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早矢仕宗伯 NCAMイエスの風牧師
塩谷達也 ゴスペルシンガー
長倉崇宣 FEBCパーソナリティ
2021年7月8日&15日放送 
毎週木曜夜9時47分より22分間
第40・41回「召命ー神様は有無を言わせない
　　　　　　　　御方？」(エレミヤ書1章4～8節)
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●長倉 エレミヤ書は冒頭から召命
の話で始まるんですが、早矢仕先
生は牧師としての召命を受けた時
はどうだったんですか？

●早矢仕 「嫌やなぁ」って。僕の
人生は僕のためやと思ってたし、
違和感があった。僕が「こう生き
よう」と思ってたところに横槍が
入ってきて、全然違う生き方が飛
び込んできたっていうか…。

●長倉 エレミヤも「神様、待ってください。誰か他の人
の方が」って抵抗していますよね。でも神様って、有無
を言わせない感じじゃないですか？

●早矢仕 う～ん。僕の場合は「無理やり」じゃなくて、
最初「嫌やな」って思いながらも、だんだん惹かれて
いった。最後には自分がそれを望んでる感じだった。

●塩谷 以前、教会で「献身したい」って言う方に、牧師
は「一年後にもう一度言ってね」って。喜ばれると思っ
ていたのに止められてたんですよね、結構マジで。

●早矢仕 ほんまそう。僕は、もちろん牧師として献身
する人が起こされることを願うけど、でも「お勧めしま
せん。大変ですよ」ってよく言うの。ほんまに死ぬよう
な思いするし、自分の身を削るし、いわゆる幸せにはな
れへんかもしれん。それこそ、エレミヤの生涯もそうで
しょ。

●長倉 はい。エジプトに連れて行かれて、最後は殉教し
ますよね。

●早矢仕 そう。そもそも献身って言うなら、クリスチャ
ンになるって事自体大変と思うよ。もちろん皆にイエ
ス様を信じて欲しいと思ってる。せやけど、もう一方で
「大変やで」とも思ってる。だから「さぁ、皆で信じま
しょう！」っていう事は簡単にはできない。

●長倉 そういえば、私が洗礼準備会の最後の時に「洗礼
受けたい」って伝えたら、それまでニコニコしてた牧師
が、急に真顔になって握手を求めてきたんです。

●早矢仕 「ホンマに覚悟してんねんな？」って言う時
は、言う側も覚悟が必要なのよ。

●塩谷  僕も洗礼受けた時、牧師が「君は死んだん
だ！」ってすっごい顔で言ってきたんですよ。その牧師
の息子と僕は親友で、牧師ともとても仲良くしてただけ
に、その気迫は凄かった。

●長倉 神様の凄い圧に対して一見するとエレミヤはあん
まり何も言わないのですが、どうしてでしょう？

●早矢仕 そこには、神様との対話があると思う。そ
してその時には「ホンマに神様とのやり取りをしてる
か？」っていうことが問題になる。内容ももちろん大
事なんやけど、ここでは神様とエレミヤがちゃんと会話
してる空気があるし。その会話を、僕らは側耳立てて

聞いてるような。その会話の中で「私はお前を知ってい
る、お前を預言者にした」「いや、私は未だ若いので」
「いや、若いなんていうな」っていうやり取りがあるわ
けや。そう、「やり取り」やねん。「恐れるな、私が共
に居る」って神様が言うてる時に、どっか知らん所で、
その声が響いてるわけじゃなく、対話の中で響いてるの
よ。

●長倉 はい。そうなると、ここの意味が全く違って聞こ
えてきますね。

●塩谷 そうです。ゴスペルシンガーもそう。学校に行
けばなれるようなもんじゃなく、神様と出会って、対話
して、受けとるしかないんですよね。つまり、マニュア
ル通りに何かをやるんじゃなく、やっぱり対話なんです
よ。

