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 イースター礼拝

日曜礼拝番組　全地よ 主をほめたたえよ
日本キリスト教会高知旭教会

牧師・青木 豊
2021年4月4日放送　日曜夜9時30分より60分間
「振り返るとキリストが」（詩編16編7～11節、ヨハネに
よる福音書20章11～18節）

　今、コロナの流行の中で改めて気づくことは、私ども
人間というのは、そもそもが死の危険を負って生きてい
る存在であるということです。そして、人間の死に対
する解決は、決して人間の手によってできるものではな
く、神の手による他ない。それを変えることはできない
し、それを誤魔化してはならないということです。だか
ら、教会は神を礼拝するのです。御言葉を語り続け、祈
り続けるのです。それがなくなってしまったら、教会は
教会でなくなります。

　そして、教会が日曜日を「主の日」と呼んで礼拝する
のは、主イエスが復活なさった日だからです。主イエス
が日曜日に復活なさったのは、偶然ではありません。ヨ
ハネによる福音書は、主イエスの復活をこう語り始めま
す。

週の初めの日、朝早く、まだ暗
いうちに、マグダラのマリアは
墓に行った。(ヨハネ20：1)

　「週の初めの日」とは、この世
界の初めの日を思い起こさせる言
葉です。週の初めの日に主イエス
が復活なさったということは、神
が創造なさった世界は既に古い世

界となり、新しい世界がここから始まった。神の再創造
がここから始まった。そして、私たちは今や、新しい世
界に生きている。そういう喜びをもって主の日に集まっ
てきたのだと思います。「朝早く、まだ暗いうち」です
から、まだ日は昇っていない、暗いままなのです。しか
し、新しい日が来て、もう新しいことが始まっている。
その神様の見えない力に動かされるように、マグダラの
マリアは墓に行きます。
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　マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら
身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置い
てあった所に、白い衣を着た二人の天使が見えた。
一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。
天使たちが、「婦人よ、なぜ泣いているのか」と言

うと、「わたしの主が取り去られました。どこに置
かれているのか、わたしには分かりません。」こう
言いながら後ろを振り向くと、イエスの立ってお
られるのが見えた。しかし、それがイエスだとは分
からなかった。イエスは言われた。「婦人よ、なぜ
泣いているのか。だれを捜しているのか。」マリア
は、園丁だと思って言った。「あなたがあの方を運
び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてくだ
さい。わたしが、あの方を引き取ります。」(11～
15)

　「なぜ泣いているのか」。天使にそう問われて、マリ
アは自分の心の中にある思いを口に出していきます。さ
らに、主イエスも天使と全く同じ言葉でマリアに呼びか
けます。「なぜ泣いているのか」。それでマリアは、さ
らに詳しく自分の思いを語り出すのです。主イエスの遺
体を自分が引き取り、自分の手でもう一度葬り直して、
もう遺体がどこかにいかないようにしたい。そういうマ
リアの思いには、彼女がどれほど主イエスを愛し、慕っ
ていたかが表れていると思います。それなのに、マリア
は主イエスが分からなかったのです。なぜでしょう。主
イエスを愛しております。しかし、主イエスがどういう
御方であるか分かっていない。だから、墓の方を、死
の方をずっと向いているのです。そのマリアに主イエス
は、「なぜ泣いているのか」と仰るのです。顔をご自分
の方へ向けるようにと。しかし、それでもマリアは気が
つかないのです。そして、聖書はこのように語ります。

イエスが、「マリア」と言われると、彼女は振り向
いて、ヘブライ語で、「ラボニ」と言った。「先
生」という意味である。(16)

　聖書は不思議です。マリアが「振り向いて」と語る
のです。すでにマリアは振り向き、主イエスの方を向
いているはずなのに。これはマリアの心の動きを語っ
ているに違いありません。マリアは、顔は主イエスの
方を向きながら、心はなお死の世界の方を向き続けて
いた。だから、主イエスは改めて「マリア」とお呼び
になります。

◆「自分のもの」にはできない

イエスは言われた。「わたしにすがりつくのはよし
なさい。まだ父のもとへ上っていないのだから。」
(17a)

　マリアは主イエスを慕うあまり、主イエスにしがみ
ついたのでしょう。自然なことです。しかし主イエス
はそれを拒みなさいます。なぜか。自分が主イエスの
遺体を引き取り、自分の手で葬り直すと言った、その
思いがマリアから抜けていないのです。自分のものに
することはできないのです。私たちは、いつでも好き
な時に、私どもの思いで、主イエス・キリストに会う
ことはできない。それは、マリアが「自分の目」で見
た時には主イエスだと分からなかったことと軌を一に
します。マリアは「自分の思い」によって主イエスを自
分のものにしようとした。それを主イエスは拒んだので
す。そして、主イエスの方から会ってくださるのです。
そうでない限り、私どもは主イエスにお会いすることは
できない。主イエスは、主なのです。

　その主はこう命じられます。

「わたしの兄弟たちのところへ行って、こう言いな
さい。『わたしの父であり、あなたがたの父である
方、また、わたしの神であり、あなたがたの神であ
る方のところへわたしは上る』と。」(17b)

