
ハリストスを詠う聖書釈義
―正教会の伝統から
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　正教会の奉神礼（礼拝）の中で歌われ唱えられる祈祷
文は、正教会の伝統的な聖書理解を表しています。それ
らは祈祷文ですから、韻を踏むなどレトリックな表現
が沢山あり、私たち現代人には戸惑ってしまうところが
あるかもしれません。しかし、祈りの言葉として聞く内
に、「ハリストスというのは、こういう方なんだ」と、
聖書を目で読むよりもっと直感的に体験することに繋
がっていくと思っています。ですので、今回は特に旧約
聖書から、正教会は聖書をどう読み、また奉神礼で歌っ
ているのかをご一緒に味わいたいと思います。

主なる神は、土（アダマ）の塵で人（アダム）を形づ
くり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうし
て生きる者となった。 主なる神は、東の方のエデン
に園を設け、自ら形づくった人をそこに置かれた。主
なる神は、見るからに好ましく、食べるに良いものを
もたらすあらゆる木を地に生えいでさせ、また園の中
央には、命の木と善悪の知識の木を生えいでさせられ
た。 （創世記2：7～9）

　この聖書箇所について、6世紀にロマンという人が作っ
た聖歌は、こう歌っています。「活ける樂園よ、慶べ、
其中に生命の樹たる主ありて」。これは、正教会のレン
トでマリアを歌う聖歌の一節ですが、そこでは「エデン
の園」をマリアの「預象」※として解釈しています。つ

まりここで言えば、エデンの園の中央に生えていた「生
命の木」は、やがてマリアの腹に「生命」、すなわちハ
リストスが宿ることをあらかじめ象っていたのだと歌っ
ているのです。マリアをエデンの園とし、そこからハリ
ストスという生命の木をお産みになったのだということ
です。
　さらに「燃える柴」も、マリアの預象として考えられ
ています。「モーセは、しゅうとでありミディアンの祭
司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、あるとき、
その群れを荒れ野の奥へ追って行き、神の山ホレブに来
た。そのとき、柴の間に燃え上がっている炎の中に主の
御使いが現れた。彼が見ると、見よ、柴は火に燃えてい
るのに、柴は燃え尽きない。」(出エジプト3：1～2)これ
が最も頻繁に出てくるマリアの預象なのです。

（２ページへ続く）

交わりのことば
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
聞き手：長倉崇宣
2021年7月31日放送　第4・5土曜日夜10時4分より約28分間
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)

求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。
そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれ
ば、開かれる。だれでも、求める者は受け、探す者は
見つけ、門をたたく者には開かれる。あなたがたのだ
れが、パンを欲しがる自分の子供に、石を与えるだろ
うか。魚を欲しがるのに、蛇を与えるだろうか。この
ように、あなたがたは悪い者でありながらも、自分の
子供には良い物を与えることを知っている。まして、
あなたがたの天の父は、求める者に良い物をくださる
にちがいない。 (マタイ7：7～11)

　「求めなさい、そうすれば与えられる。」この御言葉
は、よく知られているものであります。どんな事でもよ
く求めれば与えられると勇気が与えられるからです。し
かし、求めよとは言っていますけれども、何を求めよと
は言っていないのです。

　これと同じ話がルカによる福音書の11章9節から後の
所に書いてあります。そこではまず、主の祈りが教えら
れまして、その後で「求めなさい」と続くのです。そこ
である人は、このマタイの7章7節から11節は実は主の
祈りをもう一遍新しく捉え直しているのだとさえ申し
ました。もしそうであるとすれば、求めなさいというの
は、ただ求めるということではなくて、祈りなさいとい
うことになります。熱心に求めさえすれば得られるとい
うのでは、聖書の話を結局は常識の話にしてしまうの
です。それは、信仰のことはわかりづらいからです。第
一、天の父から良い物が与えられると言っても、本当は
それが何かわからないのではないでしょうか。

