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「ベトナムの地にマリア二ストの種を！ 」
汚れなきマリア修道会

Sr. レ・ティ・ホアン・オアン

ある神父様がミサ説教の中でこのようにお話しなさ

としましたが、不法滞在でもないし、不正なことをす

いました。
「種を蒔く行為は希望の行為であり、喜び

る訳でもないので大丈夫でした。マリア様のご保護に

に満ちるものである。どんな実りがもたらされるか喜

感謝し、これからもお委ねいたします。

びのうちに期待しながら待つからです。また、出て行

共同体にスターフルーツの木とベトナムの MAN の

くということは希望と喜びに満ちるものです。どんな

果物の木があります。私たちがこちらに住むように

出会いが待っているか分からないからです。
」

なってから、よく花を咲かせ、甘い実をもたらしてく

2017 年 9 月 12 日、マリアのみ名の祝日にマリア

れます。私たちがこの木を植えたわけではありません

ニストの種がベトナムの地に蒔かれました。マリアニ

が、前の住人が植えてくださった木が私たちの世話や

スト聖年の喜びの時にベトナムに共同体ができたこと

関りによって実ります。この些細な経験から感じたこ

は大きなお恵みです。創設に至るまで、偶然とは思え

とは、200 年前に両創立者を通して、フランスの地に

ない出会いと出来事がいくつも起り、また、多くの方

マリアニストの種が蒔かれ、年月を経て、多くのマリ

の祈りと支えと助けによってこの創設が実現できまし

アニストによって精神が受け継がれ大切にされて、そ

た。このような出来事や出会いを通して神のお計らい

して、200 年後に東南アジアのベトナムに蒔かれるこ

を強く感じ、誠に神が今も働いておられることを実感

とを思いめぐらすととても不思議に感じます。両創立

できました。私の大好きなアブラハムのイサクに返事

者を通して与えられた精神をしっかり受け継いで生き

する言葉、
「きっと神が備えてくださる」
（創世記 22：8）

たいと思います。
パウロは植え、アポロは水をやり、しかし、成長さ

を思い起こしながら、神のなさることは本当に不思議

せてくださるのは神 ( Ⅰコリント 3：6）であること

で時に適っていると賛美いたします。

を信頼して、将来をお委ねいたします。

新しい共同体の名前は GO VAP( ゴ・ヴァップ ) と言

いつの日か、マリアニスト家族の全枝のグループが

います。この地区の名前から取りました。その意味は

誕生するのを夢みています。

小さい丘のようです。ここはホーチミン市の郊外です
がとても便利な所です。教

皆様のお祈り、支え、関心に感謝いたしま

会に、市場に、空港に近い

す。これからも、お祈りをよろしくお願い

です。私たちが所属する教

いたします。

会はドミニコ会司祭が司牧

それぞれ、神によって植えられた場で花

しています。毎日、教会の

を咲かせ、実を

ミサに行き、聖体奉仕、聖

結ぶことができ

歌隊、日曜学校などの活動

ますように！

に参加しています。信者さんが親しく関わってくださ
り、私たちの存在も喜んでくださいます。信者さんは
共同体によく遊びにいらっしゃいます。ある時、公安
の人（警察）も来て、
いろいろ質問されました。ドキッ
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マリアニスト・シリーズ 25

召命と職業の相互関係
マリア会地区長

青木 勲

近年、修道者が、職業と召命について、自分の
アイデンティティーに自信を無くして来ているよ
うに感じる時があります。確かに教職は一般的職
業であり、教員になるために修道会に入会する必
要はありません。しかし、修道者が教職に就くこ
とは大変意味のあることです。修道召命の減少化
の中で、両者の関係について考えてみました。
職業は、自分の社会的信用、生産性、専門性を
意味し、生活の条件と目されています。職業の獲
得は準備と資格審査による公認肩書を取得して始
めて発効します。職業には、失敗が許されません。
競争に負け、能力を発揮できなければ脱落します。
また種々の条件で求められる必要性に応えられな
くなればその職業から排除されます。職業は外的
要因によって本人に影響を与えます。
他方、召命は恩恵の世界に属し、その動機は存
在の内面から来ます。人の職能的営みに付随して

