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イエスは言われた。「それは、あなたと話をしているこ
のわたしである。」(ヨハネ4：26)

　イイススは一人の女と出会いました。女の心はいつも
渇いていました。その渇きを癒してくれそうな男を求
め、苦い失敗を繰り返してきました。

　女は主イイススに出会い、その闇をさまようような人
生に光が取り戻されました。光は、ハリストスがもたら
す「いのち」の証人としての彼女の生涯の中で輝きを増
し続け、ついに教会は彼女を「光」―ギリシャ語でフォ
ティナ、スラブ語ではスベタラーナ―という名で伝える
にいたりました。

 人はたとえ、今はイイススを知らなくても、まだ知らな
いそのお方への渇きに既に突き動かされています。男を
何度も取り替えたこの女が、名さえまだ知らないイイス
スを求めて彷徨っていたように。ですから、私たちは、
その彷徨いを自分のこととして認めなければなりませ
ん。彷徨いを彷徨いとして認めたとき、自分で「こんな
もの」と思い込んでいたこの世と自分自身への決めつけ
が壊れます。

「足るを知る」ことが美徳とされますが、「足り」ては
いけません、満足してはいけません。ほんとうのものを
求めて遮二無二、突進していかねばなりません。小市民
的な安逸や自己満足にフヤケていてはなりません。そん
なものは歯車がちょっと狂っただけでぶっ飛んでしまい
ます。どんな苦難の中でも、少しも揺らがない「真実」
への渇きに突き動かされていなければ、私たちは決して
「ほんとうのもの」に出会えません。

　この渇きは、実は神から贈られたものです。人間であ
ることのしるしです。しかし、人はその渇きの正体が見
極められない不安と焦燥から闇雲にもがき、そのもが
きが人の心も体もボロボロにしてしまいます。しかし、
井戸の傍らにしゃがんでずっと待っておられるお方が、
私たちを求めておられます。しかも主イイススは、この
罪の女に「水を飲ませてくれ」と頼みました。「神の渇
き」を癒すことを神は人に求められているのです。神に
背き、身を隠したアダムとエヴァを「どこにいるのか」
と、呼びかけ続けられたように。ビザンティンの神学者
ニコラス・カバシラスはこの神の渇きを「神の人への狂
おしいほどの愛」と表現しました。私たちはその愛に応
えなければなりません。ハリストスがご自身のお体と血
によって与えてくれる尽きることのない水を、神の息吹
きとともに飲みほし、この神の愛の渇きを癒してさし上
げなければなりません。

　神と人、互いが互いのうちに水を求めます。私たちと
神ハリストスが、教会、すなわちユーカリスト（聖体礼
儀・聖餐）という「井戸」で今も出会います。

（文責・月刊誌編集部）

ユダヤ人の過越祭が近づいたので、イエスはエルサレム
へ上って行かれた。そして、神殿の境内で牛や羊や鳩を
売っている者たちと、座って両替をしている者たちを御
覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境
内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒
し、 鳩を売る者たちに言われた。「このような物はこ
こから運び出せ。わたしの父の家を商売の家としてはな
らない。」弟子たちは、「あなたの家を思う熱意がわた
しを食い尽くす」と書いてあるのを思い出した。 ユダヤ
人たちはイエスに、「あなたは、こんなことをするから
には、どんなしるしをわたしたちに見せるつもりか」と
言った。イエスは答えて言われた。「この神殿を壊して
みよ。三日で建て直してみせる。」 それでユダヤ人たち
は、「この神殿は建てるのに四十六年もかかったのに、
あなたは三日で建て直すのか」と言った。イエスの言わ
れる神殿とは、御自分の体のことだったのである。イエ
スが死者の中から復活されたとき、弟子たちは、イエス
がこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた
言葉とを信じた。 (ヨハネによる福音書2：13～22)

―イエス様というと「優しくて朗らか」というイメー
ジがあったのですが、それと真逆というか…。

 
　同感です。もし私がこの箇所に小見出しをつけるとし
たら、「キレるイエス」ですね（笑）。でも、全ての福
音書に、この「キレるイエス」の話が出てくるんです。

だから、とても重要
なのだと思います。
　この箇所で描かれ
ている神殿での商売
というのは、「日常
的な風景」だったの
だと思います。色々
な国から人々が神殿
にやってきて、犠牲
を捧げる。外国の通

