
聖霊会 クリスマス ノヴェナ 2019 

 

 

テーマ： 修道会内での交わり— あわれみ深い思いやりで共同体を変容する 

 

第一日： 共同体内の姉妹たちとの交わり 

 初めの聖歌： 適当なもの 

 中央に置くもの（シンボル）： その土地の文化の共同体を表すような、つなぎ合

った手な 

ど意味のあるシンボル 

 導入：： クリスマス ノヴェナの第一日目のテーマは「 修道会内での交わり— あ



われみ深 

い思いやりで共同体を変容する」です。 

受肉された神は家族の中、 生活を共有する共同体の中に生きておられます。 

したがって、 家族や共同体の中で存在を共有する姉妹はだれでも、 神を体験

し、 神のいのちそのものが彼女と共同体の中を流れています。 私たちが自分

の共同体や、共に生活する姉妹たちを選んだのではありません。 そうではなく、

私たちはこの共同体に派遣されたのです。 共に住むメンバーを与えられたので

す。 そしてこのことは、 神が人となられたことの一つのしるしです。 この

日、 私たちの共通の聖なる場である、肉となられたみことばである神からの、 

 共同体内での交わりにおいて成長するように」という招きに、耳を傾けますよ

うに。 この聖なる場と親密になればなるほど、 お互いの交わりは深まってい

くでしょう。 

 初めの祈り：  

神よ、 あなたの子イエスは、 あなたがどのような方か、私たちは何者かを示すた

めに、 

また私たちにどんな可能性があるのか、どのようになれるのかを示すために、  

人となられました。 

この祈りがクリスマスの喜びを祝う招きとなりますように。 



私たち一人ひとりの中におられるイエスの存在に目覚めさせてください。 

あわれみによってこの世界を変容されたイエスのように、  

私たちを彼に似たものとして形づくってください、 

あなたの子であり、私たちの兄弟である方の名によって祈ります。 アーメン。 

 聖書朗読：： 「 言は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる

資格を与えた。この人々は、血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の

欲によってでもなく、神によって生まれたのである。」（ヨハネ 1:12，13） 

 引用 聖アーノルド・ヤンセン：： 「 （人間の心の中にある）神の玉座について黙想

することは、宣教の働きがどれほどすばらしい価値があるかを悟らせてくれます。 

私たちは恵みの段階にあるすべての人の心を見つめることができるのだというこ

とを想像してみなさい。 三位一体の神のただ中で、光にあふれ、包まれている彼

らの心を見るのです。 なんという驚くべき光景でしょう！」 

 物語：：   古いヒンズー教の神話によると、 昔すべての人間が神であった時代

があった。 しかし人は神であることを乱用した。 それでブラーマという神の長

老は、 人間から神性を取り上げて、二度と見つけることのできないところに隠す

ことに決めた。 

ブラーマは神の顧問たちを招集し、どこに神性を隠したらよいか助言を求めた。 

 地中深く埋めてしまいましょう」と神々は言った。 しかしブラーマは答えた。



 人間たちは地面を掘って見つけてしまうだろう」。 何人かは 海の底に沈めて

しまおう」と提案した。 しかしブラーマは「 いいや、人間たちは海に潜ることを

覚えて、見つけてしまうだろう」と言った。 それである者たちが、 一番高い山の

てっぺんに持って行って隠しましょう」と提案したが、 彼は「 やつらはついには

すべての山に登って、 神性を取り戻すだろう」と答えた。 神々はみんな降参し

て言った。 「 もうどこに隠したらいいか分からない。 地上にも海にも人間が最

終的に手を伸ばすことのできないところはどこにもないようなのだから」。 

ブラーマは長いこと考えた挙句に言った。 そうだ、神性を彼ら自身の一番深い

ところに隠そう。 やつらはあちこち探しまわるだろうが、 まさか自分自身の中

を探すことはあるまい」。 

神々は全員、これぞ完璧な隠し場所だと賛成した。 そしてそのようにした。 そ

れ以来、人は何かを探し求め、地上を行ったり来たりし、 穴を掘り、海に潜り、

山に登っている。 それはすでに自分自身の中にあるのに。 

 

