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そして急いで行って、マリアとヨセフ、また飼い葉
桶に寝かせてある乳飲み子を探し当てた。

(ルカによる福音書2章16節)
　
　今、この幼子を探し当てることが、私たちのテーマな
のだと思います。それはすでにあることに注意深く心を
留めて、私たちに訴えかけられているものが何であるの
かに気づいていくことです。私たちの存在理由は、呼ば
れているということにあります。だから、聞き逃すこと
は、自分のアイデンティティの危機となります。

責任と注意深さ

　私の母の口癖の一つは、「よく考えなさい」でした。
今流行りの言葉だと「ボーっと生きてんじゃねーよ！」
です。
　このことを自分の中で意識したの
は2002年。当時私は修練長をしてい
たのですが、日本の責任者に選ばれ
て、あらためて何に呼ばれているの
かを聞かざるをえないところに自分
を置かれました。そんな時、大江健
三郎の講演会のチケットを人から頂
いたのです。演題は「ピンチの時は
注意深く」！まさに、私のためのも
のだと思って行きました。大江さんは、3年間中学校のひ
とクラスに文章を書くことについての指導をなさった経
験を語っておられました。「句読点は、はっきりと打っ
て書くこと」。それから「書いた内容について、自分と
の間に、齟齬がないか、きちっと確かめること」。そし
て「書いたことに責任を持つこと」。そういう指導をし
ていると仰っていた。ある時、その生徒さんの一人がこ
う言ってきたそうです。「最後の丸を打った時に、僕が
どうすべきか見えたんです」と。大江さんは、「注意深
い心は、未来を開きます」と言われていました。

冷静さと注意深さ、そして愛

　さらに大江さんは、フランスの哲学者シモーヌ・ヴェ
イユがドミニコ会に宛てた手紙で、『神への愛のため
に、学校の勉強を活用することについての小冊』から次
の文章を紹介されました。「勉強について、キリスト教
的な考えを理解する鍵は、祈りが注意によって成り立つ
ということだ。祈りは、魂にできる全ての注意を神に向
けることだ。（中略）心の熱で、それを補うことはでき
ない」。
　学ぶということは、もちろん暗記したり、計算力を高
めたりとかもあるけれども、それが最終的な目的ではあ
りません。むしろ、事柄や物事の奥に、何があるのかと
いうことを洞察し続ける注意深さを養っていくこと。そ
れが学ぶことの意味です。
　そこで彼女は、「心の熱で、それを補うことはできな
い」って言うんですね。私たちは、修道会や教会の中で
も、一生懸命とか、頑張りなさいとか言って励まします
が、下手をすると、間違った方向に行って、とんでもな
いことになるわけです。祈りにおいては、むしろ頭を冷
やして冷静に、注意深くあるということ。これが、私た
ちに問われることではないかなと思います。

このように究極の注意を、神への祈りに見るヴェイユ
は、さらにこう言います。
「注意を実体とするものは、神への愛だけではない。
（中略）…隣人愛も、同じ実体でできている。それはた
だ、隣人にむかって『あなたの苦しみは、どんなです
か』と尋ねることだ」と。「あなたの苦しみは、どんな
ですか」と尋ねる愛。だから、人間に無関心、社会に無
関心で、神に注意深くあるということはありえないって
言っているんです。
 

福音の響き―待降節の福音から

　この4、5年でしょうかね。教会のメッセージについて
気づいたことがありました。待降節、第一主日の福音な
んですけど、A年のマタイの福音は24章40～42節です。

そのとき、畑に二人の男がいれば、一人は連れて行
かれ、もう一人は残される。二人の女が臼をひいて
いれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残され
る。だから、目を覚ましていなさい。いつの日、自
分の主が帰って来られるのか、あなたがたには分か
らないからである。

