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　出エジプト32章には、モーセとヨシュアが神の山シナ
イの山頂で十戒をはじめとする神の戒めを受けていた時
に、神の民イスラエルを奴隷の地エジプトから導き出し
てくれた神ヤハウェを、金の子牛に取って代えてしまう
最悪の罪が語られております。罪を犯したイスラエルの
赦しのために、モーセは主のもとに戻り、神に直訴して
自分の命と引き換えに、イスラエルの罪の赦しを願い出
たのです(出エジプト32:30～32)。この自己犠牲に心を
動かされない者がいるでしょうか。しかし、神は次のよ
うに答えられました。「わたしに罪を犯した者はだれで
も、わたしの書から消し去る。しかし今、わたしがあな
たに告げた所にこの民を導いて行きなさい。」(同32：
33、34)これは何を意味しているのか。

　ここで注目したいのは、エゼキエルが、エルサレムの
住民が行なっていた偶像礼拝に対して語った神の審判の
言葉です。「その地に飢饉を送って、そこから人も家畜
も絶ち滅ぼす。たとえ、その中に、かの三人の人物、ノ
ア、ダニエル、ヨブがいたとしても、彼らはその正しさ
によって自分自身の命を救いうるだけだ、と主なる神は
言われる。」(エゼキエル14：13、14)。ノア、ダニエル、
ヨブでさえ「その正しさによって自分自身の命を救いう
るだけ」なのです。つまり、旧約で最も偉大とされる
モーセでさえ、他者の罪の贖いをすることは出来ない！ 
そこで、わたしはパウロのことを思い起こしました。彼
は、ロマ書で「わたし自身、兄弟たち、つまり肉による
同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨て
られた者となってもよいとさえ思っています」(ローマ9：
3)と驚くべきことを言います。

　同じように他者の救いのために命を投げ出すと言った
パウロとモーセですが、しかし実はある決定的な違いが
あります。パウロが言う「神から見捨てられ」とは、キ
リストの形―キリストと同じ姿になるという希望から発
せられた言葉なのです。自分の信仰がどれほど立派か深
いかではなく、キリストに結ばれた者として言っている
ということなのです。この言葉の背後には、初代教会の
キリスト賛歌「キリストは、神の身分でありながら、神
と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえっ
て自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者にな
られました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至る
まで、それも十字架の死に至るまで従順でした」(フィリ
ピ2：6～8)があります。キリストご自身が神の姿を放棄し
たのです！ですから、その姿になることが、パウロの望
みでした。
　実は「十字架の死に至るまで」という一句はパウロが

「イエスにぶつかる」という前の番組は、今振り返る
と、どこかで遠慮があったし、牧師だから最後はうま
くまとめようってそんな計算がどこかにあった気がす
る。だから、またゼロになって、わからない事はわか
らないと言い、疑った思いは疑った思いのまま、イエ
ス・キリストにぶつかっていきたいと思う。聖書を読
むこと、聖書を教えることは俺の日常だけれども、実
はずいぶん自分勝手なキリストの姿を作り上げている
なあと思う。見たくない所に目を背け、聖書に接して
いる気がする。特に今日とりあげるヨハネ福音書15
章の「主はぶどうの木」の物語なんて特にそうだと思
う。

キリストはこう言った。

「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝であ
る。人がわたしにつながっており、わたしもその人
につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。」

(ヨハネ15：5)

とても有名なことばだ。でもだ。 （2ページへ続く）

独自に加えた言葉です。何故、この一句を付け加えたの
でしょうか。それは、キリストの死を殉教の死、つまり
自己犠牲の最たるものであるとする考え方を退けたい思
いからだと思います。

　そのことを端的に証明しているのが、英雄的なモーセ
の姿とはおよそ対極的な、ゲッセマネの園で他者の罪の
贖いのために己の命を差し出す主イエスの姿です。
　マルコは、その時のことを次のように描いています。
「イエスはひどく恐れてもだえ始め、…地面にひれ伏
し、できることなら、この苦しみの時が自分から過ぎ去
るようにと祈り、こう言われた。『アッバ、父よ、あな
たは何でもおできになります。この杯をわたしから取り
のけてください！』」(14：33～36) 私たちはここで、他
者の罪を贖うために命を投げ出すことを恐れ、悶え苦し
む主イエスの姿を見るのです。

