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「恵み合った私たち」
アリアンス・マリアル

田中正江

私が所属し日々通っている聖イグナチオ教会で

私達はそれぞれ巡り合ってマリアニスト家族と

は、
「ミッション 2030」- 祈りを深めるを教会方

して生きている、そう考えた時に「巡り」を「恵

針と定め、今年の４月から様々な取り組みが行わ

み」に変えてみるという考えが浮かびました。
「恵

れ、同時に毎月１つのテーマに基づいた共同祈願

み合って共に生きる家族」
、そうだ、私達の生ま

を作成し、提供された祈りのカードによって、毎

れてから今日まで神様からいただいた様々な恵み

日教会の信徒全員が祈りを捧げています。去る６

が、出会い、マリアニストとして生きることに

月のテーマは「家族」で、私はそれをテーマにし

よって、生きることを望むことによって、共に合

た聖体礼拝に参加しました。

わさり、家族として同じ目的に向かって祈り、歩

指導司祭は修道者のことを考慮し、
「家族」と

み成長することによって、合わさった恵みを更な

いう言葉に「共同体」という言葉を添えて、それ

るものとしようとしているのだ、
「恵み溢れる聖

を思い巡らし祈る為に、数回に分けて聖書のある

マリア」のように、
「恵み溢れるマリアニスト家族」

箇所を読み上げ、お話しして下さいました。

になる為に、そう感じました。
因みにスペイン語で恵みは「gracia グラシア」

私がそれを聞き、祈り、思い巡らしながら心に
浮かんできたことは、マリアニスト家族であり、

と言い、
その複数形である「gracias グラシアス」は、

「いつまでも一緒に生きていきたい」ということ

「ありがとう」という感謝の言葉として使われる。

でした。その思いがあればこそ、その為に愛する

恵みは自分故ではなく、神様から、様々な人々を

努力をし、成長を望み、様々な困難にも立ち向かっ

通して、与えられたものであるが故に、その言葉

ていける・・・。もし共にいることを望まなければ、

が感謝を表す言葉として使われる、そう感じてい

愛することでさえ十字架となり、すべてが犠牲に

ます。

よってのみ行われ、そうな

私がマリアニストとして、アリ

れば、自分自身も所属する

アンス・マリアルの一員として生

共同体自身も「共に存在し、

きることを望んで下さった神様に、

生きる」ことで福音的喜び

多くの人々に、心から ¡ Muchas

や恵みを感じることが出来

gracias !

ず、教会や社会に対しても

( ムチャス グラシアス、
「どうも

それを伝えることは出来な

ありがとう」を意味すると同時に
「多くの恵み」
という意味でもある )