　今日の聖書箇所は、2000年前のごくごく日常の様子を
描いています。でも、同じようなことをやっていても、
目を覚ましているか、ボーッとして生きているかによっ
て、結果は全く違うものになるということです。私たち
は、人生の晩年になって、絶えず感謝する姿に変わって
いくか、不満をいう人になっていくか―見えないところ
で、どう生きてきたかが、全部そこで表れてくると思い
ます。

　私は、高校を卒業して間もなく、再び教会に行くよう
になったんですけど、私に洗礼を授けてくれた神父さん
が、「あなたは、結婚はどうするんですか」って、高
校卒業したばっかりの私にそう尋ねてきたんですよね。
さらに数日後、「ところであなたは、老後をどう生きて
いくつもりですか」って。私は当然「わかりません」と
言ったんですが、その神父さんはこう言うんです。「誰

山上の説教は、なぜこれ程愛されるのでしょうか。多
くの場合はそれが美しい道徳だと思われるからで

しょう。この世は醜いし、自分もつまらない。それに比
べてみると、ここは目をみはるような美しい世界です。
普通には考えることのできない理想的な世界が描かれ
ていると思うのです。本当なら、美しい道徳の話だけで
は困るはずです。自分はできないと思うはずです。しか
し、そうは考えない。どんなに絶望的であっても、そこ
に人間の道があると考える。敵を愛せよ(マタイ5：44)な
どは、とてもできることではないことは知っているにも
かかわらずに、です。

しかし、主イエスは、はたして、そのように望まれたの
でしょうか。

冒頭の箇所で、主イエスが「御国の福音を宣べ伝え」た
と書いてあります。つまり、ここに語られていることは
福音であって、「喜びを告げるメシアの説教」なので
す。確かに、捕らわれた考えなしに読めば、ここには福
音があるのです。

でも人は、一日一日歳を取る。歳を取ってから、ああな
ろう、こうなろうと言ったって遅いんです。ちゃんと準
備しなくちゃダメです」って。彼は続けて「私は修道院
の生活なので、おそらく晩年は車椅子か何かに乗せられ
て、一日どこかに放置されるような生活になると思いま
す。でも、その時に、私は感謝する者になりたいんです
よね」と仰った。私は、その言葉がはっきりと耳に残っ
ているんです。
　それから、40年位たって、帰省の際、彼を御見舞する
ことがありました。数日、一緒に過ごしたんです。そし
て、私が帰る時、ちょうどこう、晴れた日だったんです
けどね、窓の外を見ながら、明るい表情でね、「やあ、
本当、感謝することばかりですね」って、つぶやくよう
に仰った。目覚めて生きるか、あるいはボーッとして生
きてしまうか。結果は、全く違います。

　このことは、B年の第一主日の福音(マルコ13：35～37)
でも、C年のルカの福音(21：34～36)でも、イエスの結論
として同じことが言われています。

　つまり、これが待降節、すなわち典礼の始まりの日
に、教会が宣言し続けている言葉なんですよね。さら
に、主の再臨による世界の完成を祝う教会の暦の最後の
土曜日、つまり典礼歴の大晦日ですね、その「王であ
るキリストの祝日」に、このルカの福音が繰り返されま
す。すなわち典礼の中で、最初から最後まで、イエスが
響かせ続けている根本的な響きは、「いつも目を覚まし
ていなさい」ということなんですね。

満たされなさへの気付き

　近年、精神を病むことで企業などから人材が失われて
いくことに対し、仏教の瞑想法を科学的に研究し、宗教
色を除いて誰でも出来るような形に、米国の大学などが
考えた『マインドフルネス』という瞑想法が、様々な企
業や組織に取り入れられています。私たちが過去や未来
に囚われ、今を見失い、その結果として心身を病むから
です。

