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任は無いんです。同じようなたとえが 3 つ出て、違い
に注目すると、そこが大きく違いますよね。羊とか弟
息子が出て行く話とは違う。その無くした人が悪いん
ですよ。その人に失敗、過失があったんですよ。銀貨
はそこにあっただけなんです。けれども、そうやって
その無くした人が必死になって探して、ああ見つかっ
たというこの事を、イエス様は一人の罪人の悔い改
めというテーマと結びつけてお語りになった。それは
とっても驚くべきことです。

失われるということを、神様からこの私たちが離れて
いったり、背いてしまったり、神様を忘れてしまった
り、そういう姿を私たちは思い浮かべるわけです。と
ころがこの銀貨の話では、その失われたもの自身には、
失われたことの責めが無いぞというたとえになってい
る。これは本当に不思議な、びっくりする話なんで
す。その事を捉えた時にですね、イエス様は、神様の
側から見た出来事に注目していらっしゃるのだなあと
いう事が思われますよね。罪の赦しとか救いというこ
とを、神様の側に於いて何が起こったのか、その事に
徹底してイエス様が、私たちに目を注がせておられる
という事ではないでしょうか。神様の力がその一つ一
つのいのちに、そして今の私に注がれておると。その
事に対して私たちはとても鈍いですね。忘れてゆくの
です。聖書は一つにはそういう私たちの、ある種、性
根の中に巣食っておる性質を問題にしていると思いま
す。だから 100 匹の羊の中の 1 匹の羊の話を聴くと、
何か共感するものがやっぱりあるわけなんです。そこ
に人間の問題が、私の問題があるなと。悔い改めとい
う単語は、くるっと回れ右をするという意味の言葉で
す。神様に背を向け真実に背を向けていた私が、回れ
右して心を改めて、神様の方に目をそそぎ、神様の恵
みを思い起こし、その事を大事にした生き方をしてい
く、或いはそうやって神様に喜ばれる存在になってゆ
く。という事を、この悔い改めという言葉によって教
えられると思うんです。そして、そのとおりだと思う
んですね。

しかし、今日イエス様がおっしゃった事はそれを遥か
に凌ぐような事柄なんだと思うんです。そういう悔い
改めを語られるのではなくて、あたかも神様が、ご自
分の大切なものをご自分の過失として失ってしまった
が如くに見ておられるんです。自分に責めがあるべき
事として。けれども、本当はそうではない。私の側で
言えば、私が神様を忘れているんだ、背いたんだと捉
えるべきだけれども、今イエス様は神様のお心はどう
か ? ということをここでお示しくださった。神様はま
るで自分がしっかりと持っていなければならなかった
ものを手放してしまったかの如くに我が身を責めるよ
うにして、私たち一人ひとりの失われた姿を本当に深
く心を痛めて受け止めていらっしゃるんだと。だから
こそ、こんなに必死で探すという姿がそこに描かれて
いるんだと思うんです。イエス様はそんな風に、罪人
が失われておるという一つの出来事を捉えて示して下
さったんですね。

罪人が悔い改めるというと、私がどう心を改めるか、
生き方を改めるか、熱心に神様を思い、信じるのかと

今日の聖書箇所の前には、
イエス様の別のたとえ

が語られていました。100 匹の羊
を飼っていた人が、1 匹を見失っ
たと。私たちはそのたとえを勝手
に迷子になりいなくなった羊の問
題と、それを回復して下さる羊飼
いというように、このイエス様の
話を聴いてきたと思うんです。

それから、今日のところの後には、「放蕩息子のたと
え」と呼ばれている話が出てきます。親の心子知らず
で勝手に父親の許から出て行った者の問題がそこでク
ローズアップされてくるんですけれども、今日のとこ
ろはその間に挟まっている短いたとえです。つまり、
このルカの 15 章は、同じように「無くなる、失われる」
ということが 3 つも続けて出てきて、手を変え品を変
えて、失われたものが回復されるという事が語られて
います。そこで私は、その 1 つ 1 つにある違いという
所に注目してもいいんじゃないかなと思いながら読ん
でいたのですね。