「神性は私たちの中にある」 

テヤール・ド・シャルダンは見事に言っている。 「 我々は霊的経験を持った人間では

なく、人間的経験を持った霊的存在である」。 イエスは、あわれみ、親切、いつくし

みの聖域である神聖な中心によって生きるとはどういうことかを示すために来られた。 



神のように生きること、これが私たちの召命である。 なぜなら私たちは皆、神の似姿

に造られているのだから。（創１：２７） 

 個人的内省と分かち合い：  

私は日常生活の中で、どのように具体的に神を表現するように呼ばれているだろう

か？ 

私が持っている賜物でもっと分かち合うことができる物は何だろうか？ ―平

和？ 親切な心？ 理解？ 寛容？ 親しみやすさ？ 

共同体のメンバーの神聖さを引き出すために、 私と共同体メンバーの関係性の中

でどんな努力ができるだろうか？ 共同体を家庭にするために、 私はどんな貢献

をしているだろうか？ 

 分かち合い 

 共同祈願： 

私たちはお互いの中におられる神の存在を認め祝い、 互いに尊重し、 思いやり、 

親切、 神の美しさを呼び起こします。 沈黙のうちに少し時間を取って、 一人

ひとりのメンバーの名前が読み上げられる時に、 その姉妹について感謝しましょ

う。 

共同祈願の答え：： 神よ、 共同体の中で、 私たちがあなたの現存を一人ひとり

の中に見出し、 また、 共同体の祝福となることができますように。 



私たちが愛情に欠き、 イライラする時、 深い自己の中にあなたの愛を見出すこ

とができますように。 答 

あなたの善さが他者の何重もの冷淡の下に隠されているとき、 それを探し求める

ことができますように。 答 

当たり前に受けている姉妹たちの忠実さの中におられるあなたを受け入れますよ

うに。 答 

開かれた心の姉妹たちの中にある、あなたの裁かない受容に気づきますように。 

答 

他者の厳格さによって隠されているときも、 あなたの優しさを探し求めますよう

に。 答 

誰かが私たちに背を向けたのをゆるすとき、 あなたのいつくしみを表しますよう

に。 答 

私たちが多世代間の生活において、 高齢で、経験のある姉妹たちの知恵、また、

若い姉妹たちの情熱と力強さを発見し、受け入れますように。 答      

    （ジョイス・ラップのものを改作） 

 私たち聖霊会員は共同体を真の家庭にしたいと望んでいる。 私たちは多文化、多世

代の生活を祝い、 私たちの間で、そして世界と共有するための贈り物として評価する

ことによって、さらに一歩前進したい。」（七つのステートメント） 

 結びの祈り：： イエスよ、 永遠の光の輝きに満ちた、 愛された者として来られ



ました。 人間性に成長していく中で、 あなたの人生と教えは内なるあなたの果

てしない善を明らかにされました。 今私たちは、 自分たちの内にあるあなたの

愛の霊の輝きを運び、あなたの善といつくしみとあわれみを共同体の一人ひとりに

反映するように召されています。 あなたのご降誕のすばらしさを祝う準備をして

いる私たちが、 自分と姉妹たちの日々の生活の一つ一つの断片の中にあなたの現

存を見出すことができるよう、 助けてください。 あなたは私たちの中に住まわ

れました。 私たちもお互いの心の中に住み、共同体の中で、お互いの賜物を喜び

合いますように。 

  神よ、 私たちを祝福し、クリスマスが私たちの共同体に実現しますように！ 

アーメン。 

 結びの聖母賛歌 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第二日： 管区内での交わり 

 導入：： クリスマスノヴェナの第二日目のテーマは「 管区内での交わり」です。 管

区内のすべての姉妹たちと結ばれて、 彼女たちを心の目で見、 祈りによって支

えましょう。 しばらく沈黙のうちに、 姉妹たちのいるさまざまなところについ

て思いめぐらします。 

（各共同体の姉妹たちの写真を見せ、静かに一人ひとりを見つめるのもよい） 

管区のシンボルを創造的に提示する。（もし管区のシンボルがなければ、 その国

か地域に合ったものでもよい） 

シンボルについて短く説明する。 

 初めの聖歌： 自由に選ぶ 

 初めの祈り： 主よ、 私たちはあなたが世に来られるのを待ち望んでいます。 

あなたはすでにここにおられますが、 常に一人ひとりの、 特にともに暮らす姉

妹たちの中に受肉され、 私たちと出会いたいと望まれます。 

私たちの心を、 あなたと互いに向けて開かせてください。 それによってあなた

を認め、 そのいつくしみ深いあわれみによって私たちを変容するに任せることが

できますように。 



聖霊の交わりの中で、 あなたとともに世々に生き「支配しておられる御子、私た

ちの主イエス・キリストによって。 アーメン。 

 物語：  

昔々、 多くの船が難破して危険さを証明しているような海岸があって、そこに小

さな、とても貧しい救命艇センターがあった。 建物は小屋よりも小さく、 船は

たった一艘しかなかった。 それでも何人かのボランティアが、湾岸警備隊として

常に奉仕していて、 昼夜を問わず流された人たちを救助するために、 疲れを知

らずに沖に漕ぎ出していた。 

この小さなボートのおかげで多くの人々が命拾いをしたので、 いつしか有名にな

っていった。今ではこのボートに助けられた人や近隣の人たちは喜んで時間やお金

や力を費やしてこのセンターを支援している。 彼らは新しいボートを買い、 新

しい救命チームを訓練した。 小さなセンターはどんどん豊かになっていった。 

支援者たちはみすぼらしく、古汚い建物が気に入らなかった。 

助けられた者たちには、 救急救命の砦としてもっと快適なところが必要だった。

それで、簡易キャンプ用ベッドはきちんとしたベッドに取り替えられ、建物は足さ

れてもっと良い家具が整えられた。 しかしこのことは救命艇のセンターを宿泊所

として圧倒的に有名にしてしまったため、 クラブハウスのようにさらに快適にし

た。 



救急救命の仕事に参加するボランティアはどんどん減っていった。 それで彼らは

別の乗務員を救命艇のために雇った。 結果的に、 救命艇サービスの紋章はそこ

ら中の部屋に飾られ、 大きな救命艇の模型が新しいクラブメンバーの到着を祝う

部屋の天井に下げられた。 

この頃、海岸から沖合いに大型船が設立され、雇われた船員は、凍り付き、ずぶぬ

れで半分溺れそうだった人々をたくさん積んで戻ってきた。 その汚く、疲れ切っ

た漂流者たちの中には外国人やよそ者たちもいた。 

豪華なクラブハウスは騒動となった。 その結果、 真っ先に管理委員会は屋外に

シャワー室を建て、 難破した人たちをクラブハウスに入れる前に徹底的にきれい

にした。 

次の会議ではメンバーたちの中で論争が起こった。 ほとんどの人たちは通常のク

ラブ活動に支障をきたし、 邪魔になるという理由で救命サービスを中止したかっ

た。 しかし何人かは、 救命サービスはもともとの使命であり、だから「 救命セ

ンター」と呼ばれているのだと反論した。 すぐに投票が行われた。 

反対者たちは、そんなにこのようなボロボロで、難破したタイプの命が大切なら、

どこかほかのところに自分たちで救命センターを建てればいい、と言ってその通り

にした。 

何年も年月が立ち、 新しいセンターもまた最初のものと同じことになった。 そ



れはクラブハウスとなり、 三つ目の聖域が建てられた。 しかしこれもまた歴史

を繰り返した。 

今日その海岸を訪ねてみると、 本当にたくさんの高級クラブが海岸道路沿いに並

んでいるのが見える。 この海岸はいまだに危険で、多くの船にとっては命とりで

あり、 ほとんどの難破船の船乗りたちはおぼれ死んでいる。 

 個人的内省と分かち合い：  

－ この物語を聞いて、どんな考えや関連が浮かんできたか？ 

－ 管区の歴史の中で比較できるような発展があったか？ 

－ 時の流れの中で、管区の宣教使命は変わってきたか？ それはなぜか？ 

 共同祈願： 

主よ、 あなたは今もなおこの世に来られ、 受肉されることをお望みになります。 

私たちは 

 私たちが忠実に召命と今日の宣教使命を全うすることができるよう、 道

を示してくださいますように。    命の神よ、 私たちの祈りを聞き

入れてください。  

 私たちの心をあなたのいつくしみ深いあわれみによって変容させてくだ

さい。 

 出会うすべての人々の中にあなたの表情を見出すことができますように。 



 特にあなたのあわれみを必要とする人々を送ってください 

 私たちの管区の共同体が、 神と出会う場所になりますように 

 管区で亡くなった姉妹たちが、 永遠にあなたと共に生きますように。 

主よ、あなたはあなたを待ち望むこの時期に、 わたしたちを喜びで満たしてくだ

さいます。栄光が世々にありますように。 アーメン。 

 主の祈り 

 聖歌： 自由に選ぶ 

 祈り： （翻訳不可能） 

  主よ、 私たちを祝福し、 クリスマスを私たちの管区にもたらしてください。 

三位一体の神、 ＋父と子と聖霊のみ名によってこの祈りをささげます。 アーメ

ン。 

 聖母賛歌 

第三日： 国内／大陸内の管区／準管区との交わり 

 初めに：： 私たちの内におられる神の現存に意識を向けます。 神は私たちの内に

いのちの息を吹き入れられます。 お互いを結びつける、私たちの周りにあるいの

ちに注意を向けます…。 （短い沈黙） 

 聖歌： （聖霊への賛歌、もしくは集会か歓迎の適当な歌） 

 導入：： ノヴェナの第三日目のテーマは「 国内／大陸内の管区／準管区との交わり」



です。 この待降節の時期は私たちの個人的、 また共同体的生活の物語を聞き、

内省するようにと招いています。 それらは私たちに挑戦し、意識を広げさせよう

としています。私たちの国内/大陸内にある管区／準管区の物語が、お互いにそれ

ぞれの現実の中にあって、神の国のよい知らせを伝えるよう呼ばれた一つの家族と

して、お互いの交わりを強める助けとなりますように。 