　では、教会はどうでしょうか。旧約聖書から4000年
ぐらいの時代の中で、例えば、アブラハムに問われたこ
と、つまり「生まれ故郷、そして父の家を離れて、私の
示す地に行きなさい」―この生き方こそが祝福の源にな
ると、聖書を生きた人の根本的なメッセージとして聴い
てきたんです。今までこうやってきたとか、価値観がこ
うとかでなく、絶えずそこから出て、私は今、何を問わ
れているかを神から聴くということです。
　だからイエスは、野のゆりと空の鳥をじっと見つめな
さいと招かれた時、 (２ページへ続く)

説教の初めには、「幸いである」
という言葉で終わるいわゆる九福の
教えがあります。しかし、文語訳で
は「幸福なるかな」から始まってい
て、もとの言い方に近い。つまり、何を言うよりも先
に、「幸いである。あなたがたは幸いである」と叫ぶよ
うに語りかけているのです。英国のある優れた聖書学
者は、こう言っています。「おお、キリスト者であるこ
との祝福よ。おお、キリストに従う喜びよ。おお、イエ
ス・キリストを師、救い主、主と知ることの全き喜び
よ」と。これは最も重要です。なぜなら、至福の説教
は来たるべきことに対する信仰ぶかい望みではありませ
ん。未来の祝福に対する漠然とした預言ではないので
す。それは今あるものに対する「お祝い」です。全ての
話はそこから始まるのです。戒めを守ったら幸いになれ
るというのではなくて、「今すでに幸い」なのである。
だから、喜んでこういう生活をしなさいということなの
です。これから、この主イエスご自身のなさる説教をう
かがいながら礼拝をすることになります。まことに光栄
なことです。 （文責・月刊誌編集部）
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いつも放送を聞いています。イエス様を信じてい
ながら、何年も教会に行けませんでした。このま
までもいいのではないか、教会に行けないことは
そんなにいけないことなのか、そんな思いを抱え
ていました。

少し前の放送で、イエス様のいらっしゃるところ、
それこそが真の教会で、いわゆる教会に行けなく
ても真の教会の一員であり、イエス様につながっ
ているのだと聞きました。本当にうれしく安心し
ました。FEBCを通して、こんな私でもイエス様
が共にいてくださるのだと。この喜びと安心感の
おかげで、教会に行ってみようか、という気持ち
がわいてきたのです。不思議ですね。とはいえ、
なんだか怖くて、2回ほど教会の前を通り過ぎま
したが、お祈りしながらとうとう入ることができ
ました。これから、イエス様に導かれて少しずつ
変えられていきたいです。

不思議ですね !
教会に行ってみようか、と 7日

女性

マタイ3章で「良い実を結ばない木は切り倒され
て火に投げ込まれる」というところをお読みに

なって、聖書は怖いと…。ところが、「滅びないため
に洗礼を受けたいと思うのは、神様を信じていると言
えるのか？私が求めているのはイエス様？それともク
リスチャンという肩書？」そうご自分に問ううちに、
「イエス様が共にいてくださる！それでいい！」と思
えてきて、気付いたら恐怖心が消えていたとのこと。
そうなのですよね！イエス様がいてくださる。このお
方に罪赦され、今日も担われている。もうこの他、何
もいらないのですよね。

ご献金 2,678,772円 （589 名）

2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 1,583 名／ 1年前 1,334 名

1,331名
（前月より＋7名）

2月末の

そして、あなた様が書いてくださった「私は暗闇に住む民、
死の陰の地に住む者です。」この気づき！そういう者だとご
自分を知ったあなた様のもとに、イエス様が光として来てく
ださったのですね。本当にそのことをご一緒に感謝します。
私たちは目に見えるものだけで自分を推し量ってしまって、
本当の命に生きることができないのですよね。そして、光が
見えても、また目を閉じて闇の中を歩いてしまう…私もそう
です。でも、主は今ここにいてくださることに、また目が開
かれる…その繰り返しを天国に行くまでする者だと思いま
す。それでも既に天の喜びが与えられていますから、その祝
福の中を歩んでいきましょうね。 (21日 )

