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長い間の奉仕に感謝して
～主の御復活の喜びとともに～
マリア会地区長
「マリアニスト」誌のテーマを、今年は、知り、愛し、

青木 勲

体における貢献に心から感謝とお礼を申し上げます。

仕えるとしましたので、現在米寿を迎え、昨年司祭叙

今年創立 130 周年を迎えている日本地区にとって、

階 60 周年、今年誓願 70 周年を祝われるペトロ前川

この世代の会員の方々の関わりには格別の重みがあり

巌師に、お祝いの言葉を送ります。現在マリア会の最

ます。昨年、一足先に誓願 60 周年を祝われた烏山助

長老としてシャミナード修道院でお過しですが、最近

雄師を含むフリブール神学校卒業の司祭は、石神井神

は食事中にベトナム人の志願者と打ち解けて冗談と笑

学校卒業の司祭組と一線を画する世代でもあり、マリ

みが増えて嬉しい思いです。稲の穂が豊かに実って、

ア会日本地区の精神的・神学的転換期を感じさせるも

頭を下げるように、かつては、学校長や理事長の要職

のでもあります。
あらためて日本地区創設 130 周年を迎えるにあた

に就かれても今は一介の好々爺に戻って生活しておら

り、70 年 60 年と奉献生活に生き抜かれた会員の皆様

れます。

に感謝とお礼の言葉を申し上げて巻頭言としたいと思

『饅頭屋』というニックネームで生粋の浦上っ子と
して知られ、マリア会の城山にあった「マリア学院」
での最後の生徒として学び、その後上京して暁星学園
に編入して志願者になられました。今から 70 年前、
想像を絶する困難と試練に見舞われたに違いありませ
ん。若い修道者として育てられ、辻孝行、村岡隆義、
前川巌の三羽烏としてフリブールで神学を修め、帰国
してからは、泰星学園を除くマリア会の学校での教鞭
を取り、後に暁星学園、明星学園の校長、理事長等の
要職を務め上げ、60 年代の後半からシャミナード修
道院に隠居されて今日に至っておられます。
ちなみに、フランシスコ会の管区長を務められた前
川登神父はお兄様で、トラピスト会やカルメル会にも
お姉様やご親戚がおられる浦上カトリック信者の末裔
です。男子の登神父が 85 歳で亡くなられたので、何
とかそれを超えたいと話しておられたのにすでに米寿
に達し、今や女性軍の 90 台の大台にまであと一歩、
どうぞお健やかにお過ごしください。
今年誓願 60 周年の 4 人の先輩方、ルドビコ茨木 山
本健二士、ペトロ田上保幸士、ラファエル木寅義信師、
そしてアントニオ清水和幸師に、60 年間にもわたる
マリア会員としての忠実の模範と、主として教育事業
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います。

