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はじめに
汚れなきマリア修道会創立者、メール・アデル・ドゥ・トランケレオンの伝記は、これ
までに三つのものが出ていますが、その手紙については、今日まで未発表のままでした。
ドン・プラディエは、1861 年発行の伝記の中に、32 通の手紙を加えてはいますが、それ
ぞれの手紙の文面は、異なった日付の手紙から編集しなおしたものであり、原文が正確に
は、どういうものか伝えるものではありません。
この度の手紙の出版は、情熱の人アデル・ドゥ・トランケレオンが残した約 740 通にも
及ぶ手紙を手にしたことのある人なら、誰しも残念に思っていた不足を補うものです。
それらの手紙が、保存されているということだけでも、手紙が、どのような価値をもつ
ものかを物語っています。というのは、手紙は、ほとんど、すべて個人的なものであり、

1850 年がすぎて間もなく、メール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステラが手紙を集めよう
と企てた時には、手紙の受取人の半数以上の人が、手紙の内容がどれほどの価値があるか
をわきまえて、死去の前に、手紙を他の人に託していたのです。
大部分の手紙は、1816 年メール・デュ・サクレ・クールとなったアガト・ディシェに
よって提供されたのもです。メール・アンカルナシオン・ドゥ・ラシャペール、メール・
アンカルナシオン・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン、メール・テレーズ・ヤナシュ、メー
ル・ドジテ・ガティ、メール・セラフィーヌ・ロベールといった修道女たちも、それぞれ
数 10 通の手紙を提供しています。その他、一般人の友人、アメリ・ドゥ・リサン嬢、メ
ラニ・フィガロル嬢に宛てた手紙、もちろんシャミナード師宛の手紙、仕事上の手紙、一
人に一通だけ宛てた手紙、そして、特に、L・オビノを感激させた聖エミリ・ドゥ・ロダ
宛の 32 通の手紙があります。
言うまでもなく、これら保存されている手紙は、認められた手紙の一部にすぎません。
身内に宛てた手紙は、2 通しかないということは、留意に値します。1 通は母親宛のもの
で、他の 1 通は、叔母たちに宛てたものです。更に驚いたことには、1820 年以降、シャミ
ナード神父に宛てた手紙は 1 通もないということです。メール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・
カステラ宛の手紙は、6 通しか読むことができず、ベロック夫人が受け取った手紙の中で
は、ただ 1 通しか読むことができないことも驚きです。それでも、私たちの手元にある手
紙は、神のはしための文通活動を、かなり忠実におさえていますし、アデルの人格の主な
特徴を、人間的な面においても、超自然的な面においても、私たちに明らかにしてくれる
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ものです。
いちばん古い手紙は、1805 年 2 月 2 日付のものです。この時、神のはしためは 15 歳と

8 か月でした。最後の手紙は、38 歳の時のもので、1827 年 11 月 28 日付で、逝去までは、
6 週間もないころのものです。それ故メール・アデルの人生の、最も大切な 23 年間が、鏡
に映るように、その手紙の中に反映しているのです。
修道会創立の前は、手紙は、
「敬愛すべきアデル」が、その中心であり推進者であった
「プチット・ソシエテ」の会員–6 名–にしか出されていません。これらの手紙は、他の文
献以上に、神のはしためが、どのような読書によって、どんなに几帳面に、どんなにまじ
めに、どんなに根気づよく、どんなに賢明で慎重に、キリスト教的な生活を身につけて
いったかを教えてくれます。そのキリスト教的な生活は、日一日と成熟し、メール・アデ
ルに、いわば、日常的な神との触れ合いを確かなものとしていました。神ヘの関心は、ア
デルにますます大切なものになり、修道者としての奉献に向けて、アデルを備えさせるも
のとなっていました。
創立者、総長となって、メール・ドゥ・トランケレオンの文通活動の場は、いっそう広
くなりました。文通活動と言いましたが、それは、アデルは行動するためにしか手紙を書
くことはなかったからです。メール・アデルは、くだらぬ思惑を気にすることなく、表現
に生彩の豊かさを求めることも全くなく、目的に向かって邁進し、ただキリストを少しで
ももっと愛させるために、すべての人にすべてとなる† のです。母によって、聖ルイ王の
血が流れているアジャンの地の娘は、聖パウロの熱情と、飽くことなき追求心を持ち合わ
せていました。
メール・アデルは、家族に対しては、愛情細やかであると同時に、尊敬のこもった態度
で接し、その長上であるシャミナード神父に対しては、心を開き、思いやりをもち、信頼
をよせ、良心的に従いました。
聖エミリ・ドゥ・ロダに対しては、日ごろから抱いている感情が、ほとばしるがままに
していました。長上の責任についていだく高尚な考え、姉妹たちの成聖と健康に対する不
断の配慮、あらゆるやり方で神への関心を高め、隣人の救いのために働くように駆り立て
る抑えがたい情熱、自分の不完全と限界にもかかわらず、汚れなきおとめマリアの保護の
下にあり、これに奉仕していると感じるしあわせ、といったことであります。
メール・アデルは、現世的な問題を扱うに当たっては、その局面局面にふさわしい物
腰、適切さ、正確さ、現実的感覚で対処していました。共同体の長上に手紙を書く時に
は、(235 通) 素直で気取ることもなく、尊大ぶるようなこともなく、思いやりがあって、
相手を勇気づけ、よき助言者となっていました。姉妹たちあるいはノヴィスに手紙を書く
際は、甘ったるさや気取りに流されることなく、完全に自分を忘れて、忍耐強く、聖性の
†

編者註：コリントの信徒への手紙 一 第 9 章第 22 節。
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大道を開いてあげることをひたすら願って、各自に対応していました。
修道院の外にいる友人たちに対しては、心の中を語らせ、勇気づけたり、力づけたり、
慰めたり、鼓舞したり、一言で言えば、信仰を生きるようにさせるために、適切な言葉を
見つけていました。

∗

∗

∗

列福及び列聖の問題担当の聖省によって、神のはしための書き物の検討を委託された神
学者の一人は、次のようなことを言っています。「神のはしための行動においては、その
書き物に表われる限り、女性の心理に特有な、情動によって引き起こされる、衝動とか混
乱した感情などのいかなる痕跡も認められなかった。その書き物によって、結論づけられ
る限り、厳しい自己抑制と超自然的動機づけが、その、外的及び内的行動を特徴づけてい
るように思える。」
そして、次のように結んでいます。「神のはしための書き物は、超自然的な意味におい
て、その霊性の質において、きわめて好意的な判断を正当化しているように思われる。事
実、主の、この正真正銘のはしためは、その書き物において、幼少のころより全生涯を通
じて、それが単に、キリスト者としての召命に由来するものであれ、あるいは、修道者と
しての召命に由来するものであれ、超自然的な責任を十分に自覚した人であり、キリスト
教的徳を、惜しむことなく常に実行すること、修道者として神に奉仕することにおいて
は、後退することも妥協することもなく自分を捧げ、自分を、完全に与えつくすというこ
とに忠実であろうと、心に固く誓った人であることが明らかとなっている。
」
これ以上何を求めることができましょうか。たとえ、上述の域に達していなくとも、十
分に納得のいくものでありましょう。
修道生活の刷新がかくも語られながら、教会の文献が、常に注意を喚起しているにもか
かわらず、それぞれの創立者に固有のカリスマ、それぞれの修道会において受け継がれ、
修道会にいのちを与え、修道会の存在理由を与えなければならないカリスマを、余りにも
しばしば忘れてしまっている現今において、この手紙を読むことは、本修道会全体にとっ
て、一つの再発見であり、光であり、活力剤となるでしょう。
手紙を読むことによって、汚れなきマリア修道会の姉妹たちが、創立者に対して孝愛の
情を深め、列聖への道のりに前進が見られ、当然受けるべき栄化が、早まることを願うも
のであります。
ローマにて、

1971 年 8 月 20 日
1983 年 12 月 8 日 J. ヴェルニエ、マリア会員
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メール・アデル・ドゥ・バーツ・ドゥ・ト
ランケレオンの略伝の年表
1789 年 6 月 10 日 フガロルのトランケレオンの城 (ロ・テ・ガロンヌ) にて誕生。小教区
の教会にて受洗

1792 年 父、フランス近衛隊上級士官、シャルル・ドゥ・トランケレオン男爵、家族を離
れ、コンデ公の絶対王政復古のための遠征に参加。遠征失敗の後、イギリス亡命を
余儀なくされる

1792 年 1 月 26 日 アデルの弟、シャルル・ポリカルプ誕生
1793 年–96 年 アデル、初めて、カルメル会入会の希望を表明
1797 年 9 月 27 日 ドゥ・トランケレオン男爵夫人カオール (ロ県) で亡命者名簿に載せ
られ、子供たちを伴ってスペインに亡命しなければならなくなる

1798 年春 スペイン政府、フランス政府の要請を受けてフランス人亡命者を追放、ドゥ・
トランケレオン夫人と子供たちポルトガルへおもむく

1798 年 7 月 ドゥ・トランケレオン男爵ポルトガル、ブラガンスで家族と合流
1799 年 6 月 12 日 アデルの妹、デジレ誕生
1800 年 9 月 8 日 家族スペインに戻り、サン・セバスチャンに落着く
1801 年 1 月 6 日 サン・セバスチャンのサンタ・マリア教会におけるアデルの初聖体、ア
デル 11 歳と 6 ヵ月

1801 年 11 月 14 日 家族、フランス、トランケレオンの城に帰着
1802 年 1 月 アデル再びカルメル会入会の希望を表明、母、若年の故に思いとどまらせる
が、隠修修道院の生活に備えるため、「生活の規則」をデュクルノ氏† (弟の家庭教
師) からもらうように勧め、アデルを助ける。
†

編者註：ジャン・バプティスト・デュクルノ (1764 年 12 月 23 日-1845 年 2 月 27 日)、修道者として大
革命前に神学を学ぶも、1794 年解散聖職者となる。1812 年アジャンの大神学校に入学し、1813 年 9 月 18
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1803 年 2 月 6 日 アデル、アジャンの司教、モンセニョール・ジャクピから、アジャンの
ジャンヌ・ディシェ、アガト・ディシェと共に堅信の秘跡を授かる。ジャンヌ (4 歳
年上) とはすぐに友情が結ばれ、その友情は生涯続く。

1804 年 8 月 5 日 デュクルノ氏の勧めで、アデルとジャンヌ・ディシェ、
「プチット・ソ
シエテ」(小さな会) を設立、これは、立派な死を迎えるための祈りの会であるが、
事実上は、他の若い娘たち、他の会員を引きつける約束をすることによって、キリ
スト教的徳の実践を目ざした、祈りと徳の実践の競争によって、互いに助け合う会
であった。

1805 年 4 月 23 日 医師ベロックとのジャンヌ・ディシェの結婚。アデル、一時、
「プチッ
ト・ソシエテ」の将来のこと、ジャンヌ・ディシェとの友情のことを心配する。

1805 年 アデル 16 歳、いなかで離れて生活していたアデルは、
「プチット・ソシエテ」の
会員に対して、文通による使徒活動を始める。アデルが、毎週手紙を書いた友人の
一人にアガト・ディシェ (アジャン) がいた。アガト・ディシェは、メール・マリー・
デュ・サクレ・クールの修道名で、汚れなきマリア修道会の最初の修道女の一人と
なる。

1807 年 2 月 デュクルノ氏、パリで勉強を続けることになったアデルの弟について、パリ
におもむく。ロンピアンの主任司祭ラリボ師が、デュクルノ氏の後を継いで、「プ
チット・ソシエテ」の指導に当たり、アデルの霊的指導司祭ともなる。

1808 年 アデルの推進で、「プチット・ソシエテ」発展。会員 1805 年の 7 名から 1808 年
には、60 名を数える。その中のかなりの会員がアジャンの地方の司祭であった。

1808 年夏 ドゥ・トランケレオン男爵夫人、フィジャックの母親の家に滞在中、たまたま、
ボルドーのラフォン神父に会う。彼はシャミナード師の友人であり協力者であった。
夫人は、シャミナード師がボルドーで、年令と性別によってグループ分けされた、
「マリアのコングレガシオン」を創立したことを聞く。若い娘たちのためのコング
レガシオンは、ドゥ・トランケレオン夫人の目には、自分の娘が設立した、
「プチッ
ト・ソシエテ」に非常に似かよったものに映った。ラフォン神父の要請で、夫人は
アデルに、ボルドーのコングレガシオンと提携するように提案。一方、ラフォン神
父は、アデルと「プチット・ソシエテ」のことをシャミナード師に話した。師は、そ
のコングレガシオンについての覚え書きを、トランケレオンに届けさせた。
日、司祭に叙階され、司教座のある町アジャンのノートル・ダム小教区の助任司祭に任じられる。師は引退
する 1843 年までそこに留まる。
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1808 年 11 月 20 日 アデル 20 歳、「すぐれた人物で社会的地位もある青年」から、結婚
の申しこみを受ける。両親は賛成。友人ジャンヌ・ディシェの例もあったがアデル
は、きっぱりと永久に結婚を断念。

1808 年 11 月–12 月 アデルとシャミナード師との間の文通の始まり。「プチット・ソシ
エテ」は、シャミナード師の指示 (この指示は会員に細かく伝えられ、会員たちの
間で話し合われた) のお陰で、ボルドーのコングレガシオンに似せて構成され、そ
のマリア精神を吸収した。

1809 年 11 月 4 日 フランスにおけるマリアのコングレガシオンの廃止。プチット・ソシ
エテは、アデルの巧みなやり方のお陰と、手紙が、ほとんど地下に潜ったような目
立たない形で送られていたため、この処置を免れる。

1810 年 アデル重態に陥り、生命が危ぶまれる。病はいえたが、命のはかなさをそれまで
以上に感じるようになる。カルメル会への思いがよみがえると同時に、使徒活動に、
それまでより以上に精力的に打ち込んだ。貧しい子供たちのための要理の授業、プ
チッ・テコール (子供たちのための授業)、病人の見舞い、貧窮している人たちへの
援助など、アデルはこれらを、
「自分の宣教」と呼んでいた。これらの活動をしなが
ら、それと同時に、アデルは、友人たちとの文通を続けていた。

1812 年 アデルの父、徐々に体が麻ひする病気にかかる。娘アデルは父の看護に当たり、
父のなくてはならない伴侶、父が好んで呼んでいたように、
「忠実なアンティゴネ」
となった。

1810 年–1813 年 「プチット・ソシエテ」の会員に宛てた手紙の中で、アデルは、その
時の政治の情勢によって、ある時はぼかしたような言い方で、ある時は明確な言葉
で、実現すべき、
「大切な計画」に触れている。その計画とは、アデルと友人たちと
で、修道女の共同体を設立することであった。その共同体が目的としたものは、先
ず、祈りと伝統的な三つの誓願による会員の成聖であり、次いで、いなかの人々の
心身の窮乏を救うための、慈善事業の実行であった。この「大切な計画」の話を聞
いて、シャミナード師は、アデルをボルドーに招いた。ボルドーで、師は、マリア
のコングレガシオンの最も熱心な会員たち (男性と女性) と、同じようなことを計画
していた。当時の政治状況のため、アデルは、シャミナード師の招きに応えること
ができなかった。

1813 年 7 月–8 月 シャミナード師の代理人ローモン神父はアデルと「プチット・ソシエ
テ」のアデルの友人たちをボルドーの女子青年のコングレガシオンに加盟させた。
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1814 年 6 月 13 日・14 日–7 月 ナポレオンの退位 (4 月 11 日) 及びエルベ島への流刑に
よって、王政復古。王政と共に、ある程度の宗教の自由の雰囲気が戻る。アデルは、
「大切な計画」の具体化に着手する。アガト・ディシェ及び何人かの友人と共に、そ
れぞれの生活環境で、修道女として生活することを決め、修道名をつける。ローモ
ン師から会憲の草案を準備する約束を取りつける。草案は、シャミナード師による
修正と承認を受けることになる。アデルは、アジャンの副司教から、トランケレオ
ンの城の聖堂で、同志たちが、ローモン、ラリボの両師に告解する許可もとる。

1814 年 8 月–10 月 8 日 アデルは、シャミナード師に「大切な計画」の進行ぶりを知らせ
る。シャミナード師は、原則的にこれを承認するが、師が、フランスにおける使徒
宣教者となって以来、14 年間練った「自分の」計画を (何通かの手紙の中で) 示す。
師は、アデルとその友人たちに、人々の間にマリアのコングレガシオンを殖やし育
成するために、自分と同じように、
「宣教者」になることを提言する。この極めて使
徒的な目的は、
「大切な計画」の目的を (それを限定することによって) 明確にした。
シャミナード師は、自分の提言に対する、アデルとその友人たちの意見を求めた。

1814 年 10 月 11 日、12 日 シャミナード師の提案は、同志たち及びローモン師の間で議
論され、感激のうちに受け入れられる。アデルは、シャミナード師に報告する役目
を託される。汚れなきマリア修道会は、事実上、ここに創立された。

1814 年 アデル、ローモン師の起草になる会憲の草案をシャミナード師に送る。アデル
は、それに自分の所見を添えた。シャミナード師は、アデルの指摘に同意し、その
草案があまりにも不完全なものであると判断。時を同じくして、師は、12 月 8 日に
修練期を始めたいとする、アデル及びその同志たちの急ぐ気持ちを抑えた。師は、
彼女たちに貞潔の誓願を立てるように勧め、会憲の起草に打ち込んだ。アデルは、
シャミナード師の助言を受け入れ、自分と共に、貞潔の誓願によって約束した友人
たちに、キリストにすべてを捧げたことの印として、銀の指輪をつけることを提案
する。

1815 年 3 月 15 日 シャミナード師、修道女の共同体の、教会法による組織化を延期。師
は、未来の修道会の固有の目的のため、アジャンの司教区の、マリアのコングレガ
シオンを発展させ、できるだけ広げて、配慮して組織化することが時宜を得ている
と考えた。アジャンの司教区では、司教のモンセニョール・ジャクピが、コングレ
ガシオンを承認し後押ししていた。

1815 年 3 月、4 月、5 月 この延期が、摂理的であったことが明らかとなる。ナポレオン
の政権奪回 (3 月 20 日) と共に、宗教に対する圧迫を再開。シャミナード師は逮捕
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され、居住地域をフランス中央部に指定され、アデルとのすべての接触の中断を余
儀なくされる。

1815 年 6 月 18 日 ドゥ・トランケレオン男爵何ヵ月にも及ぶ病苦の末逝去。
1815 年 9 月、10 月 家族の側から自由となって、シャミナード師と接触を再びとる。(師
の方も、ナポレオンの失墜とルイ 18 世の復帰で自由の身となった。) その後の手紙
のやりとりで、シャミナード師は、未来の修道会の固有の目的を明確にするに至る。
未来の修道会は、宣教を目的としたもので、マリアのコングレガシオンの発展によっ
て、キリスト者を殖やすために働くことになるだろう。師は、共同体の次回の集ま
りのために、アデルが、アジャンで、ルフュージュ (Refuge) と呼ばれていた、元修
道院の一部を借りることを承認した。

1815 年 12 月 6 日 シャミナード師、会憲がまとまり、1 月にはアジャンにおもむく考え
であることをアデルに書く。

1815 年 12 月 28 日 アデルは、
「プチット・ソシエテ」の会員に、神が、各自に望まれる
生活形態を知らせてくださるように、1 月 1 日からノヴェナ (9 日間の修業) を始め
ることを提案した。

1816 年 1 月の初め アデルは、修道生活を望んでいる友人たちに、シャミナード師が、各
自が修道者の身分にひかれていると感じる理由、場合によっては、自分が出会うと
思っている困難、あるいは、障害を記した手紙を一人ひとりからもらいたい、と希
望していることを伝えた。

1816 年 1 月 11 日 アデルの求めに応えて、シャミナード師は、新しい修道会は、おとめマ
リアの保護の下に、一人ひとりの修道女を「宣教者」とすることになると明言した。

1816 年 1 月 18 日 アデル、アジャンの元修道院、「ルフュージュ」の一部を借りる件を
デュシェ氏に委任。そこに、未来の修道女たちが住むことになる。

1816 年 2 月 2 日 賃貸借契約の署名。
1816 年 4 月 17 日 アデル、財産を弟に譲渡。
1816 年 5 月 24 日 家族との最後の別れ。
1816 年 5 月 25 日 アデル、3 人の友人と共にトランケレオンの城を発ち、アジャンのル
フュージュにおもむく。そこにはすでに、他に 2 人の未来の修道女がいた。ボルドー
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のミゼリコルドの創立者、マドゥモワゼル・ドゥ・ラムルス、新たな設立のためシャ
ミナード師に派遣されて、数時間遅れて到着。

1816 年 6 月 8 日 シャミナード師、会憲を携えて到着。師は数日間の黙想をさせた後、若
い娘たちに、修道誓願を立てさせる予定にしていた。しかし、師は、アジャンの司
教、モンセニョール・ジャクピの反対にあった。司教は、終生誓願の宣立の許可に
同意せず、姉妹たちが修道服を着る時期も遅らせた。師の滞在は、7 月の初めまで
延びたが、その間、会憲の説明をしたり、修道生活の手ほどきをしたりした。ボル
ドーに帰る前に師は、アデルを修道院の院長に任命した。一方、ジャクピ司教もム
ラン師 (アジャンの大神学校の校長) を姉妹たちの贖罪司祭、司教区の聖職者の長上
として任命した。

1816 年 9 月 6 日 終生誓願に固有の禁域のことでためらっていた、ジャクピ司教を説得す
るため、シャミナード師は、禁域については、必要な場合には長上が免除すること
のできる、特別な誓願にしてはと提案した。

1816 年 11 月 18 日 シャミナード師、貧しい少女たちのため、初等の学校を開くことを
許可。

1816 年 12 月 25 日 ジャクピ司教、主の降誕の日に修道服を着用することを許可。ムラ
ン師の願いで、修道服を、主の降誕の祝日後の 8 日間、ついで、無期限に着用する
許可を得た。

1817 年 7 月 25 日 14 ヵ月の準備のあと、ジャクピ司教は、姉妹たちが、誓願を立てるこ
とを許可した。しかし、それは、儀式は行なわず、告解室で秘密裡にするという条
件であった。シャミナード師が、姉妹たちの誓願を受け入れた。

1819 年 1 月 18 日 シャミナード師は、聖座に、汚れなきマリア修道会の創立を報告し、
種々の恩典を願った。

1819 年 5 月 25 日 ローマ、懇請のあった恩典を会に与える。
1819 年 6 月 21 日 アデルと聖エミリ・ドゥ・ロダの間の文通の始まり。この文通は、メー
ル・ドゥ・トランケレオンの逝去まで続くことになる。

1819 年 12 月 27 日 共同体移転のため、オギュスタンの元修道院の一部を買収。
1820 年 3 月 11 日 オギュスタンの一部を買い足す。
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1820 年４月 1 日 聖エミリ・ドゥ・ロダ、メール・ドゥ・トランケレオンをヴィルフラ
ンシュに招待。二人の創立者の間の文通から、アジャンの姉妹たちとヴィルフラン
シュの姉妹たちを合わせて、一つの修道会にしようとする願望が生まれていた。

1820 年 4 月 5 日 ジャクピ司教、メール・アデルがヴィルフランシュにおもむくことに反
対。ヴィルフランシュの姉妹たちが、先ずアジャンに来ることを望んだ。

1820 年 6 月 5 日 新しい共同体を設立するため、トナン† (ロ・テ・ガロンヌ県) に家を
買収。

1820 年 8 月の下旬 シャミナード師のアジャン訪問。1 週間余り滞在。
1820 年 9 月 6 日 ルフュージュの修道院をオギュスタンの元修道院に移転。
1820 年 9 月 7 日 シャミナード師とメール・アデルは、メール・テレーズ・ヤナシュの指
導の下、新しい共同体をつくることになっている姉妹たちを伴って、トナンにおも
むく。

1821 年 10 月 7 日 メール・ドゥ・トランケレオン、従妹、エリザベト・ドゥ・カステラが
修道院に入ることを認める。後、三代目総長となる人である。

1822 年 7 月 3 日 汚れなきマリア修道会の姉妹たちと、ヴィルフランシュの姉妹たちの
連合の望み残る。メール・ドゥ・トランケレオン、シャミナード師のアジャン滞在
中、聖エミリ・ドゥ・ロダをアジャンに招待。それは、実現され、メール・エミリ・
ドゥ・ロダは、ヴィルフランシュの姉妹たちのための聖職者の長上、マルティ師と
共に訪れた。彼等のアジャン滞在の終りに、連合は原則的に決まったが、ヴィルフ
ランシュの姉妹たちは、自分たちの長上と離別するのを恐れて連合に反対した。そ
のことは、二人の創立者の間で、文通が続くさまたげとはならなかった。

1823 年 2 月 6 日 オギュスタンの元修道院の一部を更に買い足す。
1824 年 7 月 16 日 メール・ドゥ・トランケレオン、シャミナード師と共にコンドム (ジェー
ル県) におもむく。メール・マリー・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ルを院長とする、共同体の設立のためである。

1824 年 7 月 27 日 アジャンからボルドーへの修練院の移転。メール・ドゥ・トランケレ
オン、シャミナード師に伴われてボルドーへおもむく。数日滞在。

†

編者註：現地での発音は「トナンス」である。
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1824 年 8 月 10 日 メール・ドゥ・トランケレオン契約に署名し、ボルドーの修練院の所
有者となる。その後、アジャンに帰る。

1824 年 8 月 20 日 アジャンの司教、モンセニョール・ジャクピ、書面によって汚れなき
マリア修道会を承認。

1825 年 5 月 24 日 議会、女子修道会を認める法案を可決。
1825 年 メール・ドゥ・トランケレオン病気になる。シャミナード師、メール・アデルに
使徒活動を禁じ、休むようにさせる。それは、文通によって、姉妹たちとの関係、
特に、長上及びノヴィスたちとの関係を密にした時であった。メール・アデル、ノ
ヴィスの養成のための「プチ・カテキスム」(小要理) と、本修道会の起こりの概要
を起草。残念なことに、本修道会の起こりの概要は失われた。

1826 年 メール・ドゥ・トランケレオンの病状は、ますますおぼつかないものになる。胃
の痛みに苦しみ、体力を回復することが難しくなる。メール・ドゥ・トランケレオ
ンは、文通によって姉妹たちを指導し、自分自身に関しては、会則を忠実に守り、禁
域を尊重し、聖体の秘跡のイエスと、マリアに対する信心をますますするように気
をつけて、姉妹たちを安心させていた。

1826 年 6 月、8 月中旬 シャミナード師アジャンのコンドム、トナンの二つの修道院を
訪問。

1826 年 アルボワ (ジュラ県) に、新たに修道院を設立することが、シャミナード師の訪
問の間に決定。

1826 年 10 月 27 日 メール・ドゥ・トランケレオン、アルボワに出発することになった
姉妹たちに勧めを与えるために、ボルドーにおもむく。

1826 年 10 月 29 日 姉妹たちアルボワへ出発。メール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステ
ラ、院長に任命される。

1826 年 11 月 18 日 姉妹たちアルボワに到着。
1826 年 12 月 23 日 メール・ドゥ・トランケレオンに、メール・マリー・ジョゼフが腸チ
フスにかかり、最後の秘跡 (病者の秘跡) を受けたとの手紙届く。メール・ドゥ・ト
ランケレオン、すべての共同体に祈るように求める。祈りは聞き入れられることに
なる。
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1827 年 1 月 29 日 メール・ドゥ・トランケレオンの病状ますます悪化。シャミナード師、
総長の救命と病気回復のため、汚れなきマリア修道会のすべての修道院で祈るよう
に指示。

1827 年 2 月 12 日 メール・ドゥ・サン・ヴァンサン・ドゥ・ラバスティード、メール・
エミリ・ドゥ・ロダにメール・ドゥ・トランケレオンの病状を伝え、祈りを懇請。

1827 年 2 月 16 日 メール・ドゥ・トランケレオン、印紙をはった用紙に、本修道会の不
動産の買収のため、修道女の一人ひとりから受けとった金額を明記。

1827 年 7 月 14 日 政府による本修道会の承認申請を願って、評議会を召集。
1827 年 7 月 18 日 シャミナード師、アジャンの修道院訪問の後、アジャンを後にする。
1827 年 10 月 27 日 メール・ドゥ・トランケレオン遺書を記す。
1827 年 11 月 15 日 メール・ドゥ・トランケレオン、アジャンの市長に手紙を送って、政
府の承認を得るため、汚れなきマリア修道会の修道院が、有益であることを証明し
てもらうため、市議会の審議を始めてくれるよう懇願。

1827 年 11 月 22 日 アジャンの司教、本修道会の民法上の定款を承認。
1827 年 11 月 28 日 メール・ドゥ・トランケレオンの最後の手紙。この手紙は、トナン
の修道院の院長、メール・マリー・デュ・サクレ・クール (アガト・ディシェ) に宛
てられたものである。

1828 年 1 月 7 日 メール・ドゥ・トランケレオンに、死の準備をさせるようにとのメー
ル・サン・ヴァンサンに宛てた、ラリボ師の手紙。

1828 年 1 月 10 日 メール・ドゥ・トランケレオン逝去。
1828 年 1 月 11 日 修道院の聖堂で葬式。
1828 年 1 月 12 日 アジャンの、汚れなきマリア修道会の修道院の墓地に埋葬。
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メール・アデルの手紙を読むに当たって
メール・アデル・ドゥ・トランケレオンの伝記1 は、1804 年 8 月 5 日、デュクルノ氏の
勧めで、メール・アデル・ドゥ・トランケレオンが、デュクルノ氏、友人ジャンヌ・ディ
シェと一緒に、どのようにして祈りの会を作ったかを伝えています。この祈りの会は発
展して、やがては「汚れなきマリア修道会の創立」ということになるのですが、その過程
で、より抜きの若い娘たちに、熱意、熱心、マリアに対する愛を植えつけるのです。会員
たちは、いくつもの県に散らばって生活していましたので、小さなグループでしか集まる
ことができませんでした。それで、アデル・ドゥ・トランケレオンにとっては、文通が、
あちこちに、励まし、助言、指示を伝えるための唯一の手段だったのです。
この本で読む手紙は、
「プチット・ソシエテ」の規則に沿ったものです。大部分は、や
がて汚れなきマリア修道会の、最初の会員のひとりとなる、アガト・ディシェに宛てられ
ていて、そのすべてが、魂と神との親密な交わりの保たれることを目差すものでした。し
かし、ある手紙は、ひとりの人だけに宛てられた全く個人的なものです。また、他の手紙
は、ベロック夫人あるいは、アジャンのグループをつくっていたいろいろな会員に渡され
るべきものでした。
アガト・ディシェは、アデル・ドゥ・トランケレオンと同じ年で、ジャンヌ・ディシェ

(ベロック夫人) の妹です。1789 年 11 月 11 日、アジャンで生まれました。H・ルソー神父
によれば、彼女は、
「優柔不断な性格で、生真面目でもありました。彼女は、誰かに心を
2
開き、支えてもらう必要を感じていました。」
アガト・ディシェは、1805 年から 1816 年

まで、友人アデルが彼女に出した 234 通の手紙、また、修道女になって、1820 年から 1827
年までに受けとった、272 通の手紙をとっておいてくれたのでした。アガト・ディシェは、

1848 年 8 月 5 日、コンドムで亡くなりました。
∗

1

∗

∗

–Dom Pradié : Vie de la R. M. de Trenquelléon, Ch. IV, p.49
–H. Rousseau s.m. : Melle de Trenquelléon et son œuvre, Ch. VII, p.100
–Louis Gadiou s.m. : Adèle de Trenquelléon, Ch. IV, p.21
–Melle E. Solirène : Au Service de la Vierge, Ch. IV, p.32
2
Henri Rousseau, o.c., p.724, note(T).
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「アクト」(ACTE, 祈り)
手紙の書き出しに、アデルが必ず書いていた十字と Jésus (イエス)、Marie (マリア)、

Joseph (ヨゼフ)、Thérèse (テレジア)† のモノグラムの他に、格言または射禱があります。
それは、普通は、規則 (5 条) に定められた週ごとの「アクト」です。この「アクト」の最
初の考えは、1803 年、アデルとジャンヌ・ディシェの間に、友情がはぐくまれ始めたこ
ろにさかのぼります。
「デフィ」 (DEFI, 競争)
勝れた会員を訓練するため、
「指定された徳」をいちばん多く行う人に挑戦させるように
仕向けて、アデルは、競争心に頼るやり方をとりました。この競争は、
「デフィ」(DEFI) と
呼ばれていました。創立者の手紙の中には、その例がいくつも見られます。«Je vais vous

donner un pieux “déﬁ”» (私はあなたと、敬虔な「デフィ」(競争) をします。)、«Je vous
déﬁe. . . » (私はあなたと競争します. . . )
∗

∗

∗

この I 巻の手紙の後に、興味深い資料があります。それは、アデル・ドゥ・トランケレ
オンの人となりをもっとよく理解する助けとなるでしょう。それは次の資料です。
♦アデル・ドゥ・バーツ・ドゥ・トランケレオンのため、デュクルノ氏が起草した規則
♦アデル・ドゥ・トランケレオンが書いた決心

1803 年 2 月 6 日、堅信式の時
1803 年の黙想の時
1804 年の黙想の時
♦「プチット・ソシエテ」の規則
♦典礼暦年の異なった週にふり分けた射禱
この射禱は、1809 年からつかわれました。
これらの資料の原典と出版された手紙の原典は、修道会のアルシーヴ (文書保管所) に
保存されています。

∗

†

∗

∗

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
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この巻に載せた手紙の文面は、原文のままです。語の綴りは、現在のものに合わせてい
ます。実際上、存在しなかった句読点は、文面の理解を助けるために付け加えました。
手紙の、あるくだりはイタリック体で書かれていますが、それは、原典で下線の施して
あった部分です。
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1. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
この手紙は、私たちの手元にある、私たちの創立者のいちばん古い手紙で、創立者が、アガト・ディシェに
書いた最初の手紙です。神のはしためは、文通の相手に信頼の気持ちを起こさせるように、また、その後で
楽な気持ちにさせるように努めています。この手紙もそのような目的をもったものです。

+J. M. J. T.

1805 年 2 月 2 日

神さまは、キリスト教的なすべての友情の原理でなければなりません。
お手紙はありがとうございました。あなたが文通を続けることを希望するという気持
ちを、もっていらっしゃることを知った私の喜びをどう表現していいか分かりません。私
たちの文通が、もっぱら、神さまの光栄と私たちの結びつきのためであることを期待して
います。あなたは、私の友人の妹さんですので、私が強い関心をいだくのに、それ以上の
ことは必要ではありません。それに、あなたには会に入っていただきました。それがます
ますあなたに対する好意を私に強くいだかせるのです。あなたは、あなたのお姉さまと私
が、どのように文通しているかをご存じです。ですから、もしよかったら、あなたと私の
文通も同じようなものにしましょう。私たちは、思いついたいい考えをお互に知らせま
しょう。いい考えは、神さまが、私たちお互の啓発のためいだかせてくださるのです。多
分、神さまからでなければ、いい考えを私たちがいだくことはないでしょう。規則にもあ
りますように、私たちの手紙は、他の会員に回されることになっていることもあなたはご
存じです。手紙の中では、私たちの進歩向上だけを求めなければなりません。あまり、文
体を追求するようなことはしてはなりません。文通の相手に適切だと思うことを、ごく普
通に書かなければなりません。神さまが、私たちの新たな文通を祝福してくださいますよ
うに、次の聖体拝領の時に、意向をもって祈ることを提案します。
神さまが、いつも私たちに教えてくださることは、神に対する愛です。あなたは、御父
と御子の愛、すなわち、聖霊が私たちの上に降られた日に、私からの手紙を受けとること
になるでしょう。私たちにとって大変しあわせなこの日を、記憶にとどめておきましょ
う3 。もし、私たちが不幸にして、神さまの愛の炎を消してしまったのでしたら、その炎
を再びつけるよう努めましょう。その神さまの愛の炎は、私たちがふさわしく受けていれ
3

アガト・ディシェ (Agathe Diché) はアデル (Adèle) とジャンヌ・ディシェ (Jeanne Diché) と同じ日、
1803 年 2 月 26 日に堅信の秘跡を受けた。その時の状況でアガト・ディシェがアデルの注意を引いたとは思
われない。
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ば、その日、聖霊が私たちの心にともしてくださった愛の炎です。もし、その日、幸いに
も、会員の中に、イエスさまをいただく人がいたら、その人にお祈りをお願いします。私
は、おそらく、イエスさまをいただくしあわせにあずかれませんでしょうから4 。
あなたにお会いする機会があって、神さまの導きのままに、私が、あなたにいだく友情
を示すことができたらと思います。それまでは、神さまのお心のうちでお会いしましょ
う。神さまだけが、キリスト教的なすべての友情の原理であり、長続きするたった一つの
きずなです。神さまのうちに、神さまのために、神さまを目ざして愛し合う時、その愛に
こそいつも確信がもてるのです。逆に、このような土台を基本としない友情は、少なくと
も普通は長続きしません。ちょっとしたことで冷めてしまいます。反対に、神さまにおい
て愛し合えば、何が起こっても愛し合う理由はいつもあります。死ぬまで続き私たちの友
情は、このような動機でめばえることを期待していますし、望んでもいます。
このようにして、私は、私たちの結びつきを神さまが祝福してくださり、私に、あなた
の模範と助言を役に立たせてくださるだろうと信頼しています。私たちの結びつきがもっ
と親密になるように、今後、手紙の中では、友人の間柄ということにさせていただきた
いと思います。あなたからの、この友情の印を期待していますので Mademoiselle (マドゥ
モワゼル) の敬称は手紙の書き出しにはつかわないでほしいと思います。ですから、いつ
も、ma chère amie (親愛なる友) という愛情のこもった呼び方をつかいましょう。そし
て、個人的な利益とか、全く人間的な友情をまじえずに、ただ神さまのために、私たちが
文通し、愛し合うように努めましょう。
末筆ではございますが、ソシエテ (Société) の皆さんによろしくお伝え下さい。私は、
ソシエテの皆さんとあなたに、イエスの神なるみ心において、心から口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

2. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
プチット・ソシエテ (Petite Société) に提案された一般目的、死の準備 (3 条) を念頭におきながら、ア
デルは、自分の叔母の最近の死のことを会員たちに語っています。

+J. M. J. T.

1805 年 3 月 6 日

死は、私たちが神のみもとにおもむく時です。

4

その時の聴罪司祭ドゥッセ (Dousset) 師は厳格な傾向があったことをほのめかしている。(H. Rousseau,
o.c., R. p.723)
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あなたからの手紙に大変満足し、あなたとすべての会員に、深い友情を感じています。
また、その会員の皆さんと知り合いになることを、待ち遠しく思っています。そして、い
つか知り合いになれると期待しています。私の熱情を少しかきたてるために、私にはその
ことがとても必要なのです。
私たちが、明日にでも、神さまに、その正確で厳正な報告をしなければならないかも知
れないと考えたら、そう簡単に過ちを犯すことができるでしょうか。
しばらくの間、最後の息が運命を決める二つの永遠の間にあって、まさに息を引きとろ
うとする、瀕死の状態の人を想像してみましょう。また、報告すべき負債を負って、死に
瀕している人を想像してみましょう。その時、健康であった時を利用しなかったことを、
よみの国で唯一認められるよい業にはげまなかったことを、いつも簡単に罪を犯したこ
とを、そして、一時の快楽のため永遠のしあわせを犠牲にし、永遠の不幸を味わうはめに
なったことを、どんなにか後悔することでしょう。
そのことを、よく考えて、私たちが、健康であるうちに、最期の時において絶望を味わ
うことがないように、反対に、この最期の時に、慰めに満たされるように努めましょう。
死の直面した、本当のキリスト者を見てください。その光景は、恐ろしいものではなく、
魂を慰めで満たしてくれるのです。そのキリスト者が、臨終の聖体をいただく時の姿を想
像してみましょう。彼が、こよなく熱望した神さまが、部屋に入ってこられるのを見る時、
心の晴れやかさが、その顔に映し出されて見えるのです。彼は、注意をこめて、司祭の勧
めに耳をかたむけ、その生涯の最期に熱心に神さまをいただくのです。有限の時間から、
永遠への難しいよみじをたどる時の助けとして、信仰をこめて、臨終のご聖体を授かるの
です。終油の秘跡 (病者の秘跡) も授かります。本性の弱さから、感覚によって犯したか
もしれない過ちから清められた自分を、どんなにか喜んで見ることでしょう。そして、魂
を、神さまに委ねるようにさせていただくのです。
「キリスト者の魂よ、あなたをお創り
になった父の名によって、あなたをあがなってくださった子の名によって、あなたを聖化
してくださった聖霊の名によって発ちなさい。
」という司祭の言葉を、どんなにか信頼し
て聞くことでしょう。これによって、死を、
「永久に神さまのみもとにおもむく時」と思
うのです。ですから、司祭の勧めに耳を傾けます。その勧めは、神さまを善意と、私たち
の主イエス・キリストの、かけがえのないおん血に信頼して行なわれます。そして、最後
に、教会からのすべての助けをいただいて、忠実な魂は、心安らかに主の中に眠るのです。
少し前、ここで私たちは、聖人のようなふたりの人の死に立ち会いました。確信をもっ
て言えますが、私の叔母の死は、見ていて恐ろしいものというよりは、むしろ慰めとなる
ものでした5† 。私が居合わせたとき、ご聖体が運ばれましたが、その顔には天上的な表情
5

Catherine-Anne de Trenquelléon. H. Rousseau, o.c., note G. p.715
編者註：カトリーヌ・アンヌ・ドゥ・トランケレオンは男爵の 4 姉妹のうちの最年長者である。『アデ
ルの手紙』の英訳より。
†
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が広がり、さし出される甘美な食べものを待ちこがれる表情に、教会の助けを授かる時
の、待ち遠しい気持ちの現われがあって、
「清らかに生きたということは、死の時に、ど
んなにかしあわせなことか」と思わず口に出てしまいました。同じような生き方をしま
しょう。そうすれば、同じような臨終を迎えることができるでしょう。普通は、生き方に
よって死に方も決まるのです。私たちが、もし、悪い生き方をするなら、果たして、私た
ちが、
「死の床で回心する」という奇跡を、神さまが、与えてくださる状態にいられるで
しょうか。
この恐ろしい時に、私たちを守ってくださるように神さまに絶えずお願いしましょう。
常に死に備えましょう。そして、清らかな生活によってたゆまず努力をする恵みに値する
ように生きましょう。そうすれば慈悲の神さまは、私たちにその恵みを必ず与えてくださ
ることでしょう。
それではさようなら。神さまのうちに、心からあなたと会員の皆様を愛し、口づけを送
ります。
アデル・ドゥ・バーツ

3. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
再び緑に色づく自然が、アデルに霊的刷新のための大きな飛躍の考えをいだかせます。

+J. M. J. T.

1805 年 3 月 27 日

草よ木よ主を祝せよ。
あなたから親しい手紙をいただくことを大変嬉しく思います。私には、大きな喜びで
す。あなたの几帳面さを続けてください。
今は、すべてが私たちの心を神さまにあげさせ、私たちに、いろいろと考えさせる季節
です。先ず、草も木もすべてがよみがえります。同じ状態にとどまるのは、私たちだけで
はないでしょうか。イエス・キリストにおいて生まれ変わりましょう。そこに過越がある
のです。イエス・キリストと共に復活し、新たな生活を始めることに値するように努めま
しょう。
それに、自然は、創り主の知恵を私たちに示してくれてはいないでしょうか。ごく小さ
な草をよく見てみましょう。それと同じようなものを創れるほどの巧みな人がいるでしょ
うか。神さまが、一粒の種から殖やすことを可能にされるように、自分の権威によって、
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一粒の種から殖やすことのできる権能のある人がいるでしょうか。自然界のすべてのもの
が、神さまの偉大さを公にしています。欠点によって、神さまの聖なるみ名を冒とくする
材料を、不敬虔な者に提供しているのは、私たちだけではないでしょうか。
ですから、私たちが仕えている神さまは、仕えられるに値するのだということを、私た
ちの行いで示しましょう。信仰心を愛させるために、愛想のいい信仰心を示しましょう。
イエス・キリストのために、魂を獲得するよう努めましょう。それは、私たちの会の使命
の一つです。私たちが、天国に入る手助けをした魂を天国で見るということは、天国にお
けるしあわせがどんなに増すことでしょうか。もし、その魂が、私たちよりも先に天国に
入るとしたら、どんなにか力強いとりなし手となってくれることでしょう。神さまの栄光
が、ご自分のために魂を獲得するように、私たちに仕向けないとしたら、私たちの利益の
ためだけでも、魂を獲得するようにしなければならないでしょう。しかし、私たちを動か
すものは、常に、神なる花嫁の栄光であってほしいものです。
神の国は、決して、お金でやとわれた人には与えられません。それに、お金でやとわれ
た人は、狼、すなわち、疑惑が来るのを見ると、抵抗できずに引きさがるのです。
心をこめて、精神をこめて、力の限り、神さまを愛しましょう。神さまの利益を大切に
しなければなりません。誰かを愛するとき、その人の利益は、時として、あなたの利益に
優先します。あなた自身の不幸以上に、その人の不幸を悲しみます。もし私たちが、本当
に神さまを愛しているなら、神さまに対しても同じです。神さまの栄光のためになるとい
うことは、私たちにとって大切なことです。しかし、残念なことに、私たちには、
「神さ
まを愛していないんじゃないか」と懸念をいだかせる理由があるのではないでしょうか。
と申しますのも、私たちは、神さまの栄光には極めて無関心ですし、神さまの栄光が私た
ちの心を動かすことは、ほとんどないのです。私たちは、神さまが十分には認められず、
冒とくされているのを見て嘆かなければなりません。
重い病気にかかっている二人のプロテスタントのために、主禱文† を 1 回聖ヨゼフに、天
使祝詞を 1 回聖なるおとめマリアに捧げていただけませんか。同じように、2 人の司祭の
ためにも祈りを捧げてください。この 2 人の司祭は、聖務は行なっていないのですが、不
幸にもそれぞれ住んでいる地域で、スキャンダルの的になっているのです。
多くの人が身をほろぼすのを見ると、私たちは、世の腐敗から守ってくださったお恵み
を、神さまに感謝しなければなりません。そして、もしも私たちが、そのお恵みを活用し
なければ、神さまは、私たちを、よりはるかに厳しく扱われるだろうと考えなければなり
ません。神さまは、多く与えた人には多く求められるのです。
さようなら。私のことを愛してください。私も、特別にあなたのことを知っているわけ

†

編者註：主の祈り。
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ではありませんが、あなたを愛します。ディシュレット† に、私からよろしくとお伝えく
ださい。会員の皆さんに口づけを送ります。会員の皆さんには、四旬節の終りに礼拝を捧
げるために、砂漠で毎日会う約束をします。
アデル・ドゥ・バーツ

4. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
聖週間は、私たちのあがないの偉大な秘儀を黙想するよう導きます。

+J. M. J. T.

1805 年 4 月 10 日

おお、愛の不思議よ
望徳
この週は、主がおこなわれるすばらしいこと、恩恵を、ぜひあなたに話したちと思いま
す。私たちのために死んでくださった慈愛の神さまは、神さまの愛の証をたくさん私たち
に示してくださる聖週間を、毎年祝うお恵みを与えてくださいます。この、神さまの愛の
炎を、すべての人の心に燃えたたせ、この聖なる熱情で私たち自身を燃やすことはできな
いものでしょうか。
明日、幸いにも、神なる火の泉に汲み、神なる小羊を食べ、イエス・キリストご自身の
手から、この日、ご自分をさずけていただいた最初の聖体拝領者と一致することができま
す。この日とこの週には、イエス・キリストが、ご自身を与えてくださったことをいちば
ん大きなお恵みとして、イエス・キリストに感謝することを忘れないようにしましょう。
神なる救い主は、天に昇られるとき、その愛する子供たちの弱さを知っておられたので、
見捨てておくことは望まれず、ご自身を、愛の秘跡の中に残されました。このような特別
なお恵みをいただいたのですから、いのちの創り主をしばしばいただくことを、しあわせ
と思わない人がいるでしょうか。何という大きな喜びでしょう。しかし、そこに慰めを見
い出す代わりに、苦痛を見い出す人たちがいるのです. . . そうです。本当のことを申しま
すと、その人たちには、神さまに対する愛がないのです。神さまを愛していて、神さまと
一致することを望まないことがあり得るでしょうか。この聖週間中、聖なる秘跡に対する
私たちの無関心を嘆きましょう。

†

編者註：アガトの姉ジャンヌ・ディシェのこと。ディシェの 5 人の女の子のうち、彼女は長女であった
ので、ディシュレットと呼ばれた。
『アデルの手紙』の英訳より。
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モイゼ† の律法では、立って、履物をはき、出発の準備をして、過越の小羊を食べるよう
に命じられていました。同じように、過越の小羊は、その前じるしであるイエス・キリス
トをいただくとき、私たちも、被造物とこの世の物ごとから心を離し、神さまが、永遠へ
の旅立ちをお命じになる時に、出発する用意ができていなければなりません。その他に、
種なしパンと苦いちしゃを小羊と一緒に食べていました。同じように私たちも、誠実さと
愛徳の種なしパンと一緒に、小羊を食べなければなりません。ある意味では、私たち自身
が新しい練り粉でなければなりません。私たちは、更に、小羊を、苦いちしゃすなわち、
償いの厳しさと苦さと一緒に食べなければなりません。
色々と意見を申し上げましたが、赦してくださいね。でも、
「会」(Société) は、私たち
がお互いに意見を述べ合うことを許していますし、求めてもいます。あなたも、私に対し
ていつでも意見を言ってください、愛徳の絆によって強められた私たちの友情が、いつま
でも続くものであることをあえて期待いたします。
アデル・ドゥ・バーツ
親愛なる会員の皆さんによろしくお伝えください。皆さまには復活祭の日、イエスのお
墓のあった庭で、マグダラのマリアと一緒にお会いする約束をします。
今回は、ディシュレットへの手紙は頂けません。次の機会にしたいと思っています。
母がパリから送ってくれるように頼んだ本が、着いたのかどうか、モンベルに聞いて確
認してくれるよう、ディシュレットに頼みます。そういうことになっていなければ、母が
その本を父に送ってもらうことになるでしょう。

5. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1805 年 4 月 18 日

おお、神さまのみ旨よ、私はあなたを礼拝し愛します。
あなたからの手紙は、表現できないくらいうれしく思います。私は、あなたとお会いす
ることをどんなにか望んでいることでしょう。もし、慈愛の神さまが、私たちの救いに役
立つとお考えになるなら、このような満足を、私たちに与えてくださるだろうと期待しな
ければなりません。私たちを神さまのみ旨に委ねましょう。神さまは、私たちの主でい
らっしゃると同時に、また、私たちの父でもいらっしゃるのです。父としての神さまが、
主としての神さまだけだと私たちがもてないかも知れない信頼の気持ちを、深めてくださ
†

編者註：モーセとも言う。
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いますように、あがむべき父なる神さま、あなたは、あなたの子供たちが、放蕩息子のよ
うに、父の中でも最も慈悲深く、最もやさしくいらっしゃるあなたの腕の中に飛びこんで
くる時、受け入れないようにということがおできになりますか。限りなくおやさしい父な
る神さま、あなたの限りない慈愛が私たちに抱かせてくださる、心からの信頼をもってあ
なたのところに戻っていきます。
事実、神さまの慈愛はとても深いものです。神さまの慈愛によって、私たちは、神さま
を本当に愛さなければならないのです。私たちが、どんなに大きな罪を犯しても、私たち
が誠実に神さまのところに戻っていく時、神さまは、赦してくださるのです。神さまの慈
愛を濫用しないようにしましょう。神さまの慈愛が怒るようなことがあれば、私たちを神
さまの正義に渡されるでしょう。他の悪がどんなに大きくても、それ以上に、極く小さな
罪でも避けるようにしましょう。極く小さな罪でも、無限な悪に変わりはありません。そ
のよう罪から私たちを解放するためにも、神さまの死が、必要だったのです。人間の方か
らの償いだけでは、十分ではなかったのでしょう。私たちは、罪をどんなに嫌悪しなけれ
ばならないことでしょうか。
私たちの救い主の、悲しくも残酷な最期、裏切りにあわれたこと、鞭打ち、茨の冠、あ
ざけり、十字架にかかられたこと、死の原因は、実に、私たちの罪だったのです。私たち
なら、苦しみのあまり、息絶えてしまうのではないでしょうか。血の滴りの一つ一つ、鞭
打ちの一つ一つ、そのあがむべき頭に刺さったとげの一つ一つが、私たちの罪の一つ一つ
だったのです。私たちがいとも簡単に、ほとんど、喜びのために犯す罪の一つだったの
です。
私たちが、悪い傾きに流されそうになるとき、救い主を、新たに、また、苦しめようと
していること、み頭にとげをさすことになること、鞭打つことになること、あざけること
になることを考えるよう勧めます。そのことで私たちが、いくらかの罪をさけることがで
きたら、私たちの愛と、私たちのために耐え忍ぶことを望まれたすべてのことに対する、
私たちの感謝の気持ちを、イエス・キリストに証しすることができたら。
引き立てて行かれた裁きの庭で、沈黙されたことに敬意を表わして、ある時は、何か言
いたい時に言わないことを勧めます。それはまた、私たちが、かつて言った愛徳に反する
言葉、無益な言葉、聖なる場所での言葉の償いにもなるでしょう。
全免償を受けるために償いをした人たちが、復活祭に神さまに近づかないということ
を、神さまがお許しにならないように。また、神さまに全然近づいたことのない人たちの
ために、天使祝詞を 1 回唱えることを勧めます。
私たちの小教区では、全免償を受けるための償いをしながらも、復活祭があまりにも近
すぎると思って、ご聖体に近づこうとしない人たちがいます6 。この不幸な人たちの境遇
6

そのための小教区のミッシオン (mission, 修業) は 1805 年の初めのころフガロルで行なわれていた。
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を嘆きましょう、そして、主に、私たちを照らしてくださったことを感謝しましょう。そ
の人たちよりも多くの光を、私たちがいただいていなかったとしたら、多分、私たちは、
その人たちよりも悪い状態にあるでしょう。誰も軽蔑しないようにしましょう。そして、
へりくだりましょう。ディシュレットと私との間の「デフィ」(déﬁ, 競争) に入ってくだ
さい。
さようなら。神さまにおいて、神さまのためと、神さまをめざして愛し合いましょう。
私があなたを愛しているのと同じくらい、やさしくいつも愛し合いましょう。
アデル・ドゥ・バーツ
会 (Société) の皆さんによろしく

6. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1805 年 4 月 24 日

会 (Société) の皆さんとの文通は、私にはなんと快いことでしょう。神さまと私に対す
る、会員の皆さんの気持ちを読んで、なんと大きな喜びを覚えることでしょう。私が、た
だ神さまの栄光だけを目差しますように。私はまだ、人間的な感情でいっぱいです。それ
で、自然な情として、親愛なる友人の誰かからお便りをいただくと、大変嬉しい気持ちに
もなるのです。私は、喜んで、すべての会員を親愛なる友人と呼んでいます。
親愛なるテレーズとリュシィーユ7 は、熱が冷めているんじゃないかと心配です。長い
ことアクト (acte, 祈り) の提案をしていないのです。あなたかあなたのお姉さまに、「か
ようかようしかじかのアクトを提案します。」と言うぐらいはなんでもないことですし、
それに、提案があれば、あなたかお姉さまが私に通知してくれるでしょう。でも、ふたり
が、私が残念な気持ちでいると知ってほしくありません。私はふたりを、真の友人として
愛していますので、あの人たちが自分たちのことを、話題にさせてくれることが大変うれ
しいのです。それに、あの人たちの救いと霊的進歩に、私は大きな関心をいだいているの
です。
私たちの中の、誰かの熱が冷めるようなことがあれば呼びとめて、
「かわいそうな人、ど
こへ走って行っているのですか。神さまから逃げればしあわせから逃げることになるので
すよ。
」と言ってあげましょう。でも、私たちは、このような不幸なことにはなりたくな
いものです。私があなたのやさしいお姉さま方について申し上げたことは、まじめに受け
7

アガトの姉妹のテレーズ・ディシェとリィシィーユ・ディシェ。すべての会員は週の「アクト」を提供
する権利があった。
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とるよりも、冗談だと思ってもかまいません。私は、あの人たちの熱が冷めているんじゃ
ないかと私が少しでも疑念をいだいている、とあの人たちが思ってほしくないのです。残
念なことに、気持ちがひどくゆるんだ私には、熱の冷めた人を見る洞察力がないのでしょ
うか。
私たちは皆、気持ちのゆるみがないようにしましょう。私たちは、神さまからいただい
たお恵みについては、責任を取らなければならないでしょう。私たちのどんな小さな不忠
実も、罪です。でも、常に神さまに信頼しましょう。私たちは、自分自身では何もできな
いということは本当です。でも、神さまの助けがあれば、私たちにはすべてが可能です。
ですから希望をもちましょう。私たちのいちばん大きな過失は、絶望することだろうと思
います。なぜならそれは、神さまの無限の慈愛を、冒とくすることになるでしょうから。
慈愛は、神さまがいちばん大切にされている、神さまの完全性です。
もう少し長い手紙を書けないのは残念ですが、マドゥモワゼル・ドゥ・サン・タマンと
ベロック夫人にも手紙を書かなければなりませんので、あなたに書く時間がもうないので
す。あなたと、こんなに早くお別れするのは残念な気もします。お友達と話をするのは、
大変楽しいことだからです。でも、次の機会に、さっそく埋め合わせはしたいと思いま
す。それでは、同じ志をいだく者としての深い友情を受け取ってください。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さんに心からの口づけを送ります。そして、日曜日は、イエスのみ心の中でお
会いする約束をします。
私のために、神さまに祈ってください。私にはそれがとても必要なのです。覚えておい
ででしょうか。私たちが、ミサで霊的に心を合わせることを始めたころは、私たちが文通
で話し合うなんて思いもよらないことでした。
サン・ジュリアン叔母8 からは、ふとんを作るために、綿を 6 リーヴル† 買ってくれるよ
うに、あなたのお姉さまに頼んでほしいとの手紙を受けとりましたが、あなたのお姉さま
はお忙しいに違いありません‡ ので、他の人にお願いできないでしょうか。ご迷惑をおか
けして申し訳ありません。私もあなたのお役に立ちたいと思っています。

8

マリー・フランソワーズ・エリザベト、ドゥ・サン・ジュリアンと呼ばれていたドゥ・トランケレオン氏
の 3 番目の妹。彼女と同じようにプルイアンの修道院から追放された彼女の姉妹たちと一緒にコンドムで
女子寮を営んでいた。H. Rousseau, o.c., N.G. p.715
†
編者註：質量の単位。時代や地域により異なったが、1812 年 2 月 12 日、メートル法により、1 リーヴ
ル =500g と定められた。
‡
編者註：ジャンヌは結婚式を 1 週間以内に控えていた。
『アデルの手紙』の英訳より。
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7. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1805 年 4 月 30 日

主よ、来てください。急いで来てください。
望徳
いつものように、あなたには土曜日にお便りするつもりでしたが、あなたのお姉さま宛
の手紙は発送した後ですし、急いであなたに書かなければならないこともありますので、
今日の午後ポール9 に出かける人に、あなたへのお手紙を託します。それは、母からの頼
みで、ディシュレットにはもうお伝えしていたノヴェナ (9 日間の修業) を、始めていた
だくようお願いするためです。ノヴェナは、木曜日に始めていただけたらと思います。死
の危機に瀕している母の妹のためです。未だ小さい女の子が 3 人いますし、万が一の場合
には、困ったことになることがあるのです。そういうわけで、未だ生きていてほしいので
す。私は、会の皆さまが、そのために心を一つにしてくださることを希望しています。
私たちが祈る時、私たちの中にいてくださる主に、ひき続きお願いしましょう。慈愛深
い救い主に、願いを聞いていただけるよう、常に熱望しましょう。
「主よ、来てください。
急いで来てください。私は大変弱く、あなたが一緒にいてくださらないと私は倒れそうで
す。ですから主よ、来てください。これ以上あなたがおいでにならなければ、私は負けて
しまいます。早く私の願いに応えてください。あなたは、私の心が熱望する、すくなくと
も熱望したいと思う唯一の方です。」と申しあげましょう。
私たちが、ご聖体拝領、天使のパンに無関心であるとすれば、大変恥ずべきことです。
天使たちは、私たちほど親しく、ご聖体をいただくことはないにもかかわらず、そこに、
無上の喜びを見つけるというのに、私たちが、ご聖体を嫌うということができるでしょう
か。それにもかかわらず、私たちは、しばしばそのような状態にあるのです。後悔の気持
ちでふるえましょう。そして、私たちを弛みから立ち直らせるために、真理そのものであ
らせられるお方の口から出た、次の言葉を思い出しましょう、
「私の肉を食べない人、私
の血を飲まない人は永遠のいのちを得ないでしょう。
」
私たちの神さまを私たちがいただくよう、私たちを仕向けるためにおどしが必要でしょ
うか。私たちが、熱心にご聖体をいただくには、ご聖体をいただく許しがあれば十分で
あったのではないでしょうか。でも、ご聖体から遠ざかる人たちに対する、イエス・キリ
ストと教会のはっきりした命令とおどしにもかかわらず、ご聖体に近づく人が少ないのが
見られるとき、ご聖体拝領を、私たちの単なる信心業にまかせていたとすれば、どういう
9

ポール・サント・マリー、ガロンヌ河の右岸に建てられていて、アジャンから 20km、フガロルから 6km
のところにある小さい町。そこにはガロンヌ河を航行する船のため港がつくられていた。
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ことになっていたでしょうか。悪魔の食卓が会食者でいっぱいであると言うのに、ご自
分に対する無関心、ご自分の、見向きもされない食卓を見るということは、イエス・キリ
ストにとって、なんという侮辱でしょうか。それでも、大変やさしいお言葉で私たちを食
卓に招かれるのです、
「主は言われる、疲れている人、重荷を負っている人は皆来なさい。
重荷を軽くしてあげましょう。私があなたたちに与えるパンは、私の肉です。あなたたち
が飲む飲み物は、私の血です。」
偉大な神さま、弱い被造物にとって、神さまご自身によって養われるということは、な
んと名誉なことでしょう。ですから、聖なる愛であられる神さまの翼に運ばれて、楽しい
祝宴に駆けつけましょう。私たちのいちばん大きな悲しみは、それが、私たちから奪われ
ることであってほしいものです。それが私たちから奪われることは、私たちのいちばん
大きな償いでなければならないのに、それとは反対なのです。時々私たちは、その食卓か
ら遠ざかっています。そして、やっとそれに気づく程度なのです。少なくとも、私はそう
です。
私たちの心からの友人10 の結婚式は、たくさんの人を受け入れることになりましたが、
あなたは人々の中にあっても、主であられるお方のことを、考えることができたことで
しょう。そうです。神さまを愛し、自分の救いを望む魂にとって、人々の相手をすること
は-勿論、それが自分の楽しみのためでない限り-私たちがもたなければならない、神さま
への専心からそれるものではありません。
会員の皆さん、特に新婦によろしくお伝え下さい。
さようなら、心からの愛情をあなたにいだいています。
アデル・ドゥ・バーツ
土曜日は、手紙を書きません。あなたの方からは、いつものように、日曜日に返事を書
いていただいても結構です。日ごろは、日曜日にあなたが私に書き、私は、土曜日にあな
たに書いていますから。

8. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1805 年 5 月 8 日

神さまのみ国は、聖霊が与えてくださる平和と喜びの中にあります。

10

以後ベロック夫人或いは親しみをこめてディシュレットとよばれるジャンヌ・ディシェの結婚は復活祭
の週に行なわれた。
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神さまのみ国が私たちの中に来ることを願うのでしたら、私たちの魂が、平和であるよ
うにしましょう。常に、聖なる喜びの中にいるようにしましょう。悲しみは、乱れた良心
の印です。心静かに主に仕えましょう。主は、その福音の中で、
「私は、地上に平和では
なく戦争をもたらすために来た」と言われましたが、それは、私たちが、私たちの情念と
休戦してはならないこと、情念とは、常に戦わなければならないことだと理解されます。
主は、ご自身に「平和の神」という名を与えられました。福音には、他のことが望まれて
いるでしょうか。
預言者エリアは、強く吹く風の中にではなく、静かなそよ風の中に、神さまの存在を認
めた† のです。ですから、平和が失われ，心が乱れ、頭が混乱するがままにしておくとい
うことは、悪魔の誘惑です。悪魔は、私たちが、心静かな状態にあって、悪魔のすべての
罠を見分ける確かな目を持っている時よりも、むしろ、私たちが動揺しているのを見る時
に、私たちが誘惑に負けるように、仕向けることができるのです。ですから、最も大切な
宝の一つとして、心の平和を守りましょう。どんなできごとに出会っても、この平和を失
わないようにしましょう。偉大な使徒、パウロの勧めに従って喜びましょう。私たちの心
の中を支配しなければならない平和が、私たちの顔にも表われるようにしましょう。そし
て、私たちの心の中で、どんな動揺を感じても—私たちが動揺を感じることは決してない
ということは信じられません—それが、顔に出ないようにしましょう。常に、静かな雰囲
気をもつようにしましょう。激情に身を委ねることのないようにしましょう。
私たちの立ち居振舞の全般にわたって、控え目でありたいものです。私たちの視線が、
危険なものの上にとどまることのないように注意したいものです。常に、私たちの心の目
を、天におられる花婿に向けるようにしましょう。その愛の秘跡において、花婿を訪ねる
しあわせを熱望しましょう。花婿を愛しましょう。心をつくし、魂をつくし、力をつくし
て花婿を愛することによって、私たちの心は神さまに結ばれ、無秩序に被造物に結ばれる
ことはないでしょう。
私たちは、まだ誘惑に陥りやすい年令です。私たちには、戦わなければならないことが
たくさんあります。聖なる勇気によって、心の備えをしましょう。私たちがこれから出会
う試練に、神さまが打ち勝たせてくださるように、お互いのために祈りましょう。
あなたのお姉さまに、復活祭後の八日間の時期に、コンドムに行くということを書かな
ければよかったと思います。と申しますのも、お姉さまは、そのころにおいでになるお気
持ちだったかも知れませんし、私が書いたことで、おいでになることを遅らせることにな
るかも知れないのです。お姉さまには、わたしが行かなければならないとかなんとかは
お考えにならずに、できるだけ早く来てほしいのです。おいでになることを遅らせれば、
今はもう結婚なさっていますので、いろいろなことがあって、後はもういつになるかわか
†

編者註：エリヤとも言う。列王記 上 第 19 章第 11-14 節。
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らなくなります。こういうわけで、お姉さまに書いたことを悔やんでいるのです。お姉さ
まは、それは私にとって犠牲でないと考えられてもさしつかえありません。いずれにして
も、お姉さまには会えることになるでしょうから、お姉さまの方から、いづごろお会いす
ることができるか、おおよそのところを私にお手紙で知らせていただきたいのです。
お姉さまと他の会員の皆さまに、私からよろしくお伝え下さい。皆さまとは、日曜日、
目を覚ました時に、イエスの神なるみ心の中でお会いする約束をします。その際、一週間
を立派にすごすために心を固めます。この方法はとてもいいやり方です。
さようなら。私があなたを愛しているように、いつも私を愛してください。そうすれ
ば、愛されているという確信がもてます。
アデル・ドゥ・バーツ
ヴィルヌーヴ・ドゥ・マルサンの会員の皆さまのための手紙の下書きに、私の手紙を折
り込みます。下書きは、私に送り返されても結構です。私があなたに手紙を書いているこ
とが分からないようにそうしました。

9. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
あらぬ中傷をうけた人は誰でしょうか。アガトの霊的指導司祭のムネ師だろうか. . .

+J. M. J. T.

1805 年 5 月 29 日

うちひしがれた魂の唯一の慰めは、神さまおひとりです。
あなたが苦しみのなかにいることが分かります。私も悲しい思いです。あなたが話し
てくれた人について、とやかく言われていることにあなたが気をもんでいることは、理解
でいます。あなたに何を申しあげたらよろしいでしょうか。友人として、友情の慰めをし
てさし上げるよう努めましょう。そして更に、キリスト者の友人として、このような場合
に、信仰が与えてくれる、しっかりとした本当の慰めをさし上げましょう。
あなたの苦しみは、罪のない人に罪が着せられ、中傷を人が信じるということです。と
ころで、このようなことは、常にあったことですし、これからも常に起こることでしょう。
そうです。常に悪徳は栄え、善徳は圧迫を受けるのです。私たちの神なる主おん自ら、使
徒たちと使徒たちを信じる人たちに言われました、
「あなたたちは泣くでしょう。そして、
世は喜びの中にあるでしょう。
」主は、更につけ加えて言われます、
「しかし、あなたたち
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の悲しみは喜びに変わるだろう。
」そうです。天国で、さげすみや来苦しみなどの代償を
見ることになるのです。
あなたが私に話してくださる人が、神さまにとって大切な人であればあるほど、神さま
は、この世でその人を清めあの世で報いるために、ちょうど、人が、かまどの中で金を純
化するように、その人を純化しようと望まれるのです。
徳の大きな印は、多くの中傷をうけ、それに忍耐強く耐えるということです。四方から
いどまれる戦いの中で、心安らかでいられるのは、罪のないことでしかあり得ないので
す。その上、神さまはしばしば、人を長い間圧迫させておいた後に、その人の無罪を明ら
かにされるのです。すべてのキリスト者は、神なる主の後に従って歩くことを、しあわせ
と思わなければなりません。イエス・キリストよりもさげすまれ、中傷され、愚弄された
人がいるでしょうか。
もし、私たちが、この神なる模範をよく見つめれば、人々のくだらない話に、そう簡単
に心を乱されることはないでしょう。それに、人々が私たちのことをとやかく言ったとし
ても、そのことが、私たちをより悪くすることもより良くすることもありません。ですか
ら、隣人についての中傷を耳にするとき、無反応な沈黙を守るか、その場から去るように
しましょう。
私たちが好意をいだく人についての中傷を聞く苦しみを、聖なるおとめマリアが、その
至愛なる御子があざけられるのをごらんになって耐えられた、苦しみに合わせましょう。
そうすれば、神さまのみ前に功徳をつむことになるでしょう。そして、その功徳は、私た
ちの罪、特に、私たちがその人に対してもっている、おそらくは、あまりにも自然な結び
つきをあがなう助けとなるでしょう。
あなたが必要としている慰めをあなたの魂にあたえるために、あなたに対する私の愛徳
と友情で、私はこのような考えをいだきました。私は、自分の経験からあなたのことを判
断します。この種の十字架には、私はとても敏感です。私も、しばしばそのような十字架
を経験します。あなたが好意をよせているということで、私も好意をよせているその人の
ために、私のささやかな祈りをあなたの祈りに合わせます。
さようなら。私の心からの友情を信じていてください。
アデル・ドゥ・バーツ
すべての会員に口づけを送ります。そして、日曜日、聖霊降臨の祝日、朝 9 時に、聖霊
が使徒たちの上にくだられた高間で、皆さんにお会いする約束をします。神なる愛の翼に
のせて、私たちがささげる熱い願望によって、聖霊が私たちの中に来てくださるよう努め
ましょう。
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10. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは召命についての大切な質問をします。

+J. M. J. T.

1805 年 6 月 4 日

光の霊よ、私の闇を照らしてください。
使徒たちの上にくだられ、そして、私たちに心の備えがあったらば、私たちの上にもく
だられたはずの神なる霊は、光の霊です。ですから、この光に、私たちの歩み、私たちの
やり方、私たちの活動を照らしてくださるよう懇願しましょう。私たちは、まだまだ若い
から、更にもっと光が必要です。神なる霊が私たちをどのような身分に予定されておられ
るのか、ご自身が選ばれることのない、他の身分には私たちに拒まれるお恵みを、どうい
う身分なら私たちに与えてくださるのかを知るために、私たちは霊の照らしをいただく必
要があります11 。
霊の働くがままにさせておきましょう。霊は、私たち以上に、私たちにふさわしい場所
をご存知です。巧みな導き手であられる霊に、導いていただきましょう。常に、私たちの
願望と計画を霊に委ねましょう。ある身分に入る考えをいだくような場合には、そのこと
は、考えないようにしましょう。話さないようにしましょう。それは、人間的自然的動機
が、その身分に対する誤った好みを、全く与えることがないようにするためです。
私たちがもう少し上の、ある年令に達すれば、私たちの好み、私たちの傾き、そして、
他の身分以上に、ある身分に私たちを方向づけ得る動機を、検討することができるでしょ
う。でも、いつも聖霊の導きを願い、私たちの魂の指導の任を帯びている人に、相談しな
ければならないでしょう。神さまは、指導者を通じて私たちにご自分の意志を知らせてく
ださるでしょう。
それまでは、聖霊の光を懇願することにとどめておきましょう。神さまが、決定的に私
たちを、ある身分においてくださるか、または、今私たちが生きている身分を、最終的に
固めるまで、毎日、以下の短いお祈りをすることを勧めます、
「神なる霊よ、あなたの神な
る光で私たちを照らしてください。あなたの聖なる愛によって、私たちの心を燃えたたせ
てください。
」私たちは、この祈りをおそらく数年間は続けることになるでしょう。それ
でも構わないでしょう。忠実にその祈りを唱えましょう。そして、熱心に唱えましょう。
私たちが、私たちの主イエス・キリストの名によってお願いすれば、慈愛深い神さまは、
私たちの祈りを聞き入れてくださるでしょう。イエスご自身言われました、
「あなたたち
11

アデルがこの手紙を書いた時は 16 歳になろうとしていた。
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が私の名によって私の父に願うことは、すべてかなえられるでしょう。
」
ベロック夫人を除いて、他の会員の皆さまにも同じようにすることを勧めます。ベロッ
ク夫人は、ご自分の救いとご主人の救いのため、神さまが定められたと思わなければなら
ない身分をもう固めました。
この手紙が出発する日に、あなたと私が心配しているお姉さまから手紙を受け取るこ
とを期待しています。と申しますのも、2 回配達がありましたけれども、お姉さまからの
手紙はありませんでした。もし、お姉さまがご病気なら、その後の様子をお知らせくださ
い。あなたの友情にかけてそうしていただけることを期待しています。多分、デュクル
ノ氏からシャルルが手紙をお届けすると思います。木曜日にお手元に届くと思いますが、
二人が、定期市に行かないということになれば、手紙はお手元には土曜日にしか届かない
ことになるでしょう。
さようなら。少し私のことを思ってください。私は、しばしばあなたのことを思ってい
ます。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまによろしく。イエスの聖なるみ心の中で、皆さまに口づけを送ります。キ
リストの聖体の祝日† 後の八日間毎日、聖体降福式で皆さんにお会いする約束をします。そ
して、聖体祭儀において、救い主が受けられる侮辱の償いをします。
手紙を書き終えたところに、ディシュレットからの手紙が届きました。その手紙は、私
を安心させてくれた反面、悲しい思いにもなりました。ムネ師についての残念なことを、
手紙で知らせてくれていることが分かったからです。あなたの悲しみとテレーズの悲し
みを私も分かち合います。忍耐するように、そして、主の指示に従うようお勧めします。
主は、何が必要か私たちよりもよくご存知です。

11. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
デュクルノ氏とシャルルは、先の手紙を持って行きました。そして、ディシェ家で歓待を受けて大変喜
んで帰ってきました。二人は、アガトの妹アデル・ディシェを大変ほめました。

+J. M. J. T.
誰が私たちをイエス・キリストの愛から離すでしょう。

†

編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。

1805 年 6 月 8 日
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ちょっとしたことでイエス・キリストの愛から離れる私たちが、
「誰が私たちをイエス・
キリストの愛から離すでしょう」と言う資格があるでしょうか。神なる主よりも、被造物
の方をしばしば選んできた私たちです。残念なことに、むしろ、「誰が私たちをイエス・
キリストに結びつけるでしょう」と言うべきではないでしょうか。私たちのため、主が耐
え忍ぶことを望まれたすべてのこと、主が私たちに与えてくださった、そして、今も与え
てくださるすべての限りない恵みも、私たちがもう決して離れることがないほどに、私た
ちを、イエス・キリストに強く結びつけるようにすることはできないのです。
ちょっとした試みに会うと、すぐに私たちが勇気を失い、戦いの場から逃げ出すのをみ
るときに、私たちは、
「誰が私たちをイエス・キリストの愛から離すでしょう」と言える
でしょうか。慈愛深い救い主には、私たちの愛に値するどのような魅力があり得ることで
しょうか。私たちは、目がくらんでいます。イエス・キリストへの愛と被造物への愛の間
に、私たちの心をめぐる長い奪い合いがあるのでしょうか。私たちをイエス・キリストへ
結びつける愛は、切ることが難しいほど強いものでしょうか。結び目は、しっかり結ばれ
ているでしょうか。残念ですが、苦難や不安、病気あるいは、死に耐え得る人は本当に少
ないのです。
ますます私たちの主イエスに結びつきましょう。イエスさまを愛しましょう。世の何
物もこの愛から私たちを離すことがもうできない、ということでありたいものです。
私と、私が大きくかかわっている人のために祈ってください。その人は今、お祈りが必
要なのです。
あなたに渡してもらえるように、この手紙はここに残していきます。あなたが、私から
の手紙を受け取られるころは、私は多分コンドムでしょう。でも、あなたからの手紙は届
けてもらえると思います。
あなたは、デュクルノ氏に会いましたね。食卓では、あなたのそばだったと言っておら
れました。氏の代わりに、私があなたのそばには座りたかったような気がします。でも、
いつかは、そのような機会が与えられるだろうと期待しています。
もうこれ以上、あなたとお話はできません。残念ですがここでお別れします。私がいつ
もあなたのそばにいる、ということを考えてください。
アデル・ドゥ・バーツ
私の愛する会員の皆さまによろしく。あなたの妹さんのアデルに口づけを送ります。と
ても魅力的な方だとうかがいました。いつかアデルに、会のメンバーになっていただくと
いいですね。
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12. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、コンドムに長く滞在して帰ってきました。ジャンヌを毎日待ちながら、アガトに手紙を書き、
聖ペトロの祝日† のための規則を授けました。

+J. M. J. T.

1805 年 6 月 27 日

お姉さまが来られるのを毎日心待ちにしながらあなたに手紙を書いています。手紙は
あなた宛に出します。あなたからのお便りがありませんので、お姉さまの旅行が延期され
たのではないかと心配しています。お姉さまがおいでになることが遅れるということは、
大変辛いことですが、何日か遅れることの犠牲を主に捧げなかったら、一緒にいることが
できる時間を、有効に生かせない心の状態になることでしょう。
また、お姉さまに会えることになっても、お姉さまが、不測の出来事に身をさらすこと
になれば、残念なことですし、もしそうなれば、悔やみきれないことになるでしょう。で
すから、お姉さまには分別をわきまえられて、主に犠牲を捧げることを心得てくださいま
すようお勧めします。その犠牲は、お姉さまにとってよりは、私にとっての方がより大き
いものだろうと思います。もし危険があって、お姉さまがそれに身をさらすことは、神さ
まに背くことだとお姉さまには言っておきます。お姉さまは、私がキリスト信者の友人と
して話していることを理解できます。と申しますのも、もし私が、自然の傾きに従うなら
別の全く違った言い方をするでしょう。
聖ペトロの祝日のための規則を与えておきます。
朝の黙想は、その傲慢からくる聖ペトロの罪と、聖ペトロがその罪のために行った償い
についてです。晩の黙想は、聖パウロの奇跡的な回心と、お恵みの効果についてです。
来週のアクト (acte, 祈り) は、「神さま私を助けにきてください。主よ、急いで私を助
けにきてください」です。
マドゥモワゼル・ドゥ・サン・タマンから、今週のためのアクト (acte, 祈り) の提案が
ありましたが、今週のためには私たちの提案したものがありますので、それは、他の週に
まわすことにしましょう。
聖ペトロの祝日には、私たちも痛悔をいたしましょう。そして、聖ペトロにならって、
私たちの罪を、少なくとも心の中で悔いるようにしましょう。その日に、聖パウロにな
らって、聖ペトロが 3 度イエス・キリストを否んだ償いとして、次の祈りを 3 度唱えま
‡
しょう。「主よ、私はどうすればいいでしょうか。
」

†
‡

編者註：6 月 29 日。
編者註：使徒言行録第 22 章第 10 節。
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さようなら。私はずっとあなたのそばにいます。もっと長く、あなたとお話ができない
ことを残念に思います。会員の皆さまに口づけを送ります。
手紙は、マドゥモワゼル・ドゥ・サン・タマンに送るか渡すかしてください。
アデル・ドゥ・バーツ
お姉さまからお手紙をいただきました。神さまのみ旨におまかせします。

13. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルがアガトに手紙を書いた時には、ベロック夫人がトランケレオンにいました。

+J. M. J. T.

1805 年 7 月 5 日

神さま、あなたを愛することがあまりにも遅すぎたことを後悔します。
大変うれしい気持ちであなたに書いています。あなたのお姉さまが、私のそばにいらっ
しゃるのです。あなたがお姉さまと一緒にいらっしゃることを喜ぶあなたの気持ちで、私
の気持ちを考えてください。徳に進歩するために、また、私に、お姉さまと会える喜びを
与えてくださったお方に対する、愛が大きくなるために、お姉さまと会うことを私が利用
できるよう、神さまに、祈ってください。
残念なことには、私たちは、この限りなく善良で限りなく慈愛深いお方を愛するのが、
あまりにも遅すぎました。私たちは、そのお方を愛していますと今でも言うことができる
でしょうか。少なくとも私たちの愛は、まだまだ弱いものです。私たちは、この神なるお
方に対して熱く燃えなければならないのに、全く冷たいのです。私たちが、燃えさかる愛
で神さまを愛した多くの聖人たちと自分を比較してみるとき、そこには何という違いが
あることでしょう。でも、その同じ神さまが、私たちにも同じようなお恵みを与えてくだ
さったのです。
その上に、これまでに、今神さまを愛している以上に、神さまを愛した時があったので
はないでしょうか。あのよき日、あのしあわせな日はどこへ行ったのでしょう。最初に私
たちに与えてくださった恩恵に加えて、毎日新しい恩恵を与えてくださるお方に対する
私の愛を、誰が弱めることができたのでしょうか。ああ、私たちは何と恩知らずなことで
しょうか。
特に、明日の土曜日は、私のために祈ってください。告解をしに行くことになっている
のです。
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あなたがとうとう決断して、セール師を頼って行かれたことをうれしくうかがいまし
た。ムネ師から離れるあなたの苦しみには、心から同情します。でも、指導者を変える苦
しみが、あなたをあまりにも長いこと、聖なる食卓から遠ざけるようなことがあってはな
りません。この天の食べ物、私たちを強い者としてくださる、このパン以上に、何が、こ
の定めない世で私たちを支えてくれ、そして、定めない世にはつきものの、苦しみを耐え
させてくれるでしょうか。自分からは、決して聖なる食卓から遠ざからないようにしま
しょう。また、遠ざけられないようにもしましょう。私たちは、神さまの裁きの時に、私
たちの過失のために欠かしたご聖体拝領の責任を、取らなければならないでしょう。この
ような考えは、特に、私のようなとがむべきところがたくさんある人を、震えさせるはず
です. . .
私は、会員の中でもっとも弱い者で、しかもいちばん多く忠告をしています。おかしい
ことではありませんか。いいえ、そんなことはありません。神さまは、時々、偉大なこと
をなされるのにいちばんつまらない道具をつかわれるのです。私が、あなたにお願いした
いこと、是非お願いしたいことは、あなたの方からも忠告をいただくことです。他の会員
の皆さまにも、同じお願いをしたいと思います。何か言うべきいいことが会員の皆さまに
あれば、言ってほしいと思います。あなたは、それをわたしに伝えてください。そのこと
が私には嬉しいということを、会員の皆さまに知っていただきたいものです。会員の皆さ
まの善意を疑っていませんので、あなたを通じて、ちょっとしたことを言わせていただけ
ると信じます。
皆さまには、すでにアクト (acte, 祈り) の提案をいただいています。マドゥモワゼル・
リュシールのアクトは、大変嬉しいものでした。アクトは、私たちの善業に次いで、神さ
まにいちばん快い実践だと思います。イエス・キリストに対する愛において、自分の力以
上のものを出すよう、聖なる競争心をもちましょう。イエス・キリストを誰よりも愛する
という競争心が、神なる救い主には、いちばん快いものとなるでしょう。それは、何と人
の心をとらえるタイトルでしょう。
さようなら。私は、いつまでもあなたの誠実な友人です。マドゥモワゼル・ペロから便
りがありましたか。あの方には、私も関心をいだいています。あなたのお友だちというこ
ともありますが、それよりもあの方が、神さまのことを愛しているからです。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さんに、心から口づけを送ります。そして、ご家族の皆さまにもよろしくお伝
え下さい。マドゥモワゼル・サン・タマンのために書いた手紙を、あなた宛に出しました
が、受けとっていただきましたか。グランデ氏に持って行っていただきました。未だ受け
取っていないのでしたら請求してください。
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14. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトが、姉のジャンヌはトランケレオンに少し長くいすぎるともらしたので、アデルはやさしくたし
なめています。

+J. M. J. T.

1805 年 7 月 14 日

お姉さまと一緒にいられる時間が大変短いので、一緒にいる時間を、一分でも無駄にし
たくない私の気持ちを、あなたには予想できると思います。ですから、あなたに長い手紙
を書くことはできません。
教皇様から祝福をいただいたロザリオを、あなたとあなたの姉妹の皆さま、そして、マ
ドゥモワゼル・サン・タマンのために送ります。ロザリオは、きれいなものであればよ
かったのですが、ごくありふれたものです。でも、ロザリオに求めなければならないもの
は、美しさではなく、ロザリオと結びつけられている数多くのお恵みです。そして、それ
は、私たちが、それらの恵みをいただくことができれば、しあわせな恵みです。会員全員
の祈りを合わせれば、お恵みの与え主がそのお恵みをいただく手段とお恵みを、与えてく
ださると期待しなければなりません。

10 月には、あなたに会いに行けるのではないかと考えています。それが実現すれば、私
にはどんなに嬉しいことか、考えてもみてください。叔母の一人が、それを私に約束して
くださいました。父と母は、そのことを未だ知りません。それを、確かなこととして知ら
せるようなことはしないでください。叔母が父と母に言うまでは、父と母がそのことを
知ってほしくないのです。それまで、この訪問が、天におられる花婿の栄光となるお恵
みが得られるように、天使祝詞を 1 回唱えることを提案します。天におられる花婿の栄光
は、会員が目ざさなければならない目的です。ディシュレットが都合でできない時は、あ
なたか、あなたの姉妹のどなたか代わってやっていただけるよう期待しています。あなた
に会えると思うと嬉しくなる私の気持ちを想像してください。
私は、あなたのことを少し怒っています。あなたは、私が何日間か、あなたのお姉さま
と一緒に過ごすことを拒むのですか。あなたは一年中お姉さまのそばにいるではありませ
んか。あなたが私のために、そのような犠牲をしたくない人であるようにも思えました。
いずれにしましても、お姉さまはお返しします。そして、おそらく今後は、一緒に過ごさ
せていただくことはそうないでしょう。このようなことを思うと、大変悲しいです。
さようなら。あなたはちょっぴり意地悪ですが、いつもあなたのことを愛しています。
アデル・ドゥ・バーツ
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15. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、世俗を避けること、禁欲の実行について良識ある考えを述べています。

+J. M. J. T.

1805 年 7 月 23 日

神さま、私はあなたを愛します。
長いことあなたにお便りしていないような気がします。今日は、嬉しいことにあなたに
手紙を書いて、私の心からの友情と私の心があなたに対して感じるもろもろのことを、口
頭で言うことができる時が近づく喜びを、お伝えします。
聖母の被昇天の祝日† が近づいてまいります。被昇天では、聖なるおとめマリアが、愛
によって死去されたのです。おとめマリアの模範にならって、神さまに対する愛によっ
て、私たちの中のすべての悪い習慣、すべての節度のない傾きが、死滅するように努力し
ましょう。そうです。
「イエス・キリストのまねび」が、
「愛は強く、それをとめるものは
何もない。愛は走り、愛は飛ぶ」というように、私たちがあこがれる、しあわせな最期に
むかって走りましょう。聖なる愛の翼にのって飛んで行きましょう。このように飛んで
行けば、不幸な滞在地ながら、私たちがとても執着している滞在地である地上に、触れる
ことはないでしょう。地上は、勇気をもって戦い勝利をおさめる人々だけに約束された天
の遺産を失う危険が常にある、滞在地です。
できるかぎり、世俗を避けましょう。世俗は、常に危険なものです。世俗で、しばしば
純心さを失い、神さまを忘れ、そのよこしまな基準に引きづられるのです。
誘惑の機会を避け、騒ぎや喧噪から離れて、神さまと一人きりで静かに自分の義務を
せっせと果たす魂のしあわせは、どんなにすばらしいしあわせでしょうか。何故なら、神
さまは、ご自身の前で忠実に義務を果たす人に、報いてくださるでしょうから。このよう
に考えれば、大変厳しい試練も、快いものに思えるのです。そして、神さまが報いてくだ
さるといつも思うのです。大変大きな苦しみの中に快さを見い出すのに、これ以上のこと
は必要ではありません。
私たちがこんな具合であれば、どんなにかしあわせなことでしょう。そのようになるよ
う努力しましょう。すべてのことにおいて、禁欲を実行しましょう。私たちは罪を犯した
のですから、身を懲めるようにしましょう。別な言い方をすれば、衣服のことで虚栄の気
持ちが起きたら、身につけたいものを身につけないで、時々苦行をしましょう。食べ物に
楽しみを求めすぎて、罪を犯すようなことがあれば、何かを食べないようにしましょう。
†

編者註：8 月 15 日。
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ベッドについても同じです。ベッドの中があまりにも気持ちがよければ、それがほんの 5
分であっても、少し早くベッドから出ましょう。ある種の怠けから座席を立たないため、
あることをのがれたりないがしろにしたりするようなことがあれば、苦行のために、まだ
したくない他のことをしに行かなければならないでしょう。このように、私たちが陥るこ
とのあり得る他のことにも、いろいろできるでしょう。
私は、あなたにいろいろと助言しますから、あなたは、私が会の特権を生かしているこ
とが分るでしょう。お願いですから、あなたも同じようにして下さい。私の方からだけ、
一方的に助言をするということになれば、私も助言することが億くうになります。
さようなら。私のために、天におられる花婿にお祈りしてください。天におられる花婿
のみ心においてあなたに口づけを送りあなたに対する私の友情を、お約束します。
アデル・ドゥ・バーツ
私たちの主において、愛する会員の皆さまに心からの口づけを送ります。

16. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトから、自分の考えが反対にあって、なかなか我慢できないと知らせて来ましたので、アデルは、嘆
かないで、耐え忍ばれる救い主を黙想するよう勧めます。

+J. M. J. T.

1805 年 8 月 13 日

忍耐してあなたたちの魂を抑制しなさい。
あなたからのお手紙は、内容がどんなものでもうれしいです。ひき続き文通しましょ
う。私たちは、手紙で神さまのことをお話しますから、私たちの手紙は、私たちの魂に
とって有益なもの以外の何ものでもありません。
あなたにお会いできることを待遠しく思います。間もなくお会いできるとは思います
が、そのことを心から望んでいます。あなたは、私の助言が必要だと言われますけど、助
言を頼む人を間違っていませんか。それでも、あなたも同じように私に助言してくださる
なら、私にできるかぎりの範囲で、あなたに有益と思われる助言をさせて頂くよう努めま
しょう。助言をするということは、私の約束ごとでもありますし、会の約束ごとでもあり
ますから。
あなたは、何も我慢できないと嘆いておられます。ひどいののしり、あってはならない
侮辱、大変残酷な苦しみに耐えておられる私たちの神なる救い主をじっと見ましょう。嘆
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きもせずに耐えておられるのです。この神なる模範を黙想することは、忍耐を強めるのに
とてもいいことです。それでも私たちは、しばしば不機嫌になったり、私たちの性格の激
しさに負けたりします。
イエス・キリストは、
「私は心柔和で、謙遜です、私に学びなさい† 」と言われます。で
すから私たちは、いらいらした気持ちを、外に全く表わさないようにするだけでなく、私
たちの心の中で起きる気持ちを抑えるように努めて、イエス・キリストのやさしさを模倣
しなければなりません。私たちの本性は放縦で、何も我慢したくないのです。本性を手
なづけなければなりません。さもないと、
「なぜそうなのか」と言うでしょう。神さまは、
平和な心を愛されます。神さまは、自分の心を平和に保つことのできる人の心に、住まわ
れるのです。
先ず、私たちが、どんなに耐え忍んでも、私たちの数えきれないほどの罪を、あがなう
ことはできないことを確信しましょう。私たちは、罪を楽しみとしました。だから、罪の
苦しみを耐え忍ぶのは正当なことです。怒りや不忍耐、つぶやきや恨みに、身をまかせる
ようなことは決してしないようにしましょう。聖フランソワ・ドゥ・サール‡ の模範にな
らって、私たちの心がたかぶった時には、私たちの舌が話すことのないよう、心と舌の間
の協定を結びましょう。神さまに、忍耐のお恵みをお願いしましょう。毎晩、小さなこと
がらにも過ちに陥ることがなかったかどうか糺明しましょう。そして、小さな償いを自分
に課しましょう。このようにすれば、神さまは、私たちが神さまのお気に召すためにする
仕事を、祝福してくださるでしょう。そして、最後には私たちを、この不幸な欠点から解
放してくださるでしょう。
自分の感情に負けやすい私のために祈ってください。そして、私が感情に勝てるよう、
あなたからも勇気づけてください。
さようならアガト。いつも私を愛してください。私の愛情は、相互性をもったものであ
ることを信じてください。
アデル・ドゥ・バーツ
あなたの姉妹の皆さまに、私からよろしくとお伝えください。

17. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、マリアさまの徳について会員たちと話しています。

†

編者註：マタイによる福音書 第 11 章第 29 節。
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
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J. M. J. T.

1805 年 8 月 20 日

少し忙しいですけど、しばらくの間でもあなたとお話しするのを欠かしたくはあり余せ
ん。いつもよりは短めにします。
何をあなたとお話しましょうか。話題を探すのに、長い時間が必要ではありませんね。
マリアさまの徳が十分な話題を提供してくれます。マリアさまの徳は、特に、マリアに捧
げられた「聖母の被昇天」と「聖マリアの誕生† 」の二つの祝日の間の期間、私たちの模
倣の対象とならなければなりません。
純潔、人間的というよりは天使的なこの徳は、聖なるおとめマリアが、いちばん高いレ
ベルで自分のものとされた徳です。マリアさまは、天使が青年の姿をして入ってくるのを
みたとたん、心が動揺しました。そして、天使が、おとめのままでいることを保証したと
き、はじめて、神の母となることに同意されたのです。マリアさまの模範にならって、こ
の貴重な徳を、ただ曇らせるだけであっても、そのようなすべての機会を避けましょう。
それは、私たちが土の器に入れてもっている徳なのです。避けること、それが反対の情念
に勝つ唯一の方法です。このデリケートな徳を身につけるために、どんなに小さな考えに
も心を止めないようにしましょう。私たちの視線、身振、態度は、慎みをむねとしたいも
のです。会話が、何か悪い考えを起こさせることがわかったら避けましょう。おとめの
元后にすがりましょう。そうすれば、私たちは、この徳を身につけることができるでしょ
う。更に、私たちは、特に、
「聖マリアの誕生」の祝日まで、この徳のために努力しなけ
ればなりません。
謙遜もまた、聖なるおとめマリアが気に入れられた徳です。マリアさまは、誉れある挨
拶に動揺されました。そして、ご自身が、神さまのはしためであることを認めて、はじめ
て神の母になるという天使の約束に答えられたのです。この徳を模倣しましょう。そし
て、いつも自分が、
「無益のしもべ」であることを認めましょう。神さまがすべての善の
つくり主であられることを実際に認めて、何も自慢することがないようにしましょう。
従順もまた、マリアさまの中に、すばらしい形でみられる徳です。主からの啓示を受け
られるとすぐに—辛い旅行ではありましたが—エリザベトを訪問するためでかけられま
した。皇帝の命令に従うために、時節の厳しさと出産の近い身重な体でありながら、ベト
レヘムまで、登録のために行かれました。神さまが、善を行うように私たちに示してくだ
さることにおいて、この従順を模倣しましょう。そして、長上の命令には、正確に理屈を
言わずに従いましょう。
神さまに対する愛は、この比類のないおとめの中で特に輝いています。マリアさまの模
範にならって、いつも新たなる熱い思いをこめて、神さまを愛しましょう。そして、愛は、
†

編者註：9 月 8 日。
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マリアさまの勝利の源でありましたが、私たちが、本当に誠実に、心から愛するなら、私
たちの勝利の源ともなるということを覚えておきましょう。
苦しみの中での忍耐も、聖なるおとめマリアにあっては完全なものでした。私たちが
かかわりをもち、私たちが愛する人たちが中傷をうけ苦しんでいるのを見る時、マリアさ
まと同じように耐え忍びましょう。そして、私たち自身も、神さまに対する愛のため、ま
た、多くの罰を受けるに値する私たちの罪を消すために、耐え忍びましょう。聖なるおと
めマリアは、全く罪を犯すようなことはなさらなかったのに、大変苦しまれました。
さようなら。長い手紙は書かないと言っていながら、いつもと同じくらいの手紙になり
ました。それでもあなたには苦にならないと思います。
もう一度さようなら。いつも私を愛してください。そして、特に、十字架像の下で私の
ことを思い出してください。
アデル・ドゥ・バーツ

18. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは友人に、「平和と和解」の秘跡の効用を思い出させます。

+J. M. J. T.

1805 年 9 月 1 日

私たちが絶えず罪を犯すのに、いつも私たちを赦してくださる神さまは、なんと善愛深
くいらっしゃるのでしょう。神さまは、私たちがふさわしい心でその秘跡をうければ、そ
のつど私たちを赦してくださり、そして、私たちが失った無罪の状態に再び私たちを、し
てくださるという、そのような秘跡を制定してくださいました。
その秘跡が私たちに与えてくれる善、私たちに返してくれる心の平和は、その秘跡を受
けるときに感じる不愉快さや恥ずかしさを耐え忍ぶのに、十分値するのではないでしょう
か。神聖な裁きの庭にいる司祭を、イエス・キリストの代わりと見なしましょう。私たち
が罪を告白するのは、やさしく慈悲深い神さま、私たちがすることは何でもご存知の神さ
まに対してであると考えましょう。尊敬をもって従順に、司祭の指図と忠告を受けましょ
う。神さまが、司祭の口を通して語られるのです。司祭を通して神さまは、私たちにご自
分の意志を知らせてくださるのです。
今後は、告解するに当たっては、過去を深く痛悔し、将来に向かっては、しっかりとし
た決心をもちましょう。そうすれば、告解の後は、私たちは、はるかに強いものとなって
悪魔の攻撃に逆らうことができるでしょう。悪魔は、私たちを誘惑し、私たちの囲りをう
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ろついています。でも、イエス・キリストの力によって、悪魔に勝つことができるでしょ
う。私たちは何もできませんが、
「でも、私たちを強めてくださるお方において、すべて
が可能です」。神さまのお恵みを願いましょう。そうすれば、お恵みを受けるでしょう。
「願いなさい。そうすれば与えられるでしょう」。
さようなら。やがて、直接自分の口であなたに口づけする時を、神さまが与えてくださ
いますように。今は願望によってあなたに口づけを送りますが、その時は、今と同じよう
に心からの口づけになると約束します。
会員の皆さまにも口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

19. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは友人に、「人間と創造された物からの解脱」の敬虔なデフィ (déﬁ, 競争)」を提案します。

+J. M. J. T.

1805 年 9 月 10 日

あなたが私に対していつも友情を表わしてくださるので、私のあなたに対する友情も深
まる一方です。手紙以外の方法で、私の友情をはっきりあなたに示すことのできる日を、
待遠しく思います。それまで、敬虔なアニェス・ドゥ・カラ・サンタとヴィルジニの模範†
に従って、あなたに敬虔なデフィ (déﬁ, 競争) を申しこみます。
イエス・キリストに仕えるということで、志を同じくするあなたがご存知のように、人
間と創られた物からの解脱は、イエス・キリストの本当のはしためになろうとする魂、更
に、少なくともイエス・キリストの花嫁というしあわせをもつ魂にとっては、絶対に必要
なものです。私は、私たちの主が求められるだけ、人間からも、創られた物からも、心に
おいても、愛情においても、解脱することをあなたと競いたいと思います。
日曜日は、解脱について黙想することを提案します。その時、何から、また、どのよう
に解脱しなければならないかを考えましょう。そのために必要なことはなんでもする、堅
い決心をしましょう。そして、このような辛いことにとりかかるために、神さまのお恵み
を懇願しましょう。神さまのお恵みと愛が、それを私たちには快いものと思わせてくれる
でしょう。私たちがそのようなことをするのは、神さまのためだからです。

†

編者註：この時代の評判の本『熱烈な修練者』La fervente novice の主人公の名前。主人公の 2 人が完
徳の追求において互いにいかに勇気づけるかを作者は描いている。『アデルの手紙』の英訳より。
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私たちの愛すべき救い主と、すべての聖人たちが十字架と苦しみの生活をしたというの
に、私たちは、心静かでしあわせな生活を、地上でしようと望むのでしょうか。茨の冠を
いただいた頭の下に、弱い肢体があるというのは、なんと恥ずかしいことでしょうか。
私たちは、おそらく、私たちが考えているよりも早くこの地上を去るでしょう。地上に、
執着するだけのことがあるでしょうか。なんという愚かさ、なんという迷妄でしょう。
心を残しながらあなたとお別れします。あなたに手紙を書く時は、しばしば忙しいので
す。次の機会に、さっそく埋め合わせはしたいと思います。さようならアガト。私があな
たを愛するように、私を愛してください。あなたのことを深く愛しています。
アデル・ドゥ・バーツ
私たちの主において、会員の皆さまに口づけを送ります。

20. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
解脱の教えが、その権利を失うことがないとすれば熱心についても同じです。

+J. M. J. T.

1805 年 9 月 18 日

熱心はどのような具合ですか。この前のご聖体拝領以後冷めたでしょうか。それとも、
増したでしょうか。いつも、まずそういうことを考えなければなりません。私について申
しますと、残念ながら増していません。ということは、後退したことになります。と言い
ますのも、救いのことに関しては「前進しない人は後退する」のです。でも、私たちが神
さまのみ手から毎日いただく新たな恩恵は、私たちの愛を、毎日大きくするものでなけれ
ばならないでしょう。私たちは、神さまの恩恵にひどいやり方で応えています。もしも神
さまが、正義だけに訴えられるなら、私たちから恩恵を取り上げられるでしょう。でも神
さまは、私たちに対して慈悲を施してくださいます。ああ、私たちは、なんと恩知らずな
ことでしょう。私たちは、人間にしてもらうことには大変感謝します。私たちは、神さま
にだけ恩知らずなことをするのでしょうか。でも、私たちの神なる主ほどに、誰かが私た
ちに与え、私たちにしてくれたでしょうか。
感覚を打つものにしか私たちが心を寄せないのは、私たちが現世的だからです。私た
ちは、もっと上の方を見ないのです。でも、私たちは、被造物から解脱する決心をしまし
た。私たちは、競って、その決心を実行しなければなりません。どちらが先に解脱に達す
るか見ましょう。
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それはあなたでしょうか。いやそうではないではないでしょう。私は、自分では何もで
きないことは事実ですけど、私を強めてくださるお方においてなんでもできます。被造物
の虚無、被造物が私たちの心に残す、むなしさを考えましょう。そうすれば、過ぎ去るも
のには大いに心を寄せて、永遠に続くはずのものにはほとんど心を寄せないことが、どん
なに愚かしいことか分かるでしょう。
翌日堅信を受けるために、来週の金曜日、罪の赦しを受けることになっている私の弟と
わたしの従妹のため、あなたと会員の皆さまのお祈りをお願いします。また、心を開いて
聖霊をうけることができるように、更に、聖霊が彼らの心を熱い愛で燃やしてくださいま
すように、そして、堅信を受けるすべての人のためにもお祈りください12 。
お姉さまを、もう数日貸していただけますね。私の喜びを想像してください。あなた
は、望む時はいつでもお姉さまに会えます。私は、ほんの短い間しか会えません。ですか
ら、この楽しい数日間のことで私をうらやまないでください。
デュシュレットが来られない時は、あなたが来てくれることを期待しています。あなた
に会える日を楽しみにしています。私の心からの友情を信じてください。
アデル・ドゥ・バーツ

21. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ベロック夫人はトランケレオンにいます。これは、二人の友人にとって、主に対する愛において互いに
刺激となる機会です。

+J. M. J. T.

1805 年 9 月 26 日

あなたのお姉さまと一緒にお祈りをし終わって、朝の 7 時半から、改めて、私の心から
の友情をあなたに表わすために、ペンをとっています。
私にとっていとしい人が、今、私のそばにいます。この私のしあわせを想像してくださ
い。つまり、神さまにおいて私を愛してくれる友人、特に、私の魂の救いのために私を愛
してくれる友人です。友情の慰めを感じながら、なお且つ、そのことにおいて、神さまに
気に入っていただくという、期待がもてると思えることは、なんと快いことでしょう。そ

12

この機会にジャクピ司教が初めてフガロルの小教区を訪れた。司教は、トランケレオンの城に長く滞在
し、アデルや休暇で来ていたジャンヌ・ディシェと話す機会をもった。司教は、デュクルノ氏や創立者の二
人から「プチット・ソシエテ」のことを聞き、その会を承認し、自分がその会の援助者、後楯になる意志を
明らかにした。これが新たな発展の合図であった。 (H. Rousseau, o.c., O. p.115)
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の模範と助言が、私の成聖に大きく役立つことのできる友人を、神さまが与えてくださっ
たことに、どんなにか感謝しなければならないことでしょう。
聖なる競争によって、互いに刺激し合いましょう。神さまを愛しましょう。こんなにも
私たちを愛してくださいます。神さまを愛しましょう。神さまは、私たちにたくさんの恩
恵を与えてくださいます。それなのに私たちは、忘恩によってしか神さまに応えないので
しょうか。私たちは、友人に対しては、大変温かい心をもっています。人間に対しては、
友情を表わすことを十分にわきまえています。ところが、神さまにだけは何も言うことが
ないのでしょうか。黙想の中で、私たちは無言です。私たちは、ほとんどの場合何も考え
ていません。私たちが、祈りと懇願を向けなければならないのは、神さまのみ前において
であり、神さまに対してです。私たちは大変惨めな者であるのに、神さまに何も願うもの
はないのでしょうか。貧しい人が金持ちの門の前にいて、何も願わないことがあるでしょ
うか。言うべきことを、その貧しい人に教える必要があるのでしょうか。その惨めさが、
何を言わなければならないかを示唆するのではないでしょうか。私たちは、徳において
は、最低の貧しさにあるというのに、何を言っていいのかわからないのです。神さまの慈
悲を願いましょう。絶えず願いましょう、懇願しましょう。神さまの慈悲が、私たちの上
に好意的な視線をなげかけてくださいますように。私たちには、それが本当に必要です。
おとといの晩から、ディシュレットと私は、神のご慈悲のおん腕の中に身を委ねて寝る
ことを実行しています。
来週のアクト (acte, 祈り) は、
「神さま、私はあなたを切に望みます」です。神さまを切
に望みましょう。神さまは大変慈愛深い方です。聖なる食卓に近づく許しが得られるしあ
わせな時を、心から熱望しましょう。聖なる大きな喜びをもって聖餐に近づきましょう。
この天上の糧をいただけない時は、さらに熱心に、
「神さま、私はあなたを切に望みます」
と言いましょう。それは、切望の熱意が、ご聖体の拝領ができないことを補うためです。
ご聖体の拝領以上に、どこに、誘惑を沈め、誘惑に抵抗する力を、見つけることができ
るでしょうか。貞潔が攻撃される時、この純潔な肉体に触れることは、私たちの肉体を汚
れた悪魔の攻撃に抵抗するため、より強いものとしてくれるでしょう。怒りが私たちを支
配しようとする時には、やさしさに充ちた小羊をいただくことは、心の激昂を沈めてくれ
るでしょう。快楽への執着が私たちを引きづろうとする時には、ご聖体拝領で味わう天上
のやさしさが、私たちの心を、世俗が与える偽りのやさしさに感じないようにしてくれる
でしょう。
さようなら。あなたに対する私の友情は増すばかりです。会員の皆さまにもよろしく
お伝え下さい。
アデル・ドゥ・バーツ
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22. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
予定されていたアジャンへの旅行は、行なわれませんでした。ドゥ・トランケレオン夫人が家を留守に
することになり、アデルは、その代わりをしなければなりませんでした。それは、ディシュレットの滞在を
延ばしてくれるように頼む、もっともな理由でした。

+J. M. J. T.

(日付なし)

神さま、あなたは私のすべてです。
土曜日には、あなたに手紙を書けませんでした。ですから、あなたからのお手紙もいた
だけないでしょう。あなたからのお手紙をいただけないことは、私にとっては本当にさび
しい思いです。
あなたと同じように私も、アカリ夫人にはたくさんの徳があると思います。私たちの読
書を、有益なものとするよう努めましょう。
聖テレジア† の祝日‡ が近づいています。その日、聖餐にあずかることを許していただけ
るとの、約束をいただきました。私がふさわしくその準備ができるよう、神さまにお祈り
ください。私は私の召命を知るために、ご聖体拝領をします。その祝日には、週のアクト

(acte, 祈り) の他に、聖テレジアが観想のうちに過ごした期間に敬意を表して、謙遜の行
為を、6 回することを勧めます。私たちが、あらゆる欠如に値するということを認めて、
神さまの前にへりくだりましょう。聖テレジアもこのように試みられたのです。
神さまのみ旨にへりくだりましょう。神さまは、何が私たちにふさわしいか私たちより
もよくご存知です。あなたに会えることを期待していたのですが、母が留守をすることに
なり、私が母の代わりをしなければなりませんので、せっかく楽しみにしていたのに会え
なくなりました。そして、叔母の一人も、来ないことになりました。主のみ旨には従いま
しょう。いつも神さまが決められるままに満足したいと思っています13 。
私の心やさしい友人が、私と数日間、一緒にいてくれることを願っています。お姉さま
が一緒にいてくださらない私の状況を、想像してみてください。母からも、叔母からも友
人からも離れて. . . ご主人のベロック氏のひろい心に希望をつないでいます。ご主人がこ
こで夫人に会われた後、1 週間か 10 日間、夫人を私のそばにおいてくださることを、期待
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：10 月 15 日。
13
ドゥ・トランケレオン夫人は急遽ムレード (ジュール県) の近くにあるベトリコの城の妹のドゥ・カス
テレ夫人の枕元に駆けつけるため出発しなければならなかった。夫人は死の床にあったのである。
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しています。私は、無理なことは言っていないつもりです。それにあなたのお父さまが、
私の父に、私たちのところにおいでになるとのお手紙をくださいましたが、お父さまがお
帰りになるときに、お姉さまもご一緒にお連れになることがおできになるでしょう。
ごめんなさいね。私の心がこんなことを言わせているのです。あなたに犠牲を求めた
りして. . . あなたの誠実で本当の友情に免じて、そうしてください。それに、最愛の、最
愛と呼ぶに大変ふさわしいお姉さまの不在が、あなたにさせる犠牲の中に、信仰があなた
になぐさめを与えてくれるでしょう。
さようなら。私の心からの愛情を信じてください。
デュクルノ氏が来週のアクト (actes、祈り) を提案してくださいました。それは、「神
さま、あなたは私のすべてです」です。
アデル・ドゥ・バーツ

23. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、ディシュレットの滞在の延長のことで、アガトに深い感謝の気持ちを表わしています。そし
て叔母の死を知らせています。

+J. M. J. T.

1805 年 10 月 14 日

あなたが、気持ちのいいお姉さまと早く会うことを犠牲にして、私の願いを聞いてくだ
さったことに大変感激しました。本当にありがとうございます。私がそれを、私の救いの
ため、有効に利用できるよう神さまにお祈りください。
被造物から解脱しましょう。これは、私たちのデフィ (déﬁ, 競争) です。お互いに競っ
て、それに到達できるよう頑張りましょう。
来週の「アクト」(acte, 祈り) はマドゥモワゼル・サン・タマンから提案された、
「神さ
ま、私はあなたのみ旨をあまんじてお受けします」です。そうです。私たちの神さまの、
崇むべきみ旨をいだきしめましょう。神さまのみ旨を知り、これに従うよう努力しましょ
う。神さまのみ旨に従えば、迷うことはないでしょう。それと反対に、神さまのみ旨に従
うことがなければ、移り気な私たちの精神は、私たちの情念のおもむくがままに、私たち
を支配するでしょう。私たち以上に、誰が神さまのみ旨に導かれることを必要としている
でしょうか。私たちの年令ではそれがいちばん必要なのです。私たちの良い行い、キリス
ト者としての行いによって、み旨がいつも私たちを導いてくださることに、値するよう努
めましょう。
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親愛なるアガト、私の手紙を喜んでくださいましたか。私は別の意味で、あなたからの
手紙を喜んでいます。私たちの親愛なるディシュレットとなだ一緒にいられることが嬉し
いのです。このように違った嬉しさがたくさんあります。. . . ちょっとおしゃべりして
ごめんなさいね。私はこの手紙が、別なふうにあなたを喜ばせることを願っています。
私がアジャンに出かけるということで、私に会いたいとあなたが言ってくださったこと
について、深く感謝します。私も、本当にあなたにお目にかかりたいのです。延期された
ということで、もう駄目になってしまったということではないのです. . . ですから、他の
機会にお会いできることを期待しています。近いうちにおいでになることになっているお
父さまと一緒に、あなたもおいでになるとよろしいのに。そうなれば、私にとっても大変
嬉しいことです。
会員の皆さまによろしくお伝え下さい。早い機会に、皆さまに会うことができないこと
が大変残念です。皆さまには、正直にいろいろ言っていただいて感謝しています。
さようなら親愛なるアガト。いつも私を愛してください。私のしあわせには、あなたの
友情が必要です。
アデル・ドゥ・バーツ
先日亡くなった、母の妹で私の叔母のため、
「デ・プロフンディス (De Profundis† )」を

1 回唱えてください。母が、その末娘の 3 歳になるクララをここに連れてきました。

24. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1805 年 11 月 2 日

死は年令を問わず訪れます。
前回の機会に、あなたにお便りできなかったことは、大変つらい思いでしたが、今回の
手紙も大変短いものでつらい思いです。
†

編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ

39
今朝は、死者のミサにあずかりました。私たちは死者の魂を救うためにどんなにか熱心
でなければならないことでしょうか。私たちが、煉獄から救い出すことのできた霊魂があ
るとすれば、どんなにか私たちの保護者となってくれることでしょう。どんなにか、感謝
してくれることでしょう。今度は、私たちのために祈ってくれることによって、どんなに
かその感謝の気持ちを表わしてくれることでしょう。
多分近いうちに、私たちもこの苦しみの場所に行くことでしょう。でも、それは、希望
の場所でもあります。死は年令を問わず訪れます。最近、ポールの 16 歳になる若いお嬢
さんが亡くなりました。ですから、私たちはふいをつかれないように、いつも備えをして
おきましょう。秘跡に近づきましょう。秘跡から遠ざからないようにしましょう。不幸
な死を招くおそれがあります。
あなたの聴罪師が留守にしているということで、あなたのことを気の毒に思います。で
も、実際は、今あなたにできないことを願望でしてください。そうすれば神さまは、あな
たの善意を見て、神さまが望まれるやり方で与えてくださるお恵みによって、それを補っ
てくださるでしょう。神さまが私たちを導かれるがままにしておきましょう。神さまの
ご計画を、礼拝しましょう。そして、それに従いましょう。
今週のアクト (acte, 祈り) は、「神さま、私の心を余すところなく永久にとってくださ
い」にします。ディシュレットからのアクト、
「イエスのみ心よ、私はすべてあなたのも
のです」は、次の週にしましょう。
さようなら。直接あなたに口づけできないことを残念に思います。
私からの手紙があなたに届く日に、あなたと会員の皆さまに、聖櫃を念じながら休むこ
とを勧めます。会員の皆さまによろしくお伝え下さい。そして、皆さまとお会いしたいと
の私の願望をお伝えください。
ユジェーヌあるいは、期待されたユージェニが生まれたら、そのことをお知らせくだ
さい。
親愛なるアガト、改めてさようなら。1 週間前のこの時期には、私たちはここでヴァル
モン (Valmont) を読んでいたように思います。
アデル・ドゥ・バーツ

25. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
手紙は全体を通して、「神さまを愛すること、神さまが大変嫌われる罪を避けること」を勧めています。

+J. M. J. T.

1805 年 11 月 13 日
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親愛なるアガト、あなたに対する私の友情の大きな証しをします。今日は 1 通しか手紙
は書けませんが、あなたに書くことにします。
あなたにだけ手紙を書くというのは、長いことなかったように思います。今はあなたに
だけ手紙を書きますので、それをお互いの励ましとし、神さまを愛し、神さまが大変嫌わ
れる罪を避けるために有効に利用しましょう。
私たちの年令では、誘惑されるということは覚悟しておきましょう。悪魔は、神さまに
身を捧げようとする若い心を嫉妬しています。悪魔はあらゆる手をつかって、そのような
心を奪おうとしています。悪魔は、絶えず私たちのまわりをうろつき、獲物をねらい、私
たちが弱さを見せる機会をうかがっています。悪魔は、私たちを誘惑するために、その機
会を利用するのです。悪魔は、私たちを騙すために、しばしば、光の天使に姿を変えるこ
とさえします。そして、時々は、私たちは、神さまが働きかけておられると思うのです。
ところがそれは悪魔なのです。
ですから、いつも用心していましょう。天の武器で武装しましょう。祈りに頼りましょ
う。神さまの助けを求めましょう。そうすれば、私たちは勝つでしょう。神さまが私たち
と一緒に戦ってくださるなら、悪魔のたくらみももうこわくはありません。
ですから、誘惑に負けないようにしましょう。それは、神さまのものである魂が清めら
れるために、神さまが許される試練です。信頼しましょう。不信は、私たちの神さまの無
限の慈愛を侮辱するものです。私たちが望まなければ、誘惑に負けることは絶対にありま
せん。私たちが誘惑を嫌うかぎり、誘惑に同意することはないということも確かです。
悲しみに流されないようにしましょう。それは、敵を喜ばせる心の状態で、私たちを誘
惑にさらすようにさせるからです。人が、常に私たちの中に、やさしい心の晴れやかさを
見ることができてほしいものです。心の晴れやかさは、私たちの魂の平和の鏡です。私
たちが、どんな戦いを経験したとしても、人がそのことに気づくことがあってはなりませ
ん。それは、往々にして悪いことになるからです。そうだと信じてください。
ですから、勇気を出しましょう。私たちの悪の望ましい終わりはやがて来るでしょう。
私たちの戦いを功徳にしましょう。繰り返して言いますが、勇気を出しましょう。頑張り
ましょう。神さまが、私たちと一緒に私たちのために戦ってくださいます。私たちの愛
で、神さまのご計画に応えようとする私たちの忠実さによって、神さまを味方にするよう
努めましょう。
さようなら。あなたが私の手紙を受け取る日、十字架上で死なんとしながらも、その神
聖な傷から流れるおん血を私たちに注いでくださるイエスの、おん腕の中にあなたを眠ら
せるために、あなたにお会いする約束をします。

41
金曜日は、聖ユジェーヌ† の祝日‡ です。あなたのお姉さまのお子さんが洗礼を受けて、
ふさわしい神の子となりますようお祈りします。
私は心から、会員の皆さま特に、ベロック夫人に口づけを送ります。
親愛なるアガト、もう一度さようなら。あなたを、神さまにおいて神さまのためにいつ
もこれからも愛します。
アデル・ドゥ・バーツ

26. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトが新しい聴罪師の長い留守に苦しんでいるのを知れば、アデルがご聖体拝領の恩恵をしばしば話
題にするのがもっと良く理解できるでしょう。

+J. M. J. T.

1805 年 11 月 27 日

親愛なるアガト、いつ私たちは、
「私の至愛なるお方は私のもの、私はそのお方のもの
です。その美しさ、その慈愛深さに私の心は奪われました」と言うことができるでしょ
うか。
その至愛なるお方は、私たちが望む時に私たちのものとなってくださいます。しかし、
私たちは、そのお方が望まれる時にそのお方のものでしょうか。私たちはしばしば、その
お方が私たちに求められる犠牲を拒みます。もう、こういうことであってはならないと思
います。私たちが罪を犯した不幸な日を嘆きましょう。私たちが初めて罪を犯した日に、
呪いあれ！ その日に、初めて私たちは、私たちの心から神さまを追い出したのです。
セール師がアジャンに戻ってこられたので、あなたは、ご聖体拝領を熱望して、今まで
いただくことのできなかったご聖体拝領の埋め合わせをすることでしょう。神さまがあな
たに、無上の喜びを与えてくださるよう努めてください。神さまはおん自ら、
「私の無上
の喜びは人の子たちと一緒にいることです」と言われました。なんと慈愛深いことでしょ
う。私たちの無上の喜びは、神さまと共にいることではないでしょうか。私たちがご聖体
拝領を望まないとき、私たちは、なんと目がくらんでいることでしょう。ご聖体拝領を熱
望しましょう。私たちの熱望のはげしさが、神さまが私たちの中に来てくださるというお
恵みに、値しますように。日曜日、私のために祈ってください。あなたに祈っていただく
ことを期待しています。

†
‡

編者註：聖ユジェーヌ・ドゥ・ドゥーユ・ラ・バール。聖ドゥニの弟子。殉教者。
編者註：11 月 15 日。
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日曜日は、審判のことをよく考えましょう。その日の福音は、審判についてです。審判
が私たちにとって、近いということを考えましょう。そして、熱心を倍加してそれに備え
ましょう。
さようなら、心からあなたを愛しています。そして、土曜日は、ご聖体拝領を熱望しな
がら眠ることを提案します。
会員の皆さまに口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

27. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1805 年 12 月 3 日

用心して祈りなさい。
もう長いこと、あなたからの手紙をいただいていませんね。あなたの手紙を心待ちにし
ています。あなたが私に書いてくれることは、すべて私には貴重です。とりわけ、お手紙
の中には、ためになることがあるのです。
ここに一冊の本がありますが、そこには、待降節の毎日の主題が与えられています。今
日は、用心の日です。私たち自身の行いに、気を配りましょう。それは、ほえるライオン
のように、私たちのまわりを常にまわっている悪魔が、私たちをむさぼり食うことのない
ようにするためです。用心して、感覚のすべてのドアを閉めましょう。世俗のむなしい外
観によって誘惑されないように、用心しましょう。用心しましょう。そして、主から、十
分に用心するお恵みがいただけるよう祈りましょう。
私たちは明日にも、死ぬかも知れません。神さまは、今夜にでも、私たちの魂を求めら
れるかも知れません。家が火事になって、ベッドの角でおし潰されるかも知れません. . .
いずれにしても、私たちが急に死ぬことはあり得ます。私たちには、神さまの前に出る備
えができているでしょうか。神さまの厳しく正しい裁きに対して、申しひらきができる備
えがあるでしょうか。なんと私たちは、目がくらんでいることでしょう。敢えて申せば、
もし私たちが、常に備えていなければ、もし私たちの救いを、
「多分」ということに欠け
ているとすれば、私たちは愚かです。
ですから、用心しましょう。そして、祈りましょう。そうすれば神さまは、私たちの不
意をつかれることはないでしょう。花婿が、ドアを叩かれる時、花婿と一緒に、婚宴の間
に入ることができるように、油をちゃんと携えておきましょう。愚かなおとめではなく、
賢いおとめでいましょう。私たちの魂の神なる花婿を、いつも待ちながら生活しましょう。
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慈愛深い神さまおん自ら、私たちが不意をつかれることのないよう警告しておられま
す。それなのに私たちは、そのお声に耳を傾けようともせずに、無視しているのです. . .
どんなにか神さまは、若い心を愛しておられることでしょう。若い女性が、自分を神さま
に捧げものとして捧げる時、神さまに大変気に入っていただけるのです。身を、神さまに
捧げましょう。私たちのこことを、神さまに捧げましょう。すべての愛情が、神さまのた
めであるか、神さまに関わるものであってほしいものです。私たちの若さを誘惑し得る
ものは、すべて踏みにじりましょう。自分を信じることなく、神さまに信頼しましょう。
「神さま、あなたに希望をおくものは誰でも裏切られることはありません。」
さようなら、アガト。箱がもどってくる時に、その中にあなたからの手紙が入っている
ことを期待しています。入っていない時は、あなたを心から愛している友人に対して、あ
まりにも無関心じゃないかと言ってあなたを責めますよ。
アデル・ドゥ・バーツ
マドゥモワゼル・ペロから便りがありましたか。会員の皆さまに口づけを送ります。

28. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトの聴罪師、セール師がアジャンに戻ったとの知らせで考えたこと。

+J. M. J. T.

1805 年 12 月 10 日

セール師が帰ってきてよかったですね。あなたがどんなに喜んだことかと考えていま
す。2・3 ヵ月は待ったわけですから。内輪の話ですけど、ちょっと長過ぎましたね。自由
がきかなくなることですもの。あなたが少し自分をいたわることをやめて、ちょっぴり自
分の感情をおさえることを、神さまがあなたに望まれたのでしょう。正直に申しますと、
私もあなたと同じように、変わるということが好きではありません。私がそうする時は、
喜んでするのではないのです. . . それでも、道理をわきまえることを心得なければなりま
せん。
あなたに忠告した私のことをどう思いますか。私はあなたのことをかなり知っていま
すが、あなたがそのことで怒ることはないと思っています。少なくとも、あなたを怒らせ
るつもりはありませんでした。それに、あなたには、ちゃんとした理由ともっといい意向
があったかもしれません。それにまた、私が少し軽率に、口をすべらせてしまったかもし
れないそのような判断をするのは、私ではなくてあなたの聴罪師です。この手紙は、ディ
シュレット以外の人には誰にも見せないでください。
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神さまを愛しましょう。神さまに気に入っていただくよう努めましょう。神さまが私
たちに求められる犠牲を、神さまに捧げましょう。神さまと世俗、肉、悪魔を秤にかける
ことができるでしょうか。いいえ、
「あがむべきイエスさま、私の心は、あなただけのも
のになります。私は自分をおさえたいのです。主よ、私を助けてください。私は弱さその
ものですから。
」
親愛なるアガト、誘惑に負けてはなりません。悪魔の思うつぼです。それは、悪魔に
きっかけを与えることになるでしょう。悪魔を軽蔑してください。もしあなたが望まなけ
れば、悪魔はあなたに対して何もできないのです。常に、神さまの助けを呼び求めましょ
う「神さま、私を助けてください。助けてくださればどんなに誘惑に悩まされても、倒れ
はしまいかと心配することはありません」。これは、誘惑の時にはとてもいい射禱です。
さようなら、いつも私を愛してください、私はあなたをとても愛しています。
アデル・ドゥ・バーツ
土曜日には、拷問台で横になり鉄棒の先で切りさかれた殉教者たちを思いながら眠るこ
とを提案します。
会員の皆さまに口づけを送ります。

29. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、主の降誕をほのめかしていますが、それは、いつも私たちを、神さまに近づけたりあるいは
遠ざけたりする原因、愛と罪に逆のぼるためです。

+J. M. J. T.

1805 年 12 月 23 日

あなたが私の手紙を受け取られるころには、正しい人たちの待望の的である祝祭日は、
終わっていることでしょう。主の降誕の祝日には、あなたにお便りする時間がありません
ので、それより数日前に、あなたにお手紙を書かざるを得ません。
待望の救い主が来られます。救い主に私たちの心に生まれていただいたでしょうか。私
たちの心から、救い主が目にされたくない、すべてのものを根絶したでしょうか。神さま
の愛の火が、私たちの心の、現世的なすべての愛情を焼きつくしてしまったでしょうか。
もし、そのようなことをしていないとしたら、嘆き悲しみましょう。もし私たちが、私た
ちの心を、救い主に生まれていただけるようふさわしく備えていなかったのでしたら、私
たちに対して、怒っておられる神さまのみ心を、償いの涙がやわらげ、なだめることがで
きるよう努めましょう。
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私たちが始めようとしている年が、私たちの人生の最後の年であると思いましょう。—
事実、そうかも知れないのですから、—そのために、この年を、これまでの年よりも清く
生きる、堅い決心をとりましょう。それは、神さまが私たちに与えてくださる、新たなお
恵みです。神さまは、他の多くの人には拒まれる少しの時間を、私たちには未だ与えてく
ださるのです。その日の規則を、ベロック夫人に与えますが、あなたもその規則に従って
ください。
祝日をお祝いするいちばんいいやり方は、神さまをますます愛し、神さまに対する愛を
ますます深め、罪をますます憎むことです。親愛なるアガト、神さまさえもまぐさおけに
寝かせ、十字架にかけた、この恐ろしい罪をいみ嫌いましょう。罪は、なんと醜いもので
しょう。神さまを愛する魂にとっては、罪は、どんなにか醜いものに見えなければならな
いことでしょう。
私たちは、私たちに再びお恵みを与えてくれる秘跡を、どんなにか熱心に渇望しなけれ
ばならないことでしょう。司祭が、足ものとひざまづく私たちの罪を赦し、
「安心して行
きなさい、そしてもう、罪を犯さないようにしなさい」という慰めのことばを、神さまご
自身の口から聞いていると思う時の、私たちの喜びと苦痛は、どんなものでなければなら
ないのでしょうか。
そうです。私たちが、神の寵愛を受けていると思う時、大きな心の安らぎを覚えること
は確かですし、その心の安らぎを保とうと思えば、もう罪を犯してはならないことも確か
です。ですから、罪を犯すようなあらゆる機会を逃れるようにして、罪を避けるよう努め
ましょう。そして、特に危険にあっては、しばしば祈りに頼りましょう。
さようなら、親愛なるアガト。すべてに越えて神さまを愛しましょう。そして、神さま
において神さまのために愛し合いましょう。
土曜日は、まぐさおけの神なる幼な子を思って眠ることを提案します。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまに口づけを送ります。

30. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「神さまをすべてに越えて愛しましょう。そして、被造物は、神さまにおいて神さまのために愛しま
しょう。
」
追伸は、ディシュレットが母親になったことを伝えています。

+J. M. J. T.

1806 年 1 月 15 日
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河の氾濫14 で、あなたからのお返事はいただけませんでしたが、口頭でお話しできませ
んので、あなたに手紙を書くことが私の喜びであることをお伝えするのを、これ以上延ば
したくありません。でも、その発送がいつになるかはわかりません。いずれにしまして
も、発送できるようにはしておきます。
親愛なるアガト、主を愛しましょう。主に、私たちの心の初物を手にしていただきたい
ものです。どのような被造物が、創造主を失ったことの埋め合わせをすることができるの
でしょうか。
敵に誘惑されないようにしましょう。私たちの心を警戒しましょう。おとめにふさわ
しくない、いかなる動きもしないよう、心のすべての動きを規制しましょう。神なる花婿
のために、清い心を保ちましょう。
心の清さは、いつも必要です。ですから、すべてに越えて神さまを愛しましょう。そし
て、被造物は、神さまにおいて神さまのために愛しましょう。誘惑のすべての機会から逃
れましょう。このような場合、逃れることが私たちに勝利を保証するのです。
清らかにカーニバルを過ごすことによって、四旬節の禁欲に備えましょう。そして、人々
が犯すふしだらを、神さまの前で嘆き悲しむ備えをしましょう。神さまが私たちを支え
てくださるように、お互いのために祈りましょう。私たちは大変若いです、親愛なるアガ
ト、若い心の捧げものは、救い主にとても快く受け入れていただけるのです。
ご存知の通り、私たちの会も大変会員が殖えました。熱心な人と、たまたま知り合いに
なるようなことがあったら、その人を、会に受け入れてもいいでしょう。私たちの数が殖
えれば殖えるほど、主をなだめるための祈りが、その分多くなります。
かわいそうに、私は、マドゥモワゼル・ペロを心から惜しみます。すばらしい会員です
のに、神さまがお望みです。神さまのみ旨には、従わなければなりません。神さまは、私
たちよりも、何が私たちに必要かをご存知です。
来週のアクト (acte, 祈り) は、「私の魂よ、もし私たちが、永遠のために働いていない
とすれば、私たちは何をしているのでしょう。」です。
さようなら、あなたと会員の皆さまに、イエスのみ心において口づけを送ります。そし
て、あなたが、イエスのみ心を思って眠れるよう、イエスのみ心の中であなたにお会いす
る約束をします。
アデル・ドゥ・バーツ
私に代わって、若いママと赤ちゃん† に口づけをしてください。
14

「ガロンヌ河の氾濫」ガロンヌ河が氾濫すると、河の航行は全くできなくなっていた。従って郵便物も
運送されなかった。
†
編者註：べロック夫人の最初の子どもユジェーヌは 1806 年 1 月 2 日に生まれた。『アデルの手紙』の
英訳より。
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31. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
12 歳の若いおとめの殉教者アグネスの祝日† にアデルは、友人たちに寛大であるように、お恵みに信頼す
るように勧めます。

+J. M. J. T.

1806 年 1 月 21 日

聖アグネスの祝日

12 歳の若いおとめの殉教者、聖アグネスの祝日に、あなたに手紙を書いています。こ
の年令の子供に、このような精神力があるとは！ ちょっとしたことにも自制心を欠く私
たちを見てみましょう。もっと年をとっているにもかかわらず、私たちには、そのような
精神力はないでしょう—少なくとも、そのように思われる理由があります。—それでも私
たちは、同じ神さまに仕え、同じ冠を期待しています. . . その冠を得るために、性別、年
令を問わず、多くの聖人たちがしたことを、どうして私たちがしないのでしょうか。
なんと私たちは弱いのでしょう。親愛なるアガト、それなのに私たちは、傲慢になり得
るのです。何という盲目の極みでしょう。私たちが傲慢になっているのは、あまりにも本
当のことです。私たちの傲慢がくじかれて、はじめてやっとそれが分かるのです。その
時、ユダヤ人の、ひどい仕打ちを耐え忍ばれたイエス・キリストの沈黙にならって、黙っ
て耐え忍ぶ代わりに、私たちは反抗し無駄な言い訳を探すのです。
イエス・キリストは、私たちがお祝いする若いおとめの模範であられたように、私たち
の模範でなければならないのに、ほとんどそうではないのです。どんな似たところがあっ
て、人は、私たちをイエス・キリストの弟子と認めることができるでしょうか。私たち
は、イエス・キリストの徳をいくらかでも備えているでしょうか。そういうこともありま
せん、でも、イエス・キリストのお恵みの助けを借りて、イエス・キリストの徳を身につ
けるよう努めましょう。
イエス・キリストは、お恵みを誰にも拒まれません。私たちが、いつでも汲みに行くこ
とのできる、満ちた、溢れんばかりの泉です。勇気を出しましょう。私たちの神なる主に
従って歩きましょう。私たちの本性は。それでも苦しむでしょう。でも、それに耳を傾け
てはなりません。多分私たちは、やがて死ぬでしょう。その時、イエス・キリストの徳に
従ったことをどんなに喜ぶことでしょうか。私たちが入る備えができている永遠を見れ
ば、世俗は取るに足りないものに見えるでしょう。私たちは、何日間かの喜びのために、
永遠の幸せを、それも、このいやしい世俗の喜びがいつもとげがあるのに対し、この混じ
†

編者註：1 月 21 日。
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り気のない永遠の幸せを、失うことを望むでしょうか。
あなたに、マドゥモワゼル・ペロからお便りがあったと聞いて喜んでいます。なんとか
して、あの方には会員になっていただくようにしたいものです。あの方の祈りにあずかる
ことができれば、どんなにかいいことでしょうか。それが可能でなければ、神さまのみ旨
が行なわれますように。あの方が、どうして長いことあなたにお便りをしなかったか書い
てきましたか。私は、あなたに関わることならなんでも関心があります。
さようなら、主においてあなたに口づけを送ります。そして、十字架の下に思いを馳せ
て眠ることをお勧めします。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまに口づけを送ります。

32. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルの信心業には恒常性があります。アデルはアガトに、前にした約束、
「被造物からの解脱」につい
てデフィ (déﬁ, 競争) を思い出させています。

J. M. J. T.

1806 年 1 月 29 日

ところで私たちは、私たちのデフィ、
「被造物からの完全な解脱」を、どのように実行
したでしょうか。私は、ほとんど実行できませんでした。私は、少なくとも、以前と同じ
くらい被造物に執着しているのです。でも私たちは、執着を断つようにしなければなら
ないでしょう。と申しますのも、私たちにはいつもお恵みが与えられます。ところが、多
くの場合、私たちがお恵みに応えないのです。もう、そんなことではありたくないもので
す。主人のお金を地中に埋めた、あの怠け者のしもべのようにとがめられることがないよ
うに、主が私たちに与えてくださるお恵みを有効に生かしましょう。反対に、それを百倍
にも殖やすようにしましょう。その利益によって、神さまが私たちに与えてくださるお恵
みを、引き出すことに値するようにしましょう。神さまが私たちに与えてくださる新たな
お恵みに、値するようにしましょう。
神さまは、気前のよさにおいては、誰にも負けられるようなことはありません。私たち
が私たち自身を与えれば、神さまは二倍にして与えてくださいます。私たちが神さまを愛
すれば、神さまは、より深い愛で私たちを包んでくださいます。このように考えて、私た
ちは神さまを、熱情を傾けて心をつくして愛するようにしなければなりません。
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私たちの心は、神さまのためにだけあるのです。もし、私たちが神さまから、心のほん
の一部でもかすめ取るようなことがあったら、私たちは、神さまに対して盗みをはたらい
ているのです。
「神さま私の心を取ってください。被造物に誘惑されてしまうという不幸
な目にあわないように、私の心を取ってそれを持っていてください。
」
私たちの堅信式の日15 のための規則を、ディシュレットに与えました。
産後の肥立ちが悪くて、死に瀕している一人の婦人のため、天使祝詞を 1 回唱えてくだ
さいませんか。私たちの親愛なるベロック夫人は、幸い産後の肥立ちもよく元気になりま
した。そのことを、どんなにか神さまに感謝しなければならないことでしょう。神さま
は、私たちに対して何と慈愛深くいらっしゃるのでしょう。心をつくして神さまを愛し、
すべてを神さまのお気に召すようにして、そのことを神さまに感謝しましょう。神さま
が、どのような犠牲を私たちに求められても、それを喜んで神さまに捧げましょう。この
ようにして、この世で神さまと一致したあと、お恵みによって私たちは、栄光のうちに、
神さまと永遠に一致するものとなるでしょう。このようなことをあなたのためにも望みま
すし、私のためにも望みます。
さようならアガト、私があなたを愛しているように私を愛してください。そうすれば、
私は嬉しいです。
アデル・ドゥ・バーツ
私の愛する会員の皆さまに口づけを送ります。会員の皆さまのことを私に話してくださ
い。もう長いことあなたは、私の愛するあなたの親愛なる姉妹方について、私に何も言っ
てくれません。私は、あなたの姉妹方とは、会を通して一致していますので、私のことを
イエス・キリストにおいて愛してくださっていると思います。

33. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
日曜日の福音は、アデルにその手紙のテーマを与えています。

+J. M. J. T.

1806 年 2 月 9 日

イエスさま、私のひどい侮辱をおゆるしください。
この前のいつものお手紙以来、お便りはいただいていません。それで私も、土曜日には
お便りをしませんでした。他にも書かなければならない手紙もありましたので今日まで延
ばしました。
15

2 月 6 日。堅信式の 3 回目の記念日。
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親愛なるアガト、私たちは、どのような土地に種をいただくのでしょうか。神のみ言葉
の大切な種を、やがてはおおいふさいでしまう、いばらととげに満ちた土地です。でもも
うそのような土地ではありたくないものです。神の愛の火で、それらを根まで焼きつくし
ていただきたいものです。私たちの心に、神さまが落としてくださる大切な種に、いい根
をつけましょう。種が、石地のようなかたくなな心ではなく、神さまを愛する心に落ちて
ほしいものです。悪魔が来て取り去って行くことのないよう、番人のいない道に種を残さ
ないようにしましょう。むしろ、キリスト者としての用心と謙遜を、番人としてそこにお
きましょう。そうすれば、私たちの種は、誰もが種を取ることのできる道に残ることはも
うないでしょう。
私たちの心の備えをしましょう。荒れた、自然の土地を肥やすために、肥料を入れま
しょう。しばしば、水をかけてあげましょう。どのような水をかけてあげるのでしょう
か。私たちの救い主の、あがむべきおん血の水をかけてあげるのです。このような水を注
がれたら、どんな土地でも肥沃にならないわけはないでしょう。雑草を抜くために、額に
汗して土地を耕しましょう。きれいな心、備えある心で種をいただければ、種は百倍の実
を結ぶでしょう。
私たちもこのようにできたらいいと思います。私たちには、やるべきことがたくさんあ
ります。しかし、最後にいただく報いは、私たちがすべてを乗り越えるのに十分でしょう。
天の国は、暴力によって奪われるのです。暴力を使う人だけが、天の国を奪うことができ
るのです。ですから、聖なる暴力によって自分を抑えましょう。腐敗した本性の望むこと
には耳を傾けず、本性が何を望んでいるか望んでいないかには注意を払うこともなく、私
たちが馴そうとする馬のように、かわいそうな奴隷のように、本性を扱いましょう。
私たちが立ち向かおうとするきびしい戦いのために、勇気を奮い起こしましょう。神さ
まが私たちと一緒にいてくださいます。何を恐れることがありましょうか。私たちの心
から、悪魔を追い出していただけるよう、守護の天使と、悪魔を倒す聖ミカエルの助けを
祈りましょう。
さようなら。あなたのことを愛しています。
アデル・ドゥ・バーツ

34. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.
神さま私たちの罪を赦してください。

1806 年 2 月 26 日
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(来週のアクト (acte, 祈り))
このアクトを心から唱えましょう。私たちを赦してくださるよう、神さまに願いましょ
う。このアクトは、神さまのご慈悲と私たちの罪の赦しを願わなければならない今の時期
に、ふさわしいものです。
それに、このアクトをつくられたのは、イエス・キリストご自身です。イエス・キリス
トは、弟子たちに教えられた祈りからこのアクトをとられたのです。熱心をこめて、この
アクトを唱えましょう。私たちがしばしば犯す罪を、神さまが赦してくださるというの
は、私たちに大変関わりのあることだからです。
神さまに、私たちの罪の赦しを願って、もう、罪を犯す意志のないことを神さまに明言
しましょう。罪と罪の機会を避けましょう。すべてにおいて、神さまに気に入っていただ
くよう、すべてにおいて、神さまのみ旨を行うよう努めましょう。
神さまを愛しましょう。この愛があれば、すべては易しいものとなるでしょう。心から
愛する人を、苦しめたいと思うでしょうか。
愛するものを失わないためには、愛は、死をもいとわないのです。聖パウロと共に、
「イ
エス・キリストへの愛から私たちを離せ得るものは誰か」と言えるよう努めましょう。いい
え、今後は、世の何も、この聖なる愛から私を引き離すことのできるものはないでしょう。
そうです。神なる救い主、私はあなたを愛します、あなたを愛したいのです。私の愛を
支えてください。さもないと、
「いつまでも忠誠をつくす」と明言しながら、はしための
声に背いてしまった聖ペトロ† のように、あなたを拒むこともあり得るでしょう。神さま、
聖ペトロほどには厚かましくはありませんが、あなたにお恵みをお願いします。お恵みが
あれば、あなたへの愛のために死をも物ともしないでしょう。
そうです。親愛なるアガト、こういう気持ちで私たちはいつもいなければなりません。
こういう気持ちで死にたいと思います。こういう気持ちで生きましょう。死は、私たちが
いちばん予期しないときに来て私たちを驚かすのです。
この地の若い人が、昨日、突然亡くなりました。その人は、病気などではありませんで
した。ただ、はやりの風邪にかかっていました。前日は外出し、外食もとったのです。と
ころが、その夜、奥さんが振り返ってみると、その人は死んで硬くなっていたのです。風
による痰がつまって、窒息死したのではないかと考えられています。
このころ、このような急死が頻繁にあって、神さまの前に出る準備を、常にしていなけ
ればならないと分からせてくれます。私たちが考えもしない時に、この恐ろしい裁きに私
たちは呼び出されることになるでしょう。いつも、恩寵と神さまの愛のうちに生きましょ
†

編者註：マタイによる福音書 第 26 章第 69–72 節。マルコによる福音書 第 14 章第 66–70 節。ルカによ
る福音書 第 22 章第 56–57 節。ヨハネによる福音書 第 18 章第 17 節。
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う。そうすれば、死を恐れることは全然ないでしょう。
さようなら、少し私のことを愛してください、私はあなたと会員の皆さまを大変愛して
います。私は会員の皆さまに、いつも熱心であるよう勧めます。
私たちが生きれば生きるほど、墓は近くなります。ですから、気を弛めることのないよ
うにしましょう。いつも寝る前に、心から痛悔しましょう。
アデル・ドゥ・バーツ

35. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1806 年 3 月 25 日

お告げの祝日† 。私は主のはしためです。
ブールダル‡ の説教を一つ読み終わって、お便りしています。このキリストの説教師に
働きかけておられる聖霊が、今日あなたとお話しすること、説教が与えてくれたためにな
る考察の中に、私が汲み取るべきものを私に示してくださいますように。
なんという大きな祝祭でしょう。神のみ言葉が、私たちの肉をとられるのです。神のみ
子が、人の子となられるのです。罪ある人間のための、神の愛のなんと驚くべき業なので
しょう。
この大きなお恵みと限りない愛に感嘆したあとは、この秘儀から引き出すことのでき
る、実践的な考察をいたしましょう。
神さまご自身が、奴隷の形をとられるまでにご自身を無とされたのです. . . そして、そ
のために、神さまは誰を選ばれるのでしょうか。謙遜なおとめを選ばれるのです。
この驚くべきことは、どのような時に行なわれるのでしょうか。それは、この比類のな
いおとめが、自分を主のはしためであると認めて、完全な謙遜の行為をする時です。その
時、主ご自身が、ご自分の母の資質に敬意を表されるのです。
謙遜が、神さまの最も大切にされる徳であるとする以外に、そこから、どのような結論
を引き出さなければならないのでしょうか。いわば謙遜には、神ご自身が地上に来られる
ようにさせる力があるのです。
このようにして、この秘儀を崇めると公言することによって、私たちはこの謙遜を、私
たちのすべての行動、私たちのすべての考え、私たちの全人格のなかに、確かな結果とし
†

編者註：3 月 25 日。
編者註：Louis Bourdaloue (1632-1704). イエズス会の司祭。「説教師の王、王たちの説教師」と呼ばれ
た。
‡
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て表われるように実践しなければなりません。ところが、私たちは、そのようなことをほ
とんど実行していないのです。
もしも私たちが、神さまに気に入られたいと思うなら、謙遜でありましょう。それは、
神さまが特に好まれる徳ですし、聖なるおとめマリアがその貞潔な胎内に神さまをやどさ
れるのに値した徳なのです。人が、私たちのすべてにおいて、謙遜を認めることができる
ようになりたいものです。反対にあうときは、嘆かないようにしましょう。すべてのさげ
すみと予期しない十字架を、忍耐をもって受けとりましょう。そして、そういうことに自
分が値するということを、謙遜の精神のうちに認めましょう。
今日の秘儀が、私に与えてくれるもう一つの考察は、おとめマリアの、天使的純潔さ
です。
†

マリアさまは、人の姿をした天使を見て心を乱されました。見ること見られることを

最大の喜びとし、よく用心してよく心を静めることによってしか保つことのできない純潔
の貴重な器を、いつもとは言わないまでも、しばしば失う、自称キリスト者の多くのおと
めたちとは、何という対照でしょうか。聖なるおとめマリアの模範にならって、すべての
機会、どんな小さな機会でも避けましょう。大変デリケートで大変もろい徳の美しさを、
曇らせることのできるものは、何も見たり聞いたりしないように、私たちの目と耳に轡を
はめましょう。
この、美しく天使的な徳を、なんとしばしば、なんと簡単に失うことでしょう。そして、
回復することは、なんと難しいことでしょう。
適切な、あらゆる用心をした後は、この預かり物を聖なるおとめマリアのみ手に委ねま
しょう。マリアさまを、私たちの純潔、私たちの純白の保護者とみなしましょう。マリア
さまから、危険を恐れること危険を避けることを学びましょう。人の気に入ろうとする願
望が、私たちの心に起きてほしくないものです。私たちの心が、主のためにだけ燃えてほ
しいものです。不順な異質の炎は、すべて、私たちの心からなくなってほしいものです。
さようなら、あなたを心から愛しています。
アデル・ドゥ・バーツ

36. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
4 月 1 日の手紙は、アレルアを解説したものです。アデルは、ロンピアンの主任司祭でもあり会の会員
でもあるラリボ師からの手紙をディシュレットに送っています。

†

編者註：原典では、ここで新たな節を設けていない。
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+J. M. J. T.

1806 年 4 月 1 日

王なる神さま、あなただけが私の心を支配してください。
親愛なるアガト、今日は、あなただけに手紙を書いています。あなたからのお手紙を欠
かしたくはありません。あなたにお便りするのを一度遅らせますと、お手紙は 2 週間い
ただけないことになります。お姉さまの場合は、さらに 3・4 日遅くなりいます。私に代
わって、お姉さまにやさしく口づけしてあげてください。そして、同じように、あなたの
ためにもお姉さまに頼んでおきます。
「アレルア」であなたに挨拶します。と申しますのも、あなたが私の手紙を受け取られ
る日に、アレルアを歌い始めることになるでしょうから。
そうです、絶えず神さまをほめたたえましょう。神さまが、あわれな罪人である私たち
のために、こんなにも苦しまれることを望まれたことにアレルア、そして、神さまが私た
ちのために天を開き、死にうち勝たれて復活されたことにアレルア。復活の日に、私たち
は聖パウロにならって、大きな声で、
「死よ、おまえの勝利はどこにある。おまえの毒針
はどこにある† 」と言うことができます。ですから喜びましょう。イエス・キリストは、死
と私たちのつながりを、断ち切ってくださいました。アレルア。
イエス・キリストにならって、私たちは、お恵みに復活しなければなりません。神なる
救い主は、その死によって私たちを、悪魔の奴隷から解放してくださって、その手段をや
さしいものにしてくださいます。ですから勇気を出しましょう。勇気をもって歌いましょ
う。イエス・キリストが死にうち勝たれたことは、私たちには、私たちの勝利の確かな保
証です。
私たちの、悪い傾きをなくすように努めましょう。神ご自身が、私たちにすべてを与え
てくださるのに、私たちは主に、私たちの心を拒もうとするのでしょうか。私たちの心
が、どんなに惨めなものであっても、私たちが喜んで主に与えるなら、主は満足してくだ
さるでしょう。
いけにえとして、私たちを捧げましょう。私たちのもっている世俗的な執着を、寛大な
犠牲として捧げましょう。復活の主日のご聖体拝領が、私たちを永久に、善において固め
てくれますように。お恵みによってイエス・キリストに、常に私たちの心においでいただ
けるよう努めましょう。
私たちの心を、しっかりと保持するようにしましょう。イエス・キリストは、妬む方で
す。イエス・キリストに、
「ああ、主よ、私の心が私から逃げて行かないように、私の心を
しっかりつかんでください」と、絶えず申しましょう。心の、どんなに小さな動きにも、
†

編者註：コリントの信徒への手紙 一 第 15 章第 55 節。
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常に注意しましょう。そして、それをすべて神なるイエスに与えましょう。
会員で尊敬すべき神父さまのお手紙を送ります。神父さまが、私たちに勧めていらっ
しゃることに耳を傾けてください。晩の黙想と究明を、決して欠かすことのないようにし
ましょう。もし時間がない時には、他の祈りはさしおいても、徳の進歩を望む人には誰に
でもとても大切な、この二つのことは省かない方がいいでしょう。
来週のアクト (acte, 祈り) は、「王なる神さま、あなただけが私の心を支配してくださ
い」です。
さようなら、口で口づけするしあわせな時を待って、心から口づけを送ります。近いう
ちにそうなることを、期待しています。
会員の皆さまに口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

37. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは友人に、復活されたキリストの出現を黙想することによって、聖霊が来られることに備えるよ
う勧めています。

+J. M. J. T.

1806 年 4 月 10 日

平和があなたと共にあるように。
聖霊が来られることに、よく備えましょう。主の復活の祭儀において、お恵みと、新し
い人に復活したはずの私たちの心が、純潔を保ちますように。その純潔は、私たちの心が
存分に汲み取ることのできる泉で得たものです。それは、聖霊が、私たちに与えようと
思っておられる、たまものと光を、私たちの心が受け入れる体勢にあることをごらんにな
るためです。聖霊が与えてくださる神さまの霊感に妨げを置かないようにしましょう。聖
霊の声を聞くために、耳を傾けましょう。復活されたイエス・キリストの種々の出現を、
心に描いてみましょう。信じない者とはならずに信じる者になりましょう。
神なる花婿が、私たちに平和を与えてくださいます。それは花婿が、私たちに与えるこ
とのできるいちばん大きな宝の一つです、
「私は、私の平和をあなたたちに与え、私の平
和をあなたたちに残します。† 」なんと慰めとなるお言葉でしょう。
ですから、この貴重な平和を保つようにしましょう。それは、神の子の遺産です。この
平和の精神が、神の子と悪魔の子を分かつものです。それに聖霊は、乱れた心にではな
†

編者註：ヨハネによる福音書 第 14 章第 27 節。
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く、平和な心に来られるのです。心の乱れが、神さまのみ照らしに注意することを妨げる
からです。人が、私たちの中に、この平和の精神を認めるようでありたいものです。私た
ちのすべての傾きを、平和の善のために犠牲として捧げましょう。私たちの不忍耐によっ
て、平和を乱すことがないようにしましょう。平和を、神さまが私たちに委ねられた、大
切な預り物とみなしましょう。
イエス・キリストは、
「平和があなたたちとあるように‡ 」と言われながら、使徒たちに
お現れになりましたが、日曜日は、その使徒たちと一緒に、皆さまと心を合わせます。私
たちもそこにいて、このやさしいお言葉を聞いていると想像しましょう。そして、人が私
たちにどんなことをしても、すべての人と平和に生きる堅い決心をしましょう。
今日、あなたからのお便りを待っています。この思いに嬉しさを覚えます。ですから、
私の大好きなあなたと、肉声で話せるときの私の喜びはどんなものでしょうか。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまに口づけを送ります。皆さまが、神さまに対する熱情と愛において、成長
することを強く望みます。神さまは、当然のことながら、私たちが愛するに値する方です。

38. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ご聖体によってやしなわれる人間の体の品位についての考察

+J. M. J. T.

1806 年 4 月 23 日

神さま、黙想を有効に生かすお恵みを私たちにください。
やがて、皆さまに会えます。皆さまのところへ行けることは、私にとってなんという喜
びでしょうか。神さまが私たちの中におられることに値するよう、努めましょう。神さま
が私たちの会話を導いてほしいものです。神さまが私たちの友情の絆であってほしいもの
です。そうです、私たちは、神なる救い主においてしかお互いに愛し合うことはないので
す。私たちのうちに神さまを愛しましょう。そして、神さまのうちに愛し合いましょう。
親愛なるアガト、私たちは幸いにも、イエス・キリストを私たちの中にお迎えすること
ができます。私たちの体は、イエス・キリストの肢体となります。それなのに、私たちを、
イエス・キリストにお捧げできないということがあるでしょうか。私たちは、生きた神殿
である私たちの体を、罪によって汚すことができるでしょうか。イエス・キリストは、そ
‡

編者註：ヨハネによる福音書 第 20 章第 19-26 節。
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こで、無上の喜びを味わうとおっしゃりたいのです。神さまが私たちの体に与えられた
「栄誉」の故に、私たちは、私たちの体に敬意を表わさなければなりません。イエス・キ
リストがしばしば通られる舌は、やさしさと平和の神さまをいただいた後、辛辣な言葉や
不忍耐の言葉を言うことができるでしょうか。秘跡の中にかくされた正義の太陽をしばし
ば見る目が、危険な物に視線を向けることができるでしょうか。イエス・キリストが、そ
れによって、祭壇に降りて来られる神聖な言葉を聞く耳が、憎しみと意地悪が言わせる、
悪意のある話を聞くことができるでしょうか。世俗的な光景の中で、潔白を失わせるた
めにされる話を聞くことができるでしょうか。最後に、イエス・キリストがしばしばお休
みになられた私たちの心が、イエス・キリスト以外のもののために燃えることができるで
しょうか。
もっと、私たち自身の体に敬意を表わしましょう。体を罪に仕えさせないようにしま
しょう。私たちの体は、復活後は、私たちのしあわせにも、不幸にも、私たちの魂と一緒
に永遠に加わるということを疑わないようにしましょう。私たちの体の意志には、従わな
いようにしましょう。体は、信用のおけないもので、隷属させなければなりません。さも
ないと、私たちに反逆し、その墜落に私たちを引きづりこみます。
あの偉大なる聖人、聖パウロも言っています、
「私は教えを述べたあと、私が非難され
ることのないように、私の体を厳しくこらしめます。
」私たちも同じような反省をし、同
じ手段を使いましょう。多くの助言をし合った後に、私たち自身が、最後に滅びることの
ないように、苦行によって私たちの体を厳しくこらしめましょう。
さようなら、あなたに口づけを送ります。そして、あなたと会員の皆さまを心から愛し
ます。
アデル・ドゥ・バーツ

39. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはやがて、友人に会えると期待していますが、次の週のアクト (acte, 祈り) についての、いくつ
かの考察を知らせたいとの願いに、抗しきれませんでした。

+J. M. J. T.

1806 年 4 月 29 日

神さま、私はあなたにおいてだけ喜びたいのです。
やがて、あなたに会えると期待していますが、すこしの間、あなたと話をし、来週のア
クト、
「神さま、私はあなたにおいてだけ喜びたいのです」についてのいくつかの考察を、
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あなたにお知らせしたいとの願いに抗しきれませんでした。そのアクトには、なんとすば
らしい決心が含まれていることでしょう。すなわち、それは、世俗の偽りのむなしい楽し
みを喜びとしないこと、神さまにおいてしか、神さまに気に入っていただくためにしか、
何も楽しまないこと、私たちのすべての喜びすべての満足を、神さまに帰することです。
そうです、神さま、私はあなたにおいてだけ喜びたいのです。この世は、その偽りの魅
力と、その危険な幻想によって、
「あなたにおいてだけ喜ぶことを望む、あなたの本当の
子供たちに、あなたが与えてくださる優しさ」を、私に与えることができるでしょうか。
そうです、あなたにおいて、あなたのためにです。このような気持ちでアクトを唱えるよ
うに努めましょう。
親愛なるアガト、私たちは会います。私が会う喜びが、この楽しみを私たちに与えてく
ださる神さまに、帰せられますように。このご好意を、神さまに対する愛を深めるため
に、有効に生かすことによって、神さまにお返しするように努めましょう。これが、神さ
まが私たちからお求めになる報いです。他の時には、神さまは、このようなご好意を私た
ちから奪われることもあり得るのです。
あなたは、聖なる説教師の話を聞いたのですね。でも、聞くだけでは不十分です。聞く
だけで、それを有効に生かさないのでしたらなんにもなりません16 。
少なくとも、私たちはこの黙想で、前よりはもっと良く、そして、もっと熱心にならな
ければなりません。そういうことで私たちに黙想の機会が与えられたのです。
残念なことには、司祭が少なくなって、黙想のお恵みはそう頻繁には与えられません。
ですから、それを有効に生かすよう努めましょう。私たちが黙想を有効に生かすなら、お
そらく主は、私たちを憐れんでくださり、司祭の数を殖やしてくださるでしょう。私たち
が黙想を有効に生かすようにするための、なんと力強い動機でしょうか。
このお恵みを有効に生かすことを怠らないようにしましょう。私たちがお恵みを濫用
すれば、私たちに与えられるすべてのお恵みを私たちのために獲得してくださるイエス・
キリストのおん血を、踏みにじることになります。私たちは、お恵みをどんなに高く評価
しなければならないことでしょう。
さようなら、口であなたに口づけするしあわせな時を待ちながら、心からの口づけをあ
なたに送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

16

大修業の機会にジャクピ司教は、自分が高く評価している司祭ミケル師に、多くの小教区の福音伝道を
委ねた。師は、1806 年の四旬節後、アジャンで研修会 (黙想会）を開いた。それを聞いたアデルは、両親
に、それに参加させてくれるように頼みその許可を得た。(H. Rousseau, o.c., p.131)
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40. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルの出発は再び延びましたので、親愛なるアガトに、また手紙を書かなければなりませんでした。ア
デルは、この手紙を利用して主の昇天の祝日の規則を送り、アジャンで過ごすことを期待している聖霊降臨
の祝日に、聖霊のたまものを、くじで引きことを計画しています。

+J. M. J. T.

1806 年 5 月 6 日

神さま、私は心からあなたを望みます。

(来週のアクト (acte, 祈り))
親愛なるアガト、またあなたにお便りすることになりました。主が、私たちお互いに、
このような満足を与えてくださるだけでもたいしたことです。神さまの栄光と私たちの信
仰心が深まるように、私たちの文通を役立てることによってこれを利用しましょう。
主の昇天の大祝日が近づいてきます。この聖なる日のために、ベロック夫人に規則を与
えます。私はその日、ご聖体拝領をするしあわせをいただきたいと思っています。あなた
もご聖体を拝領するつもりですか。
手紙の最初に書いたアクトを提案します。私たちが、愛をこめて心をこめてそれを唱え
れば、私たちをご聖体拝領に備えさせてくれます。
神さま、私はあなたを心から望みます。そうです、私たちの心が、言わば、神さまをい
ただく願望と溶けこんでほしいものです。間もなく、愛すべき救い主は、私たちのもと
から去られます。でも、気をおとさないようにしましょう。それは私たちに、なぐさめて
であられる霊を送られるためです。救い主は、私たちにそのことを約束してくださいま
した。救い主は約束を守られます。救い主は、私たちから別れられるのではありません。
世の終りまで、礼拝すべきご聖体の中に残られるのです。その、愛する羊と別れる決断が
おできにならないのです。やさしく注意深い牧者のように、その群れをいつも見守ってい
らっしゃるのです。ところが、この群れが、牧者から離れて自ら、先に自分を狼の手に委
ねるのです。
主の昇天と聖霊降臨の間の 10 日間は、目につくような罪は犯さないように努めましょ
う。聖霊が、そのすべてのたまものと共に私たちの上に降ってくださいますように、でき
るだけ良心を清く保ちましょう。
聖霊降臨の祝日は、あなたと一緒に過ごせると期待しています。聖霊のたまものとその
成果の券をつくりましょう。そして、各自にどういうものが当たるかくじ引きにしましょ
う。ドゥ・フュメル夫人がお見えになればちょうど 7 人になります。
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私たちの小さな集まりが、聖霊のご来臨に値するように努めましょう。絶えず祈ってそ
のことをお願いしましょう。使徒たちは、主の昇天から聖霊降臨まで祈りのうちに過ごし
ました。私たちも使徒たちと心を合わせ、少なくとも心の中で、一日中絶えず祈りましょ
う。その週には、適当なアクトを提案したいと思っています。
主の昇天の祝日にご聖体拝領ができた人は、週の終りには、最初にあげたアクト、
「神
さま、私は心からあなたを望みます」の代わりに、
「神さま、あなたのすべての恩恵の故
に、たたえられますように」のアクトを唱えてもいいでしょう。
さようなら、親愛なるアガト、あなたに心からの口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ
アデルはアジャンで、聖霊降臨の祝日を友人たちの中で過ごし、彼女たちと、ミケル師が説教する黙想
会にあずかりました。祝日のあと、アガトと一緒に説教師が住んでいるアジャンの病院に行き、会に入るよ
う勧めたところ師は喜んで承諾しました。アデルは、アジャンで過ごしたときを、会員を募ったりその備え
をさせたりするためにも使いました。

41. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、コンドムヘの出発を知らせ、キリストの聖体の祝日† の八日間についての考察を述べるため、
キリストの聖体の祝日の当日を選びました。

+J. M. J. T.

1806 年 6 月 5 日

ご聖体がたたえられますように。
コンドムに発つ前に、あなたにお便りをしたいと思います。手紙は残していきますが、
どなたかがあなたに届けてくださるでしょう。そういうわけで、手紙は、私がコンドムに
行って数日してから、お手元に届くことになるでしょう。
イエス・キリストを本当に愛する心にとって、なんとすばらしい週でしょう。私たちは
毎日、イエス・キリストが私たちの前に顕示され、多くの侮辱にさらされておいでになる
のを見ます。でも何も、イエス・キリストが私たちのもとから去られる決心をさせること
ができないのです。「人の子といることは私の無上の喜びです」と言われたのはイエス・
キリストです。神さまが、私たちの中に住まわれることを無上の喜びとされるのに、私た

†

編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
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ちは、神さまの前にいることを無上の喜びとはしないのです。そして、私たちの視線はあ
ちこちに向き、精神は散漫なのです。
ところが、私たちの教会にいらっしゃる同じ神さまが、最後の日に、生きている人死ん
だ者を裁くために来られるはずなのです。違うのは、ここでは、イエス・キリストは慈悲
の王座に坐っておられるのに対し、その時には、裁きの王座に坐っておられるだろうとい
うことです。
ですから聖なる場所では、できる限り慎み深く心をしずめていましょう。信仰の目を
もって、祭壇でいつも聖化と犠牲の働きをしておられる神なる救い主を見ましょう。
救い主のところへ行きましょう。必要があれば、なんでも救い主に頼りましょう。私た
ちのすべての惨めさを救い主に訴えましょう。救い主は思いやりのある方です。私たち
の惨めさを憐れんでくださるでしょう。私たちが望む時にすがることができるように、日
夜私たちの中にいらっしゃいます。
イスラエルに、一つの泉が開かれています。急いでそこへ行って飲みましょう。それ
は、湧き出る水の泉です。そこの水を飲む人はもうかわくことがないでしょう。
私たちに毎晩許されることになるベネディクション (聖体降福式) に、深い尊敬の気持
ちをこめてあずかりましょう。ベネディクションを有効に生かすよう努めましょう。イ
エス・キリストに、私たちを祝福してくださいますよう祈りましょう。ふさわしくその祝
福が受けられますようにしましょう。
神さまが私たちに、会に入る可能性のある若い人を知らせてくださいますよう、
「聖霊
来りたまえ† 」を 1 回唱えることを提案します。その、同じ「聖霊来りたまえ」の祈りの
中で、神さまの栄光を得るお恵みと、神さまのための聖なる奉仕に人々を引きつける方法
とを願いましょう。
さようなら、親愛なるアガト、あなたが私からの手紙を受け取られる日は、礼拝と愛徳
を行なって、心で、聖櫃の中で眠りにつくようお勧めします。
もう一度さようなら、あなたからのお便りを心待ちにしています。会員の皆さまに口づ
けを送ります。
†

編者註：Veni Sancte Spiritus 聖霊 来たりたまえ
聖霊来て下さいあなたの光の輝き 私達を照らして下さい。
貧しい人の父、心の光 証の力を注ぐ方
やさしい心の友、さわやかな憩い、ゆらぐことのないよりどころ
苦しむときの励まし、暑さのやすらぎ、憂いの時の慰め。
恵みあふれる光、信じる者の心を 満たす光よ
あなたの助けがなければ、すべては、はかなく消えて行き、だれも清く生きては行けません。
汚れたものを清め、すさみをうるおし、受けた痛手を癒す方
かたい心をやわらげ、冷たさを暖め、乱れた心を正す方
あなたの言葉を信じて、より頼む者に、尊い力を授ける方
あなたは私の支え、あなたの恵みの力で、救いの道を歩み続け、永遠の喜びをお与えください
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アデル・ドゥ・バーツ

42. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
3 週間後、事業のための募集をしてトランケレオンに帰ったアデルは、会員たちに自分と喜びを分かち合
うよう勧めます。

+J. M. J. T.

1806 年 6 月 26 日

主よ、あなたにわたしを委ねます。
もう長いことあなたにお便りしていないような気がします。トランケレオンに帰って
きましたので、あなたに会えるしあわせな日まで、いつものようにあなたにお便りするこ
とにします。そうすることを私は強く望んでいます。主が私たちに、しばしば文通をさせ
てくださいますよう、文通を有効に生かさなければならないでしょう。
神さまは、なんと慈悲深い方でしょう。私たちに特別な好意を示され、お恵みを与えて
くださいます。私たちはどのように感謝したらいいでしょうか。いつまで私たちは不忠
実なのでしょうか。いつまで私たちは、神さまが私たちの心の中に求めておられる分を、
神さまに対して拒むのでしょうか。神さまのためにだけある私たちの心は、創り主であら
れる神さまに背を向けて被造物を愛することを、本当に不幸だと思っているでしょうか。
神さま、このような恩知らずなことをするよりは、むしろ、死を望みます。私の溜息、私
の呼吸すべてが、心からの愛の行為であってほしいものです。
聖ペトロの祝日† の日曜日には、ご聖体拝領ができることを期待しています。ディシュ
レットに当日のための規則を送ります。
使徒聖ペトロと共に、私たちの不忠実を嘆きましょう。空しい人間的な尊敬のために、
神なる主をしばしば裏切ったことを嘆き悲しみましょう。そして、キリスト者にふさわし
くないこの弱さに、決して負けないという堅い決心をとりましょう。キリスト者は、神さ
まに気に入っていただくこと以外の目的をもってはなりませんし、常に、空しく人を偽る
人間の判断など気にしてはなりません。
私たちの会の会員が殖えるという私たちの喜びを、あなたも分かち合ってくれていると
思います。あなたが話してくれた従妹さんも、会員になれたらいいと思います。従妹さん
に、会員になる準備をしてあげるように努めてください。マドゥモワゼル・ペロのことは

†

編者註：6 月 29 日。
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本当に残念です、立派な会員になれたでしょうに。少なくとも、おろそかにはしないでく
ださい。あなたが無理をしないで、入会を従妹さんに勧めることができたらと思います。
さようなら。あなたに口づけを送ります。そして、あなたと会員の皆さまを愛します。
アデル・ドゥ・バーツ

43. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、人生の短さと時間を有効に使うことを考えるよう勧めます。

+J. M. J. T.

1806 年 7 月 9 日

神さま、私の闇を照らしてください。
時の経つのは速いものです。時間の短さは、色々な思いを私たちにいだかせるのではな
いでしょうか。
毎日、私たちは一歩ずつ墓場に近づいています。そのことを私たちは考えているでしょ
うか。私たちは、時間から永遠への恐ろしいよみじに備えているでしょうか。毎日死に備
える代わりに、私たちの心は、卑しいこの世にますます執着しているのです。
聖パウロは、
「私はいつこの死の体から解放されるのでしょうか† 」と叫んでいます。そ
れなのに私たちは、あらゆる配慮をして、体の世話をし、体が望むことをすべて与えてい
ます。そうしながらも「死に備えている」と主張するのでしょうか。聖なる死は、十分に
評価することもできず、値のつけようもないすばらしいことです。この世と、この世に
結びつけることのできる一切のものに死んだキリスト者の生活は、この世のために生き、
この世から出て行くこと、この世を失うことを、ひどく恐れている世俗的な人の生活より
は、はるかに心静かではるかにしあわせなものです。
何も私を留めるものはなく、
「神さまが私をお呼びになることを望まれる時、出発する
用意ができている」というこの考えだけが、魂にとってはいちばん心なごむやすらぎ、い
ちばん確かなしあわせです。聖パウロが言うように、この世を、あたかも使っていないか
のように使うよう努めましょう、すなわち、生きていないかのように生きましょう。人生
も、そのすべての善も、愛することなく生きましょう。神さまと共に、栄光の中に、永遠
に生きるために、神さまにおいて神さまのために神さまのうちに生きましょう。
来週のアクト (acte, 祈り) は、
「神さま、私の闇を照らしてください」です。そうです、
親愛なるアガト、神さまが、私たちを照らしてくださるように、この世の空なること、心
†

編者註：ローマの信徒への手紙 第 7 章第 24 節。
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から本当に誠実に余すところなく永久に、神さまのものであることにあるしあわせを見せ
ていただくために、私たちの目をさましてくださるように祈りましょう。
神なる花婿の気に入っていただくために、あらゆる策をこうじましょう。私たちの心か
ら、神さまのお気に召さないようなものはすべて根こそぎにし、神さまにいちばん心地よ
い徳をそこにおくために、最大限自我を抑えましょう。私たちの中に燃える愛徳、誠実な
謙遜、汚れのない純潔をもてるよう、特に一生けんめい努めましょう。先ず、そのことか
ら始めましょう。私たちの中にそれらの徳をしっかりともつことを望むなら、やることに
事欠くことはないでしょう。全能の神さまが私たちを助けてくださるでしょう。神さま
のお助けがあれば、私たちにできないことがありましょうか。
さようなら、あなたと会員の皆さまに、私たちの主において心からの口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ
手紙を書き終えてからドゥ・フュマル夫人からお便りをいただき、その中で、
「聖なる
おとめマリア、死の時に私の助けとなってください」のアクトを提案してくださいまし
た。それで、私が提案したアクトは、その後の週に延ばしましょう。

44. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、私たちが完全に神さまのものでなければならない義務を思い出させています。

+J. M. J. T.

1806 年 7 月 17 日

神さま、私の闇を照らしてください。
私たちがお仕えしている神さまは、私たちの心のすべてに値されないお方でしょうか。
どうして私たちは、神さまに対して留保した部分があるのでしょうか。神さまは、私たち
に対して留保されることはありません。私たちに、すばらしいたまものを豊かに与えてく
ださるのです。私たちが望めば、何度でも聖櫃から私たちの心に降りてきてくださいま
す . . . 私たちはどんなにか神さまの慈愛を濫用していることでしょう。最後には神さま
はあきあきなさって、神さまを捜しても見つけられなくなるでしょう。
「あなたたちは私
†
を探すだろうが、私を見つけることはないだろう。
」ですから、今からでも神さまを探し

ましょう。今は好都合な時です、救いの時期です。神さまは、若々しいやさしい心の捧げ
ものを愛されます。ですから、親愛なるアガト、神さまに、神さま以外のものを愛するこ
†

編者註：ヨハネによる福音書 第 7 章第 34 節。

65
ともあった私たちの心をお捧げしましょう。私たちは私たちの心を、しっかりと神さまに
固定させることによってしか、心の純潔を保つことはできないのです。
神さま、私はいつまであなたに反逆し、あなたが私に命じられることを実行するよう
に、深い愛情をこめて勧めてくださるあなたのおやさしい声に、私はいつまで不忠実なの
でしょうか。いつも延ばし延ばしにして、私は、絶えずあなたの忍耐心をいらだたせるの
でしょうか。この世のためには、私の情念を満足させるためには、いつも性急な私が、あ
なたへの聖なる奉仕のためには、どうして反応が鈍く熱意がないのでしょうか。
いいえ神さま、そういうことはありません。星を見てすぐに出発した東方の博士たちと
同じように迅速に、あなたのみ旨がわかったらすぐ実行しましょう。今後は、細心の注意
を払ってみ旨を知ることにつとめ、一生けんめいみ旨に従うようにしましょう。
いつもお恵みをお願いしながら、このようなことを神さまに言わなければなりません。
お恵みなしでは、私たちは何もすることができません。へりくだった従順な心で私たちが
お願いすれば、神さまは、私たちにお恵みを拒まれることはないでしょう。
さようなら、口であなたに口づけできるのを待ちながら、心からあなたに口づけを送り
ます。私は口での口づけを強く望んでいます。
アデル・ドゥ・バーツ

45. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
7 月 22 日は、アデルにとってはマグダラの聖マリアとその模範について話すように指定されているよう
に思えました。

+J. M. J. T.

1806 年 7 月 22 日

(マグダラの聖マリアの祝日† )
神さま、私の心を変えて下さい。
今日お祝いする幸せな愛する人は、どんな模範を私たちに示してくれるでしょうか。
マグダラの聖マリアは、世俗的な生活をしている時は、不純な愛にその心を与えていま
した。でも、回心するとすぐに、そのすべての愛をイエス・キリストに向けたのです。聖
女は愛情こまやかな心を、愛するためにつかうのです。どんなに熱烈に愛したことでしょ
う。聖女は、けがした心の愛情を償うのに、それ以後は、その愛情を主にお捧げすること
†

編者註：7 月 22 日。
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以上のことはできませんでした。聖女は、狂ったように世俗を愛しただけの愛の深さを
もってた神なる救い主を愛したのです。そしてそれが、
「あなたは深く愛したのであなた
の罪は赦された† 」という慰めの言葉に値したのです。
この罪人と同じように、私たちにとっても神に背く機会であったものを、神ご自身の栄
光のために役立てましょう。例えば、私たちはあまりにも被造物に執着したでしょうか。
それならば、私たちの心のすべての愛情、感受性が主に向かうようにしましょう。
私たちは、生まれつきはげしい気性をしているのでしょうか。それならば、それを抑制
しながら、私たちの功徳の機会となるよう役立てましょう。そして、そのはげしさを、一
生けんめいに義務を果たす方向に向けましょう。
私たちは、世の人々の気に入りたいとの大きな願望を持っているでしょうか。もしそれ
ならば、この傾きを、主のお気に入りたいとの願望に向けましょう。
私たちは、軽蔑に対してあまりにも感じやすいでしょうか。それならばこの傾向を、神
様の不興をこうむったことの大きな悲しみに向けましょう。
私たちは自分の体を飾ることに、ある喜びを感じるでしょうか。飾る対象を変えましょ
う。そして、私たちの魂を、徳で飾るよう色々研究してみましょう。他のことについても
このようにしたらよいでしょう。
有益なものをそこから引き出すことができるように、私たちがお互いにしようとしてい
る訪問に備えましょう17 。それによって私たちが、前よりもよりよくなることが絶対に必
要です。特に、私たちのデフィ (déﬁ, 競争) の材料となっている、被造物からの解脱をお
互いに励まし合うために、その訪問を利用することが必要です。
マドゥモワゼル・ペロからのお便りがありましたか。私たちの会のため、あの人のこと
は本当に惜しいと思います。
ラリボ師の手紙をどう思いますか18 。師が、誘惑についてどのように話しているか分か
りますね。ですから、勇気を出しましょう。落胆と臆病のすべての考えを私たちから除き
ましょう。
さようなら、親愛なるアガト、口であなたに口づけするしあわせな日を待ちながら、思
いであなたに口づけします。
アデル・ドゥ・バーツ
†

編者註：ルカによる福音書 第 7 章第 47 節。
おそらくロンピアンでの会員の次の出会いのことであろう。
18
ダマザン (ロ・テ・ガロンヌ県) 地方の小教区ロンピアンの主任司祭ラリボ師は、アデルの会の祈りと
同じ祈りをする司祭の一人だった。アデルの手紙のいくつかのくだりから、ラリボ師は、1806 年ごろ、
「プ
チット・ソシエテ」(Petite Société) と関わりをもつようになったと推論できる。師の資質が主だった会員
たちの注意を引き、師を自分たちの顧問とした。その後アデルは、師に、
「会の指導者」という正式な肩書
きを承諾することを決めさせた。(H. Rousseau, o.c., p.121, 122)
17
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46. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、神さまからの力と神さまに希望をおくことの必要性について、会員の注意を喚起しています。

+J. M. J. T.

1806 年 7 月 31 日

神さま、私が倒れないようにする、剛毅の霊を私に与えてくださって、私を強めてくだ
さい。
そうです。主が、私たちが倒れないようにする剛毅の霊を、私たちに与えてくださいま
すように。私たちは、自分ではどんな傾きにも抵抗できません。ですから、来週は一週を
通して—アクト (acte, 祈り) を唱える時に—私たちにとても必要な、剛毅の霊をお願いし
ましょう。神さまからの力があれば、闇のすべての力に挑むことができるでしょう。そう
です、「私には、私を強めてくださるお方においてすべてが可能です。† 」ですから、勇気
を出しましょう。私たちにできることはすべてしましょう。無気力には、決して負けない
ようにしましょう。そして、神さまに希望をおきましょう。神さまは、約束を守ってくだ
さいます。神さまに希望をおく人は、決して裏切られることはないでしょう。
苦行として、話をしたいときに、一度話をすることを控えることを提案します。私たち
には、しばしば、悪く無益な言葉がありました。聖なる沈黙によって、その償いをするよ
う努めなければなりません。
私たちが徳に進歩するために、なにもおろそかにしないようにしましょう。聖なる競
争によってお互いに刺激し合いましょう。日曜日は、どのように一週間を過ごしたか全
般的に反省するように提案します。なんらかの進歩をしていたら、神さまをほめたたえ
ましょう。そして、その栄光を神さまに帰しましょう。もし、私たちが後退しているのな
ら、あるいは、少なくとももし同じ習慣にとどまっているのなら、神さまの前で嘆き悲し
みましょう。新たな決心をとりましょう。早速改めるために手段を探しましょう。無駄
にする時間はないのです。時は過ぎ、永遠は近づきます。神さまが、良い粒から藁を離さ
れます。
親愛なるアガト、徳に進歩しましょう。後に残らないようにしましょう。進歩しない人
は後退するのです。
会員のドゥ・ポミエス姉妹19 の模範が、この尊敬すべきお嬢さんたちのように進歩する
†

編者註：フィリピの信徒への手紙 第 4 章第 13 節。
デュクルノ氏が 1804 年出身地のヴィルヌーヴ・ドゥ・マルサン (ランド県) に滞在している時、アデ
ル・ドゥ・ポミエス、ロザリ・ドゥ・ポミエス姉妹を会員に登録した。姉妹はジャンヌ・ディシェの三姉
妹、アデル・ドゥ・バーツと共に、
「プチット・ソシエテ」(Petite Société) の最初の核を形成した。
19
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ように、私たちを仕向けさせてほしいものです。私たちは、とても聖なる人々と結ばれて
いるのに、私たちはあいも変わらないのです。これほどのお恵み、これほどの模範、これ
ほどの救いの手段について、どんな恐い報告をしなければならないことでしょう。
さようなら、あなたをこのような反省の中に残しておきます。そして、心からの口づけ
を送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

47. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、聖母の被昇天の聖体拝領をよく準備するように促しています。

+J. M. J. T.

1806 年 8 月 7 日

神さま、あなただけを愛したいと思います。
親愛なるアガト、これはあなたが提案してくださったアクト (acte, 祈り) です。これを
来週のアクトにしてもいいでしょう。聖母の被昇天の祝日† には、ご聖体拝領ができると
思いますが、このアクトは、ご聖体拝領の準備のためによくできています。
いつも以上に熱心に、そして、熱情をこめてその準備をしましょう。エマオの弟子たち
のように、神さまが私たちの中におられて、私たちに秘かなお声を聞かせてくださる時、
私たちの心が大いに燃えてほしいものです。熱心さに燃えましょう。絶えず、私たちに特
別な好意をよせてくださる主のために、絶えず燃えましょう。
私たちの会の会員が殖えていくにしたがって、私たちの熱心さも深めましょう。さもな
いと、私たちは、最も厳しく最も恐ろしい裁きを覚悟しなければなりません。
私たちが集まる時が近づきます。神さまの前に功徳をつむよう努めましょう。
これ以上長くあなたとお話しすることはできません。急いでいるんです。
さようなら、主においてあなたに口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

48. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
その短い手紙の中でアデルは、聖母の被昇天の祝日に、自分のものとなり、そして、おそらくは会員の
†

編者註：8 月 15 日。
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ものとなるであろうしあわせ、
「神さまが私たちの心に来られる」しあわせについて、黙っていることがで
きません。

+J. M. J. T.

1806 年 8 月 13 日

あなたに長い手紙を書く時間がありません。それでも、私が明日いただき、そして、お
そらくあなたも、手紙がお手元に着くころにはいただいておられるしあわせ、神さまが私
たちの心に来られたというしあわせについて、一言あなたに書かないでは、郵便を届けて
くれる人を出発させたくありません。
私たちの心が、もう、決して神さま以外のものとならないように、神さまが、私たちの
心を自分のものとしてくださっていてほしいものです。そうです。私の魂の神なる花婿、
私はあなたに私の心を捧げます、私の心のすべての熱情とすべての愛情を捧げます。
やさしいアガト、このご聖体拝領からは、他のご聖体拝領以上に利益を引き出しましょ
う。私たちのイエスさまに、とどまっていただきましょう、イエスさまが出て行かれるこ
とのないようにしましょう。イエスさまが、再び私たちを訪れてくださる時に、私たちの
中に、恩寵を見い出すことができるようでありたいものです。私たちの進歩に、喜んでい
ただけるようでありたいものです。
さあ、私たちの熱心を燃えたたせましょう。私たちの中においでになるイエスさまが、
私たちを助けてくださるでしょう。
私たちの犯した過ちと罪を嘆き悲しみましょう。絶えず嘆き悲しみましょう。償いの涙
の中に過ちと罪を沈めましょう。世俗の喜びは、神さまにそむいた人にとってゆるされ得
るものでしょうか。一つの大罪でも一生涯悲しむのに十分でしょう。私たちのイエスさま
に対して、しばしばそむいてしまった私たちは、どうしなければならないのでしょうか。
さようなら、私の友情の誠実さに期待してください。
アデル・ドゥ・バーツ

49. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトがトランケレオンに来ることになりました。アデルはアガトにその喜びを伝えています。

+J. M. J. T.

1806 年 8 月 21 日
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神さま、私の人生のあらゆる状況の中で、あなたのみ心によって、私の心を導いてくだ
さい。(アクト)
親愛なるアガト、早くあなたにお会いしたい思いです。それは、私には本当に嬉しいこ
とです。今まで以上の熱情をもって神さまを愛するために、この訪問を生かすように努め
なければならないでしょう。神さまは、そのためにこそ、この訪問を私たちに許してくだ
さるのです。
私のために神さまに祈ってください。私にはそれが必要なのです。セール師がいなかに
行かなくなってよかったですね。そういうことで、この世で唯一のしあわせとなるものを
長く奪われることがなくなりますね。
こちらで、できるだけ長く留まれるように手はずをととのえてください。そうしていた
だければとてもうれしいです。それに、いなかの空気はあなたにはとてもいいでしょう。
お姉さまにお願いしてください. . .
あなたは、聖なる説教師の話をかなりしばしば聞くことができるようですね。なんとい
うしあわせでしょう。あなたをうらやましく思います。祈りによって説教師と結ばれる
ことを、私たちはどんなにしあわせと思わなければならないことでしょう20 。
私たちが二人で、師にそのことをお願いしに行った日のことを大変うれしく思い出しま
す。なんと天上的なお顔でしょう。それは、魂の純潔さを示しています。同じように私た
ちも、やさしく愛すべき信仰心を示す、心晴れやかな表情をもちましょう。それが、愛し
てもらい、口づけをしていただく方法なのです。それは、尊敬すべきラリボ師が言われる
ように、会の中で私たちが求めなければならないことです。
もし私たちが、神さまのために魂を獲得できたら、なんというしあわせ、なんという天
国における栄光でしょう。そのために、私たちにできるだけのことをしましょう。人間的
な尊敬が、私たちを引きとめるようなことであってはなりません。神さまの業を行いま
しょう。そして、人々がそのことをどういうだろうかなどと気にかけることがないように
しましょう。
人間的な尊敬は、私たちに善をしないようにさせ、悪を行なわせる魔物です。もし私た
ちが、人間的尊敬におぼれるようなことがあったら、それは、私たちのすべての行為の功
徳を、そこなったり台なしにしたりすることもあるでしょう。すべてにおいて、そして、
どこにおいても、神さまを見るようにしましょう。
さようなら、親愛なるアガト、神さまが私たちに寄せてくださる、すべての特別な好意
に対して、恩知らずなことはしないようにしましょう。
20

1805 年 5 月 30 日、アジャンのミッシオン (mission、修業) が終ると、アデルは会員に、「聖なる説教
師」ミケル師と同じ祈りをさせたいと思った。そして、そうすることができた。(H. Rousseau, o.c., p.132)

71
愛情をこめて、会員の皆さまに口づけを送ります。特に、私に代わって、お姉さまの
ディシュレットに口づけをしてください。
アデル・ドゥ・バーツ

50. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、聖体に対してもつべき信仰と尊敬を思い出させます。

+J. M. J. T.

1806 年 9 月 4 日

神さま、私の魂に、現世においても永遠においても、平和を与えてください。
親愛なるアガト、長いことあなたにお便りしていないような気がします。今日は大きな
喜びをもって、いそいそとあなたにお便りしています。
私たちには、本当に信仰が足りないということを、認めなければなりません。私たちに
すこしでも信仰があれば、神さまご自身がお住まいになっている聖なる場所は、どのよう
に心を静めなければならないことでしょうか。私たちを裁かれるだろう神さま、そして、
祭壇の上から前もって厳しく見分けておられる神さまの現存を前にして、どんなにか震え
なければならないことでしょう。偉大なる神さま、私たちはどうなっているのでしょう。
全く散漫な気持ちで、厚かましくも神殿に現われるのです。私たちはその聖域にまで、イ
エス・キリストをはずかしめに来るのです。
次のことを実行するように勧めます。教会に入ったら、先ず、謙遜の行為をしましょ
う。神さまの前にいることには全然ふさわしくないことを認めて、聖櫃の方にはしばらく
目をあげないでいましょう。私たちの目は、神さまが愛によってそこに虜になっておられ
る住まいを正視するにはふさわしくありません。
地上に、すこしでも信仰があるなら、イエス・キリストを、教会の中でほとんど一日
中、お一人にして見捨てておくでしょうか。私たちが望むようには、イエス・キリストと
一緒にいてあげられなくても、少なくとも、お住まいになる神聖な場所の方にしばしば思
いをはせましょう。頭の中でしばしばそこへおもむきましょう。礼拝しましょう、償いを
しましょう、お願いしましょう。イエス・キリストは、私たちの願いを聞きいれてくださ
るために、私たちの中におられるのです。大変おやさしくいらっしゃるおん父に対するよ
うに、イエス・キリストにおすがりしましょう。事実、イエス・キリストはおやさしくい
らっしゃいます。
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聖母マリアの誕生の祝日† には、ご聖体拝領ができることを期待しています。あなたは
この比類のないしあわせをいただくことができますか。
ラリボ師の手紙はどう思いましたか。ディシュレットが、近くにいらっしゃる若い女性
の方のことを話してくれましたが、その方を会員にしてくれたらと思います。そのことを
ラリボ師にお伝えしたら、おそらく、大変喜んでくださるでしょう。
師は、私たちが世俗的な会に出なければならない時には、とてもいい助言をしてくだ
さいます。そのような会を避けるようにどんなに私たちに勧めてくれることでしょうか。
世俗の空気は常に伝染するものです。世俗に入るともっと悪くなって出て来ます。
さようなら、私があなたを愛しているように私を愛してください。それ以上のことは求
めません。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまに口づけを送ります。

51. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ドゥ・トランケレオン氏の妹方とコンドムの叔母方が、トランケレオンに来ました。アデルは、被造物
からの解脱のデフィ (déﬁ, 競争) を思い出させるためと諸聖人の祝日‡ を準備するように、会員に勧めるた
めに短い手紙を書いています。

+J. M. J. T.

1806 年 9 月 9 日

あなたと長くお話しできません。叔母たち21 がこちらに来ているのです。それに、急い
でしなければならないこともあります。それでも、神さまをますます愛するように、あな
たの心を絶えず神さまに捧げるものとするために、すべての創られたものから、あなたが
ますます解脱するように勧めるために、一言書かないわけには行きません。解脱は私たち
のデフィですが、私たちはなかなか実行できないでいます. . .
祝日が来るたびごとに、その祝日が表わす秘儀の精神を実行して、その祝日を祝うよう
にしなければなりません。次の祝日は、諸聖人の祝日です。ですから、その祝日まで一人
の聖人を模範にして、出来る限りその聖人を模倣しましょう。神さまの助けがあればすべ
て可能です。
†

編者註：9 月 8 日。
編者註：11 月 1 日。
21
(オリジナルでは) tatan, アジャンの方言で親しく叔母を呼ぶときの呼び方。
‡
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聖人たちも私たちと同じような人間でした。私たちと同じように情念を免れませんでし
たし、私たちと同じように弱い者でした。違いは、聖人たちが自分を抑えたのに対して、
私たちはそういうことをしないということです。聖人たちは、今は、自分を抑える時に感
じた軽い苦痛に対して十分報われているのです。
同じしあわせが私たちを待っています。もし、私たちが忠実であるなら、おそらく、間
もなく私たちはそのしあわせにあずかるでしょう。このように考えると、どんなにか私
たちの勇気が鼓舞され、天の祖国に対する願望はどんなにかきたてられることでしょう。
天の祖国を自分のものにするかどうかは、私たち次第です。私たちがそれをのがすとすれ
ば、なんと目がくらんでいることでしょう。勇気を出しましょう。神さまに信頼しましょ
う。神さまにおいてはすべてが可能です。でも私たち自身は、弱さそのもの、無限の惨め
さそのものですから、神さまなしでは何もできません。
さようなら、あなたをこの考察の中に残します。口であなたに口づけするしあわせな日
を待って、心であなたに口づけします。
アデル・ドゥ・バーツ

52. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは自分が次の週のために提案するアクト (acte, 祈り) が、対象となるお方に対して、会員を愛の
炎で燃やしてほしいと強く願っています。アデルは、3 時には会員が心を一つに合わせることを思い出させ
ます。

+J. M. J. T.

1806 年 9 月 18 日

愛そのものであられるイエスさま、あなたの愛を私にください。
これは、来週のために私が提案するアクトです。それは、大変燃えたものとなっていま
すが、対象となっているお方に対して、私たちを愛の炎で燃やしてほしいと願うものです。
日曜日は、ご聖体拝領ができるだろうと期待しています。このお恵みをあなたもいただ
くことができますか。イエスさまをいただく時、イエスさまにずっといていただくように
努めましょう。イエスさまが、私たちから離れて行かれないようにしましょう。前回のご
聖体拝領の時にいただいたお恵みを、次のご聖体拝領まで保持しましょう。それは、お恵
みをふやしご聖体拝領から利益を引き出す方法です。もし私たちが、相も変わらず同じと
ころにとどまり、主がいつも、私たちの中に同じ弱さを見られるとしたら、どうして徳に
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おいて進歩することができましょうか。常に、同じことを始めなければならないでしょう
から。
私たちの霊的進歩に、大いに熱意をもちましょう。神さまに気に入っていただくために
すべてをするよう努めましょう。本性が求めることに耳を傾けることなく、お恵みに耳を
傾けましょう。
会員の模範は、どんなにか私たちにとって励みとなることでしょう。新しく会員になっ
た方から何か期待できますか。ラリボ師が会員にされる方は、すばらしい方だと思いま
す。ラリボ師は、なんと聖なる人でしょう。
スレーヌ22 は定期市に来ましたか。手紙は渡してくれましたか。あの方はかわいそう
に。ラリボ師からの返事がもらえないことを気の毒におもいます。あの方は、返事がほし
いにちがいありません。神さまが、あの方がもっと強くご自分に結びつくように、すべて
のものから少しずつ解脱することを、あの方に教えることを望んでいらっしゃるのです。
神さまは、あの方のためにご慈悲の大きな計画をもっておられると確信します。
神さまは、私たちをまだ子供のように扱われるのです。私たちが大変弱い者であるの
で、多くの慰めを私たちに与えてくださいます。神さまは、慈悲深くやさしく最良の父親
でいらっしゃいます。神さまを愛しましょう。神さまにお返しをしましょう。神さまに
対する愛で燃えましょう。神さまだけを愛するようにしましょう。来週のアクトは口で
唱えるというよりは、心で唱えたいものです。愛そのものであられるイエスさま、あなた
の愛を私にください。
さようなら、主の、神聖なる傷においてあなたに口づけを送ります。

3 時には、会員の皆さまと心を一つに合わせることを覚えていますか。
アデル・ドゥ・バーツ

53. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
会員たちが集まることになりました。アデルは、
「すべてにおいて私たちが目指さなければならない唯一
の目的は神さまの栄光とみ旨を行うことである」ことを思い出させています。

+J. M. J. T.

1806 年 9 月 25 日

私たちが集まる時が近づいて来ます。そのことが、神さまの栄光となりますように努め
ましょう。そうです、神さまの栄光とみ旨を行うことこれが、私たちがすべてにおいて目
指さなければならない唯一の目的です。
22

スレーヌ・ドゥ・サン・タマン、アジャンの郊外に住む会員。
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あなたは、D 氏の教示を聞くことができるでしょう。氏は毎日曜日教示をしています
が、私たちはそれに参加することができます。教示は人の心を大変に動かすものですよ。
常に新たなお恵みがありますが、それを有効に生かしましょう。最も熱心な会員の方た
ちの模範にならいましょう。私たちの親愛なるアンリエット・ドゥ・サント・クロワは、
なんと熱心に見えることでしょう。あの方は私たちと同じ年令です。あの方を模範とし
ましょう。あの方は、神さまを愛しこの世から解脱したいと思っています23 。少なくとも
精神と愛情によって、この世から解脱しましょう。私たちの心が、すべてに越えて神さ
まだけを愛するようでありたいものです。世俗のむなしい決まりを大いに嫌いましょう。
そして、そのような決まりに従うことは決してないようにしましょう。岩のような堅い心
をもちましょう。常に、主とその十字架に結ばれたものでありましょう。神さまの十字架
は私たちの支え、私たちの不倶戴天の敵に対する防具となってくれるでしょう。
私は、諸聖人の祝日まで聖なるおとめマリアを模範とすることにしました。その模範に
ならって、悪の影までも恐れながら、謙遜、温和、忍耐、貞潔でありたいと思います。こ
のように、やるべきことはたくさんあります。でも、神さまのお恵みとお助けがあれば、
すべてを希望することができます。信頼し決心をとります。
たぶん、ディシュレットから、私がそのうちに尊敬すべきラリボ師にお会いすることを
期待している、と伺っていると思います。あなたと一緒にお会いできればと心から願っ
ています。あなたが、この聖なる人の神さまについてのお話を聞くことができれば、私に
とってこれ以上の喜びはありません。
さようなら、新しい会員の方に、アクト (acte, 祈り) を提案していただくように努めて
ください。その方にも他の会員の方にも心からの友情を送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

54. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトはまだ来ていません。アデルは一刻も早くアガトに来てほしいと思っています。アガトの来訪中
に、ロンピアンの主任司祭ラリボ師が来るようなことになればさらにうれしいことになるのですが。

+J. M. J. T.

23

1806 年 10 月 9 日

アデルとマドゥモワゼル・アンリエット・ドゥ・サント・クロワとの関係でヴィルヌーヴ (ロ・テ・ガ
ロンヌ県) の郊外のヴァレイユとモンフランカンのグループができた。
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あなたにもっと早く会えると思ったものですから、先日はお便りをしませんでした。で
も、あなたがまだおいでにならないことがわかりましたので、そんなに長くあなたにお便
りしないままにしたくありません。
あなたには一刻でも早く来てほしいのです。あなたと一緒にいられる間は、主をよく愛
するように、私たちの心のすべての情熱を傾けて愛するように、主の愛にかなうべく、自
らを鼓舞するように努めましょう。私たちが会ったら、先ず、神さまに対する愛の行為を
したいものです。私たちお互いにとって、罪の機会とならないお恵みを主に絶えず祈りま
しょう。
あなたがラリボ師に会えると本当にいいですね。師がおいでにならないようなことと
なれば大変残念ですが、おいでにならないんじゃないかと懸念しています。師のところか
ら見えて、ここに立ち寄ってくださった神父樣方と会いました。師は、その神父樣方と一
緒においでになるはずでした。でも、師は仕事に追われていらっしゃるのです. . . いずれ
にしても、神さまのみ旨が行われますように。もし私たちが、そのことからなんらかの利
益を引き出さなけれならないのなら、神さまが、師が来られるようにしてくださるだろう
と信頼しています。それにこのことが、私たちがもつべき唯一の目的です。
セール師が留守にしておられることをあなたのために悲しんでいます。しかし、あなた
は、秘跡を授かるより、入念な準備をし、熱心に秘跡を望み、ますます行いを改めるのに、
神父様の留守のこの時を使わなければなりません。それは、イエス・キリストに純な心、
燃える心をさし上げるためです。心の汚れは、もっとも純な愛の炎によって清められなけ
ればなりません。この時を償いの時、あなたの罪がまさしくそれに値する欠乏と見なしま
しょう。
このようにして、神さまのみ前で、特にミサにあずかる時には、へりくだりの気持ちで
いましょう。自分がこんなにも、聖なる神さま、天使のパンに近づくにはふさわしくない
と認めましょう。それでも、神さまに、神さまをいただきたいとの強い願望を表わしてく
ださい。そのようにすれば、あなたは多くの功徳をつむことができるでしょうし、私たち
の魂の花婿の意にますますかなうものとなることができるでしょう。
さようなら、親愛なるアガト、あなたを愛しています。そして、あなたに会える喜びを
待って心からの口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

55. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
1 ヵ月以上も文通がありません. . .
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二人の友人は、トランケレオンで親しく一緒に生活しているのです。
アガトが出発すると、ベロック夫人が来て城に滞在しました。

+J. M. J. T.

1806 年 11 月 12 日

神さま、いつあなたにお会いできるのでしょう。

(来週のアクト (acte, 祈り) です。会員の皆さまにお知らせください。)
私の時間を分かち合いたいと思います。ディシュレットがサロンで話をしている間、私
は、アガトと少しお話をしに来ました。
ところで、神さまに対する愛はどうなっていますか。私たちが別れてからも、ずっと愛
はなまぬるいのでしょうか。私たちは、最良の主人に対して相も変わらず冷たいのでしょ
うか。目覚めましょう。私たちは何を待っているのでしょうか。私たちの愛すべきイエ
スさまは、これ以上私たちに与えることがおできになるのでしょうか。イエスさまは、私
たちの愛を得られるためにご自分をお与えになるのです。
親愛なるアガト、これほど多くの恩恵に対して無感覚であるのはもうやめましょう。私
たちの中にある神さまの気に入らないものは、すべて、思いきって神さまのために犠牲に
しましょう。神さまが、私たちの救いのために大きな代償を払われたというのに、私たち
は、私たちの悪い傾きを犠牲にすることを神さまに拒むことができるでしょうか。罪が、
私たちの神なる救い主に何を耐え忍ばせるようにさせたか分かったら、罪を憎まないでい
られるでしょうか。
あなたが出発された翌日受けとったラリボ師からの手紙をあなたに送ります。読めば
分かると思いますが、師は、訪問してくださると知らせてくださっているのですが、何時
かは知らせてくださっていません。なんと聖なるお人でしょう。師の意見と助言を有効
に生かしましょう。
師の手紙を会員の皆さまに見せてください。読めば分かりますが、師は、若い人たちを
受け入れる前に、多くの試みを望んでおられます。そして、師のおっしゃることは至極当
然です。この「小さな群れ」は、主の大きな喜びとならなければならないのですから。で
すから、熱心な人たちだけで構成されなければならないのです。
これは、私たち会員全員が反省し、手綱をゆるめないように、闘いの中でいつも勇敢で
あるように、後退を恐れて、常に進歩するように私たちを仕向けるための、立派な動機
です。私たちが後退することは常にあることです。私たちは進歩するか後退するかです。
皆さんどちらかを選んでください。
あなたと別れた悲しみについてはあなたにまだ話していませんが、私の大切な友人と共
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にいる大きな喜びについては話していますね。望みがすべてかなえられることはあり得な
いことです。お姉さまがどのように旅行なさったかは、お姉さまが手紙を書かれますので
お話しません。
こちらの人は、誰もあなたのことを忘れてはいません。パシャン夫人も家族全員もそう
です。
今日、私たちはヴィアンヌにディシュレットと一緒に行きました。ディシュレットは大
変道に詳しい人です。
さようなら、アガト、神さまにおいてあなたのことを心から愛します。私からのたくさ
んの口づけを受けとってください。
アデル・ドゥ・バーツ

56. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルとベロック夫人は、ラリボ師がトランケレオン滞在中にしてくれた黙想を有効に利用しました。二
人は師と「会」について話し、
「会」は師の関心を大いに引きました。

+J. M. J. T.

1806 年 11 月 20 日

神さま、これからは私を完全にあなたに捧げます。
親愛なるアガト、尊敬すべきラリボ師が出発されたところです。師は、火曜日の晩来ら
れて、教会について、教会の中で生まれたことの比類のないしあわせについて、私たちに
黙想させてくれました。そして、私たちと一緒にロザリオを唱えてくださいました。
水曜日は、私たちが神さまに対してもたなければならない愛着について、黙想させてく
ださいました。そして、また同じようにロザリオを唱えてくださいました。
ディシュレットと私は「会」について色々と話しました。
「会」は、師の関心を大いに
引きました。師は、会がふさわしい人たちによって大きくなることを望んでおられます。
師は、私たちに、神さまのことについて多く、そして、熱心に話してくださいました。あ
なたが一緒にいないのをたいへん残念に思いました。でも、神さまが、あなたがここに居
合わせないことを望まれたのです。神さまの誠意なるみ旨を礼拝しましょう。
スレーヌのことは本当にかわいそうに思います。しばしば話題に上りました。師が、ス
レーヌのために手紙を私に送ってくれることになっています。—何らかの方法で、その手
紙をスレーヌに私たちが届けることができる時に—スレーヌは、天国の道をたどっていま
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す。スレーヌが冠を失うようなことがあれば大変不幸なことです。ですから師は、スレー
ヌを、元気を出すように、辛抱強くあるように大いに励ましてくれることでしょう。
マドゥモワゼル・エリザ・ドゥ・サン・ボーゼイユはどうなりましたか。彼女が会に
入ってほしいとは思いますが、改めて申しますが流行を追うような人はだめです。ラリ
ボ師も、そのことを私たちに強く勧めておられます24 。
人を募集して加入させてください。イエス・キリストのために魂を獲得しましょう。そ
して、何よりも先ず、私たちが、自分の魂を救うことができるようでありたいものです。そ
こに私たちの目的、唯一のなすべきことがあるのです。永遠がかかっているのです. . . で
すから完全に自分を神さまに捧げましょう。そして、来週のアクト (acte, 祈り) を唱えな
がら、そのことを神さまにはっきり申しあげましょう。そのアクトもまた、ラリボ師が提
案してくださったものです。
あなたに、大変ご迷惑をかけることになる用事に触れましょう. . . 本当にごめんなさい
ね。ラリボ師の教会のために、私たちが刺しゅうすることになっている物のためです。上
等の麻布の半カールと 1 セーズ、きれいなピンクのタフタ† の半カールと 1 セーズを買っ
ていただけませんか。
ベロック夫人からは、刺しゅうのための、よじった綿糸の小さなかせを二つ送ってくだ
さいとのことです。また、整理箪笥の引き出しの箱の中に、聖堂の聖体顕示台のカバーに
使ったタフタの残りがどれくらいあるか見てくださいとのことです。あと、どれくらいタ
フタが必要か見るためです。また、きれいな深紅色のタフタを同じ量だけ買ってください
とのことです。それを土曜日に送っていただけたら大変嬉しいです。
さようなら、私は生涯を通じて、私たちの主においてあなたの心からの友人です。
アデル・ドゥ・バーツ

57. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ディシュレットは、その週のアクト (acte, 祈り) を提案しています。アデルはそのアクトを解説してい
ます。

24

革命の圧政のあと快楽、放縦、物質的喜びの波が続いた。流行は慎みを欠くものとなり、体がすべてに
優先した。アデルはこれに抵抗し、会員たちが、その生活においても、考え、言葉においても、魂において
も身なりにおいても、
「キリスト者」として自分を示すことを望んだ。アデルは友人たちと共に、若者たち
をおびやかすすべての危険と戦った。彼女たちは精神を高めることとは逆行する軽薄な生活に対してすべ
ての会員の注意を一緒になって促すことになる。(E. Solirène, o.c., p.38)
†
編者註：光沢ある平織絹。
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+J. M. J. T.

1806 年 11 月 27 日

神さま、あなたは私から遠く離れておられ、私もあなたから遠く離れていて、どうして
平穏でいられたでしょうか。(ディシュレット提案のアクト)
このアクトはとてもきれいです。事実、私たちの魂の主権者、唯一の善であられる神さ
まの不興を買い、神さまから離れていて一瞬たりとも平静でいられたでしょうか。
もし、慈愛と慈悲に満ちた神さまが、罰のために私たちを待っておられたとすれば、私
たちは今ごろは、永遠に地獄におちた人々とともに火に焼かれていることでしょう。地獄
には、私たちよりも罪のない人たちがたくさんいます。けれども、主は奇妙にも、その人
たちに恩恵を与えられませんでした。このことは、神なる恩人に対しての、私たちの愛と
感謝を深めるためのなんという動機づけでしょうか。それはまた同時に、私たちのイエス
さまを再び十字架にかけることになる罪、この恐ろしい罪を、私たちに避けさせるための
なんという動機づけでしょうか。
この世のすべての善にもまして、私たちの神さまのお恵みをより高く評価しましょう。
どんなに小さなことにおいても、神さまに罪を犯すよりは、むしろ、すべてを犠牲にし、
すべてを諦める心の備えをしましょう。罪を心から憎みましょう。事実その通りですが、
罪をこの世で最大の悪と見なしましょう。
私たちの手紙が、私たちの親愛なるスレーヌにも渡って、神さまが彼女に送られる十字
架を担う助けとなるよう強く願っています。
尊敬すべてラリボ師のために、私たちが刺しゅうしている聖体顕示台のカバーとパラ
は、とてもきれいです。ディシュレットが刺しゅうの素描をあなたに持って行きますが、
あなたにも、きっと魅力的だと思っていただけると思います。あの聖なる人にも大変喜ん
でもらえると思います。
さようなら、親愛なるアガト、あなたの愛すべき姉妹の皆さまによろしくお伝え下さ
い。そして、私からの手紙を読まれた後、あなたと皆様に霊的聖体拝領をするようお勧め
します。
もう一度さようなら、友情が生涯続く友人から多くの口づけを受けとってください。
アデル・ドゥ・バーツ

58. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1806 年 12 月 4 日
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神さま、私があなただけに心を向けますように。(来週のアクト)
そうです、私たちは、神さまだけに私たちの心を向けましょう。そうすれば、私たちは
しあわせになるでしょう。私たちがこの人生の苦しみを耐え忍ぶのを助け、信仰が求める
すべての犠牲を私たちにさせることができるものは、神さまに対する愛以外にはありませ
ん。イエスさまを愛しましょう。そうすれば、イエスさまに対する愛が、徳への道のすべ
ての困難を取り除いてくれるでしょう。神さまが私たちのために何を耐え忍ばれたかをし
ばしば考えましょう。そうすれば、私たちが何も耐え忍ぶことができないことを、恥ずか
しく思うでしょう。
聖ペトロは、ローマで迫害を受け、迫害を避けてローマを出ようとしましたが、その時
に、十字架を担われてローマに向かわれている主に会いました。イエス・キリストは驚か
れてペトロに言いました、
「あなたが苦しみから逃げ出すから私の苦しみを新たにするの
†
です。私はこれから再び十字架につけられに行きます。
」
(話は大体このように述べられて

いると思います。この話は私には大変感動的に思われます。)
そうです、もし私たちが十字架から逃げれば、私たちがしかるべく十字架を担わなけれ
ば、私たちは、その十字架を、私たちのイエスさまに負わせることになります、その愛に
よって、ご自分におつけになった血のしたたる傷口を、再び開くことになります。もう、
このような恩知らずなことはしないようにしましょう。忍耐をもって勇気をもって耐え忍
びましょう。本性と私たちの情念に対する聖なる戦いに入りましょう。そして、心から申
し上げましょう、
「神さま、私があなただけに心を向けますように。
」他の週のためにアク
トを提案してください。
親愛なるアガト、あなたが私に話されたマドゥモワゼル・エリザ (・ドゥ・ボナール)
のことですが、私は、その方が私たちの仲間に入ることを強く望んでいます。ですから、
その方を会員として認めるためにできるだけのことをしてください。
もしあなたが、デュマ家の女の方たちやマドゥモワゼル・セレスに会われるようなこと
がありましたら、会についてお話しください。そして、私からくれぐれもよろしくとお伝
えください。
さようなら、あなたに対する私の友情は、生涯終ることはないでしょう。
ディシュレットが、あなたに、月曜日の「マリアの無原罪の御やどり」の祝日‡ の規則

†

編者註：言い伝えによれば、ペトロは、迫害を避けようとローマを離れるためアッピア街道を歩いてい
ました。ローマの門に着いたとき、十字架を背負ったイエスがお現れになりました。ペトロが、“Quo vadis
Domine ?”（主よ、どこへ行かれるのですか）と尋ねると、イエスは “Romam eo iterum cruciﬁgi ”（私は、
再び十字架につけられるためにローマに行くところだ）とお答えになりました。ペトロは、イエスの非難を
悟り、ローマに引き返し、すぐに逮捕されて、十字架に逆さまにつけられて殉教をしました。
‡
編者註：12 月 8 日。
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を伝えてくださると思います。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまに口づけを送ります。

59. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
次の手紙は、アクト (acte, 祈り) の解説とコンドム (ジェール県) の 3 人の新入会員の知らせを含んでい
ます。コンドムの会員たちは、アデルが叔母たちのところで毎年恒例の滞在中、個人的に獲得した人たちで
した。

+J. M. J. T.

1806 年 12 月 11 日

主よ、私があなたのもとに行けますよう急いで私のもとに来てください。
慈愛の神さまは、私たちのもとに急いで来てくださいます。ところで、私たちは急いで
神さまのもとに行くでしょうか。残念なことですが、神さまが私たちを探してくださるの
に、私たちは神さまを避けているのです。神さまは「皆私のところに来なさい† 」とおっ
しゃって、是非にと私たちを招待してくださるのに、私たちはいつもそのお言葉には耳を
かさないで、多くの場合は、私たちの情念が示した道を進むのです。
でも、私たちが改めるべき時が来ました。神なる幼な子がお生まれになる時がきました
「救いの日が来た、都合のいい時が来た。
」主のために、道を備えるべき時です。私たちの
魂の中に、主にふさわしい住いを準備したいものです。主をいただくことができた時に、
主に留まっていただくよう精一杯の配慮をしたいものです。主に申し上げましょう。
「主
‡
よ、私たちと共に留まってください。日が暮れようとしています。
」
「主よ、私たちを救っ

てください。あなたがいらっしゃらないと私たちは亡びます。
」
絶えず神さまに、力の限り、私たちの救いの敵にうち勝つための力を願いましょう、
「私
たちの救いの神さま、私の弱さを助けてください。あなたがいてくださらなければ私は倒
れます。
」
そうです、親愛なるアガト、私たちは誘惑の年令にあるのです。戦いの時が来ました。
本当の勇気を身にまといましょう、たえず戦いましょう、全能の神さまの助けがあれば、
勝利を得ることは間違いないでしょう。約束に忠実でおられる神さまが、私たちにその助
†
‡

編者註：マタイによる福音書 第 11 章第 28 節。
編者註：ルカによる福音書 第 24 章第 29 節。
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けを約束してくださいました、
「私に希望をおく人は決して亡びることがないだろう」と
主は言っておられます。
すべての危険を避けるように努めましょう。聖書は言っています、
「危険を愛する人は
危険に滅びるだろう。
」ですから、逃げましょう。そして、ひたすら神さまに助けを願い
ましょう。今まで以上に神さまを愛しましょう。神さまに対する聖なる奉仕においては、
確固たる態度でいましょう。
もうディシュレットから聞いたと思いますが、会員が 3 名殖えました。マドゥモワゼ
ル・ジョゼフィーヌ・カンパニョル、マドゥモワゼル・アンジェリック・カンパニョル、
マドゥモワゼル・オロール・ラフォール† です。この人たちはとても熱心です。アジャン
の会員もこの人たちに負けないでほしいと思います。先に会員になったのですから、熱心
さにおいても先んじなければなりません。
マドゥモワゼル・エリザには少しでも早く会いたいと思います。ベロック夫人に私たち
の会員のリストを送ります。神さまが会員を祝福してくださいますよう期待しています。
会員がこんなに多くなったわけですから。
さようなら、他にも書かなければならない手紙がありますので、天におられる私たちの
花婿のみ心において、心からあなたに口づけを送る時間しかありません。
アデル・ドゥ・バーツ

60. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1806 年 12 月 17 日

来てください、神なる幼きイエスさま、来てください。
これは、主の降誕の前の最後の手紙になります。私たちのためにお生まれになるお方に
ついて少しお話しましょう。そして、私たちの心の中にも生まれていただくように努めま
しょう。
神なる救い主は、生活のすべての便利を欠く極貧の人として、貧しくお生まれになるこ
とを望まれました。全地がご自分のものであるお方がです。それにひきかえ、私たちは、
安楽さを大変好んでいます. . . 私たちの中に生まれていただくために忠実に苦行を実行し
ましょう。ご誕生までに私たちに残された時は、償いの時でなければなりません。

†

編者註：カンパニョル姉妹はヴァレイユ近くのモンフランカン出身です。彼女たちを、コンドム出身の
コンパニョ姉妹と取り違えてはいけません。
『アデルの手紙』の英訳より。
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救い主は、きたない動物のいる小屋でお生まれになりました。なんという謙遜でしょ
う。この深い謙遜によって、私たちはまた、救い主を私たちの中に引き寄せるのです。私
たちは、自分が何者でもないこと、何もすることができないこと、何ももたないことを確
信しましょう。私たちが何もできないと人に思われることを忍耐をもって黙して耐え忍び
ましょう。
イエスさまは、夜の闇の中でお生まれになりました。ですから、神さまのうちに隠され
た生活を愛すること、世俗を避けること、孤独と沈黙を愛することを学びましょう。孤独
の中においてこそ、神さまは心に語りかけられます。
ディシュレットに主の降誕の規則を与えます。たぶん、私たちは皆、この大祝日にご聖
体拝領ができると思います。熱心をこめてご聖体拝領をしましょう。と申しますのも、こ
のご聖体拝領が今年最後のご聖体拝領となるでしょうから。このご聖体拝領を今年のすべ
ての足りなかった点、特に、私たちのご聖体拝領のなまぬるさの償いとしなければならな
いでしょう。
待降節の、あなたがたの説教師のことを少し話してください。—もし説教師の話を聞き
ましたのなら。
やがて、コンドムのミッシオン (mission、修業) の時期だと思います。説教師によろし
くと書かなければならないでしょう。
しかし、説教師はスレーヌ (・ドゥ・サン・タマン) の字体を知っておられるので、も
し、スレーヌがアジャンにいるのでしたら、スレーヌが書く方がはるかにいいように思う
のですが、スレーヌが町に来たらすぐにスレーヌはラリボ師に返事を書くと思います。ス
レーヌは師が自分の状態に関心を示してくださっているのですから、死に手紙を書かなけ
ればならないのです。
さようなら、あなたに口づけを送ります。そして、あなたを愛しています。
アデル・ドゥ・バーツ
ドゥ・カンパニョル家のお嬢さんがたは、ヴァレイユの方の出身でラグランジュ家のお
嬢さんがたはあの人たちをご存知です。

61. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシュ宛
24 日の手紙は、終ろうとする年についての考察です。
アガトの手紙には、いつもディシュレット宛の手紙が同封されていましたが、あいにく保存されていま
せん。
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+J. M. J. T.

1806 年 12 月 24 日

やがて今年も終ろうとしています。私たちはこの年をどのように活かしたでしょうか。
どれほどたくさんのお恵みをいただいたことでしょう。ミッシオン (mission、修業)、多
くの教示、会員の増加ということで、私たちがその恩恵にあずかったたくさんの新しいお
祈り。そして、多分、私たちをより罪あるものにすることにしか役立たなかったなんと多
くの恩恵。私たちが見ならわなかった多くの聖なる模範. . . 。今年が、私たちの生涯の最
後の年であったとすれば、どのような報告をしなければならないのでしょうか。どのくら
いの人たちが、この年の終りを見ることがないのでしょうか。私たちが、そういう人たち
の数に入る可能性がないのでしょうか。
おろそかにしたたくさんのお恵みに加えて犯した多くの過ち、私たちの記憶は、神さま
と神さまのお気に召す手段だけについて語らなければならなかったのに、なんと多くの悪
い考え、言ったことを後悔している多くの言葉、—その上、そのことで恐ろしい報告をし
なければならない無益な言葉—、私たちの義務に対する多くの怠慢。偉大なる神さま、も
し今、私たちがあなたの恐ろしい裁きを受けるとしたらどのように私たちは自分を弁明で
きるでしょうか。
神さまは、その日の盗人のように、私たちがいちばん予期しない時に来るだろうと警
告されています。ですから、いつも準備しておきましょう。悔い改めた、そして、へりく
だった心で、この年をよく終るように努めましょう。主はそのような心を拒まれることは
決してないでしょう。
神なる幼な子のまぐさおけの中で、神さまのご慈悲をお願いしましょう。そうすれば、
はねつけられることはないでしょう。罪人も義人も皆まぐさおけに駆けつけましょう。ゆ
りかごを取り囲みましょう。私たちのため、おとりになることを望まれ t, イエスの愛す
べき名を礼拝しましょう。
ディシュレットの方から、元日とその前の日のための規則を伝えてくると思います。ディ
シュレットがあなたに言ったと思いますが、あなたがマドゥモワゼル・エリザ (・ドゥ・
ボナール) に手紙を書かれることには大賛成です。私は、あの方のことを大変気に入って
います。あなたもあの方が気に入っていらっしゃるので、あの方に会員になっていただき
たいとの願いがつのっています。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの礼拝すべき馬小屋の中で、あなたに心から口づ
けを送ります。
アデル・ドゥ・バール
会員の皆さまみ口づけを送ります。
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マドゥモワゼル・セレスには、できるだけのことはしてあげてください。
そして、あの方に 3 時に心を合わせることになっているとお伝えください。

62. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
この手紙では、会員の熱心をかきたてようとするアデルの思いが示されています。

+J. M. J. T

1807 年 1 月 1 日

神なるイエスさま、私の心にお生まれになってください。そして、永久にみ国を私に心
に建ててください。
あなたにとって、聖なる年であるようにお祈りします。あなたが、主が未だあなたに与
えようと望まれる日々を有効に利用するように、そして、あなたが、この年の終りには年
のはじめよりも進歩しているように願っています。
今年が、私たちの生涯の最後の年になるかもしれません。ですから、最後の年を送るよ
うな気持ちでこの年をすごしましょう。私たちの立派な生活が、死の不断の準備であっ
てほしいものです。そういうことになれば、私たちが急に死ぬようなことになっても、あ
るいは、ベッドの中で死ぬようなことになっても、常に備えができていることになるで
しょう。
私たちは、すでに墓場に一歩近づきました。私たちは去年よりも生きる年数が 1 年少な
くなったわけです。その分、私たちが熱心になっているかどうかは疑わしいものです。も
うこういうことではないように努めましょう。常に進歩しましょう。進歩しない人は後
退するのです。
マドゥモワゼル・セレスのための規則の写しと全員の名簿をあなたに送ります。私の方
からよろしくと言ってあの方に渡していただけませんか。
親愛なるアガト、あなたは、マドゥモワゼル・エリザのために使徒としての働きをして
きましたが、あの方が、私たちと同じ考えをいだくようにあの方の世話を今後もしてくだ
さい。あの方は、立派な会員となれると期待しています。あの方に、姉妹方の模範になら
うよう勧めなければならないでしょう。
私たちが、精神においても考え方においても一致するように、また、私たちの建設的な
発言が、ますますお互いの刺激となることができるように、会員からの手紙を会員にしば
しば見せることをお勧めします。
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ヴィルヌーヴ・ドゥ・マルサンの会員とヴァレイユの会員は、お互いに何でも知らせ
合っていますよ。アジャンの会員は、何事においても負けてはならないと思います。手紙
によって、あるいは口頭で、あるいはまた、手紙をお互いに見せ合うことによって、全体
に意志の疎通を図るようなことをしなければ、それは、ごく普通の、互いに祈りを分かち
合う以外のいかなる目的にも達することのできない、信心業の団体のようなものになって
いますことは確かです。これがデュクルノ氏の意見です。
私がアジャンに行けるようなことがあったら、顔つなぎをしなければならない人がたく
さんいます。この町には、私の旅行以来、4 人会員がふえたわけですから、その方たちに
会うことを本当に楽しみにしています。それを待ちながら、古くからの会員、新しい会員
の皆さまに、愛情のこもった口づけを送ります。
ディシュレットに、
「主の公現」の祝日† のための規則を送ります。この祝日に、神さま
が、私たちの祖先である異邦人を呼ばれることによって、私たちを教会のふみづらに呼ん
でくださったことを心から神さまに感謝しましょう。これは、キリスト信者の主要な祝日
の一つです。
さようなら、あなたに口づけを送ります。そして、日曜日の晩はベトレヘムのまぐさお
けの中で眠ることをお勧めします。
アデル・ドゥ・バーツ
刺しゅうしていますか。

63. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1807 年 1 月 6 日

神さま、今年あなたが私にくださるすべてのお恵みを有効に利用することができますよ
うに。
そうです、イエスさまが私のそばにいてくださいます。私は何も恐れるものはありませ
ん。イエスさまがわたしと共にいてくださいます。イエスさまはご自分を、私の救い主と
して、私のやさしいお父さまとして、私の愛すべき花婿として、私の魂に与えてください
ました。誰がイエスさまを私から奪うことができるでしょうか。地上の他の誰かが、イエ
スさまと比較できるでしょうか。そうです、私は永久に、余すところなく、ずっとイエス
さまのものです。
今日、
「主の公現」の祝日のために、私たちがお互いに提案した小さな規則を作りました。
†

編者註：1 月 6 日。
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東方の博士たちにならって、まぐさおけから同じ道は帰らないようにしましょう。他
の言い方をすれば、全く新しい生活、今までとは異なった生活、神さまにおいて様相の変
わった生活をしましょう。東方の博士たちの旅行の出来事は、このような反省を私たちに
させてくれるはずです。
今日、私たちは、ある読書をしましたが、その中に、若い人は、一種の殉教によって冠
を勝ちとることができるとありました。これは、私たちの感覚と情念に対する戦いのこと
です。
そうです、親愛なるアガト、この種の殉教は、本当の殉教とほとんど同じくらいの功徳
があります。私たちの心の恐ろしい攻撃に抵抗するためには、私たちは、どんなにか強い
力を必要とすることでしょう。でも、神さまが、私たちと一緒に戦われることを望んでく
ださいます。もし私たちが、勇気をもって抵抗すれば、神ご自身が、私たちの勝利の保証
です。私たちの指揮官の旗の下に、勇敢に決然と戦いましょう。
あなた方全員がそれに賛同してくれるかどうか確かめるために、私が説教師に書いた手
紙をディシュレットに送ります。
マドゥモワゼル・エリザの手紙をあなたに送ります。立派な内容の手紙だと思います。
あの方に文通する時間があれば、十分に文通できる方だと思うのですが。私は、あの方に
強い関心をいだいています。あの方とマドゥモワゼル・セレスに、私からくれぐれもよろ
しくとお伝えください。
さようなら、あなたを愛しています。そしてあなたに口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ
きっとベロック夫人からお聞きになったと思いますが、デルフィーヌ・ドゥ・フュメ
ルサンから私にまた便りがあって、結局は会をやめない意向だということです。ですか
ら、あの方と、ジョゼフィーヌ・ダルベールとマドゥモワゼル・エリザの名前をマドゥモ
ワゼル・セレスとマドゥモワゼル・エリザの名簿に記入してもいいです。
私たちは 24 名になりました。イエスさまに、私たちの会を深く愛していただけますよ
うに努めましょう。私たちの熱心さと徳によって、私たちの中に留まっていただきましょ
う25 。

64. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
弟シャルルが、パリで勉強を続けることになって、出発の準備に忙しかったのですが、アデルは四旬節
25

会によって実現された、計り知れないほどの善の目撃者である司祭たちが、会と同じ祈りをするように
なり、そして、会員の募集のために働いた。ミケル師、会の指導者となったラリボ師の外に、コンドムの主
任司祭、ヴァレイユの主任司祭、アジャンの司教代理などの名をあげることができる。
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の準備について友人と話しています。

+J. M. J. T.

1807 年 1 月 15 日

私のために死んでくださった神さま、あなたのために耐え忍ぶ力を私に与えてくださ
い。
親愛なるアガト、あまり時間がありません。弟は出発しようとしているので、私たちは
みんなすることがたくさんあるのです。それでも、あなたに一言書く楽しみだけは欠かし
たくありません。
悪魔の国が、私たちの礼拝すべき主の国を最大限に支配しているこの時期に、私たちは
いつもよりも熱心でなければなりません。言ってみれば、イエスさまに対して多くの侮辱
の償いをするという目的で、世俗的な人々が、四旬節を迎え、過越の羊を食べるためにす
る心の準備は、全くいいかげんなものです。
私たちはもっと賢明でありましょう。世俗的な人々が喜びに身をまかせている間、私た
ちは、神さまの前で嘆き悲しみましょう。そして、私たちの神なる主によって聖とされた
言葉によって、彼らのために絶えず恵みを願いましょう、
「彼らをゆるしてください、彼
らは自分たちが何をしているのか知らないのです。† 」
それは本当です。この不幸な人たちの大部分は、自分たちがしている悪を知らないでい
るのです。その人たちは、そのことを知らなければならないことは確かです。また、彼ら
がそのようなことを知るようにしないこと、特に、そのことについて説教師が言うことを
信じないということは、大変罪あることだということも確かです。
しかし、もしも私たちが、不幸にもこの楽しみに打ち興じているとすれば、主にこの楽
しみの空しさを教えていただいた私たちは、どんなにかもっと罪深いことでしょう。その
ことを私たちに教えてくださったこの大きなお恵みを、神さまに絶えず感謝しましょう。
そして、このお恵みに忠実でありましょう。
私は、私たちの会員の誰もこの気違いじみた楽しみに参加して、私たちの悲しみの原因
にならないように期待しますし、会員が、年令とともに徳にも進歩して、神さまの前でも
人の前でも、非のうちどころのない行いによって、全員勝れたものとなるよう期待してい
ます。
今日、あなたからのお手紙を待っています。心待ちにしています。良き友人と文通がで
きるということは、私にとってなんと心の和むことでしょう。
文通のできないマドゥモワゼル・ペロのことを本当に気の毒に思います。あなたが刺
†

編者註：ルカによる福音書 第 23 章第 34 節。
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しゅうしてあげた袋を、あの方が受けとったかどうか知っていますか。あの方は、立派な
会員になることができましたのに、本当に残念に思います。でも仕方ありません。忍耐強
く待ちましょう。もし神さまが、この貴重なたまものを私たちに与えることをお望みな
ら、その手段を私たちに与えてくださるでしょう。
さようなら、神聖な聖櫃の中であなたに口づけを送ります。そして、あなたには土曜
日、神聖な聖櫃の中で眠ることをお勧めします。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまにくれぐれもよろしくお伝え下さい。

65. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
この手紙は、ご聖体を拝領するために求められる心がけについての論のようなものです。

+J. M. J. T.

1807 年 1 月 21 日

神さま、あなたに対する私の愛を倍加させてください。
近い中に、多分、神さまをいただけると期待しています。
この天のマナのすばらしい味わいは、世俗が私たちに与える毒の入った料理を、私たち
にどんなにか嫌いにさせなければならないことでしょう。私たちはこの天使のパンの中
に、新しい味わいを常に思い出さなければなりません。それなのに私たちは、どんなに冷
淡に天使のパンに近づいていることでしょうか. . . 私たちは、この、神なる肉を目の前に
して、聖なる震えにとらわれるはずではありますが、ほとんど注意も払わずにご聖体拝領
をしているのです。そういうことから、ご聖体拝領をするのに、効果が少ししか出ない、
ということがあるのです。私たちは強い者のパンをいただいているというのに、いつも同
じ弱さに陥るのです。
それは、主が、その礼拝すべき御体にあずかることに付随した、豊かなお恵みを私たち
にくださろうとして、私たちに求められる手はずを、私たちが整えないからです。今後は、
ご聖体拝領をするのに、より以上の注意を払いましょう。そして、熱心にご聖体を拝領し
て、私たちのために、神さまの泉に注がれるお恵みを、無駄にしないようにしましょう。
特に、愛徳と純潔を実行しましょう。私たちは、すべての人を愛される神さま、えこひ
いきをなさらない神さまをいただくのです。ですから、兄弟に対して、一物をもった心で
神さまをいただくことのないようにしましょう。特に、平和の善を守るため、私たちの気
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持ちに反対し、私たちのいちばん大切な利益を放棄させる兄弟に対して、この愛徳をもつ
ようと努めましょう。私たちがいただく神さまは、平和の神さまです。どうして、恨みや
不忍耐で乱れた心で主をいただこうとするのでしょうか。
私たちは純潔そのもの、聖そのものであられる神さまをいただくのです。このような
すばらしく繊細な徳を、私たちの中で損なわせるようなものはすべて避けるように、どん
なにか注意しなければならないことでしょう。私たちの魂の、神なる花婿のお気に召さ
ないようなすべてのことから、なるべく早く私たちを清めるために色々な気配りをしま
しょう。
マダム・ドゥ・サン・タニェス26 からいただいた手紙をディシュレットに送ります。私
たちの会員は、本当に熱心です。この方たちにみならうようにしましょう。そして、私た
ちにしてくださる良い意見を実行するように努めましょう。
私たちの魂の支配者である、神さまに対する愛の熱情をますますかきたてるために、あ
の方たちの熱心ぶりを会員の皆さまに伝えてください。
さようなら、親愛なるアガト、私はデュクルノ氏と昼食を共にします。心からの愛情を
こめてあなたに口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ
あなたはばらの刺しゅうをしていると言っていましたけれど、何に刺しゅうしているの
ですか。

66. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
会員の数がふえる見通しは、アデルによっては、仲間の熱情をかりたてる新たな機会です。

+J. M. J. T.

1807 年 1 月 28 日

私の愛よ、私の心の扉に絶えず注意をしていてください。
私たちの聖なる説教師が、私にくださった手紙を、大変喜んで読んでくださったと思い
ます。また、尊敬すべきラリボ師の手紙も呼んでくださったと思います。その手紙は、マ
ドゥモワゼル・セレス、マドゥモワゼル・エリザ、ドゥ・サン・タマン夫人など、すべて
26

マダム・ドゥ・サン・タニェス、修道女でヴィルヌーヴ・ドゥ・マルサン (ランド県) の新しい会員。最
初の会員であるドゥ・ポミエス姉妹たちの影響力が及んで、ドゥ・ポルテ家のデジレ、ソフィ、アンリエッ
ト、エミリも会員になった。彼女たちは王政復古の時に一躍有名となる家族に属していた。
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の会員に見せてくださるようお願いします。デュマ姉妹の皆さまには、ドゥ・サン・タマ
ン夫人から見せていただくこともできるでしょう。
コンドムのマドゥモワゼル・アデライド・カンパニョに手紙を書いて、会に入るように
勧めました。年令は、多分 29 歳です。大変徳の高い方で、その方の姉妹方によると、洗
礼の時の無垢の状態を保っているということです。もし、その方が入会を承諾してくださ
れば、本当にうれしいことです。それに、そういうことになれば、その方が、コンドムの
お嬢さんたちを会に入れることができるでしょう。私は、コンドムのお嬢さんたちをあま
り知りませんし、コンドムに行く機会がありましたら、大切な会の会員がふえるために、
一緒に話し合ってみたいと思います。とにかく、すべてが神さまの最も大きな栄光のため
にうまく行ってほしいと思います。
その方は、その方のお家に泊まっておられる説教師 (ミケル師) とも、その件について
の話し合いもできるでしょう。いずれにしましても、このような考えを、神さまが私にい
だかせてくださったのだと思いたいのです。
私たちの仲間の熱情を、盛んなものにするよう努めてください。エリザの手紙は、感じ
がいいものです。その手紙は大変好感が持てます。私は、エリザの姉妹の方も会員になる
ことができたらと願っています。多分、敬虔な若い娘さんを何人か知っておられるのでは
ないでしょうか。
親愛なるアガト、会が大きくなるとともに、私たちの礼拝すべき主のため、私たちを一
致させてくださる花婿のための熱情も、また増していくようにしましょう。私たちのいた
だくお恵みが多くなるにつれて、その分、私たちにお恵みを与えてくださる神さまに感謝
いたしましょう。
家長が、私たちに託したタレントを殖やしましょう、そうすれば、私たちはその他にも
与えられるでしょう。徳においても、あらゆる種類の善行においても、豊かな実を結ぶよ
うに、私たちの魂のぶどう畑でたゆまず働きましょう。
「良い実を結ばない木はすべて切
†
られて火に投げ入れられるだろう。
」ですから、必要な時に豊かな収穫があるように、急

いでよい実を結ぶようにしましょう。
永遠の長い旅路のために、善行の蓄えをしましょう。おそらく、私たちが思っているよ
りも早くその旅路につくでしょう。いつも備えていましょう。油の入ったランプを持って
いましょう。花婿は、私たちが予期しない時刻に来られます。花婿がおいでになるとき、
中に入る用意のない人には、祝宴の部屋は閉じられるでしょう。
さようなら、あなたには私以上の友人はいないと思ってください。
アデル・ドゥ・バーツ
†

編者註：マタイによる福音書 第 7 章第 19 節。
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パシャン夫人からくれぐれもよろしくとのことです。
親愛なる会員の皆さまに、私の厚い友情をお伝えください。
説教師の手紙を全会員に見せてください。皆さまの熱意を高めるためです。

67. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
聖アガタの祝日‡ に、友人の霊名の祝日のお祝いの言葉の他に、若き殉教者への讃辞を少し書き添えてい
ます。

+J. M. J. T.

1807 年 2 月 5 日
聖アガタの祝日

神さま、あなたに罪を犯すすべての人をおゆるしください。
親愛なるアガト、霊名の祝日おめでとうございます。今日、教会は、あなたの保護の聖
人の記念をします。
聖人は、若いおとめでした。聖人に、この世の空しい満足を軽視すること、永遠の善だ
けを熱望することを学びましょう。聖人は、幼くして処女の誉れを保ちながら、殉教の冠
を手に入れることができました。聖人は、その神なる花婿に誓った信仰を守るために、拷
問に立ち向かうことができたのでした。ところが、私たちはごく些細なことも、私たちの
神さまのために耐え忍ぶことができないのです。ちょっとした自制でも、私たちには、あ
まりにも辛いことのように思われるのです。もしも、私たちに殉教の機会が与えられたと
したら、私たちは、それをどのように耐えることができるでしょうか。
でも、そういうことはあり得るのです。私たちは、あの不幸な革命において、未だ遠い
ことではない例を見たのです。ですから、少し勇気を出しましょう。小さなことに忠実な
人は、大きなことにも忠実でしょう。悪魔が、私たちの回りを回っています。親愛なるア
ガト、神さまが私たちを助けてくださるという、確固とした希望をもちましょう。
償いの時期に入ります。体の断食以上に、情念の断食をするように努めましょう。そこ
に、霊的断食があります。霊的断食なくしては、体の断食は何にもなりませんし、何の役
にも立ちません。
この四旬節の 40 日の間、清くふさわしい心に過越の小羊をお迎えできるよう、準備し
ましょう。イエス・キリストと共に、新しい生活に復活するために、四旬節の終りには進
歩しているように努めましょう。
‡

編者註：2 月 6 日。
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四旬節の最初に日に、灰をいただきます。この聖なる儀式に、心を静めて与りましょう。
事実、私たちは灰、塵にすぎないこと、—私たちは謙遜な気持ちをもち続けるために、決
してそれを忘れないこと—、そして、私たちは、塵にかえることを思い起こしましょう。
私たちの魂が肉体から離されたあとの、その魂のために、天国に住いを準備する心の備
えをするために、この儀式から、塵であり塵にかえる体を念入りに飾ること、体に細かい
心配りをすることが、どんなにか空しいかをも学びましょう。
さようなら、親愛なるアガト、何度も何度もあなたに口づけを送ります。そして、灰の
水曜日の前日は、この日の乱痴気騒ぎの行き過ぎと放蕩によって、再び十字架にかかられ
たイエス・キリストと共に眠りに入るようお勧めします。
アデル・ドゥ・バーツ
親愛なる会員の皆さまに、口づけを送ります。

68. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1807 年 2 月 8 日

あなたは塵であり塵にかえることを思い起こしなさい。
ここに、私たちが謙遜になり、私たちの卑しさと、私たちが無であることを認識する理
由があります。塵であり灰である私たちに、自分を誇る理由があるでしょうか。私たち
は、どのように自分が何ものかであると思えるでしょうか。
私たちは、自分で自分を創ったわけではありません。私たちは自分の身長に、1 クデ (約

50 センチ) もつけ加えることはできないでしょう。私たちは、私たちのすべてを神さまか
らいただいています。それなのに私たちは、私たちの創造主、私たちの主であられる神さ
まにしばしば逆らうのです。
傲慢の醜い罪を避けましょう。それは、神さまに対する、反論の余地のない侮辱です。
神さまが、すべてのものの創り主、私たちの中にあるわずかばかりの、善の創り主と認め
ましょう。それが、私たちが自分の中になるわずかばかりの善に、虚栄心をいだかない方
法、そこから、私たちが引き出すことのできる功徳を、失わない方法です。
謙遜は、貴重な真珠です。謙遜な人は幸いです。全世界が自由にできる以上のものを
もっているのですから。傲慢は悪魔の罪です。闇の天使が、その罪の父です。この罪のた
めに、闇の天使は地獄に落ちたのです。
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ですから、特に、償いに当てられたこの聖なる期間中、謙遜の聖なる徳を身にまといま
しょう。謙遜な気持ちで断食をするようにしましょう。それが、断食を神さまのみ心にか
なうものとする方法です。人に見られるためではなく、神さまのみ心にかなうために断食
をしましょう。私たちに報いてくださるのは、人間ではなく神さまです。
すべてのものの支配者でいらっしゃいます神さまの、み心にかなうことだけを目指しま
しょう。人から尊敬を得ようとしては、何もしないようにしましょう。当然、創造主のも
のであるはずのものを被造物に帰するとは、なんと醜いことでしょう。
「人の子は人の前
でご自身のことを恥ずかしく思うキリスト者を御父のみ前で恥ずかしく思うだろう。
」
私たちは今日、灰をいただきました。四旬節の間、私たちの悪い習慣を灰にするように
努めましょう。堅い決心をとりましょう。そして、復活祭をふさわしく祝うために、少な
くとも、欠点を一つなくすように、霊的に、イエス・キリストと共に復活することができ
るように努めましょう。
私たちは今日、償いの精神を身にまとう印として、灰をいただきました。ですから、四
旬節の間、償いの精神を忘れることのないようにしましょう。そして、痛悔し謙遜な心で
断食するようにしましょう。この聖なる期間において、もっと熱心であるように、もっと
熱意をもつようにしましょう。私たちの償いによって、私たちのために、神さまの心を動
かすことができるように、神さまのために自制するように努めましょう。
あなたが、あなたの友人のことで苦しんでいることはよく分かります。でも、デュクル
ノ氏がその方に会うことはできません。氏は、人を訪ねるようなことは一切なさらない
でしょう。それは、あなたの十字架です。天国に行くために、それが必要なのです。カル
ヴァリオの丘はタボール山† よりのより確実に天国に導いてくれます。
さようなら、親愛なるアガト、私の心からの友情を信じてください。
アデル・ドゥ・バーツ

69. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1807 年 2 月 18 日

神さま、私の心を、あなたにお捧げするのにふさわしいものとしてください。
親愛なるアガト、あなたの知らせるとてもいいニュースがあります。あの聖なる説教師
が、私たちのことを覚えてくださったのです。どういうことなのかお話しましょう。
†

編者註：主の変容がここであったとする説がある。
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(コンドムの) 私の叔母たちが、師が通りの端に来られることになっていると知らせて
きましたので、私たちもそこへ行きました。事実、師は、コンドムの主任司祭と一緒に馬
車で来られました。母は馬車を止めて、トランケレオンに泊まりにおいでいただくように
お勧めしましたが、待っておられる人がいらっしゃるということで、それはかないません
でした。
この聖なる人に泊まっていただけたら、私にとってどんなに嬉しいことであったかお分
かりでしょう。私たちに黙想をさせていただけるようお願いできましたのに。私が、あな
たに言いたいと思っていることに話題を戻しましょう。コンドムの主任神父さまは私に、
「どうしてミッシオン (mission、修業) の説教を聞きに来なかったのか」と尋ねられました
ので、私は、
「アジャンに説教師のお話を聞きに伺いました」と答えました。すると、ミ
ケル師は、
「そう言えば、アジャンの病院であなたにお会いしたような気がします。もう
一人のお嬢さんと一緒に来られましたね。」と言われましたので、私は、
「そうです。
」と
答えました。
あなたもきっと、あの尊敬すべき人が、私たちのことをはっきり覚えていてくださった
ことを喜ばれると思います。ですから、師が私たちの会を忘れてしまわれることはないと
確信してもいいでしょう. . .
パシャン師が、師を引きとめようとして、
「でも、神さまに対する愛のために」と言われ
ると、師は、
「わたしが行くのも、また神さまに対する愛のためです。
」と答えられました。
今度は、説教師に働きかけておいでになる御方、神さまについて話しましょう。神さま
に仕える司祭の模範から、神さまの栄光のため熱心に励むこと、神さまを愛すること、一
生懸命神さまに仕えることを学びましょう。そのためにこそ私たちは創られたのです。
ミケル師が説教壇でする、あの信心深い祈り方を思い起こしましょう。私たちも、同じ
ような注意力をもって、同じように熱心に祈りましょう。私たちが得たいと思っているも
のは、同じ神さま、同じ天国です。ですから、同じ方法を取りましょう。多くの聖人が、
高い代償を払って買ったものを、神さまが私たちに安く売ってくださると思いますか。そ
れは、正義を欠くことになるでしょう。ですから、あの、心の広い殉教者たちにならう
よう努めましょう。そして、あくことなく熱心に、しあわせな永遠に値するよう努めま
しょう。
さようなら、愛情をこめてあなたに口づけを送ります。そして、土曜日は、ご聖体拝領
を強く望みながら眠りにつくようお勧めします。
アデル・ドゥ・バーツ
すべての会員の方々に、くれぐれもよろしくお伝え下さい。
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70. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
復活祭の準備、神のみ言葉の大切さ。

+J. M. J. T.

1807 年 2 月 25 日

神さま、私の願望の唯一の対象となってください。
そうです、私たちの心が、主だけを望みますように。そうです、主だけが、私たちの願
望が向かうに値する方です。ですから、いつも主を熱望しましょう。でも私たちは、主の
お恵みなしに主を望むことができませんので、来週一週間、私が提案したアクト (acte, 祈
り) を唱えて、主が、私たちの願望の唯一の対象であってくださいますように、主にお願
いしましょう。
私たちのために、ご自分を犠牲として捧げてくださる、この、神なる小羊を熱望しま
しょう。そして、周到に、特に罪を避けることによって、その死とご受難にふさわしく記
念する備えをしましょう。
今はお恵みの時です、救いの時です。私たちの魂が引き出すことのできる利益を、みす
みす逃してしまわないようにしましょう。この時期に、日ごろよりも、より豊かに私たち
に与えられる神のみことばは、私たちにとって、イエス・キリストと共に復活する準備で
なければなりません。
残念なことに司祭がいなくなって、神のみ言葉を聞くということが段々と少なくなるで
しょう。ですから、幸いにも、私たちが聞くことのできる神のみ言葉を、有効に生かすよ
う懸命に努めましょう。ミケル師がその教示の中で言われているように、
「やがて、私た
ちの魂に大変必要な、神のみ言葉のパンの大飢饉の時が来るだろう」ということです。
ですから、敬意をもって神のみ言葉を聞きに行きましょう。私たちに、神のみ言葉を告
げてくださる司祭の中に、神さまを見ましょう。私たちが、聞くことを利用するように努
めましょう。でもその前に、石よりも堅い私たちの心を、柔軟にしてくださるよう主に祈
りましょう。もし種が落ちても、根がつかないので枯れてしまうでしょうから。
あなたの説教師のことを、少し私に話してくれませんか。何という名前の方ですか。ディ
シュレットにマドゥモワゼル・デルフィーヌ・ドゥ・フュメルの手紙とマドゥモワゼル・
ジョゼフィーヌ・ダルベールの手紙を送ります。マドゥモワゼル・デルフィーヌ・ドゥ・
フュメルは、新しい会員の何人かを知っています。
長いことアンリエット・ドゥ・サント・クロワから便りがないのですけど、病気じゃな
いかとか、手紙が行方不明になったんじゃないかとか心配しています. . . 私は、アンリエッ
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ト・ドゥ・サント・クロワの方でも、多分、マドゥモワゼル・デルフィーヌ・ドゥ・フュ
メルとマドゥモワゼル・ジョゼフィーヌ・ダルベールの二人が、アンリエット・ドゥ・サ
ント・クロワを会員にするために、手紙を書いたお嬢さんからの返事を待っていると思い
ます。そのお嬢さんというのは若い会員、マドゥモワゼル・エリーズ・ドゥ・ボナールの
姉妹に当たる方です。
さようなら、親愛なるアガト、私たちはたくさんの友だちがいますが、あなたはいつも、
神さまにおいて、神さまのために、私の心の中で特別な場所を占めています。
アデル・ドゥ・バーツ

71. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシュ宛
四旬節が深まるにつれて、神さまのご慈悲をお願いする時期としてふさわしくなります。

+J. M. J. T.

1807 年 3 月 5 日

イエスさま、あわれみください。
親愛なるアガト、償いと和解のこの時期に、絶えず、神さまのご慈悲をお願いしましょ
う。絶えず、特に来週一週間、手紙の初めに書いたアクト (acte, 祈り) を唱えて、神さま
にお願いしましょう。このアクトを唱えれば、免償が得られると思います。このアクトを
唱えることによって、私たちの熱心さが倍加してほしいものです。心からいつも、
「イエ
スさま、あわれみください」と叫びましょう。
私たちには、神さまのご慈悲が本当に必要です。いつも私たちは、神さまのご慈悲の効
果を感じています。いつも私たちは、奈落にのみこまれても仕方ないようなことをしてい
るでしょうから。それでも、神さまの限りないご慈悲が、神さまの正義の手を止めている
のです。私たちの罪は復讐を叫びますが、イエス・キリストの御血は慈悲を叫びます。私
たちは、私たちのためにそのすべての血を流されたイエスさまに、ご慈悲をお願いしなけ
ればなりません。慈悲そのもの、慈悲そのものでいらっしゃる神さまに対して、いつも罪
を犯していることを私たちが感じなければならない悲しみによって、私たちがそれに値し
ようと努める限り、信頼してご慈悲を待たなければなりません。
今は、ご慈悲をいただくのに適した時期です。私たちは、私たちの神なる救い主の死と
ご受難の記憶を、新たにしようとしているからです。イエスさまの血が、私たちのために
無駄に流されたということにならないよう努めましょう。救いのこの時期、好都合なこの
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時期に、私たちの熱心と、罪に対する私たちの憎しみと、神さまに対する私たちの愛を倍
加しましょう。
出来る限りご慈悲の泉から熱心に汲みとりましょう。ご慈悲の泉は、秘跡と教会が私た
ちに数えきれないほど与えてくれる免償です。
コンドムから送ってくれた聖歌の中に、非常に多くの免償が与えられているのがわかり
ました。私たちの知らない、多くの信心業に与えられた免償から見て、敬虔な魂は、自分
が行なっている多くの信心業に与えられている可能性のあるすべての免償を得るために、
自分の意向を向けなければならないことも分かりました。あなたもそうするようにお勧
めします。私たちのミスから、豊かな霊的冨を失わないようにしましょう。ディシュレッ
トやあなたの姉妹方にも勧めてください。
さようなら、心からあなたに口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ
週のためのアクトを提案してください。もう長いこと提案していませんよ。

72. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1807 年 3 月 10 日

親愛なるアガト、おめでとうございます。あなたが叔母さまになるのは、これで 2 度目
ですね。これであなたの甥御さんは 2 人になりましたね† 。でも安心してください。次は
女の子だと言っていますよ。そしたら、かわいい会員ができることになりますね。
結婚は、教会に子供を、天国に市民を与えるためです。そのためにこそイエス・キリス
トは、結婚を制定なさったのです。ですから、神さまのみ旨に従いましょう。
一般的には、神さまは大家族を祝福してくださいます。そして、それは、結婚のミサの
中で、新郎新婦のためにお祈りするお恵みです。
ラリボ師にユジェーヌの誕生をお知らせしたところ、あなたのお姉さまのことに触れら
れて、次のようなお言葉を書いてくださいました、
「神さまが母親と子供を祝福してくだ
さいますように、そして、神さまの本当のしもべがますます殖えていきますように。
」デュ
クルノ氏がそう呼んでおられるように27 、私たちの大長老の願いがそこにあります。
†

編者註：べロック夫人の次男カミーユは 3 月 5 日に生まれました。『アデルの手紙』の英訳より。
デュクルノ氏は、アデルに、ラリボ師を、
「長老」、アデルが従わなければならない「神の人」として指
名した。そういうことから、弟シャルルの家庭教師デュクルノ氏が、1807 年 2 月、師の監督の下でパリで
勉強の仕上げをすることになったシャルルを伴って城を離れパリに発つ時、アデルのためには、自分より
ももっとよく指導できる人に代わってもらうことを喜んだ。(H. Rousseau, D.C. p.152)
27
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神さまについてお話しましょう。イエスさまの御絵はよくできていて、信心を起こさせ
てくれます。見てみないと分らないでしょうが、そのすてきな御顔には、威厳と優しさが
漂っています。その御絵とその聖なる御母の御絵を見に、私の小さな聖堂に少しでも早く
来てください。私の聖堂は、この素晴らしい二点の版画28 で、見違えるほど立派なものに
なっています。
イエス・キリストを愛しましょう。心からイエス・キリストを愛しましょう。イエス・
キリストは、私たちに先んじて私たちを愛してくださいました。イエス・キリストは、そ
のすべての御血を私たちのために与えられたのです。ですから、もしも私たちが、イエ
ス・キリストを心から愛さないとすれば、私たちは本当に非難されるべきものとなるで
しょう。
私たちの心は、イエス・キリストが創られたものです。ですから、その心を、イエス・
キリストに対して拒まないようにしましょう。私たちの心を、現世においても永遠にお
いても、イエス・キリストにお捧げしましょう。それは、私たちが、全生涯を通してイエ
ス・キリストを愛した後、この愛が、私たちの最愛の方の天国の住みかに、私たちを導く
ためなのです。
ベロック夫人にお聞きになったと思いますが、アンリエット・ドゥ・サント・クロワが
更に 4 人の会員を知らせてきました。その名前は、エミリ・ドゥ・ボナール、マルゲリ
ト・ドゥ・フュメル、キャロリーヌ・ラフォール、アデル・ラフォールです。このことを
マドゥモワゼル・セレスとマドゥモワゼル・エリザに知らせて名簿に記入してもらってく
ださい。神さまが、私たちの会を祝福してくださることを期待しています。このように神
さまが、会が大きくなることを許してくださるのですから。
さようなら、親愛なるアガト、主のお恵みに忠実でありましょう。主において、私の心
からの友情を約束します。
アデル・ドゥ・バーツ

73. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
(. . . )「私たちは、聖とされる週間に入ろうとしています。その週を敬虔に過ごすよう努めましょう。」

+J. M. J. T.

28

1807 年 3 月 18 日

アデルは自分の部屋に、小さな祈禱台を造っていました。そこで、自分が選んだ版画に描かれたイエス
さまとマリアさまのまなざしの下、毎日の二回の黙想に几帳面に励み、祈りを唱え、霊的読書に専念してい
た。(H. Rousseau, D.C. p.136)
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私のためにこれほどまでに耐え忍ばれたイエスさま、私はあなたを愛します。
ラリボ師が言われるように、四旬節の終りに近づくにつれて、熱心と勇気を倍加させま
しょう。
私たちは、
「聖」と言われる週間に入ろうとしています。その週を敬虔に過ごすよう努
めましょう。この聖週間に、罪を犯さないことができればどんなにかしあわせなことで
しょう。親愛なるアガト、警戒していましょう。神さまのお恵みの貴重な宝を、私たちか
ら奪おうとするかも知れない敵を追い出すために、私たちの心と感覚の扉の番をしましょ
う。事実、これほど厳しゅくな週の間の私たちの罪は、はるかに重大なものかもしれませ
ん。この同じ罪のために、神さまが苦しまれ、お亡くなりになったことを思いおこす週間
ですから。
ですから、この聖週間の間、私たちが罪によって、不幸にも、神のおん子を、残酷にも、
十字架にかけた人の中にいたことのおゆるしを、神さまに願いましょう。そして、神さま
への奉仕のためにすべてを捧げた生活によって、私たちが、神さまに対して罪を犯した不
幸な日々を償うつもりであることを神さまにはっきり申し上げましょう。
この週間を、苦行と黙想のうちに過ごしましょう。私たちを苦行と黙想に導き、同時
に、成しとげられた秘義を黙想しましょう。枝の主日は、
「ダヴィドの子にホザンナ」と
叫ぶ、群衆と共にいましょう。聖水曜日† はユダによって売られたイエスさまを思い出し
ましょう。聖木曜日は、崇拝すべきご聖体を制定されたイエスさまを、聖金曜日は、カル
ヴァリオで息を引きとられるイエスさまを、聖土曜日は、お墓の中のイエスさまを思い
出しましょう。復活の主日は朝早くから、マグダラのマリアと共にいましょう。そして、
死に打ち勝たれ、天国の門を私たちのために開かれた、復活されたイエスさまを礼拝しま
しょう。
ディシュレットに、聖週間と主のご復活の大祝日のための規則を与えます。
多分、ラリボ師の手紙、グルニエ師29 の手紙、マドゥモワゼル・アンリエットとサン・
タニュス夫人の手紙を読むことができたと思います。この人たちは、本当に熱意に燃えて
います。それを思うと、私たちは、本当に謙虚にならなければなりません. . .
グルニエ師からの手紙によりますと、私たちの尊敬すべき指導者の、
「各自が一人の人
を徳に導く」
、という提言は立派に実行されているということです。神さまが、この若い
人たちを祝福してくださいますように。そして、私たちは年令と共に、お恵みにおいて
†

編者註：銀貨 30 枚で祭司長たちに引き渡したイスカリオテのユダをほのめかす日。闇のミサが行なわ
れ、祭壇のろうそくが一つずつ消され、完全な闇となる。これは、イエスの死後に起きた地震を象徴してい
る。司教は、次の年の洗礼と終油に用いられる聖香油を聖別する。また、司教の周りを司教区の司祭が囲
み、貞潔、清貧、従順の誓願を更新する。
29
グルニエ師、ヴァレイユの主任司祭で会のメンバー。
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も、神さまの前における功徳においても、大きくなりたいものです。
これらの手紙は、マドゥモワゼル・セレスにもマドゥモワゼル・エリザにも見せてくだ
さい。スレーヌは、これらの手紙を、デュマ家の方々にも見せることができると思いま
す。私たちは皆、私たちの熱意を刺激するために、私たちの同志の熱意を知る必要があり
ます。
また、ベロック夫人にはデルフィーヌの手紙を送ります。気持ちのいい手紙です。デル
フィーヌは、とても敬虔な娘さんを会に入れることを提案していますが、私たちの取り決
めに照らして、私は受け入れません。それに、そちらの方面に会が発展していくことを希
望していません。私には、その理由があります。
私たちの会員、ポミエス姉妹の熱心さは、きっとディシュレットから聞いていると思い
ます。お会いすることができて大変嬉しく思いました。
さようなら、私たちが、十分に愛していないお方の愛において、愛情をこめてあなたに
口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ
あなたがお会いするすべての会員の皆さまに、私からくれぐれもよろしくとお伝えくだ
さい。

74. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1807 年 3 月 23 日

神さま、私の目を照らしてください。そして、私の心を熱くしてください。
親愛なるアガト、あなたと長くお話しする時間がありません。今、ミサにあずかりに行
こうとしているところです。今度の便りでは、ディシュレットには手紙を書きませんでし
た。今週はとても忙しいのです。
聖木曜日は、
「復活祭のころ」のご聖体拝領ができると思います。少なくともそのよう
に期待しています。
復活祭が終るまで毎日、この時期に犯される冒とくのゆるしを神さまに願うため、ま
た、そのような多くの冒とくが犯されないようにお恵みを願うために、短い祈りをするこ
とをお勧めします。そのことを、ディシュレットにも、他の会員の皆さまにも勧めていい
でしょう。
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きっと、お姉さまから聞かれたと思いますが、ヴァレイユの主任神父さまが、新しく加
わった会員のことを知らせてきてくださいました。もし未だ、他の会員の皆さまにその名
前を教えていないのでしたら、何か積極的な点が分るまで待ってください。
復活節の主日を、あなたが大変熱心に祝うことができるよう祈っています。新しい人と
なりましょう。イエス・キリストと共に、恩寵に復活したのですから、今後は、イエス・
キリストのためにだけ生きましょう。
私たちの魂の神なる花婿と、永遠に結ばれましょう。全くすばらしく本当に望ましい方
です。私たちの心が、最も清い炎で、花婿のために燃えてほしいものです。
マグダラのマリアの模範にならって、私たちを取り囲むすべてのものに、私たちの最愛
の方を求めましょう。そうすれば、すべてが、私たちが最愛の方を思い起こすのに役立つ
でしょう。すべてが、最愛の方の不思議を私たちに見せてくれるでしょう。すべてが、そ
の恩恵を私たちにたどらせてくれるでしょう。ですから、現世においても永遠において
も、
「アレルヤ！ 神をほめ讃えよう」と歌いましょう。
昨日もまた、私たちの友人、ポミエス姉妹に会うことができました。あの方たちの出発
の前に、もう一度会えると思います。あの方たちは、すばらしく熱心な方たちです。私た
ちは、私たちの小さな聖堂で、3 時のちょっとした会合をもちました。そこで私たちは、
その時、手紙を読んでいたのです。あの方たちのことについては、最初の便りでディシュ
レットにもっと詳しく書きます。お姉さまには、私からよろしくとお伝えください。
さようなら、私たちの神なる救い主のお墓の中で、あなたに口づけを送ります。土曜日
は、そこであなたにお会いする約束をします。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまによろしくお伝え下さい。会員の皆さまが、大変熱心であることを願って
います。
マドゥモワゼル・アデライドの手紙を送ります。大変立派な手紙ですが、残念なことに
つづりがでたらめで、読み辛いし解読が難しいです。

75. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
その朝アデルは、心と精神の自由について黙想しました。自分の省察を打ち明けています。

+J. M. J. T.

1807 年 4 月 1 日
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神さま、大変快く大変望ましいあなたの平和を私にください。
親愛なるアガト、いつ私たちは、完全に、余すところなく神さまに身を捧げるのでしょ
うか。いつ私たちは、私たちの中にある世俗を、完全に捨て去るのでしょうか。
急ぎましょう、時は短いのです。時間は貴重です。多分、やがて私たちは、私たちの道
のりの終りにたどり着きます。それなのに私たちは、手に何の善行も携えていません。私
たちは、至高の裁判官に差し出すべきものとして、何をもっているでしょうか。秤が良い
方に下りるように、できる限り私たちの善行をふやしましょう。
私たちは若いですけど、死は、年令とは関係ありません。どれくらい多くの若い人が、
若い盛りに取り上げられるのを見ることでしょうか。
私たちの会は、主として、立派な死をとげるための存在であること、従って、毎日、死
に備えなければならないことを忘れないようにしましょう。死は、いつやって来るか分ら
ないからです。ですから、地上的なすべての愛情から解脱しましょう。死んでいくキリス
ト者にとって、はかないすべての愛着から自由な心を感じる、ということはどんなにか大
きな慰めでしょう。
ですから、心と精神のこの貴重な自由を、獲得するよう努めましょう。今日は、このよ
うなことを朝の黙想で考えました。創造主の方へ、飛んで行くことができるように、私た
ちの心が高揚してほしいのです。私たちは、復活節の主日において復活したはずです。で
すから、栄光の肉体の性質、つまり敏捷であること、苦しみを感じることがあり得ないこ
と、不滅であること、を模倣しましょう。
「敏捷であること」自分を神さまの方に高めるため、また、神さまの掟が私たちに命じ
ていることを熱意をもって熱心に実行するために、一生懸命になりましょう。
「苦しみを感じることがあり得ないこと」世の中で起きることの何も私たちの心を乱し
てはなりませんし、神さまのみ旨にかなうという私たちの唯一の目的から、私たちをそら
すようなことがあってはなりません。
「不滅であること」復活されたイエス・キリストは、もう亡くなられることはありませ
ん。その模範にならって、もう、恩寵に死ぬことがないようにしましょう。魂を殺す罪
に、戻ることのないようにしましょう。すべてにおいて自分に勝つために、聖なる勇気で
武装しましょう。そして、自らを勇気づけるために、人生は大変短いものであること、永
遠であるはずの後の世の満足を得るために、この人生の満足を犠牲にすることは、正当で
あること、を考えましょう。
会員の皆さまに会われることがありましたら、よろしくお伝え下さい。少しでも早く皆
さまとお会いしたいです。
マドゥモワゼル・セレスに手紙を見せてくれましたか。その時、私の手紙をマドゥモワ
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ゼル・エリザに渡してくれましたか。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、愛情をこめてあなたに口づけを送
ります。
アデル・ドゥ・バーツ
私は今、パーケールのショールにバラを刺しゅうしています。とてもきれいな効果がで
ます。マドゥモワゼル・アデル・ドゥ・ポミエスも、マドゥモワゼル・サン・タマンも刺
しゅうしています。二人は、同じ先生に習っています。

76. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「自分に気を配り、潜心のうちにいる最良の方法は沈黙です。」

+J. M. J. T.

1807 年 4 月 8 日

親愛なるアガト、言葉で罪を犯さないということは、本当に難しいことです。沈黙が、
私たちに多くの過ちを避けさせることは確かです。自尊心、悪口、嘲弄、短気といったよ
うなものは、容易に私たちの話の中に入り込みます。
ですから、控え目に話すように、常に、できるだけ言葉を少なく話すように、絶えず気
をつけていなければなりません。裁きの日に神さまは、私たちに無益な言葉の報告を求め
られるでしょう。なんと怖いことでしょう。
親愛なる友、ですから、私たちの舌が、悪いこと、無益なことは何も言わないように、
口に出すこともないように、用心深くありましょう。
「でも、どのようにして無益なことは何も言わないようにできますか」
、と言うかもし
れません。どのようにしてですって。それは、私たちのすべての言葉に慎重であることに
よって、礼節と愛徳とをもってしか話さないことによって、できます。無益なことは何も
言わないためには、絶対に不可欠なことだけしか言わない、という必要はありません。そ
ういうことではないのです。礼節、誠実、習慣には決まりがあって、それが、神さまの掟
に反しないかぎり守らなければなりません。でも、できれば、沈黙することを選びましょ
う。謙遜によっても、それが私たちに求められます。
全く配慮を受けないことを愛しましょう。仮にそこにいたとしても、世俗的な会話に
は、出来るだけ加わらないようにしましょう。注目を浴びないように努めましょう。それ
は、自尊心が急に頭をもたげるのを避ける方法です。自尊心は、全く罪のない話の中にも
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入りこみます。本性は、自分に注目を引くことを好むのです。でも恩寵は、神さまの中に
隠れることを望み、好みます。神さまのお気に召すことだけを望み、それに努めます。
それに、キリスト者のおとめは、純潔の宝を大変こわれやすい器の中にもっています。
絶えず自分に気を配っていなければなりません。用心して歩かなければなりません。自
分に気を配り、潜心のうちにいる最良の方法は、沈黙です。精神は、会話の中で用意に気
が散ります。話をした直後は、祈る状態に心があることはまれなことです。もしも私たち
が、神さまが私たちに話しかけてくださるのを望むなら、沈黙のうちに、神さまに耳を傾
けなければなりません。
私は、私たちの親愛なる会員ドゥ・ポミエス姉妹にお会いしたい気持ちでいっぱいで
す。いつか会えると期待しなければなりません。と申しますのも、あの方たちは、これか
らはもっと頻繁に来られるようになると思いますから。それまで、あの方たちが示してく
ださる模範を生かしながら、もっと熱心になりましょう。
マドゥモワゼル・エリザが私に書いた手紙は読みましたか。感じのいい手紙です。
さようなら、あなたに口づけを送ります。そして、あなたのことを心から愛しています。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまによろしくお伝え下さい。

77. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
すべてのキリスト者にとって不可欠な苦行の精神について。

+J. M. J. T.

1807 年 4 月 16 日

神さま、私の喜びのすべてとなってください。(来週のアクト)
私たちのイエスさまは、やがて、私たちのもとを去られて天に昇られます。私たちの精
神と心が、天国までイエスさまについて行きますように。
地上に愛情をいだくことはやめましょう。もし私たちが天国に値することができれば、
天国は私たちの住いとなるでしょう。天国を見て、地上は軽視するようにしましょう。常
にこの目的を目ざしましょう。天国を見ることによって私たちは、勇気をもって、人生の
いろいろな出来事を耐え忍ぶことができるでしょう。
あの世でしあわせになるために、この世では苦しまなければなりません。私たちの神な
る主は、十字架の道によってしか天国には入られませんでした。聖人はみな、苦しみの代
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償を払って天国を勝ち得たのです。聖人たちにこれほど高くついたものを、私たちは、容
易に手に入れることができると言い切るのでしょうか。
イエス・キリストの苦行を、私たちの体で行なわなければなりません。私たちは、いば
らの冠を被られた頭の、ひ弱な肢体であろうとするのでしょうか。さあ、勇気を出して苦
行の道に入っていきましょう。このようにすれば、私たちは、私たちの不幸な肉を慣らす
ことができるでしょうし、私たちの罪を償うことができるでしょう。
ですから、神さまに何らかの犠牲を捧げないで過ごす日がないようにしましょう。苦行
をする方法はたくさんあります。言いたいことを言わないでおくとか、あることを聞きた
い好奇心を抑えるとか、見たいものから目をそらすとか、あまり好きでないものを食べる
とかいったようなこともありますし、苦行するために時々使うことのできる、他の多くの
方法もあります。
もし私たちが、本当に苦行の精神をもっているなら、工夫して苦行の機会を見つけるで
しょう。例えば、苦行のいい実践は、習慣となっている罪に陥る度毎に、自分に償いを課
すことです。そのことで、罪を犯さないようになるかもしれません。いずれにしても、天
国を勝ちとるようにするため、あらゆる方法をつかいましょう。どんな代償を払っても、
私たちは救われなければならないのです。
月曜日、ラリボ師のところに行きます。会話の内容は、あなたかディシュレットにお知
らせします。私の熱意を燃えたたせるために、私が、この機会を利用できるよう神さまに
お祈りしてください。親愛なる会員の皆さまによろしくお伝え下さい。少しでも早く皆
さまのことを知りたいと思います。
日曜日にご聖体拝領ができるようにするため、後で告解をしに行きます。前の日曜日に
は、期待通りにはご聖体拝領ができませんでした。
私のために神さまに祈ってください。私はこのご聖体拝領を、死の準備として、また、
神さまのみ旨に従うお恵みをいただくためにしたいと思います。ご聖体拝領のたびに、目
的と意図をもたなければなりません。これは、勝れた霊的指導者たちの意見です。
さようなら、親愛なるアガト、あなたの友人からのたくさんの口づけを受けとってくだ
さい。
アデル・ドゥ・バーツ
土曜日は、心の聖櫃の中で眠りにつくことをお勧めします。

78. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ロンピアンヘの旅行については、詳しくはディシュレットに書いていますので、22 日の手紙は、これに
ついてごく控え目に触れただけにとどめています。この手紙は、モットー、「勝利は確実です. . . 」を説明
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しています。

+J. M. J. T.

1807 年 4 月 22 日

私の魂よ勇気を出しましょう。もし私たちが望むなら勝利は確実です。
私たちは神さまの前でどうなっているのでしょうか。私たちが神さまに対して、より忠
実なると決心してから、何らかの進歩があったでしょうか。時は過ぎて永遠が近づきま
す。私たちは、一刻も無駄にはできません。
「進歩しない人は後退する！」この言葉は、私たちを震えあがらせるはずです. . . 残念
ながら私たちは、4・5 年前の方が今よりも熱心だったのです！ それなのに、その時以来
会がいただいたお恵みだけでも、以前をはるかに越えたお恵みをいただきました。
家長が私たちに託したマール (金貨) を、埋めておかないようにしましょう。それは、
そのマール (金貨) を私たちから取り上げて、私たちよりも多く利殖する他の人に与える
ことにならないためです。
親愛なるアガト、敵が夜の間にやってきて、よい種の中に毒をまくことのないように、
絶えず注意しましょう。
世俗と肉と悪魔が、私たちに挑む戦いに立派に抵抗できるように、勇気と力と決心とで
いつも武装しましょう。世俗は、信仰心を嘲弄することによって、また、それが示す悪い
手本によって、肉は、それが精神に対して行う反抗によって、悪魔は、その種々の誘惑に
よって私たちに戦いを挑みます。
でも、ラリボ師が提案してくださったアクト (acte, 祈り) にあるように、「もし私たち
が望むなら勝利は確実です。」このアクトは来週にしてもいいでしょう。
ラリボ師のことですが、月曜日、私はロンピアンに行きました。その前日に、あなたに
送る手紙とスレーヌのための手紙をいただいていたのです。
この聖なる人は、その小教区の組織を前よりもいいものにされました。私たちは、神さ
まのことや会のことについていろいろと話しました。この尊敬すべき人は、なんと熱心な
方でしょう。師は私たちに、神に対する愛と隣人のためにつくそうとする熱意に、私たち
が満たされるよう勧めてくださっています。もっと詳しいことはディシュレットに報告し
ますので、それを読んでもいいでしょう。
師はその手紙の中で、一つの計画を提案されています。それが、あなたの好みに合って
いるかどうか検討してみてください。私は、大変結構な計画だと思います。いずれにして
も、できるだけのこの聖なる人の考えに入っていくようにしましょう。
そのうちに師がこちらに来られることになっています。その時に、あなたもこちらにお
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られるといいのですけど。父がパリから帰る途中アジャンを通るなら、父と一緒においで
になったら、あなたにお会いして、私たちに関わるいろいろなことを一緒に語り合うとい
うのは、私にとって大変嬉しいことです。
さようなら、親愛なるアガト、時々、あなたのことを愛情こめて愛している私のことを
考えてください。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまによろしくお伝え下さい。皆さまに、ラリボ師の手紙を読ませてあげてく
ださい。

79. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは自分から解脱を、主イエスヘの強く、そして、解消できない愛着の条件として、強く勧めてい
ます。

+J. M. J. T.

1807 年 4 月 29 日

自分を捨てるように、自分から離れるように絶えず努めましょう。それはいちばん耐え
がたいことですが、いちばん必要なことでもあります。もし私たちが、未だ自分自身を捨
てることができなければ、私たちは、何もしていないのです。
とても大きな償いをすることよりも、あらゆる機会に自分を捨てる方が功徳がありま
す。いちばん私たちの心にかかるもの、それは、私たち自身の意志であり、私たちが自分
を捨てる時に、私たちが捨てるもの、それは自分の意志だからです。それはまた、神さま
をいちばんお喜ばせすることになります。私たちが自分自身を捨てるために、すべてを利
用するように努めているなら、いちばん小さな機会が、私たちに大きな功徳を与えてくれ
るでしょう。
親愛なるアガト、自分自身を、自分のいちばん危険な敵と見なしましょう。絶えず自分
と戦いましょう。もし私たちが望むなら、勝利は確実です。すべては、私たち次第です。
でもそれは、神さまのお恵みがあればの話です。神さまが私たちを拒まれることは、決し
てありません。
被造物から解脱するという、私たちのデフィ (déﬁ, 競争) はどうなっていますか。残念
なことに、私の心は、まだまだ被造物に執着しています。でも、今度は、本気で始めたい
と思っています。そして、主イエスに、強く、解消できないやり方で自分を結びつけるた
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めに、最大限の努力をしたいと思います。他のすべての人が私たちから去って行く時、主
イエスだけが、私たちのもとに留まってくださるでしょう。
主は、分かち合いは望まれません。主は、私たちの心のすべてをお望みです。神さま
は、私たちの心については、ねたみ深くいらっしゃいます。私の魂よ、主に望まれる誉れ
だけを、誇りに思わなければなりません。そして、それは、あなたの功徳によるものでは
なく、神さまのご慈悲の大きさと、罪が多くあるところに溢れる、神さまのお恵みの豊か
さとによるものであることを、認めなければなりません。
ですから、今後は、主が、私たちに豊かに与えてくださるご慈悲を、賛美するためにだ
け生きるようにしましょう。そして、忠実に、すべてにおいて、神さまの聖なる掟とその
礼拝すべきご意志を遂行することによって、私たちの意志を神さまに犠牲として捧げるこ
とによって、私たちの感謝を神さまに表わしましょう。そのようにすれば、私たちは生き
るでしょう。
さようなら、主の昇天の祝日のお昼、イエスさまが天に昇られた聖なる山の上で、あな
たとお会いする約束をします。私たちも精神と心で、イエスさまと一緒に天に昇りましょ
う。そして、もう今後は、地上と地上のことがらは軽視しましょう。
アデル・ドゥ・バーツ
会員の皆さまによろしくお伝え下さい。
ラリボ師が提案される「各自が一人の人を徳に導く」ということの実践については、あ
なたの姉妹の方の一人が、かなり信憑性のあることをなさっているとすれば、あなたも実
行してはいかがでしょうか。それに完全な自由. . . 私は私の選択をします。

80. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
フガロルに聴罪司祭がいないので、主の昇天の前日に告解できないことを残念がっています。それで、聖
霊降臨をできるだけよく準備するのです。

+J. M. J. T.

1807 年 5 月 5 日

聖霊、私の心に降って私の心をあなたの聖なる熱で燃やしてください。
私たちの神なる救い主が天に昇られます。私たちにとっては、地上は、もはや流刑の地
にすぎないものであってほしいものです。私たちの本当の祖国である、天国だけを考え望
むようにしましょう。勇気と決断をもって、神さまのこのえも言われない報いを、勝ち取
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るように努力しましょう。そして、この世では、秘跡の形で覆われておられる神さまだけ
しかいただくことのないその神さまを、面と向かって見ることのできる、比類のないしあ
わせを味わえるように努力しましょう。
慈悲深い私たちの神さまは、私たちを救ってくださるために、必要なすべての手段を私
たちに与えてくださいます。神さまが与えてくださる手段を利用しましょう。このよう
な多くの宝が、私たちの手の中で持ち腐れにならないようにしましょう。急いでその宝を
使うようにしましょう。
やがて、1 年になりますが、私たちの会に、聖なる説教師をいただくという大きな恩典
を得ています。私たちが病院に行った時のこと、手紙を師に渡した時のこと、私たちが親
しくなった時のこと、そして、師が、
「私に何をお望みですか。
」とやさしく私たちに言葉
をかけられたことを覚えていますか。
私はその聖なる雰囲気と共に、そのことをずっと覚えていることでしょう。師が、私た
ちのことを覚えておられることを大変嬉しく思います。私たちは師に、立派なお祈りとす
ばらしい行いを見ることができます。それによって、私たちの貧しい祈りと行いが百倍に
も殖える機会があります。何らかのことにおいて、この聖なる人の徳を模倣するように努
めましょう。
そうです、私たちは罪を犯しました、重大な罪を犯しました。早く償いをしましょう、
死は、全く予期しないときに来るからです。
私は、手紙を書くのを中断しました、書きながら眠っていたのです。それで、多くの間
違いをしたり、ぞんざいに書いたりしたのです. . . 今また書いています。ドゥッセ師が主
の昇天の主日の前日に、急ぎの用事でネラックに行かなければならなくなったことを、先
ほど知りました。それで、告解に行けなくなりました。この大祝日には、ご聖体拝領する
こともできないでしょう。
きっとこれは私の罪のせいでしょう。これを、聖霊降臨の祝日のために、もっと熱心に
心の備えをするために活かしたいと思います。よく心を静めましょう。聖霊を待ってい
る使徒たちと、絶えず共にいるようにしましょう。聖霊に祈りましょう。そして、私たち
の祈りの熱によって、聖霊を私たちの方へ引き寄せましょう。そうすれば愛と炎の霊が、
私たちの冷たい心を温めるために、私たちの心の中に愛と炎の火花を散らしてくださるで
しょう。ですから、このしあわせな日を熱望しましょう。
さようなら、高間において、心から愛情をこめてあなたに口づけを送ります。高間には、
しばしば行くようにしましょう。会員の皆さまにも、同じことを申し上げます。マドゥモ
ワゼル・アレクサンドリーヌ・セレスに会ってから長く経ちますか。あの方のことも愛し
ています。
アデル・ドゥ・バーツ
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81. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
聖霊降臨の主日の前日、聖霊をお迎えするための心構えについての勧め。

+J. M. J. T.

1807 年 5 月 14 日

聖霊、私をあなたの聖なるみ照らしに素直に耳を傾けるものとしてください。
聖霊がお降りになる時が近づいてきます。私たちは、使徒たちと同じくらいの熱心さ
で、聖霊が来られるように祈ったでしょうか。私たちは、私たちの頭上と心の中に、神さ
まの愛の火の舌が来られるのに値するでしょうか。
私は、去年、聖霊降臨の主日に説教師が、使徒たちが精神を一つにして集まっていた点
を、大変強調されたのを覚えています。ですから、神なる霊を受けるためには、私たちは
皆、神さまに対する気持ちと愛情を一つにしていなければなりません。神さまは、その優
しさの大きな賜物によって、私たちを豊かにしようと望んでおられます。
罪によって、聖霊を追い出すことにならないよう注意しましょう。聖なる嫌悪をもって
罪を避けましょう。神さまのみ旨にかなうことだけを目ざしましょう。そして、特に、聖
霊降臨の主日から三位一体の主日までの 8 日間は、神さまの声を聞くため、忠実にその声
を実行するために、心の耳を開いていましょう。御父と御子の愛のきずなが、私たちの上
に降られているのですから、もっと熱心でありましょう、もっと熱意をもちましょう。
この大祝日に、イエスさまと結ばれましょう。聖にして貞潔なるすべての結合を行われ
る聖霊が、私たちを解消できないやり方で、私たちの魂の神なる花婿に結びつけて下さる
でしょう。
使徒たちは、聖霊を受けて新しい人になりました。使徒たちの模範にならって、聖霊に
よって新たに生まれましょう。イエス・キリストにおいて、新たな被造物となりましょう。
使徒たちのように勇気を出しましょう。私たちに対して厳しい戦いを挑む暴君、すなわ
ち、私たちの情念に立ち向かいましょう。私たちが、神さまの力に支えられていれば、何
も私たちに抵抗できないでしょう。私たちは、敵に勝って打ち倒すことができるでしょう。
もし私たちが、使徒たちの模範にならって、魂を神さまに回心させることができたら、
どんなにかしあわせなことでしょう。
さようなら、親愛なるアガト、聖霊を受けるため、聖霊降臨の主日、朝の 9 時に高間で
あなたとお会いする約束をします。
アデル・ドゥ・バーツ
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82. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「私たちの模範と、時宜を得た助言によって、魂の救いに貢献するよう努めましょう。」

+J. M. J. T.

1807 年 5 月 21 日

親愛なるアガト、かりそめの物に執着する人たちは不幸です。その人たちも、そのよう
な物と一緒に消え去るでしょう。ですから、神さまにだけ執着しましょう。神さまだけが
永遠です。神さまだけに執着していましょう。この、惨めな世俗から解脱しましょう。そ
こではすべては、精神の苦悩と悲しみ以外の何ものでもありません。解脱は、私たちのデ
フィ (déﬁ, 競争) ですよね。でも、私たちは、それをどのように実行しているでしょうか。
私たちは、本当に現世的です。現世的なものしか、私たちの心を動かさないのです。も
し私たちが、人生のすべての出来ごとを、片方の目だけで見ることができれば、私たち
は、大きな平和の中にいることでしょう。神さまの栄光と、私たちの魂の救いに関するこ
と以外は、すべて私たちにはどうでもよいことでありたいものです。
私たちがお祝いした荘厳な祭式の中で、私たちが受けたはずの聖霊は—少なくとも私た
ちが、清らかな準備された心で祝ったのでしたら—私たちを神さまに対する愛で燃やして
くださったはずです。従って、私たちに、被造物に対する嫌悪感を起こさせてくださった
はずです。心は分かつことはできないからです。心が神さまのものであれば、無秩序な愛
によって被造物に執着することはできません。
私たちは、炎と愛の霊を受けたのでしょうか。それを証明するのは、私たちの行いで
す。使徒たちが高間から出る時には、すっかり生まれ変わった人たちでした。以前は、臆
病で気の弱かった彼らが、熱意に溢れ、命の危険を犯しても、イエス・キリストへの信仰
を守る覚悟をもった人たちとなったのです。
私たちも同じように生まれ変わったでしょうか。私たちの弛みが、熱意に変わったで
しょうか。私たちは聖パウロと同じように、
「誰が私をイエス・キリストの愛から離すこ
とができるでしょうか、拷問でしょうか、死でしょうか† 」と言うことができるでしょう
か。いえ、何も、私を礼拝すべき主から離すものはないでしょう。私は、主に永遠の忠実
を捧げたのです。
ですから、熱心に良い行いをしましょう。使徒たちは、すべての国で教えを説き、これ
を回心させるために出かけました。私たちは、私たちの模範と、時宜を得た助言によっ
て、魂の救いに貢献するよう努めましょう。これは、私たちの会の目的の一つですし、ラ
リボ師が大変好まれる実践です。もし私たちが、神さまの御血によってあがなわれた魂の
†

編者註：ローマの信徒への手紙 第 8 章第 35 節。
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救いに協力できるとすれば、どんなにかしあわせなことでしょう。
今週の週末にコンドムに出発します。いつも私の心にある「アジャンに出発します」と
言える時の私の喜びは、どんなに大きいものでしょうか。あなた方の全員に会えることを
どんなに嬉しく思うことでしょう。それまでは、徳に進歩するために絶えず努力をしま
しょう。進歩しない人は後退するのです. . . このようなことを私は、親愛なる会員の皆さ
まにお勧めします。そして、会員の皆さまに愛情をこめて口づけを送ります。
さようなら、息を引きとるまであなたを愛する私を、いつも愛してください。
アデル・ドゥ・バーツ

83. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
聖体の秘跡についての考察。

+J. M. J. T.

1807 年 5 月 23 日

神さま、あなたは私の中においでになり、私はあなたの中にいます。私はこのように、
永遠にあなたと結ばれていたいです。
コンドムに出発しなければなりませんので、あなたのために手紙を残していきます。荷
物が多くなりすぎないように、コンドムからあなたにお便りをすることは予定していませ
んので。でも、あなたからはお手紙をいただきたいと思っていますので、あなたにこの手
紙を書いています。
キリストの聖体の祝日† 後の 8 日間を、神さまに対する大きな愛によって過ごしましょ
う。この祝日は、救い主が祭壇の上で受けられる侮辱を、償うために捧げられなければな
りません。教会の中での私たちの熱心さ、私たちの尊敬、私たちの潜心によって、言って
みれば、そこで犯される不敬の償いをするよう努めましょう。もし私たちに少しでも信仰
があれば、私たちが聖櫃の近くにいる時、私たちは愛に燃えるはずです。言わば、私たち
は天国にいるのです、私たちは、聖人たちをしあわせにされた方の現存を享受しているの
ですから。それなのに、これの礼拝すべき秘儀に対する、私たちの怠りと冷淡さがどこか
ら来るのでしょう。
その慈悲の王座におられる神さまに、どんな時にも懇願に行くことができるのは、何
と大きなお恵みでしょう。それなのに私たちは、それをほとんど利用していないのです
†

編者註：三位一体の主日の次の木曜日、すなわち復活祭の 60 日後。今日では、そのあとの日曜日に祝
われることもある。
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. . . 私たちが神さまの前で過ごす時間は、私たちには大変長く思われるのです。むだな時
間のような気がするのです。
そうです、その通りです。もし、雑念や無関心によって、貴重な時を失うならむだな時
間です。神さまは、心で祈ることを望んでおられます。時間が私たちに大変長く思われる
時には、唇でしか祈っていないのです。それは、私たちにほとんど愛がない証しです。
でも、この聖なる 8 日間、すべてのことの償いをするように、聖なるご聖体の秘跡に対
して、私たちのための神さまの愛の極みに対して、本当の信心を身につけるよう努めま
しょう。私たちを愛してくださると明言してくださる神さまに、気に入っていただけるよ
う努めましょう。会員の全員が 8 日の間にご聖体拝領をすると思いますので、次のアクト

(acte, 祈り)、
「神さま、あなたは私の中においでになり、私はあなたの中にいます。私は
このように、永遠にあなたに結ばれていたいです」を提案します。
ディシュレットに、8 日間のための規則を送ります。聖体行列に参加するような場合に
は、聖なる潜心をもって参加しましょう。そして、イエス・キリストが地上におられて、
町や村々に教えを説きに行かれる時の、イエス・キリストに従っていると考えましょう。
そして、イエス・キリストに、私たちが、永遠への旅路を確実に歩む力を取りもどすこと
ができるように、途中で、私たちが飢え死にすることがないように、私たちを、そのみ言
葉と御体と御血によって養ってくださるようお願いしましょう。
さようなら、親愛なるアガト、あなたを愛しています。あなたに口づけを送ります。そ
して、主を愛し主に償いをするため、イエス・キリストがこの礼拝すべき秘跡を制定な
さった木曜日の夜の 7 時に、フガロルの聖櫃の中であなたとお会いする約束をします。
アデル・ドゥ・バーツ
親愛なるアデル† が会に入ってよかったですね、私も嬉しく思います。その方が徳と神
さまに対する愛に進歩するように、励ましてやってください。その方にも他のすべての会
員の方にも、口づけを送ります。

84. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
コンドムから帰って、アデルはまた、文通を始めました。アデルは叔母たちの住む地で多くの会員を得
ました。

+J. M. J. T.
†

1807 年 6 月 18 日

編者註：アガトのいちばん下の妹がいま 14 歳です。『アデルの手紙』の英訳より。
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神さま、あなただけが私の心を充たすことがおできになります。
もう何世紀もあなたにお便りしていないような気がします。ですから、あなたとかあな
たのお姉さまとのいつもの文通をまた始めることは、私には大変嬉しいことです。
親愛なるアガト、一緒にいることができない時に、筆の手段によって、唯お一人、私た
ちの心を充たしてくださるはずのお方を愛し、これに仕えるようにお互いに励まし合うこ
とができるということは、どんなに心和むことでしょう。正直に申し上げまして、来週の
アクト、
「神さま、あなただけが私の心を充たすことがおできになります。
」は、とてもき
れいだと思います。これを提案してくださったのは、マドゥモワゼル・アデライド・カン
パニョです。
そうです、神さま以外の誰が、私たちの心の容量をいっぱいにすることができるでしょ
うか。世俗のすべての友情に、深い虚しさを感じませんか。ですから、神さまがご自分の
ためにだけお創りになった心、被造物によって充たすには広すぎる心を、充たすことがで
きるのは神さまだけです。ですから心から、
「神さま、あなただけが私の心を充たすこと
がおできになります」と申し上げましょう。
きっと、もうディシュレットにお聞きになったと思いますが、コンドムでは、かなりの
会員を得ることができました。もっと殖えていくことを期待しています。主が、私たちの
小さな群れを、祝福してくださっていることは確かだと思います。すべての会員が、この
世では神さまのお気に召し、そして、後の世では、神さまを永遠に讃えることができます
ように。
マドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサンが会に入ったことを嬉しく思います。私からよ
ろしくとお伝えください。子供のころ、私がアジャンに滞在した時、私たちは一緒に遊ん
だことがあると思います。その方のことは覚えていないのですが、少し年上のお兄さまは
覚えています。
神さまを深く愛するように、すべてにおいて神さまのみ旨を行うことだけを望むよう
に、私たちの気持ちを奮い立たせましょう。コンドムの会員の一人の方が、神さまのみ旨
にお委ねする徳に一生懸命励むこと、言いかえれば、神さまのみ心にかなうことだけを願
うこと、私たちの気持ちに反する、すべてのことを甘んじて受け入れることを、提案して
います。そのためには、私たちのすべきことがたくさんあります。私は自分自身の力を頼
りにはしていません。
さようなら、親愛なるアガト、あなたが、強い熱意と大きな勇気を持つことを願ってい
ます。献身的な兵士のように、武器を手にして死にましょう。
イエスさまのみ心の中で、愛情をこめてあなたに口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ
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親愛なる同志の皆さまに口づけを送ります。

85. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「神のいちばん大きな栄光のために。これが会の一般目的でなければなりません。」

+J. M. J. T.

1807 年 6 月 24 日

神さま、私たちを救ってください。あなたのお助けがないと私たちは亡びます。
かわいそうなアガト、やがて、私たちが会う慰めが得られると期待しています。二人一
緒に救いの道を前進するために、この時を利用しなければならないでしょう。
あなたにお会いするのは、なんと嬉しいことでしょう。ですけど、私たちのすべての行
動の原理であり目的でなければならない神さまに、すべてを帰しましょう。神さまの栄光
だけを求めましょう。この点を、私たちは会員の心に刻むようにしなければなりません。
「神のいちばん大きな栄光のために。
」これが、会の一般目的でなければなりません。
「神
のいちばん大きな栄光のために」は、ある偉大な聖人の射禱でした。ですから、私たちの
主イエスの栄光のために働くよう、私たちが皆、一つの心一つの精神となって、団結して
ほしいのです。
ヴァレイユの親愛なる会員の皆さん、
「一人の人を徳に導く」という、ラリボ師の実践
を実行に移しています。うまく行きますと、大きな善をすることができると思っていま
す。司祭の数が日に日に少なくなっているとすれば、私たちが、私たちのできる限りにお
いてそれを補って、信仰を保っていく必要があることは確かです。
私たちの会が、一人でにできたものでないことは確かです。目に見えない手が、私たち
には未だ隠されている計画のために、私たちを集めたのです。それまでに主は、つまらな
い群れを豊かに祝福してくださり、はっきりとした形で大きくなることを、許してくだ
さっています30 。
ですから、私たちのための神さまのご計画に、忠実に協力しましょう。私たちの行動に
よって、これほど立派な会の会員であることに、恥じないように努めましょう。
私たちは皆、互いに深く愛し合いましょう、イエス・キリストにおいて愛し合いましょ
う。私たちは、私たちの魂の神なる花婿の、み心において愛し合わなければなりません。
私たちは、カルヴァリオの丘の上に、集まらなければなりません。私たちは皆、十字架の
30

ロ・テ・ガロンヌ、ランド、ジェールの各県で始められた事業は、マドゥモワゼル・エミリ・ドゥ・サ
ン・テグジュペリのお陰でドルドーニュ県まで及んだ。
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下でその礼拝すべき御血によって、洗われなければなりません。御血は、肉と世俗と悪魔
が絶えず私たちに仕掛ける誘惑から、私たちを守ってくださるでしょう。
ディシュレットにラリボ師からの手紙を送ります。デュマ家の方々も含めて、すべての
会員にその手紙を回してください。師は、私たちのためにミサを捧げてくださる日を教え
てくださっています。毎月の第一金曜日です。
さようなら、イエス・キリストにおいて愛情をこめて口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

86. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはその週のアクトを解説しています。

+J. M. J. T.

1807 年 7 月 2 日

神さま、私の導きて、慰めとなってください。
そうです、主が、私たちの唯一の慰めであってほしいと思います。他のすべての慰め
は、私たちが必要としている私たちの悪の軽減をすることはできないでしょう。主は、す
べての慰めの神でいらっしゃいます。主の腕の中に身を投げましょう。主に、私たちの苦
しみ悲しみを洗いざらいお見せしましょう。主を、秘密を打ち明けられる相手と思いま
しょう。主お一人だけで、全世界以上に値するのではありませんか。
また主を、私たちのただひとりの導きてと思いましょう。主は道であり、真理であり、
命† でいらっしゃいます。主を捨てると道に迷います。主から離れていれば、すべてが闇
です。また、主だけが、罪で暗くなった私たちの心に、たいまつをともすことがおできに
なります。ですから来週一週間、主が私たちの導きて、慰めてであってくださるように、
心から主にお願いしましょう。
日曜日は、ご聖体拝領ができると期待しています。あなたもきっと近い中に、同じお恵
みをいただくことでしょう。主は本当に、私たちの歩みを照らしてくださり、私たちがし
なければならないこと、避けなければならないことを示してくださる、導きてでいらっ
しゃいませんでしょうか。
主は、悲しみに沈んだ私たちの心を、神の優しさでおおってくださる、慰めてでいらっ
しゃいませんでしょうか。主は、愛の秘跡、すべての慰めの神でいらっしゃいます。パ
†

編者註：ヨハネによる福音書 第 14 章第 6 節。
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ン、この流刑の地で悩み悲しんでいる魂の、唯一の慰めてであられるあなたを、私の魂は
切望します。私の遁れ場、私のすべてであられるイエスさま、私のところに来てくださ
い。私は、あなただけを望みます。あなたなしでは、他のものは無価値です。私たちの神
なる花婿、私たちの惨めさに、嫌気をおこさないでください。あなただけが、私が惨めさ
に打ち勝てるようにしてくださることがおできになります。そして、私の惨めさだけが、
あなたのご慈悲を引き出すことができます。
信頼して、大変慈悲深くいらっしゃる神さまに、会いに行きましょう。神さまは、私た
ちを大変愛してくださり、ご自分の食卓で私たちをごらんになることを、大変喜びとされ
ます。ですから、神さまの祝宴の席を取り囲みましょう。ラリボ師は、私たちが秘跡にし
ばしば近づくことを、大変喜ばれることでしょう。私たちは、それに値するように努めま
しょう。
マドゥモワゼル・アメリから感じのいいお便りがありました。数日後に返事をさしあげ
るつもりです。
さようなら、親愛なるアガト、私が愛したい唯一の対象、神さまにおいて、愛情をこめ
てあなたに口づけを送ります。
アデル・ドゥ・バーツ

87. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、熱をこめてその週のアクトを解説しています。

+J. M. J. T.

1807 年 7 月 9 日

すべては神さまのもの、イエス・キリストのものです。
このアクトには免償がついています。ですから十分な注意をはらって、
「余すところな
く神さまのものとなることによってしかしあわせは見つからない」
、と強く確信した心で
このアクトを唱えましょう。
私たちは、皆イエス・キリストのものとなりましょう。そのはしため、その愛する花嫁
となりましょう。イエス・キリストだけのもの、イエス・キリストのためにだけ生きると
いうことはなんと快いことでしょう。すべてをイエス・キリストに与えましょう。
「すべ
ては神さまのもの、イエス・キリストのものです。
」この言葉は、私たちの標語の一つで
なければなりません。
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私たちの心すべて、私たちの魂すべて、私たちの体すべて、私たちの考えすべて、私た
ちの愛すべて、私たちの存在すべて、要するに、
「すべてが神さまのもの、イエス・キリ
ストのものなのです。」
事実、どのような被造物が、神さまから私たちを奪うことができるでしょうか。私たち
の最愛のイエスさまが私たちに与えてくださる魅力にまさる、どのような魅力を被造物に
見つけることができるでしょうか。
今度こそは、私たちの慈悲深い主に対して、主よりもいやしい被造物を選ぶという、不
当なことをしないようにしましょう。主が、毎日私たちに与えてくださるお恵みは、主が
私たちの心を求めておられる証しです。敢えて主に心を拒むことのないようにしましょ
う。主に、心を余すところなく、永遠に与えましょう。
私の心のイエスさま、私の魂の愛すべきそして神なる花婿、私はあなたを愛します、あ
なただけを愛したいと思います。この上なく無限に慈愛なるあなたと世俗を比較する時、
世俗は、なんと取るに足りないものに思えることでしょう。
私たちが、神さまを愛することなく生きることができた、不幸な、永久に呪われた時を
嘆き悲しみましょう。そして、その償いをしましょう。私たちが神さまに対して罪を犯
す時、私たちは、神さまを愛してはいないのです。私たちは、このような不幸なことをし
ばしばしました。心を入れかえましょう。イエス・キリストのために燃える心をもちま
しょう。
親愛なるアメリ (・ドゥ・リサン) に手紙を書きます。この手紙をその方に渡してくだ
さい。私たちの尊敬すべき指導者が、そのうちに、私たちに会いに来られることを期待し
ています。
私が、師の訪問を、神さまに対する愛と神さまの栄光のための熱意を増すために、利用
できるよう神さまに祈ってください。
さようなら、親愛なるアガト、パシャン師が捧げるミサに与るために、あなたと別れな
ければなりません。十字架の犠牲を表わす、祭壇の犠牲に与ることができるというのは何
と大きなお恵みでしょう。
アデル・ドゥ・バーツ

88. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「私たちは遠くまで広がっていますが、神さまに対する愛においても、遠くまで広がることができるで
しょうか。また、完徳の道を、巨人の歩みで走ることができるでしょうか。」
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+J. M. J. T.

1807 年 7 月 16 日

神さま、私が、あなたからいつの日にか離れるようなことは、お許しにならないでくだ
さい。
イエス・キリストの愛から、誰が私たちを離すことができるでしょうか。病気でしょう
か、苦しみでしょうか、あるいは、死でしょうか。いいえ、何も私たちをイエス・キリス
トの愛から離すことはないでしょう。神さまは、現在も過去と同じように変わりません。
いつも私たちの神さま、私たちの救い主、私たちの贖い主でいらっしゃいます。ですか
ら、イエス・キリストに対して、いつも同じでいましょう。
私たちに対するその愛は、冷めることはありません。イエス・キリストに対する私たち
の愛が、常に大きくなりますように。
神さまは、私たちに新たな恩恵を毎日豊かに与えてくださいます。ですから、毎日、私
たちの愛を燃えたたせましょう。
花婿の中でも最も忠実な方に対して、忠実でありましょう。残念なことに、何でもない
ことで私たちは、堅く堅く決心したはずのことを忘れるのです。私たちの道において、い
つまで私たちは、これほどに移り気なのでしょうか。
私たちの目の前にある模範に刺激されて、私たちもその模範にならいたいものです。
ディシュレットにアデル・ドゥ・ポミエスからの手紙を送ります。その手紙で、会員の信
仰心に毎日新たな進歩が見られると知らせてくださっています。ご自分のことは大変謙遜
なさって、後退していると思っておられ、私たちと同じようには、思い切って書けないの
です。でも私は、あの方のことは知っていますが、あの方は確かに最も進歩している方々
のお一人ですよ。それに、ドゥ・サン・タニェスもそうおっしゃっています。
本当に聖なる方でいらっしゃる私たちの指導者. . . グルニエ師. . . 聖なる説教師. . . と
いった方々もおられます。この、私たちの小さな群れには、なんと多くの聖なる人がいる
ことでしょうか。
金曜日のあなた方の小さな集まりについては、大変満足しています。私も出席したい気
持ちです。でも、神さまのみ旨のままになりますように。
私たちの数は本当に殖えました。アジャンでも、ヴァレイユでも、コンドムでも、ア
ジャンのヴィルヌーヴ・ダ・ジャンでも、ヴィルヌーヴ・ドゥ・マルサンでも. . . 私たち
は、遠くまで広がっていますが、神さまに対する愛においても、遠くまで広がることがで
きるでしょうか。また、完徳の道を巨人の歩みで走ることができるでしょうか。
私はそれには、なんとほど遠いことでしょう。でも、決して気を落とさないようにしま
しょう。私たちは、自分には、何も期待しないようにしましょう。私たちを強めてくださ
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る方に、すべてを期待しましょう。
しばしば、会の保護者、聖なるおとめマリアに助けを求めましょう。おとめマリアは、
御子に対して大変力がおありになります。おとめマリアの保護を受けましょう。私たち
は、私たちの会によっても、私たちが着けることのできるスカプラリオの着用によって
も、マリアさまの特別な子供です。
さようなら、親愛なるアガト、誠実にあなたを愛します。親愛なる同志の方々によろし
くお伝え下さい。

89. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは会の長上、ラリボ師の来訪とその助言を知らせています。

+J. M. J. T.

1807 年 7 月 23 日

主よ、あなたが望まれるなら私は治ります。
親愛なるアガト、あなたにお便りをさしあげた後、私たちは、私たちの長上の来訪を受
けました。なんと聖なる人でしょう。師はすべてを神さまに帰せられ、すべてにおいて、
神さまを見せてくださいます。あなたもここで、一緒に師に会うことができたらと思い
ます。
師は、トナンの約 25 歳になられる聖なる一人のお嬢さまに、会に入るよう手紙を書く
つもりだといっておられました。師が選ばれる会員は、立派な方に違いありません。私
は、師の目論見がうまく行くことを願っています。
あなたも読むことになると思いますが、マドゥモワゼル・エリザから感じのいい手紙を
いただきました。この方とは、少しでも早くお会いしたいと思います。この方は、あなた
に大変心を寄せているように思われます。このことを利用して、世俗の決まりとか虚飾を
ますます避けるように、この方に勧めてください。これは、ラリボ師が力説されている点
です。
師は、上からスカーフを着けないことはお許しにならないでしょう。確かにその方が品
がいいです、胸元がかくれますから。それに、体の線がはっきり出ている時ほど、若い女
性が人目を引くことはありません. . . この点については、師は妥協を許されません。
私たちは、そのことについてはよく話しました。師はその権限で、私にいつもスカーフ
は着けるように勧められました。それで、父が、流行のフィシュをいくつか持って来てく
れたのですが、今後はショールと一緒にしか着けないことにします。
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まあ、格好は良くないでしょうけど、そのようなことはどうでもいいのです。私のただ
一つの望みは、神さまに気に入っていただくことでなければなりません。私は神さまにだ
け、私の心のすべての愛情を捧げたいのです。世俗の人には言わせておけばいいのです。
また、師が強く言われることは、できるだけ簡素な服装をするということです。でも、
師が、常識からはずれるところまで言われていると思わないでください。そういうことで
はないのです。師は、私たちが、内面と同じように、外面的にもキリスト者の慎みと質素
を告げることを望んでおられるのです。
会の中で大変品位のある外見と、世俗の軽薄さに対する嫌悪によって、注目されるよう
にしましょう。それに私たちは、死んだらただの屍衣に覆われるのです。
さようなら、少しでも早くあなたに口づけをしたいと思います。金曜日の 11 時に、十
字架を担われるイエスさまに従う婦人たちと一緒に、あなたにお会いする約束をします。
会員の皆さまに、くれぐれもよろしくお伝え下さい。
アデル・ドゥ・バーツ

∗

∗

∗

1807 年 7 月 23 日から 1809 年 1 月 19 日までは、アデルの手紙は一通もありません。し
かしこの時期には、会全体と会の推進者にとって、重要な出来事がありました。

∗

∗

∗

1808 年の夏、ドゥ・トランケレオン夫人は娘アデルと一緒にフィジャック (ロ県) の母
親、ドゥ・ペロナンク夫人のところに滞在していて、ある人を訪問した時に、学校の先生
をしているイヤサント・ラフォン氏に会いました。ラフォン氏は、はっきりと興味を示し
て会について詳しく尋ねました。この運動は、シャミナード神父が指導する、ボルドーに
あるもっと規模の大きい運動に似ていました。
ボルドーの人で、シャミナード神父の弟子でもあったラフォン氏の方でも、自分の師
が、宗教刷新に向けてどのように青年男女を訓練しているか、やる気満々のこの若者たち
が、どのように、失われた信仰を再び燃えたたせているかを話しました。
マドゥモワゼル・ドゥ・トランケレオンは、この強力な組織に加入することによって、
得るところがあるのではないでしょうか。ラフォン氏は、仲をとりもとうと提案しまし
た。会員たちは、この提案を受け入れました。シャミナード師は喜んでアジャン地方から
来た「プチット・ソシエテ」(小さな会) を迎え入れました。そして、会に、マドゥモワゼ
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ル・フェリシテ・ラコンブ・ドゥ・ピュイグロを文通の相手31 として任命しました。

(1808 年 12 月 23 日のシャミナード師の手紙)
∗

∗

∗

この時期にアデルの召命は厳しい試練を受けました。結婚の申し込みがあって若いア
デルの頭は大変混乱しました。1808 年 11 月 20 日、アデルは、この危機をみごとに切り
抜けました。アデルは、神のものとなるでしょう。神だけのものだけとなるでしょう。し
かしどこで32 。
シャミナード師は、み摂理がアデルのためにとっておられることを予感しました。そし
て、師は、神がアデルのために予定しておられる事業、汚れなきマリア修道会の創立、の
ためにアデルを育成することになります。
ボルドーのコングレガシオンとアジャンの「プチット・ソシエテ」との間で関係が成立
し、この関係は、その後続くことになります。お互いに霊的意見を交換しました。二つの
会の関心事と人々を、祈りに託しました。聖歌、義務以外の信心業に至るまですべてが二
つの会に共通のものとなりました。このようにしてアデルとその会員たちは、ボルドーの
若い女性たちの間で使われていた、
「マリアに対する実践的な愛」の信心を、感激をもって
受け入れました。間もなく、二つの会は一つの大きな家族を形成することになりました。

90. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは「マリアのしもべの手引き」を知ったところです。アデルは、効果的に読書する方法を教えて
います。

+J. M. J. T.

