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救 いの兆 しに喜 ぶ

この時、 シメオ ン とい う老人 が神殿で幼
子イエス に会いま した。彼 は信仰篤 く、正

〜 シ メオ ンの賛 歌 か ら〜

しい人 で、聖霊 か らメ シアに会 うまでは決
して死なない と告げられていま した。

主よ、今こそあなたは、お言葉 どおり、 彼は幼子に会 うな り メシアであること
、
この僕を安 らかに去 らせて ください を知 り、「シメオンの
賛歌」と呼ばれ る冒頭
ます。 わた しはこの 日であなたの救 の聖句をかた りま した それは
。
、約束 のメ
いを見たからです。 (ル カ 2:29‑30)
シア を 目にす ることが出来た以上、も うい
つ召 されて もいい とい う、大変な喜びに浴
今年に入 つて コロナの感染 が今までに無
れた言葉です。 しか しこの時、彼 の見たメ
い勢 いで急拡大 しています。 いつ正常な生
シア とは全 くの幼子 で しかあ りません。
活に戻れるのか全 く予想がつ きません。
しか しなが ら、その幼子 イエ スの内に、
コロ
ナ禍 によって
飲食店や観光業な ど、
神は確かに私たちを顧み ていて くださつて
経済 的な打撃 を被 ってい る方 々 に とつ て い
る、その救 いの兆 しを受け とめて、彼 は
は、本 当に先 の見 えない苦 しみ が続 いてい
ここまでの喜びに満たされ たので した。
ることと思 います。 しか し先 の見 えない苦
しみ と言 う時、それは コロナに限 らず、様 々
救 いの喜ぴを伝 える器に
な書悩について言 えることで もあ ります。
具体的な、また御力に浴れた救 いの業 が
の
の一つ
の
しみ
し
たる
は
苦
苦 み
所以
、そ 先
なされる以前であつて も、それ が必ず与 え
の見えな さにあるのではないで しょ うか。
られ ることを確信できる時には、希望 と喜
びに浴れ ることになるで しょ う。
救 いの兆 しに喜ぶ
それは、神は決 して私たちをお見捨 てに
2月 に入 つて最初 に迎える教会 の祝 日に
はならない。愛 して下 さつてお り、必ず救
「被献 日」 があ ります。 日本 の赤ちゃんを
つて くだ さるとい う確信 です。そ して先 の
連れてお官参 りをするのに似てい ます が、
見 えない状況 でも、その神 の愛 と救 い を信
イエ スの降誕後、マ リア とヨセ フについて
じた時、希望 と喜びを持 つ ことが出来 るの
「モーセの清 めの期間が過 ぎた時、両親は
です。
幼子 を主に献げるため、エル サ レムに連れ
今、様 々な状況にお いて先 の見 えない苦
て行 きま した (ル カ 2:22)」 とあ ります。
しみ の うちにある人 々が数多 くい る時、神
降誕 日か ら 40日 日となる 2月 2日 の被
が私たち自身 の信仰を強 めて下 さり、私た
献 日が記念 してい るのは、幼子イエスが神
ちを神 の愛 と救 い を伝 える器 として頂 けま
に献げ られたとい うことです。
す よ うに共に祈 り求めたい と思い ます。
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