
10
通巻475号 2020 年 10 月 1日 毎月 1回 1日発行
1987 年 3月 5日第三種郵便物承認

◆ 教会の使命

　ウィズ・コロナと言われますが、
教会はいつも社会の課題の只中に置
かれてきました。
　例えば、新型コロナによって、各
教会が集まることを控えた事には、
もちろん自分達の感染を防ぐ意味も
ありましたが、他者に感染させてし
まうことを恐れてのことでもあった
のです。つまり、教会は地域社会の中で責任を持ってい
るということです。ですから改めて、教会は地域社会の
中でどういう責任を果たしてきたのか、宣教とは一体何
なのかを考えないといけない状況となりました。
　「わたしには、この囲いに入っていないほかの羊もい
る。その羊をも導かなければならない。」（ヨハネ10：
16）とイエス様は仰っておられましたが、失われた一匹
の羊を捜すために主イエスは出ていかれるにもかかわら
ず、私たちは九十九匹としてぬくぬくと教会の中にい
るだけだったのではないか。つまり、私たちが今問われ
ているのは、「イエス様の御言葉の何を聴いていたの
か？」とも言えるのです。
　ですから、「以前のような礼拝が出来るか、出来ない
か」だけではなく、地域社会の一人ひとりを大切にする
ためにどうするかということが、教会のパラダイムシフ
トではないでしょうか。つまり、主イエスから託された
使命をそれぞれの場でどういう形で実現するのかが問わ
れているのです。そしてこれは、教会が始まった時から
抱えてきた課題でもあります。
　「食卓の働きをするように」とステファノはじめ七名
の人たちが選ばれます（使徒6章）が、この目的は、地域
社会の課題や教会の中での差別という、私たちの間に避
けようもなく起こる事柄についてです。
　しかし、教会というのは中心が固まってくるほど周辺
が広がって、一人ひとりの事が分からなくなってくる。
そこにある霊的なニーズに応えられていないと問われ、
そのギャップが大きくなった時に変化が必要になる。そ
れが宗教改革であったし、第二バチカン公会議だったの
でしょう。しかし、これが起こったのは、主の御言葉が
あるからです。

◆ 主の言葉を聞くということ

　今、私たちは何に向かい合っているのでしょうか。例
えばアメリカでは、新型コロナの中で、“Black Lives 
Matter”という声が上がっている。これは、黒人差別に
限らず、今どの社会にも苦しさを抱える人がいるという
事です。その叫びを私たちはちゃんと聴いているでしょ
うか？ですから、これは政治運動である以上に「いのち
の運動」です。もちろん、ここはアメリカではありませ
ん。では、ここで私たちはどういう声を聴き、誰と共に
生きようとしているか。今、主の召しに応える事を問い
直す必要があるのです。そして、それはクリスチャンに
限られるものではないとさえ思えます。
　聖書の時代、一体、誰が主の声を聴いたでしょうか。

皆、ユダヤ人だけが主の声を聴くと思い込んでいた時
に、イエス様はわざわざ「善きサマリア人のたとえ」を
話され、（異教徒である）サマリア人こそが主の御声、
主の召しを聴いたと語られた！その衝撃を、私たちは今
こそ受けなければならないと思います。今、一体誰が主
の声を聴くのかと。
　私たちは、それぞれ人生のどこかでその御声がはっき
りと分かって教会に集められる者になったわけですが、
そこで満足するだけの者ではなかったはずです。なら
ば、「教会はこうでなければならない」という思いから
解かれるべきです。そこでこそ、新しい主の宣教の中に
生かされていくからです。
　また、そのような、私たちの教会が持っている秩序そ
のものが、「誰のための秩序か」とも問われなければな
りません。例えば、性的少数者の方々にとって、それが
困難を作っているかもしれないからです。また、実際に
は女性の方が沢山働いているにもかかわらず、長らく教
会は男性中心の社会でした。教会にとっての難しさは、
これらのチャレンジが信仰や聖書そのものに関わってく
る点です。聖書の書かれ方やその解釈の仕方が、「一つ
の秩序」を独占的に作ってきた側面が無いわけではあり
ません。それをどう改められるのか。これについては、
教会・教派の中に違いがあります。辛抱強く互いの言葉
を聴き、何を考えているのかを問い直すという所に立て
るか…。これは実際は本当に難しい。「聖書にはこう書
いてあります」と言われた時に、それをどう解釈し、ど
こまで掘り下げて互いに福音の力を見いだせるか。私も
「もう無理だ」という場面に出くわします。それでも、
私が踏ん張ろうと思うのは、相手もそして私も、キリス
トに赦されてでなければ生きていけないと信じているか
らです。「絶対」などということは、神様にしかありま

