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年、

ホームレスを「キリスト」だからと言っ

ムレスへの炊きだしをしている人には、

ずの思いがけないことばであったのだ。

の祝福のことば、値しないにもかかわら

しているわけではないのだ。だから、王

に行けるのか、それとも地獄に落とされ

それ故、その時期は自分が救われて天国

くために来られる、と言う信仰がある。

トの再臨があり、それは死者と生者を裁

る。カトリックには世の終わりにキリス

裁き、審判」にそなえを勧める箇所とな

ミサで読まれる福音書は「終わりの日の

か。それでは、イエスの福音の新しさは

価値観と同じことを言っているのだろう

ら一連の福音書のたとえ話は、この世の

私の地獄行きは決定的だ。しかし、それ

た人と見てしまっている。こんなんじゃ、

み、横着、乱暴、頑張りの足りない困っ

い。むしろ、自分を棚に上げて、大酒飲

ら、そんなことは一度も思ったことがな

炊き出しを続けているが、恥ずかしなが

だただ、感謝するのみだ。聖書の人々は、

開かれているのだ。与えられる側は、た

ないプレゼントであり、それ故、万人に

く、与えられる恵み、神からの思いがけ

後者のように自力で獲得することではな

と言うことは、天国に入るとは、人間が

権利として主張するものであったのだ。

くための利己的な関わりであり、当然な

の世話は、王のため、つまり、天国へ行

しかし、後者の場合には「小さき者」へ

月を『死者の

月』と称して、
「終わりの時、死」につ

て関わっている方もいる。私は、

て永遠の責め苦を受けねばならないのか

神と契約を交わした。自分の生き方の指

カトリック教会では、
いて思い巡らす時となっている。従って、

を否が応でも考えさせられる。マタイ福

何もないのではないか。また、イエスの

章）

生き様とは相容れないのではないかと、

連のたとえ話がある。
（マタイ

こもっている人は外の暗闇に追い出され

られるが、何も活用せず、言わば、引き

トを存分に用いて成果を上げた人は褒め

第二のたとえ話では、預けられたタレン

天国の喜びから閉め出される、と言う。

油を用意しない人は「愚かな人」として

を切らさないよう備えなさい、とある。

まる。そして、第一のたとえ話では、油

目を覚まして用意しなさいの忠告から始

るのに王は前者に祝福を、後者には呪い

ません、後者はしています、と言ってい

それはどいうことなのか。前者はしてい

れた人々は、
「しました。
」と答えている。

にしてくれなかった」との言葉に、裁か

は、王が「小さい人にしなかったのは私

と答えている。他方、
王から呪われた人々

だ。
」との言葉に、
彼らは「していません。
」

人々にしたことは、私にしてくれたの

王から祝福された人たちは王が「小さい

した。すると奇妙なことに気が付いた。

あらためて、第三のたとえ話を読み返

きだし活動が、神の言葉に生きるキリス

味ではないだろうか。ホームレスへの炊

い、と言うのが上の三つのたとえ話の意

従って今の人生を生きることこそが幸

天国へ入ることではなく、神の言葉に

油もタラントも神の言葉の言い換えだ。

ことなのだ。イエスはそのように生きた。

の言葉によって生きること、当たり前の

国へ行くための善行ではなく、日々を神

て、
「小さくされた者」との関わりは天

生きるために神ヤーウェを選んだ。従っ

はなく、今、この時の苦しみある人生を

だ。つまり、あの世の幸いを得るためで

針として神の言葉を守る約束をしたの

る、と言う。ここまで、読むと、やはり、

を与えたのだ。第一、第二のたとえ話を

この一年間、みなさまから与えられた

ト者の当たり前になることを願います。

まず、終末の近い現象が次々起こるけ

天国には勤勉、優秀な人しか入れないの

読んできた者には、
「した」方に祝福で

れど、いつ来るかは誰も分からないので、

だ。なんだ、これじゃ、世の中と変わら

あり、
「しなかった」人には呪いのはず

さき者」への関わりは至極当然であって、

そこで、