時、世俗的な職業は何一つありません。すべてが

現われて来ます。召命はたとえ、病気、高齢、脆

キリストによって、キリストと共に、キリストの

弱その他、本人が不利な状況下に落ち込んでも生

中に、超自然的な意味へと昇華させられて行くか

命の値打ちとして、創造主である神への全幅の委

らです。

託の姿に留まります。

話が飛躍し過ぎるかもしれませんが、創立 200

このように職業と召命は、人間のアデンティ

周年を記念した今、私が考えていることは、マリ

ティー二つの分野に密接な結び付いています。し

アニスト家族の 4 枝は、今後相乗作用で協働して

かし修道者が、職業的価値評価を召命（身分）の

いくべきではないかということです。個々のカリ

値打ち以上に評価する時、危機が生じます。本来

スマと生活の形体こそ異なれ、私達は共通のマリ

召命が本人の職業の意味を確かにするもので、そ

アニストの召命に固く結ばれているからです。働

の逆ではありません。職業と召命は結びついては

く場所と活動内容は違っても、向かうべき方向性

いますが、区別されるべき事柄です。しかし現代

と実現すべき目標は一つだからです。その意味で、

社会は、職業的能力を召命以上に過大評価する傾

人間的交わりと根底に流れる両創立者の霊的遺産

向があります。多くの誤解と失敗がそこから生じ

の再発見と交流を密接にして、「死なない人」の

ています。あるべき方向性は、神学的理解の中に

賜物をすべての人に伝播して行きましょう。新し

あります。つまり神によって召し出されている人

い道は、多様性の中の一致、シネルジア（ｓｙｎ

が、携わる職業に意味を与えるということです。

－ｅｎｅｒｇｉａ）の相乗作用だと確信するからで

神の招きを感じて一度入会し修道召命を生きる

す。
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マリアニスト
マリアニスト・
・イコンの共同体巡礼
イコンの共同体巡礼
アリアンス・マリアル

田中 正江

マリア会、汚れなきマリア修道会創立 200 周年

目に飛び込んできました。それは私にとって、言葉

を記念して全世界のマリアニスト家族を巡ったシャ

に表せない程の感動と喜びの瞬間でした。アリアン

ミナード神父とメール・アデルの直筆の手紙とカナ

スに入会して 10 年余りの歳月が流れましたが、会

の婚宴のイコンが日本にやって来たのは今年の９月

報を通して会員達が書かれた記事はたくさん読みま

でしたが、私は９月の後半に年の黙想を町田の黙想

したが、メールのやり取りもたくさんしてきました

の家で行うことになっていた為、マリアニストのど

が、会員達の直筆を見たのは初めてでした。同じ道

の枝の家族とも、イコンの巡礼をすることは出来ま

を共に歩んでいると信じることだけで繋がってきた

せんでした。そこで年の黙想の前日、青木神父様に

絆を、直接手に、書かれた記帳簿と文字、写された

お願いし、仕事帰りにシャミナード修道院を訪れ、

写真を通して、初めて直接実感した瞬間でした。記

イコンの前で個人的に少し祈らせてもらうことにし

帳簿に一通り目を通した時に、自分がマリアニスト

ました。

の一員である喜びが心から湧き上って来ました。日

シャミナードの礼拝堂に捧げられたイコン等に向

頃アリアンスの会員としては、世界に向かってスペ

かって祈りを捧げていた時、シャミナードの院長様

イン語でしか表現しない私ですが、世界のマリアニ

より、イコン等と共に世界を巡って来た記帳簿を手

スト達が書かれたメッセージを見ているうちに、
「日

渡され、その中に書かれ

本にもマリアニストがい

ている全世界のマリアニ

る」という思いで日本の

ストの記帳を興味深く眺

マリアニストとして誇り

めながらページをめくっ

を持ってメッセージを書

ていると、南米やアフリ

きたくなり、日本語でマ

カのアリアンス・マリア

リアニストとしての思い

ルの会員が書いた記帳が、

をめいっぱい書きました。
▲「カナの婚宴」のイコンと創立者シャミナード 神父とメール・アデルの直筆の手紙

アリアンス・マリアルの総会について
に祈りを捧げる。日本は、木曜日。

来年の 4 月 16 日より５年に一度のアリアンス

● 2018 年 4 月 16 日 総会開始

マリアルの総会が開始されますので、主な予定を

● 2018 年 6 月 1 日 総会議題の内容に関する決議

お知らせします。

● 2018年 6 月29日 新責任者選出の為の選挙

（総会は全てインターネットを通して、全世界の会

● 2018 年 8 月 10 日 新評議会メンバー選出の為の

員の参加により行われます。ただし、討議、選挙

選挙

の参加は有期、終生誓願者のみ。志願者、修練者

● 2018 年 9 月 24 日 総会の結果に関する資料が全

は資料の配布と祈りの参加のみ）
● 2017 年 10 月〜 2018 年 3 月 総会開催の準備の

世界の会員に配布されるが、総会の終了日につい
ては、現時点では未定。

為の議題の資料の熟考と検討。
総会の為の祈りの開始。日曜日から土曜日まで

アリアンス・マリアルの総会とその準備の為にお

の間、全世界の会員が自分に割り当てられた曜

祈り下さい。

日に、総会の為に作成された祈りを基に、特別
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「子供達とのクリスマス」
MLC ソダリティー