貨では生贄が買えないから、両替商が必要になる。です
から、追い出された方からすると、物凄いびっくりした
んじゃないかと思うんです。

―イエスの怒りの理由が分からず、ポカーンとしてし
まうというか。

　そう、そこなんですよ。この記事、実はヨハネだけが
書き方が違うんです。マタイ、マルコ、ルカの共観福音
書は「ここは祈りの家と呼ばれるべきなのに、あなたた
ちはそれを強盗の巣にしている」と言っています。です
から共観福音書では、イエスの怒りの視点は「偽善」に
あるように思います。しかし、ヨハネにはそれが無い。
代わりに、「弟子たちは、『あなたの家を思う熱意がわ
たしを食い尽くす』と書いてあるのを思い出した。」(17
節)とあります。これは、詩編69編10節からの引用なんで
す。

神よ、わたしを救ってください。
大水が喉元に達しました。
わたしは深い沼にはまり込み
足がかりもありません。
大水の深い底にまで沈み
奔流がわたしを押し流します。
叫び続けて疲れ、喉は涸れ
わたしの神を待ち望むあまり
目は衰えてしまいました。
理由もなくわたしを憎む者は
この頭の髪よりも数多く
いわれなくわたしに敵意を抱く者

滅ぼそうとする者は力を増して行きます。

わたしはあなたゆえに嘲られ
顔は屈辱に覆われています。
兄弟はわたしを失われた者とし
同じ母の子らはわたしを異邦人とします。 
あなたの神殿に対する熱情が
わたしを食い尽くしているので
あなたを嘲る者の嘲りが
わたしの上にふりかかっています。 

(詩編69：2～5、8～10)

　この詩編で出てくる「わたし」という言葉に、私はイ
エス・キリストを見るんです。10節の「あなたの神殿に
対する熱情が/わたしを食い尽くしている」という言葉
は、非常に熱心に宗教を信じており、「我こそは神に奉
仕している」と確信している人たちが、イエスを十字架
に付けたと読めると思えたのです。イエスが十字架に付
けられた時に、当時のユダヤ人たちはローマの軍隊から
エルサレムを守ってくれる力強い救世主を熱心に求めて
いたわけでしょう。でも、その熱心さが逆にイエスを十
字架に追いやった。この箇所は、そういう風に私には聴
こえてくる。

　そして私達も真面目なんですよ。キリスト者として非
常に真面目に信じている。そしてその真面目さが、逆に
イエスを滅ぼしてしまう。ここでヨハネが詩編を引用し
たのは、そういう人間の姿にクローズアップしたいから
ではないでしょうか。ユダヤ人達は「四十六年もかけて
神殿を建てた」と自分達の信仰の熱心さ・真面目さを自
負している。これと似たようなことを私達もしているん
じゃないでしょうか。「真面目で一体、何が悪いんです
か？」と。

　この話は、他の福
音書ではイエスがこ
れから十字架に架け
られるという予感の
中で出てくるのです
が、ところがヨハネ
は「カナの婚礼」で
の奇跡の後に記して
あるんです。このカ
ナの婚礼の奇跡とい
うのは、私は一番好きな奇跡物語なんです。だって、水
がぶどう酒になるんですよ？美味しいぶどう酒に。倦怠
感に満ちた日常を「水」と表現するならば、それがイエ
スによって「美味しいぶどう酒」に変わる。だから、
「イエス・キリストの福音を宣べ伝えることは、水をぶ
どう酒に変えること」だと言っていいんじゃないでしょ
うか。

　でもどうでしょう、私達の信仰生活に最良のぶどう酒
を飲んでいるような喜びがどれだけあるでしょうね？だ
からここでの本当のテーマというのは「喜び」なんじゃ
ないでしょうか。私達が信仰生活の中で失ってしまって
いる、喜び。けれども、私達は一生懸命歯を食いしばっ
て…それは全く見当違いなんですよね。
 (文責・月刊誌編集部)
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最近は教会に通い、聖書を読み、祈っていますが、
分からないことがあります。イエス様が私の罪の
ために死んだというのが信じられないのです。

