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「信仰とキリストの教えにかなった生き方」
汚れなきマリア修道会

Sr. レジナ 金 春玉

ですが、それこそ大きな信仰によって生きるこ

新しい一年が始まりました。両創立者を送っ
てくださった神に感謝し、200 年間、本会の為、

とにつながります。

一生を捧げてくださった先輩方、200 周年を歩

アデルは絶えず私たちに語っています。生活

んでいるマリアニストの家族の皆様と共に祝う

の規則の中でアデルは「信仰の女性であり、姉

事は大きな恵みです。汚れなきマリア修道会は

妹一人一人に対して、注意深く、デリケートな

各地で様々なイベントや霊的刷新が行われてい

温かさを持った女性であった。
また、姉妹たちにたった一つの魂を救うため、

ます。特に日本管区は昨年 9 月より『サラゴサ
の精神』という 30 日の霊操について黙想をし

世界の果てまで行く覚悟を持つものとならなけ

ています。私が終生誓願を宣立する前に『サラ

ればならない｣ と言うほど、宣教的熱誠を教え

ゴサの精神』30 日の霊操をいたしました。神

込む方法を彼女は心得ていました。

のみ言葉と創立者の言葉を黙想しながらたくさ

私たちが弱く、年を老いて何もできないと言

んの恵みをいただきました。いつも神様に対す

われる方もいらっしゃると思いますが、一人一

る強い信仰をもっていらしたマリア様、特に両

人は創立者と共に宣教者として生きていると私

創立者に倣い、毎日何度も「私たちに強い信仰

は信じています。
神を愛する私たちの心は余りにも小さいもの

をください！両創立者のように強い信仰をくだ

ですが、神は私たち一人ひとりを愛し、たとえ

さい」と祈っています。
私たちが使徒職を果たすために何をすればよ

様々な試練をお与えになられても、それは私た

いのかがはっきりと書かれていると思います。

ちの信仰を強めるため、そして、私たちが成長

主に、学校で使徒職を果たしている姉妹方は、

するために、神から送られるプレゼントである

接している保護者や生徒、児童、園児たちの心

と私は確信しています。これからも新しいプレ

に信仰が芽生えるよう働きかけています。

ゼント、試練がたくさん与えられるでしょう。

生活の規則にあるように「信仰とキリストの

しかし、私は恐れてはいません。何故ならいつ

教えにかなった生き方」の教育のため、院内に

も神が共にいてくださると信じるからです。子

いる姉妹たちも同様に「キリスト者の増加」の

どものように素直な心で受け、すべてを神に委

ために生き生きした共同体の形成に努力しなけ

ね、神が私を導いてくださることを願い、自分

ればなりません。

をあけ渡していきたいと思います。

特に、祈りをささげることは目に見えない形
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マリアニスト・シリーズ 21

