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「力をください」
僕の人生にはうんざり もうどうだっていい
生きる価値もない
神様どうか僕に力をください
僕がどんなに悲しいか マジでわかってない
僕にとってこの姿を見られることはすごく苦痛なんだ
僕のトラブル全部話したら 悲しくて泣きたくなるよ
言ってることわかるかい？ 僕は歩けないんだ
僕の人生は良くなるどころか 困難なことばかりさ
生きる価値もない
もし物事を変えられるのなら すべては良くなるだろうに
わたしはいつも側にいて 君に力を与え
そしてどこに行こうとも 一緒にいる
子よ、わたしこそあなたを守り導いている
これは君への試練 困難に立ち向かうんだ
わたしもそんな君を見るのはつらい
ただわたしを信じなさい 幸せになれる

̶どうしてボリビアへ行かれたんですか?
＊＊＊
シスターだった時、修道会から派遣されました。もの
すごく貧しい地域で、障害者が道端で物乞いをしている
姿をよく見かけ、日本と違って国は何もしてくれませ
んから、助けたいと思って障害者自立支援施設「聖マル
ティンの家」を始めたんです。それは内観の本に出会っ
て、私が幼い頃死んだ重度障害者だった妹の死に、どこ
かで負い目を潜在意識に持っていたことに気付かされた
からです。だから、徹底的に障害を持った人たちと一緒
に歩かなければと思いました。院長が良い方で、在俗修
道会を紹介して下さって、そこでやりたいことを試して
みなさいと。
お金も何もないので、まず仕事を探したんですが、給
料は月に30ドルくらい。薄いパンを一日一枚食べて、
紅茶のティーバッグは一週間使うといった生活です。そ
れでも働かなければいけない。でも、空腹で力が出な
い。けれども、彼らは生まれた時からずっとこの生活で
しょ。だから「私は彼らを助けたい」なんてウソです
よ。彼らと一緒に歩かないといけないんですよ。

ここは自立を支援する家で
すから、一人ひとり出来るこ
とをしてもらって、段階を経
て訓練するんです。週末の食
事の準備も、全部自分たちで
やります。手が動かない人に
も食事の担当を任せます。目
と口は動きますから、他の人
に指示が出来ますよね。目の
見えない人は味見をする。お
互いに助けあって、ワイワイ
やってます。
実は最初の頃に、ある車イスの男性に突然手を叩かれ
たことがあって、「なんで？」と訊いたら、「自分は足
は動かないけれど手は動く。あんたは使える手まで取り
上げるつもりか」と言われたんです。出来ることを取り
上げてはいけないと教えられて、それから私のやり方が
変わりました。

他には「堕胎しないで下さい」と赤ちゃんの立場に
なって歌う歌、自分を捨てたお母さんへの歌とか、どん
どん作るんです。「僕の使命は、それを訴えることが出
来ない人たちの立場で訴えること」だと彼は言ってまし
た。彼なりに宣教している。もし私がお金をあげていた
ら、彼はこんなことしなかったでしょう。
一番大切なことは神様とつながることですから、必ず
毎日みんなで祈ります。15人の中で話せる人は5人くらい
で、ある人は「あ〜〜あ〜〜」と、その人なりのやり方
で順番に祈ります。彼らの祈りは本当に可愛いですよ。
変形した手を一生懸命合わせて、上を仰いで…。この祈
りがあるから、家が続いているんです。私のような悪者
がやっているけれどね（笑）。（文責・月刊誌編集部／
現地の写真提供：NPO法人エルピス会）

