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主のご復活おめでとうございます
マリア会地区長

青木 勲

受け止める時、教会が授ける堅信の秘跡の意味

四旬節の償いと改心の期間があけて、新しい
復活の陽光が差し込んで参りました。マリアニ

が分かります。マリアニストは、
「洗礼の秘跡」

ストにとっては希望と喜びの揺るがない根拠で

を通して新しい命に生まれ、
「堅信の秘跡」で

す。そこには、二つの教会の教えが含まれてい

主であるキリストの霊に生かされ、自分とキリ

ます。

ストと共同体を結び付けるキリストの聖体の秘
跡で養われていく時、マリアの子になったイエ

一つは、私たちは例外なく罪人で、神の国に
入るために「救い主であるイエス・キリスト」

スとの完全な一致に繋がります。

による罪の赦しが絶対に必要だという事実で

このように考えてきますと「マリアへの奉献

す。近年、信仰内容の相対化が進み、罪か罪で

の祈り」は、この受難と復活の過ぎ越しの神秘

ないかはどうでもよいという風潮があり、ゆる

をまとめた一つの祈りだと言えます。

しの秘跡や病者の塗油の秘跡を軽視する傾向が

今年、マリア会の創立 200 周年の記念を祝

ありますが、大きな誤りです。この世界から罪

う恵みの中で、復活したキリストへの信仰と愛

が、完全に拭い去られることはありません。ま

を生き抜く決意と覚悟を更新して行きたいと思

た自分が罪人である事実も避けられません。だ

います。

からこそ、毎年、四旬節があり、回心と償いの
季節が赦しと恵みの機会として与えられている
のです。あなたは、年に一回の「ゆるしの秘跡」
の恵みに与かりましたか？真剣に自分の内部を
見つめて、神様の赦しの恵みと慈しみの必要性
を、頭、心、そして腹で（丹田）でも感じ、自
分が本当に罪人であることを自覚した時、始め
て、生き方と生活のあり方の変化が内側から起
こってきます。
二つ目は、マリアの子となったイエスが、十
字架の死の苦しみを超えて、三日目に復活した
事実です。天に昇り父の右の座から、聖霊を送
り、あなたを霊で満たして下さっている事実を
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創造的忠実さ
マリア会地区長

青木 勲

新しい言葉ではありません。聖ヨハネ・
パウロ二世教皇の文書や奉献生活の刷新に
ついての文書にも出て来る言葉です。その
根底には、あれかこれの二者択一による決
定方法とは異なり、一つの確固たるものを
保持しながらも、適応面での柔軟さと斬新
さを意味しています。現代風に言えば新し
い「モデル・チェンジ」とでも言えましょう。
しかし新しいものへの刷新と変革には、い
つもある種の抵抗と拒否反応が伴い勝ちで
す。ですからそれなりの理由と意味付けが
求められるのは当然のことです。数値と利
潤が最優先する現実の社会では、生き残るための

フランシスコは、曲げてはならない福音的態度と、

戦いで、教育界・宗教界以上にもっと思い切った

人間的な慈愛と優しさをこめて、人と出来事に対

モデル・チェンジや経営の統廃合を頻繁に繰り返

して柔軟かつ良心的に向き合っていく牧者の姿を

しています。

示しておられると思います。そこには、何を相対
化させ、何を絶対化すべきかを祈りの中で識別し

20 世紀が順応の世紀だとすれば、21 世紀は、

ながら決定して行く姿が見られます。

発想の転換の世紀とも言われています。ところで、
私は、キリスト教内での刷新と革新の基本的な態

組織と生命に関わるわる緊張関係を例に挙げる

度は、聖書のローマ書の 12 章 2 節に要約されて

と「命あっての組織であり、組織や権力が生命を

いると思います。

窒息させてはなりません。」大きな組織になれば

聖書は、まず世間の価値の基準を鵜呑みにしな

なるほどこの危険とその悪影響は避けられませ

いように注意を喚起し、信仰の４つの判断基準に

ん。個人や人間の尊厳が剥奪され、組織の一コマ

沿って実生活で識別し、行動の仕方を決定するよ

でしかない使い捨て文化に対して欠けがいのない

う促しています。その基準とは何が神のみ旨か、

人格の尊厳を擁護し、人間の品位を誠実さに主張

何が善であるか、神を喜ばせるか、そして全きこ

できるのは聖書の教えでしかありません。

その結果、何らかの

ですからこそ「世にあって、世のものではない

改めるべきことが判明した時、決定した内容を曖

創造的忠実さ」が今こそ発揮されるべき時だとは

昧にしたり、実行しなかったりすれば、弊害がそ

思いませんか？

とであるかの 4 つです。

のまま危機として留まり、意図した改善や刷新が
不可能になります。
4 つの基準の尺度は不変ですが、時と場所と状
況を相対化する判断力によって改善して行く意識
の自由さが必要です。こう見ていきますと現教皇
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日本のマリアニストの一人として
～ SM、ＦＭＩ創立 200 周年記念を祝う中で～
アリアンス・マリアル