い・・・。
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マリアニスト・シリーズ 24

マリアニスト・カリスマの現代的意味
マリア会地区長

青木 勲

1939 年 8 月 24 日付の「黙想会の説教師に宛

修道会は、③の堅忍の誓願に、本会独自の意味

てた手紙は、創立 200 周年を迎える私たち両修

付けを確保し続けました。即ち修道者は誓願に

道会にとって今一度注意深く再読すべき貴重な

よって、取り消しえない方法で、マリアの使命

資料です。マリア会と汚れなきマリア修道会に

に一生涯に亘り奉献することを公に誓約するか

とって、他の修道会との共通する誓願の意味と

らです。

マリアニストの独自性を明記する貴重な文献だ

創立者は、前例のない機能的な宣教師集団と

からです。

してマリア会を立ち上げました。新しい修道共

マリアニストの教育の誓願と堅忍の誓願は、

同体は「混合構成」と呼ばれ（司祭職に携わる

シャミナ－ド師がアデルと一緒に到達したマリ

修道者、教育活動に携わる修道者、そして技術・

アニスト精神の特徴の集約とも言えるものです。

労務に携わる修道者）
、同等の権利と義務を持つ

『私たちの使命は、私たちの弱さにもかかわらず、

会員によって構成されます。

（中略）キリスト教的生活習慣の教育という一般

他方、汚れなきマリア修道会にとっても、観

的なタイトルのもとに、悪の感染から隣人を守

想修道女にとって重要な禁域の制約を解き、直

り、これを癒すあらゆる手

接人々に接して福音の

段を用いるのです。
（中略）

内容を伝える宣教修道

私たちが立てる教育の誓願

女会として創立したの

は、他の修道会と共通する

です。創立者たちは、

ものでありますが、マリア

エルサレムの共同体を

会と汚れなきマリア修道会

常に模範としていまし

においては、他のいかなる

た。何故なら、その特

修道会におけるよりも、は

徴が強い信仰と多様性

るかに大きな広がりを持つものであります』

の中の一致、聖体祭儀の恵みに支えられた福音

「この人が言いつけたら、その通りにしてくだ

の喜びとお互いの連帯性を体験、更に誰をも排

さい」のマリアの言葉を実現するには、性差、

除しない家庭の精神の実践を軸に、教会と社会

年齢、階層の壁を越えた全ての人たちのことを

の変革を目指していたからです。

考えますが、若い人たちと貧しい人たちが特に

こうして見ると、実に 200

対象と見なされました。そのため創立当初、男

年前の私たちの創立のカリス

女両修道会は①宣教活動の手段についての普遍

マは、現代の教会と社会にとっ

性の誓願、中でも②教育による宣教活動を最優

ても無くてはならない大切な

先する誓願、そしてマリアを、知り、愛し、仕

賜物だと言うことを理解でき

えさせる③堅忍の誓願の三つを定めていました。

ると思います。

でもこれらの①②の誓願については、マリア会

「あなた方は皆、宣教師です」しかし「教育の

は 1858 年に、汚れなきマリア修道会は 1888

目的は、種蒔きであって、刈入れではありません」

年に削除することになりました。とはいえ、両
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世界に広がりを持つ日本 MLC
MLC 会長