なぜ2000年も前に死んだ人が今を生きる私の罪
を背負って死んだのでしょうか？復活はなんとな
く信じられますが、イエス様が私の罪の身代わり
になったということが分かりません…。どのよう
に理解したらいいでしょうか。

2000年前に死んだ人が
今なぜ? 15日

30 代の女性

三人の小さな、家族の救いのための
祈り会、素敵じゃないですか～ !

それを「始めよう」とできたのは素晴
らしいと思います。
あなた様の一番の祈りは家族の救い。
でも、祈りが聞かれないと疑ってしま
う…。本当に一日も早くその事が実現
しますようにと私も一緒に祈ります。
同時に、神様には時がおありですから、
お委ねすることができますように。も
う既に神様の方では「わかった」と言っ

てくださっていますから、あとは神様の最善の時を待つだけ
だと信じて、祈ってまいりましょう。
ご自分が虚弱だから、他の人のように奉仕をしたりパートに

ご献金 4,845,364円 （854 名）

3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 1,590 名／ 1年前 1,424 名

1,348名
（前月より＋14名）

3月末の

出ることもできず、子育てと家事だけだと。いいえ、子育て
というのは人間を育てるんですから、もうこんな大事業はな
いと思います。そして、あなた様がお食事をお作りになるこ
とでご家族の健康が保たれているのですから。世の中は、ど
れ程やったかという生産性が尺度になりますけれども、イエ
ス様の尺度はそんなの全く関係ないのですね。イエス様の尺
度は愛ですよね。どれほど愛したか。それは寝たきりでもで
きること。「わたしがあなたがたをを愛したように、互いに
愛し合いなさい。友のために命を捨てる、これ以上に大きな
愛はない」とイエス様はおっしゃいましたから。
どうぞご自分のその状態を、むしろ神様の恵みとして大切に
なさって、あなた様が置かれた場所で感謝して生かされます
ように。 (8日 )

羊毛の集積地として知られた町サルディスの教会
に対して、「あなたが生きているとは名ばか

りで、実は死んでいる」（黙示録3章1節後半）とい
う厳しい言葉でキリストは語り始める。「生きてい
る」とか「勝利を得る」（5節）というのは、つまり
そういう教会に対する評判があったということであ

ろう。だから、一見うまく行っ
ているように見えて、実は新し
い回心者をつくれずにいる老境
に入ったと説明する学者もいる
ようだが、そうではない。
むしろ、この教会の信仰生活が
神の期待される形ではなされて
はいない、という問題である。

「あなたの行いが、わたしの神の前に完全なものと
は認めない」（2節）。これは何を意味するのか。こ
の書物の表題は「イエス・キリストの黙示」（1章
1節）である。つまりヨハネは常にイエス・キリス
トに注目していたのだ。この点が何よりも重要であ
る。我々が他のものに目を奪われてキリストから目
をそらす時、我々は「死んだ」ものとなるとヨハネ
は言うのである。

ナチス支配下のドイツでは、アーリア民族こそが最
も優れ、劣等民族は根絶やしにすべきとされた。ユ
ダヤ人をはじめ、シンティ・ロマ、精神障害者、同
性愛者が虐殺された。これを熱烈に支持したのが、
当時の教会の大半であった「ドイツ的キリスト者」
である。同じことは、日本でも起こった。日本の教
会は天皇を神とするイデオロギーに屈する形で、ア
ジアの諸教会に服従を求め、恥ずべき文書まで送っ
た。その信仰は「死んで」いたのである。ヨハネが
生きた時代も、ローマ帝国が皇帝こそ世界の主、歴
史の主として、皇帝礼拝を強制した。13章に出て
くる「海の中から上がってくる一匹の獣」はそれで
ある。このような力に目を奪われるとき、信仰は死
ぬ。