 シンボル：： 「（自分たちの属する国／大陸内にある管区／準管区の名前を紙に書き

出し、中央に置く） 

 内省： 聖霊は創立世代の人々を自分たちの地平をはるかに超えた遠くの人々に、 

 神は私たちとともにおられる」というよい知らせを分かち合いたい、 という燃

えるような望みで満たされました。彼らの宣教への完全な献身と絆の感覚は困難を

切り抜けさせ、 大胆な決断をさせ、喜びに満ちた犠牲をさせました。 彼らの勇

気は今も私たちを鼓舞します。 前に置かれた管区／準管区の名前を見てみましょ

う。 私たちは国境を越えてカリスマを分ちあっているのだということを心に留め

ながら、 これらの姉妹たちのいるところについて思いめぐらしてみましょう。 

 これらの国内/大陸内の管区／準管区の生きた物語についてどれくらい知って

いるでしょうか？ どの交わりの地平を広げるように呼ばれていると思いま

すか？（意訳：どの分野で交わり深めることができそうか） 交わりへの招きに応

えるための行動計画が何かありますか？「（意訳「：それを実践するための具体的な行



動計画が思い浮かぶか） 聖霊の促しに耳を傾けましょう。 

 分かち合い 

 朗読： 神の私たちとの交わりは、 お互いの交わりへと私たちを招いています。 

聖書朗読を聞きましょう。 （イザヤ４２：１－７） 

 共同祈願：  

答え： 主よ、あなたの愛の内に一致させてください。 

 － 私たちの心に、私の人となり、 私が属しているところ、つまり私の家族、 

私の修道宣 

教共同体について深く感謝する感覚を創造してください。  

 － 私たちの共同体／管区／準管区というなじみのある境界を越えて、お互いの

深い結 

びつきへと導いてください。 

 － お互いの葛藤や困難に気づき、 手を差し伸べる用意をし、 連帯を表明す

るよう助け 

てください。 

 － 相手の喜びをわたしの喜びとし、 葛藤を私の葛藤とし、 心地よい状況で

もそうでな 

い時もお互いに連帯し続けますように。 



  － 沈黙のうちに意向を加えましょう。 

 祈り：： 愛である神、 管区「・準管区の物語の大元である神よ、 あなたは私たち

が一つの家族としてあなたの愛を証しするよう望まれます。 競争と互いを引き離

そうという操作によって破壊された世界に挑む私たちをいつもあなたの愛に結び、

養い続けてください。 私たちが世界をあなたの愛の交わりに導くのを妨げる障害

に直面する時、 力づけてください。 イエスの名によってお願いします。 アー

メン。 

 主の祈り 

 第 15回総集会の準備のための祈り 

聖なる三位一体の神、 

私たちをあなたの愛の一致を分ちあうように呼び、 交わりの輪を広げるという

使命を託してくださったことに、賛美と感謝をささげます。 

第 15 回総集会を準備するにあたり、 聖霊を送って私たちのこの識別過程を導

いてください。 あわれみをもって会の望みと、 傷ついた世界の叫びに耳を傾

ける時に私たちを一致させてください。  

あなたの促しとインスピレーションに注意深くなるよう助けてください。 

三位一体の神、 私たちはあなたの愛の命に浸され、 あわれみによって世界を

変容されるあなたの業に参与したいと望んでいます。 



創立世代と、 私たちの先駆者であった何千人もの聖霊会員と一致して、 私た

ちは全会をあなたの摂理的配慮に委ねます。 

聖なる三位一体の神が、 私たちとすべての人の心のうちに生きますように！ 

 聖歌： 感謝の歌などふさわしいもの ／ 聖母賛歌  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四日： 会全体の中での交わり 



 集会の歌： One「Heart,「Many「Faces など 

 シンボル／中央に置くもの： 地球儀か五大陸の色の布と会のロゴを中央に置く。 

あるいは聖アーノルド・ヤンセンの石棺の上に見られるような五大陸を表した、 

 中に小さな五つのハートがある一つの大きなハート」を切り抜く。 

 導入：： 今日私たちは、 五大陸に散らばる姉妹たちの中に現存しておられる、 見て、

触れることのできる人となられた神の「 会全体の中での交わりに成長しなさい」という

呼びかけを聞きます。 

私たちは、 人間関係の輪を広げる使命をゆだねられた、聖霊奉侍布教修道女会という

本会の名前を大切にします。 私たちの修道会は現在、 45 の管区／準管区と総本部

共同体を持ち、 50 国籍からの 3000 人近くの会員に恵まれています。 このように

宣教する弟子たちの偉大な家族の一部であることは、 まさに特権です。 

 神は多様性の中に現れ、…意識の革命、 参加型意識」に向けて私たちの文化に挑

戦する。…「 参加型意識をもって愛するとき、私は他者の中に私の命のエネルギー

の一部が息づいており、また私の中に他者の命のエネルギーが息づいているのを

見る。 私はもはや世界を「 私たちのもの」とか「 彼らのもの」 などと分けるこ

とはできない。 私は一つの大きな命がすべてを循環していることに気づいた。 

 最も素晴らしい物語とは、 すべての命は一つであるということだ。」（Beatrice「

Bruteau） 

     ともに集って祈るこのときが、 私たちの内に参加型意識をもたらしてくれま

すように。 

 初めの祈り：  

 神よ、私たちはあなたの多面的な御顔を仰ぎます。 

 人間があなたを見ることができるように、 あなたはどこにでもおられます。 

 イエスのうちに、 あなたのみことばは肉となり、 あなたは最も近くでも最も遠

くでも 

手が届き、目で見えるようになられました。 

 それがあなたの受肉の仕方です。 

 

 私たちは会の多くの顔に感謝します。 



 あなたに顔を差し上げる一人ひとりの会員に感謝します。 

 あなたの多面的な表現に感謝します。 

 私たちが 参加型意識」に成長するようにとのあなたの呼びかけに、  

耳を傾けますように。 

 あなたの子であり、私たちの兄弟であるイエスの名によって祈ります。 アー

メン。 

 引用: 福者ヨゼファ 「 私たちが一つの心、一つの思いとなるように、 神は私た

ちを集められました」 

 物語： ウブントゥ ー南アフリカで 私たちがあるから私がある」という意味 

ある日、 西洋の人類学者がアフリカに行き、 現地の部族の社会的行動について

研究をした。 彼は子どもたちにあるゲームを提案し、 彼らは喜んで参加すると

言った。 人類学者は果物の入ったバスケットを木の下に置いて子どもたちに、 

一番先にバスケットに到達した人がその中の果物を全部一人で食べてもいい、と説

明した。 

彼は子どもたちを一直線に並ばせ、 スタートの合図をするために手を挙げた。 

よーい、どん！ 子どもたちは手と手をつないで一緒に走り出した。みんな一斉に

バスケットに着くと、 大きな円になって座り、 ずっと笑いながらみんなで楽し

く果物を食べたのである。 



人類学者は見たことが信じられず、 子どもたちになぜ独り占めできたのに、お互

いに待ちあったのか、と尋ねた。 

子どもたちは頭を振って答えた。 「 ウブントゥさ。 他のみんなが悲しかったら、

どうして一人だけ喜んでいられるものか。」 

ウブントゥとは、 私たちはみんな見えない方法でつながっていること、 人類は

皆一つ、他者と分け合い、周りの人を気遣うことによって自分の目的を達成するの

だ、ということを言い表している。 

 聖書朗読：1コリント 12:12‐14，27 

体は一つでも、多くの部分から成り、体のすべての部分の数は多くても、体は一つ

であるように、キリストの場合も同様である。つまり、一つの霊によって、わたし

たちは、ユダヤ人であろうとギリシア人であろうと、奴隷であろうと自由な身分の

者であろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊をのませてもらっ

たのです。体は、一つの部分ではなく、多くの部分から成っています。 … あな

たがたはキリストの体であり、また、一人一人はその部分です。 

 

私たちはこんにち、 キリストを示すからだ、ではなく、 キリストご自身の体な

のです。 みことばは人となり、 私たちの間に宿り続けておられます。 もし私

たちがキリストの体であるなら、 この世界での神の現存は、私たちに大きく依存



しているのです。 アビラの聖テレジアがとてもシンプルに言い表したように、 

私たちはこの世において神の物理的な手、 足、 口そして心にならなければなら

ないのです。 

イエスは、 私たちの愛撫し「なぐさめる「開かれた手を通して、 私たち自身では

なく福音によって 世界に油を注ぐために発した私たちの言葉を通して、 彼の兄

弟姉妹たちに近づくことが大好きです。 （教皇フランシスコ） 

 内省のための静思 

 共同祈願：： 神よ、 あなたは私たちが生き、動き、存在する共通の基盤です。 私

たち全会が、 あなたの子キリストの体になっていく過程にありますように。 私

たちが物事をより広い視点から見ることができるようになり、 個人の懸念から、 

会の懸念へと移行することができますように。 

注意: 祈りの後に短い沈黙を取り、 それぞれの大陸のためにろうそくを灯し、 

中央の各色の上に置く。 

１． １1ヶ国で働く１７８名の会員を抱える全アメリカ大陸の姉妹たちへの

感謝と交わりの時を持ちましょう。 

イエスよ、 インマヌエル、 私たちとともにおられる神よ、 私たちがア

フリカの希望と願望を推進する者となりますように。  ウブントゥ」（私

たちがあるから私がある）の精神が私たちの共同体生活を鼓舞し、 生きた



証によって人々の間の交わりを広げていきますように。 自分自身の弱さを

認めながら、 暴力、民族紛争、排他性と締め出しに影響を受けた社会の中

で、 傷ついた癒し手となりますように。 

答：： 神よ、 私たちがあわれみによってあなたの変容する現存となりま

すように。 

 