　主イエスは私どもを「兄弟」と呼ばれます。なぜで
しょう？それは、私の父はあなたがたの父、私の神はあ
なたがたの神、心置きなくそう信じていいんだと、主イ
エスが私どもの罪を負ってくださったからです。キリス
トによって私どもの罪は清算されている。だから、私ど
もは背く者、不信仰な者であるにもかかわらず、主イエ
スを兄弟とし、神を父として崇めることができるので
す。主イエスはこのことを「兄弟たちに告げなさい」と
求めておられるのです。
　私は改めて思う。教会が黙ってしまったならば、この
世界にはない命の言葉̶主イエス・キリストに向かって
振り向かせる言葉を一体誰が語るのでしょう。自分の
ものにして握りしめようとすることを主イエスは拒み、
「黙ってはならない、行って、告げよ」と、私どもに向
かってもそう仰っておられます。だから、この先どうい
うことがありましても、教会は礼拝を続けます。祈り続
けます。自由にそれぞれの仕方で。 (文責・月刊誌編集部)
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母の祈りに
応えた神

　信じる者の喜びの一つは、祈ることが出来ることで
す。私は、このことで自分の母のことを思い出さないで
はいられません。人生の最期、病床で私が洗礼を授けた
母は、人生の殆どを仏教徒として生きた人でした。この
母に、私は大きな負い目があったのです。というのは、
実は私は、本来僧侶になるはずの者だったからです。若
い時にその修行をして僧侶になる準備もしたのですが、
思うところがあってキリスト教に興味を持ち、イギリス
で勉強して司祭となりました。そのことに私の父はかな
り憤っていましたし、母も私のことを理解できなかった
だろうと思います。しかし母は、そんな私をかばい、受
け入れようとしてくれたのです。 （２ページへ続く）

交わりのことば̶祈りの旅路
加藤 智 カトリック上福岡教会担当司祭
聞き手：長倉崇宣
2021年4月24日放送　土曜日夜10時4分より約28分間
第1回「母の祈りに応えた神」
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信仰が苦痛です。聖書には地獄の存在がしっかり
と書かれていて…ここには絶対に行きたくないと
思います。でも私は占い等聖書に反する事をやめ
たくありません。イエス・キリストを救い主とし
ては求めていますが、人生の主としては求めたく
ありません。救われれば正直、後はどうでもいい
という感じです。私はどうすればいいのでしょう
か ?このまま地獄に落ちてしまうのは本当に怖い
です。

救われれば
正直、後はどうでも… 1日

リスナーの声　４月

父なる神様、今、あなたに愛されているお方のお便
りをお読みしました。鬱が辛く、床にうずくまっ

ていらっしゃるこのお方が、どうぞそこに一緒にうず
くまっておられるイエス様の愛の中に、安心してうず
くまることができますように。「わたしだ、恐れるこ
とはない、安心しなさい、あなたはわたしの愛する子」
と、何度でも仰ってください。主イエスの御名によっ
てお祈りします。アーメン。
「聖書も開かず、教会に行けない私がクリスチャンでい
いわけがない…でも、イエス様を信じています。」そ
うお書きくださいました。いいえ、あなた様はクリス

ご献金 4,576,360 円 （743 名）

2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 1,545 名　1 年前 1,331 名

1,292名
（前月より+4名）

2月末の

チャン以外の何者でもありません！「あなたの存在がわたし
は嬉しい。」イエス様はそう言ってくださっています。その
厳しい日々を一日一日、あなた様にくっついて、抱きしめて、
苦しみを一緒に味わって、一緒に寝込んでくださっているイ
エス様は、「イエス様を信じています」というあなた様の告
白をどんなに喜んでおられることでしょう。そして「わたし
もあなたを信じている」と言ってくださっていますね。教会
に行かれない時も、あなた様のいらっしゃるところが教会で
す。神様の子どもがいるところはどこでも教会なんです。だ
から、あなた様は教会に連なっていますから、ご一緒にイエ
ス様を仰いでいきましょうね。 (6日 )

先日また教会へ行きたくない一件がありました。 
婦人の中で上から目線で「あなたは母教会に居場
所がないから離れたのね !」と話しかけてきた人
がいました。私は戸惑いました。居場所がないか
ら、という理由で離れたわけではないのです。私
の妬みかもしれませんが、その姉妹は教会の中で
はよく奉仕され、とても有能な人なのです。でも
私は礼拝も休みがちで奉仕もしておらず、これま
で教会の交わりも避けて来ました。自分は取るに
足りない者と言う自己卑下の思いが私の中にはあ
るのです。 心の病を患い、社会経験に乏しく、家
庭内でも両親の不和が度々で、 深く傷つきやすい
という理由もあるかも？と自分では思っていま
す。イエスさまの愛をめいっぱい受けて 、1日も
早く解放されたいです。でも教会にはもう行きた
くありません。以前は希望をもっていましたが、
ほとほと失望しました。なんだかんだ言っても、
教会も社会同様、有能な人が尊重される場所だと
わかったからです。元気に健全な信仰で喜んで奉
仕できる人たちが私には羨ましいです。

