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者の代弁者です。そしてこれは、教会の役割だと思いま
す。起こっている不条理な出来事の中に、神の言葉を聴
きとろうとし、神に「何故ですか」と問いかける。そし
て、答えが与えられた時、それは「物語」となる。「私
が受け止めた福音、私が出会った神様は、こういう形で
私の人生に関わって下さいました」ということです。
川上 不条理の意味を「教え」として「こうですよ、
分かってますか」なんていうわけにはいかない。それは
「伝える」ことなんですよね。だから、自分の言葉とし
て、苦しみの意味を語れるようになる。だから、教会は
「現場」に出ていけるかが問われているのだと思いま
す。そうでないなら、「教会は結局、私のこの苦しみを
分かってくれない」と言われるでしょう。東日本大震災
の時、東北ヘルプは教会と教派の外に出た。そこで私た
ちは「出会った」んです。

「世界の教会に分裂をもたらした宗教改革の当事者とし
て、祈り、対話し、未来へと歩み出す…」

川上 貧しさこそがキリストの力ということですね。神
父様は、『いま、降りていく人へ』という高山右近につ
いての本を書かれておられますよね？

〜2017年11月23日カトリック浦上教会にて行われた宗教改革
500年共同記念礼拝に先立って出された宣言文より

古巣 宗教改革500年というプロテス
タントの記念行事を、何故カトリック
の浦上教会で行うのか。その理由は、
72年前の被爆―そして、江戸時代にキ
リシタンたちが毎年踏み絵を踏んでき
た、長崎・浦上の「土地の召命」だと
考えています。
「父よ、あなたがわたしの内にお
られ、わたしがあなたの内にいるように、すべての人を
一つにしてください。」(ヨハネ17：21）この一致の祈り
の中で、現実にはそれが出来ない惨めな教会の姿があり
ます。さらに今は「◯◯第一主義」という分断の時代で
す。だからこそ、度重なる不条理にも関わらず希望を受
け渡してきた浦上で、宗教改革500年を祝うのです。
川上 沖浦和光さんの『宣教師ザビ
エルと被差別民』という本で、ザビエ
ルは、ひたすら差別をされた人達に向
かっていった。それは植民地主義との
関連だけでは分からないというので
す。ですから、イエズス会のことを
「対抗宗教改革」と言いますけれど、
それも宗教改革だと気付かされまし
た。
古巣 アッシジのフランチェスコも、カトリック教会の
中で大きな宗教改革をした人で、キリスト教が連綿と受
け渡してきた、貧しい人・社会から置き去りにされてい
た人達の匂いを嗅ぎつけていくものでした。教会は、時
にそのことがだんだんぼやけてくる。そして、「違う」
と反応する人が出てくる。これは、教会の歴史の中で繰
り返されてきたことです。ルター然り、宗教改革を受け
てカトリック教会の自己刷新のうねりの中で、『霊操』
を生み出したイグナチオ・ロヨラやザビエルもそうで
す。それがイエズス会の誕生につながります。
ザビエルが、日本に来る前にインドのゴアで見たの
は、宗教対立の現実と教会の堕落でした。「自分は一
体何のためにここに来たのか。」彼は、そこで燃え尽
きた。人はこれを経験しないと、宣教者として使い物に
ならないのかもしれません。なぜなら、燃え尽きた人間
として、燃え尽きない神の前に立たされて、派遣されて
いく。そうやって自分は何も出来ないと知った時に、人
の謙虚さはキリストの貧しさと繋がっていくのです。そ
して、「私はパリ大学で学んだけれども、何にもならな
かった」と、彼は日本人から徹底的に学ぼうとします。
その中で、「自分が何のために派遣されてきたのか」が
見えてきたのです。

