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けないというものが、僕には幼児体験として強くあるの
だと思います。その後も母がグリム童話集をずっと読み
続けてくれました。だから僕は断固ハッピーエンドの物
語が好きなんです。あのハッピーな気持ちというのは絶
対忘れられなんです。
吉崎●そういう幼い時のご経験が原点になって、福音館
書店の編集者になったのですね ?
斎藤●そうです。でも初めは電気関係の会社に就職して
いました。子どもの本を編集するにしては、自分の心が
純粋でも清らかでもないという思いが強くありました。
けれども軍需関係の仕事をするようになり、また防衛庁
関係の仕事の失敗から、僕はもう辞めますと言って、そ
の夜は銀座を独りでうろついていたんです。目の前の教
文館に入ったら、子どもの頃好きだった本がたくさん目
に入り、また新刊の『エルマーのぼうけん』( ルース・S・
ガネット著 ) と『いやいやえん』( 中川李枝子著 ) に、
アッ
と驚いて子どもの本に進もう ! と思った訳です。

神様が、見ていて下さる

子どもってなんて素敵なんだろう !
吉崎●幼稚園の先生はお長いんですか ?
斎藤●いえいえ、この 4 月からで新米もいいところで、
毎日のように子どもたちや園の先生に怒られながら…
( 笑 )。この前は、園庭でみんなで泥だんごを作っていた
んです。やんちゃな男の子たちがそれを僕にぶつけ始め
て、僕はそこまではないだろうと思い、一人の子を羽交
い締めにして…。そうしたらその子が、足をぴんぴんと
蹴ってしまって、運悪くもう一人の子の顎にあたったん
です。しかも、
転んだところにちょうど材木があって、
「い
てえ ! 園長なんかきらいだ !」と泣き出しました。それ
で、その子が園舎に入った後、僕は「許して欲しい」と
謝ったんですが、
「
『おさるのジョージ』を読んでほしい」
と言うんです。僕は「エッ !」と思って…。だって、絵
本を読むって心が穏やかでないと読めないのに、そんな
ことお構いなしに、その子はもう身をすり寄せてきてい
るんです。読み始めると、その子が表情が和らいできて、
まるでおさるのジョージと一緒にニューヨーク中を駆け
回っているように、最後はニコニコになるんですね。読
み終えた頃は私の手をしっかり握って、またにこやかに
園庭へ。子どもってなんて素敵なんだろう ! って思いま
すね。だから編集者なんぞにならずに、最初から園の先
生になればよかったと思うほどに面白い世界です。

お話は、とにかく面白いもの
斎藤●本との出会いは、子ども時代、石井桃子さんが編
集したものをほとんど全部、日々母に読んでもらいなが
ら育ってきました。また、長岡でしたから、冬はするこ
とがなく、初雪が根雪に変わる頃から、必ず祖母が昔話
をはじめるんです。3 〜 4 歳から、3 年生くらいまでずっ
と、夕食後には兄と妹と。祖母が長火鉢の向こう側で、
秋に収穫した栗を焼きながら、その芳しい香りの中でお
話を聞いていました。お話が終わると祖母がその栗を剥
いて口に入れてくれました。だから、その栗の甘さとと
もに、お話というのはとにかく面白いものでなければい

