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―そばに一緒にいるのですね？
はい、おどおどしながら（笑）。だって、
ものすごい勢いで攻撃がくるんです。自分
よりも年上の人が多く、何とか心を開いて
もらうのに、とにかく丸抱えするんです。
イエス様が「この小さき者の一人にしたの
はわたしにしたのだ」ってあるでしょ？そ
うすると、僕の目の前にいる人はイエス
様って言われたら、もうとてもじゃないけ
ど無下にはできない。もちろん僕も苦手な
人はいますし、どうしても許せない人も出
てくるんですけど…。でも、これって神様
との間の話なんです。もし、その人との間
で僕らが失敗することがあったとしても、
神様は分かってくれるやろっていう気持ち
がすごくあって、だから何とか踏み留まっ
てきました。
―常時何人くらいの方が？
今は17人くらいですね。最近はその中の
信頼できる何人かをスタッフと命名して、
少しみんなをお世話してもらっています。
また二日前も警察から僕に電話があって、
「警察で保護した人が行く場所が無い、藤
藪さんのとこでお願いできますか」って来
るわけですね。
―それだけ死にたい人が増えているという
ことですか。
孤独というか独りぼっちになっちゃう人が
増えていると思います。だから余計にもう死にたい死
にたいって視野が狭くなってしまう。

和歌山県有数の景勝地、白浜・三段壁。自ら命を絶つ
ため訪れる方が後を絶たないこの地で、帰る場所のな
い人々と生活を共にしながら自立を支える藤籔庸一氏
(日本バプテスト教会連合・白浜バプテストキリスト教
会牧師、NPO白浜レスキューネットワーク理事長)の働
きが昨年映画にとりあげられ、今もなお全国各地で上
映が続けられています。それを記念して、FEBCで2011
年に放送した藤籔庸一氏へのインタビュー番組を再び
放送いたします。
＊＊＊
―白浜レスキューネットワークはどういうことをして
いるんですか。
1979年の4月から先代の江見太郎先生が、いのちの電話
の看板を立てさせてほしいと白浜町に掛け合って、三
箇所立てて。20年間で助けた方の数は672人だと思い
ます。僕は1999年に継ぐことになり、もうバブルが終
わった状況だったので、帰る場所が無い人がすごく多
かったんですね。その時私は26歳で、まず48歳の男性
を家に泊めることから始まって、その次が60代と30代
の親子、その次に来た人も48歳だったかな。48歳の男
性なんかは、僕を見るなり「若すぎるな」って言った
んですよ。お酒を飲んで飛び込もうとしていたのでべ
ろべろに酔っ払ってたし、飛び込めなかった苛立ちを
ものすごく抱えてて、僕に対してもその怒りをぶつけ
てくるような感じで。
―現実の方からどんどんやってきた。
そうですね。本当に犠牲を払って仕えるってこうい
うことかなと思いました。でも、一緒に生活を始める
と、少しずつ心を開いてくれるんですね。

そして、電話をかけて来ずに飛び込んでしまわれる方
もやっぱりいるんです。そういう方々は、もう看板す
ら目に留まっていないっていうことなんですね。看板
に目が留まるっていうのは、死のうと思うけれどもた
じろいだり苦しんだりして、どうしようもなくなった
時にふっと看板に目がいくんです。そういう時間があ
るんですよね。よく私は死ぬ勇気もないって言う方が
いるんです。でもね、本当はそんなことは無い。死ぬ
のは勇気でも何でもなくて、精神状態がおかしくなら
ないと飛び込めるもんじゃないんです。むしろ、電話
をかけてきてくれたこと、そこで踏み留まってくれた
ことの方が勇気ですよっていつも僕は伝えるんです。
―お電話があってどこで会う約束をするわけですか。
ほぼ電話ボックスの前ですね。車で近くまで行って、
ドアを開けてしまうんです。
そうするとたいていの人は
乗ってくれるんです。で、車
走らせながらしゃべる。
いろんなことを話すけれど
も、たいていはお前に関係な
いとか言われますね。こちら
から語りかける言葉は素通り