古巣 はい。あれは「見たまま」のことを書いたので
す。というのは、私は東日本大震災の時に、北海道の新
千歳空港で地震に遭い、待合室のテレビを見ていまし
た。そこでは真っ黒い津波が迫ってくる中で、高台から
下の方に何人か降りていっているんです。それは一人暮
らしのお年寄りなどに「早く高台に！」って声をかけに
行った民生委員や消防団や警察官、防災課の方々でし
た。その人たちは、降りていきながら、まさにそこで命
の方角を指差した。そして、その人たちは津波の中に消
えて行くのです。その瞬間に、私は「高山右近がここに
いた」と思いました。
実はその頃、執筆が途中で行き詰まっていました。徳
の高い、律儀で真っ直ぐな人というイメージで語られて
きた高山右近を、こんなに壊れていく時代の中で、重す
ぎて書けなかったのです。そして震災後、マイケル・サ
ンデル（ハーバード大教授、哲学教授）が東北大学で授
業をした時の質疑応答で、ある一人が「あの人たちがい
たおかげで、東北は救われました。いいえ、人間が救わ
れました。これからどんな社会をつくり、どんな人間を
育てていけばいいのか、命を懸けて教えてくれました」
と命の方角を指差した人々のことを語っていました。そ
れが、私たちが不条理をどう受け止めるのかということ
の手がかりだと思っています。

古巣 私たちは、自分の経験を通して人生について「だ
いたいこんなもの」と思っています。ところが私たち
は、現場で「もう知っている」と思っていた神や仲間た
ちに今更のように出会い直す。そして、それを死ぬまで
繰り返していくんだろうと思うのです。宗教改革もそう
ですよね。「これは一体何なのか」を考える時に、この
自己改革としての「出会い直し」になる。
苦しみは、誰もが望んでい
ないことです。しかし、その
ように「望んでいないこと」
は人生の中で、飛び込んでき
ます。そこで、人は根本的な
選択を迫られ、そこから人生
が変わっていきます。高山右
近もそういう選択を重ねて行
き、戦国時代という激しい競
争社会の中での負け組となり
ました。しかし、その中で彼
は、自分が受け止めた福音を
生きようとした。彼は、「貧
しさを選んだ神」と出会ったんです。それが、彼を出向
かせる人にしていきます。そして、そこには「いと小さ
き者たち」がいたのです。
私たちもそのように「異質な輝き」を放つ人でありた
い。九十九匹を置いて迷い出た一匹を血眼になって探し
て回る。日本の教会は、その「異質な輝き」を放てるよ
うな存在にならなければと、希望を受け渡して来たこの
地・浦上から叫び続けたいと思います。
(文責・月刊誌編集部)

川上 私たちは不条理を前にして、どうしていいか分
からないんですよね。例えば、福島の復興事業の収益の
多くは広告代理店に入り、現地の人の多くは駐車場係で
しか関われない。あぶく銭しか残らないから却って悪い
ことにさえなる。「神様は一体何をしているんだ」と思
う。でも、そういう人と一緒に、今も神様は使い捨てら
れているって。
古巣 原爆当時の被災した長崎市民も同じだったと思い
ます。この不完全な人間社会の中で、不条理は無くなり
ません。聖書の始めにあるカインとアベルの話も不条理
の話です。カインは神に「何故ですか」と問うことをし
ないで、「とにかくこの不条理を見たくない」と弟を殺
してしまった。
川上 詩編でも、耐え難い不条理の中で、詩人は神を問
う。いや呪いさえする。私たちに残されている一つの道
は、もう遠慮無く神様に文句を言うことなんじゃないで
しょうか。
古巣 嘆きの預言者エレミヤは言うんですよね。「正
しいのは、主よ、あなたです。それでも、わたしはあな
たと争い 裁きについて論じたい。なぜ、神に逆らう者の
道は栄え 欺く者は皆、安穏に過ごしているのですか。」
（エレミヤ12：1）預言者というのは、不条理の中にいる

日本基督教団（以下、日基教団）の教
会の主要な世代は70歳代であり、一年に
一つの教区が消える程の急速な教勢低下
という危機にあります。
（２ページへ続く）
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９月のご報告

