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今回の内容 :  

 北半球では春です。そして、カナダのロゼール神父が示してくれる

ように、マリアニスト召命についても春となるのでしょうか？チリ、

日本、カナダ、その他各国から受け取った良い知らせに目を向け、そ

れらを励ましとして受け止めましょう。そして、私たち自身の召命を

喜びとし、それを深め、これが私たちと他の人々にとっての幸せの道

だと確信しつつ、これを分かち合うようにと呼びかけ続けましょう。 

   André Fétis,  sm 

召命についての良い知らせ 

 リオデジャネイロは次回のワールドユースデーの開催地です。ブラ

ジルの兄弟達は、２０１３年７月２３日から２８日までリオで開催さ

れるワールドユースデーに先立って、７月１８日から２２日までマリ

アニスト・ユース・デーを開催できるようにと願っています。目指す

ところは、マリアニスト世界の若者たちが互いに出会い、自分たちの

間に信仰と兄弟のきずなを築く場を提供することです。詳細について

は： http://www.marianistasbrasil.org/site/noticias.php?news_id=18&acao=ler.  を参照ください。  

 この機会は、ある人たちにとっては、２０１１年８月のマドリードでの Fortes 及び ワールドユース 

デーでの経験の楽しい延長とのなることでしょう。この計画についての情報を入手したい方、参加したいと希

望 さ れ る 方〈あ る い は 若 者 グ ル ー プ を 参 加 さ せ た い と お 望 み の 方〉は  
jmj2013@marianistasbrasil.org.でご連絡ねがいます。このようなイニシアティーブを取ってくださるブラジル

の兄弟達に感謝するとともに、この好機を生かすようにしましょう。  

ブラジル: マリアニストと共にワールドユースデーを過ごす  

 次回のヨーロッパ青年の集いは２０１２年

１２月２８日から２０１３年１月２日にかけ

てローマで開催されます。この集いは、Bro. 
Roger が１９７０年代の終わりに始めた｢この

世への信頼の巡礼｣の新しい段階に向けて、数万の若者を集めて開催されよ

うとしています。Program:  http://www.taize.fr/en_article4191.html) 
 私たちは、マリアニスト関係者がローマの「マリアの聖なる御名」小教

区の家庭や共同体に宿泊することを願っています。参加者たちは使徒たち

のお墓やカタコンブへ巡礼し、大聖堂で祈り、「来年皆さんとお会いする

のを楽しみにしています」と書いてくださった教皇聖下との謁見に参列す

るよう招かれています。 

 グループを引率して参加することを考えておられるマリア会員は、私た

ちが必要な準備を行い、ローマで出会うことができるようにするため、以

下までご連絡ください。genrelsm@smcuria.it.   

TAIZE ：ヨーロッパ青年の集い 
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 今年、チリ地区には召命の兆しが芽生えています。二名の前期

