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　 このコロナ禍で浮き彫りになってきたのは、教会
の中に「共同体」「共に」という視点が思いの外希薄
で、この「共に」ということと「個々の生活」が、統
合されずに全く別物になっていました。
　ヘンリー・ナウエンはこんなことを言っています。
「人は、誰もが独りぼっちです。私と全く同じように
感じ、考え、行動する人はどこにもいません。私たち
一人ひとりがユニークである一方で、私たちは皆独り
ぼっちです。問題は、私たちが独りぼっちであること
を、単なる『孤独』とするか、『静まり』(ソリチュー
ド)とするかです。孤独は苦しいものですが、静まり
は平安に満ちています。孤独故に私たちは他の人にし
がみついてしまいますが、静まりは他の人をそれぞれ
かけがえないものとして尊重し、共同体を生み出しま
す。」

　コロナ禍で一番重く感じられる
のが孤独感だと思います。「コロ
ナうつ」や自死の増加を見ても、
非常に危機的な状態にあります。
そしてこれは、いくら経済活動を
活発にしても表面的な対応にしか
なりません。今は「繋がり」の再
確認と深化の時、つまり大切な繋
がりとそうでないものとの識別が重要なのです。しか
し、それは私たちにとってのチャレンジな事柄です。
「本物か、上辺か」と見定め始めると、自分がいかに
バランスを欠いているかが見えてくる。
　私を活かす絆とは何か。それは一見居心地が良くて
も、本当は私を息苦しくさせる「偽の慰め」になって
いないか。「私」の時間・才能・存在を大切な相手に
分かち合えているか。私たちの絆が問われます。そし
て、その時には痛みや緊張を感じることもあります。
しかし、それが本物の慰めであるかどうかの指標とな
るでしょう。

　ナウエンは、私たち人間はソリチュードへの成長
が必要と言っています。彼はそれを「キリストと共に
ある孤独」と呼び、「冒険」だとも言っています。ナ
ウエン自身、七転八倒するようなソリチュードの成熟
の問題を抱えていたからこそ、そのことを意識せざる
を得なかったのです。「キリストと共にある孤独」―
つまり自分の脆さを一番感じる時に、そこにキリスト
がおられ、誰かの支えがないと生きていけないと思う
時に、そこに神の御手を感じることなのです。ナウエ

ンは、この「信仰のパラドックス(逆説)」を非常に意
識していました。この時、触れること・手に入れるこ
と・買うことが出来るものでは満たし切ることの出
来ない、別次元の飢え渇きがあることに私たちは気付
くのです。そこで核となるのが、霊性です。キリスト
が差し出して下さる手がなければ生きていけないこの
「私」と、この日常を生きる不完全な私に注がれる
「キリストの眼差し」を意識することです。
　私自身、現在、コロナ禍真っ只中のイタリアにおり
ます。ロックダウンによって家から出ることすらまま
なりません。こちらの大学で教えるためにやってきた
のですが、理想からかけ離れたスタートとなって「何
故こんな時期に」とばかり考えていた時期もありまし
た。そんな中で、自分の足で立つということはどう
いうことなのかを実生活の中で試行錯誤し体験しまし
た。「主よ、憐れんで下さい」という祈りを繰り返し
てきました。そして、こんな中でもキリストを呼べる
ことが私にとっての大きな慰めでした。神の前で独り
になって祈る時に、むしろ繋がりを一層意識させてく
れるのだと思いました。

わたしは言う。「闇の中でも主はわたしを見てお
られる。夜も光がわたしを照らし出す。」闇もあ
なたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光
を放ち 闇も、光も、変わるところがない。

(詩編139：11～12)

　憂い・不安・恐れを分かち合う関係性が、今後更
に必要になってきます。それらを自分の内に閉じ込め
て自分で処理するのではなく、それらをまずきちんと
見つめた上で他者に分かち合う時、そこに他者への共
感も生まれてくるのです。それはつまり、自分の中の
闇に気が付き始めるならば、この世界を覆う闇にも気
が付き始める。そしてその時に初めて、それまで視界
に入らなかった闇とその周縁に「光」が当たり始めて
いくのです。ですから、自分の中の闇と世界の闇を見
つめられるかという問い
が、今、私たち一人ひと
りに投げかけられている
気がします。

