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考えた場合、超多忙の

選んだということは、

高松 教区長 溝部 脩

ベネディクト 世教皇就任にあたって
私の予想に反してラッ
ツィンガー枢機卿が新

新教皇とともに現代社

省の新教皇でした。今

戦ってきたのが元教理

会に挑戦するという課

題をこの選挙を通して

教会は確認したと私に

は思わ れました 。

コンクラーベに入る

前のラッツィンガー枢

ます。又彼がベネディ

クトと名乗った理由も

読み取れます。聖ベネ

ディクトは中世ヨーロッ

パが生まれるためには

不可欠の人物でした。

蛮族の侵入を前に確固

とした修道共同体をつ

くり、古典キリスト教

文化を通して蛮族をキ

リスト教に根ざした一

致へと導いたのです。

ている かのよう です。

トは敢然と挑もうとし

て孤高のように、巨人 混沌たる現代世界を前
のよ うに立 ちは だかり 、 に 、 新 し い ベ ネ デ ィ ク

います。その中にあっ

口のない様相を示して

価値観に沈みこみ、出

社会であり、混沌たる

現代社会は相対主義の

世界という問題です。

思います。それは現代

いたからではないかと

い枢機卿たちが感じて

ている課題を全員に近

ければいけないと感じ

多分新教皇が直面しな

教皇職は不可能ではな やはりそれなりの理由 機卿の説教の中に、そ
い かと思 ったか らで す。 があ ったか らで しょう 。 の 考 え は 如 実 に 窺 わ れ
それでも枢機卿たちが
４月19日（火）午後６時過ぎ（日本時間20日午前１時
過ぎ）、コンクラーベ開始４回目の投票により、ヨゼ
フ・ラッツィンガー枢機卿が新教皇に選出されました。
新教皇はベネディクト16世を名乗ることになりました。

教皇に選ばれました。
年齢とか、健康状態を

16

ヴァチカンから世界へ
教皇 ヨハ ネ・パ ウロ 二世 の

だけ教皇様の影響力が大きかっ

大勢参 列し ていま した 。そ れ

葬儀に は、 世界の 中心 人物 が

(2)