我々は最も小さき者を愛されるイエスから神を、自
らを低くされたイエスから人を、全ての罪人のため
に命を捧げられたイエスを通して世界を知る。こ
のイエスから目をそらせてはならない。「目を覚ま
せ」（2節）、この一事をキリストは語るのである。

だがヨハネは、最後に慰めの言葉を聞く。

「しかし、サルディスには、少数ながら衣を汚さな
かった者たちがいる。彼らは、白い衣を着てわたし
と共に歩くであろう。」（4節）
私たちもこのような者でありたいと願う。

（文責・月刊誌編集部）

私は小さな頃から「思い煩い」に苦しんでおりま
した。最近も恐れが心に絡みついて離れず、「思
い悩むな」との御言葉を頼りにお祈りをしており
ました。祈りを繰り返すにつれ、思い煩いは全て
「私が不幸になったらどうしよう」というもので、
これこそ正に自己中心的な罪の苦しみではないだ
ろうかと…。
私という存在を根本とした生き方ではこの苦しみ
からは逃れることが出来ない！だからイエス様は
「何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい」「疲
れた者、重荷を負う者は、だれでも私のもとに来
なさい」と仰ったのか、と深く感じ入りました。
しかし、繰り返し「私の思い煩いをあなたにお任
せします」と祈っても心は晴れません。
そうだ、任せるのではなく、思い煩いをイエス様
に押し付けようと思い立ち、「イエス様、これが
私の苦しみです、さぁあなたにお渡しします」と
心の中で語りかけた瞬間、そうか！イエス様が私
の罪を担って死んでくださったとはこのことだっ
たのか！とまるで閃光の様な認識が生まれまし
た。聖霊が働きかけてくれたのでしょうか、その
後、これまで以上に御言葉が我が事として語りか
けられている様に思えます。今も「思い煩い」は
続いています。しかし、これは私の罪から出たこ
とを知ることができ、更に自分ではどうにもなら
ないこと、神様しかそれを癒せないこと、そして
神様は私を憐れんで下さる方だと分からせて頂い
た気がします。

そうだ、思い煩いを
イエス様に押し付けよう 20日

ルカ受講中の男性

私は小学生の頃から「汝の隣人を愛せよ」という
教えを守り、人の良い所を見つけて人を好きにな
るよう心掛けてきました。

社会人になり、研修後、課長の担当を引き継ぐ事
になりました。その課長は性格上、社内で嫌われ
ていましたが、良い所もあり、自分は課長の味方
でいようと思っていました。しかし次第に苦手意
識を持つようになりました。課長は酒癖が悪く、
酔うと私に対する不満を仰るのです。マイナスの
感情を抱く度に、神様の教えに背いている、課長
を嫌うなんて自分は最低だと思いました。そして
自分を追い詰めすぎて心を病んでしまいました。

その後、飲み会でまた課長が私に対する否定的
な話をした日、何故か反抗的な感情が芽生えまし
た。解散し、先輩に課長への不満を全て言いまし
た。初めて怒りを外に出したことで、驚く事に心
がすっかり晴れたのですが、悪口を言う事は「汝
の隣人を愛せよ」に背いています。でも、そうし
なければ自分が潰れていました。やはり人の事を
嫌いと思うことは罪なのでしょうか。

人を嫌いと思うことは
罪でしょうか 21日

女性

先月、息子が受洗しました。息子は中学一年生の
時に不登校になり、以来十数年、厳しい道を歩ん
できました。一年前より教会に通いだし、受洗の
恵みが与えられました。それだけでも神様には最
大の感謝なのですが、先日、教会から帰ってきて、
私が「今日、先生に突然お祈りを頼まれて、ドキ
ドキしてしどろもどろになっちゃった！もう大失
敗 !」と言うと、息子が「お母さん、そういう弱
いところをさらけ出した方が良いんだよ。みんな
も安心するからね」と言うんです。

いつの間にか息子は成長していました。嬉しくて
つい目がウルウルしてしまいました。まさか息子
に励まされる日がくるとは、しかも教会の話題
で！想像だにしていませんでした。全ては神様の
御手の中にあるのですね。