̶まさにイエス様がして下さったことですね。
実は、やりたくはなかったです。事業所となると、イ
エス様のように一人ひとりを大切にするということがで
きなくなるんじゃないかって。ところが神様は意地悪
なんですね（笑）。ある人が、家をタダで提供してくれ
たり、地面を舗装して、水タンクもつけてくれてお礼も
言わないうちにいなくなってしまった人がいたり…。で
も、それでも続けるためのお金はないんです。それなの
に、その時点でもう5人の障害者が集まってきていて、彼
らを放っておくわけにはいかない。だから、一年間日本
で働いてお金を貯めようと帰国したんです。そこで仕事
を求めて訪ねた社長さんが、いきなり100万円の小切手を
渡してくれました。「これで足りるでしょ」と。一年の
つもりが一週間でボリビアに帰って来ました。
「私は嫌だって言ったのに…わかりましたよ、やりま
すよ。その代わり会計係は神様ですからね、お金がなく
なったら私は辞めますからね！」って言って、今まで20
年続いています。本当に神様はいらっしゃいますね。こ
れは確実です。

今、大学二年生の男の子がいますが、彼は身体はほと
んど動かないです。それでも大学に入ろうと決めた。お
金をどうするのかと思っていたら、友達と食堂で歌を歌
うのです！彼が作詞作曲して歌うなんて知らなかったで
すけれど、それで一週間分のお金を貯めて、タクシー代
や本代に充てるんです。すごいと思うでしょ！でも、私
はそれでもダメだと言いました。「あなたはうちにタダ
で住んでいるんだから、家賃も払いなさい」と。ここを
出たら、どこかに住まなければならないんですから。そ
うしたら、ちゃんと家賃も払うようになりました。
彼のやっているのはラップっていう歌で、私は嫌いな
ので見向きもしていなかったんです。けれど、内容を読
んだらもう泣きの涙でした。

―1月5日、12日の二回にわたり放送する、昨年9月の奥
羽教会協力協議会主催・FEBC共催の秋田伝道集会。そ
のスピーカーの印象的な言葉を少しだけご紹介いたし
ます。集会のテーマは歌、そして「詩編」です…

平野克己先生（日本基督教団代田教会牧師）
・ 讃美歌333『主よわれをば』 は私の「魂の
歌」。18歳の時、友人の兄が電車にはねられて亡くな
り、翌年には友達が焼身自殺。私は牧師に抗議に行っ
たんです、「一体神様なんてどこにいるんだ！」と。
それから、このことが私の人生の宿題となりました。
この出来事は、今でも心が疼きます。イエス・キリ
ストに握っていただいていることが分からない程の鈍
感さが私にはある。自分に閉じこもる私を砕いて欲し
い。「わがやいばを くだきたまえ」。これが18歳の時
の祈りでしたし、40年経った今も、私の祈りです。
（2ページへ続く）
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特別番組「悲しむ者は幸い」と告げる
祈りのうた、詩編―秋田伝道集会より

ご献金 2,873,558 円（678 名）

・信仰は、答えを頂くことではないんです。
時に嘆き続けること。主イエスは十字架の上で、詩編を
祈ることを教えて下さったんです。「わが神、わが神、
なぜ」と！その主イエスが、復活の光を浴びて立ち上が
られた。
「わたしの神よ、わたしの神よ、
何故わたしをお見捨てになるのか。
」
これは、絶望の中にまでも透き通ってくる光の祈り、復
活の光を浴びるはずの私たちのための祈りです。

吉崎恵子（FEBCメインパーソナリティ）
私の父はガンで亡くなりました。最期は、何か辛そ
うで心が重そうな顔をしていました。私はすぐ「父は罪
のことで、神様の前に問われている」と感じ、その耳元
で詩編130編を唱えました。
しばらくして父は、本当に平安な顔で、どこか高い方を
じっと見つめていました。
私は思いました。やはり最後の問題は罪、そして主の赦
しなんだと。人間の最期は神様の方に向かわされるん
だって。私たちは皆、その赦しを頂くことが出来るんで
すから。

深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。
主よ、この声を聞き取ってください。
嘆き祈るわたしの声に耳を傾けてください。
主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら
主よ、誰が耐ええましょう。
しかし、赦しはあなたのもとにあり
人はあなたを畏れ敬うのです。
わたしは主に望みをおき
わたしの魂は望みをおき
御言葉を待ち望みます。
わたしの魂は主を待ち望みます
見張りが朝を待つにもまして
見張りが朝を待つにもまして。
イスラエルよ、主を待ち望め。
慈しみは主のもとに
豊かな贖いも主のもとに。
主は、イスラエルを
すべての罪から贖ってくださる。
(詩編130)
(文責・月刊誌編集部)

