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―コロナ禍の中での教会の課題、特に少子高齢化との関
わりからお話くださいますか？

　今、私たちは身を守るために、マスクを始めとした
「壁」を作っています。でも、壁の本質は、一方が苦し
んでいても、もう一方では気づかないことです。けれど
も、そこで今教会が必要としているのは、「痛みを共有
する」ことだと考えています。
　教会は、時代の波にも負けないように絶対的なものを
堅持しようとして、却って時代から取り残されてしまっ
たように思います。私たちキリスト者の信仰は、人格
的な関係性・生きた関係性の中で立ち現れてくるものな
のではないでしょうか。私は、だからこそ聖書にもう一
度立ち戻る必要があると思っています。聖書は何を証し
しているのか。イエス様は「わたしは道であり、真理で
あり、命である」（ヨハネ14：6）と仰いましたが、そ
の「真理」は、動きがあるものです。聖書は、本当は固
定概念で真理を伝えようとしていないんです。逆に「こ
れが真理だ、これが絶対だ」と言っていると、「本当の
もの」が見えなくなってしまう。私自身、そうでした。
そもそも、教会はこの世にあって「旅する共同体」なん
です。旅ですから、不安定から逃れられない。だからこ
そ信仰が必要なんです。確実でないからこそ信じ、そこ
に賭けて生きることが求められている。そして、「本当
のもの」が本当であるのは、証明することではありませ
ん。それは、私たちが経験し証言することです。私たち
は証言者であって、証明者ではないんです。
　少子高齢化などの課題で、「教会が社会に開かれてい
ないのが問題」という声を聞きます。しかし、私はその
問題意識そのものが問題ではないかと思うんです。教会

を社会に開いて何をするのか？それは何のため？どうし
たら若い人が…？これらには、「自分たち」の教会の維
持発展のために社会を利用するという自己中心的な罪深
い姿があるのではないでしょうか。本来、神の民は「祝
福の基」として周りの民を祝福するために、神様から遣
わされました。しかし、自分たちの内にその祝福を閉じ
込め、異質な存在を排除して「ピュア」な状態にしよう
として、本来の使命を見失ってしまったのではないかと
思います。そういう拡大拡張の発想に「NO！」とご自
身の存在を賭けて私たちに伝えるためにイエス様が来ら
れた。その命を頂いている私たちが教会なんです。
　実は、ある教会から「教会のの突破口を教えて下さ
い」と頼まれ、その一年後に、その教会に牧師として
遣わされました。「宣教学的にはこうです」と語った私
が、いざその教会に遣わされて、「どうする？」と今は
自らが問われているんですね。

　教会に遣わされる一年前、ある方が「がんカフェ」を
教会でもやって欲しいと声をあげられたんですね。ちょ
うど教会でもがんで亡くなられた方もいて、思いを分
かち合う「がんカフェ」を教会でもやって欲しいと。と
ころが、なかなか踏み出せなかった。そうしたら、ある
ことで妻が入院した時、隣のベッドの方がうなされてい
て夜眠れなかったというんです。がんの痛みのためで
した。妻は、自分のベッドから降りてさすってあげたそ
うなんですが、その時に「ここに地域の人々の叫びがあ
る」と気付かされた。このことで背中を押されるよう
に、「がんカフェ」を始めることにしました。
　そこに一人の女性が来られました。最初は誰とも話し
たくない雰囲気を漂わせていた彼女が、ある教会員と友
人になって教会にも来られるようになり、それから彼
女は本当に変えられていったんです。その後、診断結果
次第ではもう礼拝に来られなくなるのではないかという
状況となり、日曜日の礼拝が始まる3分くらい前です。
彼女は急に「すいません、洗礼受けていいですか？」と
私に聞いてきたんです。本当に驚きましたが、直ぐに準
備して、教会員皆で祈りの時をもって、その日洗礼式を
行ったんです。その後、病状が悪化する中で、彼女は、
「でもね、その夜、眠れたんです！」って喜んで言うん
ですよ。「死ぬ前に自分に与えられた使命は、周りを喜
ばすことだ」と。彼女はその後、亡くなりました。ご葬
儀の時に、ある看護師の方がご挨拶され、声に詰まりな

