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私たちを呼ぶ

奥村一郎
選集
ザ・ストーリー

〜一冊の本に込められた思い
FEBC特別番組「時のしるし」を求めて
英 隆一朗

岡崎才朗

聞き手

8月6日放送 「オリエンス宗教研究所

長倉崇宣
夜9時47分より約50分間

第3回「『すさみ』の中で見出す神への道
―公開ミサ再開に向けての取り組みからの識別」

―聖体拝領や告解（ゆるしの秘跡）についても、再開へ
の道筋が付けられているようですが？
はい。とはいえ、手放しに喜べる
訳ではありません。人が集まれば集
まるほど、感染リスクは高まります
から。具体的には、聖体拝領の無い
ミサというのはミサとして成り立た
ないので、参加者を限定した上で、
御聖体をお渡しします。しかし、菊
地大司教様の通達では、75歳以上の
司祭は信徒との接触を避けるようにと言われています。
もちろん、手の消毒やマスク着用といった基本的な対策
を施し、感染リスクを意識した上で集まるということに
なります。また、電話で告解しても、それは秘跡にはな
らない。やはり、「その場にいる」ということが重要に
なるんですね。ですから、一般に言われている感染症対
策を充分に取った上で、再開するということです。

◆ 私たちの「魂の置きどころ」
イエズス会創設者のイグナチオ・ロヨラが『霊操』の
中で、霊的生活も日常生活も、「すさみ」と「慰め」の
両方があるのが当たり前だと書いています。すさみとい
うのは、神様から離れて心がモヤモヤしたり、悲しみや
怒りでいっぱいになってしまうこと。慰めというのは、
喜びとか平安のことです。
2月に公開ミサが禁止された頃から四旬節に入りまし
た。この四旬節というのは基本的には、すさみなので
す。イエス様の受難を思い巡らすとともに悔い改める時
期ですから。そして、その後の復活節に入ると慰めの気
持ちになるというのがいつものパターンなのですが、今
年は復活節も、日本全体、世界全体が、ずっとすさみの
中にあったのではないでしょうか。そもそも、このコ
ロナ禍の中で、悲しみとか怒りが無い方がおかしいので
す。例えば、「祈れない」というのは、すさみなんです
から当たり前のことです。むしろ、そのすさみを受け止
めていくことこそが大事なのです。

電話番号変更のお知らせ

業務体制変更に伴い、0422-52-1566から

F

050-5466-8764（留守電）に変更になります。
ご用件に応じて、折り返しご連絡いたします。

お相手：服部みぎわ

カトリック・イエズス会司祭、麹町教会主任司祭

8月7日放送

カトリック教会では、「公開ミサ」が2月末から禁止と
なり、そして6月末頃から限定的にですが再開となりまし
た。とはいえ、いわゆるソーシャルディスタンスを取ら
ないといけないため参加人数を減らさないといけないの
に加え、75歳以上の高齢者の方は、感染した場合の重症
化が心配なので、まだ自粛をして頂いています。複雑な
気持ちを抱えながら「少し希望を持てたかな」という感
じです。

毎週木曜夜10時14分より11分間

緊急事態宣言が解除されて、社会活動が回復してくる
中で、教会も再開される。それだけで私自身も心がほっ
としてきています。しかし、霊的生活に大事なことは、
慰めにもすさみにも振り回されないことです。一方で、
すさみにある自分を意識して、それに振り回されないこ
とも大切です。片や、慰めがあるからといって糠喜びし
ない。霊的生活の第一原則は、慰めにもすさみにも振り
回されないということです。もちろん、私も人間として
の気持ちの浮き沈みはあります。けれども、神に向かう
姿勢は変えてはいけないんです。だから、この世界規模
で長く続くすさみの中で、心の置きどころ以上に、「魂
の置きどころ」がどこにあるかが大事なのです。

◆ すさみの中でこそ聴こえる御声
―英神父様は、東京都心の大きな教会ゆえの難しさにつ
いて、どうお感じでしょうか。

オリエンス宗教研究所職員

『奥村一郎選集』
（全九巻）」

2014年に91歳で帰天された著者の奥村一郎神父様は、祈
りと観想を霊性の中心に置くカルメル修道会の一員でし
た。けれど若き日は、禅の中川宋淵老師に師事し、キリス
ト教の教えを「人類の集団錯覚」と受け入れることはでき
ず、むしろ「そこから人類を解放する」ために、聖書解釈を
丹念に辿り、キリストの神性否定の理論を築き上げようと
しました。しかしある日、歪んでいたのは聖書ではなく、
自分の理論であったと気付き、非常に打ちのめされます。
そこで、ご自身の師を訪ねたのですが、老師は思いがけな
いことを仰った。
「あなたはキリスト教を、まだ頭でしかわ
かっていない。からだでわからなければだめだ。そのため
に洗礼を受けなさい」と。それが25歳の夏で、間もなく洗
礼を受け、カルメル会に入会します。
その奥村神父様は、聖書の中には日常性と非日常性が渾
然一体となっているとよく仰っていた。それは、
「互いに愛
し合う」ということは、一見平凡な教えのようだけれども、
それを真に生きること、つまりイエス様が「わたしがあな
たたちを愛したように」と仰るように、非常に大変なこと
だと。
また「キリスト教の黙想」という論考
ではこう書かれています。
「ぎりぎりにまで追いつめられたと
き、祈る心も湧いてこない、そのとき、
はじめて『祈りとは何か』ということ
がわかってくるものである。
（中略）
神のみ前にあって、
『ここにいます』と
いう私、その私は、祭壇の供えものになるような美しいもの
でも、すばらしいものでもなく、
くだかれたもの、むなしい
ものでしかない。
『ある』と言えば、その虚無のみじめさだ
け、としか思えなくなったとき、はじめて、まことのキリスト
者の祈りとなるのである。」
（第八巻神に向かう〈祈り〉
第十章「キリスト教の黙想」 より）
このような聖書の宇宙的な広がり。それがこの本の魅力な
んですね。
（文責・月刊誌編集部）