吉崎●クリスチャンになられたのはいつですか ?
斎藤● 20 才の時です。私は 1940 年生まれで、60 年安
保の時、僕ら国会の前で挫折しちゃうじゃないですか。
毎日デモに行って、目の前で仲間が死にました。行き先
を失い、生きていく光などあるのか自問自答していくう
ちに、立教大学のチャペルに行って、速水敏彦先生とい
うチャプレンがドストエフスキーの『罪と罰』から話を
していました。自分の娘を娼婦にもする、酔っぱらいの
マルメラードフが、
「俺みたいなひどいやつだってきっ
と神様はゆるしてくれるにちげえねえ」と語る、それを、
信仰の一つの形ではあるまいか、とおっしゃっていた !
それで、洗礼を受けました。でも、その時はキリスト教
が隣りにあるという自然な思いでいて、ジャンプしたよ
うな感覚はなかったんですが、受けた翌日からやっぱり
変わるんだと、それはビックリしました。
吉崎●それはどういうふうに ?
斎藤●何をしていても、神は見ている ! っていう感覚で
すね。世界が違って見えるんだ ! っていう感覚はそれか
らずっとあります。その「前」と「後」で、こんなに違
うなんていうことは他に人生にないんじゃないかって思
います。いつも見られているというのは、厳しいと同時
に、本当に嬉しい感覚ですよね。
「昨日」と「今日」の
間にどんなに大きな違いがあるのかということです。そ
こには、人間が生きていくことの確信と、それとやっぱ
り本当に「赦された」という感覚があるんですよね。こ
れでも本当に赦されているという感覚は、僕にとって、
それがなかったらやっていけないって思います。

子どもたちに向けて、本音で伝えたい
吉崎●この『おいで子どもたち』の本はどのようにして ?
斎藤●日本聖公会の笹森田鶴司祭から「絵本のような、
子どものための聖餐式入門になる本を委員会で何年も議
論して考えているんだけど、相談に乗って欲しい」と言
われたんです。僕は、単純素朴に子どもはもっと聖餐に
値する人たちだという思いがあったものですから、
「分
かりました。でもキリスト教関係の絵本ってどれもパ
ターン化してつまらない。また司祭さんが聖餐の意味だ
けを子どもたちに伝えるのも、退屈だなぁ」と生意気に
も言ったんです。また、絵ではなく、心あるカメラマン
の写真を使いたいとも思い、家に帰ってから何気なしに、
僕だったらこういう文章で子どもたちに伝えたいとパソ
コンに打ち込んで送ったんです。そうしたら、すぐに笹
森司祭からお返事が来て、
「私、これが好きです ! 涙が出
ちゃった。これにしましょう」なんて言われて、それで

この本になっていったんです。実は、この本の形は、私
が 33 才の時に編集して手がけたピーターラビットの絵
本と全く同じで、ページ数も一緒なんです。それまでは、
児童文学作家として 5 冊目の作品を書いて、
「神」とか「祈
り」とかの言葉を使わないように律していたけれども、
あと何年生きられるか分からないし、思い切って、信徒
として、子どもたちに向けて、大人の本音をどうしても
伝えたい ! というところから文章が出てきました。今読
んでも、結構素直に書いているなあと思っています。

人生に何も意味はないと
自覚したところから聞こえてくる言葉
斎藤●今一番好きな聖句は、
「心貧しき者は幸いである」
( マタイ 5：3) です。年を取れば取るほど「心貧しい」
ということがどんなに素敵なことか…。日々こうやって
子どもたちから学べる、先生方から学べる、つまりそれ
だけ自分の心の中に貧しさがいっぱいあるわけなんで
す。そのことがようやくハッキリ分かってきて、後はも
う学ぶだけだっていうこの歓びは、この「心貧しい」っ
ていうことに対する、神の微笑みっていうのかなぁ…。
「お前どうせバカなんだから」っていうねえ、そのこと
で、まだ歓びながら生きていけるという、そんな確信み
たいになっているんです。だって「心貧しき者は幸い」っ
て凄い言い方ですよね。突然この言葉から「山上の垂訓」
を言い始めた
男って一体何者
だろう ! って思い
ます。
「心貧しき
者」っていうの
は、 や っ ぱ り 自
分自身を神のも
とに自覚してい
く、 そ の 深 い 体
験を積んでいく
ことなんだとい
うことが分かっ
てきて、僕にとっ
て、 今 一 番 大 切
な言葉になって
いるんじゃない
かなあと思うん
です。
吉崎●自信があったり、満たされたりしている時ではな
く、本当に貧しい時に上からその言葉を頂けるんですね。
斎藤●自分が生きていることは意味があることだなんて
若い時は思っていましたし、思おうとしていましたけれ
ども、でもそんなに単純なことじゃない。僕が生きてい
くことなんて本当を言うと何の意味もないんだ、ってい
うことを自覚したところからかなあ…。にもかかわらず、
神様に「いいんじゃない ?」っていつも後ろから言われ
ているように思います。
（文責・月刊誌編集部）

