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信徒マリアニスト共同体とは

日本信徒マリアニスト共同体

梁川厚行

信徒マリアニスト共同体が意味するものに

信徒として生きる：奉献・誓約が 1 回限り

関して 2015 年 10 月に開催された国際会議

の出来事ではなくて、自分の召命と共同体活

で文書が発行されました。その内容を私たち

動の中での参与を理解するため、成長し続け

日本の MLC に合わせて簡単にご紹介いたし

る永続的なものになるということです。

ます。

昨年の 10 月から日本の MLC（信徒マリア

信徒マリアニストとは、マリアニスト・カ

ニスト共同体）をいかにしてよりよいものに

リスマを知り、奉献・誓約し、信徒として生

していくかに関して両修道会と MLC の数人

きる人です。これは、信徒マリアニストのア

の方々と話し合っています。最近、マリアニ

イデンティティの要約になります。この信徒

スト・カリスマについてまとめましたので、

マリアニストからなる信徒マリアニスト共同

ご活用ください。

体を、教皇庁信徒評議会は「キリスト者の国

国際会議の文書、マリアニスト・カリスマ

際私的会」として 2006 年 2 月 22 日に認証

についてなどの関連文書は、cafemlc.jimdo.

しています。

com からダウンロードできるようになって

知る：信徒マリアニストが、マリアニスト

います。このようにしたら、さらによくなる

の歴史とカリスマの基本を学んでいること

というご意見をお待ちしております。

を意味します。この養成期間は、6 カ月から

皆様とともに、よりよき MLC になれます

数年の期間を要します。この養成は経験を
積んだマリアニスト（ＳＭ，ＦＭＩ、AM、
MLC のメンバ）による定期的な講話、
マリアニストに関する読書、MLC（信徒
マリアニスト共同体）への積極的な関わ
りを含みます。
奉献・誓約：初期の養成の後に、個人
が自分の生活の指針としてマリアニス
ト・カリスマを受け入れる明確な誓約を
立て奉献することを意味します。このこ
とは私的な誓約ではなく他の方たちと共
有するものです。
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ように、マリア様、お導き下さい。
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マリアを愛する
マリア会地区長