して行く。心に届かないんです。でも変な言い方です
けれども、死ぬことに対してまず諦めてもらわないと
いけない。僕が離れないからです。そして心の奥底に
まだ生きていたいって気持ちが必ずあるので、そこに
少しずつ変化が出てくるというか、そういう気持ちが
大きくなっていく。だから、ものすごく時間がかかる
んですね。
―先生のところにいる方々は長いんですか。
10ヶ月から1年くらいかけて自立をするんですね。それ
まで丸抱えです。
ですから、今は130人くらいの支援者からいただく資金
と、あと滞在していた人たちが勤め始めると食費をも
らい始めるんです。あとは白浜町や県から助成しても
らったりですね。私たちの活動は人の助けがないと出
来ないので、それを地域社会に、つまり教会の周りに
作っていきたいんです。
僕自身はイエス様の宣教活動を見ていていつも思うん
です。必ず足を癒やしてほしい人には足を癒やすし、
手を癒やしてほしい人には手を癒やすし、ものが欲し
い人には食べ物をちゃんと分け与えて行くし、その
必要に応えながらいろんな真理を解き明かされるで
しょ。僕は教会はそうありたいなと思うんです。実際
に田舎で伝道していて思うのは、僕がどんなメッセー
ジをしようが地域の方々には全く関係なくて、僕が何
をしているかを見て評価をしてくれたり、何を協力し
ようかと言ってくれたり、礼拝に行ってみようかなと
なってくれるんですね。何をしているかって、そこが
とても大切だと思わされています。
白浜レスキューネットワーク
http://jimotoryoku.jp/shirahamarn/
（文責・月刊誌編集部）

ドキュメンタリー映画
『牧師といのちの崖』
https://www.bokushitogake.com/

上映スケジュール：
・5月25日(土)〜 横浜シネマ・ジャック&ベティ（横浜
市中区若葉町3-51、電話：045-243-9800）
・7月6日(土)〜12日(金) 宮崎キネマ館（宮崎県宮
崎市橘通東3丁目1番11号アゲインビル2F、電話：
0985-28-1162）
・近日公開予定 神戸・元町映画館（神戸市中央区元
町通4丁目1-12、電話：078-366-2636）、その他
※詳しい上映スケジュール等は、各映画館へお問い合
わせください

加瀬澤 充監督への独占インタビュー
FEBCホームページ(www.febcjp.com)で。

エレミヤは、神と人の間に引き裂かれるような壮
絶な苦悩と苦闘を赤裸々に言い表した預言者です。
「主よ、あなたがわたしを惑わし…」(エレミヤ
20：7)「あなたは私をたぶらかした、そそのかしたん
だ」という言い方なのです。こんな預言者は他には
いません。エレミヤは祈りの格闘を止めず、通り一
遍の出来合いの答えや慰めや癒しを拒むのです。
このエレミヤ書を通して私達が肝に銘じること…
それは、主なる神の言葉の前では、常に人は滅びの
危機に晒されているということです。限りある器の
中に超越した存在が入ってきたら、器は破れます。
本来、神様が人の間に宿るとはそういうことです。
(2ページへ続く)
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４月のご報告

̶１ページより続き
「エレミヤ̶新しい天と新しい地をもたらす神の熱情」
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

ご献金 4,993,137 円（806 名）
言い換えれば、神の言葉に鈍感になる時、人は迫っ
てくる危機を夢物語のように聞き、畏れを忘れて甘
え、祈りは独り言のようになり、安逸を貪る。その
只中にあって、神は熱き心を持って獲物に今や飛び
掛らんとして虎視眈々と期を窺う捕食者のごとく
「見張っている」(1：12)、審判の時を定めて「目覚
めている」(31：28)ことを告げます。