̶１ページより続き

「人の業が尽き果てたところから
―日本基督教団の実情を聞く」・『時のしるし』を求めて・秋山徹

現実に、10年以上活動が無い教会や、信徒がいないた
め廃墟のようになっているところもいくつもあり、すで
に凡そ1700ある教会の約1割は休眠状態です。それらの
統廃合をどう進めるかは実に危急の課題なのです。し
かし、それは実に困難でもあります。私が以前に牧師
をしていた教会は、長老派、メソジスト、ホーリネスそ
して救世軍が合同した教会でした。そこで経験したの
は、深いところでの信仰の経験の違いによる軋轢です。
何せ日基教団は30余の教派の合同体ですから、「主は
一人、信仰は一つ、洗礼は一つ」（エフェソ4：5）にい
つも立ち返るしかない。そして信仰の核心については、
「まぁ、いいんじゃないの」という訳にはいかない。
「小異を捨てて大同につく」と、必ずそこで問題が起こ
る。なぜなら、これは聖霊の御業だからです。キリスト
が私達の和解の主となってくださったということが、私
達の中でどれだけ実質化されるかが問われる。これを忘
れる時、それはヒューマニズムに基づいたものになって
しまいます。これが、私達の宣教の中心的な課題です。
さらに、教師養成ももう一つの大きな課題です。「牧
師としての修練」をどうしていくか。実は、日基教団の
場合、教師の数自体は少なくないのです。教師資格は
持っているけれども、実際の牧会の働きをしていない
「無任所教師」が2,000人程いるのです。
ただ、一人の牧師として思うのは、「自分には力が無
い」ということをこそ知ることはなくてはならぬことで
す。御言葉が力を持ち、主が働いておられるのでなけれ
ば何も出来ないと気づく。それを身をもって経験するの
は本当に厳しいことですが、御言葉が自分を変えてくれ
ることに気づくのは、神の恵みなのです。ですから、試
練に耐えうるために、この「霊的な業」を担うための訓
練の確立は教団の責務だと感じています。
その意味では日本の教会は未だ苦難が足りないのかも
しれません。本当に行き詰まり、本当にキリストだけに
頼るしかない場でないと、御業は見えて来ないのでは
ないかとも思います。「為ん方尽くれども、望みを失
わず」（2コリント4：8、文語訳）です。私達には必ず
「何ともならなくなる時」が来る。罪と死の現実に直
面させられる。その時、御言葉の命がはっきりと立ち上
がってくると信じています。
（文責・月刊誌編集部）

ご献金 3,327,461 円（663 名）

９月末の

維持会員数

10 年前 1,579 名 1 年前 1,315 名

仏教を信じていますが
イエス様と友達になりたいと…
十
到

字架を分かっていない
底分かりえない、この私にも…

2日

ヨハネ受講中の女性

ヨハネ 17 章。引っかかったのは、
21 節の言葉です。
「すべての人を一つにしてください。私たちが一
つであるように…」イエスさまと神さまの関係の
ように一つになる。それは、想像を超えたすごい
ことですよね。でも私は誰とも一つになりたくは
ない、とも思いました。ああ、私は本当には誰も
受け入れない罪人。結局、十字架を自分のものと
分かっていないと言われればその通りです。でも、
到底わかりえないことをイエスさまがわかるよう
にしてくださる。そこしかないなと思います。だ
から自分にできること、御言葉の前に自分を置き
続けることだけは続けたいです。
昨日の放送で聴いた「イエスさまだけが、真の人
間でいらした」という言葉に、本当にイエスさま
とはそういう方なのだと伝わってきた気がしま
す。もっともっとイエスさまを知りたいと思いま
した。

