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汚れなきマリア修道会

Sr. 小林 幾久子

かった時、感動に心躍りました。
「もっと深

かれこれ 30 年あたためてきた
夢があります。その間、多少の

く知りたい」という気持ちは次第に大きく

浮き沈みはありますが、ずっと

膨らんでいきました。直接シャミナード

変わらず見続けている夢です。

師の口から教えてもらいたい気持ちは強

この夢は、ある夜、突然見た訳

くなり、ついに、師のもとに行く機会を
得ました。アルムブルステル師のご指導の

ではありません。振り返ってみ

下、マリア会のノビス達と共に創立者の精神

ると、結構長い道のりがあったこと

を学んだのですが、その仲間の一人に、現マリ

がわかります。

ア会総長のアンドレ・フェティス青年がいまし

●マリア理解を求めて

た。ここで、大きな夢と希望と確信が与えられ、

1. 入会前の 4 年間：
「マリア様ってどんな方？」

その後の歩むべき方向性が見えてきたように思

を求めて、読書をしたり、司祭に尋ねたりしてい
た期間。結局は何一つ理解できなかった時期。

います。

● 30 年来の夢

2. 入会後の約 10 年間：引き続き、自分が生涯を
賭ける「マリア様」を尋ね求めた期間。読書、研

シャミナード師が長年待ち続けた夢、その実

究と自分なりの思索を重ねた日々。分かったり、

現までに要した期間は、一説には 30 年とも言わ

分からなくなったり、焦りと満足の入り混じった

れています。師の夢と私の夢とは比べようもあ

不安定期。

りませんが、夢であることに変わりはありませ

3. マリア様は私の内に：終生誓願宣立からしば

ん。この間、マリアニストの在り方も歴史の流

らくして、ふと気が付くと、マリア様が私の内に

れの中で変遷し、今日の姿に近づいてきました。

いらっしゃる！母と共にいることの安らぎと落ち

今日、マリアニスト家族 4 枝の総会では、いず

着き。マリアを自分の家に迎えたヨハネのように。

れも「家族の一致と協働」がクローズアップさ

その時以来、母マリアは私と共にいてくださる。

れてきています。日本のマリアニスト家族にお
いても、家族としての一体感が少しずつ、言葉

●マリアニスト精神への渇き

としてだけではなく、体感できるようになって

これは、私が修練者の時に始まります。修練長

きています。私が長年見続けてきた夢が、少し

（スペイン人）の話を聞いて、
「素晴らしいなと感

ずつ現実と重なりつつあるのを感じます。200

じた時、授業後にそのテキスト（フランス語）を

年前とは違った方法で、この時代に、シャミナー

貸してもらい、一語一語、単語を辞書で引き、短

ド師が見ていた夢を現代化し、現実のものとし

い文章を長い時間をかけて読みながら、意味が分

ていく、それが新年にあたっての私の夢です。
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4 枝の相乗作用の具体化への試案
マリア会地区長

青木 勲

前回のシリーズで「何らかの行
動を始めてみませんか？」と書き
ましたので、今回は一歩進めて具
体的な提案をしてみたいと思いま
す。様々な可能性がありますが、
取りあえず三つの試案を紹介しま
す。

１. 会員の高齢化に備えて
会員たちの高齢化を前にして、
介護や医療の仕事に携わっている
専門家がおられるので「老いてい
くこと」についての身体的・精神
的そして霊的な支援と介護の組織