田中正江

私にとって今年の冬は、映画「沈黙 ー サイ
レンス ー」や高山右近の列福などを通して、
日本の迫害時のキリシタンに改めて、強く心
を向ける季節になりました。
迫害と死の恐怖の中で、大浦天主堂での信
徒発見に到るまでの 250 年もの長い間、隠れ
キリシタンとして信仰を守り受け継がれて来
れたのは、組織を作り、「7 代の間耐えれば、
再びパードレ ( 司祭 ) がやってくる」という予
言を信じ、伝えられた信仰を固く守り、「布団
の中でオラショを子供に唱え
伝える」など子孫に信仰を伝
えていくという、日本のキリ
シタンの固い決意があったか
らです。
シャミナード神父とアデル・トランケレオン
によってマリアニストの組織が創設されてか
ら 200 年の時を迎えました。
革命後の困難な時期やその後の世界中で起こっ
た戦争を初め、様々な
困難時代を乗り越えな
がら、マリアニストと

の価値を再認識し、深めながら、次の世代にそれ

し て 生 き、 伝 え て 下

を伝えるという使命を果たす為に、自分に何が出

さった、多くの方達の

来るか、200 周年記念の中で祈り、見極めたいと

お蔭で私もマリアニス

思っています。

トの霊性に出会い、マ

同時に幾世代にもマリアニストの霊性を伝えて

リアニストとして誇り

いく為に、
「家族」という組織が不可欠であること、

を持って、喜びと感謝

「隠れキリシタン」という手本を持っている日本

のうちに生きることが

のマリアニストは必ずその使命を果たせると、何

出来ています。

かの理由で、長い間世界のマリアニストと会うこ
とが出来なくなっても、再び会った時、「わたし

そして今、「知り」、
「愛し」、「仕える」の

たちは皆、あなたと同じ心です。」と言えるように、

３つの言葉のもとにマ

日本にマリアニストの霊性をマリアニスト家族と

リアニストの霊的賜物

共に伝えていきたいと、心から思っています。
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MLC ニュース
「ただ今、マリアニスト奉献準備中」
マリア・ベルナデッタ

“2017 年春の一泊黙想会”

上村 伴子

「マリアは私たちをもう一人の
イエスに育てて下さる」

「大丈夫。イエス様の呼びかけにそのままついてお

いきなさい。
」マリア様は受洗直前の私にやさしく語

一泊黙想会のご案内

られました。月光の下、美しく輝かれたルルドのマ

……どなたでも参加できます

リア様が私に直接ことばをかけて下さった瞬間です。
2016 年２月 17 日、私の誕生日でもあったその日の

日時：5 月 20 日（土）～ 21 日（日）

扉が開かれた時のことです。

受付：pm3:30 ★4:00 からの説明のあと黙想会
21日（日）pm 2:00 終了

夜、東京カテドラル関口教会でいつくしみの聖なる
あれからちょうど一年後の今、私はマリアニスト

日曜日には御ミサがあります

奉献準備の恵みの中にいます。Sr. 石原、清水神父様、

（ゆるしの秘跡も可）

Sr. 小林、そして何よりシャミナード師との出合いの
恵み。人の力では成し得ないいくつもの恵みの中で

場所：マリアニスト宣教センター
（〒 182-0016 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内）

力です。

指導：Sr. 小林幾久子（汚れなきマリア修道会）

り私たちの母であるマリア様を知り、深く愛し、マ

人数：20 名ほど（申込順で）

リア様との堅固な信頼関係の恵みの中で生かされて
いることと、そしてマリア様の御子イエス様が喜ば

持ち物：筆記用具・ロザリオ・宿泊に必要なもの
バスタオル（洗面用タオルはあります）

れる生き方ができる者に成長していく喜びを感じる

申込方法（お問い合わせも含め）
■ 鈴木まで suzukih@ja2.so-net.ne.jp
（件名に必ず黙想会と入れて下さい）

生かされている神秘が私のキリストへの信仰の原動
マリアニストへのお勉強とは、イエス様の母であ

参加費用：5500 円（食事、宿泊代込み）

ようになることだと思います。日ごと、そのお勉強
が深まりますように。

■ Sr. 小林まで marianist@marianist.jp
TEL‒080-5873-6637 FAX‒042-481-1644
( いずれも黙想会と明記下さい）