元気で健全な信仰が
私には羨ましい ７日

ガイドとお返事をありがとうございました。遅く
なってしまいましたが、お手紙を書け、感謝して
います。マタイ23章、何度読んでも中々言葉が
出てきません。難しいなぁ、イエス様、教えてく
ださいと祈りつつ読み返し、響いたのが、28節「あ
なたたちも…内側は偽善と不法で満ちている」、
23節「律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実
はないがしろにしているからだ。」そう、私も偽
善者の一人です。
普段、夜勤は一人で対応します。夜勤明けの介護
はハードです。入居者の方たちも、その日その時
の感情が出て、強い拒否があったりし、私も時間
に追われ、内心切れてしまう時もあります。強い
口調になってしまい…。日勤は見せかけの介護、
夜勤明けの介護が私の姿です。情けないです。そ
れでも、仕事が終わると、労いの言葉をかけてく
れます。そんな者ではないのに。慈悲も、誠実も
ない私です。ただ、イエス様の憐れみに救われて、
罪深い私を赦してくださいと祈るばかりです。イ
エス様がいなかったら、本当にみじめな者です。
24章 14節「御国のこの福音は ... 全世界に宣べ伝
えられる。」42節「だから、目を覚ましていなさい。」
この言葉に従って、イエス様とともに進んでいき
たいです。

日勤は見せかけの介護
夜勤明けが私の姿です 13日

マタイ受講中の女性

僕は48歳、独身男性、障害者です (統合失調症 )。
コロナ禍で、1人で聖書を読む事に心が折れそう
になり、聖書通信講座を申し込みました。ヨハネ
1章を、イエス・キリストは私にとって誰なのか
ということを念頭に読みました。「言」という言
葉からは完璧性を感じ、イエス・キリストは完璧
なゆえに、普通の人間には受け入れられないのだ
と思いました。しかし読み進めると、受け入れれ
ば神の子となる権能が与えられるとあります。
僕は46歳で洗礼を授かりました。僕も神の子と
なったということです。しかし、自分が神の子で
あるとはどういうことか、まだはっきり解りませ
ん。ヨハネ1章を読んで、改めて、神の子である
ために聖書という「言」を読まなければいけない
と思いました。そして、イエス・キリストは私に
とって誰なのかということは、私たち普通の人間
とは絶対的に違う、本当に優しい人、本当に厳し
い人、そして本当の喜びを与えてくれる人、つま
り本当の愛を持った人間ではないかと考えるよう
になりました。

イエス・キリストは
私にとって、誰なのか？ 21日

ヨハネ受講中の 40 代男性

教文館 〒104ー0061　東京都中央区銀座4ー5ー1　TEL03ー3561ー5549
http://www.kyobunkwan.co.jp/publishing/ 《呈・図書目録》

◆FEBC2021年4月号（縦62mm×横67mm）

『加藤常昭説教全集』第Ⅳ期　　　好評発売中！

加藤常昭

33  コリントの信徒への手紙二講話   （6月刊行予定）
　【続刊のご案内】　

32  コリントの信徒への手紙一講話   （4月刊行予定）

   使徒言行録講話

●四六判・466頁・定価4,290円

主イエスの生涯を独特の美しい言葉で
綴ったルカが、その後の教会の伝道の
歩みを生き生きと描いた使徒言行録の
メッセージを明快に語る。FEBCの番組
を書籍化。

加藤常昭説教全集31

　この母は、私の祈りの師なのです。母は浄土宗の門徒
でしたので、その祈りは念仏でした。当時の母が祈る方
は仏様、また法然上人でありました。母は、台所仕事や
縫い物をしながら、いつも念仏を唱えておりました。あ
る時、縫い物をしている母が「ああ、法然上人が懐かし
い」と言ったのです。私は「法然上人は800年前の人だ
よ」と言うと、母は私の方を向いて「お祈りすると会え
るわよ」と言ったのです。当時、私はその意味が理解で
きませんでしたが、「これは、母の大事な世界で、私も
自分の経験を重ねて理解する他無いことだ」と思ったの
です。それ以来、私にとって母は、「祈り」に気づかせ
てくれる存在になりました。
　母は、本当に祈らないでは生きていけない人だったの
です。母は、戦時中を女学生として体験し、すぐ上の二
人の兄を戦争で亡くし、「何故人は殺し合うのか」と
いう悲しみと苦しみをずっと抱えていたそうです。そし
て、戦後に父と出会い、私と妹を産んでくれたのです
が、その妹は重い障碍を持って生まれてきました。そ
のことで、母は自分を責めていました。何故人生はこん
なに悲しいのか、何故人間は罪を負い苦しむのか―だか
ら、祈ることによってしか、それに耐えられなかったの
だと思います。そして、祈りの中でどうしても会わなけ
ればならない御方がいたということでした。人として自
分のことを理解してくれる方であると同時に、理解して
同情してくれるだけではなくて、それを解決してくれ、
確実な答えと平安を与えてくれる方でないといけない。
そういう御方との出会いを求めて、母は祈っていたわけ
です。

　後に私は司祭になって、母の
言っていた「お祈りすると会える
わよ」というのは真実だとミサの
中で改めて思うのです。つまり、
ミサの中で私たちはイエス様とお
会いしているのだと。母が、もが
くようにして祈り、お会いするこ
とを求めていた存在。それは、人
として私たちの苦しみを理解し、
そして神としてそれを解決して下さる御方―十字架を負
われる神との出会いです。仏教の中で導かれた母の祈り
が、私の家族にとってイエス様との出会いで全うされた
ということです。そしてこれは、日本の多くの方にとっ
てもそうなのではないかと思うのです。

　私は、初めて教会で礼拝に与った時にびっくりしまし
た。そこには十字架に磔にされたイエスがいるからで
す。仏像はたいがい穏やかな顔をしていますから、「こ
れは一体何なのか」と驚いた訳です。しかし、その十字
架の御姿に、母が本当に求め、苦しみながら祈り続けて
いたからこそ、私はここでイエス様にお目にかかれたと
も思ったのです。

