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日本人と人身売買
世界史の中で、大航海時代が始まるとともに、そ

MLC 教育部長

平田

潔

使っていた。そのために日本人と気づかれないこと

れまで、ほとんど顕在化していなかった人身売買が

もあった。支倉常長遣欧少年使節よりも早い時期に、

ビジネスとして成立し、ヨーロッパ、アフリカ、新

日本人がヨーロッパで自由を求めて戦っていたとい

大陸、
アジアを巻き込んで世界中に広まった。そして、

う事実があったということだ。

日本人もその流れに巻き込まれていたことが、最近

ところで、こういう日本人を抱えていた商人など

の研究で分かったそうだ。１６世紀と言えば、日本

は、元はユダヤ教徒で、カトリックになったが、そ

は室町時代から戦国時代を経て安土桃山時代になる。

れでも異端とみなされて、常に異端審問裁判の恐怖

ポルトガルを筆頭に日本に接近して、交易を求める

にさらされていた人たちが多かった。この人たち自

ヨーロッパの国々が九州辺りに姿を見せていた。

身も厳しい生活を強いられていたということも事実

そういう流れの中で、商人などに雇われた日本人

であった。

（十代から二十代の男女の若者たち）が海外に流れて

その後、日本はいわゆる鎖国政策をとるようにな

行って、東南アジアなどで奴隷として売られていた

り、海外との接点が限られてしまう。そのために、

ことを示す資料がポルトガル、メキシコ、イタリア

こういう日本人の存在は全く知られなくなった。し

などで発見されたそうだ。こういう日本人の数は想

かし、２１世紀になっても世界で人身売買が行われ

像以上に多く、数百人単位であろうと考えられてい

ている現実を考えてみると、四百年以上前に日本人

る。

の中には人身売買、奴隷ビジネスなどの犠牲になっ

長崎を出発し、マニラ、マカオ、ゴヤなどのアジ

た人たちがいたということについて、改めて目を向

アとヨーロッパとの交易が盛んな町で暮らしていた

けなければいけないのかと思う。また、現代の日本

日本人がいたということだ。中には、身分を奴隷か

で顕在化してきた家族問題、社会的不平等、人生と

ら自由人に変えるために、メキシコまで移っていっ

厳しく戦っている人たちのことも同時に自分の周辺

た日本人もいるそうだ。こういう人たちはほとんど

で起こっている日常的な問題であることも認識しな

カトリックの洗礼を受けて、ヨーロッパ人の名前を

ければならないと思う。

FMI 総長 Sr. Franca Zonta、UISG の副議長に選出される
5 月 6 日から 10 日にかけローマで開催された
総会で、総長国際連盟（UISG）はその新たな指
導部を選出しました。これら選ばれた人たちの中
に FMI 総長、シスター Franca Zonta がおり、彼
女は副議長に選出されました。UISG は 1800 を
越える女子修道会をメンバーとしています。この
総会の終わりに、指導部に選出された総長たちは
教皇フランシスコと面会する機会を得ました。私
たちはシスター Franca にお祝いを申し上げ、そ
してこの重要な教会の奉仕のため私たちの祈りを
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捧げます。 （VL281 より抜粋）

