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小貫雅夫 氏│日本聖公会引退司祭

　私は1930年に北海道の釧路で生まれました。翌年の満
州事変によりできた満州国の奉天（現在の瀋陽）にすぐ
に聖公会の教会がたてられ、当時釧路で牧師をしていた
父が派遣され、1932年に私たちも渡りました。その後、
父の任地が上海に変わり、1937年に日中戦争が起こった
ので、父の実家がある函館に一旦引き揚げてから再び満
州の首都があった新京（現在の長春）へ渡りました。そ
こで新京第一中学校に入学し、中学三年で終戦を迎えた
ので、実に満州事変から敗戦という少年時代を過ごした
訳です。

　そして敗戦間近の1945年5月、中学三年生の私たちに
勤労奉仕の命令が降り、ウラジオストクに近い東寧とい
うソ連国境付近に行かされました。丁度ヨーロッパでは
ドイツが敗北し、ソ連軍は満州方面へ進められるように
なったので、満州の開拓民の男たちは代わって国境を守
らされたことになります。満州を守っていた関東軍は、
日本の本土決戦に備えて、密かに日本や台湾の方に送ら
れたからです。つまり私たちは、「おとり兵」でした。

―中学三年生で「おとり兵」ですか！

　はい。しかし、それをおかしい事だとは思いませんで

した。「何か事があれば、一身を投げ打ってお国のため
に尽くす」と教育されてきたのですから。
　8月9日に遂にソ連との開戦を迎えると、向こうから飛
行機も飛んできて銃撃される中で、看守の日本兵は先に
逃げてしまいました。私たちもひたすら逃げました。し
かし、東寧の駅には最終の汽車は既にありません。軍や
満州鉄道関係者が先に逃げてしまって、我々は歩いて逃
げる他ありませんでした。砲弾が飛ぶ昼間を避け、夜に
山の中を逃げました。道端で動けなくなる開拓民に「連
れて行って」と言われましたが…。
　東京城というところで遂にソ連兵に追いつかれ、捕虜
になりました。食べ物がひどく、雑穀を少し食べられる
程度で、あまりにひもじくてバッタを捕まえて食べたこ
ともありました。病気になって死んだ友達もいました。
父が同じく牧師ということで親しくなり、東寧では隠れ
て一緒に「主我を愛す」を歌った石井君は、家族とも連
絡が取れず、本当にたった一人で死なねばならなかっ
た。戦争というのは、こういうものです。

　10月半ばに捕虜収容所から釈放されました。帰国ま
での1年間、満州で色んな教派のクリスチャンが日曜日
に集まりました。そこで段々と信仰が目覚めてきました
ね。それまで、神様のことなんて忘れていたような毎日
でしたから。しかし「明日の命も分からないけれども、
頼れる方はいらっしゃる」と思いました。

　帰国後しばらく仕事をして、「人間について勉強をし
たい」と哲学と心理学を学びました。その頃宣教師か
ら、「牧師になりなさい」と勧められたのですが、「私
はそんな器ではありません」と返事をしました。しか
し、心理学を勉強している内に、むしろ「心理学では駄
目だ。人間は救われない」と思ってね。それで神様に襟
首を掴まれるようにして、聖公会神学院に行くことにし
たんです。

―司祭としての原点に、平和を求める心と信仰が繋がっ
ていかれたんですね。

　ヘブライ語で平和を意味する「シャローム」というの
は、人が積極的に幸せであるという意味があります。だ
から、イエス様は「平和をつくり出す人たちは、さい
わい」と仰った。やっぱり平和は「つくり出す」ものな
んです。神様に愛されるという関係性を作り出すことで
す。
　だから私たちは「小さな種火」を持ち続けなくてはい
けない。どれだけ周りに影響を与えられているかではな
く、燃やし続けなければと思います、教会がその役割を
放棄した時、教会でなくなると思います。この世に対し
て神様の言葉を語るという事はそういう事です。自分た
ちの安心立命のためだけではないのです。戦時中、日本
の教会はその役割を果たせなかったからです。
　私も牧師として色々間違いました。しかし、それを悔
い改めながら「神様はこんなものをも用いて下さる」と
信じているのです。罪多き、過ち多き者をね。その神様
の思いに応えていかなくちゃならないんじゃないかと。
自分を省みて恥ずかしいと思いながら、「それでも」と
いう思いがあるからです。

