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仲 間 と な ら 一 歩 踏 み
出 す こ と が で き る

今年の二月、青年たち九人を連
れ、韓国を訪ねました。広島教区か
らも四人の青年たちが参加してくれ
ました。天安の独立記念館を見学し、
最後に、取り壊された日本の植民地
時代の総督府の一部がモニュメント
として置かれている広場で祈った時
間は深い時間でした。「一人では何
もできない臆病な自分だけど、この
仲間となら一歩踏み出すことができ
る」という一人の青年の祈りは私た
ちみんなの心を代弁してくれていま
した。

その天安に同行してくれた、シス
ター古屋敷さん（社会司牧デスク）
の友人で十七年間日本に住んだこと
のあるシンさんは、その後の三日間
を最後まで共にいてくださいまし
た。シンさんが寄せてくれた感想の
中にこのような文章があります。「最
初は、最終日の分かち合いにまで残
るつもりはなかったのですが、皆と
独立記念館や西大門刑務所などを見
学しながら、また、その後、日韓青
年たちの分かち合いを聞いているう
ちに、ぜひ最後の分かち合いに参加
させていただきたいと思いました。
皆の心が聞きたかったのです。また、

辛い思いをしてたなら、心から抱き
しめてあげたかったのです。」

私は、旅の友となってくれたシン
さんの中にイエスを見る思いがしま
す。決して楽しいだけではない、歴
史を痛む巡礼に参加した青年たち
が、もし辛い思いをしていたなら、
心から抱きしめてあげたいと思って
くれたシンさん。そして、私たちは、
確かに旅の間中、神の懐に抱きしめ
られているようなそんな温かさに包
まれていたのでした。私たちの流し
た涙は、心を癒す涙でした。

「外に出なさい」と教皇フランシ
スコは回勅『福音の喜び』の中で何
度も繰り返します。痛みと傷の場所
でこそ、イエス・キリストが待って
くださっているのだと。沖へと漕ぎ
出す献身のただ中で「御父の優しさ
に抱かれて憩うことを覚えましょう

（279）」と私たちを励ましています。
今日、私が筆を手にしているイエ

スの昇天を祝う日。イエスの昇天と

は何を意味するのでしょうか。神学
的な答えは他にもあるでしょうが、
イエスは苦しんでいる人、傷んでい
る人、この世界の傷の只中に入られ
たのだと私は確信しています。私た
ちが自らの枠を超え出て、人々に手
を差し出し、誠実に向き合い、絆（「傷
な」と奥田知志牧師はおっしゃいま
す）を築いていく時、そこに「心か
ら抱きしめてあげたい」と腕を広げ
て待っているイエスを体験するので
す。

私たち一人一人はちっぽけな存在
であること、ある意味でボロボロの
弱い人間であることを認めたいと思
います。だからこそ、その私たちの
背中を押し、他者と連帯し、絆をつ
くっていくようにと、神の網（ネッ
トワーク）を広げていくようにと励
ます聖霊を信じます。そこに大いに
働いてくださり、私たちを使ってく
ださる主を信じます。
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－「教会へのチャレンジ」のヒント－

聖なる教会

「信条」の中で、「わたしは唯一
の教会を信じます」と唱えた後、わ
たしたちは「聖なる」という形容詞
を付け加えます。すなわちわたした
ちは、教会が聖なるものであると明
言します。教会が聖なるものである
ということは、初期キリスト者の意
識の中に初めから存在した特徴でし
た。彼らは自分たちのことをただ「聖
なる者たち」（使徒言行録 9・13、
32、41、ローマ 8・27、一コリン
ト 6・1 参照）と呼びました。彼らは、
教会を聖なるものとするのは神と聖
霊の働きだということを確信してい
たからです。

しかし、教会はどのような意味で
聖なるものなのでしょうか。歴史的
な教会には、その長い時代の歩みの
中で、多くの困難と問題と暗闇の時
があったことを、わたしたちは知っ
ているからです。人間、それも罪人
から成る教会が、どのようにして聖
なるものとなりうるのでしょうか。
罪人である男性、女性、司祭、修道女、
司教、枢機卿、教皇から成る教会が。
皆、罪人です。このような教会がど
のようにして聖なるものとなりうる
のでしょうか。

1　この問いに答えるために、聖
パウロのエフェソの信徒への

手紙の一節に導いてもらいたいと思
います。使徒は、家族関係を例にと
りながらいいます。「キリストが教
会を愛し、教会のためにご自分をお
与えになったのは、教会を清めて
聖なるものとするためでした」（エ
フェソ 5・25 － 26）。キリストは
教会を愛し、十字架上でご自分をす

