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今回の内容： 

「各行政単位の力強い召命司牧の計画は、私たちの生活と活力にとって決定的な重要性を持つ（『生活

の規則』5-7条、6-7条;『希望における連帯』59－64;『聖霊に派遣されて』38－39)。今総会は、これら

の指針を強く再確認するとともに、私たちの全行政単位とマリアニスト家族の中に「召命を意識し、育

て上げようとする雰囲気」を発展させるために、その年齢と生涯の段階に応じて個人的にこの課題と取

り組むよう、各会員に呼び掛けます。しかしながら、マリアニスト生活について考えるようにと人々を

招くことにもまして、私たちの共同体の生活の質、及び、私たちの宣教計画の適切さとダイナミズム

が、新しいメンバーを惹きつけることと、すでに誓願を宣立した会員の堅忍の両方にとってはるかに貢献

することを私たちは忘れません 。｣  

 （他の火を燃え上がらせる火をかきたてる、16ｄ）  

今や、恵みの時 …  （二 コリント６・２） 

他の火を燃え上がらせる火をかきたてる： 

総会に照らして私たちの召命司牧活動を振り返るため…   

 これは、私たちが一年前の総会から受け取った招きです。これは私たち全員

に、また、あらゆるレベルの人々、すなわち、修道者一人ひとり、共同体、召

命責任者たち、行政単位の長上たちに関係があります。一年のどの時期であろ

うと、その時が常に召命の好機なのです。すなわち、聖霊は神の呼びかけに応

えるよう心に働きかけるのを決して止めることはありません。今回の総会の光

に導かれて皆さんの召命司牧のやり方を振り返る手助けをするために、私は以

下の質問を皆さんと分かち合うことにしました。これらの質問は個人的な考察

にとって、共同体において、あるいは召命司牧チームにおいて有益でしょう。

また、それぞれの会員の次回の黙想の祈りの折に、これらの質問について考え

ることができるでしょう。私たちは、神が私たちをマリア会においてキリスト

の母に奉仕するよう招いておられること、それ故に、神は私たち一人ひとりを

必要としておられることを信じます。それで、この素晴らしい働きに全面的に

応えるために、召命司牧について考える時間を取りましょう。 

召命司牧について個人的、共同体的に振り返るために… 
 
（１）私の地区レベルで、「充実した召命司牧計画」はどうなっていますか。 

 私の共同体の兄弟たちと私は、召命司牧について意識していますか。 

 私たちは、召命司牧をどのように実行するかについて、共同体で考えたり振り返っ

たりしたことがあるでしょうか。 

（２）今回の総会は「会員一人ひとりがその年齢と生涯の段階に応じて個人的に取り組むよう」招いて

います。 

 召命のために、今日、私は、祈り、行動、証しにおいて、何が出来るでしょうか。 

 召命司牧にとっては、何であれ後戻りは絶対にありません：「喜びに満ちた忠実な長

い人生の証しは、私たちの召命司牧にとって人を惹きつける要因です」（第34回総会

文書 31d）。私はこのことを確信していますか。 

 私たちの経験と忠実の冨であるこの資産をどのように有効に利用しますか。 
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（３）私は「召命を意識し、育て上げようとする雰囲気」（総会文書１６d）のただ中で生活しているという感

