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それを聞いたエリヤは恐れ、直ちに逃げた。ユダの
ベエル・シェバに来て、自分の従者をそこに残し、
彼自身は荒れ野に入り、更に一日の道のりを歩き続
けた。彼は一本のえにしだの木の下に来て座り、自
分の命が絶えるのを願って言った。「主よ、もう十
分です。わたしの命を取ってください。わたしは先
祖にまさる者ではありません。」彼はえにしだの木
の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に
触れて言った。「起きて食べよ。」見ると、枕もと
に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った瓶があった
ので、エリヤはそのパン菓子を食べ、水を飲んで、
また横になった。主の御使いはもう一度戻って来て
エリヤに触れ、「起きて食べよ。この旅は長く、あ
なたには耐え難いからだ」と言った。エリヤは起き
て食べ、飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は、
四十日四十夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着い
た。(列王記上19章3〜8節)
「主よ、もう十分です。
」
エリヤは、神さまに死を求め、彼はいつの間にか眠っ
てしまいました。御使いがその彼を起こします。
「起きて食べよ。
」
見るとそこには、パン菓子と水の入った瓶が…。エリ
ヤはパンを食べ、
水を飲みます。そして、
また眠りました。
御使いは戻って来て、
もう一度エリヤを起こし語ります。
「起きて食べよ。この旅は長く、 あなたには耐え難い
からだ。
」

いい年をして仕事もせずひきこもっています。
インターネットで何かないかと探したり、聖書を読
んだり祈ったりもしていますが、どうしてよいのか
わかりません。
話せる人もなく、もう人生あきらめるほうに流され
そうになります。
自分が悪いのだと思います。
生きていくのって本当につらいです。( 男性 )

「生きて行くのが本当に辛い。
」私は、そのお心を尊く
思います。人間は、
生身の心と体で生きています。必ず、
病んだり、傷ついたり、衰えたりします。この事を考え
れば、
辛くないわけがありません。そして、
互いに理解し、
重荷を分け合うことが、十分には出来ないのです。その
心は、誰かに知られることなく孤独です。
教会はどうでしょう ? 教会へ行くと、
「教会用の顔」を
することはないでしょうか ?
実は教会と言う所は「生きることが辛い」と言うこと
が難しい所です。
「神さまから愛されている」
と言います。
「生まれてきたこと」や「生きること」を肯定します。こ
れ自体は、間違っていません。けれども肯定されればさ
れるほど、 陰の部分「生きることが辛い」とは言い難く
なります。私が二十代の半ばのころ、説教壇からいつも
「生きろ、 生きろ」と言われているように感じて、 心に
強く負担感を覚えた時期がありました。
「生きるのが辛い」これは事実です。隠してはいけま
せん。これを隠すと嘘になります。信仰事体が空々しく
なるのです。
聖書にも、生きるのが辛くて、嫌になってしまった人
が登場します。彼の名はエリヤ。預言者を代表する人物
です。
当時のイスラエルの王アハブと王妃のイゼベルは、イ
スラエルに王妃の国のバアル礼拝を持ち込みました。エ
リヤはアハブとイゼベルに NO を言い、バアルの預言者
たちと戦うのです。決戦の地はカルメル山。エリヤは民
衆に「バアルの預言者どもを捕えよ。一人も逃してはな
らない」と命じます。捕えて殺されたバアルの預言者は
450 人。そしてこの事件が王妃イゼベルの耳に入り、そ
の結果エリヤは命を狙われます。

神さまはエリヤに、
「さあ、
頑張れ」
とは言いません。
「あ
なたならできる」とは言わない。御使いを通して語る言
葉は、
「この旅は長く、あなたには耐え難い。
」
生きるのが辛い日に頑張ることなどできません。いい
え。頑張って倒れたのです。そして、
神さまは責めない。
だから、「わたしが備えるパンを食べ、水を飲んで元気
を付けよ」と言う。
そして、私たちにも…。
イエスは言われた。「はっきり言っておく。人の子
の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちの
内に命はない。わたしの肉を食べ、わたしの血を飲
む者は、永遠の命を得、わたしはその人を終わりの
日に復活させる。わたしの肉はまことの食べ物、わ
たしの血はまことの飲み物だからである。わたしの
肉を食べ、わたしの血を飲む者は、いつもわたしの
内におり、わたしもまたいつもその人の内にいる。
生きておられる父がわたしをお遣わしになり、また
わたしが父によって生きるように、わたしを食べる
者もわたしによって生きる。これは天から降って来
たパンである。先祖が食べたのに死んでしまったよ
うなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生
きる。」(ヨハネ6章53〜58節)

神様は、
どこにおるんけぇ ?
私が金沢で伝道を始めた時、
あるご婦人が「牧師さんはおる
けぇ」と教会に入ってきました。
夫と喧嘩をして、 その悪口を
しゃべり続けた。気が収まって
帰りかけた時、礼拝堂に入って
「神様どこにおるんけぇ」と言いました。そこには粗
末な講壇があるだけです。ご婦人はそこに向かって手
を合わせて、何かをつぶやいて去って行きました。
「神様はどこにいる。
」礼拝堂にもそれらしい気配は
ない。壇の上に牧師が立って口を開かないと、神の臨
在は聞こえてこない、見えてこない。これは牧師に対

