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「心を騒がせるな。神を信じなさい。そして、
わたしをも信じなさい。わたしの父の家には

住む所がたくさんある。もしなければ、あなたがたの
ために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行っ
てあなたがたのために場所を用意したら、戻って来
て、あなたがたをわたしのもとに迎える。こうして、
わたしのいる所に、あなたがたもいることになる。わ
たしがどこへ行くのか、その道をあなたがたは知っ
ている。」トマスが言った。「主よ、どこへ行かれる
のか、わたしたちには分かりません。どうして、その
道を知ることができるでしょうか。」イエスは言われ
た。「わたしは道であり、真理であり、命である。わ
たしを通らなければ、だれも父のもとに行くことがで
きない。あなたがたがわたしを知っているなら、わた
しの父をも知ることになる。今から、あなたがたは父
を知る。いや、既に父を見ている。」

(ヨハネ14：1～7)

　自分自身がどう考えるか。どう感じるか。それは大事
なことなんだけども、信仰においては、それだけではな
いという面があります。ここにも、そういう私たちの課
題、性質が語られているなと思いました。

心を騒がせるな。神を信じなさい。そして、わたし
をも信じなさい。(1)

　私は洗礼を受けて次の年、東京神学大学に入学を許さ
れ、28歳で徳島県の宍喰教会の牧師として派遣されま

した。若者でしかない者が、全く
今まで暮らしたことのない場所に
行くのですから、自分がとても頼
りなく感じることがありました。
自分の信仰や牧師としての働き
も。自分というのを信用できるよ
うな存在ではないという感覚が、
やはり時々ふっと自分を捉えるわ
けです。

　ある日の礼拝で、主と出会ったペトロのことが記され
ている聖書の言葉を聴いていた時です。「この聖書の中
には沢山の使徒たちのことが書かれている。パウロやペ
トロといった人たちの信仰を聖書を通して見てきた。こ
の自分も今、イエス様に捉えられている。あの使徒たち
が信じ、2000年に渡り教会が受け継いできた信仰を、
自分もまた与えられ、受け継いでいる。」そのような気
付きが頭の中をよぎったんですね。

　私も全く知らない土地で、いわゆる小さな教会にポツ
リと遣わされてきたけれど、今、自分が見ておる事柄の
背後に、どれほど膨大な神様の御業の積み重ねがあるの
かなと思いました。確かに自分は、本当に頼りない。で
も自分の信じているイエス様は確かなお方ではないか。
その確かな主に、自分は連なっている。そのことがはっ
きりしていれば、それでいいと。

◆霧の中のような現実で

　弟子のトマスは、非常に熱心な人ではありましたけ
ど、イエス様と一緒に歩んでおりながら、やっぱり心が
揺れているわけです。彼はイエス様に聞き返します。

主よ、どこへ行かれるのか、わたしたちには分かり
ません。どうして、その道を知ることができるで
しょうか。(5)

　イエス様が「わたしがどこへ行くのか、その道をあな
たがたは知っている」と言われた時に、「え。自分は知
らない」と思った。自分が知らないということに、ある
種、恐れを抱いたんだと思うんです。イエス様と一緒に
進んでいきたいんです。「でも、どこに行くのか、ちゃ
んとわかっていないじゃないか。それじゃあ、どうにも
ならない。先に進めない…」。トマスという人は、イエ
ス様がエルサレムにのぼって行かれようとした時に、自
分も一緒に死ぬ覚悟があるということを言った人なので
す。

　昔、「未来は霧の中に」という歌がありました。その
歌は、1960年代の日本経済の成長の時代に、新しい技
術が次々に現れ、目に見えて社会が変わっていく。身近
では町に新しい建物や道路が次々にできていくし、遠く
では人間が宇宙に向かっている。そういう大きな変化の
中で、まだ幼い少女が、未来がどうなるのか霧の中だっ
ていう内容です。今という時代もそうですよね。
　先日、若いお母さんとちょっとお話をしました。一歳
児のお子さんを保育園に入園させたいということで、
手続きに来られたのですけれど、週に1日だけ園を休ん
で、今まで行っていた教室にこれからも続けて通わせた
いと言うんですね。いわゆる早期教育の教室でしょう。
世の中では、乳幼児期からこういう刺激を脳に与えるこ
とで、力が伸びるとかいろいろな情報がありますよね。
お母さんとしては、この先どういう風に育てたらどうな
るのかということがわからない。この道がどんな風に繋
がっているのかわからない。心配だし、やっぱり安心し
たい。だから手がかりを得たい。そうやって、一生懸命
やっていらっしゃるわけですよね。こういうことが、こ
の世の中には沢山あります。

