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人はどうして裁くのか

　今回は「人を裁くな」という教えを、毎日人を裁いて
いる我々がどうしたら実行できるのか、そのことを考え
てみます。

■二本の柱 D
　31節と36節を直訳すると、以下の通りとなります。

31人があなたがたに行うようにとあなたがたが望む
とおりに、そのようにあなたがたは人に行いなさい

36あなたがたの父が慈悲深いとおりに、あなたがた
は慈悲深くなりなさい

同じ構文がこの二箇所にだけ使われていて、今日の箇所
全体の「2本の柱」になっており、これによって3つの小
段落に切り分けられると考えました。

■第一小段落 ①
　ここでは、「愛する」ことが、「親切にし、祈る」と
いう行動を生み出し、更に「頬を差し出す、下着をも拒
まずに与える」と深められていって、最後は「求める者
には、だれにでも与えなさい」となっています。ですか
ら、キーワードは「愛する」と「与える」で、愛するこ
とが純粋になっていくと与えることになっていくのだと
言いたいのだと思います。つまり、27～38節全体のテー
マが「愛することは与えること」なのです。

■第二小段落 ②
　32～34節には「罪人」という表現が繰り返し出ている
一方で、35節は「しかし、あなたがたは」と始められま
す。ですから、ここでの「罪人」は悪いことをした人の
意味ではなくて、「あなたがた」に対する言わばイエス
に従う気のない人であって、そのような人でも、そのく
らいの愛することはやると言っている訳です。
　よって問題になるのは、35節以下の「あなたがた」つ
まりイエスに従おうとする人々は、「罪人」の段階で終
らずに、敵を愛することによって、いと高き方の子、神
の子となるんだと言っています。また、この小段落では
「愛する」という言葉が5回も使われ、ここのテーマは
「愛すること」になります。

■第三小段落 ③
　「人を裁くな、そうすれば…」のように同じ構文が続
いて、「与えなさい。そうすれば、あなたがたにも与え
られる」で終わっています。また続く「押し入れ、揺す
り入れ、あふれるほどに量りをよくして、ふところに入
れてもらえる」の「入れてもらえる」は原文では「与え
られる」の意味です。ですからここのキーワードは「与
える」であり、「あなたがたにも与えられる」の与えら
れ方が尋常ではないと言いたいのだと思います。

　最後の結ぶ言葉「あなたがたは自分の量る秤で量り返
されるからである」は、非常に重たい表現です。という
のは、「量り返される」と受動形が使われましたが、量
り返すのは一体誰でしょうか?直前の「入れてもらえる
(与えられる)」などと同じく、これは神的受動形と言い、
神という言葉を口にしないで行為主体が神であることを
表す修辞法です。

　また、第一小段落①と異なり、第二②・第三小段落③
では、神を表す表現があります(38節は神的受動形)。
　つまり、この神が重要です。「人にしてもらいたいと
思うことを、人にもしなさい」(31節、D1)は、誰もが認め
る黄金律とも言われるものですが、神の存在が意識され
ていません。その一方で、「あなたがたの父が憐れみ深
いように、あなたがたも憐れみ深い者となりなさい」(36
節、D2)では、「あなたがたの父」つまり神を登場させて
います。
　従って、①で「愛することは与えること」というテー
マが、②ではキリスト者の求められる「愛すること」
が、③では神的受動形を用いて「与えること」が説かれ
ていますが、この二本の柱(D1,D2)によって「愛するこ
とは与えること」ということは、人間の思いだけで神を
認めなければ、幸いな生活には至ることが出来ないと教
えようとしたのだと思います。最初に述べたように「人
を裁く」ことはやってはいけないことだと分かっていて
も、実際には私たちは人を裁いてしまう。なぜならそれ
は、神が我々の視野から消えているということだからで
す。
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TeaRoomルカ 22章のガイドの中で、「ここでの
ペトロは、主イエスを見てはいましたが、むしろ
自らは別に置いて、主イエスを観察するものでし
かありませんでした。」という一文にドキリとさ
せられました。というのも…私事ですが、数か月
前、夫から突然「仕事を辞める」と告げられました。
二十年以上同じ職場に勤め、大きな不満など聞い
たことがなかったのに、理由を訊ねると、これま
でにない勢いで上司や職場への不満を話し出しま
した。私はなるべく冷静に自分の意見を述べまし
たが、「俺の気持ちなど分かるはずがない」と言
われてしまいました。