　パスカルはこう言います。
「イエスは少なくとも三人の最も親しい友たちのうち
に、いくらかの慰めを求め給う。しかし彼らは眠ってい
る。…かくしてイエスは見捨てられ、ただひとり神の怒
りに対し給う。
　彼はこの苦痛とこの遺棄とを、夜の恐怖のなかで忍び

給う。思うに、イエスが歎き給うたのは、このとき一度
だけでしかなかった。だが、この時には、あまりの苦
しみにもはや耐えきれなかったかのように、彼は歎き給
う。『わが心いたく憂いて死ぬばかりなり。』」
 
　私たちはこの主イエスの苦悩に留まれずに、あまりに
短絡的に「しかし、わたしが願うことではなく、御心に
適うことが行われますように」という主の言葉に飛びつ
いてしまっているのではないでしょうか。

　生ける神を神でないものと取り代える罪を犯したの
は、旧約の民だけではありません。新約の民もまた然り
です。パウロはガラテヤの信徒たちへの手紙でこう言い
ました。「ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、だ
れがあなたがたを惑わしたのか。眼の前に、イエス・キ
リストが十字架につけられた姿ではっきり示されたでは
ないか」(ガラテヤ3：1)
　現代においても、モルトマンは「キリスト者の神」は
必ずしも常に「十字架につけられた神」ではないと言
い、また宣教の歴史を検証したデイヴィッド・ボッシュ
は、社会福音派の神は「人間のすべての理想的属性を具
現化したもの」であると、さらにホプキンスは「同情的
イエスがカルバリーのキリストに取って代わってしまっ
た」と述べています。

　私たちの罪を贖うためにイエスは、恐れ、悶え、苦し
んだのです。神の御子が十字架に上げられる前に露わに
したこの苦悩こそ、贖罪の秘義なのです。だからパウ
ロは、この主イエスの苦悩を真正面から受け止めてこう
語ったのです。「わたしはキリストに結ばれた者として
…神から見捨てられた者となってもよいとさえ思ってい
ます。」キリストに結ばれた私たちは、他者の救いの
ために自分の命を差し出すことが出来るというのです。
そのキリストの形、同じ姿になることを願うというので
す。

聖なる父よ、私たちは今、ここに、贖いの記念をとも
に行い、
キリストの死と 陰府に下られたことを思い起こし、
その復活とあなたの右に上げられたことを宣言し、
栄光のうちに来られることを待ち望んで、
全世界の救いとなるこの生け贄
御からだと御血とをあなたに献げます。

　これは、主の晩餐での「世界の救い
のための祈り」です。残念ながら、
「奉献」という概念を注意深く排除し
てしまった多くのプロテスタント教会
の聖餐式文には、この祈りはありませ
ん。この祈りを聖餐において捧げるた
めに、私たちはキリストにあって召さ
れたとさえ言えると思います。(文責・月刊誌編集部)
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聖書をお送りくださり、また講座のガイドも感謝
いたします。
私は、小中学校といじめの対象でした。それでも、
小学校のころは日曜学校に行っていて、そこは唯
一安心できるコミュニティでした。いじめにあっ
て、あまりに辛くて、初めはお祈りしていました。
でも、残念ながら日曜学校との関係もなくなり、
いつしか「イエスさまにお祈りしても毎日いじめ
られる。つらいことがなくならない。」となって
いったと思います。
大人になってからは、人と関わることが苦手で、
本当に人を信じることはできていません。今、こ
のままではなにかいけないように思えています。
時間を見つけては、講座のヨハネ福音書から聖書
を読み始めております。主に語りかけていただけ
るようにと思いながら。しかし感じることができ
ません。主のお導きであると信じることができれ
ば、感じることができればいいのですが。講座の
ガイドを読みながら御声が聞こえるときを望ん
で、続けてゆきたいと思います。

