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2014年 司教年頭書簡 神の「貧しさ」を生きる 

 

 

教区時報 2014年 12月号 巻頭言 

 

11．貧しい人への愛を聖霊に祈る 

 

 キリスト者の生活は「貧しさを選ぶ」という生き方にありますが、この生き方はなかなか

難しく、聖霊の導きが必要となります。聖霊は貧しさに対する無関心や、個人的責任を逃れ

ないように、良心を通して働いて下さいます。 

 現代の過剰な消費主義や快楽主義と戦うためには、聖霊の助けがなければなりません。こ

の貧困と闘い、福音的な貧しさに生きるために、聖霊の恵みと働きを必要とするのです。 

 聖霊が与えて下さる恵みは、「愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制」（ガ

ラテヤ５・22～23）と言われます。 

 私たちが聖霊の助けによって「貧しい人」と共に生きるとき、貧しい人が福音に心を開い

ているように、謙遜に心を開く恵みを、全ての人に父である神が与えて下さいます。「受ける

より与える方が幸いである」（使徒言行録 20・35）と言われます。 

 この「与える」ということは、道徳的な訓戒というより、聖霊が心の奥深いところで与え

たいという望みを、起こさせることによるのです。 

 聖霊の働きは、キリスト者の物質的な貧しさに福音的な新しさを加えます。「互いに愛し合

いなさい」という教えの新しさと力を聖霊の恵みが、実行へと促すことによります。 

 福音の道徳的な教えも、聖霊が生きた温かいものとされます。聖霊の恵みがなければ、ど

んなすばらしい言葉も死んだ文字と同様です。 

 聖霊はキリストの霊です。ですから、キリストが愛する人に働く霊でもあります。 

 キリストの愛は、特に貧しい人々に向かいます。私たちが貧しい人への愛に向かうために

は、イエスが示された愛と共に、聖霊の働きを必要とするのです。 

 貧しい人を進んで愛することが出来るよう、聖霊に祈りましょう。 

 

［教皇フランシスコと共に］ 

 締めくくりは、教皇フランシスコの言葉と教えと模範に訴えます。 

 教皇は就任以来、「宣教の中心」が「貧しさ」だと語り、堅苦しいお高くとまったキリスト

者や神学者の態度を、かなり辛辣な言葉で批判されます。 

 最後に「アナウィン（主の貧しい者）になろう」と訴えます。アナウィンとはその貧しさ

の故に、何の生きる術も知らず、ただ神に寄り頼むほか、生きる道を知らない、謙遜な人を

指すのだそうです。 

 不思議なことに、そんなアナウィンがイエスでありマリアであると言うのです。 

（村上 透磨） 
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教区時報 2014年 11月号 巻頭言 

 

10．貧しい教会になる 

 