山口 陽子

どうして 2000 年を超えて毎年世

己主張をし、
「入れてあげない」
「嫌い！」と悪気無

界中でクリスマスが祝われ、祈られ

くケンカやトラブルをおこします。私自身、ちょっ

続けているのでしょう。私は（私見

とした意見の相違や言い方ひとつで傷ついたり傷つ

ですが）
、人間がやりきれない現実

けたり、理解不足ゆえに勝手な思い込みで苦しんだ

やどうしようもない不安の内にいる

り、力不足の自分が嫌になったりする事が日常茶飯

時も、クリスマスのメッセージ（神さまが一緒に

事なので、大人になっても子どもと同じだなあ ･･･

居てくださる為に降誕してくださったと言う愛

と反省をこめて日々子どもに寄り添っています。

と希望と喜び）を心に、何回も乗り越え立ち直る

子どもの世界も大人の世界も、平穏無事な日ばか

中で、絶えることなく大き

りではありません。それでも
「人

く広がってきたのではない

は「善い者」として神様に創ら

かと思います。

れて、イエス様が一緒に傍に居

私が勤めている幼稚園で

てくださるのだからきっと大丈

も毎年子ども達とクリスマ

夫！」と、毎年、クリスマスの

スの祈りの集いやお祝いを

度に新たな希望と喜びの光を頂

します。子ども達に「イエ

いて次の一年を迎えている私で

ス様のご誕生をお祝いする

す。今年も新たな 1 年に向けて、

為に心の中の飼い葉桶を暖

子ども達と共に心を清め、厳か

かく柔らかく綺麗にしてお迎えしましょう。どん

な気持ちで平和を祈り、周りにクリスマスの喜びや

な風にしたら良いでしょう？」と訊くと「お祈り

希望の暖かさが伝わるように過ごして行きたいと

をする！」
「お友達にやさしくする！」
「良い子に

思っています。

する！」
「ごめんねって言う！」などなど微笑ま
しい答えが返ってきます。

★ 世界の MLC 評議会が発信する Magnificat
をご覧になったことがありますか？

「サンタクロースにプレゼントをもらうために
どうしたら良い？」と訊かれても同じ答えになり

MLC（信徒マリアニスト共同体）の活動を報告する

そうな単純さですが、3 年～ 5 年間の人生体験で

機関紙 Magnificat に、日本での活動として、晃華学園

考えうる限りの良いやり方でイエス様をお迎えし

小学校シャミナード会での活動の記事が掲載されまし

ようとしている事は確かです。また、世界中で食

たので、
ご報告申し上げます。記事は日本語だけでなく、

べる物や住む所が無くて困っている子や苦しんで

英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、

いる人のために、一緒にクリスマスを喜びあえ

スト家族に向けて発信されました。

ポルトガル語、韓国語に翻訳され、全世界のマリアニ
もちろん、

るようにお祈りをしたり献金をしましょうと言う

marianistmagnificat@gmail.com

と、とても真剣に祈り、献金をする子ども達の姿

<mailto:marianistmagnificat@gmail.com>

が見られます。具体的な状況は解らないながらも、

にメールすれば、
どなたでも無料の定期購読ができます。

幼いながら困っている人の為に何かをしようとす

これら海外のマリアニストの情報は
cafemlc.org <http://cafemlc.org/> から入り

る思いやりの姿勢に、神様は人を善い者として

お知らせ；News からでもいつでも見られます。

創ってくださったのだなと心が温かくなります。
そんな子ども達ですが、同じ単純さで未熟な自
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ボルドーに於ける
マリア会創立 200 周年記念行事
汚れなきマリア修道会

