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キリスト教放送局 FEBC ニュース

キリストの福音が本来持つ、その宇宙大のスケール。
正教会の信仰と霊性について、ゲオルギイ松島雄一神
父にお話を伺って以来、
ますます「正教会を知りたい !」
と思うようになったスタッフの長倉が、昨年に引き続
き大阪府吹田市にある大阪ハリストス正教会をお訪ね
しました。

お迎え下さったのは、松島神父のお
連れ合いであるマリア松島純子様。
テーマは「正教会の礼拝と聖歌」
。
その日本での第一人者が、興味は
あっても素人の長倉に丁寧にお教え
くださいました。

長倉 正教会で歌われている聖歌とは?
松島 今使っている祈祷書はかなりの分量がありますが、
ほぼ出揃ったのが9世紀位です。それを各国の言葉
に翻訳して使っています。日本には明治時代にニコ
ライ堂で有名な聖ニコライが伝道して、明治の終わ
りに殆どの祈祷書が訳されました。それを未だに
使っています。
長倉 その当時ですから、文語ですか?
松島 はい。でも、むしろ漢文調なんです。漢文というの
はリズミカルで、私たち正教会の祈り・礼拝は、全
て歌なんです。説教だけが普通の話し言葉です。
正教会の礼拝は伏拝(ふくはい)などの人の体の動き
や、食事(復活祭前には肉も卵も牛乳も避け、復活
祭には大ご馳走を食べる)や、一日の礼拝のサイク
ル、一週間(日曜から日曜へ)のサイクル、そして一
年のサイクル(復活祭から復活祭へ)など、色々なサ
イクルが組み合わさって出来ているんです。そのサ
イクルに従うことで神様に向かっていくところに、
昔の人の知恵の集積を感じます。
長倉 そういう知恵の集積・伝統を大事にしてきた理由は
何でしょうか?
松島 そう努力してきた訳ではなくて、信仰とは受け継が
れてきたものの積み重なりだと思います。私たちは
それを礼拝で「再体験」している気がします。で
すから「共有してる感」がすごく強い。以前、プロ
テスタントの礼拝学の先生と話をしている時に、私
が、4〜5世紀のビザンチンの教会や、その後のロシ
アの教会のことなど、時代と場所を超えて「うちの
教会ではね」と言いましたら、「正教会の方って、
古代の教会まで『うちの教会』と言うのですね。プ
ロテスタントの教会で『うちの』と言えば、自分の
所属している教会ですから」と言われました。そう
いう感覚の違いは有ると思います。

長倉 では、そんな正教会の聖歌の特徴というと?
松島 教会の音楽の主体は、もちろん神様なんです。それ
を作った人ではないんですね。だから基本的には無
記名なんです。イコンと同じで、画家は「描くの
はあなたではない、あなたは神の手になるんだ」と
言われますが、正教会の音楽も同じです。教会とし
て伝えているものなんです。語弊を恐れず言えば、
「新しい個性」は必要無いんです。
長倉 「個性が大事」と言われる現代人には…。
松島 そうですね。でも、個性って、自然に滲み出てくる
わけでしょ。そして、神様が一番ご存知なんですよ
ね。その人を。その個性を。それで良いんじゃない
かなって思うんです。だから、思ったように進まな
い時でも、自分が思いもよらなかったものが出てく
ることもある。そういうものじゃないかなと思いま
す。
ですから信仰って、そうして生きていくことと切り
離せないんですよ。私も主婦ですから、食事の準
備も子育てもしてきました。その中で、「聖なるも
の」への出会いが備えられる。それは、私にとって
は正教会の礼拝だったんですね。