【聖書】
そこで、わたしが切実な思いで待ち望むことは、…生き
るにも死ぬにも、わたしの身によってキリストがあがめ
られることである。(ピリピ人への手紙1章20節)

　私にとって、生きるのも死ぬのもキリストだという事
の意味は、この私という存在を通じてキリストがあがめ
られるという事です。それは、人からは誰にも分からな
いような私たちの人生の起伏、家庭での出来事、心の中
でひそかに思う苦しみ、それがイエス・キリストによっ
て和らげられ、救われ、慰められ、助けられていくとい
うことです。それは、私たちが世の中の人に対して、ま
るで凸レンズのようになって、私たちの心の中に起こっ
て来る神の恩寵を拡大して見せるということです。まさ
に、キリストがあがめられるということは、キリストを
拡大することです。パウロの心に神のレンズが当てられ
て、世の人々に向かってその生涯を見せるならば、もは
や彼自身は隠れてしまい、イエス・キリストという御方
が彼の生涯にされたことが拡大されていくというのが、
ここの意味なのです。

　ここで、パウロは「わたしの身によって」キリストが
あがめられる、と言っています。私の「信仰」ではな
く、キリストが拡大されるのには、私の「身」が必要だ
と言いました。 （２ページへ続く）

せん。「私たちは間違っている」という悔い改めから始
めるのがクリスチャンであり、洗礼とはそういうことな
のですから。

◆ 教会の核心

　私たちは、手放さないといけないことが沢山あると思
います。しかし、反対に改めてこだわっていかなければ
ならないものもある。それは、何か？それは、主イエス
以外にありません。この御方を、教会は2000年間大事に
してきました。しかし、それはいつでも私たちにとって
見えにくくなるものです。結果、周辺的なところにこだ
わってしまっている。だから、主イエスに立ち返らなく
てはいけないと思います。
　教会は無くなってはなりません。しかし、教会のあり
方について、私たちはどこかで違うものにこだわってい
るなら、そこから解放されなければなりません。私たち
は敢えて壁を作ってきてしまったところがある。けれど
も、世界は、主イエスの福音を本当に必要として呻き苦
しんでいるじゃないですか！だから私たちは、人種も言
語も文化も、そして宗教さえも越えて、「共に生きる」
という覚悟を持たなければ、もうこの時代にキリスト教
会は生きていくことは出来ないのではないかと思いま
す。
　躊躇しているところに敢えて踏み込んでいく必要もあ
るでしょう。例えば、自分とは異なる実践をしている人
を、非難するのではなくて対話をしながら、主のから
だとして共に結びつきたいのです。そして、それでこそ
福音の深みは知られていくし、イエス・キリストが与え
られたことの衝撃をもう一度知っていけるのではないで
しょうか。なぜ神であられるのに、人の世界に来たり給
うたのか。どうして罪人と共に生きようとされたのか。
どうして迫害され、十字架にかかられたのか。どうして
弟子達に見捨てられたのか。どうして血を流して苦しま
れたのか…。このような「キリストの出来事」は、人間
には非常識極まりないことです。「何を馬鹿なことを」
と言われることです。だったら何故、教会はこんなこと
を大事にしているのか？それは、私たちのこの酷い現実
の中にこそ、神を見るからです。だから私たちは、どこ
までも主イエスにこだわらないといけない。そうでなけ
れば、もう教会は教会で無くなります。

