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喜んで受け入れる心を
マリオ・コリーナ神父
進歩してゆく世界とそれに伴う標準的な生活水準の変化を考えると、不利な成り行きが並行し
て生じていることがわかります。
産業化された国々へと向かって流れ込む人々の動きは彼らの出身の国と、彼らを迎える国々に
影響を与えています。多種多様な文化、言語、そして宗教の違いは人々の生活を豊かにすること
もあり、また、それを混雑にさせることもあります。
しかし、教会は暖かく迎えて彼らのニーズに応えようとしています。それによってこういう人々
は、新しい環境の中と信仰共同体の中で、受け入れられていると感じることができます。
最も効果のある歓迎の方法はミサです。様々な言語で捧げられているミサです。それによって
その人々の信仰が強められ、共にささげるミサは敬虔な信心と信者として愛の絆を強めます。い
ろんな苦しみとチャレンジに直面しているこれらの人々はどんな時でも保護者であるマリアに
導き、力と取り次ぎを願うからです。
確かにこの人々にとって彼らを暖かくすすんで手を広げて迎えようとするマリアに対する信
心は、大きな助けになります。イエスとともに天の父の右に座っているマリアは彼らのことをい
つも心にかけておられます。そして彼らのために天において執り成しておられます。
天と地の女王、聖マリア、わたしたちのために祈ってください・・・。

A NEEDED WELCOME HEART…
Fr.Mario Colina
In the world of progress, in the standard living of the people, a collateral effect has spread
throughout the world with much adverse consequence in the lives of the people. The inflow
of the people towards industrialized countries has given an impact to the coming in and
receiving countries with diverse cultures, language and religion…which has become either a
source of enrichment or downgranding on the lives of the people.
（→→→）

But with the church which has opened its doors to all walks of people trying to ease their
adjustments, either as temporary visitors or planned settlers…. their needs have to be
sddressed by the receiving church so as to let them feel welcomed into the society and family
of the believers.
And one of the most effective means of welcoming these people is through the celebration
of the mass in various language masses to re-inforce the piety and devotion of the
believers…..specially taking into account devotion to the Blessed Virgin Mary, as seen and
felt for their guidance, strength and intercession as they hold on to their pains and
challenges looking up to Mary….. refuge in all times.
Thus, seeing these piety and devotion of the people, with special attention to the Blessed
Virgin Mary herreadiness in stretching her hands to welcome each of her children, assuring
them of her special care and love as she assumed into heaven where she sits at the right
hand of the Father, together with her Son Jesus…..constantly interceding for her children
where the heavenly hosts sing their praises and adoration.
Mary, queen of heaven and earth, pray for us…..