　私は、日本人の全ての方がイエス様にお会いして頂き
たいと切に願っています。しかし、それは決して日本人
の多くの方が持つ仏教を背景とした歩みを否定するもの
ではなく、むしろ、それを成就するものだと思えてなり
ません。 (文責・月刊誌編集部)

̶１ページより続き　第 1回 母の祈りに応えた神
交わりのことばー祈りの旅路・加藤智
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　2021年春の新番組

聴く信仰
―「いのち」をいただく御言葉黙想
山内十束　
カトリック・御受難修道会、宝塚黙想の家司祭
2021年4月19日　毎週月曜夜9時48分より22分間
第3回「イエス・キリストの誕生を味わう
―ヨセフとマリアの心を辿って」
（マタイによる福音書1章18～21節）

　
　聖書で祈るという祈り方で、こ
れから黙想していきます。それ
は、聖書の言葉を読むこと。その
声を聞くこと。だから、何度も読
む。何度も聞く。そのことが、実
際に御言葉に心を向けさせるので
す。

イエス・キリストの誕生の
次第は次のようであった。
(1：18a)

　マタイの始めは「イエス・キリスト」という言葉で
す。イエスはキリスト。この御方の誕生の話なのだと、
信仰者の目からこの出来事を見ようとしています。

母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒
になる前に、聖霊によって身ごもっていることが
明らかになった。(1：18b)

　マリアとヨセフ。将来や夢について考えていた、もっ
とも楽しい時だったでしょう。しかし、「母マリア」と
マタイは言っています。人間の思いでは、まだ何も始
まってもいない。人間の思いをはるかに超えたところ
に、神様の眼差し、御心が垣間見える言葉です。

夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのこと
を表ざたにするのを望まず、ひそかに縁を切ろう
と決心した。(1：19)

　「正しい人」―ヨセフは、自分の正しさ、それしか信
じるものが無くなっている。そして、迷っています。
「マリアのことを表ざたにするのを望まなかった」―憎
しみではなく、悲しみ、しかし、小さな疑いも隠れてい
るかもしれません。それでもなお、マリアを責めないそ
の心の内側。「ひそかに縁を切ろうとしている」―マリ
アを知らなかったことにしよう、出会わなかったこと
にしたいというような意味が、この一言に表されている

のかもしれません。しかし、ヨセフは一時的な感情で、
縁を切ろうと決心したわけではないようです。それは次
の20節に、「このように考えていると」とあるからで
す。

このように考えていると、主の天使が夢に現れて
言った。「ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを
迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって
宿ったのである。」(1：20)

　夢というのは、自分の常識を超えて神様が働かれる場
です。ただの大工のヨセフ。しかし主の使いは「ダビデ
の子よ」―ダビデの子孫、つまり神の民イスラエルの王
と呼びかけるのです。そこには、神と出会い、神を信じ
るものという意味が含まれます。

　天使が「恐れるな」と語りかけているヨセフは、恐れ
ているように見えたのでしょう。しかし、天使は始めか
らはっきりと、ヨセフに語りかけています。この言葉
は、私たちの黙想の中でも大事。神様の言葉をどのよう
に受け取っていくか、その一言一言のうちに、私たちが
神の御心を見ていくことです。
　「聖霊によって宿った」―それは人間にとって、これ
が到底納得できる解決などではないことは明らかです。
だから、おそらくここに長い間合いがあります。

　しかし、天使は再び語り始めます。

「マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付
けなさい。この子は自分の民を罪から救うからで
ある。」(1：21)

　「マリアは男の子を産む」―これがあなたへのしる
し。私のことばが、真実であることのしるしだと。そし
て、「その子をイエスと名付けよ」と命じます。それは
ヨセフが、イエスの父親として、すべて引き受けるとい
うことを意味します。信じる者は、実際に信じて生きる
ことが要求されるのです。

　「この子は自分の民を罪から救うからである」̶イエ
スの名前の意味。これを、どのように黙想していくか。
この言葉を何度も読むことによって、私たち一人一人の
心の内に、この御言葉から出てくる神様との関わり、そ
の思いを深めていくのです。

　今日の聖書の箇所は、クリスマスの前によく読むマリ
アとヨセフの箇所ですが、かえって他人事になってしま
うことがあります。よく知っているからこそ、御言葉に
神の御心を見出そうとしない危険性をはらんでいる。そ
のためには、一言一言を大事にする。これが黙想の始ま
りです。 (文責・月刊誌編集部)

噛みしめ、
味わう
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シリーズ「共に生きる」
塩谷直也 青山学院大学宗教部長
聞き手：長倉崇宣
2021年4月10日、17日放送
土曜日夜10時4分より各約28分間
「『あと一日だけ』―ただ共にいる信仰」

