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私たちは、自分自身を変容させるため
に勇気を持って心を開きます。.

愛は全てを与える、 
第２４回総会



変容する勇気を
総長 シスターロクサーン・シャーレス

神によって変えられるために自らを開
放することは、リスクを伴います。しか
し、それこそが、私たちノートルダム教
育修道女会のメンバーが神の使命に
参与するために呼ばれていることな
のです。それは、「自分が変えられ、世
界をも変えるために、すべてを１つに
する」（YAS, C 48）ということそのもの
です。では、変容とは何でしょう、どう
いうことが関わってくるのでしょうか。

真の変容とには、単なる変化よりもも
っと深い意味があります。それは私た
ちの人生全体とすべての人間関係に
も影響を与えるものだからです。それ
は個人にとっても共同体にとっても、
心を込めて与る過ぎ越しの旅路であ
り、自分自身の内面に深く関わる生き
方なのです。

変容への道のりは、私たちの現実の
核心を理解し、人間の心を探り、神の
心、愛である神を見出すことへと私た
ちを導いてくれます。神の愛を体験す
ることで、私たちは世界の核心へと駆
り立てられ、神の愛と慈しみで世界の
叫びに応えることができるようになり
ます。変容を引き起こすのは神の愛で
す。

では、どこからどう手をつければいい
のでしょうか。その方法は数え切れな

いほどあります。本号では、世界各地
からの「変容の道のり」についての省
察をご紹介します。彼らは、これまで
の執着を捨てること、居心地のいい場
所を離れること、新しい出会いに関わ
ること、辺地に出向くこと、連帯するこ
と、苦しみを受け入れること、コミット
メントを深めること、祈りの力を信じる
ことなどについての経験を分かち合
ってくれました。

すべての道のりにおいて、執着を捨
て、耳を傾け、学び、より相互性と尊敬
に満ちた新たな関わりを育み、交わり
を一層深める関係へと進化していくの
です。

もし、私たちが勇気を持って自分の心
を開き,神の恵みを受けいれ、協調し、
さえすれば、私たちに変容の恵みを
授けてくださるのは神なのです。

これを成し遂げるためのリスクは大き
く、そして犠牲も伴います。なぜなら、
私たちは執着を捨て、降伏し、自分自
身を超越し、神の使命のために行動
し、生きることに招かれているからで
す。神は私たちにどのような深い変革
をもたらすために、リスクを取るよう招
いておられるのでしょうか？ ●
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ミッション2022年

ノートルダム教育修道女会
（SSND）発行

イタリア、ローマ総本部 
gerhardinger.org

ラテンアメリカとカリブ海地
域管区 (ALC) 

provinciaalc.org

アフリカ管区 (AF) 
africassnd.org/

アトランティックミッドウエス
ト管区 (AM) 

atlanticmidwest.org

セントラルパシフィック管区 
(CP) 

ssndcentralpacific.org

AF, AM, CP 共同サイト 
ssnd.org

バイエルン管区 (BY) 
schulschwestern.de

オーストリア-イタリア管区
(OR-IT)チェコスロバキア管

区(CE)を含む 
ssnd-austria.org 
skolskesestry.cz

ハンガリー管区 (MG) 
iskolanoverek.hu

ポーランド管区 (PO) 
ssnd.pl

スロベニア管区  (SI) 
notredamke.rkc.si

装丁:パトリシア・ストース 
協力：シスターリンダ・マリ

ー・ボス

各管区の言語と英語の相互
訳を受けもって下さったシス
ターや一般の方々に感謝い

たします。

ありがとうございました。
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シスターアンドリアナ・モレスカ、ポーランド (PO)

ウクライナで戦争が始まったとき、自分や自分の家族、
特に子どもたちを守るために逃げている人たちの話を
聞きました。それを聞いた時何日間も私の頭の中には、
小さなスーツケースのイメージがありました。

自分の家から逃げることを余儀なくされた人たちは、ど
んな思いなのだろうか？どこに行けばいいのかもわか
らないのに、彼らは家からいったい何を持ちだしたの
だろうか？いつ帰ってくるか、自分の家がまだあるかど
うかもわからない状態で、家を離れるというのはどんな
気持ちなのだろうか？

