
日曜礼拝番組 全地よ主をほめたたえよ
日本福音ルーテル神水教会・説教　角本 浩牧師　
3 月 11日放送 日曜夜 9時 30分より 50分間
説教「種を蒔く」（マタイによる福音書 13：1～9）

日曜礼拝番組 全地よ主をほめたたえよ

自分を蒔く
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〈聖書〉イエス御自身が彼らの真ん中に立ち、「あ
なたがたに平和があるように」と言われた。彼ら
は恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。
そこで、イエスは言われた。「なぜ、うろたえてい
るのか。どうして心に疑いを起こすのか。わたし
の手や足を見なさい。まさしくわたしだ。触って
よく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた
がたに見えるとおり、わたしにはそれがある。」こ
う言って、イエスは手と足をお見せになった。彼
らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がって
いるので、イエスは、「ここに何か食べ物があるか」
と言われた。そこで、焼いた魚を一切れ差し出す
と、イエスはそれを取って、彼らの前で食べられ
た。イエスは言われた。「わたしについてモーセの
律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は、必
ずすべて実現する。これこそ、まだあなたがたと
一緒にいたころ、言っておいたことである。」そし
てイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心の目
を開いて、言われた。「次のように書いてある。『メ
シアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活
する。また、罪の赦しを得させる悔い改めが、そ
の名によってあらゆる国の人々に宣べ伝えられる』
と。エルサレムから始めて、あなたがたはこれら
のことの証人となる。」

(ルカによる福音書 24：36 ～ 48)

復活したイエスの
第一声

　復活したイエス様の最初のメッセージは「あな
たがたに平和があるように」(36 節 )でした。対し
て弟子たちは「恐れおののき、亡霊を見ているの
だと思った」(37 節 )。これは、イエス様について
行けなかったという良心の呵責というか、自分た
ちの不甲斐なさ、自分たちが失敗をして、一番大
事なところでまったく無力だった、そのような自
己嫌悪感が詰まっていた言葉だと思います。でも、
イエス様の第一声は「平和があるように」でした。
この言葉の中に、もう赦しもすべて入っているん
です。イエス様は、だから復活された。私たちが

いくら失敗し、罪を犯し、自己嫌悪に陥ったり、
人を責めたりしても、それを超えるもっと大きな
平安が、私たちに与えられているということです。
それが復活のメッセージの一番基本的なことじゃ
ないかと思うんですね。

復活したイエスの体に
十字架の釘跡があった

　「イエスは手と足をお見
せになった」(40 節 )。イエ
ス様の復活は、亡霊とか幻
のように現れたんではなく
て、はっきり肉体をもって
現れたということです。こ
れは復活の大事なポイント
です。さらにもっと重要な
のは、イエスの手と足に十
字架の釘の跡があったということです。つまり復
活したイエス様の体というのは、十字架が消えて
いるわけじゃないということなんですね。これが、
十字架と復活の神秘の大事なことだと思います。
なぜなら、このイエスの釘跡を見て、彼らは思っ
たと思います。イエス様が十字架にかかったのは、

「私のためだ」と。だから、イエスの復活というこ
とは、十字架を無くす、過去のことをチャラにし
て水に流すということじゃないんですよね。釘跡
がちゃんと残っていて、十字架と復活がいわば一
つのものとして、弟子たちの前に現れた。そして
この手と足の釘跡こそ、イエスの復活した体の中
で一番輝いていたところだと思います。だからト
マスは「わが主よ、わが神よ」(ヨハネ 20章 28 節 )
と言ってそこでひざまずかざるを得なかった。私
たちもそうだと思います。私たちもイエスの復活
を見るとき、どこを見るのかと言えば、イエスの
傷跡です。それを見なければ私たちはイエスの復
活を見たとは言えない。十字架と復活と両方重ね
て黙想するときに、その意味がはっきりわかるん
ですね。だからメッセージはシンプルなんです。「メ
シアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活
する」(46 節 )。（２ページへ続く）

