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　イエスは彼らに言われた。「どうして人々は、『メ
シアはダビデの子だ』と言うのか。ダビデ自身が詩編
の中で言っている。
『主は、わたしの主にお告げになった。
「わたしの右の座に着きなさい。 
　わたしがあなたの敵を
　　　あなたの足台とするときまで」と。』
このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、ど
うしてメシアがダビデの子なのか。」

（ルカによる福音書20章41～44節）

　ドナルド・トランプという人がおります。アメリ
カ合衆国の利益や都合を第一にするような彼の考え方
と言動で、一定数の人々が熱狂している。人々の暮ら
しや社会に対する不安、苦しい生活の実感から、この
暗い世の中を打ち破って欲しいという人々の期待が、
彼の言動に共鳴しているのでしょう。この「ダビデの
子」というのは、大変乱暴な言い方ですが、そういう
人々の思い描く期待を背負っている名前なわけです。
当時イスラエルは苦しい歴史を重ね、ローマという一
大帝国に支配されていました。神の国が、ローマ皇帝
という人間に屈しておると。だから、イスラエルの民
はダビデの家系から出るという救い主を待ち望んでい
た。ダビデは、この時代から千年ぐらい前のイスラエ
ルの王で、その長い歴史の中で名実ともに栄え富と名
声を勝ち得た、その時代を象徴するような存在です。
実際にイエス様は、このダビデの血筋だとマタイの福
音書には系図が書かれておって、事実関係で言えばイ
エス様はダビデの子なんですね。しかし、今日読んだ
ところでは、イエス様ご自身はそこで疑問を投げかけ
ていらっしゃる。人々のある大きな期待が重なり合っ
ているこの名を問題になさっているんだと思います。
強いアメリカをもう一度という政治家の言葉と、ダビ
デの時代の繁栄の再来の願いが込められた「ダビデの
子」という言葉。そこに、イエス様が投げかけてい
らっしゃる問いの意味が少し見えて来るんじゃないで
しょうか。

　ダビデの時代は神様が共に歩んでくださった。で
も、今は違う。それは目に見える豊かさや幸い、国の
繁栄や力というものと、神様が共にいてくださる事と
結びつけるからです。それはいかにもわかりやすい神
様の祝福ですが、現実はそれと違う。だから神の恵
みが離れ、神様はもう共にはいてくださらないと考え
るのです。しかし神の恵み、祝福とはそれほど不確実

　ボンヘッファーはナチスのイデオロギーを明確
に批判し、告白教会を組織して反ナチス闘争の先
頭に立ち、ヒットラーの暗殺を決断します。しか
し捕まって、39歳で処刑されました。
　私が彼の名前を初めて見たのは神学生の時で、
カール・バルトの『教会教義学』の中です。バル
トが暴君の暗殺を肯定的に考え、彼の決断を良
しとした。私はショックで胸が静まりませんでし
た。それはキリスト教倫理から許されるのか、
キリスト教信仰への裏切りと逸脱でなかったか、
と。

なものでしょうか。神様が、私どもの方を向いてく
ださったり、くださらなかったりするのでしょうか。
「ダビデの子」、この言葉はいかにも神を信じる者の
言葉であるようだけれども、実はそうではない。実際
には神様への全幅の信頼を失っている姿があった。そ
こでイエス様は、詩編110編の言葉を引用されて語ら
れた。

『主は、わたしの主にお告げになった。
「わたしの右の座に着きなさい。 
　わたしがあなたの敵を
　　　あなたの足台とするときまで」と。』

　右の座につく―いわば神様の右腕となって、その目
的を果たすまで決してそこから動かれる事はない。イ
エス様は、そういう救い主の姿をここで私たちに教え
てくださった。神様は、私たちの救いのためにはテコ
でも動かれないのです。ならば、どうしてダビデ時代

の再来が必要なのでしょうか。実際ダビデの時代は、
ダビデとその子ソロモンの時代だけしかもたなかっ
た。やがて国は分裂して、イエス様の時まで1000年の
時が流れました。それは、イスラエルの理想からすれ
ば、まことに暗い時代です。しかしその時でも、イス
ラエルの傍らから離れずにとどまっておられた方があ
るのだと、イエス様は仰るのです。そして、その長い
間は、民が曲がりなりにも信仰を求め続けました。こ
んなイスラエルではダメなんだと、み言葉をずっと携
え続け、伝え続けたわけです。決して離れることの無
い神がおられたからです。この1000年の歩みこそ、信
仰にとって重要なのではないでしょうか。

