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日本の教会の葬儀
―最も「日本化」された礼拝

　以前ドイツで働いていた時、
「日本のキリスト教について話
してくれ」と頼まれたことがあり
ました。その準備でドイツ語の
注解書を借りに行った時、「あな
たはこれを読む必要はない。私た
ちは、日本人であるあなたがこの
聖書をどう読むのかが聞きたいの
だ」と言われ、ショックを受けました。何故なら、そ
れまでドイツやアメリカの神学を学び、その翻訳を
競って読むことで神学を学んできたからです。そうで
はなく、彼らは、いわば「日本の神学」を求めたので
す。そんな中で「礼拝のインカルチュレーション」に
ついて論文を書いたのです。そこで日本と海外の教会
とで一番違っているものは何だろうかと調べたのです
が、それは葬式だと気づいたのです。

　実は、日本のプロテスタント教会は、礼拝に関して
は海外の人から「あんなに古いものを」と指摘される
くらいの礼拝の仕方を大切に守っている。しかし、葬
式に限っては非常に変化しているのです。つまり、日
本の教会の葬式は、本人たちは先達から受け継いだも
のと思っていても、実は物凄く「日本的」になってい
るということです。
　これは、宣教開始以来の日本の教会の大きなテー
マに関係しています。プロテスタントの宣教師は、日
本の文化を一掃してキリスト教化しようとしました。
しかし、ここで問題になったのは葬式だったんです。
「亡くなった親族を、キリスト教ではどう記念したら
いいのか」と問われ続けたということです。

神の祝福の再構築のために

　今日、私たちの社会では、葬儀が簡略化され、死は
一層タブー視されています。その一方で、「死につい
て研究したい」という神学生は増えているのです。人
はいつの時代も「死んで葬る」ということを繰り返し
てきたのに、何故今そうなのかと言えば、死にどう向
き合っていいか分からない人たちが増えているからだ
と思います。死について語る言葉が見つからない、死
について語る人の交わりや空間が無い。けれども、死
はどの人にも現実として迫ってくる。だからこそ、グ
リーフワークが今、非常に注目を浴びているのだと思
います。
　これは日本に限りません。例えばドイツでは、「ト
ラウアー・カフェ」(悲しみの喫茶店)というものがあ
ります。配偶者を亡くした方が集まってお茶をしなが
ら、亡くなった方々のことや自分の健康などについて

互いに語り合うのです。日本の教会でも、そういうも
のが行われたらと思います。

―ただ、そういうアプローチの大切さは理解しつつ
も、「教会がそれをする必要があるのか」と思う方も
いらっしゃるのではないでしょうか。礼拝や伝道こそ
教会のなすべきことだと。

　確かにそう思われる方もあるでしょう。けれども教
会の働き、つまり牧会とは、傷ついて人生がバラバラ
になってしまった方々が、もう一度人生を組み立てて
いくための手助けをすることです。言い換えれば、神
の祝福の再構築です。愛する人の死によって「神など
いない」と思う程にバラバラになってしまわれた人生
を、教会は聖書を物語ることによって、もう一度つな
ぎ合わせて来た。それは、教会にしか出来ないことで
す。
　ですから、私たちは「終末論的な希望」を取り戻さ
なければいけません。この苦しみが終わり、不合理や
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勇 文人　日本基督教団若草教会牧師
聞き手 吉崎恵子
1月31日放送　夜9時30分より約65分間

輪島は、浄土真宗が
強い土地柄で、

初めて葬式に出た時、参列
者が皆、経をそらんじてる
わけです。僧侶の読経に合
わせて、二百人くらいの合
唱が本堂に響いてるんで
す。その時に、この地域では本当に仏教が根
ざしている、生きているということをつくづ
く感じました。私が輪島に赴任した十年前は
葬儀社がなく、一年間の祭儀を担う「御当

悲しみが克服され、それらよりもっと強い力があるこ
とへの信頼と希望を。それは、出エジプトやバビロン
捕囚からの解放、そして主イエスの十字架と復活に至
る、聖書全体に流れているモチーフを自分たちの人生
のモチーフに出来るかどうかに懸かっているのです。

対話
―真実な祈りが紡がれる場所

―どこから、教会の葬儀を見直していけば良いので
しょうか。

　葬儀社の方にお話を伺うと、多くのご遺族が「葬儀
の前後2日間の記憶が無い」と仰るのだそうです。こ
ういう現実を受け止めた上で、私たちはどう聖書の言
葉を語り、祈り、そしてどうしたら遺族の慰めになる
のかを考え直す必要があるように思います。遺族が神
様の祝福を取り戻す葬儀になるためです。
　葬儀は、生まれたての赤ちゃんから、いわゆる天寿
を全うされた方まで様々です。ですから、例えば日本
基督教団では決められた葬儀式文を、どの葬儀でも同
じように用いていますが、本当はこの人・このケース
に相応しい祈りの言葉があるはずです。つまり、遺族
との対話の中から、祈りの言葉を紡ぐことが大切なの
です。その対話の中からなら、たとえ「この死は受け
入れられません！」と神に訴える祈りもまた許される
のではないでしょうか。