べて与えました。これは次のことを
意味します。教会が聖なるものであ
るのは、教会が神に由来するからで
す。神は聖であり、教会に忠実であ
り、教会を死と悪の力にゆだねませ
ん（マタイ 16・18 参照）。教会が
聖なるものであるのは、神の聖者（マ
ルコ 1・24 参照）であるイエス・
キリストが教会と切り離しえないし
かたで結びつけられているからです

（マタイ 28・20 参照）。教会が聖な
るものであるのは、教会が聖霊に導
かれているからです。聖霊は清め、
造り変え、新たにするからです。教
会はわたしたちの功績によって聖な
るものなのではありません。教会が
聖なるものであるのは、神が教会を
聖なるものとするからです。教会が
聖霊とそのたまものから生み出され
るからです。教会を聖なるものとす
るのは、わたしたちではなく、神で
あり、聖霊です。このかたが愛によっ
て教会を聖なるものとするのです。

2　こう言う人がいるかもしれま
せん。でも、教会は罪人から作

られているではないか。わたしたち
は毎日そのことを目の当たりにして
いるではないか。それは本当です。
わたしたちは罪人の教会です。そし
てこの罪人であるわたしたちが、神
によって造り変えられ、新たにされ、
聖なるものとしていただくように招
かれているのです。歴史の中には次
のように唱える誘惑が存在してきま
した。教会といえるのは、清い者か
ら成る教会だけである。完全に言行
が一致した者から成る教会だけであ
る。それ以外の者は排除しなければ
ならない。これは間違いであり、異
端です。聖なるものである教会は、
罪人を拒みません。わたしたち皆を
拒みません。教会が罪人を拒まない

主 な 出 来 事 と 推 進 事 項

　5 月 3 日、島根県津和野町乙女峠で津和野・
乙女峠まつりがおこなわれました。浦上四
番崩れにより津和野藩へ流配されてから 150
年を迎えた年です。本年から広島教区 100
周年を迎える 2023 年まで「浦上キリシタン
流配 150 年」としてさまざまな宣教司牧企
画が予定されています。

　5 月 13 日、昨年より広島教区内を巡回し
ていたファティマの聖母像がカテドラルに帰
えり、ファティマの聖母の記念ミサが献げら
れました。10 月には、白浜司教様を団長に
ポルトガル・ファティマへの巡礼も予定され
ており、ファティマで行われる世界平和祈願
ミサに広島教区による祈りのしるしとして霊
的花束「ロザリオの花束」を持参し、奉納し
たいとの白浜司教様の意向です。
　つきましては、平和の使徒である広島教区
民の各個人で「世界平和のため」「罪人の回
心のため」にロザリオのお祈りし、幟町教会
へ提出することを推進します。

詳しくは推進本部ホームページ参照のこと
（台紙も掲載）。

http://cpap.hiroshima-diocese.net/?p=13582

日本司教団より以下の文書が発表されています。

①教皇フランシスコ自発教令の形式による使徒
的書簡 Magnum Principium による『新教会法典』
第 838 条改訂、邦訳完成
②『聖書 新共同訳』の「御子（みこ）」の読み替
えについて
③「教会の母聖マリア」の記念日について

詳しくはカトリック中央協議会のホームページ
などを参照ください。
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のは、教会がすべての人を招き、受
け入れるからです。遠く離れた人に
も開かれているからです。すべての
人を、御父のあわれみと優しさとゆ
るしに包まれるよう招くからです。
御父はすべての人に、ご自分と出会
い、聖性に向けて歩む可能性を与え
るのです。「でも教皇様。わたしは
罪人です。重い罪を犯しています。
どうして自分も教会の一員だと感じ
ることができるでしょうか」。親愛
なる兄弟姉妹の皆様。主が望まれる
のは、まさにあなたが主にこう言う
ことなのです。「主よ。わたしは自
分の罪をもちながら、ここにおりま
す」。皆様の中に、罪のない人が何
人いるでしょうか。一人もいません。
わたしたちの中に一人もいません。
わたしたちは皆、罪を犯しています。
けれども主は、わたしたちが次のよ
うに言うのを聞きたいと望みます。

