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2015年聖書週間（11月15日〜22日）
テーマ：「平和を実現する人 は々、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。」（マタイによる福音書 ５章９節参照）

　もし聖書がなければ自分の人生は違ったものに
なっていたと思います。
　司祭叙階にむけて歩んでいた神学院生活もあと１
年となり、いよいよ来年は・・という時、急に不安
と戸惑いに襲われました。聖書の言葉が実感として、
腹で分かっていないのです。長い時間をかけて一歩
一歩準備してきたはずが、司祭叙階を目前にして不
安と自信喪失に陥ったのです。とりわけ気になった
のがパウロの言葉「生きているのはもはや私ではな
い。私のうちにキリストが生きておられる」（ガラ
テア書 2章 20 節）でした。このみことばを「信じ
ます・・」ではなく、「本当です！」と言い切りた
い。どうしても腹で分かりたい。大きな課題がのし
かかってきたのです。　
　このみことばのためについに神学院を１年間休学
することになり、東京都の西のはずれ秋川渓谷にあ
る「神冥窟」に入山しました。イエズス会の運営す
る禅道場です。週末には鎌倉の「老師」のもとに通
い、座禅の日々を重ねていました。冬は本当に厳し
いところですが、それほど苦にもならず座り続けま
したが、一向に埒が明きません。いつしか 11 ヶ月
になろうとしていました。すがる思いで山を下り聖
イグナチオの霊操に与らせていただきました。「１万
タラントンを借金している家来」（マタイ 18 章）の
赦しの黙想がありました。１万タラントンという宇
宙論的なとてつもない額の帳消しに腰を抜かしまし
た。自分の中で張り詰めていた何かがガタガタと崩
れ落ち、ガスが抜け、大地にたたきつけられたアド
バルーンのように、へなへなとなりました。天狗の
鼻がボキッとへし折られたその瞬間、自分の赦しが

たい罪深い姿をはっきり観ました・・。と同時に神
様の大きな愛と赦しによって支えられている現実を
も観ました。丁度一枚の紙の表と裏の現実のように。
そして窓越しに松の木が見えました。それは神の「愛
の結晶」とはっきり観えました。その木が「兄弟」
だと観えました。祭壇横の花を見ました。それは「神
の愛」でした。そして自分の手を観ました・・。創
世記に「神が言われた。光あれ。こうして光があった」
（1章 3節）とあります。読み替えると「神は望んだ。
あなたあれ。こうしてあなたがあった」です。私は
神の思い（愛）の結晶です。この体験から私の司祭
職が始まったように思います。以後、毎週のように
みことばの分かち合いを続けてきました。聖書に記
されている言葉は氷山の一角のようです。その言葉
の奥に隠されている恵みははかり知れません。分か
ち合いをとおして、自分の枠や思いをこえた恵みに
気づかせてくれたのは本当に楽しいひと時です。み
ことばによって人生が作られていくからです。フィ
リピン・ネグロス島にあるサトウキビ畑での分かち
合いは忘れられません。仕事が終わった夕暮れ時、
刈り取った広場に集まった彼らは手にローソクをも
ち、生活からイエス様を見つめ、みことばへの思い
を互いに分かち合い、祈りあう小さな共同体でした。
私はそこに「キリストが生きておられる」教会を観
ました。

巻 頭 言

カトリック高松教区司教　諏訪 榮治郎

みことばによって人生が作られる
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日本カトリック神学院

　今年は、戦後 70 年という節目に当たっていたこ
ともあり、とくに日本の社会では、憲法第 9条と関
連して集団的自衛権の行使容認を巡って、さまざま
な議論が交わされました。多くの人々にとって、今
年は、平和について考え、学び、行動する年であっ
たのではないでしょうか。このような背景の中で、
聖書週間（11 月 15 日～ 22 日）が巡ってきますが、
今年のテーマである「平和を実現する人々は幸いで
ある、その人たちは神の子と呼ばれる」（マタイ 5
章 9節）は、時宜に適った、ふさわしいみことばで
はないでしょうか。
　わたしたちは、毎年の元旦に、神の母聖マリアの
祭日を記念しながら、「世界の平和」を祈願してい
ます。大天使ガブリエルのお告げに対して、「わた
しは主のはしためです。お言葉どおり、この身に成
りますように」（ルカ 1章 38 節）と答えたおとめマ
リアは、「平和そのもの」である神の子イエスを宿し、
出産し、養い育て、その救い主としての使命遂行の
ために生涯協力されました。
　このイエス・キリストこそ、「平和の福音」を告
げ知らせ、ご自身をささげて、「わたしたちの平和」
となられた方です（エフェソ 2章 14 ～ 21 節参照）。
イエスは、ご自身が教えたこと（マタイ 5章 9 節）
をまず実践し、世界の平和の「かなめ石」（エフェ
ソ 2章 20 節）となられました。わたしたちは、神
の子イエス・キリストという「かなめ石」の上に、
その平和の福音の実現のために協力していく者で
す。このような意味で、「平和を実現する人」の基
礎はキリストであり、そして、聖母マリアはそのよ
き模範です。
　ちょうど神の母聖マリアをお祝いして、新しい 1
年を始めた今年の 1月 1日、長崎新聞の「ひととき」
の欄に投稿されていた記事（『猫と白コート』福岡