◆わたしを通ってゆきなさい

　トマスは、自分の思いが強い人だったと言われていま
す。彼は、イエス様とずっと一緒に行動してきた。それ
でも、自分の思いから見ようとする生き方は、彼の根っ
こに染み付いていました。彼だけじゃない。8節以降
で、イエス様は今度はフィリポという弟子と話をしてい
らっしゃるんですけど、こんなことを仰った。

フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、わたし

が分かっていないのか。(14：9)

　フィリポもトマスも長い間一緒にいるのに、イエス様
のことがわかっていない。そして、これは私たちも同じ
だと思いました。教会に長く通っている人でも、イエス
様のことがなかなかわからない。ほとんど、そうだと思
います。それは、理解する力がないというよりも、私た
ちは、やっぱり自分の思いによって生きている。そうい
うところが、常に身に染み付いているからです。

　トマスはイエス様から「私がどこに行くのか、その道
を、あなたがたは知っている」と言われた時に、「い
や、自分は知らない。自分はちゃんと知っていたい。
これではいけない」と思ったのかもしれません。けれ
ども、イエス様が「その道をあなた方は知っている」
と仰った。それは、トマスの捉えたような意味合いでは
なかったからです。行き先のことではなかった。私たち
も、イエス様がどこに行くのかということは知らない。
しかし、そのイエス様の行かれる先がどこであれ、イエ
ス様が行かれるところは、神様の御心によるところだ。
そこは、はっきりしているでしょう。弟子たちは、イエ
ス様からいつもそのことを示されてきたのだと思いま
す。

　それはすなわち、私たちを愛し救うための道です。そ
の道をイエス様は行かれる。「わたしを通らなければ、
だれも父のもとに行くことができない」とイエス様は
仰ったけれど、これは他に道は無いからです。未来は霧
の中のような現実は、いつもある。けれども、その中を
歩んでいようとも、あなたの命は大丈夫。あなたは、神
様の愛の元へと繋がった道の上にいる。それが、このイ
エス様という道なんですね。

　そのイエス様が行かれる道は、十字架への道でした。
弟子たちは、その十字架がいったいどういうことか、知
り得ないことでしょう。でもやがて、イエス様の十字架
を見る。それは、呪われた死以外の何ものでもないとい
うようなお姿でしょう。イエス様が、仮にトマスに「わ
たしの行くところは、十字架だ」と言うならば「とん
でもない」とトマスは思うでしょう。実際に、ペトロ
は、そう言いましたよね。でも、そのイエス様が「わた
しは道であり、真理であり、命である。わたしを通らな
ければ、父のもとに行くことはできない」と仰った。私
があなたを神の愛へとつなぐ道だから、ここに留まり
なさい。共にいて欲しい。あなたはここを歩きなさい。
「私」を歩きなさいとイエス様は、招いていらっしゃる
んです。

　だから、もっと他に道があるんじゃないかと迷わない
で良いのです。他にないのですから。イエス様の、この
道の上に立ちさえすれば良いのだ。これは、私たちの迷
いを打ち破るイエス様のお言葉なんです。
 (文責・月刊誌編集部)
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リスナーの声　５月

なんて嬉しいことでしょう！あぁイ
エス様、55年、キリスト者として

歩んでいらしたこのお方の目を開き、あ
なたが既に共にいてくださったことをお
示しくださり、ありがとうございます！
私もね、私の母が「感謝感謝 !あぁイエ
ス様！」って言ってるのを、「何が感謝
なんだろう？」ってずっと思っていたん
ですよ～。でも今、その母の言葉が私の
口から出るようになってね。あなた様は

「クリスチャンになって55年、初めて気付かされたのです。
聖書はどこを開いてもイエス様の愛だけだったのですね」と

ご献金 5,462,698 円 （898 名）

3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 1,543 名　1 年前 1,334 名

1,287名
（前月より－5名）

3月末の

お書きくださって、本当にそうですね！しかも、気づいてい
なかった時も、一方的にこの55年、いや、生まれる前から
愛し続けてくださっていたのですね。
私たちは祈りと御言葉を通してそのことを経験するのですよ
ね。あなた様はこの聖書通信講座を受講なさってから、聖書
と向き合う時間が増えたとのこと。日々の中で、静かに、ゆっ
くり、他のことを全部脇に置いて、御言葉に聴いて、御言葉
と向き合う。その時に初めて、今まで聴いていた福音が生き
てあなた様のところに迫ってきたのですね。まさにこの講座
は、あなた様がイエス様と出会うためのものです。どうぞこ
れからもご一緒にこのイエス様の愛の中を生ききることがで
きますように。 (12日 )