2017 年 2 月 17 日、誕生日によせて。
今回奉献準備式で皆さんの前で誓われたのは、三

人の方々です。上村伴子さん、岩崎知子さんはシャ

☞

ロンの花で、橋本和佳さんはローサミスティカで共
同体に参加されています。

三人の皆様が加わって下さることに感謝し、奉献

宣教センター行き方：京王線
「つつじヶ丘」下車、
北口からの「深大寺行」バスで「晃華学園」下車、
徒歩７分お車でとお考えの方は申込時にお知ら
せ下さい。

の恵みに与られるようお祈りしましょう。

MLC 夏までの予定
場所
4月
5月

シャミナード修道院会議室
22 日（土）代表者会議

13 日（土）青木神父黙想会

14:00 〜 16:00

6月

マリアにスト宣教センター

17 日（土）MLC

総会

14:00 〜 16:00 終了後ミサ

20 日（土）〜 21 日（日）

春の一泊黙想会

（詳細別欄）

3 日（土）青木神父半日黙想会
14:00 〜 17:30 ミサあり
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◀ MLC に関係する項目を載せ
ました。その他宣教センターでは
様々な講座等がありますのでセン
ターの今年度の予定をチェックし
て下さい。
また今年は MLC 主催で２回「イ
エスの徳に学ぶ」という内容で講
座が行われます。
（9/30 と 2/24) 詳しくは追って共
同体にお知らせします。

私たちの共同体
マリアの子の会
私たちの信徒マリアニスト共同体の名前は「マ

汐瀬 和代

が今日の福音

リアの子の会」です。

を朗読し、し

集まるメンバーは奉献者 4 名と教会の仲間 1 名

ばらく黙想

とモデレーターのシスター今井の 6 名です。

し、祈りの意

「マリアの子の会」の集まりは毎月第 3 木曜日の

向を訊きロザ

午後、シスター今井を町田の修道院にお迎えにメ

リオ一環唱

ンバーの一人が行き、午後 1 時から 3 時過ぎまで

え、「 マ リ ア

集いを行い、修道院までお送りしています。私た

への奉献の祈

ちはとても感謝しています。

り」を祈り始

集まりはカトリック聖歌を歌い、シスター今井

めます。
「信徒マリ
アニストの手
引き」を読み、
シスター今井からの解説を聞き、関連したことを

「復 活」

出し余談にそれることもありますが、なごやかな

「キリスト教について教えてください。
」

雰囲気で時間が過ぎていきます。

そう言って訪れた 20 代の茶髪の女性たち。

私たちの共同体のメンバーはカトリック大和教

その理由を尋ねると、
「自分が変わりたい」
、
「生

会の信徒で、それぞれ活動しています。ある人は

きるエネルギーが欲しい」
。そう言う彼女たち

祈りで、私が典礼のお手伝いでわからないところ

の目つきは真剣そのものです。キリストこそ

を経験で助言をして下さり大いに助かっています。

自分たちを救ってくれるかもしれない、救っ

またある人はシスター山田のフィリピンへの支

て欲しいという切実な願いと希望をもって訪

援のお手伝いでむこうの貧しい人たちが作った小

れたに違いありません。

物を販売しています。それぞれが自分にあった活

イエスは、人々にご自分を与え尽くした人
生の最後に十字架の苦しみを受諾し、断末魔

動をしています。

の叫びのうちに息を引き取られました。御父

私たちはマリア様に倣い、教会で活動していま

はそのようにしてご自分の意志を遂行された

す。大きい目で見えるものでなくもっと小さいこ

御子イエスを復活させ、栄光のうちに引き上

とですが、こつこつと、もっと教会がいきいきと

げられました。

して祈りの場として開かれた教会となるように祈

復活、新しいいのちへの変容の喜びは、苦

り、活動していきたいです。

悩のうちに神を呼び求め、時

私たちは今、四旬節の準備にとりかかっていま

には絶望的な状況と戦いな

す。

がらも、最後まで神につき
従った者に与えられる神か
らの最高の恵みなのです。
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FMI ニュース
「サラゴサの精神」

「マリアニスト家族の集い」

去年の 9 月より、毎月の静修日には、シャミナード
師が亡命中の 3 年間、サラゴサの柱の聖母を通してい
ただいた恵みを追体験しようと、管区の全姉妹が一堂
に会して黙想しています。いわゆる講話型の黙想では
なく、神の言葉や創立者の言葉を通して、一人ひとり
がその精神を祈りのうちに深めます。月に一度、全会
員が共に祈り、静かに黙想する恵みの時を過ごしてい
ます。