イエスの生涯を黙想する 英 隆一朗

なぜイエスの生涯を黙想するのか

〈聖書〉その日、イエスは家を出て、湖
のほとりに座っておられた。 すると、大
勢の群衆がそばに集まって来たので、
イエスは舟に乗って腰を下ろされた。
群衆は皆岸辺に立っていた。 イエスはた
とえを用いて彼らに多くのことを語ら
れた。「種を蒔く人が種蒔きに出て行っ
た。蒔いている間に、ある種は道端に
落ち、鳥が来て食べてしまった。ほか
の種は、石だらけで土の少ない所に落
ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出し
た。しかし、日が昇ると焼けて、根が
ないために枯れてしまった。ほかの種
は茨の間に落ち、茨が伸びてそれをふ
さいでしまった。ところが、ほかの種は、
良い土地に落ち、実を結んで、あるも
のは百倍、あるものは六十倍、あるも
のは三十倍にもなった。耳のある者は
聞きなさい。」 （マタイによる福音書 13：1～ 9）

＊＊＊

「その日、イエスは家を出て」(13 章 1 節 )と「種
を蒔く人が種蒔きに出て行った」(3 節 )は、これ
は同じ言葉が並べられております。注目したいこ
とです。あの日イエスは家を出ました。群衆にみ
言葉を語られました。み言葉の種を蒔かれました。

　けれども、このみ言葉の種はなかなか届かなかっ
た。今日のたとえ話では、四つの種の中の三つは、
その種が育たずに終わっています。私たちは思いま
す。「あ、私は土の浅い土地かしら」「茨に囲まれて
なかなか成長できずにいる、これが私なのか」と。
そして考えてしまう。「私たちは初めからもう決まっ
ているんだろうか。私なんか…」と。運命だとか宿
命だとか言う言葉をあてはめて。

　でも、もしそうならば、イエスは「良い土地」に
だけ種を蒔かれたのでしょうか。
 
　イエス様の宣教は種蒔きです。この種蒔きの宣教
は、「信じて」なされるもの。イエス様は何度も何
度も期待を裏切られることがあったとしても、み言
葉の種を蒔き続けられます。
　そして、このお方は、まるで捨てられて枯れてし
まう種のように、地面の上に放り出されたのです。

　私たちは、実際には誰ひとり「良い土地」ではな
いでしょう。礼拝のはじめに「私たちは生まれなが
ら罪深く」と声を揃えて告白した通りです。

　そうであればこそ、イエス様はおいでになりまし
た。父の家を離れて、父の家を出て、この世界に来
られました。ご自身が、土の中に蒔かれるため。蒔
かれて捨てられた種が、復活の命をもたらす種とな
り、私たちを救うために。
 
　今日はこれから聖餐式に与ります。聖餐の糧のこ
とをしばしば「見えるみ言葉」と言います。正に、
私たちに何度も何度も繰り返し蒔かれ続けているこ
とを表している。それは無駄に終わることがありま
せん。
　今日もあなたのためにイエス様はご自身をささげ
ていらっしゃいます。どんなに小さくても信仰の実
を結ぶように、希望の花が咲くように、愛の実が結
ばれるように。

( 文責・月刊誌編集部 )
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ルカ16章で心に響いたことをまとめます。13節
の「あなたがたは神と富とに仕えることはできな
い」…頭ではわかっているけれど、主に信頼して
実行しているかというと、この世の楽しみに流さ
れて過ごしていることに愕然とさせられます。そ
して富から離れ、イエス様に従おうと決意すれ
ばするほど、極端にこの世を否定し自分に閉じこ
もったり、キリスト教以外のものや未信者の友を
おきざりにして、信仰しているつもりでいる自分
にも気づきます。