1809 年 1 月 19 日

神さま、あなたは、なんと多くの善を、あなたにつかえる人たちにとっておかれること
でしょう。
私は、マリアさまのための、この小さな本、このきれいなお祈り、この立派な教示、こ
のきれいな讃美歌がたいへん好きです。私たちは、しあわせなことに、マリアさまの子ど
も、特に恵まれたその家族の一員です。ですから、このやさしいお母さまに私たちを委ね
ましょう。マリアさまは、罪人の拠り所です。
31
32

H. Rousseau, o.c., p.155 à 174. E. Solirène, o.c., p.47 à 55.
H. Rousseau, o.c., p.182 à 189, E. Solirène, o.c., p.68 à 71.
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この肩書のマリアさまをしばしば考察しましょう。なぜなら、私たちも同じように罪人
だからです。わたしたちにぴったりな肩書です。
この前の手紙以来、私はなんと多くの罪を犯したことでしょう。神さまは、しばしば不
忠実な私をご覧になりながら、どうしてこのようなたくさんのお恵みを与えてくださるこ
とがお出来になるのでしょうか。神さまはなんとやさしい方でしょう。神さまのご慈悲
は大変深いものです。神さまのご慈悲は大きく寛大です。
もし主が、私たちが罪を犯した後、すぐに私たちを死に召されるとしたら、私たちはど
うなるでしょうか。神さまが、私たちを大変忍耐強く待っておいでになるということは、
私たちが主を愛する大きな動機となります。神さまを侮辱してその慈悲を濫用しないよう
にしましょう。むしろ、神さまのご慈悲が、神さまに喜ばれないことは決してしないとい
う、励ましとなってほしいものです。やさしくおいでになる救い主の口から、
「私は慈悲
深いのに、あなたは私に罪を犯すのですか。あなたの邪な (よこしまな) 心は、毎日それ
をよいことにしています。」と、悲しいことばを聞くことのないようにしましょう。
私は今、心惹かれるヴィルジニの本を読みなおしています。親愛なるアガト、ヴィルジ
ニは家で、母親と姉妹のリュシのことで大変苦しまなければなりませんでした。どんな
にか多くの誘惑と戦わなければならなかったことでしょう。本当にヴィルジニは、十字
架の子だったのです。それに、ヴィルジニは最後には、癌で死にました。なんと素晴らし
い人生だったことでしょう。私たちに出来ることでヴィルジニを模倣するように努めま
しょう。
読書を有効に生かすようにしましょう。そうでないなら何も読まない方が増しでしょ
う。そういうことになればまた一つ、神さまに報告しなければならない事が殖えることに
なります。
大急ぎで読まないようにしましょう。読むために読むのではなく、読む事を有効に生か
すために読みましょう。そして、それを私たちに適用しましょう。読書のことについて
は、
「マリアのしもべの手引き」のマリアの子のための教示を読んでください。
さようなら、私たちの主において、あなたに愛情をこめて口づけをおくります。
アデル

91. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
マリアさまの祝日† が近づいています。アデルは、会員たちをボルドーのコングレガシオンに結びつける
†

編者註：2 月 2 日。聖燭祭。マリアの清めの祝日。ご降誕から 40 日後。2 月という語はラテン語の
“februare” から派生しているが、原義は「清める」である。この日にクレープを食べることもあるが、クレー
プはその色と形から太陽を想起させ、冬の終りの象徴である。主の奉献も同じ日。
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信心業を思い出させています。

+J. M. J. T.

1809 年 1 月 26 日

神さま、私は、今からすぐ私のすべてをあなたにささげます。
そうです、親愛なるアガト、私たちは今からすぐにでも、私たちを完全に主にささげた
いものです。慈愛なる主のために遅らせないようにしましょう、余すところなくささげま
しょう。主は私たちのために、遅らせることも残すこともなさいません。主は、すべてを
私たちに与えてくださいます。ですから、私たちがすべてを主にささげることによって、
主に何らかのお返しをするのは当然です。若く優しい心で主に捧げましょう。主はささ
げものを大変好まれます。主に完全なささげものをしましょう。
毎日曜日、そして祝日のたびごとに、私たちのためにささげられる聖なる犠牲と共にさ
さげるために、私たちの心をボルドーのコングレガシオンの祭壇に運ぶことを忘れないよ
うにしましょう。月の第一金曜日にも、ロンピアンの祭壇で同じようにしましょう。
私たちには、沢山の救いの手段があります。若しも、私たちが救いを実現しなかったら
言い訳はないでしょう。
私たちは、どんな代償を払っても聖人にならなければなりません。絶えず、聖なるおと
めマリアのお助けをお願いしましょう。マリアさまは、大変優しいお母さまでいらっしゃ
いますから、この世の生活の危険の中で持ち堪えるために、その助けを大変必要としてい
る子どもたちの声を軽んじられることはありません。
「マリアのしもべの手引き」の中にある奉献によって、マリアさまに私たちをささげま
しょう。すべての姉妹たちに、しばしば、特に来週の木曜日の、比類なき「聖母マリアの
おんきよめの祝日」に、マリアさまに自分を奉献するように勧めてください。
子どものころからマリアさまに身をささげ、その純真さをそのみ名の保護の下に置く人
はしあわせです。マリアさまは、悪魔に対して絶対的な支配権をもっておられます。です
から、誘惑の時はいつも信頼をもってマリアさまに助けを求めましょう。
ラリボ師の手紙については、きっと、ベロック夫人があなたにお話したと思いますが、
師はその中で、隣人の救いを獲得するために努力するよう、改めて勧めています。そのこ
とを親愛なるエリザに話してください。エリザは、充分にそういうことが出来る人です。
エリザによろしくお伝え下さい。
さようなら、私は生涯あなたへの友情をもち続けます。
アデル
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92. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトは、アデルの読書についての意見を余り評価しませんでした。「マリアのしもべの手引き」の規定
は、アガトには厳しく思われたのでした。アデルはそれに答えています。

+J. M. J. T.

1809 年 2 月 2 日

いともきよく、いとも謙遜なるおとめマリア、私たちのために祈ってください。
あなたとお話しする時間が少ししかありませんが、あなたがお手紙の中で読書について
言っておられることにお答えしたいと思います。
私は、
「手引き」の中には厳し過ぎることは何もないと思います。それは、小説につい
てのことです。小説は、本当に全部、最良のものでさえいつも大変危険です。小説は、お
とめの中でもいちばんきよいおとめでいらっしゃるマリアの子どもたちには、禁止される
べきです。おとめマリアの子どもたちは、私たちが大変脆い器の中に持っている、極めて
デリケートな徳を曇らせる可能性のあることは、すべて避けなければなりません。
私たちの心の中に、毒と誘惑をもたらすためには、たった一つの少し優しすぎる言葉が
あればいいということを、経験が毎日私たちに教えてくれています。ですから、そのよう
な機会の気配までも避けましょう。そして聖霊の、「危険を愛するものは危険に滅びる」
という警告を思い浮かべましょう。
若い人の純真さからも、敵の策動ということからも、何も悪いことのないこのような読
書を断つということは、大変辛いということは知っていますがまた一方、自分を救うこと
は犠牲を強いるものであること、自分を抑制する者だけが天国を勝ち得るということも
知っています。
それにいちばんいいことは、読書の選択について、用心深く見識のある指導者に相談す
ることです。そして、それは当然許された気晴らしです。常に精神を緊張させていること
は出来ません。
親愛なるアガト、私の愛情の気持ちを繰り返して、あなたとお別れします。月曜日は、
わたしたちの堅信の記念日です。私たちが聖霊に対して不忠実であったことのお赦しを、
神さまによくお願いしましょう。
アデル・ドゥ・バーツ
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93. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
この手紙で、カーニバルのこの時期に犯される行きすぎのために、償いをするように勧めています。

+J. M. J. T.

1809 年 2 月 8 日

もう今後は、イエスさまだけを愛するために世俗を捨てます。
この不幸な時期に、主に対して、なんとたくさんと罪が犯されていることでしょう。世
俗的，盲目的な人たちは、なんと多くの破廉恥なことをしていることでしょう。偽りのし
あわせを得るために、なんと多くのことをしていることでしょう。神さまに、これらもろ
もろの侮辱の償いを少しでもするように努めましょう。そして、そのために、反対の意味
で世俗の人たちを真似しましょう。
世俗の人たちは、罪になる快楽のために徹夜します。私たちはその日には苦行のため
に、朝少し早起きをしましょう。世俗の人たちは、飲食において放蕩三昧に耽ります。私
たちは、味覚を楽しませるものを何か断ちましょう。
これらの小さな苦行は、恐らく大したことではないでしょう。でも、必ず主が、大変お
気に召してくださることなのです。神さまにお仕えすることにおいて、小さな事は何もあ
りません。神さまは、ご自分の名において与えられた一杯の水のために、永遠の報いを約
束してくださるのです。
小さな事を疎かにしないための、なんと大きな動機となることでしょう。小さい事が天
におられる花婿の心を捉えるのです。—「雅歌の花嫁は、一本の髪の毛、一方の目によっ
て花婿の心を魅了します。
」—私は、このきれいな説明を、聖フランソワ・ドゥ・サール†
の本の「導入」の、「小さな事の心配りについて」の章で読みました。
神さまに仕えることにおいては、何も疎かにしないようにしましょう。
「神の業を疎か
にする人は、不幸です。」と聖パウロは言っています。
私たちもまた尊敬をもって、注意して手紙を書かなければなりません。私たちは神さま
について話をするのですから。私たちの言うことを、私たちの心にしっかり刻み付けるよ
う努めましょう。それは、私たちが書くことを有効に生かす手段です。そうでないと、そ
れは時間の無駄となるでしょうし、私たちに対する断罪にもつながるでしょう。私たちは
間違いなく、私たちが書いたものについて厳しく裁かれるでしょう。
さようなら、親愛なるアガト、会員に会うようなことがありましたらよろしくお伝えく
ださい。特に、マドゥモワゼル・エリザに。
†

編者註：聖フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルとと
もに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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イエスさまとマリアさまのみ心において、あなたに対する私の心からの愛情を受け取っ
てください。
アデル・ドゥ・バーツ

94. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトは悲嘆にくれた手紙をアデルに書きましたが、アジャンで何があったのでしょうか. . . アデルは信
仰の観点から、アガトを愛情をもって慰めています。

+J. M. J. T.

1809 年 2 月 14 日

神さま、あなたに罪を犯すすべての人をお赦しください。
あなたのこの前のお手紙で本当に悲しい思いをしました。あなたが、殆ど「絶望」して
しまうほどの屈辱をあなたに受けさせることによって、神さまがあなたに送られた苦しみ
を知って私の心も苦しみました。いいえ、私は、この「絶望」という言葉が好きではあり
ません。この言葉は、私たちの希望の母であるいときよきマリアの子にふさわしくありま
せん。マリアさまは、悲しむ人を慰め、罪人の拠り所でいらっしゃいます。マリアさまの
母なるおん腕の中に飛び込みましょう。マリアさまは、引きさがって私たちが倒されるの
を放っておかれるようなことはなさいません。
親愛なるアガト、勇気を出しましょう、この屈辱は天国のための結構な財産です。神さ
まはそのようなものを、特にお選びになったご自分の友に送ってくださるということをあ
なたは知らないのですか。
多くの聖人たちを見てください。聖人たちは、何と多くの屈辱を堪え忍んだことでしょ
うか。聖マリーヌ† 、聖グレゴワール‡ などなど. . . 「絶望」する代わりに、同じ目的地に
辿り着く希望を私たちに与えてくれる同じ道を辿ることを、大いに喜びましょう。でも、
私たちの惨めさを嘆きましょう。そして、私たちが慈愛なる神さまのために堪え忍ばなけ
ればならない事において、大変意志が弱いのを見て謙虚になりましょう。
ですから、他の人に気に入られようとするようなことは決してしないようにしましょ
う。人に気に入られることはまれです. . . 神さまに気に入っていただくことだけを求めま
†

編者註：変装したマリーヌ。レバノンに生まれ、750 年没。魂のお取りなしと救済のために祈る聖人。
寡夫となった父が、マリーヌを男装させて、ともに同じ修道院に入る。
‡
編者註：聖グレゴワールは多数存在し、ここで誰を指しているかは不明。例えば、ニュッサのグレゴリ
ウス (Grégoire de Nysse) は、ローマ皇帝テオドシウス 1 世の信頼が厚く、第 1 コンスタンティノポリス公
会議 (381 年) で重要な役を果たす。この公会議で、ニカイア・コンスタンティノポリス信条が採択される。
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しょう。私たちが受けるすべての苦しみが、私たちが惨めなこの世から解脱するのに役立
つものとなってほしいものです。この世は涙の谷にすぎないのです。
熱心なエミリ・ドゥ・ボナールがいみじくも言っていますように、この世では、通りす
がりの、全然そこに希望を置くことのない旅行者のように振る舞いましょう。
この世で休息を求めないようにしましょう。この世では休息は見つからないでしょう。
この世は、働きの時、試練の時、戦いの時です。平和の時、休息の時は、その時になった
ら来るでしょう。平和の時、休息の時に与ることが出来るようにひたすら努めましょう。
さようなら、私アデル・ドゥ・バーツが生涯あなたに誓う忠実な友情を信じてください。

95. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはその週のアクト (acte, 祈り) を解説しています。

+J. M. J. T.

1809 年 2 月 19 日

主よ、私たちを救ってください、
私は、この「アクト」が大好きです。若い人たちに何とぴったりなんでしょう。—「主
よ、私たちを救ってください、あなたなしでは私たちは滅びます。」—
そうです、悪魔、世俗、自我、すべてが私たちの年代の人に敵対します。私たちは、ど
んな危険に晒されていることでしょうか。神さまの助けがなければ私たちはどうなること
でしょう。
ですから、熱心に、篤い信仰と揺るぎない希望とを持って、神のみ助けを願いましょう。
私たちに対して誘惑の嵐が吹き荒れても、私たちが神さまだけに頼ろうとするかぎり、私
たちにいかなる危害も加えることは出来ないでしょう。
そういうわけですから、私たちの徳と決心を慈愛なる主に委ねましょう。もしそれが、
私たちの手の中に残っているならば余りにも弱すぎます。救い主のおん傷の中に隠しま
しょう。そうすれば誰がそこから引き出すことが出来るでしょうか。
このように、絶え間ない戦いの中にいることは大変辛いことです。ご自分が先ず先に堪
え忍ばれなかったような苦しみは、ひとつたりとも私たちが味わうことがないように望ま
れたお優しい救い主は、悪魔に誘惑されるまでにご自分を低くされることを望まれたので
した。
救い主がそうされたのは、私たちに悪魔に打ち勝つ手段を教えられるためでもありまし
た。それは逃げること、祈り、苦行です。忠実にその模範に倣いましょう。危険の気配に
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至るまで避けましょう。祈りにおいて注意深くありましょう。私たちの傾きと欲望を抑
えるよう心がけましょう。節度をもってすべてのものを使うようにしましょう。
これは、私たちの尊敬すべき指導者が私にくださった助言です。師は、私が小さい事に
おいても激しさを抑えることを望んでおられるのでしょう。立ち居振る舞いなど. . . 私が
それを実行する勇気と力をもてるように神さまに祈ってください。
さようなら、ご復活の大祝日には、私たちが、少し進歩していることが出来ればと思い
ます。
アデル・ドゥ・バーツ
友人の皆さまに私の友情をお伝えください。

96. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「会」は常にその会員の数を増し、新しい会員を獲得していきました。アデルは主に感謝し、会員たち
に目の前にある聖なる模範にならうよう勧めます。

+J. M. J. T.

1809 年 3 月 2 日

神さま、あなたを失うことがないように、いつ私はあなたを戴けるのでしょうか。
親愛なるアガト、少ししか時間がありません。今手紙を沢山書いたところです。でも一
言書きたいと思います。
私たちの会は次第に会員の数を増やし、常に新たな聖なる魂を獲得しています。神なる
造り主にそのことを感謝しましょう。そして、私たちが目の前にしている聖なる模範を模
倣することによって、神さまに感謝の気持ちを表しましょう。
私たちが、その人たちに遠く及ばないこと、大変遅れを取っていることに謙虚になりま
しょう。妹たちが姉たちを追い越しているのです。少なくともその跡に付いて歩きましょ
う。そうすれば、恐らく、私たちが与っているその人たちの立派なお祈りの助けによっ
て、いつかはその人たちの模倣をすることが出来るでしょう。
正直に申しまして、このような、特に、恵まれた人たちに助言を与えるような様子をし
なければならないことに、大変恥ずかしい思いをしています。私は、あの人たちとは大変
異なっていて、あの人たちの徳には遠く及ばないと感じています. . . でも、勇気を失わな
いようにしましょう。あの人たちを助けてくださる同じ神さまが、私たちが同じ意志をも
つかぎり、私たちを助けようと備えていらっしゃるのです。
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ですから、勇気をもって決心を取り直しましょう。そして、私たちの尊敬すべき指導者
が言われるように、いかなる代償を払っても聖人になりましょう。結局は、私たちが永遠
の世界で休息を得ることが出来れば、しばらくの間自分を抑えて堪え忍ぶことは、大した
ことではありません。
この至福なる祖国を熱望しましょう。若し、私たちが忠実であるのなら、そこで私たち
を待っているしあわせを感じ取りましょう。このように考えて、世俗や悪魔が私たちを滅
ぼそうとする努力に打ち勝ちたいものです。すべてをものともしなかった、私たちと同じ
年代の多くの聖人たちを見ましょう。なんとしても聖人たちに従っていくようにしましょ
う。若し、私たちが逆らわない限り、私たちに必ず与えられるお恵みに支えられれば、私
たちは、聖人たちが既に居る天国に到着することが出来るでしょう。聖人たちは、自分に
打ち勝ったことをどんなにか喜んでいることでしょう。私たちがこのしあわせを得ること
が出来れば、私たちもどんなにかしあわせなことでしょう。
さようなら、イエスさまとマリアさまのみ心において、心からあなたに口づけをおくり
ます。
アデル・ドゥ・バーツ

97. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「ボルドーの方から私たちが戴くこのもろもろのお恵みをどう思いますか」. . . アデルはここで、2 月 28
日のシャミナード師からの手紙のことを仄 (ほの) めかしています。

+J. M. J. T.

1809 年 3 月 15 日

神さま、あなたは悔い改めて謙 (へりくだ) った心を軽んじられないでしょう。
この前の土曜日は、あなたに手紙を書けなくて大変残念でした。今日はあなたとしばら
くお話して、その埋め合わせをしたいと思います。
親愛なるアガト、ボルドーの方から私たちが戴くこのもろもろのお恵みをどう思います
か。シャミナード師は、何と聖なる人に見えることでしょう。私たちのことを何と気持ち
良く歓迎してくださることでしょう。師が会について抱かれる立派な意見に、私たちが値
するように努めましょう。
私たちの長上、マドゥモワゼル・ドゥ・ラムルス33 をどう思いますか。私は、魅力的で
33

ボルドーのコングレガシオンの設立に於いてシャミナード師の主な協力者の一人であったマドゥモワゼ
ル・ドゥ・ラムルスはこのコングレガシオンの「長上」で、
「ラ・メール (la Mère)」 と呼ばれていた。(E.
Solirène, o.c., p.82 à 86)。
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大変愛情の深い方のように思います。あの方が私たちに勧めておられるように、イエス・
キリストとその聖なる母マリアのために、人々の心を獲得するためにお互いに助け合いた
いものです。
特に、イエス・キリストのために、私たちの心を獲得しましょう。私たちの心のすべて
の悪い習慣に打ち勝ちましょう。そのすべての抵抗と無気力を克服しましょう。私たち
の優しい救い主のために、私たちの心を勝ち取りましょう。これが、私たちの出来ること
でイエス・キリストの意にいちばんかなった事です。これは、イエス・キリストが特に私
たちから求められるささげ物です。それを拒むことのないようにしましょう。
このささげ物を、イエス・キリストにもっと気に入っていただくために、イエス・キリ
ストの母であり、また私たちの母でもいらっしゃる聖なるおとめマリアを通してささげま
しょう。イエス・キリストは、優しいお母さまがささげるものを無視できるでしょうか。
罪の全くない心を、心からイエス・キリストにおささげするように努めましょう。心
を、イエス・キリストがいちばん大切にされている徳、特に、柔和と謙遜によって飾りま
しょう。この二つの徳を、私たちの「資本」としましょう。特別な注意をもってその実践
に励みましょう。イエス・キリストご自身、この徳をご自分の心の徳とおっしゃっておら
れます。「私に学びなさい、私は心柔和で謙遜です。† 」と、崇むべき救い主は言っておら
れます。
イエス・キリストは、
「私に学びなさい‡ 」と言われる以上に、もっと優しく私たちに徳
を教えることがお出来になったでしょうか。そうです、主なるイエスさま、あなたが、死
刑執行人に示された優しさ、神さまでありながら、二人の極悪人の間に置かれることを堪
え忍ばれた謙遜に私たちが敬服するのは、あなたの学校において、カルワリオの学校、十
字架の下においてであります. . .
さようなら、あなたを十字架の下に残します。そして、あなたに心からの口づけを送り
ます。
アデル・ドゥ・バーツ
今、あなたからのお手紙を戴きました。私も全くあなたと同じです。1 時間の間いつも
気持ちが散漫になっています。でも、何も義務的なものはありません。よりよく出来な
ければ 1 時間の間、聖なるおとめマリアの思い出をしばしば思い浮かべるだけでいいので
す。そうすれば、あなたは申し込むことが出来るのです。

†
‡

編者註：マタイによる福音書 第 11 章第 29 節。
編者註：同上。
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98. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
その復活祭のメッセージの中でアデルは、
「私たちの神なる主は復活されました。しかし、私たちは、
『私
たちは復活しました』と言うことが出来るでしょうか. . . 」と叫んでいます。

+J. M. J. T.

1809 年 4 月 4 日

神なる贖い主、私があなたの命によって生きることが出来ますように。
私たちの神なる主は復活されました。でも私たちは、
「私たちは復活しました」と言う
ことが出来るでしょうか。私たちは新しい心をもっているでしょうか。イエスさまが「呪
われたもの」と言われたこの不幸な世俗から、以前よりは解脱しているでしょうか。私た
ちは、神さまに前よりももっと強く結ばれているでしょうか。私たちの心は、前よりも
もっと神さまのものとなっているでしょうか。
若し私たちが、私たちの中に如何なる変化も認めることがなければ、本当にこの聖なる
祝日に復活しなかったんじゃないか、と懸念すべきです。過越の神なる小羊を食べること
によって、私たちが引き出さなければならなかった結果を生むことができなかったんじゃ
ないか、懸念すべきです。
私たちは、この聖なるお祝いをどのように過ごしたのでしょうか。親愛なるアガト、私
はあんまり良くは過ごしませんでした。私が火そのものにならなければならなかった日、
私が深く潜心しなければならなかった日に、私は何と冷たく、何と心を散漫にしていたこ
とでしょう. . . 私の惨めさよりも大きな惨めさがあるでしょうか。どんなにか、慈悲深く、
私たちの弱さに同情することがお出来になる神さまと共に、行う必要があることでしょ
う。これほど多くの惨めさの中にありながら、どうして散漫であることが出来るでしょう
か。ところが、私は散漫にこり固まっているのです. . .
若し少しでも、私たちの罪が私たちを謙遜にすることが出来れば、多分、
「幸せな罪」と
言うことが出来るのでしょうけれど。でも、そのようなことは全然ないのです。経験が、
私たちの悪への傾きを常に証明しているのに、私たちは自分について、誤った、大変誤っ
た考えを抱いているのです。どんなにかそのことが神さまを苛立たせることでしょうか。
神さまは、私たちが神さまのおん助けなしでは、一つの良い考えさえも抱くことができな
いことをご存じです。
主は、一見立派な生活をし、自分に満足している人よりも、自分を卑下する罪深い人
により近くにおいでになるのです。パリサイ人と収税人の例え話† は、私たちを震えあが
†

編者註：ルカによる福音書 第 18 章第 9-14 節。
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らせるはずです。一人は、
「主よ、私たちは他の人のようでないことをあなたに感謝しま
す。
」と言って、自分の中にある善を主に報告しているように見えますが、実は自慢したの
で、罪に問われて出て行きます。彼は、そのことについて神さまに感謝するのですが、自
分が、その行為者であると認めているのです。ところが、この自慢が、罪に問われる対象
となっているのです。そして、収税人の謙虚さは、彼が義とされることの原因なのです。
さようなら、コンドムでは、しなければならない事が沢山ありますので、コンドムでの
滞在中は、いつもの通りあなたにお便り出来るかどうかお約束出来ません。でもそのこと
で、イエス、マリア、ヨゼフのみ心において私があなたに誓う友情が弱まるものではあり
ません。
アデル・ドゥ・バーツ

99. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはコンドムから書いています。家族が、ドゥ・トランケレオンの叔母たちのところへ行ってしば
らく過ごしたのでした。

+J. M. J. T.

1809 年 4 月 11 日

神さま、世俗が与えることのできないこの平和を私に与えてください。
親愛なるアガト、色々と仕事があるのですが、筆の助けを借りないであなたと思った事
を話し合えるしあわせな時を待ちながら、少しあなたとお話したいと思います。
私たちの友情が、神さまをよく愛するために役立つことが出来るようにしましょう。生
涯、神さまと結びつくようにしましょう。イエス・キリストの十字架の敵であり、イエ
ス・キリストが多くの呪いを投げ掛けられた卑しい世俗から、ますます解脱しましょう。
私たちは、イエス・キリストと世俗に同時に属することはできません。選択に一瞬でも
ためらうことが出来るでしょうか。主の方に立てば永遠のしあわせが私たちを待ってい
ます。そして、世俗の方に立てば永遠の不幸が私たちを待っています。しばしば、この二
つの永遠を目の前に置いてみましょう。私たちは、大股で永遠に近づいています。私たち
にとって永遠は、多分近いうちに始まるでしょう。ですから、大変注意してそれに備えま
しょう。
私たちの本性に耳を傾けることなく、その言うことには従わないようにしましょう。イ
エスさまに従いましょう。そして、イエスさまに従うために自分を捨てましょう。イエス
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さまは、
「自分を捨てて、自分の十字架を担わない人は私に相応しくない† 」と、ご自分で
言われています。
このフラクシオン (fraction, 支部)34 に認められる徳に、私は感銘を受けています。私は
自分が、私たちにとって大切な集まりを司会する資格がないように思います。会員たち
は、私自身が実行もしないのに言うことをすでに完璧に実行しているのです。
この人たちの模範に競って従うことが出来たらと思います。この人たちを助けてくだ
さる同じ神さまには、私たちに同じ助けをくださる用意があられるのです。この、特別の
恩恵に相応しくするかどうかは、私たち次第なのです。
さようなら、他に書かなければならない手紙もありますし、金曜日で集まりの日ですの
で、ここであなたとお別れします。
私たちの主イエス・キリストにおいて心からあなたを愛します。
アデル

100. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
3 週間の沈黙の後、アデルは、コンドムから大急ぎで一言書いて送っています。「ご託身のフラクシオン」
のことで殆ど時間がなかったのです. . .

+J. M. J. T.

1809 年 4 月 28 日

主よ、私の心を聖なる喜びで充たしてください。
急いで一言書きます。ここでは殆ど時間がありませんので、ここに残っていたら、絶対
に手紙を書くことは出来ないでしょう。
†

編者註：マルコによる福音書 第 8 章第 34 節。
ボルドーのコングレガシオンにアジャンの会員が最終的に加入するために、シャミナード神父が出され
た条件の一つは、フラクシオン (fraction, 支部) による連合だった。
アデルが属していたアジャンのグループは、
「無原罪のおん宿り」と言うフラクシオン名を取りました。コ
ンドムのグループは「ご託身」の名前となり、ロンピアン、トナン、ピュッシュは「ご訪問」のフラクシオ
ンをつくりました。ヴィルヌーヴ・シュル・ロは「ご降誕」のフラクシオン、レ・ランドは「ご被昇天」の
フラクシオン、エグイオンは「マリアのみ名」
。
それぞれのフラクシオンにはオフィシエール (Oﬃcière, 支部長) がいて、アデルは全会一致で、オフィシ
エール・サントラール (Oﬃcière centrale, 本部長) として迎え入れられた。ラリボ師は、シャミナード師の
指導の下、その指導者として残った。
既婚夫人は、ドゥ・トランケレオン夫人を筆頭に、ボルドーの「ダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames de
la Retraite) に直接加入した。(H. Rousseau, o.c., p.163)。
34
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手紙が私自身のために役立って欲しいと思います。若し私が、自分が言うことを自分の
ために役立てないとしたら、他の人たちにこれほど説き勧めることが、私には何の役に立
つでしょうか。ところが私は、充分すぎるほど人に説き勧めているのです. . . ですから私
は、神さまに対して大きな報告を覚悟しなければなりません。私はそのことで震え上がり
ます. . .
でも私は、私たちの弱さを哀れんでくださる神さまの優しさと慈悲に信頼しています。
ですけど、私のために祈ってください。私は、あなたの文通相手ですので、特にあなたに
は祈って戴かなければなりません。ですから、あなたのお祈りを切望します。私が私の
手紙で謙遜であるように、人々に気に入られるためではなく、人々に気に入られる願望に
よってではなく、神さまのためにだけ手紙を書くことが出来るように祈ってください。
出来るかぎり、最善を尽くして神さまのために行動するように努めましょう。このよう
な意向がなければ、その結果は、すべて失われるのです。神さまは、ご自分のために行わ
れない事にどうして報いることがお出来になるのでしょうか。
すべてを神さまのためにだけ行いましょう。私たちの行為が、このような動機によって
高められれば、どんなにかしあわせなことでしょう。私たちのどんな小さな行為も功徳と
なるでしょう。主は、ご自分の名において与えられた一杯の水に至るまで報いてくださる
に違いないからです。ですから、
「飲むにしても、食べるにしても、すべて神さまの栄光
のためにしましょう† 」という、聖パウロの忠告に従いましょう。このことについて黙想
するよう提案します。
さようなら、出来るだけ早く、そして直接に、私たちの主イエス・キリストにおいて、
どんなに私があなたを愛しているかを申しあげたいと思います。
アデル・ドゥ・バーツ

101. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「おん宿りのフラクシオン」(fraction de la Conception) は、「ご託身のフラクシオン」(fraction de

l’Incarnation) よりも熱心ではありません。アガトは、一生懸命に比較しようとします。それはアデルに
とって忍耐と、会を特徴づける印となるべき徳、謙遜を勧める機会となりました。

+J. M. J. T.
イエスさま、私をあなたの方へ引き寄せてください。
†

編者註：コリントの信徒への手紙 一 第 10 章第 31 節。

1809 年 5 月 2 日
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私たちの「おん宿りのフラクシオン」が、
「ご託身のフラクシオン」ほどには熱心でな
いことを、私もあなたと同じように悲しんでいます。でも、忍耐しなければなりません。
すべてを慈愛なる神さまと聖なるおとめマリアに委ねなければなりません。特に、自分自
身に気をつけるように、私たちのいちばん熱心な姉妹たちの模範に従うように、そして、
謙遜のうちにも、姉妹たちを追い越すように努めなければなりません。謙遜は会を特徴づ
ける印でなければなりません。
あなたのオフィシエール (Oﬃcière、支部長) からすでにお聞きになっていると思いま
すが、コンドムの会員たちは、聖なるおとめマリアのお取り次ぎによって、この立派な謙
遜の徳を得るためにフェレ師のミサによるノヴェナ (9 日間の祈り) をしています。
ですから、この徳を得ることが出来るように励みましょう。虚しい考えだけに止まるこ
となく、実行に移しましょう。
人に言われるかもしれないちょっとした屈辱的な言葉を、甘んじて堪え忍びましょう。
私たちは、ひどい屈辱的な言葉に値することを認めて、慈愛深い神さまにそれらすべてを
ささげましょう。自慢するようなことは何も言わないようにしましょう。自分に関する事
は、あまり言わないようにしましょう。神さまのみ旨にかなうことだけを求めましょう。
他の人の視線を引くようなことは何もしないようにしましょう。聖なるおとめマリアの模
範にならって、隠れた生活をするようにしましょう。
ここに開墾すべき広い野があります。これは、一生の仕事となるでしょう。毎年、ある
一つの点において謙遜を実行するよう努めましょう。若し、神さまのお恵みによってそう
することが出来たら、たいしたものです。
この点を、私たちの特別糺明の題にしましょう。それを実行しなかった回数を記し、多
く実行したか、あるいは実行が足りなかったかを確かめましょう。このような事のために
は、自分の力を頼みとせず、神さまのお恵みと聖なるおとめマリアと聖人たちのご保護だ
けを頼みとしましょう。
さようなら、聖霊降臨の主日の前の 10 日間、あなたが愛によって、愛の霊を戴くため
に、大いに熱心に励むよう期待しています。
この神なる霊においてあなたに口づけをおくります。
アデル

102. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、聖霊降臨の主日の機会に聖霊の賜についての適切な解説をアガトにしています。
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+J. M. J. T.

1809 年 5 月 19 日

聖なる霊、来てください。私の心を燃えたたせ、かき立ててください。
今日はあなたにお便り出来るとは思いませんでしたが、急いで一言申し上げることにし
ましょう。
明日は聖霊降臨の、素晴らしく、そして、大きな祝日です。そのもろもろの賜と共に、
聖霊を戴くのに相応しくありたいものです。
火の舌が降りてきて、私たちの心を燃やしてくださいますように、私たちのすべての行
為が、キリストの上智に伴われて、そのすべての結果を生むように、上智の賜が私たちを
充たしてくださいますように。
知識、聡明、賢慮の賜が私たちを充たしてくださいますように。これらは、私たちがい
つも最良の選択をするようにさせ、神さまのみ旨にかなうために、何をしなければならな
いかを教えてくれます。
特に、キリストの剛毅の賜が私たちを充たしてくださいますように。それは、悪魔と世
俗と私たちの情念が私たちに絶えず仕掛ける、厳しい戦いに勝つために大変必要なもので
す。すべての賜にまして、一生懸命剛毅の賜を願いましょう。
孝愛の賜を願いましょう。それは、私たちのすべての行いの上に、信仰心の真の精神を
与えてくれます。
聖なる敬畏の霊が、私たちに、罪を犯すよりはむしろ死ぬという堅い決心をさせてくだ
さいますように。
最後に、聖霊が、その貴い賜を私たちに豊かに与えてくださるだけでなく、その素晴ら
しい結果である、喜び、柔和，慎み、貞潔、忍耐、寛容などによって私たちを養ってくだ
さいますように。
さようなら、私たちの主において愛情をこめてあなたに口づけをおくる時間しか残って
いません。
アデル

103. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「聖霊降臨の主日の籤 (くじ) 引きで」「上智の賜」がその結果の謙遜と一緒にアガトに当たりました。

+J. M. J. T.

1809 年 6 月 1 日
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親愛なるアガト、あなたに口づけをおくる喜びをかみしめたいと思っている時に筆を取
ることは、私にとって何と辛いことでしょう。神さまが、この世の喜びと犠牲をどのよう
に混ぜ合わされるかをここに見ることが出来ます。私たちは、これを神さまの前に功徳と
したいものです。
「上智の賜」があなたに当たったのですから、本当の上智を得るように努めてください。
それはあなたが、この世の取るに足りないもろもろのものを軽視し、ただ、信実で堅固な
善、つまり、神さまだけにあなたを結びつけるようにさせてくれる賜です。
その結果としての「謙遜」は、大変貴重なものです。それは、救い主がいちばん説かれ
た徳でありますし、会を特徴づける印でなければならない徳なのです。何よりも先ず、こ
の徳の実践に励みましょう。この徳が私たちの心がけの対象、追求の対象であって欲しい
と思います。重く見られないこと、忘れられることを愛しましょう。すべての栄光は神さ
まだけに、軽視と忘却は私たちにあって欲しいと思います。
これは、言うは易く、実行は難しい事です. . . 神さまだけに信頼しましょう。神さまだ
けが、私たちのような腐敗した本性に善を行うことがお出来になります。

20 ソル† 位で、白いきれいなロザリオがありましたら買っておいてくれませんか。人に
あげたいのです。
もっと長い手紙を書くことができないのは残念ですがもう 11 時過ぎです。それに、パ
シャン夫人がたったひとりでいます。
私たちの主において、愛情をこめてあなたに口づけをおくります。
アデル
まだ、あなた方に会える望みを捨ててはいません。あなたもディシュレットも努力して
ください。ラリボ師がお見えになるでしょう。

104. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは友人アガトに、6 月 10 日は自分の洗礼の記念日であることを思い出させています。

+J. M. J. T.

1809 年 6 月 8 日

祭壇の至聖にして神なる秘跡が、とこしえに賛美され崇められますように。

†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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あなたが私の手紙を受け取られる日は、私の洗礼の記念日です。洗礼によって、天国の
遺産の権利を獲得したこの日は、私にとって何と素晴らしい日でしょう。
不忠実と誤りの胎内で生まれる多くの人以上に、私は何を神さまにしたのでしょうか。
地獄に落ちるキリスト信者はどんなに苦しまなければならないことでしょうか。多くのお
恵みと多くの手段の濫用が、その人を他の人よりも罪深いものとするのです。
キリスト信者のこの尊い資格によって、私たちは、どんなに多くのお恵みに与っている
ことでしょう。キリストの肢体というだけで、その崇むべき肉によって養われるしあわせ
を戴くのです。
私たちは洗礼において、どんなにしあわせな約束をしたことでしょう。心からそれを新
たにしましょう。改めて、慈愛なる神さまに対する愛と奉仕に身を投げましょう。十字架
の旗の下に歩きましょう。
いとも寛大な主を愛し、これに仕えることは何と快いことでしょう。私たちをその奉
仕に召してくださったという測り知れない恩恵に対して、私たちは、何を主にお返ししま
しょうか。余すところなく主に自分をささげましょう。主に仕えることにおいては、骨惜
しみすることのないようにしましょう。永遠に主のものとなりましょう。
ラリボ師は、聖フランソワ・ドゥ・サール† に従って、
「信仰生活入門」にある方法によっ
て、毎年、自分の良い決心を繰り返すように大いに勧めています。私は最近、私の洗礼の

(記念) 日に備えるためにそうしました。
「定期市」のこの時期は、あなたにとっては少し気が散ることでしょう。でも、シエ
ナの聖カタリナ‡ の模範に倣って、あなたの心の奥に独居の場所を造ってください。そし
て、私たちの神なる花婿に優しい言葉を語りかけるために、しばしばそこに退くように心
を配りましょう。
私が人に勧める事をすべて実行に移すことが出来るように、祈ってください。私は殆ど
実行していないのです。
さようなら、親愛なるアガト。永久に神さまのものでありましょう。私は神さまにおい
て、いつまでもあなたを愛したいのです。
アデル・ドゥ・バーツ

105. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「アクト」を解説した後、アデルは、会がどのように神の栄光をもたらさなければならないか明示して
†

編者註：聖フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルとと
もに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
編者註：シエナの聖カタリナ (1347-1380)。ドミニコ会第三会員。教会博士。
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います。

+J. M. J. T.

1809 年 6 月 15 日

神さま、私が求めたいのはあなたの栄光です。
私たちのすべての行為の中に、神の栄光だけを求めましょう。そうすれば、私たちの行
為は無限の価値をもつことになるでしょう。聖イグナチオ† の、
「神のより大いなる栄光の
ために」をモットーにしましょう。私たちの会は、完全に神の栄光のためにささげられな
ければなりません。
私たちに出来るあらゆる手段を使って、神の栄光をもたらすように努めましょう。優し
く、心からの信仰心を表しましょう。そのためには、イエス・キリストの方へ人々の心を
引き付けるために、私たちの性格を改めましょう。一人の魂を地獄から救って、主におさ
さげするという比類のないしあわせを得るかもしれないと考えることは、自己抑制を鼓舞
するためには何と良い動機でしょう。
キリスト教的な徳の実行は、大変心地よいものです。聖なる謙遜が、人の心を獲得する
のです。フェレ師が言われるように、謙遜が、会を特徴づける印であって欲しいと思い
ます。
また、特別な愛によって、聖なる純潔を愛しましょう。汚れなきおとめマリアの子ども
は、純潔において際立っていなければなりません。純潔を曇らせることのないように、最
大限の注意を払いましょう。純潔を傷つけるようなものは何も見ないように、何も聞かな
いように、何も言わないように、私たちの目には番人を、私たちの耳には歩哨を、私たち
の唇には扉を置きましょう。
ポミエス姉妹には、もう 4 回会いました。あの人たちは今週一杯は、ネラックで過ごし
ています。あの人たちがこちらに見えられることになっているのですが、ほんの少しの日
数しか滞在されず、またすぐ出掛けられますので、後ほんの少しの回数しかお会い出来な
いでしょう。
あの人たちは、あなたに会えることを大変望んでいたようです。なんとか来られるよ
うに努めてください。ドゥ・ポルテ姉妹の一人も見えることになっていますが、あなたが
お会いした方ではなく、二番目のソフィです。そして私の叔母に、私をアジャンに連れて
行ってくれるように頼んでください。私の方からは何も言うことが出来ないのです。
さようなら、親愛なるアガト、イエスさまとマリアさまのみ心において、私があなたを
†

編者註：イエズス会の創始者の一人、初代総長。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パ
リ・モンマルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre
Favre (サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。

143
どんなに愛しているか言わないであなたとお別れすることはできません。
アデル
ラリボ師に、あなたの滞在中においで戴くように頼んでみます。私はそうなって欲しい
と思います。

106. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
あらゆる機会に、アデルは、同志たちに対して心からの関心を示しています。「私たちの親愛なる会員に
ついて少し詳しく話してください。」

+J. M. J. T.

1809 年 6 月 21 日

神さま、あなたの聖なるみ旨に私のすべてを委ねます。
神さまのみ旨に私たちを委ねましょう。神さまのみ旨が、私たちの願望、私たちの考え
の規範でありたいものです。神さまのみ旨が、私たちのすべての行いに伴って欲しいと思
います。
私たちの神さまのような、聡明な神さまのみ旨を行うこと以上に、正当なことがあるで
しょうか。神さまは、何がいちばん当を得たことであるか私たちよりもよくご存知ではな
いでしょうか。私たちは、一歩毎に倒れる危険を冒す哀れな盲です。優しいみ摂理の導き
に身を委ねましょう。み摂理は、私たちをちゃんと導いてくださるでしょう。
でも、私たちの本性は自分の意志を行いたいのですが、多くの場合は、自分の意志を捨
てなければなりません。そこに、私たちが立ち向かわねばならない霊的な戦いがあるので
す。私たちは、堅信の秘跡によって、
「イエス・キリスト」の兵士となったのではないで
しょうか。
私たちが一緒に戴くことの出来た剛毅の霊を、保つように努めましょう。献身的に十字
架の旗の下で戦いましょう。この人生は、絶え間のない戦いです。私たちの肉、世俗、悪
魔が、常に私たちに戦いを挑んでいます。私たちは、この世の方へ私たちを傾かせる死の
体からいつ開放されるのでしょうか。
私たちの親愛なる会員のことを少し詳しく話してください。もう長いこと、あなたは何
も話してくれていません。私たちの親愛なるエリザはどうしていますか。私からよろし
くと伝えてください。そして、私の誠実な愛情もお伝えください。あの方があなた方の集
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まりに出られないのは残念です。あの方には、出席出来る時には集まりに出るようにお勧
めします。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの会が、主をよく愛し主に仕えるための、私たち
全員の励みとなるようにしましょう。「すべてを神のより大いなる栄光のために」
、これが
私たちのモットーでなければなりません。
イエスさまとマリアさまの神聖なみ心においてあなたに口づけをおくります。
アデル・ドゥ・バーツ

107. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
すべての犠牲に心を備えさせる愛の気持ちについて強調した後、アデルは、アガトに、大切な友人アガ
トに会いたいと思いながらも会えなくて、犠牲をしなければならないことを思い出させています。

+J. M. J. T.

1809 年 6 月 29 日

神さま、自分自身以上にあなたを愛したいと思います。
大変お優しい神さまを愛しましょう。神さまがそれに値するようにではなく、—私たち
にはそうすることは不可能でしょう—私たちの心が愛することが出来るていどに応じて、
神さまを愛しましょう、すべての被造物に越えて、自分自身以上に、神さまを愛しましょ
う。神さまが求められようとする犠牲をすべてする用意を、絶えず持ちましょう。
私たちは、神さまの物でないものの何を、神さまが私たちに求める権利のないものの何
を、神さまにささげることが出来るのでしょうか。親愛なるアガト、今まで余りにも神さ
まを愛さなかったことを嘆き悲しみましょう。今、全面的に、いつも神さまを愛する決心
をしましょう。聖アウグスチヌスと共に、
「古くて常に新しい美しさよ、あなたを愛し始
めるのが余りにも遅すぎました。」と叫びましょう。
失われた、時の償いをしましょう。私たちの愛の熱情が、愛を実行に移す私たちの遅さ
を補って欲しいものです。
私たちは、罪の負い目に打ちのめされています。愛しましょう。そうすれば、私たちに
は、すべての赦しが与えられるでしょう。私たちの神なる救い主ご自身が、マグダラのマ
リアについて「多く愛したがゆえに、多く赦された† 」と言われました。
愛そのものであり、私たちの糧となられるために、ご自分を完全に与えられるまでに、
そのことを私たちに証された神さまを愛するのに、自分を鼓舞するため多くの反省が必要
†

編者註：ルカによる福音書 第 7 章第 47 節。
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でしょうか。愛の秘跡を見ること、さらには、愛の秘跡に与ることは、私たちの心をどん
なにか燃え立たせてくれることでしょう。熱情と勇気に満ちたライオンのように、このか
まどから出ましょう。神さま、私は、自分自身以上にあなたを愛したいと思います。
親愛なるアガト、まだしばらくの間、私たちが会うことは犠牲にしなければなりませ
ん。私たちが、もっと進歩して会うことが出来るように努めましょう。すべてのことを役
立てましょう。霊的な富には貪欲でありましょう。
眠くてもう続けられません。ペンが手から滑り落ちてしまいます。
親愛なる会員の皆さまにくれぐれもよろしくとお伝えください。そしてあなたは、私た
ちの主イエス・キリストにおける私の愛情を期待してください。
アデル

108. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはエリザ・ドゥ・ボーフィスの心の試練に関して、アガトの不安と気持ちを同じくしています。そ
して、そこから人生の短さについてのいくつかの考察を引き出しています。

+J. M. J. T.

1809 年 7 月 6 日

神さま、あなただけが私の心を充たすことがお出来になります。
私たちの親愛なるエリザのことでは、あなたと同じように私も不安です。これが天国へ
の道です。常に茨がばらまかれています。でも、倦まず弛まず (うまずたゆまず) 頑張れ
ば、何と多く報われることでしょう。
慈愛なる神さまは、ご自分が愛される人をその十字架に与らせてくださいます。神さま
は、私たちの友人エリザを愛され、悲しませられるのです。エリザが神さまから与えられ
る悲しみから利益を引き出すために、必要な力をエリザに与えてくださいますように、ひ
たすら神に信頼して慈愛なる主に祈りましょう。エリザが、会の精神を汲み取ることが出
来るように、エリザに会員たちからの手紙、特に、指導者たちからの手紙を見せて欲しい
と思います。
親愛なるアガト、一瞬たりとも時を失わないようにしましょう。時は過ぎ、永遠が近づ
いてきます。疲れを知らない熱心さで、私たちの欠点を根こそぎにするように努めましょ
う。相手を打ちのめすまで、欠点と戦いましょう。特に、一つの欠点を根こそぎにするよ
うに努めましょう。それから次の欠点に移りましょう。これは、ラリボ師が勧めておられ
る方法です。
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すでに今年も半ば過ぎました。時の経つのは早いものです。この半年の間私たちは、神
さまの前に何を獲得したでしょうか。残る 6 ヵ月をよりよく使うように努めましょう。
次の金曜日は、初金曜日です。ちょうど 2 年前、私たちのためにミサがささげられまし
た。聖なる説教師のミサの他に、24 のミサがささげられます。フエレ師が私たちのため
に捧げてくださる 9 つのミサと、私たちが与るボルドーのミサです。それに私たちは、私
たちの会員の司祭、あるいは、コングレガシオンの会員の司祭が毎日ささげるすべてのミ
サにも参加します。若し、私たちが心の準備をしていたら、神さまへのこの犠牲は、何と
豊かなお恵みを私たちの上に注いでくれることでしょうか。
私たちの怠けによって、あるいは、少なくとも私たちの不注意によって、私たちはどの
ような宝物を取りのがすことでしょうか。親愛なるアガト、もう同じことはしないように
しましょう。それとは反対に、失われた時を償うように努めましょう。自分自身は何も頼
りとせず、すべてを、神さまと神の母マリアから期待しましょう。幸いにも、私たちはマ
リアさまのご保護の下にいます。
さようなら、イエス・キリストのおん傷とおん母マリアのみ心において、私のすべてを
あなたに捧げます。
アデル・ドゥ・バーツ

6 週間の間、この二人の友人の間には文通は全然ありません。アガトは、トランケレオ
ンに来ていたのです。

109. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
自分を知ることについて。

+J. M. J. T.

1809 年 8 月 25 日

神さま、私の惨めさを憐れんでください。
今日はあなたにお便りをします。黙想を終わって直ぐこの手紙を書いています。黙想
は、「自分を知ること」という立派な題であったのですが、全然駄目でした。
そのことについて、なかなか良い読書をしました。第一に、私たちは、自分自身のこと
を知りません。自省することが余りないからです。私たちは、自分の傾き、自分を動かし
ている意向、自分に決めさせている動機などについて、よく考えてみることがありません。
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第二に、私たちは普通、自分を、多くの欠点を持っている人たちや、世俗的に生活して
いる人たちと比較します。ですから、私たちが、私たちの功徳について誤った考えやうぬ
ぼれた考えを抱くのは、驚くに当たらないのです。
私たちは、自分の行いを、私たちの模範であられる神なるイエス・キリストの完璧な模
倣者であった、聖人たちと比較しなければなりません。そうすれば、私たちは、私たちが
思っている存在と、どんなにかかけ離れたものであるかが分かるでしょう。親愛なるア
ガト、神さまが、どんな判断を私たちに下されるか、神さまの目には、私たちはどういっ
たものに映るか、神さまが、私たちのいちばん良い行いをどう思われるかを考えてみま
しょう。
限りない純潔の目の前で、私たちは一体何でしょうか。私たちは、哀れな罪人、常に悪
への傾きがある土、灰です。私たちは、少しばかりの善を行うのに、どんなに嫌悪感を抱
くことでしょう。全能の神さまのお恵みによる助けがなければ、私たちは、その少しばか
りの善さえも行うことが出来ないのです。
ですから、私たちが取るに足りない者であること、私たちが惨めな者であることを認め
ましょう。これが、私たちの唯一の定めです。私たちの中にあり得る少しばかりの善も、
神さまとそのお恵みの働きであること、それを自分のものと見做 (みな) したり、それを
自慢することは、大きな忘恩になるということを謙遜に認めましょう。
あなたが帰ってからマドゥモワゼル・エリザに会いましたか。私は、ラリボ師にお会い
しました、朝から晩まで。師は、私たちの姉妹たちの「服装」について質問されました。
師は、そのことについてよく話すように勧めてくださいました。私は、そのことは実行し
ているでしょう. . .
ところであなたは今、どんな仕事をしていますか。アルバに刺繍をしていますか。
私は、あなたの胃の具合が良くなったことを大変嬉しく思います。すべての悪いもの
は、体と魂から出ていってしまうだろうと期待しなければなりません。
さようなら、紙面が足りなくてこれ以上書けません。イエスさまとマリアさまの貴いみ
心において、ずっと私の愛情に期待してください。
アデル

110. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、ガジャンにいるアデルの叔父で父親の弟、フランソワ・ドゥ・バーツ・ドゥ・トランケレオ
ンのところへ行きます。その叔父は、1801 年にガジャンの城に居を定めていたのでした。(H. Rousseau,
note F. p.714)
秘跡を戴く準備がアデルの手紙のテーマです。
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1809 年 9 月 25 日

+J. M. J. T.

神なる救い主、私はあなたのものです、私が滅びることを許さないでください。
私はガジャンへ行って食事をしますが、出発の前にあなたに一言申し上げたいと思い
ます。
今度の日曜日、強者のパンを戴くことになっています。少なくともそう期待しているの
です。この日は、ロザリオの聖母の祝日† に当たります。ご聖体拝領に付けられているす
べての結果を引き出すことが出来るように、必要な心構えをもってこのご聖体拝領に行け
ますように、主に祈ってください。
このご聖体拝領が初金曜日に最も近いので、心で、臨終の聖体拝領をしたいと思いま
す。私たちが秘跡に近づく度毎に、これが最後と思って近づかなければならないでしょ
う。それは充分にあり得ることです、一瞬でも確かではないのですから。
私たちのこの前の告解はどのようなものであって欲しかったのでしょうか。どのよう
な痛悔をもってしたでしょうか。神さまに対して罪を犯すよりは、むしろ死を選ぶとい
う、どのような堅い決心をもってしたでしょうか。罪のすべての機会を「雄々しく避け
る」と、堅く決心をしてしたでしょうか。
私たちのこの前のご聖体拝領は、どのように熱心に、どのような愛をもってしたでしょ
うか。どのような利益をそこから得たでしょうか。
親愛なるアガト、秘跡に与ることは、私たちの人生において最も大切なことであること
を考えましょう。ですから、最大の注意を払ってそれに備えましょう。罪を避けましょ
う。一点の曇りもない状態に私たちの良心を保ちましょう。ただ創造主にだけ結びつく
ために被造物から解脱しましょう。神さまは、ご自分のすべてを私たちに与えてくれるは
ずです。私たちが何も神さまに拒まないことは、正当なことではありませんか。
私は今週のアクト、
「神なる救い主、私はあなたのものです。私が滅ぶことを許さない
でください。
」が、大変好きです。—しばしば、そして、深い愛情をこめてこのアクトを
唱えましょう. . .

(未完の手紙、続きが欠落)

111. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、11 月 2 日を「煉獄の魂にとって幸せな日」と呼んでいます。

†

編者註：10 月 7 日。
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+J. M. J. T.

1809 年 11 月 2 日

主よ、彼らに永遠の安らぎを与えてください。
今日は、煉獄の霊魂にとってしあわせな日です。多くの聖なる犠牲が彼らのためにささ
げられる日だからです。
裁きの手でいらっしゃる神さまから彼らの解放を戴くために、他の信者たちの祈りに私
たちの祈りを合わせましょう。若し私たちが、一人の魂でも天国に入れることが出来たな
ら、どんなにかしあわせなことでしょう。私たちは、どんなに力強い保護者をもつことに
なるでしょうか。
煉獄の霊魂の苦しみに無関心でないようにしましょう。彼らに対して、愛徳の義務を果
たしましょう。若し私たちが同じ立場になったら、私たちも、愛徳の義務を果たしてもら
うよう願うことでしょう。
私たち自身の利益のために、煉獄の霊魂が極めて「軽い」過ちを償うためにもこの上な
い苦しみを耐えていることに、留意しましょう。このような大きな苦痛の原因となる事—
正義そのものの観点に立てばそれに値します—をいとも簡単に犯したり、全く無関心な目
で見ることがどうして出来るでしょうか。
煉獄を免れるためには、この世での小さな苦行で充分でしょう。それなのに私たちは、
苦行をするのにどうしてそれほど無気力であり得るのでしょうか。そのことは、私たちが
極めて弱い信仰、殆ど死んだ信仰しかもっていないことを示しています。
ある魂は、時々は私たちが原因で、—たとえば、私たちが彼らに起こさせてしまった短
気などといったことによって—彼らが犯したなんらかの過ちのために煉獄にいるという
ことにも留意しましょう. . . このことは、私たちが煉獄の霊魂のために祈らなければなら
ないもう一つの理由です。
聖徒の交わり、天国、この世、煉獄の義人たちの間の功徳の交流は、なんと素晴らしい
ことでしょう。信仰は、なんと慰めとなることでしょう。ですから、私たちにとって大切
な人が死ぬようなことがあっても、異教徒のように悲しむようなことはせず、永遠におい
て会えることを期待して慰めとしましょう。私たちが皆揃って神さまにおいて、その愛の
うちに天国に行けることを願いたいものです。
さようなら、私は急いでいます。私たちの主における私の友情を改めて信じてください。
アデル
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112. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1809 年 11 月 6 日

神さま、あなたは、あなたを恐れるすべての人に大変優しくしてくださいます。
ベロック夫人に私たちの親愛なる (マドゥモワゼル) ラコンブからの手紙を送ります。
神の霊に満ちた素晴らしい手紙です。
そうです、ラコンブが言うように、
「競って一つの心となりましょう。皆で神さまだけ
に属するたった一つの心」となりましょう。
そうです、神さまに自分を犠牲としてささげましょう。神さまのためにだけ行動しま
†
しょう。聖パウロは、
「食べるのも飲むのも、すべて神の栄光のためにしなさい。
」と言っ

ています。そうです。私たちの神さまは大変慈悲深くいらっしゃいますから、その名にお
いてなされた事は、どんなに小さい事でも受け入れてくださいます。私たちがこの世にい
るのは、ただ永遠を獲得するためです。ですから、一瞬でも失わないようにしましょう。
私たちにとっては、一つ一つの行いが永遠に値するものとなることが出来ます。ですか
ら、それに相応しい立派なものとなりましょう。
神さまだけを望みましょう。神さまだけを探しましょう。そして、神さまのみ旨を行う
よう努めましょう。そうすれば、どんな出来事が私たちの周りで起こっても私たちは心安
らかでしょう。神さまがその父親としての手で私たちにくださるすべての試みを受け入れ
ましょう。神さまは、私たちにとって無益なものは何も与えられることはありません。
旧に (きゅうに) 倍して神さまに信頼しましょう。主に期待する人は決して裏切られる
ことはあり得ないのです。金は、炉床で純化されます、私たちは、かりそめのこの人生の
悲しみの中で純化されます。この世は私たちの祖国ではありません。この世に休息を求
めることなく、心柔和で謙遜な人に約束された、本当の約束の地を熱望しましょう。
イエスのみ心のこの二つの大切な徳を実践するために、熱心を倍加しましょう。二つの
徳について特別な努力をしましょう。この二つの徳を身につけることが出来たら、どんな
に嬉しいことでしょう。そのためには汗を流さなければなりませんが、私たちの努力はど
んなにか報われることでしょう。
ですから、勇気を出しましょう、勇気を。冠が私たちの頭上に下げられています。若し
私たちが忠実なら、冠が得られるでしょう。私たちが勝利を収める度毎に、その冠に近づ
くのです。
さようなら、私の大切な心の友、私たちの主において私は生涯私をあなたに捧げます。
†

編者註：コリントの信徒への手紙 一 第 10 章第 31 節。
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アデル
追伸
アジャンに行ったエリザのことを早く知りたいと思います。あなたが知らせてくださ
るだろうと思って楽しみにしています。

∗

∗

∗

召命の危機から 1 年が経つと、直ぐにアデルは重い病気にかかって床につかなければな
りませんでした。病気は 6 週間続きました。回復はしましたが、この初めての病気がアデ
ルの丈夫だった体を秘かにむしばんでいました。そのことは後で分かることになります。

113. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、病気の間にアガトが便りをくれたことを感謝しています。アデルはこの試練から、実践的な
結論を引き出しています。

+J. M. J. T.

1809 年 12 月 21 日

イエスのみ心の貧しさ、私の心を解き放ってください。
親愛なるアガト、私の病気の間に時々お便りをくださってどうもありがとうございまし
た。少しでも早くあなたにお手紙をさしあげたい思いでした。それで手紙を書くことが
出来るようになりましたので、早速お便りをします。
今の時は、私たちの熱心を掻き立てるために時宜を得ています。多くのお祝いが近づい
てきます。主の降誕の大祝日に、優しくいらっしゃる幼きイエスさまと共に、生まれ変わ
るよう努めましょう。
救い主が堪え忍ぶことを望まれた割礼を讃えるために、私たちのすべての悪い習慣に割
礼を行うよう、言い換えれば、すべての悪い習慣をなくすように努めましょう。
私たちの魂のために利益を引き出すために、これから祝う祝日の精神をよく理解しま
しょう。
時間を無駄にしないようにしましょう。恐らく、私たちには殆ど時間がないでしょうか
ら。死は、年令には全然関係はありません。ご覧なさい、私は未だ 20 歳にしかなってい
ないのに九死に一生を得たのです. . . でも、慈悲深い神さまは私に、罪の償いをする時間
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を得るためのいくらかのお金を獲得する時間を、まだ与えることを望まれたのです。若し
今、神さまが私をお取りになったら私の手の中には何もありません。
水曜日に親愛なるアメリに手紙を書くつもりです。アメリは、間もなくアジャンに帰っ
てくると思います。
シャミナード師35 の手紙を送ります。友人の皆さまに見せてください。ベロック夫人に
は、口づけをおくって、そして、この尊敬すべき司祭シャミナード師から頼まれた質問を
して戴いて、そのコンシュルタシオン (意見聴取) の結果を報告してくださるようにお願
いします。
父からあなたのお父さまへの言づてですが、父があなたのお父さまに話していたお金
が、土曜に届かなくても驚かないでくださいとのことです。多分、父にそのお金を借りて
いる人が自分で、コンドム経由で支払うことになるだろうからとのことです。
さようなら、イエスさまとマリアさまのみ心において私は生涯私をあなたに捧げます。
アデル

114. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、戴いたお恵みについての深い考察に入っていきます。

+J. M. J. T.

1810 年 1 月 8 日

あなたは私の心の神、とわに私の宝、私の遺産です。
救い主のご降誕のすべての祝日が終わりました。私たちは、その祝日からどのような実
を結ぶことができたでしょうか。神なる救い主はその崇むべき肉によって、しばしば私た
ちを養ってくださいました。なんというお恵みでしょう。私たちはそれから、どのような
力を得なければならなかったことでしょうか。ところが、私たちは依然として同じなので
す。少なくとも私はそうです。同じような過ちの機会において、私たちは相変わらず同じ
ように弱いのです。私たちはいつまで、私たちに対する神さまの無限の慈愛に水を差すの
でしょうか。
優しくいらっしゃるイエスさまは、特別な愛をもって私たちを愛してくださいます。私
たちには、大変思いやりのあるその証しがあります。イエスさまの私たちに対する愛を、
無駄にすることのないようにしましょう。イエスさまが、多くの奇跡を行われた町に対し
35

シャミナード師の手紙—Tome I. p.56—1809 年 11 月 21 日の手紙 n.38。
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て、
「コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われ
‡
た奇跡が、ソドムやゴモル† で行われていれば、これらの町は悔い改めたに違いない。
」と

言われた同じ非難を受けないようにしましょう。
この非難は、私たちに当たるように思います。若しイエス・キリストが、私たちに絶え
ず行ってくださっている愛のもろもろの奇跡を、多くの未開の人々のところで行われたと
すれば、その人々はどんなにか違った行動を取ったことでしょう。
若し、地獄に落ちた多くの魂が、私たちと同じ特別なお恵みを戴いていたとすれば、こ
の魂たちは今は天国にいることでしょう。
救い主がエルサレムに向かって言われながら私たちのためになされた、
「若しお前が少
なくとも主の訪れの日を知っていたら」という優しい警告に、再び耳を傾けましょう。そ
の日を知りましょう。信仰の光がまだ私たちの中に輝いている間に、信仰心がまだ私たち
から取り上げられていない間に、永遠の生命に相応しい実を結びましょう。私たちに対し
て大変怒っておいでになる神さまの怒りを、鎮めるように努めましょう。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて心からあなたに口づけをおくります。
アデル

115. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、カーニバルの時に犯されるすべての行きすぎを償うために、ミゼレレ (Miserere§ ) を 1 日 1 回
唱え、その週に 1 度苦行をするよう提案しています。

+J. M. J. T.

1810 年 2 月 11 日

あなたは私の心の神、とわに私の宝、私の遺産です。
親愛なるアガト、2 ヵ月欠かした後、やっと私の愛するイエスさまを戴く大きな喜びを
得ました．
かつては博士たちが、まぐさ桶までイエスさまを拝みに行きましたが、今では、イエス
さまご自身が私たちに会いに来られます．イエスさまがまず先に実行してくださったので
すから、少なくともその次には私たちが実行しましょう．
†

編者註：ゴモラとも言う。
編者註：マタイによる福音書 第 11 章第 21 節。ルカによる福音書 第 10 章第 13 節。
§
編者註：Miserere (憐れんでください) あるいは Miserere mei Deus (神よ、わたしを憐れんでください)
とは、詩編 51 のこと。
‡
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イエスさまの意にかなうものとなるために、如何なる手段も疎かにしないようにしま
しょう．もう私たちの心を、イエスさまと世俗の間で分かつようなことはしないようにし
ましょう．卑しい世俗は私たちにとっては、最早何でもないものであって欲しいと思いま
す．私たちは世俗のものではなく、神さまのものです．イエスさまは、かなり高い代償を
払って私たちを贖ってくださいました。イエスさまのすべてのおん血の代償によって贖っ
てくださったのです。
私たち人間からの恩恵には、ちょっとした事にでも深く感謝するのに、神さまに対して
は恩知らずであることを恐れないのでしょうか。
親愛なるアガト、悔悛の秘跡によって取り戻した恩寵を大切に保ちましょう。聖なる聖
体拝領からもたらされる物柔らかな態度を保ちましょう。
人は、いつ死ぬか分かりません。ですから、一瞬でも神さまの恩寵の状態にいないと
か、死んだら困るような状態にあることは、なんと無分別なことでしょう。
私たちは神さまの怒りを鎮めるようにするために、熱心を倍加する必要があります。神
さまは、私たちに対して大変怒っておいでになりますし、私たちは、神さまから大きな罰
を受ける危険があります。今のこの時期に、何が何でも神さまに願いを聞いて戴こうと努
めている多くの聖なる人たちと団結しましょう。大変大きな災難の時に、人々が世俗の気
違いじみた喜びに耽ろうとしていることを嘆き悲しみましょう。
犯されるすべての行き過ぎを補うために、カーニバルの期間中ずっと、ミゼレレ (Mi-

serere) を毎日 1 回唱え、この週の間に、苦行を 1 度することを提案します。このことを
金曜日に、私たちの友人たちに提案してください。
さようなら、親愛なるアガト、あなたのために熱心に天国を願っている私以上に、誠実
にあなたを愛している人は誰もいないと信じてください。
アデル
追伸
あなたが話していたお嬢さんを入会させてもいいでしょう。お恵みが殖えることにな
ります。

116. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、神さまに対する自分の愛がそれほど積極的でないことを認め、人間的なすべての動機から解
脱を説いています。
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+J. M. J. T.

1810 年 2 月 19 日

至高善なる神さま、すべての善にましてあなたを愛します。
そうです、至高善なる神さまをすべての善にまして愛しましょう。神さまだけが私たち
の心を満足させることがお出来になる、唯一の善でいらっしゃいます。ただ単に消極的な
愛に止まることなく、積極的な愛、行動的な愛によって神さまを愛しましょう。私たちの
心の至高の善のために励みましょう。
わたしが善を行うすべての事において、私は、神さまではなく自分自身を求めているの
が分かります。私は、すべてのことにおいてその経験をしています。何と惨めなことで
しょう。神さまはご自分のためにはなされなかった事にどのようにして報いることがお出
来になるでしょうか。
私たちの意向を、ますます純化するように努めましょう。人間的なすべての動機から解
脱しましょう。神さまとその栄光のためにだけ行動しましょう。この貴い目的のために、
私たちが持っているすべての物、私たちがするすべてのことをささげましょう。私たちの
すべての行いを神さまに関係づけましょう。
毎朝このささげ物をしましょう。そして日中、しばしばそれを新たにしましょう。神さ
ま、私はあなたのために行動したいのです。食べるのも、あなたに仕えることが出来るた
めです。罪のない気晴らしをするのも、あなたによりよく仕えるためです。あなたが私た
ちに働くよう命じられるのも、律法に従うためです。私が休息を取るのも、あなたに仕え
るためで. . . 純粋に神さまのためになされた行いで、永遠の命に値しないような小さな行
いはありません。私たちのすべての行いを神さまのためにするための、何と素晴らしい動
機となることでしょう。絶えずそのお恵みを願いましょう。
さようなら、親愛なるアガト、救い主のみ足の傷において心からあなたに口づけをおく
り、あなたを愛します。この不幸な時期に、足によって陥る狂気を償うために、しばしば
救い主のみ足の下に行かなければなりません。
アデル

117. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
視点を変えただけでテーマは殆ど変わりません。体による解脱が出来ないとすれば、心と精神による世
俗からの完全な離脱を—。
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+J. M. J. T.

1810 年 2 月 28 日

もう今後は、イエスさまだけを愛するために世俗を捨てます。
そうです、この邪悪な世俗を捨てましょう。世俗は、私たちの救いの主たる敵です。世
俗を憎みましょう。世俗をますます忌み嫌いましょう。体によって世俗からの解脱が出
来ないとすれば、心と精神によって、世俗から完全に離脱するようにしましょう。
正直に申し上げて、恐らく、これからやってくる堪え難い時期36 に、世事に関わりをも
たないのは好都合なことです。要するに、本当のことですが、神さまは、人々が自分の方
で出来るだけの事をする時、人々がご自分に願う恵みの必要にいつもお恵みを釣り合わせ
てくださいます。
この愛すべき主は、どんなにか慈悲深くいらっしゃることでしょう。主は、その子ども
たちのいろいろな必要に釣り合いを取ってくださるのです。私たちが出来るかぎりの誠実
さをもって神さまに仕えないとすれば、私たちはどんなにか罪深いことでしょう。
あなたのお祈りの中で、かわいそうなドクシオン夫人37 を忘れないでください。あの方
は渦の中に巻き込まれています。あの方がまだ名前しか知らない世界においては、あの方
はきっと新しく生まれ変わるに違いありません。正直に申し上げて、私は本当に悲しい気
持ちです。あの方にとって幸いなことには、あの方が間もなくコンドムを離れるという
ことです。コンドムにはちょっと訪ねて来ているだけです。田舎にあるご自分のお家に
帰って住むことになると思います。あの方は、ポルテのご婦人方の近くにいることになる
でしょう。そこの聖人のようなお母さまが、新しい状況にあるあの方に有益な助言をして
くださることも出来るでしょう。
私もマドゥモワゼル・デルニーが会に入ることを願っています。小さな群れが大きくな
るにつれて、私たちの熱心さも増すことが出来たらと思います。みんなで神さまだけに属
する一つの心となりましょう。
さようなら、親愛なるアガト、永久に神さまのものとなりましょう。慈愛なるおん父の
み心においてあなたに愛情をこめて口づけをおくります。
アデル

36
37

スペイン侵入のための軍事的な準備を暗示しているのだろうか。
新婚の会員。ガブリエル・ドゥ・フォルティソンからマダム・ドクシオンになった。
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118. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは友人アガトと、神のお告げの祝日† が思い起こさせる考えを分かち合っています。

+J. M. J. T.

1810 年 3 月 25 日

み言葉は人となられ、私たちの中にお住まいになられました。
今日の大きな秘儀を少し一緒に黙想しましょう。天地の創造主なる神さまは、罪による
堕落から私たちの本性を引き上げるために来られて、私たちの本性をお取りになることを
厭 (いと) われませんでした。
神さまは、おとめの胎内に 9 ヵ月の間宿られました。何という屈辱でしょう。このこと
によって私たちは、聖なる謙遜の徳を実行することを学ばなければなりません。その後
で、神ご自身がそうされた後で、ご自分に学ぶようにと私たちに言われました。
謙遜は、私たちにとって大変大切で貴重な徳でなければなりません。私たちは、聖なる
聖体拝領によってイエス・キリストを戴くのに相応しくなるために、謙遜を実行するよう
にどんなに努めなければならないことでしょうか。イエス・キリストは、お休みになるた
めに謙遜な心を選ばれます。
聖なるおとめマリアよりも謙遜な被造物がいたでしょうか。おとめマリアはご自分の
卑しさをごらんになって、ご自分を無とされました。神の母と選ばれた時、ご自分が、神
のはしためにすぎないと認められたのでした。このことは、自分を大変高いものと考える
私たちの傲慢に対する何という糾弾でしょうか。
今日の秘儀によって私たちは、また聖なる純潔に励み、少しでも純潔を曇らせる可能性
のあるどんな小さな機会も、避けるようにしなければなりません。おとめのなかで最も聖
なるおとめマリアは、人間の姿をした天使をご覧になって心を乱されました。弱さそのも
のである私たちは、そのような多くの機会に敢えて身を曝すことが出来るでしょうか。
聖なるおとめマリアは、言葉少なに天使に話されました。ところが私たちは、謙遜を失
わせるような危険な会話をいつも続けたがらないでしょうか。
ですから、この大きな秘儀から利益を引き出すようにしましょう。純潔によって、謙遜
によって、復活祭の大きな祝日を相応しく祝うことが出来るように準備しましょう。深い
謙遜によって、神なる小羊を私たちの心に引き寄せましょう。謙遜が小羊をおとめマリア
の胎内に引き寄せたのです。そして、また謙遜が、若しこの貴重な徳を私たちが実行すれ
ば、小羊を私たちの心に引き寄せるでしょう。
†

編者註：3 月 25 日。
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さようなら、私の次の手紙は、多分コンドムからになるでしょう。それがここからで
あってもむこうからであっても、私の友情は生涯続くことを信じてください。
アデル

119. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
神さまのご慈悲についての考察。

+J. M. J. T.

1810 年 5 月 31 日

神さま、あなたは痛悔し謙 (へりくだ) った心を軽んじられることはありません。
私たちがどんなに罪深いものであっても、大変お優しい神さまは、大変慈悲深くいらっ
しゃって、私たちを受け入れてくださるためにいつも手を広げてくださいます。神さまの
ご慈悲を疑って、神さまの優しさを裏切らないようにしましょう。神さまのご慈悲には限
りがありません。
神さまは喜んで、ご自分をご慈悲に充ちた方と呼んでおられます。私たちは、その素晴
らしい結果を今までに何度感じたことがあるでしょうか。
私たちの人生全体が、神さまの溢れるばかりのご慈悲のお恵みによって織りなされて
います。神さまは、過ちの大きな機会から私たちを守ってくださいました。神さまは、絶
えず私たちに、聖なる模範、敬虔な心の動き、良い助言を与えてくださいました。神さま
は、私たちに罪の警告をしてくださり、多くの罪を赦してくださいました. . .
その見返りとして神さまは、何を私たちに求められるのでしょうか。私たちの心です。
私たちが、心を分かつことなく神さまを愛することです。この世でも後の世でも、私たち
をただ不幸にするだけの世俗を捨てることです。一方神さまは、私たちに永遠の幸福、こ
の人生において最も大きな善である、魂の平和と喜びを約束してくださいます。
ですから、お優しくいらっしゃるおん父のもとに行きましょう。善なるおん父、救い主
が私たちにくださる苦しみを堪え忍びましょう。そして、私たちは千倍もその苦しみに値
することを認めましょう。私たちは、今までしばしば地獄に値したのです。
今までに、神さまが私たちをこの世から取り去ることも出来た、日々、時があったので
す。若しそういうことにでもなっていたら、私たちは何年も前から地獄の火に焼かれてい
ることでしょう。この事に関して神のご慈悲は、私たちに対して何と深いものだったこと
でしょう。そのことを絶えず神さまに感謝しましょう。私たちの感謝の気持ちを高め、神
なる主に対する私たちの愛を深めるためにそのことをしばしば考えましょう。
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あなたがこの手紙を受け取られるころには私はコンドムにいるでしょう。私がこの旅
行を天国のために敬虔に利用することが出来るように祈ってください。
さようなら、イエス、マリア、ヨゼフの優しいみ心においてあなたに口づけをおくり
ます。
アデル

120. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、枝の主日の前日にコンドムから手紙を書いて、救い主のご受難の瞑想によって抱いた愛情を、
友人アガトに伝えようと努めています。

+J. M. J. T.

1810 年 4 月 14 日

神さま、あなたのお苦しみの記憶を私の心の奥深いところまで刻んでください。
私たちは、私たちの神なる救い主の苦しみの秘義を新たにする週間に入っています。キ
リスト者のどのような目が、救い主が堪え忍ばれた侮辱に感じないでいられるでしょう
か。あのような光景は私たちに、罪に対するどのような嫌悪を、また、神さまに対して、
どのような感謝と愛の気持ちを起こさせなければならないでしょうか。
私たちの神なる救い主は、私たちに、何と素晴らしい謙遜と忍耐の模範を与えてくださ
ることでしょう。私たちは、傲慢で享楽的な心を持ちながら、十字架の死に至るまで謙ら
れたこの神さまの弟子だと言うことが出来るでしょうか。
親愛なるアガト、この神の模範なる十字架に、精神と心をもって私たちを結びつけま
しょう。私たちの愛情のすべてをそこに注ぎましょう。そこに持っていくことの出来な
いような愛情は、いかなるものであってももたないようにしましょう。救い主の神聖なお
ん傷の中に入っていきましょう。そして、救いを予定されたすべての人の、この神なる模
範とはすべてにおいて正反対の世俗を、忌み嫌うことをその傷から学びましょう。
特に、単なる考察に止まることなく、すべてを実行に移しましょう。そこに、救い主の
ご受難から引き出さなければならない結果があるのです。それは、私たちの生活の改革で
す。復活祭の後、全く新しい生活を始めるように努めましょう。
本当に変わらなければなりません。それは、優しいイエスさまと、この前の金曜日にそ
の悲しみの記念をした、至聖なるおん母の栄光のためです。その日、私はご聖体を拝領す
ることが出来ました。ここで私が沢山戴いているお恵みを利用することが出来ますよう
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に、神さまにお祈りください。私がしなければならない報告は、はるかに大きなものにな
るでしょうから。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたにささげる私の愛情を、いつ
までも当てにしてください。
アデル

121. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ベロック夫人が、トランケレオンまで友人のアデルに会いに来ました。アデルの心は喜びに充たされま
した。アガトへの手紙は、用心にその中心が置かれています。

+J. M. J. T.

1810 年 5 月 15 日

神さま、私の心を聖なる喜びで充たしてください。
親愛なるアガト、ここしばらく、水曜日にお便りすることにします。土曜日にはベロッ
ク夫人が手紙を書かれるでしょうから。
ベロック夫人が側にいてくださることで私がどんなに嬉しく思っているか、想像してく
ださい。私の哀れな魂のために、私がこの機会から利益を引き出すことができるように神
さまによく祈ってください。本当に私にはお祈りが必要です。コンドムから帰ってから、
私は多くの過ちを犯しました。そして、コンドムで取った数少ない良い決心を、コンドム
に忘れて来たような気がします。
神さまから戴いた多くのお恵みに対して本当に不忠実な自分を見るのは、大変悲しいこ
とです。私は、本当に悲しんでいるのでしょうか。若し私たちが、神さまのお恵みに不忠
実であることを本当に悲しいと思うなら、そう簡単にそのような機会に身を曝すようなこ
とはしないでしょうし、自分自身にもっと注意するでしょうし、もっと自分の考えや行い
に用心するでしょう。
でも、このキリスト者の用心は、私たちが救われるようにするためには大変必要なもの
です。私たちを滅ぼそうと狙っている多くの敵に囲まれていながら、魂の扉を開けたまま
にしていたら私たちはどうなるでしょうか。預言者の表現を借りれば、絶えずその折り
目やひだを調べることが出来るように、私たちの魂をいつも自分の手の中にもっていま
しょう。
聖人たちは、一つの立派な実践を勧めています。それは、どうすればキリスト者らしく
振る舞うことが出来るかを見るために、朝、その日になすべきすべての事にさっと目を通
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し、そして、晩は、どのように忠実であったかを見ることです。それは怠け心には辛いこ
とですが、救われるためには辛くて当然ではないでしょうか。天国は、犠牲を払って勝ち
得るに値するものではないでしょうか。殉教者たちが血の代償によって勝ち得たものが、
私たちには只で与えられるということはないでしょう。
私たちは毎日ラリボ師を待っています。一般的なことにしても、個人的なことにして
も、師に話さなければならない事が山ほどあります。ポミエスのご婦人方も間もなくお見
えになります。
さようなら、イエス、マリア、ヨゼフの優しいみ心において愛情をこめてあなたに口づ
けをおくります。
アデル
私たちの友人のみなさんに、くれぐれもよろしくお伝えください。親愛なるご家族の
みなさまによろしくお伝えください。ベロック夫人からもみなさまによろしくとのこと
です。

122. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、神さまが私たちの自由に任せられる時間の良い使い方について、黙想するように勧めていま
す。

+J. M. J. T.

1810 年 5 月 23 日

古くて常に新しい美、主よ、大変遅くになってから私はあなたを愛し始めました。
私たちは、どれくらいの時間を生活の中で無駄にしてきたことでしょう。永遠のため
に、どれくらい永久に失われた時間があることでしょう。
神さまを愛するために、神さまに仕えるために使わなければならなかったはずのすべて
の時間を、私たちの涙によって急いで贖うようにしましょう。急いでその時間を償うよう
にしましょう。私たちから直ぐに失われ、あっという間に過ぎ去るこの大変貴重な時間
を、今後はもう一瞬でも失うことのないようにしましょう。すべてを神さまのためにしま
しょう。私たちの行いがすべて神さまのみ旨にかないますように。このようにすれば私
たちの毎日は、神さまの前に充実したものになるでしょうし、私たちが死ぬ時、また永遠
に、ひどく後悔するようなことは避けることができるでしょう。
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一分一分が、イエス・キリストのおん血に値するのです。イエス・キリストは、私たち
のためにそのおん血によって時間を贖ってくださったのです。
時間については貪欲でありましょう。恐らく私たちには少しの時間しか残されていな
いでしょう。熱心を奮い起こしましょう。前進しない人は後退するのです。ですから、私
たちの主に対する愛において進歩するように努力しましょう。
何度となく繰り返される私たちのすべての不忠実のことで謙りましょう。神さまの足
元に平伏して、私たちは罰にしか値しないこと、神さまが私たちにくださるお恵みは純粋
に、その優しさと限りない慈悲の結果であることを本当に認めましょう。もう神さまの優
しさと慈悲に付け込むことのないようにしましょう。私心のないお返しによってそれに報
いるようにしましょう。神さま、私のこの上もない弱さを助けてください。あなたなしで
は私はただ滅びるだけです。
緑色の金属箔と、私があなたに送ったのと同じいちばん大きな 9 ソル† する金箔一箱と、
また、同じように 9 ソルするいちばん小さい金箔一箱を送って戴けませんか。
房飾りをあなたに送ります。それをもっと幅の狭いものと取り替えてください。ラリ
ボ師のドームの周りにあるのと同じようなもので、柱の周りにある房飾りよりは幅が広く
て、送るものよりも幅の狭いものです。それを細ひもの長さの分だけ欲しいのです。幅が
狭いと払うお金も少なくて済むのではないかと期待しています。若し、店の人が取り替え
てくれないようでしたら、他のは買わずに送り返してください。その時には、金属箔と金
箔だけを買ってください。
いろいろ面倒かけてすみません。急いでいるのです。郵便を運ぶ人が返る時にそれを
送ってくださるように努めてください。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたを愛します。
ベロック夫人から皆さまによろしくとのことです。
アデル

123. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
主の昇天の祝日についての考察。

+J. M. J. T.

1810 年 5 月 31 日

イエスさま、私をあなたの方へ引き寄せてください。
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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今、天に昇られるイエス・キリストを礼拝してきたところです。私たちがお祝いしてい
る聖なる祝日について、あなたに少しお話したいと思います。
この祝日は、どんなにか聖なる歓喜で私たちの心を充たしてくれるはずでしょうか。イ
エスさまは、私たちのために場所を準備されるために行かれたのです。その場所は、天の
住まいのなかに印されています。私たちの過ちによってその場所を失わないようにしま
しょう。
でもこの遺産は、私たちの贖い主が贖ってくださったのと同じ条件で、私たちに約束さ
れているのです。それは苦しみの値によってです。私たちが期待しているこの冠は、正義
の冠です。ですから、それに値するようにしなければなりません。常に新しい熱意をもっ
て天国に値するように努めましょう。
私たちは、天国のために創られたのです。ですから、天国のために励みましょう。想像
の中で前もって天国に昇ってみましょう。私たちの行い、考え、望みが天国に相応しいも
の、天国と関わりをもつものであって欲しいと思います。地上のことはひたすら無視しま
しょう。この世は、私たちにとっては流刑の地、旅路に過ぎません。この世では、ただ旅
行者として生活しましょう。そして、しあわせな終着地天国を熱望しましょう。
天候が確かではありませんので、ロンピアンヘの旅行を延期しなければならないのでは
ないかと心配しています。延期は殆ど決まったようなものです。私が本当に行きたいと
思っていることをご存知のあなたには、私の少しの残念な気持ちがお分かりになると思い
ます。でも、神さまのみ旨には従わなければなりません。
ラリボ師が私たちに、神さまの愛と謙遜について二つの黙想をさせてくださいました。
そして、金曜日は、金曜日のちょっとしたお務めをさせてくださいました。私たちにはど
んなに嬉しいことであったか想像してください。私たちは、私たちの大切な事業のこと、
神さまのことをよく話し合いました。
友人の皆さまに私の友情をお伝えください。エリザに会うようなことがありましたら
よろしくお伝えください。あなたが聖霊について立派な黙想をすることを願っています。
私たちの魂のためにそこから利益を引き出しましょう。
さようなら、親愛なるアガト、イエス、マリア、ヨゼフの優しいみ心において私の変わ
ることのない愛情を当てにしてください。
アデル

124. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
主の昇天のこの八日間にアデルは、聖霊が来られるのを熱望しています。それからアデルは、ディシュ

164
レットとロンピアンへ巡礼に行ったことを語っています。

+J. M. J. T.

1810 年 6 月 7 日

聖霊来てください。私の心を燃え立たせ、かき立ててください。
親愛なるアガト、神なる霊、剛毅、上智、賢慮、聡明、知識、孝愛、神さまに対する畏
敬の霊がおいでくださいますように。
キリスト的剛毅を身につけるように努めましょう。剛毅は、私たちのすべての情念を抑
え、私たちの救いのすべての敵を倒すことが出来るようにさせてくれます。
本当にキリスト的な上智を身につけるように努めましょう。上智は、この意味のない世
俗が虚無であることを私たちに示し、天国のすべての事柄をすべてに越えて高く評価する
ようにさせてくれます。
聡明を身につけるように努めましょう。聡明は、いのちに導く道を私たちに教えてくれ
ます。聖人たちの知識を身につけましょう。この知識は、世俗の知識とは大変異なったも
のであり、それとは正反対のものです。世俗の知識は栄光を求め人の気を引こうとします
が、キリストの知識は、救いの事柄が見えない世俗の目には隠れることにあります。
神さまの事柄を愛させ味わわせてくれる孝愛と、罪とのそのすべての機会を避けさせて
くれる畏敬を身につけるように努めましょう。
私たちは、私たちにとって大切な旅行をしました。大変しあわせな気持ちにさせてくれ
た旅行でした。土曜日の夕方出掛けて 7 時に着きました。小さな教会に行って黙想し、そ
れから尊敬すべき指導者のところへ戻りました。師のところに 11 時までいて 11 時過ぎに
床につきました。
翌朝、5 時過ぎに起きて教会に行って告解しました。ミサは 7 時過ぎにしかありません
でしたので、私たちの親愛なるジャンヌ・ラルベス38 と一緒にちょっと出ました。私たち
は神さまについて話しました。
それからミサがあり説教、神への感謝がありました。その後食事に行きました。あちこ
ちから使いの人たちが送られていました。そういうわけで私たちの 5 人の友人が着きまし
た。モミュの二人のお嬢さんたち、ファーブル夫人、ポワトゥヴァンの二人のお嬢さんた
ちです。ポワトゥヴァンのお嬢さんの一人はもうすでに私たちの会員ですが、もう一人
の方のお嬢さんを受け入れました。15 歳の若いお嬢さんでマリー・スレット・ポワトゥ
ヴァンといいます。ですから、ポワトゥヴァンの三姉妹が私たちの会員です。
晩課の後私たちは、田園風景に囲まれた場所に集まりました。8 人でした。どんなに大
38

ジャンヌ・ラルベス、その地方の会員。
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きな喜びであったか想像してください. . . 私たちの事業のことや神さまのことをよく話し
ました。それから教会へ行ってお祈りをし、若いポワトゥヴァンのお嬢さんに「奉献の祈
り」を唱えさせました。
この小さな小教区には、神さまの愛が息衝いています。ディシュレットと私はこの日の
救いのための業の 1 日だったと思っています。
用事を頼んでいろいろとご苦労をおかけしましたが、ありがとうございました。その金
額はベロック夫人に送ります。
イエスさまの優しいみ心においてあなたに口づけをおくる時間しかありません。
アデル

125. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルが 21 歳になった日。聖霊降臨の主日の盛儀† は、アデルに聖霊の賜の豊かさを唱えさせます。

+J. M. J. T.

1810 年 6 月 10 日

聖霊来てください。私の心を燃え立たせ、かき立ててください。
ご聖体拝領から帰ってあなたにお便りしているところです。ご聖体拝領で聖霊のお恵
みと賜を戴いてきたところです。親愛なるアガト、この大いなる秘跡に伴っているお恵み
を失わないようにしましょう。
自分を頼りとせず、臆病で弱かった使徒たちを、意志の強いもの、勇気あるものとして
くださった聖霊のお恵みを頼みとしましょう。その同じ霊を私たちは戴くのです。私た
ちが同じような心の準備をすれば、同じ効果が私たちの中に起きるでしょう。
人間的な尊敬については、殊さらに語らないようにしたいものです。私たちの信仰を証
しすることになったら、人々の話や世俗の注意などを無視しましょう。ただ、神さまのみ
旨にかなうように努めましょう。神さまは、ご自分のすべてを私たちに与えられます。今
後は、神さまのためにだけ生きるようにしましょう。
最愛の神さまだけに私たちの希望、望み、喜びをおきましょう。神さまだけが、神さま
のためにだけ創られた私たちの心を、充たすことがお出来になります。
ですから聖霊降臨の聖なる八日間を、聖霊のみ照らしを失うことがないように、自分に
対する注意と用心を倍加して過ごしましょう。イエスさまが、マリアさまが、とわに私た
ちの心に住われますように。
†

編者註：missa solemnis。
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あなたに送るサイズの 9 ソル‡ する金箔を 6 箱と、あなたに送るのと同じようないちば
ん小さい 4 ソル半する金箔を、1 箱すぐに送って戴けませんか。今始めているものを終わ
らせるためには、たくさん足りないのです。いろいろとご苦労かけてすみません。そうい
うわけであなたも善業に協力するのです。
さようなら、私たちの優しいイエスさまのみ心においてあなたに口づけを送り、あなた
を心から愛します。
もし金箔が残るようなことがあれば、それを引き取ってもらえるようにしておいてくれ
ませんか。
アデル
マドゥモワゼル・コーヌのために手紙を送りますが、その手紙をクロチルドに送っても
結構です。

126. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
キリストの聖体の祝日† の八日間、アデルの心を占めるのは、特に神さまに対する愛です。その愛がアデ
ルに、この「素晴らしい恩恵」に対して感謝の気持ちを持つように、償いの精神を持つように訴えさせるの
です。

+J. M. J. T.

1810 年 6 月 20 日

聖なる三位一体、あなたを礼拝します。
親愛なるアガト、これから迎えようとしている聖なる八日間を、聖なる信心をもって過
ごすように心の準備をしましょう。私たちにその有り余る愛を証ししてくださる神さまに
対する愛によって、充たされるように努めましょう。
そうです、この八日間の間、特別に私たちの心を占めなければならないのは、特に、神
さまに対する愛、素晴らしい恩恵に対する感謝の気持ち、この崇むべき秘儀に対して犯さ
れるすべての不敬を償う精神です。
特に、この貴い秘跡に対して、私たち自身が犯した過ち、すなわち、無気力、ご聖体の
前での心の散漫、聖なる聖体拝領に対する無関心などを嘆き悲しみましょう。このような
ことを償うように努めましょう。そして、将来のために堅い決心をしましょう。
‡
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
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惨めな被造物に対する神さまの愛の、いいようもないこの秘儀を讃えるために、出来る
だけしばしば、天使のパンに与るように、可能な限りの心からの謙遜をもって心の準備を
しましょう。ご聖体拝領において私たちは、永遠への長い旅路を確実に歩むための、そし
て、今この人生での誘惑に耐えるための、力と命を得るのです。
明日告解に行きます。主のもろもろのお恵みにもかかわらず、私の良心は罪で一杯で
す。親愛なるアガト、私のために祈ってください。神さまが、私たちが自己改善すること
を助けてくださいますように、私たちに残された数少ない日々を忠実に神さまに仕えるこ
とを助けてくださいますように、天国では、永遠に神さまを戴くことが出来るように、あ
なたのためにお祈りします。
親愛なるアガト、ベロック夫人から、私がどんなに忙しくしているかをお聞きになって
いることと思います。ですから、この短い手紙にも驚かれないでしょう。
イエス、マリア、ヨゼフの優しいみ心における私の愛情をずっと当てにしていてくだ
さい。
アデル

127. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、聖体の賛歌、サクリス・ソレムニス (Sacris solemnis† ) がアデルに暗示する考察を伝えていま
†

編者註： Sacris solemnis 聖なる祭りに
聖なる祭に 喜び合わせよ。
心の底から 喜びの歌を。
旧約は去りし 全ては新に 心も声も行いも。
あの夜になせり 最後の晩餐、
わが主は弟子らに 先祖らの受けた
法 (のり) に従いて 与え給うたり 子羊と種なしパンを。
前兆 (しるし) の子羊 食されたりしが
成就せり旧約。 主はおん体を
み弟子らに与え 全てが皆へと 一人一人へに手渡さる。
か弱い者らに 御体を糧と、
悲しむ者らに 御血の飲み物を
与え給えしぞ。 杯を受けよ、 皆、これ飲め、と命じつつ。
かく定めたりし このいけにえをば
司祭らのみにぞ 主は委ねたりし。
彼らは食して、 他の者たちにも 与えるのを望み給うた。
天使らのパンは 人のパンとなり、
天上のパンは、 前表を終えた。
感嘆すべきよ、 貧しき卑しい しもべが主を食するとは！
三位なる天主、 唯一の天主、
御身を崇める われらに来たりて
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す。

+J. M. J. T.

1810 年 6 月 25 日

祭壇の至聖にして神なる秘跡が、とわに讃えられ感謝されますように。
私たちにおいてすべてが新たにされますように。心も、言葉も、行いも。これは、サク
リス (Sacris). . . の始めの詞です。それは、私たちに多くの聖なる反省をさせるようにで
きています。
そうです、この大きな祝日にすべてが新たになりますように。今後は神さまだけを、そ
して、神さまのためにだけ愛しましょう、神さまのためにだけ行動しましょう。
事実、私たちの心、言葉、私たちの手は、ご自分のすべてを余すところなく私たちに与
えてくださったお方にささげられなければならないのではないでしょうか。私たちに対し
て何も拒まれなかったお方に、何を拒むことが出来るでしょうか。
親愛なるアガト、私たちはなんという恩知らずなのでしょう。このような恩知らずなこ
とがあるでしょうかまたあり得るでしょうか。人から受ける好意にはどんなに小さな事で
も敏感な私たちが、イエスさまにだけは敏感でないということがあるのでしょうか。私た
ちが絶えず陥ってしまう度重なる罪にもかかわらず、イエスさまは、しばしばすぐにその
食卓に招いてくださってなんと多くのお恵みをくださることでしょう. . .
これからはもう同じようではありたくないものです。主のために行動することに努め、
自分に打ち勝つことに努めることによって、私たちの感謝の気持ちをすべて表しましょう。
やるべきことはたいへんたくさんあります。でも私たちは、私たちにお恵みを惜し気も
なく与えてくださる神さまに何をしなければならないことでしょうか。ですから、聖なる
信仰心をもってこの聖なる八日間を過ごしましょう。そして、主に対する愛と奉仕のうち
に自分を新たなものとしましょう。
さようなら、親愛なるアガト、これが、私が今日書く 2 通目の手紙です。仕事がたくさ
んあります。
イエス、マリア、ヨゼフの優しいみ心においてあなたに口づけをおくります。
アデル

御身の小道を 導き給えよ、 御身の光の御国へ。
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128. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
聖母マリアのご訪問の祝日† 。

+J. M. J. T.

1810 年 7 月 2 日

神さま、すべてをあなたの栄光のために。
何時間か前に洗者ヨハネを聖化された方を私の心にお迎えすることが出来ました。
「こ
のしあわせはどうしたのでしょう。私の主私の神さまが、私を訪ねて来てくださるとは」
と私が叫ぶことのできる理由が、エリザベトよりもどんなに多いことでしょう。
多くの罪と多くの不忠実によって非常に罪深い私が、このような大きなご好意を予期し
て良かったのでしょうか。優しいイエスさまは、私がイエスさまに対して犯したすべての
ことをすぐに忘れてくださり、もう覚えていらっしゃいません. . . 私がその子どもであり、
そのすべての血の値によって贖われたことを除いて。
もし、私がそのことを知ることが出来たら、私にとってしあわせな日です。優しくい
らっしゃる私の救い主、もう私から離れないでください。あなたのお恵みによって私の心
にあなたの住まいを定めてください。罪によってあなたのお気持ちを損ねるような不幸な
ことが決してないようにしてください。大罪によって私の心からあなたをもう追い出すこ
とのないようにしてください。むしろ即座に死なせてください。
神の母マリアの愛徳を模範しましょう。マリアさまの模範に倣って、喜んで、すべての
兄弟たちの霊肉のために私たちに出来ることをしてあげましょう。神さまは、私たちが兄
弟たちにしたことをご自分にされたことと見做すことを望まれます。私たちが愛徳に励む
なんと力強い動機となることでしょう。
今度のご聖体拝領から次のご聖体拝領までの間、いろいろな形であり得る私たちの愛徳
の不足を、一生懸命克服するように努めましょう。神さまが私たちに豊かな愛徳を示して
くださるのに、私たちは隣人に対して愛徳を示さないのでしょうか。神さまは、私たちが
他人に対して使う秤と同じ秤を、私たちに対して使われるでしょう。
さようなら、イエス、マリア、ヨゼフの優しいみ心において愛情をこめてあなたに口づ
けをおくります。
アデル
私のひどい乱筆をお許しください。あなたが読めるかどうか分かりません。
†

編者註：現在では 5 月 31 日、もと 7 月 2 日。
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129. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
試練にあったアデルは友人アガトに、神さまに信頼するように、子どもとして全面的にお委ねするよう
に勧めます。

+J. M. J. T.

1810 年 7 月 10 日

神さま、あなたのみ旨に私のすべてをお委ねします。
この「アクト」は私にぴったりです。今週、私にはちょっとした辛いことが本当にあり
ました。
私の生徒の一人の女の子をロンピアンの大変善良な人たちに預けておいていたのです
が、その子が体の調子を崩してしまったのです。咳をしたり、血を吐いたりして. . . お手
伝いの仕事が出来ないのです、少なくとも今のところは。私の辛い気持ちを察してくださ
い。でも、人生のすべての出来事において神さまのみ摂理を崇めましょう。神さまのみ摂
理は、しばしば、私たちには悪と思われたことから大きな善を引き出されます。
神さまに、子どもとしての信頼を寄せましょう。神さまは多くの点で信頼に値します。
私たちに何が起きても直ぐに、
「神さま、み旨が行われますように」と言えるようにしま
しょう。出来事を決してつぶやかないようにしましょう。それとは反対に、神さまはすべ
てが首尾よく行くようにしてくださると堅く信頼しましょう。
もし私たちが、神さまのみ旨に従うというこの徳を身につけていたら、どんなに心安ら
かなことでしょうか。どんなに深い悲しみにおいても、神さまのみ旨に従うこと、神さま
に信頼することが、私たちには大変快い慰めとなってくれることでしょうか。
十字架に打ちのめされた、多くの不幸な人たちを思い描きましょう。そして、神さまが
私たちを大変いたわってくださったことに謙りましょう。それは、私たちの弱さのためな
のです。少なくとも、神さまが私たちに与えようと望まれる小さな試練を堪え忍びましょ
う。信仰の目をもってそれらの試練を見るようにしましょう。そうすれば、試練は私たち
に天国を勝ち得るようにさせてくれる貴重な富に思えてくるでしょう。
私たちの親愛なるロロットはバニェールの温泉に、そして、私たちの親愛なるフェレ
トーヌはコートレの温泉に行っています。二人はもう長生きしないのではないかという
便りがコートレからありました。なんとも残念なことです。あの方たちのために残念と
言うのではなくて、あの方たちのよい模範のゆえに私たちにとって残念なのです。
さようなら、親愛なるアガト。また 1 週間後にお会いしましょう。イエス、マリア、ヨ
ゼフの優しいみ心においてあなたに口づけをおくり、あなたを愛します。

171
アデル

130. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルの上手な時間の使い方をアガトが誉めたところ、そのことが、アデルが新しい「デフィ」を提案
する機会となりました。

+J. M. J. T.

1810 年 7 月 15 日

神さま、私は自分自身以上にあなたを愛することを望みます。
日曜日の今日、あなたにお便りしています。今日は天のパンを戴くことが出来ました。
優しい救い主は私を、その聖なる恩寵に戻してくださいました。でもこれが、どれくらい
の期間続くでしょうか。不幸にも、また直ぐに同じ罪に陥ってしまうのではないでしょう
か。神さま、あなたに仕え、私の残りの人生があなたのお気に召すものでありたいと思う
私の真じめな願いを見てください。私の弱い意志を強めてください。私の力、私の助け、
私の支えとなってください。あなたなしでは私は何も出来ません、私には何もありませ
ん、私は何者でもありません。
親愛なるアガト、あなたは、私が時間の使い方が上手だと誉めてくださいますけど、報
いは仕事の多さではなくその完全さに与えられるものであることを知らないのですか。そ
うです、もし私が、私のしている事をすべて神さまのためにしているのでしたら、恐らく
何らかの功徳があるのでしょうけれども。私はすべてのことをある自然的な活発さとか、
ある好みとかによってしているのです。そしてしばしば、人々に評価されたいとの願望が
混ざっているのです。ですから、私がこれまでしたことはすべて無駄だったのです。
これほど多くの富に囲まれながら、私は、相変わらずひどい貧しさのなかにいるので
す。親愛なるアガト、小さなことに至るまで私たちの意向を純粋なものにするように、競
争して努めましょう。そうすれば、永遠のために何も失われることはないでしょう。
使徒聖パウロは、
「あなたたちが何をしようともすべてを私たちの主イエス・キリスト
の名においてしなさい† 」と言っています。このことについてあなたと敬虔な「デフィ」

(déﬁ, 競争) をします。そして、そのようにすることを身につけるために、今から次の告
解まで、朝晩に天使祝詞を 1 回唱えてそのお恵みを神さまに願うことを提案します。
さようなら、もう暗くて殆ど見えません。優しい私たちのイエスさまとその聖なるおん
母マリアのみ心において心からあなたに口づけをおくります。
†

編者註：コロサイの信徒への手紙 第 3 章第 17 節。
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アデル

131. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1810 年 7 月 24 日

神さま、あなただけが私の心を充たすことがお出来になります。
そうです、事実、神さまだけが私たちの心を完全に満足させることがお出来になりま
す。私たちの心は大きすぎて、被造物では充たすことが出来ないのです。ですから、私た
ちのすべての愛情を傾けて、愛すべき、そして崇むべき恵みの神さまに私たちを結び付け
ましょう。神さまだけを探しましょう、そうすれば本当のしあわせを見付けることが出来
るでしょう。
自分が大変脆いのを見て落胆することなく、神さまから戴くもろもろのお恵みにもかか
わらず、私たちがどれほど罪を犯すかを考え、そして、他の多くの人たち以上にお恵みを
戴いていなかったら、私たちは大混乱に陥っていることだろうと考えて、これによって自
らを卑下し、自分に対しての虚しい評価を捨てる機会としましょう。
このように考えれば、隣人の過ちを大目に見る愛徳を身につける助けにも成り得るで
しょう。さあ、自己改革に手を付けましょう。今以上に、早速それに取りかかる必要のあ
る時があるでしょうか。若し私たちが、少しでも自分を抑制することが出来なければ、ど
うして必要な時に血を流すまで抵抗出来るでしょうか。
聖ペトロみたいに正当な罰を受けることがないように、自分を過大評価しないようにし
ましょう。もしヒマラヤスギが倒れるなら、弱い葦はどうなるでしょうか。絶えず、
「助
けてください、私たちは滅びます」と叫びましょう。
親愛なるアガト、私たちが一緒に過ごしてから 1 年が経ちました。今年も同じ喜びを味
わいたいと願っていますが、可能だと思いますか。
さようなら、私たちの主において心からあなたに口づけをおくります。
アデル
エリザから返事がないのに驚いています。

132. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトはトランケレオンに出掛けるつもりはないように見えます。そのことがアデルに、人生における
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障害についての考察をするように仕向けるのです。

+J. M. J. T.

1810 年 7 月 30 日

主よ、私は私の存在のすべてをあなたにささげます。
私たちの存在のすべてを主にささげるように努めましょう。他人からくる妨げを静か
に堪え忍ぶことによって、自分自身の考えを捨てて人の意志や判断に従うことによって、
速やかに、そして、口答えせずに一生懸命従うようにすることによって、絶えず自分を捨
てる努力をしましょう。
そのようなことは大したことでないかもしれませんが、神さまの前では大きな苦行より
も好ましい事です。内的で私たちの意志にかかわる苦行は、外的な苦行よりもはるかに有
益です。内的な苦行は隠されたものですし、自惚れがその功徳をそう簡単には台無しにす
ることがないだけに、一層有益です。
普通に見える日常生活で、無限の功徳を積んだ聖人たちがいました。気に入らない人に
愛想よくするとか、親切に話しかけてあげるとか. . .
私たちの前には宝があります。私たちは、どうしてその宝を集めるために立ち上がらな
いのでしょうか。霊的怠惰を私たちから遠いところに追いやりましょう。霊的怠惰に私
たちの魂の大きな悪があります。私たちがこの世の生活のために一生懸命努力するのであ
れば、永遠のために私たちにとって役立つに違いない努力のために、もっと熱心でありま
しょう。
元気を出しましょう。私たちは自分では成し遂げることは出来なくても、神さまと一緒
ならすべてが可能です。私たちは、神さまのお助けに事欠くことはないでしょう。
親愛なるアガト、私がとても大切に思っている計画をあなたが諦めているように思えて
残念です。ここにいてもあなたが望めば仕事をすることが出来ると思うのですが、ふたり
ともそのことをよく考えてください。
さようなら、イエス・キリストの優しいみ心における私の愛情を少しでも疑うことのな
いようにしてください。
アデル

133. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1810 年 8 月 13 日
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神さま、私の唯一の願望となってください。
教皇さまがその日に与えようと望まれた免償を戴くために、水曜日は、あなたも私も聖
なる食卓につけると期待しています。
教会は絶えずこの宝の蔵を開けてくれます。1 年にどれくらいの免償が戴けることで
しょうか。もし私たちが、私たちの上に注がれるこれらすべてのお恵みを利用することを
心得ていたら、私たちはどんなに豊かになることが出来るでしょうか。このようなもろも
ろの免償の助けがなかったら、私たちのような無気力で弱い者はどうなるのでしょうか。
もし、愛に満ちておられる神さまの慈悲と寛容さが、イエス・キリストと、聖人たちの溢
れるばかりの功徳からなる教会の尽きることのない宝の蔵を、私たちのために開いてくれ
ることがなかったとしたら、私たちはどれくらいの負債を貯めていたことでしょう。
でも免償を戴くためには、それなりのしっかりとした心構えが必要です。そして、私た
ちは免償を必要としているのに少ししか免償を戴いていないのです。どんなに小さな罪で
も憎み嫌わなければなりません。罪に陥らないために出来るかぎり自分を抑制する決心
を、しっかり取っていなければなりません。私たちに出来る限りにおいて、悔い改めて罪
を犯さないと堅く決心していなければなりません。免償は、すべてのキリスト者にある苦
行の義務を私たちに免ずるものではありません。免償は、私たちに出来ないことを補って
くれるのです。
神さまが日毎私たちに豊かにくださる多くの恩恵に対して、神さまに絶えず感謝しま
しょう。そして、神さまに厳かに (おごそかに) 感謝の祈りをささげましょう。神さまは、
特別なやり方で私たちの手を取ってくださいます。少なくとも、神さまに自分を余すとこ
ろなく全面的に与えることによって、いくらかなりとも神さまにお返しするように努めま
しょう。
さようなら、私があなたに送る本を親愛なるアメリに渡してくれませんか。イエス、マ
リア、ヨゼフの優しいみ心における私の愛情を頼りにしてください。
アデル

134. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、聖母の被昇天とマリアの徳について話しています。アデルは、特に謙遜と純潔を指摘してい
ます。

+J. M. J. T.

1810 年 8 月 20 日
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神さま、私の遁れ (のがれ) 場、私の希望となってください。
この聖なる八日間の間は、栄光のマリアさまを被造物が到達し得る最高の栄光にまで上
げた、徳についてお話しましょう。
マリアさまを最高の栄光にまで上げたのは、ただ単に神の母という資格だけではなく、
優れた徳でありました。その徳がなければ、マリアさまはその栄光の頂に上げられること
はなかったでしょう。
特に、マリアさまの謙遜が、マリアさまご自身その賛歌のなかで認めておられるよう
に、マリアさまに与えられた豊かな特別なお恵みを、引き付けるものとなったのです。で
すから、この素晴らしい謙遜を実行するように励みましょう。聖なるおとめマリアの隠れ
た内的生活を模倣しましょう。マリアさまのご生活は、人々の目にはごく普通のものでし
たが、神さまの目には大変貴いものでした。虚しい華々しさを避けましょう。知られない
こと、何者とも思われないことを愛しましょう。
私がそこまで達するには、まだどんなにかなすべきことがあることでしょうか。でも、
お恵みに支えられた勇気ある意志にとって成し遂げられないものは何もありません。その
ために、聖なるおとめマリアの力強いお取り成しを頼みましょう。マリアさまに自分をお
委ねしましょう、マリアさまのお助けに希望をおきましょう、そうすれば、私たちは決し
て裏切られることはないでしょう。
マリアさまの純潔も模倣しましょう。服装における、おとめの元后の慎みはどのような
ものであったことでしょうか。私たちの服装とはどんなに違っていたことでしょう。正
直に申し上げますと、マリアさまの子どもたちは、この点についての厳正さにおいて他の
人たちとは違っていてほしいと思います。足の形がはっきり出るような細くて体にぴった
りしたドレスは避けたいものです。別に悪いとは思っていないと言いますが、悪魔はいつ
も悪いことを考えているのです。多分大罪の原因になるということはどんなにか不幸なこ
とでしょう。私がそのように言っているのではないということを信じてください。
私の率直さを赦してください、私たちの魂のためになることを黙っておくべきでしょう
か。私に対しても率直に言ってくださるように心からお願いします。イエス、マリア、ヨ
ゼフ、そして、テレジアの優しいみ心において愛情をこめてあなたに口づけをおくります。
アデル

135. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1810 年 9 月 3 日
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神さま、何回となく繰り返す私の罪をお赦しください。
この射禱はなんと私に相応しいことでしょう。絶えず私は、大変優しくいらっしゃる主
に対して同じ不忠実を繰り返しています。いつまで私たちは、主のご慈悲と私の忘恩を競
わせるのでしょうか。
でも、今こそ私たちは、誠実な悔恨によって、私たちの上に振り上げられた主のみ手39
を鎮めるように努めなければなりません。ところが、そうする代わりに私たちは、毎日主
に対して怒りの新たな原因を提供しているのです。
どんな小さな機会も私にとっては過ちの原因です。それはどんなにか私にとっては、私
の召命が世俗を捨てることにある証しであることでしょう。他の人が世俗にあって成し
遂げることの出来る救いも、私にとっては、世俗にいては多分不可能なようなものでしょ
う。私の貧弱な徳では、間違いなく悲しい挫折の憂き目に会う多くの危険から私を守って
くださった神のみ摂理に、どんなに多くのお恵みのお返しをしなければならないことで
しょう。
私たちの上に注意を注いでくださる神のみ摂理には、なんと深い優しさがあることで
しょう。あたかも、導くべきものは私たちであるかのように、私たちに起きるごく些細な
出来事まで導かれるのです。
神さま、これほど多くのお恵みに対して何をあなたにお返ししましょうか。私のすべて
をお取りください。私の心、私の体、私の魂、私自身のすべてを余すところなく、永久に
お取りください。
聖マリアの誕生の祝日† には、あなたも私たちと心を合わせてご聖体を拝領されると思
います。私たちの優しいお母さま、私たちの特別な保護者、神さまの前での私たちの弁護
者であられるマリアさまのご誕生を、心して相応しくお祝いしましょう。恩寵に再び生ま
れて、全く新しい生活をするように努めましょう。
さようなら、イエス、マリア、ヨゼフ、テレジアの優しいみ心における私の愛情を少し
でも疑うことのないようにしてください。
アデル

136. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
謙遜についての考察。
39

皇帝の命令によるボルドーのコングレガシオンの廃止。シャミナード神父の手紙、T.I. no 39 とその続
き、p.65。
†
編者註：9 月 8 日。
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+J. M. J. T.

1810 年 9 月 10 日

神さま、私の惨めさを憐れんでください。
この「アクト」を心から唱えましょう。主に私たちの惨めさを憐れんでくださいますよ
う懇願しましょう。私たちの惨めさは大変大きなものです。
私たちが少しでも自分のことを反省してみれば、見えるものは惨めさと罪だけです。私
たちの惨めさにもかかわらず、私たちのすべての行いを毒してしまう傲慢を避けるため
に、絶えずそのことに目を向けておきましょう。
私たちのいちばん良い行いにも、どれほどの欠点と惨めさが混じっていることでしょ
う。裁き手でいらっしゃる神さまの目には、私たちの行いがどれくらい価値の小さなもの
でありましょうか。私たちの行いのいちばん聖なるものの中にも、どれほどの人間的なも
のが含まれていることでしょうか。私たちの信心の業にも、どれほどの怠りがあることで
しょうか。これほどの惨めさにもかかわらず、私たちを傲慢にさせることが出来るという
のは、悪魔は、私たちの目をよほど幻惑しているに違いありません。
多くのことをした偉大な聖人たちを見てください。聖人たちは自分を何者とも思わず、
自分のことは全く評価していませんでした。謙遜は本当の聖性の印です。謙遜なくして
は、いかなる聖性もありません。ですから、主に心からそれを得たいとの強い願望をもっ
て、謙遜をお願いしましょう。そして、私たちの方では、自分に対する評価を捨てるよう
に、人から評価されたいとのすべての願望を捨てるように努めましょう。
少なくとも 1 週間ぐらいはあなたに休暇を許してくださるだろうと期待しているのです
が、. . . あなたに私たちと一緒にロンピアンにちょっとした巡礼を是非してほしいのです。
あなたのためになると思います。
さようなら、いつまでも神さまのものでありましょう。この愛すべき神さまにおいてあ
なたに口づけをおくります。
アデル

137. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは 9 月 24 日叔母のドゥ・サン・ジュリアン夫人と一緒にアジャンに行きました。

+J. M. J. T.

1810 年 9 月 26 日
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神さま、あなたのお恵みが戴けるように私の心を備えさせてください。
あなたと一緒に行けなかったことを本当に残念に思う気持ちをあなたにお伝えするため
に一言お便りします。あなたと一緒に行けたら本当に嬉しかったのですが、でも、神さま
はそれをお許しになりませんでした。すべてにおいて、すべてのために神さまの聖なるみ
旨に全面的に従いましょう。そうすればこの服従の精神が、私たちが本当に必要としてい
るお恵みを戴けるように私たちを備えさせてくれるでしょう。
お恵みがなかったら私たちに何が出来るでしょうか。私たちが自分で出来るものは罪
だけです。ですからそのみ手の中にすべてをお持ちのお方に堅く信頼して、絶えずお恵み
を願いましょう。神さまは、傲慢な人は遠くからご覧になるだけですが、謙遜な人にはそ
の賜を注いでくださいます。
自分の惨めさと自分が無であることを認めることも、また大きなお恵みです。ですから
謙りましょう。人々からの虚しい評価を決して探さないようにしましょう。今まで以上
に神さまに自分を結び付けましょう。私たちの惨めさを見て落胆することなく、すぐに立
直るように勇気を奮い起こしましょう。
キリスト者の生活は戦いの生活です。私たちがこの世にいるのは楽しみを味わうため
ではなく、魂を救うためです。これが、私たちの唯一で主たるなすべき事です。もし私た
ちがそれをすれば、すべてを勝ち得ることになるでしょうし、もし不幸にもそれを欠かす
ようなことがあれば、私たちにとってすべてを失ってしまうことになるでしょう。
「人が
†
全世界を得ても、もしその魂を失うならば何の益があるだろうか。
」

サン・ジュリアン叔母があなたに送るお金と一緒に、あなたに手紙をお届けします。土
地のためのお金と思います。
さようなら、イエス、マリア、ヨゼフの優しいみ心においてあなたに口づけをおくり、
あなたを愛情をこめて愛します。
アデル

138. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
諸聖人の祝日‡ をよく準備するようにとの勧め。

+J. M. J. T.
†
‡

1810 年 10 月 22 日

編者註：マタイによる福音書 第 16 章第 26 節。マルコによる福音書 第 8 章第 36 節。
編者註：11 月 1 日。
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神さま、あなたに従って歩くために新たな勇気を与えてださい。
私たちの親愛なるエリザに手紙を書いたところです。神さまが昨日もまた私にくださっ
たご好意のことをあなたにお話しするために、一言書きたいと思います。しあわせなこと
に、神なる花婿に私の魂においで戴くことが出来ました。
私に対して愛そのもの、お恵みそのものでいらっしゃる神さまに、どのように感謝の気
持ちを表さなければならないことでしょうか。それなのに昨日も今日も私は、神さまにた
くさんの罪を犯しました。これほどのお恵みがあるのに、これほどの惨めさを他に見るこ
とが出来るでしょうか。私が、このような賜をもう濫用することのないように、私のため
にお祈りください。
私たちが同じ時に聖なる食卓に与り、昨日もまたあなたがご聖体を拝領しただろうと楽
しく想像しています。
私たちの弱さが私たちをたじろがせることがありませんように、神さまは健康な人のた
めにではなく、病気の人のために来られたのです。神さまは、私たちのすべての悪を癒す
医者でいらっしゃいます。神さまに愛と信頼をこめて、
「あなたが愛していらっしゃる人
が病気です。
」と言いましょう。そうすれば、神さまは私たちを癒してくださるでしょう。
いつかは、聖人たちの聖なる仲間に入れて戴くための、その力強いご保護に値するよう
に、諸聖人の祝日を相応しく祝う準備をしましょう。諸聖人たちも私たちと同じような人
間であり、私たちと同じような過ちの機会をもち、同じような誘惑を受けたのです。聖人
たちが、私たちが戴くお恵みと同じお恵みの助けによって勝ち得たものを、私たちが勝ち
得ることが出来ないということがあるでしょうか。私たちが聖人たちと一緒になり、も
う、決して神さまに対して罪を犯すことの出来ないこのしあわせな時を熱望しましょう。
さようなら、イエス、マリア、ヨゼフの優しいみ心においてあなたに口づけをおくり
ます。
アデル
私の親愛なる従姉からあなたにくれぐれもよろしくとのことです。

139. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトが気を落としたので、アデルは、
「神さまだけが私たちの力です。神さまの前では、私たちは弱さ
そのものです。」と言ってアガトを力づけます。
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+J. M. J. T.

1810 年 10 月 28 日

神さま、私はあなたを愛します。あなたは私の力のすべてです。
そうです、アガト、あなたに小言を言いたいと思います。何ですか。すぐに気を落とし
てしまったりして。もう敢えてお願いすることが出来ないんですか。まさしくあなたが
貧しいから、惨めだからこそ、その助けを戴くために主に願い、主に向かって叫ぶ必要が
一層あるのです。神さまのお助けがなければ私たちは何も出来ませんが、神さまのお助け
があればすべてが可能なのです。
自分の過ちのゆえに気を落とさなければならないとすれば、誰が私以上に、その理由が
あるでしょうか。私は、溢れるばかりにふんだんに戴いたお恵みにもかかわらず、主に対
して絶えず罪を犯しているのです。私の傲慢、私の短気、私の悪い疑いによって. . .
私たちのことを我慢されるには、主は、何と慈悲深くいらっしゃらなければならないこ
とでしょう。主に、
「神さま、私はあなたを愛します。あなたは私の力のすべてです。
」と
心から申し上げましょう。そうです、神さまだけが私たちの力です。神さまの前では私た
ちは弱さそのものです。神さまの前では、もし神さまが私たちを助けてくださらなかっ
たら、そのみ手で私たちを支えてくださらなかったなら、私たちは何もいい事は出来ませ
ん。神さまが、私たちの大したこともない功徳を誉めてくださる時、ご自分の賜を誉めて
いらっしゃるのです。
親愛なるアガト、元気を出しましょう。私たちの神さまは昨日と同じく今日も、私たち
の父、私たちの友、私たちの救い主でいらっしゃいます。救い主は、健康な人、正しい人
のためではなく、病気の人、罪人のために来られたのです。何と慰めとなることでしょう
か。信頼の何と大きな動機となることでしょうか。
ですから、愛情に満ちた信頼をもって神さまのところに行きましょう。マグダラのマリ
アと同じく、多く愛したがために多くの罪が赦されるように神さまのところに行き、愛の
涙で私たちの罪を嘆きましょう。神さま、私はあなたを愛します。あなたは私の力のすべ
てです。
わたしの従妹があなたによろしくとのことです。従姉は、1 週間前にご聖体を戴きまし
た。諸聖人の祝日にも、ご聖体を拝領するつもりでいます。あなたもご聖体を拝領する心
積もりでいますか。私たちの姉妹のお母さまの回心が得られますように、熱心をこめてご
聖体を戴くようにしましょう。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけを
おくり、あなたを愛します。
アデル
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追伸
パシャン夫人には忘れられたくはありません40 。

140. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトは、諸聖人の祝日† には、聴罪司祭がいなくてご聖体拝領が出来ませんでした。アデルはアガトに、
気持ちを緩めることのないように勧めます。

+J. M. J. T.

1810 年 11 月 5 日

神さま、もし私があなたを失うようなことがあったら、全世界を得たとしても何の益が
ありましょうか。
それはまさしく本当です。もし、私たちが不幸にも私たちの神さまを失ったとしたら、
全世界を得たとしても私たちには無益なことでしょう。取り返しのきかない喪失、無限の
喪失です。
親愛なるアガト、世俗的な事柄を推し進めることにそれほどの情熱を注ぐようなことは
せず、霊的な事柄、もっぱら私たちの救いのことのために、私たちのすべての配慮をする
ようにしましょう。この目的に私たちのすべての行いを方向づけましょう。すべてにお
いて、私たちの意向を純粋なものとしましょう。
あなたの聴罪司祭の不在には、やりきれない気持ちです。特にあなたは、諸聖人の祝日
にご聖体拝領が出来なかったのですから。しばしば、しかも、大変長い間留守にする司祭
に告解するのは何と不快なことでしょう。
気持ちを緩めないように努めてください。それとは反対に、ご聖体拝領が少し遅れるこ
とが、あなたには神さまが必要なことを、さらに一生あなたに感じさせることになって欲
しいと思います。私たちの力のすべてでいらっしゃる神さまが私たちと共におられない
時、私たちは本当に弱いものです。
この世の生活は何と惨めなのでしょう。常に私たちは、私たちの神さまを失う危険があ
ります。私たちは、絶えず神さまに対して罪を犯します。誰が私たちをこの死の体から解
放してくれるでしょうか。幸いにも、神さまに対して罪を犯すこともなく神さまを失うこ
ともない天国に、いつか行くことが出来るでしょうか。
40

アデルの手紙の中に何度も名前が出てくるパシャン夫人は、革命によってその修道院から追放された
元修道女。トランケレオン家で、彼女を受け入れて彼女を全面的に信頼していた。この婦人は、お返しに
ちょっとした手伝いをしていた。彼女の兄弟は司祭であった。
†
編者註：11 月 1 日。
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親愛なるアガト、救いを予定された魂が、自分のすべての善業を思い出させてくださり
自分に与えられる報いを示してくださる神さまのみ前にいる瞬間は、なんとしあわせな瞬
間でしょう。このしあわせが得られるかどうかは私たち次第です。私たちの運命は私た
ちの手のなかにあるのです。このような大きな幸せを得る努力を怠るとは、私たちはなん
と盲で無分別なのでしょう。
神さまに見離された魂にとって、自分が出来たのにしなかったこと、自分が勝ち取ろう
としなかったものを他の多くの人が勝ち取って、自分が滅んだのは、全く自分のせいであ
ることを見るのはなんという絶望でしょう。
さようなら、日曜日はラテラン教会の献堂の祝日† です。熱心にお祝いしましょう。聖
なる場所主の家で、私たちが犯したすべての過ちを償うように努めましょう。私たちの非
を認めて、神さまに赦しを乞うために、そこであなたとお会いする約束をします。私たち
の主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
アデル
エリザがあなたにくれぐれもよろしくとのことです41 。

141. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、自分の弱さを告白し、友人アガトに、神さまに対して罪を犯す危険がある時には、想像の中
で、イエスさまのおん傷の中に引きこもるように勧めます。

+J. M. J. T.

1810 年 11 月 14 日

私の救い主、私を苦しめることのすべての情念から私を解放してください。
なんと世俗はおぞましいのでしょう。世俗の光景は、なんと多くの害を私たちの魂に
及ぼすことでしょう。もし私が世俗の中にいたら、私はどうなっていたことでしょうか。
世俗のちょっとした光景も私に罪を犯させるのですから。これは、私が最近体験すること
です。
日曜日はご聖体を拝領することが出来ました。それにもかかわらず、私は数えきれない
ほどの過ちを犯しました。自惚れ、心の散漫が、部分的にはその原因です。親愛なるアガ

†
41

編者註：11 月 9 日。
トランケレオンに休みに来ているアデルの従姉のエリザベト・ドゥ・カステラ。
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ト、何と私たちは弱いのでしょう。そのことについて私たちが確信を持ち、自分に対する
警戒と謙遜を身につけるために、私たちの経験が役立つはずではあるのです。
これほど多くの惨めさに囲まれていて、どうして自分を何者かであるように評価できる
でしょうか。私たちはご聖体を戴いた後は、自分が大変強いように、堅く心に決めている
ように感じますが、すぐに同じ傾きに陥ってしますのです。
神さま、私の惨めさを憐れんでください。私のすべての不忠実を赦してください。私を
苦しめるこのすべての情念から私を解放してください。
もし、私が自分を信じるようなことをすれば、意気消沈するようなことになるでしょ
う。そういうことではなく、私はすべてを神さまの慈愛に期待したいと思います。神さま
は、本当に悔い改める時には常に赦す用意があります。神さま、この悔い改めることもあ
なたのお恵みの賜です。その賜を私に与えてください。私たちの神なるイエスさまのお
ん傷によって、その賜をあなたにお願いします。イエスさまのおん傷は、私に赦しをくだ
さり、そして、私に遁れ場を開いてくださるためにこそあるのです。
その遁れ場を探しましょう。想像のなかで、神聖なおん傷の中に引きこもりましょう。
それは、悪魔にとっては奪うことの出来ない要塞です。特に、私たちが世俗の光景によっ
て危険にある時、そこに引きこもりましょう。そこでしばしば射禱を唱えましょう。射禱
を倍加して唱えましょう、危険は私たちが思っているより大きいのです。
聖なる尊敬心をもって、イエスさまとマリアさまの愛すべきみ名を唱えましょう。その
み名は悪魔を打ち倒すとても強い力です。
さようなら、イエス、マリア、ヨゼフ、テレジアの優しいみ心においてあなたに口づけ
をおくり、あなたを愛します。
アデル

142. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1810 年 11 月 20 日

主よ、必要なものは聖性だけというのは本当です。
今朝、私の大切な叔母たちが発って行きましたが、この別れは、私にとっては辛いもの
でした。親愛なるアガト、この世の喜びにはいつも辛いことが混ざっていて、長くは続き
ません。私たちが永久に、いかなる辛いこともなく絶えることのない永遠のしあわせを得
るのは、天国、天の祖国においてです。
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私たちに約束されているこのしあわせを失わないようにしましょう。そのしあわせを
得るかどうかは私たち次第です。もう少しの間、自分を抑制すれば、私たちには冠が与え
られるでしょう。忠実に戦う人たちの頭上に下げられている冠を見ましょう。私たちも
その人たちの中に入るようにしましょう。
それぞれ、立場の異なった多くの聖人たちの模範によって、私たちの気持ちをかき立て
るようにしましょう。聖人たちは、私たちと同じような障害、さらにははるかに大きな障
害に出会ったにもかかわらず、聖人になったのです。
今日の、多くの聖なる人たちも見ましょう。この人たちは、人間的というよりは天使的
な生活をしています。そして、私たちの気力のなさ熱心の足りなさをふりかえって、当惑
の気持ちをもちましょう。
昨日はご聖体を戴くつもりでいましたが、このところ頭が余りにも散漫になっています
ので、数日間待った方がいいように思います。私のために祈ってください。私にはそれが
とても必要です。私の頭は、あまりこのようなことには向いていないのです。
サン・ジュリアン叔母が、ラシャを買うのは延ばして欲しいとのことです。明後日のコ
ンドムの定期市で見つかるかどうか見てみたいそうです。あまり上等なのは欲しくない
ので、1 カンヌ42

†

5 フランまでしか出したくないのだそうです。

さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくり、あなたを
愛します。
アデル

143. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
主の降誕の祝日が近づいています. . . 「熱心に、苦行して、特に謙遜な気持ちでその準備をしましょう。
」

+J. M. J. T.

1810 年 12 月 10 日

神なる幼な子イエス、私の心に来てお生まれになってください。
大きな祝日が近づいています。熱心に、苦行して、特に、謙遜な気持ちでその準備をし
ましょう。
ご託身、ご誕生、その生活、その死におけるイエスさまの深い謙遜を黙想しましょう。
私たちの傲慢とはなんという対照でしょうか。
42
†

カンヌ、昔の長さの単位。
編者註：1 カンヌ ≑ 1.8m。
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この罪は、神さまの目にはひどく忌まわしいものに違いありません。この罪から解放さ
れるように努めましょう。一生懸命それに励みましょう。私たちの特別糺明の題をそこ
において欲しいものです。
謙遜は、キリスト教のすべての徳の基礎です。謙遜がなければ本当の徳はありません。
それは、永遠の生命のための贋金です。
謙遜は、私たちにとってどんなに難しいことでしょうか。私たちの惨めさが、私たちが
謙 (へりくだ) る理由を絶えず私たちに示してはいないでしょうか。反対に私たちには、
私たちが誇ることの出来る何があるのでしょうか。私たちのなかにあり得るわずかの善
も、それよりはるかに多い悪いことによってひどく損なわれているとしても、もっぱらお
恵みの働きによるものです。
何という腐敗の元が、私たちのなかにあることでしょうか。何という悪への傾きがある
ことでしょうか。善を行うのに何と苦労することでしょうか。神さまの前で、自分を何
者かであると評価することができるためには、よほどの盲でなければなりません。もし、
神さまの前で何者でもないのでしたら、なぜ人の前で何者かであると思われたいのでしょ
うか。
謙虚になることの偉大な模範でいらっしゃる救い主のご誕生の功徳によって、謙遜のこ
の貴重な徳をお互いのためにお願いしましょう。謙遜を身につけ、それを実行できるよう
に一生懸命に謙遜に馴染むようにしましょう。それが、救い主のご誕生を相応しくお祝い
し、そこから結果を引き出すための方法です。
私たちがしばしば過ちに陥ることを見ても、気を落とさないようにしましょう。日に

100 回倒れても、新たな元気を出して 100 回起き上がりましょう。霊的戦いにおいては、
落胆した時にしか敗け (まけ) ることはないのです。
さようなら、ベトレヘムのまぐさ桶においてあなたに心からの口づけをおくります。
アデル

144. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
その返事の中でアガトは、「デフィ」を提案しました。アデルは、喜んでそれを受け入れました。

+J. M. J. T.
イエスのみ心の貧しさ、私の心を解脱させてください。

1810 年 12 月 16 日
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そうです、私は、救い主の素晴らしい到来を祝うために、あなたと協力して準備するこ
とを喜んで承諾します。
そうです、本当にイエス・キリストにおいて新たに生まれ、そして、全く新しい被造物
にならなければなりません。自分を抑制し、絶えず戦うという堅く、断固とした、勇気あ
る決心を取りましょう。
私たちが死ぬ時、破壊されるであろう罪のこの哀れな肉体を軽んじたこと、この不滅の
魂に私たちのすべての評価を与え、それにすべての配慮をしたということに、どんなに満
足することでしょうか。
私たちにはなすべきことがたくさんあります。でも、落胆しないようにしましょう。私
たちに対する愛のためにまぐさ桶にお生まれになられた神さまから、戴けないものがある
でしょうか。神さまにだけ私たちの希望をおきましょう。そうすれば、私たちは裏切られ
ることはないでしょう。
その貧しさ、その窮乏の中に来られた神なる救い主に、私たちの心を地上から被造物か
ら離して、ひたすら、そして変わることなく、神さまにだけ私たちの心を結びつけてくだ
さいますように、祈りましょう。
お生まれになったばかりのイエスさまは、私たちの愛に本当に相応しくいらっしゃいま
す。ですから、イエスさまを深く愛しましょう。愛する人にとって辛いことがあるでしょ
うか。
イエスさまの深い謙遜、熱い慈愛、厳しい苦行を黙想するために夜中にまぐさ桶のそば
で、あなたとお会いする約束をします。
かわいそうなスレーヌ (ドゥ・サン・タマン) を見舞ってくださったでしょうね。病気
の会員をお互いに見舞ってあげるのは会員の義務です。
親愛なるアガト、あなたは、あなたが感情の動きの激しさから解放される必要があると
おっしゃっていますが、私のなかでは、残念ながら忍耐のなさが顕著に見られます。私は
全く嫌な性格をしています。本当ですよ。人がこの性格を知ったら、私のことを殆ど好き
になってくれないことでしょう。是が非でもこのような性格から自分を解放するようにお
互いに努めましょう。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、またベトレヘムのまぐさ桶におい
て、あなたに口づけをおくります。
アデル

145. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトは、スレーヌ・ドゥ・サン・タマンを見舞いに行こうとの誘いに応じましたが、その死亡を伝え
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ることしか出来ませんでした。
「私たちの親愛なる会員が 2 人少なくなりました」(アマント・モチェの死亡
が先でした† 。)

+J. M. J. T.

1810 年 12 月 24 日

来てください、神なる幼な子イエス、来てください。
親愛なる、アガト、私たちの親愛なる会員が 2 人少なくなりました。私たちもいつか、
おそらく近いうちに、死者の仲間に入るでしょう。もし、私たちがこの真実をよく考えた
ならば、やがて去らなければならないこの人生の安楽や便宜を好む気になるでしょうか。
私たちの会の主な目的の一つは、聖なる死に備えることであることを思い起こしてくだ
さい。ですからはかなく過ぎ去るこの世俗から、思い切って解脱するように努めましょ
う。自分のことを、流刑の地にいるよそ者、旅人と見做しましょう。私たちのすべての計
画、すべての企てを天国と関連づけましょう。
いかなる行いも永遠のために失われることのないように、私たちのすべての行いにおい
て、意向を純粋なものとするように努めましょう。
このような考えで、これから始まろうとする年を過ごしましょう。そしてこの年が、あ
なたにとって大変しあわせな年でありますように、特に、神さまの前に大変充実した年で
ありますように願っています。
年末にあたって、神さまの前における私たちの魂の状態について、私たちがいちばん頻
繁に犯した過ちについて、私たちが戴いた救いの手段とお恵みについて、それらをいかに
利用したかについて真じめな糺明をしましょう。そして、もっと忠実であるように決心を
とりましょう。新しい年と共に、新しい生活を始めるように努めましょう。
私たちの親愛なるエリザから返事がないのに驚いています。そのことであなたに何か
話をしましたか。私の方から、新年おめでとう、とお伝えください。
私のためにお祈りください。毎日、自分の欠点が多くなっていくように思います。神さ
ま、あなたは、私がろくにお応えもしないのをご覧になっていて、どうしてこれほどのお
恵みを私にくださることがお出来になるのでしょうか。
さようなら、親愛なるアガト、ベトレヘムのまぐさ桶における私の情愛のこもった友情
を当てにしてください。しばしばまぐさ桶に赴きましょう。そしてそこで、堪え忍ぶこ
と、謙 (へりくだ) ること、世俗から解脱することを学びましょう。
アデル
†

編者註：1809 年 11 月 7 日のシャミナード師の手紙 37 を参照。『アデルの手紙』の英訳より。
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146. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは友人アガトに、自分の不忠実と救い主のご誕生の祝日から引き出した結果の少なさを告白して
います。しかし落胆はしません。

+J. M. J. T.

1811 年 1 月 12 日

神さま、あなたは、あなたに仕えるすべての人に対して何と慈悲深くいらっしゃること
でしょう。
そうです。神さまは、ご自分に仕える人に対して何と慈悲深くいらっしゃることでしょ
う。私たちは毎日、その大変心地よい経験をしています。主は毎日、これほどの不忠実を
赦してくださるのですから。
私が神さまと和解することが出来た主の公現の祝日† 以来、私が犯したもろもろの罪に
は、おそらくあなたは考えも及ばないことでしょう。聖なる食卓から離れたとたんに、も
う神さまに対して罪を犯しはじめたのです。そしてそれ以後、罪を犯し続けていたので
す。でも、日曜日には、神さまのご慈悲にすがりに行くつもりです。
私が本当に悔悛して、罪のすべての気配も避ける真じめな決心をして行けるように、神
さまにお祈りください。何でもないことで過ちを犯してしまうのです。
私を世俗から離れたところにおいてくださったこと、私が身を滅ぼしたかも知れない多
くの機会から私を守ってくださったことで、主になんと感謝しなければならないことで
しょうか。
今日の福音は、イエスさまが神さまの前でも人々の前でも、年令においても知恵におい
てもお恵みにおいても、成長さなっていることを述べています。ところが、わたしたちは
キリスト者であり、従って、キリストの模範者でありますが、私たちが、年令においても、
知恵においても、成長していると言えるにはなんとほど遠いことでしょう. . . それどころ
か私たちは後退していると言えるのではないでしょうか。それでも人生は過ぎ、死は常に
より一層近づいてきます。そして、その上に、神さまの裁きの庭に立たなければならない
時に、私たちの手には何もないでしょう。これほどの不安に対して、私たちには、どのよ
うな釣り合いを取る手段があるのでしょうか。
イエスさま、この恐ろしい日には、私をあなたの神聖なおん傷の中に隠してください。
私の身の代金の値であるイエス・キリストのおん血におおわれた私を見てください。私の
罪をおん血で覆い隠してください。
†

編者註：1 月 6 日。
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でも、私たちの罪がイエス・キリストのおん血によって洗い浄め (きよめ) られるため
には、私たちの涙をそこに混ぜなければなりません。たった一つの大罪でも、一生涯私た
ちを嘆き悲しませるはずです。たった一つの大罪でも、私たちが地獄に落ちるのに値した
でしょうから。ところが私たちは、多くの罪を犯した後でも無頓着で平気でいるのです。
もし神さまが、私たちの人生のある時に私たちを取り上げておられたとしたら、私たち
は今どこにいるでしょうか。償いをする時間を私たちに与えてくださったことに対して、
私たちは永遠に感謝しなければなりません。でも、私たちがそれを利用しなかったとした
ら、私たちはどうなるでしょうか。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて心からあなたに口づけをおくります。
アデル

147. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
勇敢な兵士のように戦いましょう. . .

+J. M. J. T.

1811 年 1 月 30 日

神さま、私に、私の人生の短さと私の死の不確かなことを意識させてください。

2 週間あなたにお便りをしていません。今日やっとあなたに書くことができます。
あなたと同じく私も、私の聴罪司祭のお体の具合が悪くて、ご聖体拝領が出来ないで
いました。今は、具合は良くなられています。聖母のおんきよめの祝日† には、ご聖体が
拝領できると期待しています。主のご公現の祝日以来、ご聖体を戴いていませんでした。

1 ヵ月近くにもなります. . .
私たちは、この天の肉、この神秘のパン、この神の糧が必要だということがひしひしと
感じられます。これなくしては、私たちの魂は弱く、衰弱します。このような大きな恩恵
に対して、この涙の谷で、私たちに与えてくださるこのような特別な慰めに対して、主に
何をお返しすればよろしいのでしょうか。
そのことに感謝するやり方は、信仰と愛をもってご聖体にしばしば近づくことです。ご
聖体拝領から、それに与えられている利益を引き出すことです。多くの敵に囲まれている
私たちが大変必要としているお恵みを、この生きた水の泉に、汲みに行きましょう。この
ような大きなお助けが私たちになかったら、私たちはどうなるでしょうか。神さまの賜を
味わうのにますます相応しくなるように、地上的な事から少しずつ解脱しましょう。
†

編者註：2 月 2 日。
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ある誘惑から解放してくださるように、私のために神さまにお願いしてください。少な
くとも、勇気をもってそれに抵抗できる力をお願いしてください。
元気を出しましょう。この人生は絶えることのない戦いです。勝つか敗け (まけ) るか
どちらかです。卑怯にも武器を置くようなことはしないで、勇敢な兵士のように戦いま
しょう。
私たちは堅信において、兵士のこの気骨を戴いたのです。間もなくお迎えする 2 月 6 日
には、わたしたちの堅信の記念日をお祝いします。その日には、剛毅の賜と他のすべての
賜をお願いしましょう。そして、この堅信の秘跡によって、私たちに課される人間的尊敬
を軽視する義務について、反省することを忘れないようにしましょう。そして、私たちに
この秘跡を受けさせてくださったことを主に感謝しましょう。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて心からあなたに口づけをおくります。
私の学校をするためにお別れします。
アデル
アデルの学校
田舎の子どもたちが見捨てられた状態にあるのに大変心を動かされてアデルは、自分の
両親の城の中に小さな学校を開く計画を思いつきました。
当時、村には学校はありませんでした。教会からそのすべての財産を奪った聖職者市民
憲章は、そのことによって、教会が何百年もその使命としてきた貧しい人たちの教育を、
不可能なものにしてしまいました。地方自治体における初等教育の再編成の権限を国家に
付与した 1833 年のギゾの法律を、待たなければなりませんでした。
親が自分たちの子どもに宗教や社会的義務の初歩的なことの知識を与えるための唯一
の手段は、小教区の要理教育でした。しかし、フランスの南部地方では、子どもたちがこ
の方策の恩恵に浴することは殆どありませんでした。この地方では、小部落や小作地は、
教会から大変離れたところに散在していたのです。大多数の人たちは、小教区の要理教育
に参加することはありませんでした。それで彼らは無知の状態にあったのです。
それでアデルは、この大きな弊害を改善するために、男の子と女の子のための学校を開
いたのです。アデルは子どもたちに要理、キリスト信者の基本的なお祈り、読み方を教え
ました。
アデルの生徒たちは、トランケレオンから大変遠くの農地にお互に離れて生活してい
たので、1 日のどんな時間にでもやってきていました。このような不都合にもアデルは、
機嫌を損ねるようなことは全然ありませんでした。生徒たちが来ると、アデルはすぐに、
信心業、家族の集まり、文通などすべてを差し置いて、彼らのところへ飛んで行っていま
した。アデルの手紙にもしばしばそのことが示されています。
「私の学校をするためにお
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別れします。
」(1811 年 1 月 30 日)「私の生徒たちが来ました、お別れしなければなりませ
ん。
」(1812 年 12 月 2 日)「私の小さな学校が私を待っています。お別れしなければなりま
せん。生徒たちと先生のために神さまにお祈りください。
」(1813 年 2 月 23 日)

148. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
きょうは聖アガタの祝日† です. . .

+J. M. J. T.

1811 年 2 月 5 日

神さま、あなたのみ旨にかなうためでないすべてのことは虚栄に過ぎません。
きょうは聖アガタの祝日です。この偉大な聖人にあなたのためにお祈りしました。
聖人は、なんと素晴らしい模範を私たちに示してくれていることでしょう。聖人は、若
い盛りではありましたが約束にも脅しにも心を動かされませんでした。聖人は、神さまの
ものでありたいと望み、神さまのためにその信仰を守りました。
私たちはこのような勇気を自負することが出来るでしょうか。ちょっとした誘惑にも
すぐに負け、一つの言葉にも堪えることが出来ない私たちです。
このような弱さがあるにもかかわらず、自分が暴君に立ち向かうことが出来ると思う私
たちは、なんと図々しいのでしょう。救いのために大変必要な剛毅の賜と勇気の徳を、神
さまに切に願いましょう。
恐らく、私たちが私たちの信仰について報告しなければならない時があるでしょう。も
し、私たちが聖殉教者たちを模倣することが出来たら、どんなにしあわせなことでしょ
う。聖殉教者たちも私たちと同じような人たちであり、私たちと同じように弱かったので
す。けれども、私たちにも同じように与えられる、天からの力に支えられた聖殉教者たち
は、すべてをみごとに勝ち得たのです。
ですから、神のみ摂理が、私たちをもっと大きな戦いに向かわせた時に、その戦いに持
ち堪えることが出来るように小さな戦いの勝利によって備えましょう。
主の奉献の祝日‡ には、外出出来なくて残念だったことでしょう。私の方は、やっとご
聖体を戴くことが出来ました。主の公現以来です。主の奉献の祝日はなんと素晴らしい
祝日でしょう。私たちは、自分を心から主におささげしたでしょうか。私たちの心、魂、
体、私たちの中にあるすべてのもの、私たちに属するすべてのものを主におささげしたで
†
‡

編者註：2 月 5 日。
編者註：2 月 2 日。
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しょうか。私たちは、多くの資格で主に属しています、主に属する領分を主に拒むことが
出来るでしょうか。
私には今、胸を痛めていることがあります。コンドムのある人たちが、親愛なるフェー
ルトーヌはお嬢さんたちとの付き合いの度が過ぎると言ったのです。それで、フェール
トーヌを指導している人たちは、フェールトーヌにもう集まりには行かないようにとか

. . . その他にも、フェールトーヌにとっては大変辛いことを求めたのです。フェールトー
ヌは、そのようなことを大きな勇気をもって堪え忍びました。フェールトーヌは、感嘆す
べき服従と謙遜をもって犠牲をしたのです。主はきっとこの魂に大きな計画をおもちなの
でしょう。主は、人間的な匂いのするすべての事からフェールトーヌを離そうとなさって
おられるのです。この世の人生とはこのようなものなのです。
さようなら、イエス、マリア、ヨゼフの優しいみ心における私の愛情のこもった友情を
信じてください。
アデル

149. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
人生には多くの障害があります. . .

+J. M. J. T.

1811 年 2 月 12 日

至高の善なる神さま、すべての善にましてあなたを愛します。
親愛なるアガト、七旬節の主日† には、ご聖体を戴けるように準備しました。そのため
に、朝の 5 時に起きてフガロルに行ったのですが、ドゥッセ師の具合が悪くて、何もしな
いでそのまま戻らなければなりませんでした。
ここしばらく前からラリボ師を待っているのですが、天気が大変悪いので、あなたも感
じておられるように来ることは出来ないでしょう。このように人生には多くの障害があり
ます。このような障害も、私たちには功徳の無限の宝となり得るのでしょうが、私たちは
それを意気地なく逃してしまっているのです。
神さまは、その名によって与えられた一杯の水のためにも、永遠の生命を約束されま
す。ですから、その多さによって忍耐の訓練となる毎日のすべての犠牲は、私たちにとっ
てどんなに価値あるものとなることでしょう。どっちにしても私たちは、犠牲を避けるこ
†

編者註：灰の水曜日から 3 つ前の日曜日。復活祭から 9 つ前の日曜日。
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とは出来ません。天国のために功徳を積むように犠牲を堪え忍びましょう。このような
労苦は報いと比べれば比較にならないということをよく考えましょう。
私たちの気持ちをかき立てましょう。堪え忍ばなければならない月日は、そう長くはあ
りません。それに私たちは永遠にしあわせになれるのです。この人生を私たちよりも先
に生きた、私たちの上の兄弟である聖人たちに目を向けてみましょう。聖人たちは、自分
の体を軽んじてイエス・キリストに自分を結びつけたということを、今はどんなに満足に
思っていることでしょうか。聖人たちは、どれほど充分にその報いを受けていることで
しょうか。一方、楽しむこと、自分の感覚を満足させることしか考えなかった享楽的な人
は、ひどい苦しみの中にいるのです。
彼らの運命を考えながら、何度過ちに陥っても落胆することなく、自己改革に努めま
しょう。100 回倒れても 100 回武器を取って立ち上がりましょう。戦いを続ける限り決し
て敗け (まけ) てはいないのです。
さようなら、親愛なるアガト、眠くてもうこれ以上続けられません。イエス、マリア、
ヨゼフの優しいみ心においてあなたに口づけをおくり、あなたを心から愛します。
アデル

150. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「自己改善するためには、長い時間、とても長い時間は必要です. . . 」
灰の水曜日に、アデルは友人アガトに、四旬節のプログラムを提案しています。

+J. M. J. T.

1811 年 2 月 27 日

人よ、あなたが塵に過ぎないこと、そして塵に戻るということを思い起こしなさい。
あなたのこの前のお手紙は、河の氾濫のために届くのが大幅に遅れましたので、返事が
今日になってしまいました。
親愛なるアガト、とんでもありません。私には、あなたと同じような欠点、否、あなた
以上に大きな欠点があります。本当に私たちは、自己改善をしなければならないのです。
私たちが今迎えようとしている時期は、私たちが自己改善をすべく発奮するのに適してい
ます。でも、1 日で自己改善が出来ると思ってはなりません。自己改善するためには、多
くの場合、長い時間、とても長い時間が必要です。神さまは、私たちが謙 (へりくだ) る
ように、私たちに自分の弱さを感じさせるように、私たちが自分自身に対する評価を打ち
砕くように、それをお許しになるのです。
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親愛なるアガト、以下に、自己改善の助けとなるいくつかの方法を提案します。それ
は、朝、または黙想の間、過ちを犯すかも知れない機会を予想すること、その時にどのよ
うな行動をとるか備えること、神さまに対して罪を犯さないお恵みを神さまに切に願うこ
と、熱心な射禱を唱えて、1 日に何度もこのお願いを新たにすること、もし欠点に陥った
ら、神さまに赦しを乞うとともに新たな決心をするため、あるいは、忠実であったと思う
ならば、神さまに感謝するために、その欠点について毎晩特別糺明をすることです。
それから謙遜と償いの精神をもって、忍耐のなさから私たちがそれに値する屈辱を堪え
忍びましょう。神さまに対する愛のために、また、私たちの過ちの償いとして、人が私た
ちを堪え難いように思う態度とか、私たちを低く評価するような態度を受け入れましょ
う。そして、私たちが過ちを犯す度ごとに小さな償いを自分に課しましょう。
その上私たちは聖フランソワ・ドゥ・サール† のようにしなければならないでしょう。聖
人は、心が昂って (たかぶって) いる時には話さない、という契約を自分の舌としていま
した。
これは、多くの過ちを避けることの出来る良い実践です。思いつくままに話す時には、
言い過ぎるという危険がいつもあるからです。他方、言うべきことを言うのを遅らせるこ
とによって、自分にとってはより少ない危険で、隣人にはよりためになるように言うこと
になるのです。
さようなら、人が私を呼んでいます。心からあなたに口づけをおくります。
アデル

151. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
聖なる考えを抱き、もち続けることを習慣としましょう. . .

+J. M. J. T.

1811 年 3 月 12 日

神さま、私はいつになったらあなたを戴いてもう失うことがなくなるのでしょう。
親愛なるアガト、いつ私たちは、至高の善なる神さまの喜びに浸り、幸いにも、もう主
に対して罪を犯すことのない、聖なる都に行くのでしょうか。
聖なる都に行くのに値することが出来るように、私たちの努力のすべてを傾けましょ
う。このような報いを考えれば、私たちには辛いことは何もありません。もし私たちが、
†

編者註：聖フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルとと
もに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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自分を少しも抑えようとしないで、至高の善なる神さまを永久に失うならば、他の生命の
ために、どんなに後悔することになるでしょうか。そのようなことになった時の不幸を感
じ取りましょう。
私は、働きながらそのことを少し考えてみることを提案します。一日の間に、聖なる考
えを抱き続けること、神さまのみ前に自分を置くことを習慣としましょう。そして、その
お恵みを神さまにお願いしましょう。自分ひとりでは私たちは何が出来るでしょうか。
神さま、天使たち、聖人たちに話し掛ける聖なる習慣をつけましょう。そうすれば、私
たちの心がそれほど地上に愛着を持つこともないでしょうし、ある一定の数の罪も避ける
ことが出来るでしょう。
しばしば、私たちの守護の天使にその慈愛に満ちた配慮を感謝しましょう。そして、私
たちに抱かせてくれる良い考えに、殆ど忠実でないことの赦しを願いましょう。本当に、
私たちの救いの大事業に真剣に取り組まなければなりません。
一瞬も失わないようにしましょう。一瞬一瞬が貴重なのです。多分私たちには、時間は
あまりないかもしれません。生きる時間がもう殆どないかのように、いつも生活しましょ
う。それは、他の多くの人たちのように不意を突かれない方法です。
死が近いかもしれないというこの考えが、私たちのすべての大切な行いに先立って欲
しいものです、特に、秘跡に近づくときには。しかし、私たちは、これが私の最後の告解
かもしれない、これが私の最後のご聖体拝領かもしれない、と言うことが出来るでしょう
か。ご覧なさい、かわいそうなスレーヌは、諸聖人の祝日のご聖体拝領が最後のご聖体拝
領とは思っていなかったのです。ところが、それが最後だったのです。
最近、私たちの親愛なるエリザに会いましたか。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主イエス・キリストにおいて愛情をこめてあな
たに口づけをおくります。
アデル

152. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
決して落胆してはなりません. . .

+J. M. J. T.

1811 年 3 月 18 日

神さま、永遠にあなたを愛し、あなたを讃えることが出来るように、私の心と舌を自由
にしてください。
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あなたの苦しい気持ちはよく分かります。でも、親愛なるアガト、決して落胆してはな
りません。主はあなたが謙 (へりくだ) るように、あなたにあなたの弱さを感じさせるた
めにこのようなことをお許しになるのです。謙遜に励みましょう。
しばしば、傲慢を罰するために神さまは、屈辱的な誘惑、あるいは大きな過ちでさえも
お許しになります. . . 神さまは悪から善を引き出すことがお出来になります。
すべてをよりよく行うために私心のない決心をしましょう。そして、過去は忘れましょ
う。謙るため、自分がなにものであるかを認識する時間を、神さまがあなたに与えてくだ
さることを神さまに感謝するため以外は、過去を思い起こしてはなりません。お恵みに
よって起こされる悲しみは、苦いものですが心安らかなものです。心の動揺を招いては
何も得るところがありません。そのような時には、いい事は何もすることが出来ないの
です。
さあ、元気を出しましょう。万事うまく行くでしょう。聖フランソワ (・ドゥ・サール)†
は言っています、
「椰子の木はうんと後になってしか実をつけませんが、その実は大変おい
しいものです。
」決して自分を頼みとしてはなりません、神さまを心から頼りにしましょ
う。神さまは、私たちの期待を決して裏切られることはありません。
月曜日のご託身の大きな祝日‡ には、あなたが神さまと和解することが出来ることを期
待しています。私もそう出来ることを期待しています。その日のご聖体拝領の時には、謙
遜と慎み深さを切にお願いしましょう。その日には、比類のないおとめマリアが、それら
の徳の立派な模範を私たちに示してくださいます。
書き写すものがいくつかありますので、あなたとお別れしなければなりません。お苦
しみになっておられる私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに対する私の愛情を
はっきりとあなたにお伝えします。
アデル

153. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
四旬節のこの時期には、「痛悔し謙った心」がいちばん時宜を得た射禱です。「射禱を口先だけで唱えて
心がこもっていなければ、その射禱が何の役に立つでしょうか。」

+J. M. J. T.

†

1811 年 3 月 26 日

編者註：聖フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルとと
もに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
編者註：3 月 25 日。
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神さま、あなたは痛悔し謙った心を軽んじられません。
この「アクト」を、自分の罪を本当に残念に思う気持ちと心から謙った気持ちで唱えま
しょう。射禱を口先だけで唱えて心がこもっていなければ、その射禱が何の役に立つで
しょうか。
この種のお祈りの大きな利点は、大変短いので、心を散らさずに熱心に唱えることが出
来るということです。でも、私たちはこの射禱を、しばしばどのように唱えているでしょ
うか。なんと冷たい心で、無気力に唱えていることでしょう。
本当に私たちは、どのように主に仕えているのでしょうか。何と最低の人に対してする
ように、神さまに仕えているのではないでしょうか。私たちはすべての事に注意を払いな
がら、神さまに仕えるとなると別なのです。それなのに、私たちには信仰があると主張し
ているのです。とんでもありません。どのような信仰でしょうか。死んだ信仰、永遠のた
めには何の功徳にもならない信仰、しなければならない事を知りながらしなかったため
に、私たちをより罪ふかいものとする信仰です。
親愛なるアガト、これから祝おうとする大きな祭儀が近づいていますが、私たちの振る
舞いを改めましょう。大きな愛と私たちの魂の救いを完全に目指した、全く新たな生活を
するように努めましょう。
大きな愛と心からの忠実さをもって、主に仕える魂のしあわせを羨ましく思いましょ
う。その魂たちを生かしているお恵みと同じお恵みの助けによって、彼らの後に従って歩
けるかどうかは私たち次第なのです。早速彼らの後に従って歩くようにしましょう。ま
ず始めましょう。
「斧は既に木の根におかれています。良い実を結ばない木はすべて切られて火に投げ入
†
れられるでしょう。
」注意しましょう。「悪い実を結ぶ木」ではなくて、
「良い実を結ばな

い木」と言われているのです。恐れおののきましょう。そして、行動を起こしましょう。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたを心から愛
します。
アデル

154. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
コンドムヘの旅行が近づいています。「私は大変立派な模範に取り囲まれるでしょう。」

†

編者註：ルカによる福音書 第 3 章第 9 節。
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+J. M. J. T.

1811 年 3 月 29 日

神さま、私の心にあなたの住まいを造るために、私の心を準備してください。
そうです、私たちの心にそのお住まいを造るために、崇むべきイエスさまに、私たちの
心を準備して戴きたいと思います。私たちだけでは、イエスさまに相応しいどんな準備が
出来るでしょうか。
古いパン種で自分をきよめるようにしましょう。そして、聖性と潔白の種なしパンで主
のご復活をお祝いするように努めましょう。
イエス・キリストとご一緒に、墓の中にすっかり入りましょう。私たちの悪い習慣に死
にましょう、そして新しいいのちに復活しましょう。
そうです、私たちの変化が人の目について欲しいと思います。このご復活が、回心と救
いの時期であって欲しいと思います。特に私には回心が必要です。私は大変立派な模範
に取り囲まれるでしょうから。少しでも私の気持ちをかき立てることがなければ本当に恥
ずべきことです。
ああ、何と私は弱いのでしょう。私は昨日、故意にある過ちを犯しました。それが私の
大きな苦しみとなっています。主よ、あなたが慈悲をもって私たちを裁かれることがな
かったら、私たちはどうなることでしょうか。私にあなたの豊かなご慈悲を注いでくださ
い、そして、私の罪の多さがあなたのお恵みを豊かに呼ぶものとなりますように。
大変熱心で、主の道をずっと先まで進んでいる仲間の姉妹たちに目をやると、どんなに
謙虚な気持ちにさせられるものがあることでしょうか。私には遠く及ばないことが分かり
ます。私たちが、これほど多くの聖なる人たちと結びつくことが出来たことは、主の何と
大きなお恵みでしょう。私は、私が多くのお恵みを必要とする時に、その人たちが、たく
さんのお恵みを私に呼んでくださることを期待しています。
さようなら、私たちの優しい救い主において、私が一生あなたにささげる深い愛情を信
じてください。
アデル

155. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルの手紙は、コンドムのフラクシオンの会員である「素晴らしい友人たち」に会ったこと以外は、ア
デルの叔母たちのところでの滞在については何も伝えていません。次の手紙では、アデルが祖母を訪ねて
フィジャックに行ったことを伝えています。この旅行は、4 月 29 日アジャン経由で行われるはずでした。

199
「私はエリザをあなたに紹介することを楽しみにしています」. . . (アデルの従姉のエリザベト・ドゥ・カス
テラ)

+J. M. J. T.

1811 年 4 月 25 日

神さま、世俗が与えることの出来ないこの平和を、私たちに与えてください。
急いで一言申し上げたいと思います。旅行をまじかに控えていますので大変忙しいの
です。月曜日にあなたに会えます。あなたにお会いしてエリザをあなたに紹介すること
を楽しみにしています。
何を申し上げましょうか。神さまを心から愛しましょう。心をつくして、魂をつくし
て、力の限り神さまに仕えましょう† 。神さまに対する愛のために自分に打ち勝つように
努めましょう。
人生は大変短いものです。どうして生涯を、神さまを愛するために使わないわけがあり
ましょうか。神さま、私はあなたを愛することを望みます。言ってください、私は何をし
たらいいのでしょうか。
素晴らしい友人たちに会いました。自分に打ち勝つためにこれほど勇気ある聖なる人た
ちに会うこと、—この人たちも私たちと同じような傾きをもっているのです—そして一方
私たちは大変冷淡で大変意志が弱く、悪い傾きにことごとく敗け (まけ) ているのを見な
ければならないことに本当に狼狽を覚えます。もう同じようではありたくないものです。
別のいのちにすっかり復活するようにしましょう。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
アデル

156. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「善において私は何と弱いのでしょう. . . 」
アデルは自分が、自分の弱さの悲しい経験をすることをフィジャックから書いています。アデルは、イ
エスのおん傷の中に薬を探したいと思っています。

+J. M. J. T.

†

フィジャック、1811 年 5 月 11 日

編者註：マタイによる福音書 第 22 章第 37 節。マルコによル福音書 第 12 章第 30 節。ルカによる福音
書 第 10 章第 27 節。
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神さま、私の惨めさを憐れんでください。
何という惨めさ、何という弱さでしょう。どんなにその悲しい経験をすることでしょ
う。私は何を誇ることが出来るでしょうか。私がある過ちに陥らないのは、神さまが限り
ない慈悲によって私からそのすべての機会を取り除いてくださるからです。そうでなけれ
ば私はさらに悪い過ちを犯すでしょう。
私にはどれほど、あなたがた友人のお祈りの助けが必要なことでしょう。善において私
は何とまだ弱いのでしょう。何も止めることもなく、徳の道を着実に歩いている人たちと
は何という違いでしょう。
私は、私の弱さの薬をイエスさまのおん傷の中に探したいと思います。この神聖な遁れ
場に引きこもりたいと思います。その足元に跪いて、最良の主に対する私のすべての不忠
実を嘆き悲しみたいと思います。主は今まで、私に大変気前よくお恵みをくださいまし
た。私は言わば恵みの子です。
もし、主のお助けがなかったら、私はどんなに早く世俗に心が傾くことでしょう。人を
欺く世俗よ、私から遠く離れなさい、お前はもう私の遺産分けではない。イエスさまに私
の心をささげました、イエスさまが私の遺産分けです。イエスさまは、何と貴重な遺産分
けでいらっしゃることでしょう。この分け前は何と貴重なのでしょう。神さま、私からそ
れを決して取り上げるようなことはなさらないでください。
ところで親愛なるアガト、あなたの方の具合はいかがですか。私も少しあなたと同じよ
うな問題を抱えています。こちらの私の聴罪司祭の健康状態が大変悪いのです。なかな
か会えないのです。そのことで困っています。
途中で寄りますので、私たちに合流出来るように準備万端に努めてください。私はその
ことを楽しみにしていますし、また私にはそれが必要です。
エリザからよろしくとのことです。私たちの慈悲深い救い主において心からあなたに
口づけをおくります。
アデル

157. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
その返事の中でアガトは、フィジャックから帰るときに、トランケレオンを訪問することが出来るかも
しれないと仄めかしました。それを期待してアデルはいろいろと計画を思い巡らします。

+J. M. J. T.

フィジャック、1811 年 6 月 6 日
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神さま、神なる霊、あなたの貴い光で私を照らしてください。
親愛なるアガト、あなたと一緒にトランケレオンに帰る心暖まる期待がもてるというの
は何という喜びでしょう。それを楽しみにしています。そして、計画を思い巡らせてい
ます。
神さまによく仕えるために、私たちが一緒にいる時間を利用しなければなりません。
月曜日には私は 22 歳になります。この歳がよりよく過ごされたものになること、そし
て、この歳で天国のために何らかの進歩をすることを願望しています。豊かに戴いている
もろもろのお恵みにもかかわらず、いつまでたっても相変わらずというのは、私にとって
何と恥ずかしいことでしょう。
残念なことに、ここでの滞在の間、私は何と多くの不忠実を犯したことでしょうか。で
も、慈悲深いおん父はその、優しさそのものの胸を私のために開いてくださることをまだ
望んでおられます。ずっと長いこと軽んじたお恵みを、まだ私に与えてくださることを望
んでおられます。私たちは一度、しっかりとした決心をとって、それを守らなければなり
ません。
今こそ本当に心を入れかえて、私たちに対して大変怒っていらっしゃる裁き手なる神さ
まのお怒りを鎮めるために、一生懸命になるべき時です。
キリストの聖体の祝日† の八日間が近づいてきます。この八日間は、私たちに気前よく
お恵みを与えてくださる神さまに対する私たちの愛を倍加するための時です。ある時は、
神さまのある資質について、またある時は、他の資質についてという具合に、毎日、新た
な熱心をもって神さまを崇めましょう。ある日は、私たちの神として、またある日は、私
たちの王として、ある日は、私たちの父として、またある日は、私たちの裁き手として、
ある日は、私たちの医者として、ある日は、私たちの主人として、ある日は、私たちの友
として、ある日は、私たちの花婿として。
神さまがその崇むべき秘跡の中で受けられるすべての侮辱に対して、特に、しばしば、
私たちを大変罪深いものとするあらゆる意志の弱さについて、神さまに心から謝罪をしま
しょう。
これらすべての祭儀が私たちを進歩させるものであるように、私たちがそちらに立ち寄
るときには私たちがもっと良くなっているように努めましょう。
そちらに立ち寄る時に、私たちの親愛なるエリザ (・ドゥ・ボーゼイユ) にお会い出来た
らと思います。私の願望をエリザにも他の友人の方にもお伝えください。もし私たちが、
より以上の愛と、より以上の忠実さと、より以上の勇気をもって神さまによりよく仕える
人に. . . することが出来ましたらどんなに嬉しいことでしょう。主は何と慈悲深くいらっ
†

編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
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しゃることでしょう。主は私たちのすべての心に値されないでしょうか。
さようなら、親愛なるアガト、わたしの従妹はしばしばあなたにお会いすることを考え
ています。そして、あなたによろしくとのことです。私は私たちの主イエス・キリストに
おいてあなたに心からの口づけをおくります。
アデル

158. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
7 月の前半、フィジャックからの帰り、アデルの家族と一緒にトランケレオンに来たのは、アガトではな
くベロック夫人でした。7 月 16 日には、ラリボ師が 2 日間の予定で来ました。アデルは友人アガトに、講話
の題を知らせています。アデルはアガトに、この手紙を他の会員たちにも読んで聴かせるように勧めます。

+J. M. J. T.

1811 年 7 月 18 日

神さま、あなただけが私の心を充たすことがお出来になります。
親愛なるアガト、ちょっと時間を見つけて、私たちの共通の神父さまにお会い出来ると
いう慰めを今週戴いたことをお知らせします。
ラリボ師は、火曜日の朝おいでになって、水曜日の晩に帰って行かれました。私たちが、
私たちに関わりのある事について色々と話したことはあなたにも想像できるでしょう。
火曜日の晩は、私たちの信仰について黙想をさせてくださいました。そして翌日は、特
に私たちのために、会の義務について黙想させてくださるように頼みました。以下は、師
が言われたことを要約したものです。
マリアさまの聖なるご保護の利点と、私たちがもし、忠実にマリアさまのご加護を祈
り、マリアさまを模倣すれば、マリアさまがどんなに救いの予定の印であるかを、師は私
たちに分からせてくださり、そのことについて敷衍 (ふえん) してくださいました。
それから、私たちの会の目的は、立派な最期をとげることにあること、従って、すべて
の行いをこの本質的な目的に向けることによってそれに備えること、であることを私たち
に思い起こさせてくださいました。
師は、金曜日のお務め、3 時の会合、黙想や読書をよりよくすること、読書の前に聖霊
にお祈りすること、読書の後に読んだ事を利用できるお恵みを聖霊に願うこと、世俗の前
で神さまに対する奉仕を決して恥じないこと、どのような人々がいても鐘の音に合わせて
お告げの祈りをとなえること、食前食後のお祈りをもっと注意して唱えること、その時に
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もっと慎み深くもっと尊敬をもって十字架の印をすることなどの信心業を、もっと忠実に
よりよく実行するように勧めてくださいました。
その日の残った時間に、私たちが神さまのために魂を獲得することを、師がどんなに望
んでおられるかを私たちに話されました。時宜を得て言われた、神さまについての一言、
短くて良い考え. . . 要するにくふうのある熱意が与えてくれる色々な方法によって。
そして、師が特に勧められたことは、出来るかぎり世俗を避けることです。そして、義
務上止むを得ない場合は、誘惑の機会とそれを避け或いはそれに抵抗する方法を予想する
ことによって、朝から前もってそれに備えることです。
この手紙を最初の集まりの時に、友人の皆さまに読んで聴かせてくださいますようにお
勧めします。
さようなら、親愛なるアガト、今度の秋にあなたを連れ出すことを約束しましたが、あ
なたが私の期待を裏切ることがないことを期待しています。私たちの主イエス・キリスト
において、あなたを愛しているのと同じようにあなたに口づけをおくります。
アデル
追伸
濃い青の木綿を 1 カール買って戴けませんか。
ふたりの人のために、聖ベルナルド† の祈り‡ とサルヴェ・レジナ (Salve Regina§ ) のノ
ヴェナ (9 日間の祈り) を頼まれました。
†

編者註：シトー会の改革推進者。クレルヴォー修道院院長、教会博士。
編者註：聖ベルナルドの聖母への祈り
慈悲深き童貞聖マリア、
ご保護によりすがりて御助けを求め
あえて御取り次ぎを願える者、一人として捨てられしこと
いにしえより今に至るまで、世に聞こえざるを思い給え。
ああ、童貞中の童貞なる御母、
我これによりて頼もしく思いて馳せ来たり、
罪人の身をもって、御前に嘆き奉る。
ああ、御言葉の御母、我が祈りを軽んじ給わず、
御あわれみをたれて、これを聞き給え、
これを聞き入れ給え。
アーメン。
§
編者註：Salve, Regina, mater misericordiæ ; vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus,
exsules ﬁlii Evæ. Ad te suspiramus, gementes et ﬂentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis
post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
元后あわれみの母
元后、あわれみの母、われらのいのち、喜び、希望。
旅路からあなたに叫ぶエバの子、なげきながら、泣きながらも
涙の谷にあなたを慕う。
‡
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アメリ (・ドゥ・リサン) に、私が彼女の戸惑いを理解できないこと、なぜ率直にすべ
てを聴罪司祭に話さないのかということ、その方が良かったでしょうし、気持ちの混乱が
避けられたでしょうということを、お伝えください。
情勢が良くなったとの知らせがありますが、それが真実のようですが、是非、そうあっ
てほしいと思います。
私たちの施しのために、マドゥモワゼル・アデルが、私に 20 ソル¶ に 20 ソルを付け足
しました。そのために、マドゥモワゼル・セレスの 30 ソルを取ってもいいでしょう。そ
のお金は、私たちが返しますから。私の分として 10 ソル加えてください。

159. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
自分を犠牲として主に捧げましょう. . .

+J. M. J. T.

1811 年 7 月 24 日

神さま、私の存在のすべてを犠牲としてあなたにささげます。
親愛なるアガト、主に自分を犠牲としてささげましょう。主のために、私たち自身を犠
牲としましょう。主の掟を破って自分の欲求を充たすようなことはもうしないようにしま
しょう。絶えず私たちの精神を叩き直すように努めましょう。それは、主に大変気に入っ
て戴ける犠牲であり償いです。
もし私たちが、一度でも自分に打ち勝つことが出来たら、それは私たちに、多くのお恵
みとおそらくは柔和の精神を与えてくれるでしょう。今までにその例を見ることが出来ま
した。ある機会に自分に打ち勝つことが出来た勇気は、他の機会のためにどれほどの力を
与えてくれることでしょう。
私たちにとって、ここに天国を得るための分野があります。天国は、暴力によってしか
手に入れることはできません。私たちは、自分を抑えることを拒もうというのでしょう
か。労苦が私たちを怖じけづかせるのでしたら、その報いが私たちの気持ちをかき立てて
欲しいものです。戦いの時は、後しばらくしたら終わるでしょう。そうすれば私たちは、
休息と変わることのない平和を味わうでしょう。

われらのためにとりなすかた、あわれみの目をわれらに注ぎ、
とうといあなたの子イエスを 旅路の果てに示してください。
おお、いつくしみ、恵みあふれる 喜びのおとめマリア。
¶
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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さあ、始めましょう。自己改善のため、可能な限りの手段を用いましょう。短い期間で
自己改善が出来なくても落胆しないようにしましょう。多くの場合、一つの欠点を直すの
に長い時間がかかります。主は、私たちが自分の弱さと、どこまで私たちが惨めなのかを
知るために、それをお許しになるのです。主の限りない慈悲とお恵みの助けにだけ私たち
の希望をおくようにしましょう。
私たちの心が昂っている時には、私たちの舌が出来るだけ何も言わないように聖フラン
ソワ・ドゥ・サール† にならって私たちの舌と心の間に契約をしましょう。それは、多く
の罪を避ける方法であり、魂に大変有益な苦行の業になります。神さまは、私たちの性格
を通して、他の多くのものを通すよりも、なお多くの功徳を得る手段を私たちに与えてく
ださいます。これほど多くの富を足で踏みにじることのないようにしましょう。
親愛なるエリザのための手紙をあなたに送ります。あなた方の集まりの時に、あなた
が、エリザに時々会うことが出来ることを私はどんなに望んでいることでしょう。でも、
どうしようもありません。神さまが望まれる事を望むしかありません。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主イエス・キリストにおける私の深い愛情を信
じてください。
アデル
ディシュレットとエリザ (ドゥ・カステラ) からよろしくとのことです。
あなたがどのように私の手紙を理解されたか分かりません。私があなたにお話したの
は、ロンピアンへの旅行のことで、アジャンへの旅行のことではないのです。残念ですけ
ど、今年はアジャンへは旅行できないでしょう。

∗

∗

∗

1811 年 7 月から 1812 年 10 月 15 日まで、アデルからアガトへの手紙は欠落しています。
この時期からは、アデルからトナン (ロ・テ・ガロンヌ) の「フラクシオン」の会員、スー
レット・ポワトヴァンに宛てた 3 通の手紙しか残っていません。

160. トナンのマドゥモワゼル・スーレット・ポワトヴァン宛
10 月 6 日にアデルは、ロンピアンへ小旅行をしました。

†

編者註：聖フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルとと
もに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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トランケレオンに帰って、アデルは、父親が熱を出してパリに着いたことを知りました. . . スーレットは
ボルドーヘ行きました。

+J. M. J. T.

1811 年 10 月 14 日

神さま、あなたに従って歩くために新たな勇気を私に与えてください。
私がロンピアンへ小旅行した折りに、あなたにも、トナンの親愛なる姉妹たちにも会え
なくて残念でした。それで、私たちがロンピアンで感じた喜びも今一つでした。
このように神のみ摂理は、私たちに、この人生で幸せを探しても無駄であること、永遠
においてしか本当の祖国はないということ、世俗が通過の地、流刑の地、私たちが愛着す
るに値しない涙の谷に過ぎないことを分からせてくださるために、私たちの慰めの中に苦
しみさえも混ぜられるのです。今度のような状況で、私はそのことを痛感しました。
ロンピアンから帰ってすぐ、パリに出掛けた私の大切な父が熱を出して、パリに着いた
ことを知りました。遠く† 離れている時、どれほど心配なことか想像してください。あな
たと私たちの姉妹たちに、父のために祈ってくださるようにお願いします。
私は、あなたがボルドーへ旅行なさったこと、私たちの尊敬すべき神父さまとその立派
な (霊的) 娘、マドゥモワゼル・ラコンブにお会いすることが出来たことを伺って大変嬉
しく思いました。私もあなたのしあわせを分かちあいたかった思いですが、私などは全然
それに相応しくありません。
私たちはロンピアンで、一人ずつマリアさまの一つの徳を籤引き (くじびき) しました
が、私は「強い信仰」を引き当てました。私は、すべての行い、きわめて平凡な行いさ
えも、信仰の目で行えば、すべて功徳あるものにするこの強い信仰をもちいたいもので
す。すべてを神さまのためにしましょう。私たちは多くの資格によって神さまに属して
います。
親愛なるスーレット、神さまは、毎日私たちに豊かなお恵みを与えてくださいます。私
たちが神さまに不忠実であることは何と恩知らずなことでしょう。それとは逆に、これほ
どの恩恵に対して相応しくしましょう。タレントの例え話にならって、もし私たちが、小
さい事に忠実であったならば、神さまが、もっと大きな事を私たちに任せてくださるよう
に、これらのご好意から利益をあげましょう。
世俗に心を惹かれている 3 人の友人たちが帰ってくることのお恵みと、また他の会員の
ためには、堅固な意志と世俗を忌み嫌う精神のお恵みを神さまから戴くために、ノヴェナ
†

編者註：原典では「200 リュ」となっている。陸路の 1 リュとは、もともと人が 1 時間に歩ける距離の
ことであり、1 リュ = 4.4448km。
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(9 日間の修業) をするということを、あなたが、私たちの親愛なるモミュス43 から聞かれ
ているかどうか私は知りません。 ノヴェナ (9 日間の修業) は、諸聖人の祝日ご聖体拝領
によって始めることにしています。すべての聖人と会員たちの守護の天使たちに一つの意
向をお願いして、毎日、ヴェニ・クレアトール (Veni Creator† ) と聖なるおとめマリアの
連禱を唱えます。
43

マドゥモワゼル・アンヌ・モミュス、ピュッシュの会員で、トナンのフラクシオンに属していた。
編者註：Veni, Creator Spiritus, 来たり給え、創造主なる聖霊よ
来たれ、創造主たる聖霊よ
人間たちの心に訪れ
なんじのつくられし魂を
高き恵みをもってみたしたまえ
†

慈悲深き主と呼ばれし御身
至高なる神の賜物
それは生の泉・火・愛
そして霊的な聖なる油
われらが肉体の弱さを
絶えざる勇気を持ち力づけ、
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
敵を遠ざけて
ただちに安らぎを与えたまえ
先導主なるあなたにならって
われらをすべての邪悪から逃れさせよ。
御身は 7 つの贈り物により
御尊父の右手の指にいらっしゃる
御尊父より約束された尊い者なる御身
人の喉に御言葉を豊かに与え給う
御身によってわれら尊父を知り、
御子をも知らせ給え。
両位より出現した聖霊なる
御身をいつの時にも信ぜさせ給え。
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ。
来たれ！ 創造主なる聖霊よ
慈悲深き主と呼ばれた御身
至高なる神の賜物
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さようなら、親愛なる友人の皆さま、私たちの主イエス・キリストにおける私の心から
なる愛情を決して疑わないでください。
アデル
恐らく会を去ることになる一人の姉妹のために、神さまにお祈りください。彼女のため
にヴェニ・サンクテ (Veni Sancte† ) と聖なるおとめマリアの連禱を唱えてください。

161. トナンのマドゥモワゼル・スーレット・ポワトヴァン宛
「人はふたりの主人に仕えることは出来ない. . . 」スーレット・ポワトヴァンに宛てたこの手紙の中に日
ごろアガトに送っているのと同じ勧めが見られます。

+J. M. J. T.

1812 年 3 月 13 日

天の喜びを贈り給え
大きな報いを与え給え
争いの結び目を解き、
平和の誓いを堅くし給え。
ただちにやすらぎを与えたまえ
先導主である御身にならって
われらをすべての悪より逃れさせよ。
主なる父に栄光あれ
死よりよみがえった
聖なる子、そして聖霊に
千代に渡って栄光あれ。
†
編者註：Veni Sancte Spiritus 聖霊 来たりたまえ
聖霊来て下さいあなたの光の輝き 私達を照らして下さい。
貧しい人の父、心の光 証の力を注ぐ方
やさしい心の友、さわやかな憩い、ゆらぐことのないよりどころ
苦しむときの励まし、暑さのやすらぎ、憂いの時の慰め。
恵みあふれる光、信じる者の心を 満たす光よ
あなたの助けがなければ、すべては、はかなく消えて行き、だれも清く生きては行けません。
汚れたものを清め、すさみをうるおし、受けた痛手を癒す方
かたい心をやわらげ、冷たさを暖め、乱れた心を正す方
あなたの言葉を信じて、より頼む者に、尊い力を授ける方
あなたは私の支え、あなたの恵みの力で、救いの道を歩み続け、永遠の喜びをお与えください
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神さま、あなたは痛悔し謙った心を軽んじられません。
あなたのお手紙は、いつも私に大きな喜びをもたらしてくれます。主があなたに起こさ
せてくださる良い感情を読み取ることが出来るからです。
親愛なるスーレット、続けてこの慈愛に満ちた主人に仕えることをあなたの唯一のしあ
わせとしてください。主は、私たちにお恵みを豊かにくださり、私たちのどんな小さな良
い考えも考慮にいれてくださり、私たちの心の備えまでも聞いてくださいます。
何という世俗との違いでしょうか。世俗は、世俗に仕える人たちに対して忘恩あるのみ
です。先に、何らかの偽りの優しさを与えてくれるとしても、その優しさは、やがては苦
しさに変ります。一方、私たちの神さまが、厳しさを与えられたとしても、その厳しさは
いつも何らかの慰めを伴っています。
ですから、この卑しい世俗を忌み嫌いましょう。永久に世俗と決別しましょう。世俗と
私たちの間に、仕切りの印を置きましょう。人はふたりの主人、神さまと世俗に仕えるこ
とは出来ないことを思い起こしましょう。私たちはためらうことが出来るでしょうか。
常に簡素でなければならない服装においても、謙虚でなければならない私たちの言葉に
おいても、慎み深いものでなければならない私たちの雰囲気や立ち居振る舞いにおいて
も、人が私たちの中に、世俗からの隔たりに気づくようであって欲しいと思います。
今の時期は、私たちが聖なる決心を取るための時期です。私たちの神なる救い主の、ご
受難の秘儀の記憶を新たにすることから、何らかの結果を引き出すように努めましょう。
イエス・キリストと共に新しい命を取り、霊的復活に値するために、罪、世俗、自分に死
にましょう。
あなたのマルマンド† ヘの旅行の便りを早く知りたいと思います。その旅行が、神さま
の栄光と魂の聖化となるものであって欲しいと思います。
さようなら、イエス、マリアの聖なるみ心においてあなたに口づけをおくります。
アデル
私たちの親愛なる姉妹たちとアフィリエ (aﬃliée) の皆さまによろしくお伝えください。

162. トナンのマドゥモワゼル・スーレット・ポワトヴァン宛
アデルは、コンドムの叔母たちのところで 2 ヵ月過ごしました。アデルは自分の印象を友人に伝えてい
ます。

†

編者註：アジャンとボルドーの中間にあり、ガロンヌ河の右岸の町。『アデルの手紙』の英訳より。
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+J. M. J. T.

1812 年 5 月 22 日

聖霊、あなたの貴い光で私たちを照らしに来てください。
コンドムであなたのお手紙と一緒に戴いた私たちの尊敬すべきメール (Mère)44 のお手
紙と、私たちの尊敬すべき神父さまのお手紙をあなたに送り返します。
私たちが親愛なる仲間の皆さまの熱心さを模倣するにはほど遠いところにいるのを見て
謙りましょう。あの人たちの模範を私たちの刺激としましょう。そして、少なくとも遠く
からでも、あの人たちの後について行くように努めましょう。
コンドムの私たちの友人の皆さまはとても良い人たちです。コンドムで二人の会員を
獲得しました。一人は、わたしの従妹のマドゥモワゼル・カロリーヌ・ドゥ・バーツで、
もう一人は、マドゥモワゼル・コンスタンス・ヴィジエです。
フィジャックの新しい友人たちも会員を一人獲得しました。マドゥモワゼル・フランソ
ネット・ラカーズです。あなたのマルマンドヘの旅行の首尾を早く知りたいと思います。
すべての物事の進め方においては、慎重な上にも慎重を期してください。あまりにも急い
で先に進もうとする人は、時々得るものよりも多くのものを失うことがあります。

(キリストの聖体の祝日† の) 八日間が近づいてきます。この八日間は、私たちの熱意と
貴い秘跡の中で惜しみなくご自分を与えられる崇むべき救い主に対する私たちの愛をか
き立てるために、大変適しています。私たちはこのような愛を見ながら、まだ無関心のう
ちに生きることが出来るでしょうか。救い主が私たちと一致されるためにこれほどの愛を
しめされた後で、救い主に一致することを望まないということが出来ましょうか。
しばしば聖なる食卓に近づくために、必要な心の備えをするように努めましょう。この
崇むべき秘跡を戴くことによって、私たちは、私たちが大変必要としているお恵みと、敵
と有利に戦う力を汲み取るのです。ですから、神さまの愛が熱く燃えるところに駆け付け
ましょう、そしてそこで、私たちのすべての地上的な愛情を焼き尽くす愛によって、燃え
上がりましょう。
私たちの親愛なるデコンの病気のことが大変気になります。病気が悪い方に向かわな
いことを願っています。私の叔父45 の一人と、特にお祈りを必要としている何人かの友人
のために、あなたのお祈りをお願いします。この方たちが本当に変るように主にお願いし
てください。
44

メール (Mère)、マドゥモワゼル・ラコンブ、シャミナード師から選ばれたプチット・ソシエテのため
の文通相手。
†
編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
45
カロリーヌ・ドゥ・バーツの父親、フランソワ・ドゥ・バーツ・ドゥ・トランケレオン (男爵の弟、
『ア
デルの手紙』の英訳より)、元海軍士官。
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さようなら、私たちのすべての姉妹たちとアフィリエ (aﬃliée) の皆さまによろしくお
伝えください。皆さま一人一人に対して、私たちの主イエス・キリストにおいて心からの
愛情を抱いています。
アデル
アデルがアガトと文通をした時期には、コンドムの叔母たちのトランケレオンでの滞在が
終わりに近づき、そして、ベロック夫人はポール・サント・マリーの近くのサン・タヴィの
ドゥ・ガリベール夫人のところにいます。

163. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アヴィラの聖テレジアの祝日† にアデルは罪について黙想しました。

+J. M. J. T.

1812 年 10 月 15 日

神さま、私があなたを失うようなことがあれば、全世界を得たとしても何の益があるで
しょうか。
神さまを失うことは何と怖く恐ろしいことでしょう。神さまを失うことを引き起こす、
この呪われた罪を最大の注意を払って避けましょう。絶対に罪は避けなければなりません。
今日私たちが祝う聖人は、神さまが自分のために地獄に予定した場所を見て、罪を避け
る私心のない決心を抱きました。私たちも、もし私たちがこれほどに神さまに対して罪を
犯し続けるならば、私たちのために予定されている地獄の場所を信仰の目で見ることが出
来ます。永遠の不幸を避けるために、一生懸命になりすぎるということがあるでしょう
か。そういうことはありません。絶えず私たちを誘惑し、盲目にする私たちの卑しい本性
には、もう耳を傾けないようにしましょう。私たちの本性を神さまの愛の火刑台で滅ぼし
ましょう。
残念なことに、私は、私が戴くもろもろの思いやりのあるとがめや聖なる忠告にもかか
わらず、相変わらず同じなのです。他の多くの人には拒まれるこれほどのお恵みの濫用に
ついて、神さまの正義に対して、私はどんなに責任があることでしょう。
私たちは早く集まりたいものですね。私の熱意は、模範によってかき立てられる必要が
大いにあるのです。本当です。私の卑しい性格は決して従おうとしません。この性格に
打ち勝つのに苦労するのではないかと心配しています。
†

編者註：10 月 15 日。
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悪い天候が続いてベロック夫人が来られませんでした。私もベロック夫人に会いに行
けません。私はお会い出来ることを楽しみにしていましたのに。
私の叔母たちが今日出掛けました。サン・ジュリアン叔母が大変辛い思いをしていま
す。叔母の聴罪司祭が、カステルジャルーの主任司祭に任命されたのです。叔母のために
神さまにお祈りください。気持ちが大変動揺しているのです。この世では人それぞれそ
の十字架があります。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて心からあなたに口づけをおくります。
アデル

164. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「信頼をもって、聖人たちの取り次ぎを祈願しましょう. . . 」諸聖人の祝日が近づいて、アデルは聖人た
ちの模範に目を向け、信頼をもって聖人たちに取り次ぎを祈願します。

+J. M. J. T.

1812 年 10 月 21 日

私たちの救い主、私を苦しめるこのもろもろの情念から私を解放してください。
私たちはいつまで、しばしば私たちに神さまの不興を買うようなことをさせる、この唾
棄すべき情念に執着しているのでしょうか。私たちが神さまに仕えると表明してもう大変
長くなりますが、根絶することのできた情念は何でしょうか。私たちは、まだ情念のくび
きに苦しんでいるのではないでしょうか、毎日、情念が私たちを、何らかの過ちに陥らせ
ているのではないでしょうか。
私たちに決して拒まれることのない神さまのお恵みの助けを得て、自分に打ち勝つよう
に一度熱意をもって、励みましょう。
非常に気性が激しく、大変怒りやすかった聖フランソワ・ドゥ・サール† は、非の打ち
所のない柔和の模範となったのです。が、彼も私たちと同じ生身の人間であったのです。
彼に出来たことがどうして私たちに出来ないのでしょうか。それは、自分を抑えるために
あらゆることをするという、堅い決心が伴わないからです。本性が激しく抵抗しても構い
ません。本性は、神なる主が、王として主権者として君臨するために、打ち倒さなければ
ならないろくでもないものです。

†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。

213
親愛なるアガト、間もなく諸聖人の祝日です。信頼をもって、あらゆる年代、あらゆる
境遇、あらゆる身分の聖人たちの取り次ぎを祈願しましょう。聖人たちは、自分の本性に
打ち勝ち、絶えず私たちを阻むあらゆる障害にもかかわらず聖人になったのです。この祝
日から救い主のご誕生の祝日までに、神さまのみ前に何かを勝ち得ておくように努めま
しょう。その栄光は、神さまだけに帰せられます。私たちは、自分では罪の他に何が出来
るでしょうか。惨めさの極み以外に何を持っているでしょうか。
さようなら、早くあなたにお会いして、私の心からの愛情を改めて確認したいと思い
ます。
アデル
今日は本当に天気が悪いです。11 月は天気が良いことを期待しましょう。

165. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはベロック夫人とサン・タヴィにいます。アデルは、そこで、若い人たちとダム・ドゥ・ラ・ル
トレット (Dames de la Retraite) のコングレガシオンのために、会員を獲得することを期待しています。

+J. M. J. T.

サン・タヴィ、1812 年 10 月 27 日

神さま、聖人たちが私たちを待っています、急がなければなりません。
私は大変満足しています。サン・タヴィにベロック夫人と数日間過ごしに来ました。私
はここで喜びの絶頂にあります. . .
素晴らしい人たちがいます。私たちとダム (Dame) の方たちのために、何人かの貴重
な会員を獲得したいと思います。諸聖人の祝日は、ここで過ごすことを期待しています。
告解をしなければならないのですが、誰のところに告解に行くかまだ決めていません。
このような素晴らしい人たちの中にいると、本当に当惑を覚えます。何と多くの手本が
あることでしょう。本当に、もし、私がもっと良くならなければ、もし、私が活動におい
て相も変わらず生温かいとすれば、何と恥ずべきことでしょうか。
親愛なるアガト、前進しましょう。私たちの上の兄弟の聖人たちが私たちを待っていま
す。急いで聖人たちと一緒になりましょう。そのために、聖人たちの徳に倣いましょう。
自分を抑えましょう。本性を十字架にかけましょう。そして、イエスさま、万歳。
イエスさまにおいて、あなたに口づけをおくります。
アデル
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トランケレオンの「大切な計画」を忘れないでください。
ベロック夫人からよろしくとのことです。
相変わらず悲しい状態にあるかわいそうな父のために、神さまにお祈りください。

166. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは 11 月 4 日にトランケレオンに帰りました。その少し後、ベロック氏の健康状態について予断を
許さない心配な知らせが届きました。

+J. M. J. T.

1812 年 11 月 11 日

神さま、あなたのみ旨が行われますように。
親愛なるアガト、私たちのかわいそうな友人にお便りすることが出来ませんので、あな
たへの手紙によって、親愛なるベロック氏の状態についての私たちの心配をお伝えしたい
と思います。ベロック夫人は立派です。細かいことに至るまで信仰心をもって行い、私た
ちに感銘を与えてくれます。そうです、ある場合には信仰だけが慰めることが出来ます。
悲しい心を慰めることが出来るのは信仰だけです。私たちは毎日そのことを体験していま
す。信仰だけが不幸な人たちのよりどころなのです。
親愛なるディシュレットに私からよろしくとお伝えください。そして、ディシュレット
に、遠慮してお便りはさしあげませんとお伝えください。ある時にはすべてが負担になる
と私は感じています。
あなたにアメリ (ドゥ・リサン) のための手紙を送ります。
ベロック夫人の本を教会から持ってくるのを忘れました。次の機会にあなたに送ります。
さようなら、あなたに心からの口づけをおくります。
アデル

167. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ベロック氏は、伝染病が流行し病人の治療に献身しましたが、自分もその犠牲となって、11 月 14 日に
死去しました。
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+J. M. J. T.

1812 年 11 月 19 日

神さま、私はあなたの聖なるみ旨に従います。
親愛なるアガト、私は、ベロック夫人とその尊敬に値するご主人に対するあなたの愛情
をよく知っていますので、ベロック氏が亡くなられたことによるあなたの心の痛みは充分
に理解出来ます。本当に何とショックなことでしょう。神さま、あなたのご計画は何と測
りがたいのでしょう、それでも、いつも崇むべきものです。
今はただ、神さまのみ旨にお委ねするように、この辛い杯をイエス・キリストの杯に合
わせるように、この犠牲を、私たちの母聖なるおとめがその大切なおん子をささげられた
犠牲と共にささげるように努めましょう。異教徒のようにただやたらと悲しむことのない
ようにしましょう。あなた方の亡くなられた大切な方が味わっているしあわせへの希望が
あなた方の慰めとなって欲しいと思います。亡くなられたあの方は、もうこの世に戻って
くることは望まれないことでしょう。私が請け負います、今あの方は、この世の虚しさと
無となることを知っておられます。
私たちも私たちの道を行くように備えましょう。私たちも皆早かれ遅かれその道を通る
のです。早く過ぎ去り、そしていちばん思いがけない時に去らなければならない世俗を軽
んじましょう。豊かな人も貧しい人も、しあわせな人も不幸な人も死の時には平等です。
親愛なるアガト、もう少し気持ちが落ち着いたら、亡くなられた方とその大切な夫人に
ついて、模範となる詳しいことをお知らせくださいませんか。
さようなら、私は気持ちの上ではすっかりアジャンにいます。神さまが皆さま一人一人
を慰めてくださいますように。
アデル

168. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「自分と自分のすべての欠点に死にましょう. . . 」アデルは解脱と用心を勧めます。

+J. M. J. T.

1812 年 11 月 26 日

神さま、私の中にある人間的な尊敬の鎖を断ち切ってください。
親愛なるアガト、ちょっとしか時間がありません。間もなく食事の時間です。何を申し
上げましょうか。私たちが見るものすべてがこの世俗から私たちを解脱させ、私たちに、
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もっと真面目に私たちの救いを考えさせ、どんな代償を払っても救いを実現することを考
えさせるものでなければなりません。
自分と自分のすべての欠点に死にましょう。過去よりももっと忠実に自分を主に結び
付けましょう。花婿に従っていく備えがあるようにするために、いつも油の入ったランプ
を持っていましょう。主は備えるための同じ時間をすべての人に与えられません。
さようなら、イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
アデル

169. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アジャンに弔問のために旅行することが決まりました。無原罪のおん宿りの祝日† は、アデルにいくつか
の良い考えを起こさせます。

+J. M. J. T.

1812 年 12 月 2 日

主よ、来てください。あなたのご慈悲の結果を見せてください。
親愛なるアガト、これが、嬉しいことにあなたに会えて、私たちの友情がどんなに堅い
ものかお互いに口頭で言うことが出来る前の、あなたに書く最後の手紙であることを期待
しています。
私たちの会の大きな祝日、
「無原罪のおん宿り」を出来るだけ相応しく祝うように準備
しましょう。このような祝日は、心と体と精神の厳密な純潔をもって祝うことが、いちば
ん良い祝い方だと思います。ですから、悔悛の有益な水によって私たちの魂をよく洗いま
しょう。私たちの心に完全な痛悔を起こすように努めましょう。完全な痛悔をただひと
り私たちに与えることの出来るお方に、特にそれをお願いしましょう。そして、この大き
な祝日に、教会が私たちに与えようと望む全免償を熱心をこめて戴きましょう。もし、私
たちが幸いにも、この全免償を得ることが出来ましたら、私たちの魂は子どもの魂と同じ
ように白くなるでしょう。
ああ、何と私たちの信仰は素晴らしく慰めとなることでしょう。不幸にもこの信仰を知
らず、実践しない人たちを気の毒に思いましょう。私たちをこの信仰に生まれさせてくだ
さり、それを実践するために多くの手段を与えてくださった計り知れないお恵みに対し
て、主に、絶えず感謝しましょう。ですから、私たちは (キリスト信者の) 普通の人より
もはるかに厳しく裁かれるでしょう。
†

編者註：12 月 8 日。
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アメリ (・ドゥ・リサン) のことが心配です。もうずっと彼女からの便りがありません。
何か知っていますか。
私の生徒たちが来ました。あなたとお別れしなければなりません。私たちの主イエス・
キリストにおいて誠実そのものの友情をあなたに繰り返しお約束します。
アデル
多くの聖なる人たちが立派に過ごそうとしているこの待降節の間、私たちがもっと良く
なるように努めましょう。

170. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
新年はアデルにとって解脱の新たな決心の機会です。

+J. M. J. T.

1812 年 12 月 30 日

私は悪く使った年月を見て、苦い気持ちでその年月を思い起こすでしょう。
年が改まるに当たって、私があなたのために思いついた願いをお知らせすることをお
許しください。この年が聖なる年、充実した年、天国のために実りある年、さらに私たち
が、立派な活動の豊かな収穫を得ることの出来る年でありますように。
私たちのすべての過ちの第一の原因である自惚れに割礼を施し、私たちの心から自惚
れをなくしましょう。私たちはいつかは、自分が大変謙虚で、自分の目には大変小さく、
劣ったものになり、人が自分の上を歩いても良い、人に踏み躙られても良いと思う気持ち
になりたいものです。でも残念なことに、私たちはそれとは何という違いでしょうか。こ
のろくでもない自惚れが、すべてを台無しにし、すべてを毒してしまうのです。それは、
私たちのいちばん聖なる行いまでも侵す致命的な毒です。
自惚れを自分の中から取り除くようにするのは一生の仕事です。休むことなくそれに励
みましょう。常に新たな勇気をもってまた始めましょう。天国、しあわせな永遠は、この
ような代償を払っても勝ち得るに値します。死の時に、私たちの危険な傾きに従わなかっ
たことを、どんなに満足に思うことでしょう。私たちの魂の神なる花婿のために、もっと
一生懸命にならなかったことを、どんなに残念に思うことでしょうか。
この年が私たちの人生の最後の年であると思いましょう。そうすれば、この世俗からの
解脱を実行する助けとなるでしょう。私はこの解脱を、私たちの会全体の、年の徳とする
ことを提案します。
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去年、あの気の毒なベロック氏は、それが地上での最後の新年になるとは思っていませ
んでした。同じことが私たちにも起こり得るのです。ですから、常に備えておきましょう。
私たちは、その日その時を知らないからです。そして人の子は、盗人のように、私たちが
いちばん思いもよらない時に来られるでしょう。だから、神なる花婿が戸を叩かれたらす
ぐに花婿に従っていけるように、私たちのランプにはいつも油を入れておきましょう。
母からのお願いですが、もしユデア人のお店のドレスがまだ売れていないようでした
ら、それを買って、送ってくださいませんか46 。もし売れてしまっていましたら、他のは
欲しくありません。ご迷惑かけて申し訳ありません。
さようなら、親愛なるアガト、ベトレヘムのまぐさ桶において、愛情をこめてあなたに
口づけをおくり、あなたを愛します。
アデル
すみませんが、古着屋にウールの古い胸衣があるかどうか、また私と同じくらいの体格
の娘さんのための胸衣が、どれくらいするか見てくれませんか。色々と苦労をおかけして
申し訳ありません。

171. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「東方の博士たちと一緒に、私たちの贈り物をイエスさまにもって行きましょう. . . 」主の公現の祝日†
は、幼きイエスとイエスさまが東方の博士たちを通して異教徒に対してなされた呼びかけを、アデルにご
く自然に、思い起こさせます。

+J. M. J. T.

1813 年 1 月 5 日

神さま、先立つ年年の過ちを償うために今年をあなたにささげます。
まぐさ桶に戻りましょう。東方の博士たちと一緒に、私たちの贈り物をイエスさまに
もって行きましょう。乳香、黄金、没薬に代表される、熱心に苦業した私たちの熱い心を
再びイエスさまにささげに行きましょう。この祝日が、私たちの心を聖なる喜びで充た
して欲しいものです。私たちの祖先の異教徒たちが、教会の懐の中に招かれた日だから
です。
46

1811 年から 1812 年にかけて、この地方をひどい貧困が襲った。アデルとその母親はいちばん不幸な人
たちに食料や衣類を与えるために努力を増やした。(H. Rousseau, o.c., Chap. XIII, p.216 à 220)
†
編者註：1 月 6 日。
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神さまが、本当の教会の中に私たちを生まれさせてくださるために、同じしあわせを戴
くことのなかった、他の多くの人たちの中から私たちを選んでくださったことに対する、
私たちの感謝の気持ちを神さまに表しましょう。教会の外には救いはありません。
イエスさまには、どんなに深い感謝を私たちから期待する権利があることでしょう。こ
のようなお恵みは、どのようなお返しを求めていることでしょうか。聖なる信仰の基準と
精神に従いましょう。この信仰を表明出来ることは、計り知れないしあわせです。名前だ
けのキリスト者に満足することなく、真実にキリスト者でありましょう。
信仰は何を教えてくれるでしょうか。泣く人は、何としあわせなことでしょう. . . 富め
る人は不幸です. . . あなたの敵を愛しなさい、あなたを迫害する人に善を行いなさい. . . あ
なた自身の生命を憎みなさい、あなたの十字架を担ぎなさい. . . 自分を捨てなさい. . .
これは、本性とは全く反対の基準ですが、本当のキリスト者をなすものです。福音を捨
てるか、この崇高な道徳を信じて実行するかです。その崇高さだけが、その道徳が、神か
らのものであることを示しています。人間は、このような本性に大きく反対する事を考え
出すことはできません。本当のキリスト者は、すべての偉大さ征服者にもまして賛嘆に値
する英雄です。
でも私たちは、このような徳からどんなにかけ離れていることでしょう。それでも私た
ちは、洗礼によってその徳に招かれているのです。新しいメシアを礼拝しにいくために、
あらゆる障害を乗り越えた東方の聖なる博士たちの取次ぎによって、神なるイエスさまの
まぐさ桶のもとにひざまづいて、その力をお願いしましょう。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの愛すべきイエスさまにおいてあなたに口づけを
おくりあなたを心から愛します。
アデル

172. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「私たちは小さな使徒でなければならないのですから. . . 」アデルは、模範による使徒活動を強く勧めま
す。

+J. M. J. T.

1813 年 1 月 21 日

神さま、あなたはあなたに仕えるすべての人に何と慈愛深くいらっしゃることでしょ
う。
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あなたとお話しする時間が少ししかありません。これが、私が今日書く 3 通目の手紙
です。
私たちの熱意をますます燃え立たせましょう、私たちは小さな使徒でなければならない
のですから。そして特に、自分から始めましょう。模範は、最良の説教師です。
私たちは、皆私たちの隣人に対して優しく、慈愛をもって接しましょう。すべての人を
キリストのために獲得するためにすべての人に対してすべてとなりましょう。魂を獲得す
るという考えとその希望は、私たちが、私たちの気質と性格に打ち勝ち、気質と性格を従
わせるように発奮するために、大変有効なものです。そのことは、私たちの隣人と私たち
にとって、有益なものとなるでしょう。
ですから、自制しましょう。自分に対する暴力によってしか天国は獲得出来ないので
す。天国は勝ち得るに値します。神さまを愛しましょう、そうすれば私たちにとって何も
辛いものはないでしょう。愛はすべてを楽なもの易しいものにします。
エリザの手紙を喜んで読ませて戴きました。エリザには、私たちの小さな事業の詳しい
ことを書き添えて時々手紙を出してください。エリザは私たちの中に留めておかなけれ
ばなりません。もし、エリザにそれが可能なら、エリザに使徒活動をするように勧めてく
ださい。エリザは田舎に住んでいますから、使徒活動するのは多分容易ではないでしょう
か。エリザに、私たちの会は、神さまのより大いなる栄光のために尽くさなければならな
いこと、その標語は、
「神さまを愛し愛させ、罪を憎み憎ませる」ことであることを、話
してください。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくり、あなたを
愛します。
アデル

173. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
マリアさまのおん浄め† は、「主のために私たちの心の初子、すなわち、私たちの支配的な情念を犠牲と
してささげる」ように私たちを招きます。

+J. M. J. T.
神さま、これからは、私のすべてをあなたにささげます。

†

編者註：2 月 2 日。

1813 年 1 月 27 日

221
今週は、今している飾り付けのことで大変忙しくしています。そういうわけで、親愛な
る友人の皆さまとは、精神においても愛情においても、常に心を合わせているのですが、
短い時間しかお話出来ないのです。
火曜日は、おん浄めの祝日をお祝いします。その日に神なるイエスさまに、私たちの心
においで戴けるように、私たちが持っているものすべてにおいて、私たちの存在のすべて
において私たちをささげるように、私たちの心を準備しましょう。主のために、私たちの
心の初子を犠牲としてささげましょう。私たちの中に強く根付いていて、私たちの救いに
とって、大変大きな障害となっている、私たちの中にある支配的な情念、自惚れのことを
言いたいのです。
マリアさまと共に、従順の精神をもって、私たちの魂を差し貫く悲しみの剣を受け入れ
ましょう。悲しむ者の母と呼ぶことの出来る聖なるおとめの苦しみに、私たちの苦しみを
合わせましょう。誰が、マリアさま以上に悲しんだでしょうか。
ご聖体拝領の後、尊敬すべきシメオンと心を一つにして、出来るかぎり熱心にヌンク・
ディミティス (Nunc dimittis† ) を唱えましょう。シメオンと共に、私たちのイエスさまを
胸にしっかりと抱きましょう。シメオンの模範に倣って、神なる救い主に対する私たちの
信仰と愛を深めましょう。そして、今まで以上にイエスさまに従って行く堅い決心をしま
しょう。
さようなら、親愛なるアガト、イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくり、あ
なたを心から愛します。
アデル

174. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは人生の短さと死の不確かなことについての考察の後、友人アガトの返事がもたらしてくれた慰
めを伝え、注がれた新しいお恵みを培う (つちかう) ようにアガトに勧めます。

+J. M. J. T.

†

1813 年 2 月 1 日

編者註：シメオンの賛歌。Nunc dimittis, 今こそ主よ、僕 (しもべ) を去らせたまわん
主よ、今こそあなたはお言葉どおり
この僕を安らかに去らせてくださいます。
私はこの目であなたの救いを見たからです。
これは万民の前に備えられた救いで
異邦人を照らす啓示の光
あなたの民イスラエルの栄光です。(ルカによる福音書 第 2 章第 29-32 節 聖書協会共同訳)
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神さま、私の人生の短さと私の死の不確かさを私に意識させてください。
この格言はまことに真実ですし、私たちが日ごろ経験する例が、私たちにそのことを本
当に確信させてくれます。
人生が短いということを常に頭の中にもっていましょう。そのことが、私たちがこの人
生から解脱し、そして、神さまが私たちから求められるかもしれないもろもろの苦しいこ
とに取りかかる助けとなるでしょう。一時のために自分をいたわって、永遠のしあわせを
失う価値があるでしょうか。人生は、逸楽のうちに過ごそうとも、苦行のうちに過ごそう
とも、どうせ大変短い人生です。直ぐにでも永遠に取って代わられることになるのです。
もう世俗は捨てるようにしましょう。私たちは、このことを今までに何度言ったことで
しょう。しかし、それに結果を伴うこともなかったのです。でも今日は、それが心からの
ものであって欲しいし、自分の弱さに警戒し神さまのお恵みだけに希望をおく、揺るぎな
い決心でありたいものです。神さまだけが、私たちにその力を与えることがお出来になり
ます。
私たちは自分がどのような者か大変しばしば経験しています。私たちは、どうして自分
を当てにすることが出来るのでしょうか。最近私は、その悲しい試練にあいました。神さ
ま、あなたは、私の大きなそれも数えきれないほどの不忠実にもかかわらず、どうして私
に豊かなお恵みを注ぐことがお出来になるのでしょうか。親愛なるアガト、私たちはこれ
ほどのお恵みを戴いた後、どのような者でなければならないのでしょうか。そして私たち
は、今どのような者でしょうか. . .
あなたが今まで以上に神さまにお仕えするという、立派なお気持ちをもっておられる
ことが分かって慰めを覚えています。この新しいお恵みを培ってください、そして、それ
を聖なる文通によって生かすようにしてください。10 タレントを有効に活用したことが、
忠実な召使に 10 の町を治めることに値した† ように、その文通は、あなたにとって他の多
くのお恵みに値するでしょう。
さようなら、私の気持ちを少しかき立てるためにあなた方のそばに居たいものです。私
たちの主イエス・キリストにおいてあなたに心からの口づけをおくります。
アデル

175. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
後に続く 2 通の手紙の中で、マルディ・グラ (Mardi-gras. 灰の水曜日の前の火曜日) の世俗の楽しみは、
†

編者註：ルカによる福音書 第 19 章第 16-17 節。
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アデルに償いと使徒活動の熱意の考えを起こさせます。

+J. M. J. T.

1813 年 2 月 16 日

至高の善なる神さま、私はすべての善にましてあなたを愛します。
あなたとお話するためにちょっと仕事を離れてきました。
この不幸な時期に犯される行き過ぎの償いをしましょう。熱心を新たにし、罪を真剣に
避けることによって、人々が私たちの愛すべき主に受けさせる侮辱を、少しは償うように
努めましょう。苦行しましょう、悔い改めましょう。このようにして、四旬節の大きな悔
悛の準備をしましょう。
そうです。私たちは深く悔悛することが必要です。大罪を一つだけ犯したとしても、私
たちのために命を与えてくださった私たちの神さまに死を与えたということで、一生涯嘆
き悲しまなければならないでしょう。もし、神さまが私たちに大きなご慈悲をたれてくだ
さらなかったとしたら、私たちは、何年も前から地獄の火に焼かれていることでしょう。
私たちがどんな償いをすることが出来たとしても、私たちがしばしばしなければならない
償いとは、決して比較することは出来ないでしょう。
私たちは自分に打ち勝つこと、苦行をすることに大きな嫌悪を覚える時に、そのことを
考えましょう。
あなたが親愛なるエリザに再び手紙を書かれることを嬉しく思います。もし、エリザに
その機会があれば、私たちのために会員を獲得するように勧めてください。
いときよきマリアの家族を広めましょう。出来る限りにおいて、マリアさまの庇護の
下、私たちの神なる主の栄光のために、若い心を集めましょう。
さようなら、親愛なるアガト、お祈りが大変必要な私、とわの友情をあなたに約束する
私を、神さまの前で忘れないでください。
アデル

176. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
熱心を新たにすることによって神さまに償いをしましょう. . .

+J. M. J. T.

1813 年 2 月 23 日
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これからはイエスさまだけを愛するようにするために、私は世俗を捨てます。
あなたが私の手紙を受け取られる時には、私たちの親愛なアレキサンドリーヌ・デュ
フォにはもう会われていることと思います。この方は大変熱心な友人で、あなたがこの方
のことを知ったら本当に好きになられるだろうと思います。この方は少し内気ですから、
気持ちを寛がせるように努めてください。
この不幸な日々において、私たちの神さまがお受けになる侮辱を償いましょう。熱心を
新たにすることによって神さまに償いをしましょう。神さまに対する奉仕のためにもっと
熱意を持ち、お祈りの中ではもっと注意し、罪を避けるように、もっと警戒しましょう。
たくさんの善業をする多くの人たちに倣いましょう。カルメル会の修道女たちは、この 3
日の間鞭打ちをします。世俗の精神とキリスト教の精神の間には、何という違いがあるこ
とでしょう。
大変罪深く、神さまに対してこれほど罪を犯している私たちが、神さまのためには、本
当にわずかなことしかしていないことに謙りましょう。キリスト者の生活は、十字架につ
けられた生活、苦行の生活です。このことを決して忘れないようにしましょう。そして、
十字架を愛するのでないかぎり、信仰をすてなければならないことを確信しましょう。
私の小さな学校が、私を待っています。あなたとお別れしなければなりません。生徒と
先生のために神さまに祈ってください。神さまが、私たちすべてにその聖なる愛を与えて
くださいますように、そして、いつか天国で、私たちがその愛を自分のものとするのに相
応しい者としてくださいますように。でも天国は勝ち取らなければなりません。天国は、
絶えず自分を抑えることによってのみ得られるのです。
私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
アデル
親愛なるアガト、あなたの好みにあったもので結構ですから、6 カールの長さの変退色
しない染料で染めた絹と綿のショールを買って戴けませんか。母の言うところによります
と、あのお店では 11 フランで売っているそうです。ご迷惑かけて申し訳ありません。

177. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
灰の水曜日、アデルは、自分のすべてが神さまのものであるために、苦行する新たな決心をとって四旬
節に入ります。
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+J. M. J. T.

1813 年 3 月 3 日

人よ、あなたが塵であること、塵に戻ることを思い起こしなさい。
この哀れな体が塵にすぎないこと、塵に戻ることを決して忘れないようにしましょう。
このような体に何らかの満足を得させるために、少しの自制もさせないようにするため
に、私たちの不滅の魂を失う価値があるのでしょうか。
体を服従させましょう、反抗的な奴隷として扱いましょう。この四旬節の間、苦行をす
る者となりましょう。それはただ単に、体の断食によるだけでなく、それ以上に、霊的な
断食によって苦行しましょう。私たちの精神、舌、情念の断食をしましょう。
今まで以上に神さまに仕え、神さまを愛しましょう。全面的に永久に神さまのものとな
りましょう。復活の大祝日には、全く新たな被造物であるように備えましょう。それま
で、これまでに行った以上に取り組みましょう。
今週私は、日曜日のご聖体拝領の時にした約束にもかかわらず、多くの罪を犯しまし
た。崇むべきイエスさまが、頻繁に私たちを訪ねてきてくださるのに、いつもあいも変ら
ない私たちをご覧になるのです。一度変りましょう。そして、もうその崇むべきみ心をお
悲しませることのないようにしましょう。
かわいそうなユフロジーヌ (・ガベル) が死を迎えようとしています、ユフロジーヌに
残されたいのちは後わずかです。ユフロジーヌはあちら (ロンピアン) の友人たちを啓発
してくれています。尊敬に値する子です。ユフロジーヌは大変しあわせになれるでしょ
う。でも私は、ユフロジーヌを惜しみます。
さようなら、私たちが目の前にしている立派な模範に倣いましょう。神さまは、その人
たちに従っていくように私たちを励ますために、その人たちを私たちと一緒にさせてくだ
さったのです。天国を見ましょう、そしてこの流刑の地を軽んじましょう。
イエス、マリア、ヨセフの聖なるみ心においてあなたに口づけをおくります。
アデル

178. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「絶えず主の助けを求めましょう」
アデルは、私たちの無力さと恵みの全能なことの確信が抱かせるその週の「アクト」を解説しています。

+J. M. J. T.

1813 年 3 月 8 日
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主よ、私を救ってください。あなたなしでは私は滅びます。
私たちは、主の助けがなければ滅びるということを大変しばしば経験しています。です
から、私たちの無力さを確信して、絶えずこの力強い助けを求めましょう。この助けがあ
れば、私たちにはすべてが可能です。主は、み助けを私たちに拒まれることはないと約束
されました。
私たちの身近なところに私を震えあがらせる例があります。熱心そのものであった若
い女性が投げやりになってしまいました。でもその人は、今は立直りかけています。私は
その人のことは知っています。私はただもう驚くばかりです。ですから恐れおののきつ
つもまた、私たちの優しいイエスさまに全幅の信頼をおいて、私たちの救いを獲得するよ
うにしましょう。イエスさまは惜し気もなく私たちにお恵みを豊かにくださり、大きな愛
をもって私たちを優遇してくださいます。
親愛なるアガト、これほど多くの恩恵に対して相応しくあるようにしましょう。私たち
の魂の神なる救い主のために、本当に熱心であるようにしましょう。すぐに過ぎ去る世俗
を軽んじましょう。世俗に私たちの心と希望を結びつけないようにしましょう。救いの
道を駆けていく私たちの多くの友人に倣って、今まで以上に私たちの神なる主を愛しま
しょう。
親愛なるエリザにお手紙を書かれたことと思います。私は、エリザがあなたと文通して
いることを嬉しく思います。
最初のキリスト信者たちに倣って、皆で神さまだけに属するただ一つの心、ただ一つの
魂となりましょう。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの神なる救い主と共に砂漠であなたにお会いする
ことを約束します。
アデル

179. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
私たちは以前よりも熱心でしょうか。

+J. M. J. T.

1813 年 3 月 16 日

神さま、私はいつになったらあなたにおいで戴いてもうあなたを失うことがなくなるの
でしょうか。

227
聖なる四旬節が深まっていきます。私たちは以前よりも熱心で、以前よりも苦行してい
るでしょうか。少なくとも私にとっては、今までのいずれもの四旬節と同じように、今度
の四旬節も、決心の効果のない四旬節になるのではないかと懸念されます。
私たちは、毎日永遠の方へ進んでいっています。やがて、私たちの青春時代の 3 分の 1
が過ぎようとしています。私たちに何が残るでしょうか。悪く過ごしたという悔いが残
るだけです。悲しい季節の老後を持たないようにしましょう。若い盛りの初物を主にさ
さげましょう。神の栄光を熱心に求めましょう。そして、神の栄光を得るために聖なる巧
みさを十分に発揮しましょう。
特に、神さまの崇むべきみ旨に完全に服従することによって、神のみ摂理が私たちに送
られることを望まれる色々な悲しみを、甘受と信頼をもって堪え忍ぶことによって、私た
ちの中で主を賛美しましょう。悲しみは、もし私たちが、神さまが期待されるように用い
れば、私たちの冠を立派なものにしてくれるに違いありません。
ですから、十字架がどんなに重く思えても、私たちの十字架を自分の肩で担 (にな) い
ましょう。主は、そのお恵みの塗油によって十字架を軽くしてくださるでしょうし、私た
ちが十字架を担うのを助けてくださるでしょう。それは、私たちに天国を獲得させてくれ
る貴重な梯子となるでしょう。
神さま、私たちはあなたに感謝します。あなたは優しく、そして悪いことをした子ども
に対する愛情に満ちた父として、私たちを懲らしめられます。私たちは、何倍も地獄に値
したのに、あなたは、一時的な悲しみで満足なさいます。ところが私たちは、忍耐をもっ
てその悲しみを堪え忍ぼうとはしないのでしょうか。私たちの本性は反抗します。でも
本性を服従させましょう。イエス・キリストのお恵みによって、本性が滅び去って欲しい
ものです。
本当に、大変悲しい状態にあるかわいそうな父のためによく祈ってください。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主イエス・キリストにおける私の心からの友情
を一瞬たりとも疑わないでください。
アデル

∗

∗

∗

1811 年、それまでいつも大変元気だったドゥ・トランケレオン氏は病を得てパリに着き
ました† 。パリは、息子に会いに行っていたのです。– 1811 年 10 月 14 日のアガトへのア
デルの手紙 – 緩慢な麻痺ではありましたが良くなる望みもなく、体が少しずつ動かなく
†

編者註：1811 年 10 月 14 日のマドゥモワゼル・スーレット・ポワトヴァン宛のアデルの手紙 160 を参
照のこと。『アデルの手紙』の英訳より。
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なりました。翌年から – 1812 年 10 月 27 日の手紙 – この麻痺は手足にも及びましたが頭
脳の方ははっきりしていました。その間、ドゥ・トランケレオン夫人が病気の夫に代って
領地を取り仕切り、アデルは、父の看護に当たりました。ドゥ・トランケレオン氏はアデ
ル以外の人の看護を望みませんでした。

180. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1813 年 3 月 29 日

神さま、あなたは痛悔し謙った心を軽んじられません。
私は、神さまが心を軽んじられることのないように大変心がけています。私は大変惨め
な者ですから、神さまの大きなご慈悲がなければ私は滅んでしまいます。
優しいイエスさま、あなたの無限な慈悲からこれほどたくさんのお恵みを戴いた後に、
どうしてあなたに対してこれほど不忠実でいることが出来たのでしょうか。いいえ、その
ようなことはこれでお仕舞です。私は、永久にあなたものでありたいのです。
たった一つの大罪でも、私たちを永久に嘆き悲しませなければならないのに、私たち
は、どれくらいの罪を犯したのでしょうか。「神さま、あなたは痛悔し謙った心を軽んじ
られません」と叫びましょう。でも、罪は、悪意のあるものであること、罪が、私たちを
滅ぼすということ、罪が、私たちにとって何に値するかというはっきりした考えによっ
て、私たちの中で心を培うように努めましょう。痛悔は、神さまの賜ですから、すべての
恵みの与え主に特に熱心に痛悔を願いましょう。そしてその痛悔が、いかなる代償を払っ
ても自己改善をするという堅い決心を伴って欲しいものです。
生来激しく怒りやすかった聖フランソワ・ドゥ・サール† は、とても優しい人になりま
した。ここに、私たちの信頼の気持ちをかき立てる理由があります。さあ、本気で取り組
みましょう。やがて、大きな祝祭がやってきます。如何なる変化も私たちの中にはみられ
ないのでしょうか。
さようなら、ミサに行くためにあなたとお別れします。
私たちのイエスさまにおいてあなたに口づけをおくります。
アデル

†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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181. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、友人アガトが、「是が非でも」. . . 新しい命、私たちの神なる贖い主の命に新たに生まれるよ
うに希望しています。

+J. M. J. T.

1813 年 4 月 21 日

神なる贖い主、私があなたの命によって生きるものとなりますように。
この聖なる時期に、新しい命に新たに生まれましょう。人が私たちの中に購い主の精
神、その基準、その働きを認めますように。
残念なことに、私は、大祝日以降いつもの習慣に陥ってしまいました。ということは、
私の復活は完全ではなかったと思わざるをえません。
復活されたイエスさまは、もう亡くなられることはありませんし、私たちの復活のお手
本であるはずです。イエスさまの体は敏捷で鋭敏であり、苦痛を感じることはありませ
ん。このように私たちの魂も世俗の魅力にも平然とし、神のみ旨には迅速に従い、感覚と
被造物からは解放されていたいものです。
永久に全面的に神さまのものでありましょう。私たちは、多くの資格で神さまのもので
なければならないのです。私たちは、神さまのお恵みの特別な子どもです。神さまは、い
つも私たちに特別な愛を注いでくださいました。もし神さまに対して、命には命をもって
お返しすることが出来ないのであれば、愛には愛をもってお返ししましょう。
世俗は私たちにとっては、最早何物でもないものであって欲しいものです。すべてに増
して神さまを愛しましょう、そして、すべてを神さまにおいて、神さまとの関わりのなか
で愛しましょう。私たちの魂の崇むべき花婿が、私たちの魂のすべての願望とすべての愛
情を充たしてくださいますように。
私に多くの過ちを犯させ、毎日その強さを増して行くように見える、私の気性の激しさ
を和らげることが出来ますように、神さまにお祈りください。是が非でも気性の激しさを
抑えるように競って努めましょう。聖フランソワ・ドゥ・サール† の模範に倣って、舌が、
心が、昂りを覚える時には話さないように、舌と契約を結びましょう。そして、それを忠
実に守りましょう。
さようなら、あなたに口づけをおくります、そして、私たちの主において私のすべてを
あなたに捧げます。

†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。

230
アデル

182. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1813 年 4 月 27 日

神さま、世俗が与えることの出来ないこの平和を、私たちに与えてください。
そうです、私たちは、慈悲深い私たちの主に奉仕する時初めて、この大変望ましい平和
を見いだすのです。この平和はこの人生における最高の善の一つで、世俗の一番大きな喜
びの中には見付けることはできませんが、いちばん大きな悲しみの中には、見付けること
ができます。
この平和は、純潔で自由ですべてを甘受する心からくるものです。お恵みの助けによっ
てこの平和を得るように努めましょう。そうすれば、この甘美な平和を自分のものにする
ことが出来るでしょう。この平和は、使徒聖パウロによればすべての感情に勝る† のです。
ますます、自己改善をするように努めましょう。今から聖霊降臨の主日まで、あなたと
私たちの性格を和らげる、敬虔なデフィ (déﬁ, 競争) をします。この小さな勝利が、聖霊
を溢れるばかりに戴くことに値するとしたら、何というしあわせでしょう。その勝利は、
その次には、より完璧に自分に打ち勝つために、どれほど豊かなお恵みを私たちに与えて
くれることでしょう。
私たちの神さまは、寛大さにおいては決して誰にも負けません。私たちが神さまのため
にするどんな小さなことでも百倍にして返してくださいます。何と慈悲深い主でしょう
か。主に仕えることは何と快いことでしょうか。常により一層主に仕えるように努めま
しょう。そして、ご自分に仕えるように、無償のやり方で私たちを召された主に感謝しま
しょう。今までこの呼びかけに殆ど応えなかったことを嘆き悲しみましょう。
エリザにお便りされる時、かわいそうなユフロジーヌが亡くなったことを知らせてくだ
さい。そのことを祭壇で祈念することが出来るようにマルルー師‡ に伝えてください。
さようなら、親愛なるアガト、見捨てられて孤独なイエス・キリストを礼拝するために、
フガロルの教会で、土曜日の昼あなたとお会いすることを約束します。イエス・キリスト
において心からあなたに口づけをおくります。
アデル

†
‡

編者註：フィリピの信徒への手紙第 4 章第 7 節。「. . . あらゆる人知を超える神の平和が. . . 」
編者註：アジャン教区の助任司祭。『アデルの手紙』の英訳より。
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183. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
良き牧者の福音は、アデルが戴いた聖体の拝領についての聖なる考察をアデルに起こさせます。

+J. M. J. T.

1813 年 5 月 3 日

神なる牧者、私をあなたの天の牧場に導いてください。
神さまは、昨日私を天の牧場に導いてくださいました。私は天の肉を戴くことが出来ま
した。それは、私を新しい被造物に変えてくれるはずでしたが、残念なことに私は同じな
のです。いつまで私たちは、救い主にこの無益の旅を見る悲しみを味あわせるのでしょう
か。神さま、私があなたを実際に自分のなかに戴き、聖なるおとめマリアのしあわせに与
るというこのような大きなお恵みを、相応しく評価出来るようにさせてください。
神さまの方からのこのような愛が求める程度に応じて神さまを愛しましょう。神さま
の命によって生きましょう、神さまの肉によって生きているのですから。これほどしばし
ば甘美な糧を戴きながら、たまにしか戴かない人たちよりもキリスト者らしい生活をしな
いというのは、何という矛盾でしょうか。
私たちにとってご聖体拝領が次のご聖体拝領の準備となって欲しいものです。常に、こ
の天からの秘跡に心を向けていましょう。この秘跡が私たちのすべての喜び、すべての望
みとなりますように。この聖なる秘跡は地上における私たちの天国でなければなりませ
ん。私たちが覆いの下で戴く同じ神さまを、天国では白日のもとに戴くのですから。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくり、あなたを
愛します。
アデル

184. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
全面的に主のものであるためには分かたれた心であってはなりません。

+J. M. J. T.
神さま、聖なる喜びで私の心を充たしてください。

1813 年 5 月 11 日
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良心の平和からくるこの聖なる喜びをもつためには、分かたれた心であってはなりませ
んし、愛情のすべてを傾けて全面的に主のものでなければなりません。主に対して私たち
がしばしば行なう留保が、私たちが主のくびきの優しさを体験するのを妨げるのです。地
上の偽りの喜びをすべて完全に捨てた人だけが、このくびきの優しさを体験します。
ためらうことが出来るでしょうか。神さまに対する奉仕の喜びと、世俗に対する奉仕の
苦い喜びが比較になるでしょうか。余すところなく永久に、このよこしまな世俗を捨てま
しょう。マリアの子はその聖なる母の模範に倣って、世俗を憎み避けなければなりませ
ん。マリアさまは、世俗からの感染を恐れる必要は全然ありませんでしたが、心によって
も愛情によっても、常に世俗から離れられました。わずかな機会でも過ちを犯してしまう
私たち、危険から遠くにいる時にしか毅然とすることが出来ない私たちが、恐れなくして
身を曝すことが出来るでしょうか。
イエス・キリストの花嫁であるキリスト者のおとめは、孤独を愛さなければなりませ
ん。最愛の方の声を聞くことが出来るのは、そこにおいてです。シレーヌの誘惑の声から
守られるのは、そこにおいてです。私たちの親愛なるユフロジーヌは、今誘惑の声の無な
ることを感じ取ったこと、それから逃げたことをどんなにしあわせに思っていることで
しょう。ユフロジーヌは、自分の運命と、世俗にいちばんしあわせな人の運命とを交換す
るようなことはしないでしょう。
ところで、ユフロジーヌの死亡のことをマドゥモワゼル・エリザに知らせてくれまし
たか。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおける私の愛情を信じてください。
アデル

185. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、「私たちのデフィ (déﬁ, 競争) に励まなかった」ことで自分を責めています. . . でも「落胆し
ないようにしましょう. . . 」

+J. M. J. T.

1813 年 5 月 19 日

古くて常に新しい美、主よ、あなたを愛するのが遅すぎました。
主の昇天の大祝日に備えましょう。この惨めな地上から私たちの心を離しましょう。救
い主のご慈悲の純然たる結果によって、私たちのために天国に造ってくださった場所に行
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ける日を待って、頭の中で、想像によって私たちの神なる救い主に従って天国まで行くよ
うに努めましょう。
弟子たちと共に、聖なる山の上まで救い主について行きましょう。救い主が天に昇られ
るのを見ましょう。預言者エリアがエリゼオに対してした† のと同じように、私たちにそ
の徳のマントを投げてくださるように、救い主にお願いしましょう。私たちの永遠の住ま
いとならなければならない天国を見て、この流刑の地を軽蔑の目で見ましょう。この天国
を失うことのないようにしましょう。それとは反対に、天国を勝ち得るために私たちに可
能な限りの努力をしましょう。神さまご自身のしあわせを自分のものにするというこのよ
うな報いを見れば、私たちには、何も辛いことなどありません。
この死すべき生命の絆から、いつも私たちを下の方へ引きずろうとするこの死と罪の体
から、いつ私たちは解放されるのでしょうか。
残念ですが、私は私たちのデフィ (déﬁ, 競争) に殆ど励みませんでした。あなたには信
じられないことでしょう. . . 決心したにもかかわらず、全然自制しませんでした。落胆し
ないようにしましょう。私たちには少ない日数しか残っていませんが、この少ない日数は
私たちの勇気をかき立てるために、また、本気でこの厳しい戦いに立ち向かうために、大
変適しています。
さようなら、親愛なるアガト、被造物の中でもいちばん貧しくいちばん弱い私を主のみ
前で忘れないでください。
アデル

186. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、聖霊降臨の大祝日に備えるために高間を離れたくないのでしょう. . . 弟シャルルとマドゥモワ
ゼル・アデル・ドゥ・スヴァンの結婚が近づいて、その準備のために引き起こされる精神の散漫から解放さ
れるために、剛毅の霊を大変必要としていると書いています。

+J. M. J. T.

1813 年 5 月 23 日

神さま、私をあなたの方へ引き寄せてください。
主が、またその十字架によってあなたを訪れてこられたのですね。でも神さまは、今度
は意志の犠牲で満足されることを期待しています。この新しい悲しみは、あなたを次の大
†

編者註：列王記 下 第 2 章第 13 章。
「. . . エリヤの着ていた外套が落ちて来たので、彼 (エリシャ) はそ
れを拾い. . . 」
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きな祝日にもっとよく備えさせてくれることでしょう。高間を離れないようにしましょ
う。そこでは私たちは、何と感じの良い集まりの中にいることでしょう。
神の霊が豊かに注がれるのに値するようにしましょう。神の霊が私たちを、世俗には完
全に十字架に付けられ、もう神さまのためにだけしか生きない、全く新しい被造物に変え
てくださいますように。
剛毅の霊が、私たちがこれから迎えようとしている時が私に引き起こす、世俗的なすべ
ての考えと精神の散漫から、私を解放してくださることを、私は大変必要としています。
弟が近々結婚するのです。あなたは、私の弱さが試練に会うだろうと感じられると思いま
す. . . 私は後で (ロンピアンへの) 大切な巡礼をしなければならないことでしょう。
先週、私たちの尊敬すべき神父さま (ラリボ師) にお会いすることが出来ました。相変
わらず、熱意と聖性に満ちておられます。師の模範に倣って全面的に神さまのものとなり
ましょう。もう自分を世俗のものとは見なさないようにしましょう。世俗はあたかも使っ
ていないかのごとくに使いましょう。シエナの聖カタリナ† の模範に倣って、私たちの心
の奥に引きこもりましょう。そしてそこで、私たちの最愛の方と話し合いましょう。
さようなら、私たちの天におられる花婿においてあなたに口づけをおくり、あなたを心
から愛します。
アデル
マドゥモワゼル・ドゥ・ポミエスがこの地に見えています。きっとそのうちにお会い出
来ると思います。

187. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「自分を世俗に死んだ者のように考えましょう. . . 」アデルは再び、友人アガトに、高間での 10 日間の
黙想を大変悪く過ごしたと嘆いています。弟の結婚式は、
「聖霊降臨の祝日の後の週と決められました。聖
霊降臨の祝日はこの年は 6 月 6 日でした。」

(H. Rousseau, o.c., Chap. XIV, p.238-39)

+J. M. J. T.

1813 年 6 月 2 日

聖霊、来てください。私の心を燃え立たせ、かき立ててください。
神なる霊が私たちの中に来てくださって、私たちをイエス・キリストにおいて新しい被
造物に変えてくださいますように。私は、変えて戴く必要が大いにあるのです。正直に申
†

編者註：シエナの聖カタリナ (1347-1380)。ドミニコ会第三会員。教会博士。
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し上げますと、高間での 10 日間の小さな黙想を大変悪く過ごしたのです。シャルルの結
婚とそれに伴うもろもろの事で、私はすべてに気持ちが散漫になっているのです。
聖霊が剛毅の霊を私にくださいますように祈ってください。今の状況で、私にはそれが
とても必要です。私たちの心では、世俗が、私たちの天におられる花婿と釣り合いが取れ
るのでしょうか。世俗は、もし私たちが忠実であれば神さまが私たちに与えようと望まれ
る多くのお恵みを、私たちから失わせることが出来るのでしょうか。
私たちは自分が世俗に死んだ者、世俗にとっては十字架にかかった者と考え、世俗は、
私たちにとっては十字架にかかったものと考えましょう。キリスト者のおとめの生活は、
イエス・キリストの中に隠れたものでなければなりません。ヴィルジニの模範は、何と素
晴らしい模範でしょう。ヴィルジニに倣うように努めましょう。あなたはアガト・ドゥ・
カサ・サンタということになりましょうか。あなた方はちょうど 5 人姉妹ですから。
さようなら、アガト、本当に仕事が色々とあるんです. . . ですからあなたとお別れしま
す。そして、あなたを高間の素晴らしい集まりの中に残します。
アデル

188. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
私の脆 (もろ) さはその極みにあります. . .

+J. M. J. T.

1813 年 6 月 15 日

聖なる三位一体† 、あなたを礼拝します。
親愛なるアガト、細々としたいくつかの用事があって、残念ですが、あなたと長くお話
しできません。一言だけ申し上げましょう。
私は、私たちが受けた辛い試練で功徳を得たというには何とほど遠いことでしょう。反
対に、私は、この試練の中で多くの大きな罪を犯しました。この罪で、私は、どれほど私
の脆さがその極みにあるかを思い知らされました。精神は色々な事に全く取り紛れてし
まって、お祈りのために潜心できない状態です。
これから迎えようとしている聖なる週間が、私たちの熱心さを呼び起こすことができま
すように。精神的に聖櫃の中で、イエス・キリストの崇むべきペルソナを瞑想し、愛し、
特に模倣して、この週間を過ごすように努めましょう。
†

編者註：三位一体の主日は聖霊降臨の主日の次の日曜日。
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叔母のサン・ジュリアンが 15 フランの小さな玉飾りのついたシーツと 12 フランの綿の
シーツを送って戴きたいとのことです。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主イエス・キリストにおいて心からあなたに口
づけをおくります。
アデル
ドゥ・クールの手紙をあなたに送り返します。ベロック夫人と一緒に、私がどう答えな
ければならないかを考えてください。私は、このお嬢さんたちを知りませんのでその責任
を取りたくないのです。

189. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ドゥ・トランケレオン氏の健康状態はバレージュ (オート・ピレネ) での温泉治療を必要としました。両
親の出発が近づいてアデルはますます忙しくなります。でも「神さまのために神さまと別れなければなり
ません. . . 」

+J. M. J. T.

1813 年 6 月 24 日

祭壇の至聖なる秘跡がとわに賛美され、感謝されますように。
親愛なるアガト、あなたとお話する時間が少ししかありません。近く両親が温泉治療に
出掛けますので、大変忙しいのです。それに今日は、洗礼者聖ヨハネの祝日† でミサに行
きます。
何と偉大な聖人なのでしょう。聖フランソワ・ドゥ・サール‡ は、この聖人に対して深
い信心をもっていました。この聖人の中に、イエス・キリストの業のための大きな自己犠
牲を見たのです。聖人は、イエス・キリストと一緒にいることを諦めたのです。あなたに
も想像できると思いますが、イエス・キリストと共に生きるという、大きな喜びを味わう
ことが出来たかも知れなかったのです。私たちにとって、神さまのために神さまと別れ
ることを知ること、つまり主の計画を成し遂げるため、私たちの身分の義務を果たすため
に、自分自身の傾きや信心を犠牲にすることを知るということの立派な模範です。
何かにおいて、この偉大な聖人の苦行、謙遜、あらゆる人間的な尊敬を遠ざけることと
いったような、徳を見習いましょう。
†

編者註：6 月 24 日。
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
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女性から生まれた子どもの中でいちばん偉大だと言われることは、何と素晴らしい称賛
でしょうか。永遠の真理によって称賛さるるに値する人はしあわせです。
さあ、もうためらうのはよしにしましょう。本気で、私たちに全く欠けている徳を身に
つけるように励みましょう。
さようなら、私たちの主において、私の常に変わらぬ心からの友情をお約束します。
アデル

190. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ドゥ・トランケレオン氏の健康状態はますます悪化しています。

+J. M. J. T.

1813 年 7 月 6 日

神さま、私はあなたのみ旨に私のすべてを委ねます。
ローモン師の大きなノートを数日かかって書き写さなければなりませんので、あなたに
は、とても短い手紙しか書くことが出来ません。
かわいそうなアメリの病状に大変悲しい思いがします。正直に申し上げて、アメリのこ
とが心配です. . . アメリに万一のことがあったら、アメリのためにではなくて、私たちの
ために残念なことでしょう。主において死ぬ人はしあわせであると信じています。
アメリの忍耐、甘受、謙遜を模倣するように努めましょう。アメリは、私たちに立派な
手本を示してくれます。
さあ、出来るかぎりこの不幸な流刑の地から解脱しましょう。この地上で生活していな
いかのように生活しましょう。自分の情念と欠点に打ち勝った人にしか与えられないしあ
わせな人たちの冠を戴けるように絶えず励みましょう。
私たちのすべての行い、特に、私たちの祈りをもっとよくするように努めましょう。も
し私たちが相応しくお祈りをすれば、祈りは、より多くのお恵みを私たちに呼ぶことにな
るでしょう。一方、悪い祈り方をすれば、祈りは、私たちにとって断罪と新たな罪の原因
となるでしょう。
さようなら、親愛なるアガト、一緒に、ちょっとした旅行をすることができることを期
待しています。その旅行が、私たちに得させることの出来る結果を引き出すように努めま
しょう。
私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
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アデル
父からあなたのお父さまに、バレージュにはいつ出掛けることが出来ると思われるか、
出来るだけ早く知らせていただきたいとのことです。父の健康状態がますます悪化してい
ますので、緊急を要するのです。
水曜日に羊毛を 1 リーヴル† あなたに送ります。ストッキングのためにすぐに紡いでも
らうようにして戴けませんか。いろいろとご苦労をかけて本当に申し訳ありません。
パシャン氏からくれぐれもよろしくとのことです。パシャン氏から、この書類をあなた
のお父さまに渡してくれるように、あなたに頼んでくれと言われました。

191. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
聖体拝領とその準備の大切さ。

+J. M. J. T.

1813 年 7 月 21 日

神さま、私が探したいと望むのはあなたの栄光です。
私がご聖体を拝領出来ると判断して戴けるなら、日曜日にご聖体を戴くつもりで、それ
に備えるために今朝はご聖体拝領について黙想しました。
私は、私たちのこの素晴らしい糧を有効に生かすことなく、どんなに無駄にしているか
を見て戸惑いを覚えます。私の行動は、その主人の食卓でしばしば食べさせて戴く栄誉を
持つ人には、どんなにか相応しくないことでしょう。私は何も改善されていないのです。
この秘跡の何と恐ろしい濫用でしょう。このようなことはもういい加減終わりにして、
怠りを少なくし、きっぱりと成聖に励むことを願っています。そして、それは以後、天の
パンを戴くことを濫用しないためです。正しく天のパンは、聖なる心構えをもって近づけ
ば、私たちを霊的生活において成長させてくれるのです。
私たちはイエス・キリストに対する信義のためにも、ご聖体拝領から次のご聖体拝領ま
でに、何らかの効果をあげていなければならないでしょう。イエス・キリストは、私たち
の魂がこの天の糧を利用する十分な備えができている時、豊かにお恵みを注いでください
ます。

†

編者註：質量の単位。時代や地域により異なったが、1812 年 2 月 12 日、メートル法により、1 リーヴ
ル =500g と定められた。
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聖なる事は、聖人のためにあるということを忘れないようにしましょう。そして、神の
秘跡にますます頻繁に近づくのにもっと相応しくなるように、聖性を身につけるように努
めましょう。
いいえ、私は落胆したくはありません。私の無力は、神さまの力の座となるでしょう
し、私の惨めさは神さまのご慈悲の座となるでしょう。神さまは、私の弱さの上にご自分
の力を一気に発揮することを望まれるでしょう。
さようなら、親愛なるアガト、あなたからのお便りを知るために、少しでも早く箱を受
け取りたい気持ちです。私たちの主においてあなたに口づけをおくります。
アデル
1813 年の年、シャミナード師は、コングレガシオンに受け入れる権限を委譲してもいいと思いました。
そのためにローモン師を任命しました。
以降アデルの文通に名前が出てくるピエール・ローモン神父は、強制収容所送りの宣告を受けましたが、

(逃れて) サラゴザに居を定めました。このような状況で師は、きっと、1797 年から 1800 年にかけてシャミ
ナード師がサラゴザに滞在していた折りに、シャミナード師に会うことができたのです。信仰生活の再編成
に当たってローモン師は、アジャンのサント・ラドゴンドの巡回教会の係に任命されました。シャミナード
師は、アジャンの司教区の中のコングレガシオンのあちこちのフラクシオンの世話をするために、ローモン
師をラリボ師の補佐につけました。というのは、ロンピアンの主任司祭は健康が勝 (すぐ) れず、この任務
を負うことが出来ませんでした。ローモン師はこの任務を大変熱心に果たしました。そして汚れなきマリ
ア修道会の創立に強い関心を示しました。1825 年、師はアジャンの大神学校の校長に任命されました。少
し経って、師は、コングレガシオンの本部に引退し、そこで 1827 年 9 月 5 日その生涯を閉じました。(H.

Rousseau, o.c., p.725, note 4)

192. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1813 年 7 月 25 日

主よ、私の存在のすべてを犠牲としてあなたにささげます。
アジャンの友人の皆さまへの回覧の手紙
親愛なる姉妹と友人の皆さま、主は、私たちのいとしい群れに新たな祝福を溢れるばか
りにくださいます。私たちの尊敬すべき神父さま、シャミナード師が、私たちの尊敬すべ
き会員ローモン師に (会員) 受け入れの権限を与えてくださいました。ローモン師は、神
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さまの栄光と類いなきおん母マリアに対する崇敬のための熱意に満ちた方で、お恵みの新
たな助けを皆さまに知らせたいと願っておられます47 。
ローモン師は、皆さまの尊敬すべきオフィシエール (Oﬃcière, 支部長) と一緒に、今週
アジャンに行かれます。そしてそこで、皆さまにマリアの子の称号を与えられるでしょ
う。皆さまは特別な方法で、私たちの崇敬すべき母マリアのみ旗の下に編入されることに
なるのです。できるだけ熱心に、皆さまがマリアさまと結ぼうとされる栄えある契約に備
えてください。
回心し謙って、悔悛の秘跡と聖体の秘跡に近づくならば、その奉献の日に、受け入れら
れるすべての人に、教皇さまが与えてくださる全免償を、失うことのないように努めてく
ださい。
マリアの子は、どのような資質の特徴を持たなければならないのでしょうか。おとめの
中でも最も聖なるおとめのご保護の下にあることは、すべての悪徳と戦うことを表明する
ことです。私たちにとってもう世俗はありません、世俗の虚しい楽しみに対する魅惑もあ
りません。私たちが探しもとめるものすべてが、控えめで、隠れた、そして熱心な生活で
ありたいものです。
十字架も予期しましょう。私たちの尊敬すべき母マリアは、おん子の十字架の下で私た
ちをお生みになられたのです。悲しみの剣で差し貫 (つらぬ) かれたマリアさまの子ども
は苦しむことを予期しなければなりません。このようにして私たちは、私たちが憧れる不
滅の栄光に辿り着くことができるのです。
さようなら、あなたに主の平和があることを希望します。そして、あなたに心からの口
づけをおくります。
アデル
アメリが準備出来るようにこの手紙をアメリに見せてください。親愛なるアガト、私た
ちのすべての友人の皆さまが受け入れられますように、そして、かわいそうなアメリが受
け入れられないということがありませんように努めてください。何とたくさんのお恵みで
しょう. . . その前に告解をしていなければなりません。
追伸
綿を受け取りました。大変きれいです。10 フランの明るいブルーの綿を、もしあれば、
さらに半リーヴル† あなたに頼んでくれるように言われました。お金は土曜日にまとめて
47

恐らくローモン師はその新しい任務をまずオフィシエール (Oﬃcière, 支部長) 代表とおん宿りのフラク
シオンのオフィシエール–アデルとベロック夫人–から、バレージュでの温泉治療のために家族が出発した
後、トランケレオンの城で始めたと思われる。
†
編者註：質量の単位。時代や地域により異なったが、1812 年 2 月 12 日、メートル法により、1 リーヴ
ル =500g と定められた。
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あなたに送ります。
両親からは、まだ全然便りがありません。

193. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ドゥ・トランケレオン夫人と一緒に男爵がバレージュで温泉治療をしている間、アデルが、家のことは
取り仕切りました。その間、友人アガトがアデルの側にいました。二人は一緒にロンピアンに旅行しまし
た。(H. Rousseau, o.c., p.240)
この手紙の中でアデルは、友人アガトが自分の側にもう居ないことを残念がっています。アガトの代わ
りにベロック夫人が来ました。

+J. M. J. T.

1813 年 9 月 3 日

神さま、幾度となく繰り返された私の不忠実を赦してください。
親愛なるアガト、あなたと寛 (くつろ) ぐため、また、あなたがもう私の側にいらっしゃ
らないことの残念な気持ちをあなたにお伝えするために、ちょっと仕事を離れてきまし
た。私たちの優しいイエスさまのみ足のおん傷の中にしばしば一緒にいましょう。私た
ちは、敢えてそのみ足よりも高くは上れませんので、そのおん傷の中にいましょう。そこ
で、私たちの罪を嘆き悲しみましょう。そして、マグダラのマリアの模範に倣って、私た
ちの愛によって罪の赦しを獲得するように努めましょう。
さあ、私たちの救いのすべての敵と、私心のない大きな心をもって戦うために、勇気で
充たされるようにしましょう。気を落としてはなりません。慈愛深い神さまの助けによっ
て、最後に何か良いことができるでしょう。
あなたが、平穏な気持ちになって、心安らかであること、また、花婿の聖餐に再びあず
かることが許されたことを一刻も早く知りたいです。
親愛なるベロック夫人は、天使のパンを戴きにフガロルに行っています。私は、マル
タと一緒にいそいそ働いています。一方マリアは、自分から奪われることのない最良の部
分を得ています。
さようなら、親愛なるアガト、さようなら。ベロック夫人共々、イエス・キリストにお
いて心からあなたに口づけをおくります。
アデル
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デュブラナ48 のスルブリ† のために、十分足りてそれを作り終えることが出来るように、
オーガンジーを少し送ります。あの子の消息を知らせてください。

1 箱 7 ソル‡ の No. 10 の金箔を 1 箱送って戴けるようにガリベール夫人に頼んでくださ
いませんか。

194. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
9 月 8 日の手紙の中では、二つの題が注目に値します。ピュッシュの会員たちの奉献と聖母マリアの誕
生の祝日§ です。「私たちの神の母と共に改めて生まれかわることが出来たらと思います. . . 」

+J. M. J. T.

1813 年 9 月 8 日

私の最愛の神さま、あなたのすべては私のもの、私のすべてはあなたのものです。
親愛なるアガト、主は今日、私にご自分のすべてを与えてくださいました。何というご
好意でしょう。私はいつか、この好意を忘れることが出来るのでしょうか。このような多
くの恩恵に対して、忘恩で応えることが出来るのでしょうか。主よ、あなたのみ旨にかな
わないことに同意するよりはむしろ死なせてください。
でも何度私は同じような考察をしたことでしょうか。それにもかかわらず、私は、私に
絶えず気前よくお恵みを注いでくださる神さまに対して、相も変わらずいつも不忠実なの
です。
今日は自分を奉献するピュッシュの姉妹たちのことを考えていますが、不如意の中にい
るあなたのことも考えています。そのことについては私も辛い思いをしています。本当
です。あなたの魂が平和であり、すっかり新たにされているのを知りたいと本当に願って
います。
これを最後にして、今後は、あなたに十分満足できるようであって欲しいと思います。
それからお願いしますから、ボン・ペール (bon Père) に手紙を書いてください。ボン・
ペールはあなたが手紙を書いてくれるように頼んでいます。多分何かいいことのためだと
思います。
48

貧しい青年 (1797 年ネラックで生まれる、
『アデルの手紙』の英訳より。
) で司祭職に憧れていたが、そ
の養成の費用をだすことが出来なかった。アデルは、友人たちをお金を出し合ってその費用の援助をした。
そして 1825 年 5 月 28 日に彼が司祭になるまで彼を導いた。(H. Rousseau, o.c., Chap. XIII, p.230)
†
編者註：祭服のひとつ。半身丈の袖の広い木綿、亜麻布 (あまぬの) 製の白衣。帯はなく、裾や袖に刺
繍が入っていることも。聖体賛美式、聖体行列、秘跡を授けるときに着用する。
‡
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
§
編者註：9 月 8 日。
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親愛なるエメが、明日来てくれると約束してくれたのですが、ひどい天気なので来られ
ないのではないかと心配しています。それが私たちにとって残念なのはあなたにも分かる
と思います. . . でもこの世ではすべてが慰めとなることは出来ません。犠牲をすることを
知らなければなりません。これは私たちにとって一つの犠牲です。
私たちの神の母と共に改めて生まれ、マリアさまのような誕生をし、マリアさまのよう
に謙遜、柔和、服従の精神で生きることが出来たらと思います。
もし私たちが、この世でマリアさまを模倣した後、いつか天国でマリアさまと一緒にな
り、天国で私たちの神なる花婿を愛し、讃 (たた) え、称賛することが出来ればしあわせ
です。
さようなら、ご存じのように私は、いつも時間に追われています。心からの愛情をあな
たにお約束します。
アデル
私たちの友人の皆さまに私の友情をお伝えください。お父さま、お母さまにくれぐれも
よろしくとお伝えください。

195. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ローモン師がトランケレオンに来ました。師はエメをコングレガシオンの会員として受け入れました。
アデルの両親はバレージュから帰ってきました。妹のデジレは初聖体をしました。従姉のエリザは学校を
終わって、以後は城に残ることになります。

+J. M. J. T.

1813 年 9 月 16 日

神さま、私たちを見捨てないでください。
何というたくさんのお恵みに対して、私たちは、慈愛深い主にどれほどのお返しをしな
ければならないことでしょう。ローモン師が月曜日にお見えになりました。水曜日の晩
までおられました。
私たちは三つの黙想をしました。一つは私たちの主イエス・キリストを模倣することに
ついて、もう一つは頻繁なご聖体拝領について、さらにもう一つは祈りについてでした。
素晴らしい黙想でした。
師は、親愛なるエメを盛大に受け入れてくださり、エメのためにとても感動的な話をし
てくださいました。午後、師は、ミサ中に私たち三人を全部聖なる三位一体に捧げて他念
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を起こされたと私たちに言われました。何と聖なる人でしょう。私たちは本当に素晴ら
しい時を過ごしました。
親愛なるベロック夫人は、エメと一緒にガリベール夫人に会いに行かれました。今晩か
遅くとも明日帰ってこられるでしょう。私も一緒にくるようにとずいぶん言われたのです
が、行かなくて良かったです。私の両親が元気に帰ってきたからです。私のかわいそうな
父は、相変わらず体が不自由なのを除けば、健康状態はとても良好です。想像できると思
いますが、両親が帰ってきた翌日ということで忙しくて落ち着きません。
もうこれ以上長くはお話しできませんが何を申し上げましょうか。ローモン師が言わ
れるように、涙のパンを受け入れなければなりません。涙のパンは、私たちが毎日願う日
常のパンの一部分です。
デジレは、日曜日に初聖体を戴きました。そして、とても真じめな気持ちで。私はそう
期待しています。デジレもエリザもずっとここにいることになると思います。この若い
二人のために神さまに祈ってください。
さようなら、親愛なるアガト、私のこれらもろもろの喜びの一方で、あなたの苦しみの
ことも考えています。あなたの苦しみが私の喜びを乱しています。
私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
アデル
私たちの友人の皆さまによろしく。
デュブラナは、他のラシャが手に入るまであのラシャを持っていかなければなりませ
ん。染めるための二足目のストッキングをあなたに送ります。
私たちは、ドレスの包みをまだ受け取っていません。ポールまで誰かに見に行っても
らって、あれば請求してもらおうと思っています。
デュブラナのために下着を何枚か見付けるようにしなければなりません。

196. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1813 年 9 月 22 日

神さま、私の心にあなたのお恵みを戴く備えをさせてください。
親愛なるアガト、私たちはここのところ少し仕事に忙殺されています† . . . どのように私
の貧相で弱い心がそれに耐えぬくことができるでしょうか。なかなか耐えぬくことが難し
†

編者註：シャルルの結婚式が 2 週間後にあります。
『アデルの手紙』の英訳より。
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いのではないかと懸念しています。私たちの慈悲深いイエスさまに心を委ねてください。
心がもうイエスさまだけのものであり、イエスさまだけを大切に思い、世俗のことは横目
でしか見ないようであって欲しいと思います。
私は、あなたが私たちの尊敬すべき神父さまに手紙を書くことに心を決められたのを大
変嬉しく思います。師があなたの苦しみをいくらかでも慰めてくださり、あなたを元気づ
けてくださることを期待しています。
私たちの神なる主が私たちの腕の中に置かれる十字架を、勇気をもって抱きましょう。
十字架を引きずるのではなく、担いましょう。そして、もし私たちが十字架を担えば、今
度は十字架が私たちを天国まで運んでくださると確信しましょう。私たちはこの世では少
ない日数しか過ごさないのです。この世は、私たちがそこに止まり、それに執着するに値
するでしょうか。
神なるイエスさま、私は余すところなく、永久にあなただけの、ただあなただけのもの
でありたいのです。
さあ、親愛なるアガト、自分を自分から引き離しましょう。有益に自分を抑えるように
しましょう。この短い苦しみの後に続くはずの報い、私たちに考えられるすべてのものに
勝る報いを見て、私たちの気持ちをかき立てましょう。私たちが、えも言われぬこの上な
い喜びの住みかに行くことが出来て、そこで至高の美を世世に見つめ、愛することが出来
ますように、アーメン。
このしあわせな期待のうちに、イエス・キリストにおいてあなたの誠実な友であり、姉
妹である私をいつまでも信じてください。
アデル
私たちの友人の皆さまに私の友情をお伝えください。ベロック夫人が、皆さまによろし
くとのことです。ご家族の皆さまにくれぐれもよろしくとお伝えください。

197. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトはその返事で時宜を得た話をしたように思われます。アデルは、アガトの良い助言に感謝してい
ます。

+J. M. J. T.
神さま、渡したあなたに全幅の信頼を致します。

1813 年 9 月 29 日
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親愛なるアガト、あなたの良い助言をありがとうございました。私は大変弱いものです
から、今の状況では、あなたの助言とお祈りが大変必要です。
「神さまだけ、神さまだけ」
という言葉が、どうか私の心に深く刻まれますように。そうです。神さまだけが永久に私
の中を支配し、私が神さまのためにだけ生き、神さまがいつまでも私の心の王であります
ように。
親愛なるアガト、私たちにとって、この世はもはや問題ではありません。この世にあっ
ては、天の祖国を絶えず熱望するよそ者のように、何にも執着しない旅人のように生活し
ましょう。
あなたは、まだ優しいイエスさまを戴くことが出来ないのですか。主は、あなたが全く
新しいものとなるように、あなたに試練を与えることを望まれるのです。あなたが新たに
なることがいつまでも続いて、あなたを永久にまで導いてくれるように。
残念なことに、神さまがこれほどたくさんのお恵みを私にくださるのに、私はお恵みにあ
まりよく応えないのです。殆ど応えていないのです。あなたには信じられないでしょう。
昨日、ラリボ師から素晴らしいお手紙を戴きました。私個人に関することですので、あ
なたに送ることが出来ません。あなたには優しい友人たちからの手紙をおくります。これ
らの手紙はあなたを喜ばせてくれるでしょうし、あなたに感銘を与えてくれるでしょう。
これらの手紙は後で私に送り返してください。私を感化してくれますし、また私にはその
必要があるのです。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、改めに心からの友情を約束します。
アデル

198. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「シャルル・ドゥ・トランケレオンの結婚式は 10 月 7 日アジャンで行われました。それから、新婚夫婦
はトランケレオンに居を定めました。訪問客が来たり、訪問に出掛けたりして人の出入りがありました。ア
デルは、生きられない環境にいるかのように苦しみました. . . 」(H. Rousseau, o.c., Chap. XIV, p.240)

+J. M. J. T.

1813 年 10 月 11 日

神なる救い主、私が滅びることをお許しにならないでください。
親愛なるアガト、一言申し上げたいと思います。ああ、もう一度ロンピアンへ旅行が出
来ないものでしょうか、私の弱さにとって極めて危険なこの喧噪から頭を冷やすために
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は、どうしてもロンピアンヘ行く必要がありそうです。ロンピアンではひどく叱られるこ
とでしょう。
出来るかぎり世俗を避けましょう。世俗は私たちの弱い徳にとっては暗礁です。私た
ちは、過ちのすべての機会を避けることによってしか徳を保つことは出来ないのです。
私たちの大きな弱さを見て謙りましょう。そして、その弱さが必要とする用心をしま
しょう。謙遜、自分を信じないこと、神さまに対する大きな信頼は、お恵みを私たちに引
き寄せ、いちばん卑しい道具を使って偉大なことをさせるのです。
親愛なるアガト、あなたに時間があったら、リボンを買って、(コングレガシオンの会
員の) 二つのサンチュール (ceinture、帯) に刺繍をしてくださいませんでしょうか。あな
たにご苦労をおかけして大変申し訳なく思っています。
さようなら、親愛なるアガト、永遠なるものだけが私たちの不滅の魂に値するのです。
ですから、すぐに過ぎ去る世俗のことは軽視しましょう。
私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
アデル

199. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
神さまはこの人生において、感嘆すべき知恵をもって、十字架と慰めを混ぜ合わせられます。

+J. M. J. T.

1813 年 10 月 20 日

主よ、あなたの後について行くために新たな勇気を私に与えてください。
親愛なるアガト、あなたが戴いたしあわせのことの嬉しく伺いました。そのことを喜ん
でいます。
私が世俗のことにかまけている間に私の親愛なる姉妹たちは、天からのこの上ない喜び
を味わっていたのです。私もこのしあわせが欲しいと思います。あなたが辛い試練を受
けた後、このしあわせを戴いたことを大変嬉しく思っています。
神さまは、何と感嘆すべき知恵をもって、この人生に十字架と慰めを混ぜ合わせられ
ることでしょう。神さまはすべてを私たちの善のためにしてくださいます。何と優しく、
慈悲深く、愛すべき主でいらっしゃるのでしょう。今まで以上に主の奉仕に尽くしましょ
う。心をしあわせには出来ない世俗を軽視しましょう。心は神さまのためにだけ創られ
ていて、神さまだけが心を充たすことがお出来になります。神さまに満足できない人は本
当に貪欲な人です。
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私の愛すべき花婿、これほど多くの不忠実の後でも、私を、まだあなたのおん腕の中に
受け入れてくださるでしょうか。私は信頼して、あなたのおん腕の中に飛び込みます。私
は、休息の場所を他の所に無駄に探しました。休息の場所は、あなたの中にしか見つかり
ません。ただ神さまの中にだけ満足を探す代わりに、はかない善の中に虚しい満足を探す
世俗的な人は、何と盲目なのでしょう。満足は神さまの中にだけあるのです。
あなたのところにエリザから長いこと便りがないようですね。エリザに手紙を書いた
方がいいように思います。ベロック夫人はそのことについてどう考えておられますか。
あなたとお別れしてアメリに一言書きます。アメリはしっかりとした足取りで、しかも
早足で完徳の道を歩いていると思います。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主イエス・キリストにおける私の心からの友情
を信じてください。
アデル

200. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
諸聖人の祝日† 。聖人たち. . . 「素晴らしい模範を見習いましょう. . . 」

+J. M. J. T.

1813 年 10 月 27 日

私の力のすべてでいらっしゃる神さま、私はあなたを愛します。
今日は弟、義妹と一緒にガジャンに訪問に行きます。その前に、親愛なるアガトとしば
らくの間語り合い、近づく盛儀のお話をしたいと思います。
この盛儀は、私たちと同じような人間であり、私たちと同じこの地上で生活し、私たち
と同じような誘惑を受け、私たちと同じ天国を期待し、私たちと同じ地獄を恐れた聖人た
ちが、何を行なったかを見ることによって、私たちの熱意をかき立てるためのものです。
さあ、素晴らしい模範を見習いましょう。聖人たちと同じように有益な自己抑制をしま
しょう。この世のすべてのものは過ぎ去り、私たちの注意と配慮に値するものは、天国を
勝ち得るのに役立つものだけであるということ、聖人たちは天国を勝ち得るという、ただ
このことのためにすべての行いを関係づけたということ、私たちも同じ終わりに達しよう
と望むなら、私たちのすべての行いを、天国を勝ち得ることに関係づけなければならない
ということをよく考えましょう。
†

編者註：11 月 1 日。
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そうです、もし私たちが、聖人たちと同じようにするならばいつかこの盛儀も、私たち
の祝日となるでしょう。私たちが天国に入る時はいつ来るのでしょうか。永遠の住みか
で私たちを待っている栄光と、釣り合いのとれるようなこの地上の何を、私たちは惜しむ
ことがあるのでしょうか。
天国は暴力、十字架、屈辱によって勝ち取らなければなりません. . . 私たちにとって、
このように大きなしあわせの代償が大きすぎるということがあるのでしょうか。断固とし
て取りかかりましょう。永遠は近づき、時間は早く飛び去ります。私たちは終わり近くに
いるのかもしれません。
さようなら、聖人たちのしあわせ、特に、それに値するために聖人たちのしたこと、私
たち自身がしなければならないことを頭の中で思い描きましょう。
アデル

201. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「いかなる代償を払っても、是が非でも聖人になりましょう. . . 」

+J. M. J. T.

1813 年 11 月 4 日

聖人たちが私たちを待っています。急ぎましょう。
あらゆる年令、あらゆる身分の多くの聖人たちの模範によって、私たちの気持ちを高め
ましょう。聖人たちは、私たちが絶えずつまずく同じような機会の中で自分を聖化したの
です。私たちの信仰、熱意、愛をかき立てましょう。
いかなる代償を払っても、是が非でも聖人になりましょう。苦労は考えずに、もし私た
ちが忠実であれば、私たちを待っている報いに目をやりましょう。
冠は私たちの頭上に下げられています。不幸にもあの背教者のように、40 人の殉教者
の仲間を去って世俗の毒された世界に戻ることのないようにしましょう。
慈愛なる主よ、あなたから戴いたもろもろのお恵みにもかかわらず、私があなたを見捨
てるとすれば、私はどんなに罪深いことでしょう。あなたは、私のすべてがあなたのもの
であることを望んでおられるのに、どうして、多くの資格であなたに属している私が、あ
なたを拒む事が出来るでしょうか。いいえ、このような忘恩は私にはほど遠いものであり
ますように。決心しました。私はもう罪も、世俗も、世俗の虚栄も捨てます。イエス・キ
リストの花婿、はしための資格だけが、私のすべての野心、私のすべての無上の喜びとな
るでしょう。神さまに仕えること、自分を救うことが私の計画のすべてです。
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世俗を見れば見るほど、世俗にあって自分を救うことが難しいことがよく分かります。
世俗のあらゆる習わし、あらゆる基準が信仰とは正反対のものです。世俗のものであると
同時に、イエス・キリストに属することは出来ません。ですから、永久にきっぱりと、奴
隷だけをつくるこの忌むべき主人と決別しましょう。そして、神の子の聖なる自由に入り
ましょう。神さまに対する素晴らしい奉仕の優しさを味わいましょう。
さようなら、親愛なるアガト、少しでも早くあなたとお会いして、私たちの主における
私の愛情を口頭でお約束したいものです。
アデル

202. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「ずっと以前から、アデルは、世俗を捨てた印として、人目に触れるように十字架を首にかけていました。
アデルは、自分を考えを同じくする仲間の人たちに、自分の例に倣うように勧めました. . . 」(H. Rousseau,

o.c., Chap. XIV, p.244)

+J. M. J. T.

1813 年 11 月 10 日

私の救い主、私を苦しめる私のすべての情念から私を解放してください。
親愛なるアガト、あなたが永久にイエスさまに属することを願っている、そのことを世
に示す栄えある記章として、私たちの神なるイエスさまの十字架をつけていることに賛辞
を送ります。
私も十字架をつけるしあわせを戴いています。でも、もし私たちがこの栄えある印を胸
につけながら、私たちの生活がそれに相応しくなければ、また、十字架に付けられたイエ
スさまの像をつけながらも、自分自身と世俗のすべての虚栄を心から捨てることによっ
て、私たちが、十字架にかかられたイエスさまの生きた像とならなければ、何というつま
づきでしょう。
さあ、十字架につけられたイエスさまの本当の花嫁となりましょう。もう十字架を避け
るようなことはせず、少なくとも甘受して十字架を抱きましょう。そして、その十字架を
私たちの神なる主の後に従って担って行きましょう。
私たちの信仰は、苦しみにしっかりと基盤をおいたものです。キリスト者として、他の
ことを予期することが出来るでしょうか。
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私たちが神の姿にかたどって創られたこと† 、従って、神さまに自分を貢 (みつ) ぎもの
としてささげなければならないことをよく考えましょう。皇帝のものは皇帝に、神さま
のものは神さまに返さなければならない† のですから。時々、
「私は誰の似姿でしょうか。
」
と自分に問うてみましょう。「神さまの似姿です。」ですから、神さまに返しましょう。
あなたが刺繍してくださったサンチュール (ceinture、帯) は大変気に入りました。どう
もありがとうございました。あなたのご親切には本当に感謝しています。お暇があると
きに、ローモン師の最初の規則を書き写してくださいませんか。私は写しを一つも持って
いないのです。
さようなら、親愛なるアガト、あなたはしばしば告解に行くことが出来るのですからそ
の時に、私の惨めさを少し考えてお祈りください。
私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
アデル

203. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「神さまは私たちのために、聖化の大きな目ろみを持っておられます. . . 」

+J. M. J. T.

1813 年 11 月 15 日

主よ、必要なものは聖性しかないというのは本当です。
今度の日曜日、聖なるおとめマリアが 3 歳のとき神殿で奉献された‡ ことをお祝いしま
す。私たちも、この日に自分を主に捧げましょう。私たちの人格のすべてを主に奉献し
ましょう。私たちの中には神なる主のものでないものはもう何もないようにしましょう。
多くの資格で私たちは主に身を捧げなければなりません。私たちが主に自分を捧げる時、
私たちが主に借りがあるものをお返しするだけなのです。
主は、私たちにたくさんのお恵みを豊かに注いでくださいます。私は、殆ど毎日曜日、
少しの例外を除けば、ご聖体を戴くことが出来ます。このような恩恵には、どのような忠
実さが求められることでしょうか。頻繁なご聖体拝領と、まれなご聖体拝領の識別をする
†

編者註：創世記 第 1 章第 26 節、第 5 章第 1, 3 節、第 9 章第 6 節。知恵の書 第 2 章第 23 節。シラ書 第
17 章第 1-4 節。コリントの信徒への手紙 一第 11 章第 7 節。
†
編者註：マタイによる福音書 第 22 章第 21 節。マルコによる福音書 第 12 章第 17 節。ルカによる福音
書 第 20 章第 25 節。ローマの信徒への手紙 第 13 章第 7 節。
‡
編者註：11 月 21 日。父ヨアキムと母アンナが 3 歳のマリアを神殿に奉献する。マリアは 12 歳まで神
殿に留まる。
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ことを知らなければなりません。しばしばご聖体を戴く人の生活が、もっと多くの感銘を
あたえるものでなければ、それは本当のつまづきです。
さあ、私たちが戴く糧の資質を私たちのものとしましょう。私たちがその糧を私たちの
中で変えるのではなく、その糧が、私たちをその中で変えなければならないのです。
私たちの生活が、熱心で謙った隠れた生活、神さまだけがご存じの生活でありますよう
に。私たちのいとも愛すべき主にお仕えすることは何と快いことでしょう。神さまに対
する奉仕の中で見つける刺 (とげ) は、奉仕の中で神さまが与えてくださる優しさによっ
て充分に報われます。
いずれにしても私たちは、償いをしなければならないのではないでしょうか。しかし私
たちが犯したたくさんの不忠実の償いを充分にすることは、決して出来ないのではないで
しょうか。
神さまは私たちのために、聖化の大きな目ろみをもっておられます。もし私たちがその
目ろみをおろそかにするならば、私たちは神さまに見放された者以外の何者でもなくなる
でしょう。私たちが有益の恐れ、–信頼に満ちた恐れではあっても– をいつももつように、
私たちが恐れとおののきをもって救いを全うするように、この考えをしばしば思い起こし
ましょう。
さようなら、イエス、マリア、ヨゼフの聖なるみ心において、私は、あなたといつも結
ばれていたいと思っていることをはっきり申し上げます。
アデル

204. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「花婿の中でもいちばん忠実な花婿に忠実でありましょう」

+J. M. J. T.

1813 年 11 月 23 日

神さま、あなたは、あなたを恐れるすべての人に大変優しくしてくださいます。
本当に、いとも愛すべき救い主は、忠実と愛をもってご自分に仕える人にたくさんの優
しさを注いでくださいます。神さまは、ご自分のためにされるどんな小さなことにも報い
てくださいます。何も失われることはありません。何も忘られることはありません。神
さまは、単なる願望も配慮され、私たちの心の構えにも耳を傾けられ、涙の一つも、ため
息一つも忘れられることはありません。神さま、あなたにお仕えすることは何と快いこと
でしょうか。
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世俗とは何という違いでしょうか。世俗のために燃え尽きて、健康、休息、そしてしば
しば、魂も失うのです。その報いに何があるのでしょうか。悔恨、悲しみ、嫌悪だけでは
ないでしょうか。
神さまが、世俗が無であることを私たちに教えてくださったということは何というしあ
わせでしょう。でも私たちがそのことを知りながら、世俗の基準に従い続けるとすれば、
何と罪深いことでしょう。
私たちは、他の多くの人たちよりもはるかに厳しく裁かれることでしょう。さあ、私た
ちの幼少の頃から常に私たちをそのみ手によって支えてくださったこの限りない慈愛に
対して、恩知らずであることをやめましょう。
潔白のこのきれいなドレスを泥の中でもう引きずらないようにしましょう。洗礼の時
に私たちに委ねられたこの潔白を、私たちは不幸にも何度となく汚してしまったのです。
そして再び、悔悛の秘跡によって、イエス・キリストの崇むべきおん血の中で洗われたの
です。
愛徳の象徴であるこの貴重なたいまつをもう消さないようにしましょう。私たちの手
に渡されたそのたいまつを私たちは何度となく消したのですが、私たちの神さまの慈愛が
再びつけてくださったのです。
今度はいつまでも、花婿の中でもいちばん忠実な花婿に忠実でありましょう。
あなたに規則の写しをしていただけるということ、心からお礼申しあげます。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおける私の心からの友情を当てにしてくだ
さい。
アデル

205. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「至聖なるおとめマリアに対する私たちの奉献を更新する準備をしましょう. . . 」私たちの大きな祝祭の
準備をしましょう. . . 会がボルドーのコングレガシオンに加入して以来、12 月 8 日の祝日† はさらに厳かな
性格をもつようになりました。

+J M. J. T.

1813 年 11 月 30 日

主よ、来てください、あなたのご慈悲の効果を私たちに見せてください。

†

編者註：マリアの無原罪のおん宿りの祝日。
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至聖なる神の母マリアに対する私たちの奉献を、そのおん宿りの大きな祝日に心から更
新する準備をしましょう。この祝日は、特に私たちの大きな祝祭です。
気高い心の純潔をもってその日に備えましょう、聖なるおとめマリアが罪なくしておん
宿りになった祝日ですから、マリアさまは、罪の病毒に犯されていながら治る如何なる努
力もしない心を、子どもとして認めることがお出来になるでしょうか。確かに、マリアさ
まは慈悲の母、罪人の遁 (のが) れ場ではいらっしゃいますが、回心を望み真じめにその
努力をする善意の罪人の遁れ場でいらっしゃるのです。
そうです、そのような罪人にこそマリアさまは、その深いご慈悲と特別の恩恵を溢れる
ばかりに注いでくださるのです。
この祝日に、特に、私たちが脆い器の中に持っている傷つきやすい純潔の徳に害を及ぼ
し得るすべてのものを、私たちから取り除く堅い決心をしましょう。それがどんなに小さ
な機会でも、他の人にとっては過ちの機会とならないような機会も、すべて避けるように
しましょう。私たちが弱さそのものであり、何でもないことが私たちを過ちに陥らせたと
いうことを思い起こしましょう。
ですから、いとも純潔でいらっしゃるマリアさまの子どもの、特徴とならなければなら
ないこの徳を、曇らせるようなすべてのことを捨てる勇気を持ちましょう。私たちが着け
ているサンチュール (ceinture、帯) はこの徳の象徴です。
あなたへの親愛なるエリザからの便りを心待ちにしています。
私たち全員がただ一つの心、ただ一つの魂となって、絶えず心に、私たちの天におられ
る花婿を讃えさせ愛させ、罪と罪に導くすべてのものを憎ませることができますように。
さようなら、親愛なるアガト、改めて私たちの主における私の心からの友情を本当にお
約束します。
アデル

206. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは 12 月 7 日の手紙の中で、予言的な霊感のように、「神さまは、私たちのために救いの大きな計
画をもっておられます。そのご計画を無益なものにしないようにしましょう」と言っています。友人アガト
に、8 月の月の後半ロンピアンへ一緒に旅行したことを思い起こさせて、その時に取った決心を更新するよ
うに勧めています。

+J. M. J. T.

1813 年 12 月 7 日
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イエスさま、私の心に来てお生まれになってください。
私たちの心に来てお生まれになり、私たちの心にその住まいをお定めになるというの
は、神なる救い主の何という慈悲なのでしょうか。このような大きな秘儀を見て、どうし
て感謝の気持ちで一杯にならないことがありましょうか。
そうです、イエスさまが明日、私のみすぼらしい心、イエスさまに対してしばしば罪を
犯し、執着と度の過ぎた愛情に充ち満ちたこの心に来てお生まれになることを望まれるの
です. . .
もし私の罪の多さにだけ注意を向けたら、どうして聖なる食卓に敢えて近づくことが出
来るでしょうか。でも私は、神さまの優しさと慈悲だけを見たいと思います。神さまは、
本当に父親の優しさをもって私を招いてくださり、放蕩息子の父親のように、私が帰って
きたことのために喜びの饗宴をしたい† と望んでおられます。
親愛なるアガト、あなたも私も、もし私たちが熱烈な愛をもって神さまを愛さなけれ
ば、咎められるべきであることを認めましょう。神さまが私たちにお恵みを豊かに注い
でくださるのに、私たちはそれに相応しく応えることもなく、神さまに忘恩で報いたので
す。神さまは私たちのために救いの大きな計画をもっておられます。そのご計画を無益
なものにしないようにしましょう。
私たちが一緒に出来たあの小さな旅行の時に戴いた助言と私たちが取った決心を思い起
こしましょう。残念なことに、私はどんなにこの決心に不忠実であったことでしょう。
その決心をもう一度私たちの記憶に呼び起こしましょう。そして、新しい年の始めにそ
の決心を心の底から更新する準備をしましょう。
あなたがすべてを終えた今、私たちの尊敬すべきアナニに手紙をさしあげてお慰めした
らいいと思います。新年の挨拶をその理由にしたらいいでしょう。それは新年のために
あなたが良い助言を戴けることにもなるでしょう。私もそうするつもりですが、あなたも
助言をお願いして、新年のためにひとりの保護の聖人を指示してくださるように頼むとい
いでしょう。
さあ、救い主のご誕生の大祝日をよく準備しましょう。
私たちの神なるイエスさまがまだお宿りになっていらっしゃる、マリアさまの胎内であ
なたに心からの口づけをおくります。
アデル

†

編者註：ルカによる福音書 第 15 章第 11-32 節。
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207. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
主の降誕が近づいて、アデルは完全な刷新の願望をいだきます。「この祝日に私たちの若さが、鷲の若さ
のように、新たなものとなりますように。」

+J. M. J. T.

1813 年 12 月 14 日

私のイエスさまの貧しさ、私の心を解脱させてください。
私たちの神なる解放者が近づいてこられます。解放者のために私たちの心の道を準備
しましょう。私たちの傲慢な丘が低くされ、私たちの心の谷、すなわち空白が徳で充たさ
れますように。曲がりくねった道がならされますように、言い換えれば、私たちの良心が
まっすぐで誠実なものとなりますように。
偉大な王が来られる時にすべての敵は逃げますように。この大祝日が、私たちを全く新
しいものとしてくれますように。この祝日に霊的に新たに生まれましょう。この祝日に
私たちの若さが、鷲の若さのように、新たなものとなりますように。私たちが戴いた助言
に従って、元旦に私たちの立派な決心を心から更新する準備をしましょう。
後の世のために急いで私たちの備えをしましょう。私たちは本当にまだ若いですが、日
ごろの経験が示すように、若い盛りにあるということは殆ど当てになりません。あなたの
親愛なる従妹さんの例が印象的です。
神さまはこのような印象的な衝撃を、いつも私たちの心が向いているこの憐れむべき世
俗から私たちを完全に解脱させてくださるために、お許しになるのです。私は、神さまが
特別にあなたのご家族の上に大きなご計画をもっておられることを疑いません。神さま
は、普通は手心を加えることなく、激しく取り上げられることによって、大きな完徳に予
定される魂を導かれるのです。
忠実でありましょう、そうすれば主の優しさを見ることが出来るでしょう。十字架の道
は本性にとっては大変辛いものですが、私たちが天国に行くためには大変必要なものであ
ることが分かります。
さようなら、あなたとお別れしてラニョー夫人 (マドゥモワゼル・モネ) に手紙を書き
ます。あの方には結婚されて以来お便りしていないのです。
最後に、私の常に変わらない愛情を繰り返してお約束します。
アデル
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208. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1813 年 12 月 21 日

神なる幼な子イエス、私たちを助けに来てください。
神なる解放者が来られます。でも私たちの心の道がすべてならされているのをご覧にな
るでしょうか。私たちの傲慢の丘は誠実な謙遜によって低くされているでしょうか。私
たちの心の谷、空白は、徳と良い行いによって埋められているでしょうか。私たちは本当
に、行いをより立派なものにし、一生懸命に仕える善意を持っているでしょうか。
この神なる救い主は、善意の人々に平和を持って来られます。私たちは、本当に、より
良く行い、力のかぎり主にお仕えするこのような善意を持っているでしょうか。
神さまは、善意までもご覧になって報われます。ですから、誠実な善意をもつようにし
ましょう。そうすれば神さまは、その貴いご誕生が地上にもたらすお恵みを私たちにも分
け与えてくださるでしょう。
私たちの惨めさと無なることを確信して神さまのもとに行きましょう。主のみ前で私
たちの多くの罪を嘆き悲しみましょう。出来れば痛悔の涙でまぐさ桶を濡らしましょう。
でも私の心は、何度となく地獄に値することをし、寛大なみ手によって地獄から守られ
たのに、感動もなくそっけなくしているのです。私はどんなにか罪を憎まなければならな
いことでしょう。
罪を消す痛悔を私のためにお願いしてください。痛悔だけが、罪が長いこと支配した私
の心にイエスさまがお生まれになるようにしてくれます。
馬屋への道はカルワリオヘの道と同じように、私たちの血によって辿ることが出来ない
とすれば、私たちの涙によって辿らなければなりません。神さま、これほどの多くの罪を
お許しください。私が、罪に対して充分深い悲しみを感じることがないなら、その悲しみ
を感じたいと願望します、そしてこれからは、一生懸命罪を避けるように堅い決心をあな
たに対していたします。
さようなら、親愛なるアガト、この聖なる時期に私たちの小さな王さまの側にいるよう
にしましょう。心のなかで、私たちのお祈りをすべて馬屋の中でしましょう。この聖なる
住まいの中で私たちは、私たちの良い決心を更新しなければなりません。
お生まれになったばかりのイエスさまのみ心において心からあなたに口づけをおくり
ます。
アデル
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209. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは会員たちの自分に顕著な欠点を根絶するために一生懸命努力するように勧めます。「神さまのた
めに何かをすることを始めましょう。」

+J. M. J. T.

1813 年 12 月 29 日

私は、私が悪く使った年月を、苦い気持ちで思い起こすでしょう。
新年が良い年でありますように。そうです、新年が私たちにとってすべてにおいて良い
年であって欲しいものです。これまでの年よりも、この年をもっと良く過ごすように努め
ましょう。神さまのために何かをすること、私たちの中にある神さまのみ旨にかなわない
すべてのものを矯正することを始めましょう。
私たちの顕著な欠点から始めましょう。特に毎朝欠点に思いを馳せ、欠点に陥る機会を
予想し、私心のない決心をし、一日のうち何度もこのような欠点と戦わなければならない
ことを思い起こして、この欠点を根絶するように一生懸命励みましょう。反対の行いをす
るように努めましょう。
晩は、何度欠点に陥ったか吟味しましょう。そして一日のうち何度も、イエスさま、マ
リアさま、私たちの守護の天使、聖人たちの助けを懇願しましょう。
聖イグナチオ† 、聖フランソワ・ドゥ・サール‡ 、この二人の聖人の行動基準に従うすべ
ての人が強く勧めるこの信心業には、勤勉さが求められます。神さまのみ旨にかない、自
己改善をするという誠実な意志をもちましょう、そうすればすべてが私たちには易しくな
るでしょう。
私がこの方法をとることをしばしば妨げる霊的怠慢に、私が打ち勝てるように神さまに
お願いしてください。
あなたの親愛なる従妹さんが、神さまを戴くことが出来たことを知って喜んでいます。
この天からの臨終の聖体拝領が、救いのために大変危険な時に、従妹さんを強めてくれる
ことを疑いません。その時、悪霊はあらゆる努力をするでしょうから。
本当に神さまは、若さや健康が死に対する予防でないことを私たちに示してください
ます。

†

編者註：イエズス会の創始者の一人、初代総長。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パ
リ・モンマルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre
Favre (サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。
‡
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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私たちの尊敬すべきアナニのためのあなたの手紙を受け取りました。私は、もうずっと
アナニからの便りは戴いていません。アナニに送らなければならない大きな包みがありま
すので、機会を待っています。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主イエス・キリストにおいて心からあなたを愛
します。そして、ベトレヘムのまぐさ桶のなかであなたに口づけをおくります。
アデル
叔父さまが無事着かれて良かったですね。私の喜びの気持ちをあなたの叔母さまと従
妹の皆さまにお伝えください。

210. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトの従姉、スゴンド・ディシェは自分の状態について誤った認識をもっています。アデルはそのこ
とを悲しみ、スゴンド・ディシェに教えてあげるように友人アガトに勧めています。

+J. M. J. T.

1814 年 1 月 3 日

神さま、これまでの年の過ちの償いをするために、この年をあなたにささげます。
親愛なるアガト、この手紙は土曜日には受け取らずに、ダンジェロス氏から受け取るこ
とになるでしょう。
こちらには誰も持ち主のいないショールをあなたに送り返します。私たちが送ったのは
ウールのショールだけです。持ち主の方は大変心配しているに違いありません。その他
に、ガジャンの私の叔母のショールを一つ送ります。出来れば、あなたに送り返すショー
ルと同じ色に染めて戴くためです。
あなたのかわいそうな従妹さんが自分の状態について誤った認識をもっていることを
悲しんでいます。もっと良い考えがあれば別ですが、率直に言って、その状態について従
妹さんに仄 (ほの) めかしてあげるべきだと、私は思います。それに、意識を失うまで、
従ってそのことによって、終油の秘跡から得ることの出来るすべての利益を得ることが出
来なくなるまで、終油の秘跡を延ばすことは良くないことです。もしそれが、救いのため
にもっと有益であれば、終油の秘跡は健康を回復することが出来ます。どうして臨終まで
待とうとするのでしょうか。それは奇跡を期待するようなものです。
この秘跡は、死の時の誘惑に対して強めてくれます。ですから、ひと度、死が差し迫っ
た危険に陥っているという時に、どうしてこの秘跡を授けるのを延ばすのでしょうか。も
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し多くの小罪と多くの償いの残りを消してくれ、従って、しばしの煉獄から解放してくれ
る、この大変有益な秘跡を受ける前に死亡するようなことにでもなったら、どんなにか後
悔することでしょうか。終油の秘跡を受けなかったために、煉獄に長いこと引き止められ
ることが分かった時、魂はどんなに悲しむでしょうか。
不意をつかれることのないように絶えず死に備えるように努めましょう。絶えず死を
目の前においておきましょう。死が、私たちのすべての行動の規範でありますように。死
が私たちのすべての助言の中に入って来ますように。私たちが今すぐに死ななければなら
ないとして、その時に、私たちがすることを望まないようなことは何も決してしないよう
にしましょう。
主の公現の祝祭† に、再びまぐさ桶に行きましょう。博士たちと共に私たちの優しいイ
エスさまに、黄金、没薬、乳香に代表される燃える心、純潔な心、苦行した心を持って行
きましょう。
さようなら、親愛なるアガト、あなたに何度となく繰り返して真心からの誠実な愛情を
お約束します。
アデル
確かな人に預けて、あなたのお手紙をやっと私たちの神父さまに送りました。
少し前にマドゥモワゼル・ラコンブを見舞ってくださった人が、マドゥモワゼル・ラコ
ンブはもう最期ではないかと言っていました。でも何と残念な最期でしょう。彼女のた
めに祈りましょう。
おなかに子供がいる私たちの親愛なるデコンのために、スブ・トゥウム (Sub Tuum‡ )
を 1 回唱えてください。危ないんじゃないかと懸念されています。デコンは今までになく
熱心だという話です。

211. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
気性の激しさは、常に、アデルの霊的な戦いの中心になります。アガト・ディシェは、気性の激しさでは
アデルに良く似ています。それで、このふたりの友人はこの事について、好んで共通の決心をするのです。

+J. M. J. T.

†

1814 年 1 月 11 日

編者註：1 月 6 日。
編者註：Sub Tuum Præsidium 神の御母よ (神の御母よ、わたしたちはご保護を仰ぎます。いつ、どこ
でもわたしたちの祈りを聴き入れ、御助けをもってすべての危険から守ってください。)
‡
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あなたは私の心の神です。永久に私の宝、私の遺産です。
私は自分のことを大変不満に思っています。日曜日は、ご聖体を戴くことが出来ました
が、その後で過ちに陥ってしまいました。それで心が動揺しています。でも、この心の動
揺に多くの自惚れが入り込んでいるように感じます。それで、この心の動揺を私の罪を償
う精神で受け入れたいと思います。
私たちは何と弱く、惨めで、罪人なのでしょうか。灰であり塵でもある私たちを、どう
して何者かであるように思えるのでしょうか。何と私たちは、私たちの幼いころの愛すべ
き純真さから遠く離れてしまっていることでしょうか。この純真さは主には大変快いもの
です。ところが、私たちにあるのは悪意と罪だけです。
親愛なるアガト、お互いのために祈り合いましょう。私たちはある事においては共通
点があります。さあ、どちらが先にこの激しさを直すことが出来るか競いあいましょう。
この激しさは多くの過ちの原因で、人には何も赦さないくせに、自分にはすべてを赦すの
です。
私のつまらない働きの結果について祝いの立派なお言葉をくださりありがとうございま
す。主は、この惨めな私の上に目論みをもっておられます。人に説きながら自分が神さま
に見放されることにでもなるとしたら、何と恥ずべきことでしょうか。神さま、このよう
な不幸から私を守ってください。いいえいっそのことただちに死なせてください。
あなたが従妹さんについて私におっしゃってくださったことに大変慰めを覚えていま
す。従妹さんが、私たちの救いが大変不確かなこの流刑の地を去る時、永遠のしあわせを
手に入れることができますように。
私たちの尊敬すべきアナニからの返事を受け取りましたか。私もアナニから立派な手
紙を待っています。
さようなら、私の誠実な愛情を信じてください。ベトレヘムのまぐさ桶のなかで、あな
たに口づけをおくります。
アデル

212. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
アメリ・ドゥ・リサンは 18 世紀の末サン・シール (ロ・テ・ガロンヌ県) に生まれ、アデル・ドゥ・トラ
ンケレオンの会に最初に入った人の一人です。
「急いで一瞬一瞬を利用しましょう。すべてを、極平凡な行いまでも神さまのためにしましょう. . . 」
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+J. M. J. T.

1814 年 1 月 12 日

あなたは私の心の神です。永久に私の宝、私の遺産です。
新しい年も、もう 12 日が過ぎました。年の残りも私たちが注意しないうちに同じよう
に過ぎ去るでしょう。ですから、急いで一瞬一瞬を利用しましょう。すべてを、極平凡な
行いまでも神さまのためにしましょう。主は、大変慈悲深くいらっしゃいますから、私た
ちが神さまのためにすることはどんなに小さなことでも考慮に入れてくださいます。
私たちが仕える神さまは、どんなに慈悲深くいらっしゃることでしょう。神さまに属す
ることは何と快いことでしょう。多くのものを要求し、少ししか与えない世俗とは何とい
う違いでしょうか. . .
私にとって、もう世俗も古い人もありません。すべてが新たなものとなりますように。
私たちが神さまから戴くたくさんのお恵みは、何らかのお返しに十分に値します。神さま
の愛がたくさんの恩恵によって表されるのに応じて、私たちの愛も深まらなければならな
いでしょう。
もし、主が、聖ペトロに対してと同じように、
「あなたは私を愛しますか。
」
「あなたは、
私がそれほどしばしば近づくことを許さない人たち以上に私を愛しますか。
」と私たちに
聞かれたとすれば、私たちは何と答えることが出来るでしょうか。
私たちの崇むべき優しい主の余りあるほどの愛を見て、私たちは本当に感謝しなければ
ならないでしょう。主は、本当に私たちの魂の愛する方、花婿でいらっしゃいます。私た
ちは、私たちの優しいイエスさまの本当に愛する人、忠実な花婿となりましょう。さあ、
イエスさまに私たちの愛を証しするために、私たちの悪い性向と不幸な傾きを犠牲として
ささげましょう。
主が、私たちを感覚的慰めから乳離れさせ、もっと堅い肉で私たちを養われても、気を
落とさないようにしましょう。それは主が、私たちをもう子供としてではなく、大人とし
て扱っておられることの印です。
親愛なるアメリ、私のために祈ってください。私は大変惨めなものですから、あなたが
私に示してくださる信頼には本当に値しないのです。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
アデル

213. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
1813 年の末、連合軍の軍隊がフランスに入りました。
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「1814 年の初めのころは混乱と不安に満ちていました。外国の軍隊が祖国に侵入したのです. . . いつも
は外部の事には沈黙を守るアデルですが、文通のなかで、その状況を仄めかし、不安を表さないではいられ
ませんでした。
」(H. Rousseau, o.c., Chap. XIV, p.245)

+J. M. J. T.

1814 年 1 月 18 日

神さま、あなたは、あなたに仕えるすべての人に対して何と慈悲深くいらっしゃること
でしょう。
あなたの悲しみには心から同情します。私があなたに抱く熱い友情からもそのことが
お分かりになると思います。
私も少しあなたと同じように感じています。私たちは大きな不安を直前にしているよ
うに思います。いいえ、この世ではもはや期待出来るしあわせはありません。ですから、
私たちのすべての希望とすべての願望をしあわせな永遠の方へ上げましょう。
そこに私たちは、純粋で混じり気のないしあわせを期待するのです。如何なる心配も如
何なる出来事も乱すことの出来ないしあわせです。
私たちがこの世で虚しいしあわせを求めようとする時、私たちは何と盲目なのでしょ
う。しあわせはこの涙の谷、この流刑の地の定めではありえないのです。
神さまが私たちに求められる業を私たちの中でするように、今まで以上に、私たちの心
と意向を一致させましょう。神さまが私たちに求められる業は、私たちの悪い傾きをなく
すように、それらの傾きが生来もっているものとは反対の方向を与えるように、そして最
後に、私たちの主イエス・キリストの模範にのっとって、全く新しい被造物を私たちの中
に形作るように絶えず努めることです。
私たちの尊敬すべき指導者の方々は、その尊い助言だけではなく、さらに、模範によっ
て私たちにそうするように勧めてくださいます。指導者の方々は何と素晴らしい聖性をお
持ちなのでしょう。そして、その日々は何と充実していることでしょう。手の中にたくさ
んの善業を持っている時に死ぬことは何と快いことでしょう。
親愛なるアガト、日が傾いて墓の闇が近づいて来ます。足を早めましょう。時間がある
間に善業を行いましょう。永遠のための宝を大きくしましょう。受け入れを可能にする
手段を先に送りましょう。不意をつかれないように、花婿が現われたらすぐに熱意をもっ
てすばやく従って行けるように、ランプには油を入れておきましょう† 。
さようなら、私たちの神なる花婿において、生涯あなたにささげる私の誠実な愛情を小
さくするものは何もないことを信じてください。
†

編者註：「十人のおとめ」のたとえ。マタイによる福音書 第 25 章第 1-13 節。
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アデル

214. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「落胆したり、そんなに悲しんだりしないようにしましょう. . . 」アガトの弱さ、その惨めさを認めた後、
神さまに対する信頼と将来へ向けての希望の行為、すべて神さまのものであろうとする意志を高めるよう
にいつものようにアガトを励ましています。

+J. M. J. T.

1814 年 1 月 25 日

神さま、私は今から、あなたのものであることを望みます。
そうです、私たちがやっと神さまのものであることを望むようになったことを、心のそ
こから、誠実さをこめて言いましょう。今まで私たちは、神さまのものであろうとはしな
かったのです。主に奉仕するに当たっての私たちの無気力さが、私たちが神さまのものに
なろうとしなかったことの証ではないでしょうか。
もうその時です。おろかな乙女たち† のように不意をつかれることのないように、急ぎ
ましょう。花婿が来られる時にその跡に従って走れるように、早くからランプを備えてい
ましょう。
死に備え、用心することの真理ほどに、聖なる福音の中にしばしば表されている真理は
ありません。死は近いこともあり得ますし、常に、最も正しい人たちをも不意に襲うの
です。
落胆したり、そんなに悲しんだりしないようにしましょう。私たちの尊敬すべきアナ
ニと共に言わせていただければ、あなたは少し落胆したり悲しんだりし過ぎるのではない
かと思います。「死をもたらす悲しみがある‡ 」と、今日私たちがその回心を祝う聖パウロ§
は言っています。親愛なるアガト、聖パウロのように叫びましょう、
「主よ、私が何をす
ることをお望みですか。私は何でもする用意があります。言ってください、そうすればあ
なたのはしためは従います。あなたの聖なるみ旨に従って、私と私いに属するすべてのも
のを自由にしてください。
」私たちが恐らく大きな不幸を直前に控えている今ほどに、こ
の服従の行為を必要とする時があるでしょうか。
あなたが私に送ってくださった手紙は立派なものです。あなたに送り返します。聖な
る助言を実行するように努めましょう。
†

編者註：「十人のおとめ」のたとえ。マタイによる福音書 第 25 章第 1-13 節。
編者註：コリントの信徒への手紙 二第 7 章第 10 節。
§
編者註：パウロの回心。使徒言行録第 9 章第 1-19 節、第 22 章第 6-16 節、第 26 章第 12-18 節。
‡
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そうです、毎朝、私たちの十字架像の下で、その日のための決心とお願いをしましょう。
そしてそれを、熱心に謙遜をもって燃える心で、私たちの忌まわしい怠惰に耳を傾けるこ
となく行いましょう。
さようなら、私たちの天におられる花婿における私の愛情を信じて疑わないでください。
アデル
同じ決心をもって昼と夜、私たちの十字架像に口づけをしましょう。ボルドーの私たち
の姉妹たちは殆どこれを実行しています。
あなたが暇なときに、新年に間に合うように、ローモン師の手紙とラリボ師の手紙を書
き写して戴けませんか。それはクロチルドのためです。クロチルドが他の人にも見せる
ためです。大変立派な手紙です。

215. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「. . . 勝利なくしては冠は戴けません。そして、戦の後でしか勝利はありえないのです. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 2 月 3 日

神さま、私の命の短さと私の死の不確かなことを、私に自覚させてください。
すべてが私たちに、私たちの生命の短さを思い起こさせてくれます。私たちの人生の短
さが、人をよく欺く世俗から私たちを常にそしてますます解脱させてくれますように。世
俗は、私たちを大変しばしばだましましたし、不幸にも今でも時々私たちをだまします。
親愛なるアガト、昨日は、神の母マリアさまがささげられる神なる幼な子† と一致して、
私たちの神の母マリアのみ手によって、私たちが自分をささげることが出来ただろうと念
じています。
私たちは、いつまでも神さまのものでありたいと願っているでしょうか。私たちは、
「主
よ、今こそあなたのはしためを安らかに行かせてください‡ . . . 」と歌うことが出来るでしょ
†

編者註：主の奉献の祝日。2 月 2 日。
編者註：シメオンの賛歌。Nunc dimittis, 今こそ主よ、僕 (しもべ) を去らせたまわん
主よ、今こそあなたはお言葉どおり
この僕を安らかに去らせてくださいます。
私はこの目であなたの救いを見たからです。
これは万民の前に備えられた救いで
異邦人を照らす啓示の光
あなたの民イスラエルの栄光です。(ルカによる福音書 第 2 章第 29-32 節 聖書協会共同訳)
‡

266
うか。
私たちは、私たちにたくさんの過ちを犯させるこの罪の体からいつ解放されるのでしょ
うか。私たちはいつ、神の子のしあわせな自由に、天の都に行けるのでしょうか。そこで
は、私たちの愛の対象であられる神さまを失うことから永久に守られるのです。
でも私たちが、苦労もなく戦いもなくそこに至り着くことを望んでいるとすれば、それ
は不可能なことです。勝利なくして冠は戴けません。そして、戦いの後でしか勝利はあり
えないのです。
今日はたくさん手紙を書かなければなりませんので、あなたとお別れしなければなりま
せん。
さようなら、私たちの心の神なる愛する人において、私のすべてをあなたにささげます。
アデル

216. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
「イエス・キリストが私たちの中に生きてくださいますように. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 2 月 3 日

神さま、私の命の短さと私の死の不確かなことを、私に自覚させてください。
今日は出さなければならない手紙がたくさんありますので、あなたには短い手紙しか書
くことが出来ません。
どんな一言を申し上げましょうか。イエスさまがいつまでも私たちの心に住まってく
ださいますように。
イエスさまが絶対者として私の心を支配してくださいますように。私たちのすべての
感情、すべての愛情、すべての意志をそのいとも崇むべき、そして、愛すべきご意志に従
わせてくださいますように。
もはや私たち自身が生きるのではなく、イエス・キリストが私たちの中に生きてくださ
いますように。イエス・キリストの命によって、生きましょう。イエス・キリストは大変
しばしば、ご自分によって私たちを養ってくださいます。私たちが神さまの糧によって養
われながら、全く動物的な生活をするとすれば、何という対照でしょうか。
主が私たちに惜し気もなく与えてくださる数限りないお恵みに、大きな注意を払ってお
応えするようにしましょう。お恵みを濫用して裁きの日にその責任をとらなければならな
いとしたら、どんなに危険なことでしょう。
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昨日は、聖なるおとめマリアとその神なるおん子と共に自分を奉献† し、私たちの奉献
が完全，誠実かつ永久的なものであったことを念じています。
ジュリ49 からよろしくとのことです、ジュリは指が痛くてあなたに手紙を書くことが出
来ないのです。そのような具合で、数日前から働くことも出来ないのです。
さようなら、神さまがいつまでも友情の絆の目的でありますように。神さまは友情の原
理です。
アデル

217. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
人はふたりの主人に仕えることは出来ない‡ . . .

+J. M. J. T.

1814 年 2 月 16 日

私は、今後はイエスさまだけを愛するために、世俗を捨てます。
この不幸な世俗に永遠の別れを告げましょう。世俗は、不幸にもその偽りの魅力によっ
て私たちをしばしば誘惑しました。そして、今でもしばしば私たちを過ちに陥らせるの
です。
昨日、私はその悲しい経験をしました。来客がたくさんありました。そして私は、多く
の過ちを犯したのです。それらから、何が残っているでしょうか。ひどい虚しさと後悔だ
けです. . .
私たちの最愛の方のための奉仕で私たちが経験する聖なる喜び、その食卓で私たちに味
あわせてくださる聖なる無上の喜びと比べて、何という違いでしょうか。
神聖なる食卓にしばしば与るしあわせを戴いている私たちが、罪人の料理をまだ愛す
ることが出来るでしょうか。人は、主の食卓と悪魔の食卓にともに与ることはできない§ 、
と言った聖パウロの言葉を思い起こしましょう。このようなきわめて奇形な結びつきは
ありえないのです。人はふたりの主人、主と世俗、に仕えることは出来ません。
私たちはたくさんの資格でイエス・キリストのものです。イエス・キリストは、私たち
が特別にご自分のものであることを望んでおられます。ですから、イエス・キリストが求
†

編者註：主の奉献の祝日。2 月 2 日。
マドゥモワゼル・ドゥ・リサンの仲介でトランケレオンに奉公に来ていた娘で、ポール・サント・マ
リーでローモン師によって会員として受け入れられることになっていた。
‡
編者註：マタイによる福音書 第 6 章第 24 節、ルカによる福音書 第 16 章第 13 節。
§
編者註：コリントの信徒への手紙 一 第 10 章第 21 節。
49
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められる程度に応じて、イエス・キリストがそうされる権利を持っておられる程度に応じ
て、私たちがイエス・キリストのものでないことは、私たちにとって大きな忘恩でしょう。
もはや私たち自身が生きるのではなく、イエス・キリストが私たちの中に生きてください
ますように。
私は、アメリが大変頻繁にご聖体を戴いていることが分かって本当に慰められていま
す。このようなお恵みに私が相応しくなることが出来ますように祈ってください。
ジュリがあなたによろしくとのことです、そして、あなたが聖なる四旬節を過ごされる
ことを祈っています。悪天候にもかかわらず、ローモン師がポールに行かれたのに、ジュ
リに会うことが出来なかったことを大変残念がっておられたと知って、私たちも心痛の思
いでした。かえすがえすも残念に思います。私はもう師に行ってくださるようにお願い
することは出来ません。あなたが師にお手紙を書かれる時に勧めてください。どんなひ
どい雨降りでも行きますから. . . 神さまが私たちを試み、私たちに罰をあたえることを望
まれたのです。
さようなら、親愛なるアメリ、あなたに対する私の友情が私たちの主イエス・キリスト
において常に深まっていることを信じてください。
アデル

218. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
手紙の中でアデルは、ヴィルヌーヴ・ドゥ・マルサン (ランド県) のドゥ・ポミエスのアデル、ロザリの
姉妹を訪問したことに触れています。アデルのこのふたりの友人はプチット・ソシエテの最初の中核に加
わりました。デュクルノ† 氏は 1804 年、その出身地のヴィルヌーヴ・ドゥ・マルサンに滞在した時、この二
人の名前を会員の中に記載しています。(H. Rousseau, o.c., Chap. VII, p.101)

+J. M. J. T.

1814 年 3 月 3 日

主よ、私を救ってください。あなたなしでは、私は亡びます。
私の前の手紙の後、 私は田舎に行っていました。私は私たちの貴重な友人、ドゥ・ポ
ミエスのお嬢さんたちのところヘ行って二日間過ごしました。でも独りになることは、私
たちの魂にとってどんなにもっと有益なことでしょうか。
†

編者註：ジャン・バプティスト・デュクルノ (1764 年 12 月 23 日-1845 年 2 月 27 日)、修道者として大
革命前に神学を学ぶも、1794 年解散聖職者となる。1812 年アジャンの大神学校に入学し、1813 年 9 月 18
日、司祭に叙階され、司教座のある町アジャンのノートル・ダム小教区の助任司祭に任じられる。師は引退
する 1843 年までそこに留まる。
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私は今度の旅行中に、自分を責めなければならないたくさんの過ちを犯しました。私
は、何と簡単に世俗の精神に染まってしまうことでしょう。私たちの主が砂漠に退かれ、
お独りになって誘惑に備えられた† 模範は、私たちの本性にとって有益です。
他の多くの人たちと同じように、私たちも同じ過ちに陥ったであろう機会から私たちを
守ってくださったことに対して、主にどんなに感謝しなければならないことでしょう。私
たちが過ちに陥る可能性のあるすべての機会を避けましょう。私たちにとっての救いはた
だ避けることにあるのです。
世俗に対する奉仕と天におられる花婿に対する奉仕には何という違いがあることでしょ
う。世俗の偽りの優しさだけを知って、純潔の徳の無上の喜びを知らないこの不幸な世俗
的な人たちを気の毒に思いましょう。
四旬節の間、砂漠で私たちの神なる主とご一緒しましょう。私たちの精神がもっと潜心
のうちにありますように。私たちの心をもっとしばしば神さまの方へ上げましょう。
あなたが親愛なるジュリにお便りされる時、特にマリアの娘が男の人に対して取らなけ
ればならない慎重さについて話してください。手でふざけるようなことは禁じられるべき
こと、お互いの手に触れることができるのは握手する必要がある時だけであることを言っ
てください。
使用人の間では、このようなことは最初は良い意向でしばしば行われます。でも悪い結
果となり得ることがあるのです。誰が、相手が何を考えているのか分かるでしょうか。そ
して、そのことを言われる時に、意図的に言っている感じにならないようにしてください。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、ますますあなたのことを大切に
思っています。
アデル

219. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
出来事が急展開し、
「ある時には敵がまぢかに迫っているとか、またある時には敵はまだ遠くにある」. . . と
かいった相反する情報が流れました。
「戦争の舞台はこの世で一番大きな災禍の一つです。この天の懲罰に
よって人々が少し自省しますように. . . 」とアデルは書いています。

+J. M. J. T.

†

1814 年 3 月 9 日

編者註：マタイによる福音書 第 4 章第 1-11 節、マルコによる福音書 第 1 章第 12-13 節、ルカによる福
音書 第 4 章第 1-13 節。
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神さま、私はいつになったらあなたを戴いて、もう失うことがなくなるでしょう。
私のこの前の手紙以来、ある時には敵がまぢかに迫っているとか、またある時には敵は
まだ遠くにあるといったような、絶えず相反するような情報が伝えられて私たちは、大変
混乱していました. . . 皆落ち着けない気分でいました。
親愛なるアメリ、私たちの祖国は、そのすべての罪の代償を大変高く払うことになるの
ではないかと懸念しています。この天の懲罰によって人々が少し自省しますように、そし
て人々が、償いの業によって神さまの怒りを和らげる気になりますように。ニニヴェ† は
悔悛によって赦しを戴いたのですから、どうして私たちが赦しを戴けない理由がありま
しょうか。
四旬節が、私たちにとって本当に救いの時であって欲しいものです。そして、復活祭に
優しいイエスさまに何かおささげするものを持ちたいものです。
私は特に気性が穏やかになることを願っています。気性の激しさは、私の顕著な欠点の
一つですし、多くの過ちの元だからです。長い間の習慣を根絶するように努めましょう。
でもそれは、怠惰な私にとっては辛いことです。
私たちに約束されている報いに目を遣りましょう、そうすれば、私たちにその報いを得
させてくれるはずの苦労は、私たちには軽いものと思われるでしょう。私が待っているし
あわせの故に、苦労は、私にとってちょっとした気晴らしです。
事実、大変短い苦労と永遠の栄光の間にどのような釣り合いがあり得るでしょうか。主
は、その報いにおいて何と寛大でいらっしゃることでしょう。主は、何と慈悲深くいらっ
しゃるのでしょう。主の慈悲は永遠です。
常に、そしてより以上に、この崇むべき花婿に自分を結びつけましょう。天国のために
創られた魂にとって世俗は何と賤 (いや) しく見えなければならないことでしょう。素晴
らしい天国、神の栄光の住家 (すみか)、私はいつあなたを自分のものにして享受し、もう
失うことがなくなるのでしょう。
あなたのお手紙は、ジュリに大きな感銘を与えました。ジュリは、自分の犯した軽卒を
たいへん残念に思っています。私はこれが最後であること願っています。神さまは時々、
私たちが、私たち自身の大きな惨めさと自分の力が当てにならないことを思い知るよう
に、私たちには堪える過失をお許しになります。お恵みの助けのない私たちは一体何で
しょうか。何者でもないのです。
さようならアメリ、私たちの神なる主が伝道に備えるためにおられる砂漠でしばしばお
会いしましょう。私たちも、出来る限り人々に神さまを知らせ愛させるようにする備えを
しましょう。
†

編者註：ニネベ。ヨナ書第 3-4 章。
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私たちの優しい救い主とその聖なるみ母においてあなたに口づけをおくります。
アデル

220. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
手紙の中でアデルや友人アメリに復活祭を祝う準備を熱心にするように勧めます。アデルはアメリに自
分の苦しみと懸念を打ち明けています。

+J. M. J. T.

