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召 命 司 牧 活 動:  

イニシアティブを回復すること？  

 私たちは、ダーゲンス司教が仲間の司教たちからの要望に

応えて、彼らに、また、現代のキリスト者に話した以下の

文章を読むようにとのあの招きを聞くことができないので

しょうか。彼は書いています。「外的な障害を探したり非

難したりする代わりに、私たちは、神から私たちに与えられているものの内側から、

キリスト者の新しさ、つまり、キリスト者のアイデンティティーを、緊急に、あえて

前面に掲げなければなりません。」 これは、その長い宣教師としての人生航路にお

いてシャミナード師が体験した次々と起こってくる根本的な変革に直面した特別に困

難な時代に、彼が持っていた心構えではないでしょうか。 

 それで、キリスト者の生活と修道生活への召命を伝達するために、もし仮に私が

もっと断固としてイニシアティブを回復するとしたら、どういうことになるでしょう

か・・・。 
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今回の内容： 

信仰の内側からキリスト教の新しさを示すこと  
 キリスト教の宣教における現今の困難さの原因を教会の外に探すことは容易です。私たちはこれら外的な原因を
否定できません： それらの原因は現実のものであり、世俗化の現象のように、社会的、文化的、精神的な内容を
伴ったいくつかの複雑な現象と関わりがあります。 

 そのような世俗化された文化や社会は、宗教、特にキリスト教を、周辺的なものとし、衰退させ、時には風刺す
る傾向を持っています。よりラディカルにいえば、多分、過去40 年にわたる私たちの歴史において起こった「伝統
の断絶」の故に、キリスト教の伝統は、事実上、知られておらず、無視され、或は、単に、それが持つかもしれな
い最も皮相的、外面的な様相のものであるとして取り扱われています。 

 私たちは、この断絶という重大な現象に、また、私たちがその運搬人（・・・）であるキリスト教的遺産を回復
する緊急性に、立ち戻る必要があることは明らかです。 

 さしあたり、私たちは自分自身の内部で、基本的な態度を回復する必要があります：即ち、外的な障害を探した
り非難したりする代わりに、私たちは、神から私たちに与えられているものの内側から、キリスト者の新しさ、つ
まり、キリスト者のアイデンティティーを、緊急に、あえて前面に掲げなければなりません。 

 自分自身を信仰とは相容れない基準にコントロールされるままにしないで、神の約束、キリストの忠実、聖霊の
力に信頼する信仰者として、私たち自身が自分は何者であるかを決定することが絶対に必要なのです。 

 この決定は、キリスト者としての、洗礼を受けた人としての私たちの本質的アイデンティティーに対して効力が
あります。キリスト者とは、自分が受けた洗礼から、（神が）御父であること、（私たちが）子であり、兄弟であ
ることに関して、自分自身を正確に表明する者なのです。神の子らとして私たちが子であり、兄弟であるというこ
の現実が、特に、自分がどこから来て、どこへ向かうかを決定するのは自分自身である、という幻想を持つ個人主
義に直面して、人間存在の本物の姿を示すことができるような一つの「生き方（ライフスタイル）」を示唆するた
めに、わたしたちは何ができるでしょうか。 

 信仰の伝達はただキリストの過越の秘義だけに根ざすものですが、上に述べた決定は、この秘義が悪の秘義の挑
戦と、悪と死に直面して神に信頼することの両方に対して有している全てのものと共に働いて、世俗化した社会に
おける信仰の伝達に効力を持ちます。単純化して言えば、信仰の伝達は、たとえどんな障害に遭遇するとしても、
常に霊的な体験に基づくものであり、ある種の戦略によるものではないのです。 

 この決定はまた、教会の秘義とその目に見える独特な存在の仕方をどのように理解し、どう生きるか、というこ
とにとっても有効です。確かに教会は目に見える存在ではありますが、本質的には秘跡的な現実です： 即ち、教
会は、世の人々のいのちと救いのために、神から、キリストから、また聖霊から生まれたのです。川と同様に、教
会は、流れをさかのぼる神の中にある自分の源泉からも、また、世の人々へと流れ下るその使命からも切り離され
てはならないのです。 