罪の意識が重く、不安で…
今は神様を信じていきたい

9日
20 代男性

去年私は職場ストレス、親族の死から解離性障害
となり、何度も苦しみ、また人に迷惑を及ぼす犯
罪行為をしてしまいました。解離性で覚えがな
いとはいえ、罪の意識が重く、私自身またストレ
スでいつ解離が出てくるか不安で息をするも辛く
…。私は醜い人間だからこの障害を与えられたの
か、と。
クリスチャンの叔母は、そんな私に連絡をくれ、
「神はあなたを愛してくださるよ。どうしようも
なく苦しいこともいつかは大事な出来事になる
よ」と仰ってくれました。少し情けないですが、
私には愛してくれている人たちがいることが本当
によかった。今、私は毎朝晩に祈りを捧げ、叔母
が教えてくれた「我はもはやいくるにあらず、キ
リストがうちにありていくるなり」という言葉を
どうしようもなく不安な時に唱えます。するとイ
エス様が少しだけ背中をポンとして、不安が消え
る気がします。何とか過去の罪から解放されるよ
う神様を信じて前を向きたいです。

嬉しいお便りありがとうございます。人の前で祈
る時、胸がドキドキバクバクして、他の人がとっ
ても上手に祈っているみたいに思えて…。祈ることが
苦手だ、ご自分の祈りは自己満足だと思っていらした
あなた様が、ルカ 11 章をお読みになって、イエス様
が教えてくださった主の祈りを朝に夕に唱えるように
なられたとのこと。そうしたら、何か心が満たされる、
そういう経験をなさったのですね。なんて素晴らしい
ことでしょう。イエス様があなた様に触れてくださっ
たのですね。しかも、主の祈りを祈るようになってか
らは、
「祈りの言葉の選択に困ることが少なくなりま

−2−

1,320 名

（前月より +2 名）

23 日
女性

本日、新約聖書と通信講座解説書を受け取りまし
た。私は、仏教の信仰を持ちながらも、FEBC と
出会い、色々拝聴させていただいているうちに、
ちょっとおこがましいかもしれませんが、
「イエ
ス様と友達になりたい」という気持ちが芽生え
たのです。もしかしたらイエス様の方から「私と
友達になりませんか？」と呼ばれているのかなと
思ったりします。それなら、ぜひそのみ心にお応
えしようと思い、申し込んだ次第です。文通のよ
うに楽しみながら学んでいけたら幸いです。

”
“ 生まれなかった方がよかった
の言葉につまずき、でも…
こ

26 日

ヨハネ受講中の女性

「イエスは、何が人間の心の中にあるかをよく知っ
ておられたからである。
」
（ヨハネ 2：25）私が
聖書を読んで、初めて大きなつまずきを感じたの
は、イエス様が裏切りを企てたユダさんに「生ま
れなかったほうが、その者のためによかった」と
言われたところです。私自身に言われたような気
がして、大きなショックを受け、本当に無慈悲な
言い方だと思っていました。人からそう言われた
ら、どんなに心が傷つくでしょうか。でも、10
年以上たち、今やっと気がついた気がします。こ
れはイエス様が人としてではなく、神様の言葉か
ら言われた最大の憐れみの言葉ではないでしょう
か。ユダさんは自ら命を断つ前にきっと号泣され
たと思います。“ なんてことをしてしまったんだ、
あぁ自分は生まれなかった方がよかった…。” 私
もそう思ったように、その思いをすべてイエス様
は知っておられ、腹わたがちぎれるほどの苦しみ
と愛を示す言葉として、ユダさんの死に際の言葉
を予言されたのだと思います。そして、私にもこ
の言葉を言ってくださいました。だから私は敏感
に反応し、反発し、つまずき続けてきました。で
も、イエス様のお言葉は私の中で命となりました。
私の心の中を知っておられるイエス様、“ 生まれ
なかったほうが、その者のためによかった ” この
私が、“ 生まれてきてよかった ” と思えることは、
イエス様に出会えたことです。

