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次号は２０１１年

６月です。皆さん

の活動に関わるニ

ュ ー ス、写 真、記

事、提案などを送

ってください。  

genrelsm@smcuria.it   

私たちのため聖人たちが頑張っています! 
シャミナード年のニュース 
  この一年は間違いなく召命の大きなチャンスです。

Website www.marianist.org で皆さんは世界の色々な国での

出来事を目にすることができます。ここでは、司牧に関連

した活動を取り上げてみましょう。このシャミナード年に

あって、私たちの生活とミッションが大きな実を結びます

ように！ 
 “シャミナード年”について全ニュースが 

www.marianist.org で見ることができることをお忘れなく。 
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IN THIS 
ISSUE:  

カラ（トーゴ）の シャミナード学院 ：  

マリアニスト霊性の大きな二つの出来事  

マリア会員チーム シャミナード杯獲得   
 
 同じ２２日、バスケットボールとサッ

カーの試合がおこなわれました。ブラ

ザーチームはもちろん教師チームを打ち

破りました（１－０）！ ブラザーたちが

マリアニスト精神にドーピングされたこ

とを認めざるをえません。これはきっと

新しいマリアニスト召命を生み出してく

れることでしょう。 

http://www.chaminade-kara.net/spip.php?
article30  

カテドラルでの司教主司式ミサ： 

 １月２２日、７時３０分、二つの学校の生徒全

員、シスターとブラザーの共同体、MLCとアリアン

ス・マリアルの

メンバー、教区

の司祭多数が集

まりました。ミ

サの中で、司教

様は信仰とヴィ

ジョンの人、マ

リアの僕として

シャミナード師

を紹介されまし

た。  

 続いて、司教

様は学校での生

徒とその両親た

ち、教師たちと

の会合に出席さ

れました。 
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スペイン ：シャミナード神父の生涯についての子供のための新しいビデオ ↓ 

司牧訪問のシャミナード神父  

(Colegio Santa Ana y San Rafael  — マドリード) 

 マドリードの Santa Ana y San Rafael 学院では“福者

シャミナードの日”（２０１１年１月２１日）の式典

が行われました。私たちの創立者の祝日を祝う沢山の

催し物がありました。新しいシャミナードゲームも生

まれたのです。そのゲームがどんなものか子供たちに

尋ねてください！もちろん、シャミナード神父様も皆

と一緒に楽しんだのですよ。この日の行事の詳細につ

いては http://www.terra.es/personl4/jpv1952/ のDia del 
Beato Chaminade を参照ください。 

FORTES （８月１２日―１５日）：シャミナード神父の足跡をたど

るヨーロッパの青年たちのための巡礼（ボルドー、ペリグー、サラゴ

サ）で、ワールド・ユース・デーの催しと関連して行われるもので

す。(http://fortes.marianistas.org/)  
WYD (８月２１日―２５日)：世界の若者たちを対象としてマドリー

ドで開かれるワールド・ユース・デーです。 

これら全ての行事の成功のために祈りましょう。どうか神がこれらを

実り豊かなものとしてくださいますように。  

今年の夏、青年たちのための二つの重要な会合 
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 若いファウスティーノの諸徳の英雄性の宣言（１月１４日）は、

