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「言葉・記憶・信仰」
M L C 教育部長

平田 潔

日常の雑事に追われているうちに、自分につい

ろうとしてみる。情熱をもって一生懸命に理解す

て振り返ることが少なくなっていることに気づか

るのは、確かに自分の自己がどのような状態にあ

される。気づいて慌てて聖書を読む。さて読んで

るかということを納得していなければだめだ。自

はみたものの、ただ読んでいるだけで中身がさっ

分の感情を自分の支配下に置いておかなければ、

ぱり頭に入らない。なぜそのようになるのか考え

結局今までと変わらない結果に終わる。ただし、

てみることも悪くないと思い、その時々の自分の

これは感情を理性で抑え込むことではない。まさ

ありようを考えてみる。疲れる話だが……

に情熱的に「ことば」に向き合うことだ。感情は

聖書は文字ではあるが、神ご自身がことばを私

直感や想像のような力、つまり、受け入れたこと

に語りかけてくる。私はその言語化された言葉を

をさらに大きく育ててくれるような力を引き起こ

自分の感覚で一生懸命読み取らなければならな

すので、ただ一時の思いに振り回されがちな自我

い。ところが、時々自我がそれを阻害する。自我

から生まれ出るものとは大きく違う。

と自己の違いに気づいていないので、意図に反し

聖書は「自分の心を真実で良いもので一杯にし

て勝手にメッセージを受け取ってしまう。そこで

てくれるもの」であり、
「心の清い人々は幸いで

行き詰まって、諦めると、すべてがゼロになり、

ある、その人たちは神を見る」
（マタイ５章 8 節）

入口に戻る。

機会を失わないように導いていくものだ。そして、

もう一度読み返して、今度は理性的に受け取ろ

記憶の中に「素直に考えられない」ほどの気持ち

うとする。理性を働かせると、一つひとつの「こ

を残さず、自分を正常な状態に戻すには、自分に

とば」の意味を大切に考えながら、努力して理解

何ができるか考えるヒントを示しているものだと

しようとする。しかし、理性を働かせると知的な

思う。記憶の中に正しく残ったことは信仰になる。

理解が進み、
「ことば」がただの何かを示す合図

これが最終目標だ。ここに至るまでに何度も同じ

のように思えてくる。聖書の伝えることが生活の

ようなことを繰り返すことになるかもしれないが

知恵のように見えて一連の『これこれしなさい』

……。

言葉の列挙にしか思えなくなる。ここで再び挫折
を味わうことになる。

＊キーワード：言語、知覚、理性、感情、直観、記憶、
想像、信仰

感覚を通してうまくいかない。理性を通しても
うまくいかない。となれば、次のプロセスを探る
ことになる。今度は「ことば」を情熱的に受け取
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マリアニスト・シリーズ 23

