス

200 年間に及ぶマリアニストの生活に感謝します。

ターにお願いして製

あなたは、
福者ギヨーム・ヨゼフ・シャミナードと、

作していただきまし

尊者アデル・ド・トランケレオンに、

た。白・赤・緑・紫の

男女の修道会の創立を思い立たせてくださいました。

4 色とマリアの祝日用

あなたは、私たちに、創立者の生涯を

の祭服を作り、各修道院のために準備しました。

燃え立たせた精神と強い信仰、

この新しい祭服は待降節（11 月 29 日）からミサで
着用しています。

使徒的勇気に生きる恵みを与えてくださいます。
救いの歴史の中で、あなたは、ひとり子イエスの
兄弟姉妹である人々に、信仰共同体を形作る使命を

豆知識

マリアに託されました。創立者に続く私たちも、
マリアとの契約を生きるため、マリアの使命を

創立 200 周年記念のロゴ・マーク

熱意をもって、
「知り」
「愛し」
「仕える」ことが

特別な式典では、ロゴ・マークを作成し、式典の意味と

できるようお助けください。

精神を表明するのが一般的です。その慣例に従い、私ども
もロゴ・マークを作成しました。このロゴ・マークは、マ

〔2〕イエスの母であり、私たちの母であるマリア、

リア会員ミゲル修道士（Br. Sergio Miguel）によって作成
さ れ、200 周 年 記 念 準

私たちは、この聖年がもたらす霊的実りを、あな

備委員会が承認したも

たのみ手に委ねます。

のです。

私たちが、
この節目の年に、託された宣教使命と生き方

1「汚れなきマリア修道会」

を新たにすることができるように助けてください。

ならびに「マリア会」創立
200 周年記念のシンボル
「数字 200」

あなたのひとり子・イエスが、
いのちをお献げになった

FMI＝
「汚れなきマリア修道会」創立記念日、2016 年5月25日

神の国に対する熱意を、
私たちの間に燃え立たせて

S M＝
「マリア会」創立記念日、2017年10月2日

ください。あなたの深い愛で、私たちを満たし、

「両修道会の共通のカリスマを示すシンボルと十字架」

共に生きる人の必要に応えることができるように

「マリアニスト」

してください。あなたが感じられたように、私たちも

創立 200 周年の モットー「知り」
「愛し」
「仕える」

2「汚れなきマリア修道会」ならびに「マリア会」創立2 0 0 周年

自分の弱さと貧しさを感じています。

の恵み、ぶどうの房

でも私たちは、私たちを強めてくださる聖霊の力

互いに絡み合って支える 2 つの「指輪」

に信頼しています。

両修道会のシンボル「指輪」

私たちの共同体を、愛と正義と平和のための家として

「銀の指輪」は、
「汚れなきマリア修道会」
「金の指輪」は、
「マリア会」

ください。あなたによって集まる共同体が、キリスト

3 基調色の青

の現存を証し続けていくことができますように。

聖母マリアとの契約を象徴する青

また創立者が望まれたように、2000年前と同じく、

「静寂」
「質朴」
「識別」
「内的精神」を象徴する青

今日もなお、福音を文字通り、その精神と共に、
完全に生きることを証しすることができますように。
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。

〔 ※ 〕罪の汚れのない、おとめマリアによって、
父と子と聖霊が、至るところでたたえられますよ
うに。アーメン。

〔1〕を単独で唱える場合、※で終 結

■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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