1・2 章で、人間を神様の御心の
聖書は創世記
中に生かされていくものと描いていますが、
それに続く 3 章で早くも罪の問題が出てきます。蛇が
「園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言
われたのか。
」( 創世記 3：1) と誘惑し、そして畳み掛
けるように「それを食べると、目が開け、神のように
善悪を知るものとなることを神はご存じなのだ。
」( 創
世記 3：4 〜 5) と言うのです。 （２ページへ続く）
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̶１ページより続き「人間とは一体何者か―罪について」
神が問われる―私たちの対話的教義学講座・石居基夫氏より

「善悪を知ることは良いことでしょう ?」と。
「人間に
はもっと可能性がある」と、私たちはたえず「良いこ
と」として選びとっている。しかし、そこで神様と人
間の関係が壊れていくポイントがあります。
その後、人間は自分たちが裸であることを知って、
い ち じ く
無 花果の葉をつづり合わせて腰をおおうものとしま
す。無花果の葉ではすぐに壊れてしまう訳ですが、人
間はそういう愚かなことをしてでも取り繕わないでは
やま
いられない疚しさを抱えている。
「私は悪くない」
「自
分は間違っていない」
。それは、既に破綻した姿です。
これが罪の問題です。ですから、この現実とそこに
生きる私自身の深い闇を内省していくことがどうして
も必要なのです。
あらが

私たちを神様から引き離そうとする「抗いがたい力」
を、教会は「原罪」と言い表してきました。これは、
人間の素朴な心にはどうにも理解しがたいことです。
例えば、生まれたばかりの赤ちゃんは無垢なものだと
誰しも思います。けれども原罪というのは、その子が
何か悪いことをしたということでなくて、
人間は弱く、
さら
いつも罪の誘惑に晒されているのだ、ということを言
おうとしているのです。ですから、神様から引き離そ
うとする誘惑は、いつでも私自身の中にあるし、また
外から呼びかけて来るものなのです。
私は、神学生の時にタイに研修ツアーへ行きました。
そのツアーに付き添ってくださった現地の牧師先生は
本当に細やかに配慮をしてくださったのですが、最後
に、
「実は、自分の家族は、先の戦争の時に日本軍に
よって一家離散になっているんだ」と仰ったんです。
「自分は、日本人のお世話などとても出来ないと一度
は断った。受け入れられるか、大きな葛藤があった」
と。このように、既に私たちの関係は傷つき痛み、そ
れが抗いがたく私たちを拘束している。このどうしよ
うもない人間が、どうしたら新たに生かされていくか。
これを聖書は、イエス・キリストに集約して示してい
きます。しかしそれは、観念的に「人間の罪は神様に
よって赦された」
「イエス様が十字架にかかってくだ
さった」と頭の中で考えるだけでは済まないものです。
人間関係の具体的な破れに真向かっていくことの中に
月刊ＦＥＢＣ２０１8．2 月号
しか、神様との関係の修復も生まれてこない。キリス
ト教の救いというのは、もっとリアルなんです。私た
ちが結べなくなっていた手をもう一度結べるか。その
生々しさの中でこそ、神様の息吹が私たちの中に送り
込まれているという生々しさも同時に回復されていく
んです。そうでなければ、私たちは救いを本当には生
きていることとはいえないんじゃないでしょうか。

