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人の行き来が途絶え、交わりが断たれ、篭もることを余
儀なくされた私たち。
露わにされた異常な世界と己を、繊細に感じ取り、ある
いは目を逸しても、その深い傷は癒えない。
巷に溢れた「不要不急」や「エッセンシャルワーカー」
という言葉が、干上がった魂を蝕む。エッセンシャル―
不可欠・本質的な―自分の存在意義を見出せずに。
その中で、一人の神学者が今、聖書を紐解きます。

　昨年の5月、自粛と委縮ムードのギスギスした世相に
あって、政治学者の中島岳志氏が、この危機的な状況下
での真のリーダーに通じるのは「弱さ」だと述べていま
した。ドイツのメルケル首相やニューヨークのクオモ知
事を引き合いに出して、2人に共通するのは「弱さ」だ
と。その中で、メルケル首相がなぜ多く共感と信頼を得
たのか―それは「私も心配。私も弱い」という視点から
連帯を訴えたからだと言うのです。

　人は天災に遭うと、天罰や何かの警告といった納得で
きる理由を求め、往々にして合理的説明に躍起になると
言うのは、英国の新約学者N.T.ライトです。キリスト者
が今必要なことは、まず「苦しむ世界と共に嘆くこと」
であり、「聖書的嘆き」を回復することだと彼が述べて
いる著作のタイトルは、『キリスト教はコロナウィルス
については、何らの解答も与えない。本来そうすべきで
もない』という挑戦的なもの。なぜなら、合理的な説明
も理想主義的な楽観も、事の本質を見誤らせるだけでは
なく、時に暴力的に傷をえぐり、「声なき呻き」をかき
消す暴挙となりうるからです。

　「今、わたしに親しいのは暗闇
だけです」と嘆きで閉じられる詩
編88編は、通常「嘆きの詩編」
にはあるとされる―「神への呼び
かけ→嘆き→訴え→信頼の告白→
賛美の誓い」といった嘆きから賛
美へ向かう基本要素のうち、「信
頼の告白」はおろか、最も重要で
ある「賛美の誓い」が欠落してい
るのです。嘆きが虚空に響くのみ

で、悲しみに終止符を打つことを意図的に拒んだ終わり
方になっている。この祈りを繰り返し口にし、嘆く者と
共に嘆き、哀しみに留まっているのです。

　ライトはこうも述べます。「聖書の奥義は、『神も嘆
かれる』ということ。神は全てを超越し、世界のトラブ
ルの影響など全く受けられないと私たちは考えがちだ
が、それは聖書の描く神の御姿ではない。神は、被造物
である人間の暴虐に心から悲しまれた。神の民が背を

向けて背徳の限りを尽くすことに愕然とされた。その神
が、受肉され、民の間に宿られたのだ。そして、友の墓
で涙を流されたのだ。パウロは聖霊が『うめく』と語る
が、三位一体の教理は、主イエスの涙と聖霊の呻きにお
いて一つなる神の認識を教える」と。

　流されたアベルの血の叫びから、実に旧約聖書は、嘆
きをその冒頭から刻んでいます。つまり、聖書的「嘆
き」は、死の空しささえも突き破るのです。人は死んで
しまったら、嘆いても手遅れだと思うかもしれません。
けれど、創世記3章では、主は死んだアベルの嘆きに耳
を傾けておられる。また詩編においても、深淵や墓穴の
底、陰府から叫ぶ者の声を、主が聞き上げられることが
証しされています。神を求める叫びは、死においてさえ
も決して沈黙させられることはないのです。

　米国の旧約学者W.ブルッゲマンは、いち早く『信仰へ
の招きとしてのウィルス̶喪失、嘆き、そして不安時に
おける聖書的考察』（未邦訳）を出版し、聖書における
「嘆き」の重要性に言及をしています。しかし、そこに
留まり続ける危険性にも言及をしている点が、その特徴
と言えるでしょう。逆境において苦しみを直視する旧約
の言葉への沈潜を重んじながらも、そこに頑なに留まり
続けることを聖書は志向していないからです。