　教会の姿として「これが正しいキリスト教の考えで
す」という命題型アプローチがある一方で、人や文化
に信仰を合わせていく共感型のアプローチがあると思
います。けれども、私は敢えて言うなら、そのどちら
でもないと考えています。そもそも牧師や教会は、聖
書の物語と私たちのナマの物語を結びつける役割を果
たすべきなのです。聖書の中にある悲しみと、私たち
が経験しているこの悲しみとを結びつけていく―その
対話はどうなっているのか、これこそが私たちの課題
なのだと思います。

（文責・月刊誌編集部）

組」というその年の厄年の人たちの組織が地域の町内会
と一緒に葬儀も取り仕切るんですね。だから御当組に参
加しないと、親の葬儀を出せなくなるわけです。また、
輪島塗に関わる人は、様々な行程を分担して担うため、
同じ御当の仲間に仕事を回したりする。だから当然のよ
うに皆参加する。だから教会に足を踏み入れれば、すぐ
町の人にわかるわけです。それだけ地域の関係が密な
んですね。都会の匿名化できる中で信仰をもつのとは違
うんです。だから教会に来る方々は、本当に神様に依り
頼んでいる。御言葉に飢え渇いている。この言葉を聴か
ないと自分は生きていけないと礼拝に来ていると感じま
す。
　在任中、本当に忠実な信徒さえ、教会で葬儀をできな
いということが何度かありました。本人の遺志よりも、
ご遺族が生きていく上では当然仏教の葬儀でなければ差
し障りがありますから。それでも本当に不思議なことで
すが、教会はなくならない。障害があるけど、やはりそ
こで信仰をもって生かされているっていうことを皆が感
じているから、むしろ感謝しながら生きている。それは
地域に大きな証しになっているはずです。

　ある先輩牧師が「伝道は林業だ」と言っていました。
苗を植えて育てて、五十年、百年経って初めて伐採でき
る。伝道もそうです。私が洗礼を授けた方の中でも、出
会いから三、四十年してから礼拝に来られた方もいる。
その方は朝市でお煎餅を売っていて、日曜日の礼拝の
時間は一番の書き入れ時なので、夕拝に来られるように
なって信仰をもったのです。だからこそ、種まきなんで
す。地域や家族との関係の中で、最初は興味を持っても
はっきりとした形として表すことができず、もう死んで
しまったと思ったものが実を結ぶっていうことがあるん
ですね。　   (２ページへ続く)
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三年前から毎日 FEBCの放送を聴き、聖書通信講
座を通して、少しづつ柔らかくなっている自分を
感じています。私は、まだイエス様にお会いして
いないと思ってきた者です。でも、劇的ではない
けれど既にお会いしていて、私の名前を呼んでく
ださっているのだと思えるようになりました。あ
とはただ、私が振り向いて、心の底から「私の主、
私の神」と言えるときを静かに待ちたいと思いま
す。

ルカ十章。「自分自身を全く主にお委ねする」と
はどのようにすることだろうか、と思い巡らしま
した。そして思いました。隣人のために何かをし
よう。でも、私にはできない等と考えたりせず、
とにかく、今、私が主から与えられているひとつ
ひとつのことに丁寧に向き合い、感謝し、喜ぶこ
と、それで良いのかなと思わされました。

心から「私の主」と言えるときを
静かに待ちたいです 2日

ルカ受講中の女性

こんな祈りでいいのか？と不安で
いらしたあなた様にFEBCから

差し上げた返信には「本当の心のまま
を打ち明けて祈ってください」と。そ
れであなた様は「祈り続ける勇気をい
ただきました」とお書きくださって、
本当に嬉しいです。
祈りって、どれだけ心を込めたかとか、
上手に祈れたかによって聞き入れられ
るのではなくて、私たちの祈りがどん
なに疑い深くても、つたなくても、ど

うして!という怒りのこもった祈りでも、神様が私たちを愛
して「どんなことでもわたしに打ち明けなさい」と言ってく

ご献金 3,076,519 円 （764 名）
(10月 22日～11月20日 )

●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 1,597 名／ 1年前 1,346 名

1,315名
（前月よりー3名）

11/20現在

ださる、その神様のご真実の故に祈りが成り立つんですよね。
だから私たちはただ祈る。神様に向かって祈る。そしてイエ
ス様が私たちの祈りを執り成してくださるのですから、こん
なにありがたいことはありません。
またFEBCからのメールに「愛そのものであるイエス様ご
自身を与え尽くしてくださった」とあるのをお読みになって、
今までにないイエス様への愛、このイエス様をお慕いしたい
という感情が湧いてきたとのこと。そしてあなた様のこの
メールを通して、あなた様に親しく臨んでくださったイエス
様が、私たちにもそうしてくださいます。このメールのやり
取りは、そこにイエス様がいてくださる交わりで、それはイ
エス様をもっと慕い求め、この方の愛の中に生ききるためな
のですね。 (6日 )