　これからの世界が、よ
り良いものになっていく
希望は持ちたいと思いま
す。ただ、自粛や規制の

後に押し寄せてくるのは、「反
動」ではないでしょうか。1年
近く、私たちはこの状況の中で
「失う痛み」を覚え続けてきま
した。大切な人を失う、健康を
損なう、普段行っていたこと
が出来ない…そういう痛みを、
今まで負の存在として烙印を
押してきました。そしてこれか
ら押し寄せる反動は、特にその
ように私たちを誘惑すると思い
ます。「もっと楽しいことを」
「もっとお金を回そう」と。
　しかし、教会の礼拝というの
は、キリストの死と復活の命
を祝うものです。そこに集うの
は、信者の務めだからではあり
ません。礼拝は、痛みや苦しみ
をしっかりと受け止めることか
ら始まるのです。ですから、自
由に礼拝が出来ない今だからこ
そ、私たちは本来何のために礼
拝に行っているのかを思い返す
ために、この現実の中で私たち
の悲嘆を受け止める必要がある
と思うのです。そして、その悲
嘆が悲嘆のままで終わらないた
めに、キリストの命に戻ってい
くことが大切なのです。

　ニューノーマルという言葉もよく聞きます。しかし
それは、単に「三密を避けましょう」とか「マスクを
付けましょう」ということではありません。ここで私
たちは「巡礼者」であることを思い起こす必要があり
ます。巡礼者として、私たちは日々新たに遣わされて
いる。言い換えれば、私たちは日々自分に死んで、新
たな命を受けていくのです。昨日までの体験や命、繋
がりは素晴らしいものではあるけれども、それらは全
て過ぎ去っていったものです。同じものは二度と戻ら
ない。それが、人間としてのテーマなのです。手放し
て、新しい命を受け入れていく。今までの体験や昨日
までの出来事の先に、昨日までとは違うあり方が待っ
ている。それこそがニューノーマルではないでしょう
か。
　当たり前のよ
うに続く日常
は無い。私たち
は、そのことが
よく分かったは
ずです。「揺ら
ぐこと」が本来
の日常、そして
人間の常なので
す。そして、そ
の中で吹き飛ば
されないように
歩むためには、
霊性すなわち私たちの「根」の問題がとても大切に
なってくる。そしてこの当たり前のことが当たり前で
ない時代の中で、地球環境も人間関係も変わり続けて
いきます。しかし、その中でなお変わらないものがあ
ります。

イエス・キリストは、きのうも今日も、また永遠
に変わることのない方です。(ヘブライ13：8)

　ではこのキリストは何処におられるのでしょうか？
キリストが私たちに示してくださった「私たちのガリ
ラヤ」は何処なのでしょうか？

　人間としての弱さと痛みの真っ只中にお生まれに
なって、そこに留まって共に生きてくださるキリス
ト。そこでこそ、この御方と出会い続けていきたいと
願っています。 (文責・月刊誌編集部)
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ヨハネ11章 25～ 26節「わたしを信じる者は、
死んでも生きる…このことを信じるか」とイエス
様は問われます。信じきる自信はないですが、信
じたい気持ち込みで「信じます」と答えます。イ
エス様はなぜ、この私の気持ちを知った上で問わ
れるのでしょう。ここを読むと、「信じる者」に
自分が入っているだろうかと不安な気持ちになり
ます。不安定な私の信仰によって、このみ言葉ど
おりになるかどうか、結果が変わってしまうので
しょうか？十字架で成し遂げられたことは変わら
ないのですよね。イエス様の十字架と復活の出来
事があって「死んでも生きる」のだと思います。
それでも「信じるか」と問われているから、私の
意思も大事なのでしょうか？

信じきれない私に
なぜ「信じるか」と? 3日

ヨハネ受講中の女性

神様、「復活を信じないとキリスト
教はやっていけないか？」と問う

てくださったこのお方が、あなたを求
めておられます。どうぞこのお方に親
しく臨んでください。御名によって祈
ります。アーメン。
確かにパウロは「キリストの復活がな
ければ、あなた方の信仰は無駄です」
と言ってますよね。でも、大丈夫!だっ
てあなた様は、イエス様を信じていらっ