1814 年 3 月 26 日

神さま、あなたを迎えるために私の心を備えさせてください。
私たちが私たちの神なる救い主と共に復活祭を祝う時が近づいてきます。救い主が使
†
徒たちに、
「私があなたたちと一緒に過ぎ越しの食事をとるために部屋を準備しなさい。
」

と言われた同じ言葉を、私たちにも言われていると考えましょう。熱心を倍加して復活の
ご聖体拝領に備えましょう。「パーク」(Pâque、過ぎ越し) の語源に従って、復活祭を罪
からお恵みへの本当の移行と思いましょう。
悪い愛情をすべてエジプトに残しましょう。私たちがそこに残すことになる虚しい満
足を残念がることのないようにしましょう。砂漠のマナは、エジプトの肉や玉葱よりも好
ましいものとなるでしょう。
本当に、イエス・キリストと共に罪に死にましょう、そして、全く新しいいのちに復活
しましょう。私たちの中において、心、言葉、行い、すべてが新たになりますように。こ
のようにしてこそ私たちは、これから祝う秘儀の記念が私たちに与えてくれるお恵みを有
効に生かすことになるでしょう。
この聖週間を本当に敬虔に過ごすようにしましょう。出来ることならこの聖週間を、私
たちに対して大変優しく慈悲深くいらっしゃる私たちの主に対して罪を犯さないで過ご
したいものです。
いいえ、イエスさま、私は私の罪によって、それがあなたに引き起こす酷い苦しみをも
う新たにしたくはありません。私は罪を避けるように、罪から立直るように努めようと思
います。そうすれば、私は十分に報いを受けることにはならないでしょうか。

†

編者註：マタイによる福音書 第 26 章第 17-19 節、マルコによる福音書 第 14 章第 12-16 節、ルカによ
る福音書 第 22 章第 7-13 節。
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私は、お告げの大きな祝日† にご聖体を戴くつもりでいたのですが、その日はご聖体を
戴くことは出来ませんでした。ご聖体拝領に備えて心の準備をしていたのですが、神さま
は、私がそれに相応しくないとご覧になって、私がご聖体を戴けない状況をお許しになり
ました。それでご聖体拝領は、聖母のおん悲しみの祝日‡ まで延ばしました。私たちはそ
の日には、聖なる食卓で一致できると思います。その日は、ちょうど月の第一金曜日に当
たります。臨終のご聖体拝領の精神で、それが私たちの生涯の最後のご聖体拝領になるか
のように、ご聖体を戴きましょう。
やがて、川を通ることが出来なくなるのではないかと心配しています。私は、私たちの
文通を出来なくさせてしまうのではないかと恐れています。すべてにおいて、すべてのた
めに、神さまのみ旨が行なわれますように。でも、私にとっては大変悲しいことになるで
しょう。
さようなら。私たちはいつもう別れることがなくなるのでしょうか。私は本当にその
ことを願っています。
私たちの崇むべきイエスさまのおん傷の中であなたに口づけをおくります。
アデル

221. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
私たちはお恵みの特別な子供です. . .

+J. M. J. T.

1814 年 4 月 5 日

イエスさま、私の心の奥まであなたのお苦しみの思い出を印してください。
大変短いお便りしか出来ませんが、あなたが私たちの主イエス・キリストにおいて聖な
る復活をすることが出来ますようにお祈りします。私は、復活の大祝日に、私たちが今度
はひたすらに神さまのいのちによって生きる新たな被造物に完全に変っていることを、本
当に願望しています。神さまは、もろもろのお恵みを私たちに豊かに与えてくださったの
ですから、私たちからすべてを求められる権利をもっておられます。
親愛なるアメリ、私たちがお恵みの特別の子供であることを正直に認めてください。毎
日、私たちに対する神さまの恩恵が増しています。ですから私たちの愛、熱心、献身も増
さなければならないのではないでしょうか。
†
‡

編者註：3 月 25 日。
編者註：枝の主日の前の金曜日および 9 月 15 日。
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神さまは、私たちが神さまに対して多くの罪を犯しているその時に、私たちを特別な慈
愛をもって選んでくださったのですから、愛の神さまの花婿である私たちが、神さまに対
して不忠実でありえましょうか。
私たちに対する神さまのお恵みはすべてにわたって無限です、そして、私たちはそのこ
とを本当に感謝しなければならないでしょう。残念なことに私たちは、これほどの愛に感
謝する代わりに、神さまに対して罪を犯すだけなのです。
さようなら、親愛なるアメリ、私は喜んで、あなたが私たちの主イエス・キリストにお
いて、私にとって大切な人であることを改めて申し上げます。
アデル

222. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
アデルがこの手紙を書いた時に、フランスでは政治情勢が変わりました。4 月 11 日、ナポレオンはフォ
ンテーヌブローで退位の署名をし、20 日にエルベ島に発ちました。ルイ 18 世がフランスに帰って来ました。
アデルは、「今は、私たちは頭を上げることが出来るでしょう」と書いています。アデルにとって、「頭
を上げることは会を発展させ、新たな熱意で会を盛り上げることでした. . . それはまた「大切な計画」の実
施を継続することでもありました。」(H. Rousseau, o.c., Chap. XVI, p.264)

+J. M. J. T.

1814 年 4 月 20 日

神さま、世俗が与えることの出来ないこの平和を私に与えてください。
そうです、神さまが私たちに与えてくださった奇蹟ともいえるこの平和は、神さまだけ
が私たちに授けてくださるということを、この日に肝に銘じましょう。
ですから、この崇むべき恵み深い神さまに心からの感謝をしましょう。神さまは、主と
して王杖 (おうづえ) と支配権を自由にされるのです。
最近起きたもろもろのことは、深い黙想をし神さまのみ手を認める格好のものです。そ
こに、神さまのみ手を認めず、それを、新たな熱意と新たな情熱をもって神さまに仕える
機会としない人は不幸です。
私は、親愛なるベロック夫人にノヴェナ (9 日間の修業) を提案します。ベロック夫人
はそのことをきっとあなたにも知らせてくださるでしょう。
かわいそうなジュリの具合は良くなっています。ジュリは、一種のカタルかあるいは頭
の能動性鬱血あるいは丹毒か何かを患ったのでした。この病気でジュリはひどい苦しみを
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味わったのです。ジュリは、下剤を服用する必要があるでしょうから、アジャンへの旅行
は遅くなるでしょう。
アジャンの新しい住民となられた私たちの友人アンリエット・ドゥ・サント・クロワに
会われましたか。
今は、私たちは頭を上げることが出来るでしょう。間もなくローモン師がアジャンに行
かれると思います。ジュリは師に大変会いたがっているでしょうし、ジュリも師に会う必
要があると言っています。
さようなら、親愛なるアメリ、大変慈悲深くいらっしゃる主に対して恩知らずなこと
はしないようにしましょう。これまで以上に主に仕え、主に対する愛に全き献身をしま
しょう。
アデル
ジュリからよろしくとのことです。

223. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「時間についての黙想をしてきたところです. . . 私たちのするすべてのことを神さまのためにしましょう

. . . 私たちの時間が何においても失われることのないように. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 4 月 26 日

神なる牧者、私をあなたの天なる牧場に導いてください。
時間についての黙想をしてきたところです。私たちはどんなにか熱心をこめて時間を
使わなければならないことでしょうか。時間は、ただ永遠を獲得するために私たちに与え
られたものであり、いつでも私たちから失われていくものであり、その喪失は容易には償
うことが出来ないものです。
私たちの時間が、何においても失われることのないように、私たちのどうでもいい行い
もできるだけ意向を純粋にしてしまいしょう。
私たちのするすべてのことを神さまのためにしましょう。そうすればすべては数えら
れるでしょう。私たちはかくも偉大で聖なる主、私たちにお恵みを豊かに注いでくださる
主を相手にしているのです。すべてのことを神さまのためにすることを私たちの習いとし
ましょう。私たちは、今まで多くの時間を無駄にしてきたのです。私たちのすべての行い
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を、しかも、最も聖なる行いでさえも惰性的に、私たちにとって功徳の対象となるよりは
罪となるほどに、悪くしたのです。
私たちのするすべてのことを立派に行いましょう。多くのことをしようとする誤った
熱心さに翻弄されることなく、物事をもっと立派に行うように励みましょう。すべてにお
いて熱狂的行動を抑えましょう。そうすることは、私たち自身に対する大きな勝利となる
でしょう、特に私にとってはそうです。多くの場合、それが私の過ちの原因であることを
私は認識しているからです。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主イエス・キリストにおける私の心からの愛情
を受け取ってください。
アデル

224. アジャンのマドゥモワゼル・ドゥ・リサン宛
ダルトワ伯爵 (後のシャルル 10 世) の子、ダングレム公爵† がボルドーからトゥールーズに赴く途中ポー
ル・サント・マリーを通ることになりました。ドゥ・トランケレオン男爵は、その知らせをうけて、表敬の
ために自分の身内のすべての人を行かせました。アデルは、この出来事から超自然的な結論を引き出すこ
とを心得ています。

+J. M. J. T.

1814 年 4 月 26 日

神なる牧者、私をあなたの天なる牧場に導いてください。
昨日私は、人間的な満足を味わいましたが、それは私には大きな喜びとなりました。そ
れは、ダングレム公爵殿下にお目にかかれたことです。ここから 1 時間のところを通られ
ましたので、私たちはお目にかかりに行きました。大変ご立派な方のようにお見受けしま
した。神さまがそのご慈悲から私たちにこのような親王を与えてくださったことは何とし
あわせなことでしょう。
私は、地上のこの親王をお迎えするために行われたもろもろの準備を見て、一つの考
えを抱きました。私たちは、王の王をお迎えするのにどんなに準備をしないことでしょ
うか。

†

編者註：公爵は国王ルイ 18 世の甥です。公爵夫妻 (妻は処刑されたルイ 16 世とマリー・アントワネッ
トの娘) にはシャミナード師と密接な関係がありました。シャミナード師の手紙 n.55、59、236 を参照。『ア
デルの手紙』の英訳より。
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私たちは、ルイ王の後裔 (こうえい) の温和な物腰に感嘆します。私たちは、私たちの
神さまの優しさ、親しさについて何と言わなければならないことでしょうか。それは、大
変思いやりのある慈愛と共に私たちに伝わってきます。
もう一つの考えも抱きました。私は親王にお目にかかれた喜びを思いました。このよ
うな喜びは、すべて人間的な満足もそうですが、やがては過ぎ去るものです。これに対し
て、私たちが神さまの奉仕において味わう喜び、純潔な無上の喜びは、決して過ぎ去るこ
とはないのです。
神さま、あなたは何と知られていらっしゃらないことでしょうか。あなたに仕え、あな
たのみ旨にかなう喜びは殆ど評価されていません。愛すべきあなたに対する奉仕を放棄す
るくらいなら、むしろただちに死んだ方がましです。
あなたも殿下にお目にかかれると思います。アジャンに行かれることになっています
から。
ローモン師からお手紙を戴きました。師はしあわせな、そして、奇跡的な出来事があっ
たことをすっかり喜んでおられ、そこから私たちの聖なる信仰のために、素晴らしい結果
が出ることを期待しておられます。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて心からあなたを愛し、あなたに口づ
けを送ります。
アデル
かわいそうなジュリは長引く能動性鬱血のために相変わらず苦しんでいます。

225. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ダングレム公爵の旅行は多くの人をアジャンに呼びました。その中に会員も何人かいました。「主は会員
たちの熱意をかき立てるためにこの訪問をお許しになったと心から信頼しています. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 5 月 3 日

神さま、私の心を聖なる喜びで充たしてください。
親愛なるアガト、あなたが私たちの親愛なる友人たちと顔見知りになることが出来たこ
とによって、神さまがあなたに慰めをくださってよかったですね。友人の皆さまに私の心
からの愛情と、私が友人の皆さまに口づけすることが出来たらどんなに嬉しいことであっ
たかをお伝えください。
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私は、皆さまがマリアさまの貴い服を来て受け入れられ、その聖なる服を着て、熱意に
燃えて家に帰って行くことを願っています。
主は私たちの信仰に少し無頓着であったこの地方の熱意をかき立てるためにこの訪問を
お許しになった、と心から信頼しています。
親愛なるベロック夫人に、時間がなくてお便り出来ないこと、また、夫人が集会や要理
を教えられる時などに人々の熱意をかき立て、人々を励まされることに信頼しているとお
伝えください. . . ベロック夫人からローモン師のノートを皆さまに渡されても結構でしょ
う。大変しあわせなことは、この聖なる方が今週ベロック夫人のところに行かれること
です。
私はこのような満足は戴けませんが、私もその満足に与り、心からあなた方と喜びを分
かちあいます。
ボルドーから私のもとにサンチュール (ceinture、帯) が何本か届いて 1 本残っています
ので、それをあなたに送ります。私からの贈り物としてバイヨンヌの若いお嬢さんにあげ
てください50 。
ベロック夫人が、他の地方の会員から私たちの神父さまのために募金してくださったと
思います。そこの会員はまだ何も出していないと思います。またその確信もあります。
神さまと被造物との間にもう二またかけないようにしましょう。もうあっちに行った
り、こっちに行ったりすることのないようにしましょう。全く神さまのものとなりましょ
う。神さまは、深い慈悲をもって私たちの必要をかなえてくださいますし、私たちが最初
のお恵みにお応えすれば、私たちがした以上の、他の多くのお恵みを私たちのために準備
してくださいます。
さようなら、私たちの主、イエス・キリストにおいて心からあなたを愛し、あなたに口
づけをおくります。
アデル
フロスでストッキングを造ってみようかなあと思っていますが、エグイオンでも一足
引き受けてもらえると思います。あなたの方からこちらに一足送ってくださっても結構
です。
シャルルは古いズボンを持っていません。仕方ありませんので 1 本買わなければならな
いでしょう。
ぶどう酒は、アジャンに持って行ってもらうようにします。その方がいいでしょうから。
サンチュール (ceinture、帯) は、シャミナード師が祝別してくださいます。
50

マドゥモワゼル・フロランチーヌ・アベイエ。会に入る前から周りの人々の中で、実りある使徒活動を
既にしていた。(H. Rousseau, o.c., Note Z, p.727)
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226. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
「私の孤独の奥から、あなたが私たちの神なる主についてまた主に仕えることのしあわせについて話し
ているのが見え、そして聞こえます. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 5 月 3 日

神さま、私の心を聖なる喜びで充たしてください。
ジュリがあなたに会いに行きます。ローモン師も一緒にそこにいてくださることを本当
に願っています。私は心からそのことを期待しているのです。神さまは大変慈悲深くい
らっしゃいますから、若し、そのことがジュリの向上のために有益であれば、神さまはこ
のお恵みをくださると思います。
あなたは多くの友人に会われたと思います。よかったですね。私の孤独の奥から、あな
たが私たちの神なる主についてまた主に仕えることのしあわせについて話しているのが
見え、そして聞こえます。
親愛なるアメリ、その崇むべき奉仕に特別な仕方で私たちを招かれた主に、何をお返し
しましょうか。
私たちのあるべき姿と現にある姿を見て謙りましょう。若し私たちが神さまのお恵みを
濫用し続けているのなら、神さまが私たちからお恵みを取り上げられて、私たちよりもっ
とお恵みを有効に生かす他の人にそのお恵みを与えられることを恐れましょう。神さまが
私たちのためにしてくださったもろもろのことからすれば、私たちは、偉大な聖人でなけ
ればならないでしょう。でも私たちはどのようでしょうか。
私たちの国の若い人たちのために神さまに祈りましょう。この地方には若い士官たち
がたくさんいます。ここに住んでいる彼らの上官の大尉に会うためにしばしばここにやっ
て来ます。このような若い人たちにとってはそれが過ちに陥る機会であることは、あなた
にも想像できるでしょう。既に成熟した年令に達している私たち自身も、聖なるおとめマ
リアが人の姿をした天使を見て心を乱されたことを思い起こして、私たちの感覚のすべて
の通路を閉める必要があります。
さようなら、私は、イエス・キリストにおいてあなたに対して全く献身的な気持ちでい
ます。
アデル
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227. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
実りある将来の希望が見えてきました。「主は私たちの大切な会の上に慈悲の目を注いでくださいまし
た。神さまは会のために偉大な計画をおもちです. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 5 月 9 日

古くて、常に新しい美、私はあなたを愛するのが遅すぎました。
そうです、私たちは、私たちに対してお恵みを豊かに注いでくださり、大変慈悲深くし
てくださったこの神さまの慈愛、この崇むべき美を愛するのがあまりにも遅すぎました。
あなたが最近戴いたお恵みは、主が私たちの大切な会の上に慈悲の目を注いでくださっ
たこと、神さまが会のために偉大な計画をもっておられることを示してくれました。お恵
みに対する細心の忠実さと罪を常に避けることによって、そのご計画を全うするのにふさ
わしくなるようにしましょう。この呪われた罪を忌み嫌いましょう。罪は、主が私たちに
豊かに与えようと望まれるお恵みの実をすべて台無しにすることになるでしょう。
親愛なるアガト、私たちはまだ同じ不忠実に陥るのでしょうか、神さまは、私たちを神
さまに忠実であるように仕向けるために、十分なことをなさったのではないでしょうか。
私たちの熱心なアメリの手紙によって、私は、アメリが世俗のすべての野望を捨て、そ
の魂の神なる花婿に完全に自分を結びつける決心をしていることが分かりました。親愛な
るアガト、私たちの心の中を探ってみましょう。私たちの心もすべてイエス・キリストの
ものであることを望んでいるでしょうか。
もし私たちが、イエス・キリストの花婿となることを十分にしあわせと思っているのな
らすべての徳によって私たちの魂を飾りましょう。それが、私たちの神なる救いの主との
一致を取り決めるために備えなければならない、支度一式です。
主の昇天の祝日に救い主が昇って行かれる天国まで、精神的に救い主に従って行く備え
をしましょう。私たちのすべての愛情、すべての意志、私たち自身のすべてを天国に持っ
て行ってくださるように主に懇願しましょう。
さようなら、親愛なるアガト、あなたに対する私の友情は永遠の基礎に築かれていると
いうことを信じてください。
アデル
マドゥモワゼル・エリザに起ったことのすべてを知らせるように努めてください。彼女
がそこに居合わせなかったことを本当に残念に思います。デュマ家のお嬢さんたちのこ
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とですが、引き止めることは出来ないのでしょうか。私たちは、私たちのリストにのって
いるすべての人のことに無関心であってはならないのです。

228. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
アメリ・ドゥ・リサンは、全く神さまのものになる決心をアデルに打ち明けました。アデルは叫ぶので
す「この週が、主が創られた週の中に数えられますように. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 5 月 10 日

古くて、常に新しい美、私があなたを愛し始めるのが大変遅くなりました。
主が先週あなたに豊かに与えてくださったお恵みの敬虔な詳しい内容をお聞きして、本
当に深い満足を覚えました。
この週が、主が創られた週の中に数えられますように。この週が、すべての善の創り主
であられる神さまに対するあなたの感謝によって、永久にささげられますように。
私も、私の隠れ家の奥からそのお恵みの喜びを感じました。それに私たちは皆「一人」
ではありません。ある人の関心を引くことが他の人の関心を引かないことがあり得るで
しょうか。
ジュリがベロック夫人のことをいろいろと話してくれました。ジュリは、若さの割には
本当に素晴らしい人です。ジュリは、私たちにとっては、まさにシャンタルその人です。
ジュリのふさわしい競争相手になるように努めましょう。
もっと個人的なことをお話しましょう。正直に申し上げて、あなたのお手紙で、あなた
が全く神さまのものになるというあなたの最終的な決心が分かって、大変嬉しく思いまし
た。そうです、アメリの心はすべて神さまのためのものでなければならなかったのです。
神なる花婿はアメリの心に嫉妬しておられたのです。何という慈愛でしょうか。
でも、このイエス・キリストの花嫁という立派な名前は、それにふさわしいどのような
行いとどのような忠実さを求めることでしょうか。私たちは、どのような慎みをもって世
俗の前に現われなければならないことでしょうか。過ちに陥る機会をどのように恐れなけ
ればならないことでしょうか、ダヴィドを失うには一目で十分です。もし、ちょっとした
風がヒマラヤスギを倒すとすれば、単なる葦に過ぎないものは何を恐れなければならない
ことでしょうか。
ですから、神さまの全能のみ手の下に謙りましょう。私たちの弱さを警戒し、それを危
険に曝 (さら) すことのないようにしましょう。すべてを神さまの慈愛とお恵みに期待し
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ましょう。
今週あなたは田舎にいるのですね。田舎があなたの健康にいいことを期待しています。
本当にそうであることを願っています。私たちが、あなたが言われる「地上の楽園」に行
く時、この体が何かの役に立つことが出来るように、このあわれな体の世話を見なければ
ならないからです。
このしあわせな日を待つ間、私たちの主イエス・キリストにおける私の永遠の愛情を頼
みとしてください。
アデル

229. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「私たちはイエス・キリストの花婿の品位まで高められます. . . 」
アガトに、聖化の霊を戴くまでは高間を出ないように求めた後、アデルは、
「あなたがあなたのすべてを
神なる花婿におささげしたいというあなたの心の願望を知らせてくださったお手紙を読ませていただいて、
私が覚えた喜びをあなたにお伝えしたいと思います」と率直につけ加えています。

+J. M. J. T.

1814 年 5 月 25 日

聖霊来てください。私たちの心を燃え立たせ、かき立ててください。
聖化してくださる聖霊を戴くまでは、高間を決して出ないようにしましょう。聖霊は、
私たちにはそれが本当に必要ですが、私たちの心を新たにし、私たちを全く新しい被造物
に変えてくださるために、地の表を新たにされるのです。私たちの腐敗の原因となるもの
がなくなって欲しいものです。古い人の上に新しい人が接木されますように。主を公に
称賛し、主を知らせ愛させるために、火の舌† が私たちの舌をきよく熱心なものにしてく
ださいますように。
あなたが、あなたのすべてを神なる花婿におささげしたいというあなたの心の願望を知
らせてくださったお手紙を読ませていただいて、私が覚えた喜びをあなたにお伝えしたい
と思います。私たちのような惨めな被造物がイエス・キリストの花婿の品位まで高められ
る契約は、何と聖にして貴い契約でしょう。でも、この資格は、何と篤い忠実を求めるこ
とでしょうか。

†

編者註：炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は聖霊に満た
され、霊が語らせるままに、他国の言葉で話しだした。(使徒言行録第 2 章第 3-4 節 聖書協会共同訳)
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すべてにおいて、私たちの慈愛深い保護者、至聖なるおとめマリアを模範としましょ
う。マリアさまがどのような注意を払って過ちに陥る機会を避けられたかを見ましょう。
マリアさまは、人の姿をした天使をご覧になって心を乱されました。男性とのすべての馴
れ馴れしさを忠実に避けなければならないキリスト者のおとめにとって、何と立派な模範
でしょう。
私たちの最も恐ろしい敵であるこの罪の肉を常に警戒しましょう。私たちは、脆い器の
中に貴い貞潔の徳をもっていること、ちょっと足を踏み外してもそれを壊すかも知れない
ことを心得ておきましょう。自分を全く信用することなく、神さまに全幅の信頼を寄せま
しょう。謙遜は貞潔の最も確かな番人です。
さようなら、あなたの誠実な友人がその最期の息を引き取るまであなたのために持ち続
ける心からの愛情を信じてください。
アデル

230. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
私たちは、「小さな群れ」として組織された、
「小さな使徒」でなければなりません。
このことは、アデルが自分を主に奉献する時に心に抱く目的と手段を正確に表しています。それは、使
徒活動に励み、会の事業を継続することです。そのために、マリアさまの導きのもと、イエス・キリスト
を知ること、愛することを自分たちの周りに広めて行く修道女たちの「群れ」を造ることになるでしょう。

(H. Rousseau, o.c., Chap. XVI, p.266)

+J. M. J. T.

1814 年 6 月 1 日

聖霊、来てください。私の心をあなたの神の光で充たしてください。
私たちの親愛なるメール (Mère)51 を何日間かあなたから取り上げることになります。私
のこのしあわせを羨 (うらや) まないでください。私は、私たちの姉妹たちの何人かと会
える満足はなかなか得られないのですから。
親愛なるアメリ、その留守の間に何らかの進歩をするように努めてください。私は、私
のところにメールが滞在してくださる間に進歩をするように努めたいと思います。
私は、6 月 10 日の私の洗礼と誕生の記念日の準備をします。私は 25 歳† になります。
51

アジャンの「フラクシオン」のオフィシエール (Oﬃcière, 支部長) のベロック夫人。
編者註：アンシャン・レジーム (1789 年のフランス革命以前) での成人年齢。『アデルの手紙』の英訳
より。
†
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こうして、私たちの最初の青春が過ぎ去ります。ご覧なさい、何と早く過ぎ去ることで
しょう。
若し私たちが、この青春を世俗の楽しみの中で過ごしたとすれば、私たちは何をそこか
ら得たでしょうか。もし私たちが、私たちの青春をすべて神さまにささげられたと自らに
証言することが出来たとしたら、何としあわせなことでしょうか。でも、救い主なる神さ
ま、私は無意味な、罪であることさえある何日、何週間、何ヵ月、何年をあなたのみ前で
過ごしたことでしょう。
神さまが私たちにまだ与えてくださる年月をより有効に使いましょう。私たちの壮年
の時期を神さまにささげましょう。もう、神なる救い主のためにしか生きることのないよ
うにしましょう。
私たちがお祝いする多くの祝日は、使徒たちの熱意を見て私たちの熱意をかき立て、純
化し、燃え立たせるために大変適したものです。
私たちは「小さな群れ」として組織された「小さな使徒」でなければならないことをご
存じですか。私たちの不適格さにもかかわらず、主が私たちを召してくださるこの栄えあ
る召命にふさわしくなるようにしましょう。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおけるあなたに対する私の愛情を信じてく
ださい。
アデル

231. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
ベロック夫人がトランケレオンに来ています。アデルは大喜びです。でもアデルはすぐに付け加えます、
「神さまのお気に召すこと、神さまを愛すること以外の喜びはもたないようにしましょう。」

+J. M. J. T.

1814 年 6 月 6 日

聖霊来てください。私たちの心を燃え立たせ、かき立ててください。
そうです、親愛なるアガト、私は私たちの親愛なるメール (Mère) と一緒にいます。考
えてもみてください、私にとっては大変嬉しいことです。でも私は、私の心の他の娘たち
のことを忘れてはいません。当然アメリのことも心に留めています。
主があなたに豊かに与えてくださるお恵みのことを知って、いつも大変深い慰めを覚え
ています。神さまは、あなたのために救いの大きな計画を持っておられます。愛情に満ち
た忠実さをもって、それに応えなければ重大です。
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本当に世俗は、私たちにとっては最早何の価値もありません。自分のこと、世俗の基
準、楽しみ、目論みにはもう死んだものとみなしましょう。一つの喜びしかもたないよう
にしましょう。それは神さまのお気に召すこと、神さまを愛すること、私たちに残された
日々は神なる主に仕えることの喜びです。そしてそのようなことは、神さまが望まれるや
り方でするのです。平和な時も動揺している時も、苦しみの時も喜びの時も、障害にあう
時も楽しみの時も. . . すべては神さまから来るのです。そして、私たちはいつも、私たち
の人生のあらゆる状況の中で神さまのものでなければなりません。
何と私は、このような基準にしばしば思いを馳せる必要があることでしょう。ところが
私は、そのことをしばしば忘れるのです。私のような惨めな被造物に対しても同じように
大変気前よくいらっしゃる神さまのお恵みに、私はどんなに悪い応え方をしているので
しょうか。
神さまが聖なる洗礼において私を生まれ変わらせてくださってから、金曜日で 25 年に
なります。もしその日にあなた方が集まるようなことがあったら、私のために主禱文† を

1 回、天使祝詞を 1 回唱えてください、そして、私たちの親愛なる友人の皆様にも同じよ
うに頼んでください。
ジュリは元気です。あなたに手紙を書いています。善良な姉妹です。
デュペリエ夫人の話を聞かせてください。私からよろしくとお伝えください。私とかわ
いそうな父のために夫人のお祈りをお願いします。
さようなら、私の心からの親愛の気持ちをお約束します。
アデル

232. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ディシュレットと一緒にいるしあわせを述べた後、アデルの注意はキリストの聖体の祝日‡ の方へ向かい
ます。
「これほどしばしばご聖体を戴いているのですから、私たちはどういうふうでなければならないので
しょうか. . . 」

+J. M. J. T.
聖なる三位一体、私はあなたを礼拝します。

†
‡

編者註：主の祈り。
編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。

1814 年 6 月 7 日
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親愛なるアガト、あなたは、私が私たちのボンヌ・メール (bonne Mère) と一緒にいる
喜び、彼女の愛の対象である神さまに対する愛情の表現を聞く喜びが分かるでしょう。
彼女のようであることは何としあわせなことでしょう。私たちも彼女のようであるこ
とが出来るでしょう。でも、努力しなければなりません。ところがそれが、自分を窮屈に
させるものは何も好まない私たちの哀れな本性に嫌悪をおこさせるのです。
私たちは何と素晴らしい週を迎えることでしょう。貴くも惜し気もなくご自分を与え
てくださる私たちの神さまの、愛のほとばしりを私たちが見ることによって、すべてが、
私たちの愛をかき立てるようになっています。私たちはいつになったら、少しは同じよう
な愛によってこの無限の愛に応えるのでしょうか。
この聖なる週の間、私たちの主がその愛の秘跡の中で受けられる侮辱を償うように努め
ましょう。その秘跡の中で主は、その秘跡に含まれているお恵みの宝に全く敬意を払おう
としない多くの被造物から、見捨てられておいでになるのです。そのお恵みは、よく準備
された魂には注がれるお恵みです。
秘跡には常に、あたかもそれが最後の秘跡であるかのように、近づきましょう。出来れ
ば、ご聖体拝領の度ごとに、普通初聖体の時に抱く信仰、愛、願望を抱いて近づくように
しましょう。詰まる所、同じ神さまが同じ愛をもって、ご自分を私たちに与えてくださる
からです。
これほどしばしばご聖体を戴いているのですから、私たちはどういうふうでなければな
らないのでしょうか。十字架に付けられたおん体が大変しばしば通られる私たちの舌は、
本当に聖なるものでなければならないのではないでしょうか。そして、神聖な形態で神さ
まを見た私たちの目も. . . でも私たちは、このように聖化された私たちの体の肢体をどん
なにしばしば罪の道具に使っていることでしょう。
繕いますので、デュブラナのシャツを出来るだけ早く送ってください。あの人にはかな
り良い状態のストッキングを 3 足あげます。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたと私たちの親愛なる友人の
皆さまに心からの口づけをおくります。
アデル
私たちふたりからと言って、私たちの友人の皆さまにくれぐれもよろしくお伝えくださ
い。ベロック夫人も親愛なるあなたに手紙を書くつもりだったのですがドゥッセ師が留
守していますので、今日はムノーまでご聖体を戴きに行かれました。夫人は今、日曜日の
行列の準備をしています。
夫人から皆さまにくれぐれもよろしくとのことです。夫人からの頼みですが、短くして
いないスカートの中からパーケールのスカートを一つ送ってくださいとのことです。また
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あなたの叔母さまの縁なし帽子の薄布と同じような水玉模様のモスリンの薄布を 2 分の 1
オーヌ† と 8 分の 1 オーヌ買ってくださいとのことです。このモスリンの薄布が見つから
なければ、すかし模様の入ったきれいなパーケールの薄布を買ってください。15 フラン
する黒のフロスを 2 分の 1 リーヴル‡ と 8 分の 1 リーヴル買ってくださっても結構です。

∗

∗

∗

この後の 2 通の手紙は、
「プチット・ソシエテ」(小さな会) が修道生活の方へ進展して
いることを教えています。アデルは、提案を受けたある設立を前向きに断った 1808 年 11
月 20 日以降、そのすべての考えすべての願望を、神さまに対する全面的な奉献の方へ向
けて行きました。
それは、どのような形の奉献でしょうか。幼少の頃はカルメル会に惹かれていました
が、その後、
「プチット・ソシエテ」は、アデルに活動の魅力を与えてくれました。少し
ずつ、アデルは、友人たちと始めた使徒活動を続けることを可能にする修道生活を考える
ようになりました。
友人たちの幾人かは、アデルと行動を共にする意志のあることをはっきりと明言しま
した。

1810 年には既に、アデルの文通には「大切な計画」の存在が示されています。修道会
の再興を待つ間、アデルは、心情的な解脱で満足しなければなりませんでした。
平和が戻って、計画を実行に移す手段を考えることが出来るようになりました。1814
年 6 月 13 日のロンピアンでの集まりは、それ以外の目的はなかったのです。
この集まりの後、アデルはシャミナード師に手紙を書いて、同志の幾人かと共に、修道
生活に身を奉献する計画を知らせました。この手紙は保存されていませんが、汚れなきマ
リア修道会創立創立を準備する重要な文通の始まり§ となったのです。
アデルは他に集まりを招集しましたが、1814 年 10 月 23 日の、エグイオンの近くのサン
ト・ラドゴンドでの集まりは、最も重要な集まりの一つでした。(1814 年 10 月 25 日のア
ガト・ディシェ宛の手紙) ローモン師が会憲の最初の草案を作ることを承諾しましたが、
その草案はシャミナード師に委ねられることになります。

†

編者註：1 オーヌ =4 ピエ。1 ピエ =0.3048m。
編者註：質量の単位。時代や地域により異なったが、1812 年 2 月 12 日、メートル法により、1 リーヴ
ル =500g と定められた。
§
編者註：シャミナード師の手紙 n.51 以降を参照。『アデルの手紙』の英訳より。
‡
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233. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
アデル、ディシュレット、ジュリはロンピアンヘ発ちました. . . 彼女たちはそこで多くの友人に会いまし
た。計画、「大切な計画」は、さらに一歩前進しました。修道名を付けたのです。

+J. M. J. T.

1814 年 6 月 15 日

主の計り知れない恩恵のために、私たちは主に何をお返ししましょうか。
私たちが最近、しあわせなそして聖なる旅行をロンピアンにしたことをあなたにお知ら
せします。ロンピアンへは本当に行きたいとは思っていたのですが、期待はしていません
でした。親愛なるジュリが父に頼んでくれて、父も許してくれたのです。私たちの喜びが
想像できるでしょうか。
私たちは、月曜日の朝の 4 時に出発しましたが前の夜は殆ど眠りませんでした。向こう
の人たちは私たちの到着に大変驚いていました。
私たちは、午前中に長い会議をもちましたが、その晩と翌日の朝にも会議をもちました。
ああ、親愛なるアメリ、私たちがした更新によって、私たちが永遠に主の聖なる平和を
得ることができますように。

6 月 13、14 日の告解が私たちにとって、回心の時であることを心から願っています。私
たちの長上は、魂の救いと進歩のための熱心になんと充たされておられることでしょう。
長上は、ただイエス・キリストのために心を獲得することを望まれ、求められています。
私たちは、長上も大変心にかけておられる、
「大切な計画」についてよく話しました。私
たちは完全な喜びがもてると期待していました。ローモン師も来られることになってい
たからです。でも、神さまがそこに障害をおかれました。師は来られなくなったのです。
私たちは、皆いずれ劣らぬ熱心な友人にお会いしました。皆、
「計画」を実行するため
の熱意に燃えておられます。
私たちが修道名を付けたことを申し上げておきましょう。あなたにはスール・ルイズ・
ドゥ・サン・ジョゼフの名前を付けました。あなたの気に入って戴けると思います。
私たちは、最早私たち自身ではなく、すべて神さまのためのものとなりましょう。新た
な熱意をもって自己改善のために励みましょう。もう生ぬるい気持ちで働くことのないよ
うにしましょう。「神の業をいいかげんに行う人は不幸だ」といわれています。
さようなら、私は、私たちの主イエス・キリストにおいて、言い表わせないくらいあな
たのことを大切に思っています。
アデル
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メール (Mère) からあなたにくれぐれもよろしくとのことです。デュペリエ夫人に私の
敬意の気持ちをお伝えください。夫人が一緒にいてくださってよかったですね。

234. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1814 年 6 月 15 日

祭壇の至聖なる秘跡が永遠に賛美され感謝されますように。
私たちのいとも愛すべき花婿が、殆ど奇跡的に、私たちのちょっとした巡礼のしあわせ
を私たちに与えてくださいました。これは大きな恵みだと思います。と申しますのも、そ
こでは人々は多くの徳の香りがします。ですから、そこで全く新しい気持ちになるのは当
然です。
私たちは月曜日の 8 時半にロンピアンに着きました。私たちは朝、大変長い集まりをも
ちました。その日の晩と翌日にも集まりをもちました。
あなたにも想像できると思いますが、私たちは非常に細かな事項に至るまで丹念に検討
しました。幾人もの私たちの親愛なる友人とお会いしました。皆さん、ますます熱心で、
私たちが幸福な私たちの修道院で集まることの出来るしあわせな時を熱望しています。
私たちは「大切な計画」についてよく話しました。私たちは大変細かいことについても
話し合い、修道名も付けました。あなたの修道名はスール・マリー・デュ・サクレ・クー
ルです。
聖なる人たちと共にいることは何と快いことでしょう。神さまに仕えることには、何と
いう平和、何という喜びがあることでしょう。その一番大きな楽しみにおいてさえも、苦
しさによってむしばまれる不幸な世俗的な人とは何という違いでしょうか。
アジャンに行くことができたらと思っているのですが、なかなか大きな障害がありま
す。でも神さまにお任せし、信頼しましょう。神さまは、もしそれが神さまの栄光と私た
ちの進歩のためであれば、許してくださるでしょう。いずれにしても、親愛なるベロック
夫人が帰られたら、あなたに来て戴くつもりでいます。あなたの健康にはそれが必要だか
らです。
ガルデル師† が、ローモン師とラリボ師に、私たちの聖堂で、私たちの告解を聞き、ご
聖体を授ける許可を与えてくださいました。ですから、あなたもこの機会を利用すること
を期待しています。私たちのボン・ペール (bon Père) に悲しみではなく、慰めを与える
心構えを持ってください。
†

編者註：ピエール・ガルデル師はアジャンの司教総代理であった。『アデルの手紙』の英訳より。
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さようなら、イエス・キリストにおいてあなたに心からの口づけをおくります。
アデル
出来るだけ早く黒のフロスを送ってください。そして、カイオ夫人に早く手紙を書い
て、他のフロスかお金を請求してください。店の名前を知っていますか。

235. アジャンのマドゥモワゼル・ジョゼフィーヌ・アベイエ宛
「もうこれからは、私たちはただ一つの心一つの魂となります. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 6 月 16 日

祭壇の至聖なる秘跡が永遠に賛美され感謝されますように。
私たちの親愛なる姉妹、私の心に大変心地よいこの肩書きを使うことをお許しくださ
い。私は、私たちの主イエス・キリストにおいて私がどんなにあなたのことを愛している
か、これほど快く神聖な絆によってあなたと結ばれていることを私がどんなに喜んでいる
か申し上げたいと思います。
そうです、私の親愛なる姉妹、もうこれからは、私たちはただ一つの心一つの魂となり
ます。心と魂が神さまだけのものでありますように。私たちの天におられる花婿に気に
入って戴くことだけをもとめましょう。生きているのは最早私たちではなく、イエス・キ
リストが私たちの中に生きてくださいますように。
さあ、世俗、私たちの悪い傾き、嫉妬深くいらっしゃる愛する方のお気に召さないこと
すべてのことに、心から死にましょう。そのお方は、ご自分のためにだけ創られた心、そ
のお方においてしかしあわせと休息を見いだせない心を、ご自分お一人で所有されること
をお望みです。
私たちの親愛なるベロック夫人と私は、大変嬉しいことに、皆いずれ劣らずますます熱
心な幾人もの私たちの友人と、私たちの進歩のために熱意に満ちておられる私たちの尊敬
すべき長上にお会いしました。神さまが他の多くの人よりもむしろ私たちに与えてくださ
るこの豊かなお恵みを私たちが生かさないとすれば、私たちはどんなに罪深いことでしょ
う。もし神さまが、このようなお恵みを他の人に与えられたとすれば、彼らは、私たちよ
りも有効にそのお恵みを生かしたことでしょう。
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ですから、家父 (かふ) が私たちに預けられたタラント† を、神さまがそのタラントを私
たちの中で増やしてくださいますように、また私たちが、天国を奪いとる助けとなる功徳
の宝を携えて神さまのみ前にでることが出来るように、利殖しましょう。
さようなら、私の親愛なる姉妹、神さまのお許しがあれば、本当にあなたにお会いした
いです。そうなればどんなに嬉しいことでしょう。
アデル

236. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはアガトに、コンドムにベロック夫人と旅行したことを知らせています。

+J. M. J. T.

1814 年 6 月 22 日

神さま、私が探し求めたいのはあなたの栄光です。
親愛なるアガト、あなたがこの手紙を受け取られるころは、私たちは恐らくコンドムへ
向かっていることでしょう。金曜日の晩はネラックに泊まって、土曜日の朝早くコンドム
へ発つことになるでしょう。そこからアジャンに回って行けたらどんなにか嬉しいことで
しょう。でも、大きな困難が予想されます。
いずれにしても、神さまがすべての出来事をご自分のより大いなる栄光に導かれますよ
うに、いつも私たちの主のご意志に身を委ねましょう。
私たちが、すべてにおいて神さまのご意志に従うということを身につけることが出来た
ら、どんなにか幸せなことでしょう。どんなに多くの罪を避けることが出来るでしょう
か。どのような平和を獲得することが出来るでしょうか。
そうです、神さま、神さまがお望みだから、神さまがお望みになるように、神さまが望
まれることだけを望む魂を誰が動揺させることが出来るでしょうか。自分の意志は、私た
ちに何と多くの罪を犯させ、何と多くの苦悩を与えることでしょう。
残念なことに私は、神さまのご意志へのこの聖なる服従には、まだ一歩も踏み出してい
ないのです。そしてそこから、私のもろもろの過ちが生まれるのです。
どんなに苛立つことがあっても、どんなに悲しいことがあっても、神さまの意志は、好
むと好まざるとにかかわらず、常に行なわれなければならないのです。ですから、しなけ

†

編者註：
「タラントン」のたとえ。マタイによる福音書 第 25 章第 14-30 節。「ムナ」のたとえ。ルカに
よる福音書 第 19 章第 11-27 節。
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ればならないことなら、辛いことでも進んでしましょう。そして、神さまが私たちに起き
ることをお許しになる障害の実を無駄にしないようにしましょう。
さようなら、イエス・キリストにおける私たちの心からの愛情の約束を早く口頭でした
い気持ちです。
アデル

237. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは短い言葉でコンドムから帰ってきたことを知らせています。親愛なるベロック夫人がアガトに、
体験したいろいろな慰めと、貴重な会員の獲得のことを伝えることになるでしょう。

+J. M. J. T.

1814 年 7 月 6 日

神さま、私は私自身よりもあなたをもっと愛したいと思います。
私たちは昨日の晩コンドムから帰って来ました。書かなければならない手紙がたくさ
んあります。ですから、あなたには短いお便りしかできません。
私たちの親愛なるベロック夫人があなたに、この旅行の間に私たちが体験したいろいろ
な慰めと、貴重な会員の獲得のことを伝えてくれるでしょう。
ああ、親愛なるアガト、私たちはいつになったら、全く神さまのものとなっているあの
聖なる魂たちのようになれるのでしょうか。神さまのお気に召すこと、神さまを愛するこ
と、神さまに仕えることだけを熱望しましょう。
私たちはひどい仕打ちで絶えず神さまに対して罪を犯し、神さまを侮辱しているのに、
神さまは私たちを大変優遇してくださり、私たちに多くの優しさと慈悲を与えてください
ます。それなのに遅々として進歩が見られないことは恥じ入る気持ちです。
あなたが、親愛なるバイヨンヌの方について私に話してくださることは、私にとって大
変嬉しいことです。私がアジャンに大切な旅行をする時まで、その方がまだそちらにい
てくださったらと思います。アジャンへは、かわいそうな父の状態が悪くならなければ、

8 月の終わりに行けると思います。父の状態は大変悲しいものです。父のために祈ってく
ださい。主が、父にこれほどの苦しみから有益なことを引き出すようにさせてくださいま
すように。
さようなら、私が、私たちの主イエス・キリストにおいて、どんなにあなたを愛してい
るか何度となく繰り返して申し上げます。
アデル
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238. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
私たちはお恵みを豊かに戴きました. . .

+J. M. J. T.

1814 年 7 月 6 日

神さま、私は私自身よりもあなたをもっと愛したいと思います。
親愛なるアメリ、御免なさい、今日は短いお便りしか出来ません。コンドムで手紙を書
くことが出来ませんでしたので、出さなければならない手紙が遅れているのです。私たち
のメール (Mère) の方から、私たちが忙殺されている用事のことを詳しく伝えてくださる
と思います。
親愛なるアメリ、私たちは地上の天使に会いました。私たちは貴重な会員を獲得しまし
た。私たちはお恵みを豊かに戴きました。それなのに私は相も変わらず惨めな状態で帰っ
てきたのです. . . 何という貧しさ、何という惨めさ、何という忘恩でしょう
でも気を落とさないようにしましょう。私たちの善意、すべて神さまのものでありたい
との私たちの願望をかき立てましょう。本性を抑え、打ち負かし、服従させるように絶え
ず努めましょう。
神さまの栄光だけを求めましょう。神さまのみ旨にかなうこと、自分を救うこと以外の
願望はもたないようにしましょう。神なる花婿が、聖体拝領から次の聖体拝領までに、何
か私たちが獲得したものを見いだすことが出来ますように努めましょう。神なる花婿は、
当然それに値されるのではないでしょうか。
あなたの健康状態は相変わらずはかばかしくないのですね. . . あなたは天国に宝を積む
ことができます。私は、あなたがそのようになさるだろうと心から信じています。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて私の愛情をお約束します。
アデル

7 月 11 日以降、アデルは手紙にスール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンと署名して
います。

239. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、ベロック夫人が帰った後心の空白を覚えたことをアガトに隠しません。しかし、
「神さまだけ
が私の心を充たすことがお出来になります. . . 」と付け加えています。
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1814 年 7 月 11 日

+J. M. J. T.

イエスさま、あなただけが私の心を充たすことがお出来になります。
あなたは私たちの親愛なるベロック夫人に側にいます、そして私は、ベロック夫人を取
り上げられたのです. . . 夫人が帰られて私の心に大きな空白が出来たことはあなたにも十
分感じられると思います。でも、神さまだけが私の心を充たすことがお出来になります。
すべての被造物よりも最愛なる神さまを選ぶことを弁 (わきま) えましょう。神さまにお
いて、神さまのためにしか被造物を愛さないようにしましょう。
私たちの心は、ただ、神さまのためにだけ創られています。神さまだけが私たちの心を
満足させ、充たすことがお出来になるということを私たちは充分に感じています。魂が平
和である時、神さまと結ばれた時に私たちが覚える喜びに比較できる喜びがあるでしょう
か。何と素晴らしい時でしょう。どうして私たちはこの素晴らしい時をいつも続けられ
ないのでしょう。
カルワリオにおいてもタボール山† においても私たちの神なる主に従うことを知らなけ
ればなりません、どちらにおいても、主に、
「神さま、あなたは、私があなたを愛してい
ることをご存じです。死も拷問も、私が生涯もつべきこの聖なる愛を私に断念させること
は出来ないでしょう。」と言うことが出来なければなりません。
私たちは優しく慈愛深い主にお仕えしています。ところが、私たちは何と惨めな悪い僕
でしょう。親愛なるアガト、もっと忠実な者となりましょう。有益な自己抑制をしましょ
う。私たちの慈愛深い主はすべてを数えられます。主のためにすることで何も失われる
ことはありません。主はすべてを、ため息にいたるまで、聞きとどけてくださいます。主
は私たちの心の備えまでも考慮してくださいます。
最早、私たち自身が生きるのではなく、イエス・キリストが永久に私たちの中に生きて
くださいますように。
親愛なるアガト、あなたがこちらにおいでになること、そして、その後で私があなたを
送り届けることに何の妨げも起こらないことを期待しています。あなたとお会いすること
を本当に楽しみにしています。障害が起きないことを心から願っています. . .
私たちの主イエス・キリストにおいて心から愛情を傾けてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン

†

編者註：主の変容がここであったとする説がある。

294

240. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
「私たちの意志を断念し、神さまのご意志に従わせることを学びましょう. . . 」

1814 年 7 月 13 日

+J. M. J. T.

イエスさま、あなただけが私の心を充たすことがお出来になります。
ローモン師は、あなたへの返事を遅らせることで、あなた方自身の意志を抑えることを
あなたに教えようとなさっておられるのです。あの神父さまは無駄なことは何もなさいま
せん。神父さまは、あなたが神父さまのお手紙を読むことによってよりも、我慢すること
によって、あなたがより多くのものを獲得することをよくご存じです。このことは、あな
たにとって、大変有益な神父さまのご指導を受けないようにする誘惑だろうと思います。
私たちの意志を断念し、神さまのご意志に完全に従わせることを学びましょう。それが本
当の信仰心です。その他は幻想に陥りやすいのです。そこに、イエス・キリストの本当の
僕であるかどうかわかる試金石があります。
親愛なるアメリ、私たちの勇気を倍加しましょう。自分をすべて神さまのみ旨にささげ
るようにしましょう。神さまが自由に私たちに働きかけられるように、私たち自身を委ね
ましょう。神さまは、何が私たちに必要か私たち以上に知っておられます。神さまのみ旨
は常に愛すべきものであり、常に崇むべきものです。
何ということでしょう。私はあなたに、自分ではおおよそ実行もしないような教訓を垂
れています。私はちょっとした困難にも意気阻喪 (そそう) し、気落ちしてしまうのです。
そして、自分の意に反するすべてのことに我慢出来なくなるのです. . . 私は、何をしなけ
ればならないか知っていながら、これを殆ど実行しなかったことによっても、もっと厳し
く罰を受けるでしょう。
来週はアジャンに行けるという期待と嬉しさでいっぱいです。あなたにお会いできるこ
とを心から楽しみにしています。でも、もし神さまがアジャン行きを犠牲にすることを求
められるなら、前もって神さまのみ旨に従いましょう。
「フィアト・ヴォルンタス・トゥ
ア」(Fiat voluntas tua! み旨が行なわれますように。)
さようなら、親愛なるアガト、あなたへの私の思いは生涯続くものであることを信じて
ください。その上、それは永遠に続く性格のものです。そのことをお約束します。
ラ・スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
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241. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
7 月 18 日、ラリボ、ローモン両師が一緒にトランケレオンに来ました. . . ロンピアンでまとめた取り決
めがまた話題になりました。そして、時が来れば、すぐに新しい生活形態を始めるために心積もりと意志を
十分に固めておく必要性について意見が一致しました。しかし、ある重要性をもった如何なる決定もなさ
れなかったように思われます。(H. Rousseau, o.c., Chap. XVI, p.268)

+J. M. J. T.

1814 年 7 月 20 日

主よ、私の存在のすべてをあなたに犠牲としてささげます。
親愛なるアガト、何と素晴らしいお恵みを私たちは戴いたことでしょう。神さまがそれ
を豊かに与えてくださいました。
ローモン師が、月曜日にラリボ師をロンピアンに連れて来られ、夜、お二人がおいでに
なりました。どんなに嬉しい驚きであったか考えてもみてください。ただ、あなたが私た
ちと一緒でなかったことがとても残念でした。私たちの長上も残念がっておられ、本当
は、あなたがおいでにならないうちは来たくなかったのだけれどローモン師に連れて来ら
れた、とラリボ師は言っておられました。そして、そのことを何度も言われました。一度
は、
「マドゥモワゼル・アガトに、心痛についての詳しい手紙を書くように伝えてくださ
い。そうすれば返事を書くように努めますから。
」と私におっしゃいました。師はあなた
に会えないことを本当に残念がっておられました。
この神父さま方は、何と嬉しい訪問を私たちのためにしてくださったのでしょう。この
ことをベロック夫人にも伝えておきます。夫人の方からあなたに報告書が渡っていくと
思います。ですから繰り返しにならないように、そのことについてはあなたには詳しくは
お話しません。
ただ、ジュリと私が今朝 5 時に天使のパンを戴くことが出来たことを申し上げておきま
しょう。この天のマナはこっそりと私たちにさずけられました。その分より貴く、より素
晴らしいものであるはずです。
こういうわけで、私の花婿に私の中においで戴いています。花婿のためにだけ生きるこ
とは何と嬉しいことでしょう。それが私の一番大きな願望です。親愛なるアガト、建物が
始められる時には活用されるような磨きあげられた石であるために私たちの修練期を過ご
しましょう。
私たちは、この世においては、私たちの聖なる召命について私たちが出来ることを実行
することになるでしょう。私たちの両親には誠実に従いましょう。聖なる貞潔について
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は十分な用心をしましょう。そして、可能なことにおいて、アシジの聖フランシスコ† が
「私たちの貴婦人」(ma Dame) と呼んでいた清貧を実行しましょう。そしてそのようなこ
とを、私たちの将来の誓願を考えて行いましょう。
さようなら、私の喜びも私が感じる慰めもあなたに味わわせてあげられない辛さで半減
といったところでした。私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに何度も口づけをお
くります。
アデル
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
気の毒に、私たちのラリボ師のお体の具合が大変悪いのです。この二日ミサをささげる
ことが出来ませんでした。

242. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
「私たちは何を主にお返ししましょうか. . . 」
この手紙は、「主は私たちにすべてを与えられます、主にすべてを与えましょう. . . 」という叫びで終わ
る感謝の讃美歌です。

+J. M. J. T.

1814 年 7 月 20 日

「記念すべき日」
主よ、私の存在のすべてをあなたに犠牲としてささげます。
いつになったらこの「アクト」が、主がお恵みと慰めを私に豊かに与えてくださる今日
にもまして、私に相応しくなるのでしょうか。
この前の月曜日に、私たちの尊敬すべき神父さま方、ラリボ師とローモン師がそろっ
ておいでになりました。私の驚きと喜びを考えてもみてください。そして神父さま方は、
水曜日の今日、朝の 5 時にジュリと私に天使のパンを授けてくださった後、出発されまし
た、私たちがどんなに早起きしたか分かるでしょう。ジュリは会に受け入れられ、スカプ
ラリオの着用が認められ、立派な教示を戴きました。ジュリはローモン師と 2 回の面談を
もち、私はラリボ師と 3 回の面談をもちました。それについて私がベロック夫人に報告書
を出しますから、夫人の方からあなたに渡してもらえるでしょう。

†

編者註：13 世紀にフランシスコ会 Ordo Fratrum Minorum を創立する。
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深い感謝の気持ちをもって、心の底から叫びましょう。
「私たちは、主が私たちに豊か
に与えてくださるもろもろのお恵みに対して、主に何をお返ししましょうか。特別な方法
で、特別なお恵みによって、私たちをご自分の方へ呼んでくださることに対して、主に何
をお返ししましょうか。その崇むべきおん体とおん血によって私たちをしばしば養って
くださったことに対して、主に何をお返ししましょうか。私たちがこれほど多くの聖なる
模範、これほど多くの有益な助言、これほど多くの助け、これほど多くの救いの手段を得
られるこの選良のコングレガシオン、至聖所の中に私たちを置いてくださったことに対し
て、主に何をお返ししましょうか。一体主に何をお返ししましょうか。
」主は私たちにす
べてを与えられます。主にすべてを与えましょう。主はご自分を私たちに与えられます。
私たちの存在のすべてを、私たちの持っているものすべてを主に犠牲としてささげましょ
う。もう主を愛し、主に仕え、主のみ旨にかなうためにしか生きないようにしましょう。
さようなら、親愛なるアメリ、私たちの主イエス・キリストにおいて、私があなたを心
から愛していることを信じてください。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン

243. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
+J. M. J. T.

1814 年 7 月 26 日

神なる王、あなたお一人私の心を支配してください。
そうです、神なる王お一人が私たちの心を支配されますように、心のすべての愛情とそ
のすべての動きを服従させてくださいますように。すべてが神さまに属しています。私
たちを創られたのは神さまです。ですから、神さまに属するものは神さまにお返ししま
しょう。
いつもどのような状況においても、私たちを慰めてくださる時も私たちに悲しみを与え
られる時も、病気の時も健康な時も、豊かな時も貧しい時も、孤独な時も、他の人と共に
いる時も、神さまを愛しましょう. . . いつも私たちは神さまの子供です。いつも神さまは
私たちに恩恵を豊かに施してくださいます。ですから私たちも、いつも余すところなく分
かつことなく、神さまのものでなければなりません。
私たちがお会いして以来、色々な事があったとあなたがおっしゃるのは至極もっともな
ことです。私たちは、特にたくさんのお恵みを戴きました。神さまは恩恵を倍加してく
ださいましたが、私たちは、私たちの崇むべき花婿に対する感謝と愛を倍加したでしょう
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か。本当に私たちは以前よりもよく、より以上の忠実をもって神さまにお仕えしているで
しょうか。
「多く与えられた人は多く求められるだろう、より多く託された人はより多く報告を求
められるだろう† 」という、福音の言葉に恐れおののきましょう。ある人において大変立
派だと思われることも、これほど多くの光に照らされ、これほど多くのお恵みによって助
けられた私たちにおいては、大変不完全なものとみなされるでしょう。
あなたの健康状態について、あなたが私に知らせてくださったことを心配しています。
いつもより暑くて堪え難い天気がその原因だと思いたいです。いずれにしましてもすべ
ては神さまのみ手の中にあります。神さま、私の両親、友人、私にとって大切なすべての
人、私のすべてをあなたの温情溢れるみ手の中にお委ねします。あなたのより大いなる栄
光と私たちの救いのために、私たちについて、私たちの中に、あなたのお気に召すすべて
のことを行ってください。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおける私の愛情を信じてください。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
ジュリからよろしくとのことです。ジュリは忙しくてあなたに手紙を書く時間が全然
ありません。

244. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「私たちの友情が私たちの霊的進歩に有益であるようにしましょう. . . 」
アデルは近いうちにアガトをトランケレオンに迎えることを期待しています、
「そうです、あなたと私た
ちの愛の対象であられる神さま、私たちの親愛なる友人たち、私たちの「大切な計画」について話し合うこ
とが出来るということは、私にとっては大変嬉しいことです。」

+J. M. J. T.

1814 年 7 月 27 日

神なる王、あなたお一人私の心を支配してください。
親愛なるアガト、これが、あなたとお会いする前の最後の手紙となることを期待してい
ます。
そうです、あなたと私たちの愛の対象であられる神さま、私たちの親愛なる友人たち、
私たちの「大切な計画」について話し合うことが出来るということは、私にとって大変嬉
しいことです。
†

編者註：ルカによる福音書 第 12 章第 48 節。
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おお、主において結ばれていることは何と心地よいことでしょう。世俗の惨めな結びつ
きとは何という違いでしょうか。世俗の結びつきはその後に、辛い思い、悲しみ、汚れた
良心しか残しません。私たちを結びつけている絆をますます強いものにしましょう。で
もそれは、主において主のためにしましょう。私たちの友情が私たちお互いの進歩に有益
であるようにしましょう。
親愛なるアガト、私たちが一緒に過ごす時を有益なものとしなければなりません。私た
ちは、功徳を積み、徳をよりよく実行出来なければなりません。特に、お祈りをもっと良
くしようという心掛けをもたなければなりません。私たちは神さまのお恵みがなければ何
もすることが出来ないのですから、私たちにとっては、多くのものがお祈りの仕方次第な
のです。そして私たちは、お祈りによって神さまのお恵みを得るのです。神さまのお恵み
をふさわしく願いもしないで、どうして神さまのお恵みを望めるでしょうか。ですから、
もう、お祈りのために使う時を無駄にするようなことはしないで、私たちの魂の悪いとこ
ろを天におられる神なる医者に打ち明けるために、この時を使うように努めましょう。私
たちの極度の惨めさを私たちの神なる王に打ち明けるために、私たちの苦悩や悲しみを私
たちの神なる花婿に打ち明けるために、この時を使うように努めましょう。いとも愛すべ
き私たちの神さまは、私たちのためにすべてでいらっしゃいます。そして神さまは、この
ような肩書きをすべて持っておられるのです。
さようなら、親愛なるアガト、私の口であなたに口づけできる嬉しい時を待って、あな
たに心からの口づけをおくります。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
今しがた、あなたからのお手紙を戴きました。一つの考えが浮かびました。それは神父
さまに相談することです。もし、神父さまがおいでになれるとお考えになれば、あなたが
こちらに来られるのを遅らせなければならないでしょう。そうでないようでしたら予定通
りに来てください。神父さまにこれからすぐに手紙を書きます。

245. アジャンのベロック夫人、旧姓ディシェ、宛
いくつもの理由があってアデルはベロック夫人に急ぎの手紙を書きました。

+J. M. J. T.
神さま、私の唯一の願望となってください。

1814 年 7 月 31 日
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イエスさまは私に悲しみを与えられます。でも、善も悪も温情に満ちたイエスさまのみ
手から戴かなければならないのではないでしょうか。叔母のサン・ジュリアンが、胆汁性
の熱のために病気になりました。それは私にとって悲しいことですが、それがまた、私が
アジャンに来月行きたいと思っている、その障害となるだろうということがお分かりにな
ると思います。神さまのみ旨が行なわれますように。叔母のために神さまに祈ってくだ
さい。
あなたに尊敬すべき長上のお手紙を送ります。ある人の貴重な健康のために、私たちが
始めることになっているノヴェナ (9 日間の修業) のことをあなたにお知らせしたかどう
か覚えていません。そのノヴェナは、聖母の被昇天の祝日に、聖ヨゼフに対する「スブ・
トゥウム」(Sub Tuum† ) で始めることになっています。神さまのみ旨をよりはっきり知ら
せてくださいますように、それに「ヴェニ・サンクテ」(Veni Sancte‡ ) を付け加えましょ
う。ヴァレイユの会員の皆さまとヴィルヌーヴの皆さまに、そのようにすることを勧めて
くださるようにアンリエットに頼んで戴けないでしょうか。
水曜日に、間違いなくバラドお嬢ちゃんとボワお嬢さんの名前と年令を私に送ってくだ
さい。間違いなくボルドーの方から頼まれているのです。ローモン師の方からその要請が
ありました。私はそれを木曜日に送りたいと思っています。マルルー師§ を通してそれを
受け取るようにして戴けませんか。少しデュブラナの話を聞かせてください。
素晴らしい事があります。(私たち二人の間の話ですが) 昨日、父が願を立てると言っ
たのです。神さまが、少し歩いて動けるようにしてくだされば、病人の世話と少女たちの
教育のために、小教区の中に 24,000 フランの基金を創ると言うのです。それにふさわし
い家を建てて、そこに、慈善事業に専念する修道女を 3 名置くと言うのです。お分かり戴
けると思いますが、私は私たちのことを考えたのです。そうなれば神さまのみ旨がはっき
り現されるでしょう。
本性に耳を傾けてはなりません。神さまが私たちを呼ばれるところに馳せ付けなけれ
†

編者註：Sub Tuum Præsidium 神の御母よ (神の御母よ、わたしたちはご保護を仰ぎます。いつ、どこ
でもわたしたちの祈りを聴き入れ、御助けをもってすべての危険から守ってください。)
‡
編者註：Veni Sancte Spiritus 聖霊 来たりたまえ
聖霊来て下さいあなたの光の輝き 私達を照らして下さい。
貧しい人の父、心の光 証の力を注ぐ方
やさしい心の友、さわやかな憩い、ゆらぐことのないよりどころ
苦しむときの励まし、暑さのやすらぎ、憂いの時の慰め。
恵みあふれる光、信じる者の心を 満たす光よ
あなたの助けがなければ、すべては、はかなく消えて行き、だれも清く生きては行けません。
汚れたものを清め、すさみをうるおし、受けた痛手を癒す方
かたい心をやわらげ、冷たさを暖め、乱れた心を正す方
あなたの言葉を信じて、より頼む者に、尊い力を授ける方
あなたは私の支え、あなたの恵みの力で、救いの道を歩み続け、永遠の喜びをお与えください
§
編者註：アジャン教区の助任司祭。『アデルの手紙』の英訳より。
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ばなりません。魂を悪魔から奪ってイエス・キリストのために獲得することが、私たちの
唯一つの目的、唯一の願望でなければなりません。
ああ、もし私たちが、一生涯働いた後で、ただ、一人の魂でも天国に送ることが出来
たら、私たちは報いを受けるのではないでしょうか。イエスさまに万歳。マリアさまに
万歳。
ロロットはリュションにいます。私たちのために何かいいものを手に入れることができ
るかもしれませんが、どうでしょうか。手に入ることを期待しています。
神さまが私たちを祝福してくださいます。私はそのことに信頼しています。ますます
私たちの意向を純粋なものにしましょう。
パシャン夫人からくれぐれもよろしくとのことです。
さようなら、私は天におられる崇むべき私たちの花婿においてあなたをますます愛し
ます。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
追伸
マドゥモワゼル・カンパニョの手紙は大変立派なものです。
私があなたに送ったお金の中に 15 ソル† の硬貨がありました。
アメリからの便りがありませんので心配しています。アメリは、この前は体の具合が悪
かったのです。

246. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、トランケレオンでアガトに会うことを強く望んでいましたが、アガトがラリボ師に会える便
宜を図って、アガトがトランケレオンに来るのを遅らせました。

+J. M. J. T.

1814 年 8 月 3 日

イエスさま、私の唯一の願望となってください。
親愛なるアガト、私は、神父さまからのお便りを心待ちにしています。それは、いつ私
があなたにお会い出来て、私たちの最愛の神さまについて話し合ったり、神さまによく仕
える手段、私たちの「大切な計画」
、私たちの善良な姉妹たちについて差し向かいでお話
し出来るかを知るためです. . .
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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あなたがこちらにおいでになる時を何とか有益なものにしなければなりませんし、あな
たのこちらでの滞在が、天国のために無駄にならないようにしなければなりません。神さ
まはそのことについて私たちに報告を求められるでしょう。忠実な僕のように、儲けたい
くらかのマルク† を神さまに差し出すことが出来るように努めましょう。主は、初めに与
えられた恩恵を几帳面に有効に生かそうとするのをご覧になる時、さらに恩恵を増やして
くださるのです。
ですから、元気を出して取り掛かりましょう。企ての大きさに怖じけづかないようにし
ましょう。今私たちがすべき事だけを考え、それをよく成すことだけを考えましょう。
普通の行いに忠実であること、それを完全に行うことによって、私たちは徳において進
歩することが出来るのです。神さまは、私たちに特別なことを求められることはありませ
ん。神さまは、私たちが毎日行う事柄において自分を聖化することを望まれるのです。最
近、私たちは、この事について立派な読書をしました。
親愛なるアガト、さあ、天国のことを考えましょう。地上のことは軽視するようにしま
しょう。私たちは、神さまのためだけに創られているのです。ですから被造物に執着しな
いようにしましょう。私たちの生まれの貴さを汚さないようにしましょう。私たちは、聖
人たちの子供です、私たちの先輩たちが歩いた道に従って歩きましょう。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主、イエス・キリストにおける私の心からの友
情を何度となくお約束します。
アデル
お気の毒に、神父さまのお体の具合が悪くなりましたので、神父さまにお会いするの
は、諦めなければならないのではないかと懸念されます。神父さまのお体の具合に大変心
を痛めています。あなたは、私が神父さまを信頼申し上げているのをご存じですから、充
分にそのことがお分かりになると思います。

247. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「聖母マリアの大きな祝日が間近です。至聖なるおとめマリアの愛を見て、私たちの愛を燃え立たせま
しょう。」

+J. M. J. T.

†

編者註：かつてフランスに存在した金銀の質量単位。

1814 年 8 月 9 日
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イエスさま、私の遁 (のが) れ場、私の希望となってください。
もうたくさん手紙を書きましたので、この手紙は少し短めにしておきます。私たちの尊
敬すべき神父さまのことでの私のかなりの心痛がお分かり戴けると思います。正直に申し
上げまして、あまり安心はしていないのです。いずれにしましても、神さまのみ旨が行わ
れますように。
神父さまの短いお手紙で、神父さまがあなたについて書かれたことをご覧になったと思
います。善良な神父さまは、お具合がそれほど悪かったということを私たちにお手紙では
知らせてくださいませんでした。
聖母マリアの大きな祝日が間近です。至聖なるおとめマリアの愛を見て、私たちの愛を
燃え立たせましょう。マリアさまの愛はマリアさまを焼き尽くすほど深いものでした。
私たちは、このような大きなしあわせを熱望することは出来ませんが、この聖なる愛に
おいて生きることは出来ますし、生きなければなりません。そして、ユーカリスト† とそ
の妻マリアの立派な話の模範に倣って、私たちのすべての行い、どうでもいいような行い
までも、神さまに対する愛のために行わなければなりません。それはすべてを功徳あるも
のにし、すべてを有効に生かす方法です。
貪欲な人たちと同じように、永遠のために豊かになる機会は一つも逃さないようにしま
しょう。虫が食ったり、錆が侵したりすることのない宝を集めましょう。
花婿が着いた時のおろかな乙女たちのように不意を突かれる‡ ことのないように、早く
から貯えをしておきましょう。私たちのランプにいつも愛徳の油を入れておきましょう。
ランプを決して消さないようにしましょう。ランプが消えることのないように、油はいつ
も新しくしておくように心を配りましょう。
ジョゼフィーヌに手紙を書いてこの前の郵便を運んでくれた人に託しました。
私たちは、あなたを私たちと一緒に連れてくることにします。私はそれを本当に楽しみ
にして待っています。
さようなら、私たちの優しいイエスさまにおいて、私のすべてをあなたにささげること
を改めて申し上げます。
アデル
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン

†
‡

編者註：ご聖体。
編者註：「十人のおとめ」のたとえ。マタイによる福音書 第 25 章第 1-13 節。
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248. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「神さまに私たちの意図、私たちの願望、私たちの計画を委ねましょう。すべてを神さまのみ手の中に
委ねましょう。」

+J. M. J. T.

1814 年 8 月 17 日

神さま、私の愛を倍加してください。
今日私たちは、私たちの親愛なる叔母たちを待っています。私がそちらに行くかどうか
がやがて決まるでしょう。若し行けたら、そちらの皆さまとお会いして、消すことの出来
ないやり方で皆さまが刻まれている私の胸に、皆さま全員を抱き締めることは何と嬉しい
ことでしょう。でも、行けなくなるのではないかと懸念しています。と申しますのも、若
し父が温泉療養に行くことになれば 29 日に出発することになるでしょうし、叔母も、父
が療養地にいる間は父と一緒に留まることを望むと思うからです。私もその方がいいと感
じています。
どうしたらいいでしょうか。すべてにおいて神さまのみ旨を甘受することです。神さ
まに私たちの意図、私たちの願望、私たちの計画を委ねましょう。すべてを神さまのみ手
の中に委ねましょう。
ところであなたはいつこちらに来られますか。去年、私は「主婦」をやっている時に来
てくださいましたね。親愛なるアガト、あなたは私の仕事を手伝ってくれましたね。あな
たがこちらに来ることが出来たらどんなに嬉しいことでしょうか。私はまだ、神父さまが
来ることがお出来になるのではと期待しています. . . でもすべてを神さまのみ手の中に。
私たちはいま、八日間の祝祭を祝っています。私たちにこれほどのお恵みを豊かにく
ださり、私たちが完全にご自分のものであることを望まれる神さまに対して、愛と熱意
と熱心を倍加しましょう。神さまのみ心のやさしい心遣いを拒むことのないようにしま
しょう。
私たちの心が一番傾いていることを、神さまに広い心をもって犠牲としてささげましょ
う。さあ、すべてを、神さまのためにしましょう。世俗のためとか自分自身のためには何
もしないようにしましょう。神さま、私の大きな弱さを支えてください。
私たちが大事な旅行をしてから日曜日で一年になります。あの時に私たちが戴いた助
言と私たちが見た模範を黙想することをお勧めします。そうして、もう一度私たちの決心
を取り直しましょう。そして、このお恵みから利益を引き出すことがどんなに少なかった
かを吟味しましょう。
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さようなら、親愛なるアガト、イエス、マリア、ヨゼフの優しいみ心において一致して
いましょう。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
あなたのお手紙をどのようにすれば神父さまに送ることができるか考えてみましょう。

249. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
十字架称賛の祝日† は、アデルの手紙に着想を与えます、「私たちの神なる主の十字架においてだけ誇り
ましょう. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 9 月 29 日

イエス・キリスト、私はあなたの十字架においてのみ誇りたいと思います。
親愛なるアガト、このことが実践において本当でありますように。私たちの神なる主、
私たちのいとも愛すべき救い主の十字架においてだけ誇りましょう。この十字架を私たち
の胸に下げていることを恥ずかしく思わないようにしましょう。十字架をさらにもっと私
たちの心のなかにもちましょう。超自然的な愛で十字架を愛しましょう。自然的な愛で
は十字架を愛することは出来ないからです。
十字架を愛しましょう。十字架は私たちを、私たちの主イエス・キリストに一致したも
のとしてくれるからです。十字架を愛しましょう、十字架は私たちの罪の償いとなってく
れるからです。十字架を愛しましょう、十字架は、私たちに天国を開いてくれ、地獄を閉
めてくれるからです。
残念なことに、私たちには償うべき多くの罪があります. . . 何回となく地獄に値した私
たちが、いくらかの軽い十字架を嘆くことが出来るでしょうか。もし神さまが、その正義
によって私たちを遇 (ぐう) されたとしたら、私たちは、何年も前から地獄の火に焼かれ
ていることでしょう。慈愛深い父でいらっしゃる神さまは、私たちを待つことを望まれま
した。何という慈愛の深さでしょうか。
私たちが悔い改めるのを待ってくださったこれほどの大きな恩恵に対して、主に感謝の
気持ちを表すためにあらゆることをするようにしましょう。神さまはすべての国民、すべ
ての魂に対してこのように行なわれるのではありません。ですから、神さまに対して永遠
に感謝の祈りをささげましょう。
†

編者註：9 月 14 日。
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私たちの尊敬すべき神父さまから私が戴いたお手紙をあなたに送ります、神父さまに去
勢鶏を送った時に、手紙の中で、親愛なるジョゼフィーヌのことに触れておいたのです、
そしたら、そのことについて神父さまから一言戴きました。
ローモン師が私たちの草案のコピーを、いくらかの時間の変更を加えて送ってくださ
いました。終わりのところで、師は、長上は、
「イエス・キリストのはしためのはしため、
スール. . . 」と署名し、他の人は、
「イエス・キリストの貧者を愛する、スール. . . 」と署名
するようにと付け加えておられます。
さようなら、親愛なるアガト、イエス・マリア・ヨゼフの優しいみ心において、私があ
なたに抱く深い友情を信じてください。
アデル
あなたにトナンからの手紙を送ります。これらの手紙は、後で間違いなく私に送り返し
てください。

250. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ここでアデルはシャミナード師からの手紙 (1814 年 10 月 8 日・Tome I p.87) のことを仄 (ほの) めかし
ています。師はその手紙の中で、自分の計画をはっきり述べています。そして、
「もし修道女になりたいと
いうあなたの願望の中に、小さな宣教者についての意見とか気持ちなどがあれば、私に手紙で知らせてく
ださい. . . 」と言って終わっています。
この手紙が届いた時にはローモン師は、トランケレオンに来る途中でした。この手紙は大きな関心をもっ
て読まれ、慎重に話し合われました。結論は、修道生活を願望する人にとって最良の方策は、シャミナー
ド師の、確かで経験を積んだ指導に全面的に委ねることである、ということでした. . . (H. Rousseau, o.c.,

Chap. XVI, p.273)

+J. M. J. T.

1814 年 10 月 13 日

神さま、あなたの道に従って歩くために新たな勇気を私にください。
私たちの優しいイエスさまは何と慈悲深く、何と慈悲に充ちておられることでしょう。
イエスさまが私たちに与えてくださったお恵みをあなたはもうご存じです。
全然予期していませんでしたが、月曜日の朝、尊敬すべき巡察使† ローモン師の来訪が
†

編者註：司教区や修道会などの教会法によって認められた機関への聖座の教皇特命派遣員。その機関
が、外的な助けなしには乗り越えられないような重篤な困難に出会ったときに通常は派遣される。巡察使
は一般に広範な権限を持っているが、その権限は任命書に明白に定められている。彼は限定された期間に
おいて権限を行使し、役割は検査官に類似し、カトリック教会内のものである。教会法による訪問ののち聖
座に報告がなされ、その報告を提出することで任は解かれる。
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ありました。日曜日にご聖体拝領が出来なかった親愛なるアメリは、主任神父さまが朝早
くミサをささげに来られる場合はご聖体拝領をするように準備していました。そこへ、主
任神父さまの代わりにローモン師がお見えになったのです。私たちの喜びを想像してくだ
さい。アメリは、月曜日にご聖体拝領をしました。火曜日にも親愛なるジュリと私と一緒
にご聖体を戴きました。私たちのためにこれほどしてくださる神さま、すべて私たちのも
のとなることを望まれる神さま、私たちも、すべて神さまのものとなることを望まれる神
さまに、すべてをささげないということがどうして出来るでしょうか。
私がシャミナード師から戴いた立派なお手紙を、ローモン師があなたに見せてくださっ
たと思います。シャミナード師はそのお手紙で、コングレガシオンの目的を私たちに示し
てくださっています。その目的とは、各自がその身分において小さな宣教者になることで
す。正直申し上げまして、この宣教者という言葉は感激です。ですから、私たちは可能な
限りのすべての手段によって、神の栄光と隣人の救いを獲得すべく定められていると考え
ましょう。従ってこのようにして、私たちが選ぼうと望んでいる聖なる身分のための修練
期を過ごしましょう。
私は、ローモン師の助言に従って、コングレガシオンの修道者の会員が行う、信心業に
ついての指導をお願いする手紙をシャミナード師に書きます。私たちの勇気をかき立てま
しょう。神さまに勇気をお願いしましょう。神さまだけが私たちに勇気を与えることが
お出来になります。
もし神父さま方から修道名を戴いてないのでしたら、親愛なるデルフィーヌの修道名
は、スール・ジャンヌ・ドゥ・ラ・ミゼリコルドです。親愛なるジョゼフィーヌの修道名
は何ですか。もし修道名がないのでしたらスール・ジョゼフィーヌ・ドゥ・ゼジュにして
もいいでしょう。
あなたにあなたの黒い糸のかせを送り返します. . .
ジュリがモンテスキューちゃんにあげるためにエリザのドレスをあなたに持って行っ
たと思います。私たちはジュリにジャガ芋を一袋送りました。
さようなら、イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげます。
アデル
ジュリを通して、病院のデュブラナの月謝のための 10 フランをあなたに送りました。
あなたの土曜日のお便りを戴きました。
クレマンティーヌは前よりも良くなっています。マドゥモワゼル・モミュスに頼まれて
いるノヴェナ (9 日間の修業) の間、クレマンティーヌのために特別なお祈りをささげま
しょう。
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251. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
数日後、アデルはサン・タヴィのベロック夫人のところに行って、アガトに手紙を書き、神さまがアデ
ルに豊かにくださったお恵みやラリボ師との対面のことを語っています。

+J. M. J. T.

サン・タヴィ、1814 年 10 月 25 日

主よ、あなたのもろもろの恩恵に対して、何をあなたにお返ししましょう。
親愛なるアガト、今日は、人が私を迎えに来てくれるのを待っているのですが、天気が
悪いのでもう来ないのではないかと思います。
私が戴いたお恵みについてあなたに何と申し上げましょうか。神さまが私にお恵みを
豊かにくださいました. . . でも神さまは、そこに十字架を少しばかり加えてくださいまし
た。それはすべてのことが神さまのみ手からくる証しです。
火曜日、ローモン師が来られてお泊まりになりました。それで、嬉しいことに水曜日は
ご聖体を戴くことが出来ました。そして、金曜日と日曜日もご聖体を授けてくださる約束
をしてくださいました。私はデュピュイ師のところに告解をしに行きました。
日曜日の晩、ラガリグに晩課を唱えに行きましたが、それは、熱心な人たちの大きな集
まりでした。月曜日、私たちはローモン師のところに行くことにしました。そこには、ラ
リボ師もおいでになることになっていたのです。そのために私たちは、日曜日はラガリグ
に泊まりました。でもその晩に、私たちの親愛なるベロック夫人が熱を出して汗をかき、
頬が大変腫れて、サント・ラドゴンドには行ける状態ではなくなりました。ベロック夫人
と私の心痛を考えてもみてください. . . 結局、神さまに犠牲をおささげしました。そして、
マドゥモワゼル・エメと私とで、巡察使† ローモン師のところへ行きました。長上のラリ
ボ師も来られました。
何というお恵みであったか考えてみてください。長上のラリボ師との私の用事を済ま
せ、師と少し長い面談を告解室でもちました。この立派な方の聖性はますます増していま
す。師は、私たちの魂にどんなにか関心をもっておられることでしょう。
あなたのことをいろいろ聞かれました。ジョゼフィーヌの手紙のことを伝え合いまし
た。そして、巡察使ローモン師の決定を喜びました。しばらくしたらあなたに返事が行く

†

編者註：司教区や修道会などの教会法によって認められた機関への聖座の教皇特命派遣員。その機関
が、外的な助けなしには乗り越えられないような重篤な困難に出会ったときに通常は派遣される。巡察使
は一般に広範な権限を持っているが、その権限は任命書に明白に定められている。彼は限定された期間に
おいて権限を行使し、役割は検査官に類似し、カトリック教会内のものである。教会法による訪問ののち聖
座に報告がなされ、その報告を提出することで任は解かれる。
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と思います。
私は今、神さまのお恵みの重さに圧倒されているようです。私の絶え間のない不忠実に
もかかわらず、神なる花婿は、その恩恵を倍加してくださいます。私の心を絶対に征服し
たいと思っておられるのです。
私は、すべてのこと、特に、私自身を去る大きな決心をしました。修練期を始めたいと
の強い意見をもっています。総会長さま (シャミナード師) が指示してくださる信心業を
守りたいと思います。
長上のラリボ師が修道会の再興を得るため、特に、私たちの計画のための聖霊のみ照ら
しを戴くために、ノヴェナ (9 日間の修業) を提案されました。それは、諸聖人の祝日‡ に

‡

編者註：11 月 1 日。
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始め、ヴェニ・クレアトール (Veni Creator† ) とサルヴェ (Salve‡ ) を 1 回唱え、諸聖人の

†

編者註：Veni, Creator Spiritus, 来たり給え、創造主なる聖霊よ
来たれ、創造主たる聖霊よ
人間たちの心に訪れ
なんじのつくられし魂を
高き恵みをもってみたしたまえ
慈悲深き主と呼ばれし御身
至高なる神の賜物
それは生の泉・火・愛
そして霊的な聖なる油
われらが肉体の弱さを
絶えざる勇気を持ち力づけ、
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
敵を遠ざけて
ただちに安らぎを与えたまえ
先導主なるあなたにならって
われらをすべての邪悪から逃れさせよ。
御身は 7 つの贈り物により
御尊父の右手の指にいらっしゃる
御尊父より約束された尊い者なる御身
人の喉に御言葉を豊かに与え給う
御身によってわれら尊父を知り、
御子をも知らせ給え。
両位より出現した聖霊なる
御身をいつの時にも信ぜさせ給え。
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ。
来たれ！ 創造主なる聖霊よ
慈悲深き主と呼ばれた御身
至高なる神の賜物
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ご加護をお祈りします。断食を 1 回、ご聖体拝領を 1 回、ちょっとした施しを 1 回します。
これは修練期の準備です。
望まれている集まりを待ちながら、修練期の後、ボルドーの願望に応じることに同意し
ました。何と聖なる方たちでしょう。私たちは、このような聖なる方たちを戴いて何とし
あわせなことでしょう。ユゼーヌ§ も神父さまも無事旅行なさいました。
さようなら、私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー
ベロック夫人は今はとてもお元気です。サン・タヴィに帰っておられます。ラリボ師が
夫人に会いたいとおっしゃって、ローモン師とご一緒に来られました。私はこの機会を利
用して、いろいろと話し合いました。ローモン師は、フォンサニャン神父さまを受け入れ
られました。
私はトランケレオンに帰っています。アメリの手紙をデュペリエ夫人に渡してください。

天の喜びを贈り給え
大きな報いを与え給え
争いの結び目を解き、
平和の誓いを堅くし給え。
ただちにやすらぎを与えたまえ
先導主である御身にならって
われらをすべての悪より逃れさせよ。
主なる父に栄光あれ
死よりよみがえった
聖なる子、そして聖霊に
千代に渡って栄光あれ。
‡
編者註：Salve, Regina, mater misericordiæ ; vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus,
exsules ﬁlii Evæ. Ad te suspiramus, gementes et ﬂentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis
post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
元后あわれみの母
元后、あわれみの母、われらのいのち、喜び、希望。
旅路からあなたに叫ぶエバの子、なげきながら、泣きながらも
涙の谷にあなたを慕う。
われらのためにとりなすかた、あわれみの目をわれらに注ぎ、
とうといあなたの子イエスを 旅路の果てに示してください。
おお、いつくしみ、恵みあふれる 喜びのおとめマリア。
§
編者註：ユジェーヌのこと。
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252. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1814 年 11 月 2 日

主よ、永遠の休みを彼らに与えてください。
私は悲しい諸聖人の祝日† を過ごしました。神さまを戴くことが出来なかったのです。
主任神父さまが、私たちにご聖体を戴く許可があることを他の人が知ることを望まれま
せんでしたので、諸聖人の祝日のミサの時にご聖体を授けてくださらなかったのです53‡ 。
ご聖体を戴くしあわせは、金曜日に延ばされました。その日は、月の第一金曜日です。そ
のことを私は喜んでいます。
今日、私たちは死者の記念§ をします。私は今朝、この祝日のための本当に素晴らしい
黙想を読みました。私たちの過ちを償うために、私たちは、どんなに熱心にこの世で償い
と苦行をしなければならないことでしょう。このことについての怠りは大変厳しく罰せら
れるでしょう。恐ろしい火、神さまからの別離。この別離はつかの間のものであっても、
一番長い殉教よりも私たちにとってはもっと厳しいものになるでしょう。これに対して、
若し私たちがこの世で償いをすれば、このひどい責め苦を避けることが出来るでしょう。
ですから、勇気をもって苦行しましょう。私たちに大変高くつくことになる弱さに耳を傾
けないようにしましょう。神さまがあの世で私たちをいたわってくださるように、私たち
は、この世で我が身をいたわることのないようにしましょう。
どんなに小さな罪に対しても大きな嫌悪感をもちましょう。どんな小さな罪も大変厳し
く罰されるに違いありませんし、罪を忌み嫌うことなくしては、私たちは神さまを見るこ
とは出来ないからです。死に対してよりも、より以上の注意をもって罪を避けましょう。
お祈りの時の他念や不機嫌といったものは、主の無限に澄んだ目には大変不快なものであ
りますので、私たちは、このような状態では主のみ前に出ることは出来ないのです。
煉獄の気の毒な霊魂のために祈り、彼らのために免償を獲得してあげるのに熱心であり
ましょう. . . 若し私たちが、彼らが天国に行くことを早めることが出来たなら、彼らが天
国に行った時に、私たちのためにどんなにか取り成しをしてくれることでしょう。
あなたの親愛なるご家族の皆さまにくれぐれもよろしくお伝えください。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに何度も口
づけをおくります。
†

編者註：11 月 1 日。
“ﬁnir” という語は昔アジャン地方ではミサの間でご聖体拝領するという聖祭への完全な参加を意味する
ために使われていた。当時としてはこのようなことは極めてまれな特権であった。
‡
編者註：脚注番号 53 ではなく 52 ではあるが、原稿に従うこととする。
§
編者註：11 月 2 日。
53
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イエス・キリストのはしためのはしため
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
あなたに 30 ソル† 送ります。ノアイユの「聖務日課」の本の製本のためにあなたに払わ
なければならないお金のような気がします。私のために、聖フランソワ・ドゥ・サール‡
の「本当の揺るぎない信仰心」を買って戴けませんか。

253. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「私たちは自分を、聖霊がそのお恵みによってお住まいになる神殿と考えましょう。」

+J. M. J. T.

1814 年 11 月 8 日

主よ、必要なものは聖性だけ、というのは正しく本当のことです。
私は、昨日発たれた尊敬に値する私たちのデジレ・ダルティーグのことをあなたにお話
するのをずっと忘れていました。彼女には何度も会いましたが素晴らしい方だと思いまし
た。私たちだけで私たちの聖堂にいた時、この感じの良い若い人が示した感激ぶりをあな
たには想像して戴けないと思います。
彼女は深い友情を私に表してくれると共に、その魂の素晴らしい純粋さを見せてくれま
した。そして私は、あなたによろしくと伝えてくれるように頼まれました。私は彼女から
手紙を書くように懇請を受けましたが、彼女の従姉さんへの手紙に同封して、時々は必ず
お便りをするつもりです。彼女にはちょっと都合の悪いことがあるという話です。
私たちは、私たちにこれほどの恩恵をくださり、お仕えするために、これほどの自由を
与えてくださった慈悲深いイエスさまに何をお返ししましょうか。私たちがそれを有効に
生かさないとすれば、私たちはどんなに罪深いことでしょうか。どんなにより厳しく罰さ
れることでしょうか。多く与えられた人は多く求められる§ でしょうから。
日曜日は、ラテラン教会の献堂の祝日¶ です。何と素晴らしい祝日でしょう。その日は、
私たちの全人格の奉献を神なる花婿に対して致しましょう。私たちの心、私たちの体、私
たちの精神をおささげしましょう。私たちの中にあるすべてのものが神なる花婿に永久
にささげられますように。私たちは自分を、聖霊がそのお恵みによってお住まいになる神
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
§
編者註：ルカによる福音書 第 12 章第 48 節。
¶
編者註：11 月 9 日。
‡
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殿と考えましょう。私たちは、聖なる洗礼によって聖霊に奉献されたのです。私たちのす
べての感覚は、殆ど洗礼の秘跡の聖なる儀式によって聖霊に奉献されたのです。それに、
イエスさまは、私たちがご聖体を戴く度ごとにこの神殿をご自分のものとされるのではな
いでしょうか。ですから、すべて主のものでなければならないこの神殿を汚すことのない
ように十分気を付けましょう。
さようなら、私が私たちの主イエス・キリストにおいて、常に、さらに深くあなたを愛
していることを信じてください。
イエス・キリストのはしためのはしため
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
ご家族の皆さまにくれぐれもよろしくお伝えください。私たちの優しい姉妹たちに心
からの友情をお伝えください。数日後に、デュブラナのために小麦を 1 袋病院に直接送り
ます。そのことを姉妹に知らせてください。
母から、あなたに未払いの分を完済するために 16 フラン送ります。勘定が合っている
かどうか確かめてください。あなたにデュブラナのための 15 フランを送ります。内訳は、
病院のため 10 フラン、レグラ氏のため 4 フラン 10 ソル† 、デュブラナのため 10 ソルです。
本代として 2 フランあなたに送ります。父がスヴァン夫人の帰りを利用してあなたのお
父さまに重要な手紙を書きましたが、お手許に届いたでしょうか。

254. トナンのマドゥモワゼル・スーレット・ポワトヴァン宛
スーレットと共にアデルは、会員一人ひとりを念頭において各自に励ましの一言を書いています、
「私た
ちの親愛なる姉妹たちが、聖なる愛において日に日に進むことが出来ますように. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 11 月 12 日

神なる救い主、私がすべてあなたのものでありますように。
お手紙は大変嬉しく戴きました。あなたが私たちの親愛なる姉妹たちについて話され
ていらっしゃることはすべて、私にとってはこの上ない慰めです。姉妹たちが、聖なる愛
において日に日に進むことが出来ますように、そして世俗を常にますます軽視することが
出来ますように。世俗は至高なる善を愛するために創られた心の愛情を受けるには極めて
ふさわしくないのです。
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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親愛なるメスプレには勇気を奮い立たせること、目を天国に向けること、もし彼女が忠
実なら、既に彼女のために天国に定められている場所を見ることをお勧めします。冠は彼
女の上に下げられているのです。願わくは、彼女が、より以上の忍耐とより以上の甘受を
しなければならないしばしの時のために、40 人の殉教者の中のあの不幸な人のように冠
を失うことがありませんように。私がお勧めすることは彼女の救いのためであり、一番崇
高な徳の実践を彼女にとって容易にするためです。メスプレは、多くの聖人たちが通った
道にいるのです。聖人たちの模範がメスプレに元気を出させ、メスプレの気持ちをかき立
てますように。
親愛なるランドトについては、常にもっと熱心になるように期待しています。神さま
は、彼女を幼少のころからご自分の奉仕に召してくださるという大きなお恵みを彼女に与
えてくださいました。ですから、ランドトが忠実に応えることによってこの恩恵に感謝し
なければ、何と恥ずべきことでしょう。でも私は、ランドトがそのようにすることを期待
しています。
親愛なるルネートの方はどうでしょうか。本当にルネートにお会いしたかった気持ちで
す。私は、ルネートが今後は、私の家に立ち寄らずに通り過ぎることのないようにしてほ
しいと思います。すべての人と同じように、ルネートのことを心に留めている人がそこに
住んでいることを、ルネートに思い出していただきたいのです。私はルネートに、ルネー
トが自分自身に打ち勝つために、また、どうでもいいことにおいても常に神さまのために
行動することによって、この世ではそこに生きていないかのごとくに生きるために、常に
より広い心をもつことを願っています。
聖なる意向はしばしば、極普通の行いを大変功徳あるものにします。主の名において与
えられた一杯の水は、報われないということはないでしょう。
「食べるにしても、飲むに
しても、すべてを主の名においてしなさい。」
あなたの親愛なる姉妹の方々はいかがですか。あなたの姉妹の方々も私にとって大切
な方々です。私が心から皆さまを愛していること、皆さまのますますの進歩を強く願って
いることをお伝えください。あなたの姉妹の方々の中から、私たちの「大切な計画」に加
わってくださる方々がいらっしゃることを聞くことが出来たら、どんなに嬉しいことで
しょう。
マドゥモワゼル・プラキエはどうしていますか。私は彼女のことを忘れていません。彼
女はどうなりましたか。あなたは私に話してくださいませんが。私は、彼女が常に、慈愛
深いイエスさまとその聖なる母マリアの忠実なはしためであることを願っています。
私たちの親愛なるアフィリエ (aﬃlié, 賛助会員) の方々も、私には大切な方々です。こ
の方々は私たちの家族に属しています。それで充分なのです。それにこの方々は私たち
の主イエス・キリストのはしためです。私は、私のため、そして私たちの若い人たちのた
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めに、アフィリエの方々にお祈りを切にお願いします。
私は、世の中が自由になった今、私たちのすべての会員が受け入れて戴いて私たちの聖
なるマリアの服を身につけることを乞い願っています。世の中の人が勲章を見るような目
で、このサンチュール (ceinture, 帯) を見ましょう. . . サンチュールを戴くことを望みま
しょう。
ラファルグ夫人が私たちの会 (勿論 (もちろん) ダム (Dames) の会) の話を聞いて、是
非入会したいと人を通じて私に願って来ています。私は皆さまがそのことをどう思って
いるか知らないうちはこれ以上の返事はしたくありません。私は個人的にはこの夫人の
ことは知りません。障害があるかどうかも知りません。内密にしなければいけませんが、
もし障害があるようでしたら私に話してください。もし障害が全然ないようでしたら、あ
なたが夫人に会について話をし、ダム (Dames) のための規約を見せてもいいでしょう. . .
あなたの義理の姉妹の方がどうしていますか。私の方からくれぐれもよろしくとお伝
えください。勿論私は、あなたの義理の姉妹の方の願望を承諾します。競って神さまに対
する愛に邁進しましょう。親愛なるデコンに手紙を書きます。
さようなら、親愛なるスーレット、あなたのためには、神さまがあなたをお召になる道
を勇気をもって進む心の備えをするように願っています。決断する前に、あなたが死ぬ時
に選んだことを望むような身分は何かを考えてください。神さまが私たちをお召になると
ころは、どこにおいても救いを得ることが出来るのです。
私たちの主イエス・キリストにおいて何度となくあなたに口づけをおくります。
アデル

255. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1814 年 11 月 17 日

神さま、あなたは、あなたを恐れるすべての人に何と多くの喜びを予定してくださるこ
とでしょう。
親愛なるアガト、あなたが私たちの親愛なるジョゼフィーヌについて私に話してくださ
ることに、深い感銘を受けています。ジョゼフィーヌに対しては本当に親しみを覚えま
す。ジョゼフィーヌとお会いしてゆっくりお話が出来たらと思っています。
私たちのかわいいアデルについてのあなたの話も、私には大変嬉しいことです。慈愛深
いイエスさまがこれらの若い心を気に入ってくださいますように、そして、日々一層聖化
してくださいますように。
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私たちは、このような立派な模範を示されてどのようでなければならないのでしょう
か。相も変わらず惨めさの中に陥っているのでしょうか。起き上がりましょう、そしてそ
こから抜け出ましょう。このような立派な模範に倣いましょう。後輩たちを凌ぐことが
出来ないまでも、少なくとも同じレベルまで達するように努めましょう。私たち自身の力
にではなく、神なる贖 (あがな) い主、私たちの主イエス・キリストの力あるお恵みに頼
りましょう。イエス・キリストは、ご自分のおん血とご逝去、いちばん惨い死去の代償に
よって、私たちをそのお恵みに値させてくださったのです。
昨日の水曜日は、さいわいにも救い主と一致することが出来ました。それは、ご聖体拝
領が出来なかった日曜日と、ラテラン教会の献堂の祝日† の八日間の祝祭の埋め合わせを
するためでした。月曜日の聖マリアの奉献の祝日‡ には、また、この計り知れない恩恵を
戴くことを期待しています。
ご聖体拝領の度ごとにい私たちは進歩しなければならないはずです。ご聖体拝領から
次のご聖体拝領までの間に、私たちは、神さまのみ前に何かを獲得していなければなりま
せん。それなのに、度重なるご聖体拝領をしながら、私たちは相も変わらず同じなので
す . . . でも、無益なご聖体拝領はありません。ご聖体拝領によって私たちは進歩している
か、後退しているかです。私たちはどちらなのでしょうか。
あなたが暇な時に、祭壇布を飾る何かやすいものがないかどうか、マドゥモワゼル・ポ
ルティエールのところに行って見てくださいませんか。いつもいろいろとご迷惑をおか
けして本当に申し訳ありません。
私たちの友人の皆さまに心からの友情をお伝えください。ご家族の皆さまに、私たち皆
からよろしくとお伝えください。あなたのご兄弟の M さんがお着きになってよかったで
すね。あなたには土曜日に、ベロック夫人には水曜日にお便りします。
私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげます。
イエス・キリストのはしためのはしため
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
母は、ドゥ・M 夫人がお取りになった布地を夫人のところに残すことには同意してい
ます。でも、長男の被服のためのお金が残るようなことがあれば、長男が靴を使い古した
時に靴をつくってあげる費用として、取っておいてくださいとのことです。それに長男
は、シャツやストッキングなども必要でしょうし、それは、決して余分なお金ではありま
せん。あなたのお父さまが、ベロック夫人とアジャンに行くのは土曜日になってしまうだ
ろうと私におっしゃいました。
†
‡

編者註：11 月 9 日。
編者註：11 月 21 日。
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256. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはアガトに書いています、「長上 (ラリボ師) と巡察使† (ローモン師) から戴いた 2 通の手紙をあ
なたに送ります。総会長さま (シャミナード師) からは、まだお手紙を戴いていません. . . 」
この時期シャミナード師は、コングレガシオンの会員のためのたくさんの黙想の説教に忙殺されていま
した。師は 12 月 1 日になってやっとアデルに返事を書きました。

+J. M. J. T.

1814 年 11 月 23 日

神さま、私が、人間的尊敬のすべての鎖を断ち切りますように。
聖マリアの奉献の祝日‡ に、私は神の母マリアに、マリアさまとご一緒にその小さな家
族全体を神なるおん子にささげてくださいますように、お祈りしました。マリアさまが聞
き届けられないことがあるでしょうか。私はそのような心配はしていません。私たちは、
このようにマリアさまのみ手によってささげられたのですから、自分のことを主に完全に
奉献されたものと考えましょう。主のものとなりましょう。取るに足りないどんな行い
においても、主のためにだけ、主に気に入って戴くためにだけ行動しましょう。それは、
すべての行いを功徳あるものにする方法となるでしょう。
私たちは待降節を迎えます。私たちの神なる花婿への奉仕のために、熱意と勇気を倍加
しましょう。母の中で最も素晴らしい母が私たちに与えてくださろうとしている神なる救
い主を受け入れるために、私たちの心を備えるように努めましょう。
悔い改めの精神のうちに、この聖なる時期を迎えましょう。内的な大きな苦行によっ
て、私たちが行う少ない外的な苦行を補いましょう。私たちの舌、私たちの目、そして特
に、私たちの意志を抑えましょう。謙遜と服従の精神をもって、私たちの判断を他の人の
判断に従わせましょう。この謙遜が私たちの声の響きにまで表わされますように。私た
ちの声には、いつも他の人に対する敬意の響きがこめられていなければなりません。こん
なに惨めさに満ちた私たちが何を誇ることが出来るというのでしょうか。
長上と巡察師から戴いた二通の立派なお手紙をあなたに送ります。総会長さまからは
まだお手紙は戴いていません。総会長さまがご病気ではないかと心配しています。ある
いは、私たちを試そうとなさっておられるのでしょうか. . . とにかく神さまのご計画を実
†

編者註：司教区や修道会などの教会法によって認められた機関への聖座の教皇特命派遣員。その機関
が、外的な助けなしには乗り越えられないような重篤な困難に出会ったときに通常は派遣される。巡察使
は一般に広範な権限を持っているが、その権限は任命書に明白に定められている。彼は限定された期間に
おいて権限を行使し、役割は検査官に類似し、カトリック教会内のものである。教会法による訪問ののち聖
座に報告がなされ、その報告を提出することで任は解かれる。
‡
編者註：11 月 21 日。
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行するために私たちの心を備えましょう。
さようなら、イエス・キリストにおいて、私が生涯もち続ける愛情を信じてください。
イエス・キリストのはしためのはしため
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
私たちの友人の皆さま、特に親愛なるメール (Mère, ベロック夫人) によろしくお伝え
ください。ベロック夫人には水曜日にお便りします。

257. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはまだボルドーからの返事をもらっていません、「そのことがちょっと心配です. . . でも我慢しな
ければなりません。それまで、私たちの心の備えをしなければなりません。」

+J. M. J. T.

1814 年 11 月 28 日

主よ、来てください。あなたのご慈悲の効果を私たちに示してください。
私たちのまどろみから目をさまして、私たちの救いの業を進めるために勇気を倍加す
べき時です。私の待降節の始まりは大変悪いものでした。毎日恩恵を施してくださって、
私に対して大変気前よくいらっしゃる神さまに対して私は、多くの罪を犯してしまいまし
た。でも、意気消沈したくはありません。それとは反対に、自分に打ち勝つように励むた
め、また、失われた時を償うために熱意を倍加したいのです。
兵士は、自分が自分の部隊から遠く離れていることに気が付くと部隊に追いつくため
に歩みを早めます。私も、神さまのお恵みのお助けによって、同じようにしたいのです。
私が時を失えば失うほど、私の熱心さによってその時を取り戻したいのです。私のために
祈ってください。年のこの最後の月の間、過ぎ去った 11 ヵ月の無気力と過ちを償うよう
にお互いに努めましょう。
まだ、ボルドーから返事を戴いていません。そのことが少し心配です。何通かの手紙は
行方不明になったのではないかと今でも懸念しています。でも我慢しなければなりませ
ん。返事を戴くまで私たちの心の備えをしなければなりません。
親愛なるアデル・カネに、スール・カトリーヌ・ドゥ・サン・ティニャス、の修道名を差
し上げますとお伝えください。そして、もし、その友人の親愛なるヴィゲが入会すれば、
その修道名は、サン・フランソワ・ドゥ・サール、であることもお伝えください。
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私たちの親愛なる友人の皆さまに口づけをおくります。6 フラン 3 ソル† と母が仕立て
代としてあなたに支払わなければならない 7 フラン 13 ソルをあなたに送ります。ベロッ
ク夫人にお貸ししていた 30 ソルは返して戴きました。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、私のすべてをあなたにささげます。
イエス・キリストのはしためのはしため
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン

1 リーヴル‡ 25 ソルのチーズ、6 リーヴルの代金 7 フラン 10 ソルをあなたに送ります。
全部で 7 フラン 13 ソルをあなたに送ります。
私の叔母のサン・ジュリアンがラスクール夫人からと言ってあなた宛の 36 フランを私
に送ってきました。ベロック夫人と相談して、このお金のいちばんいい使い道を考えてく
ださい。7 ソル余分にありますが、それは、手紙の運賃として取っておいてください。

258. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは待ちに待ったシャミナード師からの返事をやっと受け取りました。(手紙 Tome I, p.89, 1814 年

12 月 1 日) 修道生活の規則についてのアデルの依頼に対して師は、規則は、アジャンのグループのために
は簡単過ぎて、まず、それを補わなければならないと答えました。師は結論として言っています。「. . . あ
なたとあなたの親愛なる同志の皆さんが、聖母マリアの無原罪のおん宿りの祝日§ かあるいはその八日間の
祝祭の間に、6 ヵ月の貞節の誓願だけを立てることを私は願っています。その間に、今から聖母マリアのお
ん浄めの祝日¶ までにも、あなた方が正規の修練期を始めることが出来るように、あなた方のことを決めた
いと思います。我慢して、そして勇気を出してください. . . 」

+J. M. J. T.

1814 年 12 月 8 日

おお、マリア、素晴らしい愛のおん母、いつも私の母となってください。
私たちの慈愛深いおん母の、無原罪のおん宿りのこの素晴らしい祝日を過ごすのに、そ
の大切なひとり子とお話すること以上に良い過ごし方があるでしょうか。

†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
編者註：質量の単位。時代や地域により異なったが、1812 年 2 月 12 日、メートル法により、1 リーヴ
ル =500g と定められた。
§
編者註：12 月 8 日。
¶
編者註：2 月 2 日。
‡
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優しいイエスさまは、この大きな祝日に、私を訪ねてくださるという誉れを私にくださ
いました。私は優しい救い主を戴いています。誰が、救い主のこの貴い安置を私から奪う
ことが出来るでしょうか。人を偽る善、私から遠く離れなさい。私は、お前とは永久に関
係を断ったのです。私はもうイエスさまとマリアさまだけのものです。イエスさまとマ
リアさまだけが私の心を奪います。
私たちは、言わば、神なる花婿に自分のすべてを奉献する直前にいるのです。何という
特権、救い主の何という慈愛でしょう。あなたは、あなたに対していつも恩知らずで、不
忠実、今でも毎日多くの悪意をもってあなたに罪を犯す、それほどに賤 (いや) しくそれ
ほどに値しないこの被造物を、あなたの花嫁の資格まで引き上げてくださるのです。神さ
まだけがお出来になる、何という慈愛、何という慈悲。
私たちの総会長さまのお手紙をどう思われますか。総会長さまは、すべてを熟慮の上で
なさりたいのです。すべての困難に対応できる完全な「会則」を私たちの示そうと望んで
おられるのです。私たちは、これほど多くのお恵みに備えましょう。そして、これまで以
上に忠実でありましょう。
私たちのメール (Mère)54 のお手紙は素晴らしいものです。読んで自分が恥ずかしくなっ
てしまいます。残念なことに、私たちは、人の私たちに対する良い評判とはどんなにかけ
離れていることでしょう。
親愛なるエリザからですが、少し大きな刺繍用のかせを 12 個、次の定期市で買って欲
しいとのことです。デジレからは、下にはくスカートのための上等で強い英国製の綾織布
と、ジュリとナネットにお年玉としてあげる長袖のチョッキ 2 着のための綿布を買って欲
しいとのことです。どれくらい必要かはそちらで確かめてください。1 オーヌ† 55 ソル‡ ぐ
らいの値段のものを望んでいます。でも、この値段のものがあるかどうかは知りません。
なければ、あなたの好みで買ってください。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、私のすべてをあなたにささげます。
イエス・キリストのはしためのはしため
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
ローモン師からの立派なお手紙ときれいな讃美歌をあなたに送ります。長上からの返
事を戴きましたか。
あなたのためのスカートのような長いスカートを欲しい人がいます。母の方から、母が
どんなに綾織布が欲しいかを説明する手紙をあなたに書きます。
54

マドゥモワゼル・シャーニュ、死去したマドゥモワゼル・ラコンブに代るボルドーのコングレガシオ
ンの会員。
†
編者註：1 オーヌ =4 ピエ。1 ピエ =0.3048m。
‡
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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259. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトは、立てるべき貞節の誓願についてラリボ師の意見を求めなければならないと思いました。
アデルは自分の激励を付け加え、そしてアガトに、
「私たちは指輪をつけなければならないでしょう. . . 」
と打ち明けています。アデルの提案は受け入れられて実行に移されました。そのことによってイエス・キ
リストとの結合は目に見える二番目の印を持つことになりました。名前を変えることが最初の印でありま
したし、指輪をつけることが二番目の印でした。(H. Rousseau, o.c., Chap. XVI, p.277)

+J. M. J. T.

1814 年 12 月 21 日

神なる幼な子イエス、私たちを助けに来てください。
イエス・キリストの新しい花嫁、勇気を出してください。あなたが自分を奉献する崇む
べき花婿が、ご自分であなたの傷の手当てをしてくださり、惨めさの中にいるあなたを助
けてくださるということが分かるでしょう。イエスさまに対して、愛においても、信頼に
おいても、ただ花嫁の心をもちましょう。
私は、いつこの愛情のこもった肩書きをもつことが出来るのでしょうか。残念なこと
に，私は、私の不忠実によって全くその肩書きに値しないのです。1 ヵ月の約束しかしな
いというアナニの意見は大変賢明だと思います。1 ヵ月後にまたあなたの約束をしたらい
いと思います。
私たちは、内側にイエス、マリア、ヨゼフと記された指輪をつけなければならないだろ
うと思います。神父さま方に話してみます。若し賛成してくださるようでしたら、指輪
は、何も人に知られないように、ボルドーでつくらなければならないでしょう。余り高価
なものにならないように、銀でつくってもいいでしょう。
私たちの弱さに落胆しないようにしましょう。天におられる私たちの花婿のみ心の中
に、信頼して飛び込みましょう。私たちの花婿は、私たちを受け入れる用意をいつでも
してくださるでしょう。その神なるみ心の中にその謙遜とその柔和を汲み取りましょう。
謙遜と柔和は、私たちの遺産でなければなりませんし、その崇むべきみ心に由来するので
す。極最近も、私は大変不忠実でした。大祝日への私の心の備えも、この程度だったので
す。私の救い主、私たちの惨めさを憐 (あわ) れんでください。
さようなら、ベトレヘムのまぐさ桶の中で、真夜中にあなたと会う約束をします。皆、
精神を一つにして、私たちの幼き救い主と王を拝みに行きましょう。そして、祝福を戴き
ましょう。
アデル
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追伸
あなたが暇な時に、あなたが送ってくださったもので、私たちが綾織布の包みの中に見
付けた 12 個のかせと同じような、刺繍用の綿糸の大きなかせを他に 12 個送って戴けない
でしょうか。また、ストッキングの繕いをするために裏地の綿布を半カール買って戴けな
いでしょうか。
ベロック夫人がサン・タヴィで私に貸してくださったネッカチーフと私が貸して戴いて
ガリベール夫人に返さなければならないナプキンをあなたに送ります。それぞれの人に
返してください、お願いします。
モンテスキュー夫人の小麦 2 袋の代金として 40 フランをあなたに送ります。気の毒な
ベロック夫人の近況をお知らせください。お祝い日までには回復されていることを心から
願っています。

260. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1814 年 12 月 21 日

神さま、私は悪く使った年月を見て、苦い気持ちでその年月を思い起こすでしょう。
もし私が世俗の人に新年の挨拶をするのでしたら、あらゆる繁栄をお祈りするでしょ
う。でも私は新年の挨拶を、キリスト者の友人に、十字架に付けられたキリストの花嫁に
するのです。ですから、あなたのために何をお祈りしましょうか。神さまが私たちに送っ
てくださる十字架を有効に生かすことが出来るように、広い心、従順な心、甘んじて受け
入れるこことです。
神さまは、特にご自分の気に入った人を、きわめて厳しい苦悩によって特徴づけられる
のです。聖なる母マリアと、昨日私たちがお祝いした最愛の弟子聖ヨハネが、そのいい例
です。そうです、神さまは、十字架によって、特にご自分の気に入った人をご自分にもっ
と一致したものとされ、特徴づけられるのです。ですから、悲しみの剣で差し貫かれたお
ん母の子供である私たちが、それ以外の栄誉を切望することが出来るでしょうか。
勇気を出しましょう。永遠は私たちに報い、私たちを休ませてくれるのに充分長いもの
となるでしょう。それで、常に苦しまなければならないのです。私たちが、特に救い主の
お気に召す人たちと一緒にカリスのこの葡萄酒を飲むことがなければ、私たちは、罪人、
神さまに見放された人と一緒に、そのかすを飲まなければならないでしょう。この地上の
誰も苦しむことを免 (まぬが) れることは出来ません。ですから、イエス・キリストと一
緒に苦しみましょう。悪い盗賊のように、私たちの十字架から地獄に落ちるような不幸な
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ことにならないようにしましょう。
私たちの尊敬すべき長上が、新年の挨拶に私に短い手紙を書いてくださいました。書く
ことに苦労することもあって、あなたからの手紙が返事を求めていませんので、返事を書
くのは諦める、とあなたに伝えてくださいとのことでした。若しそれが神さまのみ旨な
ら、神さまが長上を私たちのもとに残してくださるようにお祈りしましょう。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたを心から愛します。
イエス・キリストのはしためのはしため
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
気の毒なベロック夫人の近況を少しでも早く知りたい気持ちです。
ベロック夫人と親愛なるグループの皆さまに心からの口づけをおくります。
あなたにはいくらお払いすればよろしいですか。

261. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、修道生活の本当の精神について自分が受けた光をアガトと分かち合っています。

+J. M. J. T.

1815 年 1 月 10 日

あなたは私の心の王です。あなたは永遠に私の宝、私の遺産です。
昨日私は、修道者の身分についての読書をしました。私はこの読書で、この聖なる身分
の本当の精神は放棄と死の精神であることが分かりました。私たちには大変かけ離れて
いる、この聖なる放棄と自分自身に死ぬことを獲得するように励みましょう。私たちは、
この世の物事には死んだものでなければならないのに、まだ、大変執着しているのです。
要するに、修道生活に求めなければならないものは、生活の喜びとか平穏ではなくて、十
字架、苦行です。修道者の魂はその救いだけを目指さなければなりません。人生の旅路の
日々を重んじるようなことは決してしてはなりません。絶えず、しあわせな終わり、私た
ちが憧れる天なる祖国を願望しなければなりません。
親愛なるアガト、もし私たちが、福音の青年† に対してのように私たちを召される、イ
エス・キリストのみ声を聞きながら、イエス・キリストが私たちを召される、完徳の道を
歩む勇気をもたなかったとしたら、それは私たちにとってどんなに不幸なことでしょう。
†

金持ちの青年。マタイによる福音書 第 19 章第 16-30 節。マルコによる福音書 第 10 章第 17-31 節。ル
カによる福音書 第 18 章第 18-30 節。
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完徳の道は、神さまが特別なお選びと特別な愛によって私たちを召されるその時から、私
たちにとっては、勧めから掟になるのです。
自分の財産を捨てるように言われた時の福音のあの青年のように悲しく引きさがる代わ
りに、使徒たちと共にすべてを去って、花婿が私たちを連れて行かれるところはどこへで
もついて行きましょう。
私たちの親愛なるユージェニ・シャイオからの、とても立派な手紙をあなたに送りま
す。あなたが人に喜んで伝えることの出来る手紙だと思います。
きれいな布切れをどうもありがとうございました。ダリティーグ夫人はまだ出掛けられ
ていません。ですから、他の布切れが手に入るようでしたら、送ってくださいませんか。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、私のすべてをあなたにささげます。
イエス・キリストのはしためのはしため
アデル
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
マドゥモワゼル・ドゥ・サント・クロワに、この手紙をヴァレイユの主任司祭グルニ
エ師に渡してくれるように頼んでくださいませんか。
ラリボ師から一言戴いたところです。師は、数日前から具合が以前よりも悪くなってい
て、もっと悪くなりそうだということです。私の心配が想像できると思います。よくお祈
りしてくださいと師に頼まれました。

262. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1815 年 2 月 14 日

主よ、私を救ってください。あなたなしでは私は亡びます。
「主よ、私を救ってください。あなたなしでは私は亡びます」と信頼をもって叫びま
しょう。主は、私たちの声に耳を閉じておられることはないでしょう。主は、私たちの願
いを聞き届けてくださるでしょう。そして、そのみ助けがあれば私たちにはすべてが可能
です。
聖人たちは、人間の本性には不可能な何と多くのことを、神さまのみ助けによって、成
し遂げたことでしょうか。この同じ神さまが私たちを助けてくださるのです。私たちは、
聖人たちが喜びをもって最もひどい苦しみに立ち向かい、あらゆる危険に挑むのを見てき
たのです。しかも、しばしばそのようなことを、女性が、年端も行かない年令でしたので
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す。その良い例が、アガタ、アグネス、ユーラリのような聖人たちです. . . 彼女たちは私
たちと同じように生身の人間でした。ですから、同じような意志をもちましょう、そうす
れば、私たちも同じようなことが出来るでしょう。
親愛なるアガト、神さまは、まだそれほど私たちに求められることはありません。神さ
まはただ、私たちが私たちのよこしまな傾きを抑えること、自分自身の意志を神さまと長
上の意志に従わせることによって、自分自身の意志を神さまに犠牲としてささげることを
望んでおられるのです。神さまは、私たちがこの世とその偽りの善を軽視することを望ん
でおられます。そしてその代わりに、神さまは、何と多くの堅固で大きな善を私たちに約
束してくださることでしょう。
ですから勇気を出しましょう。ご自分に仕えるように私たちを召される神さまの方へ、
熱意をもって飛んで行きましょう。私たちの熱意のすべてを思い切って表しましょう。
イエスさまに万歳、その十字架に万歳。イエスさまと十字架を離すことはできません。
若し私たちがイエスさまを愛するなら、十字架を愛さなければなりません。そのことにお
いてイエスさまは、愛が本物かどうかをご覧になるのです。
ピュッシュの私たちの友人たちが、私たちの神父さまのご病気のために、ロンピアンへ
はもう殆ど行けなくなったこと、医者はその病気のことについて悲観的な予測をしている
ことを私に知らせてくださいました。神さまの至聖なるみ旨が行なわれますように。で
も、私はそのことでひどく心を痛めています。
さようなら、親愛なるアガト。私たちの主イエス・キリストにおける心からの友人より。
イエス・キリストのはしためのはしため
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
フォンサニャン師に、ラリボ師がそのご親切なお手紙を受け取られたということ、残念
ながら返事は書けませんが、ご依頼の件はご承知されたことをお伝えください。
照明用のランプの代金の 12 フランを私があなたのお払いしたかどうか覚えていますか。

263. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルの周囲では、シャミナード師との合意を得るためアデルがボルドーに行くべきだと判断していま
した。アデルもそのように考えていたに違いないのですが、父親の病気のためにそれが出来ませんでした。
アデルは、ベロック夫人がボルドーに行って欲しいと思うのです。

+J. M. J. T.

1815 年 3 月 2 日
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神さま、あなたを永遠に愛し賛美するために、私の心と私の舌を自由にしてください。
私たちの尊敬すべき長上のことであなたに伝える良い便りは、殆どありません。ご病気
は依然として悪い状態が続いています。ダマザンの主任神父さまはその教区の信者の方々
に、復活祭に師を急いで見舞いに来るように告げられました。どんなに心が痛むことか考
えてもみてください。日曜日には、師のためにご聖体拝領をお願いします。また、ご聖体
を戴くことのできる友人の方々にも同じようにお願いします。でもクレマンティーヌが、
医者はある程度の希望をもっていること、完全に回復することの希望さえももっているこ
とを知らせてくれました。
師の聖なる助言を記憶に留めて、それを有効に生かしましょう。これが、神さまが私た
ちに求められることです。
四旬節もすでに半ばを過ぎました。私たちは、お恵みと悔い改めのこの聖なる時期をど
のように有効に生かしたでしょうか。私たちの借りは、絶えず増えています。その借りを
払うべき時です。さあ、自分自身からの聖なる解脱を獲得するように努めましょう。大き
いことにおいても、小さいことにおいても自分を捨てるように努めましょう。すべてに死
ぬ習慣を身につけるように努めましょう。イエス・キリストの花嫁は、世俗において十字
架にかけられ、世俗は、その花嫁のために十字架にかけられるのです。
私はボルドーに行くことを大変望んでいましたがそれが出来ません。それで、親愛なる
ベロック夫人にボルドーに行っていただきたいのです。もし、ラボリ夫人が、ベロック夫
人に只で馬車の座席を提供してくださるのでしたら、食事代として 50 フラン私が出しま
しょう。高く見積もってもそれ位で済むと思います。私たちの問題は万事好都合に運ぶ
だろうと思います。
シャルルがボルドーへ出掛けますので、尊敬すべき神父さま宛の手紙をシャルルに預け
ます。そして、ベロック夫人が私に知らせてくださることをシャルルに話しておきます。
繰り返して申しますが、これはボルドーヘ行く唯一の機会です。いずれにしましても、ラ
ボリ夫人とそのお子さまたちが神父さまに会われることを期待しています。
母はマットレスを戴きます。
さようなら、私の心の人、私たちの花婿のみ心において、本当にただ一つの心となりま
しょう。
イエス・キリストのはしためのはしため
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
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264. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ナポレオンがゴルフ・ジュアンに上陸し、3 月 20 日パリに入りました。百日天下ですべての計画が中断
されることになります。アガトに「パックス・ヴォビス」(Pax vobis, あなたたちに平和) を解説するアデ
ルの気持ちが伺えます。

1815 年 4 月 6 日

+J. M. J. T.

神さま、世俗が与えることの出来ないこの平和を私たちに与えてください。
そうです、神さまは、大変望ましいこの平和、世俗の出来事にも世俗の何にも左右され
ないこの平和を私たちに与えてくださるのです。この内的な平和は、神さまのみ旨に完全
に従う魂から来るものであり、すべてを神のみ手から受ける平和です。
神さまは、悪から善を引き出すことがお出来になります。神さまのお許しがなければ、
私たちの頭から一本の髪の毛も落ちることはないのです。神さまは私たちよりも、私たち
に何がふさわしいかをよくご存じです。神さまはそのお考えを、時間に限られることはあ
りません。それは永遠のためのものです。それに反して、盲目な私たちは今の時しか考え
ないのです. . .
私にはこのような考察が必要なのです。私の心はいろいろなことでつらい思いを味わっ
ています。このようなもろもろのこと、特に一つのことについて、あなたのお祈りをお願
いします。さあ、元気を出しましょう。
私の父はかわいそうに、ますます悲しい状態になっています。何度もひどい高熱に襲わ
れました。それが日夜父を苦しめているのです。それに加えて、もう殆ど話すことが出来
ません。お願いですから、父のためにお祈りください。
この世は涙の谷に過ぎません。ああ、いつになったら、私たちは終わることのないしあ
わせと平和を楽しむ天の祖国に行けるのでしょう。
さようなら、さようなら、私たちを打つ手に口づけをしましょう。そして、償いによっ
てその手を鎮めましょう。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン

265. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1815 年 4 月 13 日
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神なる牧者、私をあなたの天の牧場に導いてください。
親愛なるアガト、私はあなた方皆さまのことを大変心配しています。2 週間前の日曜日
以来、あなた方の誰からも何の便りもありません。でも、今日の箱の中にあなた方からの
お手紙が何通か入っていることを期待しています。あなたは、あなたに対する私の心を十
分にご存じですから、私の望みを分かって戴けると思います。
聖なるおとめマリアに対するきれいなお祈りの写しをあなたに送ります。毎金曜日の
すべての集まりで、このお祈りを唱えることを願っています。このお祈りは、今の時期に
大変ふさわしいものです。
私たちの信頼を深めましょう。イエス・キリストは、ただ一言で私たちに平穏を返して
くださることがお出来になるのです。そのお許しがなければ何も起きることはないと考え
ることは、何としあわせなことでしょう。私たちは、どんなにか慈愛なるおん父に依存し
ていることでしょう。神さまは、私たちの善のためにただ父として私たちを懲らしめられ
るのです。
これまで以上に、私たちが進歩するように励みましょう。霊的な怠惰には耳を傾けない
ようにしましょう。私たちの内的な小さな実践にいたるまで忠実でありましょう。用心
の糺明およびその他の糺明に励みましょう。私たちの怠りについて勇気をもって自分を
懲らしめるように励みましょう。最後に、私たちは、私たちの救いを全うするためにだけ
この世にいるということを思い起こしましょう。そこに、私たちの唯一のやるべきこと、
私たちの主たる配慮がある、ということを思い起こしましょう。
先ほどベロック夫人からお便りを戴き、ルーシュ神父さまがお亡くなりになったことを
知りました。特に今、主に抱かれて死ぬ人たちを惜しむことができるでしょうか。
特に、信仰のために祈ってください、祈りましょう。信仰は大変重大な局面を迎えてい
ます。でも、イエス・キリストのその教会に対する約束は裏切られることはないでしょう。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたを心から愛します。
スール・マリー
パシャン夫人からよろしくとのことです。

266. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、友人が聖ヨゼフの保護の祝日† にご聖体拝領が出来たことを喜んでいます。「この計り知れな
いお恵みを戴く人たちは本当にしあわせです. . . 」
†

編者註：当時は、復活祭の後の第 3 主日。
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1815 年 4 月 20 日

+J. M. J. T.
神さま、私の心を聖なる喜びで充たしてください。

今日聖ヨゼフの祝日に、あなたは慈愛深いイエスさまに近づくしあわせが戴けるのだ
と、私は心に思いました。イエスさまをしばしばお迎えすることが出来るというのは、何
とこの上ない恩恵でしょう。この計り知れないお恵みを戴く人たちは本当にしあわせで
す。その人たちは、この、涙の谷における流刑の慰めのすべてとなるべき貴い秘跡に近
づくことを、無上の喜びとするのです。「毎日ご聖体拝領をするのに値するように、毎日
を生きましょう」と言った偉大な聖人の勧めを実行しましょう。どんなに小さな罪でも、
故意に犯すことのないようにしましょう。
。深く澄みきった良心を保つように努めましょ
う。そして、そうするために、できる限り神さまのみ前にいるようにしましょう。しばし
ば、死と、私たちが私たちのすべての行いについて報告しなければならない、恐ろしい裁
きのことを考えましょう。「あなたの四終† のことを考えなさい。そして、決して罪を犯さ
ないようにしなさい。」と賢人は言っています。
私の叔母たちがここに来ています。私がどんなに喜んでいるかあなたにはお分かりに
なると思います。でも、叔母たちの滞在は大変短いものです。叔母たちがここに滞在し
ている間に、ローモン師がおいでになることを願っています。と申しますのは、叔母のサ
ン・ジュリアンが、私たちの会に入るのではないかと思いますし、私もそうなったらいい
と思っているのです。もし、それが神さまの栄光のためであるなら、それがうまく行きま
すように神さまにお祈りください。私は、叔母のサン・ジュリアンを会に入れていただく
ようにローモン師に書きました。そして、今そのご返事を待っているところです。
私たちの優しい姉妹の皆さまにくれぐれもよろしくお伝えください。イエス・キリスト
において、私はすべての姉妹、特にあなたを、言い表わせないほどに愛しています。
イエス・キリストのはしためのはしため
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
あなた方からのお手紙を全部戴いたところです。嬉しいです。
デュブラナにシャツを買ってあげるのはいいことでしょう。お金は私の手元に十分あ
ります。それに、彼のスータンも延ばすようにしなければならないでしょう。仕立屋さん
と相談してみてください。

†

編者註：「死」、「最後の審判」、
「天国」、
「地獄」のこと。
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267. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「主の昇天の祝日、天国まで私たちの神なる主に、心で、従って行くように努めましょう。
」いつものよ
うに、典礼の祝日は、アデルにとってその秘義を深く生きるように友人たちを発奮させる機会です。

1815 年 4 月 27 日

+J. M. J. T.

古くて常に新しい美、私があなたを愛し始めるのが大変遅くなりました。
主の昇天の祝日、私たちの神なる主に、心で、天国まで従って行くように努めましょう。
私たちの心を占めるには余りにもふさわしくないこの涙の谷から、私たちの心を解脱させ
ましょう。私たちの計画、私たちの願望、私たちの配慮のすべてが、私たちの神なる救い
主が私たちのために場所を準備しようとなさるこのしあわせな永遠の方へ向けられます
ように。
そうです、その場所は、もし私たちが忠実であるなら、私たちのために指定されている
のです。それは、この人生に散りばめられている苦悩の中で自分自身を励まし、苦しみは
過ぎ去ること、そして、その苦しみは報われて、その後には終わることのないしあわせが
続くのだと考えることの何と素晴らしい動機でしょうか。
ですから、私たちの努力の値であるはずの、不滅の冠を勝ち取ることを目指して、精
いっぱいの忍耐と甘受の気持ちをもって堪え忍びましょう。キリストご自身も蔑 (さげす)
みと苦しみの道を通って初めて、その栄光に入ることがお出来になったのです。私たち
は、イエス・キリストと聖人たちにこれほど値高くついているものが私たちには何の代償
もなく得られる、と主張するのでしょうか。
主の昇天の祝日、お昼に、イエス・キリストが使徒たちに与えられた祝福を私たちも戴
くために、心の中で、オリーヴ山の上であなたにお会いする約束をします。預言者エリゼ
オ† の模範に倣って、その霊を私たちに残してくださいますように、イエス・キリストに
懇願しましょう。そして、すべての弟子たちと共に、備えの整った心に霊をお迎えする準
備をしましょう。今ほど、霊を必要としている時はないのです。
さようなら、親愛なるアガト、あなたとお別れしてマドゥモワゼル・モミュスに一言書
きます。手紙を届けて戴く便があるのです。
イエス・キリストにおいて、何度もあなたに口づけをおくります。
イエス・キリストのはしためのはしため
†

編者註：列王記下第 2 章第 13 章。「. . . エリヤの着ていた外套が落ちて来たので、彼 (エリシャ) はそ
れを拾い. . . 」
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アデル、スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
麦の袋の代金 18 フランをあなたに送ります。2 ソル† 余分にあります。

268. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
日夜父親を苦しめ、父親から言葉を奪った病気を前にして、アデルは、信仰の確かさに頼って、その悲
しみを抑えます。

1815 年 5 月 18 日

+J. M. J. T.
神さま、あなたの聖なるみ旨が行われますように。

父の具合がほんの少しばかり良くなりました。父の病気は、体の中に大きな火があって
それが体を焼き尽くしているのです。全然眠れないのです。でも、父は本当に我慢強いで
す、特に神さまを戴いてからは. . .
私は大変忙しくしています。長くはお話出来ません。常に、神さまの聖にして愛すべき
み旨を愛しましょう。神さまのみ旨が私たちの規則、私たちの慰めとなりますように。
神さまが望まれること、望まれることだけを望むというのは何という快いことでしょ
う。そしてその後、すべての悩み、すべての苦しみから解放されて天国で休むということ
は何というしあわせでしょう。私たちの願望によって急いで天国ヘ行きましょう。瞬 (ま
たた) く間に過ぎ去るすべてのものを軽視しましょう。不滅の心にとって何も滅びるもの
はないのです。
さようなら、私たちの優しい花婿において、私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
デュクルノ師55 に、もし、健康状態の具合でお仕事を中断しなければならないようでし
たら、私たちの家が喜んで憩いの場所としてお役に立ちます、とお伝えください。
今までのお金を全部精算するために、あなたに 3 フラン 6 ソル‡ 送ります。
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
アデルの弟の元家庭教師、デュクルノ師は、1812 年アジャンの大神学校に入り、1813 年 9 月 18 日ア
ジャンで司祭に叙階され、そこで小教区ノートル・ダムの助任司祭に任命された。1820 年 4 月 4 日、その
小教区の主任司祭となった。その職に 23 年間留まり、1843 年の始め、高齢と病弱のためその職を退いた。
(H. Rousseau, o.c., Note O, p.721)
‡
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
55
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ベロック夫人が話してくださったかわいそうな障害者のために、マドゥモワゼル・ル・
クレのスカートをあなたに送ることにします。

4 ソル余分に送りますが、それはこの次のために役立ててください。

269. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
キリストの聖体の祝日† は、アデルに聖体拝領についての良心の糾明の考えを起こさせます。

+J. M. J. T.

1815 年 6 月 1 日

祭壇の至聖なるご聖体がとわに讃えられ、崇められますように。
親愛なるアガト、私たちは、私たちの神さまがその愛の大きな印を私たちに与えてくだ
さったこの聖なる八日間の祝祭を、どのように過ごしたでしょうか。私たちは、このよう
なたくさんの恩恵に対して、神さまにどのような感謝の気持ちを表さなければならないの
でしょうか。以前にもまして罪から遠ざかったでしょうか。神さまをより多く愛したで
しょうか。隣人に対してより多くの愛徳を行ったでしょうか。
神さまがこれほどまでに私たちのためにしてくださるのに、私たちが神さまのために何
もしないとすれば、私たちにとって何という恥でしょう。長い間の抵抗が、最後には神さ
まのご慈悲に嫌気を起こさせ、神さまの正義に場所を譲るのではないかと懸念すべきでは
ないでしょうか。
絶えず私たちにお恵みを豊かに注いでくださる神さまに対して、もう留保するような
ことはしないようにしましょう。私たちの存在すべてを神さまに犠牲としておささげし
ましょう。今後はもう神さまのためにだけ生きましょう。神さまだけを目指しましょう。
完全に神さまのものとなりましょう。
あなたが私のために選んでくださった会員に大変満足しています。
ラスグリヴ夫人のために一冊手に入れるように努めてみましょう。
父は相変わらず堪え難いほどの状態です。話すことも、食べることも、また、殆ど眠る
ことも出来ません。神さまが父に必要な力を与えてくださいますように、もしそれが神さ
まの聖なるみ旨ならば、少し苦しみを和らげてくださいますように、絶えず神さまに祈っ
てください。ただ、父としてしか懲らしめられない私たちの神さまには、きっと父のため
の大きなご計画があるに違いありません。
さようなら、私たちの天におられる花婿において、私のすべてをあなたにささげます。
†

編者註：三位一体の祝日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
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スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
この手紙がエメに渡るようにしてくださいますようベロック夫人にお願いしてくださ
い。私は、この親愛なる友人が大切な旅をなさったことを喜んでいます。
こちらの主任神父さま方は、信仰の不幸について神さまに感謝することを望んでいませ
ん。誰もが喜んでいるのですが何も言わないのです。教区長さまも目下の方々も皆良い
意向を持っておられるのですが、物の見方が異なっているのです。そのようなことは私た
ちには関係のないことです56 。

270. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「洗礼のお恵みは何と素晴らしいお恵みでしょう. . . 私たちは、そのお恵みを充分に感謝することは出来
ないでしょう。」

+J. M. J. T.

1815 年 6 月 8 日

神さま、私が探し求めたいのはあなたの栄光です。
あなたがこの手紙を受け取ることになる日は、私がキリスト信者になって、26 年にな
る日です。この記念すべき日、私のためにお祈りください。
洗礼のお恵みは何と素晴らしいお恵みでしょう。私たちは、そのお恵みを充分に感謝す
ることは出来ないでしょう。洗礼のお恵みは私たちを、怒りの子から神さまと教会の子、
天国の相続人、イエス・キリストの兄弟としてくれます。
もし神さまが、他の多くの人に起こるように、私たちが生まれてすぐに死ぬようなこと
になさっておられたとしたら、もし神さまが、数知れない多くの人たちのように、偶像崇
拝の国に私たちが生まれるようになさっておられたとしたら。でも、私たちは多くの人た
ちの中から選ばれたのです。神さまはどれほど多くのことを私たちに期待していらっしゃ
るはずでしょうか。このようなお恵みを感謝もせず濫用し、洗礼の、大変大きな神聖な約
束を守らないとしたら、私たちは何と非難されるべきでしょうか。私たちは洗礼におい
て、世俗に永遠の別れを告げ、その虚栄、傲慢、感覚的喜び、貪欲などを捨てたのです。
ところが、私たちは殆どいつも、何も約束しなかったかのごとくに、不忠実な人が行うの
と同じように振舞っているのです。このような濫用を償いましょう。恐らく、生きるべく
私たちに残されていると思われるわずかのものをも主におささげしましょう。
56

政府が変ったことで、皇帝のために祈るように指示した教区長と、大部分はそれを無視した小教区の聖
職者の間に問題となったことを、アデルは知らないわけではない。アデルは自分の判断を控えている。
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父は相変わらず重体です。熱も下がりませんし、言葉も全然戻ってきません。ひどい状
態です。神さま、これほどの病苦を堪え忍ぶことが出来るように、父に豊かなお恵みを与
えてください。
さようなら、親愛なるアガト。あなたは今、大変忙しくしていますね。すべてを神さま
にささげてください、そうすれば、功徳の宝を集めることが出来るでしょう。
私たちのイエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー
私たちがその人のために働いているある人の回心のために、あなたのお祈りをお願いし
ます。
私たちの長上のお手紙を一通あなたに送ります。

271. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ドゥ・トランケレオン氏の病気はますます重くなっています。アデルは悲嘆にくれてその思いを未来の
命の方へ上げます。未来の命においてのみ、しあわせは「堅固で変ることなく永遠」です。

+J. M. J. T.

1815 年 6 月 14 日

神さま、私は、あなたの聖なるみ旨に私を完全にお委ねします。
私のかわいそうな父の病気はますます重くなっています。もう、さじ 1・2 杯のものさ
え呑み込むことが出来ないのです。呑み込むこともまた、父を大変疲れさせるのです。父
は大変衰弱しています。
お願いですから父と私のためにお祈りください。こうして私たちが、私たちにとって、
とても大切な人たちとの別れを考えることは何と悲しいことでしょう. . . でも、私たちは
この世のものではありません。多少早かれ遅かれ、私たちは皆、旅立ちをしなければなら
ないのです。
天国だけを思いましょう。この人生は通り道であり、涙の谷であると考えましょう。私
たちの願望、私たちの計画がすべて天国に向かいますように。天国において、私たちは永
遠に集い、堅固で変ることなく永遠のしあわせを楽しむのです。
しあわせな永遠のしあわせな日、あなたは私のために輝くのでしょうか。この天国の報
いを得るために努めなければなりません、大いに努めなければなりません。ですから、早
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速取りかかりましょう。私たちのすべての努力を傾けましょう。何としても、天国の報い
を獲得しなければなりません。
さようなら、親愛なるアガト、私たちのカルワリオの丘の上で、私のすべてをあなたに
ささげます。
アデル
手紙を書き終わってから、かわいそうな父の手と腕が腫れているのに気が付き、終油の
秘跡を授けて戴きました。父は、終油の秘跡を感銘を与えるほどに立派に授かりました。

272. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
6 月 18 日午後 2 時、ドゥ・トランケレオン男爵は、病気に犯されていると感じて 3 年後、61 歳でとわの
眠りにつきました。埋葬は、家族とフガロルの村の人たちだけで大変簡素に行なわれたに違いありません。
恐らく、埋葬が余りにも早く行なわれたので、ベロック夫人あるいはアガトは埋葬に出席出来なかったと思
われます。少なくとも次の手紙からはそのような印象を受けます。

+J. M. J. T.

1815 年 6 月 22 日

神さま、私は自分自身にましてあなたを愛したいと思います。
私たちの親愛なるベロック夫人が来てくださり、友情の慰めをくださいました。それが
私にとってどんなに大きな慰めであったことかお分かりになると思います。ベロック夫人
は月曜日までこちらにおいでになる予定です。大変短いですが、私はあらゆる犠牲に慣れ
なければなりません。
私のかわいそうな父のことを少し詳しくお話したいと思います。父は、言葉を失う 2 日
前、自分から告解をし、臨終のご聖体拝領を願いました。それ以来父は、苛立ちを示すよ
うな素振りは見せませんでした。自分が言っていることが分かってもらえない時には、目
を天に上げることで満足していました。
死の 4 日前、父は出来るかぎりの熱心をこめて終油の秘跡を授かりました。金曜日、父
はいつのもお祈りをしてくれるように頼みました。日曜日、父は大変具合が悪いのを覚
えて、主任神父さまを呼んでくれるように頼みました、あるいはそのような合図をしまし
た。息を引き取る少し前、主任神父さまが心を上げるように言われると、父は、目を天に
上げました。父は、臨終の祈りの最後の言葉の時に息を引き取りました。
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本性にとっては大変ひどい状態の中での、これほどの甘受を見るということは、何と慰
めを覚える死であったことでしょう。でも、あのようなひどい状態も父の救いのために
きっと必要だったのです。
さようなら、イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。
私はいろいろとやることがあって、忙殺されています。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン

273. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
看病の義務から解放されたアデルは、もう何年も前から考えていた修道会を友人たちと一緒に創る日の
ことしか心にありません。シャミナード師からの便りはありませんでしたが、アデルは、ラリボ、ローモ
ンの両師、それにジャクピ司教の同意と励ましを得て、積極的に行動を起こすのです。

+J. M. J. T.

1815 年 6 月 28 日

神さま、あなただけが私の心を充たすことがお出来になります。
私は大変急いでいます。ついでの機会ですので一言だけ申し上げます。
あなたの親愛なるお姉さまと「私たちの大切な計画」についてよく話し合いました。私
は自由です。状況が整えば、
「私たちの大切な計画」は間もなく実現出来るでしょう。私
たちが神さまのご計画にあることだけを、私たちの傾きを棄ててまでも、神さまのみ旨に
従って行うために、聖霊のみ光を心から懇願しましょう。私たちが探さなければならない
のは神さまです。私たちは、神さまのお気に召すことを望んでいるのです。
†
しばしば、聖パウロと共に、
「主よ、私が何をすることをお望みですか。
」と言いましょ

う。あるいは、サムエルと共に、
「主よ、話してください。あなたのはしためは聞いてい
‡
ます。
」と言いましょう、そうすれば、主は間違いなく、私たちにその優しい声を聞かせ

てくださるでしょう。
元気を出しましょう、私たちは私たちだけで働くことはないでしょう。主が私たちと共
に働いてくださるでしょう。主が私たちと共にいてくだされば、私たちに不可能なことが
あるでしょうか。

†
‡

編者註：いくつかの聖書では、使徒言行録 第 9 章第 6 節。
編者註：サムエル記上 第 3 章第 9 節。
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二本の指の幅の金に似せた薄片の附いたブレードを 2 オーヌ† 買って戴けませんか。い
ろいろとご迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。
シャルルのカタルは良くなっています。
さようなら、イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー
私たちの友人の皆さまにくれぐれもよろしくお伝えください。金メッキした金属箔も 1
枚買って戴けませんか。

274. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
7 月 5 日の手紙の頭にある「アクト」は、神さまに全面的にささげた生活の前提となる。完全な放棄に
ついての解脱の考えを抱かせます。

+J. M. J. T.

1815 年 7 月 5 日

主よ、私は、私の存在のすべてを犠牲としてあなたにささげます。
主に完全に属さないものは何も私たちの中にないようにするため、このアクトを私たち
が心から唱え、私たちの持っているものすべて、私たちの存在のすべてを、本当に主に犠
牲としてささげることが出来ればと思います。
私たちのためにすべてを創り、私たちにすべてを与えてくださったのは主です。主は、
すべてのものについて権利を持っておられます。私たちは、すべてのものの所有とその主
権を敢えて主と争うというのでしょうか。私たちの願望、私たちの計画、私たちの傾き、
私たちの気質、私たちの記憶、私たちの舌、私たちの感覚、私たちの精神、私たちの心と
私たちの体を主に犠牲としてささげましょう。今後は、主のお気に召し、その崇むべきみ
旨を行うためにだけ行動しましょう。私たちはすべてにおいて、私たちの主権者であられ
る主に依存しているのです。
主の精神において行動するように努めましょう。主の精神は、柔和の精神、忍耐の精
神、愛徳の精神です。気難しく、尊大で堪え性のない性格、その、神なる花婿の性格とは
似てもにつかない性格を見せることは、イエス・キリストの花婿にふさわしいことでしょ
うか。

†

編者註：1 オーヌ =4 ピエ。1 ピエ =0.3048m。
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私が自己改善するように神さまにお祈りしてください。私は、神さまとはあまりにもか
け離れているのです。
ベロック夫人が帰られた後、あなたが少し休息をとるためにトランケレオンに来られる
ことを期待しています。ベロック夫人がそう約束してくださいました。私はそのことを
心から願っていますので、ベロック夫人が改めてそのことを思い起こすようにしないわけ
にはいかないのです。私は、私たちが敬虔な旅57 が出来るように努めます。何も障害はな
いだろうと思います。
さようなら。イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
追伸
あなたに、飾り房の代金 6 フラン、ブレードの代金 1 フラン 14 ソル† 、照明用ランプの代
金 12 ソル、デュブラナのクリーニング代 9 ソル、私が払ったかどうか覚えていない手紙代

1 ソルを送ります。14 ソル余分に送りますが、それは後のことのために使えるでしょう。

275. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「私たちの神なる主に、生においても死においても忠実でありましょう。」

+J. M. J. T.

1815 年 7 月 13 日

私の神なる王、あなたお独り、私の心を支配してください。
そうです、この、神なる王お独りが、私たちの貧しい心を支配してくださいますように。
虚栄、世俗への愛、怒り、怠惰が、私たちの心から永久に追放されますように。私たちの
神なる主に、生においても死においても忠実でありましょう。
誰が私たちを、私たちの神なる王から離すことが出来るでしょうか。迫害でしょうか。
死でしょうか。苦しみでしょうか。誘惑でしょうか。残念なことに、しばしば、何でもな
いことが私たちを私たちの神なる王から離すのです。と申しますのも、罪が私たちを神さ
まから離しますし、ちょっとしたことで私たちは罪を犯すのです。ですから、新たな注意
をもって、すべての罪、どんなに小さな罪でも避けましょう。特に、故意に罪を犯すこと
のないように注意しましょう。それは神さまに対していちばん不忠実なことです。
57
†

ロンピアンヘの旅。
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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私たちは、神さまのご慈悲を懇願する必要が本当にあります。浄 (きよ) い心、神さま
に対して友好的な心、私たちを神さまの敵にする罪から離れた心で、神さまのご慈悲を懇
願しましょう。
火曜日で、かわいそうな父が亡くなって 1 ヵ月になります。まだ償うべきものが残って
いる場合もありますから、父のためにお祈りください、お願いします。私たちに何もなけ
れば、ローモン師がラ・ガリーグの主任神父さまとご一緒においでになることを期待して
います。そうなれば、どんなに慰めとなることかあなたには分かって戴けると思います。
さようなら、私たちのすべての姉妹たち、特に親愛なるアレキサンドリーヌ・デュフォに
よろしくお伝えください。アレキサンドリーヌには大らかな気持ちになるようにお勧めし
ます。
私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに何度も口づけをおくります。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
火曜日は私たちのすべての姉妹たちに、かわいそうな父のためのお祈りをお願いしま
す。父は下着を全部ブリヴェル58 に残していきました。それで、私には何も分配するもの
がないのです。ベロック夫人がシーツのために持っておられる 13 フランで、布地を少し
買わなければならないでしょう。ベロック夫人のためにハンカチを何枚かつくることにし
ます。夫人のためにウールのストッキングをつくりますが、普段ばきのためには私のを夫
人に送ります。

276. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはいっとき、ベロック夫人の後にアガト・ディシェが来て、トランケレオンでアデルと数日間過ご
してくれることを期待していました。アデルは、アガトとロンピアンヘ行くことも考えていたのです。しか
しアガトはアジャンを離れることが出来ませんでした。それで、アデルが 2 週間ぐらいの予定で、8 月の中
旬アガトに会いに行ったのです。アデルにとっては楽しい日々、休息の日々、気分転換の日々. . . でした。6
月の辛い日々を過ごしたアデルにとっては、それが必要であったのです. . . でもまた二人の友人にとっては、
霊的に有効に生かす日々でもあったのです。二人は禁欲の実行や「大切な計画」について話し合いました。

+J. M. J. T.
神さま、私はあなたを心から信頼します。

58

ドゥ・トランケレオン氏の召使。

1815 年 9 月 6 日
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あなたとお別れして大変心残りです。私たちは一緒にいる時、気持ちがぴったり合って
いました。でもいつか、永久に一緒にいることが出来るという希望を持っています。
私たちが選ぼうとしている身分のかくも大きなしあわせに、私たちの心の備えをするよ
うに努めましょう。私たち、少なくとも私は欠点だらけです。どんな代償を払っても、こ
の欠点を克服するように努めましょう。
高い聖性の域に達した聖人たちは、一般的には、より強い情念を持った人たちでした。
でも、聖人たちは自分の感情を抑えることによってより以上の功徳を勝ち得たのです。
親愛なる姉妹、私たちはこれほど多くのお恵みに助けられ、これほど多くの助言と模範
に力づけられているのですから、休まず努めましょう。私たちの世俗への執着を断ち切り
ましょう。この、死すべき人生の束の間の日々をゆめゆめ重んじることなく、永続する平
和と永遠の休みを勝ち得るために励みましょう。この永続する平和と永遠の休みは、私た
ちのすべての苦しみ、私たちのすべての労苦を充分に埋め合わせしてくれるでしょう。
「私は心柔和で謙遜です、私に学びなさい† 」という格言をしばしば思い起こしましょ
う。そして、この格言を実行に移しましょう。
これほど忍耐心に欠け、これほど傲慢で、一歩ごとに過ちに陥る私にあっては、何とな
すべきことがたくさんあるのでしょう。でも、主の権能が私の弱さの上に発揮され、その
ご慈悲が私の惨めさの上に注がれるでしょう。
私は私のはさみをあなたの家に忘れて来たように思います。あなたの部屋にあるかど
うか見てくれませんか。あなたが望んでおられたコース夫人の 2 通の手紙をあなたに送り
ます。
さようなら、親愛なるアガト、聖マリアの誕生の祝日‡ に、私たちの母マリアと共に新
たに生まれるように努めましょう、そして、マリアさまの徳を身にまといましょう。
イエス・キリスト、マリア、ヨゼフの聖なるみ心においてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
パシャン夫人と私の家族の皆からあなたによろしくとのことです。
私たちの友人の皆さまに私の友情をお伝えください。
ドゥム (Doume, 布地) はグレーで、コルニエール (Cornières, 柱廊) の下のパイヤシス
のお店で買いました。値段は 3 フラン 15 か 4 フラン 5 だと思います。確信はありません
が。1 カンヌ§ の値段ですが。私には、1 オーヌ¶ もあれば結構です。
デュブラナのためのシャツを裁 (た) って、私に送ってください。
でも私は、ジャン・サンのシャツを急いでいるのです。
†

編者註：マタイによる福音書 第 11 章第 29 節。
編者註：9 月 8 日。
§
編者註：1 カンヌ ≑ 1.8m。
¶
編者註：1 オーヌ =4 ピエ。1 ピエ =0.3048m。
‡
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277. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは疲れています。それは、少なくとも部分的にはアガトの母親がまだ、アガトが友人に従って修
道生活に入ることに同意していないからでしょうか。多分そうかも知れません。アガトの霊的指導者は、ア
ガトの信心業を減らさなければならないと思いました。アデルは遠くからアガトを力づけ、その毎日毎日
を、意向を方向づけることによって連続した祈りに変えるように勧めます。

+J. M. J. T.

1815 年 9 月 16 日

主よ、あなたは私が何をすることをお望みですか。
私はあなたの信心業を少し減らしたこと、そして、それによってあなたの健康をもっと
配慮することが出来ると分かって喜んでいます。それはその後で、私たちが、私たちのす
べての時間をおささげした神さまの光栄のために、もっと有益に働くことが出来るためで
す。あなたは、私があなたに送る私たちの神父さまのお手紙によって、私があなたについ
て神父さまに一言申し上げたことがお分かりになると思います。皆が同じ意見だというこ
とが分かると思います。
親愛なるアガト、信心業の減少分は、あなたに許されている信心業をよりよくすること
によって償ってください。本当に信仰心をこめて唱える 1 回の主禱文† は、急いで唱える

30 回の主禱文に勝るということを信じてください。
キリスト者にとってはすべてが祈りとなることが出来ますし、また祈りとならなければ
なりません。すべてを神さまのためにしましょう。そうすればすべてが私たちにとって
は祈りとなるでしょう。神さまのために食べ、話し、働き、苦しみましょう。私たちが神
さまにおささげ出来ないような如何なる行為も決してしないようにしましょう。私たちが
神さまにおささげ出来ない行為は罪だけです。それ以外は、神さまはすべてを受け入れ、
聞き届けてくださいます。何と慈悲深く、お優しい主でいらっしゃることでしょう。主に
お仕えすることは何と快いことでしょう。地上の主人とは何という違いでしょう。
私たちの親愛なるクレマンティーヌの手紙をあなたに送ります。クレマンティーヌは、
相変わらず愛に満ちていますが具合を悪くしていたのです。
私たちの神父さまは、集まりを公のものにすることを許可する司教さまの手紙を望んで
おられますが、私は神父さまがご自分で願われた方がいいと思います。司教さまは大変忙
しくしていらっしゃいますから、何度も同じ懇願を繰り返すことによって司教さまにご迷
惑をおかけするのではないかと心配しています。
†

編者註：主の祈り。
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多分あなたのものと思われるナプキン 2 枚と、ベロック夫人のためにシャツを 1 枚あな
たに送り返します。ジャン・サンのシャツをつくることが出来なかったこともあります
し、私たちが面倒を見ている人のために働く功徳を、あの人たちから奪いたくありません。
さようなら、言葉では言えないほどにあなたを愛しています。
アデル
私たちの友人の皆さまに心からの友情をお伝えください。
あなたの大切なご家族の皆さまによろしくお伝えください。
母は水曜日にしか花束を送ることは出来ません。

278. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
忍耐と謙遜の勧告をした後、アデルは友人に、ベロック夫人がダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis)
の聖堂の集まりをもって、免償を戴く許可を慎重に検討して欲しいとの願望を表明しています。

+J. M. J. T.

1815 年 9 月 20 日

神なる救い主、私はあなたのものです。私が亡びることをお許しにならないでくださ
い。
このアクトは何と美しく感動的なのでしょう。私たちの優しい救い主は、私たちが慰め
の時にも苦悩の時にも、救い主に絶えず結びついていれば、私たちが救い主を失うことを
お許しにはならないでしょう。慰めも苦悩も、その父としてのみ手から来るのです。です
から、肉体においても精神においても、すべてを受け入れ、甘受しましょう。私たちの存
在のすべては神さまのものです。神さまがお望みのままに、私たちの肉体と精神を自由に
使うことが出来るようにしましょう。
自分の対して忍耐をもちましょう。自分の惨めさから解放されたいという不安な気持ち
で願望するよりも、自分の惨めさを堪え忍ぶことの方がより謙遜である場合がしばしばあ
るのです。そうです、大変弱く、大変悪に流れやすく、大変悪い基盤をもつ自分を見て、
心から謙 (へりくだ) りましょう。でも、信頼を失わないようにしましょう。主のご慈悲
が私たちの惨めさの上に注がれ、その全能の力が、私たちの弱さと私たちの無能の上に発
揮されるでしょう。
私に一つの考えが浮かびました。私が今日、私たちの「手引き」に付いている免償を読
み返してみました。教皇教書に規定されているような訪問できる小聖堂がないので、多
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くの免償が戴けません。もし司教さまが、ダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis)
の聖堂をとりあえず集まりの場所とすることを適当と判断され、そして、ダム (Dames)
の方たちが許可してくださるなら、その聖堂で免償を戴くことが出来ると思います. . . ベ
ロック夫人がこのことを慎重に検討して欲しいと思います。
親愛なるアガト、あなたは、ボ・ナンコントルヘの巡礼を享受されたことと思いいます。
神さまは何と慈愛深く、何と私たちの弱さを助けてくださることでしょう。ですから、私
たちは喜び、神さまの慈愛に対する感謝、信頼、平和に充たされるべきではないでしょ
うか。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの天におられる花婿におけるあなたの忠実な友
より。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
最初の集まりの時に免償の一覧表を読むことを提案します。
ナプキンを送り返してください。ジャヌーのものだと思います。バティストをあなた
に送り返します。他のと取り替えるようにしてくれませんか。大変赤茶けていていつも
きたないように見えるようですから。

279. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはコンドムヘ行って叔母たちやプチット・ソシエテの友人たちのところにいます。10 月 16 日ま
でそこに残ることになります。

+J. M. J. T.

コンドム、1815 年 9 月 27 日

神さま、あなたのみ声に従うために新しい勇気を私に与えてください。
私の叔母たち、姉妹たち、友人たちからしばし離れてあなたとお話します。殆どの人に
会いました、少なくとも町にいる大部分の人には。
尊敬すべきアデライドは、相変わらず具合がひどく悪いのです。この清廉 (せいれん)
な人は、裁きの近いことを考えて怯えています。神さまは、恐怖のこの厳しい試練によっ
て彼女を試しておいでになるのです。彼女は大変苦しんでいます。彼女のために祈って
ください。
マドゥモワゼル・オクタヴィ・デュフォは大変信仰心の篤い人になりました。私たちの
友人たちと彼女のお母さんは、彼女を私たちの会に入れたいと願っていますので、彼女に
そのことを話すことにします。もう一人 21 歳の若い人を会に入れたいと思っています。

345
この人は修道院にいて天使的熱心さの持ち主です。修道女の方々† はしっかりした信仰
の持ち主だと保証してくださいました。
聖なる人たちと共にいることは、何と快いことでしょう。でも、ひるがえって我が身の
大きな弱さを見るにつけ、何と恥ずかしいことでしょう。主からこれほどのお恵みを戴き
ながら、私の弱さは何と大きいことでしょう。主はそのはしための賤 (いや) しさに絶え
ず目を注いでくださいます。でも私は、残念なことにマリアさまの徳とはかけ離れてい
て、神さまのすべての恩恵を思い起こしてそれを有効に生かすことはないのです。
私はベロック夫人が私たちの熱い願望に応えてくださり、出席してくださって私たちの
願いをかなえてくださることを期待しています。
さようなら、親愛なるアガト、イエス・キリストにおける私の変らぬ友情を当てにして
ください。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
私たちの友人と姉妹の皆さまに私の友情をお伝えください。
あなたに送り返すナプキンがあなたのでなければ、ジャヌー・ドゥ・サン・ジュネスが

2 枚は自分のだと言っていますし、その 1 枚は三つ編みにした輪がついているということ
ですから、おそらくそれがそうだと思います。

280. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはトランケレオンに帰るとすぐにまたロンピアンヘ出掛けました。そこで他の会員たちと一緒に、

10 月 17 日から 20 日まで短い黙想をしました。ラリボ師とローモン師が説教師でした。

+J. M. J. T.

1815 年 10 月 24 日

神さま、あなたのもろもろの恩恵に対して私は何をお返ししましょうか。
私たちの大切な旅行の間、慈愛深いイエスさまは何と多くのお恵みを私たちにくださっ
たことでしょう。ローモン師は私たちに、日に 2 回と 3 回の教示をしてくださいました。
最初の日の夜、師は黙想についての教示をしてくださいました。その終わりに、腕を十字
に組んで公の罪の償いをしました。それはゆうに 10 分近く続きました。

†

編者註：おそらく、コンドムに修道院と学校を持っていた聖ウルスラ修道会の修道女のことであろう。
『アデルの手紙』の英訳より。
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翌日、ミサの前にヴェニ・クレアトール (Veni Creator† ) を歌い、そして福音の時に、
師は説教壇に上って救いの必要性について説教してくださいました。それから、聖歌をう
たったり、お祈りをしたりしました. . . 午後は、放棄と神さまに対する愛についての教示
がありました。夜、尊敬すべき長上は私たちに、よりよく生きる決意と、私たちが取らな
ければならない決心についての黙想をさせてくださいました。
†

編者註：Veni, Creator Spiritus, 来たり給え、創造主なる聖霊よ
来たれ、創造主たる聖霊よ
人間たちの心に訪れ
なんじのつくられし魂を
高き恵みをもってみたしたまえ
慈悲深き主と呼ばれし御身
至高なる神の賜物
それは生の泉・火・愛
そして霊的な聖なる油
われらが肉体の弱さを
絶えざる勇気を持ち力づけ、
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
敵を遠ざけて
ただちに安らぎを与えたまえ
先導主なるあなたにならって
われらをすべての邪悪から逃れさせよ。
御身は 7 つの贈り物により
御尊父の右手の指にいらっしゃる
御尊父より約束された尊い者なる御身
人の喉に御言葉を豊かに与え給う
御身によってわれら尊父を知り、
御子をも知らせ給え。
両位より出現した聖霊なる
御身をいつの時にも信ぜさせ給え。
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ。
来たれ！ 創造主なる聖霊よ
慈悲深き主と呼ばれた御身
至高なる神の賜物
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金曜日の朝、ローモン師が、悪魔、世俗、私たちの情念が私たちに挑む戦いについて教
示してくださいました。11 時に、神さまの裁きについての教示をしてくださり、夜は、出
発される前に、洗礼の約束についての教示をしてくださいました。
公の教示については以上のような具合でした。でも、私たちの尊敬すべき神父さまが耳
元で与えてくださった教示が、どんなに価値あるものであるかお分かりだと思います。私
たちは 3 回集まりをもち、2 度、命の泉に結ばれるという大きなしあわせを得ました。
私たちの親愛なる友人のグループにお会いしましたが、皆さんは相変わらずますます熱
心で、ますます禁欲に励み、ますます愛に充たされています。私たちは、感激をもって私
たちの大切な計画について話し、それが近い将来実現されることを喜びのうちに思い描き
ました。親愛なるアメリが、このしあわせな時の個々の詳しいことは微細にわたってあな
たに知らせてくれるでしょう。私の魂の土に蒔かれたこの貴重な種を、私が有効に生かす
ように、その種が百倍の実を結ぶように、そして、茨がその聖寵を妨げることのないよう
に祈ってください。
コンドムでもう一人会員を獲得しました。マリー・アガト・デスプレオという大変熱心
な若い女性の職人です。彼女の気持ちは本物です。
デュブラナの長い上着をつくる布地を買って戴くようにしてくださいませんか。アレ
キサンドリーヌがつくったストッキングは染めて戴きましたか。ファラグレ夫人は、シャ
ツはつくられたでしょうか。
ローモン師が、コンドムの私宛に書いてくださった立派なお手紙をあなたに送ります。
コンドムのためよりもむしろアジャンにとって有益なことを書いておられます。
アメリから、あなたに手紙を書く暇がありませんので、よろしくとのことです。
私たちの親愛なる友人の皆さまにくれぐれもよろしくとお伝えください。さようなら、
私たちの主イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。

天の喜びを贈り給え
大きな報いを与え給え
争いの結び目を解き、
平和の誓いを堅くし給え。
ただちにやすらぎを与えたまえ
先導主である御身にならって
われらをすべての悪より逃れさせよ。
主なる父に栄光あれ
死よりよみがえった
聖なる子、そして聖霊に
千代に渡って栄光あれ。
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アデル
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
親愛なるアデル・カニュエの苦しみには心から同情します。でも、神さまがお望みな
ら、すべての障害を取り除いてくださるでしょう。しっかりと辛抱するように、そして、
心の主であられる神さまに、彼女のお母さまの心を変えてお母さまがアブラハムの模範に
倣ってその大切なアデルを犠牲として神さまにささげることが出来るようにお祈りする
よう、彼女を励ましてください。
ロンピアンではあなた方のお便りを大変欲しがっています。
あなたは、ラ・グラース夫人が送ったマドゥモワゼル・クールタードの手紙を送ってい
ませんが、その手紙を見付けるようにしてください。

281. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ベロック夫人とアガトの姉妹のスゴンド・ディシェが、長い患いの後 11 月 1 日アジャンで亡くなりまし
た。24 歳でした。それは、アデルにとっては黙想の機会となりましたが、11 月 8 日の手紙がその大体のあ
らましを私たちに伝えています。

+J. M. J. T.

1815 年 11 月 8 日

神さま、ただ今から、私はあなたのものでありたいと思います。
スゴンドの最期についてあなたが私に教えてくださった詳しいことは、私にとって大変
慰めとなりました。そうです、あなたと同じように私も、スゴンドがすべての聖人たちと
共に大祝日をお祝いしに行ったのだと思います。今スゴンドは、あれほど苦しんだことを
良かったと思っていることでしょう。自分を飾る報いを見ると、その苦しみさえも大変軽
いものであったように思えるのです。
人生の善も悪も、すべてこのように過ぎ去るのです。それは、一時のことでしかないの
です。ですから、永遠のために励むことだけを、虫に食われることもなく錆が附くことも
ない宝を集めることだけを考えましょう。世俗の虚しい喜びをますます軽視しましょう。
私たちが失った時を心から嘆きましょう。そして、それを償うために、道にたち戻る歩み
を二倍に早めましょう。困難にも立ち止まることなく、天国を目指しましょう。そこに私
たちの終着点があるのです。そこに私たちの目的があるのです。私たちの唯一のなすべ
きことは天国を獲得するために励むことです。それは、怠け者にではなく勇気ある者に与
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えられる報いです。ですから勇気を出しましょう。帆をいっぱいにはって漕ぎましょう。
そうすれば最後には、待ちに待った救いの港にたどり着くでしょう。
ミサ代として 30 ソル† 、ベロック夫人のために払いました。私があなたに払わなければ
ならないお金はその分少なくなります。適当な時にデュブラナのシャツを全部引き取りま
したか。アデル・カニュエ、ジャノネット、アベイエのお嬢さんたちがデュブラナのシャ
ツを持っていました。
さようなら、親愛なるアガト、私たちが私たちの大切な修道院に落ち着くことを心待ち
にしています。とわに讃えられる私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけを
おくります。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
ご家族の皆さまに、私たちからの心からのお悔やみの気持ちを忘れずにお伝えくださ
い。私たちは、デ・プロフンディス (De Profundis‡ ) のノヴェナ (9 日間の祈り) とご聖体
拝領を致します。そのことをアジャンの友人の皆さまにお話ください。
マルルー氏が受け入れた新しい会員の名前は何と言いますか。
もしあなたがフォンサニャン氏にお返事を書くようでしたら、氏に、無差別に受け入れ
ないように言ってください、お願いします。私は氏の熱意を心配しています。安請け合い
をしてはなりません。
あなたは 30 フランで神父さまの長い上着を買ってもいいでしょう。

1 カンヌ§ 40 ソル¶ か 50 ソルの布地が欲しいです。あの子のために 1 カンヌ半欲しいで
すが. . .

282. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
スゴンド・ディシェの死去ということがあったので、アデルは、手紙を人生の短さについての考察で始
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル=1/20 フラン。
編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
§
編者註：1 カンヌ ≑ 1.8m。
¶
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
‡
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めているのでしょうか. . . 1808 年の結婚話をアデルが断ったことを唯一仄 (ほの) めかしているのは、聖マ
リアの奉献の祝日† の機会の、この手紙の中だけです。
「. . . 私は前向きにノン (non, いいえ) と言いました. . . 」副詞 positivement (前向きに) は注目すべきで
す。このノン (non, いいえ) によってアデルは、ただ単にある特定の結婚を拒んだだけでなく、充分に考
え、そして、明快にノン (non, いいえ) と言ったのです。その積極的な結果は、アデルがその友人に勧める
奉献と同じく、
「完全で留保することのないそして永久的な」奉献であったのです。

1815 年 11 月 19 日

+J. M. J. T.

神さま、私の人生の短さと私の死の不確かなことを私に自覚させてください。
もし私たちが、人生の短さと死の時の不確かさというこの現実の真理を常にもっていれ
ば、私たちは現実の人生の物事から、どんなに解脱していることでしょうか。永遠の報い
を考えて、どんなに勇気をもって大変短い試練を堪え忍ぶことでしょうか。永遠の報いは
試練の後に来るはずのものですし、多分、間もなく私たちにもその報いが及ぶでしょう。
私たちは充分にはこのことを考えていませんが、このことだけが、私たちを本気で大切な
救いの業に励むようにさせることが出来るのです。
火曜日、私たちは、聖なるおとめマリアが既に 3 歳にして神殿に奉献されたことをお祝
いします。それは若い人たちにとっては大きな祝日です。マリアさまと共に改めて自分
を天におられる花婿にささげましょう。そして、この奉献が完全で留保することなく、そ
して永久的なものでありますように。ちょうど 7 年前のこの祝日の前日、私は私に提案さ
れたある結婚に、前向きにノン (non, いいえ) と言いました。
日曜日でなくてもご聖体を戴くことが出来るように、健康状態と天気が許せば、日曜日
に来て戴くようなボン・ペール (bon Père) にお願いしておきました。でも、天気があま
りにも悪くなりそうでその希望がもてないようです。そのことで神さまが讃えられるな
ら、そのことは神さまにお委ねしましょう。
ダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis) の方々にお会いする希望が出てきて喜ん
でいます。主が、私たちの計画を目に見える形で祝福し、守ってくださいます。忠実を新
たにすることによってこれほどの多くのお恵みに応えましょう。
さようなら、イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
親愛なるアデル・カニュエのためのされこうべをあなたに送ります。アデルと私たちの
†

編者註：11 月 21 日。
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すべての友人の皆さまに心からの口づけをおくります。
ローモン師が、私に代ってトリクレの面倒を見てくださいます。私の喜びがお分かりで
しょう。
あなたが前に私に送ってくださったのと同じ布地を同じくらい、つまり 1 カンヌ† 半、土
曜日に間違いなく私に送ってください。大変急いでいるのです。トリクレのためです。
あなたのお父さまは、このところの悪天候のためにサン・タヴィには行かれません。

283. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、おそらくベロック夫人に、アジャンのルフュージュの元の修道院の一部がおそらく近い将来
空くだろうという話を聞きました。アデルは、この場所は計画している共同体に適しているだろうと、シャ
ミナード師に手紙を書きました。シャミナード師はこれを承認し (シャミナード師の手紙、Tome I, no 56
と 57, p.96, 97)、そして、少しずつ賃貸借の計画がはっきりしてきて形をなしてきたのです。
しかし、アガトは、友人に従って修道生活に入る同意をまだ母親から得ていません。アデルは、アガト
を慰めようと試みています。

+J. M. J. T.

1815 年 11 月 22 日

主よ、私は無理強いに苦しんでいます。私に答えてください。
世俗、悪魔、肉と血が私たちに挑もうとする戦いにおいて、私たちはこのように叫ばな
ければなりません。神さまが私たちに味方してくだされば誰が私たちに敵対できるでしょ
うか。もし、神さまが私たちの計画をお作りになったとすれば、誰がそれに反対すること
が出来るでしょうか。
私が時々気落ちすることがあると、私たちの親愛なるメール・ジャンヌ・ドゥ・ジェ
ジュ (ベロック夫人) がその勇気によって私を慰めてくださいます。夫人は、あなたのお
母さんの悲しみに驚かれることはありません。その悲しみに打ち勝つことを期待されてい
るのです。
私はポールで夫人と合流して、そして、賃貸借契約を結ぶためにアジャンに行って数日
過ごすことになるでしょう。あなたとお会いして、私たちが大変関心をもっていることに
ついて一緒にお話出来ることは、何と嬉しいことでしょう。
元気を出しましょう。意気沮喪 (いきそそう) しないようにしましょう。私たちのため
に既に多くのことをしてくださったお方が、後のことについてもよくしてくださるでしょ
†

編者註：1 カンヌ ≑ 1.8m。
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う。心安んじていましょう、そうすれば、そのお方のご保護の結果を見ることが出来るで
しょう。ただ、一生懸命罪を避け、お恵みに忠実を尽くして応えることによってお助けを
呼ぶように努めましょう。
多くの善業を行い、しばしばご聖体を戴けるように、私はアジャンで過ごす時間を有効
に活かし賢明でありたいとどんなに望んでいることでしょう。
罪人のために祈りましょう。この近くで、カトリックとプロテスタントとの間の結婚が
二つ続いて行われました。彼らは、プロテスタントの教会で結婚式をしました。従って背
教ということになります。背教ということになれば秘跡を授かることはできません。司
教さまは、かりにカトリックの当事者が教会に立ち返ったとしても、その伴侶をカトリッ
クの教会で結婚するようにさせることが出来なければ、その当事者は死の間際にしか赦さ
れない、と決められました。神さま、この不幸な人たちの心を照らしてください。またも
う一人、同じ不幸に陥りそうな若者がいます。
さようなら、私たちの天におられる花婿において私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
私たちの小作地から私たちのために持ってきた七面鳥をあなた方と分け合いました。か
なり立派な七面鳥のようです。

284. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは 12 月 8 日の祝日をアガトと一緒に祝うことが出来ると考え、また「以降はずっとそういうこ
とになるだろうと. . . 」と考えて喜びの気持ちを吐露しています。でもアデルは、目標が達成されようとし
ていることの喜びの中にも、幻想を抱いているわけではありません。常に戦わなければならないでしょう。
「私たちは自分の中に自分のいちばん危険な敵を抱 (かか) えています. . . 」ですから、用心と勇気で身を固
めなければなりません。

+J. M. J. T.

1815 年 11 月 30 日

神さま、私が人間的尊敬のすべての鎖を断ち切りますように。
私たちの大きな祝日が近づいてきます。私はこの祝日をあなたとご一緒に祝うことが
出来ること、そして、以後はずっとそういうことになることを期待しています。
私たちにとって救いの手段がふんだんにある私たちの召命の計り知れない恩恵に対し
て、私たちは、主に何をお返ししましょうか。私たちの弱さを知っておられる慈愛深い神

353
さまは、世俗にあっては私たちが亡びることを予想してくださって、私たちを世俗からひ
き離してくださったのです。この恩恵に応えるようにしましょう。神さまのご慈愛が私
たちを導いてくださる安全な港の中で私たちが亡びるという、不幸なことにならないよう
にしましょう。私たちはどこにおいても自分を抱えています。そして、この自分と共に私
自身のいちばん危険な敵を抱えています。ですから自分を監視しましょう。自分を警戒
しましょう。自分を棄てましょう。自分に対して、私たちの神なる主が私たちに勧められ
る聖なる憎しみを抱きましょう。むしろこの憎しみは、私たちの魂に対する本当の愛着、
本当の行為なのです。さあ、私たちのひ弱な勇気をかき立てましょう。私たちは自分だけ
で戦っているのではないのです。神さまが私たちと一緒に戦ってくださるのです。私た
ちは、十字架と崇高なるマリアさまの庇護と軍旗のもとに戦っているのです. . .
あなたが女の子についていろいろと知らせてくださったこと大変喜んでいます。あな
たがベロック夫人に会われることがあったら、その女の子を夫人に紹介して、その女の子
には教育が必要なことを言っていただかなければならないでしょう。
ロンピアンにいる女の子の兄弟で、プロテスタントの男の子は、ローモン師のところに
預けられています。もう一人の子は、あなたがご存じのようにラリボ師のところに預けら
れています。私がとても満足しているのがお分かりでしょう。神さまが彼らの両親の心
を照らして良い道に入らせてくださいますように、神さまに祈ってください。
私たちの天におられる花婿において私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
私たちの友人の皆さまに心からの友情をお伝えください。ご家族の皆さまにくれぐれ
もよろしくお伝えください。
この 5 フランの硬貨をスヴァン・レイモン氏の召使の方に渡してください、お願いしま
す。私たちのために買ってくださったトリュフの代金です。

285. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
12 月 6 日、シャミナード師は会憲の起草を終えたことをアデルに書いています。そして、1 月中にアジャ
ンに赴く積もりであることを表明しています。この手紙は、修道生活を希望している人たちにとっては充
分な余裕を与えていないように思われました。猶予の期間は充分ではなく、建物は準備が整っておらず、賃
貸借の手続きも終わっていません。他方、未来の修道女たちは、まだ会憲を見ていませんでした。彼女たち
はこのようによく確かめもせずに自分を賭けることが出来るのでしょうか。
アデルは 12 月 17 日の手紙を書くことによって、シャミナード師の計画に対する友人たちの反対を鎮め
ようと考えたのでしょうか。
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+J. M. J. T.

1815 年 12 月 17 日

来てください、幼な子イエス、来てください。
親愛なるアガト、神なる救い主が近づいて来られます。救い主をお迎えするために私た
ちの心を開きましょう。私たちの心から地上的なすべてのものをなくしましょう。特に、
自分の意志をなくしましょう。自分の意志は、私たちの愛すべき救い主のご計画の大きな
障害となります。
天使は善意の人に平和を約束してくださいます。私たちの意志は、神さまの意志の中で
無とならなければ、また、他の人の意志に従わなければ、悪意以外のなにものでもありま
せん。残念なことに、今朝もまた私は、自分の意志から来る大きな過ちを犯しました。自
分の意志を打ち砕きましょう。自分の意志は、私たちが切望している身分の精神とは対立
するものです。さあ、優しい救い主のまぐさ桶の前で、この自分の意志、自分の感覚への
愛着をいけにえとしてささげましょう。神なる幼な子の側で、堅い堅い決心をとりましょ
う。決心を祝福してくださいますよう救い主に祈りましょう。救い主のみ助けだけを頼
みとしましょう。そして、すべてを甘受し、すべてに従いましょう。
私はシャミナード師に手紙を差し上げて、神父さまをお迎えするのは大変嬉しいこと、
この厳しい時節がお体に触るのではないかと私たちが心配していること、病気になられる
といけませんので、おいでになるのを延ばされた方がいいように私たちは思うことを申し
上げましょう. . . でも、神父さまはとてもお忙しくしていらっしゃるので、私は、時期を
指定することは出来ません。神父さまだけがいつの時間が自由になるかご存じです。私
は、神父さまに会うことのできる会員の数は少なくなるでしょうとは申しあげることは出
来ません。と申しますのも、反対に春とか夏には何人もの人たちが田舎にいます。私はた
だ神父さまには、ダンピエール氏† はこちらにはいないということ、若い人たちのソシエ
テ (Société, 会) はアジャンでは成功しない恐れがあること、司教さまは、神父さまに神
学校で黙想させて戴くことを望んでおられるということだけをお伝えしておきましょう。
母はパーケールは戴きません。そのことを忘れて、土曜日にあなたにお話ししなかった
ことを申し訳なく思っています。
さようなら、私たちの天におられる花婿においてあなたに心からの口づけをおくります。
アデル
ラミの葡萄酒樽の代金 40 フランと 3 フランの「手引き」4 冊分の 12 フランをあなたに
†

編者註：ドゥ・ダンピエール侯爵はボルドーのソダリティにちょうど受け入れられたところで、アジャ
ンの若者のソダリティというグループを創設しようと計画していた。『アデルの手紙』の英訳より。
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送ります。ベロック夫人に渡してください。ボルドーのかわいそうな人のためのお金が、
ちょうど 3 フラン入っています。4 ソル† 残りますがそれは運賃に役立つでしょう。
私はかわいそうなパシャン夫人を見舞いに行きました。本当に悲しい状態にあります。
下の自制がきかず、いつも汚れている状態ですが、頭の働きはしっかりしていて、見事に
甘受しています。夫人は、立派な模範を示してくれています。私に皆さま全員の消息を尋
ねました。夫人のため神さまに祈ってください。夫人の状態についてブシェ夫人にお知ら
せください、そして、羊毛を紡ぎ終わったら私に送ってくださるようにお伝えください。
ストッキングは、買う人の言い値で売っても構いません。ブシェ夫人の姉妹の方の話によ
りますと、夫人は麻のストッキングは持っていないそうです。

286. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
新年を数日後に控えて、アデルは、その喜びの気持ちを思いきり表現しています。「. . . この年は私たち
にとって幸先 (さいさき) のいい年です。私たちの中のある人たちが. . . 天におられるわたしたちの神なる花
婿に全面的に自分をおささげする年だからです. . . 」
手紙は、近ぢかシャミナード師に会うことをにおわせて終わっています。シャミナード師は旅行の計画
を諦めていなかったのです。シャミナード師はアデルに手紙を書き、次のように終わっています、
「常に備
えてください、そして、あなたの親愛なるすべての宣教者によく準備をさせてください。その時が近づいて
います。
」

+J. M. J. T.

1815 年 12 月 28 日

神さま、私は悪く使った年月を見て、苦い気持ちでその年月を思い起こすでしょう。
年が改まるこの時期に私があなたに送る願望を、あなたはコンドムで受け取られると思
います。願望は毎日のことではあっても、改めてあなたに願望を述べさせて戴くことは、
私にとって嬉しいことです。
この年は、私たちにとって幸先のいい年です。私たちの中にある人たちがこのよこしま
な世俗に永遠の別れを告げて、天におられる私たちの神なる花婿に全面的に自分をおささ
げする年だからです。
親愛なるロロット、神なる花婿にお仕えすること、神なる花婿のために心を獲得するこ
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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とは何と嬉しいことでしょう。何という慰めの源でしょう。あなたは、オーランスのあな
たのプチッ・テコル (petite école, 小さな学校) で何らかの慰めを味わわれました。あな
たの子供たちのグループのことを詳しく私に話してください。私は大変関心をもっていま
す。あなたのこの熱意を、私たちのすべての姉妹たちにどんなにか吹き込んであげたいこ
とでしょうか。
私がまだプロテスタントの子供を一人ローモン師のところに委ねたことを、あなたにお
伝えしたかどうか覚えていません。私の喜びが分かって戴けると思います。
新年のことを忘れないようにしましょう。私はこの年が私たち一人ひとりにとって、救
いの年、
「命の書」に書かれている年にふさわしい年、神さまの前に充実した年でありま
すように、心から願っています。この年の一瞬一瞬が神さまにささげられた年であります
ように。
私は、特に私たちの親愛なる友人の皆さまに、普通の行いをよく行うように励むこと、
その行いをよく行うために、より純粋な意向とより以上の注意をもって行うように励むこ
とを提案します。すべてが、飲むこと食べることといったような極普通の行いも、神さま
のためにだけ、神さまの考え方においてのみ行うというちょっとした枠をはめることに
よって、功徳あるものにすることが出来るのです。私たちは、何と多くの宝を私たちの手
から絶えず逃していることでしょう。私たちはこれほど多くの富を提供されていながら、
依然として貧しいのです。
私たちのすべての友人が、特に一人ひとりが、私の願望のすべてをしっかりと受け取っ
てくださいますように、私は親愛なる若いサン・ペアンの人たちには私たちの神なる主に
奉仕することにおいて、常により以上の熱意と情熱を願っています。私たちの親愛なる
ファニィーには、神さまのみ旨を今まで以上に甘受し、神さまのみ旨にもっとお委ねする
ことを願っています。私たちの親愛なるヴィクトリーヌには、束の間のこの世が無である
ことをますます確信して欲しいと思います。私たちの親愛なるデプレオには、さらに謙虚
になることを願っています。尊敬すべきカンパーニョの姉妹たちには、さらにもっと十字
架に対する愛をもつことを願っています。私たちの尊敬すべき修道女の方々60† には、自分
たちの生徒たちの心を神さまのために獲得するためにさらにより以上の熱意を願っていま
す。最後に、私たちの尊敬すべきダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames de la Retraite) の
方がたには、ますます徳に進まれて、私たちに道を示してくださることを願っています。
もしあなたが、デルフィーヌとフィリピーヌにお手紙を書くことが出来れば、私があの
人たちに、神さまがあの人たちの若い時にどれほどたくさんのお恵みを前以て与えてくだ
さったかを、いつも思い出すように願っているとお伝えください。神さまは、あの人たち
60
†

アデルの 3 人の叔母。
編者註：脚注番号 60 ではなく 59 ではあるが、原稿に従うこととする。
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にその報告を求められるでしょう。私たちの親愛なるラマルクには、その聖なる召命をさ
らにもっと愛することを願っています。
そして、私の優しいロロットには私は何を願いましょうか。地上から高くあげた、そし
て、神さまがどれほどロロットから求めておいでになるかを常に思いめぐらす、寛大な大
きな心です。
さようなら、さようなら私の親愛なる友、私は、あなたがシャミナード師に会われるこ
とを期待しています。私は間違いなくコンドムヘ行きますが、ベロック夫人も多分行かれ
ることになるでしょう。
アデル
私はすべての人に、私たち一人ひとりが自分のための神さまのみ旨を知らせて戴けるよ
うに、ヴェニ・サンクテ (Veni Sancte† ) とスブ・トゥウム (Sub Tuum‡ ) のノヴェナ (9 日
間の祈り) を提案します。元日に始めます。

287. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
同じ日、別の形で、喜びと熱意の同じ気持ちがアガト・ディシェに宛てた手紙の中にも見られます。

+J. M. J. T.

1815 年 12 月 28 日

私は悪く使った年月を見て、苦い気持ちでその年月を思い起こすでしょう。
親愛なるアガト、私たちは年末を迎えています。このようにして、ある日、恐らくやが
て、私たちの人生の終わりが来るでしょう。ですから、このはかない年月を、それが後の
世のために功徳となるように過ごしましょう。
†

編者註：Veni Sancte Spiritus 聖霊 来たりたまえ
聖霊来て下さいあなたの光の輝き 私達を照らして下さい。
貧しい人の父、心の光 証の力を注ぐ方
やさしい心の友、さわやかな憩い、ゆらぐことのないよりどころ
苦しむときの励まし、暑さのやすらぎ、憂いの時の慰め。
恵みあふれる光、信じる者の心を 満たす光よ
あなたの助けがなければ、すべては、はかなく消えて行き、だれも清く生きては行けません。
汚れたものを清め、すさみをうるおし、受けた痛手を癒す方
かたい心をやわらげ、冷たさを暖め、乱れた心を正す方
あなたの言葉を信じて、より頼む者に、尊い力を授ける方
あなたは私の支え、あなたの恵みの力で、救いの道を歩み続け、永遠の喜びをお与えください
‡
編者註：Sub Tuum Præsidium 神の御母よ (神の御母よ、わたしたちはご保護を仰ぎます。いつ、どこ
でもわたしたちの祈りを聴き入れ、御助けをもってすべての危険から守ってください。)

358
私は、来年あなたの願望がすべて叶えられることを祈っています。と申しますのも、そ
れらの願望はすべて神さまによるものだと信じているからです。この 1816 年が、私たち
にとって貴い年であることができますように。主はその大きなお恵みによって、そのよう
になるように私たちを備えさせてくださいます。主の宝庫は、私たちのために開かれてい
ます。私たちの不忠実によってその宝庫を閉めるように主を強いることのないようにしま
しょう。
この年に私たちは、さらに特別に、主に対する奉仕に自分をささげることを期待してい
ます。私たちにはその資格がないにもかかわらず、主はどのような聖なる身分に私たちを
招いてくださっていることでしょう。そのことで、私たちが何らかの傲慢な気持ちを抱く
代わりに、私たちに罪の資質を考えて恐縮しましょう。そして、聖なるおとめマリアと共
に、
「主はそのはしための賤 (いや) しさに目を注いでくださいました。そして、私に偉大
なことをしてくださいました。そのみ名が永遠に讃えられますように† 」と叫びましょう。
私たちの心配をよそに、かわいそうなドゥッセ師は、お体の具合がたいそう悪くいらっ
しゃるにもかかわらず、主の降誕の祝日には、そのすべての務めを果たすよう努力されま
した。師のためにお祈りしましょう。お体が弱っていかれるのではないかと心配していま
す。エグイオンの主任神父さまはお体が不自由になられましたが少し良くなっていらっ
しゃると伺いました。バロー神父さまは、ますます死に瀕しています。
これほど豊かなのに、働き手の殆どいないこの収穫のために祈りましょう。神さまの怒
りを和らげるために熱心を倍加しましょう。
あなたの親愛なるご家族と私たちの友人の皆さまに、私たちからの新年の挨拶をお伝え
ください。そしてあなたは、私たちの主イエス・キリストにおける私の優しい愛情をお受
け取りください。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
追伸
ジュリからあなたによろしくとのことです。また、この籠をジュリの母のところに届け
てくださいとのことです。
皆が神さまのみ旨を知るように努めるため、私は、元日に始めるヴェニ・サンクテ (Veni

†

編者註：ルカによる福音書 第 1 章第 46-55 節。マリアの賛歌。
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Sancte† ) とスブ・トゥウム (Sub Tuum‡ ) のノヴェナ (9 日間の祈り) を全員の皆さまに提
案します。
郵便を届ける人の帰りを利用して、私が 8 フランの値段で頼んでおいた白い綿を 2 リー
ブル§ 私たちに送ってくださいませんか。お年玉にするためです。
私は、ベロック夫人がダム (Dames) の方たちに、受け入れてもらえる準備をするよう
に伝えられることには同意しますが、良い頭の持ち主でしっかりした信仰心もった方であ
ることが必要です。夫人が話されている青年についても同じです。すべてを神さまの栄
光のために、これは私たちの大切なモットーです。

288. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
シャミナード師は、ローモン師とアデルに、修道生活を目指しているコングレガシオンの会員の一人ひ
とりについての判断を求めました。そして師は、その他に修道生活を望む各人に、各人の召命の歴史の簡単
な覚え書きを自分に提出してくれることを希望しました。アデルは、関係者に急いで知らせました。アデル
は、3 日にアガトに、5 日にマドゥモワゼル・ドゥ・ラシャペールに手紙を書いています。多少の違いを除
けば、それぞれの修道生活の願望者は同じ種類と同じ内容の手紙を受け取ったはずです。

+J. M. J. T.

1816 年 1 月 3 日

神さま、今までの年の過ちを償うために、今年をあなたにおささげします。
親愛なるアガト、私たちがやがて選ぼうとしている身分に、私たちの心をますます備え
ましょう。私たちの神父さまは私たちが思っているよりも早く、私たちの身分を固めさせ
†

編者註：Veni Sancte Spiritus 聖霊 来たりたまえ
聖霊来て下さいあなたの光の輝き 私達を照らして下さい。
貧しい人の父、心の光 証の力を注ぐ方
やさしい心の友、さわやかな憩い、ゆらぐことのないよりどころ
苦しむときの励まし、暑さのやすらぎ、憂いの時の慰め。
恵みあふれる光、信じる者の心を 満たす光よ
あなたの助けがなければ、すべては、はかなく消えて行き、だれも清く生きては行けません。
汚れたものを清め、すさみをうるおし、受けた痛手を癒す方
かたい心をやわらげ、冷たさを暖め、乱れた心を正す方
あなたの言葉を信じて、より頼む者に、尊い力を授ける方
あなたは私の支え、あなたの恵みの力で、救いの道を歩み続け、永遠の喜びをお与えください
‡
編者註：Sub Tuum Præsidium 神の御母よ (神の御母よ、わたしたちはご保護を仰ぎます。いつ、どこ
でもわたしたちの祈りを聴き入れ、御助けをもってすべての危険から守ってください。)
§
編者註：質量の単位。時代や地域により異なったが、1812 年 2 月 12 日、メートル法により、1 リーブ
ル =500g と定められた。
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ることを考えていらっしゃるように私には思えます。それが先ず、復活祭の後であること
を願っています。ベロック夫人に家の賃貸借の作業をしてくださるように、そして特に、
復活祭の週にはその家が空いているようにしてくださるように頼んでください。神父さ
まが到着される時には、家がよく整えられていることが望ましいでしょう。神父さまは、
家を祝別されることを望んでおられますから。
神父さまは、すべての人が自分の召命の動機などを師に書き送ってくれることを望んで
おられます。神父さまは修道生活を願っている人たちがいいかどうかを知ることを望んで
おられるのです. . . 私はベロック夫人に、あなたのためにも書いて戴くよう頼んでおきま
したが、あなたがご自分でも書かれた方がよろしいでしょう。用意が整い次第、すべての
手紙を私の方へ送ってください。
ベロック夫人に、エメの洗礼名と特に家族名を私に送ってくださいますようにお伝えく
ださい。私はその姓を知らないのです. . . もしあなたが、ゴルフェックの家族について何
か詳しいことを知っておいででしたら、私に知らせてください。アンリエット・サント・
クロワに、神父さまに手紙を書くように勧めてください。
さようなら、私は急いでいます。私はベトレヘムの馬屋においてあなたに口づけをおく
ります。そこに救い主を拝みに行く聖なる東方の博士たちに合流しましょう。そして、彼
らの勇気と彼らの信仰の高潔さを模倣しましょう。
アデル
デジレの方から、トロワ・カール (trois-quart) の、絹とブロケードの綿の白いショー
ルを買って欲しいとのことです。従妹の女の子とためです。
綿は戴きました。ショールを買って戴いた後、あなたに支払わなければならない金額を
一度全部送ります。
ベロック夫人に「手引き」2 冊の代金を送ります。ボルドーのかわいそうな女性のため
の 10 ソル† を入れておきましょう。これは夫人がサン・タヴィから私に送ってくださった
最後の 2 冊です。

289. マドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛
アデルは、修道生活を願望する人の一人ひとりに関するシャミナード師の要請を友人に連絡し、そして、
ローモン師の回章を送っています。

†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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+J. M. J. T.

1816 年 1 月 5 日

神さま、今までの年の過ちを償うために、今年をあなたにおささげします。
私はシャミナード師から最近お手紙を戴きました。師は、修道生活を願望する各人に、
自分の召命についての最後の決心と自分に召命を吹き込んだ動機を書いた短い手紙を、自
分で、出来るだけ早く師に書くことを勧める任務を私に与えられました。自分のことで、
あるいは自分の姉妹のことで、あるいは家族のことで、師に知らせるべき何らかの特別な
ことがある人、解決しなければならない何らかの困難がある人は、この手紙に書くことが
できます。これは、師ご自身が言われた言葉です。ですから、あなたも短い手紙を書いて
私に送ってください。後で私がすべての手紙をまとめてボン・ペール (bon Père) に送り
ます。
私はいろいろ書くものがあって大変忙しいです。回すためにローモン師が私に送って
くださった回章の写しをあなたに送ります。必要がなくなりましたら、私の方へ送り返し
てください。
親愛なるロロット、再びまぐさ桶に行って、東方の博士たちと共に幼な子イエスを礼拝
しましょう。彼らの信仰と彼らの勇気に倣いましょう。そして、彼らの模範にならって私
たちの神なる救い主を探し、救い主に従うために、私たちには何も辛いということがあり
ませんように。
さようなら、イエス・キリストにおいてあなたと私たちの友人の皆さまに私のすべてを
ささげます。
アデル

290. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
修道生活を目指すコングレガシオンの会員に送られた手紙は、その人たちの心に、ある不安を起こしま
した。再び何人かの人の心と唇に、
「私たちは私たちが守ることになる会憲も知りませんし、修道誓願が私
たちにさせるはずの生活様式も知りません」という異議と共に、
「あまりにも急ぎ過ぎるのではないか」と
いう質問が戻ってきました。アガト・ディシェは、このような不満ともっと個人的な他の困難の代弁をし
ているように見えます。アデルは、シャミナード師がアデルに求めた覚え書きを師に送る時に、師にその
状況を隠しませんでした。そして、師が来るか、あるいは会憲を送るかを願っています。アガトには、ア
デルは、1 月 11 日、その信仰の精神に訴えながら返事を書いています。(シャミナード師の手紙 T.I. no 61,

p.103 参照)
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1816 年 1 月 11 日

+J. M. J. T.

あなたは私の心の王です。永遠に私の宝、私の遺産となってください。
慈愛なる神さまは、私たちにあらゆる試練を与えることを望んでおられます。そして、
悪魔は私たちに嫌気を起こさせようとしたいのだろうと思います。私は親愛なるクレマン
ティーヌの手紙をあなたに送ります。あの人たちにも、また障害があることがあなたは分
かると思います。
いずれにしましても、すべてを神さまのみ手に委ねましょう。もし、それが神さまの
業であるなら、神さまは障害にもかかわらず、その業を成功させることを充分に弁 (わき
ま) えておられるでしょう。そしてもし、それが神さまのみ旨でもなく、神さまの栄光の
ためでもなければ、神さまは、私たちが努力しても、それが成功することをお許しにはな
らないでしょう。ですから、すべてをいとも愛すべき神のみ旨にお任せしましょう、そし
て、心安んじていましょう. . . 私たちの心を、私たちが切望している聖なる身分の徳、こ
とに、聖なる放棄に備え形成しましょう。それが肝心なことです。放棄だけが、多くの徳
を実行しなければならないようにさせると共に、それはまた、キリスト者の完徳、修道者
の完徳の土台です。でも、放棄は私たちの本性にとって何と難しいことでしょう. . . 自分
を抑制しなければなりません。しかし、それが私たちには耐えられないことなのです。で
も放棄は、真理そのものの神託です、
「自分を棄てない人は私の弟子であることは出来な
†
い。
」神さまはそのことを、ただ単に修道者だけではなくすべての人に言っておられるの

です。神さまは、
「もしあなたたちが完全でありたいと思うなら、あなたたちのすべての
財産を売って、それを貧しい人たちに与えなさい‡ 」と言っておられます。これは修道者
のためです。でも、神さまは付け加えられます、
「もし、あなたが私の弟子でありたいと
望むなら、自分自身を棄てなさい。
」これは、すべてのキリスト者のためです。ですから、
私たちの勇気を奮い立たせましょう、そして神さまの命で生きるため、神さまにおいて、
神さまのために生きるため自分自身に死にましょう。
さようなら、親愛なるアガト、イエス・キリストにおいて、私は生涯あなたの誠実な友、
姉妹です。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
私は「手引き」を 1 冊ベロック夫人にお願いしましたが、夫人にもう 1 冊お願いします。

2 冊の「手引き」の代金は、私が他の「手引き」のために送った 5 フランを当ててくださ
†

編者註：マタイによる福音書 第 16 章第 24 節。
編者註：マタイによる福音書 第 19 章第 21 節。マルコによル福音書 第 10 章第 21 節。ルカによる福音
書 第 18 章第 22 節。
‡
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い。残りは 4 ソル† ということになるでしょう。
へり布とショールは受け取りました。代金は水曜日にあなたに送ります。
シャミナード師に来て戴くか、あるいは、会憲を送って戴くかお願いするために、手紙
を差し上げたところです。でもベロック夫人に、日曜日師に、ラランド通り宛にお手紙
を書いて戴けるように頼んでください。(お手紙はアジャンから出すようにしてもいいで
しょう。)

291. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アガトに宛てた短い手紙の中で、アデルは、
「私たちの不幸な祖国に主の赦しを引き寄せるために」、1793
年 1 月 21 日のルイ 16 世の死去の記念日に、祈りと苦行を求めています。

1816 年 1 月 18 日

+J. M. J. T.

多くの罪と多くの流された血を私たちの苦痛によって償いましょう。
その、王の罪のない血、主の祝福を受けた者の罪のない血、復讐を叫びかくも恐ろしい
復讐を呼んだ多くの犠牲者の、罪のない血で覆われた私たちの不幸な祖国の上に、主の赦
しを引き寄せるために祈りましょう、嘆き悲しみましょう、苦行をしましょう。否、その
血は慈悲を叫んでいます。私たちが享受している平穏としあわせの曙は、これらの聖なる
魂と殉教者の取り次ぎのおかげだと思います。
ですから、すべてのフランス人は、フランスを神さまと和解させるために制定されたこ
の国民全体の服喪の日に、嘆き悲しまなければなりません。私はそれが可能なすべての人
に償いの断食を提案します。
少し朝寝坊しましたのであなたと長くはお話し出来ません。私の小さな用事の予定が
すっかり狂ってしまっているのです。
私たちの心の中の優しいイエスさまと私たちの慈愛なるマリアさまにとわに万歳。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
あなたは、ラリボ師に手紙を書きましたか。

†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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292. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、「少なくともそれが神の業であるなら」、勝利者としてすべての試練を脱することを期待して
います。

+J. M. J. T.

1816 年 1 月 25 日

神さま、ただ今から、私は私のすべてをあなたにささげます。
親愛なるアガト、あなたは、私たちがいま受けている小さな試練を知っています。少な
くともそれが神の業であるなら、私たちは勝利者として、この試練を脱することを期待し
なければなりません。
このことが、ベロック夫人が手紙をボルドーに送る妨げとはならなかったでしょうね。
私は、ボン・ペール (bon Père) が何通かの手紙を早く受け取って欲しいと思います。そ
うでありませんと、師は、自分が余り信用されていないと思われるでしょう. . .
私は改めてクレマンティーヌに手紙を書いて、彼女たちが試練に会っていても、そのこ
とが手紙を書く妨げになってはならないこと、反対に、その試練について話すべきことを
申し上げましょう。
ベロック夫人はラリボ師に手紙を出されたことと思います。司教さまがその手紙に気
持ちよく応じられることがなくても、司教さまがその手紙にご返事されることができます
ように、その手紙が司教さまのお手元にある必要があるのです。
今度の月曜日、私たちは聖フランソワ・ドゥ・サール† の祝日‡ をお祝いします。その修
道会のために多くの試練を受けられたこの偉大な聖人に、私たちのために取り次いでくだ
さいますように、そして、私たちに必要なお恵が得られますように、特に聖人の徳、聖人
の性格とそのすべての行動の土台となった優しさと柔和が得られますように、よくお願い
しましょう。聖人の心と舌は、心が昂 (たかぶ) っている限り舌が決して話すことのない
ように契約を結んでいました。もし、私たちがこのような実践に忠実であれば、何と多く
の過失と罪を避けることが出来るでしょうか。私はあなたに、出来るだけしばしば、少な
くとも日中 3 回、
「私は心柔和で謙虚です、私に学びなさい§ 」という、イエス・キリスト
のこのみ言葉を思い起こすことを提案します。私は本当は、時計が時刻を告げる度毎にこ
のみ言葉を思い起こして、私たちにはこのふたつの徳が大変必要であることを充分に確信
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
編者註：1 月 24 日。
§
編者註：マタイによる福音書 第 11 章第 29 節。
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しながら、このふたつの徳を同時にお願い出来たらと思っているのです。でも私は大変軽
率ですから、せいぜい 3 回それを実行することぐらいしか予定出来ないのです。
さようなら、私たちの主において心からあなたを愛します。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
私がプザクトちゃんをジュリのお母さまに預けたことを申し上げましょう。あなたかベ
ロック夫人があの子に会われる時には、説教してやってください。私はあの子をデュクル
ノ師に紹介しました。師があの子に告解をさせて欲しいと思います。
私たちは委任61 の手続きをしましたが委任状に署名を戴くために、今日、委任状をネラッ
クに送りましたので、委任状はあなたには、次回の郵便を運ぶ人によってしか送ることが
できません。

293. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
より以上に神さまに結ばれていない残念な気持ちと神さまの栄光のための熱意が、アデルに考えを起こ
させますが、アデルは、その考えを聖母マリアのおん浄めの祝日† の機会に友人に伝えています。

+J. M. J. T.

1816 年 1 月 30 日

神さま、私の人生の短さと私の死の不確かなことを私に自覚させてください。
親愛なるアガト、私たちの神の母のおん浄めの祝日が私たちの熱意をかき立ててくださ
いますように。聖母マリアと共に神殿に行って、私たちの心の初子 (ういご)、自尊心を
犠牲としてささげましょう。自尊心は、私たちの殆どすべての行いの動機であったり、あ
るいは、その死に至らしめる毒によってすべての行いを汚染したりするのです。
自分を私たちの神なる救い主と共に奉献しましょう。自分自身の奉献を救い主の奉献に
合わせましょう。そうすれば、救い主は私たち自身の奉献を拒むことはお出来にならない
でしょう。そして、一度奉献したら、もう自分を取り戻すことのないようにしましょう。
私たちが多くの資格で尽くすべき義務を負っているお方に、留保することなく永久に自分
を与えましょう。ところが、私たちはあまりにもしばしばそのお方から自分を盗んだので
す。私たちの奉献においてもう留保しないことによってこの盗みを償いましょう。

61
†

アジャンのルフュージュの賃貸借の署名のため 1816 年 1 月 24 日にディシェ氏に与えられた委任状。
編者註：2 月 2 日。
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親愛なるアガト、残念なことに私は、日々の私の過ちのためにどんなにか嘆き悲しまな
ければならないことでしょう。過ちが毎日多くなっていくように私は思うのです。こん
な具合で、これから入ろうとする聖なる身分と慈愛なる神さまが私に与えようと望まれる
大きなお恵みに備えることになるのでしょうか。私がこれほど不忠実で、大変深い慈悲に
対してこれほど恩知らずであることをやめるように、神さまに祈ってください。
あなたは時々、エリザ・ドゥ・サン・ボーゼイユに会いますか。私たちの親愛なる姉妹
たちを疎 (おろそ) かにしないようにしましょう。すべての人を得るために、すべての人
のためにすべてとなりましょう。
初聖体をしていない私の大きな生徒の一人のために、神さまに祈ってください。彼女
は、数ヵ月前から私との連絡を断っていましたが、(教会で結婚せずに) 民法上の結婚62 を
するということを聞いています。彼女が初聖体を放棄することがどんなに懸念されるかお
分かり戴けると思います。私は彼女に来てもらうか、あるいは私が彼女に話しに行くかし
たいと思います。
さようなら、私たちの天におられる花婿において私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン

294. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
ボルドーからの 1 通の手紙 (1816 年 1 月 23 日) が、シャミナード師の来訪が近いことをアデルに予見さ
せました。シャミナード師は来訪の旅行で、アジャンの司教区のあちこちを訪ねる目論みをたてていまし
た。シャミナード師は、訪問先での小教区の主任司祭の指導の下で、コングレガシオンを然るべき形に組織
し、あるいは、正常化することを考えていました。アジャンは、師の宣教巡回のいちばん重要な宿泊地に過
ぎなかったのです。師はその手紙の追伸で、修道院の創設についてどのように考えているか述べています。
アデルは、すぐに友人たちに通報しました。この機会にアデルが出した手紙の中から、マドゥモワゼル・
ドゥ・ラシャペールが受けとったものが私たちの手元に残っています。

+J. M. J. T.

1816 年 2 月 2 日

聖なるおとめマリア、あなたの初子 (ういご) と共に、あなたのすべての子供をささげ
てください。

62

épouser à la commune 民法上の結婚をすること。
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そうです、もし、少なくとも私たち自身の奉献がイエスさまのために、私たちの方から
完全に、そして、本当になされたとすれば、そしてまた、私たちがイエスさまが求められ、
そして、多くの資格でイエスさまのものであるこの初子 (ういご) である私たちの心、イ
エスさまが完全な犠牲を求められるこの自尊心、この傲慢、この気分を、本当にイエスさ
まに犠牲としてささげたのであれば、私たちの神の母のみ手によってささげた私たち自身
の奉献を、優しいイエスさまが完全に受け入れてくださっただろうと、私は優しい信頼を
抱いています。
私たちは、私たちの命、私たちの財産、私たちの健康などを神さまに犠牲としておささ
げする用意があるだろうと、頭の中では考えています. . . ところが私たちは大変しばしば、
一つの言葉、一つの侮辱、一つの反対をイエスさまに犠牲としてささげることが出来ない
のです。私たちの行為の中に何という幻想があることでしょう。天国へ行くには一つの道
しかありません。聖人たちは良い道を行きました。天国に辿り着いたのですから。もし、
私たちが聖人たちの道とは違った道を行くとしたら、私たちは滅びる危険を冒すのです。
ですから、私たちの勇気を奮い立たせましょう。私たちが地上で過ごさなければならない
少しのことのために、私たちは永遠を失うことを望むでしょうか。
あなたに、トナンの私たちの友人の一人からの手紙を送ります。この方は約 3 年前に結
婚し、カステックス師と同じ時に受け入れられました. . . 前に会には属していたのですが
受け入れられていませんでした。あなたには、トナンでは私たちの事業がうまく行ってい
ることがお分かりになるでしょう。
ボルドーの神父さまからのもう 1 通のお手紙を受け取ったところです。神父さまは近い
うちに来られます。有益と思われるところはどこでも立ち寄ることを望まれて、道順を示
してくれるように私に頼まれました。私はボルドーの神父さまに、デトラック師に手紙を
書いて、司教さまがその司教区全体での神父さまの活動を許可しておられるので、神父さ
まがコンドムヘ行ってコングレガシオンを訪れたり、コングレガシオンを組織したりする
ために、デトラック師の同意をとりつけるように頼みましょう。でも、マドゥモワゼル・
コンパニョの家で神父さまを泊めて戴けるかどうか、長女のマドゥモワゼル・コンパニョ
と相談してみてください。宿泊は、せいぜい 1 週間ぐらいだろうということはあなたにも
予測できると思います。マドゥモワゼル・コンパニョは、神父さまを泊めてくれると約束
はしてくれていたのですが、もし事情が変わっているのでしたら、カステックス師が神父
さまを泊めてくださるかどうか探ってみてくれませんか。私たちが大変困ったことになら
ないように、そのことについてはしっかり確認しておく必要があります。アジャンでは神
学校が神父さまを泊めてくれます。
神父さまはラリボ師に手紙を書かれて、コングレガシオンの信心業を師の教会で公にす
るように勧めておられます。(司教さまはその手紙を受け取られて、手紙の下の方に承認
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の署名をしてくださいました。) 神父さまは、ラリボ師に集まりの持ち方を指示しておら
れます。以下はその要約した主なことです。
・新しい「マリアの手引き」の中に示された祈りで始める。聖歌を一つ歌う。(その時
節と状況にいちばん相応しいものを歌う。) その週のために保護の聖人を一人選ぶ。その
聖人の伝記を読むか話す。
・前の日曜日の福音を話題にする。
・指示とか通知があればそれをする。
・誰かをとがめることがあれば、公にではなく、相手に直接面と向かって言わなければ
ならない。
以上が集まりですることの要約です。
シャミナード師は私たちに、神さまが私たちのことで神父さまを照らしてくださいます
ように、差し当たって毎晩、ヴェニ・クレアトール (Veni Creator† ) とアヴェ・マリス・
†

編者註：Veni, Creator Spiritus, 来たり給え、創造主なる聖霊よ
来たれ、創造主たる聖霊よ
人間たちの心に訪れ
なんじのつくられし魂を
高き恵みをもってみたしたまえ
慈悲深き主と呼ばれし御身
至高なる神の賜物
それは生の泉・火・愛
そして霊的な聖なる油
われらが肉体の弱さを
絶えざる勇気を持ち力づけ、
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
敵を遠ざけて
ただちに安らぎを与えたまえ
先導主なるあなたにならって
われらをすべての邪悪から逃れさせよ。
御身は 7 つの贈り物により
御尊父の右手の指にいらっしゃる
御尊父より約束された尊い者なる御身
人の喉に御言葉を豊かに与え給う
御身によってわれら尊父を知り、
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ステラ (Ave Maris Stella‡ ) を唱えるように願っています。神父さまにはそれが大変必要
なのです。心をこめてこれらの祈りを唱えましょう。
ラミー夫人の消息を私に知らせてください。親愛なるファニーのための手紙をあなたに
送ります。

御子をも知らせ給え。
両位より出現した聖霊なる
御身をいつの時にも信ぜさせ給え。
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ。
来たれ！ 創造主なる聖霊よ
慈悲深き主と呼ばれた御身
至高なる神の賜物
天の喜びを贈り給え
大きな報いを与え給え
争いの結び目を解き、
平和の誓いを堅くし給え。
ただちにやすらぎを与えたまえ
先導主である御身にならって
われらをすべての悪より逃れさせよ。
主なる父に栄光あれ
死よりよみがえった
聖なる子、そして聖霊に
千代に渡って栄光あれ。
‡
編者註：Ave Maris Stella, めでたし、海の星
めでたし、海の星
いと優しき神の御母
かくて、常に乙女なる
祝福された天の扉
めでたしの言葉を
ガブリエルの口より受け
我らに平和を与えたまえ
エヴァの名を変えられて
罪の鎖より解放し
盲人に光を与え
我らの悪を去らせ
すべて良きものを与えたまえ
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親愛なるヴィクトワールに、彼女の叔父さまに、私のために対神徳の祈り§ をポルトガ
ル語に訳してくださるよう頼んでくださいと伝えてください。働くために一人のポルト
ガル人の方がいるので、その人にそのお祈りを教えたいのです。とても善良な人です。彼
女の叔父さまは善業をすることになります。
さようなら、イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。
アデル
私たちの友人の皆さまに心からの友情をお伝えください。あなたのお母さまによろし
くお伝えください。

295. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは友人に感謝と償いをするように勧めます。アデルは特に、コンドムの会員たちを襲う大きな不
幸に心を結びつけています。

汝、御母なることを示したまえ
汝を通じ
救いのため生まれし
イエズスが祈りを聞き給うよう
霊妙にして、何にもまして
柔和なる乙女よ
罪の赦しにあって、
我らをも柔和で清らかとなし給え
榮光あれ、父なる神に
至高の王たるキリストに
そして聖霊において
三一の神に栄誉あれ
§
編者註：対神徳は、直接、神を対象とした徳で、この徳によって人間は、自分のいろいろな能力を、神
の本性にあずかることができるようにされるのです。対神徳には、信仰、希望、愛の三つがあります。対神
徳の祈りとは、
信徳唱（しんとくしょう）
：真理の源（みなもと）なる天主、 主は誤りなき御者（おんもの）にましますが
故に、 われは主が公教会に垂（た）れて、 われらに諭し給える教えを、ことごとく信じ奉る。
望徳唱（ぼうとくしょう）
：恵みの源（みなもと）なる天主、 主は約束を違（たが）えざる御者（おんもの）
にましますが故に、 救世主イエズス・キリストの御功徳（おんくどく）によりて、 その御約束（おんやく
そく）の如く、われに終りなき命と、 これを得（う）べき聖寵（せいちょう）とを、必ず与え給わんことを
望み奉る。
愛徳唱（あいとくしょう）: 愛の源（みなもと）なる天主、 主は限りなく愛すべき御者（おんもの）にまし
ますが故に、 われ、心を尽し力を尽して、深く主を愛し奉る。 また主を愛するがために、 人をもわが身の
如く愛せんことを努め奉る。
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1816 年 2 月 8 日

+J. M. J. T.
神さま、すべてをみ心にかなうために。

悔悛の時期に入ります。信仰と世俗との間には何という対照があることでしょう。教会
は喪の飾りを付け、歓喜の聖歌は中断します。それに対して世俗は気違いじみた喜びに耽

(ふけ) るのです. . . 神さまと世俗に同時に仕えることが出来ないというのは何と本当のこ
とでしょうか。でも私たちは、時々このことを両立させようとしたのです。私たちの罪を
痛切に嘆き悲しみましょう。
たった一つの大罪でも、私たちを生涯嘆き悲しませるのに充分であるはずです。実際、
何と悲しい思いでしょう、私たちは神さまに対する憎しみの中にいた時があったのです。
その時に、もし私たちが死んでいたとすれば、私たちは地獄の底に投げ込まれていたこと
でしょう. . . 何という感謝の対象でしょうか。これほど慈悲深い神さまに、神さまが私た
ちに求められることは何も拒まないための何という刺激、私たちの一生を悔い改めのうち
に過ごす何という刺激でしょう。
コンパニョ家の、私たちの親愛なる友人の方たちを最近襲った大きな不幸を、あなたに
お知らせします。この方たちの義理の姉妹の方が、まだ本当に小さい子供たちを 5 人残し
て亡くなったのです。この子供たちには、この方たち特に、長女のマドゥモワゼル・コン
パニョの世話が必要なのです. . . 私は、神さまのみ旨は彼女がこの不幸な子供たちの世話
を見るように表れていると思います。でも、私たちにとっては大きな喪失です。
その悲しみを分かつ気持ちを表すために、この親愛なる友人に手紙を書いてくださる
ようベロック夫人に伝えてください。慈愛なる神さまは、ご自分が愛される人を悲しま
せられます。でもこの親愛なる友人の方たちは、今年、苦しさのカリスを充分に戴きまし
た . . . この方たちは、それを完全な甘受をもって受け入れておられるのです。
さようなら、私の親愛なる姉妹、私の優しい友。私たちの天におられる花婿とその聖な
る母マリアのみ心において、心からあなたに挨拶を送ります。
アデル、スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
私たちの親愛なる友人の皆さまに心からの友情をお伝えください。ご家族の皆さまに
くれぐれもよろしくお伝えください。あなたが暇なときに、私のために「キリストのまね
び」を 1 冊買ってくださいませんか。急ぎません。

296. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、信心業、文通、家事の分担、プチッ・テコル、その他の慈善事業の残った時間を、有益な読書
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のために使います。そこでもアデルは他の人のことを考えます。アデルにとって有益なことは、他の人にも
有益であり得るのです。

+J. M. J. T.

1816 年 2 月 15 日

至高なる善、私はすべての善にましてあなたを愛します。
私は大変興味を覚える本を読んでいます。私たちがヌベルのお店で買ったものです。
「三
人のキリスト者のヒロイン† 」という本です。大変敬虔に生き、大変若くして死んだ三人
の若い女性の伝記です。私はすべての親愛なる友人の皆さまが読むように、親愛なるアデ
ル・カニュエにはその本を買っていただきたいのです。本当に素晴らしい気持ちをもたせ
てくれる本です. . . 値段は 45 ソル‡ です。若い人には大変ためになることは間違いないと
確信しています。言ってみれば、最近の子供の中に、これほど立派な徳の模範を見るとい
うのはどんなにか感動的なことでしょう。

18 歳で死んだ、福者スタニスラス・コスツカ§ の伝記も最近読みました。大変立派な伝
記です。聖人たちは天国に行くために何と多くのことをしたことでしょう。それなのに
私たちは、わずかなことしかしないで天国に行くことを求めているのです. . . 何という幻
想でしょうか。その幻想は、最早時がない死の時に私たちを震撼させることでしょう。今
日からでも早く聖人たちに倣うようにしましょう。私たちの改革の業に励むことに思い
切ってとりかかりましょう。私たちの慈愛なる神さまは、多くのお恵みと助けと手段を私
たちに与えてくださいます。もし、私たちが滅びるとすれば、私たちは自分を恨むしかな
いのです。主は何も疎かになさいませんでしたから。
私はデジレからの、ドゥ・モンテスキュー夫人のための 30 フランをあなたに送ります。
ドゥ・モンテスキュー夫人が今度の冬のために薪の貯えがあること、また、もっと緊急に
夫人が必要としているものがあることをご存じであれば別ですが、そうでなければ、夫人
のための薪をあなたに買っていただきたいのです。これが私たちの意向です。私たちは、
現金で夫人が受け取ることは望んでいません。必要なものが沢山あれば、お金はすぐに無
くなってしまいますし、それに、このような額のお金の援助はそうしばしば出来るもので
はありません。
さようなら、親愛なるアガト。私たちの優しいイエスさまにおいてあなたを心から愛し
ます。
†

編者註：Guy Toussaint Julien Carron 著。
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
§
編者註：1550-1568、列福された最初のイエズス会の修練者、ポーランド人。1605 年に列福、1726 年に
列聖。
‡
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スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
追伸
私の絹のショールをあなたが売ることが出来ると思いますか。
マドゥモワゼル・コンパニョが、彼女の義理の姉妹の方のために、デ・プロフンディス

(De Profundis† ) のノヴェナ (9 日間の祈り) と 1 回のご聖体拝領を会員の皆さまに頼んで
くれるようにと私に願ってきました。

297. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
シャミナード師は自分の予定に反して、旅行を復活祭以降に延期しなければなりませんでした。今度は、
アデルはこの新たな延期を不都合だとは思わなかったようです。きっと修道院の修繕と整備に必要な時間
を考えたのでしょう。アデルはそのことを簡単にコンドムの友人に知らせています。そして、友人に創立者
シャミナード師が考えている段取りの展望を示して、この件については他言無用であることを強く勧めて
います。そしてアデルは、シャミナード師に対して自分が抱く感嘆の気持ちと信頼を友人に分かち合わせ
ています63 。

+J. M. J. T.

1816 年 2 月 16 日

至高なる善、私はすべての善にましてあなたを愛します。
またいくつかのちょっとした障害が起きて、私たちの神父さまは、旅行を復活祭以降に
延期しなければならなくなりました。神父さまは規則など. . . をすぐに私たちに送ってく
ださるでしょう。それは、規則を私たちの指導者の検討に付すため、また、神父さまが来
られたら、早速私たちを私たちの大切な修道院に落ち着かせるようにするためです。神父
†

編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
63
シャミナード師の手紙、T.I. ベロック夫人宛、1816 年 2 月、no 63。
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さまには少し急ぐ理由がおありです。それに私たちはしばらくは、すべてのことを試験的
に行うことになるでしょう。そして首尾が良ければ、最終的に決めるか、あるいは何らか
の変更を加えることになります。司教さまは全面的に私たちに賛成してくださって、修道
院が出来ることを大変望んでおられます。ローマと国王の承認を得ることは、司教さまが
引き受けてくださいますが、司教さまは、準備万端が整っていれば承認を得ることはもっ
と容易になるだろうと考えておられます。それにこのことは、カステックス師と長女のマ
ドゥモワゼル・コンパニョだけに知らせてください。しばしば口の軽さが最良のものを害

(そこな) うことがありますから。他の人たちには、神父さまの旅行が延期になったこと
だけをお伝えください。私の叔母たちにも同様です。
この聖なる方のお手紙を全部あなたにお見せ出来ないことを本当に残念に思います。私
には時間がないのです。ただ、神父さまがベロック夫人に書かれた手紙の何行かをあなた
のためにここに書き写します。
「ですからあなたは世俗を去って、世俗に死ぬことになります。それでもまだ地上には
残りますが、それは、地上で私たち自身の成聖のために励み、そして、私たちの慈愛なる
主と私たちの優しい母マリアの栄光のために励むためです。そしてこのことを復活祭にす
るのです。あなたがそれに備えるために四旬節があります。この時節に行なわれる秘義
との大きな類似をそこに見ませんか。イエス・キリストは、この時節に亡くなられ復活さ
れたのです。復活された後、イエス・キリストはその崇高な使命の大事業を完成させるた
めになお 40 日を過ごされました。
近いうちに願望がかなえられるのを見る希望によって、皆さん一人ひとりを元気づけ励
ましてやってください。口頭でかあるいは手紙かで、皆さんとしばしば話し合いをもって
ください。ある時には皆さんに、おとめの心と体を天におられる花婿におささげ出来る願
望をもたせまた、ある時には、皆さんが選ぶ身分の素晴らしさを皆さんに示してあげてく
ださい。皆さんは贖いの業に協力するもの、使徒的精神に与るもの、宣教者の熱意に燃え
るものとなるでしょう。他の時に、皆さんに、共同生活と規則的な生活の利点について、
また、修道院生活のしあわせについて話すことも出来るでしょう。そして常に皆さんに、
バビロンから出ること、さらに、世俗の虚栄をすてることの計り知れないお恵みを考えさ
せてください。
」
私は、あなたが尊敬すべきカステック氏の熱意について私に話してくださることに、ど
んなにか喜んでいることでしょう。氏は学校でたくさんの善をすることが出来るように
私には思えます。青少年は、残された唯一の希望です。でも、この世代は殆ど失われてい
ます。ですから本当に、生まれたばかりの世代を慈愛なる神さまのために獲得するように
努めなければなりません。コングレガシオンに、目に見える祝福が与えられていることは
確かですが、それは驚くには当たりません。神の母マリアには大変権力がありますから、
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そしてマリアさまは、ご自分の大切な子供たちのためにはどんなにでも取り次いでくださ
るはずですから。
ローモン師は、エグイオンで素晴らしい効果をあげておられます。私はあなたがダム・
ドゥ・ラ・クロワ (Dames de la Croix) の方たちの小さな修道院があることを知っておら
れるかどうか知りません。この方たちは、青少年に教えることを目的としています。この
方たちの数はまだ本当に少ないので、ほとんど全員が「ルトレット (Retraite)」に属する、
私たちの親愛なる会員が、ここでコングレガシオンに大変相応しい事業を始めようとして
います。毎日二人の会員が代わる代わる、百人ぐらいの少女たちを受け入れるために当て
られた修道院の部屋に行って、少女たちに要理や勉強などを教えることになるでしょう。
エグイオンには 12 人ぐらいの会員がいると思いますので、それぞれの番は、毎週回って
来ることになるでしょう。私はこのことは大変良く考えられた、大変有益なことと思い
ます。
私たちの最後の大切な旅行の折りに、ロンピアンにいたコングレガシオンの志願者の一
人が、慈善事業に専念する修道女を目指して今マニュファクチュール64 にいます。彼女は
カステルジャルーの人です。私に代わって彼女に会いに行き、私からの心からの友情を
伝えてくださって、彼女が選ぶ聖なる身分は、彼女が「会」に入る妨げとはならないと私
には思えること、義務は、聖ベルナルド† の聖母マリアに対する小さな祈り‡ だけであるこ
と、私たちは、祈り、事業などにお互いに参加するということ、そして、彼女が特別な仕
方で神の母マリアに属するものになるということを、彼女に話してくださいませんか。ま
た、彼女のことをカステックス師にも話してください。彼女は氏と一緒にロンピアンにい
たことがあるのです。
私たちの親愛なる皆さまに心からの友情をお伝えください。神さまにおいて、神さまの
ために、私自身と同じようにあなたを愛します。

64

コンドムの病院につけられた名前。
編者註：シトー会の改革推進者。クレルヴォー修道院院長、教会博士。
‡
編者註：聖ベルナルドの聖母への祈り
慈悲深き童貞聖マリア、
ご保護によりすがりて御助けを求め
あえて御取り次ぎを願える者、一人として捨てられしこと
いにしえより今に至るまで、世に聞こえざるを思い給え。
ああ、童貞中の童貞なる御母、
我これによりて頼もしく思いて馳せ来たり、
罪人の身をもって、御前に嘆き奉る。
ああ、御言葉の御母、我が祈りを軽んじ給わず、
御あわれみをたれて、これを聞き給え、
これを聞き入れ給え。
アーメン。
†
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アデル

298. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
初めてアデルは「モワ・アンジェリック (Mois Angélique)」の会について話しています。これは、デブ
ロス神父 (S.J.) が推奨し、広めた信心のようです。神父は、1815 年ボルドーで、
「ル・モワ・アンジェリッ
ク (Le Mois Angélique)」(天使の九つの軍隊を表す 9 人の会) を発表しました。

+J. M. J. T.

1816 年 2 月 22 日

私は今後はイエスさまだけを愛するために世俗を棄てます。
あなたに「モワ・アンジェリック (Mois Angélique)」の通知状を送ります。この小さな
会の中で私たちと結ばれていたパシャン夫人についての通知状です。それはあなたに、私
たちのために彼女に代わる人をおいていただいて、9 人の数が欠けることのないようにす
るためです。
親愛なるアガト、今は慈愛なる神さまに対して罪がよく犯される時期です。少なくとも
私たちは、より以上の注意をもってすべての罪を避けるように、私たちの忠実さによって
神さまが受けられる多くの侮辱、私たち自身が神さまにしばしば浴びせた多くの侮辱の償
いをするように努めましょう。
私たちの罪を嘆き悲しみましょう。私たちの兄弟の罪を嘆き悲しみましょう。かくも
喜んで地獄へ急ぐ魂たちを嘆き悲しみましょう。そして、すべての善の創り主なる神さま
に、この世俗の虚しさを私たちに知らせてくださったことを感謝しましょう。でも、自分
たちの主人の意志を知りながらそれを行なわなかった人たちが、他の人たちよりも厳しく
罰されるように、もし私たちが、神さまの慈愛が私たちに与えてくださり、しかも惜し気
もなく与えてくださるかくも多くの救いの手段を濫用し続けるなら、私たちも恐ろしい裁
きを予想できるのです。
間もなく私たちは集まって、殆ど絶えず会えるようになって、大変優しい絆によってイ
エス・キリストに奉献されます. . . でも私たちは、ただ外面的にそうなるのでしょうか。私
たちは修道服だけをまとって、心は全く地上的で自分に全く執着しているのでしょうか。
修道生活の土台であるこの聖なる放棄、敬虔な魂を絶え間のないいけにえとしなければ
ならない自己犠牲に励みましょう。でも私は、それには何とほど遠いのでしょう. . . それ
とは反対に、私に不忠実は増える一方なのですから。
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私たちがフガロルのために作ったアルバが短すぎるのをご存じですか。半パン65 少々伸
ばすために適当と思われるバチストか、あるいは他のものを少し私のために買って戴きた
いのです。何がいちばん良いか検討してください。下の方は編目模様であるのはご存じ
ですね。全体の形状は変えたくないのです。
さようなら、親愛なるアガト、私たちの天におられる花婿においてあなたに口づけをお
くります。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
親愛なるエリザ・ドゥ・サン・ボーゼイユに会われますか。私からの友情をお伝えくだ
さい。

299. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
四旬節を際立つものにするため、アデルは友人に「敬虔なデフィ (déﬁ, 競争)」を仕向けます、そして、
放棄の道においてお互いに励まし合うために、
「私たちは志願期にあると思いましょう. . . 」と付け加えてい
ます。

+J. M. J. T.

1816 年 2 月 29 日

人よ、あなたが塵であり、塵に戻ることを思い起こしなさい。
親愛なるアガト、私たちは聖なる四旬節に入っています。悔い改めの時、救いの時期で
す。敬虔に四旬節を過ごすように努めましょう。霊的な断食を肉体的な断食に合わせま
しょう。特に私たち自身の意志、私たちの気分、私たちの傲慢を抑えましょう。私はあな
たに、この四旬節の間、必要がなければ誰にも反対しないこと、反対する場合も柔和を
もってすることの敬虔なデフィ (déﬁ, 競争) を申し込みます。もし私たちが忠実であると
したら、私たちはどんなにかしあわせなことでしょう。そのことは、私たちにとっては多
くのお恵みに値するでしょう。私たちの神さまは大変慈悲深くいらっしゃいますから、ど
んなに小さな自己抑制にも百倍にして報いてくださいます。私たちの優しい主は何と慈悲
深くいらっしゃるのでしょう。主に対する奉仕だけに専念することは何と得なことでしょ
う。嫉 (ねた) み深い神さまでいらっしゃるからです。分割は、神さまに対して罪を犯す
のです。神さまは私たちの心のすべてを望まれます。私たちは、神さまに私たちの心をお
ささげするのをためらうのでしょうか。
65

パン (pan)、フランス南部で使われていた昔の長さの単位、0.24m に相当した。
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私たちは志願期にあると思いましょう。キリスト教的な徳を獲得するように、特に、キ
リスト教的な徳の魂である自分自身の意志の犠牲を獲得するように、熱心に励みましょ
う。このようなことを獲得し実行するために、自分自身の力を頼みとすることなく、私た
ちの神なる主の力強い助けを頼みとしましょう。私たちの神なる主は、もし、私たちが心
からお願いすれば、主が私たちに命じられるすべてのことを行なう恵みを与えてくださる
でしょう。
私は親愛なるベロック夫人に、ラリボ師の司教さま宛の手紙と夫人のための手紙を送り
ます。私は、夫人は間もなくヴィルヌーヴに出掛けられるだろうと思います。私は夫人が
そこで収穫をあげられることを願っています。私は、夫人が慈悲深い守護の天使の加護を
祈られますように願っています。これは立派な実践です。
さようなら、私の親愛なる姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけ
をおくります。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン

300. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
アデルは友人の反対に答えています。手紙の最初の文章は留意すべきです。数週間後、汚れなきマリア
修道会の最初の修道女たちが早速ルフュージュに集まることになる時、誓願を立てることについて、創立者
シャミナード師とジャクピ司教がどのように、そしてなぜ、意見が合わないかをアデルは説明しています。
教会が宗教の状態についての見解を変えていないことから、二人とも旧体制 (アンシャン・レジーム) を参
照しながら、創立者は盛式誓願の修道会の創立を考え、司教は在俗といわれる修道会しか考えていませんで
した。最初は司教の考え方に賛成していたアデルは、この問題について熟慮したことはなかったし、この件
についてシャミナード師と話す機会もありませんでした。

+J. M. J. T.

1816 年 2 月 29 日

神さま、私のすべての罪をお赦しください。
修道会の設立を始めて、その後で、もし望むならば終身誓願を立てる前に、必要な教皇
さまの承認を司教さまが願い出る、という司教さまの意見に従うことが出来ると私は思い
ます。でも教皇さまには、余りにも多くの大切なことがありますので、私たちの小さなこ
とに時間を割くことはお出来にならないでしょう。司教さま方がご自分の司教区に私た
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ちの修道会のような慈善と教育の小さな修道会をつくる、権限を持っておられると思いま
す。私があなたにこのようなことを言うのはためらいを和らげるためです。
もし私たちの神父さまが、復活祭後に、考えておられるとおり、私たちの身を固めてく
ださるために来られるのであれば、私は大切なコンドムに別れをしに行かなければなりま
せん。そうなれば、まだ修道院に入らないベロック夫人がコンドムへは神父さまとご一緒
してくださると思います。いずれにしましても、すべてが神さまのいと高き栄光に向かい
ますように。神さまの聖なるみ旨を全うすることだけを求めましょう、そして、何が起こ
ろうと心安んじていましょう。神さまが私たちの計画の実現を望まれても、また、その計
画を不首尾に終わらせられても、聖フランソワ・ドゥ・サール† がいうように、そのこと
は、私たちには同じことでなければなりません。本性はこのような自分の意志の犠牲を忌
み嫌います。でも、自分の意志の犠牲が修道生活の本質なのです、服が修道者を作るので
はないのですから。それにもし、私たちが私たちの生活をこの尊い資格に一致させないと
すれば、外見的にイエス・キリストの花嫁であることが何の役に立ちましょうか。
親愛なるロロット、神さまが私たちに豊かに与えることを望まれる大きなお恵みに、私
たちの心を備えましょう。四旬節のこの聖なる時を、私たちの神なる救い主と共に砂漠で
過ごしましょう。より以上の注意をもって罪を避けるように、自分自身の意志をおさえる
ように、もっと謙遜で、もっと柔和で、もっと従順であるように努めましょう。ここに霊
的断食があるのです。霊的断食においては肉体的なことはたいして役に立ちません。自
分の意志が断食のすべての功徳を引き出してしまうのです。ですから、自分の意志を抑制
するように、打ち負かすように、踏み躙 (にじ) るように励みましょう。イエスさまとマ
リアさまに万歳。
ダム・ドゥ・キャンペルレ (Dames de Quimperlé) の規則を書き写してくださいまして
本当にありがとうございました。私たちの会則と多くの共通点があります。主が私たち
のすべての業によって讃えられますように。そのみ名の栄光が広まりますように。主の
愛すべきみ国がすべての心を支配しますように。
デュグルノンさんのための手紙をあなたに送ります。もし、彼女が出掛けられていらっ
しゃるのでしたら、その手紙は私に送り返してくださいませんか。
ボルドーに手紙を書くためにあなたとお別れしなければなりません。重い病気にかかっ
ている私たちの二人の姉妹のために、慈愛なる神さまに祈ってください。
フィジャックの私たちの友人が、大変敬虔なヌヴェール愛徳修道会の姉妹を二人獲得
しました。スール・アンジェリック・フォックとスール・スコラスチックです。私は、マ
ドゥモワゼル・カラスが決心して、そのお母様が彼女が私たちに加わることを許してくだ
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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さることを願っています。彼女と私たちのすべての姉妹たちにくれぐれもよろしくとお伝
えください。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。
アデル
デュグルノンさんに返事を渡してくださって、デュグルノンさんがボルドーからの帰り
にその返事を置いていってくださると大変嬉しいのですが。彼女にそうしてもらえるよう
に努めてくださいませんか。

301. アジャンのマドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
次の手紙はマドゥモワゼル・ドゥ・トランケレオンがアガト・ディシェに、修道生活に入る前に出した
最後の手紙です。少なくとも、私たちの手元に残っている最後の手紙です。この手紙も、アデルが 1805 年

2 月 2 日以降アガトに定期的に宛てた手紙と同じ発想と同じ文体で書かれています。他の手紙と同じよう
に、この手紙も、ただ単に、変ることのない友情を表しているだけでなく、さらには謙遜、私心のない努
力、年々ますます際立ってくるマリアへのより頼みにおいて、神の栄光のため、また天におられる、おとめ
の魂の花婿イエス・キリストの利益のために、変ることなく献身奉仕する意志を表しています。

+J. M. J. T.

1816 年 3 月 7 日

神さま、私たちを助けてください。あなたなしでは、私たちは滅びます。
ロロットが私に送ってくれた、ラヴァル夫人の従妹さんからのちょっとした規則をあな
たに送ります。ラヴァル夫人の従妹さんはブルターニュの共同体におられて、その共同体
は、私たちの共同体と多くの共通点を持っているようです。
慈愛なる神さまが私たちのために定めてくださる殆ど使徒的な身分に、私たちは本当に
相応しくないことを見て謙 (へりくだ) りましょう。私たちに可能な善の妨げとなる、忍
耐のなさ、傲慢、頑固、気配りの少なさ、など. . . のような欠点を直すために努力のすべ
てを傾けましょう。優しい信仰心を示すため、また主のくびきの愛すべきこと、軽いこと
を示すことによって、主のくびきを愛させるために、何が何でも自己改革をしましょう。
すべての人を勝ち得るために、すべての人にすべてとなりましょう† 。自己抑制をするこ
とに嫌悪を覚えれば覚えるほど、多くの功徳が得られるでしょう。イエスさまとマリアさ
まに万歳。
†

編者註：コリントの信徒への手紙 一 第 9 章第 22 節。
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生来気性が激しかったにもかかわらず、いちばん柔和な人となった、聖フランソワ・
ドゥ・サール† の模範が私たちを勇気づけてくれますように。聖人のように、心が昂 (た
かぶ) っている時には決して話さないように、私たちの心と私たちの舌の契約をしましょ
う。もし、私たちがこの勇気をもつことが出来れば、多くの功徳を得ることが出来るで
しょうし、多くのお恵みを引き寄せることが出来るでしょう。
私はベロック夫人がまもなく帰ってこられると思いますし、夫人が向こうで何らかの善
をすることが出来ただろうと思います。私たち意の大目的はそこにあるのですから、親愛
なるリュシーユはどうしましたか。
私の義理の妹が妊娠 4、5 ヵ月です. . . 神さまがその本当の下僕の数を増やすことを望ま
れますように。義妹は総告解をしています。週に 1、2 度総告解をしに行っています。あ
なたに喜んで戴こうと思ってこのことを申し上げました。
エリザは財布を作るのに 2 週間かかりました。大変な仕事です。でも、その財布にそれ
以上の価値がないと思われるようでしたら、その財布は、3 フランで籤 (くじ) にしなけ
ればなりません。でも聞いてみてください。
わたしの従弟から、同封の手紙をトゥールノン氏に送ってくださいとのことです。彼
は、郵便を運ぶ人が帰ってくる時に、自分の服を受け取ることを願っています。
私たちの友人の皆さま、特に親愛なるオクタヴィにくれぐれもよろしくとお伝えくださ
い。慈愛なる神さまは、若い心がご自分のためにする犠牲をどんなにか喜ばれることで
しょう。神さまはその犠牲を大変評価され、その埋め合わせを充分にすることを弁 (わき
ま) えておられます。親愛なるアレキサンドリーヌが気掛かりです. . . 私は彼女のことで
気を揉んでいます。
あなたにデュブラナのお金を送ります。
私たちの主イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン

302. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
アデルはコンドムでのお別れをしました. . .

4 月 25 日の手紙は、この旅行についてのアデルの印象を私たちに伝えています。

†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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+J. M. J. T.

1816 年 4 月 25 日

神さま、世俗が与えることの出来ないこの平和を私たちに与えてください。
この世の喜びや慰めは何と短く、何と早く過ぎ去ることでしょう. . . 私たちが一緒にい
たことがどんなに楽しかったことでしょう。ところが、それも夢のように過ぎてしまいま
した。この世で自分の喜びを求めることを常に考えて、後の世でも、永遠で変ることのな
い喜びに値しようとは決して考えないのは、何という愚かさでしょう。
さあ、もっと確固とした、もっとキリスト教的な仕方で考え、行動することをきっぱり
と始めましょう。天国への道は放棄の道であること、暴力によってしか天国は勝ち取るこ
とが出来ないのに、極小さな障害をも恐れ、どんなに軽い試練にも弱く、敗け (まけ) て
しまうことを知っています。天国を見ましょう、地上を軽視しましょう。瞬 (またた) く
まに過ぎ去ることを重んじることのないようにしましょう。私たちの魂は、もっと偉大な
ことのために創られているのです。不滅の心にとって、滅ぶべきものは何もありません。
私たちは、イエス・キリストの花嫁であることを熱望しますが、私たちの花婿は血の花
婿であることを、私たちは知らないでしょうか。十字架が、花婿がその花嫁と結ばれたい
と望まれる初夜の床であることを、私たちは知らないのでしょうか。いばらの冠が、花婿
が花嫁と分かち合うことを望まれる王冠であることを、私たちは知らないのでしょうか。
その葦、その外套、吐きかけられた唾は、花婿が花嫁を豊かにしようと望まれる宝石であ
ることを、私たちは知らないのでしょうか。天国へ行く道は一つしかありません。聖人た
ちは良い道を行ったのです、天国に辿り着いたのですから。私たちが同じ道を行っている
かどうか調べてみましょう。二つの反対の道が同じ目的に向かうことは出来ないのです。
私たちの親愛なる同志の皆さまや私たちの新しい志願者、マドゥモワゼル・コワントと
私たちの親愛なるロールの話を聞かせてください。私は、私たちの親愛なるロールは集ま
りに来られたと思います。皆さま一人ひとりに、皆さまが私にとってどんなに大切な方々
であるかお伝えください。
ベロック夫人は相変わらず仕事に忙殺されておいでです。私はまだ、マドゥモワゼル・
ドゥ・ラムルス66 がいつごろおいでになるか知りません。マドゥモワゼル・ドゥ・ラムル
スは私に手紙をくださいましたが、そのお手紙をあなたに送ります。そして、神父さまは
ベロック夫人に一言書いてくださいました。私たちは、私たちの神父さまと私たちのメー
ル (Mère) がいつ来られるかまだはっきり分かりません。

66

シャミナード師はアデルの同意を得て、ボルドーのミゼリコルド (Miséricorde) の創立者マドゥモワゼ
ル・ドゥ・ラムルスに修道生活を願望している人たちの手ほどきをするためにアジャンに来ることを頼んで
した。(シャミナード師の手紙、T.I. 1816 年 2 月 19 日の手紙、no 16, p.107 参照)
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親愛なるアメリが最近お母さまをなくしました。お母さまは、大変短い期間に肺の水腫
で亡くなられました。アメリの悲しみがお分かりになると思います. . . それに、お父さま
は大変お体の具合が悪いのです。アメリに手紙を書いてあげてください、お願いします。
主はご自分に属する人たちを悲しませられます、炉床で金を純化するように、悲しみでそ
の人たちを純化されるのです。ですから、私たちはこの人生の悲しみに負けないようにし
ましょう。
間もなく、カトリックに改宗した子供たちに会いに田舎ヘ行かれることでしょう† 。悪
天候とか農作業とかで、今のところ私の学校の子供の数は減っています。
さようなら、私が天におられる私たちの花婿においてあなたを愛するように、あなたに
口づけをおくります。
アデル
追伸
あなたに手紙を送りますが、その手紙を宛先に渡してください。
マネットはパリに出発しましたか。
お母さまとカステックス師によろしくお伝えください。私の優しく尊敬のこもった友
情を私たちの姉妹の皆さまにお伝えください。

303. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
4 月の終わりになると、アデルとその最初の同志たちは、アジャンのルフュージュに集まるために、もう、
マドゥモワゼル・ドゥ・ラムルスとシャミナード師の到着を待つばかりとなりました。待機は延びました。

5 月 10 日、すべてが最終的に決まったように思われました、
「. . . 私たちのボンヌ・メール (bonne Mère) が
来週の始めに来られます. . . 」

+J. M. J. T.

1816 年 5 月 10 日

神さま、私の心を聖なる喜びで充たしてください。
恐らくこれが、ここからあなたに書く最後の手紙になると思います。私たちのボンヌ・
メール (bonne Mère) が来週の始めに来られます。そして、私は木曜日か金曜日に出発す
†

編者註：ロロットは、コンドムから約 8 キロの小さな村ローランスに小さな学校を設立した。『アデル
の手紙』の英訳より
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る積もりでいます。一緒に出発することができるように、月曜日に、ピュッシュの友人た
ちを迎えに行ってもらいます。シャミナード師は、私たちのボンヌ・メールにぴったりつ
いていてくださるでしょう。それで黙想は、遅くとも主の昇天から聖霊降臨の主日まで行
われるでしょう。
ですから、親愛なるロロット、私は、あなたが私の願望を容 (い) れて、この時期に私た
ちと一緒に黙想をしに来るように、改めてお誘いします。私はベロック夫人に、マドゥモ
ワゼル・コンパニョにも黙想に来るように勧めるよう依頼されました。ですから、ベロッ
ク夫人と私からということで、彼女を黙想に誘ってくださいませんか。彼女が来てくだ
されば、私たちはどんなに嬉しいことでしょうか。それに、神さまが心に語りかけられる
のは黙想においてです。私は期待しているのですが、私たちは、一緒に聖霊を戴くでしょ
う。この喜びを私たちに拒むのことないように、一生懸命に彼女に勧めてください。彼女
は、共同体に宿泊することになるでしょう。
シャミナード師は、男子のコングレガシオンを創れるのでない限り、コンドムへは行く
ことは望まれないことを私たちに伝えてこられました。ですから、師がコンドムヘ行かれ
るかどうかは確かではないのです。募集できる 3、4 人の男の方がいさえすれば、この方
たちが核となることが出来るでしょうし、師も行かれることになるでしょう。ともかく、
私に出来るだけのことはしましょう。そして、師に行って戴けるようにお勧めしたいと思
います。いずれにしましても、師は、主任神父さまに手紙を書かれるでしょう。師が来ら
れない場合は、カステックス師がアジャンまで師に会いに来なければならないでしょう。
そして、シャミナード師から権限を授けられたローモン師が、コンドムへコングレガシオ
ンを創りに行くことになるでしょう。
私の叔母たちは、私が叔母たちに送った私たちの会則の目次67 をあなたに渡したことと
思います。そして、初金曜日にローモン師が私たちを訪ねてくださったことも、あなたに
話したことと思います。私たちは、私の妹のお手伝いの女の子を迎えました。名前もベ
ロックと言って、天使のような子です。
親愛なるジュリの結婚は駄目になりました。この善良な娘は、今後は、神さまにすべて
をささげることを望んでいると思います。主は、人が神さまだけを求める時、間違うこと
をお許しになりません。
コングレガシオンの男子会員の規則を、カステックス師に渡して戴くために、あなたに
送ります。これは、シャミナード師がダンピエール氏に送ったものです。ダンピエール氏
は、アジャンにコングレガシオンを創ることに専念しています。
さあ、勇気を出しましょう、神さまのみ旨に従いましょう。あなたの病弱において、慈

67
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愛なる神さまは、最も聖なる人たちの道をあなたに通らせられるのです。聖テレジア† は
その生涯の 20 年間病気でした。自分が望むようにではなく、神さまが望まれるように、
神さまに仕えることを望まなければなりません。神さまが、私たちが苦しみの床にいるこ
とを望まれる時、魂を獲得しに行くことを望んではなりません。マドゥモワゼル・ラコン
ブのようにしなければなりません。コングレガシオンのため、世俗がその目をくらませる
若い人たちの回心のために、私たちの小さな祈りをささげなければなりません。私たちは
この目的のために、私たちの病苦をささげることもできるでしょう. . .
さようなら、さようなら、私の心はあなたの羊の群れの中に残っています。あなたの羊
の群れに愛情のこもった挨拶をおくります。
アデル
あなたの親愛なるお母さまによろしくお伝えください。私は、お母さまがあなたがア
ジャンの黙想に来ることを拒まれないことを期待しています。まだ収穫の時期ではありま
せん。このことは好都合です。
あなたに 5 冊の小さな本を送り返します。私は 4 冊しか売りませんでした。そして、あ
なたには 2 冊分の代金をお支払いしています。あなたに 2 冊分のお金を払わなければなり
ませんが、その金額は 24 ソル‡ になります。
あなたにベロック夫人の手紙を送ります。この手紙はあなたを喜ばせてくれるでしょ
う。この手紙が最後ではありません. . .

304. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
私たちには分からない理由のために、マドゥモワゼル・ドゥ・ラムルスの旅行はまた延期されました。つ
いにすべての手筈が整い、5 月 22 日、アデルは友人に、
「あなたがこの手紙を受け取られるころには、私は、
私たちの大切な修道院にいることでしょう. . . 」と書くことが出来ました。
アデルの手紙は、祈りのお願いと勝利の叫びのように聞こえる別れによって終わっています、
「慈愛なる
神さまが私たちのすべての企てによって讃えられますように、また栄えある聖イグナチオ§ の、
「神のより大
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
§
編者註：イエズス会の創始者の一人、初代総長。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パ
リ・モンマルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre
Favre (サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。
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いなる栄光のために」のモットーを私たちのものとするように、慈愛なる神さまに祈ってください。」

+J. M. J. T.

1816 年 5 月 22 日

主よ、あなたの後に私を引き寄せてください。
あなたがこの手紙を受け取られるころには、私は私たちの大切な修道院にいることで
しょう。私たちは、皆、私たちのボンヌ・メール (bonne Mère) の到着に間に合うように、
土曜の朝早く出発します。ボンヌ・メールは夕方に着かれます。ボンヌ・メールは、予定
されていたようには、ここに立ち寄ることは出来ません。シャミナード師は、何も遅らせ
ないことを望んでおられます。
私は、ボン・ペール (bon Père) にはコンドムまで足を伸ばして戴きたいと思っていま
す。師がアジャンに来られる日と滞在の期間が分かり次第、すぐあなたにお知らせしま
す。その時、あなたのお母さまにお手紙を差し上げて、あなたが願っている通り、あなた
のことのお願いしましょう。遅くなったことはあなたにとって好都合でした。聖霊降臨
の主日の前だったら、あなたは来ることが出来なかったでしょうから。慈愛なる神さまは
すべてをいいようにしてくださいます。そのことで神さまをとわに讃えましょう。
心と精神によって天国に昇りましょう。地上のことは放棄しましょう。私たちの神なる
贖 (あがな) い主が私たちのために場所を準備されに行かれた永遠のしあわせの方へ、私
たちのすべての希望とすべての願望を向けましょう。そうです。その場所は、私たち一人
ひとりのために印がつけられているのです。その場所を失うことのないように努めましょ
う。その場所は私たちの過失によってしか失うことはないのですから。それは勿論のこ
とです。
主の昇天の祝日から聖霊降臨の主日までの 10 日間を、使徒たちとの一致のうちに良く
過ごすように努めましょう。もし、私たちが罪を犯さないことが出来たら、何というしあ
わせでしょうか。充分に用心していましょう。罪を避けるために、これまで以上に気を付
けましょう。聖霊降臨の聖なる日に、私たちはすっかり変わったもの、使徒たちの模範に
倣って、弱いもの、無気力なもの、消極的なものから、強くて勇気があり、熱心で、愛に
燃えた、他の人を燃え立たせに行く用意のある、新しい被造物にすっかり変身したもので
ありたいものです。
キリストの聖体の祝日† に初聖体を戴く、私の何人かの生徒たちのために祈ってくださ
い。主が彼らの心を準備してくださいますように。彼らに、今の不幸な時代には希有な聖
なる堅忍を与えてくださいますように。
†

編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
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オーランス68 のあなたの子供たちはどうしていますか。私は、あなたがアジャンに帰っ
たら、あなたが温泉治療に行かない限り、子供たちのところを回られると思っています。
主は、人がご自分のためにすることに、何という大きな喜びを、与えてくださることで
しょう。このような主人にお仕えすることは何と楽しいことでしょう。
今日は、ここで私と合流して、一緒に修道院へ出発する私たちの親愛なるクレマンティー
ヌとマドゥモワゼル・リオンを待っています。慈愛なる神さまが私たちのすべての企てに
よって讃えられますように、また栄えある聖イグナチオ† の、
「神のより大いなる栄光のた
めに」のモットーを私たちのものとするように、慈愛なる神さまに祈ってください。
さようなら、親愛なるロロット、修道院からの私の最初の手紙は、多分、“L’Immaculée

Conception de Marie” の後に日付を入れることになると思います。
私たちの天のおられる花婿において、精神的に高間の集まりの中で、あなたに口づけを
おくります。
アデル
あなたのお母さまによろしくお伝えください。私たちの姉妹の皆さまに私の友情をお
伝えください。神父さまによろしくお伝えください。親愛なるマドゥモワゼル・コンパ
ニョに、私がアジャンからお便りします、とお伝えください。

68

ジェール県の小さな町。
編者註：イエズス会の創始者の一人、初代総長。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パ
リ・モンマルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre
Favre (サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。
†
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1816 年 5 月 25 日
今ではすべての用意が整っています。アジャンの会員たちは親切な女性たちに助けら
れて、どうにかこうにかルフュージュを整えました。そして、一つの部屋を、きちんと備
え付けをして聖堂に改装しました。段々とそのことを知った住民は、初めから修道院の創
設に賛同しました。

4 月 17 日、アデルは物質的問題を、私署証明によって弟と解決しました。従妹のエリ
ザベト・ドゥ・カステラが、アデルの要理とプチッ・テコル (petite école) を引き受けま
した。シャミナード神父はボルドーでの時間をやり繰りし、ミゼリコルド (Miséricorde)
の創立者は、数週間留守にする手筈を整えました。

5 月 22 日、主の昇天の祝日の前日、アデルはピュッシュの二人の友人、クレマンティー
ヌ・ヤナシュとジャンヌ・リオン、それにモンプザの友人、マリー・トゥレイユを城に迎
えました。23 日、アデルは最後に、その小教区の教会の聖務に出席しました。その聖務
の終わりごろになって、さすがの禁欲的で厳格なドゥッセ神父もその感動を隠すことは
出来ませんでした。24 日、アデルは親族、家族の友人たち、家族全員の別れを受けまし
た。翌日、三人の同志と共に、母、弟、妹との別れが余りにも情に流されるのを避けたい
と思って、朝の 4 時. . . アデルは城を後にしたのでした。アデルは、城からポール・サン
ト・マリーの町までは歩いて行きました。そこからは馬車でアジャンまで行きました。9
時ごろ、アデルはルフュージュに着きました。そこでは二人に未来の修道女、マルト・カ
ルティエとフランソワーズ・アルノデルがアデルを待っていました。
アデルは、同志たち、および、ベロック夫人と一緒にアデルに共感と喜びを表すために
来ていたすべての友人と共に、聖堂に赴き、感謝と聖マリアに対する奉献の聖歌† を歌い
†

編者註：Salve Regina cœlitum
Salve Regina cœlitum
O Maria.
Sors unica terrigenum,
O Maria.
Jubilate Cherubim,
exsultate Seraphim,
consonate perpetim.
Salve, salve, salve Regina.

Mater misericordiæ,
O Maria.
Dulcis parens clementiæ,
O Maria.
Jubilate. . .
Tu vitæ lux, fons gratiae,
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ました。長い待機が終わったのです。大きな意味をもつ時が告げられたのでした。そし
てそれ以来、毎年、汚れなきマリア修道会の姉妹たちは、5 月 25 日を創立記念日として
祝っているのです。(Positio, Doc. V, p.109, 110)

O Maria.
Causa nostrae lætitiæ,
O Maria. . .
めでたし天のきみ、
おおマリア。
地に住む者唯一の望み、
おおマリア。
喜び称えよ、ケルビム、
喜び躍れセラフィム、
共に誉め歌え永遠に。
めでたし、めでたし、めでたし元后よ。
憐れみ深き御母、
おおマリア、
甘美柔和なる御母、
おおマリア。
喜び称えよ. . .
生命の光、恵みの泉なる御身、
おおマリア。
我らの喜びの源なる御身、
おおマリア。
喜び称えよ. . .
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デュクルノ師がアデル・ドゥ・トランケレオンに授けた個人的
な規則
ジャン・バティスト・デュクルノはピエール・デュクルノとジャンヌ・ペロンとの間に、

1764 年 12 月 28 日、ヴィルヌーヴ・ドゥ・マルサン (ランド県) に生まれました。革命以
前に神学の勉強はしていましたが叙階されるまでには至りませんでした。1794 年、師は、
年金 500 リーヴル† のついた、離散した正規の聖職者リストに載りましたが、師がどのよ
うな敬虔な家族に属していたかをはっきり示す文献は、全く残されていません。自分が家
庭教師をしていた生徒の教育が終って、師は、1812 年、アジャンの大神学校に入ることに
なります。その少し後、1813 年 9 月 18 日、ジャクピ司教によって司祭に叙階され、すぐ
に、司教座のある町の、ノートル・ダムの小教区の助任司祭に任命されました。1820 年、
師は同小教区の主任司祭になります。1843 年の初めまで、23 年間同小教区で聖務を果た
し、その後引退して、1845 年 2 月 27 日、尊敬と敬愛に囲まれてなくなりました。

1802 年、師は熟年の 37 歳でした。師の知的道徳的資質、その品行方正な生活、その信
仰心で、師は間もなく城の人たちの信頼を勝ち得ました。当時、神のはしためはカルメル
会のことしか頭にはありませんでした。アデルはカルメル会に入る準備をしたいと思って
いたのです。アデルに理解を示した母親の勧めで、アデルはデュクルノ師に、自分の状況
と将来の目的に合った規則をつくって戴けるように懇願しました。初めはデュクルノ師
はそれを回避しましたが、その後何度も懇願されてつくりました。師はアデルの生活のプ
ランを作成しました。神のはしためはそれを感謝をこめて戴きました。それは、アデルに
とっては最初の聖性の規範にようなものでした。朝の起床、祈り、黙想、働き、隠れた苦
行、常なる従順、自分の意志の放棄などすべてが予測され、賢明に決められ、適切な配慮
で枠組みがされています。

∗

∗

∗

規則
「神さま、すべてをあなたの栄光のために。」
私があなたに寄せる好意と愛徳から、最後には、あなたからの度重なる要請もあります
ので、信仰におけるあなたの進歩とあなたの教育のために、ここに何行か書くことにしま
す。これがあなたにとって有益なものであり得るように、また、主があなたから求めてお
られるように思われる完徳をあなたが獲得する助けと成り得るように、切に願っていま
†

1
編者註：1795 年、貨幣単位はフランになる。1 フラン = 1 80
リーヴル。
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す。私は、あなたが神さまに対して負った大きな義務を、あなたおひとりでは果たすこと
ができないと感じまして、私の愛徳があなたに与えようとする助言と勧めをあなた自身が
守るように努力するということを、あらかじめ確信して、喜んで私の弱い光であなたをお
助けしたいと思います。しかし、私はあなたの良心に窮屈な思いをさせようとは思ってい
ませんし、ましてやあなたの良心を苦しめようとは思っていません。ですから、この規則
を自分に課す時に、何が何でもこの規則を守らなければならないと思ってはなりません。
時々、私たちの願望と熱意に対立する状況あるいは理由があります。その時には、譲歩す
ることを弁 (わきま) えなければなりませんんし、出来るようになったらまた始めるつも
りで、心置きなく義務を差し置くことを弁えなければなりません。
特に、私は、この規則は使わない、ということの権利を留保します。私があなたに必要
だと思う助言に触れましょう。

1. あなたの義務を果たす時に、時々あり得る無頓着と嫌悪感に打ち勝つために、何の
ためにあなたが創られたかをよく考え、検討しなければなりません。それは、神さ
まに仕え、神さまを愛し、そして、あなたの良い行いによって天国を獲得するため
以外のなにものでもないのです。あなたは、あなたがこの世にいるのは、楽しみや
安楽を得るためではなく、魂を救うためであることを考えなければなりません。楽
しみは夢のように過ぎ去り、いつも魂に虚しさと悔恨を残します。ですから、常に
やましさのない良心の平和を選んでください。あなたと同じ年代の人たちが世俗を
追い求めて手にする喜びを、決してうらやんではなりません。

2. あなたの信仰心を嫌いにさせるような悪い仲間は注意して避けるようにしてくださ
い。そして、あなたの青少年期を助けてくださるように、あなたの歩みと行いを導
いてくださいますように、また、神さまに気に入って戴くために、あなたがしなけれ
ばならないことにおいてあなたを照らしてくださいますように、神さまに毎日祈っ
てください。

3. 神さまに次いで、あなたのご両親、特に、あなたの大切なお母さまはあなたがいち
ばん愛さなければならない人であることを忘れてはなりません。ご両親は、地上に
おける神さまの代理です。ですからもし、あなたがご両親に従わなかったり、あま
り良く応えなかったり、心で両親に対してつぶやいたり、両親があなたに命じるこ
とを不承不承行うような場合には、あなたは神さまご自身に対して義務を怠ってい
るのです。ご両親に対してあなたがしなければならないことを果たすよう自分を励
ますために、あなたを養い育てるためのご両親の苦労、配慮、心配を時々思い起こ
してください。
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4. 愛徳があなたのすべての行動の動機でなければなりいません。すべての人に対して
思いやりをもち、柔和で、寛大でなければなりません。誰のことも、決して悪く言っ
てはなりません。他人の行いが悪いものであったとしても、その行いをつねにいい
ように解釈しなければなりません。その判断は神さまにお任せすることです。

5. 批判や好奇心は充分に慎んでください。人があなたに言いたくないことを、決して
知りたいと思ってはなりません。

6. あなたの生来の気性の激しさを抑えるように努力してください。気性の激しさは若
いうちから和らいでなければ、多くの過失の源となるでしょう。誰に対しても正直
に、柔和をもって話し、居丈高に話さないように習慣づけてください。信仰とあな
たの素養がそれを要請しています。

7. 他の人の意志が神さまのご意志に反しない時には、常に他の人の意志を選んでくだ
さい。

8. 引きこもることを愛するお恵みを神さまにお願いしてください。大きな喜びを味わ
う孤独、罪を避ける孤独を愛するように努めてください。

9. 理由があって社交界に出なければならなければ、優しい明るさと、深い慎みをもっ
て振舞ってください。そして、そこにいる間、しばしば神さまのことを考えてくだ
さい。

10. あなたの霊的な行い、あるいは物質的な行いをできる限りの注意をもって、完全に
するようにしてください。事を行う前に、行いを神さまの方に向けるように、すべ
ての行いを神さまに気に入って戴くようにしてください。行いを、冷静に、すなわ
ち、気負いすぎないように、そして、落ち着いてするように習慣づけてください。

11. あなたの魂の救いのために大変有益なものとして、また、あなたの歩みを止めるこ
ともある内的な苦悩に陥ることを防ぐことが出来るものとして、手仕事をお勧めし
ます。私は、あなたが少し家事に従事し、この点に関してあなたのお母さま、叔母
さまのマドゥモワゼル・ドゥ・バーツの意見を聞き、そして、あなたに命じられる
ことを熱意をもって行うべきだと思います。このような仕事があなたにとって害と
なることは決してありえませんし、反対に、あなたがどのような身分を選んでも、
あなたにとって大変有益なものとなり得るのです。もし、時々あなたが仕事が辛い
と思うことがあれば、それを、償いの精神によって神さまにささげなければならな
いでしょう。十字架の重荷にうちひしがれた神なる救い主を思い起こさなければな
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らないでしょう。もし、反対に仕事が楽しければ、感謝の気持ちで行ってください。
そしてこれもささげてください。

12. 気晴らしする時にも、深い注意を払って、余りにも気持ちが散漫にならないように
してください。あなたの気晴らしは、お母さまに決めて戴くことにしてください。
散漫な気持ちは普通は魂を乾燥に陥らせますし、祈りとかあるいは他の信心業にお
いて、魂を不毛なものにします。

13. あなたの考え、あなたの言葉、あなたの行い、あなたの服装、あなたのすべての立
ち居振る舞いにおいて、謙遜をお勧めします。特に、あなたの心の中にこの謙遜を
もってください。何者とも思われないこと、イエス・キリストのために軽蔑される
ことなどを愛してください. . . そして、あなたに起きる苦悩、誘惑、十字架を、もし
喜びをもって受け入れることが出来なければ、少なくとも、忍耐と甘受をもって堪
え忍んでください。こと神の栄光ということになれば、すなわち、あなたが人間的
な尊敬を軽視しなければならない時には、人が何を言うだろうかなどと決して気に
しないようにしてください。人間的な尊敬は信仰心の敵であり、私たちから善を奪
い、私たちに悪を犯させるように仕向ける魔物です。
人に非難される時、あるいは人があなたの欠点を咎める時、あなたのため、または
隣人のためにより大きな善が結果として出ないかぎり、弁明をしないようにしてく
ださい。反対に、このような愛徳をあなたにしてくれる人たちに感謝してください。
そして、そのような人たちに感謝の気持ちをもちましょう。あなたにおもねる人、
束の間のいくつかの資質についてあなたに賛辞を送る人を注意して避けてください。
そして普通は、自分が軽蔑する人、あるいは自分が騙したいか誘惑したい人にしか
へつらうことがない、ということを思い起こしましょう。

14. あなたのご両親、あなたの長上に文字通り従順でありましょう。それは、あなたの
中の自分の意志を根絶するためであり、自分に気に入ったことを常にしようとする
生来の性向を抑えるためです。

15. 慎みはあなたのいちばん気に入った徳の一つでなければなりません。慎みは、あな
たの考え、あなたの言葉、あなたの行い、あなたの仕草、あなたの寝床、そして最
後に、あなたの服装において実行しなければなりません。ですから一人でいる時も、
皆の前でするようなことしかしないようにしてください。誰の前に出る時も、それ
が弟さんあるいは妹さん、あるいは召使の前であっても、必ずきちんとした身なり
で出てください。
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16. もしあなたが、あなたの救いを気にかけるのでしたら、世俗や楽しみや虚栄を愛す
る気持ちをあなたに起こさせる可能性のあるすべての歌、小説、その他の本は差し
控えてください。

17. 神さまに対する奉仕において、あなたを恐れに導くようなもの、あなたに神さまの
裁きを恐れさせるようなものは、何も決して読まないように充分に気をつけてくだ
さい。あなたを神さまの方へ導くような、そして、あなたに慈愛深い神さま、慈愛
深い神さまを示してくれるような、情愛のこもった書物を好んで選ぶようにしてく
ださい。愛は、あなたに相応しく、そして、それによってあなたが導かなければな
らない道です。他のすべての道はあなたには有害でしょうし、あなたを心を痛める
状態に陥らせるでしょうし、信仰心を、あなたにとっても他の人にとっても負担に
なるものとするでしょう。

18. 悪魔があなたに起こす誘惑や良心の苦しみについては、心安んじていてください。
敵には無頓着でありましょう。そのようなことは何でもないこと、本当に何でもな
いことですから。悪魔はあなたの魂に少しずつ入り込み、あなたを怖気 (おじけ) づ
かせ、あなたの歩みを止めようと思っているのです。初めから勇気を出しましょう、
そして、あなたが悪魔を恐れないこと、悪魔には無頓着であること、悪魔には注意
を向けないこと、を悪魔に見せましょう。悪魔は私たちに対しては何の力もないの
です。悪魔は、私たちが悪魔に耳を傾けるのが分かる時しか私たちを誘惑しないの
です。

19. あなたの願望においては控え目であってください。貧しさにある時も、豊かさにあ
る時と同じように満足してください。あなたがお仕えする神さまには頭を休めると
ころもなかったこと、そして、あなたがどんなに持っていなくても神さまよりは持っ
ているということを良く見れば、あなたは少ないもので満足できるでしょう。

20. 秘跡は熱心をこめて戴くことをお勧めします。秘跡は、あなたが無垢のドレスを保
つために、また、あなたが追い求めている目的に達するために、あなたに必要なお
恵みを、あなたが戴くことの出来る運河です。
ですから、あなたの行いが伴えば、あなたが毎週、そして年のある祝日に、ご聖体拝
領をすることを許可すべきだというのが私の考えです。それで毎土曜日、15 分少々、
長くて 30 分の準備の後、あなたの聴罪師のところに行って、あなたの心にかかって
いることを申し上げ、聴罪師があなたに命じることに、尊敬と従順をもって従うよ
うにしたらどうでしょうか。

395
あなたの告解においては、単純、率直、誠実であってください。あなたの罪を、あ
からさまに、分かってもらえるように出来るだけ明快な言葉を選んで、神さまご自
身に告白するように司祭に告白してください。常にあなたの疑いを打ち明け、一度
はっきりしたら、もう二度とそのことについては話さないようにしてください。告
解室で言われることは、司祭の口を通して神さまご自身から来るものとして、尊重し
ましょう。そして、緊急の場合でなければ、そのことは誰にも話してはなりません。
あなたの告解においては、前に充分に言わなかったという口実で、決して「過去」に
さかのぼってはなりません。このようにさかのぼることは、あなたに害を及ぼし、
あなたを少しずつ小心に導くだけです。

21. あなたが祈りや償いをもう一度しなおすことを禁じます。あなたが悪くしたと思う
からです。

22. あなたの聴罪師に相談しないうちは、肉体的な償い、誓い、約束は決してしてはな
りません。聴罪師の許可によって、あなたが何らかの誓い、あるいは何らかの約束
をしたとしても、そのいずれもあなたが書きとめることを求めます。

23. 食事においては、人の目には分からない、そして、特に自惚れの目など. . . には分か
らない、ちょっとした苦行をいつもしてください。

24. 人にして戴く奉仕には、どんなに小さなものであっても、召使に対しても、感謝の
気持ちを表しましょう。

25. 神さまがそのすべてを所有されることを望まれる心の、その一部を神さまからかす
め取ることのないように、感じることの出来る物、見ることの出来る物、に対する
余りにも強すぎるすべての執着を、あなたから遠くのところへ棄てましょう。
大体以上が、私があなたに与えるべき助言と勧めです。もしあなたが、神さまの助けを
得て、すべてのことに忠実であることが出来ましたら、あなたは、あなたの魂を救うこと
が出来ると確信しています。今度は、あなたの毎日の務めに触れましょう。もし神さまが
私に、あなたのために、助言を思いつかせてくださるなら、この務めには、他のいくつか
の助言が付け加えられることになるでしょう。
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一日の務め
あなたの起床は、11 時ごろに就寝する時はいつも 6 時と 7 時の間にしてください。そ
して、もっと早く就寝する時にはもっと早く起床しましょう。言いかえると、睡眠時間が

7 時間から 8 時間以上に決してならないようにしましょう。
あなたが目を覚ました時に、あなたの最初の考えは神さまに向けられなければなりま
せん。そして、敬意の念をもって、イエス、マリア、ヨゼフの愛すべきみ名を唱えた後、
「神さま、私は私の心をあなたに奉献し、あなたへの奉仕に私の心を余すところなくささ
げます。
」の心の中での祈りであなたの心を神さまにささげることによって、あなたの心
を神さまの方へ上げましょう。
心を神さまの方へ上げたら、聖水で十字を切り、敬虔な態度であなたのキリストのみ足
に口づけをしましょう。
すみやかに、そして慎み深く、服を着て、その後すぐにひざまずいて、これからあなた
がすること、これからあなたが話し掛ける人、これからあなたが願うこと、今のあなたの
姿について考えてみましょう。神さまに、一日のあなたの行い、あなたの働き、あなたの
苦労、あなたに対する反対を、あなたの罪とすべての人の罪の償いとして神さまにささげ
ましょう。この短い準備の後、朝の念禱 (ねんとう) をしましょう。全体で 30 分ぐらいか
けます。それで前の晩に念禱の要点を読むように心がけなければならないでしょう。念禱
の通常の題は神さまに対する愛、すべてにおいて神さまに属する願望、神さまの偉大さ、
神さまの慈愛、神さまの罪人に対する慈悲、イエス・キリストの愛徳、あなたが模倣する
ように努めるべきキリストの従順、キリストの謙遜、キリストが私たちの中に留まってお
られた間のキリストの苦しみ、罪がキリストに受けさせ、私たちが血を流すことによって
消し去りたいと私たちが願望する屈辱、最後に、イエス・キリストのご受難とご死去、そ
して、あなたのすべての行動においてあなたが重んじなければならない謙遜を獲得するた
めに、そして、あなたが念頭におかなければならないあなたの無なること、でしょう。地
獄、裁き、永遠、あるいは、これと類するものは決して念禱の題にしてはなりません。
あなたが日中思い起こすべき何らかの決心によって念禱を終わったら、聖なるおとめマ
リアの小聖務日課の時課を唱えましょう。この聖務日課は、あなたのお母さまのお許しが
あれば毎日唱えましょう。朝のうちにミサにあずかり、残りの時間はあなたの年令に合っ
た努めに使いましょう。昼食の前に、ちょっとした霊的読書のため、あるいは、午前の短
い糺明をするために 15 分を取るように努めましょう。
昼食後、少し休み時間を取りましょう。それから 3 時半まで働き、それからかなり早く
朝課と賛歌を唱えましょう。最後に 30 分の晩の念禱のための極短い読書、読書の後時々
ロザリオを唱えましょう。晩に翌日の念禱の要点を読むためにちょっと時間を見つけて
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ください。
夕食後、就寝まで休み時間かあるいは働き。家族全員と一緒の祈りと良心の糾明、そし
て、自分の部屋に引きさがります。部屋に入ったら、人がいつか、あなたを墓に葬るため
に、あなたに服を着せるか服を脱がせるかするだろうと考えながら、すみやかに服を脱ぎ
ます。そして、神さまに「主よ、清らかな体であなたに仕えることが出来ますように、ま
た清い心によって、私があなたの意にかなうことが出来ますように、あなたの神なる愛の
火によって、私の心を燃え立たせてください。」と祈りましょう。
寝床に入る前に、寝床に聖水を振りかけるように心がけてください。十字架の印をし
て、敬意をこめてあなたのキリストのみ足に口づけをしてください。寝床に横になった
ら、あなたの罪のために十字架にかけられたイエス・キリストのことを考えましょう。
「イ
エスさま、今も、臨終の時も私と共にいてください。
」と唱えて、神さまにあなたの魂を
委ねましょう。そして、
「神さま、あなたのみ言葉によって、あなたのはしためを平和の
うちに行かせてください。」の短い祈りを唱えながら眠りに入りましょう。

∗

∗

∗

私は、あなたが毎年、あなたの守護の聖人の祝日、あなたの初聖体の記念日、あなたの
誕生と洗礼の記念日を祝うべきだと思いますし、そう願っています。あなたは 4 日から 5
日の小さな黙想によって、それに備えたらよろしいでしょう。
私があなたに読むことをお勧めする本、
「福音書」
、
「キリストのまねび」、
「聖人伝」
、
「キリスト者の慰め」
、ドゥ・ソワソン司
教による「神への信頼」
、カプチン会士アンブロワーズ・ドゥ・ロンベス神父の著書、
「魂
の平和」とその手紙、イエズス会のデュポン神父の黙想、あるいは、あなたのお母さまが
あなたのために選んでくださる他の本。
私は後はただ、あなたがこの小さな規則に忠実でありますように、そして、あなたが日
増しに、信仰と知恵に成長しますように、あなたのために神さまにお祈りするばかりで
す。私は、主があなたの上に祝福を注いでくださいますように、そして、私のささやかな
書き物が、あなたが徳において進歩することの役に立ちますように敢えて期待します。私
のことを思い出してくださって、私が私の罪を嘆き悲しむための償いの精神を、私のため
に主にお願いしてください。

∗

∗

∗
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(神のはしためが自分の手で書いたもの)
私は、私にこの規則を作ってくださった方のために、毎日 1 回スブ・トゥウム (Sub

Tuum† ) を唱え、月に 1 度ご聖体拝領をすることを決心します。私は、謙遜、柔和、従順
の実践に特に励むこと、自分自身の意志を棄てること、自分の意志よりも他人の意志を常
に優先的に行うこと、最後に、すべての徳の実践、特に、今の私の状態とカルメル会のた
めにいちばん必要な徳の実践に励むことを決心します。
イエス、聖マリア、聖ヨゼフ、聖テレジア‡ 、聖ベルナルド§ 、私のために祈ってください。
私は、私にとって嫌なことを、それが私にとって大変楽しいことであるかのような嬉し
い様子でするように励むこと、自分がそうありたいと思う姿を絶えず思い起こすこと、父
と母が私に求めることに快く応じることを決心します。

∗

∗

∗

2 月 6 日、七旬節の主日¶ 、9 時半、堅信の時にとった決心、
自分自身の意志を完全に放棄する、
怒りを完全に放棄する、
傲慢を完全に放棄する、
人間的尊敬を完全に放棄する。

1803 年の黙想のとき私のとった決心、
誰に対しても、特に、司祭に対して決して熱狂しない、同じように誰に対してもえこひ
いきしない。私をとても不快にさせることにおいて、人が私に求めることを一生懸命にす
る。

1804 年の黙想の決心、
†

編者註：Sub Tuum Præsidium 神の御母よ (神の御母よ、わたしたちはご保護を仰ぎます。いつ、どこ
でもわたしたちの祈りを聴き入れ、御助けをもってすべての危険から守ってください。)
‡
編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
§
編者註：シトー会の改革推進者。クレルヴォー修道院院長、教会博士。
¶
編者註：灰の水曜日から 3 つ前の日曜日。復活祭から 9 つ前の日曜日。
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理屈抜きで指導者に従う、
私の想像を抑える、
ご聖体拝領の願望をかき立てるように努める、
人が私に求めるすべての犠牲を、いけにえとしてささげる。
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「プチット・ソシエテ」(小さな会) の規則
この規則は初めから、
「会」の性格を示し、最初は 8 条だけでなっていました。状況に応じて、会員たち
は、いくつかの追加の条項によってこの規約を補足しました。後になって、アデルは年配の人たちにも「会」
の門戸を開きました。年配の人たちは「ダム・ドゥ・ラ・ルトレット」(Dames de la Retraite) の名称で、
特別な部門を形成しました。

+

J. M. J.
この書き物を読む度毎に愛徳唱と感謝の祈り

神のより大いなる栄光のために
1. 「会」の各会員は全く自由であり、いかなる義務も負わない。
2. すべての祈り、聖体拝領、苦行、施しなどはすべて会員の間で共有される。この善
の共有は、この世の会員とあの世のすべての会員、同様に、贖罪を果たし終え、自
らの報いを獲得し、地上で危険にあう会員、あるいは煉獄で苦しんでいる会員の救
いに絶えず関心を抱いている会員も含む。

3. 「会」の目的は良き死を遂げる恵みを得ることであるから、各会員は、その目的で
1 回聖体拝領をして、自分を聖なるおとめマリアの特別な保護の下に置く。
4. 金曜日が私たちの主イエス・キリストのご死去の日であることに鑑み、金曜日には、
イエス・キリストと共に死に、そして共に復活する願望を自分の中に育むために、
数分間の黙想をする。続いて、イエス・キリストの七つのおん傷を思い起こしなが
ら、天使祝詞を 7 回唱える。この七つのおん傷とは、鞭打ち、茨の冠、十字架の上
で付けられた五つの傷である。

5. 神に対する愛が「会」の唯一の絆である。従って、すべての会員の口からしばしば、
そして、極自然に出る、「神さま」(Mon Dieu) の叫びは、すべての会員にとって、
結集の言葉の役割を果たし、「神さまを愛しましょう」と同義である。
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6. 会員は毎日、マリアのみ心の小聖務日課と 1 回のデ・プロフンディス (De Profundis† )
を唱える。

6の 2 . もし神さまが、からし種が大木になることを望まれるとしたら、若い会員は、天使祝
詞など. . . の祈りを共同でするために、少なくとも金曜日に一緒に集まることによっ
て、
「会」の実と慰めを味わうだろう。そして、それに有益な読書を付け加えること
もできるだろう。

7. 神さまに対する愛の火を燃え立たせるために、週の他の日に集まって、良い考えを
分かち合ったり、居合わせない会員の有益な手紙を一緒に読むことも出来るだろう。

8. 午後 3 時に、会員は毎日心でカルワリオに集まって、イエス・キリストのご死去を
礼拝し、イエス・キリストの死に私たちの死を合わせ、救い主の神聖な傷に愛の祈
りをささげる。この実践は全く内的なものであり、仕事にも、そこに居合わせるこ
ともある同伴の人にも迷惑になることなく行うことが出来る。

9. 毎月の初金曜日には、
「会」のためのミサがささげられる。それに意向を合わせ、そ
の日は、聖フランソワ・ドゥ・サール‡ の勧めに従って、死の準備をしなければなら
ない。現実に聖体拝領が出来なければ、臨終の聖体拝領の精神によって、熱心をこ
めて霊的聖体拝領をしなければならない。

10. 各会員は、お互いにお互いの欠点を指摘し合い、お互いに自分を改めることを助け
合うことによって、自分を特別に監視するため、自分がいちばん信頼のおける親友
を選ぶ。

11. 各会員は、出来れば同性の人に目を向けて、その人を神さまのために獲得するよう
に、またその人に、神さまに仕えそして自分を救う願望を起こさせるように努める。

†

編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
‡
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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12. 会員は、出来る限り神さまの現存を保つように努め、またしばしば渇望の気持ちを
もつことによって自分の心を神の方へ上げなければならない。

13. 人付きあいがよく、新人会員を作るのに適したむら気の無い、徳の実践、特に服装に
も表れる聖なる慎みの実践によって際立った、信頼に足る人しか受け入れてはなら
ない。会員には、短い袖、派手なフイシュ. . . などの慎みを欠く流行は禁じられる。
通常は 30 歳までしか受け入れない。
イエス、マリア、ヨゼフが、とわに、私たちの心に住まってくださいますように。

年配の人の実践すべきこと
「ダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames de la Retraite) には若い人に指示された聖マリ
アのみ心の小聖務日課の代わりに、毎日実施すべきこととして、死を甘受する祈り、汚
れなきおとめマリアに対する聖ベルナルド† の祈り‡ 、
「スヴネ・ヴ. . . (Souvenez-vous§ . . . ,

. . . を思い起こしなさい)」がある。
若い人が金曜日に実践していることを、水曜日に行う。
月の第一水曜日には、ダム・ドゥ・ラ・ルトレットのためにもミサがささげられ、その
日、死の準備もする。
月の第一水曜日には、臨終の聖体拝領の精神で、最後と思って聖体拝領することを強く
望む。

†

編者註：シトー会の改革推進者。クレルヴォー修道院院長、教会博士。
編者註：聖ベルナルドの聖母への祈り
慈悲深き童貞聖マリア、
ご保護によりすがりて御助けを求め
あえて御取り次ぎを願える者、一人として捨てられしこと
いにしえより今に至るまで、世に聞こえざるを思い給え。
ああ、童貞中の童貞なる御母、
我これによりて頼もしく思いて馳せ来たり、
罪人の身をもって、御前に嘆き奉る。
ああ、御言葉の御母、我が祈りを軽んじ給わず、
御あわれみをたれて、これを聞き給え、
これを聞き入れ給え。
アーメン。
§
編者註：聖母の御保護を求むる祈り (聖ベルナルド) いつくしみ深い乙女マリア
御保護によりすがって御助けを求め、あなたの御取り次ぎを願うものが、かつて誰ひとり棄てられた者の
ないことを思い出してください。わたしは、この希望に支えられてあなたに呼び求めます。みことばの御母
よ、わたしの祈りを顧み、御あわれみをもって、この祈りを聴き入れてください。アーメン。
‡
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聖なるおとめマリアへの奉献の祈りは、受け入れの日に唱えられ、聖マリアの無原罪のお
ん宿りの祝日† 、お告げの祝日‡ にも何人かで唱えられる。奉献の祈りは、
「マリアの下僕の
手引き」の 221 ページ、死を甘受する祈りは 213 ページ、
「スヴネ・ヴ (Souvenez-vous§ . . . )」
の祈りは 157 ページにある。
聖マリアのみ心の聖務日課は 234 ページ、その後で唱える死亡した姉妹のために「デ・
プロフンディス (De Profundis¶ )」は 159 ページ。若い人で仕事が多すぎて小聖務日課を
唱えることが出来ない人は、「スヴネ・ヴ (Souvenez-vous. . . )」の祈りをこれに代えるこ
とが出来る。

聖なるおとめマリア、聖ヨゼフに次いで、
「会」は聖フランソワ・ドゥ・サール‖ に特に
敬意を表す。

†

編者註：12 月 8 日。
編者註：3 月 25 日。
§
編者註：聖母の御保護を求むる祈り (聖ベルナルド) いつくしみ深い乙女マリア
御保護によりすがって御助けを求め、あなたの御取り次ぎを願うものが、かつて誰ひとり棄てられた者の
ないことを思い出してください。わたしは、この希望に支えられてあなたに呼び求めます。みことばの御母
よ、わたしの祈りを顧み、御あわれみをもって、この祈りを聴き入れてください。アーメン。
¶
編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
‖
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
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典礼暦年の時節に従って各週のために提案された射禱
以下の「アクト」(Actes) はアデルが提案し、そして自分で書いたもので、1809 年から
使われました。
キリストの割礼の祝日† から主の公現の祝日‡ まで
神さま、この年を以前の年の罪を償うためにあなたにおささげします。
主の公現の祝日後の週

1. あなたは、私の心の神、永遠に私の宝、私の遺産です。
2. 神さま、神さまに仕える人に何と慈悲深くいらっしゃることでしょう。
3. 神さま、ただ今から、私のすべてはあなたのものです。
4. 主よ、命の短さと死の不確かなことを私に自覚させてください。
5. 神さま、あなたのお気に召すためでない、すべてのものは虚栄に過ぎません。
6. 神さま、私が、人間的な尊敬のすべての鎖を打ち砕きますように。
七旬節の主日§ 。至高なる善、私はすべての善にましてあなたを愛します。
六旬節の主日¶ 。私は、これからはもう世俗を棄てて、イエスさまだけを愛します。
五旬節の主日‖ 。神さま、あなたに対して罪を犯すすべての人に代わって、あなたにお
赦しをお願いします。

四旬節の週
1. 主よ、私を助けてください。あなたなしでは私は滅びます。
2. 神さま、私はいつになったら、あなたを戴いてもう失うことがなくなるのでしょう。
†

編者註：1 月 1 日。
編者註：1 月 6 日。
§
編者註：灰の水曜日から 3 つ前の日曜日。復活祭から 9 つ前の日曜日。
¶
編者註：灰の水曜日から 2 つ前の日曜日。復活祭から 8 つ前の日曜日。
‖
編者註：灰の水曜日から 1 つ前の日曜日。復活祭から 7 つ前の日曜日。
‡
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3. 神さま、あなたを永遠に讃えることが出来ますように、私の心と舌を自由にしてく
ださい。

4. 神さま、あなたは痛悔し、謙 (へりくだ) った心を軽んじられません。
5. 受難の主日。神さま、私の心をあなたの住まいとするために、私の心を備えてくだ
さい。

6. 聖週間。神さま、私の心の奥まで、あなたの苦しみを刻んでください。

復活の主日後の週
復活祭の週。神なる贖い主、私があなたのいのちによって生きますように。

1. 白衣の主日、神さま、世俗が与えることの出来ないこの平和を私に与えてください。
2. 神なる牧者、私をあなたの天なる牧場に導いてください。
3. 主よ、私の心を聖なる喜びで充してください。
4. 古くて新しい美、私はあなたを愛するのが遅すぎました。
5. 主よ、私をあなたの後に引き寄せてください。
主の昇天の祝日から聖霊降臨の主日まで。聖霊来てください。私たちの心を燃え立た
せ、かき立ててください。
聖霊降臨の主日から三位一体の主日† まで。聖霊、あなたの聖なる光で私を照らしてく
ださい。
三位一体の主日からキリストの聖体の祝日‡ まで。崇むべき三位一体、私はあなたを礼
拝します。
キリストの聖体の祝日の八日間。祭壇の至聖なる秘跡が永遠に讃えられ崇められます
ように。

†
‡

編者註：聖霊降臨の主日の次の日曜日。
編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
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聖霊降臨の主日後の週
3. 神さま、私が探し求めたいのはあなたの栄光です。
4. 神さま、私は私を完全にあなたに委ねます。
5. 神さま、あなただけが私の心を充たすことが出来ます。
6. 主よ、私は、私の存在のすべてをあなたにささげます。
7. 神なる王、私の心を治めてください。
8. 神さま、私の唯一の願望となってください。
9. 神さま、私の遁 (のが) れ場、私の希望。
10. 神さま、私の愛を倍加してください。
11. 神さま、何度となく繰り返した私の不忠実を赦してください。
12. 神さま、私の惨めさを憐れんでください。
13. 神さま、私を見捨てないでください。
14. 神さま、私の心はあなたのお恵みを戴く用意ができています。
15. 神さま、私はあなたに全幅の信頼を置きます。
16. イエス・キリスト、私はあなたの十字架においてのみ誇りたいと思います。
17. 神なる救い主、私はあなたのものです。私が滅びることを許さないでください。
18. 神さま、あなたの道に従うために、新たな勇気を私にください。
19. 神さま、私はあなたを愛します。あなたは私の力です。
20. 神さま、もし私があなたを失うようなことになれば、宇宙を得たとしても何になり
ましょう。

21. 私の救い主、私を苦しめるこの情念から私を開放してください。
22. 主よ、必要なものは聖性だけというのは本当です。
23. 神さま、あなたは、あなたに仕えるすべての人に、何と多くの喜びをとっておかれ
ることでしょう。
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待降節の週
1. 主よ、来てください。あなたのご慈悲の効果を私たちに見せてください。
2. イエスさま、来て、私の心にお生まれになってください。
3. イエスのみ心の貧しさ、私の心を解脱させてください。
4. 神なる幼な子イエス、来て私を救ってください。

主の降誕祭の週から元日まで。私が悪く使った年月を見て、苦い気持ちでその年月を思
い起こしたいと思います。
聖母の被昇天の祝日のために。聖なるおとめマリア、私の遁 (のが) れ場、私の希望と
なてください。
諸聖人の祝日のために。聖人たちが私たちを待っています。急ぎましょう。
死者の日のために。主よ、永遠の安息を彼らに与えてください。
自分の洗礼の記念日のために。神さま、私は、私をあなたの子供の中に召してくださっ
たことを感謝します。私は、私の約束を新たにします。
初金曜日のために。神さま、あなたの豊かなお恵みに、特に、立派な死のお恵みを私た
ちの上に注いでください。

イエス・マリア・ヨゼフ万歳
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日付順による手紙のリスト
1805 年
1

2 月 2 日 – マドゥモワゼル・ディシェ宛。
アデル・ドゥ・バーツ・ドゥ・トランケレオンがアガト・ディシェに書いた保存さ
れている最初の手紙。

2

3 月 27 日 – すべてにおいて私たちの心を神さまの方へ上げなければなりませ
んし、私たちが神さまを愛するように導かれなければなりません。

3

4 月 10 日 – 私たちの贖罪の大きな秘義についての黙想。

4

4 月 18 日 – 罪を避けることについて。

5

4 月 24 日 – 神さまの栄光だけを求めること。気持ちの緩みとの戦い、また、
人が気持ちの緩みと戦うのを助ける。

6

4 月 30 日 – 祈りのお願い。ご聖体を戴く願望。

7

5 月 8 日 – 心の喜びと平和。服装において慎みを保つ勧め。

8

5 月 29 日 – 神さまだけが悲しむ心の唯一の慰めです。

9

6 月 4 日 – 選ぶべき生活形態について聖霊がそのみ照らしをくださるように、
聖霊に祈ること。

10

6 月 8 日 – 誰がイエス・キリストに対する愛から私たちを離すでしょうか。

11

6 月 27 日 – 聖ペトロの祝日† のための規則。

12

7 月 5 日 – 友情は、神さまをますます愛するために役立つものでなければなり
ません。アガトが霊的指導者を換えるのが分かって、アデルは喜んでいます。他の
会員たちがお互いに助言をし合うのを見たいとの願望。

13

7 月 14 日 – 10 月にアガトに会いに行く希望。アデルは、この訪問が神さまの
栄光に向かうように、その時まで天使祝詞を 1 回唱えることを提案します。アガト
が、その姉ジャンヌがトランケレオンでの滞在を延ばし過ぎるともらしたので、ア
デルはアガトを咎めています。

†

編者註：6 月 29 日。
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14

7 月 23 日 – 聖母の被昇天の祝日の準備。聖母マリアの模範に倣って罪を避け
ましょう。

15

8 月 13 日 – 罪の償いのため生活の困難を堪え忍ぶこと。

16

8 月 20 日 – マリアさまの徳、純潔、謙遜、従順、神さまに対する愛、苦しみ
における忍耐について。

17

9 月 1 日 – 「平和と和解」の秘跡の恩恵。

18

9 月 10 日 – アデルは、被造物と創られた物からの解脱についての「デフィ (déﬁ,
競争)」を提案します。

19

9 月 18 日 – 前回の聖体拝領以後の霊的進歩についての糾明。被造物からの解
脱。アデルは、堅信を受けることになった弟と従弟のために祈りを頼んでいます。

20

9 月 26 日 – 神さまに対する愛の聖なる競争について、お互いに「刺激」し合
わなければなりません。私たちが誘惑に抵抗する力を見付けるのはご聖体拝領の中
においてです。

21

日付なし

– 手紙の主題で、この手紙は 9 月 26 日と 10 月 14 日の間に位置付け

られます。と申しますのも、「聖テレジア† の祝日‡ が近づいて来ます。」とあるから
です。

22

10 月 14 日 – 神さまのみ旨に対する服従。

23

11 月 2 日 – 四終 (死、審判、天国、地獄) について。

24

11 月 13 日 – 神さまを愛し、罪を避けることの勧め。悲しみに流されないこと。

25

11 月 27 日 – ご聖体拝領の恩恵。罪を避けること。

26

12 月 3 日 – 用心について。

27

12 月 10 日 – アガトの聴罪師がアジャンに帰ってきたことについて。神さま
を愛すること。誘惑に負けないこと。

28
†

12 月 23 日 – 主の降誕と新年の準備。

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：10 月 15 日。
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1806 年
30

1 月 15 日 – 主を愛すること。敵に誘惑されないこと。カーニヴァルを尊く過
ごすことによって四旬節の苦行に備えること。

31

1 月 21 日 – 聖アグネスの祝日† 。この聖人を模範とすること。

32

1 月 29 日 – 被造物からの解脱についての「デフィ (déﬁ, 競争)」を思い起こさ
せています。

33

2 月 9 日 – 種蒔の福音‡ について。

34

2 月 26 日 – 神さま、私たちの罪を赦してください。私たちが死ぬ時に、そう
ありたいと思う気持ち。

35

3 月 25 日 – 神のお告げの祝日§ 。マリアさまの徳、特にその謙遜と純潔を模倣
すること。

36

4 月 1 日 – キリストが私たちのために堪え忍ばれた苦しみのゆえに、神さまを
讃えること。

37

4 月 10 日 – 聖霊のご降臨に備えること。復活されたキリストが私たちに残さ
れた平和について。

38

4 月 23 日 – ご聖体によって養われる人の体の品位。

39

4 月 29 日 – 神さまにおいてのみ喜ぶこと。黙想のお恵みを活かすこと。

40

5 月 6 日 – 主の昇天の祝日のための規則。聖霊降臨の主日の準備。

41

6 月 5 日 – キリストの聖体の祝日についての考察。

42

6 月 26 日 – 聖ペトロの祝日¶ のための規則。「会」の会員の数が多くなって行
くのを見ることの喜び。

43

†

7 月 9 日 – 人生の短さ。時間の有効な使用。

編者註：1 月 21 日。
編者註：マタイによる福音書 第 13 章第 1-9, 18-23 節。マルコによる福音書 第 4 章第 1-9, 13-20 節。ル
カによる福音書 第 8 章第 4-8, 11-15 節。
§
編者註：3 月 25 日。
¶
編者註：6 月 29 日。
‡
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44

7 月 17 日 – 神さまは私たちの心のすべてに値します。すみやかに神さまのみ
旨を果たすこと。

45

7 月 22 日 – マグダラの聖マリアの模範に倣って回心すること。

46

7 月 31 日 – 常に徳に進歩するため、剛毅の霊を授けて戴くように祈ること。

47

8 月 7 日 – 聖母の被昇天の祝日† の準備。

48

8 月 13 日 – ご聖体を戴くことのしあわせ。ご聖体拝領を有効に活かすこと。

49

8 月 21 日 – アガトがトランケレオンを来訪したことの喜び。神さまのために
魂を獲得するためあらゆることをすること。

50

9 月 4 日 – ご聖体に対する信仰と尊敬。

51

9 月 9 日 – 被造物からの解脱の「デフィ (déﬁ, 競争)」の想起。次の諸聖人の
祝日‡ まで、一人の聖人を模範にしてこれを模倣すること。

52

9 月 18 日 – ご聖体拝領から次のご聖体拝領まで戴いたお恵みを保持すること。
3 時に「会」の集まりを思い起こすこと。

53

9 月 25 日 – すべてにおける唯一の目的は神さまの栄光です。他の会員の良い模
範を模倣すること。諸聖人の祝日まで、アデルのための模範は聖なるおとめマリア。

54

10 月 9 日 – アガトに会いたい願望と、アガトがラリボ師に会うことが出来る
ことの願望。霊的指導者の不在を有効に活かすためのアガトに対する助言。

55

11 月 12 日 – 神さまに対する私たちの愛はどのようになっていますか。会員
を受け入れることについて、ラリボ師が与えた助言。

56

11 月 20 日 – ラリボ師のトランケレオン訪問。

57

11 月 27 日 – 罪を避けること。世俗のすべての善よりも神さまのお恵みを評
価すること。

58

12 月 4 日 – 神さまに対する愛と十字架を受け入れること。

59

12 月 11 日 – 待降節、回心のための「好都合な時期」。

60

12 月 17 日 – イエスさまのご誕生における貧しさと謙遜。

†
‡

編者註：8 月 15 日。
編者註：11 月 1 日。
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61

12 月 24 日 – 去り行く年についての考察。

1807 年
62

1 月 1 日 – この年を、これが私たちの人生の最後の年であるかのように生きま
しょう。精神と考え方の一致のために会員間で手紙を回覧すること。

63

1 月 6 日 – 神さまは、誘惑との戦いにおいて、私たちと一緒に戦われることを
望まれます。

64

1 月 15 日 – カーニヴァルの期間において取るべき態度。

65

1 月 21 日 – ご聖体を戴くための必要な心構え。

66

1 月 28 日 – 会員の数の増加の予想は、アデルにとっては同志たちの熱心を励
ます新たな機会です。

67

2 月 5 日 – 聖アガタを模倣すること。四旬節の始まり、私たちの体以上に私た
ちの情念の断食をしましょう。

68

2 月 8 日 – 灰の水曜日についての考察。

69

2 月 18 日 – 聖なる説教師ミケル師との出会いについて。

70

2 月 25 日 – 復活祭の準備。神さまのみ言葉の大切さ。

71

3 月 5 日 – 四旬節、神さまのご慈悲を懇願するために時宜を得た時節。

72

3 月 10 日 – ベロック夫人の 2 番目の男児の誕生。心からイエス・キリストを
愛しましょう。イエス・キリストが先に私たちを愛してくださいました。

73

3 月 18 日 – 聖週間を、苦行、潜心、そして、そこに想起される秘義の黙想の
うちに過ごさなければなりません。

74

3 月 23 日 – 復活祭のための「熱心さ」の願い。

75

4 月 1 日 – 心と精神の自由を獲得すること。栄えある体の資質を模倣すること。

76

4 月 8 日 – 自分を警戒し、潜心の静けさの中に自分を保つ最良の方法。

77

4 月 16 日 – すべてのキリスト者に欠かすことのできない苦行の精神について。
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78

4 月 22 日 – 常に警戒すること、勇気で武装すること。もし私たちが望めば、
私たちは勝利が確信出来ます。

79

4 月 29 日 – 自分自身からの解脱、決して離れないように主イエスに強く結び
つくことの条件。

80

5 月 5 日 – 主の昇天の祝日と聖霊降臨の祝日の準備について。

81

5 月 14 日 – 聖霊を戴く心構えについて。

82

5 月 21 日 – 私たちの業が、私たちが本当に炎と愛の霊を戴いたかどうかを証
明しなければなりません。

83

5 月 23 日 – 聖体の秘跡について。

84

6 月 18 日 – アデルは、コンドムに旅行して何人かの会員を獲得した後、「会」
のすべての会員がこの世では神さまに気に入って戴くことが出来るように、また、
後の世では神さまを永遠に讃えることが出来るように、願っています。

85

6 月 24 日 – 「神より大いなる栄光のために」、これが「会」の一般目的でなけ
ればなりません。一人の人を徳において形成すること、ラリボ師によって提案され
た実践。

86

7 月 2 日 – 神さまが私たちの導き手、ただ一人の慰め手であってくださいます
ように。

87

7 月 9 日 – すべて神さまのもの、イエスさまのものとなりましょう。

88

7 月 16 日 – 私たちは遠くまで広がりました、私たちが、神さまに対する愛に
おいて遠くまで広がることが出来ますように。
「会」の保護者聖なるおとめマリアに
しばしばより頼むこと。

89

7 月 23 日 – 服装についてのラリボ師の助言。
1807 年 7 月 23 日以降 1809 年 1 月 19 日まではアデルの手紙は 1 通もありません。

1809 年
90

1 月 19 日 – 罪人の遁 (のが) れ場マリア、結果の出る形で読書する方法 (「マ
リアの下僕の手引き」の条項)。
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91

1 月 26 日 – 聖人になるために聖なるおとめマリアの助けを懇願すること。「マ
リアの下僕の手引き」にある奉献によって自分をマリアさまに捧げること。

92

2 月 2 日 – 「マリアの下僕の手引き」にある「読書」についての条項に関して。

93

2 月 8 日 – カーニヴァルの時期に犯される行き過ぎのために償いの勧め。神さ
まについて話すのですから、尊敬と注意をもって手紙を書くこと。

94

2 月 14 日 – 屈辱を堪え忍ぶことと受け入れること。

95

2 月 19 日 – 誘惑の時、神さまの助けがなかったら私たちはどうなるでしょうか。

96

3 月 2 日 – 「会」は大きくなります。私たちが目の前にする聖なる模範に倣う
ように努めましょう。天国を熱望しましょう。如何なる代償を払っても聖人になり
ましょう。

97

3 月 15 日 – シャミナード師およびマドゥモワゼル・ドゥ・ラムルスとの文通
の暗示。イエスさまのみ心にとって大切な二つの徳、柔和と謙遜。

98

4 月 4 日 – 罪人がもたなければならない謙遜。

99

4 月 11 日 – 私たちは、同時に、イエス・キリストと世俗に属することは出来
ません。

100

4 月 28 日 – すべてを神さまのためにすること。

101

5 月 2 日 – 忍耐と謙遜の勧め。

102

5 月 19 日 – 聖霊の賜についての小解脱。

103

6 月 1 日 – 聡明の賜と、その結果としての謙遜について。

104

6 月 8 日 – アデルの洗礼の記念日。戴いた恩恵についての感謝。

105

6 月 15 日 – あらゆる手段によって神の栄光を得るように努めましょう。

106

6 月 21 日 – すべてにおいて自分を神さまのみ旨に委ねること。

107

6 月 29 日 – 私たちの心が可能な限り神さまを愛しましょう。

108

7 月 6 日 – いろいろなことについて、エリザ・ドゥ・ボーフィスの心の試練に
ついての心配、過ぎ去る時を一瞬も無駄にしないこと、
「会」が与るミサの想起。

415
109

8 月 25 日 – 自分自身を知ることについて。

110

9 月 25 日 – 秘跡を授かる準備について。

111

11 月 2 日 – 煉獄の霊魂のためのとりなしの祈り。

112

11 月 6 日 – ただ、神さまお一人に属するただ一つの心となりましょう。

113

12 月 21 日 – 重い病を患った後、アデルは、時の短さについてより以上に敏感
になります。

1810 年
114

1 月 8 日 – 戴いたお恵みについての考察。

115

2 月 11 日 – 神さまに快いものとなる如何なる手段も疎かにしないこと。時は
短い。カーニヴァルの時期に犯される行き過ぎを償うこと。

116

2 月 19 日 – 意向の純化。すべての人間的な動機からの解脱。

117

2 月 28 日 – 世俗からの完全な離別。世俗との関わりをもつ友人のことを忘れ
ないこと。

118

3 月 25 日 – 神のお告げの祝日† 、おとめマリアの謙遜と純潔。

119

3 月 31 日 – 神さまの慈悲についての考察。

120

4 月 14 日 – 救い主のご受難の黙想から得た気持ち。

121

5 月 15 日 – キリスト者の用心について。

122

5 月 23 日 – 時間の良い使用についての黙想。

123

5 月 31 日 – 主の昇天の祝日についての考察。

124

6 月 7 日 – 聖霊とその賜を願望すること。ロンピアンへの旅行の話。

125

6 月 10 日 – アデルは 21 歳になりました。もう、自分自身を当てにせず聖霊の
力を当てにすること。

†

編者註：3 月 25 日。
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126

6 月 20 日 – キリストの聖体の祝日† の八日間。この「素晴らしい恩恵」につい
ての感謝。償いの精神。

127

6 月 25 日 – ご聖体に対する賛歌「サクリス・ソレムニス」(Sacris solemnis‡ )
についての省察。

128

7 月 2 日 – 聖母のエリザベト訪問の祝日§ 。マリアさまの愛徳を模倣すること。

129

7 月 10 日 – アデルは友人に、神のみ旨に信頼すること、子としてお委ねする
ことを勧めています。

130

7 月 15 日 – 私たちの主イエス・キリストのみ名においてすべてをすること。
アガトに提案する「デフィ (déﬁ, 競争)」。

131

7 月 24 日 – 神さまだけが心を完全に充たすことがお出来になります。大変脆
い自分を見て落胆しないこと。自分が脆いことの確認を、愛徳を獲得するために活
かすこと、そして、隣人の過ちを赦すこと。

132

7 月 30 日 – 人生における反対を静かに受け入れることによって、絶えず自己
放棄をすること。

†

編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
編者註： Sacris solemnis 聖なる祭りに
聖なる祭に 喜び合わせよ。
心の底から 喜びの歌を。
旧約は去りし 全ては新に 心も声も行いも。
あの夜になせり 最後の晩餐、
わが主は弟子らに 先祖らの受けた
法 (のり) に従いて 与え給うたり 子羊と種なしパンを。
前兆 (しるし) の子羊 食されたりしが
成就せり旧約。 主はおん体を
み弟子らに与え 全てが皆へと 一人一人へに手渡さる。
か弱い者らに 御体を糧と、
悲しむ者らに 御血の飲み物を
与え給えしぞ。 杯を受けよ、 皆、これ飲め、と命じつつ。
かく定めたりし このいけにえをば
司祭らのみにぞ 主は委ねたりし。
彼らは食して、 他の者たちにも 与えるのを望み給うた。
天使らのパンは 人のパンとなり、
天上のパンは、 前表を終えた。
感嘆すべきよ、 貧しき卑しい しもべが主を食するとは！
三位なる天主、 唯一の天主、
御身を崇める われらに来たりて
御身の小道を 導き給えよ、 御身の光の御国へ。
§
編者註：現在では 5 月 31 日。もと 7 月 2 日。
‡
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133

8 月 13 日 – 免償と免償を戴くために必要な心構え。

134

8 月 20 日 – マリアさまの徳、特に謙遜と純潔について。

135

9 月 3 日 – 罪を前にしての神さまの慈愛と慈悲、そして、繰り返される忘恩。
アデルはそこから自分の召命は世俗を放棄することにあると結論づけます。

136

9 月 10 日 – 謙遜についての考察。

137

9 月 26 日 – 神さまのお恵みがなかったら、私たちに何が出来るでしょうか。

138

10 月 22 日 – 諸聖人の祝日† の準備。

139

10 月 28 日 – 落胆しないこと。神さまは私たちの父、私たちの力、私たちの救
い主でいらっしゃること。

140

11 月 5 日 – 霊的な事項にすべての熱情を傾けること。

141

11 月 14 日 – アデルは自分の弱さを告白しています。そして友人に、すべて
を神さまの慈愛に期待するように、神さまに対して罪を犯す危険がある時には、心
で、イエスさまのおん傷の中に隠れるように勧めます。

142

11 月 20 日 – たくさんの聖人たちの模範によって自分を励ましましょう。必
要なものは聖性だけです。

143

12 月 10 日 – 熱心、苦行、謙遜によって主の降誕を準備しましょう。

144

12 月 16 日 – 主の降誕の準備。救い主の謙遜、その燃える愛徳について黙想す
るため、まぐさ桶に集まること。二人の友人の主な欠点、気性の激しさ、不忍耐. . .

