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愛する人の死

人は死に至るまで、たくさんの人にお世話になりま
す。迷惑をかけ、親切にしていただいて。働き、苦労
し、喜びがあり、出会いと別れがある。

今、苦しむあなたへ

ペトロ。
彼は、ガリラヤの岸辺でイエスと出会い、

広田叔弘 日本基督教団梅ヶ丘教会牧師

従います。
その中で、イエスに出会う人たちが救われてい
く。
生きる気力を失っていた人たちが、立ち上がっ
ていく。
ペトロは、身分立場ではなく、神さまの前に何
が本当で何が偽りか学んでいきました。
岸辺で受けた招きが、ペトロの中で確かな信仰
に育ちました。

6 月 16 日放送 毎週土曜夜 9 時 30 分より 22 分間
第 11 回 「伴侶の死は私の責任」使徒言行録 1：12〜14、他

先月、伴侶を亡くしました。
数カ月前から体調不良を訴え、病院を受診しま
したが、すぐに良くなると言われ、特に検査もせ
ず、薬を処方されただけでした。しかし一向に
良くならず、再度受診したところ、その時にはも
う手の施しようのないほど病気が進行していて、
あっという間に逝ってしまいました。あの時ちゃ
んと検査をし、すぐに治療をしていれば、もっと
生きられたかも知れないのに。まだまだ二人で暮
らせる時間があったはずなのにと、悔しさと、夫
への申し訳なさでいっぱいです。これから私はど
うしたらいいのか。神様はどうして何も言ってく
ださらないのですか。

主イエス・キリストの父なる神さま。
この方は痛みを抱えて、ご自分を責め、あなた
に「なぜ？」と問うています。
主よ、教えてください。今の現実をどう捉えた
ら良いのか教えてください。あなたの心はどこ
にあるのですか。主キリストと出会わせてくださ
い。御言葉を聴き、生けるキリストと出会わせて
ください。
主の御名によって祈ります。アーメン。

主が十字架についたとき、男の弟子たちは全
員逃げ、婦人の弟子たちは十字架上のイエ
スを看取りました。
「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てに
なったのですか」。
イエスのこの十字架での言葉を自分の耳で聴い
たのも、遺体を自分の手で葬ったのも、彼女た
ちでした。
「ペトロよ、お前は私たちの主を見捨てた。
そして、私たちを置き去りにした。」
こう、婦人の弟子たちが恨みをぶつけたとして
も当然です。
しかし、彼女たちは何も言わない。
男の弟子たちを責めなかった。
なぜ？
それは、一人の女性の存在のため。
イエスの母マリア、
このマリアは責めなかったのです。

ところが、大祭司の中庭でイエスと一緒にいた
と責められ、イエスを否んだ。
「あなたが何のことを言っているのか、わたし
には分からないし、見当もつかない」。
一生をかけたのです。イエスに。
ところが自分の言葉で裏切った。
ペトロは、我が主も、自分自身も、守ることが
出来なかった。
大事なものを自分の手で壊し、絶望の中で復活
の日を迎えたのです。

人生は辛い現実があります。そこだけ切り取って捨て
てしまいたい思いがある。それでも亡くなった人の生
涯は、愛する者にとっては、掛け替えのない一緒に生
きた生涯なのです。
自分に対して赦しの眼差しをもって見る。
それはキリストの愛と赦しの中に相手と自分の日々を
置くこと。
この日々を受け取らないと、人の死を正しく受け取る
ことは出来ません。

ひとつの部屋の祈り。
ご伴侶はどのような病であったのでしょう。医師の判
断は十分ではなかったのです。この点を曖昧にしたく
ありません。そして同時に、これがすべてではありま
せん。その方の人生があり、夫婦二人で力を合わせて
生きてきた時間があります。
私はこれまで、複数の人々の死を看取ってきました。
家族を看取りました。牧師として、教会員の最期を看
取ってきました。死に行く人を看取って思うことがあ
ります。人の命には人為を越えた次元があります。
十字架の死後、三日目の朝に復活され、主イエスは
四十日間弟子たちに姿を現します。そして、イエスが
「エルサレムを離れずに約束されたものを待て」との
言葉を残して天に挙げられるのを弟子達は見送りま
す。使徒言行録1章12節以下です。
使徒たちは、「オリーブ畑」と呼ばれる山から
エルサレムに戻って来た。この山はエルサレムに
近く、安息日にも歩くことが許される距離の所
にある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上
の部屋に上がった。それは、ペトロ、ヨハネ、ヤ
コブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマ
イ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシ
モン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人
たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たち
と心を合わせて熱心に祈っていた。
(使徒1：12〜14)
弟子たちは、心を合わせて祈ることが出来たのでしょ
うか。