月のご報告

ご献金 7,211,780 円（1,215 名）

どちらの道を選んだらよいのか
祈っても答えが聞こえず

6日
ヨハネ受講中の女性

私はまだ受洗していません。信仰心が足りなくて、
神様の御教えを浅くしか理解出来てないからで
しょうか ?
日々、お願いのみの祈りを繰り返している有り様
です。どうぞお導き下さい、御心をお教え下さい、
聖書を読んで示して下さい ! と、ずっと祈ってい
るのですが…。この問題をどう考え、受け止めて、
どう対応すべきなのか ? 私は、どう進めば良いの
か !? どちらの道を選んだら良いのか !? と、祈っ
ても答えを聞くことが出来ず、相変わらず、本を
読んだり、自分で考えたりして、悩みながら、迷
いながら取り組まざるを得ない日々を送っていま
す。
何とかして、神様に祈って、神様の御心を示され
て歩める様になりたいのです。どのように示され
るのかも知りませんし、わかりません。お教え願
えませんか ? お導きをお願いします。

悪
過

いことも何もしていないのに
酷な試練ばかりです

26 日
男性

僕は生まれつきに両足が不自由で、酷い時には車
いすが無いと移動することもままなりません。ま
た、脳性麻痺と脳の難治性てんかんを罹患してお
ります。脳性麻痺は軽度なのですが、合併する精
神遅滞 ( 昔の言葉でいう「知恵遅れ」) が、聖書
６７×６２
の理解を阻んでおります。少し話題は戻りますが、
僕は小学生の時に陰湿ないじめにあい、教室へ行
けなくなりました。次いで完全な不登校になって
しまい、合併症が発症し「児童精神分裂病」と診
断されてしまいました。
どうして神様、イエス・キリストは、私に続々と
過酷な試練を与え続けられるのでしょうか ? そし
て、また神様は私に過酷な試練を与えたのか、近
頃、インスリン糖尿病に罹患してしまいました。
9.11 や 3.11 以降、現代社会には人間の深い闇や欲
何故僕は悪いことも何もしていないのに、次々と
刊
望が渦巻いています。憎しみや恨みが、ある人たちに
最新
が ん じ が ら
病魔に襲われるのでしょうか
? その答えを導いて
とっては原動力にさえなっています。この雁字搦めの
下さるヒントが聖書に書かれているのならば、僕
―すべての人のための霊性神学―
罪の現実は、他人事ではなくて自分自身の深い問題で
は勇気をもって FEBC の聖書通信講座において、
W・ジョンストン／著 九里 彰／監訳
す。このことを
「神様の前に立つ私」
として見ることを、
自分の疾病と正面から向き合っていこうと思って
岡島禮子、
三好洋子、渡辺愛子／共訳
聖書は私たちに示しているのではないでしょうか。
「お
います。
前はどこにいるのか」という神様の問いの中に、自分
東西の神秘主義の伝統に精通した著者
を見いだせるかどうか。そこに、私たちの「罪の発見」
は、グローバル化した 21 世紀に生きる
を受けていなくても『天の
現代人に、神の愛と英知に至る霊的生活
と救いへの歩みが始まるかどうかが懸かっています。
お父様』と呼んでいいので
の道筋を指し示す。
( 文責・月刊誌編集部
)
しょうか。
」もちろんよいのです ! すべ
A5 判 600 頁 本体 3,400 円＋税
ての人は天のお父様によって命を与えら
〒160-0004
東京都新宿区四谷 1-13 カタオカビル
3階
れ、今生かされているのですから。むし
☎03-3359-0451 FAX 03-3351-9534
ろ天のお父様は、洗礼を受けておられな
E-mail/suishin@sanpaolo.or.jp
いあなた様が、そのように祈っておられ
神が問われる
ることをどんなに喜んでいらっしゃるこ
―私たちの対話的教義学講座
とでしょう。そして私もあなた様と同じ
ように、感謝や反省よりも願いや「助け
石居基夫
て下さい、助けて下さい」の繰り返しです。私たちの祈
日本福音ルーテル教会牧師、日本ルーテル神学校校長
りは、それしかないようなものですね。その祈りをあな
聞き手 : 長倉崇宣
た様が毎日続けていらっしゃるとのこと、本当に嬉しく
2 月 2 日放送 毎月第 1 金曜夜 9 時 30 分より 65 分間
このメールを読ませて頂きました。
第 5 回「人間とは一体何者か―罪について」

