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【聖書箇所】
人々はイエスを捕らえ、引いて行き、大祭司の家に
連れて入った。ペトロは遠く離れて従った。人々が
屋敷の中庭の中央に火をたいて、一緒に座っていた
ので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。すると
ある女中が、ペトロがたき火に照らされて座ってい
るのを目にして、じっと見つめ、「この人も一緒に
いました」と言った。しかし、ペトロはそれを打ち
消して、「わたしはあの人を知らない」と言った。
少したってから、ほかの人がペトロを見て、「お前
もあの連中の仲間だ」と言うと、ペトロは、「い
や、そうではない」と言った。一時間ほどたつと、
また別の人が、「確かにこの人も一緒だった。ガリ
ラヤの者だから」と言い張った。だが、ペトロは、
「あなたの言うことは分からない」と言った。まだ
こう言い終わらないうちに、突然鶏が鳴いた。主は
振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、「今
日、鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らない
と言うだろう」と言われた主の言葉を思い出した。
そして外に出て、激しく泣いた。

 （ルカによる福音書22章54～62節）

　

　イエス様が、敵視する人たちの手によって、策略に
よって捕らえられて、理不尽な扱いを受けておる最も
辛い、苦しい場面です。その場面で、ペトロはイエス
様の事を知らないと言った。これほどに全てを台無し
にしてしまう発言があるかと思います。そして、これ
は捕まえられる恐怖が勝った、だからそこで自分の身
を守ったということでしょうか。

　けれども、このイエス様の捕らえられる前後の事柄
を描いているルカによる福音書が注目している部分は
それだけのことだろうか、と私はずっと感じてきまし
た。すぐ前のところでは、イエス様が剣をも携えるこ
とが必要だというような事をおっしゃった。そこには
もうすでにかなりの緊張感というか、切迫した空気が
流れていたでしょう。実際、ある一人が剣を振りかざ
して、イエス様を捕らえに来た人間に切りかかったと
いう記事が出てきました。すでに、そうやって弟子た
ちは立ち向かっているんです。
　だから余計に、あれほど勇ましく生死を共にする覚

悟を言っていた人がなぜこういう事になったのかと思
います。人間とはなんと弱く、なんと危ういのだろう
と思うことは正直な感想だと思います。

　ですから私たちは、ペトロの姿は情けないな、愚か
なことだなと思います。でも、イエス様はその姿を受
け止めて、それでもなお、愛してくださっている。そ
ういうイエス様のお心を、誠にありがたいことだと知
ることが出来るわけですよね。しかし、ペトロが恐れ
のあまりに身を守ったというその見方は、それで全て
なのでしょうか？ペトロはただ怖くなって言い逃れを
しただけなのだろうかと改めて考えました。

　イエス様が捕らえられ、沢山
の兵隊に連行され、その後を彼
は追いかけたのです。そしてイエ
ス様が連れて行かれた中庭、つ
まり大祭司の家の中にまで入り込
んだ。いわば敵の懐深くに入り込
んで行ったんです。もし彼が怖く
なって、思わずイエス様を否定し

ただけだとすると、大祭司の女中が「この人もイエス
様と一緒にいた」と指摘されただけでも十分に縮みあ
がったんじゃないかと思うのです。もちろん、そうい
う面が全然無かったとは私も思いません。ただ、次の
人には、「お前はあの連中の仲間だ」と、はっきりペ
トロを指差して言われたんです。自分の素性が割れて
しまっても、彼はそこにとどまっていた。そして、つ
いに三度目の指摘を受けた時に鶏が鳴きました。そこ
で、ハッとして彼はようやく外に出ていったと書いて
あります。もし鶏が鳴かなければ、ひょっとしたらペ
トロはこの大祭司の家の敷地にとどまって、なんとか
イエス様に従っていこうとし続けていたかもしれませ
ん。