マリアニスト・シリーズ 26

「魚ではなく、釣り竿を与えなさい」
マリア会地区長

教皇フランシスコは、福音宣教の原点に、貧し

青木 勲

く、自分の手で、自分の生活を稼ぐことを学ぶこ

い人たちとの連帯と福音の喜びの具体的な証を

とを意味します。そこから「魚ではなく釣り竿を」

謳っておられます。それは、人となったイエス・

という標語が生まれてきました。物による他者へ

キリストとの出会いの体験からしか生じて来ませ

の依存から、自立と自活への人権教育です。

ん。今の時代は「論より証拠」が求められます。

聖書の中で聖ペトロも聖パウロも自分の手で糊

今回インドにおいて、アジア・ゾーン主催のシ

口を凌いだと明記しています。貧しいことが卑し

ンポジウムに参加する恵みに与りました。若い力

いのではなく、怠慢と無責任が人間性を駄目にし

に漲っているインド従属地区のマリアニスト達が

てしまいます。他方、個人と組織や国家のエゴイ

（FMI/SM/MLC）現実の社会の必要に応えようと

ズムによる不正義と不平等に苦しめられている人

して、大胆に、しかも勇気を持って、貧しい人々、

が多いのも事実です。
「政治」そのものは崇高で

社会的に苦境に立たされている人々の中に飛び込

大切な人間の知恵と権利の行使の場ではあって

んで、一緒に、生きる意味と人間としての品位を

も、富と権力が結託して悪用される時、社会秩序

高める社会改革と人間の解放を目指す福音的メッ

の崩壊と種々の暴力の危険が生じます。

セ―ジを生き抜いている姿を見て感心させられま

しかしイエスの福音（良きおとずれ）の体験は、

した。

キリストの貧しさと奉仕、万人に対する無条件の

私もブラジルで長い間「解放の神学」を地で生

愛とその寛大さに触れることを意味します。それ

きてきました。スラムや農地の無い「セン・テラ」

は現に貧しくなることと、惜しみなく他者に奉仕

の草の根運動にも積極的に関ってきました。それ

することなしには身に付きません。自分自身が富

は表面的な貧しさや貧困さへの同情や喜捨ではな

や権力から自由になる度合いに応じて、他人に対
しても、自然に対しても優しく振舞うことができ
るようになり、人間同士の秩序と調和を取り戻せ
ることができるようにもなります。
弱肉強食と権力による独裁的な支配は、過去の
人間中心の統治システムですが、もし今でも権力
を誇示し続けるならば、それ自体が、非福音的で
すし反社会的でもあります。真に人間的、かつ福
音的であるためには、霊的に真理と愛に根差した
ものになる必要があります。
聖パウロの「み霊を消さないように」
（Ⅰテサ
ロニケ 5 章 19 節）
、
「霊を悲しませてはならない」
（エペソ 4 章 30 節）
、この教えをインド従属地区
のマリアニストが「福音の喜び」として力強く示
してくれました。ゴミ拾いの子供達と彼らを支え
るマリアニストのキラキラした目の輝きが忘れら
れません。
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プロヴィダ・マーテル・エクレシア発布の 70 周年目を迎えて
アリアンス・マリアル

