
×
新番組

「
教
会
」っ
て

正
直
ど
う
思
う
？

いい人ばっかりなんですよ。

みんな善意の塊。
でもそれが、問題を複雑にし
て解決しにくくしてる…。

善意で一生懸命だか

らこそ、気づけない
かぁ…。ホント、なんで
でしょうね、人間って。
（文責・月刊誌編集部）

この秋、ゲストとのホンネの先に、
イエス様を探す新番組が始まります。

10月2、9、16、23、30日放送
毎週水曜夜10時 28分より12分間

松谷信司
キリスト新聞社代表取締役社長

長倉崇宣
FEBCパーソナリティ

新番組のご案内

10月のゲスト
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主の言葉がまたわたしに臨んで言う、「エレミ
ヤよ、あなたは何を見るか」。わたしは答え
た、「あめんどうの枝を見ます」。主はわたし
に言われた、「あなたの見たとおりだ。わた
しは自分の言葉を行おうとして見張っているの
だ」。主の言葉がふたたびわたしに臨んで言
う、「あなたは何を見るか」。わたしは答え
た、「煮え立っているなべを見ます。北からこ
ちらに向かっています」。主はわたしに言われ
た、「災が北から起って、この地に住むすべて
の者の上に臨む」。主は言われる、「見よ、わ
たしは北の国々のすべての民を呼ぶ。彼らは来
て、エルサレムの門の入口と、周囲のすべての
城壁、およびユダのすべての町々に向かって、
おのおのその座を設ける。わたしは、彼らがわ
たしを捨てて、すべての悪事を行ったゆえに、
わたしのさばきを彼らに告げる。彼らは他の
神々に香をたき、自分の手で作った物を拝した
のである。 （エレミヤ書1章11～16節）

　
　あなたは何を見るか、と問いかけられています。
「　　なさい。よくよく見てごらんなさい」と。

　神は、普段よく見かけるごく普通の台所用品や道端の
木々などを用いた幻によって語りかけます。煮え立って
いる鍋を見せて、「災が北から起って、この地に住むす
べての者に臨む」(14節)と。北王国イスラエルはすでに
打ち倒され、大きな国の植民地とされています。北にあ
るメソポタミア諸国を神はご自身の審判の道具として用
い、ユダとエルサレムに住む神の民を苦しめさせます。

「
　　なさい。よくよく見てごらんなさい」と改め

て、主なる神さまは私たちに語りかけます。何を見よう
としているのか、どこに目を向けているのかと。

　神が怒り、罰し、見放されたのか？それとも、神は私
たちを愛し、求め、だから懲らしめておられるのか？

　どうぞお聴きください。私は神学生の頃から、教会の
世俗化について思い巡らせつづけています。もし仮に、
人間中心の信仰というものがありうるとすれば、それは
どういうものになるでしょう。それぞれの思い煩いの中
に囚われ続けているとすれば。
　キリストの教会は何をなすべきでしょうか。創世記
12章冒頭の「あなたは国を出て、親族に別れ、父の家
を離れ、わたしが示す地に行きなさい。…地のすべての
やからは、あなたによって祝福される」。この大きな祝

福を私たちは聞いたのです。

　教会の全体集会では毎年毎年、教勢のは
なはだしい衰退について報告され、深刻
な議論がなされつづけています。少子高齢
化と地方零落のせいか。いや、礼拝とその
諸活動に活力と魅力が失せているからなの
か。私たちの教会でも数年おきに教会員の
世代別分布表や人数割合グラフなどが発表
されます。
　ある時、一人の若い伝道者が手を挙げて
発言しました。「必要な一日分ずつの糧
を神さまが与えてくださっているとは、正
直な所、皆さんは思っていなかったのでは
ありませんか？月々の収入、生活費、食べ
る物、住む家は自分で働いて稼いだ結果だ
と。人間が働き、人間が支える、人間のた
めの世界だと。ここは、傾きかけた町の商
工会議所の寄り合いでしょうか？　先輩た
ち。伝道は、販路拡張し売り上げを伸ばす
ことでしょうか？ならば伝道不振は当然で
す。伝道者になろうとして神学校に入学す
る者がいないのも当たり前です。誰もがそ
のうさん臭さを嗅ぎ分け、つぶさに感じ取
るからです。この教会の屋根も壁も柱も焼
け落ちて、丸裸にされ、ただ土台だけが残

