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宗教改革 500 年を記念して、バッハ・コレギウム・ジャ
パンで「ルター 500 プロジェクト」に精力的に取り
組んでおられる世界的音楽家、鈴木雅明氏と日本のル
ター派神学の第一人者である江藤直純氏がバッハとル
ター、音楽と神学の双方から、放送では演奏された音
源も交えながら、賛美の心でこの宗教改革の意味を見
つめなおす特別番組をお届けします。

十字架―ルターとバッハを繋ぐ線
江藤 宗教改革と讃美歌と言えば、ルターの時代まで
は司式者と訓練された聖歌隊だけが歌っていました。
その意味では会衆が自分の言葉と声で神賛美を歌うと
いうことは、宗教改革とりわけ礼拝改革の大きなポイ
ントだと思います。
鈴木 ルターは「説教者は言葉で説教する。会衆は音
楽でもって説教する」と言っていますよね。自分の宗
教感情を歌うと言うより、神の摂理を正しく言い表す
という性格を持っていると思います。
バッハもまた、非常にはっきりと自分をルター派の人
間と意識していた筈で、当時のライプチヒで、かなり
厳しい神学的試問を経て、彼はカントール ( 音楽監督 )
に就任しています。
江藤 よく、ルターの神学は「十字架の神学」と言わ
れますが、バッハのカンタータの言葉の一つ一つの中
には、それがよく現れていますね。
鈴木 全くそのとおりです。十字架というのはバッハ
のカンタータの中で最も重要なキーワードです。バッ
ハ自身も「十字架の音形」というものを意識していて、
「クロイツ ( 十字架 )」という言葉の所ではあまり音楽
的必然性がなくても、4 つの音の流れで十字を表す音
形を用いています。それはとても多くの部分で出てお
り、教会音楽以外の器楽曲でも、バッハはその十字架
のシンメトリーの音形を追求している面があります。
つまり一般的な音楽生活にこの十字架の音形を役立て
て欲しいというバッハの深い意図を感じるんです。

ベルーフ ( 召命 ) に生きた二人
長倉 表現とか芸術というと、自分を表す自己表現と
いうイメージがありますが、もっとそれを超えたもの
を表現しようとしているのですね。
鈴木 「音楽」はどこに存在しているかというと、演
奏している間だけ存在していると言える訳です。楽譜
も CD も音楽そのものではありません。その意味では
演奏家は、音楽を存在せしめるために自身の技量を用
い、思いを込めて演奏する。けれど一方では、音楽と
は、誰が演奏してもある意味超越的な存在となる。自
分自身の個人的な表現と、天与のものとが融合して提
示されると言いますか、そういうものだと思います。

そして、音楽が聴衆に受け入れられる時、やはり聖霊
が働かれる。例え私たちの演奏が拙く、
今日はダメだっ
たと思っていても。それを信じない限りは、私たちが
完璧でないと音楽が出来なくなってしまいます ( 笑 )。
神の摂理、或いは神のメッセージというものを自分た
ちの力で体現している訳ではなく、そこで働いている
のは結局聖霊ですからね。
江藤 そうですね。人間の力の最善を尽くして表現を
するんですけれども、それは神様が用いられる、或い
は神様が創造されるという信仰がバッハを貫いていた
んじゃないでしょうか。
そして、ルターの貢献の一つに「ベルーフ = 召命」の
解釈のし直しがありました。それまでは聖職者に召さ
れるということが「召命」でしたけれども、あらゆる
仕事に神様からの「召命」があるんだと。いつの間に
かベルーフが「職業」と訳されてしまうほどに。でも、
これは「神様があなたを神様のわざのために召してい
らっしゃる」ということですね。
鈴木 その意味では音楽家というのは、実際問題、演
奏中はお祈りする暇があったら正しい音程と正しいリ
ズムで演奏しなくてはいけないわけで ( 笑 )、本当に
道具と化して行くんです。そして、道具と化して、楽
器と一体になって奏でる音楽というものが、勝手にと
言いますか ( 笑 )、聖霊が働いて下さる。そのことを
信じていれば、私たちは私たちの職業に徹することが
できます。そういう意味でバッハも非常に職人的な人
だった。礼拝の聖書日課に正しく沿った音楽を書きま
したし、領主の誕生日の曲であろうと「コーヒー・カ
ンタータ」であろうと、目的に適ったものを提供しよ
うとする非常に強い意志があり、バッハは本当の意味
で「ベルーフ」を全うした人だと思いますね。
ですから、彼が教会のために書いたカンタータや受難
曲を自分の作品だと考えていたかどうかも分からない
位です。と言うのは、
バッハは 1731 年の「クラヴィー
ア練習曲集第 1 巻」に「作品 1」と書いているんです。
それまで 200 曲位の教会カンタータやマタイやヨハネ
の受難曲など主要作品を既に作曲していたのにです。
それまで教会のために書いた作品は自分の作品ではあ
るけれども、それは職業的教会音楽家としての責務で
あったという思いだったのでしょうね。

それは、いつも、「外」から
江藤 バプテスマのヨハネが「わたしではなくあの方
( 主イエス ) を見なさい」と指差すのと同じようなこ
とですね。
鈴木 全くそのとおりですね。よく、
「宗教と音楽の
関係は ?」とか「信仰者の方がバッハは上手に演奏で
きますか ?」など色々な質問を受けますが、結局自分
自身のことを考えすぎているということがあります
ね。もちろん考えなくては出来ませんし、自分を整え
なければいけませんけれども、演奏であろうと、どん
な仕事であろうと、なすべき仕事、従うべき基準とい
うのは、自分の「外」にあるということをいつも思い
ます。
江藤 「外から (extra nos)」というのは、ルターにとっ
ても大事な概念なんです。人間の中からの、内部から
の宗教性の高まり・感情ということよりも、それに先
立ち・超える「外から」の救いがある。自分ではどう
しても獲得出来ない救いを、神様の側が与えて下さ
る「信仰義認」という言葉で表現されるその恵みの筋
書きをしっかりと押さえるということ。今は、自分の
内側の模索ということは色々言われますが、
「外から」
ということにアンテナを伸ばすのが難しい時代になっ
ているのかもしれませんね。
バッハの受難曲でもペトロが三度主を否むことと悔い
改めが描かれますが、しかし、彼が悔い改めることが
主たる物語なのか。むしろ、悔い改めるペトロに主の
眼差しが与えられるということ。主の赦しが先んじて
あるからこそ、この話を、聖書も、ルターも、バッハ
も強調しないではいられなかったのではないか。
「外
から」というのはそういうことではないかと思います。
。それはいわば、
神の摂理の「中に」
鈴木 「内」と「外」
組み込まれているから自分に意味があるんですね。自
分自身に価値がある訳ではないのです。だから音楽で
あれ何であれ、現実に即して今、自分がなすべきこと
に安心して集中していけるのではないかと思います。
江藤 わたしはこう思うんですけれども、神様が創造
し、愛していらっしゃるのは全ての人。それから神様
がご自身の働きのために用いられるのも全ての人。そ
して信仰者とは、そのような神様の御心や働きかけに
気付き、感謝する人。ですから様々な音楽家の方も用
いられるし、沢山の聴衆の方たちにもその聖霊の働き
としての音楽を通して人々の心に響くということは起
こらなければおかしいくらいだと思います。
( 文責・月刊誌編集部 )
1/15 発売予定のこの番組の CD は、特別価格でご予約
受付中です。詳しくは同封のご案内をご覧ください。
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月のご報告