次号 は2011年10月です。  

皆さんの活動に関する

ニュースや写真、提案

などを送って下さい。

….  Thank you! 
(genrelsm@smcuria.it ) 
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シャミナード神父からの特別のメッセージ 

皆さんへの 私からの三つの願い  

 そのような訳で、その秘跡的なアイデンティティーの故に、教会が福音宣教を行な
うということは、イエス・キリストの中に示された神の恵みの啓示が、私たちの真に
人間的なこと、今の社会、そしてより具体的には、本当の真理と愛を待ち望んでいる一人ひとりの人間、の琴線に
触れ、それらを養成するような仕方で活動することであり、それを意図することです。 

 これら三つの点（キリスト者のアイデンティティー、信仰の伝達、教会の宣教）には、カトリックの伝統を構成
する他の多くの要素が追加されるかもしれません。もし、私たちが批判するまさにそのことに依存するようになる
危険に際して、外側から来るプレッシャーや評価に抗わなければならないと思うかわりに、信仰の内側からイニシ
アティブを回復したいと望むなら、さしあたり、何よりもこの「反転」、つまり、私たちの注意、知性、こころを
外から内へ向けること、を強調することが問題なのです。 

 
(DAGENS Claude, Mgr, Entre épreuves et renouveaux, la passion de l'Évangile, Paris, Bayard-Cerf, 2009, pp. 23-25.) 

 私の生誕記念の２５０本のろうそくを吹き消す前に、私は皆さん一人ひとりへのとても大切な三つの願いを伝

えたいと思います。これは父親としての言葉であって、本質的なものである内部から、私の心の奥底から来る言

葉であり、皆さん一人ひとりの心に刻みつけられて留まるよう、皆さんの心に染み通って行くことを願っていま

す。 

 マリアニストに対する私の第一の願いは、彼らが幸せ（happy）であることです。喜びは私たちの力であり、全

ての信じる者の力です。誰かがマリアニスト共同体にやってくる時、そこに平和を見出し、喜びに満ちた人々に

出会わなければなりません。マリアニストは、自らの召命から来る喜びが誰の目にも明らかでなければならない

のです。どうか何度も繰り返してマグニフィカトを歌ってください。私はそれを聞きたいと願っており、聖母マ

リアもまたそうなのです。 

 私のマリアニストに対する第二の願いは、彼らが忠実 (faithful) であることです。彼らに信仰からくる勇気が

欠けることのないように私は願っています。どうか彼らが良いことを忍耐深くなし続けますように。直ぐにくじ

けたりすることがありませんように。祈り、貧者への奉仕、養成、ロザリオの祈り、必要を抱く人々への奉仕、

周囲の人々に対する励まし、仕事を通して示す証しにあって根気強くありますように。 

 皆さんに対する私の第三の願いは、皆さんが増え続ける (fruitfulness) ことです。それは新しいものを生み出

し、内部から増大し、新しいマリアニストの生命を輩出させる繁殖力 (fecundity) です。皆さんが、今年、増大す

ることを私は心から願っています。 

 貧しい人々と一緒に何か新しいことに取り組んでください。沢山祈ってください。そうすれば、天の父は皆さ

んに多くのお恵みを与え、マリアニストのカリスマが伝わって行き、新しい信徒共同体が生まれ、シスターと兄

弟のそれぞれの行政単位の中に、少なくとも４名の新しい召命が生まれることでしょう。私は熱意、内部から生

命を生み出す熱意で満ちた皆さんを見たいものと願っています。大きくなることを恐れてはなりません。後継者

がいないことを恐れなさい。今年の各共同体の任務は、もう一つ別の共同体を開始させることです。私はそのた

めに特別な恵みで持って皆さんを助けます。 

 幸せ、忠実、増大を学ぶための最良の学校はマリアの学校です。私はそれを皆さんに断言します。マリアは私

たちに増大していくことを教えてくれます。マリアは私たちに生命を強め、成長させ、

この新しい生命に生き返り、生き抜くことを教えてくれます。 

 マリアニストの皆さん、以上が皆さんに伝えたい私の願いです。今年、この願いが現

実のものとなるよう、私は聖母マリアと天の御父に執り成しましょう。 

２０１１年４月 
ギヨーム・ヨゼフ・シャミナード 

(Marianistas Chile -  13-04-2011) 