私が責任を持っている麹町聖イグナチオ教会はちょっ
と特殊で、不特定多数の人が集まり、しかもインターナ
ショナルで、ベトナム人がいるかと思えば、日本人も
いるし、フィリピン人もいる。そして、ミサで隣に座っ
ている人が知り合いである可能性が殆ど無い。不特定の
人が、たまたまその時間・その場所に集まっている教会
です。いつでも気楽に来られるし、来なくても誰にも何
にも言われない。しかも、東京の真ん中にあり交通の便
も良いので、どこからでも人が集まりやすい。これらは
今まではメリットでしたが、これからはデメリットかも
しれません。つまり、感染防止の観点からすれば、都心
のように交通網を張り巡らせてある場所に人を集めると
いう形態は、もう成り立たないのではないかと思うから
です。つまり、どこかに一極集中することが出来ない以
上、ご近所の方とお祈りするような形態を
目指さないと駄目なんじゃないかという気
関谷義樹 サレジオ会司祭、ドン・ボスコ社代表
持ちがあります。
9月24日放送 「ドン・ボスコ社『大地と祈り』写真・編：関谷義樹」
更に言えば、元々、日本人は「繋がり」
で生きているところがあって、毎週のミサ
「大地と祈り」の「と」は、同じ被造
や礼拝に参加してお互いの繋がりを確かめ
物として共に神を賛美するというこ
あいながら信仰を生きていくというのが、
と。美しいのは、神の造られた自然
日本人のオーソドックスな信仰生活だった
と思います。だから、その繋がりに於い
であって、そこに同じ被造物としての
て課題が生じている今、「神と自分との一
つながりを感じて欲しいと願ってい
対一の信仰」が最も問われていると思いま
ます。
（文責・月刊誌編集部）
す。つまり、「結局、人間は独りなのだ」
ということです。確かに、繋がりで生き
ている日本人には、これは一つの試練です
し、これをきっかけに教会から離れてしま
う人も少なくないとも思います。しかし、
こういう時にこそ信仰を深められるかどう
か。つまり、他人の問題ではなくて、自分
と神様との関係で信仰を深め切れるかどう
かが大事なのです。（２ページへ続く）
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6 月のご報告

̶１ページより続き

「『すさみ』の中で見出す神への道―公開ミサ再
開に向けての取り組みからの識別」
FEBC 特別番組「時のしるし」を求めて・英 隆一朗

だからこそ、すさみはすさみとして受け取っていくし
かありません。安易に慰めに逃げても意味が無いので
す。むしろ、すさみに留まって、その中で、神の呼びか
け、つまり「自分がどう変わっていくように呼ばれてい
るのか」を聴いていく。その神との関係の中で、「新し
さ」を見出していかないといけません。ウィズ・コロナ
やアフター・コロナと色々なことが言われていますが、
「本当の新しさ」は、神様からしか来ないからです。

◆ 主イエスの御手を見つめる
―模索をしていく他無いことであっても、それが難しい
からこそ、「昔に戻りたい」と思ってしまう人も少なく
ないと思うのですが。
「重い皮膚病を患っている人をいやす」(マルコ福音
書1章40〜45節)という箇所があります。「重い皮膚病
を患っている人が、イエスのところに来て」（40節）、
そして「イエスが深く憐れんで、手を差し伸べてその人
に触れ」たと（41節）。当時、医学的にも宗教的にも、
絶対触れたら駄目だったのに、イエスはわざわざ手を差
し伸べてその人の触れた…。これを新型コロナウイル
スが流行している中で読んでいると、イエス様の凄さを
思い知らされます。周りの人も驚いたでしょうし、この
人自身も驚いたと思います。でも、私たちが倣うとした
ら、このイエス様の姿しかないだろうと思うのです。も
ちろん、感染症対策はしなくては駄目ですが、深く触れ
ていくイエス様の憐れみの視線や生き方が、今の私たち
一人ひとりの中にあるかどうか。いわゆる「新しい生活
様式」と言われる中で、もし私たちの生き方が、「なる
べく〜しない」という消極的なものだけに還元されてし
まうとしたら、クリスチャンの意味は無いとすら思いま
す。何が出来るかは、人によって全然違うでしょう。失
敗するかもしれませんが、それでも絶え間ない工夫の中
で、ある「新しさ」を発見出来るかも知れません。イエ
ス様が御手を差し伸べていくその動きに、どう私たちを
合わせられるか。それが問われていると思います。
（文責・月刊誌編集部）
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EBC の放送で「まずは信じること」
とお聞きになったのですね。そう
なんです！実は私も FEBC で「とにか
く『信じます』と言いなさい、そうし
たらわかります」って聞いて、そんな
こと言われても信じられない時には「信
じます」なんて言えないじゃない！っ
て思ったんですよ〜。でも、
「信じます」
と言って初めて見えてくることがある
んですね。
「この人の言うことは信じ
ちゃいけないぞ」って思いながら、そ
こに本当の友情は生まれないですものね。心を開いてその方
の言葉を聞いて…っていうところから始まりますでしょ？そ
のように「はい、信じます」という心でイエス様と親しいお
付き合いをするのがとても大事だなって思う
んです。何より、70 歳までキリスト信仰とは
無関係の歩みをしていらっしゃったあなた様
が、FEBC を毎日お聴きくださり、聖書通信
講座をお始めくださったのは、あなた様のご
意志以上に、イエス様があなた様を求めてく
ださっているからで、イエス様との交わりそ
のものですから。私も今もわからないことが
たくさんあって、でも、わからないから信じ
ないということとはまったく違って、神様は
御心を少しずつ私たちに開いて見せてくださ
いますから、これは楽しい人生です。
(8 月 19 日 )