るのでなければ、私たちは目を覚ますことができないの
でしょうか？信仰と、教会の頭であるお方への信頼・服
従。それこそがいま改めて、主ご自身から命じられてい
ます」。場内は騒然となりました。
　実は、この「若い伝道者」とは、私自身のことです。
なんと大それたことをと、今では恥じ入るばかりです。
しかし、そういう私だからこそ、この御言葉が今、与え
られていると信じています。どうぞ祈りを合わせて下さ
い。主イエスが私たちを執り成し、支えてくださるよう
に。

　主よ、私たちの心を低く屈めさせてください。
　いいえ、この私自身の思い上がった心をこそ、低く低
く屈めさせてください。
　私たちは陥っている罪の悲惨さに気づくこともなく、
ただただ虚しいものに引き回されつづけるほかないから
です。
　主イエスのお名前によって祈ります。アーメン。
エレミヤが見つめた人間の罪。その罪をたったひとりで
担われる方、十字架の主イエスを求めて、新約聖書の証
言に耳を傾けます。

そこでイエスは言われた、「わたしがこの世にき
たのは、さばくためである。すなわち、見えない
人たちが見えるようになり、見える人たちが見え
ないようになるためである」。そこにイエスと一
緒にいたあるパリサイ人たちが、それを聞いてイ

エスに言った、「それでは、わたしたちも盲人な
のでしょうか」。イエスは彼らに言われた、「も
しあなたがたが盲人であったなら、罪はなかった
であろう。しかし、今あなたがたが「見える」と
言い張るところに、あなたがたの罪がある。
 (ヨハネによる福音書9章39～41節)

「あなたは何を　　るか」と問いかけられています。

　私たちが、自分が見たいものだけを見、見たくないも
のから目を背け、見えないふりをするからです。今も目
と心が曇って、すっかり塞がりかけているのかも知れま
せん。

　けれど私たちを愛して止まない熱
情の神は、「あなたは何を見るか」
と問いかけ、木の枝と煮えたぎる大
鍋とを私たちの目の前に差し出しつ
づけます。この世界の現実と、神が
確かに生きて働いておられますこ
と、そして神の御心を。
　「時が良くても悪くても」と励ま
されていたのは、教勢がふるわない悪い時もあるという
ことです。しかも、「悔い改めて神へと立ち帰れ。そう
でなければ、あなたがたは滅びる」と主は呼ばわりつづ
けます。

けれど今、私たち自身には何が　　えているでしょう？

「神を敬う健全な在り方はどういうものか？」と宗教改
革期の信仰問答は問いかけます。
「どんな困窮の中でも、助けてくださいと神に呼ばわっ
て、救いとすべての幸いを神の中に求めること。そし
て、すべての幸いはただ神さまから出ることを心でも口
でも認めなさい。」(ジュネーブ信仰問答〔1542年〕問7
の後半)と告白されています。

主であられる神さまが、私たちを憐れんでくださいます
ように。
差し出されている神さまの憐れみに私たちも気づき、手
を伸ばし、それを受け取ることができますように。

主の言葉がまたわたしに臨んで言う。
「エレミヤよ、あなたは何を見るか」。

（文責・月刊誌編集部）

嘆きに応える神の御言
金田聖治 日本キリスト教会上田教会牧師
10月9日放送　毎週水曜夜9時 47分より22分間
第２回「あなたは何を見るか？」（エレミヤ書1章11～16節）

新番組

新番組表ができました !
　伝道にぜひお用いください
送料等の値上げにより料金を
変更致しました。
詳しくは同封の申込みハガキ
をご覧ください。



交わりのことば―聖書の豊かさ
井田 泉 日本聖公会奈良基督教会牧師
お相手：長倉崇宣
10月26日放送　第４・５土曜夜10 時 4分より27分間
「愛―深い憐れみと強烈な怒りの根源」