捉える。でも、それが中心じゃないんですよ。私がど
んなに変わるかとか、私がどんなに悔いるか、という
ことじゃない。神様の側で何が起こっておるか。その
ことが私の救いの一番大事なところなんです。それは
神様がご自分の事として、自分の責任あることとして、
それを果たすために、「ああ、大事なものを無くして
しまった」とおっしゃるが如くにして、私ども一人ひ
とりを探してくださったのだなと。イエス様がファリ
サイ派や律法学者と徹底して対決されたのは、やっぱ
りそういう神様のお心がイエス様の根底にあるからだ
と思うんです。だから教会は専ら神様が、ということ
をずっと大事に言ってきたんです。それはまさにこの
たとえに語られているような神様のお心が土台にある
からだと思います。

ご自分の失敗であるかの
ようにして、ご自分がそ
の責めを負うかの如くに
して、神様は私たちを探
して見つけて下さる。そ
のような眼差しで私たち
を捉えてくださっている。
そこに驚くべき全く新し
い神様と人間との関係が
見えてくると思うんです
ね。悔い改めるというと、
私たちの方がクルッと回れ右するんだという風に私た
ちは思う。それも一つの真実かもしれない。でも、こ
こで言われていることは、むしろ神様が、私たちの目
の前に回り込んで下さって、そこに立っておられると
いう姿です。神様がご自分の立ち位置を変えて回り込
んでくださっている。それで、まるで私が回れ右した
かのような事がそこで起こっている。そうしてご自分
を示してくださっている。そういう事が天に於いて、
神様のみこころに於いて起こっているのだということ
です。これが福音なんです。私たちの全くあずかり知
らぬうちに、知らない仕方で、でもこの私を救うため
に激しく働いて下さった神がおられますよと。そうい
う神様の、私たち一人ひとりを取り戻そうとなさるお
働き。この一人を、私の許へ。なんとしても取り戻そう。
連れ帰ろうという、そういうお心をイエス様はここで
語っていらっしゃるんです。あなたを一生懸命に探し
て、全てをひっくり返して必死になって探したんです
よと。そして見つけたんですよと。それをどんなにか
私は喜んでいるんですよと語って下さる。私たちはそ
のお心を、主の日毎に繰り返し繰り返し聴いて、この
私自身の立ち位置というものを確かめていく。それが
私たちに与えられている人生なんだと思うんです。

( 文責・月刊誌編集部 ) 

井幡清志　日本基督教団石動教会牧師

1月11日放送　毎週木曜夜 9時 47分より22分間

第118 回「無くした者の過失」ルカによる福音書 15 章 8～10 節

どこへでも、どこまでも
―ルカによる福音書

今日の聖書箇所では、10 枚の銀
貨のうち 1 枚が無くなったけれ
ども、例えばさっきの羊の話と照
らし合わせると、羊が人間にたと
えられているとするならば、それ
ぞれ自分の意見・やり方があっ
てね、勝手な所に行くということ
があり得るわけだけれども、銀貨

日働いた収入に相当します。また、当時の物の値段か
らすると、これで羊が 1 匹買えるんです。決して小さ
な金額じゃない。一生懸命探すというのはわかります。

イエス様は、やっぱりここでも神様と私たちの間柄の
ことをおっしゃっているのだと理解するわけです。す
ると、今銀貨を無くして探すという話は、ちょっと変
というのか、不思議な感じがしました。さっきも言っ
たように、銀貨の場合は、無くなったのは銀貨が勝手
に無くなったんじゃなくて、ここで言えば、この女の
人が無くしたんです。その人の失敗だし、銀貨には責

はそうではないんですよね。銀貨が勝手
にどこかに行っちゃうなんて事は無いの
であって、それは持ち主が無くすんです
よね。持ち主が、どこかに仕舞い込んで

あったのを忘れてしまうか、何か
の拍子にポロンと落ちてどこかに
紛れ込んでしまうか。銀貨の気持
ちに関係なしに無くしてしまうわ
けでしょう。そうすると、この羊
の話とか、この後に出て来る二人
の息子の話と比べると随分と印象
が違ってくる。そこに、このたと
えの持ち味というのか、特徴があ
るなと思ったんです。

