
聖母マリアに捧げられた巡礼地  憐みの母、トーゴ湖の聖母  

歴 史：５０年前の９月１４日、三名の最初のマリアニストが、委ねられた

ミッションの遂行のため、トーゴにやってきました。彼らを派遣した当

時のスイス管区長の言によれば、そのミッションは｢私たちの心の事業｣でし

た。「歴史におけるこの神の愛の新しい一章」は、彼らの一人の表現によれ

ば、私たちの“三人の同盟者（仲間）”によるトゴヴィル(Togoville)の憐みの

母の神秘的巡礼地への巡礼によって始まったのです。以下にこの巡礼地につい

ての歴史を簡単にご紹介しましょう。 

 “Miayi togodo” 「河の向こう岸に渡ろう」：この言葉からトゴヴィルの町は

生まれました。歴史が私たちに語るところによれば、この言葉を用いてノッェ

（トーゴ南部の町）から海まで、幾つもの段階を経て、人々を導いてくるのに

成功していたのは、軍の指揮官ガラでした。彼らはモノ河の岸辺に沿って進

み、干潟を通り過ぎました。その後、ガラは（現在トーゴ湖と言われる）湖の

北岸（切り立ったひとつながりの丘のように見える）を探検し、これらの丘の

安全な場所に村を建てさせました。トーゴと言う名は、この “Miayi togodo” 
という言葉が省略されたものです。 

 エウェ族の人々〈国の南部に住むトーゴで最も大きな種族〉にとって親しみ

のある“トゴヴィル” という名は、彼らの歴史と伝統的宗教の最も重要な 
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 神の母聖マリア、希望にあふれ