●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

した。イエス様が導いてくださっていることを感謝していま
す。今では、クリスチャンの方々に比べるとたどたどしいで
すが、祈りと言うか、対話みたいな祈りができるようになっ
てきました。
」そうお書きくださって。素敵です、たどたど
しく祈れるって。祈りは上手、下手がないんですね。祈るこ
とは、信じることと一緒です。
「イエス様、こんなことがあ
りました。
」
「私はこんなふうに感じました。
」
「今、悲しいで
す。
」そうやって、イエス様と対話をなさり、イエス様に導
かれる祈りなんて、こんな素敵なことはありません。どうぞ
その祈りの中に導かれ続けていかれますように。 (18 日 )

日

番組案内

2020 年 11 月

全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組）
1日
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8日
15日
22日
29日

番組 全地よ、
主をほめたたえよ

今月の

PICK UP!

「力尽きるとき神が働く」

エレミヤ36：9〜26、
２テモテ2：8〜13（1日）
より
日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師

次の言葉が主からエレミヤに臨んだ。
「…あなたに語ってきた言
葉を残らず書き記しなさい。｣｢断食の日に行って…神殿に集まっ
た人々に聞かせなさい。｣（エレミヤ36：1、2、6）
当時イスラエルは軍事的に滅びの危機にありました。国のため
に断食してまで、祈る。その熱心さはあったのです。しかし、それは
聖書が語る信仰とは違います。だから神はエレミヤに命じました。
悔い改めを伝えよ、と。
しかし、王は次のように断固拒否します。
「王は巻物をナイフで
切り裂いて暖炉の火にくべ、ついに、巻物をすべて燃やしてしまっ
た。」
（23）王は、明確な確信に立っていたのです。それは、神様が
ダビデの家系を永遠に栄えさせるとの約束です。その子孫である
自分は滅びることはないと、耳を塞いだのです。ここに、信仰者の
本当の恐ろしさがあります。神の言葉を、神の言葉として聞かず、
それを自分のために利用したのです。私たちにはそれが起こるの
です。しかも気づかないで起こるのです。
この後、神様はエレミヤにもう一度巻物を書くよう命じます。こ
の神の言葉とは何でしょうか。
神様は人間が巻物を燃やすにまかされました。そ
うです、人間の力の方が強かった。そして、それは主
イエスにおいて成就されます。主イエスは、弱くさ
れ、人間に殺されるままにおなりになりました。
これはエレミヤも当時のユダの王も決して想像もで
きない仕方で、神様はご自分の約束を成就なさいま
した。弱くされ、殺された主イエスにおいてです。

●夜10：28〜

FEBC Sprout!

火

22日「『祈りとは何か』
（6）」
29日「アドベント
（1）」

デイリープログラム
●夜9：30〜

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日、11日 「『慰め』
の讃美歌」
18日「『神の怒り』
の歌詞がある讃美歌」
25日「自然界の神の恵み
（収穫感謝）」

3日

「容貌にコンプレックスがあり苦しんでいました。主の祈りがいい
よと勧められて、毎日、黙想を繰り返しました。すると、私はデブで
ブスでおばさんだけど、なんか、もうどうでも良くなって、神様は私
を尊いと言ってくださると分かりました。不思議です。」
11日 「毎日が寂しくて仕方ありません。妻子とは10年以上ほとんど会話
もありません。どうしたら人からは愛されなくても神様から愛され
ていれば十分と思えるでしょうか？」
13日 「主に祈ったら逆にうまくいかなかった場合、どう心の整理をつけ
ればよろしいでしょうか。」
19日 「私は信仰がないので、本当にイエス様に愛されているのかよくわ
かっていません。そんな私のために、十字架に向かって行ってくだ
さったイエス様。その愛に応えられるように、祈っていきたいと思
いました。」

ザ・ストーリー

●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
5日 「一流の僕（しもべ）
に変える神のストーリー」

（イザヤ44：21〜22）

12日「『永遠』
に貫かれている命」
（１ペテロ1：24〜25）
19日「本当の命を選ばせる神の諭し」
（エゼキエル18：31〜32）
26日「私は神の一点物の作品」
（エフェソ2：8〜10）