ルカ13章の狭い戸口の話に、はっとさせられま
した。自分では信仰があると思っていても、家の
主人が戸を閉める時に背を向けていたら、入れて
もらえないんだ、と。
最近不安なことがあるのです。私はひきこもりか
ら抜け出して働き始め、8ヶ月が経ちました。ひ
きこもっていた時、私にはすがるものが神様以外
ありませんでした。働き始めてからも毎日辛く、
主により頼んできました。けれど、そんな苦痛が
和らいで、穏やかに暮らせるようになったら…そ
れを望んでいるのですが、そうなれたら、私は神
様に背を向けてしまうのではないか、と。近い将
来、もう一人で大丈夫だと勘違いをする自分が浮
かびます。神様にすべてお委ねすることは、実際
なんと難しいことか日々実感します。

穏やかな暮らしを望んでいますが
そうなれたら、私は… 13日

ルカ受講中の女性

　私たちを生かしてくださる御言葉の命とは、どう
いうものでしょう。ヘブル書には、御言葉とは神様か
ら私たちに与えられた遺言だとあります。そして、遺
言は遺言者が生きている間は効力を発しないではない
か、と。そうです。しかし、遺言者の死が遺言の言
葉を生かします。だから、イエス・キリストが十字架
について死んでくださったことによって、聖書の言葉
は初めて命を発し、生ける命となって響いてくるので
す。

　この「生かす」とは、陰府からの救いです。私は、
家内を天に送りましたあの出来事をみましても、本当
にそう思います。家内が召された時に、体を拭いて、
家族でお別れをしました。その時に何か着せてあげよ
うかと思ったのです。そこで私は、かつて私が見つけ
てきて家内が一番喜んでくれた物を着せてやったんで
す。けれども、焼いたら灰になっちゃった。いいです
か。私たちはこの世を去る時に、本当に糸一本持って
いけませんよ。でもね、聖書には「彼らは皆、信仰を

抱きて死んだ」とある。信仰だ
けは、あの世に持っていけるん
です。その信仰を支えるのは、何
か。御言葉ですよ、皆さん。大変
な苦悩を通過して、家内は「大丈
夫よ、御言葉によって支えられて
いるからね」と言ってこの世を
去っていきました。私はその時
に、福音の正体を見せられた気が
した。

　私たちは、死んで焼き場に持って行かれたら終わり
だと思っちゃいけません。聖書にはそう書いてない。
やがて、イエス・キリストが再臨なさる時に、彼女も
復活するでしょう。その時に復活させるのは、聖霊で
す。その聖霊が何を根拠に復活させるか。それは、御
言葉です。彼女が命として握ったところの言葉です
よ。御言葉は、やがて陰府の世界から救い出すんで
す。

　愛する兄弟姉妹の皆さん、天国は一枚の上着ももっ
ていけない世界です。しかし、御言葉をしこたま蓄え
て、あなたを死の世界から復活させる御言葉をもっ
て、この地上を生きましょう。まして、やがての時そ
うであるならば、どうしてその御言葉は現在の苦しい
私たちを生かさないことがありましょうか。

人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出
る一つ一つの言で生きるものである。(マタイ4：4)

 
(文責・月刊誌編集部)

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5月21日放送
第3・4金曜夜9時37分より38分間
「命の御言」(マタイによる福音書4章1～4節)

初めてメール致します。私は51歳になる主婦で
す。35年ほど前、両親が高校合格のお祝いに、
デジタルでラジオの周波数が出るミニステレオを
買ってくれ、偶然に見つけた放送がFEBCでした。
吉崎さまのお便りコーナーに惹かれ、ほとんど毎
晩聴かせていただきながら宿題などしたものでし
た。21歳で結婚し、遠ざかった時期がありまし
たが、パソコンで聴けるようになり、その後ずっ
と愛聴しています。私自身は実家も嫁ぎ先も仏教
で、キリスト教徒になることはできませんでした。
でも毎日の放送で、イエス様の愛を感じ暮らして
います。6年前に夫をがんで亡くし、おととしに
お姑さんが亡くなり、現在は認知症のお舅さんの
お世話をしています。誰もが通る道なのでしょう
が、悲しみと苦労が絶え間なく続いていてつらい
です。でも、何年経ってもお変わりがない吉崎さ
まの励ましを自分のこととして受け止め、がんば
ることができています。長倉さまの、いつも真っ
正直に語られている番組にも元気づけられていま
す。教会に行ったことがない私ですが、イエス様
が私にも気づいてくださるといいな、と願ってい
ます。