まさか
息子に励まされるなんて ! 30日

女性



土 ●夜9：30～
福音を聴く―新約聖書への招き（再）
幸田和生(カトリック東京大司教区司教)

第1～3●夜10：04～
コーヒーブレイク・インタビュー 

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) 

17日 「Meguのお便り紹介！」 24日 「Meguのトーク&MUSIC」
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今月の

PICK UP!
　病や苦しみ、様々な困難の中において、主を信じていけるかどうか。
私達の頼りになるものは、一体何なのかということですよね。
こう書いてあるわけです。

だれも暗闇の中にとどまることのないように、わたしは光として世に来
た。（ヨハネ12：46）

　東京教区の森司教さんは、若い時に趣味の登山で、冬山に登ったそう
なんです。そうしたら、嵐に巻き込まれてですね、もう命の危機を感じ
て、岩場でとにかくテントを張って、一晩を過ごすことにしたと言うんで
す。そこで寝ようかと思った時に、ちょっと先にですね、光が見えたとい
うんですね。すぐ山小屋の光だとわかって、彼は自分の命が助かったと
思った。そして、ものすごくホッとして神を強く感じたそうです。やっぱり
私達の信仰というのは、結局そういうものだろうと思いました。

　光が見えている、山小屋の光が。でも、まだたどり着いた訳ではない
んですよね。つまり、私達はある意味まだ完全に救われてない。でも、イ
エス様の光を見たら、やっぱり確実に自分は助かったと思える。ここ
に、私達の信仰があるということですよね。

　私は、二十歳で洗礼を受けたのですが、その以
前はどうやって苦しみに耐えていたのか、もう思い
出せないんです。あるいは今、イエス様なしにどう
やって生きていけるのかも、想像がつかないんで
す。

　私達から、不信仰との戦いや絶望感との戦いと
いったものがなくなるということはない。けれど
も、それを越えていける恵みと力が、絶えず与えら
れている。イエスという光です。それ以外は、根本的に私達の苦しみを取
り除く、希望の光にやっぱりならないと思います。イエス様以外に、本当
の支えというのはないと思います。 （文責・月刊誌編集部）

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9：47～
それでも、あなたの神となる―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

第３／４●夜9：37～
イエスを仰ぎ見つつ（再）

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

31日 「また歩き出す、その時を共に生きて
 ―自殺防止・白浜レスキューネットワークの働きから」

第5●夜9：30～
FEBC特別番組

金木

10日  「ダビデ̶時空を超えた眼差しを持つ神との出会い」

3日  「私たちは何を中心にしているかー聖霊と教会」

17日  「信仰による歩み」（ヘブル11：1～6）
24日  「愛の挑戦」（ヨハネ21：15～25）

●夜10：28～

聖書を開こう

番組「風を感じて―気付かされ、開かれる言葉」
「暗闇の中で光を信じる」（15日）より 
英隆一朗(カトリック・イエズス会司祭、

麹町教会主任司祭)

お相手・長倉崇宣
※月刊誌1面参照

4日 「イエスは何をいやしたのか」
11日 「イエスの時代の罪びととはどのような人か」
18日 「イエスのゆるしのメッセージ」
25日 「離縁の問答をどう読むか」

4日 「一人去り、二人去り」 11日 「それで成り立っていく」
18日 「ぬくもり」 25日 「神様の腕の中の赤ちゃん」

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！

PI
CK
 U
P!「愛の挑戦」より（24日放送）「彼らが食事をすませると、イエスはシモン・ペテロに言

われた、『ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に、わたしを愛す
るか』。ペテロは言った、『主よ、そうです。わたしがあなたを愛することは、あなた
がご存じです』。」 （ヨハネ21：15）