●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)

Kishikoのひとりじゃないから

出版第二課）

Kishiko(ゴスペルシンガー)

5日 「今日のパン、明日の糧
暮らしにいのちを吹き込む366のことば」
12日「押田成人著作選集（全3巻）」
19日「精神障害とキリスト者
そこに働く神の愛」
26日「牧師とは何か」

7日 「ああ、思い込み」
14日「ぜいたくな悩み」
21日「途中では止められない」
28日「リメンバークリスマス」

第1 ●夜10：04〜

●夜10：28〜

FEBC特別番組

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）

第１●夜9：37〜

イエスとの対話の旅―現代霊性神学講座

第２●夜9：47〜

7日 「神のベルーフ―召命―に生きる

〈後半〉」
（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
聞き手・長倉崇宣

コーヒーブレイク・インタビュー

インタビュアー 吉崎恵子

14日、
21日 斎藤惇夫（児童文学作家、
麗和幼稚園園長）
※再放送となります。

長倉崇宣

※月刊誌1面参照

「時のしるし」
を求めて

宗教改革記念

第2〜3●夜10：04〜

中川博道（カトリック・カルメル会宇治修道院司祭）

6日 「世界は、本当に良くなっている？」

4日 「私の原点―反抗していた私がイエス様に出会うまで」
11日「カフェオーナーの私にとっての
『食』」
18日「私の原点その２―私にとっての接客業」
25日「私の原点その３―母の存在の大きさ」

「私が旅立つ日」は、実は5年くらい前に作って「これ、歌っていいのかな」と封印して
いた曲です。それは、ある方の死を見た時に作った歌で、それは、その人生の閉じ方、
それはきっとその方の考えた通りではなかっただろうなあと思ったんです。理想通り
の幕の閉じ方ではない、それは少し悲惨で、受け入れ難く思えてしまうものでもありま
した。私も理想とする人生の閉じ方を願っていても、どうなるか、人生がどう終わって
行くか分からない…。でも、もしも悲惨な終わり方をしたとして、そこに希望は無いの
だろうか、と考えました。たとえ一人ぼっちだとしても、また傍から見て酷い悲しい状
況だとしても、でも、神様は共におられるんだ。私はそこに希望があると思ったんで
す。一人と思えるような時でも、そうではない。むしろそのような状況だからこそ神様
が共におられるんだ。あぁ、どのような中にあっても大丈夫なんだって思ったんです。
私はそのことをこの歌に込めて届けたいなと思いました。

●夜9：53〜

（日本キリスト教団出版局 出版第一課）

土肥研一（26日）（日本キリスト教団出版局

「たとえ理想通りの最後でなくても」
より
（24日放送）

7日
「詩編 第34編（4）
」
14日、
21日、
28日「詩編 第35編（1）〜（3）
」

11月のゲスト
白田浩一（5、12日）、市川真紀（19日）

外からの
「声」
―FEBC HANGOUT！

今月のご出演
波戸場ハンナ（「ホサナカフェ」オーナー）

3日 「私は何を歌いたい？」
10日「湧き上がる力と喜びがなく…」
17日「新しい時は始まっている」
24日「たとえ理想通りの最後でなくても」

土

●夜10：14〜

第1●夜10：25〜

●夜10：28〜

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

今月のご出演 神山みさ（ゴスペルフォークシンガー）

※金曜日は第２のみ

6日 「イエスと生きる、現代を生きる」

イエスから始めよう

竹森満佐一(日本基督教団元牧師)

●夜10：14〜

吉崎恵子（FEBCメイン・パーソナリティ）

金

幸福宣言―主イエスの山上の説教に聴く

マイ・プレイリスト

吉崎恵子／長倉崇宣

金田聖治（日本キリスト教会上田教会牧師）

●夜9：47〜

3日
10日
17日
24日

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌

嘆きに応える神の御言

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）

2日 「イエス・キリストの真理を説教する」
（ヨハネ8：31）
9日 「リスナーの手紙から」
（ヨハネ15：1〜10）
16日「高齢者の福音」
（ルカ10：25〜37）
23日「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）
30日「福音のために苦しみを」
（2テモテ1：7〜14）