ご献金 4,056,379 円（723 名）

神
私

を仰ぎ見たヨブ
も、病気が治ることよりも…

8 月 17 日

ヨブ記は、私のみならず病人が読むと、なんて
リアルに現実を描いているんだろうと思うでしょ
う。ヨブは財産も子供も失い、自らも病に侵され、
それでも神を呪いません。友人は、その苦難に話
しかけることもできなかったそうです。それなの
に、ヨブが口を開いて嘆くと、友人の方が現実の
酷さに堪えきれなくなって、ヨブを責めます。私
の場合も、周りは皆こういう態度をとりました。
どうして人間は、自分が健康な時、病人の言葉を
心で受けとめ、黙してその現実を共に受け入れら
れないのでしょう。私も十年くらい、周りの無理
解に苦しみました。しかし、ヨブの本当の苦しみ
は、それ以上に、神は私の叫びを聞いておられる
のかという疑いや迷いだったのではないかと思い
ます。だからヨブの救いは「今、この目であなた
を仰ぎ見ます…自分を退け、悔い改めます」と言
えた時だと思います。
私の病気は治りません。でも身体が治ることより、
それを受け入れ互いに生かしあえること、その方
が幸福と思えるのです。神様は、愛して慈しむ相
手として、神に応えて神を愛する存在として人間
をお造りになり、私たち人間一人ひとりはかけが
えのない価値があるのではないでしょうか。病で
苦しむ時も、間違いを犯す時も、それは神にとっ
ては大変大切なことなんだと思いました。

9 月 22 日

私は様々な障害と向き合って暮らしています。救
われたいと思って、自分なりに宗教書を買い漁っ
て神様を求めましたが、疲れてしまいました。探
せば探すほど、神様がわからなくなるのです。新
興宗教にも惹かれました。しかし、教会に行って、
牧師から「神様は一人」
「キリスト教以外の神は
偶像だ」とはっきり言われたのです。そこで私は、
今まで偶像に惹かれていた自分を反省しようと思
いました。主を求めて生きていこうと今では思っ
ています。まだ洗礼も受けていない私ですが、こ
の思いを分かち合いたくメールしました。

−2−

1,318 名

（前月より− 16 名）
10 年前 1,555 名 1 年前 1,326 名

自分の奥にいる自分を
捨てきれず…それでも
女性

と
「神様は一人」
っきり言われたのです !
は

6 月末の

維持会員数

9 月 14 日
マタイ受講中の女性

マタイ 17 章。
「もし、からし種一粒ほどの信仰が
あれば…あなたがたにできないことは何もない。
」
（17：20）今回、ここに書かれている信仰が、私
の思い抱いていた信仰とは全く違うと思わされま
した。私は私の求めることのために神を利用しよ
うとし、人に「私」を示そうとしていました。私
の信仰を。…これは多分、
違うのですね。主は「わ
たしの願いどおりではなく、御心のままに」
（26：
39）と祈られたけれど、私の心の内はなお、
「私
の思いのままに」と求めていることを否めません。
自分の奥にいる自分を捨てきれずにいます。それ
でも、イエス様が十字架の上で、私自身と共に捨
てた、滅ぼしたと宣言してくださっている。この
ことを信じる信仰、このわずか一点が、からし種
ほどの信仰なのでしょうか。神のひとり子を人類
のために十字架にかけるなど、到底理解できない
この愛を注いでくださっている…。主のようには
できないですけれど、ずっとついていきたいです。

ちりあくたに過ぎないのに
まだこの世に執着してしまう

9 月 28 日
男性

ピリピ人への手紙に「私はキリストのためにすべ
てのものを捨てて、それらをちりあくたと思って
います。
」とあります。私は 10 年前まで食品工場
で正社員として働いていましたが、主任にならね
ばと頑張った結果、精神の病になってしまいまし
た。しかし、私たちクリスチャンからすれば会社
の地位なんてちりあくたに過ぎないんですよね。
つまらないプライドで自分を潰してしまったのが
アホらしく思えます。
3 年前に教会に通い始め、
洗礼を受けました。今は、
生活保護と障害年金を受給しながら作業所に通っ
ています。神様に出会え充実した日常を送ってい
ますが、まだ、ちりあくたに過ぎないこの世のも
のに執着してしまいます。でもそれは仕方ないの
ではと思います。人間である以上この世に執着を
してしまうのではないか…と。