 聖霊に満たされた使徒たちの語る福音に人々はみごとに反応し、すぐに理想的な共同体を

作り上げました（使言２・44～45、４・32～35）。 

 物質的貧しさを分かち合い、貧しい人に奉仕することは、キリスト者の共同体にとっては

本質的な姿であり、貧しい人々（優先的選択）は教会の根本的な姿勢であるべきだと教皇フ

ランシスコも指摘されます。 

 教皇は続けます。キリスト者は貧しくなる教会に属していますが、神の国に入るため全て

の人に求められている「貧しさ」と、神の国を告げる人に求められる「貧しさ」があります

と。 

 続けて、神の国を告げ知らせる人が持つべき貧しさを「神の国を述べ伝えるものは、無手

無一物で、ただみことばだけを携えていくこと」であると言っています。 

 貧しさに徹すれば徹するほど、「物や権威に頼らず、恵みとしていただく信仰のみで、イエ

スと交わる喜びを貧しい人と分かち合うことができる」と言い、「世の常識や価値観でこの世

の富を優先する行動が、躓きのもとになるのだと強く戒めています」。 

 さて、この項目の主題は、「新しい福音宣教をする共同体としての教会に求められる貧しさ」

と言えますが、そこで強調されるのは、「交わり」ということではないでしょうか。「物質的

な貧しさの分かち合い」、「貧しい人々への献身と奉仕」、「貧しい人々の優先」、「福音宣教す

る者に求められる貧しさ」が挙げられています。そこで引用されている聖書の箇所は、使徒

言行録にあらわれた初代教会の模範的なキリスト教共同体と言われるものです（２・42～47、

４・32～37）。その兄弟的交わりは使徒たちの教え、聖体、祈りに基づいた一つの心と畏敬

の心と物の共有と必要に応じた分配により、一人も貧しい人はいなかったという理想的な共

同体の姿です。 

 もう一ヵ所は、ルカ 10・４にある 72 人を宣教に遣わすに当たり、宣教者の精神として然

るべき態度です（ルカ 10・１～12）。彼らのこの徹底した貧しさを生み出すのは、彼らを迎

えてくれる人々の好意と親切、全てを計らって下さる神の摂理への信頼があるからです（ル

カ 12・22～32）。 

 さて、理想は美しく語られます。しかし、それがどれほど難しいものであることかも知っ

ています。教会が少しずつ大きくなるにつれて、この実現は難しくなります。それは初代教

会がすぐに当面した問題でした。どんな共同体でも少しずつ大きくなるにつれて「貧しくな

る」と言うことは困難になります。教会の発展と貧しさに生きることの難しさは増大します。

ではどうしたら良いでしょう。 

（村上 透磨） 
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教区時報 2014年 10月号 巻頭言 

 

９．貧しさを自由に生きる 

 

 私達が貧しさを自由に生きることによって、現代の富にとらわれた世界に批判的反省を促

す力を持っているのでしょうかと問いかけます。貧しさを自由に生きる模範（モデル）とし

て、奉献生活者の例があげられていますが、奉献生活者の証は、拝物的な生き方に汚染（？）

されている現代への、一つの批判なのでしょうか、それとも、最上の宝である神への、純粋

な愛の奉献のしるしなのでしょうか。 

 今回のテーマ「貧しさを自由に生きる」という意味は、キリストの貧しさの意味を知って、

本当の貧しさが分かった人は本当に自由になれるんだよ、という意味なのでしょう。 

そういえば前回の「喜んで貧しくなる」も同じこと、つまりキリストの貧しさを本当に知っ

たら心からの喜びに生きることが出来るのだよ、これが福音なんだよと言って下さっている。

今回も同じようにその喜びと自由を証しして生きている人々がいる、それが奉献生活者の証、

即ち「福音的勧告に生きる」姿なのでしょう。彼らは清貧・従順・貞潔の誓願を立て、それ

を実践していますが、それは全く自由に全てを献げて生きる愛の奉献の証なのです。貧しさ

に徹するということは地上に生きる人間にとって不可能に近い、でも「それも出来るんだよ」

と証しし、勇気と励ましを与えてくださっているのです。 

 もう一つは、「終末論的動機」を持つ使徒的、預言的な「貧しさ」を目指すと言っているこ

とです。これはおそらくこういうことを言っているのだと思います。私たちが天国と呼ぶ完

成された至福の状態を先取りするもの、つまり、「その時、人はめとることも、とつぐことも

なく天の使いのようになる」（マタイ 22・30）と言う。天使とは、ミカエル（神こそ主）の

ように完全に主に仕えて讃美し、礼拝し生きる存在を指すのです。天使たちのその生き方は

天国を象徴する。また人間は天国の至福の状態を十分に言い当てることは出来ない。だから、

それを象徴的に語る（黙示録 19～21参照）。その中で「魂は清く汚れない白い衣を着せられ

た花嫁（乙女）」として描かれている。実に奉献生活者はこの天国における至福の先取りなの

です。最後にそれは畑に隠された高価な真珠だと言えます。これは先月のテーマで語られた

こと…。 

（村上 透磨） 
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教区時報 2014年 9月号 巻頭言 

 

８．喜んで貧しくなる 

 

