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―少子高齢化、人口減少については日本の聖公会はどの
ように受け止めておられますか。
日本聖公会も少子高齢化に直面し、教会のみならず11
の教区が自立・自給していけるのかは大きな課題です。
2012年に、日本聖公会宣教協議会を開いて様々な議論を
し、その準備会では、マーケティングの専門家をお招き
して統計データを用いながら議論もいたしました。しか
し最終的には、私は宣教協議会での主題講演で「原点」
に戻るということを訴えました。それは、「宣教をどう
考えるか」ということと繋がっています。
宣教については、同心円型に教
会が成長・拡大していくという理
想形があります。しかし、こうい
う考え方は、聖公会にはもともと
ありません。というのも、日本の
聖公会のルーツである英国国教会
独自の考え方と言っても良いと思
いますが、理屈上、英国の全国民
がその信徒であるわけで、そこで
のミッションは何かというと「牧
会」になります。そして、国教会における牧会とは何か
と言うと、「教会がある全地域住民への配慮」となるわ
けです。例えば、地域住民に教育が必要であれば学校を
建て、医療が必要であれば病院を建てる。それは地域住
民への教会の責任であり、それが聖公会の考える牧会な
のです。つまり、地域の課題に責任応答的に関わるとい
うことです。そして私はその宣教協議会の場で、聖公会
がもともとそういう発想を持っていたことを日本でも再
評価したいと述べました。
私が働いております立教大学は、1874年に宣教師ウィ
リアムズによって建てられたわけですが、彼は教会より
先に学校を建てるわけです。また、後には聖路加病院も
建てられますが、聖公会の宣教師たちが何故そうしたの
かと言えば、それらは決して「伝道のツール」ではな
いのです。彼らにとってはそれが牧会ということなので
す。
かつては、聖公会でも「教会は伝道する場であって、
社会問題に関わる場所ではない」という批判があり、社
会派か福音派(教会派)かという二元論がありました。と
ころが、本来的な聖公会の宣教理解に立ち戻るならば、
そのような二元論が無意味ということが分かります。教
会の中の信徒への牧会的働きと、教会の外の社会的課題
に関わることは、いずれもパストラルケアであり、教会
の中か外かの違いに過ぎないのです。
ここで確認したいのは、古代教会から大切にされて

きた、「教会の5つの要素」です。1,ケリュグマ（御言
葉）、2,ディアコニア（奉仕・社会的課題）、3,マル
トゥリア（証）、4,レイトゥルギア（礼拝・祈り）、5,
コイノニア（交わり）。この5つの要素は、初代教会か
ら受け継がれ、聖公会のみならず世界の教会でコンセン
サスを得ていることです。これらのどの要素が欠けても
教会にはならないのです。「私は御言葉だけ」「私は社
会問題にだけ」とは言えないのです。ですから、「少子
高齢化でどんどん教勢が落ちていってこの先が心配だ」
と考えるのは、場合によっては、教会の中のことだけし
か考えていないということにもなりかねません。
教会の統廃合ということも、聖公会でも非常に現実的
な課題であることは間違いありません。しかし、私自身
は、単純なマーケティング的発想による統廃合ではなく
て、仮に信徒数がごく少数になったとしても、その方々
を大切にすることが基本的な姿勢でなければならないと
思います。日本の首座主教である植松誠主教から伺った
お話にこんなことがありました。北海道教区は広く、ま
た牧師も少ないので、主教でもいくつかの教会の責任を
担わねばなりません。植松主教は札幌に拠点を持ちなが
ら、以前は稚内の教会の管理もされ、片道450キロを車
で往復しておられたそうです。その教会にはご高齢のご
婦人お一人しかおられなかったのですが、奥様と二人で
行き、そして教会で礼拝を捧げる。会衆席にはそのご
婦人一人が涙を流しながら聖歌を歌い、説教を聴き、パ
ンとぶどう酒を受けられる。そして帰り際には、見えな
くなるまで手を振っておられた…。このお話を伺って、
「牧会って、そういうことだな」と思います。マーケ
ティング的な発想で言えば早々に畳んだほうが良いし、
「そんな無駄なこと」と評価されるでしょう。しかし、
この「祈りのような思い」が無ければ、何をやっても駄
目なのではないでしょうか。私達の物差しと神様の物差
しとは違う。人口減少と高齢化の中での教会のあり方へ
の直接の答えではないのですが、これを大切にすること
が、そのことへ応えていくことになるのではないかと思
います。

―個人の尊厳・命の尊厳と呼応する形で、LGBTのことも
教会で取り上げられるようになってきていますが、聖公
会ではどうなのでしょうか。
実は残念ながら、世界の聖公会はこのことで二分して