●早矢仕 仮に、この召命の生き方を一人でやらされてた
としたら、「こんな人生やってられるか！」って言いた
くなるよ。でもエレミヤは、嘆く方と共に嘆いている。
しかも、この苦しみの最中におられるのは、エレミヤ以
上に他でもない神様ご自身であるわけで。
　僕が、イエス様にお従いしていくことを誰彼構わずお
勧め出来るもんじゃないって思うのは、ここよ。だっ
て、人から見たら何にも報われずに陽の目も見ずに終
わる人生かもしれんから。例えば、立派な牧師とかにな
るってことに憧れてるんだったら、辞めといた方がい
い。それは、イエス様が歩かれた道と違うから。でも、
イエス様はこの世界のために死のうとされた―この意味
が分かるんやったら、これに勝るものは無いし、命賭け
る価値あるで！ってホンマに思う。
　だから「この方」のことが分かってくると、状況がど
うであろうと、そんなので測れへんのよ。主が共におら
れるっていうのは、そんなケチな話じゃない！それは、
こうやってエレミヤに語りかけて下さった主が、今度は
僕らとも対話して下さって、「よう分からん」って思っ
てる人たちとも、対話して下さる。だから、分からんの
やったら、「分からん！」って言うたらええと思う。エ
レミヤが「無理、無理！」って言ったのが大事なのと同
じように。

●塩谷 そう、対話ですもんね。

●早矢仕 そう。エレミヤがちゃんと言うたからこそ、神
様の言葉を引き出したわけだし。

●長倉 神様と同じように、本音でエレミヤも神様に向き
合ってるってことですよね。

●塩谷 そうだよね。この信仰の世界で一番大事なことっ
て、正直になることだと思うんですよ。否定的なことも
正直に神様に言ったほうが良いし、取り繕ったりする
と、それこそ本当に抜き差しならないことになったりす
る。正直に心を開いちゃった方が良いです。だって、エ
レミヤもここですっごい正直でしょ？神様、きっとこう
いうの大好きだと思う。

●早矢仕 キレイに上手に当たり障りなく言うてたら、そ
れは誰の心にも響かへんのよ。 (文責・月刊誌編集部)

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7月15日放送　毎週木曜夜10時14分より12分間
マタイによる福音書8章28節～9章1節

 人を嘲ることは誰にでもあり、特別咎められることで
はありません。しかし主は、そういう者は「地獄に落
とされる」と断言しました。自分を脅かす敵を憎み、
戦うのは当たり前です。そうでなきゃ臆病者です。し
かし主は「敵を愛し、迫害する者のために祈れ」と耳
を疑うようなことを言いました。キリスト教を、あり
のままの罪深い自分が赦される「ありがたい」宗教な
どと、よもや思わないで下さい。（２ページへ続く）

主の言葉がわたしに臨んだ。

「わたしはあなたを母の胎内に
造る前から
あなたを知っていた。
母の胎から生まれる前に
わたしはあなたを聖別し
諸国民の預言者として立てた。」
わたしは言った。
「ああ、わが主なる神よ
わたしは語る言葉を知りません。
わたしは若者にすぎませんから。」
しかし、主はわたしに言われた。
「若者にすぎないと
言ってはならない。
わたしがあなたを、だれのところへ
遣わそうとも、行って
わたしが命じることをすべて語れ。
彼らを恐れるな。
わたしがあなたと共にいて
必ず救い出す」と主は言われた。

(エレミヤ書 1章4～8節)
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リスナーの声　7月

教会で奉仕をしたい、教会の方とお
交わりをしたい、働いて献金もいっ

ぱいしたい、そう願っていらっしゃるの
ですね。でも、お体が弱く、何一つでき
ない…。「強い人間になりたいのになれ
ない。力ない私を受け入れるにはどうし
たらいいのですか？」と問うてください
ました。でも、あなた様はこのメール
を「謙遜な人間になるにはどうしたら？」
という件名で送ってくださったのです