て、私たちは憐みの母、トーゴ湖

の聖母の名の下にあなたの助けを

求めて、御前に集いました。私た

ちは、ご自分の計画を遂行するに

あたって決して誤ることのない神

の御摂理によって、ここに導かれ

て参りました。 

 私たちの祖先は、微かにではあ

りますが、神の恵みのしるしを認

めて、このトゴヴィルの町を建設

しましたが、それは、神ご自身

が、あの大洪水の後、ご自分と大

地の間の契約のしるしとして平和

な空に描かれたあの虹の留まる場

として、更に又、和解と赦しの水

の留まるところとして建設したの

です。 

 善き母であるマリアよ、今日、

あなたは神の慈しみを私たちの上

に降り注ぐためにこの巡礼地に存

在する偉大なしるしとなっておら

れます。神は、その慈しみと叡智

をもって、その御独り子を贖い

主、救い主として私たちに与えて

くださいました。ですから、神は

御子と共に、あなたを通して、全

ての恵みを私たちに与えてくださ

る筈です。 

 私たちはあなたのご保護に寄り

すがり、私たちが抱える今の必要

についてあなたに祈り求めます。

憐みの母よ、孤独で、不幸な私た

ちに目を注ぎ、憐れんで下さい。

私たちの惨めさと苦しみにあなた

の目を向けてください。どうかあ

なたの憐れみが、私たちから魂と

身体に対するすべての危険を遠ざ

け、平和と喜びをもたらしてくだ

さいますように。アーメン。 



教会を、憐みの母である聖母に捧げられた 

巡礼地にしない理由があるでしょうか？ 

中心の一つとなっています。すなわ

ち、トゴヴィルは近隣の人々に浄化

という考えを思い起こさせます。赦

しを必要とする過ちを抱えている

人々はここにやってきて、汚れから

清められて家に帰ることができるよ

う、聖職者に願うのです。 

 事実、トゴヴィルでは、３年毎

に、この地方から病を遠ざけ、人間

を害する悪の力を追い払うための一

連の儀式をもって、この地方の清め

の式が執り行われます。 

 トゴヴィルはキリスト教が述べ伝

えられた中心地の一つです。1893年

２月６日、二名の司祭がトゴヴィル

に来たのですが、土地の首領や人々

はとても親切に彼らを迎えました。

そして、僅かの金額で予期しなかっ

た立派な土地を手に入れることがで

きたのです。５月２４日、彼らはト

ゴヴィル教会の礎石を置きました。

それ以来、トゴヴィルのキリスト教

共同体は発展の一途を辿り、1910年

に神言会の宣教師によって建設され

た美しい教会は信者たちの信心の中

心地となっています。湖に面した急

斜面の上部に建てられた教会は、遠

くから目にすることができ、湖を渡

る人たちにとっての目印ともなって

います。正に人々にとってトゴヴィ

ルが意味するものから、キリスト信

者にとっての目印、信心の場ともな

る中心地をここに創ろうという発想

が出てきたのです； 教会を、憐み

の母である聖母に捧げられた巡礼地

にしない理由があるでしょうか？ 

 巡礼地に飾られる聖母の絵を描く

任務は、トーゴで数多くの宗教的建

築を担当した建築技師である ミチェ

リニ（Michelini）教授に託されまし

た。完成した聖画は荘厳な儀式で

もって巡礼地の聖堂に安置されまし

た。儀式が執り行われた1973年１１

月４日の思い出は、トゴヴィルのす

べての住民の記憶に忘れ得ないもの

として留まり続けるでしょう。聖画

はトゴヴィルに到着する前に、当時

のロメ大司教ロベール・カシミー

ル・ドッセ・アニロン（Robert 
Casimir Dosseh Anyron） 閣下

の命により、沿道の全ての教会、

そして首都の全小教区で、信徒の尊

崇をうけるために掲示されました。

ロメの司教座聖堂で前夜祭が執り行

われた後、聖画はトゴヴィルへと向

かったのです。 

 この一連の行事について、Togo-
presse （トーゴの公式新聞）の記事

は以下のように述べています： 

“トゴヴィルの聖母”の聖画安置式

に４０００名の参列者。トーゴ湖北

岸に位置する湖畔の町トゴヴィル

は、昨日、歴史的な宗教的・キリス

ト教的イベントの舞台となった。 

 トーゴ国内及び国外から来た４０

００名あまりの巡礼者たちは、憐み

の母、トーゴ湖の聖母 (エウェ語で

は： Mia Dada togotonuto, amenu-
veve la fe No) の聖画をトゴヴィルの

聖堂の巡礼所に安置する式典に参列

した。式中に、トーゴはあらためて

聖母マリアに奉献された。聖画の安

置式は、湖の反対側の野外、カト

リック・ミッションの中心地で行わ

れた司教ミサに続いて挙行された。

ロメの ロベール・カシミール・ドッ

セ・アニロン大司教が司式し、アン

ドレ・アナテ（André Anate）司教総

代理、アイヴォリーコーストのアベ

ングル教区司教、ウジェーヌ・クァ

ク （Eugène Kwaku）、それに巡礼

地を組織したトゴヴィル小教区の主

任司祭、グロット（Grotto）神父が

共同司式者を務めた。トゴヴィルの

聖歌隊とポルトセグーロ（ベニン

市）の聖グレゴリオ聖歌隊がミサの

聖歌を盛り上げた。この司牧的な祝

典の参列者の中には、政府代表者の

参列も多かった。 

 予定よりも参加者数が多く、フェ

リーが湖を渡るのに時間がかかり、

式典の開始は数時間遅れることなっ

た。９時半の予定であったが、結局
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 私たちの先祖の神、慈しみの主よ、歴