145

12 月 24 日 – 「会」の目的の一つは聖なる死の準備をすること。年末にあたっ
て、私たちの魂の状態を糾明すること。

1811 年
146

1 月 12 日 – アデルは自分の不忠実を告白していますが落胆はしません。アデ
ルはイエスさまの模範に倣って、年令においても、お恵みにおいても、知恵におい
ても、神さまの前でも、人の前でも成長することを勧めます。

†

編者註：11 月 1 日。
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147

1 月 30 日 – 忠実であるためには聖体拝領が必要なこと。自分たちの堅信の記
念日の想起。

148

2 月 5 日 – 聖アガタの祝日† 。この聖人に倣うこと。主の奉献の祝日‡ について。
コンドムの会員フェールトーヌのことでの悲しみ。

149

2 月 12 日 – 人生にはたくさんの障害があります。聖人たちの模範に倣って自
分を励ましましょう。

150

2 月 27 日 – 自分を矯正するためには長い時間が必要です。アデルは友人に、
四旬節のためのプログラムを提案しています。

151

3 月 12 日 – 天国に値するようにすべての努力を傾けること。神さまの前で生
きる習慣をつけること。時間を無駄にしないこと。

152

3 月 18 日 – 誘惑においては、決して落胆しないこと。私心のない決心を取る
こと。神さまに頼ること。

153

3 月 26 日 – 射禱について。聖なる魂たちを模倣すること。

154

3 月 29 日 – 復活祭が回心と救いの時でありますように。会員たちの模範。

155

4 月 25 日 – 心をつくして神さまを愛し、神さまに仕えること。

156

5 月 11 日 – フィジャック。アデルは、自分が自分の弱さの悲しい経験をした
こと、でも、イエスさまのおん傷の中にその薬を探したいと書いています。

157

6 月 6 日 – 6 月 10 日でアデルは 22 歳になります。この年がより良い年である
ようにとの願望。キリストの聖体の祝日§ の八日間に愛を倍加しましょう。アジャン
に赴く期待。

158

7 月 18 日 – ラリボ師が 2 日間、トランケレオンで過ごしました。アデルは会
話の題を友人に知らせています。

159

7 月 24 日 – 主に自分を犠牲としてささげましょう。自分を矯正するためにあ
らゆる手段を用いましょう。聖フランソワ・ドゥ・サール¶ の模範。

†

編者註：2 月 6 日。
編者註：2 月 2 日。
§
編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
¶
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
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160

10 月 14 日 – マドゥモワゼル・スーレット・ポワトヴァン宛
アデルの父の病気。スーレットはボルドーに行ってシャミナード師に会いました。
ロンピアンの集まりで、会員たちは各自、マリアさまの徳の一つを「籤 (くじ) 引
き」しました。

1812 年
161

3 月 13 日 – マドゥモワゼル・スーレット・ポワトヴァン宛
人は、二人の主人に仕えることは出来ません。

162

5 月 22 日 – アデルはコンドムで 2 ヵ月過ごしたところです。アデルは自分の
印象を友人に伝えています。ご聖体に対してもたなければならない気持ち。

163

10 月 15 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アヴィラの聖テレジアの祝日† に、罪についての黙想。

164

10 月 21 日 – 情念から解脱すること。聖フランソワ・ドゥ・サール‡ の模範。諸
聖人の祝日§ が近づいて、聖人たちのとりつぎを懇願すること。

165

10 月 27 日 – アデルは、ベロック夫人と一緒にサン・タヴィにいます。そし
て、何人かの会員を獲得しようと努めています。聖人たちの徳を模倣すること。

166

11 月 11 日 – ベロック氏の病気。

167

11 月 19 日 – ベロック氏の死亡。アデルは友人を慰め、人生の短さを思い起
こさせます。

168

11 月 26 日 – 解脱と用心の勧め。

169

12 月 2 日 – 無原罪の聖マリアの祝日¶ の準備。アデルは、自分の生徒たちのこ
とに言及しています。

170

12 月 30 日 – 新年のための願望。私たちの心から自尊心をなくすこと。常に
用意していること、この年が最後の年になるかもしれません。

†

編者註：10 月 15 日。
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
§
編者註：11 月 1 日。
¶
編者註：12 月 8 日。
‡
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1813 年
171

1 月 5 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
「東方の博士たちと一緒に私たちの贈り物をイエスさまにもって行きましょう。
」神
さまに私たちの感謝の気持ちを表すこと。本当のキリスト者であること。

172

1 月 21 日 – 私たちの熱意をかき立てましょう。私たちは小さな使徒でなけれ
ばならないですから。柔和で寛大でありましょう。

173

1 月 27 日 – 聖母マリアのおん浄めの祝日† 。

174

2 月 1 日 – 常に人生の短さを自覚しましょう。世俗と自分から解脱すること。

175

2 月 16 日 – カーニヴァルの期間の濫用のために償いをすること。マリアの家
庭を広めること。

176

2 月 23 日 – 犯される悪のために償いをすること。自分のプチッ・テコル (小
さな学校) の暗示。

177

3 月 3 日 – 四旬節の間、肉体的断食、そしてそれ以上に精神的断食。すべて神
さまのものであるために苦行する決心。分かつことなく神さまに仕えること。

178

3 月 8 日 – 私たちは、神さまの助けがなければ滅びます。主の恩恵に応える
こと。

179

3 月 16 日 – 四旬節の間、苦行するように努めましょう。優しさに満ちておら
れるおん父に自分をささげましょう。

180

3 月 29 日 – 罪の悪意。アデルは、聖フランスワ・ドゥ・サール‡ のとりつぎに
よって痛悔と謙遜のお恵みを願います。

181

4 月 21 日 – 復活されたイエスさまが私たちの模範となってくださいますよう
に。イエスさまに、愛には愛で応えること。

182

4 月 27 日 – 聖霊降臨の主日が、魂の真の平和を獲得するために、あふれる霊
に私たちを備えてくださいますように。

183
†

5 月 3 日 – 聖体の秘跡について。

編者註：2 月 2 日。
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
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184

5 月 11 日 – 完全に主のものであるために、分かたれた心であってはなりませ
ん。神さまの声を聞くために孤独でいることを好むこと。

185

5 月 19 日 – 主の昇天の主日。私たちを待っている報いのために、私たちが何
も苦にすることがありませんように。

186

5 月 23 日 – 聖霊降臨が近づきます。この、あふれる神なる霊に値しましょう。
アデルはラリボ師に会いました。シエナの聖カタリナ† の模範に倣って、私たちの心
の奥に隠遁 (いんとん) の場を造りましょう。

187

6 月 2 日 – アデルは聖霊降臨の主日の内的な準備に没頭したいと思うのです
が、弟の結婚が近いことで心が散漫なのを感じています。

188

6 月 15 日 – イエス・キリストを瞑想することの中に、熱心を呼び起こすこと。

189

6 月 24 日 – アデルの両親がバレージュに温泉治療に出掛けます。洗礼者聖ヨ
ハネの祝日‡ 。聖フランスワ・ドゥ・サール§ がその自己犠牲を感嘆する、この聖人
の徳を模倣すること。

190

7 月 6 日 – この流刑の地からの解脱。すべての行い、特に祈りに気を配る。

191

7 月 21 日 – 聖体拝領とその準備の大切さ。

192

7 月 25 日 – アジャンの会員たちへの回章。ローモン師は彼女たちのマリアへ
の奉献を受け入れることになります。もつべき心構え。マリアの子に目立たなけれ
ばならない資質。

193

9 月 3 日 – アガトはトランケレオンに滞在しました。アデルは彼女にその出発
を残念がる気持ちを表しています。ベロック夫人が彼女に代わって来ました。大き
く広い心で、勇気に充たされましょう。

194

9 月 8 日 – ピュッシュの会員たちの奉献。マリアの誕生の祝日¶ 。私たちの神
の母と共に、私たちが生まれ変わることが出来ますように。

195

9 月 16 日 – ローモン師がトランケレオンに行きました。師はエメをコングレ
ガシオンの会員として受け入れました。家族の近況。

†

編者註：シエナの聖カタリナ (1347-1380)。ドミニコ会第三会員。教会博士。
編者註：6 月 24 日。
§
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
¶
編者註：9 月 8 日。
‡
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196

9 月 22 日 – アデルは勇気をもって十字架を担うように友人を励まします。も
し、私たちが十字架を担えば、今度は十字架が私たちを天国まで運んでくれるで
しょう。

197

9 月 29 日 – 神さまだけ。天の祖国を絶えず願望する外国に住む人のように、
この世では生活しましょう。

198

10 月 11 日 – 世俗を避けること。謙遜と神さまに対する大きな信頼がお恵み
を引き付けます。

199

10 月 20 日 – 神さまは、感嘆すべき知恵をもって、十字架と慰めを混ぜられま
す。神さまだけが私たちの心を充たすことがお出来になります。

200

10 月 27 日 – 諸聖人の祝日† には、大変立派な模範である聖人たちのあとに従
いましょう。

201

11 月 4 日 – どのような代償を払っても聖人になりましょう。世俗と訣別しま
しょう。そして、神の子の聖なる自由に入りましょう。

202

11 月 10 日 – アデルは世俗を棄てる印として十字架を首にかけています。ア
デルは、考えを自分と分かち合う同志たちにこれに倣うように勧めます。十字架に
かけられたイエスさまの本当の花嫁となりましょう。十字架から逃げないようにし
ましょう。

203

11 月 15 日 – 聖マリアの奉献の祝日‡ 。マリアさまと共に、私たちを完全に私
たちの主におささげしましょう。アデルにとって、殆ど毎日曜日聖体拝領が出来る
ことのしあわせ。この恩恵によって求められる忠実。

204

11 月 25 日 – 主は最も小さなことにまで報いてくださいます。最も忠実であ
られる花婿に対して忠実でありましょう。

205

11 月 30 日 – 無原罪の聖マリアの祝日§ に、心の深い純潔によって、マリアさ
まに対する私たちの奉献を、更新する準備をしましょう。

206

12 月 7 日 – アデルは予言的霊感のようなものをもっています、神さまは私た
ちのために、大きな計画をもっておられます。その計画を無駄なものにしないよう

†

編者註：11 月 1 日。
編者註：11 月 21 日。
§
編者註：12 月 8 日。
‡

423
にしましょう。アデルはロンピアンへの旅行を思い起こさせながら、友人に、その
時に取った決心を更新するように勧めます。

207

12 月 14 日 – 主の降誕が近づいて、アデルに霊的な完全な刷新の願望を起こ
させます。

208

12 月 21 日 – 私たちの解放者が来られます。私たちの心が備えられているの
を見ることがお出来になるでしょうか。神さまは善意までもご覧になって、報いて
くださいます。

209

12 月 29 日 – 新年おめでとうございます。私たちの主な欠点を取り除くよう
に一生懸命努めましょう。何か神さまのためにすることを始めましょう。

1814 年
210

1 月 3 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
重い病気にかかっているアガトの従妹の一人が自分の状態について思い違いをして
います。アデルは友人に、そのことを彼女に悟らせるように勧めています。主の公
現の祝日† に、苦行した清い心でまぐさ桶に行きましょう。

211

1 月 11 日 – アデルは自分の弱さと惨めさを感じ、それを償いの精神で受け入
れたいと思います。アデルはアガトに、気性の激しさ (二人に共通の欠点) を矯正す
るために自分と競争するように勧めます。

212

1 月 12 日 – マドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
急いで一瞬一瞬を利用するようにしましょう。すべてを神さまのために、そして、
愛によってしましょう。

213

1 月 18 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
1814 年の初めのころの何ヶ月間は、混乱と警報に満ちています。外国の軍隊が祖国
に侵入します。アデルは友人をより簡素な生活に導きます。まだ時間のあるうちに
永遠のための宝を増やしましょう。

214

1 月 25 日 – 落胆したり、悲しんだりすることなく、すべて神さまに属する意
志をもって神さまを信頼すること。神さまのみ旨だけを求めること。

†

編者註：1 月 6 日。

424
215

2 月 3 日 – 人生の短さについての考えが、私たちが罪から解放されるのを助け
てくれますように。戦いなくしては勝利はありえません。

216

2 月 3 日 – マドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
イエスさまが、私たちの心を支配してくださいますように。主が私たちに惜し気も
なく与えてくださる数限りないお恵みに対して、心して応えましょう。

217

2 月 16 日 – 私たちが多くの資格でイエス・キリストのものです。もう自分自
身のためには生きないようにしましょう。頻繁な聖体拝領を認められたアメリを見
ることの喜び。

218

3 月 3 日 – アデルはポミエス姉妹を訪問しました。アデルは、自分が容易に世
俗の精神を抱くことを告白しています。この四旬節の間、私たちの精神がもっと潜
心しますように。アデルは、アメリがジュリに何らかの助言をするように求めてい
ます。

219

3 月 9 日 – 戦争は世の中でいちばん大きな災禍です。自分の主な欠点を矯正す
るよう努めること。キリストに、より一層自分を結びつけること。ジュリに与えた
助言はその実を結びました。

220

3 月 26 日 – 熱心を倍加して、私たちの復活祭のご聖体拝領に備えましょう。
アデルは、神のお告げの祝日† に聖体拝領が出来なかった悲嘆を告白しています。

221

4 月 5 日 – キリストと共なる聖なる復活の願望。私たちに対する神さまのお恵
みは無限です、そして、そのことで私たちは、感謝の気持ちで充たされなければな
りません。

222

4 月 20 日 – フランスの政治情勢の中に神のみ手を認めること。今私たちは頭
を上げることが出来ます。「会」を広め、
「会」に新たな熱心を吹き込むために、戻っ
てきた自由を利用すること。これまで以上に私たちの主に仕えましょう。

223

4 月 23 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは時間について黙想しました。私たちのするすべてのことを、神さまのため
にしましょう。私たちの急ぐ気持ちを抑えましょう。

224

4 月 26 日 – マドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
アデルはその家族と共に、ポール・サント・マリーを通ったダングレム公爵に表敬に
行きました。アデルはこの出来事からきわめて超自然的な結論を引き出しています。

†

編者註：3 月 25 日。
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225

5 月 3 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ダングレム公爵のアジャンへの旅行は多くの人々を引き寄せましたが、その中に何
人かの会員もいました。アデルは熱意が彼女たちの中で盛んになることを願ってい
ます。アデルは、ベロック夫人が会員たちがもっと使徒的な熱意をもつように鼓舞
してくれるだろう、と信頼しています。神さまと被造物の間に分かち合いはありま
せん。

226

5 月 3 日 – マドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
アメリは会員たちに会いました。アデルはその孤独の奥から彼女たちが神さまにつ
いて話しているのを聞いています。神の奉仕に召してくださったことに感謝。若い
人たちのために祈ること。

227

5 月 9 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
神さまは私たちの大切な「会」の上に慈悲の目を注いでくださいました。アメリは
完全に神さまに結びつくことを決めています、そして、アガトの方はどうでしょう
か。主の昇天の祝日の準備。

228

5 月 10 日 – アメリはアデルに、すべて神さまのものになるとの決心を打ち明
けました。アデルは喜んで叫んでいます、
「この週が、主がお創りになった週の中に
数えられますように。
」このお恵みに対して忠実に応えなければなりません。神さま
に仕えることが出来るように、体に気を配ること。

229

5 月 25 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
必ず新たにされて高間を出ること。主に自分をささげるというアガトの決心のため
の喜び。そのことが求める忠実。

230

6 月 1 日 – マドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
6 月 10 日でアデルは 25 歳になります。熟年を主にささげ、過ぎ去った年月のため
に償いをすること。アデルはプチット・ソシエテ (小さな会) の目的を思い出させて
います、マリアさまのおん導きの下、イエス・キリストを広く知らせるために、
「私
たちは小さな群れのように組織された小さな使徒でなければなりません。
」

231

6 月 6 日 – ベロック夫人がトランケレオンに来ています、そのことはアデルに
とって大きな喜びです。でも、私たちの唯一の喜びは神さまに気に入って戴くこと
でなければなりません。自分の洗礼の記念日のために祈りのお願い。

426
232

6 月 7 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルの注意はキリストの聖体の祝日† にすべて向けられています。この秘跡の中で
私たちの主が受け入れられる侮辱を償うこと。聖体拝領の度ごとに、初聖体の時の
信仰と愛を携えること。

233

6 月 15 日 – マドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
アデル、ベロック夫人、ジュリはロンピアンへ旅行して、たくさんの友人たちに会
いました。
「大切な計画」はさらに一歩前進しました。修道名を付けました。

234

6 月 15 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ロンピアンへの旅行の話。私たちは修道名を付けました。あなたの修道名はスール・
マリー・デュ・サクレ・クールです。トランケレオンの聖堂で告解をさせ、聖体を
授ける許可がローモン師とラリボ師に与えられました。

235

6 月 16 日 – マドゥモワゼル・ジョゼフィーヌ・アベイエ宛
新しい会員。アデルはその喜びを表し、彼女に、神さまのお気に召すことだけを求
め、主から預かったタラントを増やすように勧めます。

236

6 月 22 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはアガトに、ベロック夫人と一緒にコンドムへ旅行することを告げています。
そして、そこからアジャンへ行くことが出来ればと願っています。でも、神さまの
み旨に合わせることだけを求めましょう。

237

7 月 6 日 – アデルはコンドムへの旅行の印象を述べています。貴重な会員の
獲得がありました。ドゥ・トランケレオン氏の健康状態は気掛かりな状態になりま
した。

238

7 月 6 日 – マドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
私たちはコンドムでお恵みを豊かに戴きました。神さまの栄光だけを求めましょう。

239

7 月 11 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはアガトに、ベロック夫人が発たれた後感じた心の空白を隠しません。しか
し、「神さまだけが私たちの心を充たすことがお出来になります、タボール山‡ と同
じようにカルワリオまで神さまに従って行くことを弁 (わきま) えなければなりま

†
‡

編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
編者註：主の変容がここであったとする説がある。

427
せん。
」と付け加えています。7 月 11 日以降は、アデルは、スール・マリー・ドゥ・
ラ・コンセプシオンと署名しています。

240

7 月 13 日 – マドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
自分の意志を断念することを学ぶこと、これが本当の信仰の印です。勇気を倍加し
ましょう。完全に神さまの意向に自分をささげること。

241

7 月 20 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
ローモン師とラリボ師のトランケレオン訪問の話。両師はアガトがそこにいないの
を残念がりました。聖体拝領が出来たことの喜び。イエスさまのためにだけ生きる
ことはアデルの最大の願望です。世俗にあって出来ることをすべて実行することに
よって修練期を始めること。

242

7 月 20 日 – マドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
ローモン師とラリボ師のトランケレオン訪問の話。この手紙は感謝の歌で、「主は
私たちにすべてを与えられます、主にすべてを与えましょう」の叫びで終わってい
ます。

243

7 月 26 日 – 神さまお一人が私たちの心を支配してくださいますように。いつ
も、あらゆる状況で神さまを愛しましょう。アメリの健康状態。

244

7 月 27 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
私たちの友情を私たちの霊的進歩に役立てましょう。私たちは、お恵みがなければ
何も出来ません、このお恵みを戴くのは祈りにおいてです。

245

7 月 31 日 – ベロック夫人宛
叔母の病気でアデルはアジャンに行けなくなるかもしれません。長上の健康回復の
ためノヴェナ (9 日間の修業)。病気回復のお恵みを得るためのドゥ・トランケレオ
ン氏の願い、フガロルに修道院を創るための 24000 フランの基金。アデルは「大切
な計画」のことを考えます。

246

8 月 3 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
神さまは私たちに特別なことを求められてはいません。普通のことにおける忠実と
完全を求められるのです。

247

8 月 9 日 – 聖母マリアの大祝日が間近です。マリアさまの愛を見て私たちの愛
をかき立てましょう。

428
248

8 月 17 日 – アジャンへの旅行の不確かなこと。私たちの計画、私たちの願望、
すべてが神さまのみ手の中にあります。前年のロンピアン訪問の想起。その時に取っ
た決心について黙想すること。

249

9 月 29 日 – 十字架称賛の祝日† 。十字架を決して恥ずかしく思うことのないよ
うにしましょう。神さまに永遠の感謝をささげましょう。ローモン師が私たちの草
案の写しを、少し時間の変更を加えて送りました。

250

10 月 13 日 – ローモン師のトランケレオン訪問。あらゆる手段によって神の
栄光を得ることを目指した小さな宣教者になる、というコングレガシオンの目的を
示したシャミナード師の手紙を、アデルはローモン師と共に検討しました。アデル
は、修練期を始めたいという自分と友人の願望を、シャミナード師に手紙で伝える
ことになります。

251

10 月 25 日 – ベロック夫人とサン・タヴィで過ごした日々の話。ローモン師
とラリボ師に会ったこと。神さまから豊かに戴いたお恵み。修道会の復興のためと
「私たちの計画」についての光を願うためのノヴェナ (9 日間の修業)。

252

11 月 2 日 – 死者の日についての黙想。この世で償いをすること。小さな罪ま
でも忌み嫌うこと。煉獄の魂たちのために祈ること。

253

11 月 8 日 – アデルは大変熱心な娘デジレ・ダルティーグとの面会の話をして
います。ラテラン教会の献堂の祝日‡ 。神さまに完全に自分をささげること、自分を
聖霊の神殿とみなすこと。

254

11 月 12 日 – マドゥモワゼル・スーレット・ポワトヴァン宛
会員の一人ひとりを念頭におきながら、アデルは、彼女たちの進歩のために、各自
に激励の言葉をかけています。

255

11 月 17 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
若い会員たちの立派な模範に倣うこと。聖体拝領が出来たことのしあわせ。聖体拝
領から次の聖体拝領までに取るべき態度。

256

11 月 23 日 – アデルはマリアさまに、プチット・ソシエテ (小さな会) 全体を
おん子にささげて戴くようにお願いしました。自分を、マリアさまのみ手によって
完全に主に奉献されたものとみなすこと。悔い改めと謙遜のうちに、待降節の時期
を迎えること。

†
‡

編者註：9 月 14 日。
編者註：11 月 9 日。
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11 月 28 日 – 待降節の間、惰眠から目を覚ましましょう。ボルドーからの返
事がないことに対するアデルの心配。でも待つ間、私たちの心を備えましょう。

258

12 月 8 日 – 無原罪の聖マリアの祝日。アデルは聖体拝領が出来たことの喜び
を述べています。シャミナード師は、
「完全な会則を示したい」と書かれました。よ
り一層の忠実によってこれほど多くのお恵みに備えること。

259

12 月 21 日 – シャミナード師は 6 ヵ月間の貞潔の誓願を立てることを勧めて
いました。アデルはラリボ師に意見を求めました。アデルはアガトを励まし、
「私た
ちは指輪を付けなければならないでしょう」と提示しています。

260

12 月 28 日 – 十字架にかけられたイエスさまの花嫁であるキリスト者の友人
に対する新年のための願い。キリストが、その友人たちをご自分に一致させてくだ
さるのは、十字架によってです。

1815 年
261

1 月 10 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、修道生活の真の精神、放棄と自分自身に死ぬことの精神、について自分
が戴いた光をアガトと分かち合っています。

262

2 月 14 日 – 神さまの助けがあれば、私たちにはすべてが可能です。イエスさ
まとその十字架を切り離すことは出来ません。主は、私たちをご自分に仕えるよう
にお召しになります。私たちの熱意のすべてを発揮しましょう。

263

3 月 2 日 – 依然として病にあるラリボ師のために祈らなければなりません。自
分自身からの解脱を獲得すること。アデルはボルドーに行くことが出来ないでしょ
う。しかし、ベロック夫人が行くことが出来ればと願っています。

264

4 月 6 日 – 神さまがフランスに平和を与えてくださいますように。心の平和を
お願いしましょう。神さまは悪から善を引き出すことがお出来になります。病状が
悪化したドゥ・トランケレオン氏のための祈りのお願い。

265

4 月 13 日 – 神さまは平和と平静を与えることがお出来になります。聖なるお
とめマリアに対する祈りの送付。これまでにまして私たちの進歩に励みましょう。
教会のために祈ること。

430
266

4 月 20 日 – 聖体拝領するお恵みを戴いている魂たちはしあわせです。出来る
限り神さまのみ前にいること。ローモン師がトランケレオンを訪ねてくることを知
らせてきました。

267

4 月 27 日 – 主の昇天の祝日に、精神で、天国まで主に従って行くこと。典礼
のそれぞれの祝日が秘義を深く生きる機会となりますように。

268

5 月 18 日 – ドゥ・トランケレオン氏の病状の悪化。神さまがお恵みになるこ
とだけを望むこと。

269

6 月 1 日 – キリストの聖体の祝日† の八日間。感謝のうちに生きること。ドゥ・
トランケレオン氏の消息。

270

6 月 8 日 – 洗礼のお恵みは何と素晴らしいお恵みでしょう。アデルのキリスト
者としての 26 年。ドゥ・トランケレオン氏の消息。

271

6 月 14 日 – ドゥ・トランケレオン氏の病状はさらに悪化。アデルは未来の生
命に思いを馳せます、そこではしあわせは堅固で、そして不変で永遠です。

272

6 月 22 日 – 6 月 18 日、ドゥ・トランケレオン氏死去。アデルは父の最期につ
いて、詳細を友人に少し述べています。

273

6 月 28 日 – ベロック夫人がトランケレオンに来ています。アデルはベロック
夫人と「大切な計画」についてよく話し合いました。私たちが神さまのご計画の中
にあることだけを行いますように。

274

7 月 5 日 – 神さまは私たちに多くのものを与えてくださいました。神さまはす
べてに権利がおありです。トランケレオンでアガトに会えることの希望。

275

7 月 13 日 – 生においても死においても、私たちの神なる主に忠実でありましょ
う。ドゥ・トランケレオン氏の死後 1 ヵ月。祈りのお願い。

276

9 月 6 日 – アデルは数日をアジャンで過ごしました。アジャン滞在の喜びとア
ガトと別れた残念な気持ちをアガトに表明しています。これから自分たちが選ぼう
とする聖なる身分のために、心の準備をするように勧めています。聖人たちに倣う
こと。
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9 月 16 日 – アガトは疲れています。彼女の霊的指導者は信心業を減らします。
アデルはすべての行いを祈りとするように彼女を励まします。

†

編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
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9 月 20 日 – 自分自身に対して忍耐すること。自分の惨めさから解放されたい
との不安な願望においてよりも、自分の惨めさを堪え忍ぶことに、より多くの謙遜
があります。免償を戴くことが出来るように、ダム・デュ・パラヴィス (Dames du

Paravis) の聖堂で集まりをもつことの許可をとること。
279

9 月 27 日 – アデルはコンドムにいます。アデルは会員たちの消息をアガトに
伝えています。

280

10 月 24 日 – ロンピアンへの旅行と他の会員たちとの関係。ローモン師、ラリ
ボ師とした小黙想。「大切な計画」が近々実現されるのを喜びをもって見ています。

281

11 月 8 日 – アガトの従妹、スゴンド・ディシェ 11 月 1 日に死去。アデルは、
過ぎ去る時と永遠のために働かなければならない義務について黙想します。
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11 月 19 日 – 21 日は、私たちは聖マリアの奉献の祝日† を祝います。改めて天
におられる花婿に自分を奉献しましょう。そしてこの奉献が、完全で、余すところ
のない永遠のものでありますように。
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11 月 22 日 – アデルは、時々、自分が打ちのめされていることを告白します、
しかし、ベロック夫人の勇気がアデルを力づけてくれます。アデルは賃貸借の契約
を結ぶために数日間アジャンに行こうと思っています。
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11 月 30 日 – 私たちの大きな祝日‡ に備えましょう。召命の計り知れない善の
ために感謝すること。アデルは、プロテスタントの二人の子供の面倒を見ています。
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12 月 17 日 – 主の降誕の祝日の準備。アデルは、シャミナード師においで戴く
のは嬉しいのですが、師がおいでになるのを遅らせた方がよろしいでしょうと、師
に書くことになります。
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12 月 28 日 – マドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛
年が明ける数日前、アデルは喜びの気持ちを思い切り表しています、
「この年が、私
たちの中の一部の人たちが私たちの神なる花婿に、自分のすべてを完全におささげ
する年」だからです。来る年のために会員たちに望むこと。
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12 月 28 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
同じ日、別の形での同じ喜びの気持ちがアガトへの手紙の中にも述べられています。

†
‡

編者註：11 月 21 日。
編者註：12 月 8 日。

432

1816 年
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1 月 3 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルはアガトに、修道生活を予定している人の一人ひとりから、自分の召命の歴
史についての簡単な覚え書きをもらいたいという、シャミナード師の願望を伝えて
います。
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1 月 5 日 – マドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛
前の手紙と同じ題。
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1 月 11 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
コングレガシオンの会員に送られた手紙はある心配を引き起こしましたが、アガト
がその代弁をしています。アデルはアガトの信仰の精神に訴えて答えています。

291

1 月 18 日 – アデルはフランスのための祈りを求めています。

292

1 月 25 日 – 表面に出てきた困難を前にして、
「もしそれが神さまの業であるな
ら」すべてが、いちばん良い方向で解決するだろうと深く信頼しています。

293

1 月 30 日 – アデルは、聖マリアのおん浄めの祝日† の機会に、全面的に自分を
主におささげするように、友人に勧めています。
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2 月 2 日 – マドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛
主に自分を完全に奉献することの想起。シャミナード師が近々来訪することの知ら
せ。コングレガシオンの集まりの仕方。

295

2 月 8 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは感謝と償いを友人に勧めています。

296

2 月 15 日 – アデルは本を友人たちに薦めています。

297

2 月 16 日 – マドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛
シャミナード師は予定していた旅行を延期しなければなりません、アデルはそのこ
とをコンドムの友人に伝えています。アデルは彼女にシャミナード師のベロック夫
人宛の手紙のことを彼女に知らせ、会員たちの消息を伝えています。

†

編者註：2 月 2 日。
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2 月 22 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
カーニヴァルの時期です。私たちの忠実によって神さまに対して埋め合わせをしな
ければなりません、そして、神さまに自分をささげる準備をしなければなりません。
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2 月 29 日 – 四旬節を際立たせるために、アデルはこの時期の間に、誰にも反
対しないという、「敬虔なデフィ (déﬁ, 競争)」をアガトに申し込みます。アデルは
自分たちが志願期をしていることを彼女に思い起こさせます。
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2 月 29 日 – マドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛
アデルは友人の反対に答えています。手紙の初めで、やがてジャクピ司教とシャミ
ナード師の間におきる意見の対立について触れています。アデルは、やがて自分た
ちが選ぶことになる修道生活に備えるように友人に勧めています。

301

3 月 7 日 – マドゥモワゼル・アガト・ディシェ宛
アデルは、神さまが自分を召される身分に自分が相応しくないと感じています。友
人に手紙を書きながら、アデルは、イエス・キリストのために魂を獲得するのに何
も妨げとならないように、自己改革をするよう自ら励ますのです。

302

4 月 25 日 – マドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛
コンドムに別れを告げに行って帰ってきたアデルは、天国への道は放棄の道である
こと、十字架にかけられた神さまの花嫁であることを熱望しなければならないこと、
を思い起こさせています。

303

5 月 10 日 – 創立のためにすべてが最終的に決まったように思えます。シャミ
ナード師とマドゥモワゼル・ドゥ・ラムルスの到着を待っています。アデルは黙想
のためアジャンに来るように友人を促します。アデルは友人に、男性のためのコン
グレガシオンが設立できる場合にしかコンドムには行かない、というシャミナード
師の願望を伝えています。

304

5 月 22 日 – アジャンに出発する前の最後の手紙。アデルは友人に主の昇天と
聖霊降臨の祝日の準備を勧めながら祈りと別れの言葉でその手紙を終わっています
が、それは勝利の叫びの響きをもっています。
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II 巻

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

xi

xiii

はじめに
アデル・ドゥ・バーツ・ドゥ・トランケレオン (メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシ
オン) の手紙の II 巻は、1816 年から 1828 年に及ぶアデルの修道生活の期間を含みます。

1816 年 5 月 25 日、アデルは 8 人の同志と共にアジャンに着き、尊者ギヨーム・ジョゼ
フ・シャミナードの指導を受けて、汚れなきマリア修道会の基礎を築きました。次の年、
最初の終生誓願が立てられました。
以降、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、姉妹たちがキリストの平和にお
いて自己成聖をし、キリスト者を増やすために努めるのをひたすら助けるために生きたの
でした。
長上職にあった 12 年間に四つの修道院を設立しましたが、それは 1820 年のトナン (ロ・
テ・ガロンヌ県)、1824 年のコンドム (ジェール県) とボルドー (ジロンド県)、1826 年の
アルボワ (ジュラ県) です。
その私心のない活動によって、また、自らを厳しく律すると共に、聖人たちがもつ信仰
と忍耐をもってその長く辛い病気を堪え忍ぶことによって、若くして体力を消耗したアデ
ルは、1828 年 1 月 10 日、「ダヴィドの子にホザンナ」の叫びと共にその最後の息を引き
取ったのでした。
その時から、アデルの聖性の評判は高く、修道会の発展とともに広まって行きました。

1986 年 6 月 5 日、アデルの徳の英雄性が教皇ヨハネ・パウロ 2 世によって宣言されました。
ローマにて、1987 年 6 月 10 日

xv

本書を読むにあたって
別に出される分析一覧からの手紙の研究を可能にするために、各段落に番号を付しまし
た。1 の番号は常に「アクト (Acte)」か「アクト」がない場合には最初の段落です。
「アクト (Acte)」—メール・マリー・ド・ラ・コンセプシオンは、手紙の頭には必ず、
十字架とイエス、マリア、ヨゼフ、テレジアのモノグラムを記しますが、その外に、格言
あるいは射禱が見られます、これが「アクト」です。この「アクト」の最初の考えは、ア
デルとジャンヌ・ディシェの友情の最初のころの 1803 年にさかのぼります。(手紙の I 巻
参照)
人名のアルファベット順のリスト

II 巻の巻末に、手紙に出てくる主な人の名前のアルファベット順のリストがあります。
修道女は二度名前が載っています、

1. 修道名で
2. 家族名で
修道女の略歴は常に家族名で書かれています。
略語
L.C. :

Lettres du Père Chaminade (シャミナード師の手紙)

L. AT, tome I :

Lettres Adèle de Trenquelléon, Tome I (アデル・ドゥ・トランケレオンの手紙、
I 巻)

H.R. o.c. :

Henri Rousseau, sm: Adèle de Trenquelléon et son œuvre (アデル・ドゥ・
トランケレオンとその事業)

E.F. :

L’esprit de notre fondation (創立の精神)
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305. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1816 年 8 月 8 日

優しいイエスさま、私の唯一の願望となってください。
2

あなたは今、オーランスでちょっとした宣教をなさっています。親愛なる姉妹、どう

ぞそこで、教育の種を少しまくように努めてください。あなたは、私たちの聖なる信仰を
知らせようとして、未開の人たちの中に自分がいると考えてください、そして、私たち
の主イエス・キリストの支配が行われるように努めてください。落胆しないでください。
私たちの主は、首尾の如何に係わりなく、魂の救いのために働いた人たちに無限の報いを
約束してくださいます。殆ど全然回心を獲得しなかったけれども、同じように報いを受け
た使徒がいました。私たちに出来ることをしましょう、そうすれば、慈愛なる神さまが後
のことはしてくださいます。特に祈りましょう、成功が神さまによるのと同じように、謙
遜で辛抱強い祈りは多くのことをすることが出来ます。小さな奉仕、ちょっとした贈り物
といったものも、神さまのために魂を獲得することが出来ますし、本修道会の目的に適う
ものです。ですから、私たちの優しい母マリアのご庇護の下で、私たちの神なる花婿の栄
光のために働きましょう。マリアさまの神聖な軍旗のもとで出来ないことがあるでしょ
うか。
3

あなたに相応しく、そして、あなたの代わりをすることが出来るような義理の姉妹を

あなたのために見付けるようにするため、親愛なるベロック夫人に話をしてみましょう。
4

親愛なる姉妹、私たちの創立者1 をお迎えするためにどのような準備をしましょうか。

私は、創立者がお帰りになるために望まれている時期をまだ知りません。マリアさまの武
器を取り、マリアさまの服を着る心構えが十分にできた家族を、創立者のために準備する
ように努めてください。
5

こちらでは、コングレガシオンの会員がすべての階層で増えています。コングレガシ

オンは熱意に溢れています。今日、大変感動的な行列がありました、その意図は以下の通
りです。革命の時には、聖なるおとめマリアのご像を、嘲 (あざけ) って引きずり回した
り居酒屋に運び込んだり. . . などしてけがしましたが、今日、聖なるおとめマリアのご像

1

シャミナード師
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をお運びする行列が、ここから 1 リュー† のところにあるボ・ナンコントル2 のノートル・
ダムまで、厳かに行われました。コングレガシオンの会員たちがご像を運び、ベールを
被った白い服の若いお嬢さんたち、そして白い服や黒い服のご婦人たちは、聖なるおとめ
マリアの連禱を歌ったりきれいな旗印を持ったりなどしました。その旗印は償いとして、
その教会にささげました。ベロック夫人とヤナシュ夫人も参列しました。
6

すべての人の心が私たちの聖なる信仰に立ち返り、私たちに対して惜し気もなくお恵

みを注いでくださる神さまを、愛することが出来ますように。
7

黙想者の費用として、私たちが決めなければならないと思われることは以下の通りで

す。費用は 1 日 2 フランで、私たちは、ろうそく、パン、葡萄酒、肉、シーツやタオルな
どに合わせ、身の回りの世話. . . を提供しましょう。私たちは、利益をあげようとは思っ
ていませんが経費は払って戴きたいと思っています。
8

さようなら、親愛なる私の子 (私たちはボン・ペール (bon Père) の表現をお借りすれ

ば)。神さまを信頼しましょう、神さまはすべてを、それが必要な時に整えてくださるで
しょう。そして私は、あなたが自分のことを大切に思い、あなたを心から愛している姉妹
たちと近いうちに合流して、以後はずっと一緒にいるようになることを期待しています。
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン

306. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1816 年 8 月 22 日

神さま、私の愛を倍加してください。
2

急いであなたに手紙を書いています、それは歴然としていますけど. . . ベロック夫人が

あなたに相応しい人を見付けてくださったと思います、21 歳になる娘さんで、マドゥモ
ワゼル・クリスチーヌ・サン・ジールスと言って私の義理の妹の従妹さんです。
彼女は 5 万フランの持参金を貰えるでしょう、そしてその一部はすぐに貰えます。それ
ほど奇麗でもありませんが醜いわけでもありません。大変立派な人柄で、とても愛想よく
敬虔な人です。ベロック夫人はそのことを彼女のお母さまに話すつもりでいます。検討

†
2

編者註：欧州に存在した距離の単位。地方により長さは異なるが、1 リュー ≑ 4km。
ボ・ナンコントル：アジャンから数キロのところにあるマリアの巡礼地
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してみてください。3
3

今し方、私たちの神なる花婿がご自分を私たちに与えてくださいました。神なる花婿

によりよく仕え、神なる花婿をよりいっそう愛するように刺激し合うために、私たちがや
がて一緒にいることができるようになったら、何としあわせなことでしょう。心と精神と
愛情をこめて、私たちを花婿に与えましょう。私たちの中にある、考え、願望、計画、行
動のすべてが花婿のためでありますように。私たちの神なる花婿の栄光のために、ただ花
婿のためにだけ、人々の心を獲得するために、熱意をかき立てましょう。すべてを神さま
において、すべてを神さまのために。
4

私たちはまだ私たちの完全な奉献の時期を知りません、すべては神さまのみ摂理のみ

手の中にあります。慈愛なる神さまは私たち以上に、何が私たちに必要かをご存じです。
私たちをこの慈愛なる主の支配にお任せしましょう。
5

マドゥモワゼル・コワント4 にその奉献を祝って上げてください。彼女は、権限を委任

された人によって受け入れられる機会を待つまでもなく、すでに私たちの仲間です。
6

私たちの親愛なる姉妹たちと尊敬すべきダム (Dames) の方々にくれぐれもよろしくお

伝えください。主において皆さまの一人ひとりを愛します。天におられる花婿において、
私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー
7

私たちの姉妹たちはあなたを愛し、あなたに心からの口づけをおくります。

307. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
1816 年 8 月 15 日、アジャンの市役所から、司教総代理ガルデル師のもとに、男子のコングレガシオンは
「この日を期してすべての集会をやめ」なければならないと通達してきました。司教と知事の支持があった
にもかかわらず、シャミナード師の努力も大臣の無為無策の前に失敗に終わりました。男子のコングレガシ
オンは 1820 年になってやっと活動を再開できたのでした。(L.C. no72 参照)

+J. M. J. T.

3

1816 年 9 月 6 日

マドゥモワゼル・ドゥ・ラシャペールは、自分の兄弟の結婚が、自分が修道生活に入るという計画に
よって引き起こした自分と家族の対立を、終わらせてくれることを期待している。
4
コングレガシオンの会員
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優しいイエスさま、すべてにおいてあなたのみ旨が行われますように。
2

手紙をたくさん書かなければなりませんので、私の気持ちが必要としているほどには、

あなたと長くはお話し出来ません。
3

悪魔はすべての善に嫉妬して、計り知れない善を行っていた男子のコングレガシオン

に対して、嵐を起こしたのです。多くの人が告解室に押し掛けるのが見られていました。
危険な場所には人の姿が見えなくなっていました. . . このような時に、ある集まりの司会
者のひとりが致命的な不用心を犯して演説を行い、しゃべり過ぎたのです。その結果当局
は、集会を禁じなければならないと思ったのです。パリに書簡を送り王の判断を待ってい
ます。君主と私たちの王族の信仰でもありますので、中断されたに過ぎないと期待はして
いるのですが、それでも不幸な出来事です。司教さまは、コングレガシオンのために精一
杯のことをしてくださっているのですが、俗権の方がまだ優位にあります。ですから、コ
ンドムのコングレガシオンの設立を話題にする時ではないのです。忍耐しましょう。慈
愛なる神さまがパウロまたはアポロによって讃 (たた) えられますように、神さまが讃え
られる限りどうでもいいのです。すべての出来事の中に神さまのみ旨を見るようにしま
しょう。私はそのことが私たち自身の事業を遅らせるのではないかと懸念しています。
4

私たちの集まりは数多く行われています。私はアメリ5 と一緒に、私たちのお嬢さんた

ちのためにコンフェランス (conférence, 講話) をしています。彼女たちは関心をもってく
れます。私たちは 12 名の希望者を受け入れることになるでしょう。でも完全な受け入れ
ということになれば、彼女たちを試みるためにカーニヴァル以降にしか受け入れません。
集まりには素晴らしい熱意があります。
5

スール・テレーズは、毎日曜日、例の無花果の木の下に、10 歳から 15 歳迄の女の子

たちの、準備段階の小さなグループを集めています。金曜日には、その子供たちの中から
分別ある子を選んで、その子供たちに「子供の聖体降福式」をしてあげます。ムラン師が
無花果の木の下に、その子供たちを教えに行くことになるでしょう。これは、コングレガ
シオンの会員の育成の場となり、会員をしっかりと養成することとなるでしょう。このコ
ングレガシオンの方法によって計り知れないほどの善が行われています、私はこれほどと
は思っても見ませんでした。ガルデル師によれば、学校よりもはるかに多くの善をして
いるということです。師は、自分だったら、小さな女の子に学校に行く準備をさせる代わ
りに、初聖体のための教育を行うために、12 歳からの子供たちに限定するだろうとおっ
しゃっていました。でもそれは、一般の人々を満足させることにはならないでしょう。
6

あなたの兄弟の方のためのお嬢さんについて私が触れている手紙は受け取りましたか。

7

さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。
5

アメリ・ドゥ・リサン
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スール・マリー

308. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1816 年 9 月 16 日

イエスさま、私のすべてとなってください。
2

あなたのお望みの通り、私たちのボン・ペール (bon Père) のお手紙の写しをあなたに

送ります。ちょうど良い便があってそれを利用したいと思いますので、大したお話はでき
ませんが、私たちはすべてにおいて神さまのみ旨を愛し、自分の意志は犠牲にしなければ
ならないことを申し上げましょう、これは書くのは易しいことですが実行するは難しいこ
とです。
3

メール・ラムルスが私たちに立派なお手紙をくださいますが、その中の 1 通の一部分

をあなたの送ります。私たちの神父さまが、私たちの霊的婚礼はそう遠くないと、一昨日
伝えてきてくださいました。私たちの姉妹たちは完徳において進歩しています、そのこと
で私は謙虚な気持ちにさせられますし、殆ど気持ちがくじけるような思いです。
4

お気の毒にリサン氏が亡くなられました。弟が小さいのでまだお姉さんを必要とする

でしょう。
5

さようなら、私は生涯私をあなたにささげます。
スール・マリー

6

私たちの親愛なる友人の皆さまにくれぐれもよろしくお伝えください。

309. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.
天におられる花婿のより大いなる栄光のために。

1816 年 10 月 3 日
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2

親愛なるロロット、私たちが私たちの事業の一部を始める許可を戴いたことをあなた

にお知らせします。スール・フランソワーズは週に 4 回、年をとった女性の方たちを集め
ています。彼女のところには、大変熱心な女性が 20 人ばかりいます。そして、特に、告
解をしていない 15 歳から 20 歳の娘たちがいます。彼女はその娘たちに要理を教え、彼女
たちを教化して、同情をよせながら、聴罪師のところに彼女たちを送っています。慈愛な
る神さまは彼女の仕事を祝福してくださいます。昨日、私たちは、初聖体の子供たちを受
け入れる許可を戴きました。私たちは心から喜んでいます。
3

私たちは、私たちが最終的にイエス・キリストの花婿になる待望の時がいつになるか、

まだ分かりません、でも、私たちは安心しています、そして、もう殆どイエス・キリスト
の花婿のように行っています。
4

親愛なる私たちのスール・エンマヌエルは、諸聖人の祝日† のころにおいでになる予定

になっています。私たちの喜びが分かって戴けると思います。あなたが月末においでに
なることに何の不都合もありません。母はもっと早い時期に来ます。そうです、あなたは
黙想者と一緒ということではなくて、私たちの中にあなたをお迎えしましょう。私たちは
あなたをアンカルナシオン (Incarnation) からの姉妹として遇します。それにあなたは、
神父さまが言われたことをよくご存知です。私は、そのころ神父さまがおいでになるのか
どうかまだ分かりません。
5

熱意をもって、熱心に私たちの天におられる花婿を愛し、花婿に仕えましょう。私た

ちは花婿のもの、イエスさまのもの、マリアさまのものです。そして、永久にそうである
ことを期待しています。私たちの神なる主は、私たちを特別な愛で愛してくださり、すべ
てを売って従うように私たちを召してくださいましたが、私たちはそのために主に何をし
て差し上げたということでしょうか。福音の青年にもまして忠実でありましょう。
6

ボルドーの私たちのボン・ペール (bon Père) は、たくさんの善をしたコングレガシ

オンの若い人たちに、黙想をさせてくださったところです。2 百人の婦人とお嬢さんたち
が、熱心に洗礼の約束を新たにしました。儀式は長かったのですが大変感銘をあたえるも
のでした。ボン・ペールは疲れを知らない方です。何という方でしょうか。
7

親愛なる私たちの姉妹の皆さまに私からよろしくとお伝えください。私は姉妹の皆さ

まのひとりひとりを心から愛しています。私は親愛なるオクタヴィと彼女の尊敬すべき
お母さまとお会い出来て本当に嬉しく思いました。
8

さようなら、親愛なる私の姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいて私の心からの

愛情を幾度もお約束します。
スール・マリー
†

編者註：11 月 1 日。
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9

親愛なるあなたの姉妹たちがあなたに口づけをおくります、そして、あなたをお迎え

することを心から望んでいます。あなたに房飾りを 5 カールと縁飾りを 7 オーヌ† 送りま
す、全部で 9 フランになります。すべての色の揃った絹の縁飾りのついた奇麗な祭服一式
は 37 フランから 38 フランするでしょうと、カルメル会の修道女の方々が言っておられま
した。
叔母からの手紙は受け取りました、叔母にはそのうちにお便りします。お母さまによ

10

ろしくとお伝えください。
あなたに、私たちがしている 40 日間の修業の内容を送ります。

11

310. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1816 年 11 月 14 日

イエスさまが私たちの心にとわに住まってくださいますように。
2

私はあなたの大切なお母さまの病気のことを悲しんでいます、そしてそのために、あ

なたに会うことが出来ないのも辛い思いです。
3

ムラン師が主の降誕のころ、私たちに黙想をさせてくださることになっています。先

ず、共同体のために黙想をさせてくださり、その後で、コングレガシオンのために黙想を
させてくださる予定です。あなたにも参加して戴けることを望んでいたのですが。でも
親愛なるロロット、私たちは神さまの愛すべきみ旨以外に何を望むべきなのでしょうか。
神さまのみ旨が私たちのすべて、すべての目的でありますように。
4

親愛なる私たちのアメリは、今、田舎に行っていますが時間を無駄にするようなこと

はしていません。アメリは田舎で小さなコングレガシオンの核を形成しています。コン
グレガシオンの事業は明らかに主の事業のように見えます。
5

親愛なる私たちのスール・エンマヌエルは、お嬢さんたちのコングレガシオンのすべ

ての会員の心をつかんでいます。彼女がコングレガシオンの会員の集まりを主宰していま
す。私も集まりには出るのですが、補佐役として出席しています。彼女はその愛想の良さ
と快活さによって徳を吹き込んでいます。彼女はお嬢さんたちをかわいがって、彼女らの
信頼を得ています。彼女たちはしばしば、恥ずかしく思われる告白を彼女にしています。
神さまが、この立派な人を私たちに送ってくださったのです。彼女は、神父さまの希望に
†

編者註：1 オーヌ =4 ピエ。1 ピエ =0.3048m。
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よってノヴィス (修練者) に、読み書き、音楽、文法などの授業をしています. . . このよう
に、彼女が大変多忙なのがお分かりだと思います。
6

私たちは今、お嬢さんたちのために、集まりは日曜日の朝、小教区のミサの後にする

ことに決めています。ダム (Dames) の方たちは火曜日に集まっています。お嬢さんたち
は、カーニヴァルのお祭りを避けて、カーニヴァルの期間中に集まることを私たちに願っ
てきました。私たちが喜んで承諾したことはあなたにも想像出来ると思います。それは、
きっと彼女たちを誘惑から守ってくれるでしょう。私たちのところには、15 歳、16 歳、17
歳、18 歳の娘さんたちが 15 人ほどいます、どんなに心してこの娘さんたちの面倒を見な
ければならないかお分かりでしょう。彼女たちは週 1 度、要理の説明を聞くために来てい
ますが、その後でちょっとした黙想をさせています。
7

ところで、あなた方の集まりはいかがですか。会員を何人か獲得するよう努めてくだ

さい、若い女性の職人の中から。人を欺く世俗の誘惑から、何人かでも守ることができた
ら何としあわせなことでしょう。
8

さあ、私たちの熱意をかき立てましょう、私たちは神さまのために働いているのです。

極小さな奉仕にまでも大変豊かに報いてくださる、この慈愛なる神さまのために、この寛
大な主のために働くことは何と快いことでしょう。
9

さようなら、あなたが私の心にとってどんなに大切であるか幾度も繰り返して申し上

げます、そして、アンカルナシオン (Incarnation) の小さな群れ6 の皆さまに口づけをおく
ります。
スール・マリー
私たちの姉妹から、私たちの主においてよろしくとのことです。

10

311. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
共同体は組織化されました。長上は、霊生 (Zèle) のメール (mère)、教育 (Instruction) のメール、財務

(Travail) のメールによって形成されるコンセイ (Conseil, 評議会) によって補佐されます (プチ・タンス
ティチュ (Petit Institut, 小さな会則)、3、4 条)。メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは財務のメー
ルの任務をロロットに割り当てました。

6

アジャンの会員がボルドーのコングレガシオンに最終的に加入するために、シャミナード師が 1809 年
に掲示した条件の一つは、アジャンの会員たちがフラクシオン (fraction) としてまとまることであったこ
とを、私たちは知っている。コンドムのグループはアンカルナシオン (Incarnation) のグループとなった。
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+J. M. J. T.

1816 年 12 月 6 日

神なる幼な子、来て私の心に生まれてください。
2

あなたのお手紙で、オーランスの子供たちに対するあなたの立派な活動が分かって本

当に嬉しいです。慈愛なる神さまがあなたを世俗に引き止めておられる間、ずっとこの立
派な仕事を続けてください。そうすればあなたは、私たちの授業のためにしっかり養成さ
れて来ることになるでしょう。私たちは授業を始めました。スール・サン・ヴァンサンが
授業の担当をしています。神父さまの指示に従って、非常に少ない授業から始めました
が、少しずつ増やしていくつもりです。
3

主の葡萄酒で働いて、主のために魂を獲得し、魂を地獄から奪い取るというのは何と

いうしあわせなことでしょうか。私たちがあなたと、私たちのささやかな働きを分かち合
えるのを心待ちにしています。私たちにはあなたにして戴く任務がありますが、あなたの
胸の弱さを考えて、あなたには、財務 (Travail) と会計 (Dépensière) のメール (mère) を
して戴きたいと思っています。
4

私たちは助修道女† (sœur de Compagne) として、ボルドーから新しい姉妹を迎えまし

た。私たちは彼女をスール・アンヌと呼んでいます。彼女は立派な人です。彼女には今度
の春から、何人かのかわいそうな娘たちに裁縫を教えて戴こうと思っています。彼女はよ
く働きますし教養もありますから、娘たちに勉強させながら裁縫も習わせることが出来る
でしょう。
5

私たちは聖なる時期にいます。私たちの心にお生まれになる天におられる幼な子に、

相応しい揺りかごを私たちの心に準備するために、自己改革をするよう熱心を倍加しま
しょう。特に心に多くの聖なる謙遜をもちましょう、それがいちばん幼な子に気に入って
戴けることです。幼な子の凍えた肢体を温めてあげるために、私たちの心に神の愛の火を
燃やしましょう。一年のこの最後の月に、非常に早く過ぎ去った年月の過ちの償いをしま
しょう。いつか私たちの人生が今年のように過ぎ去る日が来るでしょう。不意をつかれ
ないように、この最期に備えるように努めましょう。
6

私たちのボン・ペール (bon Père) から主の公現の祝日‡ 後、すぐにおいでになるとい

うお便りがあったことをお知らせします。ボン・ペールにお会いできる私たちの喜びがお
分かり戴けると思いますし、また、私たちにはボン・ペールに訪ねて戴く必要があること
もお分かり戴けると思います。
†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
‡
編者註：1 月 6 日。
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7

コワントトについてはどうお考えですか。ずっと前に、私たちの神父さま7 のことで

ジョレ夫人とマンヴィエル夫人にお手紙を差し上げたのですが、返事を戴いていません。
ふたりのご夫人とデュフォ夫人に、彼のためのお金が不足していることをお伝えください。
8

私たちの姉妹があなたに口づけをおくり、あなたを心から愛します、私は、母として

の、友人としての、そして、姉妹としての優しさをこめてあなたを愛します。
スール・マリー
9

私たちの友人の皆さまにくれぐれもよろしくお伝えください。あなたは、祭服は必要

ではないんですか。私はコワントトとロルムの叔母に、幸便に託して返事を書きました
が、あの人たちにそのことを言ってください。私はコワントトに、ドゥ・カディニャン8
師の訪問については師に相談するように指示しました。

312. ボルドーのシャミナード師宛
ジャクピ司教は若い共同体に、アジャンの「孤児院」を引き受けて、そこで事業を続けることを提案し
ました。メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは感激して、そのことですでに「会則」が承認された
と思ったのです。
この手紙に対するシャミナード師の返事は、師が事を運ぶのにどれほど慎重であるかを伺わせています。

(L.C. no84-85 参照) 師は、「フィーユ・ドゥ・マリー (Filles de Marie, 汚れなきマリア修道会)」が「オリ
フリーヌ (Orphelines)」あるいは「フィーユ・ドゥ・サン・ジョゼフ (Filles de saint Joseph)」になってし
まうのを避けるためにその提案を断りました。

+J. M. J. T.

1816 年 12 月 28 日、夜

尊敬すべき神父さま、
1

神さまが話をされておられるように思われます、聖なる幼きイエスさまの寛大なみ手

が家のお年玉を私たちに提供してくださっています。
2

事の次第は次の通りです。今朝、司教さまから孤児院を提示してくださいまして、そ

こで、すべてにおいて私たちの会則に従っていくようにしては、とのお話がありました。
司教さまは、もし私たちが引き受けなければ、他の人たちにその孤児院を任せるとおっ
7

デュブラナ神父
コンドムの司祭。汚れなきマリア修道会がピエタに設立される時、シャミナード師は、オーシュの大司
教モンセニョール・ドゥ・モルロンにこの司祭を新しい共同体の長上として、また、特別聴罪師として推薦
した。
8
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しゃいました。事実、町にはノートル・ダムの 12 名の修道女がいます、その修道女の方々
は喜んで引き受けることでしょう。もし私たちがお断りすれば、司教さまに背を向けるこ
とになり、そのようなことになれば、きっと会則は承認して戴けないでしょう。もし私た
ちが引き受ければ、司教さまは、問題なく私たちの修道会を承認してくださるでしょう9
3

仮に私たちが孤児を養うことが出来たとしても、引き受けるのはひとりか、ふたりか、

3 人. . . ぐらいにとどめておきたいと思っています。この子供たちは授業に行くでしょう
し、私たちの邪魔になることはないでしょう。それに、さし当たっては孤児を引き取るこ
とは致しません、それが私たちに可能になった時に引き取ることになるでしょう。司教さ
まは、私たちに早急な返事を求めておられます。すぐにご返事を戴けますようにお願いし
ます。
4

ベロック夫人がその家を見に行ってきてくださいました。夫人の調べたところによれ

ば、私たちの事業に必要なものはすべて揃っているということです。16 の個室、2 つの大
きな寝室、授業のための部屋 (複数) があります。コングレガシオンの集まりは、隣の教
会でもたなければならないでしょう。私たちには修道女のために区別された祈禱席があり
ます。
5

このような話が、私たちが急に修道服を着てもいいようになったことと時を同じくし

て来たのです10 。神さまは有無を言わせず私たちの修道会の創設を望んでおられるように
思います。神さまのご計画が少しずつ表れています。
6

私たちに対して好意をもってくださる司教さまにご返事申し上げることができますよ

うに、木曜日に神父さまからのお手紙をお待ちしています。町をあげて、私たちがこの家
を引き受けることを願っています。
7

私たちは大変急いでいます、神父さまに是非おいで戴きたく、そのことを私は強く望

んでいます。私たちにはそうしていただく必要があると私には思えるのですが. . .
8

尊敬すべき神父さま、いずれにいたしましても、私の深い尊敬の気持ちをお受け取り

ください、そして、私たちに神父さまの祝福をお与えください。
スール・マリー

9

サン・ジョゼフ (saint Joseph) の姉妹たちは政府の許可を得ていた。
ジャクピ司教はフィーユ・ドゥ・マリー (Filles de Marie, 汚れなきマリア修道会) に修道服の着用を認
めたところだった。(L.C. no81)
10

444

313. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1817 年 1 月 17 日

神さまあなたは、あなたに仕えるすべての人に対して何と慈悲深くいらっしゃることで
しょう。
2

あなたを私たちの大切な修道院にお迎えできないことは私には大変辛いことですが、

あなたに反対する気持ちは毛頭ありません。あなたの理由は余りにも立派なものですし、
それに主は、あなたが世俗にあってまだ何らかの善をすることを望んでおられます。その
ことに努めてください。私たちは大きな使命を持っています。それは、可能な限りあらゆ
る手段を用いて、魂を地獄から永遠の不幸から救い出して、私たちの優しいイエスさまに
おささげするように努めることです。
3

もし、私たちが何人かの魂を獲得することができたとしたら、何としあわせなことで

しょうか。アメリはこの賜を戴いています。彼女はその召使たちを聖なる人たちにしてい
ます。この親愛なる姉妹は何と素晴らしい人なのでしょう。彼女には、地上において執着
するものは何もありません。彼女はいつもすべてにおいて、超自然的な動機によって行動
しています。振り返って私は自分を眺めるとき、彼女とは反対に、それも最も聖なる行為
においてさえ、常に自分のために行動している自分を見出し、大きな戸惑いを覚えます。
私のこの上ない弱さのために祈ってください、どうぞ祈ってください。
4

でも落胆しないようにしましょう、神さまのお恵みの助けがあれば私たちにはすべて

が可能です。神さまの助けは、私たちが忠実であれば必ず与えられます。私たちの中で神
さまのお恵みを少なくし弱めるどんな小さな過失も避けましょう、そしてしばしば、ご整
体の溢れる泉にお恵みを汲みに行きましょう。
5

ユージェニに「手引き」を送ります、1 冊頼まれていたのです。彼女に代わって、スー

ル・サン・ジョゼフに「手引き」を渡すように彼女に頼まれていたのです。
「手引き」を彼
女に渡してください、そして、親愛なる友人の皆さまの一人ひとりに、私からくれぐれも
よろしくとお伝えください。スール・サン・ジョゼフに、コングレガシオンがオーシュの
すべての階層に設立されるでしょうとお伝えください。私はそうなることを期待していま
す。ドゥ・バーツ神父さまがその指導をなさいます。ドゥ・フェラギュとおっしゃるふた
りの方がいらっしゃいますが、兄妹だろうと思います。ひとりの方はマリー・ジョゼフ・
ドゥ・フェラギュとおっしゃり、もうひとりの方はプリ・ドゥ・フェラギュとおっしゃっ
て、司祭になるために神学校におられます。お嬢さんたちとダム・ドゥ・ラ・ルトレット
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(Dames de la Retraite) の方々もいます。オーシュは実り豊かで百倍の実を結ぶ土地だと
いうことです。
6

皆さんが集まりをもっておいでになるということを大変喜んでいます。あなたの若い

群れを救いに導いてください。この若い人たちの心が愛徳の火に燃え、そしてその火が、
悪魔がその心の中に忍び込ませようとするすべてのものを焼き尽くしますように。
7

ヴィクトリーヌが、私が新年の挨拶のために送った手紙を、受け取ったかどうか確か

めてください。それが行方不明になったとすれば残念です。彼女からの返事がありませ
んので、行方不明になったのではないかと懸念しています。その手紙は 12 月に出した手
紙です。
8

さようなら、私たちの主イエスにおいて、私の強くそして心からの友情を信じてくだ

さい。
アデル
9

外の「手引き」は印刷しません。

先日、私の叔母に尊敬すべきラリボ師の回章の写しを送りました。私たちの友人の皆さま
に私の心からの友情をお伝えください、そして、あなたのお母さまと尊敬すべきカステッ
クス氏に私の尊敬の気持ちをお伝えください。もし、ドゥ・ラ・ヴォピリエール氏が私た
ちの計画をご存知なら、おそらくなにがしかのお金をくださるでしょう、そうすれば、外
の施設をつくることも出来るでしょう。氏にその話をするか、あるいは他の人から、氏に
その話をして戴きたいものです。コンドムには修道院がありますので、他のところよりも
その必要性はないでしょうが、田舎のためにその施設をつくることも出来るでしょう。ひ
とりの友人からの願いがありましたので、病気が重いそのお母さまのために、聖コームと
聖ダミアン† に対して主禱文‡ と天使祝詞のノヴェナ (9 日間の祈り) をすることを提案し
ます。

314. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

†

1817 年 1 月 28 日

編者註：聖コームは外科医の守護聖人, その兄弟 聖ダミアンは薬剤師の守護聖人。ふたりとも、ディオ
クレティアヌス帝による迫害 (303-311) で苦しむ。
‡
編者註：主の祈り。
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親愛なるロロット、私が望むようにはあなたと長くお話し出来ないことを残念に思いま
す。私たちの栄えある聖フランソワ・ドゥ・サール§ の祝日¶ にはご聖体の顕示とか説教な
ど. . . があって、私たちの時間は全部それに当てました。そういうわけで、今、休憩時間
中の親愛なる姉妹たちから離れて、アンカルナシオンの親愛なる姉妹としばらくの間お話
をしに来たのです。何を申し上げましょうか。私たちは本当に天におられる花婿の栄光の
ため、若い人の心を花婿のために獲得するために大きな熱意をもたなければなりません。
2

私は、あなたが若い女性の職人の間にコングレガシオンを広めることができたらと願っ

ています。私たちがここで行っている善の一つがそれです。私たちは 16 歳、18 歳の子供
たちの信頼を得ています、彼女たちはすべてのことを相談し、殆ど全員告解します、です
から、そこから出てくる善がお分かり戴けると思います。私たちは彼女たちの小さな問題
について、すべてムラン師に相談しています。ですから、私たちが間違いを犯す危険はあ
りません。あなたには、そのことがお嬢さんたちの中にどのような善を生み出すか信じら
れないと思います。聖フランソワと同じような優しく堅固な熱意をもちましょう。心と
信頼を勝ち得るように努めましょう、そうすればすべてが得られます。光なるおん父には
私たちを助けてくださいますように、若い人たちのおん母には私たちの補佐してください
ますようにお祈りしましょう。
3

さようなら、私はコワントトに手紙を書きます。彼女が世俗にあって自分を救うこと

が出来ますように。それが私の願いです。私たちの友人の皆さまにくれぐれもよろしく
とお伝えください、私の尊敬の気持ちをコンパニョのご婦人の方々にお伝えください。私
はあの方々の十字架を分かち合います、十字架は選ばれた人の特性です。
スール・マリー
4

私たちの姉妹たちがあなたによろしくとのことです。

315. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
灰の水曜日の前の 3 日間は、カーニヴァルの祭りが行われます。それは、仮面舞踏会とかお祭り騒ぎの
機会となります。そのようなことは、純真無垢の若い娘たちにとっては一つの危険となります。そういうわ
けでコングレガシオンは、皆がその終わりに洗礼の約束を新たにするための 3 日間の黙想を若い娘たちに

§

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
¶
編者註：1 月 24 日。
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提案するのです。

+J. M. J. T.

1817 年 2 月 13 日

神さま、あなたに罪を犯すすべての人をお赦しください。
2

私の優しい友、コンドムには私たちのコングレガシオンが設立出来ないように思われ

ますが、あなたのお話では同じ目的を持つもう一つのコングレガシオンが設立されるとい
うことで、主に感謝します。そのコングレガシオンは適切に指導されれば、同じ成果をあ
げられます。私たちが属さなければならないのはパウロでもアポロでもなく、イエス・キ
リストです。私たちが探さなければならないのは私たちの栄光ではなく、主の栄光です、
栄光は永劫変わりなく主のものです。でも正直に申し上げて、私は、私たちの大切なフラ
クシオン (fraction) が存続することを願っています。私の考えは、ダム (Dames) の方々
は新しいコングレガシオンに受け入れていただきますが、私たちのコングレガシオンにも
アフィリエ (aﬃliée, 賛助会員) として残って戴いて、そして時々、あなたがその方々に会
いに行かれて、ニュースをお知らせしたり聖なる競争に励ましたりなどのことをする、と
いうものですが. . . いずれにしましても、そのことでボルドーのボン・ペール (bon Père)
に手紙を書き、そして、そのことをムラン師にもお話ししましょう。
3

あなたのことですけど、全面的に私たちの中に留まってください。あなたは受け入れ

られたのですし、いつか私たちと合流して、同じ事業のために働いて戴かなければなり
ません。ですから、マリアさまのみ心において私たちの中に留まってください。復活の
主日後のあなたの訪問を楽しみに待っています。あなたが訪問してくださって、そのま
まずっと私たちと一緒にいてくださるといいですのに. . . 私は今でも、ボン・ペール (bon

Père) がちょうどそのころに、私たちを訪ねてくださることを期待しています。あなたは、
私たちが色々な仕事に従事しているのをご覧になれるでしょう。私たちは大変忙しくして
います、神さまがそこにご自分の栄光を見いだすことが出来ますように。
4

ムラン師が、カーニヴァルの 3 日間、お嬢さんたちのフラクシオン (fraction) に小黙

想をさせてくださいます。二つの務めがあって、一つは 11 時から正午まで、もう一つは

4 時から 5 時までです。その後彼女たちを引き止めておいてゲームをさせますが、それも
彼女たちを誘惑から守るためです。私たちは、この若い人たちのために尽くさなければな
りません。私たちは彼女たちに大きな犠牲をさせますが、彼女たちは 15 歳、18 歳の子供
たちです。この立派なフラクシオンのために祈ってください。スール・エンマヌエルがそ
こで多くの善をしています。彼女は大変好意的ですべてに優しさがこもっていて、人の心
を引き付けます。ロルムの私の叔母に似ています。彼女は子供たちの心を引き付け、思っ
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たように子供たちを動かしています。
5

私たちは、今週、若いスール・サン・ジョゼフが来るのを待っています。コワントトに

ついては心を痛めています。彼女を世俗から引き離す必要がありました、彼女は世俗に
あって持ち堪えるには弱すぎます。私は彼女に手紙を書きました、彼女には黙想に来て欲
しかったのです。
6

私たちのすべての姉妹たちがあなたに口づけをおくります、そしてあなたを愛してい

ます。さようなら、親愛なるロロット、私たちのすべての友人の皆さまによろしくとお伝
えください、皆さんが勇気を失うことがありませんように。私たちの愛すべき花婿、そし
て、私たちの貴い母マリアの庇護の下に常に一致していましょう。
スール・マリー
7

叔母たち、あなたのお母さま、そしてダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames de la Retraite)

の方々によろしくとお伝えください。私たちの若いスール・サン・ジョゼフが、私が手紙
を書いた後に到着しました。

316. トランケレオンの母、マダム・ドゥ・トランケレオン宛
+J. M. J. T.

1817 年 3 月 10 日、月曜日

私の大切なお母さま、
私は能動性鬱血を患っていますが、ディシェ夫人が出掛けられる時にお母さまのための
一言を夫人に託し、ついでに、お母さまから頼まれた私の可愛いデジレのための手紙も送
りたいと思います。
2

私は、私の心からの情愛の気持ちをデジレに表すことが出来て喜んでいます。デジレ

がしあわせになれますように。私は従弟の良識と宗教心を考慮に入れて、そのように期待
しています。財産はしあわせをつくりません。
3

デジレがお母さまの側で過ごすことになる 2 年の間に、お母さまはデジレに、キリス

ト者としての女性の徳を修めさせることが出来るでしょう。弟はこの結婚についてどう
言っていますか。お母さまは孫たちに取り囲まれることになるでしょう. . . 11
4

甥たち、弟、義理の妹、妹、そして従姉妹たちに、私からよろしくとお伝えください。
11

結婚は神さまに祝福され 11 人の子供を授かった。下のふたりの子は神の奉仕に身をささげた。エリザ
ベトは 1855 年に汚れなきマリア修道会に入り、叔母の修道名を貰った。ガストンはイエズス会に入った。
宣教師としてマダガスカルに渡ったがラヴィロの恨みをかって、1883 年 7 月 28 日、その追放の間に虐待の
犠牲となって死亡した。
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5

私の能動性鬱血はたいしたことはありません、私はもう苦しくはありません。

6

私たちのこの前の金曜日に私たちのスール・サン・ジョゼフに、大変厳かに、でも内

輪で、修道服をあげました。マドゥモワゼル・オロールが私たちに儀式のやり方を教えて
くれました。
7

私の大切なお母さま、私は心からお母さまを愛しています。
スール・マリー

8

おばあちゃまに手紙を書くことがありましたら、私からよろしくとお伝えください。

ロルムの叔母さまが、私たちのサンチュール (ceinture, 帯) をつくってくれることになっ
ています。私はトリクレットが初聖体の前にロンピアンを去ったことを残念に思います。

317. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1817 年 3 月 11 日

神さま、あなたを永遠に愛し讃えることができますように、私の心と舌を自由にしてく
ださい。
2

私はまだ、ボルドーの私たちのボン・ペール (bon Père) からのご返事を戴いていませ

ん。でも私は、私たちの善良な会員たち、特に、受け入れて貰えなかった会員たちが、コ
ンドムのコングレガシオンに加入を認めて貰うのに、不都合があるとは思いません。聖フ
ランソワ・ドゥ・サール† は、自分がいる町の団体に受け入れて貰うべきだという意見で
す。あなたやデュフォのご婦人方のように受け入れて戴く人たちにとっては、シャミナー
ド師からのご返事を待たなければならないと思います。
3

コンドムで受け入れられることになる方々は、私たちとの提携のためには、ただ「ス

ヴネ・ヴ (Souvenez-vous‡ )」の祈りを唱えてコンドムの信心業を行うことが出来るでしょ
う。慈愛なる神さまが仕えられますように、それがどんな手段であっても私たちにはかま
わないのです。このコングレガシオンは大変立派で、私たちと多くの類似点があるように
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
編者註：聖母の御保護を求むる祈り (聖ベルナルド) いつくしみ深い乙女マリア
御保護によりすがって御助けを求め、あなたの御取り次ぎを願うものが、かつて誰ひとり棄てられた者の
ないことを思い出してください。わたしは、この希望に支えられてあなたに呼び求めます。みことばの御母
よ、わたしの祈りを顧み、御あわれみをもって、この祈りを聴き入れてください。アーメン。
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思われます。サン・ジョゼフ夫人の教話は私たちの教話と似ていることが分かります。神
さまが讃えられ賛美されますように、そのみ国が広まりますように、神さまの愛がすべて
の人の心を燃え立たせてくださいますように。
4

でもあなたのことについては、少しでも早くあなたが私たちの中においでになること

を願っています。私はどんなにかその時を待っていることでしょう。私たちは、厳かにで
はありますが内輪で、私たちの若いスール・サン・ジョゼフに修道服を与えました。ムラ
ン師が 5 日間の黙想をさせてくださいましたが、日に 2 回の務めがあり、それはいつも私
たちの身分の徳についてでした、スール・サン・ジョゼフに着衣式の準備をさせるためで
す。カテドラルの説教師が毎土曜日、私たちに説教をしてくださいます、これもいつも身
分の徳についてです。素晴らしい説教師で、説教を聞く人がたくさんいます。どうかこの
説教師によって魂が回心しますように。他の人たちと同じように、私たちもこの回心のお
恵みを戴くためにモーセに祈りましょう。
5

私たちの優しい友人の皆さま、特にコンパニョのご婦人の方々にくれぐれもよろしく

とお伝えください。私の尊敬の気持ちをあなたのお母さまと私の叔母たちにお伝えくだ
さい。
6

さようなら、優しい姉妹。イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー

7

私たちの姉妹たちはあなたを心から愛しています。

318. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1817 年 4 月 6 日

神なる贖い主、私があなたの命で生きますように。
2

私はこの祝日を利用して、あなたと私たちのすべての姉妹たちのために聖なる復活を

お祈りします。親愛なる姉妹の皆さん、もう前とは同じでないようにしましょう、すべて
が新たなものとなりますように。もう動物的な命、世俗的な命によって生きることなく、
おとめのなかでももっとも聖なるおとめの娘の、貴い品位に相応しい命によって生きるよ
うにしましょう。その品位の高さから見て、世の虚栄、世の世俗的雰囲気、キリスト者特
に、マリアの子の心に全く相応しくない世の軽薄さは、それから何とかけ離れていること
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でしょうか。コングレガシオンの本当の会員は、そのようなものから全く解放された心を
もっています、本当の会員は、世の服と一緒には敢えてそのサンチュール (ceinture, 帯)
を着けることは出来ないでしょう。このサンチュール (ceinture, 帯) はそのいちばんの誉
れであり、聖なるおとめマリアがご自分のお気に入りの人に与えられる栄誉の綬 (ひも)
です。
3

私たちのコングレガシオンはうまく行っています。私たちはお嬢さんたちを受け入れ

る前に多くの試みをさせています。そういうわけで、教話を聞きにくる者は多いのです
が、受け入れられる者は多くありません。来ようとする彼女たちの熱心さはあなたには想
像できないでしょう。彼女たちはあまりにも熱心で急ぎ過ぎるので、時間を長く感じるの
です。彼女たちを家に帰らせるのに大変苦労をします。ある女の子たちはただ一言いうた
めに、また、ただ一言助言を求めるために、私たちを脇に引っ張って行ったり、押し掛け
て来たりするのです. . . 実に微笑ましいです。そしてそれは、15 歳、17 歳、18 歳の子供た
ちです。週日は、体系的な要理を教えたり黙想をさせたりするために、少人数の子供たち
を集めています。終日の外の日には、行うべき善、避けるべき悪を検討するためにオフィ
シエール (Oﬃcière, 支部長) のコンセイ (Conseil. 評議会) が開かれます。そのようなこ
とがもたらし得る善が存続し、長続きするように祈ってください。
4

あなたは神父さまによって受け入れられておりますので、私たちの免償にあずかって

います。
5

私たちは聖木曜日の晩から聖金曜日までご聖体の安置をしました。私たちは礼拝を交

替でするために共同体を二つに分けました。私たちは何と素晴らしい夜を過ごしたことで
しょう。
6

復活の主日、私たちは 4 時前に起きました。ノヴィス (修練者) たち (いちばん若い人

たち) は、アレルヤの歌で私たちを起こしにくることを期待して眠りませんでした、でも、
メール (mère) のひとりが彼女たちよりも先に私たちを起こしたのです。そのことは彼女
たちには一つの苦行でした。復活の主日は自由にして沈黙は守らなくても良いことにしま
したが、それは私たちの若いノヴィスたちにとっては嬉しいことでした、彼女たちは聖水
曜日† から聖土曜日まで大沈黙を守っていたのです。
7

私たちの善良な友人の皆さまによろしくお伝えください。私は生涯、皆さまに対して

優しい友情をお約束します。私たちの天におられる花婿において。
スール・マリー
†

編者註：銀貨 30 枚で祭司長たちに引き渡したイスカリオテのユダをほのめかす日。闇のミサが行なわ
れ、祭壇のろうそくが一つずつ消され、完全な闇となる。これは、イエスの死後に起きた地震を象徴してい
る。司教は、次の年の洗礼と終油に用いられる聖香油を聖別する。また、司教の周りを司教区の司祭が囲
み、貞潔、清貧、従順の誓願を更新する。
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319. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1817 年 4 月 19 日

神さま、私のすべてをあなたにささげます。
2

殆ど時間がありませんが聖なる食卓にあずかった後、少し時間をとって、しばらくの

間私の優しい姉妹とお話ししたいと思います。
3

主の花嫁であること、そして、主のために魂を獲得することが出来る修道会にいるこ

とは、何としあわせなことでしょう。このような大きなお恵みに対して、私を外のたくさ
んの人の中から特別に選んでくださったことに対して、私は慈愛なる神さまに何をしたの
でしょうか。私の方からは値するようなことは何もしなかったのに、神さまには、ひどい
忘恩によってしか応えられなかったのに、神さまは私のためにたくさんのことをしてくだ
さいました、私は神さまのために何をしなければならないのでしょうか。主よ、話してく
ださい、あなたは何を求めておいでになりますか。私の命、私の体、私の心、私のすべて
は余すところなく永久にあなたのものです。
4

だいだいは見つかりませんでした、残念です、尊敬すべきラレ夫人のお役に立ちたいと

思っていましたのに。夫人と、私たちの尊敬すべきダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames

de la Retraite) のすべての方々に私の尊敬の気持ちをお伝えください。
5

私は私たちの若い友人の皆さまに口づけをおくり、そして、敬虔に聖霊を戴く心の備

えをするためにこの聖なる復活祭を過ごされ、熱心と熱意を倍加するように皆さまにお勧
めします。ムラン師が聖霊降臨の主日の黙想を約束してくださいましたが、尊敬すべき神
父さまがお見えになるようでしたら、あなたにも予想されるように、きっと黙想を神父さ
まに譲られるでしょう。私にはまだ神父さまがいつおいでになるのか分かりません。
6

親愛なる姉妹、私たちの中に来てください。私たちは喜んであなたをお迎えします。

さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー
7

叔母たちに私の優しい尊敬の気持ちをお伝えください。5 フランのことでサン・タニュ

ス夫人によく礼を言っておいてください。
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320. ポーのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
1817 年 5 月 29 日

+J. M. J. T.
聖霊、来てください、私の心を燃え立たせてください。
2

私の愛情の気持ちをあなたに表すために、あなたの熱意がどうなっているかあなたに

お尋ねするために、そして、あなたの町で「マリアの旗」を揚げるいくらかの望みがある
かどうかを知るために、何日も前からあなたにお手紙を差し上げたいと思っていました。
3

そうです、私は、主が何人かのお嬢さんたちに対するご慈悲の道具としてあなたをお

選びになったということを、信じています。あなたの召命に応えてください、あなたの天
命に応えてください。おとめの元后の神聖なみ旗の下に若い心を集めてください、集める
ように努めてください、彼女たちの汚れなさとあなたの汚れなさを、そのみ名の保護のも
とにおくように努めてください。あなたの勇気をかき立ててください、困難に敗け (まけ)
ないようにしてください。困難は、善をしようと思うときにはいつもあります。でも、主
がそのお恵みの力によってすべてを容易にしてくださいます。あなたの方から主に対して
忠実であるようにしましょう。主があなたに与えてくださったお恵みを有効に活かすよう
に、最大限の配慮をしましょう、そうすれば、お恵みに応えることによってさらに外のお
恵みも与えられるでしょう。
4

悪魔からその犠牲者を救いだすために、さらに、人々の心をイエスさまとマリアさま

におささげするために、私たちの努力を一つにしましょう、私たちが神なる至高の裁き手
の前に出る時に、私たちが自分を救う手助けをしてあげた魂と一緒に出ることが出来るよ
うに努めましょう。
5

さようなら、親愛なる姉妹、私の心からなる愛情をお約束します。
スール・マリー・ドゥ・トランケレオン

6

私の尊敬の気持ちをあなたの叔母さまにお伝えください、あなたの姉妹の方々によろ

しくお伝えください。あなたの姉妹の方々の中から会員が出るように努めてください。

321. バニェール・ドゥ・ビゴールのマドゥモワゼル・アメリ・
ドゥ・リサン宛
+J. M. J. T.

1817 年 7 月 14 日
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神より大いなる栄光のために。
2

今大変仕事で忙しいのですが、少し時間をとって一言あなたに申し上げたいと思います。

3

オフィシエール (Oﬃcière, 支部長)12 の方々が私たちの神父さま13 に表敬に見えました。

そして、神父さまから思慮の富んだ助言を戴きました。神父さまは、知らないうちに目的
に着かせるような、また、オブラートに包んで薬を飲ませるような、強さを伴った優しい
道によって善へ導くことを望んでおられます。これが若い人たちを獲得する唯一の方法で
す。慈愛なる神さまのお導きをご覧ください。神さまがどのように私たちを引き寄せら
れるか、どのように私たちを待っておられるかをご覧ください。イエスさま、あなたの霊
を私たちに与えてください、あなたの貴い教訓を学ぶために、あなたのみ心の学校に私た
ちを導いてください。
4

この子供たちの誰も私たちの手から離れることのないように努めましょう。この子供

たちを全員獲得するために、すべての子供たちにとってすべてとなりましょう。同じ食物
がすべての胃に合うことは出来ないのです。ある胃には固い肉が必要ですし、また外の胃
には、乳によってしか栄養が与えられないのです。
5

神の業が行われますように祈りましょう、そして、私たちの不忠実によって神の業の

障害にならないように努めましょう。
6

神父さまはオーシュに行かれます。私たちの姉妹たち14 の喜びを想像してください。そ

して私も、姉妹たちのために喜んでいます。
7

フランソワの再来とも言うべき神父さまの側にいる時間は、何と短く思えることでしょ

う。神父さまのすべての言葉は神さまの霊によって導かれているように思えます。
8

さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて私の心からの愛情をあなたにささ

げます。
スール・マリー
姉妹たちがあなたによろしくとのことです。会員を獲得するように努めてください。

12

アジャンのコングレガシオンの会員たち
シャミナード師
14
オーシュのコングレガシオンの会員たち。この町は汚れなきマリア修道会を要請していました。シャミ
ナード師は、聖フィリップ・ドゥ・ネリ (編者註：司祭、オラトリオ会 (修道会ではない) の創立者、フラ
ンス国王アンリ 4 世のカトリックへの改宗を教皇側に認めさせ、アンリ 4 世はナント勅令 (信仰の自由) を
発した。主なオラトリオとして、メサイア (ヘンデル)、天地創造 (ハイドン)) の言葉、
「羽が生え揃うまで
は翼を巣の外に出さないようにしましょう。」を想起して妥協を許しませんでした。(シムレール師による
シャミナード師の生涯、p.365)
13

455

322. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1817 年 7 月 17 日

神さま、あなたは何と慈悲深くいらっしゃることでしょう。
2

私たちは大変忙しいのですが、少しだけ時間をとります。今日、私たちのボン・ペー

ル (bon Père) と定期の面談を終えることが出来ました。敬虔な助言をくださいました。
私がこの助言を有効に活かすことが出来ますように。
3

今日神父さまは、コングレガシオンの会員の受け入れをなさいました。17 名の方が受

け入れられました。全員、下の教会でご聖体を戴きました。
「主の祈り」の時に私たちは、
「私にとってしあわせな日 (O jour heureux pour moi) . . . † 」を歌いながら内陣を私たちの
座席から降りて、祭壇の下にご聖体を戴きに行きました。神父さまはコングレガシオンの
会員に立派な話をしてくださいました。毎日、神父さまはミサの時に、命の木、即ち、ご
聖体拝領のいろいろな実について説教してくださいます。神父さまは昼食と夕食の間に、
会則、私たちの身分の徳、ためになる修道者の話についてコンフェランス (conférence, 講
話) をしてくださいます。でも、それ以外は大変忙しくしていらっしゃって、やっと告解
が出来るくらいです。昨日は、晩の 10 時に告解室を出られました。神父さまは、土曜日
か月曜日にオーシュに出掛けられます。神父さまが留守の間、ムラン師が私たちに小黙想
をさせてくださいますが、神父さまがこちらにお戻りになる時に黙想は終わるでしょう。
4

あなたのために祈っているあなたの姉妹たちのために、祈ってください。親愛なるロ

ロット、あなたがここに滞在された時にあなたが戴いたお恵み、特に、あの 9 日間の聖体
拝領 (neuvaine de communion) を思い起こしてください。今あなたは、悪魔にとっては
恐るべきライオン、悪魔のあらゆる攻撃に対する勝利者でなければなりません。
5

神父さま15 はまだ、神父さまがコングレガシオンのために約束してくださったものを

私たちにくださいませんが、それを写してもらってあなたに送りましょう。
6

愛する私の姉妹、勇気を出してください。慈愛なる神さまと、私たちの力あるおん母

聖なるおとめマリアのご保護を信頼しましょう。親愛なる私たちの姉妹たちを力付けてく
ださい。コングレガシオンの本当の会員の義務に忠実であるように、特に、会員の特徴で
なければならない慎みをもつように、他の人を仲間に入れるべく会員をかき立てなければ
ならない熱意をもつように、この親愛なる群れを励ましてください。コングレガシオンの
†
15

編者註：実際にどの曲を指すのか不明。
シャミナード神父
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会員は、公の散策の場所や世俗的な集まりは避けて欲しいと思います。マリアさまの栄誉
の綬 (ひも) であるサンチュール (ceinture, 帯) を着ける時、生活はどのようなものでな
ければならないのでしょうか. . .
7

シャミナード師がカステックス師に手紙を書かれるでしょう。神父さまは大変お忙し

くしていらっしゃいますので、手紙はまだ書かれていないと思います。が、すべてが神の
より大きな栄光となりますように、私たちの姉妹たちの進歩向上のためになりますよう
に、祈ってください。すべての姉妹の方々に私からよろしくとお伝えください。あなたの
お母さま、コンパニョのご婦人の方々、マドゥモワゼル・ジョレ、私の叔母たち、すべて
のダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames de la Retraite) の皆さまに私の尊敬の気持ちをお
伝えください。
5

さようなら、私の愛する姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけ

をおくりあなたを愛します。
スール・マリー
9

私たちのすべての姉妹たちがあなたにくれぐれもよろしくとのことです。スール・マ

ルトは前よりも良くなりましたが、まだ病気です。胸が冒されているのではないかと心配
です。ポストラント (postulante, 志願者) たちは聖なる服を着ることになるでしょう。

323. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1817 年 8 月 16 日

聖なるおとめマリア、私たちの母、私たちのために祈ってください。
尊敬すべき神父さま、
2

神父さまのお手紙はいつも、神父さまの娘たちにとりましては大きな慰めです、そし

て、神父さまから戴く有益な助言で、私たちは、私たちが召されている目的に向かってま
すます邁進するように励まされています。
3

私は神父さまに十分に理解して戴けませんでした。私が神父さまに申し上げた神経発

作のお話は、ポストラント (postulante, 志願者) のスール・マルゲリトのことではなかっ
たのです。それは、誓願者のスール・マルトのことで、姉妹は、ご聖体の拝領の拒まれた
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ので16 、神父さまが修道院においでになった時の状態になったのです。私は、神父さまか
ら譲歩しないための処し方を教えて戴きたかったのですが、このような事態は望んでいま
せんでした。
4

スール・サン・ジョゼフは、時々むら気を起こします、そして、その後には必ずやる

気をなくすのです、それが私にとりましては大変大きな悩みです。彼女は今のところはう
まくやっています。彼女の体の不具合は前よりも良くなっています。彼女は時々不眠に
陥るのですが、そのような時に、6 時まで寝ている許可を私に願いません。そのようなこ
とがしばしばあるのです。私は、そのことを悪いと思っている姉妹がいることに気づいて
います。それに私の心配は、睡眠不足によって彼女の神経がいらだつため、なおさら不忍
耐に陥ってしまうのではないかということです。どうしたらよろしいでしょうか。私は、
懲らしめの期間がこんなに延びれば、最後には彼女が勇気をなくしてしまうのではないか
と懸念しています。このことは、町の人たちにも知られていますので、彼女にとって大変
大きな屈辱です。それは不幸なことです。私には彼女にポストラント (志願者) の服を着
せて要理に行かせるようなことは出来ません。彼女は自分なりに努力していますが、大変
短い期間で多くのことを克服するということは何と難しいことでしょう。
5

スール・マルゲリトはとても元気です。彼女には近いうちに聖なる服を与えてもいい

のではないかと思います。私たちは神父さまのご指示をお待ちしています。私たちは彼
女に聖なる服を与えることを喜んでいます。スール・サン・テスプリは、しばしば心が揺
らいでいます。
6

ムラン師は、ご自分だけが、勿論神父さまもそうですが、それをご覧になれるような

私たちの略歴を私たちが各自書くことを望まれたようです。でも私は、私が自分の略歴を
書くことに自惚れを抱き、それを喜びとするだろうと感じます。ですから私は、神父さま
のご指示がなければ私の略歴を書くようなことはしたくありません、もし、従順によって
略歴を書くのであれば、喜んで書きます。神さまのお恵みがそれに伴うでしょうから。神
父さま、私のすべての行いにこの惨めな自惚れが入り込むのを避けるために、私は指導し
て戴くことの必要と、自分からは何もしない必要が本当にあります。
7

私は神父さまに、スール・マルトの書式とスール・アンヌの遺言状の写しとその短い

手紙をお送りいたします。
8

私たちが神父さまにお支払いしなければならないすべてのものの計算書を、私に送っ

てくださいませんでしょうか。私は、
「手引き」60 冊、
「祈りの本」3 冊、
「小さな方法」100
冊、「容易になった救い、結婚における義者の生活」100 冊、「キリスト者の娘の生活」2

16

ジャンセニスムの影響をまだ大変強く受けていた時代に広く行なわれていた慣習で、修道会においては
聖体拝領が規制されていた。そして、修道女がある外的な過失のために、それがたとえごく小さな過失で
あっても、聖体拝領の出来ないことがあった。
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冊、
「キリスト者の新しいヒロイン」2 冊、
「キリスト者の女性の正しい装い」1 冊、
「聖な
るおとめマリアに対する信心の模範」1 冊だったと思います。外に私たちが神父さまにお
支払いしなければならない本代があるかどうか私は覚えていません。その外に神父さま
の旅費の一部などがあります。それらに当てるために、少なくともその一部に当てるため
に、スール・サン・ジョゼフの年金を神父さまが取っておかれてもよろしいと思います。
9

大変革命的な人の娘さんをコングレガシオンに受け入れることが出来るでしょうか。

この人は、最近の不幸な出来事において自分の主義主張をはっきり示されて、牢にも入れ
られた方です。娘さんは大変徳があって、敬虔で受け入れてもらえることを強く望んでい
ます。この件について出来るだけ早くご返事頂けないでしょうか、この娘さんにどう答え
ていいか私たちには分かりませんので。
10

そういうわけでございますので、次の最初の機会に、お嬢さんたちの仕事、コングレ

ガシオンの会員の義務と保護の聖人のリストをお待ちしています。
11

ベロック夫人はポール・サント・マリーに行かれて、そこでコングレガシオンのため

に立派なことをなさいました。夫人は組織を作り、リーダーを任命されました。受け入れ
られたのは 10 名だけでしたが、希望者はもっといました。主任神父さまがご自分でこの
人たちを集めて教話をしてくださるでしょう。夫人には、善なることのために溢れる熱意
があります。
12

尊敬すべき神父さま、神父さまの子供たちの深い尊敬の気持ちと全き従順を受け取っ

て戴きたいと思います。
スール・マリー
13

日曜日の朝、10 時半から 11 時まで、私はスール・エンマヌエルと一緒に、受け入れ

られたコングレガシオンの若い会員の集まりをもっています。そして夜には、
「熱意の集
まり (L’assemblée de zèle)」あるいは「全体の集まり (L’assemblée générale)」をもってい
ます。最初の集まりは大変くだけた話し合いの形の集まりにしています。冗談をいうこ
とも許しています。これは言って見ればお嬢さんたちの心をとらえる方法です。でも夜
は、私たちは規則に従って冗談は言わずに帰しています。神父さまがそのようなやり方に
賛同してくださるかどうか私に知らせてください。私たちが願望している善を行うため、
また、大変に必要とするこのお嬢さんたちの信頼を得るために、最初の集まりはこのよう
な形を取らなければならないと私たちには思われます。
14

お嬢さんたちの集まりではベロック夫人は、オペラのメロディーで聖なる言葉を歌わ

せたいと思っていました。しかし、スール・エンマヌエルはそのことを、そして、特にそ
の中のいくつかのメロディーを、大変嫌っています。出来るだけ早く神父さまのご意見を
お知らせください。
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私たちは下の聖堂を十二分に活用しています。ノヴィシア (修練院) のベッドは以前

15

の聖堂に移しました。

324. タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
+J. M. J. T.

1818 年 2 月 24 日

マリアさま、この新しい家庭を守ってください。
2

タルブにマリアさまのみ国が建てられたことによって、しっかりした若い人たちがそ

の聖なる旗の下の集まりに加わろうとしているのが分かりましたので、私は親愛なるスー
ル・エンマヌエルと競ってあなたに手紙を差し上げ、私たちがどんなに喜んでいるかを申
し上げたいと思います。
3

親愛なるメラニ、あなたは、あなたが天におられる花婿のために、言わば新しい民を形

成するには相応しくないにもかかわらず、花婿があなたを選んでくださったというお恵み
に何と多くのお返しをしなければならないことでしょうか。主は、そのはしための賤 (い
や) しさに目を注いでくださり、はしために偉大なことをしてくださいました。そのみ名
は聖です† 、み名が代々に讃えられますように。
4

親愛なる姉妹、この親愛なる新しい加入者に、彼女たちが私たちにとってどんなに大

切な人たちであるか、また、離れてはいても、彼女たちが私たちの愛する姉妹であると私
が感じているということをお伝えください。コングレガシオンの中には人の心を結びつ
けるお守りがありますが、そのお守りは、イエスさまとマリアさまに対する愛、イエスさ
まとマリアさまの栄光に対する熱意です。
5

当てに出来る第三会員を私のところに差し向けてくださいませんか。あなたに、
「マリ

アのしもべの手引き」とコングレガシオンの目的、手段、形態などを書きとめたノートを
お送りしましょう。そのノートはコングレガシオンを設立するのに大変役に立つでしょ
う。特に祈りましょう。祈りは主のお恵みを引き寄せる最も確かな手段です。祈りによっ
て私たちは強いものとなるでしょう、でも、祈りなしには私たちは何も出来ないでしょう。
6

私は、私たちの親愛なる姉妹たちが天国に行く時には、必ず、自分が慈愛なる神さま

のために獲得した多くの魂を伴って行くことを、望んでいます。コングレガシオンの会員
は、(慎重なそしてその身分の枠内での) 熱意によって愛徳に燃えた小さな使徒でなけれ
ばならないことを、忘れないようにしましょう。

†

編者註：ルカによる福音書 第 1 章第 48-49 節。
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7

最後に、もし主が、あなたを私たちの家に迎えるように決めてくださり、そしていつ

か、あなたを永久に天におられる花婿に奉献する神聖なるベールを、あなたに被せて、あ
なたをスール・グザヴィエと呼ぶことが出来れば、どんなに嬉しいことであるかを申し上
げておきましょう。私たちは、慈愛なる神さまがその聖なるみ旨をあなたに知らせてくだ
さいますように、そして、み旨を全うし、あなたがおっしゃるように、すべてを見出すた
めにすべてを去るお恵みと力をあなたに与えてくださいますように、慈愛なる神さまにお
祈りします。神さまは、魂をエジプトから助けだし、恵みのマナが豊かに降る肥沃な砂漠
に導いてくださるという、何と素晴らしいお恵みを魂に与えてくださることでしょう。見
てください、そして味わってください。
8

さようなら、親愛なる姉妹、私たちの心は、イエスさまとマリアさまのみ心において

いつも結ばれています。
アジャンにて
汚れなきマリア修道会総長
スール・マリー・ドゥ・バーツ・トランケレオン
9

いつも神さまに対する愛に燃えておられるローモン師が、私たちの主イエス・キリス

トにおいてあなたによろしくとのことです。あなたの叔母さまに私の尊敬の気持ちをお
伝えください。親愛なるスール・エンマヌエルがマドゥモワゼル・フロランチーヌ17 にお
便りするでしょう。ローモン師が幸便にて、新しいコングレガシオンの尊敬すべき指導者

(Directeur) に手紙を書かれるでしょう。その時に「手引き」を持って行ってくださるで
しょう。

325. タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
+J. M. J. T.

1818 年 5 月 4 日

聖霊、来てください、私たちの心を照らしそして燃え立たせてください。
2

私は親愛なるスール・ロザリの住所宛に、コングレガシオンの設立の目的を書き込ん

だノートと「マリアのしもべの手引き」6 冊をあなたのために送りました。「マリアのし
もべの手引き」は 1 冊 45 ソル† です。あなたから私たちに払って戴くお金は 13 フラン 16
ソルになります。
17
†

アベイエ (Abeilhé)
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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3

慈愛なる神さまがあなたと親愛なるスール・フロランチーヌの願望と仕事を、祝福し

てくださいますように祈願をしました。あなたがタルブとマルシアックの町に、貴いマリ
アさまのみ旗を揚げることが出来ますように。多くのお嬢さんたちがマリアさまの神聖
な旗印の下に集まって加入し、そして彼女らの熱心さによって、生まれたばかりの教会の
時代を再現しますように。慎みが、彼女たちの心身全体にわたって支配しますように、そ
して、彼女たち全員の中に強い団結がありますように。私たちは、ただ一つの家庭を形成
するのです。私たちは神さまだけに属し、神さまを愛し愛させることに一生懸命になる、
ただ一つの心一つの魂となるのです。
4

神さま、わたしの心はあなたを愛するには余りにも小さすぎます、でもその心は多く

の心に神さまを愛させるでしょうし、これらすべての心の愛が私の心の弱さを補ってくれ
るでしょう。
5

そして、あなたがこの大きな事業を成し遂げた後、私たちの愛すべき修道院においで

になって疲れをいやし、私たちの聖なる修道会の仕事に従事されることを期待していま
す。しばらくしたらあなたが私たちの修道会の修道女になられて、おとめたちの花婿があ
なたのために取っておかれる永遠の冠の序幕となる冠を、あなたに被せることが出来ると
いう嬉しい信頼を抱いています。
6

さようなら、親愛なる姉妹、私たちの主イエス・キリストにおける私の心からの愛情

をお受け取りください。
汚れなきマリア修道会総長
スール・マリー・T.
7

私たちの姉妹たち、特にスール・エンマヌエルからよろしくとのことです。

326. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1818 年 5 月 7 日

ボン・ペール (bon Père) シャミナードは、修道院に来て 18 日間過ごしました。師は何人かのコングレ
ガシオンの会員を受け入れましたが、その中にパスノ師がいました。また、シャミナード師はメール・サン
ト・フォワとスール・ドジテに誓願の準備をさせましたが、それは、創立者と共に修道会の基礎を築いた人
たちに続いての最初の誓願宣立でした。
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聖霊、来てください、私たちの心を照らして、そして燃え立たせてください。
2

私は、あなたがボン・ペール (bon Père) の滞在されたこの 18 日間に慈愛なる神さま

が私たちに豊かに与えてくださったお恵みの証人になることが出来なかったことを、本当
に残念に思います。ボン・ペールは、殆どミサの度に素晴らしい教話をしてくださいまし
た。それに、全体の面談や個人的な面談で、慈愛なる父のように私たちを育んでください
ました。
3

でもボン・ペールは、私たちに対して手心をくわえるようなことはなさいませんでし

た。私たちのことを本気で叱られたのです。私たちがボン・ペールの期待通りではなかっ
たのだと思います。ですから、ボン・ペールはあまり満足ではありませんでした。ボン・
ペールは、たくさんの改正をなさいました。先ず、黙想者たちの部屋は庭師の庭に設置し
なければなりません。ボン・ペールは、もう、黙想者たちが修道女と余り緊密に交わるこ
とを望んでおられないのです。黙想者たちは、黙想者を指導する修道女、そのために任命
された修道女としか話が出来ないでしょう。
4

禁域はもっと厳密なものになります。応接室に行って話すことは以前よりは少なくな

りますし、特にもっと短いものとなります。沈黙はもっと守られるようになるなど. . . 。
5

親愛なるスール・サント・フォワとスール・ドジテは黒いベールを被ることが出来ま

した。彼女たちの徳と願望によって、修練期を短くして貰ったのです。その儀式は、主の
昇天の祝日に行われ立派なものでした。私の叔母たちもそれに参加しました。あなたに
は叔母たちが詳しく話してくれるでしょう。
6

その前の土曜日には、コングレガシオンの立派な受け入れ式がありました。3 名の司

祭が受け入れられましたが、その頭にパスノ師がおられました。師は、説教壇に上がられ
て自分を受け入れて戴いたことについて、シャミナード師に立派な挨拶をなさいました。
7

勇気を奮い立たせてください。聖霊があなたのご両親の心に話しかけてくださいます

ように、ここしばらく、ヴェニ・クレアトール (Veni Creator† ) の祈りをよく唱えてくだ
†

編者註：Veni, Creator Spiritus, 来たり給え、創造主なる聖霊よ
来たれ、創造主たる聖霊よ
人間たちの心に訪れ
なんじのつくられし魂を
高き恵みをもってみたしたまえ
慈悲深き主と呼ばれし御身
至高なる神の賜物
それは生の泉・火・愛
そして霊的な聖なる油
われらが肉体の弱さを
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さい。私たちの神父さまは、最近のヴェニ・クレアトール (Veni Creator) の祈りは殆ど
いつも聞き入れられている、とおっしゃっておられました。信仰をもってこの祈りを唱え
ましょう。
8

神父さまは、7 月末の誓願の更新においでになるとの希望をもたせてくださいました。

私たちはこの時期に 8 日間の黙想をします。この時期にあなたが来ることがお出来になっ
絶えざる勇気を持ち力づけ、
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
敵を遠ざけて
ただちに安らぎを与えたまえ
先導主なるあなたにならって
われらをすべての邪悪から逃れさせよ。
御身は 7 つの贈り物により
御尊父の右手の指にいらっしゃる
御尊父より約束された尊い者なる御身
人の喉に御言葉を豊かに与え給う
御身によってわれら尊父を知り、
御子をも知らせ給え。
両位より出現した聖霊なる
御身をいつの時にも信ぜさせ給え。
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ。
来たれ！ 創造主なる聖霊よ
慈悲深き主と呼ばれた御身
至高なる神の賜物
天の喜びを贈り給え
大きな報いを与え給え
争いの結び目を解き、
平和の誓いを堅くし給え。
ただちにやすらぎを与えたまえ
先導主である御身にならって
われらをすべての悪より逃れさせよ。
主なる父に栄光あれ
死よりよみがえった
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たらと、本当に願っています。来ることが出来るように努めてください。この願望を聖な
るおとめマリアと守護の天使たちに委ねましょう。
9

カステックス師に、コングレガシオンの会員を受け入れ、そして、集会を開く権限が

与えられるでしょう。それについてシャミナード師がカステックス師に手紙を書かれるで
しょう。
10

あなたと私たちの親愛なる会員の皆さまに聖霊の賜が豊かに与えられますように、お

祈りします。聖霊を一緒に戴くために、聖霊降臨の聖なる主日にはあなた方すべての人と
高間でお会いすることを約束します。聖霊が火の舌の形で私たちの上に下ってくださいま
すように。神さまに対する愛によって外の人たちを燃え立たせることが出来るようなこの
火を、私たちの舌に与えてください。私たちの舌が今後は神さまを知らせ、神さまを愛さ
せることだけに役立ちますように。
11

さようなら、親愛なる友、私たちの神なる花婿イエスさまのみ心と、その聖なるおん

母マリアのみ心において、心からあなたを愛しあなたに口づけをおくります。
スール・マリー
12

私たちの姉妹たちからあなたによろしくとのことです、そして、あなたがおいでにな

ることを願っています。

327. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
マリア会は 1817 年 10 月 2 日サン・ローラン (ボルドー) で生まれました。公の最初の誓願は 1818 年 9
月 5 日に行われることになります。この手紙の中でメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、
「私た
ちの修道会の修道者の小さな共同体の」誕生をロロットに告げることを喜んでいます。

+J. M. J. T.

1818 年 6 月 2 日

神さま、私が探し求めたいのはあなたの栄光です。
2

親愛なる姉妹、この定期市の時に幸便の機会があると思いますので、しばらくの間、あ

なたとお話しするためにその機会を利用したいと思います。
聖なる子、そして聖霊に
千代に渡って栄光あれ。
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3

主は、いくつかの十字架によって私たちを訪ねてくださいました。お気の毒にスール・

サン・ジョゼフは残ることが出来ませんでした。病気がいろいろと出て、身を引かなけれ
ばならなかったのです。私は彼女に愛情を抱いていましたので、恐らくとわの別れとなる
と思われるこの別れは、私には大変辛いものでした。このかわいそうな子のために、慈愛
なる神さまに祈ってください。神父さまは、ご自分の近くの尊敬すべきひとりのご婦人の
ところに、彼女を住まわせました。彼女は神父さまの指導の下にいますので私は安心して
います。
4

私は、私たちのボン・ペール (bon Père) が大司教さまの許可を得て私たちの修道会の

修道者の小さな共同体をボルドーにつくられたことを、あなたにお知らせしたかどうか覚
えていません。彼らの人数はまだ非常に少ないのですが、大変模範的です。彼らは「マリ
ア会 (la Société de Marie)」と呼ばれています。彼らについては公には話さないでくださ
い。秘密なのです。彼らは一般人と同じ服装をしています. . . それで人々は彼らが修道者
であることを知らないのです。現今においては、男子の修道会には女子の修道会よりもは
るかに多くの困難があります。
5

この聖なる八日間の倍加された祝福が、肉と血に打ち勝つために聖なる勇気であなた

の魂を充たしてくれたことと思います。「私よりも自分の父母を愛する人は私に相応しく
ない† 」
、
「すべてを去りなさい、そうすればすべてを見出すでしょう‡ 」の言葉をしばしば
心にもちましょう。
6

慈愛なる神さまがあなたの兄弟の方に、出来るだけ早く、あなたに代わることが出来

るような神さまのみ心にかなった女性を、与えてくださいますように祈りましょう。親愛
なるベロック夫人は此処にはいません、田舎のガリベール夫人のところに行っています。
7

途中私たちは、まだご両親に引き留められている私たちのポストラント (postulante,

志願者) のひとり、マドゥモワゼル・フィガロル (スール・グザヴィエ) に会いました。彼
女はタルブに住んでいて、スール・ラ・マルクと一緒に、タルブにコングレガシオンを設
立するように努めています。この、未来のスール・グザヴィエは熱心そのものです。彼女
の障害が取り除かれるようにお祈りください。また、その名前 (des Anges, 天使) 通りの
熱心なスール・デ・ザンジュの障害が取り除かれるようにもお祈りください。
8

私たちの友人のすべての方々によろしくお伝えください。友人の皆さまが、人間的も

ろもろの尊敬の試みに耐えることの出来る、勇気をもつようにお祈りします。親愛なる姉
妹の皆さま、キリスト者、特に、マリアの子の心には余りにも相応しくない世俗を軽んじ
ましょう。私たちの神なる花婿においてあなた方に口づけをおくります。
スール・マリー
†
‡

編者註：マタイによる福音書 第 10 章第 37 節。
編者註：キリストに倣いて 第 3 巻第 32 章第 1 節。
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9

私たちの姉妹たちがあなたによろしくとのことです。あなたがおいでになることを願っ

ています。ちょっと私たちを訪ねる許しを戴くように努めてください。マドゥモワゼル・
クリスチーヌの結婚話は、毀 (こわ) れたということです。

328. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1818 年 10 月 21 日

私の救い主、私を苦しめるこの情念から私を解放してください。
2

あなたからは本当に長いことお便りを戴いていないように思われます。私たちの姉妹

たち、特に、スール・サント・フォワからしばしば、あなたから便りがあったかどうか聞
かれていました。やっとあなたのお手紙を戴きました。あなたの兄弟の方の結婚相手が
話題になっていることを、喜んで読ませて戴きました。慈愛なる神さまに、それがもし神
さまの栄光と結婚するふたりの救いのためであるなら、うまくいきますように祈りましょ
う。その時にはすべての絆を断ち切ってください、この世俗を去ってください、そして、
あなたの休息の場所に向けて飛び立ってください。そうです、その時には何物にも耳を傾
けないでください。長いこと他の人のために働いたのですから、今は自分のために生きる
時です。だれもあなたのためにその救いを全うすることはないでしょう。救いというこ
の大切なことにおいては、各人自分がその責任をとらなければなりません。そしてもし、
人が自分の召命に応えなければ、自分の救いを大変危険に曝すのです。
3

諸聖人の素晴らしい祝日が近づいてきます。世俗を軽視し、肉と血のすべての絆を断

ち切り、本性の声には耳をかさず、お恵みの声に耳を傾けることによって、天の王国に辿
りついたこの多くの聖なるおとめ、多くの聖なる修道女を見ましょう。本性との間の戦い
においてはお恵みが勝ち、勝利者となることは疑いないのです。今彼女たちは、どんなに
かその犠牲を喜んでいることでしょう。さあ、勇気を出しましょう。反応の鈍さや弱さを
見せないようにしましょう。人生は流れ、若さは過ぎ去ります。私たちは私たちの人生の
残りの部分だけを、神さまに与えようとするのでしょうか。
4

スール・デ・ザンジュが厳しい攻撃を受けています。彼女は、彼女のお父さまの意志

に打ち勝たなければならないのです。彼女のためによく祈ってください。彼女は本当に
魅力的な人です。
5

私たちのすべての姉妹たちがあなたを愛しています、あなたによろしくとのことです、
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そして、あなたがおいでになることを願っています。私はあなたが神さまに対して深い愛
をもつことを祈っています。愛する心には何も難しいことはありません。
6

さようなら、親愛なる姉妹、心からの愛情をこめて私たちの主イエス・キリストにお

いてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー

329. タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
シャミナード師は清貧、貞潔、従順の通常の三つの誓願に、信仰およびキリスト教的生活習慣の教育の誓
願と禁域の誓願を加えました。信仰およびキリスト教的生活習慣の誓願はよく理解できます。その時まで、
禁域は三誓願に含まれていました。シャミナード師が禁域を導入したのは、終生誓願を守るためと同時に
長上が禁域を免除することを可能にすることによって、使徒活動のために外出することに広い幅を持たせ
るためでした。

+J. M. J. T.

1818 年 11 月 27 日

私たちの唯一の花婿であられるイエスさま、わたしはあなたを愛します。
2

私はしばらく前より、あなたからお便りを戴けないのを気に病んでいます。私はあな

たが苦悩の中にいると思います。でも、慈愛なる神さまがそれをお望みです。神さまの聖
なるみ旨を行うことは私たちの望むところではないでしょうか。
3

私たちは待降節に入って行きます。待降節は、多くの人が永遠のためにたくさんの功

徳の貯えをする恵みの時です。ところで、私たちは何もしないのでしょうか。私は、精神
的に私たちの神の母マリアとともにいること、マリアさまの潜心と、その純潔な胎内に宿
しておられる神なるおん子と語り合うようにするマリアさまの配慮を、模倣することをあ
なたに勧めます。私たちの祈りと黙想をもっとよくするようにしましょう。もっとよく
神さまの現存を保ちましょう。私たちの射禱を倍加しましょう。
4

教会の精神において、私たちの神なる救い主に対して多くの愛の祈りをささげましょ

う。私たちが救い主を必要としていることを感じ取りましょう。また、天におられる幼な
子と共に、マリアさまの胎内にしばしばいるようにしましょう。幼な子の愛が私たちにふ
んだんに示してくださる謙遜、従順、愛徳の模範に、感嘆しましょう、そして、幼な子の
何かを模倣するように努めましょう。
5

お生まれになるイエスさま、マリアさまの胎内におられるイエスさまは、修道生活の

手本です。イエスさまはマリアさまの胎内で、私たちが立てる五つの誓願、従順、清貧、
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貞潔、禁域、信仰教育を実行しておられます。イエスさまに、これらの誓願を忠実に守る
お恵みをよくお願いしましょう。
6

私は、あなたを私たちの修道女の中にすでに数えているみたいですね。そうですとも、

私は、あなたが私の娘であると本当に感じています。あなたが帰られた後18 、ふたりのポ
ストラント (志願者) がありました。ひとりは 22 歳でもうひとりは 18 歳です。彼女たち
は他の仲間が来ることを願っています。あなたはいつ彼女たちの仲間になりますか。
7

あなたは勇気をだして、あなたの考えをあなたのご両親に打ち明けるべきだと思いま

す。ご両親に対する尊敬心と、ご両親があらゆる点でそれに値する服従にもとるようなこ
とは決してしないようにして、断固とした態度で決心を示さなければなりません。ご両親
の守護の天使とあなたの守護の天使に、そのお助けを熱心に求めてください。自分を主に
委ねてください。主は、あなたをエジプトから救いだして、あなたをご自分のおん体の貴
重なマナで養い、その崇むべきおん血の溢れる泉であなたに飲ませることを望まれる、肥
沃な砂漠に導かれる時をご存じです。その時、あなたはエジプトの玉葱に未練を抱くこと
が出来るでしょうか。
8

私たちの姉妹たちがあなたによろしくとのことです。私は私の心からの愛情をあなた

にお約束します。
スール・マリー

330. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
教育のメール (mère)、メール・エンマヌエルがコングレガシオンの責任者です。ですからメール・エン
マヌエルは、フラクシオン (fraction) とよばれたいろいろなグループに目を配り、それらのグループを励
まし刺激しなければなりません。そのようなわけで、メール・エンマヌエルは、ロロットがオフィシエール

(Oﬃcière, 支部長) をしている「ご託身のフラクシオン」にも手紙を書くことになるのです。

+J. M. J. T.

1819 年 1 月 7 日

あなたは私の心の王、永遠に私のしあわせな遺産分です。
2

私があなたに書いた新年の挨拶は、本当にお互いのためのものであること、特に来年

は、私たちが口頭で新年の挨拶を交わすことが出来るようにと私が本当に願っていること
18

旅行の途中で、メラニはアジャンの修道院に立ち寄った。
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を、信じてください。
3

先ずあなたを虜にしているこの束縛を、断ち切らなければなりません。あなたの兄弟

の方が結婚したら、後はもう何も耳を傾けないでください、早速、あなたの休息の場所に
飛び立ってください。世俗は、あなたにとっては外国の地です。すみやかにあなたの祖国
に急いで戻ってきてください。東方の博士たちの無私無欲を、模倣してください。彼らは
あらゆる障害を乗り越え、彼らを止めるものは何もなかったのです、はるかな道のりも、
彼らの身分や家族についてのおもんばかりも。彼らは星を見て、即座にその星の後を追っ
たのです。
4

さあ、親愛なるロロット、慈愛なる主、神なる花婿に対する奉仕のために勇気を出し

ましょう。地上の花婿のために自分の父と母から去るのに、天におられる花婿は、同じよ
うな犠牲に値しないのでしょうか。
5

私の心からの祝詞を親愛なる小さな群れの皆さまにお伝えください。その群れはから

し種に過ぎませんが、私にとっては大切な群れです。数においては彼女たちは少ないので
すが、熱心、熱意、愛においては、彼女たちが大勢であること、彼女たちが世俗の軽視の
模範、慎みの模範、すべての徳の模範であることを願っています。そしてそれは、慈愛な
る主と、至聖なるおとめ私たちの慈愛なる母マリアの、栄光のためです。
6

さようなら、親愛なる友、今日は、少し早くあなたとお別れしますが心はいつもあな

たと共にあります。ふたりの心は、純粋そのもの誠実そのものの相徳の絆によって永遠に
結ばれるために、マリアさまのみ心の中にはめこめられています。
7

近いうちにスール・エンマヌエルから、あなたのフラクシオン (fraction) 宛にも手紙

が届くはずです。スール・エンマヌエルは、その責務を負わされた教育のメール (mère)
の職務から、コングレガシオンのメールとして司教区のすべてのフラクシオンに手紙を書
きました。
8

私たちのすべての姉妹たちがあなたによろしくとのことです、そして、変わることな

く、あなたが来られるのを願っています。あらためてさようなら、永遠に讃えられる私た
ちの主イエス・キリストにおいてあなたを心から愛します。
スール・マリー

331. タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
+J. M. J. T.

1819 年 1 月 14 日

イエスさま、わたしの神なる花婿、私のすべてをあなたにささげたいと思います。
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2

この新しい年にあなたが私にくださった挨拶は、本当に身にしみています。あなたに

対する私の挨拶も、多岐にわたるものです。そして、来年は口頭で直接あなたに挨拶を言
えることを願っています。この年が、あなたの過越の年でありますように。私が言いたい
のは、本当の「約束の地」、あなたを天国へ導くはずの聖なる砂漠へ、あなたがエジプト
から脱出する、ということです。
3

イスラエル人たちは多くの試みによって、ファラオから砂漠へ行く許可を勝ち取った

のです。あなたも同じようにご両親の許可を勝ち取るのです。勇気と粘り強さと堅い意志
をもってください。モーセに倣って、飽くことなく許しを願い続けてください。一瞬たり
とも躊躇を見せてはなりません。お勧めしたいことは、あなたのお父さまがパリにいらっ
しゃる間にお父さまから同意を取り付けるように、努めることです。近くにいる時より
も、遠く離れている時の方が意志をしっかりもつことが出来ますし、口頭でよりも、手紙
で書く方が自分の考えをよりよく述べることが出来ます。でも、私はただ、あなたがあな
たの召命に確固たる信念をもつ程度の範囲内で、このような助言をあなたにするのです。
召命だけを私たちは探さなければならないからです。
4

私たちは、主があなたにこのような企てに必要な勇気を与えてくださるよう、お祈り

します。至聖なるおとめマリアによくおすがりしてください。マリアさまに、あなたをマ
リアさまの方に美徳の香りの方に引き付けてくださいますように、お願いしてください。
5

ポストラント (postulante, 志願者) の方たちは、あなたがおいでになることを心から

願っていますし、すでにあなたのことを気に入っています。私たちのすべての姉妹たち
も、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけを送ります。
6

ノヴィシア (修練院) で努力すべきことが少なくなるように、あなたの気性の激しさを

改める努力をすることをお勧めします。走らないで、もっと落ち着いて歩いてください。
頭はあまり左右に振らず、もっと真っすぐに保ってください。お分かりのように、私はあ
なたを私の娘として扱っています、私はあなたを私の娘だと思っているからです。
7

さようなら、イエスさまとマリアさまのみ心においてあなたの口づけを送ります。
スール・アデル

8

ローモン師がご病気です、師のために祈ってください。

332. タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
+J. M. J. T.

1819 年 3 月 8 日
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神さま、私はいつになったら、あなたを戴いてもう失うことがなくなるでしょう。
2

尊敬すべきローモン師の健康状態についてあなたにお知らせするために、もうずっと

前にあなたにお手紙を差し上げるべきでした。でも、いろいろと用事があってそれが出来
なかったのです。その尊敬すべき神父さまはすっかり良くなられて、これまでのすべての
お仕事をまた始められました。そのことを主に感謝しましょう。
3

あなたは、まだ束縛から解放されないでいるのですね。聖なる避難所に飛んで行くた

めに、自由にはばたくことが出来ないでいるのですね。しかしそれでもあなたは、すべて
が危険でありすべてが腐敗であるこの死の土地においては、足を休める場所も見付けられ
ないのです。あなたが休息の場所に飛んで行くために、主が鳩の翼をあなたに与えてくだ
さいますように、主に祈ってください。主があなたの心の耳に、
「娘よ、聞きなさい、耳を
傾けなさい、あなたの民族とあなたの父の家を忘れなさい、そして、私があなたに示す場
所、私があなたに与えようと思う土地に来なさい。
」という優しい言葉を囁いてください
ますように。でもそれまでの間、時間を無駄にしてはなりません、修道者の徳を獲得する
ために、特に、修道生活の骨格をなす己れの意志に死ぬということを身につけるために、
時間を使いましょう。けれども、この、己れの意志に死ぬということは一日にして出来る
ものではありません、時間をかけた息の長い努力が必要です。
4

あなたが世俗にある間に己れの意志を打ち倒し、修道院に来られた時には、もう己れ

の意志はないように努めてください。そうすれば、あなたの試練の期間は短くてすむで
しょうし多くの苦痛を避けさせてくれるでしょう。世俗にあってすでにその修練期を始
める時、より良い修道女になれます。
5

親愛なる私たちのスール・エリザベトが天国へ旅立ちます、胸に病気が広がって、そ

れが彼女を 3 ヵ月で死に至らしめたのです。彼女は臨終の聖体拝領をしました。まだ 18
歳にしかなっていないこの子は、私たちに大きな感銘を与えてくれます。彼女は、天国に
行く願望と天国に行ける信頼しか口にしません。彼女は、治りたいとは全然思わず、少
しのいらだちも示しません。彼女の顔は、喜びに大変輝いています。無垢のうちに、そし
て、清らかな心で死ぬ人たちは何としあわせなことでしょう。汚れなきマリア修道会の、
初めての死者となります。彼女は私たちの模範でなければなりませんし、私たちも皆、彼
女と同じような気持ちで死ぬように努めなければなりません。神さまが、彼女と同じよう
な気持ちで死ぬお恵みを私たちに与えてくださいますように。
6

マルシアックの主任神父さまが、コングレガシオンに対する態度を変えられたという

ことです。コングレガシオンの設立を試みるためにその善意を利用しなければならないで
しょう。イエスさま万歳、マリアさま万歳。
7

さようなら、あなたがあなたの魂のために、よい収穫を収めることのできるしあわせ
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な四旬節を過ごすことが出来るように祈っています。イエスさまとマリアさまのみ心に
おいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー

333. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
メール・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、花婿のところへ赴く汚れなきマリア修道会の最初の会員、スー
ル・エリザベトのために祈るようにロロットとコングレガシオンの会員に頼んでいます。

+J. M. J. T.

1819 年 4 月 13 日

主において死ぬ人たちはしあわせです。
2

親愛なる私たちのエリザベトが亡くなったことをお知らせするために一言あなたにし

たためます。彼女は、とても聖なる死を遂げました。彼女は、その最後の視線を静かに十
字架像の方へ向けました。彼女は、ご復活の主日に誓願を立てていました。
3

死を迎えたその朝は、彼女の具合はかなりいいものでした。その日彼女は、私たちの

姉妹のひとりに、自分の行いと苦しみを煉獄の霊魂たちのためにささげたこと、そして、
煉獄の霊魂たちが手を上げて、祈りの助けを自分に求めているように思われたこと、を告
げました。首席司祭の方に彼女のため特別なミサをささげて戴けると大変嬉しいのです
が。そのことを、カステックス師とドゥ・サン・ピエール師にもお伝えください。
4

フルトーのためにあなたに頼まれたいた「手引き」を送ります。

5

私たちの主イエス・キリストにおける私の友情をあなたにお約束します。
スール・マリー

334. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
フィジャックの母方の祖母を訪れていたアデルは、1809 年には、人々がエミリ・ドゥ・ロダの功績と徳
を讃えるのを聞いていました。アデルはエミリ・ドゥ・ロダと連絡を取り、自分の「プチット・ソシエテ」
に入ることを勧めたかったことでしょう。
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10 年後、ヴィルフランシュでの修道会の創立を母から聞いたとき、アデルはもうためらうことなくメー
ル・エミリに手紙を書いて、お互いの責任を果たす助けとなる祈りの一致を提案しました。提案は受け入れ
られて大変内容のある文通が交わされることになります。

+J. M. J. T.

1819 年 6 月 21 日

マダム、
あなたがヴィルフランシュにつくられた修道会のことを母から聞きました。私はそのこ
とを大変嬉しく思いました。それが何であれ神さまの栄光となり得ることであるならば、
イエス・キリストの花嫁というその身分によって神さまの栄光が得られるように、また、
魂の救いのために励むように努めることを表明する、
「マリアの娘」にとって無関心でい
ることができましょうか。
2

神さまのご慈悲によって、私も修道会をつくることが出来ました。つまり、慈愛なる神

さまが私に与えてくださった運命によって、新しい修道会の形成に協力したのです。この
修道会は、ボルドーの尊敬すべき司祭シャミナード師の心遣いと賢明さの結晶です。シャ
ミナード師は、コングレガシオンの設立によって大変知られた方で、その素晴らしい熱意
をもって大成功のうちにコングレガシオンを指導しておられます。
3

私は、祈りによって私たちが結ばれることを望みます。私たちがお互いに助け合うこ

とによって、ますますイエス・キリストの助けを戴くようになるためです。私たちが地獄
に対して決戦を誓ったが故に、地獄が間違いなく力の限り攻撃しようとする事業において
は、私たちは本当に主の助けが必要です。
4

私たちの主だった事業は、コングレガシオンを形成しこれを支えることです。あなた

には、このコングレガシオンが行う善がどんなに大きなものか信じられないことでしょ
う。私たちはコングレガシオンをいくつかの集まりに分けています。主婦と年配の独身
女性は、一つのグループを作ります。若いお嬢さんたちは、もう一つのグループをつくり
ます。そして、お手伝いの仕事をしている娘たちも、もう一つのグループをつくります。
これらは同じコングレガシオンですが、別々に集まりをもちます、時々教話が少し違った
ものになるはずだからです。
5

集まりは日曜日の夕方、教区の聖務の後、散策の時間にもちます。それは、彼女たち

を散策から外すためです。私達は教話を行ったり聖歌を歌ったりして、楽しいものにしよ
うと努めています。さらにその週の保護者とする聖人の生涯の話をしたりします. . .
6

コングレガシオンの会員たちは、私たちに厚い信頼をよせてくれ、私たちによく従っ

てくれます。彼女たちは許可なしには何もしません。彼女たちは私たちに、自分たちの小

474
さな悩みを打ち明けてくれます。ですから私たちは、彼女たちにしばしば会わなければな
りません、言ってみれば、私たちは彼女たちを指導しているからです。集まりは聖なるマ
リアのご保護の下にあります。「汚れなきおん宿りのコングレガシオン」です。
7

この大切に思うコングレガシオンをヴィルフランシュに設立できたら、という強い願

望を抱いてこのように詳しく述べさせて戴きました。
8

男子のためのコングレガシオンもあります。(でも私たちは、それにはかかわりをもち

ません. . . ) 男子のコングレガシオンは、女子のコングレガシオンよりも大きな影響力を
もっています。あなたの尊敬すべき指導者は、恐らくヴィルフランシュにもコングレガシ
オンをつくることがお出来になるのではないでしょうか。もし、慈愛なる神さまが、マリ
アさまのみ旗がその地に掲げられることを望んでいらっしゃるのでしたら、神さまはその
方法を示してくださるでしょう。
9

マルティ師は、名誉参事会員でもあられる私たちのボン・ペール (bon Père) シャミ

ナード師へ、ボルドーのラランド通り宛に手紙を書くこともお出来になるでしょう。シャ
ミナード師は私よりもよくマルティ師に、このコングレガシオンの精神、コングレガシオ
ン設立の段取り、シャミナード師が教皇さまから戴いた権限、そして、コングレガシオン
の会員を受け入れるために師が委譲することの出来る権限などを、説明してくださるで
しょう。
10

会員たちに、マリアさまを愛させ讃えさせましょう、そしてそのことによって、私た

ちは私たちの天におられる花婿を愛させ、花婿に仕えさせることが出来ると確信します。
11

御免なさい。熱意のあまり大胆になりました. . . 失礼を顧みずに一筆差し上げること

をお赦しください。
12

イエスさまとマリアさまのみ心において私の尊敬の気持ちと愛情をお受け取りくだ

さい。
汚れなきマリア修道会総長
スール・マリー・トランケレオン
13

皆さまと同じように私たちも、貧しい子供たちの勉強と初聖体の準備をする要理の勉

強のため、無償の授業をしています。なお、小さい娘たちに裁縫を教えるための仕事場を
持っていることを付け加えさせて戴きます。最後に、私たちの事業には大きな共通点があ
ることが分かります。そのことが、あなたの修道会を私に余計に近しいものにしてくれま
す。禁域は、私たちの修道会においても大変厳密です。

335. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンとメール・エミリ・ドゥ・ロダはふたつの修道家庭の連合
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の可能性を探っています。それで、シャミナード師とマルティ師のふたりの創立者がそのことを承知され、
どのようにそれが実現可能であるかを検討することが大切な課題となりました。

+J. M. J. T.

1819 年 8 月 10 日

マリアさま、あなたが私たちの母でいらっしゃることをお示しください。
私の大変敬愛すべき姉妹、
2

あなたからのお手紙を戴いた後すぐに、私は急いで私たちのボン・ペール (bon Père)19

にあなたのお手紙のことをお伝えしました。ボン・ペールも急いでマルティ師に返事を出
されました。私は本当に私たちの連合を喜んでいます。私はそこに、神のみ摂理の何か偉
大なご計画を垣間見るような気がします。私たちはいつか、同じ修道会となることが出来
るのでしょうか。私たちの尊敬すべき長上は近いうちに、教皇さまに私たちの会則と会憲
をお送りして、承認をお願いするはずです。すべてが私たちの栄光ではなく主の栄光のた
めでありますように、主に祈ってください。
3

私たちはすでにコングレガシオンのやり方には慣れておりますので、皆さまが出会う

ことがあり得ると思われる困難についてお知らせいたしましょうか。私たちの経験は皆さ
まにもためになると思います。
4

あなたの心があなたの修道会の親愛なる姉妹方の病気のことで味わっておられる痛み

をお察し申し上げます。私も今、私たちの修道会の姉妹のひとりのことで、同じ心配を
しています。—その姉妹は、私たちの修道会で最も優秀な人のひとりで、その上に、主な
リーダーのひとりです。—その人を失うことになったら埋め合わせがきかないように思
えます20 、でも、聖なる人ヨブと共に、
「主は、それらを私に与えられて、また、それらを
私から取り上げられました。その聖なるみ名が讃えられますように。† 」と言いましょう。
もし私たちが、そのみ手から善を戴くのでしたら、どうしてそのみ手から悪を戴かないこ
とがありましょうか。私はこの手紙の中では強い者のように見えますが、残念なことに、
実際は、私は弱さそのものです。何でもないことが私を打ちのめし、私を落胆させます。
5

さようなら、あなたのいやしいはしための尊敬の気持ちと愛情を受け入れてください。
スール・マリー・トランケレオン

19

その時シャミナード師はアジャンにいた。
メール・エンマヌエル・ルイエ、教育のメール。
†
編者註：ヨブ記第 1 章第 21 節。

20

476

336. ボルドーのシャミナード師宛
禁域を守るすべての修道会と同じように、汚れなきマリア修道会も、創立当時、二つの違った身分の姉
妹たち† から成っていましたが、姉妹たちは、イエス、マリアにおけるただ一つの家庭を形成していました。
それは、教育と事業を担当する歌隊修道女 (sœur de Chœur) と、物質的にまた霊的に歌隊修道女を助ける
助修道女 (sœur de Compagne) です。各人の適性が区別のただ一つの要因でした。(L.C. no74)。1821 年ご
ろ、教育事業の増大する必要性から補佐修道女 (sœur Assistante) が設けられました。(cf. H.R. o.c. p.433
と L. AT. no450)。したがって、ある一定の教育のある助修道女や教育を身につけて種々の事業において
メール (Mère) を補佐する適性をもった助修道女を、補佐修道女の身分に上げることが出来ました。私たち
の時代には、メール (Mère) の身分にどんな境遇の人でも受け入れることが引き起こしていた不都合を、理
解することは難しいことです。補佐修道女の身分は 1888 年に、助修道女の身分は 1947 年にそれぞれ廃止
されました。

+J. M. J. T.

1819 年 8 月 22 日

マリアさま、あなたが私たちの母でいらっしゃることをお示しください。
尊敬すべき神父さま、
2

神父さまがここに、ロシェとマドゥモワゼル・ラムルスが環飾りを入れて送ってくだ

さった箱を忘れて行かれましたので、幸便を利用して神父さまに送り返します。
3

神父さま、今日は私たちが抱えている悩みをお伝えして、神父さまの助言をお願いし

たいと思います。私たちのところには 1 ヵ月の間、神父さまが一人のいらっしゃらない上
に、私たちにはかなり難しい状況にあります。できるだけ早くご返事を戴けないでしょ
うか。
4

私たちのポストラント (postulante, 志願者) のセレスチーヌが、大変大きな誘惑に会っ

ています。自分と対等と思われる人のひとりが歌隊修道女‡ であるのに自分が助修道女で
ある、という考えを受け入れることが出来ないのです。彼女がこのような気持ちをもつよ
うになってから 10 日ほど経ちます。どうにも彼女の気持ちを変えることが出来ません、
少しばかり気持ちが変わったように見えたとしても、ほんの一時的なものです。彼女は喜
†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
‡
編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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んでいつまでもポストラントのままでいるでしょう。彼女は、どうしても助修道女のベー
ルを着ける決心がつかないと言っています。このような気持ちから、彼女の中ではすべて
が反発しているのです。どうしたらよろしいでしょうか。傲慢から出ていると思われる
このような気持ちの彼女に、私たちはご聖体を受けさせることが出来ません。処置の仕方
としては私たちは正しいでしょうか。それとも、私たちは間違っているでしょうか。私は
このことが本当に心配です。このような誘惑は、他のある助修道女にもありましたが、こ
れほど大きなものではありませんでしたし、これと同じような危険もありませんでした。
5

かつて、不幸にも密かな過ちを犯しましたが、その後、それが後まで尾を引くことが全

然なかったこの若い人のことを神父さまにお話し申し上げました時には、判断の助けとな
る明確なお答えは戴けませんでした。このことを除けば、彼女は素晴らしい適性をもった
人です、大変丈夫で、大変活動的で、仕事もよく出来て、徳において大変進歩をした娘で
す。彼女は 24 歳です。評判がよく、神さまに身をささげることを熱望しています—それ
以外に言いようがありません。彼女は、もう一度申しますが、人に知られていない罪を日
夜嘆き悲しんでいます。コミュノーテ (共同体) のすべての人は、そのことを知らないの
で、彼女が自分たちの中に入ってくることを願っています。この人は、仕事にはうってつ
けだし、健康状態も申し分ありません。メール・サン・ヴァンサンは喜ぶことでしょう。
明確に神父さまのお気持ちをお聞かせください。
6

メール・サン・ヴァンサンは元気になりました。メール・エンマヌエルもよくなって

います。
7

クララは残る許可が出て喜んでいます。でもマリー・ジョゼフは相変わらず気の毒で

す。その流刑がそれほど長いものとならないようにしてもらわなければなりません21 。
8

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちと私の完全な従順をお受けください。
スール・マリー

9

私の立派な十字架にあの光沢のある青い紐を着けることを、免除して戴くこともお願

いします。その紐を着ければきっと人の話題になるでしょうし、自惚れだと思われるで
しょう。そうなれば信仰にとってはいいことはないでしょうし、私たちを笑い物にするこ
とになるでしょう。もう一度お願いしますが、十字架を黒い紐で下げることをお許しくだ
21

クララ・ドゥ・カステラとエリザ・ドゥ・カステラは彼女たちの母親が死亡した時 (L. AT, tome I no23)
叔母の養女となり、トランケレオンの城で育てられた。そして、アデルがそこを出発したあとも彼女たちは
シャミナード師から、アジャンの修道院に滞在する許可を得た。未来の総長 (メール・マリー・ジョゼフ・
ドゥ・カステラ) エリザは、修道生活への呼びかけを感じてもその影響を受けることを望まず、家族に次の
ようにそのことを告げていた、
「もし、いつか私が修道院に入る決心をするような場合には、私がその召命
に従う前に、十分に私の召命を試してください。」呼びかけははっきりしたものになった。2 年の試みの期
間の後、ドゥ・トランケレオン夫人は出発する自由を与えた。エリザは 1821 年 4 月 29 日、アジャンに着
いた。
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さい。正直に申し上げましてこの青い紐は、私の傲慢な気持ちに背きます。私は物笑い
の種になることを恐れていますから。それに信仰が物笑いの種になるように私には思え
ます。

337. ボルドーのシャミナード師宛
この手紙の始めでは、適応に困難を覚えているスール・ドゥ・ラソンプシオンのことが話題になってい
ます。

+J. M. J. T.

1819 年 8 月 27 日

神父さま、
私たちの若い姉妹の手紙の余白を使って、私たちが彼女には大変満足していることを一
言申し上げたいと思います。ところが、彼女が手紙を書いた後、悪魔が彼女に攻撃を仕掛
けたのです。数日前から、彼女も明確に説明できない欝の状態が彼女を悩ましています。
彼女はそのことに嘆き悲しんでいます。しかしこれは新しく入った人には極普通のことで
す。それにまた、世俗にあった時には私には全く気兼ねのなかった彼女が、私に対して大
きな恐れを抱いているのです。悪魔はこのような若い心を奪いたいのでしょう。彼女の
ために祈ってください。
2

私は従順のことで大変不安になっています。スール・サクレ・クールは、医務室のこ

とで神父さまが、各自、スール・アポロニの指示に従って自分の当番をするようにとおっ
しゃったことを、守ることが出来ないと思っているのです。彼女は医務室よりも修練院に
いる時間の方がずっと多いのです。そして彼女は、手伝いのために数人の姉妹を送ってい
るのですが、彼女自身もその姉妹と一緒に、長い時間医務室にいます。彼女はそれ以外の
方法は不可能だと思っているようですが、私は神父さまに対する従順を心配しています。
私はスール・テレーズに、メール (mère) が不在の時には修道院にいるように指示してい
ます。従順については私は心安らかでいいのでしょうか。
3

神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

4

私たちは、私が出掛ける時に神父さまに差し上げた手紙に対する、マドゥモワゼル・

シャーニュからの返事があることを願っています。
スール・カトリーヌの誓願証書を同封します。
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338. ボルドーのシャミナード師宛
この手紙と後に続く手紙では大切なことが話題になっています。それは、汚れなきマリア修道会のコミュ
ノーテ (共同体) を移転するために、アジャンのオギュスタンにある元修道院を買収することです。(ルフュー
ジュは借りていました。) シャミナード師はこの計画を自分の秘書のダヴィド・モニエ氏に任せました。

+J. M. J. T.

1819 年 8 月 31 日

尊敬すべき神父さま、
ご覧になるのは私の手紙ばかりで、神父さまに嫌気を起こさせてしまうのではないかと
心配しています。にもかかわらず、私としては筆を取らざるを得ません。それでも私は、
神父さまが私よりも苦行の精神をおもちなのを存じでおります。
2

マドゥモワゼル・ロネが突然やってきました。私たちの喜びを想像してください。本

当に大きな喜びでした。彼女は便があったので、それを利用して黙想をしに来たのです。
神父さまは私たちの集まりのいくつかの状況を覚えていらっしゃって、私は神父さまか
ら、彼女が来たら知らせるようにと言われていましたので、筆をとりました。
3

彼女は、私たちに従って修道女になることをはっきりと決めていたのですが、しかし、

彼女が貧しい人たちの母親となって働いている所で、大きな善をしているということか
ら、ヴィルフランシュの人々が集まってそれを妨げたのです。
4

プチット・ソシエテ (Petite Société) は私の母性の初穂であり、また、私のしあわせ

の根源であったということで、今でも私がとても大切に思うものですが、その愛すべきプ
チット・ソシエテのロンピアンの集まりで、私たちは彼女を知りました。彼女は、私たち
に従うことが出来ないと分かった時、そのすべての衣類を私たちに残してくれました。も
し神父さまが次の郵便で、神父さまに神さまが示されることを、神父さまのご自身の手に
なるお手紙で彼女に書くことがお出来になったら、私としてはとても嬉しく思います。今
のこの時期に慈愛なる神さまが彼女をここに送ってくださっているように思いますので。
5

私の叔母たちは問題の計画についてはそれほど反対しているようには思われませんが22 、

叔母たちは、叔母たちが修道院を出て以来自分たちと一緒に生活している元ノヴィス (修
練者) であったもうひとりの人を、一緒に連れて来たいようです。その人は 50 歳だと思
います。その人は、叔母たちが受付係としていつも側においてきた人で叔母たちのために
尽くしています。このことをどう思われますか。叔母たちは 3000 フラン、あるいは多分
22

マドゥモワゼル・ドゥ・トランケレオンと呼ばれるアンヌ・アンジェリックとマダム・ドゥ・ロルムと
呼ばれるアンヌ・シャルロットは、一時期、汚れなきマリア修道会に入って余生を送ることを考えたが、こ
の計画は実現できなかった。(H.R. o.c. p.715-716)
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それ以上の年金をもたらしてくれるでしょう. . .
6

修道女になることを願っている 17 歳の若い人が、神父さまの許可を戴いてコンドムか

ら此処に黙想に来ます。彼女は下の外来者のための建物に居させますか、それともしばら
く様子を見て、彼女が召命に必要な資質を本当にもっていることが分かったら、彼女に修
練院に来てもらってよろしいのでしょうか。私たちがどうすべきか決めて戴けませんで
しょうか。
7

公証人のショドルディ氏が、オギュスタンのことについてダヴィド氏に手紙を書くこ

とになっています。競買はまだ行われていません。
8

この家のことで私が受け取った手紙は、公文書ではなく管財人からの手紙で、管財人

はただ、販売の許可を政府に願うことになっていることを伝えるために、手紙を自分の名
前で書いたにすぎないのです。私は権限のある人23 による許可を早めるための手紙をいつ
書くのか知りたい、と返事を書きました。それ以上の話はまだ何もしていません。
9

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちと誠実な従順を受け入れてください。
スール・マリー
私は、スール・セレスチーヌのための神父さまからのお手紙を待ちわびています。セ

10

レスチーヌは聖体の秘跡に近づけず、告解をするために神父さまのご返事を待っていま
す。彼女は誘惑と戦っていますが、相変わらず自分の考えに固執しています。それで彼女
は出ることは望んでおらず、今後ともポストラント (postulante, 志願者) としていたいよ
うです。

339. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1819 年 9 月 1 日

神父さま、
清貧の誓願もありますし、また、自分自身の気持ちを満足させるためにも、これほどの
余白を残して手紙を出すことは出来ません、それに、神父さまに申し上げなければならな
いこともありますし. . .
2

神父さまのお手紙をガルデル師に送りました。師が大変残念だけど自分にはそのお金

が手元にはないと言って来られた時には、大変悲しい思いでした。正直に申し上げまし
て、その時私は、喜んでオギュスタンを断念しようと思いました。少しでも厄介なことが
23

à même d’agir
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あると私はすぐに動揺してしまいます。そこで私は、この家の取得は心配と厄介の種にな
り、最後には私たちにとって面倒なことになるだろうと思ったのです。
3

でも、もっと冷静になった時、私は小神学校の校長タイエ師のところに参りました。す

ると師が、ガルデル師に会いに行かれ、結果として、そのお金を 1820 年 1 月 1 日まで私
たちに貸してくださる、との合意がなされたのです。
4

ガルデル師は、神父さまが借用証書を書かれることを望んでおられます。が、タイエ

師は、全く信用なさって借用証書は望まれませんでした。でも、私に借用証書を送って戴
けないでしょうか。神父さまはいつでも、スール・アンヌのお金で支払うことがお出来に
なります。
5

スール・セレスチーヌのために続けてお祈りください。彼女はガルデル師のところに

告解に行き、前よりは落ち着いているように思えます。私は、これが大きな誘惑に過ぎ
ないものであることを期待しています。それに彼女は、スール・ラソンプシオンに対して
は、いつも親切でよく心得た態度をとってきました。スール・ラソンプシオンは、全く問
題はありません。欝の状態は消えました。彼女は召命の道を素晴らしく歩み始めました。
彼女は 3 日前から少し風邪をひいています。
6

修道院の方はうまく行っています、神父さま方が留守の間も、期待した以上にうまく

行っています。優しいガルデル師は親切一杯の方です。師は少しずつ私たちを謙虚にさ
せてくださいます。私たちを督励してくださり、それがよい効果を与えてくれます。
7

アニェスも夜、食堂で私たちに何かを話してくれます。そして、私たちはスール・スタ

ニスラスのコングレガシオンの集まりで、彼女に立派な話をしてもらいました。神父さま
は、彼女がコングレガシオンの集まりに行くことに反対さならないと思います。でもその
ことについて、神父さまのご意見をお聞かせ下さいませんか。彼女はイタリア語の勉強を
始めていました。それで、彼女はメール・エンマヌエルにつくことになり、イタリア語に
いっそう磨きをかけています。メール・エンマヌエルの具合はずいぶん良くなりました。
若い姉妹たちは皆競ってイタリア語で話す練習をし、勉強に励んでいます。
8

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け取ってください。
スール・マリー

9

私は、必要なお金をつくるのは大変難しいのではないかと、今でも心配しています。パ

リの債務者はお金に大変困っているようですし、きっと時間の猶予を願うでしょう。
10

ヤナシュのご婦人方の衣類を売るのはなかなか難しいです。スール・サント・フォワに

は返事が来ません。
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340. ボルドーのシャミナード師宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは代訴人に、自分に代わってオギュスタンの件を見守って
くれるように依頼しました。代訴人は、汚れなきマリア修道会のある会員の義理の兄弟で、不動産業者がよ
く使うやり方をしていましたが、若い長上は、そのことが不安でなりませんでした。彼女はシャミナード師
に相談しています。

+J. M. J. T.

1819 年 9 月 4 日

尊敬すべき神父さま、
神父さまには今日もまた、かわいそうなメール (mère) の手紙を読んで戴くことになり
ます。オギュスタンの件で神父さまに手紙をさしあげなければならないのです。私がこの
件を依頼した代訴人はスール・ドジテの義理の兄弟で、私たちの利益を大切に思ってくだ
さっています。その方は、買収したいのは私たちではないということを思わせるために、
ひとりのアメリカ人を連れてその家を見に行かれました。それでみんなが、そのアメリカ
人が買収を考えているのだと思ったのです。その外に大工さんもひとり連れて行かれたの
ですが、その大工さんが、骨組みが悪い状態であるのを見付けられました。そのことで家
の評価は大きく下がります。
2

買収の申し込み者は、私たちと. . . 自称アメリカ人の外にはいません。そのアメリカ人

の方は、私たちが神父さまに早急に手紙で事情を連絡し、神父さまの方から、公証人の
ショドルディ氏にお手紙で、最初の競り値が 15000 フランを越す場合は競買から手を引
く、と伝えて戴くようにおっしゃってくださいました—飽くまで骨組みの悪い状態から見
て。でも、神父さまの代わりに人が家を見に行ったとおっしゃってはなりません。私たち
のからくりがばれて、アメリカ人がそこに行ったのは私たちのためだということが分かる
ことになるでしょうから。神父さまからのお手紙が届けば、公証人のショドルディ氏は、
その家族の財産の管理を依頼されていますから、その家族の利益を守らなければならない
方だということを留意してください。ですから、入札者が急に現われることのないよう
に、私たちがその家を買いたいと思っていることは、ショドルディ氏には隠しておかなけ
ればならないのです。
3

アメリカ人の方も、もし最初の競り値が 15000 フランを越す場合は競買から手を引く

というでしょう。そうすることによって、私たちはもっと安くその家を取得することが出
来るでしょう。それに競買は、今月の 22 日に行われます。すぐにその費用として 2000 フ
ランが必要でしょう。どこからその費用を手に入れたらいいでしょうか。競買にはアメ
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リカ人の方だけが行くべきでしょうか。策略を隠すために私たちも、代理人として誰かを
競買に送らなければならないのではないでしょうか。
4

でもそのようなことは、また、良心にかかわることではないでしょうか。私は神の子

らの質朴さを犠牲にして、世の子らの用心深さを真似したくはありません。もっと高く
買って小罪を犯さないようにしたいのです。私の良心を照らしてください、お願します。
5

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け取ってください。
スール・マリー

6

神父さまが公証人のショドルディ氏にお願いされた資料は、まだ神父さまにお送りす

ることは出来ません。

341. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1819 年 9 月 25 日

尊敬すべき神父さま、
オギュスタンの競買は 22 日に行われましたが、それには誰も行きませんでした。私た
ちも色々と助言を戴いて競買には出ませんでした。
2

私は公証人のショドルディ氏を呼びに行ってもらって、氏に、価格があまりにも高す

ぎると思ったと申し上げました。氏は私に、家族会議が開かれることになっているけれど
も最初の競り値を設定することはないだろう、と言われました。氏のお話で私が理解した
ことは、私たちは 1 万 8 千フランでその家を取得出来るだろうということ、取得の費用は
最大限で 2 万フランになるだろうということ、その点ではダヴィド氏は間違っていたとい
うことなどです。そうなれば、費用を私たちのために取っておくことが出来ます。競買
は、10 日後か 2 週間後かに延期されるだどうと思われています。3 千フラン節約できれば
少し遅くなるぐらいの価値は十分にあることがお分かりでしょう。庭師の家は、競買の最
初のセットの中に含まれています。
3

神父さま、私の深い尊敬の気持ちと完全なる従順を受け入れてください。
スール・マリー
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342. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1819 年 9 月 27 日

尊敬すべき神父さま、
ダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames de la Retraite) のコンクレガシオンの、善良な会
員の幸便に託して、親愛なる私たちのスール・エリザベトの略伝を神父さまに届けて戴き
ます。神父さまが望まれていらっしゃる通りになっているかどうか、確かめてください。
2

マドゥモワゼル・デグランジュには、どうしても手紙を書かなければと思っています。

彼女は、イエス・キリストのおん血を流した人のひとりで、従って、私たちの熱意の対象
でなければならない人です。神父さまに封印をした手紙をお送りします。この手紙は、神
父さまが適当と思われる使い方をなさってください。
3

ドゥ・ラグラース夫人24 がフナス氏の依頼を受けて、お嬢さんをひとり私たちに勧め

てくれています。人柄は良く、立派な教育も受けており、奇麗な声の持ち主ですが年令が

30 歳です。私は、神父さまがどうお決めになるか分かるまでは、返事はしたくありませ
んでした。その人がどういう名前の人なのか私には言いませんでした。
4

スール・エンマヌエルが昨日、コングレガシオンの集まりに来てピアノを弾いてくれ

ました。話をしたり歌ったりはしませんでしたが、集まり全体を盛り上げてくれました。
彼女が退出した時、ひとりの若い子が気を失いました、ひどくのぼせてしまったのです。
スール・サン・テスプリは、それは熱中のせいで、良心に従えば、スール・エンマヌエル
に応接室でその子に会うのを許すべきではないと私に言うのです。私はどうすべきか指示
して戴けないでしょうか。私はこのことでスール・サン・テスプリと少し言い争いをしま
した、そして彼女に、人に相談してみると申しました。このことについて私がどうすべき
か決めて戴けませんか。
5

私たちの説教師の方たちが木曜日に来られます。私はそのことを心待ちにしています。

良心を乱した人が幾人もいるのです。このようなことが尾を引くことのないようにお祈り
ください。
6

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちと完全なる従順を受け入れてください。
スール・マリー

7

受付係の修道女のための規則が欲しいと思います。マルカシュス夫人から、例の孤児

の、マドゥモワゼル・ダルキエのことを今後ともよろしくお願いしますとのことです。そ
24

ドゥ・ラグラース夫人、オーシュのコングレガシオンの会員、「ダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames
de la Retraite)」の責任者。
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の子の書類は、ある公証人のところにあります。コングレガシオンの熱心な会員アルカー
ル氏が、その公証人に書類を預けたのです。

343. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1819 年 9 月 27 日

尊敬すべき神父さま、
ヴィルフランシュの若い長上の方から今日戴いたばかりの手紙を、神父さまにお送りし
ます。慈愛なる神さまは連合のための一つのご計画をもっておられるように私には思われ
ます。私は、私たちの連合が実現してほしいと心から願っています。私がその長上の方に
書くべきことを指示して戴けないでしょうか。私は信頼して手紙を差し上げたいと心から
望んでいます。それから、私は会則について何らかの説明をしなければならないでしょう
か。あの方々の会則の概要を戴きましたが、その会則は、私たちの会則と同じ精神で満た
されています。
2

手紙を押す印を私たちに送ってくださいませんでしょうか。スール・サン・テスプリの

方からダヴィド氏に印を頼んだところ、氏の方からボルドーで作って戴くという連絡が、
スール・サン・テスプリにありました。スール・サン・テスプリがその印を欲しいと言っ
ているのです。
3

神父さま、私の尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

344. ボルドーのマドゥモワゼル・クラリス・デグランジュ宛
シャミナード師によって推薦されたマドゥモワゼル・クラリス・デグランジュ (スール・サン・ジョゼ
フ) は、大変将来性のある人のように思われました。1817 年 2 月に入会 (L. AT. no315, 316, 317) しまし
たが 1818 年に退会しました。メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンはシャミナード師を通して、こ
の手紙を彼女に送ったのですが、手紙は彼女には届かなかったようです。(cf. L.C. no81 et 97)

+J. M. J. T.

1819 年 9 月 27 日

マリアさま、あなたが私たちの母でいらっしゃることをお示しください。
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2

私はあなたの消息を知りたいという願望に抗しきれません。かくも頻繁に遭難が相次

ぐこの広い海原にあってあなたはどうしていますか。私はしばしば神さまの前で、あなた
が霊的に必要としているすべてのことに、思いを馳せています。私は、導く人もなく、支
えもないかわいそうなクラリスのことを思い描いています。また、私は、大変弱く大変移
り気なクラリスを思い起こしています。そして私は、クラリスの救いのことを大変心配し
ています。ある時は、危険をかえりみずに世俗のあらゆる楽しみに耽り、秘跡に近づく習
慣を放棄し、もはや如何なる信心業も行わず、信仰の炎を消しているクラリスを、私は思
い描いています。
3

きっと、あなたの救いのための私の熱意が、あなたのまわりにある危険を私に誇張さ

せるのでしょう。あなたの気持ちを伝えてくれるあなたからのお手紙が戴けたらどんなに
嬉しいことでしょうか。でも、友情による権利を除けば、私にはもう、あなたからそのよ
うなことを求める如何なる権利もありません。あなたの方からの無関心にもかかわらず、
私の中ではあなたに対する友情は消えていません、なぜならその友情は、ただ神さまにお
ける友情だからです。私はあなたの中に、神さまのみ手の働きと神さまのおん血の代価
を見ます。そして、私にとってあなたを極めて大切な者とするためには、それで十分なの
です。
4

この世の表情は移ろいますが、永遠には限りがありません、そして、あなたも私もいつ

の日か、神さまの裁きの庭に立つことになるでしょう。あなたは、私があなたに何度とな
く言ったことを思い起こすでしょう。お恵みに耳を傾けてください、まだ間に合います。
おそらく、やがてお恵みがあなたを照らしてくれることは、もうなくなるでしょう。
5

あなたはまだ偉大な聖人になることが出来ます。途方もない魔術師、大悪人であった

あの聖チプリアヌス、聖アウグスチヌスなどを思い起こしてください。
6

勇気を出してください。これは私が繰り返し繰り返し言う言葉であることを、あなた

は知っています。
7

私たちの慈愛なるイエスさまにおいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー

345. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.
尊敬すべき神父さま、

1819 年 9 月 29 日

487
幸便にて、私がスール・グザヴィエ、マドゥモワゼル・フィガロルから戴いたばかりの
手紙を神父さまにお送りします。彼女の聴罪師のご意見を戴き、そして、彼女の母親の同
意も得て、私たちのコンセイ (Conseil, 評議会) は、彼女が来てもいいということを私か
ら彼女に書くことを決めました。彼女は、ぜひ確保しなければならない素晴らしい人物で
す。そのほかのことに関しては、私たちは神さまのみ摂理にお任せします。彼女は 22、3
歳です。
2

ヴィルフランシュの若い長上の方が私に送ってくださった、あちらの会憲の要約を神

父さまにお送りします。
3

オーヴェルニュの若いお嬢さんが、この秋の間に来ることになっています。

4

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちと完全なる従順を受け入れてください。
スール・マリー

346. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
メール・エミリ・ドゥ・ロダに、アジャンのコングレガシオンの組織について新たな説明をした後、メー
ル・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、共同体の一日の時間割を紹介しています。その後で、メール・
マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンが、社会の色々な階層、特に貧しい人たちを等しく受け入れようとする
配慮が見られます。手紙の終わりで、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、活動と観想との間に
保つべき釣り合いを明らかにしています。

+J. M. J. T.

1819 年 9 月 29 日

マリアさま、あなたが私たちの母でいらっしゃることをお示しください。
イエス・キリストにおける私の敬愛すべき姉妹、
2

私たちの文通から私は大きな慰めを覚えています。そうです、私は本当に、心からの

信頼をもってあなたにお便りすることを喜んで承諾し、それに賛同致します。私たちはま
だ大変若くして、同じ道を歩いています。私たちは燭台の上に置かれ、人々を導くように
呼ばれています。私たちの経験の未熟さから私たちが犯し得る重大な過失を避けるため
に、私たちはどんなにか聖霊のみ光を懇願し、神なる聖霊の聡明の賜をお願いする必要が
あることでしょう。
3

先ず、コングレガシオンのお話をしましょう。ここでは、コングレガシオンは三つの

フラクシオン (fraction, グループ) に分けられています。「ダム・ドゥ・ラ・ルトレット
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(Dames de la Retraite)」と言われる主婦たち、若いお嬢さんたち、それにお手伝いの仕
事をしている娘さんたちです。でも、最初は、一つのフラクシオンだけを作ることをお勧
めします。と申しますのも、このために私たちには 3 名の姉妹が必要です。つまり、それ
ぞれのフラクシオンの集まりのためにひとりずつ姉妹が必要ですから。
4

私たちは毎日曜日、定期的に 1 時間半、若いお嬢さんたちの集まりをもっています。

他のグループ25 の集まりは 1 時間です。私たちは出席をとって、欠席している人たちを
チェックします。彼女たちはチェックを大変気にしています。でも私たちは目をつぶっ
ています、そして、彼女たちが公の散策の場所やダンスに行ったりなどしないかぎり、大
目に見ています。しかし、最も熱心な人たちは欠席する時は必ず許可をとります。日が長
い季節は、小教区の晩課の後、コングレガシオンの集まりに行く前に、彼女たちは散歩に
行きます。
5

コングレガシオンには初めから、とても敬虔な若いお嬢さんたちが入ってきて、彼女

たちはすでにリーダーになりました。経験で分かったことは、リーダーが尊敬されるため
に、リーダーは、高い家柄の出であることが望ましいということです。これらの優れた外
部のリーダーはコングレガシオンの善のために絶対に必要です。毎月 1 回、私たちはこれ
らの外部のリーダーたちとコンセイ (Conseil, 評議会) を開きます。このコンセイで、も
し若いお嬢さんたちに対して苦情があれば、その苦情を出したりその改善策を考えたりし
ます。コンセイの意見を聞いた後でなければ入会させません。家族に何らかの不名誉な
汚点がある若いお嬢さんは、入れません。コングレガシオンが人々から尊敬される必要が
あるからです。人の噂になっているような人は誰も入れません。
6

彼女たちの間の一致は、一生懸命にそのことを勧め、一致の必要性を理解させること

によって少しずつ得られます。私たちは、この若いお嬢さんたちとは大変しばしば会いま
す。彼女たちは、自分たちの小さな悩みを打ち明けに来るのです、私たちは彼女たちの母
親です。私たちは彼女たちに大きな友情を示します。彼女たちは、私たちか或いは外部の
リーダーの許可なしには、どこへも行きません。外部のリーダーは、彼女たちが優れてい
ればいるほど、修道女に多くの労苦を免れさせてくれます。
7

親愛なる姉妹、それにあなたがとても良くご覧のように、私たちの不足はとても大き

いものです。私たちはただ神さまにだけ期待しています。それは神さまのみ業であって、
私たちのものではありませんから。でも、あなたもご存じのように、神さまはご自分の最
も大きな事業を行われるために、しばしば、最もつまらない道具をお使いになります。私
たちが無なることを考え、そして数限りない私たちの不忠実を見て絶えずへりくだりま
しょう。
8

母があなた方の会則を私に渡してくれました。それは私たちの会則と同じ精神です。
25

les autres salles は他のグループのことのようである。
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でも、一日の規則は私たちのよりもつまっています。私たちが守っている規則は次のよ
うです。5 時起床、ベッドを整える。朝の祈りと念禱。6 時にパーテル・デュ・スカピュ
レール (Pater du Scapulaire, スカプラリオの主禱文† )。7 時に、マリアのみ心の小聖務日
課とミサ。続いて 15 分の読書、または、ご聖体拝領をすることが出来た人は 15 分の感謝
の祈り、9 時から 11 時半までの授業。11 時 45 分、糾明。正午、昼食、そして 2 時まで休
憩。2 時から 5 時まで授業。5 時半から 6 時まで黙想。7 時 15 分、ロザリオ。7 時半、夕
食、そして 9 時 15 分まで休憩。15 分の糾明、祈りと翌日のための念禱の要点。
9

皆さまがコングレガシオンをもつようになったら、皆さまの会則を全部完全に守れる

ということは、なかなか難しくなるでしょう。話をするのは大変疲れることです。私たち
は少し前からコンフェランス (conférence, 講話) の形で教話を行っています。ひとりの姉
妹が質問してもうひとりの姉妹がそれに答える、というやり方です。その方がより効果的
に教えられますし、もっと面白いものになります。
しばらく前から、私たちは有用な事業を行っています。毎月曜日私たちは、大変無知

10

なそして気の毒な物乞いの女の人たちを集めています。ひとりの姉妹が彼女たちに、方言
で教えています。そして、また来させるようにするために、ちょっとした施し物をあげて
いるのですが、その施し物は、尊敬すべき方たちが負担してくださっています。そのよう
な物乞いの女の人たちが、100 人ほどいます。この事業は大変効果が上がっています。そ
して、まだ初聖体をしていない 40 歳か 50 歳のかわいそうな女の人たちが、大変心を動か
されて教えを受けたり糾明をさせてもらったりなどをしにやって来ます。司教さまのとこ
ろへ送って、そこで堅信を授けて戴く準備をしている人が 20 人ほどいます。
姉妹たちは隣人の救いのために一生懸命奉仕していますので、祈りに多くの時間をさ

11

くことが難しいです。それに私たちは休憩時間と教話の時以外は、常に沈黙を守っていま
す。手仕事は大変厳密に、そして、祈りよりも強制的に求められています。そして、修練
院では、若い人たちを教育のために大いに養成します。それによって彼女たちが芸術や
教授のために洗練された力をもつようにさせます。また彼女たちがいろいろな仕事をす
ることが出来るようにするために、寄宿学校のようなところで授業を受けさせています。
ピアノを弾く姉妹がひとりいて、コングレガシオンの集まりで聖歌の伴奏をしています。
そのことでお嬢さんたちを引き付けています。
私たちの会憲は新しいものですが、聖ベネディクト、特に、聖イグナチオ‡ の会則に

12

基づいています。
私たちの病人は、聖ヨゼフに対して行っている願のおかげで良くなっています。

13

†

編者註：主の祈り。
編者註：イエズス会の創始者の一人、初代総長。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パ
リ・モンマルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre
Favre (サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。
‡
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シャミナード師があなたのために嘆願をしてくださると思います。師にあなたのお手

14

紙を送りました。
私たちの慈愛なるイエスさまとその聖なるお母さまにおいて、すべてをあなたにささ

15

げます。
スール・マリー

347. タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
+J. M. J. T.

1819 年 9 月 30 日

聖霊、私の筆を導いてください。
2

もし私が、あなたに返事をさしあげることを延ばして、あなたの尊敬すべきアナニア†

のお考えの通り、私としては全く異論のないことをあなたにお伝えするのを遅らせ、さら
に、あなたに福音の勧めに従うようにと言うことを遅らせるとしたら、私はお恵みの時を
逃してしまうと思うに違いありません。「娘よ、耳を澄ませなさい、耳を傾けなさい。あ
なたの父の家を棄てなさい、そして私があなたに示す土地に来なさい。
」とあなたに言わ
れる、神なる花婿の声を聞いてください。アブラハムと同じように、忠実に歩きなさい、
み照らしと従順の星に従って行きなさい、私たちは、あなたを喜んで受け入れましょう。
何も心配してはなりません。主は必要なものを与えてくださるでしょう。
3

それに、必要な支度は去年あなたに言っておきました。後は疑ってはなりません、そ

のうちに、あなたのお父さまのお気持ちも和らぐでしょう、そして最後には、あなたの寄
宿費も払って戴けるでしょう。でももう一度申しますが、あなたを止めるものは何もあっ
てはなりません。いちばん急を要するのはベッドです、私たちは余分なベッドはあまりも
たないのです。でも、布団のついていないベッドですので安くなります。
4

さようなら、あなたの守護の天使が若いトビア‡ に対してしたと同じように、あなたに

もついていてくれますように。至聖なるおとめマリアが、あなたの北極星となってくだ
さいますように。神のみ旨に従う願望、それはあなたが目指すべき「北」でありますよ
うに。

†

編者註：ダマスコに住む、イエスの弟子。(使徒言行録第 9 章第 10 節) パウロが改心したとき、視力を
回復させた。(使徒言行録第 9 章第 18 節) 律法に従って生活する信仰のあつい人で、そこに (ダマスコ) に
住むすべてのユダヤ人の間で評判の良い人。(使徒言行録第 21 章第 12 節)
‡
編者註：トビト記に現れるトビアと天使ラファエルのこと。
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5

スール・ロザリにくれぐれもよろしくとお伝えください。私たちは彼女が紹介してく

れた娘さんを、受け入れることが出来ません、コングレガシオンが私たちに娘たちを送っ
てくれます。
6

私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげます。
スール・マリー

7

私たちの姉妹たちはあなたをお待ちしています、あなたが来られることを願っていま

す。ローモン師はいらっしゃいません。あなたからのお手紙のことはお伝えしておきま
しょう、そして、あなたに手紙を書いてくださるようにお勧めしてみましょう。師は共同
体の特別聴罪師をしてくださっています。そういうわけで、私たちは 3 ヵ月に 1 度神父さ
まに告解します。普段は、神学校の校長もしておられるムラン師に告解しています。すべ
ての姉妹が同じ神父さまに告解します。

348. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1819 年 10 月 30 日

尊敬すべき神父さま、
神父さまがスール・セレスチーヌにだしてくださったお手紙の効き目があったことをご
報告申し上げます。ムラン師が彼女に、償いを私のところに貰いに行くように言ってくだ
さったのです。私は彼女に聖なる会則によって示されている償いを読んで聞かせ、そし
て、彼女に選ぶように勧めました。彼女は私に、「傲慢な者」と書いたものを 2 週間、食
事中に頭に着けることを願いました。私が心配するのは、そのことが彼女の過失のことを
知らないある人たちに、かえって彼女の過失のことを知らせることになるのではないか、
ということです。私は、彼女が 5 日間だけ償いのテーブル、すなわち、食堂の真ん中にあ
るテーブルで食べることが適当と考えます。そして彼女は償いを始める前に、姉妹たちの
祈りにすがることになるでしょう。
2

スール・マルトはかわいそうに、血を吐いて大変苦しんでいます。ひどい風邪をひく

姉妹が何人もでました。医務室の仕事が大変多くなっています。
3

今年は、注文も多くなっていますので、スルプリ† を作る仕事はさらに増えるでしょう。

スール・アポロニは参っています。私たちはムラン師の助言に従って、密かな過失を犯し
†

編者註：祭服のひとつ。半身丈の袖の広い木綿、亜麻布 (あまぬの) 製の白衣。帯はなく、裾や袖に刺
繍が入っていることも。聖体賛美式、聖体行列、秘跡を授けるときに着用する。
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たことのある例の若い人を試験的に受け入れることにしました。彼女は仕事にかけては完
璧です。彼女は布を織ったり、糊付けしたりすることが大変上手です。糊付けや医務室の
ことで、彼女はスール・アポロニの手伝いが出来るでしょう。彼女はコングレガシオンに
入って以来、信仰心においては驚くべき進歩をしました。私が恐れるのは、彼女の気性の
激しさだけです。彼女の性格を知るために、私たちの手伝いに来てもらうという口実で、

3 ヵ月間、彼女を受け入れました。約束をしないために、時々彼女を外出させることにし
ます。この期間が終わって、もし私たちが彼女のことを相応しいと思ったら、彼女をポス
トラント (志願者) として受け入れることになるでしょう。彼女は大変喜んでいます。私
たちは彼女をスール・ヴィクトワールと呼んでいます、入るために大変頑張ったからで
す。私たちのこのやり方に賛成してくださいますか。
4

裁縫の娘たちを家に帰すという神父さまのご指示は、まだ実行していません。私はこ

の作業室26 を気の毒に思います。私たちはいろいろと考えました、そして、閉めることを
神父さまのご判断に委ねます。つまり、娘たちは全員 2 週間家に帰して、その後、その中
から満足のいく娘たちを何人か再び受け入れ、そして、作業室は学校を出る子供たちで補
充する、ということです。そうすれば、その娘たちが外の娘たちに悪い影響を与える危険
はないでしょうし、会の事業も駄目にならなくて済むでしょう。
5

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちと完全なる従順を受け入れてください。
スール・マリー

6

オギュスタンは、私たちが 500 フラン上乗せするという約束で、17500 フランの値が

つきました。売り主は 18000 フラン欲しいのです。裁判所の再開を待たなければなりま
せん。

349. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1819 年 11 月 15 日

主よ、叩いてください、切ってください、断ち切ってください。でも、永遠の命のため
には私をいたわってください。
親愛なる姉妹、

26

atelier は今で言う ouvroir (作業室) のことであろう
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2

母としての私の心は、あなたの心をさし貫いているに違いないその剣を、大変強く感

じます。十字架のもとに佇んでおられるマリアさまのみ心の中に入って行きましょう。マ
リアさまのみ心がどのような苦痛で満たされているか見てください、そして、あなたの犠
牲をマリアさまの犠牲と共にささげてください。
3

勇気を出してください。神さまがこのようにあなたの修道会を試されるのですから、

あなたの修道会は神さまの業です。神さまのみ心に忠実であった人は皆、このように試さ
れました。パリの聖母訪問会† の創立の時も、メール・ドゥ・シャンタルを除いて、すべて
の姉妹が一種のペストに罹りました。姉妹たちは赤貧を余儀なくされたのでした。雪が天
井から降って来りなどしました、それほど彼女たちの住まいは大変にひどいものでした。
これらの十字架は、慈愛なる神さまがこの聖なる修道会に注いでくださったすべてのお恵
みの泉であったのです。十字架につけられたイエスさまの花嫁、勇気を出しましょう。イ
エスさまと一緒に十字架に上ってください。そこは、私たちがイエスさまと最も聖なる契
約を結ぶ初夜の床です。
4

以下は、スール・エンマヌエル (これは私の病人の名前です) のために私たちがした願

です、それは一年間、毎水曜日、聖ヨゼフのために、1 回の聖体拝領と 1 回の断食をする
ことでした。そのようにして毎水曜日、共同体のメンバーのひとりがその意向で聖体拝領
をし、断食をするのです。私があなた方に提案する願は、一年間、毎水曜日、あなた方の
ところで 1 回の聖体拝領をし、そして断食は、月 1 回だけにするということです。あなた
がたは人数が大変少ないわけですから、毎水曜日の断食は、あなた方の健康を害すること
もあり得るでしょう。それにすべてのことは、あなた方の尊敬すべき長上の判断に委ねて
ください。
5

あなたの修道会の姉妹方が自らを余りにも厳しく律することのないように、注意して

ください。むしろ姉妹方が食事を摂るように配慮してください。私たちは、死ぬためにだ
けトラピスト修道会に入る、トラピスト修道会の会員であってはなりません。私たちは、
私たちの姉妹たちに神さまの栄光のために働いてもらうために、姉妹たちの健康を大切に
し、その身をいたわってあげなければなりません。
6

私たちには外に 3 名の病人がいます。その人たちの健康が心配です. . . 彼女たちのため

にあなた方のお祈りをお願いします。
7

さようなら、私の親愛なる姉妹、私の尊敬のこもった愛情をお受け取りください。
スール・マリー

†

編者註：ヴィジタシオン (Visitation) (1610 年創立)。 聖フランシスコ・サレジオ (フランソワ・ドゥ・
サール) と聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルによってアヌシー (サヴォワ) で創立された修道会。
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350. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1819 年 11 月 16 日

マリアさま、あなたが私の母でいらっしゃることを示してください。
尊敬すべき神父さま、
2

私たちは今日ミサの後で、お願いされた「テ・デウム (Te Deum)」を心から歌います。

3

「キュルト・ペルペチュエル (Culte perpétuel, 永久崇敬)」27 のことについての私たち

の話し合いは進んでいません。助修道女† の姉妹たちが帰って来た後、多分何か出来ると
思います。
4

私たちは「アムール・アクチュエル (Amour actuel, 実践的な愛)」の務めを始めました。

と申しますのも、私たちの仕事の都合上、私たちは、「ウール・デュ・キュルト (Heures

du Culte, 崇敬の時間)」を担当することが殆ど出来ないのです。それでその代わりに、私
たちは各自、一日に 1 時間をとって、その 1 時間を「アムール・アクチュエル」のために

. . . 完全に果たしています。私は、私たちの母であられるマリアさまが私たちの修道院で永
続的に讃えられていること、毎時間、ひとりの姉妹がマリアさまに自分の活動のすべてを
ささげていること、を考えて大きな慰めを覚えています。私たちは、共同体で採用された
この務めのために、神父さまのご了承を得るまでは、
「献身の祈り (Acte de dévouement)」
をしたくはありませんでした。もし神父さまにご了解を戴ければ、このお祈りを「聖マリ
アの奉献」の祝日にしたいと思っています。ご返事を戴けないでしょうか。
5

私はその日、スール・ドゥ・ラソンプシオンに修道服を与えたいと思っていたのです。

彼女が修道院に来て 3 ヵ月になります。でも、メール (mère) たちはもっと長い試みを望
んでいます。彼女は態度も非常に良く、暗唱させられる小さな対話もいちばんよく実行し
ています。心遣いをしてあげれば、彼女は立派に形成されていくと思います。彼女の信仰
心は結構なのですが少しばかり、軽率です。
6

私たちは、近いうちに、スール・グザヴィエが来るのを待っています。彼女はお父さ

まがパリにいらっしゃるのを利用して、世俗を逃れてきます。彼女は期待できる人です。

27

マリアさまに対する義務以外の信心業で、シャミナード師が、コングレガシオンの会員の生活全体に至
聖なるおとめマリアの現存を浸透させるために、コングレガシオンの会員の中に好んで広めたもの。(E.F.
no 133)
†
編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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7

かわいそうなスール・ドゥ・ランカルナシオンのためにお祈りください。彼女には、い

つも入会を遅らせる新しい原因が出てきます。お母さまの具合がとても悪いのです。
8

神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・ドゥ・ゼジュ

9

裁判所はオギュスタンのことを月曜日か火曜日に決めることになるでしょう。その件

についての調査は否定的でした。
10

私は、神父さまが、全員宛のお手紙の中で、告解の長さとそれから引き起こされる弊

害について、私に話して戴ければと思っています。際限なく告解室にいる人たちがいる
のです。実は司教さまが、ムラン師がいつもここにいらっしゃるとこぼしておられます。
もし、司教さまが私たちのところから神父さまを引き揚げさせることになったら、大変で
す。お願いですけど、週の告解について、神父さまの指示されたことが守られているかど
うか、告解は短くしているかどうかなどと、質問なさるような形で書いて戴ければと思い
ます。つまり、私に戴くご返事の中で、全体に対する助言を私に書いて戴けないでしょう
か。告解は殆ど週に 1 度しかしないのですが告解の時間が大変長く、共同体全体が終わる
のに何日もかかります。それで師は、殆ど毎日のようにここにおいでにならなければなら
ないわけです。愚かしいことです。
11

スール・スコラスチックが 2 週間前から胆汁が広がる病気に罹っていますが、それに

加えて丹毒にも罹り、ひどい風邪も引いています。スール・マルトは大変具合が悪いで
す。スール・ドジテも体の具合が思わしくありません。スール・エンマヌエルと同じ病気
のようです。スール・エンマヌエルは元気です。彼女はロバの乳を飲んでいます、それが
彼女を完全に回復させてくれることを期待しています。

351. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1819 年 11 月 22 日

尊敬すべき神父さま、
主はその慈悲の心から、私たちの姉妹たちの病気によって私たちを絶えず訪れてくだ
さいます。私たちはスール・スコラスチックの病状を心配しています。広がった胆汁が、
自然と胸に悪い影響を及ぼしています。彼女は熱があり、息苦しさを訴えて、大変弱って
います。医者はこの状態を懸念しています. . . しかし、少し回復が見られているようです。
もし、彼女の病状が大変悪化して回復が絶望的になったら、彼女に誓願を立てる許可を与
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えることはいかがでしょうおか。彼女の徳は、このお恵みに十分に値すると思います。彼
女は修道院に入って以来、目に見える過失はひとつも犯していません。私が懸念すること
は彼女が、天国のために十分熟した実ではないかということです。
2

またスール・マルトもかわいそうに大変悲しい状態です。彼女はベッドを離れること

が出来ず、殆ど何も食べることが出来ません。でも、2 日前から少し良くなっています。
3

スール・ドジテは相変わらず熱があり、大変激しい腹痛に見舞われています。彼女の

病気はメール・エンマヌエルの病気と大変似ています。
4

スール・アンヌは痛みにさいなまれていて、しばしば寝ていることを余儀なくされて

います。メール・エンマヌエルは前より良くなっています。
5

神父さま、私が大変悲しい思いをしている一つのことを神父さまにご報告しなければ

ならないと思います。若いクララ (スール・アニェス) は、神父さまもご存じのように世
俗に悪い友人をもっていました。先日、クララはその友人に手紙を書いて、自分がひとり
の青年に抱いている愛について自分の心の内を明かしたのです。それは、とても空想的な
手紙です。クララは友人に、小説を 2 冊自分に送ってくれるように頼んでいます。クララ
はその手紙を出してもらうために、封印をせずにスール・テレーズに渡したのです。その
手紙が出されなかったことは、神父さまも察知されると思います。私には、クララがどう
してこのように封印をせずに手紙を渡したのか、分かりません。クララは人が自分の気持
ちを知るのを楽しんだのではないでしょうか、と申しますのも、クララは、その手紙が出
されることはないと十分にわきまえていたがずです。クララは告解に行くことを大変嫌
がっています。彼女は大変激しい誘惑の中にいるのです。でも彼女は、姉妹の誰とも相談
していないように思われます。私たちは注意して見守るようには努めてはいますが、それ
でも私は心配せずにはいられないのです。それで私は、神父さまにそのことをお話ししな
ければと思ったのです。彼女は毎日曜日、スール・スタニスラスが指導している、若いお
嬢さんたちのコングレガシオンの小さな集まりに出ています。
6

ラコスト氏から人を通して、もし私たちの方から例の家28 のことでもう話がないので

したら、何も手を打つことはしないと、私に伝えて来ました。あの家は神父さまのための
家です。いかがいたしましょう。
7

オギュスタンのことで家族会議が開かれるのが大変遅れていますが、オギュスタンが

私たちの手に入ることは間違いないと聞かされています。
8

メール (mère) たちのコンセイ (Conseil, 評議会) は、スール・アソンプシオンに修道

服を与えるのは、会全体の着衣の記念日である主の降誕まで延ばす、という意見です。私
たちはこの姉妹に大変満足しています。彼女の頬に腫物が出来ました。私たちはその腫
28

ルフュージュ (Refuge) のこと。ルフュージュは国のものであった。それをシャミナード師は、マリア
会の最初の学校である無料の学校を開くために選んでいた。(cf. L.C. no151)
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れを減らすように努めますが少し心配です。
9

スール・セレスチーヌは大変元気です。
神父さま、私の深い尊敬の気持ちと完全なる従順をお受け取りください。

10

スール・マリー
カルメル会の修道女の方々は助修道女† を必要としません。ラグラース夫人の件は、公

11

証人のショドルディ氏に面倒を見て戴きました。
もし可能なようでありましたら、18 歳になる女の子を廃疾者救済病院に入れて貰える

12

ように努めて戴けないでしょうか。この子は私が世俗にあった時に面倒をみていた子で、
脚に治らない傷をもっています。今は彼女は病院にいるのですが、その病院に彼女をずっ
とおいてくれることはないのではないかと懸念しています。その時には、私たちが世話を
するようになるでしょう。その子のためにお祈りください。

352. タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
メラニ・フィガロルはその到着を知らせていましたが、それがどういうものか私たちには分からない支
障ができて、出発出来ませんでした。メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは彼女を慰め、そして、
彼女の状況にあったいくつかの信心業を指示しています。

+J. M. J. T.

1819 年 11 月 26 日

イエスさま、万歳、イエスさまの十字架、万歳。
2

あなたの手紙は私たちにとって大変悲しいものでした。私たちは毎日、あなたのこと

を待っていました。私はあなたが来られることを考えて楽しみにしていました。ところ
が、その時に私たちの希望が砕かれたのです。主のみ手とその測り知れないご決定を礼拝
しましょう。
3

今の時は、私たちの大切な修道院にとって試練の時です。私たちには病気の姉妹が 5

人います。その中の少なくともひとりは危険な状態です。胸が冒されているのではない
かと懸念されます。世俗にいる私たちのポストラント (postulante, 志願者) のひとり、徳
の天使とも言うべき人で、私たちは彼女をスール・デ・ザンジュと呼ぶことにしていたの
†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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ですが、その人が入会しようとしていた矢先、病気になってしまったのです。その病気か
らの回復は、望めそうにもありません。親愛なるスール・グザヴィエの入会は遅れること
になりましたが、それもまた私たちの心痛のひとつです。イエスさま、万歳、イエスさま
の十字架、万歳。
4

私は、もし私たちが苦悩の中にあっても神さまに忠実であることをわきまえているな

ら、これらの十字架のすべてが、慈愛なる神さまが私たちに与えようと望まれる、新たな
恩恵を告げるものであることを期待しています。
5

さあ、親愛なるグザヴィエ、やるべきことの半分は終わった状態で来ることが出来る

ように、良い志願期をおくってください。聖ヨゼフに対するノヴェナ (9 日間の修業) は
私たちにはかなり効果がありました、この新たな支障がなければあなたは出発することに
なっていたのですから。いつも偉大な保護者、聖ヨゼフの助けを祈りましょう、そして、
聖フランシスコ・ザヴィエル† にも助けを祈りましょう。私はこの偉大な聖人方を深く敬
愛しています。聖フランシスコ・ザヴィエルのために、聖人の祝日の 12 月 2 日のノヴェ
ナを始めることになっていますが、あなたも私たちと心を合わせてください。最初に人終
わりの日に聖体拝領 1 回、毎日「主禱文‡ 」と「天使祝詞」それぞれ 1 回、毎日、好奇心を
抑えるとか、目を慎むとか、果物を食べないとかといったような苦行 1 回です。それはあ
なたの流刑を短くして戴き、そして、やがてあなたのアナニア§ があなたに、
「主の家に行
きなさい」と言うのを喜ぶことが出来るためです。常に、アナニアの助言に従ってくださ
い、アナニアは、神さまの代理者としてあなたに話し、あなたに神さまのみ旨を知らせて
くれます。
6

私たちは、静修と償いの時、聖なる待降節を迎えようとしています。多くの信心深い

人たちがこの時を立派に過ごすことでしょう。私はあなたが沈黙の実践に熱心に励むよう
にお勧めします。これは、私たちが私たちのノヴィス (修練者) に勧めている第一の徳で
す、それはまた、マリアさまの胎内に託身されたみ言葉を崇めるために、待降節に相応し
い徳でもあります。
7

さようなら、あなたの懸念や希望をいつでも手紙で私に知らせてください。私は、
「こ

れから出掛けます」というあなたの手紙をどんなにか待ち望んでいることでしょう。いい
え、私は慈愛なる神さまが望まれるすべてのことに満足したいと思います。神さまは主で
あられ、私たちよりも、何が私たちに必要かをよくご存じです。すべてを神さまの栄光と
†

編者註：イエズス会の創始者の一人。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パリ・モン
マルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre Favre
(サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。
‡
編者註：主の祈り。
§
編者註：ダマスコに住む、イエスの弟子。(使徒言行録第 9 章第 10 節) パウロが改心したとき、視力を
回復させた。(使徒言行録第 9 章第 18 節) 律法に従って生活する信仰のあつい人で、そこに (ダマスコ) に
住むすべてのユダヤ人の間で評判の良い人。(使徒言行録第 21 章第 12 節)
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その聖なるみ旨のために。
8

幼きイエスさまのみ心においてあなたに口づけを送ります。
スール・マリー・T

9

私の苦しみを分かちあってくれる姉妹たちが、あなたによろしくとのことです。姉妹

たちは少しでも早くあなたに会いたいと願っています。

353. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1819 年 12 月 3 日

すべてを私たちの花婿のより大いなる栄光のために。
親愛なる姉妹、
2

私は心からあなたの苦悩を分かち合います。残念でありますが、私もあなたに負けず

劣らず感受性が強いのです。そして、私の甘受は、しばしば筆先に過ぎないのです。で
も、親愛なる姉妹、すべての出来事の中に神さまを見るように、そして、もう神さまのお
喜びになることしか望まないように努めましょう。すべてを神さまのお気に召すために、
けれども自分を満足させるためには何も。
3

親愛なる姉妹、あなたが私にお尋ねになることについて喜んで説明しましょう。

4

私の修道会の姉妹たちも、あなたの修道会の姉妹の方々と同じように胸の病気に苦し

んでいます。私は、姉妹たちが痛みを和らげるものを飲むように、あるいは、授業とか教
話の後は何か食べるように、留意しています。ある姉妹たちはブイヨンをとったり、また
他の姉妹たちは乳を飲んだりしています。
5

私たちは助修道女† とポストラント (postulante, 志願者) を入れて 20 名です。私たち

は志願期を通常 3 ヵ月としていますが、志願者によっては、時々、6 ヵ月に延びることも
あります。そして、2 年間の修練期、その後 3 年の誓願期間をおき、その期間の終わりに
終生誓願を立てます。助修道女は 1 年間だけの誓願を立て、10 年目に終生誓願を立てま
す。私たちは、ノートル・ダム (Notre-Dame) の修道女と同じ儀式書によって着衣と誓願
の儀式を行いますが、それに、聖なるおとめマリアに対する奉献の祈りを付け加えます。
これらの儀式は、いくらかの親族や友人が参列される以外は、内々で行います。
†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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6

あなたに私たちの修道服を着せた人形を送ります。もし、結果として、そのことが主

の栄光となるのであれば、私たちを完全な同一の修道会の姉妹として、主がお定めになる
ことは嬉しいことです。と申しますのも、私は主の栄光だけを望んでいるからです。私た
ちが主の降誕の夜、この聖なる服を着てから 3 年になります。
7

それぞれの姉妹のためにご聖体拝領のことを決めるのは聴罪師です、と申しますのも

ご聖体拝領は普通は日曜日と祝日だけですから、私たちの姉妹の多くはご聖体を大変しば
しば戴きます。
8

私たちの病気の姉妹たちは少し良くなっていますが、回復するまでには至っていませ

ん。私たちは、私たちの病気の姉妹たちのためと同じくらい、しばしばあなた方の病気の
姉妹の方々のためにもお祈りしています。私たちはあなた方を私たちの姉妹としてみなし
ています。
9

私たちは少し前から、聖なるおとめマリアに対する信心業を行っています。それを「ア

ムール・アクチュエル・ドゥ・マリー (Amour actuel de Marie, マリアに対する実践的愛)」
と呼んでいます。それぞれの姉妹が一日の 1 時間をとって、それを、マリアさまを崇める
ために特別に当てるのです。その信心業を始めるに当たっては、初めに、その時間を特別
な祈りによって奉献し、その後は、しばしば聖なるおとめマリアに思いを馳せるように留
意して、いつものように自分の仕事を続けます、そしてさらに、潜心するように努めます。
10

私たちは、しばしば守護の天使にお祈りしていますが、守護の天使に対して特別な務

めはしていません。あなたの質問から察しますと、あなた方はこの聖にして慈愛に満ちた
守護者に対して特別な務めをしているように思われますが、どうですか。
11

さあ、親愛なる姉妹、主の大いなるご計画に応えるように努力しましょう。主に奉仕

するために惜しみない心をもちましょう。自分を犠牲とみなしましょう。事実、長上は本
当の母であるために、惜しみない心をもたなければならないのです。私たちの義務の大き
さを十分にわきまえましょう。私たちは良い模範によって、私たちの共同体の光とならな
ければなりません。すべての姉妹たちがイエス・キリストのものであるために、私たちが
すべての姉妹たちにとってすべてとなることが出来ますように。そのために、私たちの心
が姉妹たちのあらゆる必要に開かれ、私たちが、姉妹たちの弱さを堪え忍ぶ用意のあるこ
とを、姉妹たちがいつも見ることが出来ますように。そして姉妹たちが、ほんの少しでも
世俗に対して心を残すことがありませんように。
12

さようなら、親愛なる姉妹、私はここで筆を止めますが、私の心は私たちの主におい

てあなたと一致しています。
スール・マリー
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私たちのサンチュール (ceinture, 帯) は長さが 2 オーヌ2 です。フランネルの幅で 5 本

13

のサンチュールを作っています。
私たちはご聖体拝領、儀式、コングレガシオンの教話のためにだけマントを着けます。

14

354. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1819 年 12 月 16 日

尊敬すべき神父さま、
ラグラス夫人から、私たちの修道院に入ることを望んでいるお嬢さんの名前を、やっと
知らせて戴いたところです。そのお嬢さんは、2 年前からコングレガシオンの会員です。
その方は、ナントのマドゥモワゼル・シュヴァリエです。35 歳で教えることにも慣れてい
ます。彼女は、いろいろ才能をもっているようですし、信仰心も篤いようです。彼女は革
命で没落した良家の出身です。それでも彼女は、どれくらいになるかわかりいませんが、
ちょっとした年金と部屋の調達品を持っています。
2

神父さまはこのことについてどう思われますか。私は少し情報を得るために妹29 に手

紙を書きました。年齢が会則に抵触しますが、神父さまのお考えがございましたら私たち
はそれに従います。私たちの考えは次の通りです。それは、彼女のことを知るために、彼
女に修道院で 1 ヵ月の黙想をすることを許して、もし、彼女が私たちの会に相応しく、そ
して、神父さまが年齢の例外に同意してくださるようでしたら、その時に、彼女を受け入
れるというものです。と申しますのも、人物を知らずに受け入れることは危険を犯すこと
ですから。この件について私に返事をくださいませんでしょうか。
3

ヴィルフランシュの若い長上から、私たちの修道服のことについて尋ねてきました。

まだ、自分たち独自の修道服を持っていませんので、私たちの修道服を採用することを望
んでいます。私は彼女に修道服を着せた人形を送りました。次の機会に、彼女の手紙を神
父さまに届けて戴きましょう。私たちが最後には同じ修道会の姉妹になれるように思わ
れることが、お分かり戴けるでしょう。私たちの関係で私が取るべき方法を指示してくだ
さい。
4

私たちの病人たちは前よりは良くなっています。

5

オギュスタンの競売は今月の 27 日に行われます。
2

編者註：1 オーヌ =4 ピエ。1 ピエ =0.3048m。
妹のデジレ。彼女は 1817 年 5 月 17 日、シャルル・ドゥ・バーツ・ミルボワ男爵と結婚し、オーシュの
近くのミルボワ城に住んでいた。
29
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6

「キュルト・ペルペチュエル (Culte perpétuel, 永久崇敬)」は、どうもうまく行きま

せん。第三会30 の消息を少しでも早く知りたいです。そして、「田舎の事業 (l’Œuvre des

campagnes)」31 のことも。「田舎の事業」を私はとても大切に思っています。私たちの最初
の計画であったわけですから。私は本当にこの事業が成功して欲しいと思います。そし
て、多くの村の人たちが必要としているものを知って戴きたいと思います。この事業は、
未開の人たちの宣教と同じようなものだと考えることが出来るでしょう。多くの村では、
もう神さまが忘れられているのですから。神なる主よ、あなたのおん血をすべて流させる
ことになったこれらの多くの人たちに、あなたを思い出させる何らかの方法をお示しくだ
さい。懇願致します。
7

スール・ヴィクトワールは、しばしばその激しい性格を表します。文字通り烈火のよ

うですがそのうちにおさまります。そして、彼女は間もなく自分が犯した過失を後悔する
のですが、また、すぐに同じ過ちに陥るのです。彼女は仕事を完璧にこなし善意に満ちて
いるのですが、沈黙とか優しさは、殆ど彼女とは無縁のものです。
8

まもなく年の瀬となります。私は、神父さまに心からの挨拶を申し上げる、神父さま

の最初の娘でありたいと思っています。私は、主が神父さまの上に、来る年、そして、行
く末久しく溢れるばかりのお恵みを注いでくださいますよう願ってやみません。
9

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

355. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1819 年 12 月 29 日

尊敬すべき神父さま、
早速にでも神父さまのお考えをお伺いしなければならない必要にせまられましたので、
スール・テレーズの手紙をお届けするための幸便を待っているわけにもいきませんでした。
30

1817 年からすでに、コングレガシオンの熱心な会員によって作られた在俗第三会がアジャンに存在し
ていた。その会員たちに与えられた会則の精神は、ボルドーにおいて在俗で生活する修道者の精神だった。
彼女たちは、
「従順の誓願とマリアの修道会に献身奉仕する誓願」を立てていた。そして、結婚していない
女性たちは貞潔の誓願も立てていた。彼女たちは、自分たちで自分たちの長上を選び、その長上は、
「汚れ
なきマリア修道会」の修道院の長上に従属していた。(cf. (Simler : J.G. Chaminade p.366))
31
長上の第二質問は、田舎の事業のためのモンフォール (ジェール県) における正規の第三会の設立に関
してである。最初にシャミナード師が取り入れたこの計画は、創立者アデルの死後、1836 年になって、オー
シュにおいて、やっと実現することになった。
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2

オギュスタンの庭師は引き続き雇っておくことをお望みですか。その庭師は大変善良

な人で、仕事熱心のようですが。或いは、人柄が大変良いのですが、しばしば病気をし、
そして、少し怠け者だとの噂のある例の人を雇いましょうか。オギュスタンの庭は大変に
広いです。作業をしないために庭から何も収穫がないということは残念なことでしょう。
私たちは神父さまからのご返事を戴くまで待っています。出来るだけ早くご返事ください
ますようお願いいたします。
3

この庭に隣接する広さ 9 カルトナ (quartonat)32 ある土地を、その持ち主が私たちに買っ

て欲しいようです。6000 フランで買って欲しいようです。もし、私たちが買うことが出
来たら、本当によろしいのですが。

356. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1819 年 12 月 31 日

尊敬すべき神父さま、
神父さまからのお金は届いていませんのに、タイエ氏からの請求書は 1 月 1 日に届くよ
うになっており、お金を請求されましたので、2000 フランの借り入れをせざるを得ませ
んでした。スール・サン・ヴァンサンのお兄さまがご自分の名義で借りてくださいました
が、猶予期間は 1 週間です。すぐに支払いが出来ますように、スール・サント・フォワの
お金から振り出した為替を、急いで私たちに送ってくださいませんか。私たちの窮地を察
してください。
2

オギュスタンの件で職人さんたちが出した見積もりの金額は、大変大きなものです。

私たちの資金を見積もらなければなりません。教会を造るためには、隣の人の土地 15 ピ
エ† (pied)33 買う必要がありますが、隣の人は売るつもりはないようです。私たちは祈って
います。
3

ベロック夫人の見積もりはそれよりも安くて、いいように思います。

4

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

32

アジャン地方で昔用いられた広さを表す単位
編者註：1 ピエ =0.3048m。
33
昔の長さの単位、約 33 センチメートル
†
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357. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 1 月 1 日

尊敬すべき神父さま、
神父さまの方から戴くものはいつでもすべて私たちの喜びですが、私たちはその同じ
喜びの気持ちをもってダヴィド氏をお迎えするつもりであることを、スール・ドゥ・ジェ
ジュの手紙に書き添えさせて戴きます。
2

私たちの代訴人か公証人がオギュスタンの件で自分の考えを神父さまにお伝えすると

思います。
3

会則の写しをダヴィド氏に持たせて戴けませんか。私たちは会則の写しを持っていま

せん。もし、ヴィルフランシュとの連合が行われる場合はそれが必要となるでしょうし、
また、ダヴィド氏にヴィルフランシュに行って戴く必要があります。私は会則を写しても
らいますが、ダヴィド氏がこの旅行中にヴィルフランシュに行かれる場合は、写し終える
ことは出来ないでしょう。
4

新しいコングレガシオンの設立がどこになるのか私たちは知りたいです。

5

私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

358. ボルドーのシャミナード師宛
革命によって、
「グラン・ゾギュスタン (Grands Augustins, 大オギュスタン)」の土地は分割されていま
した。それで、その後、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンが取得した土地も、いくつもの小さな
所有地に隣接していました。そのことは共同体にとって、不都合がないわけではありませんでした。メー
ル・アデルは、その近さが特に迷惑になっている家や庭を出来たらすぐに買いたいと思いました。この手紙
ではそのことが話題になっています。

+J. M. J. T.

1820 年年始

尊敬すべき神父さま、
オギュスタンの後ろにある土地所有者のひとりが、その所有地を売りたい意向のようで
す。その人の所有地の出口が広場に面しています。そこは、部屋は六つある建物と小さな
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庭からなっています。庭は黙想者のために使えると思います。建物の部屋は教室にも使
えるでしょう。売り主は、4000 フランを希望しています。もし、3000 フランで売ってく
れるようでしたら、その買収が望めるでしょう。と申しますのも、共同体にとって間近に
隣人がいるというのは堪え難いことですから。
2

けれども、私たちの財政的な困難を考えると恐ろしくなります。資産を取り崩して、だ

んだんと収入が無くなっていきます。
3

神父さまのお気持ちをお聞かせください。

4

私の深い尊敬の気持ちを受け取ってください。
スール・マリー

359. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年年始

尊敬すべき神父さま、
いつものことですが、神父さまのかわいそうな娘は今度も神父さまにご相談申し上げる
ことを必要としています。私の未熟さと厚かましさをお赦しください。
2

スール・サント・フォワが妹さんのことを大変心配しています。スール・サント・フォ

ワが私に話してくれたことによりますと、スール・サント・フォワは、妹さんよりも財産
の分け前を多く貰ったので、修道院に入る前に、妹さんに 1000 フランの収益を約束して
いたということです。しかし、神父さまはそれを望まれず、神父さまが妹さんを少し助
けてくださるという配慮を保証してくださった、というのです。今、その妹さんが、スー
ル・サント・フォワにその貧窮を訴えています。スール・サント・フォワはその胸の内を
私に明かし、ここ 6 ヵ月の収益を妹さんに与えて欲しいとの願望を述べました。その収益
は、神父さまが 4000 フランの為替に付け加えられなかったものです。そして、その金額
は 100 フランになります。私はコンセイ (Conseil, 評議会) を開きましたが、コンセイは
そのことにあまり賛同しませんでした。と申しますのも、今年度は私たちの支出が、収入
を 883 フランも超過したのです。私たちが払って貰うことになっているお金があるのは事
実ですが、担保の条件がいいとは言えないのです。少なくとも支払って貰えるのはうんと
後になるでしょう。主が病人によって私たちの修道院を苦しめておられますが、その病人
のための費用もかさみます。結局、コンセイは神父さまのご意見をお伺いすることにし、
もし神父さまが、マレシャル夫人を助けることがお出来にならないようでしたら、私たち
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が 100 フランを出すことを決めました。と申しますのも、私たちは何としても、スール・
サント・フォワを悲しませたくありませんし、その心の平和を乱したくないのです。
3

私たちがどうすべきか教えてください、そして、私たちに助言をお与えください。

4

例の若いお嬢さんのことはどう思われますか。その方のお姉さまは、彼女を町の寄宿

学校の助教員として入れたいようです。どう思われますか。
5

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

360. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1820 年 1 月 4 日

神さま、あなたのみ旨にかなうためにはすべてを、自己を満足させるためには何も。
私たちの主イエス・キリストにおける親愛なる姉妹、
2

私の心と筆はあなたの聖なる「安らぎの場所」に飛んで行って、世俗の人たちのよう

にではなく、キリスト者、そう、キリストの花嫁がお互いのために願わなければんらない
ように、今年があなたにとってしあわせな年でありますようにと申し上げます。私たちが
慈愛なる主の栄光に貢献できる年でありますように。私たちは主に対する奉仕のために全
身全霊ささげられたものです。
3

私は、あなた方の修道会と私たちの修道会がただ一つの修道会になることを本当に願っ

ています。同じ会則をもついくつかの修道院があれば、聖座からの承認ももっと早く得ら
れるのではないかと私には思われます。それに、イエス・キリストのみ名において連合す
れば、より以上の力になりますし私たちの会員は共通になります。そのことによって、修
道院がお互いに助け合うことが出来ます。私たちの修道会は、ボルドーの大司教さまとア
ジャンの司教さまにはすでに知って戴いていますし、暗黙の承認を戴いています。私たち
の尊敬すべき高位聖職者の方は、心からの好意をもって私たちの事業を応援してくださっ
ています。
4

でもあなた方に、私たちの会憲と規則を見て戴かなければならないでしょう。けれど

もそれは、郵便を運ぶ人に託するようなことは出来ません。私たちは近いうちに、シャミ
ナード師の私的な秘書の方に来て戴くことになっています。その方は、コングレガシオ
ンの設立のためにこの地方に来られるのですが、私たちはその設立が、私たちのところか
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ら近い町にされることを期待しています。この方は聖人のような方で、私服を着ている
のですが私たちの修道会の男子の修道者のひとりです。(と申しますのは、シャミナード
師はボルドーで、私服を着た男子の共同体をつくりました。その人たちは誓願を立て、会
則に従っています。) もし、あなた方とマルティ師が私たちとの連合を望んでおられるの
でしたら、その方が、ヴィルフランシュに足を運んで規則等をお届けすることも出来るで
しょう。その時に、その方は、小さな人形を持っていくことも出来るでしょうし、男子の
コングレガシオンのことでマルティ師に会うことも出来るでしょう。それに、私は私のこ
の願望を神さまのみ旨に委ねます。神さまのご計画は、必ずしも私たちの計画というわけ
ではありません。神さまは、私たちふたつの修道会を、神さまの教会の花婿の中の 2 本の
苗木のように望んでおられるのかも知れません。私があなたのお手紙を秘書の方がおいで
になる間に戴けるように、すぐに私にお返事をくださいませんでしょうか。
5

私たちは最近家を取得しました。と申しますのは、今まで借家住まいをしていたので

す。そのことは共同体にとって住み心地のいいものではありません。でも、私たちの慈愛
なる主は頭を休める場所をお持ちでなかったのですから. . . 聖なる貧しさ万歳。
6

私たちの病人は少し良くなっています。あなた方の病人の消息を出来るだけ早く知り

たいです。私たちの姉妹のひとり (修練長) が私に、あなた方の病人のために、月に 1 度
断食をすることを願い出ました。と申しますのは、私たちの姉妹たちは皆、あなた方を心
から愛しているのです。
7

親愛なる姉妹、天におられる花婿の栄光のため、また、その聖なるみ心において、私

があなたにささげる心からの愛情をお約束しながら、筆を置くことにします。
スール・マリー

361. ボルドーのシャミナード師宛
すでに、アデルは 1809 年の終わりに、重い病気に罹り、命も危ういとまで懸念されました (L. AT. no113)。
アデルは再び病気になり、外での仕事、および、共同体の中の仕事を一部停止せざるを得なくなりました。
それはアデルにとって辛い従順です。

+J. M. J. T.

1820 年 1 月 10 日

尊敬すべき神父さま、
いつも私たちの修道院からの手紙で、私たちは神父さまに忍耐の訓練をさせることに
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なってしまいます、このようなわけで、私たちは神父さまの受ける褒賞を大きなものにす
ることを願っています。
2

スール・スコラスチックのお母さまがスール・スコラスチックに会いに来られて、ま

た、医者にも相談されました。医者は、スール・スコラスチックはその健康状態からみ
て、生まれ故郷に帰って静養する必要があり、そうすれば、健康を取り戻すかも知れない
という診断をくだしました。お母さまは、そうするようにスール・スコラスチックに強く
勧め、そしてスール・スコラスチック自身もそうすることを決心しました。スール・スコ
ラスチックは、たとえ病気が回復しない場合にも、私たちが彼女をまた受け入れる約束を
してくれるように強く望みましたが、私たちは約束することは出来ませんでした。ただ、
私たちは、もし彼女の健康が回復したら、彼女のことにはいうことがないほど満足してい
るので、受け入れてあげると保証してあげました。と申しますのも、彼女は聖人のような
子ですから。彼女はまだ出発していません。2 週間後ぐらいに出発することになると思い
ます。医者は、回復の見込みはあると考えています。
3

スール・スタニスラスはかわいそうに黄疸に罹っているかあるいは胆汁が広がってい

るかしています。スール・サクルマンが、彼女の代わりに小さい子供たちの授業をしてい
ます。それが出来なかったら、私たちは大変困ったことになっていたことでしょう。
4

神父さまのお許しも戴きましたし、マドゥモワゼル・シュヴァリエについて良い情報

もありますので、彼女を知る機会として、1 ヵ月間、彼女を黙想のため修道院の中に受け
入れることにしています。彼女には 150 フランの年金があり、大変立派な調度品があり、
また、寝具類もたくさん持っています。人の話によりますと、とても健康だそうです。彼
女は大変敬虔で、ほとんど毎日のように聖体拝領をしています。私は、フナス師にお手紙
を差し上げて、彼女の性格や健康のことを正直にお尋ねしました。
5

ムラン師が先日、わたしが神父さまにお話ししたことのあるふたりの若いアスピラン

ト (aspirante, 準志願者) に、休憩時間中に、姉妹たちが休息しているところに入る許し
を与えました。彼女たちは感じの良い子たちです。ひとりは 22 歳で、もうひとりは 17 歳
です。彼女たちはふたりとも、2 万フランのすぐに受け取れるお金を持っています。
6

神父さま、私は従いますが少々辛い思いです。私は、コングレガシオンの日曜日の朝

の集まり、木曜日の要理、食卓での読書などを止めさせられました。でもこのような処置
が長く続かないことを願っています。
7

感情をこめて話をする時、また休憩の時にも、脇腹と胸に少し痛みを覚えます。奇妙

なことに、コングレガシオンの夜の集まりは疲れません、しばしば疲れ果てた体で行って
も、声を出す努力が体に良いらしくて、痛みを覚えずにそこから帰ってきます。医者に
は、そのようなことは控えめにして、元気を取り戻さなければならないと言われていま
す。それに、私はそれが何でもないことを願っていますし、もし、普段から私がそれほど
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元気でなければ、人々がそれに注意することもないだろうと願っています。私は言われた
ことにはちゃんと従っています。
8

でも告白しますと、人が私に注意を向けること、人が私に関心を抱くことを喜んでい

ます。そしてそのために、このような小さな病苦に満足さえしているのです。私のこのよ
うな利己心は度を越しています。
9

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

10

司教さまが私たちを訪ねて来てくださいました。私たちが食事をしている時に来られ

て、そのまま食事を続けるようにおっしゃいました。司教さまは食堂に来られ、読書と沈
黙を免除してくださり、私たちに大変慈悲深く、そして、大変優しく話してくださいまし
た。その後、私たちは聖堂に行って「ラウダテ (Laudate)」を歌いました。司教さまは私
たちを祝福してくださり、帰って行かれました。
11

私たちは、ダヴィド氏の病気のことを大変心にかけています。その病気が後まで尾を

引かないことを願っています。

362. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 1 月

尊敬すべき神父さま、
ヴィルフランシュの若い長上の方から戴いたいちばん最近の手紙を神父さまにお送り
ます。私が連合のことについて率直にお話ししたことについての返事の手紙です。あの
方からのお返事は慎重そのものです。私は、あの方のおっしゃることはもっともだと思い
ますし、会ってお話しする必要があるように思います。そのことを慈愛なる神さまのみ前
で検討してください。
2

あの方がこちらに来られることにつきましては、神父さまが私たちを訪ねて来られる

時に、あの方がおいでになると好都合だと思います。あるいは、私たちのひとりがあの方
のところに行くことはどう考えられますか。
3

事を進める前に、存在する問題をよく知らなければなりませんので、あの方が来られ

る前に、私たちがあちらに行く必要があるかも知れないと思っています。それに、そのこ
とを慈愛なる神さまにお委ねしてください、と申しますのも、マルティ師がおっしゃるよ
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うに、ひとつの修道院の会則が変わるというような重大な事柄については、十分に時間を
かけて検討しなければならないからです。
4

私たちの慈愛なる神の母マリアは、そのマントを広げることを望んでおられます。

5

私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

6

あの方から頼まれた人形を送ってもよろしいでしょうか。そのことについて、ご返事を

戴きとうございます。私に届いたあの方からの前の前の手紙も神父さまにお送りします。

363. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 1 月 26 日

尊敬すべき神父さま、
きっと悪魔が主に私たちを痛めつけることを願ったのでしょう。悪魔が私たちの貧し
き修道院で暴れまわっています。
2

かわいそうなスール・アソンプシオンは、しばらく前から大変つらい状態になってい

ます。いろいろな誘惑が彼女に襲いかかっているのです。第一は愛徳に反する誘惑です、
ある姉妹に対して極度の嫌悪を抱いています。第二に貞潔に反する誘惑です。第三に信
仰と神さまに反する誘惑です。そして、第四の誘惑は召命に反するもので、家に帰りたい
と願っています。このようなことが約 1 ヵ月前から、たとえようもない激しさで続いてい
ます。先日、爆弾が破裂しました。彼女はとても激しいヒステリーの発作を起こしたの
です。自分が神に見捨てられて、もうすでに地獄にいると思ったのです。この時以来、彼
女は、一時的におさまるのですが、すぐにまた発作を起こすのです。彼女は頭がおかしく
なっています。私たちは彼女を寝かせています。私たちの苦悩を考えてください。この
ことについての神父さまのお考えをお聞かせください。
3

スール・サクルマンの頭もかなりおかしくなっています。彼女はそのことで大変苦し

んでいます。時々彼女の考えがひどく混乱します。彼女はスール・スタニスラスが病気の
間、代わって授業をしていたのですが、それが抑圧となって悪かったのだと思います。彼
女はひっきりなしに私と話したがっています、ベッドでひどい恐怖に襲われる時は、特に
そうです。そのような時は私は彼女のところに行ってあげるのですが、彼女がかつて襲
われた誘惑のことを考えますと、これは悪魔の罠ではないかと懸念します。それでも、先
日—夜の 10 時でしたが—彼女は人が私を探しに行ってくれないかと思って、ある種のヒ
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ステリーの発作を起こしたのです。発作が始まってそれがひどくなったのです。私はど
のように行動したらよろしいでしょうか。神父さまの助言で私を救ってください。
4

医者はスール・スコラスチックを生まれ故郷で療養させたいと思っています。そのこ

とをお伝えするためにお手紙を差し上げましたが、届きましたでしょうか。
5

スール・サクレ・クールに伝言を頼まれましたが、スール・サクレ・クールは、神父さ

まへの手紙の中で、その真意を十分に伝えることが出来なかったそうです。スール・サク
レ・クールが言いたかったのは、メール・エンマヌエルが病人の世話のことでえこひいき
しているということではなく、ただ病人全員の面倒を見ることが出来ないということを言
いたかったのだそうです. . . 時々、少し厳しいメール・サン・ヴァンサンは、例えば、助
修道女の姉妹たちが苦痛を和らげるものなど. . . をとることを望まないようです. . .
6

ダヴィド氏のお具合は如何ですか。私は公証人のショドルディ氏に、オギュスタンの

件でダヴィド氏に手紙を書いてくださるように頼んでおきました。債権者が価格を吊り上
げる理由はないだろうとの話です。ですから、私たちには何も恐れることはありません。
それに、抵当権の事務所に人に行ってもらいました。
7

私たちは経済的な面で大変困難な状況にあります。ですから私は、建物の修理のため

に必要なお金のことが大変心配です。病人がいますので、多くの出費があるのです。
8

私の方は大したことはないと思いますし、気にしないことが一番だと思います。

9

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

10

スール・カトリーヌが病気です。私たちに「手引き」を送ってくださいませんか、私

たちも至急一部必要ですし、他にも何部か頼まれています。

364. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
手紙の終わりで、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、
「プチット・ソシエテ」ではすでに実
行されている「3 時の出会い」(cf. Règlement de la “Petite Société” no8 L. AT. vol.1 p.423) を、メール・
エミリ・ドゥ・ロダに提案しています。

+J. M. J. T.

1820 年 1 月 29 日

神さま、あなたに対して罪を犯すすべての人に代わって、あなたにお赦しをお願いしま
す。
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2

親愛なる姉妹、汚れなきマリア修道会の修道女の服装をさせた人形をやっと、あなたに

送ることが出来ると思います。私たちの姉妹のひとりが、人形を入れた箱の中に少し説明
したものを添えました。例えば、マントは人形のような綿ではなくウールですとか、ドレ
スも同じ布地でできていて、その布地は私たちが織ったものです、とかいったものです。
3

親愛なる姉妹、もし慈愛なる神さまが私たちをお同じ家族、同じ修道会にお定めにな

るのでしたら、同じ修道服を着るといいでしょう。そうでありませんと、それぞれの修道
会には何らかの違いがあるはずですから。
4

私は、私たちが会うということのあなたとマルティ師の願望を、手紙によって私たち

のボン・ペール (bon Père)、シャミナード師にお伝えしました。シャミナード師から、そ
れは大変結構なことであること、そして、復活の主日ごろかそれ以降に、私たちの姉妹の
ひとりがあなた方のところへ行き、その後、あなた方にアジャンに来て戴いて、こうして
お互いに何日か過ごすことも出来るでしょうと伝えてきました。
5

私たちはお互いに双方の慣例、精神、信心業を完全に知ることが出来るでしょうし、も

しそれが神さまのみ旨であり、その栄光のためであるなら、連合も実現するでしょう。よ
くは分かりませんが、慈愛なる神さまは私たちがひとつになることを望んでおられると私
は深く信頼しています。私たちは、気持ちの上ではもうひとつになっています。と申しま
すのも、私たちの関心は相互のものであるように私には思えるからです。
6

姉妹たちの指導のことで、助言をして、私を助けてください。私の任務のなかで、こ

れは大変苦労のいることのように私は思います。満足させてあげたり、一致させたりする
ことを心得なければならない、相反する性格の人たちがいます。すべて善を目指しながら
も異なった見方もあります。でも、私には聖人のような姉妹もいます。もし、私の弱さを
ご存知の慈愛なる神さまが、このような敬虔な仲間を私に与えてくださっていなかったと
すればどうなることでしょうか。
7

親愛なる姉妹、私たちは、カルワリオまで神なる花婿にただひたすら従うために修道

会に入ったこと、私たちは、障害と試みの中に喜びを見付けなければならないことを思い
起こしましょう。
8

聖パウロの模範に倣って、すべての人にすべてとなりましょう† 。そこに長上の大きな

義務があります。弱い者に対しては弱い者、病弱な者に対しては病弱な者となりましょう

. . . ああ、私たちの裁きはもっと恐ろしいものになるでしょう、私たちは共同体全体につい
て責任を負わなければならないのですから。親愛なる姉妹、一日に一度は、私たちが死に
際してもちたいと思う気持ちをもちましょう。そして、私たちの裁き主が、
「あなたの職
責について報告しなさい」と言われる言葉を思い浮かべましょう。絶えず、私たちの大切
な群れに気を配りましょう、私たちの親愛なる姉妹たちがますます進歩するように努めま
†

編者註：コリントの信徒への手紙 一 第 9 章第 22 節。
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しょう。私たち自身を犠牲としてささげましょう。すべてにおいて模範となりましょう。
9

私は今、また十字架の上にいます。私たちの姉妹の外のふたりが病気になったのです。

ひとりは 18 際の若いポストラント (postulante, 志願者) で、しばらく前から大変つらい
誘惑の試練を受けていたのですが、自分を抑えていたことで神経的な障害に陥り、昼も夜
も休むことが出来ないのです。それから、23 歳になる若いノヴィス (修練者) がやめて家
に帰りそうです。彼女はまだ誓願を立てていないので、医者が生まれ故郷で静養すること
を命じたのです。彼女は、肝臓と胸を病んでいるようです。彼女も私も、そのことで大変
悩んでいます。
10

でも、親愛なる姉妹、もし私たちが、私たちの修道会を十字架の上に基礎を築くこと

が出来れば、私たちの修道会はもっと堅固なものになるでしょう。そちらの病気の姉妹の
方々はいかがですか。
11

私たちの新しい家には多くの修理が必要です。そのために、私たちの移転は夏になら

ないと出来ないでしょう。その家には大変立派な庭があります。そしてここにはない、よ
い空気があります。
12

修理と諸費用を入れると、3000 フランにはなります。それが私たちに困難な状況を作

り出しています。でも聖なる貧しさ万歳。
13

さようなら、親愛なる姉妹、私たちの心が、私たちの神なる花婿を愛し、愛させるた

めにひとつの心になって欲しいものです。
14

私のささやかな尊敬の気持ちをマルティ師にお伝えください。
スール・マリー

15

毎日 3 時に、私たちと心を合わせることをあなた方に提案します。私たちは仕事を続

けながら、カルワリオでの霊的出会いをしています。この出会いは、鐘の音によって告げ
られます。親愛なる姉妹、あなた方もそこに居合わせてください、私たちのコングレガシ
オンもそこにいます。私たちはそこで私たちの神なる花婿を取り囲んで、そして、その貴
いおん血を戴きましょう。

365. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.
尊敬すべき神父さま、

1820 年 2 月 14 日
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私たちは、かわいそうなスール・アソンプシオンがやめて家に帰ることで大変つらい
日々を過ごしました。そのことで心が引き裂かれました。数日前から彼女の状態は良く
なっていました、特に、彼女の誘惑も全く無くなっていたのです。そういう時に、彼女は
その健康のために出る必要がある、と言われたのです。彼女はひどい絶望に陥りました。
彼女は教会に行って大きなキリスト像にすがりつき、
「私の花婿、私が出ることをお許し
にならないでください。メール (mère) の方の心を変えてください。奇跡を起こしてくだ
さい」と叫んだのです。
2

でも、ムラン師が彼女を諭してくださいました。それで彼女も、出ることを決心した

のです。彼女は、師の足元に身を投げて一週間の猶予を願いましたが、聞き入れられませ
んでした。彼女はご聖体の祝福と私の祝福を願って来ました。彼女は修練長に赦しを乞
い、メールたちを抱擁して、夜遅くなってから出て行きました。
3

私は長くこの場面を忘れることはないでしょう。でも、私がいちばん悲しんだのは修

練長の態度です。修練長は興奮しました。修練長は、彼女に一週間の猶予を拒んだのは、
不当であったと思っています。修練長は、断固とした態度をとったふたりのメールの厳し
さを責めています。彼女は、コンセイ (Conseil, 評議会) の席で私たちに、もし、修道会
に第二の修道院があれば、もうここに居ることは出来ないので、そこに助修道女† として
送ってもらうことを願うところです、と言いました. . . でも数日経てば彼女の気持ちも落
ち着くだろうと確信しています。今でも、すでに落ち着きを取り戻していますから。神父
さま、慈愛なる神さまは、私に経験を積ませたいと思っておられます。と申しますのも、
私は散々な目に会っています。
4

かわいそうなスール・サクルマンが頭が変になっています、少し去年みたいになって

います。—去年よりは軽いようですが。
5

神父さま、あなたの子供たちのために祈ってください、特に私のために。人を導く術

を私に教えてくださいますように。私が気配りや労苦をいとうことがありませんように。
私の生来の性向から陥りやすい、不公平に流されることのありませんように。でも私は、
神さまが私に望んでおられることで間違いたくありません。
6

私は自我が強いことを神父さまに申し上げなければなりません。例えば、私がしたい

と思っている教話を私がすることに反対されることを、私は大変つらく思います。その
ようなことで自分がいらいらするのを覚えます。と申しますのも、スール・サン・テスプ
リなどは私が要理を教えているのを見ようものなら、大騒ぎしたり、文句を言ったりする
のです。ところが私は、私の健康が前よりも回復しているのだから要理は自分が教えた方

†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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がいいと思うのです。でも今では、そのようなことは私の体に障ると人は思うでしょう
し、また、すべてにおいて私に仕事をさせないようにするのです。
7

私がこのようなことを神父さまに申し上げるのは、神父さまのご意向をお聞きするた

めです。でも、皆が苦しんでいることを考えてください。そして私のしあわせは、姉妹た
ちと任務を分かち合うことによって姉妹たちの重荷を軽くしてあげることだということ
も考えてください。と申しますのは、そうすることが出来ないということは、私には耐え
がたいことなのです。ムラン師はそのことに同意してくださっています。
8

神父さまのお手紙は代訴人のラカン氏に渡しました。そして氏は、今私が神父さまに

お送りする手紙を返事によこしました。私たちは、ショドルディ氏の助言に従って、登録
されているただひとりの債権者の 1000 エキュ† を支払うことにします。そうすれば、安心
して修理にとりかかれる、と氏は言っています。明日、債権者に払うことになると思いま
す。もう価格を吊り上げる可能性のある人は誰もいません。
9

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちと完全なる服従を受け入れてください。
スール・マリー

(シャミナード師の返事は残されている：L.C. no134)

366. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 2 月 19 日

尊敬すべき神父さま、
いつも小さな出来事があって、神父さまにお手紙を差し上げなければなりません。そし
てそれは、それほど愉快なことではありません。
2

スール・セレスチーヌが私たちを悲しませます。それで私は、神父さまのご判断を仰

がなければならないと思いました。24 日に、セレスチーヌが聖なる服を着ることが決まっ
ていました。彼女の母親が彼女にドレス、ベールなどを買ってあげました。彼女はパー
ケールのベールがモスリンのベールと違うのが分かって、パーケールのベールは欲しく
ないと言ったのです。—私たちはメール (mère) との違いを示すために助修道女‡ はパー
ケールのベールを着けることに決めていました。—私たちには古いモスリンのベールが
†

編者註：当時は、1 エキュは 5 フラン銀貨に相当していました。
編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
‡
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たくさんありましたし、またスール・アポロニのことは私たちが面倒を見なければなりま
せんので、スール・アポロニには古いモスリンのベールをあげていたのです。セレスチー
ヌは、自分のベールがパーケールのものになることを知っていませんでしたら、パーケー
ルのベールを見た時に、彼女の自尊心が反発したのです。前の誘惑のことから見ると、そ
れは傲慢の芽の兆しです。
3

それは悪魔が私たちのしあわせに嫉妬して、そのしあわせを乱そうとしてあらゆる手

段を使っているのだと思います。でも不幸なことに、母親がこの嫌悪感を示したことを目
撃しているのです。この母親は、娘のためにとても立派なドレスを買っていましたが、そ
れが私たちのドレスとはあまりにも違っていましたので、私たちはそのドレスを望みませ
んでした。その時、その母親は憤慨して、無理やりに娘を引き取ると私に言いました。母
親に道理をわきまえさせることが出来ません。
4

母親は娘を連れ戻しには来ませんが、着衣式には来ないと言い張っています。私たち

が娘を不幸にするなどと言って. . . 。私は、着衣式は延期する必要があるように感じるの
ですが、そのことでまた母親を怒らせるのではないかと心配です。娘自身はその誘惑を鎮
めるために遅らせることを喜んでいるようすですが、自分の召命についてはずっと揺るぎ
ない意志をもっています。
5

神父さまのお考えをお手紙でお知らせください、お願します。そして、あなたのかわ

いそうな子供たちのために慈愛なる神さまにお祈りください。
6

15 歳から 16 歳の若い子を推薦されていますがこの子はまだ本当に子供で、大変に弱々

しいです。しかし、この子は感じが良くて、修道会に入りたいと一生懸命です。でも私は、
この子がまだ本当に幼稚だと思います。このような子供には、沈黙を守らせることも出来
ないでしょうし、仕事をさせることも出来ないでしょう。神父さまはどう思われますか。
7

かわいそうなスール・サクレ・クールが、ぜひ自分を修道院から出してくれと私に願っ

ています。私は彼女の願いを認めなければならないとは思っていません。神父さまはど
う思われますか。でも彼女は冷静な気持ちを取り戻しました。
8

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

9

私は、スール・ヴィクトワールはとどめておくことは出来ないと思います。彼女の性

格は修道生活には不適当だと思います。私たちはこれから助修道女† をひとり探します。
スール・カトリーヌは、疑似肺炎を患って以来ずっと具合は良くありません。私は肺が
†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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冒されているのではないかと心配しています。彼女は流動食しかとれず、床についてい
ます。
10

スール・アンヌはリウマチで大変苦しんでいます、彼女も床についています。

11

イエスさま、万歳、イエスさまの十字架、万歳。私たちは、皆が病気になっているこ

の家から少しでも早く出たいと思っています。
デュパール夫人への支払いが遅れています。後見人の立ち会いなどが必要です。でも

12

人の話では、修理を始めてもいいだろうということです。それにデュパール夫人は価格を
吊り上げる立場ではないということです。修理を始める許可を私たちにください。
かわいそうなスール・アソンプシオンがしばしば私たちに会いに来ます、とても元気

13

ですが自分が地上の楽園から逐われたことを悲しんでいます。そしていつも、また受け入
れてもらえないだろうかと聞いています。
セレスチーヌの母親は落ち着きを取り戻しました。彼女は告解をしに行きました。そ

14

のことで彼女も正常に戻ったのです。でも私は、彼女が着衣式が遅れたことをどう取るか
分かりません。私は聖ヨゼフの祝日† を考えたのですがどう思われますか。

367. ボルドーのシャミナード師宛
この手紙の終わりで、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、ロロット・ドゥ・ラシャペールに、
修道院に入って欲しいとの希望を表明しています。というのは、ロロット・ドゥ・ラシャペールの兄弟が結
婚することになったからです。

+J. M. J. T.

1820 年 2 月 24 日

尊敬すべき神父さま、
スール・ドジテの兄弟の方に託して、神父さまにお手紙を差し上げます。スール・ドジ
テは、神父さまからその兄弟の方に少し話をして戴いて、信仰を守るように勧めてくださ
ること、そして、もし可能でしたら、信仰についての効果的で有益なちょっとした知識を
与えてくださることを願っています。
2

スール・サン・テスプリの頭が今おかしくなっています。彼女は信仰を非難し、もう

信じられないと言い張っています。彼女は祈ることが出来ません、特に、天使祝詞と使徒
信経のお祈りを唱えることが出来ません。また、時々は不都合な考えを抱くことさえあり
ます。彼女は告解をすることが出来ません。でも昨晩から、彼女の状態は少し改まってい
†

編者註：3 月 19 日。
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るように思われます。彼女はタイエ師に会って、ムラン師の留守にタイエ師に告解をし、
自分の胸の内を明かしました。タイエ師の話に心を動かされて、彼女は師に告解するこ
とを願い、師の助けを得て、その状態から抜け出したいと思っています。それで、私は彼
女の願いを聞いてあげなければならないと思いました、そして、彼女を落ち着かせること
を期待して、その前に、師に告解をすることを勧めてさえいたのです。でも、彼女がそれ
を望みませんでした。ムラン師は、彼女がタイエ師に告解することに同意してくださり、
そして私たちは、ガルデル師の承諾も得ました。司教さまは今、教区を留守にしていらっ
しゃいます。彼女は今晩告解をすることになっています。でも私は、神父さまがそのこと
をご存知ではなかったこと、そして、神父さまに許可を戴かなかったことに心を痛めてい
ます。
3

私たちは、マルカシュス夫人が助修道女† として推薦してくださった例のお嬢さんのこ

とで、マルカシュス夫人に手紙を書きました。スール・カトリーヌは医者から殆ど見切り
をつけられています。医者は、彼女が痰の出ない結核ではないかと懸念しています。彼女
にもし万が一のことがあったら、私たちにとっては大きな痛手です。と申しますのも、彼
女は受付係の修道女として余人に代えがたい姉妹だと思います。でも、すべてにおいて神
さまのみ旨が行われますように。私たちは受付係として、田舎にいるひとりの姉妹のこと
を考えています。
4

私たちはダヴィド師がおいでになるのを待っていますが、その間に禁域の塀の建設に

着工してもらうことにします。
5

このようなもろもろの病気のせいで、こちらの修道院は私たちにとっては心地の悪い

ものになっています。
6

スール・サクルマンの具合は前よりもうんと良くなっています、ごく普通の状態と言

えるほどです。
7

私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

8

スール・ドゥ・ランカルナシオンの兄弟の方が結婚されます、私はスール・ドゥ・ラ

ンカルナシオンが入会するのを期待しています。

†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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368. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 2 月 28 日

尊敬すべき神父さま、
私はマルカシュス夫人からの手紙を戴きましたが、その手紙で私に求めていることは、
私には大変慎重さを欠くことのように思われます。そのことでどのように神父さまがお考
えになるか私にご返事を戴けませんか。神父さまには夫人からの手紙をお送りします。
2

私たちの受付係の姉妹は少し良くなったように思えます。医者は希望をもっています。

スール・アンヌの具合は良くなっています、起きて歩いています。スール・サクレ・クー
ルは普通の状態に戻っていますが、あのことで健康を害しました、それに四旬節にもなっ
たということで、彼女の具合はさらに悪化しています。私たちはどんなに働き手を必要
としていることでしょうか。慈愛なる神さまに働き手をお願いしてください。私たちは、
スール・セレスチーヌのことについては神父さまのご意見に従います。彼女の状態はかな
りいいように思います。
3

神父さま、私のことを少しお話しします。外の人は私が大斎するのをやめるように望

んでいるのですが、はっきり申し上げて私にはその必要はありません。私の具合のことで
私が感じる本当のところは、多く話した後の肺の疲れだと思います。そのことで軽い痛み
が起こり、かなり通常的に声が出なくなるのです。それ以外は、私はよく眠れますし、食
欲もあります。
4

でも、このことで私が良心の呵責を覚えますことは、私の過失と利己心から私が病気

になっているのではないか、と感じることです。口を閉じることのない日が何日もありま
す。私は病人に読書してあげたり、外の病人に黙想させてあげたり、何人かの姉妹と面談
したり. . . 共同体の務めをしたりなど. . . 。私はこれらのことを何日かに分けてすることも
出来るでしょうし、誰かに代わってもらうことも出来ると感じるのですが、私の利己心は
自分がへとへとに疲れているのに満足していたいのです。私はそういうことで自己満足
していたのです。私は、外の人が私に注意を向けるために苦しむことを、喜んでいたので
す。そして今、大斎するのをやめなければならないとしたら、私がどんなに良心の苦しみ
を覚えることか考えてください。利己心だけがその原因であればいいのですが。私は人
の注意を引くために苦しみ、そして、病気であることを喜んでいます。私は自分がこのよ
うなことのすべてにおいて、人の心遣いを追い求めているのを感じます。私は絶えずその
ようなことに陥ります。これはいつもの誘惑で、私は毎日のようにその誘惑に負けます。
私は、人がどう言うだろうかと確かめるために、自分の体の具合がひどく悪いことを、そ
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してまた、死ぬことさえも喜んでいるように思えます。私は、神父さまでしたらどうなさ
るだろうかとよく考えます. . . 神父さまがここにいてくださったらなどと. . . 私はこのよう
な無益な利己心のために、私の時間のすべてを無駄にしています。このような不幸な性向
を直す何らかの方策を私に授けてください、お願いします。
5

神父さま、私が修道女になってからも、私は、私が世俗にいた時に私を指導してくだ

さっていたラリボ師に、今もお手紙を差し上げて、神父さまに私の良心の状態をお知らせ
しています。師は私のことをよく知ってくださっていますので、私に有益な助言をしてく
ださいます。でも私は、私にとってとても有益で、私を慰めてくれる師との文通を今後も
続けるために、神父さまにお許しを戴く方がいいと思いますが、神父さまがそうお決めに
なるのでしたら、師との文通をあきらめる用意はあります。
6

私たちの代訴人は、デュプラ夫人に支払う方法として、デュプラ夫人が私たちに対し

て差し押さえをするということにしました、それは支払いが裁判所を通して行われるよう
にするためと、支払いをもっと確実なものにするためです。代訴人は、支払いを受けるこ
とのできる外の債権者にも同じようにさせるように努める意向です。
7

神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

369. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1820 年 3 月 1 日

神さま、私はいつになったら、あなたを戴いてもう失うことがなくなるのでしょう。
親愛なる姉妹、
2

私たちの姉妹のひとりが、その兄弟の方のひとりから、ヴィルフランシュ郡にいるある

家族についての情報を頼まれています。私はその姉妹から、あなたがその家族について何
かご存知かどうかあなたに尋ねてくれるように頼まれました。それはラ・ブロキエール家
で、その所有地はサン・レオンとモンジスカールです。今はその家族はトゥールーズに住
んでいます。
3

私はこの機会にあなたにお手紙を差し上げることが出来ることを嬉しく思います。こ

の機会がなければ、あなたにこんなに早くお便りは出来なかったでしょう。それでも私
は、神さまのご計画を知るために、私たちがお互いの修道院を訪問し合うことを適当と思
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われるかどうかあなたのお考えを知らせて戴きたくこの間の私の手紙に対するお返事を
首を長くして待っています。
4

そうです、親愛なる姉妹、私たちの唯一の目的は、神さまのより大いなる栄光であるべ

きですし、聖イグナチオ† の例にならって、それが私たちの標語でありたいものです。で
も正直に申しげまして、私たちは同じ修道会の姉妹だと、私は心では思っています。でも
神さま、もしそれがあなたのみ旨に合致するものでないとしたら、私はあなたのために、
この願望を放棄します。すべてを神さまのみ旨にかなうために、そして自分を満足させる
ためには何も。
5

ヴィルフランシュの荷車引きの方に託してあなたに送った人形は受け取られましたか。

6

あなたの共同体では四旬節をどのように過ごしていますか。残念なことですが、私た

ちの姉妹の何人かは四旬節をすることが出来ません。私はそのことを大変悲しく思いま
す。あなたの修道院でも同じことだと思います。
7

私たちの受付係の姉妹が病気で大変危険な状態です。彼女もまた一種の胸の病に罹っ

ています。外の病気の姉妹たちは少し良くなっています。
8

親愛なる姉妹、厳しい大斎の代わりに大斎の深い精神をもちましょう。それは惜しみ

ない心で自分を犠牲として主におささげし、自分の意志、自分の判断、自分の精神をいけ
にえとして主にささげることです。清貧の誓願を立てた娘たちにとって、何も自分のもの
はありません。何も持たないことの聖なる徳、あなたは私たちにとって永遠の豊かさに値
するでしょう。
9

長上は外の姉妹以上にこの何も持たないことの徳を必要とします。と申しますのは、

もし長上が、自分の義務を果たすことを望むなら、長上は常に従う必要がありますし、常
に自己放棄をする必要があります。親愛なる姉妹、私たちは自分を、もう自分のものにし
ないようにしましょう、私たちは自分を姉妹たちのはしためとみなしましょう。私たちは
姉妹たちに霊的必要がある時には、慈愛深く仕えなければなりません。たとえ仕事があっ
ても、慈愛に満ちた態度で姉妹たちを受け入れ、いつももてなす心の備えをすることに
よって、一種の隠れた従順を、姉妹たちに内的に返してげましょう。長上はもはや自分の
ものであってはなりません。
御免なさい、あなたが私よりもはるかに良く守っているこのような助言をあなたにし

10

ながら、私は自分のことを忘れています。と申しますのも、正直に申し上げまして、私に
は非難すべきことがたくさんあります。ですから、私の大きな惨めさのためにお祈りくだ
さい。慈愛なるイエスさまに、私が本当に必要としている徳をお願いしてください。

†

編者註：イエズス会の創始者の一人、初代総長。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パ
リ・モンマルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre
Favre (サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。
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私たちの最愛なるお方における私の愛情を受け入れてください。

11

スール・マリー

370. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 3 月 4 日

尊敬すべき神父さま、
いつもアジャンからの手紙で神父さまの堪忍袋の緒を切らせるのではないかと心配して
います。でも、神父さまのかわいそうな娘たちのために慈愛の気持ちをおもちになってく
ださい。
2

共同体のコンセイ (Conseil, 評議会) が今終わったところですが、そのコンセイでスー

ル・ヴィクトワールのことを話し合いました。いろいろ論議されましたが、そのことはす
べて私の報告で神父さまの判断にお委ねすることにします。
3

この娘はきわめて激しい気性の持ち主で、しばしば激昂しますがやがて我に返り、大

変苦い後悔をするのです。自分の過失を直すのにあらゆる謝罪、あらゆる屈辱も受け入れ
るのですが、すぐにまたその過失に陥るのです。彼女は体力もあり、器用さもあって作業
のためには群を抜いています。彼女は神さまと修道院を大変愛しています。
4

助修道女† の殆ど全員が病弱になっています。共同体につぎつぎに病人が出て、医務室

の仕事は大変なものになっています。医務室の責任者のメール・エンマヌエルは、その健
康状態のために、体力を使う仕事が出来ません。ですから、誰か優れた体力のある助手が
必要なのですが、修道院にはそのような人はいません。そういうわけで、新しい助修道女
が来ても、修練期や志願期も出来ず、一度も、或いは殆ど一度も、共同の務め、コンフェ
ランス (conférence, 講話) には出席せず、会則を学ぶこともないなどというようなことに
なってしまいます。このように多くの困難があります。
5

メール (mère) たちは神父さまのご判断を仰ぎ、神父さまのお知恵とご経験にすべて

をお委ねして神父さまに決めて戴くように提案しています。それは、スール・ヴィクト
ワールがそれなりの理由があって、修道女として受け入れられるための十分な資格を獲得
するまで、彼女を使用人として修道院においておくことはいかがということです。彼女の

†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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方も、私たちも約束するようなことはしません。私たちは彼女を家に帰すことも出来るで
しょうし、彼女の方から出て行くことも出来るでしょう。
6

正直に申し上げまして、このようなことは会則にもありませんので、少し抵抗を感じ

ています。この場合、新たなことを決める必要があるかどうか検討してください。私たち
はこのような考え方には、全くこだわりません。彼女のことを未決定の状態にしておくこ
とは出来ませんので、私たちは出来るだけ早い神父さまのご返事をお待ちします。彼女の
両親も彼女のことを決めて欲しいと願っています33bis 。
7

スール・カトリーヌの具合は少し良くなっています。

8

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちと従順を受け入れてください。
スール・マリー

9

私たちはスール・ヴィクトワールを呼んで、もし神父さまが賛同してくださるなら、た

だの使用人としてここに残ることを承諾するかどうか聞きました。彼女は、私たちが望む
ことは何でもしますと答えました。

371. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 3 月 11 日

尊敬すべき神父さま、
出来ますことなら、神父さまから、わたしの良心に安らぎを与えてくれるご返事を早く
戴ければと願っています。それはスール・サン・テスプリのことです。スール・サン・テ
スプリは、彼女に平静さを取り戻してくださったタイエ師に、続けて告解したいと願って
います。それでも、神父さまがまたムラン師に告解すべきだと判断されるのでしたら、彼
女は神父さまの決定に従います。彼女も私も、神父さまが最初の郵便でご返事をくださる
ことを願っています。と申しますのも、私は告白しますと、彼女は神父さまの同意を得な
いままタイエ師に続けて告解するのを見て、良心の呵責を覚えています。でも、タイエ師
は彼女に本当に合っているように思われますし、それに、彼女が悩まないようにしなけれ
ばなりません。
2

私はスール・スタニスラスのことが心配です。この子は、従順に反する思い違いをし

ています。彼女は余りにも目立つやり方で食事の間に苦行をします。そして、それは彼女
の大変弱い健康を害する可能性があります。私は彼女にその思い違いを指摘したのです
33bis

手紙 no386 でシャミナード師の返事は肯定的であったことが想定できる。
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が、態度を変えませんでした。私はムラン師に話をして戴きました。彼女はムラン師の
おっしゃることに従っているようですが、それが続くかどうかは分かりません。彼女は

3 ヵ月前から総告解を書いています。彼女はとても激しやすい性格です。彼女には特別の
指導が必要です。彼女は一般的に言って率直さに欠け、物事を極端にとります。
3

私はスール・アニェスに満足していません。彼女はすべての務めに極度の嫌悪感を抱

いていて、務めには殆ど出ません。それに、彼女は秘跡などに近づこうとしません。彼女
を正常に戻そうとして、私たちは一所懸命彼女の面倒を見ていますので、彼女の状態は前
よりは少し良くなっているように見えます。彼女は日に 2 時間作業室に行って裁縫をし、
クラスで算数を教えています。彼女自身もイタリア語、地理、古代歴史を勉強していま
す。これらの学科はメール・エンマヌエルが彼女に教えています。彼女は修道生活に全く
向いていません。
4

私たちはまたスール・セレスチーヌのことで悲しんでいます。彼女には全然召命が無

いようです。それに彼女の母親は、あくまで彼女を引き取ろうとしています。彼女自身も
簡単に出ていくと思います。慈愛なる神さまは、もうしばらく前から私たちに、着衣をし
たり誓願を立てたりするポストラント (postulante, 志願者) がいることを望まれません。
5

ヴィルフランシュの親愛なる長上の方からの手紙を受け取ったところです。神父さま

にその手紙をお送りします。神父さまは私たちのどちらが出掛けることを望んでおられ
るか、また出掛けるべきと思われる時期、旅行の仕方、携えるべき規則などを指示してく
ださい、お願いします。ヴィルフランシュの長上の方は、私が出掛けるのを望んでおられ
るようです。私は、神さまが神父さまの口を通して話されることを願っています。私は、
神さまの業をより確実に行うことが出来るものだけを望んでいます。メール・テレーズは
会の精神を説明するのに大変適していると思います34 。メール・エンマヌエルはメール・
テレーズほどにはうまく説明出来ないでしょう。でもコングレガシオンのためには、メー
ル・エンマヌエルの方が向いていると思います。いずれにしましても、神父さまから指名
される姉妹が従うだけです。私はこの連合の期待で大きな慰めを覚えています。
6

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

7

私たちはずっとダヴィド氏をお待ちしています。昨日、オギュスタンに隣接する何人

かの人たちの部屋の契約をしました。その費用は 3500 フランと心付けとして 2 ルイ† です。
そこの部屋は教室と黙想者の部屋にすることが出来るでしょうし、庭は黙想者のために使
34

シャミナード師は、この「大変微妙な事業」のためにメール・テレーズを選んだことを承認した。(L.C.
no136)
†
編者註：フランスの貨幣単位。1 ルイ = 20 リーヴル (フラン)。
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えるでしょう35 。

372. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1820 年 4 月 5 日

神さまのご意志、わたしの意志の規範となってください。
親愛なる姉妹、
2

私の心は皆さまの修道院の方へすでに飛んでいました、私はこの対面を大変楽しみに

していました。その矢先、今度のことに喜んで賛成してくださっていた私たちの長上は、
この件で、共同体の最高の長上であられる司教さまに従われたのでした。司教さまはあ
なた方の方が先に来られることを求めておられます、それと申しますのも、司教さまは、
連合が行われ得る場合、連合を完遂するために行く外は、私たちが禁域を離れることの許
可を望まれないのです。私はそのことで少し不愉快な気持ちになりましたが、でも私は、
神さまのご計画を崇めます。そういうわけで、あなた方の方から先に私たちのささやかな
修道院に来て戴く必要があるのです。私たちの規則を全て検討してみてください、そして
さらに、実践してみてください、そうすることによって、規則がよりよく理解できます。
その後で、そちらの姉妹の方々とマルティ師にその規則のことをお伝えください。そして
もし、すべての人が賛成してくださるなら、その時に、私たちの方から、待望の連合の完
遂のために、そちらの修道院へ参りましょう。
3

親愛なる姉妹、来てください、こちらのすべての姉妹たちがあなた方をお待ちしてい

ます、あなた方を腕で抱き締めることを楽しみにしています。あなた方がおいでになる時
期をお知らせください、お願いします。
4

親愛なる私たちのノヴィス (修練者) のひとりが、最近亡くなりました。23 歳でした。

彼女はずっと前から胸を患っていて、健康上の理由からご両親の元に帰ることになってい
ました。でも主は、この親愛なる子がご自分の家で死去することをお望みになって、彼女
を引き取りに来ることになっていたちょうどその日に、主は肺炎の併発をお許しになっ
たのです。そのために、彼女は出発することが出来ませんでした。彼女は 17 ヵ月前から
私たちと一緒にいたのですが、彼女が過失を犯すところを見たことは全くありませんで
した。彼女はご託身の祝日† にすべての秘跡を受けることが出来ました、そして、枝の主
35
†

手紙 358 を参照。
編者註：3 月 25 日。
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日に亡くなりました。臨終の間際に、
「時、永遠、すべてが無です。人が私を軽蔑するよう
に、私のすべての罪を公に知らせたいものです、そして恥辱のうちに死にたいものです」
という言葉が彼女の口からもれるのが聞こえました。彼女は本当に謙遜でした、それが彼
女の性格の本質をなしていました。そして、神さまのみ旨には完全な服従をしました。彼
女のためにあなたの聖なる祈りをささげてください。
5

こちらのすべての姉妹たちから、そちらのすべての親愛なる姉妹の皆さまに、くれぐ

れもよろしくとお伝えください。
6

私たちの主イエス・キリストにおける私の心からの、そして、尊敬のこもった愛情を

受け入れてください。
スール・マリー

373. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛36
トナンのタバコ工場の社長で、根っからのキリスト者でもあり、シャミナード師をよく知っているフォー
ル・ラコサド氏は、1819 年の末、シャミナード師に、汚れなきマリア修道会の共同体を受け入れることの出
来る建物を勧めていました。半ばプロテスタントの町であるトナンのカトリック信徒にとっては、なすべ
きことがたくさんありました。3 月、ダヴィド氏がトナンに立ち寄りましたが、その後、その勧めを受け入
れ、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンにそのことを知らせました。メール・マリー・ドゥ・ラ・
コンセプシオンはすぐにフォール・ラコサド氏に手紙を書きました。

+J. M. J. T.

1820 年 4 月 6 日

ラコサドさま
トナンの町の役に立つため、また魂の救いのために、この度トナンに修道院の設立をす
る件についてのあなたさまからのご提案とご計画を戴きましたが、私たちは、お勧め戴い
た家は私たちの名義で取得した方がいいと思っています37 。
2

私たちは、全権をあなたさまにお委ねすべきだと考えました、私たちは、神さまがあ

なたさまの手の中に置かれたと思われる事業の利益に気を配ることにおいて、あなたさま
の慎重さに信頼申し上げているからです。

36

L.C. no136 — H.R. o.c. Fondation à Tonneins p.406–423
アデル・ドゥ・バーツ・ドゥ・トランケレオンとマリー・ジュリ・クレマンティーヌ・ヤナシュ (メー
ル・テレーズ・ドゥ・ジェジュ) の名前で。
37
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3

手続きと当初の修理にかかる費用の 3000 フランを賄ってくださるというあなたさまの

ご親切なご提案は本当にありがたく作業を進める上での基となります。と申しますのも、
支払いをしなければ打つ手もないところですが、こちらの施設の現在の出費からして、私
たちにはこのような支払いを負担することは、今のところは出来ないでしょう。慈愛なる
神さまが、神さまの栄光のために大変有益なものになるに違いないと思われる、この立派
な事業のことで、あなたさまに報いてくださるでしょう。私たちの指導者の方があなたさ
まに約束してくださったように、後の支払いは全部、私たちが喜んで引き受けさせて戴き
ます。
4

トナンの町に主のご慈悲をいただくこの重大な時に、この事業の準備を整えられた主

が、ご自分で大変立派に始められたことを完成されるよう私たちは願っています。私たち
の個人的な不適格さが神さまのお恵みの流れを止めることがないように努めましょう、そ
して私たち自身のためには神さまにご慈悲を願うことから始めましょう。あなたさまのお
祈りと、私たちの聖人のような指導者の助言と、信仰が本当に知られるにつれて至るとこ
ろで増えていく善良な人々とが、私たちにとって大変大きな助けとなるでしょう。
5

私たちが必要としているあらゆる慈善を私たちにしてください。私たちは神さまのみ

摂理の道具に過ぎません。—大した道具ではありませんが—私たちはすべてを予見する
ことはできません。そういうわけで、私たちは私たちの「プボワール (pouvoir, 委任状)」
の中に、
「予測しない障害が生じた場合、また、当方の能力不足の場合は、当方の顧問に
任せられたい」の条項を入れました。私たちは、あなたさまのために私たちの顧問を選任
しますが、その顧問は、私たちのコングレガシオンの秘書のダヴィド・モニエ氏です。こ
の方はトナンに立ち寄ってこの事業のことであなたさまと話し合ってくださった方と同
じ人です。
6

信仰は何と素晴らしいものでしょう。私たちの良き主の栄光のために働くように、ま

た主を知らせ、誤りと無知によってご自分の家から離れる多くの魂を、もう一度ご自分の
家に連れ戻すべき努めるように、お互い面識もない私たちを結んでくださったイエス・キ
リストのご自愛は、何と慰めとなることでしょう。
7

私たちのあなたさまに対する深い尊敬と最高の評価を受け入れてください。このよう

な気持ちから、私たちは、あなたさまのつましくそして従順なはしためであることを光栄
に存じます。
マリー・アデル・ドゥ・バーツ
マリー・ジュリ・クレマンティーヌ・ヤナシュ
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374. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 4 月 6 日

尊敬すべき神父さま、
昨日私は、大変慰めとなる面談をダヴィド氏としました。氏は私に神父さまのお手紙を
届けてくださり、例の件について余すところなく私に話してくださいました。本修道会の
熱意に対して開かれたこの畑は、神さまのみ摂理を讃える何と素晴らしい動機でしょう
か。私はこの偉大な計画を、シャブレの使徒聖フランソワ・ドゥ・サール† の特別な取次
に委ねます。私はこの修道院が聖フランソワ・ドゥ・サールにささげられること、また聖
人の祝日† が、修道院の保護の聖人の祝日になることを願っています。—私たちの神の母
マリアの祝日‡ に次いでではありますが。
2

もしヴィルフランシュとの連合が成るようでしたら、その共同体の保護の聖人は聖ヨ

ゼフになるでしょう、ヴィルフランシュの共同体は、もうすでに聖ヨゼフの名前がついて
います。多くの魂に教会と天国の門を開くこの事業を完成させるために、私たちは燃え尽
きなければならないように私には思われます。刈り入れの主に働き手を送ってくださいま
すように、ひたすら祈りましょう。と申しますのも、働き手が余りにも少ないからです。
そして特に、私たちの不適格さが多くの善の妨げとならないように祈りましょう。
3

尊敬すべきラリボ師のところまでは町から 2 時間しかかかりませんので、この共同体

の直接の長上には、ラリボ師がいいのではないかと思われます。司教さまも同意してくだ
さると思います。私には確信があります。このことを慈愛なる神さまのみ前で検討して
みてください、と申しますのは、私は余りにも率直に神父さまにお話し申し上げているの
ではないかと心配です。でも、これは共同の善のためだと私は思います。ラリボ師にご指
導を受けることが出来ましたら、共同体はどんなにうまく行くことでしょうか。でも、ラ
リボ師にご相談申し上げる必要はないでしょう、師は司教さまの命令には従われるでしょ
う、私は確信しています。
4

司教さまは、私たちが先にヴィルフランシュに行くことを望んでおられません。司教

さまは、向こうの方々が先ず来られること、そして、連合が確実になった時はじめて私た
ちがヴィルフランシュに行くことを望んでおられるのです。私はそのことを向こうの若い
長上の方に手紙で書いたところですが、昨日、その若い長上の方から手紙を戴きました、
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
†
編者註：1 月 24 日。
‡
編者註：1 月 1 日。
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その手紙を神父さまにお送りします。その手紙によりますと、向こうでは私たちを待って
いてくださったのです。もうひとつの修道院に私たちの中から人が行かなければならない
としたら、人をそれほど自由に動かせないだろうということもあって、その時ヴィルフラ
ンシュに私たちが行けなかったことを残念に思っています。そのことを神父さまの賢明さ
をもって、主のみ前で検討してみてください。
5

私たちのスール・マリー・ジョゼフがこちらにいます。彼女の召命は確かなもののよ

うです。彼女は流刑が終わるのを熱望しています。私は、それがオギュスタンへの移転の
時になることを願っています。
6

私たちがもっと規則正しい生活が出来ますように、慈愛なる神さまにお願いしてくだ

さい。私はそのことに十分に取り組んでいないことを悔やんでいます。そして、それが神
さまのご計画の障害になっているのではないかと恐れています。
7

私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

375. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 4 月 22 日

尊敬すべき神父さま、
スール・サクルマンが神父さまにお手紙を差し上げる機会を提供してくれましたので、
これを利用して、彼女のことについて少し神父さまにお話ししたいと思います。この子
は、特に復活祭の告解と聖体拝領をすることさえも望まず、少し前から私を大変悲しませ
ています。私は彼女が大変変わったように思います。そして、私に言えますことは、彼女
がその情念の力に負けて修道院を出て行くのではないかと、私が時々心配になるというこ
とです。彼女は外面的なことのすべてにおいて、余りにも見事に世俗の振る舞いをします
ので、ある意味においては、そのことが彼女の長所になるくらいです。その物腰、その様
子、その歩き方、その話し方、その歌い方などなど。要するに彼女のすべてが修道女では
なく、全く世俗的な人を表しています。彼女がこれほど悪くなるのは本当に残念です。私
は共同体でいちばん彼女のことを当てにしていたのです。悪魔がこれほど得難い獲物を私
たちから奪い取るということのないように、早急にあらゆる手を打たなければならないと
思いますが、悪魔はすでに獲物をしっかりとつかんでいるようです。
2

特に彼女の中に色々なことを発見した後だけに、彼女の救いが大変心配です。彼女が、

謙遜にもまた如何なる徳にも最早縛られることがなくなってからというものは、私が大変
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驚いたことに、彼女がとりわけどんなに才気に富んでいるかを、発見する機会を私たちに
与えてくれたように思います。それに、彼女の色々な才能、その器用さ、そして、教わっ
てもいないのに自分が望むことは何でも学び、行おうとする意欲といったような、彼女が
私たちに隠していたたぐいまれな他の多くの資質も。彼女は最近とても立派な作品をせっ
せと作っています。刺繍、デッサン、切りぬき、絵画、造花、色糸刺繍、白糸刺繍、パイ
エット† 刺繍等. . . そして最近は、白い表面の厚紙で礼拝している二位の天使と聖体顕示台
を作りました。天使たちは、金色と銀色のパイエットの刺繍の施されたベルラン編みのか
わいいドレスを着ています、翼や聖体顕示台にも金色と銀色のパイエットが使われていま
す。天使たちの顔も大変上手に描かれ、髪はカールさせています. . . 天使たちは造花の花
輪を手に持っていて、しかもそれをご聖体の上の方に吊して持っています。彼女はラテ
ン語フランス語の書き方、読み方にも大変進歩しました。彼女はまた、彼女が子供の頃、
デッサンと同じように手ほどきを受けた音楽にもセンスがあります。さらに彼女は、前よ
りの上手にそしてもっと大きな声で話をします。彼女は快活でしとやかです。彼女は大
きくなり、そして太って、自分が望む時に望む人に自分を愛してもらいます。それに大変
悪賢くなりました。とにかく非常に才気に富んでいる彼女は、大部分の姉妹たちの心を
すっかり見抜いたほどです。そのことに姉妹たちも本当に驚きました。ムラン師も私も、
彼女の中に、素晴らしい修道女になるか、或いは、自分にとっても他の人にとっても大き
な滅びの器になるかという素地を見ています。
3

神父さま、彼女のためにたくさん祈ってください。
スール・マリー、Sup.

4

スール・サン・テスプリを動揺させるかもしれない理由のために、私の手紙へのご返

事はスール・サクルマンの手紙の中に包み込んでください。

376. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.
神さまの聖なるみ旨。
尊敬すべき神父さま、

†

編者註：スパンコール。

1820 年 4 月 27 日
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2

取り急ぎ神父さまのお手紙にご返事申し上げて、神父さまが望んでおられる詳細をお

話しします。
3

ダヴィド氏は明後日発たれる予定です。氏のここでのご滞在は、私たちには本当に必

要なものでした。氏はこの滞在を、氏を出発させ得るものは従順だけであると、判断され
たほどです。でもコングレガシオンの設立の件で、氏がトナンに立ち寄る必要があること
から、氏は、氏が立派に始められた仕事の完成を、すべての善の創り主でいらっしゃる慈
愛なる神さまにお委ねして発たれます。
4

氏はどうしても必要な教室を建ててくださっていますが、その基礎づくりが、今日行

われています。私たちは、作業員は 8 月 1 日にすべてを完了して私たちに引き渡す義務を
負う、という契約をしました。私たちの待ちきれない気持ちには少し長すぎます。待ちき
れない気持ちと言えば、申し上げてよろしいでしょうか、それは特に、神父さまにお会い
することです。神父さまは、修道院の移転の時にしかおいでになるご予定はないのですか
ら。でもすべてにおいて、神さまのみ旨を。
5

氏は、何回か私たちにコンフェランス (conférence, 講話) をしてくださいました。全

体のためにしてくださった 2 回のコンフェランスの外に、私は特に、それぞれのグラン・
トフィス (grand Oﬃce, 部門) の義務と統治 (Gouvernement) の精神について、メール

(mère) たちを集めて説明して戴くことが必要だと思いました。それは大変良い効果を生
みました。以前よりもはるかに規則にかなった生活が出来るようになりましたし、団結も
強くなりました。ご存知のように、時計は、しばしばねじを巻く必要があります。そして
私は、私たちがねじを巻かれたということを永く忘れないことを願っていますし、神父さ
まが成果を手にすることが出来て慰めを得られますように願っています。
6

かわいそうなスール・サクルマンの状態は大変悪いです。彼女は神父さまに手紙を書

いて、それをダヴィド氏に託すと思います。この不幸な子は完全に頭がおかしくなってい
ます。彼女の頭にはもう従順ということはありません。もし私が不幸にも祈禱席で彼女
と一緒になれば、彼女は私の側に来てわけの分からないことなどを言ってその時間を過ご
すのです。彼女はある種の恐怖を私に起こします。私は大変つらいやり方で彼女に付き
まとわれています。どうしたらいいでしょうか。これはどうしたものでしょうか。私た
ちが本当に必要としていると思われる時に、私たちの修道会に入る人が来ないということ
は私はある種の悲しみを覚えます。
7

私たちは支払いをするようにせきたてられています。請求額は 12000 フランになるか

もしれません。私たちは心配しています。それで私は、ボルドーからの 3000 フランを当
てにしています。そのお金は私たちには絶対必要になっています。私たちには多額の未
払金があります。その上に 3000 フランの例の小さな家は売れません。そしてまた、ヤナ
シュのご婦人方のピュッシュにある 5000 フランの家は買い手が見つかりません。こうい
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うわけで 8000 フランはいつ手に入るか分かりません。神さまだけがご存知です。
8

それでも、私は嘆きません。修道者の清貧を選んだのですから、その結果を受け取る

のは当然のことです。
9

私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

377. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1820 年 4 月 28 日

ラコサドさま、
あなたさまが、あなたの町のヴェルディ夫人の家の取得において、真の所得者として行
動出来ますように、あなたさまのために、先の 4 月 6 日付で委任状を作っておきました。
私たちがあなたさまの仲介を戴いて、前述の買収をするために、あなたさまのお考えによ
る委任状の雛形をあなたさまが私たちに送ってくださろうとしておられたのと時を同じ
くして、シャミナード師がボルドーから私たちに手紙をくださいました。
2

私たちは、今日まで、シャミナード師からの 23 日付のあなたさまへの委任状が届くの

を待っていました。あなたさまご自身も待っておられることでしょう。
3

私たちは先の委任状の送り状を開けて、後の委任状と取り替えます。あなたさまには

先の委任状も後の委任状も、お届けしますから、どちらでもお気に召す方をお使いくだ
さい。私たちはどちらの委任状もあいまいな点38 も疑いの余地もないと考えます。私たち
は、あなたさまの慎重さと口のかたさに信頼してすべてをお任せします。
4

あなたさまがご協力を望んでおられる事業は私たちには向いています、そして私たち

は、基本的には、私たちがその責任をとる立場であることを認めます。それでも私たち
は、あなたさまの方からの 3000 フランまでの協力のお申し出を、お受けします。このお
金は、契約の費用とあなたさまが指揮をとることを望んでおられる当初の修理のために、
私たちに必要になります。正直申し上げて、あなたさまが用立てすることに同意してくだ
さる 3000 フランは本当に、作業を進めていく上での基になります。と申しますのも、ア
ジャンにある私たちの修道院の現在の出費から見て、トナンの当初の必要を負担すること
は、差し当たって私たちには出来ないでしょうから。
5

神さまの栄光のために大変有益に違いないと思われるこの立派な事業について、神さ

まがあなたさまに報いてくださるでしょう。後の支払いは私たちが引き受けます。間に
38

un louche (une équivoque, あいまいさ)
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合うように、私たちがその資金を作りましょう。私たちの資金は、お願いがあれば請求で
きます。この件についての噂が広がるようなことになれば、少し遅れてもその妨げとなる
ような気がします。
6

私は、ダヴィド氏がそちらに行かれた折に、この件の決着が見られることを強く願っ

ています。私たちはダヴィド氏に全幅の信頼を寄せていますし、氏に、あなたさまのすべ
ての障害を解決してくださいますように、ご依頼申し上げています。私たちは決着の知ら
せを心待ちにしています。
7

私たちは直接にはお互い面識がありませんのに、私たちの慈愛なる主の栄光のために

働き、そして、誤りと無知から離れていく多くの魂をもう一度主の家に連れ戻すべく働く
ために、私たちを結びつけてくださるイエス・キリストの慈愛は何と慰めとなるでしょう。
8

私たちの深い尊敬と最高の評価を受け入れてください。このような気持ちから私たち

は、あなたさまの大変つましくそして従順なはしためです。
マリー・アデル・ドゥ・バーツ
マリー・ジュリ・クレマンティーヌ・ヤナシュ

378. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 5 月 22 日

尊敬すべき神父さま、
神父さまからの願望は、私にとりましては従順の命令と同じようなものです。ですか
ら、私は神さまのみ旨に対する服従をもってこの試練をお受けします。神父さま、わたし
はこの試練が私の成聖に役立つことを願っています。この点から正直に申し上げて、恐ら
く私にはこの試練が必要です。と申しますのも、私の健康状態については、この前軽い不
具合を覚えましたら、一時的なもので、それは殆ど完全になくなりました。私のすべての
務めを再開するための体力は、十分にあるようです。いずれに致しましても、私は神父さ
まに心の内を明かしとうございます。
2

言ってみれば、14 年前から私が励んで参りました外の仕事を止めるということは、私

にとりましては、本当に犠牲です。私の日々には辛い空白があります。私はこの空白を、
神さまに対する愛とまた共同体をもっと日常的に見守ることによって、満たしたいと願っ
ています。神さまに対する愛について申しますと、わたしの心は乾燥していて不毛で、差
し向かいで神さまに専念することが本当に出来ません。私の尊敬すべきただおひとりの神
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父さま、どうすれば神さまに専念できるか私に教えてください。と申しますのも、私は、
私の身辺に起ることの中に神さまが、私のために個人的な完徳の目論みをもっていらっ
しゃることを感じます。
3

もうひとつの見方は、もっとはるかに強く私の心を悲しませます。それは (従順に縛

られて)、私が、働きの重荷に打ちひしがれている姉妹たちを見ても、もう負担を軽くし
てあげられないことです。私にとって姉妹たちを助けることは大変嬉しいことでした。私
は、働くことによって姉妹たちを休ませることが出来れば、大変満足でした。
4

スール・エンマヌエルは大変心もとない健康状態なのに、私の留守の間、コングレガシ

オンのいちばん辛いことを引き受けています。絶え間なく中の仕事をしているスール・テ
レーズもスール・エンマヌエルを大変よく助けてくれていますが、見るところ、スール・
テレーズも疲れ切っています。スール・サン・ヴァンサンは胸を病んでいるのに、教話を
しに行っています。姉妹たちが苦しんだり咳をしたりしているのを見る一方で、私の方は
全然苦しむことがない時、私は日に何度となく私の犠牲を新たにしなければならないこと
が、お分かり戴けると思います。でも私は、神父さまが望まれる時はいつでも、外の仕事
の禁止を受け入れます。と申しますのも、私の魂がそのことを必要としているからです。
私は、虚栄や自然的な好みなどによって余りにも外の仕事に執着していました、でも、神
父さまにお願いしたいことは、共同体のコンフェランス (conférence, 講話)、共同体の要
理、そして、祈禱席でのいくらかの朗唱といった中の仕事はさせて戴きたいということで
す。他の姉妹たちは疲れ切って外から帰ってきます. . . 他の姉妹たちを休ませてあげられ
ないこと、そしてまた、朗唱が出来ないことで私が辛い思いをしていることを考えてくだ
さい。と申しますのも、しばしば他の姉妹たちは、全員が疲れ切っていたり病気だった
り、あるいは体の具合が悪かったりするのです。そのような時には殆ど誰も朗唱すること
が出来ません。それに、私は祈禱席の面倒をみていました。私はしばしば、スール・サク
ルマンに朗唱をしてもらっていますが、彼女がいつも朗唱することが出来るわけでもない
のです。スール・サン・テスプリも朗唱をしてくれるのですが、彼女は今ひどい風邪にか
かっています。私は読書などはすべて犠牲にしました。そのようなことの負担が外の姉
妹たちにかかっていきます。
5

神父さま、お赦しください、自分の意志でなく、私の良心が敢えてこのようなことを

申し上げているのです。私はあらゆる犠牲をする用意があります、私の大切なイザアクた
ちが、彼女たちの負担を軽くすることが出来ないために、命を落とすのを見て犠牲にする
用意さえもあります。
6

尊敬すべき神父さま、私の深い尊敬の気持ちと完全なる従順を受け入れてください。
スール・マリー

7

ヤナシュ夫人が重い病気にかかっています。
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マルマンドの人からの手紙を神父さまにお送りします。どう思われますか。
8

スール・ドゥ・ランカルナシオンの兄弟の方が数日後に結婚されます。少し勇気づけ

てあげるために、彼女に手紙を書いてください、お願いします。彼女は、元旦に神父さま
に差し上げた手紙のご返事を戴いていません。
9

私は良心の義務から、私がまだ胸の乾燥を覚えること、そして、稀にではありますが

時々痰がでることを申し上げます。

379. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、汚れなきマリア修道会の創立 4 周年の喜びの中でこの
手紙を書いています。

+J.M.J.T.

1820 年 5 月 24 日

聖霊、来てください、私たちの魂の中に降りてきてください。
親愛なる姉妹、
2

私たちにとって明日という日は何と素晴らしい日でしょう。エジプトを出て、この愛

すべき砂漠に来て住むようになって 4 年になります。この記念の日には、一日ご聖体を安
置する許可を戴きました。4 年間、私は、
「娘よ、聴きなさい、あなたの父の家を捨てて、
私があなたに示す土地に来なさい」と私に言われる善き牧者の声を聞き、これに従うしあ
わせを得ました。最愛の方のためにすべてを捨てることは何と嬉しいことでしょう。で
も、残念なことに、親愛なる姉妹、私は私自身を殆ど捨てていないのです。しかし、修道
者の魂の本質的な犠牲はここにあるのです。それなのに、私はまだ自分を捨てることに手
もつけていないのです。
3

私は毎日、自分が従うことを知る以前に外の人に命令することがどんなに残念なこと

か見ています。私は喜んで、私の長上の立場をいちばん序列の低いノヴィス (novice, 修
練者) の立場と取り替えることでしょう。でもとにかく、この大変難しい職責において私
たちを犠牲としてささげるように努めましょう、王の王でいらっしゃるお方に忠実な花
嫁を、養成しましょう、この花嫁たちが、王の王なる方に私たちの怠りを償ってくれるで
しょう。
4

私の長上の方々が、最近、私に従順を命じられましたが、この従順は私自身の意志には

大変辛いものです、と申しますのも、告白しますと、私はまだ強い自分の意志をもってい
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ます。しばらく前から、私は胸が大変疲れるのを覚えています。私のかわいそうな子供た
ちが、殆ど何でもないことを大変心配して長上に手紙を書き、それで長上の方々が、声を
出す仕事はすべて中断するように私に命じられたのです。私はコングレガシオンの仕事、
要理など. . . 祈禱席での朗唱までも止めました。そのことで私が覚える辛さ、特に、私の
大切な子供たちの過重な負担を見ながらその負担を軽くしてあげられないことの辛さを、
あなたは想像出来ないと思います。私が私の体のためのこの休息の時を、私の魂のために
有効に活かすことが出来るように、私のためにお祈りください。
5

私はマルティ師の慎重さは立派だと思います。私は、師が私たちのシャミナード神父

さまと意気が合われるだろうと思います。シャミナード師もまた大変慎重な方です。私
はあなたも私も私たちの激しさと欲求を和らげてくださる長上方を、必要とすると思って
います。
6

それでも私は、いつか私たちが会うことができて同じ修道会をつくることができるこ

とを願っています。慈愛なる神さまは、無駄に私たちの関係をお許しになったのではあり
ません。もしマルティ師が、シャミナード師と文通を交わすことがお出来になったら、お
ふたりでご一緒に、私たちの活動のことを心配することなく、すべてを調整することがお
出来になるでしょう。そうすれば私たちは、従順が私に命じることだけを行えばいいので
す。私たちは、ひとつはこの連合のためと、さらに外に計画されていること39 のために、
毎日「ヴェニ・サンクテ (Veni Sancte)† 」と聖ヨゼフに対する祈りを唱えています。
7

こちらの病人たちの状態はかなりいいです。

8

さようなら、親愛なる姉妹、あなたとそちらのすべての姉妹の上に聖霊が豊かに降り

ますことを祈っています。
スール・マリー
9

あなたが私の母と一緒のところをご覧になったわたしの従妹のひとりが、私たちの修

道院への召命をもっています。数か月後に入ることになります40 。
39

トナン (ロ・テ・ガロンヌ県) の計画
編者註：Veni Sancte Spiritus 聖霊 来たりたまえ
聖霊来て下さいあなたの光の輝き 私達を照らして下さい。
貧しい人の父、心の光 証の力を注ぐ方
やさしい心の友、さわやかな憩い、ゆらぐことのないよりどころ
苦しむときの励まし、暑さのやすらぎ、憂いの時の慰め。
恵みあふれる光、信じる者の心を 満たす光よ
あなたの助けがなければ、すべては、はかなく消えて行き、だれも清く生きては行けません。
汚れたものを清め、すさみをうるおし、受けた痛手を癒す方
かたい心をやわらげ、冷たさを暖め、乱れた心を正す方
あなたの言葉を信じて、より頼む者に、尊い力を授ける方
あなたは私の支え、あなたの恵みの力で、救いの道を歩み続け、永遠の喜びをお与えください
40
エリザ・ドゥ・カステラ
†
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380. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 5 月 25 日

神父さま、
私たちは神父さまのお許しを得ないで、最近、大切なことの責任をとりました。最近私
は、マルマンドのマドゥモワゼル・ドレンヌについての、耳寄りの話を聞きました。彼女
からの手紙は神父さまにお送りしました。このお嬢さんは貴族の出で、年齢は 25 歳、と
ても敬虔で、聖人のような母親に育てられました。その母親は最近亡くなりましたが臨終
の床で彼女に、2 年間は修道院に入るようなことはしないと約束させたのでした。彼女は
ずっと前から結婚はしないと決めていました。今、彼女は 50000 フランか 60000 万フラン
の収入があります。神父さまも彼女の手紙でお分かりになると思いますが、彼女はこちら
に来て 2 年間を過ごし、そして、2 年後に修道院に入りたいと願っています。彼女は、ま
だ確かな召命をもっていません。私たちが今いる状況から見て、それが天のみ旨であるこ
とをすべてが、私たちに示しています。スール・サン・ヴァンサンが彼女のことを知って
います。彼女はその母親に絶えず見守られて、成長し、常に天使のような人でした。
2

コンセイ (Conseil, 評議会) は、彼女を寄宿生—外部的には—としてですが、本当はポ

ストラント (postulante, 志願者) として受け入れることを決めました。私は神父さまがこ
の決定に反対なされないことを願っています。彼女が外の修道会に行かないようにする
ために、早く決定しなければなりませんでした。お母さまを亡くしたばかりで、彼女はも
うひとりでいることが出来ません。決定が遅れたら、この宝を逃すところでした。でも、
神父さまが賛同してくださらない場合は、私たちは決定を撤回します。
3

パリの債務者から最近手紙を戴きましたが、指定された期日に支払いをしてくださる

とのことです。
4

必要な場合は、司教さまが私たちに 6000 フラン貸してくださるでしょう。ですから、

神父さまには、私たちがとても必要としている 3000 フランのことだけのお世話をして戴
きたいと思います。
5

私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

6

ヤナシュ夫人の病状は良くなっています。もしマドゥモワゼル・ドレンヌが来ました

ら、修道院では彼女をどのように扱いましょうか。寝室や食堂では、私たちと一緒にしま
しょうか、あるいは別にしましょうか。
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381. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 5 月 30 日

尊敬すべき神父さま、
神父さまからのお手紙は戴きました、感謝申し上げます。神父さまからご指示のあった
本は手に入れるように努めます。
2

経験をつむほどに、私は、私の不忠実さのゆえに、主がどれほどもう私のような道具を

望まれなくて当然かと自覚します。熱意の口実で私が行った殆どすべての活動の動機は、
利己心、尊敬を求める願望、そして、世俗からの称賛であったことを自覚します。私のた
めに、深い謙遜と私の身分に大変相応しい忘れられることへの愛をお願いしてください。
3

人に対して希望を抱くことは私にとってはいつも慰めです。神父さまが私たちに希望

を抱かせてくださる人のことをうれしく思います。私たちに必要となっている 3000 フラ
ンにつきましても、神父さまがお約束くださることで私たちはうれしく思います。
4

神父さま、私がダヴィド氏と少し意見が合わないことを神父さまのご判断にお委ねす

ることをお許しください。あるコンフェランス (conférence, 講話) の中で氏は、ご聖体の
前に行ってしばらく時間を過ごすことを願った姉妹たち、ちょっとした読書をすることな
どを願った姉妹たちを咎められました。でも私には、そのようなことは熱心を掻きたて、
魂を養うなどのために行われるものだと思われます。そして、またそれは、ある姉妹たち
にとっては慰めであるとも思われます。そのようなわけで、それ以来、もうそのような許
可を与えずに、厳密に共同の祈りと務めをすることだけにしています。
5

もうひとつ私が心配することがあります。それはご聖体拝領の感謝のことです。ご聖

体拝領の感謝を中断して、祈禱席の入り口においてあるハーブティを飲みに行くのです
が、このようなことをする姉妹が何人もいます。それは他念をおこすことです。でもそう
いうふうにしませんと食事が一緒に出来ません。このことについてどのようにお考えで
すか。
6

神父さま、私の尊敬のこもった愛情を受け入れてください。
スール・マリー

7

私に、日曜日の共同体のコンフェランス (conférence, 講話) をすることをお許しくだ

さい、お願いします。
8

私たちの中に入ることを熱望しているお嬢さんたちを、前と同じように、黙想のため

に修道院の中に受け入れることを神父さまに許可して戴いたように記憶しています。もし
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およろしかたら、16 歳になるひとりのお嬢さんにもこの許可を応用します。このお嬢さ
んは召命の兆しがあって、大変良い子のように見えます。
9

私は、神父さまのお手紙から、マドゥモワゼル．ヴィルジニは食堂では私たちと一緒

に食事すべきだと理解しました。

382. ボルドーのダヴィド・モニエ氏宛
+J. M. J. T.

1820 年 5 月 30 日

ダヴィド・モニエさま、
本の棚の代わりに鉄の棚をつくることについて、あなたさまのことを少し怒っていま
す。約 60 フランの出費になります。これは、あなたさまもご存じのように、私が大変愛
好している清貧の徳に反するように思われます。私は、自分の意志を通して、鉄の棚はつ
くらせないようにしたかったのはやまやまだったのですが. . . でも、それを指図されたラ
コスト氏を苦しめないために、鉄の棚はそのまま残しておきます。それに私が怒ったと申
しましても、それは冗談です。作業員の方たちはあなたさまがいらっしゃらないのを大変
残念がって、自分たちにはあなたさまが必要だと主張しています。
2

小さな家の買い手が見つかりましたが、小作人が賃貸借契約のことで少ししつこいよ

うです。彼女は、あなたさまなら万事調整できるとか、あなたさまに言っておいたことが
あるなどと主張して、あなたさまが一緒にいらっしゃらないと私たちが契約することを望
みません. . . 彼女にお手紙を書いてくださって、彼女が主張する可能性のある補償金につ
いて彼女に言い含めてくださいませんか。
3

スール・サン・ヴァンサンはオギュスタンのために出掛ける必要があったと思われま

すか。ボン・ペール (bon Père) とお話しなさいましたか41 。
4

トナンのことで何かご存じですか。もし事が成就しないとしたら、私には大変残念な

ことです。
5

私の尊敬と忠誠の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

41

買いたいと思っている修道院の訪問が禁域の誓願の一時的免除を正当化するかどうかということであ
る。
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383. スール・ドジテ・ガティ宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは黙想の間にこの手紙を、同年 9 月 6 日に終身誓願を立て
ることになるスール・ドジテに宛てています。

+J. M. J. T.

1820 年 5 月

親愛なる私の子供、
あなたはまだ私の特別な指導の下にいるわけではありませんが42 、慈愛なる神さまがこ
の黙想の間にあなたに求めておられると思われることを、あなたに申し上げたいと思いま
す。それは、神さまのために、あなたの判断を全く放棄することとあなたの長上方の指導
にあなたを完全に委ねることです。このふたつの助言を実行することによって、あなたは
平和を得るでしょう。そして、そういうことにおいてしか平和を得ることはないでしょ
う。ですからそうするように努めてください、その値は、大変大きく大変貴重なもので
す。主は、あなたから特にそれを望んでおられます。主はあなたのためにもろもろのこと
をしてくださったのに、あなたはそうすることを主に拒むのでしょうか。主があなたの救
いを本当に望んでおられるということを信じてください。あなたが従ったがために、主が
あなたを破滅させるということを恐れることがありましょうか。そのようなことはあり
ません、私があなたに保証します. . . そのようなことは未だかつて起こったことはありま
せん。
2

神なる花婿の御心においてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー

384. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1820 年 6 月 10 日

神さま、あなたのもろもろの恩恵に対して、私は何をあなたにお返ししましょうか。
2

トナンの家の取得という素晴らしいお便りを戴いて本当に喜んでいます。私は、すべ

ての善の創り主なる神さまに深く感謝しました。主がその事業を全うされますように、ま
た、その事業が主の栄光のためになりますように、私たちの祈りを合わせましょう。
42

有期誓願者のスール・マリー・ドジテはまだ修練長メール・デュ・サクレ・クールの指導下にあった。
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3

シャミナード師からあなたさまに、しなければならない修理についてのお話があると

思います。と申しますのも、私は、あなたさまが修理の面倒を見てくださることを知って
います。私は、人を受け入れることが出来る状態になったこの建物を見ることを、心待ち
にしています。
4

私の深甚の謝意と最高の評価を受け入れてください。
スール・マリー・ドゥ・トランケレオン

385. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1820 年 6 月 13 日

ラコサドさま、
地獄が怒り狂ったとしても私は驚きません。私たちは、それが神さまの事業であれば、
その事業が反対に会い、迫害されるのを予期しなければなりません43 。でも、主は勝利を
収められるでしょう、私はそう信じています。
2

私たちは、この大切な事業を神さまにお頼みするために絶えず祈っています。私たち

はその祈りに加えて、この町の私たちの物資的なことの父、
「トナンの恩人」のためにも
祈っています。その方は、主がお使いになることを望まれた「手」です。そうです、あな
たさまに対する私たちの感謝には限りがありません。そのことであなたさまにお報い出
来るのは、慈愛なる神さまだけです。なぜなら、私は、あなたさまが目指されているのも
のは神さまの栄光と神さまのおん血の値である魂の救いだけである、と確信しているから
です。
3

修理の面倒を見てくださり、そして、いそいで契約をしてくださってこの事業を完成

させてください。私にはそのことは急を要するように思われます、売り主が後悔している
ようですから。
4

この新しいブドウ畑で働くことの出来る人たちを、主に願いましょう。そのために、私

たちの祈りにあなたさまのお祈りを合わせてください。私たちの深い尊敬の気持ちを受け
入れてください。
汚れなきマリア修道会会員
スール・マリー・ドゥ・トランケレオン

43

H.R. o.c. p.410-411
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5

この手紙をお書きしてから、あなたさまからのいちばん最近のお手紙を戴きました。

いそいで証書を登録するか、契約をするかしなければならないと思います。
6

ヤナシュ夫人の財産は売れました44 。後は売りに出されているピュッシュの小さな家

が残るだけです。私たちには、アジャンの建物の支払いをするために、ピュッシュの小さ
な家を売ったお金が必要です。ですから、その家を抵当に入れることは出来ません。で
も、アジャンの家を抵当に入れることを提案します。この家は修理が施されていますの
で 30000 フラン以上の価値はあります。この家の支払いはまだ完全に済んでいませんが、

9900 フランは支払っています。それに修理の費用も支払い済みです。ですから、私はこ
の家を 10000 フランのために抵当に入れることが出来ます。この提案をしてください。そ
れにボルドーから、損傷がなければ補償金を求められることはないと書いてきました。そ
して、私もそれは間違いないと思います。すべてを最善を尽くしてください。一切のこと
を全面的にあなたさまにお任せします。もし必要なら、私の顧問でボルドーの弁護士、ダ
ヴィド氏の意見を聞かれてもよろしいでしょう。
7

あなたさまからご請求のありました委任状をお送りします。

8

同封の手紙をまず読まれて、それから、ヴェルディエ夫人に渡してください、お願い

します. . .

386. ボルドーのシャミナード師宛
+J. M. J. T.

1820 年 6 月 15 日

尊敬すべき神父さま、
ダヴィド氏からのお手紙を受け取ったばかりです。委任状と手紙に署名して、全部ラコ
サド氏に送りました。それから氏からの手紙も戴いたばかりですが、氏はヤナシュ夫人の
財産を抵当に入れるように求めておられます。でもその財産は売れました。私は—ムラ
ン師の助言に従って—オギュスタンの家を抵当に入れるように提案します。と申しますの
も、急いで最終的な契約をしなければなりません。今は遅らせてはならないと思います。
2

9 日間、共同体でされるすべてのご聖体拝領は、神さまへの感謝とラコサド氏の必要

のためにささげられます。
3

スール・ヴィクトワールは大変強いつながりによって、本修道会に執着を覚えている

ようです。彼女は私に今度できる修道院についての話をしました。私は彼女のことをメー
ル (mère) たちに話しました。彼女と話をした折、彼女が吐露した気持ち、彼女の買物上
44

ダヴィド氏がトナンのために借りた 8000 フランを返すために期待した財産の一つ。
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手、彼女が本会に対していだいている本物の愛着、彼女のしっかりとした徳から見て、彼
女はトナンで受付係になれるかもしれないと考えています。彼女は健康を害し、恐ろしい
試練を味わいましたが、トナンでは、そのような試練に会うこともないでしょう。受付係
の仕事は他の人よりも彼女のような人に合います。いずれにしましても、神父さまがこち
らにおいでの折に判断してください。それまで、この件について私に指示をお与えくださ
い。彼女の性格かここ 1、2 ヵ月良くなっていました。
4

私は、スール・サン・フランソワは人々の教化のために新しい修道院には大変必要な人

だろうと考えました。プロテスタントの地方では人々の教化は大変必要とされています。
5

私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

6

神父さま、いつおいでになりますか。神父さまにして戴きたいことが一杯あります。

少しでも早く、神父さまにお会いしたいです。

387. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1820 年 6 月 25 日

ラコサドさま、
署名をした書類をあなたさまに送り返します。私がすぐに書類を送り返しましたこと
は、修道院の設立に対する私の熱意と同時にあなたさまへの私の厚い信頼を示すことにな
りましょう。
2

10000 フランのための抵当は、アジャンの家だけを入れるつもりです。私の遺留分を

抵当に入れるつもりはありません。そういうわけで書類の終わりに、
「そのすべての財産
は正当に使われる」と記しています。
3

ここで筆を置かなければなりません。私の感謝の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・トランケレオン

4

現場を訪れることにつきましては、私たちはシャミナード師のご指示に従います。

544

388. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
+J. M. J. T.

1820 年 7 月 1 日

いつの時もイエスさま万歳。
2

あなたが私たちと一緒にお過ごしになってから、1 年が経ちました。7 月 23 日から始

まる誓願の黙想を、私たちが、また一緒にすることが出来たらと思います。そちらの姉妹
方にとっても何と嬉しいことでしょう。
3

私たちは、親愛なるラヴァル夫人の魂の安息のためにお祈りとご聖体拝領をしました。

でも、夫人にはその必要がないように思われます。主はすでに、夫人をよみがえりの場
所、平和の場所に迎え入れてくださっていらっしゃると思います。
4

主が私たちのために、そのみ摂理によって、ひとりの人を予定しておられるように思

われることを申し上げておきましょう。マルマンドの 26 歳になる立派なお嬢さんで、お
父さまがギロチンにかけられたマドゥモワゼル・ヴィルジニ・ドレンヌです。お母さまを
亡くしたばかりです。彼女は私に手紙で、自分を寄宿生の資格で迎えてくれるようにと、
願ってきました。彼女の手紙によれば、彼女の母親がその死の床で、2 年経ってからでな
いと修道院には入らないということを彼女に約束させたので、これ以外の資格ではまだ入
ることが出来ないということです。最初はそのようなことは不可能だと思いました。で
もその後、そのお嬢さんが聖人のようなお母さまに常に見守られて育った天使のような人
であること、常に修道生活を志向していたこと、現在、少なくとも 50000 フランのお金が
得られるということを、知りました。それで私たちは決定しました。神父さまも同意して
くださっています。彼女は、2 年間ポストラント (postulante, 志願者) として私たちと一
緒に生活することになるでしょう. . .
5

ところで、あなたの方はどうなっていますか。私たちの心は大切なロロットを求めて

いますが、すべてにおいて、崇むべき慈愛なる神さまのご計画に従います。親愛なる友、
カルワリオにおいてもタボール山† においても、気苦労のなかでも孤独のなかでも、この慈
愛深い神さまを愛しましょう。神さまが常に私たちの心の中にいらっしゃいますように。
6

私たちは元気です。さようなら、私の大切な姉妹。あなたが私たちの心の中で大きな

場所を占めていることを信じてください。あなたの大切なお母さまはお元気ですか。結婚
式は行われましたか。すべてがあなたによって満足のいくものであったこと、神さまの栄
光のためであったことを願っています。私たちの姉妹方に、心からの愛情をお伝えくださ
†

編者註：主の変容がここであったとする説がある。
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い。こちらの姉妹たちはあなたに口づけをおくり、あなたが来られるのを願っています。
スール・マリー
7

叔母たちとコンパニョのご婦人方によろしくお伝えください。私はご婦人方をいつも

愛しています。ご婦人方の兄弟の方はどうなさっていますか。

389. ボルドーのダヴィド・モニエ氏宛
+J. M. J. T.

1820 年 7 月 2 日

イエスさまとマリアさまにおけるボン・フレール (bon Frère, 兄弟)、
2

あなたさまのお手紙で、先ずは、大変慈悲深く、そして、大変愛されていらっしゃる神

父さまがご病気でいらっしゃることを知り、そしてまた、あなたさまも神父さまもわたし
のやり方にご不満なのが分かって少し悲しい思いをしました。そのことを大変残念に思っ
ていますが、それがこのような結果になろうとは思いもよりませんでした。私にとってと
ても大切なこの事業を失敗させる原因になったかも知れないそのことで、私の慰めとなる
ものは神さまのみ旨だけです。でも私は、私の委任状を見せた後で、オギュスタンを抵当
に入れるのを断ることが、道理をわきまえない人たちだと思わせることにならないよう
に、—私はそのことを大変恐れています—今でも願っています。私はすべてに従います、
そして成功よりも (あなたさまが成功を信じられたとしても) 従順を選びます。私は神さ
まだけを望みます。少なくともそうありたいと願っています。でも、利己心はきわめて巧
妙です。それで私は、この件に関しては、あなたさまとボン・ペール (bon Père) にご相
談申し上げないうちは、何もしないときっぱりお約束します。
3

スール・サン・ヴァンサンに、あなたさまがオギュスタンの家全体を白く塗らせたい

おつもりかどうか、そのことについてラコスト氏にお話しになったかどうか、あるいは、
私たちの方から氏にその話をしなければならないのかどうかなどを、あなたさまから私の
方へお知らせくださいますように、あなたさまにお伝えしてほしいと頼まれました。
4

あなたさまは 1000 エキュ† のことは何もおっしゃってくださいませんが、私たちには

大変必要なお金です。
5

私が大変愛しているヴィルフランシュのボンヌ・メール (bonne Mère, 総長) から、あ

ちらの長上マルティ師がシャミナード師にお手紙を書かれたとのお便りを戴きました。私

†

編者註：当時は、1 エキュは 5 フラン銀貨に相当していました。
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は、私たちが連合できること、そして、コングレガシオンがあちらの町にできることを心
から願っています。このことを主と私たちの神の母にお頼みしましょう。
6

私たちのボン・ペール (bon Père) に私の深い尊敬の気持ちをお伝えください。私は神

父さまのお膝元にひざまづいてお赦しをお願いします。神父さまはお断りになるでしょ
うか。
7

私たちの尊敬すべきフレール (Frère, 兄弟)、私たちの心からの愛情と特別な感謝の気

持ちを受け入れてください。
スール・マリー

390. ダヴィド・モニエ氏宛
アジャンのラコスト氏気付

+J. M. J. T.

1820 年 7 月 9 日

私がラコサド氏宛に書いたばかりの手紙をあなたさまにお送りします。封印をして投
函して戴いてください。
2

あなたさまが—あるいはムラン師が—晩課の時間を早めて、その後、コンフェランス

(conférence, 講話) にすることを望まれるかどうかお知らせくださいませんか。そういた
しませんと、お分かりでしょうがコンフェランスが延びますし、それにまた、コングレガ
シオンの会員の方たちが入ってくる時刻まで、晩課を遅らせるわけにもまいりません。規
則がないような感じになるでしょうから。3 時の代わりに 2 時に晩課を歌うようにします
とコンフェランスは 2 時半に始められると思います。晩課は、30 分以上はまずかかりま
せん。あなたさまが望まれる時間をお知らせください。
3

明日、私たちはトナンの事業のためにご聖体拝領をします。

4

私の意のあるところを汲んでください。
スール・マリー

391. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
待望の家の取得のための手続きは微妙です。6 月 4 日、フォール・ドゥ・ラコサド氏は前もって取得者
の名前を知らせないで、私署の証書の下に所有者の署名をもらいました。プロテスタントである売り主は
買主が修道女であることが分かって、自分の家を修道院にするのではないかと思い、署名したことを後悔
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し、特に、プロテスタントの人たちが流した誤った噂のために、早急には出来ない保証を要求して、売買の
完遂を妨げようとしました。メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは事態の報告を受けて、その代理
人に手紙を書いています。

+J. M. J. T.

1820 年 7 月 9 日

ラコサドさま、
トナンの件の成り行きが怪しくなっているのを知って、私の心は悲しみと苦しみの中に
あります。正直に申し上げまして、これは地獄の首領の頭を踏み砕かれたお方の庇護の下
にある修道院によって、この町におけるその国が乱されるのを予見した、地獄の策謀以外
の何物でもないと思います。闇の帝王のこのような仕業は、私たちを助けてくれることの
出来るすべての人にまで及びます。と申しますのも、私個人の信用の失墜を狙ったこのこ
とは、まさしく偽りの父から来たものです。
2

父の遺産の私の遺留分である 60000 フランは、本当のところは手付かずの状態で私の

弟のところにあります。私は 1 ドゥニエ† たりともそこから取っていません。弟は、大変
正確にその利子を払ってくれますし、私に利子を前貸ししたようなことは一度もありま
せん。
3

その上、弟は私のものとして、叔母のひとりから相続したものからの 6000 フラン、そ

れに私がパリに持っていたお金から、弟が自分の個人的な必要のために取った 6000 フラ
ンを持っております。そして、後の 6000 フランの利子分も私に払っています。ですから、
弟の手元には、私のものとして、72000 フランあります。これは私が証明できることです。
4

私は、今日書いた手紙で、弟が私に対して以上の金額の債務があることを、書状で認

めてくれるように頼みました。私の知らない陰謀によって、トナンの件が私を破産させる
だろうと言うことで、私の家族に不安を与えていますが、確かなのは、弟に私の保証人に
なってくれるように頼めないことです。弟も、私に対する愛情から、いわゆる、人が言う
ところの私の窮状を裏付けることにならないために、保証人になるようなことはしないで
しょう。
5

私に対してでってあげられた信用失墜の画策は、私が外の保証人を見付けることを不

可能にしています。と申しますのも、どうしてあなたの弟さんはあなたの保証人にならな
いのですか、トナンのあなたの代理人は、どうしてあなたの保証人にならないのですかと
私に聞くでしょうから。
6

私たちは、多くの魂のためのこの救いの手段が挫折するのを座視するのでしょうか。
†

編者註：フランスの貨幣単位。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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私たちは、裁きの日に、その魂の滅びのことで咎めを受けなければならないでしょうか。
要するに、あなたさまに私のいつもの率直さで申し上げさせて戴くならば、あなたさまは

8000 フランのために、私の保証人となることを慈愛なる神さまにお断りになるでしょう
か。形式に過ぎないあなたさまの保証金につきましては、私が責任をもってお返ししま
す。72000 フランで 8000 フランを保証することができます. . .
7

事業の成り行きはあなたさまの手に握られています。たったひとりの魂がイエス・キ

リストのすべてのおん血を流させましたが、あなたさまは多くの魂の救済者になられるの
です。
8

悲しみの中にいた私は、今朝 5 月 17 日付のあなたさまのお手紙の一通を人に見せて戴

きました。そのお手紙の何行かを写してもらいましたので、その写しをあなたさまにお送
りします。そのくだりは、あなたさまがこの大きな事業をどんなに評価してくださってい
るか、というお気持ちを私に示してくださっています。私は今、あなたさまに実質的な犠
牲をお願いしてはいません。—と申しますのは、このお手紙の中で、犠牲を申し出ておら
れます—今は保証して戴ければそれで十分なのです。そして、重ねて申し上げますこと
は、
「保証する人が払う」という諺は誤っているということです。私はあなたさまに、全
部お返しすることを明確にお約束します。
9

それに、もし私には理解できない理由で、あなたさまが私の保証人になることを望ま

れないとしましても、私はその理由を尊重しますし、証書を登録して証印をおし、提出し
ていただくようにして戴けたらと思います。と申しますのも、私は、み摂理が私の権利を
守ってくださると願って、立派に始まったこの事業を続ける決意です。私がひたすら探し
求めたいのは神さまの栄光です、神さまが私の保護者となってくださるでしょう。
10

私の感謝の気持ちを受け入れてください。何はともあれ、私はいつまでもあなたさま

に対して感謝の気持ちを抱きつづけます。私が、あなたさまがこれまでにすでにしてくだ
さったことを評価することをわきまえていて、それに最高の敬意を払っているということ
を信じてください。
スール・マリー・トランケレオン

392. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.
ラコサドさま、

1820 年 7 月 10 日
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私は、あなたさまの立場と対立する可能性のあったいくつかの提案をあなたさまにし
たかもしれないことを、大変遺憾に思っています。それがどのようなものであっても、私
が、あなたさまの言い分を尊重することをわきまえているということ、また、あなたさま
に対して心からの、そして、誠実な感謝の気持ちを抱いていることを信じてください。
2

私の弟が、その手元に、私の遺産の遺留分 60000 フランをそのままそっくり持ってい

ることは正真正銘の事実です。私は今までにそれには全く手を着けていません。弟は決
まった時期に、その利子を大変正確に私に払ってくれています。そして、その利子を私に
前貸ししたことも一度もありません。それに弟は、私のものとして、私の叔母の一人から
の相続に由来する 6000 フランと、パリの叔母のひとりが私のためにしてくれた遺留分か
ら弟が取った外の 6000 リーヴル† を持っています。ですから、弟は私に 72000 フランの債
務があります。私たちは私署の同意書をつくりました、そして私は弟に、その写しを一部
私に送ってくれるように頼んだばかりです。弟がそれを断ることが絶対にないでしょう。
弟と私の間には愛情のこもった団結がありますが、私は弟に私の保証人になってくれるよ
うには頼みません、と申しますのは、悪意のこもった人たちが、トナンの事業が私を破産
させるだろうと弟に信じ込ませようとしたからです。それに弟は、名誉のためまた愛情に
よっても、そのようなことに手を貸すことはないでしょう。
3

私が、私の弟が私に対して債務があることを明言しても、ヴェルディエ夫人は何らか

の障害を持ち出すだろうと仮定しまして、私は敢えて、利子の正確な支払いを保証するた
めに、あなたさまが仲に入ることを引き受けてくださることを、期待申し上げています。
4

私の手紙を届けてくださるモニエ氏が委任状を持っておられます。私は、氏に全幅の

信頼をよせていまして万事を氏にお任せしていますので、氏のなさることはすべて承認し
ます。私は、聖霊が氏を助けてくださることを願っていますし、すべてのことが決定され
ないうちは氏がトナンを離れられないように願っています。
5

私の心からの尊敬と深い感謝の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・ドゥ・トランケレオン

6

今私たちは、主が豊かな収穫のために働き手を送ってくださいますように、祈らなけ

ればなりません。

393. アジャンのダヴィド・モニエ氏宛
+J. M. J. T.
†

1820 年 7 月 10 日

編者註：フランスの貨幣単位。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。

550
私は問題が落着したと思いましてヴェルディエ夫人にお手紙を差し上げましたが、ヴェ
ルディエ夫人からはお返事を戴けませんでした、本当に残念です。それは、返事が来ない
ということにこだわっているのではなく、夫人がその売買のことで何か不満をおもちでは
なかったかと心配される理由があるからです。でも、あなたさまもご存じのように、私の
願いはすべての人を満足させることです。私が夫人のことを思う熱意をヴェルディエ夫人
にお伝えする何らかの機会があればと特に願っています。私が夫人に特別な好意を寄せ
るためには、夫人に属していたものが私のものになったということ、そしてそのことで夫
人とかかわりができたということだけで十分なのです。この問題を出来るだけ早く落着
させて、夫人が十分に満足されていることを願う私の気持ちを、夫人にお伝えください、
お願いします。あなたさまは、私が出来るだけ早く修理をしてほしいと願っていることを
ご存じです。この家が近いうちに自由に使えるようになるために、万事遺漏のないように
してください。
2

私の用件のことであなたさまにして戴くすべてのこのご配慮に対する私の感謝の気持

ちを、改めてお受け取りください、そして、私の謝意を期待してください。
スール・マリー
3

私たちはお金の確認をしたところです。
次の通りありました、

5 フランエキュ硬貨 51、3 フランエキュ硬貨 25、2 フラン硬貨 41、6 フランエキュ硬貨 75、
1 フラン硬貨 104、30 ソル† 硬貨 15、15 ソル硬貨 19、10 ソル硬貨 101、5 ソル硬貨 1、2 ソ
ル硬貨 1。私たちの計算では全部で 1038 フラン 9 ソル‡ です。
包みの中にあったのは次の通りです、

20 フランルイ金貨 22、24 フランルイ金貨 3、48 フランルイ金貨 1。このお金はあなたさ
まに送り返します。
そして 1040 フランあなたさまに送ります、その内訳は 40 フランナポレオン金貨 15、20
フランナポレオン金貨 22§ です。
4

ご旅行の無事をお祈りします45 。主の平和。皆さまの守護の天使が皆さまを守ってく

ださいますように。計算は正確でないかもしれません. . . 明日確かめます。

†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
編者註：1 フランエキュ = 1 フラン = 20 ソルとして計算すると, 1053 フラン 12 ソルです。もし文中
の計算が正しいとし、1 フランエキュ = 1 フラン = x ソルとすると、966 + 1752x = 1038 + 9x つまり
x = 1743/72 ≑ 24.2083̇ となります。
§
編者註：このことから、1 フラン = 1 フランナポレン金貨が分かります。
45
トナンへの旅行
‡
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394. トナンのダヴィド・モニエ氏宛
1820 年 7 月 13 日

+J. M. J. T.
ダヴィド・モニエさま、

トナンから速達が届いたのを見て私はびっくりしてしまい、その手紙を事務室を通さず
に取って、開封してしまいました、私のうかつさを自分でもどうしようもなく思っていま
す。あなたさまはきっと待ちきれないお気持ちになられたことでしょう、そしてそれも当
然のことです。私も自分自身にいらいらしています。
2

やっと待ちに待った委任状ができました。私はすべてが、私たちの慈愛なる主の栄光

のために、明日、大聖ボナヴェントゥラの祝日† には決着が着くことを願っています。
3

ラコサド氏にくれぐれもよろしくお伝えください。私の誠実なる忠誠の気持ちを受け

取ってください。
スール・マリー・ドゥ・トランケレオン

395. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
1820 年 7 月 21 日

+J. M. J. T.

私たちの問題が決着したことで神さまが讃えられますように。主は長いこと私たちを
試みられることを望まれましたが、ついにその終わりが来ました。
2

私は、あなたさまがこれまでのもろもろのご親切に加えて、修理の監督をしてくださ

り、修理を急がせてくださっていると存じます。私たちの深甚なる感謝の気持ちを期待し
てください。私たちは、主があなたさまの上に溢れるばかりの祝福を注いでくださいます
ようにお祈りします。あなたさまは本当に、この施設のおかげで救われることが出来る、
魂たちの父となられることでしょう。
3

私の特別な尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・トランケレオン

†

編者註：現在は 7 月 15 日であるが、当時は 7 月 14 日。
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396. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1820 年 8 月 3 日

神のより大いなる栄光のために。
私たちの主イエス・キリストにおける親愛なる私の姉妹、
2

私たちの誓願更新の黙想を終わったところで、あなたとお話しして心の慰めといたし

ます。あなたに何を申し上げましょうか。私にはますます、私たちが同じ修道会の姉妹で
あるように思えますし、またもし神さまのみ旨であるなら、私がますます私たちの連合を
願っているように思えます。私には、私たちの間に緊密な気持ちの一致があるように思わ
れますし、主は無駄には私たちの関係をお許しにならなかったようにも思われます。
3

まもなく私たちは、私たちの巣箱から小さな群れを派遣して、もうひとつの巣箱を設

立しようとしているということをお知らせします。今実現されようとしているこの計画
については以前あなたにお話ししたと思います。家を買って、拍車をかけて修理をしてい
るところです。遅くとも、10 月には姉妹たちが落ち着けると思います。そこは、ここか
ら 4 リュ† のところにあるトナンという町にあります。この町は人口の半分はプロテスタ
ントという町です。もし、主が私たちを助けてくださるのでしたら、人々を教化するため
に、極めて多くのなすべき善があります。と申しますのも、そこの人たちはプロテスタン
トの人たちと混ざっていますから、その人たちの信仰は必然的にぐらつくものになるに違
いありません。
4

プロテスタントの人たちは男の子と女の子のための学校を持っていて、立派な教育を

授けています。従いまして、悪いカトリック信者にとりましては、そのような学校で自分
たちの子供に教育を受けさせようとする誘惑があります。そのことからしても、彼らの信
仰がどのように危険にさらされているか考えてください。
5

地獄が怒り狂いました。ただ家を取得できるようにするという事のためだけでも、私

たちは大変な苦労をしました。親愛なる私たちの姉妹たちもまた、間違いなくこの町で、
外の苦労をなめることでしょう。でも、この町にイエス・キリストのみ国を建設するため
に働く、というのは何というしあわせでしょう。もし、いくらかの迷った羊を父の家に連
れ戻すことが出来たら、何というしあわせでしょう。
6

親愛なる友、主の事業のためにその町に行って働くということになっている人たちに

ついて、私たちの長上を照らしてくださいますように祈ってください。この別れは辛いも
†

編者註：陸路の 1 リュとは、もともと人が 1 時間に歩ける距離のことであり、1 リュ = 4.4448km。
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のとなるでしょう。でも私たちは、天におられる私たちの父の事業を行うために地上にい
る、ということを思い起こさなければならないでしょう。
7

あなたが、コングレガシオン、特に、お嬢さんたちのコングレガシオンを設立出来れ

ば、との私の願いはつのるばかりです。そうなれば、お嬢さんたちにとって、世俗で出会
う暗礁の中にあって信仰心を守るとても大きな助けとなります。それに、特別な仕方で
マリアさまに対する信心を興すことは、私たちにとって大変嬉しいことではないでしょ
うか。
8

私の健康状態はずっと良くなっています。十分休養をとりましたので具合が良くなり

ました。まだ十分休養をとるように言われています。しっかり体力をつけて、姉妹たちの
出発の時、十分に働くためだというのです。私たちの仕事は殆ど二倍ぐらいに増えるで
しょう。
9

私たちのスール・エンマヌエルはまだ病気です。去年の病気がまた少し出たのです。

外の人たちはどうにかこうにかしてまあまあ元気にしています. . . 親愛なる私の姉妹、あ
なたの大切な娘の方々はどうしておられますか。私がそちらのすべての姉妹の方々に関心
を抱いていることを信じてください。アジャンの共同体全員の友情をそちらの姉妹の方々
にお伝えください。
10

あなたに人形を送りたいと思っています。でも、私たちの連合がなった時初めて、私

たちの服装をそっくり採用すべきでしょう。服装は修道会を区別します。
11

さようなら、親愛なる姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなたに

ささげます。
スール・マリー

397. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
修道生活に気を遣うメール・ドゥ・ラ・コンセプシオンですが、事に当たっては上手に対処する現実的
な女性で、日常生活のこまごました事を扱うにも術を心得ています。

+J. M. J. T.

1820 年 8 月 10 日

ラコサドさま、
今度のトナンの施設のことでは当初からご親切にして戴きましたので、今回もまたご親
切にして戴けると確信致しまして、また面倒なことを敢えてお願い申し上げます。
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2

蟻の模範に倣い今度の冬に備えて、私たちの姉妹たちの生活費のことを考えたいと思

いますので、太い木を小枝で巻いたもの、柴の束、小枝といったトナンでの薪の値段を知
りたいと願っています。大きい薪の備えはあります。教えて戴く値段次第でそちらで買
うことにするか、こちらで買うことにするか決めたいと思います。と申しますのも、下り
ですから、運賃はそれほど高くはつかないでしょうし、計算してみたいと思います。同じ
理由で、葡萄酒の値段もお願いします。
3

そちらにタンスを運ばなければならないかどうかを判断するためですが、そちらの家に

取り付けの戸棚があるかどうか、またその数が多いかどうかお知らせくださいませんか。
4

いろいろとこのような細かいことをお願いしてごめんください。でも、あなたさまは

本当にご親切でいらっしゃいます。シャミナード師からのご連絡によりますと、修理が行
われているようですがいかがですか。
5

あなたさまのつましいはしための心からの感謝の気持ちと深い尊敬を受け入れてくだ

さい。
スール・マリー・トランケレオン

398. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1820 年 8 月 16 日

あなたさまは、将来の小さな修道院のためにご親切にしてくださいますので、私たちか
ら感謝される新しい権利をまた得られることになります。
2

事実、私たちは本当に相応しい者ではありませんが、
「家族の父」が私たちに与えられ

る使命を始めようと熱意に燃えています。私は聖堂を少し整えて仮祭壇でも置いて戴いた
らよかったと思っています。と申しますのも、修道院の設立と同時に、ご聖体が修道院の
中にあるようにしたいと思っていますし、イエス・キリストの花嫁たちが神なる花婿から
離されていることのないように願っています。取りあえず、小さな仮祭壇を造っておいた
らと思われます。はしためよりも先に主人に住んで戴くようにしなければならないのでは
ないでしょうか。それでも、もしあなたさまがボルドーからこれとは違った指示を受けて
おられるのでしたら、私たちはその指示通りにお任せします。
3

こちらには余分なものは殆どありません。小さな鍋をひとつ持って行きますが、バケ

ツ 4 杯分の水が入るくらいの鍋がもうひとつ必要でしょう。こちらから出発する姉妹の数
だけのベッドと小さなタンスをいくつかお送りします。お約束戴いた寝具類などは私たち
にそれほど備えがありませんだけに、大変助かります。でも必要に応じて備えます。
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4

庭師はどうしてもひとりは必要でしょう。

5

私たちの尊敬と感謝の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・トランケレオン

399. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1820 年 8 月 22 日

ラコサドさま、
いつも新たなご苦労をおかけしいます。主おひとりがあなたさまに報いることがお出
来になります。
2

庭師のことですが、報酬が途方もなく高すぎると思います。急がないのが賢明だと思

います。こちらはパートタイムの庭師がいますが、私たちは任せ切りでよこから手を出す
ことはしません。そちらにもパートタイムの庭師が欲しかったのです。と申しますのも、
正直申し上げて、ちょっと野菜をつくるだけでも買うよりは高くつくかもしれないからで
す。もしパートタイムの庭師を見つけることができれば、日雇いの人手を使って自分たち
の手でやった方が得かもしれません。あなたさまが提案された 3 人の庭師の中では、最初
の人がいいように思います。ですから、あなたさまのお手紙を持って来られた方には、も
しよろしかったら、ルーロン氏のところへ行って戴くようお勧めして帰って戴きます。
3

来週、あなたさまが求めておいでの箱とベッドがそちらに届くと思います。焼き網46 、

フライパン、食器洗い用の鍋もお送りします。
4

柴の束は、こちらでは 100 束 18 フランから 20 フランします、そしてそれは、太い木

を小枝で巻いたものと同じくらい長持ちします。瓶は 100 本で 25 フランします。
5

私の心からの尊敬と感謝の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

6

あなたさまが家具などの据え付けに立ち会ってくださらないのは残念です。聖堂には

何が必要でしょうか。もちろん、奥さん娘さんと一緒に住みたいと言っておられる庭師の
方には、
「駄目だ」と言わないでください。庭師の方のために住まいがあるでしょうか。

46

メール (mère) は gril の代わりに、当時アジャン地方でよく用いられていた語 grille を使っている。
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400. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1820 年 8 月 25 日

ラコサドさま、
あなたさまは私たちに対して父親の役割を果たしてくださっています。そういうわけ
で、信頼してあなたさまにお話しします。私たちは今困窮しています。それで、どうして
も必要な物しか買うことが出来ません。
2

私たちはこちらに二つ折のはしごを持っていません。私たちは私たちの工事のおまけ

として、作業員の人たちにひとつお願いするつもりです。トナンの作業員の人たちにもは
しごをお願いしてください。あなたさまに申し上げた物の外に、湯たんぽ、こんろ、水切
りかご、薪のせ台 1 組、ふいご、シャベル、火ばさみ、おたま、こし器、コップ、ハンマー
をお送りします。私たちはカラフ (水差し) は使いません。私たちは葡萄酒に水を一緒に
混ぜて瓶にいれます。聖堂のために祭壇の垂れ布、聖なる石、アルバ 2 着、祭服 2 着をお
送りします。
3

私たちには信者の方々から寄付が必要となるでしょう。私たちはこのような臨機の貧

しさを恥ずかしく思いません。貧しくいらっしゃる神さまの花嫁は、いつも十分に豊かに
なるのではないでしょうか。
4

寝具類などの梱包をしています。少ししかお送りしませんが、これが私たちの出来る

ことです。なお食卓 1 台、机 1 台、姉妹たちのためのベッド、タンス 2 さおをお送りしま
す。これが私たちに出来ることです。
5

庭師の方についてはあなたさまのお考えを了承します。庭師の方とその家族の皆さん

は、禁域の中には入らないようにしなければなりませんでしょうし、奥さんか娘さんに
は、私たちのちょっとした用事や買物をして戴かなければならないでしょう。
6

禁域の塀が心配です。修道院が完全に閉じられていないのは殆ど規則に合っていませ

ん。熟した果実は盗難を避けるために、人に売らなければならないと思います。
7

私の厚かましさをお赦しください。私はあなたさまが私に抱かせてくださる信頼をもっ

てあなたさまにお話ししています。なれなれしくて、ご迷惑ではないでしょうか。
8

スール・ポワトヴァンを喜ばせるために47 、あなたさまの家政婦の方からその姉妹の

方々にお願いして戴いてベッドを運ぶ日に、ベッドを並べるのをお手伝いに行ってくださ
るようにしてくださいませんでしょうか。姉妹の方々は喜んで手伝ってくださると確信し
ています。
47

Par honnêteté pour notre sœur Poitevin (トナン出身のメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ンを喜ばせるために)
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9

私たちの心からの感謝の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・トランケレオン
ダヴィド氏が今し方お元気でお着きになりました。衣服はシャミナード神父さまがお

10

着きになってからしかお送りしません。

401. アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛
+J. M. J. T.

