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イエス・キリストの黙示。この
黙示は、すぐにも起こるはずのこ
とを、神がその僕たちに示すた
めキリストにお与えになり、そし
て、キリストがその天使を送って
僕ヨハネにお伝えになったもので
ある。ヨハネは、神の言葉とイエ
ス・キリストの証し、すなわち、
自分の見たすべてのことを証しし
た。 この預言の言葉を朗読する
人と、これを聞いて、中に記され
たことを守る人たちとは幸いであ
る。時が迫っているからである。
ヨハネからアジア州にある七つ
の教会へ。今おられ、かつておら
れ、やがて来られる方から、ま
た、玉座の前におられる七つの霊
から、更に、証人、誠実な方、死
者の中から最初に復活した方、地
上の王たちの支配者、イエス・キ
リストから恵みと平和があなたが
たにあるように。
わたしたちを愛し、御自分の血
によって罪から解放してくださっ
た方に、わたしたちを王とし、御自身の父である神に
仕える祭司としてくださった方に、栄光と力が世々限
りなくありますように、アーメン。
見よ、その方が雲に乗って来られる。
すべての人の目が彼を仰ぎ見る、
ことに、彼を突き刺した者どもは。
地上の諸民族は皆、彼のために嘆き悲しむ。
然り、アーメン。
神である主、今おられ、かつておられ、やがて来ら
れる方、全能者がこう言われる。「わたしはアルファ
であり、オメガである。」
(ヨハネの黙示録 1章1〜8節 )

著者は自らヨハネと名乗っていま
す。大体、紀元1世紀頃のことと思わ
れますが、パトモス島という島にこ
の人は幽閉されていました。当時の
ローマ皇帝は有名なドミティアヌス
という人でありまして、この人のも
とでキリスト教が厳しい迫害を受け
ます。 このヨハネもパトモス島に流されたという事なの
でしょう。
ところが、ある日曜日に幻を見たというのです。その
幻を見たことに触発されまして、このアジア州の中にあ
るさしあたりは7つの教会に激励の手紙を書き送った。
その事からこの文章は始まっています。平穏無事な時代
にのんきに書かれた手紙ではないのです。厳しい迫害の
中に置かれていた人が、同じく苦しみを受けている同信
の友達、教会の人々へ書いた手紙。これがこの不思議な
文章を理解するための鍵です。
苦しみの中にいる時に、人の精神は純化されます。勿
論、苦しみは無い方が良いに決まっています。しかし苦
しみには、そういう面があると思います。私は今回の
入院で、その事を改めて感じました。本当に小さな経験
ですが、毎日どうも恥ずかしい姿勢を取らされて傷口の
ガーゼを交換されるのです。かなり深い傷口に詰まって
いるガーゼを引き出すわけですね。思わずうめき声が
出る。その後、消毒して新しいガーゼをピンセットで
ギューと詰め込むわけですね。本当に辛いもので、私は
毎日「ああ、今日も一仕事終わった」と言って、看護師
さんに笑われました。けれども、そこでクリスチャンの
主治医に「教会の皆さんが祈っていてくださいます」と
言われると、私は自分がまるで子供のように素直になっ
て聞くことが出来たのです。
ヨハネもやっぱり精神が純化されていたのだと思いま
す。余計なことを考えないで、ひたむきに見つめる。そ
れは、精神を集中するということでしょう。ヨハネは、

かけは、今迫害の下の人々に
向けられたものです。「アル
ファでありオメガである。」
―日本流に言えば、いろはの
「い」から「ん」にいたるま
で、つまり最初から最後まで
という意味です。
ヨハネは、ここで恐らく旧
約聖書の出エジプト記3章の
記事を思い起こしていたので
はないでしょうか。あのモー
セがホレブの山で神に召さ
れ、エジプトで苦しむ同胞た
ちを救うために派遣されると
ころです。その時にモーセが
神に尋ねました。
「わたしは、今、イスラエル
の人々のところへ参ります。
彼らに、『あなたたちの先祖
の神が、わたしをここに遣わ
されたのです』と言えば、彼
らは、『その名は一体何か』
と問うにちがいありません。
彼らに何と答えるべきでしょ
あのイエスに集中しました。今日の聖書箇所の一番最初
の「イエス・キリストの黙示」(黙示録1：1)という言葉
は、そのことを端的に表現しています。「黙示」―ギリ
シア語の「アポカリュプシス」は、「覆いが取り除けら
れ、はっきり見える」ことを表現しております。ですか
ら、続く二節から言葉を変えながら「死者の中から最初
に復活した方」「ご自分の血によって罪から解放してく
ださった方」(1：5)と、この方にひたむきに集中してい
る。まさにそういう事であります。
苦しみの中にいる人を救うことができるのは、その者
と同じように、あるいはもっと深く苦しんで、しかも、
その苦しみを乗り越えた方だけです。それ以外は、苦し
みの中にある者を助けることは出来ません。ヨハネの精
神は、この苦難と復活の主イエスにひたむきに向かって
いるのです。 ちょうど、アフリカから強制連行されアメ
リカで奴隷労働を強いられた人々が、その苦しみの中で
歌ったあの歌のように。
,
Nobody knows the troubles I ve seen.
私が見た悩みは、私が経験した苦しみは誰にも分
からない。
Nobody knows but Jesus.
イエスの他には誰にもわからない。
ですから8節にある「今おられ、かつておられ、やが
て来られる方、全能者がこう言われる。『わたしはアル
ファであり、 オメガである。』」神ご自身のこの語り