自分を否定できない
イエスの激情
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心が荒れている私のメールに、返信して頂きあり
がとうございます。返信の中で、ちょっとお聞き
したいことがあります。「どうかその怒りや嘆き
をご自身に対してではなく、あなた様が心の底か
ら神に訴えることができますように」というとこ
ろです。私は、神様に愚痴や怒っている内容、辛
いことなど、何でも言っていいということでしょ
うか？自分の中に溜めこまずに、神様に訴え、聞
いてもらっていいということですか？そんなこと
しても、神様は私に怒ったり、「何度も愚痴って。
もう、聞きあきた」など思わないのでしょうか？

愚痴や辛いことも
神様に聞いてもらっていいということ? 1日

女性

リスナーの声　10月

前回のお便りに「イエス様の復活をどう理解したら
いいかわからない」とお書きくださったのに対し

て、FEBCからのお返事に「理解を超えたことだから、
理解しようとするのをやめて、それよりも復活のイエ
ス様に出会うこと、イエス様と深いお付き合いをする
こと」と書かれていて…。ああそうか！私は傍観者の
態度で読んでいるからわからないんだ！そう思われた
のですね。そして今回のガイドに「神に対して傍観者
である間は、この世を恐れるものです」とあるのをお
読みになって、ご自分の不安の根本原因は、自分中心
で神様のほうを向いていなかったからだと。「自分の生

ご献金 3,110,515円 （753 名）

８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 1,607 名／ 1年前 1,388 名

1,318名
（前月よりー4名）

８月末の

き方を根本から見直さざるを得ない。自分の弱さと罪を痛い
ほど感じました」。そうお書きくださいました。
そうなのですよね、傍観者になるということは「私は悪くな
い」ということで、そう思い続けている間は、イエス様も必
要ないし、神様の私たちのためにしてくださった御業も無関
係なことになってしまうのですよね。
そのことに気づかれたなら、「どうぞ私の罪を赦してくださ
い」と、お時間をとって、ご自分の罪を言葉にして、イエス
様に打ち明けてください。そして「あなたの罪は赦された。
安心して行きなさい」というイエス様のお声を信じて、イエ
ス様の愛の中を歩まれますように。 (28日 )

ルカ8章。「わたしの母、わたしの兄弟たちとは、
神の言葉を聞いて行う人たちです」というみこと
ばに、心がとどまりました。歩くことが大変にな
り、教会以外はほとんど家で過ごしている私が今
「行う」とは何なのか…と。

9章では、「私たちに求められているのは聖書を信
じることではなく、聖書を通してイエス・キリス
トを信じることです」とガイドにあり、私がずっ
と抱えてきた問題はここにあるのだと目が開かれ
ました。私は聖書こそ信ずるに足るものだと考え
てきた者でしたが、確かにイエス様は、「わたし
が道であり、真理であり、いのちなのです」と、「わ
たしが」とおっしゃっています。今はただ「イエ
ス様にお会いしたいです」と祈っていきたいと思
いました。

ずっと抱えてきた問題が
ここにある…! 14日

ルカ受講中の女性

ヨハネ1～ 3章を読んで。私は現在52歳です。
教会に通い始めたのが30歳の頃…洗礼は16年
前でした。現在も毎週通い、FEBCもほぼ毎日聴
いております。ひとり暮らしの私にとって FEBC
はなくてはならないものです。仕事を終え、家で
過ごす時に、この放送を通して神さまからたくさ
んの慰めと力をいただきます。

今回一番心に響いてきたのは、ガイドにある「人
の心を知ることは、とても難しいことです。もし
も、その相手の方の心を知ることが出来るとすれ
ば、それはその相手の方がご自分からその心を打
ち明けて下さった時だけです」でした。私はこれ
まで、聖書の知識など求めてきたように思います。
しかし心の深いところで求め続けてきたのは、本
当の人と人とのつながり、信頼、そして神さまと
のつながりだったんだと感じました。イエス様の
方から私に語って下さる。私には「神さまの方か
ら」ということが、本当にうれしく感じます。私
は自分から心を開くことはできない…。それが、
み言葉に触れ続け、少しづつ心を開いてきた…と
いうより開けるようにして下さっていたのだと思
い、感謝でいっぱいです。

