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イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はそ
の教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにでは
なく、権威ある者としてお教えになったからである。 
 (マタイ7：28～29)

　ここには群衆が出て参ります。山上の説教は、すでに
たびたび申してまいりましたように、まず弟子たちのた
めに語られた内容ですから、この群衆たちに多くの事は
わからなかったかもしれない。しかし、その彼らがイエ
スの話に非常に驚いたと書かれています。

　それは主イエスが権威を持っていたからだ、と言うの
でありますが、その語り方に威力があるように見えたか
らではなかったようです。主は、普通のユダヤ人の先生
がするような話をなさるだけでなく、「だが、私はこう
言う」と言われた。それは「私の言葉は、律法に優って
いる」という事です。モーセ以上の者ということです。
ユダヤ人にとって、律法はかけがえのない大事なもの
で、まさしく命そのもの。つまりその教えが、ただの教
えでなくて、人間の生き死をご自分が与えると言ってい
ることに気付いたのではないでしょうか。だからこそ、
主イエスの言葉は大変な驚きであったと言えます。

　しかし、そこにある主イエスの姿は、今日私達が考え
る主イエスとはまるで違います。その服装は見る価値な
く、貧しい放浪の教師でしかなかった。ナザレの大工の
生まれであり、多くの人と同じ様にヨハネから洗礼を受
け、律法学者のように学問をしたこともありませんでし
た。ここには、いわゆる権威と言えるものは何もなかっ
た。この人にとって一体権威というのは何だったんだろ
うか。 

　「主なる神はこう言われる」と神の言葉を語った預言
者は、どんなに立派であっても高が知れている自分の言
葉ではなく、神の奴隷として、ただ主人の語れというこ
とを語りました。むしろ、預言者の権威はそこにあるの
です。律法学者もまた同じであります。ある人はこう申
しました。「律法学者は、解釈者として語る者である。
従ってその権威は書かれた物にあるので、彼らは、自分
個人の権威を必要としないし、また、持ってもいない」
と。

　しかし、主イエスは全く違った権威を持っておられま
した。彼は、神がこう言っておられるとは仰せになら
ず、神の言葉を研究するという事でもありませんでし
た。なぜなら、マタイが伝えているように、主イエスは
神の御心を、父と子という関係の中で知るからです。

すべてのことは、父からわたしに任せられています。
父のほかに子を知る者はなく、子と、子が示そうと思
う者のほかには、父を知る者はいません。

 (マタイ11：27)

　それは今までの、「偉い人の話を聞いて、行動をす
る」ということとは全く違う事がわかると思います。だ
からこそ、群衆たちはこの人の持つ権威が普通のもので

はないと悟ったのでありましょう。しかし、もしそうで
あるとしても、神の御心を行うということが、やはり自
分で律法を行うということになれば、それは世の色々な
教えとあまり変わりが無くなってしまう。

　だから、我々も父なる神と結びつくことが大事なので
す。それは、人がキリストによって救われて、そして神
のものになるという事です。父なる神の御心を行うとい
うのは、それ無しにありえません。神の御心は罪人には
決して行われないのであります。だから、山上の説教に
いくら感心してみても、それを行う事は全く別であり、
自力で実行する事は不可能なのであります。

　旧約聖書や新約聖書という言葉に用いられる「約」と
いう字は、「遺言」という意味を持っています。つまり
主イエス・キリストの遺言として、聖書もまた、この

方の死を必要としました。そして、遺言が、遺言者の一
方的な意思に拠るように、神の御心に全てがかかってい
る。主イエスはそのことだけを語られました。つまりこ
の山上の説教も、ただのお説教では無かったのです。救
いを与えるために、ご自分の死を以て救いの業をする。
そういう御子、主イエス・キリストの話だったのです。
そういう気迫が人々に伝わったに違いありません。ここ
にこそ、主イエス・キリストが権威ある者として語られ
ることの理由があると思います。

　エゼキエル書の21章の終わりに、裁きの権威について
書かれていますけれども、しかし、それこそが実は、自
分を生かしてくれる力だったのです。何か偉そうな、良
さそうな話があっても、それだけではしょうがないので
あります。実際に私のために裁かれ、命を捨てる方がお
られる。それが本当の権威なのです。

(文責・月刊誌編集部)

　マタイ20章の1節の一番初めは、「天の国
は次のようにたとえられる」から始まりま
す。ここから始まるたとえ話は一見すると、
一日中働いている人と一時間しか働かなかっ
た人たちの間の不公平さに目が留まってしま
うかもしれません。しかし、イエスは、天国
はどのようなものかを語りたいわけです。