身近な人ほど、寄り添っているつもりでも、観察
して愛から離れていることがあるのだと、自分を
省みて悲しくなりました。その後、私自身の弱
さや夫のことを毎日お祈りしました。ずいぶんと
経った頃、次の職場が決まり、夫に笑顔が戻りま
した。私たち夫婦にとってお互いを考えさせられ
るきっかけになった出来事でした。

夫から突然
「仕事を辞める」と告げられ… 2日

マタイ受講中の女性

今、神様と大げんか中です  19日
女性

FEBCの礼拝のメッセージで「あなた (神 )にはで
きます !」と祈る皮膚病の人と百人隊長の信仰に
ついて聞き、同じように祈ってみました。そした
ら私は、足を踏み鳴らし怒りを込めて「あなたな
らできると信じて祈ってきたのに !」と叫んでい
ました。

夫の暴力に耐えながら夫を愛せるようにと祈った
毎日も、離婚を決意したときも、「生きて行くの
には家族や友人よりもお金」と思うようになって
しまうまで、「何度も何度も祈ったじゃないか !私
をなんで放っておくんだよ !」と怒っている今の
私。その奥にある「大好きだった神様からずっと
返事がない」事への悲しみ。
多分私は今、神様と大げんか中なんだと気づかさ
れました。しかも私から一方的に。

どうしたら神様への失望と悲しみと怒りから解放
されるのでしょうか ?

聖書の理解について気になっていることがありま
す。主イエスが、ユダヤの民衆に向けて説かれた
当時と現代とでは、時間的にも場所的にも大き
な隔たりがあり、私たちが聖書に書かれているこ
とを単純に理解することさえ、とても難しいのは
わかります。でも、現代ほど教育水準が高かった
とはいえない当時の民衆に合わせて説かれたみ言
葉が、なぜ現代の我々とって理解するのがこれほ
ど難しいのでしょうか ?わかりやすく説かれたの
であれば、我々も当時の時代背景を勉強して、素
直に心を傾ければ理解できるのではないでしょう
か ?あまりに難しく考えすぎているということは
ないのでしょうか。一信仰者としては、「真意は
こういう意味だ。」と分かればよいような気がし
ます。いかがでしょうか。

なぜ聖書は現代の我々にとって
これほど理解が難しいのか 10日

男性

「今教会に行くことが出来ない状
態ですが、『主イエスの十字

架は、全ての人が主を呼ぶところで神
との交通を可能にして下さった』との
メッセージに励まされました。今いる
場所で祈り続けたいと思います」と書
いて下さって、聖書通信講座をお申し
込み下さり、本当に嬉しいです !それ
は他でもない、イエス様が「私に近づ
きなさい、私の言葉を心の中に蓄えな

さい。それがあなたの信仰になるから。すでに信仰になっ
ているから」と、招いて下さったんだと思います。
　私たちは鈍いものだから、聖書を読んでも、それが私に

ご献金 5,419,100 円 （835 名）

5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 1,641 名／ 1年前 1,447 名

1,415名

ルカ8章 40～ 50節「ヤイロの娘とイエスの服
にふれる女」。12年間愛されて幸福に生きてきた
ヤイロの娘が死にかけていた。同じく12年間、
血の道を患い誰からも助けてもらえず全てを失っ
た女がいた。イエスは女を癒やされ「あなたの信
仰があなたを救った。娘よ、安心して行きなさい」
と、女にその人生を返して下さった。これは現代
でいうとどういうことなのだろうと考えます。

私も難病を得て14年になります。死ねたらどん
なに楽だろうと願ったこともしばしばです。でも
ある時、私は生きている価値がある者で愛される
存在なのだ、と主が私の心に語りかけて下さるの
を聞きました。暗闇のような日々でさえ「主に生
かされていた」と気がつきました。それが「出血
が止まった」ということかもしれません。