「神様の方から」が
私には嬉しくて 15日

ヨハネ受講中の 50 代男性

ヨハネ13章。今回気づかされたことは、イエス
様が与えられた戒めは、私たちが愛し合うことだ
ということです。イエス様を信じる者同士が愛
し合う…こんな単純なことをお命じになったんで
すね。それでもやっぱりそれは難しくて、私はそ
れに逆らってきました。教会の交わりが辛く、も
う教会へ行くのはやめよう、一人で主を礼拝すれ
ばいいのだと数年前に教会へ行くことをやめまし
た。本当に悩み苦しんだ時は、教会では打ち明け
ることができない、祈りも表向きなことだけ、本
心は出せないんじゃないか…と教会や兄弟姉妹を
裁いていました。

そんな中、大病をして…祈ってもらいたいと願い
ました。教会へ行きたいという願いが与えられ、
放蕩息子が帰るように教会へ運ばれました。自分
の意志では戻れなかったと思います。今回、ああ
イエス様は私たちが愛し合うことをこんなにこん
なに切願されていたのだと気がつきました。兄弟
姉妹を裁く思いばかりをつのらせていた者です。
愛のない者ですが、このイエス様の愛の中に留
まって愛されていきたいです。イエス様の場所で、
愛することができる者に主がして下さると思うの
です。この愛の中で生きていきたい、そう願い歩
んでいきます。

ああイエス様は
こんなに愛を切願されていたのだ、と 29日

ヨハネ受講中の 50 代女性

そのとき、悪霊に取りつかれて目が見えず口の利けない人
が、イエスのところに連れられて来て、イエスがいやされ
ると、ものが言え、目が見えるようになった。群衆は皆驚
いて、「この人はダビデの子ではないだろうか」と言っ
た。しかし、ファリサイ派の人々はこれを聞き、「悪霊の
頭ベルゼブルの力によらなければ、この者は悪霊を追い出
せはしない」と言った。イエスは、彼らの考えを見抜いて
言われた。「…わたしがベルゼブルの力で悪霊を追い出す
のなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だか
ら、彼ら自身があなたたちを裁く者となる。しかし、わた
しが神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国は
あなたたちのところに来ているのだ。」 

(マタイによる福音書12章22～25節、27～28節)

 「悪霊の頭ベルゼブル」には「蝿の主」「糞の主」とい
う非常に汚い意味があり、これは汚いものを撒き散らして
人々に感染させるっていう物凄い非難なんですよね。
　その一方で、悪霊に取りつかれている人がいる。この人
は身体の障碍だけでなしに、人格そのものが非常に痛めつ
けられているんです。その悲しみ、苦しみ、混乱をイエス
が見られて、この人に対する深い愛というか憐れみという
か…激しい想いがイエスの中に沸き起こってきたんじゃな
いかな。
 
―イエス様は激しく感情をあらわにされますよね。

　イエスは怒っておられます。そして、その根にあるのは
人に対する深い愛だと思うんです。
　マルコによる福音書3章に「手の萎えた人をいやす」と
いう記事があり、3章4節でイエスが「安息日に律法で許さ
れているのは、善を行うことか、悪を行うことか。命を救
うことか、殺すことか。」と問われた時に、ファリサイ派
達は、イエスが安息日の本来の精神に立ち返ってそう言っ
ていることが分かっているんじゃないかな。けれど、自分
たちの気持ちを変える気持ちは無い。だから「彼らは黙っ
ていた」。そこで、5節の「イエスは怒って人々を見回
し、彼らのかたくなな心を悲しみながら」って、何という
悲しい、冷たい人のありようか！とイエスは、まるで泣き
ながら怒っているような気さえします。

 「わたしが神の霊で悪霊を追い出している」。この出来
事をあなたがたは目撃し、神の国の実現を見ている。そし
て、それを喜んでいる人、驚いている人だけではなく、冷
酷な非難を浴びせている人もいる。だから、「神の国はあ
なたたちのところに来ている」というイエスの言葉は、誰
もが「この事実」にしっかりと目を注げという呼びかけな
のだと思うんです。 （文責・月刊誌編集部）



