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が否定されていると感
じてしまう方もおら
れるように思うのです
が。

今回のシリーズは「教義学」ということで、2000年の
教会の歴史の中で積み重ねられたことを踏まえながら、
「私たちが今どんなふうにキリスト教信仰を生きるの
か」をお話してきました。でも実は、「キリスト教を信
じています」というのは、学んだことを覚えているとか
諳んじられることではないと思います。ある時、キリス
ト教主義ではない一般の大学で宗教学の講義をさせてい
ただいて、その最後の時に「自分は牧師で」という話を
したのですが、あるリアクションペーパーに「先生みた
いに信仰について考えている方が、何故宗教を信じてい
るんですか？」というものがありました。
―その方は、一つの信仰を信じるということは、「考え
る」「問う」とは逆だと思っていらっしゃるわけです
ね？
そうですね。「鵜呑みに
する」「思考停止」という
ことが宗教だと思っている
人は少なくありません。し
かし、私自身はそのように
は全く思っていません。そ
して、キリスト教信仰を生
きるという時には、問いを
問いながらもなお、「私は
これだ」ということを確認
するのだと思います。
例えば、一番最初の弟子たちも、ユダヤ教の枠組みの
中で生きてきた信仰を、イエス様と出会う中で崩されて
いったんだと思います。それが、イエス様が十字架にお
かかりになられる中でよく分からなくなりながら、復活
の信仰を与えられ、「やっぱりこれだ」ということを確
認していったのではないでしょうか。そして、復活のイ
エス様は天に戻られ、弟子たちは肉声としてはイエス様
の声を聴くことは出来なくなったけれども、自分に対す
る語りかけを聴くことになった。それは聖霊の働きだと
言われる訳ですが、そうした経験に、ユダヤ教をベース
に持った人達もそうでない異邦人達も出会っていく。つ
まり初代のキリスト者達が、伝統的なユダヤ教をベース
とながら、しかし「イエス・キリストとの出会い」がど
うしても切り離せないものとして受け止めていった。そ
して、父と子と聖霊の「三位一体の神」にキリスト教信
仰の要があるのだということを確認していったのではな
いかと思います。しかしこれさえも、「それは何だ？」
と問われる。だから、たえず問い返されながら、唯一の
神に出会っていくんです。思ってもいないような問いか
ら、「格闘」が始まっていくんです。
では、どこに答えを尋ね求めるのか？「それは聖書
だ」と言われるかもしれません。しかし、聖書だって、
その時代の人間の言葉で書き記さざるを得なかったも
のです。確かに聖書は神の言葉ですが、それが書かれ
た時代の理解とか共有価値をベースにしながら形になっ
ているのです。例えば「神」と言えば、日本では八百万
の神々を考えるのが普通です。ですから私たちが「これ
だ！」と思っているものは「私の理解」でしか無いのだ
ということには常々注意しておかねばなりません。
―お話を伺っていると、「今まで私が信じてきたこと」