　ブルッゲマンは、レビ記、出エジプト記、ヨブ記、サ
ムエル記下などに触れながら、旧約聖書の語りかけが、
目の前の喫緊の課題を超えて、はるかに大きく、深い驚
きへと聞き手を飛翔させて、閉ざされた世界の中で狭め
られ麻痺しがちな視点を解き放つものとして提示するの
です。
　さらにエレミヤ書を取り上げた「踊りが再び始まるま
で」と題する章において、コロナ禍におけるメッセージ
として、彼は次のように語ります。「説教者の働きは、
ウィルスを究極以前のことと見なし、その致死的な力で
さえ、神の恵みによって駆逐されるものであることを示
すことである。…信仰とは実に『望んでいる事柄を確信
し、見えない事実を確認すること』（ヘブライ11：1）
なのだから。…エレミヤは婚宴と賛美と踊りが間もな
く再び始まるであろうことを望み見ていたのだ。待って
いる間、エレミヤは真実を語る誠実さと勇気を抱き続け
た」と。

　では、その望み見るものとは何のことか？

　ブルッゲマンは、最後の章でイザヤ書を引用して「産
みの苦しみ」という主題を提示します。パウロが語る
「被造物は全て、共にうめき、共に産みの苦しみを味
わっている(ロマ書8：22)」という新しい世界の到来と重

ね合わせながら。

私は久しく沈黙し
静かに自分を抑えていたが
今、子を産む女のように呻き
激しく息をし、あえぐ。（イザヤ42：14）

　「新しさ」に至るプロセスは、創造者にとっても、被
造物にとっても痛みを伴うものです。古い貪り求めると
ころから、新しい正義と憐みと共感と平和と安全の世界
へと移りゆくためには、今までのあり方を悔い改め、手
放し、譲歩することは避けられません。それは、どうし
たって痛みが伴うのです。だから必然的に嘆きが伴う。

　だから、彼は喝破するのです。
　「未来なき呻きは絶望を、呻きなき未来は未成熟な拒
絶をもたらす」と。

　希望に先立つ呻きとしての旧約のバビロン捕囚と、新
約の主イエスの十字架。ここから私たちは、全き新しさ
が到来するまでの間、十分待つことをしない合理主義的
楽観主義に対抗する聖書の信仰を見出します。まさに、
霊の初穂をいただく者は、この体が贖われ、神の子とさ
れることを、徹底的に呻きながら待ち望むのです。

　最後に、この「呻きつつ待つ」信仰が、どのような祈
りを紡ぎ出すのか―その手がかりとしてブルッゲマンの
祈りの言葉をともに味わい、この結びとします。

パンと魚をお与えになる方（マタイ7：7-11）への祈り

今、私たちは、言葉にならない祈りへと駆り立てら
れています。
これまで頼りにしてきたものが失せ去ったことに
よって、
今、あなたに、避けどころである神であるあなた
に、引き寄せられています。
他の助けは助けにならず、慰めも砕け散った今は。

だから、いまこそ、大胆に祈ります
大胆に求めます。与えられるのですから！
だから祈ります。ウィルスの終焉を。
隣人の健康を、経済の回復を。

大胆に求めます。見つかるのですから。
あなたの慈しみと恵みと寛大さを求めます。
あなたのうちに見いださせてください。

大胆に扉をたたきます。開けていただけるのですか
ら。
いくつもの扉が音を立てて閉ざされました。
健康も安全も慰めも喜びも、ピシャっと閉ざされま
した。
命の扉を、愛の扉を、平和の扉を、そして喜びの扉
を開けてください。
あなたの御前に立っています。