　ペトロが、もはやこれまでだと思って外へ出ていっ
たそのきっかけは、この聖書の書き方を見ると「あな
たは鶏が鳴く前に、三度わたしを知らないと言う」と
言ったイエス様の言葉を思い出したことです。その時
に一体ペトロの心の中に何が起こったのだろうかなと
思いました。自分のいのちも惜しくないと、どんなに
そう思っても、もうどうすることも出来ない、手が届
かないという事をペトロは徹底的に知らされたと思い
ます。（２ページへ続く）
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今回、聖書通信講座を受講したのは、信仰につ
いて話し相手が欲しいという我儘によるもので
す。現在、FEBCを聞かせていただいております
が、洗礼を受けて以来、聖書を読む機会がめっき
り減っています。
問題がありまして、妻が宗教アレルギーである
ことです。「宗教だけには入らないで。入ったら
離婚するから。」と言われ、離縁されることを恐
れる私は、こっそりと聖書を読み、こっそりと
FEBCを聞くということを続けています。教会に
はなかなか行けず、他の用事を伝え嘘をついて礼
拝に参加することがあります。こそこそとやって
いることが後ろめたく感じられる時があります。
それでも続けているのは、明らかに神の恩寵を受
けていると思われるからです。それは、もともと
人間関係での悩みが多かった私の周りから、敵が
一掃されたような状態に変わってしまったことで
す。非常に、精神的に弱い私にとって何物にも替
えがたいことでした。ところで、この問題につい
ていい解決方法や知恵を教えていただければ幸い
です。

こっそりと聖書を読み、
こっそりとFEBCを聞いています 8日

ヨハネ受講中の男性

6年間祈り続けてらっしゃることが
あるのですね。でもまだ答えても

らっていない…。なぜ答えてくれない
のだろう?でも、祈らずにはいられな
い…。どのようなお祈りを毎日してい
らっしゃるのでしょうか。私も、同じ
ように何年も毎日祈っていることがあ
るんですよ。そして祈っている具体的
なことに関しては、いまだに答えられ
ているという兆しが感じられないんで

す。それでもあなた様は、「がむしゃらに助けて下さい、救っ
て下さいと祈りながら、気がつけば御名を賛美しほめたたえ
ていました。祈る者に、求める者に報いて下さる方であるこ

ご献金 3,457,078 円 （745 名）

9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 1,437 名

1,381名
（前月よりー7名）

9月末の

とを信じ感謝です」と。
祈り続けて、気がついたら御名を賛美しほめたたえていた。
これこそ神様の答えなんじゃないかしらと思いました!祈る
ということは、そこで神様との交わりが最も具体的に実現し
ていることですよね。その祈りも、お願いします、救って下
さい、助けて下さいっていうことだけでなく、恵みを数えな
がら祈る。「そうすると変えられるのかな?」と。はい、必ず
変えられます!恵みを数えるっていうことは、もうその時に
あなた様は神様の恵みを頂いたことを感謝して、それを神様
にご報告しているのですから。そういう祈りが積み重ねられ
て、あなた様の人生そのものが恵みに満ちてくるということ
において、変えられると思います。どうぞこれからもFEBC
を聞き続けて下さい! (1日 )

ヨハネ2章。婚礼の席でブドウ酒がなくなり、イ
エス様が水をブドウ酒に変えて下さった出来事で
す。解説を読んで、なるほど～と唸ってしまいま
した。私の抱えている疑問をひも解いて下さった
からです。
教会に行くことが増えるにつれて、今まで仲良く
していた友人と距離ができたように感じることが
増えました。クリスチャンだから我慢しなければ
ならない、と言い聞かせることが増えました。そ
うやって心に蓋をどんどんしていって、ついに…
その蓋がはずれてしまいました。教会って何だろ
う ?信仰って何だろう ?そう思っていましたが、
TeaRoomの「信仰を持つことによって世の中の営
みの一つ一つを、それまで以上に熱心に心から取
り組むことができるのです。」この箇所が私の疑
問を解決して下さいました。世の中から離れてい
くのではなく、クリスチャンとして熱心に取り組
んでいくということが、すんなりと私の心に入っ
てきたのです。そして、母マリヤのように、イエ
ス様のことば一つ一つに意味があることを信じて
生きていくこと。ここにゆらぎがなければ困難も
乗り越えていけるのですね。