　何を求めよ、となぜ言わないのか。それは聖書の一つ
の言い方だと多くの人は申します。殊にある人は、これ
は回心を促す仕方なんだと言うのです。つまり、あなた
は悔い改めて信仰を持ちなさいという代わりに、目的語
のない「求めよ」あるいは「探せ」という言い方をした
というのです。だから、求めよという言葉は「お勧め」
じゃない。「命令」なんです。どうしてもあなたは求め
なさいというのです。何故なら探すことによってあなた
は神に戻っていく事が出来るからだと言うのです。実に
神は、人間が自分の許に帰ってくることを一番求めてい
らっしゃる。だから、求めよであります。探せでありま
す。門を叩けであります。 

　神を信じていない人には当然ですが、信仰生活をして
いる者こそ一生懸命に神を求め探さなければなりませ
ん。なぜなら、我々の信仰生活はいつでも無くなる危険
があるのです。ペテロの第一の手紙の5章8節に有名な
言葉があります。「身を慎んで目を覚ましていなさい。
あなたがたの敵である悪魔が、ほえたける獅子のよう
に、だれかを食い尽くそうと探し回っています。」これ
は信仰者の毎日の生活のことを言っている。そういう意
味から言えば、求めよ探せ門を叩けと言うのは、既に信
仰生活をしている者の生活の仕方だと言っていいのでは
ないでしょうか。その求めることから必ず神は応えてく
ださる事を確信していく生活なのだと言うのです。我々
はとかく自分のしていることばかりが気になりますが、
神がどんなにその約束を確信させてくださるかというこ

とを知ることが大事なんです。それが信仰者の祈りの生
活です。

　この様に、いつも神を求め、いつも神の国の扉を叩く
生活を、ここでは、父と子の関係だと言っています。祈
りによって願う物は、誰だって良い物です。悪い物を
欲しいと思う者は無い。しかし、どういう意味で良い物
なんでしょう。そもそも「子どもがパンを求めているの
に、石を与える父がいるだろうか。あるいは、魚を欲し
ている子に蛇を与えるような父がいるだろうか。」この
喩えは誠に不思議なんです。パンが欲しいと言う子ども
に石を与える親なんて考えることができないでしょう。
しかし、実はもっと深刻な事ではないか。つまり、神に
祈った時に何も応えて頂けなかったということの方が
我々の現実かもしれません。いつか何らかの形で応えて
くださると我々はよく言うものです。確かにその通りだ
としても、随分無責任な言い方なのです。なぜなら、神
が真の父らしい父であること。それが既に何にも優るお
応えだからです。

　そのことについてルカは、少し変わった事を言ってい
ます。ルカの11章13節で、「まして天の父は求める者

※ハリストスによって神が成就された事柄を、旧約聖書が豫（あらか

じ）め、象（かたど）って伝えているとする聖書理解のこと

に聖霊を与えてくださる。」この言葉でこの話は終わっ
ているのです。聖霊こそは、最上の賜物だと言わんばか
りに。それは、聖霊を受けなければ真に満足することな
ど決してないからです。そして驚くべきは、およそ祈る
者には聖霊が与えられるというのです。なぜなら聖霊が
与えられるということの一番大事なことは、神が父であ
るということを確信させられることだからです。聖霊が
与えられなければ神が父と信じること、神を、父と仰ぐ
ことは出来ないでありましょう。それは一切のことを与
えられたという事と同じではないかと思います。

　エレミヤの29章にこう書いてあります。「そのと
き、あなたたちがわたしを呼び、来てわたしに祈り求め
るなら、わたしは聞く。わたしを尋ね求めるならば見い
だし、心を尽くしてわたしを求めるなら、わたしに出
会うであろう、と主は言われる。」（エレミヤ29：12～
14）これは、もうマタイの注釈であると言って良いかも
しれません。実に神の民が困難している時に与えられた
御言葉であります。