自己放棄ですら自分の力ではできない私たちは、
祈ることを通して弱さを手放し、主に自分をゆだ
ねることで、安心して自分を捨てることができる
のだと思いました。罪を犯さない日はなく、その
度に弱さを告白し、祈っても、またつまずく繰り
返しですけれど、それでもイエス様は絶えず呼び
かけて下さっている。聖書を開けば、文字として
変わらず励まして下さっています。落ち込んだ時
に、自分の殻に閉じこもらないで、この文字に目
を向けることを選べるのです。御声を聴き、隣人
の中に主を見出し、主を讃えるという大きな慰め
を私たちに与えて下さっている。アーメンと応え
ていきたいです。

聖書の文字に目を向けることを
選ぶことが出来る 5日

ルカ受講中の女性

リスナーの声　3月

自分がキリスト者になると
死別した妻に会えないのでは? 26日

40 代の男性

今日はずっと考えていた事で、質問があります。
自分はキリストを信じ日々生活しております。し
かし洗礼は受けておらず、教会にも所属しており
ません。教会に通いたい気持ちはあるのですが。

だけど自分の中で一番気になっているのは、死別
した妻の事です。妻はキリスト信者でもなく、通
例に従い仏教の戒名をつけて供養しています。昨
年3回忌が終わり、少し自分も気持ちが整理され
てきたところです。でもやはり妻に会いたい。死
後はもし叶うなら妻に会いたいのです。なので自
分がもしキリスト者になるとしたら、違う世界に
住むことになり、妻にも会えないのでは ?という
疑問がぬぐえません。もし自分の疑問に答えるヒ
ントがありましたら教えていただけませんか ?馬
鹿らしいかもしれませんが、とても切実な気持ち
なのです。

現代の救いは洗礼、教会を通してだと思うのです
が、2000年前、イエス様の隣で十字架刑を受け
悔い改めた犯罪人は、洗礼も受けず、教会生活も
せずに救われました。イエス様は現代でも、教会
の洗礼を受けなかった人も救われるのですか ?

精神障害があって、教会生活がなかなか上手くい
かないとか、怖くて行けない人も沢山おられると
思うのです。私も人につまずくのが怖くて、ミサ
に行っても、クリスチャンとは関わらないように
しています。出来るものならば、教会には行かず、
個人的にイエス様を信じていたいのです。教会は
かなりハードルが高い場所なんです。私も長きに
渡って精神障害者です。教会生活が出来なければ、
信じていてもイエス様は救って下さらないので
しょうか ?不安です。

教会はかなり
ハードルが高い場所です 8日

女性

お姉様が赦せないとのこと…。どん
なことがあったのか分かりません

けれど、いつもお姉様に抑圧されてきた
のでしょうか。赦したいと切実に願って
いらっしゃるのに、赦せない…本当につ
らいと思います。「結局は神様が私を変
えてくださるのを信じて待つということ
でしょうか」とお書きくださったこと、
その通りだと思います。私も、赦せなく
て何十年も苦しんだことがあるので、よ
く分かります。でもあなたは、赦したい

という願いを持っていらっしゃいますから、イエス様
はその思いをよくご存知でいて下さいますね。「互いに

ご献金 5,110,142円 （835 名）

1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 1,660 名／ 1年前 1,450 名

1,422名

FEBC放送を度々拝聴しております。私は20代後
半の頃に1年間ほど教会へ行って、聖書の勉強を
しました。このほど70才を迎えて、年配者になっ
たことをつくづく感じております。独身で婚歴
もなく生活しておりますが、今後の人生が心配に
なってきて困っています。仕事は既にしておりま
せん。今後私ひとり、どうして生きていけば良い
のか、寂しくて失望する日が多いです。毎日孤独
で、もう過ぎ去った両親の生きていた時代とか楽
しかった時を思い出したりしています。歳を取っ
ても、これからの人生に何か期待をかけて、何か
希望の出るようなことを教えて下さい。よろしく
お願いします。