２． １２ヶ国で働く６０３名の会員を抱える全アメリカ大陸の姉妹たちへの

感謝と交わりの時を持ちましょう。 

イエスよ、 人の心の空虚さの中をいのちで満たそうとあなたは来られまし

た。 人間の営みの痛みの中に、 あなたはあわれみ深い者としてこられま

した。 今日、 私たちが孤独な人へのおもてなしのあいさつ、 力を落と

している人たちに希望をもたらす者、 傷ついた人々への癒し、 そして住

むとことのない人たちに家を提供する者となりますように。 

答：： 神よ、 私たちがあわれみによってあなたの変容する現存となりま

すように。 

 

３． ９ヶ国で働く１４１８名の会員を抱えるアジアの姉妹たちへの感謝と交

わりの時を持ちましょう。 



神はこの世界にプレゼントを送られました。 イエスという名前の、愛情あ

る存在という贈り物です。 イエスがくださった最高のものとは、 その個

人的な現存でした。 自分を信じること、 内的癒し、 心の平安、 あわ

れみ、ゆるし、尊厳と正義という心の宝という贈り物です。 

主イエスよ、 あなたが私たちにお恵みになったこれらの賜物の力に信頼

します。 創立世代の人たちのように、 私たちも大胆かつ創造的に社会の

中にいる被害者、 見捨てられた人、 悪用されている人の叫びに応えるこ

とができますように。 

答：： 神よ、 私たちがあわれみによってあなたの変容する現存となりま

すように。 

 

４． １６ヶ国で働く７３３名の会員を抱えるヨーロッパの姉妹たちへの感謝

と交わりの時を持ちましょう。 

  新たないのちである神よ、 エッサイのひこばえ、 私たちはあこがれの

心をあなたに上げます。 自分たちの強みと挑戦のただ中にあって、 連帯

と協働へと向かう努力のうちに、 私たちが新しいいのちが芽吹く経験を

しますように。   

答：： 神よ、 私たちがあわれみによってあなたの変容する現存となりま



すように。 

 

５． ２ヶ国で働く７８名の会員を抱えるオセアニアの姉妹たちへの感謝と交

わりの時を持ちましょう。 

     希望の神よ、来てください！ 永遠に消えない光、 あなたへと導く希望の

のろしのように、 私たちの中心で明けの明星となってください。 私たち

のただ中に来て、 永遠の善が、確かな愛と力強い希望と共鳴する私たちの

いのちに宿ってください。  

答：： 神よ、 私たちがあわれみによってあなたの変容する現存となりま

すように。 

 主の祈り 

 聖歌 

 結びの祈り：： 福音書の中の、 中に入り、 あいさつし、 それを聞き、 感じ、 

祝福し、応答する、 という健康で聖なる人たちが出会う様子を、 ご訪問の話の

マリアとエリザベトから学びましょう。 私たちがこの世界にいる大きな SSpS 家

族の存在にもっと意識を高めて成長していきますように。 さまざまなところにい

る姉妹たちについて、 暖かで、肯定的な考えを持つ心を育ててください。 平和、

善性、あわれみとおもてなしの形で、 お互いの中にキリストを生み出すのを助け



ますように。共通の理由のために生きるという私たちが、 団結させ続け、 「 私

たちのもの」とか、 彼らのもの」という態度からもっともっと遠ざかり、もっと包

括的な態度へと移行しますように。 三位一体の神の中にお互いを見つけ、 人間

であり SSｐSであることの絆を生き生きとさせ続けますように。 アーメン。 

 結びの聖歌としての聖母賛歌 

 

第五日：： 全会の亡くなった会員たちとの交わり ― 「（私たちに先立って亡くなられ

た姉妹たち） 

 集会の歌：  

 中央に置くもの： 何枚かの亡くなった姉妹たちの写真。 

 導入：： 今日の物語は、 過去とのつながりにおいてのみ、 意味を持ちます。 私

たちは巨人の肩に座っている小人のよう。 私たちは巨人よりももっと遠くのもの

まで、 よりよく見える。 それは彼らよりも視力が勝っているからでも、 また

彼らよりも背が高いからではない。 彼らが私たちを持ち上げてくれていて、 彼

らの背丈が私たちのものに増し加わっているからなのである。 「（John「of「Salisbury） 

私たちに先立った姉妹たちは、 神の愛を独自の方法で体現／受肉してくれました。 

そうすることで、 後に続く道を開いてくれたのです。 

ディートリッヒ・ボンヘッファー（Dietrich「Bonhoeffer）は Bethge 夫妻に宛てて



次のように書いています。 

 私たちは何によっても最愛の人をなくした穴を埋めることはできず、 むしろ埋

めようとすべきではありません。 ただ踏ん張って、 耐えることです。 それは

初めはとても残酷なことのように聞こえるかもしれませんが、 同時に大きな慰め

なのです。 なぜなら溝が埋まらないでいる間はお互いにつながり続けているから

です。 思い出が美しく、完全であればあるほど、離別は耐え難いものです。 し

かし感謝は記憶の悲痛を静かな喜びに変えてくれます。 あなたの中のうるぼくい

過去をいばらのとげのようにではなく、大切な贈り物として持ち続けてくださ

い。 」 

 

ヤゴとトンボの物語 … 

 