「自分が譲れないこ
と」「原体験」という
のは、私たちの信仰に
とって大事な部分で
す。それは、凄く柔ら
かくて、温かくて、そ
して壊れやすい。けれ
ども、「これがあるか
ら私は生きている」と
言えるような、私た
ちの一番核にある部分
です。だから、それら
を崩してしまえというつもりはないんです。例えば「キ
リストの贖い」「十字架による赦し」ということは、私
自身の原体験としてあることだし、キリスト教の一番の
中心です。しかし、そこで言われる「罪」「赦し」は、
キリスト教の世界では有効な言葉ですが、一歩外に出れ
ば訳の分からない言葉になってしまっている。だからこ
そ、そこでチャレンジが起こるのです。私たちはイエス
様から「全世界に出て行って、すべての造られたものに
福音を宣べ伝えよ。」(マルコによる福音書16章15節、口
語訳)という使命を与えられているのであって、「自分達
だけに通用する言葉で安心していい」とは言われていな
いのです。最初から、キリスト教信仰を持つ者たちはこ
のチャレンジを生きてきたのです。
だから、「このことは大事だ、揺るがしてはいけな
い！」と思いつつも、でもやっぱり問われるんではない
でしょうか。そこに恐れずに立ち尽くすことが必要だ
し、そのことが「神学する」ということなのではないで
しょうか。
―「神学を学ぶ」ということと、先生が仰る「神学す
る」の違いはどこにあるのでしょうか。
例えば、神学書を読んで理解することは「神学を学
ぶ」ということでしょう。しかし、それは「私の信仰」
が無くても出来るんです。それは神学とは言えないと私
は思います。けれども、クリスチャンでなくて未だ洗礼
を受けていないという人であっても、「信じるとは何
か」「『信じない』と言っている私は一体何か」と問う
ている時は、既にそれは「神学している」と私は思うの
です。つまり、「神学する」とは実存的な自分の関わり
を問うことです。逆に、たとえキリスト者であっても、
実存的な問いと切り離して神学を学んでしまうと、それ
は「神学している」ことにならない。でも、実存と全く
無関係に神学を学ぶことなんて、本当は出来ないと思う
のです。例えば、ルターやカルヴァンの神学を学んだと
して、「客観的な学び」というだけでは済まないでしょ
う。学んだことに本当に出会ってしまう、そこから問わ
れるということが起こらざるを得ない。そこに神学が始
まるし、それこそが聖霊の働きなのだと思うのです。
「神様なんて、信じられるの？」という問いがあるの
が、むしろ普通です。教会では「もちろん神様を信じて

います、それを揺るがすなんてダメでしょう」という
ことかもしれません。でも、世の中の多くの人は「神様
信じてるなんて、大丈夫？」と思っていますから。だか
ら私たちが「神様を信じる」と言う時、「その神様って
何？」ということが問われるのです。私たちが自分で思
い込んでいるような神様な
ら、最初から居やしない
んです。それは、最初の弟
子たちもそうでした。イエ
ス様は十字架で死んでしま
い、「おい、どうするん
だ？」と思ったでしょう。
そしてイエス様も十字架で
「我が神、我が神、どうし
て私をお見捨てになられた
のですか」と叫ばれた。これは「神様なんていない」っ
ていうことじゃないですか。だけども、その「神様なん
ていない」というところにこそ神はおられるということ
を私たちは信じてきたし、そのことによって生かされて
きた。これがキリスト教の信仰なんですよね。ボンヘッ
ファーの「神無き世界で、神の御前に、神と共に生き
る」という言葉がありますが、この世界はまさしく「神
無き世界」です。しかし、この神の御前で私たちは問わ
れ続け、その私たちとイエス様は共に居てくださる。こ
の一点に立ちながら、私たちは神学し続けていくのでは
ないでしょうか。

今、プロテスタント神学とは何か
私もルター派の人間として神学をしてきましたが、ル
ターが神学をしたということは、ルター派の神学を構築
することではなかったのです。実存的な苦しみを抱え
て、当時の教会の教えを実践していくのだけれども、そ
れでは救われないという思いの中で、もう一度聖書に問
い返していく。「キリストの福音とはこうではないか」
という思いを、宗教改革の中に実現していこうとする。
それは、「教会が福音の言葉を失っていないか？」とい
う問いかけだったと思うんです。それが単にルター独り
のものだったら広がらなかったでしょうが、大勢の同時
代を生きていた人と共有されていったから広がった。で
すから、御言葉を聴いている者達は主イエスの御声を聴
いているはずなんです、「自らを変えろ」「お前たちは
出て行って、自分たちの言葉を鍛えろ」と。ですから、
私はルター派の人間として、大胆に言葉を鍛え、外に伝
えていきたいし、自分自身を問い返していきたい。それ
は、カトリック教会もきっと同じだと思います。2017
年の「宗教改革500年」以降を生きている私たちは、教
派を超えて、どういう言葉
を共にし、どういうチャレ
ンジを受けているのかを一
緒に神学していく時代なの
だと思います。これこそが
「チャレンジしながら、普
遍を求めていく」という意
味で、プロテスタントであ
りカトリックなんじゃない
でしょうか。
(文責・月刊誌編集部)
このように彼らはそのわざによっておのれを汚
し、そのおこないによって姦淫をなした。
それゆえ、主の怒りがその民にむかって燃え、そ
の嗣業を憎んで、彼らをもろもろの国民の手にわ
たされた。彼らはおのれを憎む者に治められ、そ
の敵にしえたげられ、その力の下に征服された。
主はしばしば彼らを助けられたが、彼らははかり
ごとを設けてそむき、その不義によって低くされ
た。
(詩篇106篇39〜43節)
この詩篇106篇は、人間の歴史が記されておりま
す。私の恩師の一人である渡辺善太先生は「ここには
イスラエルの灰色の歴史しかない。しかしこの罪に汚
れた歴史の中に、燦然と輝く二つのダイヤモンドが埋
め込まれている」と言われました。(2ページへ続く)
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̶１ページより続き
「救いの歴史と祈りの力」幸いを告げるうた―詩篇・小林和夫より

