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The greatest of all（和訳は２頁に掲載）
Fr. Mario Colina, CM
Today, if we want to live a meaningful life, we need to learn to love.
But,learning to love unselfishly is not easy especially when one is faced with
environment that is at times hostile and even unfriendly, one needs to adjust,
what love is capable of.
St.Paul tells us in 1cor.13:6… “love is not happy with evil, but is happy with
truth.” Thus, each person today especially the followers of Christ are tasked
to seek and follow the truth…the truth that is elusive in the world today…
when everything is disposable so much so that even the person has become a
commodity rather than cared, loved, valued and respected…person as a gift
from god has become a thing.
However, there are three things we are presented for our reflection which st.
paul narrates… faith, hope and love, and the greatest of all is love…the love
that knows no boundaries, limitations but understands, is generous,
compassionate, patient and above all reaches out to all.
And, as we know in our final life on earth each one of us, is asked with only one
question― what have you done with the love I have known to you? Truly, love
is what the gospel tells us… “truly I tell you that just as you did it to one of the
least of my brothers and sisters, you did it to me… (Mt.25:34, 40)now then
enter the kingdom of my father.”
And so when we depart and proceed to eternity, we leave everything
behind,…fame, power and prestige, except what St.Paul says “what matters is
faith that works through love.”(gal.5:6)

最も優れたもの
マリオ神父（聖ビンセンシオの宣教会）
もし、わたし達が意味のある人生を生きようとするなら、愛することを学ぶべ
きでしょう。しかし、自分を無にして愛することを学ぶというのは決して容易い
ことではなく、愛によって何が出来るのかと対応すべきで、とりわけ敵対的かつ
大変非友好的な場合がそうです。
聖パウロは第一コリント 13.6 で「愛は不正を喜ばないが、人々とともに真理を
喜ぶ」と記しており、これはキリストに従う人々こそ真理を求め従うように使命
を与えられていることなのですが、今日の世界はその真理たるものが大変掴み難
いのです。
今の時代、すべてが使い捨てのようになっているし、気を使ってもらい、大事
にしてもらうべき人間、価値あるものとして尊敬されるべきその人間でさえ商品
のようになっています。つまり、神様からのプレゼントである人間がモノになっ
ているのです。
けれども、聖パウロは、
「信仰、希望、愛、この三つ。このうち最も優れている
のは愛…愛は分け隔てせず、限界もなく、すべてを受け入れる。愛は寛容で忍耐
強い、そして、すべてに至る」と信仰・希望・愛について語っています。
この地上での生が終わった時、わたし達はこう言われるでしょう。
「あなたは、わたしから教わった愛をどのようにしたのか」、と。真に愛という
のは、福音がわたし達に教えているもので、
「これらのわたしの兄弟、しかも最も
小さい者の一人にしたことは、わたしにしたのである。
（マタイ 25.34、40）…用
意されている御父のみ国に入りなさい。」
この世を去って永遠に入る時、わたし達は名誉・権力、威信などを持っていか
ない。聖パウロの言う次のものを除いてです。
「愛によって働く信仰こそ大事です」（ガラ．5.6）。