●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。
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̶この『ホームレス支援機構』というものを何故お始め
になったのですか？
▼十八歳の頃に神学校の先輩に大阪
の釜ヶ崎に連れて行かれて、そこで
の現実を見て正直ひっくり返ったと
言うか。当時、路上で亡くなる方が
毎年二百人位いましたから。一体こ
れは何なんだと。日本社会や経済に
対する懐疑の念が起こったと同時
に、「神様は一体何をされているん
だ」と思いました。だから牧師の話を聞きながら「何を
綺麗事言ってるんだ、釜ヶ崎へ行って祈ってみろ」とも
ね。そんな時期が二年位続きましたね。
̶神学生ですよね？
▼つらかったですね。ただちょうどその頃、大学の教授
から紹介された、ユダヤ人作家エリ・ヴィーゼルの『夜』
という小説を読んだんです。アウシュビッツをテーマに
していて、子供が処刑される場面があったんです。吊る
し首で、子供は体重が軽いからなかなか死ねずにもがい
ているという本当に痛ましい場面で、ユダヤ人の囚人た
ちは見せしめのためにその前を行進させられるんです。
そして、その子供を見ながら、ある人が「神はどこだ、
どこにいるんだ」と言うんです。すると最後の場面で、
後ろから声が聞こえた。「どこにいるかって？あそこの
ロープに吊るされているではないか」と。エリ・ヴィー
ゼルは多分そこに苦難のユダヤの歴史を見たんだと思い
ますが、私はそこに十字架のキリストを見た思いがした
んです。私はそれまで十字架抜きの信仰だったんですね。
十字架に神を見るというキリスト教信仰の深みみたいな
ものを、ちょっとだけ…ね。改革者ルターは「隠された
神」と言い、イザヤ書にも「我らの神は隠れたる神」だ
と言うわけですが、釜ヶ崎で人が死んでいって、それは
その人たちだけの問題じゃなくて、何も出来ないでいる
私自身の限界性というか…そんな中で、変な言い方なん
ですが、こんな悲惨な現状で、なお神様がいないって言
われると困ると思いました。だから一生神様を探してみ
ようと。それが私にとっての原点で、いまだに探し続け
ているんです。

■ ハウスレスとホームレス
▼バブルがはじけた後、日本の経済や社会が構造転換し
ていって、今の時代に繋がっていますよね。たとえば新
自由主義とか、競争社会、格差社会です。もう一つは、
1995 年に日本経団連が、国際競争力をつけるために、
企業にとって一番大きなコストである人件費を削減する
という方針を出すんですね。終身雇用制は一部に残して、
あとは非正規雇用でまかない、自己責任論で片付けられ
る。その中で急増していった野宿される人には、まず二
つの困窮があるんです。「ハウスレス」と「ホームレス」。
「ハウスレス」は家に象徴される物理的な困窮です。ア
パートを用意して家財道具をそろえて、入居された方を
訪ねていくと、先日まで段ボールで寝ていたおじさん
が布団で寝ているでしょ。「よかったね」と話をして立
ち去ろうと、ふっと見るとね、部屋の中にぽつんと座っ
ているおじさんの姿と、あの駅の通路で座っていた姿が
かぶって見えるというか。ですから、もう一つの問題は
「ホームレス」です。「ホーム」は家庭とか家族とか、人
と人との絆ですよね。そういう関係が失われている。つ

まるところ、「俺の最期は誰がみとってくれるだろうか」
ということです。ですから、この人に今何が必要なのか
だけではなく、誰が必要なのかを問うこと。なぜなら、
支援の現場でも最終的にどこで乗り越えていくかといっ
たら、それは信頼関係であり、
「お世話になったあの人に、
これ以上迷惑かけられないから頑張る」という思いなん
です。そうやって二十数年やってきて、おかげで今年の
夏で自立してアパートに入った人の数が千人を超えまし
た。
̶すごい！
▼そして、アパートに入った後の継続支援を続けている
対象者は約九百人おられます。一人暮らしの人が多いの
で、今から五年前に『自立生活サポートセンター』という、
地域生活に出た後の人のケアを家族的に関わっていくと
いうシステムを作ったんです。自立の継続率は 94 パー
セントです。そして、ホームレス支援は「自立支援」と
よく言うでしょ。でも私たちは「人生支援」と言います。
「最期は誰がみとってくれるのか」̶そこまでやると決
めているので。実は一昨日も支援を続けていた方のお葬
式をしました。

■「罪人の運動」
̶その支援活動を「罪人の運動」とおっしゃっておられ
るのでよね？
▼前に新聞記者の人から「この働きのキリスト教的な背
景は？」と聞かれたことがありました。そこで、たとえ
ば炊き出しで路上を回りますよね。「おじさん、大丈夫
ですか？」「何かあったら電話してね」と言う。でも私
は家へ帰って、ちゃんとベッドへもぐりこんでる。何な
のかなぁと思います。「こんな活動しかできないから、
どうか赦して欲しい。イエス様、頼みます。僕は路上に
ずっと居続けることはできないから」と。だから、僕に
とってのキリスト教的背景というのは、家に帰ってベッ
ドにもぐりこんだ途端に「イエス様ごめんなさい」と言っ
ている瞬間かな、みたいな話をしたんです。記者の人は
ポカンとされていましたが。
▼北九州市でも毎年路上で十人以上が亡くなっていて、
生活保護を出さないとか、さまざまな問題を行政は抱え
てましたから、八幡で支援のための住宅を作ったんです
ね。でも、それまで十年間位、市と強烈に喧嘩してまし
た。何度か、市の方からも「炊き出しを強行したら逮捕
するぞ」とも言われたりして。
̶炊き出しで逮捕？
▼十年前ですけど、北九州市は日本で始めて炊き出しを
排除したんです。それで市と向かい合って、周りに警察