　教会に約束されているイエス・キリストの現臨がどう
いうことなのかを、私たちは言葉にしていく。それを可
能にさせるのは、主の霊です。私たちは皆違うけれど
も、同じ一つの霊に与った者達です。だから、互いに不
必要な者はいない。だからこそ、自分では見えない現実
を知ることも出来るし、主の召しに応えていくことも出
来るのだと思います。 （文責・月刊誌編集部）
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私は3月頃から放送を聞き始めました。あの頃は、
テレビも新聞も「新型コロナウイルス」一色で嫌
になってしまい、海外の日本語放送を聞く趣味を
再開しました。周波数の一覧に FEBCがあったの
で聞いてみると宗教放送でした。私自身あまり宗
教に興味はないのですが、暇つぶしにはなるだろ
うと聞き続けていました。
子供のころから見ていた著名人もコロナウイルス
の犠牲となり、悲しい日々を送っていましたが、
放送から聞こえる賛美歌やおしゃべりに少し気が
楽になりました。聖書の話は難しくてよく分かり
ませんが、「恵子の郵便ポスト」は様々な人の悩み、
喜びに真摯に向き合っているのに共感が持てまし
た。でも「じゃあ神を信じるか」と問われると、
何十年も無神論的に過ごしてたし、不真面目な自
分には教会は通えないなぁと考える次第です。今
はネット放送を利用し、忙しくても「郵便ポスト」
は時間を見つけて聞いています。

コロナ禍の3月、
暇つぶしにと放送を聞き始め… 7日

男性

ヨハネ4章のサマリアの女とイエス様との出会いに導かれて、あなた
様ご自身が、イエス様と、また私たちと、対話を始めてくださって

いますことをとっても嬉しく思います。五人夫がいたけれども今は夫では
ない人と一緒にいるこの女性にイエス様は、それが良いとか悪いとかでも
なく、訳を尋ねるのでもなく、「あなたは本当のことを言った」と仰った。
あなた様はここを深く思い巡らし、この二人の対話が真実であることを感
じて、「生ける水、これが私が必要としていて、最も欲しいものだ。自分
には本当がない、カラカラではないか、嘘ばっかりじゃないか」と…。そ
して、イエス様がこの女性に「わたしだ」と仰る場面をお読みになって、「こ
れはすごい場面だ」と。それをすごいとお感じになったということ。それ
は今、あなた様がイエス様に本当のことを仰る時が来たということ。イエ

ス様はあなたに、「それはわたしだ。生ける水があなたには本当に必要で、それを与えるのはわ
たしだ」と言っていらっしゃるのですね。どうぞこのイエス様を求めて、既にあなたに出会っ
てくださったイエス様を本当に深く知ることができますように。お祈りしています。 (19日 )

ご献金 4,124,726円 （810 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 1,574 名　1 年前 1,318 名

1,318名
（前月より±0名）

8月末の

初めて FEBCの番組を拝聴し、内容が今の自分に
とってとてもタイムリーで、大変驚きました。私
はひとり親で、相談相手の代わりに占いを何年も
していました。聖書を読み、今は占いを一切やめ、
こんな自分こそ教会に飛び込んで行くべきではな
いか…と。ですが、ダメ人間を絵にかいたような
人間で、勇気がないのです。私は結婚に2度も失
敗し、子どもは知的な遅れを伴う自閉症です。自
分自身も、幼少の頃の事故による後遺症で体力も
ままならなず、子供のサポートで毎日手一杯です。
教会で祈ってもらい、助けを乞うべき人間なので
しょうが、自分と家族のプライバシーも大事と
思ってしまいます。ですが、先日の放送で牧師様
の “その人の守備範囲 ”という言葉に、心が楽に
なり涙が溢れました。お話を聞いた後、少し眠り、
起きてみると家の中に何とも言えない優しい空気
が流れていました。教会に行けないと悩む私にも、
イエス・キリストの愛によってあらゆることが繋
がって恵みとなって、こうして波打ってやってく
るのだなと、身をもって体験しました。“その人
の守備範囲 ”という優しいフォーカス =希望を与
えて下さったイエス様、牧師様に感謝です。

教会へ行くべき、でも行けない
そんな私にイエス様は 20日

女性

先月半ば、突然入院となりました。病名は敗血症
性ショック。17日間の入院を終え、退院して届
けられていたTearoom係様のお便りに、驚きまし
た。私のために祈り、御言葉を書いて下さってい
ました。ホセア書6章2節。「二日の後、主は我々
を生かし 三日目に、立ち上がらせてくださる。」
私は入院中、「しかし赦しはあなたのもとにあり」
を思い、病も病の癒やしも主の赦しがあって起こ
ること。私の命は主の御手の中にあるのだと思わ
されていました。入院初日に「これから二日が山
です」と言われ、二日後に、「山は超えましたね」
と告げられ、三日目には看護師さんたちが「洗髪
に行きましょう」とシャンプーしてくださいまし
た。いただいた御言葉そのままのようで驚き、胸
がいっぱいになりました。この病を通り神様は何
をしてくださったのかなと思い、そうだ、更に神
様を喜ぶ者でありたいと願わされました。与えら
れた主に心を向ける多くの時、これはずっと日常
でも保たれてゆくべきことだと思いました。