しゃる。そのイエス様は、屍 (しかばね )のイエス様ではな
くて、復活なさったイエス様なんです。
復活ってどういうことだろう？といろいろ考えても、私たち

ご献金 6,568,489 円 （886 名）

1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 1,540 名　1 年前 1,324 名

1,288名
（前月より +9名）

1月末の

の頭では想像がつきませんし、現代の医学でも説明できない
ですよね。でも、以前インタビューしたお医者さんが「イエ
ス様は閉ざしたお部屋に入ってこられる…それが復活のイエ
ス様なんだね～」って仰ったんです。その喜びのお顔を見な
がら、あぁ本当にそうなんだ！って思いました。
だから、復活ということがよくわからなくても、安心してイ
エス様に祈り、イエス様と親しくなってください。私たちに
とって、ご復活のイエス様を信じるということは、イエス様
と親しくなることですから。その歩みの中できっと「あっ、
既に私は復活を信じていたんだ！」っていうことが示されま
す。だから、私たちはただひたすらイエス様がどなたかと問
い、イエス様をもっと知りたいですと求めていく、もう本当
にそれに尽きますね！ (31日 )

ヨハネ4章。有名なサマリアの女の場面です。17
節「女は答えて、『わたしには夫はいません』と言っ
た。」私にも夫がいません。離婚をしてかなりの
年月が経ちます。10年近く心療内科にも通いま
した。夫の女性問題が許せなかったわけではなく、
只々淋しくて生きる力を失いかけました。離婚後、
私は、神様の他にも支えてくださる異性の存在を
必要とし、結婚を前提にお付き合いしたこともあ
ります。しかし、思春期の子どもの反対もあり、
私自身年齢を重ねていき、再婚はしていません。
これが神様が定められた私の道なのかと淋しくも
ありますが、子どもが成長し幸せでいることを感
謝しています。
マルコ10章 12節「夫を離縁して他の男を夫に
する者も、姦通の罪を犯すことになる。」ずっと
心に棘として刺さっていた御言葉です。再婚は避
けた方が神様の御心なのでしょうか。天の国で、
刺から自由になれる日も近いかと希望を持ちつ
つ、思い切ってお聞きします。

ずっとささっていた心の棘…
再婚は避けるのが御心ですか 8日

ヨハネ受講中の女性

今回、ヨハネ1章 14節の『言は肉となって、私
たちの間に宿られた』という御言葉が、やっと腑
に落ちました。信仰を持つ前は、なぜ神様がわざ
わざ人間になって、血まみれの惨たらしい姿を私
たちに示されるのか大きな疑問で、もっとすっき
りした哲学の方が受け入れやすいように感じてい
ました。けれども、娘を失った時、私を救ってく
れたのは、あの十字架の上で血を流されているイ
エス様でした。その時、『肉となられて、血を流
された』神でなければ、この痛み苦しみから私を
救い出すことはできない、とはっきりわかったの
でした。
それから20年あまりが経ちました…。あの時は
ただ、必死でイエス様におすがりしていたのです
が、自らの罪を告白するまでには至りませんでし
た。そのような自分がもどかしく、イエス様の十
字架を『自分のこと』として受けとめたい、その
ためにも、素直に罪を告白し、主の許しを請いた
い、と願い続けています…。このことについては、
祈ることもできずにいたのだ、と今気づかされま
した！心と体にようやく届いた『言は肉となって
…』という御言葉。この御言葉が私の霊にまで至
りますように、と願います。

その時、わかったのです
「血を流された」神でなければ… 10日

ヨハネ受講中の女性

私はいわゆる求道者です。若い頃に本で出会い、
感動したのが信仰でした。包み込むような愛に惹
かれ、教会の門をたたき、「人生には辛いことも
多いけど、どんな時もイエス様が共にいて下さる
よ」というメッセージを感じるようになりました。
それでも、なかなか洗礼を受けられずにいます。
他宗教に対して厳しすぎるなぁと感じてしまうの
です。偶像礼拝も意味がないと分かっているので
すが、地域が大切にしているお地蔵さんやお祭り
を排除するべきという教えが、日本人であること
を否定するような気持ちになってしまって…。そ
れらをひっくるめてもっと大きな愛で愛するので
はダメなのでしょうか？私の一番好きな聖書箇所
は、「互いに愛し合いなさい」です。このお言葉
が私の生き方を変えるものだっただけに、他宗教
を排除する教えと相いれず悩んでいます。