官も囲んでいて、ものすごくもめて。ただその時に、も
う亡くなりましたけど、その年の 3 月に小倉駅から支援
してアパートに入った人がいて、その方が真ん中に立ち
はだかって、「あなたたちは年末から私が小倉駅で寝て
いた時に何もしなかったじゃないですか」って。そして、
僕らの方を指さして「全部この人たちがやってくれたん
ですよ。」と、そのおじさんが涙ながらに訴えたんです。
それを聞きながら、ありがたいと思った一方で、「全部
やった」という言葉にすごくひっかかっちゃって…。な
ぜなら、私たちが行政と十年間、一番もめていたのは、
ホームレスの人が入れる施設を作るということでした。
でも「俺たち、やれること全てやっていないんじゃない
か」と思わされたんです。「よし、もう行政と喧嘩する
ことに力を注ぐくらいだったら、アパートを借り上げて
施設を作ってやる」と思い、その翌年の 5 月に自立支援
住宅を開所しました。みんなでお金を集めて、アパート
を五室。たった五室でも百万位かかるんですよね。炊き
出しで、チラシを撒いたら、なんと 70 人位が申し込ん
できたんです。
▼選考会議では、みんな困ってるし、どうして 70 人か
ら 5 人を選べるかって、皆もうヘトヘトになりました。
そこで、私はホワイトボードに「罪人の運動」と書いた
んです。「僕たちは人の命を助けると考えてやってきた。
でもね、実際にやっていることは、この人を救い、この
人を落とす。神様でもないのに、そんなことをやろうと
している。選ばなかったこの人は明日死ぬかもしれない。
その責任はどうするんだ。けどね、所詮罪人の運動や。
これは引き受けるしかない。神様に赦してもらうしかな
い。結局は助けてるのか殺してるのか分からない所に僕
らは今踏み込もうとしている。でも、これだけは忘れな
いでおこう。罪人の運動だと。それを認識してやらん限
り、私たちはとてもいやらしい活動家になるだろう」と。
そうして 5 人選んで、その後の炊き出しで僕はマイクを
持ってこう説明したんです。「もう選考は済んで、決まっ
た方には個別に入居のご案内を差し上げています。つま
りこの時点で何
の連絡もなかっ
た方は、今回は
落選です。実は
五室しか借りら
れなかった。ど
うか許して欲し
い。落ちた人に
は申し訳ないけ
れども半年後に
もう一回申し込んで欲しい」と言ったら、炊き出し場所
にいた人たちからウワーッと拍手が起こったんです。
̶選考から落ちた人が拍手してくれたんですね。
▼そうです。それが 2001 年の 5 月の出来事で、最初の
5 人が入って来て、そこから本格的なホームレス支援が
始まりました。
▼私は大学時代にボンヘッファーを研究していまして、
ボンヘッファーは、「人間の行為というのは悪と悪との
選択だ」とはっきり書いてあるんです。要するに全ての
人間的行為は、キリストの贖いというものがない限りは
成立しないんだと。今でもそうですけど、本当にホーム
レス支援というのは罪人の運動でね、よかれと思って
やっていることが本人を傷つけていたり。だから炊き出
し終わった夜は、ベッドの中で申し訳ないと思いながら
寝ているという…。でもそういう活動だからこそ、多少
裏切られてもね、まぁお互いさんやろうと（笑）。
( 文責 : 月刊誌編集部 )

満州の首都があった新京 ( 現在の長
春 ) で、私は中学時代を過ごしました。
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、東
寧というソ連国境付近に行かされました。「おとり兵」
でした。それをおかしい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。
（2 ページへ続く）
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̶１ページより続き
「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」
FEBC アーカイブス・小貫雅夫、渡辺信夫、聞き手 長倉崇宣

8 月 9 日、遂にソ連との開戦を迎えると、飛行機が飛ん
できて銃撃される中、軍や満州鉄道関係者が先に汽車で
逃げてしまって、我々は砲弾が飛ぶ昼間を避け、夜、山
の中を逃げました。しかし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、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、たっ
た一人で死なねばならな
かった。戦争というのは、
一番左、小学 5 年生の時の小貫雅夫先生
こういうものです。
(1941 年 3 月 満州・新京にて撮影 )

◇ 20. 礼拝̶礼拝の真実とは何か̶
石居 教会の「礼拝」とは一体何でしょうか。人間の方
が神様にするべき事というイメージがありますよね。
でも、ヨハネ福音書十三章には、イエス様が十字架に
かかられる直前に弟子たちの足を洗われたと書いてあ
ります。
吉崎 足を洗うというのは当時は、奴隷の仕事だったん
ですよね ?

石 私たちが洗礼を受けるというのは、罪に死んで新し
くキリストの命に生かされることだと教会では言われ
ますよね。キリストの命とは、復活の命、永遠の命の
ことですね。でも、やっぱり私たちは有限な命です。
一回きりのこの命を与えられています。その一回だけ
の真剣さは失われないし、有限さがなくなるわけじゃ
ない。
吉 はい。
「体の復活を信ずる」って私たちは告白します。
この体は焼いちゃうのに。