̶大学のチャプレンとしてコロナ禍によってどのよ
うな変化がありましたか。

　それまでの経験則が役に立たないということです
よね。そして、若者特有の悩みというのは、昔も今
も本質的には変わらないのですが、このコロナ禍
で、それを独り部屋の中で担わなければいけないの
です。
　「死にたい」という言葉は多義的で、本当に緊急に
介入しないといけない場合もありますが、多くの場合
は、自分の苦しさをこれ以上言葉化出来ない人が出す
SOSなんです。ですから、それは言い換えれば、「生
きたい」「助けて」となる。しかし、本当に死を覚悟
し、真面目に生きてきた人ほど、そのことを表に見せ
ません。つまり、その「真面目」というのは、人の期
待に応えて生きてきたということです。だから、その
期待から外れてしまうと、自分の生きる価値が見えな
くなる。「皆の期待を裏切るくらいなら、消えて無く
なりたい」と考えるのです。
　ですから、親や周囲の期待
に応えて生きてきた学生に言
うべきことは、「応えなくて
いい」ということです。そも
そも、子どもというのは、親
の期待や夢を消しながら、親
を裏切りながら成熟してい
くものです。例えば『放蕩息
子のたとえ話』では、親が駆
け寄って弟息子を抱きしめますが、これは親の敗北
を表していますよね？この弟息子は、親の期待も夢
も全部裏切って帰ってくるのですから、この息子を
抱きしめるということは、親が自分自身の敗北を認
めたということになります。そしてこの、「期待に
応えられなかったのに抱きしめてくれる」という時
に、初めて人は成熟すると思うのです。しかし、私
たちの周りにあるのは、期待に応えたら抱きしめて
くれるという「愛」だけです。しかし、神は破れた
者を抱きしめる。それどころか、神ご自身が破れ、
十字架に架かって下さる。完璧な人に抱きしめられ
ても人は癒されません。破れた人を癒すのは、ご自
身破れた御方だけです。 （２ページへ続く）
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 ̶ 自死の問題に取り組むようになった経緯について
教えていただけますか。

　実は、私自身が「死にたい」という思いを抱えて
いた時期が長かったのです。どんなに頑張っても、
人は最期に死ぬじゃないかと。ですから、後に牧
師になり、その最初の頃は、中学校でも教えてい
たのですが、中学生たちが抱えている問題を知る内
に、自分がかつて抱えていた思いが蘇ってきたんで
すね。そんな中で、私にとって決定的だったのは、
親しい方を自死で亡くしたことです。私は、この
ことを隠さずに、牧師としてその方の葬儀を行いま
した。それはご本人の遺志だったのですが、かなり
批判もありました。けれども、そこで「実は私の家
族も…」と打ち明けてくれる人が出てこられたんで
す。
　自死遺族者の最大の悲劇は「誰にも言えない」と
いうことなのです。必ず独りで悩んでいる。そし
て、故人の記憶を消そうとするのです。

　私は、誤解を恐れずに言えば、死のうと思ってい
る人を助けられるとは思っていません。人は人を救
うことは出来ないと思っています。そして、そうい
う自分の有限性や限界を知るのは、祈りを通してで
す。「自分は神ではない」ということを思い知るの
です。そういう祈りの中で、私たちが神様にどう仕
えていくかを問うていく時、自死に関して持続性の
ある援助になっていくのではないでしょうか。
　もちろん、関わっていた人が自死してしまうこと
もあります。その時、私たちは相当なショックを受
け、「もう二度とこの活動に関われない」とさえ
思います。しかし私は、だからこそ、続けて欲し
いと思うのです。その衝撃は、私たちから消えるこ
とはありません。けれども、私たちは成功するため
にだけ、人を支えるのでしょうか？その方が何故亡
くなったのか。それは神様しかご存知ないのですか
ら。

̶教会として、どんなことが出来るでしょうか。

　一番大事だと思うのは、自死者の葬儀をしていた
だきたい。そしてご遺族の承諾が得られるなら、そ
の事実を隠さないこと。また、自死に関して「犯
人探し」をしてしまいがちです。でも、それは分か
りません。悲しみがゼロにならないというのは、そ
の人の存在がゼロでは無かったということの証拠で
す。いつまでも悲しいということは、それだけその
人の存在が大きかったということなんです。私たち
は、悲しむことによって愛を表現するのです。だか
ら、泣くのです。「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共
に泣きなさい。」（ローマ12：15）涙の意味を解釈
する必要は無いし、涙の〆切を作る必要もない。そ
こに信仰があると思うのです。単に慰めることだっ
たら、クリスチャンじゃなくても出来ます。でも、
何にも出来ないのに一緒に居るというのは、これは
信仰者でなくては出来ないことです。
　だからこそ、クリスチャンは言葉で人を傷つけて
いるということに、もっと自覚的になって欲しい。
「神が居るなら何故？」と苦しんでいる人を、「神
様はね…」という言葉はもっとも深く傷つけるから
です。

　そしてもし、あなたが今「死にたい」と思ってい
るなら、まず、生活のサイクルを取り戻すことを心
がけて欲しい。私自身の経験を踏まえてのことです
が、朝起きて、まずカーテンを開けて下さい。聖書
の神は、私たちが苦しい時にこそ近くにいるという
のが、神の宣言だからです。神の逆説、闇の中でこ
そ、私たちは光である神と出会うんです。
　そして、もうちょっとだけ、一日だけ待ってくれ
ませんか。そして一日待てたのなら、三日待ってみ
ませんか。主イエスも三日の後に復活なさいまし
た。三日経って、毎朝見ている景色が違って見える
ことがあるんです。「その日に良いことがある」
なんて根拠の無いことは、私は言いません。けれど
も、私たちは人生に沢山の「荷物」があっても、そ
の持ちやすさが変われば生きていけます。そして最
後に、もし立ち直ったら、同じように苦しむ人に手
を差し伸べて欲しいのです。それが、あなたの使命
かもしれません。 (文責・月刊誌編集部)