梁川 厚行

私は、ヨーロッパに巡礼で

ン語は発音の面で英語のような苦労は

行った時に、実に多くのかた

いりません。日本語の周波数は 125Hz

が教会で、普段の日に祈って

～ 1500Hz で、スペイン語が、125Hz

いるのを目の当たりにして感

～ 500Hz で、完全に日本語の周波数帯

激しました。同じ信仰を持っ

に入っています（英語は、2000hz ～

ている一体感を強く感じまし

15000Hz で、周波数帯が日本語と全

た。米国にコンサルティング

く違うので大人になると脳が英語の音

会社に招待されて行った時も、そこに集まった

を認識しにくくなるのです）
。ですから日本人に

米国の社員がカトリック信者であるのを知り、

とってスペイン語は発音面で有利なのです。ス

私もそうだと話したら、すごく感激されて話が

ペイン語と英語を話せるように教育したら将来、

弾みました。さらにワシントンで当時の MLC の

必ず世界平和のために役立つと思います。
何れにしてもマリアニストの学校の若い方々

まとめ役の方に電話したら夕方会って話すこと
ができました。同じ信仰を持っているだけで、

や卒業生の方々、またその友達の方々が、世界

信頼していただき話ができるのです。カタコト

に羽ばたいて世界平和のために活躍するために

の英語でも伝えたいという心があれば通じるの

も、ぜひマリアニストの活動のひとつである

です。マリアニストの仲間に入っているだけで、

MLC（信徒マリアニスト共同体）の活動に参加

望めば世界の多くのマリアニストの方々と話し

して自分たちにできることは何かを考えていた

合えるのです。これは非常に恵まれていること

だき活動されたらと期待します。
多くの国々でマリアニストの若者が活躍して

であると思います。
日本では語学の重要性が叫ばれ、小学校から

います。貧しい人々のためのボランティア、ク

英語を学び、中学入試に英語が登場するようで

リスマスプレゼントを集めて孤児院の子供達に

す。アリアンスの会では、スペイン語が主流だ

配る、街の掃除、
・・・・・・・などなど世界

そうです。アメリカでもスペイン語を話すかた

中の活動が毎月、マグニフィカトに掲載されて

がどんどん増えて英語を話すかたより増えるの

います。若い方々が新しい素直な感覚で活躍さ

ではないかと聞きます。このような状況なので、

れることを期待しています。最後に、来年の夏、

マリアニストの学校でスペイン語の授業を始め

世界中のマリアニスト（信徒マリアニスト共同

たら良いのではないか、時代の先取りになるの

体）の集まりが韓国であります。ぜひ多くの方

ではないかとも考えています。さらに、スペイ

が参加できると良いと思っています。

2018 年の夏、8 月 12 日（日）～ 8 月 18 日（土）に
韓国ソウルで MLC 世界会議が開催されます。テーマは
「Walking Hand in Hand, The Gift of Laity to the Marianist Family」

3

ハーケンワース著「イエスの徳に学ぶ」
を再び手に取って
MLC 教育部長

『イエスの徳に学ぶ』は

平田 潔

在を知りたいと願っている

2001 年に出版されました。

私たちがいます。

18 年前のことです。自分

その道筋を導いてくれる

たちの勉強を目的に翻訳を

のは「徳を学ぶ」というこ

進めていたものでしたが、

となのか、それとも「徳に

一冊の出版物として完成し

学ぶ」ということなのか。

たことに感激したことを覚

こういう疑問を持つ私たち

えています。 タイトルは

に『イエスの徳に学ぶ』は

『イエスの徳に学ぶ』と決めましたが、その

適切に応えてくれていますが、さらに深い理解

他にいくつか候補があったと記憶しています。

のための努力を重

なぜ「イエスの徳を学ぶ」ではなく「イエス

ね、 よ り 適 切 な 言

の徳に学ぶ」としたか、今でも不思議に思っ

葉で理解できるよ

ています。

うになりたいもの

「 徳 」 は 英 語 で virtue で す。 ラ テ ン 語 の

だと思っています。

virtus が語源ですが、vir は道徳、力、勇気、

再 び、 今 回 講 座

長所などの意味を持つ言葉で、（男）の特性を

に参加される方々

意味する言葉でした。現代では本気でそのよ

とこの本に向き合

うなことを言ったら、総スカンを食うことに

える時間が持てる

なります。

ことに深い思いを

さて、
「イエスの徳」という言葉は、イエス

感じます。

こそ「徳」を具現化している唯一の存在である
という意味です。それに対して、そのような存

MLC 今後（1 月までの）の予定
9/30( 土 ) MLC 講座「イエスの徳に学ぶ」マリアニスト宣教センター 13:00 ～ 16:00
10/ 9 ( 月 ) マリア会創立 200 周年記念式典 参加、お手伝い
10/27( 金 ) 晃華学園小シャミナード会生徒、先生との交流 12:30 ～ 13:00
11/ 4 ( 土 ) 青木神父様・半日黙想会とミサ マリアニスト宣教センター（調布）14:00 ～ 17:30
11/19 ( 日 ) 慰霊ミサ・講演会 ( 木寅義信神父様 )

調布 10:00 ～

12 月 [ クリスマス献金 ]

★

来年１月 /28( 日 ) マリアニスト家族の集い（調布）
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食事 13:00 ～