うか。」
神はモーセに、「わたしはある。わたしはあるという者
だ」と言われ、また、「イスラエルの人々にこう言うが
よい。『わたしはある』という方がわたしをあなたたち
に遣わされたのだと。」(出エジプト3：13〜14)
「わたしはある。わたしはあるという者だ」昔の文語
訳ですと、「有て在る者」。ここで、私はユダヤ教の優
れた思想家、哲学者であるマルチン・ブーバーの訳を見
てみました。彼はこの言葉を「私はそこにいるだろう」
と訳したのです。
あなたが苦しんでいる所、そこに私もいるだろう。
あなたがうめいている所、涙を流している所、神も仏
もあるものかという気持ちになって嘆いている所、そこ
に私もいるだろう。私があなたと一緒にいない所、そう
いう場所というのは天にも地にもない。そして、あなた
の過去、あなたの現在、 あなたの将来、それはすべては
神と共にあるのです。
私はある。私はある。
私はそこにいる。
あなたのいるところにいる。
一緒にいる。
ヨハネが見、そして聞いた主イエスの黙示です。
（文責・月刊誌編集部）

「人の子がきたのも、仕えられるためではなく、仕え
るためであり、また多くの人のあがないとして、自分
の命を与えるためである」。
(マルコによる福音書10章45節)
主はエルサレムへ向かう道で弟子たちに予告しまし
た。ご自身がやがてエルサレムの宗教的権威者たちに
捕らえられ、ローマ人たちに引き渡され、「あざけら
れ」「つばをはきかけられ」「むち打たれ」「ついに
殺されて」しまう。しかし三日目によみがえるだろう
と。
弟子たちにはこの意味がわかりません。彼らはつい
に到来したメシア、救世主・イイススによって、長い
間イスラエルを苦しめてきたローマ人の支配が打ち破
られ、民族が解放される、そう思い込んでいました。
(２ページへ続く)
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光、イイススというお方・ゲオルギイ松島雄一

だから、主がこれほどあからさまにご自身の惨めな
死を予告しているのに、耳をふさいでしまいます。そ
れどころか事もあろうに、イイススの王国が実現した
あかつきには、自分こそは良い地位に就けていただく
のだと、互いに争う始末でした。
イイススは弟子たちを諌めました。わたしの王国
は他の王国とは違う。強い者が人々を支配するのでは
なく、お互いがお互いの僕として仕え合う国となるの
だ。わたしが来たのも「仕えられるためではなく、仕
えるため」「また多くの人のあがないとして、自分の
命を与えるため」。
主イイススはたくさんの教えや戒めを語りました。
しかし、それでもなお、主がこの世に来られたのは、
教えたり戒めたりするためではなく、私たちに「仕え
る」ため、私たちに「命を与える」ためだと仰るので
す。
現代人は、自分の夢や望みを大切にし、その実現に
向かって力を尽くすことが豊かな生き方だと教えられ
ています。子供の時から「夢のない生き方なんて人間
の生き方じゃない」と育てられた私たちは、夢や望み
の実現のためにはすべてを自分のための手段にして、
いつも目標に向かってまっしぐらに生きています。逆
にそうしない人間は、消極的で無気力な落伍者、「負
け組」として軽蔑されます。私たちは「勝ち組」たる
べく、すべてを自分の僕として自分に仕えさせて生き
ようとしているのです。
間近に迫った復活祭を前に、私たちも、主の弟子た
ちと共に、主の受難と死に、面と向かわなければなり
ません。神であるお方が、私たちに仕えるため、命を
与えるために、受難し、死をお受けになったという事
実に、張り倒されなければなりません。私たちのため
に苦しみ、私たちのために死んだ主イイススを、身じ
ろぎもせず見つめなければなりません。人を従わせ、
人を利用しようとしか考えない私たちです。人を仕え
させようとする己の姿に気づき、立ちすくまなければ
なりません。そんな私たちのために命を投げ出した主
イイスス、神であるお方の愛に、砕かれ、泣かなけれ
ばなりません。
（文責・月刊誌編集部）

お詫びと訂正
2019春の新刊ハガキで価格表記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。
『イエスの、ことばの、その根̶雨宮神父の福音書講座』
２巻セット定価 誤）34,000円・正）13,400円
なお、特価は11,400円で誤りはございません。

月のご報告

ご献金 4,299,256 円（790 名）

本
最

当の神様はどこに…?
後にたどりついた真理は

4日

2 月末の

維持会員数

1,334 名

（前月よりー 8 名）
10 年前 1,600 名／ 1 年前 1,431 名

なぜか私の名前が
呼ばれたのです

12 日
ルカ受講中の 40 代女性

女性

私は 4 年前にイエス様に出会い、FEBC で紹介さ
れた教会へ通っています。以前カルトと知らず統
一教会へ誘われ行っておりました。夫の猛烈な反
対があったのですが、自分が洗脳されてると知ら
ず、夫をサタン呼ばわりしたものでした。
30 年前、ある夢を見たのです。
「あなたはこれか
ら真理を求めて色んな所を歩いていくでしょう。
最後にこれだと確信したものがあなたの真理で
す」と。それから色んな試練があり、助けを求め
て新興宗教を何ヵ所も渡り歩きましたが、ほとん
どの教えが、前世や先祖の犯した罪が今このよう
な状態を作っているとの事…。
「本当の神様はど
こにいらっしゃるのですか」とずっと祈っており
ました。あの時見た夢は、やはり夢でしかないと
落ち込んでいた時に、イエス様にネットで出会い
ました。身体に雷が走った感じで嬉し涙が止まり
ませんでした。
夫に教会に行きたいと言いました所「だったら離
婚する」と言われ、夫に内緒で水曜日の祈祷会だ
けは必ず毎週行っております。内緒で洗礼も受け
させて頂きました。イエス様に感謝です。家族の
問題は沢山ありますが、すべてを祈ってお任せし、
信仰をもって生き抜いていきます。祈りは絶対に
聞いて下さる事を信じて…。
と言われても
「思い煩うな」
ぐに不安になります
す