ノビスが生まれ、一名の若者がサンチャゴの修練院にいます。

Bro. Jesús Gomez と共に召命のリーダーを務めている Fr. Jesús 
Herreros は、「チリ地区の（成功の）秘訣は何ですか？」という

問いに次のように答えています： 

 実際のところ、ここ数年間にわたって、私たちには召命のため

の道筋が見えていませんでした。それは恐らくこの分野での失敗

のせいでしょう。今、私たちのもとに来ている人達は神の恵みの

賜物です。  

 若者の一人〈２８歳〉は、私たちの事業とは縁のない人で、子

供の時から教区での侍者の務めを果たしてきて、二年間ほど私たちの近くに住んでいたのですが、現在は修練

院に入っています。彼との連絡が始まったのは私たちの知人を通じてです。 

 現在、前期修練院にいる二名の中の一人は、リナレスの私たちの学校から来たのです。彼は若い時から自分

の召命について考えていて、Angel Pardo 神父の指導を個人的に受けてきました。大学での二年間の勉学を終

え、２０歳で主の呼びかけに答える決意をしたのでした。 

 もう一名の青年は、１２歳の時、マリアニストの学校から他の学校に移っていましたが、大学の勉強後、ま

た私たちの学校に戻ってきました。四年間にわたって、彼はマリアニス

ト家族青年グループ、それにファウスティーノ運動にも参加してきまし

た。そして２６歳で前期修練院に入ったのです。 

 
チリ地区の召命に係わる固有の活動は何でしょうか？ 

 これまでのところ私たちが最も効果的だと思うことは、個人的に連絡

を取り合うことと、キリストに従うための成熟した年齢です。  

 コルディジェラの聖マリア学院の信徒共同体で、私たちは召命をテー

マとした考察を数回行い、信徒たちは色々な意見を述べてくれました。  

 私たちは地区としても、また教会の勧めに応えても、祈りの日を設け

てきました。高校の最終学年を対象とした召命のための黙想も実施してきました。  

ファウスティーノ運動には常に召命について考える日が何日か含まれています。  

キリスト者の生活に積極的に参加した卒業生、若者達には、私は定期的にキリスト教的メッセージ、召命に関

するメッセージを送っています。 

 
そして地区のブラザーたちはどのようにこの活動に参与しているのですか？ 

 召命についての関心、希望が地区の中で消え去ったことは決してありません。私たちは祈りと、“マリアニ

スト家族ネットワーク”計画〈マリアニスト家族内で組織された召命のための祈りの輪〉－ Vocsm 2 参照 － 

を強調してきました。            

チリでの召命のきざし  

LINARES - MOVIMIENTO FAUSTINO (right) -  DANIEL, PRE-NOVICE 

Members of the Youth branch, Br.  Paco and Jesús  

In a rural mission (on the right, Francisco, 
today a prenovice)  
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 ２０１１年４月、洗礼者ヨハネ青木勲神父が地区長に就任し、