キリストこそが、私たちを生かす命のパン。
イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを
裂き、弟子たちに与えながら言われた。「取って食
べなさい。これはわたしの体である。」また、杯を
取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。
「皆、この杯から飲みなさい。これは、罪が赦され
るように、多くの人のために流されるわたしの血、
契約の血である。」(マタイ26章26〜28節)
十字架の出来事を覚えて、パンとワインをキリストご
自身としていただく。聖餐です。教会は、この聖餐を福
音の核心として守り続けてきました。
聖書の説き明かしは、神の言葉を頂くこと。
聖餐は、キリストの体を頂くこと。
説教と聖餐。言葉と体を頂いて、ひとりのキリストを食
べるのです。
ニンニクを食べると、 ニンニク臭い汗が出てきます。
キリストを食べ続けると、キリストの香りが出てくるの
です。そのように御言葉を聞き続け、
聖餐を頂き続ける。
「キリストは私を捨てない。
」
私たちは、自分自身に絶望する。
しかし、キリストに希望を見いだします。
私は弱くても、キリストは強い。
私は生きられなくても、キリストが生かしてくださる。
「この世が辛いのであれば、 私の肉を食らい、 私の血
を飲んで生きよ。
」
キリストの命が、私たちに通い始めるのです。
エリヤはパンを食べ、水を飲みました。旅路を歩んで
神の山ホレブにたどり着きます。究極的なことを言えば、
人は神さまの許に帰る長い旅を全うできれば、それでい
いのだと思います。何ができても、出来なくても。
「起きて食べよ。
この旅は長く、あなたには耐え難いからだ。
」
キリストが言うのです。
「取って食べなさい。
これはわたしの体である。
」
主キリストが傍らに立って、自分自身を、あなたに与
えるのです。
「わたしを食べて力を出せ。
わたしと共に、この道を歩もう。
」
( 文責・月刊誌編集部 )

しての問いかけだと思いました。
兄弟たち、わたしは彼らが救われることを心から願
い、彼らのために神に祈っています。 (1節)
私が大きな感化を受けた竹森満佐一先生が、この一
節を「信仰をぶつける言葉」とその説教で言っていま
す。しかし実はこの一節は、ギリシャ語の文章として
は言葉が欠けているんです。パウロは口述筆記をさせ、
自分の言葉が欠けていると気が付かない程に、信仰を
叩きつけるように、情熱を込めて、この言葉を書いた。
この情熱は既に前章で表れています。
「わたし自身、
兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリス
トから離され、神から見捨てられた者となってもよい
とさえ思っています。」(9 章 3 節 )（2 ページへ）
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FEBC 特別番組『呼び交わす神と人―説教とは何か』
・加藤常昭より

しかし、 このイスラエル伝道は上手くいっていな
かった。ですからそこにあるのは、
「兄弟たち、 聞い
て欲しい。自分の説教がまだ届いていないんだ。どう
してだろう ?」という問い、 神の御旨を聴き取ろうと
するひたすらな思いです。私共も、これと同じ情熱に
燃えているかが問われる。この思い、情熱、信仰に存
在を懸け、
命を懸ける熱情があるかが問われるのです !
遣わされないで、どうして宣べ伝えることができよう。
(15 節 )
この書物は、伝道者パウロのひたすらな熱情が生ん
だ、神のご意思を尋ねるものです。ですから、旧約聖
書の引用が多くあります。その中で、 神が「わたしの
心がここにある」と仰っていると思う言葉を書き記し
たのでしょう。
「主の名を呼び求める者はだれでも救
われる」(13 節、 ヨエル書 3 章 5 節 ) と。さらに、 そ
の後で、
「ところで、 信じたことのない方を、 どうし
て呼び求められよう。聞いたことのない方を、どうし
て信じられよう。また、宣べ伝える人がなければ、ど
うして聞くことができよう。」(14 節 ) と彼は書いた。
どういうことか ? これは、伝道者の出番だという事で
す。説教者がいなければ、この国に神の言葉は聴こえ
ず、信仰の言葉は生まれません。
しかし、 パウロはすぐにこの 15 節を付け加えた。
私共がなぜ神の言葉を語り、 神の御臨在を自らの言葉
をもって担うことが出来るのか ? イーヴァントという
説教黙想の模範を示した方がこう言っています。
「私た
ちが語るのは神の言葉だ。どうしてそんなことが可能
なのか。それは我々が理論建てて根拠付けることでは
ない。
」また、 トゥルンアイゼンもこう語っています。
「牧師は一人ひとりの魂に神の言葉を伝えることが出
来る。何故かと言えば、 そのために遣わされているか
らだ。何を恐れる必要があるんだ、 神が命じておられ
るんだ、 たじろぐな !」と。だからこそ、
「良い知らせ
を伝える者の足は、 なんと美しいことか」(15 節、 イ
ザヤ書 52 章 7 節 ) とパウロは語る。それは、説教者こ
そが、 イエス・キリストの命の勝利、その神の美しさ
を目の当たりにし、 伝えるがゆえに他ならないからで
す。
聖霊を来たらせてください。御霊によって、御霊に促
されて霊の戦いを続けさせてくださいますように ! ど
うぞ、この国を愛させてください。隣人を熱情をもっ
て愛させてください。存在を傾けて、信仰を呼び起こ
す言葉を語らせてください。主イエス・キリストの御
名によって祈ります。アーメン。
＊＊＊
『説教塾』とは… 聖書を「今ここで聴くべき神の言葉」
として説教することを志し、その研鑽のために、加藤
常昭先生が中心となって発足され、昨年開塾 30 周年
を迎えました。現在では北海道から沖縄、韓国にも活
動の場を持ち、所属会員は 280 名、その所属教派は
30 を超えています。( 文責・月刊誌編集部 )

月のご報告

ご献金 4,028,597 円（808 名）

2 月末の

維持会員数

10 年前 1,655 名／ 1 年前 1,448 名

恋愛、結婚が思うようにいかず…
を
「私が頭で思い描いた神様」
拝していたのかも
崇

ヨハネ受講中の 30 代男性

ヨハネ 15 章の感想です。16 節「あなたがたがわ
たしを選んだのではない。わたしがあなたがたを
選んだ。
」これまで信仰とは、私が選ぶものとい
う考えでした。しかし、イエス様の言葉を読むう
ちに「私」が全く「私」とは別の神様によって選
ばれる、という考えが起こり、だんだん実感に変
わっていくのを感じました。イエス様が一方的に
私を選んでくれた。私の思いなどお構いなしに選
んでくださった。しかも永遠の命を与えてくださ
るという…。