生き返ったヤイロの娘の幸福な12年間も恵みで
あり、病気の女の12年間だって主は祝福してお
られたのではないかと思います。世間から見て幸
福そうであれ不幸のどん底であれ、主から見ると
大切な愛してやまない欠点だらけの私たちなので
すね。

難病を得て、暗闇のような日々でさえ
「主に生かされていた」と 9日

ルカ受講中の女性

（前月より±0名）

5月末の

語りかけられた言葉だとは、なかなか分からないですよね。
でも、生まれたばかりの赤ちゃんは何も自覚していなくて
も、お母さんの胸にしっかりと抱かれて、お母さんの声を
聞いている…。赤ちゃんて、8ヶ月になるまで自我がない
んですって。赤ちゃんの自我はお母さんの自我、お母さん
と一体なんだそうです。私もね、「私の信仰」なんて言える
ものはないと思うんです。自分の信仰というよりも、私に
語りかけて下さっている主イエス・キリストが、私の内に
宿って生きて下さる。このイエス様の信仰によって私たち
は神様に出会い、神様の声を聞き、上を見上げることが出
来るのですね。今まだ本当につらいところにいらっしゃる
かもしれませんが、あなたはもうすでにイエス様の愛の中
にいらっしゃることを信じて、祝福を祈っています。 (3日 ) 

̶１ページより続き
「『人を裁くな』―自らの限界を知った者にとってのイエスの新しさ」

『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
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　両親がクリスチャンで祖父は牧師でした。幼児洗礼
を受けて、信仰告白は中学3年生の時です。30歳で東京
神学大学に入ったのですが、それまでは10年間システム
開発の仕事をしていました。私は牧師を目指していたわ
けではなく、仕事がとても楽しかったので、ビジネスの
世界で生きていくんだと思っていました。
　実は21歳の時結婚しましたが、その時に祖父母が
「献身しないか」と声をかけてくれていたんです。でも
その時は断わり、それから約10年後、仕事で昇格の推薦
をしていただいたんですが、なぜか社長だけが「佐々木
はまだだ」と。頑張って成果も上げているのに、納得が
いかなかった。しかしその当時、創世記を聖書勉強会で
学んでいて、いくらアブラハムが自分の考えで歩んで
も、神は必ずアブラハムのために備えている道に戻すん
ですよね。もしかしてこれは、牧師の道へ進みなさいと
神様がおっしゃっているのかなと思いました。

―全く新しいゼロからのスタートですよね。

　はい。ただ私は、きっとこの道はワクワクするような
歩みになると確信がありました。

―どうしてですか？！

　創世記17章1節の神様がアブラハムに語るところです
が、新共同訳は「わたしは全能の神である。あなたはわ
たしに従って歩み、全き者となりなさい」となっていま
す。しかし、英語の翻訳だと、「わたしに従って歩み」が
「私の前を歩み」となっているものが多いんです。神様
の後を従っていくというのは分かるんですが、神様を背
にして自分が前を歩くっていうのは、今までの自分の信
仰理解にはなかったことです。神様は、こんな不思議な
ことをおっしゃるんだと思い、ご自分の前でその歩みを
させる神様ってなんて魅力的なんだろうと思いました。
一緒にワクワクした人生を歩みたい、いや歩めると。

―御言葉が心に届いたんですね。

　でも実はどうにも決心できずにいたんです。ある時、
教会学校で子どもたちに紙芝居を読んでいる中で、ペ
テロが主イエスに呼ばれて召される時のみ言葉が、自
分への呼びかけとして聞こえたんです。

「イエスはシモンに言われた。『恐れることはない。
今から後、あなたは人間をとる漁師になる。』そこ
で、彼らは舟を陸に引き上げ、すべてを捨ててイ
エスに従った。」（ルカ5：10
～11）

　
　ペテロは今の今まで漁師とし
て働いていたのに、イエスに呼
ばれると、舟を陸にあげて全て
を捨ててイエスに従って行ってしまうんですね。「あ、こ
れでいいんだ」と思ったんです。主イエスから呼びかけ
られただけなんだけれど、でももうついて行っていいん
だと、その紙芝居を読みながら決心が与えられたんで
す。主イエスのなさることが力強かったからです。その
道を行かざるを得ない、主イエスを信じて歩むことしか
出来ない…そのように、主イエスがなさった。そう思っ