私たちはパンを求めているのです。命のパンを、豊
かな糧を、分かち合う糧を。
石だの屑だのを与えないでください。
私たちは魚を求めているのです。栄養のある魚を、
あふれんばかりの水に泳ぐ魚を、福音のしるしであ
る魚を。
蛇だの毒だのを与えないでください。

ひたすらに祈ります。知恵が潰えたからではないの
です。
あなたが私たちの命の中心におられるからです。
望みは、ただあなたの救いの他ないのです。
聞いてください、癒してください、救ってくださ
い、返してください！
あなたが約束されたとおりの神であってください。
アーメン

（文責・月刊誌編集部）

「呻きつつ待つ」
  という信仰

FEBC特別番組
合理的信仰を突き破る神の嘆き

FEBC特別番組
合理的信仰を突き破る神の嘆き

※2020年11月に行われた、東京説教塾
主催のオンライン講演会の模様から

左近 豊 
日本基督教団美竹教会牧師、
青山学院大学国際政治経済学部教授
2021年1月29日
金曜日夜9時38分より60分間
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教会へ行き始めて1年になりますが、神様の存在
が信じられません。信じられないのに、礼拝で祈
るのは、神様や自分にウソをついていることにな
りませんか？
私は今まで、人から酷いことを言われても、黙っ
て辛抱してきました。それが積もり積もって、心
の歪みが今になって痛み、辛くてたまりません。
両親からは褒められたことがなく、学校では教師
からいじめられ…。こんな人生を送ってきて、神
様を信じるのは無理ではないでしょうか？

こんな人生を送ってきて
神様を信じるなんて… １日

女性

リスナーの声　2月

このお方の叫びをつぶさにご存知の
父なる神様、このお方を抱きしめ

ていてください。事あるごとに死にた
いと思ってしまうこのお方と、イエス
様、どうぞ共にいてください。あなた
はこのお方が死んでしまうことを決し
て望まず、このお方の辛さを、本当に
辛いこととして受けとめてくださって
いると信じてお願いします。どうぞ憐
れんでください。イエス様の御名によっ
てお祈りします。アーメン。

もう何度もメールをいただいて、本当に辛いところにいらっ

ご献金 8,642,650 円 （1,076 名）

12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 1,499 名　1 年前 1,299 名

1,279名
（前月より－32名）

12月末の

しゃることをお聴きして、あなた様のお名前を覚えて祈って
います。あまりにお辛い状況の中で、小さな引き金もみんな、
死にたいというお気持ちになってしまう毎日でいらっしゃる
のだと思います。死にたい気持ちで一杯になってしまう時、
どうかFEBCにメールしてください。お気持ちをぶつけてく
ださい。それはイエス様にぶつけることにもなると思ってい
ます。イエス様はあなた様のためにもう死んでくださったか
ら、今、イエス様の命をいただいて生きているあなた様が死
んだら本当に悲しいです。一刻一刻あなた様を心配してくだ
さっているイエス様に、「イエス様、助けて！」ってお祈り
しましょう。そして明日もFEBCを聴いてくださいますよう
に。それをその日の目標にして、どうぞ生きてください。
 (11日 )

先日もお返事をありがとうございました。じっく
り聖書を読む恵みが少しずつ分かってきた気がし
ます。ヨハネ13章で一番心を打たれたのは、「世
にある弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれ
た」（1節）という箇所でした。まもなく十字架に
つけられるイエス様。ユダだけでなく、他の弟子
たちも皆裏切ることをご存知なのに、最後まで愛
し抜かれたのだなと改めて感じました。神様であ
りながら人間でもあられるイエス様の心中を思う
と、どれほどの孤独と恐怖の中で弟子たちを愛さ
れたのか...と心が締め付けられる思いです。でも、
この弟子は私自身であり、すぐにイエス様から離
れる私のことも「この上なく愛し抜かれて」いる
のだと、感謝と申し訳なさと色々な感情が沸き上
がります。けれども、「申し訳ないので結構です」
と言うのは罪なのですね。自分ではどうしようも
ない闇を抱えているのが自分なのだと学びまし
た。余計なことは考えずにイエス様ありがとうご
ざいます !と心から感謝を言える、そんな関係で
ありたいと思います。 また、「わたしのしているこ
とは ... 後で、分かるようになる」（7節）という
箇所も心に残りました。神様は最善以外はなさら
ないと知っていながら、すぐに心を騒がせてしま
うものです。ガイドにもあるように、このみ言葉
を信じぬく信仰をいただきたいです。