月のご報告

11 月末の

維持会員数

1,346 名

（前月よりー 28 名）
10 年前 1,615 名／ 1 年前 1,443 名

戻っておいで、と
出禁を解かれたように思えて

7日

ヨハネ受講中の女性

神様を 用しているだけ ?
利

3日
男性

私はもしかしたら、神様を利用しているだけなの
かもしれない、と思っています。私が教会に導か
れたのも、仕事や家庭の問題に耐えられず、誰
かに助けてもらいたくて、通い始めました。今も
辛いことがあると、神様助けてくださいと祈りま
す。でも、これって、自分が苦しみから逃れるた
めに、神様を利用しているのではないのでしょう
か。私は洗礼を受け、イエス様の僕であるはずな
のに、逆にイエス様を仕えさせているのではない
のでしょうか。私には信仰心というものがあるの
でしょうか ? イエス様はこのような傲慢な私もお
赦しくださるのでしょうか ?

全くこれはエス様流」ですね !
「イ

15 日
ルカ受講中の女性

私は介護施設に勤めております。肩の調子が悪く、
手術を受けねばならなくなりました。家には、退
職した連れ合いと高校卒業後より家で鬱病療養中
の娘がいて、私の収入が途切れたら正直、大変で
す。その中でも、FEBC を通して神様の恵みを感
じさせられています。4 年前、再就職にトライし
てもなかなか厳しい主人と引きこもり予備軍の娘
のことで、心が動揺していました。未だに、家は
時間が止まっているのです。でも、主人は町内会
の班長などそつなくこなしてくれるようになり、
娘も夕食作りをやるようになりました。また、以
前の経済的不安におののくばかりの私こそ、変え
られ、神様に委ねる事をいつの間にかできつつあ
る事も驚きです。当時から、聖書通信講座で大変
に個人的な指導、ケアを頂き、支えられました。
全くこれは、
「イエス様流」ですね。どんな高価
な注解書で学ぶより、活きたイエス様を体験でき
る、信仰の養われる学びです。FEBC に導かれた
ことを神様に感謝します。
●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

３月号より郵便払込用紙が変わります！
月刊誌宛名兼用の払込用紙がご送金者負担に変わりま
す。詳しくは2月号で。

「自分の中の聖霊をどのようにし
たら感じられるのでしょう
か ? 受洗一年生、56 歳のわりには幼
い質問です」と…いえいえ！誰もが聞
きたいご質問をいただきました。お祈
りが苦手とのことですが、祈ったこと
のない年月が 50 年以上、それから教
会へ行かれて初めて祈りを経験なさっ
たのですから、人前で祈る時にしどろ
もどろになってしまうのは当たり前で
すよね。正直に言って、私は幼い時か
ら祈りを経験していますが、逆に大人になってから洗礼を受
けられたという方のお祈りにいつも胸を打たれます。私もあ
んなふうに新鮮に、単純に祈ることが出来たらな…と。ひと

−2−

ヨハネ 1 〜 3 章を読んで気になったのが、2 章の
" 宮を潔められる " 所です。これってもしや…イ
エス様が私になさった事ではないだろうか ! 教会
に行かなくなって 10 年以上。習慣として心の伴
わない礼拝を続けていた私は、自分から教会を離
れたようにみえて、実は追い出されちゃったのか
な、とガイドを読んで思いました。教会を離れて
からは、誘惑にまかせ罪を重ねて生きてしまいま
した。心が迷子になってるような感覚でした。そ
んな時、FEBC を知り、放送を聞くようになりま
した。毎日の放送にはいつも涙が出てしまい、今
までの自分は一体なんだったんだろうと思う程、
恵みを頂いております。イエス様を信じる時、
「状
況は変わらないけど心が守られている」と感じま
す。こんな罪深い私を赦し、迷子だった心の拠り
所となって下さる。そう、このお方だったんだ ! っ
て。今朝、ふとテーブルの上の聖書が目に入りま
した。数か月前までは、もう二度と開くこともな
いんだろうな…と思っていたこの聖書。昨日挟ん
だ栞をみて、ちょっと泣きそうになりました。
「分
かったなら、戻っておいで」と出禁を解かれたよ
うに思えて（笑）
。頼りない信仰ですけど、二度
と闇に逃げずにイエス様にお従いしたいと願うば
かりです。