「わたしをおゆるしください。わた
しが道を歩めるようにお助けくださ
い。わたしの心を造り変えてくださ
い」。主は、心を造り変えることの
できるかたです。わたしたちが教会
の中で出会う神は、無慈悲な裁判官
ではなく、福音書のたとえ話の父親
のようなかたです。あなたは、家を
出て、神から徹底的に離れた子のよ
うになることがありえます。「わた
しは家に帰りたい」という力があり
さえすれば、あなたは戸が開かれて
いるのを見いだします。神はあなた
と会いに来られます。なぜなら、神
の心はつねにあなたに開かれている
からです。神はつねにあなたを待っ
ておられるからです。神はあなたを
抱きしめ、接吻し、祝いを行います。
主はこのようなかたです。天におら
れるわたしたちの父は、このように
優しいかたです。主は、わたしたち
が、すべての人を受け入れるように

手を広げている教会となることを望
まれます。教会は、少数の人の家で
はなく、すべての人の家です。この
家で、すべての人が神の愛によって
新たにされ、造り変えられ、聖なる
者となることが可能です。力のある
人もない人も。罪人も、無関心な人
も。失望した人も、道に迷った人も。
教会はすべての人に聖性への道、す
なわちキリスト者の道を歩む可能性
を与えます。教会はわたしたちに、
秘跡の中で、とくにゆるしの秘跡と
聖体の秘跡の中で、イエス・キリス
トと出会わせます。わたしたちに神
のことばを伝えます。愛、すなわち
すべての人への神の愛を生きること
を可能にします。そこでわたしたち
は自らに問いかけたいと思います。
わたしたちは聖なる者としていただ
いているでしょうか。わたしたちの
教会は、手を開いて罪人を招き、受
け入れているでしょうか。勇気と希
望を与えているでしょうか。それと
も、自分の中に閉じこもっているで
しょうか。わたしたちは教会の中で、
神の愛を生き、他の人を気遣い、互
いに祈り合っているでしょうか。

3　三番目の問いはこれです。無
力で、もろく、罪人であるわた

しに何ができるでしょうか。神はあ
なたにいいます。聖性を恐れてはな
りません。高い目標をめざすこと、
神に愛され、清めていただくことを
恐れてはなりません。聖霊に導いて
いただくことを恐れてはなりませ
ん。神の聖性に触れていただこうで
はありませんか。すべてのキリスト
信者は聖性へと招かれています（『教
会憲章』39 － 42 参照）。そして聖
性とは、何よりも、特別なことをす
るのでなく、神に働いていただくこ
とです。聖性とは、わたしたちの弱

さと、神の恵みの力との出会いです。
聖性とは、神の働きへの信頼です。
わたしたちは神の働きによって、愛
を実践し、すべてのことを、神の栄
光と隣人への奉仕のために、喜びと
へりくだりのうちに行えるのです。
フランスの著述家レオン・ブロワ

（Léon Bloy 1846 － 1917 年）の有
名なことばがあります。彼は臨終の
ときにこういっています。「人生の
唯一の悲しみは、聖人でないことで
す」。希望を失わずに、皆で聖性へ
の道を歩もうではありませんか。聖
なる者となることを望みますか。主
は手を開いてわたしたち皆を待って
おられます。わたしたちとともに聖
性への道を歩もうと、待っておられ
ます。喜びをもって信仰を生きよう
ではありませんか。主に愛していた
だこうではありませんか。自分のた
め、また他の人々のために、この恵
みを神に祈り求めたいと思います。

教皇フランシスコの 18 回目の一般謁見演説「唯
一の教会」（カトリック中央協議会　訳）
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＜教会公文書を読む＞

教皇フランシスコ使徒的勧告

「福音の喜び」

　福音の喜び（EVANGELII GAUDIUM）は、
世界代表司教会議第 13 回通常総会テー
マ「キリスト教信仰を伝えるための新し
い福音宣教」の代表司教たちが教皇に対
して提出した提言にもとづいて発布され
た使徒的勧告文書です。

　 文 書 の 発 布 日 付 は、2013 年 11 月 24
日（王であるキリストの祭日、信仰年閉
幕日）で、教皇フランシスコが初めて発
布した使徒的勧告文書でもあります。
まずは、教皇に対し何が提言されたかを
見ていきます。

　提言序文では、文書の提出、感謝の表
明及びカトリック東方教会について書か
れています。
　第一章のテーマは「新しい福音宣教と
は」で、①新しい福音宣教の源泉である
三位一体の神、②新しい福音宣教とイン
カルチュレーション、③福音の告知、④
教会の永遠の宣教的次元としての新しい
福音宣教、⑤世俗世界におけるあかし、
⑥新しい福音宣教と最初の告知、⑦福音
を告げ知らせる権利と、福音を聞く権利、
⑧第二バチカン公会議文書が提言されて
います。
　第二章のテーマは「現代の教会の奉仕
職が置かれた状況」で、①現代の諸問題、
②新しい福音宣教と和解、③新しい福音
宣教と人権、④信教の自由、⑤信仰の前
提と、信頼できる神学、⑥新しい福音宣
教とマスメディア、⑦新しい福音宣教と
人間性の発展、⑧新しい福音宣教と美の
道、⑨移住者、⑩回心、⑪聖性と新しい
福音宣教者、⑫教会の社会教説、⑬都市
における新しい福音宣教が提言されてい
ます。
　第三章のテーマは「現代の状況に対す
る司牧的応答」で、①教育、②成人の信
仰教育、③信仰教育、カテキスタ、カテ
キズム、④神学、⑤新しい福音宣教と貧
しい人の優先的選択、⑥病者、⑦ゆるし

