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「思慮深い人とは」(マラキ3:1～5、マタイ25:1～13)

日曜礼拝番組 

全地よ、主をほめたたえよ

5月3日放送　毎週日曜夜9時30分より65分

あの御方が
　来てくださる！
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※聖書テキストは大住先生の私訳となります。

十戒の初めに、主はご自分の名前を名乗られます。
私たちと名前で呼び合う関係を求めておられるからで
す。その十戒に続いて、出エジプト記20章の終わりか
ら、モーセを通して告げられた神の民への法が記され
ています。その初めに主の祭壇についての規定があり
ます。主を拝むにふさわしい祭壇というものがあった
のです。しかし、主の祭壇が据えられていればいつも
そこに主がおられるのかというと、そうではありませ
ん。こう書かれています。

わたしがわたしの名を覚えさせる場所の全てにお
いて、わたしはお前のところに来て、そしてお前
を祝福する。(20：24)

出エジプトのためにモーセをお召しになる時、主は
モーセに御自らのお名前を明らかになさいました。出
エジプト記3章11節以下ですが、主のお召しがあまり
にも重荷であったので、モーセは「わたしがそれをす
るのですか」と問い返します。すると主は「わたしが
共にいるのだ」と約束をお与えになります。ところが
モーセはそれで満足しません。確かに主が共にいて、
この出エジプトの救いを主御自らが行ってくださる。
それはわかった。しかし、そうだということを、イス
ラエルの人々にどう説明したらよいのか、そうモーセ
は尋ねるのです。

そこでモーセは神に言った。ご覧なさい、わたし
はイスラエルの人々のところに行き、彼らに言わ
ねばなりません。お前たちの父たちの神がわたし
をお前たちにお遣わしになった。すると彼らはわ

大住雄一 東京神学大学前学長

神の御前に立って̶十戒の心（再）

第6回「『わたしは主』
主が名のられるとき、そこに主御自らがいます」

わたしだ。
わたしはここいる。

5月7日放送　毎週木曜夜9時47分より22分間

イスラエルの人たちが「神の名は
何か」と聞くのは、神について身元
調べをしようというのではありませ
ん。本当にその先祖の神が今、私た
ちのところに来てくださったのか、
その臨在の保証を求めているので
す。それに応えて主なる神はこのよ
うに仰せになります。

すると神はモーセに仰せになっ
た。わたしだ、そうだ、わたし
だ。さらに仰せになった。この
ようにお前はイスラエルの人々
に言わねばならない。わたしだ
(というかた)がわたしをお前たち
にお遣わしになった。(3：14)

ここでヘブライ語のアルファベッ
ト四文字で書き記される主のお名前
が顕されています。このお名前はた
ぶん「ヤハウェ」と呼ばれました。
この「ヤハウェ」というお名前の由
来は、「エフイェー アシェル エフ
イェー(わたしだ、そうだ、わたし
だ)」という呼びかけの言葉なので
す。主御自らが「わたしだ、ここに
いる」と、私たちを呼んでいてくだ
さるということです。
私たちも、たとえばよく知っている
人に名乗る時には、わざわざ自分の
名前を言いません。「私だよ」と言
いますよね。その呼びかけがそのま
ま神のお名前だというのです。

イスラエルはモーセによってエジプ
トから救い出されました。けれど、
その後、繰り返し自分たちの罪のゆ
えに苦しみに遭い、最後は国土が滅
ぼされてバビロンに連れ去られてし

まいます。そして、主のお名前はバビロンで汚されて
います。その民を守ることができなかった神と言われ
てしまったからです。しかし、主はその民と共にバビ
ロンにおられた。そこで主はこのように仰る。イザヤ
書52章6節の主の御言葉を、もとの言葉の順序通り訳
します。

それで一日中、絶え間なく、我が名は汚されてい
る。
それゆえ我が民は知る。我が名を。
[それゆえ]その日に。
まことにわたしこそそれだ。『わたしはここだ』
と語るもの。