35年前に見つけたFEBCキリスト教徒にはなれませんでしたが… 
  17日

50 代女性

ラジオで吉崎さんのお声を聴いているうちに、イ
エスが何を説いたのか知りたくなり、聖書を読み
始めました。ラジオで耳にした「私はいつもあな
た方と共にいる」という言葉、神様をこのように
感じることが大切で、その神様はどんな神様なの
か、知ることができればと考えています。ヨハネ
3章の「新たに生まれる」とは、人が生まれたま
までは気付いていない「神が共にいる」ことを感
じるようになることかなと思いました。けれど今
の私は、「お天道様が見ている」という感じで、「恵
みと真理はイエスを通して現れた」と実感できま
せん。聖書を読むのは初めてなので、福音書を最
後まで読んで振り返ってみたいと思います。

ラジオを聴くうちに、
イエスの言葉を知りたくなり… 18日

ヨハネ受講中の男性
数年ぶりにお便りします。あの当時、LGBTQの人
をどこの教会も受け入れてくれず、当事者の私は
相当参って、FEBCにご相談し、沢山の励ましを
頂きました。聖書通信講座も申し込みましたが、
その後、義母の介護や、眼の病気の再発などがあ
り…、神様もイエス様も私には何の関係もない、
そんな状態になっていました。そうして数年が経
ち、義母の臨終の際、近くのカトリックの神父様
に相談しました。すると病床洗礼を授けて頂き、
教会で送り出していただけたのです。夢のようで
した。少し時間をおいて、神父様に尋ねました。「私
は LGBTQの Tに当たります。私がこの教会で堅
信礼を受けさせて下さいとお願いしたら、お断り
になりますよね」。すると、神父さまのお返事は
信じられないものでした。「LGBTQの方たちを拒
否する理由がどこにあるでしょうか」と。耳を疑
いました。それまで教会で疎外され、砂漠のよう
になっていた心に、恵みの雨が染み渡っていくよ
うでした。私とパートナーは堅信礼を受け、神の
家族に加えていただいたのです。これらのことか
ら、再度聖書講座を申し込みたいと思うようにな
りました。

「LGBTQの方たちを拒否する理由がどこにあるでしょうか」 24日
マタイ受講中の女性



表紙

伝道者の憤り
　今、伝道者にとって「伝道」という主題は論じにくい
時代になっています。『牧会者の神学』という本の冒
頭で、著者は「アメリカの牧師の多くは、神に派遣され
て部署に就いているはずのポストを捨てている」と述
べています。牧師は福音の戦いに召されて、「ここにお
前は陣地を定めて戦え」と言われているところを逃げ
ている。逃げて何をしているかといえば、宗教商売を
やっている。ですから、「私は憤りを込めてこの書物を
書く」とこの本は書き始められる、憤りの書物です。伝
道について口ごもる教会に対しての憤りです。

　日本のプロテスタント教会の伝道が停滞していると
嘆き続けて、本当に長い時間が経ちました。1965年に
第二バチカン公会議が終わり、私はカトリック教会が
こんなにも生まれ変わったかと思いました。新共同訳
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たい。あなたがたのことで途方に暮れているからで
す。」（ガラテヤ4：19～20）ガラテヤの教会の人々が主
イエスの福音がわからないことに悲しみと怒りを覚え
たパウロの深く嘆く姿がここにあります。私共にこの嘆
きがあるか、このような「もがき」があるか。「伝道は
礼拝である」という正当な申し分をもって、我々は言い
訳をしてきたのではないか。礼拝の言葉が摩耗してい
る、命を失っている。それは説教者だけではなく、長老
たち、信徒たちにとっても同じでしょう。あなたの祈り
の言葉は摩滅していないか。牧師も教会共同体も、そ
の存在と言葉に於いて、魂への配慮に生き抜くことが
出来ているか。