の秘跡と新しい福音宣教、⑧主日と祝日、
⑨典礼、⑩新しい福音宣教の霊的側面、
⑪キリスト教入信の過程と新しい福音宣
教、⑫民間信心と新しい福音宣教、⑬教
皇庁新福音化推進評議会が提言されてい
ます。
　第四章のテーマは「新しい福音宣教の
担い手と参加者」で、①新しい福音宣教
と部分教会、②司牧活動の統合、③小教
区における新しい福音宣教、④新しい福
音宣教における信徒の役割、⑤教会にお
ける男女の協力、⑥福音宣教者の養成、
⑦キリスト信者の家庭、⑧叙階された奉
仕職の司牧的側面、⑨奉献生活、⑩若者
と新しい福音宣教、⑪エキュメニカル対
話、⑫諸宗教対話、⑬科学と信仰の対話、
⑭異邦人の中庭、⑮被造物の管理が提言
されています。
　結びに、キリスト教信仰の伝達と新し
い福音宣教の星マリアで提言が結ばれて
います（以上、節番号は筆者による。原
文は提言番号連番）。

　これに対し、使徒的勧告「福音の喜び」
では、冒頭に「現代世界における福音の
告知について」と書かれ、勧告先は、「司
教、司祭、助祭、男女奉献生活者、そし
てすべての信徒の皆さん」となっていま
す。

　本文は、序文として、Ⅰ新しく、共有
される喜び、Ⅱ甘美と慰めに満ちた福音
宣教の喜び、Ⅲ信仰伝達のための新しい
福音宣教からはじまります。
　第一章　教会の宣教の変革として、Ⅰ
出向いて行く教会、Ⅱ回心する司牧、Ⅲ
福音の神髄から、Ⅳ人間の限界の中に具
現化する宣教、Ⅴ開かれた母の心が勧告
されています。
　第二章　危機に直面する共同体とし
て、Ⅰ現代世界における課題、Ⅱ司牧に
かかわる者が直面する誘惑が勧告されて
います。
　第三章　福音の告知として、Ⅰ福音を
伝えるのは神の民全体である、Ⅱ説教、
Ⅲ説教の準備、Ⅳケリュグマを深めるた
めの福音化が勧告されています。
　第四章　福音宣教の社会的次元とし
て、Ⅰケリュグマの共同体的・社会的影

響、Ⅱ貧しい人々の社会的包摂（ソーシャ
ル・インクルージョン）、Ⅲ共通善と平和
な社会、Ⅳ平和への貢献としての社会的
対話が勧告されています。
　第五章　聖霊とともにある福音宣教者
として、Ⅰ宣教を新たに推進するための
動機、Ⅱ福音宣教の母であるマリアが最
後に勧告されています。

　ガウデーテでは、約 1 年をかけて、こ
の使徒的勧告「福音の喜び」の抜粋を掲
載していく予定です。わたしたちキリス
ト信者は、イエス・キリストを信じ、洗
礼を受け（入信し）たことで、「神の子と
して生まれ変わり、キリストの肢体とな
り、教会の一員となって、その使命に参
与する者」（カトリック教会のカテキズム
1213）になり、「堅信の秘跡によって信
者はいっそう完全に教会に結合され、聖
霊の特別な力で強められて、キリストの
真の証人としてことばと行いをもって、
信仰を広めかつ擁護するよう、いっそう
強く義務づけられ」（同 1285）ています。
そうです、イエス・キリストはわたした
ちに言われました「あなたがたは行って、
すべての民をわたしの弟子にしなさい」

（マタイ 28･19）と。
　教皇フランシスコは、わたしたちに「福
音の喜び」を通して、どのように福音宣
教をしていけば良いのかを勧告していま
す。わたしたちが立派に福音宣教の使命

（平和の使徒としての使命）を担えるよう
勧告を確認し、そして、教会の母聖マリ
アにわたしたちが福音宣教の使命を全う
できるように取り次ぎを願いましょう。