しまっています。ですから「聖公会とし
て」の共通見解は無いと言わざるを得ない
のですが、私は、もちろんその方々と共に
歩むのが教会のあるべき姿と思います。な
ぜなら、それは聖公会の教会論の原点に立
ち返ってもそう言えるからです。
一般に、教会論には2つのパターンがあ
ると言われています。一つは「風船型」、
もう一つは「鳥の巣型」です。前者の「風
船型」は、同心円型に、しかも同質的に膨
張していくイメージで、これは一般的な教
会論と言えると思います。しかし、風船は
膨らめば膨らむほど弱くなりますし、針で
ちょっと突けば割れてしまう。では、聖公
会の教会論はというと「鳥の巣型」です。
鳥の巣には、長い枝も短い枝も曲がってい
る枝もあり、ハンガーやプラスチックも混
じっていて見栄えが悪く、均一でもなけれ
ば隙間だらけです。しかし、多様な枝が神
様の愛で紡がれて一つの鳥の巣を作って、
その中で命が育まれる。そして、これこそ
が私達の教会だというのは、私の神学的
確信です。だからこそ、この鳥の巣を作る
ためには、「あなた」という枝が必要なの
です。前カンタベリー大主教のローワン・ウィリアムズ
がこう語っています。「聖歌隊指揮者にとって最も重要
な任務は、大声を出して歌う人や音を外している人に注
意を与えることではない。その任務とは、声の出ていな
い人、聞き取れないほどの小さな声の人の存在を敏感に
感じ取れることだ。そして『あなたの声が聴こえなけれ
ば、この聖歌隊は無い方が良いのだ』と語りかけること
なのだ。」
プライベートなことで恐縮なのですが、一番下の息子
は生まれた時に重度の仮死状態で生まれました。後から
お医者様にMRIの写真を見せて頂いたのですが、脳の部
分が真っ白なのです。「仮に命が続いたとしても、どこ
まで生きられるか分からないし、ハンディを背負うこと
になるでしょう」と言われ、呆然としてしまいました。
そして次の主日、聖書日課として指定されていたのが、
次の箇所でした。「イエスは、ガリラヤ湖のほとりを歩
いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが
湖で網を打っているのを御覧になった。彼らは漁師だっ
た。 イエスは、『わたしについて来なさい。人間をと
る漁師にしよう』と言われた。」（マルコ1：16〜17）
実はこの箇所は、私の一番苦手な箇所なのです。という
のも、この聖書箇所はよく「風船型」の教会理解で用い
られる箇所だからです。しかし、子どものことを思いな
がらこの箇所を黙想していた時に与えられた気づきがあ
りました。それは、この箇所で大事なのは、人をとる漁
師ではなくて、彼がそのために与えられた網ではないか
と。「人をとる漁師」としての網。それは、まさに「鳥
の巣」のように、神様の愛によって紡がれた網であっ
て、この誰一人としてこぼれ落ちる者がいない網を持っ
て行けとイエス様は促されたのではないか。ならば、命
がどうなるか分からない私の息子も、この網からは決
してこぼれ落ちないのだと思わされたのです。だから、
私達は「人をとる漁師」にならなければならない。それ
は、誰一人こぼれ落ちることがない網をイエス様から与
えられているからです。この気付きは、私の全ての原点
で、性的少数者の方々だけでなく、教会は「ひとり」の
存在をもこぼれ落としてはいけないという確信になって
います。
それゆえ、世界の様々な困難の中にいる人たちを覚
え、執り成しの祈り(代祷)を続けていくことが、今、私
達キリスト者に課せられているミッションだと思いま
す。感染症は、私達の心をも蝕んでいき、差別や排除の
論理を正当化させていく「副作用」があるからです。そ
れに抗っていくには、イエス様が十字架と復活によって
示してくださったコンパッション(共感・共苦)が無けれ
ばなし得ません。それに頼りながら、今の時を過ごして
いくことが求められていると思います。
（文責・月刊誌編集部）
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質問：死んで、それでおしまいなら、とても虚
しい。本当に人は生まれて死んで、それっきり
なんでしょうか？
百瀬 この人生は、永遠の国へと歩む巡礼の旅のような
ものです。それは、私たちがどのように愛するかにか
かっているとも言えます。この世のものは全て過ぎ去っ
ていきますけれども、愛は消え去りません。愛のみが実
るのです。だからイエスは、「友のために自分の命を捨
てること、これ以上に大きな愛はない」(ヨハネ15：13)
と言われます。もしこの世の命が全てだったら、友の
ために命を捨てることは、無意味となります。だから、
私たちは、たとえ自分のしたことが大したことがなくて
もがっかりしなくていいんですね。人生には、善意が踏
みにじられる挫折や、それまでの努力が一瞬で水の泡に
なってしまうことがあります。それでも永遠の命を信じ
るということは、どんな挫折にもがっかりしないという
ことなんです。私たちのすることが決定的なものではな
く、神様が成してくださるのだということを信じるから
です。そして、一つひとつの私たちの働きは、そこに愛
を込めて行う限り、神様の創造の業に参加させていただ
くことになるのです。
吉崎 でも、どうしたら、その永遠の命が信じられるん
でしょうか？
百瀬 私たちは誰もが、自分の人生が無意味であって欲
しくないと思うのです。ここに自分がいることに、何か
意味があることを望んでいますし、望まずにはいられな
いんですね。ただ、そこで、永遠の命を今の人生がずっ
と続くことと考えると、「もう止めてくれ」と思うか
もしれませんね。けれども、そういうことではないんで
す。
それは、たとえば本当に自分のことを受けとめてもらっ
て、自分の存在を喜んでもらった経験に通じます。神様
に受け入れられ、喜んでいただくということが「永遠」
なら、その時感じた喜びは、いわば「永遠のひとしず
く」なんです。もちろん、そんなふうな体験は少ないで
しょう。けれども、自分を理解してくれた人、自分のた
めに尽くしてくれた人、自分のために犠牲さえ捧げてく
れた人、そういう人との出会いは誰しも必ずある。その
ことを静かに考えてください。それは本当に小さなもの
かもしれないけれど、永遠につながる小さな希望のしず
くをいただいて、それに向かって歩むということが信仰
じゃないかと思うんです。夜明けに山の端に向かって暗
い中でも明るさを確かに感じながら歩むように。
(文責・月刊誌編集部)
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会に行きたいけれど
らに孤独になったら、と怖く…