渡辺信夫 氏│日本キリスト教会教師

　22歳の時、学徒出陣で海軍に入り、少尉になって前線
に遣わされていました。
　クリスチャンの自分が軍隊に行って、そこで殺人行為
に参加するということは大変な問題だったので、自分で
考え出した理屈はこうでした。戦争で皆が苦労している
時に、むしろ人々と共に苦しむことがキリスト者の根本
的な思想になるのではないか。信仰者として進んで苦し
い道を選ぶことが当然だ―それでこの道を選ぼうとした
わけです。

　しかし、なお問題があり
ました。「自分の生死を自
分の判断で決めるというこ
とが、信仰的に正しいか」
ということです。なぜな
ら、それは神の領域なんで
す。「自分が納得できた
から死んでいい」というの
は、実に勝手なことだと戦
場に出た最初の朝にハッと
気づいたのです。

　戦争の実際では、抵抗出来ないほどにめちゃくちゃに
発砲されて、無意味な死を遂げる他ありません。それを
分かっていながら、戦争で死ぬことの意味付けをした。
それは自分の愚かさ故です。神に逆らうことだと分かっ
ていたはずが、意味の無いことを真に受けたのです。

　戦後、ちゃんと自分の考えを自分で持てる人間になろ
うと思いました。ですから、「人々に教えを与える」よ
りも先に、自分自身が信じている者として正されていく
ことが自分に対する義務だと歩んできました。そこで他
者の信仰に奉仕していくことが出来るからです。

―現代の教会では、戦争の悔い改めや罪責が自分のこと
としてピンとこない人が少なくないと言われますが、ど
う思われますか？

　それは、日本の教会は「教会の一番大事なこと」が分
からなくなっているからです。キリストは「あなたはペ
トロ。わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てる。」
(マタイ16：18)と言っておられる。これが教会の出発点
です。私自身、「国家によって統合される教会」という
ものを真に受けてしまったところに教会理解の欠損があ
ると気付かされました。

　だから、キリストが「わたしの教会をわたしが建て
る」と仰ったところに立ち返っていく他ありません。
「我々の教会を我々が建てる」では「キリストの教会」
でないものになってしまう。現にそうなっていません
か？「わたしの教会をわたしが建てる」と仰るキリスト
に従っていく。それによってしかキリストの教会は建て
直されることは無い、そう思っています。

(文責・月刊誌編集部)

一番左、小学 5年生の時の小貫雅夫先生 (1941 年 3 月 満州・新京にて撮影 )
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前回のお返事では、私のためにお祈り下さりあり
がとうございました。こうして、天のおとうさま
を慕い求める歩みに、同伴してくださることがす
ごく心強いです。係の方はこのように祈ってくだ
さいました。「どうか主が、あなた様のお心の最
も深いところにあるすべての傷にそっとふれてく
ださり、たしかな癒やしと解放をお与えください
ますように…」と。あれから、勇気を頂き…教会
にて、私の悩み、「神様を天のおとうさまと呼べ
ない」ということを、打ち明けさせてもらいまし
た。すると、思いの外、私以外の方々も同じ悩み
を抱えていることが分かり、みんなにシェア出来
て良かったなと思いました。また、牧師先生から
は、放蕩息子の父を見つめ続けること…その中で、
肉の父と父なる神様を整理していくこと…という
アドバイスをいただきました。

教会帰りの道中、勇気を振り絞って、神様に向か
い、おそるおそる、遠くの方から「おとうさま」
と呼んでみました。すると、「あれ？殴られない？」
と。当たり前かもしれないですけど、殴らない父
なる神様を体験させてもらいました。神様、担当
者さま、天のおとうさまとの親密な関係に私を招
いてくださり、ありがとうございます。

勇気を振り絞って
「おとうさま」と呼びました 7日

女性

あなた様が「本当の信仰とは何
か？」と求めていらっしゃる、

これは主イエス様を求めていらっしゃ
るということで、それが信仰なんで
す！受洗して1年半で、今、聖書を
一生懸命読んでいらっしゃる、でも頭
に入っているかわからないと…。頭に
入らなくてもいいんです。たとえば赤
ちゃんが、お母さんに笑顔で見つめら
れて、話しかけられて、抱きしめられ