私は最近、調子に乗って、職場の悪口三昧でした。
ところが、ついこの前、背中の手術をしたのです
が、心配をして、私のために涙を流してくれた同
僚もいたのです。しかし、私と悪口を弾ませてい
た別の同僚からは、手術後余裕のない私へ、「あ
の人キツいよね」と陰口を叩かれました。

私は憑き物が落ちたように、とんでもない過ちを
犯したと気付きました。イエス様はどんな私でも、
赦してくださると信じています。でもこれから、
私はどうしたらいいのでしょう。イエス様を前に、
何もしなくてもいいのかもしれませんが、何かし
たくなります。とんでもないことをした、恥ずか
しさと恐怖でたまらないです。

どんな罪でも赦してくださる…
でも、私はどうしたら? 15日

女性

ヨハネ4章から6章。今回は、とにかく「信じな
さい」と言われているように感じました。4章の、
サマリアの女性に「私を信じなさい」と言われる
場面。イエス様はこの女性がどういう人か全てご
存知で、それでもこう言って下さるのだから、私
にも同様に仰って下さるかな、信じてもいいのか
なと思えました。6章では、イエス様を信じれば
満たされること、でも信じて満たされることと、
自分の利益のために神様を求めることは違うとわ
かりました。それでは、サマリアの女性に言われ
たように「また渇く」のだと思いました。5章の、
池のほとりにいた病人の話は、自分と重なりまし
た。私はもう人生の半分程をひきこもって暮らし
ています。ずっとこの病人のように誰かが助けて
くれるのを待っていたように思います。でもこの
人は、イエス様に、「起き上がりなさい」と言わ
れてすぐに起き上がりました。私も FEBCを聞き
始めてから、行動できるようになりました。起き
上がった、とまでは言えませんが。

イエス様が、この病人に言われた言葉が気になっ
ています。「あなたは良くなったのだ。もう罪を
犯してはいけない。さもないと、もっと悪いこ
とが起こるかもしれない。」罪を犯すというのは、
神様を信じなくなることだろうか、だったら「もっ
と悪いこと」が起こらないように、信じよう ... と
思ったのですが、これは「自分の利益のために信
じる」ということになってしまうのでしょうか ?
考えすぎでしょうか。

「それなら、私にも言って下さるかな
信じてもいいのかな」と 23日

ヨハネ受講中の 40 代女性

先月手術を受けました。入院中は気がつかなかっ
たのですが、帰宅してから、特に夕方になると、
一人ボッチの寂しさにひどく襲われます。自分の
境遇を思うと、居てもたってもいられない気持ち
になります。勿論イエス様がそばにいてくださっ
ていることは、信じているのですが、この一人ボッ
チ感が現れると、どうしようもなくなります。実
は、この感覚は子供時代からあり、死を覚悟した
こともありました。しかし、62歳になるまで生
かされてきました。だから、神様の許しなしには
死にませんが、それでも、この一人ボッチの感覚
にとらわれると、とても苦しいのです。

一人ぼっちの寂しさに
居てもたってもいられません… 27日

60 代男性

　だから、神様の伝道に、自分も加わらせていただい
ているんですね。十年前、輪島に遣わされた頃「最果
ての地巡り」と掲示された観光バスを見たりすると良
い感じがしなかったんですが、ただ、実際に自分が置
かれているところは、やはり地の果てだと思います。
それはたとえ東京や大阪であっても、同じではないで
しょうか。一人ひとりが今置かれているところは主か
ら遣わされた「地の果て」だと思います。そしてそこ
から一歩踏み出したときに、そこはもう地の果てでは
なくなっている。それが伝道ではないでしょうか。

（文責・月刊誌編集部）

FEBC特別番組

地の果てにまで、主イエスの福音を
―北陸学院の歩みから
1月18日放送　夜10時4分より約35分間

楠本史郎
学校法人北陸学院理事長・学院長、
日本基督教団正教師

聞き手 長倉崇宣

北陸学院にとって大きな貢献をされた中澤正七
先生は、実は「ミッションスクール」とい

う言葉が好きではなかった。上流階級の、日本とは離
れた、外国の文化を生み出す場所と
いうイメージがあるからです。ですか
ら、日本人が生きていくためには、キ
リストの福音が無ければ駄目なんだ
と、本気でキリスト教の「中身」を伝
え、この国に福音が根付くということ
はどういうことかを本気で考えられた
のです。

＊＊＊

ある時、奥能登から電話がありました。「親戚のお
ばさんが亡くなった。北陸女学校を出て、能登で初め
ての女性の医者になって、しかも奥能登の小さな集落
に診療所を作って、一生涯医療に献身していたそうで
す。そして『私の葬式はキリスト教式でするように』
と言われた。そこでキリスト教式は知らないので相談
に乗って欲しい」と。
その方は、宣教師の先生たち
が、何の報いも無いのに全身
全霊を賭けて生徒たちを育て
ている姿に感動して、医療に
恵まれない僻地で仕えていた
ということでした。人の魂の
底に響くものこそが、人を導くのだろうと思います。