Sr. 小林 幾久子

10 月１日（日）
10 時半、ボルドーのカテドラル聖
アンドレ教会で、ボルドーの司教様、
コルテス総長様たちによる 200 周年
のミサ。大きなカテドラルは参加者で
溢れていました。
15 時、シャミナード師とマリア会
員たちの眠るシャルトルーズの墓地を
訪問。
16 時半、マリアにささげる祈りの
ひと時・・・。
10 月 2 日（月）200 年前に最初の修

▲マドレーヌ聖堂での晩の祈り

道者たちが初誓願を宣立した記念日。

創立 200 周年にあたり、世界のマリアニスト施

この日は、
マリアニストの奉献者（SM,FMI,AM,MLC）

設を巡礼していたカナのイコンと両創立者シャミ

に当てられた黙想の一日。

ナード神父とメール・アデルの直筆の手紙を、創立

9 時、マドレーヌ聖堂での朝の祈り。

の地ボルドーまで持ち運ぶ使命を受けたおかげで、

9 時半、総本部霊生部長アンドレ・フェティス師に

ボルドーでの創立 200 周年記念行事に参加する恵

よる講話。

みを受けました。

11 時半、ミサ、その中でマリア会員の誓願更新。

行事は、
9 月 30 日～ 10 月 2 日まで 3 日間に亘っ
て行われ、参加者はマリア会，汚れなきマリア修道

どの行事も心に沁みるものばかりでしたが、私が

会、アリアンス・マリアル、信徒マリアニストの

何よりも感動したのは、一週間生活を共にしたボル

他、マリアニストの友人たちが世界各地から集まっ

ドーの共同体の兄弟たちの姿とその使徒職のあり方

て行われました。

でした。彼らの生き方と使徒職が、200 年前のシャ

行事の概要は以下のとおりです。

ミナード師の姿を彷彿とさせるものだったからで

9 月 30 日（土）

す。

14 時、マドレーヌ聖堂集合。受付を済ませた後、
シャミナード師の部屋、師の頭蓋骨を祭壇に納めた
シャミナード聖堂など修道院内部の見学。その後街
に出て、特に革命時代に信徒たちの司牧のため、変
装し隠れながら歩き回った師の後を辿りました。巡
礼に参加できない人たちは、
マドレーヌ聖堂に残り、
創立にまつわるクイズを楽しみながら時を過ごし
ました。
17 時半から晩の祈り、その後夕食のためにグラ
ン・ルブランの学校に移り、
夕食。20 時半から、
生徒、
職員など有志によるマリア会創立にまつわる劇や
パネルを見ながら創立当初の様子を偲びました。

▲シャトルーズの墓地、シャミナード師の墓前での祈り
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マリア会志願者の近況