小さな静かな池の底に、 ヤゴの仲間が住んでい

ました。 それは満足のいく共同体であり、 薄

明かりの中に住んでいて、餌を求めて池の底の泥

の上を忙しく行き来していました。  

しかし何度も何度も、ヤゴたちは仲間の中のある者が、 どうも一緒にいることに興味

を失ったことに気づきました。 彼は消える前にスイレンの茎をつかみ、 ゆっくりと



登っていきました。 その後、 彼は二度と姿を見せませんでした。 

ある日、 その光景がまた起こった時、 ヤゴたちはお互いに言いました。  ほら、 

また別の友だちが茎を登っていくぞ。 どこへ行くんだろう？」 

しかし、 どんなに彼らがじっとよく見いていても、 今回もまた、 友だちはついに

目の前から消えてしまいました。 後に残った者たちは長い間待っていましたが、 彼

は帰ってきませんでした。  

 ふしぎだと思わないかい？」 最初のヤゴが言いました。 

 彼はぼくたちと一緒にいて幸せじゃなかったのかな？」 二番目のが聞きました。 

 彼は今どこにいるんだろう？」三番目のが首をかしげました。 

誰も答えられる者はいませんでした。 彼らはなぞに包まれていました。 ついに一番

長老のヤゴが集会を招集しました。 「 ぼくに提案がある。 次にスイレンの茎を登っ

ていく者は、 戻ってきて、どこへ行ってきてなぜそうするのかを知らせると約束する

こと。」 約束する」と全員が荘厳に答えました。  

それから間もなく、 ある春の日に、 まさに提案をしたあのヤゴ自身が、スイレンの

茎を登っていることに気がつきました。 彼は高く高く登って行きました。 そして何

が起こっているのかを知る前に、 彼は水面を突破し、 大きな緑色のスイレンの葉の

上に落ちました。 

意識を取り戻すと、 ヤゴは驚いて辺りを見回しました。 彼は見たものが信じられま



せんでした。 すべてのものが今までとはまったく違って、 自分の体までもが、 何

か驚くような方法で変化したようでした。 おもしろそうに自分の体を見てみると、 4

つのきらめく翼と、 どうやら彼のものであると思われる長い体に目が留まりました。 

まだ不慣れな自分の形について疑問に思っていると、 彼は急に翼を動かしたくなりま

した。 ヤゴは衝動に駆られて翼を動かしてみました。 -すると突然、 どのように

かは知らないけれど、 自分が宙に浮いていることに気づいたのです。 

ヤゴはトンボになったのでした。 新しく生まれたトンボは空中を大きな円や、小さな

円を描きながら行ったり来たり飛んでいました。 彼はこのまったく違ったパーツをう

れしく思いました。 しばらくしてから休むために葉っぱに留まりました。  

そのとき、 トンボは水の下を見下ろしました。 そこでは彼の昔友だちであるヤゴた

ちが、 池の底を行ったり来たりしていました。 そしてトンボは自分の約束を思い出

しました。 

考えなしに、 トンボは水の中に飛び込んで、 旧友たちに教えてやろうと思いました。 

しかし水面にぶつかっただけでした。  

 ぼくはもう戻れないんだ」とトンボは寂しそ

うに言いました。  どんなにがんばっても約

束を果たすことはできない。 それにもし戻れ

たとしても、 だれもこの新しい体では気づい



てくれやしないだろう」 

しばらく考えた後、 彼は気づいた。 「 ぼくはみんながトンボになるまで待たなけれ

ばならないんだ。 そうすれば、 自分自身でぼくがどうなって、 どこに行ったか分

かるだろうから。」  

そしてトンボは光と大空の、 すばらしく新しい世界へと幸せに飛んで行きました。 

（作者不明） 

 祈り：  

主よ、あなたは死者の神ではありません、 

死んだすべての人があなたと一緒に住んでいます。 

あなたのみ前に、私たちは愛したすべての人々を思い出します。 彼らは私たちの心の

中にいます。 

すべての人があなたのみ手の中にいると信じています。 そしてそれが彼らと私たちの

希望です。 

あなたは報われるものに報いることができること、 

そして、 まだそこにあるギャップを埋めてくださる。  

    それが彼らと私たちの希望です。 

あなたはすべての分け隔てを取り除き、「永遠の平和を与えることがおできになり

ます。「それが私たちの求めていること、「それは私たちが彼らと私たちのために望



み、信じていることです。「あなたのいのちの力で私たちの亡くなった人たちとと

もにいてください。 そしてあなたのいのちの力で私たちを導き、 彼らと再会さ

せてくださいますように。「あなたの御子、 私たちの主イエス・キリストによっ

て。 

 ヨハネによる福音書の朗読 

父よ、「わたしに与えてくださった人々を、わたしのいる所に、共におらせてくだ

さい。それは、天地創造の前からわたしを愛して、与えてくださったわたしの栄光

を、彼らに見せるためです。 正しい父よ、 世はあなたを知りませんが、わたし

はあなたを知っており、 この人々はあなたがわたしを遣わされたことを知ってい

ます。 わたしは御名を彼らに知らせました。 また、これからも知らせます。 わ

たしに対するあなたの愛が彼らの内にあり、 わたしも彼らの内にいるようになる

ためです。  

（ヨハネ １７：２４－２６） 

私たちがそれを知っているかどうかにかかわらず、 まるでお互いの存在の中にい

ることによって、 細胞を交換し、いのちの一部を伝え、 その後、他の人を私た

ちの中に、私たちが今までに出会ったすべての人の存在を語るのである…。 体こ

れは私たちが死んだ後も長く生き残る方法だ。 これが、私たちが誰になるかが重

要である理由である。「なぜなら、私たちは自分を伝えていくからである。 「（ナタ



リー・ゴールドバーグ Natalie「Goldberg） 

 内省と分かち合いのための沈黙:  