1 ドラクメの銀貨というのは、デ
ナリという単位と同じで、人が 1

聖書●ルカによる福音書 15：8～ 10
あるいは、ドラクメ銀貨を十枚持っている女がいて、
その一枚を無くしたとすれば、ともし火をつけ、家を
掃き、見つけるまで念を入れて捜さないだろうか。 そ
して、見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、
『無くした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでく
ださい』と言うであろう。言っておくが、このように、
一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜び
がある。
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ヨハネ3章 3節「新たに生まれなければ、」とい
う言葉が胸に刺さります。私は2年半の求道生活
をして、洗礼を受けました。生まれ変わったはず
ですが…情けない程「私」中心の考え方をしてし
まいます。反省し、悔い改めても直ぐに元通り…
洗礼を受ければ揺るがない信仰が持てると思って
ましたが、現実は違いました。弱い信仰者です。
祈る時もどう祈っていいのか未だに分からず「イ
エス様、しっかりと私の首根っこを離さんといて
下さい。私は直ぐにイエス様の群れからフラフラ
とおらん様になるから、しっかりと掴んでて下さ
い。」と本当に神様に訴えてます。
洗礼を授けてくださった大好きな牧師先生が「僕
も求道者やで。一生求道者やで。」と話してくだ
さり心から安心できました。私も一生求道者だと
思います。

僕も求道者やで。
一生求道者やで。 2日

ヨハネ受講中の女性

物分かりの良い、「信仰」?
  22日

ヨハネ受講中の 30 代男性

ヨハネ11章 24節「終わりの日の復活の時に復
活することは存じております。」イエス様がマル
タに「あなたの兄弟は復活する」と言われた際に
マルタは答えました。この言葉、「この世では生
き返ることはないのだから」と自分を納得させよ
うとしている様に思えました。
マルタは信仰と現実を、「来世」への希望という
考えで折り合いを付けているのでしょう。物分か
りの良い信仰だと思います、救いや至福は来世に
…と。
しかし、イエス様は「生きていてわたしを信じる
者はだれも、決して死ぬことはない。」とその様
な信仰を真っ向から否定します。「あの世」に行
くために苦しい今を頑張ろう、ではなく「いま、
ここ」で救う、この世の苦悩もあの世への不安も
全て取り去る !という強いメッセージに胸が熱く
なりました。
しかし、今イエス様に祈ったところで死者が生き
返る訳でもない。
ここまで考え、ふと「十字架」が頭に浮かんでき
ました。
聖書を読み進めていく中、一番の疑問は「十字架」
とは何であったか、「イエスという方の死と復活
が私とどんな関係があるのか」。
まだ答えが見つかりませんが、この講座に助けら
れつつ聖書と付き合っていきたいと思います。

誰に聞いても、わからないので、メールをします。
何が自分を生かすのか、わかりません。自分は自
分という生活を70年してきて疑問はなかったの
ですが、どこかに劣等感があるのか ?根本に自分
が愛されているという思いがないのか…。神様は
自分を愛していて下さると思っているのですが、
実際の生活で知ることが出来ません。交わりも人
を生かすと思いますがうまくできません。
神の御心に合う生活をしたいと思いますが、生き
ていてよかった…これが私の中に無いのです。
自分には愛がない…愛されていない…この迷路か
らどうしたら出られるのか…。
聖霊の力…これを待つのみでしょうか ?