その祈りは、互いの弱さ、罪深さを目の当たり
にしながらささげた祈り。
互いの罪と弱さを噛みしめながら、キリストに
希望をかけた祈り。
マリアは、弟子たちの中にいて、皆を支えてい
たのです。

私の父は、出先で脳の血管が切れて倒れたので
す。救急車で運ばれて、八日目に死にました。
私の思いは悔いだらけです。「こんな死に方
しかないのか」と思いました。しかし、父の
五十二歳の生涯は、路傍に倒れた最期でも、そ
こにキリストの手があったことを信じます。

すべての人が満ち足りて死ぬわけではありません。む
しろ、後悔や酷さを残す死の方が多いのです。この中
で信仰を持つとは、愛する者と自分の人生を、キリス
トの慈しみの中に置くことです。
彼も神から愛され、私も神から愛されている。
たくさんの過ちや後悔の数々をキリストが受け取り、
なお私たちを生かしている。
三年かかるのか、五年かかるのか、私には分かりませ
ん。
急がなくていいのです。
ご伴侶が生きた、人生の日々を受けとめたいのです。
赦しの眼差しの中で受け止めたいのです。
男の弟子たちと女性の弟子たち、
イエスの兄弟と母マリア、
皆で心を合わせて祈った、
あの二階の部屋のように。
(文責・月刊誌編集部)
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あがないぬし

月のご報告

4 月末の

維持会員数

ご献金 4,392,562 円（813 名）

主のおきては完全であって、魂を
生きかえらせ、主のあかしは確か
であって、無学な者を賢くする。
主のさとしは正しくて、心を喜ば
せ、主の戒めはまじりなくて、眼を明らかにする。
( 詩篇 19 篇 7、8 節 )

聖書読みの聖書知らずとは
まさに自分のこと

11 日
ヨハネ受講中の男性

ヨハネ 5 章の通信講座を読んで、イエス様の愛
を見ることができました。
「主イエスは、人々か
ら忘れ去られた人に対してこそ深い関心をよせら
れたのでした。
」とありますね。ここを読んでな
んというなぐさめかと思いました。統合失調症の
私にも愛の目を向けてくださるのだなと思いまし
た。私の悩みは、教会で精神障害を理解してくれ
てる人がいない、そのことでさびしいの一言に尽
きました。
「教会は人助けの場ではない。神様を
礼拝する所です。
」と言われ、教会を変えること
も考えました。人の態度ばかり気にしていたなと
思います。聖書読みの聖書知らずとはまさに自分
のことであったと思います。
「信仰に生きるとは
愛に生きること、十字架と復活の主に生きること
が何より大切です。
」とありますね。本当にそう
だなと思います。私も FEBC を教えてくれた今の
教会を離れないで良かったと思います。

だれが自分のあやまちを知ることができましょう
か。どうか、わたしを隠れたとがから解き放って
ください。(12 節 )
自分にはなんと過ちが多いことかと知った。これが
人間の実存です。
じゃあ、この自分の罪はどうなるんだ ? そんなもの
を持っている私なんか、神様と交われないじゃないか、
と私たちは思う。けれども罪人であるにもかかわらず、
神を知り、神をたたえることができる。どうしてだ ?
それは、私の主が天地を造り給うた創造者であるとい
月刊ＦＥＢＣ２０１8．6 月号
うだけではない。彼は私のあがないぬしだからです。