ご献金 4,087,255 円（878 名）

ルター家には、長男ハンスをはじめとして 6 人の子
供たちが生まれました。1542 年 9 月、長女マグダレー
ナが 13 歳で御許に召されます。卓上語録の中には、
その時の様子がルターの口から語られたこととしてこ
う記録されています。
愛娘の病が重くなった時、マルチン博士は言った。
「私は、
この娘をとても愛しています。だが愛する神よ、
あなたが彼女を取り去られることが御心ならば、御許
に行かせます。
」その後、横たわっているマグダレー
ナに顔を寄せて言った。
「マグダレーナ、喜んでこの
父さんの所に居もするし、喜んで天のお父さまの御許
に行きもするだろうね。
」病人は答えた。
「はい、お父
さま。神の御心通りに。
」父親は言った。
「マグダレー
ナ、霊は強く肉は弱いのだよ。私はこの子をとても愛
している。肉が強くとも霊はどうだというのだ。
」ま
た言った。
「この年月の間に、私ほど大きな賜物を神
様から頂いた者はあるまい。この神様の賜物を私は誇
ろう。だが、時折少しばかり歌を歌い、少しばかり神
に感謝するだけで、心の底からこの賜物を喜ばず感謝
していない私が腹立たしいほどだ。
」

10 月末の

維持会員数

4日
ルカ福音書受講中の女性

ルカ 7 章 36 節〜 50 節「罪深い女を赦す」
。ここ
に書かれているのは罪と赦しと愛の全く不思議な
関係だと思いました。
神の御目の前で、社会的弱者と強者の立場は逆転
するのですね。一般的に「恵まれている」
「強い」
と思われる人は本当にそうなのだろうか ? と考え
てしまいます。
「弱者」とされる、この女のよう
に社会からつまはじきにされている人こそ、その
重荷を背負って生きる「強者 ( つわもの )」では
ないかと思います。
47 節「赦されることの少ない者は愛することも
少ない」
。神は私達の「欠け」にこそ入り込んで
下さいます。でも、
「欠け」になかなか気付けま
せん。この女は「欠け」をずっと意識し続けて赦
されて、イエスを深く深く愛しました。50 節「あ
なたの信仰があなたを救った。安心して行きなさ
い。
」この「信仰」とは自分の「欠け」を意識す
ることではないかと思うのです。そして、イエス
は犯した罪の重さではなく、赦されて愛する時の
愛の大きさに目を留められます。

この悲しい出来事があったマルチン・ルター家では、
その年は十年近く歌い続けて来た、
『空の上から私は
来ました』( ルター作詞・讃美歌 101 番 ) という一家
で列をつくって歌う歌を、歌うことができませんでし
た。クリスマスは、世界中の全ての人のために救い主
がお生まれになったという喜びの音信 ( おとずれ ) を
伝える、そのメッセージを聞く時ですけれども、その
メッセージを涙の中で聞かなければならない人がいる
というのは、私たちの身辺にもしばしば起こることで
付いたら、聖書が
す。マルチン・ルター家にも 1542 年そういうクリス
冊以上になっていました
6日
マスが訪れて来ました。
その年マルチン・ルターは、いつも歌ってきたクリ
ヨハネ受講中の 50 代女性
月刊ＦＥＢＣ２０１7．12 月号 ６７×６２
スマスの讃美歌の他に、目はなお涙に濡れながらそれ
でもなおおいでになるキリストを迎え、キリストの十
受洗から 37 年になるのに、私には長いブランク
字架の死と復活に与って生命の勝利を賛美し歌い上げ
があります。働き、子育てをしている間、神様に
る歌『天からみ使いの群れが来て』を作っています。
祈れなくなっていました。生きる動機が社会への
その第二節で主イエス・キリスト救い主が皆のため
怒りでした。二人の子供達も社会人になり、若い
にお生まれです、と歌った後で三節には、
『これは本
時とはちがう主人の気遣いをしながら、ポッカリ
当にうれしいこと、神様が私たちと同じになって、肉
と時間があきました。家には、聖書が二十冊以上、
と血をもってお生まれです、これこそ私の本当の兄
読まずに、何か心に不安があるときに本屋さんで
弟。
』イエス・キリストが私たちの本当の兄弟として、
購入し、日付が入っています。出産十日前の日付
泣いている私たちの所に来て共に泣き、喜んでいる私
もありました。50 才を過ぎたら、しっかり読も
たちの所に来て共に喜んで下さる、そのような思いが
うと大切にしてきた聖書ですが、なかなか良いガ
―モンテッソーリの宗教教育― 新
込められている一節だと思います。
イドが見つからず、FEBC の聖書通信講座を送っ
刊
長谷川 京子／著
ていただきました。これからもよろしくお願い致
四節、
『罪でも死でも何ができよう、真の神が私の
します。
味方、悪魔も陰府もしたいまま、それでも御子が私の
アトリウム、それは子どもたちが五感
を使い神様に心を向ける部屋。本書は
味方。
』その年のクリスマスのル
教具の使い方を一つ一つ説明するだけ
ター家の光景が分かるような歌
●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。
ではなく、子どもの祈りの言葉も紹介
ですが、信仰をもって、しかも
しながら実践形式で解説されている。
なお生かされているその時々の
本体 1,800 円＋税 B6 判 248 頁「永遠の命」について、正直なお気持
状況の中で、実に生き生きとそ
ちを書いて下さってありがとうござい
の信仰を生かしているマルチン・
〒160-0004
東京都新宿区四谷 1-13 カタオカビル
3 階! 私もね、もしこの不条理で生き
ます
ルターの生き方が伝わってくる
☎03-3359-0451 FAX 03-3351-9534
E-mail/suishin@sanpaolo.or.jp
にくい人生、そして罪を赦されてもな
ように思います。
お愚かな罪を犯し続ける、こういう命
( 文責・月刊誌編集部 )
を永遠に生きるならば、ご勘弁頂きた
いと思います。それは誰も願わないこ
とだと思うんです。でもね、あなた様
マルチン・ルターの生涯と信仰
が書いて下さったことが鍵なんです。
徳善義和 ルーテル学院大学名誉教授
「本当にイエス様にお会いしたいです」
と。
「永遠の命」は、こんな私が永遠に生きるのかとい
12 月 8 日放送
うことだけ考えると、むしろ絶望的に嘆かわしいことで
毎月第 2 金曜夜 9 時 37 分より 60 分間
第 9 回「ルターの家庭 - ルターとクリスマス -」
すけど、私たちを愛し、赦し抜いて下さるイエス様にお