私たちの証を見つめて
マリア会地区長

青木 勲

「ひとり子イエスの兄

ることも大切です。このような内面的落ち着きが

弟姉妹である人々に信仰

でき上った時に、前掲の「共同体としての」祈り

共同体を形作る使命をマ

の場が出てくるように思います。聖フランシスコ

リアに託されました」

の平和の祈り「・・・されるよりも」「・・・す

創 立 200 周 年 の 間

ることができますように」というくだりはまさに

祈っています。一人ひと

円熟した信仰共同体の向かうべき方向性を指し示

りのマリアニストが自分

しているからです。とは言え、時間と空間の制約

の使命として生きていく

の中に生きる信仰共同体も進歩と刷新のためには

べき言葉だと思います。

識別と決断が避けられません。

『共同体で「単に生活すること」と共同体で生

変えるべきものと変えてはならないものとの明

き生きと「現存すること」、共同体「で」祈るこ

確な識別と決断です。前掲の言葉を借りれば、イ

とと、共同体「として」祈ること、
「一個人」と

エスとマリアはどんな場合にも「共同体の一人の

して見られることと、共同体の「一人のメンバー」

メンバー」として、優先的に一番弱い人、困って

として見られることの間には違いが存在するので

いる人に寄り添う牧者と母親の態度で臨まれまし

す』
（S.M.3 OFFICES #143 共同生活と私たちの清

た。

貧の誓願 2p）マリア会の財務局長の回章の一節

時として、傍観者の無慈悲な批評や非難に対し

ですが、私は含蓄のある言葉だと感じました。事

てさえ相手の人を大事にし、その人が信仰の恵み

実、身体こそ共同体の中にあっても、周囲の人と

に至れるように親身になって関わり続けられた聖

無縁の中に生活している嫌いすらがあります。積

書の描写箇所は枚挙に暇がありません。おそらく

極的に自分の持ち味を提供して、共同体の喜びと

現実の日本のマリアニスト信仰共同体の証の有無

一致と活性化のためにして貢献できていれば幸い

と評価は、この行動の実践にありそうです。

です。その場合でも、自分でよかれと思っている

メール、アデル・ド・バッツ・ド・トランケレ

が人様に迷惑をかけたり、思わぬストレスになっ

オンの列福の宣言の喜びを共有しつつ勇気ある一

たりしてはいないかと慮ることも必要です。何故

歩を踏み出しましょう。

なら意外と自分の欠点には気づいていないからで
す。私たちが他人の存在のために徹して生きるこ
とができるためには、人々の救いのために、マリ
アの子となられたイエスの生き方を自分の身に引
き受けること以外にはありません。そこには常に
他者への優しさと尊敬が裏打ちされ、皆の共通善
に向かって、自分を含むすべてを明け渡す寛大さ
が必要です。
また他人からの忠告や過ちに対する指摘に対し
て、素直に受け入れられる心のゆとりを持ってい
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「信じる心」
アリアンス・マリアル

田中正江

「弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちがい

ています。これが国家間レベルになった最悪の結

た場所のどの戸にも鍵をかけていた」
（ヨハネ

果が戦争であり、化学兵器の使用、核兵器保有国

20.19）

家の増加を生み出しています。恐怖の対象とされ
た国に住む人々の命と生活と未来
を奪っています。
私達アリアンス・マリアルは「信
じる心」だけで成り立っている共
同体です。誓願式等で一部の会員
に数回直接会う以外は、インター
ネットでの遣り取りと会報での情
報交換はあるものの、生涯に渡っ
て会員同士の祈りと絆を信じる心
だけで結ばれ、成り立っている共
同体です。そして、全会員の信じ
る心がアリアンスの過去を作り、
現代を維持し、未来を築こうとし
ています。

イエスが十字架上で死に、恐怖で身動きが取れ

私達マリアニスト家族も同様ではないでしょう

なくなっていた弟子達は、イエスの復活と聖霊降

か。私達は血肉の家族ではありません。マリアニ

臨により、揺るぎない信仰を持ち、殉教も恐れず

ストの４つの枝が利害を超

様々な地で福音宣教をするまでに到りました。

え、生活、信仰形式は違って
も同じ霊性を信じ、歩む者同

革命後のフランスで、宗教的迫害、弾圧の恐怖
の中で、シャミナード師を福音宣教に駆り立てた

士と信じる心が家族を作り、

ものは、師の信仰と、フランス人の中にある信仰

世界的レベルの家族へと広

心を信じる師の心でした。

がっています。
「信じる」ことが難しくな

現代では恐れから身を守る為の行為が発展し、
防犯カメラの設置、マンションのオートロックな

りつつある現代にあって、私

どセキュリティーシステムが導入され、それは犯

はマリアニスト家族と共に神様を信じ、人を信じ

罪を防止する為には、ある程度は必要ではあるの

る心が、恐怖を乗り越え、全世界の人々共に平和

は確かですが、多くの人々の心理も「人を信じる」

な世や社会を築きあげていくことが出来ることを、

から「人を恐れ、警戒する」傾向が加速している

福音的価値と共に、私達家族の生き様を通して伝

のではないでしょうか。私は過度の恐怖心は自分

えていきたい、私達にはそれが可能であると心か

と他者との間に壁を作り、他者の心や本当の姿を

ら信じています。

見ることも、理解することも出来なくなると感じ
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「マリアニスト」とは？
マリア会司祭

