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イエスが息を引き取られる時、百人隊長がそれを見て
います。この百人隊長は、マタイ、マルコ、ルカの3つ
の福音書全てに登場し、彼が語る言葉はほぼ同じです。
そこで考えたいのは、マルコに登場する百人隊長は何故
「本当に、この人は神の子だった」と告白したのかとい
うことです。
何故なら、マルコの場合、マタイ※1やルカ※2のように、
イエスの死の姿に「本当に、この人は神の子だった」と
言えるような表現がどこにも無く、「このように息を引
き取られた」その息の引き取り方によって「本当に、こ
の人は神の子だった」と判断したというのは分かりにく
いからです。そこで、「このように息を引き取られた」
の意味を考えるために、初期の教会の信仰がよくわかる
「キリスト賛歌」としてよく知られる箇所を見てみるこ
とにします。
6 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、
7 かえって自分を無にして(空っぽにする) a、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、
8 へりくだって(神に対して身を低くする) b、
死に至るまで、それも十字架の死に至るまで
従順でした。
9 このため、神はキリストを高く上げ b 、
あらゆる名にまさる名をお与えになりました a 。
10 こうして、天上のもの、地上のもの、地下のもの
がすべて、イエスの御名にひざまずき、
11 すべての舌が、「イエス・キリストは主である」
と公に宣べて、父である神をたたえるのです。」
（フィリピ2：6〜11）
6〜8節に「キリストが取った態度・姿勢」が描かれ
ています。「無にして」は直訳すると「空っぽにする」
で、また「へりくだって」は「神に対して身を低くす
る」の意味です。
それに対して9節では、神のキリストに示した態度が反
対語で表されています。つまり、キリストは自らを空っ
ぽにして (a) 身を低くした (b)。それに対して神はキリス
昼の十二時になると、全地は暗くなり、それ
が三時まで続いた。三時にイエスは大声で叫ばれ
た。「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。」
これは、「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨
てになったのですか」という意味である。そばに
居合わせた人々のうちには、これを聞いて、「そ
ら、エリヤを呼んでいる」と言う者がいた。ある
者が走り寄り、海綿に酸いぶどう酒を含ませて葦
の棒に付け、「待て、エリヤが彼を降ろしに来る
かどうか、見ていよう」と言いながら、イエスに
飲ませようとした。しかし、イエスは大声を出し
て息を引き取られた。すると、神殿の垂れ幕が上
から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエス
の方を向いて、そばに立っていた。そして、イエ
スがこのように息を引き取られたのを見て、「本
当に、この人は神の子だった」と言った。
(マルコによる福音書15：33〜39)

トを高く上げ (b )豊かに与えた (a )。私はここにキリスト
と神の連帯が描かれていると見ることができると思いま
す。
つまりマルコは、百人隊長の言葉の背後にこの「キリ
スト賛歌」を考えているのではないか。何故なら、百人
隊長が見たイエスの姿を「このように息を引き取られ
た」とだけ記すことを通して、神の前に自分を低くし、
自分を空っぽにして神の導きを待つ、このイエスの生き
方を神は良しとしたのだということを、続く百人隊長の
口を借りてマルコは語りたかったのではないかと思って
いるからです。
また、マルコはイエスの言葉として詩編22：2を引用
しています。「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨て
になったのですか。」というこの言葉は、絶望の言葉と
して受け取るのが普通ですが、私は少し違って感じてい
ます。というのは、もしこれが、完全な絶望であったな
ら呼びかけることもありません。つまりここには、ある
「信頼」があるのです。
我々は、神の行動を常に完全には理解出来ません。し
かし、神は我々を救いへと導く方だと深く信頼している
ならば、嘆くような現実の中にあっても、「わが神」と
呼びかけることが出来るというのです。「希望を含んだ
絶望」とも言えるでしょう。そしてこれこそ、フィリピ
2章の「キリスト賛歌」におけるイエスの姿と同じだと思
います。空っぽになって、神の前に身を低くするという
生き方なのです。
終末の到来の徴として十字架上に死んだイエスを見て
いるマタイ、完全な従順を見ているルカ。
(２ページへ続く)
※1「地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる
者たちの体が生き返った。そして、イエスの復活の後、墓から出て来て、聖な
る都に入り、多くの人々に現れた。」(マタイ27：51〜53)
※2「太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大
声で叫ばれた。『父よ、わたしの霊を御手にゆだねます。』こう言って息を引
き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、『本当に、この人は正しい人だっ
た』と言って、神を賛美した。」(ルカ23：45〜47)