主を感じられたら
いいのですが… 1日

ヨハネ受講中の男性

えーーっ ! 
めっちゃいいやん、キリスト教 !!
  11日

ヨハネ受講中の 40 代女性

去年、棋士の加藤一二三さんがクリスチャンであ
ることを知って、急に聖書やキリスト教に興味が
湧きました。聖書アプリで、さっそく読んでみて
ビックリ。「名言集じゃん!」 素晴らしい言葉の数々
に感動し、「やっぱり聖書ほしい !」と聖書を買い
ました。特に新約聖書をゆっくり味わいたいと思
い、この講座の受講を決めました。さてヨハネで
す。1～ 3章を読んで最初に感じたことは「イエ
ス様は私たちの悩みを知っていて下さるので信じ
てゆだねればよい。…えーーっ ! 信じるだけでそ
んないいことあるんですか !?信じます、信じます。
めっちゃいいやん、キリスト教 !」という感じです。
しかし、時間が経つにつれ、この「信じる」とい
うことがどんなに難しいかがわかってきます。現
在の心境を正直に言うと「信じます」ではなくて

「信じた方がトク」です。この「信じる」ということ。
本当に、心から信じることが必要なのでしょうか ?

「神様がいるかどうか本当のところはわからない
けど、いることにしておこう」と思っているので
すが、これではダメでしょうか。

FEBCを知ったのは偶然でした。去年大変苦しく、
全然眠れなくなってしまい、夜ラジオをつけまし
た。感度が悪く、聞きづらい中で吉崎様の声を耳
にしました。そのやさしい口調にとても癒され、
毎日聞くのが一つの癒しになっていきました。あ
る日、俳句の先輩が聖書の句を詠んでいらしたの
を思い出し、連絡しました。先輩はクリスチャン
でした。彼女の教会へ連れて行っていただき、キ
リスト教への道がひらかれ、今では教会へ毎週通
うようになりました。苦しみは軽減されてきてい
るのですが、何かにつけて自分を情けなく思った
りします。でも、自分が自分の味方でなくてどう
するの !とわが身を励まします。思い煩うな !は
座右の銘です。何も知らない私ですが、少しずつ
聖書の勉強をしたいと思います。

全然眠れなくなってしまい、
夜ラジオをつけました 17日

ヨハネ受講中の女性

2歳の時に診断されたご病気が45年経って
も治っていらっしゃらない…その影響

からか、ここ数年で心臓も悪くなってしまったと。
それはとてもとてもつらいことだと思います。そ
の2歳からのご病気が何かよく分かりませんが、
普段の日常生活はお出来になるのでしょうか。ど
なたかがあなたを支えて下さっているでしょう
か。「そしてゲイなのです」と。そのことはご家
族や周りの方はご理解下さっているのでしょう
か。カミングアウトできないで今もつらい思いを

してらっしゃるのでしょうか。本当に幾つも重なって…「神
様、あなたはこの方のつらさをご存知です、助けて下さい!」
と切に祈ります。

ご献金 3,613,680 円 （733 名）

8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 1,627 名／ 1年前 1,439 名

1,388名

昨年から疑問が浮かんでいました。「なぜ永遠の
命が必要なのか ?」そして考えてみました。「永遠
の命」に入らないとすると、どうなるのかと。暗
黒の世界に入るのか。真っ暗、光と音の無い所。
意識を殺してほしいと叫び狂うほどの恐ろしい世
界です。
では「永遠の命」とは ?それは、神様のおられる所、
平安のある所。死を境に入っていくことが約束さ
れている所。でもやっぱり分かりません。永遠に
生きる私って何だろう。しかし思います。永遠に
生きる私って何だろうと思うことよりも、まこと
に真実なことは、神様と共にそこに住み続けるこ
とができるということであり、このことを感謝し
て受ければよい。そう思いましたが、ですが、教
えて下さい。「永遠の命」がなぜ必要なのですか ?