▲教皇フランシスコとの会合に参加する Sr. Franca Zonta, FMI（右）

マリア会のカリスマ

混合構成について
マリア会地区長

青木

勲

創立者シャミナード師は、フランス革命の特徴
となった自由・平等・博愛の中で「平等」を浮き

要性に応えるために、修道院帰属の農園・果樹園・
牛舎等の屋外の仕事と台所・会計事務、介護と医療、

彫りにしました。そのためマリア会には、創立当
初から、
「混合構成と言われる他の修道会に類を見
ないマリア会独自の修道身分間の協力組織があり

洋裁、印刷業務等の内部の仕事に従事しつつ、「祈
り且つ働け」を座右の銘として、観想と祈りの精
神で生活と労働を聖化していました。それは修道

ます。司祭と教職と技術の三種類の身分の会員が、 会内の職能的上下関係ではなく、マリアの子となっ
同じ権利と義務を共有し、協働して宣教活動に従 たキリストの宣教師としての霊的補完性の使命と
事するカリスマ的仕組みです。
恵みに与ることを意味しています。
司祭会員は、典礼や聖務の執行と霊的同伴、ま
今でこそ、教職会員と技術会員をひとまとめに
たカトリック教会からの離散者への復帰の呼びか して「信徒会員と称して「司祭会員と区別しますが、
けや教会を迫害し、敵対する人々への辛抱強い回 唯一のマリアニスト ( マリア会員 ) の召命を生き
心と救済への福音宣教に従事しました。他方教職 ることを意味しています。キリストの教会の中で
会員は、教育や職業訓練に向けた指導を通して、 「死なない人」を生き続けるマリア会独自の貴重な
人々の知識と宗教心 ( 倫理観 ) の向上を目指しま 遺産なのです。
した。最後に技術会員は、修道院内の現実的な必

中村力範士の帰天

MLC の総会報告

1944 年に五島市久賀島に生まれ、1963 年
に初誓願を宣立し 68 年終生誓願宣立後マリ

今年度の MLC 総会

▲総会での御ミサ

ア会の修道院と事業所に派遣され奉仕しまし

（2019 ／ 5 ／ 25） に お き ま
して来年度（2020 年度）から
MLC の年会費が次のように変更
となりました（奉献会員；１口
5000円、
一般会員；１口2000円）

た。書家として「範山」という雅号を持ち、
晃華学園の図書室に素晴らしい作品も残しています。函南
のマリア山修道院閉鎖後、ＮＰＯ（特定非営利法人）山友
会や東京カリタスの家でホームレスとの交わり高齢者の奉
仕にロザリオ作りや折り紙の特技を活かし、生きる喜びを
伝える宣教意欲に燃えていました。今年の 3 月 15 日に仁

これは MLC の国際拠出金の規定額送金や、四年に一度
の世界大会や会議参加に伴う支出に備える為、また会員数
だけでは見えない納入の減少によるものです。
支出に関しては削れる部分は削る努力を財務部はしてお
りますがこの数年は繰越金も目減りしています。値上げに
関しては一方的な決定に終わらぬように今後は黙想会、勉
強会、年二回の MLC や外部の方との親睦会、など準備し
ますます MLC 内の活性化に寄与したいと思います。宜し
くご理解のほどお願い申し上げます。
（また今回総会で承認されましたが会議への出席のための
交通費は今までの片道の支払いから全額に変更になりまし
た。評議員会など各部での集まりに参加しやすくするため
です。決まった方々でなく新しく奉献された人にも多く参
加頂き会のあり方に関わっていただきたいと思っていま
す）また MLC の会費などの振込口座を改めて以下に記し
ます。（以前からと同じです）

豊野ヴィラに入居し、スタッフの親切な看病と隣室の池田
紀行神父様に見取られて、5 月 25 日（土）享年７5 歳、修
道誓願 56 年のマリニストの生涯を完遂しました。

MLC の秋の予定
＊９月 28 日（土）13:00 〜 16:00 シャミナード修道院
「イエスの徳に学ぶ」を読む

担当；平田さん

＊ 10 月 13 日（日）世界マリアニスト祈りの日

昨年のように希望者で集まって祈り、親睦深めます
詳細は追って各代表に連絡します

＊ 10 月 26 日（土）〜 27 日（日）13:30 〜翌日 14:00
一泊黙想会「教会の母マリア」 町田修道院祈りの家
対象；どなたでも
指導；清水一男神父様

＊ 11 月２日（土）13:30 〜 17:00 調布 宣教センター

口座記号；００１２０－６

半日黙想会「信仰における方向転換」
指導；青木勲神父様
黙想後ミサ
＊ 11 月 10 日（日）慰霊ミサ 調布修道院
10:00 ～ミサ ミサ後講話：青木神父様
仮題：世界のマリアニストの動向と日本への期待
昼食・懇親会