県福津市・横大路朝子 62 歳）が心に残り、それを
切り取り、ときどき思い起こしながら、自分を奮発
させました。この記事を紹介させていただきたいと
思います。
　「雪の季節になると、思い出すことがある。数年
前の雪の夜、突然玄関で『すみません』と声がした。
出てみると白いコートを着た女性を含めた 3人の若
者がいた。『お隣の空き地で頭に缶をかぶせられた
猫を見かけました。放っておくと窒息するので、懐
中電灯を貸してください』と言われる。一緒に猫を
探すと、可哀想に、本当に空き缶をはめられていた。
皆で外そうと試みたが、猫は暴れ、缶の縁が首にあ
たり血がにじんできた。『犬猫病院ではずしてもら
います』と言って、3人は猫を連れて行かれた。し
ばらくして戻ってこられ、『麻酔をかけてはずして
もらいました。飼い猫らしいので、元の空き地にお
いて帰ります。私たちは遠方から来ていますので、
すみませんが猫が目覚めたら食べさせてください』
と言って、キャットフードを置いていかれた。翌朝、
空き地に行ってみると、幸い元気になったようで、
猫の姿はなかった。そこには彼女が昨晩着ていた白
いコートがあった。猫を寒さから守るために、きれ
いなコートを置いていく人がいるなんて。コートの
白さに、若者たちの真っ白できれいな心を感じた。」
　困難の中でも「いのちを育む優しさ」は、いのち
の源（神）、自然（環境・動物）、人間、社会に、知
らず知らずのうちに平和を実現する人々の基礎（い
のちと喜びの福音）なのではないでしょうか。毎年、
典礼暦年の終わりに近い週間に「聖書週間」が訪れ
ますが、とくにこの 1年、自分自身が「平和を実現
する人」として、身近な生活の中で手を差し伸べる
ことができたかどうかを振り返ってみたいと思いま
す。

今年のテーマ：「平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。」
（マタイ 5 章 9 節）

白浜　満
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みことばを深める

カルメル修道会司祭
「あなたたちは、命を得るためにわたしのところへ来ようとしない…」

中川博道

2015.11.15　22

平和を実現する人々は、幸いである、

その人たちは神の子と呼ばれる。

マタイによる福音書　５章９節参照

聖書週間

サイパン島 
プンタンサバネタ（バンザイ岬）

　学生時代、年配の信者さんたちと話していた時、
ひとりの方が、「どこか離れ小島に一冊の本しか持っ
ていくことが許されないとしたら、私は聖書をもっ
ていきたい」と話されたことがありました。その時
は、その意味がよく分かりませんでしたが、同時に、
人に生涯にわたって何かを語りかける書物とは一体
何なのだろうと思い巡らし始めました。

　聖書は確かにいろいろな方法で読むことが出来ま
す。お話を読むように読めます。祈りとして、声を
出して読むことが出来ます。また、さまざまな学問
の研究対象として読むこともあります。

　しかし、いつの頃からか、聖書を開く時、「あな
たたちは聖書の中に永遠の命があると考えて、聖書
を研究している。ところが、聖書はわたしについて
証しをするものだ。それなのに、あなたたちは、命
を得るためにわたしのところへ来ようとしない」（ヨ
ハネ 5・39-40）という主の嘆きが、心のどこかで
響くようになりました。

　聖書に書きとめられていることの根底には、神と、
また主イエスと出会った人々の深い思いが流れてい
ます。命をかけて自分たちを大切にしてくださり、
「世の終わりまで、いつもわたしはあなたがたと共
にいる」（マタイ 28・20）と告げられた主によって
人生を変えられた人々の感謝が溢れています。