内城 恵 日本基督教団羽
はくい

咋教会牧師

聞き手 鈴木誠司

羽咋の街には、書店はもちろん図書
館にさえ聖書が置いていない

んです。街中ではキリスト教、ましてや
聖書にさえ触れることができない。ですから、羽咋教
会にはクリスチャンホームの方が、殆どいらっしゃら
ないのです。そこで、どういう風に地域に根付き、広
がりを持たせるのか。だから、幼稚園やミッションス
クールが大切な働きを担っています。伝道はそもそも

教育と切り離せないです
し、次の世代を担う人た
ちに、神様を伝えていく
という私たちの使命感だ
と思うんです。
（文責・月刊誌編集部）
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そのころ、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に、
登録をせよとの勅令が出た。これは、キリニウスがシ
リア州の総督であったときに行われた最初の住民登録
である。人々は皆、登録するためにおのおの自分の町
へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋で
あったので、ガリラヤの町ナザレから、ユダヤのベツ
レヘムというダビデの町へ上って行った。身ごもって
いた、いいなずけのマリアと一緒に登録するためであ
る。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリ
アは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼
い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がな
かったからである。

（ルカによる福音書 2章 1～ 7節）

　ルカは、映画『パウロ』で重要な役回りとして描かれ
ています。

ローマ帝国支配下、
吹き荒れる酷さ極めた迫害を前に、

町の片隅に隠れて
命つなぐクリスチャンの群れに、
ルカは、弟子たちの証しを、イエス・キリストの
言葉と行いを伝えていた。

自ら危険をかい潜り、牢獄のパウロを訪ねては、
福音の要を聞き取りながら。
謂れなき憎しみ、また荒ぶる力に晒されながら、
もう耐え切れないで、遂に自らも拳をもって抗お
うとする若者たちが教会にも出て来る中で。

　ルカは、キリストの十字架の死と復活、また敵への赦
しと和解を祈って死んでいった信仰の先達ステファノの
話を語り聞かせ、か弱い教会のほの暗い灯火を守り導く
働きを担う人物として描かれていました。

クリスチャンたちが捕らえられては、
松明代わりに

夜空の街角で次々に全身に油塗られ、
蝋燭のように火を放たれるのを涙溜めながら、

またある時には、なぶり殺しにされて届けられた
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少年の亡骸に泣き崩れ、怒りたぎらせる人たちの
その只中に共に立ちながら、
ルカは福音書を編み、使徒言行録を刻み、キリス
トを証し続けた。

　映画特有のフィクションもありますが、確かにルカに
よる福音書というのは、紀元一世紀のローマ帝国全盛期
に、教会が滅びそうな時代の只中で書き連ねられ、編ま
れ、読まれ、語り継がれてきたものであります。
　クリスマス。その時教会は、この物語を、約 70 年前
に起きたキリストの誕生を思い起こすために、聴いてい
たのではありません。荒波に揉まれる小舟のように翻弄
され、展望を見失い、滅びの坂を転げ落ちる中で聴いて
いたのです。神の子イエス・キリストが、こんなにも打
ちひしがれた世界にお生まれになったことに圧倒されな
がら。

　今日の箇所で、ルカはローマの初代皇帝アウグストゥ
ス・オクタビアヌス、この人が発した勅令のくだりから
語り出しています。クリスマスの主役は、イエス・キリ
ストの筈でありますが、その書き出しは、世界の主導権
を握り、この世における神の名をほしいままにするこの
皇帝が歴史を動かしてきたのを見てきた人たちに、ルカ
は語っているのです。

エルサレムはユダヤ戦争によって鎮圧され、
神の都エルサレムは徹底的に破壊し尽くさ

れた。

燦然と輝く「ローマの平和」の光に照らされなが
ら、
自らは風前の灯のように明滅する信仰を携え、
深まりゆく闇を見つめながら、
目の当たりにする抗い難い現実と、ルカの語るク
リスマスを重ね合わせ、耳澄ませていた。

　この歴史の中を、危険に晒されながら旅をするヨセフ
とマリアがいました。
　そしてマリアの胎内のイエス・キリストが。

　「ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であった」と、
ルカは、ダビデの町、ベツレヘムへ向う旅を語り継いで
いきます。ここで聴き手は、光をダビデの子孫に見出す
ことへと誘われていくのです。

ダビデの家
―旧約聖書を繙いてみるならば、

そこには数え切れない滅びを引きずりながら、
なお未だ見ぬ約束を信じて、
遥かにそれを望み見て、時代を継ぎながら、
人生を生き延びてきた神の民の歩みが連綿と物語
られている。
喪失に次ぐ喪失を味わった歴史が。

神殿も、王も、国さえ失い、
土地を失い、家族を失い、安住の地を失っていっ
た。
異国に強制的に連行されながら。

それでもなお、悲しみも恥も忘れることなく、
記憶に刻み、書き留め、語り継いで、
これを再現しながら、
神の約束を信じて、
深淵の淵でこそ命の基を見出しては、生き延びて
きた共同体。