よね！謙遜になれれば、この悔しさから解放される…そのこ

ご献金 3,265,960 円 （690 名）

5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 1,555 名　1 年前 1,326 名

1,292名
（前月より+1名）

5月末の

とをご自身がよく知っていらっしゃるのだと思いました。実
は私にとっても、これは大きな課題なんです。私たちは、力
がない自分を嘆くという形でも、傲慢になるのですよね。私
も謙遜になりたいです。だから毎日「主よ、私を砕いてくだ
さい。」そう祈っています。それしか私たちにはできない…。
でも、その私たちにイエス様は「わたしがあなたのためにい
るではないか。わたしで不十分か？」って聞いていらっしゃ
るのだと思います。どうかご一緒に、「私、私、私…」と言
う自分をイエス様に砕いていただき、そしてイエス様がご自
分の全部を「あなたにあげる」と言ってくださった、そこに
感謝と喜びを見出すことができますように。 (20日 ) 

私は5年前から神様を信じるようになり、FEBC
に巡り会いました。当時は、毎日の放送が驚きの
連続で、たくさんの神様からのメッセージをいた
だいたことを覚えています。翌年、無宗教の男性
と結婚しました。神様が選んでくださった相手だ
と信じて、いつか彼も神様を信じてくれますよう
にと祈ってきました。そしてついに、夫が神様を
信じるようになりました！
夫は難病を抱えており、この度生死に関わる手術
をすることとなりました。その入院生活で精神的
に落ち込んでしまい、私は、これは神様しか彼の
傷を癒せないのかもしれないと思い、神様に関す
る本を一冊荷物に忍ばせました。なかばダメ元で。
そうしたら、活字が苦手な彼が、なんとその本を
2回も読んだというのです！そして「神様につい
てもっと教えてほしい」と。もう、本当に奇跡と
しか思えません。神様って本当にすごい！と改め
て感動しています。退院したら2人で FEBCを聴
こうね、と話しています。近い将来、2人で教会
に通えるようになるといいなと思っています。

神様に関する本を荷物に忍ばせ…
そうしたら、夫が…! 7日

女性

イイススは、ありのままの自分から脱出することを求
めているのです。そしてついに「あなたがたの天の父
が完全であるように、あなたがたも完全な者となれ」
と、私たちにとどめを刺されます。

　「無理です。できません。」私たちはうなだれる他
ありません。そこに、悪魔がささやきます。「そう無
理、無理。でもねえ、罪深いったって実際に犯罪を犯
すわけじゃない。人間として当然の感情に捉えられる
だけのことじゃないか。」
　しかし、それを見通していたからこそ、イイススは
山を降りてから、ご自身の神としての力をお示しにな
りました。「私の教えを生きるのは、今までの君たち
には『できない』ことだった。しかし今、私がここに
来た。新しい時が始まった。私と共に歩む限り、君た
ちに『できない』ことはない。証拠を見せよう。」主
は、中風で倒れた人をはるか遠くからことば一つで癒
し、熱病の女を手を取るだけで冷まし、荒れ狂う嵐を
叱りつけて鎮めました。そして正気を失った二人の男
から無数の悪霊たちを追い出しました。イイススはこ
とば一つで制しました。

　「新しい時が、神の国が、ついにやってきた。私
にすべてを委ね、悔い改め、あなた自身の内にのたう
つ、あなたを苦しめる、その恨みを恨み、憎しみを憎
み、敵対心を敵とし、怒りを叱りつけなさい。しくじ
りをおそれるな、何度でも赦しなさい。ありのままの
自分から、神がそうあってほしいと与えて下さった新
しい自分へたゆみなく脱出しなさい」。

 しかし、これほどのお方が、十字架では何も力を示さ
ず、ただ惨めな姿をさらして死んでしまいました。お
かしいじゃないですか?