聖書の中で、「シモン・ペテロ」と出てくるときには、正式な呼び名ですね、いわゆる
十二使徒の一人ね。しかし、イエス様が呼びかけなさったときは、「ヨハネの子シモ
ン」。つまり、お父さんはヨハネっていう人だった。私の父は金井左近。だから私は
左近の子、由信。みなさんも、誰々の子誰々ですね。それはね、あの飲み助の、あの
女ったらしの、あのガミガミの、あの強欲の…ということなんですね。つまり、イエス
様が呼びかけなさるのはね、かっこいい私達じゃないということなんですよ。「ヨハ
ネの子シモンよ」！というのはそういうこと。欠点の多い、失敗も多い、そういうシ
モンよ、そう呼ばれるんです。
じゃあ、なぜ「わたしを愛するか」と３回もイエス様は仰ったんでしょうか。それは
ペテロが３回も十字架のイエス様を知らないと言って、裏切ったからですね。
なぜって？考えてみたらね、私達は本当に「私は主を愛し、主は私を愛し、主は我
がもの、私は主のもの」なんてこと、殆どない。むしろ、イエス様のみ心を傷つける
ことのほうが多いじゃないですか。それほど人間というものは、イエス様から離れ
たら無力ですよね。だからイエス様の愛のチャレンジですね、「わたしを愛する
か」っていうのは。本当に私達の信仰生活というのは、いつでもイエス様からの愛
の挑戦なんですね。 （文責・月刊誌編集部）

インタビュアー
吉崎恵子、長倉崇宣

左からご出演順

4日 楯　香津美（弁護士、学校法人青山学院・常務理事）
11日 出口　誠（ジャズピアニスト、作曲家）
18日 松尾　献（KGKキリスト教学生会九州地区主事）

25日 「見当違いで致命的な熱心さ」（ヨハネ2：13～25）
 　石垣弘毅（日基教団月寒教会牧師）

2日 「心が死にそうです」
9日 「イエス様を信じてますが教会に良い思いがなく…」
16日 「真実の教会ってあると思いますか？」
23日 「教会に同世代がいなくて寂しい」
30日 「同性愛、それで私は…」

●夜10：14～
Echo of Voices 

金井由信（日本イエス・キリスト教団
                                               元牧師）

長倉崇宣
（日本FEBCパーソナリティ）

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） 藤藪庸一（バプ教白浜バプテスト教会牧師、

　　　　　　　NPO法人白浜レスキューネットワーク理事長） 

1日 息子の病気が再発し、死にたいと泣きながら訴えてきます。でも思
うように祈ることができず、自分の不甲斐なさにがっかりして「祈
ることができない私を赦してください」と祈りました。

23日 聖書では「愛すること」が大切と書いてありますが、できません。
私の愛は執着です。愛してくれる人に独占欲を持ってしまい、愛す
る対象ではなく欲求の対象として見ています。

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

※金曜日は第２のみ

●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）

月

6日 「愛と真実の神」 13日 「仕えること」
20日 「最も美しいもの」
27日 「キリストから賜る賜物のはかりに従って」

6日 「どもりの人への福音」（ヨハネ9：1～12）
13日 「リスナーからの手紙」（マタイ5：2、8）
20日 「高齢者の福音」（ルカ12：22～34）
27日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

●夜9：48～
Session―イエスのTuneに合わせて
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)
長倉崇宣(日本FEBCパーソナリティ)
6日 「共鳴しあう歌と嘆き―後半」（詩編137：1～9）
13日、20日 「救いは美しさを取り戻すこと」（コヘレト4：9～12）
27日 「『主は一人』というありがたさ―前編」（エフェソ4：1～6）

6日 「よみがえりの日に」 13日 「心いっぱいに神様を讃えよう」
20日、27日 「『聖霊』の語の賛美歌」

●夜10：01～
もう一つの響き 長倉崇宣(日本FEBCパーソナリティ)

●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） 

日 ●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
5日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『信仰に生きる幸い』
 (イザヤ49：19～21、マタイ17：14～20)
12日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『復活したイエス』
 (ヨハネ21：1～14)
19日 日本基督教団西片町教会・山本裕司牧師
 『復活の希望を裁くな』
 (使徒24：1～27)
26日 日本基督教団代田教会・平野克己牧師
 『主を求めよ、そして生きよ』
 (アモス5：4～15、ルカ9：21～25)

12日 「復活祭～日中のミサ」 
19日 「復活祭～平日のミサ」
26日 「復活祭の讃美と祈り」

第2～5●夜10：27～ 
神からのメッセージーグレゴリオ聖歌ー
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）