愛と英知の道

「洗礼

−2−

12 月末の

維持会員数

1,416 名

（前月よりー 27 名）
10 年前 1,632 名／ 1 年前 1,425 名

癒されることは
み心ではないのかもしれない…

21 日

マタイ受講中の女性

「あなたが信じたとおりになるように。
」( マタイ
8 章 13 節 ) とイエス様は私にもおっしゃってくだ
さる…それは本当に嬉しいことではあるけれど、
「信じたとおり」ということは、信じきる力といっ
たものが必要なように思われます。もちろん、主
は癒す力はおありだし、私を愛してくださってい
るということも信じています。それなのに「み心
なら癒される」という言葉がしばしば「癒される
ことは、み心ではないのかもしれない。
」という
ふうに働いて、
「必ず癒していただける」とは信
じきれていない、と気づきました。

中学生の息子が
洗礼を受けたいと言い出しました !

28 日
男性

二年前からほぼ毎晩聴いてます。お便りしたのは、
息子が洗礼を受けたいと言い出したからです。
息子は、少し発達障害があります。小学生の頃は
友達と上手くコミュニケーションがとれず、辛い
時期があった様子です。学区内の中学に行かせる
のは可哀想で、私立に通わせました。そこがキリ
スト教系だったのです。素晴らしい校風で、よく
みてくれ、息子がだんだん落ち着いてきました。
そのうち仲間が出来た様子で、作文には「クラス
にはいろいろなやつがいて、うざったい奴もいる
けど、みんな大好きだ、ずっと一緒にいたい」な
んて一時期では考えられないことを書いていまし
て、本当によかったと思いました。その子が昨日、
ニコニコしながら「洗礼を受けたい」と言いまし
た。
私はと言えば、FEBC を聴かせてもらってますし、
聖書も少しずつ学んでます。しかし、
教会には行っ
たことがないのです。しかし、息子の発言に思わ
ず「いいねっ !」って、言ってしまったのです。
息子はこの先厳しい世の中を生き抜かなくてはな
りません。神さまが一緒にいてくれて彼の支えに
なってくれたらいいな、と考えてます。
●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

そして「愛されている実感が乏しいから悲しい」と…。私
もずっとそう思ってました。愛されているというのは、た
とえばお母さんから抱きしめられるとか、毎日語りかけら
れる眼差しを感じたり、それをずっと繰り返して赤ちゃん
は「このお母さんさえいればいいんだ」と思いますよね。
主イエス様の愛は、聖書を通して私たちに知らされていま
すから、聖書を読み続けると、不思議なことにただの字面
を超えてイエス様ご自身が抱きしめて下さり、一緒に泣い
て下さり、喜んで下さることを少しずつ経験するのですね。
どうぞこれからもご一緒に聖書を通して、それを経験なさ
ることができますように。
「主はすべてを喪失した者の祈り
を顧み、その祈りを侮られませんでした。
」( 詩編 102:18)
祝福をお祈りしています。
(27 日 )

2月

全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組）
4日
11日

2018年2月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物

18日
25日

日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
『嘆きへの神の答え』
(エレミヤ11：18〜12：6)
日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『恵みを信じる』
(マタイ15；21〜28)
日本基督教団鎌倉雪ノ下教会・川﨑公平牧師
『主イエスの権威を信じて』
(マタイ8；1〜13)
保守バプテスト同盟津田沼教会(写真)
『初めからの命令』
(1ヨハネ2：7〜11)
森恵一牧師(千葉県習志野市津田沼3-11-16/
電話047-477-1020/礼拝10時半〜)

PICK UP!