　ルカによる福音書に聴く者は、その足跡の先に、「イ
エス・キリストの時」を連ねてゆきます。ある人の言葉
を借りるならば、「人間は常に順調な境遇にあるとは限
らない。強者としてこの世に生きるとも限らない。むし
ろ人間はおのおの自分のエジプトの労役と、多くの破れ
戦さ、そしてバビロン捕囚の中に生きている。ここにヘ
ブライ文化の強み、また普遍性を私は見る」と。ルカの
証しを聴く私たちも、各々の「人生」を歩んでいます。

涙と痛みなしに語ることの出来ない物語を携
え、

しかし誰にも語ること出来ず、胸に秘めながら歩
む人。
愛する者親しい者を、死によって突然断ち切られ、
喪失を抱きしめて、
あるいは決して治ることを望めない重荷を抱え、
またその傍らに生きる人。
日常が地獄の日々、目覚めれば現実が悪夢、これ
を生きる者。

　順調に全てが進むようなことが
あったとしても、逆風吹きすさぶそ
のような時の方が遥かに多く、厚
く垂れ込めた雲間から、かすかに光
が差し込む時を待っている。悲しみ
に打ちひしがれて、独り歯を食いし
ばって、拳固く握りしめ耐えるしか
ないそのような時がある。

　この世界の片隅、ダビデの町に、時満ちて生まれ、飼
い葉桶に布にくるめられて寝かせられたイエス・キリス
ト。

　この幼子にまみえる時に、このような時、このような
世界が、キリストで満ちるものとされたのだと知るので
す。「闇」を「キリスト共にいます闇」とし、滅びの坂
を転げ落ちる歴史が、十字架をもって贖いと復活へと転
じられるのです。

あいも変わらず的外れな生き方ながらも、
「赦された罪人」とされ、

アッシリアも、バビロンも、燦然と輝くローマも、
その刻んできた歴史は、キリストの救いに与る者
の歴史とされる。 （２ページへ続く）

リスチャンたちが捕らえられては、

夜空の街角で次々に全身に油塗られ、
蝋燭のように火を放たれるのを涙溜めながら、

れて届けられた

い物語を携

秘めながら歩

死によって突然断ち切られ、

重荷を抱え、

が悪夢、これ



ああ、物わかりのわるいガラテヤ人よ。十字架につ
けられたイエス・キリストが、あなたがたの目の前
に描き出されたのに、いったい、だれがあなたがた
を惑わしたのか。

( ガラテヤ人への手紙第 3章 1節 )

　非常に強い口調で書いています。これは、今日の私た
ちにも同じことが言えます。

　「教会にいらっしゃいませんか。こんなことがありま
す。こんなに苦しんでいるのなら、こうすれば良くなり
ますよ」というようなことで、パウロは宣教を開始しな
かったということです。パウロの宣教の仕方は、十字架
を人々の目の前に描き出すというやり方でした。

　私は聖書学院で、将来牧師になる人々のために「説教
学」という、どのように説教をしたらいいかということ
を教えています。説教の一番の問題は「何を語るか」と
いうことです。それも「いかに語るか」よりも「何を語
るか」です。パウロもただ客観的に十字架の条理を教え
たのではなく、或いはセンチメンタリズムに十字架の苦
難を描いて見せたのでもないでしょう。

　この十字架は信じた私をどう変えてしまったか―神が
「それ以外に救いはない」とお示し下さったことを、そ
のまま受け取ったというパウロの宗教経験がその中心に
あったはずです。
　聖書の勉強をしたり、注解書を読んだり、どこかの大
学に行ったら分かるようなレベルのことではないという
ことです。十字架によって、私がどうされているのかを、
その人自身の証言として語ることが、「何を語るか」と
いうことなのです。あとの客観的な教えであるとかは、
そこについてくることなのです。
　ですから、祈りによって生ける神といつも結び付いて
いないで、どうして神の世界を語ることができるでしょ
うか。今日の教会の弱点は、牧師の弱点そのものが現れ
ていると思います。

　パウロは、ガラテヤのルステラという地方で、石で打
たれ、もう死んだと思われて「外に引きずり出された」
と書いてあるほどの苦悩を受けたのです。つまり、自分
が十字架を生きて見せたのです。その時、多くの人々が
イエスさまを信じ、救われました。テモテがそのときの
実なのです。

　ところが、三章のところでパウロは、何度も繰り返し
て「キリストの十字架は呪いである」と言うのです。

キリストは、わたしたちのためにのろいとなって、
わたしたちを律法ののろいからあがない出して下
さった。聖書に、「木にかけられる者は、すべてのろ
われる」と書いてある。(3：13)

　ここでパウロは「キリストの十字架は呪いだ」と言っ
ています。こんなことを言ったのはパウロしかいませ
ん。これはパウロの深い十字架観の一つであろうと思い
ます。これはすごいことです。
　パウロは自分の現実の生活で、十字架を負って生きた
人です。そのことがわかりませんと、パウロ独特の「キ
リストの十字架は人類の罪の呪いの為であった」という
言葉は、真に理解できないと思います。