先の「貧しい人に連帯する（７）」で語られた内容が「神が選んだ貧しさ」と「宣教を託さ

れた教会の貧しさ」とすれば、今回語られる「貧しさ」は「キリスト者の貧しさ」について

と言えましょう。 

 年頭書簡は言います。「キリスト者の貧しさは、禁欲主義でも、物質的な『欠け』を体験す

ることでもない。イエスのいのちの中に充満する最高の価値、即ち、福音を見つけた人の喜

びそれが原因で起こる、実は心の豊かさのことなのだ」と、そして二つのたとえをあげます。

それは、貧しい農夫を主人公とする「隠された宝のたとえ」と、裕福な商人を主人公とする

「真珠商のたとえ」（マタイ 13・44～46）です。これらのたとえの主題は、「宝物を発見し

た人を圧倒する喜び」と、それがもたらす行動です。その発見の喜びは、全てを放棄させる

ほどです。その宝とは「神の国の福音」と言うことなのでしょうが、実は「イエス・キリス

トご自身」だと言うのです。イエスこそ「永遠のいのち」であり「真理」であり、命への道、

救いであり、愛そのものなのです。このように気付いたのが、使徒達でした。彼らはこのイ

エスに出会ってしまったのでした。主に呼ばれたこと、恵みそのものである主に出会ったこ

とが、彼らに、主のために「貧しく生きる喜び」という人生を歩む道を選ばせる事になりま

した。この出来事は使徒の召命物語に明らかにされます（例えば、ルカ５・11、９・１～４、

23～25、９・57～10・12 等）。「貧しさ」が喜びをもたらすのではなく「宝」（キリストと

その福音）を見出したこと、その主に召されたことが喜びをもたらし、その人格と教えに魅

了された事が、主のため、神の国の福音のために一切を捨て、全く主に委ねて貧しくなり喜

びの中に生きることになるというのです。 

 この「神が全て」という教えは十字架の聖ヨハネの教説を生み出し、幼きイエスの聖テレ

ジアの霊的幼児の道、マザー・テレサの貧しい人の中にキリストを見出す、愛の奉仕の道に

あらわれ、アシジの聖フランシスコの姉妹である清貧、そして教皇フランシスコの教皇職そ

の教えと生き方、導き、そして、あの明るい笑顔にあふれ出るのです。 

 人々は貧困が悲惨を生むことを知っています。だから「喜んで貧しくなる」ということは

理解し難いでしょう。しかしキリスト者は、また「貧しい人は幸い」だということばが真実

であることを知っているのです。そして福音が「喜びのおとずれ」だということも。神の霊

の実りが、愛であり喜びであることも。だからキリスト教の本質も「平和な笑い」だという

ことも……。 

（村上 透磨） 



5 

 

教区時報 2014年 8月号 巻頭言 

 

７．貧しい人々と連帯する 

 