愛がない、愛されてない ...
この迷路からどうしたら出れるのか 3日

70 代の女性

あなた様は今、「オアシスなる教会に
やっと辿り着いた、神の独り子な

るイエス様の所に来たのだから、主のた
めの私になりたいのです」と。神様が本
当に求めておられる願いを抱かれたので
すね。どうぞ牧師さんに洗礼を願い出る
ことが出来ますように。「一つの季節ご
とにハラハラしながら…」ということは、
癌を患ってどのくらいになるのでしょう
か…。今「わたしの時はあなたの御手の

中にあります」と静かに過ごしていらっしゃるあなた
様を、イエス様は本当に愛して下さり、「あなたは尊い」
と言って下さっているのですね。

ご献金 5,150,871円 （906 名）

11月のご報告

●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

維持会員数  

10 年前 1,689 名／ 1年前 1,460 名

1,443名

今日は土曜日。日曜礼拝の為、おそうじ (庭と礼
拝堂 )し、礼拝に集えない教会員の方々に週報を
まとめ発送準備し、オルガンの練習。平日、水曜
も教会に通い、庭そうじ。あとの平日はヘルパー
の仕事の為、3時半起きの5時に家をでる生活。
息子がこんな私に言ってくれた言葉。

「おかんは好きやから、人から見たら大変と思う
生活やけど、こうしてすごしているんや。普通の
主婦は朝は家族のことで忙しい。そやけど、家
族がたまたま、出勤が昼だから。たまたま働いて
いるところが、固定曜日休ませてくれるから教会
の奉仕もできる。おかんがしなかったら、ほかの
教会員がなんだかの形でする。お金も時間もいっ
しょや。おかんは恵まれているから出来るんや。
もし、ぐちが多くなったら奉仕も仕事もしなくて
いい。神の恵みに気付いていないんやから」と。
口では「神様感謝します」と言っていますが、私
の信仰のうすっぺらさを考えさせられた一言でし
た。今日1人礼拝堂に座り、祈っているけれど、
祈りがたりないナーと感じています。

「おかんは
恵まれているから出来るんや。」 31日

ルカ受講中の女性

（前月より＋6名）

11月末の

人生はいつ終わりが来るか分かりませんが、それは神様が決
めて下さることですね。人は病気で死ぬのではなくて、神様
が「あなたは充分生きたから私の許へ帰って来なさい」と決
めて下さる時がありますから、どうぞその時までイエス様を
求め続け、慕い続けてまいりましょう。イエス様が私たちの
心に満ちて下さいますと、人間的に見たら大変だ、不幸だ、
厳しいな…という中にあっても、喜びに満たされますからね。
あなた様は「新しく光の子となれるように」と願っていらっ
しゃいますね。私たちは闇の中を歩いていますけれども、主
イエスを呼び求める者は既に光となっていますから、信じて
まいりましょう。洗礼のこと、祈っていますので、どうぞ次
回教えて下さいね!祝福をお祈りします。 (4日 )

主の年 2018 年。

日本は戦後 73 年を迎え、「…ファースト」が国の内外で叫

ばれる中、この国のキリスト者と教会は、「国を愛すること」

を如何に証しするかが問われています。あなたはどう語り、

行動し、備えるのか ?年の初めだからこそ考えたい。真に

国を愛するとは―村上先生は、留学されたこともあるドイ

ツのキリスト者の生き様に目を向けて語ります。

罪の告白―自分を欺くことからの解放

大統領だったヴァイツゼッカーが、1985 年に敗戦 40 年
の記念日に国会で戦後世代に向かって次のように演説し
ました。「この人たちは自分が手を下してはいない行為
に対して自らの罪を告白することはできません。しかし
ながら、先人は彼らに容易ならざる遺産を残したのであ
ります。罪の有無、老幼の何れを問わず、我々全員が過
去を引き受けねばなりません。」この後に「過去に見え
を閉ざす者は、結局の所現在のこともわからなくなりま
す。」そう述べています。いたずらに対面をつくろった
り、自分を守ろうとしたりでは、相手の信用を失います。
そして、そこでは本当の交わりができなくなるものです。
キリスト教の信仰では、神と人の前で率直に自分の罪を
告白します。そこで、そのことがなければ本当の解放も
起こりません。ヨハネの第一の手紙には、こういう言葉
があります。「もし、罪がないと言うなら、それは自分
を欺くことであって、真理はわたしたちのうちにない。
もし、わたしたちが自分の罪を告白するならば、神は真
実で正しいかたであるから、その罪をゆるし、すべての
不義からわたしたちをきよめて下さる。」