今回の取材では、
「晩祷」にも参加しました。そこで感
じたのは、まさにここは「祈りの宮」ということ。で
もその言葉は、現代人には馴染みのない古いことば。
でも、不思議と心惹かれる正教会の賛美と祈りに、初
めてなのになん
だか懐かしい思
いを持ちました。
個性に関するお
話も同じかもし
れ ま せ ん。 他 で
もないこの私と
主イエスとの出
会い、その喜び。でも、それが「私の」信仰や「私の」
言葉を追い求めていくことになったら、信仰共同体は
壊れてしまうんじゃないかって…。もしかすると、こ
れは神ご自身からの問いかけなのかも。
「神が知ってい
てくださる」
、その一点に信頼して一つとなる信仰の共
同体かどうかって。
晩祷での「信経 ( ニカイア・コンスタンティノポリス
信条 )」の言葉を唱えながら、この言葉そのものが、
遥か古代の先達も現代の全世界の教会も、共にキリス
トの体として生かされていることを証ししているよう
に感じました。
改めて知った正教会の奥深さ。
いやいや、
キリスト教そのものが、私たちの常識を揺さぶる奥行
きと広さを持っているんですよね。教会が二千年ずっ
と生かされきたことを大切にし続ける正教会の信仰の
あり方から、キリスト教の深みを垣間見た関西取材で
した。( 文責・月刊誌編集部 )

「真福八端」の構造分析から
長倉「心の貧しい」は、どうかすると「品性
が卑しい」という意味で受け取られてし
まうと思うのですが…。
雨宮 はい。うろ覚えなのですが、小説家の志賀直哉が
「
『心の貧しい人々は、幸いである』という人がいた
ら殴ってやりたい」という意味の文章を書いている
と思うのですが、確かに日本語としてはおかしいの
です。
まず
「貧しい」という言葉は、
ギリシャ語でプトー
コスという言葉で「物乞いをしなければならな
いような貧しさ」を表しています。つまり、これ
を書いた人は「イエスはここで『物乞いをしなけ
ればならないような貧しさ』を表す言葉を使った」
と判断したわけです。それを読み解くためには、3
節から 10 節の全体を見ることが非常に大事だと思
います。

天の国
雨宮 3 節と 10 節に全く同じ「天の国はその人たちの
ものである。
」があり、
まず 3 〜 10 節全体のテー
マは「天の国」になります。なぜなら、段落の
最初と最後に同じような表現を置く技法を「囲い込
み」と言い、
（２ページへ）
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̶１ページより続き「『心の貧しい人々は、幸いである』―聖書が語る幸福」
『イエスの、ことばの、その根―雨宮神父の福音書講座』
・雨宮慧より

次に各節 1 行目では、3 〜 6 節の冒頭には「貧しい」
「
、悲
しむ」
、
「柔和な」
、
「飢え渇く」とあり、これらのギリシャ
語の語頭で使われている子音字は全く同じで一つのグ
ループとして捉えているのだと思います。その証拠に、
6 節と 10 節にはマタイが好んで使った「義」が出てきま
す。ただし、この 3 〜 6 節の前半部と 7 〜 10 節の後半
部は、意味合いがかなり異なっています。前半は「貧し
い」
、
「悲しむ」
、
「柔和な」
、
「飢え渇く」と＜圧迫されて
いる状態＞が描かれています。しかし、後半の「憐れみ
深い」
、
「心の清い」
、
「平和を実現する」は、＜圧迫の中
でも、憐れみ・平和・義を追い求める積極的な姿＞が
描かれているのです。

雨宮 それについては、旧約聖書と新約聖書との間には、大
きな違いがあると思います。旧約聖書では、我々と大き
なズレはありません。それに対して新約は、ここでも明
らかなように「貧しい」とかは、普通は「幸い」ではな
いわけです。
これはイエスが登場したからこそ、常識的には幸い
とは言えない人が幸いだと言えるのです。ですから、
この「幸い」はイエスの口を突いて出た宣言のよう
な言葉。苦しく、悲しみ、柔和に生きている人を目
にした時に、イエスは「お前が幸いなのだ !」と言
いたかったのでしょう。
長倉 それは、どういうことですか ?
雨宮 イエスは、神の思いを全面的に明らかにしてくれただけ
でなく、ご自身が確かにここで描かれているように生き
られた方です。前半部の「貧しく」
「悲しみ」の中で「柔
和に耐え」圧迫を受けている姿。後半部の
「憐れむ」
「心
の清い」
「平和を実現する」とある、圧迫の中でも憎む
こと無く平和を実現した人。これはやはりイエスのこと
です。
何故、貧しさが幸せなのか ? それはイエスの言動、つま
りその生き方から見る他無いということなのだと思いま
す。それを考える時に、私たちの常識を飛び越えた「幸
い」に目を向けることが出来ると聖書は語るのです。
( 文責・月刊誌編集部 )

