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マリアに仕える為に、マリアの弟子として、
マリアの心と決意を生きる
アリアンス・マリアル

田中 正江

「イエスは、母とそのそばに立っている愛する弟

戦争や武器、暴力によって平和を得ようとしている

子とを見て、母に、婦人よ、これはあなたの子で

国々に於いて、平和の為にマリアの弟子として、た

す」と仰せになった。それから弟子には、
「この方は、

だひたすら祈り、許し、愛し、仕え続ける…、それ

あなたのお母さんです」と仰せになった。そのとき

は簡単なことではないかもしれません。

から、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取っ

マリアにとっても人間を許し、母として、共に祈

た。
（ヨハネ 19．26－27）

り、生きることは簡単ではありませんでした。だか

マリアと私達人間のイエスの弟子としての歩み

らその為に弟子達と共に聖霊の降臨を願い、必死で

は、ここから始まりました。マリアは愛する子が激

祈ったのです。

しい受難に晒され、間もなく臨終を迎えようとする

あの時弟子達がそばにいながら、マリアの心と決

時に、わが子の遺言に従い、シメオンの予言どおり、

意を知る人は誰もいませんでした。でも私達マリア

母として、心を剣で貫かれながら（ルカ２・３５）
、

ニストには家族がいる、家族として共にマリアのよ

わが子の受難と死の原因となった人間を自分の子と

うに、聖霊の恵みを願い、マリアの心と決意を生き

して受け入れ、その救いの為に共に使徒活動を始め

ることによって、全世界の平和の為に、現在と未来

られました。つまりマリアの使徒活動は「許す」こ

の為に、祈り、仕えることを私は心から願っていま

とから始まりました。
「自分のわが子を殺した当事

す。

者を許すだけでなく、自分の子として受け入れ、そ

● AM 総会報告

の救いの為に生涯を捧げる」
、そのようなことは殆
どの人間に不可能なことではないでしょうか、神様

準備の期間を含めて一年の歳月にわたって行われ

にしか出来ないことではないでしょうか。神様の御

たアリアンス・マリアルの総会は９月６日に終了し

子を宿されたと同時に、神様のように許し、愛され

ました。長い間、アリアンス・マリアルの総会の為

た・・マリアが「神の母」と言われる所以はここに

にお祈り下さり、ありがとうございました。
総会の最後に今後５年間の責任者と３名の役員

あると私はそう思います。

が、有期・終生誓願者による選挙に
今年の夏も例年通り、日本のカトリック教会は平

て選出されましたが、アリアンス・

和の為に、各地で特別に祈りと行動が捧げられまし

マリアルは会員の個人情報に関する

た。ただ現代社会に於いては、過去の過ちに心を馳

ものを、インターネットで閲覧でき

せて祈るのではなく、世界中で現在起こっている戦

るものに掲載することは、一切禁じ

争、テロ、民族紛争、難民の増加、核兵器の増加、

られています。もし、興味のある方、

様々な国の独裁化に心を向け…平和の為の祈りと活

お知りになりたい方は、マリアニス

動は、世界の現在と将来の為に、最優先する事だと

トＨＰに掲載されているアリアン

思っています。

ス・マリアルの連絡先にて、直接お

私達がマリアニストとしてその為に出来ること、
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問い合わせください。