生みの母に
捨てられたけれど

24 日
マタイ受講中の女性

マタイ 5 章です。3 節「天の国はその人たちのも
のとなる」という約束があります。貧しいものと
はどんな人でしょうか。間違いなく私は貧しいで
す、人に対する愛において。父が亡くなっても泣
くこともできませんでした。でも、天の国はそん
な私のものとなると。ピンと来ません、しかし嬉
しいです。4 節「悲しんでいる人たち」私は悲し
んでいます。生みの母は私に何も告げないで、ど
こかへ行きました。きっと母の新しい家族に私の
ことは秘密だったのでしょう。家には跡形もなく、
連絡がとれなくなっていました。時々ふっとその
ことが思い出されます。私は捨てられたと。しか
し、きっと母も苦しんだのでしょう、さんざん考
えてそうしたのでしょう。しかし、今は一人では
ありません。イエス様が見つめてくださっていま
す。
言でいいんです、
「今日ここへ来られてありがとうございま
す」とか、
「今つらいですから、どうか助けて下さい」とか。
密室でお一人で祈る時、どうぞ声に出して祈ってみて下さい。
それを毎日重ねていくことがよいと思います。
「聖霊をどのように感じられますか？」ということですが、
聖霊は私たちの感性や感情に働くよりも、魂に働くので、わ
からないことの方が多いのです。でもあなた様が 56 歳にし
て受洗一年目ということ、これは本当に聖霊があなた様に働
いてくださったから、このような奇跡が起こったのですね！
そして今日も教会に来られたことも聖霊のお導きですね。で
すからお祈りも、立派な祈りなんて何もなくて、むしろ単純
な、心を込めたひと言の祈りを神様は待っておられます。祝
福をお祈りしています。
(2 日 )

2019 年 1 月

全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組）
6日
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13日
20日
27日

日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師

『飢え渇きをいやす』
(申命記8：2〜10、
ヨハネ6：34〜40)
日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『新たに生まれる』
(ヨハネ3：1〜12)
日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
『あなたの兄弟は復活する』
(ヨハネ11：17〜27)
日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会・郷家一二三牧師
『神の選びを実現する祈り』
(使徒9：10〜19)

PICK UP!

「教会とは何なのだろうか？」
（8日）
より

関野和寛(日本福音ルーテル東京教会牧師)

俺達は、簡単にキリストを見失い、簡単に忘れてしまう。二人、三人、
キリストの名前によって集まることは難しいことじゃない。でも、二人三
人集まって、キリストを忘れてしまうことは、もっと簡単だ。キリストを心
から叫ぶ、そんな最初の一人の存在が、本当に大切だ。
先日とあるキリスト教主義の学校で話をすることになった。礼拝堂の袖
から、礼拝堂の中を覗くと、千人近い学生が集まっていた。彼らにキリス
トを感じてもらう。興味のない学生たちに、キリストを届ける。でも、心
の中は「俺」でいっぱいだった。こんなチャンスが嬉しい俺。不安な俺。
そして、それでも成功させたい俺。
「俺」で、心がいっぱいの場所に、キ
リストはいない。
そんな最中、脇にいた一人の大学生が、俺に声をかけてきた。
「関野牧師。祈りましょう。関野牧師のために祈ります。」
はっとした。自分より、随分年下の人が、俺に祈ろうと言ってくれたこ
と。
心の中に、不思議な喜びが溢れてきた。何かを取り戻したように俺は
言った。
「頼む。俺のために、祈ってくれ。俺のために祈って欲しい。」
彼と一緒に目を閉じた。