召命司牧担当にわたしが任命された。どのように召命募集に関わ

ればよいか、わからないことばかりでした。とにかく青年たちと

のコンタクトを求めて、FMIの召命スタッフと合同で、月に一度

話し合いを持ちながら、現在のわたしたちに可能な事柄の模索を

始めた。 

 姉妹校の信者生徒を対象とした練成会で、個人の承諾を得て保

管してあった住所録を活用して、「マリアニスト信者卒業生練成会」

を２０１１年１１月に開催した。マリアニストのホームページ、

教区ニュースやカトリック新聞への広告掲載を通して、ダイレクトメール送付者以外の同窓生からも

「タイミングが合えば参加したい」との問合せも受けた。カトリック新聞への広告掲載も、経費はか

かっても非常に役立つ手段であることに気づいた。実際には光星（札幌）と暁星（東京）からの二人の

参加者でしたが、お互いが初対面にもかかわらず、わたしたちの学校の卒業生と言う親しみが自然とス

タッフと参加者の間に存在したのか、とても自然と家族的な雰囲気の練成会で、実り豊かな時間を過ご

すことができた。長年蓄積してきたデータを持ちながら、それを活用して実施しようと考えながらも、

一歩踏み出すことができなかった事柄に対して、わたしたちの側から一歩踏み出せたことは、実施した

ことの実績と同時に、この一歩がきっかけとなって、次の広がりを見せることになった。 

 ２０１１年２月にも同様の練成会を計画した。前回の問い合わせを参考にし、マリアニストスクールの

卒業生と限らずに、「マリアニストによる青年練成会」として、広く一般青年を対象にすることにした。新た

に女性の参加者を加えて、この練成会も家族的雰囲気の中で無事に終了した。 

 この練成会の参加者からの希望で、「青年が集まる場の提供」を新たなチャレンジとして取り組むこ

とになった。青年たちの側から、福者シャミナード神父が大切にした「洗礼の秘跡」を中心に、より深

く理解するために、継続した講話と話し合いの場の設定を要請された。そしてその中心に、短くても共

に「祈る」時間の設定も要請された。わたしたちスタッフにとって、青年たちが「祈る」ことを大切に

しようとしていることへの喜びと驚きであると同時に、わたしたち自身が「祈り」に熱心に取り組まね

ばならないことを再認識させてくれた。こうして、第一回目の「青年の集い」は、４月２７日（金）にシャ

ミナード修道院で開催された。青年たちの「シャミナード神父について理解を深めたい」と言う希望に

応えるために、列福式のときに６部構成で準備された、シャミナード神

父についてのパンフレットを翻訳し活用することになった。同時に、

ファウスティーノをこの新しい青年の集まりの取り次ぎ者とし、ファウ

スティーノについても理解を深めていけるよう準備を進めることとし

た。 日本にはマリアニストスクールが５つ存在している。３月末に、

２泊３日で「マリアニストスクール信者生徒黙想練成会」を実施した。この集

いはほぼ２０年間継続して行われてきたもので、前述した青年の集いを開

催するためのベースになっているものである。     

日本地区の召命募集活動 

あなたが私たちに是非伝えたいことは？ 

宗教的関心を持ち、そろそろ自分の将来を識別する（決める）年令に達してい

る卒業生とコンタクトを取る努力を怠ってはならないということです。そして個

人的に連絡を取り合うことを続けることです。 

プエンテ・アルトの私の共同体では、マリアニスト家族メンバーが参加するミ

サが毎週あげられますが、その機会に、召命とキリストに従うことについてしば

しば話し合います。キリスト教的生活は大切であると考える若者たちに対して、

私たちは特別な配慮を傾け、修道召命を提案する必要があると私は確信しています。それに、私たちはファウ

スティーノ運動とそのキリスト教的生活に対して、更なる熱意を傾ける必要があります。 

 Jesús 神父さん、有難うございました。私たちも召命への関心と希望を失わないようにしましょう。そして養

成を受けている三名の若者たちのために祈りましょう。 

MOVIMIENTO FAUSTINO 

朝の祈り: ギターを弾く清水師  

2012年2月 
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 ２０１３年３月３日は 尊者ファウスティーノがバレンシアで亡

くなってから５０周年にあたります。彼は今や世界の多くの若者の

模範となっています。皆さんは、この日を記念し、若者達にファウ

スティーノを知らせるために、何を計画していますか？皆さんのア

イデアを歓迎します。それを私たちと分かち合ってください。 

 かつて学校で仕事をしていたころ、初期

段階の集いのスタッフとして生徒を引率し

て以来、今回は、主催者としての初めての参加で、講話

担当の山﨑政利神父はじめ、各学校の担当教諭の協力を

最大限に仰ぎながら、今回の開催となった。５つの姉妹

校のうち４校から男女１６名の生徒と、各学校から引率

の教諭、卒業生による協力スタッフとマリア会スタッフ

の合計２８名による練成会になった。晃華（FMI・東京・

女子校）から７名の女子と海星（SM・長崎・共学）から

２名の女子の参加で９名の女子生徒の参加が、７名の男

子生徒の参加者を上回ったことは、大きな特徴であっ

た。 

 朝晩は氷点下になり、雪が積もっている軽井沢、個室

で、食事も充実した黙想の家で、「マリアニストスクー

ルの仲間」というキーワードのもと、時間の経過ととも

に親密さを増しながら、祈りと研修を重ね、２泊３日の

時間は、瞬く間に過ぎ去った。山﨑神父の講話は、参加

生徒から非常に好評を得た。彼の講話をもとに生徒たち

は、自分自身の信仰生活をあらためて振り返るよい機会

となったようである。各学校からスタッフとして参加し

てくれた教諭、協力スタッフとして参加してくれた卒業

生、マリアニストスタッフそれぞれが、この「黙想練成

会」を通して、「マリアニストスクール」に関わるメン

バーとしての絆を新たにして、それぞれの現場に戻って

いった。 

 日本地区の召命募集活動の新しい歩みは、地区の実情

と種々の困難さを含んでいる。一人でも多くの人に「マ

リアニスト」の存在を知ってもらうこと、それが広い意

味での召命活動に繋がることを信じて、わたしたちの力

を超える多くの人の協力と支えによって、召命司牧活動

を実践してゆきたい。 アンドレア高田裕和, sm 

日本 （２） 

黙想錬成会 

ファウスティーノ １９６３年３月３日～２０１３年３月３日 :  没後５０年！  

３月の黙想錬成会 

２０１２年２月 
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２０１２年４月１０日、復活祭の月曜日、ケベックの兄弟たちは召命の香り漂う意義深いひと時を過