主はイスラエルと共に御自らのお名
前が汚されることを忍んでおられま
す。絶望の底にある人々に、主はご
自分の名前を顕し、「わたしはここ
で、お前と共にいる」と仰る。まさ
に主の名がイスラエルによってバビ
ロンで汚されているがゆえに、イス
ラエルの民は主の名を知るのです。

「我が民は知る。我が名を。
その日に。
まことにわたしこそそれだ。『わたしはここだ』と
語るもの。」

私たちも主が「わたしはここだ」と呼びかけておられ
ることを知るのです。 

（文責・月刊誌編集部）

【聖書】
「そこで、天の国は次のようにたとえられる。
十人のおとめがそれぞれともし火を持って、
花婿を迎えに出て行く。そのうちの五人は愚か
で、五人は賢かった。愚かなおとめたちは、
ともし火は持っていたが、油の用意をしていな
かった。賢いおとめたちは、それぞれのともし
火と一緒に、壺に油を入れて持っていた。とこ
ろが、花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさ
して眠り込んでしまった。真夜中に『花婿だ。
迎えに出なさい』と叫ぶ声がした。そこで、お
とめたちは皆起きて、それぞれのともし火を整
えた。愚かなおとめたちは、賢いおとめたちに
言った。『油を分けてください。わたしたちの
ともし火は消えそうです。』賢いおとめたちは
答えた。『分けてあげるほどはありません。そ
れより、店に行って、自分の分を買って来なさ
い。』 愚かなおとめたちが買いに行っている
間に、花婿が到着して、用意のできている五人
は、花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉めら
れた。 その後で、ほかのおとめたちも来て、
『御主人様、御主人様、開けてください』と
言った。 しかし主人は、『はっきり言ってお
く。わたしはお前たちを知らない』と答えた。
だから、目を覚ましていなさい。あなたがた
は、その日、その時を知らないのだから。」

(マタイによる福音書25章1～13節)
　

このたとえ話は、一つの不思議な点を持っていま
す。賢いおとめと愚かなおとめ、彼女たちはみん
な眠ってしまった。主イエスが「目を覚まして
いなさい」（13節）と仰っているのに。だから、
愚かさは眠ってしまったところにあるのではない
のです。ある人はこう言います。「油をちゃんと
持ってさえいれば、眠かったら眠ることも出来る
のだ」と。 （２ページへ続く）

感染爆発に備えた緊急対応について
やむを得ず、月刊誌・ラジオ毎月便の送付を当面休止し
ます。詳しくは同封の番組案内５月号をご覧ください。

たしに言います。彼の名は何
か。何とわたしは彼らに言いま
しょう。(3：13)
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ヨハネ9章。生まれつきの盲人に、「本人が罪を
犯したのでもなく、また、その両親が犯したので
もない。ただ神のみわざが、彼の上に現れるた
めである。」なんとうれしい御言葉でしょう。昔、
祖母から母は「お前の育て方が悪いから孫は出来
が悪いんだ」といつも言われ、私もそう思い込み、
母を尊敬できませんでした。そのように育ってし
まったので…私自身も息子が思うように育ってく
れず、「私の育て方が悪いからだ。」「私の何が悪
いの？」と心で裁いていました。
この御言葉に出会って、心の霧がすーっと晴れ
ました。自分を責めることなく、「息子の人生だ」
と少しハラハラしながらも、寄り添っていけるよ
うになりました。今は施設にいる母にも心からお
詫びをして、いつも、ちっちゃくなった手を握り
しめています。

母の育て方が悪いから、と
思い込んでいた私に… 8日

ヨハネ受講中の女性

リスナーの声　5月

中学の時に不登校になられて、統合失
調症とわかり、今はほとんど家の

中で過ごしていらっしゃるとのこと。「こ
の現実に心がついて行かず、もがき、焦
り、死を望みました」と。本当になんて
お辛いことかと思います。そのあなた様
が「愛することは、私たちが生きること
そのものなのかもしれません」とお書き
くださって…。ご自分の生まれてきた理
由を知り、しっかりと受けとめていらっ