PI
CK
 U
P!「救いは美しさを取り戻すこと」より（13、 20日放送）「ひとりが攻められれば、ふたりでこれに対する。三つよりの糸は切れにくい。」

（コヘレト4：12）

月

早　この御言葉さ…「三つよりの糸」は簡単には切れないけど、簡単には「三つよ
り」にならないっていうか…ほら、三つ編みって難しいじゃん？俺も娘にしてあ
げたことがあるんだけど、全然出来ないの（笑）。

塩　「二つ」だと出来ないんだね、「二つ編み」って聞いたことないもんね。
長　ことわざで「三人寄れば…」ってありますけど、三人寄ったから自動的に一つに
なるかっていうと、そうでもないですしね。

塩　バンドも、練習すれば息は合うんですけ
ど、でもすぐ解散するんです、「方向性の
違い」とか言い出して（笑）。

長　ただ集まっただけじゃ、烏合の衆ですも
んね。

早　そうなのよ！絵の具でも、ただ混ぜたら
真っ黒になっちゃうんだよね。

 赤と青が一緒にあるなんて、普通はありえんけどさ。
塩　だから、神様が始められたことって、ビューティフルなんだろうな。
早　そう！混ざらないけど一つで、響き合ってる。
 だから、「三つよりの糸」って美しいんだよ。
長　イエス様の十字架も凄惨で醜いわけですけど、何か美しさを感じるというか
…。

塩　「本当の美しさって何か」っていう呼びかけを、そこで僕らは受けてるんでしょ
うね。

早　神様はそれに目覚めさせたいんだと思う。だから、救いは美しさを取り戻すこ
とだよ。 （文責・月刊誌編集部）

Session―イエスのTuneに合わせて

右ページ上に続く

●夜10：14～
聞こえるか、主イエスの鼓動が―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）

水 ●夜9：47～
風を感じて―気付かされ、開かれる言葉
英 隆一朗（カトリック・イエズス会司祭、麹町教会主任司祭）

●夜10：00～
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

火 ●夜9：47～
讃美に生きる―ニカイア信条に学ぶ（再）
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)
お相手・吉崎恵子

●夜10：14～
光、イイススというお方
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） 

7日 マルコ15：43～16：8 14日 ヨハネ5：1～15
21日 ヨハネ4：6～30 28日 ヨハネ9：1～11

7日 「愛の光（サルーキ＝）」 14日 「祈っています（神山みさ）」
21日 「永遠の父（横山大輔）」 28日 「ただあなたの愛が（YURIE）」

1日 「本当の父との出会いを求めて」
8日 「『私に似た花、それはきっといい花だろう』」
15日 「探されていた自分」 22日 「一番の大安心」
29日 「先達たちとの出会いから」

●夜10：29～
My Songs, Your Songs（再）

1日 「新しい言葉で語ろう」（マルコ16：15～20）
8日 「命を養うもの」（ヨハネ6：52～59）
15日 「暗闇の中で光を信じる」（ヨハネ12：44～50）
22日 「愛する人は」（ヨハネ13：31～33a、34～35）
29日 「種をまく人のたとえ」（マタイ13：1～9）

1日 「キリストは仕える為に来られた」（マルコ9：30～37）
8日 「待降」（ヨハネ1：6～8、19～28）
15日 「キリストに出会うまで」（ルカ9：18～24）
22日 「疑い」（ヨハネ20：19～29）
29日 「全体の益と福音」（エゼキエル2：1～7、マルコ6：1～6）

7日 「われらは信ず①」 14日 「われらは信ず②」
21日 「唯一の神」 28日 「全能の父①」

※本誌表紙参照

※月刊誌1面参照

2日 「『サタンの王座』に屈しない」（黙示2：12～17）
9日 「人の思いを見通す神」（2：18～29）
16日 「目を覚ませ」（3：1～6） 23日 「開かれた門」（3：7～13）
30日 「戸口をたたく神」（3：14～22）

※月刊誌2面参照●夜9：47～
あなたの苦しみに、私もいるだろう
―ヨハネの黙示録 村上 伸（日本基督教団元牧師）

木