信じることができない
それでも聖書を読み続けています

14 日

ヨハネ受講中の男性

６７×６２
私はクリスチャンではありません。昨年、たまた
ま FEBC を知り、毎日放送を聴くようになりまし
た。私自身他に信仰する宗教はなく、何となく神
社仏閣に行き、手を合わせ、家族の安全を祈る程
度です。それでも FEBC を聴くうちに聖書通読を
始めたいと思いました。理由はわかりません。昨
年末にハンディバイブルを購入して、通読を始め
ました。就寝前に読書をするのが趣味でしたので、
代わりに聖書を読んでいます。私はそれでも、信
じることができないのです。聖書を読むことは続
けているのですが。一歩を踏み出すことができそ
聖霊に導かれて
うもありません。とても心苦しいです。
刊

「あがなう」というのは「身代わりになる」という
ことです。旧約聖書の時代、動物を殺して、私の代わ
りに神様赦してくださいと言った。ところがダビデ王
は、そんなことでは心の奥底にまで赦されたという確
信が持てなかった。彼は神様の前に砕かれて、
「私は
罪人です」とひれ伏した。その時に彼はわかったんで
す ! このお方は私の罪の身代わりになってくださる方
だということを。そして、あがないぬしは、やがて世
最新
聖書講座シリーズ 14
界においでになると。
京都司教区聖書委員会／企画・編集

使徒言行録を読む

そのお方は、神様と私とを切り離してしまう罪を背
使徒言行録の本当の主人公が聖霊である。
ク教会で使徒言行録についての解説
負い、
「罪の払う値は死である」( ローマ 6 章 23カト
節リッ
)と
●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。
がほとんどない中、使徒言行録を読んでいく
いうところに自らが立たれた。実に神は、世界をあが
ための必修の講話集。
ない、全うしてくださった。
本体 1,400円＋税 B6 判 232 頁
私たちには失敗がある、すねに傷がある、けれども、
〒160-0004
年前から愛する夫が病気になり、
東京都新宿区四谷 1-13 カタオカビル 3 階
あがないぬしは、そんな私たちの欠けや弱さを乗り越
☎03-3359-0451 FAX 03-3351-9534イエス様にすがる毎日が始まり
E-mail/suishin@sanpaolo.or.jp
える。彼は、私のあがないぬしになってくださったお
ました」と…そうでしたか。ずっと看
方 ! 今日もこのお方が御言葉によって語りかけてくだ
病なさっていらしたんですね。看病な
( 文責・月刊誌編集部 )
さるのです。
さりながら聖書通信講座をお申し込み

「7

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
6 月 15 日放送 第 3・4 金曜夜 9 時 37 分より 38 分間
第 5 回「自ら語りたもう神」( 詩篇 19 篇 )

25 日

聖書通信講座受講中の 30 代男性

確かに神は御言葉を通じて私たちを生かして下さい
ます。けれども御言葉というのは、覚えたり、意味が
わかったりということではなくて、
「付き合い」なん
です。
私たちは、よく言うんです。
「私が私のことを一番
よく知っている。
」けれども、御言葉によってはじめ
て自分を知らされるんです。カール・バルトは言いま
した。
「自分の姿がわからない人には、神様がわから
ない。神様を知らないということさえ知らない。でも、
神様の前に出るときに、神様は私が何者であるかとい
うことをわからせてくださる。
」
この詩篇の詩人も、御言葉によって自分の姿を知り
ました。

幸いを告げるうた―詩篇（再）

10 年前 1,668 名／ 1 年前 1,442 名

イエスの復活、
どうしてこんなに控えめなのだろう…

「私なんかもうダメだ」と思うことが
どんなに多くあるか。

わが岩、わがあがないぬしなる主よ (14 節 )

1,415 名

（前月よりー 9 名）

下さった。でも、昨年から急にご主人
のお具合が悪くなり、それどころでは
なくなり、一日一日をとにかく一分で
も多くご主人様に寄り添って、ご一緒
の時間を持とうとしていらしたのでは
ないかと思います。
「一日があっという間に過ぎ、イエス様
に向かう時は寝る前だけです」と。寝る前にイエス様に向

