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IN THIS 
ISSUE:  

 そうです、シャミナード年が過ぎた今、今度は何でしょうか？ 

 何よりも、私自身、そして私たち一人ひとりの中にあらためて現われてきた

ものは何でしょうか？ １２カ月にわたったこの行事の後で、私の召命、私の

ミッションと、兄弟たちの召命とミッションにおいて喜びを抱くために、どの

ような新しい動機を私は持っているでしょうか？ 興奮と熱意の時を過ごした

今、私は以前よりも正当な誇りを持ってマリアニスト生活について語れそうだ

と感じているでしょうか？ シャミナード神父の志を継ぐよう親しく召された

という喜びを、私はどのように表すことができるでしょうか？ 私は、今日、

新しいシャミナード師の弟子を、どのようにして獲得できるでしょうか？ 

 これらの最初の問いかけに加えて、四旬節と間近に迫った総会が他の問いか

けを投げかけてきます：マリアニスト生活の炎を、私自身の中で、どのように

燃え立たせたらいいでしょうか？ 私の中で、私たち全員の中で、この炎が燃

え上がり、そして他の人々に燃え移って行くためには、何をすべきでしょう

か？ 

 ３月２５日、日曜日に、私たちは最初のマリアニスト召命の日を祝います。

これは、私たちに与えられた賜物を祝うこと、この賜物を神に感謝すること、

この賜物を深め、活性化し、特にこれを分かち合うためのあらゆる手段を取る

よう努力すること、について考えるための理想的な時です。この日は、全ての

人の善のために教会に与えられる多くの召命のために、個人として、共同体と

して、そして全マリアニスト家族と一緒になって、これを行う時です。 

 マリアが「はい」と言った時、彼女の中の全ては、喜び、宣言、分かち合い

と宣言の発露、幸せの歌となり、彼女の周りにいる全ての人々は彼女から発さ

れる新しい息吹きで照らされたのでした。どうか私たちもそのようになります

ように。 

“主はわたしに偉大なことをなされました。そのみ名は尊い。” 

André Fétis,  sm 

そして今？  

３月２５日は３月２５日は  マリアニスト召命のためのマリアニスト召命のための  

世界マリアニスト召命の日世界マリアニスト召命の日    

  

  世界マリアニスト家族評議員会 (WCMF) はその年次メッセージの中で、3月25

日、御告げの祝日を世界マリアニスト召命の日として定める旨、述べています。  

 この件に特別な注意を向けるよう、皆さんは求められています。各人、各共同

体、各行政単位がこの日に向けて準備することが大切です。マリアニスト召命の

ための特別な祈り、展示・紹介、分かち合い、芸術活動、などなど、これら全ては

共同の、そして個人的なマリアニスト召命の賜物を祝い、促進するための良い手

段です。いつものように、Via Latina 22 では、この件に関する皆さんの活動、行

事のニュースや写真をお待ちしています。  
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 アルゼンチンでは、夏期の若者・召命司牧活動に従事してシャ