10 年前 1,566 名 1 年前 1,318 名

11 日

ルカ受講中の女性

9日

私はヨハネ 15 章から娘の名前を決めました。そ
の頃の私は仕事のストレスを紛らわす為に酒浸り
の日々でした。娘の誕生、成長は大きな喜びの
はずなのに心を病んでいました。イエス様に対す
る信仰もなかったと思います。でも大切な娘の名
前は聖書から決めました。15 年以上も会ってな
い娘が信仰を持ってくれるよう祈りたいと思いま
す。
私は若い頃の挫折から、人との接し方がとても苦
手です。人間関係が出来ないので仕事が苦痛でし
かありません。その苦しみから逃れる為転職を繰
り返しています。教会に行ってみたい気持ちもあ
りますが、イエス様を信じる人々の交わりにも孤
独を感じたら、今の孤独よりさらに深い闇に落ち
そうで教会に行けません。FEBC の放送だけが私
の支えです。

10 日

ヨハネ受講中の女性

毎日放送を楽しみにしています。仕事で問題を抱
えている時期は放送を聞いてもどこか上の空で、
自分がどこにもつながっていなく、神様からも遠
く離れていることを強く感じます。朝、きちんと
起きて、聖書を読み、FEBC を聴く。家族が起き
てくる前にこれができると、心がまっすぐになり
ます。
4 章、サマリアの女。イエス様は自分の渇きを満
たすためにご自分の力をお使いにはならないので
すね…。水を飲ませてください、そんなイエス様
の懇願を私はどれだけ無視してきたことでしょ
う。6 章、5 千人の給食。私も、自分のお弁当を
差し出したこの子供のようになりたいです。イエ
ス様が受け取ってくださったことで、この子の顔
は喜びでピカピカに輝いたことでしょう。でも、
私はこの子のようにはできません。こっそり隠れ
てひとりでパンと魚を食べてしまいます。自分が
痛まない範囲でしか行動できないんです。それで
いて、自分よりできてない人よりましだと優越感
すら感じてるんです。こんな私にも、イエス様は
水を下さいって言ってくださる。私の井戸なんて
相当深くて水も濁ってると思うんですけど…。

父なる神様、今この方が、あなたを求め、あな
たを捜して聖書を読んでいます。20 年も前
からあなたを求めては諦めそうになり、でもまた
今、聖書通信講座を通してヨハネ福音書を読んで
いらっしゃいます。あなたがこの方を求めてくだ
さったから、この方にあなたを求める心が芽生え
たと信じます。イエス様がわからないと苦しむこ
のお方の目をどうぞ開いて、イエス様を仰がせて
ください。どうぞイエス様に出会う喜びを味わわ
せてください。イエス様の御名によってお祈りし
ます。アーメン。
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1,324 名

（前月より +4 名）

主人に反対され…
教会へ行ける時は来るのでしょうか
男性

私なら、イエス様から
こっそり隠れて独り占めです

10 月末の

維持会員数

ルカ 7 章から 9 章。私の心に重く考えさせられた
ところは、8 章の種をまく人のたとえです。私は
石地の種なのではないかって。
主人に反対されているので、主人に従い続けてい
ます。心の中ではイエス様を信じています。私の
夢は教会へ行けること、バプテスマを受けること
ですが、そんな時が来るのかと考えてしまいます。
そしていつも「神様にお委ねします」
、と自分の
心の平安を得られるように、深く考えないように
しています。このような私に無料講座を受ける資
格があるのでしょうか。主人に見つからないよう
に聖書を読み、こうして手紙を書いています。ポ
ストの中も、ほとんど毎日私が見に行きます。乱
筆、乱文で申し訳ありません。

祈っても、祈っても
“ イエス様の愛 ” がわかりません

28 日

私はまだ洗礼を受けておりませんが、ここ 3 年間
ほど放送を聞かせていただいております。さて、
聖書の十戒には「父母を敬うこと」とあります。
私も、両親を愛そう、敬おうとしてきました。し
かし、長年に渡る様々な出来事や、私が現在精神
的に不安定なことを含めて、両親を愛し、敬うこ
とが出来ず、また両親も私の状態に困惑している
のか、苛立たせてしまうことばかりです。両親は
親として当然私の自立を望んでいるらしいのです
が、私からすると、親への不信感や、
「愛されたかっ
た」という寂しさが自殺未遂などの精神状態に影
響を与えていると思います。
親のことは一線を引いて、他の人との交わりの中
で、
「神を愛し、自分の隣人を愛すること」をやっ
てみようと思っても、その愛というものが、正直
わからないのです。また、よくイエス様の愛は親
から子への無償の愛に近いと喩えられますが、そ
の愛もまだ実感として感じられません。祈っても、
祈っても、よくわからないのです。私の様子をご
覧になってイエス様は沈黙しておられるのでしょ
うか。それとも私が神様に身を捧げる覚悟が出来
ないからでしょうか。
●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

「イエス様がわからない、信じられない」それは、信仰があ
るから、その呻き、求め、渇きがあるんです。あなたは、イ
エス様しかいない、イエス様が私の救い主だと信じていらっ
しゃるから、このように求め続けていらっしゃるのですよ〜。
そして、
「わからない」と言うあなたのそばに、イエス様は
既にずーっといてくださった。そのことを、どうぞ御言葉を
通して主がさやかに示してくださいますように。
実は私もね、自分には信仰がないなあって思うんですよ。で
も、信仰のない者を憐れんでくださるイエス様にすがってま
いりましょうね。
(7 日 )
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父に絶えず聴きながら生きていくと言うんですね。そ
して、この事は現代の私達にも迫ってくるテーマなん
です。