　イエス様は、人々が期待するダビデの子とはおよ
そ異なる歩みをなさいました。馬小屋でお生まれにな
り、貧しい大工の息子として歩まれ、徹底して貧しい
者として生きられた。ひたすらに貧しく弱く、悩みを
抱えている一人ひとりを訪ね歩いて出会われた。つい
にはあの十字架において、その命をお捨てになられた
んです。私たちの歩みも同じではないでしょうか。私
たちも暗い現実の中で、神様のみ言葉を求め続けてお
る。困難がある。何より自分自身の弱さや罪の姿があ
る。しかし、それでもテコでも私たちのもとを離れな
い神がいらっしゃる。その事を疑ったり、わからなく
なったりする時もあるでしょう。だから、自分の歩み
を見つめ直したいのです。神への信頼を。先にトラン
プさんの事に触れました。実際の政治は人々の様々な
価値や利害関係というものを調整していく知恵のはず
です。それは全く地道な働きを
積み重ねていく営みです。しか
し、むしろ信仰こそ、そういう
ものなのではないでしょうか。
神様が、主の日毎に私たちを呼
んで、み言葉を聞かせてくださ
るのはその為なのです。

(文責・月刊誌編集部)

　ボンヘッファーの『現代キリスト教倫理』が書
かれたのは、ヒットラー暗殺計画に加担していた
時期と重なります。そこで彼は、「イエス・キリ
ストに視線を集中した時に、我々の生き方がそこ
から導き出されてくる」と言います。その時の状
況の中で、責任を持ってキリストの呼びかけに応
答することだと言うのです。

「確固として立つ者は誰であろうか。それは、
自らの理性、自らの原理、自らの良心、自らの
自由、自らの徳、そういうものを究極の尺度と
はしない人間である。信仰に於いて、ただ神へ
の結びつきに於いて、従順な責任ある行為をな
すべく召しを受ける時、自分の持っているもの
それら一切を犠牲にする用意のある人間、その
生活が神の問いと呼び声に対する答え以外の何
物でもないことを望む、責任的な人間だけであ
る。そのような責任的な人間はどこにいるであ
ろうか。」

　彼はそれを「罪を引き受ける用意をすること」
と言います。何百万というユダヤ人が殺され、誰
も、教会さえも口を閉ざして抵抗もしない。

(2ページへ続く)
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聖書通信講座ルカ15章について。私は若い時か
ら教会へ行ってはいたのですが、信仰は上辺だけ
のものでした。普通の主婦、家庭孝行…なんて考
えていたら、いつのまにか教会を忘れてしまった
のです。12年もの間、教会へ行きませんでした。
その間、わが子の高校退学、夫への憎しみ…いろ
いろありました。でも私は神様に立ち返ろうとし
ませんでした。 
ある日曜日、心身共に疲れ切っていた私は座り込
み、ふと時計をみると10時半でした。その時です。
10時半、礼拝が始まる。オルガン前奏が聞こえ
てくる。皆が一斉に立ち上がって讃美歌を歌って
いる。…思い出したのです。イエス様が目の前に
いらっしゃって「やっと思い出してくれたね」と
やさしく私に言って下さったような感じがしまし
た。 
あれから 10年、私は教会へと導かれています。
そのころ聖書を手にとり、開かれたところが、こ
のルカ15章だったのです。「見失った子羊」「放
蕩息子」…まさに自分だと思いました。神は「あ
なたはわたしのもの」と抱きしめ、見つけたこと
を大喜びしてくださる方。私は本当に、主の許に
帰れて嬉しいです。神様は、離れていった私を待っ
ていて下さいました。もう神様から離れたくあり
ません。

10時半、 その時でした 6日
ルカ受講中の女性

肩肘張って祈るのが 
バカバカしくなります
  27日

ヨハネ受講中の男性

ヨハネ2章23～25節。しるしを見て信じた人々
のことは信用されなかったイエス。その人たちの
心の中をよく知っておられ、人間の奥深くに隠さ
れている嫌らしい気持ちも理解できるイエス。そ
んなイエスのことを考えると、祈りの際に肩肘を
張った言葉を話すのがバカバカしくなります。ど
うせ全て見通されているのだから、正直に話した
ほうが自分の心のためにも健康的だと思いまし
た。やっぱり健康な心というものは、悲しいこと
や辛いことがない心ではなく、悲しいこと辛いこ
と、そして嬉しいことにも正直な心のことでしょ
うから、私はそのような正直な心の持ち方で生き
ていきたいです。 