「クリスチャンだから我慢しよう」
心に蓋をしていって… 12日

ヨハネ受講中の女性

仕事でちょっといやな出来事がありました。理不
尽なことを言われて、それでも相手に従わざるを
得ず、悔しい思いをしました。モヤモヤとか怒
りが胸の中にうずまいている時、ふと、「そうだ、
イエス様はいつでも一緒にいてくださるのだ。私
と一緒に悔しさを味わっておられるのだ。」とい
うことが頭に浮かびました。すると、うそみたい
に心が軽くなったのです。「相手のことを許しま
す」という気持ちにまではならなかったのですが、
それまでの不快な気分はすーっと消えてゆき、穏
やかな気持ちを取り戻すことができました。すご
く不思議でした !イエス様を信じるということは、
遠慮したり取り繕ったりする必要のない、なんで
も話せる友、自分をまるごと理解して気持ちを分
かち合ってくれる友を持つようなものなのだと思
いました。

不思議でした !
あれほど悔しかったのに 15日

40 代の女性 わたしにはずっと悩んでいる事があるのです。牧
師さんに相談しようと思いましたが近所ですし、
友人も通っていたので、どうも相談できませんで
した。私と父の事です。父は骨身を削って母子の
為に働いてくれてはいたのですが、幼少から私た
ちは、コミュニケーション不足でした。現在も、
コミュニケーション不足の結果、相手の事を聞か
ず、自分の事しか話さない愚か者と、自分の事を
話さず、相手の事を聞かない愚か者がいます。こ
こでの愚か者は当然私と父です。このままでは、
私と父も母も皆、不幸になります。よき答えが得
られるようにご相談しました。

私と父のこと
ずっと悩んでいます 19日

男性

【お詫び】 
本誌 10 月号の萌の欄 10/22 の文章に間違いがございま
した。ここに慎んでお詫び申し上げます。

聖書協会

それは、何か恐れに囚われて思ってもいないことを口
にしたというよりも、もっと深刻な現実だったのだろ
うなと思うのです。

　さらにその時に、このルカによる福音書には、他の
福音書にはない記述がありました。イエス様が「振
り向いてペトロを見つめられた」(22：61)というので
す。ここでも、イエス様の眼差しの中にペトロは何を
読み取ったのかなということを思いました。

　ペトロはこれまで沢山イエス
様のみ業に身近に接して来たわ
けです。イエス様の弟子として
共に歩み、そしてイエス様のお
言葉や教えに沢山触れてきた。
例えば、イエス様のたとえ話の
中に迷い出た一匹の羊の話が
ありました。あるいは（放蕩息
子のたとえ話と呼ばれる）二人
の兄弟と父親の話をなさいまし
た。さらにはたとえ話ではない
けれど、徴税人のザアカイとイエス様の出会いもあり
ました。ペトロは、そういうイエス様のお言葉をずっ
と聞いてきたのです。だから今、ペトロはここで、三
度イエス様を知らないと言って、鶏が鳴いた時に、自
分自身がまさに失われたところを歩んでいたと知っ
た。イエス様がたとえ話でおっしゃった一匹の羊や、
家を飛び出した弟、ザアカイにかけられた言葉、「失
われた者を訪ね救うために来た」という、その救われ
るべき失われた者とは誰かと知らされたのです。「あ
あザアカイさん、良かった。」ということではなく、
この私自身こそ、本当に失われている者であったのか
と。そういう道筋を自分が気付かぬうちに歩んでいる
ということを本当に身を以って知らされたんです。

　人が生きていくときには、自分の力や自分の気持ち
や考え方、あるいは自分の存在というものを、どこか
で信じていられるということが鍵になります。いわば
自分の中に拠り所を持っているということが肝心なこ
とです。今、ペトロが直面しておるのはそういう問
題だと思います。そして、この出来事の前のペトロに
対するイエス様の予告は、ある意味そのような問いか
けなのかもしれません。「主よ、御一緒になら、牢に
入っても死んでもよい」と言ったペトロに対して、で
もイエス様は、ペトロが自分の思いや願い、あるいは
理解と違うところを歩かなければならない、歩いてい
くのだと告げられたという事ではなかったかと思いま
す。