田中 正江

今年は 1947 年 2 月 2 日にピオ 12 世教皇より在俗

と教会を結ぶ橋、信徒と修道者を結ぶ橋、時にはキリ

会憲章「Provida Mater Ecclesia」が発布されて 70 周

スト者とキリストを知らない人を結ぶ橋。スマホなど

年目にあたります。当時、第一次、第二次世界大戦で、

インターネットによる伝達手段の使用が進み、面と向

世界中で多くの人が亡くなり、多くの街は破壊され

かって対話をする機会が減少し、個人主義が進み他者

ていました。在俗会憲章の発布は、そんな中で世界

や他の価値観、生き方に無関心になりつつある現代に、

の福音的平和、教会の再活性化の為に、福祉や医療、

この役目はとても重要だと感じています。

学校、教会に献身する為に自ら奉献し、修道者とし

ただ…、程よく膨れ上がったパンを食べてパン種に

て働いていた信徒たちのグループに対して、教会が

心を留める人はいない、おいしい料理を食べて、塩味

公にその存在を認め、光を与えた時でした。

が効いていると感じても心に残るのは料理だけです。

私見ですが、教会が平穏な時より、危機にある時

橋を渡り切ってしまえば、その先にある景色に心を

にこそ、在俗会は必要とされ、その力を発揮すると

奪われ、もはや橋のことを考えたりはしない。社会や

感じています。政治的宗教的事情により教会が迫害

教会に於いて私達在俗会が使命を全うできた時は同時

されている時、世界大戦で多くの若者を失い、教会

に、私達の存在が忘れられる、私達の存在はその様な

が元気を失くしている時、そして、現在は・・・。

ものです。それでも、神様が望み、社会、教会が在俗

経済優先の物質主義が進み、多くの人が宗教的価値

会を必要としている限り私達はその使命を全うしてい

観を見失い、教会の中でも、個人主義、利己主義が

くでしょう。

進み、召命が減少しているこの時代に、私達在俗会
「未来は信じる人々のものである。不信心や懐疑者

に求められているものは何か、真剣に向き合う時だ

のものではない。未来は堅く希望し強く行動する勇敢

と感じています。

な人々のものである。小心な人や優柔不断な人のもの

在俗会は教会に於いて、聖書に出てくる「パン種」
、

ではない。未来は愛する人々のものである。決して憎

「塩」のような存在だと考えられています。社会、教

み合う人々のものではない。

会を内部から愛と献身によって福音化していく存在

この世への教会の使命は、新しい試練と新しい目

と考えられています。私は個人的に、在俗会のもう

標とに向かって進む」（教皇ピオ 12 世）

一つの重要な使命は「橋」だと考えています。社会

SM

マリア会の年間行事
マリア会 第35回総会
2018 年 7 月 8 日（日）～ 7 月 29 日（日）まで、

６月 7 日（木）～ 13 日
（水）
アデルの列福式巡礼旅行

「死なない人」をテーマに、ローマの総本部で第

７月 8 日（日）～ 29 日
（日） 第 35 回
マリア会総会（ローマ）

命の減少と会員の高齢化の中で、神様が創立者

７月27日（金）～８月 2日（木）大黙想
（東京 シャミナード修道院）

35 回マリア会総会が開催されます。世界的な召
に託されたマリアの使命に馳せ参じる
「マリア会」
（死なない人）の現在と未来への挑戦を考えます。
総長の選挙もあり新しい顔

８月12 日（日）～18 日（土）
MLC 世界大会（韓国）
９月30 日（日）

と生き方が決まる大切な総
会となります。
日本地区からは青木勲地

家族評議会（調布）

区長が代議員として参加し
ます。お祈りください。
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FMI

マリア二ストと
しての生き方

汚れなきマリア修道会

Sr. 鈴木孝子

キリスト教について全く何も知らなかった私が今、

嘆した。

修道生活をしているのは本当に不思議なことである。

話は変わるが、修道生活において私の闇の部分は

横須賀の元、海軍兵学校の跡地に開校して僅か 3 年

「従順」の問題である。

目の大学に入学したのが私の人生を決定づけた。

―従順が成り立つためには、相手と私との間に「深

そこでの１人のシスターとの出会いによって私は神

い信頼関係」がなければならない―

の愛を知った。思えばこのシスターとは本当に長い付

これは修道生活に限らず人間関係の根本的な問題

き合いだった。学生時代と修道者になってからも私は

だと思った。2 人の創立者が宣教者の生き方を示し

心の中に鬱屈していた悩み、苦しみを聞いていただい

てくださった道を歩むための根本はまず自分が円熟

ていた。でも、私が恐れていたことが現実の事になっ

した人間になることだと私は固く信じている。人間

たのは 6 年前ぐらいのことだった。

として成長するためには謙遜な心でありのままの自

それは、シスターがアルツファイマー病になって

分を他者に示すことだとおもう。

しまったからである。お見舞いに伺うと彼女は以

とりわけ聖テレジヤや、創立者である尊者アデル

前と同じように優しく話しかけてくださる。どこが違

のように 10 代の頃から徳を目指して歩んだ方々の生

うのかといえば同じ事を何度も何度も繰り返すのだ。

き方を私はマリア二ストの生き方として見習ってい

だが、その微笑と他者を迎えての心遣いに私たちは感

きたい。

いつも喜んでいなさいー絶えず祈りなさい、
どんな時でも感謝しなさい
Sr. マリア・ライ（有期誓願者、在ベトナム）
も感謝しなさい ” なんと心が生き生きと感じられた

この世に生まれ

ことでしょう。

た私たちは本当
に大きなお恵みで

実行するのは時には難しいかもしれません、でも

すね。神様の愛に

やってみないとわからない。その後生きる方針とし

よってすべてご計

てこの言葉を選びました。

画の中にあるとい

神の愛を証しするためにはどうしたらいいか？

うこともなんと幸

日々生活の中に母マリアと共にどんな出来事が起

せでしょう。とこ

こってきても憂うことなく母の助けと神の力によっ

ろで今までいただいた多くの恵みを私たちはどうい

て乗り越えられると感じています。小さい仕事から

うふうに使っているか？大きな質問です！私自身も

始めます。掃除やら料理の準備やらなんでも祈りな

この問いに対して何回も悩んでいます。

がら無事に終わることができます。
そして、今という時を大事にし出会う人の中の神

ある時こういう聖書の言葉に出会いました。“ いつ

の似姿を見るよう努力して生きたいと思っています。

も喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんな時で

M LC の予定（決まっているもの）
＊「イエスの徳に学ぶ」

もう一度手にとって理解を深める講座
担当 • MLC 翻訳委員メンバー
対象 • MLC 以外の方もどうぞ
日時 • 場所：9/29 ( 土 )、2019 年 2/23 ( 土 )
どちらも 13：00 〜 16：00
宣教センター