私は自分のベッドで安心して眠れることを神に感謝し
ながら、私だったら何を持ちだすだろうかと考えなが
ら、自分の部屋を見回しました。

私たちは、パンデミックがまだ終わってもいないのに、
この新たな惨事に対処しなければならないことに不満
を抱くこともできます。しかし、私たちはこの出来事を、
自分の優先順位（プライオリティー）や人生に意義とは
何かについて考えるようにという神からの招きとして受
け止めることもできるのではないでしょうか？自分にと
って最も大切なものは何なのか？

難民が私たちの国にやってきたということは、私たちに
とっては変容する道のりでもあったのです。私たちは居
心地の良い場所を離れ、他の人と分かち合うべきこと
がたくさんあることに気づかされました。

難民の中に認めたイエス様のお顔を、閉ざされたドア
の向こうに置き去りにするわけにはいきませんでした。
ユーカリスト（聖体拝領）で迎えようとしている神を、助
けを求める見知らぬ者だからと拒絶するのであれば、
私たちの聖体拝領は本物といえるのでしょうか？

そこで、私たちはコミュニティの扉を開き、60人近くの
人 （々そのほとんどが子どもたち）を受け入れました。そ
して彼らに住居と食料を提供しています。また、難民を
雇用したり、経済的な援助をしたりしている施設もあり
ます。

ウクライナからの難民が私たちの中にいることは、日々、
私たちの変化への呼びかけに繋がっています。 ●

ウクライナ難民の児童のアートプロジェクトを手
伝うシスター・エルズビータ・ブロック。

教育を通して世界を変える
シスターテレシンヤ・ドリゴン、ブラジル（ラテンアメリ
カ・カリブ海管区） (ALC)

2012年に、ポルトアレグレ、サンパウロ、アルゼンチ
ンのノートルダム教育修道女会の3管区と、ラテンア
メリカ地区が統合され、ラテンアメリカ・カリブ海管区

（ALC）が設立されました。この統合により、2013年に
ブラジルのノートルダム教育修道女会の運営する学
校のネットワークが形成されました。

このネットワークは、ブラジルの１２もの州に渡って構
成されています：基礎教育を行う私立学校8校（2校は
看護専門学校）と、公共部門と連携して幼児教育を行
う公立学校4校です。

私たちの背景は複雑です。ブラジルは、世界で最も不
平等な国の一つです（２０２２年世界不平等報告書）
。10％の富裕層が国民所得の59％を占め、最貧困層
は国民所得のほんの10％しか手にすることができま
せん。ブラジルの不平等は、10％の富裕層が国民所得
の45％を占める米国を上回る状況なのです。さらに、
気候変動や学校間の競争といっ☆た現実もあり、私た
ちのようなコラボレーションモデルでネットワークを
形成することは困難の多い道のりです。

ページ４に続く

優先順位を大切に
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「ラウダート・シ」に触発され、コミットメントを深める 
ティム・ドゥウエイン、セントラルパシフィック管区シャロ
ーム-JPIC事務所

私はノートルダム教育修道女会で24年間、正義と平
和、そして被造物の統合（シャローム）の問題に取り組
んできました。私は幼い頃から、ここアメリカで、そして
国際的にもこの修道会のシスター方が素晴らしくあら
ゆる創造的な方法で被造物を大切にしていることを見
聞きしてきました。しかし正直なところ、全般的には「自
然への思いやり」は確かにありましたが、ほとんどのシ
スター方にとってはそれは主要な焦点ではなかったよ
うに感じます。

しかし、時が経つにつれ、特に教皇フランシスコの回勅
『ラウダート・シ』と総会の声明『愛はすべてを与える』
が発表され、受け入れられて以来、私は変容が起きつ
つあるのを目にしてきまた。シスター方の間に見られ

たこの全般的な「自然への思いやり」は、神のすべて
の被造物が相互に関連していることへの認識へと広
がり、私たちが直面している環境と人類の危機に対処
するために行動を取るという断固とした決意へと劇的
に変わりました。   空気、土、水、植物、動物、そして互い
への神の贈り物に感謝しながら、私はノートルダム教

育修道女会のシスター方が、地球に優しく、すべての
被造物と持続的に暮らすために、これまで以上に目的
意識を持って行動を取っているのを目の当たりにして
います。これは、修道院の敷地の手入れや庭の管理の
仕方にも反映されています。エネルギーや水を大切に
使うこと。新しいものを 買うことを控え、再利用し、リサ
イクルなど、多くの取り組みが あります。