気
二十

アトリウムの子どもたち
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0 名）

10 年前 1,701 名／ 1 年前 1,476 名

猫や父のように生前キリスト教を
信仰していなかった人は ?
社会的弱者と強者の立場は
逆転するのですね

1,437 名

（前月より±

7日
女性

お久しぶりです。前回のメールから 1 年近く経っ
てしまいました。いろいろ問題がありました。
まず、いくつか教会を回りました。しかし周りの
人が立派過ぎて、自分には場違いなように感じま
した。ある教会では日曜日に必ず教会に行くのが
大事と言われました。私は通院で隔週しか出かけ
ることができません。以来教会から足が遠のいて
しまいました。
そうしているうち、父が生前可愛がっていた猫が
病気になり、父を追うように逝ってしまいました。
最近、思うのは天国はあるのでしょうか ? 猫や父
のように生前キリスト教を信仰しなかった人はど
うなるのでしょう ? 毎日ふとした時に、父や猫を
思い出して悲しくなります。
昨日久しぶりに聖書を開いてみました。弟子たち
に主イエスが「何を求めているのか」と尋ねられ
たところを読んだとき、私に呼びかけられている
ように感じました。無理してでも教会に通った方
が良いのでしょうか ? 自分のペースで聖書を読ん
だり、FEBC を聞いたりするだけではダメでしょ
うか ?

独学で聖書を
勉強していましたが…

27 日
ヨハネ受講中の 40 代男性

私はクリスチャンではありませんが、昨年から独
学で聖書を読み始めました。たくさんの解説本を
読んで勉強しましたが、どれも深い理解にはつな
がりませんでした。
今回、聖書通信講座に申し込み、あらためてヨハ
ネ 1 〜 3 章を何度も読み返し、ハッと気づいたん
です。自分はこれまで頭で理解しよう、分析しよ
うと思って読んでいました。でもそうではなく、
聖書のお言葉一つ一つが神様なんだ。まずは信じ
てみよう、全てを委ねるように読んでみよう。
そうすると、イエス様のお言葉が、スッと素直に
心に入ってきました。ニコデモとの対話にあるよ
うに、知っているのと、信じているのとでは全然
違いますね。普段の生活の中で、信じられるもの
は多くありません。自分のことさえ、信じること
ができない時がよくあります。でも聖書だけは全
力で信じてみようと思います。本当は、まだまだ
お話したいことがたくさんありますが、うまく言
葉にできません。
会いする時、私たちは本当に喜びに満たされるのですよね。
このイエス様が、
「いつまでも私はあなたと共にいる。死を
超えてもあなたと共にいる」と。イエス様が永遠の命そのも
のだからです。
「あなたたちは聖書の中に永遠の命があると
考えて、聖書を研究している。ところが、聖書はわたしにつ
いて証しをするものだ。それなのに、あなたたちは、命を得
るためにわたしのところへ来ようとしない。
」( ヨハネ 5 章
39 〜 40 節 ) 永遠の命とはイエス様の許に行くこと。死んで
から始まるのではなくて、イエス様を信じイエス様のものと
された者は、すでに永遠の命を生き始めているんですよ。実
はあなた様はすでにそれを生き始めてらっしゃるから、どう
ぞ新しい命を生きることへの喜びを味わうことができます
ようにお祈りしています。
(25 日 )
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「宗教改革のはじまりから 500 年。日本福音ルーテル
教会と日本カトリック司教協議会は、宗教改革を共同で
記念します。世界の教会に分裂をもたらした宗教改革の
当事者として、祈り、対話し、未来へと歩み出す。」
これは、11 月 23 日に行われた宗教改革 500 年共同記
念礼拝に先立って出された宣言文です。
実に、第二バチカン公会議以降、既に 50 年間に渡っ
て積み重ねられてきた両教会の対話の実りであり、さら
に自らを「教会に分裂をもたらした当事者」と呼ぶこの
言葉は、教会の主の痛みに向かい合う信仰者の悔い改め
と和解の祈りに他なりません。
その記念の場として選ばれたのが、長崎・浦上。約
250 年間に及んだキリシタンの迫害、そして 72 年前の
原爆と、この地は、不条理と苦難の歴史を刻み続けた信
仰者の地です。
FEBC では、12 月 16、23 日の 2 週連続で、宗教改革
500 年を記念して、「虚しさを選ばれしキリストの道―
もう一つの宗教改革」と題した特別番組をお届けします。
熊本・大分の震災、九州北部での豪雨と自然災害が
続く中、教会の歴史上未曾有の高齢化と人口減少に向か
い合わねばならない我が国の教会が、このキリシタンの
地、戦禍の地で、500 年の時を経て、ただひとりの神を
共に礼拝する意味を深く受け止める必要があると考える
からです。
お話は、カトリック長崎大司教区司祭である古巣馨
神父と東北ヘルプ事務局長として東日本大震災被災地の
支援活動に専心してこられた川上直哉牧師。
その古巣神父様は、共同記念礼拝が長崎・浦上で行
われることについて、その場所が持つ「土地の召命」、
神の召しということから語ってくださいました。