できた。これは、信仰による以外ない態
度です。神の御言葉を受け取るという信
仰です。

見よ、彼らが東方で見た星が、彼ら
より先に進んで、幼な子のいる所ま
で行き、その上にとどまった。 
…(略)…そして、家にはいって、母
マリヤのそばにいる幼な子に会い、
ひれ伏して拝み…(2：9、11)

　「出会う」という日本語はとてもい
い。なぜなら、ただ会うのではなく、出
て、会うんです。だから、自分に固執し
ているうちは、会うことができない。い
や、もっと言いますと、神はそのことを
一方的に命令なさる方ではなく、神であ
るにも関わらず、神の場から出てきてく

ださって、私たち罪人にお会いくださった御方なので
す。それがイエス様です。博士たちはこの幼子イエス様
と出会い、ひれ伏した。

　そして、この博士たちは、自分が来た道ではなく、他
の道を通って帰りました。

そして、夢でヘロデのところに帰るなとのみ告げ
を受けたので、他の道をとおって自分の国へ帰っ
て行った。 (2：12)

　この「みつげを受ける」という言葉は、ギリシャ語で
は「クレーマティゾー」、英語に直訳しますと「トラン
スアクト」(取引きをする)という言葉です。いい言葉で
すね。聖なるトランスアクションと言いましょうか。な
んと神様との取引きです。そして、それは、お祈りなの
です。こっちがお願いするだけじゃない。向こう様の言
うこともちゃんと聞き取って、受け取るんです。神様を
「お父様」と呼ぶことができて、「私の子よ」と呼んで
いただいて、この御方とのそういう交わりの生涯に入る
のが、キリスト者なんですね。  

　重ねて言いますが、この博士たちは、他の道を帰って
いったのです。今までの自己中心の生涯ではない、新し
い、神が示してくださる道を通って行った。私たちもそ
うです。イエス様を私の王としてお迎えする。そこで、
イエス様と出会い、神様との恵みの取引きの人生の中に
生きようじゃないですか。その時、必ずや新しい道が私
たちに開かれるのです。 (文責・月刊誌編集部)

̶１ページより続き　「あと一日だけ」―ただ共にいる信仰
FEBC 特別番組「共に生きる」・塩谷直也

人の子がきたのも、仕えられるためではなく、仕え
るためであり、また多くの人のあがないとして、自
分の命を与えるためである。(マルコ10：45)

　主はエルサレムへ向かう道で弟子たちに予告しまし
た。ご自身がやがてエルサレムの宗教的権威者たちに捕
らえられ、ローマ人たちに引き渡され、「あざけられ」
「つばをはきかけられ」「むち打たれ」「ついに殺され
て」しまう。しかし、三日目によみがえるだろうと。

　弟子たちには、その意味がわかりません。彼らはつい
に到来した救世主・イイススによって、長い間イスラエ
ルを苦しめてきたローマ人の支配が打ち破られ解放され
ると、そう思い込んでいました。だから、主がこれほど
あからさまにご自身の惨めな死を予告しているのに、耳
をふさいでしまいます。それどころか事もあろうに、イ
イススの王国が実現したあかつきには、自分こそは良い
地位に就けていただくのだと、互いに争う始末でした。

　イイススは弟子たちを諌めました。私の王国は他の王
国とは違う。強い者が人々を支配するのではなく、お互
いがお互いの僕として仕え合う国となるのだ。私が来た
のも「仕えられるためではなく、仕えるため」「また多
くの人のあがないとして、自分の命を与えるため」。
　イイススはたくさんの教えや戒めを語りました。しか
し、それでもなお、主がこの世に来られたのは、教えた

り戒めたりするためではなく、私たちに仕えるため、命
を与えるためだと仰るのです。

　私たちは、自分の夢や望みの実現に向かって力を尽
くすことが、豊かな生き方だと教えられています。そ
して、自分のための目標に向かってまっしぐらに生きて
います。逆にそうしない人間は、消極的で無気力な落伍
者、「負け組」として軽蔑されます。私たちは「勝ち
組」たるべく、他の全てを自分の僕として自分に仕えさ
せて生きようとしているのです。

　復活祭を前に、私たちも、主の
弟子たちと共に、主の受難と死
に、面と向かわなければなりませ
ん。神であるお方が、私たちに仕
えるため、命を与えるために、
受難し、死をお受けになったとい
う事実に張り倒されなければなり
ません。私たちのために苦しみ、
私たちのために死んだ主イイスス
を、身じろぎもせず見つめなければなりません。人を従
わせ、人を利用しようとしか考えない私たちです。人を
仕えさせようとする己の姿に気づき、立ちすくまなけれ
ばなりません。そんな私たちのために命を投げ出した主
イイスス、神であるお方の愛に、砕かれ、泣かなければ
なりません。 (文責・月刊誌編集部)

さあ、砕かれ、泣こう。イイススの愛に。
光、イイススというお方（再）
ゲオルギイ松島雄一　日本正教会大阪ハリストス正教会管轄司祭
2021年4月8日 毎週木曜夜10時14分より12分間
マルコ10：32b～45

2021年春の新番組

生きるとは、キリスト
小林和夫 日本ホーリネス教団東京聖書学院教会牧師
2021年4月23日放送 第3・4金曜夜9時37分より38分間
「新しい生き方としてのクリスマス」
(マタイによる福音書2章1～12節)

見よ、東からきた博士たちがエルサレムに着いて
言った、 「ユダヤ人の王としてお生れになったか
たは、どこにおられますか」。(マタイ2：1～2a)

