６月号

玉造教会ニュース

シャローム
２０２２年６月５日

回勅

評議会

編集：玉造教会

広報委員会

〒５４０－０００４
大阪市中央区玉造２-２４-２２

４６７号

『兄弟の皆さん』

発行：玉造教会

TEL

０６-６９４１-２３３２

FAX

０６-６９４１-２６０５

から若者へのメッセージ
Fr.セザル

2022 年 5 月 9 日の毎日新聞によると、「イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は、2021 年の日本
の人口が最大の減少を見たという共同通信の記事のツイートに応えて、少子化に対して何の対策もとらなけ
れば、日本は滅びると警告しました。」このニュースは、日本だけでなく、若者が非常に物質的な世界の罠に
陥った他の国々にとっても非常に深刻な問題提起です。
わたしは、このニュースを読んで、結婚したくない若者、子供が欲しくない若者が今の世代には多い傾向
にあることを確信しました。わたしが日本語の勉強に通っていたクラスでは、子供を産みたくない理由は、多く
の学生が、自分のしたいことを最大限に楽しみたいということでした。彼らは、子供を育てるには費用がかかり、
子育てはキャリアの妨げになると思っています。最初、わたしは、それはただの個人的なケースだと思いましたが、
このニュースは本当に深刻な問題を提示していると思います。」
教皇フランシスコは、この件について新しい回勅『兄弟の皆さん』の中で、この問題に言及して次のように
述べています。「出生率が低下しているー悲しみと孤独の存在への高齢者の格下げをともなう、人口の高齢
化につながるーは、それが私たちに関する全てだ、私たちの個々の関心がただ一つの重要事だ、とする巧妙な
言い方です。そのようにして、捨てられるのは「食べ物や必要不可欠な物だけでなく、しばしば、人間自身」で
す（『兄弟の皆さん』19）。
教皇フランシスコは、少子化のことだけでなく、なぜ私たちが人口の危機を迎えているかを、ひとりひとり深く
熟慮するようにと呼び掛けておられます。カトリックキリスト者として、わたしたちは、「浪費」や、「自己中心」の
危機的な文化のただ中で、福音の価値を宣言する大きな役割を担っています。これは、若者たちが経済性と
利益重視の社会から得ているメッセージです。教皇フランシスコは、おっしゃっています。「もし、わたしたちの家
庭で、公共の広場で、わたしたちの職場で、福音の調べが鳴り止むならば、わたしたちはもはやすべての男性
と女性の尊厳を守ることはできないでしょう」。
教皇様は、わたしたちが福音に照らされた道を歩むよう勧めておられます。これこそが、真の生きる道、使
命だとわたしは思います。

A Message from Fratelli Tutti to the Young Generation
Fr. Cesar A. Pormento, CM
According to “The Mainichi” newspaper on May 9, 2022 , “CEO Elon Musk has warned that
Japan will perish if it does not reverse its declining birthrate responding to a tweet of a Kyodo News

article that said the country's population saw its largest drop on record in 2021.” This news has a
very serious indication not only for Japan but also for other countries where young people fell into
the trap of a very materialistic world.
Reading this news confirmed to me that the trend of not getting married and not having
children is common among the young people of this generation. In school where I attended
Japanese class, many students expressed as the reason why they do not want to have children is
that they would like to maximize their time doing the things they like. Aside from that, they think that
raising kid is costly and parenting is a hindrance to a career. At first, I was reluctant to believe this
was universal, because I thought It was just an isolated case. However, the news validated that it is
indeed a serious concern.
When Pope Francis, launched the new encyclical Fratelli Tutti, he mentioned this concern
when he said, “A decline in the birthrate, which leads to the aging of the population, together with
the relegation of the elderly to a sad and lonely existence, is a subtle way of stating that it is all
about us, that our individual concerns are the only thing that matter. In this way, “what is thrown
away are not only food and dispensable objects, but often human beings themselves.” (FT, 19)
Pope Francis is not only concerned with the declining birthrate. More to the point, he
wanted us to look reflectively into ourselves and ask why an aging population is emerging. As a
Catholic Christian, we have a big role to proclaim the Gospel values in the midst of emerging culture
of “wastefulness” and “self-centeredness.” This is the message that the young people are getting
from the highly economic and profit-driven society.
Pope Francis said, “If the music of the Gospel ceases to sound in our homes, our public
squares, our workplaces, then we will no longer hear the strains that challenge us to defend the
dignity of every man and woman.” I think this message is clearly conveying to us the importance of
following a way of life marked by the Gospel. This is our real challenge and mission.