ノートルダム教育修道女会のシスター方にとっては、
祈り、共同生活、奉仕活動は、それぞれに関わり合っ
ているものなのです。 そして、被造物への配慮に対す
るノートルダム教育修道女会のコミットメントは、家庭
やチャペル、キッチン、道路、庭の手入れ、森の探検、教
室、役員室、州議会会場、さらには国連会場に至るま
で、あらゆるところに反映されているのです。 かつて
は一般的な「自然への思いやり」であったものが、「ラ
ウダート・シ」の精神に基づくエコロジカルな回心、す
なわち神の被造物すべてのためにという広範な取り
組みへと発展していったのです。 ●

リビングアース・センター（米国ミネソタ州マンカケート）

時が経つにつれ、特に教皇フランシスコの回勅
『ラウダート・シ』と総会の声明『愛はすべてを

与える』が発表（そして受け入れ）されて以来、
私は変容が起きつつあるのを目撃してきまた。

このプロジェクトを始めた当初から私たちの焦点は、
人のエンパワーメント、質の高い教育、そして自己維持
できる学校というノートラダム教育修道女会の教育ビ
ジョンに基づいたものでした。最近では、ノートラダム

教育修道女会第24回総会指針での決意事項もこのプ
ロジェクトの目標に含みました：私たちは、グローバル

化とテクノロジーの影響を受けて急速に変化する世界
の中で、教育者として全く新たな応答をします。私たち
は、生命の尊厳とすべての被造物を大切にするため
に、他者との協力のもとに教育を行います。これらを念
頭に置き、私たちは、多様性の中の一致の原則を育み
ながら、SSNDの運営する学校ネットワークを構成す
る各学校にとって共通の解決策とガイドラインを共に
開発できるよう取り組んでいます。

私たちの教育活動は、学校のコミュニティーと地域社
会の両方に影響を与えています。生徒たちは、人権、
皆の共通の家への配慮、宗教・文化・社会的立場・性

世界を変える、ページ３からの続き

ページ５に続く

私たちは、グローバル化とテクノロジーの影
響を受けて急速に変化する世界の中で、
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シスター・マグダ・バーガーが聞いたエニーとアレクサン
ダー・バルディジャンの話、スロベニア（SI）

ノートルダム教育修道女会のシスターであるシスター・
ピアは、カテキスタとして小教区に派遣され、そこで子ど
もを授かることができずに苦しんでいる家族を発見しま
す。そのような家族のための彼女の祈りは彼らの人生を
変え、彼女は多くの人々の霊的な母となっています。その
ひとつのストーリーをご紹介します。

***

記憶にある限り、私は生殖器官に問題を抱えていまし
た。何度も手術を受け、私にとっては自然妊娠は難しい
と言われていました。しかし、妊娠の見通しは良くない
と言われていた中、結婚して1年後に子供を授かること
ができました。しかし、幸せはほんの束の間で、検査の
結果、その子は亡くなっていたことがわかりました。

娘のキャサリンの弔いは、かなり長く続きました。やが
て、再び子供が欲しいという気持ちが湧いてきました。
婦人科医は薬の援助で妊娠することを勧めてくれまし
た。そんなある日、私たち夫婦は薬の入った箱を手に取
り、顔を見合わせてこう言いました。「もし、神様が自然
な形で子供を授けてくださらないなら、それはそれで仕
方がない」と。そして薬の入った箱を薬局に持ち帰りま
した。それから子宝の祈願を成功させたことで知られ
るシスター・ピアに支えられ、私たちは毎日ロザリオを
祈ることにしました。

そうしたら、妊娠が実現したのです。私たちが決断して
から1ヶ月以内に、現在6歳になるアナスタシアが授か
ったのです。早くも神との関係を深めている美しい小さ
な女の子です。彼女が大きくなるにつれて，もう一人子
供が欲しいという願望が湧いてきました。私の年齢と子
宮の腫瘍の手術を考慮に入れると、どう考えてもうまく
いくわけがありませでした。でもそこから先ほどのスト
ーリーが再生されたのです。薬が処方され、それを薬局
に返品し、1ヵ月後にアレクセイを授かったのです。