MLC 共同体紹介 ❷

ステラマリス

MLC

野寺侑己

ステラマリス共同体は二宮教会に隣接する二
宮修道院をお借りして集っています。メンバー
は７名です。修道院は昨年 3 月までの３年間閉
鎖されていましたがその間モデレーターのシス
ターが調布や町田から二宮まで通って下さって
集まりが続いたことに深く感謝しています。昨
年修道院が再開されたことは私たち『ステラマ
リス共同体』にはこの上ない喜びでした。
現在のモデレーターはシスター畑原とシス
ター大川です。毎月第 3 月曜日が集まりの日
となっていて午後１時３０分から修道院の聖堂
に集合して始まります。修道院は一般の和風住
宅のような造りですので聖堂は畳敷きの和室で
す。床の間の半分には十字架と聖櫃、もう半分
にはマリア様のご像と聖書が置かれています。
シスターがお庭で丹精された季節のお花がいつ
も楚々と美しい姿に活けられていて私たちの心
を静め、祈りの姿勢へと導いてくれます。最初

▲海の星の聖母像（Stella Maris）スリーマ教会 , マルタ

にマリアニストの歌「マリア様とともに」を歌
い、その日の聖書朗読、黙想、共同祈願、ロザ

読後の感想を忌憚なく述べてお互いに慰めたり

リオの祈り１環、
「マリアへの奉献の祈り」を致

励ましたりと本当に「家族」を実感するひと時

します。

です。
「３時の祈り」を以て一応学習時間は終了
してその後はティータイムとなります。時節の

その後居間に移動して学習の時間となります

話題やその他様々な談議で盛り上がります。

がこれまでに晴佐久神父様の「あなたに話した
い」
、
「シャミナード師のメッセージ」を読み終

修道院にはベトナムのシスターたちも短い期

えました。これ

間ですが交代で来てくださっていますので都合

からは「信徒マ

の良い時には集まりに加わって下さいます。修

リアニストの手

道院と学校建設の予定があるベトナムへ帰られ

引き」をスター

てそのお仕事につかれるシスターもいらっしゃ

ト の 予 定 で す。

るとのことですが多くの実を結ぶように心から

読後は分かち合

お祈りしています。ステラマリス共同体がこれ

いの時間となり

からも二宮修道院と共に末永く歩んでいくこと

メンバー各自が

ができます様に。
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マリア会志願者の近況

私の最近の体験
洗礼者ヨハネ

したりします。12 時に、お告げの祈りを唱えてか
ら昼ご飯を食べます。自分の弁当を持って行って

レ・ゴック・ドァン

も全員で一緒に食べます。1 時間くらい食べながら

三年前、私たち３名のマリア会の志願者はベトナ

色々な話題についておしゃべりします。

ムから日本へ来ました。日本に来たばかりの頃、日

本郷教会では、日本語を学ぶ難民の人々の為に、

本語と日本の生活（日本の歴史と文化や習慣など）

料理を作って一緒に昼ご飯を食べます。そして、午

をあまり知りませんでした。来てからすぐ日本語学

後、一緒に日本語を勉強します。そこでは、色々な

校へ行って日本語を勉強しました。

国の人と会って、他の国の文化が勉強できます。

二年経ってもなかなか日本語を話すことと日本の

CTIC で働いて一年を過ごしたことを神様に感謝

生活に慣れませんでした。どうすればいいのか？そ

致します。一年経って、色々な仕事をしながら様々

れは問題でした。責任者方はよく心配してくれまし

な事を習いました。経験を積ませていただきました。

た。それで一つ方法が決まりました。日本人と直接

日本の生活にも少しずつ慣れてきて、日本語もだん

日本語を話せるように、外で働きながら日本語を学

だん話せるようになりました。

ぶことです。それで、去年 4 月からボランティア活

ボランティア活動の一つの目的は、生活に慣れる