しゃることに、私は本当に驚かされました。
同時に「人はみんな孤独を好む。幸せが怖いから」ともお書

ご献金 4,207,106 円 （743 名）

3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  

1 年前 1,348 名

1,334名
（前月より＋3名）

3月末の

きくださいました。私たちは裏切る者。私自身もそうです。
だから、幸せは怖い。でも本当は、愛すること、愛されるこ
とが、私たちが生きる理由なのですね。
あなた様の痛み続ける日々に、イエス様が共にいてくださっ
て、愛して、愛し抜いてくださる。もがく時、共にもがき、
それを引き受けてくださっている。このイエス様に、あなた
様はお出会いになった！だから、「痛み続ける日々でも、私
は感謝しています。生まれてきたこと、何より心を授けてく
ださったこと。」そう仰ることができるのですね。
どうぞこれからも、イエス様を愛し、イエス様に愛されて、
生き続ける日々でありますように。祝福をお祈り致します。
 (5日 )

このお手紙を書くのに、半年以上かかったと思い
ます。その間に、まさか！というようなことがあ
りました。夫が昨年退職したのですが、その直後
から体調不良に苦しめられていました。入院もし、
私も不安で疲れ、寝込んでしまいました。礼拝に
行きたくても動きのとれない私を見て、夫は、「僕
も礼拝に出る」と一言。私は、ぽかんとして、う
なずくのみでした。その日から、毎週夫婦で礼拝
に出席しております。おかげさまで、夫の症状も、
なんとか少康状態です。天のお父様は、不思議な
ことをなさるものだと感謝するしかありません。
どうぞこのまま夫が教会に通い続け、救われます
ようにと祈るばかりです。
そしてもう一つ、大変驚き、悲しいことが起きま
した。私が所属しているボランティアグループの
一人の男性が、いなくなってしまいました。エホ
バの証人に献身すると言って。今は音信不通です。
そして、この事件があってから、キリスト教につ
いて質問されることが大変多くなりました。私は
洗礼を受けてから3年しかたっておりません。冷
や汗をかき、「神様これでもいいですか？」と心
で問いながら、お話をさせていただいております。
からし種ほどの知識も信仰もない私に、とんでも
ない役割が与えられてしまいました。神様は、一
体私をどうお使いになりたいのでしょうか？ただ
ひたすら素直に、神様のみ心に従える私にならせ
てください、そうお祈りします。

「僕も礼拝に出る」
夫の一言に、ぽかんとして… 18日

ヨハネ受講中の女性

カトリックの信者です。今、母の介護をしていて、
なかなか教会に行けません。同じ信者の方から、
祈りの集いに熱心に誘われますが、今の私にはと
ても参加できません。その方も介護をされていま
すが、デイサービスと交代でなので、集いには必
ず参加されています。私の母は人見知りが激しく、
デイサービスに行きません。直前で泣き出しまし
た…。熱心に誘っていただくのに、毎回断りのメー
ルを出すのが心苦しいです。
事情があり、教会や集いに参加できない信者さん
は沢山おいでと思います。うつ病、引きこもり、
病気、介護…。私も含め、ほしいのは共感です。
教会に行った方が良いのは当然ですが、熱心な善
意あるお誘いが、今の私には正直言ってつらいの
です。心苦しい自分の気持ちも分かってほしいと
思ってしまいます。私はできるなら、何らかの事
情で教会に行けない方々とこそ交流したいです。
共感し、語り合いたいです。

熱心な善意あるお誘いが、
今の私にはつらいのです 19日

女性

今 FEBCを聴いています。みことばが胸に迫りつ
つも、なお主に疑いと不信が湧き上がっています。
主よ、この苦しみはいつまでですか。もう生きて
ゆくのに疲れ果てました。いっそ自死した方が…
と日々考えています。しかし、何かのブレーキが
かかって、今生かされていることの感謝でしょう
か…。自問自答しつつ、日に日に私の答えにはお
おいがかかってきました。ただ一日で一番楽しい
と思うことは、朝の光と聖書を読む時です。両親
が認知症を発症し、介護と信仰のない苦しみ、疲
れました。しかしこれでも精一杯なのです。その
中で、ひとときの聖書を読める感謝の日々を受け
ています。どうか祈って下さい。