マリアニスト世界だけに限らず、それを大きく超えて、大きな反響

を呼び起こしています。ファウスティーノを扱った沢山の記事が、

特にスペインで、出ています。イタリアのカトリック系日刊紙である “Avvenire” は、１

月１２日付けで、「新尊者ファウスティーノ・ペレスマングラーノ、若者の召命の天か

らの保護者」と題した Matteo Kiut 氏署名の記事を掲載しています。同じ記事が、同じ日

に、Rogationist Fathers の司牧に関連

したwebsite で取り上げられていま

す。 

 (http://www.vocazioni.net/)  司牧の

任に当たっては若者や成人にファウ

スティーノを知らせるとともに、

ファウスティーノには召命のため大

いに活躍してもらいましょう。  

シャミナード師がラップ音楽の世界を征服！ 

Bro. Daniel Pajuelo, sm (ローマ、シャミナード神学校) のおかげで、シャミナード神父様はヒップホップ風に語

りかけるようになりました。 スペイン語、英語、フランス語の字幕付き、または字幕なしのビデオを見つけ

てください。それにカラオケ用の無声版もあります。 

http://smdani.marianistas.org/chaminade/.  おめでとう、ブラザー ダニエル！ 

ﾌｧｳｽﾃｨ-ﾉ  

４月６日から８日にかけて、シャミナード師の生誕を記念してフランス管区が組織した若者たち

の集いが、ルルドで開かれます。（１６００名の若者を含む）２２００名の参加者が予定されて

います。ビデオプレゼンテーションつき 

(http://www.chaminade2011.com/  を参照ください。  

フランス － ルルド：若者たちの集い  
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奉献生活は御主を起源としており、御主から望まれたものです。 

ですから、教会からこの生活がなくなることは決してありません。 
ベネディクト１６世 

  去る１１月２６日、教皇聖下は総長会議のためローマに参集していた総長たちとの特別謁見に臨まれ、

簡潔ではありますが、非常に深い意味をこめたスピーチをなさいました。修道者、修道女全員に宛てられ

た聖下の激励の御言葉をここに収録するのは適切なことと思われます。それは私たちの召命を生き、提案

するようにとの激励であり、私たちの生活がその全ての実を結ぶためにその固有な刷新の道を極めていく

ようにとの激励です。召命のためには何をなすべきでしょうか？ この道を進んでいきましょう！そうす

ることによって、若者たちは修道生活がいい道だと分かってくれるに違いありません。 

  以下はその全文ですが、その時点の状況に関連した最初の数行だけは除外してあります。全テキストは

以下のサイトで（英語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語）読むことができます： 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/index_en.htm [in English, German, Italian, 
Portuguese, Spanish]. 
 

 

最も親愛なる兄弟姉妹のみなさん、 

半年ごとの総長会議の折に、こうして皆さんとお会いできることを私は嬉しく思います。 

 