通信講座ヨハネ7～ 9章を読んで。「渇いている
人は誰でも、私のところに来て飲みなさい。」渇
いている人、様々な苦しみを抱えている人々に、
自分を信じてついてきなさい、とイエス様は教え
ているのですね。私は今の苦しみや不安から逃れ
たくて、死ぬことばかり考えてしまいます。 

時々何か小さなことで、あ !って思う時、イエス
様の存在を感じることがあり、信じて良かった、
信じ続けよう、と思うのですが、独りの恐怖に襲
われる時、神も仏も在るものか !と思ってしまい
ます。 

私はたくさん罪を犯しましたが、赦されたいと
思ったことはないんです。今の苦しみが、自分の
罪の罰だと思わないと、生きることを止めてしま
いそうで。イエス様には申し訳ないですが。しか
し読み進めていくと、本人が罪を犯したからでも、
両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人
に現れるためである、と言います。うまく説明出
来ませんが、私の罪も、神様に出逢う為だったの
かな、と思ってしまいます。

赦されたいって 
思えない 14日

ヨハネ受講中の女性

あなた様のそのお苦しみ…お嬢様
と一緒に死のうと思ったことが

何度もあって、でもお嬢様の笑顔に思
い止まられたと…。今日も死なずに生
きていて下さって、ありがとうござい
ますと申し上げます。 
　高校、大学の母校で教わった「セ
キュウイミニメ」、これはラテン語で
すね、「我に従え」という言葉がお心
にあるとのこと。その時から神様は、
あなた様のお心にその言葉を植え付け

て下さったんだと思いました。過酷な日々のただ中で問わ
ずにはいられない、「人は何のために生きるのでしょう。生
きることの真理とは何ですか。この状況を見て神は何をお

ご献金 3,747,764円 （833 名）

6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 1,645 名／ 1年前 1,440 名

1,402名

今私は十字架に思いを馳せています。信仰を持っ
てから、早30年。でも自分は本質的なところで
は、信仰を持つ前とあまり変わっていないと思
います。先日読んだ記事に、「何も変わっていな
いと思うのは、自我が砕かれていないからだ」と
書かれていました。本当にその通りだと思いまし
た。実のところ、十字架の意味も、本当に分かっ
ているとは言えないと思います。私は時々、十字
架により罪が赦されたということを心から知りた
い !と思うことがあります。理屈ぬきに、ただ分
かりたい。それがどれほどの喜びなのか、頭では
なく、心で知りたいのです。分かっていただけま
すでしょうか。こんな強い思いが心にあることさ
え、神様の恵みかもしれません。

理屈ぬきに 
ただ分かりたい  15日

女性

（前月よりー13名）

6月末の

考えなのですか。」 …本当に、私も「どうしてですか」と聞
くしかない者です。でも、「何のために生きるのですか」 と
叫ぶお相手、それが、あなた様のお心に刻まれた「我に従
え」と言われたお方です。このお方の愛の中に飛び込むこと、
それがこのお方の思いだと私は信じます。 
　この世には苦難があるけれども、私に従いなさいと、イ
エス様はあなた様が高校生の時からおっしゃられていて、
今あなた様がお嬢様を愛して、ご自身を投げ出して介護し
ていらっしゃる、その生き方を神様は本当に「よくやって
るね」と言って下さっていると信じて、どうぞ神様にすがっ
ていかれますように。どうぞ放送を聴き続けて下さい。必
ずイエス様の慰めと愛を頂いていることに目が開かれます
から。あなた様とお嬢様のためにお祈りしています。
 (13日 ) 

̶１ページより続き

「FEBC 特別番組 権力と信仰―ボンヘッファーの信仰に学ぶ」

村上伸より

そして、至るところで戦争が始まっていく時代
に、彼は「ヒットラーを殺す」という決断をし
た。それは悪だと彼はよく分かっていた。彼は
「私がやっていることは、罪である。私は神様
の裁きを受けるだろう」と言ったそうです。しか
し、何もしないで見過ごすことも悪ではないか。
彼にとって、責任的に生きるとは、自分の手を汚
すことだったのです。彼は、それが悪であること
を知りつつ、敢えて自分の手を汚し、罪ある者と
なるという決断をした。ですから、この本の核心
で彼は言うのです、「キリストは罪人として死な
れたではないか」と。

―私たちは具体的にどうしたら?