ていると、お母さんが何を言っているか理解していなくても、
赤ちゃんはお母さんから愛をもらっているでしょ。私たちも

ご献金 4,354,839 円 （850 名）

6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 1,603 名／ 1年前 1,402 名

1,326名
（前月よりー22名）

6月末の

それと同じで、何をしたから信仰が深いとか、しないから信
仰がないということとは違うと思うんです。
ガラテヤの信徒への手紙には「人は律法の実行ではなく、た
だイエス・キリストへの信仰によって義とされる」(2：16)
と書かれていて、これは「キリストの信仰によって義とされ
る」とも訳せるんですって。私は、自分の信仰は本当に吹け
ば飛ぶような…というよりも、信仰が私にはないって思うん
です。でも、私たちにとっての信仰とは、イエス・キリスト
ご自身。だから、信仰とは何か？ということは大きな疑問か
もしれませんけれども、それ以上に「イエス様、私の信仰と
して、私のうちに生きていてください」と祈り続けてまいり
ましょう。 (12日 )

月刊ＦＥＢＣ２０１9．8月号　６７×６２
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絵／永井隆　解説／結城了悟
数多くの名著を残された永井隆博士が自らの
死を覚悟し、「十字架の道行」と呼ばれるキ
リストの死に至る十四の場面を、実弟永井元
の助けを借りながら描いたと言われる絵画に
ついて、日本に帰化したイエズス会司祭・結
城了悟神父が解説する。
本体1,200 円＋税　B6判　96頁

〒160-0011 東京都新宿区若葉1-16-12
☎03-3359-0451 FAX03-3351-9534
E-mail/suishin@sanpaolo.or.jp

母の認知症が進んできて、人の感情的な言葉に、
今までのように反応しないことがあります。私が
怒っても、何も言い返さない時もありますし、見
たところ、頭にきているようにも感じません。最
近、母に対して、自分の言葉がひどいと思います。
私はこんな自分を見て、人間性がだんだん失われ
ていく気がします。本当は、母の認知症よりも、
この「人間性が失われていく」ということの方が、
深刻な問題ではないかと思います。母がこうなっ
て初めて、罪深い人間の性質、私の罪というどう
しようもない人間性があらわになってくるのだと
思わせられます。自分の罪に気づき、赦しの確信
を得、喜びを持って生きることができたらどんな
にいいでしょう。

母の認知症よりも
私の「人間性が失われていく」ことが問題では
 14日

女性

ヨハネ7から9章。7章では「渇くもの」とあり、
私自身、連日仕事に疲れ果てております。生きる
ために収入を得るために働いております。自分を
偽って生きています。8章では「罪」について、
語られておりますが、私自身、仕事で多くの罪を
犯しております。人を仕事の能力で選別しており
ます。仕事ができる、できない 。時には他人に責
任を転嫁することもあります。毎日、罪を犯して
いかなければ、働くことができない。息苦しく、
つらい毎日です。

毎日罪を犯していかなければ
働けず 20日

ヨハネ受講中の男性

先日初めて、教会の礼拝に伺いました。私の通っ
ている大学の近所にある教会でした。感想を率直
に言うと「想像以上にスッ、と終わった」という
感じでした。勇気を出して受付に向かうと、担当
の方が手順を教えてくださり、礼拝中は案内の方
が聖書や賛美歌の該当箇所をテキパキと教えてく
ださいました。礼拝後は、牧師先生に「よかった
ら来週も来てね」という感じで優しく見送ってい
ただきました。自分としてはすごく勇気を奮って
伺ったので、「いい意味で何事もなく終わったな
あ」と思いながら帰りました。教会へ伺うのをず
るずると先延ばしにしていたのですが、自分の習
慣から失敗をまたしてしまい、あぁもうダメだ、
「神様すいません」と言いに行かなくては、と思っ
たのです。

さて、ヨハネ1章から3章までを読みました。私
には、イエス様がどういう方か、まだ分かってい
ないと思います。そんな中、3章 16節の「神は、
その独り子をお与えになったほどに、世を愛され
た。独り子を信じるものが一人も滅びないで、永
遠の命を得るためである。」このことばは、「ああ、
そのとおりなんだろうな」とすっと思えました。
次回は、もう少し、聖書を読んで感じたことを自
分の言葉として書きたいと思っています。