年配者となり、今後
ひとりの人生が心配 21日

70 代の男性

（前月より＋6名）

1月末の

親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあな
たがたを赦してくださったように、赦し合いなさい。」(エ
フェソ4:32)まず神が赦してくださったということを本当
に感謝する時に、赦し合えると言っているのですね。です
から、赦せない心を助けてくださいと祈りつつ、まずご自
分が主イエスによって赦されたことを、深く深く受け止め、
信じ、感謝することに、お心を集中なさって下さい。それ
はまた、主イエスの十字架と復活を深く思いめぐらすこと
と一つだと思いますから、イエス様の十字架の前に立って、

「私は姉一人赦すことの出来ないようなものです。その私
を赦して下さい」とお祈りください。主があなたに赦す心
を必ずお与えくださることを信じてご一緒にお祈りしてい
ます。 (14日 )

この二つがセットで私たちの心に迫ってくる。そ
して、その両方に意味があるわけです。
　だからこそ「罪の赦しを得させる悔い改めが、
あらゆる国の人々に宣べ伝えられる」(47 節 )と結
んでいるわけです。

私たちの生き方以外に
証しするものはない

　続いて主は弟子たちにこう言われるんです。「あ
なたがたはこれらのことの証人となる」(48 節 )。
私たちがなぜ聖書を読み、黙想するのか ? それは、
自分の信仰を深めるということもありますが、最
終的には「証人となる」ためです。これが復活し
たイエスが私たちに最後に託したメッセージです。

　つまり、私にとってイエスは一体誰なのか ? 人々
にどのように証ししていくのか ?それが私たちに最
終的に問われていることだと思うんです。だから
こそ、イエスの生涯を黙想してみる。そして自分
の心に何が残ったのか ? イエスとは一体誰なのか ?
そしてイエスに従っていくとはどういうことなの
か ? それらは、単にイエス様を理解するというこ
とを超えているものです。

　それは、イエスの生涯を黙想することによっ
て、私たちがイエスによって変わっていくことで
す。その変わる恵みを、主はいつも与えてくださっ
ている。では、私たちは何を証しするのか ? それ
は私たちの生き方です。私たちの生き方が、主に
よって変えられていることを証しすること。結局、
私たちの生き方以外に何も証しするものはないと
思います。そして「罪の赦しを得させる悔い改め」
がなされ、そしてイエスの平和と恵みと喜びに生
きていける。だからこそ、あの弱虫だった弟子た
ちが、イエスを世界中に証しするようになったん
です。

　最終的に復活するのは、私たちなんです。私た
ちの日々の生活が愛に満たされて、キリストの喜
びと平和に満たされて歩んでいける、それがイエ
ス様の復活によって保証されているということで
す。だからこそこれからも、聖書を通して、日々
の出来事を通して、そういうことを黙想しながら、
さらにイエスを知って、私たちの生き方を変えて
いただきたいと思うんです。
　私自身、日々の生活の中で、小さなことで心を
乱したり、やけっぱちになったりすることも度々
ある。あの弱い弟子とまったく変わらないですけ
ど、でも、十字架にかかった主、復活した主が、
今日も私を励ましてくださっているんです。だか
ら私もまた今日一日、歩んでいくことができる。
祈りを深めながら、この主の喜び、主の救い、主
の平和を、多くの人々と分かち合っていける。そ
のような証を本当の意味でしていけるように、互
いに祈り合いながら歩んでいきたいと思います。

( 文責・月刊誌編集部 )

̶１ページより続き「なぜイエスの生涯を黙想するのか」
イエスの生涯を黙想する・英 隆一朗氏より

イエスの生涯を黙想する
英 隆一朗 
カトリック・イエズス会司祭、麹町教会助任司祭

3月 26 日放送 毎週月曜夜 9時 48 分より 22分間
第 26回
「最終回・なぜイエスの生涯を黙想するのか」



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） 
4日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『神の愛を裏切っている』(エレミヤ13：1～11)
11日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『種を蒔く』(マタイ13：1～9)
18日 日本基督教団鎌倉雪ノ下教会・川﨑公平牧師
 『わたしたちの病を担うイエス』(マタイ8：14～17)
25日 日本聖公会聖アンデレ教会(写真)
 (マタイ22：15～22)
 笹森田鶴牧師
 (東京都港区芝公園3-6-18/
 電話03-3431-2822/礼拝10時半～)