他宗教は排除すべき?
「互いに愛し合う」ではダメでしょうか 15日

女性

FEBC特別番組 シリーズ「共に生きる」
心の中の空洞で神と語らう
濱田秀伯 精神科医・日本精神医学史学会理事長、
                  「六番町メンタルクリニック」医師 

聞き手：長倉崇宣
2021年3月6日放送　土曜日夜10時4分より約35分間

　不安、うつ、睡眠障害、また家庭内DVのようなコロ
ナ関連の精神障害は60%位、自殺では昨年に比べて約
40%増えているそうです。これも社会全体の様々な不安
によって追い詰められた方々が増えている結果だろうと
思います。
　では、「孤独」や「孤立」にどう対応していくので
しょうか？そのことに関して、実は私たちは孤独になっ
てみて初めて出来ることもあるのです。それは孤独の中
で直接神と対話をするということです。人生は苦労ばか
りです。だからイエスは「あなたがたには世で苦難があ
る。しかし、勇気を出しなさい。わたしは既に世に勝っ
ている」(ヨハネ16：33)と言われるのですよね。

　ドイツの哲学者のマックス・シェーラーは「私たちは
孤独ではあるが、孤立してはいない」と言っています
が、これは一人ひとりが直接神と繋がっているのだとい
うことではないでしょうか？イエス・キリストが私たち
のすぐそばにいてくれるからこそ、孤立してはいないの
です。「弁護者」である「聖霊」が色々な所で、色々な
人を通して働いているのだと思います。だからこそ、
スイスの神学者カール・バルトは、この聖霊を私たちの
中に呼び込む場所を開けておくようにと言っています。
「待ちつつ、急ぎつつ」心の中に聖霊が入ってくる空洞
を開けておきなさいと。私たちは神に祈り、語りかけ、
神に聞くことによって、決して孤立してはいないので
す。

　聖書の中の大事な言葉に「忍
耐」(ヒュポモネー)があります。
一番有名なのは「わたしたちは
知っているのです。苦難は忍耐
を、忍耐は練達を、練達は希望
を生むということを」(ローマ5：
3、4)ですよね。これはただ嵐が
過ぎ去るのを待つという消極的な
姿勢ではなく、この先に希望があ
る、栄光があるということを信じるからこそ忍耐するこ
とが出来るという積極的な姿勢です。「忍耐」はフラン
スの思想家のシモーヌ・ヴェイユが、一生の支えとして
選んだ言葉でもあり、精神医学でも「レジリアンス」と
いう言葉があって、元々は反発力をさす物理学用語でし
たが、1970年代から逆境を克服した子どもに使われ、
80年代からは精神医学用語になって、「抵抗力」とか
「抗病力」とか、人の健康ということにとても大事な言
葉になっています。私には、それが聖書のいう「忍耐」
とリンクしてくるんですね。私たちは皆、「あなたが
たには苦難がある」というこの大変な状況の中を生きて
いるけれど、「しかし勇気を出しなさい」とイエスは仰
る。それは、いつも心を垂直に向けて、神と対話をしな
がらその声を聴くということの中で養われていくものだ
と思っています。



●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～
FEBC特別番組 シリーズ「共に生きる」 

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！   

5日  「神と人と世界との出会いによる回復」

12日  「私たちのニューノーマル
 ―主の死と復活を祝う巡礼」
 酒井陽介（イエズス会司祭、教皇庁立
 グレゴリアン大学心理学科講師）　聞き手・長倉崇宣

19日 「恵みに味付けられた新しき人」（コロサイ3：18～4：1、4：5～6）
26日 「最終回・宣教のための祈り」（コロサイ4：2～6、16～18）

お相手・長倉崇宣

聞き手・長倉崇宣

6日 「詩編　第41編（1）」 13日 「詩編　第41編（2）」
20日 「詩編　第44編（1）」 27日 「最終回・詩編　第44編（2）」

6日 「今満ち足りている」 13日 「思わぬ転倒での気付き」
20日 「つくった人は知っている」 27日 「気にかけていて下さる！」

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。

左からご出演順

6日 「心の中の空洞で神と語らう」
 濱田秀伯（精神科医、日本精神医学史学会理事長、
 「六番町メンタルクリニック」医師）
13日 「『聴く』という絆―クリスチャン自死遺族自助グループ
 『ナインの会』の活動から」
 前島常郎（クリスチャン自死遺族自助グループ「ナインの会」世話人）
20日 「謙虚さとは何か―主イエスの眼差しに学ぶ」
 竹内修一（カトリック・イエズス会司祭、上智大学神学部教授）