青木

勲

2016 年 5 月 25 日、フランスのアジャン

少し論理が飛躍しますが、ここで愛と生命

で汚れなきマリア修道会とマリア会の創立

の密接な関わりが不可欠となります。なぜな

200 周年の正式記念行事が開始されました。

ら真実の愛は生命を与え、生命の尊さを保証

この 200 周年の標語はマリアを
「知り」
「愛し」

します。その意味で、人間以外の動物でも母

「仕える」です。今回は「愛する」について

子愛の事例は、人間の心を揺さぶります。先

考えてみましょう。

日 TV でアフリカ象の母親が、脱水症で死に

私たちは「愛するとき」
、愛する対象をい

そうな子象を、自分の影で日差しから我が子

つも思い浮かべます。それが人であるか物で

をかばい、疲れ果てて倒れ込む子象に水をか

あるかを問いません。例えば、愛し合う恋人

けたり鼻で体を起こしたりしていました。最

同士、母親と子供（赤ん坊）
、愛玩用の小動物、

後に子象が脱水症で死んだ時、母親は一晩中

手入れしている盆栽や菜園に至るまで同様で

子象の脇に佇んで悲しげに寄り添っていたの

す。

を見て感動しました。

愛するとは片時もその存在を疎かにしない

愛には論理を超える決断を促す力（パッ

ことです。確かに、
「愛があるので」存在に

ション）が備わっています。正に愛の奇跡は、

気づき、工夫し、一番役に立つようにと気を

論理的には不可能なことを可能にするので

配ります。時には相手の善を考え愛の鞭を振

す。聖書が母親の愛情と神様が人々の救いを

りますが所詮愛の証のためです。また「愛の

望む絶対的愛情を比喩的に比較する理由がこ

故に」すべてを捧げ尽くしたくなります。心

こにあります。母親も神様も命を与え、しか

の寛大さを示すと同時に、難しく辛いことに

もその命が生き続けることを望むからです。

も忍耐します。つまり「愛のために」は自分

私達は「利他的愛を実践したいと思いつつも、

を犠牲にし、相手のた

実生活では常に「利己的」な生き方に終始し

めに自分を与えること

ているのが現実です。

を厭いません。しかも

では誰が理想的な愛を実現したでしょう

愛のために勇気の要る

か。神の愛を完璧に生き抜いた方が二人いま

事柄にも立ち向い、時

す。それは「マリアの子になった神の子であ

として自分が傷つくこ

るイエス・キリスト自身とめぐみに満ちた方

とすらも受け入れます。

である母親マリア様です。しかも聖書は、全

最後に愛は、相手の喜

て神様が先に私たちを愛されたと結論づけま

びの源になります。

した。神様が愛そのものだからです。
2

かけがえのない絆
アリアンス・マリアル

田中正江

この４月私は町田の黙想の

れそうになる私に、悲惨で過酷

家で年の黙想を行った際、ア

な環境の中で信仰を失わず、神

リアンスの会報を通して、一

様への愛と情熱の故にアリアン

人のコンゴの会員の生涯に触

スの会員として逞しく歩み続け

れました。

ている姿は大きな力と勇気を与

彼女は７人兄弟の一人として

えてくれました。彼女と同じ共

生まれ、貧困家庭の中で穀潰

同体の中で歩める幸せを心から

しの様な存在として育つ。幼くして兄弟を

感じました。信仰面や生活面でもあらゆる

亡くし、若くして結婚した姉妹も乳児を残

ことを謙虚に受け止めることが出来るよう

して亡くなり、その子は彼女が育てる。大

になりました。自分の恵まれた環境を改め

人になって父親は亡くなり、食料雑貨店で

て感じました。彼女が書いた記事を読んだ

働き始めるが、コンゴ民主共和国（旧ザイー

瞬間、エマオの弟子の様に目と心が一瞬に

ル）は独立直後に就任した大統領の独裁政権

開かれ、神様の存在を感じ喜びに包まれま

の為に度重なる内戦が勃発し、彼女も仕事

した。

を続けられなくなり道端でパンやピーナッ

生涯直接会うことが出来なくても、同じ

ツ等を売って生活する。民族対立、民衆や

会の会員としての絆と祈りを通して、自分

デモ隊と警官隊や軍隊との衝突により平和

の歩みを支えてくれていること、かけがえ

な時期が訪れるまで恐怖と暴力、流血の悲

のない絆を感じさせてくれた彼女との時間

劇に包まれた年月を過す。コンゴは過去に

は、私にとって今年の復活節の大きな恵み

エボラウイルスの大量感染を数度経験もし

となりました。

ている。
辛く悲しい日々の中でも彼女は聖歌隊や

※「スペイン語を学ぶことになったきっかけ」
はお休みさせていただきました

教会の活動グループの責任者として奉仕し、
教会に維持費も収めている。召命は結婚、奉

アリアンス・マリアルの予定

献生活のいずれか、祈りと霊的指導者のもと
に模索し、ある修道会への入会が許された

♥ 10 月 6 日（木）～ 13 日（木）

が、会員との年の黙想中に大虐殺が周辺で

アリアンス・マリアルの総責任者
クリスチアンヌ・バルボー様 来日

おこり、そこに留まり続けることが出来ず、

♥ 10 月10 日（月）

１人のマリア会の司祭との出会いによりア

アリアンス・マリアル田中正江様
の終生誓願宣立式 於：調布

リアンスに入会し、終生誓願を宣立した。
日頃経済的な面で将来の生活不安に襲わ
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マリア会・最近のニュース
求め合った。
■ベトナム人志願者の現況
志願者 4 名は、日本語能力検定試験 ( 日能研 ) の
3 級 ･2 級合格を目指し、日本語の聴力、読解、会話
の向上のため、志願院の専用コーナーを一時中止し、
生活の場を修道院に併合した。また、
日本語学校での特別補習、修道院で 1
時間半の補習授業、週一回のボランティ
ア活動 (CTIC) で現実の生活苦を知るこ
とと、新しい人との出会い、会話の必
要性を感じさせる試みを始めた。

■アジア・ゾーン会議の開催

4 月 18 日～ 20 日にかけて、シャミナード修道院
の会議室で、アジア・ゾーン会議が開かれた。参加
者は3名(インド従属地区長・韓国地区長・日本地区長)
と秘書、通訳を入れて 5 名でした。
会議の内容は、アジア ･ ゾー
ンに関する共通関心事項と
2018 年 1 月の男女両修道会
創立 200 周年記念の閉会と、
ア ジ ア・ ゾ ー ン 会 議 提 出
｢五日間シンポジウム｣ の開催
に関する審議と決定でした。
■院長会議

昨年は総本部員訪問のため
中止した院長会議が、5 月 21
日～ 22 日、地区本部員と６
修道院長が出席して開かれた。
今回は創立 200 周年に向けて
の会員の霊的刷新、修道院の現況の分かち合い、地
区の現実と将来の課題についての共通理解と協力を

