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イエスは、弟子たちにも次のように言われた。「あ
る金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産
を無駄遣いしていると、告げ口をする者があった。そ
こで、主人は彼を呼びつけて言った。『お前について
聞いていることがあるが、どうなのか。会計の報告
を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかな
い。』管理人は考えた。『どうしようか。主人はわ
たしから管理の仕事を取り上げようとしている。土を
掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そう
だ。こうしよう。管理の仕事をやめさせられても、自
分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいの
だ。』そこで、管理人は主人に借りのある者を一人
一人呼んで、まず最初の人に、『わたしの主人にいく
ら借りがあるのか』と言った。『油百バトス』と言う
と、管理人は言った。『これがあなたの証文だ。急い
で、腰を掛けて、五十バトスと書き直しなさい。』ま
た別の人には、『あなたは、いくら借りがあるのか』
と言った。『小麦百コロス』と言うと、管理人は言っ
た。『これがあなたの証文だ。八十コロスと書き直し
なさい。』主人は、この不正な管理人の抜け目のない
やり方をほめた。この世の子らは、自分の仲間に対し
て、光の子らよりも賢くふるまっている。

(ルカ16：1～8)

　不正を働いた管理人が生き延びるために画策した抜け
目のないやり方をほめるこの譬えは「四福音書中、最も
難解なもの」と言われています。「主人は、この不正
な管理人の抜け目のないやり方をほめた。この世の子ら
は、自分の仲間に対して、光の子らよりも賢くふるまっ
ている」と譬えの「主人」である神が、不正を承認し、
賞賛しているからです。

　私たちはこの直前のいわゆる放蕩息子の譬え(ルカ
15：11～32)において、放蕩の限りを尽くして父の財産
を食いつぶした息子を喜んで迎え入れた父親の話を聞
きました。そこに描き出されたのは「憐れみ深く恵みに
富む神」(出エジプト34：6)です。しかしここでは、ご
自分をあまりにも深く隠される神なのです。ですからル

カは14節で、この話を聞いたファリサイ派の人々の反
応をこう記しています。「金に執着するファリサイ派の
人々が、この一部始終を聞いて、イエスをあざ笑った」
と。ルカによれば、主イエスが嘲笑を浴びせられたの
は、ここと十字架に磔にされた時だけです(23：35)。

　さらに続く9節で「わたしは言っておくが、不正にま
みれた富で友達を作りなさい。そうしておけば、金がな
くなったとき、あなたがたは永遠の住まいに迎え入れて
もらえる」と主イエスの言葉を続けています。主は、不
正な管理人によって借財を減らしてもらった人たちがそ
の恩に報いて彼を家に迎え入れてくれると言ったのでは
なく、事もあろうか信仰者の誰もが熱望している「永遠
の住まいに迎え入れてもらえる」と言ったのです。
　この不可解さは10～12節に引き継がれ、些細なこと
に対する忠実と不忠実を説く中で、主イエスは不正にま
みれた富で永遠の富を獲得せよとさえ語られるのです。
そしてついに私たちはこの後で、マタイが山上の説教に
収めた神と富についての言葉―どんな召し使いも二人の
主人に仕えることはできない…神と富とに仕えることは
できない―を聞くのです。ここに至って難解さは極点に
達します。

　そのことを思い巡らしていた
時、創世記27章のイサクからヤ
コブへと祝福が継承される記事に
導かれました。アブラハムの息子
イサクとその妻リベカには、エサ
ウとヤコブの双子の息子がおりま
した。そこで歳をとり目が衰えた
イサクは、長男のエサウに祝福を
継承しようとします。それを知っ
たリベカは策を弄し、ヤコブをエ
サウに仕立て上げ、イサクを欺いてエサウから祝福を奪
うのです。神の祝福とは、人間の罪によって呪われた世
界を、命溢れる世界に作り替える神の歴史計画を意味し
ます。そのまことに厳かな祝福の継承が、不正によって
行われたのです。ヤコブ物語は総じて非精神的だと、あ
る人が言いましたが、私たちはここで神とその業を非道
徳的な人間性の繁みの中に見失ってしまうのです。言い
換えますと、神の行為が隠されているという問題の前に
立たしめられるのです。

