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神のみ摂理のフランシスコ修道会
創立者との出会い
マリア会地区長

青木

勲

私は今回二年ぶりにブ

ろう。現在は国外のハイチとポルトガルにも新

ラジルを訪問した。一般

修道院と事業を興して、人間の尊厳と命の大切

には、修道会の創立者は

さの福音を証し続けている。

神のみ心の具現者であ

フランシスコ神父は、
「全然資金も人材もない

る。創立者フランシスコ神父は、サンパウロ州

にも拘わらず、神様はいつも新しい道を開いて

内陸部の北西 400㎞のジャシーという一握りの

下さる。神様のみ摂理以外にありません」と修

小さな村を全ブラジルに知らせた 62 歳の働き盛

道会名がそのまま現実の出来事と結び付いてい

りの教区司祭である。司祭叙階の日に司教から

ることを淡々と話してくれた。

「神父様は、どこに行きたいですか？」と聞かれ

目下、
アマゾン川を移動する病院として「パパ・

た時「誰も行きたがらない所に送って下さい」

フランシスコ丸」の建造が完成し、今年の 5 月

と答えたそうだ。

に進水式だと聞いた。アマゾン川流域の無医村

ジャシー市は当時エイズ患者と薬物依存者の

の貧しい人々への福音である。その船には最新

青年たち、売春婦たち、麻薬と犯罪と暴力が人々

の総合病院並みの研究室と専門担当医が便乗し、

を寄せ付けない見捨てられた寒村だった。着任

手術室・検査室・分娩室から、内科・外科・産

早々小教区内を訪問して何人かのエイズ患者を

婦人科・神経科など多くの診療科を備え、貧し

司祭館で介抱し始めたが、心の中で「現代のハ

い人々への奉仕とアマゾン川流域の人道的な交

ンセン病者は誰か？」という問いかけを聞いて、

わりの場をも目標にしていると聞く。

「神のみ摂理の聖フランシスコ会」を創立するこ

創立者の信仰と大胆さと開けっぴろげの性格

とを決めたそうだ。

にふれることで、修道会のカリスマの独自性と

現在、発祥の地の司祭館を修練院とし、4 人

柔軟性の豊かさを身近に感じる貴重な経験で

の若い青年たちの識別と修養と準備の家にして

あった。フランシスコ会の霊性とは言え、近代

いる。創立から僅か 25 年で現在 70 人の会員を

ビジネスの最新の組織力と管理には目を見張る

擁し、ブラジル全土に約 70 の大小の病院、薬物

ものがある。70 の事業所と 1 万 6 千人にも及ぶ

依存者の回復施設、見放された子供たちと身寄

従業員をジャシー市で一括管理するために、優

りのない老人ホーム等、世間と政治の眼の届か

秀な専門家集団と二人ずつ派遣されている現場

ない見放された人々への医療奉仕による宣教活

責任の修道者との協働チームワークの連携作用

動を一手に引き受けている。20 ～ 30 代の志願

である。信徒と修道者の相互協力体制の模範で

者がブラジル北部のアマゾン地域、マラニャン

もある。これこそ時のしるしを生

州、パラ州やリオ・グランデ州から毎年 30 人位

きる神の人かと、貴重な出会いに

が押し駆けて来るのも時のしるしへの回答であ

感謝した次第である。
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信徒にとってのマリアニスト・カリスマとは？
MLC 会長