Dagens (2) 

  召命はお恵みであり、求めれば与えられるお恵みであるとの確信を新たにし

ましょう。同時に、この事実はマリアニストの生活に人々を招き寄せる共同生

活を生き抜くよう、私たちを鼓舞するものです。 

José María Arnaiz, sm 
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 アルジェリアのティビリヌ地方で殉教した修道者たちに捧げられたこの映画

は、予期しなかった世界的な反響を呼び起こしています。そこには民族と文化の

出会いの問題が見られると同時に、合わせて、修道生活の具体的な姿とミッショ

ンを感じさせてくれます。この映画は若者、更には成人たちと語り合うための材

料となり得るのではないでしょうか。修道生活について語るとともに、彼らが私

たちの生活をどのようにみているかを知る良い機会ともなり得るでしょう。 

 この出来事が私たちの関心を引く理由の一つは、事件が起こった共同体の院長

だった クリスチャン・ド・シェルジェ (Christian de Cherge) 神父が、神父の弟さ

んたちとともに、パリにあった私たちの学校、モンソーの聖マリア学院 (College 
Sainte Marie de Monceau) の卒業生だという事実です。この学校は、後に、アントニーに移転しました

（Institution Sainte Marie ) 。神父が在学したのは１９４７年から、バカロレアを受験した１９５４年ま

でです。卒業に当たって、神父は優等生７名の一人に選ばれています；この年、神父は科学部門で、物

理と歴史で一位、地理で二位、数学、化学、自然科学、英語で三

位の成績をおさめていて、その結果、最優秀賞を受けています。

でも、ずっと後で、神父は全く別のことで輝くことになります。 

 神父の兄弟の一人がアントニーの学校理事会の財政委員会の一

員だったので、私たちは神父の家族との接触を続けています。そ

れに、神父の甥の一人がこの学校を卒業したばかりで、若者のフ

ラテルニテのメンバーでもあります。 

 １９９６年５月２１日、世界は、拉致されたままだった７名の

修道者の死を知りました。その暫く後、アントニーの聖マリア学

院で、彼らの追悼ミサが執り行われました。当時のフランス管区

報は次のように述べています：「６月２３日、日曜日、アトラス

の聖母の７名の修道者を追悼するミサが行われました。心打たれ

る美しいミサ。院長のクリスチャン・ド・シェルジェ神父は、彼の弟さんたちと一緒に、モンソーの聖

マリア学院の生徒でした。ド・シェルジェ婦人はご子息の一人と共に参列されました。デラス神父が司

式し、１０名の共同司式者の中には、(フランス管区長となる) ジザール神父や、総会への出席途上の

チュウタス神父もいました。ジロー神父の指揮する聖歌は、心を打つ典礼に合致した素晴らしいもので

した。 

 ミサの間に二つの深い感動を与える瞬間がありました：一つは神父の弟アンリが、兄の素晴らしい手

記 (遺言書) を朗読した時、そしてもう一つはこの学校のある生徒の母親がド・シェルジェ夫人に宛て

たテキストを読み上げた時です： 
「あなたの心は、マリアの心のように、剣を、そしてあなたの御子息があなたを待ち受ける輝く栄光に満

ちた至福を目にされたのです。あなたの御子息に感謝します。今後私たちのために執り成して下さるあ

なたの御子息を私たちに与えてくださったあなたに感謝します。ある人々をこのような燃える道を通して

導き、出来る限りこのような道を辿っていこうという望みを私たちにも与えてくださるイエス・キリストに感

謝します。 

あなたの御子息が求めておられるように、私は彼のために祈ります。でも彼が全世界のため、和解し

た世界のため、もっともっと祈っていてくれることを知っています。」 

（管区報 第２６５号、１９９６年７月１０日、２６９－２７１ページ） 

 クリスチャン神父の生涯は、一部は、神父が受けたマリアニスト教育の成果であ

り、私たちはそれを誇りにしましょう。これは神父の証しを私たちの生徒、若者た

ち、周りの人々に知らせる更なる理由ともなり得ます。どうか、神父の証しが、彼ら

にとって、勇気、フラテルニテ、信仰への招きとなりますように。そして、神父がマ

リアニスト学校で過ごした年月を忘れることはなかったと、また、特に今日の私たち

の生徒と若者に寄り添っていてくれると、私たちは信じて疑いません。 

映画  “神々と男たち” と マリア会  

SAINTE-MARIE DE MONCEAU—PARIS (1945 ca) 



 V OCSM  7  4 

マリアニスト召命に対する６３の“はい” 
“死ぬことのない人”  －  マリアニスト家族の証言、2011 年 

 私たちマリアニスト家族の中の３４名の信徒（マリアニスト信徒共同体 

MLC）、９名のマリアニスト修道女 (汚れなきマリア修道会FMI)、２０名の

マリアニスト修道者（マリア会 SM）の生命の証言を、私たちは公表してい

きます。(マリア会のSergio Miguel がデザインした素晴らしい表紙をつけた) 
こ の 書 籍 は 出 版 さ れ た ば か り で、”Agora  marianista”    (http://
foros.marianistas.org/tema-12291.html) はデジタル版でこれを皆さん全員に提供

しています。 

 シャミナード的表現である“死ぬことのない人”は世代から世代にわたっ

てカリスマを伝えていくことを表しています。私たちは生命を与え、カリス

マを伝えていくことを願うものです。  Enrique Aguilera, sm 

これらの証言を読むには、二つの方法があります： 

 この書籍を発注すること、あるいは、 

 毎週の the forum “Testimonios” にアクセスすること； 

(http://foros.marianistas.org/tema-12291.html) Familia marianistas de Espana) 
(http://www.marianistas.org/index.php?option=com content&view=article&id=140:testimonies-de-la-familia-
marianistas&catid=10:actualidadesp&Itemid=38) 
E-mail で毎週新しい証言を受けるための登録が可能です。 