　コリント人への第二の手紙 11 章の中には、いわばパ
ウロの苦難のカタログのように、イエスさまを信じたこ
とのために出会った困難、苦難が出てきます。実はそう
いったことを背景にして、この言葉は言われているので
す。

　ガラテヤ書でパウロは次のように言っています。

いったい、律法の行いによる者は、皆のろいの下に
ある。「律法の書に書いてあるいっさいのことを守ら
ず、これを行わない者は、皆のろわれる」と書いて
あるからである。(3：10)

　この引用は申命記 27 章 26 節からとなります。また、
これはどんなときに読まれたかと言いますと、様々な掟
がありますが、その掟を破ったことが明らかにされた者
たちが、人々によって街の広場に連れ出されて、柱に結
わえ付けられるか、手枷足枷をされて、鞭で打たれたと
きでした。その鞭は、革の先に動物の骨の破片がついて
いて、その鞭で殴られるのです。

　日本でも昔「百叩きの刑」がありましたが、ユダヤの
国でも「四十の鞭」というのがあり、それは四十叩かれ
たら死んでしまうだろうという鞭のことです。しかも、
鞭が一つ打ち込まれる度に、「この律法の書を守らない
者はのろわれる」と読み上げられ、また一つ鞭が飛ぶと
いうのです。

　さらにコリント人へ第二の手紙 11 章を見ますと、パ
ウロは「四十に一つ足らない鞭を受けたことが、生涯に
五回あった」と書いてあります。ある聖書学者は「パウ
ロの背骨が曲がっていたというのは、この刑罰のゆえで
はなかっただろうか」と言っていますが、おそらく、使
徒パウロにとって、申命記 27 章の言葉は、生涯忘れる
ことのできない言葉として、鞭と一緒に心に刻み込まれ
たろうと思います。

　けれども、もっともっとイエス・キリストの十字架
は、ひどいものであったはずです。父なる神が、御子イ
エスを砕いたのが、あの十字架だと言われます。パウロ
は自分の背中に飛んでくる鞭に合わせるようにして、「イ
エスさまの十字架はこんなものではなかった。イエスさ
まの十字架こそ、本当の呪いを受けて下さるためのもの
だった」と考え続けたのではなかったでしょうか。この
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ところで自らの呪いの実存経験から、イエスさまの十字
架のことを理解したわけです。

　みなさん、クリスチャンにとって大切なことは「十字
架を負う」ということです。それは本当に祝福です。十
字架には指一本触れないで、「クリスチャンです」とい
い顔をしようとするところに、クリスチャンの力の無さ
がある。では、この「呪われた」キリストの十字架は、
なんのためであったのか。

　パウロはこのように言っています。

それは、アブラハムの受けた祝福が、イエス・キリ
ストにあって異邦人に及ぶためであり、約束された
御霊を、わたしたちが信仰によって受けるためであ
る。(3：14)

 
　「アブラハムの祝福」というのは、一言で言うなら「信
仰によって救われる」という祝福です。みなさん、信仰
によって救われるなんて、当時の世界では考えられない
ことです。救われるには難行苦行したり、お札をたくさ
ん買い込んだり、大きな像を寄付しなければ救われない
という時代です。信仰によってだけ神の恵みの世界を生
きることができるという、それを最初につかんだのが、
アブラハムです。しかもガラテヤ書はさらに、約束され
た聖霊を、私たちが信仰によって受けるためだと語るの
です。こんなことは聖書以外にはありません。

　みなさんも T 兄を訪問して下
さったと思いますが、私も先日お
訪ねしました。あの兄弟は、病気
の中で、神に対する感謝を持って
いるのです。口がきけないので筆
談です。「イエスさまを信じたこと
が、こんなに貴いことかというこ
とがわかりました」とおっしゃる。
彼は声帯を全部取ってしまいまし
た。大変なことです。その痛みと苦悩の中で、正直言っ
て病気に対する不安だってあると思います。でも、目に
涙をためて「感謝です」と書くのです。感謝の下にアン
ダーラインが引いてありました。兄弟は自ら喜んでこの
十字架を負ったわけではありませんけれども、この試練
を十字架として受け止めたときに、どんなに神から豊か
に扱われているかな、と思わされます。

　信仰によってだけ受け取ることのできる、世の中の権
力や財力や知力が、一切指一本触れることのできないも
の、それがアブラハムの受けた祝福であり、聖霊ご自身
なのです。 ( 文責・月刊誌編集部 )

　最後に、このクリスマスの信仰を生きられた信仰の先
達の歩みをご紹介したいと思います。この方は、壮絶な
信仰の格闘の末に全うされて一ヶ月ほど前に急逝されま
した。その召される数時間前まで読んでおられたのは、
内村鑑三の『一日一生』でした。そして、その内村鑑三
が、このような歴史に残していかれた最大のものは「勇
ましくも高尚なる生涯」であったと言ってよいでありま
しょう。