梁川

厚行

「マリアニスト・カリスマ」という言葉を聞

です。わたしたちが、愛しているときに、愛を

くとみなさんはどのようなものだと思うでしょ

理解します。カリスマは、愛のように、わたし

うか？

たちの殻をうちやぶり、新しい世界にわたした

日本人の頭の中にあるカリスマという言葉を

ちを導き、新しい可能性や将来性へと開かれる

使用した「カリスマ美容師」
「カリスマ料理人」
、
、

働きがあります。
」とあるのです。どうやら体

「カリスマ＊＊」という日本語で連想するので

験によってわかる概念のようです。マリアニス

はないでしょうか？

ト・カリスマを体験することは非常に重要なこ

ここでいうカリスマとはその道において優れ

とです。より深く理解するには、聖霊の働きが

た特別な人とでもいった意味でしょうか？

必要です。

そうすると、マリアニスト・カリスマとは、

では、私たちはどのようなことをしていった

マリアに興味を人一倍と持っている特別な

ら良いのでしょうか？

人？？・・・・と連想しませんか？

で、最近、経験した小さな愛の行為を話し合っ

いやちょっとおかしいですよね。

てみてはいかがでしょうか？

信徒マリアニストの手引きには、「信徒マリ

例えば共同体の集まり

「こんな・・・・小さな愛の行為を行いました。

アニストのアイデンティティは、マリアニスト・

その時、私はこんな喜びを感じました。
」といっ

カリスマを知り、奉献・誓約し、それを生きる

た感じです。

人と書いてあります。さらに、「マリアニスト

その繰り返しで、聖霊が働き、私たちに、マ

のカリスマの基本を学び、・・・生活の指針と

リアニスト・カリスマの真の意味を理解させて

してマリアニスト・カリスマを受け入れる明確

くださることでしょう。

な誓約を立てる人といった言葉が続づきます。

共に祈りましょう。
「私たちに、
マリアニスト・

一体、マリアニスト・カリスマとはなんでしょ

カリスマを体験させてください。私たちの殻を

うか？

打ち破り、新しい世界に私たちを導いてくださ

「わたしたちが、マリアニスト・カリスマに

い。
」

沿って生きることができれば、人生の新しい可
能性を体験できます。しかし、マリアニスト・
カリスマを、他の方々に明確に表現し理解して
もらうのは困難であるとわかっています。
」と
ジャルディーノ師は述べています。大変に重要
な言葉でありますが他の人々に理解できるよう
に説明するのは難しいようです。
さらに、師は、「カリスマは体験であり、聖
霊の神秘とでもいう性格を帯びているのです。
「もの」ではないのです。あくまで体験を積み
重ねてだんだんと理解できてくるものなので
す。言葉や詩によって愛の意味をおぼろげなが
らつかむ事ができますが、「愛」の全体像をき
ちんととらえることは決してできないのと同じ
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ベトナム ニュース

FMI

2019 年 3 月 3 日（日）ベトナムの南部ブ

ベトナムではマリアニストはまだ若いです

ンタウという所にある Xa Bang 教会に於いて、

が、少しずつ色々な地方に行って、種を蒔けば、

私たちはいよいよ召命活動を始めました。

いつか、神のお恵みによって芽生え、成長して

250 人位の子供が教会に集まって、Sr. ニュ

行くでしょう。マリアニストの召命のためにま

ン が 上 手 に 修 道 会 を 紹 介 し、

た続けてお祈りください。

マリアニストの歌をベトナム

次の日 4 日（月）に、感謝と喜び

語 と 日 本 語 で 歌 い、 そ の 後、

の内に私たちの共同体は 1 人の志願

会のパンフレットを子ども達

者を受け入れました。長いこと考え、

全員に配りました。

祈り、識別しながら、1 年ほどシス
ターたちと共に生活した後、ついに神の呼びか
けに答え、マリアニストの道を通して神に従う
決意を固めました。晩の祈りの中で志願者の受
け入れ式が行われました。神に感謝することを
忘れず、また、新しい道を歩むガさん（志願者
の名前）と同伴しているシスターたちのために
もお祈りください。

Go Vap 修道院

Sr. レ

2019 年度

FMI の９月までの予定
5 月 20 日（月）〜 27 日（月） 総本部日本管区訪問（ベトナム）
25 日（土） 本会創立記念日 ( 第 203 回 )
28 日（火）〜 6/20( 木 )
6 月 2 日（日） 管区集会 ①