僕は30年前、32歳の時に洗礼を受けました。で
も洗礼を受けてから左半身麻痺になり、盲人にな
りました。そんな境遇が今も続いていますから、
洗礼を受けて心底悔いています。でも FEBCは毎
日聴いています。つたえ歩きによって第五腰椎が
くずれ、腰は曲がり衣服の脱ぎ着も他人の手を煩
わし、その上、何不自由ない人たちからは情け容
赦なくないがしろにされています。光を見いだせ
ず、闇から逃れられず、死んだように生かされる
くらいなら、十字架にはりつけにされて、本当に
死んだほうがましです。なのに、天の父なる神様
は僕のような者を生かしてどうなさるつもりなの
でしょうか。それでも生きよ、ということなので
しょうか。

神様は僕のような者を
生かして、どうなさるのか 10日

60 代男性

私はキリストを信じることが難しく感じます。私
の罪のためにキリストが十字架にかかり、神はそ
れほど私を愛してくださっている。そのことを実
感できません。私がわからないのは大変だった家
族のせいでしょうか。私の自我でしょうか。数十
冊の信仰書を買って、ある方に言われた「聖書を
学ぼうとしてる初心者がいきなり信仰の達人」に
なろうとしてるんでしょうか。今はわからないけ
ど、神のご計画があってわかる時があるというこ
とでしょうか。

十字架にかかり、愛してくださり…
それを実感できません 22日

お返事ありがとうございました。私の不信仰な告
白を神様への祈りだと言って下さって、とても驚
きました。神様はもういない。だから祈らないと
思いました。でも、このお返事や、ひどい事を言っ
たのに受け止めてくれた母…神様の支えがありま
した。聖書も読んでいます。でも読んでいると、
神様はどうして息子が病気になるのをゆるされた
のだろうと思って、辛くて、沢山泣いたため疲れ
てしまいました。でもしばらくして平安が心にき
ました。頭には何も入ってこなかったけど、聖書
の言葉は神様そのものだと思いました。

クリスチャンホームに生まれ、神様がいるのは当
たり前だと思っていました。でも困難が来て神様
がいないと思った時、とても寂しかった。生きて
いけないと思いました。だから一から信じ直そう
と思います。聖書通信講座の内容が、今の私にぴっ
たりでした。祝福だけを求めて、エルサレムに入
城されたイエス様を歓迎し、自分の思っているよ
うにならないと分かったら十字架につけた民衆の
姿は、私そのものだと思いました。そう思った時、
とても辛く、自分の罪の深さを知りました。辛い
時、お返事を何度も読み返しました。これからも
よろしくお願いします。

困難がきて、
「神様はもういない」、でも… 29日

ヨハネ受講中の女性

̶１ページより続き　「注意深さへの招き」
イエスとの対話の旅―現代霊性神学講座・中川博道

あるいは金持ちの青年をご覧になり、その満たされなさ
を見抜かれ、彼を見つめ、いつくしまれた時、私たち
に、こうした姿勢を教えてくださっているんです。

　そしてこのことは、環境回勅といわれる『ラウダー
ト・シ』の中でも、この自分が心において「満たされて
いないこと」に気づくことの重要性を、教皇様は何度も
語ります。だから、こうも仰る。
「イエスは、全ての人、また全てのことに対して、存在
の全てをもって向き合う方であり、また、その姿をもっ
て、私たちを浅はかで、粗暴で、衝動的な消費者にす
る、あの病的な不安に打ち勝つ道を示してくださったの
です。」

　それは、心のあり方、落ち着いた注意深さを持って生
活することです。教皇様のこうした姿勢は、食前食後に
手を止めて、神に感謝をささげることを勧めていること
に表れています。