■ 神は、私達の現実の中で語られる
初めに神は、天地を創造された。(1：1)
「初めに」は、物事を根本的に見つめるという意味が
あると言われています。存在するすべてのものは、存
在を与えられて、存在している。私が生きている理由は、
私にあるわけじゃないんです。私がなぜここに生きて
いるのか、なぜここにいるのか、なぜ私はこの人生に
呼ばれたのか。それは、本当に存在を与えた方に絶え
間なく聞くしか無い。私達は「聞く」ってことの中に、
存在を見出す道筋を持っているんです。
今の時代、何かできるなら存在する価値があるんだ
とか勝手に人間が決めているようなところがあります。
相模原の知的な障害を持った人たちの施設で、人を何
人も殺した人もそうです。私達も子供の時から、人に
役に立つこと、迷惑かけないこと、みんなから喜ばれ
ること、能力を発揮すること、そうしたら成績が良く
なるし、人として認められる。それは本当は、みんな
で幸せになっていくために、もらったものを生かすと
いう意味でやってきたはずなんですが、いつの間にか
変わってしまうのです。
ある統計で、ある年のアメリカで、他人から自分が
老けたって思われないために使ったお金、例えば服装
とかサプリメントとかジムに行くとか化粧するとかね、
そのお金は、老人福祉に使った金額の何十倍だと言わ
れています。自分が老けたと思われることをどれだけ
恐れているかという事です。
初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、
闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。
神は言われた。「光あれ。」こうして、光があった。
神は光を見て、良しとされた。神は光と闇を分け、
光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝
があった。第一の日である。( 創世記 1：1 〜 5)

創世記の冒頭は、紀元前 6 世紀ぐらいに文章化され
た祭司伝承と言われるもので、世界の存在基盤が根底
から揺らいでいくような時代背景の中で書かれていた
と考えられています。

■ 聖書が書かれていった時代
紀元前 10 世紀頃にかけて、周辺
の列強国の脅威の中で、イスラエル
はそれまでの部族連合体的な緩やか
な形から、王制のもとで軍隊をつく
ります。徴兵制や首都の制定、国家
をなすための政府機関…それには、
お金もいるし、人材も必要です。現
代のテーマと似ていますよね。つま
り、ダビデ王朝の成立とそれに続く王制は、人々の生
活を大きく変えていったのです。だから、人間とは何か、
その問題性を根本から問い直す必要がありました。
イスラエルは南北に分裂し、紀元前 8 世紀にはアッ
シリア帝国によって、北王国が滅亡します。その中で、
国をあげて主を裏切っていく。そんな時代に出てきた
のが、エリヤなどの主の名を叫ぶ預言者たちです。
その後にあるのは、南のユダ王国の滅亡と 70 〜 80 年
に渡るバビロンへの捕囚です。この自分たちの基盤を
失っていったどん底の時代に、預言者の働きによって、
生きることの再考がなされていきます。加えて言うな
ら、新約聖書もまた、紀元 70 年のエルサレムの陥落と
イスラエルという国家の完全な消滅の中で書かれまし
た。
ですから、聖書の基本的な世界観は、崩壊とか混沌
というものを真正面から受け止めて、神に聞き続けて

いった人たちの姿勢というのがあると言われるのです。

■ 現代の教会の変化
現代の教会にとって、この事はとても身近なことで
す。2002 年のカルメル会の総会では、現代をバビロン
の捕囚期になぞらえて受け止めました。
カトリック教会は、それまでいつも世界中みんな一
緒みたいな世界で生きてきたわけです。ミサとか典礼
とか音楽とか、本当にみなラテン語ですべてをやると
か。この一致の中心点がいつも明確であったのが、第
二バチカン公会議の後では、文化的な統一から外れて
いく。それは、自分のアイデンティティの基盤が失わ
れていくような体験であったと思うんです。ショック
を受けたり、何が信仰生活の中心にあるかわからなく
なってきた人たちも、数多くいたはずなんですね。
さらにこの事は、外面的な変化に留まらずに、もう
一度神を探し直し、神の派遣の意味を問い直すという
課題を、私達に突きつけていくことになりました。
私が管区長だった頃、私が神学生だった時の教授で、
管区長経験者でもあった方によく相談してたのですが、
ある時その方が、いきなり「中川さんね、あと少なく
ても 10 数年は、教会、落ち込むよ」ってはっきり言
いました。これだけ、大規模に教会のあり方を見直し
た後は、教会はいつでも落ち込む体験をしたと言うの
です。当然ですよね。ただ、その落ち込んでいく中で、
何が本質なのか探ることを真剣にやっていかなければ、
その後には何も残らないよと仰っていました。
だから今、次の世代の人たちに、どういう世界を残
すのか。そのためには何が基盤になるのか、何が中心
なのか、ここを見極めていくということが問われてい
ます。ここを本当に切り開いていくためには、深い霊性、
すなわち本当の意味でイエスと出会い直すことが必要
なんです。
この修道会を改革したテレジアも、その時代の中で、
イエスと出会い直した人だと思います。テレジアは、
イエスと友情を生きる人は、同じように生活の中で御