　イイススは宣教開始に先立
ち、荒れ野で四十日の断食を行
い、その間、悪魔から誘惑を受
け、その誘惑をすべて斥けまし
た。この悪魔が、主の十字架の
下にもう一度戻ってきました。
そして、ささやきます。「おま
えをこんな目にあわせる者たち
を、ひとこと呪ってごらん。お
まえの力を持ってすれば、たちどころに彼らは滅び去
るだろう」。主はこの悪魔の最後の誘惑を斥けなけ
ればなりませんでした。数々の奇跡やしるしで新しい
時、神の国の到来を宣言した主は、最後に「神の国」
を身をもって完成させねばなりませんでした。神の国
を創り出すのは、愛です。その愛による人の救いを、
「神の国」を、目に見えるものとして自らがお示しに
なったのです。

　イイススは悪魔の最後の誘惑をきっぱり斥けられま
した。敗北の姿によって最大の敵、人間への最も露骨
な誘惑、「憎め、ののしれ」という誘惑が砕かれまし
た。

　新しい「時」が到来しました。私たちはその新しい
時を生き始めました。依然として私たち自身の力では
悪霊は追い払えないでしょう。それができるのは神・
ハリストスだけです。しかし主がついに悪魔との最後
の戦いで示した、敵を愛し迫害する者のために祈るこ
と、それは主と共に生きるならば、私たちにも可能な
生き方となりました。クリスチャンはいまやその「勝
ち目のある戦場」に置かれているのです。

(文責・月刊誌編集部)

̶１ページより続き　「マタイ 8：28 ～ 9：1」
光、イイススというお方 ( 再 )・ゲオルギイ松島雄一

ヨハネ10章を読んで私が気になったのは、囲い
から逃げた羊はどうなるのかということです。私
は、いろんな事が面倒くさくなってしまって、仕
事も体もいっぱいいっぱいで、教会という囲いか
ら逃げ出してしまいました。「わたしは良い牧者
です」と言うイエス様に、「私は良い羊です」と
はとても言えないなと思います。でも今はとって
も自由で聖書を読むのも楽しいです。それでは駄
目でしょうか？
洗礼へと導き、いろんな事を教えてくれた人達…
とても感謝しているのですが、縛られている感じ
が重荷でした。私はイエス様を信じているし、聖
霊も神様の愛も信じています。でも、「信仰とは」
とか「こうあらねば」とか言われると疑問に思っ
てしまうのです。本当の信仰ってなんだろう。伝
道？奉仕？教会に行くこと？もしそうなら私は落
ちこぼれの羊だと思います。

教会という「囲い」から
逃げ出してしまいました 15日

ヨハネ受講中の女性

いつもラジオを聴いています。数年前になります
が、ティールームを申し込んでいました。ヨハネ
の1章1節「言があった」…この御言葉が自分の
生きづらさに重なってしまって、読み続けようと
しても体が受け付けませんでした。言葉でどれだ
け苦しんできたか…「言」が世界の始まりで光な
んて…。私のそばの言葉は絶望と欺瞞。じゃあ私
は、言葉の冒涜者であり、サタンそのもの？…で
すが、「言があった」は「神があった」で、これ
は私の個人的な話じゃなく、イエス様の話なので
すね！

私は、境界性パーソナリティー障害です。教会へ
行くのも基本苦手で、ご迷惑おかけしていないか
ドキドキしながらの求道です。自分の罪に向き合
おうとしても、私の存在そのものが罪、大罪。キ
リスト教は立ち入り禁止かも、とさえ思いました。
それでも、辛い時、私の顔を覗き込むように「もう、
いっぱい頑張ったね。大丈夫だよ」っていうささ
やかれたような優しさ
を感じました。神様は
傍で見てくださってい
ると信じたいです。こ
のメールから、聖書の
勉強、また始めていい
ですか？

私の顔を覗き込み
「もう、いっぱい頑張ったね」と 9日

ヨハネ受講中の女性

昨年、百瀬神父の番組で「神様の不公平」を訴え
る問いかけが取り上げられ、大きな関心をもって
聞きました。私自身、ずっと神様に「なんでだよ！」
と怒りや悲しみをぶつけていました。初めての手
紙は、アルコール依存症の父と精神を病んだ母の
下に生まれたことを嘆くものでした。FEBCの番
組の中には腹が立って聴けなかったものもありま
す。「俺には才能もルックスも友も与えられてい
ない。俺とこの人は状況が違いすぎる。どうして
なんだ」と。「現世は修行の場所だ」という説明
も納得できない。「神の試練」というのも暴力を
肯定しかねない危険な言葉です。恐らく「神の不
公平」の理由を説明できる人はいないでしょう。