 先ず何よりもここに列席しておられる総長の皆さんにご挨拶申し上げます。更に又、私の言葉は全世界に広

がっている皆さんの兄弟姉妹たちに、そして中でも特に福音のため苦しんでいる 兄弟姉妹に捧げられます。

福音を述べ伝えるため、人類のため皆さんが教会の中で、教会と共になさっておられる全てについて、わたし

は皆さんに深い感謝を表明したいと思います。子供、若者、成人に教えを伝え、キリスト教的養成を遂行する

ために小教区、聖堂、巡礼の地でなされている種々多様な活動を私は思い浮かべています；こうして皆さんは

ご自分のキリストと人類に対する熱意を示しておられるのです。私はまた教育、大学、学校、種々の社会事業

での皆さんの素晴らしい働きに思いをはせています；これらを通じて、皆さんは、神ご自身の愛をもって、最

も恵まれない兄弟たちとの出会いに乗り出しておられるのです。同じく私は、人々への (ad gentes) ミッション

や、時には難しい状況の中で、しばしば危険さえ伴って遂行されつつある証しを念頭に抱いています。  

 今回と前回の皆さんの会合では、ヨーロッパにおける奉献生活の将来がテーマとされています。このこと

は、何にもまして、先ず何よりも神を探し求めること“quaerere Deum” を内包している皆さんの召命そのもの

について改めて考えることが前提となっています。皆さんは、召命によって、“神の探究者”なのです。この

探求に向けて、皆さんはご自分の生涯の最良、最大のエネルギーを捧げるのです。皆さんは二次的なものから

本質的なものへ、真に重要なものへ移るのです。皆さんは決定的なもの、神を探しているのであり、皆さんの

視線は神に固定されているのです。初期の修道者たちのように、終末論的方向づけを啓発してください；仮の

ものの後ろに、留まり続けるもの、過ぎ去っていかないものを探してください。 

 皆さんが同じ生活、同じミッションを分かち合っている兄弟、姉妹の中に神を探し求めてください。皆さん

の生活と言葉でもって福音の賜物を与えるために皆さんが派遣されている現代の男性・女性の中に神を探して

ください。中でも、良い知らせが先ず向けられている（ルカ４・１８）貧しい人々の中に、神を探してくださ

い。御主が現存しておられる教会の中、特に聖体やその他の秘跡の中、そして神を探すための王道である御主

の言葉の中に神を探してください。御主の言葉は神との対話に私たちを導き、そこで神の御顔を示してくれま

す。どうか皆さんが常に熱心な神の探究者、神の証しでありますように！ 
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 奉献生活の深い刷新は、第二ヴァチカン公会議がその『修道生活に関する教令』、n. 2で宣言し、皆さんの

創立者たちも良く理解していたように、神の言葉の中心部、もっと具体的に言えば、皆さんにとって最高の規

範である福音から出発します。奉献生活は福音の中に根を下ろし、沢山の枝をつけた実り豊かな植物です。皆

さんの修道会の歴史が示すように、キリストのメッセージを生き、その任務のために自分の生涯を捧げつくす

という強固な意志は、それぞれの召命の識別、皆さん個人の、そして共同体の識別の基本的基準でありました

し、今後もあり続けるのです。奉献生活に魅力と美を与え、これを確かな選択肢として世に示すのは日毎に生

き抜かれる福音なのです。生きた福音であること、これこそ現代社会が必要としているものであり、教会が皆

さんに期待していることです。 

 私が強調したい奉献生活のもう一つの観点は、兄弟愛（ヨハネ・パウロ二世のシノドス後の使徒的勧告『奉

献生活』、n. 41参照）と交わりの教会の模範です。まさに兄弟愛を通してこそ、皆さんの奉献の証しが現れま

す。若者たちが皆さんに近づく時、彼らが最も期待する光景の一つが兄弟愛的な生活です。これほどまでに個

人主義的な世界の中で、これは皆さんが示す重要な預言的要素です。 

 皆さんがどれほどこの面で努力を続けておられるか、そして共同体の生活にはどんな困難が伴うものか私は

知っています。共同体に向けて聖霊が言われることに耳を傾け（黙示録２・７参照）、御主から来るものと御

主に反するものとを見分けるには、真剣で絶えざる識別が求められます。 (『奉献生活』、n. 73） 

 祈りと熟考を伴なった識別なくしては、奉献生活はこの世の基準、即ち個人主義、消費主義、物質主義に迎

合する危険に陥り、その基準は兄弟愛を弱め、奉献生活そのものがその魅力と活気を失っていきます。皆さん

の兄弟たち、姉妹たちがこの習性を身につけ、皆さんの共同体が現代世界に対する雄弁なしるしとなるため

に、どうか識別の大家となってください。 

 権威の奉仕を遂行し、皆さんの修道会の未来の構想を練り、指導する皆さんが、交わり、相互のコミュニ

ケーション、相互関係の中での暖かさと真実を促進する手段を共同で追求することが、霊的活性化と統治の重

要な一部であることを念頭に置いて下さるよう願っております。 

 私が強調したい最後の点はミッションです。ミッションは、教会のあり方ですし、また、教会の中に存在す

る奉献された生活の在り方です。それは皆さんのアイデンティティーの一部です。ミッションは、境界なく全

ての人に福音をもたらすよう、皆さんを駆り立てます。強固な神体験、堅固な養成、共同体での兄弟愛的生活

に支えられたミッションは、奉献生活を理解し、活性化する鍵です。さあ、出かけてください、そして、創造

的忠実さをもって、新しい福音化にチャレンジしてください。聖パウロがアテネでしたように、“知られてい

ない神”を述べ伝えるために、現代のアレオパゴスで皆さんの現存を繰り返してください。 

 親愛なる総長の皆さん、現在多くの修道会が、特にヨーロッパでそうですが、会員の減少に直面していま

す。然しながらこの困難が、奉献生活の起源が御主にあること、御主の教会の聖性と教化のために御主によっ

て望まれたものであること、そして、この生活が教会から無くなることは決してないことを忘れさせるような

ことがあってはなりません。私は皆さんに向かって信仰と希望の中に前進するよう激励し、召命の司牧と、初

期及び継続的養成に関わる努力を繰り返すようお願いいたします。 

 私は皆さんを聖母マリア、そして皆さんの創立者、守護の聖人に託します。皆さん、そして皆さんの修道家

族全員に向けた私の使徒的祝福をお受け下さい。（２０１０年１１月２６日） 

2011 年のホリゾン （ボルドー） 



6   V OCSM  6  

第 48 回 世 界 召 命 祈 願 日(2011年5月15日)  