いただいた御言葉そのままのようで
胸がいっぱいです 13日

マタイ受講中の女性

ヨハネ8章、姦通の女より。私は何十年も孤独で
苦しい人生を送っています。神を信じてこの世的
な幸せが与えられる人がいます。一方、苦しみ続
けている人がいます。一人一人に与えられている
計画は違う。神を信じて生きる、それが救いだと
言われて納得するしかないのでしょうか。私が苦
しんでるのは、過去に法に触れたひどい罪を犯し
たから。イエス様を信じても苦しい状況が続くの
は、毎日キリスト教的な罪を犯し続けてるから。
そう理解した方が納得出来ます。そもそも、この
女が姦通したり私が過去に罪を犯したのも神の御
計画の一部なのでしょうか。それとも、悪魔の誘
惑に負けたのでしょうか…。

苦しむのは罪を犯しているから
その方が納得できます 29日

ヨハネ受講中の男性

̶１ページより続き　「福音的死生観」
闇の中に輝く『獄中書簡』( 再 )・小林和夫

このつねられれば痛い、食べなければおなかがすくと
いう、そういう肉体です。ここは、ギリシャ語では定
冠詞が付いています。英語で言えば“my body”と
本来言うところ、“the my body”と敢えて言ってい
る。パウロについては、デイビット・スミスなどが書
いているように「後はおそらく五尺(約151.5cm)に足
らないような、背の高くない人だっただろう」と言わ
れ、あるいは60歳近くになっていた後は、もう目が
悪かったし、手も悪かった。またコリント人への第二
の手紙にも、「パウロの言うことは素晴らしいが、顔
立ちはパッとしないのでがっかりすると皆が言ってい
る」と書いてあるほどです。けれども、パウロは「私
のこの体」でと敢えて言う。この私の、この体でなけ
ればならないと。それは、彼が自分が何者であるかと
いうことをよく心得ていたからだと私は思います。
人々は自分を蔑むかもしれない、いや蔑まれて当然
だ。私は罪人のかしらであり、かつてはキリスト教を
撲滅しようとしていた。そういう私の、この体だとい
うことを何よりもパウロは分かっていた。その彼は、
だからこう言っています。

あなたがたは、もはや自分自身のものではないので
ある。あなたがたは、代価を払って買いとられたの
だ。それだから、自分のからだをもって、神の栄光
をあらわしなさい。(1コリント6：19～20)

　人々から見たら、劣等感にさい
なまれてしまうような存在であるけ
れども、この私のために、この体の
ために、キリストが身代わりになっ
て、あの御方の御身において私の罪
を負い、私が神から呪われるべきと
ころを、この神の小羊が、ご自身の
命を投げ出して、私を贖い取って下

さった！だから、「自分の体をもって、神の栄光をあ
らわす」というのが彼の自覚なのです。

　私たちクリスチャンの在り方は、そうであると思
います。劣等感にさいなまれることがあるでしょう。
「私なんて」と言いたくなることがあるでしょう。け
れども、あなたのために、「私なんか」と言うこの私
のために、イエスさまは死んで下さったのです。
生きるにも死ぬにもキリストが拡大されていくように
というパウロの確信もそこから出て来た。 
「この身によって」キリストがあがめられるように―
キリストのために苦しむことをも賜っているのがクリ
スチャンであると身をもって語る獄中のパウロからの
私たちへのメッセージです。 （文責・月刊誌編集部）



日本キリスト教会高知旭教会
青木 豊牧師

全地よ、主をほめたたえよ

10月4日（日）放送　第1日曜夜9時30分より63分間
「キリストの使命に生きる」
（イザヤ52：7～10、 マタイ28：16～20）

疑う者もいた

さて、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエ
スが指示しておかれた山に登った。そして、イエ
スに会い、ひれ伏した。しかし、疑う者もいた。