　この魂への配慮は、一対一です。遠く高いところか
らお説教するんじゃないんです。側に行って慰める、側
に行ったら喜んでもらえる人になるんです。そこでの言
葉が慰めであり、励ましであり、勧めになるのです。こ
こで特に大切な言葉はコリントの信徒への手紙二5章
20～21節です。「ですから、神がわたしたちを通して
勧めておられるので、わたしたちはキリストの使者の
務めを果たしています。キリストに代わってお願いしま
す。」キリストが願っておられるから、それをキリストに
代わってお願いするんです。主イエスが身を低くして、
頼むから神との和解を受けて欲しい！そのキリストの
願いを取り次ぐのです。

 「神と和解させていただきなさい。罪と何のかかわり
もない方を、神はわたしたちのために罪となさいまし
た。わたしたちはその方によって神の義を得ることが
できたのです。」このキリストが願っているのです、誰
に対しても！神と仲直りをしなさい。私がその道を開
いたんだから！このキリストの言葉をもって、神からの
慰めを伝えるのであります。これからの日本の教会の
伝道は、我々の教会がこのような慰めの共同体として
再生するかどうかにかかっているのです。

（文責・月刊誌編集部）

FEBCアーカイブス
「これからの日本の教会の伝道（再）」
加藤常昭（日本基督教団隠退教師、神学者）
2021年5月14日　夜9時47分より約50分間放送　

嘆
き
と
慰
め
の

共
同
体

聖書もカトリックの提案から始まったものであります。
ここでは、カトリックは長い間親しんできた「イエズ
ス」という呼び方を捨てた。プロテスタントの私共がそ
の立場に立っていたら、それ程の自由さを持っていた
だろうかと思います。友人から頂いた本の中に、旧教・
新教という表記があり、新教はプロテスタントのつもり
なのです。けれども私は申しました。「それは危ない
よ、そのうち旧教というとプロテスタント教会のことに
なりかねないよ」と。私は本気です。
　礼拝よりもっと惨憺たる有様を示しておりますのは
教会学校です。あるいは今、年をとった人たちが教会
の周りに沢山いる。独居老人と言われる人たちも増え
続けています。教会はそういう人たちの傍らに立たな
いで、何故嘆いているのか。ここは、神に遣わされた戦
線なのです。

福音が伝わらないことへの
嘆きがあるか

　私共が繰り返して聴かねばならないのは、主イエス
の伝道命令であります。「わたしは天と地の一切の権
能を授かっている。だから、あなたがたは行って、すべ
ての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖
霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておい
たことをすべて守るように教えなさい。わたしは世の
終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」（マタイ
28：18～20）伝道の一つの急所は、この主のご命令に
忠実に従うことにあります。そうとすれば、伝道すると
言いながら座っている訳にはいかない。

　ここで、パウロが苦闘した戦いを、我々も我々の戦い
としたい。「わたしの子供たち、キリストがあなたがた
の内に形づくられるまで、わたしは、もう一度あなたが
たを産もうと苦しんでいます。できることなら、わたし
は今あなたがたのもとに居合わせ、語調を変えて話し

　教皇フランシスコによる「パンデミック
後の選択」という文書の編集に関わった
マイケル・ツァーニー枢機卿は、パンデ
ミック後の世界を考えていく時に、経済
的な活動であれ、従来の人間のあり方で
あれ、単に世界を元に戻すっていうエゴイスティックな歩
みはやめるべきなんだと強く訴えています。

　そして聖書には、人類に広がり続け、私たちの日常の中
に広がり続け、共同体を蝕んでいく問題性の考察が、随所
に見られます。特にその冒頭の創世記の３章から４章にか
けてのストーリーは、兄弟性とか共同体性に潜む問題の根
とは何なのかということを明らかにしていると思うんです
ね。カインとアベルの物語は、何度も「弟」という言葉が出
てくるのですが、原文では「兄弟」なんです。

　二人はある時、捧げ物をしたんですね。

カインは土の実りを主のもとに献げ物として持って来た。
アベルは羊の群れの中から肥えた初子を持って来た。主
はアベルとその献げ物に目を留められたが、カインとそ
の献げ物には目を留められなかった。（創世記4：3～5）

　昔の教父たちの話には、カインは実の入っていないもの
を捧げたんだとか、いろいろストーリーを作ってますけど、
そのまま率直に読めば、カインも一生懸命働いて自分の実
りを持ってきた。ですから今の聖書学者たちは、ここは優
劣の意味はないというのですね。