　このことは、神の民イスラエルの歴史的経験と密接に
関連しています。彼らは、出エジプトから王国の滅亡に
至るまでの過酷な歴史の中で、何度も神が御顔を隠され
る経験をしました。これは言い換えますと、真の神認識

は隠れたる神の認識で始まるこ
とを意味します。このことを旧
約聖書中で最も明白な言葉で残
したのが第二イザヤです。「ま
ことにあなたは御自分を隠され
る神」(イザヤ45：15)だと。こ
れはイスラエルが担うよう与え
られた最も厳しい事柄です。そ
れゆえ、新約の民は十字架のキ
リストに、ご自分を隠された神
を見出しました。それは、主イ
エスが十字架上で「わたしの神
よ、わたしの神よ、なぜわたし
をお見捨てになられるのか」と
いう詩編22編のこの言葉を叫ん
で息を引き取られたからです。
主こそが、十字架において完全
に栄光を脱ぎ捨てて受難者の言
葉に自ら入り、御自分の苦難を
表されました。

　今日、不正な管理人をほめ
るこの譬えは、旧・新約聖書
を貫く真の神認識の始まりであ
る「隠れたる神」、つまりイエ
ス・キリストの受難と死の出来
事を超えるための弟子として
の道を私たちに開いているので

す。そこで注目したいのは、十字架に上げられる前夜、
主イエスが弟子たちと行った最後の晩餐です。

　ルカはそこで二つの弟子としてのあり方を示していま
す。一つは主の晩餐です。主イエスは弟子たちが、隠れ
たる神、すなわち十字架のキリストを記念するために、
「このパンを食べこの杯を飲むごとに、主が来られると
きまで、主の死を告げ知らせる」と主の晩餐を制定さ
れました。そしてもう一つは伝道です。それは次のよう
に描かれます。「それから、イエスは使徒たちに言われ
た。『財布も袋も履物も持たせずにあなたがたを遣わし
たとき、何か不足したものがあったか。』彼らが、『い
いえ、何もありませんでした』と言うと、イエスは言わ
れた。『しかし今は、財布のある者は、それを持って行
きなさい。袋も同じようにしなさい。剣のない者は、服
を売ってそれを買いなさい。』」(ルカ22：35～36)

　主イエスは、御自分の受難が弟子たちの状況を根本か
ら変えてしまうと確信していました。だからこそ弟子た
ちを伝道に遣わすのに、まるで不正な管理人の譬えで語
られた。この世の富を最大限に用いることを勧めておら
れるのです。

　この言葉は、今、教会の存続の危機にある私たちに
とって、極めて重要な示唆です。では私たちにとって、
主の晩餐による世界宣教の使命を遂行するために、不正
の富を最大限に用いる知恵とは何でしょうか？この知恵
に欠けるとき、主の晩餐による世界宣教という私たちの
使命も終わるのです！

　それゆえ、使徒パウロが次世代の福音宣教の担い手テ
モテに語った言葉を聞いて終わりたいと思います。

神の御前で、そして、生きている者と死んだ者を裁く
ために来られるキリスト・イエスの御前で、その出現
とその御国を思いつつ、厳かに命じます。御言葉を宣
べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。

(2テモテ4：1～2)

　主の晩餐による世界宣教、それは教会の生命の基本的
な表われです。その宣教において、初代教会は一つの世
界から他の世界へと驚くべき「命がけの飛躍」を遂げま
した。それは、不正にまみれた富で友達を作り伝道する
者を神は永遠の住まいに迎え入れてくださるという、こ
の躓きに満ちた言葉を語ることができうる方、十字架に
おいて最も深くご自身を隠された神の言葉を聴いたから
に他なりません。 (文責・月刊誌編集部)

全地よ 主をほめたたえよ
日本基督教団小岩教会　牧師・川島隆一
2021年6月27日放送　第4日曜夜9時30分より50分間

「隠れたる神」(ルカによる福音書16章1～13節)
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「神様の愛がわからない。」そうお書
きくださいました。私たちは本