1,424 名

（前月よりー 7 名）
10 年前 1,668 名／ 1 年前 1,444 名

知っているつもりの十字架に
また向き合って

14 日

聖書通信講座受講中の 50 代女性

共にいる方が
手助けして下さっているからですよ

7日

マタイ受講中の女性

「教会にしばられるから洗礼なんてしないわ。
」洗
礼しても、
「洗礼したのにいいことないわ。
」私も
こんなことを思う時があります。それでも、洗礼
をした時、私は死んで生まれ変わったんだと思え
たんです。私は出産を経験していますので、少し
はずかしいですが、子どもがこの世に出てきてく
れた時と同じような感覚で。洗礼をして生活が変
わらない、奇跡もないなんて思いません。
「どう
してそんなにがんばりやさんで強いんですか ?」
と言われることがあります。私は本当は弱い人間
ですが、
「私でなくて共にいる方が手助けをして
下さっているからなんですよ」と話しています。
時々「?」とされますが…。共にいて下さってい
ることを感じていますから自信をもって言ってま
す。
「つらいな」
と思った時、
礼拝に出る恵みがあっ
たじゃないと元気をいただく。日々の小さい恵み
大きい恵みに感謝です。

イエスを見る
長倉 この箇所で繰り返し語られる「幸い」
。聖
書ではそもそも何を「幸い」と考えている
んでしょうか。

3 月末の

維持会員数

ご献金 4,258,807 円（917 名）

この段落全体のテーマを提示しているのです。
では、天の国とはどういうところなのか ? 実は 3 〜 10
節の各節 2 行目は「なぜなら」と訳せる言葉で始まって
いて 1 行目の「◯◯な人々は、幸いである」の根拠を、
2 行目で述べています。
では、その 2 行目に注目すると、4 〜 6 節では順に「慰
められる」
、
「地を受け継ぐ」
、
「満たされる」
、7 〜 9 節
では「憐れみを受ける」
、
「神を見る」
、
「呼ばれる」とそ
れぞれ受動形、能動形、受動形の順で書かれています。
そして、この受動形が問題です。聖書では受動形という
のは神の行為であることを婉曲的に表すために用いられ
ることがあるからです ( 神的受動形 )。つまり、神によっ
て慰められ、満たされ、憐れみを受け、呼ばれる。天
の国は、こういう場所なのだということを説いているの
です。

月のご報告

祈っても局は信じきれないまま
結

28 日

聖書を読むにあたり、疑問があってメールしまし
た。子供の頃から、マイナス思考にとらわれると
逃れられません。過去の聖書を読んだ経験から、
また読んでも、結局自分の考えのままなのではと
思ってしまうのです。
「信じきれない私をお助け下さい」と祈って、結
局信じきれないままなのです。
「ゆだねきれない
私をお助け下さい」と祈って、ウダウダ心配して
いたりもします。布団の中で、神様に不安な気持
ちをお話ししたりします。でもお話ししても、何
もゆだねてないし、心配を抱えたままなのです。
自分のマイナス思考と聖句があって、スパッと聖
句を選ぶにはどうすればよいのでしょう ? 聖句を
信じきる、神様に任せるという決断が必要でしょ
うか ? 神様は無理に私の意思を変えられないと聞
きます。だけど、いつまで待っても、自然には意
志は変わらない気がします。