この弟子は私自身
私も「愛し抜かれて」いるのですね ３日

ヨハネ受講中の女性

私は 35年間病院に通い、薬を飲んできました
が、最近不安発作に襲われることが多くなりまし
た。発作の苦しさは、並大抵のものではありませ
ん。どうしたら少しでも楽になれるんだろうと考
えあぐねていた時、生活支援センターのスタッフ
から「具合が悪くなりやすい時間帯にセンターに
電話を入れるというのはどうかしら」と提案を受
けました。実際、夕方に電話をかけるようにした
ところ、人と話すことで気持ちが和らぎ、ほっと
しています。せめて1週間でいいから平穏な日々
がやってきて欲しい、それが今の切実な願いです。
スタッフには「あなたは自分のこともよく分かっ
ているし、不安発作の対処法の引き出しも持って
いるから大丈夫」と言われるのですが、私には自
信がないのです。神様に助けを求めるしかないと
思い、毎日祈っています。最近では、覚えたスタッ
フの名前を片っ端から挙げてその人たちの幸せを
祈ることを始めました。して貰うばかりの自分
がせめて出来ることとして始めたことです。そし
て、発作の時は何も目に入らなくなりますが、落
ち着けば、両親や友達、生活支援センターの存在、
生活が無事に回っている事は、当たり前でないと
感謝を思い起こして神様を仰いでいます。人生は
良いこと、悪いこと、両方あってそれが生きるこ
となのだと神様に諭されているように感じていま
す。

して貰うばかりの自分が
せめて、できることを ４日

私は57歳にして去年、転職しました。今の会社
は、仕事内容や人間関係がとてもキツくて、毎日
が薄氷を踏む思いです。日曜の夜になると、いわ
ゆるサザエさん症候群で、気が重く、月曜に会社
へ行くことが怖くて仕方ありません。でも、心が
ヘトヘトでも FEBCを聴くとホッと安心します。
日中に着ていた重い鎧を脱げた感じです。恵子の
郵便ポストを聴きながら寝てしまい、もっと聴き
たかったと翌朝思うこともしばしばです。明日か
らもつらい毎日ですが、これからも FEBCをずっ
と聴くことができますようお祈りしております。

転職し、毎日ヘトヘト
FEBCにホッとしています １０日

50 代男性

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
2021年2月2日放送　
毎週火曜夜9時47分より22分間
マタイ5：25～26、
申命記32：1～7

【聖書】
あなたを訴える者と一緒に道を行く時には、その途
中で早く仲直りをしなさい。(マタイ5：25)

愚かな知恵のない民よ、あなたがたはこのようにし
て主に報いるのか。主はあなたを生み、あなたを造
り、あなたを堅く立てられたあなたの父ではない
か。(申命記32：6)

　山上の説教は凡そ人々の意表をついたものですが、
マタイ5章21節から27節は、殺すなということから和
解をひたすらに求める話になっています。では殺すな
ということは、実は和解せよということになるので
しょうか？なぜなら、殺すというところにまで事至っ
ているからです。

　主イエスは、いつも神との関係を大切にしました。
それは心の問題ではなく、神に対する責任です。私
共は、神の裁きを現実的なこととしてあまり受け止め
られない。しかし、人間と和解しなければならない者
は、神とも和解しなければなりません。