27日 「終わりの日をワクワクしながら待つために
 ―賢いおとめと愚かなおとめ　後半」（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

木

※本誌表紙参照

お詫び
と訂正

●番組案内2月号にてご案内の2/12放送番組に誤記載がございました。
̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。

　正）FEBC特別番組「今、自殺と向き合う『救いをキリストにゆだねて』」（再）
　ご出演・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）
　誤）「時のしるし」を求めて

※月刊誌2面参照

※月刊誌1面参照
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今月の

PICK UP!
2014年に、家族を自死で亡くした5人のクリスチャンが集まったのが
「ナインの会」のきっかけです。共に礼拝し、イエス様の前で悲しみ
を分かち合えたらと願って始まりました。

愛する人を亡くすことはどんな場合も耐えられない悲しみですけれ
ど、自死というのは非難を受けやすいんですね。「死にたくて死んだ
んだろう」と。でもそれは大変な間違いで、死にたくて死ぬ人はいな
いんです。「死にたい」と言うのは、この苦しみからなんとか逃れた
いということであって…。でも残念ながら悲しい結果になってしまっ
た。それは事実なんですよね。だから、答えを提供するとかカウンセ
リングをするとかではなくて、その事実を、1時間でも2時間でも聴い
てくれるという場が必要だと思うんです。

「ナインの会」にはクリスチャンではな
い方も抵抗なくおいでになるんですね。
中には「神様の話、聴いてみたい」と言
われる方もおられます。自分に起きた最
大の悲しみの中でそういう方と出会うと
いうのは本当に不思議なことです。
その一方で、教会では自死遺族であるこ
とを隠す方もいらっしゃいます。そのプ
レッシャーは大変なものだと思います。でも、私は聖書を通してはっ
きりこう言えると思っています。人の死に方によって神様は裁かれな
いと。

ある自死遺族の方は、「（クリスチャンから）『神は耐えられない試
練に遭わせることはない』と言われたのが一番カチンと来た」と
仰った。遺族は解決を求めてないんです。そして私にとっても一番助
かったのは、何も言わないで聴いてくれた人がいたことです。けれど
も、人の話をただ聴くというのは大変なことです。クリスチャンも教
会も忙しいから、なかなか話を聴けないんですよね。だから、自分の
いつも行っている教会とは違う、「話せる」ところとして「ナインの
会」があるんです。    （文責・月刊誌編集部）

FEBC特別番組 シリーズ「共に生きる」
「『聴く』という絆―クリスチャン自死遺族自助グループ
『ナインの会』の活動から」（13日）より 
前島常郎（クリスチャン自死遺族自助グループ「ナインの会」
世話人）、聞き手：長倉崇宣

5日 「新しい『交わりの霊性』？」

●夜10：28～

聖書を開こう

4日 「みんなの聖書　絵本シリーズ（全36巻）」
11日 「聖書を読んだ30人
 ～夏目漱石から山本五十六まで～」
18日 「みんなの聖書　マンガシリーズ(6)
 新約聖書Ⅲ　黙示録～心開かれし者の記～」
25日 「最終回・ひと時の黙想 主と歩む365日」

●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
3月のゲスト
柳澤真（4日）（日本聖書協会 広報部主事補）、
中村真之介（11、18日）（日本聖書協会 編集部主事）
海保千暁（25日）（日本聖書協会 出版部職員）

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 ●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 「『生きる』って何だ？」
9日 「主の愛はマグマのように」
16日 「コロナ禍の中の野外コンサート」
23日 「『主の心』という言葉が響いて来て…」
30日 「神様の恵みが見えなかった中での讃美」