　現代の日本には危険な兆候があります。キリス
トに従って責任的に生きるとは何かを今こそ真剣
に考えなくてはなりません。それは、最後は一人
ひとりが決断せざるを得ない。その時は孤立無援
の戦いに耐えなければならない。
　私は思い出すのです。

「そして、人々があなたがたを連れて行って引き
わたすとき、何を言おうかと、前もって心配する
な。その場合、自分に示されることを語るがよ
い。語る者はあなたがた自身ではなくて、聖霊で
ある。 」(マルコ13：11、口語訳)

　ですから、一般的な原則をお答えすることは出
来ないのです。この御方への信頼が決定的に重要
だからです。 （文責・月刊誌編集部）

FEBC特別番組

権力と信仰
―ボンヘッファーの信仰に学ぶ (再)

村上伸　日本基督教団元教師

8月 31 日放送 
金曜夜 9時 30 分より約 65分間

※ 1989 年に放送された公開講演
会の模様を再放送にてお届けし
ます。
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　東京聖書学院に入って4年目、出身はアメ
リカのコロラド州です。

―クリスチャンホームだったんですか？

　母がクリスチャンで、でも私は「自分は本
当に信じているのか」と疑いが起こって信仰
から離れ、高校も退学し、アルコールとかも
やったりして…。で、17歳の時に、ローマ書8
章を読んで、自分の罪がイエス・キリストに
よって赦されていると実感したんです。

「こういうわけで、今や、キリスト・イエスにあ
る者が罪に定められることは決してありま
せん。なぜなら、キリスト・イエスにあるいの
ちの御霊の律法が、罪と死の律法からあな
たを解放したからです。」（ローマ8：1～2）

　喜びの涙が溢れてきて、「あっ、大丈夫な
んだ、これからも大丈夫なんだ」って。悔い
改めの祈りをして、そこから変わった私を見
て、父もクリスチャンになりました。

ー日本に来ようと思ったきっかけは？

　日本のアニメにハマっていたんですが、
「ジョン、日本語覚えたの？」と母から言わ

れ、その一言で全く覚えていないことに
気付かされました。

　そしてちょうど、大学で学んでいたギ
ターを体の痛みで辞めざるを得なくな
り、時間に余裕が出来た時でした。日本
語の授業を取り、その時に臨時講師だっ
た日本人のクリスチャンの方がとても素晴
らしい方で、日本の宣教や教会の様子を知

りました。そして日本語サークルで知り合った友人との繋がり
から、北海道の旭川にある教会の牧師が英語教室の手伝い
を求めていて、大学を辞めて行く
ことに決めました。

　結構反対がありました。けれ
ども、不思議と「行け」という神
様の声が聞こえてきたんです。そ
れが2013年です。

―日本にいらしてどうでしたか？

　最初はすごく楽しかったです。
アニメの世界だ！と思って（笑）。
でも、言葉の壁もあって、精神的
にきつくなってきた。それこそ楽しいもの、神以外のもので自
分を慰めようとしていたんです。私は、宣教師のビザで日本に
来ていたんですが、そういう自分のみじめな姿を見つけて、す
ごく落ち込みました。

　そんな時、礼拝堂で奏楽の練習をしていたのですが、疲れ
きって涙が出てきたんです。そして急に、礼拝堂の中に神様の
臨在を感じて、神様の手が私の頭の上に置かれたような、温
かい感じがしました。すると、「これはわたしの愛する子、わた
しの心に適う者」という声が聞こえてきたんです。イエスが洗
礼を受けた時に父なる神から語りかけられた言葉です。この
イエスの十字架と復活によって、私にも同じように神から言わ
れているんだと分かりました。自分が罪深い生活をして落ち

込んでいるこんな時でも、キリストのゆえに私を「愛する子」
と呼ばれたんです。その時の曲のタイトルは、“Trust and Obey”
（信頼して従いなさい）。その時までのさまざまな思いが重
なって、主が私をさらなる献身に導こうとされていると確信し
ました。