表紙

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 

聞き手 長倉崇宣

死、それは祝宴の時
―カトリック教会の死生観と葬儀理解（再）

10月4日（金）放送　毎月第1金曜夜9時30分より65分間

キリスト信仰としての「終活講座」　その第１回

キ
リ
ス
ト
信
仰
と
し
て
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「
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活
講
座
」

死は、キリスト者にとってこの世における苦しい闘
いから身を引くことではありません。

イエスご自身が御父から世に遣わされたように、イ
エスも弟子たちを世に遣わし、弟子たちが真理に
よって献げられた者となるために、ご自分を献げら
れたからです。「主に結ばれて死ぬ人」（黙示録
14：13）は、死においてなお、イエスにおいて奉献
され、イエスと共に派遣されます。死は凱旋であ
り、新しい命に生まれる日ですから、古代教会は逝
去の日を「誕生日」と呼びました。これが教会の信
仰です。

「最高の祈り」が始まるとさえ言いうる「死」。
キリスト者は主のもとへ行き、そこで主を通して、主
と共に、御父のもとで、生きている者のために執り
成しの祈りを続ける使命をいただくからです。

「わたしたちは洗礼によってキリストと共に葬ら
れ、その死にあずかるものとなりました。それは、
キリストが御父の栄光によって死者の中から復活
させられたように、わたしたちも新しい命に生きる
ためなのです。」（ロマ6：4）　

死をどう考えるか。その出発点は洗礼にあります。

洗礼を受けたということは、キリストの死に結ばれ
たということです。キリスト者は、キリストがこの世
から御父のもとに行かれることに与らせていただ
く。̶ キリストと共に葬られ、キリストを甦らせた
神によってキリストと共に甦らされるのです。

聖餐も私たちの死と切り離すことができません。
聖餐式のパンは、私たちのために引き渡されたイ
エスの体、ぶどう酒は私たちの罪の赦しのために
十字架で流された新しい契約の血。だから私たち
は、聖餐式を行うごとに、キリストの死とより一層
結ばれ、キリストの体に変えられていくのです。

イエスは言われました。「わたしの肉を食べ、わた
しの血を飲む者は、いつもわたしの内におり、わた
しもまたいつもその人の内にいる。」（ヨハネ6：
56）
アウグスティヌスは「私たちはキリスト教徒となっ
ただけでなく、キリストとなったのです」とまで言っ
ています。だから私たちはこのパンを食べ、この杯
を飲むごとに、主が来られる時まで、主の死を告
げ知らせるのです。

（裏面に続く）

　 る観想修道会で葬儀を司式した時、
それまでにない体験をしました。観想
修道会というのは一旦入ったら一歩も
外に出ませんから、そこで生きるシス
ターたちは家族よりも濃い関係を持っ
ています。その一人ひとりが、お亡くなり
になったシスターに挨拶に来られる、そ
の嬉しそうな顔を見て驚いたんです。暗
いチャペルに復活のローソク一本だけ
が灯る中、本当に嬉しそうに挨拶してい
るんです。「あなたはいよいよイエス様
のところに行くのね！」と。

＊
10月より、全6回でお届けするシリーズ。
その第1回は、2017年の特別番組の再
放送からスタートします。
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１．共同体への迎え入れ
故人の近親者が慰めの言葉で共同体へ迎えられ、共
に永遠の命の言葉を待ちます。死はこの世の視野を
超えて、復活されたキリストへの信仰の真の視野へ、
集まった方々を導いていく出来事です。

２．言葉の典礼
葬儀説教は雄弁な弔事になってはなりません。復活さ
れたキリストの光によって、私たちの命は心臓が止
まって無に帰すのではないことを、教えるのではなく
「ああそうだったんだ」とわかっていただけるようにお手伝いするのです。

３．エウカリスチア（聖餐）
亡くなった方自身が、洗礼を受けてキリストと結ば
れ、聖餐を受けてキリストと更に結ばれる歩みをされ
てきた、その最期に、教会は再び聖体を通して、故人
が共同体とキリストとひとつになるということを大切にしています。