「神の不公平」…
ずっと納得できません 29日

男性
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この御言葉が、私に何を語りかけている
のか。
この私に何を―イエスが私に語りたいこ
と。それを感じるために黙想します。

＊

イエスの祈りの始まりは、「これらのこ
とを知恵ある者や賢い者には隠された」
ということでした。では、「これらのこと」
とは何か？

2021年7月1日 発行　定価100円
1987年3月5日第三種郵便物認可増刊号2021.7 FEBC1566
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この26節の前には、きっと沈黙や間があるのだと思い
ます。
イエスは父なる神からの応答を待っておられる。

イエスは、父なる神の御声を聞きます。
イエスはこの現実を受け止め、これが「御心に適うこ
とだった」と言われます。

@bK"*#)%8cA-/JHdeA.KG?@0@bK"*#)%8cA-/JHdeA.KG?@0
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彼らに問題がある？彼らのせいである？
いや、むしろ全ての事が「わたしに任されている」。

わたしはこれからも彼らに語り続ける。
彼らと関わり続ける。
そのことを信じている。
そのことこそ父なる神から受け取ったのだ。

8"<cHM;B7D):h%M#%MiO!+#j+D8"<cHM;B7D):h%M#%MiO!+#j+D
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私たちが、神の言葉に耳を傾けているのは、偶然では
ない。
ましてや、私たちが優れているからでもない。
私たちも、イエスのように、自分に与えられた役割を確
かにすること。それが与えられている。

私は、神にとって何者なのだ？
（裏面へ続く）

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7月12日放送　毎週月曜夜9時48分より22分間　
第15回「痛みを共に、神の御前に」マタイ11：25～30
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すぐ前の20節から、イエスが数多くの奇跡を行われた
ことでしょう。しかも、それを見ても悔い改めようとし
ない人間の姿があります。そのことが、知恵ある者や
賢い者―聖書をよく知っているとか、人生をうまく
やっているとか、神に従っていると認められているよ
うな人たちには隠されてしまった。

なぜ？
イエスの心の内側を思い巡らしましょう。

イエスは、彼らを責めようとはされていません。彼ら
は、確かにこの奇跡を見た。そして、その意味を分かる
力も、知識もある。にかかわらず、「残念ながら」、そ
れに目を止めることができなかった。

非常に残念だ。なんと残念なことか。
イエスはこのことを神が隠されたと語ります。

片や、「幼子のような者」とは？
聖書では幼子は、必ずしも良い意味だけで使われる
訳ではありません。

これまで神の言葉に耳を傾けてこなかった、できな
かった人たち。

この数多くの奇跡が行われた「この時」を、特に彼ら
に向かって表された特別な時なのだとイエスは感じて
おられるのでしょう。

＊

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7月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物承認

＊

イエスは父なる神との対話を終えて、私たちに向け
て語り始めます。
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本当に疲れてしまっている。
本当に助けを必要としている。
信仰があるとか、良い行いをしているからに関わりな
く、自分の重荷に押しつぶされそうな人々。

その人々に「わたしのもとに来なさい。休ませてあげよ
う」とイエスは語りかけるのです。

聖書の言葉を他者と分かち合うとか、語ってみること
も「休む」ということかもしません。
なぜなら、聖書の中で、この休むという言葉は、「祈
る」ということを表す時もあるからです。

だから、イエスが一緒に父なる神に祈ろうと、その交
わりに招いておられるのかもしれません。

＊
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柔和で謙遜―この言葉は、ただ単なる性格や性
質を表そうとされているのではありません。これは、イ
エスの十字架です。