のはここでなければ駄目だったんです。というのは、
江戸時代にキリシタン禁教令が敷かれていた頃、こ
こには庄屋の屋敷があり、毎年そこでキリシタンた
ちが踏み絵を踏んできたところだからです。彼らは
踏み絵を踏む度に、その足を引きずりながら家に帰っ
て、その足をたらいで洗って、そしてその水を飲み
干してきた。『今度こそもう少し良く生きよう、もう
少し…』と。そのようにして『大切なことは、時代
が変わっても変わらない』と、親が子に手渡してき
たんです。
宗教改革 500 年を共に祝うということで思い起こ
すのは、『父よ、あなたがわたしの内におられ、わた
しがあなたの内にいるように、すべての人を一つに
してください。』( ヨハネ 17:21) というキリストの一
致の祈りです。しかし、現実にはそれが出来ない惨
めな教会の姿があります。また『◯◯第一主義』と
いう時代で、『教会も世の中も、一つになることなん
て不可能なんじゃないか』と思います。だからこそ
『浦上で、宗教改革 500 年を祝って下さい』というこ
となんです。それは、浦上は貧しさの中でずっと抑
えつけられてきて、やっと陽の目を見たと思ったら、
原爆に遭った。そんな度重なる不条理にも関わらず、
希望を受け渡してきたところだからです。それが、
ここで宗教改革 500 年を祝うことの意味だと思いま
す。」( 古巣馨神父 )
不条理の中で希望を受け渡す。それは、自然災害や
戦争といった不条理な出来事ばかりでなく、人間のあり
方そのものに問題性を認め、罪を抱え続けるしかない人
間として、希望とは何かを問うことなのかもしれません。

「今回、宗教改革 500 年を、カトリック浦上教会
に於いてルーテル教会とカトリック教会が共に祝う
のですが、『何故、プロテスタントの記念行事を、カ
トリックの浦上教会で行うのか』と思われるかもし
れません。その理由は、長崎・浦上の「土地の召命」
だと思います。
浦上というこの場所は、72 年前に原爆を受けまし
た。そして浦上の人達にとっては、教会を再建する

宗教改革では、腐敗した当時の教会に対して、聖書
を重んじる信仰に立ち戻ると理解されることが多いわけ
ですが、古巣神父様と川上先生の眼差しは 500 年前に留
まらず、キリストの教会が「一人の方による一つの教会」
として、その歴史の中で繰り返してきた自己刷新に向か
います。それは、あのカトリック司祭のフランシスコ・
ザビエル。ルターやカルヴァンらがヨーロッパで宗教改
革者として活躍していたちょうどその頃、この東の果て
の地、日本に来ることになったザビエルが日本で見たも
の、そしてキリシタンたちに遺したもの。そこにある、
「も
う一つの宗教改革」から伺います。

もう一つの宗教改革
―教会の歩む「道」

抗宗教改革」と言いますけれど、正しくないと思います。
同じ運動、それも宗教改革なんです。

川上 実は今回の対談にあたって、沖浦和光さんの『宣
教師ザビエルと被差別民』という本を読みました。フラ
ンシスコ・ザビエルが日本で何をしたのか。それは植民
地主義との関連だけでは分からない、というのです。ザ
ビエルは、ひたすら差別をされた人達に向かっていった。
まずとにかく救援をする。クリスチャンの数を増やそう
ということではない。しかし、それが広がって力を持つ
ようになるのを恐れて、江戸幕府はキリシタンを弾圧し
たのだと思います。ですから、イエズス会のことを「対

古巣 仰る通りだと思います。宗教改革の 100 年前、
1300 年代にアッシジのフランチェスコという人がいま
した。彼も、カトリック教会の中で大きな宗教改革をし
た人なんです。その生き様は、川上先生が仰ったように、
キリスト教が連綿と受け渡してきた、貧しい人・教会や
社会から置き去りにされていた人達の匂いを嗅ぎつけて
いくものでした。教会は、時にそのことがだんだんぼや
けてきて、この世の中で力のある人達との関わりで動き
始める。（２ページへ続く）

̶１ページより続き
そんな時に、「これは違うんじゃないか」と反応する
人がでる。これは、教会の歴史の中で繰り返されてきた
ことなんです。例えば、ルターが 95 箇条の提題で「あ
なた方が信じているのは、本当にキリストの福音です
か ?」と当時の教会に迫ったんですが、その後、カトリッ
ク教会は自己刷新を図ろうとした。その大きなうねりの
中で、イグナチオ・ロヨラが『霊操』を生み出し、それ
がイエズス会の誕生につながります。そして、その創設
者の一人がザビエルなんです。
その彼が日本に来たということは、とても大切なこ
とだと思います。というのは、彼は元々、ピンチヒッター
として派遣されたんです。しかし途中のインドのゴアで
彼が見たのは、宗教対立の現実と教会の堕落でした。「自
分は一体何のためにここに来たのか。」いわば彼は、そ
こで燃え尽きたわけです。人はこれを一回経験しないと、
宣教者として使い物にならないのかもしれません。なぜ
なら、燃え尽きた人間として、燃え尽きない神の前に立
たされて、派遣されていく。そうやって自分は何も出来
ないと知った時に、人の謙虚さはキリストの貧しさと繋
がっていくんです。そして、
「私よりも、あなたがた ( 日
本人 ) の方がよっぽどまともだ。私はパリ大学で学んだ
けれども、何にもならなかった。だから、大切なことを
教えて下さい」と、彼は日本人から徹底的に学ぼうとし
ます。その中で、
「自分が何のために派遣されてきたのか」
が見えてきたのだろうと思います。
川上 私たちの ( 東日本大震災の被災者支援に取り組
んできた東北ヘルプ ) の仲間で、本当に地域に根ざして
働いている牧師がいますが、「どうしてそこまで全てを
投げ打って、貧しくなってまで被災者支援をやろうとす
るのか ?」と聞いたことがあります。彼は「アッシジの
フランチェスコの半生を描いた『ブラザー・サン シス
ター・ムーン』を観て、自分は牧師になった。だから、
こうするしか自分の牧師としての生き方は他にないんで
すよ」と言うんです。神父様が仰ったように、貧しさこ
そがキリストの力なのだと思います。