　戸が開かれるとありますが、それは神がお開きになっ
て、ご自分をお示しになるのです。我々は、時々神がわ
からなくなります。しかし、求める者には必ずその事が
与えられるのです。探す者には必ず与えられるのです。
内から閉ざされていたような門が、実は開かれているの
です。だから、ただ闇雲に戸を叩くような日々もそうで
はなかった。神がそれを開けてくださったのだ。そして
神の国の者としていただいたと気が付くようになるので
あります。

　従って、最も大事なことは、求めたら与えられ、探し
たら見出し、戸を叩いたら開けてくださることです。そ
こに必ずお応えがあるということです。人間には神を知
る力はありません。しかし、ただ求めるだけで、神が御
業を以てお応えくださる。その御業とは、主イエス・キ
リストのなさった事であります。ルカはそれを聖霊が与
えられることだと言うのであります。

(文責・月刊誌編集部)

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
2021年8月24日放送　毎週火曜夜9時47分より22分間
マタイ 7：7～11、エレミヤ 29：10～14
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リスナーの声　8月

神様、「クリスチャンではない私は
祈っても無駄なのでしょうか？神

様はクリスチャンではない人間は救って
くださらないのでしょうか？」とお便り
いただき、あなたが既にこのお方の祈り
を聴き続けていてくださり、このお方を
愛して追い求めていてくださることを知
りました。感謝致します。どうぞこのお
方が、すべての人のために来てくださっ
たイエス様の愛の中を生かされますよう
に。御名によって祈ります。アーメン。

私はあなた様が祈っていらっしゃることを知って本当に嬉し

ご献金 4,310,438 円 （811名）

６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 1,547 名　1 年前 1,318 名

1,293名
（前月より +1名）

6月末の

くて、まして神様は、あなた様の祈りをどんなに喜んで、心
待ちにしておられるかと思います。あなたも私もみんな、神
様に愛されて、命をいただいて、今日生かされているのです
ものね。そして、聖書のイエス様のお姿を追っていきますと、
夫を5回替えた女性や、38年病気の人、生まれつき目の見
えない人…今で言えば「クリスチャン」ではない人のところ
にイエス様は行って、出会ってくださっているのですね。あ
なた様が神様に祈っていらっしゃるのも、イエス様があなた
様を求めてくださったから…もうあなた様はイエス様の救い
に入れられていらっしゃるのですね。ですからどうぞ「イエ
ス様、ありがとうございます」と、イエス様を信じて歩む人
生を始められますように。心からお祈りしています。 (17日 ) 

マタイ1、2章。ヨセフが、神様がなさることを
正面から受け入れたように、私もそうあるべきな
のだろうと思いましたが、現在の私たちには、天
使が夢で神の意図を伝えることはないので、なか
なか困難だと思いました。私には、高校も大学も
友人は一人もおらず、現在では親しい人は皆無で、
孤独に苛まれながら生きています。神と出会って
対話しようと教会へ通いましたが、教会での人間
関係が悪くなり教会に行くのをやめ、祈り方もよ
く分からず、キリストも知りません。それでも救
いを求めずにはいられない中、最近は FEBCを聴
いたり、別の教会へ通ってみたりし始めました。
ガイドにある「主と私」、「あなたとわたし」とい
う二人称の関係を出来事として経験し、本当に信
仰と呼べるものを持ちたいです。