ています。
　神学校に入ってからも同じです。私が非常に悩まされ
るのは、自分の罪です。罪を持ちながら主イエスに従う
ことは苦しい。自分の罪との戦いの大変さから、早く天
国へ行けたらと思うほどでした。しかし、聖書の言葉が
私を解放する出来事を経験してきました。ヨハネによ
る福音書では、イエスは「成し遂げられた」もしくは
「終わった」と訳される言葉を言って息を引き取られる
のですが、こんな人生嫌だ、もう死にたいと思うような
悲しい歩みは、主イエスが十字架の上で「終わった」と
宣言して下さっている！その時、罪にばかり目を注いで
苦しみ続ける人生は終わっていると気付かされたんで
す。主イエスを信じて主イエスにすべてを任せたクリス
チャンの歩みは、ただ苦しみ続けるのではなくて、あの
墓から出てこられた主イエスと一緒に新しい自分を生
きる、主イエスと共に活き活きと歩み続ける、そういう
人生がもう始まっているんです。ただ罪に苦しむ歩みは
終わりました。 （文責・月刊誌編集部）

ご出演 : 佐々木真理　東京神学大学神学生
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
7月7日放送　毎週土曜夜10時4分より28分間

「ここでは、『召命』を在学中も繰り返し確かめて
います。危機を乗り越えるのは、やはり『召命』だ
からです。ですから、ある意味でふるいに掛けてい
るのですが、神学校もまた、共にふるいに掛けら
れているんです、神様の厳しい問いかけの前に。
時々、『御心のままに』なんて言いながら、どこか『召命』が他人
事だったりする人がいるんです。でも、誰に批判されたって神学校
に来るっていうくらいでないと困るんです。私は一牧師としては
『献身したい』という人には『やめておけ』って言うんです（笑）。
それにも関わらず来るようでないとね。」

東京神学大学学長・大住雄一氏

神学生インタビュー・東京神学大学編

この他の神学生インタビューの放送は
「７月の番組案内」をご覧ください。

神学校インフォ

キリストが
肉をとられたということ
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「そこでキリストは自分が昔形造った人間を自らのうちに
再統合した。」

　二世紀後半のリヨンの司教エイレナイオスのこの考え方は、
ローマの信徒への手紙5章12、19節のパウロの考え方を受け
ついでいます。
　アダムという一人の不従順が人間を罪に落とし、私たちは
神の似像すなわち創造のはじめに神から与えられた人間性を
失い、神から遠く離れてしまいました。ところが神の独り子イ
エス・キリストの従順、すなわち十字架における苦難と死に
よって、人間性が回復され、人間の存在に再び統合されたと
いうわけです。言い換えれば、エイレナイオスはキリストによ
る人間の救いを「再統合」という言葉で表現し、救いの歴史
におけるアダムとキリストとの密接な関係のうちに、壮大なキ
リスト論を展開したと言うことができます。
　問題はそこから先なんです。じゃあそれは私と何の関わり
があるのかってことになると思うんですけど、私たちもイエス
様の本質に参与することができる。イエス・キリストの人間性
というものをもう一度いただくことができるんです。

̶私たちは赦された罪人、再統合されたはずなのに繰り返
し罪を犯してしまう・・・
　確かに私たちの生涯は、ルターが言うように、一生涯悔い
改めの生涯でなければならないんですね。人間は本質では神
様によって罪を赦されていて、失ってしまった似像を私たちは
すでに回復されてる。だから今、私たちは神様と祈って対話す

ることができるんです。
　エイレナイオスは、イエス・キリストとアダム、その密
接な関係のうちに、私たち人間の救いを考えていたわ
けなんです。キリストが肉をとってこの世界に来られた
ゆえに、本当の人間性というものを自らの内に結合して
くださった。

̶でもそもそも、アダムの罪の責任を、どうして私たちが負う
のですか？
　大事なことは、聖書が語っているアダムっていうのは、私以
外の人のことじゃないんですよね。私のことです。してはいけ
ないことをし続けてしまう。これは誰でも思い当たって、そうい
う存在として、自分がアダムであるっていうことに気づくんじゃ
ないかと思うんですね。だから私たちが何か立派になって再
統合がなされるんじゃない。これは本当に神の恵みです。