番組
「マルチン・ルターの生涯と信仰」

「晩年のルターと聖書」
（9日）
より

徳善義和 ルーテル学院大学名誉教授

様々な病気を持つようになる晩年のル
ター。肉体の衰えから死を予測せざる
を得ない中で、ルターの講 義の中に
「死」のテーマが多くなってくるのも当
然だと言ってよいのかもしれません。

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）

●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

7日 「怒りの器、
あわれみの器」
（ローマ9：19〜29）
14日「深い知識を」
（9：30〜10：4）
21日「天と死の間で」
（10：5〜13）
28日「福音のうるわしさ」
（10：5〜21）

●夜10：14〜

1日

「『信仰はこうあるべき』と考え苦しい時期もありましたが、放送を
聞いて『色んな形、色んな姿の信仰があるんだ、一人ひとり姿や性
格が違うように』と思えるようになりました。」
12日 「信仰から遠ざかっている主人と、残りの人生は共にイエスを仰ぎ
ながら歩めたら…でもついつい、彼の考えや生活を見ていると無
理かな〜と思ってしまう。」
13日 「ヨハネ1章の『初めに言葉ありき』が、何度読んでもどういうこと
なのか分からないのです。」

主の御心を尋ねて―テゼの祈りと調べ―（再）

7日 「公生涯(9)エルサレムのために嘆く」
（ルカ19：41〜44）
14日「受難(1)エルサレム入城」
（マルコ11：1〜4、7〜11）
21日「受難(2)主の晩餐」
（マタイ26：26〜29）
28日「受難(3)ゲツセマネの祈り」
（マルコ14：32〜41）

●夜10：28〜

御足の跡を

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）

PICK UP!

「二岩清光さんの礼拝」
より
（7日放送）

認知症が進み、この1年を病棟で過ごされていた教会員の二岩さん。ある日曜、
その病室を訪ねた小池先生は、彼の最期の時をいよいよさとり、そして祈りまし
た。
「聖霊様、どうかお助け下さい。信仰を恵み、イエス・キリストを信じてその
生涯を全うすることができますように。あなたの御国に入れて下さい。」神の愛
キリスト伝道所の最年長者であられ、多くの人から愛された二岩清光さんが、
2017年の11月、84歳で天に召されました。

木 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）

1日 「富に仕える生き方からの解放」(ルカ16：1〜13)
8日 「人の賞賛の向こうに」(16：14〜18)
15日「よい緊張感を持ちつつ、現実を生きる」(16：19〜31)
22日「七回相手を赦す関係」(17：1〜6)

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)
13日 「神にのみ信頼する」
27日 「困難をみ旨として負う」

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）

レントの讃美歌『紅海をわたり』（讃美歌21-312）は、
「紅海」や「過越」など旧約
聖書の語を取り入れたもので原作者は不明です。6世紀頃、ラテン語の手書き譜が
見つかりました。その頃には、キリスト教の共同体に連なった人たちの初めての聖
餐式がイースターに持たれており、恐らくその時の讃美歌ではないかと言われま
す。
「１） 紅海を渡り 過越を祝う 小羊の宴で 歌え、王なる主を。 ２）十字架に裂
かれた 聖なる御体 その血を味わい われら、主に生きる。 ３）小羊キリスト まこと
の過越 種入れぬパンは 今、ささげられる。」

1日 「全てを解き放つ神の言葉」
8日 「決断を迫る聖餐式」
15日「キリストを告白する共同体として」
22日「私たちから失われていったもの」

●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10部
「職業について考える」
3日 1. 職業の意味
10日 2. 職業の選択
17日 3. 望ましくない職業はあるか
24日 4. 望ましい仕事

ヒトラー政権下となり、国家による教会への統制が強まる中、キリスト者の中
にもそれに追従しようとする「ドイツ的キリスト者」の存在が大きくなってきま
した。そんな中、グルント牧師は一つの態度表明をし、教会員にも決断を迫り
ます。一方、牧師と対立する村長は、ナチスと結託して強行手段に訴えようと
するのでした。

●夜9：52〜

Kishikoのひとりじゃないから
3日 「おかげさまで」
17日 「黒い壁」

Kishiko

(ゴスペルシンガー)