　はじめの頃の教会は、主イエスが再び来られること
を大きな望みにしていました。しかし、主はすぐには
来られません。そのことは、信仰者の生活を非常に変
えたと思います。それは日常の生活が無意味になった
のではなく、むしろ生きていることが終末的―言い換
えれば、今この時を差し迫ったものとして受け取った
のです。「一緒に道を行く時には、その途中で」は、
そのことを指しています。主を待つ今という時の重み
が増してきたという事です。

　では、私共は何をしたらいいのか？それは、主イエ
スとお目にかかる準備をする生活です。つまり、自分
の生活の総決算です。それは、神の前に持ち出すこと
ができるような和解をどこまですることができるか―
これが、生きている間の人間の最大の問題なのです。
だからこそ、和解の問題は、神にまでもっていかね
ば、どうにもならないのです。先ほどの申命記にある
通り、罪の責任は、最後には、神に対してとらねばな
らないからです。

　人間は、神との和解をあまり考えません。むしろ、
ないがしろにしているかも知れません。しかし神は、
人間とは比較にならないほどに鋭く罪を感じておられ
る。そのことは、人間が神に罪を犯したのに、神の方
から和解を求めておられることで分かるのです。人間
は平気でいましたのに、神は御子をつかわされて、進
んで和解を求められました。キリストの十字架と復活
とが、そのしるしであります。神は自ら、人間と御自
分を和解させるために、主イエス・キリストを与えら
れたのであります。
　それゆえ、まことの和解の場所であるこの礼拝で、
我々は問われるのです。我々の礼拝が、まことの和解
の場所になっているかが。力を尽して、神との和解、
人との和解を求めているかが。

　主イエスは殺すなと語り、何としてでも和解せよと
言われましたが、これがこの戒めの答えであります。

(文責・月刊誌編集部)



●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●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　

●夜9：53～
Kishikoのひとりじゃないから
Kishiko(ゴスペルシンガー) 

19日 「Meguのお便り紹介！」  26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！   

5日  「神との対話で知る私の名」

 

19日 「クリスチャンの一代記」（コロサイ3：1～4）
26日 「古い人を脱いで新しい人を着る」（コロサイ3：5～17）

お相手・長倉崇宣

6日 「詩編　第38編（2）」 13日 「詩編　第38編（3）」
20日 「詩編　第39編（1）」 27日 「詩編　第39編（2）」

6日 「言葉ひとつで…」 13日 「ウワサをとどめる賢さ」
20日 「揺るがぬ岩」 27日 「ジグゾーパズルの1ピース」

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

6日 漆原めぐみ（聖ヨハネ会シスター、
桜町病院医療ソーシャルワーカー）※再放送になります。

第２／3●夜10：04～
FEBC特別番組 聞き手・長倉崇宣

13日 英 隆一朗（カトリック・イエズス会司祭、
麹町教会主任司祭）

20日 「きぼうのダイヤル埼玉」相談員の方々
※「きぼうのダイヤル埼玉」の案内
　電話相談：毎日（日曜を除く）13:00～17:00まで。049-228-7357
　3/31まで相談員募集中。お問い合せは 049-226-5153までどうぞ。

27日 「あなたはどういう神を信じているのか
 　―賢いおとめと愚かなおとめ　前半」（再）

（マタイ25：1～13）
 　金田聖治（日本キリスト教会上田教会牧師）

長倉崇宣

金

※本誌表紙参照
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番組案内
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今月の

PICK UP!
冒頭で「神に逆らう者が目の前にいる」と訴えつつ
も、「ああ、人は確かに立っているようでも、すべて
空しいもの」（6節）と一転して自分の空しさに目を
向ける詩編39編。

我々は普段、積み上げる人生を当然のように邁進し
ています。けれども、苦しめられた時にハッと気づく
ことがある。それは、積み上げることを目的とする人
生のはかなさです。だから敵以上に人間の空しさを訴える言葉にな
る。ここに、この詩編の大きな特徴があると言ってよいと思います。