なぜ苦しみの中で、なお待ち望めるのか？
それは、神の御子が十字架につけられているのだか
ら。
そして、神は私たちにも「神の国と神の義」をはっき
りと見せてくださる。それは、主の晩餐で差し出される
十字架につけられたイエス・キリストご自身に他なり
ません。そして、それは今はおぼろげにですが、「その
日」には顔と顔とを合わせてはっきり見るのです。
「人はどうにもやり切れない、逃げ出したくなるような
場面に追いつめられると、夢か幻にしかあり得ない願望
の場所を心に空想するものらしい。」
ある学者のこの言葉を思い巡らしていたとき、私の心
を御言葉が捉えました。
自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、
また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。
(中略)何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。
(マタイ6：25、33)
思い煩う他ない世界に私達は生きています。では、
「神の国と神の義」は現実逃避の「願望の場所」なの
か？もちろん、その答えは否です。なぜなら、「神の国
と神の義」は、ゴルゴタに於いて現実となったからで
す。パウロは言います。
被造物だけでなく、 霊 の初穂をいただいている
わたしたちも、神の子とされること、つまり、体の
贖われることを、心の中でうめきながら待ち望んで
(ローマ8：23)
います。

◇語り手の思い・聞き手の思い
長倉：
どうしたら十字架の主という核心に近づくことが出来る
のでしょうか？
川島：
19歳の私が苦しみの中にいた時、神が私を呼んでおら
れたように、全ての人に神は何度も何度も呼びかけてく
ださる。けれども、それに気づく鍵があるかと問われれ
ば、「分からない」と言わざるを得ません。ただ、この
方と共に生きる喜びは他に無い。私も最初に聖書を読ん
だ時は「こんなもの読めるか！」と思った。でもキリス
トと出会った時、信じられた。不思議です。だから、人
生訓でなく、生ける神の言葉として聖書に聞く経験。そ
れが決定的だと思います。
(文責・月刊誌編集部)
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「『本当に、この人は神の子だった』―言葉を超えたイエスの死の深み」
イエスの、ことばの、その根―雨宮神父の福音書講座・雨宮慧

それらは「分かりやすさ」という点では優れています。
しかしその一方で、「言葉にすることが出来ない深み」
をマルコは持っているのです。ですから、マルコのこの
深みを、我々がどういうイエス像と結びつけていくか、
つまり「イエスとは私にとって誰なのか」を考える手
がかりにしていくことが必要なのだと思います。何故な
ら、イエスに従おうとする者にとって、このことはその
生き方に直結する問題だからです。
そこで、私達の生き方を考えてみるために、同じマル
コで盲人バルティマイの癒やしの箇所から見てみましょ
う。
一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大
勢の群衆と一緒に、エリコを出て行こうとされたと
き、ティマイの子で、バルティマイという盲人が道
端に c 座って物乞いをしていた。ナザレのイエス
だと聞くと、叫んで、「ダビデの子イエスよ、わた
しを憐れんでください」と言い始めた。多くの人々
が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますます、
「ダビデの子よ、わたしを憐れんでください」と叫
び続けた。イエスは立ち止まって、「あの男を呼ん
で来なさい」と言われた。人々は盲人を呼んで言っ
た。「安心しなさい。立ちなさい。お呼びだ。」盲
人は上着を脱ぎ捨て、躍り上がってイエスのところ
に来た。イエスは、「何をしてほしいのか」と言
われた。盲人は、「先生、目が見えるようになりた
いのです」と言った。そこで、イエスは言われた。
「行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。」
盲人は、すぐ見えるようになり、なお道を進まれる
イエスに従った d 。
(マルコ10：46〜52)
この話については、私は「道」が大きなテーマだと思
います。というのは「道端に」(c)を直訳すると、「その
道の傍らで」となります。「その道」と訳したのは、道
という言葉に冠詞が付いているからです。つまり「どの
道でもいい訳ではない、 あの 道だ」というニュアン
スです。更に、「なお道を進まれるイエスに従った」(d)
を直訳すると、「その道を、イエスに従った」となりま
す。従って、次のようになります。
「その道」の傍らにいたバルティマイが、
「その道」の上に乗るようにイエスに呼ばれて、
そして「その道」をイエスに従った。
では、「その道」とは一体何でしょうか。このバル
ティマイの話の前にある10章32〜34節には、主イエスが
ご自分の死と復活を予告する三度目の出来事が描かれて
います。
一行がエルサレムへ上って行く途中、イエスは先頭
に立って進んで行かれた。それを見て、弟子たちは
驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び十二人を
呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを
話し始められた。「今、わたしたちはエルサレムへ
上って行く。人の子は祭司長たちや律法学者たちに
引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き
渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打っ
たうえで殺す。そして、人の子は三日の後に復活す
る。」
(マルコ10：32〜34)