口座番号；１４２９９（右詰で）
加入者名；日本 MLC 財務部

＊ 12 月

クリスマス献金にご協力お願い致します

以下のサイトで随時情報をアップして行きますので
そちらでもご確認ください

http://cafemlc.org/

また以下のサイトで宣教センターでの MLC 関連の
催しも常時確認できます
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▲ 2019 年 5 月 25 日（土曜）MLC 総会

シャミナード修道院で

http://www.marianist.jp/kouzamokusou/2019mokusou-kouza.pdf

今後の予定

FMI

◆大黙想
今年は管区の年の大黙想は暑い夏ではなく気候のよい
10 月に予定しています。
1 期間：１０月３日（木）夕～１０月１２日（土）朝
場所：聖心会裾野祈りの家
指導：山内堅治師（聖パウロ会）
2 期間：１０月２１日（月）～１０月２５日（金）
場所：調布修道院
指導：冨来正博師（マリア会）
＊②は主に要介護認定を受けている方が対象です。
◆初誓願・有期誓願更新・誓願宣立 60・50 周年記念ミサ
日時：2019 年 10 月 20 日（日）10 : 30 ～
場所：町田修道院聖堂
祝賀会：食堂
司式：青木 勲地区長（マリア会）

初誓願宣立
Sr. マリア・ファン ティ タム（Phan Thi Tam, Maria）
Sr. マリア・ファム スォン ユン（Pham Thi Dung, Maria）
Sr. マリア・グェン ティ ガ（Nguyen Thi Nga, Maria）
Sr. マリア・グェン ティ リェン（Nguyen Thi Lien, Maria）
誓願宣立 60 周年
誓願宣立 50 周年

Sr. マリー アガタ 大川 キミエ
Sr. テレジア 藤井 晶子

◆管区集会②
日時：9 月 22 日（日）10：30 ～ 23 日（月）15：00 頃
場所：調布修道院
テーマ：
「使徒的使命を最後まで生きる」
講師：仁豊野ヴィラ浜口一則施設長

青年の集い

FMI の報告



総本部員の日本管区訪問（5 月 21 日～ 6 月 20 日）
★ベトナム（５月２１日～２７日）と日本（５月２８日～６月

日時： 年  月  日（土）


２０日）への総本部メンバー 4 名の訪問が行われました。

場所：汚れなきマリア修道会 

★今回の日本訪問は、総本部と管区の交流のため、また管区の
実情を知っていただく上で、有意義な時となりました。

スケジュール：

この間に、管区集会（6 月 2 日）が行われ、全姉妹参加のも

：受付

とに、 日本創立 70 周年の感謝のミサを捧げることができた

：ミサ

ことは大きな喜びでした。

食事と交流会

★ Go Vap 共同体より
● 7 月 16 日カルメル山の聖母の祝日に、Go Vap 共同体で 2

：片付け

人の志願者（マリア マイさんとマリア ハさん）が生活を始

：黙想のひととき

めました。姉妹たちと元気に過ごしています。8 月 1 日から

：終了

授業も始まりました。

対象：青年男女
費用： 円
申し込み方法 ：



HPDLO PDULDQLVW#PDULDQLVWMS
)DFHERRN    0DULDQLVW0DULDQLVW
締切日： 年  月  日（土）
住所： 東京都調布佐須町  
汚れなきマリア修道会

マリアニスト信徒共同体（MLC) 主催

訃 報

一泊黙想会「教会の母マリア」

シスター・マリー・デュ・カルメル

深水 美代子
5 月 24 日（金）老衰のため桜町
病院で帰天。享年 95 歳、マリ
アニストの修道生活 60 年でし
た。
姉妹は誓願宣立後定年退職するまでの 22 年間、
ずっと調布修道院に所属し、晃華学園で生徒に家
庭科を教えながら、その使徒職を果たされました。
姉妹のためにお祈りをお願いいたします。