−2−

TeaRoom ヨハネ 21 章です。イエスの復活、以前
から私はその素晴らしさを感じることができませ
んでした。何故だろう、と何度も読むうちに、そ
れは復活があまりにもこじんまりとしているから
だと気付きました。ピラトにも祭司長にも姿を現
さず、身近な人としかお会いにならない…どうし
てこんなに控えめなのだろう…、この様な疑問を
抱え、読んでおりました。
5 節「イエスが、
『子たちよ、何か食べるものがあ
るか』と言われると、彼らは、
『ありません』と
答えた。
」この個所を読んだ際、心に思うことが
ありました。全てを失ったペトロは、以前の漁
師の仕事も気が進まなかったかもしれません。し
かし、以前の日常を取り戻して悲しみを薄れさ
せ、余計なことを考えないようにしたのではない
でしょうか。漁師のペテロにとって「ペテロ、何
か食べ物はないかい ?」
「ないね、魚もさっぱり獲
れないよ」といった会話もありふれたものだった
でしょう。そんなありふれた日常に、いきなり復
活の主が現れる、預言の成就が成し遂げられる。
そして全体ではなく個人に語り掛けて下さる。ペ
テロ、そして後世クリスチャンと呼ばれる多くの
人もそれぞれの日常の中で復活のイエス様と出会
い、信仰を抱くことができたのではないでしょう
か。いま、私にも救い主が現れ寄り添ってくださ
る。私の為だけに…。

初めて聞いた
母からの「ありがとう」

27 日
50 代の女性

以前母のことが嫌いだとメールしたものです。あ
れから変化がありました。父の手術がうまくいか
ず、一時危ないことがありました。その時初めて
親が亡くなるかもという状況で、こんなに自分が
ショックを受けるということを知りました。それ
から日常の些細な幸せで感謝をすることが増えま
した。父の入院中、毎日実家の母の様子を見に行
き、少しおしゃべりなどしました。数日経ったこ
ろ母が、来てくれてありがとうと言ったのです。
びっくりしました。初めてでした。両親が生きて
いることに感謝しました。私が変わると母も変わ
るんだと。私の孫も日々成長し、感謝です。なん
でもない毎日が神様の恵みのうちに成り立ってい
るのだなあとこの歳で気がつきました。

かうことができ、聖書を読むことができ、お祈りすること
ができて本当に良かったですね。そして、ご主人様の中に
もイエス様がいらして、ご主人様にお尽くしになっている
時にはイエス様にも尽くしていらっしゃることだと思いま
すよ。本人がご存じでなくても、すべての人の中にキリス
トがいて、私たちにとって他者は小さなキリストなのです
ね。
あなた様は、ご主人様との日々のために、
「信じてすがる
毎日になるように」と、イエス様が招いて下さったのだと
思います。ご主人様と一緒にいらっしゃる時も、それが礼
拝であり、イエス様が共にいらっしゃることを思いながら
お過ごし下さい。お祈りしています。
(26 日 )

2018 年

6月

※本誌表紙参照

●夜9：30〜

全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組）
3日
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10日
17日
24日

日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師

『本当の安らぎ』
(マタイ12：1〜8)
日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『主がなさったこと』
(マタイ21：33〜44)
日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
『思い直される神』
(ヨナ3：1〜10)
日本基督教団田園調布教会(写真)・高橋和人牧師
『福音を恥としない』
(ハバクク2：1〜4、
ローマ1：16〜17)
(東京都大田区田園調布3-34-18/

電話03-3721-2811/礼拝10：30〜)

番組
「全地よ主をほめたたえよ」

PICK UP!