̶それにしても「再統合」っていう発想はすごいですね。
　なぜ人間が救われるかを説明しようとした
言葉ですよね。「イエス様が肉をとった」って
言いますけれども、じゃあなぜそれが私たち
の救いになるのか。当時エイレナイオスが戦っ
ていたグノーシス主義者は、人間の肉体は無
意味で、肉に閉じ込められているがゆえに私た
ちは苦しいし、悪を行ってしまうと考えました。ですから、肉か
ら離脱することが救いだと考えました。ところがキリスト教は
そうではありません。むしろ神の独り子が「肉をとる」っていう
ことは、失なわれた神の似像を、本当に人間として自らの内に
もう一回引き受けてくださったことです。ですから人間性って
いうのは、本当はキリストご自身の中にある。神と向かい合っ
て、応答し合う神の形というものに生きた人間のあり方を、キ
リストご自身が持っておられるということです。

　イエス様は朝から晩まで病人を癒して、従っていた弟子たち
は疲れ切って寝ちゃう。次の日イエス様の寝床が空で、弟子た
ちが捜すと、イエス様は一人で寂しいところで祈っておられ
たっていう話が出てきます。ここに本当の人間の姿を垣間見る
ことができるように思うんですね。神といつも向かい合って祈
りの関係を持ち続けられたんです。
　だからこそイエス様はまことの神であってまことの人なんで
す。そこで初めて人間っていうのはどういうものかがわかる。
あるいはまことの人ゆえに、本当の神っていうのはどういう方
であるかを示すこともまたおできになるわけですね。

̶そのことを信じうるように神様は聖霊をくださるんです
ね。
　聖霊こそイエス・キリストがどういう方であるかをはっきり
示します。だから聖霊の働きは何か自分が熱狂的になるよう
なことではなくて、ただイエス・キリストを明らかにするものな
んです。 （文責・月刊誌編集部）

霊性の源流を訪ねて―古代教父との対話―（再）
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
7月2日放送　毎週月曜夜9時48分より22分間
第14回「再統合の思想̶エイレナイオスにとっての救い」より

東京神学大学とは・・・
総合大学の中の神学部というのは他校にもありますが、神学部のみで大
学を形成しているのは、実はここだけで、日本で唯一の神学専門の単科大
学が、東京神学大学です。
日本のプロテスタント宣教の中心的人物である植村正久による東京神学
社、更には、1873年に宣教師S・R・ブラウンが設立した「ブラウン塾」に遡
る歴史の中で、長老派の伝統をベースに、メソジストなどのいくつかの神
学校の伝統が一つになり、日本基督教団立の神学校として多くの伝道者
を輩出してきました。
教会に仕える伝道者を生み出すために課されている神学教育は、質にお
いても視野の広さにおいても、世界水準を志しています。

お問い合わせ先：東京神学大学
〒181-0015　東京都三鷹市大沢3-10-30
TEL 0422-32-4185（月曜日は事務室は休みです） 

にすがた

神学校インフォ



日 月

火 ●夜9：47～
旧約聖書のこころ（再）
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)

●夜10：14～
主に向かって歌おう

●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
1日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『天国は既に来ている』(マタイ12：22～32)
8日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『動かぬ土台』(マタイ22：34～40)
15日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『ほかの福音ってある？』(ガラテヤ1：6～10)
22日 日本基督教団筑波学園教会(写真上)・福島純雄牧師
 『成長させて下さるのは神』
 (コリント一3：1～9)
 (茨城県つくば市東新井24-10-2/
 電話0298-51-1713/礼拝10：30～)
29日 日本キリスト教会鶴見教会(写真下)・高松牧人牧師
 『わたしの霊を御手にゆだねます』
 (詩篇31：1～17、ルカ23：44～49)
 (神奈川県横浜市鶴見区豊岡町31-9/
 電話045-582-8694/礼拝10：30～)