ANGEL AGUADO の証言 
Marianist Fraternities (MLC) ： 

マドリード（ｶﾗﾊﾞﾝﾁｪﾙ・ｱﾙﾄ） 

 子供の時から、私は、ミサで

の共同祈願の順番にあたると、

いつも貧しい人々のために祈っ

てきました。でもそれだけに留

まっていて、貧困の脅威を前に

した自分の無力さを感じさせら

れたものです。“0.7” 運動の存在

を知った時から、街路でのデモ

に加わるようになり、アルムデ

ナのカテドラルの入り口で寝た

り、アトーチャ駅に立てこもっ

たり、財務省前で自分を鎖につ

ないだり、カステジャーナ通り

で無数の貧しい人々とキャンプ

をはったりして、もっと正し

い、連帯した世界を求めて戦っ

たのです。 …… 

 私はまた、数年間にわたってボーイスカウト運動にも参加したので

すが、それが自分の内に “備えよ常に”姿勢を生み出す力となりまし

た。私たちはいつ、いかなる時でもチャンスさえあれば、それに答え

る２４時間中２４時間の恒常的なミッションの状態にいるのであっ

て、私たちは眠ったままでいることは許されないのです。私たちの助

けがどんなに小さなものであっても、それは他の人に必要な助けなの

です。 

PRESENTATIÓN 
マヌエル・コルテス神父, S.M. 
マリア会総長 

 キリスト教的生命は、自らを伝えようとの願いに燃え

ます。「私たちが見、また聞いたことを、あなたがたに

も伝えるのは、あなたがたもわたしたちとの交わりを持

つようになるためです。私たちの交わりは、御父と御子イエス・キリス

トとの交わりです。わたしたちがこれらのことを書くのは、私たちの喜

びが満ち溢れるようになるためです。」（一ヨハネの手紙１・３－４） 

 愛された弟子のように、私たちは、神と人との間の交わりの秘義とし

ての托身の意味全体を理解するよう、マリアによって導かれてきました

し、全てのミッション、御子の、マリアの、そして私たちのミッション

はこの秘義から生じ、そこを目指しているのです。 

 これこそ私たちが分かち合うカリスマの基礎、共通の場であり、そこ

から生活の多様性が出てきます。これから連続して紹介される証言は、

この事実に私たちの目を開かせてくれます。 

…….. これらの証言は私たちのマリアニスト召命を更に飛躍させ、私た

ちの交わりを強化するものです。  

証言の幾つかを、ここで、抜粋してご紹介しましょう： 
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HUGO DIEGO AKAITURRI の証言 
マリア会員  ビトリア:  聖マリア学院と共同体  

 神が私の歩む道のために準備してくださった

賜物は信じられないほどでした： ①御主との

深い交わり：この交わりは、毎朝、私をあらた

めて力づけてくれます； ②貧しい人々に対す

る特別な感受性；インド、コロンビア、・・・

等の身体に障害を抱え、阻害された貧しい

人々； ③自分が信頼してきた方を知っている

ので、内部から湧き出てくる生きいきとした感