　「あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言
う。」

　―そういうあなたの願いとは違う場所を、あなたは
生きなければならない、あるいは、歩んでいくのだと
いうことなのです。ここに、思ってもいないような遠
いところを歩いている私たち人間の現実があるのでは
ないでしょうか。

　私たちは遠いところにさまよい出て歩んでいるの
です。しかし、その道が実はイエス様が歩いておられ
る道とぶつかる。自分が願っていた道、思い描いてい
た通りには生きられずに、今こんなところを歩いてい
ると思うその場所で、私を生かすお方としてイエス様
と出会うんです。そこでこそむしろ、私たちはイエス
様と出会う。私を救い、私を支え、生かすお方と出会
う。その時にまったく違う自分自身の人生が、生きる
道筋というものが、見えてくるのだと思います。

(文責・月刊誌編集部)

̶１ページより続き「拠り所が失われる、その所で」
どこへでも、どこまでも―ルカによる福音書・井幡清志



土 ●夜9：30～
神への傾聴

※写真左からご出演順

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

第4／5 ●夜10：04～
交わりのことば̶聖書の豊かさ

●夜9：53～
Kishikoのひとりじゃないから Kishiko

(ゴスペルシンガー) 

24日 「もっとあからさまに祈ろう」（ルカ18:1～14）
 　蓮井康人（日本同盟基督教団磐田キリスト教会牧師）

3日 井田典子（整理収納アドバイザー、相模友の会会員）
10日 北村卓也（聖契神学校神学生）
17日 齋藤尚子（聖契神学校神学生）

3日  「世界から争いを無くす道」
（ゼカ9:9～10、14～17、ロマ8:9、11～18、マタ11:25～30）

10日  「苦痛を味わう意味とは」
（イザ55:10～11、ロマ8:18～23、マタ13:1～23）

17日  「救いがここに実現するため」
（イザ56:1、6～7、ロマ11:13～15、29～32、マタ15:21～28）

24日  「十字架のイエスから与えられた鍵」
（イザ22:19～23、ロマ11:33～36、マタ16:13～20）

3日  「ファッション？告白？」 10日  「『ふつう』なんてない」
17日  「代わり映えのしない日？」 24日  「行ないと報い」

16日、23日 ゲストはシンガーソングライター
のジュンコ・ニシグチ・チェンさん

PI
CK
 U
P!アメリカでご活躍のシンガーソングライター、ジュンコ・ニシグチ・チェンさんが海を超えてはるばるスタジオに！コンピューターの仕事の後、アメリカで30才でデ

ビュー。25年を超える活動の中で、既に10枚のCDをリリース。「二重国籍で悩んだ
こともありました。でも段々分かってきました。私の本当の国籍は、日本でもない、
アメリカでもない、この世界ではなく御国なんだって」。「あまり自分で握りしめな
いで、神様、好きなように用いて下さい、と。私のベストを尽くしてゆきます！」と、
明るいパワーが伝わってきます！

PI
CK
 U
P!「十字架のイエスから与えられた鍵」より（24日放送）皆さんが今日こうして実際に祈っているのは、天の父の恵みによって、イエスこそキリ

スト「生ける神の子」だということを、分からせて頂いたからではないでしょうか？「あ
なたはメシア。生ける神の子です。」ペトロも、イエスこそメシア、キリストだと告白し、
天の国の鍵を授けられました。しかしその鍵は、「力強いメシア」から与えられたもの
ではありません。逮捕され、辱めを受け、十字架にかけられて死ぬイエスから与えられ
たんです。

2018 年11月
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北村卓也 （聖契神学校神学生)
番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（10日）より

今月の

PICK UP!
　―神学校に入る前はお仕事を？

　アニメーションのマネジメントやプロデュースという仕事をしていまし
た。好きな仕事でしたけれども、上司二人が連続してうつになり、私が
その後を兼務するようになったのですが、精神的にもたなくなってし
まって大変でした。精神科系の病院に行こうと思ったんですけれども、
もうひとつの選択肢として、教会に行こうと思ったんです。それは、中学
生の時に読んだキリスト教の本に「神は愛である」という一言が書いて
あって、それにずっと憧れを持ち続けていたんです。家庭はぐちゃぐちゃ
だったので。29才の時に礼拝に行き「あっ、これを探していたんだ！」と
分かり、涙を流したことを覚えています。洗礼は30才の時でした。