史の主であり、人々の心をつかさどり、

人民の権利を保障してくださるあなた

は、この国の誕生のために、私たち全て

の民があなたに向かって叫び続けてきた

ことをご存知です。 

あなたの御手によって始められたこの

業を見捨てないでください。トーゴはあ

なたの御子の御心に永遠に捧げられまし

た。どうか、あなたのブドウ園、あなた

の所有地であるトーゴをご配慮くださ

い。 

 私たちをあなたの霊で満たしてくださ

い。それは、私たちの大切なこの国の全

ての子らが、東から西まで、北から南ま

で、憎しみと分裂に代わって、愛と一致

に値する真の兄弟姉妹としてお互いに認

め合うようになるためです。 

 主よ、私たちの心が、不正と暴力に代

わって正義と平和に、復讐の念に代わる

赦しに開かれるよう、どうかあなたのお

恵みによって私たちをお助けください。 

 地上の至る所で、平和と安全が確立さ

れますように。そのようにして、この国

で、敵同士が和解し合い、対立する者ど

うしが手を結びあい、反対するグループ

や家族が共に歩むことに同意し、愛が憎

みに打ち勝ちますように。 

 救い主の母、平和の元后、憐みの母で

あるおとめマリアよ、私たちは、愛する

私たちのトーゴがその独立以来奉献され

たあなたにも目を向けて祈ります。この

国の至る所で、トーゴの人々は色々な呼

び名であなたに呼び掛けています。教皇

ヨハネ・パウロ二世聖下は、トゴヴィル

の巡礼所で、私たちがあなたに奉献され

ていることを正式に確認されました。そ

のあなたは、私たちからすべての悪を遠

ざけ、あなたのトーゴの子どもたちを母

のように一つに呼び集めてくださいま

す。天の国へと向かう歩みにおける地上

の国の建設に、人々が最終的に寛大な心

で一つになって立ち向かうことができま

すように。アーメン！ 

 神のすべての聖人と聖女、私たちのた

めにお祈りください！ 

 生命の主である神よ、トーゴとその指

導者たち、及び、そのすべての子どもた

ちを祝福してください。アーメン！  



この日以来、聖

母の聖画への敬

意を示すために

トゴヴィルの巡

礼 地 を 訪 れ る

人々は決して絶

え る こ と な

く。。。 

１２時頃の開始となり、終了したの

は１５時である。聖画のトゴヴィル

湖畔への到着はまさに一大イベント

であった。我が国の神聖な森から来

た宗教界のリーダーたちや司祭た

ち、トゴヴィルの聖職者たち全員が

この集いのために参集していた。カ

ヌーから降ろされると、トーゴ湖の

聖母の聖画は湖畔でトゴヴィルの

ジャン・エムラパ市長によって受け

取られた。司祭、修道女、それにロ

メの種々の聖母団体が付き添う華や

かな行列となった。 

 伝統的な部族長による聖母を讃え

る聖画への灌水式に続いて、人々の

歓喜の中に、ミッションを目指す敬

虔な祈りを込めた行列が始まった。

広場は喜びにあふれた、にぎやか

で、色彩豊かな無数の人々で満ちて

いた。トーゴ湖ではボートとカヌー

が空船のまま出発しては、乗客で一

杯になって戻ってくる。これらの船

の行き来は一日中続いた。 

 国内のみならず国外からの列席者

の 多 か っ た 聖 画 安 置 式 で は、

“atopani”トムトムと “ta vugâ ”
の鳴り響く中で、聖母の連祷が唱え

られた。聖画は、祝祭組織委員会メ

ンバーに運ばれて、最終的に聖堂に

到着し、そこで委員会メンバー、伝

統的部族長の代表者たち、政府の代

表、各界の有力者からの敬意を受け

た。それから信者たちの群衆が入場

した。これをもって壮大で印象深い

儀式は終了した。野外でのパー

ティーが終わると、広場は静けさを

取り戻した。然しながら、トーゴ湖

の聖母は両手を広げてここに留ま

り、彼女の助けを求めてやってくる

人々を迎え入れてくれることであろ

う。” 

 この日以来、聖母の聖画への敬意

を示すためにトゴヴィルの巡礼地を

訪れる人々は決して絶えることな

く、むしろ増加する一方です。通常

の巡礼者、若者たちのグループ、団

体、学生たち、病人、あらゆる年代

と身分の人々がやってくるのです。

沢山の人々が、自分たちの期待は裏

切られることはないと保証とするか

のように、自分たちの祈りを手紙に

残して行きます。 

 1985年８月９日、教皇ヨハネ・パ

ウロ二世聖下がトゴヴィルを訪れ、

トーゴの人々が憐みの母であるトー

ゴ湖の聖母に捧げられていることを

荘厳に宣言されました。 

 1994年以来、この巡礼地はアネホ

教区所属となりました。この教区

は、この巡礼地を尊崇するようにと

激励された教皇ヨハネ・パウロ二世

聖下により、1994年７月に設立され

ました。 

Lac Togo 



 三名の最初のマリアニスト宣教師、ブラザー・オーギュスト・オギュ

スタン、ステファン・ヘーイン神父、ブラザー・ピエール・カタンのため

に祈りましょう 

 これまでトーゴで働いた、また現在働いている全てのマリアニストの

ために・・・ 

 若いアネホ教区のために・・・ 

 アネホ教区の亡くなった最初の二名の司教：ヴィクトール・ココエヴィ・

ホーナケ(１９９５年死亡) と ポール・ジャン-マリー・ドム・ドッサヴィ司教

(２００５年死亡) のために・・・ 

 現司教イザック・ジョーグ・ガグロ (２００８年２月２日に司教叙階)のため

に・・・ 

 憐みの母がトーゴの人々の間に平和と和解を執り成してくださいます

ように・・・ 

 生活苦や２００８年７月・８月のトーゴ洪水のために苦しんでいる人々の

ために・・・ 

 世界のすべてのマリアニストのために。彼らの宣教精神が生き生きとし

た信仰、あふれる希望、謙遜で活発な愛によって支えられますように・・・ 

 私たちの霊的家族が成長し、教会と世界に聖者の光景を示しますよう

に・・・ 
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