＊ 1 日黙想会

日時 • 場所：5/19 ( 土 ) 10：00 〜 16：00
宣教センター
対象 • どなたでも お弁当持参

テーマ : 恵みと喜びをもたらす方マリア
指導：Sr. 小林

＊ MLC 総会

日時 • 場所：6/16(土 )14：00 〜 15：30
14：00 〜ミサ
シャミナード修道院

＊ MLC 世界会議 8/12(日) 〜 18(土 )

韓国ソウルにて
日本 MLC からも何名かの方が参加下さる予
定です。それぞれの出来る形で心を合わせて
協力したいと思います
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汚れなきマリア修道会 創 立 者

アデル・ ド ・バッツ ・ ド ・ トランケレオン の
れ つ ぷ く し き

列 福式
Adèle de Batz de Trenquelléon

＞＞＞ 列 福 式 って ナニ︖
福者の列に加えること、またその式典のことです。
教会は、ある人の生涯が福音に導かれ、神との深い親しさ
が示されるとき、その人を聖なる者と認めます。まず、その
人の生涯が信仰、希望、愛に貫かれて生きられたか、同時
にその人の精神⼒、慎重さ、節制と正義の証を調べます。
アデルは、1986年6⽉5⽇、Paul 6 世教皇によって

そんじゃ

尊 者 と認められました。

次に、現在の医学では不可能な治癒が起った時など、科学的に不可解な出来事が起ると、その
と

な

ふくしゃ

人の執り成しによるものと考えられます。奇跡が認められると、尊者は福者となります。
列福の目的は、キリスト者に聖なる模範を示すことです。
2005年9⽉以来、列福式はローマではなく、その⼈の出⾝教区、修道会の創⽴者の場合には、
その修道会において公式に⾏われるようになりました。

アデルは20年前に起こった治癒が奇跡と認められ、

2017年5⽉4⽇、フランシスコ教皇によって福者と認められました。
列福の後、福者の執り成しによって新たな奇跡が得られた時、最後の段階、ローマで⾏われる

れつせい

列 聖 式に進み、聖⼈となります。
聖人は全世界の教会で崇敬することが許され、世界のすべてのキリスト教徒の模範となります。

《 ご 案 内 》

■ 創立者メール・アデル の アジャンでの 列福式 への 参加 と
ボルドー・ルルド への 黙 想 巡 礼
を以下のとおり計画しています。参加ご希望の方は、ご連絡ください。
●旅⾏期間︓ 2018年６⽉７⽇（⽊）〜 ６⽉13⽇（⽔）
●指導司祭︓ ⻘⽊ 勲 神⽗様（マリア会地区⻑）
●旅⾏代⾦︓ [20名の場合] 340,000円

[15名の場合]

７⽇間

365,000円

１室２名利⽤のお⼀人当たり ＊⼀人部屋利⽤追加料⾦︓50,000円

●申込締切⽇︓ 2018年4⽉1⽇
▲

連絡先 : marianist@marianist.jp

Tel: 080-5873-6637
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Sr. ⼩林

MLC 共同体紹介③
ローザ・ミスティカ

林 まさみ
例会の雰囲気
清水一男神父様の良きご指導により、常に他者を
大切にするとても温かな例会です。会員のそれぞれ
が、仕事や介護、体調不良などによって 100% 出席
が難しい状況下、お互いに気に掛け合いながらの共
同体の存在に励まされ、月に一度ですが共に祈る場

モデレータは清水一男神父様
会員は現在６名です。例会日は毎月第 3 木曜日
でマリアニスト宣教センターで集まっています。
時間は 13：30 ～ 15：30 です。
内容は、聖堂で、教会の祈り、聖書と典礼の福音朗読、
そしてロザリオの祈りを一連唱えます。集会室に移