石 だから、ペトロは驚いてイエス様に「どうぞ私の足
など決して洗わないで下さい」と言うんですけれど、 石 パウロは体の復活のことを「朽ちない体」という言
「私がもし洗わないのなら、私とあなたは何の関わりも い方をしていて、やがて滅んでしまう体とは違う「霊
的な体」という言い方もしています。
「霊の復活」と言っ
なくなる」とイエス様はおっしゃられます。
てもらった方がずっとすっきりするじゃないかと思う
吉 私がひれ伏していた神様は、実はそのもっともっと かも知れないんですけど、何でわざわざ「体の復活」
と言っているのだろうって思いません？
下にいて下さる !
以前、教会でずっと奉仕をして下さってたおじい
石 そうだと思います。それだけでなく、ヨハネの福音 ちゃまがいらして、その方はいつも僕に手をパッと差
書四章には、シカルの井戸でイエス様との出会いを体 し出すんですよ。ごつごつしていて傷だらけ。でもそ
れはね、その人が苦労して苦労してきた手なんですよ。
験したサマリヤの女の事が書かれています。
辛い人生を支えてきた手。それは彼の勲章、彼が「生
「女は言った。『主よ、あなたは預言者だとお見受 きた」っていうことは、そういうことだなぁって。だ
けします。わたしどもの先祖はこの山で礼拝しまし から、その体をもって生きてきたことが、私が私であ
たが、あなたがたは、礼拝すべき場所はエルサレ るっていうことだし、走り通したことに神様が応えて
ムにあると言っています。』イエスは言われた。『婦 くださる。その約束を「体の復活」ということの中に
人よ、わたしを信じなさい。あなたがたが、この山 望み見ることが出来ると思うのです。
でもエルサレムでもない所で、父を礼拝する時が来
る。あなたがたは知らないものを礼拝しているが、 吉 この体は、神様が私たちを丸ごと愛して大切にして
わたしたちは知っているものを礼拝している。救い 下さっている「しるし」のようですね。
はユダヤ人から来るからだ。しかし、まことの礼拝
をする者たちが、霊と真理をもって父を礼拝する時 石 本当にそうだと思います。イエス様が約束して下
が来る。今がその時である。』」(19 〜 23 節 )
さっていることは「私と一つになることの中で、いつ
だってお前は新たになるんだよ」っていう事です。
主に仕えるという事は、どこにあるのか。まことの礼
旧約聖書の中で、ヨセフの物語がありますよね。ヨ
拝の場所って？そう考えると、イエス様は「このいと セフは兄弟に憎まれて、奴隷として売られてしまう。
小さき者の一人にしたのは、すなわち私にしたのだ」 本当に苦労したと思いますよ。だけどエジプトの中で
とおっしゃっていますよね。だから、私たちは、それ 認められて、総理大臣の地位にまで昇っていった。そ
ぞれの生活の中で、この小さい一人のために時間を用 こにかつての兄弟たちが、ヨセフがいるとは思わずに
いて、心を砕いて、何かをその人のためにするんです。 訪ねてくる。そして後でヨセフだと気づいて兄弟たち
は非常に驚いて心配をする。その時にヨセフは言うん
吉 私の母もかつて、あるご夫人が「主人がクリスチャ ですよね。
「心配しないで下さい。あなた方は私に悪い
ンではないから教会の礼拝に来られないんです」と言 事を企んだ。だけど神様はその悪い事を善きことに変
われた時に、
「ご主人に仕える事、それがあなたの礼拝 えて下さった。そしてあなた方をここに迎えるように
神様がちゃんと整えて下さったのだ」と。ヨセフはきっ
ですよ」と言っていました。
と、その時まで何も分からなかった。もちろん、神様
石 本当に、そういう事です。もちろん日曜日に教会に の計画も。裏切られ、捨てられ、奴隷とされ、その一
行く事は素晴らしいことです。それでも、イエス様が つ一つの時には何にも分からなかった。だけど…
どこにおられるのかと思う時、私たちはそれぞれの場
所で人々に仕えて行く所、そこにまことの礼拝がある 吉 こういうことだったのか ! と…
と思います。
石 そうです。それによって自分の人生は語り直される。
この事のために神様は一つ一つのことを与えられたん
だと。それは彼にとって人生がまったく変わることで
◇ 25. 復活̶愛の生き方へ̶
すよね。私たちも、主の恵みの所に招かれた時に、神
石居 私たちに約束されている永遠の命と復活の命っ 様にお尋ねしたら「あ、そういうことか」って、あら
ゆることの中に神様の御心を知ることが出来るのだと
て、普段どのように考えておられます？
思います。それは恵みです。そして、それを慕い求め
( 文責・月刊誌編集部 )
吉崎 以前、中学生の男の子が「僕は永遠に生きるなん ていきたいと思うんです。
てイヤです！」と言っていたのがすごく印象的でした。

捕虜収容所から釈放され、帰国後、「人間について勉強し
たい」と哲学と心理学を学びました。しかし、「心理学で
は人間は救われない」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。
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。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、教会で無くなると思います。この世に対して神
様の言葉を語るとはそういう事です。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のです。
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。

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ました。ク
リスチャンの自分が軍隊で殺人行為に
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、信仰者として進んで苦しい道を選
ぶことが当然だと。
しかし、自分の生死、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。
戦後、「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。
今、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。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 )
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●夜9：48〜

いちじく桑の木登り―わたしの教理問答（再）

火

日

8月 3日「教会 その１―罪人を呼び集める神―」
10日「教会 その２―私たちはキリストのからだ―」
17日「礼拝―礼拝の真実とは何か―」
24日「洗礼―神の約束の出来事―」
31日「聖餐 その１―神からの恵みの賜物―」
9月 7日「聖餐 その２―主の食卓に与る―」
14日「神の国―それは、私たちのただ中に―」
21日「復活―愛の生き方へ―」
28日「最終回・終末―神の約束の完成―」