ミナード年の終結を迎えましたが、私たちはこの活動において、

ミッションと奉仕活動を通して若者たちの成長に寄り添おうと努

めました。 

 １月には、６０名ばかりのマリアニスト青年宣教グループのメ

ンバーが、共同作業を行ない、信仰の良き知らせを分かち合いな

がら、アルゼンチンの様々な地域に赴きました。 彼らの活動の場はブエノスアイレス州の都市部、それに、

特に、大部分が乾燥した高原地帯に広がっているパタゴニアにある私たちの小教区の農村地帯でした。彼ら

は、自分たちのためばかりでなく、訪れた地域の人々にとっても豊かで貴重な体験を積んで帰ってきました。 

 彼らの外にも、２０名の若者からなるグループは、そのほとんどが私たちの学校の卒業生ですが、私たちの

小教区で、初めてのミッション体験をしました。私

たちはこれを「ミッションの学校」と呼んでいま

す。彼らは、１０日間、共同体で生活し、養成およ

び霊性の時間と、村でのミッション活動とを結びつ

けながら、この“夏季ミッション活動”は全体とし

て何であるのかを発見すること、特に、共同体での

生活、共同体としての献身、信仰の分かち合いの価

値を発見することに自分たちのヴァカンスの一部を

捧げたのです。 

 ２月には、ブエノスアイレスにある私たち学校の

最終学年の２０名からなる他のグループが、数名の

卒業生と共に、「奉仕のプロジェクト」に参加しま

した。バケツ、シャベル、セメントと石灰袋、煉瓦、足場材を手に、彼らは１０日間にわたって、ヌエベ・

デ・フリオ市の一つの村にある教会の集会室の建設作業に携わりました。この“建設作業員見習い”たちは、

１０日間にわたる耐乏生活、兄弟的な生活、共同での手作業を通して、自分たち自身の生涯プロジェクトに

とっていくつかの大きな価値を見出すと共に、神の国をもたらすために自分たちの一粒の砂の貢献をしたので

した。  

Federico Nantes, sm  

アルゼンチン： 

夏の活動 

SCHOOL OF MIISSION 

WALKING THE PATAGONIAN PLATEAU 

MISSIONARIES IN THE MOSCONI BARRIO  PROJECT SERVE  

MISSIONARIES OF THE PARISH  
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  二枚の新しいポスター：一枚は“これは君のことかも？”と題し

て、１年目のノビス一名と２年目のノビス６名を写しだしていま

す。もう一枚の方は、“指輪をつけること、これが私たちの修道服

です”と題したものです。これに“マリアニスト・ノビスの一日”

と題する新しいビデオ、そしてマリアニスト生活を知らせるパンフ

レットがあります。(Vocation News ２０１１年１０月号)。 

 新しい website とビデオ：私たちの新しいインターネット・サイトにアクセスしてください:    

http://www.marianist.com/vocations  これは管区 website の新しい展示の一部です。召命の項目で、“マリア

ニスト・ノビス生活の一日”と題する新しい召命のビデオを見ることができます。これは一見の価値が

ありますよ！ (http://wn.com/A_Day_in_the_Life_of_a_Marianist_Novice)   

アメリカ：召命促進の資料 

(Schooling of the Heart) 
 友人、協力者たちに広く配布するために、ALIVE と題する小冊子がア

メリカ管区により発行されています。２０１１年の最新号 (VOL. 8, No. 3) では、修練院に関する“心の教育”

という記事が大きく扱われていて、その論説の中で、Fr. Martin Solma 管区長が次のように述べています： 

今回の ALIVE 号で、皆さんは、“心の学校”と題し

た記事により、マリアニスト・ノビスと、修道生活への

召命を識別する彼らの体験について、更に深めることが

できるでしょう。彼らのため、そして、他者への奉仕の

ため、イエスに自分の生涯を捧げようと望む人々のた

め、皆さんが祈ってくださることを期待しています。 

記事は、ノビスの一日を述べるとともに、ビデオと合

わせて現在の７名のノビスの体験を示しています。いず

れも興味深い資料です。そして記事は次のように結論づ

けています：彼らが見出そうとして取り組んでいる答え

は： 何故マリアニストになるのか、ということです。 

(新修練院長の)クリス神父は、この質問についてじっ

くりと考え、正確な言葉を探します： [何故でしょう

か？] 神父は繰り返します。「簡単すぎるように思え

るかもしれませんが、修道生活は充実した人生だからで

す。これは良い選択です。修道生活は有意義であり、こ

の生活の見通しから、私は生き生きとしたものを感じる

からです。多分、修道生活は幸せへの道なのです。私に

とってはそうでしたし、充実と喜びの生活でした。私た

ちがノビスに見出だしてほしいのはこのことです。これ

が修練者の取り組む道ではないでしょうか？」 

心 の 教 育 
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修道者とラッパー：ラップを通して福音を述べ、生命を与える! 

 去る２月１日、ローマの通信社 Romereports は私たちの兄弟 
Dani Pajuelo とのインタビューを放送しましたが、それは彼の

ラップを通しての福音活動について質問するためでした。以下

にそのテキストからの抜粋を紹介しましょう。以下のsite にア

クセスすることで、音楽つきの全文に接することも可能です。

(スペイン語：http://bit.ly/w9CekE )  (英語 : http://bit.ly/zTDdKC )  
——————————————————————— 