神を心から信じ、最初の落胆にもかかわらず、シスタ
ー・ピアに支えられて、私たちは素晴らしい家族を授か
ることができました。  ●

祈りがもたらす変容の力

シスター・ピア・マルクは1997年から、982人の子
どもたちのために祈ってきました。

それから子宝の祈願を成功させたことで知
られるシスター・ピアに支えられ、私たち
は毎日ロザリオを祈ることにしました。

別の多様性の尊重といったテーマについて学
び、話し合い、そしてそれぞれの地域で社会的な
関わりを実践しています。

このような継続的な学習と成長の機会を共有す
ることで、私たちのコミュニティー、ひいては世界
に影響を与え、変えていくことができるのです。こ
のようにして、私たちは「教育を通して世界を変え
る」という主張を実現しているのです。 ●

世界を変えていく、ページ４からの続き

実践的な方法で被造物を大切にすることを学ぶルベム・ベル
タ地区の人々。写真：エリザベート・フランコ。 幼児教育研究所 

Me. Teresa - ポルト・アレグレ/RS
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広島と長崎：癒し
シスター・ルース・森、日本（セントラルパシフィック管
区）

日本で生まれ育ったシスター・ルース・森は、1967年にノ
ートラダム修道女会のシスターとなりました。彼女は広
島と長崎に投下された原爆の惨状をはっきりと覚えてい
ます。シスター・ルースは、セントラルパシフィック（CP）
管区のポッドキャストシリーズ「Called to Action」の2022
年3月16日のエピソードで、これらの出来事が彼女の家
族や世界にどのような影響を与えたかを語ってくれまし
た。 

***

1945年4月、私と弟は戦争の影響を避けるため、広島か

ら3時間の村にある祖父母の家に疎開しました。私たち
は8月6日は無事でしたが、他の家族は残念ながら大き
な被害を受けました。両親は爆風と死の灰で負傷を負
い、妹のあつ子は半身に大火傷を負い、姉のまさ子は
命を落としてしまいました。まさ子はクラスメートと一緒
に地域のプロジェクトに取り組んでいた時に原爆が落
ち、どこでどのように死んだのかは未だにわかりませ
ん。

1945年末までに、広島で14万人、長崎で7万4千人が
原爆で亡くなったと推定されています。被爆者の多く
は、がんをはじめとする放射線の恐ろしい副作用で苦
しみました。

私の一番下の妹のかよ子は、原爆投下から4ヵ月後の
1945年12月に生まれました。彼女がわずか4歳の時に
母は亡くなりました。かよ子は様々な健康問題を抱えな
がらも、被爆二世として原水爆禁止運動に深くかかわ
っています。私はそういうかよ子を大変尊敬しおり、心
から応援しています。かよ子の娘や息子もかよ子の活
動に参画していることも、大変うれしく思っています。

癒し、平和、和解、友情は、普通の人の行う些細なこと
から始まるのです。私の場合は、神様の愛と真実、そし
て自然の美しさについての日々のリフレクションを、10
年以上にわたって周りの人々と分かち合ってきたこと
です。それは、多くの人々に深い感動を与え、私の癒し
にも繋がってると思います。人間は生きていく上で、苦
しみや悲しみは避けられないものですが、神様は私た
ちを慈しみと愛情を持つよう創ってくださっていると思
います。人々の愛と慈しみによって、私たちは癒され、
未来に希望を持つことができるのだと私は信じていま
す。  ●

シスター・ルース・森が、ご自分のご家族を含む
原爆犠牲者のために祈りを捧げています。「平和公園
の鐘の音が、世界平和と人間の信頼への祈りとなりま

すように」

癒し、平和、和解、友情は、普通の人の
行う些細なことから始まるのです。

 また、広島と長崎に投下された原爆のことも忘れてはなりません。
「現在そして未来の世代が、この出来事の記憶を決して失っては
ならない。それは、より公正で友愛に満ちた未来を築くことを保証

し、促進する記憶だからです。」 
 

教皇フランシスコ、回勅兄弟の皆さん、２４８
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神は導いてくださる
2020年10月12日に、修道会の4管区それぞれから4人
のシスターが南スーダンのジュバに到着し、ジュバのホ
ーリー・トリニティ・パリッシュのフランシスコ会修道士
とオールド・ファンガクのコンボニ・ミッショナリーと共に
新しいミッショナリーのパートナーシップをスタートさせ
ました。ここでは、彼女たちの体験の振り返りを少し紹
介します。振り返りの全文はホームページにてご覧いた
だけます。