覚を持っているでしょうか。 

 「私たちの共同体の生活の質」（16d）とは何でしょうか： もてなしの心、楽観的

で、喜びにあふれた、兄弟愛の心、霊的に熱心な心？。反対に、ある要素は召命を育

てる雰囲気にとって障害です： どうしたら前進できるでしょうか（生活の規則38条

参照）。 

 私たちの共同体において、召命について話していますか。この話題ついて、召命司牧

に携わる方法、若者と親しくなる方法について、お互いに分かち合っていますか。 

 多分、私は自分に言い聞かせます： “希望はない。もうお手上げだ！”と。しかし、

聖霊はそのことについてどう思われるでしょうか。私と同じように悲観的でしょう

か。私の生活と共同体の生活は、「年齢が盛りを過ぎていたにもかかわらず」（ヘブ

ライ11・11 参照）、豊かな実りへと招かれているのではありませんか。でも、どう

やって豊かな実りへ？ 

（４）私の地区、私の共同体のただ中で、あるいは、私自身に向かって、「私たちの宣教計画の持つ適切さとダイナミズム」（１６d）に

ついてどんなことが言えるでしょうか。 

 このプロジェクトは、はっきりとした伝達可能な優先すべき事柄を有しているでしょうか。 

 このプロジェクトは、私たちの共同体活動によって生かされ（RL73条）、「各成員の働きを支え、導き、その

評価を行なう単一の宣教体」（RL68条）に私たちをまとめていますか。 

 このプロジェクトは、私たちの若者との接触、および、若者の私たちとの接触を容易にしていますか。 

 可能なことに関して、何を推し進めなければならないか、また、どのように改善することができるでしょうか。 

（５）マリアニスト家族は私たちの召命への関心に、地域的に、また、それぞれの行政単位のレベルで、どのように関わるのでしょうか。 

 私たちはこのことについて分かち合うことがありますか。 

 私たちは共通のイニシアティブを持って何かをしようとしていますか。 

 私たちは「召命を意識し、育て上げようとする共通の雰囲気」（16d）を発展させているでしょうか。 

 マリアニスト家族の他の枝の会員との私のきずな、私たちのきずな、例えば、オープンさと親しさ、兄弟姉妹

としての情愛、霊的な交わり、共通のプロジェクトに取り組むこと、などはどうなっていますか。 

（６）私自身の召命に関して： 

 私のキリスト、マリア、シャミナード師との精神とこころの交わりはどうなっていますか。また、私の行政単

位、マリア会との交わりはどうですか。 

 私自身の召命に熱心さと喜びの新しい元気づけを与えるために、私は何をし

ていますか。 

  以上の質問について、個人的に、あるいは一緒に、考える時間を取っていた

だき感謝いたします。また、召命のためにすでに働いてこられ、また、これか

ら働いてくださる方々に感謝いたします。 

霊生局長 アンドレ・フェティス 

 フランス管区の二人の召命司牧責任者、

Bro. Charles-Henri Moulin と Bro. Gilles 

de Almeida は、“召命に関してフランス管

区で行なわれていること”についてのこの会

報をこれまで二回発行されてきました。 

 私たちはこの会報が長く続くことを希望し

ますし、全ての会員が神の呼びかけを人々に

伝えるという奉仕において積極的であるよう

祈ります。 

フランス管区の召命のための新会報 
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 5月17日～19日の週末に、

私たちは若者を対象にしたマ

リアニスト修道生活への召命

に関する召命の集いを開催し

ました。Valeriano Sarto と

私は、マドリッドの近くに管

区が所有する“Isaiah Ⅺ”

という別荘でこの期間を彼ら

と過ごしました。 

 これは、マリアニストの奉

献生活と修道生活への招きを

身近に知るようになるために、それぞれの人、それぞれの信者が召命体験により深く入る

ための非常に有意義な体験でした。私たちは対話、祈り、共に居る喜びの時間を共にしま

した。 

 どの若者を招くかを考えるために、私たちはすべての共同体に週末の参加を決めるため

の会合を持つよう要請しました。私たちは、一人の修道者が参加者の一人ひとりと個人的

にコンタクトをとり、神がマリアニスト修道者になるよう招かれるかもしれない可能性に

対してオープンであるようにと招く招待の手紙とカードを彼らに送るよう求めました。 

 修道者の大半は、マリアニストの召命について考えるよう若者に個人的な招待を出すこ

とはありませんでしたが、このような体験は非常

に肯定的なものでした。多くの若者はミーティン

グへの参加を辞退したり、行くことが出来ないこ

とを弁解したりしましたが、全員が招待を感謝

し、ミーティングへの興味を示しました。 

 若者がサラゴサから二人、マドリッドから一人

参加しました。この三人は、昨年のクリスマスに

ローマであったテゼーの集いに参加しました。 

副管区長 Rogelio Nuñez Partido, SM 

スペイン管区：来て、私に従いなさい！   

 
 総本部の訪問は召命司牧チームの会合の機会と

なりますが、最近、コンゴとコートジボアールで

この機会がありました。私たちは地域の召命活動

の方法について一緒に振り返ることができまし

た。『マリア会養成指針』56～71番と混合構成に

関する2012年総会文書のテキスト（特に22番a ）

は、私たちがこの召命活動の基本的な基準につい

て話し合う助けとなりました。Fr. Abdon Ilabi, 

SM が責任者を務めるこの委員会の効果的で意義深

い働きを希望しましょう。 

コンゴ・セクターの召命司牧チーム 

ROGELIO NÚÑEZ, SM; THE THREE PARTICIPANTS & VALERIANO SARTO, SM 
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最近数ヵ月の間、ハイチと私たちカナダ地区は激しい衝撃を受けてきました。そして、つい先