（マタイ28：16、17）

ここには教会の根拠が語られています。この弟子た
ちは皆、主イエスが捕まった時、主イエスを捨てて
逃げていきました。主イエスが十字架におかかり
になる時、葬られる時、弟子たちの姿はなかったの

です。しかし、復活なさった主イエ
スが、自ら弟子であることを捨てた
彼らを、もう一度呼び集めるので
す。
そしてここに実に不思議な言葉が
あります。聖書は記します。「疑う

者もいた。」よくぞ書いてくれたと思います。これが
この世を生きる教会の姿なのだと思います。

ギリシャ語ではこの「疑う」という言葉は聖書に2回
しか使われていないようで、もう一箇所は、湖の上
を歩いて来られた主イエスを見て、弟子たちが怖じ
惑う場面です。

イエスはすぐ彼らに話しかけられた。「安心し
なさい。わたしだ。恐れることはない。」する
と、ペトロが答えた。「主よ、あなたでしたら、わ
たしに命令して、水の上を歩いてそちらに行か
せてください。」イエスが「来なさい」と言われ
たので、ペトロは舟から降りて水の上を歩き、イ
エスの方へ進んだ。しかし、強い風に気がつい
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て怖くなり、沈みかけたので、「主よ、助けてく
ださい」と叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして
捕まえ、「信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか」と
言われた。（マタイ14：27～31）

ペトロは疑ったのです。嵐の中に引き込まれること
を恐れたのです。私たちもそうです。主イエスが死
を滅ぼし復活なさったことを信じていても、死が怖
いじゃありませんか。主イエスを信じつつ疑うので
す。この嵐は、私たちを死の中、空しさの中に引き
ずり込む力です。そして教会は、この嵐の中に浮か
ぶ小舟のようなものです。いつひっくり返るかわか
らない。だから、今日の御言葉はこう伝えていま
す。

イエスは、近寄って来て言われた。「わたしは天
と地の一切の権能を授かっている。

（マタイ28：18）

支配しているのは死ではない。空しさに引きずり込
む力ではない。
そして続けて、こう語るのです。

だから、あなたがたは行って、すべての民をわた
しの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名
によって洗礼を授け、 あなたがたに命じておい
たことをすべて守るように教えなさい。

（マタイ28：19、20）

主イエスは、このように疑う者もいた弟子たちにお
命じになる。これは誠に重要なことであります。
 （裏面に続く）

―そこに始まる神の国

菊池吉弥という牧師はこう告白しています。「自分
にとって最大の問題は、神様が信じられないという
ことだ。」そしてこう続けます。「自分の不信仰を取
り除き、ずっと確信を持ち続けさせてくださいと、
三度神様に願った。しかし、私が聴いた神様のお
答えはこうであった。『わたしの恵みはあなたに対
して十分である。わたしの力は弱さの中でこそ発揮
される。』」

信仰は信念とは違うのです。人間が持っている精
神的な力ではないのです。聖書が語っている通り、
私たちは主イエスを捨てる者であり、逃げ出す者
です。けれども主イエスの方から私たちを集めてく
ださり、疑っている者に手を差し伸べ引き上げてく
ださり、約束してくださっているのです。「弱いとこ
ろでこそわたしは働く、罪人こそわたしは引き上げ
る、疑う者にこそわたしは確信を与える。」それ
が、主イエスがお持ちになる権能であります。

この私たちにおいて主イエスは、今もお働きになり
ます。それは、主イエスがもう一度おいでになる
「世の終わり」に完成する神の国が、今ここで始
まっていることなのです。疑う者もいる教会をその
ためにお用いになる。なんと深い神様の御心か！
だから、この私たちに主イエスはお約束になるので
あります。

わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと
共にいる。（マタイ28：20）

（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〉

2020年10月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物承認
̶表面からの続き

全地よ、主をほめたたえよ
「キリストの使命に生きる」日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師より

百瀬●確かに、自分の生き甲斐に向かって励むことは自分
のためにも人のためにも役立つでしょう。でも、それだけな
のかなとも思います。私たちの生きている目的はそういう
ことなのかと。「あなたは本当に自分の人生の大切なもの
を見いだしていますか」ということではないでしょうか。