イエス様との約束が
ずっと身近に

17 日

こんにちは。いつも放送ありがとうございます。
キリスト教に関わって 25 年経ちました。20 代の
ときに教会に行き始め、1 年で洗礼を受けました。
神さまにお願いすれば人生うまくいく、と調子い
いことを思っていた気がします。洗礼を受けて人
生がうまくいくことはなく、神さまに見捨てられ
たように感じ、神を恨んだりということも珍しく
ありません。教会に行き始めた理由はいろいろあ
りましたが、恋愛や結婚がありました。でも、そ
れもうまくいった試しがなく、結婚もしたことが
ありません。悲しいです。FEBC で結婚の話題に
なると、胸が痛みます。祈っても、行動しても、
自分には恵まれないことだって思って、胸がつぶ
れる思いがします。

16 日

聖書で偶像崇拝は厭うべきものとされております
が、神様を「我」の中で理解し解釈してしまうこ
とも偶像崇拝と呼べるのではないでしょうか。私
も「私が頭で思い描いた神様」を崇拝していたの
かもしれません。ずらっと並んだ神仏から選び取
ろうとする私の背後から私の方に手を置いて下さ
るイエス様。私が考えたのではない、イエス様の
存在を実感として持つことが出来たように思えま
す。イエス様の教えと約束もより強いリアリティ
を持ったものとして私の中に根付いていくのを感
じました。

1,431 名

（前月より＋ 9 名）

神さまが恋愛や結婚の門を閉ざしているのでしょ
うか。恋愛がうまくいきますようにとか、あの人
と結婚させてください、そう祈りましたが、自分
本位な祈りは間違っているのかなと思ったりしま
す。恋愛、結婚がうまくいかないせいで、人生は
時間が止まったように感じます。ずっと同じとこ
ろで足踏みをしている気がします。神さまにどう
祈って、どう生活したらいいでしょうか。

?
神なんてものが存在するの
実が否かが知りたい
事

24 日

ルカ受講中の女性
月刊ＦＥＢＣ２０１8．4 月号 ６７×６２

聖書を読むとき、私は疑いながら、自分を納得さ
せてくれる証拠を探しながら読んでいることに気
がつきました。御言葉をまともに受け取る事を示
されました。昨晩もルカ 10 から 12 章までを読
んで休みました。朝起きると、私は神様の子供な
のだという思いが沸いてきました。

30 日
男子高校生

僕は最近このラジオを聞き始めたキリスト教初心
者です。一つ質問があります。それは「神なんて
ものが本当に存在するんですか ?」ということで
す。正直神なんていないんじゃないかと思ってい
ます。なぜなら悪いことをしても幸せに生きる人
もいるし、すごく善人なのに病気で苦しんでいる
人もいるからです。神がいるのなら矛盾していま
せんか。

前にある牧師の人が「神は霊です。人格もある。
」
私は「お父様」と呼んで祈っているのです。イエ
と言っていました。霊か〜。霊なんてものが本当
ス様が、祈る時は「お父様」と呼びかける事を教
に存在するんでしょうか。信じる信じないじゃな
えられたとおり。御言葉を探したところ、ヨハネ
くて、事実か否かが知りたいです。たとえ宗教で
刊
伝にもエフェソ書にもはっきりと、イエス様を信
新
最 も事実じゃないことは信じてはいけないと思いま
〜祈りと約束〜
じたものは神の子供であると書かれてあることを
す。よろしくお願いします。
知りました。ですから聖霊を与えてくださるとい
文：ベサン・ジェームズ 訳：問川みゆき
う約束が本当に嬉しいことになりました。約束を
絵：フランク・エンダースビィ
信じることができた喜びが一杯です。
●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。
子どもたちが神様の愛について理解するの

365の聖書物語

を助ける聖書、祈り、そして約束を 365 話
の物語と多彩なイラストでご紹介します。

5

本体 1,800 円＋税 22.5cm×17.8cmを読ませて頂きましたよ。
254 頁
年前に洗礼を受けて喜んでいらっしゃるけれども、
「私の発言や行動は、教会の兄弟姉妹には理解され
〒160-0004
東京都新宿区四谷 1-13 カタオカビル
3階
ないのです」と。
「みんなと同じになりたいのに、なれ
教会の方たちがきょとんとするのは、きっと思いもよらな
☎03-3359-0451 FAX 03-3351-9534
E-mail/suishin@sanpaolo.or.jp
ない。みんなと違う」と悩んでおられるのですね。中
いような切り口で、あなた様が聖書の言葉を感じ取って
学生の時からそう感じて、いじめに遭って…とてもつ
らっしゃるからじゃないかと思うんです。それはとてもス
らい思いをなさったんですね。でも私、思ったんです。
テキなことで、
「これが一番いいと思って神様がこのよう
日本だと皆と同じでないといけないような風潮ですか
に私を造って下さったんだ」と感謝なさることができたら
らおつらいけれども、他の国だったら個性として「な
いいですね。大事なことは愛ですから、もし愛に欠けるな
んてステキな人 !」って思われていたんだろうなって。
ら、それは良くないけれども、人を愛し、自分を愛すること。
神様はきっとあなた様に、他の人と違うステキな感覚
何よりも神様を愛すること。それ以外のことは、その人ら
をお与え下さっていますから、むしろ私はあなた様が
しく、感謝して今日を生きることができますように。神様
とても魅力的な方なのだろうなと思って、このメール
の祝福をお祈りしています。
(9 日 )
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修辞的疑問文は、主張を一層強力なものにするための
ものです。ですから、空の鳥や野の花を見ることによっ
て知らなければならないことは、神を主語とする肯定文
■の「あなたがたの天の父は鳥を養ってくださる」「今
日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、
神はこのように装ってくださる」ということであり、こ
れを言いたいがために、命令文・否定文・修辞的疑問文
を前後に配置したということです。

マタイによる福音書 6 章 25 〜 34 節

◆ 1-1.