あなたが知っている一人か二人の亡くなった姉妹との経験を思い出してください。 

彼女たちはどのように神の愛の道具でしたか？ また、 彼女たちの人生において

どのように神の愛を生み出したでしょうか？ 私たちは、彼女たちの開いてくれた

どの小道に招かれているでしょうか？ 

 共同祈願： 

この世のいのちを生き、 深く愛した私たちの姉妹たち、 ともにおられる神、 イ

エスのうちに内的力の源泉を見出した姉妹たちを思い起こしてみましょう…。 

静けさのうちに、 個人の名前を言い、 共同体や宣教奉仕の中で神の現存を現し

た彼女たちの特徴的な性質をいくつか述べましょう。 

どのように姉妹たちの善さが私たちの人生に共鳴しているかを思い起こしながら、 

一人ひとりの名前の後に鈴を一度鳴らす。  または姉妹たちがこの世にもたらし

た光の象徴として、 ろうそくに火をつける。 

一人ずつの姉妹について、 最後に♪Laudate「Omnes「Gentes か、 ♪わが心、た

たえよ主を を歌う。 

 主の祈り： 

 聖歌：  



 結びの祈り： 

いのちの著者である神よ、 私たちはその教えと信心の輝きをもって魂に火を灯し

てくださった姉妹たち、 神の栄光をその顔に輝かせていらした姉妹たち、 危険

を冒して自分の故郷を離れ、 最前線に移った姉妹たち、 神の支配の実現のため

にいのちをかけて奉仕した姉妹たち、 自身の言葉と模範によって神との深い交わ

りへと導いてくださった姉妹たち、 希望と楽観主義をもって、苦悩に立ち向かっ

た姉妹たち、 困難な時にいかに神に信頼し、自信を持つかを教えてくださった姉

妹たち、 そのような何千人もの私たちの姉妹たちに感謝いたします。 

本会の物語が続いていくにあたって、 私たちが、後に続く姉妹たちに自分の肩を

貸すという挑戦をしますように。 「 私たちが皆、一つになるように」と祈られた

イエスの名によって祈ります。 アーメン。 

 聖母賛歌： 

第六日：： ：「変容的な存在」になるために：「観想的な態度」を育てる生涯にわたるプロ

セスへの呼びかけ： 養成 

 聖歌： 自由に選ぶ 

 導入： 

クリスマスノヴェナ第六日目のトピックは 『変容的な存在』になるために『観想

的な態度』を育てる生涯にわたるプロセスへの呼びかけ」です。 なぜなら、 私

たちは生きている限り、 変化するように呼ばれており、 また２０００年以上前



に赤ん坊として世に来られた方、 私たちの神によって、 自分を変えられるに任

せるからです。 今日は、飼い葉おけの中におられる幼子が、私の中の変容したい

とお望みになる何かがあるのではないかということに、 心を開いてみましょう。 

 導入の祈り： 

主イエス・キリスト、 

あなたはこの世に来られ、 変容したいと望んでおられます。 

生きている限り、 あなたが私たちの生活にいらして、  

新たな生気をもたらすに任せるというチャンスがあります。  

私たちの中で硬くなっていくすべてのもの  ‐ 一人の姉妹は石を持っていっ

て前に置く 

乾ききってしまったすべてのもの  ‐ 姉妹は渇いたスポンジを持っていって

前に置く 

死んでしまったすべてのもの  ‐ 折られた小枝を持っていって前に置く 

凍りついてしまったすべてのもの  ‐ 氷を持っていって前に置く 

私たちの心をあなたの愛と善といつくしみに開かせてください。 

聖霊とともに世々に生き、 支配しておられる方によって祈ります。 アーメン。 

 物語： 子どもが行かせた （本当にあった出来事から） 

典礼の中で、 司祭と聖堂係は１０年も来ていなかった男が教会にいることに気づ



いた。 それどころか、 男は近年は主任司祭の司牧活動をあざけり、 その努力

をあざわらって彼の立場を難しくさせていた。 

その彼は、座ってじっと新聞を見つめているように見えた。 典礼の中ですでに聖

堂係は彼を叱りつけたいと思っていた。 しかし、 彼の表情はとても悲しそうで、 

涙さえ頬を伝っているのを見て、 そのままにしておいた。  

別の夜、 主任司祭が彼の家を訪ねると、 彼は孫の写真を指差して、 「 この子

が行かせたんだ。 「『二度と教会なんかに行くものか』と誓ったのに。 二度と！ 

でもこの子が行かせたんだ。」 

彼は教会に持って来ていた、 絵のついた週刊新聞を広げた。 そこには彼の愛す

る孫の写真が載っていた。 「 幼子キリストから子どもたちが欲しいもの」という

質問に、 ５才の子どもが「 違ったおじいちゃん。  ぼくと一緒に教会に行って

くれるおじいちゃん。 ぼくのはとっても頑固で、 何度もお願いしたけど一度も

行ってくれないんだ。」と答えていた。 

 しかしあなたは一度も子どもと一緒にいたことがないじゃないですか。」と主任

司祭が言うと、 「 まだです。」と男は答えた。 「 あれは一種の初リハーサルのよ

うなものだったのさ。 そうすれば子どもの前で恥をかかないからね。」 

 あなたにとって教会に来るのは難しいことだったでしょうね。 でもそれを子ど

もには見られたくなかった。 分かりましたよ。」 彼は主任司祭を恥ずかしそう



に見た。 

 わたしは子どもにそんな大きな力があるなんて、 考えたこともなかったよ」 

 そのとおり、 私たちは子どもに私たちの考えを変えさせるほどの力があるなん

て、 信じたくないんだ。」司祭がとても考え深げにくり返すと、 男は彼が飼い

葉桶の中の幼子のことを意味しているのだと気づいた。 

(著者: Rudolf Hempel, from:  １００の最高のクリスマス物語」“The 100 best Christmas Stories 

“より短縮) 

 内省： 

沈黙のうちに、 「 飼い葉桶の中の幼子」について黙想しましょう…。 もし私た

ちがゆるすとすれば、 飼い葉桶の中の幼子は私／私たちにどんな変容をもたらす

ことができるでしょうか？ おそらく私たちの中にはこの話の中の男のようにと

ても頑固で動かなくなった部分を見つけるでしょう。 それが変容するに任せまし

ょう。 沈黙の中で、 飼い葉桶の中の幼子が変えてくださるに任せましょう。」 

 共同祈願： 

神は私たちを変容するために、 飼い葉桶の中の幼子として御子を送られました。 

私たちは祈ります： 

 神よ、 私たちはあなたを待ちわびています。 来て私たちを変容してく

ださい。 

    短い答唱を歌う （♪マラン・アタ、 マラナタ かテゼなど） 



 神よ、 私たちはあなたを待ちわびています。 来て私たちの苦しみ、 病、

必要を変容してください。 

 神よ、 私たちはあなたを待ちわびています。 来て私たちのかたくなな

心と愛の不足、 傷と痛みを変容してください。 

 神よ、 私たちはあなたを待ちわびています。 来て私たちが献身する努

力、 都合をつけること、 地の面が新たになるように力と愛を差し出す

ように、私たちを強めてください。 

 神よ、 私たちはあなたを待ちわびています。 来て私たちの笑顔と涙、 

よろこびと苦しみ、範囲と限界を分かち合ってください。 

神よ、あなたは私たちを知り、 愛しておられます。 私たちはあなたの栄光

を終わりなくほめたたえます。 アーメン。 

 主の祈り： 

 聖歌： 自由に選ぶ 

 

 

 祈り：  

言葉、 音、 画像、 

      希望、 切望、 期待、 



      もはや モノでは 満たされない 

      もっとほしい ちがっていたい かりたてられる 

      そして こぎだすこと 出発すること 夢を信じること 

      夜空の星 沈黙の中の言葉 飼い葉桶の中の幼子 

                            Andrea「

Schwarz 

 

三位一体の神、 父と子と聖霊が、 この日「（夜）を祝福してくださいますように。 

アーメン。 

 聖母賛歌： 

 

 

第七日： 交わりの奉仕としてのリーダーシップ 

 集会の歌：  

 中央に置くもの：： 善き牧者の写真か互いに向かい合って座っている共同体の画像 

 導入：  

今日、 第七日目のノヴェナでは「 交わりの奉仕としてのリーダーシップ」について内

省し、祈ります。  

 

 本会の組織とリーダーシップのスタイルは、 参加と交わりを促進しなければな



らない。 私たちは共同識別と参加的リーダーシップの価値を体験している。 (第

１４回総集会) 

 

 権威」(authority:「 英,「augere:「 ラテン)とは増やす、 力づける、 築き上げる、 

啓発するという意味です。 このように、真の権威は、私たち自身のビジョンの敷

居に導き、そこに力を与えます。 これこそ私たちが識別過程で探し求めるべきも

のです。  

真の権限の働きは、 主に、それが属する共同体の深さの脈動に耳を傾け、適切に

対応することです。 

イエスは、 権力がしばしば自己栄光/自己推進のために悪用され、自然に他者に

も有害な影響を及ぼしていた世界/社会に来られました。 彼は人々を励まし、 神

の力がどのように働き、それが人間と創造物に何をするかを示すために来られまし

た。 彼の目標は築き上げること…育てることでした。 支配するのではなく強化

することです。 

人生の中で違った時期に、 どんな役割に専念しているに関わらず、 私たちはみ

な、 計り知れない力を内に宿しているのです。 権力と、権威と、力に恵まれた

私たちみなが、 それらを命を促進するため、 そして交わりをもたらすために使

いますようにと祈ります。  

 