髙田裕和

近年「マリアニスト」という表現が広く用いら

リアニスト」とは、マリアを知る人、マリアの専門

れるようになりました。
「マリアニスト」とは？と、

家、マリアに倣う人、マリアを生きる人、等々と考

問われることがあります。みなさん、どのように

えることができます。もっと多くの意味を見出すこ

お答えになりますか。

とができるでしょう。
シャミナード神父は、新しい修道会をいろんな形
容詞をつけないで、
「マリア」という名前で呼ぶこ
とを望みました。マリアに属するメンバーが毎日唱
える「マリアへの奉献の祈り」は、そのメンバーが
どのように生きるか、示唆を与えてくれます。また、
マリアは、
「すべての信仰者の模範」と、
「教会憲章」
8 章は定義しています。マリアは、洗礼によってキ
リスト者となったすべての人にとって、神のもとへ
導く方であり導き手でもあります。
「マリアニスト」
は、マリアの特別な協力者として生きる人、信仰者
の模範であるマリアの姿を知らせる人、そして母で
あるマリアのように、人々の傍らにいてイエスへと
導く同伴者。マリアを模範と仰ぎ、マリアのように
生きようとする人、込められている意味は豊かです。
ピアニストやオルガニストだけではなく、その道
のプロは、日々基本に立ち戻って鍛錬します。
「マ
リアニスト」は、
「この人が何か言いつけたらその
通りにしてください。
」というマリアのことばを、
自分への助言として受け止め、マリアを知り、マリ
アを愛し、マリアに仕えることにチャレンジします。
基本に立ち戻って修練するとき、自らの課題が明白
になります。その課題を克服するためにまた修練し
続けます。
救いのわざの協力者マリア、そのマリアの使命に
参与する私たち「マリアニスト」は、与えられた奉

「ピアニスト」
「オルガニスト」という表現は、

仕の場で、マリアのように常に人々の傍らにいて気

その意味を明確に示しています。ピアノの演奏家、

を配り続け、主のご命令に応じるために、いつも備

ピアノを専門とする人、
オルガン（パイプオルガン）

え続けている人、またはグループではないでしょう

を演奏し、それに精通している人、その楽器のプロ、

か。

等々と理解することができます。そうすると「マ
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イエスさまに触れるとは

Sr. リン

心を込めて感謝！

イエスさまに触れるとは
血と水の脇腹から

二宮滞在は短い期間でしたが、
たくさんのことを体験しました。
信者さんに出会い、人の心に触
れました。人を通して神との出会
いを感じました。
たくさんのお恵みをくださった
神さまに感謝しています。
マリアニストとして、わたしも
人を温かく迎えるように努力しま
す。皆さまを通して、神さまに心を開くことを学
びました。
ありがとうございました。

その慈しみを汲み取ること
イエスさまに触れるとは
苦難の人生から
その愛に触れること
イエスさまに触れるとは
家族の生活から
その喜びと平和を味わうこと
イエスさまに触れるとは
十字架から
救いの業に与ること
イエスさまに触れるとは
その約束に
希望をもつこと