　博士たちは、占星術の学者です。ユダヤ人とは全く関
係のない、異邦人と呼ばれる人々であります。しかし、
「ユダヤ人の王としてお生れになったかたは、どこにお
られますか」と言っているのです。これは、イエス様と
いう方が、ただユダヤ民族の王となる方だという意味で
はなく、神がユダヤ人の中に生まれしめた王、メシアが
お生まれになったんだという確信です。

　イエス・キリストをどういうふうにお迎えするかに
よって、私たちの生涯は決まります。この時、博士たち
は本当に思い切った信仰の告白をしたと思うのですね。
ヘロデ王や政治家たちは、イエスを拒絶し、憎悪の念を
もって除こうとした。宗教家たちは、聖書は知っていな
がら、神の御子の御降誕にはまったくの無関心。ところ
が、異邦人の博士たちは、この御方をお迎えすることが



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

6日 「『ラブ・ソング』からCCMは始まった」
13日 「教会にドラムがやって来た！」
20日 「コンビニのおにぎりに学べ」
27日 「マラナサ・プレイズが教会を変えた！」

6日 マタイ5：48、申命記 18：9～14
13日 マタイ6：1、サムエル上16：6～13
20日 マタイ6：2～4、申命記 15：7～11
27日 マタイ6：5～8、イザヤ 26：16～21

5日 「一生懸命生きよう」（マタイ7：7～12）
12日 「太宰治の話から」（マタイ19：23～26）
19日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
26日 「私に従いなさい」（マタイ4：18～22）

●夜9：48～
 　聴く信仰―「いのち」を
 　 いただく御言葉黙想
山内十束(カトリック・御受難修道会、

宝塚黙想の家司祭)
5日 「聖書で祈る祈り方」
12日 「『マタイという人』を知る―聖書黙想の準備」
19日 「イエス・キリストの誕生を味わう

―ヨセフとマリアの心を辿って」（マタイ1：18～21）
26日 「マリアの心、ヨセフの心、そして神様の御心」（マタイ1：18～21）

●夜10：14～
 五十嵐ジュンの
 The Contemporary
 Christian Music
 五十嵐ジュン(クリスチャンバンド「JCコーナーストーン」)

日

11日 「復活徹夜祭」
18日 「復活祭日中のミサ」
25日 「復活祭の週日のミサ」

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）

５日 「『あなたに助けられた人間がここにいます』」
12日 「人生をやり直すことなんて出来ない」
19日 「教会で、皆の『本音』が分からない」
26日 「苦しみを避け、不安を数えて生きてきました」

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

9日 「『神は実にそのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。
御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つた
め』。心地よい言葉です。しかし、私はイエス様を信じているかと
振り返ってみました。…どう考えても自分中心の生活を毎日送って
います。イエス様を信じるとはどういう事か…」

27日 「教会で疎外感を感じ、礼拝に行っても人の反応ばかり気になって
しょうがないので、もう礼拝に行くのはやめて一人で家で祈ってい
ようかとも思います。教会で礼拝することに意味があるのでしょう
か。」

29日 「ルカ16章の不正な管理人のたとえは、何度読んでも納得できませ
ん。不正を行ってでも金を稼ぎなさい？これは私にはハードルが高
すぎます。」

●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
4日 イースター礼拝
 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『振り返るとキリストが』(詩編16：7～11、ヨハネ20：11～18)
11日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『信仰における誠実』(ヨハネ13：36～38)
18日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『たたえる信仰』(エフェソ1：3～7)
25日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『父の家』(ルカ2：41～52)

4月スタート
新番組

4月スタート
新番組

※月刊誌1面参照 ※月刊誌増刊号1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～
ふらっとトーク
中川信一（FEBCスタッフ）、長倉崇宣

6日 「コール＆レスポンスを求める神学
―ジェイムズ・H・コーンとは」

13日 「『自分の声を見つけなさい』
―ジェイムズ・H・コーンの『炎』」

20日 「自分に流れるものを受け継ぐために」
27日 「消えていく存在を『埋葬』するために」

7日 「70年間の苦役」（エレミヤ25：3～4、8～14）
14日 「神殿での説教」（26:1～6）
21日 「中身のない形式主義」（26：7～16）
28日 「平安の預言者との対決」（28：1～9）

7日、14日、21日、28日
「『イースター』の讃美」

7日 「体調管理と信仰？？」
14日 「漫画『天 ～天和通りの快男児～』の魅力」
21日 「『干支』で親とケンカになっちゃいました」
28日 「動物実験から考えた、人としてのジレンマ」

●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
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火

1日、8日 「私にとって生きるとは？」（フィリピ1：20～21）
15日、22日 「余白でうたわれる神の哀歌」（哀歌5：19～22）
29日 「『これは神の言葉だ』って感じる臨場感―前半」

（1コリント15：1～5）

●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

4月スタート

４月のゲスト
榎本空（ノースカロライナ大学チャペルヒル校

人類学専攻博士後期課程在籍）

●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～
海二と恵子のビタミンK（再）
大竹海二(日本長老教会中部中会巡回教師)
吉崎恵子