３. 召命・募集活動での相互協力について

的協力チームを作成し、お互いに抱えている現

若い誓願者や志願者は新しいセンスと IT の

実に向き合い、今、何が必要か、何が可能か、

技術に高齢者より精通しているので、彼らの感

どの様な準備が要るか、どの様に始められるか

覚 で、FMI・SM・MLC・AM の カ リ ス マ 家 族

等について、FMI・AM・MLC・SM のメンバー

の宣伝と勧誘のメッセージを使ってアピールす

で話し合って見ては如何ですか？

る IT サービス・チーム作りを提案します。

そして、家庭、修道院での共同生活の在り方

若い人々同士の交流がネット形式になってお

について、具体的に、小さな取り組みでも始め

り、視点の転換が必要です。紙の読み書きの文

られるか考えて見たいと思います。

化から、電波と音声の瞬時即答の文化に変わり、

２. ₄ 枝のそれぞれのカリスマの
研究のために

固定観念から自分の嗜好を自由に決定する文化
に変わっています。魅力的にイメージ・アップ

お互いに、知っているようで知らないのが

し、内容を的確に紹介する技術の競争でもある

実情です。そのために「カリスマの個別性の研

ことを理解しておく必要があります。魅力がな

究」を一緒に始めることを提案します。例え

いと見向きもされません。若い世代の感覚で、

ば、一年間かけて各枝が自分たちのカリスマを

変わらない値打ちを伝える巧みさが必要になる

Ａ4 版５枚程度にまとめて「家族の集いの日」

時代ですので、MLC・FMI・SM のコンピュー

にでも発表し合うのも一つの試みだろうと思い

タの専門家を交えたチームの魅力ある共同研究

ます。自分の枝のカリスマについての認識が深

に委ねましょう。

まり、相互の発表を通じて、家族としての帰属
意識と連携の大切さを自覚できると思うからで

如何ですか？

す。これは養成部門を中心として意味のある

この紙面を対話の場にして読

者の皆様のご意見をお聞かせください。

研究でしょうし、海外の行政単位との共同研究
への足掛かりにもなって行ける場かも知れませ
ん。
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マリアと共にベトレヘムに
アリアンス・マリアル

この度、再び主の御降誕を迎えるにあたって、

田中 正江

で共に旅をしてくれるかけがえのない存在であ

私はマリアと共にそこに到るまでの道を祈りの

る。

うちに辿ってみました。

貧しさの中で、自分が受けた恵みの素晴らし

マリアは御子を出産するにあたりベトレヘム

さに全く気付くことなく、心に留めることのな

へ旅立つ。人間の社会では殆どの女性は、実家

い人達の中を旅することは危険さえ伴う試練の

や病院など慣れた、又は安心出来る場所で子

毎日だっただろう。キリスト者が１割にも満た

供を出産しているにも関わらず、マリアは夫で

ず、マリアニストの存在を知る人も少ない日本

あるヨセフの実家とはいえ、全く知らない、し

に於いて、マリアの旅を自分のマリアニストの

かも遥か遠くの地で子供を産む為に旅立つ。こ

歩みに置き換えた時、私達マリアニストはそれ

れを私達マリアニストの召命に当てはめてみる

ぞれ、どのような旅が心に蘇ってくるだろうか。

と、お告げはマリアニストとして生きることを

ついにベトレヘムに着き、出産の時を迎えて

望み、ＭＬＣ、ＦＭＩ、ＳＭ、ＡＭに入会し、大

も、マリアは泊まる場所がなく、貧しい馬小屋

きな喜びを感じながらも確証がないまま、歩み

で出産する。それでも大きな喜びの中で、それ

始めた時だろうか。

を自分だけが受けた恵みと捉えず、貧しい羊飼

マリアの旅の同伴者であり、唯一の理解者は

い達に、すべての人間にその恵みと喜びを分ち

ヨセフ。私達マリアニストに於いては、それぞ

あっていく。私達に当てはめるとマリアへの奉

れの共同体のメン

献、誓願式の時であろうか。マリアへの奉献も

バ ー。 私 達 の 中 に

誓願も、そこでいただいた恵みは当時者が自覚

受 け た 恵 み を、 実

しなくても、周囲の人達が気づかなくても、教

感することはなく

会や社会において、全ての人にとっての恵みで

ても理解し、信じ、

あり、喜びに違いない。

共に苦難を乗り越

大きな恵みを受けた後もマリアの旅は続いて

え、 支 え、 最 後 ま

いく。私達マリアニストも同様だろう・・
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MLC のメンバー紹介