何でも出来るサウロ。あらゆる学問を積み、熱心さの上では右に出る者のいな
いというサウロが、ダマスコの町でもキリスト者を捕まえようとした時に、突然
真っ暗な闇が彼の中に入ってきて、何も出来なくされてしまいました。しかし、そ
の暗黒の中に、主から派遣されてきたアナニヤが来た事によって、彼の目が開か
れたのです。アナニヤは、まずサウロの為に何と言ったか？「兄弟」という言葉を
使ったんですね。自分たちを迫害してきた者に向かって「同じ主によって造られ
た、兄弟サウロよ」と。…

神からのメッセージーグレゴリオ聖歌ー（再）

Echo of Voices

祈りの言葉に聞く―マザー・テレサに導かれて（再）

7日 「永遠の命って何でしょうか？」
14日 「厳しい神と甘い神、
どちらがホント？」
21日 「教会に嫌いな人がいます」
28日 「価値のない私、
いっそ死んだほうが…」

朗読・岩島忠彦説教選

（マタイ2：1〜12）
7日 「本当の自分」
14日 「洗礼という分岐点」
（マタイ３：15〜16、21〜22）
21日 「かけがえのない幸せ」
（マタイ５：1〜12）
28日 「地の塩」
（マタイ５：13〜16）

20日「貧しい人々の中におられるイエス」

月〜金

火

デイリープログラム

水

●夜9：30〜

PICK UP!

PICK UP!

讃美歌21の277番「罪なき神の子」は、イエスの洗礼の場面を歌った賛美歌で、詞
は20世紀のG・B・ティムズ、曲は17世紀の讃美歌集のものです。
「罪なき神の子
ヨルダンの川にて 我らの罪とが共に担いたもう（1節）」
「父の声ひびく「愛す
るわが子よ、散らされし民を導きかえれ」と（2節）」
「荒れ野にいでゆき 主は闘
いたもう。宣教のみわざ今こそ始まる（4節）」と、イエスの物語から宣教のみわざ
へと展開し、そして「洗礼によりて 主と一つにされ、試み恐れず我らもいでゆかん
（5節）」と、歌う者の応答を促す優れた讃美歌です。公現日の他、洗礼日や堅信
礼の時にも用いられます。

「妻を愛しなさい」
より
（23日放送）

木 どこへでも、どこまでも

―ルカによる福音書―

3日 「この十字架は誰のものか」
（ルカ23：26〜31）
10日 「立ち得ない者として立つ」
（23：32〜38）
17日 「楽園ー自分をまともに見られる場所」
（23：39〜43）
24日 「神を見る」
（23：44〜49）
31日 「全ての終わり、
新しい始まり」
（23：44〜49）

※本誌表紙参照

関野和寛(日本福音ルーテル教会東京教会牧師)

水 ともに立ち止まる十字架の言
第1〜3 ●夜9：47〜

川島隆一（日本基督教団小岩教会牧師）

2日 「寄留者」
（レビ25：13〜23、
マタ27：45〜54、
ヘブ11：13〜16）
9日 「神と出会う備え」
（レビ26：40〜46、マタ5：17〜20、
フィリ3：5〜11）
16日 「
『欲望の墓』
を超えて」

（民数11：1〜15、
ヨハ6：34〜52、ガラ1：6〜10）

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）
23日 「神は愛なり」
（ヨハネ3：16〜21）
30日 「水をください」
（ヨハネ4：1〜15）

●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）

MeguのCCM insight!
Megu（Genuine Graceボーカル）
18日
「Meguのお便り紹介!」

土

●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）
3日、10日 「エリヤの祈り」
24日 「ダビデの祈り」

17日 「サムエルの祈り」
31日 「エレミヤの祈り」

●夜10：28〜

聖書を開こう

山下正雄（日本キリスト改革派教会

金

●夜9：30〜

25日「Meguのトーク&MUSIC」

小田武彦(カトリック・大阪教区司祭、

神への傾聴

聖マリアンナ医科大学特任教授)