25「だから、言っておく。自分の命のことで何を食べよ

「メリムナオー」は「思い悩むな」と否定形で使われ
ることが多く、「必要が無いのに思い悩んでいる」とい
う意味合いで使われます。この言葉が何度も出てくる箇
所が、マタイ 6 章 25 〜 34 節です。

うか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着よう
かと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣
服よりも大切ではないか。
26

空の鳥をよく見なさい。種も蒔かず、刈り入れもせず、
倉に納めもしない。だが、あなたがたの天の父は鳥を養っ
てくださる。あなたがたは、鳥よりも価値あるものでは
ないか。
27 あなたがたのうちだれが、思い悩んだからといって、
寿命をわずかでも延ばすことができようか。28 なぜ、衣
服のことで思い悩むのか。
野の花がどのように育つのか、注意して見なさい。働き
もせず、紡ぎもしない。29 しかし、言っておく。栄華を
極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾って
はいなかった。30 今日は生えていて、明日は炉に投げ込
まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。
まして、あなたがたにはなおさらのことではないか、信
仰の薄い者たちよ。
31

だから、『何を食べようか』『何を飲もうか』『何を着
ようか』と言って、思い悩むな。
32 それはみな、異邦人が切に求めているものだ。あなた
がたの天の父は、これらのものがみなあなたがたに必要
なことをご存じである。33 何よりもまず、神の国と神の
義を求めなさい。そうすれば、これらのものはみな加え
て与えられる。
34 だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明
日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分
である。」

で す か ら、25 〜 34 節 全 体 は、25 節 を A、31 〜 34
節を A となるのに対して、26 〜 27 節を B、28 〜 30
節を B という対応関係で作り上げられていると言えま
す。こういう手法を「キアスムス ( 交差配列法、軸対応 )」
と呼びます。

◆ 1-3.

まず、25 節の「自分の命のことで何を食べようか何
を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思
い悩むな。」と 31 節の「だから、『何を食べようか』『何
を飲もうか』『何を着ようか』と言って、思い悩むな。」
のこの二つの節の表現は、ほぼ同じですから、私は 25
節 A と 31 節以下 A が対応していると考えます。

◆ 1-2.
更に、31 〜 34 節についてはこのキアスムスよりも広
い軸対応となります。31 節と 34 節はそれぞれ「思い悩
む」が出てくることで対応し、また、32 節 a は「切に
求めている」、33 節 a は「求めなさい」という同義語によっ
て対応するように作られています。ですから、この箇所
の中心は真ん中に挟み込まれている「あなたがたの天の
父は、これらのものがみなあなたがたに必要なことをご
存じである。」(32 節 b) ということになります。

1. 思い悩む

―マタイ 6 章 25 〜 34 節の構造分析から
雨宮 今回はマタイ 6 章 25 〜 34 節から「思い悩むな」
という言葉を中心に考えていきますが、この箇所の前に、
「神と富」という小見出しが付けられた箇所があります。

B(26 〜 27 節 ) の中心は「あなたがたの天の父は鳥を
養ってくださる」でした。そして、B (28 節〜 30 節 )
の中心は「今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる
野の草でさえ、神はこのように装ってくださる」です。
ですから、このマタイ 6：25 〜 34 は、この構成全体
を通じて、「神を中心に置く生活」を勧めているのだと
思います。そして、そのことを悟るためには、野の花や
空の鳥をよく見るということが必要であり、神の存在を
いかに活き活きと自分の内に留めておくかが大事なポイ
ントになる、と言いたいのだと思います。（２ページへ）

だれも、二人の主人に仕えることはできない。一方を
憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじる
か、どちらかである。あなたがたは、神と富とに仕える
ことはできない。( マタイ 6：24)
これは「思い悩む」ということと、「何を中心にして
生きるか」ということは大きく重なっているからだと思
います。つまり、神も重要だけれども富も無くていいと
いう訳ではないし、どう考えたら良いのかが大きな問題
になります。そこで、まず最初に「思い悩む」という意
味の「メリムナオー」という動詞について、聖書の中で
どのように使われているかについて考えてみましょう。

もう一つ、ここで、「よく見なさい」と言われている
対象は、「空の鳥」(26 節 a)、「野の花」(28 節 b) です。
そして否定文では、「種も蒔かず、刈り入れもせず、倉
に納めもしない」(26 節 b) と農業が考えられており、
「働
きもせず、紡ぎもしない」(28 節 c) と衣服を作り出す仕
事が前提にされています。現在では明確な区分けはあり
ませんが、農業を男性の仕事、衣服を作るのは女性の仕
事とすれば、空と野、鳥と花、男と女と、両極の言葉が
並べられて全体を表しています。この手法を「メリスム
ス」と言います。つまり、全てに於いて神が配慮をして
いるのだということを表そうとしています。

次に 27 節と 28 節 a には、「思い悩む」ということが
どちらにも出てきます。これを「かすがいの言葉 ( リン
クワード )」と言い、前の段落と後ろの段落をスムーズ
に繋ぐために同じ言葉を置く手法です。そして、この
27 節と 28 節前半を軸にみると、26 節と 28 節後半部か
ら 30 節は全く同じ構成になっていることが分かります。

̶１ページより続き「『神と富』―何を中心に生きるのか」より
雨宮慧氏「イエスの、ことばの、その根―雨宮神父の福音書講座」

2. 思い悩む、その中身

3.「神の前に生きる」生き方とは ?