私たちは共に祈るとか、分かち合うということを、非常
に恐れる時があります。それは、馬鹿にされるのでは
ないかとか、責められるのではないかという思いがあ
るから。

しかしイエスは、私と共に祈ってくださる！
「わたしの軛を負い、わたしに学ぶ」というのは、そう
いうことです。
そして、それは十字架の上でではないでしょうか。

「そうすれば、あなたがたには平和がある」。
イエスの、この御言葉に心を開いてみる。

それは、わたしの軛は負いやすいのだ、わたしの荷は
軽いのだということ。

ここで、イエスは、全部背負うと言われません。

「一緒に祈ろう。一緒に、父なる神に祈ろう」。

私の心が硬くなっている時、重くなっている時に、信じ
てみることの偉大さを表しています。

（文責・月刊誌編集部）

―表面より続き「痛みを共に、神の御前に」
聴く信仰―「いのち」をいただく御言葉黙想・山内十束

FEBC Sprout！
福原タカヨシ シンガーソングライター お相手・長倉崇宣
2021年7月6日＆27日放送　毎週火曜夜10時28分より12分間
「コロナ禍だからこそ出会った、『新しい自分』」
「神様の創造性に啓かれるために」

　実は昨年2020年はCDデビュー15
周年だったんですが、個人的にも
ずっと「緊急事態」が続いている感
じです。それでも、「新しい自分」に
出会えたという思いがあります。そ

れまで音楽一筋だったんですが、自分が大切にしてきたも
のが無力になった時に、まっさらな気持ちでこの時代を乗
り越えるにはどうしたら良いか考えるようになった。それ
は、コロナが無かったらありえないことでした。

　これまで「福原タカヨシ」という看板で生きてきたんで
すけども、このコロナ禍で揉まれて、それが型にとらわれて
るんじゃないかって。人ってカテゴライズ出来ないものは
不安だけれど、そうやって神様の創造性にすら蓋をしてし
まうような気がして。「自分という人間や音楽、働きってこ
ういうもの」と勝手にイメージして、そのレールの上をひた
すら走ってきたけれども、やっぱり、その神様の創造性だ
けは失いたくない。例えば、東日本大震災が起こった時、
僕は一般社団法人を設立して被災地支援をしてきたんで
す、「誰かを支えたい」と。その思いと音楽や映像をつなげ
て、自分なりの活動をしていきたい。コロナ禍で色んな制
約が増えましたが、人間の制約がある方が却って神様の
創造性は増すと思うんですよね。
だからこそ、自分に出来ることは
何かを考えていきたいと思ってい
ます。（文責：月刊誌編集部）
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●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4／5 ●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) 

16日 「社会問題とCCM」   23日 「ジェームズ・オルソンのギター」

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～／第５ ●夜9：37～
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  

2日  「キリスト者の律法」

9日  「立ち上がり、新しく生かされる」（再）
 大藪順子（フォトジャーナリスト、

コラムニスト、団体Picture This Japan代表）

30日  「神様のドラマがあった『マザー・テレサと
 その世界』映画監督・千葉茂樹のまなざし 」
 （再）
 千葉茂樹（映画監督）

16日 「イエス・キリストの来臨の目的」（マタイ5：17～20）
23日 「キリスト者の完全」（マタイ5：43～48）

16日 「バレエの先生との出会い」 23日 「表現する喜び！」

左からご出演順

3日 「思い出せば失敗ばかり」 10日 「あぁ、この私の複雑な心」
17日 「一番つらかった時こそが」 24日 「献書式で思ったこと」
31日 「ひとりの人が信仰をもつということ！」

3日 「最近、新しく曲を作っています」　10日 「私の丸太、人のチリ」
17日 「『君の友だち』」 24日 「当然のように思っていることも」
31日 「私の方からではなくて」

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、10日 岩本直美（キリスト教海外医療協力会（JOCS）
 バングラディシュ派遣ワーカー）※再放送になります
17日 横山和子（「横山大輔・和子ミニストリー」、

ワーシップリーダー）

24日「聖書を五感で味わうとは
―正教会の聖書の読み方」

31日「正教会の伝統の中で聖書を読む」
 （創世記2：7～9、出エジプト3：1～2）
 　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）