歴 史 の 重 み
マリア会地区長

マリア会創立 200 周年の喜びに続いて、再

青木 勲

大して行く信徒マリアニストの「死なない人」

来年の 2018 年 1 月 5 日は、日本地区の創立

として、シャミナード師は、1816 年アデルと

130 年目を祝います。

ともに、
アジャンに「汚れなきマリア修道会」を、

そのため今年度の地区集会を 1 月 5 日～ 6

翌 1817 年ボルドーに「マリア会」を創立しま

日に設定しました。一つしかないマリア会の

した。

歴史の中に日本地区も深く関わっていること

今日でも、福音の文字と精神を完全に生きる

を感じるためです。

彼女のみ名に捧げられた男女修道会を立ち上

宗教歴史家のミルチア・エリアーデ氏は、

げ、フランスの再キリスト教化に挑みました。

代表作の「聖と俗」の中で、
人間には時として、

しかし、1870 年代から国内外の政治権力の興

日常の連続性を遮断する「聖なる時間」と「聖

亡の理由で、マリア会本部もフランスからベル

なる場所」に触れる宗教的体験を持つ必要が

ギーに移転を余儀なくされました。結果的に時

あることをあげています。

の第４代総長シムレル師は、スペイン、イタリ

1800 年 10 月 2 日 は、 若 い コ ン グ レ ガ ニ

アそして極東の日本への宣教師の派遣を決定し

ストが、マドレーヌ教会で、シャミナード師

ました。

にマリアの宣教師になることを誓約した日で、

1887 年 11 月、パリのスタニスラス学校の

マリアニストにとっては記憶に留めるべき大

聖堂で、総長は、日本に赴く５名の宣教師の派

事な時間と場所です。革命後の混乱期に、全

遣式の説教の中で、各自の成聖への努力と宣教

く新しいタイプの活き活きした信仰共同体を

精神の堅持に言及し、殉教を覚悟してでも福音

作り上げて行く運動でした。破竹の勢いで増

の価値を日本人の心の中に注ぎ込むように激励
しました。事実、引き続き来日した宣教師たち
は日本の土となって、現在の私たちの知的・物
的・精神的そして修道会としての土台を築いて
くれたのです。どんなに感謝してもしきれない
ほどの大きな遺産がここにあります。
来年 2017 年の 9 月に、両創立者のイコンと
直筆の手紙が目に見える「聖なる印」として日
本に届き、共同体・修道院に留まり、私たち一
人ひとりの目に触れる歴史的対面の聖なる時が
与えられます。
お二人からどんな質問がなされるでしょう
か。マヌエル・コルテス総長の「マリア会の再
創造」への会員の決意と結束への招きの問いか
けにも何か通じるものがありそうです…。
2

終生誓願式に参加する為に来日した責任者との絆
アリアンス・マリアル

田中正江

なことを話し、深い対話が出来、多くの時間

皆様もすでにご存じのように、私は今年の

を共に過ごすことが出来ました。

10 月 10 日、FMI の修道院聖堂にてＡＭの責

特に誓願式の後、招待していただいた FMI

任人者、SM、FMI、MLC の方々、代母等の立

の調布修道院の夕食会で、初めて彼女からア

会いの下、終生誓願を宣立しました。
SM と FMI の方々には、終生誓願式や私の

リアンスに入会するまでの経緯を聞いた時に

為だけでなく、式に参加する為に来日した、

は、私の入会に到った経緯とあまりにも似て

AM の責任者クリスチャン・ヴァルボーの為

いる為に、シスター方と共に私も驚き、神様

に、 来 日 中 と て

の計らいと彼女

も細やかで温か

が言語の違いを

い心遣いをいた

超えて、今日ま

だ き、 責 任 者 と

で私のアリアン

私 共 々、 心 か ら

スでの歩みを深

感謝しています。

い理解をもって

責任者クリス

見守ってくれて

チ ャ ン・ ヴ ァ ル

いたことに気づ

ボ ー は、 私 の 初

き、神様にも彼

誓願式の折にも

女にも感謝の思

来日しましたが、

いでいっぱいで

彼女は責任者に

した。

なって間もなく、私達の関係も決して密とは

現在は再びインターネットを通しての彼女

言えない状態だったので、初めて直接会った

との日々に戻りましたが、送られてくるメー

時はうれしいというより、戸惑いの方が多かっ

ルの言葉一つにも、以前にも増して彼女の愛

たように思います。けれども、その後インター

情を感じるようになりました。

ネットを通して様々なことを分かち合い、共
に祈り、あらるゆる時期を経験し、メッセー
ジや助言を受け取り、絆を深めて来た結果、
終生誓願式に出席する為に来日した彼女に、
久しぶりに会った時には、不思議な程懐かし
さと喜びでいっぱいでした。
フランス語が出来ない為、通訳していただ
いたり、タブレットの自動翻訳機能を使って
やっと彼女と会話する状態でしたが、それで
も前回彼女が来日した時よりは、遥かに様々
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MLC ニュース
で SM、FMI、AM、MLC の四つの枝がテーブ