「今は教会へ行くエネルギーはあ
りません。しかしもう一度、
神様の御言葉を聴いてみたいのです。
」
…そうお書き下さいました。あぁ、お
帰りなさい ! 私はあなた様のお名前を
よく覚えていますよ ! お久しぶりです
ね、嬉しいです。でも、そんなにつら
い日々だったのですか…。教会で「あ
なたの居場所はない」なんて言われた
とは…なんて酷いことを ! それは、あ
なたと一緒にイエス様も追い出されたということです。あ
まりにも酷すぎます。神様がどんなに悲しみ傷ついておら
れるか…。
教会へ行くエネルギーがないというあなた様のために
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ルカ 22 〜 24 章、なかなか読めませんでした。
イエス様が十字架につかれる。それを知っていた
からです。気が重かったのです。何と言ったらよ
いのでしょうか、分かっているつもりになって聖
書を読むってこういうことだと思いました。読ん
でも、何も感じないのです。でも、慎重に向き合っ
て読むうちに少しずつ目が開かれていきました。
22:32「わたしはあなたのために、信仰がなくな
らないように祈った。
」自分を裏切るペトロのた
めに祈ってくださっている。生きるのが辛く感じ
たり、礼拝を守れなかったり、そんな私のために
も。
23:43「父よ、彼らをお赦しください。
」まさに私
のこと。どんな罪人であるか気づいていない。そ
んな私を、お赦しください、と祈ってくださって
いる。私も、祈ることができるように、自分のた
めに祈ろうと思います。そして、
イエス様にならっ
て、人のためにも祈ることができるように、祈ろ
うと思います。それが感じられた、祈りの聖書通
信講座でした。イエス様に心を開く時、今生きて
いる私たちのためにも、イエス様は罪を贖ってく
ださったと感じられた気がします。

愛のもてない自分が
苦しいです

31 日
40 代の女性

先日母がなくなりました…でも母の死もさほど
ショックではなく、冷たい人間なのだと思います。
最後には脳にガンが転移し、看取ることすらしま
せんでした。皆のようになりたい。愛をもてる人
間になりたい。どうすれば人に愛をそそぎ、人の
死を悲しむことができるのか、教えて下さい。葬
儀にも参加しませんでした…。私の人生は本当に
逃避の人生でした。絶対評価するなら「大丈夫、
よくがんばっている」と言えるのかもしれません。
けれど、相対評価するなら努力が足らないと言わ
ざるを得ません。神様、土に埋もれた私を掘り起
こして下さい。土の中で苦しいです。どうか私を
お救い下さい。

●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

FEBC がありますから、どうぞご一緒に歩ませて下さい。
もう一度神様の御言葉を聴いてみたいとおっしゃるあなた
様。でも、神様の方があなたの声を聴きたがっています。
あなたをすでに抱きしめて下さっています。神様は一度も
あなたを忘れたことがないですから、あなた様の痛みはイ
エス様の痛みであり、イエス様があなたと共に傷つき、あ
なたと共に泣いて下さっています。
イエス様は偉い人や立派な人ではなく、むしろ傷ついた人、
弱っている人、いじめられている人に近づいて「大丈夫か ?
よくなりたいか ?」と声をかけて下さいましたね。まずは、
懐かしい我が家の FEBC に戻ってきて下さいましたから、
ここでイエス様の愛に包んでいただいて、その愛の中を生
き切ることが出来ますように。共に主イエス様を仰いでま
いりましょうね。
(3 日 )

番組案内

2018 年

全地よ主をほめたたえよ
（主日礼拝番組）
日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師

6日

5月

13日

2018年5月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物

20日
27日

『あなたの向きを変えよ』
(マタイ11：20〜24)
日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『信じる者は幸い』
(マタイ16：13〜20)
日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
『急いで降りて来なさい』
(ルカ19：1〜10)
日本ホーリネス教団西落合キリスト教会(写真)
安井 聖牧師
『ひとつの望みを目指して』
(エペソ４:１〜６)
(東京都新宿区西落合4-15-21/

「災害、戦争、病…神様がいるならどうして？」
（4月30日）
より

長倉崇宣(日本FEBCスタッフ)

今月の

PICK UP!