今年も、1 月 15 日（日）10：30 ～ 14：00 家族の
集いが暁星学園の聖堂と食堂を会場に行われました。
ミサに先立ち、10：30 から青木 師による「創立 200
周年を意味あるものとするために」-マリアニストの
カリスマの賜物を生かそう - と題する講話をうかがい、
その後 11：00 ミサ、12：30 親睦会と続きました。参
加者は 85 名。回を重ねるごとに、参加者の家族意識の
深まりが感じられます。

● FMI 2017年度 年間計画予定
4月

25 日（火）
〜 5 月 16 日（火）
29 日（土）〜 5 月 6 日（土）

５月
７月

８月

3日
（水）
〜5日
（金）
15 日（土）
〜 8 月 6 日（日）

16 日（水）
〜 24 日（木）

1 日（金）〜 7 日（木）
9月

10 月

Sr. ミカエラ修練長と Sr. アンジェラ

院長と会計の集まり

10：00 〜 15：00

有期誓願者の集まり

於：町田修道院

3 名出席

第 32 回総会

於：ローマ

年の大黙想

指導 Sr. 小林 「サラゴサの精神」 於：調布＆宣教センター

有期誓願宣立 修道誓願記念

50 周年
60 周年

Sr. セシリア・Sr. 山口
Sr. 石原・Sr. 高尾・Sr. 寺尾

創立 200 周年祭イコンと創立者の手紙

FMI 日本管区巡礼

12 日（火）

ベトナム共同体開設・院長就任式・ポストラン受け入れ式

24 日（日）
1 日（日）〜 15 日（日）

マリアニスト家族評議会
韓国管区終生誓願者 2 名

8 日（日）

世界マリアニスト祈りの日

12 日（木）
11 月

韓国管区ノビス実習の為来日

5 日（日）

ノビス受け入れ式

夕の祈り

管区集会（総会の報告）
特別評議会

14：00 於：調布修道院
日本管区共同体訪問
於：町田修道院

10：00 〜

13：00 〜 16：00

19 日（日）

マリアニスト家族慰霊ミサ

12 月

29 日（金）

年末の黙想

2018年
1月

28 日（日）

マリアニスト家族の集い

17 日（水）〜 22 日（月）

アジアのマリアニストの集まり

2月

25 日（日）

マリアニスト家族評議会

3月

25 日（日）

マリアニスト家族召命祈願の日
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10：30 〜

於：調布修道院
於：インド（ランチ）4 名参加

14：00

於：シャミナード修道院

「ホーチミンの大司教様との出会い」
２月５日（日）ベトナム人のミサに、ホーチミンの大司
教様がお出でになり、司式後、私たちとご一緒に写真に
入ってくださいました。この方は、日本管区がベトナ
ムに共同体を開設する認可をくださった方です。
感謝！来日中
の SM 総本部霊
生局長のアンド
レ神父様も参加
され喜ばれてい
ました。

S M ニュース
1 地区集会

4 海星学園新中央館竣工祝別式

2017 年 1 月 5 日～ 6 日にかけて、シャミナード
修道院において、マリア会の創立 200 周年と日本地
区創設 129 周年の日を記念し、1 泊 2 日の貴重な会
員の出会いの機会を得ました。
木寅師の「マリア会創立の背景」
、
青木地区長の「日
本地区創立時の宣教師達」
、清水一男師による「創立
者の霊性とカリスマ」などの講話がありました。

海星学園の新しい中央館の竣工祝別式が、3 月 4
日 ( 土 ) 午前 11 時から高見大司教司式により行われ
ました。
元の中央館は 1958 年に建設された 60 年近い校舎
で耐震構造が難しいため、海星学園創立 125 周年記
念事業の一環として建て替えられました。

2 青木地区長再任される

2017 年 マリア会日本地区

総長は、青木勲師を第 3 期目の地区長に再任しま
し た。 期 間 は 2017 年 4 月 1 日 か ら 2020 年 3 月
31 日までの 3 年間となります。

主な行事予定

3 誓願宣立と司祭叙階のお祝い
マリア会創立 200 周年を祝うこの年に、下記の会
員が誓願と叙階の記念の年を迎えます。
●誓願 60 周年

烏山 助雄 師 (3 月 25 日 )
山崎 善彦 師 (3 月 25 日 )