5日 「弱さ、
足りなさをこそ、
差し出して」

（使徒３：13〜15、17〜19、1ヨハ2：1〜5ａ、
ルカ24：35〜48）

12日 「リスクを冒す真の羊飼い」

（使徒4：8〜12、1ヨハ3：1〜2、
ヨハ10：11〜18）

19日 「こんな私、
だからこそ」

（申命４：32〜34、39〜40、
ロマ8:14〜17、
マタ28:16〜20）

26日 「完全な生け贄」

（出エ24：3〜8、
ヘブ9：11〜15、
マル14：12〜16、22〜26）

井幡清志（日本基督教団石動教会牧師）

1日 「立ち去りたい。
でも進めない。
」
（ルカ4：20〜30）
8日 「教会とは何なのだろうか？」
（マタイ18：15〜20）
15日 「一兎を追う者は全てを失う」
（ルカ15：1〜7）
22日 「2000年のまちぼうけ」
（黙示22：6〜13）
29日 「最善と最悪をキリストに」
（ヨハネ12：1〜8）

第３／４●夜10：20〜

図書館で本を借りた小池先生。帰りに車に乗った時、ふと思いました。
「借りたの
は自分の本だけだけど、高子さんが喜ぶような本はないだろうか？」そうして絵本
を探し、借りてきた先生でしたが、寝たきりの高子さんは重度のリウマチで、手で本
を支える力すらありません。では、どうするか。先生は添い寝して、天井に向かって
本を広げ本を音読し始めるのでした。
「夫も、自分の体のように妻を愛さなくては
なりません。」聖書のことばが、ここに息づいています。

●夜9：47〜

慧(カトリック・東京教区司祭、上智大学神学部名誉教授)

イザヤ書52章13〜15節では、苦難のしもべの使命が語られ、1〜10節はそれを受け
た私達の告白という対比になっており、その内容は特に10節にはっきりと書き表され
ています。
「病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ 彼は自らを償いの献げ物と
した。彼は、子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは、彼の手によって成し遂
げられる。」ここで「成し遂げられる」と訳されている「ツァーラハ」という動詞は、
「神の望んでいる事柄が完全に成就する」という意味で読み解くべき言葉です。

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）
2日 「地の塩、
世の光」
（マタイ5：13〜16）
9日 「ありがとう」
（マタイ25：31〜40） 16日「高齢者の福音」
（マタイ5：5）
23日 「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）
30日 「イエスに祈る人の信仰」
（マタイ18：18〜20）

雨宮

「
『成し遂げられる』
〜動詞ツァーラハ〜」
より
（1日放送）

金

御足の跡を

●夜9：47〜

旧約聖書のこころ（再）

1日 「
『成し遂げられる』
〜動詞ツァーラハ〜」
（イザヤ52：13〜53：12）
8日 「
『執り成しをし』
た〜動詞パーガー〜」
（イザヤ52：13〜53：12）
15日 「
『建てる』
〜動詞バーナー〜」
（エズラ1：1〜11）
22日 「
『神殿』
〜名詞バイト〜」
（ハガイ1：1〜11）
29日 「
『勇気を出せ』
〜動詞ハーザーク〜」
（ハガイ2：1〜9）

※金曜日は除く

●夜10：28〜

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

片柳弘史（カトリック・イエズス会司祭、宇部教会主任司祭）

10日 「日曜日が来るたびに、教会に行けない自分に失望していました。
でも、そういう考え方は傲慢ではないかと思い始め…。」
16日 「人生が辛いです。祈って心が癒やされる経験も、問題が解決した
ことも一度もありません。死後に天国に入れることだけが救いで
すが、虚しさを感じるようになってきました。」
28日 「イエス様は色々な素晴らしい奇跡を行いましたが、それが自分に
とって何の関係があるのか、わからないのです。」

「公現日の賛美歌」
より
（8日放送）

長倉崇宣(日本FEBCパーソナリティ)

●夜10：28〜

第3●夜10：15〜

吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）

1日 「クリスマスの賛美(２)」
8日 「公現日の賛美歌」
15日 「宗教改革後の賛美歌〜その初め」
22日 「宗教改革後の賛美歌〜30年戦争の中で」
29日 「宗教改革後の賛美歌〜30年戦争後」