ルカ 19 章のザアカイのお話は、とても好きです。
皆の嫌われ者が、イエス様を見たくて我を忘れて
木に登ったのはジーンとします。
私は小学生の頃、教会学校に通っていた事があり
ます。ある時、仲良しの友達にコーラスの教室に
誘われ、教会学校はお休みしてコーラスを習うこ
とにしました。その後クリスマス会のお知らせを
頂いて、何ヵ月かぶりに教会に行ってみました。
沢山出席した人の発表があり、私には関係のない
賞なので、後ろでぼんやり眺めていると、何故か
私の名前が呼ばれたのです。え？という顔をして
いる人たちの中を通って前に出たとき、こんな私
に、神様が「お帰り」と言って下さった気がして
本当に嬉しかったです。ザアカイの嬉しさが少し
分かるような気がしました。その後、引っ越しを
して教会とは縁がなくなってしまったのですが、
また教会に行きたいです。駄目な私を全部ご存知
で、それでも、お入り用だとおっしゃって下さる
イエス様の所に帰りたいです。

洗礼の在り方に
つまずいてしまいました

8日

60 代の女性
月刊ＦＥＢＣ２０１9．4 月号 ６７×６２

22 日
40 代の男性

先日、通っている教会の牧師先生に洗礼を受けた
いと告げました。すると、教団・教会のしきたり
にしたがって、
「救いの証し」なる文章の提出を
求められました。そして洗礼には、執事会による
洗礼試問、洗礼式での証しの告白などを経なけれ
ばならないと知りました。
ここで、
「洗礼の在り方」に、つまずいてしまい
ました。洗礼は「神への従順を示すこと」=「教
会 ( 集団 ) への従順を示すこと」なのでしょうか。
ただ神様に従いますということを示すものではな
いのでしょうか。
洗礼に必要なことは「罪の悔い改め」
「主イエス
様を信じる」ことだと聞きました。それならば、
最
新なぜ「手続き」が必要なのかと感じてしまうので
刊す。

私は、いろんなことにすぐ不安になったり、心配
したりします。
「思い煩うな」と、何度も自分に
言い聞かせるのですが、できません。卑近なとこ
ろでは、健康診断の結果が怖くてたまりません。
夫の退職後の生活がどうなるか、とても不安です。
息子達夫婦もなかなか子供に恵まれず経済的にも
心配です。だからといって私には何もしてやるこ
とができません。
また、ニュースで戦争や犯罪、飢餓等の話題を
見聞きすると、とてもつらくなります。イエスは
2000 年も前から「愛し合いなさい」
「敵をもゆる vol.2
しなさい」とおっしゃっているのに、どうして人
澤田豊成／著
間はできないのでしょう？いえ、私自身ができて
好評発売中の vol.1 に続く本書は、ルカによる
いません。本当に悲しいです。弱く、神経質な自
●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。
福音書とマタイによる福音書からの「たとえ」
分が情けないです。

主は「たとえ」で
語られた

話が述べられている。キリスト教徒だけでは
なく、読者の誰もが胸をうたれる。

「どんな苦難にあっても神様を信頼することが
150 頁
本体 1,200 円 + 税 B6 判 らっしゃり、
神様、今、毎日死にたいと思っていらっしゃる
30 代の女性のお便りをお読みしました。双極
大事なんですよね？そうすれば幸せになれますか？」と聞い
〒160-0004

東京都新宿区四谷 1-13 てくださいました。その通りです。神様はあなたを愛して愛
カタオカビル 3 階
性障害で苦しんでおられます。どうぞ憐れんでくだ
☎03-3359-0451 FAX 03-3351-9534
E-mail/suishin@sanpaolo.or.jp
さい。死にたいと仰りつつも、今日生かされていらっ
して愛してくださっていることを信じるのです。ヨブは持っ
しゃること、FEBC を聴いてくださっていること、
ているものを全部奪われ、ひどい病気になって、その後で神
ありがとうございます。どうぞこの方をあなたの祝
様は、今までの全てのもの以上のものをお与えくださった。
福の中に生かしてください。イエス様の御名によっ
それが、あなたが求めていらっしゃる幸せだと思うのです。
てお祈りします。アーメン。
それは、愛じゃないでしょうか。私自身が本当に愛されて、
「結婚しないの？」
「就職しないの？」そう聞かれる
生きてほしいと思われているのだと信じること。そしてイエ
のがどんなにお辛いことか…。あなたの内面はそれ
ス様ほど真実に愛してくださる方はいらっしゃらないから、
どころではなくて、辛くて辛くて死にたいのに…。
どうぞイエス様を信じて、
「イエス様」と御名を呼びながら
そのような中で、旧約聖書のヨブにご自分を重ねて読んでい
生きてまいりましょう。お祈りしています。
(11 日 )
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体的な生活に於いてイエスを裏切らないようにして
生きることなのです。これ無しの霊性はありません。
たとえば、「あなたが本当にイエスと一緒に生きてい
きたいのなら、あなたの食生活はそれでいいのです
か ?」という事です。『ラウダート・シ』が目指して
いるのは、そういう世界です。

四旬節という見直し
では、どうすればよいか ? これは教会にとっては真
新しいことではないのです。実は、教会は 2000 年間
この「見直し」を毎年やってきたからです。それが
四旬節です。四旬節というのは、復活へ向けての 40
日間の準備です。その四旬節の始めの日である「灰
の水曜日」には、教会では私達の額に灰を付けて、
「あ
なたは塵ですから、塵に戻っていきます」と言う儀
式があります。人生の最後、私達は火葬場で焼かれ
て灰になります。この現実を踏まえて生きていくと
いうことを、教会は毎年確認しています。