ご献金 4,886,533 円（868 名）

一つはモーセです。彼は、神と民との仲介人となり、自
分の体を賭して、神の怒りの破れ口に立つようにして御
怒りを止めたんです。
彼らは神の栄光を草を食う牛の像と取り替えた。
彼らは、エジプトで大いなる事をなし、ハムの地
でくすしきみわざをなし、紅海のほとりで恐るべ
き事をなされた救主なる神を忘れた。それゆえ、
主は彼らを滅ぼそうと言われた。しかし主のお選
びになったモーセは破れ口で主のみ前に立ち、み
怒りを引きかえして、滅びを免れさせた。
(20〜23節)
もう一つはピネハスです。
また彼らはペオルのバアルを慕って、死んだ者に
ささげた、いけにえを食べた。彼らはそのおこな
いをもって主を怒らせたので、彼らのうちに疫病
が起った。その時ピネハスが立って仲裁にはいっ
たので、疫病はやんだ。
(28〜30節)
イスラエルの民が偶像礼拝と姦淫の罪に汚染され、神
様が怒られた。この時に疫病で死んだ人が二万四千人
あったと聖書に書いてあります。その時ピネハスが「仲
裁にはいった」という言葉のヘブル語は、「自分自身を
その中へ投げ込む」という意味があります。仲立ちにな
るとりなしの祈り。
祈りというのは、ただ自分のことだけを願って祈るの
ではなく、あの祈りの歌にもあるように「人をとりなす
身となるまで祈れ」。神様はとりなしの祈りを重んじら
れる！ですから、本気で他者のために祈った人でなけれ
ば、他の人が自分のために祈っていてくれることがわか
らないのです。ましてや今、イエス様が祈っていて下さ
るなんてことは一つもわからない。
モーセの場合もピネハスの場合も、学者に言わせると
これは「邪道」です。なぜなら、神様はまっすぐな方で
あるから、その御心、ご計画を変えられない方だからだ
と。ところが、ここでは、神は人々の祈りを求め、その
祈りにご自分が応え、ご自分のご計画を変更してまで御
心を為したもう方だと私たちは知る！
その契約を彼らのために思い出し、そのいつくし
みの豊かなるにより、みこころを変えられ (45節)
変わらないのが神様ですよね。御心ですよね。しか
し、その人を本当に危急存亡の中から救い出すために、
神は変わらないご計画を変更なさる。変えられるんで
す。この詩人はどんなにこの事を言いたかったか。神様
という方がどんなに人格的な存在であるか。
私たちの主イエス・キリストの為したもうた一番大き
な十字架の贖い。それは、十字架上で成し遂げられた人
類の救いの御業を携えて、死を打ち破って復活なさっ
て、大祭司となって天の聖所に入られたとヘブル人への
手紙に書いてありますね。有名な7章25節です。
彼は己に頼りて神にきたる者のために執成をなさ
んとて常に生くれば、之を全く救うことを得給う
なり(そこでまた、彼は、いつも生きていて彼らの
ためにとりなしておられるので、彼によって神に
来る人々を、いつも救うことができるのである。)
このイエス様は今も父なる神の右に立って、いつもとり
なしをしようと待っていて、その祈りを聞いてくださる
です。世界の鉄則をも動かしてでも、神があなたの祈り
を、あなた自身を待っていて下さるお方であるというこ
とを私たちは知らなければなりません。
（文責・月刊誌編集部）

月のご報告

7 月末の

維持会員数

10 年前 1,653 名／ 1 年前 1,444 名

低いところでいただいた
「安心」
どうしてこんなに
空っぽな人生なのでしょうか ?