がら、「こんな患者さんは初めてです。本当に感謝し尽
くしてもしつくせません。私たち看護師を支えてくれま
した。本当にありがとう」と言われるのです。彼女は生
前、「がん患者になるとイライラする。そして、それを
ぶつけられるのは、お医者さんでも家族でもなくて、看
護師。看護師さんって大変な仕事なのよ」と言って、看
護師さんの悩みを聞いていたんだそうです。私たちは、
「救いとはこういうことなのだ」と思わされました。

　伝道するのは誰か？―サマリア
の女が、井戸端でイエス様と出
会って変えられ、そのことで「多
くの人がイエスを信じた」とある
ように、神様は「たった一人」
のところに遣わされて、そしてイ
エス様と出会いを経験した人が宣
べ伝えるようになるんです。その
変えられた人は、福音とは何であ
り、それがどんなに素晴らしいか
を叫び出すに違いありません。

　「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を
受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサ
マリアの全土で、また、地の果てに至るまで、わたしの
証人となる。」(使徒1：8)ルカは、「わたしの説明者」
でも「わたしの証明者」でも「わたしについて見事な
神学的議論を構築する者」とも書いていません。「わた
しを救ってくださったのはこの方です」という証言者、
命懸けで証する者へと変えられていくのです。私たちは
イエス様から何を頂いているのでしょうか？絶望の淵に
いる方がこれだけ多くいて、そのままでいいんでしょう
か？教会の高齢化は確かに大変なことですが、そんなこ
とを問題にしている事自体、神様は嘆いておられると思
うんです。

　この福音は、説明なんかじゃ人には届きません。本当
に悔い改めが必要だと思います。私たちの存在全てが必
要なんです。だって、神様は自ら人となって降りて来
てくださった。そこまでしてくださらなければ、人間の
凄まじい罪深さを赦すことは出来なかった。だから、私
たちキリスト者もそのように生きることが求められてい
るんです。説明とか知性だけで片付けようとするのは、
福音宣教のフランチャイズ化です。そういう方法は、神
様はお取りにならない。私たちがそれほど素晴らしいも
のを頂いていると気づかせるのは、福音によって変えら
れた一人ひとり、イエス様と出会ったその証言者なんで
す。 （文責・月刊誌編集部）
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最近、久しぶりに教会に集うようになりました
が、まだわからないことが多いです。まず、一番
肝心な十字架の救いや永遠の命がわかりません。
イエス・キリストが十字架にかかり罪を贖われた
といっても、なんで…となってしまいます。僕は
聖書を信じたいです。三位一体の神を信じたいで
す。十字架の救いや永遠の命について教えてくだ
さい。

キリストが十字架で罪を贖われた…
なんで…? 8日

男性

質問があるということは素晴らしいことなんで
すよ！信仰があるから、疑いを持ったり、信

仰深くなりたいと思うのですから。私もいつも「あ
あ、私には信仰がない」って思うんです。でも同
時にね、第二コリント11章10節に「わたしのう
ちにあるキリストの真実」っていう言葉があるん
です。これは「キリストの信仰」と言ってもよく
て、私には信仰がないけれど、イエス様が内にいて、
私の信仰になってくださっていると信じるのです
ね。だから、「信じます。信仰のないわたしをお助
けください」ってイエス様にお願いしてまいりま

ご献金 4,428,090 円 （761名）

11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 1,563 名　1 年前 1,315 名

1,311名
（前月より－13名）

11月末の

しょう。
そして、信仰は一生のことです。何年もかけて、御言葉を読み、
祈り、礼拝に与り続ける中で、イエス様とのお付き合いが深
まり、ああそういうことか！とわかるのですね。でもまたす
ぐ忘れちゃったり、よくわからなくなっちゃう。その繰り返
しです。でも、それでいいんです。私たちがどれだけ成長し
たかをいちいち自分で調べなくていいのです。それは、せっ
かく土に植えた芽を、どれだけ根が張ったか、その都度引っ
こ抜いて調べるようなものですから。既にイエス様の方は、
あなたをしっかり抱きしめてくださっているから、安心して
祈り続けていきましょうね。 (28日 )

ルカ7章のガイドに、罪の赦しを得るために努力
をしてしまう、ということが書かれていて、これ
は今の私の状態だと思いました。「罪深い女」は
赦されるためにイエス様の足をぬぐったのではな
く、赦されたからそうしたのですね。私の罪も、
もう赦されているのに、すぐに忘れてしまいます。