地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が
水の面を動いていた。(1：2)
「地」というのは、私達の地上の人生のことです。バ
ビロン捕囚を体験した人たちは、首都の陥落と神殿や
国家の崩壊の中で、当時の最先端のメソポタミヤ文明
の中心地に連れて行かれて、おそらくど肝を抜かれた
と思います。実は私も先月、ガラケーが壊れてしまい、
じゃあスマホにしましょうって渡されましたけど、ど
う扱っていいかわかんなくて（笑）。きっと彼らも文明
の技術を目の前にして、まったく歯が立たないってなっ
たのかなと思うんです。その意味で、この「地」はあっ
という間に物事が過ぎ去っていくんですね。
そして、「混沌」は、形なく虚しくっていうことが語
源的な意味です。あると思ったものが失われ、確かだ
と思っていたものが根底から崩れていく…。
私達は今、どこにいるのか？どこから来てどこに行
くのか？そんな闇の中に閉ざされているような時代を
生きています。闇っていう字は、門構えの中に音って
書くんですけど、何も聴こえて来ないところまで、ど
こかいっちゃいそうなイメージの言葉ですね。そして
「深淵」とは、底なしの深み、不安とか苦しみとか死の
象徴です。こういうものに見舞われながら、この地を
生きているのが私達の現実です。
また、「神の霊が水の面を動いていた」って言われて
います。「神の霊」っていう言葉は、強風っていうふう
に訳されもしますが、「混沌、闇、深淵に覆われていく
私達の人生の上を、強風が吹き荒れる」という意味な
のでしょう。持っていると思っているものが引きちぎ
られ奪われていくような現実…これが私達の現実だろ
うってことだと思います。
ところが三節にはこのようにあります。
神は言われた。
『光あれ。』こうして、光があった。(1：3)
混沌、闇、深淵、強風が吹き荒れていくっていうこ
の現実の中で、
（２ページへ続く）
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「光あれ―崩壊と混沌の中で歩み出す霊性」
イエスとの対話の旅―現代霊性神学講座・中川博道

神は私達に語るということです。この事が、祭司伝承
を伝えた人たちの確信だろうと思います。神は、決して、
すべてが解決して、平和になって、穏やかになったと
きに、はじめて語り始められるのではないんです。そ
して、こう語られると言うんです。「光あれ」と。そこ
で、その語りかけを聞く人の人生が、光に変わっていく。
聞く人において、光に変わっていくという意味を持つ
と思うのです。

■「光あれ」との御声
私にも、自分の混沌の中に、一つの光が差し込まれ
るという経験がいくつかあります。
わたしのために人々があなたがたをののしり、また
迫害し、あなたがたに対し偽って様々の悪口を言う
時には、あなたがたは、さいわいである。喜び、よ
ろこべ、天においてあなたがたの受ける報いは大き
い。あなたがたより前の預言者たちも、同じように
迫害されたのである。( マタイ 5：11、12)

主は、この祝福の説教の最後に繰り返すように迫害
のことを言われ、ここでは、それが、幸いであるばか
りでなく、そのことを喜ばねばならないと言われます。
しかし、迫害にあって嬉しい人は誰もありません。
それは当然なことです。それならば、このように喜べ
というのには、よほどの理由があるはずなのではない
「あなたがた」と言っていることから、面と向かっ でしょうか。ことに、主が報酬があるから喜べと言わ
て話していることであります。しかし、人間の問題は、 れることは、納得できないことだ、と言わねばならな
自分に語られたことさえ、正面から受け取らないで、 いにちがいありません。
よそごとのように思うことにあるのではないか、と思
います。それでは、聖書を神の言として読むことはで
ここに用いられている「報い」という言葉は、聖書
きないのであります。いわゆる聖書研究ということも、 においては全くちがった意味を持つようになりまし
た。この言葉は、マタイ福音書がもっとも多く用いて、
しばしば、そうなるのです。
同様に、ここでは「わたしのため」と言われており、 10 回に及んでいます。しかも、この言葉が意味するこ
「ひたすらにそれを与える人の自由により、また
そう言われるキリストのためである、ということなの とは、
であります。キリストとの関係において受け取るので その寛大さによること」なのであります。
それをよく説明しているのは、ぶどう園の労働者の
なければ無意味になってしまうのです。
たとえ話 ( マタイ 20：1 〜 16) であります。朝の九時
よく知られた壁かけにこういうのがあるのをご存じ から働いた者と、夕方の五時頃から来て働いた者が、
同じように 1 デナリの報酬を受けた。それに対して不
だと思います。
平を言う者に、ぶどう園の主人は「自分の物を自分の
したいようにするのは、当たり前ではないか」と答え
キリストはこの家の主人
ます。
食卓ごとの見えざる客
どの会話をも黙って聞いておられるお方
では、その 1 デナリの報酬とは、一体何であるのか？
それは、キリストのことです。このことが、神の報
このキリストのために「ののしり、また迫害し、あ
なたがたに対して偽って様々の悪口を言う」ことを受 いの本当の意味であります。
け取るのであります。
われわれは、正しさのため、義のために生きること
教会は殉教者の血を種にして成長するといわれるよ を願ってきたのであります。しかし、なぜ義のために
うに、教会の歴史には迫害はつきものでありました。 生きるのかということは分かりません。また、実際は
むしろ、当然のことであり、信仰生活の一面をあらわ 義のために生きる力もありません。キリストは、そこ
しているということもできるのであります。つまり信 から救って下さったのであります。
仰生活は、平穏な文化的なものではなくて、むしろ戦
信仰とは、ひとつのものの考え方ではなくて、キリ
いを忘れることができないほどに、厳しいこの世と対 ストによって生きることであり、キリストを愛するこ
決しているところがあることを忘れてはならないので とであります。それゆえに、主は「わたしのため」と
あります。この世が、それほど神に背いているからで 言われるのであります。
( 文責・月刊誌編集部 )
す。