2016 年春から年末までの

ルを囲みお弁当を食べながらの楽しい歓談の

MLC の トピックス

時間でした。

多くの皆様が活発に MLC の活動に参加して

会長：梁川厚行
●青木神父様には、4 月と 9 月に黙想会をお願

くださいました。様々な理由で、行事に参加

加する方がおられました。

り感謝しております。

できない方々はお祈りで支えてくださってお

いしました。そのなかから MLC の共同体に参

これからも MLC の存在を多くの方々に知っ

● 9 月には、平井さんが企画して東京近辺のキ

ていただき、マリアニスト信徒共同体が社会

リシタン巡礼（元和の江戸の大殉教の歴史をた

の中にあって暖かく、なくてはならない存在

どって）を行いました。

となりますように、皆様のご協力をお願いい

●８月には今後の奉献準備者との話し合いをお

たします。マリア様、どうか私たちを育てて

こない、準備講座をスタートしました。

ください。

●宣教センターで一泊黙想会を５月と１１月に

晃華学園小学校において
ー MLCとの関わり

実施しました。Sr. 小林、清水神父様のご協力
で「教会とマリア」、「いつくしみ深い神」とい
うテーマで行いました。

平田

各回とも MLC を知らない方も含めて８名程

潔

2016 年 10 月 21 日（金）に晃華学園小学

度の参加者でした。

校と MLC の交流の一環として、昨年に引き続

食事も夕食、昼食は MLC で提供しました。

き時間を頂いて、お話をするために伺いました。

SM、FMI のご協力および準備に関わった MLC

毎週金曜日は 5、6 年生のシャミナード会の

の石井さん、岩崎さん、汐瀬さん、古畑さん、

活動日ということでしたので、内容について検

鈴木さんに感謝しております。

討した結果、世界中のマリアニストと日本のマ

● 10 月には晃華学園小学校のシャミナード会

リアニストが一つの輪の中にあることを紹介す

（カトリック、プロテスタントの家庭の生徒の

ることを中心のお話にしました。

集まり）の高学年の時間に平田さんが「世界と

内容については、次の生徒の感想文風の文章

つながるいのり」をテーマに話をしてくれまし

で紹介します。さらに、来年以降も同様の活動

た。昨年のペアレンツデーに続くとりくみです。

を通して、若い人たちの裾野を広げていきたい

11 人の小学生と宗教科の先生とともに。

と考えています。

● 11 月には、マリアニスト家族として慰霊ミ

生徒の感想文風の文章

サを実施しました。慰霊ミサの後には MLC の

★ 10 月 21日（金）

千葉幸博さん

今日は、いつものシャミナー

（暁星高校出

身）がフラン

ド会の集まりの日でした。お昼

のマリア会修

に行ったら、石山先生が MLC

休みにお弁当を持って視聴覚室

ス（アンソニー

の 3 人の方々を紹介してくれま

道院など）に

した。

行かれた時の

私たちにマリアニスト家族と

話をしてくだ

MLC を紹介するために来たと

さいました。

のことでした。

その後はマ

ホワイトボードにシャミナー

リアンハウス
4

ド神父とトランケレオンの

ロビのものすごく貧しいスラ

をきっかけに話が始まりま

ム小学校）マリアニストがお

似顔絵を描いていて、それ

ムにあるナザレのノートルダ

した。

手伝いして運営している、そ

私たちの毎日のお祈りは

の学校の活動を紹介してくれ

必ず世界中の人たちのお祈

ました。

りとつながっていて、毎日

そういう学校があることを

のお祈りは、4 年に一回オ

知るのも、世界とつながって

の MLC の 人 た ち が 集 ま っ

けになると思いました。

リンピックみたいに世界中

いる自分の存在を知るきっか

て、大きなお祈りになって

石山先生が最後に今日のお

いるのだというお話でした。

話のまとめとして、絆という

そういう考え方をしたこ

ことを話してくれました。

とがなかったので、新鮮な

お昼休みの活動なので、あっ

感じがして、何かすごいことのような気がしま

という間に終わってしまいましたが、強く印象

した。自分のお祈りをそのように捉えたことが

に残ったお昼休みとお弁当でした。

なかったので、うれしかったです。

また、アフリカのある小学校（ケニヤのナイ

S M ニュース
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マに総会・研修会を行いました。当番校札幌光