マリアニスト・シリーズ 28

（２）
「マリアニスト家族の相乗作用」
青木 勲

マリア会地区長
前回のシリーズで、シャミナード修道院で集

の意見の聴取です。その意味で、第二に、
「あな

まっている MLC の「ソダリテイー」の会合につ

た方は、自分達の枝のカリスマをどのように表わ

いて書きましたが、今回はこの紙面を借りて具体

せますか」またあなた方のグループは、マリア会、

的な提案をしたいと思います。読み終わったらあ

汚れなきマリア修道会、信徒マリアニスト共同体、

なたのご意見と感想をお聞かせください。

そしてアリアンス・マリアルの固有の「カリスマ」

私は、グループの中で自由に自分の意見を言え

をどのように感じて理解していますか。知ってい

る人間関係を築くことが大切だと考えます。相互

るようで、
意外と知らないのが現状です。福者シャ

の依存性を共有し合っている時、グループへの帰

ミナード神父と福者メール・アデルの両創立者を

属意識が高まり、相互の責任と連帯感も強まりま

持つ家族の一員として、
「兄弟・姉妹だと感じて

す。その意味で次の質問をしたいと思います。

いますか」
。また「具体的に何かお願いしたりあ

先ず「あなたの共同体は何でも言える場になっ

るいは注文したりしたいことはありませんか」と。

ていますか」
。あるいは「共同体での集まりは楽

そして第三に、これらの意見や質問を先ず各グ

しい出会いの場になっていますか」と。でも目的

ループの責任者がまとめて、それを各枝の責任者

は単に居心地の良い仲間のクラブを作るのではな

を通してマリニスト家族評議会に上げて、家族全

く「信仰共同体」を目指していますので、一歩進

体でお互い同士の関心と興味を確認し合いなが

めて、では「グループが霊的に成長するために、

ら、家族に託されたカリスマの理解と認識を分か

今何が一番必要だと感じていますか」
。しかも「そ

ち合って行くことは相乗作用の一歩ではありませ

れをどこから始めたら良いと考えていますか」
。

んか。できることから始めて、徐々に家族として

その目的達成のためにあなたは「どんな貢献がで

の共通のミッション（使命）や宣教活動での具体

きますか」等について忌憚なく話し合ったら如何

的な協力・援助の枠と幅を定めて行く準備を整え

ですか。一人ひとりの存在と個々の意見がグルー

ていきたいものです。

プの成長にとって如何に大切かを一

日本流の思考方法では、

緒になって体験するためです。事実、

「熟慮して行動に移す」か

神様が各自に個別の恵みをくださっ

も知れませんが、ラテン

ているからです。

アメリカ風に「始めてみ

こうしてグループ内でのお互いの

て」必要であれば「軌道

結束ができたら次のステップに移っ

修正しながら」適用をし

てください。今度はグループとして

て行くのが一策ではない
かと考えます。
ここ数年、マリアニスト家族同士
の結びつきが一段と深まって来てい
ます。そろそろ何らかの共通の仕事
を始めてみては如何ですか？

私の

提案です。あなたの反応と意見をお
聞かせください。
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FMI

マリアの娘として生きる

Sr. グェン レ フォン ハン
私は 5 人兄弟の家族で生まれ育ちました。その

に、今までの 10 年近くのマリアニストの生活を

ために、自分にとって、
「家族」はかけがえのな

通して、マリアは霊的な母として私の奉献生活の

い意味を持っています。また、私の家は教会に近

模範となりました。
「マリアの家族」での生活の特

いので、毎日「いやだ」と思っても、いかなけれ

徴は「私たちはマリアの宣教者である」ことです。

ばなりません。こういう習慣を小さい時から身に

マリアニストの魅力は「家庭的」な精神と「マリ

つけられました。毎日母と教会に行き、教会の園

ア」の精神であるため、入会したかったです。そ

庭にあるルルドのマリア様の前でいつも母は 10

の時から 10 年間マリアニストの生活をしながら、

分位祈ります。私も母に倣い、ごミサの前にいつ

この精神を味わうことができました。今度私はマ

もマリア様に少し祈り、話しました。今振り返っ

リアニストの一員として、この使命を受け継いで、

て見ると、以上のすべての出来事は自分のマリア

マリアが教えてくださった「あの方が何か言いつ

ニストの召命のきっかけだったと思いました。

けたら、その通りにしてください」の言葉に従い、

幼い私がずっと母の姿を見て、模倣したよう

美しい箱根

SM
マリア会志願者

キリストを人々に知らせていきたいと思います。

アントニオ・レ・シュン・タン

全世界にはどこでも美しい景色があります。綺
麗かどうか人々の感じることは違いますし、万
物は神様に創造されて、全部が完璧になりまし
た。人間は神様に賛美と感謝をしなければなり
ません。
現在、いろいろな国では、国民が自分の利益
のために自然を破壊しているので、景色が悪く
なります。更に台風のような自然災害が起これ
ば、多くの被害をもたらします。だから人々は