４．告別
共同体が故人を神に委ねるという意味があり、埋葬さ
れる前に行う最後の挨拶です。死によって、私たちは
肉体的には離れざるを得ません。でも神の目にはそう
ではないのです。なぜなら私たちは、キリストに結ば
れて祈り、キリストのために生きるからです。

キリスト教の葬儀
教会は、洗礼によってキリストに結ばれた者が、キリストと共
に死を通って、本当の生命に移るよう、死者のために祈りま
す。ただ、それだけではありません。地上で生きている者のた
めにも祈ります。洗礼によってキリストの死に結ばれ、その復
活にも結ばれることができるという信仰をお互いが新たにし
合い、宣言する場だからです。

「キリストは、肉において生きておられたとき、激
しい叫び声をあげ、涙を流しながら、御自分を死
から救う力のある方に、祈りと願いとをささげ、そ
の畏れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。」

（ヘブライ5：7）

この世に生きる間、私たちは不完全なままです。完
全に愛することはできません。パウロは「体を住み
かとしているかぎり、主から離れていることも知っ
ています」（二コリント5：6）と言っています。

イエスは手足を釘付けにされ、何もできなくなった
弱さの極みまで、祈りをささげつつ息を引き取るこ
とによって、完全な者となられたので、ご自分に従
順である全ての人に対して永遠の救いの源となら
れました。つまり神は、イエスの生涯におけるどん
な業にも比べられない贖いを、イエスの死におい
て成し遂げられたのです。

私たちは洗礼を受けた時から、キリストとの死の交
わりを生き始めますが、その完成は、地上での生
活が終わるまで待たねばなりません。つまり、聖餐
によって、また人生の歩みを通して、少しずつキリ
ストの死に結ばれていくのです。そして肉体が死ぬ
時、キリストと完全に結ばれます。肉体の死は、御
父との出会いの場そのもの、御父との交わりの絆
となるのです。

私の母は、いつも持って歩いていた手提げ袋に「私
はカトリック信者です。もしもの時は救急車を呼ば
ないでください。最寄りのカトリック教会司祭にご
連絡ください」と書いた布を縫い付けていたんで
す。母はカトリック教会の死の理解を持っていたの
で、司祭の導きによって神の許に行きたいという強
烈な意思を表明していたのだと思います。

死は誰もが直面するものです。誰も他の人の死と交
代することはできません。歳をとってからとは限ら
ないのです。私たちは誰でも生まれた時から死に
向かって歩き始めているからです。だから、自分ら
しく最期を迎えるために、いかに自分らしく最期を
生きるかということを、普段から、小さい子どもと
も、そういう会話をするようになっていただきたい
なと願っています。私たちの信仰は、死と切り離せ
ないのですから。

（文責・月刊誌編集部）AM1566kHz
毎夜9:30～〈全国放送〉

AMラジオ放送キリスト教放送局

日本FEBC www.febcjp.comインターネット放送

〈毎日更新〉
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土 ●夜9：30～
福音を生きる―信仰生活への招き（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) 

18日 「Meguのお便り紹介!」 25日 「Meguのトーク＆MUSIC」

2019 年10月
FEBC

番組案内
2019年10月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物承認

今月の

PICK UP!
川村　私たちは、殉教者その
ものに眼が向きがちですが、
それだけでいいのかなと。彼
らが命がけで信じ抜いたとい
うことはどういうことなのか
を、現代社会の中で見てみる
必要があるんじゃないかと思
います。私たちは「信じてい
る」と言っても、かなり曖昧
な、ぼやけた神様ですよね。だから、殉教者たちが命がけで信じ抜いた
対象、つまり神様に、私たちは目覚めるべきじゃないかなと思います。
　殉教者たちは最期まで、迫害する人や為政者たちのために祈っていま
す。やはり、十字架という極刑にありながら、イエスが全ての人のために
祈ったという愛、それを彼らも身に帯びていると感じます。