初めての礼拝
伺ってみると… 28日

ヨハネ受講中の男性

四十二ヶ月、つまり千二百六十日―これは完全数七年の
半分の三年半―この世界に苦難が続く中、神は二人の証
人に預言させる（黙示録11章3節）。これは「主の御前
に立つ二本のオリーブの木、また二つの燭台」（4節）
と表現されるように教会のことである。つまり、教会は
この悪しき時代のただ中で、それを悲しみつつも自らを
悔い改めて真実を語り続けなければならない。そして教
会が語る言葉は旧約の預言者エリヤの「雨が降らないよ
うに天を閉じる力」、あるいはモーセのように「水を血
に変える力」（6節）が与えられた。

果たしてそうだろうか？と疑問に感じる人もいるだろ
う。教会の語る言葉に、そんな力があるだろうか。むし
ろ、教会はおざなりの言葉を語ってきたのではないか。
地上の教会は、戦争や大量殺戮を防ぐことも、広がり続
ける貧富の差といった社会的不公平の是正も、地球環境
の破壊も止められなかったではないか！

ナチスへ抵抗するため当初ニーメラーらの牧師が集結し
「牧師緊急同盟」と称して立ち上がった「告白教会」。
1934年バルメンおよびダーレムにおける告白会議にて
全国的組織的に反ナチ闘争を展開するも、主要メンバー
の国外追放や逮捕などにより38年ごろから停滞し、遂
には挫折した。

そうなのだ。教会は弱い。本当に弱い。

黙示録も、先の二人の証人が殺され（7節）、その死体
は都の大通りに捨て置かれる。彼らの主も十字架につけ
られた都に（8節）。そして、地上の人々は彼らに苦し
められたゆえに、大いに喜ぶ（10節）。

しかし、11節にこうある。

三日半たって、命の息が神から出て、この二人に入っ
た。彼らが立ち上がると、これを見た人々は大いに恐れ
た。（11節）

亡骸のような教会は再び立ち上がる。これは教会に内在
する自分自身の力によるのではない。命の息が神から出
て、この二人に入るからである。十字架にかけられ墓
に納められた主イエスが、三日後に復活させられたよう
に。

先の告白教会の挫折に、指導者の一人であったカール・
バルトはほとんど絶望した。しかし、その時彼は言っ
た。「だが、教会には聖書がある」と。

教会は弱く、そして不真実であって
も、そこには聖書、神の御言、主イ
エス、その命の言葉がある。それだ
けが教会の力なのだ。それ以外に依
るべきものはない。 

（文責・月刊誌編集部）
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今月の

PICK UP!

　

川上
　里山など人の手を入れないと荒れてしまう自然と同じこ
とが社会や地域にも言えます。
　震災後、行政にだぶついたお金を神戸の人たちは市民の
手に取り戻し基金にして困った人を助けたんですが、東北
では難しい。こっちでは「市民」ではなく「南三陸の人」と
いう地域の名が出てくる。「身内」という意識です。でも、そ
れも人間が長い時間をかけてつくってきたもので、それな
ら同じように私たちも手を差し入れられるんじゃないかっ
て、この地域に昔あった「頼母子講」とか「無尽講」のよう
な相互扶助を創り出す基金を作ってみようと準備していま
す。

長倉
　でも、歴史的に見て、それこそ教会っ
て、「身内」よりは「他人様」じゃないで
しょうか。

川上
　そうです。ただ、教会もまた私たちの
「手の入るもの」で、海外のコピーじゃな

番組「Per Crucem ad Lucem
―十字架を通って光へ（再）」
「『現場』からささやかに教会は変わる」（8/24）
「『あっぺとっぺ』が探す十字架」（9/4）より 
川上直哉（日本基督教団石巻栄光教会牧師、

東北ヘルプ事務局長）聞き手：長倉崇宣

い。遠藤周作の言葉ですけど、自分たちの体に合わせて
作り直していいものだと思います。
　先程の「講」は、元々はお寺で説法をする、その説法
会のことで、聞きに来た人の茶話会が、相互扶助のネッ
トワークの核になっていたそうです。じゃあ、教会が目指
すなら、何が絶対に必要なのって言えば、「福音」です。
お金じゃない。教会の一番根っこに、「福音」がある。そ
れは「死んでも大丈夫」っていう良き知らせです。
　被災地の人々が追い込まれて、「後は死ぬしかない」み
たいなところで、教会が本気になって、「死んでも大丈夫
だ」って言えるかが問われているんです。