に感謝しています。

動、① 聖書と典礼 福音箇所の解説 （清水一男神父
様） ② 上記内容や一ヶ月間の体験に関する分かち

初代共同体の有り方、創立者たちの霊性に倣い、
さらに真の共同体 ( 家族の雰囲気 ) となれますよう、
主イエス・キリストのお恵みと聖母マリア様のご加
護を願っています。

合い ③ 必要な事柄がある場合には、① のあとで
テキストなどを使用しての説明と分かち合いをして
います。15：30 に終了し、その後、時間の許す会
員はマリアンハウスの御ミサに参加しています。
2018 年２月 3 日～ 4 日

MLC 主催の一泊黙想会を終えて
M L C 鈴木 珠美
2016 年の５月から始めて４回目となった一泊黙想
会は一貫して宣教者マリア、教会の母マリアをテー
マに行ってきました。
今回は初めて冬の週末に設定しました。寒さでい
えば超一級となったこの冬、人が集まらなければス
タッフだけでマリア様を助けに黙想しようと思って
いたところ、一月末には締め切らなければならない
くらい申し込みがきました。
外部からの申し込みが8名、
MLCの申し込みが4名、
スタッフ 7 名、
神父様、
シスター小林と 21 名が関わっ
た黙想会となりました。遠くは埼玉の藤岡や群馬の
2018 年

●みちびき

前橋から参加されました。
日々の暮らしを離れ、静かな環境で約 22 時間を神
父様やシスターの霊性の元で過ごせることに皆さん
安心し、豊かな表情でそれぞれの場に帰っていかれ
ました。我々スタッフもそれがまた次の何かの源に
なった思いがいたします。
最後にいつも快く迎えて下さり、細やかなお心遣
いをして下さるマリアンハウスのシスター方に深く
感謝いたします。

MLC 新奉献者から
「思い」
を寄せてもらいました

●やっぱりそうだった！ 上村伴子

岩崎知子

私は美術作品の制作に携わっています。ある時行
き詰まって大泣きした折、イエス様にどうか私の右

今回、奉献しました岩崎知子です。指導してくだ
さった清水神父様、シスター石原を始め皆様のおか
げで無事奉献できました。ありがとうございます。
23 年前、受洗した時の代母の方が近くの修道院の

手になってほしいと懇願したことがあります。その
時以来、そのように祈ってから制作を始める習慣に
なっています。

集まりに誘ってくれたことが私と MLC との関わりの
始まりでした。数回参加したところで、結婚、転居

3 年くらい経つと思います。先日、制作で荒れて
汚くなった手を湯船の中でしげしげと見ていたらな
んと右手の平に十字が刻まれているのを
発見しました。以前にはありませんでし

等で集まりに行けなくなり、20 年位経った今年こう
して奉献することになるとは・・・。
神様の御導きと共に祈ってくだ
さるマリア様の存在に感謝と安ら

た。十字架だ！（と思っている。
）驚き
のあまりお風呂の中で溺れるところでし

ぎを感じています。これからもよ
ろしくお願いします。

た。イエス様は私の手の中にちゃーんと
いて下さいました。証拠発見！だから私
の作品はすべて「イエス作」なのです。
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FMI ニュース

●インドでのシンポジウム

の菊池功大司教様の講話を伺うことができまし
た。また、講話後、各クループでの分かち合いと
全体の分かち合いが行われました。その中でアジ

Sr. レジナ

アでの問題、私たちの生き方、宣教などを真剣に
考え、分かち合うことができました。その分かち
合いを通して一人ひとりが頂いたマリアニストの

2018 年 1 月 17 日（水）から 22 日（月）まで「創
立 200 周年マリアニスト・アジア・シンポジウム」
が行われました。
その中で各国の現状報告とアジアにおける文化・
貧しさ・宗教の対話などインド人の神父様や日本

召命に感謝し、アイデンティティを深める良い機
会になりました。
1 月 22 日（月）福者シャミナード神父様の記念
日には、インドで正式に「創立 200 周年記念」終
結のミサが行われました。とても盛大な聖体祭儀
でした。(3 時間 )
インドのシンポジウムを通して、
『いつも喜んで
いなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感
謝しなさい。
』
と言う言葉が深く心に刻まれました。