11日 「レント・第三、第四主日」
18日 「受難」
25日 「受難と死」

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!「レント・第三、第四主日」より（11日放送）レント第三週目の主日の奉納唱です。そして、これはもう音楽ではなくて、唱え

です。丁度、十字架上のキリストの「父よ、わたしの霊をあなたに委ねます」とい
う祈りを思い出させてくれます。「主の教えは正しく、人の心を喜ばせ、主の掟
は蜜にまさる蜂蜜よりも甘い。主のしもべはこれを守る」（詩編19より）。―は
じめから終わりまで、どれほどイエス・キリストが父なる神に信頼を置いていた
かということを私たちに伝えています。

6日 「死を恐れ嘆いている年老いた母に、なんとか慰めをと聖書の言
葉を語るのですが、無残に砕け散ってしまう毎日です。」

28日 「福音書1章につき5回読んでおります。実行してどんな良いことが
あるかしら…と思いながら読んでいましたが、今日、私の聖書の読
み方が変化してきている事に気がつきました。」

29日 「私は独身で親の介護をしています。友人もなく将来の希望も楽し
みもありません。こんな孤独の中で意欲を出す方法を教えて下さ
い。」

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10：14～
主の御心を尋ねて―テゼの祈りと調べ―（再）

●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)
5日 「人間の罪、十字架を担う」（ルカ23：13～31）
12日 「二人の罪人の真中に立つイエス」（ルカ23：32～49）
19日 「イエスの復活」（ルカ24：13～35）
26日 「最終回・なぜイエスの生涯を黙想するのか」（ルカ24：36～49）

5日 「その測り知れない力は神のものであって、
わたしたちから出たものでないことが…」（2コリント4：7）

12日 「神の僕として自分をあらわしている」（2コリント6：8～10）
19日 「わたしたちは、肉にあって歩いてはいるが、

肉に従って戦っているのではない。」（2コリント10：1～4）
26日 「最終回・聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。」

（エペソ4：3～6）

6日 「不信仰の告白と助けの求め」
13日 「主のみ姿になるように」 20日 「神の国の到来を願う」 
27日 「最終回・祝福された終わりを祈る」

6日 「レントの賛美歌（エルサレム入城）」
13日 「レントの賛美歌（わたしは道・真理・命）」
20日 「主の最後の日々」 27日 「主の受難週」

6日 「目撃証人」（マタイ26：1） 
13日 「わが父よ、もしできることでしたら」（マタイ26：39）
20日 「イエスは総督の前に立たれた」（マタイ27：11、12）
27日 「最終回・その血の責任はわれわれの上にかかってもよい」

（マタイ27：25）

●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―

●夜10：28～
御足の跡を

PI
CK
 U
P!「賛美の知恵」より（28日放送）神様の救いは、我々の知恵では測りがたいということでもありますし、私どもが

その中に立って初めて悟り得るような大きく深いものでもありますけれども、
はっきり知っておかなければならないことは、この「窮めがたく測りがたい深
さ」とは、神の自由から生まれてくるということです。それは恐ろしいことか？そ
うではありません。我々の計画とかわざとか、そういうものに左右されることな
く、神がご自身で、全く自由に私どもを憐れみ救って下さる。こんなに素晴しい
ことはないではないか！と神様を賛美しているのです。