志願者の生活について

神の愛の宣教会での
ボランティア活動

ペトロ レ・ヴァン・シン

アントニオ レ・シュン・タン

私たちは三年前に

東京の神の愛の宣教会は、マザー・テレサが創立し

ベトナムから日本に

た神の愛の宣教会の男子部門です。現在、山谷に修道

きました。その時か

院があり、貧しい人々への奉仕活動を行っています。

らずっとシャミナー

私は一か月に二回、この宣教会でボランティアをして

ド修道院で生活して

います。ボランティアの内容は他の人と料理を作った

い ま す。 来 日 以 来、

り食堂を準備したりすることです。料理を作ってから、

日本語の勉強に集中し、また日本の習慣や文化など

貧しい人に配ります。普通は一回だけ食べるのですが、

を身につけることに集中しましたが、少し慣れてき

時々、お代わりをする人もいます。私はそれを見て可

ました。

愛相だと思います。

毎日、修道院の方々は忙しくても、私たちのため

毎週土曜日には、ボランティアの人はお弁当を作っ

に日本語と生活について、また修道者に必要な勉強

てから、駅の前で人々に配ります。平日に、貧しい人

を教えてくださいます。たとえば、聖書や修道生活

はお風呂に入るために宣教会に

などです。そして、イエス様の生き方を身につけて

来ます。シャワーを浴びる為に

いく努力をしています。一番大切なことは自分の召

水道さえありません。食べ物も

命を識別することです。今の私たちの生活は喜びの

買えないと思います。

中で幸せを感じています。

子供の頃、毎週の日曜日に教

志願者たちは毎日ほとんど同じようなことを行っ

理を勉強しました。福音を読みましたが、時々，あま

ています。一日は共同体と一緒にお祈りをし、ごミ

り意味が分かりませんでした。いつも福音を頭で考え、

サにあずかることから始まります。朝食後は聖書や

心の目で感じ取ろうしましたが、福音の意味がまだよ

シャミナ－ド師の生涯などを勉強します。毎週、一

く分かりませんでした。マルコ福音書 14 章３-７節を

回のボランティア活動（山谷、東京国際カトリック

読むたびに、具体的な現代世界の価値観を見る思いが

センター）で、現実の生活苦を知ることと、新しい

します。特に７節です。
「貧しい人はいつもあなた方

人と出会い、会話の必要性を感じることなどを試み

と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。

ています。週に一回、志願者たちは集まって、福音

しかし、わたしはいつも一緒にいるわけではない。
」

書を読みながら心に響いたみ言葉を分かち合い、そ

中学生の時、私は貧しい人はベトナムにいるだけで、

の後、生活について話します。月に二回、志願者た

外国の生活は豊かだと思っていました。今日本の生活

ちはハ－ボルト先生と一緒に庭の作業をします。生

を知っています。発展している国なのに、貧しい人が

活の中で色々な出来事を通して様々なことを感じま

たくさんいます。私はボランティアとしてわずかな奉

した。

仕しかしていません。この方たちがお腹いっぱいにな

今年の 3 月 25 日、私たちは、マリア会の正式な

れば、私も幸せに感じます。

ポストランとして入会を許されました。新しい環境

神様、どうか、寛大な心の人と寄付して下さる方を

の中で、新たな生活が始まりました。心配もありま

送って下さい。貧しい人は善意の人によってもっと生

したが、楽しみの方がいっぱいです。本当に恵まれ

活し易くなると思います。

ている環境の中で、祈る時間を与えられていること
に感謝しています。
志願者の生活は、様々な場面で色々な問題が起
こってきますが、
それは、
私たちの信仰を強めるため、

◀マリア会志願者たち
左より
アントニオ・タン、
洗礼者ヨハネ・ドァン、
ペトロ・シン、
アントニオ・カウ

そして私たちが成長するためです。私たちの前に広
がる道には試練がたくさんあります。しかしマリア
様に助けられて、すべてを神様に委ねます。
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主の平和！