2日 「風に乗って」
9日 「愛が心に届くとき」
16日「主イエスの祈り」
23日「悲しみ心をふさぐ日も」
30日「日々の祈り」

三位一体の神を告白するニカイア信条。この告白が生まれた時代背景を、19世紀に
発見されたスペインの修道女エゲリアのエルサレム巡礼記から関川先生が読み解き
ます。―イエスの受難を追体験する受難日に行われた十字架の道行き。そこで人々は
繰り返し、イエスの姿を思い描きながら、自分の足でエルサレムを歩き、自分の目で主
の十字架の場所を偲びました。地上に生きたイエスの姿を思い起こすことが、私達の
信仰の核心に結びついているからです。

13日「公現祭（顕現祭）」
20日、27日 「降誕節」

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）

もっとイエスにぶつかる

「主の十字架の道行きを追体験するー『エゲリアの巡礼記』
より」
（21日放送）

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）

恵子の郵便ポスト

主に向かって歌おう

●夜10：29〜

7日 「キリストご自身を身に着ける洗礼の恵み
ークリュソストモスの
『洗礼についての講話』
より」
14日 「愛の共同体である教会
ークリュソストモスの
『創世記講話』
第一より」
21日 「主の十字架の道行きを追体験するー
『エゲリアの巡礼記』
より」
28日 「洗礼の時、
あなたは何を見たか
ーアンブロシウスの
『秘跡について』
から学ぶ」

吉崎恵子／長倉崇宣

●夜10：14〜

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〜

第2〜5●夜10：27〜

「二人、三人。私の名によって集まるとこ
ろには、私も、その中にいるのである。」
今日、キリストの名前を呼ぶ一人目が必要
とされている。
（文責・月刊誌編集部）

火

霊性の源流を訪ねて―古代教父との対話―（再）
お相手・吉崎恵子

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌

彼は、キリストの名前を必死に呼び求めてく
れた最初の一人だった。
振り返ると、キリストの十字架が見えた。
キリストがそこにいてくれて、語ってくれた
気がした。
「私はここにいるよ。」

●夜9：48〜

PICK UP!

今月の

PICK UP!

坂戸キリスト教会
「神の選びを実現する祈り」
より
（27日放送）

番組
「もっとイエスにぶつかる」

月

RCJメディア・ミニストリー代表）

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
4日 「私たちの存在の根拠を求めてー創造について」

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

●夜9：53〜

Kishikoのひとりじゃないから

Kishiko

(ゴスペルシンガー)

5日 「これをしていなかった」 12日 「驚かされたひと言」
19日 「讃美の歌の力」
26日 「振り返ると見えてくる」

「これをしていなかった」
より
（5日放送）

PICK UP!

番組案内

●夜9：30〜

PICK UP!

日

FEBC

去年の一時期、スケジュールが詰まってしまって、気持ちが「大変だ。どうしよう、大丈
夫だろうか？」と、うろたえ、ブチブチ文句が出るような時があったんです。
そんな時、フェイスブックにシェアされたこんな一文を読んでハッとさせられました。
”Have you prayed about it as much as you're talked about it?”―そのことにつ
いて、人に話したと同じ位、そのことを祈ってきましたか？と…。

第1／2●夜10：04〜

FEBC特別番組

※月刊誌1面参照

5日、
12日
「悲しむ者は幸い」
と告げる
祈りのうた、
詩編ー秋田伝道集会より
出演：平野克己
（日本基督教団代田教会牧師）
、
Kishiko、
吉崎恵子

第3／4●夜10：04〜

コーヒーブレイク・インタビュー

※月刊誌1面参照

インタビュアー 吉崎恵子

19日、
26日 野原昭子
（ボリビアの障害者自立支援施設
「聖マルティンの家」
施設長）

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

11日 「
『敵を愛しなさい』
―自然のままの姿を越え出る道」

（マタイ5:43〜48、他）

キリスト教放送局 日本FEBC

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）
18日 「全地に正しい裁きを行い給え」
（詩篇58）
25日 「極限状況の中での叫び」
（詩篇88）

●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。