マリアニスト・スクール宗教部・
宗教科研修会（マリア会主催）

星学園のスタッフに感謝します。

今回は、管理職・教員研修に加え初めて事務

2016 年 10 月 20 ～ 21 日、シャミナード修

レベルでの情報交換をし、連盟校同士の協力体

道院の２階の会議室で、今年の第 22 回目の会

制が一歩前進しました。

合が開かれました。

『マリアニスト的教育の背景の理解を求めて』

をテーマに，関連校から 27 名が参加をして有
意義な 2 日間を過ごしました。

マリアニスト・スクールの存在理由の根幹を

担う宗教教育のあり方について真剣な話合いが
なされました。
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マリアニスト・スクール連盟
総会・研修会（連盟主催）

今年の第 23 回の総会・研修会を札幌ガーデ

ンパレスで行いました。

創立 200 周年記念講演として、アメリカ管区

のスチーブン・グロデク先生をご招待し『マリ

アニスト教育につながる実践の努力点』をテー
5

FMI 若者たちの新年の抱負
2017年の私の抱負

どんな気持ちで行うかによって、意味が違うし、小さな
発見を積み重ね、少しずつ心が開かれて、み旨に気づか
されています。

マリア マグダレナ・トゥオン

ある日本語の先生に聞かされた言葉ですが、
「実がな

（FMI 修錬者）

らない時は、根を伸ばせ」と。まさにこの言葉は家の土
台というマタイ福音書の七章二十四、二十五節に書いて

去年の九月から

あるイエスの言葉に似ていると思います。実ができる為、

修練期という生活

根をしっかりと伸ばし、家が倒れないように、岩を土台

に 入 っ た 私 は 今、

として建てる為に与えて下さった良い環境の中にいる今

神様の声をよりよ

のわたしは、大切な時期だと実感しています。

く聞き分け、自分

新しい年にあたって、これまで体験出来た事を大切に

を探しながら、毎

して、本会の精神であるマリアの使命を深めながら生活

日を大切にして過

したいです。そしてこれから先，
様々な事が起こるでしょ

ごしています。こ

うけど、たとえ向かい風に出会っても、それを歩きなが

れからもずっと

ら全ての中に働く神様の愛に気づき、喜びと感謝を忘れ

‥‥。

ずに、日々を忠実に生き続けたいと思っています。

日本に来て、二
年 目 ま で は ま ず、
日本語の勉強に集中し、また日本の習慣や文化などを身

4 名のポストラント

につけることばかりでした。けれど、それらに少し慣れ

2017年の希望

てきたので、これからは修道者として、しかもマリアニ
ストの一員として生きるため、少しずつ本会のカリスマ、
歴史を学びます。そして、イエスの生き方を身につけて

マリア グエン ティ リエン

いく努力をし、自分の召命を識別しています。そういう
わけで、今の私の生活は喜びの中で幸せを感じながら過

私はベトナムの中部で生まれました。すぐに洗礼を授

ごしています。

けられて「マリア」と言う霊名をいただきました。

毎日ほとんど同じスケジュールです。一日の初めは共

日本に来てからもう 1 年が過ぎました。その 1 年間は

同体のシスター達と一緒にお祈りをして、ごミサあずか

日本語を学ぶことで夢中でした。他にも修道生活につい

ります。朝食後は聖書や会憲などを勉強します。昼食が

てと、祈りの生活を少しずつ始めました。2016 年の日

終わったら、作業をします。作業と言えば姉妹達と一緒

本語学校の勉強ももうすぐ終わります。

に楽しく庭の草取りをしたり、黙想の家の部屋を準備し

日本にいる限り日本語が必要ですが修道生活は日本語

たりします。

が全てではないと思います。

夜になると、また共同体で晩のお祈りをして、個人的