***
シスター・ ルース・カリーナ・ウビルス・アグルト（ラテ
ンアメリカカリブ海管区）
私が南スーダンにいるのは偶然ではありません。神様
が私をここに導かれたのです。私にとってのジュバで
の毎日の生活は、学び、適応し、愛し、受け入れるとい
うことの繰り返しです。新しい文化の中でどう生きて
いくかを学ぶには時間がかかります。最も必要なのは

「聴く」ことです。聴くことによって、人々のやり方を学
び、どのようにすれば最もよく互いに愛し合えるかを
一緒に発見することができるのです。...愛こそが変容
をもたらすものなのです。 

***
シスター ・M. ドミニカ・ミカルケ（ババリア管区） 
ここでの日常生活や使徒職における不安、変化、驚き
の体験についてお話したい思います。私は、何かを始
める前に、事前に内容を知っておき、計画立て、前もっ
て整理しておきたい性格の人間です。しかし、ここで
はその生き方は現実的ではないということを学びま
した。 … この現実への取り組みは、もっと忍耐力をつ
け、自分の考え方や立てた計画を捨てて、自分の期待
を最小限に抑え、この文化の中で人々がどのように機
能しているかを理解することを私に求めました。

***
シスター・ローズ・ンガチャ（アフリカ管区）
この1年半、南スーダンでは、宣教師の青年運動を通じ
て、キリスト教の宗教教育とキスワヒリ語を教えてきま
した。また、孤児院でも働いており、この使徒職は私に
大きな喜びをもたらすと共に、多くの困難にも直面さ
せています。
しかし、 YAS は私たちにもっと深いものを求めていま
す：「私たちの国際性は、私たちに、引き裂かれた世界
の中で一致の証しとなり、持つ者を特に貧しい人々、か
えりみられない人々と分かちあうのに思いもよらない
方法があることを見出し、」。 これは簡単なことではあ
りません。 これは深い祈りと話し合いを重ねたからこ
そ、達成できたのだと思います...

***

シスターM.テレサ・リプカ (ポーランド管区)

心を開き。。。神の望みをかなえるために 
。。。自分を捧げる

これが私にとって重要なポイントです。

日々の使徒職。。。困難に立ち向かった時の。。。 
黙想。。。祈り。。。。リフレクション。。。

神様は日々、御言葉を通して私を導いてくださいます。  
それは私にとっては光であり、慰めでもあります。。。

神は私の中で働いておられる...私を変えておられる...
人生を豊かにするよう私を導いておられる。

私は三位一体の神と神の民に自分を捧げます。。。

神が私をここに導いてくれました 。。。 
南スーダンに。。。オールドファンガックに。。。

神はここにいて。。。神はここにいる人たちを導いてく
ださっている  

神は彼らの心を開き。。。 

彼らを、そして私をも変容させてくださいます。。。   ●

到着直後のシスター・ローズ、カリーナ、テレサとド
ミニカ
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新たな関係性を築いていく
2022年2月より、オーストリア・イタリア管区（ÖR-IT）と
チェコスロバキア管区（CE）は、ババリア管区（BY） の
地区として活動することになりました。 

***
ババリア管区

ババリア管区の評議会メンバー 
シスターM.モニカ・シュミッド、シスターアンマリー・ベル
ンハード、シスターM.ドーリス・オベルマイヤー、シスタ
ー・マリア・テレジア・ニップシルド

今まで修道会の中に存在しなかった新しい一致の関
係になるとはどういうことでしょうか？まず第一に、そ
れは結果に関わらず、完全に白紙の状態でプロセス
に携わることを意味します。第二に、それは長年にわた
り確立されてきた構造を手放すことを要求します。民
法の要請から、これまで慣れ親しんてきた統治構造は
考え直さなければならないことは早急に明らかになり
ました。

同時に、このプロセスは、マザー・テレジアの重要な
遺産、すなわち、彼女にとって非常に大切であった「一
致」を維持することを強化する必要があることも意味
しているのです。