江藤　私は、米沢でルイス甘糟右衛門たちが処刑される時、刑場の奉
行が「ここで死ぬ者たちは信仰のために命を捨てる潔い人たちである。
皆の者、土下座するようお願い申す」と言ったという記録を読みまして、
処刑する側にそう言わずにおれなくなるインパクトを与えたのだと心打
たれました。そういう人への畏敬の念の先には、その人たちをしてそのよ
うな生き方、死に方をさせるお方にも眼が向けさせられるのでしょう
ね。

川村　新渡戸稲造が、本当に恐れるべきものと、恐れる必要のないも
のを区別できることが本当の勇気だと書いています。キリシタンにとっ
て、本当に恐れるべきものは、真理を捻じ曲げて生きることであって、恐
れるべきでないのは一時の苦しみだったのでしょう。

江藤　今日、たくさんの人に、いろんな形で、見えない苦しみがありま
す。そういう苦しみを生きないではいられない私たちに、その苦しみの
向こうがあるということを、殉教者は教えてくれているのでしょうね。

（文責・月刊誌編集部）

金 第１●夜9：30～
キリスト信仰としての「終活講座」

第２●夜9：47～
教皇来日記念
6回シリーズ「神への奉献」

第３／４●夜9：37～
ガラテヤ書に学ぶ
小林和夫（日本ホーリネス教団

東京聖書学院教会牧師）

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

11日  「『ペトロ岐部と187殉教者』が物語るもの」
 川村信三（カトリックイエズス会司祭、

上智大学文学部史学科教授）
 江藤直純（ルーテル学院大学前学長）

4日  「死、それは祝宴の時
―カトリック教会の死生観と葬儀理解」（再）

 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）

18日 「福音の純粋性」（ガラテヤ1：1～17）
25日 「健全な信仰の要素」（1：18～24、2：15～16）

●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） 

番組 教皇来日記念 シリーズ『神への奉献』
第1回『ペトロ岐部と187殉教者』が物語るもの（11日）より 
川村信三(カトリックイエズス会司祭、

上智大学文学部史学科教授)
江藤直純(ルーテル学院大学前学長)

お相手・長倉崇宣

5日 「神の子どもとして生きる」
12日 「『成長する』ということ」
19日 「霊的成長とは何か」
26日 「自分の限界に気づく（1）」

５日 「思いがけないシェア」 12日 「新郎のニコニコ顔に」
19日 「だから祈ります」 26日 「母が高齢者住宅に」

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

5日 小堀洋志（社会福祉法人賛育会・理事長）
12日 髙本眞一（三井記念病院元院長、

社会福祉法人賛育会・医療事業特別顧問）
19日 石原良明（webマガジンAMOR編集委員、

上智大学神学部非常勤講師）

26日 「愛―深い憐れみと強烈な怒りの根源」
（マタイ12：22～32）

 　井田泉（日本聖公会奈良基督教会牧師）

3日 「献金できず教会から足が遠のき」
10日 「60歳、老後を託す人もいません」
17日 「敵を愛するほど難しいことはない」
24日 「イエス様がいるから大丈夫と自分に言い聞かせ…」
31日 「イエス様の言葉を守らなければ裁かれる？」

3日 「知恵が必要である」（黙示13：11～18）
10日 「新しい歌」（14：1～5）
17日 「永遠の福音」（14：6～12）
24日 「鋭い鎌を持つ天使」（14：14～20）
31日 「驚くべきしるし」（15：1～8）

●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）

左からご出演順

10月スタート

10月スタート
新番組

10月スタート
新番組

10月スタート
新番組

今月の聖歌隊
日本基督教団聖ヶ丘教会聖歌隊

7日 讃美歌286番「神は我がちから」
14日 讃美歌525番「めぐみふかき」
21日 讃美歌271番「いさおなきわれを」
28日 讃美歌529番「ああうれし我が身も」

「祈りのうた―教会聖歌隊を訪ねて」
毎週月曜放送

水 ●夜9：47～
嘆きに応える神の御言
金田聖治
（日本キリスト教会上田教会牧師）

●夜10：28～
FEBC Sprout!
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～
説教朗読「死と生を貫く光の証言」
朗読　長倉崇宣