人間関係が悪くなり
教会へ行くのをやめましたが… 9日

マタイ受講中の男性

̶１ページより続き　「正教会の伝統の中で聖書を読む」
交わりのことば―祈りの旅路・ゲオルギイ松島雄一

私は幼稚園からミッションスクールに通っていた
ので、物心ついた頃には神様の存在を信じていま
したが、信仰と呼べる深さがなく、その後自分流
のアレンジが入り、「神様が創って下さったこの
素晴らしい世界を、人生を楽しまなきゃ損！」と
思うようになりました。芸術鑑賞や旅を生きがい
に、なるべく自由に好きなことをして生きる生活
を現在まで続けています。もちろん、この世には
苦しんでいる人が多いことも知っていますが、考
え始めると、重いし、楽しくなくなるので、考え
ることを避けてきたところがあります。しかし、
ヨハネ1章を読むと、この地のはじめは「闇」で、
神様の光が、闇に覆われたこの地に届けられたと
いうことかな？と思うに至り、この世をパラダイ
スのように楽しみ尽くそう計画は、やはり何か違
うのでは？と感じました。そして3章。人生が自
分中心から神様中心になると価値観が変わるとの
ことですが、これこそ目指していきたいところで
はあります。聖書を読めば、この世の素晴らしい
物事の究極は神様を中心に生きることなのでしょ
う。半世紀にわたり自分中心に生きてきた私には
相当難しそうですが、いつかその価値観の変化を
感じることができるように、聖書を読み続けたい
と思います。

この世界を楽しみ尽くそう！
と思っていましたが… 12日

ヨハネ受講中の女性

ヨハネ7章から9章を繰り返し読み、イエスさま
を以前よりも近く感じられるようになった気がし
ます。さて今回も、私の体のことと重なって辛く
感じる部分もありました。性同一性障害というも
のを背負って生まれてきた。その理由が本当に何
なのか。なぜ毎日、こんなに苦しまないといけな
いのか。なぜ自死への衝動と戦わなければならな
いのか。主は、なぜこんな私を見てはなはだ良い
とされたのか。私の使命は何なのか。…まだ分か
らないでいます。とにかく毎日聖書を読み、主に
くっついていくしかないと感じています。

性同一性障害を背負って生まれた…
その理由は何なのか 10日

私は看護師です。私の勤務する病院でもコロナの
クラスターが発生しました。あれよあれよという
間に広がり、いつ自分の身に起こるか…その恐怖
の中で、自分の醜さを思い知らされました。
「お心一つで清くしていただけます」そう言った
ツァラートの方にイエス様は、「私の心だ。清く
なれ」とおっしゃり、お言葉だけで癒せたのに、
触れてくださった。この方はどんなに嬉しかった
でしょう。コロナ患者さんに、宇宙服のような完
全防備の出で立ちで、なおかつ自分の身を守るこ
とばかり考えて、患者さんを汚いもの扱いして、
自己嫌悪に陥り疲弊しきっていました。神様から
遠く離れている気持ちで、深く落ち込んでいた時、
心に響いたのは、「シモン、シモン…私はあなた
のために、信仰がなくならないように祈った」と
いう聖句でした。私の信仰がなくならないように、
イエス様が祈ってくださるのですね。そして今朝、
恵子の郵便ポストを聞いておりましたら、なん
と！私のメールではないですか！驚きと温かいお
言葉に大感激でした。恵子様からのエール、しっ
かり受け取りました。

コロナで疲弊した私に
イエス様は「シモン、シモン…」と 31日

女性

―「燃える柴」も、マリアの預象なのですか。

　そうなんです。これ以外にも、奉神礼で用いられる祈
祷文には、例えば、出エジプト記に出てくる「マナを入
れる壺」や、民数記の「芽が出たアロンの杖」も、マリ
アの預象と考えているのです。

―えっ!「マナを入れる壺」や「芽が出たアロンの杖」も
ですか…。

　こうなってくると、もうこじつけにしか思えませんよ
ね（笑）。でも私は、こういう荒唐無稽としか言えない
ような解釈を繰り出してまで、新約の教会が言いたかっ
たことは何なのかを感じ取っていきたいのです。