※本誌表紙参照

※月刊誌1面参照

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

木

お詫び
と訂正

●番組案内6月号にて番組「嘆きに応える神の御言」6/9の各回タイトルに
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）悲しみを喜びに変える　誤）悲しみを喜びに

聞き手・吉崎恵子

2021年 7月
FEBC

番組案内
2021年7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!
重度知的障がいを持つメン
バーの殆どが、ラルシュ共
同体に来た当初は「泣く」と
いうことが出来ないんです。
彼らは小さい時に親から捨
てられたり、長く路上生活
をしていて、性的虐待も受け
ていたり…。そういう時に泣
き叫んで泣き叫んで、でも誰も助けてくれなくて、もう「泣く」という
ことをあきらめてしまっていたんですね。

私がラルシュで暮らし始めた頃に出会ったサルマという女性は、最
初、女性だって分りませんでした。頭は丸刈りにされて、汚いTシャツ
を着せられて、目つきだけは鋭くて、食事もエサを食らうように食べ
て。障がいのために言葉も話せませんし。私は彼女とどう関わって
いいか分からなくて、足をひきずる彼女と、毎日黙って村の道を散歩
するだけ。でも4ヶ月くらいした冬に、初めてひと言「カタ（布団
を）！」と言って、自分の体を労り始めて…。それからまた、何かのお
祝いの時にカセットからヒンズー語の歌が流れると、うずくまって聞
いていたサルマが爆発的に泣いたんです。涙が怒涛のように溢れて
…。そんなふうに少しずつ自分を取り戻し、笑うようにもなり、今は見
違えるようにきれいになりました。

そういう変化っていうのは、私にとってはイエス様のご復活そのもの
なんです。ラルシュ共同体では、毎日朝と晩、イスラム教の人たちの
祈り、そしてキリスト者の祈りをします。重い障がいのある人は一言
も言葉を語れませんけれども、一緒に沈黙の祈りをする中で、私た
ちを本当に深い祈りに導いてくれます。私自身はイエス様の後を、彼
らに手を引いてもらって毎日歩けている思いがします。

（文責・月刊誌編集部）

2日 「十戒―神と人とが、
お互いを徹底的に受け入れるための手がかり」

岩本直美（キリスト教海外医療協力会（JOCS）
バングラディシュ派遣ワーカー）

番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（3日、10日）より 

●夜10：28～
聖書を開こう　山下正雄

●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）

1日 マタイ6：22～33 8日 マタイ8：5～13 
15日 マタイ8：28～9：1 22日 マタイ9：1～8
29日 マタイ9：27～31

（日本キリスト改革派教会
RCJメディア・ミニストリー代表）

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 マタイ 6：16～18、イザヤ 58：3～8
13日 マタイ 6：19～21、イザヤ 51：4～8
20日 マタイ 6：22～23、イザヤ 29：13～16
27日 マタイ 6：24、出エジプト 20：1～17

6日 「#1 歌詞が無くてもCCM?!」
13日 「#2 雨が止んだら」
20日 「#3 ひとりのクリスチャンとして」
27日 「#4 赤ちゃんができた！」

●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 「他ならぬ『あなた』を遣わす」（マタイ10：1～15）
12日 「痛みを共に、神の御前に」（マタイ11：25～30）
19日 「あなたの願いが虚しくならないために」（マタイ12：22～32）
26日 「神からのものか、人からのものか」（マタイ13：53～58）

●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

11日　「神の手の働き（2）（聖人の祝日）（予定）」
18日　「神の手の働き（3）（聖人の祝日）（予定）」
25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10：14～
Echo of Voices    長倉崇宣（FEBCパーソナリティ）

1日 「『敵を愛せよ』とは難しいです。言いようのない怒り、憎しみの感情
が生じて、どうやってそれをかき消すことができるのか、分かりませ
ん。」

19日 「ヨハネ4章のサマリアの女には、人に話しきれないような悩み苦し
みがあるのでしょう。私が神を信じられないのは、そのような苦しみ
がないからでしょうか。恵子さんも苦しみを乗り越えて信仰を持っ
たのですか？」