「イ
思

エスさまと心中でいい !」
ったけれど…

若き日に召され、神から託された峻厳な言葉を告
げたために、愛する故郷を追われ、以後40年近く同
胞に疎まれ、幾度も命を脅かされ、失意と痛みをそ
の身に負ってイスラエルの民と滅びを共にした「涙
の預言者」エレミヤは、孤独の淵で一人泣く涙の味
を知っています。それでも「わたしは彼らの嘆きを
喜びに変え、彼らを慰め、悲しみに代えて喜び祝わ
せる」(31：13)と主なる神の言葉をエレミヤ書は証し
ます。
崩壊、存亡の危機に陥って抜け出せずにいる人々
の祈りを導くエレミヤの祈り。神学者オコナーは、
それを「燃え尽きた信仰の灰燼のようなものから新
しい意味を取り出すこと」だと言います。つまり、
信仰というものも徹底的に崩れ落ちることがあるの
です。更に「いかにして霊的に生き延びるかを教え
てくれるのだ。絶望のただ中でできること、神にし
がみつくことである」と言うのです。
また神学者スタルマンは、この書物は「全体とし
て2つ折り状の二幕構造になっている」と言っていま
す。一方は「抜き、壊す神の御業」を主題とする1〜
25章であり、他方は「植え、建てる」を主題とする
26〜52章で、その間にあるのが半世紀に及ぶバビロ
ン捕囚―全て失われた崩壊の時代です。エレミヤ書
が担っているのはこの時代なのです。失った過去に
すがりつき、かつての生き方を手放すことのできな
い民にむかって、エレミヤは古き世界の決定的な終
わりを悟らせ、これまでの生き方への訣別を迫りま
す。そして遂に「新しい契約」(エレミヤ31章)の締結
月刊ＦＥＢＣ２０１9．6 月号
について語るのです。これは、イエス・キリストの
死と復活における神の破壊そして希望と響きあいま
す。
それ故この希望は、私達が思い浮かべる希望とは
違って、捕囚に象徴されるディストピアの只中で神
と出会う者とされる希望なのです。死んで陰府に横
たわられ、そこをも神ともにいます所へと変えられ
る主との出会いです。

不自由な身ですが
できるだけ
10 日
ヨハネ受講中の女性

ヨハネ 11 章。私は学生時代、イスラム教につい
て勉強していました。実際に中東を旅行し、イス
ラム教徒になりたいと願いましたが、道は開かれ
ず、友達から教会に誘われ、洗礼を受ける恵みに
与りました。洗礼を受ける時、
「もしも…最後の
審判の時に『残念でした。真理はこの聖書ではな
く、コーランでした。
』と言われたら…」と考え
ました。でも、すぐに「それでもいい。たとえそ
うでも、私はイエスさまと心中でいい」と思い、
洗礼を受ける決心をしました。
その後、
20 年近くの信仰生活です。でも、
その「イ
エスさまと心中」云々って、どうなんだろう。私
はしっかり信じているような顔をして、決意した
顔をして、ずっと…決断を先延ばしにしているだ
けなのではないか。
「信じる、ということはどう
いうことなのか」という幼い頃からの疑問にまた
ぶつかってます。すいません。まとまっておりま
せんが、感想はここまでです。ただ、イエスさま
は 40 節で「もし信じるなら、神の栄光が見られ
ると、言っておいたではないか」と言われました。
…この御言葉、この御言葉に、信じたい、神の栄
光を見たいと、強く惹きつけられています。

なぜそれで
救われることになるのか ?

14 日
男性

６７×６２

こんにちは。私自身は異教徒といいますか、相
当な不信心者ですが、聖書の勉強をしてみたいと
思っています。福音書は何回か読んだことがあり
ます。しかし、どうにも、ある偉人の伝記以上の
ものとは感じられず、一方で理解するのに難しい
ところもあって、私にとってよく分からない書物
であり続けています。