10/26( 土 )13:30〜27( 日 )14:00

シスターアンナ・マリア

汚れなきマリア修道会町田修道院で（町田市本町田 3050-1）
どなたでも参加可
指導＝清水一男神父（マリア会）
参加費＝￥6000（3 食付）
申込み・問

合せ

e-mail : marianist@marianist.jp
itosugi0167@gmail.com
fax : 042-725-6317( 町田修道院 )
※いずれも件名に 10/26 黙想会とお書きください
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印出 よ志子
7 月 19 日（金）急性胃腸炎のた
め聖パウロ病院で帰天。
享年 88 歳、マリアニストの修道
生 活 61 年 で し た。1951 年 20
歳の時に暁星学園の聖堂で受洗され、看護師とし
て病院に勤務。
初誓願宣立後、
フランスに派遣され、
帰国後終生誓願を宣立。その後、調布・二宮で学
校や幼稚園の養護教諭やカテキスタとして宣教に
従事されました。2011 年 80 才になった頃、リュ
ウマチ性多発性筋痛症を発症。それ以後ずっとそ
の痛みに苦しまれ、2018 年 2 月聖パウロ病院に
入院しました。
姉妹のためにお祈りをお願いいたします。

私のマリアニストとしての座右の銘
アリアンス・マリアル

田中正江

私は今年の春、ＮＨＫのラジオとＴＶの番組で、前田

の中で読まれる福音も迷うことなく、カナの婚礼の箇

万葉枢機卿様の子供時代から枢機卿になられるまでの

所を選びました。私が住んでいる部屋の机には、５月

ことについて伺う機会に恵まれました。そしてそのお

に帰天された中村力範先生が書いて贈って下さった書

話の中で特に強く私の心に響いた話は、枢機卿様の「座

が飾られていますが、その言葉もこのカナの婚礼のマ

右の銘」についてのお話しでした。枢機卿様はまだ漁師

リア様の言葉です。

だった使徒ペトロがイエスに対して言った、
「お言葉で

20 代の頃、自分の召命を模索していた時に、一人

すから網を降ろしてみましょう」
（ルカ５・５）の言葉が、

の司祭から「召命を生きるには憧れも大切だ」と言わ

ご自分の人生を、とりわけ道に迷った時に導いてくれた

れました。
私にとっては、
このカナの婚礼での言葉が
「座

と、おっしゃっていました。そのお言葉を聞いた時、私

右の銘」となり、マリアニストに対して常に大きな憧

は枢機卿様にとても及ぶような人間ではないのですが、

れを抱きつつ、今日まで、様々な困難や障害、迷いを

マリアニストとして、AM の会員として歩む中で、私に

乗り越え、マリアニスト家族の人達と共に、喜びと感

も「座右の銘」となっている言葉があることに気づきま

謝のうちに歩んでくることが出来たと思っています。

した。私にとっての座右の銘はマリア様の「この人が何
かいいつけたら、
そのとおりにしてください」
（ヨハネ２・
５）
であることを、
強く感じました。マリア様についても、

家族レベル の今後の予定

マリアニストについても殆ど何も知らずに、AM の会員

家族評議会

9 月 29 日
（日）14:00 〜17:00
調布修道院

としての養成を歩み始めた私が、FMI のシスター伊藤が

マリアニスト・スクール宗教部宗教科研修会

管区長に就任された時の中のミサで、この言葉であいさ

10 月 17 日
（木）〜18 日
（金）

つを述べられた時、私は心に深い感動を覚え、マリアニ

10：00 調布修道院
家族慰霊ミサ 11 月 10 日（日）
ミサ後講話：青木神父
仮題：世界のマリアニストの動向と
日本への期待
13 時 30 分 昼食・懇親会

ストの生き様に直に触れ、マリアニストに対する今まで
にない憧れに包まれた思いでした。この日から、FMI の
皆様を初めとするマリアニスト家族は、大きな憧れの存
在になり、喜びと誇りを持って、マリアニストとして、
AM の会員として養成の歩みを続け、終生誓願式のミサ