10日 「わたしの値打ち」
24日 「ある兄妹のすがたから」

第1〜3●夜10：04〜

●夜10：28〜

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）

第１●夜9：30〜

コーヒーブレイク・インタビュー

※月刊誌1面参照

インタビュアー吉崎恵子、
長倉崇宣

3日、
10日
17日

※月刊誌1面参照

斎藤惇夫氏
（児童文学作家、
「麗和幼稚園」
園長）
園木幸夫氏
（税理士、
行政書士）

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
2日 「人間とは一体何者かー罪について」

第２●夜9：37〜

7日 「二岩清光さんの礼拝」
（ローマ12：1〜2）
14日「後藤正則君の話」
（ルカ10：25〜37）
21日「高齢者の福音」
（フィリピ4：4〜9）
28日「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）

●夜9：47〜

ラジオドラマ
「嵐の中の教会」
脚色・演出：西田正 出演：日本宣教演劇学校の皆様

金

我、
ここに立つ―ルターの祈りに学ぶ―（再）

「レント第2週」
より
（27日放送）

土

●夜10：14〜

聖書を開こう

●夜9：47〜

6日 「『おいでください』の歌詞の賛美歌」
13日 「『絶望』の歌詞がある賛美歌」
20日 「レント第1週」
27日 「レント第2週」

※金曜日は除く

吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）

木

（19日放送）

我々が人を信仰に導く場合でも、人にああだこうだと説明し、イエス様のことを弁
護しようとしますね。けれども聖書は私たちに「あなた方は神様の弁護士になりな
さい」とはひと言も書いていない。
「あなた方は神様の証人になりなさい」というの
です。「証人」とは経験した者。誰でも証人になれるんです。「無学だから」とか
「信仰が浅いから」なんて言うことはおかしいのです。それは弁護人になろうとす
るからです。聖書は私たちに弁護されなければならないような神様を告げている
のではないのです。そんな神様はつまらん神様です。

主に向かって歌おう

PICK UP!

加藤常昭（日本基督教団隠退教師、神学者）

「神は宣教の愚かさによって、
信じる者を義とされたのである。
」
より

●夜10：16〜

2月放送分のあらすじ

聖書をあなたに―ローマ人への手紙（再）

19日 「神は宣教の愚かさによって、
信じる者を義とされたのである。」
（1コリント1：21〜24）
26日 「それはあなたがたの信仰が知恵によらないで、
神の力によるものとなるためであった。」
（1コリント2：1〜5）

6日 「神の裁きを畏れる」
20日 「教会のために」

マルチン・ルターの生涯と信仰（再）

※写真左からご出演順

※本誌表紙参照

徳善義和(ルーテル学院大学名誉教授)
9日 「晩年のルターと聖書」

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）
16日「イエスの裁判と人間の状況」
(ルカ22：66〜23：26)
23日「イエス・キリストの十字架」
(23：27〜56)

「イエス・キリストの十字架」
より
（23日放送）

PICK UP!

水

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）

デイリープログラム

吉崎恵子／長倉崇宣

6日 「恵みの御座」
（ヘブル4：16）
13日 「勝手にしなさい」
（詩篇81：11、12）
20日 「休み」
（マタイ11：28）
27日 「もっとも失われた者」
（ルカ19：10）

●夜9：47〜

―ちいろば牧師・榎本保郎 説教選―

●夜9：30〜

恵子の郵便ポスト

「主を背負う子ろば」
（マルコ11：1〜11）
「虐げる者への怒り」
（マルコ12：41〜44）
「主の晩餐ー四つの動詞からの黙想」
（ルカ22：14〜23）
「真の人イエスの苦しみと許し」
（ルカ22：39〜46、22：54〜62）

召天40周年記念番組

火

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌

その後でマルチン・ルターは「しかし、私はこう歌う」とでも言い
たいかのように「福音の声は、死の最中にあって我々は生の内に
あると歌って力づける。」目の付け所の180度の逆転だという風
に言っていいと思います。
「キリストにあり福音にあって、私たち
が全てのものを、キリストから離れていた頃に見ていたのとは全
く逆の姿で見ることができるようになる」ということのめざまし
い一つの実例だと言ってもよいだろうと思います。
（文責・月刊誌編集部）