!"#$%

最
一番分からないのが、イエスの死がなぜ皆さん、
主イエスの十字架での嘆きは、エレミヤの苦悶の
新
我々に関係するのか？というところです。ここが
刊
祈りを包みこみ、私達の悲嘆を聞いておられる神を
!"# $%% &'()*+,-.!
本当に分からない。なぜそれで我々が救われるこ
証しします。
須永和宏／著
とになるのか、の理屈が分かりません。いつか分
人間の歴史の断絶を深いところでつなぎとめる神
かるのかもしれないし、分からないのかもしれま
著者が 40 年にわたる読書生活の中で、胸に刻
の思いと業によって、人は混沌の中にも硬く立つ礎
まれた珠玉のことばを集めたものである。
せんが…。
を持つことが出来る。人は世に果敢にこの証しを立
今の時代の荒波を乗り越えていくべく、真理に
ててゆく群れとされていくのです。
満ちたイエスの福音に従いながら、これからの
（文責・月刊誌編集部）
時代を生き抜くための信仰のヒントや秘訣をく

４月末の

維持会員数

1,344 名

（前月よりー 4 名）
10 年前 1,599 名／ 1 年前 1,415 名

26 日
ヨハネ受講中の 70 代男性

私は 2005 年に妻と共に洗礼を授かりました。い
つだったか別の教会の方から FEBC を教えてもら
い、仕事中は車の中で、休みの時は家でラジオを
聴いていました。それはそれは悪戦苦闘の連続で
したが、昨年次男がタブレットというものを教え
てくれて、今はとてもクリアーに聞くことができ、
昼と夜、2 回は聞き、それが日課となっています。
私は介護 4 級難病の身体障害者です。3.11 の次
の日から職場に行けなくなり、事実上の解雇、失
業。70 歳までは現役！と思っていましたが、難
病が進行してしまい、ずっと無職です。今では家
の中で杖をついてやっと…、特に立つことが困難
です。だけど、落ち込みません。
（落ち込んでな
んとかなるなら、いくらでも落ち込むのですが）
できることを数えた方がいいですからね。私が歩
んできた人生を考えると、このような者を神様は
選びとって下さったと、感謝の気持ちでいっぱい
です。組合活動や政治、どちらかと言えば神様を
信じない方だったのに…。自分でも信じられませ
ん。でも、この旅路でいただいた命に沿うような
生き方をしてゆきたいと思います。不自由な身で
すが、できるだけ。

かたくなになってしまった心が
変わりますように

27 日
女性

私の子どもには重度の知的障害があります。毎週
の礼拝には何とか出席していますが、子どもが逃
げ出したり、怒ったりするため、途中で帰らざる
を得ないこともしばしば。御言葉を求めて教会に
行っても、礼拝もささげられない状況に疲れてし
まい、神様にも見放されているような気がして、
どうしようもない孤独感に襲われます。自宅で聖
書を読んでいても、目の前の現実に心を捕らわれ
てしまい、なかなか御言葉が入ってこなくなって
しまいました。
この度、聖書通信講座で、ゆっくりと神様に向き
合いたい、かたくなになってしまった心を御言葉
で変えていただきたいと思い、申込みました。ど
うぞよろしくお願いします。

●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

み取ることができる。

本体 1,600 円＋税 B6 判

262 頁 う本当に驚きです。周囲に誰もクリ
スチャンはいなくて、聖書を読もう
〒160-0004
東京都新宿区四谷 1-13 カタオカビル 3 階
なんて思いもしなかった、教会に行くの
☎03-3359-0451 FAX 03-3351-9534
E-mail/suishin@sanpaolo.or.jp
は生まれた家がキリスト教の人くらいと
思っていらした、そのあなた様が、２ヶ
月前に聖書を読み始めた！そして「イエ
ス様を知ることができて本当に感謝して
います。神様、私をあなたのもとに導い
ていただき、本当にありがとうございま
すと大声で伝えたいです」と。こんなこ
とがあるんだ！と私はもう本当に、神様はなんて憐れみ深く、
あなた様を導いてくださったことかと…。

も

−2−

そして FEBC の聖書通信講座に出会ってくださったことも、
神様が導いてくださったんだと思います。聖書は「答えはど
れか？」と解答を出すのではなくて、聖書そのものを読むこ
とが大事なんですね。イエス様を知り、イエス様と出会う、
それが聖書を読むことだから、あなた様が「神様を知りたい
から聖書を読む」
「イエス様から離れないでいること、それ
は聖書を読むこと」と書いてくださったのは、もうまったく
その通りです。聖書の御言葉はイエス様の語りかけですもの
ね。これからご一緒に読めるのを本当に嬉しく思います。
(13 日 )

日

番組案内

2019 年

6月
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●夜9：30〜

全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組）
2日
9日
16日
23日
30日

今月の

PICK UP!