　最初の頃は怒りのコントロールが出来ないこ
とに苦しみました。父に対してとか、生い立ち
の問題とか、そういったことへの怒りや恨みで
した。それで段 「々主の祈り」が辛くなってきて、
「私が許すごとく…」って言えないよなって。も
う一度父に会いに行ってみようと思い、21年ぶ
り位に訪ねて行きました。父は、すごく驚いて
「家族を壊して本当に申し訳なかった」とずっ
と言うんですよ。そして、偉そうですけれども
「今までのことを許します」って言えて、やっと

宿題が終わったような気がしました。　　

―許せなかった方を許せたというのは大きな喜びでしょう？

　喜びはあるんですが、喪失のほうが大きかったですね。恨みを支えに
してきたので。それを無くしてこれから何をしていけばいいのだろうって
…。ある時、これは人生の目的をもう一度探すための悩みなんだって気
付いて。イエズス会の黙想の家で祈りをしている中で、列王記上19:11
「そこを出て、山の中で主の前に立ちなさい」の御言葉から、「あなたの
目的は、神様にどれほど愛されているかを知って、喜び楽しんで行くこ
とだ。それを他の人に伝えれば何倍にもなる」と言われた気がしたんで
す。 （文責・月刊誌編集部）

※本誌表紙参照

金 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

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

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）

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

2日  「神学の始まりー啓示について」

9日  「悔い改めて福音を信じなさい」
ー旧新約聖書を貫く『悔い改め』の意味（マルコ1:15、他）

16日  「創造主の栄光と賛美」（詩篇8）
23日  「信仰による神の臨在の力」（詩篇16）

●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） 

●夜10：14～
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）

●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）

木
1日  「主イエスの祈りを信じる」（ルカ22：31～34）
8日  「暮らしの中のほんの些細な誘惑」（22：39～46）
15日  「立ち止まり損ねた、その先で」（22：47～53）
22日  「拠り所が失われる、その所で」（22：54～62）
29日  「孤軍奮闘ではない」（22：54～62）

1日  「御心が行われますように」 8日  「日毎の糧をお与え下さい」
15日  「私たちの罪をお赦し下さい」 22日  「試練に打ち勝つために」
29日  「待降節の祈り（1）ザカリアとエリサベツ」

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5●夜9：30～
FEBC特別番組（再）
30日 「父、子、聖霊なる神の交わり、
 その似姿の回復ー正教会の信仰と霊性」
ご出演：ゲオルギイ松島雄一（日本正教会大阪ハリストス正教会管轄司祭）

※月刊誌1面参照 金

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)

PI
CK
 U
P!「諸聖人の祝日（2）」より（25日放送）　殉教者の記念の日の入祭唱です。―「主は助けを求める人の叫びを聞き、苦

難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心の近くにおられ、悔いる
霊を救って下さる。主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けて下さ
る」。殉教者たちが主イエス・キリストの十字架に従って自分の命を捧げた時、
きっと彼らは、この詩編34編のように、私たちが想像できないほど「近く」にお
られる主から力と慰めを頂いたのではないでしょうか。

PI
CK
 U
P!「ウシアとヒュポスタシスーバシレイオスの三位一体論」より（12日放送）三位一体。それは教会が伝えてきた信仰生活の根本です。でも、それを矛盾なく

説明できるかと問われれば…。実は、古代の教父バシレイオスも、数学のように
合理的に説明できるとは思っていなかったそうです。それでも自分たちが信じる
神さまをギリシャ世界で説明する努めを放棄しなかったんです。ウシア（本質）
とヒュポスタシス（実体、位格）―この聞き慣れない言葉も、なんとかして伝え
ようとした先達の努力の結晶とすれば、私たちの説明責任？が問われているの
かも知れません。

7日 「家族の救いを祈り続けてきましたが、全くダメです。一人だけのク
リスチャンはつらいです。」

20日 「私は笑うことが出来ません。毎日が苦しく辛い、神様はなぜ苦し
めるの？」

27日 「聖書は本当に不思議ですね。頭では分かっても、自分が経験して
初めて御言葉の意味が心に沁みてくるのですね。」

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

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
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） 