「大」の文字の意味は、毎年 8 月 16 日、お盆

自然を守らなければなりません。

に帰っていたご先祖様を再びあの世へ送り出す

私は初めて箱根に遠足をしました。そこには綺

ために「大」という字を松明の炎で描く行事で、

麗な自然が沢山あります。箱根は広い所で、私

京都以外でもお盆の送り火として行う地域があ

は日帰り遠足でしたが、有名な場所を見学しま

ります。

した（箱根強羅公園、彫刻の森美術館、箱根ロー

私の感想は、一日中箱根に遠足に行き、色々

プウェイ、芦ノ湖）。そこへ行くためには、箱

なことを詳しく知ることができました。チャン

根湯本から強羅まで電車で 40 分程かかります。

スがあれば自然を実感するのにあちこちに行っ

ロープウェイから下を見た時、風景の美しさが

てみたいです。自然は賜物です。その賜物を持っ

自分の想像を超えました。私は素晴らしい景色

ている人間は神様から与えられました。神様が

に夢中になりました。

居なければ人間は何も出来ません。神様、貴方

特に彫刻の森美術館の窓から、向こうの山に

は偉大です。貴方に感謝いたします。

大文字焼きが見えます。
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MLC 国際会議に参加して

テーマ：手に手をとって歩む

MLC 梁川 厚行
MLC 国際会議は 4 年毎に開催さ

今回、話し合われた大きなテーマ

れています。今回は７回目で、25カ

のひとつは、北米＆アジア地区から

国、 約 100 名（MLC69名 を 含 む ）

のアジア地区の独立でした。今回は

のメンバーが集まり、韓国ソウル郊

見送られましたが、アジアの発展

外のアーロンの家で８月 12 日から
18 日までの日程で実施されました。

▲日本 MLC の 3 人と新しく北米・アジア地
区代表になった Reilly さん

今回のテーマは、
「手に手をとって歩む」です。SM、

がこれから期待されており、その
ために私たち日本もアジア地区の

独立に向けての準備が必要になります。

FMIの総長様もお見えになっておりました。
小グルー

これから日本は、韓国、インドとの連携を FMI、

プには FMI の総長様も参加してくださり、有益な話

SM、AM との協力体制で図って行く必要があります。

をたくさん聞くことができました。

Sr. 墨田管区長および Sr. レジナ様、福田様、山崎

会議は、世界の４つの地域の現状の話から始ま

様に参加してくださり、大変お世話になりました。

り、
「マリアニスト家族として他の枝との協力」を

また、出発前の準備では多くの皆様に手伝っていた

テーマに、現状報告、パネルデスカッションがあり、

だきました。マリアニストの皆様の財政援助および

その後、小グループでの話し合いです。時代は、各

お祈りのおかげ

枝が協力して進めることが急務であり、どのように

で、実りある会

したら進められるかに関して皆で考え話し合いまし

議を経験できま

た。

したことをお礼

後半では、事前に各代表から提起された今後４年

申し上げます。

間の課題に関しての話し合いです。その話し合いで
多くの気付きがありました。一例として、MLC の
会員が、教会で、洗礼の準備の件で協力し、そこで
の絆から MLC への入会が多いとの話は、これから
大いに参考になるでしょう。
会議では、次の 2018︲2022 年の MLC としての

▲新しい MLC のプレジデントと地区別代表
▲カルチャナイトでの Sr. 墨田の
おもてなし

10 のチャレンジ目標を決めました。大きく次の４
つに分類されます。
① MLC の形成 ② 若者の育成 ③ 貧困者への支援
④ 財務基盤の確立
新 し い MLC 全 体 の プ レ ジ デ ン ト は Béatrice
Leblanc ( フランス出身 : 右写真中央 ) さん、私たち
日本の所属する北米・アジア地区では Marceta Reilly
( USA：右写真左から 2 番目 ) さんに決まりました。