8日 「ペトロの祝日のミサ」 15日　「パウロの祝日のミサ」
22日、29日「詩編を祈る」

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）

15日 「御言葉を待ちわびる」

第3●夜10：15～
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）

PI
CK
 U
P!神水教会「動かぬ土台」より（8日放送）神の言葉というのは、預言者たちが葛藤しながら、苦しみながら聴いたように、

神様とがっぷり四つに相撲を取りながら聴くようなもの。皆さんも聖書の言葉
が、厳しい剣として聞こえてくることがあるのではないでしょうか。それは正し
い聴き方です。「神様がこうおっしゃるんだ。でもそれに従えない私がいる」と、
一生懸命に取り組みながら聴く。そこに命が、血が流れていくみ言葉が生まれ
ていきます。そこから、神を愛すること、隣人を愛するということが始まるのだと
イエス様は言われたのです。

16日 「病のため歩くことが大変になり、『あとどのくらい教会に通えるだ
ろうか』と思います。」

17日 「キリストを信じたら他の神を信じることは許されないのはなぜで
しょう。信じる神の一つではいけないのですか。」

26日 「風俗店の仕事を辞めたいけど意思が弱くて、また金銭的事情で辞
められません。」

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～
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）

●夜9：48～
霊性の源流を訪ねて―古代教父との対話―（再）
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
2日 「再統合の思想ーエイレナイオスにとっての救い」
9日 「聖霊と教会ーエイレナイオスの聖霊理解」
16日 「信仰の土台ーエイレナイオスの信仰理解」 
23日 「洗礼の恵みーテルトゥリアヌスの『洗礼について』」
30日 「悔い改めと赦しーテルトゥリアヌスの『悔い改めについて』」

2日 「教会では『祈ってますね』と笑顔でかわされ…」
9日 「死んでしまいたい」
16日 「長倉さんは本当に信じていますか？」 
23日 「幸せをつかみたいと思う私は俗物なのでしょう」
30日 「辛い時に教会で祈ったから今があると」

3日 「あなたの『心』はわたしにはない
～名詞レーヴ～」（士師記16：15～18）

10日 「わたしがその『責任を果たし』ましょう
～動詞ガーアル～」（ルツ記4：1～10）

17日 「『堕落』した女だと誤解しないでください
～名詞ベリッヤアル～」（サムエル上1：9～20）

24日 「王が我々の上に『君臨す』べきだ
～動詞マーラーク～」（サムエル上12：6～21）

31日 「サウルは主に託宣を『求めた』が
～動詞シャーアル～」（サムエル上28：4～25）

3日、10日、17日、24日、31日　「『愛』の賛美歌」

2日 「キリストと同じように」（マルコ6：30～34）
9日 「過ぎ去るものと、過ぎ去らないもの」（マタイ13：24～43）
16日 「尊い真珠」（マタイ13：44～52）
23日 「マルタ的なもの」（ルカ10：38～42）
30日 「切に願うべきこと」（ルカ11：1～13）

3日　「主は我らの救い～飼い主イエスの深い憐み〈後半〉」
（エレミヤ23：1～6、マルコ6：30～34）

10日 、17日「これはわたしの愛する子、これに聞け
～光り輝くイエス様」（ダニエル7：9～10、マルコ9：2～10）

24日 、31日「『わたしを食べて生きろ』と迫るイエス」
（箴言9：1～6、ヨハネ6：51～58）

●夜10：15～
Echo of Voices 長倉崇宣(日本FEBCスタッフ)

●夜10：28～
朗読・岩島忠彦説教選

●夜10：28～
御足の跡を

PI
CK
 U
P!「死んでしまいたい」より（9日放送）お便りをお読みして、詩編142編の言葉が思い浮かんだんです。「わたしの霊がな

え果てているとき、わたしがどのような道に行こうとするか、あなたはご存じで
す。」本当に霊がなえ果てて、もう心の置き場がなくて、当て所なく彷徨ってしまう
…その私たちの行き先を神様はご存じでいてくださる。そこで両手を広げて「あな
たは生きろ」って仰ってるんじゃないかって。「もう一度信仰をやり直したい」って書
いてくださった…「生きることをやり直したい」って叫んでいるような気が僕にはし
たんです。

PI
CK
 U
P!「『わたしを食べて生きろ』と迫るイエス」より（24日、31日放送）早矢仕：イエス様はすごいこと言うてるよね。「わたしの肉を食べ、血を飲まなけ