目覚めて生きる
そして四旬節の典礼は、復活徹夜祭に直結してい
きます。復活「徹夜」祭なのです。何故、
「徹夜」祭か。
それは、教会が大事にしていることが「目覚めてい
ること」だからです。毎週ミサに与るのも、目覚め
直して、つまり生活を見直して、主が来られる準備
をしておくためです。教会の暦は待降節から始まり
ますが、その最初の典礼では「あなたがたに言うこ
とは、すべての人に言うのだ。目を覚ましていなさ
い。」( マルコ 13:37) から始まります。そしてその暦
の最後の土曜日の福音も、「目を覚ましていなさい」
( ルカ 21:34-36) です。ですから、典礼を通して教会
が強調し続けてきたことは、「目覚めて生きること」
なのです。注意深く目覚めて生きていくこと。これが、
この回勅の私達への呼びかけです。

『ラウダート・シ』
これは、「主よ、あなたは讃えられますように」と
いうアッシジの聖フランシスコの言葉で、2015 年、
カトリック教会はこの言葉を表題に、環境問題を現
代の教会が取り組むべき課題とした回勅を出しまし
た。この回勅を「霊性」の観点で見れば、神と、人と、
そして地球と出会い直す、いわば現代に於いて福音
を受け止め直して生きるための指針と言えます。

受肉を伴う霊性
「霊性」とは、たとえば一生懸命祈ることなど「内
面のこと」だと捉えてきた長い歴史がありました。
しかし、イエスとの出会いは、互いにただ見つめ合
うだけのものではなくて、イエスと一緒に具体的な
生活を生きていくものです。心の中で「神様、神様」
と言っているだけでは、キリスト教の霊性とは言え
ません。「霊性」とは、自分の心の深みでイエスと一
緒に生きていくことです。そうなると、その「私の
中に生きられるイエス」が、具体的な生活の中で、
天の御父や隣人とどう向かい合い、さらに植物や鳥
を見て何を思い、自然界とどう関わっていくかとい
うことが大事なことになります。その次元が無けれ
ば、本当の「霊性」では無いのです。

ないというのです。だからイエスと共に人を思いや
らない。だから生活にイエスから滲み出てくるもの
が無い。さらには「私は祈っています」「教会に行っ
ています」ということも教会の中で一種のステータ
スのようにして捉えているなら、それは霊性の世俗
化であり、全くキリストと関係無いとさえ言われる
のです。

イエスとの友情は
具体的な生活を伴う
カルメル会のアビラの聖テレジアが残したものを
知った時、私は頭を殴られたようなショックを受け
ました。長い間、教会が本来意図していた霊性に全
く気づいていなかったことに、足元が崩れていくよ
うな思いがしたのです。テレジアは「念祷」の道を
開いたと言われています。「念祷」というのは、自分
がイエスから愛されていることを知って、その御方
と二人きりの時間をとって友情を深めていくことで
す。けれども、イエスと友情を深めていくというこ
とは祈りの中に留まるものでは無いと、テレジアは
語っていたのです ! イエスは兄弟を愛し、御父に聴き
従った。そして、イエスは自然界のものを皆と分か
ち合って幸せを探して生きた。そのように、イエス
と一緒に生きる具体的な生活を伴わない霊性は違う
ということです。

霊的利己主義の危険
このことを、今の教皇フランシスコはもっと強烈
に表現しています。個人主義的な霊性は霊的利己主
義、あるいは霊的消費主義だ、と。お祈りはするけ
れども、結局「生きる」という現実で開かれていか

本当の霊性
ですから、本当の霊性を生きるということは、イ
エスとの親しい友情を内面に於いて生きながら、具

イエスを食べ、
味わって生きる
ですから「目を覚ますこと」、
すなわち回心は、自分の思い込
みから解放されることです。人
の言っていることを鵜呑みにし
て生きていくところには回心は
ありません。
祈るということは、イエスが、
まさに命がけで「私を食べて生
きよ」と絶え間なく関わって下さるという神の現存・
リアリティを、色々な思い込みや不安を取り除いて
再発見することです。
だから、〇〇運動を起こすことではないのです。
日常の中にある、自分の小ささや不完全さ、惨めさ、
愛せない限界に出会う度に、具体的な自分の惨めさ
を味わいながらも、神様から愛されていることを信
じて、これを生き続けていくこと。それが世界を変
えていく、というのが『ラウダート・シ』のビジョ
ンなのです。
( 文責 : 月刊誌編集部 )
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増刊号

このモーセが神と最初に出会った時のことを記し
たのが出エジプト記 3 章です。
「モーセは、しゅうとでありミディアンの祭司で
あるエトロの羊の群れを飼っていたが、あるとき、
その群れを荒れ野の奥へ追って行き、神の山ホレブ
に来た。そのとき、柴の間に燃え上がっている炎の中
に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、柴は火
に燃えているのに、柴は燃え尽きない。モーセは言っ
た。『道をそれて、この不思議な光景を見届けよう。
どうしてあの柴は燃え尽きないのだろう。』主は、モー
セが道をそれて見に来るのを御覧になった。神は柴
の間から声をかけられ、『モーセよ、モーセよ』と言
われた。彼が、
『はい』と答えると、神が言われた。『こ
こに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。
あなたの立っている場所は聖なる土地だから。』」
( 出エジプト 3：1 〜 5)