3日
40 代の女性

私は重たい鬱病です。人生 45 年を迎え本当に自
分に何も無いことを実感しています。あるのは鬱
病の体だけ。私には夫がおり大変愛してくれてい
ます。ですが、子供はできませんでした。実家と
は絶縁。夫しか家族がいません。この年になって
育児も介護もなく、鬱病のために横になっている
自分を情けなく思います。家事もできない日も多
くあるので…
クリスチャンですが、神様を信じられなくなって
います。神様が私を愛しているのならば、なぜこ
んなに空っぽな人生を私は生きているのでしょう
か ? 神様は沈黙したままです。どうか私に言葉を
下さい。ひとりぼっちで空っぽの人生から生き生
きとした人生へ生まれ変わりたい。とても苦しい
です。何か言葉をもらえると嬉しいです。

犬猫を殺処分する
苦しみを背負って

11 日
女性

仕事で苦しんでいる夫を、どう支えたら良いかご
相談です。夫は動物指導センターという施設勤務
です。犬猫の譲渡などの一方、捨てられた犬猫の
殺処分も仕事の一つです。小窓から、彼らが悶え
苦しみ絶命していく様子を夫は毎週のように見て
います。
「せめて、牙をむいて威嚇してくれたほ
うが割りきれるのに」と、お酒の力を借りながら
話す姿に私は、なすすべがありません。人は全て
の生き物を支配できる権限を神様から与えられま
したが、
「支配」とは「責任を持つ」ということ
ではないでしょうか ? なぜ勝手に人間がその命を
絶てるのでしょうか ?
夫は精神安定剤を服用しながら出勤し「俺だけで
はない。みんな同じに悩んでいるから、辞めるわ
けにはいかない」と言います。夫の唯一の喜びは、
譲渡犬を保護団体にお渡しする時だそうです。
「今
度こそ幸せになるんだよ。宜しくお願いします。
」
と頭を下げるようです。こんな夫を私はどう支え
たらいいですか ?

あなた様が今、イエス様の十字架
と復活を信じることが出来ると
いうことは、素晴らしいことですね !
自分の努力では出来ないことで、イエ
ス様が招いて下さったからですね。で
も同時に、
「キリストによってしか救
われないのなら、他の宗教の人たちは
どうなるの ?」と、疑問が湧いておら
れる。
イエス様は、ヨハネによる福音書の最
後のところで、ペトロが「他の人はど
うですか ?」と聞いたら「あなたはわたしに従って来なさ
い」とおっしゃってるんですよね。例えば、神様があなた
様を今のご両親の許に生まれるようにして下さったけれど、
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1,398 名

（前月よりー 4 名）

13 日
ルカ受講中の女性

ルカ 22 章。弟子たちはイエス様の悲しみをよそ
に、誰が偉いか争います。誰が偉いか、誰が認め
られるか、大きな関心事です。このことにいつも
苦しめられます。しかし、イエス様は給仕するも
ののようになれと言われました、この世で誰が給
仕したいでしょうか、この世と全く反対の価値観
を示されたのです。しかし、聖書を読むうちに自
分がいかに罪に汚れたものであるか、救いようの
ない弱いものであるかを思わされた時、ふと自分
の中に「低いところが一番安定している場所」と
いうことが浮かんできました。目立たない低い場
所、全く人から認められない場所、しかし心には
平安があります。