降りていく生き方
共に不条理を生きる道
川上 キリストの貧しさを担うといえば、神父様は『い
ま、降りていく人へ』という高山右近についての本を書
いておられますね。
古巣 はい、あれは「見たまま」のことを書いたのです。
というのは、私は東日本大震災の時に北海道におり、新
千歳空港で地震に遭ったんです。空港待合室のテレビを
見ていて、真っ黒い津波が迫ってくる中で、高台から下
の方に何人か降りていっているんです。それは一人暮ら
しのお年寄りなどに「早く高台に !」って声をかけに行っ
ている民生委員、消防団や警察官、防災課の方々でした。
その人たちは、降りていきながら、まさにそこで命の方
角を指差しているんです。やがて、その人たちは津波の
中に消えていった…。その瞬間に、私は「高山右近がこ
こにいた」と思ったわけです。
実 は そ の 頃、 そ の 本
の最初の原稿は途中で行
き詰まっていました。と
いうのも、これまでカト
リック教会は、徳の高い
人を聖人などに挙げてき
て、( 今 年 の 2 月 に 列 福
された ) 洗礼名がユスト =
義の人である高山右近も、
律儀で真っ直ぐな人とい
うイメージで語られてき
たんです。でも、こんな
に壊れていく時代の中で、
「清く正しく真っ直ぐに」
ということでは、とても
じゃないけれど重すぎて
書けなかった。その時に、東日本大震災の光景を見て気
づいたんです、
「降りていって、命の方角を指すんだ」と。
その後、マイケル・サンデル ( ハーバード大教授、哲学
教授 ) が東北大学で授業をした時の質疑応答で、一人の
方が「あの ( 民生委員の方や、消防団や警察官、防災課
の ) 人たちがいたおかげで、東北は救われました。いい
え、人間が救われました。あの人たちが、これからどん
な社会を作っていけばいいのか、どんな人間を育ててい
けばいいのか、命を懸けて教えてくれました」と。その
言葉が胸に飛び込んできて、それで一気に書き上げたん
です。

400 年以上前の一人のキリスト者の生き方が、やっ
と今になって意義を持ってきたんです。神は、この高山
右近の生き方と東日本大震災で捧げられた命を一つに繋
げて、私たちに提示してきているのだと思います。それ
が、私たちが不条理をどう受け止めるのかということの
手がかりだと思います。
川上 神父様のお話を伺いながら思い出していたのは、
ある有名な学者がキリスト教の贖罪論を、「『誰かが犠牲
になることによって誰かが助かる』ことを肯定する倫理
はきわめて非倫理的だ」と批判していたことです。確か
に表面だけ捉えるなら、そうなのかもしれない。けれど
も、私たちは不条理を前にして、どうしていいか分から
ないんです。例えば、福島の復興事業の収益の多くは広
告代理店に入り、現地の人の多くは駐車場係くらいでし
か関われない。あぶく銭しか残らないから却って悪いこ
とにさえなる。「神様は一体何をしているんだ」と思う。
でも、そういう人と一緒に、今も神様は使い捨てられて
いる。そうじゃなかったら、不条理の中にいる人は立ち
上がれない。それが私の強い思いです。

古巣 それは福島だけでなく、原爆当時の被災した長
崎市民も同じだったと思います。「生き残っただけで罪
深い」と思っていた人もいた。そこで大切なのは、キリ
ストの十字架と私のこの苦しみを繋げることだと思うん
です。「キリストの十字架上の御顔をよく見なさい」と
いうことです。
理屈だけではどうにもならないことがあります。こ
の不完全な人間社会の中で、不条理は無くなりません。
そもそも聖書の始めに、愛するように神に造られた人間
の家族の中で起こるのがカインとアベルの話です。これ
も不条理の話ですよね。弟のアベルはのほほんとして生
きているように見えるのに、兄のカインは汗水垂らして
働いている。「この不条理をどうしたらいいのか」とい
う時に、カインは神に「何故ですか」と問うことをしな
いで、「とにかくこの不条理を見たくない」と弟を殺し
てしまった。
川上 本当にそうですよね。だから、カトリック教会
の大事な一つの伝統は、詩編を大切になさっていること
だと思います。詩編を読むと、耐え難い不条理の中で詩
人が何をするかというと、神父様が仰ったように、神を
問う。問うどころじゃなくて神を呪う。そして、これが
多分、不条理を生きるということの答えなんじゃないで
しょうか。それにどういう意味があるかは、何とも言え
ない。ただ、私たちに残されている一つの道は、もう遠
慮無く神様に文句を言うことなんじゃないでしょうか。
古巣 そうですね。ですから、嘆きの預言者と言われ
るエレミヤは言うんです。「正しいのは、主よ、あなた
です。それでも、わたしはあなたと争い 裁きについて
論じたい。なぜ、神に逆らう者の道は栄え 欺く者は皆、
安穏に過ごしているのですか。」( エレミヤ 12:1) 預言者
というのは、不条理の中にいる者の代弁者です。そして
これは、今日の教会の役割でもあるんです。起こってい
る不条理な出来事の中に、神の言葉を聴きとろうとし、
神に「何故ですか」と問いかける。そして、答えが与え
られた時、それは教義というよりも「物語」なんです。
一人ひとりの人生から出てきた答えです。「私が受け止
めた福音、私が出会った神様は、こういう形で私の人生
に関わって下さいました」ということなんです。
川上 その意味で、私は不条理の意味を考える時に、
「伝
える」って大事だと思うんです。つまり、不条理の意味
を「教え」として「こうですよ、分かってますか」なん
ていうわけにはいかない。「伝える」ことなんです。そ
して、伝わった場合に何が起こるか。その人自身の言葉
になるんです。伝わったことを自分の言葉として、苦し
みの意味を語れるようになる。それ以外に、不条理や苦
難の意味づけをしても意味はないと思います。「教え」
た瞬間に別物になってしまうんじゃないでしょうか。