主よ、いつまでですか
苦しんで、でも聖書に生かされて 27日

男性

̶１ページより続き　「思慮深い人とは」
全地よ、主をほめたたえよ・日本キリスト教会高知旭教会・青木豊

では、その「油」とは一体何なのでしょうか。愛
の行い？信仰？あるいはそれらを生み出す聖霊で
しょうか?その通りです。でも、実はここに「落と
し穴」がある。つまり、そこで私共は「自分に信
仰があるだろうか」「自分は聖霊を受けているだ
ろうか」と、自分ばかり見てはいないかというこ
とです。「罪とは、自分の方へとねじ曲がってし
まった心だ」とルターは言いました。私共が主イ
エスと日々どんな関わりに生きているか、それが
ここで問われているのです。

主イエスは、どういう場面でこの話をお語りに
なったのでしょうか。それは、これから十字架に
おかかりになろうとしているそのところです。つ
まり、弟子たちに向けられた地上での「最期の言
葉」なのです。

主イエスは、この私共が賢かろ
うが愚かであろうが、私共の罪
のためにご自分が十字架にかか
ろうとなさる。私共が神の裁き
を受けないように、ご自分が受
けようとなさる。私共が滅ぼさ
れないように、ご自分が滅ぼさ
れようとなさる。私共の信仰が

無くなっても、滅んでも、愚かになっても、それ
でも救うと。

だから、「いつ終わりの日が来るか」「自分は大
丈夫だろうか」なんていう話じゃないんです。こ
の御方によって、毎日を生きるんです！それは、
裏切りの日々かもしれません。私共は弱る時、疑
う時、信仰が分からなくなる時もある。しかし、
その私共のところに来て下さるのは十字架にか
かってくださった主イエスなんです。この御方
が、もう一度来られるんです。この御方が一番大
事じゃありませんか！

なぜなら、キリスト者はここから、この「将来」
から、「今」を生きる者だからです。

（文責・月刊誌編集部）

(2 月 26日～ 3月 25日 )

お申込み・お問合せは メール donation@febcjp.com

ご献金は自動振込で！
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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４／５ ●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) 

インタビュアー 長倉崇宣

2日 後藤一子（日本同盟基督教団引退教師）
9日 庄司弘子（仙台福音自由教会教会員）
16日 森山トシ子（仙台福音自由教会教会員）

23日「満腹な人の祈り、腹ぺこの人の祈り」（再）
30日「『この未熟児の私に神様を下さい』」（再）
 （ルカ18：1～14）
 中島善子（日本基督教団御殿場教会牧師）

お相手・長倉崇宣

2日、9日 「詩編　第３編」 16日、23日「詩編　第６編」
30日 「詩編　第７編（１）」

2日 「沖縄での集会で」 9日 「ゆれる機内の中で」
16日 「与えられているものは違うから」
23日 「ジャズアルバムの中の賛美」 30日 「3つの『いつくしみ深き』」

左からご出演順

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！

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）

第1●夜10：25～
外からの「声」―FEBC HANGOUT！   

1日  「イエスと生きる、現代を生きる」

1日  「世界は、本当に良くなっている？」

8日  「今、自殺と向き合う
 ―死を願う人たちと共に」（再）
 西原由記子（国際ビフレンダーズ・東京自殺防止センター創設者）
 加藤勇三（国際ビフレンダーズ・東京自殺防止センター元理事長）
29日  「祈りのうちに今を生きる―森のイスキア・
 佐藤初女さんに聞く―」（再）
 佐藤初女（森のイスキア元主宰）