私たちにとって、心を開き、自分たちの管区を越えて、
新しいことに挑戦することは、難しいことであると同
時に、大切な事でもあります。一方では、人間関係を築
き、それを育てていくことも必要です。もう一方では、
個人的なコミットメントと他者への配慮が求められま
す。各国の現状を知ることは、異文化を理解することと
同様に重要なことです。最も難しい課題は、ヨーロッパ
での文化的、歴史的経験が全く異なる個々のシスター
方に心を開いて、それぞれのシスター方の存在がいか
に貴重で重要であるかを現地での出会いの中で示し

ていくことです。同時に、私たちは世界的な責任を認
識し、この新しい関係が修道会全体にとって何を意味
するのかを自分たちに問いかける必要があります。

これらすべてを踏まえ、私たちの目前に提示されてい
る問いかけは：この新しい一致の中で、私たちはどの
ように共通の使命を命で満たし、同時に、互いに深い
つながりを感じることができるのだろうか、ということ
です。マザー・テレジアのカリスマは、私たちを一緒に
未来へと導いてくださることでしょう。

オーストリア・イタリア地区

元オーストリア・イタリア管区の評議会メンバー、シスタ
ーM.ベアトリクス・マイアーホーファー、シスターM.アル
マ・ボヌッティー、シスターM.ベレナ・ウィッティスラガー

私たちはこれまで多くのことを学びましたが、何よりも
確信、忍耐、そして柔軟性を身につけることができたと
思います。私たち、チェコスロバキアを特別なステータ
スに置くオーストリア・イタリア管区の管区評議会が
2014年の聖週間に2期目に選出されたとき、この2期
目がどれほど長く、困難なものになるかは想像もつき
ませんでした。2期目が始まって間もなく、私たちのグ
ループの将来に関して重要な決定を下さなければな
らない状況に直面しました。

検討を重ねた結果、オーストリア・イタリア管区とチェ
コスロバキア管区を地区化することを共同で決定しま
した。この新しい体制は、新しいババリア管区評議会
の設置から始まることになっていました。しかしながら
この設置の日付は、コロナのパンデミックのため、何度
も延期をしなければなりませんでした　。

でもようやく、私たちの忍耐と確信と柔軟性が実を結

新しい一致と、私たちの創立当時に大きな影響を与えられたヨブ神父の象徴であるストールを持つ管区リーダーシップ
チーム。

ページ9に続く
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心の変容という贈り物
シスターM.フィデリス・ニユール、ハンガリー（MG管区）

私は高校生の時から、ペルーに行って貧しい人たちと
一緒に暮らしたいと強く思っていました。しかし、それ
を本当に実現させるには20年かかりました。そしてつ
いに、2019年8月15日、その夢が叶いました。

初めて「ビブリオテカ」（図書館）に案内されたときに受
けた衝撃的は今でも忘れられません。むき出しの、非
常に混雑した「丘」の上に、「ビブリオテカ」という粗末
な小屋があり、そこでは子どもたちが宿題を手伝って
もらおうと、熱心に私のところに寄ってきて、次々をか
けてきました。私は周りを見渡して、私はこの人たちの
ためにここに来たのだと、純粋に思うことができまし
た。

子どもたちが置かれた境遇を知ることは素晴らしい経
験であると同時に、しばしば心が痛むこともありまし
た。彼らの置かれた状況を自分は変えることはできな
いということを受け入れるのは私にとってはとても難
しいことでした。私にできることは、とにかく彼らを愛
することなのです。このように、この使徒職を通して、
私は修道会の現実をより深く理解することができまし
た。

「ビブリオテカ」の建物が老朽化し、使い続けることが
危険になったため、次年度からは新しい場所で新しい

建物の中でで続けるつもりでした。そのために全精力
を注ぎました。すると突然、2020年3月16日、ペルーで
コロナのパンデミックにより国全体が封鎖されてしま
いました。この不安の中、私はハンガリーに帰国するこ
とになりました。ペルーを離れ、これまでの努力を手放
すことは私にとって心が引き裂かれる体験でした。

帰国後、2週間の厳しい隔離生活が待っていました。
黙想によって心が落ち着き、ペルーでとても愛された
思い出に支えられ、私はそれまで執着していたことを
捨てることができ、新しいものに耳を傾け、深く心を開
くことができるようになりました。隔離が終わると同時
に、私の心の闇も消え、イースターの前夜祭は私にとっ
て真の復活の祝祭となりました。   ●