 先の「３．貧しい人に福音を告げる」（４月号）解説で、「イエス自身が福音である」と言

っていると書いたのは、私の読み込み違いだったようです。でも、この読み違いをおゆるし

いただけるなら、今回のテーマはもっと理解し易くなります。 

 「福音」ってなんだろう。イエス・キリストご自身。「神の国」ってなんだろう。主イエス・

キリストは、「インマヌエル」（私たちの中に共にいて生き働く神）であるということ。では

そのイエスはどのように私たちと共に生き働いて下さるのだろう。私たちの主、私たちの神

と宣言するイエス・キリストは、どういう方なのだろう。それに対して今回は「貧しい人々

と連帯する方」即ち「十字架の死によって私たちを救ってくださる方」。そして年頭書簡は更

に「十字架は神の貧しさそのものです」と言い切って、十字架の愛の神秘を語ります。 

ここでは二つのことを言っていると思えます。前半は神の選んだ貧しさ（聖書の引用箇所ヨ

ハネ 10・10、２コリ８・９、フィリピ２・６、）後半は「教会に託された宣教」（聖書箇所は

１コリ１・21、ヤコブ２・５）です。 

「十字架を神が選んだ貧しさ」とは何を意味するのか。それはまず、キリストが命を差し出

すことによって迷える私たちに救い（神の命）を与えること（ヨハネ 10・10 よい牧者のよ

うに）。 

 次に、貧しい人のために貧しくなる（２コリ８・９）但しここでは「貧しくなられたのは

主の慈しみによる」ということも重要な言葉とお見逃しなく。 

 もう一つは、「神の身でありながら、自分を空にし、十字架の死に至るまでへりくだって従

う者となった」（フィリッピ２・５～11）という箇所です。ここでは、神とキリストの私た

ちに対する止むに止まれぬ深い思いが、そうさせたのだということを見逃してはならないと

思います。 

 後半は「教会に託された宣教における貧しさ」です。ここに描かれている主が建てられた

教会である神の国を受け継ぐ者は「世に言う貧しい人々」（ヤコブ２・５）であり、その宣教

者も貧しく、その告げる福音も手段も「世には愚かさそのもの」。人祖以来犯した人間の罪を

贖うため取った手段は、十字架の犠牲の奉献。全てを与え尽し裸で死んでいく、愚かさその

もの、貧しさそのもの、愛そのものである死というのです。 

 ここで一言、「宣教」という愚かな手段と訳されている言葉は、ギリシャ語では「ケリュグ

マ」ラテン語では「ブレデイカテオ」、信仰の無い人々の前で、人の目には愚かに見える神の

愛と救いを、即ち福音を証することなのであり、宣教とは少しニュアンスが違います。とも

かくイエスの生き方は、私たち一人ひとりの生き方に根底から揺さぶりをかけてくることに

なるのです。 

（村上 透磨） 
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教区時報 2014年 7月号 巻頭言 

 

 

６．貧しい人を大切にする 〔実践的センス〕 

 

 「貧しい人にキリストを見る」こと（５）が出来たら「貧しい人を大切にする」ことが出来

る。即ち「実践的センスが生まれる」（６）というのでしょう。ところが世界情勢は、自国の

利益と繁栄をこぞって追求する、国家エゴと巨額の資本が、一握りの人々に集中する社会経

済の中にあって、貧しくされた大多数の人々が無視され、見捨てられ、抑圧され苦しんでい

る現実がある。そういった貧しい人の苦悩と困窮に満たされた現実に気付き、即座に支援の

手を差し伸べねばならない、しかもあなた方自身が実践を命じられているのだと（マタイ

14・16）を引用して強い口調で語ります。 

 貧困は「神」が望まないものであり、「社会共同体」はこれを社会悪として避けるべきであ

り、「教会」は「貧しい人のために援助し、社会正義を追求し、貧しい人に代わって貧困をな

くすために社会の福音化の活動を推進している」のだと現代の教会への姿勢を指示していま

す。（お題目にならないように）。「貧しい人に対する」この姿勢は、キリスト者一人ひとりが

持つべきものです。キリスト者はキリストに倣って貧しい人を愛し、それは貧しい人を大切

にし、貧しい人の人間としての尊厳を認め、回復すべきこと。これはキリシタン時代の信徒

達が、「御大切の心で」実践に力を注いだことに現われています。（キリスト教的な愛を「御

大切に」と訳した、けだし名訳です） 

今、列福運動が続けられている高山右近も「ミゼリコルディアの組」（これもとても訳しにく

い言葉で、そのまま残した）に属し、貧しい人、病人、弱い立場に置かれている人々の側に

立って、救済活動をしたと伝えられています。パウロ六世は、福音宣教（ｎ76）で、福音宣

教者の正直な証として「単純質素な生活、祈りの精神、全ての人に対する愛、特に小さく貧

しい人への愛を持つべきこと、そして各自の従順や謙遜、離脱の精神、自己犠牲の生き方を

期待され要求されている」と言っておられると指摘します。 

 そして年頭書簡は、日本の教会が、東日本大震災や福島原発問題をきっかけに、日本の教

会が節電や脱原発を叫んでいる今、キリスト者は、福音の精神に基づいた、単純質素な生き

方を選択して、それに対応すべきと語ります。教皇フランシスコも同じ呼びかけをしておら

れます。私たちは、この呼びかけに反対する事も拒む事もできない。でも現状は？答えは？

と問う時、どうなんでしょう。 

（村上 透磨） 
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教区時報 2014年 6月号 巻頭言 

 

 

５．貧しい人にキリストを見る 

 