川上
　聖書の「罪」―ギリシア語の「ハマルティア」には「も
らい損なう」っていう意味があるんです。一生懸命こうす
れば手に入ると思って努力したけれど、ズレていてもら
い損なうみたいな意味です。宮城の言葉で「あっぺとっ
ぺだよな」という言い方をしますが、私たちはとんちんか
んなんです。そう考えると、十字架の意味は、スッて入って
来ます。だって、イエス様を十字架に架けた当の本人たち
は、「わかってる」つもりなわけです。「俺たちは正しいこ
としてんだ」って。
　東京電力が、「メルトダウンしてるのわかってたけど、
隠してました」って認めた時に、世の中はどうなったかと
言えば、すごい勢いでその異常事態に慣れ始めた。誰も
反応せず、いつの間にやら考えないようにしている。多
分、罪って、そういうものなんじゃないかと思うんですよ
ね。「悪」とは違ってね。極めて善意でね。だから（福島
の子供たちの中に）鼻血が出るっていう話をすると、そん
な事は「無い」って言われるんですよ。そうすると心配す
る母親は、本当に孤立する
わけです。なぜなら否定す
る側は、むしろ安心させて
助けてやってるくらいのつ
もりかもしれないからで
す。

川上
　人間の苦しみは、そうやって孤立する人の人格や尊厳
が否定されるところにある。。これは、あのイエスの十字
架上での叫びなんです。「我が神、我が神、なんぞ我を見
捨てしか」―私はもう人間ですらないという叫びです。西
南学院の青野太潮さんの言葉で言えば「十字架に架けら
れたままのキリスト」ですが、「イエスが復活したから、も
う神様は苦しんではいない」という事ではないのです。
　だから教会がただ慰めるつ
もりで、「あなたのところに神
様いますから」っていうだけ
じゃ、それは「あっぺとっぺ」か
もしれません。それ以上に大切
なのは「イエス様は、今ここで
一体何してんだべか」って、教会
がそれを一生懸命見て、聞くこ
とです。

　パウロは、十字架につけられたままのキリストしか私
は知らないって言い、しかも「あなた方の中で、『復活が
ない』って言っている馬鹿者がいる」なんて言うわけで
しょ。つまり、キリストは十字架に架けられたままなの
に、イエスは断固として復活しているわけです。これって、
めちゃくちゃじゃないですか。
　でも、だから教会は、キリストが十字架につけられてい
る、この「現場」で、本気でイエスが復活したと思ってる
のか、死を乗り越えられたと思ってるのかと問われてい
るんです。復活したイエスをそこで探す。本気で探す。い
ないはずない、と。本当に打ち捨てられた、死んだような
現実に、イエス様は甦って、私たちの前を歩いてんだって
いうことを、見つけられるはずだって！
　そうすると、気が付くんです。「イエス・キリスト」ってす
ごい言葉、すごい信仰なんです。　

（文責・月刊誌編集部）

15日　キリスト教に興味があり、知人より貴社のことを聞きました。現在
64歳、最近考えることは、自分にとって本当に大切なものは何な
のか…自問自答しているのですが答えは得られません。

19日　キリスト教も、占いとかヒーリングとかと同じですね。人生を変え
ることはできない。

22日　治らない心の病を抱えております。でも、神様の栄光が現れるため
かもしれない、イエス様のような者に近づいていくことが私の使命
なのかなと思います。

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）

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

月

5日 「抵抗を学べ」
12日 「われらの主なるイエス・キリスト」
19日 「神の民をあわれむあがない主」
26日 「諦念に生きる者たちへの励まし（ギュンター・ヤーコプ）」

5日 「イエスの旅の賛美歌①」
12日 「イエスの旅の賛美歌②」
19日 「イエスの旅の賛美歌③」
26日 「イエスの旅の賛美歌④」

6日 「光よりの光、まことの神よりのまことの神」 
13日 「造られずして生まれ、御父と同質にして」
20日 「万物は主にあって成れり」
27日 「主はわれら人間のため、

またわれらの救いのために天より下り①」

5日 「オルガン演奏会」（マタイ28：16～20）
12日 「リスナーからの手紙」（ルカ6：27～36）
19日 「高齢者の福音」（1コリント13：1～3、13）
26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)
5日、12日 「丸投げ出来ない、僕らのために」（1ペトロ5：6～7）
19日、26日 「神様の『ヤバい』愛」（イザヤ49：16～17）

