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マリアニスト
マリアとわたし
マリア会
マリアさまは私にとって、どなたである
のか。マリアニストにとって、この問いに答
えることは大切な意味をもっている。ところ
で、聖書を読むと、そこにはこの問いに真っ
直ぐに答えてくれるテキストがある。それは
十字架上のイエスの言葉だ。
キリストは十字架の上から、聖母マリアに
声をかけられた。「ご覧なさい。あなたの子
です」
。また、その横にいた愛する弟子に対
して「見なさい。あなたの母です」
。
この十字架のイエスの言葉は、ヨハネ福音
だけが伝えている。共観福音書では、婦人た
ちは「遠くから見守っていた」と記されてい
るにすぎない。
では、この食い違いをどう説明すればよい
のだろうか。聖書というものは、記録書でも
なく歴史書でもない。だからといってでたら
めに書かれた創作でもない。福音書がこのよ
うな二つの違った記述をしているのは、何か
わけがあるからに違いない。ご存知のように、
福音書を書いた人は、信仰共同体の中に伝え
られてきた伝承を源泉の一つとしている。共
観福音書は、詩篇３８章１２節と同８８章９
節の言葉を忠実に描こうとした。詩篇 38:12
では「愛する者も友も避けて立ち、わたしに
近い者も、遠く離れて立ちます」と述べられ
ており、詩篇 88:9 では「私から親しい者を
遠ざけられました」と書かれている。まさに
共観福音書が述べている通りだ。しかし、も
し歴史的に弟子たちが十字架から遠ざかっ
ていたとするならば、どうして十字架のそば
で起こったことを記録することができたの
であろうか。イエスの最後の叫びも、知るこ
とはできなかったはずである。

朝山

宗路

これに反して、ヨハネは善き牧者としての
イエスの姿を強調している。「わたしは地上
から上げられるとき、すべての人を自分のも
とへ引き寄せる」
（ヨ 12:32）。この主の予言
は、ヨハネのテキストで実現したと理解され
る。
キリストは、
「弟子たちを愛して、この上な
く愛し抜かれた」
（ヨ 13:1）とヨハネ福音書
は述べているが、キリストが息を引き取る前
に「ご覧なさい、あなたの子です」と述べて
自分の母親を弟子たちに与えられたのであ
る。人々はこの言葉をいろいろに解釈してき
た。ある人は、年老いた母親を配慮して、愛
する弟子にその老後を託したと考える。イエ
スの孝行愛を表す言葉である。確かにそのよ
うに理解することもできるだろう。しかし、
聖書において「ご覧なさい」という表現は、
大切な真理を啓示するときに使われるもの
である。もしそうだとすれば、これはイエス
の口から出た最後の啓示であり、愛する弟子
で象徴されている「信じる者の共同体」に、
自分の母親を与えるという大切な真理の啓
示である。
事実、これがイエスの個人的な孝行愛では
なく、救世主としてのイエスの使命の一つで
あったことは、このマリアに対する言葉が終
わったとき、はじめて主は、「成し遂げられ
た」と述べられたことで理解できる。イエス
は、このマリアへの言葉をもって、御父から
託された救霊の事業を完成されたのである。
聖母マリアが「キリストの母」
「教会の母」
と呼ばれるのは、まさしくキリストの最後の
啓示で示されたからである。
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海外だより
中村長八神父様の
列福調査が進行中です
マリア会

青木

勲（在ブラジル）

この度、アルバレスマシ
ャードは、尊敬すべき長崎
の大司教、高見光明様と同
伴者の野下師、及び日伯司
牧協会の構成メンバーと他
の随行員の訪問を受けまし
た。
訪問の主な目的は、ドミンゴス中村長八
神父様（１８６５～１９４０）の死後の栄
誉に敬意を表し、列福の経過がこの目的の
ために構成された特別委員会によってヴ
ァチカンに向けられる為でした。
到着時に、日本の司教様と随行員は、教
区の司教ジョセ・マリア、リボリオ・カミ
ノサラチョ、ジュランヂル・セヴェリノデ
リマ神父に暖かく迎えられました。ジュラ
ンヂル師は小教区の管理者で、列福調査と
全体の共同体の委員の一人です。その他に
多数の司祭、多数の女子修道会、及びリヨ
デジャネイロ、サンパウロの奥地、南マッ
トグロッソとパラナーの信徒が参加しま
した。
共同体との最初の出会いで、高見司教様
は１５４９年に聖フランシスコ・ザヴィエ
ルが多くの追従者たちと日本と中国に到
着した短い歴史について話されました。聖
人の死後、弟子たちはキリスト教の宣教を
通してその教えを継続し、信仰心とキリス
ト教信仰を優先させました。然し弟子たち
は信仰を公言した為､拷問や犠牲を受け､
幾世紀にわたって多くの信者が殉教しま
した。
小教区の大広間での講演後､ジョゼ・マ
リア司教様が出席者全員に教区の名にお