それよりも、私の生き方はどうだったのでしょうか？

にも一日のことを振り返ります。夕食をしながら、皆で

まもなく新しい年を迎えるにあたって、よりよい霊的生

一日の出来事を分かち合い、
温かく感じています。その後、

活を送るために私はなにをすべきか、今自分にとって一

寝る前のお祈りをしてから、ある日は皆でレクリエーショ

番大切なのは何であるかと考えるべきだと思います。

ンをしたり、聖歌を練習したり、またある日は同伴のシ

神様は私にとってどんな方でしょうか？ 共同生活を

スターと一緒に手作りのカードを作ります。

通して自分が持っている信仰を深めることが出来ますよ

週に一回共同体の食事を作ることもあり、月に二回出

うに。私の生き方を通してキリストを人々に知らせるこ

かけて、他の修道会の方々と共に勉強することもありま

とが出来ますように。

す。このように家での宣教といわれる時間割で過ごして

そして、共同生活においても姉妹たちのありのままの

いますが、うまくいく時もあれば、失敗する時もあります。

姿を受け入れ、相互に理解しあってよりよい共同生活を

例えば、毎日お祈り、念祷をしていても、よく祈れる

送ることが出来ますようにと私は望んでいます。

とは限りません。また、勉強といっても理解できない事

私の力だけでは何も出来ないのですべて神様に委ねま

がいっぱいです。

す。

それに、簡単なことでもできない時が度々あります。

マリア様、私はあなたの娘です。私を支え、祈ってく

けれども、起こった全ての事の中にも神様が私に何かを

ださい。

語っていると信じます。よく繰り返す小さなことでも、
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マリア タム

マリア グエン ティ ガ

私はベトナムの中部から来ました。

出身はベトナムのゲアンです。

年度末は私たちがこの 1 年をどのように過ごしてきた

私が修道院に入会してから１年経ちました。この１年

のかを反省することと新年のために新たな計画を立てる

間でどんなことが出来たか、出来なかったかをちょっと

ときです。

考えてみました。

2016 年は私にとって日本で生活した最初の年になり

どちらかと言えば出来たことより出来なかったことの

ました。来日当初は、言葉、文化、習慣、生活のリズム

方が多かったです。特に霊性の面です。

…全てのことが私にとって目新しいことばかりでした。

修道院に入る目的は霊性を深めてキリスト者としてキ

１年が経った今、神様の恵みとシスター方のお祈りと

リストにより似たものとなるためなのに、私はあまり進

いろいろな支えを頂いて、徐々に日本の生活に慣れてき

歩しなかったように感じています。

ました。
また、共同生活の喜びをも感じるようになりました。
感謝の気持ちで一杯です。

だから 2017 年の目標は共同体の生活を通して霊性の
面での進歩を目指していきたいと思っています。
どのようにしたら良いかと考えてみると、聖人伝など

入会する前に修道生活の中で一番大切なのは祈りだと

を読んだり、キリスト教についてもっと勉強をしたりな

いわれました。しかし、この１年を振り返ったとき日本

ど、よりよい方法を見つけ出していきたいと考えていま

語の勉強のために祈りに時間を十分に使っていないこと

す。

に気づきました。
祈りを通して霊的生活が深められると思います。それ
に、何か困難に出会ったときそれを乗り越える力を祈り

マリア ファム スアン ユン

の中で頂けると信じています。また、姉妹たちの関係も
次第に良くなります。
霊的生活以外にも健康の面もとても大切です。健康が
なければ奉献生活を続けることは、難しいと思います。
そのため運動や気功をやって体力をつけたいです。