なぜ永遠の命が
必要なのか? 22日

マタイ受講中の女性

（前月よりー10名）

8月末の

ヨハネ5章でイエス様が病人に「よくなりたいか」と言って
下さったことに、あなた様は胸が熱くなられたのですね。「で
も、やはり罪ゆえに病気などの悪いことが起こるのでしょう
か?」と…。病気は決して罪のせいではありません。全ての
人が罪人で、その罪のために神様との和解が出来なくなって
いる。その深い深い病を癒やしたいから、今あなた様にも「あ
なたのすべての罪を赦されたいか」とお聞き下さっているん
だなぁと思いました。
その病がどうして癒やされないのか私には分かりませんけれ
ども、イエス様の愛が本当にあなた様を包んで下さる時には、
あなた様は病を負いながらもなお罪赦された者としてイエス
様の喜びに満たされる、そのように変えられると私は確信し
て、あなた様のために心からお祈りしています。 (30日 ) 

̶１ページより続き
「主は折れたぶどうの木」もっとイエスにぶつかる・関野和寛より

この言葉に続いて、もしあなた方が私に繋がっていな
いのであれば、あなた方は切り取られて捨てられて、
そして枯れ果てて焼かれるとキリストは何度も何度も
言った。脅したようにさえ聞こえる。実際、この言葉
に怯えてきた人が沢山いた時代があった。でも、地獄
行きの恐怖や、その他の不安を煽り、信じさせるのは
本当の救いなんだろうか？恐怖と不安で、人のこころ
を操るのはカルトであり、悪魔なんじゃないか。また
逆に、自分の中にある疑い、キリストに対する不信を
隠したまま、笑顔を作って聴こえのいい言葉だけを選
んで語り続けていれば、いつしか自分の信仰が悲鳴を
上げる。

じゃあ、人ってなんなんだろうか。何も出来ない存
在って、何だろうか。正直な思いを語れば、俺自身、
きっとキリストといつもつながっていると心底思って
いないと思う。言葉ではぶどうの木に繋がった枝だと
言い、そのようなフリをする。そして同じように、人
にはキリストに繋がれと勧める。でも、いつも自分が
そんな存在だとは思えない。洗礼を受けたあの日、そ
して牧師になったあの日。確かに俺はキリストという
大きなぶどうの木の一部に自分がなった様に思った。
しかし、枯れ果てた木の枝の様だと感じる日も沢山あ
る。一瞬は満たされる。でも、次の瞬間、不安にここ
ろは駆られ、たましいはカラッカラになる。苦しいこ
とがあった日、試練に襲われている日々は尚更だ。そ
して、俺だけじゃないはず。キリストを必死に求めて
苦しんでいる人を俺は沢山見てきた。それでもまだあ
なたを求めている人を俺は沢山見てきた。

キリストの弟子たちも、キリストが十字架で処刑され
てしまった日、全員が逃げていった。12人の弟子、12
本のぶどうの枝は全てへし折られた。悲しい枯れた枝
のような自分を救ってくれないんじゃないかって…。
そう感じながら聖書の言葉をずっと見つめ続ける。

すると、その奥にキリストという細いぶどうの木が見
えてくる。不安と悲しみに揺れる一本の木が。

キリストは12本のぶどうの枝が、キリストを信じる
人々が全て弱く儚い事をも知っている。絶対に私から
離れるな、といいつつ、誰もが折れて、誰もが離れて
しまうことをキリストは知っている。だから、このぶ
どうの話の最後にキリストは言った。

あなた方が私を選んだのではない。
私があなた方を選んだ。
私はあなたの友達だ。
私は、友であるあなたのためにいのちを捨てる。
どれほどあなたを愛しているだろうか、と。

いのちを懸けたキリスト、ぶどうの木は最後に十字架
の上で切り倒された。キリストは切り倒されたぶどう
の木になった。切り倒されたキリストが、それでも俺
を離さないと手を伸ばしてくれている。

（文責・月刊誌編集部）



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

12日 「『皇帝のものは皇帝に、神のものは神に』
ー『神の掟』と『人間の言い伝え』」(マタイ22:15～22、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）

19日 「幸福の源泉としての主の御言葉」(詩篇1)　
26日 「朝の歌」(詩篇3)

第３／４●夜10：20～
MeguのCCM insight! 
Megu（Genuine Graceボーカル）
19日、26日 「ゲストはゴスペルシンガー・ディレクターの塩谷美和さん」

土 ●夜9：30～

 　神への傾聴

6日 「存在の中心から受け止める」
(使徒8：5～８、14～17、1ペト3：15～18、ヨハ14：15～21) 

13日 「私たちの原点」(使徒1：1～11、エフェ1：17～23、マタ28：16～20) 
20日 「全ての願いを打ち明ける」(エレ20：10～13、ロマ5：12～15、マタ10：26～33) 
27日 「他人という十字架」