　現代では、旧約聖書なら新約聖
書から切り離して旧約だけで釈義
し、更にその文書一つひとつを歴
史書、知恵文学、預言書等とカテ
ゴライズして、全体から切り離し
て一つひとつを研究していくのが
一般的です。そして、そういう傾
向になじんでいると、今回ご紹介
した荒唐無稽でこじつけとしか思えないような正教会の
解釈は、「なんと、まぁ…」という印象を受けるのが正
直なところかもしれません。
　しかし私たちは、実は忘れてしまっているのです、初
代教会の使徒たちが旧約聖書をどんな風に読んでいたか
を。彼らは必死になって旧約聖書のあらゆるところにハ
リストスを探そうとしたのです。この聖書への情熱はま
さに、キリスト中心的な聖書への関わりです。私たちは
そういう聖書との関わり方を忘れてしまっているのでは
ないでしょうか。使徒たちは、聖書のあらゆる箇所にハ
リストスを読み取ろうとしました。そして、そのハリス
トスを知るためにマリアに様々な預象を見出した。つま
り、マリアの預象というのは全部ハリストスの預象なん
です。

　正教会の神学者、カリストス府主教はこう言っていま
す。「聖書には一貫した全体性があります。その一貫性
の軸となり全体性の骨組みとなるのは、ハリストスと
いう『御方』に他なりません。ハリストスは、聖書の最
初の一行から最後の一行まで、全体を縫い合わせている
糸のようなものです。…『それが全てを縛り合わせてい
る』のです。『結合してゆくこと』、これが聖書を読む
ときの原則です。西欧での聖書の批判的研究の多くは、
分析的方法を採用し、聖書の各書を幾つかの異なった資
料に分解してしまいました。結び目はすべてときほぐさ
れ、聖書は、むき出しの原初的な単位資料の寄せ集めへ
と、還元されてしまいました。これが無意味だとは言い
ません。しかし、私たちは聖書に、多様性と同時に統一
を、散りばめられた個々の記事と同時にそれら全てを包
括する目的を、認める必要があるのです。正教は一般的
に、分析的方法より総合を指向し、聖書を一切がハリス
トスをきずなとして統合された全体であると見なしてい
ます。私たちは常に旧約聖書と新約聖書の焦点が合わさ
る所を探し、イイスス・ハリストスにそれを見い出すの
です。」
　さらにこうも述べています。「常に目を逸らさず心に
留めておくべきは、聖書は単なる歴史的文書の集成では
なく、神の言葉を伝える教会の書物であるということ
だ。聖書は、孤立した個人として読んではならない。聖
書は、時代を超えた教会の他のメンバーとの交わりの中
で読まれるのである。」
　これらの預象が生きたものとして、すなわち教会と礼
拝の中に溢れている聖霊の恵みの中で、このような聖書
釈義が歌われてきているのです。そして体験として、私
たちの心に刻み込まれ続けているのです。

（文責・月刊誌編集部）



●AMラジオ1566kHz 
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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　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) 

20日 「ロールモデルは誰？」  
27日 「ノーメイク」

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  

6日  「神の10の言葉とイエスの生き方」

13日  「自己意識の連鎖から解き放たれて
 ー比較文学思想研究者の釘宮明美さんに聴く」（再）
 釘宮明美（白百合女子大学 カトリック教育センター教授）

20日 「上からの安息」（マタイ11：28～30）
27日 「挫折よりの立ち上がり」（マタイ14：22～33）

20日 「讃美の持つ力に気付かされー牧師夫人との出会い」
27日 「こういう人みたいに生きたい！」

左からご出演順

7日 「信徒との関わりの中でー忘れ得ぬ出来事（1）」
14日 「信徒との関わりの中でー忘れ得ぬ出来事（2）」
21日 「こんなお粗末な私のために」
28日  「臨終のベッドで握るもの」

7日 「言い方、話し方の大切さ」
14日 「思い悩みの向かう先」
21日 「強いられたものではなく」
28日 「悩みを吐き出す」

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。

7日 江幡園子（長崎原爆被爆者）※再放送になります
14日 小渕朝子（臨床心理士、アンガーマネジメントファシリテーター、
 青葉台カウンセリングルーム主宰）※再放送になります
21日 飯　顕（ヴィオラ奏者、「クライネ・ハーモニー・オーケストラ」団長、
 拓殖大学非常勤講師）

28日「正教は聖書をどう読むか
 …古代教会の伝統の継承」
 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）