私の通っていた高校は公立の受験校でした。団塊世
代の終わりの方なので、四当五落って言って、四時間
しか寝ないで勉強するやつは大学行くけど、五時間寝
たら落ちると言われていた時代でした。でも、毎日寝
不足っていうのは本当につらいもので、朝はぎりぎり
まで寝て、おはようでもないし、行ってきますでもな
く、毎日ブスーとしてやってたんですね。そして、三
年生になって、一ヶ月ぐらいたった頃だと思うんです
が、ある朝、私の身の回りの世話を全部してくれてい
た祖母が「そんなに寝不足して体を壊したら元も子も
ないよ」と声かけてきたんですね。そこで、口に出さ
なかったんですが、顔を洗いながら、「うるせーな」っ
て心の中で、その言葉を吐いたんですよね。その事を
はっきりと覚えています。ところが次の瞬間、これは
本当に自分にとっては不思議な経験でしたけど、心の
深いところから、「そういうあなたはおかしい」と語り
かけられるのを、私は確かに聞いたんです。本当に。
顔洗いながら、顔が赤くなるくらい恥ずかしかった。
そして、本当に変だって思ったんです。自分のことをね。
その日ずっとその事が忘れられなくて、自分のみじめ
さみたいなものを心から経験しました。それで決心し
て、次の朝いつものように声をかけてくれた祖母に、
本当に久しぶりに「おはよう」って小さな声でつぶや
いたんです。かなり恥ずかしかったし、本当に照れく
さかった。でも、その言葉を口に出した時に、もうゴ
ワゴワになってた自分がガラガラってくずれるように、
自分の存在の何か深いところから暖かい潤いみたいな
ものが、フワっと湧いてくる経験をしました。蚊の泣
くような声で「おはよう」といったことが、自分の心
をこれだけ変えるっていう衝撃的な体験でした。そし
て、その時から、祖母との関係はまず変わったんですね。
毎朝、祖母と声を交わすことが、自分の人生の中で一
番明るい楽しいことになったし、やがてそれは家族と
の関係を変えていきました。それは私にとって、教会
に足を運んで、今に繋がっていく、一つの「光あれ」っ
ていう呼びかけだったんだろうなと思っているんです
よね。

■ 新しい気付きと神の招き
もちろん、原爆で傷を負ったり、大切な人を亡くし
た人が沢山いる中です。だからこそ次のように書き記
されています。
「一生忘れられない大切なミサだった。聖変化の時、
丁度目の前にあった馬小屋を眺めてみれば、2000 年
前、ベトレヘムの貧しい飼葉桶に神の御子が生まれた
ことを目の前にあるかのように感じた」と。
今、私達はミサ ( 聖体拝領 ) への参加が制限されて
皆さん、クリスマスにたどり着くまで、どんな気持 います。でも、「だからこそ出来ることって何なんだ
ちでお過ごしになりましたか ? 今年は不自由なクリス ろう」と思うのです。もしかしたら、原爆が落ちた後
マスですが、それはもちろん過去にもあったんです。
のこの教会のように、教会に飾り立てられている飼葉
『破壊の日』という、広島のカトリック幟町教会の 桶の馬小屋を、ただの置物としてでなくて、本当にリ
司祭の手記には、原爆が落ちた、その年のクリスマス アルなものとして思い浮かべることが、今の私達にも
をどう過ごしたのかが描かれています。
出来るんじゃないかって。
「クリスマス前、聖堂の道具と一緒に馬小屋の人形
これまでのように教会に集えない―そ
を埋めたことを思い出した。それでその場所を探し、 れは、今は教会に集うことが全てじゃな
発掘作業にかかった。... 洗ってきれいにすると、人形 いということかもしれません。だからこ
の色ははげて、聖ヨゼフの白髪もいつの間にか禿頭と そ今夜、ちょっと夜空の星を見上げてみ
化し、聖母のベールもボロに似て、幼子は傷だらけ。」 てはいかがですか？私達一人ひとりも持
そして、当時のバラック小屋の教会で裸電球の下で てる限りのギフトを持って行かなければ
夜中にミサを挙げたそうです。
ならない場所、星に導かれていく場所が
「祭壇の後ろの壁に板を張り、その上にこの人形を あるのかもしれないからです。
飾ると実に美しい！」と。
（文責・月刊誌編集部）

あらゆる人の人生の中に、この混沌、闇、深淵、強
風が吹き荒れます。一見すると絶望的に見えるこの状
況の中で、私達を光へと創造していく呼びかけが、必
ず人生の中に響いている。この自覚を私達は持ってい
くべきなんだろうなと思っているんです。
それが創造的に生きていくことの道なんだと思いま
す。この混沌の時代の中で、私達の人生の中で、神が「何
を」よりも「どう」語りかけてくださるかってことに
気づくこと…観想的な生活とは、神と共にいることを
あえて選び取るっていう意味で、それは生き方として
選び取ることだと受け止めることができると思います。
2015 年から一年かけて行われた慈しみの特別宣言の
中で、教皇様は一つの答えを出したと思うんです。第
二バチカン公会議後の 50 年、この新しい公会議の光
の中で、神との出会いを求めてきた教会の一つの結論。
それは、憐れみであり慈しみであるお方、愛そのもの
であるお方が、私達人類の存在基盤なんだということ
です。ここから全てを受け止めなおして、ここから再
出発していくことです。
言い換えれば、私達は今あらためて、この混沌の中で、
どこか崩壊していく中で、どのようにイエスとの出会
いを新たに生きるかっていうテーマの前にいるのです。
( 文責 : 月刊誌編集部 )
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●夜9：30〜

全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組）
6日
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13日
20日

27日

PICK UP!