●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

日 ●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
4日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『心から新しくなる』(エレミヤ24：1～10、ローマ7：4～6)
11日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『荒波を踏み越えて』(マルコ6：45～52)
18日 日本基督教団西片町教会・山本裕司牧師
 『見よ、血に染まるイエスの背を』
 (創世記9：5～13、ヨハネ18：38b～19：16a)
25日 日本基督教団代田教会・平野克己牧師
 『本当の言葉への飢え渇き』
 (アモス8：1～12、ヨハネ７：37～38)

11日 「ベネディクト、スコラスティカの祝日」 
18日 「アウグスティヌスの祝日」 
25日 「アグネスの祝日」 

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）

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） 

PI
CK
 U
P!「マタイ14：14～22」より（6日放送）

弟子たちは言った。「ここにはパン五つと魚二匹しかありません。」イエス
は、「それをここに持って来なさい」と言い、群衆には草の上に座るように
お命じになった。そして、五つのパンと二匹の魚を取り、天を仰いで賛美の
祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパン
を群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして、残ったパンの屑を
集めると、十二の籠いっぱいになった。（マタイ14：17～20）

目を閉じて、この出来事に心の目を向けてみてください。

●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） 

6日 マタイ14：14～22 
13日 マタイ14：22～34
20日 マタイ17：14～23
27日 マタイ18：23～35

6日 「静まれ（塩谷達也・塩谷美和）」
13日 「RADIANT（斎藤直江）」
20日 「BREAK ME（石川ヨナ）」
27日 「The Colors of Your Love（ベドウ路津子）」

●夜10：29～
My Songs, Your Songs

月

火

五つのパンと二匹の魚を手にとって、天を仰いで祝福したイイススのお姿
に、心の視力を集中してみてください。

さらに弟子たちの姿に心の目を向けてみてください。弟子たちは最初、
「群衆を解散させ、めいめいで食べ物を買いに村々に行かせてくださ
い」と言ったのです。彼らは、ハリストスにひとたび集められた人々は「解
散」させられてはならないことを悟ることができなかったのです。

弟子たちはまた、こうも言いました。
「ここには、パン五つと魚二匹しかありません」。

いのちの源である神を離れて生きる私たちは、あらゆるものを「しかな
い」ものとしか受け止められません。弟子たちは、群衆の中からかき集め
られ地面に置かれたわずかな食物を、見下ろしています。その「自分たち
の所有物」の貧しさに肩を落としています。

一方、イイススは天を仰ぎ、両手にこぼれんばかりに抱いた「神の恵み」
の豊かさに感謝と賛美をあげています。イイススは知っていました。この
感謝と賛美は、ついにご自身を、「この世のいのちのために」献げるとき
に、完全に成就されるということを。いのちのすべて、この世のいっさい
として。

私たちは、この献げものをついに全うし、人となった神・イイススによっ
て開始されたこの感謝と賛美を生きます。

ユーカリスト―聖体礼儀で、
私たちが主の十字架を記憶し、
ご自身を完全な献げものとしてただ一度献げた主と共に、

私たち自身のいのちのいっさいを献げるとき、
心を上に向けて主に感謝するとき、

私たちは満腹します。

一つのパン・一つのカップ、
主の体と血を分かち合うとき、

私たちは全く新しい味わいに生き始めます。

聖体礼儀は最後に「平安にして出づべし」と解散されます。しかし、めい
めいでパンを買いに行くためではありません。この新しいいのちの味わ
いをこの世に伝え、人々を招くためです。「しかない」という現実に押し
つぶされそうな人々を、ハリストスがもたらした「こんなにも」と感謝す
る新しい生き方に招くためです。 （文責・月刊誌編集部）

たのもしこう むじんこう



●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）

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～
Per Crucem ad Lucem
―十字架を通って光へ（再）
川上直哉（日本基督教団石巻栄光教会牧師、東北ヘルプ事務局長）　
聞き手・長倉崇宣

7日 「現場のもどかしさの中で」
14日 「この足元からの復興へ」
21日 「『安心・安全・快適・便利』の流れの中で」
28日 「『現場』からささやかに教会は変わる」

7日 「主の変容」（マタイ17：1～9）
14日 「神の望み、人の望み」（ルカ7：31～35）
21日 「貧しさを選んで」（マルコ10：35～45）
28日 「愛は正しさに優先する」（ルカ16：1～13）

7日 「恵みの務め」（ルカ3：15～17、21～22）
14日 「変化をもたらすキリスト」（イザヤ62：1～5、ヨハネ2：1～11）
21日 「主よ、私から離れてください」（イザヤ6：1～8、ルカ5：1～11）
28日 「ターニング・ポイント」（ルカ9：28～36）