 ２０１２年２月１日（Romereports.com）：Daniel Pujuelo は３３年前にスペインのバレンシアに生まれ

ました。彼はコンピューターエンジニアで、マリア会の修道者であり、またラッパーです。彼は教師と

して働いていますが、彼の若者に対する熱意が、マイクを手に入れ、韻を踏むよう促しました。コン

サートで、彼は聴衆から暖かい声援とともに、ある種の驚きをもって迎えられています。 

 Daniel Pajuelo – ラッパー修道者：「若者たちにとって記憶から学ぶことは易しいです。裏にメッセー

ジのこもった句を覚えるのは、彼らには容易なのです。現代の若者は「使徒信条」は覚えませんが、そ

れより６倍も長いラップの歌は覚えることができるのです。」

SMDANI  の名で知られる彼は、２００９年に、最初のアルバム

“Dando vida 3^N” を発表し、それを彼のインターネット・サイト 

http://smdani.marianistas.org/でダウンロードできます。彼は、自分は評

判になることを期待しているのではなく、自分の歌詞を通して人々を

助け続けることを願っているだけだ、と言っています。 

 Daniel Pajuelo – ラッパー修道者 ：「ラップだけではだめなので、

ラップによる福音宣教を探究するために、私は休まずこれを続けていきたいと思っています。皆さんは

何かについて語ることが必要だし、結局のところ、それは常にキ

リストなのです。 」   
 この修道者ラッパーにとって、新しい福音宣教とは、今までと

は違う新しいやり方で神について語ることを意味しており、その

新しいやり方の一つとして、ラップミュージックがあるのです。  

 ２０１１年１１月３０日から１２月３日にかけて、アント

ニー（フランス）で、第一回の実り豊かな会議が開催されま

した。 

 出席者はSalvatore Santacroce 師（イタリア）、Rogelio Nu-
nez  士 (スペイン )、Jean-Paul  Federneder   士（スイス）、

Charles-Henri Moulin 士（フランス）の皆さんですが、Helmut 
Brandstetter 士（オーストリア・ドイツ）は残念ながら、今回

は、参加できませんでした。 

 アントニー共同体の暖かいもてなしと準備されたスケ

ジュールのおかげで、私たちはとても快く、効果的に会議を

進めることができました。では何が決定されたのでしょう

か？私たちの提案は、まず、ヨーロッパマリアニスト評議会

に提出されます。これについては別途皆さんにお知らせする

ことになります。 

力を結集し、アイデアを分かち合う：   

ヨーロッパの召命司牧担当者会議  
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親愛なる兄弟姉妹の皆様 