PI
CK
 U
P!「主のみ姿になるように」より（13日放送）「愛する主よ、残念なことに、私はあなたの御姿を正しくこころの中に描き出すこ

とが出来ません。どうか私を助け、私があなたを正しく知る事が出来、あなたの御
姿になることが出来るように、私にその御姿を与えて下さい。アーメン。」ルターは
このように祈りました。そして、聖書の中で最も正確にイエス・キリストのお姿を描
いたのは、新約の記者ではなく、旧約時代の預言者イザヤではなかったかと記し
ます。

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

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）

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）

7日  「恵みは恵み」（ローマ11：1～14） 
14日 「信仰のゆえに立つ」（11：13～24）
21日 「あわれみの奥義」（11：25～32）
28日 「賛美の知恵」（11：33～36）

7日  「受難(4) 十字架につけられる」（ルカ23：32～43） 
14日 「復活(1) マリアに現れる」（ルカ24：1～12）
21日 「復活(2) 弟子たちに現れる」（ヨハネ20：19～23）
28日 「最終回・復活(3) 天にあげられる」（ルカ24：45～53）

7日  「聖霊を信じる」（2テモテ1：7～14） 
14日 「どもりで悩む手紙から」（フィリピ4：4～9）
21日 「高齢者の福音『貧しい人々は幸い』」（ルカ16：19～31）
28日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

木
1日 「自由なしもべ」(ルカ17：7～10)
8日 「人間の信仰―主イエスの驚きと喜びから」(17：11～19)
15日 「神の御前に感謝を刻む」(17：11～19)
22日 「日常に神の国を見る視点」(17：20～21)
29日 「再臨の主につながる今を生きる」(17：22～37)

●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）

PI
CK
 U
P!3月放送分のあらすじヒトラーとそれを歓迎する人々の声は全ドイツに及ぶようになり、それに順応
する教会が大勢を占める中、少数の教会は「告白教会」を形成し、自らの信仰
と政権への抵抗姿勢を鮮明にした声明文を公布します。秘密警察も見守る礼
拝の中で、それを読み上げることを決断したグルント牧師に対して、逮捕を心
配する教会員の中からも憂慮の声があがる中、遂に、あの日曜日の礼拝が
やってくるのでした。

●夜10：14～
ラジオドラマ「嵐の中の教会」

1日 「熱狂の渦の中で」 8日 「仕組まれた計画」
15日 「神の言は繋がれていない」
22日 「神への責任を果たすために」
29日 「最終回・山の上にある教会」

脚色・演出：西田正
出演：日本宣教演劇学校の皆様　

※月刊誌1面参照 ※月刊誌1面参照
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番組案内

番組「あなたはどう生きるか̶現代キリスト教倫理」
 「最終回・ご質問に答えて～

『キリスト教倫理は全人類的な倫理』」（31日）より
村上 伸 日本基督教団元教師

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
2日 「あなたはわたしを何者だと言うのかーイエス・キリストその１」 

金

2018年3月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物

第２●夜9：37～
マルチン・ルターの生涯と信仰 （再）

9日 「最終回・生の終わりに向かって」 

第３●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 「最終回・復活の主とみことばの重要性」(ルカ24)

第３／４●夜10：20～
MeguのCCM insight!

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

Megu（Genuine Graceボーカル）

第4●夜9：30～
FEBC特別番組

23日　「また歩み出す、その時を共に生きて
 　ー自殺防止・白浜レスキューネットワークの働きから」（再）
 ご出演：藤藪庸一（日本バプテスト教会連合白浜バプテスト基督
 教会牧師、NPO法人白浜レスキューネットワーク理事長）

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(日本基督教団元教師)
第11部「ご質問に答えて」
3日 1. キリストに従うとはどういうことか
10日 2. 再び、自殺について 17日 3. 再び、戦争について
24日 4. キリスト者と政治
31日 5. 最終回・キリスト教倫理は全人類的な倫理