日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師

安息日の戒めというのは、おそらく日本人の

感覚からすると不思議な気がするのではないで
しょうか。仕事をしてはいけない日があるというのです。私たちは休む
と、どこか後ろめたいような思いを持つことがあります。たしかに働くこ
とは尊いことですが、聖書は休むことの積極的な意味を語るのです。そ
れは、休まなければ働き続けることが出来ないというようなことではな
く、私たちが神によって造られ、生かされているということを思い起こす
ため、自分の人生を自分が支配するのではない、そのことを体現するた
めなのです。
ファリサイ派の人たちは、弟子たちが安息日に畑で麦の穂を摘んで食べ
ていたことを非難しました。麦を手で揉むことが脱穀という労働にあた
るというのです。実際の生活をする場合、何も労働をしないわけにはい
きませんから、どこまでが労働か、ファリサイ派の人たちは１００を超え
る細かい規定を定めました。真面目に厳格に安息日を守ろうとすれば当
然のことでしょう。
しかし、主イエスはファリサイ派の人たちの中に、形式的には律法に
従っていても、その根本で神に背いている姿を見ていたのです。彼らは、
実は安息日を休んでいなかった。自分の力で神の戒めを守るという労
働をしていたのです。自分の正しさに絶対的な自信を持ち、背いている
人を見つけて告発するという仕事をしていたのです。
「わたしが求めるのは憐れみであって、
いけにえではない。」
（マタイ12： 8）
安息日の一番大切な戒めは、憐れみだと主イ
エスは言われます。私たちはこの神の憐れみ
によって生かされているのです。神の憐れみ
はさまざまな形で表れますが、何よりも大切
な神の憐れみは主イエス・キリストの十字架
においてこそ、はっきりと表されています。
（文責・月刊誌編集部）

火

●夜10：14〜

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）
10日 「御聖体の祝日」 17日 「願いとしての祈り
（典礼の中から）」
24日 「年間12主日のミサ、
ペトロとパウロの祝日」

17日 「空っぽの心」

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）

PICK UP!

●夜10：29〜

イエスに誘われ聖書旅
お相手・長倉崇宣

5日
「これはわたしの体だ〜神様の真剣勝負
〈後半〉
」

（出エジプト24：3〜8、
マルコ14：12〜16、22〜26）

（エレミヤ23：1〜6、
マルコ6：30〜34）

●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）

6日 「復讐を捨て」
（ローマ12：17〜21）
13日「税を納めるとは」
（13：1〜7） 20日 「愛の負債」
（13：8）
27日「律法を全うする愛」
（13：8〜10）

●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）

6日 「天に宝を」
13日 「愛の主なるイエス様」
20日「わたしがあなたを愛したように」 27日 「愛する力」

PICK UP!

「天に宝を」
より
（6日放送）

岩渕「自分のことなんて、60才を過ぎたら明瞭に分かると思っていたけれど、
『あ
なたってどんな人？』って言われても分からないよね。体重とかは言えても
（笑）。」
関根「分からないよね。でも、周囲の人と関わる中で教えてもらえることが多いか
な。フッと気付かされると言うか。信仰も独り言の世界とは違うと思うんだよ
ね 。」

●夜10：28〜

御足の跡を

朗読 吉崎恵子

4日 「ご聖体に結ばれて」
（ヨハネ6：51〜58）
11日「神さまがいなかったら」
（マタイ10：26〜33）
18日「どこまでもイエスに従う」
（ルカ9：51〜62）
25日「独立不覊」
（ルカ1：57〜66、
80）

火

※金曜日は除く

18日 「聖書を初めて手にしました。小生86歳の男性です。落日の中、未
踏の道を進んで行く思いです。聖書と向き合うことをこれからの人
生の生きがいとし、天国に行きたいと思っています。」
19日 「『ゾンビじゃあるまいし、体の復活なんて本当に信じているの？』
と家族に聞かれ、的を射た答えができませんでした…。」
21日 「10年以上支えてもらっていた先生が火事で死んでしまいました。
ショックで祈ることもできません。死んでしまいたい。本当に天国
があるなら、そこで先生に診察してもらいたい。」

木 どこへでも、どこまでも

●夜9：47〜

旧約聖書のこころ（再）
雨宮

―ルカによる福音書―

荒れ野でイスラエルの民はしばしば不平を述べます。エジプトでは強制労働の
日々でしたから虚しさを噛み締めていたに違いないわけですけども、食べ物と住
居は保証されていたので、奴隷で居続けるということは、ある意味では快い事だっ
たのです。ですから、いざ荒れ野で自由を手にすると、むしろ奴隷の状態が恋しく
なってくる…。このような事は、私たちの毎日の中にも起こりうる事だと言って良い
と思います。