FMI ニュース
★️汚れなきマリア修道会創立 200 周年

●今後の予定

1 月 24 日（日）マリアニスト家族の日の「喜びと

▶ 7 月 10 日（日）

200周年記念コンサート
（別紙参照）
夕～
▶ 8月6日（土）
15 日（月）朝 大黙想
指導司祭：長谷川 潤 師
（フランシスコ会）
▶ 8 月15日（月）
聖母被昇天の祭日
誓願宣立50周年感謝ミサ
・有期誓願宣立式
・誓願更新
司式：青木 勲 師
（マリア会地区長）
▶ 8 月17日（水）朝～ 25 日（木）朝
終生誓願準備の大黙想
指導司祭：ヒエン 師（サレジオ会）
～ 9 月 8 日（木）
▶ 8 月25 日（木）
韓国管区終生誓願者の日本管区共同体訪問（3 名）
▶ 8 月28 日（日）終生誓願宣立式（3 名）13：30
司式：青木 勲 師（マリア会地区長）

感謝の集い」に始まり、今年一年、新たな 100 年に
向けて管区の刷新への歩みを希望のうちに始めまし
た。
5 月 25 日（水）創立 200 周年記念日当日は平日
のため、ミサ（カナの典礼）を中心に各共同体で祝
いました。

★ 5 月 29 日（日）管区集会。
2016 年 9 月～ 2017 年 8 月の一年間、毎月の静修
と来年の大黙想のテーマを「サラゴサの精神」
（マリ
アニストの霊操）とし、管区の刷新を図る予定です。
そのはじめとして、
「マリアニストの霊操」とは何か
について簡単に紹介し、その後、管区の姉妹全員参
加のグループ別分かち合いをし、家族的雰囲気のう
ちに散会しました。

■帰天：Sr . マリー・アノンシアシォン 太田ひろ子

2016 年 4 月 8 日
（金）
、
桜町病院で亡くなられました。
享年 86 歳、修道誓願 53 年でした。姉妹のためにお
祈りをお願いいたします。
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ホワイエの思い出

防村信太郎

4 月から社会人として働き始め、大阪勤務
になり、しばらくの間、ホワイエを離れるこ

楽しいメンバーに囲まれ、非常に充実した時
間を過ごすことができました。

ととなりました。
ホワイエで過ごした 4 年間を振り返って思

思えば私は、ホワイエにまじめに参加して
いたわけではありませんでした。分かち合い

うのは、ホワイエとは、いつでも自分の帰り
を待っていてくれる場所ということです。

や祈りのための資料作り、様々なイベント企
画など、やるべき事はたくさんあったのに、
「誰

ホワイエに入ったきっかけは、高校時代から
親交があった先輩からの誘いでした。入った

かがやってくれるだろう」という気持ちにか
まけ、仕事をしませんでした。自分の用事を

当初は何をするのだろう、どんな人がいるの
だろうという
不安でいっぱ

優先し、ホワイエに参加しないこともしばし
ばありました。
しかし、大学生活を通してホワイエを続け

いでした。
実際に参加

ることができた理由は、いつ参加しても、ど
んな事をしようとも、あたかかく受け入れて

してみると、
ひょうきんな
Ｔさん、聞き
上手のＨさ
ん、気さくな
Ａさんなど、

くれるからでした。
どんなに嫌なことがあっても、どんなに悲
しいことがあっても、ホワイエに行けば、い
つもと変わらない空間が待っている、そして
道に迷ったとき、神父様が導いてくださる。
だから「帰る」場所なのだと私は思っています。

MLC ニュース
レット型のロザリオを完成させて喜
びの顔で帰路につかれました。
参加者は青梅教会、神田教会、町
田教会、本所教会からの７名の方々、
男性２名、女性５名でした。MLC
の HP などの宣伝もさせていただき
ました。

●ロザリオ講習会
5 月 15 日、聖霊降臨の
祝日にマリア様の月にもふ
さわしく MLC 主催でブラ
ザー中村に講師をお願いし
てのロザリオ講習会が開か
れました。
参加者は 10 時のシャミ
ナード聖堂での御ミサから参加され心を整えて制作
にチャレンジされました。皆さん初心者ということ
で最初はどうなることか、と・・・。
実はロザリオの鎖を編むのはかなり高度な作業で
実際の手の動きを目で見ながらでないと進めないの
です。
しかしどうしても作りたいという熱意は皆さん強
く終了時間の午後５時までには皆さん腕にブレス

●今後の予定
▶ 9 月 17 日 半日黙想会
「マリアについて」青木神父様
13:30 ～黙想会 16:00 ～ミサ
場所 マリアニスト宣教センター
▶マリアへの奉献のための準備講座
☞来年度の奉献者などを 7 月頃まで決定し、
その準備を 8 月から行います。
▶ 10 月 9 日 マリアニスト祈りの日
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私の生きる力
Sr. レ・ティ・ライ（有期誓願者）