この空しさの中で、「主よ…わたしはあなたを待ち望みます」（8節）
と神への信頼を取り戻そうとしますが、再び12節で「ああ、人は皆、
空しい。」という言葉に戻ってしまい、この詩編は暗い響きに覆われ
ていると言う学者もいます。しかし、私は違うのではないかと思いま
す。そこで、同じ「空しさ」を語る6節と12節を原文で比較してみま
す。

6節 ああ すべて 空虚さ すべての 人間は 直立するものは

12節 ああ  空虚さ すべての 人間は

6節にあった「すべて」と「直立するもの」が、12節になると消えてい
ます。これは偶然ではないと思います。6節の「直立する者」は、「自
分の足で立とうとする者」、「自分の努力で空虚さを埋めようとする
者」ではないかと思います。人間が自分で空虚さを埋めようとする
時、「全く」空虚になる。しかし「直立する者」が取り除かれた12節
では、その空虚さを、神によって埋め合わせてもらうものと捉えてい
るのだと思います。自分で埋め合わせる空虚さと、神によって埋めて
いただく空虚さ。この6節と12節の「空虚さ」の中身は全く違ってい
ることになります。

では、この間には何があるのか？神への信頼を告白する8節です。こ
こを契機に、空虚さの姿が変わっていくのではないでしょうか。

主よ、それなら、何に望みをかけたらよいのでしょう。わたしは
あなたを待ち望みます。（8）

（文責・月刊誌編集部）

番組 旧約聖書のこころ―詩編―（再）
「詩編　第39編（1）（2）」（20日、2７日）より 
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 「自分という存在の外に出ること」

●夜10：28～

聖書を開こう

4日 「3分間のグッドニュース
 　（律法、歴史、詩歌、預言、福音）」
11日 「聖書は物語る」「聖書はさらに物語る」
 (共に副題：一年12 回で聖書を読む本)
18日 「牧師の読み解く般若心経」
25日 「創造か進化か 我々は選択せねばならないのか」

●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
2月のゲスト
安田正人（ヨベル代表取締役社長）

4日 「純粋で精錬された『ことば』を求めて」（箴言30：5～6）
11日 「僕らが『神のかたち』に造られているのを思い出す時」 
  （1コリント12：26～27）
18日 「キリストは、ボロボロの日常の中から―前半」（ヨブ23：8～10）
25日 「キリストは、ボロボロの日常の中から―後半」（ヨブ23：8～10）

●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

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

2日 「ボロボロになった中での気付き」
9日 「閉じ籠りの中で開かれた御言葉」
16日 「ネガティブなものに支配されやすい自分」
23日 「この心の飢え渇きを！」

2日 マタイ5：25～26、申命記32：1～7
9日 マタイ5：27～32、エレミヤ3：6～14
16日 マタイ5：31～32、創世記2：18～25
23日 マタイ5：33～37、申命記23：21～23

1日 「青年よ、求めなさい」（マタイ7：7～12）
8日 「リスナーからの手紙」（ヨハネ15：1～17）
15日 「高齢者の福音」（ヨハネ一4：7～12）
22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
１日 「世の終わりは近い？」 8日 「未信者はどこへ行く？」
15日 「聖霊って何？」 22日 「洗礼ってそんなに大切？」

●夜10：14～
マイ・プレイリスト

日

14日 「灰の水曜日（１）」（再）
21日 「灰の水曜日（２）」（再）
28日 「四旬節（1）」（再）

第2～4●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）

!PU KCI P

「ボロボロになった中での気付き」より（2日放送）
2016年は僕にとって今までの音楽活動の中で一番充実した年でした。しかしその翌
年、突然燃え尽き症候群になって精神的にどん底に落ちてしまいました。SNSも全部
やめ、仕事もキャンセルして、マネージャーさんも辞めてもらい、僕がそれまで気を
張っていたもの、僕の高いプライドも、全部がパーンと弾けて粉々になってしまった感
じでした。出口の見えない暗いトンネルの中で、引き返すことも、前に進むこともでき
ずに彷徨っていました。
しかしそのような中、僕のために祈って下さる方たちがいたのです。その祈りによっ
て、僕がそれまで築き上げてしまった自己中心やプライド、頑なな心の大きな壁が崩
れていく感覚を味わいました。その瞬間、神さまはこんな僕でも、失望していない！