れば」って。
長倉：ちょっとグロテスクというか…。
早矢仕：ほんまやね。「あなたたちが生きるために私を殺せ」っていうことや。な
んでこういう言い方しはったのかな？こう言う以外になかったのかな…。

PI
CK
 U
P!「さばきからの自由」より（18日放送）「他人の僕をさばくあなたは、いったい何者であるか」（14:4）。あなたが人をさ

ばく時に忘れていること、それは、他人の僕をさばいているということ。僕とは、
主人の者であり、主人はその者が倒れるのではなく、立たされることを考えてい
る。他人の僕とは、イエス・キリストの僕です。その者を、他の者がどんなに役立
たない者と認めたとしても、主は立たせることが出来る。その者をなぜあなたは
倒すのか！それで教会の交わりが成り立つのか、とパウロは語ります。

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）

●夜10：29～
イエスに誘われ聖書旅

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）

4日  「良い形の信仰」（ローマ13：11～14）
11日 「何を着るか」（13：11～14）　
18日 「さばきからの自由」（14：1～4）
25日 「だれのために生きるか」（14：5～12）

4日  「復活のキリストを証しするために」（マルコ16：1～11） 
11日 「リスナーの手紙から『楽しく生きる』」（コリント一13：1～7）
18日 「高齢者の福音

『愛媛の八幡浜教会の兄弟たち』」（ヨハネ15：11～17）
25日「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

4日  「主よ恵みのみわざを」 11日　「希望を捨てずに」
18日 「戦いを捨てて」 25日　「victory in Jesus」

火

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

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） 

木
5日 「本当の権威とは」(ルカ20：1～8)
12日 「私たちの滅びの業から始まる神の業」(20：9～19)
19日 「神のものを神に返すために」(20：20～26)
26日 「アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてあなたの神」(20：27～40)

●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）

早矢仕宗伯(「New Creation Arts Movement イエスの風」牧師)
お相手・長倉崇宣

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
6日 「与る者を遣わす、豊かな現実ー聖餐について」 

金

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

13日 「『人を裁くな』
ー自らの限界を知った者にとってのイエスの新しさ」(ルカ6:27～38、他) 

第３／４●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）

20日 「小さな育ちゆく信仰」(詩篇38)　
27日 「恩寵と献身」(詩篇51)

第３／４●夜10：20～
MeguのCCM insight! Megu（Genuine Graceボーカル）

20日、27日 「ゲストはゴスペルシンガー・
宣教師のベドウ路得子さん」

土 ●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)
7日 「虚しさの中、一人夜を過ごす」(ルカ2：8～20、他) 
14日 「容姿も能力も人より劣る自分が惨め」(マルコ5：1～20) 
21日 「私は『茨の中に蒔かれた種』」(マルコ4：1～9、他) 
28日 「狭い人間関係に疲れ、孤独を感じてしまう」(使徒17：22～29、他) 

●夜9：53～
Kishikoのひとりじゃないから

7日 「私の夢」 14日 「新しいカーテン」
21日 「お委ねする」 28日 「インフルエンザ」

●夜10：28～

聖書を開こう
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1～3●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

28日 「わたしの足がよろめく時」（詩編94編）

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)

〈東京神学大学編〉
7日 佐々木真理 14日 上田充香子

〈東京聖書学院編〉
21日 島　恵司

※月刊誌1面参照
※月刊誌増刊号1面参照

Kishiko(ゴスペルシンガー) 

PI
CK
 U
P!「使徒ペテロの祈り」より（12日放送）ペテロは、あのペンテコステの経験以来、行動の人から祈りの人へ変えられまし

た。使徒9章では、食事の準備までの短い時間、屋上で祈っていたと記されていま
す。その短い祈りから、ペテロに驚くべき幻が示され、異邦人伝道へと展開していっ
たのです。たとえ短い時間でも、神様の前に一人静まって祈ることを身につけようで
はありませんか。あなたのそのひと時の祈りを、イエス様はどんなに待ち構えてお
られることでしょう。