 私達がもし、「４．キリストのように貧しくなる」ことが出来たら、当然、「５．貧しい 

人にキリストを見る」ことになります。 

 キリストが「貧しくなられた」のは「貧しい私達人間」と完全に一つに結ばれ、神の「愛

と救い」に満たされたことを悟らせ、罪深い私達を「真の礼拝者にまで高めるためであった」。

この福音を理解し、信じ、証しする人々が生まれた、これが「貧しい人々」と呼ばれる人で

あったと、年頭書簡は言おうとしているように思えます。 

 さて、「貧しい人にキリストを見た」のは、福者マザー・テレサでしょう。聖女にとって貧

しい人は、愛や慈善の対象ではなく、キリストを体現してくれる「相手(あなた)」なのです。

また聖体は、私達のため貧しく小さくなられ、ご自分の命を献げ尽し栄光に入り聖霊と共に

父と一つになられた、あの「キリスト(あなた)」なのです。だから年頭書簡は、「貧しい人に

出会うとき、その人の中のキリストを聖体拝領（コンムニオ＝一つ）する」と言うマザーの

言葉を引用し、さらに聖ヨハネ・クリゾストのすばらしい言葉が引用されます。 

 ところで、このテーマを聞けば誰でもすぐに思い浮かぶのは「最後の審判のたとえ」に出

てくる「私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたことは私にした」（マタイ 25・40）

と言う言葉です。事実これは貧しい者の母、マザー・テレサの生き方と霊性を現すものでし

た。このたとえの中で興味深いのは、祝福されている人は、別に貧しい人、小さい人、助け

を必要としている人の中に神を見ていたわけではない。ただかわいそうだと思ってしたにす

ぎない。ところがキリストはその人々の中に「私はいる」と言われて、初めて理解が生まれ

る。そこには驚きがある。それが神の恵みの業だと気付く。そして、そこには謙虚な感動と

賛美と感謝が生まれるのです。 

「貧しさそのもの」が神に出会わせるのではない、貧しい人が神との関わり(結び)があると

知らされて初めてわかる。貧しい人との出会いが「救い」や「神の愛」となるのではない、

「神に結ばれて」「キリストに結ばれて」「そうだ」と知らされて理解する。また初めて、貧

しい人の中に「砕かれた小さなホスチア」の中の神を見る。「神を見る」とは、まさに恵の業、

神の啓示の業、信仰の業。愛ゆえに私達の目の高さ、背丈、知恵の高さにまで下がってくだ

さる、神の憐れみと慈しみの業です。 

これほど謙る
へりくだる

神に出会える者は、愛により貧しく謙った「小さな人々」なのです。 

（村上 透磨） 
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今月のテーマで、年頭書簡は語ります。 

「キリストは貧しさに対して自由だった。」つまり、貧しい人と関わることにこだわりがなか

った、ということでしょうか。 

また、イエスは十字架上で貧しさを愛の模範として示されましたが、「貧しさをほこる」こ

とはありませんでした。イエスの貧しさは、「その程度よりも、その理由を重視すべきである。」

その理由（動機）は「愛と救いのためである。隣人愛に駆られて貧しさを優先的に選択して

実践した。」と言うのがこのテーマの主旨なのでしょう。 

 このことを述べるために、いくつかの聖書の箇所が引用されていますが、その箇所をいわ

ゆる聖書の構造的読み方に従って、見てみましょう。（尚、囲い込みをした言葉が目的を表す） 

  先ず、「神は人間と完全に結ばれるために貧しくなられました」と述べて、いくつかの聖書の

箇所を引用すます。 

  キリストは「神」（でありながら）（フィリ２・６） 

    救うため 

     最も貧しくなられ（ルカ２・７） 

     貧しく生き（マタイ１３・５５） 

     貧しく宣教し（マタイ８・２０） 

     最も小さくなられ（マタイ２５・４０） 

    最も貧しく死んだ 