小ささへの黙想
―イエスとの関わりの中で

　また、『ラウダート・シ』の中には、こういう言葉が
あります。

　「リジューの聖テレジアは、愛の小さき道を実践する
こと。また優しい言葉をかけ、微笑み、平和と友情を示
す、ささやかな行いのあらゆる機会を逃さないように
と、私たちを招いています。総合的なエコロジーは、ま
た、暴力や搾取や利己主義の論理と決別する、日常の飾
らない言動によってもできています。つまるところ、消
費の膨大する世界は、同時に、あらゆる形態の命を虐待
する世界なのです。」

　「小さき」というのは、テレジアにとって、自分の愛
することの限界のことを言っているんですね。その限界
にぶち当たる度に、それでもあえて、神様から赦され
て、愛されていることを信じて、あらゆる機会を逃さな
いように生きる。

　そのテレジアの師であったのは、十字架のヨハネで
す。彼が勧めた生き方は、基本的には二つあります。一
つは、あらゆる事柄の中で、「イエス。あなたならどう
なさいますか」と尋ねながら生きる姿勢です。もう一つ
は、目立たない、人からわからないところで、小さなこ
とを、イエスのために捧げながら生きること。すなわ
ち、イエスとの関わりの中で、イエスと一緒に生きると
いう生活にシフトすることです。

　黙想は、その意味で、生活を整え直すことです。私も
43、4年の間、修道生活をやってきて、結局このことに尽
きると思います。生活の中で、どうイエス様との出会い
を深めるか、それに全てが尽きるのだろうと思います。
だからこそ、私たちは「注意深くあること」に招かれて
いるのです。 （文責・月刊誌編集部）

(2 月 1日～ 25日 )



土 ●夜9：30～
旧約聖書のこころ―詩編―（再）
雨宮慧(カトリック・東京教区司祭、上智大学神学部名誉教授)

第1～3●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」※

2020 年４月
FEBC

番組案内
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今月の

PICK UP!
「なにゆえ、国々は騒ぎ立ち　人々はむなしく
声をあげるのか。」から始まる詩編2編は、諸
国の王がイスラエルの王に謀反を企んでいる
ことを前提に歌われています。
そこで注目したいのは「主はわたしに告げられ
た。『お前はわたしの子　今日、わたしはお前
を生んだ。』」という7節です。

　新たに即位した人物が、神の子として任命され王座に就いたことを宣
言していますが、「今日」という言葉があることで、昨日まではただの人
間であったことになります。さらに「お前はわたしの子」という表現に
は、養子を受け入れる時の言葉が用いられています。つまり王は現人神
ではなく、神の意志を実現するための手段であるということなのです。
　
　しかし、現実だけを見るなら、この時代のイスラエルは他国の支配下
にあります。ですから、このように歌うのは身分不相応なことでした。つ
まり、歴史を見る目をどこに置くかが問われるということになります。

　パウロはこう言っています。

ユダヤ人はしるしを求め、ギリシア人は知恵を探しますが、わたしたち
は、十字架につけられたキリストを宣べ伝えています。すなわち、ユダヤ
人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であ
ろうがギリシア人であろうが、召された者には、神の力、神の知恵であ
るキリストを宣べ伝えているのです。 （１コリント1：22～24）

　イエスの十字架は、ほとんどの人々にはつまずかせるもの、愚かなも
のでしかありません。しかし、「召される」―神に呼ばれるなら、血肉の
違いによらず、わかるというわけです。詩編もまた、歴史の出来事の背
後におられる神の姿を見て、歌っているのです。

（文責・月刊誌編集部）

金  第１●夜9：37～
 イエスとの対話の旅
 ―現代霊性神学講座
中川博道（カトリック・カルメル会宇治修道院司祭）

第２●夜9：47～
FEBCアーカイブス

第３／４●夜9：37～
闇の中に輝く「獄中書簡」（再）
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 「『注意深くあること』って？」