当にわからない者なのですよね～。生ま
れたばかりの赤ちゃんが、お母さんの愛
なんて何にもわからないまま、お母さん
の愛によって抱きしめられ、お乳を与え
られ、寝かしつけてもらい…でも赤ちゃ
んはちっともありがたいなんて思わない
で、ただ泣いたり笑ったりしている。そ
れが私たちだなぁって思います。その赤
ちゃんがお母さんの愛を知るのは、抱き

しめられているその感覚を繰り返し毎日毎日感じて、お母さ

ご献金 5,666,794円 （898 名）

4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 1,533 名　1 年前 1,326 名

1,291名
（前月より +4名）

4月末の

んが語りかけるのを聞いて、その顔を見て、そのうちに「マ
マ」って言い始めて…。私たちも、イエス様との交わりを深
めていく時に、そのイエス様の愛が少しずつ、わかるんじゃ
なくて、経験されていくんですね。だから、心を注いで「イ
エス様、私に語りかけてください。私はイエス様とお会いし
たいです。イエス様をもっと知りたいです。」そう祈って聖
書を読む。それが本当に大切なのですね。私はね、主の祈り
を毎日ゆっくり味わって祈るんです。そして、詩編23編を
声に出してゆっくり唱え続けています。ぜひあなた様も、イ
エス様と深いお付き合いをなさってください！その中で必ず
イエス様との交わりが深められて、愛されていることを経験
していきますから。 (8日 ) 

お便りありがとうございました。何度も拝読し、
私は何年も教会に集いながら、単に人恋しさに
行っていただけであった、と思い当たりました。
亡くなった夫にはDVを受けていました。どんな
に恐れおののいた日々を過ごしたことでしょう。
家から逃げる場所を求めて、教会の門を叩き、温
かい人を求め歩いたのです。他人様は面白おかし
く私の話を聞いていたようで、段々教会で家庭の
話を封印するようになりました。私は聞いてほし
かった、話をしたかった…。辛い時、何度つぶや
いたか分かりません。「イエス様、あなたの着物
の裾を持ってしがみついております。助けてくだ
さい」と。けれど、祈っても聞かれず、見放され
た気持ちになり、教会から足が遠のきました。そ
んな私ですが、イエス様が好きなのです。難しい
聖書の内容は、正直理解できませんが、時々私で
も、これはわかる…と思える箇所に出会えるので
す。その時は嬉しくて…！！教会は、この神をた
だ見上げる所。私は人ばかり見ていたのですね…。
こうして正直に気持ちを吐き出させて頂き感謝で
す。

こんな私ですが
イエス様が好きなのです 10日

女性

主よ、今こそあなたは、お言葉どおり この僕を安ら
かに去らせてくださいます。わたしはこの目であな
たの救いを見たからです。(ルカ2：29～30)

 「わたしはこの目であなたの救いを見たからです。」
という言葉をもって神の許に帰っていったシメオン。赤
ちゃんであったイエス様を腕に抱いて、感極まって歌い
だした歌の結びです。ここから、私はよく父のことを思
い起こします。

　私の父は仏門に生まれ、戦時中に学徒動員で招集され
て戦場で人を殺めました。父はその罪の懺悔に生涯を費
やしたのです。しかし、どのように償ったら赦してもら
えるのか、父には分からなかった。仏教において、懺悔
を続ける父の姿が私には切なくてなりませんでした。

　その中で、私は福音書を読みました。そして、イエス
様の十字架の箇所に差し掛かった時に涙が止めどもなく
溢れて来たのです。神が代わって罪を償って下さる、神
が贖罪者としてお会い下さる！それは、私たち罪ある者
が期待してはいけないことだと思っていました。

　教会には「聖徒の交わり」とい
う信仰があります。生者も死者も
含めた神の交わりです。この死を
超えた交わりの中心にはキリスト
がおられる、と。つまり、十字架
と復活の贖罪者キリストによっ
て、天と地は結ばれているので
す。罪の解決は、死ではないので
す。赦ししかない。このキリスト
は、罪を犯した父、そして父によって殺められた方々の
前にも立っておられる。しかも、そこで私たちの負うべ
き十字架を負っておられる。ですから、私はこの御方に
ひれ伏します。贖罪に呻いていた父ゆえに、私はキリス
トに出会わせて頂いたのです。