※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

聞き手・吉崎恵子

2021年 8月
FEBC

番組案内
2021年8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!
爆心地から2.6キロで被爆したんです。亡くなった方々はほとんど即
死ですよね。周りは全部焼け野原で。その後、私は姉と二人で長崎大
学まで行って、おにぎりを作って、配って歩いて…。すごく不思議なん
ですけれど、記憶がないんです。記憶喪失みたいに。色がなくて、音
がなくて、ただ行く道…そして私の家の近所で燃やしてるんです…遺
体を…その臭いは記憶に残っている。私の感情がもう動かなかった
んだと…。女学校で、クラスの三分の一の人が亡くなったんですよ
ね。ところが私、泣いていないんです。涙が出なかった。今は涙が出
る。あの時、泣けなかった自分を思って泣いてるんです。

（2011年3月に）福島の原発事故が起きて、い
ろんなことを学者とか政治家とかがお話しさ
れているのを見てたら、あの原爆が落ちた光
景を見た方はこの中に一人もいらっしゃらない
んだなっていうのをすごく思ったんです。こう
いうところに出てお話しすること、そんなに得
意じゃないんですけれど、あれを見てたら、
やっぱり遺っている私は、話せることは話した
ほうが良いなって動かされて…。

―クリスチャンになられたのは？

終戦の翌年に長崎の活水（ミッションスクール）に入学して。その翌
年、アメリカから派遣されて大学出立ての女性宣教師が見えたんで
す。ものすごい敵愾心のあるであろう長崎に。それに心打たれて…
「これはこの人だけの力ではない、押し出す何かがある」っていうこ
とをすごく感じたんです。それから、一番きっかけになったのはヨハ
ネ13章。夕食の席でイエス様が、上着を脱いで、立ち上がって、手ぬ
ぐいを腰に下げて、そして弟子たちの足を洗ってくださって。そこを
読んでいた時に本当に迫ってきて…私の足を洗ってくださっているっ
て…涙がぽろぽろ出てきて。忘れられないですね。

（文責・月刊誌編集部）

6日 「時を生きる―自分という人間があらわれる次元」

江幡園子（長崎原爆被爆者）
番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（7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）
5日 マタイ14：14～22
12日 マタイ14：22～34
19日 マタイ17：14～23
26日 マタイ18：23～35

（日本キリスト改革派教会
RCJメディア・ミニストリー代表）

※本誌表紙参照

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

3日 マタイ 6：27～30、詩篇 103：14～22
10日 マタイ 6：31～34、詩篇 37：1～6
17日 マタイ 7：1～5、詩篇 50：1～6
24日 マタイ 7：7～11、エレミヤ 29：10～14
31日 マタイ 7：12、レビ記 22：10～16

3日 「#1 ジーザスミュージックからCCMへ…」
10日 「#2 計画どおりの大ヒット！」
17日 「#3 一線を越えて得たもの、失ったもの。」
24日 「#4 なんで？どうしてこうなっちゃたの？」
31日 「#5 やり残していることはないか？」

●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)

2日 「満たされた空のかご」（マタイ14：13～21）
9日 「小さきダイナミズム」（マタイ15：21～28）
16日 「幸せのリアリティ」（マタイ16：13～20）
23日 「不安と恐れの中で」（マタイ17：1～13）
30日 「和解の要」（マタイ18：15～18）

2日 「聖書を読んで、自分を高められたらと思っています」
9日 「仕事で人から認めてもらえず…」
16日 「神を恨みながら、神を求め続けてきました」
23日 「私はネット依存です。」
30日 「私は何も信用していません。正気を保つことが目標です。」

2日 「家族」（マルコ10：9）
9日 「一生懸命生きよう」（マタイ6：31～33）
16日 「リスナーの手紙」（フィリピ4：4～7）
23日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
30日 「御言葉を伝える」（2テモテ4：1～5）

●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

8日、15日、22日、29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10：14～
Echo of Voices    長倉崇宣（FEBCパーソナリティ）