1日 「葬られ、聖書に従って三日目によみがえり②」
8日 「天に上り、御父の右に座したまえり①」
15日 「天に上り、御父の右に座したまえり②」 
22日 「天に上り、御父の右に座したまえり③」
29日 「生ける者と死ねる者とを審くために
栄光をもって再び来たり給う。その御国は終わることがない①」

1日 「わたしを祝福してくださらないなら、あなたを去らせません」
（創世記32：26）

8日 「避け所は生ける神のみもとにある」（詩篇36：7～10）
15日 「神のみもとに逃れる」（詩篇90：1）
22日 「愛はいつまでも絶えることがない」
29日 「ほめたたえまつる」

2日 「働きの出発点」（エレミヤ1：1～10）
9日 「あなたは何を見るか？」（1：11～16）
16日 「もっと慰めの言葉を」（1：11～16）
23日 「彼らを恐れるな」（1：17～19）
30日 「主はどこにおられるか」（2：4～8）

2日 「『旅』―新しい時をめざし」 
9日 「私たちの人生の旅―生まれる前から」
16日 「私たちの人生の旅―誕生、幼い時」 
23日 「私たちの人生の旅―学生時代、卒業」
30日 「私たちの人生の旅―地上の生涯を通して」

2日 「キリスト教会、ここってどうなの？」 
9日 「受付名簿は、礼拝の第一関門？」
16日 「新来会者の紹介って・・・何で？」 
23日 「何で世代と性別で分けてるの？」
30日 「『牧師夫人』から考える」

●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） 

10月スタート
新番組

10月スタート
新番組

10月スタート
新番組

※月刊誌1面参照

※月刊誌1面参照

10月のゲスト
松谷信司（キリスト新聞社代表取締役社長）

16日 「教会に行こうと、教会まで下見に行きました。が、いざ日曜日にな
ると、不安のほうが勝って行けなくなります。」

17日 「FEBCを聴かせていただき30年以上経ちました。両親が大の宗
教嫌いで教会に通うことができずにいましたが…。」

21日 「病気になって、死、信仰、そして罪のこと、真剣に向き合わされ…
辛い病気の場所でしたが、信仰にとってはかけがえのない神様と
お出会いする荒野でした。」

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

7日 「第四黙想　罪、闇、虚偽、隷属、死」
14日 「洗礼」
21日 「なんという虚しさ―コヘレトの言葉」 
28日 未定

7日 ヨハネ1：1～14
14日 マタイ4：12～22
21日 マタイ5：1～16
28日 ルカ5：17～26

７日 「旅人をもてなしなさい」（ローマ12：9～21）
14日 「リスナーからの手紙」（ヨハネ15：1～10）
21日 「高齢者の福音」（マタイ5：1～12）
28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)
7日 「主は、夜の闇の只中に―後半」（詩編130：6～7）
14日、21日 「退屈な日常を振り払う、New Creation」

（2コリント5：16～17）
28日 未定

●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～
故郷（こきょう）のイエス
―ケセン語で聴く福音
山浦玄嗣（医師、ケセン語訳新約聖書・訳者） 

7日 讃美歌286番「神は我がちから」
14日 讃美歌525番「めぐみふかき」
21日 讃美歌271番「いさおなきわれを」
28日 讃美歌529番「ああうれし我が身も」

●夜10：20～
祈りのうた―教会聖歌隊を訪ねて

日 ●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
6日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『キリストが命のパン』(申命記8：2～10、ヨハネ6：34～40)
13日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『神の愛により』(ヨハネ２：13～22)
20日 日本基督教団西片町教会・山本裕司牧師
 『神はあなたを死ぬほど愛す』
 (創世記4：9～16、ヨハネ3：16～21)
27日 日本基督教団代田教会・平野克己牧師
 『神は歓呼の中を上られる』(詩編47編、ルカ24：44～53)

13日 「詩編の祈り（詩編17他）」 
20日 「詩編の祈り（詩編31他）」 
27日 「詩編の祈り（詩編63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
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月スタート
新番組

10月スタート
新番組

日本基督教団聖ヶ丘教会聖歌隊
ナビゲーター　服部みぎわ

※月刊誌2面参照

※月刊誌増刊号参照

※本誌表紙参照