私の出身地はホーチミン市です。
日本に来て１年以上経ったが、周りのことが変化するに
従って私の心の内と外も変わって来ました。

そして、他の人に役立つものを学んでいきたいと思い

日本で生活することによって、良い体験といろいろな

ます。

ことを得ることが出来ました。

計画を立てるのは簡単ですが、実行することはとても

新しい年に、私の頭の中にはいろいろな予定、やりた

難しいと感じています。

いことが次々に浮かんできます。 新年に二つのことを

でも、希望を持って神様のお恵みに信頼し自分でも努

やるつもりです。

力するつもりですからこれらが少しでも実現できること

一つは霊的なことです。それは信仰を支えるために霊

を願っています。

的読書、カトリック教会に関する本を深く学んでいきた
いです。
二つ目は最も身近なこと、すなわち日本語の勉強です。
日本語がうまく話せるようになるためにまだ勉強してい
ないことや勉強した会話の CD をもう１回聞いて発音と
アクセントを練習したいと思っています。
この二つが私の新年の目的ですが、出来るかどうかわ
かりません。今はそう思ったのですが後で心が
変わるかも知れません。

▲前列左からタムさん、ガさん、後列左からユンさん、リエンさん
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お知らせ

アデル・ド・トランケレオン

Adele de Batz de Trenquelleon

★ 家族の集いについて

アデルはフランス革命

◆日 時

を 目 前 に 控 え た 1789 年

2017 年 1 月 15 日 ( 日 )
10:30 〜 14:00

6 月 10 日、フランスのア

◆場 所

ジャンからあまり遠くな

◆会 費

いフガロールに貴族の娘

暁星学園聖堂・生徒食堂
2000 円（小・中学生

1000 円 )

各枝でまとめて当日会計へ

として生まれました。

◆申 込 各枝の代表者は 12 月 10 日までに

そのため、幼くしてア

Fr. 清水まで人数を連絡

デルは母親と共にスペイ

◆受 付

ン、次いでポルトガルに

10:00（担当：ＭＬＣレジナ・チェリ）
ミサのしおり配布

亡命することになります。

◆プログラム

1801 年、アデルはスペインのサンセバスチャ

10：30

ンで初聖体を受けますが、この時すでに神の呼び

講話：青木地区長

「男女マリアニスト修道会

かけを感じてカルメル会入会を希望しています。

創立 200 周年について」

1801 年、 家 族 は フ ラ ン ス に 戻 り、2 年 後 の
1803 年、堅信の秘跡を受けると、ますますカル

11：00

メル会への夢をふくらませてゆきます。入会を待

◉ＭＬＣ奉献 20 年以上の方々の

サ
更新式を行う）

ちながら 1804 年、友人と共に、祈りとキリスト
教の信仰を広めることを目的とした

ミ

小さな会

を作りますが、これはボルドーのコングレガシオ

12：30

親睦会

14：00

終

了

ンと性格が非常によく似ていました。
1808 年、ボルドーのコングレガシオンとの摂
理的な出会いの後、アデルとシャミナード神父と
の間に手紙の交換が始まり、やがてアデルの
さな会

小

はボルドーのコングレガシオンと合併す

ることになります。
病気の父親の看護を続けながら、アデルは次第
にカルメル会とは異なる新しい形の修道生活に

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。

思いをはせてゆきます。1815 年、父親が亡くな
ると、
翌年の 1816 年、
アデルはついにシャミナー
ド神父の協力の下に

汚れなきマリア修道会

を

創立しました。
新しい修道会の目標は宣教です。シャミナー
ド師は書いています。
「あなた方の修道会は宣
教修道女のみで構成されなければなりません。
」
（1815.10.3）
アデルの健康はすぐれず、徐々にその活動は狭
められてゆきます。1827 年、容態は次第に悪化
し、
1828 年１月 10 日、
「ダビデの子にホザンナ !」
と叫んだ後、息を引き取りました。

■発行：日本マリアニスト家族評議会

わずか 38 歳でした。

問い合せメール：marianist@marianist.jp
ホームページ：http://www.marianist.jp/
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