「この世の中は決して悪魔が支配する世の中
にあらずして、神が支配する世の中であ

るということを信じ、そして信じ抜く生涯。
失望の世にあらずして、希望の世の中であること
を信じ抜く生涯。
この世の中は悲惨の世の中ではなくして、歓喜
の、喜びの世の中であるという考えを生涯に実行
して、その生涯を、世の中への贈り物としてこの
世を去ってゆく生涯。」（『後世への最大遺物』）

　この方は礼拝の最後に今日も告げられる「派遣のこと
ば」を、いつも大事に、特別な思いで聞き、また礼拝か
ら礼拝へと生きておられました。

　「平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神
に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさ
い」。

　日曜日ごとの礼拝を通して、神様の息吹頂いて、古き
我に死んで、新しく造り変えられてゆく、その喜びを味
わいながら、このことばで送り出されることを真剣に受
け止め、生きた生涯です。

　虚しく淡々と流れ行く時の流れが、今や神の時満ちて、
キリストの命まとって生きる者たちの、一歩一歩が刻ま
れている歴史とされる。それが、キリストの誕生であり
ます。それが、時満ちてクリスマス、これを噛みしめる
時であります。クリスマスの信仰を生きる、それはこの
世の中にあって「キリストの時」を生きる者とされるこ
となのです。 ( 文責 : 月刊誌編集部 )

̶１ページより続き　
全地よ、主をほめたたえよ　日本基督教団・美竹教会クリスマス礼拝



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1／2 ●夜10：04～
コーヒーブレイク・インタビュー 

第4 ●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!
「現実をありのままに受け入れる」ということは、実際には非常に難し
いことです。本当にひどい現実を認めてしまったら絶望しか残らない。
だから現実を受け入れず、現実と違うものを作り出し、それにしがみつ
く。それは私たち誰にでもあることです。

イエスは、御自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者
たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになって
いる、と弟子たちに打ち明け始められた。すると、ペトロはイエスをわ
きへお連れして、いさめ始めた。「主よ、とんでもないことです。そんな
ことがあってはなりません。」イエスは振り向いてペトロに言われた。
「サタン、引き下がれ。あなたはわたしの邪魔をする者。神のことを思
わず、人間のことを思っている。」（マタイ16：21～23）

イエスは多くの人々に希望をもたらしましたが、当時の指導者たちから
は敵意を受けるようになっていきました。その現実をイエスはしっかり
と見つめ、これから自分が歩んでいく道は、多くの苦しみを受けて殺さ
れる道だと予告をしているのです。しかし弟子たちは「そんなことがあっ
てはなりません」と、その現実を見ようとしない。それに対してイエスは
「サタン、引き下がれ」と。これは非常に厳しい言葉です。それはイエス

を神から、そして現実から引き離すことだっ
たからです。イエスは、この現実の中で神が
何をなさろうとしているのか、そして自分は
何をすべきなのかを見つめようとしているの
です。
現実をありのままに見つめること、そしてそ
の中で絶望せずに希望を持ち続けること、そ
の究極のモデルは、この十字架に向かうイエ
スご自身だと思います。

（文責・月刊誌編集部）

金 第１●夜9：38～
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）

3日  「連帯への招き
 ―日本のプロテスタント教会の葬儀から」
 中道基夫（関西学院大学神学部教授、
 日本基督教団正教師）

10日  「ペトロ・カスイ・岐部という人物」（再）
 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）

17日 「解放とキリストの形の形成」（ガラテヤ4：1～20）
24日 「自由の子クリスチャン」（4：21～5：15）

第5●夜9：30～
FEBC特別番組

31日 「『ひとり』を求める主に仕えて
 ー能登伝道圏の取り組みから」（再）
 勇 文人（日本基督教団若草教会牧師）

第3 ●夜10：04～
FEBC特別番組

18日 「地の果てにまで、主イエスの福音を
 ―北陸学院の歩みから」
 楠本史郎（学校法人北陸学院理事長・学院長、
 日本基督教団正教師・写真上）
 　聞き手・長倉崇宣
 内城 恵（日本基督教団羽咋教会牧師・写真下）
 　聞き手・鈴木誠司

●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 福音を生きる―信仰生活への招き―（再）
「現実をありのままに受け入れ、希望を失わない（１）」

（18日）より 
幸田和生(カトリック東京大司教区司教)

お相手・長倉崇宣

聞き手・吉崎恵子

4日、11日 「人とのつながりを再発見する」
18日、25日 「現実をありのままに受け入れ、希望を失わない」

4日 「『新年の抱負』ではなく」 11日 「皆同じなんておかしいよ」
18日 「『3匹の子ぶた』で思ったこと」 
25日 「キリスト教は他力本願？」 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