自然災害や戦争、いじめ、虐待や貧困による自殺、
神様がおられるならどうして？
私が感じている神様は
心の錯覚なのでしょうか？

この問いに答えを出すことができるんだろうかって思いました。
テレビを見れば戦争の話は尽きないし、いじめ、虐待で亡くなる方
が毎日のようにおられる。本当に何なんだろうって思いますよね。
どうかするとそういう問いをもう見ないことにして、
「神様は愛な
る、全能の方」、そこから先を考えなくなってしまうっていうか…。で
も、このメールをいただいて「ああ僕の中にもそういう問い、ある
じゃないか」って思い出させてもらった気がします。
「神様は心の錯覚なのでしょうか」って書いてくださいましたよね。
そういう声が僕の中にもあって、そういう声に負けそうになることも
あるんです。でも、本当に不条理な、なんでこんな事が起こるんだっ
ていう現実、その中で、祈っている人たちがいる。「神様、どうし
て」って言いながら、それでも神様を呼んでいる人たちがいる、その
事実がもう心揺さぶるんです。イエス様は僕たちの中で祈っておら
れる、そういう人たちの姿を見て、やっぱりそういうお方はおられ
るって…。
このイエス様は十字架につけられた神様なんですよ
ね。しかも十字架につけられたままだってパウロは書
いている。あのお方は今も十字架につけられている、
不条理を今も身に引き受けていてくださる、だから、
それで生きていける、そういうお方がいてくださるか
ら、生きていけるっていう感じがするんです。
僕も今も問い続けてます。なので、また
メールをください。また一緒に考えたり悩
んだり祈ったりできたらって思います。
（文責・月刊誌編集部）

火

電話03-3954-1032/礼拝10時半〜)

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）
13日 「昇天」
20日 「聖霊降臨日」
27日 「御聖体ーキリストが残してくださったもの」

愛する神は私たちに神の霊、つまり愛に満ちた霊を送って下さいました。その霊
は天から降り、地に満ちた。地は全部新たになる。それはあの時の出来事だけ
ではなく、今日、私たちの中にも、霊は刻々と私たちを新たにしてくれるのです。
この日のアレルヤ唱では、
「だから聖霊を送って下さい、あの時と同じように。そ
うすればすべては新しくなります」と歌います。そして最も美しいメロディの一つ
として「聖霊よ、来て下さい。人々の心に満たして下さい。そして、尚あなたを愛
する火を人々の中に燃え立たせて下さい」と歌い、この時、全ての教会はひざま
ずきます。

イエスに誘われ聖書旅

20日 「魂の沈黙」

（箴言31：10〜13、19〜20、30〜31、
マタイ25：14〜30）

2日 「すこやかな共生」
（ローマ12：3〜5）
9日 「賜物に素直に生きて」
（12：６〜8）
16日「愛の先手」
（12：9〜13）
23日 「愛の十戒」
（12：9〜13）
30日「祝福に生かされて」
（12：14〜16）

●夜10：14〜

歌と笑いとおしゃべりと〜歌声ペトラの風〜
関根一夫（MACF牧師）、岩渕まこと（シンガーソングライター）

2日 「水のほとりに育つ木は」
9日 「愛されている自分がわかると」
16日「悲しみは喜びに」
23日「約束の虹」
30日「愛すること仕えること」

●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）

2日 「一生懸命祈り求める」
（ルカ11：5〜13）
9日 「善いサマリア人にならって」
（ルカ10：25〜37）
16日「老いて白髪になっても」
（詩篇71：18〜19）
23日「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）
30日「わたしは主に望みをおき」
（詩篇130：5〜6）

PICK UP!

「善いサマリア人にならって」
より
（9日放送）

今月もリスナーの方からのお便りが番組に寄せられました。
「ハレルヤ。最近番組を聴くようになり、ある外国人老神父のことを思い出して
います。悩みごとは先生のように神の愛で包んでしまう方でした。あたたかみの
ある放送をありがとうございます。」私はそんな愛の人ではありませんよ、と語
りつつ、小池先生はご自身の「善いサマリヤ人」との出会いを振り返ります。

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）

3日 「神の永遠につながる命を共に生きるために」(ルカ18：18〜30)
10日「癒しの中にあるもの」(18：31〜43)
17日「この私の人生も、一歩前へ」(19：1〜10)
24日「
『良き者よ』
と私を呼ぶ方」(19：1〜10)
31日「託された恵みを用いて生きる」(19：11〜27)