動が始まりました。それから、CTIC( カトリック東

よう体験することです。他の目的は、最も大切な面

京国際センター ) でボランティアをしています。日

として、どのように神様に出会うかということで

本語と日本の生活を理解してきたと思います。今そ

す。一緒に仕事をしている人の笑顔と眼差しに出会

のことを振り返りながら皆様と分かち合いたいと思

う時、私は神様に出会います。また、他の人の苦し

います。

みと悲しみを分かち合う時、これも神様と出会う時

まず、CTIC というのは外国人（移住者、難民、

です。そして、料理を作って、美味しそうに食べる

移動者）のための東京教区の司牧、相談センターで

人々の顔を見ると、これもまた神様の姿に出会うと

す。本部はカトリック目黒教会にあります。また、

感じます。

本郷教会にも難民の人の為に日本語を教えるセン

これが私の最近の小さな体験談です。

ターがあります。一年前から、私たち４人は、毎週

日本語の勉強について

火曜日、目黒教会と本郷教会に二人ずつに分かれて
ボランティアをしています。

アントニオ

目黒教会では色々な仕事があります。ほとんど事

ハム・ヴァン・カウ

務的な仕事です。私たちがする仕事は、毎回、書類

日本語は外国人にとってとても難しいです。漢字

の印刷やコピーです。時々外に出て、難民の人が泊

だけではなく、発音もよく間違えました。今思い出

まる部屋を準備します。CTIC では色々な人に会っ

しました。日本語を習い初めたばかりの頃です。そ

て、仕事をしながら、日本語で話して体験学習をし

の日は学校の遠足の日でした。写真を撮ってもらい

ます。しかも、CTIC で他の修道会の神父様方やシ

たいと思って、近くの女の子に「すみません、写真

スター方も働きますので、一緒に祈ったり、仕事を

を撮ってもいいですか」と言ってしまいました。そ
の人はビックリしたような顔をして赤くなりまし
た。私がカメラを渡したので、
「写真を撮るんです
ね」と言って写真を撮ってくれました。本来なら、
「写真を撮ってくれませんか」と言うべきなのでしょ
うが、
「写真を撮ってもいいですか」と言ってしまっ
たのです。
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私は３年半前に

の３週間前に試験の勉強を始めても、準備が出来

日 本 に 来 ま し た。

ていて、尚且つ、部分的に耳から入って聞いた難

日本語を毎日学校

しい言葉でも、大丈夫だと思います。難しくても、

で勉強しましたが、

発音を間違っても、希望を持って最後まで行く決

なかなか上手にな

心をしています。

りませんでした。でも頑張って日本語の勉強を続け

私の目的は１年後に、日本語の新聞を読めるよう

ようと思っています。

になりたいことです。だから、毎日 20 個の漢字

まず、日本語能力試験を受験するまでの勉強につ

を覚えています。

いてです。私は元々勤勉な方ではあ

もっと日本語が上達して、マリアニスト

りません。ですから、毎日、学校の

の宣教者として子供たちに福音を伝えたい

授業をしっかり聞いて、ノートを取

と思います。

り、その場で質問することにしまし
た。そうすれば、日本語の能力試験

S M ニュース
●年の大黙想
（2017 年 7 月 31 日～ 8 月 6 日）
今年の大黙想は、創立 200 周年記念行事の一環
として、総本部霊生局長のアンドレ・フェティス
師の指導の下に実施された。25 名の会員がシャミ
ナード修道院で一緒に黙想できたことは大きな恵
みであった。
黙想のテーマは、
「ボルドーから東京まで」のマ
リア会の創立の歴史に秘められた宣教的カリスマ
を知り深める信仰の巡礼であった。聖書とマリア
会の文献の資料を用いて、実際に起こった共同体