15日 「奥義としての異邦人の救い」（エペソ3：1～13）
22日 「パウロの祈り」（エペソ3：14～21）

15日 「Meguのお便り紹介！」 22日 「Meguのトーク＆MUSIC」

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） 

●夜10：28～

聖書を開こう

●夜10：14～
ザ・ストーリー～一冊の本に込められた思い   
5月のゲスト
髙木誠一（教文館出版部）

お相手・服部みぎわ

7日 「こころの深呼吸
 ̶気づきと癒しの言葉366̶」
14日 「朝の道しるべ̶聖句断想366日̶」
21日 「若者に届く説教̶礼拝・CS・ユースキャンプ̶」
28日 「日本キリスト教歴史人名事典」

お詫び
と訂正

●番組案内４月号にて下記の誤りがありました。
　番組「いちじく桑の木登り―わたしの教理問答」ご出演の石居基夫先生２
つめの肩書き。
　 誤）日本ルーテル神学校校長　 正）ルーテル学院大学学長
　番組「幸福宣言―主イエスの山上の説教に聴く」の聖書箇所。　
　4/21 誤）マタイ5：5、詩篇37：1～11 正）マタイ5：4、イザヤ61：1～2
　4/28 誤）マタイ5：4、イザヤ61：1～2 正）マタイ5：5、詩篇37：1～11

̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。

木 土

日本福音自由教会協議会
仙台福音自由教会聖歌隊

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

5日 「わが感謝の贈り物」
12日 新聖歌227番　「キリストの愛　我に迫れり」
19日 リビングプレイズ131番　「感謝します」
26日 新聖歌127番　「墓の中に」

2020 年 5月
FEBC

番組案内
2020年5月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物承認

首都圏での外出自粛要請の一層の強化が見込まれる中で、放送
の継続を優先するため、以下の期間で多人数の作業が伴う月刊
誌およびラジオ毎月便の送付を休止させていただきます。苦渋
の決断とは言え、大変申し訳無く存じます。よって、今後のご案
内はラジオ・ホームページのみとなります。

■月刊誌：2020年６月号、７月号※
■ラジオ毎月便：2020年５月号、６月号、７月号※

※８月号以降も感染状況によっては休止の継続もございます。未送付
分は送付期間の延長で対応させていただきます。
※ご献金などの領収書発行やMP3ディスクなどの各種お申込みの受付
も当面休止いたします。

なお、インターネットで送金可能なクレジットカード献金、１度の
手続きだけで済むゆうちょ銀行の自動払込を引き続き承ってお
ります。ご支援を心よりお願い申し上げます。

■番組の休止のご案内
以下の３番組も６月より放送を休止し、１０月からあらためて再
スタートさせていただきます。なお、代わりの放送番組は後日ラ
ジオなどでご案内申し上げます。

・幸福宣言―主イエスの山上の説教に聴く（竹森満佐一先生・日
本基督教団元牧師）

・嘆きに応える神の御言（金田聖治先生・日本キリスト教会上田教
会牧師）

・イエスとの対話の旅―現代霊性神学講座（中川博道神父・カト
リックカルメル会宇治修道院司祭）

全世界が短期間に苦境に陥るという未曾有
の試練の中で、願わくば、あなたとご家族
が、主イエスにあって守られますように。
そして、教会での礼拝が困難になる中で、こ
の放送が主にある交わりのために用いられま
すようにと皆さまと祈りを一つに合わせてい
ます。

感染爆発に備えた緊急対応

F

聞き手・吉崎恵子

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 ●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、ルーテル学院大学学長)
お相手・吉崎恵子

●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） 

●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） 
3日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『思慮深い人とは？』(マラキ3：1～5、マタイ25：1～13)
10日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『動かぬ土台』(ルカ6：37～49)
17日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『勝利をもたらす祈り』(出エジプト記17：8～16)
24日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『魔術ではなく信仰』(使徒言行録8：4～25)
31日 日本福音自由教会協議会仙台福音自由教会（写真）・
 吉田耕三牧師
 『本当の平安』(詩篇32：1～11)
 （宮城県仙台市青葉区川平5-3-8/
 電話022-277-1435/礼拝10時半～）