す。

じられ てい る今、 切に 願い ま

と思い ます 。特に 平和 が軽 ん

のため に力 を発揮 して ほし い

の中だ けで なく、 世界 の平 和

クト一 六世 にも、 カト リッ ク

たので しょ う。新 教皇 ベネ デ
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ます。

てく ださい 」と いって おら れ

つつましい働き手。ともに祈っ

は神 のブド ウ畑 で働く 素朴 な

新 教皇様 は就 任の時 に「 私

パパ 様のお 働き を主 が祝 福し

享受 する、 その 日の ため に、

者が 先祖代 々の 豊か な文 化を

親が 安心し て子 供を 育て 、若

和が 訪れ、 難民 が帰 郷し 、母

界に 注いで 下さ い。 戦地 に平

パウ ロ二 世が示 され たよ うに

私達は、新教皇様もヨハネ・

の生き方でした。

それ は正 にイエ ス・ キリ スト

と愛を注いでくださいました。

され た者 の側に 立ち 、励 まし

テ レビで 拝見 した新 教皇 様

た私 達でし たが 、前 教皇 様の

ヨ ハネ・ パウ ロ二 世は 、亡

くな られる 直前 まで 自ら の苦

しみ を他の 人々 のた めに 捧げ

努力 して くださ ると 信じ てい

ます。

新 教皇 様に従 って 私達 も愛

と祈 りを 大切に し、 キリ スト

を伝 える ものと して 原点 に立

ち返り努力して参りたいと思っ

ています。

ど うか 、新教 皇様 に神 様の

ご加 護と 祝福が あり ます よう

に！

松山教会 尾崎寿一

さが つくり 出し た貧 しさ や偏

られ ました 。特 に人 間の 傲慢

に青 年よ り望む こと は、 争い

れま した ベネデ ィク ト一 六世

こ の度 、新し く教 皇に なら

青年たちが望むこと

見、 迫害な どに よっ て小 さく

られ 、励ま し、 勇気 づけ てこ

ち合 い、 平和の 実現 に向 けて

愛を 持っ て周り の人 々と 分か

新教皇様に望むこと

坂出教会 曽我部輝子

て下さいますように。

は丸 いお顔 の口 元にち ょっ と
笑み を含ん だ表 情をし てい て
厳し さの中 に深 い優し さを 感
じました。
番町教会 吉村淳子

ヨ ハネ・ パウ ロ二 世が 亡く

新教 皇様 は同性 愛や 、急 進

影の 力とな って 支え てこ られ

なら れ、悲 しみ のう ちに あっ

的フェ ミニ ズムを 否定 し、 女

たベ ネディ クト 一六 世が 新教

す。 前教皇 様の 補佐役 を長 い
間ご 苦労様 でし た。今 度は 自
ら側 近や各 地の 聖職者 、信 徒
を手 足とし て、 使徒ペ トロ の
後継 者とし ての 目と心 を全 世

い、感謝します。

性司祭 の誕 生や聖 職者 の結 婚

新教皇の御就任を祝って

皇に 選ばれ たこ とを 嬉し く思

るとい う見 方もさ れて きま し

た。し かし 、私は 、新 教皇 様

にリベ ラル 派の考 えを 無視 す

ること なく 一つの 考え とし て
受けと めつ つ、根 本的 な部 分
でその 保守 である 厳し さ、 難
しさを 守っ ていっ てほ しい と
思います。

御 就任お めで とうご ざい ま

を禁止 する など超 保守 的で あ
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のない 平和 な世界 にな って い
くこと と、 キリス トの 道を 一
緒に歩んでいくことです。
今も 世界 各地で 争い がた え
ないこ とに 心が痛 み、 日本 も
不安定 な社 会の中 にあ りま す

江の口教会 山中智代

と思います。

重ねな がら 頑張っ てい きた い

年たち も、 できる こと を積 み

れから の教 会を担 って いく 青

続けて いっ てほし いで す。 こ

けるよ う、 世界に 呼び かけ を

たちも いき いきと 活動 して い

き、平 和な 世界と なり 、青 年

いつ か、 みんな の祈 りが 届

ていくことと思います。

りの小 さな 社会か ら豊 かに し

志を理 解し て、自 分た ちの 周

ででき るこ とは、 教皇 様の 意

続けて いま す。今 、青 年た ち

ぞれに 集ま って地 道に 活動 を

が、四 国の 青年た ちは 、そ れ
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神の導きと助けを
重 い責任 を担 って生 涯を 戦
い抜 き、走 り通 した前 教皇 の
偉大 な足跡 を偲 びつつ 、新 教
皇の 誕生を 心か らお喜 び申 し
上げます。
「わたしの羊を飼いなさい」
とい って、 主イ エス・ キリ ス
トか ら全人 類の 救霊を 託さ れ
たと きの聖 ペト ロの心 境は い
かば かりで あっ たか、 察す る
に余 りあり ます 。しか し、 そ
れ以 来二千 年の 時を経 た現 代
は、 当時と は比 べもの にな ら
ない ほど複 雑化 し、錯 綜し て
いま す。一 般社 会の多 様な 問
題と ともに 、教 会内部 にお い
ても 信仰の 希薄 化、若 者の 教
会離 れ、分 裂の 克服、 いの ち
に係 る諸問 題… などな ど、 課
題は 枚挙に いと まがあ りま せ
ん。
こ うした 現実 の中で 、カ ト
リッ ク教会 は今 その基 盤を 堅