罪に絶望していることが、
本当の罪ではないか

24 日
ヨハネ受講中の男性

最近聖書の学びの会で、
「私はイエスのことを恨
んでいるが、イエスと共に生きざるを得ない」と
いう意見がありました。確かにそう私も感じる時
があります。しかし、キリスト者は「神を呪う者」
から「神を讃美する者」に成ったと思うのです。
生まれ変わった自分を受け入れて良いのだと思い
ます。極端にいえば、罪に絶望していることが本
当の罪ではないかと私は思うのです。罪の自覚に
よってよそよそしく生きることよりも、神の無償
の恵みに感謝して生きる方がずっと困難な人生で
あると思うのです。罪の自覚のみによる人生は停
滞し、虚しいですが、神の恵みの許で大胆に自分
を表現して生きる人生は、喜怒哀楽がはっきりし、
その都度の決断によって虚しさから解放されるで
しょう。私もそのような人生をひどく望んでおり
ます。
神様を恨むという言葉はもしかしたら、神様に
文句を言うことなのかもしれません。イエス様は
「そうだよね。一人息子を十字架にかけて死なせ
るなんて、なんて理解不能な親だろうね。私はそ
んな親を理解して愛しているし、あの十字架が皆
にとって本当に大切なものであったことは知って
いるけれど、誰でも神様に文句を言いたくなるよ
ね。
」と思ってくださると思います。
●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

同時に他の両親を選べませんね。今のご主人と出会われて、
他の人を選ばずに、その方を信頼して結婚なさいましたよ
ね。そのように人生には一つしか選べない出会いがありま
す。その中の究極の出会いが主イエス・キリストなんですね。
あなたのため、私のために死んで下さった方。そのイエス
様に出会うと、他の人を選ぶというより、
「もうイエス様に
しか私の救いはない !」と思いますよね。
私も親友が仏教徒で、とても悩んでいたことがあったんで
すが、
「そうか、神様は彼女のことも愛して下さっているか
ら、私は彼女のために祝福を祈り続ければいいんだ」と示
されたんです。
あなた様を招いて下さっているイエス様にお応えして、洗
礼をお受けになる日を、私は信じて待っています。祝福を
お祈りします。
(10 日 )

日

2018 年

9月

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

2日
9日
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16日
23日

『ワクワクして生きる』
(マタイ13：44〜52)
日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『命を照らす光』
(マルコ９：２〜９)
日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
『もう奴隷ではない』
(ガラテヤ3：21〜29)
日本基督教団静岡教会(写真上)・佐々木美知夫牧師
『主の祝福と昇天』
(ルカ24：50〜53)
(静岡県静岡市葵区西草深町15-25/

30日

番組
「霊性の源流を訪ねて―古代教父との対話―（再）」

「アレキサンドリアのオリゲネスー聖書のすばらしさ」
（10日）
より

今月の

PICK UP!

「われわれの弱い理解力が個々の言葉の下に
秘められ、隠されている意味を見極め得ないから
といって、聖書がその全体にわたって霊感によるもの
であるのを否認してはならない。なぜなら、聖書の粗末な言葉という器
のうちに神的知恵の宝が隠されているからである。」
（オリゲネス『諸原理について』より）

キリスト教信仰の奥義を知るためには聖書を読むことが必要です。最
初は何が書いてあるかさっぱりわからないのですが、読んでいく時に、
聖書の中に隠されている宝が突然輝き出すという経験、それはすごく幸
いな経験だと思います。でも、
「こうやったら宝が出来てきます」という
ようなものはないんです。聖書に書かれていることは本当に一点で、イエ
ス・キリストについて書いてあります。そのイエス様を求めて読む時、む
しろその宝が与えられる。自分が掘り出すのではないんですね。そこが
難しいところかもしれません。
だから「神様の知恵である宝が粗末な言葉という器の内に隠されて
いる」とオリゲネスは言ったんです。聖書そのものは粗末だと言うわけ
です。聖書の中には矛盾もあるし、よく理解できないところもある。そう
いう意味では、人間の書いた粗末な言葉が綴られている。だけどこの粗
末な言葉を通して、実はそこに隠されているイ
エス様に出会う。神様ご自身の働きかけに
よって、とても不思議なのですが、私の閉ざさ
れた心が開かれるんです。
聖書は粗末な言葉、器なんですね。一生懸
命その器を研究する人はたくさんいるかもし
れない。でも大事なのは、その器の中に入って
いる宝なんです。ルターはその聖書のことを、
貧しい飼い葉桶の中にイエス様が寝かされて
いる、と表現しています。
（文責・月刊誌編集部）