覚や人生を安心して生きているという感覚； 

④しかし何にもまして、兄弟たちとの共同体：

そこで私は愛され、評価され、力づけられ、尊

敬され、ミッションに、マリアのミッションに

派遣されていると感じています。このマリアの

ミッションは、イエスを与え、平和、喜び、人

間としての道、つながり、信頼、….つまり家族

の精神を多くの男性、女性、子供、若者にもた

らすものであり、それは私たち皆が兄弟であ

り、私たちを夢中になって愛してくださる同じ

御父の子供であること、を思い起こさせるため

なのです。そう

です、マリアニ

ストであるとい

うことは、私に

起こり得た最大

の出来事だった

のです！  

ROBERTINA ALDANA の証言 
マリアニスト・シスター  コロンビア 

 私たちの母であるマリアと共に、私はマリア

ニスト修道女としての道を、この愛する希望の

大陸に委ねてきました。この南米大陸では、マ

リアはラテンアメリカの人々からとても愛され

ているのです。創立者たちが２００年ほど前に

私たちに与えてくれたカリスマが、非キリスト

教化された私たちの時代にこれほど適したもの

であり、必要なものであることを目にすること

は何と素晴らしいことでしょうか。とはいえ、

ラテンアメリカの人々は、私たちの母マリアへ

のとても強く、深い愛を抱き続けているので

す。 

 第５回 Aparacida 会議以降、私たちは、人々が

生命を豊かに持つことが出来るよう彼らに良い

知らせをもたらす弟子、宣教者として、大陸で

のミッションを、地域、教区レベルで遂行して

います。福者シャミナードと尊者マザー・アデ

ル・ド・トランケレオンも同様に、信仰の問題

で悩んでいる

沢山の人々を

目にし、福音

を述べ伝える

に当たって、

似たような経

験をなさった

のです。 

ANTONIO BRINGAS の証言 

マリア会員  マドリード：シケム共同体 

  

 私は６０年にわたる修道生活を１６の共同

体で過ごしました。 

 現在、私は “シケム”マリアニスト・レジデ

ンスにいますが、ここは介護を必要とする管

区の病弱な兄弟たちの世話をするための施設

で、私も可能な限り彼らの面倒を見ていま

す。（……..） 

 イエス・キリストの過越しの秘義は、毎日

の、各瞬間の現実のなかに現存しているのだ

という確信に導かれて、私は自分の修道生活

を送ってきました。 

 時には自分にとって不愉快に思われることがあっても、現実を受け入れますと、直後にということ

は稀ですが、思いもかけなかった、喜ばしい復活が続いてやってきました。この経験は、永い修道生

活において私を導いてくれましたし、召命においても私を支えてくれたのです。 

 この贈りものについて神に感謝できるよう、どうか私を助けてください。 
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２０１１年５月 
 例年実施していることですが、今年もまた、私たちは大学入試準備クラスの少年少女たちに、“人生プロ