月のご報告

ご献金 5,685,245 円（856 名）

娘との再会
信じるしかなくとも…

このことは、言い換えれば、イエスに従う者の生き方
が問われていると言えるのです。 (文責・月刊誌編集部)
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10 年前 1,604 名／ 1 年前 1,422 名

男性

26 日
女性

ひどく体調を崩した時、不思議な縁で教会へ導か
れ、今や教会、イエス様が私の心の支えとなって
います。ある時、思うように復調できない不安を
覚え、神様に祈った折、FEBC の放送からド――
ンと頭の中に御言葉が入ってきました。その御言
葉を心で反芻していると、イエス様が現れ、私の
頭に手を置いて、その御言葉を言って下さったの
です。
「娘よ、あなたの信仰があなたを救ったの
です。安心して行きなさい」( マルコ 5：34) と。
このことを牧師先生に伝えると、
「どんなに長く
クリスチャンでいても、みんながそういう経験が
あるわけじゃないのよ…。私もそんなこと経験し
たことないから、うらやましいワ！」と言ってく
ださいました。今は毎日神様に祈り、日々を過ご
す “ 耐える力 ” を与えて頂いています。

ここでの「その道」とはエルサレムへの道であり、十
字架に向けての道に他なりません。
つまり、マルコが我々に期待していることは、バル
ティマイのように、十字架への道に登ってイエスに従っ
て欲しいということなのだろうと思います。自分で作り
出す道ではなく、神から与えられる道。ただしそれは、
必ず十字架を経る道であり、それこそが神が与える栄光
なのだと考えているからです。

1,342 名

（前月より＋ 10 名）

6日

毎回、慰めの言葉をお送りいただき、感謝に堪え
ません。運命は受け入れるしかないと分かってい
ても、娘との思い出が蘇るたびに息が詰まりそう
になります。復活再会は、それを否定する根拠も
なく、愛する者を亡くした者にはそこにしか希望
がないのであり、信じるしかないと思います。
しかし信仰も簡単ではないと思えます。内村鑑三
が「愛するものの失せしは余自身の失せしなり」
と言うように、その苦しさ、悲しさは私には痛い
ほど分かります。それでも内村は、娘ルツ子の死
を、祈りは聴かれなかったのではなく、より善く
聴かれたと言いました。そう言えるまでの信仰を
磨くのは、自己を放棄するのと同じくらい大変な
ことではないでしょうか。
娘が亡くなってからもうすぐ一年になります。今
は、娘がこの世にいないという現実を認めるのに
精いっぱいです。

イエス様が現れ
私の頭に手を置いて

1 月末の

維持会員数

発達障害の息子に
恵みがありますように

13 日
ルカ受講中の女性

子供が 2 歳になりました。なんとなく他の子と違
うな、と思い始めたのは 1 歳半です。あれ、うち
の子言葉が遅いんだ、と。言葉が出るのを心待ち
にしていましたが、少し前に発達障害があること
が分かりました。ショックで神様を恨みました。
神様を恨むなんてと叱られても、この苦しみは神
様にぶつけないとやっていられません。幸い、療
育園を紹介され、四月から通う予定です。どうか
療育の中で恵みがありますようにと、祈るばかり
です。神様、これからもたくさん悩みます。でも
どうか、その悩みの祈りすら聞いてください。

そうですは渇いていました
私

27 日
40 代の男性

この頃、行き詰まりを感じていました。キリスト
教をマスターすれば今の悩みは無くなるのではな
いか、その一方で、キリスト教を含めなんでも
疑ってかかるという考え。この矛盾を解決する為
には “ 勉強 ” が必要だと思いました。しかし、い
ざ御言葉に向き合ってみると、そんな思いは的外
れだったと知らされました。
「渇いている人は誰
でもわたしの所に来て飲みなさい。
」( ヨハネ 7：
37) そうです。私は渇いていました。何より霊的
にです。ただイエス様を幼子のように信じる。こ
れが解った時、私の肩の荷物が下ろされました。
こんな私でもイエス様は受け入れてくださいまし
た。
●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