ごす機会を持ちました。 

 この日、彼らはレヴィスのシャミナードの家近くにある山小屋で集いを開きました。それはメープル

シロップを味わうという特別な春の祝いのためです。これは本当に楽しい集いであり、最近の活動を皆

で分かち合うチャンスでもありました。開始のお祈りの後で、一同は最近の活動と今後の活動について

語り合いました： それは間もなく開催される総会のための準備のことや、ハイチについての新しい

ニュースなどです。それから、ちょっとした驚きのニュースがありました：それはサンタンリの独身男

性グループのメンバーであるセルジュ(Serge) が修練期の養成過程に進むことを承認されたということで

す。 

 当の本人も姿を現してこの集いに参加しました。集いは山小家の傍の野外へと場所を移し、ぱちぱち

と勢い良く燃えている火の上で、楓のシロップを“pull”（キャラメル）にするのに必要な濃縮ポイント

まで煮詰めました。この“pull”とは何でしょうか。しっかりと突き固めた雪の上に、金色の、湯気を立

てているシロップをじかに注ぐと、一瞬にして甘い、黄金色でなめらかな香りのするシロップ・キャラ

メルになりますが、これが“pull”で、これを木のへらに巻きつけて、春の季節の持つ不思議さについて

おしゃべりしながらこのキャラメルを味わうというわけです。 

 ３月から４月にかけて雪解けが始まる春の季節。昼と夜の間、温度が氷点を行き来する頃。楓の樹皮

の下に、甘みのある澄んだ水が上ってきて、それをシロップ小屋で煮詰めてシロップにするのです。ま

さに「メープルシロップを味わうため、キャラバンを組んで、小屋に行こう、ho、 he、 ho、味わうシロップが多す

ぎるなんて、決してないよ！」と歌われている通りです。 

 これは一つの象徴です。そうです、長かった不毛の召命の冬が過ぎて、マリアニスト召命の春が戻っ

てきたしるしかもしれませんね？ 多分、まだ非常にぼんやりとしたしる

しではありますが〈燕が一羽姿を見せただけではまだ春とは言えないで

しょう〉、でも、マリアニスト生活へのあらゆる形の召命を受け入れる

ようにとの非常に明らかな励ましであるし、また、年間の定められた一

日だけでなく、年間を通して、召命が与えられることを確信するように

との励ましとなるものです。召命を呼びかけ、それを私たちに与え、恵

みでもって支えてくださるのは神です；その召命が開花し、成熟するの

を助けるのは私たちの務めです。最新の情報によれば、セルジュは週日

は仕事に従事し、週末はサンタンリのマリアニスト・センターの共同体

からスタートして、私たちの各共同体で過ごすことになっています。そ

して、一カ月の休暇をとってハイチの会員たちと生活を共にし、将来に

ついて考えることになっています。彼は、他の多くの仲間たちがやって

くることを告げてくれる燕かもしれませんね・・・。 
 P. Rosaire Côté, sm 

カナダ  ケベック ： 召命の香り漂う春  

（メープル・タフィーを味わいながら） Hilaire 

Babine from Abidjan, Bro. Michel Lemay 

and Serge)  

 インド従属地区のいたるところで “来て見て” という修道生活体験プログラムや教

区主催の召命錬成会参加のための旅行が計画されたり、コンタクトがとられたりし

ています。ケーララ州、カルナータカ州、タミル・ナードゥ州では、活動は計画されているか、もう既に実行済

みです：二回行われた“召命錬成会” の訪問では既に６０名のコンタクトが得られ、５月の３～４週目

に  “来て見て”   プログラムが予定されている；アーンドラ・プラデーシュ州では二回の

錬成会訪問がなされ、カンマムにあるマリア会のヤコブ･ガップ校では “来て見て”  
プログラムが予定されている；オリッサ州では錬成会訪問と“来て見て”   プログラ