私たちも、ある部分では自分はダメだと落ち込み、逆に、この人よりは
ちゃんとやっていると、そういう劣等感と優越感の狭間であくせくしてい
る。でも、本当に必要なことはただ一つ、イエ
スの言葉を聞く。イエスの前に自分を置いて、
その自分を生かしてくれる語りかけを聞い
て、それに精一杯答えていこうとする。それだ
けが私たちに要求されていることでしょう。
そしてその時に、人との比較、その中での優
越感と劣等感から解放される道が開けてく
るのではないかと思います。
（文責・月刊誌編集部）

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）
9日 「昇天祭」

16日「聖霊降臨①」

英 隆一朗（カトリック・イエズス会司祭、麹町教会主任司祭）
5日 「主は癒してくださる。過去の私も、今も、
そして未来も」

（マルコ5：21〜43）

12日「畑の中の宝」
（マタイ13：44〜46）
19日「三位一体の神秘を生きる」
（ヨハネ16：12〜15）
26日「天に富を積む」
（マタイ6：19〜23）

PICK UP!

「主は癒してくださる。
過去の私も、
今も、
そして未来も」
より
（5日放送）

マルコによる福音書5章21〜43節。ここは、一つの奇跡話のところに、もう一つの
奇跡話がくっつけられているような、不思議な構成となっているわけですね。12年
間も出血の止まらない女性の癒し。もう一つは、12歳の少女をイエスが、生き返ら
せた、という話。2つの奇跡話が、なぜこのようにひっついているのか。

●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

5日 「先達たちに倣う̶アシュラム運動の原点」
12日「先達たちに倣う̶戦時中の宣教師たちの活動から」
19日「純粋な信仰を生きる」
26日「最終回・信仰の旅は、
これからも」

●夜10：16〜

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）

5日 「人里離れての休み」
（マルコ6：30〜34）
12日「主よ、私たちは誰のところに」
（ヨハネ6：60〜69）
19日「救いを見る」
（ルカ3：1〜6）
26日「羊飼いと王」
（マタイ25：31〜46）

10日 「霊的導き手であること」
24日 「牧者ヤーウェ」

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）

御足の跡を

10日 「ペンテコステ」

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）

●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

4日 「全能の父②」
11日 「全能の父③」
18日「天と地、全て見えるものと見えざるものとの創造者を①」
25日「天と地、全て見えるものと見えざるものとの創造者を②」

●夜10：14〜

月〜金

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）

デイリープログラム

4日 ヨハネ17：1〜13
18日 マタイ10：32〜38、19：27〜30

●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

※金曜日は第２のみ

吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）
6日

「神様の御心だけが成就するなら、祈りって無駄な労力に思えま
す。」
11日 「私は日々苦しいにもかかわらず、真剣に神を求めようとしないの
です。聖書も、時間はあるのですがあまり読まないのです。」
12日 「教会の決め方を教えてください。教会の皆さんが素晴らしい教会
と、心に届く説教をされる教会、選ぶ時はどこを重視すれば…？」

ヨハネが黙示録を書いた1世紀の終わり頃、キリスト教徒はローマ帝国の絶大な権
威のもとで苦しめられていました。諸教会は様々な困難に直面し、そして今はその
指導者のヨハネ自身も島流しになっています。このような状況の中で人は問わざる
を得ません。どうしてこのような目に遭うのか？我々の将来はどうなるのか？世界は
どうなっていくのか…？しかしその暗闇の中で、ヨハネには天にある「開かれた門」
が示され、
「この後必ず起こることをあなたに示そう」という声を受けたのでした。