今月のご出演 
サムエル・ソング（ゴスペルシンガー）

1日 「悪戦苦闘。でも、負けずに頑張っています」
8日 「キリスト教は『神の殺人命令』を肯定しているのですか？」
15日 「何故、神様は同性愛者の私を造られたのですか？」
22日 「教会に行って酷い目に遭いました。FEBCを恨みます。」

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

12日 「礼拝にはもう行けない。行っても誰も返事をしてくれない、冷たく
あしらわれる。神様に尋ねても御声が返ってこない。礼拝に行か
ない人間はクリスチャンと言えるのでしょうか。」

22日 「コロナなど、いろいろやってくる試練に遭うと、終末を連想してし
まいます。世の終わりは神の御国がやってくることを考えると、喜
ぶべきなのでしょうか？私は恐ろしく思ってしまいます。」

23日 「御言葉を読み、悔い改めが出来ました。共に喜んでください。
180度考えが変わりました。長い間、自己嫌悪に陥り、神の愛は信
じるが、自分は神の愛に背いているから救われないと…。しかし
…」

●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
7日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『キリストからの手紙』
 (エレミヤ31:31～34、2コリント3:1～3)
14日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『地の塩、世の光』(マタイ５：13～20)
21日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『まだ生きている』(使徒言行録20:7～12)
28日 日本基督教団中標津伝道所・石垣弘毅牧師
 『神のことばを語ること、聴くこと』(申命記18：15～22)

※月刊誌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

2日 「カトリックと福音派、両方の神学校で学びました」
9日 「学んで、関わって、感じた違和感から」
16日 「一人ひとりがキリストの体」
23日 「今、教会で女性として生きるということ」

3日 「王からの問いかけ」（エレミヤ21：1～10）
10日 「抑圧と虐待と流血を」（22：1～10）
17日 「若い頃からの慣わし」（22：20～22）
24日 「群れの残った者たちを」（23：1～6）

3日 「試練の中で歌う（4）～『私たちの人生が』」
10日 「試練の中で歌う（5）～『静けさのただ中で』」
17日 「『十字架』の賛美歌（１）」
24日 「『十字架』の賛美歌（２）」

3日 「聖書の意味って一つじゃないの？」 
10日 「聖書って、どんな解釈してもいいの？」 
17日 「クリスチャンは文化や思想をどう考えればいいの？」
24日 「聖書から、イエスから、世の中を見つめよう」

●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） 

そして変わらず愛して下さっていることをすうっと心に受け入れることが出来ました。
神様は人生の荒野の中でも確かに一歩一歩導いていて下さったのです。神様に不平
不満や怒りをぶつけたり、自分の力でなんとかしようとして失敗して倒れたりしても、
辛抱強く僕自身を待っていて下さったのです。     　　

こんな僕を赦し、愛し、そして独り子のキリストを世に遣わして、命を捨てるほどに僕
が大事な存在なんだと計り知れない愛を示して下さる神様の愛が、皆さんにも全く
同じように注がれていることを知って頂きたいです。

●夜10：28～
FEBC Sprout!　長倉崇宣

２月のゲスト
佐藤真理子
（「Faith Hope Love」メッセンジャー）

今月のご出演
岡谷和作（神学生）

火

第２●夜9：47～
FEBC特別番組

12日  「今、自殺と向き合う
 『救いをキリストにゆだねて』」（再）
 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