日

3月

日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師

3日

10日
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17日
24日
31日

番組
「霊性の源流を訪ねて―古代教父との対話―（再）」

「第50回 アウグスティヌスー母モニカの死」
（11日）
より
大森めぐみ教会牧師) お相手・吉崎恵子

「今私は、
母の犯した罪のためにあなたに乞い求めます。」
関川 これはアウグスティヌスが、母モニカの死に臨んで記した言葉で
す。キリスト教を何とかして伝えようとした母から逃げるように彼は思
想遍歴の旅を続けます。十六歳でカルタゴに遊学し、放蕩に身を持ち崩
して、十八歳の時同棲していた女性との間に息子をもうけます。その後
も、ローマ、ミラノと母を振り払うように逃げ続けました。しかし386年
に、ミラノで回心の経験をすることになります。母モニカが亡くなったの
は、その翌年でした。彼の深い嘆きは「告白」の中に綴られています。し
かし、彼は、母のために「とりなしの祈り」を捧げるのです。母の信仰や
善き業をよく知ってなお、最後にしなければならなかったことは、最愛
の母の罪をとりなし、神に祈ることだったのです。
吉崎 私は父を亡くした時に、死の床で自分の罪が本当に問題にな
るんだって父の姿を見て感じたんです。そのとき私は、詩編130編を
ゆっくり父の耳元で唱えました。それが、私の祈りそして父の祈りだ
と思って。
関川 私達が罪のとりなしを祈ることができるのも、聖書自身が私達に
その言葉を沢山書き残しているからです。聖書の言葉によって、罪のと
りなし、そして神ご自身の罪の赦しの言葉を聞くことができる。
吉崎 それは神を知らずに亡くなった自分の愛する人のためにも、と
りなしの祈りができるということですか？
関川 はい、とても大事なことです。大切なのは私達の祈りによって事
がなるわけではない。神ご自身がそのことをお聞きくださることです。
私達は誰でも、罪を犯すという人生を生きる。だからこそ、人生の最期
に罪のとりなしを祈ることは大事なことなんです。

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）

●夜10：29〜

5日 「もう疲れた…俺の為に祈ってくれ」
（ルカ22：31〜34）
12日 「信仰一期一会」
（マタイ2：1〜12） 他

水 ともに立ち止まる十字架の言

●夜10：28〜

朗読・岩島忠彦説教選

（ルカ４：1〜13）
4日 「誘惑が来ることは避けられない」
11日 「霊に駆り立てられて」
（マルコ１：12〜15）
18日 「荒れ野で上げられた蛇のように」
（ヨハネ3：14〜21）
25日 「苦難を通して栄光へ」
（ヨハネ12：20〜33）

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）
10日「聖木曜日」
17日 「オリベト山の祈り」
24日、31日 「キリストの十字架の道行き」

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）

「苦難を通して栄光へ」
より
（25日放送）

「信じない者はすでに裁かれている」
（ヨハネ3:18）という言葉に「何で？」と思って
しまいます。そのことについて岩島神父はこれを主の招きとして語られます。
「光が輝
くところ、人はその明かりに身をさらして照らされるか、光によってできた影に身を退
くかの二者択一に迫られます。これをヨハネは、今ここで起こる裁きだと言っているの
です。光がない間は影はありません。闇と意識しない闇があるだけです。光と共に人
の心が問われるのです。キリストの声が響きます。
『光の子となりなさい』。」

17日「最終回・存在の深みを生きる」

月〜金

デイリープログラム
●夜9：30〜

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌

火

川島隆一（日本基督教団小岩教会牧師）

6日 「無価値な者の選び」
（申命7：6〜8、マル2：13〜17、1コリ11：17〜22）
13日「荒れ野の旅」
（申命8：1〜10、
ルカ4：1〜13、
ロマ5：1〜5）
20日「最終回・約束の地を見つめて」

（申命34：1〜8、
ロマ8：18〜25、
マタ6：24〜34）

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）

（ヨハネ5：1〜9a）
27日 「静かなる絶望」

●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）
6日 、13日 、20日、27日「God bless you」