ム、ジャールカンド州では FMI との協力で、修練院の見学と、５月の１３日～１９日

行われる予定の “来て見て”  プログラムの実施、及びビハール州での活動など。 

 召命司牧活動に対する皆様の偉大なエネルギー万歳！私たちの兄弟姉妹の皆様の

素晴らしい結果（成功）を祈ります。（インド従属地区のニュース２０１２年３月号、７ペー

ジ）  

インド 
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 霊感と祈り方をテーゼ（フランス）のエクメニカル共同体に受けて、バウルの

マリアニスト修道者たちは、今年３月、特に若者たちのための「祈りの時」を始

めました。毎月の第二土曜日、バウルのCasa Chaminade（シャミナードの家）は小さな”マドレーヌ“とな

りますが、それはバウルの若者たちが神との出会いの時を持つためです。 

 これは感謝、静寂、沈黙、分かち合い、そして個人的・共同

体的祈りの時間です。３月、４月、５月のこの集いに参加し

て、テーゼの持つ力を知らなかった人々は、このイニシアティ

ブと、祈りの全過程を高く評価しました。 

 潜心と祈りのひと時を望む全ての若者にドアは開かれていま

す。どうか彼らが私たちと共に祈りに参加してくれますよう

に。 

 バウルのテーゼ・グループの写真を、フェースブック、また

は www.marianistasbrasil.org  でご覧ください。 
   Victor Augusto Ferreira de Aguiar, sm 

 奉献生活促進の年がフランス教会の「青年と召命司牧委員会」により開始さ

れました。この促進年は、６００名の４５歳以下の修道者（“Brother & Sister 
Act. Missionaries of Hope” 男女修道者コンビ：希望の宣教者）による二日間の

会合で始まりました。二名のフレールと一名のマリアニストのシスターがこれ

に参加しました。この集いは考察、祈り、そして祝いの時でした。その折の発

表や証しに関しては以下のホームページを参照下さい。http://www.viereligieuse.fr/-
Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html?debut_articles=10#pagination_articles 

 フランスにおける修道生活の活力と若さを示すため、パリのノートルダム聖

堂前で “flashmob” （“フラッシュモブ”とは、インターネット、特にEメール

を介して不特定多数の人間が公共の場に突如集合し、目的を達成すると即座に

解散する行為。ja.wikipedia.orgより）が組織されました。これに関するホームページは以下を参照。  http://
www.dailymotion.com/embed/video/xo99fm  続いて、“修道生活という冒険を考えたことがありますか？”というダ

ンスのあるビデオ http://www.dailymotion.com/video/xq5thy_brother-sister-act-2_webcam?start=7 があり、そこには

Guillaume Gervet, sm が二度姿をあらわしています。その他、色々な催しが計画されています。  

次回のVOCSM の発行は2012年10月です。   

 皆さんの活動についてのニュース、写真、あるいは提案、などなどを送ってくださってありがとうございます。 

フランス ： 奉献生活促進の年  

 召命司牧の管区リーダーであるサルヴァトーレ・サンタクローチ（Salvatore Santacroce） 神父の

イニシアティブにより、全てのマリアニスト信徒、シスター、ブラザーの共同体による召命のた

めの一週間の継続した聖体礼拝がリレー式に執り行われました。神父は書いています：[皆さんが

積極的に参加してくださったことに感謝いたします。全マリアニスト家族がこの祈りに参加する

ことを知るのは素晴らしいことです。謙遜に、しかし忠実を込めて、主の招きに答えましょう：

“私は石垣の破れ口に立つ者を探し求めた”（エゼキエル２２・３０）常に忠実でありましょ

う。 

イタリア ： 召命のためのマリアニスト家族の祈り  

 マリアニスト修道生活を知らせ、広めるた

めのフェースブックのページ：“私はイエスの

ためにマリアニストになりたい”、それに、ビデオ：

“マリアニストであるとは”を見ることができます。

是非ご覧ください。 

コロンビア ： フェースブックでイエスに従う 

ブラジル ： バウル 



  このメッセージは、第４９回召命のための世界祈りの日に当たって、スペイン管

区の全兄弟に宛てられたものです。それにはバッジが添付されていて、次のような

メッセージが記されてありました：“私は幸せです、何故？と私に尋ねてください”。 

 
親愛なる兄弟の皆さん、 

 二年前、この同じ世界祈りの日に当たって、ベネディクト十六世聖下は次のように書いておられます： 
 自らの召命に忠実な全ての司祭、男女の奉献生活者は、キリストに奉仕する喜びを伝えるととも