び、4年遅れではありましたが、2022年2月13日（日）、
私たちの修道会の形成に大きな影響を与えてくださっ
たフランシス・セバスチャン・ヨブ神父の命日に、その
新体制の設置を祝うことができました！

ヨブ神父が新体制の設置をとりなしてくださったこと
は確かです。そして全てが素晴らしい結果となりまし
た。  

チェコ共和国のシスターたち

シスターM.ヴォイテッハ・ホノヴァ、CE地区リーダー 
チェコ共和国のシスター方を代表して

私たちチェコ共和国のシスターたちは、オーストリア・
イタリア管区と触れ合い、非常に良い経験をすること
ができました。この経験は、ババリア管区との新体制に
おいても深まり続けることを確信しています。この新し
い体制に移行する決意は、私たち、そして修道会全体
にとって一番良い方向性は何かという問いの答えであ
り、長い探究の結果だと思います。

私たちにとって、修道会の国際性は、より広いレベルに
置かれるようになったと思います。そして自分たちの始
まりの場所と、本来のカリスマとのつながりをより強く
感じています。

それと同時に、このステップによって、私たちは、ヨーロ
ッパと全修道会に対する神の意志を共に探求する未
来に向かって進んでいくことができると感じています。  
●

新たな関係性を築いていく 、   
ページ8からの続き

「ビブリオテカ」にやってくる子どもたちに挨拶するシス
ター・フィデリス。
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シノドス的教会の体験記
シスター・マグダレン（メグ）・ウモー、シエラレオネ（アフ
リカ管区）

変容というのは人生の普通の出来事の中で、単純な笑
顔の中で、会話の中で、互いにかけ合う挨拶の中で、そ
して誰かのためにただそこにいてあげるだけの中で
も起こります。ある日曜日の夜、私はここに座り、シノド
ス委員として教区に関わっていることを振り返ると、な
んとありがたい機会なのだろうと心から思います。フ
ランシスコ教皇は「刷新された教会」を呼び掛けてお
られますが、その延長線で私に対しても「刷新されたメ
グ」を呼びかけてくださっているのだということに気づ
くことができました。

地元の司教から連絡を受け、シノドス委員会の一員に
なるかと聞かれたとき、私は少し考える時間が欲しい
と答えました。私の最初の反応は、「大変！何をしたら
いいのだろうか？今は忙しすぎてそんなことはできな
い！他の委員会のメンバーは一体誰なのだろうか？」で

した。何もわからない未知の恐怖に直面し、とっさに出
たこの反応を、私は心を静めて考えてみました。 私（た
ち）に何が期待されているのかわからず、明確な道筋
もなく、更に委員会の他のメンバーが誰なのかも知ら
なかったのです。

しかし、委員会の会議は、今は私にとっては忘れること
のできない成長と恵みの時間となりました。自分の物
事に対する考え方や人との接し方が変わり、自分自身
についても多くを学ぶことがでました。他のメンバーと
は価値観や文化の異なるナイジェリアから来た私は、
自国の文化を尊重しつつも、シエラレオネの人々の文
化に敬意を払いながら、自分の意見を伝え、あるもの
は委ね、あるものは受け入れていく必要がありました。

毎回のミーティングで一緒に祈ることで、私たちの絆
は深まっていきました。多様な文化や生き方をする人
々と共に取り組み、尊重し合いながら対話できること、
お互いの意見に耳を傾け、それを受け入れる姿勢、そ
して受容と平和を分かち合う経験は、私やグループ全
体にとって深い恵みとなっていることと思います。もう
一つの重要な恵みは、相互尊重とチームワークの精神
で、教会に関する共通の懸念に団結して取り組んでい
けることでした。

私を変容させてくれる、多様性の中の一致という神様
の贈り物に深く感謝しています。  ●

レジオマリエの霊的指導者として教区の仕事に従事
しているシスター・メグ。

多様な文化や生き方をする人々と共に取り組み、
尊重し合いながら対話できること、お互いの意見
に耳を傾け、それを受け入れる姿勢、そして受容
と平和を分かち合う経験は、私やグループ全体
にとって深い恵みとなっていることと思います。