火

イエスに誘われ聖書旅

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）
9日 「詩編の祈り
（詩編63他）」
16日
「詩編の祈り
（詩編77他）」
23日「詩編の祈り
（苦しみの時の祈り）」 30日
「詩編の祈り
（神への感謝）」

加藤常昭（日本基督教団隠退教師、神学者）

5日 「祝福の幻に生きて」
（ローマ15：22〜33）
12日 「挨拶する教会」
（16：1〜16）
19日 「平和に生きる賢さ」
（16：17〜20）
26日 「最終回・栄光を賛えて」
（16：21〜27）

12日 「神様の微笑み」
26日 「耳を傾けて」

PICK UP!

「神様の微笑み」
より
（12日放送）

関根：ありがとう、っていう言葉は、皆で言っていると、何か「ありがとうモー
ド」って出てくるよね。
岩渕：釜石にここ数年行っていて、そこである時、僕の歌を聞きながら盆踊りのよ
うに踊りだす方がいて。そうか、
「音頭」を作ろう！と思って、
『ありがとう音
頭』っていう簡単な歌を作って持って行ったの。様々な「ありがとう」を響かせ
合いたくて。復興住宅の小さな集まりでも皆で歌って。そうしたらあるご婦人が
「ありがとうは奇跡の言葉だ」って言ったんですよ。
関根：おお！ホントだねぇ。

●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）

5日 「韓国の宣教師夫妻に感謝」
（マタイ9：35〜38）
12日 「
『燕教会のために祈ってください』
」
（マタイ18：18〜20）
19日 「高齢者の福音」
（詩編71：18〜19）
26日 「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）

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）

6日 「私たちの日常の中の終末」
（ルカ21：10〜19）
13日 「私に、
私にだけは頭を上げよ」
（21：20〜28）
20日 「滅ぶべき私の人生を貫く、
滅びない主の言葉」
（21：29〜33）
27日 「神様の時間割にそって生きる」
（21：34〜38）

PICK UP!

「私たちの日常の中の終末」
より
（6日放送）

大きな地震、飢饉や疫病。国と国が敵対するということも、もうすでに繰り返し起
こっていることです。信仰ゆえに自分が問われる局面もあるんじゃないでしょうか。
確かにこういう事が一度に来れば大変なことかもしれないけれども、一つ一つはど
れもすでに、数知れず起こっていることではないのか。だからそういう終末の話を
聞き、恐れるとしても、いま私たちがこの自分の人生をどのように歩んでいくのかと
いう事も、やはり見つめていかなければならないと思うのです。

（マタイ18：21〜35）
3日 「どこまで赦せるか」
10日「不正な富とは何か」
（ルカ16：1〜13）
17日「聖なる交換」
（ヨハネ3：13〜17）
24日「無償の恵み」
（マタイ20：1〜16）

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)

4日 「あなたの臣民は
『なんと幸せなことでしょう』
〜感嘆詞アシュレー〜」
（列王記上10：1〜13）
11日 「お前か、
イスラエルを
『煩わす』
者よ
〜動詞アーハル〜」
（列王記上18：1〜19）
18日 「
『静かにささやく』
声が聞こえた〜形容詞ダク〜」
（列王記上19：1〜18）

25日 「
『外套』
を彼に投げかけた〜名詞アッデレト〜」

月〜金

（列王記上19：19〜21）

デイリープログラム

●夜10：14〜

●夜9：30〜

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌

主に向かって歌おう

恵子の郵便ポスト

※金曜日は除く

吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）
6日

「聖書を読み続けても、心に響かない。私の心は死んでしまってい
るのでしょうか。どうすればよいのでしょう。」
12日 「そういえば、今までは物欲に負けて大して必要のないものまで
買っていたのですが、イエス様を信じるようになって、買い物欲が
落ち着いたのを感じました。」
25日 「洗礼を受けた時は喜びでいっぱいでしたが、いつしか教会生活に
疲れを感じ…。」