●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）
6日 「稲敷開拓伝道礼拝と信仰」
（ヘブライ11:1〜2）
13日 「永遠の命」
（ヨハネ17:1〜3）
20日 「高齢者の福音」
（ルカ10:25〜37）
27日 「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）

●夜9：47〜

旧約聖書のこころ（再）
雨宮

吉崎恵子／長倉崇宣

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）
4日

14日

19日

嫌だと思っている相手の中で、イエス様が「わたしはここにいる」と
…。私や娘の病気も、弱く情けない心も、主が与えて下さった主ご
自身なんだ！と…。
教会員にならないと教会へ行き続けることはできないのでしょう
か？教会は行きたいのですが、それが気になり行けなくなっていま
す。
「世と世にあるものを愛すな」とはどういう意味ですか？私は高校
生でバンドをやっています。バンドを愛しているのは罪ですか？

木 どこへでも、どこまでも

慧(カトリック・東京教区司祭、上智大学神学部名誉教授)

5日 「
『暗黒』
〜名詞ホーシェフ〜」
（ヨブ3：1〜26）
12日 「
『はしため』
〜名詞アーマー〜」
（ヨブ31：5〜37）
19日 「
『神の経綸』
〜名詞エーツァー〜」
（ヨブ38：1〜39：30）
26日 「最終回・
『惜しま』
ずに〜動詞フース〜」
（ヨナ4：1〜11）

※同封ハガキ参照

―ルカによる福音書―

井幡清志（日本基督教団石動教会牧師）

「
『神の経綸』
〜名詞エーツァー〜」
より
（19日放送）

何も悪いことをしていない私がなぜ苦しまなければならないのか？というヨブの問い
かけ。それに対して神は、天地創造のわざの秩序正しさ、そこにある神の創造の意志
を語り、彼の質問には真正面からは一つも答えていません。しかし、ヨブは「…どうし
てあなたに反論などできましょう。…」と、神の言葉の中に答えとは言えないまでも、
納得をしているような態度をとります。一体ヨブは、神の言葉の何に納得をしたので
しょうか。

土

7日 「私の理解ではなく神の約束」
（ルカ24：36〜49）
14日 「苦しみにこそ知る十字架の救い」
（24：44〜49）
21日 「人から人へ、
という格闘」
（24：44〜49）
28日 「最終回・どこへでも、
どこまでも」
（24：44〜53）

●夜9：30〜

神への傾聴

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)
2日 「そのいのち、
どう使いますか？」

（エレ31：31〜34、ヘブ5：7〜9、
ヨハ12：20〜33）

9日 「神の計らいの中で」
（アモ7：12〜15、エフェ1：3〜14、マル6：7〜13）
16日 「ばらばらの羊を束ねる御方」

（エレ23：1〜6、エフェ2：13〜18、マル6：30〜34）

●夜10：14〜

23日 「神の慈しみを味わい、
生きる」

杉本

30日 「最終回・私たちに噛み砕かれるパンとして」

（出エ16：2〜4、12〜15、エフェ4：17、20〜24、
ヨハ6：24〜35）

勉（日本ホーリネス教団上野教会元牧師）

7日 「祈れない時の祈り」 14日 「御霊の助けによる祈り」
21日 「祈りから讃美へ」
28日 「最終回・数えてみよ、
主の恵み」

●夜10：28〜
※月刊誌1面参照

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

祈り―親しき語らいへの扉（再）

関野和寛(日本福音ルーテル教会東京教会牧師)

第1〜3 ●夜9：47〜

4日 「心の底から何もかも投げ出したかった」
11日「聖職者による虐待…ショックを受けました」
18日「何もできない私がなぜ生かされて？」
25日「大学に入学し、好きな人ができ…」

第2〜5●夜10：27〜

5日 「カルヴァンの詩篇歌」
12日 「レントーキリストの生涯の賛美歌」
19日 、26日 「バッハ
『マタイ受難曲』
の中の賛美歌」

もっとイエスにぶつかる

長倉崇宣(日本FEBCパーソナリティ)

「天から下ってきた者、すなわち人の子」
（ヨハネ3：13）とあります。イエスのこ
とです。これは”天から切り離され、この地上に放り出された者”とも言えます。
神様は大切な独り子を切り離され、捨てられたのです。天から切り離されて、世
においでになったこのお方は、人々に捨てられました。しかし、消えていったの
でななく、
「隅の親石」になられました。あなたを根底から支え、あなたを守る
ために。あなたが失われる者となるのではなく、神のみ腕にしっかりと抱きとめ
られて永遠に生きるためにです。