マリアニスト・スクール連盟総会・研修会

11 月 13 日
（水）
〜15日
（金）

家族評議会

2020 年 2 月 23
（日）
14:00 〜17:00
シャミナード修道院

家族レベルの報告

家族評議会報告

マリアニスト家族の日
これまで、マリ
アニスト家族が一
堂に会する「家族
の日」は、両創立
者の帰天記念日を
挟んだ 1 月に行わ
▲ミサ
れていましたが、
もう少し気候の良い時期に変更してほしいとの要望が多く聞か
れるようになったため、また、今年は FMI の総本部の方々が
6 月に来られる事もあって、以下の通り実施しました。

2019 年 6 月 16 日（日）
、家族の集い終了後、午後 2 時
30 分から、汚れなきマリア修道会 (FMI) の総本部員と日
本マリアニスト家族評議員がシャミナード修道院の会議室
で家族的な雰囲気の中で歓談しました。
4 枝のグループ紹介の後、FMI 総本部員の感想と意見の
分かち合いを通して、4 枝が各々独立して生きていながら
も、カリスマ家族として、
「一つの絆で強く結ばれている
証し」の事実を示して行く必要があること。そのためには、
単に計画やプロジェットではなく、具体的に、召命・養成・
宣教の何らかの場で協働し始めることが必要であるという
結論に達しました。
シャミナード師とアデルの両福者の聖徳と宣教への熱誠
に鼓舞されながら…

日時： 6 月 16 日（日）
10：30 ミサ 暁星修道院聖堂
12：00 FMI 総長メール・フランカの講話
12：30 親睦会 暁星修道院食堂
14：00 終了
＊ミサの中で、6 名の方々（男 4、女２）がマリア
への奉献をなさいました。
参加者：約 100 名

▲マリアへの奉献をされた方々

▲家族評議会と FMI 総本部の懇談会
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今年の 6 月 16 日のマリアニスト家族の集まりのミサで奉献された
新しいお仲間の方々が文章を寄せて下さいました。
ここにご紹介いたします。
その日奉献されたのは次の方々です。
千葉幸博さん（ソダリティー）、坪井真里さん（エトワールアデル）、
西

克也さん（ソダリティー）、福田宏樹さん（長崎海星学園）、

益子晶子さん（エトワールアデル）、山崎

満さん（シャロンの花）

の 6 名です。
これからもこの 6 名の方ともども歩んでいけるようお祈りしたいと思います。
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千葉

幸博（ソダリティー）

マリア二スト奉献者の準備を振り返って
６月１５日 ( 日 )

三位一体の祝日に、青木マリア会地区長司式のマリアニスト家族の集

いの記念ミサの中でマリア二スト奉献者となりました。
一般信徒と奉献者の違い、権利と義務、４枝の機能、奉献者になるには、相当な準備が、
必要だとか、過去の MLC 活動に対する一般信徒の批判等を耳にして、決心するまで、２年
もかかってしまいました。ソダリティーのリーダー山口さんの「難しく考えないでまずな
さってみたら」の一言が、私の背中を押してくれました。
一緒に準備のため１年間ともに歩んでくださった仲間の存在も大きな支えになりました。
マリア会の清水一男神父様はマリアニストのカリスマのテキストを中心に、教会憲章第
８章、マリアへの奉献の祈り等を聖書と結び付け幅広い講義をしていただきました。MLC
の梁川会長は、仕事でお忙しい中、毎回講義に参加してくださり、ビデオを撮りパソコン
に配信してくださいました。講義の復習に大変役にたちました。又一緒に奉献の準備して
いた、西さんは毎回食事会を企画してくださり、その中で、MLC のあり方、メンバーの獲
得、４枝の関係強化、長崎県の美味い物、世界文化遺産等話題は多岐に渡り、皆で忌憚の
ない意見を述べ合い、素晴らしいコミュニケーションができました。
奉献準備の１年間お世話になった皆様方ほんとうにありがとうございました。
まだやっとスタート台に立ったばかりですが、マリアニスト家族の発展のため、さらに研
鑽を重ね、努力したいと思います。今後とも宜しくお願い申し上げます。
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克也（ソダリティー）