「共に道のりを歩む」ためには、私たち自身が聖霊によって真
にシノダルな精神を教わり、勇気と自由な心で回心のプロセ

スに入る必要があるのです。 
 

For a Synodal Church: 
Communion, Participation and Mission 

Preparatory Document
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アソシエートの相互性への理解が進化していく

スージー・ブラックバーン， AM管区アソシエートディレ
クター

私たちと同じカリスマと霊性に生きる望みを持つ人々
のため、管区、地区、宣教区は本会と個人的に特別な
関係を持つアソシエートプログラムを作ってもよい。こ
の制度は本質的に霊的なものであって、会と準会員を
互いに豊かにする。（YAS一般指針９）

***

アトランティックミッドウエスト管区では、1987年にシ
カゴでアソシエート制度が発足しました。これまでの
間に、YASに規定されているシスター方とアソシエート
の相互関係は、さまざまな形で発展してきました。私た
ちが常に大切にしている個人的関わりは、アソシエー
トが修道会の使命においてより積極的な役割を果た
すようになり、より豊かなものとなってきました。そして
私たちが共に歩む変容の道のりは、私たち自身だけ
でなく、世界にも影響を与えているのです。

アトランティックミッドウエスト管区のアソシエートは、
ノートルダム教育修道女会のミッションである「ひと
つにする」ことを、様々な形で自分たちの使徒職、小教
区、ボランティア活動へと広げています。アソシエート
は現在、私たちのスポンサーしているミニストリーのス
タッフ（多くの場合、指導的役割）や理事会にも参加し

ています。インテグラル・ビジョンの各委員会には少な
くとも2名のアソシエートがおり、ハイチ、移民改革、気
候変動に関する管区委員会の共同議長もアソシエー
トが務めています。

アソシエートのパトリシア・ストースは、進化していく関
係をこのように表現しています：「管区内の活動にアソ
シエートがどのようにして織り込まれているかに変化
が起きているようです。最初私たちは祝賀会や祈りの
時間、学びの時間、しかも基調講演の時のみに招かれ
ていました。決定事項のデスカッションに参加すること
もなく、私たちの意見はほとんど聞かれることはあり
ませんでした。でも、今ではアソシエートは管区の委員
会のメンバーでもあり、最近では、次の総会のテーマ
をめぐる話し合いにも参加するようになりました。私た
ちの相互関係が深まってきたのです。」そして相互性
は、私たち全員、つまりシスター方、アソシエート、そし
て世界の変容につながっていきます。   ●

米国メリーランド州ボルチモアで行われた2022年契約式より。

そして私たちが共に歩む変容の道
のりは、私たち自身だけでなく、世界
にも影響を与えているのです。

ノートルダム教育修道女会には、アソシエート、コンパニオン・オン・ザ・ウエイ、マザ
ー・テレジアのミッショナリーなど、正式なアソシエートの男女が約1,100人います。
このアソシエートの人たちは4大陸に渡って活動しています：南米、北米、アフリカ、

ヨーロッパ、アジア・オセアニア。
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水の日を祝う子どもたち 
ブラジルのフランシスコ・ベルトラオにて
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ノートルダム教育修道女会 
総本部所在地 

via della Stazione Aurelia, 95  
00165 Rome, Italy

教育を通して世界を変える

変容する勇気を

私たちは、キリストの使命
を継続し、キリストを宣べ
伝え、自分が変えられ、世

界をも変え、イエス・キリス
トが遣わされたすべての人
が一体となるよう導くため
に、聖霊の力によって遣わ

されているのです。

YAS、  
会憲 48

もし、私たちが勇気を持っ
て自分の心を開き神の恵
みを受けいれ、協調しさえ
すれば、私たちに変容の
恵みを授けてくださるの

は神なのです。

ノートルダム教育修道女会は３０ヵ国で使命に携
わっています：

アルゼンチン、オーストリア、ベラルース、ブラジル、 
カナダ、チェコ共和国、イギリス、ドイツ、ガーナ、グアム、
グアテマラ、ホンジュラス、ハンガリー、イタリア、日本、

ケニヤ、ネパール、ナイジェリア、パラグアイ、 
ペルー、ポーランド、プエルト・リコ、ルーマニア、 

セルビア、シエラレオーネ、スロベニア、南スーダン、 
スエーデン、ガンビア、米国