▲紙風船で大はしゃぎに
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▲ MLC 国際会議の参加者

▲ Sr. 墨田、平井さんの用意して
くださった日本のお土産（紙風船・
扇子・マリア様の日本風絵葉書）

MLC 福田 宏樹

徒の皆様の信仰心と熱意、協力体制には感動して
います。仁川空港まで私を送ってくださったご婦

国際会議は、世界のマリアニスト家族の絆を強

人は、ロザリオの祈りを唱えながら運転されてい

く意識させるも

ました。

ので、聖霊の導

訪問した高齢者施設シャミナード・ホームでは、

きと識別の大切

MLC,

さに気付かされ

使徒職の現場で理想的なマリアニスト共同体を実

ました。

現していることに啓発されました。

特に、初めて
▲高齢者施設シャミナード・ホームにて

FMI,

SM が協力して運営を行っており、

会議参加にあたり、霊的・物的ご支援を賜りま

訪れた韓国の信

した皆様に心から
感謝申し上げます。
誠にありがとうご
ざいました。

▲みんなで歌うマリア様の歌を誘導
する Sr.Regina

▲参加者でダンス

◀カルチャナイトで歌の説明をする
山崎氏

MLC 山﨑 満

ギリシア文学の専門家や多言語の通訳者もいて、

韓国ソウル郊外での MLC (2018/8/12ー18) 世界

大いに触発を受けました。

会議に参加してきました。特に印象に残ったこと

今回大きく取り上げられたことは、MLC での

だけ書きます。
言語別の小グループで、幸いなことに FMI の

育成です。これまで、MLC は精神的支柱を SM

総長様とご一緒でき、お近づきになれました。
「お

や FMI に求めることが多かったようですが、こ

目にかかれて光栄です、madre mia」と申し上げ

れからは MLC の会員の中から MLC の精神的支

た所、
「単に Franca と呼んで下さい」と仰り、
びっ

柱となる者を育てていかなくてはならないという

くりしました。日本の紹介では、
「ソウルに来る

ことです。MLC の特徴は多様性ですが、これは

のは 2 度目ですが、今回の訪問は、私の心の訪

長所にも短所にもなり得ます。いまの MLC に大

問です」と言った所、会場から拍手が湧き、精神

きく欠けていることは、MLC 会員の精神的支柱

的繋がりを感じました。Sr. 墨田、Sr. Regina に

の存在であると強調されました。
締めくくりのミサに共同祈願では、日本語で

は大変に助けてもらいました。参加者には、古典

Sr. 墨 田 が な さ
いましたが、意
向 は「 マ リ ア
ニスト家族のた
め」というまさ
に相応しいテー
マでした。
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▲手に手をとって歩む

SM

マリア会ニュース

第 35 回

マリア会総会

マリア会地区長

青木 勲

ローマの総本部で「死なない人」をテー
マに 7 月 9 日～ 29 日にかけて、総会が開
かれました。総勢 32 名の代議員が、マリ
ア会とマリアニスト家族の将来の活動目標
と手段を決定するために集まりました。
総本部員の選挙に、サッカー・ワールド・
カップの決勝戦が重なり熱気が立ち込めま

▲総会（投票の様子）

した。聖霊の導きと両創立者の執り成しを
祈りながら協議を重ねました。

▲新総本部メンバーの就任ミサ
総
長
霊生局長
教育局長
財務局長

▲第 35 回マリア会総会（ローマ総本部聖堂にて）

Fr. André Fétis（右から 2 人目）
Fr. Pablo Rambaud( 右端 )
Bro. Maximin Magnan（左端）
Bro. Michael McAward( 左から 2 人目 )

最後に、次のような「総会文書」をまとめ、代議員の満場一致で承認されました。
（1）修道者の霊性と共同体の生活の質の向上並びに養成の大切さの再認識
（2）マリアニスト家族同士の関係の強化、四枝内での本会の責任と役割
（3）宣教活動の明確化とアイデンティティーの確保について
（4）本会の統治機構の刷新と経済的自立と清貧の証について
また、教皇フランシスコへの謝辞とマリ

こうして、全マリア会がアンドレ・フェ

アニスト家族宛、本会の宣教事業での協力

ティス新総長と評議員と共に 2024 年まで

者（未信者・信者・MLC 会員）宛、そし

の 6 年間「死なない人」として生き続けて

て最後に、青年たちへのメッセージの送付

いきます。

を決定しました。
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世界マリアニスト祈りの日 10 月 14 日（日）
FMI