6日 「神の民としての教会」
13日 「ニュージーランドの創作賛美歌」
20日 「『未来に向かってー平和を歌うー』から」
27日 「キリスト者の生活（信仰の戦い）」

6日 「お前が『より頼んで』いる神
～動詞バーターハ～」(列王記下18：13～19：37)

13日 「空しいものの『後を追い』
～ハーラク・アハレー～」(エレミヤ2：1～8)

20日 「『軛』を打ち砕く～名詞オール～」(エレミヤ28：1～17)
27日 「『喜ば』ない～動詞ハーフェーツ～」(エゼキエル18：1～32)

月

5日 「従わない者には神の怒りが下る？」
12日 「洗礼を受けましたが教会生活が想像以上に忙しく…」
19日 「私もユダと同じです」
26日 「教会に行きたいが、何が正統派かわからず…」

5日 「執着と離脱」(ルカ20：27～38)
12日 「現代の黙示録」(ルカ21：5～19)
19日 「イエスのまなざし」(マルコ12：38～44)
26日 「賢い生き方」(マタイ25：1～13)

●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
5日 「エウカリスティアーエルサレムのキュリロスに見る聖餐の奥義」
12日 「ウシアとヒュポスタシスーバシレイオスの三位一体論」
19日 「神の親（ちか）さに生きるーバシレイオスの聖霊信仰」
26日 「魂の救済施設としての世界

ーバシレイオスのヘクサエメロンの世界」

●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 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

日 ●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
4日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『嵐の中のキリスト』(出エジプト3：11～15、マタイ14：22～36)
11日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『花婿の来るとき』(マタイ25：1～13)
18日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『清くする人祈る人』(ルカ5：12～16)
25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
 『信仰の苦しい戦いの祈り』(エレミヤ11:18～23)

11日 「死者のための典礼」
18日 「諸聖人の祝日（1）」
25日 「諸聖人の祝日（2）」

18日 「悪魔の罠」

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）

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!「絶望の中の希望」より（14日放送）「主の御前から炎が出て、祭壇の上の焼き尽くす献げ物と脂肪とをなめ尽く

した。これを見た民全員は喜びの声をあげ、ひれ伏した！」（レビ9：24）これ
はつまり、何もかも失った絶望の極みでも、礼拝から見た世界には希望があ
るということです。
そのことを黙想していた時、ある小説の一節が思い出されました。コルベ神
父がアウシュヴィッツに収監されていた時、妻子ある人の身代わりを申し出
た。「その日以来、地下の餓死室からは毎日、祈りの声が聞こえるようになっ
た。」あのアウシュヴィッツという地獄の中で、神に向かって祈り賛美する声
が響き渡っていた、と。

7日 「さらけ出す神」（出34:1～9、マタ1:18～23、ロマ5:15～21）
14日 「絶望の中の希望」（レビ9:1～7、マル11:15～19、ヘブ13:10～16）
21日 「緊張に満ちた両義性」

（レビ9:22～10:7、ルカ22:24～30、1コリ11:27～34）

28日 「満たされた空虚」（ヨハネ2：1～12）

7日 「愛することを学ぶこと」
14日 「主よ恵みのみわざを」
21日 「キリストの中に生きるなら」
28日 「すべての民よ」

7日 「神様が何かをなさろうとしておられる」（ヨハネ21：15～19）
14日 「リスナーの手紙から」（マタイ18：18～20）
21日 「高齢者の福音」（ヨハネ15：1～10）
28日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

●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）

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）

6日 「何もかも捨てずについていく」（マルコ2：13～14）
13日 「メッセンジャーの孤独」（エレミヤ20：8～9）
20日 「俺はキリストの前から去っていく」（マルコ10：17～22）
27日 「誰も救えない、それでもそこへ行く」（マタイ10：7～10）

●夜10：29～
もっとイエスにぶつかる
関野和寛(日本福音ルーテル東京教会牧師)

火 ※月刊誌1面参照