いて挨拶され､続いて市営墓地まで行列し､
先頭には長崎の大司教に続く共同体の全
員､数人の司祭と修道女たちが続きました。
そして、中村神父様（１９４０年に其処に
埋葬された）の記念碑に全員が敬意を表わ
しました。
共同司式の荘厳ミサが聖ヨゼフ大聖堂
で行われ、ドミンゴス中村神父様の６８回
目のご死去の祝賀を暗示するような閉会
でした。
【この記事は、ブラジルの新聞に掲載された
文章を、Sr.八木橋裕子さんが日本語に翻訳
してくださったものです。
】

冨来神父様（在ソウル）からの便り
関東の桜はもう過ぎたでしょうか。ソウ
ルにも桜の名所があるそうですが、まだ少
し早いようです。その代わり、今盛りなの
が、白木蓮の花です。私の部屋の前に大き
な木蓮の木があって、木一杯に白い花をつ
けています。
その修道院も５月中に移転することに
なっています。マリア会の跡地に区の役所
ができるようです。移転先の建物がどのく
らいの大きさか私は分かりません。既存の
建物で、多分一時的な場所になるのではな
いかと思います。
ソウルでの生活も慣れてきました。これ
で言葉が自由にできればもっと楽しいで
しょうがなかなか進歩しません。それでも
毎日元気にやっています。

-2-

連載

マリアへの奉献（７）
冨来 正博

≪聖母マリアの奉献≫ （つづき）
ところで、聖母マリアが捧げられた奉献
は深い信仰の行為であったことを忘れて
はなりません。天使のことばを受けられた
あと、マリアはただちにエリザベトを訪問
されます。エリザベトも神の恵みを受けて
男の子を宿していました。そのエリザベト
が聖霊に満たされてマリアについて重大
な証言をします。「主がおっしゃったこと
は必ず実現すると信じた方は、なんと幸い
でしょう」。それはあたかもマリアの別名
が「信じる者」であるかのような語り掛け
です。お告げのとき天使はマリアに「恵ま
れた方」と呼びかけました。この「恵まれ
た方」はマリアの別名となりますが、いま
また新しい呼び名が加わりました。この二
つの呼び名は神とマリアの関係を表す対
の「呼び名」と考えることができます。
神は天地創造の前にマリアを選び、祝福で
満たし、おん子をお与えになります。「恵
まれた方」は神の側からの働きを示す名で
す。それに対して信じるとは、神の働きか
けを完全な服従の心を持って受け入れる
ことです。存在のはじめから恵みに満たさ
れた方であるマリアは、意志の働きが行わ
れるようになった瞬間から信じる方でし
た。その頂点がお告げのときです。「お言
葉のとおりこの身に成りますように」とお
答えになったのは、信仰によってです。
このお告げの瞬間から最後のときまで、マ
リアのご生涯は信仰の旅路となります。
「偉大な人になる」と約束されたそのおん
子は、信仰の目でしか理解できない存在で
した。マリアは信仰によっておん子との一
致を十字架にいたるまで忠実に保たれま
した。お告げのときの天使のことばがすべ
て裏切られたことの証人として十字架の
元に立たれたマリアは、おん子と共に深く
悲しみ、おん子のいけにえに母の心をもっ
てご自分を結び合わせ、ご自分からお生ま
れになったいけにえの奉献に心をこめて