第1●夜10：25～
外からの「声」―FEBC HANGOUT！   

3日  「注意深さへの招き」

10日  「心の病気と福音」（再）
 赤星　進（精神科医・元赤星クリニック院長）
 聞き手・吉崎恵子

17日 「神の作品としてのクリスチャンと教会」（エペソ1：22～2：10）
24日 「平安の源泉としてのイエス・キリスト」（エペソ2：11～22）

●夜10：28～

聖書を開こう

番組 旧約聖書のこころ―詩編―
詩編 第２編（18日、25日）より 
雨宮　慧(カトリック・東京教区司祭、

上智大学神学部名誉教授)

お相手・長倉崇宣

4日 「詩編　第１編（１）」 11日 「詩編　第１編（２）」
18日 「詩編　第２編（１）」 25日 「詩編　第２編（２）」

4日 「『そのつらさを代わりたい』？」
11日 「枯れる枝であっても」 18日　「語呂合わせの記念日」
25日 「道の途中での恐怖」

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 長倉崇宣

4日 金省延（関西学院大学神学部神学生）
11日 鄭詩温（関西学院大学神学部神学生）
18日 シスター吉岡知子（援助マリア修道会）

25日 「終わりの日をワクワクしながら待つために
 　―賢いおとめと愚かなおとめ　後半」

（マタイ25：1～13）
 　金田聖治（日本キリスト教会上田教会牧師）

2日 「教会のマネジメント　明日をつくる知恵」
9日 「教派擬人化マンガ　ピューリたん」
16日 「迷える社会と迷えるわたし　

精神科医が考える平和、人権、キリスト教」
23日 「もっと教会を行きやすくする本 

『̶新来者』から日本のキリスト教界へ̶」
30日 「教会では聞けない『２１世紀』信仰問答①～③」

●夜10：14～
 ザ・ストーリー
 ～一冊の本に込められた思い   

左からご出演順

7日 「主に感謝せよ」
14日 「主はわが牧者」
21日 「全地よ、主をたたえよ」
28日 「主は呼び給う」

キリスト品川教会聖歌隊
今月の聖歌隊

「祈りのうた―教会聖歌隊を訪ねて」
毎週火曜放送

長倉崇宣

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） 

※諸般の事情により、再放送となります。ご了承ください。

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（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

月

●夜9：47～
 幸福宣言
 ―主イエスの山上の説教に聴く
 竹森満佐一(日本基督教団元牧師)

月

7日 マタイ27：45～56 14日　マタイ28：1～10
21日 ヨハネ20：11～18 28日　ルカ24：13～16、28～35

7日 マタイ4：23～5：2、出エジプト20：1～12
14日 マタイ5：3、イザヤ57：14～21
21日 マタイ5：5、詩篇37：1～11
28日 マタイ5：4、イザヤ61：1～2

6日 「神様がなさろうとしておられる」（マタイ5：13～16）
13日 「リスナーからの手紙」（ヨハネ15：1～10）
20日 「高齢者の福音」（コヘレト12：1～2）
27日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

●夜9：48～
いちじく桑の木登り―わたしの教理問答（再）
石居基夫(日本福音ルーテル教会牧師、日本ルーテル神学校校長)
お相手・吉崎恵子
6日 「わたしの教理問答―出会いから始まる信仰―」
13日 「聖書は神の言葉―神の語りかけに聴く―」
20日 「神の啓示―聖書が語る神の姿―」
27日 「天地創造 その１―『わたし』を造られた神のおもい― 」

●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 「主に感謝せよ」 14日　「主はわが牧者」
21日 「全地よ、主をたたえよ」 28日　「主は呼び給う」

●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
 『なぜキリストは十字架に』
 (エレミヤ13：15～17、マタイ23：25～36)
12日 イースター礼拝 日本基督教団 石動教会(写真）・
 井幡清志牧師
 『御復活は、静かに深くやって来る』
 (ヨハネ21：1～14)
19日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『手を上げて祝福されるイエス』(ルカ24：50～52)
26日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『神と格闘する人』(創世記32：23～33)