ベトナムの LA VANG 聖母巡礼地の紹介

Sr. レティホアンオアン
今年の世界マリアニスト家族の祈り

「誰でも信頼を持って聖母の元に助けを求

の日に、巡礼地としてベトナムの LA

めに来れば失望して帰ることはありませ

VANG 聖母が選ばれました。ベトナム

ん」ということです。聖母の出現は広ま

の地にマリアニストの種が蒔かれて 1

り、多くの人々がこの地区に祈りに来て、

年が経ったこの時期に家族の祈りの日

寄付を申し出ました。1820 年に聖堂が

の場所として LA VANG の聖母が選ば

建設されました。

れたことに深い意味があります。

1830 年から 1885 年にかけて、もう

聖母ご出現を少し紹介させて頂きたいと思いま

一つの大きな迫害が起こり、多くのキリスト者住

す。カトリックの広がりを恐れていた西山朝は、

民が殺されました。この迫害が最高潮に達した時

1789 年にカトリックの信仰を国内において禁止し

に、ラ・バンの聖母を讃える聖堂は破壊されました。

ました。その後すぐにカトリック禁止令において、

1886 年に、新しい聖堂の建設が始まりました。そ

信者たちの迫害を開始しました。多くのカトリック

の完成後、ガスパル司教は 1901 年にキリスト者の

信者の人々は、クアンチ省のラ・バンにある熱帯多

助けの聖母を記念して、聖堂を奉献しました。

雨林に避難先を捜しました。そして多くの者が重病

1954 年 12 月 8 日、ベトナムの司教協議会は無

にかかりました。ジャングルに隠れている間、カト

原罪の御宿りの栄光のもと、ラ・バンの聖母教会を

リック信者の人々は毎夜徒歩で集まり、ロザリオの

ベトナム国の聖堂として選びました。1961 年 4 月

祈りを唱えました。ある夜、聖母の出現が彼らを驚

13 日にラ・バンはベトナム国の聖母の中心地とな

かせました。木の枝に聖母が出現し、ベトナムの伝

りました。1961 年 8 月 22 日、
教皇ヨハネ 23 世はラ・

統的なアオザイの服を着て腕には子どもを抱えて

バンの聖母教会を小バジリカ級のランクに指定しま

いました。2 人の天使が彼女のそばに控えていまし

した。

た。人々はこの光景を聖母と幼児のイエス・キリス

聖母のメッセージ「誰でも信頼を持って私の元に

トが出現したものと考えました。 彼らが言うには、

祈りと助けを求めに来れば失望して帰ることはあり

聖母は彼らを慰め、病気を治療するために木から葉

ません。
」に重ね合わせ私たちの創立者福者アデル

を取り、その葉を沸騰させるように彼らに言いまし

も繰り返し言いました。
「聖母の腕に飛んでいきま

た。古い言い伝えでは、
「ラ・バン」は「叫んでい

しょう。
」聖母は決して飛び込んで来る子どもたち

る」と言う意味の言葉

を手放すことはありません。

の派生語でした。また

聖母は信じる者

「ラ」は「葉」を意味し、

の助け、拠り所で

そして「バン」は「薬

す。世界の兄弟姉

草の種」を意味します。

妹と共に信頼と希

1802 年にはキリスト

望を持って私たち

者たちは自分の村に帰

の母のみ元に集ま

り、ラバンにおける聖

りたいと思います。

母の出現の話と彼女の
メッセージを広めまし
た。そのメッセージは
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今年も夏休みの間、内外共に暑い日々を過ごしました。

大黙想

誓願更新

第 1 回 8 月 17 日夕～ 8 月 25 日朝

8 月 25 日朝、大黙想終結のミサの中で 有期

テーマ：≪最も大切なことは内面である≫

誓願者 2 名の誓願宣立と誓願 50 周年（Sr. 山崎、
Sr. 八木、Sr. 吉村宣子）の誓願更新が行われまし

―創立者アデルの列福を生きる―

た。

指 導：清水 一男 師（マリア会）

60 周年の姉妹（Sr. 印出、Sr. 深水 ）はこの場

場 所：調布修道院・マリアニスト宣教センター
参加者：30 名

に参列することはできませんでしたが、心を合わ

第 2 回 9 月 13 日昼～ 9 月 21 日朝

せておられたことと思います。

テーマ：≪マリアニストの奉献生活≫
対象：若いシスターたち
指 導：金スザンナ（韓国管区 FMI）
場 所：裾野聖心会黙想の家
参加者：12 名

編集委員の紹介

シスターテレサ

Nguyen Le Phuong Hang

汚れなきマリア修道会のメンバーです。2018 年 9 月 23 日に
神の愛と慈しみによって、感謝と喜びのうちに終生誓願宣立の
恵みを頂きました。私はマリアニストの一員となり、本当にう
れしかったです。これから、マリアの娘として神と人々に奉仕
することができるように努力していきたいと思います。
よろしくお願いします。

◎ MLC からのお知らせ

● MLC 多摩地区の集い

10 月 14 日（日）11：00 ～ 15：00
（1）調布修道院の聖堂にてミサ
（2）マリアニスト宣教センターにて親睦会

● MLC 慰霊ミサ

11 月 18 日（日）10：00 ～
ミサ後、夏の「M L C 世界会議および
SM の総会」の報告 ■ 調布修道院にて

Cafe MLC のページは従来どうり
です。今回の MLC 世界会議の
様子をご覧になりたい方は、
Facebook にプライベートページを作成
しました。MLC 会員のかたでご覧になり
たい方は、アカウントを作成し、
そのアカウントを梁川または西まで
お知らせください。

■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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