  「神の子」（である）（マタイ２７・５４）と語る 

  次に、キリスト讃歌（フィリ２・６～１１）（フィリ２・１～１８を読むことを勧めます） 

 キリストは神…でありながら（６節） 

  （イエスは自分自身を）空っぽにした（７節） 

      僕の姿を取り人間となった（受肉の神秘） 

    （イエスは自分自身を）低くした（８節） 

      十字架の死に至るまで（十字架の神秘） 

    （神は彼を）極めて高く上げた（復活 ９節） 

  （神は彼に恵み深く）与えた（栄光 ９節） 

 神と貧しさを究めたキリストの連帯が人間の礼拝と救いを実現した（１０・１１節） 

  次に、ヨハネ１５・１３ 

    命をすてる 

     友のために （十字架上の愛の奉献） 

    最も大きな愛 

     （キリストが貧しくなられた最も大きな理由） 

  最後に、Ⅱコリント８・９は 

 主は豊かであったが 

  貧しくなられた 

   あなた方のために（貧しくなられた理由） 

  主の貧しさによって 

 あなた方が豊かになるために 

教区時報 2014年 5月号 巻頭言 

 

４．キリストのように貧しくなる 

となります。 
（村上 透磨） 
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教区時報 2014年４月号 巻頭言 

 

 

３．貧しい人に福音を告げる 

 

 「キリスト者は、貧困を単に社会経済の問題として捉えるだけでなく、福音的な視点から見

る必要がある」と年頭書簡は語り始めます。そして「イエスの時代の貧しい人々とは、物質

的な貧しさだけでなく、宗教的にも、社会的にも蔑視された人々でした」と続けます。ここ

に「蔑視」という言葉が三度くりかえされます。律法の名のもとに「忌み嫌われ差別されて

いた人々が、例えば、徴税人、罪の女、重い皮膚病の人々、異教の婦人だった。これらの人々

は宗教的に蔑視された「貧しい人々」だった。そして、富める人の横暴さや愛のなさを嘆き

とがめる箇所を引用して、富める人の反省を促します。 

 また、現代の貧困がもたらす例をあげながら、「貧困はいつの時代も暴力であり、社会的な

蔑視も見えない暴力だ」とその非福音性を怒るような口調で語られています。 

 「私たちもイエスが貧しい人々に宛てた福音」に応えるため「実際に愛の行いでもって告げ

ましょう」と結んでいます。ここで注意すべき言葉はイエス自身が福音であるという言葉で

す。「福音とはイエスご自身だ」と言います。だったらイエスご自身を見つめ続けなければな

らないのです。 

 「貧しい人を救いの対象とする」と言えば、「福音を持たないかわいそうなあなた方に、私

は、持っている福音を教えてあげましょう」という、上からの目線で接することになりかね

ないという恐れが生じるのです。「抑圧された者の側に立つ神」という表現もあります。確か

にこの意味は、「貧しい人」なかでも「貧しくなられたキリスト」との共感、共働、共生を意

味するのでしょう。 

では、福音とは何なのでしょう。イエスが自分の中に実現したと語られます。主が告げる福

音とは主の恵みの年（ヨベルの年）の到来を告げること、その具体的な例が、捕らわれてい

る人々の解放、目の見えない人の視力の回復、圧迫されている人の自由なのです。 

「解放」も「自由」もギリシア語の「アフェジス」。この言葉は「いやし」や「ゆるし」「救

い」（つまりこれが福音）とも訳されます。するとこの言葉はイエスの到来によって恵み（救

い）のおとずれが「それを受け入れざるを得ない貧しい人々」の中にすでに実現している、

という意味ではないでしょうか。 

（村上 透磨） 
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教区時報 2014年 3月号 巻頭言 

 

 

２．貧しい人を心にとめる 

 