とは言え、私たちはいつも思い悩んで
いるというのが現実だと思うのです
が…。

そうですね、
では、私たちが一体何を思い悩んでいるの
かということについて、聖書は何を教えて
いるかを見てみましょう。
ルカによる福音書 12 章 16 〜 21 節
16

それから、イエスはたとえを話された。「ある金
持ちの畑が豊作だった。17 金持ちは、
『どうしよう。
作物をしまっておく場所がない』と思い巡らした
が、18 やがて言った。『こうしよう。倉を壊して、
もっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみな
しまい、19 こう自分に言ってやるのだ。「さあ、こ
れから先何年も生きて行くだけの蓄えができたぞ。
ひと休みして、食べたり飲んだりして楽しめ」と。』
20 しかし神は、
『愚かな者よ、今夜、お前の命は取
り上げられる。お前が用意した物は、いったいだ
れのものになるのか』と言われた。21 自分のため
に富を積んでも、神の前に豊かにならない者はこ
のとおりだ。」

ここで、金持ちは神に「愚かな者よ」と言
われていますが、この金持ちは機敏に行動
し、困難が起こった時にどうすればいいか
考えをめぐらして、「これから先何年も生
きて行くだけの蓄えができたぞ」と語って
いる程ですから、我々の生活に即して言え
ば賢い人だと言って良いと思うのです。し
かし、神から見ると愚かな人である。一体
どこが愚かなのか。
「愚かな者よ、今夜、お前の命は取り上げ
られる。」とありますが、自分の命がいつ
取り上げられるのかは誰も分かりません。
そこで、私はこう考えてみました。この金
持ちが述べた言葉を直訳すると次のように
なります。
私はどうしよう。私の作物をしまって
おく場所がない…私はこうしよう、私
の倉を壊して、もっと大きいのを建
て、そこに私の穀物や私の財産をみな
しまい、こう自分に言ってやるのだ…

「私は、私は…」ということですね。

そうなのです。この金持ちは自分のことで
頭が一杯ということなのでしょう。従って、
ここで神が「愚かだ」と言っているのは、
「神
のための場所」を全く用意していないこと
なのだと思います。この金持ちは頭の回転
は非常に早いのだと思います。だからこそ、
金持ちになったのでしょう。しかし、それ
は命とは関係の無い生き方だとイエスは説
いています。

「メリムナオー」という動詞は、基本的に
は「生存に関わる重要な事柄が心をとりこ
にする」という意味です。ですから重要な
のは、「生存に関わる重要な事柄」が何か
ということです。この金持ちの場合には、
「私の生活の安定」だったわけです。もち
ろん、それに配慮することは大切なことで
す。しかし、それにかかりっきりになって
しまうと、「神の前に豊かになる」という
ことは出来ないということなのです。

最後に、マルコ 12 章 41 〜 44 節の「やも
めの献金」の箇所が何を表しているかを見
たいと思います。
41

イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれ
に金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ち
がたくさん入れていた。42 ところが、一人の貧し
いやもめが来て、レプトン銅貨二枚、すなわち一
クァドランスを入れた。43 イエスは、弟子たちを
呼び寄せて言われた。「はっきり言っておく。こ
の貧しいやもめは、賽銭箱に入れている人の中で、
だれよりもたくさん入れた。44 皆は有り余る中か
ら入れたが、この人は、乏しい中から自分の持っ
ている物をすべて、生活費を全部入れたからであ
る。」

この箇所で一番重要なのは 44 節です。こ
こを直訳すると、次のようになります。
全ての人は、彼らに余っているものの
中から入れた。
だが、この人は、彼女の欠乏の中から
彼女の持っている物を全てを入れた。
彼女のビオスを。
「ビオス」というギリシャ語には二つの意
味があります。一つは、
「地上の生活、生涯」
です。
二番目の意味は「生活費」です。新共同訳
聖書では、このビオスを「生活費」と訳し
ましたが、それでは、「彼女の持っている
物を全て」と同じ意味の言葉が繰り返され
ることになってしまいます。ですから、こ
こでのビオスを「地上における生活、生涯」
の意味に取ることも出来ると思います。

そして、この 44 節の前半と後半を比べて
みると、前半は何を「入れた」のか目的
語をきちっと書いていません。もちろん、
金銭を入れたのは明らかですが、これは
ひょっとしたら皮肉なのかもしれません。
つまり、「余っているものの中からゼロを
入れた」ということです。確かに、金持ち
はやもめよりも沢山の金額を入れていると
思われるわけですけれども、ゼロに等しい
ものでしかないということなのでしょう。
それに対してやもめは、入れたものを二つ
の言葉で表現しています。「彼女の持って
いる物を全て」と「彼女のビオス、人生・
生涯」を。こう繰り返すことによって、
「こ
の貧しいやもめは全生涯を神に懸けてい
る」ということを表そうとしているのだと
思います。

ノアの洪水物語の、「わたしは人を創造したが、こ
れを地上からぬぐい去ろう。…( 中略 ) わたしはこれ
らを造ったことを後悔する。」( 創世記 6：7) に「後
悔する」と訳されるナーハムという言葉があります。
なぜ、神が後悔などするのでしょうか ? この言葉
は二つの形、ニファル形と呼ばれる受動形と意味を
強めるピエル形で主に使われ、前者では「気の毒に
思い、同情する」や「悲しみ、後悔する」などの意味で、
後者は「慰める」という意味で使われます。日本語
からは「後悔する」と「慰める」が同じ言葉だとい
うのは考えにくいのですが、この言葉の語根には「深
く息をつく」という意味があるようです。
イザヤ書 1 章ではこの「ナーハム」は使われてい
ませんが、こうあります。
2