第1●夜10：04～
コーヒーブレイク・インタビュー 

第4 ●夜10：04～
交わりのことば̶祈りの旅路　

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

16日 「スペシャル版、放送開始です！」  
23日 「リモートで聞いちゃう。メグさんの原点。」

毎週火曜日の同名番組の番外編！五十嵐さんが本編とは一味違う
アプローチでCCMをご紹介します。

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２／5 ●夜9：47～
FEBCアーカイブス

第３／４●夜9：37～
 生きるとは、キリスト
 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！   

2日  「失楽園に見る人間の根底」

9日  「今、エホバの証人を問う
 ー第1回 異端、エホバの証人ー」（再）
30日  「今、エホバの証人を問う
 ー第2回 カルト、エホバの証人ー」（再）
 中澤啓介（日本バプテスト教会連合
 大野キリスト教会宣教牧師）

16日 「イエス・キリストの受肉」（マタイ1：18～21）
23日 「新しい生き方としてのクリスマス」

（マタイ2：1～12）

第2／３夜10：04～
FEBC特別番組 シリーズ「共に生きる」

10日 「『あと一日だけ』―ただ共にいる信仰̶前編」
17日 「『あと一日だけ』―ただ共にいる信仰̶後編」
 塩谷直也（青山学院大学宗教部長）

お相手・長倉崇宣

聞き手・長倉崇宣

聞き手・長倉崇宣

3日 「小児麻痺とピアノ、母」
10日 「本当に信頼すべきものとは」
17日 「ドン底から始まった教会生活」
24日 「生まれる前の祈りによって」

3日 「現在進行形の『復活』」 10日 「もうダメだと思っていたのに」
17日 「こうちゃんのさやえんどう」 
24日 「問題を一緒に考え、負って下さる方」

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。

3日 マリア松島純子（大阪ハリストス正教会信徒・
正教会聖歌研究者）※再放送になります

24日 「母の祈りに応えた神」
 　加藤智（カトリック上福岡教会担当司祭）

長倉崇宣

木

※本誌表紙参照

※月刊誌増刊号2面参照

※月刊誌1面参照

※月刊誌増刊号1面参照

※月刊誌増刊号2面参照

4月スタート

4月スタート

4月スタート

4月スタート

4月スタート
新番組

ナビゲーター　服部みぎわ

ナビゲーター　服部みぎわ

第３／４●夜10：35～
五十嵐ジュンの
The Contemporary Christian Music Mini

2021年 4月
FEBC

番組案内
2021年4月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物承認　定価100円

今月の

PICK UP!
マインドコントロールとは、組織やその
指導者が、所属するメンバーを、組織の
言いなりに行動する人間にしてしまうこ
と、私はこのように定義したいと思いま
す。組織が教えたい情報だけを一方的
に教え続け、批判的な情報は一切遮断
すると、どのような人であっても、いとも
簡単にマインドコントロールされてしま
うのです。ものみの塔では、ただ組織賛歌の情報だけが洪水のよう
に流れてきます。それに逆らって自分で考えることは不可能です。も
のみの塔という閉ざされた社会の中で生き延びる術を見つけ出す、
これがエホバの証人たちが生きていく唯一の道なのです。

たとえば輸血禁止の教えは、聖書の「血を避けなさい」という一句
だけを取り上げ、生命を左右する輸血禁止に結び付ける、常軌を逸
した解釈です。しかし、もし仮に統治体（ものみの塔の教理を決定
する指導者のグループ）が「今日、神は輸血を許可された」と発表し
たら、世界中どこにいるエホバの証人も全員その日から「輸血はよ
ろしい」と自分の意見を変えます。いや、変えなければならないので
す。統治体が「右向け右」と言えば右を向き「左向け左」と言えば左
を向く。これがマインドコントロールの世界です。

ものみの塔に入る人たちは、聖書を知りたい、神を知りたいと思っ
ていて、そこにたまたま近づいてきたのがエホバの証人であって、異
端とは知らずにその集会に行ってしまったのです。ですから私は、彼
らは異端者というより、求道者であると考えて接するほうが良いと
思っております。

もし、ものみの塔の危険性に関心を持つクリスチャンが多くなれば、
エホバの証人たちが聖書の真理に気がつく時が来るでしょう。そし
て本当の信仰を神様にささげることができるようになると思うので
す。     （文責・月刊誌編集部）

FEBCアーカイブス
「今、エホバの証人を問う
ー第1回 異端、エホバの証人ー（再）」（９日）より 
中澤啓介（日本バプテスト教会連合大野キリスト教会宣教牧師）

2日 「内面か、行動か？―私達の聖性の課題」

●夜10：28～

聖書を開こう

●夜10：14～
光、イイススというお方（再）   
ゲオルギイ松島雄一
（日本正教会大阪ハリストス正教会管轄司祭）

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）

1日 マルコ9：17～31
8日 マルコ10：32b～45 15日 ヨハネ12：1～18
22日 マタイ20：1～16 29日 ヨハネ20：19～31

PI
CK
 U
P!「小児麻痺とピアノ、母」「本当に信頼すべきものとは」より（3、10日放送）僕、生まれて40日目に小児麻痺になって。子どもの頃、しょっちゅう「びっこ」って言わ

れて泣いて帰って。でも母はもっと悔しかったみたい。ある時、学校でクリスチャンの人
の講演があって、母が行ったんです。ヨハネ９章の生まれつき盲目の人の話で、この人
のせいでも親のせいでもない、神の業が現れるためって。それを聞いた母は、人をか
き分けてステージに乗ってその講師の足にしがみついた。今まで周りから「先祖の祟り
だ」と言われてきたけど、そうじゃない言葉に出会ったんですよね。