(列王下4：8～11、14～16a、ロマ6：3～4、8～11、マタ10：37～42) 
●夜9：53～
Kishikoのひとりじゃないから

6日 「大きいことはいいこと？」 
13日 「バス停ベンチで寝入っている男の子」
20日 「『弱いときにこそ強い』って？」 27日 「グラタン嫌いだった私」

●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

27日 「ますます分からなくなる」（ルカ18:1～14）
 　原田攝生（日本バプテスト連盟静岡キリスト教会）

第4／5 ●夜10：04～
 交わりのことば̶聖書の豊かさ

6日 菊地るみ子（日本バプテスト連盟・大井バプテスト教会音楽主事）
13日、 20日　金　迅野（マイノリティ宣教センター共同主事、

在日大韓基督教会横須賀教会牧師）

Kishiko
(ゴスペルシンガー) 

PI
CK
 U
P!「御国が来ますように」より（25日放送）私の母は若くして47歳の秋に亡くなりました。貧しい中でも私たち兄弟4人を育て、

日曜日は朝早くから教会へ行っておりました。私が「母の信仰は盲目の信仰だ！」
と反抗していた時、私の救いのために涙の祈りを重ねてくれました。亡くなる前の
晩、母は私たち兄弟に「先に向こうへ行ってお前たちのために祈っているからね」と
言い遺し、天に召されていきました。その後、ベッドの下から母が書き残した信仰の
歌が見つかったのです。

PI
CK
 U
P!「朝の歌」より（26日放送）「わたしに逆らって立つ者が多く、『彼には神の助けがない』と、わたしについて言

う者が多いのです。」（詩篇3：2）息子アブサロムに反旗を翻されたダビデは、泣
きながら裸足でケデロンの谷を渡って逃げていくのです。私たちは、何か罪を犯し
ているから神様の助けがないのではないか、と疑ってしまうことがあります。けれ
ども、私たちの主もそういうところを通られたのです。イエスは、あのケデロンの谷
を渡り、ゲッセマネの園で涙ながらに祈られました。

PI
CK
 U
P!「バス停ベンチで寝入っている男の子」より（13日放送）夏の午後、バス停でバスを待っていたキシコさん。すると、その陽の当たるベンチで寝

入ってしまっている小学生の男の子の姿が。熱中症にならないかしら？と心配し、そし
てバスが来たので声をかけるとバッと起き、バスに乗り込みました。けれど、またアッ
という間にその子は寝てしまい…。今度は「寝過ごしてしまうのではないかしら？」と
再び心配してしまうキシコさんでしたが…。

●夜10：14～
祈り―親しき語らいへの扉（再）

金

杉本　勉（日本ホーリネス教団上野教会元牧師）
4日  「主の祈りの背景」 11日 「天の父への呼びかけ」
18日 「御名が崇められますように」 25日 「御国が来ますように」

金　迅野 （マイノリティ宣教センター共同主事、
在日大韓基督教会横須賀教会牧師)

番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（13日、20日）より今月の

PICK UP!ー「マイノリティ宣教センター」とは具体的にど
ういう働きですか？

　2015年の秋に、ご存知のように日本国内で「ヘイトス
ピーチ」と呼ばれる現象がかなりクローズアップされま

した。そのことで痛みを負う人がいて…僕
もその中の一人です。実は世界中で同様の
現象が生じてきていて、私たち在日大韓基
督教会が静観していていいのだろうか？
と考えて、世界教会協議会や各国の教会
に呼びかけて、差別を克服するための協
議をするようになったんです。日本では
去年の4月にセンターが作られました。