全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組）

8月 2日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
『決断と行動を生む祈り』
(創世記9：1〜7、
マタイ26：36〜46)
9日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『恵みによって』
(ルカ16：19〜31)
16日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
『失望しないで祈れ』
(ルカ18：1〜8)
23日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
『起きなさい』
(使徒言行録9：32〜43)
30日 日本基督教団代田教会（写真）
・平野克己牧師
『主は熱情の神』
(ナホム１：1〜10、
ローマ12：

●夜10：14〜

Echo of Voices

8月 4日 ヨハネ6：24〜35
11日 ルカ12：22〜34
18日 マタイ15：21〜31
25日 ルカ13：22〜30
9月 1日 マルコ7：1〜8、14〜15、21〜23
8日 ルカ15：1〜10
15日 ルカ9：28〜36
22日 マルコ9：30〜37
29日 最終回・ヨハネ21：15〜19

12〜21)
（東京都世田谷区代田２-17-14/

電話03-3414-4393/礼拝10時半〜）

9月 6日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
13日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『救いの知らせ』
(ルカ4：16〜32)
20日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
『私たちの参加すべき競争』
(ヘブル11：35〜12：2)
27日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
『人が出会うということ』
(使徒言行録10：1〜23)

●夜10：28〜

御足の跡を

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）

※再放送となります。

月〜金

火

デイリープログラム

●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
8月 4日「全てを解き放つ神の言葉」
11日「決断を迫る聖餐式」
18日「キリストを告白する共同体として」
25日「私たちから失われていったもの」
9月 1日「熱狂の渦の中で」
8日「仕組まれた計画」
15日「神の言は繋がれていない」
22日「神への責任を果たすために」
29日「最終回・山の上にある教会」

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〜

み言葉を生きた人びと（再）
加藤常昭(日本基督教団隠退教師、神学者)

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌
吉崎恵子／長倉崇宣

中川信一（FEBCスタッフ）／長倉崇宣

8月 4日「真逆な2人に共通するもの
―小林和夫先生と大住雄一先生」
11日「『江戸の読書会―会読の思想史』」
18日「人間って、退化してるんじゃないの？」
25日「居酒屋から世界平和まで」
9月 1日「僕が思う、FEBCのネット宣教の課題」
8日「あなたの好きな聖書の翻訳、何ですか？」
15日「AI牧師の時代、到来！？」
22日「おこがましいとか言ってないで」
29日「最終回・
『完訳・釣魚大全』」

●夜9：47〜

われ、弱くとも―私を導く讃美のうた（再）
金田聖治（日本キリスト教会上田教会牧師）

(讃美歌21-69番)
8月 5日「神はその独り子を」
12日「主の食卓を囲み」
(讃美歌21-81番)
19日「いつくしみ深き」
(讃美歌312番)
26日「おどり出る姿で」
(讃美歌21-290番)
9月 2日「わが身の望みは」
(讃美歌280番)
9日「キリストには代えられません」
(讃美歌21-522番)
16日「祈ってごらんよわかるから」

8月 4日「忘れ得ぬいのちの証人・森 有正」
11日、18日、25日、9月1日
「信仰の闘士・矢内原忠雄（1）〜（4）」
9月8日、15日、22日、29日最終回
「民衆と共に生きた証人・山室軍平（1）〜（4）」

●夜9：30〜

恵子の郵便ポスト

ふらっとトーク

8月 3日「礼拝献金」
（ローマ12：1〜2）
10日「リスナーの手紙」
（ヨハネ15：1〜17）
17日「高齢者の福音」
（マタイ18：18〜20）
24日「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）
31日「いてくれてありがとう」
（ルカ10：25〜28）
9月の予定はインターネット放送サイトでご案内いたします。

第2〜5●夜10：27〜

※
８月 9日、16日 「修道士たちの歌った詩編（4）
（5）」
※
23日、30日 「ミサ聖祭の中の詩編の祈り
（1）
（2）」
9月13日、20日、27日
※
「ミサ聖祭の中の詩編の祈り
（3）
（4）
（5）」

●夜10：20〜

長倉崇宣（FEBCパーソナリティ）

8月 3日「理解しようとすることは信仰の妨げ？」
10日「この聖書理解でいいのか…しっくりこない」
17日「神様との対話…自分の声を聞いているだけ？」
24日「仏教の神秘に心を動かされています」
31日「ポルノ視聴がやめられません」
9月 7日「自分自身で信仰を見出したい」
14日「真言宗の家の跡取りとして守ってきたものを…」
21日「認知症の母への怒りをどうしたら…」
28日「他人から良く思われないで悩んでいます」

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）

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9：30〜

●夜10：14〜

※金曜日は第1、
２のみ

(プレイズワールド・ジャンプ・7、新聖歌481番)

吉崎恵子（FEBCメイン・パーソナリティ）

23日「安かれ、
わが心よ」
(讃美歌298番)
30日「最終回・主はわが飼い主」
(讃美歌21-120番)
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水

木

●夜10：14〜

主に向かって歌おう

●夜10：28〜

FEBC Sprout！

8月 5日「新型コロナでどうなった！？ホサナカフェの日々」
12日「私のリスタートの時」
19日「コロナ禍の中でふつふつと湧いてきた思い」
26日「4周年は
『受けた恵みお返しする』年に」

9月のゲスト
山口由人（Sustainable Game代表）
9月 2日「16歳の社会起業家として」
9日「『出会ってしまった者』
の責任を果たすために」
16日「"Sustainable Game"とは？」
23日「同世代の痛みを知る者の使命として」
30日「新しい時代へのビジョン」