をど うつけ るか が問 われ てい

持し つつ、 社会 との 折り 合い

拝謁 する ことが でき たが 、あ

られ たと き私は 広島 で間 近に

け、 必要な すべ ての 助け を与

んが 、神が 教皇 を導 き、 力づ

心の うちは 想像 だに 出来 ませ

うと してい る新 教皇 の壮 烈な

この 大きな 使命 に立 ち向 かお

たれ られ たとき 、す ぐに 「私

たか 外国 訪問の 途中 に銃 で撃

なじ み深 いが、 いつ の時 だっ

教皇 様と いう呼 び方 が私 には

在でしかなかったように思う。

はロ ーマ 法王は もっ と遠 い存

ます。われわれ一般信徒には 、 のよ うな 経験が なけ れば 私に

えて くださ るよ う切 にお 祈り

は彼 を赦 します 」と 言わ れた

対し て日 本から の出 席者 は諸

ヨハ ネ・ パウロ 二世 の葬 儀に

ニ ュー スで見 る限 りで は、

そこにあったといえる。

リス トの 代理者 とし ての 姿が

たよ うに 思う。 平和 を望 むキ

くの 人に いだか せる 姿で あっ

む人 たち への愛 情と 信頼 を多

その 国へ の尊厳 とそ の国 に住

跪いて大地に接吻される姿は、

その 地に 降り立 った 時は まず

百カ 国以 上の国 を訪 問さ れ、

皇庁 とも 言われ たそ うだ が、

いた こと があっ た。 空飛 ぶ教

とい うニ ュース を感 動し て聞

申し上げます。
鳴門教会 福田健一

新教皇 ベネディクト一六
世の誕生にあたって

前 法王ヨ ハネ ・パ ウロ 二世

が暫 らく前 から パー キン ソン

病を 患って おら れる と聞 いて

いた が、と うと うお 亡く なり

にな られた 。以 前、 日本 に来

が、た また ま家庭 の都 合で 国

に出し てい たよう にも 思っ た

ミも注 目し ている 態度 を前 面

がさか んに 用いら れて マス コ

てのコ ンク ラーベ とい う言 葉

らか、 次期 法王選 出に 当た っ

れない と思 った。 その 反省 か

りも無 宗教 国家だ から かも し

キリス ト教 国だか らと いう よ

応がま かり 通るの は日 本が 非

感じら れた が、そ のよ うな 対

慮があ って しかる べき かと も

国なら もう 少しそ の辺 りの 配

角に勝 負し たいと 思っ てい る

ない感 じを 受けた 。欧 米と 互

外国に 比べ やや力 が入 って い

ると 思われ るの で、小 さな 日

せら れた最 も大 切な仕 事で あ

こと こそ神 様か ら教皇 様に 課

誤り のない 指針 が発信 され る

の国 々が抱 える 様々な 問題 に

ない だろう と思 われる 。世 界

意味 では大 きな 流れの 変化 は

あっ たとい う事 であり 、そ の

パウ ロ二世 の最 も近い 一人 で

と挨拶されたという。ヨハネ・

き手。ともに祈ってください」

で働 く、素 朴な つつま しい 働

によ れば「 私は 神のブ ドウ 畑

八年 となる 。新 教皇様 は新 聞

ると 一人あ たり の平均 が七 ～

事で あり、 二千 年を割 り算 す

外にいて忙しくしていたので 、 本の 、その また 片隅の 四国 に

感じ るよう にな り、教 皇様 の

住む 私達一 人一 人はこ れを 機

ヨゼ フ・ ラッツ ィン ガー 枢

ため に祈る こと こそが 教皇 様

その後 のこ とは新 聞の 報道 し

機卿（ ドイ ツ出身 七八 才） が

のお 仕事を 陰な がらお 手伝 い

会に もう少 し教 皇様を 身近 に

選出さ れて 新教皇 ベネ ディ ク

することになるのだろうと思っ

か見ないこととなった。

ト一六 世と なられ たと いう 事

多田東臣

た。
桜町教会

であり 、ま ずはお 慶び を申 し
上げた い。 第二六 五代 とい う

ドイツ・バイエルンのマルクトル・アム・インに生まれる（78
1927年４月16日

国際神学委員会委員長に任命される

1986～92年

『カトリック教会のカテキズム』編纂委員会委員長

1998年11月６日

枢機卿団首席枢機卿代理に選出される

2000年11月13日

教皇庁科学アカデミー名誉会員

2002年11月30日

首席枢機卿となる

2005年４月19日

第265代教皇に選出され、ベネディクト16世を名乗る
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新教皇ベネディクト16世（ヨゼフ・ラッツィンガー枢機卿）の略歴

歳）

1951年６月29日

司祭叙階

1962年

35歳で第２バチカン公会議顧問になる

1977年５月28日

司教叙階

1977年６月27日

パウロ６世により枢機卿親任

1981年11月25日

教皇ヨハネ･パウロ２世により教皇庁教理省長官、聖書委員会・