●夜9：47〜

主に向かって歌おう

Echo of Voices

福音ルーテル神水教会
「永遠の命」
より
（10日放送）

関川 そうですね。彼自身の生涯がこの罪の赦しととりなしの祈りに込
められているのだと思いますね。
（文責・月刊誌編集部）

●夜10：14〜

●夜10：15〜

/礼拝日曜午前10：30〜）

吉崎 それは人のためだけでなく、アウグスティヌスの自らの罪の赦
しを願う祈りも重なってくるような気がしました。

火

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)
4日 「アウグスティヌスーすべての疑いの闇が消えて」
11日「アウグスティヌスー母モニカの死」
18日「アウグスティヌスー『値なしに』与えられる恵み」
25日「アウグスティヌスー愛に生きる」

（福岡県春日市若葉台西3-12/電話092-501-8281

今月の

PICK UP!

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

『天国の標識』
(イザヤ29：17〜24、
マタイ15：29〜39)
日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『永遠の命』
(ヨハネ3：13〜21)
日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
『本当に恐れなければならないこと』
(使徒言行録5：1〜11)
日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会・郷家一二三牧師
『神が一緒だから、大丈夫！』
(出エジプト3：1〜13)
日本基督教団春日東教会・青木麻里子牧師(写真)
『過不足なき恵み』
(2コリント８：7〜15)

PICK UP!

関川泰寛(東京神学大学教授、日本基督教団

※本誌表紙参照

●夜9：48〜

PICK UP!

2019 年

全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組）

月

聖書を開こう

山下正雄（日本キリスト改革派教会

金

（箴言9：1〜6、エフェ5：15〜20、
ヨハ6：51〜58）

●夜9：53〜

Kishikoのひとりじゃないから
Kishiko(ゴスペルシンガー)

2日 「子育ての頃を思い出し」 9日 「時は順繰りにめぐるけれど」
16日 「伝え方は難しい」
23日「ああ、
思い込み」
30日 「ちょっと驚いた広告」

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

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
2日 中西絵津子（日本基督教団・脇本教会牧師）
9日 幹 祐希（聖契神学校神学生）
16日 金山達成（聖契神学校神学生）

1日 「あなたはわたしを何者だと言うのかーイエス・キリストその１」

第２●夜9：37〜

※月刊誌1面参照

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

※写真左からご出演順

8日 「最終回・
『本当に、
この人は神の子だった』
―言葉を超えたイエスの死の深み」
（マルコ15:33〜39、他）

第３／４●夜9：37〜

第4／5 ●夜10：04〜

交わりのことば̶聖書の豊かさ

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）
15日 「創造主の助け」
（詩篇121）
22日 「最終回・主のみわざの偉大性のゆえに主を讃えよう」
（詩編150）

第３／４●夜10：20〜

MeguのCCM insight!

Megu（Genuine Graceボーカル）

15日 「Meguのお便り紹介!」
22日 「Meguのトーク&MUSIC」

「
『この未熟児の私に神様を下さい』
」
より
（30日放送）

神様に真正面から向き合うことは怖いけれども、聖霊の助けとイエス様のとりなしに
よって十字架の前に立たせて頂いて、
「私に必要なものを下さい」って祈る。一番必要
なのは神様ご自身なんですよね。この祈りを心から祈れるかどうか。それは、一日一日
が勝負だと思うんです。神様の前に嘘無く、
「この未熟な私に、神様を下さい！」って誠
実に祈れるかどうか。一日一日、その都度、勝負だなって。それは聖霊に助けて頂かな
かったら、形だけの祈りになってしまいますよね。

第5●夜9：30〜

FEBC特別番組
29日「霊的利己主義の挫折の向こうに
―
『ラウダート・シ』
の霊性」
出演 中川博道（カトリック・カルメル会宇治修道院司祭）

お相手・長倉崇宣

23日「満腹な人の祈り、
腹ぺこの人の祈り」（ルカ18：1〜14）
30日「
『この未熟児の私に神様を下さい』
」（ルカ18：1〜14）
中島善子（日本基督教団御殿場教会）

PICK UP!

番組案内

●夜9：30〜

PICK UP!

FEBC

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。