西

私と奉献
私が何故奉献したいと思ったのだろうか？神様の思し召しだと言う方もいるかもしれま
せんが、私は皆様のお陰だと思っています。クリスチャンでも無かった私が、マリアニス
ト家族の皆様とお会いして、皆様の仲間になりたい、このコミュニティの一員になりたい
という強い気持ちを持つようになり、洗礼を受けることとなり、そして今回ようやく奉献
を行い、皆様の一員になることができました。特にこれまでご指導頂いた梁川様、青木神
父様、それから今回の奉献講座だけでなく、同郷の先輩として、そして人間として信頼し
ている清水神父様に心より感謝いたします。これからよろしくお願いいたします。

福田

宏樹（長崎海星学園）

マリアへの奉献者として
神様のお導きと皆様のお祈り、そして奉献講座でご指導いただいた清水神父様、梁川会
長様のおかげで、MLC 奉献者として生きるお恵みをいただいたことを心から感謝申し上げ
ます。「信仰において雄々しくあれ」「あなた方は皆宣教師である」「全て本質的なことは
内面である」というシャミナード神父様の言葉を心に留め、聖母マリアのお取り次ぎを祈
りながら、皆様と共にマリアニストとしての新たな歩みを始めたいと思います。
これからもどうぞ宜しくお願いいたします。
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益子 晶子（エトワールアデル）
初めて MＬＣを知ってから 10 年以上になります。長年かかり、シスター小林による奉献
への勉強会も思いがけず期間が延長になりましたが、じっくりお話を伺うことが出来て、覚
えの悪い私には有難い期間でした。
奉献式を終えて、お世話になったシスター、共同体でご一緒の皆様から祝福の言葉を頂き、
初めて MＬＣを知ってから 10 年以上になります。長年かかり、シスター小林による奉献
喜びと感謝の気持ちで一杯です。多くの方にずっと支えて頂いていることをあらためて感じ
への勉強会も思いがけず期間が延長になりましたが、じっくりお話を伺うことが出来て、覚
た日でした。有難うございます。そして、これから、どうぞ宜しくお願いいたします。
えの悪い私には有難い期間でした。

奉献式を終えて、お世話になったシスター、共同体でご一緒の皆様から祝福の言葉を頂き、
喜びと感謝の気持ちで一杯です。多くの方にずっと支えて頂いていることをあらためて感じ
た日でした。有難うございます。そして、これから、どうぞ宜しくお願いいたします。

山崎

満（シャロンの花）

私は数学者です。自然科学と信仰は相容れないものと扱われることもありますが、私は
山崎
満（シャロンの花）

そうではないと考えています。数学以外の自然科学では、正しいとされていた法則がある
とき間違いであるとされ、新しい法則に置き換わることがあります。また、その繰り返し
でもあります。しかし、数学では、一度正しいとされたものは、未来永劫に正しく、別の
私は数学者です。自然科学と信仰は相容れないものと扱われることもありますが、私は
ものにとって代わられることがありません。それでも、突き詰めていけば行くほど、分か
そうではないと考えています。数学以外の自然科学では、正しいとされていた法則がある
らないことが現れてきます。そこに、私は人類の到達し得ない神の領域があるように思え
とき間違いであるとされ、新しい法則に置き換わることがあります。また、その繰り返し
てなりません。
でもあります。しかし、数学では、一度正しいとされたものは、未来永劫に正しく、別の
ものにとって代わられることがありません。それでも、突き詰めていけば行くほど、分か
らないことが現れてきます。そこに、私は人類の到達し得ない神の領域があるように思え
てなりません。

◎ 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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