PI
CK
 U
P!牧師家庭で生まれ育ち、クリスチャンになったベドウ路得

子さん。でも、それが自分で求めて得られた結果でない事
に、息苦しさをずっと持ちつづけていました。そしてその葛
藤の中で、一念発起。しがらみの無い所で聖書を学ぶために単身でアメリカの神学
校へ渡ります。そこでべドウさんがまのあたりにした衝撃、主イエスの愛の全く新し
い姿とは…！ゴスペルシンガーとして、宣教師として。そのお働きの原点となったお
話をたっぷりお聴きしました。

PI
CK
 U
P!困難にぶつかったり、悲しいことがあったり、幾度も幾度も足がよろめきました。自分

が病気であると告げられた時、誰でも足がよろめき、思い煩いが胸を占めるでしょう。
しかし、「『足がよろめく』とわたしが言ったとき、主よ、あなたの慈しみが私を支えて
くれました。わたしの胸が思い煩いに占められたとき、あなたの慰めがわたしの魂の楽
しみとなりました。」（詩編94：18、19）と。何度この詩編の言葉を噛み締めながら生
きてきたことでしょう。

PI
CK
 U
P!「容姿も能力も人より劣る自分が惨め」より（14日放送）「容姿も能力も劣っている。幼い頃からバカにされてきた。」私は中学一年生の時、不

登校で通知表はオール1でした。学校へ行かない一年生を二回して、二年生の時に隣
のクラスの子が私に声をかけてきたのです。彼も私と同じ、勉強も体育もできませんで
した。同類の匂いがしたのでしょう。十代の時のたった一人の親友です。メールを下
さった方のお心に、忘れられない人はいるでしょうか。容姿や能力は大した問題では
ありません。重要なのは、「誰と、どのように生きたのか」です。

●夜10：14～
祈り―親しき語らいへの扉（再）

5日 「モーセの祈り（2）」 12日　「使徒ペテロの祈り」
19日、26日　「パウロの祈り」

木
杉本　勉（日本ホーリネス教団上野教会元牧師）

※本誌表紙参照

神学生インタビュー

2018 年 7月
FEBC

番組案内

番組「幸いを告げるうた―詩篇」
「小さな育ちゆく信仰」（20日）より今月の

PICK UP!

2018年7月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物

詩篇38篇は、「嘆きの歌」と言われる詩篇の中でも、あまりに光の
見えない、絶望の中の叫びであります。今日で言う末期がんのような病
か、重い皮膚病にかかった人の歌ではないかと言われます。
　そういう時、神様に「助けてくれ」と祈るべきですが、人間というのは
そういう絶望の中にありますと、私の上に神の怒りが臨んでいるのでは
ないかという恐れに囲まれるわけです。この詩篇は、ほとんど嘆きとつ
ぶやきと訴えです。信仰なんてほんのわずか、お線香の光くらいにしか
見えないような状況です。
　しかしその中に、本当にかすかに残っている主への信仰が見られるの
です。わずかに残るその火を、神様は燃え立たせてくださるのです。

　「しかし、主よ、わたしはあなたを待ち望みます。わが神、主よ、あな
たこそわたしに答えられるのです。」（15節）
　この「しかし」という言葉は「ただひたすらに」という意味です。「あ
なたを待ち望みます」という言葉は、ヘブル語では完了形で、非常に強い
言葉なんです。神に対してこの詩人は決断をしたのです。

　けれどもその後、詩人の心は揺らぐのです。
「わたしは倒れるばかりになり、わたしの苦しみは常にわたしと共にあ
ります。わたしは、みずから不義を言いあらわし、わが罪のために悲し
みます。」（17～18節）

　私たちは「信じた」と思う。でもその舌の根が渇
かないうちから、上がったり下がったりするような
弱い者です。けれどもひとたび主の前にしたその決
断を、詩人よりも神様ご自身がお受けくださったと
いう事実があったことを見逃してはなりません。神
に向かって「主よ、あなた以外にご信頼申し上げる
ものはありません」と自らを差し出す時に、このお
方はそれを受け取っていてくださるのです。
　そして私はこの詩人の姿を、イエス様のご生涯の
中に見るのです。（文責・月刊誌編集部）

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

※月刊誌増刊号2面参照