テーマ： "地方教会における召命への働きかけ"  (抜粋) 

 召命を注意深く励まし、支える活動は、イエスがご自分に従うようにと弟子たちを招き、愛と配慮を

込めて彼らを教育する福音書の場面に、その輝かしいインスピレーションの泉を見出すことができま

す。御主が最初にしたことは彼らのために祈ることだったのは明らかです：イエスは、かれらを招く前

に、御父の御旨に耳を傾けながら、祈りの中に一人で夜を過ごされたのでした。（ルカ６・１２） 

 「私に従いなさい」と呼びかける者に対して、イエスは彼らが自分のちっぽけな予定と自己達成の考

えを後に残してくるように招くのです；それは自分自身を他の意志、即ち神の意志に没入させ、神の意

志によって導かれるためなのです。 

 司祭生活や奉献された生活への招きの明白なしるしを示す者たちを支え、励ますことはとても大切で

す；それは彼らが神と教会に“はい”と答える時、傍にいる全共同体の暖かさを感じるためです。  

 御主が選んだ者たちの心にその呼びかけが届くために、御主は私たちの協力を必要としておられるの

です。 BENEDICTUS PP. XVI 

第 48 回 世 界 召 命 祈 願 日 

第 2 回 マリアニスト召命祈願日 

 来る５月１５日には、召命のための第４８回世界祈りの日の行事が予定さ

れています。マリアニスト家族世界評議員会が、毎年、私たちの考察と祈り

の材料を準備して、この祈りへの参加を進めていることは皆さんご存じのと

おりです。今年は汚れなきマリア会のシスターたちが私たちのためこの準備

に当たってくれました。近日中に皆さんの手元に届けられるはずです。  
 世界祈りの日のための教皇ベネディクト十六世聖下のメッセージは英語、

フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、スペイ

ン語の７ヶ国語でアクセスできます。([English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, 
Spanish]): 以下にその抜粋をご覧ください： 
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 フランスでは、以前から、教育を任務とする男子修道会が、交流、協力、提案を行うための共同作業

グループを形成してきました。マリア会はこうして一緒に作業する八つの修道会の一員となっていま

す。今年、このグループは、教職に就くブラザーの召命を紹介し、知らせ、愛させるための三つのビデ

オを作成することにしました。これらのビデオを以下に紹介しましょう。 

 

 私たちの願いは： 私たちの生活の独自性と豊かさを示すこと 

 私たちが兄弟として生きているつながりの持つ豊かさを示すこと 

 人間の成長への私たちの大きな貢献を目に見えるものとすること 

 意味を、希望を、兄弟愛を求める現代世界の最も本質的な願いに対する答えであ  

る価値を、私たちの生活がどれほどもたらすものであるかを語ること。 

 
 このメッセージは次の五つの領域にわたって展開されています： 

（１）全人教育のミッション （２）兄弟愛 （３）霊的生活  

（４）イエス・キリストを宣べ伝えること （５）私たちの修道会の国際的広がり 

 
 三つのビデオ： 

 あるブラザーの一日    （３：４５分）： 無声 

 ブラザー         （２：０７分）： フランス語 

 ブラザー、分かち合う生活 （９：００分）： フランス語 

 
 一番目のビデオは無声ですので、どの国でも使用可能です。映像は、意図的に、色々な国、文化を取

り入れています。ビデオは無償で提供されますので、以下のアドレスにコンタクトください： 

 http://www.freres-enseignants.org/, または同じアドレスを遣って、小冊子付きのCDを購入してくださ

い。とても良い結果が得られています。召命の司牧のため、あるいは協力者の手元で大いに活用してく

ださい。教区や修道会の召命担当者たちにも、この存在を知らせましょう。 

« BROTHER »:  教職につくブラザーの召命を知らせ、評価させるためのビデオ3巻! 