神に向かって生きるということは人間の本質に関わること
です。だから、それをなおざりにすることは人間であること
をなおざりにすることだと私は思います。
この世の全てのものは過ぎ去っていくのです。そして、人間
は本当に弱く、そしていつか死を迎えます。この社会には、
どれだけ努力し善意をもってしても、その人を不幸にしてし
まう闇の力が働いています。キリスト者は、神様がそういう
闇に光を与えてくださる方だと信じています。つまり、神様
ご自身が一番私たちを心配し、一緒に私たちの重荷を背
負ってくださっている方だということです。

吉崎●「私には私の生き方があります」と仰るこの方の
言葉には、自分で自分の責任をとっていくんだっていう
お気持ちがおありなのかなと思うのですが…？

百瀬●そうですね。古代の教父たちは「神に信頼すること
は、あたかも神がいないかのように自分が一生懸命

やることだ」と言っています。つまり神様への信頼というの
は、私が責任を持つという事でもあるんです。その私を神
様が支えてくださっている。だから神様の導きの下に一生
懸命やるということなんです。ですから、なんでも自分でや
らなくちゃいけないとあくせくして…そうやって神様のこと
忘れちゃっている時は、人間がどれほど弱いものか、思い
出すことが必要だと思うんですね。

吉崎●最終的にはそれが人を支えるのではないんです
ね。

百瀬●そうだと思います。

神父さま、
こんなこと聞いてもいいですか？（再）
百瀬文晃 カトリック・イエズス会司祭　お相手・吉崎恵子
10月19日(月)放送　毎週月曜夜9時48分より22分間
第3回「神に依存したくない」Q.　　　 神様は居ると思います。

でも私には私の生き方があります。
　どっぷり依存するんじゃなく
「ほどほど」の距離を保つのが
　いいんじゃないでしょうか。

タイトルは『ここが知りたい キリスト教への25の質問』
（詳しくは月刊誌広告欄にて）。
ここで10月のゲスト、女子パウロ会の荒井未来さまの
お話をちょっとだけご紹介します。

「百瀬神父様が大切されているのは、一緒に考え
るということ。あとがきで『エマオに向かう弟子た
ちに主イエスが寄り添い、共に歩まれ、聖書を解
き明かしてくださったように…』と願われているよ
うに、質問なさったリスナーや吉崎さん、そして百

瀬神父様が、時間を共有し、一緒に考える場が、番組だけでなく
この本の中でも実現できたらと私も願っています。」

（文責・月刊誌編集部）

ザ・ストーリー～一冊の本に込められた思い
（毎週木曜夜10時14分より11分間）

!"#$%&'()*+,-.



●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！

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　

第5 ●夜10：04～
FEBC特別番組  

●夜9：53～
Kishikoのひとりじゃないから Kishiko

(ゴスペルシンガー) 

16日 「Meguのお便り紹介！」  23日 「Meguのトーク＆MUSIC」

30日 「虚しさを選ばれしキリストの道
 ―もう一つの宗教改革―」（再）
 　古巣馨（カトリック長崎大司教区司祭）写真左
 　川上直哉（日本基督教団石巻栄光教会牧師、

東北ヘルプ事務局長）写真右

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～
「時のしるし」を求めて

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）

2日 「『注意深くあること』って？」

第1●夜10：25～
外からの「声」―FEBC HANGOUT！   

2日  「注意深さへの招き」

9日  「『囲いの外』の主との対話」
 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） 聞き手・長倉崇宣

16日 「福音的死生観」（ピリピ1：20～30）
23日 「キリストの心を生きるクリスチャン」（ピリピ2）

●夜10：28～

聖書を開こう

お相手・長倉崇宣

3日、10日 「詩編　第30編」
17日、24日、31日 「詩編　第34編」

3日 「ひとりぼっちの思い出」 10日　「『見える世界』へ」
17日 「イエス様の優しさ」 24日　「一つのわきまえ」
31日 「助けは必ず来ます」

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。

インタビュアー 
吉崎恵子・長倉崇宣

3日 佐藤雅彦（日本認知症ワーキンググループ共同代表）※
10日 蜷川いづみ（ヴァイオリニスト、「ユーオーディア・アカデミー」講師）
17日 三田一郎（カトリック東京大司教区終身助祭、