　昨年、若者が集う「マイノリティユースフォーラム」を開催しました。多
くの日本の学生は自分のことをマジョリティと言いますけど、青年たちに
は、差別された人たちを対象化しないで、自分が見たこと、出会ったこ
とによって何が引き出されるだろうか、そこを大事にして下さいと言った
んです。例えば誰かが痛みによって咽び泣く時に、心が揺らぐことがあ
りますよね。それを「共感」や「共振」と呼びますが、神様は私たちにそ
ういうセンサーを植え付けて下さっていると思うんです。
　ある人は福島出身の大学生で、震災の頃は中学生で、高校は福島か
ら少し離れた学校へ行ったんです。そこで友だちもできたけれど、ある
時に友だちから捨て台詞のように「このヒバクシャが！」って言われた。
その時に、自分は絶対差別される側になるとは思っていなかったけれ
ど、こういうふうにちょっとしたことで誰でもマイノリティになりうるんだ
ということを、証してくれたんです。それは、自分の中にあったセンサー
が、沖縄の人と触れたりする中で発動した、その一つの現れだと思うん
です。
　そういう意味で、マイノリティというのは、固定的なものではなく、神
様が植えて下さったセンサーが発動する時に、自分も痛みとして持つ一
つのマイノリティ性を証しできる存在なんだ、誰もがそうなんだというふ
うに思っています。 （文責・月刊誌編集部）

小田武彦(カトリック・大阪教区司祭、
         聖マリアンナ医科大学特任教授)

※本誌表紙参照

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） 
7日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『しなやかな心に』(エレミヤ18：1～12、2コリント5：16～21)
14日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『信じなさい』(マルコ16：9～18)
21日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『もてなす人になる』(ルカ4：38～41)
28日 日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会・郷家一二三牧師
 『若く未熟です、と祈るエレミヤ』(エレミヤ1:1～10)

14日 「神への信頼」 
21日 「神の賜物」
28日 「祈りへの招き」

第2～5●夜10：27～ 
神からのメッセージーグレゴリオ聖歌ー（再）
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）

21日 「イエスの渇き」

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!「イエスの渇き」より（21日放送）1946年9月、マザーは修道女として黙想会に参加するため、ダージリンに向か

う列車の中におりました。その時マザーの人生を決定的にを変える出来事が起
こりました。「イエスの渇きとの出会い」を体験し、スラム街に出て働く決意を固
めたのです。マザーは遺言状と言われる手紙の中で「イエスの＜わたしは渇く＞
という言葉は、＜あなたを愛している＞という言葉よりも、何かもっと深い愛情
表現だ」と言っています。何故でしょうか？

3日 「教会へ行ってみたのですが、牧師さん以外は女性ばかりで、おじ
さんの自分にとっては居心地が悪く…。」

9日 「問題があるから祈れます。神様と交わりを持つようにと、与えら
れているのかもしれません。」

29日 「母が残したキリスト教信仰を持とうと頑張っていますが、頑張っ
ても信仰を持てない人が信じられるように、神を説明して下さ
い。」

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
1日 「聖霊もまた神と等しい方

ーアタナシオスの『セラピオンへの手紙』の重要性」
8日 「砂漠の修道士たちの世界

ーアタナシオスの『アントニオス伝』の魅力」
15日 「聖霊のおられるところには御子もおられる

ーディデュモスの聖霊論から」 
22日 「西方のアタナシオス、ヒラリウスの戦い」
29日 「悪との決別ーエルサレムのキュリロスに見る洗礼の奥義」

1日 「神に従うことと職業との折合いがつきません」
8日 「人間としてのイエスとは？」　15日「祈りのコツはありますか？」 
22日 「我慢なんかしたくなかった…」
29日 「誠実に生き、世の中のためになりたい」

1日 「私は誰なのか」（マルコ8：27～35）
8日 「流れる時」（ルカ18：1～8）
15日 「祝宴を断るのは誰か」（マタイ22：1～14）
22日 「偽善の種」（マタイ22：15～21）
29日 「すべてを売り払って」（マルコ10：17～30）

2日 「ヤロブアムの罪を全く『離れなかった』～動詞スール～」
（列王下14：23～29）

9日 「ヨセフの破滅に心を『痛める』ことがなかった動詞～ハーラー～」
（アモス6：1～7）

16日 「わたしは激しく心を『動かされ』～動詞ハーファフ～」（列王上19：1～18）
23日 「『おとめ』が身ごもって～名詞アルマー～」（イザヤ7：1～17）
30日 「『静かにしている』ならば救われる～名詞ナハト～」（イザヤ30：15～17）

●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!「神に従うことと職業との折合いがつきません」より（1日放送）「仕事が上手くいかない、日々の生活が証しになるはずなのに…」そう書いてくだ