共同体・紹介コーナー①

「糸杉の会」「エトワール・アデル」
現在２つの共同体は東村山修道院で同じ日時に

エトワールは晃華学園を卒業されたメンバー

一緒に集会をもっています。指導頂くシスターは

で構成され、平井さん、遠藤さん、坪井さん、

ルチア光島日出子シスターです。

それぞれの真摯な個性が出ています。世代とし

２つの共同体は、会が出来た経緯もその後の歩

て子育てが終わってこれからのあり方や楽しみ

みも違うのですが、お互いの良いところを引き出

など模索しながら、上の世代と下の世代をつな

しあう関係を持てていて、月に一度の例会が皆さ

げる立ち位置もあらゆる場面で出てきています。

んにとり楽しみとなっています。

糸杉はその上の母の世代が多く、実際は老い
や心身の故障、言い方が難しいですがターミナ
ルへ向けての信仰のあり方も問われている共同
体です。そこには時代を背景に家族の問題、人
生の問題が関わってきます。
集まりの場所が幼稚園のある修道院の中だけ
に幼い子どもたちのエネルギーもすぐそばにあ
るのです。マリアさまは女性の生き方のお手本
でもありマリアさまを通して祈るとともに、次
世代の次なる幼子イエスを育てていくことも思
いめぐらさなければならない時を感じています。
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MLC ニュース
「メールアデルの列福決定を感謝して集まりました！」
この度は FMI にとって素晴らしい
慶び、おめでとうございます。 MLC

のメンバーで 30 人ちかくが集ったようです。
ミサ後の会食会ではシスター方が前日から総

の各共同体も 5 月の例会でシスター
方と心を合わせてお祈りしました。
その一つが町田修道院での青木神

出で準備されたピザやサンドイッチ、サラダ、
デザートが用意され青木神父様を中心にお話が
はずみました。アデルの言葉が書かれた素敵な

父様をおよびしての感謝の集いでした。
町田のシスター方からのお招きで５月 12 日金
曜日にフィアト、シオンの方々が参加されました。

記念のカードもいただき、MLC もま
た自分たちの身の回りにこの恵みを
伝えていくのはアデルの御心では、
と感じる集まりでした。

町田修道院のノビスの方々、シスター方、MLC

S M ニュース
1

新日本地区本部員が決まる
勲
裕和
● 教育部長：松本 幸徳
● 財務部長：山本 一行
●

地 区 長：青木

● 霊生部長：高田

3 ルカ朝山宗路師の帰天と納骨

師
師
師
士

2 年間、シャミナード修道院で介護を受け
ながら生活していた朝山神父様は、肺炎の
ため 4 月 6 日に入院して治療を行なってい
ましたが、病気回復もかなわず 4 月 30 日、
間質性肺炎のため神のもとへ召されました
享年 83 歳でした。葬儀は 5 月 3 日に行な
われ、6 月 10 日、府中カトリック墓地にお
いて納骨式が行われました。
今後とも朝山宗路師のた
めにお祈りください。

2 志願院について
3 人のプレノビス ( ヨハネ・ドアン、ペト
ロ・シン、アントニオ・カウ ) が始まり、日
本語の勉強と修練院に入る前の勉強を始め
ました。また、和歌山で研修していたタン
さんがアスピラントとして迎えられました。

これからの予定
① 7月

5 日～ 13 日

教育部長会議（ローマ）松本師、デービッド士（通訳）

②7月

5 日～ 8 日

青木地区長ベトナム訪問

③

7 月 27日～ 2 9 日

地区会議

④

7 月 31日～ 8/6日

大黙想 ( シャミナード修道院） 指導：アンドレ・フェティス師

⑤

8 月10 日～ 13 日

終生誓願者日韓交流会

⑥ 10月

9日

マリア会創立 200 周年 記念ミサ・祝賀会
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FMI ニュース
韓国管区 ノビスの実習

今年は、4 月 25 日～ 5 月 16 日、韓国の修練
者 Sr. アンジェラが修練長 Sr. ミカエラと共に日

2009 年より、日韓両管区では修練期 2 年目の

本管区を訪れ、3 週間の短い期間でしたが、日本

ノビスの実習を相互の管区を訪問して行ってい

の 5 共同体を訪問しながら、姉妹たちとの交わ

ます。

りを通して、韓国管区とは全く違う日本管区の現
状に触れ、母管区の姿を見、体験しながら韓国で
は得られない貴重な体験をして帰国しました。
最後の晩には韓国のダンスを舞ってくださいま
した。
この実習が、姉妹の今後の成長の糧となること
を祈っています。
来年は、日本の 2 年ノビスが韓国で実習する