―神学校ではどんなことを学んでこられましたか？

　砕かれなければいけないことです。大丈夫だと自信を持っ
ていることで、逆に人をつまずかせてしまう。インターン生に
なると、説教についても、生活についても、痛みを感じること
が多くあります。でも、パウロの言葉の通り「神の御心にそっ
た悲しみ」こそ悔い改めを生み出し、人を変える力があるの
だと思うんです。だから、痛みながら喜ぶということを学んで
ます。変な言い方ですけど、ずっと砕かれていきたい。「土の
器」のように。だって光はその器が砕かれた時に輝いてくる
じゃないですか！ （文責・月刊誌編集部）
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当学院は全寮制で、「二人部屋」にこだわっていま
す。それは、そこでぶつかって「私は、この人を愛せ
ない」というところを通って欲しいからです。「自分
は愛に溢れていて、寛容で、献身的で…」と思って
いたところから、同じ献身者である一人の兄弟・姉
妹さえも受け入れることが出来ないと気付かされていく。そういう挫
折の中で、神様がその人を「用いやすい器」として作り変えていく。
だから、挫折しない人は心配なんです（笑）。挫折し、傷ついたという
噂が耳に入ってくると、「通るべきところを通っているな」と。そこで自
分の本性に気付かされて、それでもそんな自分に「わたしを愛するか、
わたしについてきなさい」と言ってくださる神様と出会っていく。それ
を経験したら、怖いものないですよね。

東京聖書学院院長・錦織 寛氏
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この他の神学生インタビューの放送は
「8月の番組案内」をご覧ください。
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「民よ、いかなる時にも神に信頼せよ。
　そのみ前にあなたがたの心を注ぎ出せ。」

（詩篇62篇8節）

　「注ぎ出す」ということは、腹に一物も残っていない程に
スッカラカンになることです。それ程に、神様に訴えるという
ことです。この「み前に」ということは、「神様の顔の前に」と
いうことです。人と話をする時によそ見をする人はいません
ね。相手の顔、目を見て話をします。ここはそういう意味なん
です。神様のお顔を見るようにして、「本音を打ち明けたらど
うだ？」って。
　イエス様がゲッセマネの園で「この杯をわたしから取り除
けて下さい」と父に祈りました。しかも、同じ祈りを三度も繰
り返した。では、父なる神は何も語られなかったのかというと
そうではない。父なる神様は、イエス様の心の中に「お前がこ
の杯を飲む時に、私がお前を支えてあげる」と仰った。そうし
て、イエス様は十字架に付くという決断をなさった。ですから、
祈りは心が注ぎ出されなければならないんです。痛くも痒くも
ないような祈りをするなと私は言いたい。
　私が未だ独身だった時、ある教会に遣わされたのですが、
色んな悩みがあって夜も寝られない時がありました。「牧師
に召されたっていうけど、本当か？」と。とうとう起きだして、い

つも祈りに行く場所へ行って跪いて祈りましたが、苦しいだけ
で何にも答えが無いんです。けれども祈っている内に、「小林
和夫、お前はそんなに苦しいか。私も苦しんでいるよ、お前の
ために。」と神様が仰るような気がしたんです。そして、その時
にこの御言葉が私の内に響いてきたんです。「民よ、いかなる
時にも神に信頼せよ。そのみ前にあなたがたの心を注ぎ出
せ。」この御言葉は、私の人生を変えた御言葉です。
　それからも私は、まさに火のような試練の中も通ってきまし
た。けれども神様は仰る。「民よ、いかなる時にも神に信頼せ
よ！」得意の絶頂にある時も、失意のどん底にある時も、お先
真っ暗の時も、「いかなる時にも」。どんな時も主の前に私た
ちの思いをそのまま打ち明けて、この御方を仰いでいく。それ
が、神を待ち望むということなのです。

（文責・月刊誌編集部）

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

8月17日放送　第3・4金曜夜9時37分より38分間
第9回「心を注ぎ出す神への信頼と待望」より

東京聖書学院とは・・・
通常、牧師になるべく研鑽を重ねている学生のことを神学生と言います
が、東京聖書学院の学生は「修養生」と呼ばれるのがユニークなところ。
それは、ここが重んじているのは、机上の学習だけでなく、生活全てを通
して召命が吟味される「修養生活」だからです。
1901年に中田重治とC.E.カウマンによって設立された中央福音伝道館か
ら始まり、第二次世界大戦中は弾圧によって活動停止を余儀なくされます
が、1949年に日本ホーリネス教団とともに再建され、以来、福音派、特に
「きよめ派」と言われるグループの伝道者を輩出してきました。

お問い合わせ先：東京聖書学院
〒189-8512東京都東村山市廻田町1-30-1
Tel 042-391-3076 

毎晩FEBCを聴いております。家族の中で私一人だけですの
で、いつか全員で聴けるようになりたいです。（宮崎県Y様）

神の子として頂いたことに感謝。（兵庫県N様）

88歳、元気で歩いて交通費をうかせた、ささやかな献金で
申し訳ありません。（北海道K様）

昨年ご紹介頂いた教会の主日礼拝に通い始めて4カ月目に入りました。教
会を紹介していただきありがとうございます。わずかな金額ですが、神様、
febcの皆様への感謝として献金させていただきます。（新潟県H様）