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）

日本福音自由教会協議会仙台福音自由教会聖歌隊

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

4日 「神様を信じると、信じない人を否定してしまうのでしょうか？クリ
スチャンは皆そうなってしまうものなのでしょうか？」

13日 「教会に行くようになって4ヶ月…最近、教会で何を祈ったらいいの
か、そもそも何のために教会に行くのかわからなくなりました。」

25日 「洗礼を受けようとしては躓き、それでも何かを求めて、求めている
のは何か、自分でも分からないけれど…。キリストに近づきたいと
いう思いが消えることはありませんでした。」

10日 「復活節の典礼から」※ 
17日 「復活節の典礼から」※
24日 「主の昇天」※
31日 「聖霊降臨節」※

4日 「天地創造 その２―なぜ悪が存在するのか―」
11日 「人間の創造―共にこの地に生きるために―」
18日 「人間の罪 その１―私たちの問題の根本―」
25日 「人間の罪 その２―あらゆる関係の断絶―」

4日 「『わたしの隣人とは』」（ルカ10：25～37）
11日 「リスナーからの手紙」（ルカ6：20～21）
18日 「高齢者の福音」（マタイ6：25～34）
25日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

4日 「こんな私は受洗には値しませんね」
11日 「神は愛です」
18日 「ミサも中止…FEBCが心の支えです」
25日 「この状況で、神は何か言いたいことが…」

5日 「わが感謝の贈り物」
12日 新聖歌227番　「キリストの愛　我に迫れり」
19日 リビングプレイズ131番　「感謝します」
26日 新聖歌127番　「墓の中に」

5日 マタイ5：6、詩篇42：1～9
12日 マタイ5：7、詩篇103：1～11
19日 マタイ5：8、詩篇 24：1～10
26日 マタイ5：9、イザヤ26：7～15

5日 ヨハネ21：3～14 12日 ヨハネ10：7～18
19日 ヨハネ14：15～24 26日 ルカ24：44～53

【特別編】心を合わせ祈る時を～新型コロナウィルス蔓延を受けて～

※諸般の事情により、再放送となります。ご了承ください。

4月より内容を変更し【特別編】をお送りしております。

※月刊誌1面参照

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

●夜10：14～
主に向かって歌おう 

火

●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

6日 「あわれむことに飽きた神」（エレミヤ15：3～9）
13日 「神はあざむくのか？」（15：15～18）
20日 「神からの応答」（15：19～21）
27日 「先祖よりなお悪い」（16：10～13）

5日 「ナチス政権下でのリンデンコップ村」
12日 「教会は主の御手の中に」
19日 「神の言の挑戦」
26日 「率直な言葉がもたらしたもの」

6日 「神の声を聞く（1）」
13日 「神の声を聞く（2）旧約聖書から」
20日 「神の声を聞く（3）葬儀の賛美歌」
27日 「神の声を聞く（4）神からの語りかけ」

●夜10：03～
響き―Echo of Voices 長倉崇宣

20日 「『感染拡大…私、怖い！』」
27日 「『こんな私は受洗には値しません』」

6日 「今、33歳。イエスと同世代。」
13日 「『ふつう』の青年たちが探る、エキュメニズム」
20日 「もう一つの世界・デジタル大陸に宣教に行くために」
27日 「『何のために』ではなく『誰のために』」

7日 「『わたしは主』
 　主が名のられるとき、そこに主御自らがいます」
14日 「『わたしは主、おまえの神』
 　『おまえの神』になってくださった主」
21日 「『エジプトの地、奴隷の家からおまえを導きだした』
 　わたしが今このわたしであるために」
28日 「『他に神があってはならない、わたしをさしおいて』
 　主だけを見つめて」

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） 

5月のゲスト
杉野希都（カトリックユースネットラジオ「カト
ラジ！」代表、エキュメニカルプロジェクト「えきゅぷ
ろ！」メンバー、シグニス・ジャパンスタッフ）

※月刊誌1面参照