1820 年 8 月 25 日

親愛なる私の友、
2

口頭で祝日のお祝いを申し上げることが出来ませんので、手紙でお祝いを申し上げさ

せて戴きます。私はあなたのために大聖ルイ48 の勇気をお祈りします。と申しますのも、
聖人は深い悲しみの試練を受けましたが、英雄的にキリスト者としてそれを受け入れま
した。
3

親愛なる姉妹、あなたも十字架の娘です。ですから、主がどれほどあなたを愛してく

ださっているか、また、主があなたにどれほどの報いを約束してくださっているかを信仰
の目で見て、勇気を出してください。後しばらくの戦いです、そうすれば、私たちの心は
私たちが愛するお方と永遠に一緒になることが出来るでしょう。
4

あなたに聖遺物の箱を送ります。標語、
「苦しみか死を」がついている聖遺物が入って

います。親愛なる友、これがあなたの標語であって欲しいですし、これが、聖テレジア†
と同じ栄光にあなたを導いて欲しいと思います。
5

あなたは足が痛むと聞きました。親愛なる友、お体を大事にしてください。休みをとっ

てください。大したことでなければと願っています。
6

私たちの神なる花婿においてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー

48

フランスの王、聖ルイはアメリ・ドゥ・リサンの世俗での信仰生活における保護の聖人。
編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
†
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402. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
9 月 7 日、シャミナード師は、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンと共に 6 名† の汚れなきマリ
ア修道会の会員をトナンに落ち着かせました。メール・テレーズが新しい共同体の院長です。アジャンに
帰ってすぐ、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンはメール・テレーズにこの手紙を書いています。

+J. M. J. T.

1820 年 9 月 12 日

マリアさま、あなたが私の母でいらっしゃることをお示しください。
親愛なる私の娘たち、
2

あなた方とお別れした時、私の心が辛い思いをしたことはいろいろと申し上げること

もないでしょう。でも、お優しい長上の方49 があなた方と一緒にいてくださることで慰め
られました。私たちの神さまがどれほど慈愛深くいらっしゃるか、どれほど私たちの弱さ
に気を配ってくださるか分かるでしょう。神さまをこれまで以上に愛しましょう、これほ
ど慈愛深くいらっしゃる主に対して、惜しみない心をもちましょう、神さまに何も拒むこ
とのないようにしましょう。聖なる創立者たちの模範に倣って、神さまのために何かを堪
え忍ぶことをわきまえましょう。そうでありませんと、私たちは本当の修道者ではないで
しょう。
3

あなた方に頼まれている物の一部を送ります。食器は荷車引きの方が引き受けること

が出来ませんので、船で送ります。カリスはボルドーに送らなければならないでしょう。
神父さまがカリスの脚はつけてくださるはずです。
4

姉妹たち全員、そしてヤナシュ夫人も元気です。皆さまによろしくとのことです50 。

5

教室が早く出来上がるように、ラコサド氏に急いでもらってください。

6

聖霊の平和と喜びがあなた方すべての人と共にありますように。定期市までに、ひと

りひとりに特別の手紙を書きましょう。
7

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方に口づけをおくります。
スール・マリー
†

編者註：院長メール・テレーズ・ヤナシュ、スール・サン・テスプリ・リオン、スール・サン・フラン
ソワ・アルノデル、スール・サント・フォワ・マレシャル、スール・ドジテ・ガティ、スール・サント・カ
トリーヌ・モンセ。
49
ラリボ師
50
ヤナシュ夫人は、娘たちが家を出た後、汚れなきマリア修道会の修道院の黙想者に当てられていた区間
に引退していた。
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8

助任司祭の方と然るべき方によろしくお伝えください。包みを覆っていた布を出来る

だけ早く送り返してください。お願いします。それは個人のものです。

403. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1820 年 9 月 14 日

親愛なる私の子、私たちの神なる花婿の慈愛を何というべきでしょうか。私たちに送ら
れる苦しみと慰めを何と程よく混ぜ合わせられることでしょう。あなた方のペール (Père,
父) とメール (Mère, 母) がいなくなったその日に、二番目のペール、尊敬すべきラリボ師51
をあなた方のところへ送ってくださいました。師はしっかりした食物を与えてくださっ
て、あなた方の心を慰めてくださったことと確信します。
2

お返しに私はあなたに何を望みましょうか。そうです。あなたに惜し気もなくお恵み

を注いでくださる神さまに対して、惜しみない心をもつことです。あなたの中にある神さ
まに対するしみったれた気持ち—このような表現を使わしていただければ—は、神さま
が大変嫌われるものです。大人であってください、あなたはもう子供ではないはずですか
ら。取るに足りないことでも、天におられる花婿に犠牲としておささげすることをわきま
えてください。花婿はそれに十分に報いることをわきまえてくださるでしょう。
3

その愛の倉にあなたを連れて行ってくださって、あなたに対して囲いのなかの欠乏を

十分に補ってくださるでしょう。外のことについても同様です。勇気を出してください。
励まなければなりません、不純物を排除しなければなりません、冠を獲得しなければなり
ません。
4

私たちの主において、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー

5

あなたに誓願の書式を送ります。あなたはそれをシャミナード師のために写して、師

に送ってください。そして、あなたはこの書式に署名をして私に送り返してください。

404. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

51

トナンの新しい共同体の教会長上として。

1820 年 9 月 15 日
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神より大いなる栄光のために。
2

親愛なる私の娘、私たちの標語はこのようなものでなければなりません。私たちは天

におられる花婿の栄光のために、絶えず自分をいけにえとしてささげなければなりませ
ん、花婿の栄光だけを求めて決して自分の栄光を求めてはなりません。もし私たちが、神
さまだけからくるものを、自分のものと主張するようなことがあるとしたら、何と不幸な
ことでしょう。もし私たちが何らかの善をするとしたら、その善のつくり主は神さまお独
りです。それに反して私たちは、私たちが行う悪の張本人です。ですから、絶えず、へり
くだりましょう。私たちのすべての業を恐れましょう、そしてそれを、神さまのご慈悲の
懐の中に全幅の信頼をもって委ねましょう。
3

助修道女ひとりと歌隊修道女† ひとりを出来るだけ早くあなたのところへ送ることが出

来ればと思っています。あなたには歌隊修道女も助修道女も必要だろうと感じています。
セレスチーヌは帰ることを願っています、私はそのことを神父さまに書きました。そして
私の考えは彼女をトナンに派遣することでした。彼女は会則もトナンの人たちも知って
いますので、新しい人よりも彼女の方がいいでしょう。でも彼女の母親はそのことに賛成
ではありません。母親は、それが一時的な情熱ではないかと心配しているのです。私は、
スール・マリー・ジョゼフをあなたのところへ送ろうと思っています。ボルドーからの姉
妹も加えて、さし当たっては仕事場のためには十分でしょう。
4

慈愛なる神さまに、人を送ってくださいますように絶えず願ってください。一般の人

たちのために、学校の完成を急いでください。緊急を要します。
5

ラリボ師のお部屋は禁域の外にありますので、そこへはあなたか、あるいは神父さま

の許可がないと行けません。そこは禁域を構成する場所です、教室などもそうです。
6

オフィシエール (Oﬃcière, 支部長)、コングレガシオンの会員、登録されている人たち

の正規の名簿をつくらなければならないでしょう、日曜日にオフィシエールが出欠を取る
ためです。ダム (Dames) の方たちの集まりの様子を早く知りたいです。
7

あなたのお母さまはお元気です。お母さまは 3 日間、ノートル・ダム (Notre-Dame)52

へ行って過ごされました。私たちは皆大体元気にしています。ドゥジェールのお嬢さん
たちはふたりとも元気です。彼女たちのために祈ってください。と申しますのは、後見人
の方が妹の方を返してくれと求めていますが、本人は行くことを望んでいません。何らか
の騒動があるのではないかと懸念されます。私たちは、姉をスール・テレーズ・ドゥ・サ
ン・トギュスタン、妹をスール・エリザベトと呼ぶことにしています。彼女たちは素晴ら
†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
52
Notre-Dame (Notre-Dame de Bon Encontre)
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しい性格をしています。
8

集まりに来られるすべての方々によろしく。その方々に、私がどんなにその方々を大

切に思っているか、そして、どんなに私が、私たちの主イエス・キリストにおいてその
方々を愛しているか、お伝えください。
9

体を大切にしてください、無理をしてはいけません。食卓の読書は 15 分を超えないよ

うにしてください、大変長い読書をする代わりに沈黙と潜心をするようにしてください。
晩課は—アヴェ・マリス・ステラ (Ave Maris Stella† ) とマニィフィカト (Magniﬁcat‡ ) を
†

編者註：Ave Maris Stella, めでたし、海の星
めでたし、海の星
いと優しき神の御母
かくて、常に乙女なる
祝福された天の扉
めでたしの言葉を
ガブリエルの口より受け
我らに平和を与えたまえ
エヴァの名を変えられて
罪の鎖より解放し
盲人に光を与え
我らの悪を去らせ
すべて良きものを与えたまえ
汝、御母なることを示したまえ
汝を通じ
救いのため生まれし
イエズスが祈りを聞き給うよう
霊妙にして、何にもまして
柔和なる乙女よ
罪の赦しにあって、
我らをも柔和で清らかとなし給え
榮光あれ、父なる神に
至高の王たるキリストに
そして聖霊において
三一の神に栄誉あれ
‡
編者註：Magniﬁcat, マリアの賛歌
私の魂は主を崇め
私の霊は救い主である神を喜びたたえます。
この卑しい仕え女 (つかえめ) に
目を留めてくださったからです。
今から後、いつの世の人も
私を幸いな者と言うでしょう。
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除いて—歌いません。休憩時間と務めは出来るだけ一緒にするようにしてください。時
間には几帳面であるようにしてください。
10

スール・サント・フォワに刺繍台を送ります。

11

さようなら、親愛なる私の娘、聖人になりましょう。「私たちは聖人と一緒であれば

多くのことをするでしょうが、平凡な修道者と一緒であれば何も、殆ど何もしないでしょ
う」と言われる神父さまのお手紙の一節を思い起こしましょう。
12

イエスさまとマリアさまの優しいみ心において、あなた方全員に口づけをおくります。
スール・マリー

13

明日私たちはまた教会が使えます。黙想者がひとりいます。クロチルト・デルペー

シュ夫人です。ユードクシがコンドムから黙想をしに来ることになっています。あなた
に、ラファルグ夫人のリボンを送ります。私はそのリボンをシャミナード師に祝福して
戴くのを忘れましたので、ラリボ師に祝福して戴いてください。シャミナード師にカリ
スを送らなければなりませんが、脚は神父さまがボルドーの方でつけてもらうようにさ
れるでしょう。クルプ (coulpe, 自白忠告会) の償いとして、ヴェニ・クレアトール (Veni

Creator† ) を 1 回唱えてください。
力ある方が
私に大いなることをしてくださったからです。
その御名 (みな) は聖であり
その慈しみは代々限りなく
主を畏れる者に及びます。
主は御腕 (みうで) をもって力を振るい
思い上がる者を追い散らし
権力ある者をその座から引き降ろし
低い者を高く上げ
飢えた人を良い物で満たし
富める者を何も持たせずに追い払い
慈しみを忘れず
その僕 (しもべ) イスラエルを助けてくださいました。
私たちの先祖に語られたとおり
アブラハムとその子孫に対してとこしえに
†
編者註：Veni, Creator Spiritus, 来たり給え、創造主なる聖霊よ
来たれ、創造主たる聖霊よ
人間たちの心に訪れ
なんじのつくられし魂を
高き恵みをもってみたしたまえ
慈悲深き主と呼ばれし御身
至高なる神の賜物
それは生の泉・火・愛
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14

ジャン・スルベスのための手紙をあなたに送ります。出来るだけ早く渡してやってく

ださい。支払いは警視のデュノグ氏が責任を取られるようです。その方にどのような話
し方をしたらいいか、マドゥモワゼル・モミュスに聞いてください。私たちは緊急にその
お金が必要です。

そして霊的な聖なる油
われらが肉体の弱さを
絶えざる勇気を持ち力づけ、
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
敵を遠ざけて
ただちに安らぎを与えたまえ
先導主なるあなたにならって
われらをすべての邪悪から逃れさせよ。
御身は 7 つの贈り物により
御尊父の右手の指にいらっしゃる
御尊父より約束された尊い者なる御身
人の喉に御言葉を豊かに与え給う
御身によってわれら尊父を知り、
御子をも知らせ給え。
両位より出現した聖霊なる
御身をいつの時にも信ぜさせ給え。
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ。
来たれ！ 創造主なる聖霊よ
慈悲深き主と呼ばれた御身
至高なる神の賜物
天の喜びを贈り給え
大きな報いを与え給え
争いの結び目を解き、
平和の誓いを堅くし給え。
ただちにやすらぎを与えたまえ
先導主である御身にならって
われらをすべての悪より逃れさせよ。

564

405. トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛
+J. M. J. T.

1820 年 9 月 15 日

マリアさま、あなたが私たちの母でいらっしゃることをお示しください。
親愛なる私の娘、
2

あなたの心の状態はいかがですか。さあ、勇気を出しましょう. . . グザヴィエのような

人たちの模範に倣って、魂の救いのために熱意に燃えましょう。魂の救いだけを目指しま
しょう。この流刑の地で、どのような人たちと共に生活するだろうかなどと考えないよう
にしましょう、ただ、永遠に向けて旅する巡礼者のようでありましょう。私たちは天国で
一緒になるでしょう、これこそが私たちにとって大切でなければならないことです。
3

昨日、スール・サン・ヴァンサンの貧しい人たちのための教話に出席しました。スー

ル・サン・ヴァンサンはとても立派にやっています。この敬意に値する事業のために、毎
木曜日祈ってください。
4

こちらでは私たちはまだ少し不自由な状況にあります53 。作業員が屋根をスレートで

ふいているのです。
5

そちらには教化すべき婦人たちがいますか。始められた事業を少しでも早く見たい気

持ちです。出来るだけ早急にあなた方のところへ姉妹をひとり送りましょう。
6

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー

406. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1820 年 9 月 22 日

マリアさま、あなたが私たちの母でいらっしゃることをお示しください。

主なる父に栄光あれ
死よりよみがえった
聖なる子、そして聖霊に
千代に渡って栄光あれ。
53
arias (embarras)
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2

親愛なる姉妹、あなたが終生誓願によってご自分を主におささげしたしあわせを、言

い表わせる表現があるでしょうか。私たちを神なる花婿に結びつける愛すべききずなに口
づけをしましょう。絶えず私たちの心が喜びに満ち溢れ、感謝の賛歌に満たされますよう
に。主は、私たちの隷属の鎖を打ち砕いてくださり、私たちをエジプトから救い出して聖
なる砂漠に移してくださいました。そのことで主がとわに讃えられますように。
3

親愛なる姉妹、私の一番最近の手紙以来、私たちのところで大切なことが起きました。

私たちは新しい修道院に移転しました。今度の修道院は広くゆったりとしていて、風通し
もよく大変快適なところです。私たちはここでふたりのポストラント (postulante, 志願
者) を受け入れました。ひとりは 23 歳、もうひとりは 17 歳でふたりとも感じがよくて善
意に溢れています。
4

トナンに修道院を創設しました。私たちの中から 6 名の姉妹がそこに派遣されました。

それで、私は一時的に禁域を出なければなりませんでした。こちらでは優秀な人たちの一
部を失いましたが、主の栄光のために私たちは集まっていたのですし、私たちが別れるの
も主のためです。
5

私たちのボン・ペール (bon Père) は、ここには 1 週間しかいてくださいませんでした

が、その間に、私たちの聖なる会則について、また、私たちの霊的向上について何回かコ
ンフェランス (conférence, 講話) をしてくださいました。ボン・ペールは、私たちがもっ
と、完徳、修道者がもつべき徳、私たちの悪徳の根絶などに努めることを望んでおられ
ます。
6

ヴィルフランシュにコングレガシオンが出来ましたね。私は本当に嬉しいです。あな

た方が先ず最初にコングレガシオンに受け入れられなければならないと思います。たくさ
んの「免償」が与えられています、これを失わないようにしなければなりません。
「聖な
るおとめマリアのプチ・タビ (Petit Habit)」つまり、
「いときよきマリアと栄えある聖ヨ
ゼフの会」の言葉が刺繍されている赤い紐を祝別して、肌着の上から身に着けなければな
らないことをあなたはご存知ですか。
7

集まりはどのように行われていますか。オフィシエール (Oﬃcière, 支部長) を任命し

ましたか。オフィシエールたちとコングレガシオンのコンセイ (Conseil, 評議会) をもっ
ていますか。大いなる熱意と大いなる優しさをもってください。
8

あなた方はどのような修道服を採用されましたか。

9

あなた方が誓願を立てた今、私があれほど願っていた私たちとの連合をあなたが諦め

られたと考えて悲しんでいます。でも、私が望むものは神さまの栄光だけです。恐らく、
神さまの栄光はふたつの修道会が設立されることにあるのでしょう。本性に従えば、神さ
まのみ摂理によって導かれるままのその緩慢さに、不平を言いたいところですが、すべて
において、神さまのいとも愛すべきみ旨がとわに行われますように。
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さようなら、親愛なる姉妹、少なくとも、天におられる私たちの花婿とその無原罪の

10

おん母のみ心において一致していましょう。
スール・マリー
11

あなたの大切な娘の皆さまによろしくお伝えください。

12

シャミナード師はボルドーに戻られました。マルティ師は、ボルドーの師宛にお手紙

を書くこともお出来になるでしょう。

407. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1820 年 10 月 5 日

イエスさま万歳、イエスさまの十字架万歳。
私たちの主イエス・キリストにおける親愛なる私のメール (mère)、娘、そして姉妹、
2

私は相変わらず急いでいますので一言だけ書きます。親愛なるスール・サン・テスプ

リの発熱のことを大変悲しく思います。でも、彼女は何かあるとすぐ熱が出るのを知って
いますので、それが大したことはないことを願っています。
3

あなたにパテナと祭壇のフロンテスを送ります。最初の船便で、あなたに羽毛のベッ

ド54 とベッド・カバー何枚かを送ります。さし当たって、スール・サン・テスプリのため
にカーテンを一組送ります。あなたは折畳み椅子を 1 脚持ってもいいでしょう、それから
このカーテンは壁に付けてもいいでしょう、少なくとも羽毛のベッドは覆われることにな
るでしょうから。
4

親愛なるスール・サン・フランソワには返事を書く時間がありませんが、近いうちに

返事を書きましょう。彼女の姪御さんが見えてこちらで 1 日過ごされました。あなたにス
グリの実のゼリーの瓶を 1 本送ります。あなたのためと言って人にもらいました。それを
分けひとり分を取りました。スール・サン・ヴァンサンは週に 4 回教話をしていますが、
たくさんの女の人たちがそれにあずかっています。
5

さようなら、親愛なる姉妹、神さまのものでありましょう、ただ神さまの栄光だけを

探しましょう、そうすればあとのものは、さらに私たちに与えられるでしょう。
6

あなた方は授業を始めましたか。慈善のための集まりはどんな具合ですか。そちらの

すべての姉妹たちによろしく。
54

この時代によく用いられていた羽毛のベッド。
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スール・マリー
7

ラリボ師と主任神父さま、そして、助任の神父さまに私の尊敬の気持ちをお伝えくだ

さい。

408. タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
+J. M. J. T.

1820 年 10 月 6 日

神さま、いつあなたは私の隷属の鎖を打ち砕いてくださるのですか。
2

親愛なる私たちの娘、グザヴィエは何をしていますか. . . グザヴィエは私たちのことを

忘れたのでしょうか。親愛なる子供、私たちは本当に長いことあなたからのお便りを戴い
ていませんし、あなた方の事業がどうなっているか分かりません。私たちが一緒になれる
楽しい時が近づいたと思ってから、まもなく 1 年になろうとしています。神さまは、私た
ちが一緒になることを許してくださいませんでした。その聖なるみ名が讃えられますよ
うに。
3

私は、フランスに喜びをもたらすしあわせな出来事55 が、あなたのお父さまを柔軟に

してくれると思っています。新たな試みをして、それ以上のことが出来なければ、1 年間
寄宿生として来ることを願ってみてください。
4

今、私たちのところに 27 歳のお嬢さんが来ています、修道女になることを望んでいま

す 。でも、彼女のお母さまが亡くなる時に、2 年たたなければ修道院には入らないと約
56

束することを彼女に頼みました。それで彼女は、それまでは寄宿生です。でも彼女は、修
道女になりたいので、会則を守り殆ど完全に修練期の生活をしています。
5

あなたにお便りしてから、大切なことが私たちの中に起こりました。私たちの修道会

の二番目の修道院がトナンの町にできたばかりです。その修道院をつくるのに 6 名の姉妹
が選ばれました。それはこちらの私たちの中に大きな穴を開けました。. . . でも神さまの
み摂理は、素晴らしいポストラント (postulante, 志願者) の到着によってこの穴を少しふ
さぐことを望まれました。歌隊修道女† として、スール・テレーズ・ドゥ・サン・トギュ

55

1820 年 9 月 29 日、ドゥ・ベリー伯の死後生まれた子、ドゥ・シャンボール伯 (編者註：フランス王シャ
ルル 10 世の孫で、ルイ 15 世の正当な男系、フランス・ブルボン家の最後。) の誕生。
56
ヴィルジニ・ドレンヌ
†
編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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スタン 17 歳、助修道女として、スール・ジュリー 17 歳、受付係の修道女としてスール・
ユルシュール 27 歳です。スール・グザヴィエ 23 歳、とできるだけ早く言いたいのです。
6

トナンの私たちの姉妹たちには大きな戦いの場があります。この町には多くのプロテ

スタントがいる上に、司祭が非常に少ないのです。姉妹たちを大きな仕事が待っていま
す。でも、姉妹たちは神さまに対する愛に燃えており、神さまを知らせ愛させることを乞
い願っています。
7

私たちは修道院を移転しました。今私たちが住んでいる修道院は私たちのものです、

買ったのです。今度の修道院は大変広くて、立派な庭がついており、空気も大変いいとこ
ろです。そういうわけで私たちも元気です。でも、親愛なる友、私たちの中に住んでくだ
さる最愛の方がいてくださらなかったら、これらの小さな利点も何になるでしょうか。イ
エスさまお独りが私たちをしあわせにすることがお出来になります。イエスさまは私たち
のすべてでなければなりません。もし修道女がイエスさまとその聖なる「愛」以外のもの
を探すとすれば、何と不幸なことでしょう。いいえ、イエスさまだけ、すべてをイエスさ
まのために、すべてをイエスさまにおいて。
8

あなた方の熱意の事業はどんな具合ですか。何人かの人の心を獲得していますか。サ

タンから何人かの人の魂を奪い取っていますか。ちょっとあなた方のことを私に知らせて
ください。信仰があなた方の心の基礎、土台となっていますか。利己心の盗賊がそこに入
り込んでいませんか。神さまだけが善を行うことがお出来になること、神さまだけが善の
つくり主でいらっしゃること、私たちは、神さまがお望みになれば、いつでも火に投げ入
れることがお出来になる弱い道具に過ぎないことを、いつも確信していましょう。
9

さようなら、私の子供、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけを送り

ます。
スール・マリー
10

私たちの姉妹たちもあなたに口づけを送り、あなたがおいでになることを願っていま

す。スール・ロザリによろしくお伝えください。

409. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.
イエスさま、わたしの心の顔を新たにしてください。

1820 年 10 月 12 日
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2

親愛なるそして至愛なる私の姉妹、祝日† おめでとうございます。私は五つの沈黙の奇

麗な花束をつくって、あなたにあげたいと思います。
3

私たちのボン・ペール (bon Père) は私に、私たちが自分の内面の状態について反省す

ることに忠実でなければならない、と書いてくださいました。ボン・ペールはあなたがあ
なたの娘たちの状態とあなたの状態を私に— ボン・ペールにも—報告することを望んで
おられます。そして、私にも同じようにすることを望んでおられます。
4

親愛なる友、月の第二金曜日は自分のことに専心しなければなりません。その日は、外

部のことには集まりの時間しか当てないように、前の日にすべての段取りをつけてくださ
い。シャミナード師は私に、自分を忘れてしまうほど外の人に属するようであってはなら
ない、と分からせてくださいました。その日は、どうしても必要でない仕事はすべて中断
してください。そしてその日は、各自が自分の魂の状態、簡単に言えば、主として、特に
特別糾明と祈りといった霊的務めの果たし方について、また五つの沈黙の努力について、
その月の反省をしてください。自分のことが分かることに慣れれば時間はあまりかからな
いでしょう、その気になってやればこの自省のためには 15 分もあれば十分でしょう。そ
してその後、その決心を書きます。
5

「私は人に説きながら、自分自身が神に見離されることにならないように気をつけて

います」という聖パウロ‡ の託宣を思い起こして、自分自身のことを決して疎かにしない
ようにしましょう。そしてまた、私たちの神父さまが私たちに、
「聖人と一緒だと多くの
ことをするでしょうが、不完全な修道者と一緒だと殆ど何もしないでしょう」と言われて
いることも思い起こしましょう。
6

シャミナード師がどのようになさるかを見ましょう。神父さまは急いで事を運ぶよう

なことをなさいません。いつも自制をされますが多くの仕事をなさいます、恩恵が多くの
仕事をするからです。さあ、親愛なる姉妹、励みましょう、私たちの完徳の事業は私たち
にとっても大事業なのです。
7

授業の時間割をスール・エリザベトに大急ぎで写してもらっています。明日までに用

意が出来れば、あなたにそれを送りましょう。あなたには授業がどのように行われること
になるか、報告して戴きたいと思います。主があなた方の仕事を祝福してくださいますよ
うに。
8

あなた方がしているいろいろな集まりのことも私に話してください。あなた方の「会

則のノート (cahier du Règlement général)」の中に、修道者の慎みの規則があります。
9

スール・フェリシテがあなた方のためにとくれたナプキンを 6 枚あなたに送ります。

スール・フェリシテに一言書いてお礼を言わなければならないでしょう。スール・ドジ
†
‡

編者註：10 月 12 日はセラフィム (熾天使) の記念日。
編者註：ガラテヤの信徒への手紙第 6 章第 1 節。
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テのための羽毛ベッド、肘かけ椅子 1 脚、スール・サン・フランソワの大きな椅子、足温
器 3 つ、そちらの教会のための説教壇、祭壇布 1 枚をあなたに送ります。聖なる清貧万歳。
10

さようなら、親愛なる私の姉妹、天におられる私たちの花婿のみ心においていつも一

致していましょう。
スール・マリー
11

スール・マリー・ジョゼフが—もしそれが神さまのみ旨なら—近いうちに来る許可を

得ることができますように祈ってください。親愛なる私たちの娘たち、特にスール・サ
ン・テスプリによろしくお伝えください。親愛なるコングレガシオンの会員の方々にもよ
ろしくお伝えください。

410. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1820 年 10 月 15 日

ラコサドさま、
シャミナード師の指示に従いまして、私たちの前の修道院にありました説教壇をトナン
の修道院で使うために送ります。明日か明後日にそちらに着くと思います。
2

あなたさまがいつもご親切にしてくださいますので、また厚かましいお願いをいたし

ます。トナンの修道院長のお母さまのマダム・ヤナシュがピュッシュの近くに持っておら
れた少しばかりの財産をふたりの人に売ったのですが、その人たちが支払うことが出来な
いと言い張っているのです。私は、ひとりは財産を持っていますがもうひとりは貧しい人
だと知っています。おどしをかけるなどは私たちのような女性には全く相応しくないこと
はお分かりだと存じます。その人たちに話をしてくださって、支払いをしてもらうために
必要な「行動」を取る、と言ってくださいませんでしょうか。先の 7 月以来、その人たち
には支払いの義務があるのです。ひとりは 4400 フラン、もうひとりは 1500 フランを私た
ちに払わなければならないのです。ひとりの名前はラクドといって農業を営んでいます、
もうひとりはスルベスといって靴屋さんです。私たちの書類と契約書はピュッシュの公
証人、ファーブル氏が持っておられます。メール・テレーズがその方に書類を請求するこ
とが出来るでしょう、私たちはその写しを取ることを怠っていました。ひとりは、今年の
利子分も私たちに払わなければなりません。このお金は私たちが支払いをするためにどう
しても必要なのです。
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3

もしあなたさまがこのお金の取り立てを引き受けてくだされば、あなたさまは、私た

ちから感謝されるまた新たな大きな資格を得られることになります。
4

あなたさまとお知り合いになれて良かったと喜ぶことをお許しください、またそのこ

とで、あなたさまに対する貴重な思い出を持ち続ける喜びをもお許しください。いつもの
ことながら、トナンの私の娘たちのことをよろしくお願いします、彼女たちは、あなたさ
まのご親切と彼女たちの健康に対するご配慮を、欠かさず私に知らせてくれます。あなた
さまが彼女たちの健康状態を良くしてくださったようですね。
5

あなたさまに敬意を表します。
スール・マリー・トランケレオン

411. アジャンの公証人、ショドルディ氏宛
1820 年 11 月 3 日
ショドルディさま、
かわいそうな娘57 のために 600 フランをやっとあなたさまに送ることができます。「引
換券」は破るようにして戴けませんか。
2

私の尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・T.

412. トナンのメール・サント・フォワ・マレシャル宛
+J. M. J. T.

1820 年 11 月 6 日

主に対する愛に燃えましょう。
親愛なる私の娘、
2

私たちはあなたが提案してくれた 40 日間の修業を熱心にしています。この騒動は、本

修道会が神さまの事業であることを私たちの証明してくれます、本修道会がこのように
57

受取人は不明。
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反対されるのですから、勇気を出しましょう、祈りましょう、そして、粘り強く頑張りま
しょう。
3

慈愛なる神さまに、あなたが神さまのより大いなる栄光のために外の人たちに教える

ことが出来るように、神さまご自身があなたに教えてくださいますように願いましょう。
そうすれば、神さまご自身があなたの口に言葉を与えてくださるでしょう。
4

スール・セレスチーヌの母親は自分の娘を来させることをまだ望んでいません。私は

マリー・アルマニャックに話をして、セレスチーヌをあなた方のところへ送るように努め
ましょう。神父さまからお手紙を戴き、セレスチーヌをあなた方のところへ送るようにと
のことですから。また外のことのためにはダヴィド氏が来られるようです。でも私は、セ
レスチーヌの心が決まっていないのではないかと懸念しています。もしそうだとすると彼
女の母親に無理をさせたくありません。
5

そちらの部屋などに貼るための格言をいくつか送ります. . .

6

間もなくヤナシュ夫人が出発されます、私は心の内のすべてをうまくあなたにお伝え

できませんが、私は心からあなたを愛しています、あなたの小さい生徒たちに慈愛なる神
さまを愛させてください、と申し上げましょう。この慈愛なる主にお仕えすることは何と
快いことでしょう。親愛なる姉妹、私たちの兄弟姉妹よりも私たちを選んでくださって、
ご自分から私たちの相続分、私たちの遺産の分け前となってくださった慈愛なる神さま
に、何をお返ししましょうか。そのことで神さまを讃え、神さまに感謝をささげるために
永遠は十分な長さがあるのでしょうか。
7

私が自分自身と同じくらい愛するすべての私たちの姉妹たちに、よろしくお伝えくだ

さい。
8

あなたが長上の神父さまに会われる時、私のためにお祈りを頼んでください。

9

私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー

413. タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
+J. M. J. T.

1820 年 11 月 11 日

神さま、わたしの流刑は何と長いことでしょう。
2

親愛なる私の友、長いことお便りを戴けませんでしたが、あなたからのお手紙を戴い

て本当に喜んでいます。
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3

私たちの救い主のおん血の値である魂の救いのために、あなたが熱意をもち続けてい

らっしゃることが分かって大きな慰めを覚えました。このような貴い目的のために常に
新たな熱意に燃えましょう、たったひとりの魂の救いのためにでも自分を燃やし尽くし、
自分を犠牲としてささげる心構えをもちましょう。聖イグナチオ† は、
「私は、たったひと
つの大罪を避けることが出来たとしたら、自分の働きが十分に報われたと思うでしょう」
と言っています。
4

親愛なる私の子供、あなたに対して私たちがいつも同じ気持ちでいること、また、神

さまのみ摂理があなたを連れて来られる時には、あなたを受け入れる用意が常にあること
を信じてください。外のことについては心配しないでください. . .
5

私の心にあることを言わせていただければ、3 年後には、あなたの召命は決定的な第

一歩を踏み出すために、十分あなたに認識されていなければならないということです。あ
なたのご両親はあなたのことを惜しいと思われるでしょうが、でもつまるところ、あなた
のご両親はあなたを必要としません、外のお子さんがいらっしゃるのですから. . . 一人娘
でしたら私は同じようには言わないでしょう。私たちの両親が私たちを本当に必要として
いるのでしたら、神さまははっきりと話してくださるはずです。
「死んだ人を葬る気遣い
は死んだ人にまかせなさい。‡ 」それに、親愛なる姉妹、あなたのアナニア§ に任せてくだ
さい、アナニアがあなたに神さまのみ旨を伝えてくれるに違いありません。あなたが門を
叩く時には、私たちはあなたのために門を開いてあげるということを考慮に入れておいて
ください. . . もし私たちが、新しい年を一緒に始めることが出来ましたらどんなにかしあ
わせなことでしょう。でも、親愛なる友、あなたの心は何と言っていますか。
6

今私たちはふたつの修道院を持っています。それに新しい修道院の設立の話もありま

す。私たちのひとりひとりが移動を予想することもできます。ひとつの修道院に慣れて、
そこの姉妹たちを愛しています、そして突然、ある人を必要としている外の修道院のため
にオベディアンス (obédience, 修道院変更命令) をもらうことになるでしょう。このこと
が召命をぐらつかせることにならないでしょうか。
7

あなたが沈黙を体得するために少し励んでいると私に言ってくださったことで嬉しく

思っています。私たちには五つの沈黙があります。言葉の沈黙、合図の沈黙、精神の沈黙、
感情の沈黙、想像の沈黙です。段階的に、それぞれに沈黙を体得するように励みます。
8

合図の沈黙によって、私たちの気持ちを外に表す合図を避けるように努めます。たと
†

編者註：イエズス会の創始者の一人、初代総長。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パ
リ・モンマルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre
Favre (サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。
‡
編者註：マタイによる福音書 第 8 章第 22 節。
§
編者註：ダマスコに住む、イエスの弟子。(使徒言行録 第 9 章第 10 節) パウロが改心したとき、視力を
回復させた。(使徒言行録 第 9 章第 18 節) 律法に従って生活する信仰のあつい人で、そこに (ダマスコ) に
住むすべてのユダヤ人の間で評判の良い人。(使徒言行録 第 21 章第 12 節)
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えば、あることが私たちの困らせたり、私たちに不都合であったりするということを、身
振りや感情によって示すことを避けるように努めます。喜びのほとばしりを抑えるように
努めたり、それを示すような体の大きなしぐさを慎むようにします。
9

精神の沈黙によって、無益な考えで時間を無駄にしないことに慣れるように努め、ま

た、ある時は、神さまの現存などのようなある敬虔な考えに自分の精神を向けるようにし
ます。
10

想像の沈黙によって、「想像をたくましくする」ことのないように、また空想に耽る

ことのないように努めます。
11

感情の沈黙によって、心のいろいろな過度の動きを鎮めるように努めます。

12

あなたに、あなたが修練院でしなければならないことのちょっとしたアウトラインを

さしあげます。でも全部のことに同時に励んではなりません、何もしないことになるで
しょう。ひとつずつ始めてください。言葉の沈黙、そして、少し合図の沈黙で満足してく
ださい。
13

私たちのすべての姉妹たちがあなたに口づけをおくります、そして、あなたがおいで

になることを願っています。私は、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたを愛し
ます。
スール・マリー
14

ローモン師はお元気です、いつも熱意に溢れておいでです。

414. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1820 年 11 月 20 日

マリアさま、あなたが私の慈愛なる母でいらっしゃることをお示しください。
親愛なる私の姉妹、
2

あなたのお手紙は本当に嬉しく戴いております。あなたからのいちばん最近の二通の

お手紙は、私に快い喜びを与えてくれました。私の娘たちはそのお手紙を読むのを喜んで
聞いています。
3

あなたが聖人のようなスール・エレオノールについておっしゃることには、本当に魅

了されました。主はそのなさり方において何と素晴らしくいらっしゃることでしょう。そ
うです、親愛なる姉妹、私たちの重い職務と共に私たち自身を、大変慈愛深くいらっしゃ
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る私たちの主のおん腕の中に委ねましょう。私は時々、私の余りの能力のなさ、特に、徳
のなさに意気消沈することがあります。私は大変気性が激しく、それに、とても安逸で
す。私の娘たちのある者が感情が昂ぶって辛い状態にある時、私の義務が私に命じるよう
に積極的にその人たちにかかわる代わりに、その人たちから逃げるのです。楽なことしか
しようとしないのです。もし私が、もっと徳のない娘たちの世話を見なければならないと
したら、私はどうするでしょうか。
4

私には私を悲しませる娘がひとりいます。彼女は (これはここだけの話ですが) 頭が錯

乱しているようです。彼女はその熱心さにおいてはセラフィムのようでした。私が思い
ますに、彼女はあまりにも高く上ろうとしたのです。そして今は何もしません。彼女の頭
が正常に戻るように、或いは、少なくとも彼女が救われますように、姉妹の皆さまのお祈
りをお願いしてください。
5

同性愛の誘惑を受けている娘がひとりいます。それを断つことは大変難しいですし、

彼女の完徳の妨げにもなります。もうひとりの娘は大変激しい誘惑に襲われています。こ
のようなことのためには、私以外の頭と私がもっていない徳を必要とします。親愛なる姉
妹、私が私の成聖と私の大切な娘たちの成聖のために励むことが出来ますように、お祈り
ください。
6

私は、あなたの町のコングレガシオンが始めた事業を、楽しみにして見ています。コ

ングレガシオンの大きな祝日、聖マリアの無原罪のおん宿りの祝日† がやってまいります。
この祝日の準備のために、私たちはコングレガシオンの会員に 3 日間の黙想をさせます。
朝黙想をして、晩コンフェランス (conférence, 講話) を聞きます。その日、会員として受
け入れられることになっている人たちを受け入れます (聖なるおとめマリアの外の祝日に
も会員の受け入れをします)、そして、外の人たちは聖マリアに対する奉献を更新します。
7

コングレガシオンのためにそちらの司教さまの承認を戴けば、あなた方も免償に与れ

るでしょう、少なくとも私はそう思います。マルティ師からシャミナード師に問い合わせ
て戴きますとそのことが分かると思います。もし、シャミナード師がマルティ師に返事を
なさらない場合は、マルティ師にシャミナード師のことを容赦して戴きたいと思います、
シャミナード師は、いつも重要な用事に忙殺されておいでです。
8

コングレガシオンの組織のために、オフィシエール (Oﬃcière, 支部長) をひとり、ア

シスタント (Assistante, 補佐) をふたり任命しなければなりません。この 3 名はあなたと
コングレガシオンの世話をする修道女と共に、月毎のコンセイ (Conseil, 評議会) を構成
します。それにまた、集まりの日程、召集などのためにゼレ (zélée, 献身的な人) をふた
り任命しなければなりません。
9

私は、あなた方が「主婦」のための集まりをもつことが出来ないことを、残念に思っ
†

編者註：12 月 8 日。
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ています。主婦の義務を教えるために、彼女たちに対してなすべき善があります。
10

私たちは、コングレガシオンの外に、貧しい女の人たちのために教話を行っています、

そこにはなすべき善が無限にあります。このかわいそうな人たちは何も知りません。彼
女たちにイエス・キリストを知らせることは何と嬉しいことでしょう。少し前に、私たち
は、60 歳になる女の人ひとり、40 歳になる女の人ひとりに初聖体をさせてあげました。
私たちは毎日このような人たちに会います。あなた方の人数が十分になったら、このよう
な事業を始めることをお勧めします。でも、コングレガシオン以外の仕事としてするよう
にしてください。と申しますのも、コングレガシオンには品行方正で、これほどには貧し
くない人たちだけを受け入れなければなりません、なぜなら、コングレガシオンはその精
神が、自ら、物心両面の善業を広めることでなければならない組織体だからです。このよ
うなことは大変貧しい階層の出である場合は行うことは出来ません。
11

敢えて申し上げれば、私たちのコングレガシオンの会員を小さな宣教者にして、私た

ちが会員の心に蒔く種を、会員が自分たちの家族や町に伝播するようにしたいと思ってい
ます。コングレガシオンの精神はこのようなものです、取り違えることのないようにしま
しょう。善業を分かち合っているコングレガシオンの会員が何人もいます。ある人たち
は自分たちの田舎で子供たちを集めて教えています、外の人たちは囚人たちなどに要理を
教えに行っています。
12

親愛なる私の姉妹、私たちの慈愛なる主において、あなたに対する私の愛情を繰り返

して今回はこれで終わることにします。
スール・マリー
13

私はあなたの娘の方々には会いませんでした。あなたのお手紙はトナンから送られて

きました。きっとこちらには立ち寄られなかったのでしょう。
14

「いときよきマリアと栄えある聖ヨゼフの会」とかいた赤いサンチュール (ceinture,

帯) を肌着の上に着けなければなりません。これは聖なるおとめマリアのアビ (habit) で、
マリアさまがその子供に与えてくださる栄誉の紐です。コングレガシオンの会員は、
「マ
リアの子」といううれしい名前を誇りに思います。

415. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
この手紙の中で、11 月 22 日にアジャンにやって来たマリア会の修道者のことを暗示しているのが見ら
れます。マリア会の修道者たちは、姉妹たちが移転した後入れ替わりにルフュージュの修道院に来て、少年
のための学校を開き、また同時にコングレガシオンの世話をすることになるのです。(cf. L.C. no147)
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+J. M. J. T.

1820 年 11 月 23 日

神さま、あなたは私の隷属の鎖を打ち砕いてくださいました。あなたに称賛のいけにえ
をおささげします。
イエス・キリストにおける親愛なる私のメール (mère)、姉妹そして娘、
2

長いこと私は何もあなたに申し上げていませんが、あなたとは本当にお話ししたいの

です。でも、あなたは私の忙しさをご存知です。
3

かわいそうにスール・サン・フランソワが病気だということをダヴィド氏からお聞きし

ました。スール・サン・フランソワが元気になったことを出来るだけ早く知りたいです。
4

ダヴィド氏は、私たちにコンフェランス (conférence, 講話) をなさりたいと望んでお

られるのですが、ムラン師が立ち合われる必要がありますし、師の方も、神学校が大変厳
しくて、殆どおいでになれそうもありませんので、コンフェランスが出来るかどうか分か
りません。ダヴィド氏は、あなた方のところでもコンフェランスをなさりたいと望んでお
られますが、それにはラリボ師に居合わせて戴く必要があるでしょう。ダヴィド氏は、ラ
リボ師においで戴くことをつよく望んでおられるようですが、それが出来なければ、助任
の神父さまにおいでいただかなければならないでしょう、でも、ラリボ師においで戴く方
がいいです。聖マリアの汚れなきおん宿りの祝日† には、ローモン師がそちらに行かれる
と思います。
5

私たちは新しい白い祭服をつくります、そして、私たちがいま持っているまだら模様

の十字架のついた祭服をあなた方に送ります。
6

かわいそうな債権者のことで、公証人のファーブル氏に手紙を書くか、或いは氏に話

すかしてください。私たちにはその金額が緊急に必要です。作業員に支払いをすること
が出来ません、これは嘆かわしいことです。
7

親愛なるあなたの娘たちの魂の状態は、申し分ないように私には思えます。慈愛なる

神さまが、娘たちを完徳の道においてますます進めてくださいますように。私たちは精神
の沈黙に励んでいます。あなた方も同じように励むことを願っています。あなたもご存
知のように、ボン・ペール (bon Père) は長いこと同じ訓練ばかりしていることを望まれ
ません、マンネリ化するからです。同じことはまた後で始める方がいいです。
8

助修道女‡ をひとりあなたのところへ送りましょう。マドゥモワゼル・ドゥ・ラシャペー
†

編者註：12 月 8 日。
編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
‡
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ルが薦めてくれたコンドムの例の若い娘です。彼女がここに来て 2 ヵ月になりますが、彼
女はここに来てからは元気です。彼女は、生理の時期だけ一日体の具合を悪くします。彼
女は裁縫、料理などが出来ます。彼女には志願期をさせずに、あなたのところへ送りたい
と思っています、と申しますのは、彼女は徳の養成は十分にできていますし、それに、あ
まり理解力もありませんのでそれほどの危険もありませんし、また、実践によってしか規
則を理解することは出来ないでしょうから。ただ試験的に、彼女をあなたのところへ送り
ます、—もし彼女が相応しくなければ—彼女を家に返すことがより自由にできるように、
彼女には、彼女はポストラント (postulante, 志願者) ではない、と言います. . . 彼女は聖
人のような娘です。彼女は 100 ルイ† の年金と調度品がもらえるでしょう。私たちは彼女
をスール・エレーヌと呼ぶことにします。その間、私たちはあなた方のためにもうひとり
姉妹を養成します。カンドロン氏のところにいる例の若い娘で、入会することになってい
ます。
9

親愛なる友、少年たちの間に教育の種を広めるために来られた尊敬すべきフレール

(Frère, 兄弟) の皆さんから、あなたのお手紙を戴いたところです。フレールの皆さんの事
業の成功のために祈ってください。
スール・サン・テスプリとスール・サン・フランソワの健康状態が分かって大変心を

10

痛めました。出来れば、もっと元気なスール・エレーヌをあなたのところへ送るようにし
ます。ダヴィド氏にも加わっていただいてメール (mère) たちとそのことを協議しましょ
う、そして出来るだけ早く、スール・サン・テスプリとスール・サン・フランソワをこち
らに戻すようにしましょう。スール・スタニスラスのことも話しますが、子供たちの授業
のことで困っています。あなたもご存じのように、私たちは 5 人少なくなりましたし、そ
れにポストラントは事業にはたずさわりませんし、したがって、私たちにはゆとりがない
のです。
「主の降誕」の後、母はスール・アニェスを完全に引き取ります

58

。彼女が共同

体からいなくなって寂しくなるでしょう59 。
イエスさま万歳、イエスさまの十字架万歳。親愛なる姉妹、勇気を出しましょう。あ

11

なたもご存じのように、カルワリオに基礎を築いた家は大変堅固です。
すべての姉妹たちにさようなら、勇気を出しましょう、気力を出しましょう。神さま

12

に信頼しましょう。神さまが事業を始められたのですから、その事業を神さまが完成させ
てくださるでしょう。
†

編者註：フランスの貨幣単位。1 ルイ = 20 リーヴル (フラン)。
「スール・アニェス」(クララ・ドゥ・カステラ) は、伯母、ドゥ・トランケレオン夫人の養女となって
城で育てられ、アデルが城を出た後、その姉妹のエリザ—後のメール・マリー・ジョゼフ—と一緒に城に
いた。1819 年に、彼女は、アジャンの修道院での長期滞在の許可をシャミナード師に願い出ていた。その
滞在は彼女の人間的また使徒的養成に大変有益であった。その少し後、彼女はドゥ・ラリ氏と結婚し、オー
シュで没した。
59
nous la trouverons à dire (その地方の表現で、彼女はいなくなると寂しくなるでしょう、の意味)
58
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13

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー

14

あなたからの二通目のお手紙を受け取りました、スール・アソンプシオンのことを話

してみましょう。

416. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1820 年 12 月 9 日

マリアさま、あなたが私たちの慈愛なる母でいらっしゃることをお示しください。
私の優しくて、そして愛する娘、
2

ドゥ・ファブリィ氏から、町の神学校と共同体で月曜日に始めるノヴェナ (9 日間の修

業) の写しをあなたに送るために、あなたに手紙を書くように頼まれました。あなた方も
それに心を合わせて欲しいとのことです。国会がキリスト教的な法律をつくるお恵みを獲
得するように、熱心を倍加しましょう。
3

スール・サン・フランソワの姪御さんは前よりも元気です。彼女は一日中裁縫をして

います。私たちは時々、彼女を休憩時間に来させています。スール・アニェスが彼女に学
科の暗唱をさせています。メール・エンマヌエルは、前のようには時間が取れません。修
練院の勉強が前よりも多くなっていますし、すべてのことが良く学ばれなければなりませ
んので。
4

次の最初の機会に、あなたからお願いされた. . . をあなたに送ります。

5

私に率直に話してください、私たちはあなたのところへスール・エレーヌを送ること

にしています。彼女は料理、裁縫などの仕事をしますが、大変忘れっぽくて、そして、大
変頭が悪いので指図 (さしず) が必要です。でも彼女は大変従順で「神さまの霊」を戴い
ています、何事であっても辛すぎると思うことは決してありません。私たちはあなた方の
ために、カンドロン氏の娘さんを養成しましょう、カンドロン氏の娘さんの養成が終わっ
たら、スール・マントかスール・エレーヌか、あなたが選ぶ方を私たちのところへ帰らせ
てください。ですから、ふたりのうち、どちらの方をあなたが選ぶのか私に言ってくださ
い。あなたは私の心を広く占めています、本当です。
6

私たちのすべての心の中のイエスさま万歳。スール・エリザベトが熱を伴ったひどい

風邪にかかっています。
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7

私かあなた方すべての人に、心からの口づけをおくります。
スール・マリー

8

私は、スール・エレーヌがどじなことをしてスール・サン・テスプリを心配させるの

ではないか、と懸念しています。ローモン師は、旅行に満足されて到着されました。忘れ
ずに、ラリボ師の消息を私にお知らせください。私たちの方の祝日は素晴らしいものでし
た、コングレガシオンの会員 8 名とエレーヌとジュリーの 2 人のポストラント (postulante,
志願者) を得ました。
9

スール・デ・ザンジュの具合は大変悪いです. . . もしそれが神さまのみ旨でしたら、彼

女を回復させてくださいますように一生懸命祈ってください。

417. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1820 年 12 月 9 日

マリアさま、あなたが私の慈愛なる母でいらっしゃることをお示しください。
親愛なる私の姉妹、
2

機会がありましたので、この機会をのがさずに一言あなたに申し上げたいと思います。

3

イエスさま万歳、親愛なる私の姉妹、いつもイエスさま万歳と言いましょう、慰めの

時も苦悩の時も、いつの時も、そしてどんな出来事があっても。
4

トナンの私たちの新しい修道院のために祈ってください。病気の姉妹たちがいます。6

名しかいません、そして仕事は苛酷です。姉妹たちは私たちに援護を求めていますが、私た
ちも大変困っています。と申しますのも、私たちの手元にいるポストラント (postulante,
志願者) を送ってすぐに仕事に就かせることは、修練期における彼女たちの進歩を駄目に
することです—特別な臨機のお恵みがなければ。私たちを照らしてくださいますように
慈愛なる神さまに祈ってください。
5

私たちの前の修道院には今、同じ修道会の修道者の私たちのフレール (Frère, 兄弟) 方

が住んでいます、私たちの長上の方がボルドーから派遣されたのです。フレールの方々は
男子のコングレガシオンの集まりをもち、また、貧しい少年たちのための無償の学校を開
いています。神さまがフレールの方々を祝福してくださり、この立派な事業を実りあるも
のにしてくださいますように、祈ってください。
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6

親愛なる姉妹内的精神が全然ない私のために祈ってください。私は外部の仕事にあま

りにも没頭して、私自身の完徳を配慮することをないがしろにしています。でも、私たち
が滅びるようなことにでもなったら、全宇宙を得ることが何になりましょうか。
7

親愛なる私の友、私たちの成聖のために励みましょう。聖なる長上は多くのことをす

るでしょう、それに反して不完全な長上は神さまの恩恵を止め、その妨げとなるでしょ
う。どのような報告をしなければならないことでしょうか。
8

財務のことも少し私の気にかかっています。家の修理をしましたので大変困窮してい

ます、まだ全額を払い終えていません。でも、私たちが選んだ聖なる清貧を自分の身で感
じなければなりません。
9

私が心から愛するあなたの大切な娘の方々によろしくお伝えください。

10

私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー
私たちの方のお嬢さんたちのコングレガシオンの会員は、毎日「マリアのみ心の小聖

11

務日課」を唱えています、そして主婦の方々は、
「死を甘んじ受ける祈り」と聖ベルナル
ド† の聖なるおとめマリアに対する祈り‡ 、
「スヴネ・ヴ (Souvenew-vous§ . . . )」を唱えてい
ます。両方とも、それに死者のために「デ・プロフンディス (De Profundis¶ )」を付け加
えています。
†

編者註：シトー会の改革推進者。クレルヴォー修道院院長、教会博士。
編者註：聖ベルナルドの聖母への祈り
慈悲深き童貞聖マリア、
ご保護によりすがりて御助けを求め
あえて御取り次ぎを願える者、一人として捨てられしこと
いにしえより今に至るまで、世に聞こえざるを思い給え。
ああ、童貞中の童貞なる御母、
我これによりて頼もしく思いて馳せ来たり、
罪人の身をもって、御前に嘆き奉る。
ああ、御言葉の御母、我が祈りを軽んじ給わず、
御あわれみをたれて、これを聞き給え、
これを聞き入れ給え。
アーメン。
§
編者註： 聖母の御保護を求むる祈り (聖ベルナルド) いつくしみ深い乙女マリア
御保護によりすがって御助けを求め、あなたの御取り次ぎを願うものが、かつて誰ひとり棄てられた者の
ないことを思い出してください。わたしは、この希望に支えられてあなたに呼び求めます。みことばの御母
よ、わたしの祈りを顧み、御あわれみをもって、この祈りを聴き入れてください。アーメン。
¶
編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
‡
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12

あなたにコングレガシオンの本を 1 冊送りますが、新しい本がありませんので古い本

を送ります。それぞれのコングレガシオンは、通常、その本を 1 冊持たなければなりませ
ん。上に述べたお祈りはこの本の中にあります、司祭がコングレガシオンの会員を受け
入れる時の祈りも、その中にあります。シャミナード師は、コングレガシオンの会員を
受け入れる許可をマルティ師に与えられます。聖なるおとめマリアの「プチ・タビ (Petit

Habit)」の祝別はサンチュール (ceinture, 帯) の祝別のことです。司祭はコングレガシオ
ンの会員に、サンチュールに刺繍されている十字架に接吻をさせて、サンチュールを授け
ます。
13

「手引き」はボルドーで買うことができます、45 ソル‖ します。

14

あなた方の名前とあなた方が受け入れるコングレガシオンの会員の名前のリストが欲

しいです。
15

サンチュール (ceinture, 帯) がどんなものか分かるように、サンチュールを 1 本そち

らにお送りします。サンチュールは肌着の上に着けます。
16

あなたのお手紙は戴きました、ボルドーに送ることにします。全部無料です。

418. トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛
この手紙の中で、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは「プチ・タビ (Petit Habit)」に言及し
ています。これは聖母訪問会に借りた呼び方で、一種の前志願期を指します。

+J. M. J. T.

1820 年 12 月 12 日

来てください、神なるメシア、来てください、来てください。
親愛なる私の娘、
2

あなたが病気だということを知って私は心を痛めました。私は、私の大切な娘たちの

病気を甘んじて受け入れるようなことは殆どありません。私のためにこのお恵みを慈愛な
る神さまにお願いしてください。

イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
‖
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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3

そしてまた、あなたが回復したのを聞いて喜んだのですが、なんとちょうどその時に

親愛なるカトリーヌが病気になりました。神さまのみ摂理は私たちになんと気を配って
くださることでしょう。
4

私たちが私たちの力を越えて試されることは決してないことは確かです。勇気をだし

ましょう、勇気を。どうしてあなたの想像は過ちを犯すかもしれない、と恐れるのでしょ
う。聖なる清貧についてあなたの心はどうですか。慈愛なる神さまは、ほんの僅かなこと
で私たちに清貧を感じさせようと望まれるのですが、私たちの本性はそれに嫌悪を覚える
のです。私たちは徳においてはなんと小さいのでしょう。神さまに心からお任せする気
持ちで清貧を実行したテレジア† のような、また、シャンタル‡ のような人たちと私たちを
比較してみましょう。
5

あなたに厚手のウールを送ります、外のものは送ることが出来ません。

6

利己心はどういう具合ですか、犠牲としてささげられていますか。この愛すべき完遂

の徳、謙遜にむかって邁進していますか。謙遜は徳の土台です、謙遜なくしては、私たち
には徳をもつことはありません。
7

親愛なるあなたのユーラリはスール・アポロニとスール・アニェスの指導のもとで、一

日中裁縫をしています。彼女には満足していますが修道院に長くいるには幼すぎます、そ
れは若いポストラント (postulante, 志願者) にとっては、不規律の原因になるでしょう。
彼女は時々休憩時間に来て、
「プチ・タビ (Petit Habit)」の若い子と一緒に遊んでいます。
彼女をもっと頻繁に来させるようにしましょう。
8

さようなら、親愛なる私の娘、あなたはすべての娘たちに対する私の気持ちを知ってい

ます。私は、私たちのいとも愛すべき花婿において、すべての娘を大切に思っています。
スール・マリー

419. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1821 年 1 月 11 日

イエスさま、私はあなたのものです、私はこれ以上の何を望みましょうか。

†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：ジャンヌ・ドゥ・シャンタル (1572 年 1 月 23 日-1641 年 12 月 13 日)。聖フランソワ・ドゥ・
サール (フランシスコ・サレジオ) とともに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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親愛なる私の子供、
2

私があなたのために心に抱く、うそ偽りのない願いをこめたお祝いの言葉を受け取って

ください。もしこの願いが聞き届けられれば、あなたは今年完全な聖人になるでしょう。
3

私たちの修練院の人数が相変わらず多くなっていることを申し上げましょう。カンド

ロン氏のところから来た娘が入りました。彼女には、スール・クロチルドの名前をつけま
した、25 歳です。新しい受付係の姉妹はスール・アントワネットといいます、21 歳です。
マリー・アルマニャックは、スール・ナティヴィテの名前で入ると思います。あなた方の
ために有能な仕事場の責任者を準備しましょう、その時には、スール・ユルシュールは引
き取ります。
4

勇気の方はどうなっていますか。私はそのことにとても感心があります。
「霊的戦い」

は、勇気を欠く時しか敗け (まけ) ることはない、と言われています。親愛なる子供、決
して落胆してはなりません、日に 1000 の過失を犯しても、私たちの花婿の慈愛に信頼し
て起き上がりましょう。義人は倒れます、でも起き上がります、ここに罪人との違いがあ
ります。あなたにあなたの落胆を記し、そのことについて自らを罰し、そして、それを糾
明の題にすることを勧めます。神父さまもきっと同意してくださると思います。あなた
の顔が静かでありますように合図の沈黙に努めてください。私があなたに率直に話してい
るのが分かりますね、それは私が、あなたの魂の善を切に願っているからです。
5

親愛なる私のノヴィス (修練者) たちはとても元気です、と申し上げましょう。スー

ル・テレーズ・ドゥ・サン・トギュスタンは毎日進歩が見られます。彼女はメール・エン
マヌエルの下で、
「プチ・タビ (Petit Habit)」の小さな寮生の責任を負っています。スー
ル・ルイズ・マリーは授業を受けに行っています. . . ラングーズ、バッソー、それにガリー
グが昨日入りました。スール・エリザベトはかわいそうに相変わらず病気です。スール・
エンマヌエルは体の具合が大変悪いです。スール・スタニスラスも良くありません. . . イ
エスさま万歳、イエスさまの十字架万歳。
6

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたと親愛

なる私たちのすべての姉妹、そして娘たちに口づけをおくります。
スール・マリー
7

あなたの姉妹のジュリから、あなたの姉妹のマリアに手紙を書いて、
「仮面」は売らな

いように勧めてくださいと頼まれました。私は、そのことがうまく行くように、祈っても
らいました60 。あなたの姪御さんが先日こちらに来ました。彼女は、フランソワは病気で
すが大したことはない、と言っていました。
60

スール・ドジテの家族はアジャンで商売していた。
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420. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1821 年 1 月 21 日

主よ、私が何をすることをお望みですか。
2

親愛なる私の姉妹、あなたからの願いをこめたお祝いのお言葉は大変嬉しく戴きまし

た、私も取り急ぎ、返事のお祝いの言葉を申し上げます。あなたのお祝いのお言葉の中の
願いは多岐にわたっていまして、私が自分自身のためにする願いのようなものです。—そ
れでなんとなく—私には今でも、私たちのふたつの修道会はひとつの修道会になるように
思われますし、また、緊密な関係がふたつの修道会を結びつけなければならないように思
われます。親愛なる姉妹、この地上で私たちがお互いに顔を合わせることがなくとも、私
たちの群れ全体とともに「神の子羊」の後に従って、天国で一緒に集まることが出来れば
と願っています。私はそちらのすべての姉妹の方々と天国で会う約束をします。この会
うという敬虔な約束には、私たちの中の誰も欠けることがないようでありたいものです。
3

親愛なる姉妹、新たな勇気をもって、私たちの職務の十字架を担いましょう。神さま

が私たちに十字架を課されるのですから、神さまは十字架が、霊的な利益となるお恵み
を、私たちに与えてくださるでしょう。霊的な子供たちを育むのは大変骨の折れることで
す。でも、その子供たちが正しい道にいるのを見ることが出来れば、それは大きな慰めで
す。私たちは今 25 名です。指導が難しくなります、それに外部の仕事に多くの時間が取
られます。慈愛なる神さまに祈ってください、私たちがすべてのために時間を取ることが
できるように、そしてまた、私たちが自分自身のことを忘れることのないように。
4

私たちのところでは病気が絶えません、神経性の痰が出て、病人と看護人は悲しい夜

を過ごしています。それには、血液が大きく作用しています。私はそちらでも同じような
状況があるかどうか知りません。ヒル、瀉血 (しゃけつ)、吸角 (きゅうかく) に頼らなけ
ればなりません。脇腹に痛みを覚える姉妹が何人もいます. . . フィアト (ﬁat)、フィアト、
いつまでもフィアト。
5

カーニヴァルの 3 日間のために、私たちは、コングレガシオンに黙想をさせます。灰

の水曜日の前日には感動的な儀式を行います。私は、あなた方にもこの儀式を採用して欲
しいと思います。洗礼の誓いの更新をするのです。お嬢さんたちは全員白い服を着、ベー
ルを被ります。ろうそくを手にしたオフィシエール (Oﬃcière, 支部長) と共に、10 人ずつ
祭壇に進みます。オフィシエールが皆を代表して洗礼の誓いを更新します。その後、司祭
は彼女たちに、舞踏会、ダンスなどの世俗の楽しみを実際に捨てるかどうかを聞きます。
彼女たちはしっかりした声で、はい、捨てます、と答えます。正直申し上げて、私たちは
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この際立った対照を見て、心に喜びを覚えます。同じ日に、多くのキリスト信者がイエ
ス・キリストの行動基準と自分たちの洗礼の約束を無視するのに、こうして多くの若者が
来て忠実であることを断言するのです。他の多くの人たちが楽しみに耽る間、マリアの家
は、本当にキリスト教的な多くのおとめと婦人たちを集めるのです。あなた方も同じよう
なことが出来るかどうか検討してみてください。10 人のグループのそれぞれの儀式の合
間に、洗礼の誓いの更新に関係のある讃歌、“J’engageai ma promesse au Baptême† (洗礼
†

編者註：1- J’engageai ma promesse au baptême,
Mais pour moi d’autres ﬁrent serment :
En ce jour je vais parler moi-même,
Je m’engage aujourd’hui librement.

REFRAIN- Je m’engage, (bis)
Je m’engage aujourd’hui librement. (bis)
2- Je crois donc en un Dieu trois personnes,
De mon sang je signerais ma foi.
Faible esprit, vainement tu raisonnes :
Je m’engage à le croire, et je crois.
3- À la foi de ce premier mystère
Je joindrai celle d’un Dieu sauveur.
Sous les lois de l’Église ma m‘ere,
Je m’engage et d’esprit et de cœur.
4- Sur les fonts, dans une eau salutaire,
Pour enfant Dieu daigna m’adopter ;
Si j’en ai souillé le caract‘ere,
Je m’engage à le mieux respecter.
5- Je renonce aux pompes de ce monde,
À la chair, à tous ses vains attraits ;
Loin de moi, Satan, esprit immonde,
Je m’engage à te fuir pour jamais.
6- Faux plaisirs, source infâme de vices,
Trop longtemps vous fûtes mon amour ;
Je renonce à vos fausses délices,
Je m’engage à Dieu seul sans retour.
7- Oui, mon Dieu, votre seul Évangile
Réglera mon esprit et mes mœurs ;
Dussiez-vous en frémir, chair fragile,
Je m’engage à toutes ses rigueurs.
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において私は約束をしました)” の一節かあるいは「手引き」の讃歌、“Quand l’eau sainte

8- Ah ! Seigneur, qui sait bien vous connaître
Sent bientôt que votre joug est doux ;
C’en est fait, je n’ai point d’autre maître :
Je m’engage à ne servir que vous.
9- Sur vos pas, ô mon divin modèle,
Plus heureux qu’à la suite des rois,
Plein d’horreur pour ce monde inﬁdèle,
Je m’engage à porter votre croix.
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du Baptême† (洗礼の聖水が. . . 時. . . ‡ )” を歌います。

†

編者註：Rénovation des Vœux du Baptême. Air de la Marche des Gardes Françaises.
1- Quand l’eau sainte du baptême
Coula sur vos fronts naissans,
Et qu’un Dieu, la bonté même ;
Vous adopta pour enfans,
Muets encore,
D’autres promirent pour vous :
Aujourd’hui, confessez tous
Le foi dont un chrétien s’honore.

REFRAIN- Foi de nos pères,
Notre règle et notre amour,
Nous embrassons dans ce jour
et ta morale et tes mystères.
2- En vain à ma foi soumise
S’oppose un orgueil trompeur :
Sur les traces de l’Eglise
Puis-je marcher dans l’erreur ?
Trinité sainte,
Je te confesse et te crois,
Et je t’adore trois fois,
Et plein d’amour et plein de crainte,
3- Annoncé par mille oracles,
Et de la terre l’espoir,
L’Homme-Dieu, par ses miracles
Fait éclater son pouvoir.
Victime pure,
Il triomphe du trépas ;
Et je n’adorerois pas
En lui l’auteur de la nature !
3- Que sa morale est divine !
Que sa parole a d’attrait !
Tous les cœurs qu’il illumine,
Il les console en secret.
Et l’on blasphême
Ce Dieu fait homme pour nous !
Ingrats ! tombez à genous.
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Voyez s’il mérite qu’on l’aime.
4- Par un funeste héritage,
Nos parents, avec le jour,
Nous transmirent en partage
La haine d’un Dieu d’amour.
J’implore et crie !
Dieu s’oﬀense de mes pleurs.
Mais Jésus a dit : Je meurs ;
Et sa mort me rend à la vie.
5- Ciel ! quelle robe éclatante !
Quel bain pur et bienfaisant !
Quelle parole puissante
D’un Dieu m’a rendu l’enfant !
«Je te baptise . . . »
Le ciel s’ouvre, plus d’enfer,
Et des anges le concert
M’introduit au sein de l’Eglise.
6- De quel œil de complaisance
Vous me vîtes, ô mon Dieu,
Quand revêtu d’innocence,
On m’emporta du saint lieu !
Pensée amère !
O beau jour trop tôt passé !
Hélas ! je me suis lassé,
Mon DIeu, de vous avoir pour père.
7- J’ai blessé votre tendresse,
Violé vos saintes lois :
Vous me rappeliez sans cesse.
Je repoussois votre voix.
Du moins mes larmes
Obtiendront-elles pardon ?
Seigneur, de votre maison
Je puis encore goûter les charmes.
8- Loin de moi ! monde profane ;
Fuis, ô plaisir séduisant :
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6

「マリアの手引き」は私のところに何部かあります。もし、コングレガシオンの会員

が「マリアの手引き」を欲しいようでしたら、それをあなたの方へ送ることも出来ます。
値段は 1 部 45 ソル§ です。
7

あなたもご存知ですがお嬢さんたちは、
「マリアのみ心の聖務日課」を唱えなければな

りません、婦人の方々は「死を甘んじ受ける祈り」と「スヴネ・ヴ (Souvenez-vous¶ )」の
祈りを唱えます。そして両方とも、死者のために「デ・プロフンディス (De Profundis‖ )」
を唱えます。
8

あなたの大切な娘の方々によろしくとお伝えください。マルティ師に私の尊敬の気持

ちをお伝えください。
9

親愛なる姉妹、私の尊敬のこもった愛情を受け入れてください。

L’Evangile vous condamne,
Vous blessez en caressant.
Sous votre empire,
Mon Dieu ! sont les vrais trésors ;
Vos douceurs sont sans remords,
C’est pour elles que je soupire
9- Loin de ses tentes coupables,
Où s’agite le pécheur,
Sous vos pavillons aimables
J’irai jouir du bonheur ;
Avant l’aurore,
Mon cœur vous appellera.
Et quand le jour ﬁnira,
Mes chants vous béniront encore.
‡

編者註：洗礼の聖水があなたの新生の額を流れる時、善なる神さまはあなたを子供として受け入れた。
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
¶
編者註：聖母の御保護を求むる祈り (聖ベルナルド) いつくしみ深い乙女マリア
御保護によりすがって御助けを求め、あなたの御取り次ぎを願うものが、かつて誰ひとり棄てられた者の
ないことを思い出してください。わたしは、この希望に支えられてあなたに呼び求めます。みことばの御母
よ、わたしの祈りを顧み、御あわれみをもって、この祈りを聴き入れてください。アーメン。
‖
編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
§
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スール・マリー
11

サン・タフリックのソフィ・ラ・トゥレートというお嬢さんについて何か情報があっ

たら教えて戴けませんか。

421. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 1 月 22 日

この人生は涙の谷にすぎません。
私たちの主イエス・キリストにおいて、親愛にして、愛する私の姉妹、そして娘、
2

悪い知らせをあなたにお届けします、愛徳からの出来るだけの細かい心遣いをもって、

気の毒なスール・カトリーヌにお伝えください。スール・カトリーヌのお母さまが亡くな
られました。肺炎で亡くなられたのだと思います。彼女にとって突然の知らせにならな
いようにしてください。このあわれな人生の惨めさと別れて、神さまと一緒にいることの
しあわせを思い描かせるなどして、彼女に対して出来るかぎりの配慮をしてください。
3

私は心配しています。ボルドーのボン・ペール (bon Père) が数日前からご病気です、

神父さまのことで不安がないわけではありません。これほど貴重なそしてこれほど大切な
指導者を残して戴くお恵みを得るために、聖ヨゼフに対するノヴェナ (9 日間の修業) を
お願いします。
4

ボルドーの私たちのひとりのフレール (Frère, 兄弟) が立派な死を遂げられました。こ

のフレールは、自分が死なないのではないかと心配していたのです。親愛なる姉妹、この
人生は通過点にすぎません、絶えずより良き生活に備えましょう、そこでは、私たちは神
さまのことに没頭し、そして、神さまを中心にして永遠に集まることになるでしょう。神
さまがこのお恵みを私たちにくださいますように。
5

私たちのために慈愛なる神さまに祈ってください、私たちはいつも祈りを大変必要と

しています。あなたは私たちの必要を一部知っています、神さまが私たちを治してくださ
いますように、私たちの必要を神なる至高の「医者」にお見せしてください。
6

人を導くために絶えず光をお願いしましょう。神さまは私たちに大きな職務を与えら

れました、神さまはそれについての報告を求められるでしょう。人生の終わりにあたっ
て、私たちが私たちの主イエス・キリストと共に神さまに、
「私は、あながた私に預けら
れた人の誰も失いませんでした」と言うことができますように。私たちの姉妹たちをその
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お恵みの程度に応じて前進させましょう。と申しますのも、お恵みに先んずることは、お
恵みの後押しをしないのと同じくらい危険なことです。すべての人が完徳の同じ水準に呼
ばれてはいないでしょう。私たちの会則は言っています、
「種々の冠が「神の子羊」の王
座の前で作られるでしょう。しかし至福は各人にとって完全でしょう。
」
7

私は、サン・フランソワには謙遜であるように、サント・フォワには率直であるよう

に、ドジテとサン・テスプリには信頼をもってそして従順であるように、カトリーヌとユ
ルシュールには忍耐をもつように、おおいに励ませなければならないと思います。親愛な
るこの娘たちとコングレガシオンの皆さまによろしくお伝えください。
8

私たちは熱意の事業の担当を、コングレガシオンの熱心な会員の間に割り当てました。

ある人たちは要理を教えます、他のある人たちは初聖体の後の子供たちの世話をします。
それはその子供たちが信仰心をもち、またもち続けるようにするためです。ある人たち
は、貧しい人たちのところに出掛けてその人たちを教えます。ある人たちは病人を訪れて
聖なる読書をしてあげます。ある人たちは、お嬢さんたちを集めて、彼女たちが自分たち
の家で健康的に遊ぶようにさせ、また彼女たちを悪から遠ざけます。ある人たちは、初聖
体が遅くなっている女の人たちを探しに行って私たちのところに連れて来なければなり
ません。ある人たちは、お嬢さんたちを秘跡に近づかせるようにします。ある人たちは、
お嬢さんたちに良い読書をさせるようにします。このような目的で、私たちは会費61 で為
になる本を買います。
9

私たちはこのような事業に適している人たちに、実践の通知状を与えました。このよ

うなことをそちらのコングレガシオンにも提案してみてください。
さようなら、親愛なる、そして愛する娘、私たちの主イエス・キリストにおいて心か

10

らあなたに口づけをおくります。
スール・マリー
木曜日に 40 時間の大祈禱 (Oraison des Quarante-Heures) をするために司教さまに手

11

紙を書いてください。親愛なる私たちの娘たち、特に、スール・サン・テスプリによろし
くお伝えください。
スール・マリー
私はヴェルディ夫人にはお手紙を差し上げたと思います、そのことを覚えておいて、

12

慎重に対応してください。宛名には Générale (総長) の語は書かないでください。悪い結
果を生む可能性があります。
61

annuels (cotisation, 会費)
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私たちはトナンのプロテスタントの回心のために、聖フランソワ・ドゥ・サール† のお

13

祝い日‡ をささげなければなりません。ラリボ師があなた方のところでこの祝日を祝うこ
とがお出来になれば、と願っています。
神さまが讃えられますように。ボルドーからの手紙によりますと神父さまのお具合は

14

良くなっているとのことです。そのことを主に感謝しましょう。

422. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1821 年 1 月 30 日

この流刑の地においては、私たちはよそ者であり、旅人です。
2

親愛なる私の娘、あなたのお気の毒な姉妹の方が亡くなられたことについては、心か

らあなたと悲しみを共にします。でもあなたの姉妹の方が、信仰心をもって、そしてそれ
を望んで秘跡を受けられたこと、また、その辛い病気の時に大変辛抱強くいらしたことを
知ることは、あなたには大きな慰めの源となることです。
3

私たちは皆この世のものではありません、あの世のものです。私たちは皆あの世に行

きます、ある人は先に、外の人は後に。この世からあの世へのしあわせな旅が得られるよ
うに、心の準備に努めましょう。私たちを私たちの花婿と結びつけてくれる、このしあわ
せな時を熱望しましょう。私たちは、いつ、おとめたちのしあわせな列に入って花婿の後
に続くことが出来るのでしょうか。過ぎ去るすべてのものから解脱しましょう。すべて
は通りがかりのように、一瞥だけしましょう、そして、
「天なる祖国」を見据えましょう。
4

あなたの大切なジュリーが私たちのところへ「仮面」を全部持ってきてくださって、私

たちはその仮面で心行くまで楽しませて戴いたことを申し上げましょう。そのことを慈愛
なる神さまに感謝しましょう。ジュリーはお元気のようです。
5

私たちの両親の救いのために絶えず祈りましょう。魂の救いのために身をささげた私

たちにとって、私たちの両親の救いは大きな関心事でなければなりません。今となって
は、両親のために祈ること、これが、私たちが両親のためにすることの出来る唯一のこと
です。
6

親愛なる私の子供、両親の罪を嘆き悲しみましょう、両親に代わってその償いをしま

しょう。修道者は、人々に対するご慈愛の懇願するために、拝廊§ と祭壇の間に置かれた
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
編者註：1 月 24 日。
§
編者註：拝廊は教会堂の入り口もしくはロビー部分にあたり、身廊の端、祭壇の反対側に位置する。
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犠牲でなければなりません。でも、私たち自身のことはあまり嘆き悲しまなくてもいいよ
うに、また、自分自身のために償いをする必要のないようにしましょう。私たちが主のご
慈愛を懇願する必要のあるこの時期に、主に対して罪を犯すことのないように注意し、そ
して祈りましょう。
7

さようなら、親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなたにさ

さげます。
スール・マリー
8

小さな群れに私の友情をお伝えください。

423. トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛
+J. M. J. T.

1821 年 2 月 1 日∗

イエスさま、あなたに私の初子 (ういご)、私の心をささげます。
親愛なる私の娘、
2

あなたの良心の状態は、前と同じようであるように私には思われます、でも、これほ

ど多くのお恵みを戴いた後ですから、私たちは進んでいなければならないのではないで
しょうか。私たちが屈辱を殆ど愛さない限り、私たちに隣人を裁くこれほどの傾きがある
限り、私たちの徳を当てにするようなことは絶対にしないようにしましょう、私たちには
徳など全くないのです、絶対に全くないのです。
3

残念なことに人は私たちを聖人のように思っています、でも人が、神さまのみ前におけ

る私たちの魂の状態を見たら考えを変えるでしょう。それでも落胆しないようにしましょ
う、慈愛なる神さまは、私たちが謙遜をしっかりと身につけるために、また自分を軽視す
るために、自分の欠点を矯正するのに長いことかかるのをしばしばお許しになります。そ
うです、親愛なる私の娘、もし私たちが謙遜であったら、主は、私たちを放っておかれる
治療法と同じくらいの恐ろしい治療法を使われる必要はないでしょう。ですから、絶えず
謙遜を獲得するように励みましょう。でも、如何なる技術も如何なる職業も実践によって
しか身につかないのと同じく、謙遜も実践によってしか身につきません。謙遜の行為をし
ばしば実行しましょう。ここに、私があなたに提案する謙遜の行為があります、それは、
日常的に小さな仕事のことではスール・アポロニに、そしてその外のことでは、メール・
∗

文脈からすれば、この手紙は 1822 年 2 月 1 日のものである。
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サン・テスプリに意見を求めることです。あなたの魂は間違いなくこの行為によって豊か
になるでしょう、そして神なる花婿は喜んでくださるでしょう。そしてあなたは、人々に
対してはるかに多くの成果をあげることができるでしょう。なぜなら、魂のために働く最
良の方法は、自分が聖人になるように励むことだからです。
4

あなたは、ここにいる時そうしていたように、あなたがその女性たちを知っていて、

話す時間も短いのであれば、他の人が一緒にいないことを必要とする女性たちのために、
「付き添いの修道女」なしで応接室に行ってもいいのです。応接室であなたが聞いたこと、
またあなたがそれに答えたことについては、あなたの聴罪師にその報告をした方が良い特
定の場合でなければ、メール (mère) に報告してください。
5

親愛なる私たちの姉妹の方たちによろしくお伝えください。嘆き悲しむ鳩の完全な避

難場所であるイエスさまのみ心において、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー
6

ユーラリは元気です。コリドリの娘たちの事業はいいように思えます。あなたは庭師

のところに行っていいと思います、神父さまからのご返事があるまで私がそれを許可し
ます。
7

メールに、金の十字架を着けること、そして、自分のメダイ (médaille) のひとつをお

くることを私が許可します、とお伝えください。
8

スール・アンカルナシオンが、水曜日と金曜日に女の人たちに教話をしています、メー

ル・サン・ヴァンサンは月曜日にしています。

424. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 2 月 16 日

私は、これからはもう世俗を棄てて、イエスさまだけを愛します。
2

親愛なる私の娘たち、もう長いことあなた方からのお便りを戴いていませんし、私の

方からも手紙を差し上げていないように思います。
3

今日は時間を見つけて、親愛なるテレーズに返事を差し上げます。ダヴィド氏のお考

えによると、会則では、
「40 時間の大祈禱」には祈りに大斎を付け加えるとなっています
ので、あなた方にとって大斎の日は、木曜日、金曜日、土曜日でなければならないという
ことです。したがって氏は、あなた方にとって、肉食が許される 3 日間は、大斎をすべき
日ではないとのお考えです。でも、氏はその日が「カーニヴァル」にならないように、つ
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まり、特別のことがないように勧めておられます。それで私は、もっとはっきりさせるた
めに神父さまにお手紙を差し上げました。神父さまからのお返事がありましたらお知らせ
しましょう。また、ダヴィド氏には、豚肉は二番目の料理として出してもいいかどうかお
尋ねしました。氏は、肉とみなされていないブーダン (boudin) を除いては出してはいけ
ない、と言われました。ソーセージなどは、最初の料理としてしか食べることは出来ない
ということです。
4

ローモン師をサクリスティ (香部屋) の近くにある部屋にお迎えしてもよろしいでしょ

う。師をお迎えすることは必要かつ適当と思われるあなたの判断に任されているとダヴィ
ド氏は言っておられます。
5

こちらでは、メール・サン・ヴァンサンが病気になりました。カタール性の熱でした

が汗を十分に出して治りました。こちらに大汗をかく人が何人もいます。一昨日は 4 人い
ました。でも大したことはありません。
6

私たちは新しい受付係の姉妹、スール・アントワネットに大変満足しています。聖人

のような娘さんです。カンドロン氏のところにいた娘さんにも大変満足しています、この
娘さんをスール・クロチルドとは呼ばないで、スール・アンジェリックと呼んでいます。
7

マリー・アルマニャックは入会しましたが数日の予定で出なければなりませんでした、

彼女の母親から要求があったのです、母親は彼女に着替えを送ろうとしませんでした。私
たちは彼女をスール・ローズと呼びます。
8

私たちのところにモンフランカンからの若い黙想者が来ています、アデル・アムルと

いってスール・カトリーヌのことを知っています。彼女は入ることを強く望んでいます、

16 歳です。私たちを照らしてくださいますように、神さまに祈ってください。
9

あなたに、日曜日に始めることになっている「40 日間の修業 (quarantaine)」の内容を

送ります。でも、大斎については四旬節の大斎をおささげして、それ以上の大斎はしない
でほしいと思います。
スール・スタニスラスの病状は相変わらず大変悪いのですがスール・エリザベトの病

10

状は前よりもずっとよくなっています。
親愛なる姉妹たち、私たちの主がお受けになる屈辱の償いをするために熱心を倍加し

11

ましょう。犯される過失の数がふえないように、故意によるどんな小さな過失も避けま
しょう、過失は私たちの神なる主のみ心を引き裂くのです。
人々が主に対して多くの罪を犯していますので、私たちの祈りと勧めによって、そう

12

いうことのないように努めましょう。聖イグナチオ† は、ある罪人に 1 時間罪を犯させな

†

編者註：イエズス会の創始者の一人、初代総長。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パ
リ・モンマルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre
Favre (サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。
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いようにすることが出来たら、自分の働きが十分に報われたと思っていました。この偉大
な聖人は、罪が神さまに加える屈辱とそれが魂にもたらす害を感じていました。
親愛なる私たちの娘たちとコングレガシオンの会員の皆さまによろしくお伝えくださ

13

い。私たちの主において、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー
「40 時間」の大斎は軽めの大斎であることを思い起こしてください。聖歌など. . . の

14

ために、朝はバーヴティを少し、夜は、ちょっと多めの軽い食事をとらなければならない
でしょう。
15

ラリボ師にお会いしましたか。

16

ユーラリの母親は、その娘さんに対する私たちの意向に満足しているようですが、娘

さんをこちらに送ってきませんでした. . . どうしてだか分かりません。私は母親に、娘さ
んは「プチ・タビ (Petit Habit)」の子供たちと一緒に生活することになると言いました。

425. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1821 年 2 月 20 日

神より大いなる栄光のために。
私たちの主イエス・キリストにおける親愛なる私の姉妹、
2

あなたが私たちの修道会にいつも関心を抱いてくださることに感謝致します。私も同

じようにあなた方の修道会に大きな関心を抱いています、そして私は、私たちが同じ修
道会でないことをいつも残念に思っています。でも神さまのご計画はいつも最善のため
です。
3

トナンの私たちの姉妹たちは前よりも元気です、神さまは姉妹たちを憐れんでくださ

いました。私たちの方には病人がいます、特にひとりについては、胸が冒されているので
はないかと懸念しています。この姉妹は優秀な人で私たちのために大変役立ってくれてい
ました、私たちはこの姉妹がいないと大変困ります。この姉妹と頭に病気をもっている姉
妹のために神さまに祈ってください、頭に病気をもっている姉妹は大きな十字架です。
4

62
私たちのところに、
「プチ・タビ (Petit Habit) の姉妹」
名で 4 人の寄宿生がいること

をあなたに申し上げたかどうか覚えていません。私たちは、将来の修道女のために養成所
62

手紙 418 の導入参照。
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を作ろうと思っています、つまり、その子供たちの召命の選択については全く、子供たち
の自由にさせますが、もし神さまがその子供たちを修道生活に招いておられれば、その子
供たちを、私たちの聖なる身分に相応しいように育てたいと思っています。私たちの目的
はこのようなものです。これは私たちには余分の負担になりますし、それに、以前私たち
の修道院にあった落ち着きをなくしてしまいます。でも、すべてにおいて神さまのみ旨と
神さまのより大いなる栄光を、これが私たちの標語でなければなりません。
5

コングレガシオンとそちらの集まりの状況をお知らせください。私が本当にそちらの

コングレガシオンに関心を抱いていることを疑わないでください。私が 16 歳になって以
来、慈愛なる神さまは私にこの使命を託されました、そして聖なるおとめマリアは、私が
マリアさまのために家族をつくるように努めることを望まれたのです。それで私はコング
レガシオンに強い愛着を覚えるのです。
6

コングレガシオンの真の秘訣は、各自が、自分がおかれた身分において、その家庭、そ

の友人たち、まわりの人たちの中で小さな宣教者となり、隣人の救いと神のより大いなる
栄光に対する熱意に満ちた人たちを養成することです。私たちのコングレガシオンはこの
精神をとてもよく理解しました。
7

別のお嬢さんたちを夜の時間に集めて要理を説明したり、聖歌を歌わせたり、日曜日

にはダンスなどから遠ざけるために健康的に楽しませることもする、お嬢さんたちが何人
もいることは慰めです。30 人くらいのお嬢さんたちを集める人もひとりいます。
8

2 週間毎に、私たちは一番熱心な人たちの集まりをもち、その人たちになすべき熱意

の事業の分担をさせています。ある人たちは、お嬢さんたちの読書についての情報を集
めて、悪い本の代わりに良い本をお嬢さんたちに持たせるようにしなければなりません。
他の人は、他のお嬢さんたちを秘跡に近づけるようにさせなければなりません。また他の
人たちは、お嬢さんたちをコングレガシオンに引き付けるようにしなければなりません。
彼女たちは、獲得した人たちを私たちのところへ連れてくるとき大変満足しています。自
分の両親の回心のきっかけをつくった人たちもいます。
9

コングレガシオンの事業は骨の折れる仕事ですが、大きな慰めも与えてくれます。優

れたオフィシエール (Oﬃcière, 支部長) を持つように努めなければなりません。彼女たち
が私たちの仕事を大部分してくれますし、大部分の世話を私たちに免れさせてくれます。
それに彼女たちは世間にいるので、私たちよりも、物事がどのように行われているかを知
ることが出来ます。
10

私たちには必要な人たちで、ご両親の同意が得られない人たちが何人かいます。その

人たちを私たちに送ってくださいますように、神さまにお願いしてください。
11

さようなら、親愛なる私の姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたの大切

な娘の方々に挨拶をおくります。私たちの慈愛なる主において、わたしがあなたの忠実な
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はしためであることを信じてください。
12

私たちのフレール (Frère, 兄弟) の方々は多くの善をしています、コングレガシオン

の会員の数は多いです。また、フレールの方々の無償の学校には 230 名の子供たちがいま
す。フレールは 4 名とそれに殆どいつも病気の 1 名しかいません。それでもすべてが立派
に行われています。慈愛なる神さまがご自分の家族を助けてくださるのです。コングレガ
シオンのオフィシエ (Oﬃcier, 支部長) の方々が子供たちの面倒を見ているのは本当です。

426. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
姉妹たちがトナンにやって来た直後から、姉妹たちはアジャンと同じように在俗の第三会を設立しよう
と努めています。スール・ドジテがその任務を帯びています。

+J. M. J. T.

1821 年 2 月 21 日

従順な魂はその勝利を物語るでしょう。
親愛なる私の娘、
2

祝日おめでとうございます、そして「花束」として、あなたの保護者の聖人の従順をあ

なたに望みます。あなたも、あなたの保護の聖人と同じように虚弱な健康をしています。
聖人のように、従順のよって自分を聖化してください、そうすれば聖人と同じように、ア
ントワーヌのような人たちの冠を獲得することでしょう. . . でも、親愛なる姉妹、聖人と
同じ、行いの従順、意志の従順、判断の従順をもたなければなりません。さあ、親愛なる
姉妹、喜んで私たちの意志をいけにえとしましょう、そこに、神なる花婿が求められるい
ちばん快い犠牲があります、それば全面的、普遍的、嬉々とした従順です。花婿が私たち
に求められる犠牲を喜んでささげましょう。
3

私たちに対してあれほど気前よくしてくださったお方に対して、惜しみない心をもち

ましょう。この大切な救い主が私たちに個人的に、また、全体的にしてくださったもろも
ろのことを思い起こしましょう、そうすれば、救い主に何かを拒むことがどれほど当を得
ていないことであるかがわかるでしょう。
4

大切な第三会はどのような具合ですか。こちらの第三会はまずまずの状態です。私に

は、第三会を支援するために、然るべき面倒を見る時間がありません。コングレガシオ
ンはどのような具合ですか。
5

私はあなた方が貧しさの中にあることを知っています。勇気を出しましょう、親愛な
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る私の娘、共同体が貧しい時以上に共同体が会則にそっていることは決してないのです。
メール・ドゥ・シャンタル† のその創立における貧しさを考えてください。そのことは勇
気を与えてくれますし、そして、聖人たちと何か似たところをもつということは名誉なこ
とです。
6

イエス・キリストにおいて心からあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T

427. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 2 月 27 日

イエスさま万歳、イエスさまの十字架万歳。
2

ローモン師があなた方の小黙想のために発たれます。あなた方の黙想が百倍の利益を

得ることができますように、そして、何人もの人の魂のために救いの実を結ぶことができ
ますように。収穫は多いです。働き手を送ってくださいますように「家長」にお祈りしま
しょう。私たちの黙想はそれほどうまくいかないのではないかと心配しています。ムラ
ン師のお体の具合が少し悪いのです。どうしたらいいものか私は分かりません。
3

ベロック氏は、スール・スタニスラスに肺結核病が始まったとはっきり言われました。

親愛なるメール (mère)、私たちの悲しみを考えてください。天は、毎年私たちに貢ぎ物を
求められます、親愛なるこの姉妹は、おそらく今年の貢ぎ物となるでしょう。私たちは偉
大なる聖ヨゼフに祈ることにします、そしてその祈りに、スール・サクルマンのことも付
け加えます、スール・サクルマンはまた別のことで、私たちをひどく悲しませています。
一年間毎水曜日、私たちは聖ヨゼフの連禱を唱えることにします。親愛なる姉妹たち、私
たちと心を合わせてください。
4

私たちの娘、スール・サン・テスプリを安心させてください、私は病気ではありませ

ん。私は今年の冬は風邪さえも、ひいていないのです。私は総代理人です。それに、どの
宛先にも私にこの (Générale, 総長の) 肩書きを決して付けないでください。
5

あなたにダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames de la Retraite) の祈りとスール・ユル

シュールの靴を送ります。
6

私はあなた方すべての人にとって、聖なる四旬節であることを願っています。四旬節

を砂漠で共に心を合わせて過ごしましょう。いつもよりもよく、沈黙と潜心を実行しま
†

編者註：ジャンヌ・ドゥ・シャンタル (1572 年 1 月 23 日-1641 年 12 月 13 日)。聖フランソワ・ドゥ・
サール (フランシスコ・サレジオ) とともに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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しょう、私たちは慈愛なる神さまに一年全部をささげなければなりませんが、これはその
十分の一税です。私はあなたに罪の大斎をするように強く勧めます。もし私の言うこと
を実行して戴くことが出来たら、私にとって何というしあわせでしょう。
7

ラリボ師に早くあなた方に会いに行って戴きたいと私は思っています。

8

さようなら、私の愛する娘たち、私たちの共通の花婿においてあなた方に口づけをお

くります。
スール・マリー
9

私たちの病気のフレール (Frère, 兄弟) は前よりも良くなっています。スール・エリザ

ベトは最初の状態に戻りました。それは、すべてを焼き尽くすおなかの火で、ひどい仙
痛、咳、それに熱を引き起こします。イエスさま万歳。私はスール・ドジテの状態が良く
なっていることに大変慰められます。

428. トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛
+J. M. J. T.

1821 年 3 月 10 日

主よ、あなたなしでは私は滅びます。
親愛なる私の娘、
2

あなたと私を結んでいる絆は本来切れることは決してないものです、ですから離れて

いても、私たちの間が冷めることは全くありません。私はあなたにあらゆる種類の善、特
にあなたの魂の完徳を望みます。
3

私は、傲慢がまだあなたに戦いを挑むということに全然驚きません. . . 残念ですが、こ

れは私たちと一緒にしか死ぬことのない寄生虫です。でも、傲慢とは死ぬまであくことな
く戦わなければなりません。あなたの中には、どれほどあなたがへりくだる理由が見つか
ることでしょう。
4

私はあなたを叱責したいことがひとつあります。私は、あなたが聖なる清貧の実践に

十分な愛着を抱いていないのではないか、と懸念しています。あなたにはそれからかけ離
れたものがあります、しかし私たちは清貧を祭壇の下でおささげしたのです。身を滅ぼす
修道者の大部分は聖なる清貧に反する過失のためであるということを私はどこかで読みま
した。この愛すべき徳はすべてにおいて光らなければなりません、病人にとってもそうで
す、病人に必要な助けは与えながらも、すべてに貧しさの雰囲気がなければなりません。
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5

私たちにとって大切な誓願を傷つけるのではないかと懸念する良心的な倹約をもって、

常に行動してほしいものです。ルイズ・ドゥ・フランス夫人は清貧を大変愛していまし
た。聖なる修道者は皆、この清貧を自分の大好きな徳としたのです。すべてにおいて貧し
くありましょう。
6

この誓願について特別糾明をしましょう。必要なものは必要ですが感覚的嗜好には何

も譲ってはなりません。けれども健康には配慮してください。この四旬節の間、砂糖の
入った乳製品は結構でしょう、でも控えめにしましょう。天国での喜びのために自制しま
しょう。私たちの大切な清貧を身をもって感じましょう。
7

ユーラリは私たちと一緒にいます、でも本当に体の具合が良くありません。彼女は大

したことができません、やっと自分の身の回りのことが出来るだけです。
8

あなたの心が解放されますように、そして、神さまだけに執着しますように。私たち

が被造物を神さまの懐の中に見る時初めて、被造物は私たちにとって愛すべきものに思わ
れなければなりません。さようなら、親愛なる娘、忠実な母より。
スール・マリー

429. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 3 月 11 日

主よ、あなたなしでは私は滅びます。
私の愛する娘、姉妹、そしてメール (mère)、
2

あなた方の黙想、私たちの親愛なるコングレガシオンの会員の方々の熱意、コングレ

ガシオンの二つのフラクシオン (fraction, 支部) の設立などについて感銘を与えてくれる
お便りを戴いて、私の心は慰めに満たされました。このことについて神なる花婿が永遠に
変わることなく感謝されますように、私たちは神なる花婿の栄光のためにすべてをおささ
げしたのです。
3

この二つのフラクシオンのことをボルドーのボン・ペール (bon Père) にお知らせしま

したか。師は大変喜んでくださるでしょう。ボン・ペールは、この修道院を聖人の製造所
と見なされていらっしゃること、そして、皆が一緒に天なる「祖国」に向かって歩まなけ
ればならないことを昨日戴いたお手紙の中で知らせてくださいました。そうです。私た
ちにとってはもう世俗はありません、私たちを感覚的な物に結びつけるものはもう何もあ
りません。神さま、汚れなきマリア修道会の会員にとっては神さまこそすべてです. . .
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4

水曜日の晩に肉を夕食にいただいたことは正しく会則に反することです。そのことを

告解で告白してください。これは弱さです、あなたがよく犯す過ちだとお分かりでしょ
う、これは長上においては危険な過ちです。私も同じ過ちを犯します。お互いに矯正しま
しょう。
5

ローモン師にあなた方の告解を聴く許可を与えられたのは、きっとガルデル師か司教

さまに違いありません。もし師が告解を聴くことがお出来にならなかったとしたら、告解
を聴くようなことはなされなかったでしょう。安心してください。
6

5 ソル† はサクリスティ (香部屋) から取るよりもスール・サン・テスプリに願うべきで

した. . . 次回のための助言です。でも、あなたはそれを告解で告白したのですから、もう
終わったことです。スール・ユルシュールのためのご聖体拝領については、ラリボ神父さ
まに相談してください。
7

スール・サンテスプリの借金は彼女の年金で払うべきだというのが私たちの意見です。

こちらでは私たちは大変困窮しています、困窮以上です。作業員の方たちに支払いをした
ためにあちこちに借金がありますし、利子も支払わなければなりません。正直申し上げま
して、時々そのことで心を痛めますが、でも神さまのみ摂理に信頼しましょう。
8

あなた方のために神父さまの文章を写して送ります。神父さまは、あなた方はマドゥ

モワゼル・ベルジュレを受け入れるべきだとのご意見です。私たちは人がとても必要で
す、そして人を急いで養成する必要があります. . . これはスール・サン・フランソワの手
紙の中にあった言葉です。
9

人の出入りを、規則にかなったものにしてほしいと思います。例えば、マドゥモワゼ

ル・モミュスや他の人が来られる時には、ラリボ師のところで食べていただくようにして
ください。休憩時間とか何かの面談のため以外は、沈黙を守ってもらうようにしてくださ
い。人が修道院の中を歩き回らないようにしてください。要するに、会則が守られないと
いうことがないようにしてください。
こちらの病人は少し良くなっているように思えます。スール・スタニスラスの脇腹に

10

焼灼器 (しょうしゃくき) をあてました。これは大変苦しいものですが、私は殆ど期待し
ていません。
さあ、親愛なる姉妹たち、人々に私たちの花婿を愛させるように、讃えさせるように、

11

知らせるように、その聖なるおん母に仕えさせるように、一緒に励みましょう。この聖な
る務めのために燃え尽きましょう. . . でも、
「火を燃やし続ける」ために慎重に手心を加え
ながら。
スール・サクルマンのために私たちは祈らなければなりません。理由を言わずに、善

12

良な人たちにも祈ってもらってください。それに彼女はあなた方がこちらにいた時と同じ
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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ようです、それ以上のことはありません。
13

さようなら、私の愛する子供たち、私たちの花婿のみ心において私はあなた方といつ

までも結ばれています。
スール・マリー
14

クレラックには規律を守らせるようにしてください。クレラックが外出する時には、

事務室に通らせずに、受付係のところに通らせるようにすることをあなたに許可します。
スール・サン・ヴァンサンのお母さまのために祈ってください。病状が大変悪いのです。
私は手紙を神学校に送りました。あなた方がこの聖週間の典礼にあずかることができる
ように祈りましょう。

430. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1821 年 3 月 16 日

イエスさま、私の心の奥まで、あなたの苦しみの思い出を刻んでください。
親愛なる私の娘、
2

主の平和があなたと共にありますように。私はこの願いから始めます。なぜなら、こ

れはあなたにとって最も重要なことですし、またこの平和によって、あなたがどんな代価
を払っても達しなければならない完徳に反対するすべてのことと戦うために、あなたは
もっと強くなれるでしょうから。そこに私たちの大事業があるのです。あなたもご存じ
のようにボンペール (bon Père) は私たちに、私たちが朝目を覚ます時、完徳に励むとい
う考えを抱かなければなりません。また夜私たちが寝る時、この同じ考えが頭になければ
なりません、と言われました。
3

でも、親愛なる娘、私たちの完徳に励むためには何が必要でしょうか。そのためには、

私たちの聖なる会則が命じる規則に忠実であることです。(沈黙は、よく実践されれば、
それだけでもう私たちを完全にしてくれるでしょう。) それから、あなたにとっても私に
とっても、重要と私が思うことは、それは「自分自身を忘れる」こと、そして自分を「忘
れ」させるように努めることです。親愛なる私のドジテ、神さまだけです。いかなる被造
物の心の中にも住むことを望まず、私たちの「最愛の方」のみ心の中に住むことを望みま
しょう。被造物に愛着をもとうとするこの願望、被造物の思い出をもとうとするこの願望
が、どれほど多くの過ちを私たちに犯させることでしょう。ちょっとした嫉妬、ひそかな
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羨望、不機嫌、悲しみ、これらはこの危険な根の呪われた実です。イエスさま、あなたの
花嫁のひとりとして、あなた以外に何を望むことが出来るのでしょう。あなたに充たされ
ない心は本当に貪欲な心です。
4

親愛なる私の子供、あなたの健康状態が少し良くなっていると聞いて慰められました。

あなたがあなたの健康を天におられる花婿の栄光のために使うことを期待して、主がご自
分の仕事を続けることを望まれますように。そして、もし私たちが卑しいこの世で再会す
ることがなければ、天の「祖国」において聖なるマリアの足元に集まって再会出来ますよ
うに。
5

さようなら、親愛なる子供、私はイエス・キリストにおいて、あなたの忠実な母です。
スール・マリー

431. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 3 月 31 日

神さま、私たちのコンセイ (Conseil, 評議会) を主宰してください。
2

私の優しい友、わたしはダヴィド氏とお話ししたところです。氏は、あなた方が聖体

仮安置所63 をつくって、そこに女の人たちを入れるべきだとの意見です。でも、教会当局
が、貧しい人たち、救済院、囚人のためというような特定のことのために喜捨を求めるこ
とを望まない限り、喜捨を求めてはなりません。教会当局が喜捨を求めることを望む場合
は、あなた方も、聖堂の維持のために、献金皿をそれに添えてもいいでしょう。
3

私は「スタバト (Stabat† )」をメロディに和音をつけて歌うことは望みません。そのよ
63

聖木曜日の聖体仮安置所 (Reposoir) は昔 monument と言われていた。
編者註：JACOPONE DE TODI (1230-1306) の作。Stabat mater dolorosa 悲しみに暮れる御母は佇
みたもう
1. 御母は悲しみに暮れ
涙にむせびて御子のかかりし
十字架のもとに佇んでいた。
2. 嘆き、憂い、
悲しめるその魂を
剣が貫いた。
3. おお、神のひとり子の
祝されし御母の
悲しみと傷のほどはいかばかりか。
4. 御子が罰を受けるのを
見ていた慈愛深き御母の
†
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うにしたら、殆どどこでも不都合なことが起こることを知っています。ですから、私たち
の聖なる母にならって、人に知られないようにし率直でありましょう。汚れなきマリア修
道会とその娘たちのコングレガシオンの会員たちの声で、メロディーだけを歌ってほしい
と思います。
4

ダヴィド氏はまた、ラカン夫人がスール・ドジテが授業をしているところを見るため

悲しみと苦しみはいかばかりか。
5. かくも責め苦を負う
救い主の御母を見て、
嘆きをあげぬ人がいるだろうか?
6. かくも御子とともに苦しめる
救い主の御母を見て、
悲しまぬ者があるだろうか?
7. 人々の罪のために
イエスが責められ
鞭打たれるのを見られた。
8. 愛しい御子が
苦悶の中に
息絶えるのを見られた。
9. さあ、御母、愛の泉よ、
私にもその悲しみを感じさせ、
ともに悼ませてください。
10. 私の心を
神なるキリストへの愛に燃やし
その御旨にかなうものとしてください。
11. 聖母よ、
十字架にかかりし御子の傷を
私の心にも刻みつけてください。
12. 私のために傷つけられ
苦しみ耐えた御子の栄誉を
私にも分けてください。
13. 私の命ある限り
あなたとともに嘆き、
磔刑を苦しませてください。
14. あなたとともに十字架のもとに立ち
ともに悲しみ悼むことを
真に願います。
15. 乙女の中のいと清き乙女よ、
私を退けることなく
ともに嘆かせてください。
16. キリストの死と
受難を知らせ、ともに
その傷をしのばせてください。
17. 私にも傷を負わせ
十字架と御子への愛に
私を酔わせてください。
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に教室に入ることを許してくださいました。私は、スール・ドジテが前よりも体の具合が
良くなっていることに大変慰めを覚えています。
5

私たちはスール・サン・テスプリの病気のことで大変悲しんでいます。外との対応も

大変な状態のスール・サン・テスプリに四旬節中ずっと大斎をさせていたことで、私はあ
なたに対して本気で怒りますよ。スール・サン・テスプリは去年は大斎はしませんでし
た。このメール (mère) をいたわってください。あなたにとってとてもためになってくれ
ますし、主のぶどう畑で働くためにもっと生きなければならない人です。
6

あなた方のポストラント (postulante, 志願者) のためのスール・ロザリの名前は承認

します。
7

マドゥモワゼル・ベルジュレの叔父の方のひとりが、マドゥモワゼル・ベルジュレの

ことで私に手紙をくださいました. . . ラコサド氏の調査の結果はどうでしたか。
8

まもなくあなた方に、スール・ゴンザグの名付け子を受け入れる許可がでると思いま

す、その時には、スール・ユルシュールはこちらに引き取ります。
9

私たちの花婿の話をしないまま、私の手紙も殆ど終わりました。私はあなた方すべて

の人に、神さまに対する愛がますます深まること、私たちの聖なる会則を正確に守るこ
と、そして、魂の救いのために常に熱意を高めていくことを願っています。
10

私たちは来週来ることになっている親愛なるスール・マリー・ジョゼフを待っていま

す。私たちは彼女を留めておきたいと願っています。そのことのためにお祈りください。
親愛なるスール・ドゥ・ランカルナシオンのためにもお祈りください、彼女は、障害を乗
り越えたいと願っているのですが、まだ大きな障害に遭遇しています。
11

私もあなたと同じように貧しい人たちの集まりを願っていますが、主の時を待たなけ

ればなりません。
12

さようなら、親愛なる姉妹、神さまにおいてまた神さまのために、私の心はすべてあ

なたとあなたの大切な娘たちのものです。
スール・マリー
13

あなたに角頭巾を送りますがまだ出来ていません。あなたに「サン・シールの対談」

を送ります。
18. 審判の日の
火焔と炎熱の中より、
乙女よ、御身によりて守ってください。
19. 十字架によりて私を守り
キリストの死によりて前を固め
恩寵によりて慈しんでください。
20. 肉体が死するとき
魂に天国の栄光を
与えてください。
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432. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 4 月 25 日

聖マルコ、私たちの純粋な意向を獲得してください。
2

長いことあなたにお便りする時間がありませんでした。しかし、私の筆があなたに話

さなくても、私の精神と私の心はあなたに対して黙ってはいません。あなた方皆の近況を
詳しく知りたくて、ローモン師が来られるのを心待ちにしています。
3

親愛なるスール・カトリーヌの状態に私は悲しい思いをしています。彼女を聖人にす

るように努めてください。私たちは私たちの娘たちを聖人にしてからでないと、神さまの
み手の中に返してはならないでしょう。もしも私たちが神さまのご計画に忠実であろうと
するなら、私たちは自分のことを、聖人を養成しなければならない者とみなしましょう。
4

私たちは白と緑の綺麗な聖体仮安置所をつくりました。神なる花婿がそこにおいて讃

えられますことを願っています。それは一般に公開されていました。
「受難の主日」には
ムラン師が私たちに説教をしてくださいましたが、
「復活の主日」にもその後の祝日にも、
私たちは神さまのみ言葉を聞きませんでした。ローモン師がいらっしゃらないと本当に
困ります。でも私たちは、この聖なる「時」の間、師があなた方に豊かなお恵みを得させ
てくださったことを喜んでいます。
5

私たちにはいつも悲しみと慰めが一緒にあります。かわいそうなスール・ガブリエルが、

もう一度自分の家に帰って自分を試してみることを望みました、—彼女はそうすることを
願い出てはいませんでしたが、ダヴィド氏も同じ意見でした—彼女の召命ははっきりして
いるようには思われませんでした。もし彼女の意志が固まれば、私たちは喜んで彼女をま
た受け入れましょう。彼女は良い子です。
6

スール・ルイズ・マリー (マドゥモワゼル・ドレンヌ) は、とてもひどい風邪にかかっ

ています、床についています。昨日から汗をびっしょりかいていますので、楽になるので
はないかと期待しています。
7

若いロベール、スール・セレスチーヌがこちらに黙想のために来ています。修道院に

入ることを熱望しています。神さまが私たちを照らしてくださいますように祈ってくださ
い。健康上の理由で「スール・グリーズ (Sœurs Grises) の修道会」を出たのですが、修
道院に入りたいと望んでいるのです。特別な例外が必要でしょう。神さまのみ旨につい
て私たちを照らしてくださいますように、祈ってください。
8

街ではエタミーン† は見つけられませんでした。もしその娘さんがエスコの服を望むの
†

編者註：粗織綿布 (あらおりめんぷ)。
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でしたら、それを彼女のために買いましょう。
9

さあ、親愛なる姉妹、神さまのみ摂理が私たちに案配してくださる試みにおいて勇気

を出しましょう。本会のためにたくさん祈りましょう。天におられる花婿の栄光のため
にすべてをささげましょう。
10

私たちの魂の優しい花婿のみ心において心からあなたに口づけをおくります。
スール・マリー

11

ダヴィド氏が私たちにメダイをたくさんくださいました。ベールを被っている 5 人の

全部の人にそのメダイを送ります。ふたりの受付係の姉妹にもメダイを欲しかったので
すが. . . 他のメダイが手に入ったら彼女たちに喜んで送ってあげましょう。
12

私たちのすべての娘たちによろしくお伝えください、スール・ロザリにも忘れずに。

マドゥモワゼル・ベルジュレについて人はどう言っていますか。
13

スール・ゴンザグの名付け子にも口づけをおくります。

433. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 5 月 10 日

親愛なる私の娘、
私たちに推薦されている人は、全く私たちの会には向いていません。
2

ダヴィド氏があなた方に会いに行かれます。そちらの庭師などのために禁域の許可に

ついて決めてくださるでしょう。あなたはスール・ロザリが出ること、またスール・ゴン
ザグの名付け子が入ることをボン・ペール (bon Père) に手紙を書いてダヴィド氏に託す
のですね。スール・ゴンザグの名付け子に口づけをおくります。
3

会員募集の精神をもってください。入会を無理に勧めてはなりませんが人を拒否した

り遠ざけたりしてはなりません。人を大変必要としていますし、神さまの事業は人によっ
てしか広がることは出来ません。コングレガシオンの中で、それとなく人を養成しなけれ
ばなりません。
4

マドゥモワゼル・ベルジュレの話を聞かせてください。スール・ロザリのことを疎か

にしてはなりません。もし、スール・ロザリが十分に回復しないとすれば、ボン・ペール
の同意を得て、彼女は家に帰ることも出来るでしょう。私たちは、まもなくボン・ペール
に会うことができます。私たちは本当にボン・ペールを必要としています。神さまの道に
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おいて本修道会の全体を導くためにボン・ペールを照らしてくださいますように、聖霊
に祈りましょう。エリザベト・コルデが来週入ります。ダヴィド氏が推薦してくださいま
した。
5

スール・ローズ・マリーは看護人の仕事をしています、私たちは彼女にとても満足し

ています。
6

あなたの娘たちの中に聖なる喜びを保ってください。それは、主のくびきを和らげる

ため、また誘惑を消すために必要です。私たちはあなた方に、あなた方の休憩時間の材料
を毎日少し提供したりまたそれを楽しくするために、とても結構な「ふたりの助言者」を
送ります。胸を疲れさせないために、その本は一度にたくさん読んではなりません。こち
らで読み終わり次第、あなた方に送ることにします。
7

共同体のコンセイ (Conseil, 評議会) であっても、コングレガシオンのコンセイであっ

ても、議事録はとっておいてください。何が決まったかを思い出すために必要です。
8

エグイオンのコングレガシオンの長上はモトール夫人です。あなたの手紙は夫人宛て

に書いてもいいです。もう少し書き方の練習をしてください。手紙がもっと読みやすく
なりますし、そうすればもっと多くの成果が得られます。すべてのことをよくするように
努めましょう。これは魂の有益な苦行の訓練です。
9

スール・グザヴィエの努力とミッシオン (Mission, 修業) をさせに来られる説教師の

方々の熱意のおかげで、ベアルヌのポーにコングレガシオンが最近設立されました。80
名のお嬢さんたちと 60 名のダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames de la Retraite) の方々
が会員として登録されました。堅信を授けに来られたバイヨンヌの司教さまが、ご自分で
このダム (Dames) の方々に教話をなさることを望まれ、また、責任者を任命することも
望まれました。スール・グザヴィエがお嬢さんたちの責任者に任命され、ダムの方々のた
めには敬虔な未亡人の方が任命されました。この新しい家庭が神さまとマリアさまを賛
美できますように、慈愛なる神さまに祈ってください。私たちはここと連絡をとっていま
す。コングレガシオンはまさしく神さまの業です、それは明らかです。
10

コラリ夫人を育ててください。夫人はクレラックで善をすることが出来る人です。夫

人に熱意を吹き込んでください。
11

私たちの姉妹たちとコングレガシオンの皆さまによろしくお伝えください。優しくい

らっしゃる私たちのイエスさまにおいて、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー
12

スール・ローズからスール・サン・フランソワによろしくとのことです。あなたが「受

け入れ式」と「誓願式」の本をどこで見つけたか覚えていますか、私たちは見つけること
が出来ませんでした。
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434. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1821 年 5 月 20 日

聖霊、来てください。来て私たちを照らし、燃え立たせてください。
2

親愛なる私の娘、今日、この機会を利用してあなたにお便りします。私は、あなたが

いつも体の具合を悪くしているのを知っています。慈愛なる神さまは、あなたを十字架
の道によって導いてくださいます。それは聖人たちの道です。ですから、あなたにおい
ては、それは救いが予定されている印です。信頼をもつ何という理由になるでしょうか、
そして、勇気を出す何という動機となるでしょうか。
「苦しみか死を」と聖テレジア† は言
いました。「死ではなくて、苦しみを」とパッチの聖マグダレナ‡ は言いました。そして、
スール・ドジテは何と言うのでしょうか。
3

私たちは先日、聖リドヴィーヌ§ の苦しみを読みました。聖人は身体不随になり、38 年

間苦しみの床にありました。癌が聖人の乳房をむしばんでいました、聖人の体中に虫が巣
食っていました。潰瘍で顔が崩れ、そのため殆ど話すことが出来ませんでした。それに加
えて、両親に捨てられてひどい貧困の中にありました。そして 4 年間、聖人は心の苦悩に
苦しめられあらゆる慰めを奪われました。親愛なる娘、これ以上の苦しみがあり得るかど
うか、考えてみてください。このような状態にもかかわらず、聖人はあらゆる試練に耐え
たのです。私たちはどうでしょうか。私たちは「形ばかりのキリスト信者」です。聖ベル
ナルド¶ 以上の理由によって、私たちは、
「私は私の時代の怪獣です」と言うことが出来ま
す。修道者. . . なのに私たちは最小限の十字架をもひどく恐れるのです。
4

私はあなた方に聖霊が豊かに注がれますように願います。それは、聖霊があなた方を

力で満たして、あなた方が、十字架、苦しみ、屈辱、欠乏などを耐え忍ぶことが出来るた
めです。私たちは皆、私たちのただおひとりの花婿、十字架にかけられたイエスさまにさ
さげられています。
5

あなた方にスール・ジュリエンヌ風につくった靴を 4 足送ります。私たちは皆のため

に靴をつくっていますので、外にも靴をあなた方に送りましょう。あなた方の足のサイズ
の正確なところを知らず、締めていいものか緩めるべきなのか分かりませんでしたので、
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：パッチのマリア・マグダレナ (1566 年 4 月 2 日-1607 年 5 月 25 日)。ウルバヌス 8 世により
1626 年 3 月 8 日、列福、クレメンス 9 世により 1669 年 4 月 28 日、列聖。
§
編者註：スキーダムのリドヴィーヌ (1380 年 3 月 18 日-1433 年 4 月 14 日)。
¶
編者註：シトー会の改革推進者。クレルヴォー修道院院長、教会博士。
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靴の縁取りはしませんでした。それから、かなりの量の組み紐64 をつくりましたので、そ
れも少し送ります。そして、より糸を 1 かせ送ります。
6

かなりの仕事をしているのですが、どうしてこのように出来るのか分かりません. . . で

も、人数がもっと多かった時よりもたくさん働いています。私たちに畳める下着を送り返
してください、そうすれば、またそれをあなた方に送り返すことができます。
7

19 歳の娘さんが、遅くなった初聖体をするために、こちらに黙想に来ています。3 ヶ

月ここに留めておきます。彼女は仕事場で裁縫をすることになります。
8

ロシア人のご婦人のために善業をしてあげられるのを神さまに感謝します。

9

親愛なる私の娘、私の心からの愛情を受け入れてください。
スール・マリー
私たちの主イエス・キリストにおいて、こちらの姉妹たちがあなた方に口づけをおく

10

ります。

435. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 5 月 28 日

人生は十字架にあります、救いは十字架にあります。
2

私のかわいそうな娘、長上は上の言葉をしばしば考察しなければなりません。あなた

の苦悩は、私の苦悩以上につよく私の心に痛みを覚えさせます。出来ればあなたの苦悩を
軽くしてあげたいものです。スール・ユルシュールはあなた方に大変必要な人だと分かっ
て以来、スール・ユルシュールをこちらに帰してくれるようにあなた方に頼んだことで大
変心を痛めました。あなた方のところにポストラント (postulante, 志願者) がいなくなっ
たら、あなた方のところへ人を送らなければならないだろうと感じています。でも私たち
のところには、ポストラントとノヴィス (修練者) しかいませんし、誓願者が少なくて、
哀れです。
3

私は、裁縫のためスール・アポロニをあなた方のところに送ることで、神父さまにお

手紙を差し上げました。それにまた、スール・アポロニは修道院の中の仕事でもいい手助
けができますので。彼女はまた要理を教えることも上手です。仕事場で要理を教えてい
るのは彼女です。あなたも彼女のことは知っていますが、激しい性格の持ち主です。場所
を変わることが彼女の魂のためになることを願っています。私はすべてについて親愛なる
64

この地方では “lie” という語は tresse (組み紐) を指していた。
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ユルシュールに聞きました。私はすべてのことに関心があります。私の心はあなたが苦
しむことを苦しみ、あなたが喜ぶことを喜びます。
4

勇気を出しましょう、親愛なる姉妹、冠は戦いに値します。冠は私たちの頭上に吊る

されています。その冠をいそいで奪い取るようにしましょう。かつて私が写していた古
い文書を見つけました。あなたはその中に、何か慰めになる考えを見つけることが出来る
でしょう。
5

フレール・ダヴィドがあなた方を喜ばせてくださるでしょう。氏は、私たちのフレー

ル (Frère, 兄弟) の方々の熱意を話してくださるでしょう。フレールの方々のところには

300 名近くの子供たちがいますが、フレールの方々はこの子供たちを立派に躾けています。
6

ヴィルフランシュの若い長上の方からお手紙を戴きました。あちらのコングレガシオ

ンは大変うまくいっています。会員は 200 名です。コングレガシオンの若い会員の何人も
が熱意の事業に携わっています。そして、彼女たちのひとりひとりが教話で聞いたこと
を自分の家で話します、このようにして善が広まっていくのです. . . これは神さまの事業
です。
7

親愛なる私のマリー・ジョゼフが試練期 (probation) をしていることを申し上げましょ

う。彼女の召命は私にとりましては本当に慰めとなってくれます。
8

親愛なる私たちのルイズ・マリーが、天に昇られた神なる花婿のところに行くのでは

ないかと本当に心配です。私たちの心は悲しに包まれています。
9

コンセイ (Conseil, 評議会) にダヴィド氏に出席して戴いて、スール・ユルシュールが

あなた方に必要かどうか検討してください。それ次第では、すぐに彼女をそちらに送りま
す。スール・カトリーヌのためにはどうしたらよいか、ダヴィド氏と検討してください。
10

エリザベト・コルデがスール・ジュスチーヌの名前で入りました。若いロベールは「聖

霊降臨の主日」に入ります。まだしばらくの間、寄宿生として修道院の外で過ごしことに
なります。
11

私たちの大切なトナンは召命の実りがありませんね。

12

親愛なるサント・フォワに、そちらに病人が出た場合は、適当と判断される限りご聖

体拝領が許されている、とお伝えください。
13

親愛なる子供、イエスさまが天に昇られるのにあずかって、イエスさまに修道会全体

の上に祝福をお願いするために、あなたをオリーヴ山に残します。私は木曜日の昼、オ
リーヴ山であなたとお会いする約束をします。
14

天におられる私たちの花婿のみ心において、すべての娘たちに心からの口づけをおく

ります。
スール・マリー・T.
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15

こちらの姉妹全員からそちらの姉妹全員に口づけをおくります。ムラン師が私たちに

くださった立派な本をあなた方に貸します。ストラスブールに修道院を設立する話があ
ります。ドイツとの国境です。もし、この話が神さまの栄光のためであるなら、成功しま
すように、慈愛なる神さまにお祈りください。ダヴィド氏のお話では、男子の修道院と女
子の修道院が要請されているということです。

436. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 6 月 5 日

聖霊、来て私たちを照らし、燃え立たせてください。
親愛なる私の娘、
2

親愛なるスール・アポロニとスール・ユルシュールがあなたの群れに加わることにな

ります。スール・カトリーヌをこちらに帰してください、彼女は私たちに必要となってい
ます。このスール・アポロニを聖人にしてください、彼女には黙想をさせなければなりま
せん。彼女は総告解をしたいと願っています。こちらで彼女にしてあげられなかったこ
とをそちらで補ってあげてください。と申しますのも、実際彼女は仕事につく前に試練期

(probation) への受け入れ式も受けていませんし、黙想も全然していませんので。彼女に
は「潜心」の基礎を築いて欲しいのです。私はあなたの方で、ラリボ師に出来るだけ早く
来て戴くように、願って欲しいと思います。ラリボ師は彼女に素晴らしい助言をしてくだ
さるでしょう。師に、私からと申し上げて、イエス・キリストの名において、親愛なるこ
の人を私と同じようによろしくお願いします、とお伝えください。
3

スール・カトリーヌを送り出す時に、この親愛なる姉妹についてあなたの意見を、メー

ル・サン・ヴァンサンに書いてください。スール・アポロニは裁縫で大変疲れます、おそ
らく彼女はスール・ドジテと、授業と裁縫を分かち合うことが出来ると思います。どうす
る方がいちばんいいか検討してください。
4

勇気を出しましょう、親愛なる私の姉妹、聖人を養成するように努めましょう。でも、

自分自身が聖人になることを忘れないようにしましょう。聖なる長上なら、その共同体を
聖なるものにすることが出来るでしょう。私たちにとって謙虚になるなんという理由で
しょうか。親愛なる姉妹、私たちはこのような任務に呼ばれていて何としあわせなことで
しょう。神さまのお恵みによって、私たちが神さまのご計画に相応しくない者とならない
ように努めましょう。
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5

かわいそうなスール・サクルマンはお祈りをたくさん必要としています。彼女の頭は

気の毒にひどく病んでいます。この親愛なる魂のために、ぜひ神さまにお恵みを戴ける
ように努めましょう。スール・アポロニが私たちの共同体について、あなたが望む詳しい
ことを知らせてくれるでしょう。スール・ルイズ・マリーは前よりも良くなっています。
スール・スタニスラスも良くなっています。でも、スール・エリザベトは前よりも苦しん
でいます。
6

コングレガシオンのクルプ (coulpe, 自白忠告会) は大切なことです。そのことではボル

ドーの神父さまに手紙を書いて、お考えをお伺いしてください。ボン・ペール (bon Père)
は私にお手紙をくださって、あなたにはもっと頻繁にお便りをさなるということでした。
でも、神父さまは、あなたの慰めや悩み事をあなたが神父さまにお知らせすることを望ん
でおられるようです。
7

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、心からあなた

に口づけをおくり、あなたを愛します。
スール・マリー
8

親愛なる私たちの姉妹たちによろしく。

9

マドゥモワゼル・リサンから、彼女のために、パドアの聖アントニオ† と聖ヨゼフに対

してノヴェナ (9 日間の修業) をして欲しいとのことです。

437. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 6 月 17 日

聖なる三位一体‡ 、私はあなたを礼拝します。
2

親愛なる娘、かわいそうなスール・アポロニの状態にはとても悲しい思いをしました

が、ムラン師に宛てたあなたの手紙で慰められました。それは、彼女のために私たちがし
ている、
「ヴェニ・クレアトール (Veni Creator§ )」のノヴェナ (9 日間の祈り) の結果だと
思います。私は本当にこの平和が持続して欲しいと思いますし、彼女が彼女の聴罪司祭と
†

編者註：パドヴァのアントニオ (1195 年-1231 年 6 月 13 日)。フランシスコ会の司祭、教会博士。
編者註：聖霊降臨の主日の次の日曜日。
§
編者註：Veni, Creator Spiritus, 来たり給え、創造主なる聖霊よ
来たれ、創造主たる聖霊よ
人間たちの心に訪れ
なんじのつくられし魂を
高き恵みをもってみたしたまえ
‡

616
尊敬すべきラリボ師に、全幅の信頼を寄せて欲しいと思います。常にこの尊敬すべき神父
さまに、—気候のいい季節には—出来るだけ頻繁に来てくださいますように、また指導を
引き受けてくださいますようにお願いしてください。私は神父さまにそうして戴くことを
心からお願いします。
3

スール・サン・テスプリが彼女の兄弟の方にウールをお願いしたのは、それはそれで

慈悲深き主と呼ばれし御身
至高なる神の賜物
それは生の泉・火・愛
そして霊的な聖なる油
われらが肉体の弱さを
絶えざる勇気を持ち力づけ、
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ
敵を遠ざけて
ただちに安らぎを与えたまえ
先導主なるあなたにならって
われらをすべての邪悪から逃れさせよ。
御身は 7 つの贈り物により
御尊父の右手の指にいらっしゃる
御尊父より約束された尊い者なる御身
人の喉に御言葉を豊かに与え給う
御身によってわれら尊父を知り、
御子をも知らせ給え。
両位より出現した聖霊なる
御身をいつの時にも信ぜさせ給え。
光をもって五官を高め
愛を心の中に注ぎたまえ。
来たれ！ 創造主なる聖霊よ
慈悲深き主と呼ばれた御身
至高なる神の賜物
天の喜びを贈り給え
大きな報いを与え給え
争いの結び目を解き、
平和の誓いを堅くし給え。
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かまいません。そのことで清貧に反することはありません。でも、事前にあなたの許可が
必要でした。あなたはその許可を与えることが出来たのです。
4

あなた方の生徒の両親があなた方に果物や料理したものをしばしばおみやげに持って

来るのですが、それは、主人から盗んだ物だということを聞いています。あなた方の教話
の中で盗みについて話さなければなりません。そして、おみやげを持って来た時疑う理由
があれば、それがどうした物なのか調べてみなければなりません。そのようなことがあれ
ば悪い結果を生むことになります。ドゥ・ブルエ夫人が、私たちのことを思ってそのこと
を私に話してくださいました。
5

聖体仮安置所は中庭につくらせていいでしょう。

6

親愛なるスール・サント・フォワのためにエルザレムのバルサム 2 瓶を送ります。水

肺のブイヨンをとる前に 2 匙† 飲みます。
7

会則の誓願の章に誓願の書式があります。あなた方の誓願更新のためにこの書式を写

してもいいでしょう。
8

黙想の間は、すべての授業、応接室での話などは中断しなければならないでしょう。あ

なた方のところへ誰か人を送ることが出来るかどうか検討してみましょう。
9

聖霊の平和と喜びが、小さな共同体の中にありますように。私は親愛なるクララに口

づけをおくり、クララがトナンに滞在している間に、霊的な善をたくさん貯えるように
願っています。あなたはクララの魂の善のために、クララに小黙想をさせなければならな
いでしょう。クララはトランケレオンの「小さな宣教者」です。この小黙想の間に、彼女
は自分のことを考えなければなりません。
10

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストにおいて私のすべてをあ

なたにささげます。
スール・マリー
11

スール・カトリーヌは相変わらず体の具合がとても悪いです。それでも彼女は無事に

旅行をしました。すべての姉妹たちによろしくお伝えください。こちらのコングレガシ
オンのために祈ってください。
ただちにやすらぎを与えたまえ
先導主である御身にならって
われらをすべての悪より逃れさせよ。
主なる父に栄光あれ
死よりよみがえった
聖なる子、そして聖霊に
千代に渡って栄光あれ。
†
編者註：原文では 1 匙となっている。
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12

こちらの姉妹たちは、裁縫を習っている子供たちには書き方は一生懸命に教えるべき

ではない、子供たちの注意をあまりにそらすから、という意見です。書き方はそれほど重
要なことではないと言うのですが. . . でも、子供たちは書き方を学んだ後裁縫を習うこと
もできます。
13

スール・カトリーヌが彼女の姉妹の方々の話を私にしてくれました。私はスール・カ

トリーヌに、もし姉妹の方々の召命が本当にあれば、入会することができるでしょうと
言っておきました。私は深入りはしません。彼女は、あなたが彼女の姉妹の方々に話をし
てくれるように願っていますが、あまり深入りはしないでください。
14

スール・アンヌに一言書いてください。あなたが何も書いてくださらないので、彼女

は少し気にしているのではないかと心配しています。
15

あなたがバボに一言書いてくださることを願っています。バボは自分の救いについて

絶望の誘惑を受けています。彼女は重い病気に罹っています。
16

スール・カトリーヌはあなたからのお手紙を受け取りました。彼女からそちらのすべ

ての人によろしくとのことです。
17

あなたにスール・ユルシュールの肌着を 12 枚送ります。その肌着が彼女のものだか

らというわけではなくて、あなた方には下着類が欠乏しているからです。私たちはハンカ
チをつくってもらっていますのであなた方にも送ります。あなた方にウールを送ります。

438. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1821 年 6 月 23 日

ご聖体の中にいらっしゃる私たちの主イエス・キリストがとわに讃えられ、崇められま
すように。
2

親愛なる私の姉妹、もう 1 ヵ月以上も前から、あなたとお話しする時間を見つけよう

としているのですが、いつもいろいろと仕事が出てきてなかなか出来ません。でも、今日
はあなたとお話しする時間を取りました。これは、私にとりましては本当に慰めとなり
ます。
3

そちらのコングレガシオンが大変うまく行っているとお伺いして喜んでいます。正直

に申し上げまして、コングレガシオンは私が特に好きな事業です。私はこの事業に 16 歳
から携わっています。(あなたは、私が 16 歳からと言うのに驚かれることでしょう。) そう
です、この年齢で私は、お嬢さんたちを霊的な小さな会に入れようと熱意に燃えていまし
た。田舎に住んでいましたので、文通によってこの「会 (Société)」を運営していました。
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30 リュー† 離れたところにいる人たちに手紙を書いていました。この「小さな会 (Petite
Société)」が、私たちの修道会の揺籃 (ゆりかご) となったのです、この「小さな会」の中
で、私たちの修道会の最初の人たちが育まれたのです。
4

1809 年、フィジャックに出向いた折に、私はあなたのことを耳にしました、そして、

あなたに私たちの「会」に入って戴きたいと心から願ったのですが、その機会がありませ
んでした。そういうこともあって、慈愛なる神さまが私たちの関係を許してくださってい
るのだと思いますし、神さまはそこから、神さまの栄光を引き出すことを望んでおられる
のだと思います。服従の気持ちをもって神さまのご計画を待ちましょう。
5

毎日曜日、会員のある人たちを呼び出して、それを 4 つのグループに分け、そして毎

月、全会員が呼び出しを受けるようにしてもいいでしょう。そのようにして、それぞれの
フラクシオン (fraction, 支部) を同年齢、おおよそ同じ身分の人たちで構成出来るでしょ
う。そして、それぞれのフラクシオンには、ひとりのオフィシエール (Oﬃcière, 支部長)
がいるようにしなければならないでしょう。そうすればもっとよく監督することが出来る
でしょう。私たちはさらに、集まりの会場を整理したり、また行列、埋葬などのために召
集をかけたりするために、何人かのゼレ (zélée, 献身的な人) を任命しています。私たち
は、コングレガシオンの会員として受け入れる前に、かなり長い志願期をさせています。
その人の心構え次第では、時々 1 年に及ぶ場合もあります。
6

さらに私たちは、私たちのところで事業も行っています。それは黙想です。黙想は修

道院とは別の敷地内でしていますが、修道院に隣接しています。そこに 1 週間とか、2 週
間の予定で黙想者を受け入れます。ひとりの担当の修道女が黙想者の黙想、コンフェラン
ス (conférence, 講話) などの面倒を見たり、黙想者の魂の必要に応じた読書をさせたりし
ています。そのようなことで何らかの善を行っています。黙想者は深い静寂を守り、修道
女は、務めのためまた休憩時間にちょっと顔を出すためにだけ、そこに行きます。黙想は
黙想者の熱心を呼び起こします。通常はひとりで黙想します。私があなたにこのような
ことを申し上げるのは、後になってマルティ師が、あなた方のところにこのような黙想の
導入を考えられる場合に備えてです。
7

私に悲しい思いをさせている姉妹は前とあまり変わらない状態です。この姉妹のため

に神さまにお祈りください。
8

こちらの病気の人たちは、ひとりのポストラント (postulante, 志願者) を除いて少し

良くなっています。このポストラントはずっと病気で、出なければならないのではないか
と心配しています。
9

さようなら、親愛なる私の姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいて私のすべてを

あなたにささげます。
†

編者註：欧州に存在した距離の単位。地方により長さは異なるが、1 リュー ≑ 4km。
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スール・マリー

439. トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛
+J. M. J. T.

1821 年 6 月 27 日

イエスさまは私の愛です。
2

親愛なる私の娘、ペトルがそちらに行く機会を利用して、あなたに一言申し上げたい

と思います。親愛なるこの姉妹に話をしてあげてください。この姉妹はお恵みを続けて
戴いているのに、しばしばこのお恵みに不忠実です。
3

親愛なる私の娘、神さまの聖なる家にいるというお恵みに対して、私たちは神さまに

どのように報告しましょうか。救いに対する多くの危険から私たちを守ってくれた私たち
の召命のことで、主を讃えるために永遠には十分な長さがあるのでしょうか。お返しに、
私たちが修道生活の小さな苦しみ、主が求められる放棄、他人の欠点などを堪え忍ぶのは
正当なことではないでしょうか。
4

神さま、修道者が何を嘆くことがあるのでしょう。神さまが修道者のすべての代わり

をしてくださるのではないでしょうか。ご聖体拝領は、そのすべての苦しみの償いをして
くれないでしょうか。さあ、勇気を出しましょう。私たちは聖人たちが歩いた道を歩いて
いるのです。十字架の聖なる旗印を放棄しないようにしましょう。旗印はかかげられて
います、聖人たちが私たちに先行しました、道はつけられています、聖人たちの後に従っ
て歩きましょう。もう一跳びで吊り下げられている冠は私たちのものです。
5

親愛なる娘、私が私の神なる花婿、私の至愛なるお方に対して惜しみない心をもつこ

とが出来ますように、私のために祈ってください。
6

暑さに少し苦しめられていますが、私たちは大変元気です。地獄や煉獄はもっと暑い

のです。ある修道女が涼をとるために冷たい水に手を入れたために、2 時間煉獄で過ごし
ました。
7

私たちの姉妹たちによろしくお伝えください。私はすべての姉妹に心からの口づけを

おくります。
スール・マリー・T.
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440. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M,J. T.

1821 年 7 月 2 日

イエスさま万歳、イエスさまの十字架万歳。
親愛なる、そして愛する私の娘、
2

あなたのお母さまがかわいそうにご病気です。去年ノートル・ダムから帰られた時と

大体同じような状態です。お母さまの看護は十分にしています、信じてください。私も出
来るだけお母さまの側にいてあげるようにしています。お母さまは生理が止まっています
ので、今はヒルに血を吸わせています。お母さまがあなたへの伝言を私に頼まれました、
「私は神さまのみ旨を心から甘んじ受けます。そしてもし、神さまが私を自由にされても、
心配しないでください。また私はさらに、もっと神さまのみ旨に常に従うことを望みま
す、そしてまた、新たな聖なる生活をする覚悟は出来ているつもりです。
」大体このよう
なお言葉でした。タイエ師とムラン師がお母さまを見舞いに来られました。お母さまは
安定した状態で喜んでおられます。お母さまのために慈愛なる神さまに祈ってください、
そしてラリボ師にも、お母さまのために祈ってくださるよう頼んでください。忍耐をもち
ましょう、そして、神さまのご意志に完全な服従を示しましょう。次の便の手紙で、お母
さまのご容体をお知らせします。
3

私たちの主イエス・キリストにおいてあなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー

441. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 7 月 4 日

イエスさま、来て私たちを救ってください。
親愛なる私の姉妹、
2

お母さまの病状は大変良くなりました。昨日と今日、小窓でご聖体を戴きました。こ

のようですから、お分かりのようにお母さまの状態はもう心配いりません。ヒルの効き目
が大変あったのです。お母さまはその日の晩にはもうすっかり良くなられました。
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3

あなた方の大黙想が近づいて来ます。ラリボ師には、長上としてあなた方の誓願を受

け入れて戴くために、土曜日かその後の月曜日においで戴かなければならないでしょう。
日曜日に、こちらと同じようにミサ中に、ご聖体を安置して、誓願の更新をしてください。
4

以下が、私があなた方に勧める黙想の時間割りです。

朝

：1 時間の祈り、半分は声を出して、半分は静かに。

9時

：会則の朗読

10 時半：1 年間の誓願の果たし方について、30 分の反省あるいは糾明。毎日ひとつの誓
願をとってもよい。

2時

：3 時までコンフェランス、この時間に誓願に反する過失の赦しを願うため「償い
の式」を行い、
「パルチェ・ドミネ (Parce Domine† )」を唱える。

4時

：「聖なるおとめマリアの聖務日課」、黙想中毎日唱える。

5 時半 ：1 時間の黙想、半分は声を出して、半分は静かに。
5

後の時間は随意に、黙想、働き、祈り、読書. . .

6

あなたが朝の黙想とコンフェランスはしてください。ドジテは晩の黙想、スール・サ

ン・テスプリは会則の朗読と糾明の要点です。スール・サント・フォワは 3 時の「償いの
式」です、もしスール・サン・テスプリが疲れすぎているようでしたら、彼女を朗読から
解放してください。
7

応接室での話も外の仕事もしません。霊的収穫のこの時期に、あなた方の心に、平和、

静けさ、聖霊の喜びがありますように。土曜日は大斎です。
8

黙想の週の間の特別告解のために、ラリボ師に通知してください。それに、神父さま
†

編者註：Parce Domine, 主よ、赦し給え
主よ、赦し給え、御身の民を赦し給え
とこしえにわれらに怒りを向け給うことなかれ。
1. われら、護り給う御者の怒りに膝を屈し
裁き主の御前で嘆かん
嘆願の口もて叫ばん
われら皆伏して言わん。
2. われらの悪によりてわれら御身に背き奉り
天主よ、御身の御憐れみを
われらの上に注ぎ給え
罪を赦し給う御者よ、赦しを与え給え。
3. 好ましき時を与え
涙の小川を与え給え
犠牲の心を洗い清め給え
喜ばしい愛がそを燃え上がらせるなり。
4. 慈悲深き創造主よ、聴き給え
嘆きを伴うわれらの祈りを
この聖なる断食の日に
四十日の祭りの日に。
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がそこにいらっしゃることは、平和を保つために必要でしょう。
9

私がいつも、より一層愛している親愛なる私のすべての娘たちに、よろしくお伝えく

ださい。病状が良くなっていたスール・ルイズ・マリーはまた風邪をひきました、残念
です。スール・カトリーヌはどうにかこうにか元気にしています。彼女は、スール・アン
ヌが裁縫をしている晩は受付の係をしています。
10

スール・アポロニが行っている善が私の大きな慰めとなっています。彼女に心からの

口づけをおくります。
11

私の優しい友、私たちの主イエス・キリストにおいて心からあなたに口づけをおくり

ます。
スール・マリー

442. コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
1821 年 7 月、ロロットの伯母が亡くなりました。彼女がノヴィシア (修練院) に入る最大の障害が無く
なりました。ロロットの召命を常に支持していたシャミナード師はすぐにロロットに手紙を書き、その束縛
を打ち砕くように彼女を励ましました。師はその手紙 (L.C. no164) をメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセ
プシオンを通して渡しました。メールはそれに一言付け加えています。

+J. M. J. T.

1821 年 7 月 6 日

親愛なる私の姉妹、ボン・ペール (bon Père) が封印をしないでこの手紙を私に送って
くださいました。私はこの手紙に、神父さまの表現に従って、あなたのために私の心が私
に書き取らせることを付け加えます。もし、カステックス師が賛成してくださればの話で
すが、今月の 22 日に始まる私たちの黙想会においでになりませんか。私はすべてにおい
て氏の慎重さにお任せしますが、少しでも遅らせることは誘惑だと思います。
2

親愛なる私の娘、イエスさまとマリアさまにおける私の深い愛情を受け取ってくださ

い。そうです、イエスさまのためだけ、イエスさまにおいてだけ、その神なるみ心の中で、
とわに心を合わせましょう。
スール・マリー
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443. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1821 年 7 月 13 日

神さまのご意志、あなたは私の愛です。
2

親愛なる私の姉妹、私の母があなたの町に行く機会を利用して、あなたとお話ししま

す。私は、主が十字架によってあなたを訪れてくださったことをお伺いしました。私は心
から慈愛なる主に、あなたに健康を返してくださいますようにお願いしました、—もし、
それが少なくとの主の栄光のためであるなら、と申しますのも、私の願いはこの条件に
よってだけですから—。でも、親愛なる私の姉妹、すべての必要な治療をするようにあな
たにお願いします。あなたは、あなたの娘の方々に対してその義務があります、あなたの
修道院に対してその義務があります、多くの人々への神さまのお恵みの道具としてあなた
を使おうと望んでおられる神さまに対して、その義務があります。さあ、親愛なる私の姉
妹、この十字架に口づけをして、そして、それを大切にしてください。これは、神さまが
あなたに提供してくださる貴重な宝石です、これは神さまがあなたに贈ってくださる冠の
刺 (とげ) です。
3

自愛してください、出来るだけあなたの仕事を中断してください、あなたの血を酸っ

ぱくする心配事に身を任せないでください。すべてにおいて神さまのみ旨に委ねてくださ
い。今のあなたの完徳は、神さまのご意志に対する服従の中になければなりません。神さ
まのご意志に対する服従は、聖人をつくり、そして、常に聖人を特徴づけてきた徳です。
4

今度はあなたの大切な修道院についてふれましょう。新しいポストラント (postulante,

志願者) がいますか。聖なる服を着けることになっている人たちか、あるいは誓願を立て
る人たちが何人かいますか。
5

私たちは、誓願の更新を準備するために、今度の日曜日黙想に入ります。私たちがこ

の聖なる誓願を立ててから 4 年になります。でも残念なことに、この聖なる約束に反して
どれほど多くの過ちを犯したことでしょう。私は自分について嘆き悲しむことがなんとあ
ることでしょう。何と長上は哀れむべきなんでしょう。長上は他の人たち以上に自分の
ことを疎かにします、でも、長上はより以上に聖人である必要があるのです。もし私たち
が聖人であるなら、やがて私たちの共同体も聖なるものとなるでしょうが。私たちがこの
聖なる黙想を有効に活かすことが出来ますように、神さまにお祈りください。
6

コングレガシオンのことは今までと同じように満足していますか。オフィシエール

(Oﬃcière, 支部長) の方たちは多くのことであなたの代わりが出来るようになっています
か。と申しますのも、これがとても重要だからです。あなたの仕事を減らし、そしてま
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た、あまりにも多くの二次的仕事の原因を減らすためにも、コングレガシオンの会員にし
ばしば会って、若い人たちを指導することが出来る立派なオフィシエールを選ぶことで
す。あなたはこのオフィシエールの方たちを指導したらよろしいでしょう。そうするこ
とによって、あなたは多くの応接室での会話を免れることが出来るでしょう。応接室での
話がいつも出来るだけ減らさなければなりません。と申しますのも、あなたもご存じのよ
うに、応接室は緩みの源です。
6

長上は特に、その配下の修道女のために尽くす義務がありますので、あなたには、あ

なたの監督の下で、もっぱらコングレガシオンの指導に当たる修道女がひとりいなければ
ならないでしょう。
8

御免なさい、親愛なる姉妹、私こそ人からの助言を大変必要としているのに、厚かま

しくもあなたに助言などしたりして。私にも同じように助言をしてください。私は、忍耐
と心の苦行について教えを説いて戴く必要があります。
9

さようなら、親愛なる私の姉妹、慈愛なる主の十字架の下で、私のすべてをあなたに

ささげます。
スール・マリー
親愛なるあなたの娘の方々によろしくとお伝えください。

11

444. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 7 月 19 日

大聖ヴァンサン† 、私たちのために取り次いでください、そして、あなたの大きな愛徳
を私たちに得させてください。
親愛なる、そして愛する私の娘、
2

私たちは砂漠のおく深く入って行こうとしています。この聖なる時の間に、全く新し

い生活を始めるために、立派な自覚と聖なる決心の豊かな貯えをするように努めましょ
う。そうです、これが、私たちのすべての面における本当の刷新であって欲しいと思いま
す。先ず私たちは本当の修道者でありたいものです。

†

編者註：ヴァンサン・ドゥ・ポール (1581-1660)。ヴィンセンシオの宣教会を 1625 年に、ルイーズ・
ドゥ・マリヤックとともに愛徳姉妹会を 1633 年に創立する。聖ヴァンサンの祝日は当時、7 月 19 日。
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3

あなたは私にこの黙想の間の許可を願っていますが、以下が私があなたに与えること

が出来ると思う許可です。
4

毎日朝食に、パンは何もつけずに食べることはいいと思います。でも十分な量を食べ

てください。
5

水曜日と金曜日の鞭打ち。これで十分です。それ以上のものは願わないでください。

そして、もしそのようなことをすることが心に不安を起こす機会になるなら、ある偉大な
聖人の模範に倣って、愛徳を実行する方を選んでください。そのようなことを実行したい
と思うあなた方の願望がすべてを補ってくれるでしょう。
6

あなた方がちょっと困惑していることがあると、ベロック夫人からお聞きしました。

あなた方がロンピアンの女性の方たちに教室で食べさせたことを了承します。あなた方
が適当と判断する時にはそのようにしてもいいでしょう。
7

スール・ユルシュールのため、たくさん祈りましょう、今はこのことだけ言っておき

ます。ラリボ師には彼女の状態を知らせて欲しいと思います。アルバネール夫人はいかが
ですか。夫人のことについては、黙想のすぐ後そちらに行かれることになっている神父さ
まと一緒に決めてください。でも、夫人は結婚されて、名前も変わったことでもあります
ので、神父さまはおそらく夫人を受け入れることがお出来になると思います。
8

勇気を出しましょう、親愛なる私のテレーズ、天におられる私たちの魂の花婿に私たち

のすべてをささげましょう、私たちの花婿に対する奉仕に心から献身を尽くしましょう。
あなたには、この黙想の間にささげるべき犠牲があるだろうと、私は予想します。あなた
はこの黙想を、あなたがしたいようにはすることが出来ないでしょう。長上は殆ど自分に
は属しません、愛徳が私たちの潜心の欠けたところを十二分に補ってくれます。でも、多
くの仕事にもかかわらず、常に神さまと一致しておられるボン・ペール (bon Père) のよ
うにするように努めなければならないでしょう。これは、私たちの仕事を立派に行う方法
だと思います。
9

私は、あなたがこの黙想を有効に活かすことが出来るよう願っています。

あなたには神さまとの日常的な一致を。
スール・サン・テスプリには従順を愛することを。
スール・サント・フォワには自分のものの見方の放棄を。
スール・ドジテには被造物からの解脱を。
スール・サン・フランソワには人から忘れられ、そして軽視されることを愛することを。
スール・アポロニには愛徳と優しさを。
スール・ユルシュールには神さまに自分自身のすべてをささげることを。
10

私に時間があればひとりひとりに一言ずつ書いてあげたいのですが、でもそれは、私

が出来るようになったらすぐにでも実行しましょう。それまで、私は心で、私が言葉では
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尽くせないほどひとりひとりを大切に思っています。
11

イエスさまとマリアさまの聖なるみ心において、あなた方すべての人に口づけをおく

ります。
スール・マリー
12

私たちのボン・ペールが来られます。トナンへは 8 月 1 日に行かれると思います。神

父さまのご訪問を活かすように努めましょう。ラリボ師が頻繁にトナンに来られて、神父
さまに会われることを期待しています。これはとても必要なことです。私たちは、神父さ
ま (Mr. l’Abbé) から依頼のあったノヴェナ (9 日間の修業) をすることになるでしょう。
9

スール・エリザベトは、健康回復のためしばらく家に帰って過ごすため、オベディア

ンスを神父さまから戴きました。出て行く時には、彼女の状態はひどいものでした。彼女
はオベディアンスによって出て行ったわけですから、時々、修道院に帰ってくる許可があ
ります。彼女のために祈ってください。

445. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 8 月 4 日

イエスさま、私のすべてとなってください。
2

親愛なる私の娘、大変忙しいのですが、マドゥモワゼル・モニュスのための本をあな

たに送り返す機会に、あなたに一言申し上げたいと思います。
3

ボン・ペール (bon Père) は水曜日 4 時に、親愛なるスール・アデライドとご一緒にお

元気でお着きになりました。私たちのことを知っているあなたなら、私たちの喜びがわか
るでしょう。でも残念なことに、ボン・ペールは本当に多くの用事がおありになるので、
こちらの姉妹の全員とお話しすることが出来ないのではないかと心配しています。そうい
うことになれば多くの姉妹たちをとても悲しませることでしょう。ボン・ペールは全員と
お話が出来ますようにお祈りください。私も、どのメール (mère) もまだお話し申し上げ
ていません。
4

神父さまは、私たちの信仰についてとても立派なコンフェランス (conférence, 講話) を

してくださいましたが、祈りについてのコンフェランスも私たちに約束してくださいま
した。ロザリオと夕食を早めて、晩にこのコンフェランスをしてくださいます。神父さま
は、一分も自分のための時間がありません。私が苦行の精神をもてますように、神さまに
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お願いしてください。と申しますのも、私が苦行を実行する必要があるのです。私のメー
ル、私は殆ど苦行していません。
5

私たちの黙想は深い静けさの中でとても立派に行われました。素晴らしいものでした、

今までこのような黙想をしたことは一度もありませんでした。あなた方の黙想も静かに行
われたということで大きな慰めを覚えました。神さまはそのかわいそうなはしために対し
て、何と慈悲深くいらっしゃることでしょう。慰めの時にも悲しみの時にも、神さまに対
していつも忠実でありましょう。神さまはいつも私たちの父、私たちの花婿でいらっしゃ
います。
6

私は、トナンの親愛なる共同体に神さまのみ旨に対する聖なる信頼をお勧めします、神

さまのみ旨に対する信頼は、すべての平和とすべての霊的善の源です。
7

あなた方は「聖母被昇天」の素晴らしい祝日に誓願の更新をするのですね。私はその

ことを喜んでいます。
8

スール・アデライドはまだノヴィス (修練者) にすぎませんので、彼女の衣服は使わな

いでください。彼女が出るような場合のために、保管しておかなければなりません。
9

さようなら、親愛なる姉妹、これ以上をあなたとお話しする時間がありません。イエ

スさまとマリアさまにおいて、こころからあなたに口づけをおくります。
スール・マリー
もしあなた方が衣服を必要としているのでしたら、私たちの衣服を送りましょう。

10

446. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 8 月 6 日

神さま、私たちの中に、本当の変容† を行ってください。
イエス・キリストにおける親愛なる私の友、そして姉妹、
2

ボン・ペール (bon Père) のご滞在は、神父さまがご自分にもっておられる平和、その

しっかりした教話、その素晴らしいお祈りによって、本当に豊かな恵みの時です。そし
て、神父さまがいらっしゃることで私たちにさせてくださる小さな苦行によってもそうで
す。私が苦行と申しますのも、神父さまは用事に忙殺されておいでです、それでよく分か
りますが、神父さまは私たち全員とはお話し出来ないでしょう。神父さまは、入会を願っ
†

編者註：8 月 6 日は変容の祝日
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ているたくさんの娘さんたちのために動きがとれないでおられます。修道院は一杯になる
だろうと思います。親愛なる友、私たちの指導を受けることになるであろうこの多くの魂
を、私が指導することが出来ますように、神さまに祈ってください。主は大きなご計画を
おもちです。
3

私はスール・アデライドに本当に満足しています。私は、トナンのあなた方の志願院が

もう少し首尾一貫したものであればと願っています。私たちは、トナンから来るすべて
の人たちがもっている精神について、満足しています。カトリーヌは大きな進歩をしま
した。
4

親愛なる姉妹、親愛なる私たちの娘サクルマンが私たちを喜ばせてくれたことを、あ

なたに申し上げましょう。神父さまは、コンフェランス (conférence, 講話) の中で、彼女
に償いをおさせになりました。彼女はその償いを立派にしたのです。これが長続きしま
すように、慈愛なる神さまに祈ってください。
5

親愛なるアデライドはベールを被ることになります。彼女のご両親に、垂れ頭巾 12 枚

と薄いパーケールのベール 4 枚をお願いして戴けませんか。彼女の衣服は彼女に送ってく
ださい、志願期の間、彼女自身以外はそれを使ってはなりませんので。
6

親愛なるメール (mère)、私たちの主イエス・キリストにおいて私の心からの愛情を受

け入れてください。
スール・マリー

447. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 8 月 8 日

神父さまは、宝くじは一種の賭事ですから、通常はこれを買うことは許されないとおっ
しゃています。でも、僅かなお金であれば罪にならないでしょう、あなたの良心に任せ
る、ともおっしゃっています。そのことがあなたに嫌悪を催させるのであれば、それはし
ないでください。でも、もしそのことが苦痛でないなら、また、券が安いものであるなら
一度はしてもいいでしょう。神さまの霊があなたを導いてくださいますように。
スール・マリー

448. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 8 月 17 日
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イエスさま、私の力、私のすべてとなってください。
親愛なる私の娘、
2

障害の中にあって忍耐しましょう。ボン・ペール (bon Père) はそちらに行かれる善意

はおもちなのですが、用事が次から次に出てきて、今日の出発が出来なくなりました。私
たちは、ついでの時にしか神父さまとお会いすることが出来ないわけですから、神父さま
がおいでになっているのは私たちのためではありません、神さまの栄光と魂の救いのため
です。それは、この聖なるお方が望まれ、そして、求めておられる唯一のことです。
3

私は神父さまから、あなたに手紙を書いて、あなたの共同体に日曜日の朝の誓願の更

新の準備をさせるように、依頼されました。コングレガシオンの会員の受け入れは晩に行
われることになるでしょう。時間を稼ぐために、あなた方にはミサの間に話をしてくださ
るように、神父さまにお願いしてください。そうすれば、コンフェランス (conférence, 講
話) の時にお話しされるよりも短い時間で済むでしょうし、個人的な面談のためにもっと
時間を取ることが出来るでしょう。時間が足りない場合は、神父さまと先に会う人たちの
中にスール・サン・テスプリを入れてください。
4

あなた方からラリボ師に、月曜日にトナンにおいで戴くように頼んでくださいと、神

父さまから伝言を頼まれました。
5

信仰と祈りについてお話しくださるように、ボン・ペールにお願いしてください。こ

れは、ボン・ペールの最も立派な二つのコンフェランスです。この 2 週間に、私たちは 6
回のコンフェランスをして戴きましたが、いずれも夜の大変遅い時間にして戴きました。
私たちは、普通、黙想の後にロザリオを唱え、そのすぐ後に夕食にしました。
6

私たちの神父さまの模範に倣って、私たちのすべてを神さまのより大いなる栄光のた

めにささげましょう。神父さまは私たちに、ただ自己満足のために何かをするようなこと
は決してしてはなりません、と言われました。親愛なる姉妹、自然的な満足のためにでは
なく、ひたすら善のためにボン・ペールとお会いしましょう。もし神父さまが、私たちに
対してよりも、他の人たちに話されることによってより多くの善をすることがお出来にな
るのでしたら、私たちはそれらすべてに満足しましょう。
7

ボン・ペールはこちらで、フレール (Frère, 兄弟) の方々のために数人の青年と、修道

院のために何人かのお嬢さんを募集なさいました。私たちは満足しなければならないので
はないでしょうか。
8

私たちはボン・ペールからお叱りを戴きました。ボン・ペールは、私たちコンセイ

(Conseil, 評議会) のメール (mère) たちを集められました。ボン・ペールは私たちが、もっ
と神さまの霊の中で、もっと信仰の精神をもって、私たちのコンセイを開くことを望んで
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おいでです。私たちがこの聖なる助言を有効に活かすことができますように、お祈りくだ
さい。ボン・ペールは本当に家長でいらっしゃいます。
9

私は、他の、金メッキした燭台 2 つ、聖櫃の前にかける深紅色の覆いのついた金メッ

キした棒 1 本、それにミサ用の瓶 (複数) を贈り物として戴きました。あなたのための贈
り物はあなたが取っておいてください。
10

スール・アデライドから、彼女がトナンで肌着 9 枚をもっていたことをあなたに伝え

るように頼まれました。
11

さようなら、親愛なる私のメール (mère)、とわに賛美される天におられる花婿におい

て、私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー

449. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1821 年 8 月 17 日

ラコサドさま、
私たちのボン・ペール (bon Père) がそちらに出発される機会を利用させて戴いて、あ
なたさまにご挨拶申し上げますと共に、私たちの大切な群れのことをいつもながらよろし
くお願い致します. . . 少しでもよろしいですから、ボン・ペールがすべての姉妹と会って
お話が出来ますように努めてくださいませんでしょうか。姉妹たちは誰もが、ボン・ペー
ルとお話できる慰めを必要としています。ボン・ペールはトナンには短い期間しかいらっ
しゃいませんが、その間に、ボン・ペールが姉妹たちのところにいらっしゃることが出来
ますように便宜をはかってくださいませんでしょうか。私は、ボン・ペールが月曜日に修
道院で昼食を取ってくださることを願っています。ボン・ペールが姉妹たちに与えられる
短い時間を姉妹たちから奪うのは、姉妹たちにとってとても辛いことだろうと感じます。
スール・サン・テスプリも私と同じ考えでしょう。
2

このお手紙を差し上げる理由は、私の子供たちに対する私の母としての愛と、子供たち

を慰めてあげたいとの願望ですが、あなたさまに対する感謝の気持ちも忘れていません。
3

私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・トランケレオン
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450. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
実際的なことから助修道女† (Compagne) の中で区別するようになりました。すべての助修道女は奉仕
の仕事をするように呼ばれていますが、能力のある助修道女は仕事場の仕事と授業に従事しました。この
ような姉妹が補佐修道女 (Assistante) です。

+J. M. J. T.

1821 年 8 月 23 日

マリアさま、あなたの家族を守ってください。
2

親愛なる私の娘、スール・アデライドのお母様がお帰りになる機会を利用して、あな

たに内密な話として一言申し上げます。
3

私たちのボン・ペール (bon Père) がトナンでなさったことを早く知りたいと思いま

す。こちらでは、ボン・ペールはたくさんのことをしてくださいました。ボン・ペールは
私たちのコンセイ (Conseil, 評議会) に、立派な方向づけをしてくださいました。私たち
はボン・ペールにいろいろお叱りを戴きましたが、とても大きな善をしてくださいまし
た。私たちを心安らかにしてくださり、そして私たちに、汚れなきマリア修道会の本当の
修道者でありたいとの願望をもたせてくださって帰って行かれました。
4

ボン・ペールは 3、4 人の人をポストラント (postulante, 志願者) として認めてくださ

いました、その人たちはまもなく入会するでしょう。マドゥモワゼル・デルマスは、スー
ル・サント・クレールと呼ばれることになるでしょう—神父さまが彼女をそのように命名
されました—。17 歳のお嬢さん、マドゥモワゼル・ガイエは 1 ヵ月後に入ります。パッ
サージュのジャンヌ・ボワは、近いうちに補佐修道女の助修道女として入ります。と申し
ますのも、助修道女の中に区別があります、補佐修道女と奉仕の仕事のための修道女で
す。補佐修道女は、他の修道女と同じように必要に応じて奉仕の仕事をしなければなりま
せんが、主に仕事場の仕事と授業に従事します。これは、善と事業と修道院を広めるため
です。ある身分の召命が外の身分よりも召命が少ないこともありますし、また、ある人を
メール (mère) にすることが謙遜と愛徳の点で懸念されることもあります。スール・アソ
ンプシオンのことを覚えていますか。スール・カトリーヌの妹さんが試練期 (probation)
への受け入れ式を受けました。彼女はスール・シュザンヌと呼ばれます。
5

私たちの感謝の祈りに心を合わせて戴くために、フレール・ダヴィドから戴いたばか

りのお手紙をあなたに送ります。
†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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6

神のより大いなる栄光のために広がって行きましょう。東洋から西洋に至るまで主の

み名が讃えられますように。主が至るところで知られ、すべての人の心によって愛され、
すべての被造物によって仕えられますように。
7

スール・ゴンザグが写したダヴィド氏の 2 回のコンフェランス (conférence, 講話) を

あなた方に送ります。ボン・ペールは、あなた方にコンフェランスをしてくださいました
か。何回してくださいましたか。
8

さようなら、親愛なる姉妹、私がこよなく愛する私たちの姉妹たちによろしくお伝え

ください。私たちの主イエス・キリストにおいて私の愛情を受け入れてください。
9

ラリボ神父さまはボン・ペールに会われましたか。
スール・マリー

10

かわいそうにスール・アデライドが病気です。彼女の胸のことが大変心配です。彼女

にはその兆候がすべて見られます。

451. バニェール・ドゥ・リュションのマドゥモワゼル・ロロッ
ト・ドゥ・ラシャペール宛
この手紙は、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンの了解を得てなされた決定を私たちに知らせ
てくれます。バニェール・ドゥ・リュション (オート・ガロンヌ県) での温泉治療の期間が終わっての帰り、
創立者の叔母、マダム・ドゥ・ラルム・トランケレオンと同行していたロロットは、オーシュに立ち寄るこ
とになっていました。ロロットはコンドムには帰らないで、オーシュから馬車でアジャンの修道院に向かう
ことになります。

+J. M. J. T.

1821 年 8 月 27 日

イエスさま、あなたは私のすべて。
親愛なる私の娘、そして誠実な友、
2

9 月 4 日の夕方、オーシュでは、コングレガシオンのひとりの親切な会員があなたのた

めに馬車を用意して、あなたを待つことになっています。私は、慈愛なる神さまにはあな
たの助け、あなたの援助者となってくださいますように、あなたの守護の天使にはあなた
の導き手になってくださいますように、聖なるおとめマリアにはあなたの星となってくだ
さいますように、お祈ります。
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3

親愛なる姉妹、あなたには、私たちのオギュスタンへの移転とトナンでの修道院の創

設の記念日をお祝いして戴くことになります。主が、私たちの集まりからその栄光を引き
出すことができますように。私たちは、主によりよくお仕えすること、主への奉仕に献身
すること、主の事業をおし進めること、主にもっと快く思って戴くこと、私たちの罪の償
いをすること、ただそれだけを意図しましょう。
4

主の事業は広まろうとしているように思われます、神さまの慈愛が特別な方法で本会

を守ってくださいます。神さまの慈愛を讃えましょう。
5

叔母には何も言わずに、手紙を残すだけにすることであなたに賛成です。その方がい

ちばんいいと思います。叔母には私からよろしくと伝えて戴いて、私の代わりに叔母を抱
擁してあげてください。
6

あなたに「手引き」を 2 冊送りましょう、1 冊 50 ソル† です。それにサンチュール (ceinture,

帯) 3 本も送ることにします。あなた方の募集について詳しいことを早く知りたいと思い
ます。イエスさまとマリアさまを知らせ、これに仕えさせるために、熱意に燃えましょう。
7

あなたの優しい母より。
スール・マリー

452. オーシュのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペー
ル宛
この手紙は 8 月 27 日の手紙を確認し、はっきりさせています。そしてそれに、宛先人がその決心をもち
続けるために適した励ましを付け加えています。

+J. M. J. T.

1821 年 9 月 3 日

聖なる天使、私の大切な娘の歩みを導いてください。
2

馬車と一緒に、コングレガシオンの私たちのひとりのオフィシエール (Oﬃcière, 支部

長) をあなたのために送ります。こちらに来ておられたダヴィド氏が、あなたを駅馬車で
誰かに迎えに行ってもらうように私の望まれたのですが。これは駅馬車を利用するとよ
り少し高くなりますが、こうすれば宿場で人にあなただと気付かれる恐れはありません。
それに 8 時間くらいでこちらに着けるでしょう。どこにも立ち寄ってはなりませんが、馬
車の中で食事ができます. . . ダヴィド氏があなたに送るようにと私にくださった書きもの
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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の写しを、あなたに送ります。それはあなたの旅行のための指示です。あなたが置かれて
いる状況でどうすべきか、何をすべきか考えてください。
3

親愛なる友、神さまだけを探しましょう。神さまに気に入って戴くことだけを望みま

しょう。そうです、私たちが行動するのは神さまのためだけです。勇気を出しましょう、
あなたはエジプトを出て、砂漠で犠牲をささげるためにくるのです。何を犠牲としてささ
げるのでしょうか。あなた自身を犠牲としてささげるのです、あなたを、いけにえとして
主に与えるのです。
4

報いを見てください、神さまに対する愛のために、自分の父、自分の母、そして、自

分に属するすべてを捨てる人たちに約束された、冠を見てください。あなたは、寂しげに
鳴く鳩のように、喜んで聖なる箱舟の方へ飛んで行ってください。あなたのためにこの聖
なる遁 (のが) れ場の門が開かれ、そしてもうその門が、あなたをしあわせな祖国へ、す
なわち、ここから天国へ旅立たせるためにだけしか、開くことがありませんように。私た
ちはあなたに出来るだけ早く来て欲しいと願っています。
5

あなたに「手引き」を 2 冊送ります、1 冊 45 ソル† です。そして、サンチュール (ceinture,

帯) 3 本も送ります。フレイスには会いませんでした。
6

さようなら、叔母には手紙は書きません。叔母には、あなたがこちらにおいでになっ

てから手紙を書くことにします。あなたのお手紙は叔母には、あなたが出発してから 2 時
間後にしか届かないようにしてください。
7

あなたの天使が、トビア‡ の天使と同じようにあなたを導いてくださいますように。マ

リアさまがあなたの北極星となってくださいますように。9 月 5 日は、どこでも、たくさ
ん祈っていただきます。
8

もう一度さようなら。私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげ

ます。
スール・マリー

453. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
シャミナード師が 8 月トナンに行かれた折、在俗の第三会にその組織を与えられました。スール・ドジ
テは第三会の若い姉妹たちの養成の責任を負わされました。

+J. M. J. T.
†
‡

1821 年 9 月 8 日

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
編者註：トビト記に現れるトビアと天使ラファエルのこと。
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マリアさま、あなたが私の母でいらっしゃることを示してください。
2

親愛なる私の姉妹、聖なるおとめマリアがあなたに、その特に愛される小さな群れ65 を

委ねられて以来、あなたにお手紙を差し上げていませんね。親愛なる私の子供、この小さ
な第三会に対する溢れるばかりのお恵みに値するために、あなたは、あなた自身を聖化
し、ますます進歩する義務があることを感じ取ってください。彼女たちは神さまにささげ
られたおとめたちですから、彼女たちを完全な生活の道に導いてあげなければなりませ
ん。彼女たちは、禁域のために私たちが出来ないことを修道院の外でするように呼ばれて
いるのです。彼女たちは汚れなきマリア修道会の本当の修道女です、人々をイエス・キリ
ストとマリアさまに引き付けるための、また、修道院の外や教会で子供たちを監督するな
どのための、餌の役割を果たしてくれるでしょう. . .
3

でも、親愛なるドジテ、あなたはどれほど謙遜の基 (もとい) を築かなければならない

ことでしょう. . . と申しますのも、ちょっとして傲慢でも、慈愛なる神さまのお恵みの邪
魔をしてとんでもない害をもたらすことになるでしょう。親愛なる私の娘、慈愛なる神さ
まがご自分のために、全体的腐敗の中にありながらその全き純潔を守って主に自らをささ
げようとするおとめの群れを養成されるため、あなたをお使いになることをお望みになる
からといって、いったいあなたは何者ですか。慈愛なる神さまは、哀れで虚弱な被造物に
対してご自分の力とそのご慈悲の奇跡をお示しになるために、好んでいちばん卑しい道具
をお使いになるのです。
4

勇気を出しましょう、私の子供。神さまに全幅の信頼を寄せましょう、そうすれば、私

たちは「いと高きおん方」のお力のすべてを戴いて、強い者となるでしょう。
5

メール (mère) は、他の人には手紙を書くのにメール・エンマヌエルには手紙を書かな

いし、殆ど返事もよこさない、とメールにお伝えください。そのことを少し苦にしている
と、メール・エンマヌエルはおっしゃっています。
6

親愛なる私たちのすべての娘たちによろしくお伝えください。イエスさまの聖なるみ

心において、娘たちに口づけをおくります。
スール・マリー

454. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.
聖霊、私たちを照らしてください。
65

トナンの在俗の第三会

1821 年 9 月 15 日
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2

絶えず私たちの勇気を奮い起こしましょう、親愛なる私の娘、落胆は決して神さまか

らは来ません、それは悪魔と私たちの利己心から来ます。私たちの過失と怠りを憎みま
しょう、でも、過失と怠りが私たちにもたらす卑しさは愛しましょう。これは偉大なる聖
フランソワ・ドゥ・サール† の教えです。
3

自分自身についてはあまり悪く話さないようにしましょう、そこにはしばしば、一種

の利己心が入り込みます。私たちの能力のなさについて話さないようにしましょう、私た
ちの能力のなさは人に見せておきましょう、でも、そのことについて何も言わないように
しましょう。私たちは精一杯、神のより大いなる栄光のために行いましょう、でも、成功
するかどうかについては心配しないようにしましょう、それは神さまの問題です。
4

フレール・ダヴィドについてとやかく言う人がいるかもしれませんが、そんなことは

気にしないでください。氏は少し激しやすい性格です。それに慈愛なる神さまは、ご自分
が望まれる道具をお使いになります、そして神さまは、犯罪からでさえも聖人を生まれさ
せることがお出来になります。勇気ある謙遜をもちましょう、自分自身を軽視しましょ
う、でも決して落胆はしないようにしましょう。あなたのご家族のために、その完全な回
心などのために祈ってください、そうすればすべてうまく行くでしょう。
5

あなたが私に話してくれた少し遅い夜の訪問については、呵責の気持ちをもつ必要は

ありません。でも次の時は率直に、遅すぎるように思うから外の日にした方がいいと言っ
てください。
6

親愛なるスール・ドゥ・ランカルナシオンは大変強い精神力をもっています、でも、彼

女の家族のためにたくさん祈ってください。彼女のお母さまは大変ひどい状態にありま
す、何も食べようとはしませんし、血を吐いたりなどしています。
7

私たちのノヴィシア (修練院) には人がたくさんいます。私たちがこの若いおとめたち

を、本会の精神と聖なる会則に従って導くことが出来ますように祈ってください。
8

スール・アデライドの病状は相変わらずとても悪いです。彼女はロバの乳を飲んでい

ます、そして発泡疹 (はっぽうしん) が出ています。彼女は肩、脇腹、腕の下に痛みがあっ
て、咳も少し出るし、ひどい頭痛がして生理も止まっています。ヒルを使って彼女の太腿
の血を吸わせました。でも生理には何の効果もありませんでした。ラコサド氏に相談し
てみてください。
9

スール・ルイズ・マリーの病状は日増しに悪くなっています、ベロック夫人は、回復

の希望をもっていません。汚れなきマリア修道会の会員は三つの教会の人の数を増やさ
なければなりません。親愛なるこの姉妹が、時間から永遠へのしあわせな死出の旅をする
ことができますように祈ってください。
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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スール・アポロニとスール・ユルシュールの話を聞かせてください、もう長いこと、

10

私は彼女たちの心の状態については何も聞いていません。
11

ご聖体の安置は「聖マリアの誕生」の祝日† 以外の日にすることが出来ますか。

12

クレラックの主任神父さまのためのお手紙を、フィジャックから神父さまのために送

られてきた 100 フランと一緒に、あなたに送ります。神父さまから、差出人の方に受領の
通知をして戴くようにしてください。
さようなら、親愛なる私の娘、あなたとそちらの共同体の全員に心からの口づけをお

13

くります。
スール・マリー
信仰にとってとても大切なあることのために、祈ってください。あなたからお願いの

14

あった買物をします。スール・サント・フォワのドレスのために、私たちのところにある
生地を、ドレスを縫うためのウールの糸と一緒にあなたに送ります。代金はいりません。
スール・アデライドのお母さまは、いつでも黙想においでになって結構です。でも、

15

お子さんとご一緒は困ります。
クレラック行きの便が見つかりました。主任神父さまのためのお手紙とお金は、マ

16

ドゥモワゼル・ルベ宛に送ります。見本がありませんので、カンティーユ‡ とパイエット§
は買って戴くことが出来ません。あなたからは見本を送るという話でしたが、私たちはま
だ受け取っていません。
私は親愛なるベルテールの奇跡を大変喜んでいます。神さまは本当に素晴らしいで

17

す。彼女の腕は短くなりませんでした。
新しいスカートはスール・サン・テスプリが使ってもいいでしょう。粗織綿布 (あら

18

おりめんぷ) 7 オーヌ¶ 、スカート 3 着、ストッキング 3 足、ジレ 1 着を送ります。

455. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
フォール・ドゥ・ラコサド氏は医者の仕事はしていませんが、かつて医学の勉強をしていました。氏は
いつも姉妹たちの健康状態に気を配る用意があります。

+J. M. J. T.

†

編者註：9 月 8 日。
編者註：刺繍用の金糸。
§
編者註：スパンコール。
¶
編者註：1 オーヌ =4 ピエ。1 ピエ =0.3048m。
‡

1821 年 9 月 18 日
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ラコサドさま、あなたさまのための委任状をヤナシュ夫人に署名を戴いて、あなたさま
に送り返します。あなたさまがトナンの修道院のためにしてくださるもろもろのご親切の
ために、あなたさまはまた、私たちからの正当な感謝の権利を獲得されます。慈愛なる神
さまだけがそれに報いることがお出来になります。それに、あなたさまはその報いだけを
望んでおられると思います。
2

スール・アデライドが重い病気に罹っています。胸、胃、肩、脇腹の痛み. . . 咳、熱、

すべてが肺結核の初期の兆候です。彼女はロバの乳を飲むように言われています。彼女
はロバの乳を 3 日飲んだのですが、続けることが出来ませんでした。カタツムリのブイヨ
ンも戻しました。今日何か効き目があればと、ヒルを使って太腿の血を吸わせたのですが
全然効果はありませんでした。彼女はひどい頭痛を訴えています。以上がこのかわいそ
うな子供の状態です、本当に心配です. . . 彼女はあなたさまの薬を信頼しています。あな
たさまが、かつて彼女に一種の葡萄酒を飲ませてくださったと彼女は言っています。それ
はある効き目があったのだと思います。それに、彼女の状態に適した治療法を胸が受け付
けないのです。
3

私の深い尊敬の気持ちを受け入れてください、この気持ちから、私はあなたさまのつ

ましいはしためです。
スール・マリー・トランケレオン

456. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 9 月 28 日

神さま、あなたのみ旨が行われますように。
2

親愛なる私のメール (mère)、神さまは私に悲しみをお与えになります、かわいそうな

アデライドが出ることを望んでいるのです。私たちは彼女にそれが誘惑であることを分
からせようとしたのですが. . . 彼女は治りたいのです、そして修道院では治ることが出来
ないと思っています。私は彼女にトナンの修道院に行ってはと勧めたのですが、彼女が
断りました。こういうわけで、彼女は家に帰ることを決心しているのです。治ったら、す
ぐにまた修道院に帰ってくることを考えているのです。でも、これはまた別の問題です。
私は彼女の召命をひどく疑っています、彼女は殆ど従順を示しませんでした。それに、こ
こで死ぬことの方を選んだスール・エリザベトのことを思い起こしますと、アデライド
においては、召命のことよりも健康を得たい願望が優先していることがよく分かります。
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アデライドは、明日彼女の母親と一緒に出て行きます。聖なる服を着けたばかりなのに、
その服を脱ぐとは何と悲しいことでしょう。神父さまは、印象づけるために修道服を脱ぐ
式を大いに重視することを望んでおられます。私たちは共同体には何も言わないつもり
です。ふたりのメールが応接室に行って彼女の気の毒な母親と話をし、他のふたりのメー
ルが彼女を黙想者のいるところに連れて行って、聖なるおとめマリアの連禱と「ミゼレレ

(Miserere† )」などを唱えながら、彼女に服を脱がせることになります。式後は、話をしな
いで深い沈黙のうちに、彼女を連れ黙想者が使う階段から、指導司祭室を通らせることに
なります。彼女に応接室にいる母親のところへ行くように言って、そしてドアは閉じられ
ます。その後応接室に行って彼女と話をし、そして、必要な助言などをすることになるで
しょう。
3

親愛なるこの子供をあなたに頼みます、あなたの子供ですから。彼女としばしば会っ

てください、いつも彼女の母親になってください。彼女は、何を自分が捨てるのか、分
かっていません。私はこの例が姉妹たちに強い印象を与えるのではないかと心配していま
す。でも、神さまのみ旨が行われますように。
4

私は、私たちの素晴らしい神父さまの助言を読みました、神父さまらしい助言です。

5

スール・サン・テスプリがラリボ師の指導に委ねられることを了承します。ラリボ神

父さまに、神父さまが私を忘れていらっして、この前の私の手紙にご返事をくださらな
かった、とお伝えください。それでも、私は神父さまの長女です、私は私の権利を失いた
くありません。
6

親愛なる姉妹、お互いのために、神さまに祈りの精神をお願いしましょう。と申します

のは、シャミナード神父さまは、私が会則に記されていることよりももっと少しお祈りを
するように望んでおられるのですが、私に殆ど信心がないのです。もし私たちが、祈りの
値と天におられる花婿との会話の値と聖テレジア‡ のような人が祈りの中で戴いたお恵み
の値、を知っていたら。祈りの中に、聖テレジアはこの崇高な教えの蜜をくみ取り、そし
て、それを自分の娘たちに分配していました。私たちも同じ泉でくみましょう。私たちが
祈りの泉にくみ、そして、祈りのうちに姉妹たちに言うべきことを準備するならば、私た
ちの面談、私たちのクルプ (coulpe, 自白忠告会) はもっと実を結ぶだろうと確信します。
7

勇気を出しましょう、親愛なる姉妹、あわれなはしためのための神さまのご計画を見

て、元気を出しましょう。落胆することのないようにしましょう。神さまは、私たちの聖
なる修道会に私たちをとわに結びつける優しい絆でいらっしゃいますから、私たちの力と
†

編者註：Miserere (憐れんでください) あるいは Miserere mei Deus (神よ、わたしを憐れんでください)
とは、詩編 51 のこと。
‡
編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
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なってくださるでしょう。
8

かわいそうな私たちのアデライドに託して、神父さまから戴いた助言とあなたから頼

まれた物をあなたに送りましょう。ラコサド氏に、私からお手紙を差し上げるつもりで
す、とお伝えください。
9

さようなら、親愛なる私の娘たち、私たちのとわに讃えられる聖なる花婿において、わ

たしの心はあなた方のものです。
スール・マリー
10

マドゥモワゼル・ルベに対するラリボ師のご指導、万歳。私は心から満足しています。

457. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 9 月 29 日

イエスさま、私のすべてとなってください。
2

親愛なる姉妹、前に申し上げましたように、アデライドがこの手紙をあなたに届けま

す。親愛なるこの子供を支えてあげてください。この子供のことをよろしく頼みます。
3

彼女の母親は、この黙想の間に大変力強いお恵みを戴きました。彼女の母親は特別告

解をしました。そして、彼女は、慈愛なる神さまが彼女に与えてくださった素晴らしい気
持ちによって、私に感銘を与えてくれました、彼女は大変深い痛快の気持ちをもつことが
でき、自分の罪をとてもはっきり知ることができたのです。彼女は忍耐の決心と甘受の
決心をしていますので、支えてあげてください。自分の娘の十字架を痛いほど感じてい
ます。
4

私はマドゥモワゼル・ルベからの手紙 (複数) をなくしてしまいました。彼女がまた私

に手紙をくださいましたので、それをあなたに送ります。第三会のために、熱心をかき立
てる小冊子を 1 冊送ります。この小冊子をマドゥモワゼル・ルベとラリボ神父さまにもお
見せしてください。
5

あなたにスール・ユルシュールのためのスカートと、そちらの貧しい人たちのために

厚手のウールを少々送ります. . . 貧しい人たちにはその半分くらいあげてください。親愛
なる姉妹、あなたの願い事が私に迷惑になることは決してありません。あなたの願い事を
叶えてあげられることが出来れば、その時はいつでも私は嬉しく思います。
6

私たちの尊敬すべき家長の立派な助言をあなたに送り返します。それを実行しましょ

う、そうすれば私たちは永遠に生きるでしょう。
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7

旗印の値段が上がっています、タフタ† 5 フラン 10 ソル‡ 、パイエット§ あるいは金属箔

8 フラン 10 ソル、全部で 14 フランになります、とマドゥモワゼル・モミュスにお伝えく
ださい。5 フランはもう戴いていますから、戴かなければならないお金は残りの 9 フラン
です。
8

私たちの元のアソシエ (associée, 協力者) のひとりの方から戴いたお手紙をあなたに

送ります、この方のために祈ってください。私たちの寄宿のポストラント (postulante, 志
願者) および外にいるポストラントのことを、慈愛なる神さまにお頼みしてください。
9

親愛なるメール・サン・テスプリによろしくお伝えください。私の手紙が彼女の役に

立ったということで、私は大変慰めを覚えています。彼女にお手紙を差し上げたかったの
ですが、用事に忙殺されていて、自分のためには 1 分の時間もないのです。
スール・ユルシュールの状態には悲しみを覚えます。私たちは、スール・カトリーヌの

10

負担を軽くするために、もうひとりの受付係の姉妹を受け入れることにしています。スー
ル・カトリーヌはなんとかやっています。魂の方はいいのですが、体の方が具合が悪いの
です。
私たちの共通の花婿において、心からあなたに口づけをおくります。

11

スール・マリー
メール・サン・ヴァンサンはスール・ユルシュールのスカートを 1 着しか見つけられ

12

ません。スール・ユルシュールが持って行ったのでしょうか。スール・ユルシュールは
ウールのジレを持っていますか。
13

もし私たちのところに外のウールがあったら、あなた方のところに送りましょう。

14

私はあなたがおっしゃっていることが分かりませんでした。スール・ドジテは話が出

来ないということですか。

458. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 10 月 12 日

イエスさま、私の王さま。

†

編者註：光沢ある平織絹。
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
§
編者註：スパンコール。

‡
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2

親愛なる私のメール (mère)、姉妹、そして優しい娘、祝日† おめでとうございます。セ

ラフィムのように神さまを愛させるために、聖テレジア‡ の精神、特に聖テレジアの心を
あなたのものとすることが出来ますように心から願っています。
3

親愛なる私の姉妹、母であるということは何と大きな責務でしょう。でも慈愛なる神

さまは、霊的子供をお与えになる時は必ず、その子供を養うために豊富な乳を与えてくだ
さいます。でもそのために、私たち自身が祈りと静修と神さまとの一致によって、栄養の
ある食物を戴きましょう。
4

私は、ラリボ神父さまが第三会の姉妹たちを指導してくださることを願っています。

それはものごとの善にそうものだと思われるからです。私は神父さまのご指導の立派さを
存じ申し上げています。
5

第三会は適切に指導を受けたら、多くの善をすることが出来ます. . . ラルベーズやマ

ドゥモワゼル・モミュスは第三会に入ることは出来ないのでしょうか。私は、この小さな
核が田舎に木陰を広げられるような貴重な木に育つことを心から願っています。私は第三
会が、大切に思われる村々において、本修道会の事業を行う目的をもっていると思うので
す。第三会は本修道会の一つの部門です。それに、本修道会は町々村々をお巡りになられ
た神なる救い主のみ跡を歩かなければなりません。そのことを、親愛なる私たちの娘ドジ
テに言ってください。
6

さようなら、いとしい家族、さようなら、私の心の子供たち。私たちの花婿のみ心の

中に深く入って行きましょう。

459. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 10 月 23 日

すべてを神のより大いなる栄光のために。
2

親愛なる私の友、ムラン師があなた方のところにいらっしゃると思います。いつまで

もお好きなだけいてくださいと、神父さまにお伝えください。スール・ルイズ・マリーの
病状は今は差し迫った状態でありませんが、ベロック氏は 1 ヵ月ぐらいの命でしょう、と
おっしゃっておられます。

†

編者註：10 月 12 日はセラフィム (熾天使) の記念日。
編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
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3

親愛なる姉妹、親愛なる私たちの娘たちが死出の旅に出るのを見るのは、本性にとっ

ては、何と悲しいことでしょう。でも信仰の目には。私たちは、追放された人たちが天な
る祖国へ飛んで帰るのを見るのです、囚 (とら) われの人々が刑務所から出るのを見るの
です、花嫁たちがその神なる花婿のところに行くのを見るのです。親愛なるこの姉妹がし
あわせな死出の旅をすることが出来ますように、また、天におられる花婿が親愛なる姉妹
の魂を歓迎してくださいますように、たくさん祈ってください。私たちは、聖なるおとめ
マリア、聖ヨゼフ、そして聖テレジア† に対して、
「ジュ・ヴ・サリュ・ジョゼフ (Je vous

salue, Joseph‡ )」1 回、「天使祝詞」2 回のノヴェナ (9 日間の祈り) をしています。
4

40 日間の修業のために、私たちはあなた方と心を合わせましょう、そして私は、その

ことをどなたかにお願いして、神学生の方々に話して戴きましょう。
5

カトリーヌの姉妹、スール・シュザンヌはひどい病状にあります。彼女は、毎日気を

失います、そして時々は、2 時間も痙攣の状態になります。彼女は毎日水浴し、乳を戴き、
瀉血 (しゃけつ) 等などもしました。でも何の効果もありません。かわいそうなカトリー
ヌにとっては、何という十字架でしょう。カトリーヌに手紙を書いてあげてください、そ
して、自分の姉妹が修道会を出るのを見る辛さに対して彼女の気持ちを備えさせてくださ
い。と申しますのも、もしスール・シュザンヌが治らなければ、おいておくことが出来な
いのです。遠回しにそのことをカトリーヌに感付かせてください。
6

スール・ドゥ・ランカルナシオンが何冊かの本を持って来ましたが、それらの本はす

でにこちらにもあります。こちらに同じものがある本をあなた方のところへ届けるように
します。そうすれば、そちらの図書室を少しずつ整えるのに役立つでしょう。
「完徳にま
で高められた修道者の魂」
、
「至福についての考察」などです。私はアジャンの修道院と同
じように、トナンの大切な修道院のことも考えています。
7

若いボエはスール・メラニと言います。私たちは彼女には大変満足しています、まっ

すぐ神さまに向いています。親愛なる姉妹、人数が多くなった私たちのノヴィシア (修練
院) を頭に描いてください。白いベールを被った人が 6 名いて、3 名はメール (mère) のた
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：めでたし
聖寵に満たされし聖ヨゼフよ、
主は御身の腕に休まれ、み守りのもとに育ちたまえり。
御身は、男の内にて祝せられ、
童貞なる浄配マリアの聖なる御子イエズスも祝せられたまう。
天主の御子の父とせられし聖ヨゼフよ、
罪人なる我らの家族、仕事、健康の心づかいの内にて終わりの日まで祈りたまえ。
しかして今も臨終の時も我らを助けたまえ。
アーメン。
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め、3 名は助修道女§ のためです。メールのためのポストラント (postulante, 志願者) が 3
名、助修道女のためのポストラントが 4 名、受付係の修道女のためのポストラントが 1 名
います。親愛なるこれらの人たちが、いつか「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな」の
讃歌を歌いながら、神の小羊の後に従うことが出来ますように祈ってください。
8

ムラン師と神父さま (Mr l’Abbé) によろしくお伝えください。私たちはタイエ師に告

解しています。大変満足しています。
9

さようなら、親愛なる私の娘、すべてを神さまにおささげする願望、私たちに委ねら

れる人たちを神さまの方へ導く願望、だけをもちましょう。
私たちの神なる花婿のみ心においてあなたに口づけをおくります。

10

スール・マリー

460. タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
+J. M. J. T.

1821 年 10 月 26 日

私の流刑は何と長いことでしょう。
2

親愛なる私の娘、ずっと前から、私の心はあなたにお手紙を差し上げなければならな

い、と思い起こしているのですが、いつも、用事がいつくか出てきて邪魔されてしまうの
です。でも、今日は何が何でも、あなたにお手紙をしたためたいと思います。
3

あなたがマリアさまに対する崇敬を熱意をもって広めていらっしゃり、そしてそのこ

とによって、人を奪い去る狼の災禍に備えもなくさらされている期待できる若い人たち
に、救いの道を熱心に開いてあげていらっしゃる、とお聞きしていつも慰めを覚えてい
ます。
4

でも、親愛なるグザヴィエ、多くの障害に出会うことを予期していますか。それは、ま

さしく神さまの事業である証拠であり、印です。ですから、あなたがご奉仕申し上げてい
るお方のご保護のもと、聖なる勇気で身を固めてください。何も自分自身のものだと主
張しないようにしましょう、そのようにすれば、すべてを台無しにしてしまうでしょうか
ら。神さまだけがすべての善の創り主でいらっしゃいます、私たちは、神さまが望まれる
時に、望まれるようにお使いになるつまらない道具に過ぎません。

§

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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5

若い人たちの信頼を勝ち得てください、すべての人に対して母となってください。こ

れが先ずなすべき第一のことです。彼女たちに神さまに対する愛を吹き込んでください。
彼女たちの中に、徳の土台を築いてください、そうすれば後のことはついてきます。と申
しますのも、聖フランソワ・ドゥ・サール† は、内面よりも外面を直すことから始める人
たちを咎 (とが) めています。でも例えば、装身具における慎みのなさなど. . . のように、
猶予も妥協も認めることの出来ない物事があります、なぜなら、それは信仰によって固く
禁じられているからです。
6

小教区毎に、お嬢さんたちの行動についてあなたに報告したり、彼女たちを監督して

くれたりするゼレ (zélée, 献身的な人) を、ふたり任命する必要があるでしょう. . . 親愛な
る姉妹、あなたの解放の時が告げられる時、あなたをエジプトに引き止めておくものが何
もないために、あなたの代わりをしてくれる人を養成するように努めてください。
7

永遠への恐ろしい旅路に出ようとしている私たちのひとりのノヴィス (修練者) のため

に、神さまに祈ってください。彼女は胸の病気で最期の段階にあります、余命いくばくも
ありません。彼女は 28 歳になる聖人のような人です。
8

私たちの従妹が、3 週間前スール・マリー・ジョゼフの修道名で聖なるベールを被りま

した。いつ私は親愛なるグザヴィエの頭にベールを被せるのでしょうか。親愛なる私の
友、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー
こちらの姉妹たちがあなたに口づけをおくります。ローモン師はお元気です、相変わ

10

らず、聖人のような方です。

461. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1821 年 10 月 29 日

聖人たちが私たちを待っています、急ぎましょう。
親愛なる私の姉妹、
2

私の心は、あなたが長いこと沈黙を守っていらっしゃることを本当に辛く思っていま

す。私はあなたがご病気でいらっしゃるのは承知していますが、あなたの大切な娘の方々
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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の誰かがあなたの消息を知らせくださることを、期待しています。私たちに共通のおん母
のみ心において私たちを結びつけている絆は、本来切れるものではありませんが、私は私
たち双方の修道院の間の緊密な団結を願っています。神のより大いなる栄光のために。
3

親愛なる私の姉妹、あなたが受けられた手術の経過はどうですか。前よりも具合はい

いですか。前よりもお体の具合が悪いですか。あなたにかかわりのあることすべてに、私
は関心を抱いています。そして、あなたの大切な娘の方々はいかがですか。人数は増え
ていますか。熱心の精神と規則正しさの精神は保たれていますか。その設立の当初にお
いて、古い修道会を支配していた熱心さを読む時、私は、私たちの今ある姿を見て赤面し
ます。
4

私たちのひとりのノヴィス (修練者) が神なる花婿のところに行こうとしています、彼

女のために、神さまに祈ってください。彼女は胸の病の最終段階にあります。多分、1 週
間とはもたない命でしょう。
5

彼女は昨冬、小さな子供たちの授業をしていて病気に罹ったのです。彼女の頭の後ろ

の方に壊れた窓ガラスがありました、彼女はそのことに不満も言いませんでした。でも、
そのことで体を冷やしたのです。彼女はひどい風邪に罹りましたが、それを放っておいた
のです。彼女は体の具合は悪くないと言っていました。それで、私たちは四旬節の間、彼
女に大斎をさせておいたりなどしたのです. . . 復活の主日、彼女は床に就きました、そし
てそれ以来次第に衰弱したのです。彼女がしあわせな死出の旅に出るお恵みを、主から戴
くことが出来ますようにお祈りください。彼女は辛い道を歩いて来た、とても純潔で、で
も、とても気の小さい人です。
6

私たちのところにはいつも病人がいます。神さまがそれを望んでおられるのです、そ

の聖なるみ名が讃えられますように。
7

そちらの病院の方々はいかがですか。コングレガシオンはどのような具合ですか。集

まりは続いていますか。熱意がありますか。団結はありますか。
8

親愛なる私の姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに対して私が抱く心

からの愛情を受け入れてください。
スール・マリー
9

あなたの大切な娘の方々によろしくお伝えください。

462. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
この手紙で私たちは、姉妹たちが死者を自分たちの敷地内に埋葬する許可を得たことを知ります。この
許可は 1866 年まで続きます。
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+J. M. J. T.

1821 年 11 月 2 日

主よ、彼女に永遠の休みを与えてください。
親愛なる私の娘、
2

親愛なる私たちの姉妹、スール・ルイズ・マリーはもういません。
「死者の日」の今日

朝 7 時、慈愛なる神さまは彼女を平和の住まいに引き取られました。本当に立派な最期で
した。彼女を失った悲しみにもかかわらず、私たちは本当に慰めを覚えました。親愛なる
この姉妹は、1 ヵ月前から目に見えて衰弱はしていましたが、特に 1 週間前から、病状が
意外な早さで悪化しました。彼女は大変模範的に臨終の聖体拝領をしました。その夜、彼
女は大変悪い状態にありましたので、人が来て私を起こしてくれました。2 時に私はムラ
ン師を連れに行ってもらいました。神父さまは彼女に終油の秘跡を授けられました。神
父さまが、彼女にあったかもしれない悪い模範などについて、共同体の全員に赦しを乞う
ように彼女におっしゃいますと、彼女は、病気中、特に、忍耐に欠けていたということを
「他の人に気付かせてしまいまして、私は大変悪い模範を示しています」と言いました。

(かわいそうな姉妹は本当によく耐えていました. . . ) 彼女は、激しい痛み、呼吸困難それ
に息苦しさもあって、ひどい苦しみの中にありました. . . 水曜日は一日中、長い臨終の苦
しみの中にありました。その間彼女は、神さまのことを話して私たちに感銘を与えてくれ
ました。水曜日は終日、同じような状態でした。その夜、ムラン師が修道院に来てくださ
いました。水曜日の朝† 、神父さまは彼女に「臨終の祈り」をさせてくださいました。彼
女は、一日中お祈りをしました。時々支離滅裂なことを言いましたが、神さまのことを
話してあげると、すぐに正気を取り戻していました。彼女は健康そのものの時のように、
告解をしました。木曜日から金曜日にかけての夜は大変辛いものでした、彼女は動揺し
ているように見えました。「少し落ち着きをください、神さま、少し、落ち着きをくださ
い、このようなことをお願いするのは、ただ神さま、あなたのためです」と言いました。
彼女はお祈りをたくさんしました、そして私たちに、自分のために、甘受のお恵みを神さ
まにお願いしてください、と言いました。ムラン師が彼女に話しかけられますと彼女は、
「神父さま、わたしを見捨てないでください」と言いました。ついに、彼女は臨終の大き
な苦しみに陥りました、そして 7 時ごろ、大変やすらかに立派に息を引き取りました。彼
女の遺体は教会に安置されています。
3

彼女のために会員全員の聖体拝領と全員の祈りをお願いします。これは、修道会の代

禱です。会員ひとりひとりのために私たちがこの代禱をすることを、私は願っています。
†

編者註：原文では木曜日の朝となっている。
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修道院をいくつも持つようになったら回章を書くことにしましょう。
4

スール・ユルシュールの状態は、私に大変悲しい思いをさせます、たくさん祈らなけ

ればなりません。
5

スール・ルイズ・マリーは私たちに、彼女が国からもらう 5000 フランの年金と彼女が

修道院においている衣服を残してくれています。彼女の魂のため、あなた方の熱心なお祈
りをお願いします。
6

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストにおいて私があなた方を

愛するように、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー
7

私たちはここに埋葬する許可を得ました。私たちの墓地は、古い教会の中のサクリス

ティ (香部屋) の後ろにあります。

463. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 11 月 5 日

親愛なる私の娘、
ダルディ氏66 は、その男の子を 8 フランで預かってくださるでしょう。私は氏に 6 ヵ月
分払いました。と申しますのも、あなたもご存じのように、預託金を預かっておくことは
会則に反するからです。残りのお金はあなたに送り返します。私は 48 フラン払いました
ら、私がその男の子に与えるようにと言った金額より 4 ソル† 多くありました。
2

待降節の徳、沈黙と潜心のため、私たちは大沈黙を厳密に守ること、日曜日、晩課の

後に休憩時間を取らないことを許しました。そして、待降節中の金曜日には、朝食はパン
には何もつけずに食べることも許しました。
3

スール・サン・フランソワの小さな女の子は、私たちの食堂の中の彼女の小さな椅子67

に大変おとなしく座っています。メール・エンマヌエルは、大変上手に読むことが出来る
女の子を使ってその小さな女の子に、べ ( b )、ア ( a )、バ (ba) と言わせていました、寄
宿学校ではどこでも同じようなことをしています。スール・エンマヌエルがそのことを苦

66

ダルディ氏はルフュージュの建物の近くにある建物で小さな寄宿学校を営んでいました。(cf. L.C.
no147)
†
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
67
banquet (banc の指小辞)
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にするのは間違っています。私はメール・エンマヌエルに、14 歳の大きな女の子を使っ
て小さな女の子に読ませるように言っておきました。
4

さようなら、親愛なる姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいて私のすべてをあな

たにささげます。
スール・マリー

464. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 11 月 29 日

神さまのみ旨、あなたは私の愛です。
2

親愛なる私の娘、産みの苦しみを味わうことがなければ、人は母になることは出来ま

せん。あなたもその例外ではないことがよく分かります。でもまた、もし私たちが、天国
のための娘たち、神の子羊のための花婿たちを産むことが出来るのでしたら、何というし
あわせでしょう。あらゆる障害の中にあっても勇気をだしましょう。
3

私たちの大祝日† に私たちの神父さまのどなたかがおいでになることは、疑問に思いま

す。でも、すぐにガルデル師とローモン師にお手紙を差し上げて、修道院に神父さまがど
なたかおいで戴けるように、無原罪の聖マリアのみ名においてお願いしてください。でも
従順でありましょう、そして、慈愛なる神さまは人間がしないことをしてくださると信じ
てください。肉の腕にすがることなく、偉大なる主におすがりしましょう。
4

あなたは、あなたが私に話してくださっている女性の方をコングレガシオンの会員に

認めることは出来ません。そのようなことをすれば、大変悪い例になるでしょう。いかな
る非難も受けていない、非のうちどころのない人でないといけません。そしてその方はコ
ングレガシオンに傷をつけることになるでしょう。そしてその方はコングレガシオンに入
らなくても天国に行けます。
5

第三会の娘の方たちがもつことは出来ても、手放した方がいい小さな物については、そ

れを使ったり自由にしたりすることは絶対に出来ませんし、それを保管しておくことも出
来ません。と申しますのは、長上のための規則は預かり物の保管を禁じています。そのよ
うなものは自分で他の人にあげるようにさせるか、貧しい人たちのために売るかしなけれ
ばなりません。これは大変微妙なことです、早かれ遅かれ修道院に害を及ぼすでしょう。
修道院は極めて慎重な態度を取らなければなりません。
†

編者註：聖母マリアの無原罪のおん宿りの祝日。
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6

ボン・ペール (bon Père) は用事で忙殺されておいでです。ボン・ペールは私に、私の

手紙で慰めを覚えられ、そして、ご自分には慰めが必要だとおっしゃいました. . . ボン・
ペールには何か心配がおありのようです、尊敬すべき、そして、大切な神父さまのために
祈ってください。
7

アルザスの件はうまく進んでいます。この地方の女性の新しい修道院が、私たちと連

合して私たちの会則を採用したいと望んでいます。ボン・ペールのお知らせでは、この修
道会は 1200 人の子供の教育を与えているとのことです。修道院がいくつかあるのだと思
います。もし事が首尾よく運べば、なんと素晴らしいものが一度に得られることでしょ
う。でも校長などを派遣しなければならないでしょう。慈愛なる神さまに、私たちとフ
レール (Frère, 兄弟) の方々のために、人をお願いしましょう。ボン・ペールのお話によ
りますと、ボン・ペールには、なすべきことのために人が不足していて、事業全体に対応
することがお出来になれないとのことです。
8

ダヴィド氏は、その地にフレールの方々の修道院を設立するためヴィルヌーヴにおら

れます。
9

私もラリボ師と同意見です。大斎をなさるなら、あなたの意志の大斎とあなたの傾き

の大斎をしてください、そして十分に食べてください。会則、会則、これは守ってくださ
い。あなたの体力を維持してください、あなたにはまだ歩かなければならない長い道のり
が残されています。
10

誓願のことでスール・ユルシュールに迫らないようにしてください、彼女は誓願を更

新しない方がいいです。
11

さようなら、親愛なる私の姉妹。私たちの娘たちによろしく。私たちの主イエス・キ

リストにおける私の愛情を受け入れてください。
スール・マリー

465. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1821 年 12 月 11 日

神なる幼な子、来て、私の心にお生まれになってください。
2

親愛なる私の姉妹、11 月 2 日「死者の日」に、主の憩 (いこ) いに入った私のかわいそ

うなノヴィス (修練者) のためにお祈りください。2 日間という長い臨終の苦しみの後の
最期でしたが、その間意識がはっきりしていて、その立派な気持ちによって私たちに感銘
を与えてくれました。
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3

私たちは、修道院の中に墓地を持つ許可を得ました。それで、彼女はそこに葬られる

最初の人となったのです。親愛なる姉妹たちの遺骸を側においておけるというのは、私た
ちにとって大きな慰めです。
4

親愛なる姉妹、私たちの責務のためにもろもろの面倒なことに出会っても私たちの勇

気を奮い起こしましょう。特に、自分自身を忘れないようにしましょう。聖人となるよう
に努めましょう。そうすれば、私たちの共同体はうまくいくでしょう。と申しますのも、
聖なる長上であるなら、その娘たちに対して出来ないことがあるでしょうか。そのよう
な長上の勧めは、何と力強くそして効果的でしょうか。親愛なる私の姉妹、私たちの地位
は、私たちが自分自身に死ぬ多くの機会を私たちに与えてくれるでしょうし、そしてその
ことによって、もし私たちがそれを有効に活かそうと思えば、私たちが聖人となるべく努
める多くの機会を与えてくれるでしょう。気持ちの上で、自分をすべての姉妹たちの下に
置きましょう、自分を姉妹たちの魂のはしためとみなしましょう、自分を、姉妹たちの魂
に奉仕する義務を負い、そして、その命令と意志には従わなければならない者とみなしま
しょう。このようにすれば、私たちは、長上職にもかかわらず、日常的に従順を実行する
ことが出来るでしょう。
5

親愛なる友、私がどう指導すればいいか苦労しているふたりの娘のために、神さまに

祈ってください。私には咎 (とが) められるべき多くのことがあるのではないかと大変恐
れています。
6

今、私たちのアジャンの人数は、トナンの姉妹たちを入れないで 25 名です。幸いなこ

とに、私たちには優秀な修練長がいます。
7

引き続いて、そちらのコングレガシオンの消息をお知らせください。私たちは、コン

グレガシオンの会長たちに、
「聖マリアの無原罪のおん宿り」の大祝日† の準備をさせるた
めに、黙想をさせたところです。
8

相変わらず私たちのところには病人がいます。何人かのお嬢さんたちが、ここに着い

たとたんに、咳をし始めました。神経性の咳が彼女たちを傷 (いた) め、床に就くことな
どを余儀なくさせているのです。このような人がふたりいます。でも特にひとりは、そ
れで失神を起こしています。私は悪魔がそれにかかわっているのではないかと思います。
医者は、それは置かれている境遇の抑圧からくるのだと考えています。私は大した抑圧で
はないと思っています。私にはどういうことなのか分かりません。この試練が止みます
ように慈愛なる神さまに祈ってください。
9

あなたの大切な娘の方々によろしくお伝えください。私たちの神なる、そして、共通

の花婿のみ心において、あなたとあなたの大切な娘の方々に心から口づけをおくります。
スール・マリー
†

編者註：12 月 8 日。
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10

マルティ師に私の尊敬の気持ちをお伝えください。

466. トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛
+J. M. J. T.

1821 年 12 月 13 日

神なるイエスさま、来て、わたしの心にお生まれになってください。
2

親愛なる私の娘、あなたの心が苦しんでいることを知って、特に、この種の心痛を味

わっているのを知って、私の心は悲しみを覚えています. . . でも、母であることそれ自体
が多くの苦しみをもたらします。忍耐しましょう。祈りの人になりましょう、そうすれ
ば、私たちは祈りの中に私たちの平和、私たちの力、私たちの慰めを見出すでしょう。私
は、あなたに時間がある時には、あなたが他の姉妹たちよりも 30 分多い時間を祈りのた
めに取ることが出来ればと願っています。あなたが私に話してくださる人たちの間に平和
をもたらすことが出来るものは、祈りしかないと私は思います。絶えず、この人たちのこ
とを主にお頼みしましょう。でも、他の姉妹たちのことを配慮する余り、スール・サン・
フランソワからご聖体拝領を奪うことのないようにしてください。他の姉妹たちがどう
思うかなどと気にしないでください。
3

その事は、すべてラリボ師にお知らせする必要があるでしょう。ラリボ師に来て戴い

て、その姉妹たちにお話をして戴く必要があるように思います。
4

スール・アデライドとジュスチーヌについては、神父さまからのご返事を待たなけれ

ばなりません、私には何も決められません。でも、どちらかと申しますと、私は、どち
らも第三会に入れるべきではない、という考えに傾いています。でもボン・ペール (bon

Père) からのご返事を待ってください。
5

神父さまに、姉妹たちの間に余り団結がないことによる、あなたの懸念もお伝えして

ください。神父さまにそのことを知って戴く必要があります。愛徳に反するのではない
かと心配しないでください。神父さまにはすべてを詳しくお知らせしてください。神父
さまがすぐにはご返事することがお出来にならない時には、神父さまはその事を神さまに
お頼みしてくださるでしょう。
6

亡くなられた姉妹の衣服の包みと一緒にスール・アデライドの衣服も送ります。その

ための便を待っています。
7

親愛なる友、あなた方に必要な物がないのか、本当のところを言ってください。従順

の誓願において、あなた方が必要としているような物をお知らせください。私たちは、あ
なた方が私たちには何も言わないで苦しむことを、望みません。あなた方に何か送ってあ

654
げましょう。あなた方は私たちの姉妹ではありませんか。私たちは同じ家族に属してい
るのではありませんか。
8

主任神父さまに許可を願うことについてですが、十分に許可を願わないよりは、必要

以上に許可を願った方がいいです。私が相談するか、あるいは人に相談して戴くまでは、
そのようにしてください。そのために、ガルデル師にお手紙を差し上げることをお勧めし
ます。と申しますのは、多分ガルデル師はその手紙を司教さまにお見せするでしょうし、
そうすればいい結果になるかもしれません。
9

こちらには相変わらず、何人か病人がいます。
さようなら、親愛なる私の娘、私たちの天におられる花婿において、私のすべてをあ

10

なたにささげます。
スール・マリー
マドゥモワゼル・ルベが買うことになっていたマリアさまのご像の代金 15 ソル† をあ

11

なたに送り返します。彼女には木のご像は見つかりませんでした。石膏のものですと送
る途中で壊れるかもしれませんので。

467. ポーのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
フィガロルの家族は、今は、ポーに住んでいます。

+J. M. J. T.

1821 年 12 月 13 日

イエスさま、来て、私の心にお生まれになってください。
2

親愛なる私の友、あなたからのお便りを戴くのはいつも私には大きな慰めです。私に

はあなたが遭遇している戦いのことが分かります。もし、人の気持ちが分かり得るものだ
としますと、私はあなたが感じていることを私も感じています。でも私はあなたが私に
言ってくださることで、神さまがあなたに与えてくださる本当の召命が私たちの修道会に
あることを、識別したように思います。と申しますのは、あなたがあなたの救いのことで
時々感じる恐れの中に、修道院が聖化の手段として現れるからです。
3

神さまは、ポーのコングレガシオンの設立にあなたに一役かって戴くために、これま

であなたを世俗に引き止めておられたのだと思います、そして、コングレガシオンの基礎
が固まったら、神さまはコングレガシオンを支えるために他の人を起こしてくださって、
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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あなたを修道院にお呼びになると思います。そして多分、いつの日にか、修道院がそちら
に設立されることによって、コングレガシオンのこの家族に会いに帰れることになるかも
しれませんね. . . 誰に神さまのご計画が分かるでしょう。
4

慈愛なる神さまは、私たちの修道会が広まることを望んでおられるようです。いろい

ろのところから修道院の招聘がかかっています. . . でもそのために十分準備された人をも
つのに時間が要ります。神さまの霊に充たされた人を、神さまにお願いしてください、と
申しますのも、聖なる修道者と一緒ですと多くの事をすることが出来ますが、不完全な修
道者と一緒ですと殆ど何も出来ません。私たちの人数はアジャンに 25 名、トナンに 7 名
です。
5

私は、常に大聖ヨゼフと聖グザヴィエ† のご保護の下、あなたのお父さまに対して新た

な試みをしてみることに同意します。
6

優しい私の友、私たちは大きな秘儀をお祝いしようとしています。幼な子イエスさま

の愛らしさが、その聖なる愛によって私たちの心をますます燃え立たせることが出来ます
ように。イエスさまがそのまぐさ桶から私たちに説いてくださっている徳、特に、清貧と
苦行を私たちが模倣することが出来ますように。あなたに、模倣すべきものとしてこの
二つの徳を与えます。衣食においてごくごく普通のものを通常的に求めることによって、
清貧の実行に慣れるように努めましょう。また、自分の衣服は自分で修理をし、それを本
当にもう使えなくなるまで使うことによって、糸、針といったようなごく小さな物でも紛
失しないようにして。こうしてあなたは、少しずつ修道者の徳を学んでいくでしょう。聖
ジェルトルード‡ は羊毛を紡いでいて、羊毛の房を投げ捨てていました、すると聖人は、悪
魔がその房を拾い集めるのを見ました。それで聖人はその房を活用するようにしました。
7

私はシャミナード師にお手紙を書いて、神父さま方に許可証を送ってくださいますよ

うにお願いしました。私は神父さまがお手紙を出されたとのご返事を戴きました。その
お手紙は今ごろあなたのお手元にあると思います。期待できる若い人たちの面倒をよくみ
てください。この若い人たちの心をマリアさまの膝の上に置くことによって、悪魔の爪か
ら守ってあげるのはなんというしあわせでしょうか。
8

さようなら、親愛なる私の娘。とわに、そして余すところなく神さまのものとなりま

しょう。神さまにおいて、神さまのために、とわに、私をあなたにささげます。
スール・マリー
9

私たちはこれまでどおり、集まりは晩課の後にもっています。私たちの目的は、夜の
†

編者註：イエズス会の創始者の一人。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パリ・モン
マルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre Favre
(サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。
‡
編者註：ヘルフタのジェルトルード (1256-1301/1302)。神秘主義のひとり、ベネディクト会の修道女。
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散歩をさせないためだからです。私たちは、もっと早い時間に引きこもって始めていま
す、それだけのことです。4 時半に始めて 5 時までです、冬は 30 分で十分でしょう。大切
なことは時間を無駄にしないことです。会場を整理したり、席につかせたり. . . 臨時の集
まりを知らせたり. . . などするために、お嬢さんたちとダム (Dame) の方々の中から、ゼ
レ (zélée, 献身的な人) を何名か任命しなければならないでしょう。それにオフィシエー
ル (Oﬃcière, 支部長) からなるコンセイ (Conseil, 評議会) も必要でしょう、コンセイは、
受け入れてもいい人たちとか、入会を延ばさなければならない人たちのことを検討したり
などするために、2 週間毎に開きます。会則は全部写しました。欲しいですか。郵便で送
りますと少し高くつくのではないかと心配します。

468. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1822 年 1 月 7 日

イエスさま、わたしの王となってください。
2

私の心は、親愛なる私の娘に手紙を書いて、母としての愛情を表すことを求めていま

す。そうです、親愛なる私の子供、あなたが私の最初の娘のひとりであることを私は忘れ
ていません。そして、この資格において、あなたが最も聖なる人のひとりであることを私
は望んでいます。と申しますのも、あなたもご存じのように、すべての修道会において
は、最初のメール (mère) の方々は殆ど常に聖人でありました。聖人にならなければなり
ません、親愛なる私の娘。そしてそのためには、主と私たちの長上の方々にお任せしなけ
ればなりません。主と長上の方々は、巧みな彫刻家のように、斧と槌とのみで聖性に反す
るすべてのものを切り取ってくださるでしょう。
3

本年は、私は感じやすさの切除をあなたの課題とします。感じやすさは利己心の娘で

す。利己心を神なる花婿にいけにえとしておささげしなければなりません。神なる花婿
は、私たちに対する愛のために軽視され、盗人、誘惑者として扱われることさえも望まれ
たのです. . . 十字架の聖ヨハネ† を、本年の保護の聖人としてあなたにお勧めします。聖人
の言葉、「苦しむこと、そして軽視されること」をあなたの標語としてください。
4

私はあなたを道理をわきまえた大人として扱っているでしょう、そうではありません

か。それも、本年あなたが大進歩を遂げて、神さまのご計画に添い、そして、滅ぼうとし
ている多くの魂に対する神さまのご慈悲の道具となるに値することを、私はこいねがって
†

編者註：カルメル会の改革者アヴィラの聖テレジアの求めに応じて、男子カルメル会の改革にあたり、
跣足 (せんそく) カルメル修道会を設立する。教会博士。
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いるからです。
5

あなたにはもっと長い手紙を差し上げたかったのですが、今しがた、司教さまが訪ね

てきてくださいまして、あなたのために取ることもできた時間がなくなったのです。
6

さようなら、親愛なる娘、あなたに心からの口づけを、イエス・キリストにおいて娘

たちを大切に思う母親の心からの口づけをおくります。
スール・マリー・トランケレオン
7

私のすべての娘たちにくれぐれもよろしくお伝えください。スール・ジュリからのお

手紙を戴いたところです、スール・ジュリには次の機会にお返事を差し上げましょう。

469. ポーのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
+J. M. J. T.

1822 年 5 月 6 日

マリアさま、あなたが私の慈愛なる母でいらっしゃることをお示しください。
2

親愛なる私の姉妹、マリアさまが地獄に打ち勝たれたのですね。あなたがおっしゃる

ことは、マリアさまの旗印がポーにかかげられているということですね、少なくとも私は
そう望んでいます。でもそれは、驚くべきことでしょうか。マリアさまは、地獄の蛇の頭
をお砕きにならなければならないのです。
3

あなたが考えておられるように、受け入れられる日、もっと適切な言い方をすれば、自

分を奉献する日は、白い服を着て、蝋燭 (ろうそく) をもたなければなりません。と申し
ますのも、これは自分自身を聖なるおとめマリアに奉献することだからです。マリアさま
が現実的に私たちの母となられ、そして、私たちはマリアさまの子供となるのです。この
栄えある資格から何と多くのお恵みがもたらされることでしょう。この時期に特別なお恵
みを戴かなかったお嬢さんは、殆ど誰も見られません。
4

親愛なる友、あなた方も私たちと同じように、
「無原罪のおん宿りのマリア」の絵を描

いた、白いタフタ† の旗印をもたなければなりません。その旗印にはパイエット‡ で、「幸
いなるおとめマリアの、きよく汚れのないおん宿りが賛美されますように」という言葉の
刺繍が施されています。コングレガシオンが一団となって参加する行列で、この旗印をか
かげます。行列ではお嬢さんたちは白い服を、ダム (Dames) の方々は黒い服を着ます。

†
‡

編者註：光沢のある平織絹。
編者註：スパンコール。
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5

「いときよきマリアと栄えある聖ヨゼフの会」と刺繍が施された広いサンチュール

(ceinture, 帯) もあります。これは行列の時に広げて着けます。コングレガシオンの会員
の死に際しては、そのサンチュールを柩 (ひつぎ) の上に置きます。死亡したコングレガ
シオンのそれぞれの会員のため、コングレガシオンの集まりでミサを 1 回ささげます。
6

親愛なる私の子供、あなたの個人的な話をしましょう。私はどんなにか、主がそのみ

旨を表されることを望んでいることでしょう。私の心がどのようなことを望んでも、私は
主がお許しになることだけに従います. . . すべてを主のより大いなる栄光のために。
これを私たちの標語としたいものです。
7

これも志願期の準備として、実践すべきことをあなたに与えたいと思います。それは、

私たちが「精神の沈黙」と呼んでいることに励むこと、あなたの精神と想像を抑制するよ
うに努めること、働きながらあるひとつの考えに専念することをあなたの精神に命じる時
あなたの意識的な逸脱を記録すると共に、そのことの罰を自分に課すことによってあなた
の精神と想像を抑制すること、を身につける努力をすることです。最初は、毎日例えば 15
分くらいの短い時間から始めてください. . . 服を着たり、脱いだりする時、沈黙を自分に
課してください。それは、朝、あなたを祈りに備えさせてくれるでしょう。
8

それに私たちは、私たちが自分の完徳に真剣に励む時、初めて隣人の救いのために働

くお恵みを戴くのです。聖人は多くのことに成功を収めますが、意志の弱い人は、何事に
おいても成功せず、何事もきわめて不十分にしか行わないのです。
9

さようなら、親愛なる私の娘。神さまを愛してください、神さまを愛させてください。

罪を憎んでください、罪を憎ませてください。
10

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

11

親愛なるマリアの家庭の皆さまに、くれぐれもよろしくお伝えください。

470. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1822 年 5 月 13 日

イエスさま、あなたの後に私を引き寄せてください。
2

親愛なる私の姉妹、数日前からあなたにお手紙を差し上げたいと思っていました矢先

に、あなたの方から、あなたの大切な娘の方が亡くなられたことを知らせてくださるお便
りを戴きました。お手紙に私たちは深い感銘を受けました。私たち皆がこのような完全
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な従順を実践することが出来たらと思います。このような従順は、神さまにとって大変快
いものですし、本当の修道女の印であり、また本当の徳の試金石でもあります。
3

親愛なる姉妹、私たちの娘たちが私たちよりも先に天なる祖国へ帰ります。私たちの

神なる主がそのおん血の値によって私たちにもたらしてくださった場所を、彼女たちが
私たちのために準備してくれますように。この素晴らしい天国のために励むように、絶
えず私たちの気持ちをふるい起こしましょう。私たちはいつになったら、神さまに対し
て罪を犯すこともなく、神さまを失うこともない天国へ行くことが出来るのでしょうか。
神さま、いつになったら私は、聖人たちの住まい、あなたの中庭に住むことが出来るので
しょう。
4

私たちのノヴィス (修練者) のひとりが重い病気に罹っています。彼女は吐血しまし

た、そして、ひどい咳をし熱があります。主が彼女を犠牲として求めておいでになるので
はないかと大変心配しています。彼女は素晴らしい人物で、すべてに堪能で、24 歳です。
もしそれが神さまの栄光のためであり、私たちの救いのためであるなら、彼女を私たちの
ところに残してくださいますように、神さまに祈ってください。私たちのところには、外
に、ひどい仙痛に苦しんでいる姉妹たちがいます。この仙痛は水浴などを必要とします
が、これは修道院においては不都合なことです。すべてにおいて神さまのみ旨が行われま
すように。
5

それに霊的病人がいます。あなたにお手紙を差し上げた後、これまでの聴罪司祭の神

父さまが大神学校の校長に任命されましたので、私たちの聴罪司祭の神父さまが代わりま
した。司教さまは、前の聴罪司祭の神父さまがお続けになるのを望まれませんでした、と
申しますのは、私たちの人数が多いものですから、神父さまは、神学校の外で余りにも多
くの時間を取られておいでになっていたからです。それは、ある姉妹たちにとっては犠牲
でした。でも、私たちには、ずっと前から私たちの特別告解の聴罪司祭をしてくださって
いた方が居ります。私たちはただただ神さまに感謝するだけです。
6

親愛なる姉妹、私のため、慈愛なる神さまにお祈りください、と申しますのも、わた

しは徳において大変貧しいのです。何でもない事に、私はいらいらします。私の気性の激
しさから、私は姉妹たちの指導において、多くの過ちを犯します。神さま、あなたのお恵
みによって、私の欠点と怠りを補ってください。
7

親愛なる私の姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいて、私の誠実な愛情を受け入

れてください。
スール・マリー
8

あなたの大切な娘の方々によろしくお伝えください。
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471. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1822 年 6 月 20 日

ラコサドさま、
愛する私たちのメール・テレーズの状態のことで、私たちは大変心を痛めています。
2

メール・テレーズのお母さまがメール・テレーズを見舞いに行かれます。それから私

たちの姉妹たちの負担を軽くしてあげるために、授業をすることにも、また家を管理する
ことにも十分能力のあるノヴィス (修練者) をひとりおくります。このノヴィス自身は、
ちょっとした仕事なら出来るのですが体が余り丈夫ではありません。彼女の面倒を見てく
ださって、彼女を元気にしてくださいますように、彼女に対して、あなたさまの慈愛と温
情に満ちた配慮をお願いします。いつものことではありますが、あなたさまは、私たちか
ら感謝される新たな権利を得られます。
3

つつましい私の挨拶を受け入れてください。
スール・マリー・トランケレオン

472. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1822 年 7 月 3 日

聖霊、私たちの長上の方々を照らしてください。
2

親愛なる私の姉妹、あなたからのお手紙は本当に嬉しく戴きました。連合の期待はも

うもてないように思われましたけれども、私には連合を諦めることが出来ませんでした。
私の心と精神はいつもヴィルフランシュの方を向いています。あなたのお手紙によって、
また新たな希望が出てきたのを見て、私がどんなに嬉しく思ったか考えてください。それ
に、私たちが私たちの神父さまのご来訪をお待ちしているちょうどその時に、私はあなた
のお手紙を戴いたのです。神父さまはこちらには、6 日の土曜日か 8 日の月曜日においで
になります。神父さまは 2 週間か 3 週間滞在されるでしょう。私の願望の対象になってい
ることについて、話し合うことになるかどうか検討してみてください。もちろんそれが神
さまのみ旨であり、また従順によるものであればのことですが。でもこれは、手っ取り早
くて簡単なやり方です。もし、私たちの神父さまのご滞在中にマルティ師がおいでになる
ことが可能なようであれば、おふたりでご一緒に決めることがお出来になるでしょう。文
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通でよりももっと話が通じます。マルティ師もじっくりと私たちの会則をお読みになれ
るでしょう。手紙ですと、意見を交わすことは、おふたりの神父さまのお仕事から見て、
際限のないものになるでしょうが、おふたりがお会いすれば、お互いの所見について意見
を交わすことがお出来になるでしょう。おふたりで、私たちの中の何人かがヴィルフラン
シュに行かなければならないかどうか、あるいはまた、あなた方に来て戴くことになるか
どうか検討して、お決めになることも出来るでしょう。私は、神さまのみ旨を知るために
祈って戴くことにします。でも繰り返して申し上げますが、マルティ師に来て戴く必要が
あると思います。日が長い時期には、2 日間でこちらにおいでになれるでしょう。
3

私たちのところには個室はありません。全員のためのひとつの共同大寝室がもてるま

で、ひとつの部屋に数人ずつ寝ています。務めや仕事が私たちに休息の時間を残してくれ
る時は、いつも私たちは、沈黙と潜心のうちに一緒に作業しなければなりません。独りで
行動する場合は特別な許可を必要としますし、またそれは、頻繁にあってはなりません。
4

私たちのところではすべてが共同です。私たちには紙一枚でも自由にすることは許さ

れていません。物を自由に使わないことはすべてに及びます、それは、長上にとっても目
下の人にとっても同じです。修練期は、歌隊修道女† のためには 2 年です。2 年の修練期が
終わって、3 年間の誓願を立てます。3 年目の終わりに、もし終生誓願が認められるには
まだ養成が十分でないと思われるならば、さらに 2 年間の誓願を立てます。その後で、終
生誓願を立てます。助修道女は一年毎の誓願を 10 年間立てます、そしてその後、終生誓
願を立てます。
5

私たちのところでは、遠隔の地にいくつかの修道院の創設がないかぎり、母院 (Maison-

Mère) はひとつだけとなっています。もし遠隔の地にいくつかの修道院を創設する場合
には、若い人たちにたびたびの旅行を避けさせるために第二の母院をつくることになるで
しょう。
6

私たちのところには、
「プチ・タビ (Petit Habit, 志願期以前の子供)」の姉妹が全部で

5 人いましたが、3 人は健康回復のために出ることを余儀なくされました。彼女たちが修
道院に戻ってくるかどうかは分かりません。ですから、今はふたりしかいません。このよ
うなやり方を神さまが私たちに望んでおられるのかどうか分かりません。少なくとも、う
まく行っていません。
7

前回お手紙を差し上げた後だと思いますが、こちらにはポストラント (postulante, 志

願者) がふたり多くなりました。ノヴィス (修練者)、ポストラントが 15 名います。例の
親愛なる私のノヴィスは相変わらず病気です。

†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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8

トナンの修道院の院長が天国に召されるところでしたが、お祈りして私たちに返して

戴きました。もしこの院長を失っていましたら、取り返しのつかないことになっていたで
しょう。彼女は私たちの修道会の貴重な真珠です。私たちの神父さまは、健康回復と保養
のため、彼女をこちらに戻されるはずです。私たちの心はこの天使的な姉妹に再会するこ
とで大きな慰めを覚えています。彼女のためにお祈りください、病気が彼女の胸になんら
かの後遺症を残しているのではないかと心配されるからです。こちらには病人がたくさん
います. . . あなた方の方も同じですね。病人は修道院の祝福です、と聖テレジア† は言って
いました。
9

私たちのフレール (Frère, 兄弟) の方々は、ボルドーでもアジャンでも大変うまくやっ

ています。最近アルザスにも修道院を設立しました。アルザスには姉妹たちも招聘を受
けていますが、それが実現できるかどうか分かりません。そういうことにでもなれば、従
順でアルザスに行くことになる姉妹にとっては、もう再び会うこともないような別れとな
るでしょう。でも、神さまは私たちを結びつけてくださるでしょう。
さようなら、親愛なる姉妹、至愛なるおん方において、私のすべてをあなたにささげ

10

ます。
スール・マリー
マルティ師も、シャミナード師と司教さまに相談されて、私たちの旅行のことを決め

11

ることもお出来になるでしょう。マルティ師とシャミナード師および司教さまとの話し合
いは必要だと思います。私たちの主において、親愛なるあなたの娘の方々によろしくお伝
えください。

473. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1822 年 7 月 12 日

神のより大いなる栄光のために。
親愛なる私の姉妹、
2

私たちは 6 日前から、私たちの神父さまにおいで戴いています。神父さまも私もマル

ティ師がおいでくださることとあなたが来てくださる期待とで、喜びに満たされていま
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
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す。あなたはこちらでトナンの院長にもお会いになれるでしょう。私たちの神父さまが
私たちにさせてくださる誓願の更新の黙想に参加させるために、神父さまがトナンの院長
をこちらに呼ばれるのです。神さまが讃えられますように。私たちと一緒に、あなたもこ
ちらで黙想なさることを期待しています。
3

ですから、親愛なる私の姉妹、来てください、団結を固めましょう。この団結が私た

ちに共通の花婿の栄光のためになることを願っています。
4

私たちの神父さまは大神学校にお泊りです。マルティ師にも大神学校にお泊まり戴け

ますように努めてみます。そうすれば、おふたりには夜じっくりお話しする時間が取れる
でしょう。それに私たちもお互いに話さなければならないことがたくさんあります。あ
なたは私たちが大沈黙を守っている時にお着きになるでしょう。でも大沈黙は神さまに話
すためですし、その後で私たちが、神さまにおいて、神さまのために、よりよく話し合う
ことができるようにするためです。
5

あなたが私の心に起こしてくださる尊敬と愛情の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー

6

親愛なるあなたの娘の方々によろしくお伝えください。

474. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1822 年 8 月 12 日

マリアさま、あなたの若い家族を守ってください。
親愛なる私のドジテ、
2

長いことあなたに対して音信不通だったことについて、私は心が咎めています。でも、

もし気持ちに口があるとすれば、私の気持ちはとても大きな声であなたに話しかけます。
3

あなたに託されていて、そして「第三会」をつくっている若いおとめたちのこの小さ

なグループを、熱心が支配しているように私には見えます。そのことで、私は神さまのみ
摂理を讃えます。この貴重な苗床の面倒をよく見てください。そこから、教会の庭の中で
実をつけることになる貴重な苗木が育つことを、私は願っています。
4

親愛なる私の娘、神なる子羊の花嫁たちの乳母であることはあなたにとって、何と名

誉なことでしょうか。聖フランソワ・ドゥ・サール† の金言に従えば、あなたはどんなに
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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この大切な子供たちのために乳の貯えをしなければならないことでしょうか。そのために
は、あなたの魂を平和に保ってください。と申しますのも、心の動揺ほど乳をからすもの
はないからです。
5

親愛なる私の姉妹、道理をわきまえた大人になってください、勇気をもって自分自身

を我慢してください、そして、あなたの歩みを大きく遅らせるあなたの中の狭量さにもう
敗け (まけ) ないようにしてください。あなたの完徳の邪魔をするあなたの狭量な態度、
あなたのつまらない感情を無くしてください。天におられる花婿に対する愛だけを羨 (う
らや) んでください、人から忘れられることを愛してください。ただおひとりの至愛なる
おん方のために、あなたのすべてを取っておいてください、至愛なるおん方だけが、私た
ちから離れ去るようなことはなさらないのです。如何なる被造物も頼りにしてはなりま
せん、被造物はすべてガラスよりも脆 (もろ) く、一瞬にして私たちから取り上げられる
ことがあるのです。私たちの建物の基 (もとい) を動く砂の上ではなく、岩の上に築きま
しょう。
6

白い祭服をあなたに送ります。すべての姉妹たちによろしくお伝えください。私たち

の主イエス・キリストにおいて、私の心からの友情を受け入れてください。
スール・マリー
7

私たちはしばしば、スール・ヴィジタシオンとスール・アントワーヌのことを考えま

す。私たちはそのうち彼女たちにお手紙を差し上げましょう。

475. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1822 年 8 月 13 日

ラコサドさま、
この度もまた、私たちは、あなたさまに、私たちの感謝の気持ちを新たに表さなければ
ならないことになるでしょう。慈愛なる神さまはあなたさまをお使いになって、私たちの
すばらしいメール・テレーズをお救いくださいました。私たちのために、さらにもう一肌
脱いでいただけないでしょうか。
2

今、私は新たな親切をあなたさまにお願いしたいと思っています。それは、私たちの

スール・アンカルナシオン、マドゥモワゼル・ラシャペールの健康回復のことです。彼女
の健康がとても心配な状態です。私たちの心は、彼女を失うことになるかもしれないと考
えて苦悩しています。彼女を失うようなことになれば、それは私たちにとってはかり知
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れない損失となります。親愛なるこの姉妹は、3 ヵ月前からひどい風邪に罹っています。
時々、突発的に吐血します。いつもの痰は悪性です。先月は生理がありませんでした。そ
れで、その代わりにヒルに太腿の血を吸わせました。そのことで吐血は止まったのです
が、今日また吐血しました、でも生理は 15 日にならないと始まらないはずです。親愛な
るこの姉妹は、かつてかなり多量に染み出るひこう疹性 (しんせい) の腫瘍を患ったこと
があります。数年、バニェール・ドゥ・リュションへ温泉治療に行きまして、腫瘍は消え
ましたが頻繁な胃の痛みが残りました. . . 私たちのボン・ペール (bon Père) は、彼女があ
なたさまに診て戴ければと願っているようですが、姉妹の方で母院 (Maison-Mère) を去
ることを少し嫌がっています。彼女は母院で死ぬことの方を望んでいるようです。でも、
もしあなたさまの方で彼女を治す見込みが本当におありでしたら、彼女に行くように求め
ましょう。しかし、彼女の病気が絶望的なものでしたら、どんな小さな苦しみであっても
彼女に味わわせたくありません。率直に私に話してくださいませんでしょうか。私は外の
すべての姉妹と同じように、親愛なるこの姉妹のことも救ってあげたいのです。もし私た
ちのかかりつけのお医者さまの方の所見をお送りしたら、何かお分かりになることがある
でしょうか。差し当たり、ベロック氏に相談しながら姉妹を 2 度診てくださったラフォー
ル氏のお手紙を、あなたさまに送ります。ラフォール氏がどうお考えなのか見てくださ
い。姉妹は今ロバの乳を飲んでいます。
3

私の感謝の気持ちと深い尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・トランケレオン

4

メール・テレーズのことはどうご覧になりますか。マドゥモワゼル・ラシャペールは 9

月から 3 月まで生理が止まっていましたが、それ以外は体の不調はありませんでした。ヒ
ルに血を吸わせたりお湯に脚を浸けたりなどして、生理は普通の状態に戻っていました。

476. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
メール・エミリ・ドゥ・ロダはヴィルフランシュに帰ってまもなく、ふたつの修道会の連合について、
ヴィルフランシュの姉妹たちが難色を示しているということをメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
に報告しなければなりませんでした、そして、メール・エミリ・ドゥ・ロダが連合を受け入れるだろうとの
希望はメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンにはもう殆どもてなくなってしまいました。
メール・エミリ・ドゥ・ロダは 8 月 28 日にオーバンに赴き、そこに新しい修道院を設立しました。メー
ル・エミリはメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンにオーバンから 2 度目の手紙を書き、ヴィルフラ
ンシュの近況と新しい修道院の設立のことを知らせています。メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオン
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はメール・エミリに返事を書いています。

+J. M. J. T.

1822 年 10 月 7 日

神のより大いなる栄光のために。
親愛なる私の姉妹、
2

私たちの共通の神なる師の栄光を獲得するために、あなた方が広がっていくのが分かっ

て慰めを覚えました。私たちはこの新しい巣箱を祝福してくださいますように、主にお祈
りします。それはその巣箱で、聖なる信仰心の蜜が立派につくられるためです。
3

親愛なる私の姉妹、私たちはただひとつの願望だけをもちましょう、それは、私たち

の花婿の栄光と誉れのために、私たちが燃え尽きることです。花婿のためなら、私たちは
何も負担と思うことがありませんように。花婿は私たちのために多くのことをしてくだ
さったのです。
4

連合の目論みのことはどうなるのでしょうか。連合は諦めなければならないのでしょ

うか。私にとってそれが辛くないと言えば嘘になります。分かりませんが、私の中には依
然として連合への意欲があります. . . でも神さまに犠牲としてささげます。私が望むのは
ただ神さまのより大いなる栄光だけです。
5

私の良き姉妹、私たちの聖なる会則の遵守、全く物を自由に使わないことの遵守、世俗

に対する節度の遵守において、どちらがより忠実でより規律正しいか敬虔なデフィ (déﬁ,
競争) をしましょう。応接室の付き添いの姉妹 (écoutante)68 の件、禁域の厳守の件などに
ついて緩みが全くないようにしましょう。しかし、禁域の厳守につきましては、私たちは
それほど厳密でない、とあなたは思われることでしょう。けれども私たちは大変に厳密な
のです。ただ、私たちの神父さまがこちらにおいでになる時は、外の時には私たちに許可
されていないことを、神父さまが一時的に許可してくださるということがあります。神父
さまにはそのことのしっかりとした理由がおありになります。と申しますのも、神父さま
はいい加減には何もなさいません。
6

親愛なる私たちのスール・アンカルナシオンが殆ど奇跡的に治りました。私たちは、聖

なるおとめマリアの髪の毛に触れたリボンの一片を彼女に着けさせました。その日の夜、
治るということが急に起きたのです、そしてそれ以来、彼女の状態はどんどん良くなって
います。この同じリボンをトナンの吐血をしていたスール・ヴィジタシオンにも着けさせ
たのですが、吐血はその日のうちにすぐに止まりました。
68

応接室での面会に付き添いとして任命された姉妹。
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7

親愛なるあなたの娘の方々の状態が良くなっていることを、私は大変嬉しく思います。

8

こちらでは、私たちは辛い思いをしています、スール・アンジェリックが出たのです。

(あながた疑念を抱いておられた例のノヴィス (修練者) です)。スール・フェリシテも家
に帰すことに決めていたのですが、本人が自分の態度を改めると一所懸命約束したもので
すから、決定の実施をまだ保留しています。
9

若い花屋さんをどのような方法であなたの方へおくるようにしたらよろしいですか、

出来るだけ早く指示してください。
親愛なる私の姉妹、私たちの主において、私の心からの愛情を受け入れてください。

10

スール・マリー
こちらの姉妹たちがあなたによろしくとのことです。そちらの姉妹の方々に、私から

11

よろしくとお伝えください。

477. ポーのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛
+J. M. J. T.

1822 年 11 月 29 日

イエスさま、わたしはあなたを愛したいのです。
2

親愛なる私のグザヴィエ、私もあなたからのお便りを戴けないのを苦にしていました、

それで、あなたのお手紙は嬉しく戴きました。
3

悪魔は、「マリアの子供」に嫉妬して、あなたを私たちから奪おうとしたのでしょう。

これは、悪魔のいつものやり口だと思います。あなたに私たちの修道会の召命がないと
は、私には信じられません。もし、あなたがご両親の元を去って愛徳修道女会† に行くこ
とが出来るのでしたら、どうして汚れなきマリア修道会 (Filles de Marie) に入るために
ご両親の元を去らないのでしょうか. . . これは私の欲の出しすぎかもしれません、と申し
ますのも、私は神さまのみ旨だけを望まなければならないからです。
4

今月の 21 日は、私たちにとって大変大切な日であったことを申し上げましょう。6 名

のノヴィス (修練者) が聖なる誓願を立てました。その中に、マドゥモワゼル・ラシャペー
ルと私の従妹がいます。イエス・キリストのこのしあわせな花嫁たちは意気に燃え、そし
て、感銘を与えるほどの熱心さでした。ローモン師は、彼女たちが頭にきよらかさのしる
しの花の冠を戴いているのをご覧になって喜んでおられました。
†

編者註：愛徳姉妹会とも言う。ヴァンサン・ドゥ・ポール (1581-1660) がルイーズ・ドゥ・マリヤックと
ともに 1633 年に創立する。
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5

来月の 8 日、私たちは 5 名の姉妹の着衣式を行います。その日はコングレガシオンの

大祝日† です。あなた方はその祝日をどのようにお祝いしますか。
6

こちらでは、お嬢さんたちのコングレガシオンの会員は指導者の神父さまの霊的講話

の後、白い服を着、ベールを被ってグループ毎にマリアに対する奉献の更新をします。朝、
会員がご聖体拝領をし、賛歌を歌うなどします。あなた方も同じようにしてもいいでしょ
う。そして会員たちが以前にもました熱意をもって改めて至聖なるおとめマリアに身をさ
さげることによって、また、マリアさまに対する過失の償いの式をマリアさまにおささげ
することによって、彼女たちの心が、とりわけ、この儀式の精神をどれほど理解しなけれ
ばならないかを感じとることができるでしょう。
7

私たちは行列の時、マリアさまのご像を持ち運ぶことはしません。無原罪のおん宿り

のマリアさまを描いた旗印をかかげます。
8

柩を包む布は、お嬢さんたちのコングレガシオンの会員のためには、黒い十字架のつ

いた、ウールか絹の白いものでなければなりません、ダム (Dames) の方々のためには、白
い十字架のついた、黒いものでなければなりません。
9

サンチュール (ceinture, 帯) は金メッキしたカンティーユ‡ の刺繍を施した白い絹でで

きていて、幅が 4 分の 1 オーヌ§ 、長さが 4 分の 3 オーヌです。それは、オフィシエール

(Oﬃcière, 支部長) かゼレ (zélée, 献身的な人) が着けなければなりません。
親愛なるグザヴィエのために一言申し上げます。彼女が毎日自分の意志に死にますよ

10

うに。彼女がどんな小さなことにおいても、従順の精神で許可をもらって行動しますよう
に。それは、彼女のすべての行為が功徳となる方法です。
さようなら、親愛なる私の娘、神さまのために、神さまにおいて、あなたを心から愛

11

します。
スール・マリー・T.
こちらの姉妹たちがあなたに口づけをおくります。マドゥモワゼル・ドゥ・ポルテが

12

3 日前からこちらに見えています。大変善良ですが体の弱い人です。

478. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

†

編者註：マリアの無原罪のおん宿りの祝日。
編者註：刺繍用の金糸。
§
編者註：1 オーヌ =4 ピエ。1 ピエ =0.3048m。
‡

1822 年 12 月 12 日

669
神のより大いなる栄光のために。
2

新たな年を迎えようとしているこの時期に、今日は、親愛なる私の娘ドジテに手紙を

書いて、その魂のため、私の心からの愛情のこもった願いをお知らせしたいと思います。
3

親愛なる子供、来る年があなたにとって、お恵みの年、功徳の宝を集める「充実した」

年であることを願っています。そしてそのために、あなたが霊的に大いに貪欲であること
をお勧めします。功徳を積むためにどんな機会も、たとえそれがどんなに小さな機会で
あっても、逃さないでください。あなたもご存じのように、1 ソル§ 1 ソルが最後には大金
になるのです。それと同じく、小さな功徳を積み上げていけば、それは最後には多くの貴
重な功徳となります。それに私たちは私たちの不忠実によって、毎日負債をつくっていま
す。ですから、毎日、そのいくらかなりとも払わなければなりません。それゆえ、私たち
が経験することがあり得る小さな苦しみ、小さな屈辱、小さな障害を利用するように心が
けましょう。
「塵も積もれば山となる」です。人に言われるちょっとそっけない言葉、人
から受ける非難、私たちに対する無視. . . こういったことが少しずつ聖人をつくるのです。
それに私たちは、自分が聖人になり、また、聖人をつくること以外の何を望むのでしょ
うか。
4

大切な第三会はどういう具合ですか。ムラン師が私たちにおっしゃることによります

と、ボン・ペール (bon Père) は、本修道会のこの大切な部門について、大きな計画をもっ
ておられるということです。ですから、この貴重な葡萄畑をよく耕しましょう。会員69 を、
本当の謙遜と完全な従順に基 (もとい) を築いた堅固な徳をもつように養成しましょう。
会員のためにしばしば祈りましょう。あなたの働きを頼みとすることなく、ひたすらに慈
愛なる神さまの助けを頼みとしましょう。しばしば助言を求めてください、すべてを従順
の導きによって行ってください。あなたが行うことが、あなたの考えていることよりも劣
るとしても、従順がより多くのお恵みをもたらしてくれるでしょう。自己の意志は、それ
が入り込むすべてのものをそこないます。
5

親愛なるドジテ、ご聖体拝領のことでは、ボンヌ・メール (bonne mère, 院長) と聴罪

師際によく従ってください。それは、ボンヌ・メールと聴罪司祭の責任です。慈愛なる神
さまは、従順のことしかあなたに報告を求められないでしょう。
6

あなたからのお手紙をもって来てくださったエギュイオンのお嬢さんと、ちょっとで

したがお会いしました。
7

さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、心からあなたに口づけをおくり

ます。
§
69

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
第三会の会員
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スール・マリー・T.

479. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
+J. M. J. T.

1822 年 12 月 30 日

ラコサドさま、
年が改めるこの時に、私は感謝の心から、主の花嫁である親愛なる私たちの姉妹たちに
対するあなたさまのご親切を、主が百倍にして返してくださいますようにと願う気持ちを
あなたさまにどうしても言い表したいと望んでいます。姉妹たちは、あなたさまのご親
切、特に、姉妹たちの病気の時のご奉仕について、しばしば私に話してくれます。
2

姉妹たちの健康状態、特に、しばらくの間私たちを心配させたメール (mère) の健康状

態について、なんらかの詳しいことをお知らせ願えないでしょうか。私は、姉妹たちのた
めに、大変能力のあるもうひとりの人をおくることにしています。この人は、休養を必要
としているメール・サン・テスプリの財務の補佐をしてくれるでしょう。彼女の健康は、
病気ではありませんが、丈夫ではありません。23 歳で、授業や一般の人たちのための教
話の助けも出来ます。
3

学校、事業. . . はどのような具合ですか. . .

4

ジュスチーヌ70 からのお手紙への返事を同封することをお許しください。

5

私の深い感謝と尊敬の気持ちを受け入れてください。尊敬の気持ちから、私はあなた

のつましいはしためです。
スール・マリー・トランケレオン

480. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.
すべてを神さまだけのために。
親愛なる私の姉妹、
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ラコサド氏の召使

1823 年の 3 日
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2

あなたとあなたに託されている大切な方々のために、私の心が天におられる花婿にさ

さげる愛情のこもった願いをお受け取りください。あなたがますます神さまに栄光を帰
し、また、姉妹の方々をマリアさまのマントの中に導くようにマリアさまの懐の中に導く
ことによって、ますます聖化することができますように。
3

親愛なる私のメール (mère)、勇気に充たされるようにしましょう。私たちの人生には

十字架が蒔かれていることを十分に覚悟しなければなりません。でも、天におられる花婿
が私たちの力を強めてくださるでしょう。私たちは、テレジア† 、クララ‡ 、シャンタル§ の
ような人たちと同じ道を歩いています。このような聖なる模範によって、私たちの気持ち
を奮いたたせましょう、聖人になりましょう。外的な仕事が、私たちの完徳に対する配慮
から、私たちをそらすことが決してありませんように。私たちの大きなそして主要ななす
べきこととして、完徳に励みましょう。聖人は多くのことをしますが、不完全な修道者は
殆ど何もしません。
4

私たちの心を燃え立たせましょう、広くしましょう、私たちが向かうしあわせな終着

地として、しばしば天国を考えましょう。もし、私たちの働きが神さまのためになされ
たのであれば、天国で報われるでしょう。本当に純粋な意向をもつように努めましょう。
被造物のためには何もしないように、また、利己心のためにも何もしないようにしましょ
う。すべてを神さまにおいて、すべてを神さまのために、ただ神さまのために、これが私
たちの大きな標語です。
5

親愛なるスール・スタニスラスは、トナンのために私から取り上げられました。私の

心は彼女のことを大変惜しいと思っています。アルザスの話はまだありません。すべて
は長上の方々の手の中にあります。
6

私たちは元気にしています。慈愛なる神さまは私たちの弱さを知っておられて、私た

ちをいたわってくださっておられるのがあなたにはお分かりでしょう。
7

私はあなた方すべての姉妹のために、お年玉として、会則に対する忠実を願っています。

8

オーバンのミサ、告解はどうしていますか。

9

さようなら、親愛なる私のメール、至愛なるおん方のみ心において、私のすべてをあ

なたにささげます。
スール・マリー・T.
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：アッシジのクララ (またはキアラ)。アッシジの聖フランシスコの弟子。13 世紀に、女子観想
修道会クララ会 Ordo Sanctæ Claræ を創立する。
§
編者註：ジャンヌ・ドゥ・シャンタル (1572 年 1 月 23 日-1641 年 12 月 13 日)。聖フランソワ・ドゥ・
サール (フランシスコ・サレジオ) とともに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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こちらの姉妹たちがそちらの姉妹のすべての方々に、私たちの主イエス・キリストに

10

おいて、ご挨拶申し上げております。
あなたからのお手紙を戴いたところです。私はあなたの苦悩を心から分かち合いま

11

す。私たちはあなたのためにお祈りしましょう。

481. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1823 年 4 月 19 日

神さま、あなたの復活の結果としてのこの平和を私たちに与えてください。
2

親愛なる私の娘ドジテ、私があなたのことを忘れたと思えますか。いいえ、ドジテは

私にはとても大切な人ですから、忘れるようなことはありません。
3

ドジテが心ひそかに悲しみを覚えていることを知って、私もとても悲しい思いです。

ドジテが道理をきっぱりとわきまえた大人になって、聖なる従順の導きに完全に身を任せ
ることを、私は望んでいます。ドジテが自分の体と魂についての配慮を、神さまの代わり
をする人たちの手に委ねることを、私は望んでいます。ドジテの魂が成長することを望ん
でいます。ドジテが乳離れすることに同意して、かたい肉を食べることを承諾すること
を、私は望んでいます。ドジテがしっかりとした足取りで歩くことを承諾して、いつもい
つも砂糖で養われる必要がないと認めることを、私は、望んでいます。
4

親愛なる私の娘、私は、あなたに会則を最大限忠実に守ることを勧めます。あなたの

心を占めるものは、あなたの勝手な想像ではなく、会則に対する忠実でなければなりませ
ん。もし私たちが、私たちの後に続く人たちに、会則を忠実に守るということを引き継い
でいかないとすれば、私たちは不幸です。トラピスト会のある神父さま71 が、私に、「も
し私たちが「控えめの規則 (règle de réserve)」— 本修道会の第三の目的 — に忠実でな
いとしたら、25 年後には私たちは改革を必要とするでしょう」
、と言われました。表面上
は、あまり多くの善はしない方がいいです、でもその善は、会則の精神でしなければなり
ません。神さまは、私たちを会則から離れさせるような事業を、私たちに望んではおられ
ません。会則の中に72 、
「几帳面に守られる慎み深さ、最小限の世俗とのかかわりといっ
た賢明な控え目を私たちがおろそかにすれば、善は灰燼 (はいじん) に帰するだろう. . . 」
と言われていることを思い起こしましょう。外での場所、使うべき時間について、従順の
限界を超えないようにしましょう。
71
72

恐らく、1822 年アジャンにシャミナード師と同行したブエ神父であろう。
会憲 (Constitutions) の中で。
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5

さようなら、親愛なる私の子供、第三会の親愛なる私たちの娘の皆さんに私の愛情の

気持ちをお伝えください。
6

心からあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

482. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1823 年 9 月 2 日

イエス・キリストが讃えられますように。
2

親愛なる私のメール (mère)、母があなたの町に立ち寄るのを利用して、あなたとの思

い出を温め、そして特に、神さまの前で私たちを忘れることのないように、あなたにお願
いしたいと思います。
3

親愛なる私のメール (mère)、私たちが必要としていることは何と大きいのでしょう、

特に私が必要としていることは。本当の修道者となって、世俗とその精神に死んだ者、自
分自身と自分の欲望に死んだ者、すべての被造物に死んだ者、そして、地上的なすべての
愛着に死んだ者となるために、どんなに多くの努力すべきことがあるのでしょう。私たち
の身分のこの崇高な目的に達することが出来ますように、お互いのために祈りましょう。
4

今日は、私たちのポストラント (postulante, 志願者) のスール・エリザベトが亡くなっ

たことで、とても悲しい思いをしています。あなたがこちらにおいでの時にお会いになっ
たポストラントです。彼女は、健康上の理由で修道院を去っていて、自分の家で亡くなり
ました。エリザベトの姉は修道女です、姉はこの死去に大きな衝撃を受けています。親愛
なるこの魂が神さまの懐に抱かれて安らかに憩うことが出来ますように、あなたと共同体
のお祈りをお願いします。
5

あなたは、私たちが預かっていた子供に満足していますか。その子供にどんなことを

させていますか。子供は引き続き書き方の勉強をしていますか。もし可能でしたら、その
子供について詳しいことを少しお知らせ願えませんか。
6

こちらの病人たちの具合はかなりいいです。でも、受付係のスール・フランソワだけ

はあまりよくありません。彼女は 2 ヵ月前から、床に臥せているのですが、4 ヵ月前から
体の具合を悪くしていたのです。そちらの病人の方々は如何ですか。
7

私たちは、私たちのボン・ペール (bon Père) にお会いしました。いつものことながら、

魂の中にイエス・キリストの支配を広めるために、熱意に燃えておられます。
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8

さようなら、親愛なる私のメール、私の娘たちがあなたによろしくとのことです、そ

して私は、私たちの主イエス・キリストにおいて、私の愛情をあなたにささげます。
スール・マリー・T.
9

親愛なるあなたの娘の方々、特に、スール・アガトとスール・ドジテによろしくお伝

えください。マルティ師に私の尊敬の気持ちをお伝えください。

483. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
トナンの修道院の院長のメール・テレーズ・ドゥ・ジェジュ・ヤナシュの容体が大変悪いです。事実、11
月 3 日に息を引き取ることになります。

+J. M. J. T.

1823 年 10 月 2 日

聖なる天使、私たちのために祈ってください。
親愛なる私の娘、
2

私たちの涙を一緒にしましょう. . . 私の心は悲しみに沈んでいます。でも、希望をもた

ない人のようにはしないようにしましょう。目をあげましょう、天国が私たちの祖国で
す。聖人のような私たちのメール (mère) は、私たちよりも一足先にその祖国へ旅発ちま
す。少しすれば、そうです、私たちは天国でメールと再会するでしょう。メールが私たち
に示してくださった、柔和、忍耐、愛徳、謙遜の良い模範の香りに導かれて、メールの後
に従いましょう。
3

親愛なるドジテ、徳において大きい者となりましょう。神さまが私たちを完徳へと呼

んでおられます、私たちの身分によって私たちは完徳へ向かう義務があります。私たちの
主が求められる犠牲をするために広い心をもちましょう。
4

親愛なる私の娘たち、勇気をだしましょう。私は本修道会の上に祝福の雨が降るだろ

うと信頼しています。大きな十字架の後に、大きなお恵みが来ます。神さまがいらっしゃ
れば私たちは十分です。神さまの花嫁には神さまだけで十分なはずです。さあ、元気をだ
しましょう。神さまのみ手のうちに、自らをお委ねしましょう。私たちが、十字架の下に
たたずまれるおん母の娘に相応しい者であることを示しましょう。それは、神さまのご
意志をへりくだって受け入れることによって、神さまに対して私たちの愛を証しする時
です。
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5

私たちのボン・ペール (bon Père) が、私たちの受付係のポストラント (postulante, 志

願者) たちの身元調査書を求めておいでです。それを私に送ってください。彼女たちの家
族の名前、両親の身分、才能、徳、財産、前の職業を記入しなければなりません。彼女
たちの家族などについても調査してください. . . 第三会の会員に手助けをお願い出来るで
しょう。
6

親愛なる私の娘たちと、苦しみの床にある親愛なる病人に口づけをおくります。特に、

メール・サン・テスプリには、意志の固さの模範を示すようにお勧めします。
7

さようなら、親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、すべてをあなたに

ささげます。
スール・マリー・T.

484. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
メール・エミリは、前の手紙の中で、ある修道女を指導するについて、遭遇する困難を嘆いています。
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンはメール・エミリを慰めて、自分も同じ困難に出会ったことを
述べ、そして自分の経験を語っています。

+J. M. J. T.

1823 年 10 月 7 日

親愛なる私の姉妹、
あなたのお手紙を嬉しく戴きました。心からあなたの苦労を分かち合います。私も同
じような経験をしました。そして、それは殆どいつも、召命の不足か、あるいは召命の喪
失から来るということが分かったように思います。よくお祈りをし、また相手のことを十
分に思いやって行動しなければならないと思います。姉妹たちの魂の救いのために絶対必
要でないことは、犠牲にすることをわきまえなければならないと思います。姉妹たちに、
姉妹たちの好みに合った仕事をそれとなく与えることによって、姉妹たちの気分転換をし
なければなりません。そのことは、召命を試すための経験を私たちがすることに役立って
くれるに違いありません。
2

スール・ドジテに対しては忍耐をお勧めします。彼女の姉妹も最初は彼女と同じよう

でしたが、でもその後、徳が本性を克服しました。私は、スール・ドジテには深い謙遜と
聖なる勇気を望みます。
3

親愛なる私のメール (mère)、私の心は大きな悲しみで引き裂かれています。私の大切

な娘、メール・テレーズがその生涯を閉じようとしているのです。去年と同じようないろ
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いろな偶発的な症候が出て、メール・テレーズを末期の状態にしたのです。医者の方々
は、もう駄目だと言っています。メール・テレーズの共同体は、疲れにうちひしがれたこ
の聖人のようなメールを失うことで悲嘆にくれています。後は奇跡を望むだけです。私
たちは、聖なるおとめマリアに顔を立てました。主が、人間の目からすれば確実なメール
の死去によって、本修道会を打たれるようなことをなさらないように、至るところで祈っ
ています。私たちと心を合わせて、メールのために祈ってください。
4

スール・ヴィジタシオンも危険な状態にあります。私たちは、彼女をトナンから呼び

戻します。あちらの空気は胸のためには厳し過ぎます。
5

メール・テレーズは聖人のように、死に向かっています。常に、唇にはほほ笑みをた

たえ、天国のことだけを話しています。メール・テレーズは、天国へ行って安息を得られ
ると、心からの信頼をよせています。
6

さようなら、親愛なる姉妹、私のために祈ってください。私がメール・テレーズの徳

を受け継ぐことが出来ますように。イエスさまとマリアさまのみ心において、あなたに口
づけをおくります。
スール・マリー・T.
7

親愛なるあなたの娘の方々によろしくお伝えください。

8

あなたのお体の具合は如何ですか。

485. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
トナンの院長、メール・テレーズの病気のため、メール・マリー・デュ・サクレ・クールはアジャンの
修練院を去って、修道会の二番目の修道院へ行き、少し前からそこにいます。メール・マリー・デュ・サク
レ・クールは、メール・テレーズが 11 月に死去するに伴って、院長になります。この手紙は、メール・マ
リー・ドゥ・ラ・コンセプシオンが、メール・マリー・デュ・サクレ・クールとなった、最初のころの友人、
アガトにしたためる初めての手紙です。

+J. M. J. T.

1823 年 10 月 10 日

神さまのみ旨、あなたは私の愛です。
2

親愛にして良き私の娘、心からの慰めを覚えながら、あなたに一言申しあげます。

3

親愛なるスール・ヴィジタシオンが大変疲れて到着しました。でも、姉妹たち皆に会

えた喜びと床に就いて休んだことで少し元気になりました。
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4

私は院長さまの状態について、幻想を抱いていません. . . 望みは奇跡だけです。でも、

私はマリアの聖なるみ名に希望をおきます。それに、結局は信仰が勝たなければなりませ
ん。私たちは流刑の地にいるのです。私たちの「祖国」に行くことを喜びましょう。報い
を戴くことがずっと後に延ばされることを願うといったような、身勝手な考えはもたない
ようにしましょう。すべてにおいて、信仰の目をもちましょう。
5

大切な修練院はさほど問題はありません。スール・ルイズ・マリーに問題があるだけ

です。スール・ルイズ・マリーとはもう 4 回話をしました。それに、スール・ナティヴィ
テはいつも泣いていて、テーブルを立たなければなりません。彼女は、今日告解をしまし
た。スール・プレザンタシオンは、私には、沈んでいて率直さに欠けるように思われます。
今日彼女と話し合いましたが、かなり心を開いてくれました。スール・サン・ポールとも
話し合いました。彼女はベロック氏から水浴をするように言われています。彼女の体の
調子は相変わらず良くありません。スール・イザベルは大変元気です。他の姉妹たちも元
気です。
6

もし、スール・サン・ソヴールが授業を十分に出来ないようでしたら、そのことをボ

ルドーに書いてください。と申しますのも、彼女を喜んでこちらに戻しましょう。良く判
断してください。健康のことを除けば、スール・ナティヴィテの方が適していたように、
私には思われます。
7

スール・ドジテにブルス (Bourse, 給費) を受け取るように言ってください。これは神

父さまからの指示です。神父さまから、最初の契約書 (pacte) はとっておくように言わ
れましたので、私たちはそうしました。他の契約書は提出するように言われました. . . マ
リー・ジョゼフに免状 (Brevet) を送ります。支払いを受けるために、彼女がそれに署名
して、それを、最初の郵便で送り返さなければなりません。また、日付も入れてアジャン
の語の下に署名しなければなりません。
8

マドゥモワゼル・サバンの件についてはどう思いますか。私は、実力行使は余り好き

ではありません。私は従順が求めることをすることにします。
9

親愛なる病気のメールに日に 9 度マリアのみ名を唱えるように言ってください。いち

ばん神の栄光となるものを獲得するために、私たちは病人のメールをマリアのみ名におさ
さげしました。神さまの愛すべきみ旨がすべてにおいて、どこにおいても、すべてのため
に、行われますように、つねに祈りましょう。
10

サルラの 4 名のポストラント (postulante, 志願者) について話を伺いました。この人

たちのことで、主任神父さまからお便りを戴くことになっています。
11

あなたが平和のうちにいることを知って、私は慰めを覚えています。慈愛なる神さま

は、このことから善を引き出されるだろうと、心から信頼しています。
12

スール・ジュヌヴィエーヴが「外部の仕事の姉妹」の身分のことで、悩んでいました。
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服装、外出のことですが. . . スール・ジュヌヴィエーヴは、彼女が同伴者として、私に願っ
たメール・サン・ヴァンサンに心のうちを明かしました。メール・サン・ヴァンサンは、
服装を私たちの服装と出来るだけ近いものにすることを心から願っています。よくお祈
りしましょう。そのことについて、親愛なる病気のメールに一言伝えてください。病気の
メールは、スール・ジュヌヴィエーヴとスール・メール・サン・ヴァンサン、彼女たちの
服装、また彼女たちの悩みなど. . . についてどう考えるのでしょうか。スール・マリー・
ジョゼフはその熱意をどのように実行していますか。スール・スタニスラスとスール・ド
ジテはその職務 (Oﬃce) をどのように実行していますか。
13

さようなら、親愛なるメール (mère)、親愛なる姉妹、親愛なる娘。すべての姉妹たち

にさようなら。姉妹たちのすべての心を代弁して、あなたの心の子供たちの気持ちのすべ
てをあなたにお伝えします。私たちの唯一の「中心」でいらっしゃるイエスさまのところ
にあなたを残します。
スール・マリー・T.

486. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1823 年 10 月 22 日

イエスさま、あなたの聖なる霊によって私たちを指導してください。
親愛なる私の娘、
2

あなたからの大切なお手紙を読むことによって、私の心はどんなにか深い慰めを覚え

ることでしょう。そうです、私たちは、私たちの天におられる花婿イエスさまにおいて、
ただ一つとなるのです。私たちは、イエスさまのみ心にかなった花婿をイエスさまのため
に養成すべく呼ばれているのですから、この愛すべき役割に心をつくして一生懸命励みま
しょう。
3

スール・スタニスラスのことでは、私は全くあなたと同意見です。彼女が自分で教養

を身につける必要性を彼女に吹き込むように努めましょう。アジャンとトナンにおいては
私たちのリーダーたちは、個人的な読書をしないために、十分にしっかりとした教養の基
盤を身につけていないことが、私には分かります。会則は教養を身につけることを私たち
に命じています、そして、それは本当に必要です。
4

もしあなた方が聖書の注釈書をもっていないのでしたら、私たちがもっているものを

あなた方に貸しましょう。各自、少なくとも 15 分の個人的読書をしなければなりません。
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私はここで、このことを定めます。私は、メール・スタニスラスの教養よりも、メール・
サン・ソヴールの教養の方をずっと当てにしています。
5

スール・サン・テスプリには週に一度共同体の要理をして欲しいと思います。そして、

スール・サン・テスプリが出来ない時には、メール・マリー・ジョゼフかメール・サン・
ソヴールにして欲しいと思います。
6

清貧の精神については、よく話してください。と申しますのは、清貧の精神なくして

は、貧しくあることが出来ないからです。姉妹たちが、ある場合には、人から戴くことも
あり得る物を私たちに隠すことを、私は心配します。姉妹たちは、そのことを私たちに明
かす必要はありませんが、でも、率直さを損なう術策によってそのことを隠すことは清貧
に反することになるでしょう。私がこのようなことを言うのは、ただ清貧の誓願を尊重す
るためであり、そして、私たちの大切な修道会において修道者のこの大きな徳が欠けるこ
とのないようにするためであることを、考えてください。
7

あなたの心の群れ (姉妹たち) について、あなたにお話ししたいと思います。神さまが

働いてくださって、安らぎと平和があります。そのことで私は慰めを覚えています。スー
ル・ナティヴィテは、授業の話を私にしてくれて、
「私は、私がいるべきところにいます」
と言っています。彼女は休憩の時、陽気にしています。それは、平和を物語っています。
メール・ゴンザグがすべての指導に当たることになるでしょう。メール・ゴンザグは監督
のため、また、祈りを覚えさせたり、キリスト教の教え、ロザリオの唱え方を暗唱させた
り、倉庫の管理、台所、食堂などの係をする人たちについての報告を自分にさせたりす
るために、スール・テレーズを使うことになるでしょう。メール・サント・フォワについ
ては、私も全くあなたと同じように見ています。ですから、メール・サント・フォワはノ
ヴィシア (修練院) の仕事よりは霊生の仕事をした方がいいと、私は思います。彼女は、
聖務に対する熱意、几帳面さ、聖務の時のきちんとした身なり、徳に対する熱心さ、徳を
奨励することなどの監督に大変適しています。メール・ゴンザグがすべてのコンフェラン
ス (conférence, 講話) などをすることになるでしょう. . . そのことについては安心してく
ださい。あなたもご存じのように、この立派なメール・ゴンザグはしっかりとした説明を
することができます。
8

スール・プレザンタシオンは倉庫の管理の手伝いをしています。彼女がその仕事で何

が出来るか見ましょう。彼女は落ち着いています。スール・サン・ドゥニはサクリスティ

(香部屋) の仕事をすることになります。明日、スール・サン・ドゥニの試練期 (probation)
への受け入れ式を行います。スール・サン・ポールはスール・ブリジットと一緒に看護の
仕事をすることになります。このふたりは働き者です. . . スール・サン・ローランは台所の
手伝いです。スール・マドレーヌは大変元気です。スール・イザベルとスール・マリー・
デ・ザンジュは休養を取っています。スール・アニェスは立派に授業をしています。私た
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ちは大体元気です。
9

スール・サン・フランソワの例の娘を受け入れることには、私は賛成しません。私た

ちは今までかなりの例外を認めてきました。「身分」や「年齢」の例外を多く認めれば、会
則が骨抜きになるでしょう。
親愛なるメール (mère) にもっと早く焼灼 (しょうしゃく) 器を当てなかったことを大

10

変残念に思います。私は、本修道会のため、会員の聖化のため、そして、長上の方々に光
を戴くために、苦しみをささげることを勧めます、とメールにお伝えください。
メールが「諸聖人の祝日† 」を天国に行ってお祝いすることになるのではないかと、私

11

は大変心配しています。
私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。こちらのすべ

12

ての姉妹たちがあなた方に挨拶し、あなた方を愛しています。
スール・マリー
帳簿の面倒を見てください。メール・ゴンザグとメール・サント・フォワが後で引き

13

継いで出来るようにするためです。

487. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンがこの手紙を書いたその日に、メール・テレーズはこの世
を去って花婿のところへ行きました。

+J. M. J. T.

1823 年 11 月 3 日

神さまだけを。
親愛なる私の娘、
2

私の心は、あなたとお話をする時、いつも喜びを覚えます。ずっと前から私たちを結

びつけている気持ちをあなたが疑うことのないように、私は期待しています。そして、こ
の気持ちが永遠に続くことも期待しています。
3

あなたに、ホスチア、スール・サン・ソヴールのための前掛 1 枚 — 彼女は前掛を 2 枚

もっていきました — そして、カーテンのためのモスリンのスカート 1 枚を送ります。

†

編者註：11 月 1 日。
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4

私はトナンの大切な修道院の負担を軽くしてあげたいと心から望んでいます。でも、

私たちにはそれができません。聖なる貧しさ万歳。私たちが実生活の中で貧しさに苦し
むなら、私たちはもっとよく清貧の精神を身につけるでしょう。聖テレジア† の (カルメ
ル会) 創立を思い起こしましょう。私たちはバシェロに 9500 フランか 10500 フランかの
借りがありますが、これらすべては着衣式のためです。
5

神さまからの悲しみは、すべてを投げ出す世俗の人たちのように、私たちを行動させ

るものであってはなりません。私たちは神さまの事業を行っているのです。ですからそ
の事業を支えなければなりません。2 週間毎のコングレガシオンのコンセイ (Conseil, 評
議会) をまた始めてください。すべてがうまく機能しなければなりません。すべてが持続
されなければなりません。
6

聖人のような私たちのメール (mère) は「祖国」へ帰ります。ほんの数日だけ私たちよ

りも先に行くだけです。親愛なる娘、長上らしく振る舞ってください. . . あなたに託され
ている人たちを進歩向上させてください。
7

親愛なるスタニスラスのことが心配です。その魂のために気配りをしてください。彼

女に、私からと言って、あなたに心を開くように、またあなたに悩みを知らせるように
言ってください。彼女の救いにかかわることです。ラリボ師に彼女を指導して戴けたら
と思います。でも、スタニスラスはあまり悩み事に気をとられすぎてはならないと思いま
す。それはしばしば他のことよりも危険なことだからです. . . 人は自分の悩みごとに関心
を抱くことを好みますし、またそのことを話すことも好みます. . . そのことについては慎
重に検討してください、お願いします。
8

こちらはすべてがかなりうまく行っています。スール・サン・ブノワの試練期 (pro-

bation) への受け入れ式を行います。スール・マドレーヌのご両親のことを調べてくださ
い。お願いします。スール・マドレーヌのご家族が善良であるかどうか。不都合なことは
何もないかどうか。彼女たちを最終的に受け入れる前に、私たちがそのようなことを確か
めておくことを、神父さまは望んでおられます。スール・サン・ブノワはまあまあ元気で
す。彼女と殆どのポストラント (postulante, 志願者) も総告解をしています。スール・ガ
ブリエルは「諸聖人の祝日‡ 」に総告解を終わりました。他の姉妹たちは断食をしていま
す。彼女たちは皆元気です。スール・サン・ドゥニはとても献身的で、とてもいい性格を
しています。
9

そちらのポストラント (postulante, 志願者) の角頭巾を私たちに送ってください。親

†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：11 月 1 日。
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愛なる私たちの助修道女§ たちのために、角頭巾をつくることが出来るかどうか見るため
です。このような具合に、着衣式が近づいてきます。
「帳簿」のことで、神父さまにお手紙を差しあげました。黙想のことは、スール・サ

10

ント・フォワが立派に面倒を見ています。それに、自分の他の仕事のことについても献身
的です。私は、スール・テレーズには満足しています。彼女はメール・ゴンザグの配下に
あります。
さようなら、私たちの主イエス・キリストにおける、親愛なる姉妹、娘、そして至愛

11

なるメール (mère)。神なる花婿のみ心において、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
なお、マドゥモワゼル・セナックはどうしていますか。彼女とは連絡を断ってはなり

12

ません。スール・トゥリニテは入会しましたか。
スール・フランソワーズは元気ですが、スール・ヴィジタシオンは体調が悪いです。

13

488. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1823 年 11 月 10 日

イエスさま、私の心を強めてください。
2

親愛なる私の姉妹、私が心に思うことは、私はずっと前から、あなたの魂のために、あ

なたには心を打ち明けてお手紙を差し上げてきたということです。あなたの魂は、私に
は、私自身の魂と同じように大切です。
3

その大切な魂はどういう具合ですか。強くなっていますか。さらに自分を高めていま

すか。それがあなたに必要なことは、あなたもご存知です。あなたは、
「浄化の徳」につ
いて次の 3 つの点を努力すべきだと思われます。それは、私たちの弱さ、私たちの悪い傾
き、私たちの変わりやすさについて一つずつ努力することです。
4

元日までは、あなたの弱さについて努力してください。それは、人があなたを忘れた

りあるいはおろそかにしたりする時の、例のつまらない感情、例の悲嘆、試みや誘惑に会
う時の、例の悲しみです。聖なる会則が示してくれる薬をとりましょう。それは、
「神に
信頼をおくこと」. . . それも全幅の、余すところのない信頼をおくこと、落胆しないこと
§

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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です。日に百度倒れたとしても勇気をもって百度起き上がりましょう。過失を犯した後
の余りにも大きな意気消沈の中には、多くの傲慢があります。過ちを犯したなら、すぐに
ご慈悲のおん父のおん腕の中に身を投じましょう。そして、落ち着きましょう。混乱の中
では何も良いことは出来ません。
5

この 2 ヵ月の間、まだ歩くことが出来ないで、母親につかまっている幼な子のように、

ぴったりと母親に寄り添っているかぎりにおいては危険な過ちに陥ることがないと確信す
る幼な子のように、一方の手で、いつも私たちの主につかまっていてください。この 2 ヵ
月の間、慈愛なる神さまに対して、しばしば信頼の祈りをささげてください、落胆の度毎
に、弱さを示す度毎にそれを記録して、そのことで自分を罰してください。
6

さあ、親愛なる姉妹、私たちの聖なる会則が私たちに提供してくれる完徳の道を大股

で歩くために、道理をわきまえた大人にならなければなりません、自分をさらに高めなけ
ればなりません。
7

私たちがかけがえのない人を失ったということについて、あなたに何と申しあげましょ

うか。その死は何と痛いことでしょう。でも神さまのご計画に従うために、このボンヌ・
メール (bonne mère) に倣いましょう。メール・テレーズの主要な徳であった神さまのみ
旨に身を委ねること、メール・テレーズの本当の苦行、メール・テレーズの不断の自己放
棄を模範しましょう。
8

マドゥモワゼル・セナックとは連絡を断たないようにして欲しいと思います。彼女の

ことをマドゥモワゼル・モミュスに書かなければならないでしょう、彼女がどのような状
態にあるか知らなければならないでしょう. . . マドゥモワゼル・ルベをおろそかにしない
でください。彼女は、神さまが私たちのために準備してくださっている人です。この人を
のがしてはなりません。
9

私たちはメール・サクレ・クールがおっしゃることを行います。ポストラント (postu-

lante, 志願者) のベッドは取っておいてください。スール・ヴィクトワールのベッドのこ
とです。
金曜日から始まるノヴィス (修練者) たちの黙想のために慈愛なる神さまに祈ってく

10

ださい。スール・セラフィーヌが誓願を立てます。彼女は大きな希望を抱かせる人です。
こちらのポストラント (postulante, 志願者) たちは 12 月 8 日† の着衣式の準備をこれから
73
します。

さようなら、親愛なる私の子供、慈愛なる神さまがあなたの支えとなってくださいま

11

すように。親愛なる私たちのすべての姉妹に口づけをおくります。
†

編者註：マリアの無原罪のおん宿りの祝日。
アルザスの二人のポストラント (postulante, 志願者) スール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ、スー
ル・マリー・ガブリエル・ヴァレールとカステルモロン (ロ・テ・ガロンヌ県) のひとりのポストラント
(postulante, 志願者) スール・サン・ローラン・ファジェ。
73
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12

イエス・キリストにおいて、親愛なる第三会の方々によろしくお伝えください。
スール・マリー・T.

13

ボンヌ・メール (bonne mère) がその死後も禁域を出なかったことを、大変嬉しく思

いました。

489. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1823 年 11 月 12 日

神さまのみ旨、あなたは私の愛です。
2

親愛なる私のメール (mère)、私はあなたが関心をもってくださっていらっしゃること

をよく存じていますので、あなたが私たちの悲しみを分かち合ってくださることを疑いま
せん。私たちは、私たちの敬虔なメール・テレーズを失いました。メール・テレーズは、
穏やかな、そして短い臨終の苦しみの後、11 月 3 日、夜 10 時、私たちのところから天に
上げられました。メールは最期の時まで意識があり、いつも神さまに対する愛に満ちた言
葉を口にしていました、自分の召命のことで慈愛なる神さまに感謝していました。メール
は息を引き取る少し前に、ラウダテ (Laudate) を人に唱えてもらいました。メールはま
た — 私はどういう意味か分かりませんが — 「
「従順」の語を署名入りで書くためにペン
が欲しいです」と言いました。
3

トナンの共同体は悲嘆に暮れています。でも、甘受しています。こちらで修練長をし

ていたメール・サクレ・クールがメール・テレーズの後任になりました。まだ最終的に選
ばれたわけではありませんが、メール・ゴンザグがこちらの修練長です。
4

アルザスに修道院を設立する話があります。私たちが何事においても神さまの精神に

おいてのみ行うように、慈愛なる神さまにお祈りください。
5

ボンヌ・メール・テレーズは、またその病床で、
「イエス・キリストを知らせ、愛させ

ることが出来る修道会にいることを、私はどんなに慈愛なる神さまに感謝することでしょ
う」とも言っていました。これは、私たちに、私たちの召命に対する熱意を与えるもので
なければなりません。
6

親愛なる姉妹、完徳の道を勇気をだして歩むことによって、メール・テレーズの歩い

た跡を歩くように努めましょう。中間はありません、聖人にならなければなりません。私
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たちはテレジア† のような、シャンタル‡ のような、クララ§ のような人たちが歩いた道にい
るのです. . . まだ大変遅れをとっていることを恥ずかしく思いましょう。
7

親愛なるあなたの娘の方々によろしくお伝えください。親愛なる私たちのメールの魂

の安息のために祈ってください、そして、私たちの主イエス・キリストにおける私の心か
らの愛情を信じてください。
スール・マリー・T.

490. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1823 年 11 月 19 日

神さま、あなたのすべての恩恵に対して、私は何をお返ししましょうか。
親愛なる私の娘、
2

私はあなたの心を喜ばせたいと思います。親愛なるメール・テレーズが長いこと望ま

れた奇跡を行ってくれたと思います。それはスール・サクルマンの回心です。スール・サ
クルマンはとても元気です。彼女は本当の謙遜の道を歩いています。すべてのことで模
範的です。それを皆が認めています。ムラン師は、
「聖マリアの奉献の祝日¶ 」に彼女が秘
跡に参加することを認めてくださるでしょう。彼女のためによく祈ってもらってくださ
い、そして、感謝の祈りをしてもらってください。お恵みは何と力のあることでしょう。
これは私たち皆にとって、大変身にしみる慰めです。この機会を利用して、私たちに対し
て惜し気もなくお恵みをくださるとても慈愛深い神さまに、もっと忠実であるようにしま
しょう。
3

誓願を立てるのは親愛なる私たちのセラフィーヌひとりだけとなるでしょう。神父さ

まは、スール・ナティヴィテが誓願を立てるのは適当だとは判断されません。スール・ナ
ティヴィテは、そのことで大変辛い思いをしています。でもそれは、仕方がないと思いま
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：ジャンヌ・ドゥ・シャンタル (1572 年 1 月 23 日-1641 年 12 月 13 日)。聖フランソワ・ドゥ・
サール (フランシスコ・サレジオ) とともに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
§
編者註：アッシジのクララ (またはキアラ)。アッシジの聖フランシスコの弟子。13 世紀に、女子観想
修道会クララ会 Ordo Sanctæ Claræ を創立する。
¶
編者註：11 月 21 日。
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す。と申しますのも、大した理由もないのにあのような修練期の免除は魂にとってあまり
有益でないからです。親愛なるヴィジタシオンがその証しです。スール・ヴィジタシオン
は会の精神と会則を理解しないと思います. . . でも彼女は指導されることを望んでいます。
4

黙想は大変うまく行っています。この期間にメール・サン・ヴァンサン、メール・エ

ンマヌエル、スール・メラニ、そしてスール・ヴィジタシオンが授業をしています。ロー
モン師が一つの務めをさせてくださっています。病気の姉妹たちの具合はいいです。スー
ル・フランソワーズは食堂で食事しています。スール・ヴィジタシオンには生理がありま
す。スール・アンカルナシオンは愛徳と献身に満ちています。
5

祭服がやっと出来上がりました。祝日には使えるでしょう。こちらのポストラント

(postulante, 志願者) たちは相変わらず大変模範的です。スール・プレザンタシオンは
メール・ゴンザグに心を開いています。彼女は努力しているようです。メールは彼女に少
し希望を抱いています。
6

スール・スタニスラスをしっかりと導いてください。彼女に謙遜の道と賢明な控え目

の道を歩ませてください。スール・イザベルはうまく行っています、彼女の召命は固まっ
ているようです。スール・アニェスは大変立派に、そして、驚くほどのしっかりとした気
持ちで授業を行っています。スール・イザベルもスール・アニェスも大変元気です。
7

私たちは、スール・サン・ソヴールの大切なお母さまの魂の安息のために祈っていま

す。そのうちに、スール・サン・ソヴールに手紙を書くことにします。主は親愛なるこの
姉妹の上に、大きな計画をもっておられます。神さまは、彼女の心がすべてから完全に解
放されることをお望みです。
8

私は、親愛なるスール・マリー・ジョゼフに祝日おめでとう、と申し上げます。今日

は、聖エリザベトの祝日† です。天におられる花婿のみ心において、あなたがご存じのよ
うに心から、親愛なる私たちのすべての娘たちと、私の大切な長女であるあなたに、口づ
けをおくります。
スール・マリー・T.
9

ラリボ師とはまめに連絡をとるようにお勧めします。
私の足はもう何ともありません。二日間丹毒の懸念があっただけです。私がこのよう

10

なことを言うのは、スール・アンカルナシオンがあなたをびっくりさせたかもしれないか
らです。でも私はよくなりました。体の具合が悪いことはありません。

†

編者註：ハンガリーの聖エリザベトの祝日。現在では 11 月 17 日、もと 11 月 19 日。
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491. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1823 年 11 月 27 日

すべてにおいて神さまを。
親愛なる私の娘、
2

水浴しながらあなたに手紙を書いています。これでお分かりのように、私は世話をし

て戴いています。私のことでは安心してください。体が不具合なことはありませんので。
3

本題に入りましょう。コングレガシオンの文通は一般的には汚れなきマリア修道会

(Filles de Marie) がすべきことであって、リーダーのスール・スタニスラスのすべきこと
ではない、と私は考えます。スール・スタニスラスは、あなたに時間がない時に、秘書と
して手紙を書くことはできるでしょう。でもその手紙には、修道院長としての、また、私
たちの聖なる会則にあるように、共同体を代表する者としてのあなたの署名が必要です。
4

メール・エンマヌエルが上質紙に写してくださった会則がどうしても見つかりません。

どこにあるか覚えていませんか。私たちは、サクリスティ (香部屋) 係、受付係、朝の点
灯と夜の消灯の係、そして、助修道女† についての長い細則の一つを失っています。私た
ちのために、無くした細則を誰かに写して戴くようにしてくださいませんか。あなた方の
ために、あなたが求めておられる細則を誰かに写して戴きましょう。
5

ノヴィス (修練者) たちは休み時間は自分たちだけで過ごしています。規則がさらによ

く守られているのは驚くべきことではありません、と申しますのもメール・ゴンザグはあ
なたがしていたような仕事をもっていませんので。メール・ゴンザグは修練院と助修道女
たちの面倒だけを見ています。それにあなたは三つのオフィス (Oﬃce, 職務) をもってい
ましたし。スール・プレザンタシオンのために、
「ヴェニ・サンクテ (Veni Sancte‡ )」1 回
†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
‡
編者註：Veni Sancte Spiritus 聖霊 来たりたまえ
聖霊来て下さいあなたの光の輝き 私達を照らして下さい。
貧しい人の父、心の光 証の力を注ぐ方
やさしい心の友、さわやかな憩い、ゆらぐことのないよりどころ
苦しむときの励まし、暑さのやすらぎ、憂いの時の慰め。
恵みあふれる光、信じる者の心を 満たす光よ
あなたの助けがなければ、すべては、はかなく消えて行き、だれも清く生きては行けません。
汚れたものを清め、すさみをうるおし、受けた痛手を癒す方
かたい心をやわらげ、冷たさを暖め、乱れた心を正す方
あなたの言葉を信じて、より頼む者に、尊い力を授ける方
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と毎日のご聖体拝領のノヴェナ (9 日間の修業) をお願いします。
6

親愛なる姉妹、イエスさまのみ心において、あなたとお別れします。
スール・マリー

492. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1823 年 12 月 9 日

マリアさま、あなたが私たちの母でいらっしゃることをお示しください。
親愛なる私の娘、
2

あなたはすばらしい日曜日には、私たちと心を合わせてくださったと思います。また、

あなたの子供たちが自分を主にささげると同時にあなたもその子供たちを主に奉献した
ことと思います。スール・マリー・ガブリエル、スール・ジュヌヴィエーヴ、スール・サ
ン・ジョゼフ、スール・サン・ローランの 4 人が聖なる服を授かりました。私たちは白い
スカーフとベールを助修道女† の姉妹たちに授けました — 神父さまは助修道女の姉妹たち
のために、コンパーニュ (Compagne) 以外の呼び方を望んでおられません — 。助修道女
の姉妹たちは大変元気です、そして、喜びに充ち溢れています。スール・ジュヌヴィエー
ヴはもう全然悩んではいません。ベールを被ることですべてがおさまりました。助修道
女たちは同じ角頭巾を着けています。それが彼女たちをさらに修道女的なものにしていま
す。助修道女たちがベールを被っている時は、遠くから見ると、私たちとの違いは殆ど見
られません。
3

スール・プレザンタシオンのためにたくさん祈ってください。スール・プレザンタシ

オンは出なければならないと思います。神父さまがそのことを彼女に大体決心させてく
ださいました。スール・マリー・デ・ザンジュについては、彼女が誓願を理解することが
出来ないということ、また修練院であまり良い模範を示さないということで、彼女をドネ

(donnée, 奉献者) として、約束といったようなものは全くしないで、情けで留めておくべ
きだ、と神父さまはお考えです。スール・ゴンザグは、スール・マリー・デ・ザンジュを
誓願者の中に置いておくべきだ、との意見です。スール・プレザンタシオンとスール・マ
あなたは私の支え、あなたの恵みの力で、救いの道を歩み続け、永遠の喜びをお与えください
†
編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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リー・デ・ザンジュのふたりは、私たちの熱心な修練院には本当にふさわしくありません。
スール・イザベルは大変元気です。母として、かわいそうに思う気持ちを犠牲にすること
をわきまえなければなりません。
4

マドゥモワゼル・ロルマンが試しに入会することになっています。私はそのことにつ

いて、恐れています。親愛なる姉妹、多くの活動と共に、本修道会が発展しようとしてい
るこの時に、私たちが大変必要としているお恵みを戴くために、私たちにはお祈りがどん
なに必要なことでしょう。私たち全員が聖人でなければなりません。
5

メール・テレーズが私たちの大保護者になってくれていると私は思います。メール・

サン・ヴァンサンがすべてにおいて変わったのです。彼女は優しかったり、我慢強かった
りするのです。お恵みは何と力があることでしょう。スール・トゥリニテのことを話して
ください。彼女の健康状態、振る舞いなどについて話を聞かせてください。マドゥモワゼ
ル・セナックのことをないがしろにしないでください。
6

スール・フランソワの病気は治りました。私たちは、授業のために彼女をスール・カト

リーヌと組ませることにしています。スール・フランソワは授業に熱意を傾けています。
7

親愛なる私の娘、勇気を出しましょう、私たちの召命の高さまで自分を高めましょう、

本性には何も譲ることのないようにしましょう、信仰の精神によって生きましょう。信
仰の娘でありましょう。あなたが聖務に遅れると苦情が出ています。聖務に真っ先に出
ることは長上の義務です。私たちを聖務に遅らせることの中には多くの錯覚があります。
そしてそのことが人々に余計な考えを起こさせるのです。長上である時には、誰よりも人
に拘束されているのです。私はそのことを身に染みて思い知らされています。
8

マドゥモワゼル・ルベとは会うか文通を交わすかしましたか。

9

さようなら、親愛なる私の娘、あなたは、母としての私の愛情を知っています。優し

くいらっしゃるイエスさまにおいて、私たちの心がただ一つのものとなりますように。
スール・マリー
10

私のすべての娘たちに、心からの口づけをおくります。もし、スール・カトリーヌの

アイロンがありましたら、送り返してください。

493. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.
聖霊、私たちの決定を導いてください。

1823 年 12 月 15 日
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親愛なる私の娘、
2

私はトナンの修道院の状態を知っていますので、ヤナシュ夫人には出来るだけ早くこ

ちらに戻って戴きたいと思っています。メール・サント・フォワが夫人のために、なんら
かの慰めとなってくれるだろうと思っています。この姉妹は自分の職務を立派に果たし
ています。彼女は自己放棄することを心得ていますし、規則がよく守られるようにいつも
注意しています。おかげで、整理がかなり行き届いています。メール・サント・フォワは
霊生のことだけに携わっていますが、これは驚くべきことではありません。霊生のことで
は、メール・サント・フォワの意見をよく聞き、そして従順であるメール (mère) たちに、
私は感銘を受けています。このことをトナンの若いメールたちに強調してください。
3

スール・マルゲリトのことで、神父さまから強い調子のお手紙を戴いたところです。性格

の点から、あるいはまた健康の点から、適していないと認められるポストラント (postulante,
志願者) は、躊躇しないで家に帰すようにとのことです。私は神父さまのご意思を実行す
ることを約束しました。そして、特にスール・マルゲリトのことではそのように行いまし
た。悪い健康状態の人を受け入れることによって規則にかなった生活に及ぼす害がどれほ
ど大きいか、あなたには考えられないことでしょう。それに、私はずっと心配してきたの
ですが、この娘がいだく錯覚を考えると、スール・マルゲリトは、彼女の主人の方々∗ の
ところに帰さなければなりません。昨日、私はこのことのためにご聖体を戴きました。彼
女にはこのことを思いやりの気持ちで告げるように努めなければなりません。スール・マ
ルゲリトに出来るだけ辛い思いをさせないように、慎重にその方法を検討してください。
全体の善のためにはすべてを犠牲にしなければなりません。私たちの心の血を、流すこと
を知らなければなりません。パガ師と彼女の主人の方々には私の方からお知らせするこ
とにします。家に帰すことに将来がかかっています、私はそう確信しています。(そうし
なかったら、) 私はずっと非難されることになるでしょうし、それに良心の咎めを覚える
ことになるでしょう。
4

ボン・ペール (bon Père) は改めて私に、(適さない) ポストラント (postulante, 志願

者) は長く留めておくことのないようにと勧めてくださいました。(そのような) ポストラ
ントは近いうちに家に帰すように決めて欲しいと思います。(そのような) ポストラント
を長いこと留めておくことは、彼女たちにも、私たちにも大きな害を及ぼします。早急に
すべてを決める方がいいです。
5

スール・アガトのことは、あなたが望むときに、(こちらに) おくってもいいです。スー

ル・シュザンヌはかわいそうにひどい健康状態になっています。彼女は失禁し、妄想をい
だきます。状態は大変悪く救いようがありません。スール・カトリーヌの心痛を推し量っ
∗

訳者註：スール・マルゲリトはお手伝いさんとして働いていたようである。
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てください。スール・カトリーヌの甘受に私たちは感銘を受けています。この気の毒な娘
のためにお祈りを頼んでください。
6

スール・スコラスチックの試練期 (probation) への受け入れ式をすませました。私た

ちは、彼女にはとても満足しています。彼女の悩みはすっかり消えました。彼女は看護
の手伝いです。スール・ガブリエルはサクリティ (香部屋) の仕事をしています。セレス
トは「主の降誕」の後に、総告解を始めることになると思います。私たちはこの親愛なる
子供に満足しています。彼女のために祈ってください。
7

イポリット・バロー氏が立派な心構えのうちに亡くなりました。氏のために祈ってく

ださい。
8

さようなら、親愛なる私の娘、親愛なる私たちの姉妹たちにくれぐれもよろしくとお

伝えください。イエスさまとマリアさまにおいて、あなた方全員を愛します。
9

ピュジョル師が、私たちに、
「マリアにおけるイエスの生活とイエスにおけるマリアの

生活」と題して説教をしてくださいました。(論点の) 第一点は修道女のため、第二点は
コングレガシオンの会員のためで、イエスさまとマリアさまを模倣するようにとのことで
した。
スール・マリー・T.
10

私はパガ師とお話をして、師も (マルゲリトを) 家に帰すことに同意してくださいまし

たが、その師から、マルゲリトのためのお手紙を戴きました — 送料のことがあるので白
紙のところは切り取りました — 。マルゲリトはヤナシュ夫人と一緒に来てもいいでしょ
う。夫人がマルゲリトを彼女の主人の方々のところにおくり届けてくださることもお出来
になるでしょう。

494. トナンのメール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステラ宛
メール・マリー・ジョゼフは 1 年前からトナンの共同体に属しています。メール・マリー・ドゥ・ラ・
コンセプシオンはメール・マリー・ジョゼフに自分の考察、助言を書き送っていますが、これはこの時期
のものとして私たちが有している唯一の手紙で、この手紙からメールがトナンで「霊生のメール (Mère de

Zèle)」の仕事をしていたことが推定されます。

+J. M. J. T.
神なるイエスさま、来て、私の心にお生まれになってください。

1823 年 12 月 20 日
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親愛なる私の娘、
2

私たちのスール・アガトが無事に着きました。彼女は大変好感のもてる表情をしてい

ます。慈愛なる神さまが彼女を聖人にしてくださいますように。と申しますのも、取り違
えないようにしましょう、私たちがここにいるのは、ただ自分が聖人となるように努め、
また聖人を養成するように努めるためです。この愛すべき目的、この大切な目標を決して
忘れないようにしましょう。そしてこの目的を達成するために、必要とあらば、自分に対
して、思い切って斧、ハンマー、のみをふるいましょう。
3

親愛なる私の姉妹、世俗の人を (禁域の中に) 受け入れること74 に関しては、あなたに

同意します。その人を禁域の中に受け入れることになるについては、私は遺憾に思いま
した。私にはそれがどういうことになるかよく分かったからですが、でも私は、自分の考
えを述べるのはひかえました。ボン・ペール (bon Père) は、彼女のことはポストラント

(postulante, 志願者) として遇さなければならない、と言われました。ですから、彼女は
共同の部屋で寝ることになるでしょうし、彼女が自由にできるお金は一文も彼女には与え
ないでしょうし、彼女は従順に従って生活しなければならないといったようなことにな
るでしょう. . . もし、長い試みの期間の後、彼女が適していれば修道女になれるでしょう
し、どこかで受付係をすることになるでしょう。と申しますのも、受付係はなかなか見つ
からないからです。慈愛なる神さまは、私たちには分からないご計画をもっておられます

. . . 多分これはまた、私たちに経験を積ませて、これ以外に受け入れることをさせないよ
うにするためかもしれません. . .
4

私は、トナン (の共同体) が、私たちがいつもしてきたようなことをして、ポストラン

ト (postulante, 志願者) を家に帰すことがなかなか出来ないのを、辛い思いで見ています。
これは本修道会にとって不幸なことです。悪い健康状態、特に助修道女† の悪い健康状態
は害を及ぼします。もしこのようなことであれば、私にとっては、これから人を受け入れ
ることが大変難しくなるでしょう、そしてそのことによって、私たちは貴重な人たちを失
うことになるでしょう。サン・ローラン75 ではこのようにはしていません。いつも、全体
の善が個人の善よりも優先して欲しいものです。
5

スール・プレザンタシオンが総告解を始めます。彼女の魂の善のために、退会のこと

を最終的に彼女に話す前に、彼女が総告解をすることに私たちは同意しています。彼女が
前よりも悪くなっているわけではないのですが、彼女のやり方は修道生活と対立すると私
74

禁域に世俗の人を。
編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
75
マリア会の修練院では。
†
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たちは見ています。
6

親愛なる姉妹、
「まぐさ桶」の周りに集まって天なる幼な子を礼拝しましょう。幼な子

を心から愛しましょう、その揺籃の時期にあたる本修道会のために、幼な子に祈りましょ
う。私たちは全員、謙遜、単純、従順において幼な子となりましょう。
7

さようなら、親愛なる私の子供、あなたは、私たちの慈愛なる主、私たちの天におら

れる花婿における、私の愛情のすべてを知っています。
スール・マリー・T.
8

すべての姉妹に、くれぐれもよろしくとお伝えください。

495. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
1823 年の夏、カステックス神父はコンドムの養護施設の名において、おそらく、シャルロット・ドゥ・
ラシャペールの両親の勧めで、シャミナード師に手紙を書きました。神父はシャミナード師にピエタの元
病院の建物を汚れなきマリア修道会 (Filles de Marie) の修道院として使うことを提案しました。この手紙
は、私たちに、コンドムの (修道院の) 設立が決まったことを垣間見せてくれます。手紙はまた、修練院と
しての、ボルドーの修道院の設立を告げています。

+J. M. J. T.

1823 年 12 月 28 日

聖なる幼きイエスさま、私たちに、聖なる霊的幼児期を与えてください。
2

親愛なる私の娘、宛名にあなたの筆跡を見ると、私の心は思わず嬉しくなってしまう

のを禁じ得ません。と申しますのも、私たちを結びつけている絆は大変強いものだからで
す。ボンヌ・メール (bonne mère)、何もこの絆を弱めるものはないということを信じて
ください、また、私が時々あなたに申し上げたいと思うことは、叱責ではなく、忠告であ
ることも信じてください。あなたに対する私の気持ちを責めるようなことはしないでくだ
さい、そのようなことは不当なことです。
3

メール・S.F. に対して、あなたのかわいそうな心が少し病んでいるのが分かります。

でもメール・S.F. は必ずしも言葉の意味を理解していないのです。彼女の意向は純粋で
まっすぐです。一般的に、若いリーダーたちを批判するというようなことがありますが、
彼女にはそのような欠点がありません。彼女は大変従順ですが、彼女の熱意は、ある状況
の下では指導を必要とします。親愛なる娘、ですから、共通の事業のために私たちを一致
させなければならないこの深い愛徳に反する感情を取り除いてください。この感情は利
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己心の策略です。そのことをよく考えてください。それに私たちが、ベトレヘムの住民の
逆らいを受けられたイエスさまの模範に倣えば、誰が私たちを苛立たせることが出来るで
しょうか、誰が私たちを苛立たせてはならないのでしょうか。メール・テレーズの代わり
をする人を得ることが出来ますように、この小さな心の重荷の犠牲をささげてください。
私は、ダヴィド氏からお手紙を戴きました。氏は私に、本会に必要なもうひとりのメール・
テレーズを得ることが出来るように、私たちが皆、泣くように、苦しむように、祈るよう
に言っておられます。そのために、私たちはご聖体拝領を 1 回しました。多分その人は、
あなたが私に話してくれたお嬢さんかもしれませんね。そのお嬢さんを育ててください。
4

若いロゼットの受け入れを、私は大変喜んでいます。教育を受けさせるなどして、彼

女を補佐修道女 (Assistante) として養成するように努めてください。
5

ボン・ペール (bon Père) はコンドムの (修道院の) 設立を承認されました。師は、ボル

ドーのもう一つの (修道院の) 設立のことでも結論を下すことがお出来になることも知ら
せてくださいました。派遣すべき人たちを検討してください。早く聖人になりましょう、
早く聖人を養成しましょう。と申しますのも、たくさんの不完全な人たちと一緒よりも、
少ない聖人と一緒の方が多くのことをするからです. . .
6

スール・アガトについては私たちは大変満足しています。彼女は少し風邪をひいてい

て汗を出しています。スール・サン・ジョゼフも風邪をひいています。風邪がはやってい
ます. . .
7

こちらの親愛なる助修道女† たちは外出の時にベールを被っています。神父さまが許可

してくださいました。それは、大変修道女的な服装です。スール・マドレーヌはベールを
着けています。スール・ブリジットは補佐修道女 (Assistante) のベールを着けています。
その必要があると私たちは考えました。私たちは、ブリジットを子供たちに付き添わせて
小教区の教会に行かせ、また、他の用事もしてもらいました。彼女は立派に用事を果たし
ました。彼女は聖人のような人で、スール・サント・フォワの代わりをすることが出来ま
す。スール・プレザンタシオンを家に帰すために、私たちは適当な時期をうかがっていま
す。彼女は総告解をしています。スール・イザベルは大変元気です。スール・サン・ドゥ
ニは模範的です。
8

親愛なる姉妹たち、私たちはあなた方へのお年玉として、記録簿をお届けしましょう。

こちらで安く記録簿をつくることができます。次の機会に送りましょう。あなたが持っ
ていった 2 冊の記録簿は出来るだけ早く私たちに送り返してください。こちらのメール

(mère) たちは、それがないので仕事を始めることができません。忘れずに送り返してく

†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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ださい、お願いします。
9

親愛なる娘、私たち皆の願望を受け入れてください、そして、親愛なる私たちの姉妹

たちにも受け入れてもらってください。私は、この年が私たち皆を聖人にしてくれるよう
に願っています。
10

私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

11

シュザンヌは前よりも元気になっています。あなたのご家族はお元気です。

12

メール・テレーズの手紙を開けました。ラリボ師、シャミナード師、そして、私から

の手紙をあなたに送り返します。これらの手紙はそちらの修道院に残しておくべきだと思
いますし、また時には読み返してためになることもあると思います。
13

ベロック夫人が、ラコスト・フィス氏から B に宛てた手紙をどこかにおき忘れたので

はないかと心配しています。その手紙を見つけるようにしてください。ベロック夫人は、
その手紙を私たちの手紙の包みと一緒に残したのかもしれません。

496. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1824 年 1 月 5 日

イエスさま、私のすべて。
2

親愛なる、大変親愛なる私の子供、新しい年に当たって、あなたに一言申し上げます。

この年が、私たち皆にとって功徳の年であることを、私は本当に願っています。神さま
は、この年、私たちのために十字架を準備してくださっています、私はそう確信していま
す。でもこれは、私たちには永遠のしあわせに値する貴重な十字架です。それに、十字架
にかけられたイエスさまの花嫁がバラを望むのでしょうか。
3

聖人たちの方へ目を向けましょう。肉体的にであるか精神的にであるか多くの苦しみ

と悩みによって、聖人たちがどのように天国を奪ったかを見ましょう。何と私たちは無気
力なのでしょう。私たちは、聖人たちが多くの戦いと悲しみによってしか獲得しなかった
ものを何もしないで得ようと望んでいるのです。絶えず小言をいわれ、そして、そのこと
によって功徳をつむ機会をもつために、気難しい女性と結婚することを願ったあの聖なる
人のことを思い起こしましょう。それなのに、私たちは、人がいつも私たちに気をつかっ
てものを言うことを望んでいるのです。信仰の目からすれば、ものごとをこのように理解
してはならないのです。
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4

親愛なる私の子供、勇気を出しましょう。神さまは私たちが戦っているのをご覧にな

るのを好まれます、私たちの勝利に対してほほ笑みかけられます。私たちは「聖なる軍
隊」に組み入れられて戦いの場にいます。後退しないようにしましょう、いと高きおん方
のみ手に支えられて、前へ進みましょう、そうすれば、私たちの惨めさにもかかわらず、
神の栄光に役立つ何かをすることができるでしょう。
5

あなたの職務において、きわめて優しく、きわめて寛大であってください。あなたの

姉妹たちに対して、あなたがその「手」となっている神さまのみ摂理を模倣してください。
6

私たちのかわいそうな病人が、平和のうちに、永遠へ旅立とうとしています。彼女の

ために絶えず祈ってください。こちらには体の具合の悪い人がたくさんいます。そして、
あなたも体の具合が悪いのですね。イエスさま、万歳。
7

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

8

私たちのすべての姉妹によろしくお伝えください。スール・サン・テスプリは私の手

紙を受け取ったでしょうか。

497. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 1 月 13 日

イエスの聖なるみ名、私たちのすべての事業を快いものとしてください。
親愛なる私の娘、
2

親愛なる私たちの病人のことであなたの苦悩と心配を心から分かち合います。喜びと

苦悩は私たちに共通のものではありませんか。こちらにも病人がいます。スール・サン・
ブノワは 2 日前から熱を出していますが汗を出すことができません。私にはこれがどのよ
うに推移するか分かりません。スール・イザベルは肋膜炎に罹っています。彼女に発疱薬
を付けました。スール・ヴィジタシオンは体の具合が悪いです。要するに苦杯を少し味わ
わなければならないのです。
3

私たちは皆、私たちがあなた方に送ったドレスと同じドレスに少しずつ変えるように

します。メール・エンマヌエル、メール・サン・ヴァンサン、スール・ナティヴィテ、スー
ル・アニェス、スール・ヴィジタシオン、スール・ジュスチーヌ、スール・ローズ、スー
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ル・マドレーヌ、スール・ブリジット、スール・ガブリエル、それに私もすでにそのドレ
スを着ています。私たちは皆そのドレスに満足しています。
4

私たちの娘たちに、ロドリゲスが話しているノヴィス (修練者) を思い起こすように

勧めます。親愛なる私の姉妹の皆さん、最初の修道者たちの模範に倣って、聖なる清貧
が私たちの服装私たちの食事において光ることを愛しましょう。貧しく着、貧しく食べ、
貧者として扱われることを愛しましょう。私たちは清貧の誓願を立てているのに、何事
においても貧しさを感じることを望まないのです。私たちは、私たちの花婿だけが貧し
さを感じることを望み、何事においても花婿の模範に倣うことは望まないのです。. . . ア
シジの聖フランシスコ† は清貧を、自分が「忠誠を誓った婦人 (Dame)」
、自分の「女主人

(Maîtresse)」、と呼んでいました。修道会のすべての聖なる創立者は清貧を自分たちの (修
道会) 設立の基礎としました。私たちの姉妹たちを清貧の精神で満たしましょう、そうす
れば、私たちは清貧の精神によって修道女をつくることができるでしょう。
5

親愛なる娘、スール・マルゲリトを長くとどめておいてはいけないと思います。長くと

どめておくと、それだけ家に帰すことがだんだん難しくなります。スール・プレザンタシ
オンのことで一騒動あったばかりです。事態がさらに悪くなることはなかったのですが、
私たちは、彼女は修道生活に向いていないと決めていました。彼女にその心構えをさせて
戴くために、私たちはそのことをローモン師にお話ししました。師がその段取りを始めら
れた時、スール・プレザンタシオンは、メール・ゴンザグのところに会いに行きました。
メール・ゴンザグはその話は本当だとスール・プレザンタシオンに言いました。そうした
ら、彼女は泣いたり叫んだりしたのです。彼女はメール・エンマヌエルのところに駆け付
けて、約束したり異議を唱えたり、また自分の誤りを認めたりしました. . . 彼女は私にも
会いに来ました。私は断固とした態度をとりました。彼女は、自分が変わったかどうか判
別してもらうために、数日猶予をくださいと言いました。彼女には召命がないことを、私
は指摘しましたが、彼女は自分には召命があると異議を唱え、自分は自分が出来ることを
しなかった、などと言いました。コンセイ (Conseil, 評議会) が開かれました。メール・
ゴンザグと他の人たちは、メール・プレザンタシオンにそのことが全然個人的な感情によ
るものでないことを示すために、彼女に数日猶予を与えて、そして、何かあったらすぐに
彼女を帰すようにすべきだという意見でした。私たちは議事録を神父さまに送りました。
6

私たちはコンセイ (Conseil, 評議会) に彼女を呼び、彼女には召命がないと、親切でし

ばらく猶予を与えること、でもそれは彼女にとってはさらに長い殉教にすぎないだろうと
いうことを、彼女にはっきり言いました. . . 彼女は異議を唱えました。それ以来、目に見
えた変化がありました。彼女の顔つきまでもが変わりました。でもそのようなことは、長
続きするようなものでないと判断すべきだとあなたにも感じられることでしょう。と申
†

編者註：13 世紀にフランシスコ会 Ordo Fratrum Minorum を創立する。
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しますのも、彼女のような行動の仕方は奇跡でもないかぎり改まることはないからです。
メール・テレーズならこの奇跡を獲得できるかもしれません。スール・サクルマンの状態
は大変いいです。彼女はご聖体拝領もしています. . . この変化は彼女の聖なるお姉さまの
おかげだと思います。
7

マリー・ジョゼフの証明書は受け取りました。寄宿費を払って戴きましょう。

8

こちらのすべての姉妹たちがそちらのすべての姉妹たちに口づけをおくります。そし

て親愛なる娘、私は、これから戴きに行く天におられる花婿のみ心において、心からの口
づけをおくります. . .
9

親愛なる娘たちに、心からの愛情の気持ちをお伝えください。
スール・マリー

498. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
この手紙で、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは修道院をボルドーに移すことが問題となっ
ていることを告げています。

+J. M. J. T.