Echo of Voices

「ヨハネ17：1〜13」
より
（4日放送）

そう。神を「知る」とは、神との交わり、ハリストスとの交わりをはてしなく深め続けて
いくことです。祈りの生活を深めるとも言えるでしょう。私たちは、祈りといえば、お行
儀のよい言葉しか思い浮かばないかもしれません。しかし祈りは、神様やハリストスへ
の身を震わせるような抗議や怒り、激しい嘆きであってもよいのです。もちろん祈りは
賛美であり、感謝です。しかし「神様どうしてあなたは、こんな悲しい思いを私に、私
たちに、この世界に強いるのですか」、そう叫んだことのない人に神への本当の感謝も
賛美もあり得ません。ハリストスでさえ「わが神、わが神、なんぞ我を捨てたもうや」と
叫んだでしょう。生きることそれ自体が、また喜んだり悲しんだり怒ったり、私たちの
生きることへの思いすべてが祈りとなる、そういう祈りに生きること、それが神を「知
る」ことなのです。

土

●夜9：30〜

長倉崇宣（日本FEBCパーソナリティ）

6日 「祈りや聖書より音楽を聞くのは偶像崇拝？」
13日「イエス様、図々しいですが、共にいて下さい」
20日「聖書を読み、
自分の姿がはっきり見えてきた」
27日「教会に恐怖があり、行けない自分が情けない」

幸田和生(カトリック東京大司教区司教)

Kishikoのひとりじゃないから

山下正雄（日本キリスト改革派教会

金

Kishiko

(ゴスペルシンガー)

1日 「自由に讃美歌を歌う」
8日 「楽屋裏のふとした会話」
15日「雨の日もまた良し」
22日「ひとりじゃないから」 29日 「声が出なくなった時に」

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

1日 荻原 充
（日本聖公会・聖職候補生）
8日 野澤幸宏
（日本聖書神学校・神学生）
15日 熊坂路得子
（アコーディオン奏者）

●夜10：28〜

聖書を開こう

※本誌表紙参照

福音を聞く―新約聖書への招き（再）

●夜9：53〜

「主よ、
わたしたちの神よ」
より
（6日放送）

●夜10：14〜

11日 使徒2：1〜11
25日 マタイ4：18〜23

1日 「マルタとマリアにとっての福音」
8日 「子どもにとっての福音」
15日 「異邦人にとっての福音」
22日「サマリア人にとっての福音」
29日「弟子たちとイエスとの出会い」

（黙示4：1〜11）
6日 「主よ、
わたしたちの神よ」
13日「世界史の封印を解く」
（5：1〜5）
20日「新しい歌をうたう」
（5：6〜14）
27日「青白い馬が現れた」
（6：1〜8）

最近、こういうことではないかと、思うようになってきたことがあります。
やっぱり私たちは、歴史的存在だ。やっぱり癒しという出来事は、現在だけじゃな
しに、過去にも関わっておられるわけだし、同時に、未来に関わっておられる。だか
ら今、私たちがイエスに出会うということは、過去に、イエス様が出会っていること
とセットだし、未来に、イエス様と出会うということに直結しているんだろうと思う
んです。

●夜10：28〜

火

PICK UP!

―気付かされ、開かれる言葉

3日 「恩寵の深み」
17日「主ご自身」

30日「御聖体の祝日」

村上 伸（日本基督教団元牧師）

水 風を感じて

長倉崇宣(日本FEBCパーソナリティ)

3日 「神様を賛美するオルガン演奏会」
（詩篇95：1〜3）
10日「リスナーからの手紙」
（マタイ11：25〜30）
17日「高齢者の福音」
（ローマ12：9〜21）
24日「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）

―ヨハネの黙示録

4日 「産業廃棄物（石川ヨナ）」
11日「アタラシイウタ
（塩谷達也）」
18日「悔いた心（Migiwa）」
25日「わたしとともに
（大和田広美）」

●夜10：01〜

もう一つの響き

23日「聖霊降臨②」

●夜9：47〜

My Songs, Your Songs（再）

3日 「『主は一人』
というありがたさ―後半」
（エフェソ4：1〜6）
10日、17日 「キリスト色に染まれ」
（1コリント11：1）
24日「この羊飼いを見よ̶前半」
（詩編23：1〜4）