19日 「復活祭の典礼（１）」※ 
26日 「復活祭の典礼（２）」※

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）

キリスト品川教会聖歌隊

4月スタート

6日 「病床洗礼、羨ましいくらいです」
13日 「とにかく、この私と共に主はおられる」
20日 「恨みます、20年前の上司の一言」
27日 「神を批判するメール、バンバン読んでください」

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

4月スタート
新番組

※諸般の事情により、再放送となります。ご了承ください。

※月刊誌1面参照

PI
CK
 U
P!「わたしの教理問答̶出会いから始まる信仰̶」より（6日放送）ザアカイはイエス様がおいでになると聞いて、「どんなお方なんだろう」と知りたくて、

急いでイエス様の所に行くんです。でも背が小さくてなかなか見えない。そこで、いちじ
く桑の木に登るんですよね。「イエス様がどんな方なのか？」イエス様を求める思いで
登っていく。
私たちも、信仰の学びの中で、ちょっと高い所に登って、イエス様はどんなお方なのか覗
いてみよう、見渡してみたいということがあると思うんです。

PI
CK
 U
P!でもイエス様は、見渡そうと思って登ったザアカイの下においでくださって「ザアカイ、降りてきなさい」と呼び戻されるんですね。イエス様を求めている自分だったのに、イエ

ス様の方から声を掛けられて、イエス様に求められる。「今日はお前の家に行くよ」と。
驚いたと思います、ザアカイは。でもそうやって、ザアカイは本当に喜びの中に迎え入れ
られた。
私たちの信仰の歩みも、きっとそうなんだと思います。いろいろな時にイエス様を求め
る。時には神様が分からなくて、どうしてこんなことになっているんだろうかと思ったり、
「問い」を持って祈る。そして、そんな私を、神様の方が求めて、捉えようとしてくださっ
ている。このお方との出会いを、一つ一つの歩みの中で知ることを願っているんです。

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

●夜10：28～
ラジオドラマ「嵐の中の教会」（再）
脚色・演出：西田正(日本宣教演劇学校前学長、キリスト伝道劇団新宿新生
館前代表)、出演：日本宣教演劇学校の皆さん

7日 「眠っていた人々を醒ます訪れ」
14日 「神の求め給う変化」
21日 「グルント牧師の最初の説教」
28日 「一人の村人の死」

1日 「王と太后への哀歌」（エレミヤ13：18～25）
8日 「わたしは祈りを聞かない」（14：7～12）
15日 「子育てに悩む親のように」（14：13～18）
22日 「神を待ち望む」（14：19～22）
29日 「モーセらが執り成しても」（15：1～2）

1日 「主の祈りと使徒信条」  8日　「受難週」
15日、22日、29日
 「イースターの賛美歌」

1日 「不登校だった自分、だからこそ」 
8日 「役割・相談・大切」 15日 「親の態度は・・・」 
22日 「なおらん、かわらん、わからん」
29日 「行き詰まったら・・・」 

●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） 

4月のゲスト
坂本牧裕
（K2インターナショナルグループ・チャプレン、
ジャパニーズゴスペルチャーチ主任牧師）

4月スタート火

2日 「ナアマンの話」 
9日　「お言葉ですから」
16日 「神のみ前に出るために」
23日 「神のみ前で、わたしは何者なのでしょう」
30日 「『わたしは主』主の名」

●夜9：47～
神の御前に立って―十戒の心（再）
大住雄一（東京神学大学前学長）

木 4月スタート

※月刊誌1面参照

※本誌表紙参照

4月スタート
新番組

4月スタート
新番組

4月スタート
新番組

4月スタート

4月スタート

お詫び
と訂正

●番組「もうひとつの響き」2/17放送にて、下記聖書の読み間違えがありま
した。  ̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。
　フィリピ２：６「～神と等しい者であることに固執しようとは思わず」
　正）「こしつ」　誤）「こしゅう」

4月のゲスト
松谷信司（キリスト新聞編集長）

お相手・服部みぎわ
木