(ヨハネの第一の手紙 1：8～ 9)

神の前で正しく生きること。
それは人を愛すること。

ドイツの親しい友人が話してくれたことなんですが、彼
がまだ少年だった第二次世界大戦中のある夜ふけに、密
かに家に訪ねてきた人々がいたそうです。ドアを開ける
と、そこには数人のユダヤ人。勿論ユダヤ人は何とか匿っ
てもらうために来たわけです。当時それは、国に対する
反逆になり、彼の母親は青くなりました。見つかれば、
家族がやられると思い、夫に断ったほうが良いと言った
そうです。そこで、牧師であった彼の父親は静かにこう
答えました。「私達は洗礼を受けているじゃないか。そ
れは、キリストと共に死に、キリストと共に甦ることな
んだよ。だから、受け入れようよ」と。ユダヤ人はし
ばらく彼の家に潜んで、やがて国外に脱出できたそうで
す。当時のドイツは、悪法であっても法は法と考える人
がキリスト者にも圧倒的だった。しかし、彼の父は一人
のキリスト者として考え行動した。国を愛すること―そ
れは、大多数の人と歩調を合わせて、右向け右というこ
とでしょうか?国が酷いことをやっていても、目をつぶっ
て黙っていることでしょうか ? いいえ、国を愛するとい
うことは、私達の国を本当に良い国、人間らしく皆が一
緒に生ける国、正しい国、近隣諸国から尊敬される国に
なるよう力を尽くすことです。預言者イザヤは言います。
「あなたがたは身を洗って、清くなり、わたしの目の前
からあなたがたの悪い行いを除き、悪を行うことをやめ、
善を行うことをならい、公平を求め、しえたげる者を戒
め、みなしごを正しく守り、寡婦の訴えを弁護せよ。」(イ
ザヤ 1：16、17)これが本当に国を愛するっていうことで
はないでしょうか ? ( 文責・月刊誌編集部 ) 
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番組案内

森下 滋（ジャズピアニスト、神学生）
番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（13日）より

今月の

PICK UP!

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。

●AMラジオ1566kHz 
キリスト教放送局 日本FEBC

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！

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
5日 「私たちの存在の根拠を求めてー創造について」 

金
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第２●夜9：37～
マルチン・ルターの生涯と信仰 （再）

12日 「魂の牧師ルター」 

第３／４●夜9：37～
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）

19日 「最後の晩餐と主のとりなし」(ルカ22：1～38)
26日 「神のみこころにかなう者となる」(22：39～62)

第３／４●夜10：20～
MeguのCCM insight!

19日、26日　「ゲストは
プレイセラピストの小嶋リベカさん」

Megu（Genuine Graceボーカル）

土 ●夜9：30～
あなたはどう生きるか̶現代キリスト教倫理(再)
村上伸(日本基督教団隠退教師)
第九部「国を愛するということ」
6日 1. 年のはじめに 13日 2. 内村鑑三の愛国心
20日 3. 教科書問題について考える
27日 4. 国を愛するとはどういうことか 

PI
CK
 U
P!「ゲストはプレイセラピストの小嶋リベカさん」より（19日、26日放送）

今まで「MeguのCCMinsight!」では、様々なクリスチャンアーティストの方々を
ゲストとしてお招きしてきました。この２０１８年からは、さらにその幅を広げ、子
育てのことや、教育の分野をご専門にされている方 と々もお話をしていきます！そ
の記念すべき第１回は小嶋リベカさん。プレイセラピスト（遊戯療法士）というお
働きをされる中で知った、子どもたちの持っている本来の力。また、親子の愛の関
係。そのお話の中、メグさんは意外な切り口で更に深く踏み込んでゆきます。

●夜9：52～
Kishikoのひとりじゃないから

6日 「新しい一年も」 13日 「主役は今日」
20日 「ハッピーバースデー」 27日 「後に残るもの」

●夜10：28～

聖書を開こう 山下正雄

木

（日本キリスト改革派教会
  RCJメディア・ミニストリー代表）

徳善義和(ルーテル学院大学名誉教授)