天よ聞け、地よ耳を傾けよ、主が語られる。わ
たしは子らを育てて大きくした。しかし、彼らは
わたしに背いた。3 牛は飼い主を知り / ろばは主
人の飼い葉桶を知っている。《しかし、》イスラエ
ルは知らず / わたしの民は見分けない。
この《しかし》にあたる接続詞は原文にはなく、
意味を補って訳したものです。ここに神の短い沈黙
があると考えた方が良いかもしれません。そこには
神の戸惑いがあるのではないかと。
神は自分の意思で神の方を向く存在、自由意志を
持った存在があって欲しいと人間を創造しました。
しかし、「イスラエルは知らず、わたしの民は見分け
ない」。ですから、「自分の試みは失敗だったんだろ
うか、こんな事をしなければよかった」そんな思い
がここにあるのではないでしょうか。
しかし、この神の深いため息は、もうこれで終わ
りというものではありませんでした。むしろ新たな出
発点になる。旧約聖書には常に、この神の新たな試み
が書かれていくのです。
ホセア書 11 章で、頑に背き続けるイスラエルに対
して、神がこう呼びかけています。
8

ですから、生き方の問題なのです。どのく
らい入れたかということは、どうでも良い。
神が求めておられるのは、全てを懸けると
いうことなのだ、ということだと思います。
「だれも、二人の主人に仕えることはできない。一
方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方
を軽んじるか、どちらかである。あなたがたは、
神と富とに仕えることはできない。」( マタイ 6:24)

今日の冒頭の言葉です。私は神に仕えてい
るのか、それとも富に仕えているのか。「両
方は出来ませんよ」とイエスは言っている
のですから、どちらかを選ぶより道があり
ません。これが神の言葉であるとすれば、
私たちは余程反省しなくてはならないので
はないでしょうか。
( 文責・月刊誌編集部 )

ああ、エフライムよ、お前を見捨てることがで
きようか。イスラエルよ、お前を引き離すことが
できようか。…( 中略 ) わたしは激しく心を動か
され、憐れみに胸を焼かれる。9 わたしは、もは
や怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼ
すことはしない。わたしは神であり、人間ではな
い。お前たちのうちにあって聖なる者。怒りをもっ
て臨みはしない。
8 節の「わたしは激しく心を動かされ」を直訳す
ると「わたしの心はわたしのうちに変わった」とな
ります。つまり、相手に対する考え方を変えるとい
うのです。今まで戻って来るのをじっと待っていた
神は、「考え方を変えるんだ。背いたままのイスラ
エルを受け入れてしまおう」と言う。このように正
しさを求める神であり、しかも慈しみを求める神は、
地上に悪が満ちた時に、どうしても心の内に葛藤が
起こります。
旧約聖書はこの神の葛藤を表す書だと言って良い
と思います。この旧約が綿々と描く神の葛藤を背景
とする時に、新約聖書が指し示すイエスの十字架の
輝きは一層際立つのです。( 文責・月刊誌編集部 )

日

FEBC

番組案内

2018 年

4月

●夜9：30〜

全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組）
1日

【イースター礼拝】

月

日本基督教団西片町教会(写真上)・山本裕司牧師

22日

番組
「どこへでも、
どこまでも―ルカによる福音書―」

(東京都西東京市住吉町6-14-5/

日本基督教団石動教会牧師

ここで示されているのは、神の憐れみを必要としたのはどちらの人か、
ということであると思うのです。ファリサイ派の人には、自分は正しいと
いう認識がありましたが、本当にそうであるならば、神の憐れみ、助け
は必要なくなってしまいますよね。イエス様のこの喩えは「神の助けな
しに、お前たちは本当に生きていくことができるか？」という鋭い問いか
けなのです。イエス様は、徴税人のようにへりくだった生き方を求めたと
いうよりも、まさしく罪の中、救いを必要としている者こそ神さまは義と
される。その事を私たちにお伝えになられたかったのではないでしょう
か。
この喩え話の背後には、主イエスの犠牲、十字架があります。私たちは、
この十字架に自分の罪を示され、それと同時に赦しを見る。主はここ
で、あなたの罪の中にこそ私は共に
いる。そう教えて下さっているので
す。私たちも、このファリサイ派の人
たちの振る舞いを見て、これはけし
からんと、時には他人事のように思
うかもしれませんね。自分はこんな
にうぬぼれた人間ではないと思って
いるのです。でも、イエス様は「本当
にそうか？」「もしそうなら、神さま
の救いなんていらんぞ」と、そんな
者の心の戸を叩きつづけて下さるん
です。
（文責・月刊誌編集部）

●夜10：29〜

4月スタート イエスに誘われ聖書旅
新番組
早矢仕宗伯(The New Creation Art
Movement イエスの風 牧師)
お相手・長倉崇宣

久万教会
「天の国は近づいた」
より
（15日放送）

第2〜5●夜10：27〜

神からのメッセージーグレゴリオ聖歌ー

第3●夜10：15〜

（イザヤ45：1、4〜6、
マタイ22：15〜21）

PICK UP!

「ぶどう畑の愛の歌〜あきらめの悪い神
〈前半〉
」
より
（3日放送）

「わたしは歌おう、わたしの愛する者のために、そのぶどう畑の愛の歌を。」
（イザヤ5：1）
早矢仕：この「ぶどう畑の愛の歌」って、どんな歌やろ？神様が歌ってる…めっちゃ
楽しそうに、鼻歌交じりにぶどう畑を作ったんやろな…。でも、甘いぶどうが生る
なずだったのに、酸っぱいぶどうになってしまった。めちゃくちゃ残念感が伝わっ
てくるよね。
長倉：神様が後悔する姿って、あんまりイメージしたことないですよね。
早矢仕：そうそう。でも、ここでは失敗しはった。神様やのに、アカンかったって。

聖書をあなたに―ローマ人への手紙（再）

祈りの言葉に聞く―マザー・テレサに導かれて（再）

●夜10：14〜

4月スタート 歌と笑いとおしゃべりと〜歌声ペトラの風〜
新番組
関根一夫（MACF牧師）、岩渕まこと（シンガーソングライター）
4日 「リジョイス」
18日「希望を捨てずに」

PICK UP!