15日「『祈りとは何か』
（5）」

●夜9：47〜

長倉崇宣（FEBCパーソナリティ）

2日 「私だってサマリア人になりたいのに」
9日 「心にぽっかり穴が空きました」
16日「お酒とタバコがやめられず、情けないです」
23日「『いさおなき我を』
の
『いさお』
って何だろう？と思っていました」
30日「信仰にも、
『保守』
と
『リベラル』
があると聞きました」

御足の跡を

お相手・服部みぎわ

●夜10：14〜

Echo of Voices

●夜10：28〜

〜一冊の本に込められた思い

4日 「モーセらが執り成しても」
（エレミヤ15：1〜2）
11日「あわれむことに飽きた神」
（15：3〜9）
18日「神はあざむくのか？」
（15：15〜18）
25日「神からの応答」
（15：19〜21）

●夜10：14〜

8日 「『祈りとは何か』
（4）」

恵子の郵便ポスト

神父さま、
こんなこと聞いてもいいですか？（再）

２日 「病気は何かの罰?」
9日 「親を愛せない」
16日「家の宗教との関係」
23日「キリスト教は男女差別?」
30日「『死にたい』
と思ってしまう」

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）

3日 「僕とキリストとの出会い、
その痛みと喜び」
10日「伝道者としての挫折の中で」
17日「『会いに行く教会』
って？」
24日「『教会の外』
の人々への眼差しを」

木

日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『いのちは神の御手に』
(ルカ19：1〜10)
日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
『永遠の住みか』
(２コリント５：1〜5)
日本基督教団中標津伝道所・石垣弘毅牧師
『神から生まれた人』
(1ヨハネ5：1〜5)
日本基督教団西片町教会（写真）
・
山本裕司牧師
『ここで渇きを癒やせ』

月〜金

●夜9：48〜

百瀬文晃(カトリック・イエズス会司祭) お相手・吉崎恵子

(エレミヤ36：9〜26、
２テモテ2：8〜13)

神からのメッセージーグレゴリオ聖歌ー

11月のゲスト
石川有生（会いに行く教会 牧仕）

水

月

『力尽きるとき神が働く』

第2〜5●夜10：27〜

木

長倉崇宣

日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師

(エゼキエル47：1〜12、
ヨハネ7：37〜39)
（東京都文京区西片2-18-18
/電話03-3811-3801/礼拝10時半〜）

だから、神様は主イエスを復活させなさり、主イエスの聖霊に
よって、私たちに告げておられます。
｢私たちが生きる時も、死ぬ時も、信頼し、服従すべきただひとつ
の神の言葉は、聖書において証されているイエス・キリストであ
る。｣
（文責・月刊誌編集部）

火

※本誌表紙参照

●夜9：30〜

PICK UP!

FEBC

13日 「人の業が尽き果てたところから
―日本基督教団の実情を聞く」
秋山徹（日本基督教団正教師、総幹事）
聞き手・長倉崇宣

第4 ●夜10：04〜

交わりのことば̶聖書の豊かさ

お相手・長倉崇宣

28日 「礼拝―イエスの怒りと愛に感染する時」（再）
井田泉（日本聖公会司祭）

（マタイ12：22〜32）

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）

20日「主にあるクリスチャン」
（ピリピ4：1〜9）
27日「豊かなクリスチャン生涯の秘訣」
（ピリピ4：10〜23）

第３／４●夜10：20〜

MeguのCCM insight!

Megu（Genuine Graceボーカル）

20日「Meguのお便り紹介！」
27日「Meguのトーク＆MUSIC」

キリスト教放送局 日本FEBC
●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。