名古屋大学名誉教授（素粒子物理学専門））

24日 「愛―深い憐れみと強烈な怒りの根源」（再）
（マタイ12：22～32）

 　井田泉（日本聖公会司祭）

1日 「いつも　ぎゅっと　そばに」
8日 「アリの町のクリスマス」
15日 「あわれみへの招き　愛する心、仕える手」
22日 「黙示録から現代を読み解く」
29日 「ここが知りたい キリスト教への25の質問」

●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

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） 

10月のゲスト
荒井未来（女子パウロ会　単行本編集部）

お相手・服部みぎわ

木

第5●夜9：30～
FEBC特別番組  

31日 「神のベルーフ―召命―に生きる
 〈前半〉」（再）
 　鈴木雅明（バッハ・コレギウム・ジャパン音楽監督）写真左
 　江藤直純（ルーテル学院大学前学長）写真右

※月刊誌1面参照

※月刊誌1面参照

10月
再スタート

10月
再スタート

お詫び
と訂正

●番組案内8・9月号にて「全地よ主をほめたたえよ」8/30の聖書箇所に誤
りがありました。 ̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。
　正）ローマ12：14～21　誤）ローマ12：12～21

※月刊誌増刊号2面参照

※再放送となります。

※

2020 年10月
FEBC

番組案内
2020年10月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物承認

今月の

PICK UP!
イエス様が言った「わたしについて来たい者は、自分を捨て…」（マ
タイ16：24）は、正確に訳すと「自分を否定する」という言葉です。
皆さん、自分を否定するなんてできますか？立つ瀬がないですよ
ね。しかし、これが福音の急所で、今日の礼拝の聖書箇所の「死者
の中から復活させられた方のものとなる」（ローマ7：4）と一つの
ことだと思ったんですね。

肯定される、ありのままが受け入れられる―それはとても重要な
ことです。でもその中で、私たちは何か大事なことを忘れてしまっ
ているのではないでしょうか。私たちは、教会で何を学ぶのか？そ
れは、人から愛されることではないはずです。もっと言えば自分を
否定することではないでしょうか。

例えば「放蕩息子」のたとえです。「そこで、彼は我に返って言っ
た。『父のところでは、あんなに大勢の雇い人に、有り余るほどパ
ンがあるのに、わたしはここで飢え死にしそうだ。」（ルカ15：
17）。放蕩していたこの人は、ある意味では自由に自分の力で生き
ていこうとした。自分の人生を切り開こうとしていたんです。そし
て、私たちもだいたい、そういう生き方をしていますよね。教会で
も、もっと熱心に祈って、聖書を読んでって…。でも彼は、行き詰
まったために「このままでは死んでしまう」と気づいた。そして、自

分を主語にする生き方を諦めたんです。結
果、彼は父親に迎え入れられる。

困難にぶつかる、人生にどん詰る。そのよ
うに、貧しくされるとイエスの福音が良く
分かってくる。ここに、自分を否定して新
しいいのちに生きる奥深さがあると思う
んです。

（文責・月刊誌編集部）

番組 全地よ、主をほめたたえよ
「束縛と自由」
ローマの信徒への手紙7章1～6節（25日）より 
日本基督教団 中標津伝道所・石垣弘毅牧師

宗教改革記念

宗教改革記念

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

6日 「最強のリモート」 13日　「『ステイホーム』の中での発見」
20日 「母との時間」 27日　「『イエス様発信』で行こう」 

6日 マタイ4：23～5：2、出エジプト20：1～12
13日 マタイ5：3、イザヤ57：14～21
20日 マタイ5：4、イザヤ61：1～2
27日 マタイ5：5、詩篇37：1～11

5日 「アガパンサスを植える」（マタイ7：12、22：34～40）
12日 「リスナーの方からの手紙」（マタイ6：25～34）
19日 「高齢者の福音」（ルカ6：38）
26日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

●夜9：48～
神父さま、
こんなこと聞いてもいいですか？（再）
百瀬文晃(カトリック・イエズス会司祭)　お相手・吉崎恵子
5日 「なぜキリスト教だけ？」 12日 「皆殺しの神様？」
19日 「神に依存したくない」 26日 「神様は不公平」