―まさに、29節のシメオンの「今こそ」の言葉に込めた
重み、平安の大きさですね。

　はい。私が父に洗礼を授けた時も、このシメオンの言
葉を思い出していました。その時、「親父、もう大丈夫
だ！」と言えたのです。私たちの重荷の全てをイエス様
が負って下さる。だから、私にとって本当に大事な問題
を解決しないままに、私たちは本当には喜びを持って生
きることは出来ないと思います。罪の赦しと和解。その
喜びをキリストとの出会いが確実にしてくれるのですよ
ね。私はそう確信しています。

(文責・月刊誌編集部)

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6月26日放送　第4土曜夜10時4分より約27分間
第4回「わたしはこの目であなたの救いを見た」

(ルカによる福音書2章29～30節)

私は 57歳、妻は 54歳です。質問があります。
私は一応クリスチャンですが、妻は宗教に関心が
なく、昨年、乳がんで亡くなりました。亡くなる
前、イエス様のことを話しましたが、意識が朦朧
としている中、理解したかは分かりません。教会
の人にもお祈りしてもらい、私も傍でお祈りしま
したが、良くなることはなく痛みと苦痛だけでし
た。進行が早く、話もろくに出来ずに、昏睡状態
になってしまいました。そこで質問が、御心です。
こんな状態になっても御心ですか。今はただ、妻
が天に召されたと信じて、イエス様にお祈りして
います。そう思わないと辛くて、やりきれません。
今でも後悔と、もっと違う治療法があったのでは
ないかと思って、眠れません。とうとう一人になっ
てしまいました。妻は天に召されたのでしょうか。

妻の最期は、痛みと苦痛だけでした
これが御心ですか 11日

50 代男性

毎日 FEBCを聞くようになって、もう何年になる
でしょうか。私は43年前に受洗し、過ごしてき
た教会の影響もあってか、FEBCを聞き始めた頃
は、どうしても違和感を覚えることが多くありま
した。語られていることに対して、頭が拒否感を
示し、跳ね返すような感じで、すんなり入ってこ
なかったのです。私の「救い」についての理解が
狭く偏っていて、天国に行くことが最大の関心事
でしたので、この世で生きることへの意欲や喜び
が希薄になっていたのです。でも最近は、どの番
組を聞いても心にすっと入ってきます。目が開か
れ 、「救い」の考え方も変化し、生きる意欲が湧
いてくるようになったのです。長い間、狭い世界
にいたのだと気づきました。毎日、聖書に親しみ、 
私のうちに生きておられるイエス・キリストさま
に出会い、親しく交わりたいという思いが募って
います。それで、FEBCの聖書通信講座を用いて
みようかと思いつきました。ゆっくり、じっくり
読んでいきたいと思います。

FEBCを聞き始めた頃は違和感を覚えましたが… 14日
ヨハネ受講中の女性

お尋ねしたいことがあります。神様の声は聴くこ
とができるのでしょうか？神様が語られると頭で
は分かっているつもりでしたが、全く分からなく
なりました。聖書や説教から感じることは、ただ
自分に都合のよい解釈だと思ってしまい、何が示
しで、何が思い込みか判別がつかないのです。そ
れを考えると、祈りも独り言に感じてしまい、虚
しくなります。結局、何に対しても確信が得られ
ない状態です。消極的になり、常に失敗に怯え、
毎日が窮屈になりました。クリスチャンなら何事
にも怯えず、堂々としていたかったのですが、現
実は真逆です。どうしたら神様の声を聴いて、自
信をもって進めるのでしょうか。