4日 「58歳の男性です。これから先の事を考えると心配で、死にたくなり
ます。身体の事やお金の事…。クリスチャンではありませんが、貴局
を聴いて神様の事が少しでも理解できればと思っております。」

23日 「『イエス様にお会いしました』という方々のお話を伺いながら、私に
はまだそのような経験がないと思ってきました。しかし、劇的な時は
ないけれど、もしかしたら日々イエス様にお会いしているのではな
いかと…。」

25日 「ぺテロがイエス様の弟子であることを否定してしまったシーン…私
もそういう者です。人の目を気にして、クリスチャンであると言えま
せん。こんな自分が変えられたい…。」

月●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
1日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『教会で共に喜ぶ』(詩編133：1～3、2コリント7：13b～16)
8日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『主の枝として生きる人生の醍醐味』(ヨハネ15：1～10)
15日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『神のものは神に』(マタイ22：15～22)
22日 日本基督教団中標津伝道所・石垣弘毅牧師
 『高い山に登り』(マタイ17：1～13)
29日 日本バプテスト連盟調布南キリスト教会・前田重雄牧師
 『カイザリヤ・ショック』(マタイ16：13～23)
 （東京都調布市国領町５丁目15-31/電話042-484-7077/
 礼拝午前10時30分～）

今月は、エイミー・グラントを特集！

※月刊誌1面参照

※なお、感染症予防のため、マスクを着用されるなどの対策の上、教会のルールに合わ
せてお訪ね下さい。集会の最新情報は、是非、ホームページ等でご確認下さい。

PI
CK
 U
P!「なんで？どうしてこうなっちゃたの？」より（24日放送）　CCM界の女王とも言うべきエイミー・グラント。高校生でデビューし、瞬く間にアイ

ドル的アーチストになりました。やがて一般レーベルで大活躍するも、家庭の破綻も
経験します。その後の再婚にまつわるある噂も作用し、アメリカのレコード店や放送局
は彼女の曲を流さなくなった所もあり、過激なクリスチャンたちから「魔女」呼ばわり
されました。しかし、彼女の本当の叫びに耳を傾けたいと思います。

訳もなく辛くて、涙も涸れるまで泣き続ける
理解しようとしてもどうにも解らない
大切にしてきた唯一のものが指の間から滑り落ちる
なんで？なんで？どうしてこうなっちゃったの？
この道の先のどこかに質問の答はある
この道の先のどこかに、今は見えないかもしれないけれども
力強い御手が差し伸べられている
この道がたどり着く終点で答は御手の内に用意されている

(「Somewhere Down The Road」)

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

3日 「現実を生きている人の中にイエスを発見した日々」
10日 「もう一つの終末論―周縁に追いやられた人への眼差し」
17日 「信じてきたものを壊して作り直す苦しみ」
24日 「聖書を読み直す『ホントロジー』という視座」
31日 「聖書が持つ『疑問と対話する力』と共に」

4日 「神の計画」（エレミヤ32：16～25）
11日 「過去についての裁き」（32：26～35）
18日 「未来にある救い」（32：36～44）
25日 「廃墟に喜びの声」（33：1～11）

4日 「（5）―いつもの道を通っていたら」
11日 「（6）―どんなに小さな小鳥でも」
18日 「（7）―み神の風受け」
25日 「（8）―主に従うことは」

4日 「とても大きな虹の写真から」
11日 「教会のドレスコード？」
18日 「自分の性格とつきあう」
25日 「悪魔って何だ？ー『悪魔の話』を読んで」

●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!　長倉崇宣火
8月のゲスト
安田真由子（ルーテル学院大学非常勤講師、
新約聖書学者）

5日、12日 「悔い改めー霧を払いのけ、抱きしめる神」
（イザヤ44：21～22）

19日、26日 「だからこそ寄り頼む『私たち』の祈り」
（2テサロニケ2：15～17）

●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

マタイによる福音書と賛美歌