総本部日本管区訪問（日本）
総本部員と共に

8 月 18 日（日）〜 28 日（水）特別総評議会（財務関係）於：ローマ総本部
9 月 21 日（土） 来日記念日（創立 70 周年）
22 日（日）〜 23 日（月）管区集会 ②

講師：仁豊野ヴィラ施設長：濱口一則氏

MLC の９月までの予定
＊ 5 月 25 日（土曜）MLC 総会 シャミナード会議室
総会終了後 ミサ

14:00〜16:00

＊ 6 月 16 日（日曜）マリアニスト家族の集い 暁星聖堂・食堂
10:30 ミサ・集合写真 12:00 フランカ総長の言葉
12:30 食事・懇親会 14:00 終了
ミサの中で奉献式と 20 年以上の奉献者の更新式
今回は MLC 共同体に所属する６名の方が奉献する予定です。
皆様のお祈りをお願いいたします
＊ 9 月 28 日（土曜）「イエスの徳に学ぶ」の講座
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シャミナード会議室
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2019 年度

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。
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.

テーマ・講師

半日黙想会

■ ⻘⽊

日時・予定

勲 神⽗ （SM)

①「信仰のニーズ」
②「信仰における⽅向転換」
1

「キリストのメッセージ」

「キリストに倣って⽣きる」

11⽉2⽇（⼟）

13:30〜17:00

＊黙想後ミサあり
＊黙想後ミサあり

毎⽉ 第１⽕曜⽇ 10:00〜11:30（年10回）
2019年 5月7日、6月4日、7月2日、
9月3日、10月1日、11月5日、12月3日、
2020年 1月7日、2月4日、3月3日

■ Sr. 鈴⽊孝⼦（FMI）

講

３

13:30〜17:00

毎⽉ 第２⽊曜⽇ 10:30〜12:00 （年10回）
2019年 5月9日、6月13日、7月11日、
9月12日、10月10日、11月14日、12月12日、
2020年 1月9日、2月13日、3月12日

■ 清水一男 神⽗ （SM)
２

6⽉1⽇（⼟）

「主よ、私はあなたと共に歩みたい」

座

■ Sr. 鈴⽊孝⼦（FMI）
＊「この講座は2年前から続いていますが、
それでもよろしい方は、どなたでも参加できます。」

毎⽉ 第２⽕曜⽇ 10:00〜11:30 （年10回）
2019年 5月14日、6月11日、7月9日、
9月10日、10月8日、11月12日、12月10日
2020年 1月14日、2月18日(第3週に変更)、
3月10日

４

「マリアと共に 祈り、学び、
賛美の歌を歌いましょう。」
■ 山崎 満 他（MLC）
■ Sr. ⼩林幾久⼦ （FMI）

毎⽉ 第３⼟曜⽇ 1４:00〜1６:00（年10回）
2019年 5月18日、6月15日、7月20日、
9月21日､10月19日、11月16日、12月2 1 日、
2020年 1月18日、2月15日、3月21日

５

「短歌を楽しむ」

14:00~15:30（年4回）
2019年6月23日（日）、9月23日（月）、
12月22日（日）、2020年3月20日（⾦）

■ ときえだ ひろこ（MLC）

△

△

4月から、「宣教センター」は、マリアンハウス修道院から調布修道院に移転しました。
〒182-0016 東京都調布市佐須町5-28-5 汚れなきマリア修道会
Tel：（042）483-3525
Fax：（042）480-3881
ホームページ
：http://www.marianist.jp/
E-mail：marianist@marianist.jp
● 問い合せ・申し込み： 上記、E-mail、Fax、Tel、いずれかの方法でお願いいたします。
お申し込みの際には、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。黙想会・講座開始一週間前までにお申し込み下さい。［担当: Sr.小林］

◎ MLC からのお知らせ

■発行：日本マリアニスト家族評議会

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。

問い合せメール：marianist@marianist.jp
ホームページ：http://www.marianist.jp/
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