●番組案内12月号にて12/29放送「宗教改革500年記念 特別番組」
　のご出演者名に変更がありました。ここに訂正いたします。
　誤） 岡田武夫（司式）（カトリック東京大司教区大司教）　
　正） 前田万葉（司式）（カトリック大阪大司教区大司教）

訂正

村上伸先生は去る11月23日、主の御許に召されました。先生の霊を主の御
手におゆだねし、ご遺族に主の慰めをお祈り申し上げます。訃報

森下●私は幼い時に洗礼を受けていましたが、中学生以降はずっ
と信仰から離れていました。大学を中退してフリーの音楽家とし
て活動するようになり、綾戸智恵さんが最初に全国ツアーをする
ようになった時のピアニストなどもしました。次第にちょっと派
手になり、生活も荒れてきて、離婚することにもなって、じゃあ、

新しいパートナーと住めるかと思ったら、その関係もダメに
なって、本当に独りぼっちになりました。お
金もだんだん食い潰してなくなっていきま
した。すごく不安になって精神的にうつに
なり、病院に通っていました。2010年の頃
です。薬が効くと「死にたい」っていう気持
ちはなくなるんですけど、今度は体が動かな
い。そこのピアノまでほんの10歩位なのに、
5分もかかる。早いパッセージの曲が弾けな
くなる。もう音楽家としてやっていけないな
あ、と。

吉崎●もう八方ふさがりですね…。

森下●天井ばかり見ていて、「死ぬしかないなぁ」って。地下鉄が
一番恐かったですね。このままフッといけばという思いにもなり
ました。そんな時思い出したのが、教会。「もし神様がいるん
だったら、この私の状態をどうしてくれるんだ？助けられるんな
ら、助けてみろ！」って、体が動かないから教会にタクシーで行き
ました。そこで牧師を通して語られる神様の言葉は、エゼキエル
書の37章の「枯れた骨の復活」の箇所でした。「見よ、わたしは
お前たちの中に霊を吹き込む。すると、お前たちは生き返る」
（37:5）。これは私に語られているなって分かったんです。「神は
いる！」と思いました。それから、精神的には死んでいた私が生
き返りました。イエス・キリストの復活の力です。

吉崎●何十年かぶりに聞いた聖書のメッセージが、実際にご自身
に起こったのですね！ （文責・月刊誌編集部）

PI
CK
 U
P!「主役は今日」（13日放送）「私は過去、甲状腺のガンになりました。手術を二回もやるわ、声も出なくなる

わ。そんな過去は悪いに決まってます。でも、その時にはそれが現実だったんで
すよね。そしてその現実の延長線上に、今私は生かされている。ずっと流れてい
るんです。また、み言葉に「明日のことまで思い悩むな」というものがあります
が、その心配のために今を過ごしてしまうことは、とてももったいないな、と思い
ます。主役は過去でも未来でもなくて、今日なんです。頂いた今日という時を愛
おしく思いたいんです…」

第1～3●夜10：04～
コーヒーブレイク・インタビュー 

インタビュアー吉崎恵子

※写真左からご出演順

27日 「主の足跡は知られない」（詩編77編）

第4／5●夜10：04～
加藤さゆり・詩編説教選 『あなたの口に新しい歌を』 （再）
加藤さゆり(日本基督教団鎌倉雪ノ下教会元伝道師)

※本誌表紙参照

※月刊誌2面参照

6日 原　敬子(援助修道会シスター、上智大学神学部助教）
13日 森下　滋（ジャズピアニスト、作曲家、東京神学大学神学生）
20日 松谷信司（キリスト新聞社代表取締役社長）

PI
CK
 U
P!1月放送分のあらすじ

ナチスが権力を握り、教会が国民統合に利用される中、グルント牧師は「私たち
は、自分が主となりたがっている」と講壇から警告します。牧師とリンデンコップ
村の教会は、ヒトラーではなくキリストへの服従を誓う「告白教会」への連帯を表
明しますが、戦争へと雪崩れ込む情勢の中で、その信仰ゆえの闘争にも分裂が見
え始めます。しかしその只中で、牧師は講壇から「教会が真の教会となることの意
味」を村人に語りかけるのでした。