岩渕：その”絶望しない感”というのも不思議で、僕は娘も先に送っているから、
その時は本当に辛かったですけれど、じゃあ、僕達夫婦がポキンと折れたかとい
うとそうじゃない。頑張りと違う所に何かある気がする。

御足の跡を

恵子の郵便ポスト

※金曜日は除く

「私は仏教にも興味があり、基本的な教えは仏教もイエス様のみ
言葉と大いに共通するところがあると思います。」
5日 「神はなぜ私にこんな苦しみを負わせるのですか。死んだほうがマ
シです。」
25日 「父がガンだと宣告されました。以前から健康が心配で祈っていた
のに…祈りって何の意味があるんですか。祈りが聞かれなかった
時はどう受け止めればいいですか？」

4月スタート

●夜10：14〜

祈り―親しき語らいへの扉（再）

勉（日本ホーリネス教団上野教会元牧師）

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）

木 どこへでも、どこまでも

※本誌表紙参照

―ルカによる福音書―

井幡清志（日本基督教団石動教会牧師）

5日、12日 「祈りー弱さの中で神と出会う」(ルカ18：1〜8)
19日
「うぬぼれ者の為の十字架」(18：9〜14)
26日
「命のはじまりにこそ神の国が」(18：15〜17)

●夜10：14〜

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）
3日、10日 「復活の賛美歌」
17日
「春の賛美歌」

土

私たちはいつも誰かに自分の心を打ち明けたいと思います。しかし、本当の解決、
自分が満足する答えを得ないことがしばしばなのではないでしょうか。石川啄木は
「打ち明けて、語りて何か損をせしごとく思いて友と別れる」という淋しい歌を残
しています。私たちは、本当に自分の心の中を理解し、共に苦しみ、泣き、共に喜
んで下さる存在を求めているのではないでしょうか。イエス様は、
「だからあなた
がたはこう祈りなさい。天にいますわれらの父よ…」とおっしゃられたのです。

金

※月刊誌1面参照

今、
苦しむあなたへ

4月スタート
新番組
広田叔弘(日本基督教団梅ヶ丘教会牧師)

●夜9：53〜

Kishikoのひとりじゃないから
Kishiko(ゴスペルシンガー)

7日 「細かなチリ」
21日 「父の思い出から」

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）

●夜9：30〜

24日 「花の賛美歌」

7日 「生きていくのが辛い」
(列王記上19：1〜8、
他)
14日「神様のことがわからず、
怖い」
(創世記3：1〜10、
他)
21日「子どもが引きこもりになってしまった」
(マルコ9：14〜29、
他)
28日「なぜ苦しみが続くのか」
(1コリント2：1〜5、
他)

「お祈りとは何か」
（5日放送）

聖書を開こう

※月刊誌増刊号2面参照

慧(カトリック・東京教区司祭、上智大学神学部名誉教授)

（創世記6：5〜8）

5日 「お祈りとは何か」 12日「お祈りは誰のためにあるのか」
19日「誰に祈るのかー神に語る祈り」 26日 「神に聴く祈り」

●夜10：28〜

雨宮

24日「人間を造ったことを
『後悔した』
神〜動詞ナーハム」

2日

杉本

旧約聖書のこころ（再）

（創世記4：13）

吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）

木

4月スタート

●夜9：47〜

3日 「人間を
『形づくった』
神〜動詞ヤーツァル」
（創世記2：7）
10日「人間の
『罪と罰』
〜名詞アーヴォーン」
（創世記4：13）
17日「人間の罪を
『持ち上げ、
取り去り、
担う』
者〜動詞ナーサー」

吉崎恵子／長倉崇宣

14日 「いつも私はあなたといる」
28日 「ゴールの見えない不安」

第1〜3●夜10：04〜

コーヒーブレイク・インタビュー

第１●夜9：30〜

インタビュアー吉崎恵子、
長倉崇宣

神が問われる̶私たちの対話的教義学講座

7日、
14日 稲葉 裕
（救世軍清瀬病院・院長）
21日
佐藤 勇
（お茶の水クリスチャンセンター総務部）

石居基夫（日本ルーテル神学校校長） お相手・長倉崇宣
6日 「全宇宙を包み込む神の救いーイエス・キリストその２」
※月刊誌増刊号1面参照

第２●夜9：37〜

ことばの、
その根
4月スタート イエスの、
新番組
―雨宮神父の福音書講座
雨宮 慧(カトリック・東京教区司祭、
上智大学神学部名誉教授)

お相手・長倉崇宣

13日「
『神と富』ー何を中心に生きるのか」
(マタイ6：24〜34、
他)

4月スタート

幸いを告げるうた―詩篇
（再）

小林和夫（日本ホーリネス教団東京聖書学院教会牧師、

※写真左からご出演順

稲葉 裕様（7日放送）
（安田講堂事件にまで至る）医学部インターン闘争が私たちのクラスから始
まったんです。クリスチャンとしてどうやって生きるんだと大きな葛藤がありまし
た。私たちは闘争から抜けたのですが…。苦しい絶望的な状況の時に、不思議
なことに、これは小さなことだ、神様の目から見たら大きなことではない、とい
う思いがチラッと入ってきたんです。なんでこんなことでやきもきしてるんだ、神
様が守ってくださるし、導かれているんだから、もう委ねればいいんだと思いま
した。

東京聖書学院名誉院長）

20日「詩篇を学ぶ」
(詩篇1、
150)
27日「神の立てたもうメシアとしての王」
(詩篇2)