AM1566kHz 毎夜9:30～〈全国放送〉AMラジオ放送キリスト教放送局

日本FEBC www.febcjp.comインターネット放送 〈毎日更新〉

2021年5月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物承認

　では何故、カインのものは受け入れられなくて、アベルの
ものは受け入れられるのか？

　カインという名前は、母エバの「わたしは主によって男
子を得た」（4：1）の意味に近く、手に入れる、作る、神が創
造する、こういった意味を含む言葉です。すなわち、私は神
様に創造された者として意味がある。自分を重い存在とし
て受け止める。このようなニュアンスがあります。それに比
べて、アベルは、口の息とか、儚さ、虚しさというものを表
す。
　カインはこの悲劇の主人公であり、私たち自身でもあり
ます。自分は、自分にとって重く感じます。しかし周りの人
は、自分ほどは重く受け止められない限界を私たちは持っ
ている。時に私たちは、自分の持っているものが認められ
ず、周りの人は認められるという経験をします。この不条理
が私たち人間の現実です。それに対してカインは「激しく
怒って顔を伏せた」（5）んです。

　そこで神様は、そのカインに呼びかけるのですね。

どうして怒るのか。どうして顔を伏せるのか。もしお前が
正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。（6、7）

　神は絶えず、私たちに問いかけています。「あなたは、私
との関係の中で、どこにいるのか」と。そして、この兄弟性・
共同体性の中で、「お前の弟、アベルはどこにいるんだ」
と。これが、全ての人間が問われている根源的な問いかけ
です。イエスが語られた良きサマリア人の話のように。
　そして神は、怒りの中でとどまり続けるなら、「罪は戸口
で待ち伏せており、お前を求める」（7）と語ります。そして、
ここは３章で登場してきた蛇、悪の問題があります。悪魔、
誘惑の問題です。
　「キリスト者の生活は、絶えざる戦いです。…（中略）…
イエスは、主の祈りを教えてくださったときに、悪魔からの

解放を御父に願って、これを締めくくるよう望まれました。
主の祈りの中で使われている言葉は、抽象的に悪いものを
指しているのではなく、より厳密な訳でいえば、悪魔です。
それは、私達を執拗に苦しめている人格を有した存在で
す」と教皇様は言われています。

　ところがカインは、弟のことなど知らない（9）という生き
方に引きずり込まれていきます。無視し、馬鹿にし、助け
ず、関わりを持たないようにして、相手の生きたいという願
いを聞かない生き方に。人間は関わりを持つことで、人間
になっていきます。知り合う中で、私たちは自己になってい
く。だから、拒否は自己を崩壊させていくことに結びつい
ていくのです。この生き方は、呪われ（11）、立ちいかなくな
ります。

　カインは、このような現実に晒されていった時に、自分
の罪は重すぎて負いきれない（13）と自覚します。自分の生
き方のずれは、自分でも起き上がれないほどの重荷になっ
ていると。そして、このような自分の態度で生きていくこと
は、会う人は誰であれ私を殺す（14）と言っている。私が相
手を否定して生きていく時、その否定された相手は、私の
存在を否定するしかないからです。

　この連鎖に嘆くカインに対して、神はどこまでも守ると宣
言され、しるしが与えらます。実は、私たちは皆、このしるし
を受けているんですよね。十字架のしるしです。それは、私
たちが神を殺したしるしです。愛を否定したしるしです。で
も、同時に十字架は、それでも神は私を救うというしるしで
す。これが私たちの信仰の中核です。ここに私たちの内面
と、その現実を照らし出す光があるのですよね。
 （文責・月刊誌編集部）

十字架のしるしの共同体　
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
2021年5月7日　毎第1金曜夜9時37分より45分間
第8回「十字架のしるし」



●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1～3 ●夜10：04～
コーヒーブレイク・インタビュー 

第4／5 ●夜10：04～
交わりのことば̶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) 

21日 「続いています！二つのこと。」  
28日 「おばあちゃん、私を教会に連れて行って」

21日 「ラップでディスりファイト?」   28日 「弦を張り換えよう！」

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～
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！   

7日  「十字架のしるし」

14日  「これからの日本の教会の伝道」（再）
 加藤常昭（日本基督教団隠退教師、神学者）

21日 「命の御言」（マタイ4：1～4）
28日 「荒野の誘惑」（マタイ4：1～11）

お相手・長倉崇宣

左からご出演順

聞き手・ 吉崎恵子、長倉崇宣

1日 「わが心の内なる裁判所」
8日 「『ひとりの人』に向かい合うということ」
15日 「献身、そして結婚」 22日 「愛の言語は一人ひとり違う」
29日 「失敗だらけの子育て。でも…」