＊
毎日放送を楽しみに聞かせていただいてます。先日も洗礼を
受けたいとのお便りが紹介され、感激しました。（兵庫県K様）

＊
母の出身地へ行ったのですが、伯母たちが大人の私におこづかいをくれた
ので、神さまのためにも使いたいと思いました。少しですがおやくだてくだ
さい。（千葉県K様）

＊
私は、今自殺をしようと考えながら放送を聴き献金をしています。ただ、死
んではいけないと神様の声がすごく聞こえています。（北海道U様）

私は、未信者ですが、数日前からキリスト者の知り合いに紹
介されてFEBCを聞くようになりました。私自身、統合失調感
情障害という病気なのですが、この放送が、私の杖になった
ような気がします。（兵庫県S様）

献金出来る幸を感謝します。教会に足を運ぶことのできない私にとって
は、FEBCは本当になくてはならない存在です。（岐阜県W様）

＊

＊

＊

＊

＊

神への感謝を言葉と捧げものによって分かち合う。
今夏もすでに沢山寄せられたお一人ひとりの思い。
その一部をご紹介申し上げます。
心を一つに主の御心を共にこの身に刻むことを願って…

引き続き「夏期感謝献金」と「感謝のことば」へのご協力を心よりお願い
申し上げます。

■「感謝のことば」は払込用紙通信欄か、おハガキまたはメール
voice@febcjp.comまでお寄せ下さい。

神への感謝を人生に刻む

神学校インフォ



2018 年 8月
FEBC

番組案内

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
3日 「『今ここ』を生きる私を形づくる信仰―終末論」 

金
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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

10日 「『あなたがたは地の塩、世の光である』
ー私たちの光源とは何か」(マタイ5:13～16、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）

17日 「心を注ぎ出す神への信頼と待望」(詩篇62)　
24日 「モーセの祈り」(詩篇90)

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

17日「Meguのお便り紹介!」　24日 「Meguのトーク&MUSIC」

第5●夜9：30～
FEBC特別番組（再）
31日 「権力と信仰ーボンヘッファーの信仰に学ぶ」
ご出演：村上　伸（日本基督教団元教師）

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)
4日 「死にゆく夫を前に、祈ることもできない」(マルコ5：21～43、他) 
11日 「父を許そうと介護を頑張っていますが、もう限界です」

(出エジプト2：1～3、他) 
18日 「この歳で何も変われず、手遅れです。」(ヨハネ3：1～9、他) 
25日 「母に聖書を語っても伝わらない」(使徒16：25～34、他) 

●夜9：53～
Kishikoのひとりじゃないから

4日 「椿の花」 11日 「人を縛るもの」
18日 「自分を棚に上げて…」 25日 「『やぎさんゆうびん』」

●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

25日 「うずくまる者を立たせ」（詩篇145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)

〈東京聖書学院編〉
4日　亀田　威（修養生） 11日　照内幸代（インターン生）
18日　ジョン・ルイス（インターン生）

※月刊誌1面参照

※月刊誌増刊号2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!「『今ここ』を生きる私を形づくる信仰―終末論」より（3日放送）イエス・キリストの御言葉の中で、私たち自身が造られていく。それが信仰だし、希

望だし、そしてそれが終末論なのだと思います。ルターは、洗礼は人生に一度切り
だけれども、生涯を通して悔い改めていく度に、霊的に私たちが罪に死んでキリス
トの命に生かされ続けることが起こる。そして、私たちの生涯が終わる時にそれが
完成すると言うんです。つまり終末論は、日々に罪に死んで、キリストの命に生かさ
れていく「今ここ」にあるということなのです。

PI
CK
 U
P!「『あなたがたは地の塩、世の光である』―私たちの光源とは何か」より（10日放送）

「イエスは、ヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。…そのときから、
イエスは、「悔い改めよ。天の国は近づいた」と言って、宣べ伝え始められた。」（マ
タイ4：12，17）「ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を宣
べ伝えて、『時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい』と言われ
た。」（マルコ1：14～15）この二つは内容的に同じです。マタイ福音書記者はマルコ
福音書を知っていたと考えると、何故マタイは、マルコ1：14～15の間を切って、マタ
イ4：13～16の箇所を入れ込んだのか・・・何か意図があるはずです。