第３／４●夜10：20〜

（ルカ6：20〜26）
4日 「2018年 神様がなさろうとしておられること」
11日「リスナーからの手紙」
（ルカ11：1〜13）
18日「高齢者の福音」
（ルカ10：25〜37）
28日「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）

●夜9：47〜

●夜9：30〜

第３●夜9：37〜

関根：悲しむことは良くないっていう空気がある気がするけど、それは健全じゃ
ないよね。悲しむ時は悲しんでいい。ただ希望を捨てないっていうことかな。

火

デイリープログラム

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌

11日 「いてくれてありがとう」
25日 「主の祈り」

「希望を捨てずに」
より
（18日放送）

●夜10：28〜

「存在の深みで」

月〜金

加藤常昭（日本基督教団隠退教師、神学者）

4日 「あわれみに根ざす勧め」
（ローマ12：1）
11日「筋を通して」
（12：1）
18日「まねをしないで」
（12：2）
25日「自分をはかる尺度」
（12：3）

2日 「数多くの花のように」
（ヨハネ14：1〜12）
9日 「パラクレートス」
（ヨハネ14：15〜21）
16日「友のために」
（ヨハネ15：9〜17）
23日「復活者と出会う」
（ヨハネ20：19〜31）
30日「主だ！」
（ヨハネ21：1〜19）

片柳弘史（カトリック・イエズス会司祭、宇部教会主任司祭）

MeguのCCM insight!

Megu（Genuine Graceボーカル）

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)
28日 「主が新しい歌を」（詩編40編）

20日、
27日 「ゲストは
『子どもと礼拝』認定トレーナーの
ブラウネルのぞみさん」

PICK UP!

水

●夜9：47〜

「私は福祉関連の仕事をしているので、日曜日は滅多に休めない状況です。日曜日
以外に礼拝できる教会が増えれば、もう少しキリスト教に関心を持つ人が増えるよ
うに思うのですが…。こんな考えは虫がいいのでしょうか？」

4月スタート

PICK UP!

（イザヤ5：1〜7、
マタイ21：33〜43）

リスナーからのお便りに、パーソナリティーの長倉が向き合う番組が始まります。
その第1回目に寄せられたお便りは…

4月スタート 朗読・岩島忠彦説教選
朗読 吉崎恵子
新番組
説教集『みことばを生きる』
『福音の記憶』
（共に教友社）
より

8日
「埋葬と復活」 15日、22日、29日
「復活節」

3日、10日
「ぶどう畑の愛の歌〜あきらめの悪い神」

17日 、24日
「わたしが主、
ほかにはいない〜圧倒的な上から目線」

「仕事で日曜礼拝に出席するのが難しい…」
より
（2日放送）

●夜10：28〜

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）

15日

長倉崇宣(日本FEBCスタッフ)

2日 「仕事で日曜礼拝に出席するのが難しい…」
9日 「イエス様が側にいるとどうしたら感じられますか？」
16日「政治に対する教会の方針表明に違和感が」
23日「会社から逃げたい」
30日「災害、戦争、病…神様がいるならどうして？」

電話042-421-1192/礼拝10時半〜)
「失われた羊」とは、日常生活から脱落した人、さらには神からも見失われたと
考えられている人間です。病を恐れ、死に怯え、不安を抱えながら生きている人
間。生きてはいるけれども、生きられなくなっている。元気なようでいて、いつも
何かに追いかけられながら生きている…考えてみれば、この世界はそんな人間
ばかりです。しかしイエスは言われました。
「『天の国は近づいた』と宣べ伝え
なさい。」私たちが近づいたのではなく、天の国が私たちの所に来ている。救い
主イエス・キリストがここに来ているのです。

Echo of Voices

PICK UP!

「ファリサイ派の人と徴税人のたとえ」の箇所
を読みました。ここで、私たちはファリサイ派の態度に
反感を持ち、徴税人の祈りに惹かれます。ただ、ファリサイ派
の人は性格は悪いかもしれないけれど、真面目に生きていたんですよ
ね。一方、徴税人の方は神に憐れみを乞うけれど、確かに不正を働いて
暮らしていた。どうにも、スッキリしない思いがしませんか。

●夜10：15〜
4月スタート
新番組

PICK UP!

井幡清志

『いのちの息吹』
(ヨハネ20：19〜23)
日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
『天の国は近づいた』
(マタイ10：5〜15)
日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
『何を見聞きしているか』
(マタイ11：1〜6)
東京若枝教会(写真下)・飯塚俊雄牧師
『ただこの一事に生きる』
(ピリピ3：12〜16)

PICK UP!

PICK UP!

火

29日

「うぬぼれ者の為の十字架」
（19日）
より

今月の

2日 「キリスト教の源流」
9日 「古代教父と霊性」
16日「祈りの勧め―十二使徒の教訓『ディダケー』
から」
23日「イエス・キリストへの信仰に生きる―ローマのクレメンスから」
30日「ポリュカルポスの手紙の家庭訓」

電話03-3811-3801/礼拝10時半〜、18時〜)

日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師

15日

―古代教父との対話―（再）
お相手・吉崎恵子

(東京都文京区西片2-18-18/

8日

霊性の源流を訪ねて

4月スタート

関川泰寛(東京神学大学教授、日本基督教団大森めぐみ教会牧師)

『命のダンスは終わらない』
(イザヤ35：1〜6、マルコ16：14〜15)

2018年4月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物

●夜9：48〜

大人と子どもが一緒に礼拝するためには、どうすればよいだろう
か？簡単なお話をしさえすれば、それでよいのだろうか？この難し
い課題にブラウネルさんは、
「霊性」という観点から取り組まれ
ています。人が幼い時から生まれつき備えるその力。それを存分に引き出し礼拝
に結びつける、あるスペシャルな手法とは…？これはうちの教会でも実践してみた
い！大人の私もやってみたい！…きっと、あなたもそう思っちゃいますよ。

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。