1日 「最も大いなるものは」 8日 「迷いつつ歩いても」
15日 「ボーッとする時間も良し」 22日 「『私、浮いてる？』と思う時も」
29日 「『だから』感謝できる？」

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。

1日 小牧由香（工房「ヒラム」代表）※再放送になります
8日、15日 内村伸之（ミラノ賛美教会牧師）

22日 「全てのことを心に収めて思い巡らす祈り」
（ルカ2：8～20）

29日 「父―懺悔の祈りに生きた人」
 　加藤智（カトリック上福岡教会担当司祭）

長倉崇宣

※本誌表紙参照
※月刊誌増刊号2面参照

※月刊誌2面参照

※月刊誌増刊号1面参照

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

お詫び
と訂正

●番組案内4月号にて「御足の跡」4/14の聖書箇所に誤りがありました。
̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。

　正）マルコ10：23～27　誤）マタイ19：23～26

金

2021年 5月
FEBC

番組案内
2021年5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!
● 神様からのコーリング
アブラハムに語られた創世記の御言葉からコーリング（召命）を受
け、2003年に美術の教員の仕事を辞してこちらに来たのですが、ど
うして（イタリア公認の日本人最初の宣教師の）招聘状が出たのか
未だに解らないんです。ただ一つ思うのは、僕はイエス様から招か
れたと思って、水の上を一歩足を踏み出し、ちょっと怖くて沈みかけ
たんですが、それは、イエス様に呼ばれて踏み出した勇み足の責任
は神様が取って下さるんだという経験の最初の出来事でした。沈み
かけたペトロに「信仰の薄
い者よ」と、それまではイエ
ス様は叱っていたと思って
いたのが、その時は祈りの
中で明確に、イエス様が割
と微笑んでいたんです。
「バカだな、信仰の薄い人
だな、私がいつでも引き上
げるんだから」と。

● コロナ禍の中でこそ
神様が許されているコロナ禍ですからね。この年に関しては僕は自
分の計画したことを全部手放したんです。それまではスペインやオ
ランダにも開拓していたり、牧会している教会があったり、3分の1位
は旅をしていたんですけれども、今は留まりながらただ神様の前に
「静まって聴け」と。この時、フットワークとネットワークとチーム
ワークが大事だと思っています。フットワークは今抑え気味ですけれ
ども、ネットを通して例えばこのように日本とミラノもつながってい
て、チームで一つのテーブルを運んでいるイメージです。自分独りで
テーブルを運ぶ時代は終わったなと。私たちは「公同の教会」、一つ
のからだですから。
     （文責・月刊誌編集部）

内村伸之（ミラノ賛美教会牧師）
番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（８日、１５日）より 

7日 「カインのしるしを身に帯びて―十字架の決定性」

●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）

6日 マルコ15：43～16：8 13日 ヨハネ5：1～15 
20日 ヨハネ4：6～30 27日 ヨハネ9：1～11

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

4日 「ロックは悪魔の音楽！？」
11日 「クリスチャンロックのパイオニア」
18日 「明日へつなぐ伝言ゲーム」 25日  「心臓の鼓動」

4日 「ゴスペルバンドGospel Smithの始まり」
11日 「自分の見たくない部分を、『見たくないな』と認めて頷く」
18日 「『クリスチャン界の音楽家』ではなく」
25日 「葛藤の中から『リアルなもの』を求めて」

4日 マタイ6：7～8、詩篇 63：1～11
11日 マタイ 6：9、イザヤ 63：15～19
18日 マタイ 6：9、レビ記 22：31～33
25日 マタイ6：10、出エジプト24：1～8

3日 「実りある人生」（ヨハネ15：16）　　10日 「父親へ」（エフェソ6：4）
17日 「リスナーからの手紙」（フィリピ4：4～7）
24日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
31日 「私の隣人」（ルカ10：25～37）

●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)

3日 「御言葉に聞くという神秘
―父ヨセフの姿から」（マタイ1：23～25）

10日 「不安と迷い、その只中に宿る神の御言」（マタイ2：1～12）
17日 「『ナザレ』へ至る流浪の旅路」（マタイ2：13～23）
24日 「人は何によって生きるか