9章 23節の「自分を捨て、自分の十字架を背負
う」という意味がずっと理解できないままでした。
やりたいことを我慢して苦労しなさいということ
かな、と考えていましたが、今回、8章のガイド
に「絶望や劣等感は、自分で自分を覆って神の光
を遮断している、それは自我、傲慢である」とあ
り、少し分かった気がします。私はひきこもりか
ら社会復帰して 5ヶ月になりますが、自分の未
熟さを日々実感し、強い劣等感を持ってしまいま
す。もう駄目なんじゃないかと思ったり。だから、
この私から辛い状況を取りのけて下さいと祈りま
す。でもそれは、自我、傲慢なのだと思いました。
自分の未熟さを無くして楽になろうとしないで、
受け入れて背負いながら、日々主を仰いで生きて
いったらいいのかな。そう思うと、楽にはならな
いけれど、心の中が静まる感じがします。

ひきこもりから社会復帰して5ヶ月
自分が未熟で辛く、祈っていましたが… 13日

ルカ受講中の女性

職場でゴタゴタがあり辛いとき、話を聞いてくだ
さりありがとうございました。今回、自分の信仰
の薄さが改めてよくわかる出来事がありました。
イエス様に願っても聞いてくださらないのかな？
と、神社の現世ご利益にすがってしまうことが二
回ありました。二回ともすぐに後悔して、神様に
謝りました。神様はどんな私も許して下さると信
じていますが、フラフラ目先のご利益に走る自分
が情けなくて…。辛いことが続いても、お守りを
発作的に買ったりしない、そんな信仰心が私には
ないんです。つい占いを見てしまったり。どうし
たらいいんでしょうか。

辛い時、神社のご利益にすがってしまい…
私はどうしたらいいのでしょう 21日

女性

本日、ようやく維持会員の手続きをすることがで
きました。会員に申し込ませて頂いたのは、私で
はなく父です。1939年生まれの父は、神経難病
を患い、5年ほど前から、動くことも話すことも
食べることもできません。ですが、認知機能は保
たれており、毎日 FEBC を聞くことが唯一の楽し
みと言っても過言ではありません。この度の献金
も父の意志です。父は60年近く前、福音放送 (お
そらくルーテルアワー )を聞いてキリストを信じ
ました。信仰の初めと、人生の終盤において、キ
リスト教放送を聞き、養われ、慰められているこ
と、不思議に思いながら感謝しています。

厳しい闘病生活です。このような状態で生きてい
る意味や価値は何だろう、と父自身も、父を看る
多くの方たちも考えてしまうと思います。しかし、
その具体的な答えはすぐにはわからなくても、「意
味はあり、価値もある」ということをみ言葉から
確信できることは幸いです。「命は神さまのもの
だよ」とは父がよく語っていた言葉です。命のこ
とをあれこれ悩むのではなく、今与えられている
命を精一杯生き切るのみだと父も私も感じていま
す。FEBCが、そんな父のよき伴走者となってく
れていること、心から感謝です。父の命の最後の
日まで放送を聞かせて頂きたいと思います。

神経難病で寝たりきりの父…
FEBCが命の伴走者です 27日

̶１ページより続き　「弱さ―神が近づいてくる道 」
Session ―イエスの Tune に合わせて・早矢仕宗伯、塩谷達也、長倉崇宣



●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4／5 ●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) 

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

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）

第1●夜10：25～
外からの「声」―FEBC HANGOUT！   

1日  「問われた者としての体験の中にある、人生の本当の意味」

8日  「証明者から証言者への回帰
 ―出会いに生きる福音派教会の模索」
 西岡義行（日本ホーリネス教団川越のぞみ教会牧師、
 東京聖書学院副院長、東京ミッション研究所総主事）　
 聞き手・長倉崇宣