▲日韓交流（最初のマリア会共同体が置かれた神田教会）

内での葛藤や困難にも触れながら、今日まで続い
ている聖霊の導きと聖母マリアと両創立者の執り

テーマは、マリア会日本地区発祥の地とその界

成しに感謝した。

隈、江戸の殉教者の史跡散策の巡礼であった。

黙想の終結日に、司祭叙階 60 周年の前川巌師

木寅神父と清水和幸神父に準備していただいた

と 25 周年の髙田裕和師、誓願 60 周年の山崎善彦

日程に従って、信仰の歴史行脚を体験した。幸い

師、烏山助雄師、誓願 50 周年の古川正廣士とデー

曇りの天気で熱中症の危険もなく雨にもほとんど

ビッド・ハーボルド士のお祝いをした。

降られずに有意義な交流の体験ができた。

●日韓終生誓願者の交流会

交流会の最初と最後に、会議室に集まり、交流
会の趣旨と反省会、マリア会創立 200 周年につい

（2017 年 8 月 10 日～ 13 日）

て、韓国地区で実施したことと今後の計画につい

韓国から、5 名の終生誓願者（スチーブン ･ 李

ての意見の交換ができた。

士、ポール ･ 金士、グレゴリー ･ 金士、ジェーム

大黙想と交流会の間、シャミナード修道院の皆

ス ･ 安士、マイケル ･ 奇士）を迎えた。日本側は、
地区本部員、木寅義信師、清水一男師、それに今

様には大変暖かいもてなしとご協力をいただき衷

年は 4 人のベトナム人志願者が一緒に参加した。

心から感謝する。
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総会報告
第 32 回総会が 7 月 15 日～ 8 月 6 日
にわたってローマの総本部で行われま
した。
テーマ：≪新しい時代、新しいぶどう酒、
連帯における新しい道≫
▲カナの壷
このテーマの聖書的根拠はヨハネ福音書
2 章 1 ～ 11 節の「カナの婚礼」です。
急激に変化する社会の現実を認識し、そこに生きる
人々が 私たちのカリスマを「おいしい！」と感じられる
ように、新しい味わい方、新しい提供の仕方を模索しま
した。
結論としては、壷に入れられた「水」である私たちが、
母マリアの取次ぎによって、主イエスによっておいしい
ぶどう酒に変えられ、それをたずさえて人々に提供する
ということに尽きるのではないかと思います。

「マリアへの奉献の祈り」
マリアニスト家族が毎朝唱えている奉献の祈りは、
シャミナード師を通して私たちに与えられたカリス
マを短く要約した祈りです。
この祈りは、公会議前に作られたものですが、正
式に認可されたのは 1968 年、公会議終了後 3 年経っ
てからです。
「マリアへの奉献の祈り」は、マリアに向けられた
祈りではなく、神に向けられた祈りです。このよう
な形のマリアへの奉献の祈りはあまりありません。
シャミナード師のマリア論が総合的な視点に立って
いることを考えれば、それは当然のことです。なぜ

●新総本部員の選出

なら、すべてのものは、神から出て、神に戻ってい
くように作られているからです。それは、クレド「信

総会の中で、新しい総本部員が選出されました。

仰宣言」に従った救いの歩みです。このクレドから、
創立者のマリア論は誕生しました。
キリストによって救われ、聖霊によって聖化され、
三位一体に向かう人類に注がれる神の愛の動きの中
にマリアは位置付けられています。即ち、イエスの
母ご自身も、完全にキリストの啓示と教会の信仰の
中に位置づけられているのです。

教会におけるマ

リアの位置とその役割は、議論の余地のない程明白
です。

▲左から総長 Sr.M. フランカ（イタリア人・2 期目）
霊生部長 Sr. アナ・ルシア（ブラジル人）
教育部長 Sr. クロチルド（スペイン人）
財務部長 Sr. ミカエラ（韓国人）

「キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生
まれになった。
」
（マタイ 1,16）この時以来、
母と子は、
この世に於いて、また永遠に解消できない愛の絆で
結ばれることになったのです。

● Vietnam における共同体開設
9 月 12 日、聖マリアのみ名の祭日に、ベトナムに新共
同体が開設されました。
当日は、この日を迎えるまで多方
面にわたってお世話くださった方々
をお招きし、感謝の祭儀と喜びの食
事を共にし、ベトナムにおける Go
Vap 修道院の門出を祝いました。

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。

★新共同体メンバー

■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/

▲左から Sr. Maria Lai,
Sr. Teresa Linh, Sr. Scolastica Le
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