みちびき～私とシスターとの出会い！神様 ありがとう
シャロンの花
MLC 岩崎 和子
岩崎知子さんは去年奉献を受けられました。
ご自身は最近、合気道を始められ道場に通っ

キリスト教とは無縁な環境で
育った私は、シスターといえば漫画の「キャン

ておられるそう、武術いいですね！

ディ・キャンディ」に登場するシスターグレー
ぐらいしか知らないので、シスターというのは

神様、ステキな出会いを有難う。シスター石

近寄り難くて厳しい人達と勝手にイメージして

原、シスター山田、こちらの緊張をほぐして下

いました。

さる最強の笑顔をこれからも見せて下さいね。

ところが通い始めたカトリック大和教会で初
めて接した本物のシスター、シスター石原とシ
スター山田は持っていたシスターのイメージと
は反対で、親しみやすく温かく優しいのでホッ
として嬉しかったのを覚えています。
もしお二人が抱いていたイメージの様な厳し
い方達だったら私は今頃どうなっていたか…。

共同体紹介④

フィアト

フィアトの植田です。町田の修道院で月 1 回、

回目は重要と思ったところを、3 回目は「主の

5 名ほどで、シスター末吉のもと集会を行って

呼びかけ」
「気づき」
「自分に照らし合わせて感

います。その内容の一部を紹介いたします。

じたこと」等々を話し合います。

“ レクチオ・ディヴィナ ” という方法で、次

お互いを認め合い、信頼することで、素直な

の日曜日の福音の所を、ゆっくり 3 回ほど読み

気持ちで話し合いが持たれていますし、毎回、

合わせます。1 回目は心に留まった言葉を、2

活発な話し合いになっています。その話し合い
の中で、自分の捉え方の軽さや
ゆがみに気づかされる事もあり
ます。
今年 6 月に亡くなられた寺澤
さんが、生前に「このグループ
の会に参加する事が、何よりの
楽しみです」とおしゃって居ま
した。私も、全く同様で、この
ようなグループの一員であるこ
とに、感謝とうれしさを感じて
います。
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多摩地域の共同体

シャロンの花
ミサと親睦の集い

世界マリアニスト祈りの日を祝して 10 月 14

糸杉の会から 6 名）
、ソダリティから 4 名、黙

日（日）に調布宣教センターで多摩地域の共同

想会や勉強会によく出られる方が 1 名、FMI の

体の方々（シャロンの花・エトワールアデル・

Sr. 墨 田、Sr. 小 林、Sr. 吉 村 宣 子、AM か ら 田
中さん、SM から清水一男神父様の皆様が集ま
りました 11:00 から調布修道院の聖堂でミサ、
12:00~15:00 センターで三つのテーブルを囲ん
で楽しくサンドイッチと飲み物を頂きました。
会費は 1000 円、片づけも皆で行い、この様
な集まりを春にも持ちましょう、という声が出
て、和やかな雰囲気でした。マリアニスト家族
の四つの枝の集まりになったことも嬉しい事で
した。

2019 年 1 月から 3 月の MLC 関連の主な予定
①「イエスの徳に学ぶ」を再び読む ２／２３（土）13:00~16:00
マリアニスト宣教センター 持ち物「イエスの徳に学ぶ」対象；外部の方も歓迎

② 短歌を楽しむ ときえだひろこ
（第３水曜日）1/16, 2/20, 3/20
マリアニスト宣教センター
対象；どなたでも

▲ジオット 「エジプトへ」

▲ジオット 「キリスト降誕」
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2018 年夏に行われた
第７回国際 MLC 大会の報告が
まとめられつつあります
いくつかのセッションが行われ、それらを包括するのにはまた大
きなワークが必要でもあります。いずれ、正式な報告書もお届けで
きると思いますが、ここでは 2018 年から今後４年間のチャレンジ
目標とされた四つのことを指摘しておきます。
Formation MLC の形成
Youth 若者の育成