　しかし、ヨハネはその福音の終わりで、「このほ
かにも、イエスは弟子たちの前で、多くのしるしを
なさったが、それはこの書物に書かれていない」（ヨ
ハネ 20・30）、「その一つ一つを書くならば、世界
もその書かれた書物を収めきれないであろう」（ヨ
ハネ 21・25）と、イエスの出来事が言葉で言い尽
くせないものであることを伝えています。そして、
その主との出会いへと私たちを招いています（ヨハ
ネの手紙一 1・1-4 参照）。

　私は、聖書のみことばは「生きるイエスとの出会
いへの入り口のようなもの」と受け止めています。
それはイエスご自身が「わたしが与える水はその人
の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る」（ヨ
ハネ 4・14）と言われるように、聖書のみことばを
目で読み、耳で聞き、心で信じて受け止める時、イ
エスとの生きた出会いがその人の内で始まるので
す。イエスは、みことばを通して私たちにご自分の
命を注ぎ、私たちと真実に共に生きたいと願ってお
られるお方です。

　私たちは人と出会うためにも、その人の言葉を聞
き、存在に触れながら、生涯をかけて真の相手を捜
しつづけなければなりません。

　聖書を開くことは、命であるイエスを捜しに行く
ことなのです。
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①『カトリック聖書注解　マルコによる福音書』
　メアリー・ヒーリー 著　田中昇 訳　
　湯浅俊治 監修

　2014年刊 サンパウロ　本体4000円＋税

　「家庭の友」誌（サンパ
ウロ）に連載されたものを
まとめた一冊。四つの福音
書で語られたイエスの「た
とえ」と「たとえ話」を、
その本文も掲載し、聖書が
手元になくても分かるよう
に工夫し、著者がその「た
とえ」を通してイエスが伝
えたい思いを分かりやすく
解説する。聖書に親しむための一冊。

③『神さまのみこころ　
　―イエスさまのたとえを聞く―』
　稲川圭三 著　はせがわかこ イラスト

　2015年刊 サンパウロ　本体1400円＋税

　信徒だけでも聖書の分
かち合いができるように
工夫された一冊。分かち合
いを通して、キリストの臨
在といのちを体験するこ
とを目的とする。信徒の成
長のためだけではなく、善
意の人たち、洗礼を望む人
たちの準備としても利用
できる、分かち合いの有効
な手引き書である。

④『ともにこの道を　
　キリスト道入門書』
　カトリック長崎大司教区小共同体推進室 編集

　2015年刊 サンパウロ　本体1400円＋税

　より多くの人が神のみ
ことばを味わい、信仰を豊
かにする手立てとして企
画されたカトリック聖書
注解書シリーズの一冊。概
説、エピソード解釈、参照
すべき聖書の箇所、カテキ
ズム、キーワード説明、福
音書全体の中の位置付け、
歴史的背景、教会の伝承、
教義や典礼、これらをカトリック教会の信仰生活
と関連させながら、聖書を学べるように工夫され
ている。

　旧約聖書の創世記から、
新約聖書の黙示録までの、
聖書の主要な物語を 365 話
にまとめている。1話 1 話
は短いが、1 日 1 話でも 1
年間で聖書の主要な物語を
知ることになる。1年間を
かけなくても大丈夫。小学
校高学年生から聖書に親し
めるよう、オールカラーで
イラストもふんだんに使っている一冊。

②『聖書の物語 365』
　ライオン・ハドソン 文　ビル・ノーラー 絵
　サンパウロ 訳、監修

　2014年刊 サンパウロ　本体2800円＋税

◆編集後記◆
　今年の聖書週間のテーマは昨年に引き続き「平和」といたしました。大国間の緊張や、アジア近隣諸
国との軋轢が日常的なニュースになっています。平和憲法を誇りとしてきた日本が、武器を持って戦争
する国に変貌する瀬戸際の緊張が高まっています。聖書を通じて、イエスと出会い、イエスと共に生き
ることで、「世界の平和」を実現するとはどういうことか、を考える機会に繋がることを願っております。
ご執筆いただいた諏訪榮治郎司教様、白浜　満神父様、中川博道神父様には温かい、分かりやすい解説
をいただきましてありがとうございました。良書をご紹介くださった聖パウロ修道会サンパウロ様にも
心より感謝申し上げます。
◆献金のお願い◆
この「聖書に親しむ」は無料で配布しておりますが、諸経費を含め聖書に関する活動のためにご寄付い
ただければ幸いでございます。その際は、下記へご送金くださいますようお願い致します。

振込先：　郵便振替　00130-6-36546　（宗）カトリック中央協議会一般会計口