ジェクト”黙想会への参加を呼び掛けています。基本的に、黙想会の体験は、生徒たちが自分自身や神と出会

うきっかけを与えようとするもので、その目指すところは、私たちが生きている現実の世界に直面して自分の

召命を識別すること、また、自分たちの人生のプロジェクトを前進させるための道に光を当てることです。 

 二つのグループで約５０名ぐらいの少年少女が参加しました。この体験は、生徒たちがこのプロジェクトの

目指すところを実感するために、また、両親たちのこのプロジェクトへの参加にとって、非常に実り豊かなも

のでした。 

 最近ちょうどその５年目の活動を開始したばかりの青年司牧を通して、これから、召命の探究を深めること

を継続する可能性があるでしょう。 .http://sitio.marianista.edu.ar/?p=7498  

http://www.flickr.com/photos/kellenberg/ 
sets/72157626608956291/show/ 

 上記のリンクで、シャミナード年、それに召命のための世界祈りの日の行事の

一部として、２０１１年５月２２日、日曜日に、私たちが執り行った聖体礼拝と

ロザリオの祈りの折に取った写真にアクセスできます。マリアニスト家族、修道

者、三つの学校から来た生徒達、その家族の人々など２００名ほどの参加者が光

りの秘義を祈り、修道生活の召命について考察

しました。 

 今年の私たちの召命に関わる働き、いやむし

ろ神様の働きと言うべきですが、は実り豊かな

ものでした。三名の志願者が、この７月、私た

ちに加わる予定です。どうか皆さんのお祈りの

中で彼らを思い起こしてください。 

アルゼンチン — ブエノスアイレスの学校 — 人生プロジェクト  

メ リ バ 管 区 

 日本における召命司牧のリーダーとして、高田裕和神父が任命されまし

た。３～４名の修道者からなるチームが神父と協力して活動する予定で、

兄弟たち全員が一致協力してこの目的のため働くよう招かれています。この活動は日本に

おけるマリアニスト・シスターとの密接な協力のもとに遂行されることになっています。  

（地区会報、第３号、２０１１年５月２３日） 

新しいチームの活躍を期待し、豊かな成果が得られるよう皆で祈りましょう。 

日 本  

BRO. TOM WENDORF  “私の呼びかけ”と題する召命についての blog を開設  

 アメリカ管区の召命リーダーである Tom Wendorf, SM がマリアニスト召命についての 

blog を開設しました。「これは個人的で、今日的な道具です。これは特に男女の修道生

活についての情報を求めている若い男性・女性を対象としています。」とトムは言って

います。「これに力を注げば注ぐほど、マリアニスト家族に興味を抱いている人たちに

有益なものとなることが分かります。」 

皆さんもどうか： http://tomwendorf.wordpress.com/ にアクセスしてみてください。 
(FamilyOnline, Volume 10, Number 6; Wednesday, March 23, 2011)  
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 キンシャサ（コンゴ民主共和国）の召命

司牧は月ごとの祈りの日のテーマとして、

シャミナード年を取り上げることに決めました。２０１１年２月２６・２７

日の土曜・日曜日に、私たちは３５名の志願者をリメテ（キンシャサ）の共

同体に集めました。土曜日の夕方、私たちは彼らにシャミナード神父による

マリアニスト召命というテーマについて語りました。良い雰囲気の中で、若

者たちはシャミナード神父の生涯、それに修練院に入るための基準について沢山の質問をあびせました。２７日の

日曜日には、コンゴ特別地区リーダーであるクリストフ・ムユカ神父が今年のテーマである｢マリアの使徒シャミ

ナード｣についての２時間にわたる話し合いを司会しました。その後、若者たちは五つのグループに分かれて意見交

換を行いました。この日の集いは１５時、ロザリオの祈りと三時の祈りでもって終了しました。 

 キンシャサには多くの召命がありますが、その識別は時には困難を伴います。祈りの中で心を合わせて、 

 Bro. Awilo and Bro. Alain, SM 

http://www.masdecerca.com/2011/02/venid-un-proyecto-ilusionante-para-la-vida-consagrada-en-espana/ 