PI
CK
 U
P!「あなたはわたしを何者だと言うのか―イエス・キリストその１」より（2日放送）

イエス・キリストの出来事の中に人間の真実の救いの基がある。それは確かな人
間の救いでなければならない。そうすると、イエスは１００％人間。もう一つ、救い
が起こるということは神によってしか起こらないから、イエスは全き神。本当の人
間であり、本当の神であることが同時にイエスの中にある。これは、理屈では説
明出来ないんです。「自分たちの信仰」を何とか言葉にしなくてはいけない。それ
で理屈が立つかというと、理屈は破綻している。でもそこに私たちの真実がある
と言わざるを得ないんです。

●夜9：52～
Kishikoのひとりじゃないから

3日 「どこかに失くしたケータイ」 10日 「何が大事？」
17日 「計算ではなく」 24日 「歌はこころ」
31日 「明日はイースター」

●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)

　 いわゆる倫理とか道徳というものとキリスト教倫
理とはどう違うのでしょうか？というご質問です。

　
すべての倫理や道徳というものは、その社会集団の基本理念に基づい
て成立していますから、当然のことながら国が違えば倫理道徳も違い、
衝突することもあります。キリスト教も歴史的な事実として、例えば十字
軍の時代は信仰に基づいた倫理的な規範を拠り所にして戦ったわけ
で、宗教戦争というものは最も始末に負えないものです。だとすると、キ
リスト教倫理も、他の宗教や他のイデオロギーの民族には通用しない
ものでしょうか。私は決してそうではないと訴えたいんです。

キリスト教倫理とは、イエス・キリストによる倫理と言い換えたほうがい
いのかもしれません。それはイエス・キリストの生き方に注目し、それに
深く動かされて、それに従っていく生き方のことなんです。具体的に言う
と、人を愛すること。どんな国のどのような人でも、どんな宗教の人で
も、そのために憎んだり軽んじたりしないで、心から尊敬し愛していく。
すべての人を隣人として愛するということです。

「だから、祭壇に供え物をささげようとする場合、兄弟が自分に対して
何かうらみをいだいていることを、そこで思い出したなら、その供え物
を祭壇の前に残しておき、まず行ってその兄弟と和解し、それから帰っ
てきて、供え物をささげることにしなさい。」（マタイ5：23～24）

これは非常に考えさせられる所ですよね。つま
り、ある一つの宗教的な儀式よりも大事なもの
があると言うのです。場合によってはそれを中断
してでも、まず行って人を愛しなさい、和解しな
さい、争いをやめなさいと。こういう生き方はキ
リスト教という一つの「宗教」の枠の中に閉じ込
められた心の狭い生き方では決してなく、枠を破
るのです。垣根を越えるのです。

（文責・月刊誌編集部）

PI
CK
 U
P!「歌はこころ」より（24日放送）

私が関わっている讃美やゴスペルのコーラスの団体で、いつも言っている事があ
ります。それは、とにかく歌詞を大切にしましょう、という事です。音符や音楽用
語というものは、ただの記号に過ぎません。そちらに気を取られて、本来の詩の
意味とか、曲の意味がわからないまま歌うのであれば、全く意味がありません。
そして、もう一点。特に讃美を歌うときには、自分の思いをただ神さまに向けて
歌う。隣の人が同じ心で歌っている。それが結果としてとてもきれいなものを生
み出すんです。

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、長倉崇宣

※写真左からご出演順

24日 「御神こそ私の救い」（詩編42、43編）
31日 「わが神、わが神」（詩編22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

3日 和泉きり恵（弁護士）
10日 小渕朝子（臨床心理士、アンガーマネジメント・ファシリテーター、

「青葉台カウンセリングルーム」主宰）
17日 波戸場ハンナ（「ホサナカフェ」オーナー）

Kishiko
(ゴスペルシンガー) 

第5●夜9：30～
FEBC特別番組

30日　「呼び交わす神と人̶説教とは何か
 　（説教塾開塾30周年記念・伝道派遣礼拝より）」
 ご出演：加藤常昭 （日本基督教団隠退教師、神学者）