さって。教会でもよく「あの人の姿は証しになる」という言い方がされますけど、証
しになるっていうことが、立派なことをすることに置き換えられていることがあるん
じゃないかって…。僕も、折合いのつかないことをいっぱい抱えて、あっちがこぼれ
こっちがこぼれしながら…。でもその不格好な姿、弱さを見つめた時、そこにイエス
様のお姿があると…。

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

PI
CK
 U
P!「『おとめ』が身ごもって～名詞アルマー～」より（23日放送）「イザヤは『見よ、おとめが身ごもって、男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ』

と預言します。この言葉はマリアの処女懐胎を表すものとして引用されますが、実は
『おとめ』と訳されている『アルマー』という言葉は、必ずしも未婚の女性だけを指す
わけではありません。ですからこの時、イザヤ自身は、何か別のことにこの預言の『し
るし性』を見ていた可能性があるのです。」この事をどう考えるべきか。雨宮神父はそ
こから私たちの信仰のあるべき姿を考えます。

●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。

番組「ローマ人への手紙」8/22　 誤） 「希望の神」 　正） 「望みの神」 

お詫び
と訂正

10月スタート
新番組

10月スタート
新番組

4日  「自分の信じているものを問う」（ルカ22：1～6）
11日 「人の闇の裏側にある主の備え」（22：1～13）　
18日 「わたしを裏切るあなたのために」（22：14～23）
25日 「食卓の真実」（22：24～30）

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）

2018 年10月
FEBC

番組案内
2018年10月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物

第１●夜9：30～
神が問われる̶私たちの対話的教義学講座（再）
石居基夫（日本ルーテル神学校校長）　お相手・長倉崇宣
5日 「今、神学をするということ」 

金

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！

●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）

2日  「主は折れたぶどうの木」  
9日 「キリストよ、俺をぶち破ってくれ」
16日  「神よ、十字架を知っていたか」 
23日 「日曜十時半の十字架」
30日  「破壊者キリストは俺たちを破壊する」

2日 「『たて琴』の歌詞の賛美歌」
9日、16日「結婚式の賛美歌」 23日 「葬儀の賛美歌」
30日 「宗教改革者ルターの賛美歌」

●夜10：28～
御足の跡を

PI
CK
 U
P!「ADHDの方からの声」より（31日放送）ADHD（注意欠陥・多動性障碍）の方から小池先生のもとにお電話がありまし

た。どうしても、障碍のため礼拝中に大きな声を出してしまう。歩きまわってしま
う。彼はキリストを求めつつも、そのために様々な教会の牧師や神父から、会堂
を追い出され続けたという事でした…。小池先生はこの方のお話を聞いて、ある
聖書箇所を思い浮かべます。そして、それが今まさしく私達の現実を指し示して
いることを改めて痛感するのでした。

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～

 　もっとイエスにぶつかる

水 第1～3 ●夜9：47～
 　　ともに立ち止まる
 　　十字架の言
 　　川島隆一（日本基督教団小岩教会牧師）

第4／5 ●夜9：47～
光を見るすべ―ヨハネによる福音書（再）
川島隆一（日本基督教団小岩教会牧師）

3日  「万軍の主の祝宴」（出24:1～11、ヨハ1:1～14、エフェ2:11～22）
10日 「罪の贖いの秘儀」（出32:30～35、マル14:32～42、ロマ9:1～5）
17日 「行を共にする神」（出33:12～16、マタ28:16～20、黙21:1～8）

24日 「闇に輝く光」（ヨハネ1：1～5）
31日 「肉となった言」（1：14）

3日  「稲敷開拓伝道礼拝が始まる」（マタイ19：13）
10日 「リスナーの方の手紙から」（フィリピ4：4～7）　
17日 「高齢者の福音『主われを愛す』」（１ヨハネ3：16）
24日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
31日 「ADHDの方からの声」（ヨハネ9：35～41）

3日  「主よ恵みのみわざを」 10日 「十字架の愛」
17日 「すべての民よ」 24日 「神の都エルサレム」
31日 「喜びが湧いてくる」

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） 

関野和寛(日本福音ルーテル教会
　　　　　　　　　　　　　　東京教会牧師)

※月刊誌1面参照

※月刊誌1面参照

10月スタート
新番組

10月スタート
新番組