16日、23日「ゲストは
ゴスペルシンガー、音楽宣教師の鏑木景子さん！」

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）

9日  「聖書の中の女性たち
『̶わたしを顧みてくださる御方』との出会い」

2日  「『今ここ』を生きる私を形づくる信仰ー終末論」

16日  「いま家族に求められているもの」（コロサイ3：12～17）
23日  「新しい心 新しい霊」（エゼキエル36：16～27）

●夜10：28～

聖書を開こう
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） 

1日 「なぜか聖書の方から私に…」
8日 「イエス様が病床の私と共に痛み…」
15日 「未だ『汝の敵を愛せよ』が実行できない」
22日 「乳と蜜の流れる地とは？」
29日 「どうしてこんな子が生まれたのですか？」

1日 「天使がラッパを吹くとき」（黙示8：6～13）
8日 「深い淵から」（9：1～12）
15日 「悔い改めを必要とする人類」（9：13～21）
22日 「神の秘められた計画」（10：1～11）
29日 「命の息が入る」（11：1～14）

●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

●夜10：14～
Echo of Voices   長倉崇宣（日本FEBCパーソナリティ）

金井由信（日本イエス・キリスト教団元牧師）

第5●夜9：38～
FEBC特別番組

30日  「主イエスは私たちに何を問うているのか
　　　―ふたりの戦争体験者の証言から」

小貫雅夫（日本聖公会引退司祭）
渡辺信夫（日本キリスト教会教師）
聞き手 長倉崇宣

土 ●夜9：30～
福音を聞く―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) 

お相手・長倉崇宣

3日 「希望の福音」 
10日 「ザアカイにとっての福音」
17日 「ファリサイ派にとっての福音」
24日 「今のわたしたちにとっての福音」
31日 「『貧しい人は幸い』」

3日 「祈る相手」 
10日 「スーツケースがパンパンで」
17日 「神様の仕掛け」 
24日 「なぞの石」
31日 「『予定外』がやってきた」

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！

インタビュアー 吉崎恵子
 長倉崇宣

3日 上坂栄太（LampMate 代表）
10日 上坂かすが（LampMate 「いつかみ聖書解説」担当）
17日 市原信太郎（日本聖公会・東京教区主教座聖堂付司祭）

24日 「神には出来る―福音的な呑気さ」
 （ルカ18：18～30）
 　野口幸生（日基教団高知東教会牧師）
31日 「全てに満たされた者のための福音」
 （ルカ18：18～30）
 　青木豊（日キ教会高知旭教会牧師）

左からご出演順

PI
CK
 U
P! 2019年8月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物承認

お詫び
と訂正

●番組案内７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。

内面右欄、番組「Per Crucem ad Lucem―十字架を通って光へ（再）」の
先頭部、曜日表記の誤り。
　誤）「火」　正）「水」　　
番組「聞こえるか、主イエスの鼓動が」7/3聖書箇所
　誤）エフェソ１：3～6、15～18　正）エペソ１：3～6、15～19

福音とは何か

挫折やどん底の中で、自分のこの苦しみが、あのイエスの
十字架の苦しみとつながっている。この悲惨な現実の中
にも神様はいてくださる。そうあなたが感じられるなら
ば、それは非常に大きな力となっていくと思います。

でも、それは気休めのように聞こえるかもしれません。
この世界を見回してみると、前向きに生きようとしてもこ
の世界の現実はどうにもならない。この圧倒的な力の前
には吹けば飛ぶようなものではないかとさえ感じるかも
しれません。

使徒言行録の1章に、弟子たちが復活したイエスに質問す
る場面があります。
「主よ、イスラエルのために国を建て直してくださるの
は、この時ですか」（使徒1章6節）

ここで言うイスラエルの再建ということは、単なる民族主
義的な願望ではないと思います。それはこの世界の悪が
打ち破られて、自分たちに自由が回復されることです。こ
の世界の現実の救いの問題で、聖書全体を貫く救いの
メッセージです。

弟子たちの問いへのイエスの答えはこうでした。
「父が御自分の権威をもってお定めになった時や時
期は、あなたがたの知るところではない。あなたがた
の上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そし
て、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土