●誓願 50 周年

デービッド・ハーボルド士

7 月 27 日（木）
〜29 日（土）

地区会議
於：シャミナード修道院

31 日（月）
〜 8 月 6 日（日）

地区大黙想
アンドレ・フェティス師
於：シャミナード修道院

8 月 10 日（木）
〜13 日（日）

終生誓願者
日韓交流会（東京）

10 月 9 日（月）

マリア会 200 周年記念ミサ
於：東京カテドラル
10 時 30 分
祝賀会（椿山荘） 13 時

(2 月 11 日 )

古川 正廣 士 (3 月 26 日 )
●叙階 60 周年

前川

厳 師 (6 月 14 日 )

●叙階 25 周年

髙田 裕和 師 (9 月 23 日 )

19 日（木）
〜 20日（金）
21日（土）
〜22日（日）
12月27日（水）
〜28日（木）
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マリアニスト●スクール宗教部
●宗教科研修会
於：シャミナード修道院
地区召命司牧・担当者会議
於：シャミナード修道院
地区集会
於：シャミナード修道院
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種別

黙
想

2017 年度

黙想会
ご案内
黙想会と
講座の
案内
と講座
のご

「マリアニスト宣教センター」では、今年度、以下の要領で黙想会・宗教講座・
カルチャー講座を開催いたします。 皆様のご参加をお待ちしています。
講座番号、テーマ、講師、⽇時、予定⽇は以下の通りです。特に限定のない講座は、
どなたでも、いつからでもご参加いただけます。ご都合のよい時にご参加ください。

No.

テーマ・講師

日時・予定

１

半日黙想会（年2回）
対象︓カトリック信者・求道者
■ ⻘⽊ 勲 神⽗

14:00〜17:30 ＊黙想の最後にミサあり
①「信仰と⽂化」
6⽉3⽇（⼟）
②「洗礼とゆるしの秘跡」11⽉4⽇（⼟）

２

１泊２日の黙想会 定員:20名
「マリアは 私たちを
もう一人のイエスに育ててくださる。」
■ Sr. ⼩林幾久⼦

5⽉20⽇（⼟）16:00〜21⽇（⽇）14:00

３

個人で静かに祈り黙想なさりたい方、その際に同伴を希望される方は、
お問い合わせください。

会

４

「キリストのメッセージ
ー福音書のたとえ話を通してー」
（その２）
■ 清水一男 神⽗

５

講

「神と出会う イエス・キリストと出会う
自分と出会う」

毎回 第２⽔曜日 11:00〜12:30 （年10回）
5⽉10⽇、6⽉14⽇、7⽉12⽇、9⽉13⽇、
10⽉11⽇、11⽉8⽇、12⽉13⽇
2018年 1⽉10⽇、2⽉14⽇、3⽉14⽇
毎回 第２⽕曜日 10:00〜11:30
5⽉9⽇、6⽉13⽇、7⽉11⽇、9⽉12⽇、
10⽉10⽇、11⽉14⽇、12⽉12⽇、
2018年 1⽉9⽇、2⽉13⽇、3⽉13⽇

■ Sr. 鈴⽊孝⼦

座
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マリアニスト宣教センター

６

「マリアニスト」 その意味と⽣き方
☆毎回、同じ内容で⾏います。
ご都合のよい時にご参加ください。
■ Sr. ⼩林幾久⼦

毎回 第２⼟曜日 14:00〜16:00
5⽉13⽇、6⽉10⽇、11⽉11⽇、12⽉9⽇
2018年 2⽉10⽇、3⽉10⽇

７

「短歌を楽しむ」
※ 参加資格︓⽇本語が普通に
使える方ならどなたでも
■ ときえだ ひろこ

毎回 第３⽔曜日 10:00〜11:30（年10回）
5⽉17⽇、6⽉21⽇、7⽉19⽇、9⽉20⽇、
10⽉18⽇、11⽉15⽇、12⽉20⽇、
2018年 1⽉17⽇、2⽉21⽇、3⽉21⽇

● 会 場： 「マリアニスト宣教センター」
〒182-0016 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内（晃華学園隣り）
(京王線「つつじヶ丘」駅北口より深大寺行バスで「晃華学園」下車、徒歩７分)
△

ホームページ：http://www.marianist.jp/ (Topページ上 ) ⇒【 マリアニスト宣教センター「黙想会と講座のご案内」】

● 問合せ・申込： e-mail：marianist@marianist.jp Fax︓042-481-1644 Tel︓080-5873-6637（Sr.小林）
お申し込みの際には、講座番号 と お名前、緊急連絡用のメール アドレス、もしくは
電話番号をご記入ください。講座開始１週間前までにお申し込み下さい。［担当: Sr.小林］
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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