第5 ●夜9：30～
FEBC特別番組

29日  「合理的信仰を突き破る神の嘆き」
 左近豊（日本基督教団美竹教会牧師）

15日 「神の奥義としての内住のキリスト」（コロサイ1：24～29）
22日 「イエス・キリストによる異端への対処」（コロサイ2：1～15）

お相手・長倉崇宣

2日、9日、16日、23日　「詩編　第37編（1）、（2）、（3）、（4）」
30日　「詩編　第38編（1）」

2日 「足元を照らし出して下さい」 
9日 「楽しい、楽しい！」 16日　「クリスチャンなのねと驚かれ」
23日 「『神様の言う通り』？」 30日　「私にハッピーバースディ！」

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

左からご出演順

2日 菅野万利子（ピアニスト、ユーオーディア・アカデミー講師）
※再放送となります。

9日 齋藤一男（「ロゴスフィルム」代表、映画監督）
16日 川向　肇（兵庫県立大学 大学院 

応用情報科学研究科・社会情報科学部准教授）

23日 「祈りが崩されるのは嬉しいこと」（再）
30日 「神を恋い焦がれる者」（再）

（ルカ18：1～14）
 　堀地正弘（日本基督教団静岡草深教会牧師）

長倉崇宣

木

お詫び
と訂正

●番組案内12月号掲載の「FEBC特別番組・クリスマスイブ特別番組」
12/24の放送開始時刻に変更がありました。 

̶ここに謹んで訂正いたします。
　正）9：47～　誤）9：30～

※月刊誌1面参照

※本誌表紙参照

2021年1月
FEBC

番組案内
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今月の

PICK UP!
イエス様は「すべて重荷を負うて苦労している者は、わたしのもと
にきなさい。あなたがたを休ませてあげよう。」と言われました。
その重荷の中で一番重いのは何か？それは、あなた自身なので
す。本当にこの人間！このどうしようもない私たちを、そしてその私
たちをどうしようもなくするものを、イエス様は十字架上で一緒に
道連れに死んで下さったのです。この十字架を信じて受け取る―
それが、ガラテヤ人への手紙にあるこの言葉です。「わたしはキリ
ストと共に十字架につけられた」。

だから、「何か一生懸命やって、罪も犯さなくなりました。お酒も
煙草も止めました。あれもやりません。これもやりません」ではな
い。このどうにもならない自分が、あの十字架で死んでいるんだと
いうことです。皆さん、本当にそう信じますか？そう信じなかった
らやっていけないです。人生には、いろんなことがあります。だが、
死んでいる！そして、死んだらカラになるんじゃない。「キリストが
わたしのうちに生きておられるのである」。

パウロは言いました。「今、我肉体にありて生くるは、我を愛して我
がために己が身を捨て給ひし神の子を信じるに由りて生くるなり」

と。キリストが私のうちに生きているというこ
とは何も不思議なことではないんですね。な
ぜなら、これは抽象的なことではなくて、聖書
の御言葉によってすでに私たちのうちに宿っ
ていて下さる―それが「キリストがうちにい
ます」ということだからです。

（文責・月刊誌編集部）

番組 闇の中に輝く「獄中書簡」（再）
「神の奥義としての内住のキリスト」
（コロサイ1：24～29）（15日）より 
小林和夫（日本ホーリネス教団東京聖書学院教会牧師）

1日 「沈黙、最も積極的な姿勢」

●夜10：28～

聖書を開こう

7日 「放蕩息子の帰郷─父の家に立ち返る物語─」
14日 「心の刷新を求めて

─キリストにある霊的形成の理解と実践─」
21日 「驚くべき希望─天国、復活、教会の使命を再考する」
28日 「イエスの御名で─聖書的リーダーシップを求めて─」

●夜10：14～
ザ・ストーリー
～一冊の本に込められた思い   

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） 

お相手・服部みぎわ
1月のゲスト
小渕春夫（あめんどう代表、編集者）

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

5日 「祈ることは出来る」
12日 「誘惑に負けない力は」
19日 「なお罪を犯してしまう自分だけど」
26日 「素晴らしい朝を望み見て」

5日 マタイ5：19～20、イザヤ 26：1～6
12日 マタイ5：21～22、エゼキエル16：59～63
19日 マタイ5：21～22、申命記10：12～22
26日 マタイ5：23～24、ホセア6：1～6

4日 「自分を憎む者は」（ヨハネ12：20～26）
11日 「リスナーからの手紙」（エフェソ4：26～32）
18日 「高齢者の福音」（ヨハネ13：34～35）
25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