神様の声か、自分の思い込みか…
確信が得られません 23日

男性



●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　聞き手・吉崎恵子、長倉崇宣

第4 ●夜10：04～
交わりのことば̶祈りの旅路　お相手・長倉崇宣　

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

18日 「奇跡的に与えられた親友」  
25日 「ずっと特別な存在」

18日 「ボブ・ディランの取り扱い」   25日 「創造主に相応しい音楽」

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） 

ナビゲーター　服部みぎわ

第３／４ ●夜10：20～
MeguのCCM insight!  Megu（Genuine Graceボーカル）

ナビゲーター　服部みぎわ

第1 ●夜10：25～
外からの「声」―FEBC HANGOUT！　長倉崇宣  

4日  「神と共に歩む脱出の道」

11日  「河川敷の兄弟たちと共に
 ーホームレスの給食伝道の働きから」（再）
 金 小益（日本長老教会千住キリスト教会協力牧師）

18日 「イエスの宣教」（マタイ4：12～20）
25日 「イエスの説教ー山上の説教」（マタイ5～7）

左からご出演順

5日 「ブリキのお弁当箱」 12日 「祈りを学ばされ」
19日 「牧師の働きのキツさ」 26日 「どうしてかわからないけれど…」

5日 「どのような形であれ」 12日 「草や花が枯れるのは」
19日 「いのちに思いを馳せる日」 
26日 「故ポール・ジャクソンのひと言」

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。

5日、12日 塩谷達也（ゴスペルシンガー）※再放送になります
19日 小山清孝（ブリティッシュ・コロンビア大学Ph.D、
 元 リージェント・カレッジ客員研究員）

26日 「『わたしはこの目であなたの救いを見た』」
（ルカ2：29～30）

 　加藤 智（カトリック上福岡教会担当司祭）

※本誌表紙参照

※月刊誌2面参照

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

金
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今月の

PICK UP!
小学4年生の時に両親が離婚したんです。父が借金を抱えて…。だか
ら親父への憎しみはすごく強くて。その思いを音楽にぶつけたんで
す。ネガティブパワーって言うんですかね。

ある時、コンサートの移動中に母から電話がかかってきて。親父の
母親が亡くなって、でも彼女は新しい家庭を作っていて親父はいな
いことになってる。それで「俺が葬式に顔出してもパニックになるだ
ろうから、一人で墓参りすりゃあいい。」そう親父が言ってたって。僕
は「あ、そう」ぐらいな感じで…。でも一人暮らしのアパートに戻った
ら、「一人で墓参りすりゃあいい」って言ってる親父の気持ちが、洪
水みたいにブワーっと来ちゃって。親父っていうのは本当に寂しい、
もうとにかく寂しいって…涙が出てきたんです。

その半年前くらいから教会に顔出し始めてたんですけど、罪とか十
字架とか聞いてもまったくわかんなかったんですよね。でもその時
に、よくわかんないけど「ごめんなさい」っていうのが出てきたんで
す。それまでは、親父に「自分がされたこと」を握りしめてきたんで
す。だけど「親父がされたこと」は一度も考えたことなかった。自分

のことしか考えてなくて。それで「ごめん
なさい」っていう言葉がバーッと出てき
て。祈ったというか叫んだというか。そう
したら、本当に不思議だったんですけど、
自分が子どもの頃から頑張ってきた肩の
荷が降りたような感じがしたんですよ
ね。僕はあの時に救われたんです。だか
ら黙ってられなくて、いろんなところで

「すごいぞイエス様は」っ
て言いふらしてます
（笑）。それは「俺の
人生が変わったん

だ」っていうことです。 
  （文責・月刊誌編集部）

塩谷達也（ゴスペルシンガー）
番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（5日、１2日）より 

4日 「神への脱出？―『わたしはある』を思い巡らす」

PI
CK
 U
P!Mさんは目が見えなくなっちゃって「もう俺は死んだ方がいい」と。とにかく医者に

見せようとしたら、2～3年風呂に入ってないから全身ウロコのようになってて。お湯
に浸けたタオルを巻いて浮かして落として、服を買って着替えさせて。ところが「ホー
ムレスはダメだ」と病院が皆、断るんです。それでも「私が彼の全責任を保証します」
と頼んで…。検査をしたら白内障で、手術をして治ったんです。彼の証しが教会の10
周年の証し集に載っています。「橋の下で電車が往来する音を聞きながら、孤独に飲
み込まれてどうすることもできない、私は一匹のさまよう羊だったけれども、イエス
様に出会って、今幸せです」と。

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

1日 「#1 天才アイドルのファンタジー」
8日 「#2 グリーンハウスへようこそ」
15日 「#3 光の中で居眠り」
22日  「#4 神に誓い約束したこと」
29日 「#5 今、遣わされるところへ」