貧しさを選ばれた神を
追い求めるという道
川上 だから、不条理の中にある人々と生きるために、
ザビエルのように、教会は「現場」に出ていけるかが問
われている。そうでないなら、「教会は結局、私のこの
苦しみを分かってくれない」と言われるでしょう。東日
本大震災の時に東北ヘルプが何か出来たことがあったと
すれば、教会と教派の外に出た。そこで私たちは「出会っ
た」からこそ、活動出来たんです。その意味で象徴的な
のは、東北ヘルプの母体となった仙台キリスト教連合の
カトリック側の代表者アンドレ・ラシャペル神父です。
彼はもともと教会の外に出ることに臆病なタイプの方な
のですが、震災当日、皆が止めるのを押して司牧してい
る塩釜教会に出かけて行き、結局亡くなった。そのこと
で、私たちの中に「何かをしなくては」と火が付いて動
き出したんです。
古巣 お話を聞いて、「今更の出会い」という言葉を思
い出しました。私たちは、自分の経験を通して人生につ
いて「だいたいこんなもの」と思っています。ところが
川上先生が仰ったように、私たちは現場で、「もう知っ
ている」と思った神や仲間たちに今更のように出会い直
し、それを死ぬまで繰り返していくんだろうと思うので
す。宗教改革でも「これは一体何なのか」を考える時に、
この自己改革としての「出会い直し」になる。それは本
当に大事なことだと思います。だから、教会も出会い直
すために、外に出なければなりません。
教皇フランシスコは「今の教会の役割は何ですか ?」
と聞かれて、間髪入れずに「教会は、野戦病院でなけれ
ばなりません」と言いましたが、野戦病院の役目を果た
すためには、まず出向いていくことです。出向かなけれ
ば教会の役割は担えないのです。
―私たちが、そういう風に生きるにはどうしたらい
いのでしょうか ?
古巣 イザヤ書に「わたしたちは粘土、あなたは陶工」
(64 章 7 節 ) とあります。陶工である神の手の中で形を
変えられ、私たちは使い勝手の良い器になっていくんで
す。これは「苦しみとは何か」ということについての大
切なメッセージだと思います。というのは、苦しみは、
誰もが望んでいないことです。しかし、そのように「望
んでいないこと」は人生の中で、飛び込んできます。そ
こで、人は根本的な選択を迫られ、そこから人生が変わっ
ていきます。高山右近はそういう選択を重ねて行き、戦
国時代という激しい競争社会の中での負け組となった。
しかしその中で彼は、自分が受け止めた福音を生きよう
とした。彼は、「貧しさを選んだ神」と出会ったんです。
それが結果的に、彼を出向かせる人にしていきます。そ
して、出向いた先には「いと小さき者たち」がいたわけ
です。
私たちもそのように「異質な輝き」を放つ人であり
たい。それには、どこかでキリストときちんと向かい合っ
て、沈黙の中で耳を傾ける必要があります。星野富弘さ
んの詩にこういうのがあります。「あの人のようになり
たくて、あの人の後を追いかけたら、あの人の前にキリ
ストがいた。」私がキリストを追いかけていない限りは、
私が神の姿をあらわすことは無理なんです、どんなに高
邁なキリスト教倫理や深い神学を学んでいても…
99 匹を置いて迷い出た 1 匹を血眼になって探して回
る教会。日本の教会もその気になって「異質な輝き」を
放てるような存在にならなければと、希望を受け渡して
来たこの地・浦上から叫び続けたいと思います。
( 文責・月刊誌編集部 )
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番組
「あなたはどう生きるか」

31日

「第八部『地には、平和』〜2.キリストこそ私たちの平和」
（9日）
より

村上伸 日本基督教団隠退教師

ルカによる福音書の2章14節、
「いと高きところでは神に栄光があるよう
に、地の上ではみ心にかなう人々に平和があるように」。これは天使が
歌ったわけでありますけれども、これが神様の御意だっていうことです
ね。このことは私たちにとって大変大事な点を含んでいると思うのです
が、つまり私たちが平和を努力目標としておおいに頑張るようにという
こととはちょっと微妙に違うんですね。もちろん私たちも努力をすべき
です。それを怠ってはならない。しかし、その前に神が平和を望み、実現
なさるために、我々の世界にイエス・キリストという方を送ってこられた
という揺るがぬ事実がある。このことを知らなければなりません。
◇
ボンヘッファーの『現代キリスト教倫理』の中に、神の平和の意志の実
現そのものであったイエス・キリストを徹底して注目して書かれた「この
人を見よ」という文章がありますけれども、この人というのはもちろんイ
エス・キリストですね。
「この人を見よ、この人において神とこの世界と
の和解がなった。」今まで罪を犯したために神から引き裂かれてしまっ
た世界。そして神から遠く隔たってしまった世界と神とが、イエス・キリ
ストによって今や再びまた結び付けられたということなんですね。更に
最後の所にこう書いています。
「今や神とのやわらぎを受けず、神との間
に平和を与えられていないような、いかなる現実もなく世界もない。この
ことを神はその愛する御子イエス・キリストにおいてなしたもうた。」つ
まり、我々がすべて平和のために努力しているその一切の根拠がそこで
起こっている。
◇
私はこのクリスマスに、皆さんに一つのことを申
し上げたいと思います。私たちが平和のために努
力することは沢山あります。しかし、その基礎に
あのイエス・キリストにおいて起こった和解がす
でにあるんだと、そのことを忘れないでいただき
たい。どうかそのことに注目していただきたい。
その上で平和のための努力をやっていただきたいと心からお願いしてお
きたいと思います。
（文責・月刊誌編集部）

●夜9：47〜

聖書をあなたに―ローマ人への手紙（再）

アンデルセンの寓話『影法師』は、ある時から自分の「影」が自立して歩き出
し、次第に主人公とあべこべの役割を演じるようになり、最後は主人公がこの
「影」によって葬られるという話です。…影法師がこの世の中で表舞台に出て
きて暴走している、そんな世界に私たちは生きています。偽りの言葉が何度も
繰り返され、むき出しの憎悪、人間の持っている闇、弱さが加速されている…。
実は、クリスマスは、清濁入り混じった、そして、言葉の基が幾重にもひび割れ
たこの世界にこそ、意味を持って訪れたのだと聖書は語っています。

第2〜5●夜10：27〜

神からのメッセージーグレゴリオ聖歌ー

橋本周子（宗教法人聖グレゴリオの家・宗教音楽研究所所長）
10日、17日 「アドベント」
31日
「クリスマスと聖家族」

月〜金

●夜10：28〜

御足の跡を

PICK UP!