ポイント
・聖書信仰の基礎と言うべきモーセ。その神との
出会いの証言が今回のテーマ。
・モーセが出会った神は、道を外れてゆく者を何
としても救おうとされる神。しかも、拒もうとす
る者にアノーキー ( 私だ ) と必死に語り、近づかれ
る。
・聖書の神が生きておられることに賭けたモーセ
を神は真正面から受け止められた。このモーセの
執り成しを神自ら担われた姿として、新約聖書は
十字架の主イエスを仰ぐ。

旧約聖書を代表する人、モーセの神との出会いの
証言は、語り継がれ、読み継がれ、預言者たちもモー
セの言葉を規範として聞き、歴史家も、詩編の詩人も、
知恵者も、モーセの証しに聞きながら、それぞれに
自らの証しをなしています。新約聖書でもイエス・
キリストは「わたしが来たのは」モーセの証しから
なる律法を「廃止するためではなく、完成するため」
と語られ、その文字から一点一画も消えることはな
い」( マタイ 5：17 〜 18) とおっしゃるまでにモーセ
の証言を大事なものとしておられます。
申命記は「イスラエルには、再びモーセのような
預言者は現れなかった」(34：10)、ホセア書は「主は
一人の預言者によってイスラエルをエジプトから導
き上らせ、預言者によって彼らを守られた」(12：14)
と記し、モーセが語ったことは、信仰共同体におけ
る言動が聖書的に正しいかそうでないかを識別する
基準、信仰の規範ともされたのです。

「道をそれて、この不思議な光景を見届けよう。ど
うしてあの芝は燃え尽きないのだろう」(3：3)。この
場面の語り手は、モーセの内なる想いをも描き出し
ています。若き日には王子として育ったが、ある時、
正しいと思って人を殺してしまった。荒野に逃げ、
世の片隅で目立たぬように、しかしそれでも幸せを
見つけ、羊飼いとして生活を歩んでいた。その人生
の途上で、モーセは「道をそれて」神と出会うもの
とされた。モーセは自分の思い描いていた人生から
は逸れるようにして、神様と出会わされたわけです。
更にこの箇所は、驚くべきことに、モーセが近づ
く神様の思いにも分け入るのです。「主は、モーセが
道をそれて見に来るのを御覧になった」。そして
「モー
セ、モーセ」と呼びかけられたと (3：4)。モーセが
まみえた神は、実は、人のために道をそれて、軌道
を外れて、人々の嘆きの声を聞き、助けを求める叫
びに居ても立ってもいられず、降って行って救い出
すと言われて、低きにまで身を沈められる神である
ことを顕わにされるのです。
この神様の本質が、新約聖書で啓示されるのです。
「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」( ヨ
ハネ 1：14)。
☆

しかし、このような聖書を貫いて証しされる、常
軌を逸して救いをもたらす神と出会ったモーセは、
その神の言葉を託されますが、「私は絶対に言葉の人
ではありません」と抵抗するのです。
「わたしは口が
重く、舌が重い」(4：10) の「重い」と訳されている
言葉は、不自由で障がいとなる程に病的に重い、と
いう意味です。モーセには言語障害があったのでは
ないかとさえ言う研究者もいます。
けれども神様は、このモーセを諦めない。ヘブラ
イ語ではモーセが必死になって抵抗している様子が、
アノーキー、アノーキー ( 私は ) と人称代名詞が繰り
返されるところからも伺えます。それに対して神様
も真正面から「私ではないか」「私が教える」アノー
キー、アノーキーと答える。沈黙の人生の舞台裏へ
と逃げ込もうとするモーセに追いすがって語り続け
る神がいます。
私のお世話になった牧師先生はどもりでした。説
教される時もしばしば言葉に詰まって、聞く私たち
は次の言葉をじっと待つことがありました。傷つき、
悩んでいたその先生が牧師になって間もないころ、
ある集まりで年老いた牧師先生が隣に来て座り、一
言「どもりでも牧師はできますよ」と言われた言葉
に慰められて今も牧師をしていると教えてください
ました。わたしはこの牧師によってみ言葉に生かさ
れ、慰められ、献身しました。

人は、自分が自分を一番よ
く知っていると思い、自らに見
切りをつけようとします。それ
でも神は見切りをつけない、見
捨てない、それどころかかけが
えのない大事な務めをお任せに
なる。パウロも、その神の召し
にうち震えながら語りました。
「主が言われた『わたしの恵み
は、あなたに対して十分である。わたしの力は弱い
ところに完全に現われる』。」と (2 コリント 12：9 口
語訳 )。

もう一箇所、モーセが神様とのっぴきならない形
で対峙をし、祈りを絞り出した場面を紹介しましょ
う。それは民数記 14 章です。
神の民は約束の地へと近づき、いざ偵察の報告を
聞くや、先住民の強大さに怖気づき、民はモーセと
アロンに対して、間接的には神に対して、噛みつい
たのです。「エジプトの国で死ぬか、この荒野で死ぬ
方がよほどましだった。引き返した方がましだ。」神
はこれに怒られました。「この民は、いつまでわた
しを侮るのか。彼らの間で行ったすべてのしるしを
無視し、いつまでわたしを信じないのか !」( 民数記
14:11) と。
しかし、モーセはなお祈る。
「『もしここで仰せの
通りに民を滅ぼされたら、全世界があなたを侮りま
す。あなたには導き出せても導き入れることができ
ないから殺してしまったのだ』と。今こそ私の主の
力を大いに現してください。あなたは確かに約束し
てくださったではありませんか。この民の罪を赦し
てください」と。このモーセの祈り ( 民数記 14:13 〜
19) は、不遜の誹りを免れない祈りと言っていいと思
います。けれども、ここにこそ生ける神とののっぴ
きならない対峙があるのです。もし機械的な神様な
らばモーセがどんなに祈ろうと結果は変わりません。
けれども、聖書の神様が生きておられることに賭け
る！そこに全身傾けて、祈りをモーセは捧げるわけ
です。
モーセの極限に追いつめられ、滅びの一歩手前で
なされた執り成しの祈りの先におられる神様の姿は、
新約聖書ではっきりしてきます。
「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」( フィリピ 2：6 〜 8)