金

第5●夜9：30〜／土 夜10：04〜

FEBC特別番組〈二夜連続〉
29日、
30日 「Beyond yourself・自己実現からの解放

̶『リフォユース500 ユースカンファレンス』
より」
ご出演：
（写真左より）
晴佐久昌英
（カトリック上野・浅草教会主任司祭）
大嶋重徳
（キリスト者学生会総主事）
関野和寛
（日本福音ルーテル東京教会主任牧師）
小林克哉
（日本基督教団呉平安教会牧師）

7日 「あなたを
『主がお入用なのです』
」(ルカ19：28〜36)
14日「
『石も叫ぶ』
ほどの神の思い」(19：37〜40)
21日「神殿の空気を揺さぶるイエス」(19：45〜48)
28日「強盗の巣にしてしまう自分を知る所から」(19：45〜48)

●夜10：14〜

祈り―親しき語らいへの扉（再） 杉本

慧(カトリック・東京教区司祭、上智大学神学部名誉教授)

「何を飲んだらいいのかと
『不平を言った』〜動詞ルーン〜」
より
（5日放送）

井幡清志（日本基督教団石動教会牧師）

勉（日本ホーリネス教団

上野教会元牧師）
7日 「アブラハムのとりなしの祈り」
14日、21日 「ヤコブの祈り」
28日 「モーセの祈り
（1）
」

●夜10：28〜

聖書を開こう

金

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
1日 「救いのイニシアティヴをとる神ー洗礼について」

「救いのイニシアティヴをとる神―洗礼について」
より
（1日放送）

自分の愛する者は洗礼を受けないまま、生涯を終わっていった。その時に、
「信じ
て洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。」
（マルコ16：
16）という言葉をどう考えたら良いか。これが書かれた当時は、迫害の嵐が吹き荒
れた時です。洗礼は受けたけれども、苦しい目に遭う、殉教する。人間の目には悲
惨と思われる最期。でも、救いは確かだということをゆるがせにしない。そのために
この言葉は記されているんです。だからこの言葉は強い約束、強い招きなんです。

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

8日 「
『十字架を背負ってわたしに従いなさい』
ーキリスト者の条件」
(ルカ14：25〜33、
他)

第３／４●夜9：37〜

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）
15日「自ら語りたもう神」
(詩篇19) 22日「絶望より歓喜へ」
(詩篇22)

第３／４●夜10：20〜

MeguのCCM insight!
15日「お便り紹介!」

お詫び
と訂正

土

●夜9：30〜

※月刊誌1面参照

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)
2日 「健康も、
仕事も、
人との繋がりも失って」
(マルコ3：1〜5、
他)
9日 「今の状態から抜け出したいのに」
(マルコ5：21〜34)
16日「伴侶の死は私の責任」
(使徒言行録1：12〜14、
他)
23日「子どもがいないため職場で惨めな気持ちに」
(サムエル上1：3〜18、
他)
他

●夜9：53〜

Kishikoのひとりじゃないから
2日 「人の性格」
16日 「富士山」
30日 「試練や苦しみ」

Kishiko

(ゴスペルシンガー)
9日 「脅し文句」
23日 「クリスチャンはいい人？」

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

2日

西村和江
（救世軍ブース記念病院、
老人保健施設グレイス、
特養めぐみの家チャプレン長）
9日 黛 由香里
（東京神学大学神学生）
16日 竹澤潤平
（東京神学大学神学生）

※月刊誌2面参照

幸いを告げるうた―詩篇
（再）

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）

6日 「小林八郎先生の信仰」
（ヘブライ11：1〜2）
13日「リスナーの方の手紙」
（マタイ7：7〜12）
20日「高齢者の福音
『親切な歯医者さん』
」
（マルコ10：46〜52）
27日「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）

●夜10：28〜

5日 「何を飲んだらいいのかと
『不平を言った』
（出エジプト15：22〜27）
〜動詞ルーン〜」
12日 「申命記という本〜名詞トーラー〜」
（申命記1：1〜5）
19日 「
『なにも持たずに』
去らせてはならない
〜副詞レーカーム〜」
（申命記15：12〜18）
26日 「一斉に
『ときの声』
を上げると
〜名詞テルーアー〜」
（ヨシュア6：12〜21）

PICK UP!