PI
CK
 U
P!「人を縛るもの」より（11日放送）倒れた方を助けようと、相撲の土俵に上がった女性看護師の方々に、「女性は土俵か

らおりてください」とアナウンスがあったというニュース。…驚きました。女性差別だと
か、それが相撲の伝統なのかとか、メディアで色々あれこれ話題になりましたね。で
も、はじめてこのニュースを聞いたとき、私の頭にすぐ浮かんだのはそのような事では
なく、イエス様と律法学者たちが安息日について論じたあの聖書箇所だったんです。

●夜10：14～
祈り―親しき語らいへの扉（再）木 金
杉本　勉（日本ホーリネス教団上野教会元牧師）

神学生インタビュー

2日  「使徒ヨハネの祈り」 9日 「涙の日の祈り」
16日 「失望と落胆の道行く時」 23日 「懐疑の中での祈り」
30日 「全てのことが徒労に思える日に」

私は毎日不安でいっぱいで、
心療内科にもかかっているのですが、
神様を心にお迎えしていないから
なのかと思いました。
　　　　　　　神様に帰りたいです。

番組「Echo of Voices」
「神様に帰りたい」（6日）より 長倉崇宣(日本FEBCスタッフ)

今月の

PICK UP!

Yさんがお便りに繰り返し「神様に帰りたい」って書いてくださった
のが、僕は本当に心に深く残ってます。それがYさんの心の声のよう
に聞こえたんです。そして、Yさん自身の信仰の告白なんだなって思
いました。でも同時にそのYさんの中にある、なぜか神様との間に溝
ができてしまっている、どうしてなんだろうという思い…。

聖書って、ずっとそのことを語り続けてきたんじゃないかなって思う
んです。旧約聖書のいろんなところに「わたしに立ち帰れ」っていう
言葉が何回も出てくるんですよね。人間の歴史が始まってずーっと、
神様は人間に「帰ってこい」って呼びかけてくださって。でも、人間
は帰らなかった。帰れなかった。もう人間のほうが帰ってくるってい
うことは無理だと。「わたしがそれをやる」って、神様のほうが人間
に帰ってくるっていうか…「わたしはあなたのところにいるよ、もう
いるよ」って、それがイエス様っていう御方なんだと思うんです。

だからYさん、もうあなたが今いらっしゃるところが神
様の懐なんだって思うんです。その毎日の生活の中
に、安心や喜びが、もしかしたらあんまりないかもし
れないです。でもそれはYさんのせいじゃないです。Yさ
んが、信仰のこと、神様のことをよく解ってないとか、
そんなせいじゃ全然ないです。「わたしがもうあなた

のその重荷を一緒に担っているから、
だからこの人生を一緒に歩こう」って、
イエス様は今も仰っています。だから、
もうこの御方と既に歩き始めているん
ですよね。

（文責・月刊誌編集部）

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9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
5日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『私の心を究める方』(エレミヤ17：5～13、マルコ2：13～17)
12日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『天の声が響く』(マルコ１：9～11)
19日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『約束によってだれでも救われます』(ガラテヤ3：15～20)
26日 日本ルーテル教団戸塚ルーテル教会(写真)
 ・清水 臣牧師
 『さあ、来て、朝の食事を』(ヨハネ21：1～14)
 (神奈川県横浜市戸塚区戸塚町157/
 電話045-881-0079/礼拝10：30～)

12日、19日　「詩編の祈り」
26日 「詩編の祈り（詩編22）」

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）

19日 「生きているイエス」

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!「詩編の祈り」より（12日放送）「神に向かってわたしの口は声をあげ、わたしは舌をもってあがめます」

（詩編66より）
この詩編の祈りを歌うユビラーテは、人間がどんなに言葉をたくさん用いても、
神に対する思いを決して言い表せない時に、一つの母音の中で豊かに響かせる
ことによって、神を喜ぶ心の状態を表しています。これを「ユビルス論」と言いま
すが、有名な聖アウグスティヌスがそのことを書いています。

8日 「1人で聖書を読んでいましたが、『二人または三人がわたしの名に
よって集まるところには、わたしもその中にいるのである』（マタイ
18：20）と書いてあるのが気にかかり、信仰にとっては他人との
『関わり』が重要なのではないか、と思い…」

16日 「洗礼を受けて3年経ちましたが、いまだ教会の中に溶け込めず“お
客様”の気分で、淋しくなります。」

22日 「天国って本当にあるのでしょうか？なかったらどうしよう…と怖く
なってしまいます。」

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
6日 「キプリアヌスー忍耐のすすめ」
13日 「キプリアヌスー母なる教会」
20日 「アレキサンドリアのクレメンスー教え導くロゴス」 
27日 「アレキサンドリアのクレメンスー富の活用」