6日 「神様の摂理によって導かれ」
（ヘブライ11：1〜2）
13日「悲しんでいる人々は幸い」
（マタイ5：4）
20日「身体のよみがえりを信じる」
（1コリント15：42〜49）
27日「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）

榎本保郎（アシュラム・センター元主幹、日本基督教団元牧師）
4日 「また、イエスは失望せずに常に祈るべきことを、
人々に譬で教えられた。」
（ルカ18：1〜8）
11日 「この病気は死ぬほどのものではない」
（ヨハネ11：1〜4）
18日 「もしわたしがあなたの足を洗わないなら、
あなたはわたしとなんの係わりもなくなる。」
（ヨハネ13：6〜8）
25日 「わたしが去って行くことは、あなたがたの益になるのだ。」
（ヨハネ16：7）

「この病気は死ぬほどのものではない」
より
（11日放送）
「この病気は死ぬほどのものではない」
（ヨハネ11:4）ということは、この病気では
死なない、というような意味ではなくて、この病気は死ぬためにあるのではない。
そうではなくて、神の栄光のためにあるんだと。そこでは人間の生死といったこと
はもう超えられているというか、問題ではなくなっているんですね。神の栄光のた
め、神の子がそれによって栄光を受けるためのものであると言っているんです。

火

木 どこへでも、どこまでも
●夜9：47〜

―ルカによる福音書―

井幡清志（日本基督教団石動教会牧師）

7日 「安息日の問いかけ」
(ルカ14：1〜6)
14日「神の報いに軸足を置く」
(14：7〜14)
21日「招く者の覚悟」
(14：15〜24)
28日「不従順な者だからこそ与えられる出会い」
(14：25〜35)

●夜10：14〜

脚色・演出：西田正
出演：日本宣教演劇学校の皆様

ラジオドラマ
「嵐の中の教会」

7日 「『ドイツ的キリスト者』
の問題」
14日「説教壇からの声」
21日「嵐の中の教会」
28日「『私たちが教会となる』」

PICK UP!

12月放送分のあらすじ
小さな村の中にヒトラーの影響が表れてくる中、グルント牧師を中心に「真実な神
の教会とは何か」を求め続ける人達。もともと信仰に無自覚であった彼らに迫り、
問いかけ、目覚めさせたのは、時代の危機感でも、人の思いでもなく、神の言・聖
書そのものでした。一方でドイツの教会の中に、ヒトラーの影響を受けた「ドイツ
的キリスト者」と名乗る人々が表れ始めます。急速に変化していく時代の中で、こ
の小さな村の教会にもその兆しが見えてくるのでした。

我、
ここに立つ―ルターの祈りに学ぶ―（再）

石居正己(ルーテル学院大学名誉教授、東京老人ホーム元理事長)
5日 「聖書を学ぶために」 12日 「主への備え」
19日 「主の降誕に与る」 26日 「主よ今こそ̶シメオンの讃歌」

5日
12日
19日
26日

吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）
11日 「『悔い改め』とは自分の罪の大きさに何度も打ちひしがれて落ち
込むことではなく、日々の生活の中でイエス様に立ち返ることだっ
たんですね。」
26日 「聖霊というものが、なんだかよくわからないのです。神とイエスと
聖霊の三位一体説でも、やはり聖霊のところだけぼんやりしてしま
うのです。」
28日 「熱心な仏教徒だった義母が亡くなりました。最近になって『私も
教会に行ってみようかしら』と言っていた矢先の急な出来事…。毎
朝、義母の遺影に向かって言う言葉が見つかりません。」

●夜10：28〜

聖書を開こう

金

飯 靖子（日本基督教団霊南坂教会

聖歌隊指揮者・オルガニスト）
「アドベントー大いなる神は」
「アドベントー冠も天の座も」
「アドベントー神の御子は世に来られた」
「クリスマスー飼い葉桶にねむる」

山下正雄（日本キリスト改革派教会

RCJメディア・ミニストリー代表）

讃美歌21-281「大いなる神は」は、
「ストア派」の教師の一人と言われるディオグ
ネートスに宛てて2世紀の半ば頃に書かれた手紙が基になっていると言われます。
当時のキリスト者たちは迫害の只中にあり、信仰のゆえに処刑されていきました。
その中でキリスト者たちを弁護する人たちが現れました。この歌詞の基になってい
る手紙はそのような人たちの手紙の一つではないかと言われています。
「（1）大い
なる神は世を造られ 不滅の真理を与えられた （2）神の御言葉は 永遠の主
キリストにすべて委ねられた （4）神のひとり子は人となられ この世の暮らし
を共にされた （6）神は御子イエスを与えられた われらを審かず救うために」

●夜10：31〜

朗読
『この日言葉をかの日に伝え
―W．
リュティ小説教一日一章』
井上良雄訳・新教出版社発行

土

第１●夜9：30〜

神が問われる̶私たちの対話的教義学講座

石居基夫（日本ルーテル神学校校長） お相手・長倉崇宣
1日 「神を神とすることー神論」

私たちは、ある意味で「勝手な信仰」を思い描くんです。その私たちの神に対する
考え方・感じ方に、聖書は何を語ってくるのでしょうか。どんな風に、私たちの考
えを打ち砕いてくるのでしょうか。
と問いかけられる中で、神に向かい合わせられていくんです。長く信仰生活を持っ
ておられる方は、自分が思い描いている神様への「勝手な期待」が打ち砕かれる
ようにして、
「神とは誰か？」ということを経験しておられるのではないでしょう
か。
「神様はこうあるべきだ」という思いが破れたところで、神に私たちは出会っ
ていくんです。そしてイエス様は、こういう人間の期待を全くひっくり返す形で、神
様を示してくださったんです。

第２●夜9：37〜

村上伸(日本基督教団隠退教師)

※本誌表紙参照

●夜9：52〜

Kishiko(ゴスペルシンガー)

2日 「もうすぐクリスマス」
16日 「時空を超えて」
30日 「いつも共に」

宗教改革500年記念 特別番組

※月刊誌1面参照
「神のベルーフー召命ーに生きる」
2日 前編
「十字架の神学・十字架の音型」
9日 後編
「わたしたちの内からではなく、
「外」
から」
ご出演：鈴木雅明（「バッハ・コレギウム・ジャパン」音楽監督）
江藤直純（ルーテル学院大学学長）
※月刊誌増刊号参照