MLC

長濱 至

マリアニストの皆様、いかがお過ごしでしょう

からの熱風が吹くのです。この最高 39.5℃にもな

か。この紙面をお借りし、私の近況をご報告して

る乾燥した強風が埃と共に栽培棟の内部にも及ん

皆様へのご挨拶に代えさせていただこうと思いま

で、きのこの栽培に大きな悪影響をもたらしまし

す。

た。さらに連作障害（同一箇所に連続して栽培す

きっと繰り返しになるでしょうが、ここチャク

ると雑菌等が集まり、収量が落ちる）も起こって

ラガティ村は、私たちマリアニストファミリーで

いることを確認しました。

支援したモーニングスター校があるゆかりの村で

いろいろ対策を試みましたが、残念ながら決定

あり、付近に貧しいムシャルの人々（不可触賤民）

的な解決策を見出せず、ついに先々月農園を閉鎖

が多く住むところです。そしてここで私が目指す

し売却して、この地を引き上げることにしたので

ことは、ささやかでも産業を創出し、貧しい人々

す（2017 年 9 月）
。

に働く場を提供して彼らが収入を得る機

このことをポカラの友人に話したところ、彼の

会を作ること、そして近い将来、経営資

お父さんがいい土地を紹介してくれました。そこ

源をすべて彼らに譲り、事業が現地の人

は市の中心から遠くない、小高い山の上にあり、

によって継続されていくことでした。

標高 1230 ｍ、夏でも暑くなく、強風も吹かず土

さて、きのこ農園の建設の途中にムシャルの人

埃も来ないところだそうです。この土地を安価で

たちが来なくなって後、幸い、農園の近所で農業

貸すからきのこ栽培を続けてはどうか、との勧め

を営む人々の協力を得て建設は順調に進み、きの

でした。ポカラはネパール第二の人口をもつ都市

こを栽培するのに必要な施設ができた時点 (2015

で、きのこの消費地としては十分でしょう。この

年 6 月 ) で栽培を開始しました。その後栽培棟を

農地の近くから市内へ定期バスも走っていて、農

3 つに増設して生産量はさらに大きくなり、この

産物の移送も行われています。

事業は十分に採算性があると計算されました。

そ こ で こ の 勧 め を あ り が た く 受 け て、 今 後

しかし翌年の 2 月、南西の強風が土埃とともに

1-2 ヶ月かけてフィジビリティ調査を行うことに

吹き始めた頃から、様相は一変し、生産量が急激

しました。特に資材や労働力の調達、運送方法、

に減少したのです。私の農園は幅 2.8km にも及ぶ

市場状況の調査がメインになるでしょう。よい結

大河のすぐ東にあります。4 ヶ月も続く乾季で川

果が出れば栽培を再開するつもりです。

の水が極端に減り、川原が土漠化して局地的な西

「創立 200 周年記念行事」
10 月 9 日、抜けるような秋空の下、

会の功績と役割を称えてくださいました。マリア

マリア会創立 200 周年記念式典と祝賀

ニスト・カリスマの源泉となる「カナの婚礼」から、

会が東京カテドラル・聖マリア大聖堂と

第 3 世紀目を始めるマリアニストの使命と義務に

椿山荘で行われました。式典・感謝の

ついて、青木勲地区長が説教しました。

ミサは駐日教皇大使ジョゼフ・チェノッ

祝賀会はなごやかな雰囲気で進められ、聖母マ

トゥ大司教が司式し、3 名の司教と 40

リアの名のもとに集う喜びを分かち合いました。

名の司祭が共同司式しました。

文責 木寅 義信

マリア会員、汚れなきマリア修道会の会員、マ
リアニスト共同体のメンバーを初め、マリア会に
関係する約 350 名がミサに参加しました。
「イエ
スのカリタス修道女会」のシスターが典礼を豊か
にしました。教皇大使は 200 年間にわたるマリア
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M LC 今後の予定
● 2018 年 1 月 28 日（日）10:30 ～ 14:00
於：調布

● 2018 年２月３日（土）～４日（日）
MLC 主催一泊黙想会

10:30 ～ ミサ・奉献式

★場 所：マリアニスト宣教センター

12:00 ～ 12:20 平田さんインド研修会報告

★指 導：清水一男神父様
15:30 受付、二つの講話と黙想、ミサ、

12:30 ～ 14:00 マリアンハウスで親睦会

赦しの秘跡、面談可能、
終了 4 日の 14:00
★参加費：5500 円（三食付き）

▶会費 2000 円（小・中学生 1000 円）
共同体ごとに振込
この奉献式で新たなお仲間が増えます、以下の
三名の方です。式当日までこの方々のために MLC
皆でお祈りいたしましょう。また奉献の喜びを共

★テーマ：
「教会の母マリア、宣教者としての マリア」

に参列して祝いましょう。ご都合で参加できない
方もお祈りください。
シャロンの花 上村伴子さん、岩崎知子さん 、
ローザ・ミスティカ 橋本和佳 さん。

● 2018 年２月２４日（土）

★対 象：どなたでも
▶講 座「イエスの徳に学ぶ」13：00 ～ 16:00
マリアニスト宣教センターにて
▶担当者 MLC 翻訳委員会のメンバー
▶申込み 梁川さん、平田さんまで

●お知らせ

F M I のお知らせ

インドでのシンポジウム
2018 年 1 月 17 日（水）から 22 日（月）まで、

◆管区会議が以下の要領で行われます。

インドのランチで、
「創立 200 周年マリアニスト・

★日 時：2018 年 2 月10 日（土）～12 日（月）

アジア・シンポジウム」が行われます。

「新しいぶどう酒は 新しい革袋に」
★テーマ：

汚れなきマリア修道会、マリア会そしてマリア

—日本管区の再構築を目指して—

ニスト信徒共同体から 6 名参加し、通訳のシス

★場 所：調布修道院

ター・レジナとデービッド先生で合計 8 名が参
加します。
マリアニスト・カリスマの受肉と伸展を目指

訃報

し、1）各国の現状報告、2）アジアにおける文化・

Sr. マリア ルルド 田中昌子
2017 年 12 月 13 日早朝、聖パウロ病
院にて老衰のため帰天。
1929 年 10 月 30 日誕生
1958 年 12 月 7 日初誓願宣立
1964 年 9 月６日終生誓願宣立
亨年 88 歳
姉妹は情熱あふれるマリアの宣教者
としての生涯を全うされました。
どうぞ姉妹のためにお祈りください。

宗教的対話、3）アジアの貧しさと教会の関わり
方、4）創立 200 周年後のマリアニストの新しい
決意と宣教計画等について検討される予定です。
そして、1 月 22 日（月）福者シャミナード神父
様の記念日に、インドで正式に創立 200 周年記
念年が終結されます。
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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