に、聖性への普遍的な呼びかけに応えるよう、キリスト教信者を促す存在です。従って、司祭職と

奉献生活への召命を促進するため、また、召命の識別を前進させる上で効果的であるためには、神

と、神の各人の人生に対するご計画に“はい”と答えた人々の模範は必要不可欠です。人生の選択

の具体的な姿を示す個人的な証しは、若者たちが、今度は自分の番として、自分の将来に影響を及

ぼす重大な決断をするよう、励ますのです。若者たちを援助する人々は、特に召命として生きてい

る生活の模範を通して、彼らに光を与え、彼らと同伴することのできる出会いと対話の技能が求め

られます。 

 全教会と一つになって召命のために祈ることに加えて、マリアニスト修道者としてのあなたの献身のもつ幸

せと喜びの証しについてあなたに質問する全ての人に対して、あなたが証しをするよう励まされることを希望します。 

 
バッジをお渡しする理由は沢山あります： 

私たちの身の上に起こったことは、望みうる最良のものであった

と私たちは確信しています。私たちの召命という宝を自分たちのた

めだけに取っておくことなど出来るでしょうか？  

管区の召命司牧のために私たちの砂の一粒をもたらすための理

由、意気込み、望みはいくらでもあります。最近、私たちは一人ひ

とり個人的な手紙を受け取りました。その中で、私たちは、私たち

の事業や共同体の近くにいる若者達のために、私たち自身の生き方

と、私たち一人ひとりの持つ証しの価値を意識するよう招かれてい

ます。特に、それは私たちの奉献生活における幸せという裏表のな

い証しです。言うまでもなく、光と影に満ちた生活ではありますが、そこで私たちは百倍の報いを享受

しているのです。 
 
実行に移せる行動： 

 考えてみましょう： もし誰かがあなたに“マリアニスト修道者として幸せですか”と尋ねるとすれ

ば、あなたはその人に何と答えますか？ 

 マリアニスト修道者としてあなたを幸せにする原因、理由、感情について黙想してみましょう。  

 バッジを手にして、父なる神に祈りましょう。神と向かい合って語りあいましょう：賛美、願い、感

謝、観想、・・・。 

 バッジを一日、一週間、一カ月間、身につけてみましょう。そして、“何故、あなたは幸せなのです

か？”と問いかける人には誰にでも答えましょう。 

 私たちの幸せ、マリアニスト修道者として生きる喜びの理由を共同体で分かち合い事ができます。  

 知っている若者にあなたのバッジをあげましょう。彼自身の人生の意味と幸せについて考えてみるよ

う思い切って呼び掛けてみましょう。多分、彼は “それでは、あなたはどうなのですか？”とあなた

に尋ねるでしょう。その時は、あなたの召命について彼に話してください。 

 あなたには他のアイデアがありますか？ もちろんあると思います。では元気を出して、実行に移して

ください。 

     愛情をこめて、  Rogelio Núñez, sm   

スペイン ： 私は幸せです。何故？と私に尋ねてください 
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 ここアイヴォリーコースト

で、私たちは召命司牧活動を続

けています。２０１２年４月１日から４日にかけて、アビジャンにある「ビエトリのアフリカ聖母学

院」で、復活祭の練成会が行われました。この練成会は少年少女たちが私たちと汚れなきマリア会のシ

スターたちと一緒にマリアニスト生活を体験する機会を持つためでした。この練成会を指導したのは二

名のフレール、二名のシスター、二人のノビス、そして志願者たちが加わりました。多くの者にとっ

て、この練成会はマリアを新しく発見し、マリアニストの霊性をもっと知る素晴らしい体験となりまし

た。私たちの今後の計画では、５月２５日から２７日にかけてのマリアニストのノビシアでの集い、７

月にブルキナ・ファソでのキャンプ、８月にはアイヴォリーコーストでのキャンプが予定されていま

す。 

アイヴォリーコースト：  SM & FMI 召命錬成会  

 