26日 「コロナ禍で、洗礼を受けたばかりなのに教会に全く足を運べており
ません。不安に思う事も多く…。FEBCは、カトリックやプロテスタ
ントという垣根を意識せずに聞けるので、とても心強い存在です。」

月
●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
4日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『あなたも新しい人に』
 (イザヤ43：16～20、2コリント5：16～21)
11日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『激しい平和』(ヨハネ14：25～31)
18日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『立ち止まられるイエス』(マタイ20：29～34)
25日 日本基督教団中標津伝道所・石垣弘毅牧師
 『幸いを生きるために』(マタイ5：1～20)

※月刊誌増刊号1面参照

今月は、卓越した表現者にして名ギタリストの、フィル・ケギーを特集！

5日 「神様やイエス様に対して祈ると言いますが、
その違いはあるのでしょうか」

12日 「神とは実は気まぐれで適当なのではないか？
と疑ってしまいます」

19日 「家族に和解の奇跡が起こりました」
26日 「つい先日、失恋してしまいました」

5日 「平和をつくりだす」（マタイ5：9）
12日 「隣人」（ルカ10：25～37）
19日 「リスナーからの手紙」（１ペトロ3：1～7）
26日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

PI
CK
 U
P!「マタイ 6：16～18、イザヤ 58：3～8」より（6日放送）

　断食というのは、考えてみればまことに不思議なものであります。山上の説教の中で
は、主の祈りや施しと同じ様に、礼拝に関係のある事として書かれているのでありま
す。しかし、それなら断食は、信仰生活においてどういう意味を持っているのかという
事については、実はあまりはっきりしていないのではないでしょうか。
　聖書には断食の話が度々出てきますが、主イエスは必ずしも断食をせよとお勧めに
なってはおられません。事実今日、我々の教会の生活で、断食ということはしておりま
せん。個人的に断食をする人はあるかもしれません。しかし断食の勧めというような
ことはしていないのであります。
　それなら一体、断食とは何なのでしょうか？そのことを、まず、主イエスご自身のご
生涯の一番はじめに出てくる大変大事なこと、「荒野の誘惑」から考えていきたいと思
います。
　主イエスは四十日四十夜、断食されたのであります。神がもしそばにいてくださった
ら自分は誘惑に遭わないだろうと人は思うのでありますが、しかしむしろ、誘惑にあっ
ているときにこそ神は、我々のそばにいてくださっているのではないか。主イエスが遭
われました誘惑は、実は、そういうことであったのではないかと思うのです。

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 「コロナ禍だからこそ出会った、『新しい自分』」
13日 「神様に触れられて歩んできた、これまでの日々」
20日 「僕の魂の中で燃え続けるもの」
27日 「神様の創造性に啓かれるために」

7日 「天地創造の定め」（エレミヤ31：35～37）
14日 「エルサレムの再建」（31：38～40）
21日 「獄舎で」（32：1～5）
28日 「故郷の土地を買う」（32：6～15）

7日 「仕事を先延ばしにしてしまいがち！」
14日 「占いって何だろう？」
21日 「『神様の選択』」
28日 「信仰の『途中式』」

7日 「（1）―神共にいまして」
14日 「（2）―ヨルダンの岸で」
21日 「（3）―おなかのすいたイエス様に」
28日 「（4）―幸いだ、貧しい人」

●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
7月のゲスト
福原タカヨシ（シンガーソングライター）

1日 「注ぎの油―すでに知っている真理―後半」
（1ヨハネ2：20、27）

8日、15日 「召命ー神様は有無を言わせない御方？」
（エレミヤ1：4～8）

22日、29日 「日常の中に目を覚ます信仰」（1コリント16：13～14）

●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 ※月刊誌1面参照

※月刊誌増刊号2面参照

マタイによる福音書と賛美歌