●夜10：14～
ラジオドラマ「嵐の中の教会」

4日 「『自分が主となりたい』という時代の中で」
11日 「主の十字架を追放したもの」
18日 「ある夕方の会合」
25日 「ふるいにかけられる教会」

脚色・演出：西田正　出演：日本宣教演劇学校の皆様　

Kishiko
(ゴスペルシンガー) 

日 月

火 ●夜9：47～
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)

●夜10：16～
主に向かって歌おう 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）

●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
7日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『天国は罪人の祝宴』(マタイ9：9～13)
14日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『天の国は』(マタイ13：24～25)
21日 日本基督教団鎌倉雪ノ下教会・川﨑公平牧師
 『賢い人生設計と、愚かな人生設計』(マタイ7：24～29)
28日 日本基督教団新生教会(写真)
 『キリストを告げ知らせる』
 (使徒言行録8：26～40)
 菅原 力牧師(東京都中野区東中野1-14-23/
 電話03-3369-6488/礼拝10時30分～

14日 「アドベントからの完成・エピファニア」
21日 「年間第2主日・カナの婚宴」
28日 「年間第4主日・四旬節への準備」

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）

PI
CK
 U
P!「年間第4主日―四旬節への準備」より（28日放送）昔の典礼では、四旬節に入る三週間前からその準備の期間がありました。七旬

節、六旬節、五旬節と。そして教会の祈りは、次第に神様に助けを祈る祈りが
強くなっていきました。「エリーペ・メ」（私を救い出して下さい）と祈る祈りを見
ていると、イエス・キリストの苦しみの祈りの予告であるように思います。詩編
59からです。「私の神よ、私を敵から助け出して下さい。あなたは私の砦、私の
岩、苦難の日の逃れ場。力ある者が私の命を狙っています。罪も過ちもない私
を狙っています」と祈っています。

10日 「ご紹介頂いた教会で、先日洗礼を受けました。汗と緊張の日々を
送っていたあの頃、聖書を初めて手にした時…この日が来ることは
想像もつきませんでした。」

25日 「以前レーナ・マリアさんの本を読んで、神様の導きで結婚したん
だな、と感じました。ですが、その後に離婚していたことを知りまし
た。祈って結婚したのに、なぜでしょう？」

30日 「イエス様を直接目で見て、触って、癒やしていただいた人々がうら
やましい。信仰の浅い者にとって、見えないものを信じるのは難し
いことです。」

月～金  ●夜9：30～ 
FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌
　吉崎恵子／長倉崇宣

 恵子の郵便ポスト
　吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）

デイリープログラム

※金曜日は除く

●夜9：48～
イエスの生涯を黙想する（再）
英　隆一朗(カトリック・イエズス会司祭、麹町教会助任司祭)
1日 「愛の膨張の奇跡」（マルコ6：30～44）
8日 「転換点̶カナンの女との出会い」（マタイ15：21～28）
15日 「メシアとしての覚悟」（マルコ8：27～33）
22日 「イエスの変容̶神へ向かう道」（マタイ17：1～9）
29日 「解放」（マルコ10：17～22）

1日 「イエスと弟子たちとがたびたびそこで集まった…」
（ヨハネ18：1～4）

8日 「聖霊を受けよ。」（ヨハネ20：21～22）
15日 「そこでアナニヤは、出かけて行って…」（使徒9：15～17）
22日 「今や、わたしは御霊に迫られてエルサレムへ行く。」