※月刊誌2面参照

「虚しさを選ばれしキリストの道ーもう一つの宗教改革」
16日 前編
23日 後編
ご出演：古巣馨（カトリック長崎大司教区司祭）
川上直哉（日基教団仙台北三番丁教会担任教師、東北ヘルプ事務局長）

8日 「ルターの家庭 ̶ルターとクリスマス」

第３／４●夜9：37〜

【ご予約受付中】この2つの番組は、
CDとして1/15発売予定です。
詳しくは同封のご案内をご覧ください。

まことの目撃̶ルカによる福音書̶

小林和夫（日本ホーリネス教団東京聖書学院教会牧師、東京聖書学院名誉院長）
15日「生ける神の前に生きる」
(ルカ20：27〜21：4)
22日「世の終わりとキリストの再臨」
(21：5〜38)

第３／４●夜10：20〜

第5●夜10：04〜

FEBC特別番組

30日 「共に苦しむ神の言葉の証言者
̶熊本震災の中を生きる牧師たち」
ご出演：川島直道（日基教団錦ケ丘教会牧師）
吉田文人（ホーリネス熊本植木教会牧師）
小泉 基（福音ルーテル健軍教会牧師）

MeguのCCM insight!

Megu（Genuine Graceボーカル）

15日「Meguのお便り紹介!」
22日
「Meguのトーク&MUSIC」

第5●夜9：30〜

29日 「我は信ず、
聖なる公同の教会を
ー日本福音ルーテル教会・日本カトリック司教協議会 共同記念礼拝」
ご出演：岡田武夫（司式）
（カトリック東京大司教区大司教）
大柴譲治（司式）
（福音ルーテル教会牧師）
立山忠浩（説教）
（福音ルーテル教会牧師、福音ルーテル教会総会議長）
髙見三明（説教）
（カトリック長崎大司教区司祭、
日本カトリック司教協議会会長）

9日 「高いところからではなく」
23日 「永遠のプレゼント」

第1〜4●夜10：04〜

徳善義和(ルーテル学院大学名誉教授)

宗教改革500年記念 特別番組

あなたはどう生きるか̶現代キリスト教倫理(再)

Kishikoのひとりじゃないから

「第三回 神を神とすることー神論」
より
（1日放送）

マルチン・ルターの生涯と信仰（再）

●夜9：30〜

第八部
「地には、
平和」
2日 1. クリスマスの静けさ
9日 2. キリストこそ私たちの平和
16日 3. 平和を作り出す
23日 4. 世界の平和のために
30日 5. この世で生きるキリスト者

「悲しんでいる人々は幸い」
より
（13日放送）
今月は、ある女性リスナーからお便りを頂きました。
「小池先生に以前からお便
りをしたいと切に願っていた者です。私は40年ほど前に、睡眠薬で自ら命を絶
とうとしてしまいました。そこで私は底なしの闇に入っていく感覚を覚え、人は
本当に孤独であるんだと感じました。先生、運命というものはあるのでしょう
か。この救いに入ったのも神の摂理というものでしょうか。」
小池先生は、本当に私にそっくりですね。とその不思議さに驚きつつ、お返事を
はじめます。

●夜9：47〜

「アドベント―大いなる神は」
より
（5日放送）

※金曜日は除く

「お前の神は、神なのか？」

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）

―ちいろば牧師・榎本保郎 説教選―

●夜9：30〜

PICK UP!

6日 「公生涯(1)弟子たちとの出会い」
（ルカ5：1〜11）
13日「公生涯(2)敵を愛せよ」
（ルカ6：27〜32、35〜36）
20日「クリスマス特別編」
（マタイ1:18〜23）
27日「公生涯(3)ゆるし」
（ヨハネ8：2〜11）

召天40周年記念番組

主に向かって歌おう

吉崎恵子／長倉崇宣

木

「ゲラサの悪魔憑きを癒す」
（マルコ5：1〜20）
「神の愛を例え話で」
（ルカ15：11〜32）
「イエスの前で涙して̶回心から奉仕へ」
（ルカ7：36〜50）
「弟子の派遣」
（マタイ10：1〜13）

●夜10：16〜

デイリープログラム

恵子の郵便ポスト

隆一朗(カトリック・イエズス会司祭、麹町教会助任司祭)

4日
11日
18日
25日

●夜10：15〜

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌

●夜10：14〜

主の御心を尋ねて―テゼの祈りと調べ―（再）

英

美竹教会クリスマス
「告げられた喜び」
より
（24日放送）

加藤常昭（日本基督教団隠退教師、神学者）

6日 「わたしたちが知る神の働き」
（ローマ8：28）
13日「神のもくろみ」
（8：29〜30）
20日「わたしたちの味方」
（8：31〜34）
27日「わたしたちの勝利」
（8：35〜37）

●夜9：48〜

イエスの生涯を黙想する（再）

(2コリント10：12〜18)
吉村和雄牧師(東京都品川区北品川4-7-40/
電話03-3443-1721/礼拝11時10分〜

PICK UP!

PICK UP!

左近 豊牧師(東京都渋谷区渋谷1-17-17/
電話03-3409-7401/礼拝10時30分〜

キリスト品川教会(写真下)
『主イエスのみを誇りとして』

今月の

私たちではなく、
この方こそ私たちの平和

水

日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
『嵐が吹き荒れても』
(マタイ8：23〜27)
日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『この小さな者に』
(マタイ10：34〜42)
日本基督教団鎌倉雪ノ下教会・川﨑公平牧師
『狭い門から入れ』
(マタイ7：13〜14)
【クリスマス礼拝】
日本基督教団美竹教会(写真上)
『告げられた喜び』
(ルカ2：6〜20)

月

PICK UP!

番組案内

●夜9：30〜

PICK UP!

FEBC

お詫び
と訂正

●番組案内10月号にて日曜礼拝番組「全地よ主をほめたたえよ」
10/22日本基督教団西荻教会の住所に誤りがありました。
̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。
誤）東京都杉並区西荻2-11-3

正）東京都杉並区西荻北2-11-3

キリスト教放送局 日本FEBC
●AMラジオ1566kHz

毎日夜9時30分〜10時45分

●インターネット放送

www.febcjp.com

スマホで聞ける！

FEBC は旧新約聖書を神の言葉と信じ、使徒信条を告白する超教派のキリスト教放送局。
選りすぐりの 20 以上の番組を毎日放送。無料聖書通信講座やメールによる相談も。