同意されたのでした。
（教会憲章５８参照）
（なお教皇ヨハネ・パウロ二世回勅「救い
主の母」をお読みになることをお勧めいた
します。）

小教区における
信徒マリアニストとしての活動
坂本幸代
所属している教会の中で、信徒マリアニ
ストとしてどのように教会の活動に参加
していますか、ということについて書くよ
うにとのことで、考えていくうちにいろい
ろと気付かされました。私達の教会には、
勉強会、奉仕活動など２８のグループがあ
ります。私が参加しているのは、外部奉仕
部の中のアジア教育支援の会で、現在イン
ド、バングラディッシュの貧しい子ども達
の教育支援をして１８年になり、２００５
年には５人の方が司祭叙階の恵みをいた
だかれ、私もその中の一人の司祭を支援さ
せていただき、叙階式にも参列できたこと
を大変感謝しています。
信徒マリアニストとしてマリアに奉献
した者としての心構えを忘れないで教会
の活動に協力するとき、大きな実りと喜び
があります。聖堂の後ろの机の上に「マリ
アニスト」広報を１５～２０部並べておき
ますと、最近はほとんどなくなり、マリア
ニストの精神が目には見えなくても静か
に広まっていることを喜んでいます。
教会の中で信徒マリアニストとしてど
のように生き、働いたらよいか、小さな事
しかできませんが、祈りながら考え、努力
したいと思います。
新緑の美しい、さわやかな５月、聖母月
を迎え、私達マリアニストの上に、マリア
様のお取り次ぎによって、主の御恵みが豊
かにありますように祈りながら・・・。
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シオングループ

《 サラゴサの精神 》
―マリアニストの霊性に基づく 30 日の霊操―

イグナチオの霊的体験に基づいてつく
られたイエズス会の 30 日の霊操について
はご存知の方も多いと思います。
それに対し「サラゴサの精神」は、マリ
アニストの創立者、シャミナード師のサラ
ゴサに於ける霊的体験をもとにして作ら
れた 30 日の霊操です。
昨年の春に完成し、ローマでの研修を経
て世界各地で実施されるようになりまし
た。直接の対象は終生誓願を控えた男女修
道者。マリアニストの精神全体が堅忍の誓
願へと方向付けられています。
日本でも、来る 7 月の一ヶ月間、二人の
若いシスターが霊的にサラゴサに赴き、シ
ャミナード師の霊的歩みを追体験する予
定です。どうぞお祈りください。
（Sr.小林幾久子）
◆◆

編集後記 ◆◆

美しいみどりの間に、藤の花や花みづ
きが沢山花をつけ始めました。まさに「時
は春！」という有名な詩を思い出すよう
な日々です。
過日、暁星小学校とＭＬＣで行われた
チャリティーコンサートでは、心の中ま
で洗われるような清らかな時を過ごさせ
て頂きました。５月９日はシャミナード
修道院で青木神父様を囲んで懇談会が開
かれます。神父様はブラジルで司牧を続
けていらっしゃる方で、今回ブラジル移
民１００年祭を記念して、日本巡礼団引
率のため来日されます。５月１１日は聖
霊降臨の主日でもあります。
マリア様を想う聖母月の５月は、イエ
ス様の私たちへの愛を深く感謝して過ご
す月であり、更に６月は、
「この愛を信じ
て感謝して毎日を送りましょう」と書物
にありましたのでお知らせ致します。
（Ｙ．Ｓ）

2008 年度日本ＭＬＣ総会
２００８年度日本信徒マリアニスト共
同体（ＭＬＣ）総会が下記のとおり行われ
ます。奉献会員のみなさまのご出席をお願
いいたします。
日時：２００８年５月３１日（土）
１０：３０～１５：３０
場所：シャミナード修道院２階大会議室
内容：10:45 総会
13:00 講話
「御子ゆえの聖母マリアの栄光」
講師：会員の川口 洋氏
（学習院大学名誉教授）
14:45 ミサと奉献式
【欠席の方は、委任状をご提出ください】
主のもとに憩う

―祈りのひととき―
日時：毎月第３水曜日 pm7:30～8:30
（８月はありません）
会場：マリア会
シャミナード修道院 聖堂
〒102-0071 千代田区富士見 1-2-43
担当：清水一男神父
問合せ先：Sr.小林（Tel 08051883081）
【参加希望の方は、特に申込みの必要はあ
りません。当日会場にお出でください】
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