4日 飯沼一元（日本基督教団代田教会聖歌隊隊長、
「白虎隊の会」事務局長）

11日 吉持盾信（東大和病院研修医）

25日 「キリストのPassion」（再）（ヨハネ2：13～25）
 　堀岡満喜子（北陸学院中学校・高等学校校長）

木 土

※月刊誌1面参照

※月刊誌1面参照

※月刊誌2面参照

ご出演順

※月刊誌増刊号参照

※本誌表紙参照

お詫び
と訂正

●１１月号番組案内、１２月号増刊号において、FEBC特別番組（11/29放
送）にご出演いただいた奥田知志先生の肩書きに誤りがありました。
誤）バプ連東八幡キリスト教会牧師
正）日本バプテスト連盟東八幡キリスト教会牧師

̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。

今月の聖歌隊
日本基督教団代田教会聖歌隊
「祈りのうた―教会聖歌隊を訪ねて」

毎週月曜放送

6日 讃美歌2編41番「主はわがかいぬし」
13日 讃美歌332番「主はいのちを」
20日 讃美歌21・451番「くすしきみ恵み」
27日 讃美歌308番「いのりは口より」

8日 「福音書の最後のイエス様の十字架と復活を読むと、私の信仰は
何だろうか、信じていると言えない、と思います。イエス様が十字
架で死んで復活したことが私とどう関係があるのか…。」

10日 「数年前に牧師が代わり、教会が企業化したように感じます。『在
る』より『する』が重んじられ、能力のある人たちが用いられてい
ます。」

20日 「精神疾患で幻聴が『死ね死ね』と聞こえます。教会にも寝たきり
で行っていません。神様、そろそろ治してよ！と、神様に失礼ながら
愚痴をこぼしてしまう毎日です。」

22日 「私は清くされなければならない者です。主に常に『清くなれ』と
言っていただきたいです。そう言っていただけないなら、イエス様
の衣の裾にすがってでも癒やしていただきたく思います。」

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）

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

月

6日 「われらの拠点」 13日 「み霊によって歩め」
20日 「世の光」　他

6日 ヨハネ2：1～11 13日 ルカ19：1～10
20日 ヨハネ12：1～8 27日 ヨハネ12：12～19

7日、14日、21日　「われらは信ず。
 唯一の、聖なる、公同の使徒的教会を②～④」
28日 「われらは罪の赦しのための唯一の洗礼に同意を表す①」

7日 「主はわたしたちを導かれる」（詩篇23：1～4）
14日 「われらは主のものである」（ローマ14：7～9）
21日 「かくまわれた人生」（詩篇126：3）
28日 「だれひとり自分のために生きる者はない」（ローマ14：7～9）

1日 「自分のくびきを折った」（エレミヤ5：1～5）
8日 「平安がないのに」（6：9～15）
15日 「わかれ道に立って」（6：16～21）　他

6日 「晩年」（ヨハネ12：20～26）
13日 「リスナーの手紙」（ルカ6：27～36）
20日 「高齢者の福音」（ヨハネ15：16～17）
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、13日 「『自由』という軛、聖霊の導き」（ガラテヤ5：1、16、25）
20日、27日 「わたしはある」（ヨハネ8：54～59）

●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） 

6日 讃美歌2編41番「主はわがかいぬし」
13日 讃美歌332番「主はいのちを」
20日 讃美歌21・451番「くすしきみ恵み」
27日 讃美歌308番「いのりは口より」

●夜10：20～
祈りのうた―教会聖歌隊を訪ねて ナビゲーター　服部みぎわ

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
 『求めよ、そして与えよ』(レビ記19：17～18、マタイ7：7～12)
12日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『羊を愛する羊飼い』(ヨハネ10：22～30)
19日 日本基督教団西片町教会・山本裕司牧師
 『目指す地に向かって』
 (ヨハネ6：16～21、出エジプト3：12～15)
26日 日本基督教団代田教会・平野克己牧師
 『時代の風に動かされない』
 (ミカ３：1～12、エフェソ4：14～15)

12日、19日 「公現」 
26日 「主日の詩編の祈りから」

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）

1日　「年のはじめに」 8日 「公現日」
15日、22日　「現代と賛美歌」 29日 「信頼の賛美歌」

1日 「高校生の信仰事情」 
8日 「ユース伝道、その難しさと楽しさ」 
15日 「信仰継承、出来る？出来ない？」 
22日 「hi-b.a.スタッフのリアルライフ」
29日 「出張！ヒバラジオ」 

●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） 

日本基督教団代田教会聖歌隊

1月のゲスト
水梨郁河（hi-b.a.スタッフ・写真右）
浜岡みのり（hi-b.a.スタッフ・写真左）

2日 「キリストと共に」（黙示20：1～6）
9日 「命の書に記される」（20：7～5）
16日 「新しい天と新しい地」（20：1～8）
23日 「新しいエルサレム」（21：9～21）
30日 「光の中を歩く」（21：22～22：5）

●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

2日 「聖書を信じるにはどうすればいい？」
9日 「出来損ない人間をなぜ神様は創ったのか？」
16日 「教会に行けない私を神様は知っていて…」
23日 「皆殺しにする神の行為は正義？」
30日 「力を尽くす、そして隣人を愛するとは？」

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

火
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