●夜9：30〜

朗読・岩島忠彦説教選

7日 「主は生きておられる」
（ルカ24：35〜48）
14日「見る？見ない？」
（マルコ16：15〜20）
21日「逆バベル現象」
（ヨハネ14：15〜16、
23b〜26）
28日「三位の神に包まれるように」
（ヨハネ3：16〜18）

※金曜日は除く

勉（日本ホーリネス教団上野教会元牧師）

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)

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）
1日 「
『春』
や
『花』
の賛美歌」
8日 「
『四季』
と賛美歌」
15日「聖書の中の
『女性』
の賛美歌」
22日「聖霊降臨日」
29日「新しい
『聖霊』
の賛美歌」

●夜9：30〜

今、
苦しむあなたへ

広田叔弘(日本基督教団梅ヶ丘教会牧師)
5日 「愛してくれない母を一人で介護しなければならない…」

(ルカ9：57〜62、
他)

12日「姑への憎しみを押し隠してきたけれど」
(ルカ22：54〜62、
他)
19日「病で仕事もできない私は、
教会でも救われない」
(ルカ19：1〜10)
26日「仕事をしながら家族の看病、
体力も気力も限界に」

●夜10：28〜

金

旧約聖書のこころ（再）

主に向かって歌おう

土

祈り―親しき語らいへの扉（再）

山下正雄（日本キリスト改革派教会

●夜9：47〜

●夜10：14〜

●夜10：14〜

聖書を開こう

朗読 吉崎恵子

説教集『みことばを生きる』
『福音の記憶』
（共に教友社）
より

1日 「ハガルの目を
『開いた』
神〜動詞パーカッハ〜」
（創世記21：9〜21）
8日 「
『僕ども』
は、
十二人兄弟で〜名詞エヴェド〜」
（創世記42：5〜24）
15日 「あなたを
『遣わす』
〜動詞シャーラハ〜」
（出エジプト3：11〜15）
22日 「国中が血に浸った」
（出エジプト7：14〜24）
29日 「神がエジプトに行った災いの物語」
（出エジプト7：14〜24）

(マタイ6：25〜34、
他)

●夜9：53〜

Kishikoのひとりじゃないから
RCJメディア・ミニストリー代表）

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
4日 「私たちは何を中心にしているかー聖霊と教会」

「私たちは何を中心にしているかー聖霊と教会」
（4日放送）

PICK UP!

加藤常昭（日本基督教団隠退教師、神学者）

●夜10：28〜

3日 「祈りの時―朝」
10日「祈りの時―夕べ」
17日「祈りの時―絶えざる祈り」
24日「祈りの場所」
31日「アブラハムの待望の祈り」

15日 、22日
「働くことはしんどい？〜天の国の生き方とは」

聖書をあなたに―ローマ人への手紙（再）

デイリープログラム

21日「神の恵みは人間の心持ちや努力と関係なく一方的に与えられるもの
なら、祈ることにどんな意味があるのですか？」
22日「私は人間関係が苦手です。教会で、自分以外の方たちが親しく交
わったりしているのを見ると疎外感があり、家に帰ると落ち込みま
す。」
29日「洗礼を受けたいという気持ちが芽生えていますが、車イスのため教
会へなかなか行けません。」

杉本

※本誌表紙参照

7日 「祈りをしても無駄じゃないかと…」
14日「完全にイエス様に委ねられるようになりたい」
21日「戦いムードのような祈りは…？」
28日「苦しいとき教会の人は助けてくれず…」

火

吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）

（マラキ1：14〜2：2、8〜10、
マタイ23：1〜12）

水

●夜10：15〜

吉崎恵子／長倉崇宣

1日、8日
「仕える者になりなさい〜足下におられるイエス様」

●夜9：47〜

関川：イエス様は私とは異なった他者。だからその方との関わりが問題です。誰でも
神様に突き放されたような思いをする時がある。でも大事なのは、その関係の
中で信仰が成り立っていて、だから祈れない思いすら神に向けるんです。
吉崎：自分の中で完結する信仰は、結局自分を信じる信仰になってしまうんですね？
関川：はい。だからこそイグナティオスは、神ご自身の交わり、三位一体の交わりに
目を向けるんです。