で、また、地の果てに至るまで、
わたしの証人となる。」

（使徒1章7～8節）

イエスは決して、この現実の世界の
人々の救いということこそが最終的
に実現する神の約束だということは
否定していません。では、どういうふ

うに実現するのか？新約聖書は必ずしも一つの答えを用
意していると言えませんが、ただそれは神によって実現
するのだと語っていると思います。人間が頑張ってそれ
を造り上げるのではなくて、神によって神の国がもたらさ
れる。そのことを聖書は常に語り続けています。
そして、神の国が神によって実現するということは、決し
てこの世界の中での私たちの活動というものを無にする
ことではありません。むしろ人間的な努力がすべて挫折
しそうな時に、それでもなお希望する力を与えるものだ
と思います。

二千年前の弟子たちや最初のキリスト信者たちは神の国
の完成、キリストの再臨をただボーッと待っていたのでは
ありません。彼らは迫害が厳しいあの時代のあの社会の
中で、希望を持って生きたのです。それがいつなのかわか
らないけれど、この世界が救いの完成に向かっていて、神
は必ず救いを完成してくださる―その希望を持っていた
からです。だからこそ現実の中で精一杯生きようとし
た。
だから彼らは、ユダヤ人と異邦人との間にあった越えら
れない壁を乗り越えていきました。民族の違いを乗り越
えていく道をなんとか見つけていこうとしました。自分た
ちの持ち物を分かち合って、貧しい人
たちを大切にしようとしてきました。
様々な苦難に耐え、キリストの証人と
して精一杯生きていこうとしました。も
ちろん彼らの生き方が完璧だったとい
うことはないでしょう。しかし彼らはよ
り良く生きようとしたのです。

イエスの福音というものは、社会改革の理論でも、この
世界の問題を解決するためのプログラムを私たちに提供
してくれるものでもありません。
復活したイエスが私たちと共にいる。このことを私たち
が受けとることが、この福音の核心にあることだと思い
ます。この現実の中で、苦しみのどん底にある人 と々共に
イエスがいてくださる。イエスが今、私たちの中にいてく
ださる。そのことそのものが福音なのです。

私たちの生きている世界は聖書の言葉を借りて言えば
「罪の世」と言ってもいい、果てしない問題を抱えた世
界です。

しかし、私たちはこの世界の問題から目を逸らしませ
ん。福音は、私たちを離れてどこかに存在するものでは
なく、私たちがイエスと共にどう生きるのかということの
中にしかないと思います。本当にイエスが共にいるとい
う福音を私たちが受け取ったときに、そこで私たちが変
えられていくこと、それが福音の力ではないかと私は思
います。

イエスは目の前の生きた人間に向かって語りかけまし
た。そういうイエスの言葉、イエスの行いについての記憶
が次第に書き留められて、福音書の形にまとめられて
いったのです。イエスの言葉を聞くことはいつも、今の自
分たちに語りかけてくださるイエスと出会うということだ
と言えます。
そう思って読もうとしても、なかなかそうは聞こえてこな
いということがあるかもしれません。聖書を読んでも遠
い世界の他人事のようにしか感じられないこともあると
思います。根本的に問われているのは、今の自分がどうい
うところに立っていて、どういう問題を抱えているかとい
うことではないでしょうか。

貧しくて厳しい状況の中でこそ聖書は力を持つものだか
ら、私たちも貧しい人の立場に立って聖書を読むべきだ
という考えもあります。しかし、現代日本の庶民という私
たちのこの立場の中でしか、私たちにとっての福音はな
いと思います。あの福音書のザアカイのように、どうしよ
うもなく救われていない、その自分の姿に直面するとし
たら、その部分でこそ、イエスの福音が本当に光として射
し込んでくるのではないかと思います。私たちが福音を
聞くために、私たち自身の本当に深いところにある貧しさ
の現実を直視しなければならないように思います。

「貧しい人々は、幸いである、神の国はあなたがたの
ものである」（ルカ6章20節）

イエスは「貧しくなれ」と言っているのではないのです
ね。目の前の貧しい人に向かって「あなたがたは幸いだ」
という祝福のメッセージを与えているのだと思います。こ
の祝福のメッセージを私たちが本気で受け取ることがで
きるかどうかが問われているのです。

（文責・月刊誌編集部）

番組「福音を聞くー新約聖書への招きー（再）」
「希望の福音」（3日）「今のわたしたちにとっての福音」（24日）より 
幸田和生(カトリック東京大司教区司教)

※本誌上部参照

※本誌表紙参照

※月刊誌１面参照

※月刊誌２面参照