1824 年 1 月 22 日

苦しみは私たちのために、永遠の栄光の分銅をつくってくれます。
親愛なる私の娘、
2

親愛なる私の娘たちからお手紙を戴く時、特に、その聖なる身分の精神が娘たちに本

当に浸透しているのが分かる時、私はいつも嬉しく思います。
3

親愛なる姉妹、私たちは、聖アントニオ† のように、
「私は不幸です。私はふさわしくも

ないのに、隠者の名を戴いています。私は砂漠でパウロに会いました。
」などと言うこと
ができます。ボン・ペール (bon Père) が私たちにサン・レミの親愛なるフレール (Frère,
兄弟) の方々の話をしてくださいました。主はこのフレールの方々を、強い魂に対するの
と同じように、試しておいでになります。この地方では、今年寒さが特に厳しいのです。
フレールの方々には毛布もなく、衣服もなく、お金もありません. . . 何人かの方々は単なる
板の上に寝ておられます。フレールの方々は 6 ヵ月同じシーツ76 を使わなければなりませ
んでした. . . そして今は、シーツを洗濯してもらっているためにシーツがありません。こ
†
76

編者註：パドヴァのアントニオ (1195 年-1231 年 6 月 13 日)。フランシスコ会の司祭、教会博士。
linceuls (draps, シーツ)
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のような極度の欠乏にもかかわらず、フレールの方々はお互いの間の一致、愛徳、熱意、
熱心、修道会に対する献身に満ちておられます。ボン・ペールがそのフレールの方々から
のお手紙を送ってくださいました。すばらしいお手紙です。私がこのことをあなたに申
し上げるのは、私たちがこのことに恐縮して私たちも何かを堪え忍ぶように自分を発奮さ
せるためですし、また、すべてにおいて安楽をもとめ、何も欠くことを望まず、何も堪え
忍ぶことを望まない修道女は修道服だけの修道女にすぎないことを、私たちが十分に納得
するためです。
4

このフレールの方々の必要を満たしてあげることができますように、パドアの聖アン

トニオに対して、
「主禱文† 」
「天使祝詞」のノヴェナ (9 日間の祈り) をするために私たち
と心を合わせてください。修道院の外の人にこの話をしてはなりません。あなたにはそ
の理由が分かるでしょう。ダヴィド氏はお気の毒にお体の具合をとても悪くしておいで
です。氏は理性的にもまた心情的にも苦しんでおいでだと思います。氏のためにお祈り
しなければなりません。そのことのために、また慈愛なる神さまが苦しみを軽くする何ら
かの方法をお示しくださいますように、毎日ご聖体拝領を 1 回することをお願いします。
5

ロゼットにリボンを着けさせるとか、髪をシニョンにしているようであればシニョン

をとくようにして、ロゼットの服装をあなたが変えるようにすることはいいことだと思い
ます。いつも質素な服装をし、できるだけ普通の服装をさせるようにすることです。
6

こちらに、補佐修道女 (Assistante) のための貴重な人がひとり黙想に来ています。彼

女は際立った優しさと慎み深さを持ち合わせています。慈愛なる神さまは修練院を補充
してくださいます。修練院のボルドーへの移転が問題になっています。もし移転が行わ
れるようでしたら、祈りましょう、祈りましょう、すべてが神の栄光のためでありますよ
うに。
7

司教さまのご訪問を戴きました。司教さまは修道院の中をくまなくご覧になられま

した。
8

親愛なるメール (mère)、イエスさまとマリアさまにおける私の心からなる愛情を受け

入れてください。
スール・マリー・T.
9

私たちの娘たちによろしくお伝えください。わずかではあってもあなたの年金は受け

取りましたか。あなたに、スール・マリー・ジョゼフの年金をお届けすることにします。

†

編者註：主の祈り。
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499. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 2 月 3 日

もし私たちが主のみ手からしあわせを戴くのでしたら、どうして不幸を戴かないので
しょうか† 。
親愛なる私の娘、
2

かわいそうなマルゲリトのことで、あなたが抱く苦悩を私に話してくださるお手紙に

よって、あなたの心が苦悩の中にあることが分かり、私たちの素晴らしい祝日‡ のせっか
くの私の喜びも乱されました。私はこの娘をかわいそうに思います。と申しますのは、こ
の種の想像は私たち修道女にとってはきわめて不都合なことだからです。ですから、で
きるだけはやく、彼女の願望を入れて、トナンで彼女のために仕事を見つけてあげるよう
に努めなければなりません。待つことはあなたと彼女の苦悩を長引かせるだけでしょう。
それに私たちは彼女をこちらに受け入れるようには決めないでしょう。そういうことは決
してしません。
3

スール・トゥリニテの健康状態に心を痛めています。健康にすぐれないことがどんな

に規則正しさということに害を及ぼすか、どんなに事業に不向きなものにするか私には分
かります。ロドリゲスは聖フランシスコ§ の修道会に対する悪魔たちの謀議の話をし、悪
魔たちが、その修道会を破壊するために、健康にすぐれない若い人たちをその修道会に受
け入れるだろうと言っていることを覚えていますか。私はラコサド氏にお便りをして、氏
の意見をお伺いしようと思います。正直に言って、私は本修道会に余分な負担をかけては
いけないのです。私の心ではなくて、ただ私の義務がこのようなことを私に言わせるのだ
ということを、あなたに答えます。
4

スール・アデライドに関しては、コンセイ (Conseil, 評議会) であなたの手紙を読みま

しょう、そして、人がどのように言うかを見ることにします。彼女の試みと根気から見
て、私は彼女を受け入れる考えに傾いています。それにまた、そのことについては、ボル
ドーの神父さまのご判断を仰がなければならないと思います。入会のために、スール・セ
レスチーヌもしきりと働きかけをしていますが、あなたは、彼女のことをどう思いますか。
5

私はスール・スタニスラスがラリボ師に信頼を寄せていることを、本当に嬉しく思い

ます。師のご指導は彼女には良いことでしょう。かわいそうな子供は支えてあげること、
†

編者註：ヨブ記 第 2 章第 10 節。
編者註：聖母マリアのおん浄めの祝日、2 月 2 日。
§
編者註：13 世紀にフランシスコ会 Ordo Fratrum Minorum を創立する。
‡
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そして、守ってあげることを必要としています。でも不可欠な仕事のことを余り心配して
もいけません。身分の恵みを当てにしなければなりません。「蛇の慎重さと鳩の単純さ† 」
の中庸が必要です。慈愛なる神さまはあなたにその中庸を与えてくださいます。と申し
ますのも、事業の妨げとなってもなりませんし、また姉妹たちを危険にさらしてもなりま
せん。でもあまり臆病であってもなりません。スール・スタニスラスから苦情が出ている
わけではありません。このことについてはあなたがとても神経質になっていて、そのため
にひどく慎重になっているのを知っていますので、私が自分からあなたにこのことを言っ
ているのです。私にはまた、この姉妹が転ばないために、どんなに用心が必要かも分かっ
ています。
6

私たちは、ボルドーからの包みを船頭から受け取りました。スール・マリー・ジョゼ

フのお金は私がまだ預かっています。私は機会を待っています。2 日か 3 日後にはその機
会があると約束を戴きました。
7

親愛なるスール・アントワネットには手紙を出しましょう。とりあえず、すべての錯

覚をさけるように、またそのために、自分自身の光によって決して行動することなく、長
上の光によって行動し会則を守るように、彼女に勧めましょう。会則を実行するだけでも
彼女はかなり完全な者となるでしょう。
8

スール・サン・フランソワについては、配慮してあげなければなりません。彼女は多

くの教話をしなければなりませんので、教育の基盤を築く必要があるように感じます。そ
れに、彼女は受付係の仕事で気持ちが散漫になっていますので、彼女には潜心の時間がい
くらか必要です。あなたは彼女に、15 分の義務以外の読書の時間を与えなければならな
い、と私は思います。マント (外套)77 のことは仕方のないことです。そう簡単には変えて
はならないからです。彼女がマントを着て仕事をしているのが見られましたが、マントを
着て仕事をしている彼女がいつも見られなければなりません。
9

ボン・ペール (bon Père) は私にも殆どお手紙をくださいません。神父さまはとても大

切な用事で忙殺されておいでです。
さようなら、親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたとすべての

10

姉妹たちに心からの口づけをおくります。
スール・マリー・T.
あなたはスール・アポロニのことは何も言ってくださいませんが、どのようにしてい

11

ますか。あなたか、スール・マリー・ジョゼフが彼女とかかわりをもっていますか。ふた
りのメール (mère) の間に一致を保つように、またふたりのそれぞれの信頼を大切にする
†
77

編者註：マタイによる福音書 第 10 章第 16 節。
メール (Mère) だけが着けることになっていた歌隊修道女のマント (外套)。

702
ようにいつも努めてください。例のお金をあなたに送ります。マリー・ジョゼフの叔母さ
まのために、25 フラン取りました。残りがあなたに送る 97 フランです。

500. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 2 月 4 日

親愛なる私の娘、
あなたがボルドーへの便があると知らせてくださいましたので、マドゥモワゼル・ル
ベの件に関してのボン・ペール (bon Père) への手紙をあなたに送ります。私は神父さま
に、マドゥモワゼル・ルベの手紙と彼女のことについて触れているあなたから私への手紙
をお送りします。私は例外が認められることを確信しています。彼女は十分それに値し
ます。他の人たちにも例外が認められたのですが、そのことをスール・ドジテがマドゥモ
ワゼル・ルベに話したのは軽率だったと思います。そのことはマドゥモワゼル・ルベの生
涯の悩みとなるでしょう. . . 彼女が呼ばれていないと心配するようなこともあるでしょう
し. . .
2

スール・アデライドのことで神父さまにお手紙を差し上げます。もしスール・トゥリ

ニテの健康が大丈夫なら、大喜びでポストラント (postulante, 志願者) を受け入れましょ
う。と申しますのも、アジャンの私たちの志願院にはポストラントがいませんので。
3

マルゲリトはマドゥモワゼル・モミュスの姉妹の方のところに行く必要があります。

彼女はそこではくつろいだ気分になれるでしょう。私は十字架が一つ欲しいと思いまし
た。私たちはほんの数日前に十字架を売ったり交換したりしました。マルゲリトの仕え
ていた主人の方がマルゲリトに与えてくださった家具や衣服をマルゲリトに残してくだ
さるように、その主人の方に働きかけをします。パガ師にはお知らせしてあります。
4

スール・トゥリニテのたんすはそちらに取っておいてもいいと思います。ベッドはこ

ちらで必要になるでしょう。
5

親愛なる娘、いろいろな心配事のなかにあっても勇気を出しましょう。主がご自分の

手であなたを支えてくださいます。主のおん助けがあれば、人に出来ないことがありま
しょうか。
6

ダヴィド師がパリに発たれます、ある任務をおびて. . . カイエ師はサン・レミに発たれ

ます。本修道会の事業のためにたくさんお祈りしましょう。国会議員選挙のため、国事の
ことも忘れないようにしましょう。信仰にも関係のあることです。
7

さようなら、親愛なる私の娘、平和、信頼をもちましょう、主のみ手の中にすべてを
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お任せしましょう。あなたの保護の聖人78 と共に、あなたが、「私の魂はイエス・キリス
トにおいて揺るぎないものになっています」と言うことができるように願っています。祝
日† おめでとうございます。スール・サクルマンのために祈ってください。彼女の頭がお
かしくなっています。
8

親愛なる私たちの娘たちによろしくお伝えください。
「記録簿」について神父さまのお

手紙をあなたに送ります。
スール・マリー・T.

501. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
1824 年 2 月 4 日

+J. M. J. T.
ラコサドさま、

あなたさまが本修道会に対して関心を示してくださいますので、マドゥモワゼル・プレ
ブストをアジャンに来させる前に、彼女の健康状態についてあなたさまがどうお考えにな
るかを、信頼をもってあなたさまにお尋ねします。私は、彼女が胸の病気になる恐れはな
いかどうか。彼女が本修道会においてためになる会員になることができるかどうか、最後
に、彼女をノヴィシア (修練院) に受け入れることが賢明であるかどうかを知りたいと思
います。
2

あなたさまに感謝の気持ちを繰り返し述べさせて戴くことは、私にとりましていつも

嬉しいことでございます。あなたさまがトナンの修道院に対していつも変わらぬご親切を
お示しくださいますことを心から感謝申しあげています。
3

改めて私の感謝の気持ちと尊敬の気持ちを受け入れて戴きたいと思います。私は、尊

敬の気持ちから、あなたさまのつつましいはしためであることを光栄に思います。
スール・マリー・トランケレオン

502. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

78
†

聖アガタ。
編者註：聖母マリアのおん浄めの祝日、2 月 2 日。

1824 年 2 月 5 日
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聖なるイエスのみ心、私はあなたを礼拝します。
2

親愛なる姉妹、昨日お手紙を差し上げましたが、今日も何行かしたためて、スール・ア

デライドについて昨日開かれたコンセイ (Conseil, 評議会) のことをあなたに報告します。
ボン・ペール (bon Père) のご意見に従うことにしました。おおよその見当ですが、彼女
は入会出来るように思います。でも私たちは皆、その前に彼女のことを私たち自身で知る
ために、彼女が黙想のためにアジャンに来ることを願っています。彼女にはその後で、私
たちの決定は手紙であなたの方に知らせるということにして、彼女をトナンにおくり返す
ことにしましょう。そして、もし彼女が同意するようなら、彼女はトナンの志願院に入る
ことになるでしょう。彼女がヤナシュ夫人やポストラント (postulante, 志願者) と一緒に
旅行出来るようにあなたにさっそく手紙を書いているのです。
3

メール (Mère) たちは全員マドゥモワゼル・ルベに例外を認めることに賛成です。彼

女はそれに値する人です。このことについて神父さまにお手紙を差し上げました。マドゥ
モワゼル・セナックについてはどうでしょうか。もし彼女が本当に見込みがあって、体が
丈夫なら、受け入れなければならないでしょう。
4

スール・マルゲリトが退会したことを早く知りたいと思います。と申しますのも、彼

女にとっても皆にとっても、試練の時だと思うからです。
5

こちらの新しいノヴィス (修練者) たちはとても元気です。本修道会の希望であること

の大切な白い (ベールを被った) 群れ (姉妹たち) が辛抱強く頑張れるように祈ってくだ
さい。
6

ベロック夫人がヴィルヌーヴにおられます。夫人がこの地で善を行うことが出来ます

ように祈ってください。さあ、親愛なる娘、慈愛なる主の栄光と私たち自身の進歩向上の
ため、常により熱心でありましょう。イエス・キリストにおいて、私たちの娘たちによろ
しくお伝えください。
スール・マリー・T.
7

(修道女の身分を) 停止中の. . . のために続けてお祈りください。

8

アデライドに申し訳ないとお伝えください。まだ彼女に返事を書く時間がないのです。

もし彼女が来るようでしたら、口頭で返事しましょう。私は仕事で忙殺されています。

503. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 2 月 9 日
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主よ、私たちのすべての道を導いてください。
親愛なる私の娘、
2

スール・トゥリニテのことを決めるために、ラコサド氏からのお手紙を待っています。

あなたが氏ご自身にお返事をお願いしてもいいです。
3

私たちは、ヤナシュ夫人のことはちゃんとお世話をするように努めましょう。夫人の

聖なる娘さんの思い出が、夫人を私たちにとって 2 倍にも大切な人にしています。メー
ル・サント・フォワが夫人のために時間を取ってあげられるでしょうし、慰めてあげるこ
とも出来るでしょう。メール・サント・フォワは黙想者の係をしていますが、かなり時間
が取れます。私はメール・サント・フォワには大変満足しています。自分の仕事に献身
的ですし、霊生のオフィス (Oﬃce, 職務) を立派に果たし、務めの間はすべての歌隊修道
女を確かめ、すべての人としばしば話し合いをもちます。そして何よりも私を喜ばせてく
れるのは、彼女が自分には能力がないと確信し、神さまだけに頼っていることです。
4

メール・ゴンザグは相変わらず頑張っています。一生懸命自分の義務を果たしていま

す。私たちは彼女の姿を殆ど見ることはありません。と申しますのも、彼女は修練院の休
憩時間の世話をしていて、私たちとは別々に休憩時間をとっていますから。修練院の休憩
時間は (素晴らしくて) 本当に恐れ入るばかりです。と申しますのも、私たちの休憩時間
は以前と代り映えがしませんが、ノヴィス (修練者) たちの休憩時間はそれは立派なもの
だからです。
5

スール・テレーズも元気です。彼女はノヴィスたちが台所の仕事をするのを監督して、

メール・ゴンザグに報告しています。彼女はコンセイ (Conseil, 評議会) 等の間、修練院
の面倒を見て、要理、ロザリオの秘義を暗唱させたり、念禱の報告をさせたりなどしてい
ます。大変うまく行っています — 出来るかぎりの範囲においてですが — これは、17 名
ものノヴィスが居れば大変必要なことです。
6

スール・アンカルナシオンは看護の仕事を一生懸命にしています。よく行き届いてい

て、大変親切で、労苦をいといません。彼女には補佐としてスール・フランソワがいます
が、スール・フランソワもよくやっています。2 週間前からスール・プレザンタシオンも
スール・アンカルナシオンの補佐をしています。スール・プレザンタシオンは例の一騒動
以来まるで別人のようです。メール・ゴンザグに対して大変率直です。スール・プレザン
タシオンは総告解をしています。
7

親愛なる姉妹、メール・スタニスラスのことですが、彼女は大変若いので、仕事をす

る時には必ず特別な指導監督を受けるべきだと思いますし、彼女の徳と自惚れ (うぬぼれ)
にとってまだ余りにも危険となるようなことをさせるべきではないと思います。例えば、
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授業はその職務の範囲でさせてもいいですが、コングレガシオンの仕事は、多くの場合
は、他のひとの下でしか行動しないようにさせてください。あなたのコンセイ (Conseil,
評議会) では、彼女はその職務によって提案してもいいですが、実行され得ることを決め
るのはあなたです。そして特に、応接室での話は余りさせないでください。
8

マドゥモワゼル・ルベのことは厳密に内緒にしておいてください。

9

あなたはスール・マリー・ジョゼフの話をしてくださいませんが、彼女はどのように職

務を果たしていますか。スール・ジュリには書き方と計算の何らかの勉強をして欲しいと
思います。これは、将来授業をさせようと予定している補佐修道女には必要なことです。
親愛なるポストラント (postulante, 志願者) たちに、私が彼女たちを受け入れることを楽
しみにしているとお伝えください。あなたにマルゲリトのロザリオと角頭巾の輪を送り
ます。彼女に、私が大きな関心を彼女に寄せていますとお伝えください。
10

あなたに、サン・レミのフレール (Frère, 兄弟) の方々からの 2 通のお手紙を送りま

す。神父さまからその手紙を送り返すように頼まれています。あなたには便が多くあり
ますので、その手紙を神父さまに送り返してください。
11

さようなら、親愛なる私の娘、天におられる花婿のみ心において、あなたにすべてを

ささげます。
スール・マリー・T.
12

ボンヌ・メール (bonne mère)、あなたに神父さまのための手紙を送ります、少し急ぐ

手紙です。カイエ師のためのスール・ジュヌヴィエーヴの委任状が入っています。この委
任状は出来るだけ早く送らなければなりません。師は今月の 20 日ごろ出発されます。ボ
ンヌ・メール・テレーズ宛のカイエ師のお手紙を (そちらに) 送り返します。その手紙は
スール・マリー・ジョゼフの手紙の包みの中に入れます。

504. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 2 月 14 日

イエスさま、私のすべてとなってください。
親愛なる私の娘、
2

私が与えたのはサテンのドレスではありません。そのドレスは一部使われています。

私は、スール・ヴィジタシオンが私に話してくれたカッパのために、タフタの裏地をあげ
たのです。
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3

私たちは、
「40 時間大祈禱」のために、神父さまのどなたかにあなた方のところに行っ

て戴くために出来るだけのことをしましょう。あなた方にホスチアを送ります。私たち
は切ってないホスチアを買う方が得だと思っていますが、あなた方もそれでいいかどうか
お知らせください。
4

私たちは、ラコサド氏が月曜日にボルドーへ (ホスチアを) 送られるという話を伺って

います。私は大急ぎの包みを一つ神父さまにお送りします。その中には、20 日にご出発
になるカイエ師のための書状が入っています。ラコサド氏がスール・トゥリニテのことで
私にくださったお手紙をあなたに送ります。そのお手紙はあまり安心させてくれるもので
はありません。私たちの十字架は、かわいそうなマルゲリトのことだけではありません。
5

さようなら、親愛なる姉妹、私たちの心が永久に愛する、私たちの神なるイエスさま

において、あなたにすべてをささげます。
スール・マリー・T.
6

ベロック夫人が、補佐修道女になるための大変有望な若いアスピラント (aspirante, 前

志願者† ) を黙想のために私たちのところへ連れてこられます。この人たちの面倒を十分
に見ることが出来ますようにお祈りください。こちらに霊生の記録簿を送ってください。

505. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 2 月 16 日

栄光は神さまだけに。
親愛なる私の娘、
2

私たちはスール・アデライドのことでコンセイ (Conseil, 評議会) を開いたところです。

私たちは、シャミナード神父さまに投票の結果をお送りした後、神父さまが賛成してくだ
さればとの条件で、スール・アデライドを受け入れることにしました。神父さまからあな
た方に直接にそのことを伝えて戴けるように、神父さまに私からお手紙を差し上げます。
神父さまからあなたの方へご返事があり次第、しかしスール・アデライドが賛成するな
ら、彼女を志願院に入れてもいいでしょう。彼女が良い修道女になりますように。いずれ
にしても、これは一つの試みにすぎません。

†

編者註：準志願者とも言う。
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3

気の毒にスール・トゥリニテはかわいそうなくらい喀血 (かっけつ) します。彼女を入

会させたことは大変軽率なことでした。
4

スルプリ‡ に糊付けすることなどを学ぶように、スール・アデライドを仕向けなければ

ならないでしょう。
5

パガ師がお見えになって、マルゲリトがトナンに持っていった衣服だけを彼女に残し

たいとの意向であることを私に伝えてくださいました。ベッドとタンスは彼女の主人の方
が引き取ることを望んでいます。私はこの娘のために大変心を痛めています. . .
6

さあ、親愛なる娘、私たちの任務の十字架を担うために勇気を出しましょう。これは

本当の十字架です、でも、この十字架は私たちだけで担ってはいません。イエスさまが私
たちと一緒に十字架を担ってくださるのです。それに結局は、天国へ行くためには十字架
が必要なのです。天国では神さまの中で休み、穏やかで、平和のうちにいるのです。天国
では、私たち皆が天におられる花婿の周りに集まって、私たちに対してかくも大きかった
その慈悲を永遠に歌うことが出来るようでありたいものです。
7

イエスさまとマリアさまにおいて、あなた方皆に口づけをおくります。
スール・マリー

506. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 2 月 20 日

イエスさま、マリアさま、あなた方の子供たちを守ってください。
2

親愛なる私の娘、マドゥモワゼル・ルベのための手紙をあなたに送ります。シャミナー

ド神父さまが彼女のために喜んで例外を認めてくださいました。このことで、私が彼女に
書いている手紙を読んでください。彼女があなたが望んでいるような方向にいるかどうか
確かめてください。
3

大変残念なのですが、あなた方のために神父さまを確保することが出来ないと思いま

す。ローモン師はそちらに行くことがお出来になりませんし、それにムラン師は、他の神
父さまをそちらに送る手はずをおもちになりません。私たちはローモン師に懇請したので
すが、師はそちらに行くことが出来ないとおっしゃいました。残念に思います。近くにい
らっしゃるどなたか、例えばデュピュイ師においで戴けないかどうか確かめるようにして
ください。いずれにしても、神さまがご自分で司祭の不足を補ってくださると思います。
‡

編者註：祭服のひとつ。半身丈の袖の広い木綿、亜麻布 (あまぬの) 製の白衣。帯はなく、裾や袖に刺
繍が入っていることも。聖体賛美式、聖体行列、秘跡を授けるときに着用する。
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慈愛なる神さまに心からの信頼を寄せましょう。そして、よくお祈りしましょう。親愛
なる姉妹の皆さん、犯される罪に対して、この時期に償いの祈りをする気持ちでいましょ
う。天におられる花婿に、花婿を見捨てて離れ去る多くの人の償いをしましょう。さらに
注意して罪を避けるようにしましょう、もっと苦行しましょう、もっと忍耐しましょう、
もっと自分自身に死にましょう。あなた方は木曜日、金曜日、そして土曜日に大斎をしな
ければなりません、他の日の日曜日、月曜日、そして火曜日は小斎をしてください。
4

さようなら、親愛なる姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいて心からあなたに口

づけをおくります。
スール・マリー・T.
5

親愛なる姉妹、あまた方からのお手紙を戴いたところです。スール・セレスチーヌの

ことではあなたと同意見です。外出する姉妹の服装のことで、彼女の考えを確かめるよ
うにしましょう。ジュスチーヌ — ラコサド氏の方からの — のことですが、彼女がサク
レ・クールに書いた手紙は出してください。彼女のように独立心の強かった人はその徳に
もかかわらず、共同体を困らせることはあるものです。独り住まいの男性の召使には修道
生活と相反する意志と言葉遣いがあるものです。
6

「40 時間大祈禱」のためにはパガ師かプラントン師にあなた方のところに行って戴け

ると思いますが確かではありません。
7

スール・アニェスは体の具合がとても悪いです。スール・フランソワーズを見事に治

してくださったラフォール氏のお迎えに人に行って戴きました。氏は彼女の胸に発疱薬
をつけてくださり、アーモンドのミルクとシロップの白い色をした食事療法を指示されま
した。スール・ヴィジタシオンも体の具合を悪くしています。水浴を行っています。
8

私は昨日瀉血 (しゃけつ) しました、原因はいつも同じです。スール・アンカルナシオ

ンも私と同じような症状です。その上、彼女は風邪をひいています。メール・エンマヌエ
ルはカタル性のひどい風邪に罹っています。今日はコングレガシオンの集まりには、ベ
ロック夫人とメール・サン・ヴァンサンが行きます。私はとても元気なのですが、私が今
日コングレガシオンの集まりに行くことを、人が望みませんでした。スール・トゥリニ
テを除いて、他の人たちはまあまあ元気です。スール・トゥリニテの状態は相変わらず
で、体の具合は大変悪いです。
9

あなたの夢は心楽しいものです。私たちは競馬にかけることを禁じましたが、私たち

が競馬にかけたのは 1 回だけでした。
10

マドゥモワゼル・ロルマンのことはあなたにお話ししたと思っていました。彼女がこ

こに来て 2 ヵ月になります。彼女はスール・クロチルドといいます。彼女は子供のように
従順で、すべての仕事に献身的です。彼女はしばしば食堂の仕事をしていますが、リネン
室の仕事も手伝っています。
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11

改めてさようなら、イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげます。

507. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 2 月 27 日

イエスさま、私のすべてとなってください。
親愛なる私の娘、
2

スエージュ神父さまが妹さんの初聖体のためにトナンに行かれます。神父さまに何か

お話しをしてくださるように頼んでください。もし神父さまがその時期に間に合うように
着いてくださるなら、洗礼の約束の更新の時に、多分何か話して戴けるでしょう。私はあ
なたがたのことを大変心配しています。
3

残念なことに、スエージュ神父さまはトナンには行かれないということを、今し方聞

いたところです。あなた方がどのようにしたのか早く知りたいです。すべてを慈愛なる
主のみ手の中に。
4

あなた方が霊的な大きな成果を伴った聖なる四旬節をおくるように願っています。私

たちの体から奪うものを私たちの魂に返しましょう。より以上の祈りの精神、より以上の
苦行の精神、より以上の克己、より以上の献身などによって、魂にとっておいしいものを
魂に十分与えたいものです。
5

大変惨めな私. . . 常に惨めさを増す私のために祈ってください。でもこの四旬節に何か

をしたいと思います。各自自分の意志に死ぬように努めるという謙虚なデフィ (déﬁ, 競
争) をあなたに提案します。
6

さようなら、親愛なる姉妹、イエスさまとマリアさまにおいて、すべてをあなたにさ

さげます。
スール・マリー・T.
7

マリー・ジョゼフのお金を受け取りましたか。こちらに霊生の記録簿が欲しいです。

祈ってください、多くの悩みごとがあります。

508. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 3 月 8 日

711
イエスさま、あなただけが私を支配してください。
2

親愛なる私の娘、立派な、そして聖なる四旬節を願っています。この四旬節が私たち

皆にとって、救いの時、恵みの日々であることを私は本当に願っています。新たな熱意を
もって、私たちの悪徳の矯正、徳の獲得のために努めましょう。親愛なる娘、私は、私た
ち自身の意志を打ち砕くという敬虔なデフィ (déﬁ, 競争) をあなたに提案します。
3

私は、親愛なる私のサクレ・クールが偉大な聖人になることをどんなに望んでいるこ

とでしょう。時は短いのです。おそらく私たちには少しの時間しか残されていません。で
すからなすべきことをして私たちの人生を全うするように邁進しましょう。私たちの人
生の日々が充実したものでありますように。如何なる功徳も失われることのないように、
私たちの行いを超自然的なものにしましょう。すべてを神さまのために、すべて神さまを
めざして。
4

私が四旬節の務めをすることが出来ないことで味わっている辛い十字架をあなたは知っ

ていますか。親愛なる姉妹、私は肉食をしています、日に何度もそしておいしいものを食
べます. . . 私は過ちを犯したことにおいて罰を受けているのです。お願いですから、姉妹
の誰も、消化しないからという口実で、食べないということがないように気をつけてくだ
さい。そのようなことが、私が今ある状態になるまで、私の体を消耗させたのです。でも
心配しないでください。大事に至る前にお世話をしていただきましたので、何か危険があ
るとは思いません。ラコサド氏がそのことをあなたに話してくださるでしょう。と申し
ますのも、ムラン師の助言をいただいて、何人かの姉妹のことでラコサド氏にご相談申し
あげるために、修道院に来ていただいたのです。
5

母の方からの本を送ります。その本は母がスール・サン・テスプリに貸す本です。私

に代わって、すべての私たちの娘たちに口づけをしてください、そして私からよろしくと
お伝えください。私たちの娘たち全員が聖人になることを本当に願っています。そのた
めに、すべての娘たちが謙遜であるように、小さい者であるように、熱心であるように望
んでいます。
6

あなたに心からの口づけをおくります。
スール・マリー・T.

509. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 3 月 23 日
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優しいイエスさま、私のすべてとなってください。
親愛なるメール (Mère)、
2

スール・サン・フランソワに手紙を書きたかったのですが、殆ど手紙を書く時間があ

りませんので、姉妹たちが示してくださる関心に私がどんなに感謝しているか、トナンの
親愛なるすべての姉妹たちにあなたの方から伝えていただくために、総長として先ずあな
たにお手紙を差し上げたいと思います。私の具合は前よりも大変良くなりました、1 週間
前よりもいいです. . . 私の言っていることが信じられますか。しばらくしたらまた共同体
の聖務が出来るようになると思います。でも、私は四旬節を味わうことが出来ないのでは
ないかと心配しています。
3

親愛なる娘たち、私たちが熱意を倍加して、私たちの救いの大きな秘義の大祝日を過

ごすことが出来ますように、と私は願っています。託身されたみ言葉に対する私たちの愛
が増しますように。優しくいらっしゃるイエスさまに対する私たちの感謝の気持ちから、
イエスさまに対してもう何も拒むことのないようにしたいものです。そして特に私たち
は (イエスさまに一度ささげた) 自分をしばしば取り戻していますが、今後はもうイエス
さまに対して自分を (おささげすることを) 拒むことのないようにしたいものです。
4

親愛なる友、この病気が私の滅びとならないように祈ってください。と申しますのも、

私は大変たるんでいて、誘惑にさいなまれています。そこに本性と利己心が入り込んで
います。イエスさま、私の体は滅んでもかまいません、でも私の魂を生かしてください、
あなたによって、あなたにおいて、あなたのために生かしてください。これが修道女の生
活です。慈愛なる神さまが私をある誘惑から解放してくださいますように、私のために、
「スヴネ・ヴ (Souvenez-vous† )」を 1 回唱えてください。
5

私たちの主イエス・キリストにおいて、親愛なる私たちの娘たちとあなたに口づけを

おくります。
スール・マリー・T.

510. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.
†

1824 年 4 月 3 日

編者註：聖母の御保護を求むる祈り (聖ベルナルド) いつくしみ深い乙女マリア
御保護によりすがって御助けを求め、あなたの御取り次ぎを願うものが、かつて誰ひとり棄てられた者の
ないことを思い出してください。わたしは、この希望に支えられてあなたに呼び求めます。みことばの御母
よ、わたしの祈りを顧み、御あわれみをもって、この祈りを聴き入れてください。アーメン。
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イエスさま、あなたおひとりが私の心を支配してください。
親愛なる私の娘、
2

あなた方が自分を責めているそのつまらないことを私が覚えているから、私があなた

方に返事を出さなかったと、どうしてあなた方には思えるのでしょうか。親愛なる私たち
の娘たちに過ちがあったように思われる記憶はありません。いいえ、私はそのようなこと
は覚えていませんし、記憶をたどろうとも思いません。
3

ロワイエール師のことについてですが、主任司祭の任命に口出しすることは修道女の

することではありません。神さまがご自分のみ心にかなった主任司祭を授けてくださいま
すように祈ることで満足しましょう。もしそれが神さまのみ旨であるなら、ロワイエール
師があなた方のために与えられることを願っています。
4

親愛なる娘、トナンへの旅行の件は、あなた方すべての姉妹たちとお会いできるのは

嬉しいことですが、長上としての訪問が出来ない以上、禁域の誓願の遵守ということから
ひどく抵抗を覚えます。親交を深めるための訪問とか、健康を回復するためというのは十
分な理由にならないように思います。はっきりとした命令による以外はそちらに赴くよう
にはしません。私たちは、本修道会の最初のメール (Mère) ですから、禁域の誓願の大切
さを教えましょう、そして、その誓願の厳しさを感じ取らせましょう。それに、私は、ボ
ン・ペール (bon Père) がなさることを批判するようなことは致しません。ボン・ペール
は私よりも照らされていらっしゃいますし、ご自分が物事を行なわれる理由をよく承知し
ておいでです. . . 神さまが、私たちには理解出来ないことを、ボン・ペールにお示しにな
ることもあるのです。
5

親愛なる娘たち、聖なる時期がやってきます。恐らく私はこの時期を私の部屋で過ご

すことになるでしょう。と申しますのも、頭を使うことはすべて医者に禁止されている
のです。それに、私が命令に従わなければ、マドゥモワゼル・ドゥ・リサンのようになっ
て、考えごとをすれば頭痛がしたり、脚が痛くなったりするのではないかという感じがす
ぐにします。今日の私の具合はかなりいいです。ここまるまる 2 日間は熱が出ません。
6

親愛なる姉妹たち、私たちが、聖なるおとめマリアと同じように、その大切なおん子

の苦しみに心を合わせるために、聖なるおとめマリアのみ心の中でこの週間を過ごすこと
を私は願っています。痛悔の気持ちをかき立てましょう、そして、復活祭には完全な復活
を遂げて、喜んで心から「アレルヤ (Alleluia)」と歌うことが出来るように努めましょう。
7

聖木曜日の大切な夜は私に思いを馳せてください。ここ 7 年で、初めて聖木曜日をベッ

ドで過ごすことになるでしょう。
8

さようなら、親愛なる私の娘たち、私の心をあますところなくあなたたちにささげま
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す。私はいつも、あなた方の霊的善を願うあなた方の優しい母です。偉大な聖人となるよ
うに、全員が目指しましょう。そこに神さまのみ旨があります。
9

「教育のメール (Mère d’Instruction)」の記録簿には、コングレガシオンの会員のリス

ト、会員の年齢、身分、会員各人についての簡単な覚え書きがなければなりません。そし
て共同体のメンバーについては、その名前と共に、各人の受けた教育の種類を記載しなけ
ればなりません。
10

「財務のメール (Mère de Travail)」の記録簿には、共同体のメンバー各人のある手仕

事あるいはある物質的な仕事に対する適性を記載し. . . 仕事場の子供たちのリストを載せ
たりなどしなければなりません。
11

私たちの主イエス・キリストにおいてあなた方全員に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

12

「霊生のメール (Mère de Zèle)」の方から霊生の記録簿の請求があります。記録が終

わってなくてもよろしいですから、こちらに送ってくださいませんか。あなたに布地と紐
の靴底を送ります。私はスール・サン・テスプリの病苦が和らぐことを願っています。私
たちは彼女のために祈っています。メール・エンマヌエルの風邪はまだ治っていません、
汗を出しています。

511. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 5 月 10 日

イエスさま、今も臨終の時も私にとっていつも変わらぬイエスさまでいてください。
親愛なる私の娘、
2

親愛なる私のスール・サクレ・クールにはもう長いこと手紙を書いていないように思

います。私はいつも手紙を書きたかったのですが、私の健康状態がそれを許さなかったの
です。長い手紙を書くことが出来ないのですがひとりひとりに一言ずつ書きたいと思いま
した。と申しますのも、あなた方は皆私の心の最愛の人であるからです。私にとっては私
の修道女たちが何よりも大切です。
3

親愛なる娘、私たちはどのような状態にいるのでしょうか。修道女の名に値している

のでしょうか。この素晴らしい名は、自らを放棄した娘、解脱した娘、内的な娘、そし
て、最後に 3 つの鎖によって主に結ばれた娘という意味です. . . 残念なことに私たちはし
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ばしば世俗の人たちよりも苦行をしませんし、もっと自分自身と自分の感覚に執着してい
ます。何というひどい惨めさでしょうか。親愛なる姉妹、私たちはいずれにしましても、
私たちがこれほど愛しているこの名に値しなければなりません。
4

あなたの大切な共同体はどのような具合ですか。スール・スタニスラスには満足して

いますか。スール・サン・テスプリとスール・アポロニに対してはどのようにしています
か。ポストラント (postulante, 志願者) たちはどうしていますか。ところで、私はエリザ
ベトの名前を、外部の仕事をすることになるかもしれないひとりの姉妹のために取ってお
くことを願いました。私は、マドゥモワゼル・セナックが来たら、この名前を彼女のため
に予定しています。この名前は至聖なるおとめマリアの従姉の名前で、従って特別な名前
です。アンジェリックという名前は本当に天使的なロゼットにふさわしいように、私には
思えます。でも私は何も命令するようなことはしません。
5

私の健康状態は前よりも良くなっています。新しい発疱薬をつけていますが、それは

火のように熱いです。私は苦しむ必要があります。でも胸の発熱が和らいで楽になりま
した。もしそれが神さまの愛すべきみ旨であるなら、少し苦しんで治る方がいいです。
6

メール・エンマヌエルのひどい風邪は前よりも良くなっています。メールはコングレ

ガシオンの集まりにピアノを弾きに行っています。メールはロバの乳を飲んでいます。私
も明日からロバの乳を飲み始めます。火のように熱い発疱役をつけるようになってから、
もう夜は汗を出していません。こちらの病人は皆かなり具合はいいです。私たちはスー
ル・ヴィクトワールに大変満足しています。彼女は看護の仕事をしていますが、良くやっ
ています。スール・トゥリニテは相変わらず体が弱いです。スール・ソフィが戻ってきま
した。かなり元気です。
7

ボン・ペール (bon Père) の方からこちらにお見えになるようなことを言ってこられま

したが、いつごろになるか分かりません。
8

私はラコサド氏にお手紙を差し上げましたが受け取られたのかどうか分かりません。

大変つまらないものですが、氏に私のお土産を差し上げてください。
9

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストに対する愛において、あ

なたとあなたの小さな群れのすべての姉妹たちに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
10

親愛なるスール・マリー・ジョゼフには出来るだけ早く返事を書くことにします。彼

女の意向のために祈ってもらいました。
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512. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1824 年 5 月 11 日

イエスさま、私の愛のすべてとなってください。
2

親愛なる私の姉妹、私たちは長いこと文通していません。でもそれは、あなたの方か

らの無関心ということでもありませんし、私の方からの無関心ということでもないと思い
ます、違いますか。それは多分私たちが忙しいからです。忙しいなどと、私は何を言って
いるのでしょう。私は 2 ヵ月以上も前から何もしていません。私は四旬節が始まる 2 週間
前から何もしていないのです。私は病気なのです。私は 8 ヵ月前から健康を害して、今年
の四旬節に床につきました。まだ完全に回復しているわけではありませんが、快方にむ
かっています。体力が消耗して、一種の微熱と胸の発熱を起こしています。私は厳密な食
事療法をしています。(朝は) 遅く起きて (晩は) 早く寝ています。選択された食物をいた
だき、小斎も大斎もしませんでした。する仕事が何もありません。このように生活するよ
うに言われているのです。哀れむべき四旬節. . . 私はどんな四旬節をしたのでしょう。
3

病弱な私のことについては十分話しましたので、
「至愛なるおん方」の話をしましょう。

どうして私たちは、
「至愛なるおん方」をすべての人の心に愛させることが出来ないので
しょうか。「至愛なるおん方」をすべての人の心の所有者にすることが出来ないのでしょ
うか。「至愛なるおん方」の栄光のために励みましょう。み摂理が私たちをその霊的母と
しているこの子供たちに、
「至愛なるおん方」を愛させましょう。この若い人たちに「至
愛なるおん方」を愛させましょう、
「至愛なるおん方」は、この若い人たちの心に対して
ねたみ深くいらっしゃいます。この偉大な事業を行うために、私たちにとって如何なる苦
労も負担と思われないようでありたいものです。
4

あなたの健康状態は如何ですか。あなたの娘の方々はお元気ですか。私の娘たちは、

メール・エンマヌエルを除いて、かなり元気です。メール・エンマヌエルは、私が具合を
悪くしたのと同じころに、胸のカタルに罹りましたがそれがなかなか治りません。その
ためにひとりのノヴィス (修練者) が、コングレガシオンの教話をしています。と申しま
すのも、このノヴィスはとても感じがよく、人の心を引き付け、私たちを目だたなくさせ
ます。
5

新しく創設したあなた方の修道院は如何ですか。

6

私たちはコンドムに新しい修道院を創設するところまで来ています。そして多分ボル

ドーに初めての修練院ができることになるでしょう、ボルドーに修道院をもてるように努
めています。創立者の神父さまの目の届くところで養成が行われるために、私はそのこと
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を大変望んでいます。
7

スール・ドジテはどうしていますか。彼女によろしくお伝えください、そして、私が

彼女のために質朴と従順を願っていることをお伝えください。
8

聖母月の信心業をご存じですか。こちらでは、5 月は毎日、聖なるおとめマリアの連

禱を唱えながら、庭にあるマリアさまの祭壇まで行列をしています。土曜日は聖体降福
式を行い、連禱を歌っています。
9

さようなら、親愛なる私のメール (mère)、あなたも、あなたの娘の方々も私たちの主

イエス・キリストにおける私の心からの友情を受け入れてください。
スール・マリー・T.

513. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 6 月 7 日

聖霊、来て私たちを照らし、燃え立たせてください。
親愛なる私の娘、
2

私は心からあなたの母として心遣いを分かち合います。私にとってはトナンの修道院

はアジャンの修道院と同じように大切であると感じています。あなた方は皆私の心の娘で
あると感じています。私たちがこの人数の多い群れ (姉妹たち) を導くために、慈愛なる
神さまがその聖霊によって私たちを照らしてくださいますように、私たちはどんなに懇願
しなければならないことでしょう。
3

マドゥモワゼル・セナックはこちらにいます。彼女の試練期 (probation) への受け入

れ式が行われました。彼女は十分それにふさわしいように思えます。私たちは彼女をスー
ル・エリザベトと呼びます。スール・トゥリニテは神父さまに再び手紙を書きました。私
たちは神父さまからの新しいご返事を待っています。彼女は悲しい健康状態にあります。
私たちはそのことで困っています。手紙は神父さまからのご返事を待って、渡してくだ
さい。
4

あなたと同じように私も、支部の修道院には「助修道女† のメール (Mère des Com-

pagnes)」のオフィス (Oﬃce, 職務) は必要でないと思います。ボン・ペール (bon Père)
†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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がこちらにお見えになる時に、そのことを神父さまに申し上げましょう。
5

償いの手段として、神さまに対する愛によって、ふたりの若いメール (mère) に、お

互いに満足するようにさせなければなりません。私たちがお互い我慢してもらうのは、神
のみ摂理の次元のことです。スール・スタニスラスがコンセイ (Conseil, 評議会) に出る
ことを求めなければなりません。コンセイに出なくてもすむように、彼女に許すことは誘
惑にへつらうことになるでしょう。
。神さまは若い彼女が謙遜を獲得することを望んでお
られます。彼女は何度も過ちを犯した後、謙遜を獲得することが出来ると思います。スー
ル・D. . . については、謙遜な態度と従順な態度の必要性を思い起こさせなければなりま
せん。聖なる会則の、
「私たちに委ねられていない人を尊大に戒 (いまし) めることをしな
い」の条文と、
「職務の義務によって懲罰を課す時にも、常に謙遜」の条文を彼女に思い
起こさせなければなりません。
6

メール・スタニスラスは、時々、コングレガシオンの集まりに出てもいいと思います。

と申しますのも、彼女を完全に職務から引き離してはならないからです。でも、彼女は人
に従属させておかなければなりません。
7

聡明の賜をよくお願いしましょう — 聡明の賜が私に当たりました —79 この賜は、神

さまの聡明、賢明とによって行動するために、私たちの立場には大変必要です。賢明は時
間を取り、こころよい言葉を使うことをわきまえるものです。
8

私たちは、マットレス、毛布それにキャラコを受け取りました。

9

親愛なる私の娘、あなたのことですが、想像の逸脱に対して徹底的に軽蔑心を抱いて

ください。神さまだけに気に入っていただくこと、神さまだけを愛することの決心を何度
も新たにしてください。絶えず (神さまに対する) 信頼に助けを求めてください。あなた
自身の想像にもて遊ばれないでください。絶えず感覚を慎んでください。このような想
像の逸脱は、あなたに時間を無駄にさせようとする悪魔の欺瞞です。想像の逸脱は全く無
視してください。
スール・マリー・ジョゼフの報告によりますと、スール・アンジェリックは私たちの

10

修道会には向いていないように思われます。それでも、この報告をコンセイで読むこと
にします。イルマ・クロンはヌヴェール愛徳およびキリスト教的教育修道会に入ることを
決心しました。スール・ユーフラジという名前が私たちに残っています。こちらのメール

(mère) たちは、ユストシという名前を大変汚いと思っているアグラエにこの名前を与え
ることを願っています。
親愛なる姉妹、清貧の誓願によって、支部の修道院は、長上方に相談しないでは、寄

11

宿費や持参金の減額といった物質的なことについて勝手に決めることは出来ないと、私は
79

聖霊降臨の主日に聖霊の賜を籤で引くという「プチット・ソシエテ」(Petite Société) の習慣を修道会
でも守っていた。
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思います。これは叱責ではありません、清貧と従順の私たちの聖なる誓願の実践について
の教示です。
12

私は、スール・サン・ソヴールに修練期を少しさせてあげることが出来ればと願って

いるのですが、大変難しいです。私たちはスール・ナティヴィテに修練期を少しさせるた
めに授業から引き離しました。スール・アニェスが彼女に代わって授業をしています。
13

メール・サント・フォワが届く手紙と出す手紙を読んでいます。私には殆ど仕事をさ

せてくれません. . . 私はかなり元気ですのに。私は厳しい従順の中におかれています、そ
して、服従を欠いて従わないことがしばしばです。私は 7 時にしか起床しません、そし
て、夕食後すぐに床に就きます。何人かの姉妹たちと面談して話をすることが出来るよう
にしてもらうためには、殆ど叫ばなければなりません。でも私は面談して話をする必要性
を感じます。
14

さようなら、親愛なる私の娘、完全にそして永久に神さまのものでありましょう。親

愛なる私たちの姉妹たちによろしくお伝えください。
スール・マリー・T.

514. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは当然のことながら、ボン・ペール (bon Père) は誰にもま
して召命を識別し、人の適性を検討し、修道会の精神を吹き込むことが出来ると考えていました。そういう
わけで、メールは何度もシャミナード神父に、ボルドーのマドレーヌから遠くないところに修練院を受け入
れることの出来るような家を探してくれるように頼んでいました。施設を買収し、ボン・ペールの訪問の
後、修練院の共同体が移転することになります。

+J. M. J. T.

1824 年 6 月 16 日

聖霊、来てください。
2

親愛なる姉妹、今し方ボン・ペール (bon Père) からのお手紙をいただきました。ボ

ン・ペールは 7 月の初めにこちらに来られます。
3

ボルドーの施設は買収しました。ボン・ペールは、ご自分が (ボルドーに) お帰りにな

る時に、共同体のメンバーを一緒に連れて行かれるお考えです。神さま。私たちを照らし
支えてくださいますように、聖霊に祈りましょう。何と多くの大切なことが行われたこと
でしょう。神さまのお気に召さないことはすべて避けるように忠実につとめることによっ
て、慈愛なる神さまに味方になっていただきましょう。
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4

あなたがご聖体を拝領したのは良かったと思います。そのような考えはすべて無視し

なければなりません。無視が最良の薬です。ここまで手紙を書いていました時にラリボ師
がお見えになりました。私はあなたの手紙を読んで神父さまに聞いていただいて、神父さ
まのご意見を伺いました。神父さまは、その考えを告解することにはより以上の危険があ
るだろうこと、そのような考えは告解する必要はないということ、そして次の時には、危
険なすべてのことを単に几帳面に避けなければならないこと、そのような考えは無視しな
ければならないことを、あなたに伝えるように言われました。
5

コングレガシオンに関することは、シャミナード師がお着きになるまでそのままにし

ておきましょう。
6

私たちは、厚手の布地の服は冬にしか着ません。エタミーン† がなければエスコを買っ

てもいいでしょう。アジャンの修道院がスール・サン・フランソワのドレスを出すことを
私は喜んでいます。
7

神父さまからのお話によりますと、親愛なるマリー・ジョゼフが終生誓願を立てるた

めにこちらに来るということです。こちらにも彼女と同じ時に終生誓願を立てる姉妹がい
ると思います。この第二の洗礼によって彼女たちが、イエス・キリストにおける新たな被
造物になることが出来ますように祈りましょう。
8

私の健康状態は良好です。ラコサド氏は私のことを大変元気だとご覧になりました。

あとは胃の具合が悪いだけです、でもこれは、あなたもご存じのように、いつものこと
です。
9

さようなら、親愛なる私の娘たち、イエス・キリストの平和と愛が私たちのすべての

心の中にありますように。親愛なる私たちの姉妹たちとアスピラント (aspirante, 前志願
者‡ ) のアグラエに口づけをおくります。アグラエの試練期 (probation) への受け入れ式を
行ってください。確かに私たちには仕事が多すぎます。アグラエはボルドーに修練院が
出来るのと時を同じくしてボルドーに行くことになると思います。いろいろな任命のため
に祈ってください。親愛なる私の子供たち、深甚なる母親の心をもって、あなた方にさよ
うならを申し上げます。
スール・マリー・T.

515. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.
†
‡

編者註：粗織綿布 (あらおりめんぷ)。
編者註：準志願者とも言う。

1824 年 6 月 20 日
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イエスさま、私のすべて。
親愛なる私の娘、
2

あなたにお手紙を差し上げなければならないとしきりに思ってはいたのですがそれが

なかなか出来ませんでした. . . あなたは他の姉妹たちと同じように私にとって大切な人で
すが、どうしてあなたにはお手紙をそれほど差し上げないのでしょう。
3

親愛なる子供、私は、あなたが必要としていること、仕事の苦労、主から与えられる試

み、悪魔からの誘惑などを感じています。これは戦いの大きな場ですが、また同時にそれ
は、神さまに大変喜んでいただける殉教、愛の殉教の栄誉を勝ち得ることの出来る材料で
もあります。天国でおとめの冠に殉教の栄誉を加えることは何というしあわせでしょう。
4

勇気を出しましょう、親愛なる子供、勇気を出しましょう、あなたはひたすらに偉大

な聖人にならなければならないのです。でも、私たちの悪い本性には犠牲を強いることが
必要です。目を上にあげましょう、私たちの先に行った多くの聖人たちを見ましょう。聖
人たちの模範に私たちが勇気づけられますように。私たちは聖人たちと同じお恵みをいた
だいています。聖人たちは私たちと同じ戦いを戦ったのです。
5

私はあなたに、召命をあまり急がせないように、健康状態には大きな注意を払うよう

にお勧めします。何事においても慎重であってください。後で犠牲者をつくることにな
りますし、そして、しばしば救いを危険にさらします。スール・トゥリニテの方からの申
し出があったにもかかわらず、あなたがスール・トゥリニテを急がせたことについても、
またスール・アデライドのことでも、私はあなたを叱責しなければなりません。でも過去
は忘れましょう、そして将来のことを間違いのないようにしましょう。
6

親愛なる娘、私の心からの愛情を受け入れてください。すべての人によろしくとお伝

えください。
スール・マリー・T.

516. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
7 月 15 日、シャミナード神父とメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンはアジャンを発ってコンド
ムに向かいました。トランケレオンを通る道程で、一行は城に立ち寄ってその夜はそこで過ごしました。翌
日、8 人の姉妹がコンドムの新しい共同体に落ち着きました。
アジャンに帰ると、メール・ドゥ・ラ・コンセプシオンはすぐにまたシャミナード神父と一緒に出発し、
師と共に 3 日間トナンに立ち寄りました。そしてノヴィス (novice, 修練者) たちと合流して、修練院の長
上となるメール・マリー・ジョゼフを伴ってボルドーまで道程を続けました。
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この手紙はボルドーから書いたもので、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンはトナンに立ち寄っ
た話をしています。

+J. M. J. T.

ボルドー

1824 年 7 月 29 日

イエスさま、私のすべて。
親愛なる私の娘、
2

お昼の 11 時に、私たちは元気にボルドーに着きました。私たちはマルマンドで夕食を

いただきました。そこにはコングレガシオンの会員の方たちが一部集まりました。私は
会員の方たちに講話をしました。私たちは私たちの大切な修道院にいます。この修道院
はとても小さいですがしかしとても素敵な修道院です。それにイエスさまがそこにいらっ
しゃいます。それに私たちにはイエスさまだけで十分でなければなりません。
3

姉妹たちは落ち着いていて率直です。トナンにおいてもそうあることを本当に願って

いますし、そしてそのことが、長上職にあるあなたの大変つらい心の重荷を和らげてくれ
ることを、私は本当に願っています。私の娘、勇気を出してください、あなたは、私たち
に共通な神なる師のこの花嫁たちを育み進歩させることによって、イエス・キリストの役
割を果たしているのです。イエスさまは人々を探し求めてお疲れになりました。イエス
さまに対する愛のために、心配ごとや試みを堪え忍びましょう。そこに私たちの償いの分
け前がありますし、それはもうひとつの償いの分け前にも値するものです。親愛なる娘、
あなたの群れ (姉妹たち) をしっかりと指導することをお勧めします。この点について、
私は食堂で少し無秩序を見ました。それによって注意が散漫になりますし、それはまた、
食堂になければならない落ち着きと完全な沈黙の邪魔になります。この点に留意してくだ
さい。
4

最初の動きで — 緊急の必要性がなければ — 戒 (いまし) めるようなことはしないで、

少し待つように努めてください。そうすれば、懲罰も他の人にとってより有益なものと
なるでしょうし、私たちの魂にとってもさらに良いことですし、良心の動揺80 も感じませ
ん。親愛なる姉妹、信仰による生活、超自然的な生活をしましょう、そして、本性による
生活はやめにしましょう。
5

昨日私たちは、大司教館、市役所、ミゼリコルド (Miséricorde)81 などを訪れました。

大切な禁域万歳。
80
81

syndérèse de conscience (troubles de conscience)
マドゥモワゼル・ドゥ・ラムルスによって創立された事業の母院

723
6

緊急の修理のために作業員が大勢来て働いています。私たちの慎みが私たちにとって

は城壁、隣人にとっては感化となりますように、神さまにお祈りください。
7

ユーフラジの後見人の方はマルマンドにはいませんでした、私はユーフラジのベッド

のことでそのことを残念に思います。
8

私たちの心のすべての娘たちによろしくお伝えください。とわに讃えられる慈愛なる

主のみ心においてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

517. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

ボルドー

1824 年 8 月 8 日

イエスさま、私の支えとなってください。
2

親愛なる私の娘、月曜日か火曜日にはあなたにお会いすることが出来るものと思って

いたのですが、修道院の契約がまだ出来ません。私の出発を延期せざるを得ません。私に
とってとても悲しいことは、トナンのためにはほんの少しの時間しか取れないだろうとい
うことです。
3

神のみ摂理を礼拝しましょう。神のみ摂理はすべてのことにおいてそのご計画をおも

ちです。すべてを有効に生かすようにしましょう、この世の束の間の満足を軽視しましょ
う、そして、いつか永遠の満足に陶酔することに値するようにしましょう。でも、私は殆
どあなた方のお役にはたてなかったでしょう。先週はこちらで少し体の具合がよくありま
せんでした。それで神父さまが私に大変つらい従順を課せられました、私は 15 分しかコ
ンフェランス (conférence, 講話) はしてはならないのです。正直に申し上げて、もし私が
忠実に従えば、多くの功徳を積むことが出来るでしょう。と申しますのも、そのことは私
にとって大変つらいことだからです。でも、被造物は何も出来ないのですし、それにすべ
てをなされるのは神さまでいらっしゃるのですから、15 分の従順は 1 時間の素晴らしい
コンフェランスよりも多くの実を結ぶだろうと考えて、自分を慰めています。
4

神父さまは、メール (mère) の誰もが長い個人的な面談82 をしないように望んでおられ

ます。それは余りにも深い友情を生み出すことに利するだけです。被造物が創造主の場所
を奪い、人が自分を求めます。そういうことから嫉妬などが出てきます。それに、院長や
修練院長は、その主たる義務である監督をするということがもう出来なくなります。個人
82

conférences (entretiens en particulier)
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のことにかまけてしまって、そのことによって全体の善が害をこうむります。事業の中で
働いているのを見る方がより有益でしょう。と申しますのも、あなたが自分で見て判断す
る代わりに、人があなたに勝手なことを言います。
5

親愛なるメール (mère)、あなたにちょっとした従順を課します。それは遅くとも 10 時

半には就寝することです。就寝の規則は他の規則と同じように重要です。夜遅くまで起
きて仕事をすることは丈夫な体質も壊します。そして健康を害したら、その後体に手心を
加えなければなりません。手心を加えることは殆どいつも修道精神に害を及ぼします。
6

またあなたには、あなたが必要としているものはすべて食べて欲しいです。あなたの

健康は弱まっています、私にはそれがよく分かりました。ですから、あなたが自愛するの
は義務です。金曜日を除いて大斎はしないでください、その金曜日にも少しだけ食べてく
ださい。そうすれば償いをしていることが人には分かりませんし、それがまた大斎をして
いるということで自慢する気持ちを防いでくれます。でも義務を几帳面に果たすとか、愛
徳を大いに実行するなどのことはしてください。
7

さようなら、親愛なる娘、神さまのお望みになることに従順でありましょう。こちら

の姉妹たちは皆元気です。ボルドーの空気は彼女たちに合っています。彼女たちは食事は
おいしくいただいています。修道院はきちんとしています。でも私たちはほんの僅かな時
間しか、また告解のためにしかボン・ペール (bon Père) とはお会い出来ません。ボン・
ペールは忙殺されておいでです. . . 多くの姉妹たちが大斎をしています。あなたは、
「イエ
スさま万歳、イエスさまの十字架万歳」(の標語) を覚えていますか。
8

イエス・キリストにおいて、私たちのすべての娘たちに口づけをおくります、そして

天におられる花婿において、娘たちを心から愛します。私は私たちの娘サン・テスプリが
甘受の心をもつことを願っています。もし私とスール・サン・テスプリが余りにもしばし
ば会ったとしたら、そのことは彼女の魂にはあまり良くなかったことでしょう。私たちの
慈愛なる主において私のすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・T.

518. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンはアジャンに帰っています。メールのトナン滞在は予定よ
りは短いものでした。

+J. M. J. T.

1824 年 8 月 17 日
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イエスさま、私のすべて。
2

親愛なるメール (mère)、そして娘、あなた方のために本当に少しの時間しか割けなかっ

たことで私は大変つらい思いをしました。この人生には犠牲がちりばめられています。私
たちがそのいけにえとなるに値するおん方に、この犠牲をおささげすることをわきまえま
しょう。そのおん方はその大きな愛の結果として私たちのためにいけにえとなられたので
すから、親愛なる娘、私たちはいつになったら、余すところなくそして惜しみなく、天に
おられる花婿のためにすべてとなるのでしょうか。いつになったら、このわずらわしい本
性の叫びにもはや耳を傾けることなく、お恵みのこの力強い声に耳を傾けるようになるの
でしょう。
3

35 歳の娘さんのことでいそいで返事を書きます。ふたつの例外を認めることに不安を

覚えます。ですから、親愛なるメール、その娘さんを慰めてあげてください、そしてその
娘さんに、神さまにはきっと他のご計画がおありだということを言ってください。コンド
ムの姉妹たちには「用事で外出する姉妹」のためのポストラント (postulante, 志願者) が
ひとりいます。私たちは、このような身分を望む娘たちがたくさんいて困ることになる
でしょうが、このような娘はたくさんはいりません。近いうちにスール・アガトをあなた
方のところにおくります、そしてスール・マドレーヌをコンドムにおくります。コンドム
のポストラント (postulante, 志願者) がこちらに来て私たちの仕事を手伝うことになりま
す。こちらにはパンの定期市の日に来ることになると思います。このことによってあな
た方のところにも仕事の手伝いをする人がいることになるでしょう。
4

メール・サン・ヴァンサンは、カロリーヌはトナンで志願期をしてもいいのではないか

と考えています。でもそのことに不都合が予測されるのでしたら、カロリーヌを (こちら
に) おくってください。ラコサド氏がカロリーヌにベッドを与えてくださると思います、
と申しますのも、こちらにはベッドがありません。こちらの姉妹の二人にはカーテンがあ
りません。聖なる貧しさ万歳。貧しさの何らかの小さな不自由を本当に感じたいと思い
ます。
5

アジャンの修道院は借金だらけです。でも寄宿生がコンドムに来なければ、コンドム

に援助を送らなければならないでしょう. . . それにコンドムの姉妹たちは何ももっていま
せん。
6

スール・ドジテは、私がトナンに肌着を送ることができるかどうか検討してみると彼

女に約束したことを覚えていますが、私たちにはそれが出来ません。衣服を買うためにラ
ンクタン氏のお金を一部使うことをお勧めします。期待もしないのにいただくこのよう
な慈善はその必要があるときには、そのようなことのために使うことが出来ます。そのよ
うな慈善をいただかなくても生活することが出来たでしょうから。
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7

ムラン師はあなた方の黙想の指導に行きたいと思っておられますが、9 月にならない

と出来ません。師が多少ためになることをしてくださると期待しています。師は私たち
の黙想指導を来週してくださると思います。
8

スール・ナティヴィテは前よりも落ち着いています。彼女はご聖体をいただいていま

す。こちらでは皆心安らかにしています。親愛なる娘、優しさと忍耐をもってください。
9

面談はもっと短くして、もっと頻繁にするようにお勧めします。長い面談は時間をと

りすぎますし、そのようなことから嫉妬が生まれます。メール・サン・テスプリに対して
は我慢してください。時々は目をつぶらなければなりません. . . 彼女の模範は伝染するよ
うなものではありません。お恵みの後押しをしましょう、でもお恵みの先を行くようなこ
とはしないようにしましょう。
ホスティアとカンティーユ† などをそちらに送ります。絹をボルドーに持って行きま

10

したので、あなた方のところに送り返すようにお願いしましょう。
さようなら、親愛なる娘たち、私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなた

11

方にささげます。
スール・マリー・T.
「神のみ心にかなった修道女アンジェリック」をボルドーに送ってください。ロベー

12

ル夫人が黙想をします。神父さまは夫人のお嬢さんが黙想中に夫人に会いに行くことを
許可しておいでです。休み時間に 30 分、お嬢さんを夫人のところに、姉妹をつけてやっ
てもいいです。と申しますのも、お嬢さんも「付き添いの修道女の規則」を守らなければ
ならないからです。夫人は一度お嬢さんが授業をしているところを見にいってもいいで
しょう。ムラン師が来られるかどうかあまり確かではありませんので、そのことは話さな
いでください。

519. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
この手紙とメール・マリー・ドゥ・ラ・トランケレオンがボルドーに宛てる手紙 (複数) の中で、メール
はグラメニャックのご婦人方 (汚れなきマリア修道会が修練院として買収した家の所有者)、マドゥモワゼ
ル・エメ、そしてマリー (デュブール) に殆どいつも敬意を表します。マリー (デュブール) はシャミナー
ド師の召使で、革命の間、主人の命を救うために何度も自分の命を危険にさらしました。

†

編者註：(刺繍用) 金 (銀、銅) 糸。
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+J. M. J. T.

1824 年 8 月 17 日

イエスさま万歳。
親愛なる私の娘、
2

船83 が出ることになっていますので、この船を利用してあなたに大急ぎでお手紙を書きま

す。あなたにノヴィス (novice, 修練者) たちの衣服の帳簿を送ります。ノヴィス (novice,
修練者) たちのために私たちがまだ持っていた衣服とサクリスティ (香部屋) のための
ちょっとしたものをあなたに送りますが、それは聖アントニオ† があなたに与えてくださっ
たものとして受け取ってください。
3

勇気を出しましょう、親愛なる娘。目をしばしば天に上げましょう、冠を見ましょう。

そして労苦が、その後に続く大きな報いを希望する私たちに、快いものに思えますように。
4

こちらではすべてかなりうまい具合に行っています。でもコンドムのためには祈らな

ければなりません。ボン・ペール (bon Père) がメール (mère)84 に手紙を書いてくださっ
てメールに優しさと忍耐を勧めていただき、寄宿生の規則を送っていただくようにしてく
ださったらと思います。初めはどこも厳しいものです。それにこのメールは経験があり
ません。
5

親愛なる娘、慈愛なる神さまはあなたの弱さを考慮してくださって、あなたを静かな

港においてくださいました。そこから嵐の海を航海している姉妹たちを見てください。そ
してその姉妹たちのために祈ってください。
6

黙想している人についてはどのようにしましたか。着衣のことを話題にしていますか。

マドゥモワゼル・セナックの宝石を送ります。ボン・ペールがノヴィス (修練者) の服を
買うために、その宝石を売ることを望んでおられるかどうか確かめてください。メール・
サン・ヴァンサンが例の 100 フランと一緒に私に送ってくれた 20 フラン 16 ソル‡ をあな
たに残しました。その 20 フラン 16 ソルはメール・サン・ヴァンサンのものでした。ドレ
ス 1 着分はあるでしょう。宝石はこちらでは 60 フランで売れたと思いますがボルドーだ
ともっと高く売れるでしょう。
7

私が大変愛する修練院の姉妹たちに口づけと挨拶をおくります。私は、あなた方すべ

ての人が聖人になることを願っています。親愛なる私の娘たち、私は聖人になるためにだ
け集まっています。もし私たちが聖人となるべく励まないとすれば、私たちはこの地上で
83

ガロンヌ川を航行する船のことを暗示している。
編者註：パドヴァのアントニオ (1195 年-1231 年 6 月 13 日)。フランシスコ会の司祭、教会博士。
84
メール・ドゥ・ランカルナシオン
‡
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
†
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何をするのでしょうか。
8

ではここで、さようなら、親愛なる娘たち。もっと長くあなた方に向かっていたいの

ですが、私が休憩時間に姿を見せないと文句がでるでしょうから。
9

メール・サン・ヴァンサンから聞いたところによりますと、神父さまのシャツを私た

ちがボルドーへもっていった衣服の中に入れたそうです。
神父さまに私の尊敬の気持ちをお伝えください。グラメニャックのご婦人方、マドゥ

10

モワゼル・エメそしてマリーによろしくお伝えください。天におられる花婿のみ心におい
て、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
「アニェス・ドゥ・サン・タムール (Agnès de Saint Amour)」85 を見つけました。そ

11

のうちにそちらに送ります。南京錠の鍵は小さな箱の中にあります、そして宝石はトラン
クの中にあります。緑の祭服をそちらに送ります、ブルサ† をつくるために、緑の布を少
し手に入れるようにしてください。そのうちにカッパを送ります。同封の手紙をすぐに
神父さまに渡してください、そして、請求のあったシャツを神父さまからいただいてくだ
さい。そのシャツはデュピュイ師のものです。

520. ボルドーのスール・ルイズ・マリー・ドゥ・ポルテ (ノ
ヴィス) 宛
+J. M. J. T.

1824 年 8 月 19 日

神さまだけを。
2

プチィ・ゾフィス (petits Oﬃces, 小さな役割) の規則を送るついでに親愛なる私の「財

務のメール (Mère de Travail)」に急いで一言書き添えます。私の方でサクリスティーヌ

(香部屋係)、受付係と朝の点灯夜の点灯の係のための規則を写してもらって「霊生のメー
ル (Mère de Zèle)」に送りましょう。
3

親愛なる娘、勇気はどうなっていますか。天国は奪わなければなりません、奪取しな

ければなりません、あなたもそのことはご存知です。
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P. Michel-Ange Martin が書いた有益な本の題
編者註：聖櫃内や聖体顕示台の下に敷き、ご聖体をその上にのせるために使用する布 (コルポラーレと
言う) を折りたたんで収納し持ち運ぶための入れ物のことを言う。
†
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4

私は遠くから、苦悩の中にある親愛なる私のルイズ・マリーのかわいそうな心を見て

います。でも、信仰は私に苦悩の重荷から解放されて神さまに対する愛に燃え、そして、
被造物のすべての塵から完全に清められたこの心を見せてくれます。親愛なる娘、あなた
自身から出てください、そして、主があなたに示してくださるかの地に行ってください、
信仰の生活に入ってください。そこではすべてが功徳になります。そこでは失われる時
は少しもありません。そこではすべてが永遠のために数えられています。
5

さあ、勇気を出しましょう、天国は私たちの努力と犠牲の値となるでしょう。永遠に

は、私たちのもろもろの小さな気苦労の埋合わせをするのに十分は長さがあるでしょう。
6

さようなら、親愛なる私の娘、私のすべての娘たちに私からよろしくとお伝えくださ

い。神さまにおいて、神さまだけのために、あなた方すべての人を愛します。
スール・マリー・トランケレオン
7

毎週、尊敬の念を込めて「聖務日課」を唱えて欲しいものです。

521. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1824 年 8 月 20 日

神さま、私たちを照らしてください。
親愛なる私の娘、
2

あなたには本当に少ししかお話し出来ませんでしたので、あなたにお便りすることは

私に快い喜びを与えてくれます86 。私があなたの大切な魂の救いと進歩向上に執心してい
ることを疑わないでください。神さまがお望みになるかぎり、私はあなたの魂の救いと進
歩向上のために努めたいと願っています。
3

親愛なる私の娘、あなたの魂の大きな悪は傲慢 (ごうまん) だと思います。この傲慢を

取り除くために、慈愛なる神さまは、あなたがいろいろな誘惑に会ったり、内的ないくつ
もの反抗や嫌悪を覚えたり、あなたの長上があなたに少し厳しく当たることをお許しにな
るのです。神の愛すべきみ摂理を礼拝し、これに口づけをしましょう。神のみ摂理はすべ
てをあなたの改心に役立てることを望んでおられます。心を乱すことなく、また落胆する
こともなく、あなたの内的な試練を受け入れてください。それがどのような指導であって
も、あなたの長上の指導には心から従順で率直であってください。文字通り従ってくださ
86

ボルドーに修練院が設置されてその帰りに。
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い。長上が望むようにしか物事を行わないようにしてください、そうすれば神さまのより
以上の祝福があるということを信じてください。「従った後初めて異議をとなえることが
出来る」という聖なる会則の条文を覚えていますか。親愛なる子供、ですから、神さまは
あなたが従順によって行うすべてのことを祝福してくださると信じてください。この徳が
奇跡を生みます。私たちが自分の意志ですること、自分の選択によってすることは決して
祝福されません。
4

平和のうちにいてください。謙遜が平和をあなたの中に引き寄せるでしょう。すべて

性急なことは避けてください。聖なる会則を忠実に実行するように励んでください。あ
なたの姉妹たちに対しては精一杯の慈愛を示してください。姉妹たちの弱さや欠点を我慢
してください。姉妹たちにその弱さや欠点を前もって指摘してあげるように努めてくださ
い。あなたの職責の義務から、懲罰を課したり、叱責したりする時でも、あなたの態度は
常に控え目で謙遜でありますように。
5

すべての欠点をすべて一度に直そうとは思わずに、欠点を一つずつ直すようにしてく

ださい。自分が相も変わらず不完全で欠点に満ちたものであるのを見ても、驚いてはなり
ませんし、ましてや落胆してはなりません。この悲しみそしてこの驚きは、殆どいつも利
己心の産物です。
6

親愛なる娘、スール・スタニスラスにあなた方の授業の記録簿を私のところに送って

くれるように頼んでください。神父さまは、私たちがその方法を採用することを大変喜ん
でおられます。私たちの方法は大変複雑で理解するのに長い時間がかかります。それぞ
れの記録簿の 1 ページの写しを記録簿の名前を添えて私たちに送ってくだされば十分で
しょう。
7

親愛なる私たちの姉妹たちによろしくお伝えください。私たちの主イエス・キリスト

においてあなた方すべての人に口づけをおくります。
8

私たちは月曜日に黙想に入ります、黙想が終わるまで私たちの文通も沈黙です。
スール・マリー・T.

522. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1824 年 8 月 21 日

イエス・キリストが讃えられますように。
2

親愛なる私のメール (mère)、あなたにお手紙を差し上げて以来、いろいろなことがあ

りました。新しい修道院の設立のために、8 名の親愛なる私の娘たちを伴ってコンドムへ
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行きました。そこの院長はスール・アンカルナシオンです。私たちはコンドムに寄宿学校
をつくりますが、メール・エンマヌエルが寄宿学校の責任者としてすでにコンドムにいま
す。私たちがどんなに大きな犠牲を払って姉妹たちを送り出したかご覧ください。その
後、修練院がボルドーに出来たのですが、私は修練院に行く姉妹たちを伴ってボルドーに
行きました。メール・ゴンザグが修練長で、メール・マリー・ジョゼフが院長です。
3

このような旅行で 1 ヵ月近くかかりました。やっと今は、私に残された小さな群れ (姉

妹たち) と一緒に私の大切な禁域にいます。小さな群れですが私たちの事業のためには十
分です。親愛なるメール、私たちが神さまのご計画に応えることが出来ますように、また
神さまに忠実であることが出来ますように、私たちのために慈愛なる神さまに祈ってくだ
さい。そして特に、私が統治の精神をもつことが出来ますように、私のために慈愛なる神
さまに祈ってください。
4

私が心配な人がひとりいます。大変小心な若い修道女で、その小心が少しずつこの修

道女をまことに遺憾な不従順の状態にしたのです。悲しいことですが現在、彼女はわがま
まな生活をしています。何でもないことに小心になるのに、わがままとか不従順を気にも
留めません。あなたの助言で私を助けてください。
5

そちらのスール・ドジテからこちらのスール・カトリーヌへの手紙であなたがスール・

ドジテの召命に疑念を抱いておられることを知りました。マ・ボンヌ・メール (ma bonne

mère)、あなたが疑われる理由は何ですか。このかわいそうな娘が会を出るのを見るのは
私には悲しいことです。でも彼女に召命がないのでしたら、ためらうべきではありませ
ん。でもお願いですから、彼女をもっと試してみてください。慈愛なる神さまによく相
談してください. . . 彼女はずっと前から世俗を去る願望を持っていました。親愛なるメー
ル、慈悲の気持ちを抱いてください。でも重ねて申し上げますが、もし彼女に召命がない
のでしたら、猶予はお願いしません. . .
6

親愛なる姉妹、慈愛なるイエスさまとその聖なるおん母のみ心において、あなたにす

べてをささげることを光栄に思います。
スール・マリー・T.

523. ボルドーのメール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステラ宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンはボルドーに滞在の折り、体の具合を悪くして、シャミナー
ド神父からコンフェランス (conférence) のたぐいはすべて中断するように命じられました。メールはその
ことで、自分の共同体とメール・エンマヌエルに去られた第三会の会員のために悩んでいます。メール・エ
ンマヌエルはコングレガシオンの仕事と第三会の会員の世話のことでメールの補佐をしていたのですが、コ
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ンドムの教育のメール (Mère d’Instruction) に任命されたのです。

+J. M. J. T.

1824 年 8 月 31 日

生きるにしても、死ぬにしても、私のすべては救い主のものです。
2

親愛なる私の姉妹、昨日私たちは黙想を終わりました。

3

全体的に十分な平和と十分な静寂がありました。すべてがとてもいい状態にあったと

思います。私が参加しなかったことは、不都合というよりむしろ良かったのです。姉妹た
ちの健康状態は、スール・ナティヴィテを除いて、かなりいいです。スール・ナティヴィテ
は 4、5 日前から熱があります。きっと苦労が彼女の神経を刺激しているのだと思います。
4

長上のための規則をあなたに送ります。シャミナード師のための司教館からの包みも

あなたに送ります、その中には「修道会の承認」87 が入っています。私はその写しが 1 部
欲しいです。
5

「プチ・タンスティチュ (Petit Institut)」88 をこちらに送り返して欲しいです。私のと

ころにはもうありませんし、私たちはそれが必要なのです。その写しをつくって、私に送
り返してください、お願いします。
6

シャミナード師に、スール・アンカルナシオンに手紙を書いてくださるようにお願いし

てください。緊急に、彼女を支えてあげる必要がありますし、また長上方が彼女を見捨て
てはいないと分からせる必要があります。彼女は娘たちからの愛情を受けていませんし、
ましてや彼女たちからの信頼も得ていません. . . 彼女の心痛を思いはかってください。—
これは内密にしておいてください — 彼女と彼女の娘たちのために祈ってください。これ
は相互の十字架です。どうして私たちは信仰によって生きないのでしょうか。
7

親愛なる私の娘、あなたの信仰生活はどういう具合ですか。これは、本性の視点から

は何も見たり判断したりすることなく、もっぱら信仰と神の霊の視点から見たり判断した
りするために、長上にとって大切な点です。あなたも私も、信仰と神の霊の視点からこの
有益な実践をするようにしましょう。このことについて、あなたと敬虔なデフィ (déﬁ, 競
争) をします。私たちはお互いに、信仰の視点からすべてを行うやり方を理解しなければ
なりません。
8

おばあさま89 の具合は前よりはいいのですが、一方の脚が麻痺していっているようで
87

修道会の法的認知の請願に対する 1824 年 8 月 20 日のジャクピ司教による修道会の正式の承認。Cf.
H.R. o.c. p.521
88
1816 年の 48 条からなる会憲。この会憲は、501 条を含む 1815 年の会憲と区別するために、
「プチ・タ
ンスティチュ (Petit Institut)」と呼ばれた。1815 年の会憲は「グラン・タンスティチュ (Grand Institut)」
と呼ばれていた。
89
ふたりの母方の祖母ドゥ・ペロナンク夫人
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す。おばあさまは大変ショックをうけていて、時には絶望に陥り、地獄のひどい恐怖を覚
えています。おばあさまのために祈ってください、そして祈ってもらってください。
9

ボン・ペール (bon Père) が、誓願の更新の前日、私にとても辛い従順を課せられまし

た。個人的な面談も、全体的なコンフェランス (conférence, 講話) も、一切しないように
ということです。これは長上にとって辛いことです。私は、私の娘たちのことを知り、そ
して、彼女たちの信頼を容易にするという長上の一番本質的な義務を果たすことが出来な
いように感じます。もし師が自由を少し私にくださるのでしたら、多く聞くようにして話
すことは殆どしないようにするとお約束するのですが。
10

第三会のことについても大変屈従しています。今度は姉妹たちが、メール・エンマヌ

エルに去られたことを残念がることでしょう。親愛なる姉妹、私の弁護者となってくださ
い。どこからこのような命令が私に来るようになったのか、私には分かりません。と申し
ますのも、私は殆ど話はしませんでしたし、ボルドーに滞在していた時以上に体の具合が
悪いことはないのです。でも私は従います。私の良心が、私が従った後にこのようなこと
を私に言わせているのです。神さまは神さまご自身のご計画をおもちです。私は、私の長
上方の意志の中に、いつも正しく、そしていつも礼拝すべき神さまのみ旨を認めます。
11

さようなら、親愛なる娘、スール・ルイズ・マリーの手紙を受け取りました。ボルドー

の図書館の恩人のために、ノヴェナ (9 日間の祈り) をしていただいて祈ってもらいましょ
う。スール・ルイズ・マリーの手紙は、私がアジャンに帰る前に出されていました。
12

イエスさまとマリアさまのみ心において、そちらのすべての姉妹たちに口づけをおく

ります。
スール・マリー・T.
13

グラメニャックのご婦人方、マドゥモワゼル・エメそしてマリーによろしくお伝えく

ださい。

524. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.

1824 年 9 月 3 日

私の神、そして、私のすべて。
2

親愛なる私のセラフィーヌ、私たちがお別れして以来、あなたにお便りをしていない

ことを気にしています。それでも、私の子ども、私はあなたに対して愛情をいだいていま
す。また、あなたが徳において進歩向上することを願っています。そのことは、うたがわ
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ないでほしいです。そうです、私の娘、あなたの一日一日の生活が信仰の精神から汲み
取ったなんらかの徳の行為によって印されることを私は願っています。この徳の行為だけ
が神さまに喜んでいただける唯一のものなのです。
3

あなたの行為のどれもが無駄にならないために、また行為をすべて天におられる花婿に

喜んでもらえるようにするために、あなたの行為を超自然的なものとしてください。
「食
べるにしても、飲むにしても、すべてを神の栄光のために」
、神のお気に召すためにして
ください。あなたの日々に空白がありませんように、一日一日の終わりに、
「私は昨日よ
りも天国にもっと近くにいます、私は、私を天国へ導いてくれるはずの道を何歩か進みま
した。
」とあなたが言うことが出来ますように。
4

親愛なる私の子ども、慈愛なる神さまは、多分あなたを長くこの地上に残してはおか

れないでしょう、あなたに与えられている日々を有効に生かしてください。いそいであな
たの用意をしてください。花婿が来られる時には、ランプに油を入れる時間はもうありま
せん† 。
5

親愛なる私たちの姉妹たちによろしくお伝えください。

6

アカリ夫人の本をあなたに送ります。私たちの主における私の心からの友情を受け入

れてください。
スール・マリー・T.

525. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 9 月 4 日

神の聖なるみ旨。
親愛なる私の娘、
2

ムラン師が昨日来られて、今月の 16 日にならないとどうしてもトナンには行けないと

おっしゃいました。このことをいそいであなたにお知らせします。私はあなたと同じよ
うに、多分あなた以上に困っています。
3

この世ではすべてが障害となります。これらの障害を役立てるように努めましょう。

このような日常の十字架についているお恵みを失うことのないようにしましょう。このよ
うな十字架は私たちの本性を十字架にかけますが、私たちの魂を聖化してくれます。慈愛
†

編者註：「十人のおとめ」のたとえ。マタイにより福音書 第 25 章第 1-13 節。
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なる神さまはすべてにおいてご計画をおもちです。ですから、神さまはすべてのことから
私たちの利益を引き出されることをわきまえておられると信じてください。十字架を愛す
るように努め、また、私たちの娘たちに十字架を愛させるように努めましょう。十字架は
天におられる花婿の初夜の床です。
4

ボン・ペール (bon Père) はアンジェールがボルドーに行くことを望んでおられませ

ん。私はこのことを残念に思います。と申しますのも、この子は聞き分けがありません。
走ったり、逃げ出したりします。この子のお母さまにはこのことはまだ言わないでくださ
い。お母さまはこの子がボルドーに行くことを願っていると思います。スール・アンジェ
リックについての返事はいただきましたか。神父さまが補佐修道女について望んでおら
れることからすれば、神父さまは、アンジェリックがボルドーに行くことを望まれないと
思います。
5

さようなら、親愛なる私の娘、勇気を出してください。私たちが苦悩の中にある時、聖

人たちが抱いた苦悩に目をやりましょう、そうすれば私たちの苦悩は大変軽いものに見え
るでしょう。苦悩は私たちが苦行しない時初めてつらいものとなるのです。
スール・マリー・T.
6

親愛なる私たちのすべての娘たちに口づけをおくります。あなた方の黙想が遅くなる

ことは、多分ひとつの善です。主は無駄にはそのようなことをお許しにはなりません。

526. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 9 月 9 日

マリアの聖なるみ名† 万歳。
親愛なる私の娘、
2

内密に一言、メール・サン・ヴァンサンは、カロリーヌがトナンで始めないでアジャ

ンの修道院に入るようなことになれば、世の中の人から変な目で見られるのではないかと
心配しています。私たちはボン・ペール (bon Père) が望まれるようにします。私はこの
便でボルドーに手紙を書きますので、カロリーヌをこちらにおくることについてはボン・
ペールからのお返事を待たなければなりません。私はかわいそうなスタニスラスのこと

†

編者註：マリアの聖なるみ名の祝日は 9 月 12 日。
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を大変気の毒に思います。主はご自分のご計画をおもちです。主のご計画を沈黙と平和
のうちに礼拝しましょう。
3

私の心の大切な娘たちの善のために、ムラン師には早くトナンに行っていただきたい

と思います。あなたの面談で誓願について大いに強調してください。と申しますのも、誓
願を理解している修道女が本当に少ないのです。
4

私たちのところにはシーツ90 はありますが、毛布とカーテンがありません。でもラコ

サド氏が何かに気付くことになるようでしたら、何も送ってもらわない方がいいです。私
たちにも何かできますから。あなた方の方で黙想者のための羽毛ベッドが要るようでした
ら、そちらに送ることも出来るでしょう。こちらに余っているものがあります。
5

さようなら、親愛なる私の娘たち。あなた方が立派な黙想ができるように、そして、精

神においても事業においても聖なる刷新が出来るように願っています。私たちの主イエ
ス・キリストにおいてあなた方に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

527. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 9 月 15 日

すべてにおいて神さまの聖なるみ旨を。
親愛なる私の娘、
2

私はトナンの親愛なる修道院のために手紙を書いていました。そしてその手紙を、明

日あなた方の黙想のために出かけることになっていたムラン師がそれを持って行ってくだ
さることになっていたのですが、師が先程お見えになって、思いがけない不都合が起きて
旅行をどうしても延期せざるを得ないとおっしゃいました。来週になったら、師がいつあ
なた方のところへ行かれるか決めることがお出来になるでしょう。すべてにおいて神さま
のみ旨を見ましょう。多分この延期はある善のためかもしれません。ありえないことで
はありません。
3

ボルドーからお便りをいただいたところです。カロリーヌのことについては安心して

います。2 週間の間カロリーヌをトナンの修道院に受け入れてください、その後で彼女を
こちらにおくってください、ベッドは送らなくても結構です。こちらで何とか出来るだろ
90

des couches (des draps de lit)
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うということが分かりました。「用事で外出する姉妹」になるためのこちらのポストラン
ト (postulante, 志願者) がベッドを 1 台いただくことになっていますので。それに、私た
ちにはカロリーヌが必要になります。と申しますのも、スール・マドレーヌをコンドムに
おくり出しますので、こちらにはスール・マルトがいるだけですから。
4

メール・サン・ヴァンサンが、数日コンドムに行って修道院の状態を知り、いろいろ

の細かいことを解決するために、オベディアンス (obédience, 旅行許可) をいただきまし
た。メール・サン・ヴァンサンは 2 週間コンドムの修道院に滞在することになると思いま
す。私は独りだけになります。それでムラン師がまだ出発されないことで慰めを覚えて
います。でも私は、師が可能になったらすぐにあなた方に黙想をさせに行かれることを妨
げるようなことはしません。親愛なる私の修道院 (複数) が必要としているものがいつも
私の頭にあります。ローモン師は今サン・タヴィにいらっしゃいます。私たちはミサにあ
ずかれなくなるかもしれないと思っていました。日曜日にミサがないかもしれないと心配
していたのです。神父さま方が皆休暇中なのです。
5

コンドムにはもうひとり人が必要なようです。スール・スタニスラスが適していると

思うかどうか、内密に聞かせてください。あなたはコンドムのメール (mère) たちを知っ
ていますので。トナンの修道院にはスール・スタニスラスがいなくてもいいでしょうか。
6

スール・ユーフラジが着衣をするには幼なすぎるし、また長い志願期を望んでいない

ということから、彼女がコンドムの寄宿学校に入ることを神父さまは望んでおられます。
私は、彼女がコンドムで召命を失うのではないかと心配しています。召命があるように思
われる 13、14、15、16 歳の若い人たちが、アジャンで本当の「プチ・タビ (Petit Habit)」
を着けるようにすることを、神父さまに提案しようと考えました。スール・テレーズを修
練長に、スール・ナティヴィテを教育係にしたらいいと思います。この考えをどう思うか
聞かせてください。メール・サン・ヴァンサンのことを恐れることおはありません。彼女
はすっかり変わりました。
7

さようなら、親愛なるそして至愛なる姉妹。イエスさまにおいて、そしてイエスさま

のために、こころからあなたを愛します。
スール・マリー
8

姉妹の皆さまに宜しくお伝えください。

9

「マリアさまの聖なるみ名」の祝日† は日曜日の「聖マリアの誕生‡ 」の八日間に祝われ

たはずです。前日は大斎91 です。私たちは大斎をしました。ご聖体の顕示もしました。
†

編者註：マリアの聖なるみ名の祝日は 9 月 12 日。
編者註：聖マリア誕生の祝日は 9 月 8 日。
91
シャミナード神父 (L.C. 246) は、
「マリアの聖なるみ名」の祝日が両修道会の守護の聖人の祝日になる
ということを伝えていた。師はこの祝日を準備し、祝うための指示を与えていた。
‡
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528. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1824 年 9 月 16 日

イエスさま、とわに私の心のすべてとなってください。
親愛なる私の娘、
2

私の心は親愛なる私のすべての娘たちに手紙を書くことが出来るように四つの手を持

ちたいところですが、しばしば私の心に沈黙を課さなければなりません。
3

今日はしばらくの間、親愛なる私のスール・ゴンザグとお話しします。私はスール・

ゴンザグが勇気ある心、神さまに対する惜しみない心をもつことを本当に願っています。
神さまは、スール・ゴンザグのために犠牲の道を準備してくださっているように思えま
す。スール・ゴンザグがそれに備えて欲しいものです。スール・ゴンザグが、本当の修道
女は天におられる花婿の栄光に絶えず犠牲としてささげられるいけにえでなければなら
ないことを、思い出すことを願っています。
4

スール・ユーフラジがコンドムに行くべきだとは、私は考えません。アジャンに準備

修練院 (le noviciat préparatoire) をおくということをボン・ペール (bon Père) にお話しし
なければならないと、私は思いました。私がこのような考えを抱いたのは、二人の若いお
嬢さんが子どもの頃から修道女になることを熱望しているという手紙をマルマンドからも
らったからです。— もっと正確に言えば手紙を書いたのは彼女たちで、彼女たちは 13 歳
と 14 歳です。— スール・テレーズが修練長に、スール・ナティヴィテが教育係になれる
と思います。時々は彼女たちを授業の手伝いなどに行かせることも出来るでしょう. . . 彼
女たちはやり方を学ぶでしょう。16 歳か 17 歳になったら、彼女たちをボルドーにおくっ
て修練期をさせることになるでしょう。そして彼女たちが修練期を終えたら、事業に携わ
ることなども出来るでしょう. . .
5

私は辛い思いをしています。かわいそうにスール・サン・ブノワが会をやめて行きま

す、私は心が引き裂かれる思いです。彼女のために祈ってください。スール・マドレー
ヌは元気です。彼女はコンドムに行くことになっています。スール・マリー・デ・ザン
ジュはとてもいいです。彼女は表には全く出しませんが本当に功徳を積んでいます。彼
女は膝にこぶが、腰にはれもの92 ができているのですが、償いの気持ちから、一言も言い
ません。彼女は誓願を理解していますので、2 年の (修練期の) 終わりには、補佐修道女
92

それがどういうものかはっきりわからないひりひりするできもの。
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(Assistante) として誓願を立てることが出来ると思います。でも私は他のひとがどう言う
か心配です。ボン・ペール (bon Père) にお伺いして、そのご返事を私に知らせてくださ
い。彼女自身ははっきり心を決めていて、誓願を遅くしてメール (mère) として残るより
は、助修道女 (Compagne) として誓願を立てる方を選んでいます。それは主に自分をお
ささげしたいとの願望からです。
6

スール・ナティヴィテはコングレガシオンのために素晴らしい働きをしています。素

敵な若い人たちのグループがあります。これはメール・エンマヌエルが掌握できなかった
ものですが、スール・ナティヴィテは掌握しています。スール・テレーズはレ・サン・ザ
ンジュ (les saints Anges)93 のフラクシオン (fraction, 支部) と彼女に会いにくる他の若い
お嬢さんたちから、大変高い評価を受けています。コングレガシオンはうまく行っていま
す、メール・エンマヌエルの時よりもうまく行ってさえいます。神さまのみ手の中ではす
べての道具がいいのです。
7

さようなら、親愛なる私の娘、私たちのすべての子供たちに口づけをおくります、そ

して私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに私の愛情を約束します。
スール・マリー・T.

529. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
国王ルイ 18 世が亡くなって、その弟シャルル 10 世がフランス国王の王位を継ぎました。

+J. M. J. T.

1824 年 9 月 24 日

神さま、すべてにおいてあなたの聖なるみ旨を。
親愛なる私の娘、
2

2 日間、私たちはご聖体の顕示をしました。日曜日は集まりをもちましたが、歌は禁

止しました。そして、このような状況下で楽しいことは何も言わないように、
「審判」に
ついての教話をしました。集まりの終わりに、亡くなった王さまのために「デ・プロフン

93

les Anges (la fraction des saints Anges)
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ディス (De Profundis† )」を唱え、そして新しい王さまのために、「主禱文‡ 」と「天使祝
詞」を唱えました。
3

ヤナシュ夫人からスール・セラフィーヌへの手紙については、私もあなたと同じ意見

です。私の方からスール・セラフィーヌのお母さまに手紙を書いていただくようにお願い
しましょう。ヤナシュ夫人はかわいそうに病気になり、昨日夫人に下剤を投与しました。
スール・テレーズも体の具合を悪くしていて、脇腹に痛みがあります。しばらく前から、
スール・テレーズは痩せて、顔色が大変悪くなりました。スール・テレーズは彼女として
は本当によく働いています。短いフェランス (conférence, 講話) をしたり、週の規則の説
明をしたり、黙想者に黙想をさせたり、食糧管理の手伝いをしたり、監督をしたりしてい
ます。彼女は体質が虚弱なので、そのようなことが彼女を疲れさせます。彼女は神さまの
前にたくさんの功徳を積んでいます。苦情を言うこともなく、自我を通すようなこともし
ません。でも体に無理をしています。メール・サン・ヴァンサンがいない今、スール・テ
レーズは共同体にはかけがえのない人です。
4

スール・ナティヴィテの状態は前よりもいいです。彼女は自分のペースでやっていま

すが、小心にとりつかれています。彼女にご聖体拝領をさせるのは一苦労です。彼女は頭
がおかしくなっているのではないかと心配です。かわいそうなスール・サン・ブノワは今
日出発します。彼女は落ち着いていて、甘受していますが大変悲しんでいます。スール・
マリー・デ・ザンジュの状態はとてもいいです。スール・アニェスはさらにいいです。彼
女は立派な先生振り94 ですし、敬虔な修道女です。
5

アジャンの修道院は大変落ち着いています。スール・ジュスチーヌは元気です。スー

ル・メラニは小心に陥っています。スール・アンヌには善意があります。スール・マル
トは相変わらずです。スール・マドレーヌが出発しましたので、カロリーヌには早く来て
欲しいです。私たちは力仕事のために、人数がとても少ないのです。スール・サクルマ
ンは今朝から汗を出しています。スール・カロリーヌのために試練期 (probation) への受
け入れ式をするといいでしょう。そして彼女は試練期 (probation) への受け入れ式の後こ
†

編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
‡
編者註：主の祈り。
94
classière (maîtresse de classe)
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ちらにおくってもいいでしょう。そちらにはこちらよりもまだ少し人数が多いですから。
6

親愛なる娘、あなたもすべての姉妹たちも、私たちの主イエス・キリストにおいて、私

の愛情を受け入れてください。
スール・マリー・T.
7

医者は、スール・セレストの病気は頭部白癬ではなく、他の腺病の病気だと明言しま

した。彼女はコンドムの修道院で治療を受けることになると思います。彼女がコンドム
の修道院から出るようなことになったら、それは私にとって大変残念なことです。慈愛な
る神さまはこのようなことを使って、この子供に世の中が虚無であることを教えられるの
でしょう。しかあれかし。すべてにおいて神さまの命令に従いましょう。コンドムでは、
親愛なるこの子供の病気の快癒のために 40 日間の修業 (quarantaine) を始めました、毎
日ご聖体拝領をして、「アヴェ・サン・ジョゼフ (Ave saint Joseph† )」を唱えます。この
修業は聖ヨゼフに対して行われます。あなた方も心を合わせてください。
8

母のことが大変心配です。母はフィジャックにいます。体の具合を悪くしたのですが、

長いこと母からも弟からも便りがありません。母のために祈ってください。

530. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 9 月 30 日

私の最愛の娘たち、私の健康状態についてあなた方を安心させるために一言申し上げま
す。私は元気です、本当に前よりも具合はいいです。それは私たちには好都合なことで
す。と申しますのも、メール・サン・ヴァンサンはいませんし、スール・テレーズは病気
ということもあってすべてが私の肩にかかっています。でも優しくいらっしゃるイエスさ
まは、私たちの能力以上の重荷を送られることは決してありません。今まで以上にイエス
さまを愛しましょう。

†

編者註：めでたし
聖寵に満たされし聖ヨゼフよ、
主は御身の腕に休まれ、み守りのもとに育ちたまえり。
御身は、男の内にて祝せられ、
童貞なる浄配マリアの聖なる御子イエズスも祝せられたまう。
天主の御子の父とせられし聖ヨゼフよ、
罪人なる我らの家族、仕事、健康の心づかいの内にて終わりの日まで祈りたまえ。
しかして今も臨終の時も我らを助けたまえ。
アーメン。

742
2

ボルドーではアルザスからの二人を待っています。ひとりは 20 歳、もうひとりは 18

歳です。親愛なる子供たち、私はおそらく彼女たちに会うことはないでしょうが、彼女た
ちが私の子供であると感じています。
3

ムラン師は黙想の時期についてまだ決めることがお出来になりません。師は今月の 7

日になるだろうと考えておられます。どこにあっても、すべてにおいて神さまのみ旨のま
まになりますように。
4

ボルドーの方では満足しているようです。本修道会が強化され、拡張しています. . . コ

ルマールにフレール (Frère) の方たちの新しい施設が出来ました。アデライドはかわいそ
うに病気です。これは私にとって本当に頭の痛いことです。
5

さようなら、親愛なる私の娘たち、私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあ

なた方にささげます。
スール・マリー・T.
6

これらの手紙をボルドーに送るようにしてください。

7

勇気を出しましょう、ボンヌ・メール (bonne mère)、主はあなたが偉大な聖人になる

ことを望んでおられます。私はそう固く信じています。でも、カルワリオに登らなければ
なりません。十字架にかからなければなりません。そして十字架に釘づけにされ、槍で刺
し貫かれなければなりません。母であることは苦しみを伴います。霊的に子供を産むこ
とは苦しいことです。

531. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 10 月 5 日

神さま、私たちをまったく新しいものにしてください。
親愛なる私の娘、
2

ムラン師が木曜日にサン・タヴィに出発されます、そして、トナンには月曜日に行か

れるでしょう。ですから、師が黙想の開始にお着きにならなくても、1 週間いっぱいの黙
想ができるように、そちらの黙想は月曜日に始めたらいいでしょう。パガ師が日曜日にト
ナンに行かれます。神父さまに対して粗相のないようにしてください95 。そうすれば師は
あなた方に説教をしてくださるでしょう。師はコンドムの黙想の指導を終えられたばか
95

la cour (la démarche de politesse)
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りです。その黙想は大変立派なものでした。無遠慮になるといけませんので、私から師に
お話をお願いすることはできませんが、あなた方に断ることはなさらないと思います。あ
なた方が、私たちの聖なる身分の精神とその身分に対する愛において聖なる刷新をするこ
とが出来るように願っています。
3

修道女が頻繁に旅行することは有害だとシャミナード師は考えておられます。ですか

ら、師はスール・スタニスラスをトナンから出すことを望まれないでしょう。この場合は
師は、彼女がフェレ師に告解するようにさせることを望まれるでしょう。フェレ師はもう
ひとりのラリボ師です。そのことを彼女とラリボ師に話してください。そのことについ
ては、私の方からもボン・ペール (bon Père) に書きましょう。すべてを魂の善のために。
親愛なる娘、あなた方の黙想の間、大切な私たちの修道会の必要、特にある人たちの必要
のために祈ってください. . .
4

かわいそうにスール・テレーズは本当に具合がよくありません。病気です。彼女はブ

イヨンをとったり、おかゆなどを食べたりしています。彼女の内面のことでは、彼女は多
くの慰めを私に与えてくれます。彼女は大きな進歩をしました、そして彼女には自分の中
にあるさまざまな精神を識別する才能があります。
5

スール・ナティヴィテは小心にとりつかれています。そして、従順さと率直さに欠け

ていて指導がなかなか難しいです。私は、彼女をしばしば人前に立たせなければならない
ことで心配をしているのです。彼女には素晴らしい話術の才能があって、そして過度に人
に愛されています. . . それがどんなに危険なことか考えてください. . . そして人は、私が話
すことを望まないのです. . .
6

さようなら、すべての姉妹たち、私は用事と書くことに忙殺されています。私はあな

た方を砂漠への道に残します。砂漠ではイエスさまとイエスさまに仕える天使たちと一緒
にいてください。悪魔がそこに入り込まないように気をつけてください. . . イエスさまの
み心において、あなた方に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

532. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.
神さまだけを。
親愛なる私の娘、セラフィーヌ、

1824 年 10 月 8 日
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2

私がメール・サン・テスプリに手紙を書いた後、ムラン師がお見えになりました。師

は脚が大変腫れておいでで、トナンには行くことが出来ないのではないかと心配されてい
ます。残念です。パガ師が月曜日にトナンに行かれます。師がコンドムでなさったお話
の中のいくつかをあなた方にしていただけるように努めてみてください。ラリボ師に黙
想の間来ていただけるように努めてください。ムラン師がトナンにおいでになれないとい
うこと96 は私には大変悲しいことですが、すべてにおいて神さまのみ旨に従いましょう。
3

あなたの魂についてお話ししましょう。霊的な怠惰に流されないようにしてください、

お願いします。聖アントニオ† が自分の指導下にある修道者に対してした助言に従って、
毎日、初心者の気持ちをもちましょう。時間の長さを見るようなことはしないで、その日
のことだけを考えましょう。「1 日の苦労はその日 1 日だけで十分である‡ 」— と言われて
います — そうすれば毎日お恵みをいただくでしょう。
4

信仰の精神によってあなたのすべての行動を動機づけるように大いに励みましょう。

神さまは、平凡な生活普通の行いという道によってこそあなたを導かれることを望んでお
られる、と私は信じています。でもすべてを普通でない意向によって行ってください、そ
れが、神さまが神さまの親愛なる子供に望むことです。
5

私の娘、神さまに対する大きな愛によって、このセラフィーヌの名にふさわしくなる

ように努めてください。セラフィーヌの歌隊の天使たちは神の玉座の下から絶えず神を仰
ぎ見て、愛に燃えています。あなたも神さまの面前を歩き、神さまの玉座に愛に燃えた祈
りをしばしば送るように努めてください。
6

さようなら、親愛なる子供、あなたのかわいそうな母より。
スール・マリー・T.

533. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
シャミナード神父は修練院の指導をカイエ神父に委ねたところです。

+J. M. J. T.

1824 年 10 月 14 日

すべてにおいて神さまだけを。

96

Ceci (Le fait que Mr Mouran ne puisse aller à Tonneins)
編者註：パドヴァのアントニオ (1195 年-1231 年 6 月 13 日)。フランシスコ会の司祭、教会博士。
‡
編者註：マタイによる福音書 第 6 章第 34 節。

†
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親愛なる私の娘、
2

数日前から親愛なる私の娘ゴンザグに手紙を書かなければと心に思っているのですが、

ゴンザグの姉のひとりの先約がずっと前にあったと感じています。
3

勇気を出してください、私の娘、主には主の道があります。あなたの道はきっと全く

慰めのない信仰の道であるに違いありません。そういうわけで、神さまはあなたが被造物
の中に慰めを見つけることをお許しにならないのです。神さまは、あなたが神さまの中に
だけ慰めを探すことをお望みになるのです。神さまの慰めは十分に人間の慰めに見合いま
す。本当に惜しみのない心をもちましょう。それは多くの物において、聖なる物において
さえも、自分を追求しようとする本性にとっては大変つらいこの道を進むためです。私た
ちのみすぼらしい心は絶えず何かに執着しようとします。偉大な聖フランソワ† の、
「あな
たに解脱の心をもたせる限りにおいてしか役立てない私が、あなたにとって愛着の対象に
なることが出来るでしょうか」という言葉を思い起こしてください。
4

カイエ師がお着きになったことと、親愛なる私たちの子供たちに対する師の指導の仕

方を早く知りたいです。あなたが暇なときに、ひとりひとりについて、また新しく入会し
た人たちについての簡単な覚え書きを私に送って欲しいです。私は彼女たちを私の娘だと
感じています。
5

アデライドの健康状態はいかがですか。スール・マリー・エリザベトは退会しましたか。

6

親愛なるスール・テレーズは相変わらず病気です。私の病気と同じような病気です。

彼女の病気はひどく悪化しています。彼女がいないと共同体は大変困ったことになりま
す。彼女は霊生、監督、食糧管理の仕事に献身的に打ち込んでくれていました。
7

スール・ナティヴィテはその小心と空想の犠牲になっています。それでも、今は彼女

は、私にはかなり心を開いてくれます。私は彼女の信頼を勝ち得たと思います。彼女は仕
事が大変忙しくて、殆ど手紙を書く時間もありません。彼女のことを大目に見てあげてく
ださい。スール・サン・ソヴールはとても元気です。スール・ジュヌヴィエーヴは時々痛
みを覚えています。スール・カトリーヌは心安らかにしていて、まあまあ元気です。スー
ル・マリー・デ・ザンジュもまあまあ元気です。
8

多くの善が行われています。姉妹たちは一所懸命に頑張っています。それに深い潜心

があります。
9

スール・アニェスは授業を大変立派にしています。例の方法を完全に自分のものにし

て、その方法に従って授業をしています。そのことを神父さまにお伝えください。彼女の
魂の状態はいいです。
親愛なるメール (mère)、私はこのようなことを詳しく述べてあなたを慰めようと思っ

10

†

編者註：13 世紀にフランシスコ会 Ordo Fratrum Minorum を創立する。
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たのです。私のかわいそうな娘、他の人たちの面倒を一生懸命見ているからといって、自
分のことを忘れないようにしましょう。私たちの神なる師の模範にならって、私たちの姉
妹のために、自分を聖化しましょう。
グラメニャックの方々、マドゥモワゼル・エメ、そして忠実なマリー† によろしくお伝

11

えください。
親愛なる娘、あなたに口づけをおくります。そして十字架上で見捨てられて不安の中

12

においでになるイエスさまの足元にあなたを残します。
スール・マリー・T.

48 条からなる会則の要約を写して出来るだけ早くこちらに送ってください。

13

ボルドーの聖櫃のための覆いを送ります。そちらでその刺繍を終わってください。その
覆いはメール・サクレ・クールが作り始めたものです。それをあなた方のためにプレゼン
トします。

534. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 10 月 18 日

イエスさま、あなただけが私たちの心を支配してください。
2

親愛なる私の娘、ジラール氏がそちらに行かれる機会を利用して、あなた方の誓願の

更新のお祝いを申し上げます。あなた方の黙想がどういう具合だったのか早く知りたいと
思います。あなた方すべての人が心安らかであったこと、また「(神の) 小羊」の祝宴にあ
ずかることができたことを期待しています。
3

親愛なる私の娘たち、私たちは改めて神さまに対して従順であることを約束しました。

私たちは、神さまに私たちの意志をいけにえとしてささげました。ですから、もう私たち
自身の意志によって行動することは決してないようにしましょう。私たちのすべての行動
が、たとえごく普通の行動であっても、従順によって聖化されますように。従順は徳にお
いて大きな進歩をする方法です。そうすれば何も失われるものはないからです。親愛な
る私の娘たち、私たちは神さまのために大きなことは出来ません、ですから少なくとも従
うことをわきまえましょう。
4

私たちは清貧の誓願を更新しました。今からは本当の福音的貧者となりましょう。貧

しさを感じることを愛しましょう、貧しさの服を身にまとうことを愛しましょう。貧しさ
†

編者註：マリー・デュブール。
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が私たちの服装、食堂、個室において目に見えるようであった欲しいものです。貧しさを
私たちの「母 (Mère)」として、また「主人 (Maîtresse)」として大切にしましょう。そし
て、特に貧しい心、すべてから解脱した心をもちましょう。私たちに欠けることもあり得
るもの、私たちに拒まれるようなものについてつぶやくことが決してないようにしましょ
う。隠れては何も使用しないようにしましょう、自分で所有するものが何もないようにし
ましょう。十字架上で無一物となられたイエス・キリストに、すっかり無一物となって従
いましょう。貧しい人たちのように働きましょう、一秒も無駄にしないようにしましょ
う。普通の仕事、一番取るに足りない仕事を愛しましょう。
5

私たちは貞潔の誓願を更新しました。私たちの心がもはや神さましか愛することがあ

りませんように、神さましか望みませんように、私たちの魂の唯一の花婿に気に入ってい
ただくことだけに努めますように。
6

私たちは教育の誓願を更新しました。この愛すべき誓願を全うするために、神さまを

愛させるためにはどこへでも行く心構え、どんな仕事でも引き受ける心構え、私たちの健
康、好み、嫌悪、私たちの命でさえも犠牲にする心構えをもちましょう。真の宣教者とな
りましょう。魂の救いを獲得するために、祈りましょう、苦行をしましょう、自己放棄を
しましょう。
7

私たちの禁域の誓願を新たにしましょう。私たちの大切な塀を愛しましょう。被造物

に忘れられて、隠れているようにしましょう。可能な時には人に見られることを避けま
しょう。被造物の目には自分が死んだ者とみなしましょう、そして死者のように忘れられ
ることを望みましょう。そこに修道者の精神があります。この精神を実践できるように
神さまにお願いしましょう、神さまとなら私たちはすべてが可能です† 。
8

コンドムのスール・ヴィジタシオンとスール・アンヌをよそへ移す必要があるように思

います。二人をあなた方のところへおくって、そちらのスール・スタニスラスとスール・
サン・フランソワをほかへ移すことを考えました。そのことでボン・ペール (bon Père) に
お手紙を差し上げました。神さまがボン・ペールを照らしてくださいますように、祈って
ください。スール・ヴィジタシオンは元気です。彼女は貧しい人たちの面倒をよく見てい
ます。スール・アンヌは受付係が出来るでしょう。姉妹たちは寄宿学校のためにスール・
アガトをコンドムに留めておくことを必要としました。私たちはスール・ジュヌヴィエー
ヴを「用事のために外出する姉妹 (Sortante)」としてそちらにおくろうと思います。彼女
は授業のことで、少しはスール・ブリジットの手助けが出来るでしょう。スール・ジュヌ
ヴィエーヴはこちらで授業をしています。
9

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方すべての姉妹に口づけをおくります。
スール・マリー
†

編者註：『キリストに倣いて』第 2 巻第 8 章第 1 節。
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エスパドリーユ† の代金 6 フランをそちらに送り返します。私たちはこちらでエスパ

10

ドリーユを作っていて、スール・メラニがその仕事をしています。それでそのエスパド
リーユと、スール・セラフィーヌとスール・ブリジットのエスパドリーユをそちらに送り
ます。ホスチアは私たちの方で買ってもらいます。

535. ボルドーのメール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステラ宛
+J. M. J. T.

1824 年 10 月 20 日

主は若く優しい心のささげものをどんなにか愛されることでしょう。
2

メール (Mères)、誓願者、そしてノヴィス (修練者) のすべての親愛なる私の娘たちに、

私の心からの言葉を申し上げます。あなた方は私の心に深く刻み込まれています。親愛
なる私の子供たちが真の修道女になること、そして、私たちの聖なる修道会の精神に満た
されること以外、私は何を私の子供たちに望むことがありましょうか。それは私の子供た
ちが後でその精神を私たちの修道院 (複数) に伝えていくようにするためです。
3

親愛なる私の娘たち、あなた方は本会の希望です。あなた方は、後で神なる師がその

事業を行うために、いろいろな場所に派遣されるはずの小さな宣教者の苗木です。あなた
方があなた方の召命の偉大さに応えることがないとしたら、あなた方はどんなにか恐ろし
い報告をしなければならないことでしょう。主があなた方によって救われるべく定めら
れた魂たちは審判に日に復讐を叫ぶでしょうし、あなた方に自分たちの天国を要求するで
しょう。
4

あなた方の定めは何と愛すべきなのでしょう、何と崇高なのでしょう。あなた方は、贖

いの大事業に加わって使徒的役割の協力者となり、イエス・キリストの教えを広めるべく
定められているのです。でも、あなた方はどんなにか聖人になるべく努めなければならな
いことでしょう。と申しますのも、世界を回心させた使徒たちはひとり残らず聖人であっ
たからです。
5

少ない聖人と一緒でも多くのことをしますが、不完全な修道者と一緒だと何もしませ

ん。完徳に励むこと、ここにあなた方がなすべき大きなこと、あなた方の勉強の第一のも
の、他のすべての勉強が関連づけられなければならない勉強があります。これがあなた方
のなすべき修練院での仕事です。ですから、あなた方の聖化のために、あなた方が豊かに
手にもっている手段のいかなるものもおろそかにしないようにしましょう。

†

編者註：(主にピレネー・スペインで使う) ズック靴 (底は編んだ sparte または縄で作る)。
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6

あなた方は天のおん父がご自分の手で植えられ、ご自分のお恵みを豊かに注いでくだ

さった選ばれた葡萄畑です。おん父がこの葡萄畑のためにしてくださらなかったことが
あったでしょうか。(イザヤ 5・4) ところでこの葡萄畑は何を生み出したでしょうか。何
という糾明の題目でしょうか。
7

こちらでは親愛なるスール・テレーズが相変わらず病気です。彼女の病気は私がした

病気と同じような病気です。彼女は疲れはてたのです。黙想者のためとか、応接室でと
か、またはコンフェランス (conférence, 講話) でとかで一日中話していましたから。彼女
のために祈ってください。彼女は真の修道女です。
8

さようなら、親愛なる私の娘たち、私の心はあなた方を深く愛しています。あなた方

が一致して聖人となるべく努めているのを私がもし知ったら、あなた方をさらに深く愛す
ることでしょう。私は新しく来た人たち97 のことを忘れてはいません、私の心は彼女たち
を私の子供だと認めています。
9

あなた方のふさわしくない母より。
スール・マリー・T.
私たちは手紙の送料 10 ソル† をマドゥモワゼル・ラムルスに払わなければならないと

10

思っています。マドゥモワゼル・ラムルスが私にくださったジャガ芋の粗粉 1 リーヴル‡
をこちらに送ってくださいませんでしょうか。

536. ボルドーのメール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステラ宛
+J. M. J. T.

1824 年 10 月 25 日

私たちの心の中のイエスさま万歳。
2

親愛なる私のマリー・ジョゼフに一言申し上げます。私はマリー・ジョゼフに神の霊

が豊かにありますように願っています。
3

11 月 3 日はメール・テレーズが亡くなった日であることを思い起こしてください。

4

伝言を頼まれたのですが、シャミナード師に、未亡人であるスール・メラニのお母さ

まのマダム・ボエが修道院に入ることを望んでいることをお伝えくださいませんか。彼女
97

ウインツエンハイム (オ・ラン県) のスール・イニャス (M・テレーズ・シュメデール) とスール・イ
ニャスの姉妹スール・グザヴィエ (フランソワーズ・アガト・シュメデール)。1824 年 10 月 9 日二人は一
緒に本修道会に入った。
†
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
‡
編者註：質量の単位。時代や地域により異なったが、1812 年 2 月 12 日、メートル法により、1 リーヴ
ル =500g と定められた。
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は 3・4 百フランの年金をもたらしてくださるでしょう。彼女は大変敬虔です。私の方か
らは伝言の約束を果たしましたので、私が示すことが出来るような文章で私に返事をくだ
さい。
5

さようなら、親愛なる私の姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいて、心からあな

たに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
6

カイエ師は到着されましたか。師があなた方の告解を聞いてくださるのですか。アル

ザスから来た人たちはどうしていますか。私はスール・サン・ジョゼフに神父さまのコ
ンフェランス (conférence, 講話) を送ると伝えておいたのですが、まだ送ることができま
せん。

537. ボルドーのスール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ
(ノヴィス) 宛
スール・サン・ジョゼフは、その修練期の期間中また、その後 1826 年 1 月にアジャンに帰ってからも、
教育のため、また教育 (Instruction) のオフィス (Oﬃce, 職務) のための養成を受けました。彼女はアルボ
ワの修道院の創設に参加することになります。そこで教育のオフィスの仕事と先生の仕事を果たすことに
なります。

+J. M. J. T.

1824 年 10 月 25 日

あなたお独りが私の心を支配してください。
2

今日は親愛なる私の医務室の同僚に一言申し上げたいと思います。親愛なる私の娘、

あなたの体と心の具合はどうですか。体も心も丈夫ですか。あなたも知っているように、
あなたには歩かなければならない長い道のりが残っていますし、失われた時間を取り戻す
ために、歩みを倍加する必要があります。私はあなたがそのようにしていると期待してい
ます。
3

親愛なる私の子供、あなたが自分を励ますために、慈愛なる神さまがあなたが病気の

間にあなたに豊かにくださったお恵みを思い起こしてください。神さまは苦しみの床にい
るあなたを何度訪れてくださったことでしょう、どのような愛であなたを至愛なる花嫁と
して扱ってくださったことでしょう。私たちはお返しに何をしなければならないことで
しょう。神さま、私の感謝の行いにはもう限度はありません。

751
4

あなたの大切なオフィス (Oﬃce, 職務) をどのように果たしていますか。いつか神さ

まのために魂を獲得する方法となり得ることをよく学ぶように、また、他の人にもよく学
ばせるようにあらゆる配慮を払ってください。私は、メール・ゴンザグが授業をする方法
をあなたに教えて欲しいと思います。
5

あなたにあなたが写し始めていたボン・ペール (bon Père) のコンフェランス (con-

férence, 講話) のノートを送ります。それを終わらせていただき、写しを 1 部私たちのた
め、もう 1 部をコンドムのために作っていただくためです。この仕事を私の方からあなた
にお願いします。
6

規則書も写してください。私たちの小さな修道院ではその時間がありませんので。い

ろいろな仕事でかなりの時間が取られるのです。こちらにある規則書は傷みますし、それ
に将来できる修道院のためにも必要です。
7

さようなら、親愛なる私の娘たち。私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方

すべての人に心からの口づけをおくります。
スール・マリー・T.
8

「沈黙」の要理を持っていますか。こちらにありませんので、写しを 1 部送ってくだ

さい。

538. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 10 月 29 日

イエスさま万歳、イエスさまの十字架万歳。
2

親愛なる私の娘、イエスさまの十字架が至る所に広がっています。主がそのことによっ

て讃えられますように。信仰の見方からすれば、私たちはそれを喜ばなければなりませ
ん。なぜなら、それが天国への唯一の道だからです。私は、ボルドーのメール (Mère) た
ちが感じ取っているにちがいないすべてのことを感じます。残念ですが、この種の十字架
は修練院ではよくあることでしょう。。
3

私は、ボルドーがスール・アンジェリックのことを決めてくださることをずっと待っ

ています。でも彼女がボルドーではなくアジャンに行くことになるだろうと確信してい
ます。彼女のご両親がそのことに満足するかどうかが問題です。能力がないところから
見て、娘さんは補佐修道女 (Assistante) にはなれないので、ご両親に約束したことは守る
ことができないこと、でも神父さまは、外に出るような人はそれなりの精神と態度などを
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もっていることを望んでおられるので、彼女が外に出るようなことにはおおよそならない
だろうということを — 私は彼女が外に出るようなことには決してならないだろうと言う
ことも出来ます — ご両親に言わなければなりません。でも彼女の健康についてはしっか
りと確かめておかなければなりません。私の親愛なる人、残念なことに悪い健康状態は規
則正しさには大変有害ですし、事業の妨げになります。今こちらではスール・テレーズ、
スール・ナティヴィテ、スール・アニェスが体の具合を大変悪くしています。そのことで
すべてに困った影響が出ています。スール・テレーズの病気は私の病気と大変よく似てい
ます。しばしば熱が出て、毎晩汗を出し、脇腹に痛みがあって、咳が出て、寝ていること
を余儀なくされています。彼女はベッドで 4・5 回神さまをいただきました。彼女の魂の
具合はとてもいいです。
4

スール・アニェスはその不具合にもかかわらず授業をしています。私はスール・ナティ

ヴィテのことを悲しく思います。と申しますのも、人間の力では彼女はもう治らないから
です。祈ってあげなければなりません。彼女は小心に陥っていて、そのことで頭がおかし
くなっています。彼女は常軌を逸しているようです。彼女は大変落ち込んでいます。彼
女は私がいないときは時々機嫌がよくなるのですが. . . 私が行くと沈んだ様子になるので
す。彼女には悩まされます。これは愛情でしょうか、それとも嫌悪でしょうか。これは一
体何でしょうか。私には全く分かりません。彼女のことをとても悲しく思います。彼女
の体はただ彼女の頭が苦しんでいることによって苦しんでいるのです。
5

どうしてノヴィス (novice, 修練者) たちがスール・マリー・デ・ザンジュについて、相

変わらず同じ服を着ているなどと言ったのか私には分かりません。彼女は誓願を立てる
ときは — もし彼女が誓願を立てるなら — 補佐修道女 (Assistante) として誓願を立てる
べきだろうと思います。私には神父さまがどうお決めになるか分かりません。彼女は神
父さまがお決めになることを心から甘受する気持ちでいますし、本当に自分を奉献したい
と思っているのですが相変わらず頭はあまりよくありません。彼女は大変満足していて、
悩むようなことは全然ありませんし、人に大変愛されています。メール・サン・ヴァンサ
ンが彼女のため、またすべての姉妹たちのために大変気を遣ってくれています。このメー
ル (mère) は以前とはまるで別人です。
6

親愛なるメール、私はカステルジャルー98 の大切な事業を支援してもらうようにする

ことが出来ればと思っているのですが、デュメ夫人が私に会いに来てくれません。彼女を
修道院に受け入れることを望まなくなって以来、彼女の修道院に対する気持ちは薄らいだ
ようです。彼女はもう第三会にも属していません。こちらの第三会にはお金がありませ
ん。私たちはそのことについてマドゥモワゼル・ロルマンをからかったのですが、彼女は
そのことを意に介しません。彼女はお金をどんどん使います。彼女は聖務には真っ先に
98

カステルジャルー、ロ・テ・ガロンヌ県ネラック郡にある小郡の郡役所所在地
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あずかり、自分のクルプ (coulpe, 過失の告白) もして規則は率先して守ります。彼女はい
つも機嫌よくしています。
7

私はモザックに会いました。彼女はなかなか将来が有望です。カロリーヌのことでは

いずれ機会を持ってもいいでしょう。急ぐことではありません。彼女の姓は何ですか。
8

さようなら、親愛なる私の娘、心からあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

9

親愛なる私たちのすべての姉妹たちによろしくお伝えください。スール・サクルマンが

あなたに書いた手紙を見ました。私はスール・サクルマンには、手紙を書いたのはスー
ル・セラフィーヌではなく、スール・セラフィーヌのお母さまだとは、言っていませんで
した。後でそのことをスール・サクルマンに言ったのです。
10

私は私の手紙が幸便で出されたものだと思っていたのですが、その手紙をポストに投

函しなければなりませんでした。神父さまからのご返事はいただいていません。神父さ
まは用事で忙殺されておいでです。かわいそうなスタニスラスのために、ご返事をいただ
けないことを大変苦にしています。よく祈りましょう。神父さまにはあなたの方から詳
しい手紙を差し上げなければなりません。
11

11 月 4 日はスール・テレーズの病状はひどく悪化しています。熱が 1 週間ほど前から

出て、その熱が上がっています。私たちは大変心配しています。スール・テレーズのため
に祈ってください、そして他の人にも祈ってもらってください。

539. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1824 年 11 月 2 日

神さま私は、私たちの主イエス・キリストと共に、
「私は、あなたが私に託された人の
誰も失いませんでした」と、どんなにあなたに申し上げたいことでしょう。
2

親愛なる私の娘、あなたが詳細に私に知らせてくださることは私を悲しませもします

が、また喜ばせてもくれます。この世ではすべてが混ぜられています。残念なことに、私
たちが完徳からかけ離れているのに、私たちの子供たちに完徳を求めることが出来ましょ
うか。
「人は多くの時間をかけ、また多くの配慮をすることによってのみ育つ」と聖なる
会則は言っています。ですから、神なる「所有者」によって私たちに託されたこの大切な
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木を育てましょう。でも、ある木を引き抜かなければならなかったり、また、他の木が乾
燥したり枯れたりなどするのを見なければならないことに、驚かないようにしましょう

. . . ここに育てる人の悩みがあります。でも、親愛なる娘、神さまに信頼しましょう。私
たちは植えることは出来ます。水をかけることは出来ます。でも、神さまだけが成長さ
せることがお出来になります。祈りによって神さまの中に私たちの力を見つけましょう。
親愛なる私たちの子供たちが必要としているものをしばしば (神さまに) 提示しましょう。
私たちの言葉よりも、はるかに神さまのお恵みを頼りとしましょう。私たちの言葉は、も
しそれを神さまが分からせてくださらなければ、空しい音でしかありません。私たちは
時々自分を余りにも頼りにしているのではないかと恐れています。神さま、あなただけが
人の心を動かすことがお出来になります。ですから、親愛なる私たちの子供たちのすべて
の心を奪ってください、師として子供たちの心を支配してください。
「勝利者」として子
供たちの心に命令してください。
3

親愛なる私たちのポストラント (postulante, 志願者) の子供たちが私の心を大きく占

めています。私は、彼女たちが健康でありますように、そしてさらに、彼女たちが主に従
いますように願っています。主は私たち以上に何が私たちに必要かをご存知です。
4

私は私たちの新しい娘たちにご返事します。私はあなた方が立派な黙想をすることを

願っています。あなた方の魂が栄養を貯え、新たにされますように。
5

親愛なる姉妹、真の修道女となりましょう、すなわちイエス・キリストでないすべて

のものから解脱した者、イエス・キリストだけを愛したいと思う者、イエス・キリストの
利益だけを求める者となりましょう。
6

親愛なる私の娘、特に栄えあるあなたの定めを感じ取ってください。それは「神の小

羊」の花嫁を養成すること、いつか神なる「牧者」の羊たちを求めて行くように定められ
た、宣教者を養成することです。あなたが面倒をみて養成したこれらの若い生徒たちが獲
得するであろうすべての魂が、あなたの冠となるでしょう。ですから勇気を出しましょ
う。報いは労苦に勝ります。「サマリアの女」を探し求められたイエス・キリスト† の模範
にならって一生懸命になりましょう。これほど大きな事業のために骨折りを恐れないよう
にしましょう。
7

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなた

にささげます。
スール・マリー・トランケレオン
8

グラメニャックの方々、マドゥモワゼル・エメによろしくお伝えください。マリー‡ に

挨拶を送ります。
†
‡

編者註：「イエス・キリストとサマリアの女」。ヨハネによる福音書第 4 章第 1-42 節。
編者註：マリー・デュブール。
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9

私の手紙は数日前に書いていたのですが. . . 親愛なるスール・テレーズの病状が悪化し

ました。神さまがスール・テレーズを私たちから取り上げになるのではないかと懸念され
ます。私の悲しみを想像してみてください。スール・テレーズのために祈ってください。
スール・テレーズは天使のような人です。彼女は感心するほど平和のうちにあって、甘受
しています。

540. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 11 月 5 日

イエスさま、私のすべて。
親愛なる私の娘、
2

あなたにメール・マリー・ジョゼフの手紙を送ります。この手紙の中でメールは、私

たちのボン・ペール (bon Père) のいくつかの助言を私に伝えてくれています。私たちが
修道院に人を受け入れるときにボン・ペールの精神に従って行動するように、私たちが皆
この助言を知ることが望ましいと思います。この手紙を読んでよく考えたら、私に送り返
してください。
3

親愛なる娘、本性の叫びや特定の個人の固有の特別な善に耳を傾けることなく、本修

道会の善に耳を傾けるように努めましょう。全体の善、そこに長上のとるべき行動があり
ます。
4

そうです、親愛なる姉妹、私たちには私たちの性向、私たちの嫌悪感がありますが、す

べてを信仰の観点から見、すべてを信仰によって行うようにしましょう。すべてにおい
て、すべてのために、神さまだけを。
5

大切なトナンの修道院は大変私の心にかかっています。そして、トナンの修道院の院

長のことも大切に思っています. . . そのことを院長もずっと前から知っていると思います。
6

私たちの主イエス・キリストにおいて、私はあなたの忠実な母です。イエス・キリス

トにおいて私たちの娘たちに口づけをおくります。
スール・マリー
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541. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
ドゥ・ラシャペール夫妻は長いこと娘の召命に反対していましたが諦めて、娘が誓願を立てることを受け
入れました。そして、そのあとは娘をコンドムに近づけることだけしか考えませんでした。1824 年の終わ
り、夫妻はシャミナード師と協同してピエタ (Piétat) の元病院と隣接するノートル・ダム (Notre-Dame、聖
マリア) にささげられた聖堂を自分たちの娘の名前で取得しました。シャミナード神父とメール・マリー・
ドゥ・ラ・コンセプシオンが小さな修道院を設立した時 (7 月 16 日)、メール・マリー・ドゥ・ランカルナ
シオン (ロロット) がそこの院長に任命されました。

+J. M. J. T.

1824 年 11 月 8 日

神さまだけを。
2

親愛なる私のメール (mère)、そして娘、もう何日か私たちは沈黙を守っています。で

も私の心は沈黙していません。と申しますのは、私の心はしばしば至愛なるその娘に思い
を馳せているからです。
3

私の親愛なる人、勇気を出しましょう。私たちの歩く道には勇気が必要です。でも道

の先に、主が私たちに行うように与えてくださった事業において最後まで頑張り通した人
にだけ約束されている、冠を見ましょう。私たちが任務を果たすことにおいて私たちの好
みに合わなければ合わないだけその分神さまに従って任務を果たすように望まなければ
なりません。神さまが私たちを望まれるところなら、どこにおいても私たちは安全です。
それに付随したお恵みがありますから。指示を与える前にしばしあなたの心を神さまの方
へ上げるようにしましょう。あなたが感じることもある小さな苦悩を神さまにおささげす
るようにしましょう。何かを断らなければならない時でも、断ることは辛いことだという
ことを示して愛想よくあなたの娘たちを受け入れましょう。
4

合図の沈黙に努めましょう。合図の沈黙は私たちの立場には大変必要です。至愛なる

おん方の前であなたの心を披瀝しましょう。あなたが必要としていること、あなたの娘た
ちが必要としていることを神さまにお話ししましょう。
5

聖なる貧しさを愛しましょう。神さまは貧しさについて私たちを大いに試すことを望

んでおられるのだと思います。でもこの貴い道をテレジア† のような人たち — テレジア
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
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は借金をたくさんしていました — シャンタル† のような人たちが私たちよりも先に行き
ました。このような人たちは貧しさに苦しみました。このような人たちの共同体もそうで
した。神さまを深く信頼し、神さまのみ摂理にお任せしましょう。神さまのみ摂理は空の
鳥を養われ、野の百合に衣服を与えてくださいます‡ 。慈愛なる神さまがあなた方を助け
てくださいますように、聖ヨゼフの連禱のノヴェナ (9 日間の祈り) をしてください。こ
れは物質的なことを必要とする時、本会で実行していることです。
6

スール・テレーズの容体は大変悪いです、危険な状態にあります、心配です. . . 明日お

医者さんに診てもらいます。とても高い熱が続いていて、激しい痛みがあります。手の打
ちようがありません。スール・テレーズは甘受していて、神さまと一致しています。彼女
は私たちに感銘を与えてくれます。私の心は苦渋の中にあります。
7

さようなら、親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなたにさ

さげます。
スール・マリー・T.
8

ラコストの寄宿費をあなたに送ります。聖務は、お手洗いなどに行って用意を整えた

後、定刻にしか始めないようにしてください、そして、時間がきてからしか終わらないよ
うにしてください。
9

スール・エンマヌエルは聖ヨゼフに対する祈りのことで遠慮しなくてもいいのです。

願いは共同体の大部分の人たちのためなのですから。
あなたに「手引き」の 6 部を送ります。フナス師に託してオーシュに「手引き」を送

10

りました。でも師が間違ってその「手引き」を私の叔母たちのところに残して来たのでは
ないかと心配しています。そのことを確かめてください。私は、大司教さまのために会則
を私宛てに送ってくださいますように神父さまにお願いしておいたのですが、神父さまか
らのご返事がいただけません。神父さまは仕事に忙殺されておいでのようです。

542. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

†

1824 年 11 月 25 日

編者註：ジャンヌ・ドゥ・シャンタル (1572 年 1 月 23 日-1641 年 12 月 13 日)。聖フランソワ・ドゥ・
サール (フランシスコ・サレジオ) とともに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
編者註：マタイによる福音書 第 6 章第 25-34 節。ルカによる福音書 第 12 章第 22-34 節。
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神さま、私はあなたを愛します。
2

親愛なる私の娘、私はあなたに一言申し上げないではこの週を過ごすことは出来ませ

ん。私が「一言」と申し上げるのは、私にはあまり時間がありませんし、それに、あなた
は源泉から豊かに汲み取っていますので、私があなたに何かを申し上げることは、
「川に
水を運ぶ」ようなものだからです。
3

親愛なる私の子供たち、これほどの多くのお恵みに応えてください。と申しますのも、

もしあなた方がお恵みに応えることがないとすれば、あなた方は恩知らずです。あなた方
は偉大な聖人かあるいは全く神さまに見捨てられた者となるでしょう。親愛なる私の姉
妹たち、あなた方のために開かれた愛すべき道を飛んで行きましょう。あなた方を照らす
この光のもとを、走りましょう。また、私たちがあなた方の後に従うことが出来るように
祈ってください。と申しますのも、私たちも自分を改め、聖人になりたいと思っているか
らです。なすべき努力があります. . . でも私たちは勇気を失いません、私たちは全能のお
ん方の腕の中に自分をお委ねするからです。
4

親愛なるメール・テレーズの病状は相変わらずの状態です。彼女は、この長く苦しい

病気にあって、長く忍耐を持ち続けるお恵みを自分のために祈ってくれるように願ってい
ます。スール・ナティヴィテのために祈ってください。私は彼女のことで大変悲しい思い
をしています。彼女は頭がおかしくなっているのです。
5

こちらには、
「用事のために外出する姉妹」になるための新しいポストラント (postulante,

志願者) が一人います。私たちは彼女のことをスール・リュースと呼んでいます。彼女は

21 歳で、力仕事に勝れていますが知性も備えており、神さまを愛し、神さまに仕えるこ
とを望んでいます。
6

さようなら、私の心の娘たち、年上の子供たちを初めとして親愛なるすべての私の子

供たち。イエスさまのみ心においてあなた方に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

543. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1824 年 12 月 7 日

マリアさま、あなたが私の慈愛なる母であることをお示しください。
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親愛なる私の娘、
2

あなたからのいろいろなお願いにお答えします。

3

1. その親愛なるスールは「困ったことがある」のに率直さに欠けているのではないか

と、時々思われていることは知っています。でもそのことを証明するものはありません。
彼女は他の多くの人のようには、内面的に試されていません。多分神さまは彼女をそれほ
どの完徳にはお召しになっていないのだと思います。彼女には心を開く必要性を分からせ
なければなりません。彼女が告白することに、驚くような様子を決して見せてはなりませ
ん。彼女が告白することについて咎めるようなことはしてはなりません。 — 彼女が告白
することについて広い寛容を示してください —。それに彼女が嘘をついている証拠がな
い限り、彼女のことを信じてあげなければなりません。
4

2. 「プチット・スール (la petite sœur)」は小心に陥っています。でも小心から来な

い事柄もあります。彼女には傲慢の傾向があります。そのことにおいては小心はありま
せん。それは本当の過失です。彼女の空想から来るものについては、彼女がそれを軽視す
ることが出来るように仕向けなければなりません。彼女が信仰の視点から謙遜であるよ
うにしなければなりません。この本質的なことについて戦うことがなければ、事実におい
て修道女であることはできないのだ、ということを彼女に理解させなければなりません。
審判、地獄などについての読書を彼女に許してはなりません. . .
5

「空想の」姉妹は支えてあげる必要があります。彼女のことを信頼してあげてくださ

い。そうすればあなたには彼女に対して思い通りのことが出来るでしょう。でも従順、清
貧、慎みなどの会則については毅然とした態度をとってください. . .
6

「グランド・スール (la grande sœur)」はやさしくそしていつも信仰の視点から導い

てあげなければなりません。
7

私の娘、あなたの心が被造物にとらわれることのないようにしてください。私たちを

しばしば裏切る不実に対しては注意してください。鐘の音にはできるだけ几帳面に従いま
しょう。でも鐘が鳴った時、カステックス師などと応接室にいることに呵責の気持ちをも
つ必要はありません。長上には、鐘の音に従うことを時々免除する用事があります。(聖務
の前に) お手洗いに行くといったような用意をきちんとすることを始めなければなりませ
ん。聖務の 5 分前にそのような用事のための鐘を正確に鳴らさせるようにしてください。
そして、聖務の鐘は十分に長く鳴らすようにしてください。大体、
「ミゼレレ (Miserere† )」
を唱える時間。
8

私の娘、勇気を出しましょう、私たちは神さまのために働いているのです。神さまが
†

編者註：Miserere (憐れんでください) あるいは Miserere mei Deus (神よ、わたしを憐れんでください)
とは、詩編 51 のこと。
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私たちの報いとなってくださるでしょう。常に信仰の視点から、いつも優しい話し方をす
るように努めてください。
9

姉妹たちが嫌悪を抱くようなことを姉妹たちに免除してはなりません。嫌悪を抱くよ

うなことを行うことによって獲得することのできる功徳を、信仰の視点から姉妹たちに見
せてあげてください。嫉妬の誘惑は避けなければならない誘惑ではなく、謙遜、忘れられ
ることへの愛、屈従の善の視点によって克服しなければならない誘惑です。お互いに気に
入らない二人の姉妹を離すのではなく、お互いに我慢しあうようによく励まさなければな
りません。
10

プラムの入った箱を送りましょう。パンフレットの代金はこちらで払います。

11

姉妹たちの誓願宣立を、スール・アガトが修練期の 1 年を終える 2 月 2 日まで延ばさ

なければなりません。スール・アガトはそれまで貞潔の誓願を立ててもいいでしょう。
12

もしご両親がお金を払わないのでしたら、ソフィをとどめておいてはならないでしょ

う。神さまのみ摂理を試してはなりません。ご両親には私の方から手紙を書きましょう。
13

さようなら、親愛なる私の娘、祈りと聖なるご聖体拝領の中にあなたの力を見付けて

ください。あなたの無力さは主の全能の座になるでしょう。主はあなたの卑しさをご覧
になって、あなたにおいて、あなたによってその事業を行われるでしょう。
スール・マリー
14

頑張って監督をしてください。あなたは私よりもうまくやっています。このことに関

しては、私は自分を責めることがあります。
15

あなたが人を修道院に入れることを見合わせたのはいいことでした。耳と口の不自由

な人たちの勉強のことはボン・ペール (bon Père) が大切に思われていますので、それは
続けさせてください。また、絶対に必要なことや他のところでは学べないようなことを学
ぶために、メール・エンマヌエルがコングレガシオンの会員の部屋に行くことも認めなけ
ればなりません。でも「付き添いの姉妹 (écoutante)」を付けてやってください。
16

スール・テレーズはひどく衰弱しました。彼女のことが本当に心配です。ベロック氏

は、胸が冒されていて、ほとんど絶望的だと思っています。私は本当に悲しい思いです. . .
17

ローモン師がメール・エンマヌエルのための手紙を投函なさいます。この手紙は読ま

ないで、メール・エンマヌエルに渡してください。

544. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 12 月 13 日
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私の意志ではなく、あなたのみ旨が行われますように。
親愛なる私の娘、
2

私の心は悲しみにうちひしがれています。私たちはベロック氏から、親愛なるスール・

テレーズはもう助かる見込みはないという話を伺ったところです。あとはもうわずかの
命だと思います。スール・テレーズもそのことを予期していて、心から甘んじて受けてい
ます。彼女は自分を励まし、もう罪を犯さないために死ぬことを望んでいます。彼女はひ
どく苦しんでいます。彼女のために祈ってください。
3

スール・ナティヴィテは今のところ落ち着いています。彼女は昨日ご聖体をいただき

ました。こちらの方については私は天にも昇った心地です。彼女にはあなたからの手紙
は渡しませんでした。と申しますのも、私は、あなたからの手紙の数日前にカイエ師から
のお手紙を受け取っていまして、そのお手紙を彼女に渡していたので、あなたからの手紙
を彼女は変だと思うでしょうから。あなたの方から彼女に別の手紙を書いてもいいです。
4

親愛なる娘、神なる師の後に従って、十字架と共に歩きましょう。天国へ行くために

は自分の十字架を担わなければならないというこの信仰の原理を認めましょう。
5

メール・スタニスラスの出発と、それによって引き起こされた結果の便りを早く知り

たいです。神さま、私を助けてください。私のために祈ってください。私は、十字架を担
い、そして、神さまが私に課せられる犠牲を果たす勇気がほとんどありません。
6

今日、スール・アニェスの脇腹に排液管99 を付けます。スール・テレーズは脇腹に焼

灼器 (しょうしゃくき) を付けています。
7

さようなら、親愛なる娘、私が前に考えていたように、スール・サン・テスプリに手

紙を書く勇気をもてるかどうか分かりません。私たちの主イエス・キリストにおいてあな
たに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
8

私が書いた手紙を開けます。スール・テレーズが臨終の聖体を拝領しました。そのう

ちに、終油の秘蹟を授かることになると思います。尊敬すべきジラール師の死亡をお知ら
せするためにまた手紙を開けます。神学校と私たちにとって何と大きな損失でしょう。私
たちは師に深い感謝の気持ちをもたなければなりませんし、師のために祈らなければなり
ません。師は私たちを大変助けてくださいました。師は 5 日間の病で亡くなられました。

99

un séton (一種の排液管)
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545. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1824 年 12 月 27 日

イエスさま、来て、私の心にお生まれになってください。
親愛なる私のメール (mère)、そして娘、
2

この機会を利用して、あなたに新年お目でとう、と申し上げます。そして私が予想す

るところでは、この年は永遠のために良い年となるでしょう。神さまに対する愛のために
よく受け入れられた十字架において、良い年となるでしょう。さらに純粋な意向によって
実践された徳において良い年となるでしょう。
3

親愛なる私の娘、あなたが私に、そちらのすべての姉妹たちが向上の意気に燃えてい

ると言ってくれたことで、私は大変うれしく思いました. . . そのことで、私はそちらの姉
妹たちをこれまでよりも 4 倍愛します。と申しますのも、私は姉妹たちが皆聖人になって
欲しいからです。
4

親愛なる私たちのテレーズはまだ命を保っていますが、相変わらず瀕死の状態です。

親愛なるこの子供はすべてを神さまにささげています。彼女は昨日の夜私に、
「私はすべ
てをイエス・キリストにささげます」と言いました。彼女は自分を本当のいけにえとした
のです、そして、自分を取り戻すようなことはしませんでした。彼女は自己放棄におい
て、何と大きな進歩を遂げていたことでしょう。彼女は何においても、もう自分の満足
も、自分の快適さも求めませんでした。かわいそうなこの子供は、体の具合が本当に悪い
のに、自分の食糧管理の仕事をするために朝 5 時に起きていました。彼女は、黙想者と初
聖体の子供たちの面倒を見てくたくたに疲れていました。ごく普通の食物をいただき、い
つもいちばんつまらないものを選んでいました。彼女はもう気難しさを表すことはありま
せんでした、あるいはそういうことはもうほとんどありませんでしたと言うべきでしょう
か. . . それで彼女はその病気においてお恵みをたくさんいただいているのです。彼女は主
の降誕の夜、神さまをいただきました。
5

かわいそうなスール・ナティヴィテはまた例の状態に戻っています。彼女はもうパン

以外の食物を食べようとしません。そのことで困っています. . . 彼女に他の物を食べさせ
るためにあらゆる手を使わなければなりません。後はもう祈ってあげることしかありませ
ん。あなたの手紙を彼女に渡しておきました。彼女は頭がおかしくなっています。
6

いろいろなお祝いのためスール・サン・テスプリに手紙を書きました。もう届いてい

ると思います。私が新年の挨拶をしたのは、私の娘たちの中では彼女が最初だったと思い

763
ます。それは正当なことです、彼女は私の長女ですから。
7

さようなら、親愛なる私の娘、天におられる花婿のみ心においてあなたに口づけをお

くります。
スール・マリー・T.
8

スール・サン・ソヴールが、彼女の書類が失われているのかどうかあなたに尋ねてい

ます。それらの書類は書類入れの中にあるということです。

546. ボルドーの一人のノヴィス (修練者) 宛
+J. M. J. T.

1824 年 12 月末

自己を軽視する修道院において小さなことにも忠実な親愛なる私の娘へ。
親愛なる私の娘、
2

小さなことに忠実であることはあなたが歩かなければならない道だと思います。そし

て、その道はあなたにとってもっとも確かな道となるでしょう。この道を終始一貫して歩
くには大きな勇気が要りますが、多くの聖人たちが先に歩いた道です。どうして聖人たち
の後に従って歩かないわけがあるでしょうか。勇気を出しましょう、神さまがあなたと一
緒にあなたのために働いてくださいます。神さまのお恵みがあれば、私たちに出来ないこ
とがありましょうか。意向の大いなる純粋さ、心の公正さ、不断の内的苦行、自分自身を
謙虚に軽視すること、これがあなたが熱望しなければならない聖性です。親愛なる私の姉
妹、その聖性に向かって進んでください。これが天の住まいに至る確かな、きわめて確か
な道です。
スール・マリー

547. ボルドーの一人のノヴィス (修練者) 宛
+J. M. J. T.
神さまのみ旨に身をゆだねている親愛なる私の娘へ。

1824 年 12 月末
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2

イエスさま、私の心の王となってください。

3

親愛なる子供、あなたを愛する母のすべての願望を受け取ってください。私の願望は

ひたすらに、あなたが放棄の娘、忍耐の娘、従順の娘であるあなたを見るということです。
もしあなたが謙虚の娘であるなら、そのような娘になることができるでしょう。
4

あなたの過去の過失、あなたの今の不忠実などあなたがへりくだる理由は何と多いこ

とでしょう. . . 親愛なる姉妹、私の言うことを信じてください、あなたは慈愛なるイエス
さまのお恵みを豊かにいただいており、また、イエスさまはそのお恵みの寵児としてあな
たを遇しておられますが、徳においてはあなたはまだ幼い娘です。ですから、心から謙遜
であってください。自分のことを姉妹たちの中で一番つまらない者とみなしてください、
そして、人があなたのことをそのようにみなすことを認めてください。
5

あなたが小さな屈辱を受ける時、自分はもっと大きな屈辱に値するのだと考え、また、

もしあなたが値するように人があなたを扱うなら、あなたはもっと屈辱を受けることにな
るだろうと考えて、その小さな屈辱を勇気をもって堪え忍んでください。
6

主は、あなたが自分を低くする程度に応じて、あなたを高めてくださるでしょう。

7

さようなら、親愛なる娘、イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげます。
スール・マリー

548. ボルドーの一人のノヴィス (修練者) 宛
+J. M. J. T.

1825 年 1 月 1 日

親愛なる忠実な私の娘へ。
2

イエスさま、私をあなたのみ心の中に隠してください。

3

そうです、親愛なる私の娘、この年の初めに当たって私の心は、深く愛している娘、イ

エス・キリストのみ心の奥底において深く愛している娘のために、母親の心が抱くことの
できる願いのすべてをあなたのために抱きます。
4

主は、あなたのために完徳の大きな計画をもっておられます。私は、あなたが優れた

修道女になるように招かれていると思います。でも、あなたには大きな忠実さが求められ
ます。この忠実さの道によって、主はあなたを導くことを望んでおられます。ですから、
祈りの娘、自分に対して大きな厳しさをもった娘になることは他の人に任せておいてくだ
さい。あなたは、会則に忠実な娘、内的な娘、イエス・キリストと共に神さまの中に隠れ
た娘、神さまだけに知られている娘となってください。
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5

親愛なる娘、これが、新たな年に私があなたのために抱く願望です. . . あなたがすべて

において忠実でありますように、大きなことと同じように小さなことにも忠実であります
ように。あなたが、すべてを立派に行うように努め、また、すべてにおいて完全を期すよ
うに努めることを願っています。これが、神さまがあなたに求めておられることだと思い
ます。
6

さようなら、親愛なる娘、割礼を受けられたイエスさまのみ心において、あなたに口

づけをおくります。
スール・マリー

549. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.

1825 年の 4 日

イエスさま、私のすべてとなってください。
親愛なるセラフィーヌ、
2

あなたからの新年のご挨拶を感謝の気持ちでいただきました。特にあなたからの善意

のお年玉をいただきます。これは私があなたからいただくことのできる最高の、そしてい
ちばん快いお年玉ですし、親愛なる私の娘たちの完徳について私が抱いている強い願望と
一致するお年玉です。
3

親愛なる娘、本気で完徳に励まなければなりません。立ち止まることなく、瞬時も無

駄にすることなくそうしなければなりません。時は短く、またたく間に過ぎ去ります。で
すから、常に新たな勇気をもって、いそいで励みましょう。
4

親愛なるスール・テレーズは時を利用できたことを大変しあわせに思っています、と

申しますのも、彼女にはもう時間はないでしょうから。先日私は、彼女に彼女のノートを
選んでそれらを焼却するように頼まれましたが、彼女の不断の努力が分かって慰められま
した。彼女は糾明のノートと決心のノートをすべてみごとに整理しており、その中に、思
い起こして、へりくだるために、自分の主な過失を記入していました。正直に申し上げま
すと、私は全部は焼却しませんでした。あるノートは私たちに感銘を与えてくれる題材と
なりうると考えたのです。
5

親愛なる私の娘、他の姉妹たちに追い越されないようにしましょう。少なくとも他の

姉妹たちに追いつくように熱望しましょう。
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6

さようなら、親愛なる私の子供、勇気、根気、惜しみない心をもちましょう。深い謙

遜を私たちの企て、私たちが建てたいと思う建物の基礎に置きましょう。私たちの主イエ
ス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

550. ボルドーのスール・ルイズ・マリー・ドゥ・ポルテ (ノ
ヴィス) 宛
+J. M. J. T.

1825 年の 5 日

イエスさま、今も臨終の時も私にとっていつも変わらぬイエスさまでいてください。
2

私は親愛なるルイズ・マリーが私にくださった祝詞に感謝するため、また私の祝詞を

お伝えするために手紙を書きます。
3

私は、黙想についてのあなたの気持ちを読んで慰めを覚えました。私には、その気持

ちの中にあなたに対してお恵みが前と同じように働きかけているのが分かります。このお
恵みは勝利を収めることを望んでいます。あなたは相も変わらずこのお恵みに、それもま
すます逆らっているのですか。親愛なる姉妹、この愛すべきお恵みの支配力があなたを征
服するがままにさせておいてください。そして最後には、お恵みに征服された者となって
ください。
4

私は、かわいそうなあなたの心が相変わらずその地上的愛情の重荷に圧迫されている

のを見ます。神さまに対する愛、この心の地上的愛情に取って代わってください。この心
の征服者となってください。この心は、その感受性がすべてあなたに向かう場合は、あな
たを深く愛するはずです。
5

神さまはあなたが忠実な愛の人、燃える人であって欲しいのです。そのためにこそ神

さまはあなたに大変やさしく、そして、感受性の豊かな心を与えてくださったのです。と
ころが、あなたは神さまご自身が与えてくださった賜を神さまに反して使っているので
す。ですから、不忠実な子供、恩知らずな子供、天におられる花婿の優しい声にどうぞ応
えてください。
6

あなたの新しいアナニア† はあなたにぴったり合うと私は確信していますし、本性が (抵

抗の) 叫びをあげようとも、あなたはそのアナニアに全幅の信頼を寄せなければならない
†

編者註：ダマスコに住む、イエスの弟子。(使徒言行録第 9 章第 10 節) パウロが改心したとき、視力を
回復させた。(使徒言行録第 9 章第 18 節) 律法に従って生活する信仰のあつい人で、そこに (ダマスコ) に
住むすべてのユダヤ人の間で評判の良い人。(使徒言行録第 21 章第 12 節)
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と確信しています。そうすれば、それがあなたには良いことだと分かるでしょう。子供の
ように単純で、率直で、そして、指導していただくときには従順であってください — 仮
にそれがあなたをいけにえとしてささげる祭壇の上であっても† 。
7

親愛なる私の娘、あなたのお母さまからのお手紙をいただいたのは確かです。それは、

あなたの召命について私の考えを尋ねるものでしたし、またあなたの堅忍の中にいかなる
人間的な思惑もないことを私が確かめるためでした。私はお母さまに — 私が思うように

— あなたの召命は、あなたが信仰の視点から、またあなたの救いを確かなものとするた
めに選んだものであるから、本質的に変わるべきものではないとご返事しました。私の手
紙でお母さまは安心なさったと思います。お母さまは同じような趣旨でローモン師とム
ラン師にお手紙を出されました。そして、私が読めるように開封した手紙を私に送ってき
てくださいました。
8

あなたが仕事に対して熱意をもっていることで私は慰めを覚えています。いかなる種

類の仕事もおろそかにしないでください。どの仕事も、本会の精神においては、魂の救い
の手段となりうるのです。勇気を出しましょう。2 週間毎の集まりでは率直な意見が述べ
られ、そしてなごやかな雰囲気があります。
9

さようなら、親愛なる私の娘、本年はあなたのために力、勇気、惜しみない心、神さ

まに対する愛を願っています。私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをお
くります。
スール・マリー・T.

551. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年の 8 日

イエスさま、燃える愛徳によって私の心を広げてください。
2

親愛なる私の娘、あなたからの立派な祝詞に感謝します、そして、親愛なる私のゴン

ザグのための私の祝詞も、多岐にわたるものであることをお知らせします。
3

見たところでは、あなた方は私たちよりも恵まれています。あなた方は教示と良い助

言の「源泉」にいて、あなた方の魂は絶えず養われ、栄養をいただき、強められています
†

編者註：創世記 第 22 章第 1-19 節。マカバイ記 一 第 2 章第 52 節。シラ書 第 44 章第 20 節。ヘブライ
人への手紙 第 11 章第 17-19 節。ヤコブの手紙 第 2 章第 21-23 節。
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. . . それに引き替え、私たちは与えるばかりで自分たちのために取っておくことがありま
せん。
4

アジャンの修道院は相変わらず気苦労の多い修道院です。私は絶えず黙想の世話から

病人見舞いとかオフィス (Oﬃce, 職務) とか応接室などに駆け回っています。私たちが集
まりをもつのは非常に少ないです。私は、時として休憩時間に 20 分しか (姉妹たちと一
緒に) いません. . . メール・サン・ヴァンサンが、その犠牲になっています。と申しますの
も、メール・サン・ヴァンサンがいないと休憩時間はかなり淋しいものになるでしょう。
このメールは、共同体の精神と愛徳の精神において大きな進歩をしました。でも私は、不
満があってこのようなことを申し上げているわけではありません。と申しますのは、私は
大変しあわせですし、十分に満足しています。ただそれはあなたに私たちの必要をお知ら
せするためです。
5

「用事で外出する姉妹 (Sortante)」たちのこちらの修練院は、素養のない使徒たちを

仲間として選ばれた、私たちの主イエス・キリストを模倣する動機を私たちに与えてくれ
ます。アジャンの修道院が私たちの模範神なるイエス・キリストのみ跡に従ってもっと早
く歩くなら、何としあわせな修道院となるでしょうか。私たちの心のこの至愛なるおん方
を最大限模倣する敬虔なデフィ (le pieux déﬁ, 競争) をあなたとします。
6

親愛なる姉妹、修道者の身分の本質は償いの身分であるということ、この目的から遠

ざかる人は「修道女の幽霊」
「その時代の妖怪」にすぎないことを、決して忘れないよう
にしましょう。
7

スール・テレーズはその苦しみと死の床において私たちに感銘を与えてくれます。彼

女は明日三度目の臨終の聖体拝領をします、彼女は 10 日毎に臨終のご聖体をいただきま
す100 。その他に彼女は、
「主の降誕」の祝日の夜中にもご聖体をいただきました。
8

スール・ナティヴィテはその空想の犠牲になっています。スール・サン・ソヴールは

内面の苦しみがしばしばありますが、大変元気です。スール・マルトはいつものペースで
す。スール・ジュスチーヌはまあまあ元気です。スール・メラニとスール・アニェスはと
ても元気です。スール・アンヌは善意をもって働いています。スール・マルゲリト、スー
ル・リュース、スール・ジュリエンヌ — 私たちの 3 人のポストラント (postulante, 志願
者) — は、まあまあ元気です。スール・マリー・デ・ザンジュはまあなんとかやってい
ます。スール・サクルマンは仕事に精を出しています。スール・クロチルドは元気です。
スール・カトリーヌは大変元気です。ざっとですがこちらの状況をあなたにお知らせする
ことによってあなたに喜んでいただけるのではないかと思います。
9

さようなら、親愛なる私の娘、イエスさまとマリアさまにおいてあなたにすべてをさ

さげます。
100

当時そうすることがアジャンの司教区の決まりだった。

769
スール・マリー・T.
私の体の方はまあまあ元気なのですが魂の方はどうも. . . あなたの娘たちのために手

10

紙を何通か送ります。私が書かなければならない手紙が他にまだ 4 通あると思います。出
来るだけ早く書くことにします。後に手紙を書く姉妹たちも、私には同じように大切な人
たちです. . . 楽しみは後にとっておきます。

552. ボルドーのスール・マリー・ガブリエル・ヴァレール (ノ
ヴィス) 宛
+J. M. J. T.

1825 年 1 月 9 日

イエスさま、私のすべてとなってください。
親愛なる私の娘、
2

私はあなたのお気持ちを嬉しくいただきました。あなたに対する私の気持ちもそれに

劣るものではありません。
3

私は、親愛なる私のガブリエルが、その規則にあるように、内的生活の模範であるこ

と、誰にもまして人を完徳に向かって発奮させる権利をもつこと、汚れなきマリア修道
会の会員 (Fille de Marie, マリアの娘) のあるべき生きた姿、生きている模範、すなわち
真の修道女であること、最後に、ガブリエルの中にあるすべてが、優しさ、寛容、規則正
しさを印象づけること、そして、ガブリエルが幻想を抱くことなく、神さまだけを求め、
神さまの慰めではなく、神さまの純粋なみ旨をただひたすら求める祈りの娘、真に祈りの
娘になることを願っています。
4

さようなら、親愛なる娘、イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・T.

553. ボルドーのスール・イニャス・シュメデール (ノヴィス)
宛
+J. M. J. T.

1825 年 1 月 9 日
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イエスさま、私のすべてとなってください。
2

親愛なる私の子供、神さまは、病気と苦しみによってあなたを訪れてくださいました。

あなたの体が失った分をあなたの魂が勝ちえたと思います。
3

勇気を出しましょう。健康の時も病気の時も、嬉しい時も苦しい時も、神さまを愛し

ましょう。すべてにおいて、すべてのために神さまだけを。
4

イエス・キリストにおいて心からあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

554. ボルドーのスール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ
(ノヴィス) 宛
+J. M. J. T.

1825 年 1 月 9 日

イエスさま、私のすべてとなってください。
2

私は私の心の中で親愛なる私の娘たちを区別することはしません、この手紙は私のす

べての娘に宛てます。親愛なる私の娘、あなたからの祝詞に感謝します。あなたのための
私の祝詞は大変多岐にわたるもので、あなたが偉大な聖人になることを見るのを願ってい
ます。
3

私は、あなたが神さまのみ摂理とそのみ旨にすっかり身をゆだねることを願っていま

す。神さまのみ旨を全うすることだけを求めてください。そして、神さまがあなたに望ま
れることだけを望み、神さまがあなたに向けられる場所、仕事だけを望んでください。あ
なたはもうあなたのものではなくて、神さまのものです。この慈愛なる師のお導きに身を
まかせてください、神さまがあなたのすべてでありますように。
4

私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

555. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年の 15 日
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時は過ぎ去り、永遠が近づきます。
親愛なる私の娘、
2

親愛なる私たちのテレーズが臨終を迎えようとしていることをあなたにお知らせする

ために一言書きます。彼女は昨日終油の秘蹟を受けました。朝、地獄を大変恐れていまし
たが、この秘蹟ですべてが消えました。彼女は心安らかな状態にいます。
3

神さまは彼女と私から犠牲を求められました。私は頬が腫れて大汗をかいて 2 日間床

に就いていなければなりませんでした。それで私は、彼女が終油の秘蹟を受ける式に立ち
合うことが出来なかったのです. . . 神さまが彼女からすべての人間的なことを取り除くこ
とを望まれたのだと考えて、そのことについて自分を慰めています。と申しますのも、彼
女は私のことを大変愛してくれていました。神さまは、その花嫁のすべての注意をご自分
だけに望まれたのです。
4

スール・アニェスも大変具合が悪いです。この病気から回復出来ませんと、彼女の命

は春までとなるでしょう。すべてにおいて神さまの聖なるみ旨を。神さまだけを、神さま
だけを。
5

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

556. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年 1 月

親愛なるメール (Mère)、
スール・ジュヌヴィエーヴの手紙について一言。
2

私たちは親愛なるスール・テレーズの病状のことで悲しみの中にあります。スール・

テレーズは最期を迎えようとしているようです。食物ももう何さじかを飲み込む程度で
す。でも、彼女は天使のようなひとです。彼女は救いを約束された人の死を迎えようと
しています。頭は神さまのことで一杯で、しばしば神さまの方へ思いを馳せ、忍耐強く、
落ち着いていて、心安らかで、十分に意識があります。あなたに彼女の死亡のお知らせを
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する時に、修練院に伝えるように彼女に頼まれていることをあなたに申し上げましょう。
彼女は本当に、健康であった時と同じように、頭ははっきりしています。
3

親愛なる娘、このような恐ろしい時において、本当の修道女として生きたいというこ

と、死ぬ前にもうすでに死んだ者であるということは、何としあわせなことでしょう。親
愛なるゴンザグ、時は過ぎ去ります。おそらく私たちには少しの時間しか残されていませ
ん。急いで時間を有効に生かすようにしましょう、1 分たりとも失うことのないようにし
ましょう。時間は大変貴重です。熱意の惜しみない心をもって、私たちの完徳に励みま
しょう。お恵みに完全に身を任せましょう。もう自分のために留保するものがありませ
んように、もう自分のために分割するものがありませんように、生においても死において
も私たちのすべてを神さまにささげましょう。
4

あなたのかわいそうな母より。
スール・マリー・T.

557. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年の 22 日

主よ、永遠の安息を彼女に与えてください。
2

親愛なる私のメール (Mère)、今日土曜日、朝 4 時に、神さまは親愛なる私たちの娘テ

レーズを私たちからお取り上げになりました。私は臨終に立ち合いました。彼女は死の
間際まで、頭ははっきりしていました。キリスト像を握って、愛の祈りと信頼の祈りを唱
え、聖水をふりかけてくれるように、また、祈りをしてくれるように絶えず頼みました。
彼女は息を引き取る 5 分前に赦しをいただくしあわせを得ました。彼女は数人の姉妹た
ちに、霊的向上のための助言をしていました。このように頭がはっきりしているのは他
に例を見ることが出来ません。彼女は、本当に「霊生のメール (Mère de Zèle)」として亡
くなったのです。私がスール・テレーズに、私からあなたに伝えて欲しいことがあります
か、と尋ねますと、
「病気の間、私があの人によく思いを馳せたこと、自分のために祈っ
て欲しいこと、いただいたもろもろの配慮に感謝していることをお伝えください」と言い
ました。 — 「そして、私たちの修道院 (複数) の姉妹たちに何か言って欲しいことがあ
りますか」と聞きますと — 「死の時には何もしなかったように思うこと、時は短いこと、
姉妹たちが自分を放棄することによって、神さまのみ旨に完全に従い、神さまと一致する
ことによって成聖に励むように、姉妹たちに言ってください」と答えました。親愛なる姉
妹、これが彼女の霊的遺言です。
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3

彼女は、苦しみの中にあってのその忍耐、すべての姉妹たちに対するその礼節と愛徳

によって、私たちに感銘を与えてくれました。いつも彼女は愛想のいい顔をしていました

. . . 神さまは豊かなお恵みを彼女にくださいました。彼女は 4 回臨終のご聖体をいただい
たのです、そしてその前には週に 1・2 度、ベッドでご聖体をいただいていました。
4

修道女として、それも立派な修道女として死ぬことは何と快いことでしょう。あの子

は本当によく励みました。私は、彼女の魂のすべての報告書を読みました。彼女はその修
練期の時のすべての過失を記していますが、その誓願、特にその終生誓願以降、彼女は飛
ぶように向上したのです。彼女の決心は本当にすばらしいものです。
5

彼女は自分のノートに「死」という話を書いていました。私は彼女にどうしてですか、

と聞きました。すると彼女は、それは、スール・エリザベトが亡くなった後、自分もやが
て死ぬだろうと思ったからで、死の考えを自分の回心に役立てようとしてこの話を書いた
のだ、と言いました。彼女はなんとすばらしい「霊生のメール (Mère de Zèle)」であった
ことでしょう。彼女には人の心を見抜く勝れた洞察力がありました。私の心は本当に彼
女のことを残念に思います. . . でも、彼女の立派な死によって多くの慰めがあります。私
は彼女から、彼女の魂の安息のために、姉妹たちの 3 ヵ月間の善業の功徳をいただきたい
と姉妹たちにお願いしてください、と頼まれました。
6

私はスール・ナティヴィテのことで十字架の上にいます。かわいそうなこの子はここ

を出る必要があります。私たちは人を一人大変必要としているのに、彼女のためにオベ
ディアンス (obédience, 移動命令書) をお願いしなければなりません。私は彼女をトナン
に行かせるようにしていただきたいと願っています。彼女は、あなたのことを信頼して
います。あなたなら彼女のために善をしてあげられるでしょう。神さまがボン・ペール

(bon Père) を照らしてくださいますように、祈ってください。
7

スール・ジュリエンヌは大きな誘惑を受けています。彼女には召命がないのではない

かと大変懸念しています。フィアト (Fiat!)
8

さようなら、親愛なる姉妹、すべての姉妹たちによろしくお伝えください。私たちの

亡くなった姉妹のために、死者のための祈り† を唱えてください。
†

編者註：デ・プロフンディス (De Profundis)
主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
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スール・マリー

558. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 1 月 31 日

神さま、私の支えとなってください。
親愛なる私のメール (mère)、
2

神さまのみ助けがあれば、あなたは木曜日に、親愛なる私たちのスール・ナティヴィ

テを迎えることになるでしょう。このかわいそうな子供の状態は大変憂慮すべきもので
す。彼女があなたには心を開いてくれると期待しています。そしてあなたには、私が彼女
に対してどのような態度をとらなければならなかったかが分かると思います。
3

親愛なるメール、ノヴィス (修練者) とか若すぎる修道女を人前に出さなければならな

いことはどんなに不幸なことでしょう。このようなことは生涯を通じて害を及ぼします

. . . アジャンの修道院は人がいなくて困っているのですが、良心に従えば、スール・ナティ
ヴィテに救いの道を開いてあげるためには、彼女のためにオベディアンス (obédience, 移
動命令) をお願いしなければならないのです。私のとった処置はうまくいくのでしょうか

. . . 神さまだけがご存じです。
4

ただ人間的な考えでものごとを見れば、私たちのすべての事業はだめになっていくよ

うに見えますが、神の霊がすべてを補ってくださるでしょう。スール・ナティヴィテはコ
ングレガシオンの尊敬の的ですので、私はコングレガシオンの会員たちが言ったり考えた
りするすべてのことを、堪え忍ばなければならないでしょう。神さま、私を助けてくださ
い。彼女は、
「聖マリアの無原罪のおん宿り† 」の八日間以来、ご聖体をいただいていませ
ん。告解は彼女にとってはいつも拷問です。私は、ラリボ師が彼女に告解をさせることが
お出来になったらと願っているのですが。でも、神さまのみ旨が行われますように。
5

アグラエの 25 フランは、ボルドーに送るべきだと私は考えていました。ボン・ペール

(bon Père) に手紙を書いてください。もし、ボン・ペールがあなたが私に伝えてくれた
ところにそのお金を送ることを望まれるのでしたら、私はそれで結構です。
6

私たちのところにはベッドがありません。と申しますのも、黙想のためのベッドは一

部運び出してあるので、私たちにはベッドが必要なのです。あなた方のところに、スー

†

編者註：聖マリアの無原罪のおん宿りの祝日は 12 月 8 日。
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ル・ナティヴィテが寝るためのベッドがひとつ余っていると思いますがどうですか。貧し
いアジャン. . . あなたが知っているアジャンとはどんなに違っていることでしょう。. . .
スール・ジュリエンヌの状態はかなりいいです。彼女の誘惑はなくなっています。スー

7

ル・サン・ソヴールは仕事を立派にこなしています。彼女は母親の心をもっています。彼
女はポストラント (postulante, 志願者) たちの面倒をよくみています、それに彼女たちに
週に 2 回のコンフェランス (conférence, 講話) をしています101 。
さようなら、親愛なるメール、十字架を抱きましょう。私たちが天におられる花婿と

8

結ばれているのは十字架においてです。さようなら、もう一度、私たちの主イエス・キリ
ストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・トランケレオン
すべての姉妹たちによろしく伝えてください。

9
10

スール・テレーズは、その姉妹の方のための 3000 フラン、その兄弟の方のための 2500

フランの遺贈分と共に、本修道会のために遺言書をつくってくれていました。共同体は約

8000 フランをいただくことになるでしょう。と申しますのは彼女の財産からは 12000 フ
ランしか出すことを望んでいませんし、それにすでに私たちは、彼女がもらったちょっと
した遺産から 2500 フラン受け取りました。差し当たってそのことが私たちを困らせるこ
とになるでしょう。遺贈分は要求出来ます。いつ財産を売ることにしましょうか。費用
は大変高いものになるでしょう。
11

ポリーヌはいかがですか。

12

スール・アニェスは床に就いています、肺結核だと言われています。彼女は、ある日

は起きて少し歩き回っていますが、熱の出ない日はありません、あるいはほとんどありま
せん、と申し上げた方がいいでしょうか。親愛なるスール・クロチルドがスール・ナティ
ヴィテと一緒に行くことになるでしょう、スール・ドゥ・ジェジュはヴィルヌーヴに行き
ます。スール・ドゥ・ジェジュは、その熱心さと明るさによっていつも私たちの慰めと
なってくれます。
13

私たちは食堂での読書係は決めていません。私はそのことでボルドーに手紙を書きま

した。私たちがしていたように、各自が少しずつ読むようにしてください。読書係を決め
ることは、私たちの修道院 (複数) では不可能です。(姉妹たちの) 胸は疲れています。そ
れは修練院のためにはいいと思います。出来るだけ早くやめてください、あなた方の健康
を損ねますよ。

101

aux postulantes (志願者たちに)
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559. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 2 月 1 日

神さま、私のすべて。
親愛なる私のメール (mère)、
2

そういうわけで、かわいそうなスール・ナティヴィテが出発します。私の心はとても

悲しいです。親愛なるメール、私がこのことを有効に生かすことが出来るように慈愛なる
神さまに祈ってください。
3

あなた方はその 45 フランを必要としないということですから、そのお金は私たちに

送ってください。と申しますのも、私たちはとても貧しいのです。クレラック氏に対して
は、私が 80 フランの保証をします。アジャンの修道院がそのお金を払います。でも差し
当たって、そのお金を私たちに送ってくださいませんか。
4

ボンヌ・メール・サン・テスプリに、私は今日はあなたのようにして休憩時間に手紙

を書いていると、伝えてください。かわいそうな長上たち. . .
5

さようなら、ボンヌ・スール (bonnes sœurs, 姉妹たち)、心からあなた方に口づけを

おくります。
スール・マリー・T.
6

こちらのスール・メラニが血を多量に吐いています。彼女は体の具合を大変悪くして

います。スール・アニェスは毎日熱が出ます。神さまは、今年この二人の姉妹を私たちか
らお取り上げになるだろうと思います。

560. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年 2 月 5 日

マリアさま、あなたが私の慈愛なる母でいらっしゃることをお示しください。
親愛なる私の娘、
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2

為替を受け取ったことをスール・ルイズ・マリー (ドゥ・ポルテ) に通知してください

ませんか。彼女のお兄さま102 には私の方から為替を受領したことをすでに通知申し上げ
たことを、彼女にお伝えください。
3

親愛なる娘、あなたは私に、神さまが、亡くなった私たちの親愛なる姉妹を何日にみ

許に引き取られたか尋ねていますが、それは 1 月 22 日、土曜日、朝 4 時でした。2 時過ぎ
姉妹は人に私を呼ばせました。聖なる人たちの死は何と感じがいいのでしょう。死にた
くなる気持ちを起こさせます。
4

彼女は土曜日は一日中、そして夜中も、ずっと教会の中に安置されました。埋葬は日

曜日の 10 時か 11 時に行われました。墓地では、彼女はスール・ルイズ・マリー (ドレン
ヌ) とは反対側にいます。第三会の会員の何人かが夜通し遺体に付き添いました。私たち
はほんの少しの姉妹しか祈禱席に残すことは出来ませんでした。みんなへとへとに疲れて
いるのです。と申しますのも、姉妹たちの健康状態が良くないのです。
5

スール・アニェスはベロック氏に肺結核だと言われました。スール・メラニは多量に

凝血を吐いています、肺だと私は思います。と申しますのも、肉片のようなものが彼女の
吐くものの中に混ざっています。アジャンは大変窮乏にありますが、それでもなお私たち
は、
「イエスさま万歳、イエスさまの十字架万歳」としわがれた声で叫んでいます。でも、
私たちの完徳のために励みましょう、これが大切なことです。
6

スール・ナティヴィテをトナンにおくらざるをえなかった時、私はコングレガシオンを

マリアさまのみ手に委ねました。コングレガシオンが駄目になりましたが — 人間的な見
方からすれば — 私は神さまとマリアさまを信頼しています。それは神さまとマリアさま
の栄光のためですから。人間的な方策がなくても、神さまとマリアさまが事業を支えてく
ださるでしょう。
7

こちらの小さな志願院はかなりうまくいっています。ポストラント (postulante, 志願

者) たちは、金曜日にクルプ (coulpe, 過失の告白) をスール・サン・ソヴールにしていま
す。スール・サン・ソヴールは週に 2 回、ポストラントたちにコンフェランス (conférence,
講話) をしています。親愛なるこの姉妹は助修道女の立派な責任者になれるのではないか、
と私は期待しています。彼女はうっ血しています。彼女は汚れなきマリア修道会の修道
女 (Filles de Marie, マリアの娘たち) に共通な病気にかかっています。あなたは私が言っ
ていることが分かると思います. . . もしこれが続くようなことになれば、彼女の頭に悪影
響を与えるのではないかと懸念されます。彼女の顔色は生き生きとしていて、食欲もあり
ます。私たちは彼女に瀉血 (しゃけつ) をさせました。
8

私もあなたの懸念を分かち合います。召命が疑わしい人たちについてのあなたの懸念

は私の懸念でもあります。
102

ドゥ・ポルテ氏
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9

私が知っている姉妹、また知らない姉妹の親愛なるすべての姉妹と尊敬すべきメール

(mère) に口づけをおくります。
10

さようなら、かわいそうな私の娘、私が勇気をもつように、魂の力をもつように慈愛

なる神さまに祈ってください。これが私に欠けていることをあなたは知っています。
11

イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげます。
スール・マリー

12

メール・サン・ヴァンサンはあなたの手紙を受け取りました。

561. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 2 月 7 日

神のより大いなる栄光のために。
2

親愛なる姉妹、私がまだダヴィド氏とお話が出来ないでいることが信じられますか。

氏は、日曜日ミサの時間に書類に私の署名を貰いに来られましたが、その後お会いしてい
ません。でもまもなく会うことが出来ると思いますので、スール・ユーラリのことについ
てじっくり話し合うことになるでしょう。そのようなわけですが、私一人では決めること
が出来ませんので、何も申し上げません。
3

旅費の一部として 15 フランをあなたに送ります。旅費はあなたが払うべきものではあ

りません。もっと送りたいのですが、私たちはボルドーのために大きな出費をしていま
す。事業のことでお金に大変困っておられるボン・ペール (bon Père) に、1500 フラン届
けてもらったところです。聖なる貧しさ万歳. . .
4

親愛なるスール・リュースが 3 時に着きました。彼女は庭師のところに 5 時までいま

した、彼女はその時に起床の鐘が鳴るのを聞いたのです。
5

ボン・ペールはメール・サント・フォワをあなた方のところにおくるおつもりだと思

います。師は、私たちにそのようなお考えを明かされました。ダヴィド氏がお着きになっ
たところです。氏はメラニが修道院に入ることを望んでおられません。氏は不都合があ
ると見ておられます。氏はまた、スール・ユーラリがボルドーに行くことも望んでおられ
ません。
6

さようなら、親愛なる娘、イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・T.
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562. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年 2 月 20 日

イエスさま、私はあなたを愛します。
2

親愛なる娘、あなたとあなたの白い小さな群れ103 が立派な四旬節をすることができま

すように願っています。善業の貯えをしましょう。この四旬節に大いに苦行しましょう。
特に、私たちの意志に十分死んだ者となりましょう、それは、
「私はこの民を忌み嫌って
いる、断食の日に自分のしたいことをしたからだ」との私たちの主の非難を受けないため
です。ですから、親愛なるゴンザグ、私は、あなたと私のどちらが「自分の意志により死
ぬ」かあなたと敬虔なデフィ (déﬁ, 競争) をします。とてもつらいことで私は自分の意志
に死ななければなりません。私が大斎をすることを許してもらえないのです. . . そのこと
で私がどんなにつらい思いをしているかあなたには感じられると思います。
3

復活祭に立派なポストラント (postulante, 志願者) をそちらにおくります。スゴンド・

マンディブロンといいます。ずっと前から、彼女は私たちのところに入ることを望んでい
ました。彼女がカルメル会に入ることに対するご両親の反対もありますし、彼女の好みも
変わったということで、私は — 彼女の聴罪師も — 神さまは彼女を私たちのところに望
んでおいでになると思っています。彼女は十分に試されています。年令は 21 歳、すばら
しい性格の持ち主で、敬虔な天使です。彼女は針子で、読み書きが上手にできますので、
立派な補佐修道女になれるでしょう。私には、こちらでは彼女に志願期をさせないで、す
ぐにボルドーにおくる理由があります。私たちには仕事がいろいろありますので、彼女の
面倒を十分には見られないでしょう。こちらで助修道女を養成することは私たちの能力
の限界を超えます。彼女は、第三会ではスール・エリザベトと呼ばれています。彼女のた
めにこの呼び名をそのままにしておいてください. . . 私はそうして欲しいです。
4

こちらのかわいそうなスール・アニェスは相変わらずひどく病んでいます、大変苦し

んでいます。長い忍耐が出来ますように彼女のために祈ってください。彼女は本当に模
範的です。スール・メラニの状態は前よりはいいです。スール・ジュスチーヌは体の具合
が大変悪いです。ひどい頭痛がしたり咳がでたりなどしています. . . 私は彼女には満足し
ています。彼女は自分の完徳のために励みたいと望んでいます。スール・ルイズ・マリー
に彼女のことを弁解しておいてください。彼女は手紙を書くことができません。彼女は、
大変人数の多い仕事場、サクリスティ (sacristie, 香部屋) — 彼女は香部屋の係です — な
103

ノヴィス (修練者) たちは白いベールを被っていた。
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どの仕事に忙殺されています。それに彼女はしばしば夕食の前に就寝しなければなりませ
んし、7 時にしか起床することが出来ないのです。彼女は自分を犠牲にするほどに働いて
います。
5

さようなら、親愛なる私の娘、私が知っている、あるいは知らないそちらのすべての

姉妹たちを、イエス・キリストのみ心において愛します。
スール・マリー・T.

563. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1825 年 2 月 22 日

生きるにしても、死ぬにしても、私のすべては救い主のものです。
親愛なる私の姉妹、
2

あなたに返事を差し上げなければならない時です。マ・ボンヌ・スール (ma bonne

sœur, 私のよき姉妹)、あなたにお便りをした後、私の心はつらい思いを味わっています。
私は、私の大切な娘の一人で、私のアシスタント (Assistante, 補佐) を失ったのです。あ
なたがこちらにおいでになった時は、彼女はノヴィス (修練者) で、その修練期の終わり
にありました。そして、メール (Mère) たちが皆いなくなった後、「霊生のメール (Mère

de Zèle)」になりました。彼女には本当に慰められてばかりいました。彼女は、4 ヵ月胸
を患って神さまに召されました。彼女が聖人のように亡くなるのを見たことは、私にとっ
て慰めでした。彼女は精一杯霊生のメールの仕事をしてくれました。自分に近づくすべて
の姉妹に助言と勧めを与えていました。彼女はその臨終の床にあって、何人かの姉妹を呼
びに行ってもらって、その姉妹たちに彼女たちの完徳に適切な助言を与えました。彼女は
最後まで意識があり、十字架像を両手に握り、愛と痛悔と信頼の祈りをしました. . . 彼女
は 28 歳でした。彼女の魂の安息のために慈愛なる神さまに祈ってください。そして、私
たちのためにも祈ってください。私たちのところには同じ病気に罹っている人がまだ二人
います。彼女たちはまだなんとか仕事はしているのですが。他の私たちの共同体はまあ
まあ元気にやっています。病人が出ているのはアジャンです。十字架にかけられたイエ
スさま万歳。
3

親愛なる私の姉妹、スール・ドジテのご親族が何かを保証するという可能性はありま

せん。お父さまは何も持っていません、すべては亡くなられたお母さまのものでした。そ
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れに遺産分配は、すべての子供が成人に達した時にしか行われないことになっています。
なおそれはまだ数年先のことです。もし遺産分配がある場合は、あなた方のことも、また
スール・ドジテの姉妹がこちらにいる私たちのことも考えましょう。それもスール・ドジ
テに召命があればの話ですが、どうぞこの子の誓願宣立を認めてあげて、よい仕事を終わ
らせてください。
4

スール・ドジテによろしくお伝えください。スール・ドジテにはその誓願宣立の時に、

自分の意志を本当のいけにえとするように勧めます。従順で清貧を守り、貞潔なそして謙
遜な娘、まったく神さまの、神さまだけの娘になることを勧めます。いささかも中途半端
な犠牲をささげるようなことであってはならないと思います。神さまはそのような犠牲
は、ご自分にふさわしくないものとして捨てられます。
5

さようなら、親愛なる私の姉妹、イエスさまとマリアさまのみ心において、私はあな

たの忠実なしもべです。
スール・マリー・T.

564. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.

1825 年 2 月 24 日

正当に戦った人だけが冠を得るでしょう。
2

親愛なる私の子供、あなたの内面で起こっているもろもろの騒ぎに、私は全然驚いて

いません。今まで、あなたは主からの試みを大変軽くしか経験してはいませんでした。あ
なたの徳が本物かどうか示すために、試されるべき時だったのです。神さまに対する奉
仕から私たちをそらせるものが何もない時、また、私たちの傾きが対立するものを何も感
じさせない時、神さまにあなたを愛しますと言うのはたやすいことです。私は、誘惑を経
験したことのない人の徳はおおよそ当てにしません。
「誘惑を受けたことのない人が何を
知っているだろうか」と聖霊は言われます。神さまが私たちのことをお気に召しておられ
るからこそ、私たちが誘惑によって試されることが正当であるのです。
3

さあ、勇気を出しましょう、私の子供、神さまにあなたの忠実さとあなたの愛の証し

をする時です。神さまから慰めを戴くためではなく、神さまご自身のためにあなたが神さ
まにお仕えしていることを、神さまにお示しする時です。
4

パッチの聖マグダレナ† の伝記を読んでください。私はこの聖人を保護の聖人としてあ
†

編者註：パッチのマリア・マグダレナ (1566 年 4 月 2 日-1607 年 5 月 25 日)。ウルバヌス 8 世により
1626 年 3 月 8 日、列福、クレメンス 9 世により 1669 年 4 月 28 日、列聖。
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なたに薦めます。初めは深い寵愛を受けていたこの魂が、信仰、希望、純潔、そして最後
には自分の召命についての、大変つらい誘惑を受けるに至ったことが分かるでしょう。で
も、彼女はついにそのもろもろの誘惑に打ち勝ち、以前にもまして天におられる花婿の意
にはるかにかなう者となったのです。天におられる花婿は、魂がご自分に対する愛のため
に戦うのをご覧になることを無上の喜びとされます。
5

そうです、親愛なるセラフィーヌ、神さまと天使たちが、戦いのなりゆきを見ようと

してあなたを見つめています。すべての天使たちがあなたを助け、すべての聖人たちがあ
なたのために執り成してくれています。偉大な聖人と共に誘惑者に、
「引き下がれ、醜悪
な獣、お前は私のなかに何もお前に属するようなものは見つけられないだろう。私は完全
にイエス・キリストのものだ」と言いましょう。
6

大いに神の現存を保ってください。射禱、特に、
「神さま、私を助けに来てください。

いそいで私を助けてください。」の射禱をたくさん唱えてください。
7

あなたの普段の行いを立派にすることを特別糾明の題にしてください。あなたの敵を

無視してください。敵の暗示は全く問題にしないでください。マリアさまに対して深い
信心をもってください。しばしばマリアさまを呼び求めてください。この四旬節の毎土
曜日、マリアさまを眺め、また、マリアさまにあなたを眺めてくださるように祈って 15
分間過ごすことを実行するように勧めます。控えめに反する誘惑に対しての方策として、
シャミナード師が私たちにこの方法を与えてくださったことをあなたはご存じです。
8

あなたのお母さまがあなたに会いに行かれます。あなたが毎日休憩時間に黙想者がい

るところで 30 分お母さまと一緒に過ごすこと、また、お母さまが時々あなたが授業をし
ているのを見に来られることを私が許可すると、院長さまにお伝えください。でも、お母
さまがあなたの授業を見に来られる時には、お母さまとは沈黙を守ってください。
9

さようなら、親愛なる娘、勇気を出してください。万事うまく行くでしょう。私たち

の主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

565. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
コンドムに修道院を創設するために交渉を始めた当初から、汚れなきマリア修道会 (Filles de Marie) は、
元ドミニコ会の修道女でメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンの叔母たちでもあったメドゥモワゼ
ル・ドゥ・トランケレオンの事業を引き継ぐように強く要請されました。彼女たちは、コンドムのそのつつ
ましい住まいで教育事業を続けていました。しかし、年をとって引退を考えていました。それで、彼女たち
は創立者に話をもって行くように (子供たちの) 家族にその話をもちかけたのです。その計画は検討され、
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そして結局 1825 年の春、メール・エンマヌエルの指導の下、寄宿学校が始められました。この手紙でその
ことをほのめかしています。

+J. M. J. T.

1825 年 3 月 2 日

イエスさま、私のすべて。
2

一人のフレール (Frère) の方が立ち寄られるのを利用してあなたにお手紙を差し上げ

ます。私の娘、私たちの責務の遂行において勇気を出しましょう。私たちの責務は信仰の
目から見ればすばらしいものです。完徳のために人を養成し、使徒活動に召された人を導
くということですから. . . でも、私たちはどんなに用心深く、どんなに愛徳に充ち、どん
なに賢明でなければならないことでしょう。ですから、祈りの娘となるように努めましょ
う。聖テレジア† 、アシジの聖フランシスコ‡ などのような人たちは祈りの中に自分たちの
大切な群れを導く光を汲みとったのです。親愛なる娘、もっとよく祈りましょう、もっ
と潜心しましょう、私たちの活動においてもっと神さまと一致しましょう。ボン・ペール

(bon Père) のようにしましょう。つまり話をしたり返事をしたりする前に、心を上げま
しょう。そのことがあせる気持ちを抑えてくれるでしょうし、ついうっかりして口に出し
てしまう言葉で後悔することを多く防いでくれるでしょう。
3

私はあなたの意向を汲んで、N. . . に返事をしましょう。親愛なる姉妹、謙遜な魂をつ

くることによって、修道女を養成しましょう。そして、特に私たち自身が一生懸命努めて
謙遜なものとなりましょう。戦いにおいては勝つか負けるかです。
4

メール・エンマヌエルはすっかり回復しました。ひどい風邪に罹っただけでした。で

も、スール・マドレーヌが体の具合を大変悪くしています。彼女は血を吐きました。彼女
はもう何もしていません。姉妹たちは寄宿生 12 名を抱えることになるので、大変困って
います。スール・ジュリはこのような仕事には全然役立ちません。整理能力がありそして
仕事に精通していて、なおかつ少し教育のある姉妹が必要だと感じています。
5

スール・メラニは医務室にいます。熱の去ることがほとんどないのです。彼女は心配

なほど咳をしますし、血も吐きます。春には天に召されるでしょう。スール・アニェスの
具合はそれほど悪くはありません。すべてにおいて聖なる神さまのみ旨が行われますよ
うに。スール・マルトはとても元気です。こちらの 4 人のポストラント (postulante, 志願
者) は互いに助け合っています。スール・サン・ソヴールは、助修道女の修練長の仕事を
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：13 世紀にフランシスコ会 Ordo Fratrum Minorum を創立する。
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完璧にこなしています。ノヴィス (novice, 修練者) たちは彼女にクルプ (coulpe, 過失の
自白) をしています。ノヴィスたちは 4 日間の黙想をしたばかりです。
6

ラコサド氏に、氏が授けてくださった薬がメール・サン・ヴァンサンによく効きまし

たとお伝えください。彼女の具合は前よりもよくなっています。氏の処方に従って、彼女
には朝大麦と乳をとらせています。小牛のブイヨンと丸薬も彼女に飲ませた方がいいか
どうか、氏に相談してみてくださいませんか。氏に私たちの方からよろしくとお伝えくだ
さい。
7

お医者さまのベロック氏が体の具合を悪くされました。私たちの心痛を推し量ってく

ださい。私たちはベロック氏以外のお医者さんに診てもらったことがありません。(今ま
で診ていただいたことは) ありがたいことでした。
8

さようなら、親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいて姉妹たちに口づけを

おくります。
スール・マリー・T.
9

私はスール・ナティヴィテに、自分の年令のことで彼女のお母さまには手紙を書かな

いでくれと言われました。彼女は 27 歳くらいかあるいは 27 歳を過ぎたくらいだと思いま
すがどうですか。人の話では、彼女が来た時は 18 歳だったということです。スール・ナ
ティヴィテが作っているストッキングのために、彼女に青い綿糸を送ります。青い綿糸の
玉ひとつだけでは彼女には十分でなかったでしょう。ドレスはスール・ナティヴィテのた
めです。

566. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1825 年 3 月 9 日

イエスさま、私はあなたを愛したいのです。
親愛なる私の娘、
2

謙遜に秀でることなくしては、いかなる聖人も偉大な聖人になることは出来ませんで

した。そして、屈辱の試練を経ないでは謙遜に秀でる者となることは決して出来ません。
親愛なるドジテ、このことについては、今まではあなたには手心がくわえられてきました。
慈愛なる神さまはあなたの弱さを知っておいででした。今、神さまは、もっと厳しいけ
れどもより確かな道にあなたを入らせようと望んでおられます。親愛なる子供、試練に耐
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えぬいてください。そうすれば、あなたは極めて純粋な金のようにるつぼからでることに
なるでしょう。ロワイエール師は神さまがお使いになる道具です。この道具に敬意をは
らってください。動揺してはいけません。師はあなたが悪い聖体拝領と告解をしたとは
思っていらっしゃらない、と信じてください。それはあなたの傲慢をくじくための試練に
すぎません。傲慢は斧と棍棒で打ち倒さなければならない大きな木です。
3

もしあなたが屈辱を受けることがなかったとしたら、主があなたの仕事に与えてくだ

さる成功によって、あなたの救いは危ういものになっていたことでしょう。
「恵みの時、救
いの日が来た† 。
」ロワイエール師が、あなたが誘惑に同意しているとは思っていらっしゃ
らない証拠は、師がそのようなことについてあなたに話すことを望まれないことです。そ
れに、いちばんいいことは、そのことについて全然気にしないことだと思います。
4

謙遜に執着してください。謙遜をあなたの仕事としてください。あなたの過失を記し

てください。告白とか恥ずかしいクルプ (coulpe, 過失の告白) . . . などのような謙遜の実
際的な行為によって、過失について自分を罰してください。それはメール・サクレ・クー
ルの指導の下に行ってください。
5

あなたの過失をはっきりと見てください。本当に謙遜な人は自分の惨めさを甘受しま

す。自分の弱さに落胆しません。自分の弱さに驚きもしません。自分に出来ることは悪
だけだと思います。でも、神さまの助けにすべてを期待します。
6

謙遜によって、いつもへりくだった口調で話すように努めてください。命令的な口調

はしないでください。職務の義務によって戒 (いまし) める時でも、下手にでる話し方を
いつもしてください。偉そうな様子をすることなく、修道女的な態度をとってください。
このようなことがあなたが謙遜を獲得する助けとなるでしょう。人があなたにすること言
うことをよく思わないことを、受け入れてください. . . このような機会に進歩するように
努めましょう。それは霊的な取引においては「格好の状況」です。
7

さようなら、親愛なる娘、第三会があなたに慰めを与えてくれていいですね。彼女たち

を熱意の事業に慣らすように努めてください104 。神さまはこの選良の群れに計画をもっ
ておられます。神さまの計画に第三会の会員をこたえさせてください。彼女たちがいつ
か主の大きな計画を成し遂げることが出来るようにしてください。私は第三会の会員の皆
さまに挨拶をおくります、そして、私たちの主イエス・キリストにおいて、私の至愛なる
娘として彼女たちの長上を筆頭に、彼女たちすべてに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

†
104

編者註：イザヤ書 第 49 章第 8 節。
第三会の会員 (les Tertiaires)
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567. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 3 月 21 日

栄光の聖ベネディクト、あなたの子供の一人である私たちの修道会を守ってください。
2

親愛なる私の娘、あなたからお手紙をいただくことはいつも大きな喜びです。私の上

の娘たちは私の心の中ではかけがえのないと感じています。先日は、もしメール・サン・
ヴァンサンが、死亡とかあるいは他の出来事によって私から取り上げられるようなことに
なったら、こちらでは、古い人は私一人になってしまう、と考えたことでした。でも時々、
心から古い人を取り去る必要があると、私は感じています。結局私たちは神さまだけで十
分でなければなりません。そのようなことは極めて人間的なことだと感じていますし、ま
た、私たちの修道会には、肉にも血にも耳を傾けることのない強い魂が必要だとも感じて
います。私たちは使徒的精神をもたなければなりません、私たちの天におられる花婿を知
らせ、愛させなければなりません。それが世界の果てであっても、また未開の人たちの対
してであっても、私たちはその事業を行うことを喜びとするでしょう。
3

それにしても、親愛なる姉妹、長上の義務は何と大きいことでしょう。修道女を養成

するということ. . . 決して盲目的な愛情によって姉妹たちの進歩向上をおろそかにするよ
うなことがあってはなりません。愛徳をこめて魂の傷の手当てをしてあげましょう。で
も必要があれば、火ごてや火を当てることも恐れないようにしましょう。とりわけ、傲慢
を取り除きましょう。謙遜と従順を愛させ実行させましょう。そこに修道的精神のふた
つの支柱があります。必要がこれほど大きいこの時に、頭が悪くて役に立たない人がいる
ことがなんと嘆かわしいことでしょう。
4

マドゥモワゼル・ルベに会いますか。私はこの人が本当に欲しいです。マドゥモワゼ

ル・エヴリナ・ブデから手紙が来ますか。聖ヨゼフのお取り次ぎによって神の霊に満たさ
れた人たちをお願いしましょう。それはまた神の栄光のためです。私たちは生において
も死においても神の栄光のためにささげられています。
5

このかわいそうなスール・ナティヴィテには本当に悩まされます。この困った状態が

なければ、彼女はコンドムの寄宿学校に適任だったのですが。スール・サント・フォワの
話では、メール・エンマヌエルは、もし助ける人が誰もいなければ、病気になってしまう
だろうということです。スール・ヴィジタシオンは全く助けにはなりません。
6

私たちはスール・ジュリエンヌにはまあまあ満足しています。でも真の修道的精神を

彼女にもたせるためにはまだまだやることがあります。こちらには、用事のため外に出
る修道女のためのポストラント (postulante, 志願者) が 4 名います。スール・ジュリエン

787
ヌ、コングレガシオンの会員で力仕事に秀でているスール・リュース、裁縫の養成を受け
た若い農婦のスール・マルゲリト、それに魅力的な人であらゆる仕事に向いていて徳に満
ちたヴィルヌーヴのスール・フェリシテです。
7

スール・マリー・デ・ザンジュは今日から小さい子供たちの授業をします。他の授業

で邪魔をしていた 3 歳、4 歳あるいは 5 歳の子供たちです。彼女はそのことを喜んでいる
と思います。
8

親愛なる私たちのすべての娘たちに口づけをおくります。そして、私たちの主イエス・

キリストにおいて、私があなた方すべての姉妹に母の愛情を抱いていることを信じてくだ
さい。
スール・マリー・T.

568. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
メール・サン・テスプリの病状は前よりも悪くなっています。メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシ
オンは彼女のことを心配しています。彼女は最初の会員の一人ではないでしょうか。

+J. M. J. T.

1825 年 3 月 28 日

イエスさま、私の心の奥まで、あなたの苦しみの思い出を刻んでください。
親愛なる私の娘、
2

あなたと同じように私も親愛なるボンヌ・メール (bonne mère) の状態に大きなショッ

クを受けています。お願いですから、彼女の様子を頻繁に私に知らせてください。私は彼
女に焼灼器を当てて欲しいと思います。単なる発疱薬よりもはるかに効き目があります。
それに今は感染をなくすことが絶対必要です。それが極めて重要なことです。私たちは、
親愛なるこのメール (mère) を残してくださいますように、回復させてくださいますよう
に、心を込めて、ノヴェナ (9 日間の修業) を始めました。
3

勇気を出してください、親愛なる私の娘、私たちの悲しみは神さまからのものです、神

さまのみ旨を甘んじ受けましょう。十字架は選ばれた者の印です。それは選ばれた人が
記された刻印です。先日私は、病人は共同体にとって祝福の源であり、共同体の善のため
に、働いている何人もの人たちよりも多くのことをすると本で読みました。物事を信仰の
目で見ましょう、そしてマリアさまのように、十字架の下に「立って」いましょう。私た
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ちの甘受は私たちにより多くのお恵みを引き寄せますし、私たちを脅かしている災禍を遠
ざけることが出来るでしょう。甘受は徳の本当の印です。
4

外の用事をしてくれ、そして他の仕事もしれくれる姉妹をあなたが必要としているこ

とを私は感じています。こちらに寄宿学校に大変適していると思われる姉妹が一人いま
す。その姉妹をコンドムにおくることになれば、あなた方の所にはスール・アガトをおく
ることが出来るでしょう。こちらの姉妹たちが近く聖なる服を着ます。それは来月にな
ると思います。
5

布地の加工は 1 オーヌ† 20 ソル‡ で、それの油気を落としたり、また染めたりするのに

12 ソルです。それで 1 オーヌ 32 ソルかかります。
6

スール・ナティヴィテのためのベールを 1 枚と、ベールを大変必要としている姉妹の

ため他に 2 枚そちらに送ります。
7

親愛なる娘、この聖なる時期に、あなたがイエス・キリストと緊密に一致することを

願っています。その苦しみ、悲しみにおいてイエス・キリストに従いましょう。自分自身
に死にましょう。そうすれが私たちは、復活の大祝日にイエス・キリストと共に復活する
ことを期待することが出来ます。
8

お苦しみになるイエス・キリストさまのみ心において、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

569. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 3 月 29 日

イエスさま、私の心の奥まで、あなたの苦しみの思い出を刻んでください。
2

親愛なる私の娘、イエスさまはあなたをその外的苦しみにあずからせたいと望んでお

られるのです。ずっと前から、イエスさまはあなたに内的苦しみを味わわせなさいました
が、今は外的苦しみと内的苦しみを合わせることを望まれ、それもまた、私たちがイエス
さまの苦しみの記憶を新たにする時期にそれを望まれるのです。これは信仰の目には本
当の恩恵です。勇気を出してください、親愛なる私の姉妹、イエスさまは、病気のこの時
に、放棄、従順、服従、忍耐. . . の多くの行為によって、あなたを霊的に太らせることを望
んでおられるのです。私は、この病気が死に至るものではなく、神の栄光となることを期
待しています。あなたが、イエス・キリストにおいて復活するために、この病気において
†
‡

編者註：1 オーヌ =4 ピエ。1 ピエ =0.3048m。
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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全く自分自身に死ぬことを期待しています。あなたがもはやイエス・キリストの命、愛、
意志によってしか生きることがないことを期待しています。私の娘、イエス・キリストの
糧が天におられるおん父の意志であるように、この礼拝すべきイエス・キリストの意志が
あなたの糧であって欲しいと思います。
3

親愛なる姉妹、私は人に説きながら、私の肉体的な心はあなたが病気であることを知っ

て大変悲しんでいます。でも私は、神さまが私に与えてくださる十字架を受け入れたいと
思います。それは私が大切に思っている人を失うことの十字架のように思います。私は自
分が死ぬ前に、私の至愛なる上の娘たちが全部私のもとから去るのを見て、私のまわりに
は新しい姉妹たちしかいなくなるように思います。神さまは私の心のすべてを望んでおら
れます。神さまは私を打たれますが、それはそのご慈悲においてです。フィアト (Fiat)、
フィアト (Fiat)。
4

さようなら、親愛なる姉妹、イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・T.

570. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
アジャンのダルディ夫人は、いくつかの手紙の中で話題になる娘の母親です。この手紙を持って行くの
はその夫人です。事実、清貧の精神から、アジャンからボルドーへの手紙は多くの場合、幸便でアジャンに
送られ、トナンからもいつも幸便でボルドーの方に送られていました。ここではスイス行きの手紙のこと
で、カイエ神父が持って行くことになっていました。多分それらの手紙はスイス出身のスール・サン・ソ
ヴールとスール・ジュヌヴィエーヴによって書かれたものでしょう。

+J. M. J. T.

1825 年 4 月 8 日

神さま、私はあなたを愛します。
親愛なる私の娘、
2

ダルディ夫人がボルドーに出掛けられますので、この機会を利用して、あなたの手紙

に返事を書きます。もっと早くにあなたのお手紙がこちらに届かなかったことを残念に思
います。幸便の機会が何度かあることを知っていますので、私は、スイス行きのこちらの
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姉妹たちの手紙をトナンに送りました。でも幸便が遅くなって、カイエ師の出発までにそ
ちらの手紙があなたのところに届かないのではないかと心配しています。
3

「アニェス・ドゥ・サン・タムール (Agnès de Saint Amour)」104bis はおそらく 3・4 ヵ

月前からオギュスト氏のところにあると思いますので、その本を請求してもらってくださ
い。その本が行方不明にでもなれば私には大変残念なことですから。
4

スール・イニャスとスール・グザヴィエの話をメール・マリー・ジョゼフから聞いて

悲しい思いをしています、でも、私たちが完全無欠な姉妹たちをもてるだろうと思うのは
幻想でしょう。まだいくつもの欠点に陥りやすい人たちであっても、その人たちが本当に
それらの欠点を直したいと思い、またその結果として苦くてもその薬を飲むことを望むな
らば、その人たちを受け入れることが出来る、と聖フランソワ・ドゥ・サール† は言って
います。
5

もう長いことあなたからは、スール・プレザンタシオンのことについては何も聞いて

いません。
6

スール・ジョゼフィーヌのことですが、修道会をかわるためには教会の免除が必要だっ

たのではないでしょうか。そのことで、私からと言って、シャミナード師に話してくださ
い。聖心会 (Sacré-Cœur) は私たちと同じように、教会法的にはまだ承認されていないと
思います。そうでなければ、ローマにお伺いをたてなければならなかっただろうと思い
ます。
7

ボン・ペール (bon Père) からの提案がある前に、私たちは、人の言うことを聞かない

スール・アンジェールに授業の助手をさせようとしましたが、うまく行きませんでした、
彼女は授業中本当に落ち着きがなかったのです。スール・マリー・デ・ザンジュは、もっ
とましに授業をしています。そしてそのことで、彼女は晴れやかな気持ちになりました。
と申しますのも、彼女は何にも使ってもらえないと考えて、大変苦しんでいたのです。彼
女は、自分の誓願宣立についての話がないのを悲しんでいます. . . どうしたらいいもので
しょう。
8

アンジェールは書き方と計算を習いに行ったり、また、仕事をしにこちらに帰って来

たりしています。彼女には全く敬虔というものがありません。
9

さようなら、親愛なる娘、私たちのすべての姉妹たち、そして、娘たちによろしくお

伝えください。私たちの主イエス・キリストにおいて、またその愛のために、彼女たちを
慈 (いつく) しみます。
スール・マリー・T.
104bis

霊性の本
編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
†
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メール・サン・ヴァンサンはグラメニャックのお嬢さん方の脂壺を一杯にしていませ

10

ん、脂を売る日に余りにも遅く市場105 に行ったのです。彼女の方で脂壺を一杯にするよ
うにするでしょう106 。
私は助修道女になる人が現れることを大変喜んでいます。私たちは事業のために助修

11

道女が大変必要です。
ムラン師は近いうちに、メール・マリー・ジョゼフにお便りをなさるでしょう。私た

12

ちは神父さまにはちらっとしかお目にかかりません。神父さまはあなたにもお便りをくだ
さると思います。
あなたは、心の解脱、自分自身の軽視. . . などといったとても立派な努力をしていま

13

す。親愛なる私の子供、そうです、そうです、私たちは多くの他の人たちの世話をしなけ
ればなりませんが、自分のことも忘れないようにしましょう。聖人になりましょう、そう
すれば、私たちは多くのことをすることが出来るでしょう。本当の苦行を身につけるよう
に努めましょう。これが今日の私の決心です。このことについて、あなたと敬虔なデフィ

(déﬁ, 競争) をします。あなたが嫌悪感をもつことに驚いてはいけません。神さまはあな
たに功徳をつませるためにそれを許してくださるのです。

571. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 4 月 9 日

アレルヤ、イエスさまは本当に復活されました。
2

親愛なる私の娘、あなたの風邪が治ったことを大変喜んでいます、あなたの病気の苦

しみには心を痛めています。でも、親愛なる姉妹、私に分かることは、殆どすべての聖人
は健康には恵まれなかった、ということです。ですから、親愛なる私の娘たちが病気で苦
しんでいるのを見ても、そういうことで慰められます。この病気は神の栄光とあなたの救
いのためです。病気はあなたに、自分に死ぬこと、自己放棄をすること、従うことをわき
まえることを教えたことでしょう。その利点は小さいものではありません。勇気を出し
てください。私はそのことに神さまのみ旨を見ます。あなたの進歩向上と完徳のために
あなたにはそれが必要だったのです。親愛なる姉妹、あなたはそれを有効に生かしてくだ
さい。そして、この収穫の時、刈り入れの時を失わないでください。あなたの穀物倉を放
棄の立派な行いで満たしてください。恵みの時、救いの時期なのです。
105
106

la place (le marché)
アジャンは、農業地域の中心に位置していて、(動物性の) 脂の調達にはボルドーよりも便利であった。
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3

あなたの親愛なる娘たちは復活祭の時期をどのように過ごすのでしょうか。スール・

アポロニとスール・サン・テスプリはどうしていますか。私は、彼女たちが聖餐 (saint

Banquet) にあずからないのではないかと心配しています。あなたはスール・アポロニと
面談をもちましたか。私がトナンに行った時に、あなたが 3 ヵ月彼女とは面談をしていな
い、と彼女が言っていたのをあなたは知っています。私たちは、あまりよく行っていない
人たちに対してはより以上の気配りをしなければなりません。私たちの主は、99 頭の忠
実な羊をおいて迷った羊を探し求められます† 。さあ、重ねて申し上げますが、勇気を出
しましょう。あなたがたくさん苦行をすることを勧めます。ある人たちと面談をもつこ
とは確かに小さな苦行ではありません。しかしそれは私たちの義務です。それに至愛な
るおん方が私たちにそれを望んでおられます。
4

こちらの病人たちの具合はかなりいいです。スール・クロチルドは体の具合を大変悪

くしています。毎年の四旬節のつとめをしたことが彼女にはひどく悪かったのです。こち
らのポストラント (postulante, 志願者) たちは、5 月初旬に聖なる服を着けることになる
と思います。誰かスール・ジュリエンヌにドレス、ネッカチーフ、ベールなど. . . を着せる
ことが出来る人がいるかどうか検討してください。彼女のご両親はどうですか。もしあな
たが彼女のご両親が着せることが出来ると思うならご両親にそのことを伝えてください。
5

さようなら、親愛なる娘。あなたの忠実な母より。
スール・マリー・T.

6

親愛なるすべての私たちの娘たちに口づけをおくります。そして、彼女たちが霊的に

進歩向上することを強く願っています。
7

ボンヌ・メール (bonne mère)、私が手紙を出さないうちにあなたからのお手紙をいた

だきました。プレブスト夫人のための依頼ごとについては心を痛めています。その依頼
ごとは神父さまからだと思いますので、私から神父さまにそのことについて書きます。で
も、彼女はまだノヴィス (novice, 修練者) ですから、高価な薬はご両親の負担、とあなた
の方から言ってもいいでしょう。彼女が誓願者になったらそうではなくなります。
8

あなたのご両親のことでは心を痛めています. . . 私たちの犠牲を倍加しましょう。肉と

血に死にましょう。
9

どのスール・リュースのことか分かりません。こちらに外の用事をする姉妹が一人い

ますが、神父さまは彼女を知りませんので、彼女ではありえません。

†

マタイによる福音書 第 18 章第 10-14 節。ルカによる福音書 第 15 章第 4-7 節。
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572. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 4 月 23 日

イエスさま、私はあなたを愛します。
親愛なる私の娘、
2

トナンの親愛なる私の娘たちについては、もうずっと前から何も聞いていません。幸

便の機会がありましたので、この機会を逃さないで娘たちにぜひ一言申し上げたいと思い
ます。それは本気で自分の完徳に励むことの敬虔なデフィ (déﬁ, 競争) を娘たちとするた
めです。親愛なる私の娘たち、と申しますのも、そこに私たちが集まった第一の目的があ
るからです。ですから、私たちの聖なる会則の実践と適用によって、完徳に励みましょう。
3

私は、聖なる従順によって自分の意志に死ぬために気持ちを集中する、というデフィ

(déﬁ, 競争) をあなた方とします。ふたつの共同体のどちらが自分の意志に死ぬというこ
とにより早い進歩をするか、また特に、神のみ摂理が私たちのために按配してくださる日
ごろの小さな機会において、どちらの共同体がより以上の真実と熱情をもって、自分の意
志に死ぬように努めるかを見ましょう。日ごろの小さな機会とは、自分の好きな仕事をし
ている時に 3 度、4 度邪魔されるとか、自分が嫌いな治療法を受けさせられるとか言った
ような事柄です. . . 親愛なる娘たち、私たちの功徳を蓄積しましょう。毎日、私たちの冠
を飾りましょう。
4

スール・ナティヴィテに、マドゥモワゼル・マジョレルが彼女に貸した本を請求して

いると伝えてください。お願いします。その本はマドゥモワゼル・マジョレルのものでは
ありません。この件についてはできるだけ早く返事をください。私たちの主において私
にとってとても大切なスール・ナティヴィテはどうしていますか。また、他のすべての姉
妹たちはどうしていますか。私の娘たち、私たちは、イエスさまに気に入っていただくこ
と以外にすべきことがあるでしょうか。そのために私たちの魂を絶えず飾りましょう、こ
のようなおしゃれは許されています。
5

メール・アンカルナシオンはかわいそうに汗をかいて具合を悪くしています。こちら

の共同体では全員がこのように汗をかいて具合を悪くします。これは今はやっている病気
です。アジャンでも同じようなのかどうか知りません。スール・サン・サクルマンも汗を
出しています。神さまの前でこのかわいそうな姉妹のことを忘れないでください。彼女
の頭は相変わらず悲しい状態にあります。スール・アンヌは下剤を服用しました、具合を
悪くしていたのです。スール・ジュスチーヌは目に見えて衰弱しています。彼女は微熱が
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出ない日はありません。でも彼女の魂はしっかりしています。彼女の仕事場の役割を他
の人に代わらせることができません、つらいです。
6

スール・マリー・デ・ザンジュは 4、5 歳の小さな子供の授業をしています。彼女は小さ

な子供たちに囲まれて本当に喜んでいます。彼女には熱意があります。彼女は、今もスー
ル・ジュスチーヌと一緒にサクリスティ (sacristie, 香部屋) の仕事をしています。スール・
ナティヴィテに、若いナイス・ラフルカードが入会することを是が非でも望んでいると
お伝えください。ご両親が賛成してくださったのです。私たちは、彼女が 1、2 年後ボル
ドーに行けるかどうか見るために準備させます。彼女は大変陽気で軽薄なところもあり
ますが、しかしとても率直で、天国に行けるように生きることを望んでいます。彼女の活
発さはクララと似たところがあります。
7

さようなら、親愛なる娘、至愛なるおん方のみ心においてあなたに挨拶した後、あな

たとお別れしなければなりません。
8

「フェヌロンの伝記」をまだ受け取っていません。母のために、そのことを心配して

います。
スール・マリー・T.

573. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1825 年 4 月 26 日

親愛なる私の娘、
あなたの意向に従って、いそいであなたにご返事します。私は全くあなたと同じ意見で
す。年少のダルディを受け入れてはなりません。私は、年長の寄宿生と年少の寄宿生が一
緒にいるのを見ることにいつも大きな抵抗を覚えます。それは年少の寄宿生を毒するこ
とになるからです. . . 年少のダルディのことで私たちに提供されるような情報がある時に
は特にそうです。もし彼女が変わることがなければ、彼女が駄目にすることもありうる寄
宿生を失うことに、私たちは自らを責めなければならなくなるでしょう。何も言わずにあ
なた自身がマドゥモワゼル・ピカールに、ダルディは受け入れることが出来ないこと、ま
た、このような性格の人を適切に十分に監督するには、修道女の数が足りないという理由
を添えて毅然とした態度で返事をしてください。幾人もの人を失うよりは一人を失う方が
いいです。
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2

親愛なる娘、新たな悩みに対して勇気を出しましょう。これらの苦悩を終わらせるは

ずの冠、栄誉を思い描きましょう。私たちは聖人たちが歩いた道を歩いています。すべて
の聖人が大きな苦悩を通ったのです。ですから聖なる勇気を出しましょう。あと一飛び
すれば私たちは報酬を手にするでしょう。
3

昼食を 5 分遅らせるか、あるいは昼食の 5 分前に病人の食事を運ぶかなどする方がい

いことは疑いの余地のないことです。そして、すべての姉妹たちが一緒に朗読を聞き、一
緒に食事が出来るようにして欲しいものです。秩序がそれを求めています。もしあなた
方が私たちの給仕の仕方を採用すれば、ヴィジタシオンが夕食の前に台所に行く必要はな
いでしょう、あるいは少なくともごく短い時間ですむことでしょう。メール・サン・ヴァ
ンサンは他の人たちと一緒にしか糾明はしません。私もそうです。メール・サン・ヴァン
サンと私は、二人とも給仕をしてそして一緒に食べますが、他の人たちと一緒に食事を終
わっています。台所係 (cuisinière) — あるいは食料管理係 (dépensière) と言ってもいい
ですが — がお皿の中で肉をいくつかに切り、それを火にかけておきます。スープをいた
だいた後にそのお皿を持って来て出します。それはごく短い時間ですみます。次に二番
目の料理が来ますが、私たちはお皿はそばにおいておきます。すべての料理の品は温かい
ので全部食べます。それが胃にもいいです。それで前のように残り物が出ることはもう
ありません。
4

必要な場合を除いて、庭師が入って来ることを認めてはなりません、そして、いつも

あなたの許可を得てから入って来なければなりません。長上だけがこのような許可を与え
ることが出来ます。庭師の子供107 に読書させることは、神父さまが禁止されたと思いま
す。それに、その子供をサクリスティ (sacristie, 香部屋) に入れることはどんなにか不都
合なことでしょう。そちらの大司教さまがそのことを知られたらお怒りになるでしょう。
5

さようなら、親愛なる私の娘、私の心はあなたとお別れすることはできませんが、そ

うしなければなりません。私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方すべての人に
口づけをおくります。
スール・マリー・T.
6

私は手紙は焼却しますので、安心してください。

107

この地方の方言で drôle は子供 (enfant) をさす。
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574. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年 4 月 29 日

イエス・キリストが讃えられますように。
親愛なる私の娘、
2

機会がありましたので、この機会を利用して親愛なる私のスール・ルイ・ドゥ・ゴン

ザグとお話ししたいと思います。
3

私たちは聖母月を迎えます。修練院は聖母月を熱意をもって迎える準備をしているで

しょうか。ノヴィス (novice, 修練者) たちの心に聖母月の信心を芽生えさせ、育ててくだ
さい。マリアさまは私たちの母です。私たちはマリアさまのみ助けに修道会の目的達成
の希望をおきます。私たちはマリアさまのものです。ですから、マリアさまに対して子供
の心をもたなければなりません、母のなかでもいちばん優しくいらっしゃる母が私たち
にもたせてくださる信頼をもって、しばしばマリアさまにより頼まなければなりません。
マリアさまに対する信心は救いを予定されていることの印です. . . マリアさまに対する信
心をかき立てる何という動機となるでしょう. . . 天におられる私たちの花婿が大変愛され
るそのお母さま、そのお恵みの分配者とされたそのお母さまを愛することによってしか、
私たちは私たちの花婿の気に入ることは出来ません。
4

私は、あなたが修練院で何名かの人たちのことを知らせてくださったことに慰めを覚

えています。私はスール・サン・D. . . のことで心を痛めています。でも彼女に召命があ
ると思っている以上、彼女を支えてあげるために、また、最後には敵に打ち勝たせるため
に、何もおろそかにしてはなりません。
5

私たちは、あれほどの豊かさの後のあなた方の欠乏108 を笑うようなことはしません。

あなた方は用心して、潜心の中に、必要な日のために貯えをしていたことと思います。あ
なた方が溢れるばかりの豊かさの中にあった時と同じように、あなた方の大きな忠実さを
示してください。そうすれば、主はそのことによって賛美されるでしょう。
6

私が神父さまのお手紙を書き写してあるノートを、誰かを通してダヴィド氏にお願い

してくださいませんか。もしそれが紛失していなければ、私の方でぜひ欲しいと思いま
す。そのことで私に返事をください。
7

私は本修道会の創立を書いていますが私の流儀でやっています。私が大変簡潔な書き
108

カイエ神父はフランス東部およびパリに出掛けて留守が延びていた。
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方をすることはあなたもご存じです。私のいろいろな要理 (catéchismes) を神父さまかカ
イエ師にお見せしましたか。それは規則109 の一部として保存する前に承認をいただく必
要があるでしょう。ボン・ペール (bon Père) の生きていらっしゃる間を利用しましょう。
私たちはまあまあ元気にしています — ちょっと汗を出している何名かの姉妹を除け

8

ば — 。スール・サン・サクルマンは汗を出しました。メール・サン・ヴァンサンも床に
就いていれば汗を出すことでしょう。私の方はとても元気です。アレルヤが私に健康を
返してくれました。と申しますのも、この冬と四旬節の間、私は体の調子が大変悪いと感
じていました。私が私の健康を私たちの大切な修道会の善のため、神だけの栄光のために
使うことが出来ますように。
私たちもあなた方と共に聖ヨゼフの連禱を唱えます。私たちの主イエス・キリストに

9

おいて、ボンヌ・メール (bonne mère) をはじめとして、親愛なる私たちの娘たちに口づ
けをおくります。
さようなら、親愛なるゴンザグ、生涯を通して、また死後もあなたのつまらない母と

10

して。
スール・マリー・T.

575. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1825 年 5 月 2 日

マリアさま、あなたが私の慈愛なる母でいらっしゃることをお示しください。
親愛なる私の娘、
2

マドゥモワゼル・ピカールの手紙はあなたに送ることが出来ません。それらの手紙は、

私が焼却したのです。そのことで心を痛めています、あなたがそれらの手紙を求めている
のですから。でも、私は用心のためそうした方がいいと思ったのです。あなたはそれらの
手紙のおおよその内容は覚えていると思いますが。
3

第三会の会員のみなさんは、黙想をしたいということを私には全然言っていませんで

したし、私の方からもそのような提案はしていませんでした。そのことであなたが不愉快
109

要理 (catéchismes) : 本会において実行されなければならない内的生活、五つの沈黙について。浄化の
徳、祈りについて。一般的な誓願について。本修道会で実行されている、清貧、貞潔、従順、禁域、信仰と
キリスト教的生活習慣の教育の五つの誓願について。
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な思いをしたことを、残念に思います、そして、そのことで神さまが讃えられなかったと
いうことになれば、なおさらのことです。でも、他の人たちが私たちから離れていくとい
うことを、私たち自身のために生かしましょう。そして、私たちの進歩向上のために、こ
のようなちょっとした十字架と障害を大切にしましょう。
4

私はオーシュの司教さまに同意します。確かに、黙想を口実にして人を訪ねて来るな

どということはあり得ます。そしてそのようなことから、多くの不規則なことが出てき
ます。
5

ロテア氏のことはその後聞いていません。ボン・ペール (bon Père) からお手紙をいた

だきましたが、ロテア氏の健康状態については触れていません。こちらの病気の人たちは
まずまずの状況です。スール・メラニと体の具合がひどく悪いスール・ジュスチーヌはろ
ばの乳を飲んでいます。1 回の用量の乳を 4 人分いただきます。。用心のために、私もろ
ばの乳を飲むように言われています。私の具合はかなりいいです。
6

私はあなたがより大きな勇気とより大きな魂の力をもつことを願っています。神さま

の期待にこたえてください、そして、人には言わせておいてください。でも、人を憤慨さ
せないように優しく穏やかに行動してください。
7

さようなら、親愛なる姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなたに

ささげます。
スール・マリー・T.
8

私たちの娘たちに口づけをおくります。

9

メール・サクレ・クールは元気です。しかし、スール・サン・テスプリは死に瀕して

います. . .
彼女のために祈ってください。ローモン師はお留守です。この小さな箱をあなたに届け
るように師に頼まれました。

576. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.
私たちのために死んでくださった神さまの大切な証である十字架。
親愛なる私の娘、

1825 年 5 月 3 日
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2

あなたが親愛なる私たちの娘たちについて詳しく知らせてくださる事項が私にはとて

もうれしく思われます。私には、彼女たちが自分たちの完徳のために努めていることがよ
く分かります。これ以上に慰めとなることがありましょうか。と申しますのも、この唯一
の目的以外に私たちがなすべき何があるでしょうか。
3

こちらでの私たちの朝食は次のように考えなければなりません。それは、朝食を薬と

みなさなければならないということです。スール・アポロニは、スール・サント・フォ
ワと殆ど同じくらいの朝食の必要性があります。遠慮しないで、必要なものは彼女たち
に与えてやってください。彼女たちは会則を守ります、でも私たちは、必要なものを彼女
たちに与える自由をもたなければならないのです。ある人たちの魂は耐乏からは何も得
ません。そしてある配慮をしてあげることによってある人たちを変えることが出来ます。
こちらではそのことについては満足しています。メール・サン・ヴァンサンが先頭に立っ
てこのような配慮をしてあげています。あなたはそのことによってもたらされた変化に驚
くことでしょう。
4

こちらの着衣式は何日か延期されます。私たちはスール・ジュリエンヌには満足して

います。かわいそうなスール・サン・テスプリ。私は、彼女が天のパン (Pain céleste) に
あずかることが出来ないことを、本当に気の毒に思います。彼女に、そしてまた他のすべ
ての姉妹たちにもよろしくお伝えください。
5

ローモン師はお留守です。どこにいらっしゃるのか分かりません。トナンの方へ回っ

ていかれるかもしれません。
6

ボンヌ・スール (bonne sœur)、私たちの主イエス・キリストにおける私の心からの愛

情を受け入れてください。
スール・マリー

577. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
メール・ゴンザグはおそらくある悲しみ、ある心情的な落胆を味わったばかりなのでしょう。メール・マ
リー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、もし、メール・ゴンザグが信仰の光りに照らしてすべてを見ることが
出来れば、この出来事から引き出すことのできるプラスの面を彼女のために浮き出させています。メール・
アデルは彼女に、祈りに頼るように勧めます。

+J. M. J. T.

1825 年 5 月 11 日
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イエスさま、私をあなたの方へ引き寄せてください。
親愛なる私の娘、
2

私は可能なかぎりあなたの心の痛みを分かち合います。神なる花婿は、苦しみによっ

てあなたを浄化しようと望んでおられます。これはつらい道ですが、多くの聖人たちが
通った道です。このようなことにおける神さまのご意向は、私たちの貧しい心が苦い思い
しか見つけることの出来ない被造物から、私たちの心を離すことです。私たちが被造物に
慰めを見いだしていたとしたら、おそらく私たちの心は被造物に執着したことでしょう
し、私たちの愛情のすべてに値されるおん方から、いくらかの愛情を掠 (かす) め取った
ことでしょう。
3

この愛すべき師はまた、私たちの悪い心根をご覧になって、私たちを謙遜な者に保と

うと望んでおられるのです。神さまは、私たちが絶えず警戒することを望んでおられるの
です。さらに神さまは、私たちがより大きな信頼をもって、もっと頻繁に神さまにより頼
むことを望んでおられます。親愛なる私の娘、今あなたが置かれている状態では、何と多
くの徳の行為を実行することが出来ることでしょう。天国のために豊かになり、宝を積む
ことが出来ます。
4

神さまは、あなたの唯一の慰め手であることを望んでおられます。また神さまは、あ

なたが慰めのない信仰生活をすることを望んでおられます。そして神さまは、あなたに前
もって支払うことはなさらずに、永遠のためにそのすべての慰めを取っておられるので
す。すばらしいことです。親愛なる娘、ですから勇気を出しましょう。涙のうちに種をま
きましょう、そうすれば喜びのうちに刈り取れるでしょう† 。
5

神さまがそのようなことをお許しになるのは、それはまたあなたの娘たちの苦しみに

あなたが同情するためです。私たちの慈愛なる師にお任せしましょう、そして、師が私た
ちのために付けてくださる道に勇気を出して入っていきましょう。
6

私はあなたが歌わないこと、あるいは少ししか歌わないことを願っています。言葉を

使うもろもろの仕事で、あなたは極度の疲労に陥ってしまうでしょうから。
7

私はそちらに病人が何人かいるということを知って、心を痛めています. . . でも、勇気

を出しましょう。私は、ユーフラジが不健康であること、また、彼女のお父さまは肺結核
で亡くなったことを聞きました。ユーフラジの健康状態を注意深く見守らなければなりま
せん。そのことを、お医者さんとボン・ペール (bon Père) に話してください。
8

あなたの群れ (姉妹たち) のために祈ってください。聖人たちは、自分たちの言葉以上

に祈りに頼ったのですから。
†

編者註：詩篇 第 126 章第 5 節。
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9

さようなら、親愛なる私のゴンザグ、永久に讃えられ賛美され礼拝される天におられる

花婿のみ心において、とわに一致していましょう。私の子供たちに口づけをおくります。
スール・マリー
10

こちらの病人の人たちの具合はかなりいいです。メール・サン・ヴァンサンは吐剤 (と

ざい) を服用しました。胃の調子が悪かったのです。

578. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 5 月 15 日

マリアさま、あなたが私の慈愛なる母でいらっしゃることをお示しください。
親愛なるボンヌ・メール (bonne mère)、
2

あなたからのお便りがないので大変心配していました。私はトナンの私の娘たちに無

関心ではいられません。あなた方の体と魂はいかがですか。私は、親愛なる私の娘たちに
由来するすべてのことに関心があります。あなた方は聖霊のご降臨をどのように準備し
ていますか。私たちのために、修道会のために、私たちの事業のために、私たちは聖霊を
豊かにいただくことをどんなに必要としていることでしょうか。この神なる霊が、私たち
を照らし、私たちを燃え立たせ、使徒たちの例にならって私たちを新しい被造物に変え、
私たちを主の事業にふさわしい者とすることができますように。そのために、私たちを未
だに自分の奴隷としているすべてのものを、惜しみない心をもって打ち砕きましょう。使
徒は、偉大なる師の栄光と利益だけを求めるために、すべてから解脱していなければなり
ません。
3

親愛なるボンヌ・メール、自分をさらに高めましょう、自分から出ましょう、現世的

であることはもうやめましょう、新しい被造物となりましょう。私の気持ちはいろいろな
ことについて触れ、すべての人と話したいところですが、その時間がありません。でもあ
なた方が聖人になることを望んでいると申しあげる時間はあります。天の建物においても
らえるように、まだ原石のままのあなた方を研磨してもらいましょう。聖人たちの写し、
特に聖人の中でも聖なるおん方の写しとなるために、まだ形をなしていない原木のままの
あなた方に、のみと槌 (つち) をふるってもらいましょう。
4

高間においてあなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.
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5

ベロック夫人は汗を出していますが、食欲はありますし体の具合も悪くありません。

ちょっとした風邪です。

579. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1825 年 5 月 21 日

神なる霊、来てあなたの光で私たちを照らし、あなたの愛で私たちを燃え上がらせてく
ださい。
親愛なる私の娘、
2

私は、あなたと親愛なるあなたの群れ (姉妹たち) のすべての人が、聖霊を豊かにいた

だくことを願っています。聖霊が、使徒たちと同じように、あなた方を新しい被造物に変
えてくださいますように。あなた方の聖化と魂の救いの事業を辛抱強く続けるために、聖
霊があなた方を聖なる勇気で満たしてくださいますように。あなた方が、神の愛なる天の
火で燃え立って、この世のはかないすべてのものに対しては軽視の一瞥だけを向けなすよ
うに。あなた方が、私たちを集めている偉大な目的に常に満たされて、利己心と羞恥心に
もう負けることがありませんように。なぜなら利己心と羞恥心はしばしば顔を出してあ
なた方の貴重な時間を無駄にさせるからです。そして最後に、あなた方が勇気に満たされ
て、神さまがあなた方におこることをお許しになるすべての不愉快なこと嫌なことを堪え
忍びますように。
3

私たちは、使徒たちの模範にならって、私たちの神なる師の栄光と魂の救いのために、

必要とあれば、使徒たちと同じように殉教しなければなりません。修道生活は長い殉教で
あるはずです。でも、その栄冠を見てみましょう。しばらくしたら私たちはその栄冠を手
にするでしょう、あと一飛すれば私たちはそれを得るのです。勇気を出してください、親
愛なるアンカルナシオン。
4

ボン・ペール (bon Père) からのお手紙をいただいたところです。ボン・ペールは、あ

なた方のところにスール・スタニスラスとスール・ジョゼフィーヌをおくられるでしょう

— スール・ジョゼフィーヌは絵と刺繍が大変上手です —。病気になったスール・ジョゼ
フィーヌの回復を待つばかりになっています。なおボン・ペールは、彼女に託してスー
ル・ヴィジタシオンにオベディアンス (obédience, 移動命令書) を送りアジャンに戻され
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るでしょう。このことはまだ秘密にしておいてください、あなただけにこのことは言って
おきます。神さまもボン・ペールもあなたを忘れてはいらっしゃらないことがあなたには
分かりますね。
5

また私たちは、スール・アガトの代わりとして大変有能な助修道女を一人、あなた方

のところにおくることを考えています。私たちは、スール・ジョゼフィーヌをトナンにお
くることになると思います。トナンでは外の用事をする姉妹を一人必要としています。
6

親愛なる娘、平和があなたの心に来ますように、あなたの職務を勇気をもって耐え忍

んでください。正直に申しあげて私にも、私に負わされた責任を見て、失意の時がありま
す。私は時々嘆きます。でも、親愛なる姉妹、私たちは私たちの十字架を担わなければな
りません。神さまがそれを私たちに課せられたのです。私たちは私たちの職責に野心を
抱いたわけではありません、それを追い求めたわけでもありません。私たちは、私たちの
不足を確信しています。ですから私たちは、お恵みの助けによって、切望することもな
く、逆に、恐れていた私たちの義務の高さにまで、自分を高めることができると信頼しま
しょう。
7

気違いじみた想像の脅しに悲しまないでください。私はそのようなものは恐れません。

この種のものは今までにいくらでも見てきました。これはやり過ごさなければならない、
そしてまた、無視しなければならない狂気の時です。
8

こちらの病気の人たちはかなりいいです。さようなら、親愛なる私の娘。イエス・キ

リストにおいてあなたの忠実な母より。
スール・マリー・T.
9

ローモン師からあなたにと預った携帯用のホスチア入れがこちらにありますが、それ

は、私があなたに送るべきものです。師は、それをあなたに送るようにという以外は、私
たちに何の説明もしてくださいませんでした。こちらにはイゾールのための革の (刺しゅ
うの) 用具袋もあります。親愛なる私たちのすべての姉妹たちに口づけをおくります。

580. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.
聖霊、来て私たちを照らし、燃え立たせてください。

1825 年 5 月 27 日
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親愛なる私の娘、
2

明日は多少詳しい手紙をあなたに書く時間がないと思われますので、他の姉妹たちに

気づかれることなく今晩私の寝室であなたに手紙をしたためます。
3

「事を企てるのは人、成否を決めるのは神さま† 」です。先日、外の用事をする姉妹を

あなた方のところにおくることを考えていると申しあげましたが、雲行きが怪しくなりま
した。予想していた人は聖なる服を着けないことになるでしょう。彼女は家に帰ること
になるかとも考えています。すべてにおいて神が讃えられますように。私は彼女のこと
を大変惜しいと思います。彼女は管理の知識では貴重な人ですから。
4

起るかもしれないことをいろいろと思いあぐねないでください。その日はその日の苦

労で足ります‡ 。スール・スタニスラスは会則にとても忠実です。彼女は少し小心で、自
分の想像で自分が悩んでいますがその想像はただ自分を不幸にする類の想像です。それを
除けば、彼女は立派に修道生活に生きることを望んでいるようですし、ボルドーへの旅行
も彼女にはためになったようです。彼女は「財務のメール (Mère de Travail)」を立派に
やれると思います。彼女はものを見る目も確かですし、姉妹たちのこともかなりよく知っ
ていますので、助修道女の監督には向いています。いずれにしても、おそらくボン・ペー
ル (bon Père) が、彼女にするべき仕事を指示してくださると思います。
5

かわいそうな V. . . のことは出発までじっと我慢していてください。あなた方のところ

へ仕事のために何人かの有能な協力者をおくることが出来れば、と願っているのですが。
6

シャミナード師のコンドムへの旅行のことですが、カイエ師が留守していらっしゃる

間は、神父さまはおいでになることは出来ないようです。110 修練院はどなたの手に委ね
られることでしょうか。私たちにとっては留守にするということはとても難しいことで
す。いつも黙想者がいますし、コングレガシオンの集まりがありますので (私たちは毎日
曜日四つの集まりがあります)。ベロック夫人はベッドで汗を出しています。
7

もう少し神さまに信頼しましょう。神さまは、すべての被造物以上のことをしてくだ

さるでしょう。神さまが心の奥でささやかれる一言は、私たちのおしゃべりよりもはるか
に雄弁なものでしょう。神さまに希望をおく人は決して狼狽させられることはありませ
ん§ 。
8

最初の動きで行動したり、話したりしないように大いに鍛錬してください。これはと

ても大切な点です。それは多くの後悔をしなくて済むようにさせてくれます。平和のう
†

編者註：箴言 第 16 章第 9 節。
編者註：マタイによる福音書 第 6 章第 34 節。
110
カイエ師は、シャミナード師にパリでマリア会の法的認知を交渉することと、サン・レミの黙想を説教
することの任務を負わせていた。(L.C. 326)
§
編者註：イザヤ書 第 28 章第 16 節。
‡
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ちに自分を抑えてください。と申しますのも、
「心が動揺していては、ものをはっきり見
ることができない」からです。
9

スール・ヴィジタシオンの告解についてですが、告解はさせてください。ドゥ・カル

ディニャン師でもカステックス師でもかまいません。この神父さま方に出発の計画があ
ることをあなたがお話ししたのはいいことでした。
私はスール・マドレーヌの病気の状態は悲しく思いますが、彼女の魂の状態について

10

はうれしく思っています。私は彼女とスール・アガトに返事をします。
少し勇気を出しましょう、マ・ボンヌ・メール (ma bonne mère)。この 3 年は、あな

11

たにとって間違いなく功徳の大きな対象となるでしょう、そして、あなたのためにさらに
輝かしい冠を獲得してくれるでしょう。ただ善意だけをもってください。神さまはそれ
以上のことは要求されません。十字架は選ばれた者の宿命です。私たちはどうして十字
架を望まないわけがあるでしょうか。
あなたは偉大な聖人になれるでしょう、私はそう信じています。あと何日かの試みで
す、そうすればやがて主は私たちをその安息に入れてくださるでしょう。冬の後には春の
慰めがやって来ます。コンドムの修道院は十字架に遭遇すればするほど、それに耐えると
信じています。聖フランソワ・ドゥ・サール† は、カルワリオの丘の上に聖母訪問会の基
礎を築くことを望みました。ですから、このような岩の上で、コンドムの修道院はあらゆ
る風に対して堅固なものとなるでしょう。あなたの胸にある十字架像をしばしば、抱き締
めてください。イエスさまの模範にならって、あなたが十字架の上で生き、そして死ぬの
を望んでいることを明言しましょう。
物質的なことについては心配しないようにしましょう。小鳥を養ってくださるおん方

12

がご自分に出会うためにすべてを捨てた花嫁を滅びるに任せられるでしょうか。私は物質
的なことの心配はしません。
ボン・ペールのことですが、ボン・ペールに何かをしていただくということは考えら

13

れないことです。私はボン・ペールの事業がどういうふうになっているかを知っていま
す ...
神父さまが今なさっていることがお出来になるというのは、奇跡です。私たちが神父さ
まに助けていただけるなどと思うことは、大変間違ったことでしょう。でも神父さまは、
本当に父親の心をおもちです。それは私が請け合います。
こちらの病気の姉妹たちの具合はかなりいいです。私たちは「キリストの聖体」の祝

14

日‡ の木曜日に、二人の姉妹の着衣式を行います。スール・リュースとスール・フェリシ
テです。彼女たちのために祈ってください。彼女たちはとても元気です。
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
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さようなら、親愛なる娘、規則はモンフォールには送らないでください。規則を知ら

15

せることはできません。神さまのみ摂理にお任せしましょう。二人のドゥモワゼル111 の
ことについては、ポストラント (postulante, 志願者) として扱ってください、でも、会則
は読ませないでください。
自愛してください、親愛なる姉妹、そして、私があなたの愛する母であることを信じ

16

てください。
スール・マリー
メール・エンマヌエルにヴィルジニが黙想していること、そしてそれは、お恵みの驚

17

異であることをお伝えください。ヴィルジニは、神さまにすべてをささげています、そし
て、慰めに満たされているのです。彼女の健康はすっかり回復しています。彼女はパガ師
に総告解をしています。彼女にはもう気性の激しさはありません。大変静かで、神さまを
熱く愛し、世俗と被造物から完全に解脱しています。
なおメール・エンマヌエルにドロヴェ夫人が亡くなったことをお伝えください。彼女

18

のかわいそうな娘さんたちにとって大きな喪失です。
木曜日に、私たちはスール・リュースとスール・フェリシテの着衣式を行います。彼

19

女たちは健康で有能なそしてとても立派な人たちです。一人は力仕事が出来、もう一人は
裁縫が出来ますし、またベッド用品などをつくることが出来ます. . . その一人をあなた方
のところにおくることが出来るでしょう。

581. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.

1825 年 5 月 27 日

聖霊、来てください、来てあなたの神なる光で私を照らしてください。
2

親愛なる私の子供、あなたの手紙のことを考えながら、私はパッチの聖マグダレナ† の

ことを思い起こしました。聖人は幼少の頃から主への奉仕に召されましたが、神さまは大
111

オーシュの司教区の小さなモンフォールの町のメドゥモワゼル・シレール。彼女たちはその町に若い年
少の娘たちのための教育施設を創りたいと願っていた。この計画は、そこに汚れなきマリア修道会 (Filles
de Marie) の正規の第三会をつくるという条件で、1824 年にシャミナード師によって採用されたが実現され
なかった。(L.C. 319) この二人の姉妹のうち若い方は 2 年後の 1826 年に本修道会に入り、テレーズ・ドゥ・
ジェジュの修道名を取った。その修道名はメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンからもらったもので
ある。
†
編者註：パッチのマリア・マグダレナ (1566 年 4 月 2 日-1607 年 5 月 25 日)。ウルバヌス 8 世により
1626 年 3 月 8 日、列福、クレメンス 9 世により 1669 年 4 月 28 日、列聖。
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変つらいやり方で聖人を試すことを望まれ、聖人が、傲慢、不謹慎の誘惑、召命に対する
嫌悪の誘惑、信仰に反する誘惑、絶望の誘惑といった、あらゆる種類の苦しい誘惑にあう
ことをお許しになりました。この聖人は、以前よりは神さまの意にかなう者となってこの
恐ろしい嵐を脱しました。そうです、私の娘、誘惑によって試みられることのなかった徳
は、それが徳であるかどうかは分からないのです。
3

私はあなたが試練にあっていることを喜んでいます。そして、あなたがその試練を無

事脱することを期待しています。ただ、神さまの豊かなお助けをいただくために、忠実さ
を倍加しなければなりません。より以上の謙遜と、あなたの義務に対するより以上の几帳
面さをもたなければなりません。気持ちが向かなくても、感情がついていかなくても、し
ばしば神さまに頼らなければなりません。院長に対して心を広く開いてください。院長
にあなたの誘惑を隠さないでください。隠すことは新たな誘惑でしょう。それに、あなた
は嵐の後には静けさが来ることが分かるでしょうし、慰めが有り余るほど与えられている
こと、そして悪魔の面目をつぶして、前よりも優れた状態でこのつらい戦いから脱するだ
ろう、ということも分かるでしょう。
4

私たちは、今晩、親愛なるポストラント (postulante, 志願者) たちに黙想を始めさせ

ます。彼女たちは「キリストの聖体」の祝日† の木曜日に聖なる服を着けるでしょう。彼
女たちのためにたくさん祈ってください。こちらでも悪魔が攻撃をしかけています。で
も、悪魔は無視しなければなりません。悪魔を恐れることはあまりにも悪魔に敬意を表す
ことになります。
5

私たちのクラスはうまく行っていますが、人数がとても多いのです。コングレガシオ

ンの会員の人たちはよく助け合っています。これはマリアさまの事業です。と申します
のも、(マリアさまがなさるのでなければ) 被造物だけでは何もできません。
6

毎日曜日の朝、メール・サン・ヴァンサンは、サン・ティレール (Saint-Hilaire) — 1

リュー‡ 半のところにある — の娘さんや婦人たちの集まりをもっています。彼女たちは、
非常に熱心に神のみ言葉に耳を傾けています。メール・サン・ヴァンサンは、彼女たちに
ガスコーニュの言葉で話しています。またこちらには、裁縫のために何人かの田舎の娘た
ちが来ていますが上達が速いです。神さまは謙虚な人たちを愛されます。そうしてこの
ような人たちにこそ、神さまはその秘密を明かされるのです。聖なるセラフィーヌ、私た
ちも謙虚で謙遜でありましょう。そうすれば私たちは、神さまとそのみ心の奥底にある秘
密を見ることが出来るでしょう。
7

院長さまに、院長さまのご家族はまだ院長さまに会いに行かれないでしょう、とお伝

えください。ガリーグ夫人112 は、自分のご家族の一部の人たちと院長さまのご家族のと
†

編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
編者註：欧州に存在した距離の単位。地方により長さは異なるが、1 リュー ≑ 4km。
112
メール・M・デュ・サクレ・クールの姉妹、リュース・ディシェは 1811 年 11 月 12 日にフィリップ・
‡
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ころにおられます。ベロック夫人はとてもお元気です。日曜日と月曜日にコングレガシ
オンの集まりをもっています。
8

さようなら、親愛なる子供、私たちの主イエス・キリストとそのおん母において、あ

なたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
9

こちらの姉妹たちがあなたたちによろしくとのことです。私は、メール・サン・テス

プリを初めとして、トナンの姉妹たちに口づけをおくります。院長さまが病気だとの話を
聞いています。院長さまの様子をしばしば私に知らせてください。私は大変悲しい思い
をしています。

582. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
1825 年 3 月、シャミナード神父はカイエ師に、サン・レミの学校の教師たちの黙想を主宰することと、
パリでマリア会の法的承認を交渉することの二つの使命を託していました。
この承認は実現されようとしていました。サン・レミに赴く前に、カイエ師はボルドーに帰ることにな
ります。そのことによってシャミナード神父は、汚れなきマリア修道会 (Filles de Marie) の共同体を訪問
するために留守にすることが出来ます。

+J. M. J. T.

1825 年 5 月 30 日

聖なる三位一体、私はあなたを礼拝します。
2

親愛なる私の娘、私もあなたと同じです。私が気持ちの赴くままにすれば、毎日でも

あなたに手紙を書くでしょう、でも、いつも自分の気持ちを満足させるわけにもいきま
せん。
3

私は、マドゥモワゼル・ダルディに黙想が有益だとは思いません。彼女はひとつの場

所に長くいる必要があるでしょう。しかし、彼女が黙想することを望んで、その黙想が彼
女の魂に有益でありうるなら、私は彼女を喜んで受け入れましょう。でも、彼女をそちら
の寄宿学校に受け入れることは、私は望みません。私は絶対反対です。もし、メール・エ
ンマヌエルが彼女を受け入れることを望んでいるのでしたら、私の気持ちをメール・エン
マヌエルに伝えてください。そうでないのでしたら、彼女のことは話さないでください。
ガリーグ氏と結婚していた。
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4

ボン・ペール (bon Père) がおいでになる計画をおもちだということを聞きました。カ

イエ師が先にパリから戻られることになっていて — もう殆ど決まっている認可を受けて
から — それからボン・ペールがこちらに見えることになるでしょう。カイエ師はボン・
ペールが帰られたその後でサン・レミに行かれるでしょう。シャミナード師は、私たちに
会いに来ることが出来るように、カイエ師に、特別な任務をおびた旅行をさせておいでだ
ということがあなたには分かるでしょうから、親愛なるボン・ペールのことを不当に非難
しないようにしましょう。
5

昨日、スール・リュースとスール・フェリシテが聖なる服を着けました。昔日の私た

ちのしあわせな日々が思い出されました。二人は立派な人たちで、それぞれに個性があり
ます。
6

親愛なる私の娘、くじけないようにしましょう、忍耐しましょう。神さまの事業は、私

たちにおいても、時間をかけて行われます。神さまが私たちのことを我慢してくださるの
ですから、私たちも互いに我慢し合いましょう。私たちの落胆には傲慢が大きく入り込み
ます、それは確かです。今まで以上に神さまに頼りましょう。神さまは、私たちの弱さか
らその栄光を引き出されるでしょう。
7

ある日、聖ジェルトルード† が、ある長上が陥りやすい欠点から長上を開放してくださ

いと主に祈っていると、この欠点は、謙 (へりくだ) る理由と、よい決心をしばしば新た
にする理由を長上に与え、そしてそのことによって、神さまに栄光を帰する理由をも長上
に与えることによって、長上の魂に有益であるから、神さまはそれを望まれないとの答え
がありました。長上の欠点は目下の人がもっと深い信仰心によって行動するように、ま
た、被造物よりもむしろ神さまを直視するようにさせることにも、役立ちます。その利点
は小さくはありません。
8

世俗的なことが寄宿学校に入り込まないように努めてください。最大限の簡素さが保

たれるように努めてください。
9

お手伝いさんについては、私はカステックス師とは意見を異にします。私たちの神な

る模範の手本に倣うことを名誉としましょう。私たちの神なる模範は、仕えられるためで
はなく、仕えるために来られたと言われました。
庭師のことですが、賃金は上げないようにしてください、少なくとも大幅には。賃金

10

を上げることは欺瞞でしょう。あなたが毅然としているのを見れば、庭師も黙るでしょう。
ベロック夫人の病気は前よりも悪いです。汗をたくさん出しています。そして、咳が

11

ひどいです。夫人のために祈ってください。でも、危険なことは何もありません。こちら
では私たちは元気です。慈愛なる神さまはすべてを一度に送られることはありません。
そちらの牛は乳を出しますか。

12

†

編者註：ヘルフタのジェルトルード (1256-1301/1302)。神秘主義のひとり、ベネディクト会の修道女。
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13

ドゥモワゼル・ドゥ・モンフォールの方たちは、そんなに短い期間では会の精神を身

につけることはできないということでは私もあなたと同意見です。でも、もしそれが神さ
まの業であるなら、神さまはご自分の業を行われるでしょう。いつも良い模範を示すよう
に努めましょう、そして、必ずしも良い模範を示すことが出来ない時には、謙遜にそれを
受け入れましょう。主よ、あなたが私を謙虚にさせてくださったのは賢明なことです。
14

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたとすべての私たちの姉妹たちに口づけ

をおくります。
スール・マリー・T.
15

こちらには授業のために十分な玉もありません。あなたは、スール・サクルマンが私

たちのために玉を作ってくれていることをご存知ですね。そのことをあなたに言うだけで
十分でしょう。最近亡くなられたアジャンのカルメル会の修道女の方の死亡についての
回章を、あなたに送ります。私たちの姉妹が亡くなるような場合もこのようにすることを
私は望んでいます。
16

数日前、取り急いでお知らせすることがあって、フルトー氏にお手紙を差し上げまし

た。誰か人をやって、氏が私の手紙を受け取られたかどうか、また、私に返事を出してく
ださったかどうか確かめてくださいませんか。私はまだご返事を受け取っていません。

583. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 6 月 6 日

イエスさまは私の愛、私の喜びです。そして、イエスさまの十字架は私の楽しみ、私の
平和です。
親愛なる私の娘、
2

私は、あなたのことを大変心配しています。あなたからはお便りは全然いただきませ

んし、あなたが病気だとも聞いています。正直に申し上げて、私の心はつらい思いをして
います。と申しますのも、私の心は、親愛なる娘たちに対して愛情のこもった思いを抱い
ているからです。
3

こちらにも、悩み事があります。スール・リュ−スとスール・フェリシテは聖なる服

を着けましたが、スール・マルゲリトの着衣は見合わせました。このかわいそうな姉妹
は、彼女を不幸にする精神をもっています。経験によって、同じ精神をもって修道会に入
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る人たちがどうなるか知っていますので、私はその精神を恐れています。私もスール・サ
ン・ソヴールも、彼女に服を与える決断をすることが出来ませんでした。彼女は出ること
を望んでいました。一面では私たちもそれをよしとしたのですが、彼女は容赦を乞いに来
たのです。それで私たちは、彼女に自分を改める時間を少し与えています。彼女のために
たくさん祈ってください。それに彼女は大変ためになる人です。
4

親愛なる姉妹、召命が疑わしい人を共同体に入れることは、本当に遺憾なことです。残

念ですが、そのような人たちが私たちの修道会にいます。そのような人たちのために、私
たちは血の涙を流すに違いありません。それに私たちは、不適当な人を修道生活に認める
ということで、神さまの前で重大な報告の責任を負わなければならないでしょう。心情に
よってではなく、信仰によって行動しましょう。私たち全員が修道女になれるようによく
お祈りしましょう。そこに大切な点があります。それは自分に死んで、完全に神さまに属
する娘となることです。
5

親愛なるメール (mère)、自愛してください。あなたは私の言うことに従うことによっ

て、大きな功徳を積むことが出来るでしょう。神さまは、あなたの魂の善のためにそうす
ることをお許しになります。神さまはそのことにご自分の計画をおもちです。その計画
の中に入ってください、そうすれば、あなたはそこに進歩向上の大きな手段を見出すで
しょう。
6

あなたのお手紙を受け取ったところです。私たちはだまされていました。あなたが前

よりも具合が悪いことはないと分かって喜んでいます。主に感謝します。
7

ロワイエール師がいらっしゃらないことで、あなた方のために本当に悲しんでいます。

慈愛なる神さまがあなた方をお助けになることを期待しています。でも、特にある姉妹た
ちにとっては悲しい打撃です。でも、そこにもまた謙 (へりくだ) るべきものがあります。
神さまのみ旨がすべてにおいて行われますように。肉の助けに執着することなく、主に私
たちの信頼をおきましょう。主は、私たちの慈愛なる父でいらっしゃいます。主は、私た
ちが滅びるのをお許しにはならないでしょう。
8

こちらにネラックから来た、補佐修道女 (Assistante) のためのポストラント (postulante,

志願者) がいることを、あなたにお知らせしたかどうか覚えていません。彼女は、ドレス
の針子で刺繍もでき家事によく通じています。私たちは、彼女をスール・エリザベトと呼
びます。彼女は 22 歳で、大変分別があり、真面目な性格で、神さまに対する愛で一杯で
す。彼女は少し足がびっこ113 ですが殆ど目立ちません。私はボルドーに手紙を書きまし
た。スール・ユーラリ (ナイス・ラフルカード) は非常に活発ですが、性格はとても優し
いです。クララやスール・エリザベト・デジェールと少し似たところがあります。心がす
べて神さまに向くように祈ってあげなければなりません。
113

Elle pique その志願者は一方の脚がもう一方の脚より短い。
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9

親愛なるメール・サン・テスプリを初めとして、親愛なるすべての私たちの姉妹たち

に口づけをおくります。
。親愛なる私の娘、ナティヴィテはどうしていますか。彼女のこ
とが大変気に掛かっています。私は、彼女がすぐれた修道女になることを本当に望んでい
ます。彼女はそのお恵みをいただいています。彼女は招きを受けています。後は彼女が
それに応えるだけです。
さようなら、親愛なる娘、私はあなたに忠実です。

10

スール・マリー・T.

584. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年 6 月 11 日

マリアさま、あなたの子供たちを守ってください。
親愛なる私の娘、
2

親愛なる私の子供たちとお話しするのは、私にとってはいつも新たな喜びです。そし

て年長の子供たちと話をするのはさらに大きな喜びです。挨拶の言葉はこれくらいにして
本質に入りましょう。
3

新しいポストラント (postulante, 志願者) が入るのを聞きますと、その度に嬉しい思

いをします。私はまだ自分が「母」であることを感じます。私は、スール・マドレーヌ・
ドゥ・パッチの名前がとても好きです。私は親愛なるこの子供に、その保護の聖人† の神さ
まに対する愛と、その苦しみを愛することとを模倣するように勧めますし、聖人と同じ勇
気をもっていろいろな誘惑に抵抗するように勧めます。と申しますのも、この聖人はいろ
いろな誘惑をたくさん受けたからです。そのポストラントの話を私に聞かせてください。
4

私たちは近いうちに、スール・エリザベトをそちらにおくらなければなりません。彼

女の面倒を見る時間が私には殆どありませんので、出来るだけ早く出発させたいと思って
います。彼女はとても分別があり、神さまを愛するいい子です。彼女は裁縫、刺繍、そし
て家事にとても有能です。彼女は、3、4 ヵ月‡ 前からカタール性の風邪をひいています。
†

編者註：パッチのマリア・マグダレナ (1566 年 4 月 2 日-1607 年 5 月 25 日)。ウルバヌス 8 世により
1626 年 3 月 8 日、列福、クレメンス 9 世により 1669 年 4 月 28 日、列聖。
‡
編者註：原文では 3、4 日となっている。
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この風邪の間に、彼女には意志力があり、この意志力には、さらに磨きをかけなければな
らないだろうということが分かりました。つまり、私は気づいたのですが、私たちは傷の
手当てをする外科医にならなければならないということです。私は、第三会の会員が何人
か入ることを期待していますし、その人たちが立派な修道女になることを期待していま
す。と申しますのも、彼女たちはもうすでに立派な人たちだからです。
5

スゴンド・マンディブロンのためにたくさん祈ってください。悪魔が激しい攻撃をし

かけています。私は、スール・ジュリエンヌのための、神父さまのご返事を心待ちにして
います。スール・アニェスの具合はさらに悪くなりました。彼女が甘受出来るように祈っ
てください。
6

ベロック夫人は 1 ヵ月前から病気でしたが、今日サン・タヴィに発たれました。夫人

がサン・タヴィで健康を完全に取り戻すことを期待しています。
7

親愛なる私のゴンザグ、私はあなたが自分に死ぬ道にいるのを見ています。この道は、

本性にはつらいものですが、信仰の目からすれば貴重なものです。勇気を出してくださ
い。神さまは後の世のために報いのすべてを取ってくださっています。その報いは何と
すばらしいものとなるでしょうか。その時、あなたは利息を全く受け取らなかったこと
に、どんなにか満足することでしょう。その利息は資本を大きくしていることでしょう。
慰めのない信仰によって生きてください。祈りによって、聖なる聖体拝領によって、お互
いに助け合ってください。内的生活、信仰による生活、神さまの中に隠された生活、親愛
なる私のゴンザグがしなければならない生活は、このような生活です。
8

さようなら、私の親愛なる人。十字架にかけられたイエスさまにおいてすべてをあな

たにささげます。
スール・マリー
9

あなたにかかわりのある — いろいろな理由によって — 人の回心のために祈ります。

お返しにあなたも私のために祈ってください。そしてそのために、苦行を毎日 1 回するこ
とをあなたに勧めます。

585. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.
神さま、私はあなたを愛します。

1825 年 6 月 13 日
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親愛なる私の娘、
2

私の心は、私たちがお互いに励まし合い、そして助け合うために、あらゆる機会を利

用してあなたに一言申し上げたい願望に抗しきれません。そうです、親愛なる姉妹、神な
る師の後に従って、私たちの十字架を担わなければなりません。十字架は担わなければな
りません、それは避けることができません。ですから、しなければならないことなら、つ
らいことでも進んでしてください。
3

私は大変つらい思いをしています。スール・マリー・デ・ザンジュのご両親に手紙を

書いて、彼女を引取りに来てもらうようにとの、ボン・ペール (bon Père) からの伝言を
受けたからです。このかわいそうな子供が味わうことになる苦しみを思うと本当につらい
です。
4

スール・ユーフラジとスール・ヴィクトワールもボルドーから家に帰ることになりま

す. . . このかわいそうな人たちのためにどんなに祈らなければならないか考えてください。
5

こちらの親愛なるノヴィス (修練者) のフェリシテは乳房に大きなしこりができて、そ

れで大変苦しんでいます。私たちはそのことを悲しんでいます。彼女はとてもすばらし
い人なのです。
6

昨日こちらでは、授業を受けている子供たちの中の 8 名が初聖体を受けました。ロー

モン師が大変厳かに授けてくださいました。
7

親愛なる姉妹、勇気を出しましょう。私たちは一人で十字架を担ってはいません。神

なる花婿が私たちと一緒に十字架を担ってくださるのです。それも十字架の 4 分の 3 を
担ってくださるのです。親愛なるアンカルナシオン、もう一度私たちの勇気をかき立て
ましょう。永遠が、すべての疲れから私たちを休ませてくださるでしょう、永遠は十分に
長いでしょう、そしてその時、私たちの苦しみは軽いものに思われるでしょう。それに、
私たちは罪を犯しました。償いをしなければなりません。従って十字架は私たちの償い
です。
8

イエスさまとマリアさまにおいて、あなたと親愛なる私たちの娘たちに何度も口づけ

をおくります。
スール・マリー・T.
9

スール・アガトかスール・マドレーヌのためにドレス一着送ります。スール・サント・

フォワのためには次の機会に送りましょう。手違いで靴はトナンにいっています。小さ
い靴を私たちの方から送って、大きな靴を私たちのところに送ってもらいます。ベロック
夫人の具合はいいです。サン・タヴィに発たれました。
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586. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 6 月 14 日

神さま、あなたがお望みになることを私も望みます。
親愛なる私の娘、
2

あなたに一言書いて、私の気持ちを満足させます。私の弱い心は悲しんでいます. . . あ

なたも多分知っていると思いますが、スール・ユーフラジとスール・ヴィクトワールを、ボ
ルドーから家に帰します。こちらからスール. . . をボルドーにおくることになります。台
所の係を一人必要としているのです。それに私たちは、その姉妹の召命について、あちら
で決めていただけることを喜んでいます。私たちはその召命のことで大変困っているの
です。
2

スール・マリーのご両親に手紙を書くようにとの、ボン・ペール (bon Père) からの伝

言が私にありました。親愛なる娘、いずれにしても母としての心痛を感じなければなりま
せん。スール・マリー・デ・ザンジュのためにたくさん祈ってください。
。このかわいそ
うな姉妹は、いい子なのですがその言葉が害を及ぼしています。でも、本人はその認識が
ありません。それに、そのことを彼女に認めさせたり理解させたりすることが、なかなか
できません。ボン・ペールは、私がご両親に彼女を引取りにくるように手紙を書くことを
望んでおられます。彼女の方では大きな過失はないのかも知れませんが、彼女の存在が有
害であり得るのは確かなのです。全体の善が個人の善に優先しなければなりません。私
たちは、修道会が判断力に欠ける人たちを持て余しているのを見ています。そのような人
たちを修道会の中に増やすということで、私たちは神さまの前に、どんなに責任を取らな
ければならないことでしょう。姉妹たちの心が平静であるように、甘受できるように祈っ
てください。。そしてまた、祈ってもらってください。
4

スール・ドジテから頼まれている「ラ・ヴィ・ドゥ・フォア (la vie de Foy, フォワの

伝記)」、メール・サン・ヴァンサンから言われている 2 足の靴、それに靴をひとつ送りま
す。そのひとつの靴は、うっかりして不揃いのままそちらに送った 1 足の靴の一方とそろ
えてください。そうして、もうひとつの靴はこちらに送ってください。私たちがこちらに
あるひとつの靴とそろえます。
5

さようなら、親愛なる私の娘。イエス・キリストにおける忠実な母より。
スール・マリー・T.
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6

親愛なる私たちの姉妹たちに口づけをおくります、そして、彼女たちが主の平和をも

つように願っています。

587. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1825 年 6 月 21 日

イエスさま、私のすべて。
親愛なる私の娘、
2

あなたの近況を伝えに来てくださったあなたのお兄さまに幸便を託してあなたに一言

書きます。
3

今日は聖アロイシウス・ゴンザガ† の祝日‡ です。私はこの偉大な聖人に、親愛なる私の

群れ (姉妹たち) の全員がいつか天国で会えるしあわせをもてるように、祈りました。親
愛なる姉妹、これが私たちの目的です。ですから、このような希望を思い描いて、私たち
の勇気が堅固になって欲しいものです。惜しみない心をもって、十字架に上りましょう。
十字架は、私たちが天国に到達するはしごでなければなりません。もし私たちが十字架
の値を知っていたら、十字架が神さまの目には何に値するかを知っていたら、聖アンドレ
アと同じように私たちも十字架を愛を込めて抱擁するでしょう。
4

親愛なる私の娘、私たちはなんと信仰が薄いのでしょうか。少なくとも、信仰を生き

ることがなんと少ないのでしょうか。私はあなたが信仰に生きることを願っています。親
愛なる姉妹、私たちのすべての行いを信仰の精神に一致させるように努めましょう。そう
すればどんなに多くの過失を避けることができるでしょうか。
5

そちらの庭師の家の庭に面しているドアと窓が心配です。禁域に対する大きな不都合

と大きな不規則が起こり得るということを、あなたに断言できます。そのことをカステッ
クス師に話してください。そして、庭師の家には誰も泊めないようにしてください。断り
きれない訪問客がある場合は、町に部屋を借りた方がいいと思います。オーシュの司教さ
まがそのことをお知りになったら、そのことは禁域に反することだと思われるでしょう。
それは確かです。コンセイ (Conseil, 評議会) でこの項を読んでください。

†
‡

編者註：1568-1591、イエズス会会員。カトリック青年の守護聖人、伝染病罹患者の守護聖人。
編者註：6 月 21 日。
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6

スール・V. . . はどうしていますか。彼女の歯の痛みが頭に悪い影響をあたえているに

違いありません。彼女がこんなに長く、こんなに痛い思いをするよりは、歯が抜けるよう
ななんらかの水薬をつけさせた方がいいような気がします。
7

あなたの大切なお母さまの具合が相変わらず悪いと聞いてつらい思いです。(そのご病

気のために) あなたと一緒に楽しく過ごすことは殆どないのですから。イエスさま万歳、
イエスさまの十字架万歳。すべてのものからますます解脱しましょう。修道女は、もし神
さまのものであることを望むなら、自分の親、家族、それにすべての被造物に死んだ者で
なければならないことを思い起こしましょう。
8

親愛なる私たちのすべての娘たちに、心からの口づけをおくります。私はすべての娘

を愛します、娘たちが本当の修道女であることを望みます。
9

本修道会の徳について、私は日曜日のコンフェランス (conférence, 講話) をしました。

そして週の間、沈黙とコンフェランスの題材となった徳の努力をさせています。コンフェ
ランスの間、寄宿生たちの監督は誰がしていますか。
10

さようなら、親愛なる姉妹、イエスさまとマリアさまにおいて、私の心はあなたに忠

実です。
11

靴がトナンに送った靴と混ざってしまいましたので、そろえるためにこちらにお願い

します。

588. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1825 年 6 月 27 日

親愛なる私の娘、
私は、私の手紙を持っていく人の訪問のことであなたのために悩んでいます。その人は
第三会の会員のスゴンド・マンディブロンです。彼女は天使のような人です。私は彼女が
誠意のある人であることを知っていますし、また、彼女には慎重にそして控え目に行動す
るように言っておきますので、あなたはこの人を庭師の家に泊めてもいいです。でも、親
愛なるメール、将来はあなたの方で、庭に面したこのドアを仕切り壁で塞いでもらうよう
にして欲しいのです。私はそのドアが心配です。
2

あなたは彼女が付き添いの姉妹をつけずにメール・エンマヌエルと面談することを、許

可してもいいです。それは、彼女の魂の善のためだと思いますし、メールは召命のことで
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彼女を勇気づけることができると思います。彼女は私が欲しいと思っている人です。も
し彼女がもっと長く残れるようですと、彼女に黙想を勧めるところなんですが。私は、彼
女があなた方にとって迷惑でないこと、そして、平和と一致が乱されることが全くないこ
とを願っていますし、希望しています。
3

親愛なる姉妹、寛容さの中にも毅然とした態度をとらなければなりません。会則の正

確な遵守のためには毅然として、不都合のないことで、心を広くすることに役立つことに
ついては寛容に。願われることで許可できない時にはつらい様子で。明るい拒否は、時と
してしぶしぶの同意に勝ります。
4

親愛なるスール・フェリシテは、乳房にとても大きなしこりがあって激しい痛みを伴っ

ています。私たちはそのことが大変心配です。医者のベロック氏が視診と触診をしなけ
ればなりませんでした。氏は彼女に毎週下剤をかけて、膏薬をはり、丸薬を飲むように指
示されました。大きな甘受が必要です。彼女はまだ二十歳になったばかりです。彼女は
すばらしい人です。
5

メール・サン・テスプリが日に日に弱っています。彼女のために祈ってもらわなけれ

ばなりません。
6

私たちは、8 月の終わりにはボン・ペール (bon Père) にお会いすることができる、と

いう希望をもたせてもらっています。
7

親愛なる娘、私たちが別れてやがて 1 年になります。神さま、あなたにおいて私たち

がいつも一致していますように。私たちはあなたのために集まって、その後、あなたの事
業のために別れました。あなたの事業を完成させてください。
8

寄宿学校はどのような具合ですか。あなたは寄宿学校に満足していますか。その子供

たちを立派なキリスト者にするように努めてください。これが私たちの唯一の目的です。
9

親愛なる私の娘、ここまで手紙を書いていた時にあなたからのお手紙を受け取りました。

10

私としてもあなたをスール・V. . . から解放してあげたいと願っています。私はいつで

も喜んで、親愛なる私たちの修道院 (複数) をその苦労から解放したいと思うことでしょ
う。私は自分でその苦労を引き受ける方がいいです。
11

あなたの喜びのためではないのですから、あなたがメール・エンマヌエルとスール・

V. . . の代わりに応接室に行ったのは、よかったと思います。あなたの話はもっと短くて
済むと思いもします。付き添いの姉妹のことで申し上げますと、スール・ローズが嫌がっ
ても、また迷惑に思っても、安易に付き添いの姉妹なしに (面接を) 済ましてはなりませ
ん。彼女はそれを、自分の功徳にすることをわきまえなければなりません。そのようなこ
とから、(例外の) 乱用に門戸を開くことになるでしょうし、このとても大切な規則を、大
した規則ではないと見なすようになるでしょう。長上はいちばん忠実に会則を守らなけれ
ばなりませんし、生きた会則でなければなりません。
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メール・サント・フォワ114 の仕事の量から見て、時々、あなたが手紙に修道会の印を

12

押して115 封印してもいいと思います。すべてのオフィス (Oﬃces, 職務) を統括する長上
として、不都合はありません。
さようなら、親愛なる娘。あなたのよき母より。

13

スール・マリー
メール・サン・ヴァンサンからあなたによろしくとのことです。もしメール・ゴンザ

14

グがあなた方に与えられるなら、私もあなた方のために喜んであげましょう。それはとて
も大きなお恵みとなることでしょう。私としても反対するつもりはありません116 。ルロ
ワの薬のことですが、その薬は両親が望む寄宿生にだけあげてください。

589. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 7 月 3 日

神さま、あなたのすべてのお恵みに対して何をお返ししましょうか。
私の愛する、そして親愛なる娘、
2

私が私の心に従えば、しばしば筆を取ってあなたにお便りすることでしょうが、もっと

厳正な義務が、しばしば私の大好きな用事の時間を取ってしまいます。私にはどのように
時間が過ぎるのか分かりませんが、多くの場合、私には必要な時間の半分もありません。
3

私は創立の歴史を書き始めました117 。プチット・ソシエテ (Petite Société, 小さな会)

のことも忘れてはいません。と申しますのも、プチット・ソシエテは神さまが建物の最初
の石を形成するために使うことを望まれた、本源だからです。
4

私に来たたくさんの手紙を、とうとう焼却したことをあなたに申し上げましょう。手

紙がたくさんの場所を取って、もっと大切な書類のある程度の整理ができないでいたので
す。仮に神さまがなんらかの目的のために手紙を使うことを望まれる場合は、いちばん関
心のもたれる手紙のかなりの部分を、ローモン師が持っておられますから。

114

コンドムの霊性のメール (Mère de Zèle)
marquer (marquer du cachet l’Institut)
116
シャミナード神父はボルドーの修練長としてメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグをコンドムの霊生のメール
(Mère de Zèle) として提案した。(L.C. no.349)
117
創立の歴史は見つかってはいない。おそらく創立者の死後紛失したのだろう。
115

820
5

親愛なる姉妹、私たちの不断の不忠実にもかかわらず、私たちと、私たちの会の若い

姉妹たちの信仰心を支えてくださったことのために、私たちの至愛なるおん方に何をお返
ししましょうか。至愛なるおん方のお恵みが私たちを追いかけてきました。それなのに、
恩知らずなことに、私たちはそのお恵みにしばしば逆らったのです。今度は忠実と愛を倍
加して、その償いをしましょう。至愛なるおん方にささげることのできない犠牲はないよ
うにしましょう。主よ、話してください。私の心にあなたがお求めになるいけにえの名を
挙げてください。
6

私たちの娘たちはどうしていますか。4、5 日前に、スール・ドジテとスール・サン・

フランソワ宛ての手紙の入ったもので、紐で編んだ靴の小さな包みを受け取りましたか。
それは私が、私たちのフレール (Frère, 兄弟) の一人に託して送ったものです。また私は、

1 週間か 10 日前にスール・アポロニにも手紙を書きました。かわいそうなスール・ナティ
ヴィテはどうしていますか。私に時間があれば、彼女にも喜んで一言書きたいところで
すが。
7

親愛なる私の娘、勇気を出してください。長上の生活は十字架にかけられたものでな

ければなりません。私はあなた方に、
「カルメル山の聖母」に対する「サルヴェ (Salve)」
のノヴェナ (9 日間の祈り) をお願いします。金曜日に始めてください。奇跡を獲得する
ためです。ある姉妹についてのある事実が分かって、つらい思いをしています。それは非
常に重要なことで、また大変難しいことです。「カルメル山の聖母」の祝日† には、同じ意
向でご聖体を拝領してください。
8

イエス・キリストにおいて、私が愛するあなた方のすべての人に口づけをおくります。
スール・マリー

9

ネラックから来たポストラント (postulante, 志願者) は家に帰りました。健康が勝れ

なかったのです。

590. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.
イエスさま、あなたのために苦しむことを私に教えてください。

†

編者註：7 月 16 日。

1825 年 7 月 7 日
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親愛なる私の娘、
2

マンディブロンのことについては、私もあなたと同じように考えます。私たちは彼女

を試してみることにしましょう。彼女は誘惑に打ち勝っているように思われます。それ
から、ご両親には彼女しか残されていませんが、おそらく彼女に、自分を試してみる時間
を与えてくださるでしょう。それに彼女はとても立派な人で、幼少の頃から神さまのもの
となっており、ずっと無垢のうちに生きてきました。
3

そちらのポストラント (postulante, 志願者) たちのことですが、16 歳のポストラント

はもし本当に召命があるように思われるのでしたら、また、そのような考えを抱くように
なってかなりの期間が経っているのでしたら、彼女を受け入れるようにしてみてもいいで
しょう。でも、12 歳のポストラントは幼少過ぎます。もし彼女を寄宿生として受け入れ
たら、後で彼女を補佐修道女 (Assistante) にすることはできないでしょう。また、守衛の
娘が補佐修道女になることを望まないとしたら、誰が補佐修道女になることを望むでしょ
うか。スール・アントワネットのお父さまは守衛です。それに、私たちの修道会の補佐修
道女は私たちと同じです。ただひとつの違いは、補佐修道女は本修道会の目的による四つ
のメール (Mère) になれないということです。
4

あなた方の黙想に関してのスエージュ師のことですが、私は誰であってもこのような

若い司祭があなた方の黙想をさせに行くことを望みません。私はタイエ師にスエージュ師
のことをお話し申し上げました、タイエ師は、スエージュ師が黙想をさせに行くことは全
然望んでいらっしゃいません. . . 事実、思慮深い司祭だけが共同体に話をしに行くべきで
す。メール・エンマヌエルには私の方から手紙を書きます。私がすべて責任を負います、
私はメール・エンマヌエルの手紙は渡しませんでした。
5

かわいそうなスール・ヴィジタシオンのことですが、私たちは、このかわいそうな人

のために、本当に祈ってあげなければなりません。私たちは、彼女の祝日† に彼女のため
にご聖体を拝領したこと、また私は、私のかわいそうな子供たち、特に、苦しみの中にあ
る子供たちを忘れないことを彼女に伝えてください。
6

あなたがスール・ジュリのお父さまの家から 1000 フラン (の持参金) をいただくよう

にすると、(スール・ジュリの寄宿費) 50 フランを伯父さまが本当に続けて払ってくださ
るかどうか、私に知らせてください。でも、彼女の伯父さまはそのような約束をなさるで
しょうか。そのような約束を彼女のお父さまがされるのかどうかも私に知らせてくださ
い。と申しますのは、もし彼女の伯父さまが約束されるのでしたら、1000 フランをお願
いすることができるでしょうから。
7

ダルディのことは、休暇まであなた方のところに留めておくようにすることを私は願っ
†

編者註：訪問の祝日は、1263 年-1969 年の間は 7 月 2 日であるが、現在では 5 月 31 日。
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ています。と申しますのも、彼女の家族が大変困った状況にあるのです。男の子たちの寄
宿学校に、女の子たちを節度あるようにどのようにしておいておくことができるでしょう
か. . . 118 そのようなことをすれば、寄宿学校にも女の子供たちにも害を及ぼすことになる
でしょう。
ルロワの薬については、医者に意見を聞かないでその薬を与えることには、賛成でき

8

ません。第一に看護人の規則は医者の指示に従うことを命じています。それにお医者さ
んは、患者が自分勝手なことをしていると思われる時には、それほど熱心には治療してく
ださいません。
親愛なる姉妹、あなたの内的生活のために、自分のための時間を少し取るように努め

9

てください。あなたの決心を書いてください。神さまは、ご自分のためにささげられた時
間をあがなうことを十分にわきまえておられますから、その時間が無駄になることはあり
ません。長上は自分の進歩向上のために努めることによって、その娘たちの進歩向上のた
めにも努めるのです。
「聖なる父よ、あなたが私に託された人たちのために、私は自分を
聖化します† 」とイエス・キリストは言っておられます。私たちがさらによくなる程度に
応じて、神さまは私たちの働きを祝福してくださいます。それに、
「正しい慈善は自分か
ら始まる」のです。
メール・エンマヌエルに対して、愛撫の満足を自分に許してはいけません。それは、

10

隠された毒です。時としては、そうすることが本当の罪になることがあります。ローモ
ン師はそのようなことに大変反対されておられます。本性は大変弱いものです。私たち
を柔弱 (にゅうじゃく) にするようなものは、私たちは何も必要としません。私たちは愛
し合わなければなりませんが、仲直りをする119 ためとか、あるいは、抑圧したかもしれな
い心を広くするためとかいったような、ある特別の場合を除いては、抱擁とか手で触れる
とかで気持ちを表明することなく、愛し合わなければなりません。すべてにおいて慎みの
模範を示さなければなりません。
さようなら、親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけを

11

おくります。
スール・マリー・T.
メール・サン・ヴァンサンが床に就いています。彼女は汗を出しています. . . あなたは

12

小さな家を見に行くために外出したことをもし告解していなければ、それを告解しなけれ
ばなりません。メール・サン・ヴァンサンはあなたがある朝外出したと言いました120 。
118

ダルディ氏はアジャンのコングレガシオンの会員で小さな寄宿学校を経営していた。
編者註：ヨハネによる福音書 第 17 章第 19 節。
119
se rapatrier (se réconcilier)
120
禁域は従順の誓願に従属していたが聖座による禁域法の要求に従って実行されていた。
†
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591. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、メール・ゴンザグが感覚の夜と乾燥の試練の中にある
のを知って、花婿が永遠のために彼女のために取っておかれる報いだけを持つように、愛情をこめて彼女
を励まします。この手紙は、困難で身動きが取れなくなっているように思われるメール・アンカルナシオ
ンを助けるために、メール・ゴンザグがコンドムに派遣される前にボルドーで受け取る最後の手紙です。彼
女は 1 年後、アルボワの修道院創設の時に修練長の責務を負うことになります。彼女は同時に修道院の院
長になります。

1825 年 7 月 13 日

+J. M. J. T.
イエスさま、私たちのすべての心を燃え立たせてください。
親愛なる私のメール (Mère)、そして娘、
2

今日は殆ど時間がありませんが、私の心はあなたに一言申し上げることを願っていま

す。この一言はどのようなものでしょうか。私は私の心の娘が、花婿の礼拝すべきみ心の
中に隠れ、花婿だけを自分の秘密の打ち明け相手とし、一日の間に習慣的に至愛なるおん
方と話をし、惜しみない心をもって、そのおん方に犠牲をささげる用意を常にもち、自分
をその愛によって燃え尽きさせ、焼かれなければならないいけにえとみなす、内的生活の
娘であることを願っています。自分に死んだ生活、放棄の生活、神さまだけがご存じの生
活をして欲しいです。外目には、また被造物の目にはごく普通の生活、永遠にしかその報
いを期待しない生活であって欲しいのです。
3

メール・サン・ヴァンサンは汗を出しています。私の側には彼女しかいない今、もし

も彼女が本当に重い病気にでもなったら、私の心は甘受できないことでしょう。私は本当
にひとりになってしまうでしょう。と申しますのも、他の姉妹たちはとても若いですし、
もう私とは世代が違います。でもフィアト (Fiat !)、フィアト (Fiat !)
4

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方すべてに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
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592. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 7 月 17 日

私たちの母である聖マリア、私たちのために祈ってください。
親愛なる私の娘、
2

第三会の黙想がありますのであなたに手紙を書く時間が殆どありません。それに日常

の仕事が. . . でもこの機会を利用したいと思います。
3

私たちは 2 週間後の 8 月 1 日から黙想を始めます。そしてローモン師があなた方の黙

想の指導に行くことを決めておられます。ムラン師がおひとりで私たちの黙想の指導を
してくださいます。ムラン師からラコサド氏にいつものように泊めていただけるかどう
かあなたの方から聞いてくださいと頼まれました。
4

親愛なる娘、この黙想を利用して、私たちが全く新たなものとなるようにしましょう。

もう自我がないようにしましょう。自分に死ぬように努めましょう。修道女であるために
はそれが大切な点です。地上の花婿のために父や母のもとを去ります。天におられる花
婿のためには、それ以上のことがあってしかるべきです。それは自分と別れることです。
それが本当に聖なる花婿との契約を遂行するということです。この大きな真理を理解させ
るように努めましょう。これについてはいろいろと見当違いなことがあります。
5

スール・ドジテは、メール・サン・ヴァンサンの手紙をダッシュー師から受け取った

でしょうか。私は、師がその手紙を神学校で紛失したのではないかと心配して言います。
6

デュブラナ師がやっと司祭になりました。立派な司祭になることを期待しています。

師はカスティオネスの助任司祭に任命されました。ご親切なロワイエール師が少なくと
ももうしばらくはそちらにいてくださることになって良かったですね。
7

スール・メラニとスール・アニェスが体の具合を大変悪くしています。かわいそうな

スール・フェリシテもしこりに大変苦しんでいます。たくさんのひるにそこの血を吸わせ
ています。彼女は、それを心から甘んじて受けていて聖人のようですが、大きな苦しみの
中で死ぬだろうと自分で予期しています。私は聖なるおとめマリアのリボンを彼女に着け
てあげました。私たちは、「サルヴェ (Salve† )」と「アヴェ・サン・ジョゼフ (Ave saint
†

編者註：Salve, Regina, mater misericordiæ ; vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus,
exsules ﬁlii Evæ. Ad te suspiramus, gementes et ﬂentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis
post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
元后あわれみの母
元后、あわれみの母、われらのいのち、喜び、希望。
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Joseph† )」のノヴェナ (9 日間の祈り) をしています。
8

さようなら、親愛なる私の娘たち、私たちの主イエス・キリストにおいてあなた方す

べての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.
9

スール・ナティヴィテは、私からの短い手紙を受け取ったでしょうか。彼女からの手

紙と行き違いになりました。私は、彼女が言っていたような彼女のための手紙は受け取っ
ていません。
10

私は人の入れ替えの話は聞いていません。私が犠牲について話したのは一般論として

話したのです。

593. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 7 月 27 日

イエスさま万歳。
親愛なる私の娘、
2

ローモン師は、もし師が注文なさったスータンが出来上がっていたら、そして、馬車

に席があれば土曜日に出発されるでしょう。ご出発は、土曜日でなければ月曜日になると
思います。ですから、あなた方の黙想は月曜日に始めてください。私たちが時を同じくし
て黙想できることを嬉しく思っています。私たちが自分を完全に一新することができます
ように。
旅路からあなたに叫ぶエバの子、なげきながら、泣きながらも
涙の谷にあなたを慕う。
われらのためにとりなすかた、あわれみの目をわれらに注ぎ、
とうといあなたの子イエスを 旅路の果てに示してください。
おお、いつくしみ、恵みあふれる 喜びのおとめマリア。
†
編者註：めでたし
聖寵に満たされし聖ヨゼフよ、
主は御身の腕に休まれ、み守りのもとに育ちたまえり。
御身は、男の内にて祝せられ、
童貞なる浄配マリアの聖なる御子イエズスも祝せられたまう。
天主の御子の父とせられし聖ヨゼフよ、
罪人なる我らの家族、仕事、健康の心づかいの内にて終わりの日まで祈りたまえ。
しかして今も臨終の時も我らを助けたまえ。
アーメン。

826
3

かわいそうなアンジェリックのことは本当に気の毒に思います。私はあなたに私の返

事を送ります。あなたに負担がかかり過ぎているに違いありません。ある宣教師 (Mis-

sionnaire) の方が、何人かの人を推薦してくださいました。彼女たちは立派な人たちのよ
うです。その中の一人がトナンで黙想ができるように、私の方から頼みました。もし彼女
がふさわしければ、トナンで彼女に志願期をさせてください。そして、コンドムのための
要員を一人もてるようになった時、あなた方のために用意しているスール・アガトをそち
らにおくることができるまで、彼女はトナンにいることになるでしょう。と申しますの
は、コンドムには寄宿学校のこともありますし、またその他の理由もあって、養成を受け
た人がひとり必要ですから。この若い人たちは田舎の出で、仕事に慣れています。彼女た
ちは裁縫もできると思います。
4

私たちは心からスール・サン・テスプリのために祈っています。彼女に手紙を書いて

ローモン師に託しましょう。
5

さようなら、親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方すべての

人に口づけをおくります。親愛なるベロック夫人がお着きになりました。あなたのこと
をいろいろ話題にしています。
スール・マリー・T.

594. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 8 月 4 日

神さま、あなたに対する聖なる奉仕において、私たちを新たにしてください。
2

親愛なる私の娘、私の方からあなたに私の近況をお知らせしたいと思います。私はと

ても元気です。ローモン師が出発された後は熱は出ません。私はただ弱いだけです。これ
は、大変厳しい食事療法後の状態ですから避けがたいことです。私のこのちょっとした病
気はすっかり治りました。
3

神さまのお助けがあれば、私たちは月曜日に黙想を始めます。親愛なる娘、私たちが、

神さまに対する奉仕において、また、私たちの聖なる召命の精神において、自分を完全に
新たにすることができますように。私たちの召命の精神は何でしょうか。それは献身奉
仕の精神、熱意の精神、そして、天におられるおん父の利益と栄光を求めるための私たち
の個人的なすべての利益、すべての満足を放棄する精神です。イエス・キリストの模範に
従って、天におられるおん父のみ旨が私たちの糧でなければなりません。
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4

聖人になるように本気で取りかかりましょう。そして、私たちはまだ形をなしていな

い原木なのですから、神なる彫刻家と神さまがお使いになる働き手が私たちをのみと槌と
で削るのを、受け入れなければなりません。そうです、そこに私たちの目的と私たちの唯
一のなすべき事があるのです。
5

昨日、私は幸便で、親愛なるスール・サン・テスプリに手紙を書きました。彼女はそ

の手紙を受け取ったと思います。
6

さようなら、私の善良な娘。イエス・キリストにおいてあなたの忠実な母より。ロー

モン師に私の尊敬の気持ちをお伝えください。師が私たちのために祈ってくださいますよ
うに。
7

砂漠において私たちの姉妹たちに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

595. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1825 年 8 月 5 日∗

イエスさま、私のすべてとなってください。
2

親愛なる私の娘、私たちの黙想は来週まで延期されましたので、あなたに一言書くこ

とができます。それで、長いことこちらのニュースをあなたに知らせない、ということが
なくて済みます。
3

私は体の具合を悪くしていました。これが黙想の延期の原因となったのです。私は高

熱が 4 日続きました。それは、一種の頭のカタルから来るものでした。と申しますのも、
私は頭がはれて、大変ひどい頭痛に見舞われたのです。私は、ブイヨンもいただかない大
変厳しい食事療法をさせられました。おかげさまで熱が去りました。後は、ただ体が弱っ
ていて胃の具合が少し悪いだけです。そのほかは具合はいいです。それで、私たちは今度
の月曜日に黙想を始めることになるでしょう。
4

親愛なるアンカルナシオン、神さまのいとも愛すべきみ旨に従いましょう。神さまに

犠牲をささげるために惜しみない心をもちましょう。犠牲をますます多くささげること
を愛しましょう。私たちのすべてを神さまに犠牲としてささげることを、しばしば新たに
しましょう。私たちはもう私たちのものではありません。すべての資格において神さま
∗

1825 年 8 月 3 日付けの手紙として読む。
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のものです。神さまは私たちの父、私たちの至愛なるおん方、私たちの花婿、私たちの裁
き手、私たちの神、私たちの師です。私たちは私たちの存在の必要から神さまのものです
が、選択と愛によっても神さまのものでありましょう。神さまだけが、多くのものから選
ばれた私たちのすべてでありますように。この世の財産、楽しみは他の人のものです。イ
エスさま、イエスさまの十字架、イエスさまのみ心、イエスさまの天国、が私たちの相続
分です。主が私の分け前であり、私の遺産の部分です。私たちは、自分が十分な分け前を
もらわなかったと思えるでしょうか。
5

親愛なる娘、人を我慢すること、性格を我慢すること、非難されること、また、非難に

直面することを甘んじ受けること、これが、あなたの完徳の道、身分から来る殉教です。
この殉教はもうひとつの殉教に十分値します。頭に冠をいただき、手には棕櫚 (しゅろ)
を持って、いつか神なる子羊に従うことは何というしあわせでしょうか。
6

メール・エンマヌエルに対しては人間的な思惑はもたないでください。あなたがすべ

きだと思うことをしてください。彼女の非難は我慢してください。でも、慎重に人をいた
わらなければなりません。平和の善のために必要でなければ、他の善を犠牲にすることを
わきまえなければなりません。平和の善のために必要でなければ、他の善を犠牲にしなけ
ればなりません。でも、規則を守ること、良心に従うことは犠牲にしてはなりません。
7

ラコスト氏は、休暇の間娘さんを残すことを望んでおられます。そのことをどう思い

ますか。
8

さようなら、私の大切な、そして、愛する娘。私はあなたをカルワリオの上に残しま

すが好ましくない人と一緒には残しません。
スール・マリー・T.
9

親愛なる私たちのすべての姉妹たちに口づけをおくります。こちらの姉妹たちからも

よろしくとのことです。

596. コンドムの修道女、メダム・ドゥ・トランケレオン宛
革命の時、ドゥ・トランケレオン男爵の妹二人は、ブルイアン (コンドムの近く) のドミニコ会の修道院
にいました。その一人アンヌ・アンジェリックは誓願者で、もう一人のアンヌ・シャルロットはノヴィス

(修練者) でした。(そういうわけで、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、聖アンナと聖ドミニ
コの祝日† には彼女たちのためにご聖体を拝領していました。)

†

聖アンナの祝日は 7 月 26 日、聖ドミニコの祝日は 8 月 8 日。
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彼女たちの修道院の閉鎖の後は、彼女たち二人ともコンドムにいたようです。彼女たちは自分たちの家
で教育事業を続けていました。汚れなきマリア修道会 (les Filles de Marie) は寄宿学校を開いて、創立者の
叔母たちによって始められた事業を引継ぎます。
男爵の他の二人の妹は、革命の間、ずっとトランケレオンで過ごしました。姉のカトリーヌ・アンヌは、

1804 年 11 月 6 日城で亡くなりました (cf. L. AT. no2)。もう一人のマリー・フランソワーズ・エリザベ
トは、兄が帰ってきた時 (1801 年)、コンドムにいた先の二人の姉妹のところに行きました。

+J. M. J. T.

1825 年 8 月 5 日

親愛なる叔母さま方、
聖アンナと聖ドミニコの祝日には、神さまの前で叔母さま方を忘れませんでした。この
祝日の二日は私はご聖体を拝領しました。と申しますのも、この二日の祝日の間、私は、
体の具合を大変悪くしていたのです。私は顔と首がはれて、痛みがありました。私は、4
回の高熱が出て、ハーブティとパンのブイヨンの厳しい食事療法をしなければなりません
でした。今は少し体が弱っているほかは元気です. . .
2

私たちは、今日黙想に入ります。叔母さま方のお祈りをお願いします。私は、この黙

想が大変必要だと感じています。言ってみれば、私は黙想に渇いているのです。1 週間は
私にとって大変必要でありますが、私はまた、他の人たちのお世話もします。毎日「ア
ヴェ・マリア (Ave Maria)」を 1 回唱えてください。
3

私たちはデュブラナ師のために布類の小さな包みを準備しています。この布類は一部、

私たちの亡くなった姉妹たちが残してくれたものです。私は姉妹たちの魂の安息のためこ
の布類を師にあげます。
4

親愛なる叔母さま方、私の尊敬のこもった愛情を受け入れてください。
スール・マリー・T.

597. ボルドーのノヴィス (修練者) たち宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、メール・ルイ・ドゥ・ゴンザグのオベディアンス (obédience,
移動命令) のことは知っていました。というのは、メール・アデルはそれに同意したはずだったからです

(cf. L.C. no439 と L. AT. no588)。でも、その確認はもらっていませんでした。メール・アデルはノヴィ
スたちのつらさを理解し、それを分かち合い彼女たちに (何事にも) 惜しみない心をもった人であるように
勧めます。そして、彼女たちに祈りを約束します。
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+J. M. J. T.

1825 年 8 月 16 日

神さまだけを。神さまだけを。
親愛なる私の子供たち、
2

私の心はあなた方の心の悲しみによって血を流しています。メール・ゴンザグのオベ

ディアンス (obédience, 移動命令) のことを聞いて、私は大変驚きました。それについて
は、ボルドーから何の風の便りもありませんでした。神のみ摂理の計画を礼拝しましょう。
3

親愛なる私の娘たち、本修道会においては、毎日、私たちは、犠牲をすることのでき

る惜しみない心をもった人しか必要としないということを、知らされます。そのような人
たちは、肉にも血にも執着しません。事実そのような人たちは、神の栄光と魂の救いのた
め、従順が呼ぶところに駆けつけるために、絶えず自分を捨てることを知らなければなら
ないような使徒活動に向けられています。このような小さな使徒が形成されなければなら
ない修練院は、私たちの本性にはとてもつらいこれらのすべての交替によって、鍛錬を受
けなければならないのです。
4

親愛なる私の子供たち、私は本当に地上的です。あなた方のことを思うと、このよう

な出来事は私にはつらいことです。このことであなた方が悲しみの中にあることが本当
によく分かります. . . 私の心はあなた方の悲しみを分かち合います。そうです、親愛なる
私の娘たち、私が知っている人たちのそれぞれの必要が、私の頭の中にあります。私は、
それ以上のことは何もできませんので、ご聖体拝領の時に、それぞれの人の必要をイエス
さまにおささげしましょう。イエスさまが至愛なるおん方、あなた方のすべてであります
ように。誰もあなた方からイエスさまを取り上げることはできないでしょう。罪に対す
るオベディアンス (obédience, 服従) 以外のいかなるオベディアンスも、あなた方からイ
エスさまを奪うことはないでしょう。
5

さようなら、親愛なる私の子供たち、仕事のために、私が望んでいるよりも早くあな

た方とお別れしなければなりません。この世ではすべてが犠牲です。イエスさまに対す
る愛のために、犠牲の数を増やすことを愛しましょう。
6

メール (mère) の方たちも私の気持ちの表現を分かって欲しいと思います。近いうち

に、メール・スタニスラスに手紙を書きましょう。彼女には私のことを赦していただきた
いと思います。3 週間前に私が病気になって以来、時間が全然なかったのです。私は今は
元気です。
7

十字架にかけられたイエスさまのみ心において、もう一度あなた方に口づけをおくり

ます。私はイエスさまのみ心の中にあなた方のすべての心をゆだねます。
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スール・マリー・T.
8

こちらの助修道女の小さな修練院はうまくいっています。

598. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 8 月 16 日

生きるにしても、死ぬにしても、私のすべては救いの主のものです。
親愛なる私の娘、
2

この大切な、この愛すべき黙想が終わりました。私はこの黙想は立派に行われたと思

います。沈黙、潜心、几帳面さは完全なものでした。すべての姉妹の心には、修道女であ
ろうとする十分な心構えができています。でも、十字架はどこにもあるものですから、私
も大変つらい十字架を持っています。かわいそうなマリー・デ・ザンジュのことです. . . ご
両親が間もなく彼女を連れにくることになっています。つらい日々を避けるために、その
ことは、その時になるまで彼女には言わないでおくつもりです。このかわいそうな子供は
何故なのか理解することができないでしょう。と申しますのも、彼女は立派にやっている
と思っているのです。事実、彼女はできる限りのことをしています。彼女は自分の不足
も、自分の能力のなさも分かっていません。主がこの耐えがたい時と犠牲を和らげてくだ
さいますように、祈ってください。慈愛なる神さまが、その十字架から私たちが利益を引
き出すことができるようにしてくださいますように。
3

かわいそうな N. . . も、とてもつらい十字架です。彼女は頭の具合がよくありません。

でも都合のいいことに、彼女は仕事には大変几帳面です。それで私たちは彼女に刺繍をさ
せたり、玉を作らせたり、楽しい作品を作らせたりしています。そのことが彼女の心を和
らげています。
4

スール・N. . . は誓願も立てていません。親愛なるメール (mère)、私たちは人を受け入

れる時、どんなに気をつけなければならないことでしょう。私たちは、ふさわしくない人
を長く留めておかないように気をつけなければなりません。あなたがおっしゃるように、
間違った親切によって、犠牲者をつくることになります。私たちの慰めのために申し上げ
ますが、ヴィルレアルから来られた黙想者の話によりますと、アンジェリック・アレキサ
ンドリーヌは非の打ち所なく振舞っていて、毎日ご聖体をいただき、行いも模範的で、健
康にも大変勝れているということです。
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5

スール・N. . . は黙想以来動揺しています。説教が彼女に恐怖を抱かせたのです。彼女

はすばらしい人なのですが、頭が弱くて配慮してあげる必要があります。私が、人を導く
術を心得ることができますように、慈愛なる神さまに祈ってください。人を導くというこ
とは術中の術です。
6

黙想の成果として、私たちは内的精神を失うことのないように、ちょっとした取り決

めをしたことを申し上げましょう。受付に伴うもろもろの外の仕事で、スール・アンヌの
救いが危険にさらされているように思われました。それで彼女は、午前中だけ受付の仕事
をすることになるでしょう。そして午後は、スール・メラニが受付の仕事をすることにな
ります。彼女たちは、応接室かその近くに控えていることになります。走り回ることで呆
然とすることがないように、ポストラント (postulante, 志願者) のひとりを鐘の音で呼ん
で、包み、果物などを取りに来てもらい、それを運んでもらうようにします。利点がふた
つあります。受付で人に我慢をさせないようにということと、過重な負担で内的精神を失
わせたり、沈黙を破らせたり. . . などしないことです。通常は応接室にいる時間は 15 分だ
けです。付き添いの姉妹は、個人的なちょっとした対話を避けるために、訪問を受けた姉
妹と一緒に出ます。スール・A. . . は、しばしばこのようなちょっとした個人的な対話を
していました。この姉妹は、自分の行いを改める善意をもっています。彼女は黙想中、何
日間か熱を出しました。彼女は体の具合を悪くしています。スール・アニェスとスール・
メラニも体の具合がよくありません。私の方はかなり元気です。
7

親愛なる姉妹、私の心はあなたの心に気持ちを吐露して、慰めを覚えています。私た

ちが友情を結んで 20 年になりますね. . . スール・サン・テスプリによろしくお伝えくださ
い。私は、しばしば彼女のことを考えています。神さまの前で彼女のことを忘れないでく
ださい。すべての姉妹によろしくお伝えください。姉妹たちには、手紙を書けるように
なったら、お便りしましょう。彼女たちが私を赦してくださいますように。私には仕事が
たくさんあるのです。イエスさまにおいて、すべての姉妹たち、特に、彼女たちの院長さ
まを愛します。

599. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
メール・ルイ・ドゥ・ゴンザグは、コンドムの彼女の新しい共同体に赴くために、彼女を待っているア
ジャンに立ち寄ることになっています。

+J. M. J. T.

1825 年 8 月 18 日

833
神さま、あなたのすべての恩恵に対して、私は何をお返ししましょうか。
親愛なる私の娘、
2

私たちは、メール・ドゥ・ゴンザグの到着を今か今かと心待ちにしています。彼女は

土曜日にここを発ちますし、また、彼女とは話し合わなければならないことがたくさんあ
りますので、あなたに前もって手紙を書きます。
3

神さまは本当に慈愛深くいらっしゃることを認めてください。あなたは、あなたの長上

職を助けてもらうために、あなたの親切な助言者となってもらうために、そちらのポスト
ラント (postulante, 志願者) たちのために、会則のために、優秀な霊生のメール (Mère de

Zèle) をもつことができて、しあわせです。あなたもご存じのように、このメール (mère)
は生きた会則です。彼女は本修道会でいちばん優秀な人だと私は思います。ですから、私
は、コンドムの修道院が立派に改善されると期待しています。
4

サント・フォワとヴィジタシオンの二人のメールが、あなたのところから去ります。あ

なたはメール・サント・フォワのことは残念に思うでしょうが、メール・ヴィジタシオン
が去って、あなたはつらい十字架の荷を下ろすことになるでしょう。こちらで、彼女が良
くなりますように。
5

メール・ゴンザグは貧しい人たちの教育をすることになるだろうと思います。あなた

はすべてにおいて彼女を当てにすることができます。それに彼女は、源泉から来るので
す。1 年前から、彼女は源泉で121 本修道会の精神を身にしみ込ませているのです。でも、
彼女にあまりにも大きな負担をかけてはなりません。貧しい人たちのためには他の人がい
ればいいのですが。でも、他の人は見当たりません。ボン・ペール (bon Père) が来月来
られます。
6

マドゥモワゼル・マルカシュスの手紙をあなたに送ります。私は彼女から、マドゥモ

ワゼル・ゾエ・ベルガリグについての情報を得ました。彼女からの情報に従って、メー
ル・サン・ヴァンサンと私は、あなたがマドゥモワゼル・ゾエ・ベルガリグを、彼女がい
ただけるものと一緒に引き取って志願期をさせるべきだと考えています。彼女がいただ
けるようなものは、あなたの方から私たちに知らせてくださいましたが。
7

さようなら、親愛なる娘、私は仕事に忙殺されています。私たちのイエスさまにおい

て、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
8

私の健康状態はかなりいいです。胃の方は相変わらず少し具合が悪いのですが。でも
121

シャミナード神父のお膝元であるボルドーの修練院で。
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これはいつもの病気です。スール・ジュリエンヌはまだポストラント (postulante, 志願
者) にすぎませんが、助修道女のポストラントとしてそちらにおくります。スール・フェ
リシテを除けば、こちらにいる人のなかでは、彼女がいちばんあなた方の修道院に適して
います。スール・フェリシテならもっとよかったのですが、彼女は、乳房のしこりがまだ
治っていません。メール・ゴンザグがポストラントたちの指導を引き受けることができる
でしょう。

600. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
スール・セラフィーヌは、8 月 15 日の祝日† のためにメール・ドゥ・ラ・コンセプシオンに花束を送りま
した。ばらとすみれの花束でした。メールは、彼女に感謝しながら、そこから、スール・セラフィーヌのた
めに謙遜の教訓を引き出しています。

+J. M. J. T.

1825 年 8 月 20 日

イエスさま、私のすべてはあなたのものです。
親愛なるセラフィーヌ、
2

あなたが私にくださった、つぼみのきれいな花束のお礼を申し上げるために、いそい

であなたにお便りしています。私は、このばらとすみれが大好きです。特に、私はすみれ
に、ある魅力を感じています。悪魔は、あなたの心のなかでののしりの声をあげたいので
しょうが、私はそのののしりの声に驚きません。悪魔はこのすみれの色が好きではありま
せん。でも、私の子供、あなたはその色を大切にしてください。その色を決して失わない
でください。謙遜なしでは、いかなる堅固な徳もありません。絶えず、自分を軽視するよ
うに励んでください。あなたが黙想する時、いつも謙遜を思い起こしてください。あなた
のすべての黙想がいつも謙遜にまで行きますように、そうすれば、あなたが短い期間で進
歩することが分かるでしょう。被造物からの尊敬を避け、これを軽視することは謙遜の努
力から生まれます。というのも、神さまのために造られている人間にとって、被造物から
の尊敬に執着すること以上に価値のないことがあるでしょうか。被造物はしばしば、全く
値しない人に対して尊敬を惜しまないのです。と申しますのも、人間は外面しか見ないか
らです。でも、神さまは内面をご覧になります。外面が光っているのに反して、内面はし
ばしばすっかり腐っています。
†

編者註：聖母の被昇天の祝日。
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3

神さまだけを、神さまだけを。神さまは、修道者的な人間のすべてです。修道女が奉

献された後は、そのすべての行いは神さまにささげられているのですから、神さまとかか
わりのないことはすべて盗みです、とあなたはいみじくも言っています。私はそれに「冒
瀆的盗み」と付け加えます。このことについて真面目に反省しましょう。
4

親愛なる姉妹たちが木曜日 2 時、元気で到着しました。彼女たちは、今朝、コンドムに

連れていくスール・ジュリエンヌを伴って、ここを出発しました。彼女たちは、修道女を
一人こちらから連れていくように指示されていたのです。スール・ドゥ・ジェジュも彼女
たちと一緒に行きました。メール・サント・フォワとメール・ヴィジタシオンは、月曜日
にこちらに戻ってきます。
5

さようなら、親愛なる娘、スール・サン・テスプリを初めとして、すべてのメール (mère)

とすべてのスール (sœur, 姉妹) に口づけをおくります。神さまだけにすべてをささげて
ください。神さまがトナンの小さな修道院において、愛され讃えられますように。
スール・マリー・T.

601. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 8 月 22 日

神さまだけを。
親愛なるメール (Mère)、
2

私は、トナンの親愛なる修道院に挨拶をおくるために、この機会を逃したくありませ

ん。私たちは、メール・サント・フォワとメール・ヴィジタシオンを迎えたところです。
私たちは自分の番に従ってそれぞれコングレガシオンの面倒を見ます。私のために祈っ
てください。と申しますのも、私は、スール・ヴィジタシオンのことで苦労することにな
るでしょうから。彼女は外に出かけていくべきではないように私は思います。でも (コン
グレガシオンの会員は、) 声を大にして彼女を請求するでしょう。私に指導の仕方を示し
てくださいますように、神さまに祈ってください。
3

親愛なる娘、神さまに気に入っていただくことだけを求めましょう。それが私たちの

大目標でありますように。私たちの娘たちの救いのため、さらには隣人の救いのために、
絶えず犠牲となれるようにしていましょう。私たちの修道院で犯される罪の、償いの式を
しばしばしましょう。この罪はおそらく私たちの過失によるものです。私たちの花婿に
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対して私たちが犯す不忠実、また、私たちの娘たちが犯す不忠実の償いの式をしばしばし
ましょう。毎晩寝る時に、私たち (個人) の痛悔の祈りを唱えた後、私たちの共同体の罪
のために、痛悔の祈りを 1 回唱えることをあなたに提案します。
4

一日のうちであなたができる時に、少し祈るためにいくらかの時間を取ることを、私

は願っています。ボン・ペール (bon Père) は、長上がこのようにすることを本当に願っ
ています。他の人に多くの時間を与えている私たちは、自分が完全に枯渇してしまわない
ために、自分のために時間を取る必要があります。それに、祈りの中でこそ私たちは、神
さまに種々の必要をお頼みすることができるでしょう、またそのことによって、時には、
私たちは言葉ですること以上のことをすることができるでしょう。
5

メール・サント・フォワによれば、コンドムの寄宿学校は大変うまくいっているとい

うことです。子供たちの中に、大変あつい信仰心があります。特にイゾールは大変敬虔深
い子供です。
6

そちらの方から幸便があることを期待して、そちらのボルドーのための手紙を送りた

いと思います。イエスさまの聖なるみ心において、院長さまをはじめとして親愛なる私の
娘たちに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
7

特に私の年長の娘、メール・サン・テスプリによろしく伝えてください。慈愛なるイ

エスさまが、苦しみにおいて彼女を支えてくださいますように。こちらの病気の姉妹たち
はどうにかやっています。

602. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
シャミナード神父の最初の意向は、コンドムにふたつの異なった共同体をつくることでした。ひとつは
寄宿学校のために、もうひとつはコングレガシオンと無料の授業のために (cf. L.C. no247-248)。ふたつの
事業は最終的には同じ建物の中にまとめられ、ひとつだけの共同体に委ねられました。寄宿学校が、他の事
業の運営を経済的に保障しなければなりませんでした (cf. L.C. no253)。

+J. M. J. T.
イエスさま、私のすべて。

1825 年 8 月 24 日
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親愛なる私の娘、
2

目的地に着きましたね、神さまのご計画を実行してください。この親愛なる修道院で

神さまが讃えられますように、修道的精神が修道院に定着するように、修道院において規
則がきちんと守られるように、イエス・キリストにおいて、修道院のすべての姉妹の心が
団結するように、努めてください。
3

寄宿生は、共同体からもっと離れたところにおく方が適当だと思います、時に祈禱席

では。寄宿生は自分たちの祈禱席に行くようにしてください。寄宿生が、ご聖体をいただ
く姉妹、いただかない姉妹、ちゃんとしている姉妹、していない姉妹を見ることは極めて
不都合です。寄宿生はできるだけ離してください。そうすれば、寄宿生はもっと修道女を
尊敬するでしょう。寄宿生が修道女の過失を見るようなことは避けなければなりません
が、それは寄宿生を離すことによってしかできません。
4

いつもやさしく振舞うように院長さまに勧めてください。イエスさまとマリアさまは、

長上が見習わなければならない勝れた模範でいらっしゃいます。院長さまの慰め、支えと
なってください。
5

授業に少し秩序を与えるようにしてください、授業がうまくいっていないように思い

ます。
6

最後に、親愛なる私の娘、修道会の精神が保たれるように努めてください。すべての

姉妹の心が神さまのものでありますように。姉妹たちが自分の奉献を思い起こしますよう
に。姉妹たちが、もし、苦しみと屈辱においてイエス・キリストに従うことを望まなけれ
ば、修道女であることはできないこと、またもし、苦行をすることがなければ修道女であ
ることはできないことを知ってほしいと思います。生活は十字架にあります。救いは十
字架にあります。天国に行くのに他の道はありません。
7

こちらの親愛なるメール (mère) たちは、無事に旅行を終えました。メール・サント・

フォワは、いつものことですが聖人のように立派です。メール・ヴィジタシオンには苦労
させられると思いますが、でも、今は彼女は立派な決意でいます。彼女はローモン師に会
いに行きましたが、師は彼女を慈愛深く迎えてくださいました。彼女をどのように使うこ
とができるか、少しでも早く知りたいと思います。と申しますのも、彼女の頭のためには
仕事が必要だからです。彼女とスール・ナティヴィテのために祈ってください。この二人
は何かの役に立つことができるのでしょうが、今は全くの役たたずです。
8

私は、あなたが平和、聖霊の喜び、そして、神のより大いなる栄光のために苦しみ行

動することができるように大きな勇気をもつことを願っています。
スール・マリー・トランケレオン
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9

私たちの主イエス・キリストにおいて、私たちの親愛なる娘たちに口づけをおくりま

す、そして彼女たちを愛します。

603. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 8 月 31 日

神さまだけを。
2

親愛なる娘、こちらにかわいそうなスール・ヴィクトワールのいくらかの所持品があ

りますので、できるだけ早くそちらに送ります。その時に、マットについての返事をあ
なたにしましょう。メール・ゴンザグの問題では、あなたと同じように私も心を痛めてい
ます。ボン・ペール (bon Père) と検討することにします。と申しますのも、決めること
ができるのはボン・ペールだけですから。清貧の誓願がありますから、私たちが行動する
わけにはいきません。清貧の誓願がつらい時です。私はそれが難しいことだと認めます。
そして私自身経験によってそのことは知っています。私は私にできるだけのことはしま
しょう。ボン・ペールがそちらにおいでの時に、ボン・ペールに手短に話してください。
3

スール・マリー・デ・ザンジュは、ローモン師がもらされた一言で何が起こっている

か察知しました。彼女は大変悲しんでします。彼女はシャミナード師に手紙を書いて、助
修道女にしてくださいと頼みました。彼女は、会を出るよりはむしろベールを着けないで
スール・クロチルドのようになる、ことにも同意することでしょう。私は、すべてを神さ
まのみ手にお任せします。祈らなければなりません。メール・サント・フォワとメール・
ヴィジタシオンは黙想しています。メール・サント・フォワはいつも愛に燃えています
が、メール・ヴィジタシオンの弱さには、同情してあげる必要があります。しばしば彼女
の話を聞いてあげたり、また、彼女に話をしてあげたりしなければなりません。彼女は、
スール・サン・テスプリと同じように妄想を抱いています、そして少し性格が激しいので
すが善意はあります。
4

スール・アニェスは前よりは体の具合が良くありません。私は彼女が死に向かってい

るのではないかと心配しています。神のみ摂理は選ばれた人たちの救いのためにいろい
ろな道をもっておられます。大変苦難に満ちた道がありますが、天国がその報いとなるで
しょう。すばらしい天国、私の祖国、いつになったら私はあなたの塀のなかに入ることが
できるのでしょうか。
5

親愛なる私たちの娘たちのよろしくお伝えください。私たちの主イエス・キリストに

おいて、あなた方すべての人に口づけをおくります。
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スール・マリー・T.
6

あなたが私に話してくれた娘のことは考えないでください。私たちのところには、修

道会の条件をすべて充たした多くのポストラント (postulante, 志願者) が来る話を聞いて
います。

604. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 9 月 5 日

イエスさま、私はあなたを愛します。
2

親愛なるスール・リュースをあなた方のところにおくります。彼女以外にも姉妹をそ

ちらにおくりたいのですがそれができません。私はボルドーに手紙を書きました、そし
て、あなた方のところにもう一人姉妹をおくらない限りは、あなた方のところからスー
ル・アントワネットをおくり出すことはできませんと、神父さまに申し上げました。スー
ル・リュースは仕事がとてもよくできます。彼女には台所の仕事をしてもらうようにあな
たに勧めます。彼女はどんな仕事にも適応します。そしてたくさん働くことが身につい
ていますので、多くの仕事を必要とするのです。スール・アントワネットは休養をとって
も、裁縫をしても、あるいは必要に応じて受付係をしに行ってもいいと思います。
3

私たちのために祈って下さい。と申しますのは、私たちは病人がでて、少し悩まされ

ています。スール・アニェスは、日毎に弱っていき大変苦しんでいます。スール・クロチ
ルドも体の具合がとても悪いです。イエスさま万歳、イエスさまの十字架万歳。マリー・
デ・ザンジュについては何も変わったことはありません。スール・リュースは神さまを愛
しています、率直に神さまに向かい、当を得た信仰心をもっています。
4

親愛なる娘、十字架を愛しましょう、聖なる放棄を愛しましょう、そうすれば、私た

ちは天国へ行くでしょう。
スール・マリー
5

私たちの姉妹たちに口づけをおくります。スール・ヴィジタシオンには善意がありま

す。ボン・ペール (bon Père) は彼女がコングレガシオンの集まりに行くことを望んでお
られますので、昨日彼女を連れて行きました。彼女は集まりをもつのがなかなか上手で
す。彼女と私のために祈ってください。私は、彼女に応接室での面会を禁じたいと思って
います。これは彼女にとってとても大切なことだと思います。
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605. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年 9 月 11 日

聖なる霊、私たちを照らしてください。
親愛なる私の娘、
2

私は、いわばあなたの手紙に飢えていました。やっとあなたからのお手紙をいただき

ました。あなたの魂が移動によって害をこうむることがなかったことが分かって、あなた
からのお手紙を大変喜んでいます。
3

親愛なる私の姉妹、肉の助けに頼ってはならないことは本当に確かです。神さまだけ

が、すべての被造物が一緒になってできる善以上の善を、私たちの魂のためにすることが
おできになるのです。神のみ摂理が私たちをおかれるところであるならばどこにおいて
も、神のみ摂理は私たちに、救いの大きな恵みを準備してくださいます。ですから勇気を
出しましょう、勇気を。
4

あなたがボルドーからの返事をいただくのを待つために、院長さま (la bonne mère) の

お手紙はムラン師に渡しませんでした。できるだけ早く、ボルドーからの返事のことを私
にお知らせください。
5

親愛なる娘、本修道会のこの最初の寄宿学校が修道会の精神をもつように努めてくだ

さい。それは「キリスト者を養成する」ことです122 。宗教と徳の研鑽の重要性が大切な
ことであると認識してほしいです。そして、虚栄は軽蔑させてほしいです。私は本当にそ
のことを願っています。
6

それにまた、休憩時間でも、祈禱席でも、修道女と寄宿生を別々にすることを早める

ように努めてください。寄宿生が修道女の過失を見ることがないようにしなければなりま
せん。
7

私は、メール・ヴィジタシオンとメール・サント・フォワには満足しています。私は

黙想者の世話から解放されています。
8

ムラン師は、助修道女の修練院が修練院としての形を整えるためには、人数を増やすべ

きだと考えておられます。ですから、もし、助修道女のためのポストラント (postulante,
志願者) がふさわしいと思われるのでしたら、そのポストラントをこちらにおくっていた
122

教育の誓願は 1888 年、会憲の見直しをした折りに、ローマからの求めに応じて廃止された。その誓願
の目的であった義務は、修道誓願を立てて修道会に入るそのことによって生じると考えたのである。
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だかなければなりません。
9

私たちはスール・リュースをトナンにおくりました。そして、スール・マルゲリトは、

健康に勝れませんでしたのでご両親のところに帰しました。私たちは、農家の出のポスト
ラントを何人か受け入れることになっています。うまくいきますように神さまに祈ってく
ださい。
10

スール・マルトが退会を願っています。私はコンセイ (Conseil, 評議会) の意見に従っ

てシャミナード師に手紙を書き、神父さまの意向に従おうと思っています。祈ってくださ
い、そして、祈ってもらってください。これは重大なことですから。スール・ジュリエン
ヌのことですが、—もし健康が許せば—聖なる服を着けることができるだどうと思いま
す。ボルドーでの誓願式の後すぐに、補佐修道女を一人コンドムにおくることができるで
しょう。それからスール・ジュリエンヌはアジャンに来て修練期をすることになるでしょ
う。修練期をここでする、これが大切なことです。儀式はさほど重要なことではないと思
います。いずれ彼女を受け入れるのでしたら、彼女をあまりに長く待たせることは彼女の
気持ちを挫 (くじ) くことになるでしょう。
11

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストにおいてあなた方すべて

の人に口づけをおくります。
12

私たちが書き写したものをそちらに送ります、全部は揃ってはいませんが。この写し

は全然よくありませんので、清書した写しをあなた方のためにつくりましょう。
スール・マリー・T.

606. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 9 月 17 日

イエスさま、私はあなたを愛したいのです。
親愛なる私の娘、
2

マルマンドに行かれるムラン師の幸便に託してあなたにお便りします。私の心の娘た

ちとお話しするのは、私にとりましてはいつも喜びです。
3

スール・リュースがあなたを喜ばせていることは私にとって嬉しいことです。私はそ

のことに驚きません。ところで私たちは今喜べない気持ちでいます。神父さまのお考え
に従って、マルゲリトがご両親のところに帰ったのです。この子供は健康に恵まれません
でした。
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4

私はメール・サン・ヴァンサンに相談しましたが、メール・サン・ヴァンサンによれ

ば、あなた方は豚を太らせるべきではないということです。ぬかやスペインの小麦を買わ
なければならないので、全然利益にはならないと彼女は言っています。
5

あなた方は果物を何種類か食べてもいいです。特にそれを二番目の料理として。果物

はすべて “fruit (果物あるいはお菓子、ジャム、チーズなどのデザート)” の語に含まれる、
とムラン師が決めてくださいました。サラダについては、夕食に肉と果物と一緒に食べる
のは多すぎます。サラダが体に合わない人は果物と肉を食べてもいいです。肉が体に合わ
ない人はサラダと果物を食べてもいいです、でも夕食に三品は多すぎます。苦行と、修道
的節制を決して忘れないようにしましょう、でも働くことができるように食べましょう。
衰弱は避けなければなりません。十分に食べることは良心にかかわる問題です。と申し
ますのも、(姉妹たちの) 衰弱が本修道会内でよくあることが私には分かっています。
6

私たちは「聖なるおとめマリアの聖務日課」を唱えることになる、と私は思いますが、

そのことを申し上げておきましょう。私はそのことを喜んでいます。と申しますのも、私
は詩篇の朗唱が大変好きですし、またこれは、教会に対する修道者の身分の負債だからで
す。そうなれば、
「み心 (Sacré Cœur) の聖務日課」も「スカプラリオのパーテル† (Pater

du Scapulaire)」も、唱える必要がなくなるでしょう。朝 7 時に小時課、2 時に晩課と終
課を唱えることになるでしょう。授業をしている姉妹たちが晩課と終課を唱えにくるこ
とができるように、晩課の後、その姉妹たちと交替しに行きます。朝課と賛課は、念禱の
後唱えることになるでしょう。神さまがそうすることを望んでおられるように思います。
そうすることによって私たちはお恵みをいただけるでしょう。
7

親愛なる娘、平和の中で、平静さをもって、私たちの進歩向上と私たちの娘たちの進

歩向上のために、励みましょう。他にやりようがなければ純粋な信仰によって神さまと一
致するようにしましょう。親愛なる姉妹、信仰によって生きましょう、信仰の娘となりま
しょう。本性には耳を傾けないようにしましょう。毎日本性に死にましょう。私たちが死
を迎える時には、私たちは本当に死んだ者になっていたいものです。修道女は聖パウロと
共に、「私は毎日 (何かに) 死んだ者となっています‡ 」と言うことができなければなりま
せん。
8

親愛なる私たちの姉妹、特にメール・サン・テスプリ、そして親愛なるノヴィス (修練

者) によろしくお伝えください。私たちは親愛なるノヴィスのことを忘れません。彼女が
良識的であれば、彼女が誓願宣立のためにトナンにいることは、何のマイナスにもならな
いでしょう。
9

さようなら、親愛なる娘、イエス・キリストにおいて、すべてをあなたにささげます。
†
‡

編者註：主の祈り。
編者註：ローマの信徒への手紙 第 6 章第 4 節。
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スール・マリー・T.

607. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年 9 月 23 日

親愛なる娘、
私はコリノ師が到着されたことを大変喜んでいます。私は、この黙想が親愛なるこの修
道院にとって有益なものになることを期待しています。
2

スール・ジュリエンヌは聖なる服を着けるべきだと私は考えています。彼女のための

ドレス、キャラコのネッカチーフ、角頭巾、ベールを買うために、そちらに 40 フラン送
ります。サンチュール (ceinture, 帯) を 2 本送ります。—房飾りはつけていません—房飾
りはメール・エンマヌエルがつけてくださるでしょう。
3

私たちには聴罪司祭がいません。ローモン師はサン・タヴィに行っておられますし、ム

ラン師はマルマンドに行っておられます。私は 1 週間ご聖体をいただいていません。です
から、私たちはセール神父さまを承認していただきました、それで私たちは解放されたの
です。イエスさま万歳。
4

親愛なる娘、勇気を出しましょう。私たちの慈愛なるイエスさまを愛するために競い

合いましょう。イエスさまは私たちの師、私たちの花婿、私たちすべてでいらっしゃい
ます。
5

親愛なるスール・ジョゼフィーヌは寄宿生の世話をしなければなりませんので、黙想

の後でしかできないと思います。
6

そちらに着衣式の式次第123 を送りますが、後でこちらに送り返してください。そちら

のポストラント (postulante, 志願者) たちは入りましたか。
7

さようなら、親愛なる私の子供たち、私は心からあなた方すべての人を愛します。
スール・マリー・T.

123

Cérémonial (儀式)
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608. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1825 年 9 月 28 日

神さま、私たちの聖なる召命に対する熱心さにおいて、私たちを新たにしてください。
2

親愛なるメール (mère)、今あなた方は黙想中ですね。慈愛なる神さまがこの黙想をあ

なたの魂にとって実り豊かなものにしてくださいますように、熱心をこめてお祈りしま
す。あなた方の黙想の指導をしてくださるのは、本修道会の修道者の司祭です。どんなに
あなた方が恵まれているか分かってください。
3

もう嘆くのはやめましょう、恩知らずなことになりますよ。神さまのお恵みに感謝し

てください、そしてヨブと共に、
「私は主のおん手から幸福をいただいたのだから、どう
して不幸をいただかない理由がありましょうか† 」と言ってください。
4

特に、自分を聖化する堅い決心をとるように努めてください。他の人のことで、自分の

ことを忘れないでください。「正しい慈善は自分から始まる。
」私たちの神なる師と共に、
「聖なる父よ、あなたが私に託された人々のために、私は自分を聖化します」、と言ってく
ださい。そうです、あなたが自分を聖化するように努めることによって、あなたの娘たち
の聖化を進めるのです。と申しますのも、聖なる長上は多くのことをするでしょうから。
親愛なる娘、そこにあなたのすべき主たることがあります。そのために、あなたの余りに
も大きな気遣いから自分を解放するように、また、すべてを自分でやりたいと思うある欲
求から自分を解放するように、あなたが努めることを私は願っています。あなたがいつで
も祈ることができ、あるいは、潜心のちょっとした時間を自分のために取ることができる
ように、あなたがメール・ゴンザグに任せることのできるいくつかの監督があります。疲
れ果てた人の体がベッドで休む必要があるように、あなたの魂は、このような休息が必要
です。あなたの頭が仕事のことで一杯の時よりも、しばしの時間潜心をした後の方が、あ
なたは仕事にずっと適切に対応できるでしょう。
5

親愛なるスール・ジュリエンヌのためのロザリオを送ります。彼女が私たちの聖なる

服を着けることになると考えますと、大きな喜びを覚えます。特に、その聖なる服が表す
謙遜、慎み、従順の徳を身に着けることを願っています。その黒い色が表すように謙遜
で、ベールが象徴するように慎み深く、締めるサンチュール (ceinture, 帯) が表すように
従順であるように。
6

さようなら、私の大切な、そして、愛する姉妹たち。私たちの共通の花婿において、心
†

編者註：ヨブ記 第 2 章第 10 節。
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からあなた方すべての人を愛します。
スール・マリー・T.
7

私は元気です。吐剤と二種類の薬を飲んだらそれが良く効きました。胃が軽くなりま

した。
8

親愛なるスール・クロチルドは体の具合がとても悪いです。昨日発熱がありました、余

病が出るかどうかは分かりません。共同体の他の姉妹たちはなんとか. . . そちらの応接室
での面会はできるだけ短縮して、最大限短いものにしてください。応接室の話があなた方
のかなりの時間を取っている、という話を聞いています。メール・ヴィジタシオンの様子
はかなりいいです。ご聖体をいただいています。私に対して心を開いてくれます。
9

人がいう値段でマリアさまのご像を買うには、あなた方は貧しすぎます。資力の限界

を超えてはなりません。
10

事前にそのことが分かっていたら、私たちの方でスール・ジュリエンヌのドレスとそ

の他のものをつくっておいたのですが。でも、その機会を失することが心配でしたので、
私がメール・ゴンザグに言っていた 40 フランの代わりに、ドレス、キャラコ. . . 等を送り
ました。

609. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 10 月 2 日

イエスさま、私はあなたを愛します。
親愛なる私の娘、
2

ロザリオの秘義と一緒に、私たちが朝と晩に唱えている本修道会の祈りをそちらに送

ります。私たちは、大きな秘義は水曜日、金曜日、土曜日に、そして、小さな秘義は他の
日に唱えています。メール・ゴンザグがそちらに残した、祈りの方法をこちらに送ってく
ださい。
3

親愛なるメール (mère)、いつになったら私たちは完全に私たちの至愛なるおん方のも

のとなるのでしょう。このあわれな本性は私たちを、いつになったらその鎖でもう束縛す
ることがなくなるのでしょう。私たちはいつになったら信仰によって生きるのでしょう。
私たちは修道生活の 10 年目にいます。私たちは本当の徳において全く揺るぎないものと
なっていて当然ではないでしょうか。
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4

こちらの姉妹たちの健康状態はまずまずといったところです。でも魂の健康状態はす

ばらしいものであってほしいです。親愛なるメール・サン・テスプリはどうしています
か。私は、彼女が大きな甘受と神のみ摂理への信頼をもつように願っています。スール・
ナティヴィテのために十字架を送ります。彼女が自分の意志と判断をこの十字架に釘づ
けにすることができますように。
5

さようなら、親愛なるメール、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたと親愛

なる私たちのすべての子供たちに口づけをおくります。
スール・マリー
6

メール・サン・ヴァンサンが近いうちにスール・ナティヴィテに手紙を書くと思いま

す。それまで、メール・サン・ヴァンサンはスール・ナティヴィテが自分の十字架を有効
に生かすように、と勧めています。

610. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1825 年 10 月 5 日

生きるにしても、死ぬにしても、私のすべては救い主のものです。
2

親愛なる私の娘、あなたにラコストちゃんの寄宿費 75 フランを送ります。

3

あなた方は今黙想が終わろうとしているところだと思います。あなた方は、黙想を終

わった後の使徒たちと同じように、困難に落胆することなく、あなた方の進歩向上の仕事
に取りかかるために、熱意と勇気に満たされて黙想を終わるだろうと思います。そして、
あなた方は、神なる師の十字架を担うために惜しみない心をもつだろうと思います。と申
しますのも、私たちの神なる師は、死の後でしか十字架からおりられることはなかったの
ですから。
4

私たちは、十字架の道以外の道によって栄光に至った聖人は誰も知りません。ですか

ら、私たちにも他の道はありえないのです。これが「王道」です。この道をおん血の跡を
たどりながら私たちの花婿の後に従って歩きましょう。花婿の後に従って血まみれになる
ことを、恐れないようにしましょう。
5

私は、親愛なるアンカルナシオンが、黙想の成果として、寛容と勇気の精神をもつこ

とを願っています。
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6

親愛なるメール・エンマヌエルには潜心の精神とへりくだった従属の精神を願ってい

ます。
7

親愛なるメール・ゴンザグには寛大の精神と内的に自分に死ぬ精神を願っています。

8

親愛なるスール・サン・ポールには規則を遵守する精神と従属の精神を願っています。

9

親愛なるスール・ジョゼフィーヌには確固不動の精神と召命に対する愛を願っています。

10

親愛なるスール・ジュリには柔和の精神と献身奉仕の精神を願っています。

11

親愛なるスール・ローズには忍耐の精神と苦行の精神を願っています。

12

親愛なるスール・マドレーヌには愛徳の精神と神さまに対する愛を願っています。

13

親愛なるスール・アガトには謙遜の精神と仕事に対する愛の精神を願っています。

14

親愛なるスール・ジュリエンヌには忍耐の精神と小さいことにおける熱意の精神を

願っています。
そして最後に、親愛なる群れ (姉妹たち) の全体には、修道会の精神をもつこと誓願

15

と聖なる会則を几帳面に実践すること、を願っています。
私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方すべての人に口づけをおくります。

16

スール・マリー・T.
メール・サント・フォワとメール・ヴィジタシオンのガンプ† をこちらに送り返してく

17

ださい。メール・サン・ヴァンサンから近いうちにあなたにお便りがあると思います。

611. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年 10 月 13 日

神さま、あなたに対する聖なる奉仕において私たちを新たにしてください。
2

親愛なる私の娘、私は、コンドムの修道院に与えてくださったお恵みに対して慈愛な

る神さまに感謝します。今神さまは、
「私がぶどう畑のためになすべきことで、何か、し
なかったことがまだあるというのか」(イザヤ 5・4) ということがおできになるでしょう。
神さまが、
「それなのに、このぶどうの木は苦い野性の実しかつけなかった. . . 」(同上) と
付け加えられる必要のないようにしたいものです。いいえ、この深く愛されたぶどうの木

†

編者注：修道女のベール。
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は、立派に実を結んでおいしいぶどう酒ができるぶどうの実を与えてくれるだろう、と期
待しています。
3

私は、人が被造物よりも自分を高くして欲しいですし、人間のことよりも、人間が告

げた神のみ言葉について話して欲しいと思います。そうです、親愛なる私の姉妹たち、あ
なた方が被造物を見ることが少なければ少ないだけ、お恵みがあなた方の魂の中で働かれ
るでしょう。司祭のことは忘れてください。でも、司祭が言われることは忘れないでくだ
さい。司祭が神さまの道具であることに尊敬の念をもってください、そしてそれだけを見
てください。
4

親愛なるメール (mère)、もし助修道女のためのポストラント (postulante, 志願者) に

召命の本当の徴 (しるし) が認められるのでしたら、彼女をこちらにおくって欲しいです。
と申しますのも、こちらには外の用事をする姉妹が一人もいません。スール・リュースは
トナンですし、スール・ジュリエンヌはコンドムですし、スール・マルゲリトは家に帰っ
ています。私たちの用事をしてくれる人は庭師の奥さんと子供たちだけですので、そうな
ればどんなに好都合なことか考えてください。
5

農業に従事しているふたりの若い人が宣教師 (Missionnaire) の長上から紹介されてこ

ちらに黙想に来ています。私たちはその中の一人を受け入れることになるだろうと思い
ます。
6

親愛なるゴンザグ、勇気を出してください、自分と他の人の刷新のために働くには勇

気が必要です。私たちの偉大な聖テレジア† の助けを祈り求めましょう、聖人は刷新の勝
れた保護者です。
7

年令のことを除けば、私にはマドゥモワゼル・ドストを拒む理由は全くありませんと

院長さまにお伝えください。スール・クロチルドについては、私たちが後悔することがな
いのは確かです。彼女は私たちの修道院を明るくしてくれます。彼女の健康状態は良く
なっています。でもこの年令の人を取る決定をするためには、大きな利点があるか、ある
いは、はっきりした神の意志が見えなければなりません。
8

人を (おくってくださいますように神さまに) お願いしましょう。と申しますのも、メー

ル (Mère) の身分の人が現れないからです。私たちにはメールが必要となるでしょう。神
さまのみ心にかなった人をお願いしましょう。
9

かわいそうなスール・ジョゼフィーヌ、私は、秘密が明るみに出てしまったことに心

を痛めています。神さまにご計画があるのです、神さまのご計画を礼拝しましょう。彼女
と親愛なる巣箱 (修道院) のすべての人によろしくお伝えください。

†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
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10

イエスさまとマリアさまのみ心において、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

612. トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛
1825 年 10 月 14 日

+J. M. J. T.
ラコサドさま、

ダヴィド氏がアジャンにお見えになりましたので、トナンにおいでの時に、囲い地の塀
のことで、修道院と隣の人との問題を解決するためにお世話くださるように、お願いいた
しました。
2

お手元にある必要な書類をダヴィド氏に渡していただけないでしょうか。トナンの修

道院長はこの共同体については当然実際のかかわりをもっていることを示すために、トナ
ンの修道院長が私の権限を代表する者として立ち合うのがいいのではないでしょうか。
3

この機会を利用して、あなたさまが親愛なる私たちの姉妹たちにいつもご親切にして

くださいますことに対して、あらためて私の感謝の気持ちを述べさせていただきます。そ
の感謝の気持ちと私の心からの尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・トランケレオン

613. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 10 月 17 日

神さま、あなたのすべての恩恵に対して、私は何をお返ししましょうか。
2

親愛なる私の娘、もう長いことトナンの私の子供たちには何も言っていないような気

がします。トナンの子供たちは、私にとってとても大切な人たちです。私は、彼女たちが
種々の霊的な善をもつことを願っています。と申しますのは、彼女たちは他の善は望んで
いないと確信するからです。親愛なる私の娘たち、私たちに豊かなお恵みをくださる神さ
まに対する愛において成長しましょう。
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3

昨日、私たちは聖テレジア† についてスエージュ師のすばらしい説教を聞きました。神

のみ言葉が私たちに豊かに与えられました。もし、私たちに十分に備えができていたら、
この力あるみ言葉はどれほどに私たちの魂の中で、働かれることでしょう。神に話しかけ
ることになるのであるから祈りに備えるのは義務である、と聖霊が言われるからには、司
祭の口を通して我々に話しかけられる神の話を聞くためにも、同じように備えなければな
らない、司祭は神の口であるから、ということを昨日私は本で読みました。司祭の中に神
さまだけを見るために、人間は考慮に入れないようにしましょう。人間を見ることは、聖
なるみ言葉を無益なものにします。 信仰の目を開きましょう、そして、人間の言葉とし
てではなく神さまの言葉として司祭の言葉に耳を傾けましょう。そうすれば、つまらない
教話124 も私たちの魂には有益なものとなるでしょう。
4

スール・ナティヴィテの状態には悲しい思いをします。スール・ヴィジタシオンは元

気です。トナンでは悪い習慣があったんですね。メール・サント・フォワは元気ですが、
償いの時とか祈りの時の彼女の特別のやり方が、悪い結果を生んでいます。姉妹たちはそ
れに感銘を受けるどころか、怒っています。私が彼女を、彼女が歩きべき道に導くことが
できますように、慈愛なる神さまに祈ってください。彼女のことでは困惑しています。
5

こちらに 16 歳の若いポストラント (postulante, 志願者) がいます。彼女はとても元気

で、私たちは彼女をスール・ペラジと呼んでいます。こちらにはスゴンド・マンディブロ
ンもいます、感じのいい人です。スゴンド・マンディブロンの両親は彼女が補佐修道女と
して入ることに反対しています。彼女は両親をだまそうと思って、私たちと一緒に過ご
したらしあわせかどうか、1 ヵ月試しに来る許可を願ったのです。彼女はずっといるつも
りで入ったのです。両親は怒っています。しかし彼女は、気持ちは変えない決心です。で
も、彼女は両親からはっきりした同意をもらった上で、平和の善のために、家に帰らなけ
ればならないだろうと思います。私たちは彼女を、スール・サン・トギュスタンと呼んで
います。
6

黙想がコンドムを新たにしたように思います。深い慈愛によってその小さな群れ (姉

妹たち) を見守ってくださる慈悲のおん父のおかげです。
7

私たちはこちらで、カミーユ125 にスカプラリオ (Scapulaire) を与えることになるでしょ

う。彼はトナンには立ち寄ることができませんでした。あなたは彼とポール 125 の誠意は
知っていますよね。
8

親愛なる私たちの娘たちによろしくお伝えください。私たちの健康状態は誰にでもあ
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
124
l’instruction triviale (雄弁さもない平凡な教話)
125
べロック夫人の息子たちであり、メール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェの甥でもある。
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るようなちょっとした体の不具合を除けばまあまあです。私は胃の具合がしばしば悪くな
ります。
9

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

614. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1825 年 10 月 26 日

あなたは死んだ者で、あなたの生活はイエス・キリストと共に神さまの中に隠されてい
ます。
親愛なる私の娘、
2

あなたにお知らせすべき大きなニュースがあります。ダム・デュ・パラヴィス (Dames

du Paravis) の方たちが引きこもるために、ボン・ペール (bon Père) から許可をいただ
いて、こちらの黙想者を受け入れるところに来て住むことになりました。ダム (Dames)
の方たちは、マドゥモワゼル・ドレンヌが亡くなった部屋と、それに隣接した黙想者のた
めの二つの部屋を使うことになるでしょう。その方たちの祈禱席はノヴィス (修練者) た
ちの祈禱席ということになるでしょう。私たちはその方たちのために小さな応接室をつ
くります。ダムの方たちは、5000 フランの年金と多分それ以外のなにがしかのものをも
たらしてくださるでしょう。ダムの方たちは 4 人で、お年をめしておられます。ダムの方
たちは聖堂でつかう立派な物や家具を私たちにくださいます。ダムの方たちが来られる
ことは、過重でちょっとした負担になります、と申しますのも、お年で体が弱っておられ
るのです。でも、ダムの方たちは聖人のような人たちで、私たちの役に立ってくださるで
しょう。
3

私たちは助修道女のためのポストラント (postulante, 志願者) に、すぐに来てもらう

必要があります。私たちは少し仕事が過重になっています。こちらには力仕事のために
はスール・マルトしかいません。
4

こちらは大きな補修工事をしているところです。私たちは黙想者のために後にある部

屋を取っておきます。三部屋あります。これらの部屋の模様替えをして、ダムの方たちの
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ところを通らなくてもそこに行けるようにします。聖なるおとめマリアの祭壇の側に面し
たところに、階段と小さなドアをつけます。
5

元エグイオンのポストラントで、そこを出たマドゥモワゼル・ブルイト — 優秀な絵

の先生 — がどこかの修道院での助教員のポストを探しています。コンドムに彼女を採用
すれば、彼女はメール・エンマヌエルとスール・ジョゼフィーヌに教えることができるで
しょうし、それに、修道女になるために残ることになるかもしれないと私は考えました。
それで、私は彼女のことをボン・ペール (bon Père) に書きました。メール・エンマヌエ
ルは彼女のことを知っています。神父さまが同意してくださればすぐに行くことになるの
ですが。彼女は大変規律正しいです。それに彼女は寄宿学校に住んで、食事もそこでする
ことになるでしょう。
6

そちらにポストラントのドレスを送ります。

7

さようなら、親愛なる娘たち、あなた方の愛すべき黙想の成果を培ってください。も

しあなた方が主のみ手からしあわせをいただくのでしたら、心からの甘受をもって、不幸
もいただいてください† 。
8

スゴンド・マンディブロンに励ましの手紙を書いてくださるように、メール・エンマ

ヌエルにお伝えください。彼女のご両親が彼女を修道院から出しました。彼女は修道院
に帰ることを望んでいるのですが、勇気を必要としています。
9

もう一度さようなら、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方に口づけをお

くります。
スール・マリー・T.
私たちの健康状態はかなりいいです。スール・クロチルドもそうです。でも、スール・

10

サン・テスプリの具合はとても悪いです。彼女のために慈愛なる神さまに祈ってください。
スール・アンジェールはボルドーから要請がありましたので、ボルドーに出発しまし

11

た。私たちを訪ねて来られたダヴィド氏が、彼女を連れて行ってくださいました。

615. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.
神さまだけを。

†

編者註：ヨブ記 第 2 章第 10 節。

1825 年 10 月 27 日
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2

親愛なる私の娘、私は関心をもってかわいそうなヴィクトワールに会いました。私に

は彼女が大変体の具合が悪いように見えました。私たちは彼女に新しいテーブルクロス
をあげましょう。スール・リュースに託してそちらに送った 4 オーヌ† のキャラコと角頭
巾は、ヴィクトワールのためのものでした。それを彼女に渡してくださいましたか。彼女
が自分のスカーフを選ぶように、2 枚の大きいスカーフもありました。彼女は、自分のス
カーフは縞模様で花模様ではないと私に言いました。親愛なる姉妹、あなたがこれらの物
を彼女に渡したかどうか確認してください。渡していなければ彼女に送ってあげなければ
ならないでしょう。
3

大きなニュースをあなたにお知らせします。ダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis)

の方たちがこちらに来て、黙想者のための部屋の一部に住みます。私たちはこの方たち
に、前の部屋二つとスール・ルイズ・マリーの部屋をあげます。私たちは禁域に通じるド
アを、板ガラスをはめたドアの場所に移します。ダムの方たちの祈禱席はノヴィス (修練
者) たちの祈禱席になります。この方たちのために、シャミナード師の部屋に小さな応接
室をつくります。小さな子供たちの教会の元の入り口に、この方たちの食堂をつくりま
す。黙想者のためには、後にある三つの部屋が残っています。この三つの部屋を、ダムの
方たちの部屋とは独立したものにします。と申しますのも、こちらには殆どいつも黙想者
がいるからです。それで今、私たちは大きな補修工事をしているわけです。
4

ダムの方たちは少なくとも 1500 フランから 1700 フランの年金をもたらしてくださる

でしょう、それに家具と聖堂のための物も私たちのために残してくださるでしょう。ダム
の方たちは、許可される以外の文通はしないでしょう。来訪者がある時には、墓地に面し
たドアから入って応接室に上がっていきます。コングレガシオンの一人の若い会員を入
れる時には、ダムの方たちが支度一式をくださると思います。彼女はドレスの針子で、エ
ミリ・ボエといい、感じの良い人です。郵便屋さんの娘さんです。
5

私たちはかわいそうなメール・サン・テスプリのために、絶えず祈っています。私た

ちが彼女のことをどんなに気に掛けているかを、彼女にお伝えください。そして私が、彼
女が神さまのみ旨と心から一致するように勧めています、と伝えてください。これは救い
を保証する徳として、ガルデル師が病人に勧めておられた徳です。なぜなら、神さまのみ
旨との一致のうちに死ぬ魂は、滅びることはあり得ないからです。この一致を持った人が
地獄に落ちたことは、一度もありません。魂は、死ぬ時に抱いたのと同じ心構えを永遠に
持ち続けるのです。
6

スール・アニェスの姉妹の方たちが、この手紙とホスチアをそちらに持って行ってく

ださいます。この方達はスール・アニェスに会いに来られたのです。
7

すべての姉妹によろしくとお伝えください。永遠に讃えられる私たちの至愛なるおん
†

編者註：1 オーヌ =4 ピエ。1 ピエ =0.3048m。
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方イエスさまにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

616. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
1825 年 11 月 2 日

+J. M. J. T.
神さまだけを。
2

親愛なる私の娘、勇気を出してください、私にあなたの心を開いてください、私はす

べてを受け入れます。と申しますのも、私は親愛なるアンカルナシオンを知っています
から。
3

でも、マドゥモワゼル・ブルイトとは約束ごとで拘束されているわけではないのです

から、もし彼女が平和を乱すようでしたら、辞めていただきましょう。でも、万事うまく
決着することを期待しています。謝礼の 300 フランに生活費も含まれています。彼女はそ
れで生計をたてることになるでしょう。私はそのように理解しています。彼女には個室
が必要でしょう。個室なしに済ませるためには、修道的な自己犠牲が必要です。個室の要
求は特別なものではありません。
4

肉の入ったスープについては人に言わせておいてください、あなたは自分のペースを

守ってください。非難には耐えなければなりません。これは、長上に与えられた運命で
す。私は、そちらの寄宿生たちには十分な食事が与えられていることを知っています。そ
れに何かを付け加えるようなことはしないでください。
5

私たちは清貧の誓願を立てています。ですからもし、神さまが私たちに貧しさを経験

させることを望んでおられるのでしたら、貧しさに耐えることをわきまえましょう。鳥を
養ってくださるおん方† は、信頼をもって身をゆだねるなら、ご自分の子供たちを養って
くださるでしょう。
6

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、心からの口づ

けをあなたにおくります。
スール・マリー・トランケレオン

†

編者註：マタイによる福音書 第 6 章第 26 節。ルカによる福音書 第 12 章第 24 節。
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7

私たちの姉妹たちに口づけをおくります。

8

ポストラント (postulante, 志願者) のことですが、取り決めた期間留めておいてくだ

さい。私たちも同意します。でも彼女には別の名前をつけてください。年上にフェリシ
テがいますし、間違うでしょう。マリー・フェリシテの名前は長すぎます。名前をつけな
おす楽しみはあなたに残しますが、でも別の名前にしなければなりません。私たちはドレ
スを送りました。これは、私たちがダルディ夫人にあげたものです。スール・アンヌが床
に就いています。スール・メラニが受付係をしています。

617. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1825 年 11 月 2 日

主よ、かれらに永遠の安息を与えてください。
2

親愛なる私の子供、あなたは短い手紙を望みませんので、倍の大きさの紙に書きます。

3

あなたの心が少し力を得て、もうそんなに頻繁には動揺しなくなったことが分かって

喜んでいます。ですから、いつもそのようにしてください、親愛なる私の娘。利己心だけ
が、このもろもろの動揺を引き起こすのです、なぜなら、自分の惨めさや弱さは見たくな
いからです。神さまはこのような私たちを我慢してくださるのですから、私たちもお互い
に我慢することを学びましょう。
4

ですから勇気を出してください。親愛なるドジテが悲しみでしわのよった顔を人に見

せるようなことは、決してないようにしてください。深い悲しみの中にありながらも、喜
びで輝く惜しみない心をもった殉教者を、ドジテが模倣するようになって欲しい、と思い
ます。
5

私は、あなたの体の具合がいつも悪いのが分かって心を痛めています。でも、きっと

神さまにご計画がおありなのです。神さまは、あなたが十字架の花嫁であることを望んで
おられます。神さまは、あなたが多くの聖人たちの跡に従って歩くことを望んでおられま
す。聖人たちは堪え難い病気の中で人生を送っても、神の栄光のために働くことができた
のです。その証人は大聖テレジア† です。
6

オギュスタンの、あのかわいそうな体の不自由な人が亡くなりました。彼女は、12 年

間そのような状態でした。でも彼女は、忍耐に欠けるような素振りは一切見せませんでし
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
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た。それは、十字架にかけられ傷でおおわれた神さまの、花嫁である修道女に恥ずかしい
思いをさせませんでしょうか。
7

ですから、勇気を出しましょう、親愛なる私の娘。おとめの冠に殉教の栄誉を付け加

えることを熱望してください。それに殉教にはいくつもの種類があります。それほど知
られていなくても、それほど華々しいものではなくても、同じように功徳となる殉教があ
ります。自分に死んだ隠れた生活、神さまだけがご存じの生活、が私たちの願望でなけれ
ばなりません。私たちの中の利己心は大変強いものですから、自分の欠点に対する戦いの
成功をも自分の功績にすることもあるのです。
8

親愛なるリュースが、若い人たちの心を主のために養成するという愛すべき仕事にお

いてあなたの伴侶なのですね。この仕事が彼女にとって、大きなお恵みに値することを
願っています。イエス・キリストのために、人々の心を獲得しキリストを知らせ愛させよ
うと根気よく働いている宣教者と共に、異教徒の中にあなたがいると想像してください。
あなたが何人かでもプロテスタントの人を教会のふところに連れ戻すことができたら、な
んというしあわせでしょう。それは、その人たちのために地獄を閉めて天国を開けてあげ
ることになるでしょう。
9

メール・テレーズから頼まれた数通の手紙をあなたに送りますが、また私のところに

送り返して欲しいです。
10

「ヨハネの伝記 (Vie de Jean)」を送ります、そしてこれは、若い人たちに貸してあげ

るために親愛なるコングレガシオンにあげます — この本を修道院の図書館に置いておい
てください —。
11

さようなら、こちらの修道院のすべての姉妹からあなたによろしくとのことです。あ

なたに心からの口づけをおくります。
スール・マリー・T.
12

私たちは免償を十字架に適用する時間がありません。
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618. ボルドーの未来の誓願者、
スール・マリー・ガブリエル・ヴァレール
スール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ
スール・サン・ローラン・ファジェ
スール・ルイズ・マリー・ドゥ・ポルテ

宛

+J. M. J. T.

1825 年 11 月 4 日

生きるにしても、死ぬにしても、私のすべては救い主のものです。
親愛なる私の娘たち、
2

私の心は、すべての人、おもに私にお手紙をくださった人にお便りをさしあげたいの

ですが、時間がありませんし、それにあなた方をみんな混同してしまいます。
3

親愛なる私の子供たち、あなた方が結ぼうとしている聖なる契約のことを考えますと、

私は本当にしあわせを覚えます。そしてあなた方の奉献が完全なものであるようにと願い
ます。犠牲としていけにえの祭壇にあがってください。そしてそこで、すべての犠牲をい
けにえとしてささげ、燃えさかる愛徳の火の中で焼き、焼き尽くしてください。ここに、
主がつくられた日、主の日、主の慈悲の日があるのです。
4

あなた方の心から被造物に対するすべての愛がなくなりますように。あなた方の心が

もう神さましか愛することがありませんように。あなた方の心がすべて神さまのものであ
りますように。神さまのために、あなた方の肉体を犠牲にしてください。あなた方の肉体
は償いをするためのもの、そしてそのことによって、神さまを讃えることができるものと
考えてください。今からは、神さまのみ旨だけを自分の意志とするために、あなた方の意
志を神さまにささげてください。あなた方が放棄しようとしている被造物と地上のものに
対しては、もういかなる愛着もあなた方の心を占めることがありませんように。
5

それから、神なる小羊の使徒の小さな群れであるあなた方は、黙想が終わったら人々

の心を獲得に出掛けてください。人々の心を、悪魔から世俗から奪ってイエスさまにおさ
さげするために。聖ペトロの熱意と勇気をもって、黙想を終わってください。神のみ摂理
があなた方を派遣するその場所に行って、神の愛の網を打ってください。神さまがあなた
方を置きたいと望まれる場所に居ること以外の選びは、決してしないでください。
6

花婿のみ心においてあなた方に口づけをおくります。花婿のみ心は、あなた方とただ

858
ひとつの心になられます。
スール・マリー・トランケレオン

619. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 11 月 12 日

イエスさま、私の支えとなってください。
親愛なる私の娘、
2

あなたがかわいそうなスール・N. . . について知らせてくださることで、私は本当に心

を痛めています。残念ですが、彼女はここでも同じようでした。私は彼女の逸脱を大変嘆
きました。このような不幸な機会があるために、彼女はおそらくはボルドーにおくらなけ
ればならないのではないか、と考えたこともありました。ボン・ペール (bon Père) とカ
イエ師なら、そのご指導によって、多分、この魂に何らかの善をすることがおできになる
だろうと考えたのです。でも一方では、ノヴィス (修練者) たちに悪い模範を示すような
ことにでもなったら、とも考えました. . . でもこのようなことは、十分に考慮されるべき
ことです。彼女のことは私からはもうボルドーに書いていますので、今度はあなたの方か
ら書いてください。
3

本当に、人を受け入れる際には気をつけましょう。かわいそうなスール・V. には時々

苦労させられます。でも、彼女は心を開いてくれますので、彼女は、そのことで難局を切
り抜けているのです。彼女にお便りをすることがありましたら、従属の状態にいることの
しあわせを感じさせてあげてください。彼女には、責任者になりたいとの誘惑があるよ
うです。でも、彼女は判断力に欠けるところが大いにあるので、責任者にはなれないので
す。彼女は責任者になることを願わないようにさせなければならないでしょう。と申し
ますのも、いろいろな任命の機会に一大ショックがあるでしょうから。彼女は終生誓願者
ですし、責任者になってもいい年令です。一誓願者にするように、彼女を補佐にしか任命
しなかったら、彼女はそのことを異常だと思うことでしょう。そして、自分は信用されて
いないなどと思うことでしょう. . . 彼女は戦っています。でも、彼女には大きな弱さがあ
ります. . . しかし彼女は戦うことを望んでいますし、このような誘惑を受けない他の姉妹
よりも、功徳を積んでいます。
4

ボンヌ・メール・ドジテは分別がないということを耳にしています。彼女が薬を飲む

ことを望まないというのです。私は、彼女が従順の名においてではなく — そのようなこ
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とは彼女の功徳を少なくするように思います — 自分の意志と好みを捨てるという聖なる
放棄の名において、薬を飲むことを願っています。親愛なる私たちの病人メール・サン・
テスプリはいかがですか。神さまがこの世で彼女に償いをさせてくださっているのです
から、神さまは彼女を愛してくださっているのです、と彼女に言ってください。彼女が、
自分の上に吊り下げられている冠を見ますように。彼女が、忍耐と神さまのみ旨に対する
愛すべき一致において頑張り抜きますように。
5

かわいそうなヴィクトワールは、マドゥモワゼル・サン・ジルのところで快適に過ごし

ています。彼女の頭の具合はとてもよく回復しました。彼女は、快適すぎること、また、
十字架がないことが心配です、と私に言っていました。彼女は魂の状態も体の状態もいい
です。彼女のために祈らなければなりません。と申しますのも、他の人が、彼女が少しは
おしゃれすることを望むかもしれませんし. . . けれどもそれは、うら若い娘には誘惑とな
ることでしょう。
6

あなたからの依頼の糸を送ります。マリエットはかわいそうですけど (私たちの修道

会には) 向いていません、頭がとても弱いです。私たちは毎日この確信を強めています。
彼女のことを知っている人は皆同じ意見です。彼女が慰められるように祈らなければなり
ません。しかし、私たちはこのようなタイプの人を受け入れることには反対です。
7

さようなら、親愛なる私のすべての娘。私たちの主イエス・キリストにおいてあなた

方に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

620. ボルドーのスール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ
(ノヴィス) 宛
+J. M. J. T.

1825 年 11 月 16 日

親愛なる私の娘、
私はあなたに近いうちにお会いできることを本当に期待しています126 。私はあなたの
お手紙には答えませんが、あなたからお便りをいただいて嬉しかったことを、あなたに申
し上げたいと思いいます。特に、あなたが天におられる花婿と結ばれているのが分かっ
て、私が覚えた喜びを申し上げたいと思います。

126

新しい誓願者はアジャンへのオベディアンス (obédience, 移動命令) を受けたところである。
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2

私の子供、この聖なる契約が損なわれることが決してありませんように。花婿はあな

たの心を魅了することができたわけですが、この心が花婿のためにだけ燃えることができ
ますように。
3

自分を完全に放棄しましょう、世俗から絶対的に解脱しましょう、神さまと緊密に一

致しましょう。
4

あなたに心からの口づけをおくります。
スール・マリー・T.

621. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年 11 月 16 日

イエスさま、あなたはすべてがおできになります。
親愛なる私の娘、
2

私の心はあなたのすべての心配を分かち合います。祈り、忍耐、勇気が必要です。霊

生のメール (Mère de Zèle) は、たくさん祈ること、いい考えをもたせるようにすること、
そして人間的な思惑あるいは落胆によってやめてしまわないことの三つの大きな方法に
よって、すべてをしなければなりません。私は、メール・エンマヌエルに手紙を書きま
す、彼女がこの手紙を善意をもって取るように祈らなければなりません。この手紙を封印
をしないであなたに送ります。この手紙を読んで、封印が乾いてから渡してください。
3

マドゥモワゼル・ブルイトについては、私もあなたと同じように考えます。彼女は、で

きるだけ文通は少なくして、寄宿学校においてください。もし召命があらわれるはずな
ら、願望はつのる一方でしょう。
4

スール・ジュリエンヌのことですが、(修道会に) 入ることを彼女に強制するものが何

かあったとは、私は思いません。彼女は強い性格の持ち主で、困難をうまく切り抜けるこ
とができる人です。それでも彼女は、多くの戦いによって修道生活を勝ち取るべき人で
す。聖フランソワ・ドゥ・サール† は、
「性格の強い人が温順であろうと望んで努力する限
り、そのような人たちも受け入れて良い」と言っています。ところで、彼女はあなたが彼
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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女に言うことは実行すると、私に報告してくれています。彼女が心を大きく開くように仕
向けてください。彼女のような人にはこのことは絶対に必要です。
5

他の人たちについては、規則を几帳面に守るように、また、人に従属するようにいつ

も仕向けてください。これは厳正さを必要とする根本的な二つの点です。
6

授業はどのように行われていますか。コングレガシオンはどのような具合ですか。貧

しい人たちはどのようにしていますか。それらを少し私に知らせてください、お願いし
ます。
7

それから、親愛なる私のメール・ゴンザグはどういう具合ですか。私の娘、悲しみを

追い払ってください。これはとても危険な誘惑です。聖なる喜びをもつように努力して
ください。神さまのみ旨にお任せることが、その助けとなるでしょう。神さまのみ旨にお
任せすること、これがあなたを支配する得でなければなりません。祈りの中にあなたの力
を汲み取ってください。あなたのすべての行いを内的精神でするように努めてください。
あなたもご存じのように、これがあなたにお恵みを呼ぶのです。信仰によって生きてくだ
さい。私たちのすべての苦悩、働きに、報いてくれるであろう永遠のしあわせな日を待っ
てください。
8

親愛なる私たちの娘たちは、深い熱心さをもって誓願を立てたようです。このいけに

えには、快い香りがあったことだろうと思います。この修練院にはメール (Mère) になる
ためのノヴィス (修練者) が少ないです。神さまのみ心にかなった人をくださいますよう
に、祈らなければなりません。ルイズ・マリー自身の魂のために、また、ノヴィス (修練
者) たちを物質的なことについて養成するために、ルイズ・マリーを留めておきたいよう
です。三つのオフィス (Oﬃces, 職務) のことで困ることになるのは確かですが。
9

よく考えて、マリアさまのご保護を願い求めながら、メール・エンマヌエルのための

手紙を投函してもらいました。
10

こちらの人たちの健康状態がかなりいいので、事業はもちこたえています。至愛なる

おん方が、ご自分の小さな葡萄畑に満足することができますように。
11

私たちの主イエス・キリストにおいて、心からの口づけをあなたにおくります。
スール・マリー・T.

12

私は、スゴンド・マンディブロンのための手紙を受け取って、そして渡しました。親

愛なる私たちの娘たちに一言。私は、どちらの修道院で従属がよりよく実行されるか、ま
た、従属の誓願によって私たちの意志をいけにえとしましたが、そのいけにえがどちらの
修道院でよりよく全うされるか、信仰に基づく長上に対する尊敬が、どちらの修道院でよ
りよく行われるか、あなた方と「敬虔なデフィ (déﬁ, 競争)」をします. . .
13

コンドムの親愛なる群れ (姉妹たち)、私の心は特別にあなた方をいつくしんでいま

す。あなた方の修道院は殆ど全員、私の「年長の娘たち」だからです。私の子供たち、神
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さまにだけ属するものとなりましょう。ごく小さなことに至るまで、従属のこの立派な徳
の実行によって、どちらの修道院が神さまをより深く愛するか競いましょう。
14

メール・エンマヌエルの肖像画をつくるというのは、規則からはずれたことだと私は

思います。カステックス師にはそれに反対していただくか、あるいはそのことについて、
コリノ師に書かなければならないでしょう。

622. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
1825 年 11 月 21 日

+J. M. J. T.
マリアさま、あなたのすべての子供たちを主にささげてください。
2

親愛なる私の娘、 親愛なるメール・サン・テスプリが神さまをいただくことができた

ことで、私は大きな慰めを覚えています。私は、彼女がこの大きな恩典を奪われるのでは
ないかと、いつも心配していました。神さまは何と慈悲深くいらっしゃることでしょう。
神さまに心からの感謝をささげましょう。親愛なる病気の姉妹に、私からの喜びの気持ち
を伝えてください。私は彼女のために毎日祈っています。
3

私はスール・N. . . のことも主にお頼みしています。この魂の救いのために、神さまに

照らしていただくことがとても大切です。すべてをボルドーで知っていただかなければ
なりません。そこのことで私たちの良心も解放されるでしょう。
4

マドゥモワゼル・ロネについても、ボルドーで承知していただくことはとても重要な

ことだと思いますし、熟慮に値することだと思います。他の人の領分を侵すことは、私が
とても嫌うところです。はっきりした神さまのみ旨を見なければならないでしょう。そ
れですから私たちは、神の霊にすべてを解決していただくために、従いそして祈るだけ
です。
5

そちらにスール・リュースと一緒に、明るいブルーのウールのストッキングを送りま

すが、それはヴィクトワールのものです。ヴィクトワールに送ってあげてください。それ
から不足のお金がないかどうか、借金がないかどうか見るために、あなたが彼女の計算を
確かめてくれるようにと、彼女の方からのお願いがあります。彼女ではそれが分からない
のです。
6

さようなら、親愛なるメール (mère)。私たちの主においてあなたに口づけをおくり

ます。
スール・マリー・T.
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623. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
この手紙で話題になっている子供はメラニです。メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、後に
続く手紙でしばしば彼女に触れています。

+J. M. J. T.

1825 年 11 月 22 日

魂を救いましょう。
親愛なる娘、
2

神のみ摂理の助けによって私たちがしている善業を、あなたにも助けていただきたい

と思います。以前アジャンにいた娘に、とても可愛い 8 歳になる子供がいます。この子供
について神さまは、救いの予定の計画をもっておられます。母親は、この子供をまだ純潔
無垢の状態に保っています。この子供は悪というものを全然知りません。母親は、この子
供を芝居に連れていったことさえもないのです。母親は、この子供が何年かすると売春
の犠牲になるのではないかと考えて悲しみ、
「だれかこの子を引き取ってくだされば」と
言っていました。エブラール夫人が母親に話しに行き、もし、母親が少しお金を出すこと
ができれば、だれかこの子供を引き受けてくれるだろうと言いました。母親にとっては、
お金を出すことは殆ど不可能なことです。でも募金で年に 150 フランは集めることができ
ます。アジャンでは母親のことが知られていますので、この子供はアジャンに居てはいけ
ません。それでロビ夫人に、この子供を引き取ってはどうかと提案してください。そうな
れば子供は、有料の授業を受けに行くことになるでしょう。本当に感じのいい子供です。
一人の魂を救うということは、すばらしいことだということを強調してください。そし
て、すぐに私に返事をください。と申しますのも、私たちはこの子供をどうしていいのか
分からないのです。150 フランについては確かだとあなたは答えてもいいです。それにい
ずれにしましても、子供の生活費は出しますから。(話がまとまれば) 子供はすぐにおく
りましょう。私はこの子供のことを、スール・セラフィーヌにくれぐれもよろしくと頼ん
でおきましょう。この子供はとても礼儀正しいです。慈愛なる神さまが特別に守ってく
ださっている子です。お願いです、スール・N. . . のためにも、この事業を行わなければな
りません。
3

あなた方に心からの口づけをおくります。すべての姉妹に、特に親愛なる病気の姉妹

も含めてすべての姉妹に。
スール・マリー・T.
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624. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 11 月 22 日

すべてにおいて神さまだけを。
親愛なるメール (mère)、
2

イエスさまは、慈悲の業を行う手段を私たちに与えることを望んでおられます。ダム・

デュ・パラヴィス (Dames du Paravis) の長上の方がこちらに入る時になって気の毒にも
体が不随になってしまったのです。あなたも感じていると思いますが、私たちはもはや後
退はできません。こちらにすでに聖堂用の物と家具が着いていますので、ダム (Dames)
の方たちをもう望まないということは許されないことでしょう。助修道女の姉妹と同じ
ように、マダム・ブランも殆ど体が不自由のようです。私たちには人手が必要なのですが
その人手がありません。スール・アガトをコンドムから戻して、そちらにおくることにし
ます。彼女がそちらに着いたらすぐに、スール・リュースをこちらにおくり返してくださ
い。スール・アガトはそちらの小さな修道院には適任でしょう。そして、スール・リュー
スは体力がありますので、今の私たちの状況に最も良く合っています。親愛なる姉妹、こ
のことをあなたに申し上げるのは、この交替に備えてあなたに姉妹たちの気持ちの準備を
させていただくためです。しかし姉妹たちは、スール・アガトを迎えることを喜ぶと思い
ます。
3

私たちは尊敬すべき病気の姉妹のために祈っています。慈愛なる神さまが最期までそ

の愛において彼女を支えてくださり、その聖なる天国に迎え入れてくださることを、願っ
ています。
4

さようなら、親愛なる娘。私たちの主イエス・キリストにおけるあなたの忠実な母より。
スール・マリー・T.

625. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.

1825 年 11 月 23 日

神さま、あなたの道に従うために、新たな勇気を私に与えてください。

865
親愛なる私の子供、
2

あなたの魂についてのあなたの話を聞いていますと、私は退屈しません。あなたの魂

は私にとってとても大切ですし、その進歩向上については、私はいつもより大きな熱意を
感じます。
3

あなたの本性が内的な努力に対して嫌悪を抱くことについては、私は驚きません。あ

なたもご存じのように、アダムの堕落† 以来、私たちには悪への傾向がありますし、私た
ちは額に汗して一生懸命に働くことによってしか何かいいことをすることはできません。
4

「修道会の徳」に励むことによって私たちは内的精神を獲得することができるというこ

とをあなたに分からせてくださったのは聖霊のみ照らしです。そうです、私の子供、
「沈
黙」の徳なくしては内的精神はありません。さあ、勇気を出しましょう。一度、
「私は望
みます」と言ってください。この「私は望みます」は、お恵みの助けがあれば、全能です。
そうです、私は軽率さを直すことを望みます。そうです、私は言葉を慎むことを望みま
す。そうです、私は合図を控えることを望みます、そしてそのことによって、さらに神さ
まと一致していること、神さまのお言葉により注意を払うこと、もっとしばしば神さまの
聖なる現存の中にいることを望みます。
5

悪魔があなたに見せるすべての不都合な絵を、無視してください。それに考慮を払う

ようなことは全くしないでください。あなたの道を歩み、前に進んでください。このよう
な事柄においては、無視することが最良の薬です。あなたの誘惑を忠実に院長さまに打ち
明けて下さい。あなたの告白においては率直であって下さい。
6

私の子供、神のより大いなる栄光のために偉大な聖人にならなければなりません。そ

してそのために、小さな者へりくだった者となってください。他の人があなたよりもうま
く行うことを愛してください。被造物から忘れられることを求めてください。神さまに
気に入っていただくことだけを願ってください。
7

さようなら、親愛なる娘。イエス・キリストにおいてすべてをあなたにささげます。
スール・マリー・T.

626. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.
神さま、あなたの栄光のために。
†

編者註：創世記 第 3 章第 4-19 節。

1825 年 11 月 28 日
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2

親愛なる私の娘、私があなたに話しておいたメラニちゃんがそちらに着くのを見て、

あなたは大変驚かれることでしょう。手紙では、彼女をすぐに出発させる理由をあなたに
詳しく申し上げることはできません。もし、ロビ夫人が彼女を引き取ることができなけ
れば、誰か他の第三会の会員が年 150 フランで彼女を引き受けてくれる、と確信していま
す。月に 12 フランになります。農産物の代金でそのお金は出るでしょう。今すぐ用意さ
れた場所がなければ、一晩か二晩、黙想者のベッドに寝かせてください。そして、昼間は
適当に授業を受けさせてください。私は彼女をおくるしかないのです。昨日までにあな
たからの返事を本当にいただきたかったのですが。
3

ダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis) の方たちはこちらにおいでになってい

て、大変喜んでおられます。聖人のような方たちですが、殆ど全員お体が不自由です。労
をとってあげなければなりません、そして、夜の間すこし起きていてあげなければなりま
せん。すべては神さまのためです。
4

メラニのことは秘密にしておいてください。これはとても大切なことです。

5

親愛なるメール (mère)、私の友情を受け取ってください。親愛なる病気の姉妹はどう

していますか。私たちは絶えず彼女を思い彼女のために毎日祈っています。
スール・マリー・T.

627. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 12 月 12 日

神さま、私のすべて。
親愛なる私のメール (mère)、
2

あなたに頼まれたちょっとした物をそちらに送ります。かわいそうなスール・N. . . の

ことは大変悲しんでします。祈らなければなりません。でも、平和のうちにいなければな
りません。私もあなたと同じ意見です。主任神父さまよりもダッシュー師の方がいいと
思います。聖霊の光をお願いしなければなりません。
3

親愛なる姉妹、年の最後の月になりました。この年は「命の書 (le Livre de Vie)」に

記載されることができるでしょうか。私たちの活動は充実したものであったでしょうか。
私たちは、活動の報いを期待することができるでしょうか。私たちは、迎えようとする年
の終わりを見ることができるのでしょうか。今年、親愛なる私たちの姉妹の二人が天にお
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られる花婿に呼ばれました。おそらくはそのうちに私たちの番が来るのではないでしょう
か。天国に対する私たちの願望はどうなっていますか。
4

親愛なる誓願者たちが着く、という知らせがボルドーのメール (mère) からありまし

た。あなた方の方が私たちよりも先に彼女たちに会うことになるでしょう。これは本当
のお祝いです。さあ、勇気を出しましょう。テレジア† 、シャンタル‡ 、クララ§ のような
人たちに倣って、私たちのために開かれている道を、惜しみない心をもって歩きましょう

. . . このような偉大な人たちを見れば、私たちは何と小さいのでしょう。でも、私たちは
同じ天国に行くことを望んでいます。私たちも同じ道をとり、同じ道のりをたどらなけれ
ばなりません。
5

そちらの祝日¶ のためにお祝いを申し上げます。私たちの祝日はかなりいいものでし

たが、説教は聞くことができませんでした。ムラン 師のお体の具合が大変悪かったので、
儀式だけしかすることがおできにならなかったのです。私たちは、朝には歌ミサにあず
かり、その他に四つのミサにあずかりました。カテドラルのような雰囲気でした。13 人
のコングレガシオンの会員がいましたが、その内の 11 人はコレラックからの人たちでし
た。メール・サン・ヴァンサンは毎日曜日、朝、この小さなコングレガシオンの集まりを
もっています。この善良な人たちはとても遠いところから、休むことなく来ます。彼女た
ちは本当にすばらしい熱意の人たちです。神さま、あなたを知らせ、そして愛させてくだ
さい。
6

私たちは、そちらにスール・アガトをおくって、スール・リュースをこちらに戻すた

めに、ボルドーからの指示を待っています。
7

私たちのすべての姉妹によろしくお伝えください。私はすべての姉妹を愛します。そ

して、彼女たちに心からの口づけをおくります。
8

こちらの聖人のようなダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis) の方たちの体の具

合がとても悪いです。この方たちのために祈ってください。マダム・ブランの死期の近い
ことを心配しています。
9

さようなら、親愛なる私のメール、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
編者註：ジャンヌ・ドゥ・シャンタル (1572 年 1 月 23 日-1641 年 12 月 13 日)。聖フランソワ・ドゥ・
サール (フランシスコ・サレジオ) とともに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
§
編者註：アッシジのクララ (またはキアラ)。アッシジの聖フランシスコの弟子。13 世紀に、女子観想
修道会クララ会 Ordo Sanctæ Claræ を創立する。
¶
編者註：聖マリアの汚れなきおん宿りの祝日。12 月 8 日。
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親愛なるスール・リュースに私たちのお祝いを伝えてください。彼女が私たちの心の中

10

で忘れられていないように、私たちは、祈りの中でも彼女のことを忘れません。メラニちゃ
んに口づけをおくります、そしてこの子には、その小さな心をイエスさまとマリアさまに
ささげるように勧めます。郵便屋さんの娘、エミリ・ボエがポストラント (postulante, 志
願者) としてこちらに来ました。私たちは、彼女をスール・ジェルトゥルードと呼びます。
幸便がありませんので、この手紙はポストに入れますが、包みは幸便を待つことにし

11

ます。回覧のため、コンドムの寄宿学校のパンフレットもそちらに送ります。私はそちら
に、ミッシオン・エトランジェール (Missions Etrangères, 外国宣教会) の小冊子を送った
でしょうか。そのことを私に知らせてください。

628. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 12 月 20 日

親愛なる私のメール (mère)、
メラニちゃんを修道院においておくことに不都合が見られるかどうか、あなたにお尋
ねします。この子が修道院にいるのは、寝る時と夜と食事の時だけだと思いますが。彼
女の不幸な両親が、彼女を引き取ることが可能になった時にやって来て、連れ去る危険が
あります。これは今ということではなく、彼女がもっと大きくなってからのことですが。
でも、もし彼女が修道院にいれば、彼女がどこにいるか分からないでしょう。今は、両親
は喜んで彼女を譲っていますが、この子供が自分たちの状態に役立つことができるように
なったと分かれば考えを変えるかもしれません。この善業を助けてくださっている尊敬す
べき人たちは、もし、彼女が修道院の中にいるということになれば、寄宿費を上げてくだ
さるでしょう。あなた方は 200 フランを受け取ることになるでしょう。ご覧なさい、親愛
なるメール、これは十分期待のもてる事業です。ボン・ペール (bon Père) に相談しても
らうように、私はこのことについて一言マリー・ジョゼフに書きます。
2

祝日† おめでとうございます、親愛なる私の娘たち。べトレヘムのまぐさ桶において、

すべてをあなた方にささげます。
スール・マリー・T.

†

編者註：主の降誕の祝日。
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629. トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1825 年 12 月 28 日

神なる幼きイエスさま、私はあなたを礼拝します。
親愛なる私の娘、
2

私は、ボルドーからコンドム宛の箱をひとつ受け取りました。私の方からも、新しい

年のための私の願いのこもった挨拶をあなた方に差し上げます。私があなたと親愛なる
私たちのすべての娘のために願うお年玉は、謙遜、質朴、従順といった修道者の徳の獲得
です。これらの徳はすべての姉妹に願っていますが、各自には次の徳を特別に願ってい
ます。
3

親愛なるメール・サクレ・クールのためには隣人を堪え忍ぶ精神と人を指導するため

の識別の精神を願っています。
4

親愛なるスール・ドジテのためには苦行と忍耐の精神を願っています。

5

親愛なるスール・ナティヴィテのためには謙遜と従順の精神を願っています

6

親愛なるスール・セラフィーヌのためには質朴と潜心の精神を願っています。

7

親愛なるスール・サン・フランソワのためには愛徳の精神と心の謙遜を願っています。

8

親愛なるスール・アポロニのためには従順の精神と想像の沈黙を願っています。

9

親愛なるスール・ブリジットのためには神さまのみ旨との一致と謙遜を願っています。

10

親愛なるスール・アントワネットのためには献身奉仕の精神と清貧の精神を願ってい

ます。
11

親愛なるスール・リュースのためには優しさと親切を願っています。

12

親愛なるスール・ユーラリのためには大きな勇気と、死と同じように強い神さまに対

する愛を願っています。
親愛なる私の娘、慈愛なる神さまはこのポストラント (postulante, 志願者) のために

13

問題を解決してくださって、この鳩が箱舟を去る† ことをお許しにならない、と私は期待し
ますが、しかし、彼女をできるだけ早くボルドーへおくらなければならないと思います。
かわいそうなスール・N. . . には、大変悲しい思いをしています。彼女を治すことがで

14

きるのは慈愛なる神さまだけです。たくさん祈らなければなりません。スール・V. . . に
もまた悲しい思いをします。彼女はとても強い空想を描くのです。彼女はしばしばロー
モン師と大喧嘩をして、その喧嘩が彼女を絶望させます。私が彼女を導くことができま
†

編者註：創世記 第 8 章第 12 節。

870
すように、私が毅然とした態度を取りながらも厳しすぎることのないように、祈ってくだ
さい。
15

メラニちゃんの寄宿費の一部として 32 フランをそちらに送ります、でも、彼女を修

道院に引き取る場合のこともありますので、このお金はまだマザック夫人には渡さないで
ください。この子が夫人のところに居る期間の分だけを夫人には払うようにしなければな
らないでしょう。そしてそれは取り決めの通り、150 フランの寄宿費を基礎にして払うこ
とになります。
16

さようなら、親愛なるメール。あなたの忠実な母より。親愛なるあなたの娘たちの何

人かに、少しずつ手紙を書きたいと思います。それまで、イエスさまに彼女たちのことを
お話し申し上げましょう。
スール・マリー・T.

630. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1825 年 12 月 30 日

神さま、あなたのすべての恩恵に対して私は何をお返ししましょうか。
親愛なる私の娘、
2

寄宿学校の状態がいいということをお聞きして、私は大変喜んでいます。私は、スー

ル・ジョゼフィーヌの熱意に感銘を受けています。私は彼女のために辛抱強さを願ってい
ます。辛抱強さは、仕事に栄誉を与えます。嫌悪感が起きる時には償いの精神によって、
彼女が自分を強くするようにして欲しいと思います。償いの精神は、このような機会にす
ばらしく役に立ちます。
3

コングレガシオンの仕事がうまくいかないのですか。でも、今は冬ですし、町から離

れていますので状況が良くなるとは思いません。何はともあれ、我慢しましょう。神さま
が望んでおられる善より多くの善をしようと思わないようにしましょう。
4

スール・ユルシュールはまだこちらにはおくらないでください。私たちには彼女は必

要ではありませんし、それにスール・サン・ソヴールは、自分の授業と、また、自分の内
面の苦しみがあって、このかわいそうな娘たちの面倒を殆ど見ることができません。私自
身も殆ど時間がありません。かわいそうなスール・フェリシテは先日、自分がやらなけれ
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ばならないのではないかということですっかり気を落としていました。こちらの修練院は
本当にうまくいっていません。ですから、ユルシュールのことは心配せずにそちらに引き
留めておいてください。
5

スール・アガトはとても元気です。親愛なる娘、スール・ロザリについてあなたに何

を申し上げましょうか。彼女はこちらにはおくらないでください。もし、彼女が適してい
ないのでしたら、彼女がコンドム (の修道院) を出るようにするか、あるいはまた彼女を
ボルドーにおくってください。私たちは精一杯頑張っても、こちらに入ってくるポストラ
ント (postulante, 志願者) と助修道女のためのノヴィス (修練者) の世話は中途半端にし
かできません。
6

新年おめでとう、親愛なる娘。あなたが功徳をさらに積み、お恵みをもっと豊かにい

ただきますように。あなたが神さまに多くの栄光を帰すことができますように。この年
に、あなたが本修道会の真の娘になりますように。自分に対しては辛抱強くあってくださ
い。神さまに身を委ねてください。すべての慰めを犠牲としてささげてください。メー
ル・ドゥ・シャンタル† と共に、「ただ神さまのみ旨だけを」と言ってください。
7

私たちはいつも、親愛なる私たちの誓願者の姉妹たち127 が来ることを期待しています。

スール・サン・ジョゼフが肺炎に罹って、彼女たちの出発が延期されたのです。親愛な
るこの子供たちのために祈ってください。彼女たちが悪くなることがありませんように。
そして、私たちが一緒になって魂の救いと神の栄光を獲得すべく励むことができますよ
うに。
8

院長さまを初めとして、コンドムの親愛なる共同体のすべての姉妹に、新年おめでと

うございます、と申し上げます。迎える年のためにお年玉として、私はあなた方すべての
人に、私たちの聖なる会則の几帳面な実行、苦行の精神、謙遜な従順の精神を願っていま
す。私は、切りそして切断するための割礼のナイフと共に、あなた方を残します。私たち
の主イエス・キリストにおいて、あなた方に口づけをおくります。
スール・マリー

631. トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛
+J. M. J. T.

†

1826 年 1 月 3 日

編者註：ジャンヌ・ドゥ・シャンタル (1572 年 1 月 23 日-1641 年 12 月 13 日)。聖フランソワ・ドゥ・
サール (フランシスコ・サレジオ) とともに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
127
ボルドーの新しい誓願者たち。
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イエスさま、私のイエスさまでいてください。
親愛なる私の娘、
2

あなたからご挨拶をいただいて心から感謝します。あなたのための私の挨拶も同じく

多岐にわたるものです。私は、あなたが修道者が修めるべき徳のすべてを身につけること
を願っていますが、特に、深い謙遜と燃える愛徳を願っています。これが、私があなたの
ために願うお年玉です。
3

私たちの誓願者が到着しました。ボン・ペール (bon Père) はあなた方を、犠牲をする

ことができる娘として扱ってくださいました。彼女たちは、朝の 3 時にトナンを通りまし
た。マリー・ジョゼフは (修道院に立ち寄らせてもらえるように) ボン・ペールに懇請し
たのですが、立ち寄る指示はいただけませんでした。彼女たちの残念な気持ちを考えて
やってください。
4

メール・ガブリエルは、コンドムで財務のメール (Mère du Temporel) をするように

予定されています。私たちは数日間、彼女をメール・サン・ヴァンサンの下で教育するこ
とにしています。他の姉妹たち、スール・サン・ジョゼフとスール・サン・ローランの行
先は、こちらなのかトナンなのかまだ分かりません。と申しますのは、スール・ルイズ・
マリーは、財務 (Travail) の責任者としてボルドーに残ったのです。スール・イザベルは
スール・サン・ソヴールの下で修練期をするために、助修道女の服を着けてこちらに戻っ
てきました。これらのことを院長さまに伝えてください。(新しい) 誓願者たちは天使の
ように熱心であるように私には見えます。彼女たちの態度は尊敬の念を起こさせます。
5

親愛なる姉妹、私たちは、後に続いて来た姉妹たちに追い越されないようにしましょ

う。私たちは (本修道会) の最初の修道女である、ということを思い起こしましょう。そ
して、建物が立っていることを望むならば、その基礎はしっかりとしたものでなければな
らないこと、特に本当に、本当に謙遜な基礎が必要であることを思い起こしましょう。
6

さようなら、親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、すべてをあなたに

ささげます。
スール・マリー
7

私たちのすべての姉妹によろしくお伝えください。スール・ユーラリは引き留めてお

いてください。問題はありません。人の言うことは気にしないでください。
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632. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.

1826 年 1 月 10 日

優しいイエスさま、私のすべてとなってください。
2

親愛なるセラフィーヌ、あなたの挨拶を心からの感謝の気持ちでいただきました。あな

たに対する私の挨拶も、いかなる点においてもあなたの挨拶に劣るものではありません。
3

私はあなたが偉大な聖人になることを願っています。それが神さまのご計画です。と

申しますのも、神さまはあなたを幼少のころから愛してくださいました。神さまは、あな
たの人生の初めからあなたを呼んでくださいました。もし、あなたが、鋤に手を置きなが
ら、恩をあだで返すように後を振り返り、救いの道を後戻りするようなことにでもなった
ら、それはあなたにとって何と不幸なことでしょう。
4

親愛なる娘、謙遜の道はあなたに適した道だとあなたが考えるのは、正しいことです。

その道においてあなたの本性が抵抗を覚えれば覚えるほど、あなたの救いは謙遜の道を必
要としている、と思うべきです。
5

あなたが補佐修道女になるたいと願うことについては、長上の方々の意志に任せた方

がいいと思いますし、また、それがあなたの完徳のために適切であると思われるならば、
あなたの心を低くした方がいいと思います。でも、時々密かな利己心があって、へりくだ
ることを願っておきながらへりくだりの功徳を奪ってしまうのです。つまり、へりくだる
ことを願ったという満足感をもち、そのことによって長上の方々に評価されるだろうと思
うのです。それに、物事を人から命令されるよりも自分の方からすることを好むもので
す。自分のことは人に決めてもらってください。いつもただ、私たちの主イエス・キリス
トの精神と模範により合致するものとして、また、天国にまで自分を高めるのに適するも
のとして、卑しい物、取るに足らない物を大切に思うようにしてください。
「自分を低く
†
する者は高められ、自分を高める者は下げられるだろう。
」
6

さようなら、親愛なる子供、神さまがあなたを愛してくださいます。神さまの愛に応

えてください、神さまに忠実であってください、そうすれば、いつか神さまの聖なる花嫁
たちと共に、神さまの後に従って永遠の宮殿に行くことができるでしょう。
スール・マリー・T.

†

編者註：マタイによる福音書 第 23 章第 12 節。ルカによる福音書 第 14 章第 11 節。ルカによる福音書 第
18 章第 14 節。ヤコブの手紙 第 1 章第 9 節。
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633. ボルドーのスール・トゥリニテ・プレブスト (ノヴィス)
宛
スール・トゥリニテは病気でした。彼女は 1827 年 5 月 25 日に亡くなります。

+J. M. J. T.

1826 年 1 月 10 日

すべての人の心においてイエスさま万歳。
親愛なる私の娘、
2

私はあなたの挨拶を、嬉しくそして感謝の気持ちでいただきました。私の子供、私が

あなたにおくる挨拶も同じように多岐にわたるものです。私の願いはすべてあなたが救い
の道と修道的完徳の道を、しっかりとした足取りで歩くのを見ることです。
3

親愛なる私の娘、あなたが自分のことをとても傲慢だと思うことに私は少しも驚きま

せん。それはあなたが他の人よりも傲慢であるからではなく、あなたには、それが人より
もよく見えるからです。人は進歩向上するにつれて、自分の前にある隔たりがもっとよく
見えるのです。つまり、明るくなればなるほど、埃の粒子がよく見えるのと同じです。
4

私の娘、あなたの過去から来る卑しさを受け入れてください。でも、神さまに対する

罪は忌み嫌ってください、そして、罪から来るへりくだりの気持ちは大切に保ってくださ
い。特に、あなたの体の破壊はあなたをとても醜いものにしますが、その破壊を愛してく
ださい。多くの聖人たちは、自分の体の美しさが人の目を引き付けることもあり得るので
はないかと恐れて、故意に自分を醜くしました。あなたに対しては、神さまがそのことを
配慮してくださいます。神さまにお任せしてください。そして、この点については心配が
全くないことを喜んでください。
5

私には、あなたの誓願宣立を遅らせている理由が分かりませんでしたが、近いうちに

あなたが誓願を立てることができるということを聞かされています。あなたの心の備えを
してください。心、体、精神、物、被造物が本当のいけにえとなりますように. . . すべて
がいけにえとしてささげられますように。
6

さようなら、親愛なる姉妹、あなたに心からの口づけをおくります。
スール・マリー・T.
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634. ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛
+J. M. J. T.

1826 年 1 月 12 日

親愛なる私のメール (Mère)
2

あなたに私の挨拶を申し上げるのが遅くなったことについて、私の心ではなく、私の

仕事を責めてください。ボンヌ・スール (bonne sœur, 良き姉妹)、あなたに対する私の挨
拶がどのようなものであるかをあなたはご存じです。私たちの主の模範に倣って、世俗の
人が願うような年ではなく、修道女が願わなければならない年でありますようにと、新年
おめでとうございますを申し上げます。この年に、あなたが霊的に大きな利益をあげるこ
とができますように、あなたの共同体がその熱心さと規則正しさによってあなたを慰める
ことができますように、そして、(あなたの) 娘たちが母親の冠となりますようにと願っ
ています。
3

去年あなたを苦しめた苦悩を心から分かち合います。神さまはあなたを十字架にかけ

られることによって、あなたを、至愛なる花婿として扱ってくださいます。でも神さま
は、私を意志の弱い花嫁として扱われます。と申しますのも、今のところ、こちらには病
気をしている娘は一人もいません。
4

私たちは、ボルドーからの 3 人の若い誓願者を受け入れたところです。彼女たちは、修

練院に面目を施してくれています。私たちは彼女たちの (生活の) 規則正しさに感銘を受
けています。そして、彼女たちは私たちに模範を示してくれます。私は修練院がボルドー
にあることにますます満足を覚えています。
5

私たちは、今年はまだボン・ペール (bon Père) に訪問をしていただいていません。そ

れに 6 ヵ月前からお手紙もいただいていません。師は大変多忙でいらっしゃいます。すべ
ては神の栄光のために。
6

私はスール・ドジテに挨拶をおくります。そして、彼女がお年玉としてその保護の聖

人† の従順をもつように願っています。彼女の姉妹は元気にしています。そしてすべてを
うまくやっています。彼女の方からスール・ドジテに手紙を書きます。
7

さようなら、親愛なるメール。親愛なるあなたの娘の方々によろしくお伝えください。

和私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

†

編者註：ドジテ・ドゥ・ガザ (6 世紀)、中近東に生きた修道士。
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635. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
シャルル 10 世は、1825 年 5 月王の聖別をうけました。大衆の熱狂を呼び起こすにふさわしい王政の、宗
教的な盛大な儀式が繰り広げられました。しかし、世論の一部は、信仰心の堅いことで知られている王に対
する聖職者の影響力を恐れていました。1825 年の二つの法律が、この危惧をさらに大きなものにしました。
一つのは、修道会の共同体の成立を容易なものにする法律‡ で、もう一つは、瀆聖 (とくせい) を死罪によっ
て罰する法律 (これは一度も適応されませんでした) でした。ミッシオン (mission, 修業) が盛んに行われ
るようになって、それが時として不平不満の声を誘発しました。少しずつ、ブルジョアジー (有産階級) は
宗教に対して批判を強めていくようになりました。イエズス会はフランスで許可されていませんでしたが、
イエズス会士はいくつもの学校で校長をしていました。そのイエズス会士たちが、1826 年攻撃を受けまし
た。タルチュフ† やヴォルテールの作品の出版がまた始まりました。次の手紙は、このような背景を念頭に
おいて読まなければなりません。

+J. M. J. T.

1826 年 1 月 20 日

すべてにおいて神さまだけを。
親愛なる私の娘、
2

トナンの親愛なる私の娘たち、特に親愛なる私の年長の娘に手紙を書くために、この

機会をのがしたくありません。
3

メール・サント・フォワと私で第三会に黙想をさせています。そして、ムラン師が一

つの務めをさせてくださいます。— ローモン師はお体の具合がとても悪いです。— 誓願
の更新は日曜日に行われます。ミサはムラン師がささげに来られます。この若いおとめ
たちが、世俗にあって (危険に) さらされながら、純潔な心を保つことができますように。
また、燃えさかる火の中の 3 人の子供の奇跡‡ にも似た奇跡によって、炎の中にあっても
焼かれることがありませんように。
4

信仰の不幸のこと、不敬虔、無宗教のうねりが大変懸念されることはきっとあなたも

知っているでしょう。ボンヌ・メール (bonne mère)、嘆きましょう、拝廊と祭壇の間に
身を置きましょう。そして、神さまのご慈悲を懇願しましょう。
「主よ、赦してください、
あなたの民を赦してください、あなたの怒りの結果を私たちに及ぼさないでください。」
5

便があったらすぐに、スール・リュースをこちらにおくってください。私たちも便が
‡

編者註：「女子修道会および共同体の法的許可および存在」に関する 1825 年 5 月 24 日法。
編者註：モリエールの戯曲。
‡
編者註：シャドラク、メシャク、アベド・ネゴ。ダニエル書 第 3 章第 8-30 節。
†
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あったらすぐに、スール・アガトをそちらにおくりましょう。ボルドーからはオベディア
ンス (obédience, 移動命令書) が届いていますが、時期についてははっきりした指示があ
りませんので、あなたでも私でも費用が全然かからない機会があればそれを利用した方が
いいと思います。と申しますのも、本修道会は無用の出費は避ける必要があるからです。
スール・アガトはいい人ですが頭の方はあまり良くありません。彼女のためには、それほ
ど動きのない小さな修道院の方が向いているでしょう。彼女はすばらしい性格をしてい
て、神さまに対する本当の愛をもっています。
6

スール・ユーラリのことはどうなっていますか。本当に召命があるように見えますか。

長い試みが必要ですか。私たちは近いうちに、二人のポストラント (postulante, 志願者)
をボルドーにおくるつもりでいます。ボルドーから来た私たちの (新しい) 誓願者たちは、
私たちの模範です。彼女たちの規則正しさ、控えめ、献身奉仕は私たちの喜びです。私は、
修練院がボルドーにあることに本当に満足しています。この若い誓願者たちが私たちを
どんどん追い越して行くのを見ると、私たちにはへりくだざるをえないものがあります。
スール・マリー・ガブリエルとスール・サン・ジョゼフは毎日ご聖体をいただいています。
7

スール・イザベルは本当におとなしくしていますし、心安らかにしています。彼女は、

「私は自分のところを得た感じがします」と私に言いました。彼女にはもう心の動揺はあ
りません。私は、彼女が 6 月にスール・リュースやスール・フェリシテと一緒に誓願を立
てることができると期待しています。スール・サン・ローランも元気です。彼女は授業か
仕事場を担当する能力のある人です。スール・マリー・ガブリエルは、近いうちにここを
去ってコンドムに行き、物質的なことを担当して財務 (Travail) の責任者になります。彼
女はすべての姉妹の中でもいちばん申し分のない人です。
8

さようなら、親愛なる私の娘、私は私たちのすべての娘に口づけをおくります、そし

てあなたには、私たちの神なる花婿において私の愛情を約束します。日曜日で、親愛なる
スール・テレーズ・ドゥ・サン・トギュスタンが亡くなって一年になります。彼女のこと
を忘れないでください。
スール・マリー・T.
9

手紙を書き終わってから、スール・ユーラリのことであなたがひどく脅かされている

ということを聞きました。そのことを神父さまに書いてください。その人の気持ちがおさ
まるまで、スール・ユーラリを修道院の外の寄宿学校に置いた方がいいのではないでしょ
うか。修道会が (非難に) さらされるよりは、修道会の方で (寄宿費を) 払った方がいいで
しょう。
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636. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 1 月 25 日

主よ、私が何をすることをお望みですか。
親愛なる私の娘、
2

新しいことが起きました。スール・ナティヴィテをボルドーにおくるために、彼女のた

めのオベディアンス (obédience, 移動命令書) をあなたに送る、という知らせがボルドーか
らありました。同時に私の方には、こちらのポストラント (postulante, 志願者) をおくっ
てほしいとの要請も来ています。私は一人しかおくることができません。と申しますの
も、もう一人のポストラントはかなり強い誘惑を受けたところなのです。私には、彼女を
おくるのはまだ賢明さを欠くことだと思われます。そういうことで、そちらにスール・ペ
ラジをおくりますので、彼女をスール・ナティヴィテと一緒に (ボルドーへ) おくってくだ
さい。スール・ペラジにはスール・アガトを同伴させます。それで、スール・リュースを
すぐにこちらにおくってください。アガトの出発によって、私たちにはスール・リュース
が必要になります。聖なる天使たち、この若いおとめたちを見守ってください。彼女たち
の歩みを導いてください。悪のすべての攻撃から彼女たちの感覚と心を守ってください。
3

マドゥモワゼル・ソボのことは、必ず、ボン・ペール (bon Père) に相談してください。

彼女はトナンよりもボルドーにおく方がいいように私は思います。それから、親愛なるマ
ドゥモワゼル・ルベについては何かニュースがありますか。マドゥモワゼル・エヴリナ・
ブデについてはどうですか。もし、これらの若い心が本修道会においていつか神さまを讃
える運命にあるとしたら、これらの心を本修道会のために育ててください。ボルドーから
来たこちらの姉妹たちは、私たちに感銘を与えてくれますし、私たちにへりくだる気持ち
を起こさせてくれます。彼女たちは規則正しさの模範です。
4

親愛なるメール (Mère)、神さまのご計画にこたえましょう、そして、神さまに自分を

犠牲としてささげ、神さまだけを求め、神さまにすべてを奉献した生活によって本当の修
道女になりましょう。すべてを私たちの心の至愛なるおん方のために。
5

あなたはかわいそうなスール・N. . . から解放されましたね。でも、そちらのかわいそ

うな修道院はどのような具合ですか。もしそちらに人が必要でしたら、ボルドーにその
ことを書いてください。と申しますのも、まだ任命は全然行われていません。スール・サ
ン・ドゥニは、2 月 1 日に誓願を立てることになっています。3 人の着衣式も行われるで
しょう。ポリーヌもその一人です。神さま、これらのささげものがあなたにとって快いも
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のとなりますように。
6

さようなら、親愛なるメール、天におられる花婿に喜ばれないすべてのものを私たち

から取り除くようねばり強く励むことによって、私たちの魂の中で神さまの業を推し進め
ましょう。弱さそのものである私のために祈ってください。私の健康は時節の厳しさを
敏感に感じます。私は少し体調を崩しています。私は四旬節の務めはすることができる
と思っているのですが、させてもらえないのではないかと心配しています。いつものこと
ですが私の胃の具合は少し悪いです、けれども私の必要については人が過大に考えている
のです。
7

院長さまを初めとして、親愛なる私たちのすべての姉妹に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

8

親愛なる姉妹、もしそちらに、親愛なる私たちの娘たちに同伴させる確かな人がいな

いのでしたら、彼女たちに同伴させるためにスール・リュースをおくってください。スー
ル・リュースはその後でこちらに戻ってくればいいでしょう。彼女たちには、黙想が始ま
る日曜日にはボルドーに居て欲しいようです。黙想はかわいそうなスール・N. . . には有
益となり得るでしょう。

637. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
1826 年の初め、バルドゥネ師はシャミナード師に、汚れなきマリア修道会 (Filles de Marie) のことで提
案をしました。それは、バルドゥネ師が長いこと主任司祭をしていたメスネの村の近くにあるジュラの小
さな町、アルボワのことでした。元カプチン会の修道院で、司祭館と憲兵本部が入っている家がありました
が、バルドゥネ師には、この家が汚れなきマリア修道会の事業に適しているように思われましたし、また師
の良好な人間関係から容易に取得できるように思われました。この手紙の中でメール・マリー・ドゥ・ラ・
コンセプシオンは、ここでの修道院設立のことを垣間見せてくれます。

+J. M. J. T.

1826 年 2 月 16 日

イエスさま、私のすべて、
2

親愛なる私の娘、便の機会を逃さないために少し急いであなたに手紙を書きます。

3

メラニの両親が町に来ています。彼らは仕切りにメラニがどこにいるのか聞きますが

彼らには (居場所を) 隠しています。彼らはボルドーへ行きます。彼らはトナンを通ると
思うべきでしょう。彼らがメラニに会うことがないように、数日の間、メラニを黙想者の
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部屋に寝かせるようにしなければならないだろうと思います。両親をメラニに会わせない
ことはとても大切です。
4

親愛なるあなたの共同体は、どのように四旬節の務めをしていますか。こちらでは何

人かの姉妹が四旬節の務めに穴を開けています、私を先頭に. . . そのことで私の心はとて
も病んでいます。と申しますのも、私自身は四旬節の務めをすることができるだろうと
思っています。私は、しばらく前から体の具合を悪くしていましたが、でも、今はすべて
正常に戻っていて、もう体の具合は悪くありません。体の具合が悪くもないときに、何か
を食べるということはつらいことです。人が見当違いをしないように神さまに祈ってくだ
さい。この四旬説の間、日ごろに倍して神さまを愛しましょう、そして、ごく小さな罪も
避けることによって神さまにその証をしましょう。自分の意志のすべてを大斎としてさ
さげましょう。それはきっと慈愛なるイエスさまに喜んでいただけると思います。
5

(修道院の) 設立の話がありますが、働くことのできる人の少ないことを考えるとおの

のきを覚えます。私たち全員が現役で働かなければならないことが分かりますので。こ
ちらのかわいそうなダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis) の方たちの体の具合は、
相変わらずとても悪いです。マダム・ブランは危険な状態にあります。マダム・ブランに
は手の施しようがないとべロック氏は思っておられます。この方々は私たちに感銘を与
えてくださっています。
6

スール・リュースは自分の誓約に大変満足しています。神さまにささげられること、神

さまに、本当に余すところなくささげられていることは何と快いことでしょう。
7

親愛なる私の娘たち、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

638. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1826 年 2 月 27 日

神のより大いなる栄光のために。
2

親愛なるメール (Mère)、コンドムの親愛なる私たちの修道院にとって、この四旬節が

改善の時、刷新の時であるようにと私は心から望んでいます。この修道院が、よく会則が
守られる修道院、本当に修道的な修道院となりますように。
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3

私は、あなたがメール (Mère) たちのコンセイ (Conseil, 評議会) を召集して、修道院

で行われている乱用、あまりよく守られていない規則、特に、沈黙の規則を全員で確認す
るように願っています。私は沈黙をとても大切に思っていますので、もし、会憲がこれほ
ど沈黙を勧めていなかったとしたら、私はこの沈黙を掟としたい気持ちになることでしょ
う。と申しますのも、私たちの殆どすべての過失は沈黙を守らないことから来ている、と
私は思っているからです。食堂で、寝室で、それから寄宿学校で先生たちの間で、沈黙は
よく守られているでしょうか。と申しますのも、必要がなければマドゥモワゼル・ブルイ
トに話しかけてはなりません。休み時間以外は、彼女も他の人と同じように沈黙の規則を
守らなければなりません。と申しますのも、彼女は一人では話すことができない d しょう
し、もし話すとなれば、修道女を沈黙に背かせることになるでしょう。仕事のために多く
を話さなければならない私たちが、言葉を控えることができる時に言葉を控えないとすれ
ば、私たちにとって内的精神はどうなるのでしょうか。
4

神さまがどんなに本修道会を守ってくださるか、あなたの小さなコンセイ (Conseil, 評

議会) で話してください。(これは秘密です。) クレルフォンテーヌ夫人が私たちのために、
「秘密証書による遺言書 (testament clos)」をつくってくださいました。4 マンフランぐら
いにはなるでしょう。慈愛なる神さまが、神さまの栄光のためだけにしか行動されないボ
ン・ペール (bon Père) にどんなに報いてくださるか、見てください。と申しますのも、
人間的に判断しますと、ボン・ペールは時々慎重を欠くことがあるように思われますが、
神さまはボン・ペールが挫折したように思われる時、問題を片付けるために (助けを) 送
る配慮をしてくださいます。この善良なご婦人は (こちらに) 来ることを望んでおられま
すが、このような恩人としてその権利があります。多分私たちは、屋敷の端にある小さな
家を彼女のために整備することになるでしょう。(彼女がこちらにいらっしゃるのも) 長
いことではないでしょう。と申しますのも、彼女はもう 80 歳を超えていますので。
5

私たちはお年を召した人たちを引き受けることによって、本修道会の修道院 (複数) を

助けるようになっています。こちらには助修道女の修練院がありますので、こちらの方が

(お年を召した人たちのお世話を見るのは) より容易でしょう。
6

私の健康状態はまあまあといったところです。胸の乾燥を覚えていますが数日前から

快方に向かっています。
7

スール・ヴィジタシオンは体の具合が大変良くなくて、ひどい咳をします。

8

さようなら、親愛なる姉妹、私たちはコンドムのすべての姉妹に心からの口づけをお

くります。
9

私たちのところに新しいポストラント (postulante, 志願者) がいます。17 死になるグ

ランデです。私たちは彼女をスール・エレオノールと呼んでいます。
スール・マリー・T.
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10

スール・ユルシュールを (こちらに) おくってください。彼女をおくるのが遅くなれ

ばなるほど、スール・リュースとスール・ガブリエルがそちらに行くのが遅くなります。
待っています。あなたのお手紙をラコスト氏に送りましょう、そして、ことの成り行きが
どうなるか見ましょう。

639. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 2 月 28 日

神さま、すべてをあなたのために。
親愛なる私の娘、
2

(あなたにお便りするために) 小さな紙に書きますが、私の心があなたの場所に残って

いる時間は短いものではありません。親愛なる私のゴンザグはいつも私の年長の娘のひと
りです。
3

あなたの手紙をボルドーに送りました。神父さまが私に指示された様式に従って、メー

ル・アンカルナシオンに手紙を書きました。神父さまからは、また、霊生 (Zèle)、教育

(Instruction)、財務 (Travail) の三つのオフィス (Oﬃce, 職務) の果たし方を知らせてくれ
るようにあなたにお願いしてください、と頼まれました。それにまた、各自が三つの目的
をどのように果たしているかという、個人的な義務の果たし方も知らせるように願ってお
られます。これは大仕事です。でも、私たちは神の栄光のためにささげられているのでは
ないでしょうか。私たちのすべての時間は神さまのものです。神さまがみ旨のままにそ
の時間を自由にしてくださいますように。
4

ボン・ペール (bon Père) は、移動は頻繁に行われるべきではないと考えておいでです。

私も、禁域の誓願を尊重すれば移動はそう頻繁に行うべきではない、と感じます。と申し
ますのも、姉妹たちが自分たちを、愛徳修道女会 (la Charité) の姉妹たちと同じようにみ
なすようになってしまうでしょうから。
5

スール・ジュリが私に手紙をくれましたので、彼女に返事を書きます。かわいそうな

子供です、私は彼女のことを気の毒に思います。彼女の心のすべてが神さまのものになっ
てはいません。
6

親愛なる娘、あなたの方はどうですか。いろいろな心配事があってもそれに溺れない
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ようにしてください。この世は戦いの場、試練の場です。やがて、永遠のしあわせな日が
来るでしょう。私たちが全員「小羊」のまわりで会うことができますように。
7

私たちは近いうちに、親愛なるスール・ドロテ・カスティオンをボルドーに出発させ

ます。彼女は申し分のない人で、(修道女に) 適していると思います。スール・ロザリの
ことはどうなっていますか。結局はどのように決めましたか。彼女は出るか、あるいはボ
ルドーに行く必要があります。
8

私はマドゥモワゼル・ブルイトに手紙を書きますが、手紙がどのような結果を生むか

分かりません. . . 祈らなければなりません、私には他の薬が見当たりません。
9

常にスール・ジョゼフィーヌを支えてあげてください。彼女に私の方からくれぐれも

よろしくとお伝えください。
10

私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

640. ボルドーのダヴィド・モニエ氏宛
1826 年 3 月 3 日

+J. M. J. T.
ボン・フレール (bon Frère, よき兄弟)、
1

私はオギュスト氏にお返事をさしあげて、スール・フェリシテのことで私たちがお借

りしていたお金の計算を氏に送りました。私たちが氏にまだ 300 フランあまりのお金をお
返ししなければならないことは確かです。
2

氏の新しい住所を存じ上げませんので、私の手紙はデ・ムニュ通り宛てに送りました。

お金の計算のことでもありますので、氏が受け取られたかどうか確かめていただけないで
しょうか。受け取られていないようでしたら、もう一度私の方からお手紙をさしあげま
しょう。
3

親愛なるフレール (Frère, 兄弟)、侵すべからざる私の忠誠の気持ちを受け入れてくだ

さい。
スール・マリー・トランケレオン

641. ボルドーのノヴィス (修練者) たち宛
+J. M. J. T.

1826 年 3 月 4 日
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イエスさま、私の存在のすべてをあなたにささげます。
私たちの能力のすべてが、あなたのものとなりますように、あなたに栄光を帰すために。
親愛なる私の子供たち、
2

私たちが修練院におくるあなた方の新しい仲間、親愛なるスール・ドロテに託して、あ

なた方に長い手紙を書く喜びをもちたいと思います。
3

あなた方に、時々何らかのコンフェランス (conférence, 講話) をするといったような

ことができませんので、書き物であなた方にコンフェランスをします。
4

親愛なる私の娘たち、あなた方の多くは本修道会の実際の事業をまだ見ていらっしゃ

らないので、自分がいつかそれに携わり、その事業を自分にもできるようになることの必
要性がまだ十分には分からないと思います。親愛なる私の姉妹たち、私たちは、ただ単に
自分自身の成聖にだけ励むために本修道会で修道女になるのではありません。そこには
確かに私たちの第一の目的があります。でも、もし私たちが、隣人の救いを獲得するため
に献身するという第二の目的を欠かすとすれば、自分自身の成聖も行うことができない
でしょう。(隣人の救いのために献身すること、) それが特別な誓願の対象にもなっていま
す。修練期は、これらの目的達成のために有効に働くことができるように自分を磨くこと
にあるのです。ですから、怠りと怠惰によって、このような目的にふさわしくなるように
自分にできる限りのことをしないノヴィス (修練者) は、自分の召命に背くことになるで
しょうし、また、誓願 (の約束) を果たすことができるように努力もしなかったら誓願の
宣立も認められないでしょう。
5

私たちは祈り、教育、そして働きによって、隣人の救いのために努めます。私たちは、

隣人の救いのため、また、神の栄光をめざすミッシオン (Mission, 修業)、説教といったよ
うな事業の成功のために、たくさん祈ることを私たちの義務としなければなりません. . . 海
を渡って未開の人たちにイエス・キリストを告げに行く宣教師を私たちの祈りをもって伴
いましょう。
6

私たちは教育のため、いつか、隣人を救いに導く補助的な手段とならなければならな

いものとして、従順が私たちに学ぶことを望むすべてのことを、入念に勉強しなければな
りません。私たちの主な事業のひとつは貧しい子供たちのために無料の授業をすることで
す。この子供たちを引き付けるために、この子供たちに読み書き算数を教えなければなり
ません。ですから、修練院では、私たちの能力の可能な限り、この技術を伸ばすようにあ
らゆる配慮をしなければなりません。さもないと、私たちは神さまが、神さまのために魂
を獲得する目的で使うようにと私たちに与えてくださった才能の責任を問われることにな
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るでしょう。そしてその魂たちは、永遠の間、自分たちの救いを私たちに請求するでしょ
う。そういうことからも、キリスト教の教義をしっかりと身につける必要もありますし、
読書をし要理を学ぶように配慮すべき必要もあるのです. . .
7

私たちは、若い人たちを引き寄せて職を得させる仕事場ももっています。それはまた、

そのことによって、彼女たちが働くことを学ぶと共に、彼女たちを、彼女たちが無垢の状
態を失う可能性のある家から引き出すためでもあるのです。私たちは彼女たちに信仰を教
えます。信仰を教えることは、私たちのすべての事業における主たる目的です。したがっ
てそういうことから、他の人に教えることができるように、働き、裁縫、裁断、刺繍を学
ぶ十分な配慮の必要が出てくるのです。またそのことによって、これらの若い人たちを神
さまのために獲得する事業をすることができるのです。
8

私たちはまた、修道院の中で多くの物質的な仕事をしています。授業に携わっている

姉妹たちの負担を軽くするために、すべての姉妹が、そのような仕事ができるようになら
なければなりません。
9

私たちは修道院では休息の時間は少しもありません。祈りから仕事へ、あるいは隣人

の教育へと、いつも働いています。自分の義務にすべてをささげるために、また、私たち
の神であり模範であるイエス・キリストの生涯に倣うために、自分の個人的な好みは完全
に犠牲にしなければなりません。イエス・キリストはただ私たちの成聖のために地上に来
られました。私たちの聖なる母マリアさまにも倣いましょう。マリアさまは、神なるおん
子の栄光のためにだけ生きられました。
10

さようなら、親愛なる私の心の子供たち、私は、あなた方を魂の獲得のための小さな

使徒として、神のみ摂理が私たちを呼ばれるところにはどこへでも、できるだけ早くおく
ることができればと念じています。
11

私たちの主イエス・キリストにおいてあなた方に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

642. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.
イエスさま、あなたおひとりが私の心を支配してください。
親愛なる私の娘、

1826 年 3 月 7 日
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2

私は痛む思いで、親愛なるトナンの修道院にかかわるすべてのことに、心を合わせま

す。私は、ロワイエール師を失うことによって、あなたが失うもろもろのことを感じてい
ます。でも結局は、肉の助けに頼ってはなりません。そして神さまが、自分と他の人たち
の中において、神さまを讃えるためにだけ進歩向上を望む神さまの子供たちの善のため
に、すべてをうまく運んでくださることを、私は疑いません。
3

私は、ポストラント (postulante, 志願者) のドレスがもう (こちらに) ないことを残念

に思います。私たちはポストラントのドレスを処分したり、ボルドーに送ったりしたので
す。こちらにショールがまだあるかどうか見てみましょう。神さまは、親愛なるユーラ
リが誓う前から聖なる清貧を実行することを望んでおられます。このことは、彼女の魂に
とって悪いことにはならないでしょう。それに、もし、それがただ魂の善のためであると
したら、私たちは何を望むことがありましょうか。
4

ラコサド氏が工場を失うことにはならないことを私は大変喜んでいます。氏は、ご自

分の収入の大変良い使い方をなさっていますから、慈愛なる神さまは氏を祝福してくださ
るでしょう。
5

メラニの寄宿費をあなたに送りましょう。寄宿費はいつも募金してつくらなければな

りません。この親愛なる子供がすべてを神さまにささげるお恵みを、慈愛なる神さまが私
たちにくださいますように。
6

マドゥモワゼル・ロネの件については、神さまのみ旨を知るためにたくさんの祈りが

必要です。もし、慈愛なる神さまが彼女を私たちのところに定めておいでになるのでした
ら、トナンの修道院にとってはちょっとした資金となることでしょう。もし長上の方々が
適当と判断されるなら、(トナンの修道院は) 窮乏していますので、彼女をトナンの修道
院に配属したらと考えています。それが必要となった時に、そのことについてボルドーに
書くことにしましょう。それまで、神の栄光と信仰の善と魂の救いがそこにあるように祈
りましょう。と申しますのも、それだけを私たちは望んでいるからです。
7

このところ、私の健康状態は調子が落ちついていましたが、汗を出して快方に向かっ

ています。スール・アニェスは (生理が) 遅れていたのですが、かなり多量の吐血をしま
した。ヒルに彼女の血を吸わせることにします。彼女がかわいそうなメール・テレーズの
ようなことになるのではないか、と心配しています。彼女のこのような状態は、日曜日
の夜の祈りの時の咳から始まりました。スール・メラニはかなり元気にしています。スー
ル・ジュスチーヌは体調を悪くしていますが仕事は続けています。
8

さようなら、親愛なるメール、私たちの主イエス・キリストにおいて、心からあなた

に口づけをおくります。
スール・マリー・T.
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9

多分、あなた方のところにポストラント (postulante, 志願者) のスール・ドロテをお

くることになるでしょう。それは、こちらで確かな機会を見付けることができなければ、
そちらで彼女のためにボルドーに赴く機会を見付けてあげるためです。私たちは月曜日、
ボルドーに行かせるためにひとりのポストラントをそちらにおくります。彼女のために
誰か知り合いの人を見付けるようにしてください。でも (馬車の) 席は予約しないでくだ
さい。

643. ボルドーのメール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステラ宛
+J. M. J. T.

1826 年 3 月 10 日

すべてにおいて神さまを。
親愛なる私の娘、
2

親愛なるスール・ドロテをそちらにおくります。彼女はしっかりとした召命をもって

いて、感じのいい性格の持ち主です。私たちは彼女に台所とリネン室の仕事をさせました
が、彼女はどこでも献身的に働いてくれました. . . 彼女は近いうちに聖なる服を着ると思
います。セニャン夫人は彼女のことを大変気に入っています。
3

スール・エレオノールは大変希望のもてる子供です。彼女のお父さまはピュイミロル†

で指物師をしておられ、お母さまはテレーズ・ドゥ・プニョンの姉妹です。彼女は上手に
読むことができ、かなり良く書くこともできます。彼女を補佐修道女にしましょうか、あ
るいは助修道女にしましょうか. . . 彼女の両親は彼女が助修道女になることに少し反対だ
ろうと思います。彼女自身は助修道女になることに同意しています。彼女は機知に富ん
でいて、授業の担当に適した性格の強さをもっています。でも、彼女は少し平凡に見えま
すので、こちらのメール (Mère) たちは、彼女のことを助修道女になるべき人だと思って
います。でも、補佐修道女の方が事業にとっては役に立ちます。
4

さようなら、親愛なる姉妹、私たちの主において、すべてをあなたにささげます。
スール・マリー・T.

†

編者註：アジャンのすぐ西にある町。
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644. コンドムのメール・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛
+J. M. J. T.

1826 年 3 月 20 日

イエスさま、私の心の奥まで、あなたの苦しみの思い出を刻んでください。
親愛なる私の娘、
2

あなたが私の手紙によって私の愛情を測らないというのはもっともなことです。と申

しますのも、私はいつも大変忙しいですし、それにしばしば体の具合を悪くしています
から。
3

私の健康状態は悪化しています。いつものちょっとした熱で私の肉体的、そして精神

的な力が奪われます。と申しますのも、私は頭の働きが弱っていて、私の立場が要求する
安らいだ気持ちで物事をすることが殆どできないのを感じています。親愛なる娘、私はあ
なたにこのことを申し上げます。そして、私が病気の時に通常的にある忍耐のなさと子
供っぽい言動に私が流されることのないように、私のために祈ってくださることを期待し
ています。(このことはあなたと私の間で内密にしておいてください。) それでも、私は

(起きて) 動き回っていますし、体の具合が悪いことも殆どありません。ただ弱っている
だけです。私に甘えが出るのが心配です。
4

私たちは、親愛なるスール・ユルシュールに満足しています。彼女も大変喜んでいま

す。彼女の誘惑はすっかりなくなりました。彼女はアジャンで自分のところを得ました。
彼女のお兄さまが、道々彼女の気持ちを翻 (ひるがえ) そうとして彼女にいろいろと話し
ましたが、彼女は常にそれに抵抗しました。そして結局、お兄さまは (アジャンに) 着い
た後、納得して帰って行かれました。
5

私たちが初めて彼女を外出させた時128 、彼女の誘惑がまた現れましたが、彼女は、メー

ル・サン・ソヴールの助言に従って、翌々日また外出することを自分で願いました。そし
て、誘惑はすっかりなくなりました。彼女はもう、町中でも誘惑を感じませんでした。
6

彼女はローモン師のことがすっかり気に入りました。彼女は師のところにかなり長く

いました。「私にとってカステックス師のところにいくのは苦痛でした。でも、ローモン
師に対してはとても楽な気持ちになれます。
」と彼女は私に言いました。このことで私は、
親愛なるこの姉妹が (誘惑に対して) 勝利を得ることができると期待しますし、また母院

(la Maison-Mère) は、彼女が勝利を得るためにお恵みをいただけるだろうと期待してい
ます。
128

このポストラント (postulante, 志願者) は、きっと外の用事をする姉妹になるべく方向づけをされてい
たのであろう。
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7

スール・ロザリのことがうまく行くことを私は心から願っています。(彼女の) ボル

ドーへの出発を、決められた期限以降まで遅らせないでください。
8

親愛なる姉妹、あなたのことについては、あなたが必要、あるいは有益と思うことを

率直に書いてください。それほど微細な良心の糾明はしないでください、(そのようなこ
とをすれば) あなたは自分を苦しめることになるでしょうし、小心に陥るでしょう。慈愛
なる神さまは私たちの善意を見られます、それで十分なのです。
9

親愛なる娘、(人に) 注意する時には慎重に行わなければなりません。良心の義務から

その都度叱責しなければならないと思わないでください。いいえ、そうではありません。
過失があっても、叱責しない方がいい場合がしばしばあります。(そうすれば) 次の機会
に叱責するとき、それがより効果的なものになるでしょう。慎重は、他のすべての徳の味
付けをしなければならない徳です。あなたがご存じのように、聖人たちはお互いに、お互
いのことで苦しみました。あなたの場合は、メール・エンマヌエルとの関係がそうだと思
います。
10

マドゥモワゼル・ブルイトについては、彼女の気持ちを傷つけることは避けるように

努めなければなりませんが、優しさのこもった断固とした態度を取らなければなりませ
ん。(彼女に対して) 余りにもそっけなくすることは、おそらく彼女が信仰にさえも反発
するようにさせるかもしれませんが、優しさをもってすれば、彼女に多くの過失を避けさ
せることができるでしょう。と申しますのも、彼女のような激しい性格の人は、往々にし
て大変悪い方に向く場合もありますし、また大変良い方に向く場合もあります. . . 彼女が
休暇の後に戻ってこないようなことになれば、私はほっとするところがあるでしょうが。
11

すべての姉妹たち、特に親愛なるスール・ジョゼフィーヌによろしくとお伝えくださ

い。私の心はスール・ジョゼフィーヌのことを自分の娘だと感じています。
12

さようなら、親愛なる私の娘、イエスさまにおいてあなたに口づけをおくります。今

日は、あなたの兄弟の方のお祝い日であることを考えました。そして、兄弟の方のために
慈愛なる神さまにお祈りしました。
スール・マリー・T.
13

親愛なるスール・ユルシュールからあなたによろしくとのことです。スール・ユル

シュールからはまた、彼女があなたと院長さまを大変懐かしんでいることを伝えるように
頼まれました。

645. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 3 月 20 日
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イエスさま、私はあなたを愛します。
親愛なる私の娘、
2

私の健康状態については安心してください。私の健康は危険な状態にあるのではなく、

少し神経的なものだと思います。でも、私は自分に甘えたようなところがあったこと、ま
たそのことによって、自分が大斎をしないような結果になることで、良心の呵責を覚えて
います。私たちは、聖週間に入っています、それなのに私は何もしません。私は時々嘆き
ます、そして、悲しみの背景がどこにでも私について来ます。と申しますのも、良心に咎
めることがあるのではないかと私の気に掛かっているからです。
3

かわいそうなスール・ユーラリが (早く) その試練から脱して、修練院のお恵みを分か

ち合うことができることを、待ち遠しい気持ちで願っています。いずれにしましても、す
べてにおいて神さまのみ旨が行われますように。
4

親愛なる娘、信仰の目からすれば私たちは素晴らしい週にいます。自分に死ぬように、

利己心と自分の意志に死ぬように努めましょう。と申しますのも、死んだ人だけが復活す
るからです。私たち皆が信仰に満ちた命、お恵みに満ちた命に復活することを私は心から
望んでいます。私たちがもう、時間を無駄にさせる私たちの本性によって生きることがあ
りませんように。信仰の娘となりましょう。物事を信仰の精神で見ましょう。
5

私は、スール・ナティヴィテのことは何も知りません。あなたが彼女の手紙を私に届

けてくださると嬉しいです。あなたが誓願を立てた時に、あなたの物質的なことについて
あなたが私に何を言ったのか、私は覚えていません。でも私は、あなたの願望はとても結
構なことだと思います。死の時に備えてそのような意向に沿って、あなたの遺言書を書く
許可を神父さまにお願いしなければならないでしょう。
6

親愛なる娘、私はひとつのことをあなたに言っておきたいと思います。それは、あな

たが忠実に会則に従って寝る、ということです。あなたの健康状態は、もうあなたが遅く
まで起きていることを許しません。ですから、日中にあなたができないことは神のみ摂理
にお任せしてください。そうしませんとあなたは最後には、私のように、もう何もできな
い何にも役立たないようになってしまいます。
7

私たちの主において、あなたと親愛なる私たちのすべての姉妹たちに口づけをおくり

ます。
スール・マリー・T.
8

スール・リュースが (幅を) 間違えて綿布を買いました。十分に買わなかったのです。
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(包みの中に) 綿布を 1 レーズ (laize† ) 半入れますが、そのことであなた方が損をするよう
なことはありません。3 回目に (送る時に) あなた方に綿布を送りますので。あなたには
メラニの寄宿費も送ります。

646. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 3 月 21 日

親愛なる私の娘、
1

カイエ師が月曜日か火曜日にアルザスに発たれます。幸便を見つけて中に入っている

包みを師に送るように努めてください。 幸便が見つからなければ、師宛になっている包み
をポストに入れてください。そして、残りのものは次の幸便までとっておいてください。
2

聖なる沈黙 (が守られますように)、いい黙想 (ができますように)、嬉しいアレルヤ (を

迎えることができますように)。これが親愛なるトナンの共同体のための私の願いです。
3

十字架にかけられたイエスさまにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

647. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 3 月 28 日

アレルヤ、アレルヤ。
親愛なる私の娘、
2

この機会に、あなたと親愛なる私たちの姉妹たちのためにしあわせなアレルヤを祈り

ます。私たち皆が本当に復活した者となることができますように。私たちの霊的復活が、
イエス・キリストの復活の特性をもつことができますように。イエス・キリストの栄光の
おん体は、機敏さをもっていました。私たちの救いの妨げとなるすべての障害に打ち勝
ちましょう。本性のすべての嫌悪を乗り越えましょう。イエス・キリストの栄光のおん体
は、敏捷さをもっていました、熱意と情熱をもって私たちのすべての義務に馳せつけま
†

編者注：布の幅のこと。
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しょう。イエス・キリストの栄光のおん体は、苦しみを感じない特性をもっていました、
私たちのすべての感覚を抑えましょう。イエス・キリストの栄光のおん体は、光をもって
いました。イエス・キリストのいい香りとなりましょう。そして、すべてにおいて良い模
範を示しましょう。栄光のおん体は不滅でした。私たちの良い決心を辛抱強く貫き通し
ましょう。以上が、トナンの親愛なる群れ (姉妹たち) のために私が抱く願いです。
3

メラニの他の月の寄宿費として 12 フラン 10 ソル† をあなたに送ります。(寄宿費は) い

つまで払っていただけるのでしょうか。最後に送った寄宿費は受け取りましたか。
4

スール・アニェスは相変わらず体の具合がとても悪いです。ベロック氏は、彼女の病

気は重いと見ておられます。マダム・ブランはろうそくが消えていくように死に向かって
います。痩せ細った幽霊のようです。私の健康状態はかなり良くなっています。他の人
たちはまあまあ元気です。
5

さようなら、親愛なる私の娘。私は、私たちの四つの共同体のすべてに心を馳せてい

ます。そして、これらの共同体を私の心に包みこんで、聖なる愛の炎が燃えさかるイエス
さまのみ心にお委ねします、と申し上げます。この神聖なかまどにおいて、あなた方すべ
ての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.
6

「神のお告げ」の祝日‡ の今度の月曜日、スール・イザベルとスール・フェリシテが誓願

を立てます、そして、コンドムからポストラント (postulante, 志願者) として来たスール・
ユルシュールは、聖なる服を着けます。二人の花嫁と許婚 (いいなずけ) のために祈って
ください。それは私たちのかつての光輝129 を思い出させてくれるお祝いとなるでしょう。

648. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 4 月 13 日

神のより大いなる栄光のために。
親愛なる私の娘、
2

ルドン夫人の機会を利用して、あなたの手紙にすぐ返事します。
†

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
編者註：通常は 3 月 25 日であるが、3 月 25 日が聖週間あるいは復活祭の週にある場合は、
「お告げ」の
祝日は復活祭の後の第二月曜日となる。
129
創立当初、修練院はアジャンにあった。
‡
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3

あなたの望み通り、クレラックの小教区のことをムラン師にお話ししましょう。残念

なことに、このような状態の小教区はたくさんあります。私たちはどんなに祈り、そして
嘆く必要があることでしょう。私たちは絶えず神さまの怒りを鎮めなければならないとい
うのに、取るに足りない事柄や利己心が頭をもたげることで時間を無駄にしていることに
対して、私たちはどれほど非難されるべきなのでしょうか。ここでは、私がくだらないこ
とにこだわり、あるいは、自分自身を探すことによって非常にたくさんの時間を無駄にし
ている、自分のために話しているのです. . . 私の体の不具合が、もっと大きな霊的な不具
合を引き起こしています。でも、四旬節の頃よりも私の具合ははるかにいいです。私の胸
も胃も弱いのですが、私をひどく衰弱させる例の微熱はもうありません。
4

(金銭的) 利益がらみの事柄に関しては、私は全くあなたと同じように考えます。(も

し、別な風に行動すれば)、金銭がらみのことは、可能な善を阻んだり台無しにしたりする
ための救いの敵の誘惑であり、罠だと思います。私はこの悪を阻むために可能なことは、
すべてすることにします。人の笑いものになるようなことになっても、私は自分が考える
すべてのことを書くことにします。
5

クレルフォンテーヌ夫人が (院内居住者として修道院に) 入って来ました。この善良な

ご婦人は、本修道会に対して多くの善をしたいと望んでいるのですが、彼女の問題には、
いろいろとやっかいなことがあります。彼女の死後に訴訟問題が起きるのではないかと心
配しています。彼女は、人に面倒をかけるようなことは殆どありません。口数も大変少な
く、希に見る謙遜な人で、人に注目されることを望みません。彼女の召使が彼女に仕えて
いて、その召使が私たちの用事もしてくれます。そのようなわけで、私たちの姉妹たちが
外に出ることは殆どありません。姉妹たちはそのことを大変喜んでいます。彼女は私の
部屋に住んでいます。私は上の階に上がりました。それで私たちは、屋敷の端 (にある小
さな家) まで行かなくてすみます。
6

こちらの姉妹のマリー・ガブリエルとリュース、それにスール・マリー・デ・ザンジュも、

昨日コンドムに発ちました (コンドムは仕事のために人を必要としています)。スール・マ
リー・デ・ザンジュは裁縫がとても上手にできます。あなたには彼女がどんなに進歩した
か分からないでしょう。彼女はドレスを作ることもできますし. . . アイロンをかけるのも
とても上手です。寄宿生に服を着せたり、髪をとかしてあげることもできます。彼女が
もっと敬意を払ってもらえるように、彼女に黒いベールを着けさせましたが、サンチュー
ル (ceinture, 帯) は幅の狭いものを着けさせました。私は、彼女は貞潔の誓願を立てるこ
とができるでしょう、と彼女に約束しました。貞潔の誓願は彼女をイエス・キリストの花
嫁としてくれるでしょう。彼女は大喜びで出発しました (おそらくその (黒い) ベールを
着けることで)。彼女はしあわせなのです。
7

メラニのために私が集めた 23 フランをあなたに送りますが、このお金は彼女の生活費
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には使わないでください。私は (彼女の) 寄宿費をつくることだけにかかわっているので
すから。それだけでも大仕事です。(彼女の) 生活費のためにはエブラール夫人が募金を
するはずです。夫人が彼女のためにドレスを買ってくださるでしょう。
8

さようなら、親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなたにさ

さげます。
9

スール・フェリシテとスール・イザベルは、誓願の宣立以来、喜びで天にも昇る心地

でいます。彼女たちはとても元気です。私たちの姉妹たちに口づけをおくります。私た
ちは来週にならないと、全免償をいただくための修業 (Stations) は始めません。

649. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1826 年 4 月 26 日

イエスさま、私はあなたを愛したいのです。
2

親愛なる私の娘、今し方私は、あなたが私たちのことを心配してくれていることを知

りました。私はあなたのために手紙を何通か書いていたのですが、(それをあなたに送る)
機会を何度か逃してしまい、(今は) それらの手紙がどうなったか分からないのです. . .
3

私は風邪をひいてしまいましたが、私の健康状態はだいたいいいです。この季節は風

邪がはやっています。
4

マダム・ブランが死にかけています。もう床に就いたままです。彼女は秘跡を受ける

ことになるでしょう。彼女は心から甘受しています。彼女を徹夜で見守ってあげなけれ
ばなりません. . .
5

こちらの姉妹たちの健康状態は、まあまあといったところです。床に就いている人は

誰もいません。
6

クレルフォンテーヌ夫人が (院内居住者として修道院に) 入りました。あなたにもお分

かりのように、私たちのところにはお年寄りがたくさんいます。私たちが愛徳の実行に
よって自分を聖化することができますように。
7

スール・ブリジットから手紙をいただきました、すぐに彼女に返事しましょう。もの

を書くことに少し疲れを覚えます。スール・アンヌもスール・クロチルドも書くことがで
きませんので、手紙は誰にも書きません。
8

メール・サン・ヴァンサンは仕事に追われています。こちらには三つの所帯があるの

です。パラヴィス (の方たち)、ローモン師とその小さな部屋で食事をするクレルフォン
テーヌ夫人、それに共同体です。食糧管理と台所が大きな仕事になっています。スール・
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ヴィジタシオンがその手伝いをしています。かわいそうなお年寄りの人たちには、手のこ
んだ料理が必要なのです。
親愛なる私の姉妹たち、どんな代価を払っても自分の救いを全うしましょう。

9

私たちの主イエス・キリストにおいてあなた方に口づけをおくります。

10

スール・マリー・T.
あなたの妹さんのジュリが、かなり頻繁に私に会いにきてくれます。彼女の魂の状態

11

はいいです。
私は 23 フラン送る機会を逃しました。私の手紙が院長さまに返されてきましたので、

12

この手紙と一緒に郵便で送ります。

650. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 5 月 5 日

すべての人の心の中のイエスさま万歳。
2

親愛なる娘、私たちは全免償 (Jubilé)130† をいただきましたが、私たちが現実に全免償

をいただいたことによって、神さまに対する私たちのすべての免償を完済し、神さまの正
義に対してもう何も借りがないようにすることができますように。そして真っすぐに天国
に行って、私たちの慈愛なる師を仰ぎ見ることができますように。また、師を自分のもの
とすることができますように。
3

私はメラニの病気のことで心を痛めています。お金をあなたに送りますが、これは、先

の機会にあなたに送らなければならなかったお金です。こちらのかわいそうなお年寄りの
方々はどうにかこうにかしていいます。マダム・ブランの容体が急に悪くなって、死を迎
えようとしています。昨日朝早く、ローモン師が彼女に神さまを運んでくださいました。
4

マンディブロンがやっとご両親の同意を得ました。彼女は試練期 (probation) をしま

す。私たちは彼女をスール・サン・トギュスタンと呼びます。とてもいい人です。
5

さようなら、親愛なる姉妹、すべての姉妹によろしくお伝えください。私たちの主イ

エス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
130

「贖罪の全免償 (Le Jubilé de la Rédemption)」の儀式が 1825 年ローマで行われた。翌年この儀式は
全世界の教区で行われた。
†
編者註：聖年は教皇ボニファティウス 8 世が 1300 年を聖年と定めたのが始まりであり、この当時は西
暦年の下 2 桁が 25 の倍数のとき (例えば 1825 年) が聖年であった。
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651. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 5 月 5 日

神のより大いなる栄光のために。
親愛なる私の娘、
2

あなたは私の心を十分に知っていますので、私が本当の喜びを覚えるのは、あなたや

他の私の子供たちとイエス・キリストにおいて話をする時であることを、あなたには信じ
てもらえると思います。
3

親愛なる私の姉妹、あなたは、あなたがこちらに立ち寄った時にここにいた若いナイ

ス・ラフルカードのことを、多分覚えていると思います。彼女の母親が彼女を連れにきた
ので、かわいそうなその子供は、涙ながらに (修道院を) 出なければならなかったのです
が、この子供は倦 (う) まず弛 (た) ゆまず願って、(両親から修道院に) 戻る許しを得まし
た。この子供は火のなかにいました。とても危険な機会のある中にいたのです。それで、
この子供を危険から引き離さなければなりませんでした。私は両親に対して、彼女に良い
教育を授けることの利点を強調しました。結局、両親は彼女を私たちに預けたのですが、
コンドムの寄宿学校にということです。彼女は修道女になることを心から望んでいるの
ですが、(誘惑の) 機会から逃れる必要性も感じています。このふたつが、彼女が修道院
に入った動機です。彼女は大変頭がいいし、教えられることを吸収する資質をもっていま
す。彼女は将来勝れた人物になれるでしょう。ですから、次の最初の機会に彼女をそちら
におくります。メール (mère) の方々にこのことを伝えてください。彼女の方からは、食
費とその他の生活費だけを出すことになるでしょう。魂の滅びから救いだし、本修道会に
おいてイエス・キリストのためにひとりの花嫁を養成すると考えられるようなことをする
のは、なすべき善業です。彼女をあなたの指導に委ねます。彼女の召命に気を配ってく
ださい。彼女は 17 歳ですので、彼女には寄宿学校の制服を揃いで着けさせないでくださ
い。帽子は被らせないでください。彼女に時々は修道女たちと一緒に休憩時間を過ごさ
せてもいいでしょう。それから、彼女の軽率さを矯正するようにしなければなりません。
彼女はとても勝れた性格をしていますが、気性がとても激しいです。
4

バラヴィスのマダム・ブランが死に瀕しています. . . 12 日前から徹夜で彼女を見守って

います。
5

こちらの姉妹たちの健康状態はどうにかこうにかといったところです。スール・サン・
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ジョゼフは汗を出しています。風邪をひいているのです。私も風邪をひいてしまい、その
風邪がまだ少し残っています。今、風邪がはやっています。スール・サン・ソヴールは歯
痛でひどく苦しんでいます。スール・ヴィジタシオンは頭痛で苦しんでいます。要する
に、神さまは看護係にいつも仕事があることを望んでおられるのです。
6

親愛なる娘、勇気を出して、他の人たちの中に、特に私たち自身の中に、神さまの業

を拡げるように努めましょう。この内的な働きをおろそかにしないようにしましょう。そ
してまた、真の修道女が選ばなければならない (自分に) 死んだ者の道もおろそかにしな
いようにしましょう。
7

スール・ユルシュールはとても元気です、そして、心安らかにしています。スール・

イザベルはとても喜んでいます。彼女は誓願宣立以来とても元気です。
8

さようなら、親愛なるゴンザグ、私たちの天におられる花婿において、あなたを初め

としてすべての私たちの姉妹に口づけをおくります。あなた方のすべての人が慰めの主な
る聖霊を豊かにいただくことを願っています。
スール・マリー・T.

652. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1826 年 5 月 20 日

神さまの聖なるみ旨。
親愛なる私の娘、
2

ちょっと一言。と申しますのも、今 11 時で、お昼にはマルシアルが出発するのです。

3

私の胃は相変わらず具合が悪くて、殆ど絶え間なく痛みを覚えます。ここ 1 週間はさ

らに体調をくずしていました。これは 17 日から始まった (生理の) 時期のためだと思いま
す。(生理の時は) いつもこのような体の不具合を感じます。
4

ベロック夫人が汗を出していてあなたから頼まれている用事はすることができません

でしたので、マルクを呼びに行ってもらってそれらの用事を頼みましたが、お昼までにす
べて用意ができるかどうか分かりません. . .
5

私は、親愛なるエンマヌエルに宛てて、彼女のためにミサをささげていただく約束の

手紙を書き郵送しました。そうです。あなたも彼女のためにミサをささげていただいてと
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てもいいことをしました。このようなことは、できるだけ多くした方がいいと思います。
6

定期市までにカッパをそちらに送ります。こちらにあるカッパであなたが作ったもの

を送りましょう。と申しますのもひとりのお嬢さんから、カッパを作るためにといって布
地をいただいたところなのです。彼女はそのカッパが使われているのを見たいことでしょ
う。それで、(カッパを作るために) あなたの飾り紐と飾り総を使います。そのことであ
なたは得をすることになります。と申しますのも、あなたはブロケード、裏地など何も買
う必要がないでしょうから。(そちらに送る) カッパは新品同様です。
7

マドゥモワゼル・ダルディには、あなたが望んでいる方向でお話ししました。それで

世俗にいた時よりは彼女かメール・エンマヌエルに会うことを控える、ということで彼女
に理解していただきました. . . 私には、彼女がそのことを気持ち良く受け入れてくれたよ
うに思われました。でもいろいろと議論を呼ばないように、彼女の指導にかかわらなけれ
ばならないボルドーに聞いてください、そして、あなたの理由を言ってください。
8

さようなら、親愛なるメール (Mère)、そして娘、あなたに心からの口づけをおくりま

す。十字架の下に立っていましょう。
スール・マリー・T.

653. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 5 月 26 日

神さま、あなたの聖なるみ旨に私のすべてを委ねます。
親愛なる私の娘、
2

私のことであなたを安心させたいと思います。私の状態はあなたが思っているような

ものではありません。私は生理があったばかりで体の具合は良くなっています。間違い
なく、人が私の病気を誇張しているのです。私が自分の意志に死ぬようにさせるために、
神さまがそれをお許しになるのです。と申しますのも、私が望むこともないのに長いこと
殆ど床に就いていなければなりませんし、そしてそのことで、殆どいつもご聖体拝領がで
きません。私がこのようなすべての障害を有効に生かすことができるように、私のために
祈ってください。いちばんつらいことは、私の子供たちの必要に応えて、子供たちと面談
ができないことです。
3

シャミナード師が、従順の名において、医者が勧めることに従うように私に命じられ

ました。そのことが私にはショックです. . . それに、私は殆ど咳は出ませんし、吐血をす
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ることも稀です。しかし、殆どいつも微熱があってそれが私を弱らせています。私はもう
乳とパンしかいただきません。
4

スール・アニェスの具合はさらに悪くなっています。もう手のほどこしようがありま

せん。彼女にとっては今年が最後の年になるのではないかと思います。マダム・ブランの
容体はとても重いです。親愛なる姉妹、このように死に向かう人たちを見ることによっ
て、私たちが過ぎ去るすべてのものから解脱しますように。ただ永遠なるものに私たちの
心を寄せますように。
5

さようなら、親愛なる娘、すべてのあなたの娘たちに口づけをおくります。私があな

た方の忠実な母であることを信じてください。
スール・マリー・T.

654. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1826 年 6 月 1 日

イエスさま、私をあなたの方へ引き寄せてください。
親愛なる私の娘、
2

心の和ませ、喜びをもつために、少し時間を見つけてちょっとの間だけあなたとお話

ししたいと思います。何についてお話ししましょうか. . . 預言者エリシャが苦いスープに
入れた† という木にも似て、とても苦いつらさを和らげる力のある、十字架の木の優しさ
についてお話ししましょう。親愛なる子供、主はこの神聖な木をあなたに気前良くくださ
います。主が特別にあなたを愛してくださり、あなたのために、大きくて貴重な冠をとっ
ておいてくださるからです。私には、その冠が親愛なるドジテのために頭上に下げられて
いるのがよく分かります。だから、ドジテが忠実であるならドジテのために予定されてい
る栄光を見るために、もうひとりのパッチのマグダレナ‡ になりたいところです。
3

親愛なる娘、勇気を出しましょう、聖なる山を登りましょう。花婿が頂上で私たちを

待っておられます。私たちの方に手をのばしておられます。私の心の大切な花婿、私があ
なたと一緒に十字架に結ばれていますように、そしていつの日か、あなたの栄光にあずか
るしあわせが得られますように。
†

編者註：列王記 下 第 4 章第 40-41 節。
編者註：パッチのマリア・マグダレナ (1566 年 4 月 2 日-1607 年 5 月 25 日)。ウルバヌス 8 世により
1626 年 3 月 8 日、列福、クレメンス 9 世により 1669 年 4 月 28 日、列聖。
‡
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4

私たちのところにも相変わらず病人がいます。でも聖テレジア† は、病人を修道院の祝

福と呼んでいます。病気は主の訪れです。病気が慰めほどには私たちの気に入らないと
しても、その分だけ神さまに気に入っていただけるのです。
5

もう一度申し上げますが、勇気を出しましょう。私たちに共通の花婿において、すべ

てをあなたにささげます。
スール・マリー
6

スール・アポロニに対しては深い愛徳を示してください。

655. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 6 月 5 日

イエスさま、私はあなただけを望みます。
親愛なる私の娘、
2

私は、あなたに私の近況を知らせないではこの定期市 (の時期) を過ごしたくありませ

ん。私は体の具合が良くありません。相変わらず微熱があって、そのために何事にも専念
できませんし、1 日の半分は床に就いていることを余儀なくされています。それ以外は、
もう殆ど咳も出ませんし、吐血もありません。すべてにおいて神さまの聖なるみ旨が行わ
れますように。
3

私はメール・ドジテの苦しみに心を痛めています。私の娘たち、私たちは、十字架に

かけられその生涯は絶え間のない苦しみであった、神さまの花嫁であること、また私たち
が、私たちの花婿と運命を分かち合うことを望まないのは筋違いであること、を思い起こ
しましょう。それに、もし私たちがこの世でその茨の冠を着けるなら、天国でその栄光の
冠を着けることになるでしょう。
4

聖人のようなメール・テレーズから教育を受けた若いアニェス・ベルネードがこちら

で志願期を過ごしています。私たちは彼女をスール・マリー・ドゥ・ジェジュと呼んでい
ます。彼女は徳の天使です。
5

さようなら、親愛なる娘、あなたにすべてをささげます。
スール・マリー・T.
†

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
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656. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 6 月 21 日

すべては過ぎ去ります、私たちの心を永遠なものだけに寄せましょう。
親愛なる私の娘、
2

あなたに私の近況を知らせないでこの幸便を逃したくありません。私は体の具合の良

い状態が続いていますが、まだ完全に治ったわけではありません。時々微熱が出ますが、
本当に具合が悪いわけではありません。気分がすっきりしないだけですから、あなたが嘆
いたりするようなことではありません、本当です。
3

私たちは、助修道女のためのポストラント (postulante, 志願者) をひとりボルドーか

ら受け入れました。彼女はフランシュ・コンテの出身でスール・エリザベトといいます。
彼女は 19 歳で、大柄で若々しくとてもおとなしいです。マドゥモワゼル・エメ・ラバが、
アジャン出身のポストラント、スール・ペラジを連れて帰ってくる時に彼女も一緒に連れ
てきたのです。スール・ペラジは体の具合がとてもよくありません。このかわいそうな子
は悲嘆に暮れています。マドゥモワゼル・エメが帰る時に、修練院に行くスール・サン・
トギュスタンを一緒におくります。スール・サン・トギュスタンは感じの良い人です。親
愛なるスール・ユーラリの (修練院に行く) 番はいつになるでしょうか。彼女は相変わら
ず熱心ですか。親愛なるスール・ドゥ・ジェジュは彼女のタボール山† に登っています。彼
女は大満足なのですが、すべての仕事を私たちに残したので、その仕事がかわいそうに
メール・サン・ヴァンサンとメール・ヴィジタシオンの肩にかかって、ふたりはその仕事
で大変です。
4

親愛なるスール・ドジテはどうしていますか。「血の花婿 (l’Epoux de Sang)‡ 」は、聖

テレジア§ に対してと同じように彼女に対しても相変わらず「血の花婿」ですか、私たち
はトラピスト会修道者の伝記を読んでいます。彼らの聖徳と苦しみに対する愛には、本当
に謙虚な気持ちにさせられます。
5

ローモン師はサン・タヴィにおられます。こちらにはムラン師に来ていただいていま

す。尊敬すべきメール・ブランが亡くなられたことはあなたにお伝えしましたでしょう
か。また私たちのアソシエ (associé, 協力者)、ロザリ・ドゥ・ポミエス、ドゥ・ジョンカ夫
†

編者註：主の変容がここであったとする説がある。
編者註：出エジプト記 第 4 章第 25-26 節。
§
編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
‡
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人の死去のこともあなたにお知らせしましたでしょうか。メール・ブランのために、ご聖
体拝領をして「デ・プロフンディス (De Profundis† )」のノヴェナ (9 日間の祈り) をして
下さい。
6

私は書き物をすると疲れます。あなたとお別れしなければなりません。花婿のみ心に

おいて親愛なる私たちのすべての姉妹に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

657. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1826 年 6 月 27 日

先ず神の国を求めなさい、そうすれば、残りのものはすべてさらに与えられるでしょ
‡
う。

親愛なる私の娘、
2

神の聖なるみ摂理に信頼しましょう。私たちが誓った清貧の結果を感じることを愛し

ましょう。イエス・キリストのために何かを我慢することに値する、と考えられることは
恩恵の結果だとみなしましょう。このような機会においてこそ、私たちは、イエス・キリ
ストに私たちの愛をよりよく証しすることができます。聖人たちは、この種類の霊的財産
を高く評価していました。これは、私たちがそれだけ切望しなければならない永遠の宝
です。
3

私たちは人に依頼してバルサル氏のところに行ってもらって、150 フランの為替をト

ナンに送ってくださいますようにとお願いしてもらいました。私たちは、そちらに 200 フ
ラン送ろうと思っていましたが、今はそれができません。私たちは、あなた方にまだ 50
†

編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
‡
編者註：マタイによる福音書 第 6 章第 33 節。ルカによる福音書 第 12 章第 31 節。
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フランの借りがあるとみなしています。と申しますのも、私たちはそちらには、150 フラ
ンしか送らないのですから。そして、余分な 2 フランはあなた方のためのもので、ちょっ
とした旅費の埋め合わせにするためです。
4

親愛なる娘、院長さまとはどのような具合ですか。あなた方すべての人の間に平和と

相互理解があることを、私は心から願っています。そこに共同体 (複数) の豊かさと、共
同体を天国の先駆けとする本当のしあわせがあります。
5

親愛なる私の子供、私はまた、あなたが心からの本当の謙遜をもつことを願っていま

す。もし私たちが忠実に謙遜を実行するとすれば、私たちに多くの過失を避けさせてくれ
る徳がそこにあります。私たちがとても頻繁に過ちに陥るのは謙遜を欠いているからで
す。と申しますのも、傲慢が. . . 殆どいつも. . . 私たちの過失の原因であることが私たちに
は良く分かっているからです。
6

さようなら、親愛なる私の娘、私はあなたが徳に進歩する心から願っています。

7

あなたの良き母より。
スール・マリー・T.

658. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 6 月 30 日

神のより大いなる栄光のために。
親愛なる私の娘、
2

あなたの助言に従って、ナイスは休暇後にしかそちらにはおくらないつもりだったの

ですが、私の方に理由があって、(ナイスをそちらにおくるために) ダルディ夫人の良い機
会を利用します。親愛なるこの子供はメール・サン・ヴァンサンに対してとても強い愛着
を感じていて、それはもう情熱です。彼女の魂のためには、彼女が (こちらの修道院を)
出ることは急を要します。彼女は自分に打ち勝とうと努めて勝利を得ていますが、時々

(過ちに) 陥ります。ローモン師は、彼女が (ここを) 出るべきだと考えておいでです。
3

彼女には信仰心と善意がありますから、彼女を立派な人にすることができます。でも、

性格はとても激しいです。彼女がどのように振る舞わなければならないか、また、あなた

904
が彼女に対してどのように振る舞わなければならないか、慈愛なる神さまがあなたに示し
てくださるでしょう。
4

親愛なるボルドーの修練院では黙想をしています。スール・スコラスチックは誓願を

立てることになっています。スール・レオカディとスール・フランソワ・レジスは聖なる
ベールを被ることになっています。親愛なるこの人たちのために祈ってください。マン
ディブロンは、1 週間前ボルドーに発ちました。彼女に満足してくれることを期待してい
ます。
5

私たちはスール・ユルシュールには大変満足しています。親愛なるこのノヴィス (修練

者) はコンドムに面目を施しています。親愛なる娘、落胆しないようにしましょう。
「石か
らでさえもアブラハムのために子供を生まれさせることがおできになる† 」おん方に、全
幅の信頼を寄せましょう。絶えず私たちの意向を純粋にしましょう。
6

ボン・ペール (bon Père) が来週来られます。よくお祈りしましょう。これば、ボン・

ペールにいい仕事をしていただくために、急を要することです。祈りは全能です。
7

スール・ナティヴィテのためにたくさん祈ってください。彼女はよくなっています。

もし、慈愛なる神さまが私たちのために彼女を良い修道女にしてくださるなら、本修道会
にとってなんと良い成果となるでしょうか。
8

私の健康状態は良くなっていますが、相変わらず白い (ものをいただく) 食事療法と沈

黙の生活をしていまして、絶食はしていません. . . 私の魂は太りません。病気は私を聖化
してくれません。
9

親愛なるすべての私たちのメール (Mère) と、姉妹によろしくお伝えください。天に

おられる花婿のみ心において、あなた方すべての人を心から愛します。
スール・マリー・T.

659. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1826 年 7 月 7 日

神さま、私はあなたを愛します。
親愛なる私の娘、
2

(もし、ボン・ペール (bon Père) が賛成してくださるなら) ロワイエール師への贈り物

として、ナプキン 13 枚とテーブルクロス 1 枚をそちらに送ります。あなた方のために 2
†

編者註：マタイによる福音書 第 3 章第 9 節。
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枚目のテーブルクロスと 1 枚のナプキンがあります。と申しますのも、ナプキンは 14 枚
梱包しました。
3

親愛なるスール・ドジテに私は頻繁には言いませんが、スール・ドジテのことを深く愛

しています。スール・ドジテが偉大な聖人になること、謙遜、柔和、そして、従順の道に
よって天国に上げられることを、私は願っています。スール・ドジテが魂の平和と共に、
この三つの徳をもつことを願っています。これは、善良なガルデル師がいつも願っておら
れることです。
4

私たちの肉屋のマイエが急に亡くなりました。マイエは全免償を得るための修業 (Ju-

bilé) を始めていました。
5

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

660. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 7 月 7 日

優しいイエスさま、私のすべてとなってください。
2

親愛なる姉妹、あなたがスール・ドゥ・ジェジュに会うことができたことを私は知って

います。あなたがさぞ楽しい 1 週間を過ごしたことだろうと思って、私はそのことを喜ん
でいます。ボン・ペール (bon Père) の意志はいつも私の意志です。ボン・ペールは、あな
た方がこの善良な娘を受け入れるべきだとのお考えですので、私もそのように考えます。
3

本修道会にはいろいろと必要とすることがあります。ボン・ペールは、このような「ド

ネ (donnée, 奉献者)」や「恩人」の方々によって、本修道会を支えたいと思っておられる
ようです。あなたもご存じのように、こちらにはクレルフォンテーヌ夫人がいます。私た
ちは彼女のことで迷惑は感じていません。夫人が亡くなった後、なんらかの利益がもたら
されることでしょう。ただかわいそうなスール・カトリーヌだけは、食事の世話で大変で
す。このご婦人にはしばしばお客さんがあって、そのお客の方たちはローモン師のところ
で昼食をします。でも私は、アジャンの修道院はこのような小さな重荷を引き受けること
によって、本修道会を支えるようになっているのだと思います。
4

私たちは、親愛なるロワイエール師へのあなた方の贈り物として、ナプキンを 12 枚ほ

どそちらに送ることにしましょう。でも、清貧のことがありますので、シャミナード師に
同意をお願いしてください。私は師が賛同してくださると確信します。師がそのことを
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望まれないような場合には、これらのナプキンは、トナンの修道院のためにとっておいて
ください。
5

私はかわいそうなメラニちゃんのことが大変気掛かりです。彼女にかかわりをもって

いたエブラール夫人には、もうお金を集めていただけません。代わりに私が 50 エキュ† の
金額を集めなければならないのですが、それが大変遅れています。でも、近いうちにそち
らに送れると思います。そちらでドレスとか下着類の寄付がお願いできたらと思うのです
が. . .
6

私の健康状態はどんどん良くなっています。もう熱もありませんので力が出ました。

でも胃の具合がしばしば悪くて、殆ど食べません。私が自分の健康を、神さまと神さまの
栄光のためにだけ使うことができますように。
7

親愛なる娘、あなたは相変わらず試練の中にいるのですね。主はそのご計画をおもち

です。主のご計画を礼拝しましょう、そして、忍耐と服従によって自分を聖化しましょ
う。多くの霊的聖体拝領をすることによって埋め合わせをしてください。
8

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたとあな

たのすべての娘たちに口づけをおくります。もし、スール・ドゥ・ジェジュがそちらにま
だいるようでしたら、よろしく伝えてください。
スール・マリー
9

メール・アニェスが日に日に弱っています。

661. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 7 月 19 日

イエスさま、私のすべて。
親愛なる私の娘、
2

私はいつも、私の娘たち、特に年長の娘たちとお話しすることに大きな喜びを覚えま

す。そうです、親愛なる姉妹、礼拝すべきイエスさまのみ心をひどく悲しませた、私たち
の不忠実を心から嘆きましょう。イエスさまは、他の多くの人たちにもまして私たちを特
に愛してくださいました。イエスさまは、私たちがイエスさまを避ける時でも私たちを探
し求められました。イエスさまは、私たちをその至愛なる花嫁としてくださり、とてもし
†

編者註：当時は、1 エキュは 5 フラン銀貨に相当していました。
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ばしばご自分によって私たちを養ってくださいます。今後は死ぬまでイエスさまに忠実を
つくす決心をしましょう。私たちの存在の一瞬一瞬がイエスさまにささげられますよう
に。今からは、イエスさまを愛し愛させるためにだけ生きましょう。そしてしばしば自分
を償いのいけにえとしてささげましょう。心においても体においても、イエスさまが望ま
れるすべてのことを償いの精神で堪え忍びましょう。
3

こちらでは親愛なるスール・アンヌが心配症の熱で体の具合を悪くしています。昨日

吐剤を飲んだのですが、それが彼女をひどく疲れさせました。彼女の具合はとても悪い
のですが危険はないと思います。スール・アニェスは体の具合が悪くて苦しんでいます
が、それを大きな忍耐で我慢しています。彼女は喜びをもって死に思いを馳せています。
スール・サン・ジョゼフは、肺炎で床に就いています。こちらのお年を召したかわいそう
な方々はかなり元気です。
4

私の健康状態は快方に向かっています。朝食、昼食、夕食とも私は白い (ものをいた

だく) 食事療法をしています。私は乳とパンしかいただきません。夕食は早くいただきま
す。親愛なる娘、あなたの具合はどうなんですか、あなたの健康状態について本当のとこ
ろを言ってください。あなたも食事療法をしているのですから、いいわけがありません。
5

メラニのためにあなたが募金をすることができるなどとは、考えもつきませんでした。

スール・アガトの 100 フランをとって、あなたの名前でその領収書を出してください。そ
のことは私の方からボン・ペール (bon Père) に申し上げましょう。私はムラン師に相談
しました。あなたは私の許可だけでナプキンをロワイエール師にあげてもいいです。で
も、清貧のために犠牲にして 13 枚だけをテーブルクロスと一緒にあげてください。贈り
物は貧しい者としてしなければなりません。
6

親愛なる娘、そしてトナンにいるすべての娘たち、私たちの主イエス・キリストにお

いて私の深い愛情を受け入れてください。
スール・マリー・T.
7

3 週間前よりボルドーからは何の連絡もありません。ボルドーがどのようになってい

るのか分かりません。
8

清貧と従順のために、あなたがスール・アガトの 100 フランを取る前に、ボルドーに

手紙を書こうと考えました。これは資産ですので、(ボルドーの判断に) 委ねなければな
りません。でも、神父さまが (私と) 同じ考えであることを信じて疑いません。

662. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 7 月 25 日
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主よ、あなたは私の隷属の鎖を打ち砕いてくださいました。あなたに称賛のいけにえを
おささげします。
親愛なる娘、
2

今日で、私たちが自分をいけにえとしておささげしてから 9 年† になります。(今日と

いう日は) なんと貴い日、なんとすばらしい時でしょう。主よ代々にあなたが讃えられま
すように。そして、私たちの事業が永久に私たちの感謝の気持ちを証ししますように。神
のもろもろの恩恵のゆえに神に栄光。
3

ボン・ペール (bon Père) が金曜日からこちらにおいでになっています。乗り合い馬車

で来られましたので、トナンには立ち寄ることがおできになりませんでした。(ボルドーに)
お帰りになる途中で (トナンを) 訪問されるでしょう。ボン・ペールのご訪問は、今年の
正規のご訪問です。ボン・ペールは、こちらにスール・ナティヴィテを連れて帰られま
した。
4

ボン・ペールは、男子の修道院設立のために今晩モワサックに発たれます。コンドムに

は月曜日に行かれます。そして私たちは、ボン・ペールのお留守の間を利用して黙想しま
す。ムラン師が私たちの黙想を指導してくださいます。ボン・ペールがコンドムからお戻
りになった時に、私たちは誓願の更新をすることになるでしょう。ボン・ペールがそちら
においでになった時にあなたの方の誓願の更新をさせてくださるように、あなた方も黙想
をしたらいかがでしょう。黙想が (あなた方を) 犠牲に備えさせてくれるでしょう. . . 私に
は、まだそれがどのような犠牲か分かりませんが、ボン・ペールが自らすべての姉妹と話
をし、(共同体の) 訪問が終わった後でしか (物事を) 決めることを望まれません。
5

ローモン師に手紙を書いてください。師は、あなた方の黙想の指導をしてくださる決

断をされるかもしれません。師に懇請してください. . . 私たちがどんなに忙しくしている
か考えてください。
6

あなたとお別れします。そして、あなたを神さまの愛すべきみ旨の中に残します。神

さまのみ旨がいつまでも讃えられますように。
スール・マリー
†

編者註：誓願は 1817 年 7 月 25 日の晩に、告解の秘密のうちに行われました。この誓願により、アデ
ルたち 9 人は最初の本修道会の会員になりました。ここで、アデルは、メール・ドゥ・ラ・コンセプシオ
ンに、マリー・マドレーヌ・コルニエ・ドゥ・ラバスティードはスール・サン・ヴァンサンに、クレマン
ティーヌ・ヤナシュはスール・テレーズ・ドゥ・ジェジュに、ポリーヌ・ヤナシュはスール・マリー・デュ・
サン・サクラマンに、ジャンヌ・リオンはスール・サン・テスプリに、アガト・ディシェはスール・マリー・
デュ・サクレ・クールに、マリー・ロザリ・リュイエはスール・エンマヌエルに、カトリーヌ・イザベル・
モンセはスール・アンヌに、フランソワーズ・アルノデルはスール・サン・フランソワになりました。
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7

ボルドーの修練院には病人がたくさんいます。スール・アンヌは相変わらず熱があり

ます。スール・アニェスは終生誓願を立てると思います。
8

さようなら、親愛なる姉妹。私の健康状態はどうにかこうにかではありますがかなり

いいです。

663. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
アルボワの修道院の設立が決まりました。ボン・ペール (bon Père) は、共同体の訪問を終わった後でど
の姉妹をフランシュ・コンテに出発させるか検討することになるでしょう。ボン・ペールは、トナンを訪れ
た折りに新しい修道院の設立のことを姉妹たちに話すことになるでしょう。

+J. M. J. T.

1826 年 8 月 7 日

すべてにあなたのみ旨を。
親愛なる私のメール (Mère)、
2

ボン・ペール (bon Père) が私たちにいたずらをされました。今朝私たちがボン・ペー

ルにお会いでき祝福をいただけることを、ボン・ペールは私たちに期待させてくださいま
したが、こちらにお戻りにならずに出発されました。すべてに神さまのみ旨を。
3

私たちの大切な黙想が終わりました。黙想はかなりうまくいきました。メール・サン・

ソヴールとスール・アニェスの終生誓願がそれに花を添えました。(終生誓願宣立の) 感
動的な儀式は、私たちの誓願の更新の直前に行われました。彼女たちは棺を覆う布で覆
われ、デ・プロフンディス (De Profundis† ) が歌われ、弔いの鐘が鳴らされました。神さ
ま、私たちがあなたのそばに行って永遠に集まる時、永遠の契約は何とすばらしいものと
なることでしょう。
†

編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
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4

スール・アガトには、是が非でも自分の委任状をつくってもらわなければなりません。

そうすれば、その家から彼女がいただくもの (おおよそ 100 フラン) は、トナンの修道院
のために使うことができるでしょう。
5

こちらの助修道女の修練院の人数が多くなっていますが、スール・マルトの存在は、彼

女の性格から修練院のために良くないだろう、とボン・ペールも私たちも判断しています。
それでボン・ペールは、彼女をトナンの修道院に委ねられます。スール・クロチルドが彼
女に同行します。親愛なるメール (Mère)、これは私たちの責任のがれではないことを信
じてください。決してそういうことではなくて、すべての修道院の善のためです。次い
で、すべての修道院に助修道女の人たちがふり分けられることになるでしょう。スール・
マルトは、助修道女の服を着ることになるでしょう。また、スール・アントワネットはボ
ルドーにおくられることになるでしょう。共通の善のため神のより大いなる栄光のため
に、自分を犠牲としてささげましょう。ボン・ペールからあなた方に新しい (修道院の)
設立の話があるでしょう。親愛なる姉妹、もはや自分のものではなく、すべて神さまのも
のとなりましょう。
6

スール・ナティヴィテのお母さまが黙想をされました。彼女は回心しています。ムラ

ン師が彼女に総告解させてくださいまして、彼女はそれを終わりました。彼女は、恩恵に
大変心を動かされています。なんとしあわせなことでしょう。このようなことがスール・
ナティヴィテのために多くの誘惑の扉を閉じてくれることを、期待しています。スール・
ナティヴィテの状態は良くなっています。彼女はここに来て以来、4 回ご聖体をいただき
ました。
7

私たちは、フランシュ・コンテからもうひとりのポストラント (postulante, 志願者) を

受け入れました。スール・ジャン・バチストといいます。スール・エリザベトが昨日聖な
る服を着けました。
8

さようなら、私の親愛なる、そして至愛なる娘たち。イエスさまとマリアさまにおい

てあなた方のよき母より。
スール・マリー
9

親愛なるボン・ペールに私の尊敬の気持ちをお伝えください。スール・アンヌは相変

わらず体の具合が悪いです。スール・ジュスチーヌも体調をくずしてしまいました。スー
ル・アニェスは天国へ旅発とうとしています。私の具合は良くなっています。
10

ボンヌ・メール (bonne Mère)、スール・マルトのことですが、(それが個人的なこと

であるなら) 私が負担を免れてあなたに負担をかけるよりは、彼女をこちらに留めておき
たかったのです。このことは信じてください。これはただ修練院のためなのです。と申
しますのも、私は、(他の人を) 苦しませるよりは自分が苦しんだ方がいいですから。
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664. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 8 月 10 日

神さまだけを。
2

親愛なる娘、私はボンヌ・メール (bonne Mère)131 に手紙を書きます。ボンヌ・メール

の苦悩を思うと心に痛みを覚えます. . . ボンヌ・メールを慰められるのは甘受だけです132 。
3

ボン・ペール (bon Père) は修道院 (複数) でいろいろとメモを取られますが、何事も

ボルドーにお帰りになってからしか、定めたり決定したりすることは望まれません。です
から、ボン・ペールがコンドムでなさったことに驚いてはなりません。ボン・ペールは、
こちらでも同じようになさいました。
4

財務の全体的な状態は良くありません。聖なる貧しさを生きるということでは、私た

ちはまだ苦しんでいません。私たちが立てた聖なる清貧の誓願の実行のために、貧しさを
経験するのは悪いことではないでしょう。
5

スール・ジュリとスール・サン・ポールはアジャンに戻ってくることになると思いま

す。そして、コンドムにはもっと都合がいいようなかたちで、彼女たちの代わりが行くこ
とになると思います。ですから、ボンヌ・メールのところにはどうしても (他の修道院に)
移せない、という人以外は難しい性格の人はもういなくなるでしょう。ボンヌ・メールを
慰めてあげてください。
6

親愛なる娘、あなたのことですが、神さまはあなたを使うことを望んでおられます。神

さまの力強い手の下にへりくだってください。私たちの主イエス・キリストにおいてあな
たに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
7

コンドムのことをかわいそうに思ってください、と懇請の言葉を添えて、あなたの手

紙 (複数) はトナンにいらっしゃるボン・ペールに送りました。こちらにはいらっしゃら
なかったのです。

131
132

メール・マリー・ドゥ・ランカルナシオン
メール・ルイ・ドゥ・ゴンザグはボルドーに呼び戻されることになる。
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665. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.

1826 年 8 月 17 日

至愛なるおん方のすべては私のもの、私のすべては至愛なるおん方のものです。
親愛なる私の子供、
2

本当に嬉しくあなたの手紙をいただきました。特に、手紙にあなたの善意を読み取る

ことができて、大変嬉しく思いました。これは誓願者、それもまもなくメール (Mère) に
なる誓願者に期待できることです。
3

このようなとても大切な行為をするために、あなたが 8 日間の更新の黙想を利用する

ことは、とてもふさわしいことだと思います。と申しますのも、11 月には133 これと同じ
ような助けは得られないでしょうから。
4

いいえ、親愛なる私の子供、アジャンで誓願を立てるという人間的な満足のために、大

切な禁域を出るようなことをあなたにさせることは、適当でないと私は思います。あなた
はすべてに死のうのしているのです。あなた自身の命によってこの行為をしてくださいま
せんか。親愛なる娘、あなたの父の家を忘れてください。そして、神さまがあなたに示し
てくださる土地に行ってください。地上はどこも流刑の地です。私たちには場所はどこ
も同じものであって欲しいものです。それが仮に世界の果てであっても、天におられる花
婿に栄光を帰することだけを求めましょう。
5

神聖な契約の時、この第二の洗礼の時、この愛情のこもった殉教の時は、なんと貴い

時なのでしょう。これは、私たちの罪に起因するすべての苦しみを消し去る時です。棺を
覆う布の下で、自分をいけにえとしましょう。あなたの命を超自然的な信仰に満ちた命で
生かすために、自然的な命からあなたの命を引き離すべく最後の一撃を加えてください。
お願いしなければならない三つの恩恵を思い出してください。そしてそれは、普通は与え
られる恩恵です。
6

これから親愛なるスール・ドジテに肌着などいくらか送りますと彼女に伝えてくださ

い. . . アルボワのための多くの支度の品を準備する必要がなければ、もっと送ってあげる
ことができるのですが。
7

スール・クロチルドからくれぐれもよろしくとのことです。スール・クロチルドは、親

切なもてなし134 を受けて大変感謝しています。スール・アニェスは、臨終の聖体拝領をし
133

特別なことがなければ、スール・セラフィーヌ・ロベールが終生誓願を立てることになっていた日取り
だったが、誓願の宣立は 10 月 1 日に早められた。
134
スール・クロチルドがトナンで受けたもてなし。

913
ました。彼女は柔和の天使です。彼女は大変心安らかに死の話をし、そして、死を願って
います。彼女は大変苦しんでいます。彼女のために祈ってください。スール・ジュスチー
ヌも体の具合がとても悪いです. . . スール・アンヌは元気です。
さようなら、親愛なる私の娘、すべての人によろしくお伝えください。特に親愛なる

8

スール・マルトに。彼女には神さまのみ旨に服従することを勧めます。
私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。

9

スール・マリー・T.
近いうちに着衣するということでスール・ユーラリにおめでとう、と申し上げます。

10

666. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
アルボワの (修道院の) 設立のために、メール・ゴンザグが修練院の面倒を再びみることが話題になって
います。そういうわけで、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、求められている犠牲を広い心を
もってささげるようにメール・ドゥ・ランカルナシオンに勧めます。

+J. M. J. T.

1826 年 8 月 18 日

神さまのみ旨、あなたは私の愛です。
2

親愛なる私のメール (Mère)、今朝、あなたのための手紙をポストに入れました。でも、

私はあなたが苦悩のなかにあるのを知っていますので、ジャンティ135 が現れますと、あ
なたにどうしても一言書かないわけにはいきません。
3

私は、あなたを悲しませているすべてのことを心から分かち合います. . . でも、親愛な

る姉妹、勇気を出してください。イエスさまの十字架のいちばん近いところにいる人は、
イエスさまの最愛の人です。あなたはこの肩書を断ろうとするのでしょうか。あなたの
すべての心配を神さまのみ心の中に投げ出してください、そうすれば、神さまはすべてを
善の方に向けてくださるでしょう。すべてに事欠いたメール・ドゥ・シャンタル† の (修道
院の) 設立 (複数) を、思い描いてください。その後、メール・ドゥ・シャンタルが修道
会の最初のメール (Mère) たちに死なれて味わった苦悩を、思い描いてください。でも神
135

この人は車引きで、コンドムとアジャンの間の商品の輸送の任務をおびていた。
編者註：ジャンヌ・ドゥ・シャンタル (1572 年 1 月 23 日-1641 年 12 月 13 日)。聖フランソワ・ドゥ・
サール (フランシスコ・サレジオ) とともに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
†
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さまは、いつもご自分の事業に勝利を得させてくださいます。ですから、勇気を出してく
ださい、神さまだけを信頼してください。
4

肉の助けは弱い支えにしかなりません。もし神さまが、幾人もの人たちの魂の救いの

ためにメール・ゴンザグを使うことを望まれるのでしたら、また、神さまが、メール・ゴ
ンザグを犠牲としてささげることをあなたに望まれるのでしたら、神さまは、あなたに百
倍にしてその償いをすることをわきまえてくださるでしょう。
5

あなたのかわいそうな母より。
スール・マリー・T.

667. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 8 月 22 日

イエスさま、私のすべてとなってください。
親愛なる私の娘、
2

あなたからの 2 通の手紙は受け取りました。尊敬に値するマドゥモワゼル・ロネが見

えたら、喜んで受け入れましょう。でも、彼女の若いお友だちは、他のところに入れるよ
うにしなければならないでしょう。と申しますのは、いろいろな点でこの人が本当にふさ
わしいとは私は思いません。彼女のようなタイプの人は、私たちの共同体 (複数) のタイ
プではないことが私には分かりました。
3

スール・サン・フランソワは、ご聖体拝領の時にマントを着けなければならないと思

います。もし、教話のためにマントを着けないことを恩恵が彼女に求めるなら、彼女がマ
ントを着けないことに同意しますが、それは彼女の自由にさせてください。私は、スー
ル・マルトが元気にしていることを大変喜んでいます。私の最初の娘の一人として、神さ
まの前で彼女を忘れることはないでしょう。
4

1 ヵ月の誓願 (複数) を立てることについては、ボン・ペール (bon Père) に相談して

もいいでしょう。親愛なるスール・アガトが平穏にしているのを知って、大変喜んでいま
す。従順であるなら、彼女はいつでも平穏にしていられるでしょう。
5

メール・サン・ヴァンサンが、近いうちにスール・アポロニに手紙を書くと思います。

私たち全員がそうですが、彼女は大変忙しくしています。黙想者がいますし、洗濯物もあ
りますし、病人もいます. . . スール・アニェスは臨終の聖体拝領をしました。彼女は、平

915
和とやすらぎのうちに死に向かっています。彼女は私たちに感銘を与えてくれ、また、慰
めてくれます。一昨日の晩から彼女を徹夜で見守っています。
6

スール・ブリジットのお母さまについて、他のニュースは全くありません。もし必要

なら、お母さまがもってこられたベッドの一つをお母さまにあげましょう。お母さまに物
乞いをさせてはならないでしょうから。メール・アンカルナシオンの具合がとても悪いで
す。彼女は床に就いています。彼女は瀉血をしなければなりませんでした。彼女は、白い

(物をいただく) 食事療法をするように指示されました。これは、4 年前に私たちから彼女
を奪いそうになったのと同じ類の風邪のようです。彼女のために祈ってもらってくださ
い。(彼女に万一のことがあれば) それは大きな損失でしょう。彼女には、多くの苦悩が
あります。それが彼女の病気の原因だと思います。
7

親愛なる姉妹、カルワリオのイエスさまを愛しましょう。私は昨日読書しましたが、そ

の中に、修道者は十字架にかけられた人であって十字架の生活をしなければならない、と
ありました。十字架についてこのような真の学問を、誰が私たちに教えてくれるでしょう
か。十字架にかけられたイエスさまだけを知るようにしましょう。もし、私たちが天国で
治めたいと思うなら、この世ではイエスさまと共に自分を十字架にかけましょう。
8

さようなら、親愛なる、そして良き娘。イエス・キリストにおいて、あなたの忠実な

母より。
スール・マリー・T.
9

あなたはごく近いうちに、壺とたんすを一緒に受け取ることになるでしょう。

668. トナンのスール・ブリジット・マルシュ宛
+J. M. J. T.

1826 年 8 月 24 日

すべてにおいてあなたの聖なるみ旨を。
2

親愛なる姉妹、母である私は、私のすべての娘たちと、苦悩を分かち合います。です

から、あなたのかわいそうなお母さまのことであなたが悩んでいることを、心から分かち
合います。私はそのことについては何も知りませんでした。それが杞憂に過ぎなかった
ことであるように願っています。でも、いずれにしましても、修道会はその子供を愛して
いること、そして、あなたにその証しをするだろうということを思い起こしてください。
3

すべてを十字架の下においてください。その苦しみを、神なる花婿があなたに贈る貴

い聖遺物とみなしてください。あなたのために、煉獄の火を消すためのこの貴いカリスの
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一滴も失ってはなりません。もしいつか、イエス・キリストと共に (天国で) 治めること
を望むなら、イエス・キリストと共に十字架にかけられなければならないことを、思い起
こしましょう。
4

私の娘、勇気を出してください。試練の時はいつか過ぎて喜びの時に場所を譲ること

になるでしょう、そしてそれは、終わることがないでしょう。
5

スール・アンジェールは、その健康状態のために 6 ヵ月をあなたのそばに行って過ご

すことになるでしょうと言われました。彼女は今、運動を少し必要としている、と私は感
じています — ボルドーでできる以上の運動が。
6

私たちの姉妹たちによろしくお伝えください。私たちは土器の壺などを手に入れるよ

うにしましょう。私たちの主イエス・キリストにおいてあなたに口づけをおくります。
7

スール・アニェスは依然として永遠への歩みを進めています。今日、2 度目の臨終の

聖体拝領をしました。
スール・マリー・T.

669. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 8 月 24 日

神さまのみ旨、あなたは私の愛です。
2

親愛なる姉妹、信じてください、私は、親愛なる院長様の病気にひどく心を痛めてい

ます。でも、院長さまが平静を保ち平和のうちにいることを知って、慰めを覚えていま
す。これは、院長さまの魂にとっても体にとってもいちばんの安らぎです。慈愛なる神さ
まがあなたを院長さまの側に留めてくださる間、ずっと院長さまを慰め、支えとなってく
ださい。
3

親愛なるスール・アニェスは、2 度目の臨終の聖体拝領をしました。終油の秘跡 (病者

の塗油) もまもなく受けることになるでしょう。彼女は目に見えて弱っています。
4

私もメール・サン・ヴァンサンも、庭師はあなた方のところに住まわせるべきではない

と考えます。規則の遵守は、50 フランに代えられるものではありません。そのことにつ
いては、慈愛なる神さまがわきまえてくださってあなた方を救済してくださるでしょう。
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5

また私は、ミサ代の 100 ピストル† は取るべきではないと考えます。その利益は何の足

しにもなりません。他に方法がないのでしたら、借金した方がいいでしょう。
6

寄宿生が自分たちだけで庭に行くようなことは、決してあってはなりません、あなた

方は本当に悪い人たちにさらされているのですから。
7

あなた方を援助してあげたいと心から思っているのですが、新しい (修道院の) 創設の

ことがありますのでどうにもなりません。スール・ナティヴィテしかいないのですが、あ
なたもご存じのように、彼女の頭はかわいそうな状態ですし、また良心の悩みも抱えてい
ます。それに、3 年経って彼女が誓願を更新するかどうかも確かではありません。
8

マドゥモワゼル・ブルイトは、その 300 フランとあなたが彼女にさしあげたハンカチと

スカートの贈り物を、本当に喜んでいると思います。私は、彼女とは絵の話しかしなかっ
たのは事実ですが、あとのことは贈り物がその埋め合わせをしてくれました。それに、あ
る家で働いている時には、奉仕する気持ちがなければならないのではないでしょうか。彼
女にはもうそれ以上何もあげないでください。彼女は満足しなければならない、と私は思
います。
9

親愛なる娘、信仰の考えによって私たちの勇気を奮い立たせましょう。常に信仰の光

によって行動しましょう。私たちを見えなくさせ誘惑する本性の目によってではなく、信
仰の目によってすべてを見ましょう。主は私たちにたくさんの恩恵をくださいました。で
すから、主のみ手からしあわせをいただいた後、同じ主のみ手から不幸をいただくのも極
めて正当なことです† 。
さようなら、親愛なる娘、すべての人によろしくお伝えください。私たちの主イエス・

10

キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
十字架の初夜の床にある院長さまに口づけをおくります。そこにおいてこそ院長さま

11

は、天におられる花婿と常により強く結ばれるでしょう。

670. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.
神さまの聖なるみ旨、あなたは私の愛です。

†
†

編者註：フランスの貨幣単位。1 ピストル = 10 リーヴル (フラン)。
編者註：ヨブ記 第 2 章第 10 節。

1826 年 8 月 28 日
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親愛なるメール (Mère)、そして娘、
2

大変危険な病状にある親愛なるスール・サン・ポールのために、あなた方の祈りをお

願いします。胸の管のひとつが破れて 12 回にわたって吐血しました。瀉血したり、蛭に
血を吸わせたり膏薬をはったりなどしましたら、少し苦しみが和らぎました。彼女は臨終
の聖体拝領をしました。このかわいそうな子供は死をとても恐れています。それに彼女
は、まだ本当に子供です。特に彼女の魂のためにたくさん祈ってあげなければなりませ
ん。コンドムの修道院の状況を考えてみてください。メール・アンカルナシオンの状態は
前よりは良くなっていますが、まだ治ってはいません。(コンドムの) 姉妹たちは、天に
おられる花婿の試練を受けています。
3

親愛なるアニェスは相変わらず咳をしていて、日々弱っています。脈拍の具合が大変

悪いです。夜はやっと聞き取れるくらいの話ができる程度です。でも、彼女の甘受と忍耐
には感嘆します。
4

ダヴィド氏は、一種の肺炎に罹って容体がとても悪いです。吐血して大変危険な状態

にあります。十字架が本修道会の上にあります。私たちを打つ手に口づけをしましょう、
そして、私たちの罪を認めましょう。
5

私たちの主イエス・キリストにおいてあなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

6

スール・ナティヴィテには、いつもその小心と不従順によって悲しい思いをさせられ

ています。それがなければ彼女は良くなるのですが。彼女は他のことについてはかなり
立派なのですが、いつも「でも (mais)」とか「良心の問題」とか言って聴罪司祭からの聖
体拝領ができないのです。

671. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.
神さまのみ旨、あなたは私の愛です。
親愛なる娘、

1826 年 8 月 30 日
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2

昨日終油の秘跡 (病者の塗油) を受けた親愛なるスール・アニェスのベッドの側で、あ

なたに手紙を書いています。この親愛なる子供は、聖年† に全免償をいただき、そして終
生誓願を立てた後死にます。ですから、私は彼女のためにすべての希望をもっています。
それに彼女には徳がありますし、柔和も従順もあります. . .
3

聖人のように死ぬのは何と快いことでしょう。親愛なるドジテ、私たちもこのような

死を迎えることができるでしょうか。そうです、私たちはこのような死を望んでいます。
ですから、本気になって聖人のように生きるように励みましょう。時期は好都合です。あ
なたは総告解を終わったところですし、そのなかで慈愛なる神さまがあなたに大きなお恵
みを与えてくださったようですから。
4

親愛なる私の娘たち、全免償をいただくためのあなた方の (修業の) やり方は、大変良

かったと思います。このやり方によってあなた方がより多くの実りを得ることができるの
は、確かです。私たちの方 (の修業) は、
「まあまあ」と言ったような具合でした。どのよ
うな実りが得られるか見ることにしましょう。どちらの修道院がより以上の自己改善を成
し遂げるでしょうか。どちらの修道院がより以上お互いに我慢することをするでしょう
か。どちらの修道院が非難されたり反対されたりすることに耐えるためのより以上に謙遜
になれるでしょうか. . .
5

親愛なる姉妹、勇気を出しましょう。死ぬ時に私たちは、自分に打ち勝ったことをど

んなに満足に思うことでしょう。
6

そちらに、肌着のための布地、メール・サクレ・クールのためのドレスを送ります。私

たちはボルドーに手紙を書いて、(ボルドーの) 姉妹たちが受け取ったお金で、そちらに
ドレスを 1 着送るように頼みました。またそちらには、スール・トゥリニテの全部の下着
類も送られるはずです。彼女もトナンに任命されています。そのことであなた方の不足
を少し補えるでしょう。と申しますのも、彼女は立派な支度一式をもっていましたから。
7

親愛なるスール・サン・ポールの具合は少し解放に向かっていました。彼女はブイヨ

ンをとっていました。と申しますのは、彼女は 1 週間近くお粥とコンフリー136 だけをとっ
たのです。スール・アンカルナシオンも良くなっています。
8

さようなら、親愛なる私のすべての娘たち、イエス・キリストにおいて、心からあな

た方に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

†
136

編者註：1825 年。
薬草
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672. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 9 月 11 日

主よ、彼女に永遠の安息を与えてください。
2

親愛なる私の娘たち、あなた方はきっと、私たちの親愛なるスール・アニェスの立派

な死去の際の詳しい知らせを待ち遠しく思っていたことでしょう。親愛なるこの子供は、
従順によって死ぬことを望みました。私は彼女に頼まれて、彼女が天国に行くためにまた
死ぬことができるために、ムラン師に彼女のためのオベディアンス (命令書) をお願いす
る手紙を書きました。彼女は「聖マリアの誕生の祝日† 」にしか死ぬことはないでしょう
とローモン師が彼女の部屋で、言っておられたことから、彼女は、(死去の) 前日、
「私が
まだここにいるのは師があのように言われたからです。」と言いました。
3

彼女の忍耐は感嘆すべきものでした。彼女は 1 週間近く臨終の苦しみにありましたが、

意識ははっきりしていました。彼女は死去の前日に少し意識を失っただけでした。その
とき、時々錯乱しましたが、神さまの話をしてあげると我に返っていました。でも彼女
は、長くは精神を集中することができませんでしたので、短い間だけ神さまの話をするよ
うに願っていました。死去の日、ローモン師が少し長すぎる勧めをしましたので、彼女は
いくらか不忍耐の心の動きを感じたことで良心が乱され、師にまた来てもらいました。師
は彼女に、罪の赦しを与えました。彼女は臨終の鐘を鳴らしてくれるように願いました。
彼女は十字架に愛をこめて口づけをし、何か口にする時には、力がないにもかかわらず、
その度毎に十字を切っていました。彼女は大変平静で戦いはありませんでしたが、救いの
敵は、この魂が自分から逃れていくのを嫉妬して、スール・スコラスチックの時と同じよ
うに、死去の前の 3 時間、信仰についてまた希望について、彼女を激しく誘惑しました。
彼女は激しく暴れ、見ていてもかわいそうなほどでした。ローモン師は、彼女の側を離れ
ることはほとんどありませんでした。最後に彼女は落ち着きました。ムラン師が来られ、
彼女の最期に立ち合ってくださったのは特別のお恵みでした。師は彼女が魂を創造主に返
そうとしていた時、改めて彼女に罪の赦しを与えました。「聖マリアの誕生の祝日」、晩
の 6 時、彼女はすっかり洗われ、イエス・キリストのおん血に覆われて神さまのみ前に進
んだのでした。彼女が聖人たちの至福にあずかっていることを私は本当に心から信じま
す。私たち皆が彼女のような最期をすることができますように。彼女のために、修道会の
代禱‡ をしてあげてください。
4

私たちは、オベディアンス (移動命令書) を持っています。コンドムのためのスール・
†
‡

編者註：9 月 8 日。
編者註：賛意のこと。
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サン・ローランのオベディアンスは、もうこちらに受け取りました。アジャンの共同体か
らも姉妹が何名か移動すると思います137 。あなたの共同体からは誰も動かないでしょう。
5

さようなら、親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけを

おくります。
スール・マリー・トランケレオン
6

コンドムはとても大きな必要の中にあります。そちらの「ドネ (donnée, 奉献者)」は

どれくらいのお金をもってきましたか。彼女が堅忍しない場合に備えて、私の自署の借用
書を形に、そのお金をコンドムのためにこちらに送ってくださいませんか。もし、彼女が
出るようなことになったら、そのお金はすぐに返しましょう。私の借用書はそちらで保存
したらいいでしょう。借金してでも、お金を返すことが遅れないようにしましょう。

673. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 9 月 11 日

すべてを神さまのために。
親愛なる娘、
2

昨日、スール・サン・ローランのオベディアンス (移動命令書) を受け取りました。そ

れに今日、二輪馬車の便がありますので、親愛なるこの子供をそちらにおくります。彼女
を動かしている良い心構えを彼女が失うことのありませんように。彼女は授業か裁縫が
できると思います。私は手紙を書いて、スール・ジュリのためのオベディアンスを明日の
郵便馬車の便で願います。彼女は、スール・サン・ローランに同行するスール・クロチル
ドと一緒に戻ってこれるでしょう。
3

あなた方は、親愛なるスール・アニェスの立派な死去を院長さまにお知らせする私か

らの手紙を、郵便で受け取ると思います。スール・アニェスが私たちのために慈愛なる神
さまにとりなしてくれる、保護者になってくれると期待しています。でも、神さまのご慈
悲に彼女をお委ねすることをやめないでください。

137

Agen va être curée (La communauté va perdre plusieurs membres).
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4

あなたが院長さまの側に留まっている少しの間、院長さまが疲れることのないように

してあげてください。どうしてろばの乳を試してみるようにさせないのですか。彼女の
生理は不順なのですか。(私が母であることに免じてこのような質問を赦してください。)
5

フレール (Frère, 兄弟) の方たちは昨日ボルドーに発たれました。

6

スール・ナティヴィテがトナンに行かないのは、それなりのちゃんとした理由があり

ます。もし、彼女がアジャンを離れることがあるとすれば、それはコンドムのためという
ことになるでしょう。今検討しているところです。それが神の栄光と魂の救いのためで
ありますように、心から祈ってください。
7

私たちの主イエス・キリストにおいて、心からあなたに口づけをおくります。
スール・マリー

674. コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 9 月 15 日

神さまだけを。
親愛なる私のメール (Mère)、
2

ノヴィス (novice, 修練者) たちが旅の疲れをいやすことができるためには、こちらの

修道院には、十分な内省の雰囲気もありませんし感銘を与える十分な雰囲気もありませ
ん。クレルフォンテーヌ夫人がいたるところで話したり叫んだりするのです。(彼女は子
供に戻っています。) それに他のことも. . . スール・ジョゼフィーヌとスール・ジュリエン
ヌは、コンドムで誓願を立てなければならないと思います。もし、慈愛なる神さまが彼女
たちの心に話しかけてくださるならば、神さまがすべてを補ってくださるでしょう。そし
て、彼女たちが忠実であるならば、神さまは彼女たちの心に話しかけてくださるでしょう。
私もそして他の人も皆、スール・マドレーヌが誓願を更新しないことに同意しています。
3

スール・ナティヴィテについては、彼女にかかわることはすべて長上の方々にお話し

しますので、私は何も口を出しません。スール・ナティヴィテは、メール・サント・フォ
ワを深く信頼しています。スール・ナティヴィテを指導するのは、メール・サント・フォ
ワです。それに、その後、スール・ナティヴィテの状態は良くなっています。スール・ナ
ティヴィテをコンドムにおくることを考えています。もし、スール・ナティヴィテがメー
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ル・サント・フォワに従うのでしたら、スール・ナティヴィテは、こちらにおけるのと同
じように、メール・サント・フォワに頼ると思います。私は何も口出ししません。でも、
スール・ナティヴィテがトナンに行くようなことはありません。
スール・ジョゼフィーヌのことについては、私は彼女の考えではなくあなたの考えに

4

賛成です。彼女は内密に終生誓願を立てたいのでしょうが、これは私の考えではありませ
ん。時期を早め過ぎてはなりません。
私は、ムラン師があなた方の黙想指導者として行かれることに期待しています。私は

5

そのことを師に懇請しましたが、師は、来週行われる叙階を受ける人たちの黙想が終わる
までは、いかなる返事も望まれません。
スール・クロチルドはそちらの財務のメール (Mère Temporelle) に適任だろうと考え

6

ました。いつかそうなるでしょう. . . メール・ガブリエルを霊生のメール (Mère de Zèle)
としてどう思いますか。 あなたはメール・サント・フォワの方を選びますか138 。
「諸聖人の祝日† 」に私たちは、何人かのポストラント (postulante, 志願者) を受け入

7

れます。日曜日には、スール・ジャン・バチストが聖なる服を着ます。
こちらの小さな修練院は黙想しています、でも、働きながらしています。と申します

8

のも、私たちはいろいろなことで手一杯だったのです。スール・サン・ソヴールとスー
ル・ジュヌヴィエーヴは、昨日、ひどい下痢を伴った高熱が出ました。スール・ヴィジタ
シオン、スール・メラニ、それにスール・サン・ジョゼフは授業に出ていました。それで
も、健康に配慮をしていれば大したことにはならないだろうと思います。でも、彼女たち
は大変衰弱していたのです。昨日は重病ではないかと心配しました。スール・ナティヴィ
テも発熱して、少し血を吐きました。それで私たちは蛭に彼女の血を吸わせました。
さようなら、親愛なる娘、慈愛なるイエスさまの十字架の下において、すべてをあな

9

たにささげます。
スール・マリー・T.
10

すべての姉妹たち、特に最近「乳母139 」のもとを離れた親愛なるスール・サン・ロー

ランとスール・クロチルドによろしくお伝えください。
11

私は、マドゥモワゼル・ブルイトを修道女として全然望んでいません。でも、彼女は

寄宿学校で絵を教え始めているわけですから、後 1 年、彼女を留めておかざるを得ません。
契約したことについては、約束しておいてそれを守らない、というわけにはいきません。

(もし、彼女にやめてもらったとしたら) 男性の絵の先生を雇うことになってしまうかも
138

メール・サント・フォワ・マレシャルは霊生のメール (Mère de Zèle) の職責を果たすたまに、またメー
ル・ガブリエル・ヴァレールは財務のメール (Mère de Travail) の職責を果たすために選ばれた。
†
編者註：11 月 1 日。
139
修練院
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しれませんし、(そうなれば) 不都合はさらに大きなものとなるでしょう。軽薄な寄宿生
たちは気もそぞろになるでしょう。M. E. についてですが、彼女に規則をきちんと守らせ
ることは不可能です。物事をあまり大げさに見てはなりません。これがあなたの弱点で
はないかと心配しています。もし避けることができないとすれば、多少の悪は、より大き
な悪を避けるために我慢しましょう。

675. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 9 月 16 日

すべてにおいて神さまが讃えられますように。
親愛なる娘、
2

神さまに感謝してください。あなた方の黙想の指導にカイエ師が行ってくださるでしょ

う。黙想はどんなに立派なものになるでしょうか。それに、永遠の契約を結ぶスール・セ
ラフィーヌのお祝いもありますし、また、スール・ユーラリの婚約もあります。あなた方
はどんなにしあわせになれることでしょうか。明日、スール・ジャン・バチストは聖なる
服を着けます。
3

今日あなたにお便りするのは、メラニをこちらにおくってくださるようにお願いする

ためです。彼女の病気を無料で治していただくために、いま、病院のベッドが空いていま
す。できるだけ早く彼女をこちらにおくってくださいませんか。
4

スール・サン・ソヴールは、少し血の混じったひどい下痢をしているため、多少体の具

合を悪くしています。先日は熱も出たりして、体調を崩しています。スール・ジュヌヴィ
エーヴも同じような病気に罹っています。カルワリオにおいてもタボール山† においても
イエスさま万歳。ラコサド氏は、スール・ナティヴィテにどんな薬を飲ませてくださって
いましたか。
5

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、私の娘たちで

もある、あなたのすべての娘たちに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

†

編者註：主の変容がここであったとする説がある。
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676. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
1826 年 9 月 18 日

+J. M. J. T.
1

今朝あなたからの手紙を受け取りました。メラニの病気が治る見込みがあると思われ

れるのでしたら、メラニをそちらに留めておくことに同意します。人にいただいた 12 フ
ランをそちらに送ります。メラニのために肌着を何枚か手に入れるようにしましょう。私
が集めることのできるお金は全部そちらに送ります。私が病院のことを考えましたのは、
メラニの病気のことがひどく気にかかっていましたし、また、お金をいただく約束を守っ
てもらえないこともあったからです。いずれにいたしましても、神のみ摂理が私たちを助
けてくださると思います。あなたが私におっしゃることは、カルメル会の修道女の方々に
伝えていただきましょう。スール・ドゥ・ジェジュは田舎にいます。
2

親愛なる姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいて、私の心からの友情を受け入れ

てください。
スール・マリー・T.

677. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 9 月 18 日

すべてを神さまのために。
親愛なる娘、
2

従順と清貧によって、問題の件については私たちには議論の余地はありません。私た

ちは個人的に贈与を受けることはできませんでした。贈与を受けるのは修道会の名におい
てです。修道会は私たちの考えとは異なった贈与の使い方をします。このことが、私たち
は本当に貧しい者であること、何も所有しないこと、死んだ者であること、何も相続でき
ないことを私たちに理解させてくれます。その代わりに天国の財産を私たちに与えてくれ
るさいわいな清貧は、大切で貴いものです。
3

あなたがラコサド氏に対して抱く困惑は私にもよく分かります。しかしあなたは氏に

従っていただいたのですから、それで十分です。シャミナード師がコンドムに当てられた
金額は、今あなたの手元にあるお金だけです。400 フランと、後であなたがクレールから
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受け取るお金は、その中には含まれていません。そのことについては、そちらの必要を示
しながら、問い合わせてみなければならないでしょう。
4

スール・サン・ソヴールは誓願を宣立して以来、すっかり心安らかにしています。彼

女は終生誓願を立てたということで、とても大きな霊的なしあわせを感じています。彼女
は少し体の具合を悪くしていました。赤痢の恐れがあったのですが、すぐにその症状はな
くなりました。スール・ジュヌヴィエーヴも同じような状態でした。二人ともあまり病気
になったことがありませんでしたので、驚いていました。
5

スール・サン・ローランは、オベディアンス (移動命令書) をもらってコンドムへ発ち

ました。スール・クロチルドが彼女に同行しました。ネリ・ガリーグは、音楽の補助教員
としてコンドムの修道院に残るイゾールの寄宿費で修道院に無料で寄宿します。
6

親愛なる私たちのすべての姉妹に口づけをおくります。そして、あなた方すべての人

に私の愛情をお約束します。
スール・マリー・T.
7

コンドムのお金を送ってください. . . 私の健康状態はまあまあといったところです。私

はろばの乳を飲んでいますが、それが私にはいい効き目があります。土器の壺については
当てにしてもいいです。マザック夫人があなたの手紙を渡してくださいました。
8

ボンヌ・メール (bonne Mère)、試練において勇気を出してください。イエスさまは、

私たちが雅歌の花嫁の模範にならってイエスさまを呼び、丘や山にイエスさまを探すこと
を望んでおられます。願ってください、叩いてください、拒否の屈辱を堪え忍んでくださ
い。ご聖体を愛したマリー・ディアス† はこのような試練を受けましたが、最後まで耐え
ぬいて冠をいただきました。私の流刑は何と長いことでしょう。私が神さまをいただい
てもう失うことがないように、誰がしてくれるでしょう。至愛なるおん方が留守のつらい
間、あなたがこのように叫んでいるのが聞こえるような気がします。でも、至愛なるおん
方はいつもその花嫁の側にいてくださると思います。
9

さようなら、すべての姉妹たち。あなた方のよき母より。
スール・マリー・T.
あなたが受け入れ式の書式を必要としていると思いまして、それをあなたに送ります。

10

またこちらに送り返してください。

†

編者註：聖テレジアと同時代にアヴィラにて、日夜ご聖体の側にいるために教会の階上席に住むことを
司教から許可された。
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678. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 9 月 24 日

親愛なる私の娘、
1

少ししか時間がありませんが、お伝えしたいことがあります。司教さまがカイエ師に、

あなた方の修道院でごミサをささげること、修道女、ならびに、たとえ外部の人であって
も師のところへ行くすべての人の告解を聴くこと、また、説教をすることなどの権限を
与えてくださいました。司教さまは、あなた方の黙想の最初の日と終わりの日に聖体降
福式をすることも許可してくださいました。司教さまは、多分、私たちが (誓願更新をす
る) 最後の日に、ご聖体を顕示することを思い出してくださらなかったのでしょう。この
許可は取り消されてはいません。
2

さようなら、親愛なる娘、いい黙想をしてください。貯えをたくさんしてください。聖

人になってください。カイエ師によろしくお伝えください。私たちのために祈ってくだ
さい。
3

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー

4

こちらに 2000 フラン送ってください。これからコンドムに送ります。他の 400 フラン

はトナンに残して欲しいとのことでしたが、コンドムが 2000 フランで何とかできればと
いう条件で、ダヴィド氏もそのことを認めてくださっています。私も同意します。

679. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 9 月 26 日

かつてない喜び、完全無欠の平和。
2

親愛なるメール (Mère)、これは私があなたに書く 3 通目の手紙ですが、司教さまがカ

イエ師に、修道女のため、またやってくる外部の人たちのためにも告解を聴き、説教をす
る権限と、黙想の始めと終わりに聖体降福式をする権限を与えてくださったことをお知ら
せします。あなた方すべての人が神さまの祝福をいただけるように願っています。
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3

あなた方に口づけをおくり、あなた方すべての人を愛します。親愛なるスール・ルイ

ズ・マリーには再会の喜びを、スール・イニャスには知り合いになれる喜びをお伝えくだ
さい。早く彼女たちを私の腕で抱き締めたいと思います。
4

メラニのための小さな包みをそちらに送ります。

5

もう一度さようなら。全き静寂、深い沈黙、主の平和があなた方と共にありますように。
スール・マリー・トランケレオン

6

土曜日、カイエ師と一緒に出発できるようにポストラント (postulante, 志願者) のスー

ル・マリー・ドゥ・ジェジュをそちらにおくります。

680. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 9 月 29 日

親愛なる私の娘、
1

親愛なるポストラント (postulante, 志願者) マリー・ドゥ・ジェジュがカイエ師と一緒

に修練院に行けるように、彼女をそちらにおくります。私はノヴィス (修練者) たちに立
派な贈り物をしたいと思います。私たちはコンドムからスール・ジュリを待っています。
2

天からの露が豊かにあなたの上に降りる貴重な時を、あなたから奪いたくありません。

私たちのことを忘れないでください。あなた方もそうだと思いますが、私たちは全免償を
いただくための修業の最後の 3 日間、「40 時間大祈禱」をします。天におられる花婿は、
何と多くのお恵みを私たちにくださることでしょう。
3

私たちの慈愛なる師において、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

681. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.

1826 年 10 月 8 日

あなたは死んだ者です、あなたの生活は神さまの中に隠されたものです。
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親愛なる私の子供、
2

あなたのすべては神さまのものです。あなたを永久にあなたの神なる花婿に結びつけ

る、撤回できない約束をあなたはしました。あなたは世俗に死んだ者となったのです。で
すから、あなたは世俗から忘れられることを望まなければなりません。世俗では知られず
に生きなければなりません。世俗では十字架につけられた者でなければなりません. . . イ
エスさまの花嫁にとってはもう世俗も被造物もありません。本当のことは、黙想し深め熟
考するに値します。修道者のこの偉大な秘義を理解し、この秘義を実行することを自分の
すべての栄光とすることを望む人は、さいわいです。
3

親愛なるセラフィーヌ、新しい洗礼によって生まれ変わったあなたが、ずっとあなたの

約束に忠実であることができたら、また以後償いの生活、清貧の生活、完全な従属の生活
があなたのすべての喜びとなることができたら、あなたは何としあわせなことでしょう。
4

もう少し長く書きたいのですが、メール・ヴィジタシオンが肺炎になっていますので

メール・サン・ヴァンサンと一緒にコングレガシオンの集まりに出なければなりません。
5

人が私を呼んでいます。あなたとお別れしなければなりません。私たちの主イエス・

キリストにおいて、私の愛情のすべてを受け入れてください。
スール・マリー・T.
6

すべての姉妹によろしくお伝えください。スール・ルイズ・マリーは私の手紙を受け

取ったでしょうか。

682. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 10 月 10 日

神より大いなる栄光のために。
2

そうです、親愛なる私の姉妹、私たちはたくさん祈る必要があります。それは第一に

は、本修道会が自らを維持するために取らなければならないすべての手段について、また
第二には、主が本修道会によって行うことを望まれる善を実行できるように、慈愛なる神
さまに照らしていただくためです。そうです、私たちが必要としている豊かなお恵みをい
ただくために、祈りましょう、そして、苦行をしましょう。
3

こちらに、メール (Mère) のためと補佐修道女のための何名かのポストラント (postu-

lante, 志願者) が来ています。神さまから呼ばれた人たち、強く惜しみない心をもった人
たちだけを、私たちが受け入れることができますように慈愛なる神さまに祈ってください。

930
4

私はスール・マルトには哀れみを覚えます。罪を犯させるのは服ではないということ、

そして、謙遜で従順な心は常に (誘惑に) 抵抗するお恵みをいただくということを、私から
と言って彼女に伝えてください。スール・アポロニは黙想のために何をしたでしょうか。
5

私の方からダヴィド氏にトナンの必要のことを書いていたのですが、もし、コンドムが

2000 フランで何とかできるのでしたら、400 フランはあなた方のために取っておいても
よいと、氏の方から知らせてくださいました。手紙が着くのが遅すぎましたので、お金は
送った後でした。でも、ろうそく代の 50 フランはあなた方のために取っておいてくださ
い。そのことは私の方からコンドムに伝えておきましょう。
6

機会があったらすぐ、多分この手紙と一緒に、スール・マリー・ドゥ・ジェジュの 5

フランと退会したポストラント (postulante, 志願者) の一人がこちらに預けてあるお金を
そちらに送ります。退会したポストラントのお金は、こちらにお金が入ったらすぐ彼女
に払いましょう。もっとたくさんのお金をそちらに送ることができればよかったのです
が。メール・サン・ヴァンサンがこのような考えを思いつきました。彼女はメール・ドジ
テの心配を分かち合っています。でも、小鳥を養ってくださる† おん方に信頼しましょう。
スール・ユーラリはメール・ゴンザグと一緒に出発した方がいいということでは、私もあ
なたと同じ考えです。
7

ローモン師はクレルフォンテーヌ夫人が建てた、修道院に隣接する小さな家にいらっ

しゃるということをあなたが知っているかどうかは私は知りません。夫人の方も 2 日前か
らそちらに移り住んでいます。婦人は好きな時に (修道院に) 入ってきますので、(前と)
同じことです。
8

スール・ルイズ・マリーのための手紙をそちらに送ります。この手紙は、大変甘い言

葉を省いて彼女に読んであげるべきか、または彼女に渡すべきか、検討してください。
9

さようなら、親愛なる姉妹、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに心から

の口づけをおくります。
スール・マリー・T.
あなたの薬のことは待ってください。

10

683. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、遠く離れたアルボワの修道院創設に姉妹たちを出発さ
せる準備のためにボルドーに赴きました。

†

編者註：マタイによる福音書 第 6 章第 26 節。ルカによる福音書 第 12 章第 24 節。
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+J. M. J. T.

ボルドー、1826 年 10 月 27 日

修道女は神さまにいけにえとしてささげられなければなりません。
2

親愛なる私の娘、天における花婿に絶えず犠牲をささげましょう。私たちにとっては、

もう被造物はあってはならないということ、私たちが神さまにおいて出会いを楽しむこと
ができるのは、天国においてだけであることを思い起こしましょう。
3

(アルボワへ) 向かう親愛なる人たちは日曜日に出発します。メール・エンマヌエルと

私は月曜日に発ちます。「諸聖人の祝日‡ 」の前日にはメール・エンマヌエルが、コンドムに
いる必要がどうしてもありますので、トナンには泊めていただくだけです。どの馬車でも
結構ですから、私たちのために座席を確保してくださいませんか。10 時にはポール・サ
ント・マリーに着いていなければならないでしょうから。トランケレオンからポール・サ
ント・マリーに馬車が来てメール・エンマヌエルをコンドムに連れていってくれることに
なっています。
4

私は心が引き裂かれる思いです。でも、私は絶えず信仰だけによって生きるように言わ

れます。そうです、親愛なる子供たち、私はあなた方のところにはほんのわずかの時間し
か留まりませんが、あなた方を愛しています。嘆かないようにしましょう。200 リュー†140
のところに行く私たちの姉妹たちとは、おそらくはとわの別れとなるでしょう。それにひ
きかえ、私たちの間の距離は 6 リューしかありません。信仰の薄い娘たち、私たちの弱さ
を恥じましょう。
5

かわいそうなスール・ブリジットの状態は相変わらずですか。それは本性にとっては

何とつらいことでしょう。でも、私は希望をもっています。彼女は本当によく耐えている
のですから。イエスさま万歳、イエスさまの十字架万歳。十字架だけが私たちを天国へ導
くことができます。
6

そちらにスール・マドレーヌ・ドゥ・パッジを連れていきます。ノヴィス (修練者) を、

アジャンに託すよりはあなた方に託すことにしたのです。また、現実的にもそれが正しい
のです。彼女は授業をすることができるでしょう。でも、スール・ブリジットの病気が幸
いにして回復し、すっかり治って完全に健康を取り戻すようなことになったら、スール・
マドレーヌは、修練期を終えるためにボルドーに戻らなければならないでしょう。彼女は
すでに修練期を 14 ヵ月しています。彼女は大変期待できる人です。スール・ルイズ・マ
リーには、火曜日の朝、私と一緒に出発できるように用意させておいてください。
‡

編者註：11 月 1 日。
編者註：欧州に存在した距離の単位。地方により長さは異なるが、1 リュー ≑ 4km。
140
ボルドーとアルボワの間の大体の距離。アルボワはフランシュ・コンテにおける汚れなきマリア修道会
(Filles de Marie) の最初の修道院の設立。(H.R. o.c. p.527 à 541)
†
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7

さようなら、親愛なる私の娘たち、私が大変愛する人たち、私たちは十字架にかけら

れたイエスさまの花嫁であることを、思い起こしましょう。悪い天気の中を遠くまで旅行
するかわいそうな娘たちのために、毎日、1 回の聖体拝領を捧げ、
「スブ・トゥウム (Sub

Tuum‡ )」、「アヴェ・サン・ジョゼフ (Ave saint Joseph§ )」、それに守護の天使に対する
祈りをそれぞれ 1 回ずつ唱えてください。
8

礼拝すべきイエスさまの脇腹のおん傷において、あなた方に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

684. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
メール・マリー・ジョゼフがアルボワに出発した後、メール・ルイ・ドゥ・ゴンザグはボルドーの院長、
修練長になりました。

+J. M. J. T.

トナン、1826 年 10 月 31 日

すべてを神さまだけのために。
親愛なる私の娘、
2

私たちの旅行のニュースをあなたに知らせるのを遅らせたくありません。私たちの旅

行は事故はありませんでしたが、ハプニングがありました。港141 には 2 時頃にしか着き
ませんでしたので、サン・マケールまで歩きました。フレール (Frère) の方たちは神さま
‡

編者註：Sub Tuum Præsidium 神の御母よ (神の御母よ、わたしたちはご保護を仰ぎます。いつ、どこ
でもわたしたちの祈りを聴き入れ、御助けをもってすべての危険から守ってください。)
§
編者註：めでたし
聖寵に満たされし聖ヨゼフよ、
主は御身の腕に休まれ、み守りのもとに育ちたまえり。
御身は、男の内にて祝せられ、
童貞なる浄配マリアの聖なる御子イエズスも祝せられたまう。
天主の御子の父とせられし聖ヨゼフよ、
罪人なる我らの家族、仕事、健康の心づかいの内にて終わりの日まで祈りたまえ。
しかして今も臨終の時も我らを助けたまえ。
アーメン。
141
ガロンヌ河に面した小さな港で町からはかなりの距離があった。そこで、トナン行きの公の乗合馬車に
乗らなければならなかった。
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のことに没頭していらっしゃいましたし、私たちはといえばうっかりしていましたので、
フレールの方たちのトランクをふたつ船に忘れてしまいました。幸いコリノ師の依頼で師
のお父さまに、トランクを取りに行くことを引き受けていただきました。トランクには、
フレールの方たちの下着類が入っていたのです。
3

私は、馬車の中でひどく吐きましたので歩かなければなりませんでした。マルマンドに

は 9 時に着き宿屋に入りました。(そこで) 少し食べてトナンに向けて出発しました。ト
ナンには真夜中頃につきました。すぐに門を開けてくれました。姉妹たちと口づけを交
わし、しばらくして就寝しました。
4

スール・ブリジットの状態は、大変よくなって危険はなくなりました。彼女は大変空

腹でいるのですがほんの少ししか食べさせません。私たちの悪い習慣で、回復をお願いし
てそのお恵みをいただきながら感謝するのを忘れますが、スール・ブリジットの回復を慈
愛なる神さまに感謝することを忘れないようにしましょう。感謝のために聖体拝領を 1 回
してください。
5

親愛なるアルボワの姉妹たちはどんなに「王道」を歩かなければならないことでしょ

う。主が姉妹たちを支えてくださいますように、その力強いご保護によって導いてくださ
いますように、夜は「火の柱」を送って導き、昼は「雲」を送って陰をつくってください
ます† ように、絶えず祈ってあげましょう。
6

スール・サクルマンからボン・ペール (bon Père) に渡すように頼まれていたパラ‡ を、

そちらに送ります。私は忘れていたのです. . . パラは修練院で完成させてください。彼女
は大変急いでいたものですから、未完成のまま送ってきたのです。親愛なるノヴィス (修
練者) たちにその仕事をしてほしいと願うところです。
7

この大切で小さな修練院は大変私の心にかかっています。修練院の人数が少なくなっ

た今、人数が多かった時以上に多くの愛の行いが実行されることを願っています。その
ためには 2 倍の愛の行いをしなければなりません。— 義務を忠実に果たすことによって、
神さまのみ旨に従うことによって、小さなことに至るまで会則を几帳面に守ることなどに
よって神さまに愛の証しをする、といった実践的な愛の行いを私は言っているのです。私
はこの小さな修練院に心からの口づけをおくります。
8

親愛なるメール (Mère)、あなたの方はどうですか。心安らかにしてください。主は、

子供を母親に与えられる時には、必ず子供たちを養うために乳を与えてくださいます。で
すから信頼しましょう、主は親愛なるこの子供たちへの授乳に必要なすべてのものをあな
たに与えてくださるでしょう。困難があってもいつも勇気を出しましょう。私たちの主
イエス・キリストにならいましょう。主は堪え忍ばれます、主は待たれます、それでも主
†
‡

編者註：出エジプト記 第 13 章第 21-22 節。
編者註：聖杯布。ミサの時に、カリスをおおう亜麻布を張った正方形の厚紙。
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は行動されます。主は心の扉の前におられます。主は (扉を) 叩かれます。
9

親愛なる私の娘、あなたに委ねられた仕事は大きなものです。でもあなた自身がそれ

を求めたわけではありません。あなたにこの仕事を課したおん方が、その仕事をうまくや
る手段も与えてくださるでしょう。潜心とご聖体拝領の中にあなたの力を汲み取ってく
ださい。そして心安らかにしていてください。「心配すること以上に母親の乳を悪くする
ものはない」、と聖フランソワ・ドゥ・サール§ は言っています。親愛なる私の娘、決し
て心配してはなりません。心の安らかさ、平成があればあなたはよりよく行動できるで
しょう。
あなたとお別れしますが、私の惨めさのために神さまに祈ってください。私たちのボ

10

ン・ペール (bon Père)、カイエ師、グラメニャックのご婦人方に私の尊敬の気持ちをお伝
えください。マドゥモワゼル・エメとマリーによろしくお伝えください。
私たちの主イエス・キリストにおいて、愛情をこめてあなたに口づけをおくります。

11

スール・マリー・T.
スール・マドレーヌのために下着類を少し送ってくださいませんか。もし、布団など

12

もあるとありがたいのですが。と申しますのも、こちらには布団が不足しているのです。
スール・マドレーヌには、彼女の書式集と小教区の祈りの本も送ってくださいませんか。

685. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 11 月 2 日

イエスさま、私のすべて。
親愛なる私の娘、
2

アジャンに帰り着いたばかりですが、私の心は親愛なる娘とお話しすることを望んで

います。
3

私たちの旅行は無事でした142 。

§

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
142
トナンからアジャンへの旅行。前の手紙はトナンから出した。
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私たちが発つ時には、スール・ブリジットの病状はかなり良くて危険な状態ではあり

4

ませんでした。親愛なるスール・マドレーヌは、復活祭には修練院に帰れると思います。
子供たちがスール・マドレーヌのことをもっと尊敬するように、彼女がトナンにいる間
は、黒いベールを着けさせることにしました。私たちのしたことは良かったのでしょう
か。それともまずかったのでしょうか。
スール・クロチルドが誓願を立てたら、彼女はコンドムにおくり、スール・マリー・ガ

5

ブリエルは (もし、ボン・ペール (bon Père) の同意が得られれば) 修練長補佐としてそち
らにおくることを考えましたが、どう思いますか。
アジャンでは全員が元気で、神さまを愛したいと願っています。こちらには 3 名のポ

6

ストラント (postulante, 志願者) がいます。スール・ソフィーとスール・エミリエンヌの
二人はそちらに、スール・テオティストはこちらに予定しています。彼女たちは前向きな
気持ちでいるようです。
そちらにスール・ジャン・バチストをおくります。彼女はアジャンを去ることを大変

7

残念がっています。彼女は助修道女の服を着けてボルドーにいることを苦にしているの
ですが利己心がそのような気持ちにさせているのだと私は思います。私は、このような犠
牲をすることで彼女の魂には得るものがあると思います。彼女の信頼を得るようにしなけ
ればなりませんが、彼女の執着には気をつけなければなりません。
スール・マリー・ドゥ・ラ・クロワとスール・グザヴィエはどうなっていますか。私

8

の心はあなた方すべての人の中にあります。天におられる花婿との一致において、私の心
が永久にあなた方すべての人と結ばれていることを願っています。
親愛なる私たちの子供たちが本修道会の三つの目的を遂げ、神さまの栄光とマリアさ

9

まの誉れに仕えるために、祈り、勉強、働きに励むことを願っています。ノヴィス (修練
者) たちが、メール・マリー・ジョゼフに教わった、礼儀正しさ143 の雰囲気を持ち続ける
ことを願っています。この礼儀正しさは愛徳に大変役立ちます。
10

さようなら、親愛なる姉妹、私たちがそのために働いている (神なる) 師が私たちの

力、私たちの光となってくださるでしょう。師は、石からでさえもアブラハムのために子
供を生まれさせる† ことがおできになります、そして、もっとも卑しい道具によって偉大
なことをすることがおできになります。
11

私たちの天におられる花婿において、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

143

honnêteté : 当時儀礼を表すために使われていた表現。創立者は、本修道会は「指導の手引き (Manuel
de direction)」の中で、
「キリスト教的礼儀」について長い章をさいている。(Cf. E.F. IIIème partie ch. V
no 650, ch. VI no 712)
†
編者註：マタイによる福音書 第 3 章第 9 節。
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686. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 11 月 8 日

神さま、私たちを完全な修道女にしてください。
親愛なる私の娘、
2

私たちの旅行のニュースは、親愛なるスール・ルイズ・マリーがスール・ジャン・バ

チストに託してあなた方にお知らせしましたので、私は、あなたとお話しし、そして、あ
なたに会うことができた喜びをお伝えするのを今日まで延ばしました。あなたに会うこと
ができたことは本当に嬉しいことでした。でも、親愛なる姉妹、私たちが愛し合うのはこ
の世での生活のためではないのですから、私たちが会うことのできた喜びが私たちの魂の
進歩向上に役立つものであることを願っています。「主の降誕」まで、私たちが会則を忠
実に守るように努力すべきことを思い起こしましょう。私たちの救いは会則を忠実に守
ることにあると確信しましょう。と申しますのも、会則は私たちを天国へ導く道だからで
す。特に、従順と清貧の規則のような、誓願と関連のある規則を几帳面に守りましょう。
すべての許可を願うこと、何も自由にしない、などといったことなどについては厳密に守
りましょう. . .
3

この点について、スール・ルイズ・マリーの肌着のことで私は独断的に振る舞ったと、

今でも良心の咎めを感じています。私は肌着をあなた方に残さないで、(あなた方に残す
こともできたということは十分に分かっています) いちばんいいものから 6 枚をメラニに
あげました。共同体 (複数) が窮乏の中にある時に、私がメラニにしてあげたことは、私
の自由裁量の範囲を超えていたように思います。メラニのためにはいちばん使い古したも
のを選んでください。後は神さまが配慮してくださるでしょう。共同体のためには、いち
ばんいいものを取っておいてください。私はただ、清貧に反したのではないかと心配して
このことをあなたに申し上げているのです。このことについてボルドーにも一言申し上
げましょう。
4

私がトナンに忘れてきた文具箱を私に送ってくださいませんか。

5

親愛なるスール・ブリジットの具合はいかがですか。ブリジットの近況を早く知りた

いと思います。彼女がその進歩向上のために、この黙想の期間を利用して欲しいと思いま
す。スール・ブリジットには、彼女の心配の種となっているもろもろのこと、特に、彼女
の母親に関することをはっきりと言ってもらわなければならないでしょう。そして、あな
たはスール・ブリジットから聞いたことをカイエ師に書き送ってください。それは、カイ
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エ師からそのことをボン・ペール (bon Père) に伝えていただくためです。どうすべきか
ボン・ペールが決めてくださるでしょう。と申しますのも、スール・ブリジットは 800 フ
ランしか持ってこなかったからです。それにスール・ブリジットの娘は生活しなければな
りませんでしたし、扶養を受けなければなりませんでした. . .
6

こちらのポストラント (postulante, 志願者) のスール・ソフィーとスール・エミリエ

ンヌが、試練期 (probation) をしています。そのことで私は時間を取られています。彼女
たちの試練期は補佐修道女になるためのものです。私には彼女たちがいい人物のように思
われます。ポストラントには、もうひとりスール・テオティストがいます。彼女は助修道
女になるためのポストラントです。マドゥモワゼル・エスパニャックはいつ入りますか。
7

親愛なる私の娘、イエスさまのみ心において、あなたも、そして、親愛なるすべての

私たちの姉妹たちも私の心からの愛情を受け入れてください。
スール・マリー・T.
8

親愛なるスール・サン・フランソワは、心配事を抱えていますがどうしていますか。

スール・アポロニから頼まれたことは忘れないようにしましょう。彼女が願っているもの
は彼女に送るようにします。病気のフレール (Frère, 兄弟) の方はどうしていますか。ラ
コサド氏によろしくお伝えください。私は氏の薬を飲んでいます。おかげで具合はいい
です。慈愛なる神さまが氏のいつもの善業に報いてくださいますように。マリアンヌに
よろしくお伝えください。

687. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1826 年 11 月 11 日

神さま、あなたは私のすべてです。
親愛なる私の娘、
2

イゾールの下着類のことであなたを安心させるために、あなたに手紙を書いて郵便で

送ります。私たちは辻馬車で (港の) 汽船まで行きましたが、その辻馬車の中にイゾール
の下着類を忘れました。その下着類はボルドーの修道院に戻ってきましたが、それを次の
機会に送らなければなりません。
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3

親愛なる姉妹、物事をそんなに大げさにとることは、どんなにしてはならないかみて

ください。すべてが思ったよりもうまく行くことがお分かりでしょう。私たちの主のよ
うにしましょう。主がどんなに忍耐されるか、どんなに我慢されるか、どんなに好都合な
時を待たれるかみましょう。
4

あなたが (姉妹たちの) いくつかの軽薄さに気が付いた時にでも、心を乱してはなりま

せん。生まれ付き性格的に軽薄でも、私たちが思うほどに神さまに対して罪を犯してはい
ない人たちがいます。
5

カイエ師はある人について、
「彼女は天国に行くでしょう、でも、他の誰も、彼女のよ

うな道を通っては (天国に) 行くことはないでしょう。
」と言われました。神さまはすべて
の人に同じことを求められません。でも長上は、規則正しさについては毅然とした態度を
とらなければなりません。「慎重さはもっとも必要な徳である。」と聖アントニオ† は言っ
ています。もし私たちがもっと慎重に行動するとすれば、なんと多くの過失と面倒なこと
を避けることができることでしょうか。決して最初の動きに反応することなく、良く考え
神さまに相談してから行動しましょう。
6

メール・エンマヌエルが、そちらに入った若いポストラント (postulante, 志願者) の

話を私にしてくれましたが、そのポストラントの名前は何といいますか。もしそちらでボ
ルドーに直接行く機会が見つからなければ、彼女はアジャンに来て、こちらの二人のポス
トラントに合流してもいいでしょう。彼女たちは一緒に修練院に出発することになるで
しょうから。
7

その若い人のことについて少し詳しく教えてください。彼女の身分、受けた教育、能

力、徳、持参金はどのようなものですか。親愛なる娘、持参金のない人を受け入れるため
には長上の方々に相談しなければならないように思いますし、また、個々の修道院は、長
上の方々意見を聞かないで持参金を免除することはできないようにも思います。
8

さようなら、親愛なる私の娘、神さまにおすがりしましょう。黙想の成果を失わない

ようにしましょう。私たちの心に豊かに蒔かれたこの神さまの種が、実を結ぶようにしま
しょう。すべての私たちの娘たちによろしくお伝えください。
9

メール・サン・ヴァンサンからあなたによろしくとのことです。皆、メール・エンマヌ

エルに会うことができなくて犠牲をしました。でも、禁域の精神が本性の満足に優先しな
ければなりません。私たちは皆天国で、そこにおられる花婿のまわりに集まるでしょう。
スール・マリー・T.
ナイスはまだ寄宿生の中に留めておいてください、彼女の気まぐれは試される必要が

10

あります。
†

編者註：パドヴァのアントニオ (1195 年-1231 年 6 月 13 日)。フランシスコ会の司祭、教会博士。
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688. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 11 月 13 日

生きるにしても、死ぬにしても、私のすべては救い主のものです。
親愛なる私の娘、
2

スール・ジャン・バチストをボルドーにおくるために、私が到着した翌日さっそくト

ナンに発たせました。 その後、彼女の消息は聞いていません。
3

私はしばしば、マザラン通りの大切な修練院と親愛なるメール (Mère) のことが気に

かかります。でも、マリアさまが修練院を守ってくださるだろうと信頼しています。至聖
なるおとめマリアに対する私たちの信心は、まだ不十分なように私には思えます。ですか
らマリアさまに対する信心を、私たちの子供たちの心にもっと教え込まなければならない
でしょう。すべてをマリアさまの名においてすることです。マリアさまのお取次によっ
て本当の召命をお願いしましょう。
4

親愛なるスール・サン・トギュスタンはどうしていますか。もし彼女が元気でしたら、

彼女の着衣を余り遅らせてはならないでしょう。志願期を長くさせて成功することはま
れです。それに、彼女が修道女の身分だけを考えるようになってから、もう 2 年以上にな
ります。
5

こちらのポストラント (postulante, 志願者) たちはまあまあ元気にしています。でも

一人、父親に対する愛情のことで誘惑にあっているポストラントがいます。それが彼女の
健康にも影響して、かなりひどい頭痛を起こしています。彼女のために祈ってください。
神のみ旨が表れますように。頻繁な退会を避けるために志願者を世俗で試さなければなら
ないということでは、私もあなたと同意見です。
6

私の手紙をスール・グザヴィエに読んで聞かせてください。

7

私の健康状態は前よりも良くなっています。こちらに帰って以来熱は出ません。慈愛

なる神さまは必要なものを与えてくださいます。と申しますのも、どうしても少し働かな
ければならないからです。
8

私の弟が私のためにしてくれる 72 フランの年金は終身年金にすぎないことを認める証

書を弟から求められていますが、弟にその証書を出す許可をシャミナード師が私にくださ
るかどうか、師に尋ねてください。弟の請求は正当ですので、私は断ることができないよ
うに思います。
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さようなら親愛なる白い群れ144 、さようなら親愛なるメール。あなた方の忠実な母

9

より。
スール・マリー・T.
グラメニャックのご婦人方に私の尊敬の気持ちをお伝えください。忘れた包みをでき

10

るだけ早く送ってください。それはイゾールの下着類です。彼女は、今着けているものし
かもっていません。私は砂糖の塊をもってきました。マドゥモワゼル・エメが砂糖を送っ
てくれましたが、その代金を受け取ったかどうか彼女に聞いてみてください。スール・マ
リー・ドゥ・ジェジュに、身内の人に手紙を書くように言ってください。私は彼女の手紙
を、トナンに忘れてきてしまいました。その手紙が失われてしまったのではないかと心配
しています。彼女の伯母さまとお父さまに宛てて手紙を書かせてください。彼女の健康
状態はどうですか。もし、彼女の体の具合がまだ悪いようでしたら、数日の間、朝、マル
ス・サフランをとらせてください。この冬は、私たちが週に一度しか下着類をかえない許
可をボン・ペール (bon Père) に願ってください。マリーとマドゥモワゼル・エメによろ
しくお伝えください。

689. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 11 月 16 日

神さま、あなたの道を歩むために新たな勇気を私に与えてください。
親愛なる私の娘、
2

私は、トナンの親愛なる私の娘たちのことを忘れてはいません。私は庭師のことで、そ

ちらの塀が理想的でないことについてボン・ペール (bon Père) に手紙を書きました。ボ
ン・ペールは私にお手紙をくださいまして、もし塀がまだできていないのでしたら早急
に塀をつくってもらうよう、私からあなたに書くように指示がありました。これはボン・
ペールが使われた表現です。親愛なる私の娘、ですから、通りに面してドアをつくり、中
庭に面するドアは塞がなければなりません。庭師の仕事場は二番目の部屋にするようにし
てください。石工事の費用だけで済むでしょう。同じドアを使うことができるでしょう
から。失礼にならないように気をつけて、ラコサド氏と相談してください。もし、ラコサ
ド氏が工事の費用を出すことを望まれず、また、あなた方もその費用を出すことができな
144

ノヴィス (novice, 修練者) たちは白いベールを着けていた。この表現は修練院を指す。
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いのでしたら、後払いでその工事をしてもらってください。それは修道会の借金というこ
とになります。でも私は、ラコサド氏が工事の費用を出すように決断することを期待して
います。工事はすぐにしなければなりません。緊急を要します。
3

親愛なるスール・ドゥ・ジェジュがあなたに会いに行けると私も大変嬉しいのですが。

彼女は今サン・タヴィにいます。スール・ルイズはかわいそうに苦しんでいます。でも少
し楽になりかけています。彼女は事務室の担当をしていますし、また応接室での付き添い
の係りもし、その上に、財務のメール (Mère de Travail) の補佐もして仕事の配分をした
り、仕事を見回ったりしています。スール・イニャスは相変わらず重い風邪で、ひどい咳
の発作を起こします。それに生理も遅れていて、そのことで私は心を痛めています。
4

私はボンヌ・スール・サン・フランソワには、広い心をもって戦うことを勧めます。親

愛なる私の娘たち、勇気を出しましょう、私たちは軍団の中にいます。もう退く時ではあ
りません。信仰の聖なる戦いのために戦いましょう。聖なる十字架によって武装しましょ
う。この十字架の印をもっていれば、私たちは負けることはあり得ないでしょう。
5

苦しむことなくしては天国へは行けないこと、私たちの十字架、即ち、日常的な障害、

隣人の欠点を堪え忍ぶことといったような、神さまが私たちに送ってくださる十字架を担
わなければならないことを、常に思い起こしましょう。このようにすることによってこそ
私たちは天国を勝ち得るのです。神さま、幾度となく地獄に値するようなことをした私た
ちは、何を嘆くことがあるのでしょう。塵、灰にすぎない者としてへりくだることを学び
ましょう、そして、つまらない者と思われることを学びましょう。
6

こちらであなた方のためにホスチアをつくりましょう、私たちは私たちのホスチアを

つくっています。私はあなた方がホスチアをたくさんつかうことを願っています。
7

さようなら、親愛なる私の娘たち、愛の絆によって天におられる私たちの花婿と結ば

れましょう。
スール・マリー・T.
8

マドゥモワゼル・エスパニャックのための、ボルドーの返事を待たなければなりませ

ん。彼女は強い近視ですので、私は責任をもって引き受けることはできません。いずれに
しましても、彼女は仕事をすることができなければなりません。メール・ゴンザグに手紙
を書いてください。これは返事を早くいただく方法です。私はそのようにしています。
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690. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 11 月 23 日

イエスさま、私のすべて。
親愛なる私の娘、
2

そうです、細心の注意を払ってその子供たちに気を配ってくださるこの愛すべきみ摂

理を賛美しましょう。み摂理は、ただひとり見守ってくださって、さらに、魂が平静であ
るように働いてくださいます。
3

親愛なるマリー・テレーズ145 はどうしていますか。彼女はあなたを信頼してくれまし

たか。私は、信仰の精神が彼女の心を占めることを心から願っています。
4

親愛なるマリー・ドゥ・ジェジュに、お兄さまには自分の債権を売ることは望まない

と答えるように言ってください。それに、彼女のすべての利益はラコスト氏が代表してく
ださることも伝えて、後は、彼女が選んだ聖なる身分のことだけに気を遣うように言って
ください。彼女の遺言書については、神さまがそのより大いなる栄光のために彼女に抱か
せてくださるすべての考えを、彼女は自由に選択することができます。
5

マドゥモワゼル・エスパニャックが、汚れなきマリア修道会 (les Filles de Marie) に入

ることを願っています。彼女はトナンの近くのお嬢さんで、立派な教育を受け、裕福で、
敬虔な人ですが強度の近視です。彼女は殆ど目が見えません。私はこのことが障害になる
と思います。と申しますのも、目が見えなくて何をすることができるでしょうか。ボン・
ペール (bon Père) の方からメール・サクレ・クールに返事していただけるようにしてく
ださい。
6

コンドムの方はかなりうまくいっています。M. E. とマドゥモワゼル・アデルは前よ

りも落ち着いています。マドゥモワゼル・アデルはポストラント (postulante, 志願者) で
す。スール・マリー・ドゥ・ラ・クロワについてあなたが私に言ってくださることに、私
は大変満足しています。私もボン・ペールと同じように考えます。私もスール・グザヴィ
エの方がはるかに心配です。彼女がなんとかしてお恵みに応えることができたらと思い
ます。お恵みに耳をふさぐことは、救いのために本当に危険なことです。
7

かわいそうなスール・ジャン・バチストはどうしていますか。私は、彼女が最後には

傲慢の悪魔に打ち勝つことを期待しています。謙遜の道が救われるための唯一の道です。
145

ルイズ・ドゥ・メニョル、マドゥモワゼル・ドゥ・ラムルスの姪。
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私は彼女の体の不具合が尾をひかないことを願っています。
スール・クロチルドのための返事をボン・ペールにお願いしてください。私は、ボン・

8

ペールに彼女の誓願宣立の時期をいつになさるのかお尋ねしました。彼女は、カイエ師の
指導による黙想以来その準備をしています。彼女は、誓願宣立がいつになるか知りたいと
願っています。彼女は (時期が) 決まらないのを残念に思っています。
こちらのかわいそうな共同体のために祈ってください。完全な規則正しさがこの共同

9

体に確立されますように。沈黙はあまり良く守られていませんし、礼儀145bis がありませ
ん。(このことは愛徳全体に妨げとなります。) 私たちが自己改革をするように、私たちが
イエス・キリストの模範に倣って不作法などを我慢するように、祈ってください。神なる
師、あなたは私たちのゆえに本当に苦しまなければなりませんのに、なぜ私たちは他の人
の何も我慢できないのでしょうか。
10

勇気を出しましょう、親愛なる私の娘、苗床に苗を良く植えましょう。と申しますの

は、
「収穫は多い」からです。リーダーを養成するように努めましょう。と申しますのも、
リーダーが不足しています。リーダーを養成することはとても大切なことです。スール・
マリー・ドゥ・ジェジュに使徒活動をさせてください。私は彼女が使徒活動に適している
と思います。スール・ユーラリはどうしていますか。彼女がその想像に打ち勝つように努
力して欲しいです。それは彼女の敵です。
11

さようなら、親愛なる私の娘、神なる花婿の栄光のために献身しましょう。神なる花

婿に対する奉仕のために熱意に燃えましょう。
スール・マリー
12

補佐修道女の下着類はメール (Mère) の下着類と同じ部類のものでなければならない

かどうか、あるいは、助修道女の下着類と同じ部類のものでなければならないかどうか、
ボン・ペールに聞いてください。補佐修道女の下着類はメールの下着類と同じ部類のもの
であることを私は望んでいます。と申しますのは、現在私たちが受け入れている補佐修道
女たちは良質の下着類に馴れているからです。あるいは第三の部類の下着類が必要でしょ
うか。
13

助修道女の責任者が補佐修道女を指導していますか。あるいは、補佐修道女は院長の

指導の下にありますか。助修道女の責任者が補佐修道女を指導するのは、あるところでは
ショックなことになるでしょう。(私はそれを懸念しています。) こちらでは、助修道女の
責任者としてはメール・サン・ヴァンサンしかいません。
14

ラコスト氏はその娘さんの寄宿費として 150 フランしか出すことができません。コン

ドムは大変お金に困っています. . . このことをボン・ペールにお話ししてください。でも、
145bis

l’honnêteté (la politesse, 礼儀)
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ラコスト氏にはいろいろお世話になっていますので、娘さんを断ることはできません。
スール・マリー・ドゥ・ジェジュには、5・6 日間、朝、空腹時にマルス・サフランの

15

粉を飲ませてください。その量についてはお医者さんに聞いてください。状態をさらに
悪化させてはなりません。

691. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1826 年 11 月 24 日

イエスさま、わたしのすべてとなってください。
親愛なる私の娘、
2

もう長いことあなたとお話しするという、快い満足を味わうことがなかったように思

います。私たちはお互いに大変忙しくしていますので。それでも、ジャンティの幸便に託
してあなたに手紙をさしあげたいと思います。私はそちらの姉妹たちの全員がとても気に
掛かっています。
3

私は、修道精神が私たち全員の中に確立することを心から願っています。今日は十字

架の聖ヨハネ† のお祝い日‡ ですが、私は聖人にそのことをよくお願いしました。もし私た
ちがこの聖人の徳を身につけていたら、どんなにかしあわせなことでしょう。
「軽んじら
れること、そして、苦しむこと」、これが聖人の標語でした。私たちはこのような気持ち
からはどんなにかけ離れていることでしょう。私たちはどんなにとるにたりない非難で
も、我慢できなくてつらく思うのです。私たちは、どんなに小さな十字架にも押しつぶさ
れてしまいます。そうであっても、私たちは天国へ行くことを願っていますが、天国への
唯一の道は十字架です。
4

私たちが聖人たちの伝記を読む時、聖人たちの生涯には十字架がちりばめられていた

のをそこに見る時、私たちは、神さまが私たちにおくられる軽い試練を前にした自分たち
が余りにも無気力なのに、恥ずかしさのあまり赤くなるようなことはないでしょうか。
5

親愛なる私の姉妹、さあ、私たちの師の十字架を惜しみない心をもって抱き留めましょ

う。聖人たちが歩いた道を歩きましょう。聖人たちの歩いた道を歩く時です。おそらく、
†

編者註：カルメル会の改革者アヴィラの聖テレジアの求めに応じて、男子カルメル会の改革にあたり、
跣足 (せんそく) カルメル修道会を設立する。教会博士。
‡
編者註：現在では、12 月 14 日であるが、当時は 11 月 24 日。
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私たちの人生の 4 分の 3 以上は過ぎ去ったことでしょう。いそいで私たちの報告の備えを
しましょう。私たちのランプを用意しておきましょう§ 。私たちの貯えをしておきましょ
う。天におられる花婿は、私たちがいちばん予期しない時に来られるでしょう。もし、花
婿が用意のない私たちをごらんになるようなことにでもなったら、私たちにとって何と不
幸なことでしょう。
あなたが病気のポストラント (postulante, 志願者) をボルドーにおくるということで

6

すが、私はそれには賛成できません。私たちの修道会には十分なほどの病人がいます。そ
のようにすることは、神さまを試すことになるでしょう。彼女を両親の許に帰してくだ
さい。もし、その後、彼女の健康が回復するようなことであれば、彼女は (修道院へ) も
どってこられるでしょう。
ヴィック・フザンサックのポストラントについては、もし、彼女に召命があるように

7

思われるのでしたら、授業を受けることができるように、できるだけ早くボルドーにお
くった方がいいでしょう。彼女はなんという名前ですか。
ラコスト氏の娘さんは、まもなくコンドムへ行くことになるでしょう。彼女は体の具

8

合が悪くて薬を飲んでいます。そのことで彼女の出発が遅れているのです。
こちらのポストラントたちはまあまあ元気です。スール・イニャスは具合がよくありま

9

せん。しつこい風邪に罹っています。彼女は発疱薬を脇腹につけています。スール・ヴィ
ジタシオンは授業にいかなければなりません。彼女には仕事が多すぎます。
親愛なるすべての私たちの娘たちによろしくお伝えください。特にスール・フェリシ

10

テによろしくお伝えください。私は、彼女が神さまのみ旨によく従うことを希望します。
彼女が自分の心をしっかり守るようにして欲しいと思います。天におられる花婿だけが彼
女の心を支配するために、彼女が閉ざされた庭のように、自分の心をいばらで取り囲んで
ほしいです。
さようなら、親愛なる私の娘、私たちのイエスさまにおいてすべてをあなたにささげ

11

ます。
スール・マリー・T.
メール・サント・フォワに、第三会はかなりうまくいっていますと伝えてください。

12

几帳面さがあって、私が苦労することは殆どありません146 。

§
146

編者註：「十人のおとめ」のたとえ。マタイによる福音書 第 25 章第 1-13 節。
メール・サント・フォワは、アジャンで、在俗第三会の姉妹たちの教育を担当していた。
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692. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.
1

1826 年 11 月 29 日

親愛なるメール (Mère)、メール・サクレ・クールの手紙をあなたに送ります。メール・

サクレ・クールは、スール・アンジェリックがまた修道院に戻ってくることを心から願っ
ています。(こちらのスール・アンジェリックではなく、トナン (の修道院) から出たスー
ル・アンジェリックです。) 彼女は病気のためと、また、能力がないということで出まし
た。修道会は役立たない人を受け入れてはならないこと、また、この聖人のような娘が自
分を聖化できるような会、たとえばカルメル会のような、他の修道会があるということ
を、あなたの方からボンヌ・メール (bonne Mère) に書いていただけませんか。なお、手
紙のそのくだりをボン・ペール (bon Père) にお見せしてください。そして、ボン・ペー
ルがおっしゃることをメール・サクレ・クールに伝えてください。私は、神さまのみ旨に
反するようなことはしたくありません。でも私たちのところには、事業とか仕事ができな
い人がかなりいるように私は思います。
2

こちらのポストラント (postulante, 志願者) たちはまあまあ元気です。彼女たちをで

きるだけ早くそちらにおくりたいのですが、彼女たちの出発を妨げる障害がまだいくつか
あります。
3

スール・イニャスは相変わらずひどい風邪に罹っています。彼女の魂の方の具合はい

いです。アジャンのかわいそうな共同体のために祈ってください。そして、私の友情を受
け入れてください。スール・クロチルドの誓願宣立の時期についてのボン・ペールのご返
事をお願いします。
スール・マリー・T.
4

スール・マルトの気持ちを落ち着かせるために、一言スール・マルトに書いていただ

くように、ボン・ペールにお頼みしてください。彼女が使っている、
「用事で外出する姉
妹」の服は世俗の服で罪の機会となる、という固定観念をもっています。

693. トナンのスール・ドジテ・ガティ宛
+J. M. J. T.

1826 年 11 月 30 日
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神さま、私はあなたに全幅の信頼をおきます。
親愛なる私の娘、
2

今日はあなたに手紙を書いて、小さな包みをあなたにお届けしたいと思います。この

包みの中には、共同体のためのウールのスカート 2 枚、スール・サン・フランソワのため
のすいた毛の玉、アルバ 1 着、アミクトゥス† ３枚、プリフィカトリウム‡ 4 枚、バザン§ の
コルセットと一緒にメラニのためのスカートをつくるようにとマドゥモワゼル・タリが私
にくれた布地、それに、夏用のモスリンのスカート 1 枚が入っています。
3

ところで親愛なる私の娘、あなたはどのような具合ですか。前よりも忍耐強くしてい

ますか。前よりも聖なる神のみ旨と院長さまとに従っていますか。前よりもお互いに我慢
し合うことの必要性を理解していますか。心で感じることがそう簡単にあなたの顔に出な
いようにするために、惜しみない心をもって合図の沈黙に努めたいと思っていますか。私
の娘、私たちは自分を抑えることによってしか勝利を得ることがないということを、思い
起こしましょう。もっとも偉大な聖人はいちばん恵まれた性向をもった人たちではなく、
イエス・キリストに対する愛のために、自分の性向をいちばんよく抑えることのできた人
たちであることを思い起こしましょう。勇気を出しましょう。私たちはひとりで戦って
いるのではありません。神さまが私たちと一緒に戦ってくださるでしょう。そして、神さ
まのおん助けがあれば不可能なことがあるでしょうか。時は短いです。私たちの聖化の
業をいそいで終わりましょう。と申しますのも、私たちは、私たちにまだ聖化を努めるた
めの長い時間が残されているかどうか知らないからです。
4

スール・アンジェリックが (修道院に) 戻ることについて、私の方からボルドーに手紙

を書いたことを院長さまに伝えてください。人を受け入れることに関して私がいただい
ていた勧告に従えば、スール・アンジェリックが (修道院に戻ることが) 認められること
は期待すべきではありませんでした。私たちには、早かれ遅かれ、知性を欠く人たちは重
荷となり、役に立たないことが分かるでしょう。(そのような人たちを受け入れれば) 修
道院に相応しくない人たちで満たすことになりますし、不完全な人たちに罪を犯す材料を
提供することになります。全体の善を個人の善よりも優先させなければなりません。こ
の善良な娘は世俗にあっても救われるでしょう。それに、彼女は私たちのところよりもカ
ルメル会に向いていると思います。スール・エレーヌはカルメル会で大変満足しています
し、誓願を立ててもう長くなります。スール・アンジェリックはカルメル会に受け入れて
†

編者註：長方形の白い麻でできた布で、ミサのとき司祭が肩を覆うために、アルバの下につける。
編者註：聖体拝領のとき、おん血がこぼれないようにカリスに添えて用いたり、口や指などを拭くため、
また、カリスに水を注いで清めるときに用いる長方形に畳んだ布 (聖餐布)。
§
編者註：(横糸が綿糸、縦糸が麻の) 交織布 (こうしょくふ)。
‡
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もらえるだろうと私は確信しています。彼女にそのことを話してください。
5

私たちのすべての姉妹たちによろしくお伝えください。私はすべての姉妹たちのため

に慈愛なるイエスさまにお祈りします。
6

そちらのコンセイ (Conseil, 評議会) は、取り決めたとおりに行われていますか、議事

録はとっていますか。会則を守らなければなりません、すべてにおいて会則を守らなけれ
ばなりません。(会則を) 几帳面に守ることには祝福があります。
7

さようなら、親愛なる私の娘、私たちの主イエス・キリストにおいてすべてをあなた

にささげます。
スール・マリー・T.
8

ボン・ペール (bon Père) からいただいたお手紙の中に、もし、庭師のための修理がす

ぐにできないのであれば、間をおかずに庭師のために他の住まいを見つけてあげなければ
ならない、ということをあなたに伝えるようにとの指示がありました。ボン・ペールは現
在の状態をそのままにしておくことを望んでおられません。
「現在の状態は言語道断であ
る」とボン・ペールは言っておられます。ボン・ペールは、そのことを主任司祭にもお話
になったと言っておられます。ですから、そのことについては、のんきに構えてはなりま
せん。私の方からもラコサド氏に手紙を書いて、修理をしてくださいますようにお願いし
ました。
9

モンフォールのドゥモワゼル・シレールの方たちがトナンを経由して、ボルドーの修

道院に行くことになっています。ボン・ペールは、旅行の途中の彼女たちを迎え入れてく
れるようにあなた方に願っています。彼女たちは修道精神を身について、モンフォールに
新しい修道院をつくるためにボルドーの修道院に行くのです。彼女たちの中には (修道院
設立に) 必要な人たちがいます。でも、会則にあるように、2・3 年間は、指導する修道女
は一人しか必要としないでしょう。

694. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1826 年 12 月 2 日

神より大いなる栄光のために。
2

私たちは心から尊敬すべきダム・シレールの方たちをお迎えしましょう。多分、この方

たちと一緒にこちらのポストラント (postulante, 志願者) たちをボルドーにおくることに

949
なると思います。あなたは、ベルネスをこちらにおくるようにしなければならないでしょ
う。彼女も一緒に行かせましょう。あなたはそちらの修道院がおかれている今の状況に、
ポストラントを留めておいてはなりません. . . できるだけそのようにしませんように。
3

病気のポストラントについては、大変良い資質をもっている方のように思われますの

で、病気が治るかどうかみるために、まだ留めおいてください。でも、彼女をボルドーへ
はおくらないでください。彼女には薬を飲ませなければならないでしょう。でも薬の効
き目がなかったら、彼女を親元に返さなければならないことははっきりしています。それ
は、仕事ができない人をしょいこまないためと会則を遵守するためです。もしそのように
しなかったら規則の遵守に大きな害を及ぼすことになります。
4

スール・ナティヴィテの姉妹のことについては、私は彼女が入ることには賛成できま

せん。私の方から彼女のことについてボン・ペール (bon Père) に手紙を書きます。
5

かわいそうなスール・ナティヴィテについてですが、もし、彼女が望むなら、彼女を

メール・エンマヌエルのところに行かせてください。私たちにできる限り、彼女の (誓願
の) 3 年の期限まで続けさせてあげなければなりません。そして、彼女のために祈ってあ
げなければなりません。奇跡を行うことができるのはお恵みだけです。
6

マドゥモワゼル・ブルイトのことは我慢しなければなりません。でも、いつもメール・

エンマヌエルの方からの過失がないようにしなければなりません。メール・エンマヌエ
ルとは、信仰の言葉を話してください。メール・エンマヌエルは信仰の言葉で評価するこ
とができます。私は、マドゥモワゼル・ブルイトが試練期 (probation) をしなかったこと
を残念には思っていません。と申しますのも、私は彼女に召命があるとは思わないから
です。
7

カッパのことですが、いくつかの祭壇のフロンテスと組み合わせることができるかど

うか見てみましょう。でも布地がとてもきたないのに、それにきれいなものを何か付ける
ことは、私たちにはとても考えられません。そのカッパは身に着けることさえもできない
のではないかと心配しています。でもまあ見てみましょう。
8

パガ師が、コングレガシオンの人たちのために「無原罪のおん宿りの祝日† 」の黙想を

指導してくださっていることを、あなたに申し上げましょう。日に 3 回の務めがありま
す。私は、この黙想がコングレガシオンに活気を与えることに期待しています. . . この黙
想が騒がしいどら (コリント I、13、1 参照) ではなく、お恵みによって神さまの種が実る
ことができますように祈ってください。
9

あなたがスール・サン・ポールの手紙をわたさなかったのはいいことでした。かわい

そうな子供。たとえ許可があったとしても、会則に違反することはなんと危険なことで
しょう。ボン・ペールにも申し上げますが、私の考えは、スール・サン・ポールを授業の
†

編者註：12 月 8 日。
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ためにトナンにおくり、そちらには、仕事場と貧しい人たちの世話を完璧にこなせるスー
ル・ブリジットと、授業のためにスール・サン・ローランをおくることです。私の考えが
同意を得られるかどうか分かりません。神さまのみ旨が行われますように祈りましょう。
10

さようなら、親愛なる私の娘。あなたの忠実な母より。
スール・マリー・T.

11

スール・イニャスは一種の百日咳に罹っています。スール・ヴィジタシオンは歯茎が

腫れています。親愛なるスール・ジョゼフィーヌとイゾールの近況をお知らせください。
それが大したことではないことを願っています。こちらにあなた方のお金、ラコスト氏が
昨日もってこられた 75 フランとナイスのための 15 フランがあります。私たちは (このお
金をそちらに届ける) 機会を待っています。

695. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
姉妹たちは 3 週間の長旅の後、11 月 18 日やっとアルボワに着きました。(Cf. H.R. o.c. p. 536 以降)

+J. M. J. T.

1826 年 12 月 9 日

神さま、私の意志ではなく、あなたのみ旨が行われますように。
親愛なる私の娘、
2

私は数日前から、メール・ドジテのために書いた手紙を持っています。幸便を待って

います。その中で、私はメール・ドジテに、共同体のための 2 枚のスカート、聖堂用の品
物の包み、そして「シャリテ (la Charité, 慈善団体のひとつ)」のお嬢さんから送るよう
に頼まれた、メラニのための小さな包みのことを知らせています。私はメラニの手紙を受
け取りました。でも、今あなた方を助けることができないことを残念に思います。私たち
は 1 週間前にさらに 1800 フランの借り入れをしたところです。私たちには 1 万フランの
借金があります。ボルドーの負担が重くのしかかっています。(援助の) 要請があった時
には、借り入れをしなければなりません。私は、私たちの大切な修道院 (複数) を楽にし
てあげることができない苦悩のためにしか、貧しさを感じることがありません。
3

ラコサド氏からお手紙をいただきました。氏は、3 月に修理をしてくださるようです。

でもボン・ペール (bon Père) は、それまで庭師を他のところに住まわせるようにするこ
とを望んでおられるようです。と申しますのは、ボン・ペールは下働きの職人たちなど
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. . . が入ってくることをもう絶対に望んでおられません。禁域を尊重させなければなりま
せん。もし、庭師がその仕事場を他の場所に移すことができれば、いちばん不都合なこと
をやめさせることになるでしょう。そして、庭師のドアはいつも閉めておくようにしてく
ださい。そのドアをいちいち開けに行く不都合があっても仕方ありません。今のところ
は、カイエ師がおいでになったときに私たちにくださった助言に従って、このようにしな
ければなりません。
4

ボン・ペールは、マドゥモワゼル・エスパニャックが極端な近視ということで、彼女が

恩人になることができないかぎり、彼女 (が入ること) をお認めになりません。それにこ
のことについては、あなた方にもボルドーから手紙が届くと思います. . . 私たちは役に立
たない人は受け入れません。それは規則の遵守を損なうことになりますし、不都合な過度
の負担をしょいこむことになります。私たちの修道会は活動するためにあるのですから。
5

パガ師がこちらのコングレガシオンのために、日に 3 回の務めのある黙想を指導して

くださいました。たくさんの人の参加がありました。このことで神さまが讃えられたこ
とでしょう。
6

やっと、親愛なる私たちの姉妹たちが元気でアルボワに到着しました。大歓迎を受け

ました。でも、彼女たちには前以て知らせていたよりも多くの仕事がありました。院長さ
まがひとりで寄宿学校を引き受けています。彼女のために祈ってください。
7

さようなら親愛なる娘。私は、至愛なるおん方があなたの祈りに応えてくださったこ

とを嬉しく思っています。至愛なるおん方に、
「私はあなたをいただいています、もうあ
なたを放しません。
」と言ってください。
8

あなたは、あなたのお家の人にプラムをいくらかお願いしてもいいでしょう。こちら

に十分あるようでしたら、そちらにも送るところですが、でもすべての物が目減りしてい
ます。
9

イエスさまとマリアさまのみ心において、あなたと私たちのすべての娘たちに口づけ

をおくります。
スール・マリー・トランケレオン
10

私は、仕事場についてあなたの考えはいいと思います。でも、駄目になりつつある貧

しい人たちの世話と、スール・サン・ローランが十分に面倒をみきれない仕事場のために、
スール・ブリジットをコンドムにおくることになると思います。そして、そちらにはスー
ル・サン・ポールをおくることになるでしょう。彼女は教師としては優秀ですが、彼女の
魂はコンドムを去ってあなたの指導下にはいる必要があります。
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696. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 12 月 12 日

イエスさま、あなたのもろもろの恩恵に対して私は何をお返ししましょうか。
2

親愛なる私の娘、メラニに何かしてあげることはいけない、と私はあなたに言うことは

できません。私が言いたいのは、あまりにも高価なもの、特に食糧をあげてはならないと
いうことです。本修道会は借金だらけです。こちらの私たちのフレール (Frère, 兄弟) の
方たちは大変気の毒で哀れみを催させます。第一の善業は (会の) 事業を支援することだ
と私は感じます。でも、貧しい人たちにはいつも何かを与えなければなりません。たくさ
んもっていればたくさん与え、少ししかもたなければ少ししか与えないということです。
私たちは、貧しさを感じることを嬉しく思いましょう。もし私たちが何においても貧しさ
を感じることを望まないとすれば、私たちの誓願は偽りの誓願になるでしょう。メール・
ドゥ・シャンタル† が行ったいろいろな創設を思い起こしましょう。そうすれば私たちは、
ちょっとした困窮はあるにしても、私たちのゆとりに恥ずかしさを覚えるでしょう。
3

私もあなたと同じように (姉妹たちの) 移動のつらさを感じます。スール・サン・ポー

ルの移動は絶対に必要です。それによって授業が影響を受けることはないでしょう。彼
女は、書き方読み方などのためには素晴らしい教師です。でも、彼女は修道女になる必要
があります。しかし、彼女はコンドムでは修道女になることができません。寄宿学校は彼
女には何の役にもたちません。それに、彼女には継続的な指導が必要です。何よりも私た
ちの姉妹たちの救いが優先しなければなりません。
4

やっと、アルボワからの手紙をいただきました。姉妹たちは元気で着きましたが、院

長さまは旅行で少し体の調子を崩しています。でも大したことはありません。姉妹たちは
仕事に追われています。休む間もなくすぐに五つのクラスを開きました。院長さまがひ
とりで寄宿学校を取り仕切っています。身近に長上の方がいらっしゃいませんので、院長
職が院長さまの大きな負担になっています。また姉妹たちは自分たちが経済的に困ってい
ると感じています。たくさん祈ってあげなければなりません。でも、聖なる貧しさ万歳。
貧しさは修道院の財産です。
5

さようなら、親愛なる私の娘たち、神さまを愛しましょう。神さまの聖なる恩恵の中

にいるようにしましょう、そうすれば、私たちは十分に豊かな者となるでしょう。
6

クレルフォンテーヌ夫人のために祈ってください。夫人は死を迎えようとしています。

7

スール・クロチルドは「主の降誕の祝日」に誓願を立てることになるでしょう。あな
†

編者註：ジャンヌ・ドゥ・シャンタル (1572 年 1 月 23 日-1641 年 12 月 13 日)。聖フランソワ・ドゥ・
サール (フランシスコ・サレジオ) とともに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
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た方もそうですが、私たちの聖ヨハネの祝日† にはご聖体を顕示します。聖ヨハネはマリ
アさまの長兄ですので。
8

スール・メラニのお母さまの、魂の安息のために祈ってください。

9

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
スカートを探していましたら古いセーターを見つけました。それを包みの中に入れて

10

おきます。他のセーターがなければ、あなたがそれを使うこともできるでしょう。でもご
めんなさいね、こんな古いセーターをあなたに送ったりなどして気が引けます。

697. トナンのメール・ディ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 12 月 18 日

すべてを神より大いなる栄光のために。
親愛なる私のメール (Mère)、
2

私があなたに話をした、ドゥモワゼル・シレールの方たちがボルドーの修道院に赴き

ます。ボン・ペール (bon Père) は、この方たちが私たちの修道院 (複数) に入ることを
認めておられます。この方たちは、24 時間あなた方と一緒に過ごしたいと願っています。
つまり木曜日の朝の汽船に乗るために、水曜日の晩に (そこを) 出発したいと願っている
のです。彼女たちはモンフォールに修道院を設立することになるでしょう。彼女たちはと
ても立派な精神の持ち主で、指導を受けたいと願っています。私たちは姉の方をスール・
アソンプシオン、もうひとりの方をテレーズ・ドゥ・ジェジュと名付けました。彼女たち
は、私たちがボルドーへおくるこちらのポストラント (postulante, 志願者)、スール・エ
ミリエンヌ (の同伴) を引き受けてくれました。こちらのもうひとりのポストラントは召
命がなくて、一昨日家に帰りました。
3

神さま、私たちが召命をいただいたお恵みに対して、私たちはどんなに感謝しなけれ

ばならないことでしょう。私たちはこの選びに値するために、あなたのために何をしたと
いうのでしょうか。あなたがこのような召命を拒まれる他の多くの人たち以上に、私たち
はあなたに対して罪を犯しています。このような恩恵に感謝するために、私たちは何をし
なければならないのでしょう。私たちは、さらに惜しみない心をもって自分を捨てましょ
†

編者註：12 月 27 日。
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う。そして、自分に死ぬように真剣に努めましょう。と申しますのは、そこにこそ神さま
が真の修道女に求められるものがあるからです。
4

スール・クロチルドは、福音史家聖ヨハネの祝日† に誓願を立てます。彼女は心構えが

十分にできているように思えます。彼女のために祈ってください。
5

私もあなたの心配を分かち合います。そのことをボン・ペールにお話しします。み摂

理のみ手の中に委ねましょう。聖テレジア‡ や聖シャンタル§ のいろいろな創設を思い起こ
しましょう。私たちが誓ったこと、すなわち聖なる清貧を実行することを愛しましょう。
6

スール・イニャスは胸が冒されているのではないかと私たちは懸念しています。スー

ル・メラニと同じように、彼女にも脇腹に焼灼器をつけさせました。彼女はかたつむりの
ブイヨンと一緒に地衣植物¶ をとっています。スール・アンヌは風邪で床に就いています。
7

クレルフォンテーヌ夫人が死を迎えようとしています。彼女のために祈ってください。

8

親愛なる私たちのすべての姉妹によろしくお伝えください。すべての姉妹に、良い祝

日を迎えてくださいとお伝えください。心から神さまを愛してください、そして、私の心
からの愛情を受け入れてください。
スール・マリー・T. R. F. de M.†
9

コンドムからポストラントが着きました。彼女もドゥモワゼル・シレールの方たちと

一緒におくります。彼女をトナンの修道院に泊めてください。

698. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J T.

1826 年 12 月 18 日

神さま、私はあなたに対する愛のいけにえとなりたいのです。

†

編者註：12 月 27 日。
編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
§
編者註：ジャンヌ・ドゥ・シャンタル (1572 年 1 月 23 日-1641 年 12 月 13 日)。聖フランソワ・ドゥ・
サール (フランシスコ・サレジオ) とともに、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
¶
編者註：藻類と菌類との共生体で、菌類によって大部分が構成される地衣体を形成し、岩石や樹上に生
育する植物群。地衣体が未分化で基物に固着するチズゴケ、枝状のサルオガセ・リトマスゴケ、葉状のイワ
タケ・カブトゴケなど。地衣類。地衣。
†
編者註：T. R. F. de M. は Trenquelléon Religieuse Fille de Marie の略。
‡
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2

親愛なる私の娘、尊敬に値するドゥモワゼル・シレールの方たちに託してあなたに手

紙を書きます。彼女たちは 4 日間こちらにいました。彼女たちは立派な精神をもってい
るように私には思えます。姉の方は少し強い性格のようです。彼女は感情的になりやす
いと私は思います。けれども彼女は能力があり判断力に勝れています。私たちは彼女に
スール・ドゥ・ラソンプシオンの修道名を付けました。妹の方は姉に比べて才能はずっと
落ちますが、快活で愛想のいい感じの良い性格をしています。でも、彼女は小心と霊的
悩みに大変陥りやすいです。彼女は妄想で大変苦しみました。私たちは彼女にスール・テ
レーズ・ドゥ・ジェジュの修道名を付けました。彼女たちはこの修道名が欲しかったよう
です。とにかく彼女たちはすべてにおいて従う心構えでいるようです。(修道院の) 設立
のために他の人をおくるのであれば、たとえ彼女たちをモンフォールに戻さないようなこ
とになったとしても、それに従う心構えのようです。と申しますのも、4 万フランの基金
はモンフォールのためだからです。彼女たちは、彼女たちと志を共にしている人たちのこ
とをあなたに話すでしょう。私は、マドゥモワゼル・セゼラックの召命については大きな
疑問を抱いています。どうしたら彼女をやめさせることができるでしょうか。たくさん
祈らなければなりません。
3

ドゥモワゼル・シレールの方たちの機会を利用して、パッサージュ出身のスール・エミ

リエンヌ、マドゥモワゼル・グーをそちらにおくります。彼女は補佐修道女のためです。
彼女はいい子で、召命を堅持しています。彼女は授業か仕事場を担当できるように思いま
す。ただ彼女は体形がゆがんでいます。けれどもボン・ペール (bon Père) は、初めて彼
女と会われたその時に彼女 (の入会) を認められました。彼女には礼儀作法を身につけさ
せる必要があります。彼女が受けた教育はパッサージュの教育ですから。彼女がここに
来て以来、彼女は私たちを十分に満足させてくれています。彼女は一度も病気したことが
ありません。
4

もうひとりのポストラント (postulante, 志願者) は出ました。彼女は入るとすぐに、召

命に対する不安、嫌悪を抱きました。でも、彼女はそのことを私に隠していたのです。そ
れが彼女にとっては不幸なことになったのです。
5

親愛なるスール・サン・クレールとスール・サン・トギュスタンはもうマリアさまの

制服 (修道服) を着ていると思います。彼女たちが (修道服と) 同時に、マリアさまの徳、
特に、修道服が説く謙遜と清貧を身につけることができますように。
6

親愛なる私の娘、私たちもまた、私たちの夜の着衣式のこのしあわせな記念日に、私

たちの聖なる身分の徳において自分を刷新することができますように。私たちが修道生活
を始めて 11 年になります。私たちは完徳において進歩しているでしょうか。私たちはど
のような徳を体得したのでしょうか。私たちはどのような欠点を完全に取り除いたので
しょうか。
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修練院のためのお年玉として、きれいな鐘をあなた方に送りましょう。この金は今あ

7

なた方がもっている鈴よりもきれいな音が出ますし、その最初の音にすべてをやめる、と
いう規則の遵守をあなた方に説いてくれるでしょう。私たちはまた、あなた方にコンフィ

(漬けたもの) と脂も送りましょう。
スール・イニャスは胸が冒されているのではないかと本当に懸念されます。スール・

8

メラニの場合と同じように、昨日、彼女の脇腹に焼灼器をつけさせました。スール・アン
ヌは、風邪で床に就いています。クレルフォンテーヌ夫人は死を迎えようとしています。
彼女のために祈ってもらってください。スール・ジャン・バチストはどうしていますか。
親愛なるすべての子供たちによろしく伝えてください。私は彼女たちのことおも、彼

9

女たちの院長さまも、母として心から愛しています。
スール・マリー・T., R. F. de Marie†
私が手紙を書き終わったころに、コンドムからのポストラント、スール・アニェス、

10

マドゥモワゼル・ベルネスが着きました。彼女をそちらにおくります。
かわいそうなナイスが戻ってきました。彼女は、修道院で (の生活に) もう我慢ができ
ないほど修道院に対して嫌悪感を抱きました。不幸なことに、彼女は自分の告解を終わら
せることを望みませんでした。

699. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1826 年 12 月 19 日

主イエスさま、来て、私の心にお生まれになってください。
親愛なる私の娘、
2

夜の 9 時に、かわいそうなナイスとスール・アニェスが着きました。これはまさしく

摂理的です。と申しますのも、ちょうど今日、ドゥモワゼル・シレールの方たちが出発し
ます。そしてマドゥモワゼル・ベルネス147 は、(彼女たちと一緒に出発するために) この
都合の良い期間を利用できるでしょう。マドゥモワゼル・ベルネスは希望がもてるように
思います。でもナイスの気持ちには私は心を痛めます。悪魔がナイスを本当にだまして
†
147

編者註：T., R. F. de M. は Trenquelléon, Religieuse Fille de Marie の略。
elle (コンドムのポストラント (postulante, 志願者)、マドゥモワゼル・ベルネス)
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います。私は、ナイスの青春時代がずっとこのような困難に満ちたものになるのではない
か、と心から懸念しています。たくさん祈りましょう。彼女をマリアさまにお委ねしま
しょう。もともと彼女はマリアさまに対しては信頼心をもっています。このことが、彼女
のことで私が希望をもつことができる唯一のことです。
3

ドゥモワゼル・シレールは私たち (の修道会) に大変適しています。彼女たちは良い精

神をもっていますし、扱いやすいです。私たちは姉の方をスール・アソンプシオン、もう
ひとりの方をスール・テレーズ・ドゥ・ジェジュと呼んでいます。
4

マドゥモワゼル・セゼラックに手紙を書いて、ドゥモワゼル・シレールの方たちの留

守の間ちゃんと行動するように、勝手な振る舞いをすることがないように、(他の人と) 協
調するように勧めてください。あなたはこの若い子のことをどう思いますか。彼女に召命
があると思いますか。彼女のようなタイプについて言われていることから判断しますと、
私は彼女の召命を疑います148 。人の召命を知るために、私たちはたくさん祈る必要があ
ります。
5

私は、スール・サン・ポールとスール・ブリジットの交替ができるだけ早く行われるこ

とを願っています。これは緊急を要することであると思います。このことについてボン・
ペール (bon Père) にお話ししましょう。
6

アデルがナイスに話したかどうか、ナイスに聞いてみるように努めましょう。コンドム

にはあのような軽薄さがありますので、あなた方はコンドムにはポストラント (postulante,
志願者) は留めておくことはできないと、私は感じています。親愛なるメール (Mère)、忍
耐しましょう、私たちはいろいろな障害の中にあって自分を聖化しましょう。十字架は天
国への唯一の道です。神さまの栄光のいけにえとなりましょう。私たちのいけにえが毎
日あらたにされますように。そしてそのことが、神さまのためにだけなされますように。
いちばん困難な時期にあっても、自分を抑えることができますように努めましょう。自分
を抑えることは長上にとってとても大切なことです。自分を抑えるということをあなたと
私の間の敬虔なデフィ (déﬁ, 競争) にすることを提案します。と申しますのも、私はこの
点についていつも過ちを犯しますので。
7

さようなら、コンドムの親愛なる私の娘たち。神なるおん子が私たちすべての心にお

生まれになって、そこに恒久的な住まいを定められますように。この愛すべき幼な子のみ
心において、あなた方に口づけをおくります。
スール・マリー・T.
8

あなたのところにスール・サン・ポールのオベディアンス (obédience, 移動命令書) が

届きましたら、彼女に「用事で外出する姉妹」をひとりつけて乗合馬車149 で出発させても
148
149

マドゥモワゼル・セゼラックはボルドーの修練院に入ったが堅忍はしなかった。
la brouette (コンドムからの乗合馬車)
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いいでしょう。その「用事で外出する姉妹」はスール・ブリジットを連れて帰ることにな
るでしょう。

700. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1826 年 12 月 21 日

神なるイエスさま、来て、私の心にお生まれになってください。
親愛なる私の娘、
2

庭師のことについてのラコサド氏の手紙の抜粋とあなたの手紙の抜粋を、 シャミナー

ド師に送ることにします。あなたの方からも (師に) 手紙を書いてください。その間、庭
師のために家を探すのは中断してください。でも、下働きの人や他のよその人が入ってく
ることのないようにしてください。このことは不可欠なことです。
3

もし、私に 5000 フランあれば、本当に喜んで送るのですが。でもこのこと (お金がな

いこと) は慈愛なる神さまにお委ねしましょう。神さまがすべてをその栄光のために取り
計らってくださいますように。でも、そのことの中に十字架をみつけることを避けないよ
うにしましょう。
4

親愛なる娘、主の降誕のこの聖なる祝日に、私たちが自分を刷新することができます

ように。そこに、私たちが聖なる幼年期の精神と修道的単純さを汲み取ることができます
ように。修道的単純さは、私たちに平和をもたらして私たちをしあわせな者にしてくれる
でしょう。
5

さようなら、親愛なる私の娘。私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに挨拶

をおくります。
スール・マリー・T.
6

私たちは、シャミナード師が養女にされた年少の娘を受け入れることになるでしょう。

(その娘の) 支度一式はしばらく待つことになるでしょう。カーテンは、もし、トナンの
ためにあなた方が必要とするようでしたら、そちらに取って置いていいでしょう。私たち
は、スール・クロチルドのためにどのような身分を望まれるのかボン・ペールのご返事を
待っています。彼女は私たちには、メール (Mère) の服を着けることを断りました。その
ことで私たちは大変感銘を受けましたが、私は彼女に、シャミナード師がお決めになるこ
とには従わなければならないでしょうと言いました。私たちはユーラリのショールをもっ
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ていません。こちらに、ブリジットと同じ病気をもったフレール (Frère, 兄弟) の方がひ
とりいます。私たちはフレールの方にブイヨンと薪を送ります。と申しますのは、フレー
ルの方々は薪を全くもっていらっしゃいませんでした。

701. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1826 年 12 月 23 日

このカリスを私から遠ざけてください。でも、私の意志ではなくあなたのみ旨が行われ
ますように† 。
2

親愛なる娘、なんという打撃が私たちを脅かしていることでしょう。私はアルボワか

らの手紙を受け取ったところです。かわいそうなマリー・ジョゼフは、主がお求めになる
いけにえです150 。きわめて悪性の腸チフスに罹りました。最後の秘跡を受けたところで
す。このかわいそうな共同体の状態を考えてみてください。どんなにか悲しんでいること
でしょう。姉妹たちは私たちに助けを求めていますけれども、どのような助けをしてあげ
られるのでしょうか。誰が長上としてあちらに行くことができるでしょうか。親愛なる
娘、祈ってください、お願いします。聖なるおとめマリアの連禱と聖ヨゼフに対する祈り
のノヴェナ (9 日間の修業) をしてもらってください。私たちは悲嘆にくれています。こ
の大切な共同体は、カルワリオの丘を土台としてつくられます。これは信仰の目からすれ
ば吉兆です。
3

あなたが親愛なるスール・サン・ポールとスール・サント・フォワについて言うこと

に、私は心を痛めています。私たちには、神さまの怒りを鎮める必要が本当にあります。
魂のこれらの病は、私たちの心からの悲しみを引き起こすものでなければなりません。私
たちの親愛なる娘たちの過失の償いをするために、私たちは度々償いの祈りをしましょ
う。私たちは、これらのすべての混乱を自らのものとして引き受けましょう。そうです、
親愛なる姉妹、もし、私たちがもっと忠実であるならば、すべてはもっとうまくいくこと
でしょう。私たちは、天におられる花婿に喜ばれないすべてのことを、きっぱりと直しま
しょう。
4

あなたがスール・サン・ポールについて考えることを、あなたの方からボルドーに書い

たと思いますがどうですか。そうすることは必要なことです。でも、スール・サン・ポー
†
150

編者註：ルカによる福音書 第 22 章第 42 節。
メール・マリー・ジョゼフは、アルボワに着いて間もなく、非常に重い腸チフスに罹った。
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ルはトナンにいる方がいいように思います。院長さまは (彼女の) 指導に適任ですし、立派
な聴罪司祭もいらっしゃいます。神さま、このような気の毒な人たちを救ってください。
5

病院のひとりの姉妹が (アルボワの) 院長さまに付きっきりで、精一杯の看病がほどこ

されているという話です。しかし、寄宿生が入ってくるのですが、彼女たちの面倒をみ
る人が誰もいません。スール・サン・ジョゼフはお嬢さんたちの授業をしています。スー
ル・サン・ソヴールは、職人のクラスを担当しています。ふたりのノヴィス (novice, 修練
者) は、150 人の子供からなる貧しい人たちのふたつのクラスを担当しています。姉妹た
ちがどのような状況にあるか考えてみてください。
6

さようなら、親愛なる私の娘。私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づ

けをおくります。
スール・マリー・T.
7

ファヴァールのためにこちらのベッドをひとつ送ったのですが、ラコスト夫人はもう

出掛けられた後でした。マスク氏とマドゥモワゼル・オリヴィエに頼まれたものは、ジャ
ンティに託してそちらに送りましょう。あなたから頼まれている買い物はあなたの意向
通りにしましょう。

702. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1826 年 12 月 26 日

神さま、このカリスを私から遠ざけてください。でも、私の意志ではなくあなたのみ旨
が行われますように† 。
2

親愛なる私の娘、親愛なる私たちのマリー・ジョゼフを失うという、私たちを脅かし

ている打撃の恐れの中にある私たちの悲しみを、あなたも分かち合ってくださると私は信
じています。親愛なるマリー・ジョゼフの病気が末期的状態にあるというニュースに、私
たちは打ちのめされています。親愛なる姉妹、私たちはどうすべきなのでしょうか. . . 私
たちは祈らなければなりません、私たちは義務により完全な忠実を尽くすことによって、
またより誠実に自分に死んだ者となることによって、神さまの怒りを和らげるように努め
なければなりません。
†

編者註：ルカによる福音書 第 22 章第 42 節。
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3

もし、私たち皆が本当に回心するなら、多分、慈愛なる神さまは、ニニヴェの人たちに

してくださった‡ ように、怒りを和らげてくださるでしょう。私たちは皆いくつかの点に
おいて回心する必要があります。もし、(私たちの) 誰かが回心を拒むようなことがあっ
たら、私たちは不幸です。(旧約聖書の歴代誌の) アカン§ と同じように、その人は、多分
修道会全体に呪いを呼ぶでしょうし、私たちがお願いするお恵みの妨げとなるでしょう。
さあ、親愛なる私の娘たち、これまで以上に私たちの完徳に対する熱意をもちましょう。
4

明日、親愛なるスール・クロチルドが約束をします。彼女はすべてに死ぬ心構えが立

派にできています。神さまは彼女のいけにえを快く受け取ってくださると思います。
5

スール・イニャスの健康状態が思わしくありません。胸が冒されているのではないか

とべロック氏は大変懸念しています。彼女は大量の吐血をします。しかし彼女は、その優
しさと忍耐によって私たちに感銘を与えてくれます。
6

あなたがスール・グザヴィエとスール・マリー・テレーズについて言ってくださるこ

とに、私は大変慰めを覚えます。彼女たちが堅忍できて、そして最後には、自分たちのい
けにえを完遂することができますように。愛すべきイエスさまが彼女たちの征服者となっ
てくださいますように。彼女たちがイエスさまに武器を返しますように。
7

親愛なる私の娘、あなたと小さな群れ (ノヴィスたち) の全員のために、(来年が) 良い

年でありますようにお祈りします。1827 年は、本修道会の苗床が、いつかイエスさまと
マリアさまを知らせ愛させるために働くことのできる立派な人たちで一杯になりますよ
うに。今、大切な修練院にいるすべての人たちが本修道会の徳 (複数) において成長しま
すように。
8

特に、ふたりの (イエスさまの) 許婚 (いいなずけ)、親愛なるシレール姉妹、そして、

ポストラント (postulante, 志願者) たちに、良い年でありますようにとの (私からの) 挨
拶をお伝えください。ポストラントたちは少し馴れましたか。スール・エミリエンヌが優
しさの天使、感じがよくて愛想のいい人になりますように. . . 私がそのように勧めたこと
を彼女は知っています。
9

べトレヘムのうまやにおいて、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

703. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.
‡
§

編者註：ヨナ書 第 3-4 章。
編者註：ヨシュア記 第 7 章第 1, 19-21 節。

1826 年 12 月 30 日
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私は悪くつかった年月を見て、苦い気持ちでその年月を思い起こすでしょう。
親愛なる私のメール (Mère)、
2

あなたと親愛なるすべての私たちの娘たちのために、私はいろいろな願いを心に抱い

ていますが、それらの願いをあなた方に贈ります。新しい年に、私たち皆が聖人になるこ
とを私はどんなに望んでいることでしょう。そしてそれは私たちが自分に本当に死ぬこと
によって聖人になるということです。イエスさまに従って本気でカルワリオへの道に入っ
ていくなら、この道でイエスさまに会えるのは確かです。親愛なる私の姉妹たち、ですか
ら、断固として私たちの情念と戦うために、また、その情念 (のひとつひとつ) を天国へ
上るはしごの段とするために聖なる勇気をもちましょう。
3

やっと、親愛なる私たちのメール・マリー・ジョゼフの病気回復の知らせがありまし

た。慈愛なる神さまが私たちの祈りに応えて、メールを私たちに返してくださると私は期
待しています。でも、特に私たちは、本当の修道女になるように努めることによって、神
さまの災いを遠ざけることができるでしょう。
4

私はボン・ペール (bon Père) からのお手紙をいただきました。そのお手紙の中で、師

は、そちらの庭師についてのことはこのままにしておくことはできないこと、もし修理を
してもらうことができなければ、工事のために日雇いで人を使わなければならないだろう
ということ、また、小さな作業は姉妹たちでするように努めるべきことを言っておられま
す。もし、あなたの方でこの意見に不都合があると思うのでしたら、メール・ゴンザグに
手紙を書いてください。これは返事をいただける方法です。
5

若い農婦のことについては、彼女の旅費を修道院が出すことのないように、その父親

に連れてきてもらわなければならないでしょう。ポストラント (postulante, 志願者) はボ
ルドーまでの旅費は自分で出します。
6

スール・アンヌの病気は治りましたがスール・イニャスは元気になりません。クレル

フォンテーヌ夫人は臨終も間近の状態です。ローモン師はお体の具合を大変悪くされて、
数日前から告解も聴くことができません。私たちは告解のことで困っています。
7

スール・クロチルドは補佐修道女になることを望んで、マントを断りました。私たち

はそのことに感銘しました。私たちはそこに彼女の純粋な動機を見ています。彼女は天
にも昇った気持ちでいます。彼女は、聖なる喜びをもって誓願を立てました。
8

すべての姉妹たちによろしくお伝えください。私は姉妹たちに手紙を書きたかったの

ですが、胆汁で体の具合を少し悪くしています。昨日、私は下剤をかけてもらいました。
でも、大したことはありません。
9

親愛なるスール・マルトには、自分が汚れなきマリア修道会 (les Filles de Marie) の最
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初の会員であることを思い起こして欲しいですし、またこのことからして彼女が徳におい
ても第一人者でなければならないことをも思い起こして欲しいです。
私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方すべての人に口づけをおくります。

10

スール・マリー・T.

704. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンの健康状態は、憂慮すべきものになっていきました。1827
年の初めから、シャミナード師は、修道会の共同体 (複数) に回章を送って、メール・アデルの快癒のため
の祈りを指示していました。

+J. M. J. T.

1827 年 4 月 12 日

アレルヤ、アレルヤ。
2

親愛なる私の娘、私の方からあなたに私の近況をお知らせしたいと思います。そして、

あなたのため、私たちの希望である親愛なる群れ (ノヴィスたち) のために、聖なるアレ
ルヤ、本当の霊的復活、信仰に満ちたこれからの生活をお祈りします。
「主の復活† 」のこ
れらの祝祭によって私たちが完全に自分を刷新できますように。
3

私の健康状態は、もう熱がないということでは、前よりも良くなっていますが、体の

具合の悪さは殆ど同じようなもので、特に、胃の具合が良くありません。ほとんど何も食
べられません。(何か食べると熱が出るのです。) そのようなわけで、私はまだ何もできま
せんし、衰弱した状態にあります。このことは本性には困ったことですが、もし、私がこ
れを有効に活かすことができれば、私の魂にとって有益であり得るでしょう。
4

親愛なる娘、もし、私たちが苦しみの値を知っていたとすれば、どんな苦しみも無駄

にすることのないように一生懸命になるでしょう。苦しみは、本当の十字架よりも貴重な
ものです。十字架像のこの学問をよく理解している人はしあわせです。
5

私は、親愛なるスール・マリー・ドゥ・ラ・クロワとスール・ドロテに会うのは大変

嬉しいのですが、彼女たちが修練期を続けることができないということを、彼女たちのた
めに残念に思います。指導はこちらでは全然できませんが、慈愛なる神さまがご自分です
べてをしてくださるでしょう。
†

編者註：1827 年の復活祭は 4 月 15 日。
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6

さようなら、親愛なる姉妹。私は無理をしてはいけませんので、あなたとお別れしなけ

ればなりません。私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
7

私たちのボン・ペール (bon Père) に、私の尊敬の気持ちをお伝えください。ボン・ペー

ルからお手紙をいただければ大変しあわせです。カイエ師にも私の尊敬の気持ちをお伝
えください。すべての白いベールの人たち (ノヴィスたち) に口づけをおくります。黒い
ベールの人たち (誓願者) にも。
8

四旬節は終わりましたが、共同体 (の姉妹たち) はまあまあ元気です。スール・ユーラ

リの話を聞かせてください。私は彼女の妄想のことを心配しています。スール・サン・ト
ギュスタンはどうしていますか。

705. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.

1827 年 4 月 16 日

アレルヤ。
2

親愛なるセラフィーヌ、あなたはセラフィムの情熱をもってアレルヤを歌いましたか。

あなたは、愛すべき復活祭の時期が私たちに抱かせてくれるはずの聖なる喜びの中にいま
すか。あなたは、イエス・キリストと共に本当に復活しましたか。私は、罪による死から
恩恵による命への移行の復活のことを言っているのではありません。と申しますのも、私
はあなたの魂が死の状態にあったとは思いませんので。あなたは、あなたの魂の行動を不
可能にしていた万力の中にあなたの魂を縛りつけていた細帯や屍衣 (きょうかたびら) か
ら自分を解放しましたか。私は、まだ十分には克服されていない性癖、まだ手心が加えら
れている性向、日ごろの抑制のなさのことを言っているのです. . . 熱意をもって義務を果
たし、また、恩恵の動きにすばやく従うことにある霊的な敏捷さをあなたはもっています
か。あなたの進歩向上を妨げるすべての障害を克服するための機敏さをあなたはもってい
ますか。あなたは光をもっていますか、つまり、いつも良い模範を示していますか。あな
たは苦しみを感じない性質をもっていますか、つまり、節制していますか。あなたは不滅
性をもっていますか、つまり、あなたは根気強く頑張りますか. . .
3

これが糾明し、黙想すべきことです、そうではありませんか、親愛なる私の子供。

4

あなたが私に話してくれた例の誘惑はまた戻ってきましたか。どのように誘惑と戦っ

ていますか。
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5

親愛なる私の娘、さあ、勇気を出しましょう。聖人にならなければなりません。それ

も、近いうちにならなければなりません。と申しますのも、時は短いからです。そして、
多分、この大仕事をするために、あなたはたくさんの時間はないでしょう。ですから、急
いでください。と申しますのも、(天国における) 自分の場所を獲得しなければならない
からです。
6

イエスさまのみ心において、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

7

私たちのすべての姉妹たちによろしくお伝えください。

706. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
姉妹たちは、アジャンのフレール (Frère) の方たちの食事の世話をしていました。それで、メール・マ
リー・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、メニューの貧しさを心配しています。

+J. M. J. T.

1827 年 4 月 25 日

アレルヤ。
親愛なる私の娘、
2

親愛なるスール・ドロテとスール・マリー・ドゥ・ラ・クロワが無事元気に着き歓待を

受けました。今日、スール・ドロテは、明日出発するスール・ジュリと一緒に授業に行き
ました。スール・ジュリは、スール・ドロテにリストを見せ、そして、やり方を少し示すこ
とになるでしょう。スール・ヴィジタシオンもスール・ドジテに説明を終わるでしょう。
3

あなた方は、親愛なるスール・テオティストを受け入れることになるでしょう。彼女

は善良な子ですが、修道的徳の養成を受ける必要があります。彼女は感受性がとても強い
です。
4

フレール (Frère) の方たちは夜は (ちゃんと) 食べなければならないでしょう、とボン・

ペール (bon Père) に申し上げてください。フレールの方たちは、夜、肉は全然食べませ
ん. . . これは内密な話ですが、フレールの方たちに十分なものを届けていないのではない
かと心配しています。時々は煮たプラムだけです. . . 私たちの方からフレールの方たちに
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どのようなものを送らなければならないか決めてくださるように、ボン・ペールに頼んで
ください。たとえば、夜卵だとしますと、一人あたり 1・2 個必要でしょうか。サラダは
ある晩だけで十分でしょうか、などなど。(多分、あなたは、私たちがフレールの方たち
の食事のお世話をしていることを知らないかもしれませんね。) フレールの方たちは、昼
食は私たちと同じようにしています。私は、夕食のことだけを心配しているのです。働く
人は食べなければなりません、フレールの方たちの健康を維持しなければなりません。
5

私の健康状態は不安定です。私の胃は消化することができませんし、しばしば痛みま

す。書くことも殆どできません。あなたとお別れしなければなりませんが、あなたに私の
心からの愛情を約束します。
6

完全に神さまのものとなりましょう。自分に死んで、これからは天におられる花婿の

ためだけに生きましょう。
スール・マリー・T.
7

私は、スール・サン・トギュスタンに大変関心があります。一生涯、内的に苦しむ人

たちがいます。唯一の薬として、彼女が自分の心を開くように仕向けなければなりません
し、また、彼女が謙遜の道を歩くようにしなければなりません。私は、それが召命のない
ことの証しだとは思いません。人に対してはどんなにか忍耐をもって接しなければなら
ないことでしょう。人にはいろいろなタイプがあります。椰子の木のように、うんと後に
なってからしか実をつけない木もあります。すぐに実をつけないからといってそのような
木をぬいてはなりません。聖フランソワ・ドゥ・サール† はこのような考え方をもってい
ました。

707. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1827 年 5 月 15 日

イエスさま万歳、イエスさまの十字架万歳。
2

親愛なる姉妹、ジャンティが昼に出発しますので、あなたにはほんの一言しか書く時

間がありません。
†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。

967
3

今回ジャンティに託すか、あるいはまた、次の機会にするかして (と申しますのは、今

日送るのは難しいように思いますので)、こちらにある大きな洗濯だらいと浴槽をそちらに
送ることにします。大鍋の方はボルドーに送らなければならないと思います。(ボルドー
の) 姉妹たちがこの大鍋で洗い物をすることになるでしょう。もし、ボルドーの方で大鍋
がなくても済むようでしたら、その大鍋もあなた方に送りましょう。
4

親愛なる娘、私はどんなにかあなた方の負担を軽くしてあげたいと思っていることで

しょう。でも、今は私たち自身もお金がなくて本当に困っているのです。私たちはトナ
ンで訴訟に負けたところです。(そのことで) 600 フランかかります。それに、クレルフォ
ンテーヌ夫人の遺産相続の費用に 800 フラン必要です。でも、私たちには 1 ソル‡ もありま
せんので、2000 フラン借り入れることになるでしょう。神さま、聖なる貧しさ万歳。私た
ちにあなたのお恵みをください、そうすれば、私たちは十分に豊かなものとなるでしょう。
5

診察していただくのを待つ間、べロック氏がスール・フェリシテのためにしてくださっ

ていたのは次のことです。それは時々ですが、週に 1 回彼女に下剤を飲ませ、また、病気
の部分の血をひるに吸わせ、そして、体内の毒素を出す煎じ薬を飲ませることでした。私
は、薬草の汁と乳がいちばん効くと思います。ラセール氏とべロック氏は、手術は無益で、
仮に心配しているような病気であったとしても、手術でその病気を取り除くことはできな
いだろうとの診断をくだされました。と申しますのも、ラセール氏もべロック氏も、それ
が癌だという診断はくだされませんでしたが、癌になる恐れがあるとの診断でした. . .
6

メール・サント・フォワとも相談しましたが、マドゥモワゼル・ブルイトのことは休

みになるまで、そちらに留めておく方がいいように思います。そうすれば、そちらの人た
ちが絵の勉強にみがきをかけることもできるでしょう。それに、彼女が出るのは、休みの
時になってからの方がより自然に思えるでしょう。
7

モンフォールのポストラント (postulante, 志願者) のことについては、彼女が修道生

活の義務と誓願を理解できることは確かです。と申しますのは、彼女が責任を果たすため
の適切な判断力があることを確かめましたから。誓願を立てるとなれば、彼女は一助修道
女ということでなければならないでしょう。と申しますのは、神父さまは読み書きなどが
できる補佐修道女しか望んでおられません。
8

さようなら、親愛なる私の娘、あなたのすべての娘たちに口づけをおくります。私は

あなた方の忠実な母です。
スール・マリー・T.
9

私たちはあなたの大切なお母さまのためにお祈りします。十字架万歳。

‡

編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
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708. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 5 月 23 日

マリアさま、あなたが私の慈愛なる母でいらっしゃることをお示しください。
親愛なる私の娘、
2

ボン・ペール (bon Père) が親愛なるスール・サン・トギュスタンのために認めてくだ

さったことで共同体の全員が喜びました。彼女のご両親もとても満足しています。聖な
るおとめマリアが、彼女に完全な回復を与えてくださって、この親愛なる子供を自分の家
族に留めておいてくださいますように。「聖母月」は、スール・サン・トギュスタンのた
めにささげられました。
3

慈愛なる神さまは私たちに人を送ってくださることを望んでおられるように思います。

もっとよく自分の召命が分かるようにするために親元に帰していたスール・エレオノー
ルをまた、(修道院に) 戻しました。彼女は懸命に頑張りました。彼女はピュイミロルの出
身です、父親は指物師です。彼女は機知に富み、勉強するための素質もあり、すばらしい
記憶力をもっています。彼女に謙遜を保たせるために、私たちは彼女を助修道女のテーブ
ルに着かせましたが、間もなく彼女をボルドーにおくりますので、そちらでは、あなた方
が望む身分に彼女をおいてください。でも、彼女は労働はあまりできませんが学問をする
素質に恵まれていますので、彼女はむしろ補佐修道女に向いていると私たちは思います。
4

そちらにいる 14 歳の子供の名前を変えなければならないでしょう。と申しますのは、

こちらの子供が、そちらにいる 14 歳の子供より前にエレオノールの名前をもらっていま
すから。
5

マドゥモワゼル・イーブルは父親が町の判事をしていて、年令は 24 歳か 25 歳になりま

す。感じのいい、確かな判断力のある人です。彼女はようやく両親の同意を取り付けられ
たと思っていまして、祝日の後に入会できればと希望しています。彼女はメール (Mère)
の身分ということになるでしょう。
6

カトリーヌ・ルロワはその脱臼がすっかり治りました。太腿の硬直が残っているだけ

です。それも、彼女が 7 年前から辛抱強くその召命を貫いてきたことによって、十分補い
がつきます。彼女はドレスの仕立て職人ですが、宗教を教えることについてもとても有能
です。そして、若い人たちのマリアさまを崇敬させようと、熱意に燃えています。彼女は
町でいちばん有名な仕立屋でずっと前から働いています。彼女はそこで、彼女の熱意に
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よって多くの善をしています。帳簿などは全部彼女がつけています. . . 彼女は上手に書く
こともできますし、立派に書くこともできます。彼女の年令は 24 歳か 25 歳です。彼女は

1・2 ヵ月後に入会すると思います。彼女はとても有能な補佐修道女になれるでしょう。
7

先週、こちらに 2 名の黙想者がいましたが、彼女たちはアスピラント (aspirante, 準志

願者) でもあります。ひとりはメールのためのアスピラントで、もうひとりは補佐修道女
のためのアスピラントです。彼女たちには大変希望がもてますが、さらに様子をみなけれ
ばなりません. . . 神さまをたたえ、また、たたえさせることができるような、神さまのみ
心にかなった人たちを与えてくださいますように祈りましょう。
8

メール・サン・ヴァンサンの方から、スール・ヴィクトワールの下着類の残りをそちら

に送ることになるでしょう。私は、ノヴィス (novice, 修練者) たちにこれはあなたのもの
これは私のものというような考え方をあまりして欲しくありません。このようなことは、
ノヴィスたちが体得しなければならない清貧の精神とはまるで反対のことです。もし、修
練期において清貧の精神を体得しないとしたら、いつ体得するのでしょうか。多くの修道
女が清貧に反する過失によって自分を滅ぼすだろうということ、また、清貧は修道精神の
基礎であり、清貧の精神をもたない人は悪い修道女になるだろうということを、ノヴィス
たちにしばしば思い起こさせてください。
9

それに、下着類を十分もたない人のためには、ノヴィスたちの下着類ではなく共同体

の下着類を使わせてください。ノヴィスが退会する場合のことを考えると、それは正当な
ことです。
お恵みの助けをしなければなりませんし、また、み摂理がお定めになった自然的な方

10

法の中にあるものを使わなければなりませんので、スール・サン・トギュスタンの気持ち
を晴らしてあげるように、また、修道院の中で彼女が体を動かすように努めてください。
彼女の苦しみと小心からくる緊張が彼女の病気に大いに影響していると、私は思います。
余りにも長く座っていることは、彼女の魂のためにも体のためにも良くありません。
私の健康は相変わらずあまり勝れません。食べることができないものですから、回復

11

できないのです。相変わらず胃の痛みはありますし、大変弱っています。
こちらでは洪水がありました。(私たちの方でも) 教会、身廊† (内陣に近い部分) の姉

12

妹たちの祈禱席、地下の物置、教室、庭が水浸しになりました。ご聖体は内陣の方に移し
てありました。でも、それは長いことではありませんでした。この大変な洪水によって家
財を失った多くの人たちのために祈らなければなりません。50 年このかた、このような
大きな洪水はありませんでした。
こちらのすべての姉妹たちがあなたによろしくとのことです。姉妹たちの健康状態は

13

まあまあです。親愛なる娘、私たちの主イエス・キリストにおいて、私の心からの友情を
†

編者註：教会の入口から主祭壇に向かう中央通路のうちの袖廊 (翼廊) に至るまでの部分。
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受け入れてください。
スール・マリー・T.
スール・ルイズ・マリーは、お母さまと姉妹の方たちの死亡のことについて、何の知

14

らせもないことにとても苦しんでいます。スール・ドロテとスール・マリー・ドゥ・ラ・
クロワは元気です。スール・マリー・ドゥ・ラ・クロワは小さな子供たちの授業をしてい
ます。スール・ドロテは最初のクラス、スール・イニャスは 2 番目のクラスを担当してい
ます。メール・ヴィジタシオンとメール・サント・フォワはクラスで要理を教えています。

709. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
スール・トゥリニテが 1827 年 5 月 25 日トナンで亡くなりました。

+J. M. J. T.

1827 年 5 月 27 日

主よ、永遠の安息を彼女に与えてください。
2

親愛なる娘、親愛なるスール・トゥリニテの訃報がそちらに届いていると思います。

スール・トゥリニテはキリスト者として、また、修道女として本当に立派な心構えをもっ
て死を迎えました。彼女のために、死者のための、務め、つまり、会員全員の聖体拝領、
年間を通して (週に一度の)「デ・プロフンディス (De Profundis† )」の祈りといった修道
会の代禱‡ をしてください。死者のため、特に、主が私たちに姉妹として与えてくださっ
た死者のために熱心に祈りましょう。
†

編者註：主よ、われ深き淵より御身に叫ぶ、主よ我が声を聞きて
我が祈り求むる声に御耳を傾けませ
主よ、御身 罪に目を留めませば誰れかそれに耐えん
されど主に赦しあり、われ御身を恐れ御身に希望をおくなり
我が魂は主によりたのむ、主のみ言葉に希望をいだく
我が魂は主を待ち望む、朝を待つ夜のもり人にまさりて
イスラエルは主を待ち望む、そは主の御恵み豊かなるにより
主はイスラエルをすべての罪より救いたもうべし
主よ、とわの安らぎやすをかの女に与えたまえ
絶えざるひかりをかの女の上に照らしたまえ
‡
編者註：マカバイ記 二 第 12 章第 44-45 節にあるように、罪のうちに死んだ死者の記念を深い敬愛を
もって尊び、死者が罪から解放されるようにささげられる祈りのこと。
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3

スール・サン・トギュスタンのための薬として、べロック氏がつくってくださった処

方箋をそちらに送ります。この処方箋をそちらのお医者さんに渡してください。私たち
は神さまのみ旨に全面的に従わなければなりませんが、もしそれが神さまのみ旨であるな
ら、この親愛なる子供の回復のためにすべてをつくさなければなりません。
4

メール・ヴィジタシオンとメール・サント・フォワにお返事をくださいますように、ボ

ン・ペール (bon Père) にお願いしてくださいませんか。このふたりのメール (Mère) は、
ご返事をいただくに値する手紙をボン・ペールに出しました。彼女たちは指導をしても
らっていません、と神父さまにお伝えください。と申しますのも、私は休む以外は何もし
ませんので。
5

私の具合は大体今までと変わりません. . . スール・イザベルの具合が良くありませんの

で、祈ってもらってください。
6

スール・イニャスは共同体の模範です。大変ためになっています。彼女は元気です。

7

親愛なるスール・アソンプシオンは私からの返事を受け取っているでしょうか。私は

返事を書いたつもりでいたのですが。彼女にそのことを確かめてください。スール・アソ
ンプシオンとその親愛なる姉妹、および、修練院のすべての姉妹、グラメニャックのご婦
人の方々によろしくお伝えください。そして、親愛なる娘、イエスさまのみ心において、
私の心からの友情を受け入れてください。
8

カイエ師に私の尊敬の気持ちをお伝えください。
スール・マリー・T., R. F. de M.†

710. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1827 年 6 月 11 日

イエスさま、私たちの支えとなってください。
親愛なる娘、
2

私の手紙 (複数) があなたに届いていないことに驚いています。定期市の時に、私は

スール・ナティヴィテに手紙を書いて、綿の布団を送りました。そして、メール・サン・

†

編者註：T., R. F. de M. は Trenquelléon, Religieuse Fille de Marie の略。
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ヴァンサンはスール・クロチルドに手紙を書きました。しかし、あなたはカッパを受け
取った話もしてくれません。
3

15 歳のポストラント (postulante, 志願者) についてですが、あなた方が彼女を受け入

れることには全く賛成できません。それは余りにも会則を破ることになります。それに、
彼女は受けた悪い教育によって寄宿生に害を及ぼすることもあり得ますし、また、多くの
誠実な親が娘をあなた方に預ける妨げにもなりえます。
4

寄宿学校のことですが、シュニール‡ の刺繍の件は寄宿学校の大きな迷惑となっていま

す。私は出費を声高に非難する何人かの両親を知っています。私は、絹の刺繍の方が安
くつくと思いますし、また、もっとよく刺繍を習うことができると思います。子供たちに
お金を遣うことへの関心をもたせないようにしましょう。それは、良識ある親が子供た
ちを私たちに預ける妨げとなるでしょう。むしろ子供たちが有益な仕事ができるように、
また、将来立派な主婦になれるように教育することが望まれるでしょう。スール・ジョゼ
フィーヌがシュニールの刺繍にあまりこだわらないように、彼女に優しく言ってきかせて
ください。
5

このかわいそーなスール・ジョゼフィーヌのことですが、彼女に対してはごく優しく振

る舞い、そして、彼女の心身の弱さには同情してあげなければなりません。彼女は私に、
ロザリオを唱えることは免除されていると言っていますが、私は、彼女にロザリオを唱え
ることを免除することは望みません。(彼女の仕事を) 他の人に代わってもらって、共同
の務め以外の時にロザリオを唱える時間を彼女に与えて欲しいと思います。私たちの修道
院 (複数) ではそのようにしています。共同の務めに出れない時には、後でその務めをし
ます。負担をかけ過ぎてはなりません。会則に定める務めができるように、また、魂の食
物がとれるように必要な時間を与えて欲しいです。
6

マドゥモワゼル・ドストのことですが、今年、行列の機会に彼女を外出させてもいい

と思います。
7

それから、トナンの修道院は女性の職人のための寄宿学校をつくってもいいのではな

いかと、私は考えました。そうすることによって善を行うことができるでしょうし、ま
た、極貧の中にあるこのかわいそうな修道院を支えることもできるでしょう。私はこの
ことを神父さまに提案したいと思います。そういうわけで、そちらにいる 15 歳の子供を
がっかりさせないでください。彼女はトナンに行くことができるかもしれません。でも、
彼女はどれくらいの寄宿費を出しているのですか。
8

さようなら、親愛なる娘。あなたは二種類の薬を飲んでいるということですが、その

二つの薬は合わないのではないかと心配しています。メール・サン・ヴァンサンは頭痛が
して胃が痛むということで、明日、吐剤を飲みます。
‡

編者註：シュニール糸。
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9

私の方はかなり元気です。白い (ものをいただく) 食事療法がとても効果的です。私は

病気になって以来、パンをいただくのが苦手だったのですが、(今は) 乳に浸してパンを
食べています。パンが食べられるようになったということは病状が大変良くなったという
ことです。
アルボワからの便りが届きました。(アルボワの) 姉妹たちは多忙をきわめています。

10

スール・ユルシュールは元気ですが、しばしば頭痛がしたり、胃が痛くなったりします。
スール・ジュリエンヌは脚が腫れて、時々床に就いていました。他の姉妹たちは元気で
す。姉妹たちは、4 人のドイツ人のポストラント (postulante, 志願者) を待っていました、
その. . . (テキストの残りの部分は欠落)。
こちらのオレンジの木 (複数) がこれほど多くの花をつけたことはありません。親愛

11

なるスール・クロチルドにこのことを伝えてください. . . これらのオレンジの木は彼女が
丹精をこめて育てたものです。彼女に口づけをおくります。

711. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 6 月 17 日

イエスさま、私は愛の秘跡のなかにいらっしゃるあなたを礼拝します。
親愛なる私の娘、
2

あなたとお話しすることなくしてこの危機を逃したくありません。あなたとお話しす

ることは私にとって本当に嬉しいことです。と申しますのも、私がどれほど親愛なる私の
娘たちを愛しているかあなたはご存じです。そして、特に修練院は私にはとても大切で
す。修練院は、いつかイエス・キリストと至聖なるおとめマリアを愛させるようにと定め
られた、小さな宣教者の苗床だからです。
3

親愛なる私の姉妹たち、(キリストの聖体の祝日† の) 八日間の祝祭を立派におくること

ができますように。この八日間の祝祭に神なる花婿は、ぶどう棚を通して‡ その花嫁たち
をご覧になり、花嫁たちの心を求められます、そして、その見返りにあらゆるお恵みで花
嫁たちを豊かにしてくださるのです。私たちは、ご聖体の中にいらっしゃるイエス・キリ
ストを愛し、そして、私たち自身の家 (複数) にご聖体をもっていることのしあわせをど
†
‡

編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
編者註：ヨハネによる福音書 第 15 章第 1-5 節。
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んなにか高く評価しなければならないことでしょう。聖テレジア§ は、そのいくつかの修
道院の設立に当たって、さらにもうひとつ、イエス・キリストに祭壇の上においでいただ
くしあわせを特に高く評価していました。そこから、イエス・キリストをちょっと訪問し
て私たちの必要を申し上げる願望が出てきます。そこから、そのみ前と隣接した場所での
深い尊敬の気持ちが出てきます。そこから、ご聖体拝領の願望とご聖体をしばしばいただ
くに値するために必要な動きが出てきます。そこから、よりよい準備をし、また、より熱
心な感謝の祈りをささげるなどのようなことが出てきます。この聖なる八日間の祝祭の
間に、特に、イエス・キリストに対して罪を犯さないように忠実に励むことによって、ど
ちらがより深い愛と感謝をあらわすことができるか敬虔なデフィ (déﬁ, 競争) をしましょ
う。この聖なる期間に罪を犯すことのないようにしましょう。
4

有望なマドゥモワゼル・イーブルは、やっとご両親の同意を得ました。ご両親は 9 月

1 日まで彼女を引き留めておくことを望んでいます。そのことで彼女はとても悲しんでい
ます。でも、彼女はご両親の願いを叶えてあげるべきだと私は思います。カトリーヌ・ル
ロワは、聖ペトロの祝日† に、入会することになっています。私たちは彼女をスール・マ
リー・コンスタンスと呼ぶことになるでしょう。
5

私たちはこちらのスール・エレオノールには満足しています。私は、彼女にはできる

だけ早くボルドーに行ってほしいと思っています。こちらではポストラント (postulante,
志願者) たちを、徳のために導く配慮をすることができません。
6

私の健康状態は回復しています。ここしばらく体の具合が少し良くありませんが、大

したことはありません。私は毎食乳をいただいています。私の食事の時間は 3 食合わせて
もせいぜい 15 分です。私が時間をかせいでいることがお分かりでしょう。
7

さようなら、親愛なる娘。聖櫃において、あなた方すべての人に口づけをおくります。

グラメニャックのご婦人の方々に私の尊敬の気持ちをお伝えください。マドゥモワゼル・
エメとマリーによろしくお伝えください。
スール・マリー・T.
8

アムルー夫人があなたにこの手紙を渡してくださるでしょう。彼女は相変わらずふし

あわせな人です。

§

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。
†
編者註：6 月 29 日。
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712. ボルドーのスール・ヴィクトワール・グー (ノヴィス) 宛
1827 年 7 月 7 日

+J. M. J. T.

神さま、あなたのすべての恩恵に対して、私は何をあなたにお返ししましょうか。
親愛なる私の子供、
2

主の家にいることをあなたがしあわせに思うことができていいですね。あなたの召命

のこの上ないお恵みを、慈愛なる神さまにたえず感謝しましょう。神さまは、多くの人の
なかからあなたを選んでくださいました。神さまは、あなたよりも忠実であったかのしれ
ない多くの娘たちをさしおいて、あなたの方を選ばれたのです。私の子供、修道生活のす
べての徳に忠実に励み、会則を細かい点に至るまで忠実に守ることによって、特に、謙遜
と従順を実践することによって、このお恵みに応えるように努めましょう。謙遜と従順
が、天国への旅をするためにあなたが頼みとする支え棒となってくれますように。
3

親愛なる子供、被造物の目にあなたを低めることを信仰の視点から愛してください。

あなたのあがむべき保護者至聖なるおとめマリアの模範にならって、イエス・キリストの
中で隠れた生活をすることを愛しましょう。表面的には平凡な生活ですが、私たちがすべ
ての行いを生かすように努める動機によって、超自然的な生活をしましょう。そうすれ
ば、どんなに小さなことでも功徳あるものとなるでしょう。すべてを神さまのために、神
さまを目指して、神さまに喜んでもらえるためにしましょう。
4

私の体の健康のためにたくさん祈ってくださってありがとうございます。私の魂の必

要のためにも続けて祈ってください、きっと、魂の必要の方がはるかに大きいと思われ
ます。
5

イエスさまとマリアさまにおいて、心からあなたに口づけをおくりあなたを愛します。
スール・マリー・トランケレオン

6

こちらのすべての姉妹があなたに口づけをおくり、あなたを愛しています。

713. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 7 月 16 日
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カルメル山の聖母、私たちのために祈ってください。
親愛なる私の娘、
2

あなたとお話しするために、ボン・ペール (bon Père) のお帰りを待ちたくありませ

ん。親愛なるボン・ペールは土曜日からモワサックにおられます。これからモンフォー
ル、オーシュ、コンドム. . . に行かれます。ボン・ペールは神の栄光のための熱意に燃え
ておられます。ボン・ペールの本当の子供となりましょう。エリシャ (がエリアに願った
の) と同じように、私たちもボン・ペールの霊の二つ分 (double esprit, 列王記 下 2・9) を
お願いしましょう。
3

ノヴィス (novice, 修練者) たちが神の栄光のために熱意に燃えるように大いに励まし

ましょう。神の栄光のためというこの考えが、彼女たちが神の栄光を得ることを可能にさ
せる徳を獲得するため、また、勉強に打ち込むため、特に、信仰の勉強に打ち込むための彼
女たちの刺激となりますように。要理 (の授業) がコンフェランス (conférence, 講話) に
なってしまって、教義を十分徹底的に学んでいないのではないかと私は心配しています。
4

スール・ドロテは本当に無知です。それにしても、(キリストへの信仰とキリスト教的

生活習慣の) 教育の誓願を立てる娘たちが自分たちの信仰について自らが学んでいないと
いうことは、嘆かわしいことです。要理、救いに必要な真理の解説、秘義、掟、秘跡など
の解説 (の必要性) を強調することをあなたにお勧めします。
5

スール・サン・ポールは心身共に元気になったら授業のためにこちらに来ること、ま

た、スール・ドロテはその養成を終えるためにボルドーに行ってその修練期を終了させる
ことは、殆ど決まっているようなものです。スール・ドロテは徳のためには素晴らしい人
ですが、勉強を必要としています。これはボン・ペールのお考えです。
6

ボン・ペールが、スール・エレオノールとスール・マリー・コンスタンスのふたりの

ポストラント (postulante, 志願者) をそちらに連れて行かれます。あなたはこのふたりの
若い人に満足するでしょう。彼女たちには、善意、信仰心、能力があります。近いうちに
あとふたりの人も補佐修道女になるために入会することになっています。このふたりは、
次の機会にそちらにおくることにします。まだ他に入会したいという人たちがいます。年
内に 6 名ぐらいの人をそちらにおくることができるのではないかと期待しています。ノ
ヴィス (novice, 修練者) たちには彼女たちに良い模範を示すように、そして、マ・メール

(ma Mère)、あなたには彼女たちを立派に教育するようにお勧めします。こちらでは、あ
なたのために彼女たちを荒削りの状態にします。そちらではビードロで彼女たちに磨きを
かけてください。こちらでは歪み151 を直します。
151

le bot (la diﬀormité, 歪み)
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7

人材がいるならいくつかの施設の設立のもくろみがあるのですが。リーダーをいそい

で養成しましょう。いまいちばん欠けているのはリーダーです。
8

私の健康は相変わらずとても弱くて、働けない状態にあります。

9

イエスさまとマリアさまにおいて、生涯にわたって私の心からの愛情を受け入れてく

ださい。
スール・マリー・トランケレオン

714. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
+J. M. J. T.

1827 年 7 月 18 日

神さまのみ旨、あなたは私の愛です。
親愛なる私の娘、
2

ボン・ペール (bon Père) がこちらを発たれたところです。昨日、モワサックから戻ら

れていました。ボン・ペールはモンフォールに行かれて、そこからさらにオーシュに行か
れます。そして、コンドムには 24 日の火曜日に行かれるでしょう。ボン・ペールはいつ
もその前よりは聖なる者となっておられます。入会を願っているメザンのひとりの若い
人がコンドムまでボン・ペールに会いに行くと思います。彼女は入会を願ってもうすで
にトナンに行ったことがありますので、志願期はトナンにするはずです。それに、寄宿学
校のこともありますので、あなた方の修道院よりもトナンの修道院の方がポストラント

(postulante, 志願者) たちのためにはいいです。
3

(私たちに引き受けてくれないかと) 話題にのぼっている事業がたくさんあります。す

べてにおいて、そして、すべてのために神さまの聖なるみ旨が行われますように。平和の
うちにいましょう、そして、主がそのひ弱なはしために求められる犠牲を行う心構えを常
にもっていましょう。
4

「私は主のはしためです† 」というマリアさまの言葉を好んで繰り返しましょう。そし

てさらに、その言葉を実行しましょう。本当にはしためとなりましょう。崇拝すべき私た
ちの師のみ旨をすべて果たす心構えをもちましょう。

†

編者註：ルカによる福音書 第 1 章第 38 節。
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5

だんだんと衰弱している母のために祈ってください。私たちの親愛なるすべての娘た

ちに口づけをおくります。そして、大切なイエスさまを愛するように勧めます。
6

私たちの主イエス・キリストにおいて、愛情をこめてあなたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.

715. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 8 月 3 日

聖マリア、私たちのために祈ってください。
親愛なる私の娘、
2

あなたは、ボン・ペール (bon Père) と親愛なるふたりのポストラント (postulante, 志

願者) をお迎えになったことと思います。このふたりのポストラントは立派な振る舞いに
よってあなたの慰めとなってくれるでしょう。
3

この手紙は緊急のものです。あなたの方からボン・ペールにさっそくのご返事をお願

いしてください、そして、そのご返事をすぐにこちらに知らせてください。第三会の会員
には数年前から、私たちの黙想に参加する許可が与えられていますが、そのことで、ムラ
ン師だけでなく姉妹たちも全員気を悪くしています。私は姉妹たちがこの不都合を我慢
するように励まさなければなりません. . . ところで、私たちはコンセイ (Conseil, 評議会)
で、スール・イザベルが今年はまだ (誓願を) 更新しないということを決めたばかりです

(少なくともその行動を考慮に入れて)。しかし、外部の人が、誰が (誓願を) 更新するの
か、あるいは、更新しないのかを分かることは公のつまずきです。
4

ムラン師は、私たちは (姉妹たちの) 祈禱席に残っていては、そして、(ご聖体拝領の)

窓口に行って (誓願を) 更新しては、と提案してくださっています。でも、第三会の会員た
ちは、私たちが一週間ずっと身廊† (内陣に近い部分) にいたのを見ていたわけですから、
どうしてかということを推察するでしょう。また、暑いですから、黙想のすべての務め
の間、姉妹たちが祈禱席に残ることを要求することはできません。(暑さのために) 寝て
しまうでしょう。(誓願の更新の) 儀式の時には修道女だけにしてほしいと、ムラン師か
ら言っていただいた方がいいように思います。メール・サント・フォワとメール・サン・
†

編者註：教会の入口から主祭壇に向かう中央通路のうちの袖廊 (翼廊) に至るまでの部分。
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ヴァンサンは、彼女たち152 には黙想に参加することを全く許可しないことを願っている
ようです。でも、第三会の会員たちは、約束したことを守ってくれないとか、しょっちゅ
う変更があるなどときっと言うことでしょう. . .
5

至急返事をください、お願いします。

6

心からあなたに口づけをおくります。ボン・ペールとカイエ師に私の尊敬の気持ちを

お伝えください。コンドムでは、黙想のためにカイエ師においでいただくことを願ってい
るようです。カイエ師にそうしていただけるように努めてください。私たちのために祈っ
てください。早く返事をください。
スール・マリー・T.

716. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 8 月 17 日

マリアさま、あなたの家族を浜の砂粒のように増やしてください。
親愛なる私の娘、
2

私たちは平和のうちに黙想を終わり、私たちの大切な黙想に満足しています。すべて

の姉妹たちの心は自分の完徳のために本気で取り組みたいとの、善意に満ちているように
私には見えました。私はこのことで大変慰めを覚えました。と申しますのも、私は、心安
らかではありますが、相変わらず砂漠にいる (心に慰めを得られない) からです。
3

親愛なる姉妹、あなたの方からボン・ペール (bon Père) にいくつかのお願いをしてく

ださいませんか。
4

1. ボン・ペールが私の手紙の、特に、いくつかの項目についてご返事をくださいます

ように。
5

2. ボン・ペールに、(入会の) 申し出をした若い人がこちらに黙想に来ていますが、(こ

ちらで) 得た情報によりますと、彼女は私たちの修道会にふさわしくありません。その軽
薄さや浮ついた異性との交遊153 などで、町では彼女の評判は良くありません。そういう
わけで、彼女が (修道院に) 入ると言ったことから、町では (私たちの) 共同体について不
152
153

第三会の会員
l’abord qu’elle souﬀrait auprès d’elle (浮ついた異性との交遊)
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都合な話が流れています。彼女の家族は破産したばかりだとの話を聞いたのですが、彼女
の方はそれを認めていません. . . 彼女の (属する小教区の) 主任神父さまは尊敬に値する人
ですが、人を介して、
「自分としては、正直に言って、彼女を受け入れないようにあなた
に注意せざるを得ません。」と伝えてきてくださいました。ですから、彼女の入会のこと
はもう考えてはならないと思います。
6

3. 私は、私たちの先のコンセイ (Conseil, 評議会) で、ボン・ペールがお決めになっ

たことを十分理解しませんでした。ポストラント (postulante, 志願者) たちとかかわりを
もたなければならないのは誰でしょうか。それはメール・サント・フォワだと私は聞いた
ように思ったのですが、メール・サント・フォワは「違う」と言っています。そして、こ
ちらの誰もポストラントの指導をしてはなりませんので、ポストラントたちは自分たちの
小さな問題を私に相談しにくることになるでしょう、と言っています。メール・サント・
フォワの指導 (の仕方) は、共同体の感覚に合いません。ですから、一致と平和のため、ポ
ストラントたちがこちらにしばらくいる間、私が指導をしなければならないと思います。

(補佐修道女とメール (Mère) になるためのポストラントのことですが。) そして、助修道
女になるためのポストラントたちはメール・サン・ヴァンサンが指導しなければならない
と思います。
7

スール・イザベルは (誓願の) 更新ができないことを悲しみました。私は、この試練は

彼女のためにはとてもいい薬になると思います。彼女は良くなりたいと願っています。彼
女に手紙を書いて、勇気づけと友情の言葉をかけてください。彼女にはそれが必要です。
8

若いポストラント、アンヌ・シャルメルが私の (霊名の) 祝日† に入会しました。それ

で、私の名前に少し付け加えた名前を彼女につけました。私たちは彼女をスール・サン
ト・マリーと呼んでいます。彼女は 22 歳になるすてきな人です。彼女をそちらにおくる
ことにします。こちらにはもうひとり助修道女になるためのポストラントがいます。彼
女には希望がもてます。私たちは彼女をスール・サン・テティエンヌと呼んでいます。ほ
かにも入会を申し込んでいる人たちがいます。マドゥモワゼル・イーブルは来月入会しま
す。彼女は素晴らしい人です。
9

さようなら、親愛なる娘。すべての白いベールと黒いベールの姉妹たち (ノヴィスと

誓願者) に口づけをおくります。親愛なるスール・エレオノールとスール・マリー・コン
スタンスには次の機会にお返事しましょう。トナンの会議 (の議事録) をボン・ペールに
渡してください。
私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたに口づけをおくります。

10

スール・マリー・T.
†

編者註：聖母の被昇天の祝日である 8 月 15 日を指すと考えられる。
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コングレガシオンの人たちが花束として立派な本をたくさん持ってきてくれました。

11

これらの本はこちらの図書室に備えられるでしょう。
「アニェス・ドゥ・サン・タムール

(Agnès de Saint Amour‡ )」がそちらにないようでしたら、私は、あなたが私からの花束
として修道院のためにそれを買うことを願っています。私は彼女たちにこの本を贈りたい
のです、私が言いたいのは私たちの修練院のためにということです。私たちはお金を共有
していますので、それが可能です。

717. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 8 月 27 日

マリアさま、あなたの子供たちを守ってください。
親愛なる私の娘、
2

あなたの願いにそって、三つの大きなオフィス (Oﬃce, 職務) の写しをそちらに送りま

す。大変古くなった写しが 2 部ありますので、そちらでそれらを書き写してもらってくだ
さい。私の方から (霊生、教育、財務の) 3 人の責任者に手紙を書いてそれらを渡します。
3

親愛なるメール (Mère)、リーダーを養成しましょう。と申しますのは、私たちの修道

院はどこもリーダーを欠いています。リーダーたちが特に愛徳、柔和の徳、謙遜の徳を身
につけるように養成しましょう。リーダーの模範の影響は大きいです。そして、修道院

(複数) はリーダーがいないということでしばしばうまくいきません。残念に思いますが、
いちばん責任があるのは私です。
4

こちらのポストラント (postulante, 志願者)、スール・サント・マリーは私を大変喜ば

せてくれます。彼女は素晴らしい善意の持ち主です。彼女はとても明るく、まだ、少し軽
薄ですが、自分の欠点を指摘してもらうことを望んでいます。霊的生活では彼女はまだ駆
け出しです。ですから彼女の教育にはまだまだしなければならないことがありますが、高
い資質に恵まれています。彼女はかなりきれいな字を描きます、将来、いい腕の持ち主に
なりそうです。マドゥモワゼル・イーブルは来週入会します。彼女はメール (Mère) とし
て素晴らしい人材です。
5

親愛なる私たちのローモン神父さまの具合が大変悪くて、手の施しようがないように
‡

編者註：P. Michel-Ange Martin が書いた有益な本の題。
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思えます。(もし、神父さまが亡くなられるようなことになったら、) 私たちにとっては大
きな損失です。でも、神父さまが天国へ行かれるための機は熟しています。そして、主は
神父さまに急いで報われることを望んでおられます。神父さまのためにたくさん祈っても
らってください。神父さまは小心に悩まされておいでです。そのことが神父さまの病状
をさらに悪化させています。
6

親愛なるスール・サン・トギュスタンには「祝日† おめでとうございます」と申し上げ

ます。彼女からの手紙はとても嬉しく読ませていただきました。
7

カイエ師に、べロック夫人がレクトゥールに赴いてコングレガシオンを設立したこと、

そして、そのコングレガシオンにはすばらしい熱意があることをお知らせください。レク
トゥールの人たちは (自分たちのところに) 修道院を望んでいるようです。(聖堂の) 二階
席が小教区の教会に面している元修道院が提供してもらえるでしょう。レクトゥールで
は、モンフォールの (修道院の) 設立には大きな困難があり、もし、モンフォールのため
に当てられている基金と人材を移せば、レクトゥールの (修道院の) 設立には、困難は全
然ないだろうと言っています。良心に問うて、私にはそういうことができるのかどうか分
かりません。私は、ダム・シレールの方たちのことについてはっきりしたことはまだ決め
ていません。このことは、ボン・ペールに吟味検討していただく価値はあります。このこ
とについてボン・ペールにお手紙をさしあげてもいいでしょう154 。
8

親愛なる私の娘、私が手紙を書きはじめていたところに、メール・サン・ヴァンサンが

あなたからの手紙を受け取りました。あなたからの手紙で私たちは大変悲しい思いをいだ
いています。でも結局は、このカリスを飲まなければなりません。マドゥモワゼル・イー
ブルの入会のことがありますので、マンディブロン氏に手紙を渡すのは今度の月曜日まで
待つことにします。マドゥモワゼル・イーブルのご両親は彼女の入会につよく反対してい
ますので、スール・サン・トギュスタンの退会が、マドゥモワゼル・イーブル (の入会)
にさらに新たな反対を引き起こすことになるでしょうから。あなたのために (スール・サ
ン・トギュスタンの) ご両親が (彼女を引き取りに) こられる日をこちらで決めましょう。
でも、このかわいそうな子供 (スール・サン・トギュスタン) には前もって知らせておい
た方が賢明だと思います。
9

今黙想をしているお嬢さんを助修道女 (のポストラント) ととして認める前に、神さま

のみ前でよく検討してください。彼女の能力からして、将来財務 (Travail) の責任者にな
れるでしょうか。本修道会では責任者になれる人がひどく不足しています。それに、助修
道女はいっぱいいます。修道会はどこも、メール (Mère) に比較して助修道女は殆ど受け
†

編者註：聖アウグスチヌスの祝日は 8 月 28 日。
シャミナード師は、数ヵ月間の予定でボルドーを留守にしている。師は、フランスの北東部のマリア会
の重要な問題を解決し、アルボワで汚れなきマリア修道会 (Filles de Marie) の姉妹たちの年の黙想を指導
し、修道会の法的認知に必要な手続きのためにパリに滞在する。(Cf. L.C. no440)
154
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入れていません。
10

トナンでボン・ペール (bon Père) は、メザンのお嬢さんのことを決めるのを忘れて

しまわれました。それで、彼女は今でも黙想をしています。院長さまは、彼女は本修道会
に適していると思っています。カイエ師の方で、彼女を修道院の中に受け入れることを
許可していただけないでしょうか。ボン・ペールは、彼女に 2 週間後にご自分宛に手紙を
書くようにと言われ、そして、しばらくしたら、状況と彼女の態度次第では、彼女をボル
ドーの方へ呼ぶことになるだろうと言われました。ボン・ペールはご自分の用事で彼女の
ことを忘れてしまわれたのです。それで、彼女はかわいそうに黙想を終われないでいます

. . . これはひとつの試練です。
11

さようなら、親愛なるメール・私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたと大切

な群れ (姉妹たち) に挨拶をおくります。
スール・マリー・T.
12

スール・イザベルのためにたくさん祈ってください。私は彼女の頭のことを心配して

います。彼女が (誓願の) 更新をすることができなかったことを悲しんでいるのをみると
かわいそうになります。

718. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1827 年 8 月の終

イエスさま、私のすべて。
親愛なる私の娘、
2

スール・ブリジットのことでは、私もあなたと同じように考えます。そのことで、私は

ボルドーの方に手紙を書きました。同じ許可が前にスール・ローズとスール・サン・ロー
ランに与えられています。私は前と同じ指摘をしました。
3

私たちは会則の草案と (郵便) 箱は受け取りましたが、メザンの黙想者についてふれて

いる手紙は受け取っていません。もし、あなたがメザンの黙想者にスール・セレスティー
ヌの名前をつけるのでしたら、それはきれいな名前だと思います。でもそうなれば、私は
アジャンの誰にもこの名前をつけることはできません。スール・ジェルメーヌのことにつ
いて少し私たちに知らせてください。もう長いことあなたは彼女のことについては何も私
たちに話してくれていません。
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4

私は、あなた方がマドゥモワゼル・シャノーのお金をどれほどかもらうことができれ

ばと願っています。ボン・ペール (bon Père) は、マドゥモワゼル・シャノーからは 1 万

2 千フランいただけるだろうと思っておられました。私はそのお金をあなた方に送ってあ
げたいところですが、私たちは出費が大変かさんでいます。聖なる清貧万歳。私たちのす
べての娘たちが清貧を心から愛し、そして、実行することができますように。清貧は修道
生活の基本的な徳です。清貧をなおざりにすることによって、多くの乱用が昔の修道院に
入り込んだのです。私たちは貧しくいらっしゃるイエス・キリストに従うためにすべてを
去ったのです。イエス・キリストと共に貧しい者となりましょう。イエス・キリストは空
の鳥を養ってくださいます、野の百合に着せてくださいます† 。そのイエス・キリストが、
ご自分の花嫁たちが滅びるのを見過ごされるでしょうか。
4

さようなら、親愛なる私のメール (Mère)、私が、イエスさまのみ心においてどんなに

心からあなたを愛しているかあなたは知っています。
スール・マリー
5

私がスール・サン・フランソワに出した手紙の中で、メラニのことを話しましたが、メ

ラニに早く手紙を書かせてください。
私たちは、スール・アンジェリックにご両親が生きていらっしゃる間は、彼女のために

3000 フランしかいただかないことにして、寄宿費をいただいた方がいいです。そして、彼
女の寄宿費はトナンのあなた方に残すようにしましょう。資産のことは神父さまがお決
めになるでしょう。メール・ガブリエルがアルボワに行きます。そのことで、メール・ア
ンカルナシオンが悲しんでいます。

719. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1827 年 9 月 2 日

イエスさま、私たちをあわれんでください。
2

親愛なる私の娘、そうです、尊敬すべきローモン師の病状がとても悪くて、手の施しよ

うがないのです。神父さまは聖人のような人ですから天国へ行きますが、でも、(神父さ
まの) 死は私たちにとってとても大きな損失になります。神父さまは少し妄想を抱いてお
られますが、でも、それは聖性の妄想です。神父さまはご聖体拝領、ご自分のお仕事. . . な
どを夢想しておられます。神父さまは肝臓の病気と肺の疾患で死んで行かれます。私は
†

編者註：マタイによる福音書 第 6 章第 26-30 節。ルカによる福音書第 12 章第 24-28 節。
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本当にこのかわいそうな聖なる人を惜しく思います。神父さまのためにたくさん祈ってく
ださい。主が神父さまをその最期において力づけてくださいますように。
3

親愛なるスール・アンジェリックが元気で着きました。彼女の体の調子はいいです。

彼女はリネン室の係りの補佐、そして、花壇と植木鉢の花を育てる係りに任命されていま
す。これは彼女の運動になるでしょうし、彼女も喜んでいるようです。
4

ラリボ師が友人に会いに来られました。私もラリボ師にお会いすることができました。

5

親愛なる姉妹、いつもより以上にこの世から解脱しましょう。私たちの希望と願望を

天の祖国に向けましょう。天国のためにだけ働き、天国だけを切望しましょう。
6

私の状態は数日前からかなりいいです。もう効かなくなっていた廃液線の代わりにつ

けたサンボワ (symbois, 排液管の一種) が私にとても有効です。
7

スール・マルトのことで神さまに感謝します。マリアさま、あなたの娘の誰も滅びる

ことのないようにしてください。
8

あなたがポストラント (postulante, 志願者) にスール・サン・ルイの名前をつけるこ

とを私は大変喜んでいます。
9

私たちの主イエス・キリストにおいて、さようなら、すべての姉妹たち。
スール・マリー, R. F. de M.†

720. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 9 月 4 日

イエスさま、私たちの事業を守ってください。
親愛なる私の娘、
2

あなたからのお手紙をいただいたところです。機会がありますので、今すぐあなたに

返事を書きます。
3

私はモンフォールのドゥモワゼルの方たちの決定に大変満足しています。(修道院の)

設立の前に、この方たちが修道生活の養成を受けた方がいいからです。神さまはすべてに
おいてそのご計画をおもちです。

†

編者註：R. F. de M. は Religieuse Fille de Marie の略。
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私たちは、かわいそうなマンディブロン家の人たちに手紙を出す予定です。マドゥモ

4

ワゼル・イーブルは明日か明後日に入会します。
正直に申し上げて、こちらのポストラント (postulante, 志願者) たちのためにボルドーに

5

場所があればいいなあと思っています。はっきり申し上げて、私たちはこちらに長いこと
ポストラントを留めて置くべきではないのです。ポストラントたちを教育する時間があり
ません。ポストラントたちは指導が受けられません. . . 何とかポストラントたちをそちら
に住まわせる方法を考えてください。と申しますのも、(修道院の) 設立に備えて人材を
養成するための時間を無駄にしてはならないからです。それに、こちらにはあまりかんば
しくないある模範もあります。
私たちは、モンフォールのポストラントたちをおくることについて、あなたがおっしゃ

6

ることはすべて行いましょう。神さまがあなたに勇気を与えてくださいますように。と
申しますのも、これらの退会のことでは、あなたには勇気が必要です. . . 私はあなたの苦
しみを分かち合います。苦しみは私たちが共有するものではありませんか。
私がレクトゥールの話をした時には、ヌヴェール愛徳修道会の姉妹の方々のことは考

7

えていませんでした。もちろん、私は善がよりよく行われるところに修道院は設立すべき
だと考えます。
私はコリノ師にお手紙をさしあげて、コンドムの姉妹たちの黙想の指導をしてくださ

8

いますようにお願いしました。日に 1 回の務めと告解をお願いしました。でも、まだご返
事はいただいていません。コンドムのかわいそうな姉妹たちは、私たちが日ごろお世話を
いただいている神父さま方の指導による黙想を緊急に必要としています。ムラン師はコ
ンドムに行くことがおできになりません。神父さまは仕事に追いまくられておいでです。
ローモン師がいらっしゃいませんので仕事が 3 倍にもなっています。尊敬すべきローモン
神父さまは、2 日前から臨終を迎えようとしておられるようです。神父さまは大変苦しん
でおられますが、すばらしい感銘を与えてくださっています。
トナンのためにはどうしていいのか私には分かりません。ムラン師はトナンにはご自

9

分が行くことがおできになると思っておられましたが、でも、それは不可能だと私は思い
ます。私たちはこちらに神父さまがいらっしゃらないとどうにもなりません。
10

スール・イザベルのことでは私は本当に悩んでいます。彼女には、本当に狂気に陥る

時があります。彼女は本当に頭がおかしくなっています。フィアト (ﬁat)、フィアト (ﬁat)

...
11

コンドムの院長さまはメール・ガブリエルが出発するということ155 で大変困っていま

す。私は、無料でコンドムの姉妹たちが引き受けることになるこれらの寄宿生のための過
重な負担のことで大変心を痛めています。コンドムの姉妹たちには多額の借金があるので
155

アルボワの修道院へ
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す. . . かわいそうな院長さまはさらに頭の痛い思いをするでしょう。
スール・クロチルドの収入はアジャンに入るようにすべきか、あるいはまた、コンド

12

ムに入るようにすべきか、あなたの方からボン・ペール (bon Père) にお聞きしてくださ
い。そして、その返事をあなたが知らせてくださる時には、私の方から返事があったよう
には思わせないでください。私には、メール・サン・ヴァンサンが私からの返事だと思っ
て欲しくないそれなりのちゃんとした理由があるのです。もし、ボン・ペールがコンドム
に入れるべきだとお決めになる場合は、コンドムの修道院と窮乏の負担からみて、それが
ボン・ペールの方から来たのだと思わせる必要があります。
さようなら、親愛なる私の娘。あなたのすべての娘たちに口づけをおくります。そし

13

て、私たちの主イエス・キリストにおいて、私の心からの愛情を受け入れてください。
スール・マリー・T.

Sup. des F. de M.†
私が書いた本会の小史をそちらに送ります。それを読んでみてください、カイエ師に

14

も読んでもらってください。そして、私に送り返してください。と申しますのは、私はま
だ書き終わっていないのです。
モンフォールの施設の収入は、寄宿生の経費のためにコンドムに当てていいように思

15

います。
もし、あなたがスール・ジャン・バチストには召命がないと確信しているのでしたら、

16

彼女を長く留めて置いてはなりません。そのようなことはすべてに害を及ぼします。そ
れに、こちらの親愛なるポストラント (postulante, 志願者) のひとりのために場所ができ
ることになるでしょう. . . 召命のない人たちが (召命に) 忠実な他の人たちのための場所を
しめることになります。
テロブのお嬢さんがひとりいます。ボン・ペールのおっしゃることによれば、彼女は

17

ボルドーの修練院に行くことになるでしょう。彼女もまた (修道院の) 設立のためです。
彼女は得がたい人物です。もしそちらに場所があるのでしたら、カイエ師の方から宣教師
のデュパン師に手紙を書いていただかなければなりません。そのことをなおざりにしな
いでください。このすばらしい人をのがしてはなりません。
スール・アンヌの方からあなたに、彼女の親戚でラムルスとかおっしゃるご婦人のお

18

便りを知らせて欲しいとのことです。そのご婦人については、マドゥモワゼル・ラムルス
にお聞きすれば教えていただけるでしょう。

†

編者註：Sup. des F. de M. は Supérieure des Filles de Marie の略。
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721. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
1827 年 9 月 5 日

+J. M. J. T.

主よ、彼に永遠の安息を与えてください、そして、永遠の光によって彼が照らされます
ように。
親愛なる私の娘、
2

尊敬すべきローモン師が 9 月 5 日朝の 9 時半に亡くなられたことをお知らせします。師

は大変苦しまれましたが、常に聖人のように苦しまれました。スール・カトリーヌ、スー
ル・ジュヌヴィエーヴ、そして、ヤナシュ夫人が交代で毎晩師を見守りました。師は、ご
自分の家族の姉妹 (修道女) がいつも自分のそばにいて欲しいと言っておられました。師
は神さまのことしか考えませんでした。神さまは師の慎み深さのために奇跡を行ってくだ
さいました。と申しますのも、師は、その衰弱にもかかわらず、お手洗いのためにひとり
で起き上がることをいつも望まれました。
3

スール・カトリーヌが共同体への祝福を師にお願いしますと、師は共同体のために祝

福をしてくださいました。ムラン師が師の腕を支えてくださいました。師は、師がこよな
く愛したおん方と一緒にいることを楽しんでおられます、私は心からそう信じています。
でも、神さまの裁きは (私たちには) 伺い知ることができませんので、師の魂の安息のた
めに祈ってください。私たちは本当に師に恩義があります。私たちは恩人、そして、真の
友人を失いました。
4

私たちの親愛なる姉妹たち、そして、スール・サン・ルイにもよろしくお伝えくださ

い。私たちはスール・アンジェリックに大変満足しています。メール・サン・ヴァンサ
ンは彼女を宝だと思っています。私たちは次の次の日曜日、マリアのみ名の祝日† の八日
目に聖なる服を彼女に与えます。彼女のご両親に知らせてください。
5

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

722. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

†

編者註：マリアのみ名の祝日は 9 月 12 日。

1827 年 9 月 7 日
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マリアさま、私たちを守ってください。
親愛なる私の娘、
2

(私たちの修道会の) グループが新しいぶどう畑を耕すためにアジャンからトナンに赴

いてから、今日で 7 年になる‡ と思います。神に栄光あれ、このぶどう畑はいくらかの良
い実を結びました。(最初の) グループをつくった姉妹たちの二人† は、もう自分たちの報
いを受けに行きました。親愛なる娘、私たちは、もし私たちが忠実であるなら私たちのた
めにあるはずの報いを、失うことのないように努めましょう。
3

あなたの叔父さまと叔母さまは、ご自分たちのお名前をメラニに与えることはおでき

になりません。この子供のしあわせを遅らせないために、特に、予期しない死去の場合の
ことも考えて、トナンのコングレガシオンの会員の誰かに頼まなければなりません。
4

私たちの主において、愛情をこめて、あなた方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー

5

マドゥモワゼル・イーブルは入会しました。私たちは彼女をスール・マリー・イヤサ

ントと呼んでいます。彼女はメール (Mère) になるための素晴らしい人物です。スール・
アンヌは少し体調をくずしています。

723. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
1827 年の初め、メール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンの健康状態は憂慮すべきものでした。春に
なって病状は、しばらくの間でしたが快方に向かいました。9 月からは病気はいっそう重くなり、健康状態
は急速に悪化することになります。

+J. M. J. T.

1827 年 9 月 15 日

すべてにおいて、神さまだけを。

‡

編者註：1820 年 9 月 7 日。院長はメール・テレーズ・ヤナシュ。
編者註：メール・テレーズ・ヤナシュは 1823 年 11 月 3 日トナンにて帰天、スール・サン・テスプリ・
リオンは 1825 年 11 月 28 日トナンにて帰天。
†
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親愛なる私の娘、
2

この機会を利用して一言。「マリアのみ名の祝日‡ 」に親愛なるスール・ドロテが私に渡

した請願書をあなたに送ります。スール・ドロテには、修練期を短縮するのは私の権限で
はありませんので、請願書はボン・ペール (bon Père) に送りましょうと申しました。彼
女の請願書をカイエ師に渡してください。この親愛なる子供はその規則正しさと熱心さに
よって修道院に感銘を与えてくれます。彼女にはいろいろ仕事があるのですが元気です。
授業は前よりはうまくいっています。神さまが彼女の善意を祝福してくださるでしょう。
3

こちらのポストラント (postulante, 志願者) たちは大変模範的です。スール・イヤサ

ントは将来、大変有能な霊生 (Zère) の責任者になれるでしょう。彼女は素晴らしい判断
力をもっていますし、神さまを求める真摯な願望をももっています。スール・サント・マ
リーはそれほど円熟していませんが、大変快活で、すべてに大変献身的です。彼女は霊的
生活にはまだ駆け出しですが、素直に指導を受けます。ポストラントたちは自分のいるべ
きところにいるようです。
4

聖なる遁 (のが) れ場 (修道院) から出ることになる、スール・サン・トギュスタンと

他の人たちのことで私は大変心を痛めています. . . すべてにおいて神さまの聖なるみ旨が
行われますように。お選びになるのは主です。
5

トナンから来た助修道女になるためのポストラント、スール・アンジェリックが明日

聖なる服を着けます。彼女は聖人のような子供です。自分の仕事を黙ってして、1 分も時
間を無駄にすることがありません。彼女は体は丈夫ではありませんが、仕事はたくさんす
るでしょう。彼女は私たちのために、プラム、梨、無花果 (いちじく) などを漬けてくれ
たり、かまどをたいたり. . . などしてくれます。彼女はそのようなもろもろのことを慎み
深く、そして、黙ってしています。メール・サン・ヴァンサンは彼女のことを大変高く評
価しています。
6

私の体の具合は数日前から悪くなっています。お医者さまには絶対安静をするように

求められています。それで、11 時にしか起きません。そして、その後はひじかけ椅子に
座っています。私が体の力をなくしてしなわないように、お医者さまは私が歩き回ること
を望みません。私はほとんど食べませんので、体の力がもどらないのです。このように休
むようになりましてから、私の具合は前よりはよくなりましたが、でも、何と多くの犠牲
をささげなければならないことでしょう. . .
7

さようなら、親愛なる娘、私の年上の娘を初めとして親愛なる群れ (姉妹たち) の全員

に口づけをおくります。
スール・マリー・T.
‡

編者註：マリアのみ名の祝日は 9 月 12 日。
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8

聖人のようなローモン師の魂の安息のために祈ってください。師は、救いを予定され

た者の死をとげられました。そのことをボン・ペールに伝えてもらってください。そし
て、司教さまが神さまのみ心にかなった指導司祭と聴罪師を私たちに与えてくださいます
ように、祈ってください156

724. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.

1827 年 9 月 17 日

イエスさま、私のすべて。
親愛なる私の娘、
2

私は、あなたが親愛なるスール・フランソワに会うことができたのかどうか知りませ

ん。スール・フランソワは、病気のため修練院から出たかわいそうなスール・サン・トギュ
スタン・マンディブロンに同伴して来ました。ボルドーでスール・フランソワをとても必
要としていましたので、彼女はここでは 1 日過ごしただけでした。別の機会であれば、こ
れは私たちにとって大変嬉しいことであったのですが、今度の機会では、私たちは大変つ
らい思いをしました。イエスさま万歳、イエスさまの十字架万歳。
3

神さまがスール・マルトにくださった光のことで、私は心から神さまを賛美します。

スール・マルトの (修道院では禁じられている) 所持品を見つけた時、私たちが彼女のこ
とでどんなにつらい思いをしたか考えてみてください. . . 彼女が償いの本当の精神を理解
することができますように。でも、彼女には (知的) 能力があまりありませんので、彼女
にはそれほど罪はないと思います。もで、そのことは聴罪司祭には告げてください。
4

スール・サン・ルイは志願期を始めることになります。彼女が (霊的生活には) 駆け出

しのままで大切な修練院に行くことがありませんように、彼女に聖なる自己放棄と他の
徳をよく教え込んでください。こちらのふたりのポストラント (postulante, 志願者) たち
は、とても模範的です。スール・アンジェリックは、イエス・キリストの制服 (修道服)
を着ていることを心から喜んでいます。彼女は本当の修道女になれるでしょう。メール・
サン・ヴァンサンの指導ぶりは本当に立派です。彼女は、あなたも驚くほどの注意と気配
りをしています。母親の情愛は常に現れるものだと言われていますが、これは当を得てい
ます。母親 (の役割) でなかった時とは大違いです。

156

司教はセール神父を任命してそれに備えた。
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5

コリノ師が大切なコンドム (の修道院) の黙想を指導してくださいました。師は準備な

しでコンドムに行かれましたので、院長さまは大変心配でした。スール・ブリジットが終
生誓願を更新しましたが、(メールの) マントを着けずにしました。他の姉妹たちは普通
の誓願 (有期誓願) だけの更新をしました。スール・ナティヴィテは 1 年間だけの更新を
しました。スール・マリー・デ・ザンジュは試みに 3 ヵ月の誓願の更新をしました。
6

親愛なる姉妹、あなた方の黙想はいつになりますか。ムラン師が、あなた方の黙想の

指導に行かれる希望を私にもたせてくださいましたが、でも、師はどのようにしてそれが
可能なのでしょうか。師はカルメル会とか私たちなどのいろいろな共同体の仕事に忙殺
されておいでです. . . でも、師は、あなた方の黙想の指導をぜひしたいと思っておられま
すし、私もそう願っています。師は本当に本修道会の精神をもっておられます。あなたの
方から師に手紙を書いて、黙想の指導をしてくださいますようにお願いしたらいいと思い
ます。
7

さようなら、親愛なる姉妹たち、私は長い手紙は書かせてもらえません。至愛なる花

婿のみ心において、あなたに口づけをおくります。
スール・マリー、R. F. de M.†

725. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 9 月 19 日

神さまの聖なるみ旨、
2

親愛なる私の娘、フレール (Frère)・メマンの機会を利用して一言。私の具合はよくあ

りません。衰弱の状態が続いています。でも、魂の方が肉体よりもそのことでさらに苦し
んでいます。私が何の役にも立てないということから霊的な利益を引き出すことができる
ように祈ってください。
3

あなたが親愛なるノヴィス (novice, 修練者) たちについて私に話してくれることに私

は大変つらい思いをしています。あなたを本当に気の毒に思います. . . あなたは大変苦し
んでいるに違いありません。でも、これは信仰から出る言葉ではありません。いいえ. . . む
しろ、イエス・キリストの十字架にあずかっていることを喜びましょう。そうすれば、私
たちもイエス・キリストの報いにあずかるでしょう。いつも、信仰の観点を示してあげま
†

編者註：R. F. de M. は Religieuse Fille de Marie の略。
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しょう。信仰の慰めをもたせましょう。そこに、汚れなきマリア修道会 (Filles de Marie)
の会員を生かさなければならない精神があります。
4

マリーから請求のあったインゲン豆は買うことにしましょう。今年は欠乏しています

ので、どこでも高値がつくでしょう。
5

スール・ジョゼフィーヌのために祈ってください。彼女は苦しんでいます。彼女は何

という妄想を抱いていることでしょう。しっかりとした頭をもった人だけを受け入れるよ
うに十分に気をつけましょう。会則には、試練に耐えることのできる「しっかりした人」
だけを望むとあります。
6

さようなら、親愛なる私の娘。私たちが心から口づけをおくったスール・フランソワの

ニュースを私たちは心待ちにしています。彼女はあなた方にスール・アンジェリック・
ジョリの着衣のことを知らせてくれたと思います。
7

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなたと群れ (姉妹たち) の全員に心からの口

づけをおくります。
スール・マリー、R. F. de M.†

726. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 9 月 28 日

神さま、私たちの身分の本当の精神を私たちに与えてください。
親愛なる私の娘、
2

あなたにこちらのニュースを知らせる (手紙を託す) ことなくマドゥモワゼル・リヴィ

エールを出発させたくありません。そして、そちらのニュースもこちらに知らせてくださ
い。私の健康はほぼ相変わらずの状態です。多少時間のかかるものは何にも専念するこ
とができません。
3

親愛なるメール (Mère)、プロテスタントを両親にもつふたりの少年をボン・ペール

(bon Père) の小神学校に受け入れることができないかどうか、コリノ師と検討してみて
ください。この子供たちを誤りから救い出したいのです。(誤りから救い出せる) 可能性
はありますが、この子供たち、そして、子供たちの両親と話さなければなりません. . . メ
†

編者註：R. F. de M. は Religieuse Fille de Marie の略。
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マン氏がこの子供たちのことをボン・ペールに話してくださったはずです。(そちらから
の) 返事を願っています。ふたりを獲得して地獄から救い出すこと、これは事業の中の事
業であるように私には思えます。もし、この子供たちを小神学校に受け入れることができ
なかったとしたら、どこか他のところで受け入れることができるのでしょうか。アジャン
とか、あるいは、本修道会が学校を引き受けることを予定しているコンドムに。
4

ある事情がなければ、この機会を利用して、ふたりのポストラント (postulante, 志願

者) をそちらのおくったのですが。(彼女たちは) 次の機会におくることにします。
5

モンフォールのドゥモワゼルの方たちの話はもう聞かなくなりましたが、この方たち

の出発のことはどうなっていますか。そのことで何か知っていますか。
6

私たちはアジャン出身のモワラ夫人をドネ (donnée, 奉献者) として受け入れることに

しています。彼女は大変脚が悪くて、そのことで彼女を修道女として受け入れることが
できないのです。彼女は神さまだけを求める素晴らしい人です。彼女はボン・ペールと話
をしたのですが、ボン・ペールは、その後すぐに彼女が入ることを承諾なさいました。も
し彼女が堅忍すれば、ボン・ペールが彼女に単純な誓願を立てることを許可されるでしょ
う。でも、彼女は修道服は着けないでしょう。彼女は 30 歳です。
7

メール・サクレ・クールは、6 ヵ月前からトナンにいる助修道女になるためのポストラ

ント、スール・ジェルメーヌがこちらに来て修練期を過ごすことを望んでいるようです。
でも、仕事のためにトナンで彼女に代わる人がいなければなりません。私は、スール・テ
オティストが誓願を立てるのを待たなければならないと思いますし、また、そのころにな
ればスール・テオティストがトナンでスール・ジェルメーヌに代わることができるでしょ
うし、そうすれば、スール・ジェルメーヌは修練期をするため、あるいは、終わるために
アジャンに来ることもできるでしょう。スール・ジェルメーヌは田舎の人です。
8

さようなら、親愛なる姉妹。私は長い手紙を書くことができません。私たちは、ふた

りの (キリストの) 許婚 (いいなずけ) を初めとしてあなたの大切な群れ (姉妹たち) を含
めて、あなた方すべての人に口づけをおくります。私たちはふたりの許婚には心からのお
祝いの気持ちをのべたいと思います。と申しますのも、私たちは、私たちの主において、
彼女たちを心から愛しています。親愛なる娘、あなたは人に倍する私の気持ちを受け入れ
てください。
スール・マリー・T.
9

グラメニャックのご婦人の方々に私の尊敬の気持ちをお伝えください。もし、私の方

からノヴィス (novice, 修練者) たちに返事を書かなければならないのでしたら知らせてく
ださい。
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727. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 10 月 6 日

神さま、あなたのすべての恩恵に対して、私は何をあなたにお返ししましょうか。
2

親愛なる娘、一言。フレール (Frère) の方たちにかかわる緊急な用事で、先週私たち

がボルドーにおくった、メマン氏のポストラン (postulant, 志願者) がどうなったかすぐ
に私たちに知らせてください。そのポストランの到着について何の便りもありませんの
で、母親が悲しんでいます. . . そのポストラン (postulant, 志願者) についてできるだけ早
く (消息を) 知ることができるように、あなた方に手紙を書くことを親に約束していたの
です。
3

マドゥモワゼル・ラフォルグは来週、助修道女になるためのポストラント (postulante,

志願者) と一緒にこちらに着きます。ドゥモワゼル・セゼラックの方たちは、今年は両親
が持参金を出そうとしないと言って従いません。マドゥモワゼル・ラフォルグと一緒に、
こちらの親愛なるふたりのポストラントをおくることにします。そちらには場所はある
と思います。ドゥモワゼル・セゼラックの方たちの場所があったわけですから。他の人た
ちの出発の準備のために、マドゥモワゼル・ラフォルグは数日こちらに留めておきます。
トナンのポストラントも修練院に呼び寄せたらいいと思います。
4

私は希望のもてる若い人の名前を覚えていません。でも、カイエ師の方からデュパン師

に、テローブの若いお嬢さんだと言っていただくこともできるでしょう。あるいは、ボ
ン・ペール (bon Père) が修練院に行くように指名なさった人だと言っていただきますと、
デュパン師は分かってくださるでしょう。彼女には、教えられることを体得する能力があ
ります。このようないい機会を逃してはなりません。彼女が将来のスール・マリー・ドゥ・
シャンタルになることができるお恵みを、私たちに獲得してくださいますように、聖なる
おとめマリアにたくさん祈ってください。でもまず、私たちがお恵みに忠実に応えること
によって、本修道会の人たちに対していただく祝福に値するようにしましょう。天におら
れる花婿に対する私たちの愛にもう限度をもうけないようにしましょう。
5

今日コリノ師にお会いしました、そして、事業のことについてお話し申し上げました。

6

私の健康状態はよくなりません。私は何とかやっています. . . 神さまのみ旨が行われま

すように。私の肉体よりもさらに憔悴 (しょうすい) している私の魂のために祈ってくだ
さい。私は大変無気力な状態にありますのに、永遠は近づいてきます. . .
7

さようなら、すべての私の親愛なる娘たち. . . あなた方のよき母より。
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スール・マリー・T.

728. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
+J. M. J. T.
1

1827 年 10 月 10 日

私の年上の娘、親愛なるメール・サクレ・クールに一言。親愛なる姉妹、こちらのふ

たりのポストラント (postulante, 志願者) をあなたのところにおくりたいと思います。も
し、あなたが定期市の時に彼女たちをボルドーへおくるいい機会があると思うのでした
ら、彼女たちをトナンへ出発させます。あなたは彼女たちに会って大変喜ぶと思います。
彼女たちは本当に感じのいい人たちです。
2

あなたに亡くなられたローモン師の格言をいくつか送ります。格言はたくさん見つか

りました。皆似たようなものばかりです。師は衣類と本は神学校に、財産は、宗教団体へ
のいくらかの遺贈分と共に親族の方々に、そして、サクリスティ (香部屋) にあった物は
私たちに残してくださいました。私たちは、師が私たちにしてくださったこと、また、私
たちのためにしようと望まれたことすべてに対してどんなに感謝しなければならないこ
とでしょう。
3

私たちが訴訟で争っていると誰があなたに言ったのか分かりませんが、これは根も葉

もないことです。私にはどこからこのような噂が流れたのか分かりません。平和であっ
てください。平和であってください。
4

私の健康状態は回復しません。衰弱が続いていますし、それに、ほんのわずかのもの

しか食べることができないことでいつも苦しんでいるのですが、このわずかなものでさら
に苦しんでいるのです。それがまた私から祈りをする意欲をそいでいます。私はすべて
を無理して行っています。残念なことですが、永遠のことについても真剣に話す術も知ら
ず、その永遠に向かっているのです。考えたり備えたりするために病気になるのを待って
はなりません。
5

私にはまだ働く意欲はあります。少しでも働けるような時があれば、それはもう私に

とっては大変な喜びです。私は軽佻浮薄 (けいちょうふはく) なことばかり考えています。
祈りの時でさえも、私は何を食べることができるだろうかと考えるのです。私はすべて
において自分が楽になることばかりを求めるようになっており、また、何の苦行もしなく
なっています。すべての姉妹たち、私のために祈ってください。
6

私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた方に口づけをおくります。
スール・マリー・T.
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729. アルボワのスール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ宛
スール・サン・ジョゼフは 9 月 30 日アルボワで終生誓願を立てました。メール・マリー・ドゥ・ラ・コ
ンセプシオンは彼女が全く花婿のものになっているのを知って、彼女に手紙を書き、メールが感じる喜び
を彼女と分かち合っています。

+J. M. J. T.

1827 年 10 月 25 日

主よ、あなたは私の隷属の鎖を打ち砕いてくださいました。あなたに称賛のいけにえを
おささげします。
2

親愛なる私の子供、あなたが天におられる花婿と結んだ貴い契約について、私が心に

抱く喜びをあなたにお伝えするのを遅らせたくありません。そうです、花婿の方からはす
べてが成し遂げられました。あなたは永遠にその花嫁です。あなたの方からもすべてが
成し遂げられていますか。あなたのいけにえは完全ですか。あなたは本当に (自分に) 死
んだ者となっていますか、そして、あなたの生活は、今後、イエス・キリストのなかに隠
れたものとなるでしょうか。
3

私の健康状態では殆ど書くことができません。それで、今のべたような立派な、そし

て、有益な考察のなかにあなたを残します。
4

親愛なる娘、あなたは完全に本修道会に属する者となりました。小さな本当の宣教者

となってください。何人かの人の魂を獲得した後でしか天国へは行かないようにしましょ
う。それは、神さまに対するしっかりした愛の精神と本当の苦行の精神によってしか達
成することはできません。と申しますのは、(キリストへの信仰とキリスト教的な生活習
慣の) 教育の事業を辛抱強く続けるためには神さまに対する愛と苦行が必要であるからで
す。すべてを神の栄光のために、そして、完全な自己放棄を。
5

あなたに口づけをおくります、そして、至愛なるおん方のみ心の中にあなたを残します。
スール・マリー・T.

730. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 10 月 28 日

998
イエスさま、私のすべて。
親愛なるメール (Mère)、
2

私は、親愛なる私たちのポストラント (postulante, 志願者) たちの出発と到着について

のニュースをいただくことを大変願っていました。やっと、彼女たちが到着しました。神
さまに賛美。そちらには親愛なるメール・ガブリエルとそのふたりの連れもいますね。彼
女たちに修道名をつけましたか。もし、まだのようだのようでしたら、マドゥモワゼル・
ラフォルグにはスール・トゥリニテの修道名を、若いセゼラックにはスール・ペラジの修
道名をつけて欲しいです。暇がある時に、修練院のこの親愛なる子供たちの話を聞かせて
ください。この子供たちに私は深い関心をよせています。
3

あなたがキャベツスープをとることを禁じます、そして、私の方からスール・フラン

ソワーズに、あなたのためには他の料理をつくるようにお願いします。日ごろは、できる
だけ会則に定められた就寝と起床 (の時間) を守るようにお勧めします。病室にいるとい
うことだけでは、何の益するところがあるでしょうか。あなたの胃のために気配りをして
もらってください。食卓では、スール・アソンプシオンか、あるいは、他の人と一緒に食
事を出してもらうようにしてください。(そういたしませんと、) あなたは、他の人に追い
つくために余りにも早く食べることになるからです. . .
4

親愛なる姉妹、また、休憩時間を 2 時まで延ばして欲しいです。頭のために余りにも

緊張することがあります。そして、これは思った以上に危険なことは確かです。歌う人た
ちは 1 時半に歌ってもいいでしょう。歌うことは気を晴らすことになりますから。でも、
他の人たちのためには、休憩時間を 2 時まで延ばしてください。スール・イニャスは、修
練院のこの緊張は自分の健康に害を及ぼしていたと告白しています。こちらでは、彼女は
元気そのものですし、また、とても熱心です。元気であることは肉体の善のためであると
同時に、また、魂の善のためでもあります。
5

アルボワ (の修道院) のための包みをそちらに送ります。(アルボワに) 出発する姉妹

たちにくれぐれもよろしくお伝えください。私は彼女たちがいなくなることを本当にさみ
しく思います。私の心は彼女たちに付いていきます。私たちの主において、あなた方すべ
ての人に私の愛情をお約束します。
スール・マリー・T.
6

私の健康状態は相変わらずです. . . フィアト (Fiat)、フィアト (Fiat)。
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731. コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラ
シャペール宛
1827 年 10 月 28 日

+J. M. J. T.
イエスさま、私のすべてとなってください。
親愛なる私の娘、
2

神さま、メール・サント・フォワの姉妹の方がご自分の娘さんを手放すことを望まない

ということをお許しになります。それで、その娘さんからの手紙はメール・サント・フォ
ワには渡しませんでした。(渡していたら) メール・サント・フォワはその娘さんが来る
ように大騒ぎをしたことでしょうから。私が承諾したのも親切心からでした。
3

私の健康は相変わらず同じような状態です。神さまのみ旨万歳。

4

こちらに、スール・アンジェリックという名前のノヴィス (novice、修練者) がいます。

混同を避けるために、そちらのスール・アンジェリックの名前は変えなければならないで
しょう。アルボワにも同じ修道名の姉妹がひとりいます。
5

さようなら、親愛なるメール (Mère)、私たちの主イエス・キリストにおいて、あなた

方すべての人に口づけをおくります。
スール・マリー・T.

732. トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛
+J. M. J. T.

1827 年 11 月 2 日

主よ、永遠の安息を彼らに与えてください。
親愛なる私の子供、
2

長い返事を書くことができませんので、一言返事をします。終わったばかりの黙想に

よって新たにされたあなたの魂があなたの進歩向上のためさらに熱心に励むことによっ
て、新たな飛躍をとげることを希望しています。親愛なるセラフィーヌ、健康な時、若い
時を有効に活かしてください。健康を失うともう何もできません。

1000
3

親愛なる姉妹、本修道会の徳 (複数)157 を勉強することによって、私たちの完徳に励み

ましょう。聖なる会則にある方法によって励むことには、特別なお恵みがつけられていま
す。沈黙 (複数)、潜心をおろそかにしないようにしましょう。頻繁な糾明を忠実に行い
ましょう。私たちの射禱を増やしましょう。私たちのなすべき大切なことが自分の (行い
の) 矯正と進歩向上でありますように。
4

メール・サクレ・クールに、お手紙は受け取ったこと、また、ムラン師と私は、メー

ル・サクレ・クールがその若い人にアジャンに黙想をしに来るように手紙を書くべきだ、
との意見であることをお伝えください。そうすれば、私たちはその若い人がどのような素
質をもっているかみることができるでしょう. . .
5

メラニのためのドレスは受け取りましたか。

6

さようなら、親愛なる私の子供。私は心からあなたとすべての姉妹たちを大切に思っ

ています。私たち全員が、多くの魂を天国へ導いた後、天国で会うことができますように
努めましょう。
スール・マリー・T.
7

私の健康状態は回復しません。慈愛なる神さまは、その深いご慈悲において、私に償

いをする手段を与えることを望んでおられます。

733. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 11 月 7 日

神さま、私がすべてあなたのものとなりますように。
2

親愛なる娘、あなたにスール・マリー・コンスタンスのニュースを知らせてほしかっ

たのですが。あなたは彼女がひょうそ† に罹った話はしてくださいましたが、その後あな
たは何も言ってくださっていません。彼女は治ったのですか、あるいはまだ治っていない
んですか。
3

あなたは私の手紙を受け取ってくれたと思います。その中にはアルボワ行きの手紙も

入っていて、トナン経由で送りました。スール・マリー・イヤサントのための手紙もあり
ました。あなたにスール・サント・マリーのための手紙を送ります。スール・サント・マ
157
†

準備の徳、浄化の徳、完遂の徳。
編者註：瘭疽 (ひょうそ) とは、指先に生じる感染症のひとつです。
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リーはスール・マリー・イヤサントほどには心を開きません。それはあまり誘惑がなくて
心が安らかであるからだと私は思いました。スール・マリー・ドゥ・シャンタルの召命は
どうなっていますか。
4

天におられる花婿のために、忠実なお供のおとめたちの一団を養成することによって、

花婿の栄光のために絶えず励みましょう。あなたは活動によって、私は苦しみをささげる
ことによってそのように努めましょう。この自然的な地上の生活ではなく信仰を生きるよ
うに努めましょう。私たちの栄光ある終末を考えましょう。私たちの天の祖国へ目を向
けましょう。
5

次の機会に、あなたはスール・コンスタンスのマットレスと、彼女の足掛け布団のた

めの毛布を受け取ることになるでしょう。でも、メール・サン・ヴァンサンから、
「あな
たがスール・マリー・ドゥ・ラ・クロワの冬のドレスを送り返してくれる条件で」と、あ
なたに伝えるように言われました。
6

さようなら、親愛なる私の娘、カイエ師はいつトナンへ行かれますか。いつあなた方

の黙想の指導をしてくださいますか。
7

私の健康は相変わらず同じような状態です。私たちの主イエス・キリストにおいて、あ

なたに口づけをおくります。
スール・マリー・T.
8

あなたにお願いされた紡ぐための羊毛を送りましたが受け取りましたか。
コンドムの院長さまからメール (Mère) がひとりぜひ欲しいと言ってきています。メー

ルをとても必要としているのです. . .

734. アジャンのアジャン市長、ドゥ・リュガ氏宛
+J. M. J. T.

1827 年 11 月 15 日

市長殿、
私たちの長上シャミナード師は、教会関係担当大臣閣下より、私たちの共同体に対する
国王陛下の裁可をいただくために、パリより帰られてすべてを整えられました。しかしな
がら、それに先立って、修道会および (修道) 共同体の認可に関する 1825 年 5 月 24 日の
法律† に従って、アジャンの共同体が適当であるか、また、不適当であるかについて求め
られている調査報告をしていただくと共に、市議会の意見を聴取していただく市長さまの
†

編者註：「女子修道会および共同体の法的許可および存在」に関する 1825 年 5 月 24 日法のこと。

1002
ご厚情をお願いしなければなりません。国王陛下の承認に付されるべき書類の送付が遅れ
ることがありませんように、なるべく早急に議会を召集していただけますようにあえてお
願い申し上げます。
2

私の深甚な尊敬の気持ちをお受け取りください。

3

私はあなたさまのつましい従順なはしためです。
スール・マリー・トランケレオン

735. ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァ
ン宛
+J. M. J. T.

1827 年 11 月 21 日

マリアさま、あなたの子供たちを守ってください。
親愛なる娘、
2

結局は止むを得ずあなたにこの試みをしていただくことになりました。メール・アンカ

ルナシオンがポストラント (postulante, 志願者) になることを願っているジュリア・ダル
ディを、(自分のところに) 留めておくことを望みませんでしたので、私は、こちらでジュ
リア・ダルディに志願期をさせることを提案しました。でも、ボン・ペール (bon Père)
はそのことを適当とは判断されませんでした。そういうわけで、彼女をそちらの修練院に
おくります。私は彼女の反抗的な性格を心配していますし、それに (彼女の) 召命につい
ても疑念をもっています。そのことを除けば、彼女はなかなかいい才能をもっています。
主があなたと私たちの長上の方々を照らしてくださいますように。すべてを神さまのみ旨
のままに。
3

私たちにあなた方の黙想のことを詳しく知らせてくださいましたが、私たちはそれを

大変嬉しく思いました。私の親愛なるすべての娘たちによろしくお伝えください。
4

本修道会に入会を望んでいるスール・カトリーヌの兄弟の方158 について、ボン・ペー

ルにご返事をお願いしてください。また、入会を望んでいるひとりの人のためにも祈って
ください. . . とにかく、いろいろとしなければならないことがあります。
158

シャミナード師にとってもメール・ドゥ・トランケレオンにとっても、マリア会 (la Société de Marie) と
汚れなきマリア修道会 (l’Institut des Filles de Marie) はただひとつの修道会、
「マリアの修道会 (l’Institut
de Marie)」をなしていた。

1003
5

誰をコンドムにはおくりますか。

6

親愛なる娘、私の尊敬の気持ちを受け入れてください。
スール・マリー・T.

7

私の健康状態は良くなりません。私は働けない状態にあります、フィアト (Fiat)。スー

ル・マルトのことで、ボン・ペールにご返事をお願いしてください. . . 彼女は気が狂って
います。

736. トナンのメール・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
おそらくこの手紙はメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンが描いた最後の手紙です。これ以降の
手紙は 1 通も残されていません。ですから、メール・アデルの人生の初期の友人、アガト・ディシェ、メー
ル・デュ・サクレ・クールがメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンの最初と手紙と最後の手紙を受け
取ったことになります。

+J. M. J. T.

1827 年 11 月 28 日

主よ、彼女に永遠の安息を与えてください。
親愛なる私の娘、
2

今日でかわいそうなメール・サン・テスプリが亡くなってから 2 年† になります。私た

ちよりも先に「祖国」へ逝った (そう願っています) 親愛なる私たちの死者のために祈る
ことを決して忘れないようにしましょう。
3

そちらにスール・マルトのために角頭巾を送ります。残りのものはジュスチーヌの帰

りを利用してそちらに送ります。
4

尊敬すべきラコサド氏が私のために薬を処方してくださいましたので、それを飲み始

めています。氏は本修道会の熱心な保護者でいらっしゃいます。私は氏に、クレルフォン
テーヌ夫人の遺産でエグイオンにあるちょっとした財産をボン・ペール (bon Père) がト
ナンの大切な修道院に与えてくださることを、喜んでお知らせしました。私は氏にその財
産の管理をお願いしました。もし氏がお望みとあれば、その財産 (土地) は全部煙草の栽
培に使うことができます159 。そうすればさらに多くの収入があるでしょう。あなた方も、
そこから卵とか鶏などを得ることができるでしょう. . .
†
159

編者註：1825 年 11 月 28 日トナンにて帰天。
トナン地方では煙草の栽培が盛んであった。ラコサド氏はトナンで煙草工場の所長をしていた。
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5

私は、ラコサド氏があなたのことを財務のことについては殆ど無頓着であると非難し

ているのを知った上に、あなたが有料の授業の授業料を徴収するために何もしていなこと
が分かってつらい思いをしました。でも、長上のための規則のなかには、共同体の資産か
ら収益をはかるべきことがあります。また、氏は、あなたが作品の代金をいただいていな
いことも嘆いておられます。親愛なる娘、清貧の誓願は心が求めるある種の寛大さを許
しません。ルイズ夫人160 も、施しとして一度に 12 ソル† を越す金額は与えなかったことで
しょう。ここに清貧のもっとも大きな犠牲があります。そのことで時々面目をつぶすこ
とがありますが、そこに功徳があります。
6

私は病状から、もっと長い手紙を書くことができません。私は心からあなた方すべて

の人を大切に思います。また、あなた方の苦しみを分かち合います、そして、あなた方す
べての人が偉大な聖人になることを願っています。
スール・マリー・T.
7

こちらからスール・マルトのための新しい綿の服 1 着と、その他に出来上がったスカー

トと一緒に新品同様の服 1 着を送ります。これで都合服は 2 着になります。まだ縫製がさ
れていないスカーフ 4 枚、(ベールの代わりになる角頭巾に近い) ヘヤバンド 4 つ、普段
のヘヤバンド 12、ハンカチ 12 枚、肌着 12 枚、綿のストッキング 3 足、まだ縫製がされて
いないブルーの綿の前掛け 1 枚も送ります。あなた方のための前掛け 1 枚と毛糸もありま
す。もし、あなた方がウールのストッキングをいくらか、たとえば 2 足ぐらい、あるいは
そちらに送るのと同じような毛糸を持っているのでしたら、それらはスール・マルトにあ
げてください。

737. パリの教会関係、公教育担当大臣閣下宛
汚れなきマリア修道会 (les Filles de Marie) は、1825 年 5 月 24 日の法律‡ の恩恵に浴す
ることを願い、閣下にたいしまつり、汚れなきマリア修道会を許可する王令を賜る便宜を
はかってくださいますように謹んで懇願申し上げます。閣下のご厚意とご熱意を賜ります
ようあえてご期待申し上げます。従いまして、アジャンの司教閣下より正式にご承認いた
だきました汚れなきマリア修道会の規約161 をお届け致します。

160

国王ルイ 15 世の娘、ルイズ・ドゥ・フランス夫人。彼女はカルメル会に引きこもり、1787 年そこで聖
性の香りのうちに死亡。
†
編者註：フランスの貨幣単位。スーとも。1 ソル (スー) = 12 ドゥニエ = 1/20 リーヴル (フラン)。
‡
編者註：「女子修道会および共同体の法的許可および存在」に関する 1825 年 5 月 24 日法のこと。
161
民法上の規約
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閣下におかれまして、汚れなきマリア修道会のお願いをご厚意をもってお受け入れい

ただけますことにご信頼申し上げつつ、深い敬意と感謝の気持ちのうちに謹んで懇願申し
上げます。
汚れなきマリア修道会創立者、総長

Sr. マリー・ドゥ・バーツ・トランケレオン
Sr. サン・ヴァンサン・ラバスティード・コルニエ
Sr. ヴィジタシオン・スエージュ
Sr. サント・フォワ・マレシャル
Sr. デュ・サン・サクルマン・ヤナシュ
Sr. イニャス・シュメデール
Sr. アンヌ・モンセ
Sr. メラニ・ボエ
Sr. ジュスチーヌ・コルデ
Sr. ジュヌヴィエーヴ・プレートゥル
Sr. マリー・ドゥ・ラ・クロワ・ピカール
Sr. エリザベット・マイエ
秘書

Sr. ルイズ・マリー・ドゥ・ポルテ
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日付順による手紙のリスト
1816 年
305

8 月 8 日 – コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛。ロ
ロットはまだ両親に引き留められています。オーランスの「ミッシオン (mission, 修
業)」に励むように彼女を勇気づけています。家で彼女に代わって仕事をするための
義理の姉妹を見つけること。ボ・ナンコントルのノートル・ダムまでの行列。

306

8 月 22 日 – ロロットのための義理の姉妹の提案。すべてを神さまのために。
完全な奉献の日取りはまだ決まっていません。

307

9 月 6 日 – アジャンの男子のコングレガシオンの保留。コングレガシオンに
よって行われている計り知れない善。ドゥ・リサン氏の病気。

308

9 月 16 日 – 霊的結婚の日は遠くありません。ドゥ・リサン氏の死去。小さい
弟がいますので姉が引き留められています。

309

10 月 3 日 – スール・サン・フランソワは年をとった女性たちの集まりをもっ
ています。初聖体の子供たちを受け入れる許可。スール・エンマヌエルは来ること
を期待しています。シャミナード師がコングレガシオンの若い女性たちに黙想の指
導をしました。

310

11 月 14 日 – ドゥ・ラシャペール夫人が病気です。ムラン師が、「主の降誕」
と共同体とコングレガシオンの黙想の指導をされることになっています。コングレ
ガシオン (複数) のニュース・

311

12 月 6 日 – メール・サン・ヴァンサンが授業の担当をしています。スール・
アンヌの到着。「主の降誕」の準備をすること。

312

12 月 28 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
アジャンの「孤児院」の提案。「主の降誕」の急な修道服の着衣。

1817 年
313

1 月 17 日 – コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛。
魂を地獄から奪い取ること。落胆しないこと。聖体祭儀の泉から (お恵みを) 汲み
取ること。オーシュのコングレガシオン。ロロットがその若い群れ (グループ) を
救いに導くことができますように。
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1 月 28 日 – 聖フランソワ・ドゥ・サール† の祝日‡ のご聖体の顕示。熱意が花
婿の栄光のために私たちを燃え立たせなければなりません。若い女性の間の職人の
コングレガシオン。光なるおん父、若い人たちのおん母に祈ること。

315

2 月 13 日 – コンドムにもうひとつのコングレガシオンができます。主の栄光
を求めること。ロロットは、復活祭の後、自分が訪問することを告げました。カー
ニヴァルの 3 日間の黙想。スール・サン・ジョゼフが待っています。

316

3 月 10 日 – トランケレオンのドゥ・トランケレオン夫人宛。
デジレの結婚。スール・サン・ジョゼフが着衣しました。

317

3 月 11 日 – コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛。
会員たちのコンドムの (コングレガシオンの) 団体への加入。神さまの統治が広ま
りますように。ロロットが来ることを願望。スール・サン・ジョゼフのための、身
分の徳 (複数) についての 5 日間の黙想。

318

4 月 6 日 – 聖なる復活の願望。マリアの子供にふさわしい生活をすること。コ
ングレガシオンはうまく行っています。聖木曜日の晩から聖金曜日までの聖体顕示。
「ご復活の主日」の自由。

319

4 月 19 日 – 主の花嫁であることのしあわせ。主は多く与えた人には多くのも
のを求められます。あますところなく自分を与えること。復活節の間、熱意を倍加
すること。シャミナード師が来られる予定です。

320

5 月 29 日 – ポーのマドゥモワゼル・メラニ・フィラロル宛。
マリアの旗をタルブに掲げること。主の慈悲の道具となるために選ばれていること。
困難に敗けないようにすること。イエスさまとマリアさまに (人々の) 心をおささ
げするために私たちの努力をひとつにすること。

321

7 月 14 日 – バニェール・ドゥ・ビゴールのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・
リサン宛。
コングレガシオンのオフィシエール (Oﬃcière, 支部長) の人たちが、シャミナード
師に表敬に行きました。優しさと強さの道によって善を励ますこと。すべての人の
ためにすべてとなること。神さまの業が行われますように。シャミナード師はオー
シュに行かれることになっています。

†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
編者註：1 月 24 日。
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7 月 17 日 – コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはシャミナード師と再会しました。コング
レガシオンの会員の受け入れ。ロロットは、アジャン滞在中にいただいたお恵みを
思い起こさなければなりません。慈愛なる神さまと聖なるおとめマリアに信頼する
こと。

323

8 月 16 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
姉妹たちのニュース。ムラン師は、姉妹たちが各自自分の略歴を書くことを望んで
おられるようです。シャミナード師が手に入れた本の計算。革命家の娘をコングレ
ガシオンに受け入れてもいいでしょうか。ポール・サント・マリーのコングレガシ
オン。アジャンの若い女性たちの集まり。

1818 年
324

2 月 24 日 – タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。
マリアさまのみ国がタルブに建てられることになります。コングレガシオンのお守
り、イエスさまとマリアさまに対する愛、主のお恵みを引き寄せる手段、祈り。コ
ングレガシオンの会員は使徒でなければなりません。主がみ旨をメラニに知らせて
くださいますように。

325

5 月 4 日 – コングレガシオン、ただひとつの家庭。メール・M・ドゥ・ラ・コ
ンセプシオンはメラニがいつか自分の娘になることを期待します。

326

5 月 7 日 – コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛。
シャミナード師は 18 日間の滞在をされました。師は改革を行われました。禁域。主
の昇天の祝日。有期誓願の宣立。コングレガシオンの会員の受け入れ、うち、3 名
の司祭。聖霊降臨の主日の準備。シャミナード師は誓願更新の黙想のためまた来ら
れるでしょう。

327

6 月 2 日 – スール・サン・ジョゼフの出発。「私たちの修道会の修道者の小さ
な共同体」。主のお召しに従うための勇気。

328

10 月 21 日 – ロロットの兄弟の方のための決心。絆を断ち切り、世俗を去る
こと。諸聖人の祝日† に備えること。愛する心には何も困難なことはありません。

†

編者註：11 月 1 日。
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11 月 27 日 – タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。
マリアさまと共に待降節を生きること。マリアさまの胎内で 5 つの誓願を実行され
るイエスさまと一緒にマリアさまの胎内にいること。自分の召命について自分の気
持ちを両親にはっきり話すこと。主に自分を委ねること。

1819 年
330

1 月 7 日 – コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛。
挨拶の交換。東方の博士たちを模倣すること。彼らは星を見て、その星にすぐに従
いました。小さな群れ (姉妹たち) のための願望、熱心、師と聖なるおとめマリアの
栄光に対する愛。マリアさまのみ心の中にはめこまれた心 (複数)。

331

1 月 14 日 – タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。
この年が「過ぎ越し (Pâques)」の年でありますように。モーセの模範。聖なるおと
めマリアにすがること。自分の気性の激しさの矯正に励むこと。

332

3 月 8 日 – ローモン師の健康状態についてのニュース。メラニは相変わらず束
縛の中にあります。花婿に従うのを待つ間、自分の意志に死ぬこと。スール・エリ
ザベットが病気です。コングレガシオンに対するマルシアックの主任司祭の善意。

333

4 月 13 日 – コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛
スール・エリザベットの死去の通知。

334

6 月 21 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
ふたつの修道会の間における祈りの団結の願望。主な事業、コングレガシオンの形
成と支援。コングレガシオンの組織と機能。マルティ師の方からシャミナード師に
手紙を書いて欲しいこと。マリアを愛させ崇めさせること、また、そのことによっ
て天におられる花婿を愛させ、花婿に仕えさせます。修道会のいろいろな事業。

335

8 月 10 日 – ヴィルフランシュとただひとつの修道会を形成することの願望。
承認を仰ぐためにシャミナード師が会則と会憲をローマ教皇に送ることになってい
ること。ヴィルフランシュとアジャンの姉妹たちの病気。

336

8 月 22 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
スール・セレスチーヌの誘惑。ひそかな過ちを犯した若い人についての質問。クラ
ラは修道院に残ることを喜んでいます。
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8 月 27 日 – スール・ドゥ・ラソンプシオンの困難。医務室、従順についての
質問。

338

8 月 31 日 – マドゥモワゼル・ロネの到着。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプ
シオンの叔母たちの本修道会に入りたいとの願望。公証人ショドルディ、ダヴィド
氏とオギュスタン。スール・セレスチーヌについての返事の要請。

339

9 月 1 日 – オギュスタン取得の目論みについての財政的困難。スール・セレス
チーヌとスール・アソンプシオンについてのニュース。

340

9 月 4 日 – オギュスタンの問題。代理人、アメリカ人と大工さんによる家の下
見。本修道会と自称アメリカ人以外の買い手はいません。

341

9 月 25 日 – オギュスタンの競売が行われました。所有権の費用と出費につ
いて。

342

9 月 27 日 – スール・エリザベットの略伝の送付。マドゥモワゼル・デグラン
ジュのための手紙。スール・エンマヌエルがコングレガシオンの集まりでピアノを
弾きます。説教師の方たちが来られます。受付係のための規則の要請。

343

9 月 27 日 – ヴィルフランシュとの連合の願望。会則について何を申し上げま
しょうか。手紙に押す印の要請。

344

9 月 27 日 – ボルドーのマドゥモワゼル・クラリス・デグランジュ宛。
便りの要請。助言、お恵みに耳を傾けること、偉大な聖人になること。

345

9 月 29 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
コンセイ (Conseil, 評議会) は、マドゥモワゼル・フィガロルを受け入れることを決
めました。ヴィルフランシュの会憲の送付。

346

9 月 29 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
聖霊の光を一緒にお願いすること。コングレガシオン、フラクシオン、集まり、リー
ダー、加入。コングレガシオンの会員間の団結の重要性。神さまにより頼むこと。
ヴィルフランシュの規則と大体同じ一日の規則。気の毒な物乞いの女の人たちのた
めの事業。手仕事と祈り。聖ベネディクトと聖イグナチオ† の会則に基づいた会憲。

†

編者註：イエズス会の創始者の一人、初代総長。イエズス会創立者のメンバーは 1534 年 8 月 15 日、パ
リ・モンマルトルの Crypte du martyrium de Saint-Denis にて、そのメンバーの唯一の司祭であった Pierre
Favre (サヴォア出身) 神父司式により初誓願を宣立する。
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9 月 30 日 – タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。
福音の勧めに従うこと。何も心配しないこと。北極星、聖なるおとめマリア。共同
体の通常の聴罪師はムラン師、特別聴罪師はローモン師。

348

10 月 30 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
スール・セレスチーヌとシャミナード師からの手紙。体の具合を悪くしているスー
ル・マルト。ひそかな過失を犯した若い人を試験的に受け入れること。オギュスタ
ンのための価格の設定。

349

11 月 15 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
十字架の下のマリアさまと合流すること。お恵みの源である十字架。スール・エン
マヌエルのために行われる願。姉妹たちが自分を余りにも厳しく律することがあり
ませんように。

350

11 月 16 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
「キュルト・ペルペチュエル (Culte perpétuel, 永久崇敬)」。
「アムール・アクチュ
エル・ドゥ・マリー (l’Amour actuel de Marie, マリアさまに対する実践的な愛)」。
スール・ドゥ・ラソンプシオンのニュース。スール・グザヴィエの到来を待つこと。
スール・ドゥ・ランカルナシオンは相変わらず引き留められていること。オギュス
タンのための裁判所の次の決定。告解の長さ。姉妹たちの消息。

351

11 月 22 日 – スール・スコラチックのことが心配です。ある友人宛のクララ
の手紙。オギュスタンのことで家族会議の開催が遅れています。スール・ドゥ・ラ
ソンプシオンは「主の降誕」の祝日に着衣をすることになるでしょう。スール・セ
レスチーヌは元気です。廃疾者救済病院のひとりの子供のためにベッドを確保して
くれるように要請。

352

11 月 26 日 – タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。
スール・グザヴィエの到来が延びてがっかりしたこと。5 人の病気の姉妹。入会を待
つ間に立派な志願期をすること。待降節、黙想と償いの時期。沈黙を実行すること。

353

12 月 3 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
すべてをただ神さまをお喜ばせするために。姉妹たちの病気。助修道女とポストラ
ントを含めて 20 名。志願期、修練期、修道服を着せた人形の送付。聴罪師が聖体拝
領のことを決めます。「アムール・アクチュエル・ドゥ・マリー (l’Amour actuel de
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Marie, マリアさまに対する実践的な愛)」。主のご計画に応えること。私たちの娘た
ちがいつも開かれた心をもつことができますように。

354

12 月 16 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
ナントのマドゥモワゼル・シュヴァリエ、年令の免除。ヴィルフランシュの長上に
対してはどのような態度をとったらいいでしょうか。オギュスタンの競売が 27 日と
決められました。第三会の消息を知らせてくれるようにとのお願い。田舎の事業。
挨拶。

355

12 月 29 日 – オギュスタンの庭師は残しておかなければなりませんか。

356

12 月 31 日 – オギュスタンのための 2000 フランの借り入れ。オギュスタンの
ためのべロック夫人の計画は、費用がもっと少なくて済みます。

1820 年
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1 月 1 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
オギュスタンの問題。連合が可能になった場合に、ダヴィド氏からメール・エミリ
に渡すことができるように会則を要請。コングレガシオンの新しい設立の場所につ
いての質問。

358

(年の) 始め – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、オギュスタンに隣
接する所有地を買収したいとの願望をのべます。財政的困難。

359

(年の) 始め – シャミナード師はスール・サント・フォワの姉妹、マレシャル
夫人を援助することを約束していました。

360

1 月 4 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
新年の挨拶。また、連合の問題、汚れなきマリア修道会 (L’Institut des Filles de

Marie) は暗黙の承認を得ています。メール・エミリに会憲を見ていただく必要性、
ダヴィド氏が会憲をもって行くことができるでしょう。オギュスタンの取得。病人
たちの消息。

361

1 月 10 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
スール・スコラスチックの病気。マドゥモワゼル・シュヴァリエの入会の希望。メー
ル・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンの病気。司教さまが共同体を訪問してください
ました。病気のダヴィド氏。
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1 月 – 連合のために会わなければならないでしょう。メール・エミリがシャミ
ナード師のご訪問の機会に来ることもできるでしょう。汚れなきマリア修道会 (les

Filles de Marie) の方からのヴィルフランシュの訪問はいつにしましょうか。
363

1 月 26 日 – スール・アソンプシオンの誘惑。スール・サクルマンの困難。苦
痛を和らげるものについて、助修道女に対して少し厳しいメール・サン・ヴァンサ
ン。また、オギュスタンのこと、財政的な困難。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプ
シオンの具合は悪くはありません。

364

1 月 29 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
汚れなきマリア修道会の修道服を着せた人形を送ろうと思っています。相互訪問の
計画。自分の任務のための助言の要請。試練のなかに喜びを見いだすこと。すべて
の人にすべてとなること。病気の姉妹たち。オギュスタンは修理を必要としますが、
地の利はいいです。聖なる貧しさを生きること。3 時の祈り。

365

2 月 14 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
スール・アソンプシオンの退会。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンの個人的
な困難。オギュスタンの支払い。

366

2 月 19 日 – スール・セレスチーヌはパーケールのベールを拒みます. . . 彼女の
着衣を遅らせることは可能でしょうか。スール・サクレ・クールは修練院の責任か
ら自分をはずして欲しいと願います。姉妹たちの消息。すべての姉妹が体の具合を
悪くしている、ルフュージュを出たいとの願望。

367

2 月 24 日 – スール・ドジテは、シャミナード師の方からその兄弟に話してく
ださるように願っています。スール・サン・テスプリが誘惑にあっています。タイ
エ師はガルデル師の同意を得て彼女の告解を聞きました。スール・カトリーヌは病
気です。ダヴィド師を待っています。ロロットの兄弟の方が結婚します。

368

2 月 28 日 – スール・アンヌ、スール・サクレ・クール、スール・セレスチーヌ
の消息。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは肉体的な健康と霊的な健康につ
いて話します。ラリボ師との文通。オギュスタンのための支払いが再度問題になっ
ています。

369

3 月 1 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
ラ・ブロキエール家についての情報の要請。相互の旅行。厳しい大斎を自分に課す
代わりに、大斎の精神をもちましょう。自分を姉妹たちのはしためとみなすこと。
祈りの要請。
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3 月 4 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
コンセイはスール・ヴィクトワールの問題を委ねます、彼女を使用人としてと留めて
おくこと。殆どすべての助修道女が病弱になっています。医務室の仕事が大変です。

371

3 月 11 日 – スール・サン・テスプリは続けてタイエ師に告解したいと願って
います。スール・スタニスラス、スール・アニェス、スール・セレスチーヌとの困
難。入会する人がいないことの苦悩。ヴィルフランシュとの連合のために、どちら
の修道会の方がまず訪問しなければならないでしょうか。メール・テレーズは本修
道会の精神をよく説明できるでしょう。ダヴィド氏を待っています。オギュスタン
に隣接する部屋の買収のための契約。(手紙 358 参照)

372

4 月 5 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
連合のため、ヴィルフランシュの方から先に来ていただかなければなりません、ジャ
クピ司教さまが禁域を出る許可を拒まれました。ノヴィス、スール・スコラスチッ
ク・デュベルナールの訃報。

373

4 月 6 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
トナンの家の取得についての合意。神さまが F・ドゥ・ラコサド氏に報いてくださ
るでしょう。私たちは神のみ摂理の道具です。障害が生じた場合は D・モニエ氏に
任せること。

374

4 月 6 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
トナンの (修道院) 設立の見通しの喜び。神なる師に働き手をおくってくださるよ
うに祈ること。ラリボ師は新しい共同体のためのすばらしい長上となることがおで
きになるでしょう。司教さまはヴィルフランシュの姉妹たちが先に来ることを望ま
れ、こちらからヴィルフランシュには連合が確実になってからしか行かないことを
望んでおられます。スール・マリー・ジョゼフがこちらに立ち寄っています。

375

4 月 22 日 – スール・サクルマンに起因する困難。

376

4 月 27 日 – ダヴィド氏の有益なアジャン滞在。氏はトナンに出発されます。
オギュスタンの工事は 8 月 1 日には完了しているはずです。ダヴィド氏がコンフェ
ランス (conférence, 講話) をしてくださいました。前よりも規則にかなった生活が
できるようになりました。シャミナード師を待っています。スール・サクルマンの
状態がとても悪いです。早く支払うように求められています。
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4 月 28 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
ヴェルディエ夫人の家を取得するための委任状。私たちはトナンの事業のための

3000 フランの提供をお受けします。神さまがあなたさまに報いてくださるでしょ
う。ダヴィド氏が (そちらに) 行かれる予定です。

378

5 月 22 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、自分の体の状態は良くなっていると感じ
ています。でも、自分の成聖のために、まだ仕事は始めないようにとのシャミナー
ド師の命令を受け入れます。しかし、姉妹たちが疲れていますので、共同体の中の
仕事を始めさせてくださいとお願いします。病気のヤナシュ夫人。ロロットの兄弟
の方が近いうちに結婚します。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはシャミナー
ド師に、ロロットを励ましてくださるようにお願いします。

379

5 月 24 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
創立 4 周年。長上の立場で自分を聖化すること。つらい従順、自分の仕事をやめる
こと。マルティ師の慎重さを讃えています。連合の期待をもち続けています。トナ
ンのための毎日の祈り。エリザ。ドゥ・カステラが数ヵ月後に入会するでしょう。

380

5 月 25 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
ヴィルジニ・ドレンヌ。司教さまが必要な 6000 フランを貸してくださるでしょう。
ヤナシュ夫人の体の具合は良くなっています。

381

5 月 30 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、自分の利己心を嘆い
ています。3000 フラン必要となりました。ダヴィド氏は、少し読書することを願っ
た姉妹たちをけん責されました. . . どのようにしたらいいでしょうか。聖体拝領の後
の感謝。日曜日のコンフェランス (conférence, 講話) をさせてくれるように頼みま
す。本修道会への入会を願っている黙想中の若い人たちを修道院の中に入れること
を認めてもいいでしょうか。

382

5 月 30 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
鉄の柵。小さな家の買い手が見つかりました。スール・サン・ヴァンサンはオギュ
スタンのために外出していいでしょうか。トナンのことはどうなっていますか。

383

5 月 – スール・ドジテ・ガティ宛 (彼女はアジャンにいます)。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはスール・ドジテに、自分の判断を捨てる
こと、長上方の指導に自分を委ねることを勧めています。
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6 月 10 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
トナンの家を取得したことの喜び。シャミナード師からなすべき修理の話があるで
しょう。

385

6 月 13 日 – 地獄が怒り狂いました。トナンの恩人のための祈り。主に人をお
願いすること。ヤナシュ夫人の売った財産はオギュスタンの支払いのために使われ
るでしょう。トナンの問題を解決するためにアジャンの家を 1 万フランの抵当に入
れる提案。必要とあれば、ダヴィド氏の意見を聞くこと。

386

6 月 15 日 – ボルドーのシャミナード師宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、ヤナシュ夫人の財産売却の件のことを
シャミナード師に知らせています。トナンのためにオギュスタンを抵当に入れる提
案。9 日間、すべての聖体拝領をフォール・ドゥ・ラコサド氏のために。スール・
ヴィクトワールはトナンで受付係ができるでしょうし、また、スール・サン・フラ
ンソワは一般の人たちの教化に携わることができるでしょう。急いでシャミナード
師に会いたいと願っています。

387

6 月 25 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
署名した書類の送付。1 万フランの抵当にはメール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオン
の遺留分ではなくアジャンの家を。

388

7 月 1 日 – コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・シャペール宛。
1 年前、ロロットはそこへ来ていました。誓願の黙想が 7 月 23 日に始まる予定です。
マドゥモワゼル・ヴィルジニ・ドレンヌ。タボール山においても、カルワリオにお
いても主を愛すること。修道院の姉妹たちは元気です。あなたの兄弟の方の結婚式
は行われましたか。

389

7 月 2 日 – ボルドーのダヴィド・モニエ氏宛。
シャミナード師の病気。オギュスタンの家を抵当に入れる提案についてのシャミナー
ド師とモニエ氏の不満。オギュスタンの家は白く塗らせなければなりませんか。マ
ルティ師がシャミナード師に手紙を書かれました。

390

7 月 9 日 – ダヴィド・モニエ氏宛。アジャンのラコスト氏気付。
ドゥ・ラコサド氏宛の手紙の送付。晩課の時間を早めて、その後で、コンフェラン
ス (conférence, 講話) をするようにすべきでしょうか。
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7 月 9 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
トナンの件の成り行きがあやしくなっています。地獄の策動。メール・M・ドゥ・
ラ・コンセプシオンは、父親の遺産の遺留分は弟のところに手付かずのままあるこ
とを明言します。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、弟が自分に対して債
務があることを認めることを要請するために、弟に手紙を書きました。この事業を
成り行き任せ放しにしてはなりません。フォール・ドゥ・ラコサド氏には 8000 フラ
ンの保証人になってもらえないでしょうか。

392

7 月 10 日 – また、メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンの遺産の遺留分が
問題になっています。もし、ヴェルディエ夫人の方から何らかの障害を持ち出す場
合は、フォール・ドゥ・ラコサド氏に仲に入ってもらえないでしょうか。ダヴィド
氏がメール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンの委任状を携えています。主が人をお
くってくださいますように。

393

7 月 10 日 – アジャンのダヴィド・モニエ氏宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、自分の手紙に対するヴェルディエ夫人
からの返事がなかったことを残念に思っています。メール・M・ドゥ・ラ・コンセ
プシオンは、自分が夫人のことを思う熱意を夫人に伝えたいと願っています。お金
のことについての細部は後に残されました。

394

7 月 13 日 – トナンのダヴィド・モニエ氏宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはトナンからの速達を開けました。委任状
の送付。

395

7 月 21 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
問題がやっと解決しました。感謝。工事を促進すること。

396

8 月 3 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
誓願の更新の黙想が終わりました。プロテスタントの町、トナンの (修道院の) 設
立を直前にして、家の取得のための困難。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオン
は、お嬢さんたちのコングレガシオンがヴィルフランシュにできることを願ってい
ます。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンの体の具合は前よりも良くなってい
ます。メール・エンマヌエルの体の具合はまだよくありません。人形を送りたいと
思っています。

397

8 月 10 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
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薪とぶどう酒の値段を尋ねます。家には取り付けの戸棚がありますか。修理は行わ
れていますか。

398

8 月 16 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、トナンのミッシオン
を早く始めたいと願っています。聖堂の整備。姉妹たちがもって行くことのできる
物。庭師をおく必要性。

399

8 月 22 日 – 庭師。家財道具の入った箱とベッドの送付。家具などの備え付け
にフォール・ドゥ・ラコサド氏に立ち合っていただく願望。

400

8 月 25 日 – 作業員にはしごをお願いすること。備え付けのための家具類、寝
具類などの発送。庭師についての合意。禁域の塀。メール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・
ポワトゥヴァンの姉妹の方たちに、建物の整備の手伝いをお願いすること。

401

8 月 25 日 – アジャンのマドゥモワゼル・アメリ・ドゥ・リサン宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、彼女の祝日のお祝いを述べています。(彼
女の修道生活の保護者は大聖ルイ† です。) 彼女は十字架の娘です。聖遺物の送付。
アメリは脚に痛みがありますので自愛しなければなりません。

402

9 月 12 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
別離のつらさ。主のために堪え忍ぶこと。いろいろなものの送付の通知。ヤナシュ
夫人と姉妹たちは元気です。教室の工事を早く終わらせるようにすること。

403

9 月 14 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
二番目のペール (Père, 父)、ラリボ師。神さまに対してより惜しみない心をもつこ
と。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは彼女に書き写すための誓願の書式. . . な
どを送ります。

404

9 月 15 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
神より大いなる栄光のために。セレスチーヌが帰ることを望んでいます。人をお願
いすること。一般の人たちのための学校の完成を急がせること。ラリボ師のところ
へ行くための許可。オフィシエール (Oﬃcière, 支部長) のリストを作ること。ヤナ
シュ夫人は元気です。デジェールのお嬢さんたちが入会することになるでしょう。
自愛すること。聖人になること。その他のニュース。

†

編者註：フランスの王、ルイ IX 世。

1019
405

9 月 15 日 – トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛。
魂の救いのために熱意に燃えること。スール・サン・ヴァンサンは貧しい人たちの
教育を立派にしています。この事業のために祈ること。作業員がまだアジャンの修
道院の中にいます。スール・サン・フランソワには教えるべき女性たちがいますか。

406

9 月 22 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
メール・エミリとその姉妹たちは終生誓願を立てました。オギュスタンに落ち着き
ました。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンとシャミナード師は、汚れなきマリ
ア修道会 (les Filles de Marie) の 6 名の姉妹をトナンに新しく創設した修道院に伴
いました。ボン・ペール (bon Père) は 8 日間アジャンに滞在されました。コングレ
ガシオンがヴィルフランシュに設立されています。どのような修道服を採用しまし
たか。連合をあきらめなければならないことのつらさ — 神さまのみ旨に賛同しま
す。シャミナード師はボルドーにおられます。マルティ師はボルドーのシャミナー
ド師に手紙を書くこともできます。

407

10 月 5 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
いろいろな物の発送の通知。スール・サン・ヴァンサンは週に 4 回教話をしていま
す、たくさんの女性が出席しています。神の栄光を求めること。授業は始まりまし
たか。そして、慈善のための集まりはどうなっていますか。

408

10 月 6 日 – タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。
メラニの方はどうなっていますか。トナンの新しい修道院の創設。デジェールの 2
姉妹の到着。トナンの大きな事業。アジャンでは修道院の移転。至愛なるおん方が
私たちのすべてでなければなりません。熱意の事業はどのような具合ですか。

409

10 月 12 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは彼女の祝日の祝いをのべます。自分の内
面の状態を報告します。月の第二金曜日は自分のことに専念すること。聖人と一緒
ですと多くのことをします。シャミナード師の模範に倣うこと。いろいろな集まり
についてのニュース提供の要請。さらに、物の発送。スール・マリー・ジョゼフが
来る許可を得ることができますように祈ること。

410

10 月 15 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
説教壇の発送。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、ヤナシュ夫人の財産の
買い手が債務の金額を払うように手続きをすることを、フォール・ドゥ・ラコサド
氏に依頼しています。氏のご親切と治療に感謝。
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11 月 3 日 – アジャンのショドルディ氏宛。
かわいそうな娘のために 600 フランの送金。

412

11 月 6 日 – トナンのメール・サント・フォワ・マレシャル宛。
トナンの困難。セレスチーヌの母親はセレスチーヌを来させることを望んでいませ
ん。部屋に貼るための格言。ヤナシュ夫人がトナンに行かれます。神なる師にお仕
えすることは快いことです。

413

11 月 11 日 – タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。
メラニの熱意が分かって慰められます。姉妹たちはいつでもメラニを受け入れるつ
もりです。3 年後はメラニの召命は十分に確実なものでなければなりません。現在、
ふたつの修道院。移動が予想されます。5 つの沈黙。

414

11 月 20 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
メール・エミリからお手紙をいただくことの喜び。何人かの姉妹たちとの困難。ヴィ
ルフランシュに設立されたコングレガシオン (複数)。「無原罪のおん宿り」の祝日
の準備。
「免償」。コングレガシオンの組織。貧しい女の人たちのための教話。宣教
者としてのコングレガシオンの会員。

415

11 月 23 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
ニュースの交換。ダヴィド氏が共同体にコンフェランス (conférence, 講話) をされる
場合は、長上の方の立ち会いが必要です。トナンに増援を送る気配り。マリア会のフ
レール (Frère) の方たちがアジャンで少年たちの教育を始めることになるでしょう。

416

12 月 9 日 – 国会がキリスト教的な法律をつくるように祈ること。修練院の勉
強が前よりも多くなっています。ひとりの姉妹をおくることについての質問。病気
のスール・エリザベット。「無原罪のおん宿り」の祝日† についてのニュース。

417

12 月 9 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、病気の姉妹たちがいるトナンの修道院のた
めに祈ってくれるようにヴィルフランシュの姉妹たちに頼みます。フレール (Frère)
の方たちがルフュージュにいます。自分のために祈りをお願いしています。自分の
成聖に励むこと。財政的困難。コングレガシオンの会員の祈り。「手引き」はボル
ドーで買うことができます。

†

編者註：12 月 8 日。
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12 月 12 日 – トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛。
スール・サン・フランソワは病気でした。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオン
は彼女が回復したことを喜んでいます。メールは霊的生活の道においてスールを励
まします。そして、スールにユーラリの消息を伝えています。

1821 年
419

1 月 11 日 – トナンのスール・ドゥ・ガティ宛。
新年の挨拶。修練院の人数が多くなっています。人は勇気を無くす時にしか、敗け
ることがありません。スール・テレーズ・ドゥ・サン・トギュスタンが「プチ・タ
ビ (Petit Habit)」の面倒を見ています。相変わらず病気のスール・エリザベット。
スール・ドジテの家族の姉妹方の消息。

420

1 月 21 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
挨拶の交換。霊的な子供は代償が大きいです。汚れなきマリア修道会 (les Filles de

Marie) の姉妹たちは 25 名です。相変わらず病人がいます。カーニヴァルのための
コングレガシオンの会員の黙想。洗礼の約束の更新。コングレガシオンの会員のた
めの祈り。

421

1 月 22 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
スール・カトリーヌのお母さまが亡くなりました。ボン・ペール (bon Père) はご病
気です。ボルドーのひとりのフレール (Frère, 兄弟) の方が亡くなりました。人を導
くための光のお願い。姉妹たちを導くための助言。コングレガシオンの会員の熱意
の事業。トナンのプロテスタントの回心のために聖フランソワ・ドゥ・サール† の祝
日‡ をささげること。手紙によるとボン・ペールの具合は良くなっています。

422

1 月 30 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
スール・ドジテの姉妹の方が亡くなりました。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシ
オンはその悲しみを分かち合います。あの世を熱望すること。
「仮面」で大変楽しみ
ました。私たちの両親の救いのために祈ること。

†

編者註：フランソワ・ドゥ・サール (フランシスコ・サレジオ)。聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルととも
に、アヌシー (サヴォワ) に聖母訪問会を 1610 年に創立する。
‡
編者註：1 月 24 日。

1022
423

2 月 1 日 – トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛。
屈辱を愛すること。落胆しないこと。謙遜を獲得するように励むこと。それを必要
とする女の人たちのために、「付き添いの姉妹」なしで応接室に行くこと。

424

2 月 16 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
「40 時間大祈禱」に伴う大斎についての明示。メール・サン・ヴァンサンは病気で
した。姉妹たちの消息、入会。熱心を倍加すること。

425

2 月 20 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
相互の関心。姉妹たちの消息。「プチ・タビ (Petit Habit)」の姉妹たち。16 歳から、
熱意に満ちた人を養成することを目的とするコングレガシオンに携わっています。
オフィシエール (Oﬃcière, 支部長) の役割。主に人をお願いすること。フレール

(Frère, 兄弟) の方たちは多くの善をしています。
426

2 月 21 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
祝日のお祝い。従順についての考察。第三会はどのようにしていますか。コングレ
ガシオン。共同体の貧しさ。

427

2 月 27 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
ローモン師がトナンの黙想の指導をされるでしょう。病気の姉妹たちの消息。聖な
る四旬節をすることができますように。病気のフレール (Frère, 兄弟) の具合は快方
に向かっています。スール・エリザベットがまた病気になっています。

428

3 月 10 日 – トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、スール・サン・フランソワにふたりを結
ぶ絆の強さを約束すると共に、スール・サン・フランソワが十分に清貧を愛してい
ないと咎めています。そして、スールにこの点について助言を与えています。ユー
ラリの消息。心は神さまだけに執着しなければなりません。

429

3 月 11 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
トナンの黙想についての感謝。ふたつのフラクシオン (fraction, 支部) のニュース
をボン・ペールにお知らせすること。財政的困難。神のみ摂理に信頼すること。人
の出入りを規則にかなったものにすること。花婿を愛させること。

430

3 月 16 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。

1023
平和の願い。本修道会の会則を忠実に守ることによって自分の完徳に励むこと。自
分を忘れること。神さまだけを。ドジテの健康状態が良くなったことが分かって嬉
しいです。

431

3 月 31 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
聖木曜日の聖体仮安置所。「スタバト (Stabat)」のメロディには和音を付けないで。
病気のスール・サン・テスプリ。その他の情報。スール・マリー・ジョゼフが来週
来ることになっています。スール・マリー・ドゥ・ランカルナシオンは障害を乗り
越えたいと願っています。

432

4 月 25 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、トナンの近況を知りた
くてローモン師のお帰りを待っています。私たちの娘たちを聖人にすること。スー
ル・ガブリエルが自分の家に帰りました。スール・ルイズ・マリーは病気です。若
いロベールが黙想しています。

433

5 月 10 日 – ダヴィド氏がトナンに行かれて、禁域の許可について決めてくだ
さるでしょう。ボン・ペールがアジャンに来られることになっています。姉妹たち
の中に喜びを保つこと。コンセイ (Conseil, 評議会) の議事録をとること。万事うま
くするように努めること。スール・グザヴィエがポーにコングレガシオンを設立し
ました。

434

5 月 20 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
スール・ドジテは体の具合がよくありません。十字架の道、聖人たちの道。聖リド
ヴィーヌ† の苦しみ。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはスール・ドジテと第
三会の会員の上に聖霊が豊かに注がれるように願います。

435

5 月 28 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
アジャンでスール・ユルシュールを必要としましたので、スール・ユルシュールは
アジャンに戻ってきましたが、トナンはスール・ユルシュールがいなくなったこと
で不都合を覚えています。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはスール・アポ
ロニをおくろうと考えています。フレール・ダヴィドがトナンへ行かれ、フレール

(Frère, 兄弟) の方たちの熱意について話してくださるでしょう。ヴィルフランシュ
のコングレガシオンは発展しています。スール・マリー・ルイズが天国へ旅発とう
としています。ストラスブールに修道院を設立する話があります。

†

編者註：スキーダムのリドヴィーヌ (1380 年 3 月 18 日-1433 年 4 月 14 日)。
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6 月 5 日 – スール・ユルシュールとスール・アポロニがトナンへ行きます。スー
ル・カトリーヌをアジャンにやってください。スール・アポロニをラリボ師に推薦
すること。聖人を養成すること。聖なる長上はその共同体を聖なるものとします。
スール・サクルマンのために祈ること。姉妹たちの消息。

437

6 月 17 日 – ラリボ師にトナンの修道院の指導を引き受けて欲しいです。生徒
たちがもってくる贈り物は、多くの場合両親の奉仕先から盗んだものです。黙想中
は授業と応接室での話は中断すること。クララがトナンに立ち寄っています。

438

6 月 23 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
コングレガシオンがうまくいっているのが分かって喜んでいます。特に好みの事業。
コングレガシオンがうまくいくための助言。黙想の事業。病気の姉妹たちの状態は
少し良くなっています。

439

6 月 27 日 – トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛。
召命のお恵み。聖人たちの後に従って歩むこと。姉妹たちは大体元気です。

440

7 月 2 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、メール・テレーズにメール・テレーズ
の母親が病気であることを教えます。

441

7 月 4 日 – ヤナシュ夫人の具合は大変良くなりました。トナンの共同体のため
に誓願の更新の黙想が近づいてきます。黙想の時間割り。特別告解のためにラリボ
師に通知すること。再び病気のスール・ルイズ・マリー。

442

7 月 6 日 – コンドムのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはロロットに、7 月 22 日から始まる共同体
の黙想に来るように勧めます。

443

7 月 13 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
メール・エミリは病気でした。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、メール・
エミリに養生するように、自愛するように勧めます。誓願の更新の黙想が近く始ま
ることを告げています。コングレガシオンについて尋ね、修道女がコングレガシオ
ンを指導するように勧めています。

444

7 月 19 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
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近く始まるアジャンの黙想。その後のトナンの黙想。勇気。黙想の間にささげなけ
ればならない犠牲があるでしょう。すべての姉妹がこの黙想を有効に活かすことが
できますように。ボン・ペールのご訪問も活かすこと。スール・エリザベットは、
健康回復のためにしばらくの間家に帰ることになっています。

445

8 月 4 日 – ボン・ペールが来られています。ボン・ペールには用事がたくさん
あります。信仰についてコンフェランス (conférence, 講話) をしてくださいました。
祈りについてのコンフェランスも約束してくださっています。黙想は立派に行われ
ました。
「聖母の被昇天」の祝日† に誓願を更新するトナンの共同体のための願い。

446

8 月 6 日 – ボン・ペールのご滞在は恵み豊かな時です。でも、ボン・ペールは
すべての姉妹とはお話ができないでしょう。多くの娘たちが入会を願っています。
トナンから来るポストラントたちの立派な精神。スール・サクルマンの償い。

447

8 月 8 日 – 宝くじ。

448

8 月 17 日 – ボン・ペールのご出発が遅れていること。ボン・ペールは近いう
ちにトナンへ行かれるおつもりです。日曜日の朝の誓願更新に共同体を準備させる
こと。コングレガシオンの会員の受け入れがその日の晩に行われるでしょう。信仰
と祈りについてお話しくださるようにボン・ペールにお願いすること。全員が神よ
り大いなる栄光のためにささげられていること。ボン・ペールは青年と若い女性の
募集をなさいました。ボン・ペールからのお咎め。

449

8 月 17 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、姉妹たちがシャミナード師の滞在から
最大限の恩恵を受けることができるように。できるだけのことをしてくださるよう
にフォール・ドゥ・ラコサド氏にお願いしています。

450

8 月 23 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
ニュースを早く知りたいと願っています。3・4 人の人をポストラントとして認め
ました。近いうちに入会することになるでしょう。助修道女 (Compagne) の中に、
補佐修道女 (Assistante) と奉仕のための姉妹の区別。神のより大いなる栄光のため
に広まっていくこと。ダヴィド・モニエ氏のコンフェランス (conférence, 講話) の
送付。

†

編者註：8 月 15 日。
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8 月 27 日 – バニェール・ドゥ・リュションのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・
ラシャペール宛。
ロロットが姿を消すことについての指示。トナンの修道院設立の記念日にロロット
が来るという考えで喜んでいます。主の事業が広まろうとしているようです。

452

9 月 3 日 – オーシュのマドゥモワゼル・ロロット・ドゥ・ラシャペール宛。
ロロットのオーシュからアジャンへの旅行について明確な指示。神さまだけを探す
こと。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、ロロットが到着してから叔母に
手紙を書くことになるでしょう。マリアさまがロロットの北極星となってください
ますように。

453

9 月 8 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
トナンの在俗第三会の長上、スール・ドジテ。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシ
オンが第三会に期待すること。スール・ドジテは基礎に謙遜を置かなければなりま
せん、そして、主を頼みとしなければなりません。

454

9 月 15 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
落胆は決して神さまからは来ません。フレール・ダヴィドは少し激しやすい性格で
す。スール・ドゥ・ランカルナシオンは強い精神力をもっています。姉妹の家族の
ために祈ること。修練院には人がたくさんいます。病気の姉妹たちの消息、その他。

455

9 月 18 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
ヤナシュ夫人署名の委任状の送り返し。スール・アデライドの消息。

456

9 月 28 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
スール・アデライドは出ることになるでしょう。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシ
オンは、スール・アデライドがトナンから来ていますので、彼女のことをメール・
テレーズに頼みます。スール・サン・テスプリがラリボ師の指導に委ねられること
はいいことです。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、師から一言欲しいよ
うです。祈りの値。落胆しないこと。

457

9 月 29 日 – スール・アデライドがこの手紙を持っていきます。彼女の母親は、
黙想をしそれを有効に利用しました。ボン・ペールの助言の送付。ポストラントた
ちのために祈ること。
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10 月 12 日 – 祝日† のおめでとうの挨拶。母であることの大きな任務。メール・
M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、本修道会の一部門である第三会をラリボ神父さ
まに指導していただくことを願っています。

459

10 月 23 日 – べロック氏によれば、スール・ルイズ・マリーの命はあと 1 ヵ
月ということです。この姉妹のために祈ること。病気のスール・シュザンヌ。持っ
てきた何冊かの本はトナンの図書館を整えるのに役立つでしょう。人数の多い修練
院。すべて神さまのものであること。

460

10 月 26 日 – タルブのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。
マリアさまに対する崇敬を広げる熱意。メラニは多くの生涯に出会うことを予測し
なければなりません。すべての人に対して母となること。小教区毎にふたりのゼレ

(zélée, 献身的な人) を任命すること。スール・ルイズ・マリーのために祈ること。
スール・マリー・ジョゼフは 3 週間前にベールをかぶりました。

461

10 月 29 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、手術を受けたメール・エミリの近況を
尋ねます。死を迎えようとしているスール・ルイズ・マリーのために祈ってくださ
い。相変わらず病人がいます。ヴィルフランシュの病人はいかがですか。コングレ
ガシオンはいかがですか。

462

11 月 2 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
スール・ルイズ・マリーの死去についての知らせ。修道院のサクリスティ (香部屋)
の裏に埋葬する許可。

463

11 月 5 日 – ダルディ氏が子供を預かってくれるでしょう。待降節のための徳。
沈黙と潜心。

464

11 月 29 日 – 産みの苦しみを味わうことがなければ、人は母になることはでき
ません。肉の腕にすがらないこと。第三会の娘たちが手放さなければならない物。
ボン・ペールは仕事に追われておいでです。アルザスの件はうまく進んでいます。
ダヴィド氏はフレール (Frère, 兄弟) の方たちの修道院設立のためにヴィルヌーヴに
います。自分の意志の大斎。スール・ユルシュールに誓願を急がせないこと。

465

†

12 月 11 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。

編者註：10 月 12 日はセラフィム (熾天使) の記念日。
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メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、スール・ルイズ・マリーのために姉妹
の方々のお祈りをお願いします。聖人になるように努めること。自分を私たちの姉
妹たちのはしためとみなすこと。私たちの人数はアジャンの 25 名とトナンの姉妹た
ち。コングレガシオンの近況をお願いしています。

466

12 月 13 日 – トナンのメール・テレーズ・ヤナシュ宛。
祈りの子になること。スール・アデライドとジュスチーヌのことでボン・ペールのご
返事を待つこと。姉妹たちの団結があまりないことをボン・ペールに書くこと。被
服の発送。私たちは同じ家族です。(遠慮して) 十分に許可を願わないことよりも、
むしろもっと多くの許可を願うようにすること。

467

12 月 13 日 – ポーのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、彼女に本修道会のための召命があること
を識別できたと思っています。神さまは、ポーにコングレガシオンを設立するため
に彼女を必要としています。至るところから修道院を設立して欲しいとの要請があ
ります。私たちはアジャンの 25 名、トナンに 7 名です。「主の降誕」の準備。メー
ル・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはシャミナード師に手紙を書いて、神父さま方
にコングレガシオンのための許可証を送ってくださいと頼みました。集まりは晩課
の後に行われます。ゼレ (zélée, 献身的な人) を任命することと、コンセイ (Conseil,
評議会)。

1822 年
468

1 月 7 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
最初のメール (mère) たちは常に聖なる人たちでした。
「苦しむこと、そして、軽蔑
されること」を標語とすること。司教さまが訪問してくださいました。

469

5 月 6 日 – ポーのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。
ポーに掲げられたマリアさまの旗。聖なるおとめマリアへの奉献。旗印。サンチュー
ル (ceinture, 帯)。精神の沈黙に励むこと。自分の完徳のために努めることによっ
て、隣人の救いのためにも努めます。

470

5 月 13 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、メール・エミリの娘のひとりの死去の
折りに手紙を書いています。天国のために働くこと。大変病気の重いノヴィス。霊
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的病人。聴罪師の交替。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは祈りをお願いし
ています。と申しますのも、何でもないことにいらいらするのです。

471

6 月 20 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
メール・テレーズは前よりも疲れています。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオ
ンは体の具合のよくないノヴィスをおくり、彼女の治療の世話をしてくださるよう
にフォール・ドゥ・ラコサド氏に頼みます。

472

7 月 3 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
再び連合が問題になっています。マルティ師はシャミナード師の滞在の間においで
にはなれないでしょうか。寝室はひとつだけ、すべてを共同で。養成の期間。母院
はひとつだけ。病気の「プチ・タビ (Petit Habit)」の姉妹たち。ノヴィスあるいは
ポストラントが 15 名。トナンの長上が死に瀕していましたが、健康回復のためにア
ジャンに来ることになっています。フレール (Frère, 兄弟) の方たちは、ボルドーで
もアジャンでも大変うまくやっています。アルザスでも修道院を設立しました。姉
妹たちもアルザスに招聘されています。

473

7 月 12 日 – シャミナード師がおいでになっています。マルティ師がおいでに
なることを喜んでいます。メール・エミリの来訪を待っています。メール・テレー
ズは誓願更新の黙想に参加します。

474

8 月 12 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
第三会の熱心さ。この苗床に気配りをすること。神の子羊の花嫁たちの母であるこ
とは何と名誉なことでしょうか。大人になること。いかなる被造物にも頼らないこ
と。岩の上に基を築くこと。

475

8 月 13 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
メール・テレーズのことで大変お世話いただいたことに感謝。大変体の具合の悪い
スール・ランカルナシオンについての相談。

476

10 月 7 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
ヴィルフランシュの姉妹たちは修道院の設立をしました。連合は諦めなければなり
ません。どちらがより忠実に会則を守るか、敬虔なデフィ (déﬁ, 競走) をすること。
スール・ランカルナシオンの病気が治りました。姉妹たちの消息。

477

11 月 29 日 – ポーのマドゥモワゼル・メラニ・フィガロル宛。

1030
メラニは愛徳修道女会† (les Filles de la Charité) に入ろうとしていました。11 月 21
日、6 名のノヴィスが誓願を立てました。その中に、マドゥモワゼル・ドゥ・ラシャ
ペールとエリザ・ドゥ・カステラがいました。12 月 8 日、5 名が着衣します。コン
グレガシオンのお祝い‡ の準備。自分自身の意志に死ぬこと。マドゥモワゼル・ポル
テが入会しました。

478

12 月 12 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
新年の挨拶。小さな苦しみ、さげすみを有効に活かすこと。第三会はどうしていま
すか。第三会の会員を立派に養成すること。神さまを頼みとすること。院長さまと
聴罪師に対する従順。

479

12 月 30 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
挨拶と感謝。姉妹たちの健康状態と使徒活動についてのお尋ね。

1823 年
480

年の 3 日

– ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。

メール・エミリとその共同体のための挨拶。外的な仕事が私たちの完徳の心遣いか
ら私たちをそらすことがありませんように。心を燃え立たせること。神さまだけを。
スール・スタニスラスがトナンに出発します。姉妹たちは元気です。メール・M・
ドゥ・ラ・コンセプシオンは、オーバンの修道院の設立に関心を寄せています。

481

4 月 19 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
ドジテが道理をわきまえた大人になりますように。会則、本修道会の第三の目的、
「控えめの規則」を忠実に守ること。

482

9 月 2 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
ドゥ・トランケレオン夫人がヴィルフランシュを通ることになるでしょう。お互い
のために祈ること。家に帰っていたポストラント、スール・エリザベット・デジェー
ルの死去。彼女の姉妹のために祈ること。病気の姉妹たちはかなりいいです。ボン・
ペールが来られました。相変わらず熱意に燃えておいでです。

†

編者註：愛徳姉妹会とも言う。ヴァンサン・ドゥ・ポール (1581-1660) がルイーズ・ドゥ・マリヤックと
ともに 1633 年に創立する。
‡
編者註：マリアの無原罪のおん宿りの祝日。
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483

10 月 2 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
スール・ドジテはその長上のメール・テレーズが天国へ旅発とうとしているのをみ
て悲しんでいます。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはその悲しみを分かち
合います。ドジテに対して、また、ドジテを通して第三会の会員に対して勇気づけ。
十字架の下にたたずまれるおん母のふさわしい娘となること。受付係になるための
ポストラントたちの身元調査書を送ること。

484

10 月 7 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
姉妹たちの指導についての経験の分かち合い。メール・テレーズは医者にみはなさ
れています。聖なるおとめマリアに対する願。

485

10 月 10 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンがメール・テレーズのために頼みとするの
は奇跡だけです。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、修練長であったメー
ル・M・デュ・サクレ・クールに修練院のニュースを伝えています。いろいろな情
報。メール・テレーズに「マリアのみ名」に祈るように勧めます。サルラのポスト
ラントたち。共同体のニュースを求めます。

486

10 月 22 日 – 花婿のために花嫁を養成するように励むこと。リーダーたちに
しっかりとした教育の基礎を与えること。聖書の解説。清貧の精神について話すこ
と。修練院のニュース。メール・ゴンザグが修練院の指導にあたっています。メー
ル・サント・フォワが霊生の仕事をしています。その他の情報。メール・テレーズ
に、その苦しみを本修道会のためにささげるように勧めます。

487

11 月 3 日 – トナンの修道院の貧しさ。2 週間ごとにコングレガシオンのコン
セイ (Conseil, 評議会) を開くこと。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは長上
らしく振舞わなければなりません。スール・スタニスラスの指導について助言。修
練院と共同体のニュース。

488

11 月 10 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
スール・ドジテの霊的進歩向上のための助言。浄化の徳に励むこと。子供のように
主の手につかまっていること。道理をわきまえた大人になること。メール・テレー
ズの死去でかけがえのない人を失いました。メールが神のみ旨に身を委ねたことに
倣いましょう。ノヴィスたちの黙想のために祈ること。スール・セラフィーヌが誓
願を立てることになるでしょう。
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489

11 月 12 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
メール・テレーズの死去。トナンの修道院の長上、メール・M・デュ・サクレ・クー
ル。修練長、メール・ゴンザグ。アルザスの修道院設立。聖人になること。

490

11 月 19 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
スール・サクルマンの回心。誓願宣立をするのはスール・セラフィーヌだけ。姉妹
たちの消息。ポストラントたちは模範的です。スール・マリー・ジョゼフに祝日† お
めでとう。メール・M・デュ・サクレ・クールはラリボ師と連絡をとらなければな
りません。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンの足はよくなりました。

491

11 月 27 日 – コングレガシオンの文通は一般的には、汚れなきマリア修道会
(les Filles de Marie) によってなされなければなりません。会則、細則はどこにあり
ますか。メール・ゴンザグは修練院と助修道女岳の面倒をみています。

492

12 月 9 日 – 12 月 8 日は立派な祝日‡ 。4 名の着衣、助修道女がベールを着けた
こと。スール・プレザンタシオンは退会しなければなりません。マドゥモワゼル・
ロルマンは試しに入会するでしょう。保護者であるメール・テレーズ、メール・サ
ン・ヴァンサンがすっかり変わりました。信仰の精神を生きること。

493

12 月 15 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、ヤナシュ夫人が戻っ
てくることを願っています。メール・サント・フォワは霊生の仕事をよくしていま
す。適さないポストラントは遠慮せずに家に帰すこと。マルゲリトを奉公先に戻す
こと。その他のニュース。

494

12 月 20 日 – トナンのメール・M・ジョゼフ・ドゥ・カステラ宛。
聖人を養成すること。禁域の中に修道女でない女性を受け入れること。健康に勝れ
ない人たちを家に帰す決断をすること。スール・プレザンタシオンは退会するでしょ
う。
「まぐさ桶」のまわりに集まること。幼な子になること。

495

12 月 28 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
ふたりのメールを結ぶ大変つよい絆。メール・サント・フォワの無理解をささげる
こと、そして、もうひとりのメール・テレーズをいただけるように祈ること。コン
ドムの承諾。ボルドーの計画。姉妹たちの消息。記録簿を送ることの通知。願望。
メール・テレーズの手紙を開けること。

†
‡

編者註：ハンガリーの聖エリザベトの祝日。現在では 11 月 17 日、もと 11 月 19 日。
編者註：聖母マリアの無原罪のおん宿りの祝日。
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1824 年
496

1 月 5 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
この年が功徳の年でありますように。聖人たちの方に目をやること。神さまは私た
ちが戦っているのをご覧になるのを好まれます。スール・ドジテが神のみ摂理 (のや
り方) を模倣しますように。スール・ドジテは姉妹たちに対して神のみ摂理の「手」
です。

497

1 月 13 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
ふたつの共同体の病人に対しての配慮。近いうちに、すべての姉妹が同じドレスを
着けることになるでしょう。マルゲリトを早く家に帰すこと。スール・プレザンタ
シオンを家に帰すことに猶予を与えること。スール・サクルマンの状態はいいです。
スール・マリー・ジョゼフの証明書。

498

1 月 22 日 – サン・レミのフレール (Frère, 兄弟) の方たちの試練。フレール
の方たちの必要を満たすこと。体の具合を悪くしているダヴィド氏。修練院のボル
ドーへの移転。司教さまが訪問してくださいました。

499

2 月 3 日 – マルゲリトのことでメール・M・デュ・サクレ・クールの苦悩。スー
ル・トゥリニテの健康状態、スール・アデライド、スール・セレスチーヌ。スール・ス
タニスラスはラリボ師を信頼しています。姉妹たちの指導についての助言。ボン・
ペールはお仕事で大変忙しいです。

500

2 月 4 日 – マドゥモワゼル・ルべのための免除のお願い。マルゲリトにはマ
ドゥモワゼル・モミュスのところへ行って欲しい。勇気。ダヴィド氏はパリへ、カ
イエ師はサン・レミへ出発されます。本修道会の事業、国事、国会議員選挙のため
に祈ること。「おめでとうございます。† 」

501

2 月 4 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
マドゥモワゼル・プレブストの健康状態についての問い合わせ。感謝。

502

2 月 5 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
アデライドについてのコンセイ (Conseil, 評議会) の報告。マドゥモワゼル・ルベの
例外についての同意。新しいノヴィスたちはとても元気です。べロック夫人はヴィ
ルヌーヴにいます。

†

編者註：聖母マリアのおん浄めの祝日、2 月 2 日。
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503

2 月 9 日 – スール・トゥリニテ (プレブスト) のことでドゥ・ラコサド氏の手
紙を待っています。ヤナシュ夫人が帰ってきたこと。スール・サント・フォワは、
霊生の仕事を立派にしています。メール・ゴンザグ、スール・テレーズ、スール・
アンカルナシオン、スール・フランソワーズ、そして、スール・プレザンタシオン
の消息。サン・レミのフレール (Frère, 兄弟) の方たちの 2 通の手紙を送ること。カ
イエ師のためのスール・ジュヌヴィエーヴの委任状と一緒に神父さまのための手紙
を送ること。

504

2 月 14 日 – 「40 時間大祈禱」のために司祭をひとりおくること。神父さまの
ために急ぎの包みを送ること。スール・トゥリニテについてのドゥ・ラコサド氏の
手紙はあまり安心させてくれるものではありません。

505

2 月 16 日 – もし、神父さまが同意してくださるなら、スール・アデライドを
受け入れること。スール・トゥリニテの健康状態。私たちの職務の十字架を担うた
めの勇気。イエスさまが私たちと一緒に十字架を担ってくださいます。

506

2 月 20 日 – シャミナード師が認めてくださったマドゥモワゼル・ルベのため
の例外。おくるべき司祭がいません。罪を避けること。その他のニュース。メール・

M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、前日に瀉血をしたと言っています。スール・ア
ンカルナシオンとメール・エンマヌエルの体の具合は悪いので、コングレガシオン
の集まりには、べロック夫人とメール・サン・ヴァンサンが行きます。

507

2 月 27 日 – 聖なる四旬節をすることができますように。メール・M・ドゥ・
ラ・コンセプシオンは自分の意志に死ぬことの敬虔なデフィ (déﬁ, 競争) を提案し
ます。霊生の記録簿の要請。

508

3 月 8 日 – 四旬節、救いの時。時は短いです。すべてを神さまのために。メー
ル・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは四旬節をすることができません。メールはドゥ・
ラコサド氏に相談しました。メールはドゥ・トランケレオン夫人からといって、スー
ル・サン・テスプリに本を送ります。

509

3 月 23 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、自分の健康に関心を
もってくれることで共同体全体に感謝しています。メールの健康状態は大変よくな
りました。熱意を倍加すること。この病気がメールの滅びとならないようにとの祈
りを願っています。

510

4 月 3 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、娘たちの過失は覚えて
いないと言います。ロワイエール師。トナンへは旅行はしません。禁域を尊重する

1035
こと。メールはこの聖なる時期を自分の部屋で過ごすことになるでしょう、頭痛、
脚の痛み。マリアさまと共に、おん子の苦しみに心を合わせる。7 年来初めてメー
ルは聖木曜日の晩を床で過ごすことになるでしょう。メールは教育のメール (Mère

d’Instruction) の記録簿に書き留めなければならないことを説明します。霊生 (Zère)
の記録簿を送ること。

511

5 月 10 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはその健康状態のせいで、
もっと早くに手紙を書くことができませんでした。立派な修道名。共同体の近況を
尋ねて、自分の健康状態の話をしています。メール・エンマヌエルの具合は良くなっ
ています。ボン・ペールが来られる話をなさっています。

512

5 月 11 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは自分の健康状態のことを伝え、メール・
エミリの健康状態のこと、メール・エミリの娘たちのこと、新しく設立された修道
院のことを聞いています。メールは近い将来のコンドムの修道院の設立、修練院と
してのボルドーの修道院の設立の話をしています。聖母月の信心。

513

6 月 7 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
私にとっては、トナンの修道院もアジャンの修道院と同じように大切です。支部の
修道院では、
「助修道女のメール (Mère des Compagnes)」は必要ありません。ふた
りの若いメールにお互いに我慢するようにさせること。指導のための助言。聡明の
賜をお願いすること。神さまだけに喜んでもらうこと。(神さまに対する) 信頼に助
けを求めること。清貧の誓願の要求。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは厳
しい従順を守らされています。

514

6 月 16 日 – ボン・ペールが 7 月の初旬に来られるでしょう。ボルドーの施設
を買収しました。メール・マリー・ジョゼフが終生誓願宣立のために来るでしょう。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンの健康状態はいいです。いろいろな任命の
ために祈ること。

515

6 月 20 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
殉教の冠におとめの冠を付け加えること。聖人たちの模範が私たちの励ましとなり
ますように。召命を余り急がせないこと。

516

7 月 29 日 – ボルドーにて、トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディ
シェ宛。

1036
ボルドーへの旅行はつつがなく行われました。特に食堂では沈黙に気をつけること。
最初の動きで戒めるようなことはしないこと。大司教館、市長、ミゼリコルド訪問。
修理で職人がたくさんいます。

517

8 月 8 日 – ボルドーにて – 家の契約はまだです。出発を延ばさなければな
りません。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは体の具合が悪かったと言ってい
ます。長い面談をしないこと。メール・M・デュ・サクレ・クールは、10 時半過ぎ
て寝るようなことはしてはなりません、必要に応じて食べなければなりません。ボ
ルドーの姉妹たちは元気です。

518

8 月 17 日 – アジャンにて – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、もっ
と長くトナンに滞在できなかったことを残念がっています。姉妹たちに関する指示。
アジャンの修道院は借金だらけです。ムラン師は 9 月黙想の指導に行くことを考え
ておられます。スール・ナティヴィテは前よりも落ち着いています。個人的な面談
はもっと短く。ロベール夫人が黙想に行きます、彼女は娘に会ってもいいでしょう。

519

8 月 17 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
衣服の発送。コンドムのために祈ること。神父さまの方からメール・アンカルナシ
オンに手紙を書いていただきたい。近況を知らせてください。マドゥモワゼル・セ
ナックの宝石。聖人になること。

520

8 月 19 日 – ボルドーのスール・ルイズ・マリー・ドゥ・ポルテ (ノヴィス) 宛。
プチ・ゾフィス (les petits oﬃces, 小さな役割) の規則の送付。天国を奪いとらなけ
ればなりません。毎週尊敬をこめて聖務日課を唱えること。

521

8 月 20 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、スール・ドジテの魂の最大の悪は傲慢だ
と書いています。メールはドジテに従順を勧めます。すべての姉妹たちに対する愛
徳。すべての欠点を一度に直そうと思わないこと。ロベール夫人が授業の記録簿を
もって来てくださいますように。アジャンの共同体は黙想に入ろうとしています。

522

8 月 21 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
コンドムの修道院の設立。メール・エンマヌエルを責任者とする寄宿学校。修練院
のボルドーへの移転。メール・ゴンザグ、修練長。メール・マリー・ジョゼフ、修
道院長。統治のために祈りのお願い。
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8 月 31 日 – ボルドーのメール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステラ宛。
黙想が終わったところです。平和と静寂。長上のための規則の送付、本修道会の承
認。シャミナード師にスール・ドゥ・ランカルナシオンに手紙を書いていただくよ
うにお願いすること。信仰を生きること。おばあさまの具合は前よりもいいです。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、もうコンフェランス (conférence, 講話)
はしてはいけません。

524

9 月 3 日 – トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。
徳において進歩向上すること。与えられている時間を有効に活かすこと。自分のラ
ンプの備えをしておくこと。

525

9 月 4 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
ムラン師は 16 日にならないと行くことはできません。障害を自分のために活かすこ
と。十字架を愛すること。アンジェールはボルドーへ行ってはなりません。聖人た
ちを見ること。

526

9 月 9 日 – 面談で誓願について強調すること。立派な黙想をしてください。

527

9 月 15 日 – ムラン師の旅行がまた延期となりました。メール・サン・ヴァン
サンは数日間コンドムへ行きます。ローモン師はサン・タヴィにおられます。スー
ル・スタニスラスはコンドムに適していますか。
「プチ・タビ (Petit Habit)」。
「マ
リアのみ名の祝日」。

528

9 月 16 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
修道女、花婿の栄光のためにいけにえとしてささげられる犠牲。準備修練院、この
ことについて、ボン・ペールに話すこと。スール・ナティヴィテはコングレガシオ
ンのために素晴らしい働きをしています。

529

9 月 24 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
国王ルイ 18 世の死去。シャルル 10 世がその跡を継ぎました。スール・テレーズ (デ
ジェール) が病気です。姉妹たちの消息。アジャンの共同体は落ち着いています。
ドゥ・トランケレオン夫人は病気でした。

530

9 月 30 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは自分の健康状態につい
て姉妹たちを安心させます。ボルドーでは、アルザスからのふたりを待っています。
本修道会は強化されます。コルマールのフレール (Frère, 兄弟) の方たち、カルワリ
オに上らなければなりません。

1038
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10 月 5 日 – ムラン師がサン・タヴィに発たれます、黙想の (指導の) ためにト
ナンに行かれるでしょう。シャミナード師は、修道女の頻繁な旅行は危険だと思っ
ておられます。スール・テレーズの体の具合が本当に悪いです。スール・ナティヴィ
テが小心にとりつかれていますが、コングレガシオンのためには才能を遺憾なく発
揮しています。

532

10 月 8 日 – トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。
ムラン師がご病気で、トナンに行けないのではないかと心配です。パガ師と相談す
ること。霊的な怠惰に流されないこと。信仰の精神。

533

10 月 14 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
無味乾燥な信仰の道。被造物の中には慰めはありません。カイエ師が修練院の指導
をしてくださいます。姉妹たちの消息。自分を聖化すること。

534

10 月 18 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは黙想の様子の知らせを待っています。誓
願の更新は、メールには 5 つの誓願のそれぞれの解説の機会となります。

535

10 月 20 日 – ボルドーのメール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステラ宛。
修練院、修道会の希望。召命の偉大さ。自分の完徳のために励むこと。スール・テ
レーズは相変わらず病気です。

536

10 月 25 日 – 11 月 3 日を思い起こすこと、メール・テレーズの亡くなった日。
カイエ師は到着されましたか。

537

10 月 25 日 – ボルドーのスール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ (ノヴィ
ス) 宛。
スール・サン・ジョゼフはその病気の間に豊かにいただいたお恵みを思い起こさな
ければなりません。自分の職務をよく果たすこと。ボン・ペールのコンフェランス
のノートの送付。規則を写すこと。沈黙 (複数) の要理 (catéchisme) の要請。

538

10 月 29 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
いたるところに十字架があります。健康状態の悪い人たちは、規則正しい生活に害
を及ぼします。事業の妨げになります。カステルジャルーの事業。スール・テレー
ズの具合が前よりもさらに大変悪くなっています。
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11 月 2 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
この世の苦しみと喜び。祈りによって神さまの中に私たちの力を見つけること。聖
なる黙想をするように願っています。本当の修道女になること。神の子羊のために
花嫁を養成すること。スール・テレーズは、私たちのもとから天国へ呼ばれようと
しています。

540

11 月 5 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
受け入れのことについてのボン・ペールの助言。長上は全体の善を見なければなり
ません。すべてを信仰の見方から。トナンの修道院は私にとって大切です。

541

11 月 8 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
私たちは歩いている道には勇気が必要です。神さまが私たちを望んでおられるとこ
ろならどこにおいても私たちは安全です。合図の沈黙に励むこと。貧しさを愛する
こと。神さまを信頼すること。スール・テレーズが危険な状態にあります。聖務を
時間に始め、そして、時間に終わること。

542

11 月 25 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
お恵みに応えること。開かれた道を走ること。スール・テレーズの状態は変わりま
せん。祈りのお願い。スール・ナティヴィテのために祈ること。

543

12 月 7 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
共同体の何名かの姉妹の指導についての返答。被造物に執着しないこと。几帳面さ。
助言。祈りのなかに力を見つけること。監督をしっかりすること。

544

12 月 13 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
スール・テレーズは絶望的です。スール・ナティヴィテの状態は前よりも良くなっ
ています。自分の十字架を担うこと。スール・テレーズは臨終のご聖体をいただき
ました。

545

12 月 27 日 – 新年の挨拶。スール・テレーズの様子。スール・ナティヴィテは
同じような状態です。

546

12 月末 – ボルドーのひとりのノヴィス宛。
小さなことに忠実であること。自分を軽視すること。
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12 月末 – ボルドーのひとりのノヴィス宛。
自己放棄、忍耐、従順、謙遜の娘であること。

1825 年
548

1 月 1 日 – ボルドーのひとりのノヴィス宛。
忠実の道によって勝れた修道女になること。

549

年の 4 日

– トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。

時は短く、過ぎ去ります。時を失することなく励みましょう。スール・テレーズの
模範。基礎に謙遜を置くこと。

550

年の 5 日

– ボルドーのスール・ルイズ・マリー・ドゥ・ポルテ (ノヴィス) 宛。

お恵みに征服されること。すべての気持ちをこめて神さまを愛すること。導きに自
分を任せること。彼女の母親が召命を確かめるために手紙を書いてよこしました。
どんな種類の仕事もおろそかにしないこと。

551

年の 8 日

– ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。

あなたは教示の「源泉」にいます. . . アジャンの修道院は心配の多い修道院です。メー
ル・サン・ヴァンサンの進歩。「用事で外出する姉妹」の修練院。姉妹たちの状態、
自分の健康状態について。

552

1 月 9 日 – ボルドーのスール・マリー・ガブリエル・ヴァレール (ノヴィス)
宛。
内的生活の模範であること。

553

1 月 9 日 – ボルドーのスール・イニャス・シュメデール (ノヴィス) 宛。
健康の時も病気の時も神さまを愛すること。

554

1 月 9 日 – ボルドーのスール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ (ノヴィス)
宛。
神のみ旨にお委ねすること。

555

年の 15 日

– トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。

スール・テレーズが臨終を迎えようとしています。メール・M・ドゥ・ラ・コンセ
プシオンは体の具合が悪くて、終油の秘跡 (病者の塗油) の時に彼女のそばにいてあ
げることができませんでした。
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1 月 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
臨終にあるスール・テレーズ。急いで時間を有効に生かすようにすること。

557

年の 22 日

– トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。

スール・テレーズの最期のこと。亡くなった姉妹のために死者のための祈りを唱え
ること。

558

1 月 31 日 – スール・ナティヴィテがトナンへ行きます。十字架を抱くこと。
姉妹たちの消息。食堂の読書係。

559

2 月 1 日 – スール・メラニとスール・アニェスの体の具合がとても悪い状態
です。

560

2 月 5 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛
スール・テレーズの死去。病気の姉妹たち。コングレガシオンをマリアさまのみ手
にゆだねること。小さな志願院はうまく行っています。

561

2 月 7 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛
ダヴィド氏がアジャンにおられます。ボルドーのために大きな出費をしています。

562

2 月 20 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
立派な四旬節をしてください。自分の意志に死ぬこと。スゴンド・マンディブロン。
姉妹たちの消息。

563

2 月 22 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
スール・テレーズ・デジェールの死去。スール・ドジテの両親は何も出すことがで
きません。

564

2 月 24 日 – トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。
誘惑において神さまに対する忠実を証しすること。パッチの聖マグダレナ† の伝記を
読むこと。神さまの現存を保つこと。普段の行いを立派にすること。マリアさまに
対する信心。

565

3 月 2 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
人を指導するために祈りの中に光を汲み取ること。修道女を養成すること。姉妹た
ちの消息。ラコサド氏の薬がメール・サン・ヴァンサンによく効きます。

†

編者註：パッチのマリア・マグダレナ (1566 年 4 月 2 日-1607 年 5 月 25 日)。ウルバヌス 8 世により
1626 年 3 月 8 日、列福、クレメンス 9 世により 1669 年 4 月 28 日、列聖。
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3 月 9 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。謙遜に秀でること。第三会を
熱意の事業に慣らすように努めること。

567

3 月 21 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
私たちは神さまだけで十分でなければなりません。使徒的精神をもつこと。長上の
義務は大きいです。人を (神さまに) お願いすること。姉妹たちの消息。

568

3 月 28 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
メール・サン・テスプリが病気です。十字架は選ばれた者の印です。マリアさまと
一緒に十字架の下に「立つ」こと。この聖なる時期にイエスさまの後に従うこと。

569

3 月 29 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・M・デュ・サクレ・クールは病気です。イエス・キリストと共に復活する
ために自分に死ぬこと。心の十字架。

570

4 月 8 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
カイエ師のスイスへのご出発。姉妹たちの消息。本当の苦行を獲得できるように励
むこと。

571

4 月 9 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・M・デュ・サクレ・クールの病気は治りましたが、メール・M・ドゥ・ラ・
コンセプシオンは、その病気から霊的な結果を引き出します。内的な苦行。姉妹た
ちの消息。すべての姉妹たちの霊的進歩向上の願い。

572

4 月 23 日 – 会則の実行によって自分の完徳に励むこと。ふたつの共同体のた
めのデフィ (déﬁ, 競争)、自分の意志に死ぬこと。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプ
シオンは、姉妹たちの近況を尋ねています。そして、アジャンの姉妹たちの近況を
伝えています。

573

4 月 26 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
年少のダルディを受け入れないこと。聖人たちの歩いた道を歩くこと。昼食を遅ら
せること。すべての姉妹が朗読を聞きながら、一緒に食べるようにすること。庭師
は長上の許可をとってからしか入ってはなりません。

574

4 月 29 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。

1043
聖母月。マリアさまに対する信心。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、本
修道会の創立 (の歴史) を書いています。いろいろな要理にボン・ペールかカイエ師
が目を通されましたか。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、アレルヤが自
分に健康を返してくれたと言っています。

575

5 月 2 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
自分の進歩向上のために障害を利用すること。病気の姉妹たちの消息。スール・サ
ン・テスプリは永遠に向かって旅立とうとしています。ローモン師は留守にしてお
られます。

576

5 月 3 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
姉妹たちに必要なものを与えること。メール・サン・ヴァンサンは率先していろいろ
な気配りをしています。着衣が遅れています。スール・サン・テスプリによろしく。

577

5 月 11 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、メール・ゴンザグの苦しみを分かち合
います。メールはメール・ゴンザグを信仰、祈りへ招きます。聖人たちは自分たち
の言葉よりも祈りを頼みとしました。

578

5 月 15 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
私は親愛なる私の娘たちからくるすべてのことに関心があります。聖霊のご降臨に備
えること。私たちを、奴隷とするすべてのことから解脱すること。聖人になること。

579

5 月 21 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
聖霊が豊かに降りますようにとの願望。スール・スタニスラスとスール・ジョゼ
フィーヌをおくること。勇気をもって自分の職務を担うこと。メール・M・ドゥ・
ラ・コンセプシオンにも失意の時があります。

580

5 月 27 日 – 姉妹たちの指導についての助言。カイエ師が修練院を留守にして
いる間は、シャミナード師はコンドムにおいでになることができません。神さまに
信頼すること。最初の動きですぐに話さないこと。十字架は選ばれた者の宿命です。
コンドムの修道院は十字架の岩の上で堅固なものになるでしょう。物質的なことに
ついては少しも心配しないこと。その他のニュース。

1044
581

5 月 27 日 – トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。
スール・セラフィーヌは相変わらず困難の中にいます。バッチの聖マグダレナ† の模
範を黙想すること。忠実さと長上に対して心を開くことを倍加すること。アジャン
の修道院の近況、サン・ティレールの女性たちの集まり。

582

5 月 30 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
カイエ師が戻られたらボン・ペールがおいでになることになっています。パリで許
可が下りました。スール・リュースとスール・フェリシテの着衣。くじけないこと。
聖ジェルトルード‡ の模範。病気のべロック夫人。

583

6 月 6 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、トナンから便りがないことを心配して
います。召命が疑わしい人を共同体に入れることは遺憾です。信仰によって行動す
ること。ロワイエール師の交替。近況を伝え、そして、近況を知らせてくれるよう
に要請しています。

584

6 月 11 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
新しいポストラント (postulante, 志願者) が入る度毎に喜びを覚えます。べロック
夫人がサン・タヴィに出発しました。信仰を生きること。

585

6 月 13 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは十字架を担うように励まします。スール・マ
リー・デ・ザンジュを家に帰すことの苦悩。授業を受けている 8 名の子供の初聖体。

586

6 月 14 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはスール・ユーフラジ、スール・ヴィクト
ワール、スール・マリー・デ・ザンジュを家に帰すことで心を痛めています。母で
あることの心痛を覚えること。

587

6 月 21 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。

†

編者註：パッチのマリア・マグダレナ (1566 年 4 月 2 日-1607 年 5 月 25 日)。ウルバヌス 8 世により
1626 年 3 月 8 日、列福、クレメンス 9 世により 1669 年 4 月 28 日、列聖。
‡
編者註：ヘルフタのジェルトルード (1256-1301/1302)。神秘主義のひとり、ベネディクト会の修道女。

1045
惜しみない心で十字架に上ること。信仰を生きること。禁域に留意すること。メー
ル・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはドゥ・ラシャペール夫人が病気であることを知っ
て心を痛めています。本修道会の徳についてのコンフェランス (conférence, 講話)。

588

6 月 27 日 – スゴンド・マンディブロン。寛容のなかにも毅然とした態度をと
ること。スール・フェリシテの乳房に大きなしこりがあります。メール・サン・テス
プリが日に日に弱っています。8 月の終わりのボン・ペールの訪問を待っています。
寄宿生を立派なキリスト者とすること。(応接室では) 付き添いの姉妹なしで (面会
を) 済ませることがないように。

589

7 月 3 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
「プチット・ソシエテ (la Petite Société)」も含めて (本修道会の) 創立の歴史。手
紙を焼却したこと。忠実によって至愛なるおん方に感謝すること。近況を知らせて
くれるように要請。長上の生活は十字架につけられたものでなければなりません。

590

7 月 7 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
スゴンド・マンディブロン。ポストラント (postulante, 志願者) たち。スエージュ
師が黙想の指導にくることを拒みました。休暇になるまでダルディちゃんを留めて
おくこと。主に時間をおささげすること。慎みの規則。

591

7 月 13 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
私の心の娘が内的生活の娘でありますように。メール・サン・ヴァンサンは病気です。

592

7 月 17 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
第三会の黙想。ムラン師が 8 月 1 日、共同体の黙想の指導をしてくださるでしょう。
自分に死ぬこと。デュブラナ師が司祭になりました。病人たちの様子。

593

7 月 27 日 – ローモン師がトナンの黙想の指導のために出発されるでしょう。
ふたつの共同体は同じ時期に黙想をすることになるでしょう。姉妹たちはスール・
サン・テスプリのために祈っています。べロック夫人が来ました。

594

8 月 4 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは自分の近況を伝えていま
す。もう熱はでません。黙想が始まるでしょう、自分を完全に刷新すること。私た
ちの召命の精神。聖人になること。

595

8 月 5 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。

1046
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンのために黙想は延期されました。大変厳し
い食事療法。具合は良くなっています。神さまに自分をささげることをしばしば更
新すること。規則を守ること、良心に従うこと以外は平和の善のために、ある善を
犠牲にすることをわきまえること。

596

8 月 5 日 – コンドムの叔母たち、メドゥモワゼル・ドゥ・トランケレオン宛。
聖アンナと聖ドミニコの祝日† の祝辞。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、
自分が病気だったと言っています。黙想のための祈りのお願い。姉妹たちはデュブ
ラナ師のために布類を準備します。

597

8 月 16 日 – ボルドーのノヴィスたち宛。
メール・ゴンザグのオベディアンス (移動命令書)。ノヴィスたちが惜しみない心を
もつように。助修道女の修練院はうまく行っています。

598

8 月 16 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
黙想が終わりました。何人かの姉妹たちからくる十字架。姉妹たちが内的精神を失
わないための取り決め。私たちが友情を結んで 20 年になります。

599

8 月 18 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
アジャンの方でメール・ゴンザグを待っています。メール・M・ドゥ・ラ・コンセ
プシオンは、霊生、貧しい人たちの教育などメール・ゴンザグがする可能性のある
ことを、メール・ドゥ・ランカルナシオンに示しています。ボン・ペールが来月来
られます。

600

8 月 20 日 – トナンの・スール・セラフィーヌ・ロベール宛。
祝日の花束に感謝。謙遜についての黙想。被造物からの尊敬を求めないこと。神さ
まだけを。ボルドーからの姉妹たちが元気で着きました。

601

8 月 22 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
神さまに喜んでもらうこと。償いの式をすること。一日のうちでどこかで、少し祈
りをすること。コンドムの寄宿学校はとてもうまく行っています。

602

†

8 月 24 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。

聖アンナの祝日は 7 月 26 日、聖ドミニコの祝日は 8 月 8 日。

1047
修道的精神がコンドムの修道院に定着しますように。寄宿生は共同体からもっと離
しておくようにメール・ドゥ・ランカルナシオンの支えとなっってください。本修
道会の精神が保たれますように。メール・サント・フォワとメール・ヴィジタシオ
ンの旅行は無事でした。

603

8 月 31 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・サント・フォワとメール・ヴィジタシオンは黙想しています。スール・ア
ニェスの体の具合が悪くなりました。

604

9 月 5 日 – スール・リュースがトナンへ行きました。病人のために祈ること。
十字架を愛すること。スール・ヴィジタシオンがコングレガシオンの集まりに行き
ます。

605

9 月 11 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
神のみ摂理はどこにおいても私たちのお恵みを準備してくださいます。寄宿学校に
ついての助言。保助修道女の修練院。スール・マルトが退会を願っています。

606

9 月 17 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
夕食の献立についての明示。聖なるおとめマリアの聖務日課。自分の進歩向上に努
めること。信仰を生きること。

607

9 月 23 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
コリノ師が黙想指導のために来られました。聴罪師がいません。イエスさまを愛す
ること。

608

9 月 28 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
黙想。自分の娘たちのために、イエス・キリストの模範に倣って、自分を聖化する
こと。祈りの時間をとることができるように、監督はメール・ゴンザグに任せるこ
と。まもなく、スール・ジュリエンヌが着衣します。応接室での話を短くすること。

609

10 月 2 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
私たちが修道生活を始めて 10 年目になります。信仰を生きること。姉妹たちの健康
状態はまあまあです。メール・サン・テスプリはいかがですか。

610

10 月 5 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛

1048
十字架、
「王道」。黙想の終結にあるコンドムの姉妹のひとりひとりに対する願望と、
全員のためには修道会の精神をもつようにとの願望。

611

10 月 13 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
黙想のお恵みに対して神さまを讃えること。被造物を超える高さまで自分を上げる
こと。アジャンは助修道女をひとり必要としています。刷新の保護者、聖テレジア†
に祈ること。人をお願いすること。

612

10 月 14 日 – トナンのフォール・ドゥ・ラコサド氏宛。
隣人と修道院との問題を解決するための必要な書類を渡すこと。

613

10 月 17 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
神のみ言葉についての考察。姉妹たちの消息。コンドムの修道院は黙想によって刷
新しました。姉妹たちはまあまあ元気です。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオ
ンは、自分の胃がしばしば痛むと付け加えています。

614

10 月 26 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
ダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis) の方たち。修理。マドゥモワゼル・ブ
ルイト。黙想の成果を培うこと。スゴンド・マンディブロンを励ますこと。メール・
サン・テスプリの具合がとても悪いです。

615

10 月 27 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
ダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis) の方たち。この方たちは黙想者の区画
に住むことになるでしょう。メール・サン・テスプリのために祈ること。

616

11 月 2 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
マドゥモワゼル・ブルイトとの困難。非難を堪え忍ぶこと。貧しさを堪え忍ぶこと。
神さまに信頼すること。

617

†

11 月 2 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。

編者註：アヴィラの聖テレジア (1519-1582)、修道名はイエスのテレジア。神秘主義者で、とても豊か
な精神的著作があり、はじめて女性として教会博士と宣言された。十字架の聖ヨハネとともにスペインのカ
ルメル会を改革した。

1049
無力は神さまの全能の源です。悲しまないこと。神さまは彼女を十字架の花嫁とし
て望まれます。殉教の栄誉におとめの冠を付け加えること。異教徒の中に自分がい
ると想像すること。

618

11 月 4 日 – ボルドーの未来の誓願者たち宛。
完全な奉献をすること。自分から被造物に対するすべての愛を無くすこと。人々の
心の征服に向かうこと。

619

11 月 12 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
トナンのひとりの姉妹によって引き起こされた困難。スール・ドジテには薬を飲ん
で欲しいのです。ヴィクトワール、マリエットのこと。

620

11 月 16 日 – ボルドーのスール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ (ノヴィ
ス) 宛。
花婿と結んだ契約が決して損なわれるようなことがありませんように。

621

11 月 16 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはメール・ゴンザグの心配を分かち合いま
す。マドゥモワゼル・ブルイトを寄宿学校に留めておくこと。人に規則を几帳面に
守らせるように、従属させるようにすること。授業、コングレガシオン、貧しい人
たちのことを知らせてください。悲しみを取り除くこと。祈りの中に力を汲み取る
こと。神さまのみ心にかなった人をお願いすること。コンドムの群れ (姉妹たち) は
「年長の娘たち」からなっています。メール・エンマヌエルの肖像画をつくることは
規則からはずれています。

622

11 月 21 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・サン・テスプリは神さまをいただきました。スール・N、マドゥモワゼル・
ロネのことで祈ること。

623

11 月 22 日 – メラニのためになすべき事業。

624

11 月 22 日 – ダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis) の長上の方に麻痺
が起きました。スール・リュースには来て助けて欲しいです。アジャンからはコン
ドムのスール・アガトをおくりましょう。メール・サン・テスプリのための祈り。

625

11 月 23 日 – トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。

1050
「修道会の徳」に励むことによって、内的精神を獲得することができます。一度「私
は望みます」と言うこと。悪魔を無視すること。院長さまに誘惑を打ち明けること。
神の栄光のために偉大な聖人になること。

626

11 月 28 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
第三会の会員が引き受けることができるようになるまで、メラニを受け入れること。
ダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis) の方たちは、(アジャンの修道院に) 落
ち着いて、大変喜んでいます。

627

12 月 12 日 – どのように年を過ごしましたか。私たちは来る年の終わりを見
ることができるでしょうか。天国への願望はどうなっていますか。新しい誓願者た
ちがボルドーから来るでしょう。「無原罪のおん宿り」の祝日† 。病気のムラン師。
スール・アガトとスール・リュースを交替させるためにボルドーからの指示を待っ
ています。ダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis) の方たちが体の具合を悪く
しています。

628

12 月 20 日 – メラニをトナンの修道院に留めておくことができるでしょうか。

629

12 月 28 日 – 新年の挨拶、謙遜、質朴、従順を獲得できますように。共同体の
ひとりひとりの姉妹たちに対する個人的な願い。スール・N、スール・V のために
祈ること。

630

12 月 30 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
寄宿学校が良い状態にあることを知っての喜び。コンドムのコングレガシオンにつ
いての心配。アジャンの修練院はうまく行っていません。新年の挨拶、本修道会の
本当の娘となること、辛抱強くあること、神さまにお委ねすること、すべての慰め
を犠牲としてささげること。アジャンではボルドーからの新しい誓願者たちを待っ
ています。共同体の全員にとって良い年でありますように。

1826 年
631

1 月 3 日 – トナンのスール・サン・フランソワ・アルノデル宛。
願望。若い誓願者たちはトナンに立ち寄らないで、アジャンに着きました。若い誓
願者たちの行き先。私たちは修道会の創始者です。しっかりとした謙遜に基礎を置
くこと。

†

編者註：12 月 8 日。

1051
632

1 月 10 日 – トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。
偉大な聖人になること。神さまの招きに応えること。謙遜。補佐修道女になること
を願わないこと。

633

1 月 10 日 – ボルドーのスール・トゥリニテ・プレブスト

(ノヴィス) 宛。

挨拶の交換。進歩向上するにつれて、歩むべき道がもっとよく見えます。彼女を醜
いものにするその肉体の破壊を愛すること。誓願宣立の準備をすること。

634

1 月 12 日 – ヴィルフランシュのメール・エミリ・ドゥ・ロダ宛。
今年、大きな霊的利益をあげて欲しいとの願望。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプ
シオンは修練院の成果について満足していると言っています。スール・ドジテに挨
拶を送っています。ボン・ペールからは 6 ヵ月お便りをいただいていません。

635

1 月 20 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・サント・フォワとメール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは第三会の黙想
を指導しています。信仰が不幸なめにあっていること。若い誓願者たちは模範的で
す。スール・テレーズが亡くなって 1 年になります。

636

1 月 25 日 – スール・ナティヴィテを修練院へおくること。神さまの計画に応
えること。私たちの中で神さまの事業を推し進めること。メール・M・ドゥ・ラ・
コンセプシオンは祈りを願っています。そして、自分の健康には、時節の厳しさが
身にしみると付け加えています。

637

2 月 16 日 – メラニの両親が、彼女がどこにいるのか尋ねています。姉妹たち
は四旬節をどのように過ごしていますか。自分の意志のすべてを大斎にすること。
修道院の設立が話題になっています。ダム・デュ・パラヴィス (Dames du Paravis)
の方たちが体の具合を悪くしています。スール・リュースは誓約に満足しています。

638

2 月 27 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
四旬節が共同体にとって改善と刷新の時であって欲しいです。メール (Mère) たち
のコンセイ (Conseil, 評議会) を召集すること。沈黙の大切さ。アジャンは年をとっ
た人たちを引き取ることによって本修道会の修道院 (複数) を助けるようになって
います。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、自分の健康はまあまあの状態
だと言っています。
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2 月 28 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
私の「年長の娘」のひとり。三つのオフィス (Oﬃce, 職務) がどのように果たされて
いるか伝えること。ボン・ペールは頻繁な移動にはあまり賛成ではありません。こ
の世は戦いの場です、やがて、永遠の日が来ます。

640

3 月 3 日 – ボルドーのダヴィド・モニエ氏宛。
スール・フェリシテのことで汚れなきマリア修道会 (les Filles de Marie) が借りて
いたお金の計算をオギュスト氏に送付。

641

3 月 4 日 – ボルドーのノヴィス宛。
本修道会の第一の目的、個人の聖化、第二の目的、隣人の救い、そして、これは祈
り、教育、働きによって行われます。物質的な仕事ができるようになること。休息
の時間は少しもありません。おん子の栄光のためにだけ生きられたマリアさまを模
倣すること。

642

3 月 7 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
ロワイエール師の交替。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、ドゥ・ラコサ
ド氏が向上を失うことにはならないことを喜んでいる、と言っています。マドゥモ
ワゼル・ロネの件のために祈りが必要です。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオ
ンの健康状態は悪くなっていました。

643

3 月 10 日 – ボルドーのメール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステラ宛。
スール・ドロテをおくること。エレオノールは大変希望がもてます。

644

3 月 20 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは自分の健康状態が悪化していると言いま
す、自分のために祈ってくれるようにメール・ゴンザグに願っています。スール・
ユルシュールのこと、その誘惑のこと。必要と思われることを率直に書くこと。慎
重に注意すること。マドゥモワゼル・ブルイトには毅然とした態度をとること。

645

3 月 20 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは自分の健康状態のことを伝え、自分には
甘えるようなところがあったと自分を咎めています。死んで、そして復活するため
に、聖週間を信仰において生きるように進めています。遺言書を書く許可を神父さ
まにお願いすること。
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3 月 21 日 – カイエ師がアルザスへ発たれます。一緒に送る包みをカイエ師に
届けてください。聖なる沈黙、嬉しいアレルヤ。

647

3 月 28 日 – 私たちの霊的復活が、イエス・キリストの復活の特性、すなわち、
機敏さ、敏捷さ、苦しみを感じることがあり得ない特性、光、不滅性をもつことがで
きますように。スール・アニェス、マダム・ブランの体の具合が悪いこと。
「お告げ
の祝日† 」には、スール・イザベルとスール・フェリシテが誓願を宣立し、スール・
ユルシュールは着衣するでしょう。彼女たちのために祈ること。

648

4 月 13 日 – 取るに足りないことのために時間を無駄にすることには、責任が
あります。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンの健康状態のこと。クレルフォ
ンテーヌ夫人が入ってきました。数人の姉妹たちと新しい誓願者たちの消息。

649

4 月 26 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは自分の健康状態、死に瀕しているマダム・
ブラン、入ってきたクレルフォンテーヌ夫人のことを伝えています。書き物をする
と疲れると言っています。メール・サン・ヴァンサンはとても忙しいです。どんな
代償を払っても自分を救うこと。

650

5 月 5 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
アジャンの姉妹たちは全免償を獲得しました。メラニが病気です、メール・M・ドゥ・
ラ・コンセプシオンはそのことで心を痛めています。マダム・ブランは死を迎えよ
うとしています。マンディブロンは両親の同意を得ました。

651

5 月 5 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
ナイス・ラフルカードはコンドムの寄宿学校へ行きます。マダム・ブランが死を迎
えようとしています、12 日前から姉妹たちが彼女に夜通し付き添っています。姉妹
たちの健康状態はまあまあです。神さまの業のために励むこと。聖霊を豊かにいた
だくことができますように。

652

5 月 20 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは胃の具合がよくありません。いつも体の
調子が悪いです。べロック夫人は汗を出しています。カッパを送ること。マドゥモ
ワゼル・ダルディ。

†

編者註：3 月 25 日。
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5 月 26 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンの具合は良くなっていますが、休まなけれ
ばなりません。メールはご聖体をいただけないこと、娘たちとの面談ができないこ
とをつらく思っています。スール・アニェスとマダム・ブランは病気です。

654

6 月 1 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
十字架の木の優しさ。山を登ること、花婿が私たちに手を伸ばしてくださいます。
いつも病人がいます、病人は修道院の祝福です。

655

6 月 5 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは体の具合が悪くて床に就いています。す
べてにおいて神の聖なるみ旨を。スール・ドジテの苦しみに心を痛めています。十
字架にかけられた神さまの花嫁。アニェス・ベルネードは志願期をしています。

656

6 月 21 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンの健康状態は良くなりま
した。あまり苦しんでいません。最近入った姉妹たちの消息。スール・ドジテはど
うしていますか。マダム・ブランとロザリ・ドゥ・ポミエスの死去。

657

6 月 27 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
神のみ摂理に信頼すること。清貧の結果を感じることを愛すること。平和と相互理
解がすべての姉妹たちの間にありますように。メールは彼女に本当の謙遜を願って
います。

658

6 月 30 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
ナイスをおくること。ボルドーの修練院は黙想中です。神さまに信頼すること。ボ
ン。ペールがおいでになる予定です。スール・ナティヴィテのために祈ること、彼
女の状態は良くなっています。相変わらず白い (ものをいただく) 食事療法をして
いること。

659

7 月 7 日 - トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
ロワイエール師への贈り物。謙遜、柔和、従順の道によって偉大な聖人になること。

660

7 月 7 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
スール・ドゥ・ジェジュはトナンへ行きました。本修道会には大きな必要がありま
す、神さまはドネ (donnée, 奉献者) によって本修道会を支えてくださいます。ロ
ワイエール師のための贈り物。シャミナード師に許可を願うこと。メラニのこと。

1055
メールの健康状態は良くなっています。神さまのご計画を礼拝すること。スール・
アニェスが弱っています。

661

7 月 19 日 – 私たちの不忠実を嘆くこと。償いのいけにえとして自分をささげ
ること。姉妹たちの消息。健康状態は良くなっています。ロワイエール師に贈り物
をすること 3 週間前よりボルドーから便りが全然ありません。

662

7 月 25 日 – 私たちが自分をいけにえとしておささげして 9 年になります。ボ
ン・ペールがアジャンにいらっしゃいます。お帰りの途中でトナンにも行かれるで
しょう。ボン・ペールはスール・ナティヴィテを連れてこられました。モワサック
に男子の修道院が設立されます。ムラン師が黙想の指導をされるでしょう。ボン・
ペールは誓願更新のためにこちらに来られるでしょう。トナンでも黙想をすること。
修練院に病人がいます。

663

8 月 7 日 – 黙想の終わり。メール・サン・ソヴールとスール・アニェスの終生
誓願の宣立。助修道女の修練院の善のために姉妹たちの移動。ボン・ペールがアル
ボワの新しい修道院の設立について話をしてくださるでしょう。姉妹たちの消息。
スール・アニェスが天国へ旅発とうとしています。
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8 月 10 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
ボン・ペールはすべての修道院でメモをとられます。物質的なことの全体的状態が
よくありません。神さまの力強いみ手の下にへりくだること。

665

8 月 17 日 – トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。
スール・セラフィーヌは、その終生誓願宣立の準備のために年の黙想を利用したい
と思っています。スール・セラフィーヌは、黙想のためにアジャンに来たいと思っ
ていますが、メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはそれを断ります。アルボワの
ための支度品を準備すること。スール・アニェスは臨終の聖体拝領をしました。彼
女は苦しんでいます。

666

8 月 18 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは文通相手の苦悩を分かち合います。イエ
スさまの最愛の人が十字架のそばにいるのです。神さまだけを信頼すること。メー
ル・ゴンザグのことを犠牲としてささげること。

667

8 月 22 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。

1056
たくさんの仕事。スール・アニェスは平和のうちに死に向かっています。メール・
アンカルナシオンは体の具合がとても悪いです。カルワリオのイエスさまを愛する
こと。十字架にかけられたイエスさまだけを知ること。

668

8 月 24 日 – トナンのスール・ブリジット・マルシュ宛。
母親のことでスール・ブリジットは悩んでいますが、その悩みをメール・M・ドゥ・
ラ・コンセプシオンは分かち合っています。イエスさまと一緒に治めるためにイエ
スさまと一緒に十字架にかけられること。勇気を出してください。スール・アニェ
スは永遠に向かっています。
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8 月 24 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
メール・アンカルナシオンは病気です。スール・アニェスは終油の秘跡 (病者の塗
油) を受けるでしょう。修道院の中に庭師は住まわせないこと。寄宿生だけで庭に
行ってはなりません。マドゥモワゼル・ブルイトのこと。信仰の考えによって勇気
を奮い起こすこと。

670

8 月 28 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
病気が危険な状態にあるスール・サン・ポールのために祈ること。メール・アンカ
ルナシオンの具合は良くなっています。アニェスは弱っていきます。ダヴィド氏の
お体の具合がとても悪いです。スール・ナティヴィテとその小心。

671

8 月 30 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
スール・アニェスは終油の秘跡 (病者の塗油) を受けました。彼女は聖年† に死を迎え
ようとしています。聖人のように死ぬのは快いことです。第三会の会員たちは全免
償をいただく準備をよくしました。スール・トゥリニテはトナンへ行きます。スー
ル・サン・ポールの具合は良くなっています。

672

9 月 11 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
スール・アニェスの死去。オベディアンス (移動命令書) を待っています。コンドム
は窮乏の中にあります。

673

9 月 11 日 – コンドムのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
スール・サン・ローランのオベディアンス (移動命令書)。スール・アニェスの死去。
スール・アンカルナシオンが疲れないようにすること。フレール (Frère, 兄弟) の方
たちがボルドーへ発たれました。

†

編者註：1825 年。
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9 月 15 日 – 何人かの姉妹たちに対する指示。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプ
シオンはムラン師がコンドムの黙想の指導をしてくださることを期待しています。
小さな修道院には病人が出ています。昨日は数人の姉妹が病気でした。マドゥモワ
ゼル・ブルイトを修道女としては受け入れないこと。

675

9 月 16 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
カイエ師がトナンの黙想の指導をなさるでしょう。治療を受けさせるためにメラニ
を病院におくること。少し体の具合を悪くしている姉妹たちがいます。

676

9 月 18 日 – 治る見込みがあると思いますので、メラニをトナンに留めておく
こと。

677

9 月 18 日 – 修道会の名でいただく贈与。しあわせな清貧。スール・サン・ソ
ヴールはその誓願宣立後は平和のうちにいます。スール・サン・ローランはコンド
ムへ発ちました。試みにおいて勇気を出してください。イエスさまは、私たちがイ
エスさまに頼るのを喜ばれます。

678

9 月 24 日 – 司教さまはカイエ師に諸権限を与えられました。良い黙想をして
ください。コンドムに 2000 フラン送ること。

679

9 月 26 日 – 司教さまがカイエ師に諸権限を与えられました。全き静寂。深い
沈黙。ポストラント (postulante, 志願者)、スール・マリー・ドゥ・ジェジュをおく
ること。

680

9 月 29 日 – カイエ師と一緒にポストラン (postulante, 志願者)、マリー・ドゥ・
ジェジュをおくること。全免償をいただくための修業最後の 3 日の「40 時間大祈禱」
。

681

10 月 8 日 – トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。
スール・セラフィーヌは終生誓願を立てたところです。イエスさまの花嫁にとって
もう被造物はありません。メール・ヴィジタシオンが肺炎になりましたので、メー
ル・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンがコングレガシオンの集まりに行かなければな
りません。

682

10 月 10 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
本修道会が自らを維持し、また、善を行う手段について、神さまが私たちを照らし
てくださいますように祈ること。ポストラント (postulante, 志願者) たちの申し出
があります。スール・マルトには哀れみを覚えます。コンドムが 2000 フランで何と
かできるようでしたら、400 フランは取っておくこと。お金の必要。神さまに信頼
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すること。ローモン師は修道院に隣接する家にクレルフォンテーヌ夫人と一緒にい
ます。

683

10 月 27 日 – ボルドーにて、トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディ
シェ宛。
姉妹たちは日曜日にアルボワへ発ちます。私は心が引き裂かれる思いです。信仰を
生きるように言われます。私たちは十字架につけられたイエスさまの花嫁です。姉
妹たちの旅行に祈りで伴うように願っています。

684

10 月 31 日 – トナンにて、ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワ
トゥヴァン宛。
アジャンへ帰る旅行の便り。アルボワの姉妹たちは「王道」を歩いています、彼女
たちのために主に祈ること。修練院のことが心にかかります。平和のうちにいるこ
と、主は子供たちを与えてくださる時はいつも子供たちを養うものも与えてくださ
います。任された仕事は大きいです、でも、心配は要りません。衣類と布団を送り
ます。

685

11 月 2 日 – メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、アジャンに帰るとす
ぐに、旅行についての便りをします。スール・ブリジットは危険を脱しました。ア
ジャンではすべての人が神を愛したいと願っています。姉妹たちの消息。ノヴィス
たちが本修道会の三つの目的に励みますように。神なる師が私たちの力となってく
ださるでしょう。

686

11 月 8 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
「主の降誕」まで、会則を忠実に守るように励みましょう。メラニに与えた肌着。
スール・ブリジットはどうしていますか。彼女が黙想のこの時期を活用しますよう
に。ポストラント (postulante, 志願者) たちは試練期 (probation) をしています。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはドゥ・ラコサド氏の薬が自分に効いてい
ると言っています。

687

11 月 11 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
私たちの主と同じように忍耐すること。軽薄さを見ても動揺しないこと。規則の遵守
のためには毅然とした態度をとること。コンドムに入ったポストラント (postulante,
志願者) の様子を知らせてください。神さまに頼ること。
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11 月 13 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
聖なるおとめマリアに対する信心がまだ十分ではありません。聖なるおとめマリア
に対する信心をノヴィスたちの心に植え付けること。退会を少なくするために若い
人たちを世俗で試すこと。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは体の具合が良
くなったと言っています、そして、弟に証書をつくってもらう許可をシャミナード
師に願ってくれるように頼んでいます。

689

11 月 16 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
塀をつくらせること。べロック夫人がトナンに行くことになっています。何人かの
姉妹の消息。信仰の戦いを戦い抜くこと、十字架で武装すること。

690

11 月 23 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
神のみ摂理はその子供たちに気配りをしてくださいます。近視の度が大変強いマドゥ
モワゼル・エスパニャックが入会を願っています。コンドムはかなりうまく行って
います。シャミナード師にスール・クロチルドの誓願宣立の日取りを決めて欲しい
です。アジャンの共同体のために祈ること。リーダーを養成すること、リーダーが
不足しています。姉妹たちの下着類についての質問。補佐修道女の指導は誰がしな
ければなりませんか。

691

11 月 24 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
修道精神が定着しますように。惜しみない心をもって十字架を抱くこと。聖人た
ちが歩いた道を歩くこと。ランプを準備しておくこと。コンドムのポストラント

(postulante, 志願者) についての質問。第三会はかなりうまく行っています。
692

11 月 29 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
修道会は役に立たない人を受け入れてはなりません。ポストラント (postulante, 志
願者) たちはまあまあ元気です。アジャンのために祈ること。スール・マルトの気
持ちを落ち着かせるためにボン・ペールの方から彼女に手紙を書いて欲しいです。

693

11 月 30 日 – トナンのスール・ドジテ・ガティ宛。
自分を抑えることによって私たちは勝利を得るでしょう。神さまが私たちと一緒に
戦ってくださいます。時は短いです。ふさわしくない人を受け入れないこと、スー
ル・アンジェリックにはカルメル会のことを考えて欲しいです。塀の修理をするか、
または、庭師をよそに住まわせること。ドゥモワゼル・シレールの方たちはトナン
に立ち寄って行くことになっています。

1060
694

12 月 8 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
ドゥモワゼル・シレールの方たちと一緒にポストラント (postulante, 志願者) たち
をボルドーにおくることになるでしょう。能力のない人たちをしょいこまないこと。
スール・ナティヴィテのこと。マドゥモワゼル・ブルイトについては我慢すること。
コングレガシオンのための「無原罪のおん宿りの祝日† 」の黙想。姉妹たちの移動。

695

12 月 9 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
1800 フランの借り入れ。1 万フランの借金。ボルドーの負担が重くのしかかってい
ます。ドゥ・ラコサド氏が 3 月に修理をしてくださるでしょう、それまで、庭師を
他のところに住まわせること。近視のためにマドゥモワゼル・エスパニャックの入
会の拒否。コングレガシオンの黙想。姉妹たちがアルボワに着きました。歓迎。た
くさんの仕事。姉妹たちの移動。

696

12 月 12 日 – 第一の務めは (修道会の) 事業を支えること。多くをもっておれ
ば多くを、少ししかもっていなければ少しを与えること。貧しさを感じることを嬉
しく思うこと。スール・サン・ポールの移動。姉妹たちがアルボワに着きました。
メール・マリー・ジョゼフが少し体調をくずしています。たくさんの仕事。スール・
クロチルドは「主の降誕の祝日」に誓願を立てるでしょう。

697

12 月 18 日 – ドゥモワゼル・シレールの方たちがボルドーへ行きます。モン
フォールに修道院を設立するためです。私たちの召命のために感謝すること。スー
ル・クロチルドは「聖ヨハネ使徒福音記者」の祝日‡ に誓願を立てるでしょう。清貧
を実行しなければならないことを喜ぶこと。姉妹たちの消息。クレルフォンテーヌ
夫人が死を迎えようとしています。

698

12 月 18 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
ドゥモワゼル・シレールの方たちの紹介。ポストラント (postulante, 志願者)、E・
エミリエンヌをおくること、もうひとりのポストラントは出ました。私たちが修道
生活に入って 11 年目になります。相変わらず病気の姉妹がいます。到着したばかり
のコンドムのポストラント (postulante, 志願者) をおくること。

699

12 月 19 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。

†
‡

編者註：12 月 8 日。
編者註：12 月 27 日。

1061
ナイスとスール・アニェスの到着。ドゥモワゼル・シレールの方たちがボルドーへ
発ちます。人々の召命識別のために祈ること。障害の中で自分を聖化すること。神
のおん子がすべての人の心に生まれてくださいますように。スール・サン・ポール
をおくること。

700

12 月 21 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
また、庭師の件。「主の降誕の祝日」に自分を刷新すること。アジャンに病気のフ
レール (Frère, 兄弟) がひとりいます。

701

12 月 23 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
メール・マリー・ジョゼフは最後の秘跡を受けました。ノヴェナ (9 日間の修業) を
すること。スール・サン・ポールとスール・サント・フォワについて。花婿が喜ば
れないすべてのことを矯正すること。アルボワの便り。

702

12 月 26 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
メール・マリー・ジョゼフの病気が末期の状態にあります。祈ること。回心するこ
と。明日、スール・クロチルドが誓約をします。病気のスール・イニャス。スール・
グザヴィエとスール・マリー・テレーズの良い知らせを聞いて喜んでいます。新年
の挨拶、本修道会の苗床が一杯になりますように。

703

12 月 30 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
願い、聖人になること。メール・マリー・ジョゼフの病気の回復。庭師の件。クレ
ルフォンテーヌ夫人は死も同然の状態です。スール・クロチルドは補佐修道女とし
て誓願を立てました。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは自分の体の具合が
悪いと言っています、そして、スール・マルトに彼女が最初の会員であることを想
起させています。

1827 年
704

4 月 12 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
本当の霊的復活の願望。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは自分の状態を伝
えています。具合は良くなっています。でも、胃の調子は相変わらず悪いです。苦
しみの値。シャミナード師からの手紙を望んでいます。
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4 月 16 日 – トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはスール・セラフィーヌに「復活」につい
て黙想するように、また、自分が本当に復活したかどうか自省するように勧めます。
彼女に、時は短いので近いうちに聖人にならなければならないことを思い起こさせ
ています。

706

4 月 25 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
スール・ドロテとスール・マリー・ドゥ・ラ・クロワが無事着きました。夜の食事
のためにフレール (Frère, 兄弟) の方たちに何をあげましょうか。健康状態は相変わ
らず不安定です。スール・サン・トギュスタンのことは我慢するように。

707

5 月 15 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはコンドムの負担を軽くしてあげたいので
すが、新たな借り入れをしなければなりませんでした。スール・フェリシテに施す
べき治療。休暇までマドゥモワゼル・ブルイトを留めておくこと。メール・ドゥ・
ランカルナシオンの母親が病気です。

708

5 月 23 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
聖母月はスール・サン・トギュスタンのためにささげられました。修練院へ行くべ
き何人かの人たちがいます。神様のみ心にかなった人たちをお願いすること。清貧、
修道精神の基礎。スール・サン・トギュスタンの指導についての助言。メール・M・
ドゥ・ラ・コンセプシオンの健康状態は相変わらず勝れません。アジャンに洪水が
起きました。姉妹たちの消息。

709

5 月 27 日 – スール・トゥリニテの死去。スール・サン・トギュスタンを治す
こと。ボン・ペールの方からメール・ヴィジタシオンとメール・サント・フォワに
返事していただくようにお願いすること。

710

6 月 11 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
寄宿学校でのシュニールの刺繍のこと。スール・ジョゼフィーヌに対しては優しく振
舞うこと。トナンの修道院で女性の職人のための寄宿学校をつくってもいいでしょ
う。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは自分はかなり元気だと言っています。ア
ルボワの姉妹たちの消息を伝えています。姉妹たちは多忙を窮 (きわ) めています。

1063
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6 月 17 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
修練院、宣教者の苗床。「キリストの聖体」の祝日† の八日間の祝祭についての考察。
マドゥモワゼル・イーブルは両親の同意を得ました。メール・M・ドゥ・ラ・コン
セプシオンは自分の健康状態が回復していると付け加えています。

712

7 月 7 日 – ボルドーのスール・ヴィクトワール・グー (ノヴィス) 宛。
会則を忠実に守ることによってお恵みに応えること。マリアさまの模範に倣って、
イエス・キリストのなかに隠れた生活をすること。メールは、彼女の健康のための
祈りに感謝しています。

713

7 月 16 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
熱意に燃えておられるボン・ペールがアジャンに来られました。ノヴィスたちを神
の栄光のためにかき立てること。信仰の勉強のために配慮すること。ボン・ペール
がそちらのふたりのポストラント (postulante, 志願者) を連れていかれるでしょう。
入会を申し出ている他の人もいます。いくつかの施設の提供があります。リーダー
を養成すること。

714

7 月 18 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
「私は主のはしためです」のマリアさまの言葉を好んで繰り返すこと。ドゥ・トラ
ンケレオン夫人がだんだんと衰弱しています、彼女のために祈ること。

715

8 月 3 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはボン・ペールとポストラント (postulante,
志願者) たちが無事に着いたと思っています。黙想と第三会の会員、誰が誓願を更
新するか、または、更新しないかを第三会の会員が分かってはならないでしょう、
第三会の会員が誓願の更新の儀式には預からずに黙想に参加することはできないで
しょうか。

716

8 月 17 日 – 黙想の後、すべての姉妹は平和のうちにいます。いくつかの質問
がボン・ペールのご返事を必要としています。スール・イザベルは、誓願を更新し
ないことで悲しんでいます。ふたりのポストラント (postulante, 志願者) が入会し
ました。マドゥモワゼル・イーブルは来月入会するでしょう。修練院のために「ア
ニェス・ドゥ・サン・タムール (Agnès de Saint Amour‡ )」の本を。

†
‡

編者註：三位一体の主日 (聖霊降臨の主日の次の日曜日) の後の木曜日。
編者註：P. Michel-Ange Martin が書いた有益な本の題。
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8 月 27 日 – リーダーを養成すること。ポストラント (postulante, 志願者) た
ちの消息。ローモン師の具合がとても悪いです。べロック夫人がレクトゥールにコ
ングレガシオンを設立しました。レクトゥールに修道院の設立が望まれています。
そこにモンフォールのために当てられている基金を移すことができるでしょうか。
スール・サン・トギュスタンは退会しなければなりません。いつでも黙想している
メザンの娘さんがシャミナード師のご返事を待っています。

718

8 月末 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メザンの黙想者。スール・ジェルメーヌの消息を知らせてください。私たちは出費
が大変かさんでいます。聖なる清貧万歳、貧しいイエス・キリストに従うこと。メー
ル・ガブリエルがアルボワへ行きます。

719

9 月 2 日 – ローモン師の具合がとても悪いです。ラリボ師が友人に会いに来ら
れました。天国だけを熱望すること。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンはサ
ンボワ (symbois) が自分にはよく効くと打ち明けています。

720

9 月 4 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
ポストラント (postulante, 志願者) たちがボルドーに場所を見つけることができま
すように。モンフォールのポストラントをおくること。コンドムの黙想の指導をし
ていただくようにコリノ師にお願いすること。ローモン師が死を迎えようとしてい
ます。メール・アンカルナシオンは、メール・ガブリエルがアルボワへ出発するこ
とで痛手を受けています。スール・クロチルドの収入はアジャンのためでしょうか、
あるいは、コンドムのためでしょうか。本修道会の歴史。召命のない人を留めて置
かないこと。

721

9 月 5 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
ローモン師の死去。師のために祈ること。

722

9 月 7 日 – (汚れなきマリア修道会の) グループがトナンへ行って 7 年になり
ます。メラニに名前を与えることができるようなコングレガシオンの会員を探すこ
と。マドゥモワゼル・イーブルが入会しました。

723

9 月 15 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
スール・ドロテが修練期を短縮することを願っています。ポストラント (postulante,
志願者) たちは模範的です。スール・サン・トギュスタンの退会のことでつらい思い
をしていること。スール・アンジェリックが着衣します。医者はメール・M・ドゥ・

1065
ラ・コンセプシオンに絶対安静を求めます。なんと多くの犠牲でしょう。ローモン
師のために祈ること。

724

9 月 17 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
スール・フランソワーズが病気のために退会したスール・サン・トギュスタンに同
行して来ました。神さまはスール・マルトに光を与えてくださいました。メール・
サン・ヴァンサンは立派に指導をしています。コリノ師がコンドムの黙想の仕事を
してくださいました。トナンの黙想はいつ行われますか。

725

9 月 19 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、自分は体よりも魂の方が病んでいると
言っています。いつも信仰の観点を示すこと。しっかりした頭の持ち主だけを受け
入れること。

726

9 月 28 日 – 健康状態は相変わらずです。小神学校に、両親がプロテスタント
のふたりの子供を受け入れること。アジャンは新しいドネ (donnée, 奉献者) を受け
入れるでしょう。

727

10 月 6 日 – ボルドーにおくったポストラント (postulante, 志願者) はどうな
りましたか。助修道女のためのポストラントと一緒にふたりのポストラントをおく
ること。私たちの忠実さによって、本修道会の人たちへの祝福に値すること。健康
状態はよくなりません。

728

10 月 10 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
ボルドーに行くことになっているふたりのポストラント (postulante, 志願者) がト
ナンに立ち寄りいます。ローモン師の格言の送付。メール・M・ドゥ・ラ・コンセ
プシオンは体の具合がよくありません。そのことが祈りの意欲を奪いますが、働く
意欲はまだ残っています。

729

10 月 25 日 – アルボワのスール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ宛。
スール・サン・ジョゼフは終生誓願を立てたところです。メール・M・ドゥ・ラ・
コンセプシオンはそこからいくつかの考察を引き出しています、そして、スールに
本当の宣教者になるように勧めます。

730

10 月 28 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
ポストラント (postulante, 志願者) たちの消息を尋ねています。メール・ゴンザグ
の健康についての勧め。休み時間を延ばすこと。

1066
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10 月 28 日 – コンドムのメール・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・ラシャペー
ル宛。
メール・サント・フォワの姉妹が自分の娘を手放すことを望みません。健康状態は
相変わらずです。

732

11 月 2 日 – トナンのスール・セラフィーヌ・ロベール宛。
本修道会の徳の勉強によって完徳に励むこと。健康状態は回復しません。

733

11 月 7 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
忠実なお供のおとめたちの一団を養成することによって、神の栄光のために励むこ
と。信仰を生きること。カイエ師はいつ黙想の指導をしてくださいますか。健康状
態は相変わらずです。

734

11 月 15 日 – アジャンのアジャン市長、ドゥ・リュガ氏宛。
1825 年 5 月 24 日の法律によって修道会の許可を得るために必要な調査報告をする
ように市長に要請しています。

735

11 月 21 日 – ボルドーのメール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ・ポワトゥヴァン宛。
ジュリア・ダルディをボルドーの修練院におくること。ボルドーの黙想の詳しい内
容は、私には大変嬉しいことでした。スール・カトリーヌの兄弟の方が本修道会に
入会することを望んでいます。メール・M・ドゥ・ラ・コンセプシオンは、自分が
働けない状態にあると言っています。頭がおかしくなっているスール・マルトのた
めに祈るように願っています。

736

11 月 28 日 – トナンのメール・M・デュ・サクレ・クール・ディシェ宛。
メール・サン・テスプリの死去から 2 年になります。ボン・ペールはエギュイオン
のちょっとした財産をくださいます。財務のことに気を遣うこと、資産からの収益
をはかること。もっと長く書くことができません。「私はあなた方すべての人を心
から大切に思っています、そして、あなた方が偉大な聖人になることを願っていま
す。
」スール・マルトのために支度品を送ること。

737

パリの教会関係、公教育担当大臣閣下宛。
汚れなきマリア修道会の法的認知の要請。

1067

アルファベット順による人名リスト
アベイエ・フロランチーヌ、スール・サン・トギュスタン 1785 年ジェールのマルシアッ
クに生まれる。
アデルの協力者の中でも一番行動的な者のひとり。1816 年「大切な計画」の実施の
ためアデルは彼女に自分の名前を与えたが、ひとり残された病身の父親を助けなけ
ればならなかったので、入会は延ばされた。

1832 年修練院に入る。1832 年 12 月 25 日着衣。1833 年 12 月 27 日終生誓願宣立。
1840 年 1 月 7 日帰天。本修道会に、聖人のような人であったとの思い出を残した。
(I 巻、手紙 225、註 50 参照)
エメ (マドゥモワゼル) いつも、グラメニャックのご婦人の方たちや、マドゥモワゼル・
マリーと一緒に名前が出る。
アンジェリック (スール) ・ジョリ ジョリ・マリー、スール・アンジェリック参照
アンヌ (スール) ・モンセ モンセ・カトリーヌ・イザベル、スール・アンヌ参照
アントワネット (スール) ・シャール シャール・エリザベト、スール・アントワネット
参照
アルマニャック・マリー、スール・ローズ 1789 年 10 月 18 日アジャンに生まれる。1821
年 4 月 20 日入会。1821 年 8 月 12 日着衣。1823 年 2 月 2 日初誓願宣立。1829 年 9 月

18 日終生誓願宣立。1851 年 2 月 23 日コンドムにて帰天。
アルノデル・フランソワーズ、スール・サン・フランソワ 1782 年アジャン地方ペンヌに
生まれる。スール・サン・フランソワの名前で本修道会創始者の小さなグループに
加わる。1817 年 7 月 25 日終生誓願宣立。
一般の女の人たちの教育を担当し、やがて、この集まりは修道院で定期的にもたれ
るようになる。また、修道院に「物乞いの女たち」も受け入れた。1820 年トナンに
修道院が設立されると、トナンの修道院においても、1853 年の死去に至るまで同じ
使徒活動を続けた。
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オギュスト・M・ブルニョン・ペリエール マリア会の最初の 5 人の修道者のひとり。ボ
ルドー、ムニュ通りのサント・マリー寄宿学校の校長。その後、財務部長 (chef général

de Travail) も兼務した。L.C. nol21 参照。
オギュスタン (スール・サン) ・アベイエ アベイエ・フロランチーヌ、スール・サン・ト
ギュスタン参照
バルビエ・エリザベト、スール・マリー・ジョゼフィーヌ 1796 年 1 月 6 日ボルドーに生
まれる。1825 年 2 月 13 日入会。1825 年 4 月 9 日メール (mère) になるためのノヴィ
ス (novice, 修練者)。1826 年 10 月 10 日有期誓願宣立。1835 年 10 月 29 日終生誓願
宣立。1854 年 2 月 23 日帰天。
ベロック医師 ベロック夫人の従妹のひとり。アジャンの修道院のかかりつけの医者だ
った。
ベロック (夫人)、ジャンヌ・ディシェ 1784 年 11 月 18 日アジャンに生まれる。1803 年

2 月 6 日ジャンヌとアデルは堅信の時に出会う。1804 年 8 月、彼女たちはデュクル
ノ氏と一緒に「プチット・ソシエテ (Petite Société)」を設立。

1805 年 4 月 23 日ジャンヌ、ベロック† 医師と結婚。4 人の男の子をもうける。1812
年 11 月 14 日夫、流行病の時に献身奉仕の犠牲となって死亡。
アデルと大変親しく、彼女がアジャンのルフュージュの修道院に関する賃貸の交渉
をした。1816 年 5 月 25 日彼女はそこで、アデルとその同志を迎え入れた。
彼女は、コングレガシオンのために大変行動的で、世俗にありながら「汚れなきマ
リア修道会」の会員としての生活をした。彼女がスール・M・ドゥ・ラ・コンセプ
シオンの最期の時そばにいた。彼女は 1865 年 1 月 18 日、司祭となったその息子に
見守られて息を引き取った。
ボエ・ジャンヌ、スール・メラニ ミラモン (ロ・テ・ガロンヌ) に生まれる。1823 年 3
月 15 日入会。1823 年 6 月 20 日補佐修道女になるためのノヴィス (novice, 修練者)。

1824 年 7 月 14 日有期誓願宣立。1826 年 8 月 6 日終生誓願宣立。1826 年 9 月 8 日ア
ジャンにて帰天。
ブラン (マダム) パラヴィ参照
ブズラン・マリー、スール・リュース 1802 年 5 月 18 日アジャンに生まれる。1824 年 11
月 2 日入会。1825 年 7 月 2 日着衣。1826 年 2 月 2 日初誓願宣立。1836 年 10 月 8 日
終生誓願宣立。1845 年 3 月 22 日コンドムにて帰天。
†

編者註：エメ・バルテレミー・べロック。

1069
ブリジット (スール・マリー) ・マルシュ マルシュ・アントワネット、スール・マリー・
ブリジット参照
ブラン・ポリーヌ、スール・サント・クレール 1806 年 2 月 8 日オーシュに生まれる。1826
年 9 月 12 日入会。1826 年 12 月 15 日着衣。1828 年 10 月 15 日初誓願宣立。1831 年

10 月 2 日終生誓願宣立。1878 年 6 月 29 日アルボワにて帰天。
カイエ・ジョルジュ (1790-1868) アール (スイス) 生まれで、1823 年マリア会において誓
願宣立。ボルドーにおいてシャミナード師を補佐する。汚れなきマリア修道会の修
練院がボルドーに移された時、特に、その修練院を担当した。
カイエ・マリー、スール・サン・ソヴール 1787 年 1 月 0 日アール (スイス) に生まれる。
カイエ神父の姉妹。1822 年 8 月 25 日入会。1822 年 12 月 9 日メール (mère) になる
ためのノヴィス (novice, 修練者)。1824 年 7 月 14 日有期誓願宣立。1826 年 8 月 6 日
終生誓願宣立。1853 年 3 月 15 日アルボワにて帰天。
カンピュナン・フランソワーズ、スール・サン・ルイ 1798 年 2 月 2 日メザン (ロ・テ・
ガロンヌ) に生まれる。1827 年 10 月 16 日入会。1827 年 12 月 28 日着衣。1828 年

12 月 2 日初誓願宣立。1838 年 10 月 17 日終生誓願宣立。1849 年 2 月 8 日トナンにて
帰天。
カスタン・カトリーヌ、スール・ユルシュール 1798 年 12 月 10 日コンドムに生まれる。

1825 日 9 月 22 日入会。1826 年 5 月 25 日着衣。1826 年 10 月 25 日初誓願宣立。1837
年 10 月 7 日終生誓願宣立。1839 年 11 月 4 日トナンにて帰天。
カステラ・ (ドゥ・) クララ、スール・アニェス 1802 年 11 月 7 日生まれ。母親の死去に
よってドゥ・トランケレオン夫人の養女となる。城で育てられ、そして、アデルが
家を出た後、その姉妹のエリザベト (未来のメール・マリー・ジョゼフ) と共に城に
住む。

1819 年シャミナード師にアジャンの修道院での長期滞在を懇請。彼女の人間的およ
び使徒的養成のために大変有益な滞在となる。その時、修道女とはならずに、スー
ル・アニェスの名前をとる。少したって、ドゥ・ラリ氏と結婚。子供もなく、オー
シュで帰天。
カステラ・ (ドゥ・) エリザベト、メール・マリー・ジョゼフ 1798 年 6 月 7 日、ジェー
ルのベトゥリコ城で生まれる。母方によるアデルの実の従妹。7 歳にして母を失い、
ドゥ・トランケレオン夫人に引き取られる。ドゥモワゼル・ドゥ・トランケレオン
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の方たちのところに寄宿し、休暇は城で過ごしていた。勉強が終わると、父親も死
去したので、最終的に城に住む。
アデルが家を出た後、1821 年 4 月 29 日アデルとアジャンの修道院で合流するまで
の 5 年間、彼女がアデルに代わって、子供たちと貧しい人たちの面倒をみた。1821
年 10 月 7 日スール・マリー・ジョゼフの名前で着衣。1822 年 11 月 21 日初誓願宣
立の後、メール・テレーズ・ドゥ・ジェジュ・ヤナシュを補佐するためにトナンの
修道院へおくられる。そのメール・テレーズ・ドゥ・ジェジュは翌年死去。1824 年
終生誓願宣立後、ボルドーに開かれる修練院の初代院長に選ばれる。1826 年アルボ
ワの修道院設立を任される。アルボワに到着して、腸チフスに罹り、助かる見込み
がないように思われた。しかし、回復して、この修道院を本修道会の中で一番活気
のある、そして、一番輝く修道院とした。

1846 年の総会で、総長メール・サン・ヴァンサン・ドゥ・ラバスティードの補佐に
選ばれ、10 年後彼女の跡を次いで総長となった。1866 年総長に再選された。1874
年 6 月 17 日訪問中のロン・ル・ソニエにおいて、在任中に帰天。
カステックス コンドムの養護施設の指導司祭。
カトリーヌ (スール) ・デュフォ デュフォ・マドレーヌ、スール・カトリーヌ参照
シャール・エリザベト、スール・アントワネット カスヌイユ (ロ・テ・ガロンヌ) に生ま
れる。1821 年 1 月 29 日入会。1821 年 8 月 12 日着衣。1822 年 11 月 21 日初誓願宣
立。1829 年 11 月 29 日終生誓願宣立。1875 年 1 月 8 日アルボワにて帰天。
シャミナード・ギィヨーム・ジョゼフ 1761 年 4 月 8 日生まれ。13 人兄弟の末っ子。ふた
りの兄がいたミュシダンの学校の生徒。年上の兄は元イエズス会員。司祭に叙階さ
れ、その学校で会計の仕事をし、子供たちの面倒をみる。フランス革命の間、聖職
者市民憲章に誓うことを拒んでボルドーで司祭職を果たす。フランスに帰国した亡
命者リストに名前が載り、1797 年スペインへ亡命しなければならなくなる。サラゴ
サにおいては「柱の聖母」のもとで祈りに没頭し、そして他の亡命司祭たちと共に、
フランスの再キリスト教化の準備をする。

1800 年ボルドーに帰ると、多大な影響力をもったマリアのコングレガシオンを創設。
マドゥモワゼル・ドゥ・ラムルスのミゼリコルド (Miséricorde) の創立を助ける。つ
いで、1816 年アデル・ドゥ・トランケレオンと共に、特にコングレガシオンによっ
て、あらゆる世代、あらゆる社会階層の信仰教育をするために、汚れなきマリア修
道会 (les Filles de Marie) を創立、そして、翌年、マリア会創立。
「マリアの修道会

(l’Institut de Marie)」のふたつの部門の形成と発展に専念。1850 年 1 月 22 日帰天。

1071
シャルメル・アンヌ、スール・サント・マリー 1806 年 4 月 1 日アジャンに生まれる。1827
年 8 月 15 日入会。1828 年 8 月 5 日着衣。1831 年 3 月 19 日初誓願宣立。1834 年 6 月

8 日終生誓願宣立。1834 年 7 月 1 日アジャンにて帰天。
ショドルディ アジャンの公証人、ショドルディ氏
クレール (スール・サント)・ブラン ブラン・ポリーヌ、スール・サント・クレール参照
クロチルド (スール) ・デルペシュ デルペシュ・カトリーヌ、ソーヴ未亡人、スール・ク
ロチルド参照
コリノ・ジャン・バチスト (1796-1852) ボルドー生まれ。早くからコングレガシオン・
ドゥ・ラ・マドゥレーヌに入り、1818 年そのコングレガシオンのプレフェ (préfet、
責任者) となる。マリア会の最初のひとりで、1822 年学校長としてヴィルヌーヴ・
シュール・ロに派遣される。1827 年ボルドーに戻り、説教に従事しながらサント・
マリー寄宿学校に協力する。シャミナード師の第一補佐であった。1832 年マリア会
を退会。ボルドーのサン・ルイの名誉参事会員、主任司祭に任命される (1835 年)。
常にシャミナード師とのつながりを保ち、シャミナード師に最後の秘跡 (病者の塗
油) を授けた。聖地への旅行中ベイルートにおいて帰天。
コンスタンス (スール・マリー) ・ルロワ ルロワ・カトリーヌ、スール・マリー・コンス
タンス参照
ダルディ (マドゥモワゼル) 1826 年コンドムの寄宿学校に入る。シャミナード師は、彼女
を音楽の教師ピアノの教師として、アルボワの修道院設立のために発つ姉妹たちの
中に加えた。
ダヴィド (氏) モニエ参照
デジェール・エリザベト デジェール・ユーフラジ参照
デジェール・ユーフラジ、スール・テレーズ・ドゥ・サン・トギュスタン 1799 年アルテ
ィーグ (ロ・テ・ガロンヌ) に生まれる。1820 年 9 月 6 日入会。1825 年 1 月 22 日ア
ジャンにて帰天。
その姉妹、エリザベトも彼女と一緒に入会したが、健康上の理由で修練期を終える
ことができなかった。退会して家に帰った少し後帰天。
デルペシュ・カトリーヌ、ソーヴ未亡人、スール・クロチルド 1773 年 9 月 12 日アジャ
ンに生まれる。1823 年 12 月 2 日入会。着衣、1826 年 12 月 26 日初誓願宣立。1833
年 11 月 6 日終生誓願宣立。1845 年 11 月 28 日コンドムにて帰天。
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デグランジュ (マドゥモワゼル) ・クラリス ボルドー出身、シャミナード師によって本
修道会の方へ導かれる。1817 年 2 月スール・サン・ジョゼフの名前で入会。1817 年

3 月 7 日着衣、そして、1818 年退会。1819 年 9 月 27 日創立者メール・アデルは、シャ
ミナード師を通して彼女に手紙を書いたが、この手紙は彼女には届かなかったよう
である。
デストゥエ マルシュ参照
ディシェ・アガト、メール・マリー・デュ・サクレ・クール マリー・アガト・ディシェ
は 1789 年 11 月 11 日アジャンに生まれた。アデルと同じ日に堅信を受けた。その
日、後にベロック夫人となる彼女の姉ジャンヌとアデルとの間に堅い友情が結ばれ
た。ジャンヌの結婚の後、アデルとアガトの間に文通が始まり、この文通は長く続
き、本修道会の創立までにアガトは 272 通の手紙を受け取った。これらの手紙をア
ガトは大切に保存した。
アガトは、1816 年 6 月 28 日汚れなきマリア修道会 (les Filles de Marie) の最初のグ
ループに加わり、スール・マリー・デュ・サクレ・クールの名前をとった。1817 年

7 月 25 日終生誓願宣立。1823 年までアジャンで修練長、この年にトナンの共同体の
院長の任務を受けた。これが創立者との新たな文通の機会となった。この文通で創
立者は、新しい任務における彼女を支え、そして、創立者として自分の手で書いた
最後の手紙を彼女に送ることになる。彼女は 1848 年 8 月 5 日トナンにて帰天した。
ドジテ (メール) ・ガティ ガティ・ローズ、メール・ドジテ参照
ドレンヌ・ヴィルジニ、スール・ルイズ・マリー マルマンド (ロ・テ・ガロンヌ) の出身。

1820 年夏入会。1821 年 11 月 2 日アジャンにて帰天。
デュベルナール・ソフィ、スール・マリー・スコラスチック サン・タヴィ (ロ・テ・ガロ
ンヌ) 生まれ。1818 年 10 月 8 日ポストラントとして受け入れられる。1819 年 8 月 5
日ノヴィス。死の床で誓願を宣立。1820 年 3 月 26 日アジャンにて帰天。
デュブラナ・シャルル 1797 年の生まれの貧しい青年。1825 年 5 月 28 日彼が司祭に叙階さ
れるまで、アデルとその同志たちが彼の勉学と生活の面倒をみた。カスティオネスの
助任司祭となり、ついで、セガラスの代理司祭となった。1855 年フラロルに引退。

1863 年 3 月 17 日そこにおいて帰天。彼はピュッシュのヴィジタシオン† (Visitation,
ご訪問) のフラクシオン (fraction, 支部) の会員リストに載っている。
†

編者註：聖母訪問会 (1610 年創立)。 聖フランシスコ・サレジオ (フランソワ・ドゥ・サール) と聖ジャ
ンヌ・ドゥ・シャンタルによってアヌシー (サヴォワ) で創立された修道会。
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デュフォ・マドレーヌ、スール・カトリーヌ 1795 年 6 月 4 日モンフランカン (ロ・テ・ガ
ロンヌ) に生まれる。1818 年 5 月 25 日入会。1822 年 3 月 24 日着衣。1823 年 8 月 5
日初誓願宣立。1829 年 8 月 28 日終生誓願宣立。1853 年 3 月 15 日アジャンにて帰天。
デュメ・ジャンヌ、スール・テオティスト 1803 年 10 月 4 日アジャンに生まれる。1826
年 10 月 20 日入会。1827 年 3 月 26 日着衣。1828 年 3 月 27 日初誓願宣立。1838 年 7
月 2 日終生誓願宣立。1839 年 1 月 7 日コンドムにて帰天。
デュレンバッシュ・マリー、メール・サン・ジョゼフ 1800 年 8 月 26 日リボヴィエ (オ・
ラン) に生まれる。1823 年入会、アジャンの修練院に入る。アジャンの修練院で、

1823 年 12 月 8 日スール・サン・ジョゼフの名前で着衣。1825 年 11 月 10 日ボルドー
で誓願宣立。アルボワの修道院設立のために指名され、1827 年 9 月 30 日アルボワ
で終生誓願宣立。アルボワで教育、教師のオフィス (Oﬃce, 職務) の責任者の仕事
をし、そして、1857 年 3 月 11 日に帰天するまで、メール・マリー・ジョゼフ・ドゥ・
カステラの跡を継いで共同体の院長の職務を果たした。
エリザベト (スール・マリー) ・レスペス レスペス・アデライド、スール・マリー・エリ
ザベト参照
エンマヌエル (メール) ・リュイエ リュイエ・マリー・ロザリ、メール・エンマヌエル
参照
エスプリ (メール・サン) ・ラフォルグ ラフォルグ・マルゲルト、スール・マリー・サ
ン・テスプリ参照
エスプリ (スール・サン) ・リオン リオン・ジャンヌ、スール・サン・テスプリ参照
ユーラリ (スール・マリー) ・ソボ ソボ・クロチルド、スール・マリー・ユーラリ参照
ファジェ・マリー、スール・サン・ローラン 1805 年 5 月 27 日カステルモロン (ロ・テ・
ガロンヌ) に生まれる。1823 年 8 月 14 日入会。1823 年 12 月 8 日着衣。1825 年 12
月 8 日初誓願宣立。1832 年 10 月 23 日終生誓願宣立。1854 年 9 月 15 日コンドムに
て帰天。
フェリシテ (スール) ・ニコラ ニコラ・マリー、スール・フェリシテ参照
フナス オーシュの司教総代理で、シャミナード師の忠実な友人。
フィガロル (マドゥモワゼル) ・メラニ 1796 年クレルモン・ドゥス (ロ・テ・ガロンヌ)
に生まれる。大変早くから「プチット・ソシエテ (Petite Société)」に入会。本修道
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会への入会を願ったが、長いこと両親の反対にあった。両親に従ってタルブ、ポー、
パリに行った。やっと、修練院に入り、1834 年 4 月 16 日スール・グザヴィエ† との名
前で着衣。1835 年 11 月 5 日有期誓願宣立。1839 年 10 月 2 日終生誓願宣立。アジャ
ン、ついで、トナンで教鞭をとったが、オルメト、イル・ルス、そして、セルヴィ
オヌの院長としてコルシカ島に送られた。アジャンの修道院へ呼び戻され、1870 年

11 月 11 日アジャンにて帰天。
熱心で、そして、若い人たちの教育にとても献身した修道女としての思い出を残した。
フォワ (メール・サント) ・マレシャル マレシャル・ヴィルジニ、メール・サント・フォ
ワ参照
フランソワ (スール・サン) ・アルノデル アルノデル・フランソワーズ、スール・サン・
フランソワ参照
フランソワ・レジス (スール) ・テヴナン テヴナン・マリー、スール・フランソワ・レジ
ス参照
ガブリエル (スール・マリー) ・ヴァレール ヴァレール・シャルロット、スール・マリー・
ガブリエル参照
ガルデル (師) 司教総代理で、アジャンの神学校の校長。
ガティ・ローズ、メール・ドジテ 1788 年アジャンに生まれる。1817 年入会。1817 年 7
月 26 日シャミナード師の手から修道服をいただく。1818 年 4 月 30 日初誓願宣立。

1820 年 9 月 6 日終生誓願宣立。トナンの修道院に配属され、やがて、トナンに設立さ
れた在俗第三会を担当する。アジャンに戻り、1871 年 7 月 10 日アジャンにて帰天。
ジュヌヴィエーヴ (スール・ドゥ・サン・ピエール) ・プレートゥル プレートゥル・ジュ
ヌヴィエーヴ、スール・ジュヌヴィエーヴ・ドゥ・サン・ピエール参照
グー・マリー、スール・ヴィクトワール 1796 年アジャンのパッサージュに生まれる。ま
ず、スール・エミリエンヌの名前で第三会の会員となった。1826 年 12 月 19 日入会。

1827 年 3 月 19 日着衣、スール・ヴィクトワールの名前をもらう。1829 年 6 月 1 日有
期誓願宣立。1834 年 10 月 15 日終生誓願宣立。1850 年 12 月 28 日トナンにて帰天。
グラメニャック (ダム) ボルドーの修練院のために買収した家は彼女たちのものであった。

†

編者註：スール・グザヴィエは、メラニ・フィラロルとフランソワーズ・アガト・シュメデールのふた
りがいる。
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イヤサント (メール・マリー) ・イーブル イーブル・アントワネット、メール・マリー・
イヤサント参照
イーブル・アントワネット、メール・マリー・イヤサント 1802 年 9 月 29 日アジャンに
生まれる。1827 年 9 月 6 日入会。1827 年 12 月 28 日着衣。1829 年 8 月 28 日初誓願
宣立。1831 年 10 月 9 日終生誓願宣立。1860 年 1 月 10 日トナンにて帰天。総長補佐。
イニャス (スール) ・シュメデール シュメデール・マリー・テレーズ、スール・イニャス
参照
アンカルナシオン (メール・マリー・ドゥ) ・ドゥ・ラシャペール ラシャペール (ドゥ)
・シャルロット (ロロットと言われる)、メール・マリー・ドゥ・ランカルナシオン
参照
ジャクピ (司教)、アジャンの司教 1761 年 4 月 28 日サン・マルタン・ドゥ・リベラック

(ドルドーニュ) に生まれる。聖職者市民憲章に誓うことを拒否。フランス革命のつ
らい日々をイギリスで過ごす。1802 年 10 月 17 日アジャンの司教に着任。
ジョリ・マリー、スール・アンジェリック 1806 年 3 月 20 日ローザン (ロ・テ・ガロンヌ)
に生まれる。1827 年 6 月 4 日入会。1827 年 9 月 16 日着衣。1828 年 7 月 2 日初誓願
宣立。1835 年 10 月 13 日終生誓願宣立。1846 年 5 月 20 日アジャンにて帰天。
ジョゼフ (メール・マリー) ドゥ・カステラ カステラ・ (ドゥ) エリザベト、メール・マ
リー・ジョゼフ参照
ジョゼフ (メール・サン) ・デュレンバッシュ デュレンバッシュ・マリー、メール・サ
ン・ジョゼフ参照
ジュリ (スール) ・ランサン ランサン・マリー、スール・ジュリ参照
ラバスティード (コルニエ・ドゥ)・マリー・マドレーヌ、メール・サン・ヴァンサン † 1789
年 12 月 3 日リュジニャン・ル・プチ (ロ・テ・ガロンヌ) に生まれる。1816 年 6 月

28 日入会。1816 年 12 月 25 日着衣。1817 年 7 月 25 日終生誓願宣立。
第二代総長。1856 年 9 月 5 日アジャンにて帰天。
ラコサド (氏) ・フォール シャミナード師の友人。トナンの王立タバコ工場の支配人。

†

編者註：マリー・マドレーヌ・フォンボンヌ・ドゥ・ラバスティード・コルニエ。
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ラシャペール (ドゥ) ・シャルロット、メール・マリー・ドゥ・ランカルナシオン ジャン
ヌ・マリー・シャルロット (ロロットと言われる) は 1788 年コンドムに生まれる。アデ
ルが最初に募集した人のひとり。1809 年コンドムのランカルナシオン (l’Incarnation)
のフラクシオン (fraction, 支部) のオフィシエール (Oﬃcière, 支部長) となる。本
修道会創立の小さなグループに参加することを願ったが、両親の猛反対にあって、

1821 年、5 年間の戦いの後やっとグループに加わった。両親には「家出」によって
打ち勝った。
メール・マリー・ドゥ・ランカルナシオンの名前で、1821 年 9 月 21 日着衣。1822
年誓願宣立。1824 年コンドムの院長に任命される。1839 年 9 月 27 日コンドムにて
帰天。アデルが彼女に書いた 60 通の手紙が残されているが、そのうちの 8 通は本修
道会創立前、52 通は創立後。
ラコスト (氏) アジャンの知事顧問。本修道会の献身的な友人。男子のコングレガシオン
の熱心な会員。
ラフォルグ・マルゲリト、スール・マリー・サン・テスプリ 1790 年 7 月 29 日サン・ク
ラール (ジェール) に生まれる。1827 年 10 月 28 日入会。1829 年 8 月 31 日着衣。

1831 年 10 月 9 日初誓願宣立。1840 年 9 月 29 日終生誓願宣立。1866 年 10 月 10 日コ
ンドムにて帰天。
ラフュージュ・マリー・デジレ、スール・スコラスチック 1801 年 8 月 15 日マルマンド

(ロ・テ・ガロンヌ) に生まれる。1823 年 9 月 15 日入会。1824 年 2 月 2 日着衣。1826
年 7 月 2 日初誓願宣立。1829 年 7 月 2 日終生誓願宣立。1867 年 5 月 13 日アルボワに
て帰天。
ラムルス (マドゥモワゼル・ドゥ) ボルドーのミゼリコルド (Miséricorde) の創立者、シャ
ミナード師の指導を受ける。汚れなきマリア修道会 (les Filles de Marie) の最初の
姉妹たちがアジャンにやってきた時に、彼女たちを迎え入れ、そして、彼女たちに
修道生活の実践の手ほどきをする任務をおびた。
ラリボ・ジャン 1762 年 1 月 9 日コンドムに生まれる。フランス革命以前はダマザンの小
教区の助任司祭。1792 年聖職者市民憲章に誓うことを拒んで亡命。フランスに帰国
して、ロンピアンの支部教会の代理司祭に任命される。デュクルノ氏がパリへ発っ
た後、
「プチット・ソシエテ (Petite Société)」の長上、アデルの霊的指導者となる。
トナンの修道院設立の時、この小さな修道院の直後の長上となることを承諾。トナ
ンの主任司祭となり、そこで、3 年も経たないうちに力を使い果たす。1836 年聖な
る人であったとの評判を残して帰天。
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ローモン・ピエール・エティエンヌ 1758 年 6 月 9 日エグイオンに生まれる。フランス革
命が起きた時、モンプザの指導司祭の肩書きでエグイオンに在住。聖職者市民憲章
に誓うことを拒んで、サラゴサに亡命。おそらく 1797 年以降サラゴサでシャミナー
ド師に出会ったのであろう。執政政府の時にフランスに帰国、1803 年 10 月 23 日エ
グイオンの隣の小教区、サント・ラドゥゴンドの代理司祭に任命される。1825 年ア
ジャンの大神学校の校長、および、司教座大聖堂の名誉参事会員となる。しばらくし
て、汚れなきマリア修道会 (les Filles de Marie) の修道院に隣接する家に引退。メー
ル・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンに先立つこと 4 ヵ月 1827 年 9 月 5 日そこに
て帰天。
アデルが会員たちに宛てた手紙の中で、アデルは師のことにふれ、師に巡察使† (Vi-

siteur) の名前を与えている。
ローラン (スール・サン) ・ファジェ ファジェ・マリー、スール・サン・ローラン参照
レオカディ (スール) ・ヴォワラン ヴォワラン・テレーズ、スール・レオカディ参照
ルロワ・カトリーヌ、スール・マリー・コンスタンス 1803 年 5 月 3 日カステルロモン

(ロ・テ・ガロンヌ) に生まれる。1826 年 6 月 29 日入会。1827 年 10 月 28 日着衣。
1829 年 10 月 30 日初誓願宣立。1834 年 10 月 9 日終生誓願宣立。1891 年 2 月 10 日ア
ジャンにて帰天。
レスペス・アデライド、スール・マリー・エリザベト 1800 年 9 月 27 日アジャンに生ま
れる。1819 年 3 月 12 日着衣。1819 年 4 月 11 日誓願宣立。1819 年 4 月 13 日アジャ
ンにて帰天。
リュイエ・マリー・ロザリ、メール・エンマヌエル 1789 年 11 月 30 日アングレムに生ま
れる。1816 年 10 月 28 日シャミナード師に送られて入会。1816 年 12 月 25 日着衣。

1817 年 7 月 25 日終生誓願宣立。非常に多岐にわたる知識を備えていて、やがて、コ
ングレガシオンの事業においてメール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオンの補佐
をする。教育のメール (mère d’Instruction) としてコンドムの修道院設立に参加。

1837 年 10 月 18 日コンドムにて帰天。

†

編者註：司教区や修道会などの教会法によって認められた機関への聖座の教皇特命派遣員。その機関
が、外的な助けなしには乗り越えられないような重篤な困難に出会ったときに通常は派遣される。巡察師
は一般に広範な権限を持っているが、その権限は任命書に明白に定められている。彼は限定された期間に
おいて権限を行使し、役割は検査官に類似し、カトリック教会内のものである。教会法による訪問ののち聖
座に報告がなされ、その報告を提出することで任は解かれる。
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リオン・ジャンヌ、スール・サン・テスプリ 1753 年 3 月 4 日ピュッシュに生まれる。汚
れなきマリア修道会 (les Filles de Marie) の最初の 5 人の修道女のひとり。1816 年

12 月 25 日着衣。1817 年 7 月 25 日終生誓願宣立。1825 年 11 月 28 日トナンにて帰天。
ルイ (スール・サン) ・カンピュナン カンピュナン・フランソワーズ、スール・サン・ル
イ参照
ルイ・ドゥ・ゴンザグ (メール) ・ポワトゥヴァン ポワトゥヴァン・マリー、メール・ル
イ・ドゥ・ゴンザグ参照
ルイズ・マリー (スール) ・ドレンヌ ドレンヌ・ヴィルジニ、スール・ルイズ・マリー
参照
ルイズ・マリー (スール) ・ドゥ・ポルテ ポルテ (ドゥ) ・マリー・ジャンヌ・ソフィ、
スール・ルイズ・マリー参照
リュース (スール) ・ブズラン ブズラン・マリー、スール・リュース参照

(ドゥ・) リュガ (氏) アジャンの市長
マドレーヌ (スール) ・ティッサンディエ ティッサンディエ・マリー・アンヌ、スール・
マドレーヌ参照
マルシュ・アントワネット、スール・マリー・ブリジット 1793 年 1 月 22 日生まれ。夫、
デストゥエ氏の死後、12 歳になる一人娘 (彼女もスール・ヴィクトワールの名前で修
道女になる、そして、後に総長補佐) を伴う許可を創立者アデルより得て入会。1823
年 12 月 25 日スール・マリー・ブリジットの名前で着衣。1824 年 7 月 14 日シャミ
ナード師の司式によって有期誓願宣立。1826 年 9 月 25 日トナンにおいて終生誓願
宣立。1841 年 1 月 5 日コンドムにおいて帰天。
マレシャル・ヴィルジニ、メール・サント・フォワ † 1795 年 11 月 11 日ボルドーに生ま
れる。1817 年 7 月 26 日シャミナード師の手から修道服をいただく。1818 年 4 月 30
日有期誓願宣立。1820 年 9 月 6 日終生誓願宣立。
トナンの修道院設立者のひとり。トナンで教育のメール (mère d’Instruction) の職
務を果たす。1823 年霊性 (Zèle) のオフィス (Oﬃce, 職務) の養成を受けるためにア
ジャンに呼び戻される。1833 年 9 月 9 日退会してカルメル会に入る。

†

編者註：マドレーヌ・ヴィルジニ・マレシャル。
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マリー (スール・サント) ・シャルメル シャルメル・アンヌ、スール・サント・マリー
参照
マリー (マドゥモワゼル) ・デュブール シャミナード師の家政婦
マルト (スール) 姓は不明 元修道女。本修道会創立に参加。1827 年の終わりに退会。(手
紙 734 参照)
マルティ・アントワーヌ ローデスの司教総代理。聖エミリ・ドゥ・ロダの聴罪師。ヴィ
ルフランシュの聖家族姉妹会 (la Sainte Famille) の創立のために聖人に協力。
メラニ (スール) ・ボエ ボエ・ジャンヌ、スール・メラニ参照
メマン マリア会修道者、アジャンのマリア会の学校の責任者。
モミュス (マドゥモワゼル) ピュッシュのコングレガシオンの熱心な会員。ヴィジタシオ
ン† (Visitation、ご訪問) のフラクシオン (fraction、支部) のリーダー。
モンセ・カトリーヌ・イザベル、スール・アンヌ 1780 年アメリカに生まれる。助修道女‡ と
して入会。1816 年 12 月 25 日着衣。1817 年 7 月 25 日終生誓願宣立。1855 年 11 月

15 日帰天。
モニエ・ダヴィド シャミナード師の秘書。
ムラン・ジョゼフ 1766 年 3 月 18 日アジャンに生まれる。大変若くしてラザリスト会に
入会。フランス革命の時期の大部分を宣教者としてコンスタンチノープルで過ごす。

1812 年ジャクピ司教によって呼び戻され、自分が生まれた司教区に帰る。まず、大
神学校の校長、1822 年大神学校の長上となる。晩年、師がその絶えざる献身奉仕に
よって恩義を施した汚れなきマリア修道会 (les Filles de Marie) の修道院に引退し
た。1844 年 10 月 30 日、聖なる人であるとの大きな評判を残して帰天。
ニコラ・マリー、スール・フェリシテ 1804 年 12 月 20 日ヴィルヌーヴ (ロ・テ・ガロン
ヌ) に生まれる。1824 年 1 月 21 日入会。1825 年 6 月 2 日着衣。1826 年 4 月 9 日初
誓願宣立。1836 年 10 月 11 日終生誓願宣立。1886 年 1 月 15 日コンドムにて帰天。
パガ アジャン司教区の司祭。
†

編者註：聖母訪問会 (1610 年創立)。 聖フランシスコ・サレジオ (フランソワ・ドゥ・サール) と聖ジャ
ンヌ・ドゥ・シャンタルによってアヌシー (サヴォワ) で創立された修道会。
‡
編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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パラヴィス (ダム・デュ) フォントゥヴロの修道院の 3 人の元修道女。フランス革命に
よってフガロル近くの古い修道院から追放された。
マダム・ブランはその中のひとり。
パスノ 1817 年アジャンのミッシオン (mission, 修業) の説教をした司祭。司教の悪意に
よって解散させられた男子のコングレガシオンの再興に努力したが、その努力は実
らなかった。
ポワトゥヴァン・マリー、メール・ルイ・ドゥ・ゴンザグ 1793 年 9 月 6 日トナンに生ま
れる。ナティヴィテ (Nativité, 聖誕) の「フラクシオン (fraction, 支部)」に属し、
サン・ルイ・ドゥ・ゴンザグの名前を選んだ。1816 年 12 月 9 日本修道会創立の小さ
なグループに参加。1816 年 12 月 25 日着衣。1817 年 7 月 25 日誓願宣立。1819 年 7
月 27 日終生誓願宣立。1824 年の修練院のボルドー移転の時、修練長の手ほどきを
受け、修練長の任務を授かる。—1825 年 8 月から 1826 年 10 月までの 14 ヵ月を除い
て—1839 年 11 月 25 日アセー (ジュラ) で帰天するまで、その任務の中で献身奉仕
し、自分を聖化した。
ポルテ (ドゥ) ・マリー・ジャンヌ・ソフィ、スール・ルイズ・マリー 1788 年 4 月 13 日
サン・スヴェール (ランド) に生まれる。ラソンプシオン (l’Assomption, 被昇天) の
フラクシオン (fraction, 支部) に属する。1822 年入会。1823 年 6 月 20 日スール・ル
イズ・マリーの名前で着衣。1824 年ボルドーで修練期をする。1825 年 9 月 10 日有
期誓願宣立の後、ボルドーに残って財務のメール (mère de Travail) の職務を果た
す。1832 年 10 月 4 日アジャンで終生誓願宣立後、1840 年 2 月 16 日帰天するまで、
総書記の職務を果たす。
プレブスト・マリー、スール・トゥリニテ トナン生まれ。1823 年 11 月 3 日スール・トゥ
リニテの名前でトナンで志願期を始める。1826 年 11 月 27 日ボルドーで着衣。1827
年 5 月 25 日終生誓願を宣立する慰めを得て帰天。
プレートゥル・ジュヌヴィエーヴ、スール・ジュヌヴィエーヴ・ドゥ・サン・ピエール

1790 年 8 月 10 日生まれ。1823 年 9 月 3 日入会。1823 年 12 月 7 日助修道女† として
ノヴィス (修練者)。1824 年 7 月 14 日有期誓願宣立。1828 年 8 月 5 日終生誓願宣立。

1850 年 8 月 7 日コンドムにて帰天。

†

編者註：当時、本修道会には、歌隊修道女 (あるいは歌隊修女) と助修道女 (あるいは助修女) がいまし
た。聖堂での祈りなど聖務日課が義務付けられる修道女を歌隊修道女、労働を通じて祈る修道女を助修道
女と言いました。この区別は 1869 年になくなることになります。
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ランサン・マリー、スール・ジュリ 1803 年 5 月 15 日ラ・ロミュー (ジェール) に生まれ
る。1820 年 10 月 30 日入会。1820 年 12 月 25 日着衣。1821 年 8 月 12 日初誓願宣立。

1828 年 11 月 6 日終生誓願宣立。1847 年 5 月 21 日コンドムにて帰天。
リサン (ドゥ) マドゥモワゼル・アメリ 1788 年フラン (ロ・テ・ガロンヌ) の城に生まれ
る。
「プチット・ソシエテ (Petite Société)」最初の会員のひとり。年老いた両親のそ
ばに引き留められて、本修道会に入る願望を果たすことはできなかった。スール・
マリー・ルイズの名前で第三会の最初の会員となった。アジャンの修道院とは密接
な連絡を取り続け、創立者アデルの死後はメール・サン・ヴァンサンの忠実で控え
目な友人であった。
アデルとは活発な文通を行なったが、アデルの手紙の 21 通だけが残っている。
ロベール・ジュスチーヌ・バルテレミ、スール・セラフィーヌ 1805 年 9 月 25 日アジャ
ンに生まれる。1821 年入会。1823 年 11 月 21 日初誓願宣立。1826 年 10 月 1 日終生
誓願宣立。1848 年 2 月 7 日アジャンにて帰天。
ロダ (ドゥ) ・聖エミリ ヴィルフランシュ・ドゥ・ルエルグの聖家族姉妹会 (l’Institut des

sœurs de la Sainte Famille) の創立者。
1809 年の夏、休暇で祖母のところにいたアデルはエミリ・ドゥ・ロダの話を聞いた。
その時、アデルは彼女を「プチット・ソシエテ (Petite Société)」に加入させたいと
願ったが、彼女にやっと連絡がとれたのは、ヴィルフランシュの創立の話を聞いた
後の、1819 年であった。このふたりの創立者の間には、興味深く、そして大変内容
の豊かな文通が続いた。
ローズ (スール) ・アルマニャック アルマニャック・マリー、スール・ローズ参照
ロテア・ルイ マリア会会員。シャミナード師の秘書。サン・レミの寄宿学校の校長。
ロワイエール アジャン司教区の司祭。
サクレ・クール (メール・マリー・デュ) ・ディシェ ディシェ・アガト、メール・マリー・
デュ・サクレ・クール参照
サクルマン (スール・サン) ・ヤナシュ ヤナシュ・ポリーヌ、スール・マリー・デュ・サ
ン・サクルマン参照
ソボ・クロチルド、スール・マリー・ユーラリ 1804 年 11 月 12 日トナンに生まれる。1825
年 11 月 23 日入会。1826 年 10 月 8 日着衣。1828 年 10 月 27 日初誓願宣立。1832 年

10 月 9 日終生誓願宣立。1864 年 2 月 10 日アジャンにて帰天。
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ソヴール (スール・サン) ・カイエ カイエ・マリー、スール・サン・ソヴール参照
シュメデール・フランソワーズ・アガト シュメデール・マリー・テレーズ参照
シュメデール・マリー・テレーズ、スール・イニャス 1804 年 9 月 9 日ウィンツェンハイ
ム (オ・ラン) に生まれる。その姉妹のフランソワーズ・アガト (スール・グザヴィ
エ† ) と一緒にボルドーの修練院にやってくる。1824 年 11 月 27 日着衣。1826 年 9 月

8 日ボルドーで初誓願宣立。1828 年 8 月 5 日アジャンで終生誓願宣立。アルザスの
ライナッケルヌの修道院設立においてメール・ガブリエル・ヴァレールを輔佐すべ
く呼ばれ、そこで、会計の仕事をする。1862 年 1 月 17 日アルボワにて帰天。
スール・グザヴィエ、1827 年 3 月 29 日有期誓願宣立、後、退会。
スコラスチック (スール・マリー) ・デュベナール デュベナール・ソフィ、スール・マ
リー・スコラスチック参照
スコラスチック (スール) ・ラフュージュ ラフュージュ・マリー・デジレ、スール・スコ
ラスチック参照
セラフィーヌ (スール・マリー) ・ロベール ロベール・ジュスチーヌ・バルテレミ、スー
ル・マリー・セラフィーヌ参照
セール・ジャン・フェリシアン 1797 年アジャンに生まれる。1821 年司祭に叙階、小神学
校の教師。シャミナード師と友情を結ぶ。1827 年から 1831 年まで汚れなきマリア
修道会 (les Filles de Marie) の共同体の指導司祭をして、汚れなきマリア修道会の
共同体のために心からの献身をする。1867 年 12 月 13 日アジャンにて帰天。
シレール・マリー、スール・テレーズ・ドゥ・ジェジュ 1789 年 9 月 7 日生まれ。1826 年

12 月 15 日入会。1827 年 2 月 9 日着衣。1829 年 4 月 20 日初誓願宣立。1832 年 10 月
14 日終生誓願宣立。1869 年 4 月 9 日トナンにて帰天。
スエージュ・ジャンヌ・フォワ、スール・ヴィジタシオン 1798 年 2 月 29 日アジャンに
生まれる。1820 年 7 月 27 日入会。1821 年 10 月 8 日着衣。1822 年 7 月 20 日有期誓
願宣立。1824 年 7 月 14 日終生誓願宣立。総長輔佐。1845 年 7 月 8 日オーシュにて
帰天。
スタニスラス (スール) ・トゥレイユ トゥレイユ・マリー、スール・スタニスラス参照

†

編者註：スール・グザヴィエは、メラニ・フィラロルとフランソワーズ・アガト・シュメデールのふた
りがいる。
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タイエ・ジャック (1791-1862) アジャンの司教総代理、アジャンの小神学校の初代長上。
テオティスト (スール) ・デュメ デュメ・ジャンヌ、スール・テオティスト参照
テレーズ (メール) ・ヤナシュ ヤナシュ・クレマンティーヌ、メール・テレーズ参照
テレーズ・ドゥ・サン・トギュスタン (スール) ・デジェール デジェール・ユーフラジ、
スール・テレーズ・ドゥ・サン・トギュスタン参照
テレーズ・ドゥ・ジェジュ・シレール シレール・マリー、スール・テレーズ・ドゥ・ジェ
ジュ参照
テヴナン・マリー、スール・フランソワ・レジス 1805 年 12 月 10 日ヴズル (オート・ソー
ヌ) に生まれる。1826 年 4 月 5 日入会。1826 年 7 月 2 日着衣。1829 年 9 月 8 日初誓
願宣立。1834 年 10 月 10 日終生誓願宣立。1876 年 4 月 26 日アルボワにて帰天。
ティッサンディエ・マリー・アンヌ、スール・マドレーヌ 1799 年 12 月 10 日エメ (ドル
ドーニュ) に生まれる。1823 年 8 月 1 日入会。1823 年 12 月 25 日着衣。1825 年 2 月

2 日初誓願宣立。1838 年 10 月 10 日終生誓願宣立。1855 年 7 月 14 日コンドムにて
帰天。
トゥレイユ・マリー、スール・スタニスラス モンプザの出身。汚れなきマリア修道会 (les

Filles de Marie) の最初の修道女に加わる。1816 年 12 月 25 日着衣。1819 年 11 月
19 日有期誓願宣立。アルボワの修道院設立に修練長、および教育のメール (Mère
d’Instruction) として参加。1831 年 4 月 12 日退会。
トゥリニテ (スール) ・プレブスト プレブスト・マリー、スール・トゥリニテ参照
ユルシュール (スール) ・カスタン カスタン・カトリーヌ、スール・ユルシュール参照
ヴィクトワール (スール) ・グー グー・マリー、スール・ヴィクトワール参照
ヴァンサン (メール・サン) ドゥ・ラバスティード ラバスティード (コルニエ・ドゥ)・マ
リー・マドレーヌ、メール・サン・ヴァンサン参照
ヴィジタシオン (スール) ・スエージュ スエージュ・ジャンヌ・フォワ、スール・ヴィジ
タシオン参照
ヴォワラン・テレーズ、スール・レオカディ 1785 年 11 月 28 日ブザンソン (ドゥ) に生
まれる。1826 年 4 月 5 日入会。1826 年 7 月 2 日着衣。1827 年 10 月 28 日初誓願宣
立。1831 年 8 月 22 日終生誓願宣立。1844 年 10 月 10 日オーシュにて帰天。
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1836 年オーシュの正規の第三会の初代長上。
ヴァレール・シャルロット、スール・マリー・ガブリエル 1791 年 9 月 6 日ランツェール

(オ・ラン) に生まれる。1823 年アジャンで入会。1823 年 12 月 8 日スール・マリー・
ガブリエルの名前で着衣。1825 年 11 月 10 日ボルドーで有期誓願宣立。1827 年 10
月 15 日アルボワで終生誓願宣立。1828 年ライナッケルヌの修道院の設立を、また、

1830 年アセー (ジュラ) の修道院の設立を指揮するように呼ばれる。1838 年 12 月
24 日アセーにて帰天。
グザヴィエ (スール) ・シュメデール スール・グザヴィエ† 、シュメデール・フランソワー
ズ・アガト参照
ヤナシュ (夫人) 初期の頃の恩人のひとり。ふたりの娘、スール・テレーズ・ドゥ・ジェ
ジュとスール・マリー・デュ・サン・サクルマンが家を出た後、ひとりでピュッシュに
残っていたが、本修道会創立の当初から汚れなきマリア修道会 (les Filles de Marie)
の修道院のダム・ドゥ・ラ・ルトレット (Dames de la Retraite) のための区画に引
退する許可を得た。
ヤナシュ・クレマンティーヌ、メール・テレーズ 1794 年 2 月 16 日アンブール (サック
ス) に生まれる。幼年時代をスペインで過ごし、トナン近くのピュッシュに住み着
く。社交界において才知にたけ、そこに浸りきっていたが、アデルの友人たちに出
会い、その友人たちによってラリボ師を知った。ロンピアンへの旅行の間、アデル
に出会った。そして若い二人は、間もなく、貧しい人たちの教育と救済に献身した
いとの願望を分かち合った。1816 年 5 月 22 日クレマンティーヌはその友人とトラ
ンケレオンで合流し、25 日、共に、ルフュージュの門をくぐった。1816 年 12 月 25
日着衣。1817 年 7 月 25 日終生誓願宣立。すぐに、第一輔佐に任命された。1820 年
トナンの修道院設立に行くように指名を受けた。1823 年 11 月 3 日トナンにて帰天。
ヤナシュ・ポリーヌ、スール・マリー・デュ・サン・サクルマン 1817 年 7 月 25 日終生
誓願宣立。1831 年 9 月 12 日退会。

†

編者註：スール・グザヴィエは、メラニ・フィラロルとフランソワーズ・アガト・シュメデールのふた
りがいる。
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40 日間の修業, 596, 644, 741
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9 日間の聖体拝領, 455
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Abeilhé, 460
Acte de dévouement, 494
aﬃliée, 209, 211, 447
Agathe Diché, 5
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Amour actuel, 494
— de Marie, 500
arias, 564
aspirante, 508, 707, 720, 969
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Catherine-Anne de Trenquelléon, 7

Ave saint Joseph, 741, 825, 932

Chaminade, xv
Charité, 882

B, 695
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bon Frère, 545, 883
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565, 569, 577, 591, 602, 604, 609,
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Filles de Marie, 442, 443, 667, 687, 693,

coulpe, 562, 615, 640, 753, 777, 784, 785

777, 782, 806, 808, 829, 879, 931,

Crypte du martyrium de Saint-Denis, 142,

942, 962, 982, 993, 1004

258, 385, 387, 489, 498, 521, 573,

Filles de saint Joseph, 442

596, 655, 1010

Frère, 578, 580, 591, 599, 601, 613, 630,

cuisinière, 795

651, 662, 698, 706, 742, 783, 820,

Culte perpétuel, 494, 502

883, 922, 932, 937, 952, 959, 965,

déﬁ, 710, 711, 732, 779, 791, 793, 861, 957,
974
le pieux — , 768
Dépensière, 441
dépensière, 795
Dames, 316, 435, 440, 447, 560, 656, 657,

992, 995
fraction, 136, 440, 447, 468, 487, 602, 619,
739
— de l’Incarnation, 137
— de la Conception, 137
— des saints Anges, 739

668, 697

Générale, 592, 600

Dames de la Croix, 375

Grand Institut, 732

Dames de la Retraite, 136, 213, 356, 359,

Grands Augustins, 504

375, 400, 402, 445, 448, 452, 456,

gril, 555

484, 488, 600, 610

grille, 555

Dames de Quimperlé, 379
Dames du Paravis, 343, 350, 431, 851, 853,
864, 866, 867, 880
De Profundis, 38, 349, 373, 401, 403, 581,
590, 740, 773, 902, 909, 970

habit, 576
Heures de Culte, 494
Immaculée Conception de Marie, 387
Incarnation, 438, 440

des Anges, 465

Institut de Marie, 1002, 1070

donnée, 688, 905, 921, 994

Institut des Filles de Marie, 1002

double esprit, 976

Institut des sœurs de la Sainte Famille,

Dousset, 6

1079, 1081

écoutante, 666, 760

J’engageai ma promesse au Baptême, 586

embarras, 564

Jésus (イエス)、Marie (マリア)、Joseph (ヨ

Epoux de Sang, 901
februare, 125
Fille de Marie, 769
Filles de la Charité, 1030

ゼフ)、Thérèse (テレジア), xxiv

Je vous salue, Joseph, 644, 741, 825, 932
Jeanne Diché, 5
Jubilé, 895, 905
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— de la Rédemption, 895
L’assemblée de zèle, 458
L’assemblée générale, 458
la Charité, 950
la Mère, 132
la Société de Marie, 465
la vie de Foy, 815
Laudate, 509, 684
Le Mois Angélique, 376
les saints Anges, 739
Louis Bourdaloue, 52

675, 680, 681, 684, 690, 694, 699,
701, 717, 718, 723, 725, 727, 737,
739, 778, 811, 830, 833, 835, 837,
844, 845, 848, 862, 864, 866–868,
896, 1068
ma bonne mère, 731, 805
ma bonne sœur, 780
ma Dame, 296
ma Mère, 976
Magniﬁcat, 561
Maison-Mère, 661, 665, 888
Manuel de direction, 935

M. E., 924, 942

Mardi-gras, 222

Mère, 210, 282, 283, 288, 292, 319, 321,

Miséricorde, 382, 388, 722, 1070, 1076

382, 476, 701, 704, 712, 713, 751,

Miserere, 153, 640, 759

780, 821, 823, 835, 848, 861, 875,

Miserere mei Deus, 153, 640, 759

878, 880, 881, 887, 898, 904, 912,

Missions Etrangères, 868

913, 918, 922, 927, 929, 933, 939,

Mon Dieu, 400

943, 946, 953, 957, 958, 962, 968,
971, 980, 981, 984, 989, 993, 998,
999, 1001
— Temporelle, 923
— d’Instruction, 440, 714, 732, 1078,
1083
— de Travail, 440, 714, 728, 804, 923,
941, 1080
— de Zèle, 440, 691, 714, 728, 772, 780,
819, 833, 860, 923
— des Compagnes, 717
— du Temporel, 872
mère, 451, 468, 478, 482, 494, 496, 514,
515, 522, 531, 542, 566, 577, 595,

neuvaine de communion, 455
Notre-Dame, 499, 560, 756
Notre-Dame de Bon Encontre, 560
novice, 535, 721, 727, 752, 784, 792, 796,
922, 940, 960, 969, 976, 992, 994,
999, 1068
noviciat
— préparatoire, 738
Nunc dimittis, 221
obédience, 573, 737, 773, 774, 802, 829,
859, 877, 878, 957
Oﬃce, 678, 687, 705, 717, 750, 751, 768,
819, 861, 882, 981, 1073, 1078

600, 602, 607, 627, 629–632, 636,

— d’Instruction, 750, 882

639, 643, 644, 656, 670, 671, 673–

— de Travail, 882
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— de Zèle, 882

775, 777, 779, 783, 786, 792, 806,

Oﬃcière, 136, 240, 282, 451, 454, 468, 560,

807, 811, 812, 820, 821, 832, 833,

565, 575, 585, 598, 619, 624, 634,

839, 840, 843, 848, 850, 851, 855,

656, 668

868, 869, 871, 877, 878, 881, 886,

— centrale, 136

888, 892, 901, 910, 923, 928, 929,

Oﬃcier, 599

935, 937–939, 942, 945, 946, 948,

Oraison des Quarante-Heures, 592

953, 955, 956, 961, 962, 967, 972–

Ordo Fratrum Minorum, 296, 697, 700, 745,

974, 976–978, 980, 981, 985, 986,

783

990, 991, 994–996, 998, 1002

Ordo Sanctæ Claræ, 671, 685, 867

préfet, 1071

Orphelines, 442

probation, 613, 614, 632, 679, 681, 691,

ouvroir, 492

717, 720, 740, 895, 937, 949

P. Michel-Ange Martin, 728, 981, 1063

Quand l’eau sainte du Baptême, 588

Pâque, 271

quarantaine, 596, 741

Pain céleste, 799
Parce Domine, 622
Pater du Scapulaire, 489, 842
Pax vobis, 328

règle de réserve, 672
Refuge, 496
Reposoir, 605

Petit Habit, 565, 582, 584, 597, 661, 737

sœur Assistante, 476

Petit Institut, 440, 732

sœur de Chœur, 476

petite école, 356, 388

sœur de Compagne, 441, 476

Petite Société, 479, 619, 718, 819, 1068,

Sœurs Grises, 608

1073, 1076, 1081
Règlement de la — , 511

Sacré-Cœur, 790
Sacris solemnis, 167, 416

petits Oﬃces, 728

saint Banquet, 792

Piétat, 756

saint Joseph, 443

pied, 503

Saint-Hilaire, 807

postulant, 995

Salve, 820, 824

postulante, 456, 465, 470, 476, 480, 497,

Salve Regina, 203, 310

499, 513, 524, 537, 544, 565, 567,

Scapulaire, 850

578, 580, 583, 607, 612, 619, 624,

Société de Marie, 1002

632, 642, 645, 661, 673, 675, 677,

Sortante, 747, 768

681, 683, 686, 690, 692, 702, 704,

Souvenez-vous, 402, 403, 449, 581, 590,

706, 715, 725, 737, 754, 758, 768,
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Stabat, 605

アソシエ, 642, 901

Stations, 894

アダムの堕落, 865

Sub Tuum, 260, 300, 357, 359, 932

アデライド・カンパニョ, 92, 116

Te Deum, 494
Tertiaires, 785
Thérèse, xxiv
Travail, 872, 877, 982

アデライド・レスペス, 参照 スール・マ
リー・エリザベト, 1077
アデル, 204, 268, 316, 942, 957
アデルの学校, 190
アデル・アムル, 596

Valmont, 39

アデル・カニュエ, 348–350, 372

Veni Creator, 207, 310, 346, 368, 462, 562,

アデル・カネ, 319

615
Veni Sancte, 61, 208, 300, 357, 359, 536,
687

アデル・ディシェ, 21
アデル・ドゥ・スヴァン, 233
アデル・ドゥ・ポミエス, 67, 105, 121

Vie de Jean, 856

アデル・ラフォール, 100

Visitation, 493

アナニ, 255, 259, 261, 264, 322

zélée, 575, 619, 646, 656, 668
Zèle, 990
ベロック夫人, 982
愛徳姉妹会, 625, 667, 1030

アナニア, 490, 498, 573, 766
アニェス, 481
アニェス・ドゥ・カラ・サンタ, 32
アニェス・ドゥ・サン・タムール, 728, 790,

981

愛徳修道女会, 379, 667, 882, 986, 1030

アフィリエ, 209, 211, 447

アカリ, 36, 734

アブラハム, 348, 490, 904, 935

アガト, 676

アベイエ, 349

アガト・ディシェ, xiv, xxi, xxiii, 5, 908,

アベイエ・フロランチーヌ, 1067

1003, 1072, 参照 メール・マリー・

アベド・ネゴ, 876

デュ・サクレ・クール

アポロ, 436

アクト, xxiv, 13

アマント・モチェ, 187

アグラエ, 718, 720, 774

アムルー, 974

アシジの聖フランシスコ, 296, 671, 685,

アムール・アクチュエル, 494

697, 700, 745, 783, 867
アシスタント, 575, 780

アムール・アクチュエル・ドゥ・マリー, 500
アメリ, 119, 152, 174, 204, 214, 217, 237,

アジャンの司教, 506, 1075

248, 268, 279, 301, 307, 311, 347,

アスピラント, 508, 707, 720, 969

383, 424, 436, 439, 444

アセー, 1080, 1084

アメリ・ドゥ・リサン, 116, 120, 204, 214,
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217, 261, 266–269, 271–273, 278,

アンリエット, 101, 300

280, 282, 283, 287, 292, 294, 296,

アンリエット・ドゥ・サント・クロワ, 75,

297, 423–427, 436, 453, 557, 1081

97, 100, 274, 360

アルカール, 485

アンリエット・ドゥ・ポルテ, 91

アルザス, 651, 662, 671, 683, 684, 742, 750,

アヴィラ, 926

891
アルシーヴ (文書保管所) , xxiv
アルティーグ, 1071

— の聖テレジア, 参照 聖テレジア
アヴィラの聖テレジア, 656, 944

— の祝日, 211, 419

アルバネール, 626

アヴェ・サン・ジョゼフ, 741, 824, 932

アルボワ, xiii, xx, 750, 823, 879, 909, 912,

アヴェ・マリス・ステラ, 369, 561

913, 930, 932, 950, 952, 959, 973,

アール, 1069

982, 984, 986, 997–1000, 1069–1071,

イエスとサマリアの女, 754

1073, 1076, 1083

イエズス会, 372, 397, 448, 816, 876, 1070

アレキサンドリーヌ, 347, 381

イザアク, 534

アレキサンドリーヌ・デュフォ, 224, 340

イザヤ書, 785, 804, 847

アレクサンドリーヌ・セレス, 111

イゾール, 803, 836, 926, 937, 940, 950

アンカルナシオン, 438, 440, 446

五つの誓願, 797

アングレム, 1077

五つの沈黙, 797

アンジェリック・アレキサンドリーヌ, 831

いときよきマリアと栄えある聖ヨゼフの会,

アンジェリック・カンパニョル, 83

576

アントワネット・イーブル, 1075

移動命令, 774, 829, 859

アントワネット・マルシュ, 参照 スール・

移動命令書, 773, 802, 877, 878, 920, 921,

マリー・ブリジット, 1078

926, 957

アントワーヌ, 599

イポリット・バロー, 691

アントワーヌ・マルティ, 1079

イヤサント・ラフォン, 123

アンナ, 251

イルマ・クロン, 718

アンヌ・アンジェリック, 479, 828

院長, 669, 723, 731, 782, 807, 823, 832,

アンヌ・シャルメル, 980, 参照 スール・サ
ント・マリー

836, 837, 840, 849, 865, 871, 872,
879, 889, 895, 903, 916, 921, 932,

アンヌ・シャルロット, 479, 828

943, 947, 951, 952, 956, 960, 983,

アンヌ・モミュス, 207

986, 992, 1001

アンブロワーズ・ドゥ・ロンベス, 397

イーブル, 968, 974, 980, 981, 986, 989

アンブール, 1084

ウインツエンハイム, 749

アンリ 4 世, 454

受付係, 479, 484, 518, 519, 521, 543, 568,
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トワネット, 1070

584, 596, 604, 609, 623, 642, 645,
673, 675, 687, 692, 701, 728, 747,

エリザベト・デジェール, 参照 ユーフラ
ジ・デジェール

839, 855
ウール・デュ・キュルト, 494

エリザベト・ドゥ・カステラ, xix, 182, 199,

永久崇敬, 494, 502

388, 1069, 参照 メール・マリー・

エキュ, 515, 545, 906

ジョゼフ

エギュイオン, 669

エリザベト・バルビエ, 1068

エグイオン, 136, 277, 286, 358, 375, 610,

エリザ・ドゥ・カステラ, 205, 477

852, 1003, 1077

エリザ・ドゥ・サン・ボーゼイユ, 79, 201,

エジプト, 271, 468, 635

366, 377

エスパニャック, 937, 941, 942, 951

エリザ・ドゥ・ボナール, 81, 85

枝の主日, 159, 272, 526

エリザ・ドゥ・ボーフィス, 145, 414

エブラール, 863, 894, 906

エリシャ, 976

エマオ, 68

エリーズ・ドゥ・ボナール, 98

エミリエンヌ, 953

エルベ, 273

エミリ・ドゥ・サン・テグジュペリ, 117

エヴリナ・ブデ, 786, 878

エミリ・ドゥ・ボナール, 100, 130

オギュスタン, 479, 480, 482, 483, 492, 495,

エミリ・ドゥ・ポルテ, 91

496, 501, 503, 504, 511, 524, 529,

エミリ・ボエ, 853, 868

539, 542, 545, 634, 855

エメ, 243, 308, 334, 360, 421, 726, 733,

オギュスト, 790, 883

746, 754, 934, 940, 974, 1067, 1083

オクタヴィ, 381, 438

エメ・バルテレミー・べロック, 1068

オクタヴィ・デュフォ, 344

エメ・ラバ, 901

お告げの祝日, 52, 272, 403, 410, 415, 424,

エリア, 17, 233, 976
エリザ, 83, 86, 88, 91, 92, 100, 102, 105,

892, 1053
弟, 248

106, 122, 126, 128, 143, 145, 147,

オフィシエ, 599

151, 163, 172, 179, 182, 187, 195,

オフィシエール, 136, 240, 282, 451, 454,

199–201, 205, 220, 223, 226, 230,

468, 560, 565, 575, 585, 598, 619,

232, 243, 248, 254, 279, 307, 321,

624, 634, 656, 668

381, 578
エリザベト, 169, 448
エリザベト・コルデ, 610, 613, 参照 スー
ル・ジュスチーヌ
エリザベト・シャール, 参照 スール・アン

オフィシエール・サントラール, 136
オフィス, 687, 717, 751, 768, 819, 861, 882,

981, 1073
教育の — , 750, 882
財務の — , 882
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霊生の — , 705, 882, 1078

カスティオネス, 824, 1072

オベディアンス, 573, 737, 773, 774, 802,

カステックス, 367, 374, 383, 384, 445, 456,

829, 859, 877, 878, 920, 921, 926,

464, 472, 623, 693, 759, 805, 809,

957

816, 862, 888, 1070

オラトリオ会, 454

カステルジャルー, 212, 375, 752

オリフリーヌ, 442

カステルモロン, 683

オリヴィエ, 960

カステルロモン, 1077

オロール, 449

カスヌイユ, 1070

オロール・ラフォール, 83

歌隊修女, 参照 歌隊修道女

おん宿り

歌隊修道女, 441, 476, 494, 497, 499, 514–

— の祝日, 254

516, 518, 522, 560, 567, 577, 632,

— のフラクシオン, 参照 フラクシオン

645, 661, 682, 687, 688, 692, 694,

オ・ラン, 749
オーシュ, 442, 444, 454, 455, 484, 501, 502,

578, 633, 634, 757, 798, 806, 816,
976, 1069, 1073, 1082, 1083
オート・ガロンヌ, 633
オート・ピレネ, 236
オーヌ, 286, 321, 338, 341, 439, 501, 638,

668, 788, 853
オーバン, 665, 671
オーランス, 356, 433, 441
オーヴェルニュ, 487
カイエ, 702, 706, 707, 744, 750, 761, 789,

701, 705, 717, 1079, 1080
カトリーヌ・アンヌ, 829
カトリーヌ・アンヌ・ドゥ・トランケレオ
ン, 7
カトリーヌ・イザベル・モンセ, 908, 参照
スール・アンヌ, 1079
カトリーヌ・カスタン, 1069, 参照 スール・
ユルシュール
カトリーヌ・デルペシュ, 1071, 参照 スー
ル・クロチルド
カトリーヌ・ルロワ, 968, 974, 参照 スー
ル・マリー・コンスタンス, 1077

790, 796, 804, 808, 809, 858, 891,

金持ちの青年, 324

924, 927, 928, 934, 936, 938, 943,

カプチン会, 879

951, 964, 971, 979, 982, 987, 990,

神のお告げの祝日, 157

995, 1001

神の母マリアの祝日, 528

カイオ, 289

カミーユ, 99, 850

会計, 441

カラス, 379

悔悛の時期, 371

カルメル会, xiii, xv, xxiv, 36, 385, 398,

会則のノート, 569

409, 439, 497, 557, 583, 611, 640,

過失の告白, 753, 777, 785

643, 644, 656, 662, 671, 681, 685,

過失の自白, 784

756, 779, 783, 810, 848, 850, 855,
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867, 900, 901, 925, 944, 946, 947,

教育係, 737, 738

954, 974, 992, 1004, 1048

教会関係担当大臣, 1001

カルメル山の聖母, 820, 976

— の祝日, 820
カロリーヌ・ドゥ・バーツ, 210
看護係, 897

教皇, 26
競争, 710, 711, 732, 768, 779, 791, 793,

861, 957, 974
兄弟, 545, 578, 580, 591, 599, 601, 613,

観想修道会, 671, 685, 867

630, 651, 662, 698, 706, 820, 883,

カンドロン, 578, 579, 584, 596

922, 937, 952, 959

カンヌ, 184, 341, 349

協力者, 642, 901

カンパニョ, 301, 356

キリストに倣いて, 465

カーニヴァル, 46, 128, 153, 154, 410, 412,

キリストの聖体の祝日, 21, 60, 114, 166,

414, 415, 420, 433, 436, 440, 446,

201, 210, 284, 333, 386, 405, 410,

585, 595

416, 418, 426, 430, 805, 807, 973,

ガイエ, 632
外国宣教会, 868

1063
禁域, xviii, 462, 474, 476, 518, 525, 556,

雅歌, 926

560, 565, 609, 636, 666, 684, 692,

ガジャン, 147, 248, 259

722, 731, 816, 822, 853, 912, 938,

ガスコーニュ, 807

951

ガストン, 448

— の誓願, 467, 539, 713, 747, 797, 882

ガティ・ローズ, 1074

— 法, 822

ガブリエル・ドゥ・フォルティソン, 156

ギィヨーム・ジョゼフ・シャミナード, 1070

ガラテヤの信徒への手紙, 569

ギゾの法律, 190

ガリベール, 242, 244, 323, 465

ギヨーム・ジョゼフ・シャミナード, xiii

ガリーグ, 584, 807

銀の指輪, xvi

ガルデル, 288, 435, 480, 518, 603, 650, 654,

クララ, 477, 496, 794, 811

853, 905, 1074

クララ会, 671, 685, 867

ガロンヌ川, 727

クララ・ドゥ・カステラ, 477, 578, 617, 1069

規則書, 751

クラリス・デグランジュ, 485

キャロリーヌ・ラフォール, 100

クリスチーヌ, 466

キュルト・ペルペチュエル, 494, 502

クリスチーヌ・サン・ジールス, 434

教育, 981

クルプ, 562, 615, 640, 753, 777, 784, 785

— のオフィス, 参照 オフィス
— の誓願, 747, 840, 976
— のメール, 参照 メール

クレマンティーヌ, 307, 327, 342, 362, 364,

387
クレマンティーヌ・ヤナシュ, 388, 908, 参
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照 メール・テレーズ, 1084

堅忍, 386, 994

クレラック, 604, 610, 638, 776, 893

公教育担当大臣, 1004

クレルフォンテーヌ, 881, 893, 894, 905,

降誕祭, 407

922, 930, 952, 954, 956, 962, 967,

香部屋係, 728

1003

コミュノーテ, 477, 479

クレルモン・ドゥス, 1073

コラジン, 153

クレール, 925

コラリ, 610

クロチルド, 166, 265

コリドリ, 595

クロチルド・ソボ, 参照 スール・マリー・

コリノ, 843, 862, 933, 986, 992, 993, 995

ユーラリ, 1081

コリントの信徒への手紙, x, 54, 137, 150,

クロチルド・デルペーシュ, 562

251, 264, 267, 380, 512, 949

クールタード, 348

コルポラーレ, 728

グザヴィエ, 498, 564, 567

コルマール, 742

グラメニャック, 726, 728, 733, 746, 754,

コレラック, 867

791, 934, 940, 971, 974, 994, 1067,

コロサイの信徒への手紙, 171

1074

コワント, 382, 435

グランデ, 25, 881, 参照 スール・エレオ
ノール

コワントト, 442, 446, 448
コングレガシオン, xiv, 132, 239, 243, 247,

グランド・スール, 759

253, 307, 318, 321, 359, 361, 366,

グラン・ゾギュスタン, 504

367, 374, 375, 384, 421, 428, 432,

グラン・タンスティチュ, 732

433, 435, 438, 439, 443, 444, 446,

グルニエ, 101, 121, 325

447, 449, 451, 454, 455, 458–462,

グー, 955

468, 469, 471–473, 475, 481, 484,

汚れなきマリア修道会, 286, 378, 389, 442,

487, 492, 494, 496, 501, 502, 504,

443, 512, 602, 606, 632, 636, 637,

506, 508, 513, 524, 527, 531, 534,

667, 687, 693, 726, 769, 777, 782,

536, 546, 553, 560, 565, 570, 575,

806, 808, 829, 879, 931, 942, 962,

580, 585, 590, 592, 597–599, 602,

982, 993, 1002, 1004

606, 609, 610, 613, 615, 617, 618,

決心, xxiv

624, 630, 633, 634, 647, 650, 652,

堅信, xxiv, 34, 610

654, 657, 668, 681, 687, 691, 706,

堅信式の日, 49

709, 714–716, 718, 720, 722, 731,

献身的な人, 575, 619, 646, 656, 668

739, 760, 774, 777, 787, 804, 807,

献身の祈り, 494

822, 835, 836, 839, 853, 856, 861,

堅信の記念日, 190

867, 870, 929, 949, 951, 981, 982,
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989, 1068, 1080

汚れなきおん宿りの— , 474

446, 450, 456, 545
コンパーニュ, 688

コンスタンス・ヴィジエ, 210

コース, 341

コンセイ, 440, 487, 488, 496, 505, 514, 522,

コートレ, 170

537, 565, 575, 605, 610, 613, 630,

コーヌ, 166

632, 656, 681, 697, 700, 704, 705,

ご降誕のフラクシオン, 参照 フラクシオン

707, 718, 816, 841, 881, 948, 978,

五旬節の主日, 404

980

ご託身の祝日, 196, 525

コンデ公, xiii

ご託身のフラクシオン, 参照 フラクシオン

コンドム, xiii, xix, 14, 17, 23, 60, 72, 82,

ご被昇天のフラクシオン, 参照 フラクシ

84, 88, 92, 96, 99, 114, 115, 121,

オン

135, 136, 138, 152, 156, 158–160,

ご訪問のフラクシオン, 参照 フラクシオン

184, 192, 197, 198, 209, 211, 290–

ゴモル, 153

292, 344, 347, 355, 366, 367, 370,

ゴルフェック, 360

373, 378, 381, 383, 385, 413, 418,

ゴルフ・ジュアン, 328

419, 426, 431–435, 437, 439, 440,

ゴンザグ, 913

442, 444–446, 449, 450, 452, 455,

サクリスティーヌ, 728

461, 464, 466, 468, 472, 480, 544,

サクリス・ソレムニス, 167, 416

562, 578, 623, 633, 693, 716, 721,

サバン, 677

725, 727, 730, 732, 737, 738, 741,

サムエル, 337

742, 744, 747, 751, 756, 758, 782,

サムエル記, 337

786, 788, 794, 797, 802, 803, 808,

サラゴサ, 1070, 1077

813, 816, 817, 820, 823, 826–828,

サラゴザ, 239

832, 835, 836, 840, 843, 844, 846,

サルラ, 677

847, 850–852, 854, 860, 864, 868–

サルヴェ, 820, 824

870, 872, 877, 880, 882, 888, 892,

サルヴェ・レジナ, 203, 310

893, 896, 897, 903, 908, 911, 913,

賛課, 842

916, 918, 920–922, 925, 927, 928,

賛助会員, 447

930, 931, 935, 937, 942–945, 948,

サント・ラドゥゴンド, 1077

951, 952, 954, 956, 959, 966, 971,

サント・ラドゴンド, 239, 286, 308

976, 977, 979, 986, 992, 994, 999,

三位一体の主日, 21, 60, 166, 201, 210, 235,

1003, 1067–1071, 1076–1079, 1081,

284, 386, 405, 416, 418, 426, 430,

1083

615, 805, 807, 973, 1063

コンパニョ, 367, 371, 373, 374, 384, 387,

サン・シール, 261
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サン・ジュリアン, 184, 212, 236, 300, 320,

330

— 以前の子供, 661
志願者, 456, 465, 468, 470, 476, 480, 492,

サン・ジョゼフ, 443, 450

497, 499, 513, 524, 537, 544, 565,

サン・ジル, 859

567, 578, 580, 583, 607, 612, 619,

サン・スヴェール, 1080

624, 632, 642, 645, 661, 673, 675,

サン・タニュス, 101, 452

677, 681, 683, 686, 690, 692, 702,

サン・タフリック, 591

704, 706, 715, 725, 737, 754, 758,

サン・タマン, 14, 23, 25, 26, 37, 105

768, 775, 777, 779, 783, 786, 792,

サン・タヴィ, 211, 213, 308, 323, 351, 360,

806, 807, 811, 812, 820, 821, 832,

419, 428, 737, 742, 813, 814, 843,

833, 839, 840, 843, 848, 850, 851,

901, 941

855, 868, 869, 871, 877, 878, 881,

サン・ティレール, 807

886, 888, 892, 901, 910, 923, 928,

サン・フランソワ・ドゥ・サール, 319

929, 935, 937–939, 942, 945, 946,

サン・ペアン, 356

948, 953, 955, 956, 961, 962, 967,

サン・マケール, 932

972–974, 976–978, 980, 981, 985,

サン・マルタン・ドゥ・リベラック, 1075

986, 990, 991, 994–996, 998, 1002

サン・ルイ, 1071

死者の記念の祝日, 312

サン・レオン, 520

死者の日, 407, 428, 648, 651

サン・レミ, 698, 702, 706, 804, 808, 1081

四終, 409

サン・ローラン, 464, 692

四旬節, 58, 223, 225, 227, 268–270, 327,

サン・ヴァンサン, xxi

374, 377, 379, 412, 418, 420, 424,

サン・ヴァンサン・ドゥ・ラバスティード,

433, 472, 519, 521, 596, 600, 607,

xxi
在俗, 378

647, 710–712, 716, 779, 782, 792,
797, 879, 880, 893, 964

在俗第三会, 502, 599, 635, 636, 1074

七旬節の主日, 192, 398, 404

財務, 581, 670, 872, 877, 911, 981, 982,

市長, 1001

1004
財務のメール, 参照 メール
財務部長, 参照 部長

熾天使, 569, 643, 1027
使徒言行録, 23, 264, 337, 490, 498, 573,

766

シエナ, 141, 421

指導の手引き, 935

志願院, 629, 702, 704, 707, 777

支部, 602, 619, 717, 739

志願期, 499, 522, 578, 619, 629, 658, 725,

支部長, 136, 240, 282, 451, 454, 468, 560,

737, 779, 826, 833, 900, 939, 977,

565, 575, 585, 598, 599, 619, 624,

991, 1002

634, 656, 668
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詩篇, 800, 842

シャルル・ドゥ・バーツ・ミルボワ, 501

姉妹たち, 776

シャルル・ポリカルプ, xiii

シムレール, 454

シャルロット・ドゥ・ラシャペール, 693,

シメオン, 221

参照 メール・マリー・ドゥ・ラン

— の賛歌, 221, 265
射禱, xxiv

カルナシオン
シャルロット・ヴァレール, 参照 スール・

シャドラク, 876

マリー・ガブリエル, 1084

シャノー, 984

シャーニュ, 321, 478

シャミナード, xv, 123, 152, 239, 277, 286,

終課, 842

306, 309, 318, 320, 326, 337, 351,

修道院長, 570, 687

353, 355, 359–361, 366, 373, 378,

修道院変更命令, 573

382–384, 386, 388, 414, 419, 428,

修道会

429, 431–433, 435, 440, 442, 449,

— の承認, xxi, 732

454–456, 461, 467, 473, 475–480,

修練院, 459, 470, 478, 574, 579, 584, 623,

482–486, 490, 491, 494, 495, 501–

637, 644, 676, 677, 679, 687, 688,

507, 509, 510, 512, 513, 515, 517,

692, 693, 699, 703, 705, 716, 719–

519, 522, 523, 526, 528–530, 532,

721, 726, 727, 729, 731, 744, 748,

533, 536–538, 541–543, 545, 554,

751, 768, 772, 775, 796, 804, 830,

557–559, 562, 566, 569, 570, 575,

833, 840, 861, 871, 875, 877, 881,

578, 582, 623, 635, 640, 655, 662,

884, 890, 892, 901, 904, 909, 910,

672, 693, 695, 707, 708, 719–721,

913, 923, 928, 933, 935, 938–940,

726, 731, 732, 737, 743, 744, 749,

956, 957, 961, 971, 973, 981, 987,

756, 782, 790, 804, 806, 808, 819,

991, 995, 998, 1002, 1074

833, 836, 838, 841, 853, 879, 898,

準備 — , 738

905, 925, 939, 958, 963, 982, 1001,

修練院長, 723

1002, 1069–1071, 1076, 1078, 1079,

修練期, xvi, 295, 309, 311, 320, 427, 428,

1081
— 師の生涯, 454

462, 471, 499, 522, 567, 580, 661,
686, 719, 738, 750, 760, 773, 780,

シャリテ, 950

841, 872, 884, 931, 963, 969, 976,

シャルメル・アンヌ, 1071

990, 994, 1071

シャルル, 21, 99, 233, 235, 277, 327, 338

修練者, 372, 440, 451, 479, 498, 513, 525,

シャルル 10 世, 567, 876

535, 584, 612, 628, 646, 647, 651,

シャルル・デュブラナ, 1072

659–661, 667, 683, 687, 697, 704,

シャルル・ドゥ・トランケレオン, xiii, 246

705, 716, 721, 727, 748, 752, 763,
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764, 774, 779, 780, 784, 792, 796,
814, 828, 829, 842, 851, 853, 858,

931
ショドルディ, 480, 482, 483, 497, 511, 515,

861, 871, 883, 904, 922, 928, 931,

571, 1071

933, 935, 940, 960, 969, 976, 992,

シラ書, 251, 767

994, 999, 1080

試練期, 613, 614, 632, 679, 681, 691, 717,

修練長, 684, 731, 737, 738, 783, 819, 823,

932
— 補佐, 935
守護の聖人, 397

720, 740, 895, 937, 949
シレール, 806, 948, 953, 955, 956, 961
箴言, 804
信仰

守護の天使, 500, 633

— 生活入門, 141

出エジプト記, 901, 933

— の誓願, 797

主禱文, 9, 284, 342, 445, 489, 498, 699, 740

審判, 739

主の祈り, 9, 284, 445, 455, 489, 498, 699,

神秘主義, 655, 809, 1044

740, 842

ジェール, xiii, 117, 1067, 1069

主の公現の祝日, 87, 188, 218, 260, 423, 441

実践的な愛, 494

主の降誕, 417, 423, 496, 578, 691, 762, 936,

自白忠告会, 562, 615, 640

958
— の祝日, xviii, 44, 184, 358, 431, 768,
868, 952
主の昇天, 59

— の祝日, 59, 60, 110

自分の宣教, xv
ジャクピ, xiv, xvi, xviii, 34, 58, 337, 378,

390, 433, 442, 732, 1075
ジャック・タイエ, 1083
ジャヌー, 344

主の奉献の祝日, 191, 265, 267, 418

ジャヌー・ドゥ・サン・ジュネス, 345

シュヴァリエ, 501, 508

ジャノネット, 349

小斎, 709, 716

ジャンティ, 913, 944, 960, 966

小時課, 842

ジャンヌ, 26

ショクム, 678, 690

ジャンヌ・ディシェ, xiv, xv, xxiii, 5, 10,

職務, 469, 574, 585, 591, 687, 696, 705,

706, 717, 718, 750, 751, 768, 785,
803, 819, 861, 882, 981, 1073, 1078,
1080

16, 67, 1068
ジャンヌ・デュメ, 1073, 参照 スール・テ
オティスト
ジャンヌ・ドゥ・シャンタル, 493, 528, 583,

食料管理係, 795

600, 671, 685, 757, 867, 871, 913,

諸聖人の祝日, 72, 75, 178, 180, 181, 195,

952, 954, 1072, 1079

207, 212, 248, 309, 312, 407, 411,
417, 419, 422, 438, 466, 681, 923,

ジャンヌ・フォワ・スエージュ, 1082, 参照
スール・ヴィジタシオン
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ジャンヌ・ボエ, 1068, 参照 スール・メラニ

準志願者, 508, 707, 969

ジャンヌ・ボワ, 632

準備修練院, 参照 修練院

ジャンヌ・マリー・シャルロット・ドゥ・

ジュ・ヴ・サリュ・ジョゼフ, 644, 741, 825,

ラシャペール, 1076

932

ジャンヌ・ラルベス, 164

助修女, 参照 助修道女

ジャンヌ・リオン, 388, 908, 参照 スール・

助修道女, 441, 476, 494, 497, 499, 511,

サン・テスプリ, 1077

514–516, 518, 522, 560, 567, 577,

ジャン・サン, 341, 343

632, 645, 661, 682, 687, 688, 692,

ジャン・スルベス, 563

694, 717, 739, 777, 779, 783, 791,

ジャン・バチスト・コリノ, 1071

803, 804, 831, 834, 838, 840, 848,

ジャン・バティスト・デュクルノ, 390

851, 864, 871, 872, 881, 887, 901,

ジャン・フェリシアン・セール, 1082

910, 935, 937, 943, 967, 968, 980,

ジャン・ラリボ, 1076

982, 990, 994, 995, 1079, 1080

十字架

— のメール, 参照 メール

— 称賛の祝日, 305, 428

ジョゼフィーヌ, 303, 306–308, 316

— の聖ヨハネ, 参照 聖ヨハネ, 参照 聖

ジョゼフィーヌ・アベイエ, 289, 426

ヨハネ, 参照 聖ヨハネ, 参照 聖ヨ

ジョゼフィーヌ・カンパニョル, 83

ハネ

ジョゼフィーヌ・ダルベール, 88, 97

従順

ジョゼフ・ムラン, 1079

— の誓願, 101, 451, 502, 797, 822
十人のおとめ, 734

ジョリ・マリー, 参照 スール・アンジェ
リック

ジュスチーヌ, 670

ジョルジュ・カイエ, 1069

ジュスチーヌ・バルテレミ・ロベール, 608,

ジョレ, 442, 456

613, 1081, 参照 スール・マリー・

ジラール, 746, 761

セラフィーヌ

ジロンド, xiii

受難の主日, 405, 608

スイス, 789

ジュヌヴィエーヴ・プレートゥル, 1074,

崇敬の時間, 494

1080
ジュラ, xiii, 879
ジュリ, 267–270, 273, 276, 278, 280, 284,

スエージュ, 710, 821, 850
スカプラリオ, 122, 296, 489, 850

— のパーテル, 842

287, 295, 296, 298, 307, 321, 358,

過ぎ越し, 271

365, 384, 424, 426, 584, 895

救い主のご誕生の祝日, 213, 255

ジュリア・ダルディ, 1002

スゴンド・ディシェ, 259, 348, 349, 431

巡察使, 306, 308, 318, 1077

スゴンド・マンディブロン, 779, 813, 817,
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821, 850, 852, 861, 895, 904
スタバト, 605
ストラスブール, 614
スブ・トゥウム, 260, 357, 359, 398, 932

930, 937
スール・アンカルナシオン, 595, 664, 666,

686, 705, 709, 731, 732, 919
スール・アンジェリック, 596, 667, 715, 718,

スペイン, 1070, 1084

726, 735, 751, 826, 946, 947, 984,

スルプリ, 242, 491, 708

985, 988, 990, 991, 999, 1075

スルベス, 570

スール・アンジェリック・ジョリ, 993

スレーヌ, 74, 78, 80, 102, 108, 195

スール・アンジェリック・フォック, 379

スレーヌ・ドゥ・サン・タマン, 74, 84, 186

スール・アンジェール, 735, 790, 852, 916

スヴァン, 314

スール・アントワネット, 584, 596, 701, 821,

スヴァン・レイモン, 353

839, 869, 910, 1070

スヴネ・ヴ, 402, 403, 449, 581, 590, 712

スール・アントワーヌ, 664

スール・D, 718

スール・アンヌ, 441, 457, 481, 496, 517,

スール・N, 858, 862, 863, 866, 878, 879

519, 618, 623, 740, 747, 768, 793,

スール・V, 858

832, 855, 894, 907–910, 913, 954,

スール・アガト, 674, 690, 692, 694, 725,

956, 962, 987, 989, 1079

747, 760, 788, 803, 805, 814, 826,

スール・アンヌ・モンセ, 1005

847, 864, 867, 871, 877, 878, 907,

スール・イザベル, 677, 679, 686, 689, 694,

910, 914
スール・アソンプシオン, 496, 510, 514, 517,

579, 632, 953, 957, 971, 998
スール・アデライド, 92, 103, 116, 344, 627–

629, 631, 632, 637–639, 641, 653,
700, 702, 704, 707, 721, 742, 745
スール・アニェス, 496, 524, 578, 579, 583,

696, 872, 877, 892, 894, 897, 971,
978, 980, 983, 986
スール・イニャス, 749, 790, 928, 941, 945,

946, 950, 954, 956, 961, 962, 970,
971, 998, 1082
スール・イニャス・シュメデール, 769, 1005
スール・イヤサント, 990

679, 686, 696, 709, 719, 740, 745,

スール・エミリエンヌ, 935, 937, 955, 961

752, 761, 768, 771, 775–777, 779,

スール・エリザベット・マイエ, 1005

783, 813, 824, 832, 838, 839, 853,

スール・エリザベト, 471, 472, 484, 560,

886, 892, 899, 907, 909, 910, 912,

569, 579, 584, 596, 601, 615, 627,

914, 916, 918–921, 956, 1069

639, 673, 715, 717, 773, 779, 811,

スール・アニェス・ベルネード, 900
スール・アポロニ, 478, 491, 516, 583, 594,

612, 614, 615, 623, 626, 638, 701,
715, 792, 799, 820, 869, 900, 914,

812, 901, 910
スール・エリザベト・デジェール, 811
スール・エレオノール, 574, 881, 887, 968,

974, 976, 980

索引
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スール・エレーヌ, 578, 579, 947
スール・エンマヌエル, 438, 439, 447, 458–

461, 469, 484, 493, 495, 534, 553,
584, 757, 908
スール・カトリーヌ, 478, 511, 516, 518,

523, 583, 591, 596, 608, 613, 614,

スール・サント・フォワ, 466, 481, 503, 505,

562, 592, 613, 617, 622, 626, 638,
682, 694, 786, 799, 814, 959
スール・サント・フォワ・マレシャル, 1005
スール・サント・マリー, 980, 981, 990,

1000, 1071

617, 623, 629, 632, 642, 644, 689,

スール・サン・D, 796

690, 731, 745, 768, 905, 988, 1002,

スール・サン・クレール, 955

1073

スール・サン・サクルマン, 793, 797

スール・カトリーヌ・ドゥ・サン・ティニャ
ス, 319
スール・カロリーヌ, 210, 725, 735, 736,

740, 753
スール・ガブリエル, 608, 681, 691, 697,

769, 882

スール・サン・ジョゼフ, 444, 448–450, 457,

465, 485, 688, 694, 750, 871, 872,
877, 897, 907, 923, 960
スール・サン・ジョゼフ・デュレンバッシュ,

683, 750, 770, 857, 859, 997
スール・サン・ソヴール, 677, 680, 686, 719,

スール・クロチルド, 584, 596, 709, 768,

745, 763, 768, 775, 777, 783, 789,

775, 792, 838, 839, 845, 848, 852,

811, 870, 872, 897, 923, 924, 926,

894, 910, 912, 921, 923, 926, 935,

960, 1069

943, 946, 952, 954, 958, 961, 962,
972, 987, 1071

スール・サン・テスプリ, 457, 484, 485, 514,

517, 523, 530, 534, 566, 570, 578,

スール・グザヴィエ, 460, 465, 487, 494,

580, 592, 600, 603, 607, 616, 622,

498, 568, 610, 645, 667, 749, 790,

626, 630, 631, 638, 640, 679, 696,

935, 939, 942, 961, 1082, 参照 フラ

711, 714, 715, 724, 761, 762, 792,

ンソワーズ・アガト・シュメデール

798, 799, 826, 827, 832, 835, 838,

スール・グリーズ, 608

— の修道会, 608

852, 908, 1077
スール・サン・テティエンヌ, 980

スール・ゴンザグ, 607, 609, 633, 688, 738

スール・サン・トギュスタン, 850, 895, 901,

スール・サクルマン, 508, 510, 514, 518,

939, 955, 964, 966, 968, 971, 982,

529–531, 534, 600, 603, 615, 629,
685, 698, 703, 740, 753, 768, 810,
933
スール・サクレ・クール, 478, 511, 516, 519,

709, 711, 714
スール・サント・クレール, 632, 1069

990, 1067
スール・サン・トギュスタン・マンディブ
ロン, 991
スール・サン・ドゥニ, 679, 681, 694, 878
スール・サン・フランソワ, 543, 566, 570,

577–579, 592, 603, 610, 626, 649,
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653, 680, 701, 712, 720, 747, 820,
869, 908, 914, 937, 941, 947, 984,
1067
スール・サン・フランソワ・アルノデル, 564,

582, 594, 601, 620, 871

スール・ジュヌヴィエーヴ・プレートゥル,

1005
スール・ジュリ, 657, 706, 783, 821, 847,

882, 911, 921, 928, 965, 1081
スール・ジュリエンヌ, 611, 768, 773, 775,

スール・サン・ブノワ, 681, 696, 738, 740

786, 792, 799, 813, 834, 835, 841,

スール・サン・ポール, 677, 679, 847, 911,

843, 844, 847, 848, 860, 922, 973

918, 919, 949, 951, 952, 957, 959,

スール・ジュリー, 568, 580, 593

976

スール・ジョゼフィーヌ, 790, 802, 843, 847,

スール・サン・ルイ, 985, 988, 991, 1069

848, 852, 870, 883, 889, 922, 950,

スール・サン・ローラン, 679, 688, 872, 877,

972, 993

921, 923, 926, 950, 951, 983, 1073
スール・サン・ローラン・ファジェ, 683,

857
スール・サン・ヴァンサン, 441, 503, 534,

537, 539, 545, 564, 566, 604, 908
スール・サン・ヴァンサン・ラバスティー
ド・コルニエ, 1005
スール・シュザンヌ, 632, 644, 690, 695
スール・ジェルトゥルード, 868
スール・ジェルメーヌ, 983, 994
スール・ジャンヌ・ドゥ・ラ・ミゼリコル
ド, 307
スール・ジャン・バチスト, 910, 923, 924,

935, 936, 939, 942, 956, 987
スール・ジュスチーヌ, 613, 653, 696, 709,

740, 768, 779, 793, 798, 886, 910,
913, 1003

スール・ジョゼフィーヌ・ドゥ・ゼジュ, 307
スール・スコラスチック, 379, 495, 508, 511,

691, 920, 1076
スール・スタニスラス, 481, 496, 508, 510,

523, 578, 584, 596, 600, 603, 615,
671, 678, 681, 686, 687, 700, 715,
718, 730, 735, 737, 743, 747, 753,
802, 804, 1083
スール・セラフィーヌ, 683, 685, 733, 740,

748, 753, 863, 869, 924, 1081
スール・セラフィーヌ・ロベール, 733, 743,

765, 781, 806, 834, 864, 873, 912,
928, 964, 999
スール・セレスチーヌ, 476, 480, 481, 491,

497, 515, 517, 519, 524, 560, 572,
608, 700, 709
スール・セレスティーヌ, 983

スール・ジュスチーヌ・コルデ, 1005

スール・セレスト, 741

スール・ジュヌヴィエーヴ, 677, 688, 706,

スール・ソフィ, 715, 760

745, 747, 771, 789, 923, 924, 926,

スール・ソフィー, 935, 937

988

スール・テオティスト, 935, 937, 965, 994,

スール・ジュヌヴィエーヴ・ドゥ・サン・
ピエール, 1074, 1080

1073
スール・テレーズ, 436, 478, 496, 502, 534,
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679, 682, 705, 737, 738, 740, 741,

743, 745, 752, 758, 761, 762, 768,

743, 745, 749, 752, 753, 755, 757,

773–775, 777, 784, 786, 788, 793,

760–762, 765, 768, 771, 772, 775

812, 820, 825, 837, 846, 850, 869,

スール・テレーズ・ドゥ・サン・トギュス
タン, 560, 568, 584, 877, 1071
スール・テレーズ・ドゥ・ジェジュ, 806,

908, 953, 955, 957, 1082
スール・デュ・サン・サクルマン・ヤナシュ,

1005
スール・デ・ザンジュ, 465, 466, 497, 580
スール・トゥリニテ, 682, 689, 700, 702,

705, 707–709, 715, 717, 721, 919,
970, 998, 1080

878, 890, 904, 908, 910, 917, 918,
922, 924, 949, 971, 992
スール・フェリシテ, 569, 667, 787, 805,

809, 810, 814, 818, 824, 834, 855,
877, 883, 892, 894, 945, 967, 1079
スール・フランソワ, 673, 689, 705, 991,

993
スール・フランソワ・レジス, 904, 1083
スール・フランソワーズ, 438, 682, 686, 709,

998

スール・トゥリニテ・プレブスト, 874

スール・フロランチーヌ, 461

スール・ドゥ・ジェジュ, 504, 775, 835, 901,

スール・ブリジット, 679, 694, 697, 747,

905, 925, 941
スール・ドゥ・ラソンプシオン, 478, 494,

955
スール・ドゥ・ランカルナシオン, 495, 518,

535, 607, 637, 644
スール・ドジテ, 461, 482, 495, 496, 517,

869, 894, 915, 931, 933, 935, 936,
950, 951, 957, 959, 983, 992
スール・ブリジット・マルシュ, 915
スール・プレザンタシオン, 677, 679, 686–

688, 692, 694, 697, 705, 790
スール・プレブスト, 703

570, 584, 592, 601, 606, 614, 622,

スール・ペラジ, 850, 878, 901, 998

626, 642, 643, 674, 675, 677, 702,

スール・ポワトヴァン, 556

717, 725, 731, 780, 815, 820, 824,

スール・マドレーヌ, 679, 681, 694, 697,

869, 875, 901, 912, 965
スール・ドジテ・ガティ, 540, 559, 583, 593,

725, 737, 738, 740, 783, 805, 814,
847, 922, 934, 935, 1083

599, 604, 611, 635, 656, 668, 672,

スール・マドレーヌ・ドゥ・パッジ, 931

674, 682, 695, 720, 729, 784, 787,

スール・マドレーヌ・ドゥ・パッチ, 812

855, 894, 899, 902, 904, 918, 946

スール・マリー, 815

スール・ドロテ, 884, 887, 963, 965, 970,

976, 990
スール・ドロテ・カスティオン, 883
スール・ナティヴィテ, 584, 677, 679, 685,

696, 719, 726, 732, 737, 738, 740,

スール・マリー・イヤサント, 989, 1000
スール・マリー・エリザベト, 745, 1077
スール・マリー・ガブリエル, 688, 877, 893,

935, 1084
スール・マリー・ガブリエル・ヴァレール,
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683, 769, 857
スール・マリー・コンスタンス, 974, 976,

980, 1000, 1077
スール・マリー・サン・テスプリ, 1076

スール・マルゲリト, 456, 690, 697, 700,

702, 704, 706–708, 768, 787, 810,
841, 848
スール・マルト, 456, 491, 495, 496, 737,

スール・マリー・ジョゼフ, 529, 560, 570,

740, 768, 783, 841, 851, 910, 913,

607, 613, 646, 677, 686, 698, 699,

914, 930, 946, 962, 985, 991, 1003,

701, 706, 710, 715, 718, 720

1004, 1079

スール・マリー・ジョゼフィーヌ, 1068

スール・マント, 579

スール・マリー・スコラスチック, 1072

スール・メラニ, 644, 686, 740, 748, 749,

スール・マリー・テレーズ, 961

768, 776–779, 783, 798, 824, 832,

スール・マリー・デュ・サクレ・クール, 288,

855, 863, 866, 868, 870, 879, 886,

426, 908
スール・マリー・デュ・サン・サクラマン,

908
スール・マリー・デュ・サン・サクルマン,

1084

891–893, 895, 906, 907, 923–925,
928, 936, 947, 950, 952–954, 956,
984, 989, 1000, 1068
スール・メラニ・ボエ, 1005
スール・ユルシュール, 568, 584, 592, 600,

スール・マリー・デ・ザンジュ, 679, 688,

603, 607, 612, 614, 618, 626, 638,

738, 740, 745, 752, 768, 787, 790,

641, 649, 651, 870, 882, 888, 889,

794, 814, 815, 831, 838, 839, 893,

892, 897, 904, 973, 1069

992
スール・マリー・ドゥ・シャンタル, 995,

1001
スール・マリー・ドゥ・ジェジュ, 900, 928,

930, 940, 942–944
スール・マリー・ドゥ・ラ・クロワ, 935,

942, 963, 965, 970, 1001
スール・マリー・ドゥ・ラ・クロワ・ピカー
ル, 1005
スール・マリー・ドゥ・ラ・コンセプシオ
ン, 292

スール・ユーフラジ, 718, 723, 737, 738,

800, 814, 815
スール・ユーラリ, 778, 811, 869, 872, 877,

886, 890, 901, 913, 930, 943, 958,
964
スール・ラソンプシオン, 481
スール・ラ・マルク, 465
スール・リュース, 758, 768, 778, 787, 792,

805, 809, 810, 839, 841, 848, 853,
856, 862, 864, 867, 869, 876, 878,
880, 882, 890, 893, 1068, 1078

スール・マリー・ブリジット, 1078

スール・ルイズ, 941

スール・マリー・ユーラリ, 583, 595, 597,

スール・ルイズ・ドゥ・サン・ジョゼフ, 287

602, 1081
スール・マリー・ルイズ, 1081

スール・ルイズ・マリー, 584, 608, 613, 615,

623, 637, 643, 648, 677, 733, 777,
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853, 861, 872, 928–931, 936, 970,

聖イグナチオ, 142, 258, 385, 387, 489, 521,

1072, 1080
スール・ルイズ・マリー・ドゥ・ポルテ, 728,

573, 596, 1010
聖エミリ・ドゥ・ロダ, 参照 メール・エミ
リ・ドゥ・ロダ

766, 857, 1005
スール・レオカディ, 904, 1083
スール・ロザリ, 460, 491, 568, 607, 609,

871, 883, 889
スール・ローズ, 596, 610, 696, 818, 847,

983, 1067

聖エリザベト

— の祝日, 686, 1032
聖家族姉妹会, 1079, 1081
聖カタリナ, 141, 234, 421
誓願者, 688, 748, 828, 857, 859, 867, 871,

スール・ローズ・マリー, 610
スール・ヴィクトワール, 492, 502, 516, 522,

872, 875, 877, 912
聖キアラ, 671, 685, 867

542, 683, 715, 814, 815, 838, 853,

聖金曜日, 101, 451

859, 862, 969, 1074

聖クララ, 671, 685, 867

スール・ヴィクトワール・グー, 975

聖グザヴィエ, 655

スール・ヴィジタシオン, 664, 666, 676, 682,

聖グレゴワール, 129

686, 696, 706, 709, 747, 786, 795,

聖コーム, 445

802, 805, 821, 835, 839, 850, 881,

聖餐, 35, 36, 792

895, 897, 923, 945, 950, 965, 1082

盛式誓願, 378

スール・ヴィジタシオン・スエージュ, 1005

聖シャンタル, 583, 671, 867, 871, 913, 952,

スーレット・ポワトヴァン, 205, 314, 419,

428
聖アウグスチヌス, 144, 486

— の祝日, 982
聖アガタ, 412, 703

— の祝日, 93, 191, 418
聖アグネス

954
聖週間, 271, 405, 412, 604, 890
聖燭祭, 125
聖職者市民憲章, 190
聖心会, 790
聖ジェルトルード, 655, 809, 1044
聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタル, 29, 128,

— の祝日, 47, 410

141, 194, 196, 205, 212, 228, 229,

聖アロイシウス・ゴンザガ, 816

236, 258, 313, 364, 379, 381, 401,

— の祝日, 816

403, 418–421, 446, 449, 593, 637,

聖アントニオ, 615, 698, 727, 744

646, 663, 685, 757, 790, 805, 860,

パドアの — , 615, 698, 727, 744, 938

934, 966, 1007, 1021

聖アンドレア, 816

聖水曜日, 101, 451

聖アンナ, 828, 1046

聖体

— の祝日, 828, 1046

— 仮安置所, 605
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— 顕示台, 728

聖フランソワ・ドゥ・サール, 29, 128, 141,

— 降福式, 21, 61, 436, 717, 927

194, 196, 205, 212, 228, 229, 236,

聖ダミアン, 445

258, 313, 364, 379, 381, 401, 403,

聖チプリアヌス, 486

418–421, 446, 449, 593, 637, 646,

聖テレジア, xxiv, 36, 385, 398, 409, 557,

663, 790, 805, 860, 934, 966, 1007,

583, 611, 640, 643, 644, 662, 671,
681, 685, 756, 783, 848, 850, 855,
867, 900, 901, 926, 954, 974, 1048
— の祝日, 36, 409
聖ドゥニ, 41
聖ドミニコ, 828, 1046

— の祝日, 828, 1046
聖土曜日, 101, 451
聖なるおとめマリア

1021
— の祝日, 364, 446, 528, 593, 1007
聖ベネディクト, 489, 786
聖ベルナルド, 203, 375, 402, 581, 611

— の聖母への祈り, 203, 375, 402, 581
聖ペトロ, 51, 81, 172, 262, 857

— の祝日, 23, 62, 408, 410, 974
聖母

— 月, 717

— に対する祈り, 581

— のおん悲しみの祝日, 272

— に対する奉献の祈り, 499

— のおんきよめの祝日, 189

— のアビ, 576

— の被昇天, 30, 174

— の連禱, 207, 640, 717

— の被昇天の祝日, 27, 68, 300, 302,

— への奉献の祈り, 403

407, 409, 411, 427, 628, 834, 980,

聖年, 895
聖パウロ, 23, 51, 54, 57, 63, 113, 128, 137,

150, 171, 230, 264, 267, 337, 447,
512, 569, 698, 842

1025
聖ボナヴェントゥラ

— の祝日, 551
聖母訪問会, 29, 128, 141, 194, 196, 205,

聖櫃, 728

212, 228, 229, 236, 258, 313, 364,

清貧

379, 381, 401, 403, 418–421, 446,

— の誓願, 101, 451, 480, 521, 679, 697,
718, 746, 797, 838, 854, 911, 1004

449, 493, 528, 582, 583, 593, 600,
637, 646, 663, 671, 685, 757, 790,

聖フィリップ・ドゥ・ネリ, 454

805, 860, 867, 871, 913, 934, 952,

聖フランシスコ・サレジオ, 141, 194, 205,

954, 966, 1007, 1021, 1072, 1079

212, 228, 229, 236, 258, 313, 364,
379, 381, 401, 403, 418–421, 1007,
1021
聖フランシスコ・ザヴィエル, 498

— の祝日, 498

聖母マリア

— のおん浄めの祝日, 320, 365, 420,
432, 700, 703, 1033
— のご訪問の祝日, 169, 416
— の誕生の祝日, 72, 737
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—の無原罪のおん宿りの祝日, 320, 419,
422, 429, 650, 867, 1032
聖マグダレナ, 611, 781, 806, 812, 899, 1041,

1044
聖マリア, 398, 756, 824, 978

— に対する奉献の聖歌, 388
— の汚れなきおん宿りの祝日, 577
— の誕生, 30

聖霊来りたまえ, 61
聖霊降臨の祝日, 59, 233, 234, 413, 433
聖霊降臨の主日, 21, 60, 138, 165, 166, 201,

210, 230, 284, 386, 405, 410, 416,
418, 420, 426, 430, 452, 464, 613,
718, 805, 807, 973, 1063
聖ヴァンサン, 625

— の祝日, 625

— の誕生の祝日, 176, 341, 638, 920

聖ヴァンサン・ドゥ・ポール, 625, 667, 1030

— の奉献の祝日, 317, 318, 350, 422,

セガラス, 1072

431, 494, 685
—の無原罪のおん宿りの祝日, 403, 575,
652, 774

セゼラック, 955, 957, 995, 998
説教師, 70, 345, 484, 610
セナック, 682, 683, 689, 704, 715, 717, 727

聖マリーヌ, 129

セニャン, 887

聖マルコ, 608

セラフィム, 575, 964

聖ミカエル, 50

セラフィムの記念日, 569, 643, 1027

聖木曜日, 101, 451, 605, 713, 1023

セラフィーヌ, 743

聖ユジェーヌ

セレス, 81, 86, 88, 91, 100, 102, 104, 204

— の祝日, 41
聖ヨゼフ, 9, 300, 403, 489, 493, 498, 528,

536, 565, 591, 600, 615, 644, 655,
658, 741, 757, 786, 959
— の祝日, 517

セレスト, 691
跣足カルメル修道会, 656, 944
洗礼, 41, 92, 101, 140, 141, 219, 253, 284,

314, 334, 347, 397, 430, 438, 446,
451, 585, 586, 710, 720

— の保護の祝日, 329

— において私は約束をしました, 587

— の連禱, 600, 797

— の記念日, 141, 282, 407, 414, 425

聖ヨハネ, 323, 953
十字架の — , xxiv, 36, 385, 398, 409,

557, 583, 611, 640, 643, 644, 656,

— 名, 360
洗礼者聖ヨハネ

— の祝日, 236, 421

662, 671, 681, 685, 756, 783, 848,

セール, 25, 41, 43, 70, 76, 843, 991

850, 855, 867, 900, 901, 944, 954,

ゼレ, 575, 619, 646, 656, 668

974, 1048

前志願者, 707, 720

— の祝日, 953, 954, 1060
聖リドヴィーヌ, 611, 1023
聖ルイ, 557, 1018

全体の集まり, 458
全免償, 12, 216, 240, 894, 895, 905, 919,

928
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総会長, 309, 318, 321

636, 641, 643, 650, 653, 663, 669,

創世記, 251, 767, 865, 869

673, 675, 684, 731, 733, 752, 777,

総代理人, 600

779, 785, 797, 806, 813, 817, 824,

総長, 545, 592, 600

866, 876, 945, 978, 1074, 1081, 1084

ソドム, 153

— の会員, 785

ソフィ, 142

大司教, 757

ソフィ・デュベナール, 参照 スール・マ

大神学校, 239

リー・スコラスチック

台所係, 795

ソフィ・デュベルナール, 1072

ダッシュー, 824, 866

ソフィ・ドゥ・ポルテ, 91

ダニエル書, 876

ソフィ・ラ・トゥレート, 591

ダマザン, 66, 327, 1076

ソボ, 878

ダマスコ, 490, 498, 573, 766

ソル, 140, 162, 166, 204, 242, 301, 313,

ダム, 316, 435, 440, 447, 560, 656, 657, 668

314, 320, 321, 332, 339, 349, 355,

ダム・シレール, 982

360, 363, 372, 385, 460, 550, 582,

ダム・デュ・パラヴィス, 343, 350, 431, 851,

590, 603, 634, 649, 654, 669, 749,

853, 864, 866, 867, 880, 894, 896,

788, 892, 967, 1004

1080

ソーヴ未亡人, 1071

ダム・ドゥ・キャンペルレ, 379

ゾエ・ベルガリグ, 833

ダム・ドゥ・ラ・クロワ, 375

タイエ, 481, 503, 518, 523, 621, 645, 821

ダム・ドゥ・ラ・ルトレット, 136, 213, 356,

待降節, 318, 319, 411, 428, 467, 498, 649

359, 375, 400, 402, 444, 448, 452,

大斎, 519, 521, 595, 601, 607, 622, 647,

456, 484, 487, 600, 610, 1084

651, 709, 716, 724, 737, 779, 880,
890

— の祈り, 600
ダリティーグ, 325

大切な計画, xvi, 286, 287

ダルキエ, 484

タボール山, 95, 293, 426, 544, 901, 924

ダルディ, 649, 789, 794, 808, 821, 855, 898,

タラント, 290

903, 1071

タリ, 947

ダルトワ, 275

タルブ, 459–461, 465, 467, 469, 470, 490,

ダングレム, 275, 276, 424, 425

497, 567, 572, 645

男爵, xiii, xvii, 241

タレント, 206, 222

男爵夫人, xiii, xiv

大オギュスタン, 504

ダンジェロス, 259

大祈禱, 592, 595

ダンピエール, 354, 384

第三会, 141, 234, 421, 459, 502, 599, 635,

ダヴィド, xiii, 280, 483, 485, 504, 509, 511,
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518, 524, 528, 533, 538, 542, 557,

ディシュレット, 10, 11, 15, 16, 21, 26, 35,

572, 577, 595, 605, 606, 608, 609,

36, 43, 45, 53, 62, 72, 75, 77–81,

613, 634, 651, 694, 699, 702, 778,

83–85, 87, 88, 91, 97, 99, 101, 102,

796, 849, 852, 918, 927, 930, 参照

107, 115, 116, 118, 121, 140, 164,

ダヴィド・モニエ

165, 205, 214, 284, 287

ダヴィド・モニエ, 479, 527, 539, 545, 546,

549, 551, 883, 1079
小さな会, xiv, 123, 286, 400, 425, 428, 619,

819

デグランジュ, 484
デグランジュ・クラリス, 1072
デコン, 210, 260, 316
デジレ, xiii, 243, 321, 360, 372, 448, 501

小さな会則, 440

デジレ・ダルティーグ, 313, 428

小さな学校, 356

デジレ・ドゥ・ポルテ, 91

小さな役割, 728

デストゥエ, 参照 マルシュ, 1078

知恵の書, 251

デトラック, 367

父, 214

デフィ, xxiv, 710, 711, 732, 768, 779, 791,

血の花婿, 901

793, 861, 957, 974

朝課, 842

デブロス, 376

付き添いの姉妹, 666, 760, 817, 832

デプレオ, 356

付き添いの修道女の規則, 726

デプロフンディス, 403, 581, 590, 902

貞潔

デ・ムニュ通り, 883

— の誓願, xvi, 101, 429, 451, 502, 747,
760, 797, 893

デュクルノ, xiii, xiv, 21, 34, 37, 67, 75, 87,

91, 95, 99, 332, 365

手引き, 444, 511, 634, 635, 757

デュグルノン, 379

テレーズ・ディシェ, 13

デュシュレット, 34

テレーズ・ドゥ・プニョン, 887

デュノグ, 563

テレーズ・ヤナシュ, xix

デュパン, 987, 995

テレーズ・ヴォワラン, 参照 スール・レオ

デュパール, 517

カディ, 1083

デュピュイ, 308, 708, 728

テロブ, 987

デュフォ, 442, 449

テローブ, 995

デュブラナ, 242, 244, 285, 300, 307, 314,

天使, 465

330, 339, 341, 347, 349, 381, 442,

天のパン, 799

824, 829

テ・デウム, 494

デュプラ, 520

ディオクレティアヌス, 445

デュペリエ, 284, 288, 311

ディシェ, 299, 448

デュポン, 397
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デュマ, 81, 92, 102, 118, 279

862–866, 868, 869, 871, 873, 876,

デュメ, 752

878, 879, 885, 889, 891, 892, 894,

デルニー, 156

895, 898–902, 904–907, 909, 911,

デルフィーヌ, 102, 307, 356

912, 914, 915, 917, 918, 920, 922–

デルフィーヌ・ドゥ・フュメル, 88, 97

925, 927–930, 932–934, 936, 939,

デルマス, 632

940, 942, 946, 950, 952, 953, 958,

デ・プロフンディス, 38, 349, 373, 401, 740,

961, 964, 967, 970, 972, 977, 980,

773, 909, 970

983, 984, 986, 988, 990, 991, 994–

トゥールノン, 381

996, 999, 1000, 1003, 1067, 1069,

トゥールーズ, 275, 520

1070, 1074–1076, 1078, 1080, 1081,

徳

1084
完遂の — , 1000

トビア, 490, 635

準備の — , 1000

トビト記, 490, 635

浄化の — , 1000

トラピスト会, 901

トナン, xiii, xix, 136, 205, 306, 314, 367,

トラピスト修道会, 493, 672

526, 532, 539–541, 543, 546, 548,

トランケレオン, 617, 721, 829, 931

550–556, 558, 559, 564–568, 570,

トランケレオン夫人, xiii, xiv, 36, 123, 136,

571, 576, 579, 580, 582, 583, 591,

228, 241, 448, 477, 578, 1069

593–595, 597, 599–602, 604, 605,

トリクレ, 351

608, 609, 611, 612, 614, 615, 620,

トリクレット, 449

621, 625, 627–629, 631, 632, 634–

ドイツ, 614, 973

636, 638, 639, 641–643, 647, 649,

ドゥジェール, 560

650, 652, 653, 656, 660, 662–664,

ドゥッセ, 6, 111, 192, 285, 358, 388

666, 668, 670–672, 674, 676, 678,

ドゥニエ, 547

680, 682, 684, 685, 687–689, 691,

ドゥ・カステラ夫人, 36

693, 695, 696, 698, 700, 702–704,

ドゥ・カディニャン, 442

706–708, 710–712, 714, 717, 719–

ドゥ・カルディニャン, 805

721, 723, 724, 729, 733–736, 739,

ドゥ・カンパニョル, 84

741–743, 746, 751, 755, 760, 762,

ドゥ・ガリベール, 211

765, 770, 772, 774, 776–778, 781,

ドゥ・クール, 236

782, 784, 786–789, 791, 793, 798,

ドゥ・サント・クロワ, 325

801, 803, 806, 810, 815, 817, 819,

ドゥ・サン・ジュリアン, 14, 177

824–826, 831, 834, 835, 838, 839,

ドゥ・サン・タニェス, 91, 121

841, 845, 848, 849, 852, 855, 858,

ドゥ・サン・タマン, 91
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ドゥ・サン・ピエール, 472

ドミニコ会, 141, 234, 421, 782, 828

ドゥ・シャンボール, 567

ドルドーニュ, 117

ドゥ・ジョンカ, 901

ドレンヌ, 537, 608, 777, 851

ドゥ・ソワソン, 397

ドロヴェ, 806

ドゥ・トランケレオン, 14, 72, 227, 236,

ナイス・ラフルカード, 794, 811, 896, 903,

237, 275, 335, 336, 340, 426, 427,
429, 430, 828

938, 950, 956
ナネット, 321

ドゥ・バーツ, 444

ナポレオン, 273, 328

ドゥ・ファブリィ, 579

ナント, 501

ドゥ・フェラギュ, 444

ニニヴェ, 270, 961

ドゥ・フュマル, 64

ニュッサ, 129

ドゥ・フュメル, 59

ヌベル, 372

ドゥ・ブルエ, 617

ヌンク・ディミティス, 221

ドゥ・ベリー, 567

ヌヴェール愛徳およびキリスト教的教育修

ドゥ・ペロナンク, 123

道会, 718

ドゥ・ポミエス, 67, 91, 106, 234, 268

ヌヴェール愛徳修道会, 379, 986

ドゥ・ポルテ, 91, 142, 668, 777

熱意の集まり, 458

ドゥ・モルロン, 442

ネラック, 111, 142, 290, 365, 752, 811, 820

ドゥ・モンテスキュー, 372

ネリ・ガリーグ, 926

ドゥ・モンフォール, 810

ノアイユ, 313

ドゥ・ラグラース, 484

ノヴィシア, 459, 470, 623, 637, 644, 679,

ドゥ・ラシャペール, 359, 578, 756
ドゥ・ラムルス, xviii, 132, 382, 383, 385,

414, 433, 722, 942, 1070, 1076

703
ノヴィス, 440, 451, 479, 498, 513, 525, 535,

584, 612, 628, 646, 647, 651, 659–

ドゥ・ラリ, 578, 1069

661, 667, 683, 687, 697, 704, 705,

ドゥ・ラ・ヴォピリエール, 445

716, 721, 727, 728, 748, 750, 752,

ドゥ・リサン, 713

763, 764, 766, 769, 770, 774, 779,

ドゥ・リュガ, 1001

780, 784, 792, 796, 814, 828, 829,

ドゥ・ロルム, 479

842, 851, 853, 858, 859, 861, 871,

ドゥ・ロルム・トランケレオン, 633

874, 883, 904, 922, 928, 931, 933,

ドクシオン, 156

935, 940, 960, 961, 963, 964, 969,

ドジテ・ドゥ・ガザ, 875

975, 976, 980, 992, 994, 999, 1068,

ドスト, 848, 972

1080

ドネ, 688, 905, 921, 994

ノヴェナ, xvii, 15, 273, 300, 309, 349, 357,
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359, 373, 427, 428, 445, 498, 579,

パッチ, 611, 781, 806, 899, 1041, 1044

591, 615, 627, 644, 688, 699, 733,

パドア, 615

757, 820, 825, 902, 959

パラヴィス, 1080

ノートル・ダム, 390, 499, 560, 621, 756

パリ, 206, 383, 702, 982, 1004

廃疾者救済病院, 497

パルチェ・ドミネ, 622

灰の水曜日, 193, 222, 224, 412, 446, 585

パーテル・デュ・スカピュレール, 489

白衣の主日, 405

控えめの規則, 672

初金曜日, 407

ヒマラヤスギ, 280

初聖体, xiii, 243, 244, 285, 366, 386, 397,

評議会, 440, 487, 488, 496, 505, 514, 522,

426, 436, 438, 449, 612, 710, 762,

537, 565, 575, 605, 610, 613, 630,

814

632, 656, 681, 697, 700, 704, 705,

バイヨンヌ, 277, 291, 610

707, 718, 816, 841, 881, 948, 978,

バシェロ, 681

980

バッソー, 584

ピエ, 503

バティスト, 344

ピエタ, 442, 693, 756

バニェール, 170

ピエール・エティエンヌ・ローモン, 1077

バニェール・ドゥ・ビゴール, 453

ピエール・ローモン, 239

バニェール・ドゥ・リュション, 633, 665

ピカール, 794, 797

バビロン, 374

ピストル, 917

バボ, 618

ピュイミロル, 968

バラド, 300

ピュジョル, 691

バルサル, 902

ピュッシュ, 136, 207, 242, 326, 384, 388,

バルドゥネ, 879

421, 542, 570, 1072, 1078, 1079,

バレージュ, 236, 238, 240, 241, 243, 421

1084

バロー, 358

ファニィー, 356

晩課, 164, 308, 488, 546, 561, 649, 655, 842

ファニー, 369

パウロ, 17, 436

ファラグレ, 347

パガ, 690, 702, 708, 709, 742, 744, 806,

ファヴァール, 960

949, 951, 1079
パシャン, 78, 93, 96, 120, 140, 181, 238,

301, 329, 341, 355, 376
パスノ, 461, 1080

ファーブル, 164, 570, 577
フィガロル, 487
フィジャック, 123, 198–200, 202, 210, 379,

418, 472, 619, 638, 741

パックス・ヴォビス, 328

フィリップ・ガリーグ, 807

パッサージュ, 632, 955

フィリピの信徒への手紙, 67, 230
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フィリピーヌ, 356

コンドムの — , 198

フィーユ・ドゥ・サン・ジョゼフ, 442

ご降誕の — , 136

フィーユ・ドゥ・マリー, 442

ご託身の — , 136, 468

フェヌロンの伝記, 794

ご被昇天の — , 136

フェリシテ・ラコンブ・ドゥ・ピュイグロ,

ご訪問の — , 136

124

トナンの — , 205, 207

フェレ, 138, 142, 743

マリアのみ名の — , 136

フェレトーヌ, 170

無原罪の — , 136

フェールトーヌ, 192, 418

フランシスコ会, 296, 697, 700, 745, 783

フエレ, 146

フランシスコ・サレジオ, 29, 128, 196, 446,

フォワ

449, 493, 528, 583, 593, 600, 637,

— の伝記, 815

646, 663, 671, 685, 757, 790, 805,

フォンサニャン, 311, 326, 349

860, 867, 871, 913, 934, 952, 954,

フォンテーヌブロー, 273

966, 1072, 1079

フォントゥヴロ, 1080

フランシュ・コンテ, 901, 909, 910, 931

フォール・ドゥ・ラコサド, 526, 532, 540,

フランソネット・ラカーズ, 210

541, 543, 546, 548, 551, 553–556,

フランソワ, 454, 584

570, 631, 638, 660, 664, 670, 703,

フランソワ・ドゥ・サール, 493, 528, 583,

849
フォール・ラコサド, 1075
フガロル, 12, 34, 110, 192, 230, 241, 336,

377, 427, 1080
福者スタニスラス・コスツカ, 372

600, 671, 685, 757, 867, 871, 913,
952, 954, 1072, 1079
フランソワ・ドゥ・バーツ・ドゥ・トラン
ケレオン, 147, 210
フランソワーズ・アガト・シュメデール,

服従, 830

749, 参照 マリー・テレーズ・シュ

復活祭, 17, 270, 271, 327, 373, 379, 412,

メデール

418, 424, 452, 529, 713, 779, 792,
892, 935, 963, 964
復活の祝日, 272, 788
復活の主日, 101, 405, 447, 451, 472, 512,

608, 647

フランソワーズ・アルノデル, 388, 908, 1067,
参照 スール・サン・フランソワ
フランソワーズ・カンピュナン, 1069, 参照
スール・サン・ルイ
フルトー, 472, 810

フナス, 484, 508, 757, 1073

フレイス, 635

フラクシオン, 136, 239, 282, 440, 447, 468,

フレール, 578, 580, 591, 599, 601, 613, 630,

487, 602, 619, 739

651, 662, 698, 706, 742, 783, 820,

おん宿りの — , 137, 240

883, 922, 932, 937, 952, 959, 965,
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995

プルイアン, 14

フレール・ダヴィド, 632, 637

プレフェ, 1071

フレール・メマン, 992

プレブスト, 792

フロランチーヌ・アベイエ, 277, 460, 参照

変容, 95, 293, 426, 544, 901, 924

スール・サン・トギュスタン

— の祝日, 628

ブエ, 672

ベアルヌ, 610

ブザンソン, 1083

ベトゥリコ城, 1069

ブシェ, 355

ベトサイダ, 153

部長

ベトリコ, 36

ザイム — , 1068
ブラン, 864, 867, 880, 892, 894–896, 899,
参照 パラヴィ

ベトレヘム, 185–187, 218, 259, 261, 322,

694, 868, 961
ベネディクション, 61

ブルイアン, 828

ベネディクト会, 655, 809, 1044

ブルイト, 852, 854, 860, 881, 883, 889, 917,

ヘブライ人への手紙, 767

923, 949, 967

ベルジュレ, 603, 607, 609

ブルサ, 728

ベルテール, 638

ブルターニュ, 380

ベルネス, 949, 956

ブルニョン・ペリエール・オギュスト, 1068

ベロック, xiv, 36, 214, 218, 384, 419, 600,

ブルボン家, 567

643, 665, 677, 760, 761, 777, 784,

ブールダル, 52

818, 880, 892, 961, 967, 971, 1068

プザクト, 365

ベロック夫人, xxiii, 14, 16, 21, 24, 34, 41,

プチィ・ゾフィス, 728

45, 46, 49, 59, 77–79, 83, 88, 99,

プチット・スール, 759

100, 102, 126, 150, 152, 160–162,

プチット・ソシエテ, xiv, xv, xvii, 123, 268,

165, 167, 202, 211–213, 236, 240,

286, 344, 400, 425, 428, 479, 511,

241, 244, 245, 248, 273, 277, 280,

718, 819, 1068, 1073, 1076, 1081

282, 283, 285, 288–292, 295, 296,

プチッ・テコル, 356, 388

299, 308, 317, 319, 320, 323, 324,

プチッ・テコール, xv

326, 327, 329, 333, 334, 336, 339,

プチ・カテキスム, xx

340, 343, 345, 348, 351, 353, 355,

プチ・タビ, 565, 582, 584, 597, 661, 737

357, 359, 360, 362, 364, 371, 374,

プチ・タンスティチュ, 440, 732

378, 379, 381, 382, 384, 388, 412,

プラキエ, 315

419, 421, 425–434, 443, 458, 465,

プラントン, 709

503, 626, 637, 695, 704, 707, 709,

プリ・ドゥ・フェラギュ, 444

802, 804, 808, 809, 813, 814, 826,
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850, 897, 1068

862, 867, 869, 871, 872, 874, 875,

ペトル, 620

877–879, 882, 883, 886, 887, 889,

ペロ, 25, 43, 46, 48, 62, 66, 89

898, 901, 904, 907, 908, 910, 911,

ペロナンク, 732

916, 919, 922, 930–932, 934, 936–

ペンヌ, 1067

939, 941, 942, 945–948, 950, 951,

奉献者, 688, 905, 921, 994

953, 954, 957, 959, 960, 962, 963,

訪問

965, 967, 968, 970, 973–976, 978,

— の祝日, 821

979, 981–983, 985, 986, 989, 991–

補佐, 575, 705, 780, 858

993, 995–997, 1000, 1002, 1068–

補佐修道女, 476, 632, 694, 699, 706, 707,

1071, 1074, 1076, 1078, 1080

735, 738, 751, 752, 779, 811, 821,

ボワ, 300

841, 850, 873, 887, 929, 937, 943,

ボンヌ・スール, 776, 799, 875, 941

955, 962, 967, 968, 976, 980

ボンヌ・メール, 285, 383, 386, 545, 669,

本部長, 136

683, 693, 706, 742, 787, 792, 797,

母院, 661, 665, 722, 888

801, 876, 910, 911, 926, 946

ボエ, 644, 749

ボンヌ・メール・サン・テスプリ, 776

ボルドー, xiii, 123, 125, 132, 136, 146,

ボンヌ・メール・テレーズ, 684, 706

206, 253, 265, 275, 277, 300, 311,

ボンヌ・メール・ドジテ, 858

319, 321, 322, 326, 327, 355, 360,

ボン・フレール, 545, 883

364, 366, 367, 376, 379, 382, 388,

ボン・ペール, 242, 288, 350, 361, 364, 386,

419, 429, 438, 441, 442, 447, 449,

434, 437, 438, 441, 447, 449, 455,

456, 464, 476, 478–480, 482–486,

461, 465, 474, 475, 512, 539, 545,

491, 494, 495, 501–507, 509, 510,

546, 565, 569, 577, 591, 602, 604,

513, 515, 517, 519, 522, 523, 528–

609, 615, 623, 626–628, 630–632,

530, 532, 533, 537–539, 542, 545,

651, 653, 665, 669, 673, 675, 690,

554, 558, 560, 566, 580, 591, 602,

692, 694, 698, 701, 702, 704, 713,

615, 662, 677, 693, 694, 698–700,

715, 717, 719, 724, 727, 733, 735,

702, 707, 716, 719, 721, 726–729,

738, 739, 743, 747, 751, 755, 760,

731, 735, 736, 738, 742, 744, 746,

773, 774, 778, 783, 790, 797, 798,

748–751, 753, 757, 763, 764, 766,

800, 802, 804, 805, 809, 814, 815,

767, 769–771, 774, 776, 778, 779,

818, 833, 836, 838, 839, 851, 858,

789, 791, 794, 796, 799, 804, 808,

868, 872, 875, 878, 881, 882, 904,

811, 812, 814, 815, 819, 823, 829,

905, 907–909, 911, 914, 933–935,

833, 836, 839, 840, 852, 857–859,

937, 940, 942, 946, 948–950, 953,
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955, 957, 958, 962, 964, 965, 968,

388, 424, 458, 931

971, 976–979, 983, 984, 987, 990,

マイエ, 905

993, 995, 1002, 1003

マカバイ記, 767, 970

ボ・ナンコントル, 434
ポストラン, 995
ポストラント, 456, 465, 468, 470, 476, 480,

マグダラの聖マリア, 65, 411

— の祝日, 65
マグダラのマリア, 11, 101, 103, 144, 180,

492, 497, 499, 513, 524, 537, 544,

241

565, 567, 578, 580, 583, 607, 612,

マザック, 870, 926

619, 624, 632, 642, 645, 661, 673,

マザラン通り, 939

675, 677, 681, 683, 686, 690, 692,

マジョレル, 793

702, 704, 706, 715, 725, 737, 754,

マスク, 960

758, 768, 775, 777, 779, 783, 786,

マタイによる福音書, 29, 51, 82, 92, 133,

792, 806, 807, 811, 812, 820, 821,

153, 178, 199, 251, 263, 264, 267,

832, 833, 839, 840, 843, 848, 850,

269, 271, 290, 303, 324, 341, 362,

851, 855, 868, 869, 871, 877, 878,

364, 410, 465, 573, 701, 734, 744,

881, 886, 888, 892, 910, 923, 928,

757, 792, 804, 854, 873, 902, 904,

929, 935, 937–939, 942, 945, 946,

930, 935, 945, 984

948, 953–956, 961, 962, 967, 972–

マダガスカル, 448

974, 976–978, 980–982, 985, 986,

マドレーヌ, 719

990, 991, 994–996, 998, 1002

マドレーヌ・デュフォ, 参照 スール・カト

ポミエス, 102, 103, 142, 161, 424

リーヌ, 1073

ポリーヌ, 775

マナ, 271, 468

ポリーヌ・ブラン, 878, 1069, 参照 スール・

マニィフィカト, 561

サント・クレール
ポリーヌ・ヤナシュ, 908, 参照 スール・マ
リー・デュ・サン・サクルマン, 1084
ポルテ, 156

マネット, 383
マリア, 241, 584
マリア会, 464, 692, 804, 808, 982, 1002,

1069–1071, 1079, 1081

ポルティエール, 317

マリアさまの祝日, 125

ポルトガル語, 370

マリアに対する実践的愛, 500

ポワトゥヴァン, 164

マリアに対する奉献, 668

マリー・スレット— , 164

マリアのおん浄めの祝日, 220

ポー, 453, 610, 654, 657, 667

マリアの賛歌, 358, 561

ポール, 244, 268, 351, 850

マリアのしもべの手引き, 127, 403

ポール・サント・マリー, 15, 211, 267, 275,

マリアの修道会, 1002, 1070
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マリアの聖なるみ名

— の祝日, 735, 737

マリー・ジョゼフ・ドゥ・フェラギュ, 444
マリー・ジョリ, 1075

マリアの誕生の祝日, 242, 421

マリー・スレット・ポワトゥヴァン, 164

マリアの手引き, 368, 590

マリー・テレーズ, 942

マリアの奉献, 251

マリー・テレーズ・シュメデール, 749, 参

マリアのみ名

— の祝日, 988, 990
— のフラクシオン, 参照 フラクシオン
マリアの無原罪のおん宿りの祝日, 81, 216,

253, 352, 431, 668, 683, 949, 1020,
1030, 1050
マリアの娘, 769

— たち, 777
マリアンヌ, 937

照 スール・イニャス, 1082
マリー・テヴナン, 参照 スール・フランソ
ワ・レジス, 1083
マリー・ディアス, 926
マリー・デジレ・ラフュージュ, 1076, 参照
スール・スコラスチック
マリー・デュブール, 726, 733, 746, 1079
マリー・デュレンバッシュ, 1073, 参照 メー
ル・サン・ジョゼフ

マリエット, 859

マリー・デュ・サクレ・クール, xiv, xxi

マリー, 934, 940, 974, 993, 1067

マリー・トゥレイユ, 388, 参照 スール・ス

マリー・アガト・デスプレオ, 347
マリー・アルマニャック, 572, 584, 596,

1067, 参照 スール・ローズ
マリー・アンヌ・ティッサンディエ, 参照
スール・マドレーヌ, 1083
マリー・カイエ, 1069, 参照 スール・サン・
ソヴール
マリー・グー, 1074, 参照 スール・ヴィク
トワール
マリー・シレール, 1082, 参照 スール・テ
レーズ・ドゥ・ジェジュ
マリー・ジャンヌ・ソフィ・ドゥ・ポルテ,
参照 スール・ルイズ・マリー
マリー・ジャンヌ・ドゥ・ポルテ, 1080
マリー・ジュリ・クレマンティーヌ・ヤナ
シュ, 526, 533
マリー・ジョゼフ, 477
マリー・ジョゼフ・ドゥ・カステラ, xx

タニスラス, 1083
マリー・ドゥ・ランカルナシオン・ドゥ・
ラシャペール, xix
マリー・ニコラ, 参照 スール・フェリシテ,

1079
マリー・ファジェ, 1073, 参照 スール・サ
ン・ローラン
マリー・フランソワーズ・エリザベト, 14,

829
マリー・ブズラン, 1068, 1078
マリー・プレブスト, 1080, 参照 スール・
トゥリニテ
マリー・ポワトゥヴァン, 参照 メール・ル
イ・ドゥ・ゴンザグ, 1080
マリー・マドレーヌ・コルニエ・ドゥ・ラバ
スティード, 908, 1075, 参照 メー
ル・サン・ヴァンサン
マリー・ランサン, 参照 スール・ジュリ,
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1081
マリー・ロザリ・リュイエ, 908, 参照 メー
ル・エンマヌエル, 1077
マルカシュス, 484, 518, 519, 833

ミラモン, 1068
無原罪のおん宿り

— のフラクシオン, 参照 フラクシオン
— のマリア, 657

マルク, 897

ムナ, 290

マルゲリト・ドゥ・フュメル, 100

ムネ, 18, 25

マルゲリト・ラフォルグ, 参照 スール・マ

ムノー, 285

リー・サン・テスプリ, 1076

ムラン, xviii, 436, 439, 446, 447, 450, 452,

マルコによる福音書, 51, 136, 178, 199,

455, 457, 491, 495, 508, 514, 518,

251, 269, 271, 324, 362, 410

523, 530, 542, 546, 577, 600, 608,

マルシアック, 461, 471, 1067

614, 615, 621, 643, 645, 648, 669,

マルシアル, 897

685, 708, 711, 726, 734, 736, 737,

マルタ, 241

742, 744, 767, 791, 824, 840–843,

マルティ, xix, 474, 475, 507, 509, 512, 513,

867, 876, 893, 901, 907, 908, 910,

525, 536, 545, 566, 575, 582, 590,
619, 653, 660, 662, 674

920, 923, 978, 986, 988, 992, 1000
ムレード, 36

マルディ・グラ, 222

命令書, 920

マルト・カルティエ, 388

メザン, 977, 983, 1069

マルマンド, 209, 210, 535, 537, 544, 722,

メシャク, 876

738, 841, 843, 933, 1076

メスネ, 879

マルルー, 230, 300, 349

メスプレ, 315

マレシャル, 505

メダム・ドゥ・トランケレオン, 828

マンディブロン, 982, 986
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あとがき
(I 巻)
創立者メール・アデル生誕 200 周年のよき年を記念して、久しく待たれていた創立者の
手紙を刊行できますことを共に喜び感謝いたしたいと思います。この手紙はそれぞれの人
に宛てられたものではありますが、今この手紙を読む私たちにも自分に宛てられたような
親しみと神さまのことばで生かされていた愛でいっぱいのアデルの心が力強く響いてま
いります。そしてアデルとともに働かれた同じ聖霊が今私達にも力強くそのみ業を続けて
おられるのを感じます。原文はアデル 16 歳のときから晩年までの 737 通が 2 巻にまとめ
られております。訳文は I 巻を 3 分冊とし、現在 I 巻の 1 が完成、さらに続行中です。刊
行にあたって多忙な中を寸暇を惜しんで献身的にご協力くださっている柿山先生とシス
ター原田に心から感謝申し上げます。

1989 年 6 月 10 日
汚れなきマリア修道会管区長 末吉 麗子

(II 巻)
メール・アデルの生誕 200 周年を記念して始められた、創立者の手紙の翻訳を、創立

175 周年のよき年に完成できますことを皆様と共に心から感謝致したいと思います。
この手紙は、申し上げるまでもなく時代を超えて伝えられ、さらに私達を通して伝えら
れて行くべきマリアの家族の母の心そのもの、と言ってもよいのではないでしょうか。
私達は今、刷新、回心のときを迎えております。これを実現するには源泉にたちもどる
ことが大切です。何故ならば、ここに刷新の原点があるからです。この手紙を取って読
み、祈るとすれば、その人は正に源泉をたどる旅，即ち回心の道程に入ったと言えるの
ではないでしょうか。そして、アデルを通して「汚れなきマリア修道会」を創立された聖
霊ご自身が、弱くみじめなものでありながらも、創立者の精神を生きようとする私達を、
徐々にマリアの使徒に変えて下さると信じます。
およそ 190 年前に書かれた、737 通にも及ぶきわめて個人的な手紙を、現代の日本語に
訳すのは容易な事ではありません。翻訳を快く引き受けてくださり、2 年余にもわたる貴
重な時間を捧げて下さいました柿山 隆先生に心より厚く御礼申し上げます。また、誠意
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をもって印刷にあたってくださったセイコー社の方々と、その秀でた国語力で校正にご協
力下さいましたシスター・原田ほんとうにありがとうございました。

1991 年 6 月 10 日
汚れなきマリア修道会管区長 末吉 麗子
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