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌

お相手・長倉崇宣

（出エジプト24：3〜8、
マルコ14：12〜16、22〜26）

「イグナティオスの信仰ーわたしたちの希望であるイエス・キリスト」
より
（7日放送）

片柳弘史（カトリック・イエズス会司祭、宇部教会主任司祭）

早矢仕宗伯「
( New Creation Arts Movement イエスの風」牧師)

29日
「これはわたしの体だ〜神様の真剣勝負
〈前半〉
」

7日 「イグナティオスの信仰
ーわたしたちの希望であるイエス・キリスト」
14日「神を讃美する言葉ーローマのクレメンスの頌栄」
21日「聖餐の奥義」
28日「古代教会の礼拝の有様ーユスティノスの時代」

祈りの言葉に聞く―マザー・テレサに導かれて（再）

木

●夜10：29〜

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)

お相手・吉崎恵子

第3●夜10：15〜

恵子の郵便ポスト

霊性の源流を訪ねて―古代教父との対話―（再）

長倉崇宣(日本FEBCスタッフ)

「聖霊降臨日」
より
（20日放送）

月〜金

●夜9：48〜

Echo of Voices

PICK UP!

番組
「Echo of Voices」

月

キリスト教も、人間が営んでいるという意味では、人間の宗教です。だからこ
そ、間違っていく可能性もあるんです。
「これはキリスト教だから間違いない」
と思っている信仰が、いつの間にか違うところに導かれているということだっ
て、起こりえるということです。
だから、絶えず御言葉によって整えられていかなければならないんです。具体
的には、歴史的・普遍的な教会の脈略の中で、世界の全ての人と結び合ってい
くことです。そういう大きな神様の働きの中に自分を見るということは、自分自
身を相対化することがそこでは起こってくるんです。

Kishiko(ゴスペルシンガー)

5日 「砂の上の足跡」
12日 「主よ終わりまで」
19日 「わたしはわたし、
あなたはあなた」 26日 「歯の痛み」

「歯の痛み」
より
（26日放送）

PICK UP!

FEBC

●夜9：30〜

PICK UP!

日

虫歯が我慢できないほど痛くなってきてしまったキシコさん。
イヤだなあ、
行きたくないなあ、
と迷っていたけれど、
たまらず歯医者さんに向かいま
した。
すると、
思いの外すぐに治療が終わったので、
なんだすぐに行けばよかった〜と
気分はルンルン。
でも、翌日になると別の所が痛くなってきて気分はどん底、
また歯
医者へ。
それを何と4、
5日
（！）
も繰り返して、
疲れきったキシコさんの脳裏にふと浮かんでき
たのは、
黒人霊歌
「わが悩み知り給う」
の中のある歌詞と、
ある光景でした。

第1〜3●夜10：04〜

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

5日 青戸 知
（バリトン歌手、
聖徳大学音楽学部講師）
12日 一小路千花
（ソプラノ歌手）
19日 マリア松島純子
（大阪ハリストス正教会信徒・正教会聖歌研究者）

※月刊誌1面参照

第２●夜9：37〜

イエスの、
ことばの、
その根―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

11日「
「心の貧しい人々は、幸いである」ー聖書が語る幸福」

(マタイ5:3〜10、
他)

※写真左からご出演順

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)
26日 「主はわが光、
わが救い」（詩編27編）

第３●夜9：37〜

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、東京聖書学院名誉院長）
18日「夕べの祈り」
(詩篇4)
25日「神に叫ぶ真に賢い者」
(詩篇14)

お詫び
と訂正

●番組案内4月号にて番組「主に向かって歌おう」
日別タイトルに誤りがあり
ました。
̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。
誤）17日
「春の賛美歌」24日
「花の賛美歌」

正）17日
「『主の日』
を歌う賛美歌（1）」24日
「『主の日』
を歌う賛美歌（2）」

キリスト教放送局 日本FEBC

第３／４●夜10：20〜

MeguのCCM insight!
18日「Meguのお便り紹介!」

Megu（Genuine Graceボーカル）

25日 「Meguのトーク&MUSIC」

●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。

