Danchothe heartrending
grief of a mother
monkey
By Miriam Davis
Eddie Askew in ‘Encounters’
(The Leprosy Mission
International) has a meditation
on the meaning of ‘compassion’
in Mark 1:41-42. “Filled with
compassion, Jesus reached out
his hand and touched the man.
"I am willing," he said. "Be
clean!" Immediately the leprosy
left him and he was cured.”
“Jesus reacts with compassion.
We've devalued that word.
Today, compassion suggests
sympathy, pity. They're good
things to feel, but they're
passive, not very strong. The
word is really two words joined
together – com and passion.
With passion; and passion
meant suffering. We speak of
Christ's passion, his suffering
on the cross. That's powerful
stuff. It's also linked to the
Greek word meaning guts – the
heart and stomach, which were
thought to be the focus of
human emotion. After all, when
we're faced with a crisis,
something threatening, we feel
sick, our stomachs churn, we're
"moved to the depth of our
being". Jesus enters the man's
life, feels his pain, identifies with
his loneliness and rejection – a
hint of the rejection and pain
which Jesus himself was to face
later.”

Japanese sermon that really
helped me understand the
meaning behind the words. The
story is from a book of legends,
the Sesetsu Shingo, compiled
in the fifth century AD in China.
A man called Kanon is on a
journey down the Yangtze when
a soldier on his boat snatches a
baby monkey from its mother
and takes it on board. The
mother monkey runs crying
bitterly along the bank keeping
pace with the ship for 400
kilometers until she drops dead
as the boat docks and she
leaps onto its deck. When she
is cut open, her inner organs
are discovered to be torn to
shreds with the desperate effort
she has made not to be parted
from her offspring. This is the
first recorded use of the word
断腸 （だんちょう）to describe
such harrowing grief that it
literally rends the heart. Here is
the story in Japanese below.
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So how would you explain
compassion in Japanese? In
Mark 1:41 the phrase used is
深く哀れみ(ふかくあわれみ) and
in Matthew 9:36 where Jesus
has compassion on the crowds
because they are harassed and
helpless like sheep without a
shepherd, かわいそうに思われ
た（おもわれた）is used.
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