ここでパウロは、キリストこそ神であることの道
をそれて、ただひたすらまっすぐに、人間を贖い出
すために降ってこられた方だと証ししているのです。
そのように神様はリスクを背負うのだけれども、
それも厭わない。それほどまでに人間と関係を密に
結ぼうとご自身を明け渡してくださる旧新約聖書の
神様は、非常に独特だと思います。
( 文責・月刊誌編集部 )
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2. ゆうちょキャッシュカード

手数料の少ない次の方法を
オススメしております。

ゆうちょキャッシュカードをお持ちなら…

F

1. 郵便自動払込

CASH CARD

・郵便局でのお手続きは一度だけ

F

・金額の変更、停止もFEBCへ連絡するだけ
・月1回は手数料無料

お申込は簡単3ステップ

こんなに違う手数料！
より多くご献金を
福音宣教に用いるために、

※2回目からは123円（ご送金者負担）
※ゆうちょダイレクトは月5回まで無料

FEBCにとってより負担の少ない

●ステップ１

F

ご献金方法をぜひご利用ください。

FEBC
です！

FEBC へ連絡

・ゆうちょ銀行ATMなら、

F

郵便局はもちろん、

必要な書類を
お送りします

駅や商業施設にあるものもOK

（2019年4月より）1，000円をご献金くださる場合、

ご献金から引かれる手数料

200円

●郵便払込票で窓口から
●郵便自動払込

●ステップ２
FEBC から届いた書類に記入

54円

●クレジットカード

F

36円

●ゆうちょキャッシュカード
でATMから

詳しくは裏面へ

●ステップ３

0円

※月1回まで 2回目からは123円（ご送金者負担）

最寄りの郵便局の
窓口に出す

●ご献金についてのお問合せ・お申込
電話0422-52-1566

郵便払込票の変更延期のお知らせ

メール donation@febcjp.com

3月号より手数料送金者負担の払込票に変更予定でし
F

たが、当面延期することと致しました。
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確実にあなた様からのご献金とわかるために
ここから先の操作が重要です

ゆうちょATMの使い方
「ATMは難しそう…」
というかたもぜひチャレンジしてみてください

①

ATM画面の「ご送金」

→

を押す

③

→

お引出し

通帳記入

残高照会

ご送金
ご送金

料金払込

（ペイジー）

クレジットカード
簡易保険・生命保険

English Guide

画面の案内に従って、

ここが
ポイント

ご確認ください

取消

ご依頼人名
（あなた様）
払込書でのご送金

3. クレジットカード献金

はい

ニホンハナコ

ご依頼人（あなた様）のお名前を変更できます→
（お名前の前に番号をつけることもできます）

払込専用カード

いいえ

「はい」
を押すと FEBC には

他行口座へのご送金

お名前しか通知されません

取引中止

キャッシュカードを入れ、

④ 「記号番号」を押し

振替先選択

取消

記号番号を入力して振替先を指定する場合は
［記号番号］を選択してください
店名から指定する場合は［店名］を選択してください
登録済みの振替先へ送金する場合は
［振替先照会］を選択してください

→

記号番号
記号番号
振替先照会

店 名

×

⑨ お名前をカタカナで入力し、次に「英数字」を押す

お名前の後ろに6桁のご登録番号または電話番号

を入力、
「確認」を押す

お受取人に通知する名前を入力し、最後に［確認］を押してください
※お名前の前にご依頼人指定の番号をつけることもできます

ご依頼人名
（あなた様）

取消

ニホンハナコ012345

ア

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

振替先の記号（５桁または６桁）を入力し
最後に［確認］を押してください
※記号が0から始まる口座の場合は0を含めて6桁
0以外の場合は5桁入力してください

イ

キ

シ

チ

ニ

ヒ

ミ

ユ

リ

ヲ

ウ

ク

ス

ツ

ヌ

フ

ム

ヨ

ル

エ

ケ

セ

テ

ネ

ヘ

メ

4

レ

オ

コ

ソ

ト

ノ

ホ

モ

ー

ロ

001604
1

2

3

4

5

6

8

9

7

訂正

前画面

一字訂正

空白

会社形態略語

×

訂正

記号の入力

記号：

英数字

ご登録番号は、

番号「105103」と入力して「確認」を押す

・毎月定額を献金したい…
便利な自動引落しをご利用ください。
金額の変更や停止も、
いつでもインターネットでしていただけます。

・自由献金をしたい…

詳しくはホームページをご覧ください。
▶▶▶

月刊誌送付時の宛名の
ン

゜
下の方に印字しております
゛

確認

お願い
2019年4月の郵便払込票による送金

確認

0

・FEBCホームページから、パソコンやスマートフォンで

500円から1円単位で自由に金額をご指定いただけます。

ご依頼人名の入力

⑤ 記号「001604」と入力して「確認」を押す

手数料大幅値上げは、維持会員減少の続

⑩ 確認画面で確認し、「確認」を押す

くFEBCにとりまして、長期に渡る大きな打
撃となることが見込まれます。

番号の入力
振替先の番号を入力し
最後に［確認］を押してください

尊いご献金を福音伝道に用いるため、

記号：

001604

番号：

105103
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

⑦ 金額を入力して「確認」を押す

訂正

前画面
確認

F

×

通帳（またはキャッシュカード）の口座名義で送金します
よろしければ［はい］を押してください
ご依頼人名の変更・お受取人様が指定した番号をつける場合は
［いいえ］を押してください