火

「年間第6主日・五旬節」
「レント・第一主日」
「レント・第二主日」

月〜金

隆一朗(カトリック・イエズス会司祭、麹町教会助任司祭)

5日
12日
19日
26日

（ローマ16：13）

預言者エレミヤは、家族にさえ命を狙われるという苦しみの中で、神に問うの
です。なぜ神に逆らう者の道は栄えるのか、なぜ神は正義を行って下さらない
のかと。自分の全存在をかけて問いかけるエレミヤ。それに対する神の答えは、
「あなたの問いは呑気だ。あなたはもっと苦しい目に遭うのだ」と言うのです。
もう充分に苦しんでいるのに…。しかし、これこそ神が真剣に心を打ち明けて下
さった答えなのです。私たちの考えを遥かに超えた、大きく深い神の御思いな
のです。

11日
18日
25日

英

●夜10：15〜

高知旭教会
「嘆きへの神の答え」
より
（4日放送）

第2〜5●夜10：27〜

1534年から35年にかけて、ルターが大
学で詩 編9 0 編を講 義をした記 録 が
残っています。詩編90編というのは、
「われらのよわいは七十年にすぎません。あるいは健やかで
あっても八十年でしょう。しかしその一生はただ、ほねおりと悩
みであって、その過ぎゆくことは速く、われらは飛び去るので
す。」と、人生のはかなさを歌っているような詩編です。ルターは
最初の講義で、中世以来歌い継がれてきたキリスト教の民衆歌
にあたる言葉から次の一節を引用しています。
『生の最中にあっ
て我々は死の内にある。』そういう言葉は宗教者がしばしば人
生に対する警告として発する言葉に似通ったものだと言ってよい
と思います。
「人生、明日とも知れぬ命である」ということは、人
が少し人生を宗教的に考えてみるならばすぐに思い至ることか
もしれません。ルターはこの歌を「律法の声」という風に言って
います。
「律法の声は、生の最中にあって我々は死の内にある、
と安心しきった者たちに不吉な歌を歌って戦慄させる」という風
に言っているのです。まさに宗教的警告なのです。

●夜9：48〜

イエスの生涯を黙想する（再）

5日 「しかし今や、神の義が…」
（ローマ3：21〜24）
12日 「主にあって選ばれたルポスと、彼の母とによろしく。」

PICK UP!

今月の

月

PICK UP!

2018 年

●夜9：30〜

PICK UP!

番組案内

日

「父よ、彼らをおゆるしください。」これが十字架上での十の言葉のうちの、最初
の一つです。イエス様は十字架につけられた時、開口一番「父よ」と言われまし
た。そして最期にご自分の霊を父の御手にゆだねて、
「父よ」ともう一度叫んで十
字架を閉じられました。神に見捨てられたにもかかわらず、信頼を保ち続けた。
あぁ、みなさん、このことによって私たちと神様の関係が保たれたのです！このい
のちの関係に、世界の救いがかかっていたのです。

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)
24日 「いと高き神の陰に宿る」（詩編91編）

「いと高き神の陰に宿る
（詩編91編）
」
（24日放送）

PICK UP!

FEBC

私たちは主の名を知らない者でした。しかし主がご自身の名を私たちに教えて
下さり、それ故私たちは主の名を呼び求めることが出来るのです。
「彼がわたし
を呼び求めるとき、彼に答え、苦難の襲うとき、彼と共にいて助け」
（15節）。
「苦難の襲うとき」と言うのは、苦難の直中で彼と共にいて、と主は言って下さ
います。そして「生涯、わたしの救いを彼に見せよう」
（16節）と言って下さるの
です。

お詫び
と訂正

●番組案内1月号にて番組「全地よ主をほめたたえよ」1/14ルーテル神水教
会礼拝の聖書箇所のご案内に、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）マタイ13：24〜25 正）マタイ13：24〜35

第３／４●夜10：20〜

MeguのCCM insight!
Megu（Genuine Graceボーカル）

16日 「Meguのお便り紹介!」 23日 「Meguのトーク&MUSIC」

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。