 ●夜10：14～
 マイ・プレイリスト

日 ●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
4日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『キリストの使命に生きる』
 (イザヤ52：7～10、 マタイ28：16～20)
11日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『赦された私たち』(ルカ17：1～10)
18日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『天の国はパン種に似る』(マタイ13：31～33)
25日 　　　 
 日本基督教団中標津伝道所(写真)
 　　・石垣弘毅牧師
 『束縛と自由』(ローマ7：1～6)

11日 「『祈りとは何か』（１）」
18日 「『祈りとは何か』（２）」
25日 「『祈りとは何か』（３）」

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）

●夜10：28～
FEBC Sprout! 長倉崇宣

6日 「映像で表現する楽しさから」 
13日 「テレビの現場で鍛えられて」
20日 「『スマホで始める動画伝道』」 
27日 「教会が世の中の先を行っていること」 

10月のゲスト
片岡賢蔵（映像ディレクター、神学生 ）

10月のゲスト
chiyo（ロックバンド「サルーキ＝」のボーカル）

10月スタート

5日 「神様を批判するなんて…良い事とは思えません」
12日 「予定がないとこんなに大変なんですね」
19日 「LGBTってやっぱり罪なのでは？」
26日 「自分をさらけ出していくうちに」

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

10月
再スタート

10月スタート
新番組

9日 「礼拝に欠かさず通い奉仕もしていますが、聖書を読めていませ
ん。礼拝のメッセージもしょっちゅう寝てしまいます。ＦＥＢＣを聴
いていますが、ただ流れているだけです。これではいけないなあと
…。」

12日 「教会の人達と話す内容はいつもグルメとか政治とか健康の話。皆
いつも笑顔で明るくて元気で…。最近、こういう『問題のない』人
間関係に激しい嫌悪感が湧いてきました。」

26日 「仏教系の団体に属しております。FEBCは教会へ行けなかったり
信仰を持つことに抵抗がある人へ向けた番組作りをされていて、無
くなっては困るものだと考えます。聖書通信講座もやってみたいと
思っています。」

New!

※月刊誌増刊号1面・本誌表紙参照 ※月刊誌増刊号2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～
 イエスから始めよう

7日 「王と太后への哀歌」（エレミヤ13：18～25）
14日 「わたしは祈りを聞かない」（14：7～12）
21日 「子育てに悩む親のように」（14：13～18）
28日 「神を待ち望む」（14：19～22）

7日、14日、21日、28日　「『慰め』の讃美歌」

7日 「新型コロナの中で考えた高校生伝道」 
14日 「中高生はどうして教会から離れちゃう？」 
21日 「SNS、スマホとの付き合い方」
28日 「『信仰継承』って、そもそも？」 

●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月のゲスト
水梨郁河、浜岡みのり
（hi-b.a.（高校生聖書伝道協会）スタッフ）

10月
再スタート

10月スタート
新番組

10月スタート
新番組

1日 「自分を呼ぶ声に気づく道」（ヨハネ1：19～23） 
8日　「『わたしの輝き』を与える決意」（イザヤ46：12～13）
15日 「全てが込められた最初の『言』」（ヨハネ1：1～5）
22日 「神様は実にワンダフルな御方」（イザヤ9：5）
29日 「罪の告白という解放」（1ヨハネ１：５～10）

 ●夜9：47～
 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

木

PI
CK
 U
P!「自分を呼ぶ声に気づく道」より（1日放送）ヨハネは、預言者イザヤの言葉を用いて言った。「わたしは荒れ野で叫ぶ声である。

『主の道をまっすぐにせよ』と。」ヨハネ1：23
早矢仕　「お前は何者なんだ？」って問われて、僕は何て言うんだろう。
塩谷　ヨハネは「私はキリストではない」って即答していて…。自分がキリストでない
ことなんてわかってるけど、でも「自分はそんなんじゃないですよ～」って言いなが
ら、心の中では自分を偽っていることがあって…。ヨハネはそれがクリアと言うか、自
分の内側を見つめている人だなって思ったんです。
早矢仕　内側を見つめると、それまで気づくことのなかった、自分の内側で起こって
いることに気づくことが多くなるっていうか…。
長倉　ヨハネもどこかで気付いたのかなあ？
早矢仕　この「何者なんだ？」って繰り返すやり取りは、彼の中でも繰り返されて気
付いていったんじゃないかな。「メシアなのか？」「エリアなのか？」「あの預言者か？」
「じゃあ何者だ？」って。