あなたにとって生きるための力は何ですか。

境の中で新たな生

たぶんこの世に生きている限り少なくともこ

活 が 始 ま り ま す。

のテーマについて考えたことがあるでしょう。

心配もありました

このことについて私自身も考えました。そ

が楽しみのほうが

れで、今回皆様に分かち合いたいと思います。

い っ ぱ い で し た。

生まれた日から今までまだ短い人生しか生き

派遣されてからも

ていませんが、生活の中で色々な出来事を通

う半年になり、だ

して様々なことを感じました。

んだん慣れてきま

私は幼児洗礼で、キリストのものとして神

した。

様のものになることを本当にうれしく感じて

祈りの生活は毎

います。

日ミサから始まっ

時々思ったことがあります。
「自分の生涯は

て、共同体皆で祈

もうすでに神様のご計画の中にあります。
」こ

り、念祷などなど、

のことを思い出すたびに言葉で表現できない

マリア様と共にキリストのいつくしみ深い愛

ほど嬉しくなります。

とゆるしを黙想しながら一日が始まります。

今、神様は私のすべての力です。三位一体

本当に恵まれている環境の中で祈る時間を与

の御父・御子キリスト・聖霊は私のよりどこ

えられているのは感謝の気持ちでいっぱいで

ろになっています。私も自分のすべてを捧げ

す。

たくて、それで入会しました。

共同体生活は様々な場面でいろいろな問題

入会してまもなくですが様々な問題にぶつ

が起ってきますが、生きる力や愛とゆるしを

かって自分と人とのかかわりを知り、人間関

忘れずに、マリアのようにやさしい眼差しを

係の難しさを学び、いろいろな面での識別を

持って、私に接するすべての人が暖かい愛を

習いました。特に２年間の修練期は、自分に

感じることができるように生きようと思って

とって大変勉強になりました。

います。

今でも覚えているのは「この世のすべての

使徒職については、週 3 日間、晃華学園中

出来事は何ひとつ無意味に起こることはな

高の事務室で手伝わせていただいています。

い」
。なるほどと思っています。この言葉のお

初めて日本社会に触れるチャンスを与えられ

かげで、毎日起こった出来事を振り返り、多

て、緊張もありましたが、日々働きながら祈

少勉強になっています。そして物事の見方も

るということがすごく感じられました。

変わってきました。

いつもキリストが共にいてくださるので、

２年間の修練期を終えた後、いつも慣れて

心配はいりません。そして、新しい志願者と

いた環境と違った新しい生活が始まりました。

一緒に住むのも本当に楽しく感じています。

去年の 8 月の終わりごろ、私たち 5 人は一緒

今、ここにいることを意識し、感謝の心で神

に初誓願宣立の恵みをいただき、その後、そ

の恵みを味わいながら生きたいと思います。

れぞれの共同体に派遣されました。新しい環
7

■ マリアニストという呼称
1800 年、シャミナード神父が亡命から戻って第
一に着手したことは、彼が長い間心にあたためてい
た計画、すなわち、イエスに倣ってマリアの子とし
て自らを捧げた青年たちを通して、人びとと社会を
神に立ちかえらせることでした。

この頃、マリア会で出版される雑誌や定期刊行物
の中に、自らをマリアニストと称する表現が見出さ
れ始めます。

1947 年、汚れなきマリア修道会が堅忍の誓願の復
活を決定した頃から、姉妹たちは “ スール・マリアニスト ”
“ マリアに属するもの ” を意味する “ マリアニスト ” と言う （マリアニスト・シスター）と自称するようになります。
語は、創立者シャミナード神父の想いを端的に表現し、彼の
第２ヴァチカン公会議（1962 ～ 65）後の男女マリア会
手になる諸グループのアイデンティティーを的確に表す語で
の会憲改訂を機に、この語は広く普及することになり、そ
すが、創立者自身の口に上ることはありませんでした。
の頃からこの表現は、マリアニストの霊性を生きるすべて
この表現が一般化したのは 20 世紀半ばを過ぎてからの の人びと、すべてのグループ、あらゆる生活形態を包含す
ことで、それ以前にはほとんど用いられていません。
るマリアニスト家族全体を表すためにも用いられるように
1918 年、シャミナード神父の列福調査の開始に当たって、 なりました。
提出された資料集の表題には “ マリアニスト ” と言う語が
記されています。

創立者の熱い思いと家族のアイデンティティーを表す
語、それが “ マリアニスト ” なのです。

一つの転換期となったのは第２次世界大戦です。
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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