▲︎インド研修

今、置かれた場で感謝すればするほど、感謝する
ことが増えてきます。
感謝すればするほど喜びが溢れてきます。感謝
と喜びはお祈りです。
私たちはマリアの宣教者です。地の果てまで一
つの魂を救うために歩みます。一緒に歩みましょ
う！！！

▲ マリア会の修練院にある、
有名なジャールクハンドの聖
母像の前でインドを訪問した
日本マリア二ストの家族。
▲ 当時の「マリア会」
日本管区がニーマー・
ディープ修練院建設
に資金を援助した記
念碑。

F M I の予定
５月８日～ 29日 2 年ノビス Sr. トゥオン韓国管区にて
使徒的実習
5 月25日

本会創立記念日（第 202 回）

6 月 7 日～13日

メール・アデル列福式黙想巡礼

6 月10日

メール・アデル列福式
於：アジャン

8 月17日～ 25日

年の大黙想 ( 第１回 )
指導：清水一男 師 於：調布

●終生誓願準備コース

スに参加のため、2 月 2 日～ 6 月 28 日、創立の
地、フランスのアジャンを中心にイタリアのロー
マ、スペインのサラゴサ等、源泉の地でマリアニ
ストの精神を深める研修に励ん

今年、二人の姉妹、Sr. グエン ティ ニュンと
Sr. グエン レ フォン・ハンは、終生誓願準備コー

でいます。時々送られるメール
に添付された写真は、いずれも
満面の笑みをたたえた幸せいっ
ぱいの様子。実り多い研修とな
ることを願っています。
▲アジャンでの研修風景

▲トランケレオン城にて
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「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。
種別

No.

１

黙

テーマ・講師

半日黙想会
■ ⻘⽊

想
祈

日時・予定

14:00〜17:30 ＊黙想の最後にミサあり
①「神様のいつくしみ」 6月2日（土）
②「希望と平和」
11月3日（土）

勲 神⽗ （マリア会）

２

１日 黙想会
■ Sr. ⼩林幾久⼦（汚れなきマリア修道会）

３

祈りのひと時︓ み⾔葉に⽿を傾け、静かに祈り、⾃分をふり返るひと時・・・
毎⽉第2⼟曜日 16:00〜17:00
5月12日、6月23日（第4に変更）、7月14日、9月15日、10月13日、
11月10日、12月8日、2019年1月12日、２月９日、３月９日

り
４

「キリストのメッセージ」

毎⽉ 第２⽊曜日 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
2019年 1月10日、2月14日、3月14日

■ 清水一男 神⽗ （マリア会）
５

講

「キリストの愛と喜びのメッセージを求めて」
■ Sr. 鈴⽊孝⼦ （汚れなきマリア修道会）

座

６

5月19日（土）10:00〜16:00
「恵みと喜びをもたらす方マリア」

「キリスト教講座」
■ Sr. 鈴⽊孝⼦ （汚れなきマリア修道会）

毎⽉ 第1⽕曜日 10:00〜11:30 （年10回）
5月1日､6月5日､7月3日､9月4日､10月2日､
11月6日､12月4日、 2019年１月15日
（第3に変更）、2月5日、3月5日
毎⽉ 第２⽕曜日 10:00〜11:30 （年10回）
5月8日、6月12日、7月10日、9月11日
10月9日、11月13日、12月11日、
2019年 1月8日、2月12日、3月12日

７

「イエスの徳に学ぶ」
■ 信徒マリアニスト 翻訳委員会メンバー

9月29日（土）13:00〜16:00、
2019年2月23日（土）13:00〜16:00

８

「短歌を楽しむ」

毎回 第３⽔曜日 10:00〜11:30（年10回）
5月16日、6月20日、7月18日、9月19日、
10月17日、11月21日、12月19日、
2019年 1月16日、2月20日、3月20日

■ ときえだ ひろこ

△

● 会 場： 「マリアニスト宣教センター」 （ ▼ 案 内 図 ）
〒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･申し込み： e-mail：marianist@marianist.jp 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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