（使徒20：22～24）
29日 「しっかりせよ。あなたはローマでも

あかしをしなくてはならない。」（使徒23：11）

2日 「神の保護を願う」 9日 「この世の平和のため」
16日 「この世の指導者のため」 23日 「神よ、語りたまえ」
30日 「みことばを伝えるために」

2日 「新年の賛美歌」 9日 「公現日の賛美歌」
16日 「『道』を歌う賛美歌」 23日 「『空の鳥を見よ』」
30日 「『主の食卓』を歌う」

●夜10：15～
召天40周年記念番組
―ちいろば牧師・榎本保郎 説教選―

PI
CK
 U
P!「愛の膨張の奇跡」より（1日放送）「ガリラヤ湖に、主イエスがこの上で5つのパンと2匹の魚を増やしたという岩が

あって、それを見つめていたんですけれど…私はそれを見て、ああ本物だな、間違い
ないと思ったんですね。愛というものは人に向かって膨張していく、どんどん増えて
ゆく力ですから、パンと魚が増えても、愛の論理からすれば間違ってない。まさし
く、その場所にいた時に、僕は痛烈にイエス様の愛の凄さに触れたんですね。な
ぜ、イエス様が奇跡を行えるのか。それは、愛の結果が奇跡だからです。」

PI
CK
 U
P!「神よ、語りたまえ」より（23日放送）ルターには、宗教改革後の全く新しい教会の秩序の中で、具体的な物事について

考えていかねばならない責任がありました。その中で彼は自分の今までの経験、ま
た、理性や感覚に頼らず、神さまの言葉を聞こうとして、このような祈りをしていま
す。「…どうかあなたご自身がこれを治め、導いて下さい。私は喜んで自分の目を理
性もろともえぐりとり、み言葉のみによってお治めになるあなたにお任せ致します。
アーメン。」

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）

●夜10：14～
主の御心を尋ねて―テゼの祈りと調べ―（再）

2日 「光と偽りの光」（ヨハネ1：9）
9日 「イエスの御名」（マタイ1：21） 
16日 「第三の可能性」（ルカ5：11）
23日 「神の目」（ヨブ34：21）
30日 「ベツレヘム」（ミカ5：2） 

●夜10：28～
御足の跡を

PI
CK
 U
P!「痛みに生きる」（ローマ9：1～5）より（10日放送）パウロはこういうことを書いている中で、血がどくどくと流れるように、顔に赤

みがさしていたかもしれない。けれどもそれは（同胞に対する）怒りの血が猛っ
ているのではなくて、キリストの恵みに生かされているその血が踊っていた。わ
たしはこんなに素晴らしい主イエスの愛の中にいるが、同胞イスラエルの民は
救われていないのか？と。「わたしに大きな悲しみがあり、わたしの心にたえざ
る痛みがある」（2節）。それは自分を存在の底まで苛むような痛み。その中で
パウロは祈り続けるのです。神様、なぜですか？すべてを支配する神様を心か
ら讃えながら、問い続けるのです。

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）

●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

水 ●夜9：47～
聖書をあなたに―ローマ人への手紙（再）
加藤常昭（日本基督教団隠退教師、神学者）

3日  「わたしたちの確信」（ローマ8：38～39） 
10日 「痛みに生きる」（9：1～5）
17日 「不信仰に勝つ約束」（9：6～13）
24日 「神の選びにより」（9：10～13）
31日 「ただ神のあわれみにより」（9：14～18）

「公生涯」
3日  「(4)神殿の商人を追い出す」（ヨハネ2：13～20） 
10日 「(5)弟子を派遣する」（マタイ10：1、7～12、16）
17日 「(6)思い悩むな」（ルカ12：22～26、29～31）
24日 「(7)悔い改め」（マルコ2：13～17）
31日 「(8)見失われた羊」（ルカ15：3～10）

3日  「目を輝かせて説教を聞く」（ルカ19：1～10） 
10日 「『求めなさい』リスナーの手紙から」（マタイ7：7～12）
17日 「高齢者の福音」（マタイ5：4）
24日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
31日 「『一生懸命生きよう』を高校生に」（マタイ5：13～16）

木
4日 「神のみ心に沿う生き方？」(ルカ15：1～7)
11日 「無くした者の過失」(15：8～10)
18日 「ひたすら待ち続ける無力な神」(15：11～24)
25日 「この世界を抱きとめる神の姿が見えるか」(15：25～32)

●夜9：47～
どこへでも、どこまでも―ルカによる福音書―
井幡清志（日本基督教団石動教会牧師）

火

※月刊誌1面参照