祈り―親しき語らいへの扉（再）

杉本

勉（日本ホーリネス教団上野教会元牧師）

讃美歌21-420番「女と男と知性と愛と」は、ニュージーランドの讃美歌作者コリ
ン・ギブソンさんの作品です。この世の被造物がなんの分け隔ても無く主を賛美
すると歌います。 4節の「踊りと演劇と詩と音楽と 太鼓とゴングのリズム乗せて、
われらは賛える 調和の神を。われらをひとつにならせてください」の「太鼓とゴ
ング」は、詩編150編からのイメージです。私たちの日常の労働や手仕事、そして
詩や音楽などを通して賛美をささげようというユニークな歌です。

6日 「失望しないで祈ろう」 13日 「多忙な生活の中での祈り」
20日「祈りと服従との関係」 27日 「神の御旨を知る祈り」

山下正雄（日本キリスト改革派教会

金

●夜9：30〜

広田叔弘

今、
苦しむあなたへ

(日本基督教団梅ヶ丘教会牧師)

1日 「神様は私を見捨てられたのか」
(創世記28：10〜15、
他)
8日 「やりたいことも向いていることもわからない」
(マタイ5：1〜4、
他)
15日「良いクリスチャンを演じてきた私は、
救われない」

(マルコ14：66〜72、
他)

●夜10：28〜

聖書を開こう

聖歌隊指揮者・オルガニスト）

「楽器が表現されている賛美歌」
より
（25日放送）

土

●夜10：14〜

飯 靖子（日本基督教団霊南坂教会

4日 「
『ベル・鐘』
が表現されている賛美歌」
11日 「
『詩編150編』
の賛美歌」
18日 「
『琴』
が表現されている賛美歌」
25日 「楽器が表現されている賛美歌」

吉崎恵子／長倉崇宣

22日「精神的に不安定で毎日が真っ暗に感じます」
(1コリント2：1〜5、
他)
29日「最終回・愛されることは諦めました」
(ヨハネ4：7〜29)
RCJメディア・ミニストリー代表）

第１●夜9：30〜

●夜9：53〜

Kishikoのひとりじゃないから

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
7日 「最終回・恐れずに立ち尽くすことー
『神学すること』
の意味」

Kishiko

(ゴスペルシンガー)

1日 「金沢での出会い」
8日 「道を選ぶ」
15日 「愛の行いを」
22日 「今は良くても…？」
29日 「思いがけない励まし」

※月刊誌1面参照

第1〜3●夜10：04〜

コーヒーブレイク・インタビュー

第２●夜9：37〜

インタビュアー
吉崎恵子、
長倉崇宣

1日 竹内真理
（東京聖書学院修養生）
8日 アグネス・チャン
（東京聖書学院インターン生）
15日 山田誠一
（(株)丸和鋼材店代表取締役社長、
日本バプテスト連盟大井バプテスト教会員）

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

14日「
『兄弟に
「ばか」
と言う者は』
―人を解き放つイエスのアンチテーゼ」
(マタイ5：21〜26、
他)

PICK UP!

5日 「あなたは休むことなく」
19日「きずなはとこしえに」

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

16日 「祈れないときには」

「人は、他人の罪を許すことは出来る。しかし、忘れることは出来ない。」という言
葉があるそうです。確かに、
「お前を許した」と言ってはみたものの、実は許せてい
ないということがあると思います。そして、自分で自分の罪を許すということは出来
ません。他人も完全には許すことは出来ない。とするなら、
「赦す」と宣言している
方の言葉を信じる他に道は無いということになります。
「神が赦した」ということが
全ての出発点になっているのです。

第３／４●夜9：37〜

幸いを告げるうた―詩篇
（再）

※月刊誌1面参照

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）
21日「救いの歴史と祈りの力」
(詩篇106)
28日「私を究めてくださる私の主」
(詩篇139)

第３／４●夜10：20〜

MeguのCCM insight! Megu（Genuine Graceボーカル）
21日
「Meguのお便り紹介!」 28日「Meguのトーク&MUSIC」

「Meguのお便り紹介！」
より
（21日放送）

PICK UP!