6日 「神様に帰りたい」
13日 「30歳…今、死なずに生きています」
20日 「牧師によるパワハラで教会に行けなくなりました」 
27日 「祈らないと心が虚しく…でも祈ると辛く…」

7日 「レバノン『杉』の家～名詞エレズ～」（サムエル下7：1～17）
14日 「小羊の償いに四倍の価を『払う』べきだ

～動詞シャーレーム～」（サムエル下11：1～12：31）
21日 「主はダビデを『誘われた』～動詞スート～」（サムエル下24：1～15）
28日 「祭壇の『角』をつかんだ～名詞ケレン～」（列王記上1：5～53）

6日 「平和ではなく剣」（ルカ12：49～53）
13日 「狭き門」（ルカ13：22～30）
20日 「謙虚、または土下座」 （マタイ15：21～28）
27日 「ペトロ」（マタイ16：13～20）

●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

PI
CK
 U
P!「アレキサンドリアのクレメンスー教え導くロゴス」より（20日放送）今回のテーマは、「教育」。権威なき現代、皆が教育で悩んでいます。「子供はなぜ

従ってくれないのか。」下手をすれば、教会でもまた…。しかし、3世紀初頭にかけ
てエジプトのアレキサンドリアで活躍した教父クレメンスは言います。「教育はロゴ
スがされるのだ」と。「ロゴス」による教育とは何か？私たちがキリスト教教育に思
い描くものを打ち砕く、十字架のイエスが立ち現われてきます。

PI
CK
 U
P!「小羊の償いに四倍の価を『払う』べきだ～動詞シャーレーム～」より（14日放送）

「シャローム（平和）」という言葉は動詞「シャーレーム」から生まれました。それ
は本来「完成する」という語義でしたが、後に「欠けたものを補填する」「欠けさせ
た者に報いる」「復讐する」という強い意味を持つようになりました。この言葉の成
り立ちを見ますと、「シャローム」とは、私たちが思うような「戦争の無い状態」と
いうような消極的な状態を指す言葉で決してない、という事がわかるのです。

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

※本誌表紙参照

●夜10：14～
主に向かって歌おう

●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）

7日、14日 「人の中から出るものが人を汚す～本当の清さとは」
（申命記4：1～2、6～8、マルコ7：1～8、14～16、21～23）

21日、28日 「自分を捨て、自分の十字架を負う
～失敗しながら進む道」（イザヤ50：5～9、マルコ8：27～35）

7日、14日、21日、28日　「『平和』を祈る賛美歌」

●夜10：28～
御足の跡を

PI
CK
 U
P!「リスナーからの手紙」より（8日放送）「私は訪問介護ヘルパーとして働かせて頂いておりますが、日本の抱える難しい

現状を身近に感じます。階下に父親が住んでいるのに、息子夫婦が何ヶ月も世話
をしない家庭など…そこに見えるのはある意味身体の痛みより残酷な『孤独』で
す。私たちがそこに入れるのは一時間ほど。本当に辛いことも多いのです。…先
生が先日、『ヘルパーのみなさんのケアに感謝です。』とおっしゃっていました
が、そのお言葉こそが私どもの支えになっています…」

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）

1日  「愛による歩み」（ローマ14：13～17）
8日 「信仰の自己吟味」（14：17～23）　
15日 「忍耐と慰めの神」（15：1～6）
22日 「希望の神」（15：７～13）
29日 「誇りの原点」（15：14～21）

1日  「稲敷開拓伝道礼拝を始める」（マタイ28：16～20）
8日 「リスナーからの手紙」（ヨハネ15：11～17）　
15日 「高齢者の福音」（マタイ7：7～12）
22日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
29日 「イエスの友」（ヨハネ15：11～17）

2日  「私の日常を携えて、イエスとつながる」（ルカ20：27～40）
9日 「ダビデ時代の再来などいらない」（20：41～44）　
16日 「思いがけない神のみ心を聴き取る歩み」（20：45～47）
23日 「自分と神様の歩みを捧げる」（21：1～4）
30日 「揺るがぬ神と固く結び合わされて」（21：5～9）

1日  「ありのままのあなたを」 8日 「今日という日を」
15日 「愛することを学ぶこと」 22日 「心の目を開いて」
29日 「神様の愛」

火 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 ●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

※月刊誌1面参照