私は考えた。前者にとって「小

年にも変わらぬご支援を下さいますよ

ご理解とご協力に感謝いたします。来る

ないじゃないか。この世で駄目な人は、

なのに、逆転している、それは、一体、
それは、永遠の命を頂くにはキリストへ

何だ、と思わざるを得ない。
の世話、つまり、
「最も小さい人」の世

次の第三のたとえ話、これは決定的だ。

い期待は破られてしまった。

あの世でも駄目なんだ。怠け者の私の淡

疑問が出て来た。

音書には終末の裁きに耐えられるよう一

30

取り立てて、王であるキリストのために

みなさまのうえに、良きクリスマスと新

う、お願い申し上げます。

年が訪れますようにお祈りいたします。
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炊き出し活動報告
しょうか。

とこそキリスト者の道ではないで

・金曜日（洗い、
木（調理、配食）

しま共生会の炊き出しに参加。
片付け）金担当。

協力教会、団体、個人でローテ

所謂、
「ホームレス」の人々が
「経済成長」の犠牲者であることを、

Ⅰはじめに
シリアへの米国の軍事行動を始

ーションを組む。布池、南山、恵
方町、城北橋、長浦、東海、東

福音書の『ぶどう園の労働者』の
譬えから、キリスト者は教えられ

め、現代世界の諸問題は、強国に
よる弱小国の軍事侵略、資源強奪、

バ
< ザー >
１、春祭りとして４月

日。

日に開催。

号』を

２、多治見教会バザーに出店。

月

広報・宣伝 >
<
１、
『ももちゃん便り

月

４日に発行、２、ホームページ

山、一宮、江南教会、聖霊会、
無原罪のマリア修道女会、聖心

ています。
今後、ますます、
「ホームレス」

て８人を訪問。
生
< 活相談 >
１、衣類提供 ―
木曜日に開催。
２、生活相談 ―
生活保護受給のた
め、アパート入居を支援。２人

筍堀、玉ねぎ、ジャガイモ、大根
の栽培、収穫をした。昼食は多治
見教会有志女性が担当された。

３、布池教会でのミサ、説教。 月

アベ政権は米国追随の下、歴史を

日

『ももちゃんネット』の開設、運営。

２、越冬炊き出し ―月
修女連を中心に担当。

30

３、天白川訪問 ―
月二回、第二、
第四月曜日、食料、衣類等を持っ

、

の聖母会、樹の会、ＡＪＵ、神言

区のみなさまと力を合わせて行き

の 人々をはじめ貧困者が増大する

を眩まそうとしています。大企業
たいと思います。

顧みず、憲法改正、戦争の出来る

富裕者層中心の政策により大震災・

会、南山大学アヴァンギャルド、

原発事故の犠牲者は置き去りにさ

炊
< き出し活動 >
目的 炊き出しを必要としない社

でしょう。キリスト者の関心が、

れ、非正規雇用労働者の増加、消

会、野宿生活を強いられない社会

国家作りに暴走し、いたずらに、

費税等の大増税、社会保障・福祉

をつくろう。

金城学院大学、他。

関連の予算削減から格差は拡大の

活動

天国だけにではなく、犠牲者、貧

経済侵略を原因としています。今、

10

12

17

25

16

国際紛争を激化し、
「景気回復・経

一方です。歴史の教科書を開くま

１、炊き出し、等による野宿生活

しい人々にも向けられるよう、教

でもなく、いつの時代も、
「経済成

29

人）が居宅保護
でアパート生活へ。

（女性、男性各
２、 生活保護、等による「自立」支援。

者との出会いと交流

銘記しなければなりません。まし

長」は犠牲者を生み出したことを

12

１、 多治見修道院での畑作業 ―
月
一回、開催。平均７～８名参加。

>

交
< 流会

Ⅱ活動報告
―ＮＰＯささ

を求める広報・宣伝活動

３、野宿生活者問題の理解と協力

とには兼ね仕えることが出来ない、
を礼賛してはならないでしょう。

とイエスの教えの故に、「経済成長」
犠牲者を生まない社会の構築、犠

炊
< き出し >
１、年間炊き出し

牲にされた「弱者」と共にあるこ

12

日、 日。ミサ献金の寄付あり。
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