 VEN＋ID は奉献生活の巨大なフェスティバルで、マドリードでのワール

ド・ユース・デ (WYD) での行事の一部をなすものです。 

来る２０１１年８月にマドリードにやってくる多数の若者たちのために、私たちは、WYD の午後の部

におこなわれる青年のフェスティバルのスポンサーシップのもとに、スペインと世界における奉献生活

の現状を示す高度な芸術的催しものを行いたいと望んでいます。 

 このショーは、呼ばれる、集められる、派遣される、という三つのキーワードで展開されます。一連

のミュージカルと芸術的パフォーマンスがあり、多様な視聴覚用の作品と証しが加わっています。 

 この催しものは８月１８日、マドリード市体育館で行われます。 

 この巨大なフェスティバルのために定められた目標は以下の通りです： 

 世界青年の日に参加する若者たちに、交わりの教会の中での貴重な賜物として、スペ

インに多様な形で存在する奉献された生活のヴァイタリティーと豊かさを知らせる。 

 今日幸せであるための可能で素晴らしい召命として奉献された生活を提案する。 

 各自の召命に基づいて教会の中でキリストに従う喜びを示す。 

 カトリック教会の中で召命とカリスマを分かち合うことを若者風に祝う。 

このフェスティバルのために準備されている内容については次の専用blog にアクセスし

てください： http://www.macrofestivalconfer.blogspot.com 

VEN+ID: スペインでの奉献生活のための VISIONARY PROJECT  

コンゴ・キンシャサ 

 シャミナード神父の誕生日に

合わせて、ナイロビのファウス

ティーノ・グループは自分自身

の誕生日を祝いました。両方の

誕生日、おめでとう！（この

ケーキを味わいたい人はグルー

プに連絡してください！！） 

ナイロビ － ファウスティーノ 

 ５月２３日から２７日にかけて、５名の人がインド、バン

ガロールのディープハリにある聖ヨゼフ共同体での“召命

キャンプ”に参加しました。今月初めから、彼らはディープハリで

のマリアニスト候補者プログラムに参加する予定です。Brother Arul 
(写真右端)は、その時点で、インド、タミルナードゥ州の召命司牧

担当者で、キャンプの組織者でした。彼は、現在、ローマの国際神

学校に在籍しています。彼が良い養成期間を過ごすことを私たちは

願っています。 
(FamilyOnline, Volume 10, Number 6; Wednesday, March 23, 2011)  

インド、バンガロールでの召命キャンプ 
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バウル、ブラジル 若者のマリアニスト共同体と“Irmão Manolo”信徒マリアニスト共同体の出会い 

 福者ギヨーム・ヨゼフ・シャミナードの生誕２５０周年を祝う今

年、生活に新しい意味と香りをもたらそうと探究している私たち若者

に、多くの提案がなされました： それは、信徒マリアニストとマリア

ニスト修道者の両方が参加する私たちとの会合です。この会合で、私

たちは霊性の道を分かち合い、私たちの共同体の中心から、どのよう

に隣人を愛し、彼らの隣人となるかを知る助けを得ました。 

 祈りと共に、祈りの中に受けたこれらの刺激から、私たちは体験を

分かち合うことを学び、私たちが信仰と母マリアとの親しさにおいて

成長するための助けを得、考えと信仰において、私たちがこれまで

思っていたことを超えた結果となりました。これらの刺激から、私たちが今生活している大学、職場、家族な

ど多くの場所に、マリアと共に愛を届け、奉仕するよう私たちを動機づける精神の強化がもたらされました。 

若者のマリアニスト共同体―Thaissa 

 

2011, April 82011, April 8  
2500 students and teachers from Marianist schools of France in Lourdes2500 students and teachers from Marianist schools of France in Lourdes  

SOCIETE DE MARIE - SOCIETY OF MARY -  
COMPAÑA DE MARIA 

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

次回の VOCSM  は OCTOBER 2011年10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。….  Thanks! (genrelsm@smcuria.it) 