4日 「祈ってもむなしい」 11日 「あの人を赦せない」
18日 「信じるだけで救われる?」 25日 「ユダはどうして弟子に?」

●夜10：14～
マイ・プレイリスト

日

10日 「新年、主の洗礼」（再）
17日 「年間第1主日」（再）
24日 「年間第3主日」（再）
31日 「四旬節を迎える準備」（再）

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）

PI
CK
 U
P!「なお罪を犯してしまう自分だけど」より（19日放送）

クリスチャンになっても、私は罪を犯し続け、汚れたままの自分。そんな私をイエス様
は悲しい目で見ておられるような苦しい思いで、数年間歩んできました。それはクリス
チャンになる前よりも苦しくて、自分自身を愛せない、許せない、そんな思いだったの
です。でも、その苦しみを子どものように正直に「苦しいよ～、辛いよ～。どうしたら私
は変われるの？」と祈って、御言葉を貪り読むようになったのはその頃からです。すると
「あっ！イエス様は私の罪を、これまでの罪も、これから犯す罪も全部赦して下さって
いる！私のありのままを愛し、たとえ私自身が実感することがなくても、これは事実な
んだ。私は赦されている」と気付いたんです。イエス様は十字架で死なれ、三日後に甦
られた―このことは、いつまでもくよくよしなくてもいいという私へのメッセージなん
だと。本当に私にとって大きな喜び、感謝なんです。それを歌にしたいと思って出来た
のが、この曲『命与え』です。

今月のご出演 Migiwa（ゴスペルシンガーソングライター）

4日 「イエス様はいつまで経っても来ません。
いつになったら来ますか」

11日 「FEBC、変わっちゃったんですね」
18日 「精神科に入院して地獄を見ました」
25日 「私も、何かしたくてお手紙を書かせて頂きました」

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

4日 「ヨハネ福音書を読んで、私は人のことを見下してしまい､他人を愛
することが出来ていないのではないかと…。」

18日 「『ゆるしてください』と祈りますが、イエス様を十字架につけるほ
どの罪という意識はないように感じます。罪がわからないから神
様の愛があまりわからないんだと…。」

20日 「息子のような年齢の上司がいます。しかも仏教の寺の跡取りで
す。その子に敬語を使いぺこぺこ頭を毎日下げて屈辱的です。こん
な出会いも神の御計画なのでしょうか。」

●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
 『キリストが与える休息』
 (詩編23:1～6、マタイ11:25～30)
10日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『救いの光が輝く』(マタイ2：1～12)
17日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『恐れるな。語り続けよ。黙っているな。』
 (使徒言行録18:1～11)
24日 日本基督教団中標津伝道所・石垣弘毅牧師
 『永遠のいのち』(1ヨハネ5：10～21)
31日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『信仰…自らに挑戦し続ける生活』(マタイ14:22～33)

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

5日 「僕は、聖書という大きな『物語』の中に生かされている！」
12日 「『ジャパンミッションチャンネル』って？」
19日 「SNS宣教はチームプレー？」
26日 「一人の神学生としての祈り」

6日 「安息日とは何か」（エレミヤ17：19～25）
13日 「破壊と再生」（18：1～12）
20日 「敵対者への呪い」（18：21～23）
27日 「主に一切を任せた」（20：7～13）

6日　「公現日の賛美歌」
13日、20日、27日　「試練の中で歌う（1）、（2）、（3）」

6日 「『コンテンポラリー』のすすめ」 
13日 「『わたしが一番きれいだったとき』」 
20日 「『教会用語』はいらない」
27日 「今こそ、信仰の『体幹』を鍛えよう」

●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） 

●夜10：28～
FEBC Sprout!　長倉崇宣

1月のゲスト
三野豊
（ジャパンミッションチャンネル運営者、神学生）

今月のご出演
五十嵐ジュン
（クリスチャンバンド「JCコーナーストーン」）

火

7日 「人生の苦さを味わった者の言葉」（コヘレト11：6）
14日 「弱さ―神が近づいてくる道」（ヘブライ4：15～16）
21日 「分からない御方、だからもっと知りたくなる御方」

（ホセア6：1a～3）
28日 「聖霊の風に身を任せる勇気、その源」（ヨハネ3：8）

●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
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