 このように、わたしたちの存在の深遠なる真理は、驚くべき神秘の内にあります。それは、あらゆる被造物、

とりわけすべての人間は、神の思いと神の愛のわざの実りであるという神秘で神の愛は無限で変わることの

ない、とこしえの愛なのです（エレミヤ31・3参照）。この現実に気づくことにより、わたしたちの生活は真に根底

から変わります。（・・・） 

 実際、一つひとつの召命は神の働きかけから生まれます。それは神の愛のたまものにほかなりません。神

ご自身が「最初に歩まれます」。神は、わたしたちの中に何かよいものを見いだすからではなく、「聖霊によっ

て……わたしたちの心に注がれている」(ローマ5・5)ご自身の愛の存在ゆえに歩み出されるのです。  

 どの時代においても、神の呼びかけの源は、イエス・キリストにおいてご自身を完全に現される神の限りな

い愛の働きかけの中に存在します。（・・・） 

 神の愛はとこしえに続きます。神はご自分と、「千代に及ぼすように命じられたみことば」（詩編105・8）に忠

実です。ですから、わたしたちに先立ち、わたしたちとともにあるこの神の愛のすばらしさを、とりわけ若い世

代に新たに告げ知らせる必要があります。神の愛は隠されている力であり、もっとも困難な状況においても決

して失われない動機なのです。（・・・）  

 兄弟姉妹の皆様、わたしたちは自分の生涯をこの愛に対して開かなければなりません。イエス・キリストは、

御父の愛が完全であること（マタイ5・48参照）を日々、わたしたちに呼びかけています。キリスト教的生活の

高い基準とは、神が愛する「ように」、自らを余すところのない忠実で実り豊かなささげものとすることによっ

て示される愛をもって、愛することにあります。（・・・）「神がすべての人に命じておられることを、ひたすら考え

なさい。愛のないところに愛をもたらしなさい。そうすれば愛を導き出すことができるでしょう」（十字架の聖

ヨハネ『書簡』26）。  

 あらゆる召命が、自らを捧げ、神の愛に開かれるという土壌から神の愛

の実りとして生まれ、はぐくまれていきます。この源泉から、神のことばと諸

秘跡、とりわけ感謝の祭儀につねにより頼む姿勢が、祈りのうちに得られま

す。それゆえに、わたしたちは隣人のうちに主キリストの顔を認め（マタイ

25・31−46参照）、隣人への愛に生きることができるのです。（・・・） 

 多くの若者が神の愛の呼びかけに寛大な心で「はい」とこたえられるよ

うな環境を作ることが、教会にとって重要です。  

 召命の促進とは、実りある道への方向性を示すことです。その中心となるものは、聖書にさらに親しむこと

によりはぐくまれる神のことばへの愛であり、また、個人や共同体としての熱心で絶え間ない祈りです。それに

より、日常生活のあらゆる音声から神の呼びかけを聞き分けられるようになります。しかし、何にもまして、聖

体（エウカリスチア）があらゆる召命の旅路の中心とならなければなりません。なぜなら、神の愛は、まさに聖

体を通して、愛の完全な表れであるキリストのいけにえにおいてわたしたちに触れるからであり、また、わたし

たちは、まさに聖体において、神の愛の「高い基準」に従って生きる方法を再び学ぶことができるからです。

聖書、祈り、聖体は、み国のために完全に奉仕する人生のすばらしさを教えてくれる貴重な宝なのです。  

 わたしは、地方教会とその中のあらゆる団体が、召命を注意深く識別し、その真正さを判断する場となると

同時に、若者が賢明で力強い霊的同伴を受けられる場となるよう望みます。こうして、キリスト教共同体その

ものが、すべての呼びかけをはぐくむ神の愛の表れとなります。 

バチカンにて  

2011年10月18日          教皇ベネディクト十六世  

（カトリック中央協議会事務局訳） 

http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/voc/12voc.htm   

教皇ベネディクト十六世のメッセージよりの抜粋 

49回目の「世界召命祈願の日」（2012年4月29日）に当たって 

「召命 、それは神の愛のたまもの」 
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信 仰 の 年 (2012年10月11日 ～ 2013年11月24日) 

“全ての奉献された男性・女性が、新しい福音化に向けて、                                           

熱意をこめて取り組んでいきますように” 

忘れないでください。  

 奉献生活の記念日(２月２日)に当たり、教皇聖下は、例年の通り、修道士・修道女との謁見に臨まれました。種々のテー

マが取り上げられましたが、中でも聖下は近づきつつある信仰の年について述べ、彼らがこの年から受けることのできるもの、彼らがそ

れに与えることのできるものについて語られました。聖下のお言葉に耳を傾けてみましょう。 

 “第二バチカン公会議開催５０周年目に当たって、皆さんご存じのように、私は信仰の年を宣言いたし

ました。これは今年１０月に始まります。全ての信者はこのイニシアチーブを賜物として受け入れてくだ

さいましたが、奉献生活を送る修道会のメンバーの方々は、特別な形でそうして下さいました。私は、修

道者が内的更新の好機としてこの信仰の年を生きるよう願っていますが、彼ら自身の奉献の本質的価値と

必要性の深まりを伴うこの内的刷新は常に必要なのです。信仰の年に当たり、福音的勧告の誓いを通し

て、より親密にキリストに従うという招きを受け入れた皆さんは、神との関係を更に深めるよう招かれて

います。真正な生活の規則として受け入れられた福音的勧告は、人を神と一致させる信仰、希望、愛を強

めます。皆さんの優先事項であり、特質であるべき主とのこの深い親密さは、皆さんを刷新された主への

忠実さへと導き、また、教会の教導職に忠実に留まりながら、皆さんのカリスマの貢献を通して、皆さん

の特別な現存と、皆さんが神の民の中で行なう固有な使徒活動に積極的な影響を及ぼし、その結果、皆さ

んは教会及び現代世界にとって説得力のある信仰と恵みの証し人となります。 

 全ての奉献された男性・女性が、新しい福音化に向けて、熱意をこめて取り組んでいきますように、奉

献・使徒的生活会省は、自ら適当と判断した手段を持って、指針を提起し、今度の信仰の年が皆様にとっ

て刷新及び忠実の一年となるよう、全力を尽くして奨励します。  

３月２５日、 お告げの祭日は 
世界マリアニスト召命の日 

VOCSM の次回発行日は：２０１２年５月です。   

皆さんの活動、提案、ニュース や写真、WEBSITES などを送ってください。 
genrelsm@curia.it  