●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）

8月 6日「『殺すな』命はだれのものか」
13日「『姦淫するな』神のみ前で恥じることのない関係」
20日「『盗むな』不満はどこから来るか」
27日「『偽証するな』裁判を正しく行うことは隣人を愛すること」
9月 3日「『むさぼるな』姦淫や盗みとの違い」
10日「『むさぼるな』隣人と平和であるために」
17日「まとめ(1)神を愛することと隣人を愛すること」
24日「最終回・まとめ(2)なぜ
『戒め』
なのか」

●夜10：14〜

ザ・ストーリー

お相手・服部みぎわ

※月刊誌1面参照

〜一冊の本に込められた思い

8月のゲスト
岡崎才朗・鈴木敦詞・黒川京子
・斎藤みず穂（オリエンス宗教研究所職員）
8月 6日「奥村一郎選集（全九巻）」
13日「現代に挑戦するフランシスコ」
20日「生きる意味
―キリスト教への問いかけ」
27日「そのとき風がふいた―ド・ロ神父となかまたちの冒険―」
※9月分は裏面に続きます

お相手・服部みぎわ

※月刊誌1面参照

9月のゲスト
関谷 義樹（サレジオ会司祭、ドン・ボスコ社代表）

●夜10：28〜

金

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）

第１●夜9：47〜

※月刊誌1面参照

FEBC特別番組
「時のしるし」
を求めて

聞き手・長倉崇宣

8月7日「
『すさみ』
の中で見出す神への道―公開
ミサ再開に向けての取り組みからの識別」
英 隆一朗（カトリック・イエズス会司祭、
麹町教会主任司祭）
9月4日「未定」
中道基夫（日本基督教団正教師、関西学院
大学神学部教授）

第２●夜9：48〜

※月刊誌増刊号1面参照

FEBCアーカイブス

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)
8月

9月 3日「悠遠の人 高山右近」
10日「フランシスコ教皇さまへ」
17日「人生を変える出会いの力 闇から光へ」
24日「大地と祈り」

聖書を開こう

長倉崇宣

8月のゲスト
波戸場ハンナ（「ホサナカフェ」オーナー）

木

ザ・ストーリー

〜一冊の本に込められた思い

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）
8月 5日「キリスト者の希望（5）希望と祈りと」
12日「8月に歌う讃美歌―戦い疲れた民に」
19日「『鳥』
の賛美歌」 26日「ジョン・ニュートンの賛美歌」
9月 2日「９月を迎えて
（信仰の振起）」
9日「ボンへッファーの詩『善き力に』
の讃美歌」
16日「喜びをもって主に仕えよ」
23日「恐れることはない」 30日
「ぼくはゾウを知らない」

●夜10：14〜

1日「詩編
8日、15日「詩編
22日、29日「詩編
9月 5日、12日「詩編
19日、26日「詩編

第16編（2）」
第26編」
第27編」
第28編」
第29編」

●夜9：53〜

Kishikoのひとりじゃないから
Kishiko(ゴスペルシンガー)

8月 1日「傲慢にならないため」
8日「自分を信じるってむずかしい」
15日「昔もいいけど今もいい」
22日「ここにも恵みがあった」
29日「ぬいぐるみの犬に話しかける私」
9月の予定はインターネット放送サイトでご案内いたします。

第１〜３●夜10：04〜

コーヒーブレイク・インタビュー
8月 1日、8日
15日
9月 5日、12日
19日

インタビュアー 吉崎恵子
長倉崇宣

※
沢 知恵（シンガーソングライター、
「コモエスタ」代表）
陣内 俊
（NGO法人 FVI（「声なき者の友」
の輪）
スタッフ）
※
濱田秀伯
（精神科医）
五十嵐ジュン
（クリスチャンバンド
「JCコーナーストーン」
）

※再放送となります。

8月14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」
（再）
小貫雅夫（日本聖公会引退司祭）写真上
渡辺信夫（日本キリスト教会元教師）写真中
聞き手・長倉崇宣
9月11日
「今日を生きる絆をつむいで
―ホームレス支援の現場から」
（再）
奥田知志（日本バプテスト連盟東八幡キリスト
教会牧師、NPO法人「抱樸」理事長）写真下
聞き手・吉崎恵子

第３／４●夜9：37〜

左からご出演順

第４／５ ●夜10：04〜

交わりのことば̶聖書の豊かさ

お相手・長倉崇宣

8月 22日「見当違いで致命的な熱心さ」
（再）
29日「骨に染み入るイエスの痛み」
（再）

（ヨハネ2：13〜25）

闇の中に輝く
「獄中書簡」
（再）

石垣弘毅（日本基督教団中標津伝道所牧師）

小林和夫（日本ホーリネス教団東京聖書学院教会牧師）

8月21日「神の子の家庭生活」
（エペソ5：22〜6：9）
28日「教会の信仰と戦い」
（エペソ6：10〜20）
9月18日「福音としてのイエス・キリスト」
（ピリピ1：1〜6）
25日「ピリピ教会のための感謝と祈り」
（ピリピ1：3〜11）

9月 26日「喜びに支えられて醜さを知る」
（再）

（ルカ18：1〜14）

中原道也（キリストの教会
静岡中央キリストの教会牧師）

第３／４●夜10：20〜

MeguのCCM insight!

キリスト教放送局 日本FEBC

Megu（Genuine Graceボーカル）

※
8月21日「Meguのお便り紹介！」
※
28日「Meguのトーク＆MUSIC」
9月18日「Meguのお便り紹介！」
25日「Meguのトーク＆MUSIC」

※再放送となります。

●AMラジオ1566kHz

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！

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。