 聖書朗読 ヨハネ「１０:10  

わたしが来たのは、あなたが命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。  

または フィリピ「２:１‐１１  

 そこで、あなたがたに幾らかでも、キリストによる励まし、愛の慰め、“霊”によ

る交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、「同じ思いとなり、同じ愛を抱

き、心を合わせ、思いを一つにして、わたしの喜びを満たしてください。「何事も

利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優

れた者と考え、「めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさ

い。「互いにこのことを心がけなさい。それはキリスト・イエスにもみられるもの

です。「キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しよ

うとは思わず、「かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になら

れました。人間の姿で現れ、「へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に

至るまで従順でした。「このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名にまさる

名をお与えになりました。「こうして、天上のもの、地上のもの、地下のものがす

べて、イエスの御名にひざまずき、「すべての舌が、 イエス・キリストは主であ

る」と公に宣べて、父である神をたたえるのです。 

 物語: メシアはあなたたちの中にいる 

 かつて、 絵のように美しい森の中に、古い石造りの修道院が隠れていました。 



何年もの間、 人々はとても遠回りしなければならないにもかかわらず、 この修

道院を探しました。 その場所の平和な精神は、 魂の癒しでした。 

しかし近年では、修道院に行く人の数が減ってきました。 修道士たちはお互い

にねたみあい、 軽薄になっていったので、訪問した人々は敵意を感じたのです。 

修道院の大修道院長は、起こっていることに苦しみ、彼の親友であるエレミヤに

胸中を打ち明けました。 エレミヤは賢い年老いたユダヤ人のラビでした。 アボ

ットの悲惨な話を聞いて、提案してもよいかと尋ねました。「 「 お願いします」と大

修道院長は答えました。「 何でもおっしゃってください。」 

 エレミアは、 私は重要な幻視を受けた、と言いました。 それは次のようなも

のです。 「 メシアは僧侶の階級にいた」。 大修道院長はびっくりしました。 我々

の中にメシアがいる！ いったい誰だろう？ 彼は自分ではないことだけは知っ

ていました。 それでは誰だろう？ 彼は急いで修道院に戻って、 このわくわく

するニュースを仲間に知らせました。 

僧侶たちは黙って、 互いに顔を見合わせました。 この中の一人にメシアが？ 

その日以来、 修道院内の雰囲気がガラッと変わりました。 ヨゼフとイワンはま

た話し始めました。 どちらもメシアを軽視するような罪を犯したくなかったから

です。 ピエッレとナイブは冷たい怒りを投げ捨てて、 互いに和解を求めました。 

僧侶たちは互いに奉仕し、 何か手伝うことはないかと機会をうかがい、 傷つけ



たことへの癒しとゆるしを求め始めました。 

 ある旅行者、そして別の旅行者が修道院への道を見つけ、その場所の素晴らしい

精神についてのうわさはすぐに広まっていきました。 人々は再び修道院への旅に

出て、自分自身が新たにされ、 変容したことに気づきました。 なぜならそれら

の僧侶たちはメシアが彼らの中にいることを知っていたからです 

 内省と分かち合い：  

この話から何を学びましたか？ どうすれば、それぞれの内にある力につながり、

お互いに最高の力を引き出すことができるでしょうか？ 私たちの出会いは、会員

の最も深い欲求と最高の願望とどのように関連していますか？ 神はどのように

して平和構築と和解におけるリーダーシップを私に求めているでしょうか？ 私

の傷ともろさはどのように癒しと刷新に役立つでしょうか？ 

  クリスマスに私たちは、飼い葉おけの中の小さな赤ちゃんの優しさ、無力感、

もろさに隠された神の力、 彼が大人になったときの教え方、 関わり方、行動の

仕方の中で現された神の力を見つめます。 

  次の祈りを唱えるにあたって私たちが、 特にイエスの関わりにおけるリーダ

ーシップのスタイルに沿って変えられるに任せますように。  

 イエスのリーダーシップ： 

イエスは人々を見つめた：： 誰かを見つめるということは、その人がその瞬間、 完



全に中心となり、その人を抱える、または抱きしめるということを意味します。 

人々は、私たちが意識の中でどのように彼らを見つめるかに反応します。 言葉を

発しなくても、 彼らは私たちがどのように自分たちを認識しているかを感じるこ

とができるのです。 

人々がイエスに群がったのは、彼らを黒人や白人、金持ちや貧乏人、男性や女性

として見なかったからです。 イエスは彼らを兄弟姉妹であるとみなしました。 

血族の家族は平等な権利と責任を持ってみんな平等です。 イエスは彼らを見つめ

ました。 

答： イエスよ、 私たちが本質的にお互いを見つめるよう、助けてください。 

 

   イエスはすべての人を平等に扱われた：： 神の顕現であるイエスは、すべての人

を自分と同等に扱われた。 彼は山を動かし、死者をよみがえらせ、病人を癒し、足

の不自由な人を盲目に見えるようにすることがおできになりました。 それでも、彼

は漁師や売春婦を兄弟姉妹と呼びました。 彼は、これらの「 純粋ではない」個人を

受け入れただけでなく、彼らに非常に多くの愛をまき散らしたので、人々は彼に群が

りました。 イエスの御前では人々は自分自身を良く感じました。 彼のアプローチ

は彼らに力を与えました 

答「： イエスよ、 私たちがすべての人を兄弟姉妹として見つめることを学ばせ



てください。 

 

イエスは群衆を憐れまれた： イエスはどうしても人々に彼らがどんなに愛されて

いるかを示したいと思われました。 イエスは個人的に他者の痛みを感じました。思

いやりを失えば、 魂を失います。「 「 思いやりがあるとき、私たちはまさに神のよ

うです」。 重要なのは、お互いに親切にすることです。 

答「： イエスよ、 私たちがうちにあるすべての善をもって、互いに応じ合いま

すように。 

イエスは彼らにお仕えになった： リーダーであるイエスは、 民にお仕えになっ

た。 彼は人々に尋ねました「： 私に何をしてほしいのですか？」 どうすればあなた

を助けることができますか？」彼らが見えるようになりたいのなら、 見えるように

されました。 歩きたいのなら、歩くようにされました。 パンが欲しいなら、パン

をお与えになりました。 ワインを欲するなら、 ワインをお与えになりました。 

イエスがこのようになさったのは、 愛」という一つの力から来られたからです…。 

答「： イエスよ、 私たちに、内にある「 愛」という源から行動することを学ば

せてください。 

（『最高経営責任者であるイエス』 Laurie「Beth「Jones より引用）  

 主の祈り 



 結びの祈り：  

イエスよ、 あなたの誕生を祝うことは、あなたがこの世界に来られた目的、

つまり私たちにいのちを、 豊かないのちを与えるという目的を思い出させて

くれます。 あなたの受肉は私たちに、 人間の価値と貴さを伝えてくれます。 

あなたの弟子である私たちが、一人ひとりは独自であり、 いのちの推進、 私

たちの共同体の中のいのち、 周りの人々の中のいのち、 特に最も恵まれな

い人々の、尊厳を奪われたいのちを促進することなど、ユニークな方法で世界

に変化をもたらすのだということに気づきますように。 私たちの内にある愛

の力が、 支配ではなく優しさの一歩、 競争ではなく共感の一歩、 無力な

ひとたちのための正義の一歩、 絶望にある人への希望の一歩を踏み出させて

くれますように。 私たちの SSpS ファミリーが「 偉大な人が小さく、 小さ

な人が偉大な家」となりますように。 アーメン。 

 聖母賛歌： 

 

 