2日 マタイ5：38～39、イザヤ50：4～9
9日 マタイ5：40～41、イザヤ50：4～9
16日 マタイ5：42、申命記15：7～11
23日 マタイ5：43～45、レビ記 19：17～18
30日 マタイ5：43～48、エレミヤ15：10～14

1日 「『こころの友』文書伝道」（2テモテ4：1～5）
8日 「リスナーからの手紙」（2テモテ3：14～17）
15日 「高齢者の福音」（イザヤ46：4）
22日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
29日 「白髪は輝く冠」（箴言16：31～33）

●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 「罪がピンと来ない」 8日 「十字架なんて言ったって…」
15日 「復活が信じられない」 22日 「私の信仰は惰性かも…」
29日 「最終回・神を愛するって？」

●夜10：14～
マイ・プレイリスト

日

14日 「四旬節（2）」（再）
21日 「四旬節̶枝の主日の典礼̶」（再）
28日 「受難―聖金曜日」（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）

PI
CK
 U
P!最終回「神を愛するって?」より（29日放送）

神様を愛することは、単に心が燃えることではないんです。むしろ愛というのは、毎日
の退屈で平凡な人生を、しかし神様に向けて生きること、そこに現れるのではないか
と思います。時には砂を噛むようなこともあるかもしれません。しかし、だからこそ、よ
り一層愛に成長するということが必要なんじゃないでしょうか。この愛への成長は死
ぬまで止まりません。歳をとって何もできなくなっても、神様を愛することはできます。
そしてその愛は死ぬまで成長していくものだと思うのです。

今月のご出演 
横山大輔（ゴスペルシンガーソングライター）

1日 「番組に寄せられたお二人のメールから」
8日 「アニメにハマるのも偶像礼拝ではないでしょうか？」
15日 「私は何故、この国に生まれたんだろう。」
22日 「クリスチャンは、こういう時どうしてる？」
2９日 「イエス様が私を愛してくださる。そう思うだけで…」

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

2日 「私たち夫婦は事実婚でした。深い関係になって、ヤバい！と思っ
て、クリスチャンなのに結婚式もなく、慌てて入籍してしまったの
です。後悔しています。神の前に誓いがなかった結婚、神様は赦し
てくださると思いますか？」

18日 「ヨハネ12章43節『彼らは神からの栄誉よりも、人からの栄誉を
愛した』。私がそうです。現代の日本で、私は何を恐れているので
しょうか。迫害も差別も起こりはしないのに、『私、イエス様を信じ
ています。』そのひと言がなぜ言えないのか。」

29日 「赦したいと思っていても、実際にはそう行動できず、また自己嫌
悪になる。自分で自分が嫌なほど信用できないけれど、イエス様か
ら離れたくないのです。」

●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
 『神のもとには自由がある』
 (出エジプト34：29～35、2コリント3：7～18)
14日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『神はその独り子を』(ヨハネ３：１～17)
21日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『断食をするとき』(マタイ６:16～18)
28日 日本基督教団中標津伝道所・石垣弘毅牧師
 『救われるということ』(ミカ2：12～13)

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 「中学からパソコンにのめり込みすぎて…」
9日 「ネット中毒からのリハビリの中での祈り」
16日 「改めてネットの世界に関わって」
23日 「クリスチャンITネットワーク『CALM』とは」
30日 「教会とインターネット　その可能性と課題」

3日 「神を汚す預言者たち」（エレミヤ23：11～15）
10日 「むなしい気休め」（23：16～22）
17日 「主の言葉を受けた者は」（23：23～32）
24日 「主ご自身の重荷」（23：33～40）
31日 「良いいちじくと悪いいちじく」（24:1～7）

3日、10日、17日、24日、31日
 「『十字架』の賛美歌」

3日 「どこにでも、誰にでも、会いに行く」 
10日 「教会に行けないクリスチャンに、会いに行く」 
17日 「オンラインで、会いに行く」
24日 「今まで届かなかったところに、会いに行く」
31日 「最終回・イエス様が、会いに行く」

●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

3月のゲスト
中村恵久
（クリスチャンITネットワーク「CALM」代表）

今月のご出演
石川有生（会いに行く教会 牧仕）

火

4日、11日 「理由じゃなく、『わたし』」（イザヤ41：8～10）
18日、25日 「衰えるという神の奥義」（ヨハネ3：25～30）

●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