番組 マイ・プレイリスト

「クリスマスイブは…私の洗礼日！」
（22日）
より
大和田広美（ゴスペルシンガーソングライター）

「誰もが私を殺すでしょう」
私は12月24日のクリスマス礼拝の日に洗礼を受けました。本当
に嬉しいときだったのをよく覚えています。そのクリスマス礼拝を
通して、私の新たな日々が始まったんだなと思います。
『ああ、愛されて』という曲の中で「本当の私を見せたなら、誰
もが私を殺すでしょう」という部分があります。
「ちょっと強すぎ
るんじゃない？ここ、少し替えたら？」という声も聞きました。これ
は、もとは「私に出会う人は、誰もが私を殺すでしょう」と、弟アベ
ルを殺したカインが神様の前に立った時に言った言葉です。私は
これを読んだ時に「本当にそうだなぁ、私に出会った人たちは、私
を殺すだろうなあ、それほどに怒りを引き起こす罪を抱えている
なぁ」と思ったんです。
でもそんな私を生かすため、造られた本来の目的に生きること
が出来るためにイエス・キリストが十字架にかかって下さった。そ
のスタートがクリスマス。神であられた方が地上に降りてきて、私
たちと同じ弱い人間として歩み始められた。最初に羊飼いたちに
この知らせが届いて、そこから沢山の人々を経由して、時代を超え
て、私の所まで罪の赦しが私に与えられるという福音が届きまし
た。イエス様は私たちを愛して下さる。ご自身が人となって、最も
自由なお方が最も不自由
な状況に身を置いて、そし
て、全ての命の源である方
が、その命を身代わりに献
げられた。私も今日どなた
かにこの素晴らしい祝福の
お 知らせを届けたいなと
思っています。
（文責・月刊誌編集部）

火

●夜10：14〜

マイ・プレイリスト

※本誌表紙参照

今月のご出演 大和田広美（ゴスペルシンガーソングライター）

FEBC Sprout!

・石垣弘毅牧師
『自由な人』
(1ペトロ2：11〜25)

2日、9日、16日 「アドベントの讃美歌（1）〜（3）」
23日、30日
「クリスマスの賛美歌（1）
（2）」

※月刊誌増刊号2面参照

今月のご出演
杉野希都（「カトラジ」代表）

2日 「三重転勤、
そこで見えたコロナ禍の教会」
9日 「福音宣教のサスティナブル化？」
16日「『えきゅぷろ２０２２』
を目指して」
23日「コロナ禍の中のクリスマス」
30日「『わたしはここにおります』」

百瀬文晃(カトリック・イエズス会司祭) お相手・吉崎恵子
7日 「死んだらおしまい?」
21日「占いってどうなの?」

●夜10：14〜

Echo of Voices

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）

火

13日「アドベント
（2）」
27日「主の降誕」

小池与之祐（日本基督教団神の愛キリスト伝道所牧師）

金

●夜9：47〜

Session―イエスのTuneに合わせて

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)

第３／４●夜9：37〜

闇の中に輝く
「獄中書簡」
（再）

（コロサイ1：1〜14）
18日「コロサイ教会のための感謝と祈り」
25日「かしらなるキリストとからだなる教会」
（コロサイ1：14〜25）

第３／４●夜10：20〜

MeguのCCM insight!

Megu（Genuine Graceボーカル）

18日「Meguのお便り紹介！」
25日「Meguのトーク＆MUSIC」

土

ザ・ストーリー〜一冊の本に込められた思い

マタイ5：10、詩篇 34：8〜20
マタイ5：11〜12、
イザヤ 51：1〜8
マタイ5：13、歴代誌下13：1〜7
マタイ5：14〜16、
イザヤ 49：1〜7
マタイ5：17〜20、
エレミヤ31：31〜37

小林和夫（日本ホーリネス教団東京聖書学院教会牧師）

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

●夜10：14〜

※月刊誌増刊号2面参照

●夜9：47〜

1日
8日
15日
22日
29日

●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)
5日、12日 「詩編 第35編（4）
（5）」
、
19日、
28日 「詩編 第36編（1）
（2）
、
」

お相手・服部みぎわ

12月のゲスト
山内堅治（3、10、17日）、飯田サヨ子（24日）

●夜9：53〜

德田隆仁（31日）（サンパウロ総主事）

Kishiko(ゴスペルシンガー)

Kishikoのひとりじゃないから

（サンパウロ企画編集部）

3日 「君へ、
そして君のお母さんへ
一教育と家庭の絆一」
10日「モンテッソーリ教育と子どもの幸せ」
17日「教皇フランシスコ
教会の変革と現代世界への挑戦」
24日「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産
―日本のユネスコ世界文化遺産―」
31日「聖地巡礼ガイド イエス・キリストの足跡をたどる」

●夜10：28〜

金

長倉崇宣（FEBCパーソナリティ）

7日 「神の農村伝道」
（詩篇126：5〜6）
14日「リスナーからの手紙」
（フィリピ4：4〜7）
21日「高齢者の福音」
（ルカ2：1〜7）
28日「妻を愛しなさい」
（エフェソ5：21〜33）

神からのメッセージーグレゴリオ聖歌ー

聖書を開こう

14日「お焼香はどうしたら?」
28日「聖書の読み方って?」

7日 「イエスさまは信じているけど、
クリスチャンが怖い」
14日「まさか、
わたしのメールが読まれるとは」
21日「孤独です。
それを紛らすために…」
28日「受洗しましたが、教会を少し離れてみることにしました」