The service of the poor
貧困層への支援

Finances 財務基盤の確立

6

SM

マリア会ニュース

① シャミナード修練院が再スタート

② マリアニスト・スクール
宗教部宗教科研修会

2018 年 10 月２日、マリア会創立 201
年記念日の晩の祈りの時、３名のベトナム

10 月 18 日～ 19 日、研修会を実施。

志願者が修練期に入るのを許されました。

ガブリエル・オサヘニ・アゲロ博士の講演

過去 20 年間、日本には修練者がなく、３

と光星高校の石井先生の模擬授業を実施

名の修練者がいたのは 44 年前のことでし

し、実生活と密着した宗教教育について学

た。これらの志願者が日本に来てから、日

んだ。

本語になじみ、召命を確かめるために既に

③ マリアニスト・スクール

4 年が経過しました。

連盟総会・研修会

地区長の洗礼者ヨハネ青木勲師が修練期

11 月 14 日～ 16 日、ホテルメトロポリ

に入る志願者たちの意志を確かめた後、彼

タン・エドモントを会場に実施。基調講演

らは修練期のための約束をしました。修練

は、マリアニスト教育のアイデンティティー

者は、洗礼者ヨハネ・レゴック ドァン、ペ
トロ・レ バン シン、アントニオ・ハム バ

とその源泉について地区長が話した。

ン カゥの 3 名です。

④ 暁星学園の新講堂・体育館の落成式

アンドレ髙田裕和師が修練長で、韓国グ

10 月 16 日に、講堂・体育館の落成祝別

レゴリオ金士とマルチノ末吉克久師が補佐

式があり、
『暁の星の聖母』の緞帳が披露

役です。これら養成者 3 名は新たな修練者

された。

を受け入れました。
修練院長が各志願者の十字架を祝福し、
首にかけて、一人ひとりと平和の挨拶を交
わし、出席した全マリア会員が同様に平和
の挨拶をしました。最後にお祝いの食事で
行事が終了しました。
修練者も養成者も、全員が日本語で行わ
れる養成が難しい事をよく認識していま
す。彼らがこの新たなチャレンジを受け入
れたのは、神のみ旨を実現したいと望み、

▲「暁の星の聖母」

熱意に満たされているからです。彼
らは皆さんの祈りの支援を願ってい
ます！
＝ Via Latina22（2018 年 11 月 274 号）から転載＝
▲「暁の星の聖母」の緞帳
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F M I ニュース
ベトナムからのニュース
先日、GO VAP 共同体は思いがけない珍しい
お客様をお迎えしました。サンタクロースさん
のような白髪のマリア会アメリカ管区のパト
リック神父様でした。神父様はベトナムにマリ
アニスト共同体があるとお聞きし、わざわざ訪
問してくださいました。神父様はお一人で 20
年以上ベトナムにいらっしゃって、小神学校や
カルメル会で神学と心理学、英語とフランス語
を教えていらっしゃいます。それに、
貧しい人々

います。とても優しく、ユーモアのある神父様

のための物質的な助けの活動もしていらっしゃ

です。神父様と会話して笑いが止まりませんで
した。ベトナムでマリア会の兄弟に
お会いできて本当にうれしく、大き
なお恵みだと感じています。神様の
なさることは素晴らしいです。

▲パトリック神父様と神父様の協力者の青年と共に

◎ MLC からのお知らせ
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。

みなさん、
ネットで
Cafemlc を時々見てはいかがでしょうか。
その中のお知らせ：News のサイトに入るといろん
な最近のお知らせがあり、その中に定期刊行物のお
知らせがあります、そこの Gifts & Tasks のバック
ナンバーは日本語訳も付いています。Gifts & Tasks
は MLC の北米・アジア地区の情報誌（ネット上）で
この地域での多くのマリアニストの動きが見られる
宝箱です。今回の 10 月号は新代表マルセタ・フレミ
ング・ライリーさんの書いた文章
で始まっています。ぜひご覧くだ
さい、意気込みが伝わります。彼
女は以前マリア会の総長をされた
フレミング師の妹さんだそうで

■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

新代表

ホームページ：http://www.marianist.jp/

マルセタ・フレミング・ライリー
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