日、Bro. Richard Joyal の死の直後に引き続いて起こったFr. Joseph Lackner の死によって、一

つの“霊的な”出来事が更に激しく私たちを揺さぶりました。 

 5月1日（水）、ケベック州のサン・タンリにあるマリアニスト・センターで、希望に満ちた、ほ

ぼ自発的な、熱心な祈りの夕べが開催されました。 

 Fr.Lacknerは、2006年の総会の間に、シャミナード師への祈りを鼓吹しました。それ以来、私は

この祈りをしばしば創立者に捧げてきましたが、この祈りには多くの霊的実りが伴いました。 

 今年の一月以来、私たちはマリアニストの祈りグループで、マリアニストの各種団体のためにそ

の生活の刷新を、四つの枝のために新しい召命を求めるために、数人のマリアニスト家族のメン

バーと一緒にこの祈りを唱えています。 

 福者シャミナード師に対するFr. Lacknerのこの祈りは、必要な新しいいのちを全マリアニスト家

族の中に息吹かせる時に至っている、と私は思います。シャミナード師のカリスマが私たち皆の上

に新たに流れ出るよう願うことによって、この祈りは私たちの刷新のための非常に力強い霊的な絆

となることでしょう。 

 シャミナード師のカリスマが広く行き渡り、その実りを生み続けますように。特にこの信仰年に

おいて、シャミナード師のカリスマは、現代の生活における教会のマリア的スタイルを促進する福

音化のために非常にふさわしいものです。これは私たちの希望ではないでしょうか？ 

Rosaire Côté, SM 

カナダ ： 霊の復興！    

 リオ・デ・ジャネイロは、今夏の全世界からの若者の集いを主宰します。

ブラジル、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ペルーのマリアニスト家族か

ら参加する50人の若者たちは、7月17日～22日まで、マリアニストのWYD前夜祭

のためにカンピーナス(ブラジル)で集いを持ち、23日～28日までリオで開催される

メインの若者の集いに参加します。このマリアニスト若者の集いの目標は、マリアニスト世界から参加

した若者たちがお互いに出会い、兄弟姉妹としての友愛と信仰とのきずなを自分たちの間に築くよう

にすることです。WYDの間に、ボゴタでは、コロンビアの若者たちがリオの参加者たちと一致して集

いを持ちます。これらの集いの参加者、推進者のために、また、これらの重要な集いの成功のために

祈りましょう。これらの集いが参加者全員の新しい宣教的な献身の源となりますように。 

ブラジル：マリアニストの若者が参加するワールド・ユース・デー 
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下記はジョー・ラクナ－師の祈り（抜粋）です。（全文は2006年マリア会総会の公式文書の最後の

ページにあります。）Côté師の導入分はイタリック体で記されています。 

ジョセフ・ラクナ－師の祈り 
（２００６年マリア会総会）– 抜粋 

 
福者シャミナード師、 

 地上にいる他のマリアニスト家族の枝と共に、また、天にいるマリアニ

スト家族との交わりの中で、そして、神が私たちの兄弟イクノール・シュ

バリエー士、リシャルド・ジョイアル士、ジョゼフ・ラクナ－師、および

最近亡くなったすべての人を迎えるように次の祈りを捧げます： 
 
 私たちを祝福し、見守り続けてくださいますように。 

あなたが当時の人々を感動させたように、今の時代の人々を感動させるよ

うな言葉を私たちに教えてください。 
 わかりやすく、知恵に満ちた言葉を、 

 精神と心を共に奮い立たせる言葉を、 

 私たちの生活に光をもたらす言葉、あなたが私たちに与えてくださった恵みに人々

を惹きつける言葉を、 

 正義、平和、和解、被造界の保全（環境保護）のために、私たち自身と私たちが話

かける人々を奮い立たせる言葉を。 

 