26日
「主は我らの救い〜飼い主イエスの深い憐み
〈前半〉
」

長倉崇宣(日本FEBCスタッフ)

4日 「生きている今がもう地獄のよう」
11日「十字架が教会にある意味を問いたい」
18日「最近キリスト教に興味を持っている大学生です」
25日「信仰を持つかわからなくても教会へ行っていい？」

吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）

12日 、19日
「奇跡を行えなかったイエス〜故郷での驚きと覚悟」

（エゼキエル2：2〜5、
マルコ6：1〜6）

Echo of Voices

●夜9：30〜

山下正雄（日本キリスト改革派教会

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

●夜10：15〜

吉崎恵子／長倉崇宣

「賛美歌集『Gotteslob』から」
より
（5日放送）

ドイツのカトリックの教会歌集「Gotteslob」の中の「パンとワインと共に」は、ミ
サにおける供え物の準備をする時の歌です。「ジーザス・クライスト・スーパース
ター」のA・ロイド・ウェバーの曲に、新しい歌詞がつけられました。
「パンとワインと共に私をささげます 成功も失敗もこの身のすべてをあなたへ
パンとワインにイエスのささげる愛を知る
私たちの命を賛美としてお受けください 多くの麦の粒が一つのパンとなる
私たちを一つの教会として捧げます（1、2、4節）」

三世紀初頭のローマの教会の洗礼―三年にも及ぶ準備を終えた者が、司祭と共に
流れる水辺に降り、
「父・子・聖霊を信じるか」と問われて三度水に沈められ、新し
い生命に与る。ここでの言葉が信条となりました。つまり、私達が現在唱和する言
葉は、ローマの迫害下のキリスト者が命を賭け、その後二千年受け継いだ告白で
す。だからこの信仰は、私の内からではなく、私の「外」で私達を救うキリストの出
来事、その言葉を聞くことなんです！

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌

5日 「賛美歌集
『Gotteslob」
から』
」
12日 「
『子ども』
がテーマの賛美歌」 19日 「賛美歌の中の
『父』
」
26日 「
『愛』
の賛美歌
（1）
主われを愛す」

水

デイリープログラム

●夜9：47〜

主に向かって歌おう

「洗礼と信条の結びつきーヒッポリュトスから再び学ぶ」
より
（18日放送）

説教集『みことばを生きる』
『福音の記憶』
（共に教友社）
より

自分の無力さをしきりに訴える若い神父に、マザー・テレサは言いました。
「もし自分が無力で空っぽであることに気付いても悲しむ必要はない。その種
の悲しみは、有能な者でありたい、自分は有能になれるはずだ、という傲慢な思
いから生まれます。自分の無力さを謙虚に見つめ、本当に貧しくなった心、空っ
ぽの心を神に差し出すならば、その空っぽの心を、神はあふれるほどの恵みで満
たして下さるでしょう」。

恵子の郵便ポスト

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)

朗読・岩島忠彦説教選

「空っぽの心」
より
（17日放送）

月〜金

霊性の源流を訪ねて―古代教父との対話―（再）
4日 「ロゴス・キリスト論」
11日「心を高く挙げようーヒッポリュトスから学ぶ礼拝の姿勢」
18日「洗礼と信条の結びつきーヒッポリュトスから再び学ぶ」
25日「福音書が4つである理由ーエイレナイオスの主張」

祈りの言葉に聞く―マザー・テレサに導かれて（再）

片柳弘史（カトリック・イエズス会司祭、宇部教会主任司祭）

●夜9：48〜

お相手・吉崎恵子

第3●夜10：15〜

PICK UP!

「本当の安らぎ」
（3日）
より

今月の

月

PICK UP!

番組案内

日

PICK UP!

FEBC

Megu（Genuine Graceボーカル）

※写真左からご出演順

第4●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)
23日 「親しいのは暗闇のみ」（詩編88編）

22日
「トーク&MUSIC」

●月刊誌5月号1面記事及び番組案内にて番組「コーヒーブレイク・
インタビュー」
ご出演マリア松島純子氏の肩書きに誤りがありまし
た。
̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。
誤）正教会大阪ハリストス教会信徒、聖歌隊指揮者
正）大阪ハリストス正教会信徒・正教会聖歌研究者

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。