1日 「コロナ禍でのKGK主事として」
8日 「コロナ禍で出来なかったこと、出来たこと」
15日 「一人の礼拝者としての思い」 
22日  「この状況で御言葉を語ることの難しさ」
29日 「コロナの後のKGK九州地区に向けて」

1日 マタイ 6：10、イザヤ 46：8～13
8日 マタイ 6：11、出エジプト16：12～16
15日 マタイ 6：12、詩篇 103：10～14
22日 マタイ 6：13、詩篇 17：6～15 
29日 マタイ 6：14～15、エレミヤ 33：6～9

7日 「他人の足を洗う」（ヨハネ13：12～15）
14日 「証」（ヨハネ17：23）
21日 「リスナーからの手紙」（フィリピ4：4～7）
28日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

●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)
7日 「イエスという光」（マタイ5：1～2、13～16）
14日 「岩の上か、砂の上か」（マタイ5：1～2、7：21～27）
21日 「信仰は、どこにあるか」（マタイ8：18～27）
28日 「出会いの時、救いの時」（マタイ9：1～13）

●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

13日、20日、27日　「未定」

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）

●夜10：28～
FEBC Sprout!　長倉崇宣

7日 「コロナが終息しても、
 ずっとオンライン礼拝が守られるとよいのに…」
14日 「Sさんのお話を聞いてわかったんです。
 私にはイエス様しかいないと。」
21日 「苦手な人間関係が、
 イエス様を信じるきっかけを作ってくれました。」
28日 「私は、本当に神様を信じているのでしょうか」

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

7日 「末期癌で急遽自宅にて洗礼を受けました。まだ新米クリスチャンで
す。どうしても『治して欲しい』という祈りしか出てきません。イエス
様が一緒にいてくださると早く実感したいです。」

16日 「教会の男性に片思いをしてしまいました。彼の事ばかり考えている
と神様に失礼になるので、通う教会を変えた方が良いのではない
かと…。」

21日 「私はずっと人目を気にして『いい人』に徹し、自分を見失っていまし
た。そして孤独でした。でも、神様の存在を教えていただき…。」

月
●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
6日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『神の愛に駆り立てられて』
 (イザヤ43：13～20、2コリント5：11～15)
13日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『主の名による生活の自由』(ヨハネ14：1～14)
20日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『死んだのではない。眠っているのだ。』(ルカ8：49～56)
27日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『隠れたる神』(ルカ16：1～13)

6月のゲスト
松尾　献（キリスト者学生会九州地区主事）

※月刊誌1面参照

CCM界のレジェンド、キース・グリーン（1953-1982）の歌と生き様が今熱く
語るものとは？

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

2日 「まっすぐな道によって」（エレミヤ31：6～9）
9日 「悲しみを喜びに」（31：10～14）
16日 「希望がある」（31：17～21）
23日 「すっぱいブドウ」（31：23～30）
30日 「新しい契約」（31：31～34）

2日 「『聖霊』の賛美歌（2）―静かに待ち」 
9日 「『聖霊』の賛美歌（3）―主よ来て下さい、風になって」
16日 「『聖霊』の賛美歌（4）―主はわたしを究め」
23日 「『聖霊』の賛美歌（5）―春の若木の姿して」
30日 「『聖霊』の賛美歌（6）―大きく豊かな霊の計画」

2日 「話し相手を求める神様？　―リスナーのメールから」 
9日 「漬物づくりから見た私達の死の姿」
16日 「喧嘩するほどの仲」
23日 「健康って何だろう？」
30日 「英会話の動画から考える『謙遜』」

●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） 

3日 「私達の不真実、そしてキリストの真実を歌ううた
―後半」（2テモテ2：11～13）

10日、17日 「箴言―主と共にあることを実感する道」
（箴言1：7、33）

24日 「注ぎの油―すでに知っている真理―前半」
（1ヨハネ2：20、27）

●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

●夜10：28～
聖書を開こう
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）

●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）

3日 ヨハネ17：1～13 10日 使徒2：1～11 
17日 マタイ10：32～38、19：27～30 
24日 マタイ4：18～23