関根一夫（MACF牧師）、岩渕まこと（シンガーソングライター）

朗読・岩島忠彦説教選

祈りの言葉に聞く―マザー・テレサに導かれて（再）

●夜10：14〜

歌と笑いとおしゃべりと〜歌声ペトラの風〜

3日 「イエス様を求める自分と、
なぜ？と思う自分」
10日「そもそも、賛美歌って何ですか？」
17日「神様、天ではなくて地に降りて来てください」
24日「信仰を人に隠すようにしてきましたが…」

片柳弘史（カトリック・イエズス会司祭、宇部教会主任司祭）

（民数記11：25〜29、
マルコ9：38〜48）

聖書をあなたに―ローマ人への手紙（再）

長倉崇宣(日本FEBCスタッフ)

第3●夜10：15〜

4日、
11日 「手足を切り捨てる?!〜私たちのつまずきとは〜」

水

Echo of Voices

●夜10：28〜

「あんたは、それでもクリスチャンか」と言われることがあるでしょう。でも、そ
れでいいんです。別に立派だからクリスチャンなんじゃない。罪人だから、キリ
ストに寄りすがるしかない。だから、教会には十字架があるんです。私たちは、
自分の何かによって神様に認められるわけじゃありません。
『私には欠点もある
けど、良いところもあるから…』という訳じゃない。ただ、キリストによって。私
たちにあるのはそれだけなんです。

お相手・長倉崇宣

●夜9：47〜

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)

●夜10：15〜

・前田重雄牧師
『さあ、向こう岸へ渡ろう』
(マルコ4：35〜5：2)

久万教会
「もう奴隷ではない」
より
（16日放送）

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

18日、
25日
〈最終回〉
「人の子は仕えるために
〜永遠の命をどう生きるか〜」
（イザヤ53：10〜11、
マルコ10：35〜45）

霊性の源流を訪ねて―古代教父との対話―（再）
3日 「アレキサンドリアのオリゲネスー祈りについて」
10日「アレキサンドリアのオリゲネスー聖書のすばらしさ」
17日「世界を敵に回した男ーアタナシオスの生涯」
24日「御父と御子の同質ー譲ることのできない信仰の確信」

(写真下)

電話042-484-7077/礼拝10：30〜)

※本誌表紙参照

●夜9：48〜

お相手・吉崎恵子

(東京都調布市国領町5-15-31/

木

●夜10：29〜

日本バプテスト連盟調布南キリスト教会

PICK UP!

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

電話054-252-4913/礼拝10：30〜)

月

PICK UP!

番組案内

●夜9：30〜

「イエス様に全てをお委ねしたいと願っていますが、それなのに、何もかも不安で
しょうがありません。心療内科にも通い、薬も沢山のんでいます。ですが、イエス様
は思い悩むなとおっしゃってくださいました。イエス様を信じたいです…。」メグさ
ん宛てに、今月もまた一通のお手紙が届きました。いつも元気なメグさんなら、きっ
と明るい確信に溢れていそうですよね。でも、メグさんは「私も不安でいっぱいで
す」という意外な？ひと言でお返事をはじめました。

※写真左からご出演順

アグネス・チャン様（8日放送）

PICK UP!

FEBC

以前は私は優しい人だ、と思っていたけれど、東京聖書学院に入学してから、私には
愛がないと分かりました。正直、自分では人を愛することが出来ないと分かりました。
…こんなに醜い私でさえも、イエス様が十字架にかかって命を捨ててまで愛して下さ
るのなら、他の人のことを自分では愛することが出来ないけれども、イエス様の愛を通
して愛しましょう、って思います。人を愛することが出来るのは自分の愛じゃない。こ
れは正直とても助かりました。自分で頑張らなくてもいいと楽になりました！

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)
22日 「澄んだ目を」（詩篇119編(１)）
29日 「最終回・苦しみに会ったことは、
わたしにとって」（詩篇119編(2)）
●番組案内8月号にて下記の番組で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。

お詫び
番組「ローマ人への手紙」8/1
と訂正

誤）
「愛による歩み」 正）
「愛の歩み」

番組「朗読・岩島忠彦説教選」8/20
誤）
「謙虚、
または土下座」 正）
「謙遜、
または土下座」

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。