第2、４●夜10：27〜

金田聖治（日本キリスト教会上田教会牧師）

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）

神父さま、
こんなこと聞いてもいいですか？（再）

御足の跡を

嘆きに応える神の御言

※月刊誌2面参照

●夜9：48〜

●夜10：28〜

●夜9：47〜

主に向かって歌おう

月

神様を礼拝をするとは、色々な犠牲が伴うこと
でしょう。博士たちも、東の方から遠く、イエス様
を探しながら旅をした。大変だったと思う。でも
この博士たちよりももっと遠い所から、もっと大
きな犠牲を払った方がいる。それは、イエス様ご
自身でした。神様の独り子であられるお方が、私
たちを救うために天から降って、人として生まれ
て下さった。二千年前の出来事です。しかし、こ
の二千年前に生まれて下さったイエス様は、私た
ち一人ひとりの救い主です。

24日 「クリスマスイブ特別番組」

●夜10：14〜

「自分の愛のなさ、傲慢で人を見下していること…直そうと思っても
直らない、こんな私は一生直らないと思った時、私の罪のためにイ
エス様が十字架にかかってくださった意味が…」
14日 「不自由な身体で一人暮らしをしていると、一番辛い季節は冬で、
真夜中に睡眠薬が切れて、寒い、孤独…。この境遇が嫌になり、何
度も自害したくなりました。果たして自分が３０年前に回心したこ
とが本当に良かったんだろうかと…。」
30日 「集会で急に祈りを振られる事にいつもドキドキしていました。最
近は教会から足が遠のいています。礼拝には出席したいのです
が、私は教会には集えない部類の人間なんだと…。」

(マタイ2:1〜12)

FEBC特別番組

2日 「先祖よりなお悪い」
（エレミヤ16：10〜13）
9日 「主は生きておられる」
（16：14〜18）
16日「諸国民が主を知る」
（16：19〜21）
23日「鉄の筆で刻まれた罪」
（17：1〜4）
30日「２種類の木」
（17：5〜8）

1日

日本基督教団中標津伝道所

第4 ●夜9：30〜

1日 「俺、元ヤンキー、今Youtuber牧師」
8日 「コロナ直前のアメリカから、
コロナ禍の日本の教会へ」
15日「Youtuber牧師、
そのココロ」
22日「ネットだからこそ、
リアルを」
29日「これは、俺なりの信仰のチャレンジ」

イエスから始めよう

寛牧師

10日「圧倒されて溢れ出す感謝」
（コロサイ2：6〜7）
17日「僕らを完成させようとする、神の信念」
（エレミヤ18：5〜6）
31日「わたしたちの本当の願いを待つ神」
（フィリピ4：6〜7）

高槻日吉台教会牧師、BoXiesメンバー）

※金曜日は第２のみ

吉崎恵子（FEBCメイン・パーソナリティ）

（イザヤ57：17〜19）

長倉崇宣

●夜10：28〜

恵子の郵便ポスト

3日 「包み隠すことのない神のエモーショナルさ」

12月のゲスト
吉岡恵生（日本基督教団

水

日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
『荒れ野に響く声』
(マタイ3：1〜12)
クリスマス礼拝
日本ホーリネス教団東京中央教会（写真）
・錦織
『わたしはその方を拝みに来ました』

東の方からやって来た博士たちは言いました。
「わたしたちはそのかたを拝みに来ま
した」。彼らは色々な犠牲を払って、信じてやって来ました。そして自らをその赤ちゃん
の前に投げ出すようにして礼拝をしました。そして彼らは「他の道をとおって帰って
行った」とあります。イエス様と出会う時に、その人の歩みが変わっていく。

1日 「神様が共におられるなら」
8日 「この中でも
『感謝』
を？」
15日「何も聞かなくても」
22日「クリスマスイブは…私の洗礼日！」
29日「わたしもあなたも
『高価』
な者」

●夜10：28〜

吉崎恵子／長倉崇宣

「わたしはその方を拝みに来ました
（マタイ2：1〜12）
」
ホーリネス東京中央教会クリスマス礼拝より
（20日放送）

木

デイリープログラム
●夜9：30〜

FEBC TODAY―今日の聖書・今週の讃美歌

(詩編116:1〜19、
２コリント1:8〜11)

PICK UP!

今月の

日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
『神による起死回生』

月〜金

5日 「クリスマス―すべての人のために」
12日「風船のようではなく」
19日 「ちいさな愛の連鎖」
26日「先が
『見えない』不安の中で」

第1〜3●夜10：04〜

コーヒーブレイク・インタビュー

インタビュアー

5日 露のききょう
（福音落語家）
※再放送となります。
12日 橘 智（株式会社iPlan代表取締役社長）
19日 藤原 誠（数理論理学の研究者（ミュンヘン在住）
）

吉崎恵子
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）

第１●夜9：37〜

※月刊誌増刊号1面参照

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）

左からご出演順

第4 ●夜10：04〜

交わりのことば̶聖書の豊かさ

4日 「光あれ―崩壊と混沌の中で歩み出す霊性」

お相手・長倉崇宣

26日 「全てに満たされた者のための福音」（再）

第1●夜10：25〜

外からの
「声」
―FEBC HANGOUT！

長倉崇宣

（ルカ18：18〜30）

青木豊（日本キリスト教会高知旭教会牧師）

4日 「聴くべき響きを無視する時に」

第２●夜9：47〜

「時のしるし」
を求めて

※月刊誌1面参照

11日 「教会は鳥の巣―聖公会から見る
主イエスのコンパッション」
西原廉太（日本聖公会中部教区主教、
立教大学文学部教授） 聞き手・長倉崇宣

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。