ゆうちょ口座へのご送金
ゆうちょ口座へのご送金

暗証番号を入力

⑥

⑧「いいえ」を押す

定額・定期お預入れ

暗証番号・引出し上限額変更

② 「ゆうちょ口座へのご送金」
を押す

お預入れ

こ
ち
ら
も
あ
り
ま
す
！

CASH C

F

ご協力を重ねてお願い申し上げます。
ARD

最後に
カードを受け取るのを
お忘れなく！

●ご献金についてのお問合せ・お申込
電話0422-52-1566
F

メール donation@febcjp.com

日

FEBC

番組案内

2019 年

4月

●夜9：30〜

全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組）
7日

14日
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21日

日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師

月

『今の時代を見抜く』
(ヨナ2：1〜3、
マタイ16：1〜12)
日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『ホサナと歌え』
(マルコ11：1〜11)
【イースター礼拝】
日本基督教団小岩教会(写真)
川島隆一牧師
『永遠の聖痕』
(ヨハネ20：19〜23)

今月の

PICK UP!

番組
「讃美に生きる―ニカイア信条に学ぶ（再）」
「出会いから讃美へ」
（2日）
より
関川泰寛(日本基督教団大森めぐみ教会牧師、
東京神学大学教授)

出会いの大きさ、讃美のひろがり

「鰯の頭も信心」ということわざがあります。信じれば、それなりのあ
りがたいものに見えてくるわけです。けれども、キリスト教で言う主イエ
スとの出会い、信仰というものは私の思いの強さではありません。長い
歴史の中で、本当に沢山の人たちが同じ出会いを経験しているという事
に根差すのです。サマリアの女性しかり、パウロやアウグスティヌスしか
り、まさに雲のように神と出会った証人に囲まれていると思うのです。そ
こで初めて共同体として神を讃美する言葉、信仰を言い表す共通した言
葉が与えらるわけです。それがキリスト教の「信条」や「信仰告白」に結
実していったのです。ですから、
「私」と主イエスとの出会いは、実はそ
の広がりを持っているのですね。
（文責・月刊誌編集部）

火

4月スタート

●夜10：29〜

My Songs, Your Songs（再）

2日 「愛する君に
（Migiwa）」
9日「土の器（神山みさ）」
16日「道真理命（横山大輔）」
23日「ああ愛されて
（大和田広美）」
30日「Rely on Jesus（竹下静）」

水

●夜9：47〜
4月スタート
新番組

電話03-3657-4543/礼拝10時半〜)

●夜10：01〜

4月スタート もう一つの響き
新番組
長倉崇宣(日本FEBCパーソナリティ)

日本基督教団代田教会・平野克己牧師

『帰ろう、帰ろう、主のもとに』

1日 「もはや
『わたし』
ではない！」
（ガラテヤ2：15〜21）
8日 「『ラザロの死』
に寄せて」
（ヨハネ11：17〜27）
15日「惨酷なる神」
（エレミヤ30：15〜21）
22日「聖金曜日」
（マルコ15：33〜39）
他

第2〜5●夜10：27〜

神からのメッセージーグレゴリオ聖歌ー

●夜10：14〜

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）

主に向かって歌おう

14日「十字架の死〜復活」
28日「イースターの徹夜祭」

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）
1日、8日 「バッハ
『マタイ受難曲』
の中の賛美歌」
15日
「受難日礼拝から」
22日、29日「イースターの賛美歌」

3日 「求めなさい」
（マタイ7：7〜12）
10日「神の謙遜の極み」
（ヨハネ13：1〜15）
17日「洗礼―人生の紅海を渡る時」
（ルカ24：1〜12）
24日「千の風になった方」
（ヨハネ20：1〜9）

●夜10：00〜

4月スタート

たびんちゅ
（旅人）牧師の今日も求道中（再）
榎本 恵（アシュラムセンター主幹牧師） お相手・長倉崇宣

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌
※金曜日は第２のみ

「罪を書き出して悔い改めの祈りもしましたが、赦されたという実
感がありません。」
9日 「真言宗の檀家で本家の長男ですが、キリスト者としての人生が始
まりました。」
29日 「信仰とはどういう意味で、何のために信仰しなければならないの
でしょうか。」

金

3日 「禁断の木の実と命の木の間」
（創世記3：1〜7、
マタイ4：1〜11）
10日「渇くイエス」
（ヨハネ4：5〜15）
17日「残された者」
（ヨハネ20：19〜31）
24日「時を待つ神」
（マタイ13：24〜43）

石居基夫（日本ルーテル神学校校長） お相手・長倉崇宣

それでも、
あなたの神となる

※月刊誌1面参照

―ヨハネの黙示録

※月刊誌増刊号２面参照

12日 「モーセ̶道を外れて、
己を明け渡す神との出会い」

第３／４●夜9：37〜

4月スタート

イエスを仰ぎ見つつ（再）

Megu（Genuine Graceボーカル）

村上 伸（日本基督教団元牧師）

4日 「過去も将来も主のもの」
（黙示録1：1〜8）
11日 「右手をわたしの上に置いて」
（1：9〜20）
18日 「労苦と忍耐」
（2：1〜7）
25日 「死に至るまで忠実であれ」
（2：8〜11）

●夜10：14〜

Echo of Voices

長倉崇宣（日本FEBCパーソナリティ）
4日 「互いに愛し合うなんてできるんでしょうか？」
11日 「なぜ次々に試練が？」
18日 「聖書は正しい、
でも現実はそうはいかない」
25日 「御言葉にしがみつこう」

●夜9：30〜

福音を聴く―新約聖書への招き（再）

4月スタート

幸田和生(カトリック東京大司教区司教)