私個人として、募集は私の心、毎日の祈りと密接につながっています 

最近、私が用いてきた簡単な方法は次の通りです： 

 私たちのミッションのために財政的援助をしてくださる恩人たちに、手紙を書きました。手書きで、１４０通は書いたと思います。どの手紙

でも、私はアフリカでの私たちのミッションについて触れ、それがどのような展開を見せているかを語りました。そして、スイスで召命が生ま

れることを私たちがどんなに願っているかと、いつも付け加えました。 

 私たちの共同体では、毎日召命のため祈っています。 

 私には三つの成人グループがあり、月一度、それぞれのグループでミサをあげています。その折には、必ずシャミナード神父に関わるテーマ

を一つ取り上げてお話します。残念なのは若者が居ないことです。ドイツ語で出されるニュースにはいつもマリアニストについての話題を提供

しています。（スイス、フリブールの Fr. Urs Schenker ） 



次回の Vocsm は２０１１年６月です。 

皆さんの活動に関するニュースや写真、提案などをどしどし送ってください。 

genrelsm@smcuria.it (genrelsm@smcuria.it) 

SOCIETE DE MARIE - SOCIETY OF MARY -  
COMPAÑA DE MARIA 

Via Latina, 22 - 00179 ROMA (IT) 
genrelsm@smcuria.it 

 今年１月２０日、３名のフィリピンの若者がダバオでの志願

期プログラムに受け入れられました。３人の名前は Renato 
Alias, Melvin Azucenas, Jerson Descallar です。 

 ３人はこれまで数カ月にわたって私たちと生活を共にし、私たちの共同体と任務についての知識を深

めつつあります。この最初の識別期間を過ぎた上で、彼らは志願期に受け入れられることを求めたので

した。 

 自分たちの生涯についての神のご意思を知ろうとして、この識別の過程を始めたこれら３人を恵みと

して私たちは感謝を捧げます。 

三名の新志願者：フィリピン 

 アメリカ管区は以下の電子版ニュースレターの刊行を開

始ました： 

IN-FORMATION 
   News about men in formation with the  

   Marianist Province of the United States 
 これはこの管区の召命担当者により現在刊行されている 

“Vocation Notes” と交互に刊行されることになります。 

 IN-FORMATION は、有期誓願者の担当者 (Father  Oscar 
Vasquez), ノビス養成担当者（Father Mike Lisbeth & Brother 
Mike O’Grady）、志願者担当者（Brother Dennis Bautista & 
Bob Wiethorn）の協力を受けて管区霊生部長  Father  Bill 

Meyer が編集します。これは現在養成中の人々について新しい情報を提供していくことを目指した

ものです。彼ら全員に感謝するとともに、管区の志願者２名、ノビス８名、有期誓願者５名に良い

前途を祈ります。  
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 北アメリカでの召命に係わる二冊の新しい出版物  

Davao Community with the aspirants: Back row: Bro. Peter Kiama and F. Pablo 
Rambaud. Front: Bro. Raimond Toppo, Renz, Melvin and Jerson (aspirants) and Bro. 
Oscar Kerketta (Director of aspirancy). Not shown: Bro. Jerry Valencia (taking the picture) 

The three new aspirants, Renato (Renz), Melvin and Jerson 

 メリバ管区は、召命のための会広報第一号を出し

たところで、読者の注意をひきつけるようなタイト

ルです：Striking the rock メリバの泉で石を叩く。 

 内容は遂行された活動についてのレポート、今後

の運動についての情報、召命の司牧についての考察

テーマなどです。この広報の刊行について Fr. Tim 
Driscoll に感謝します。これらの刊行が多くの実を

結びますように。そして他の行政単位にも色々なア

イデアを与えてくれますように。  

May these two publications bear abundant fruit... and give us ideas for our own Units! 