第八日： 異文化の生活に呼ばれて 

 開会：： 私たちはすべての被造物の中におられる神、 一人ひとりの人の心の中に

おられる神の御前にひざまずきます。 私たち一人ひとりのうちに、 そして周り



に、 まことに神はおられることを意識します。 沈黙のうちに、 ともにおられ

る神、 私たちの本当に近くにおられる神を感じましょう。 （短い沈黙） 

 賛歌： （聖霊に対する歌、 もしくは集会のための歌）  

 導入：： ノヴェナ第八日目のテーマは「 異文化の生活に呼ばれて」です。 SSpSであ

る私たちにとって、 異文化性はアイデンティティの基盤となる側面です。 それは今

の現実の中にある聖霊のさまざまな顔の表現です。 異文化共同生活を生きる時、 私

たちは豊かさと葛藤の双方を体験します。 そして異文化となる旅の中で光と影を体

験します。 違いと不一致を越えたものを見るようになり、一人ひとりの中に住まわれ

る愛を発見する機会と考えるようになるのです。 

 シンボル： （異文化性のシンボル） 

 内省：： 「 キリストは、 いのちの与え主である聖霊にささげられた修道宣教共同

体である本会へ私たちを招かれた。 聖霊のみ力において私たちはキリストに従い、

御父を賛美し、他の人々に豊かな生命をもたらす。 修道宣教共同体に生活する私

たちは、 神の愛の現存が私たちの生活と活動のうちに、 目に見えるものとなる

ように励む。 国や言語の異なった姉妹たちからなる共同体として、 私たちは教

会における一致と多様性の生きたしるしとなる。 （会憲 序章） 

外国に派遣された一人の姉妹の物語を聞きましょう。 

 物語：  わたしの始まりであり、終わりである、異文化共同体」 

私は現地の言葉を一言も知らずにその国に到着しました。私は英語を話しますが、 

残念なことに、共同体の誰一人として私の知っている言葉を話す人はいませんでし

た。 初めのうちはとてもふさぎ込んでいました。 季節は冬で、 気温は氷点下



でした。 私が着いた日、 まっすぐにお部屋に連れていかれたので、とても疲れ

ていたせいで、 私はベッドに入ってすっかり眠ってしまいました。 しかし寒さ

で目が覚めて もう一枚毛布を探しましたが、 クローゼットには何もありません

でした。 もう一度寝つくこともできなかったので、 私は部屋を出て、誰か助け

てくれないかと探していると、一人の姉妹に出会いました。 私は何がほしいかを

説明しようとしましたが、努力もむなしく 理解してもらえませんでした。 そこ

で私は彼女の腕をつかんで自分の部屋に連れていったのです。 そして部屋に置い

てあった辞書を使って何とか文章を作って分かってもらおうとしましたが、 それ

でも無理でした。 ついに身振り手振りの助けによって、 彼女は私が毛布を欲し

がっているのだと分かってくれました。 シスターも部屋を用意した姉妹が一枚し

か毛布を用意していなかったことを謝ってくれました。 それからというもの、 

この姉妹は私と友だちになり、 面倒を見てくれるようになりました。 初めのう

ち、 私は食卓で静かにして、 姉妹たちが何を話しているのか理解しようと試み

ました。 何度も、 私はみんなから見えない存在で、 誰も気にかけてくれない

と感じました。 何人かは私に近づくのを恐れ、 食卓で一緒に座ることさえ避け

る時には腹が立ちました。 ただ毛布の件で助けてくれた姉妹だけが、 もっと私

の近くに来ようと努力しているのが感じられました。 本当につらかったですが、 

心の中では姉妹たちも苦しんでいることが分かっていました。 私が一生懸命言葉



を学び、 会話をしようとしていた時、 姉妹たちも私を助けようとしていたのを

感じていたのです。 でたらめな文章ででも、 私は自分からもっと表現しようと

し、 間違った文法を笑いとばすことも覚えました。 時にはあちこちから直され

て発狂しそうなこともありましたが、 それも私を助けるため、と思うしかありま

せんでした。 次第にもっと姉妹たちを知るようになって、 その共同体に対する

所属感もだんだん芽生えてきました。 自分の文化を分ちあい、 またブラジルの

文化にも興味が湧いてきました。 うれしかった一つの発見は、 異文化性には美

しさがあるということです。 私には分かち合えるユニークな文化があるし、 他

の文化にも 学べるユニークな何かがある。 自分の文化がブラジルの文化によっ

て富まされるようにすることで、 自分のフィリピン文化も深めることになったの

です。 異文化性は私の生き方になり、 喜んで異文化性を生きることは私の神と

の交わりの生きた証になっています。 （ブラジルに派遣された Leonie Pregunta, 

SSpS） 

 自分の物語と他の人の物語につながりがある、 そして私の物語は神の交わり

の物語の続きなのであるということにどのように気づかされましたか？ 異

文化性は私の召命であり、 異文化的共同体に生活しているということはその

召命に応えているのだということを納得していますか？ 

 分かち合い （近くの人と） 



 朗読： ルカ 1:57-66（洗礼者ヨハネの誕生） 

洗礼者ヨハネの物語を聞きましょう。 朗読の中で、周りの人はこの子は将来どん

な子になるのだろう、と不思議に思っていた。 神の手が確かにその子とともにあ

ると信じていたからである、 とあります。  

 共同祈願：  

答： 文化の神よ、 私たちの祈りを聞き、いやしてください。 

- 家族、 生活状況、 国籍、文化遺産など、私たちの起源であるものに深く感謝

する心を創造してください。   

- 自分の文化が他のものよりも上で、 自分の意見が他の意見よりもすばらしい

という思いが支配する時、 

- 他者に対する否定的な考えが、 あわれみ深く、理解に富む人であることから

遠ざけようとする時、 

- 自分を正当化し、 相手が間違っているという傾向が出る時、 

- 文化的偏見が私たちを覆い隠し、 他の文化的価値観に対して敏感でそれらを

重んじるよりも、 批判的な態度に屈する時、 

- 自由にその他の意向を加えてください。 

 主の祈り 

 祈り：： 異文化性の神よ、 私たちを聖霊と響き合わせ、 一つとなって、 多様



性の中に美しさを見出すように導かれる聖霊に聞くことができますように。 異文

化性を大切にすることによって、 私たちを一つの家族となるようにと呼ばれる三

位一体の神の愛を 証しすることができますように。 私たちの主、 イエス・キ

リストによって。 アーメン。 

 第 15回総集会準備のための祈り 

 聖母賛歌 

 

 

第九日： 異世代の生活に呼ばれて 

 開会：： しばらく沈黙しましょう…。 そして私自身、 私のいる場所、 インマ

ヌエルである神が本当に近くにおられるということを意識してみましょう…。 

 賛歌： （聖霊に対する歌、 もしくは集会のための歌）  

 導入：： ノヴェナ第九日目のテーマは「 異世代の生活に呼ばれて」です。 私たちは異

世代の生活の豊かさと葛藤の両方を経験しています。 多様性や未知と親しくなるこ

とによって変容し続けることに、自分自身を開きます。   

 シンボル： （この斜体部分を書いたポスターを見えるところに置く） 

 20 才だろうが 80 才だろうが、 学ぶことをやめた人はだれでも年寄りである。 

学び続ける人はだれでも若さを保つ。」 － Henry Ford (1863 – 1947) 

 内省：： 私たちは絶えず変化する共同体生活に圧倒されています。 個人としても

共同体としても、 私たちはジェネレーション・ギャップ「（世代間格差）、 老いる



とはどういうことか、 若くあるとはどんなことか、という考えにとらわれていま

す。 多いか少ないか、 進んでいるのか取り残されているのか、 という考えは

私たちに影響を与えます。 多様な共同体設定では、 好みと剥奪はさまざまな表

現を取っています。 

 ポスターの文章について内省し、 その言葉が私たち自身に、 また私たちの

弱さや傾向に語りかけるに任せましょう。  

 私たちの間や奉仕する人々とのよりすばらしい交わりや友情に向かっての回

心のプロセスにどのようにチャレンジさせられていると思いますか。 

 内省、 洞察、 気づきの分ちあい 

 朗読：： ルカ 1:３９－４５ 「（若い女性マリアと高齢のエリザベトとのいのちを与

える出会い） 

 共同祈願：  

答： 神は貧しい人の叫びを聞かれる。 主に祝福！ （歌ってもよい） 

１． 私たちが若者と高齢者の橋渡しとなり、 どちらにも分かち合い、学び

合う何かがあり、 互いに富ましあうことができることを意識化しますよ

うに。 

２． 多くの異世代的相違の認識の中にも、 共通の部分、 よい関係を作る

ことに努力し、 神の子どもとしての共同責任と相互依存を強めていきま



すように。 

３． 私たちの社会は、 ますます年齢によって隔離されつつあることが証明

されており、 それが誤解と分裂を永続させます。 私たちの共同体が、 

多様性の一致の生きた証となることができますように。 

4． 私たちの持つ差別的な性質からいやされ、 異世代間の連帯を達成する

ために、拒絶から賞賛へと態度を変えることができますように。  

５． 受容の関係の輪を広げるために、 私たちが他者のニーズにもっと開か

れ、 自分の才能を分かち合う態度になりますように。  

 主の祈り 

 祈り：： 神よ、 あなたは本当に近くにおられます。 あなたはインマヌエル、 私

の、私たちの近くにいてくださいます。 あなたは文化や年齢の壁に関係なく、す

べての人を歓迎する心をお持ちでした。 私たちも社会の中の弱く、傷つきやすい

とされている人々とつながるために、 あなたの共に感じる心、 共に歩む足、 共

に見る目、 共に聞く耳、 共に伸ばす手、 あなたのいのちをもつことができま

すように。 私たちの主、 イエス・キリストによって。 アーメン。 

 第 15回総集会準備のための祈り 

 終わりの賛歌：  We「are「companionｓ「 on「the「journey」または聖母賛歌 