 この世界にあって、私たちが希望のしるしとなれますようお助けください。 

 マリアニスト家族の他の枝の人々と共に生きて、諸民族へのすばらしい証人の群れ

となれますように 

 私たちが、その一つひとつ眼差しや動作をもってキリストを現すような、聖人の民

となれますように 

 大胆、かつ、用心深い行動を備えたマリアの宣教者となれますように 
 福音のために、行かなければならないところ、召されたところがどこであっても、

出かけていく心の準備ができている者となれますように 

 

 私たちを、宣教者としてのあなたの豊かな想像力をしっかりと受け継ぐ者として下

さい：それがどこから来ようと、何であれ善であるもの、真であるものによって私た

ちの理解を拡大できるように、雅量と創造性に恵まれますように。 
マリア様がそうなさったように、私たちも自分のエネルギー、能力、情熱を、憐れみ

と配慮、同情心と感受性のある新しい世界の到来のため用いますように： 

 窮状にある貧しい人々のため 
 孤独感に悩む亡命者のため 

 疎外感に苦しむ移住者のため 
 排除され、周辺に追いやられた人々のため 

 

 私たちの生活とミッションに参加するようにとの人々への呼びかけを、思慮深くも

力強いものとして下さい。「なんでもこの人の言うとおりにする」ように、あなたの

精神と心の信仰を私たちの心にしみ込ませてください。アーメン。 
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二つの応答 ...  

これはアメリカ管区の召命責任者、Bro. Thomas Wendorf からその管区

の会員に宛てられた招きです（2013年4月の“召命ニュース” 参照）。 

 誰でもリストが好きです。減量法ベスト３、組織化するための５

つの秘訣、犬を調教する７つのステップなど。もうお分かりです

ね！さて、それではデイヴィッド・レターマン (David Letterman) 

から一つの考えを拝借しましょう。“あなたにとって、マリアニストであることが素晴らしい10の

理由は何ですか？” 

 これはあなた自身の体験から来る個人的なリストかもしれないし、あるいは、マリアニストであ

ることについて皆さんは何を最も評価するか、に関するリストを作るために皆さんの共同体のメン

バーが一緒に作業をするかもしれません。これらのリストは、大小のことについて、心からのも

の、あるいは、軽い調子のもになるかもしれません。 

 皆さんのリストをEメールで私に送って下さい。私はこれから２、３ヵ月の間に、それらのリス

トをどうにかして特集してみます。この作業は他者、特にマリアニストとしての人生を考えている

人々と分かち合うための大きな情報を私に与えてくれるでしょう！ 

Bro. Thomas Wendorf, SM 

アメリカ管区: “あなたのベスト10は何ですか?” 

１．マリアニストの人生は充実し
ている。 

２．混合構成 
３．同等の権利を有する共同体 
４．“金の指輪は我々のしるし”  

５．ランズエンドでオンラインショッピングできま
す※。 

６．私たちは皆、宣教師です。 
７．私たちは仕えられるためではなく、仕えるため

にここにいます。 
８．私たちはあらゆる言葉、仕草、眼差しで教えま

す。 
９．“新しい時代には、新しい方法を”  
１０．私たちは高潔さのモデルとして、マリアを提

示する。 

（※米国のカジュアルウェア通販会社から米国管区ロゴ
付きシャツやセーターベストを購入できます。） 

１．私には祈る共同体に支えら

れた祈りの生活があります。 

２．私は、成長したいと望む若

い世代との継続的なコンタク

トを有しています。 

３．必要な時必要な場所に行く自由がある 

４．私には世界に広がる共同体とのコンタクトが

ある。 

５．私には、貧しい人と疎外された人々のために

やりがいのあることができるという感覚があ

る。 

６．私は、世界中の多くの国の出身の多様な仲間

のブラザーたちとの生涯にわたる、長い期間の

関わりを享受しています。 

７．私は、多くの場所で歓迎され、くつろいでい

ると感じます。 

８．信仰において成長し、深まるための継続的な

刺激を有しています。 

９．多様な才能、賜物、関心、文化に恵まれた

人々との関わりを享受している。 

１０．私は普遍教会の生きた一部分である。   

Bro. Bob Flaherty, sm  Fr. Dave Fleming, sm  

 次回の発行は:   
 2013年 11月  

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。 

 (genrelsm@smcuria.it ) 