3日 「主の昇天の賛美歌」
17日、24日 「『旅』
の讃美歌」

木 あなたの苦しみに、私もいるだろう

●夜10：29〜

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)

主に向かって歌おう

第2〜5●夜10：27〜

でもそれだけではなく、マルタは何かもっと深い意味で福音を受け取っ
ている気がします。イエスはマルタに「あなたは多くのことに思い悩み、
心を乱している」と。マルタの心の中には、様々なもてなしの心配、女性
として押し付けられた役割への不満、同時に、自分はそれをちゃんと
やっているという自信、そしてマリアに対する優越感…様々な思いが渦
巻いていた。その結果、自分の姉妹を受け入れることができなくなって
しまった。そういう自分の思いの中でがんじがらめになっているところ
から、マルタはここで解放されていくのではないかと思います。
「必要な
ことはただ一つ」と。

Session―イエスのTuneに合わせて

●夜10：14〜

当時、男性が神に奉仕し、女性はその男性に奉仕する役割が要求され
ました。だから、自分と同じ女であるマリアがイエスの話に聞き入ってい
ることがマルタには許しがたかったのでしょう。ところがそれをイエス
ははっきりと否定されます。
「女性が神の言葉を聞いていい、いや、それ
こそがすべての人にとって一番大切だ」と。それはマルタにとって、もの
すごい解放の言葉だったのではないでしょうか。

●夜9：47〜

『キリストの献金』
(出エジプト30：11〜16、
マタイ17：22〜27)
日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『主が住まう家』
(マルコ3：10〜20)
日本基督教団西片町教会・山本裕司牧師
『嵐に堪える望み』
(使徒27：1〜38)
日本基督教団代田教会・平野克己牧師
『夢と幻を生きる教会』
(ヨエル3：1〜5、使徒2：1〜21)
シオンの群教会(写真) ・吉川直美牧師
『愛で足を洗われた弟子』
(ヨハネ13：1〜20)

●夜9：48〜

（東京都中野区上高田4-46-9/電話03-3386-5156
/礼拝10時半〜）

番組
「福音を聞くー新約聖書への招きー（再）」
「マルタとマリアにとっての福音」
（1日）
より
幸田和生(カトリック東京大司教区司教)

主はお答えになった。
「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩
み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。」
（ルカ10：41、42）

火

日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師

月

PICK UP!

FEBC

左からご出演順

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
7日 「救いのイニシアティヴをとる神̶洗礼について」

第２●夜9：47〜

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

22日 「骨に染み入るイエスの痛み」（ヨハネ2：13〜25）
石垣弘毅（日基教団月寒教会牧師）
29日 「キリストのPassion」（ヨハネ2：13〜25）
堀岡満喜子（北陸学院中学校・高等学校校長）

※月刊誌1面参照

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
14日 「エレミヤ̶新しい天と新しい地をもたらす神の熱情」

第３／４●夜9：37〜

イエスを仰ぎ見つつ（再）

金井由信（日本イエス・キリスト教団元牧師）

●番組案内5月号にて、下記の誤りがありました。
̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。
お詫び 番組「たびんちゅ（旅人）牧師の今日も求道中」5/1タイトル
「本当の父との出会いを求めて」 正）
「遂に牧師になる」
と訂正 誤）
特別番組5/31「また歩き出す、
その時を共に生きて」番組開始時刻
誤）夜9：30〜 正）夜9：38〜

21日 「信仰の働き」
（ヨハネ4：1〜14）
28日 「幼な子の命のために」
（マルコ10：13〜16）

第３／４●夜10：20〜

MeguのCCM insight!

Megu（Genuine Graceボーカル）

21日「Meguのお便り紹介！」 28日「Meguのトーク＆MUSIC」

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。