6日 「
『神が王となる』
というメッセージ」
13日 「よいニュースか、
悪いニュースか」
20日 「病気や障がいを持った人の状況」
27日 「病む人とイエスの出会い」

●夜9：53〜

Kishikoのひとりじゃないから

Kishiko

(ゴスペルシンガー)

6日 「これって、
ただの脅し？」 13日「桜の花に想う」
20日 「あなたもそこにいたのか」 27日「恥じなくていいよ」

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・長倉崇宣

神学生インタビュー

〈北海道聖書学院編〉
バイ ゴル
6日 武田良美
13日 百 古楽

第4／5 ●夜10：04〜

交わりのことば̶聖書の豊かさ

お相手・長倉崇宣

東栄福音キリスト教会）

お詫び
と訂正

●番組案内3月号にて、番組「全地よ主をほめたたえよ」3/24坂戸キリスト
教会のご案内で、聖書箇所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。
正）
出エジプト3：1〜12

誤）
出エジプト3：1〜13

4月スタート

―旧約聖書の証言に聴く
（再）
左近 豊(日本基督教団美竹教会牧師、青山学院大学教授) お相手・長倉崇宣

MeguのCCM insight!

9日 マルコ10：32b〜45
23日 マタイ20：1〜16

27日 「本気で怒り、
本気で愛する」（ヨハネ2:13〜25）
遠藤 稔（日本福音キリスト教会連合

第１●夜9：30〜

第２●夜9：47〜

土

2日 マルコ9：17〜31
16日 ヨハネ12：1〜18
30日 ヨハネ20：19〜31

RCJメディア・ミニストリー代表）

神が問われる̶私たちの対話的教義学講座（再）

※月刊誌1面参照

（日本正教会大阪ハリストス正教会管轄司祭）

土

●夜10：28〜

山下正雄（日本キリスト改革派教会

9日 「讃美の言葉」
23日「ニカイア信条とは？」

イイススというお方
4月スタート 光、
新番組
ゲオルギイ松島雄一

3日

聖書を開こう

関川泰寛(日本基督教団大森めぐみ教会牧師、東京神学大学教授)

●夜10：14〜

吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）

木

※本誌表紙参照

讃美に生きる―ニカイア信条に学ぶ（再）
2日 「出会いから讃美へ」
16日「神の啓示を受ける」
30日「信条とは何か」

吉崎恵子／長倉崇宣

恵子の郵便ポスト

4月スタート

●夜9：47〜

お相手・吉崎恵子

19日「Meguのお便り紹介!」 26日「Meguのトーク&MUSIC」

―大友愛郎説教選（再）
大友愛郎（アメリカ合同メソジスト教会 元牧師）

あなたの苦しみに、
私もいるだろう

●夜9：30〜

第３／４●夜10：20〜
4月スタート

聞こえるか、主イエスの鼓動が

4月スタート
新番組

デイリープログラム

19日 「主を待ち望む者」
（イザヤ40：21〜31）
26日 「聖霊による歩み」
（エペソ5：15〜21）

●夜10：14〜

●夜9：47〜

月〜金

火

金井由信（日本イエス・キリスト教団元牧師）

3日 「本当の父との出会いを求めて」
10日「沖縄での阿波根昌鴻さんとの出会い」
17日「約束から今を見る」
24日「We shall overcome!」

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）

1日 「神様の愛」
（ルカ15：11〜32）
8日 「『一生懸命生きよう』」
（マタイ7：7〜12）
15日「オレンジリングは認知症サポーター」
（ルカ10：25〜37）
22日「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）
他

5日 「全宇宙を包み込む神の救いーイエス・キリストその２」

英 隆一朗（カトリック・イエズス会司祭、麹町教会主任司祭）

木

御足の跡を

風を感じて

―気付かされ、開かれる言葉

―イエスのTuneに合わせて

1日、8日 「僕の人生を導き続けている言葉」
15日、22日「お前は何故私に叫ぶのか」他

●夜10：28〜
新約聖書のヨハネによる福音書４章では、主イエスがガリラヤの旅の
途上で疲れと渇きを覚えて、サマリヤの町のある井戸の傍らに座ってい
ると、そこに水を汲みにやって来た一人の女との出会いの物語が記され
ています。汲むものを持たない主イエスは「水を飲ませてください」と頼
み、女との対話が始まり、水を求めた主イエスが逆に、その女に水を与
えることに繋がっていきます。しかも「永遠の命に至る水」を。主イエス
との出会いは、私たちの人生に不思議な逆転を起こします。探求しよう
としていた自分が探求される者となり、
「与えられる」のです！その出会
いは讃美へと至ります。アウグスティヌスは「主を尋ねる者こそは、主を
讃えるでありましょう。尋ねる者は見いだし、見いだす者は主を讃える
でしょうから」と言っています。

Session

長倉崇宣(日本FEBCパーソナリティ)

(ヨエル2：1〜2、12〜17、2コリント5：20〜21)

聖書は、イエス・キリストとの出会いによって新しい人生を生き始めた
人々の物語を沢山記しています。心を覆うような悩みや不安を抱え、重
荷に押しつぶされそうになって生きている時に、キリストとの出会いが起
こります。作家の高橋たか子さんが次のように書いています。
「神にたど
りつくまでは砂漠を横切っていかねばならない。砂漠を通過せずに神の
ところへ行くことは出来ない。」

4月スタート
新番組

早矢仕宗伯(New Creation Arts Movement
イエスの風牧師)、
塩谷達也(ゴスペルシンガー)、

(東京都江戸川区東小岩3丁目7-6/

28日

●夜9：48〜

20日 村田光希

ʻ19年春夏の番組表

大切なあの方に伝えたい…
そんな時は同封のはがきにてお求めいただけます。