ことになっています。今から韓国語を特訓してい
ます。

お知らせ
第 32 回 総会
7 月 15 日～ 8 月 6 日、ローマにて
テーマ：新しい時代、新しいぶどう酒、
新しい連帯の道
ロ ゴ：カナの壷
日本からの参加者：3 人

大黙想

▲カナの壷

8 月 16 日夕～ 8 月 24 日朝
テーマ：サラゴサの精神
場 所：調布修道院・マリアニスト宣教センター
昨年の 9 月から毎月静修で深めてきた
サラゴサの精神も、いよいよこの大黙想
で完結します。

誓願更新
8 月 24 日朝、大黙想終結のミサの中で 有期誓
願者 6 名の誓願宣立と誓願 50 周年（Sr. セシリ
ア吉村、Sr. 山口）、60 周年（Sr. 石原、Sr. 高尾、
Sr. 寺尾）の誓願更新が行われます。

共同体の開設（ベトナム）
名 称：聖母の娘修道会
ベトナム語：Dong Con Duc Me (Marianist)
共 同 体 名 ： Go Vap 共同体
住 所：Go Vap, TP Ho Chi Minh, Viet Nam
最初の共同体メンバー：3 名

FMI 創立 201 年、創立者メール・アデル列福
の喜びのニュースの中で、日本管区は マリアニ
ストのカリスマをベトナムの地に蒔きに出かけま
す。
開設日：2017 年 9 月 12 日（マリアのみ名の
祝日）この日、ベトナムで待っている 2 名の志願
者を受け入れる予定。

Sr. レ、Sr. リン、Sr. ライ

現在、日本管区ベトナム人姉妹は 17 名です。
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マリアニスト・イコンの共同体巡礼
マリア会、汚れなきマリア修道
会創立 200 周年を記念して、昨
年より創立者、シャミナード神父
とメール・アデルの直筆の手紙と
カナの婚宴のイコンが、全世界の
マリアニスト家族を巡っていま
す。
日 本 に は、2017 年 9 月 1 日
（金）～ 6 日（水）
：FMI、
7 日（木）
～ 24 日（日）
：SM の全共同体と
在期間が短いため、MLC や AM の訪問は計画して

宣教施設を訪れます。

いません。イコンの滞在期間にご都合のつく方は

各共同体では、イコンを囲んで聖時間を持つな
ど、有意義なひと時を計画しています。

共同体を訪れることができます。ご希望の方は、

以下に、イコンの巡礼の予定を記します。尚、滞

修道院に問合せてください。

●訪問日
8 月 31日（木）韓国より、イコン到着
9 月 1 日（金）調布修道院
2 日（土）町田修道院
3 日（日）二宮修道院
4 日（月）マリアンハウス修道院・晃華学園中学・
高等学校
5 日（火）調布修道院、晃華学園小学校・
マリアの園幼稚園
6 日（水）東村山修道院・暁星幼稚園
7 日（木）マリア会海星修道院へ
8 日（金）～ 9 日（土）海星修道院
10 日（日）～ 11 日（月）小ヶ倉共同体
12 日（火）～ 14 日（木）明星修道院
15 日（金）～ 17 日（日）暁星修道院
18 日（月）～ 20 日（水）光星修道院

MLC ニュース
「イエスの徳に学ぶ」
MLC が 17 年前に翻
訳、出版した「イエス
の徳に学ぶ」には一人
一人のマリニストがど
のように成長していっ
たらよいかという鍵が
たくさん秘められてい
ます。
17 年経って以前は気づかなかったことが
今は見えてくることがあるかもしれません。
気づきのヒントを探している方、今年度二
回予定される講座にご参加下さい

21 日（木）～ 24 日（日）シャミナード修道院
26 日（火）フランス、ボルドーへイコン持参

● 9/30 土曜 13:00 〜 場所：宣教センター
●来年 2/24 土曜 13:00 〜 場所：同上

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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