 年頭書簡は言います。現代の最大の罪は、無関心であると。その例として良いサマリア人

のたとえ（ルカ 10・31）の中の「通りすぎた人」の例をあげ、金持ちとラザロのたとえ（ル

カ 16・20）の中の「ラザロに戸を閉ざした金持ちとその家の人」の例をあげています。 

 私たちは、マスメディアを通して、あるいは日常の出会いを通して、あまりにも多くの貧

しさの現状に出会いその慣れのために、これは仕方のない事だと諦めてしまう。貧しい人に

無関心でいると、人間の残酷さ、冷たさ、他人の痛みに対して鈍感になる。だから、私たち

は貧しい人に無関心でいることに良心の呵責を感じ、貧しい人の苦悩に心を向け、貧しさの

悲惨さに心の目を開き、痛悔と憂いの気持ちで、貧しい人を心にとめねばならないのだと訴

えます。 

 ところで、年頭書簡は「無関心」の持つ冷酷さを指摘されているようですが、ひょっとし

たら私たちは「無関心」と言うよりも無感覚、無感動なのかも知れない。また、無関心は「気

づかない」のではなく「その方が、都合がよいから」なのかも知れない。また、この無関心

はエゴイズムが生み出した巧妙な手口かもしれないとも思われるのです。 

 さて、貧しさについての情報はマスメディアを通して、あるいは道端で、自分の周辺でい

っぱいに満ち溢れています。私たちは世の貧しさをいっぱい見ている。これでもか、これで

もかと見せられる。それが余りに多すぎて当たり前になってしまって、それが無関心の原因

となっているとも年頭書簡は指摘します。この事に私たちは胸を打ちながら反省する必要が

あるとも語ります。 

 貧しさから来る悲惨な情報は、いっぱい押し寄せて来ます。私たちはそれをこの耳で聞き、

この眼で見ている。少しは心を痛めながら見ているが、それはただ見ているだけかもしれな

い。私たちは「貧しさ」と言う出来事の中にある「事」を知性と全感覚をもって観察し、さ

らにそれを神の光に照らして信仰（心）の目を開き、祈りの中で見る（観想する）のでなけ

ればならない。この「観想」のためには、霊的なイマジネーション（想像力）の助けを借り

ねばならない。現代は余りにも忙しくて騒がしく、物を考えなくてもすむような情報もあふ

れている。想像力の貧しさが、特に人の心を貧しくする。 

 心のゆとり、落ち着き、平和、沈黙の欠けが、人の苦しみを想像するセンスに欠けさせ、

人への思いやりにも欠けさせる。すると貧しい人に心を留めることは難しくなる。 

（村上 透磨） 
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教区時報 2014年 2月号 巻頭言 

 

 

今年の年頭書簡の序文とタイトルは少し難しいので、先に本文を全部読んでから、貧しさ

とは何か、貧しさの優先的選択は、何を意味するのかを理解出来るようになるだろうと、期

待しています。そして、「福音が告げる貧しさ」とは何かを語ろうとしておられるのだろうと

思います。 

 動機は、序文にも結びにも出てくるように「教皇フランシスコと共に」（教皇にならって「倣

って」「習って」）にあると思います。 

 

１．貧しい人のために貧しくなる 

 

 先ず、ふっと気になることがある、「のために」とよく言いますが、これでよいのかと言う

こと。「ために」と言う時、貧しい人を対象にして、上からの目線で見てはいないかと言うこ

とです。 

 私たち人間が、貧しさに徹すると言っても、持っているものが無いと与えられない。「自分

には持っている物はない、しかし持っている物がある。キリストとキリストの名とその恵み

（神の国）の福音なのだ」と逆説をペトロは言うのです（使徒言行録３・６）。 

 聖書で言う「貧しさ」とは、謙り、信心深く、神中心に生きる（霊の）人、神に依り頼む

事を知っている人のことです。それに反して「富める人」とは、高慢な人、偶像崇拝者、自

分を神のように生きる利己主義者（肉の人）、神は無いと言う不信心な人をさします。貧しい

人とは、神が全てであり、神こそ唯一の主、礼拝すべき方であることを信じて生きている人

のことになります。だから「十戒の第一戒」と「真福八端の第一の幸い」が、私たちの信仰

（キリスト者の生き方）の鍵となるのです。 

 ここで引用されている「貧しい人は幸い」は、ルカ（６・20）によるもので「具体的に貧

しい人が幸いだ」と言っているのです。でも、誤解をさけるために、次のような読み方を本

文に基づいてしてみます。 

 「ああ幸いだなあ」「誰が？」 

 「貧しい人が」「どうして？」 

神様が主で、神様こそがすべてだという生き方をしていて、神様がしっかりと包み、神様が

私の中に生き働いて下さるから。だから、私も貧しい者となりたい、いいえ、なりたいので

はなく、これが私の本質なのだから。私は、神様なしには一瞬たりとも生きられない存在な

のだから。  

 神様の前では、あなたも私も同じなのだから。 

                     （村上 透磨） 
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