―イエスが受けられた試み」（マタイ4：1～11）
31日 「網を捨てて―救いの始まり」（マタイ4：12～22）

●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」リーダー)

日

9日 「復活祭後の主日のミサ」
16日 「復活後第３主日」
23日 「復活後第５主日」
30日 「未定」

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）

●夜10：28～
FEBC Sprout!　長倉崇宣

3日 「妊娠中絶、これで良いんでしょうか？」
10日 「イエス様はまだ、身をかがめて
 地面に何かを書き続けておられるのかな…と思います」
17日 「神様は約束を破りました。もう待つ気はありません。」
24日 「あの頃のような、神の恵みに満たされた感覚は、

もうありません。」
31日 「『自分なんかが生き残っていること』への罪悪感から

抜け出せずにいます。」

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

20日 「聖書を読んでいると、不安にさせられる言葉ほど気になります。 ヨ
ハネ15章2節『わたしにつながっていながら、実を結ばない枝はみ
な、父が取り除かれる』はどういう意味でしょうか。」

27日 「20歳くらいからキリスト教に興味を持ち始め、主の祈りを覚えまし
た。現在38歳ですが大きな病気にかかり、いつかは分かりませんが
最後はキリスト教で見送られたいと考えています。 こんな理由でも
キリスト教になれますか？」

月
●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
2日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『神は罪人と共にいる』
 (エレミヤ43：1～13、マルコ15：25～32)
9日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『霧の中をも進みゆける信仰』(ヨハネ14：1～7)
16日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『毒麦も生えて来た』(マタイ13：24～30)
23日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『神の国の祝宴』(ルカ14：15～24 )
30日 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『真の糧』(マタイ4：1～11)

5月のゲスト
GOSPEL SMITHのみなさん
（ゴスペルバンド）

※月刊誌1面参照

PI
CK
 U
P!クリスチャンロックを貫いたラリー・ノーマンを紹介します。彼に勇気を与えられたクリ

スチャンは数知れないし、不愉快に感じた人も数知れません。オレゴンの彼のお墓に
はこうあります。『ラニー・ノーマン 1947-2008  ポートフォリオを持たないエヴァン
ジェリスト（伝道者）』。」ポートフォリオというのは紹介文とか売り込みのこと。それ
は相手や状況によって差し替えることが多いけれど、彼はそれを持たなかった。ロック
ですね！

5日 「『これは神の言葉だ』って感じる臨場感―後半」
（1コリント15：1～5）

12日、19日 「神のドクターストップ」（エレミヤ17：9～10）
26日 「私達の不真実、そしてキリストの真実を歌ううた

―前半」（2テモテ2：11～13）

●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

5日 「鉄のくびき」（エレミヤ28：10～17）
12日 「バビロンへの手紙」（29：1～9）
19日 「70年が満ちるなら」（29：10～14）
26日 「あなたの傷は癒やされる」（30：12～17）

5日 「新しい賛美歌―『鳥の舞う丘』他」
12日 「『母』の言葉の讃美歌」
19日 「主の昇天と私たちの派遣」
26日 「聖霊の力あふれ」

5日 「FEBCの『窓口』として感じさせられていること」
12日 「漫画『へうげもの』の素晴らしさ」
19日 「『アリの飼育ビデオ』から見える神様の姿と私達の姿」
26日 「台湾の寿司屋のニュースから、

私達の名前について考えたこと」

●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） 

PI
CK
 U
P!「『アリの飼育ビデオ』から見える神様の姿と私達の姿」より（19日放送）

中川　最近、アリの飼育ビデオにハマっちゃったんですよね。彼ら互いに支えあって
生きている姿に感動して。このビデオの作者も、アリたちのあまりの行動の緻密さ
に、「偶然出来たものに思えない、神様はいるんじゃないか」と発言されていて。
長倉　その方はクリスチャンなのかな？
中川　多分違うと思います。ただの虫好きでしょうね（笑）。でも、動物や自然の在り
方から神様の事を思うってことを、私も初めて実感したかもしれません。
長倉　むしろアリさんの方が全然秩序立ってるというか、神様の似姿に造られたは
ずの人間は、実際には無秩序に争い続けてるという…。
中川　結局それが…罪や、原罪ってことなんですかねえ？むしろ私達がそこで欠いて
しまっているものを自然の中に観ているのかも…
長倉　おもしろいね。「神様すごい！」というだけじゃなくて、私達の姿もそこに見え
てくるんだなあ…。