　パレスチナ地方というのは非常に暑いと
ころです。そしてこの時代、特に労働という
のは、夜明けから始まるというのが普通でし
た。それは暑い時間、炎天下で働くのが難し
いからです。労働者は、街の広場に立って
今日働くところを探します。ぶどう園の主人
も、夜明けに出かけて行って、「あなたたち
もぶどう園に行きなさい。ふさわしい賃金を
払ってやろう」(4節)と広場で言いました。

　ふさわしい賃金。それは一日一デナリオ
ンの約束です。一デナリオンというのは、労
働者が一日働くお金ですから、まさにふさ
わしいお金と言っていいでしょう。ただ、こ

の「ふさわしい」の元々の言
葉は、「義」という言葉が使
われています。そして、この
「義」は、単なる正しさでは

なくて、「あなたと私」の関係性
における正しさなのです。

　しかし、主人は十二時、午後の
三時と炎天下の中、再び広場に人
を集めに行きます。

　少し静かに、この場面を見つめてみましょう。

　必要な労働者を確保するだけならば、夜明けに、
それだけの数を雇えば良いわけです。け
れども、この主人は、何度も広場に行っ
ています。つまり、ただ単に、労働者の
数を増やしたいわけではないのです。こ
の主人は何かが気になっているのではな
いか。そこで何度も足を運んでいるので
はないか。

一体何を？

　何か気になって、いてもたってもいられず、
　何度も広場に足を運び、心が動かされている主
人。
　さらには、もう日も暮れる夕方
の五時頃にもまた出かけて行った
主人に、その人々は「だれも雇っ
てくれないのです」(7節)と答えま
す。　　　　（２ページへ続く）

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9月13日放送　毎週月曜夜9時48分より22分間
第24回「真心の一デナリオン」マタイ20：1～16
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「信仰の持てない私」「信じられない
悩み」そうお書きくださいまし

た。私も同じことを悩んで、「私はもう
ダメだ」って何度思ってきたことでしょ
う。ところが！気づいたんですよ～、信
じられない悩みというのは、信じている
人だけが持つ悩みだって。どうでもいい
と思っていることには「信じられない」
と悩んだりしないんですよね。あなた様
は「イエス・キリスト、このお方の他に
どこに行く所があろうか…」と思ってい

らっしゃるから、だけどはっきりと信じられないと悩んでい

ご献金 3,818,612円 （844 名）

７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 1,549 名　1 年前 1,318 名

1,290名
（前月より－3名）

7月末の

らっしゃるのですよね。それは、イエス様が既にあなた様を
知っておられ、あなた様がそのイエス様の眼差しの中で歩ん
でいらっしゃるというしるしです。ですからどうぞしっかり
それを悩んでください。必ず主はその悩みに答えて「わたし
だ、恐れるな」そう仰ってくださいます。
私もね、イエス様のことはさんざん聞いて知っている、でも
「私の救い主」と心の底からわからない自分は信じていなん
だと悩みながら、とにかく御言葉を読み続けました。どうぞ
「主よ、私に語りかけてください。信じます、信仰のない私
を助けてください」とご一緒に祈ってまいりましょう。主は
もうあなた様をとらえていてくださいますから。あなた様の
求道の歩みを主が祝福してくださいますように。 (30日 ) 

ヨハネ1章から3章まで読んでみました。私には
よく出来た民話のように思えました。信仰を持っ
ていらっしゃる方々には申し訳ないですが、そ
れが正直な気持ちです。面白いとは思えども、心
が動きません。こんな気持ちでこれから受講して
いって良いものでしょうか？一読して、出会った
と思える人もいるんでしょうか。

面白いとは思えども、
聖書に心動きませんでした 14日

̶１ページより続き　「真心の一デナリオン」
聴く信仰―「いのち」をいただく御言葉黙想・山内十束

ヨハネ7章37～39節。「渇いている人はだれでも、
わたしのところに来て飲みなさい。わたしを信じ
る者は ... その人の内から生きた水が川となって流
れ出るようになる」ここでもまた何とも言えない
清々しい気持ちになりました。しかも続いて、「イ
エス様は…“霊 ”について言われたのである」と
ありました。自分でもまだよくわからない、でも
確かに感じるこの「清々しい気持ち」こそが、イ
エス様が与えてくださる “霊 ”によるものなので
しょうか。イエス様のところに行って、その水を
飲ませていただきたいと願います。
私は長年、教会に行くことに憧れ、いくつかの教
会に行ってみたものの、続けて行くことはできま
せんでした。昨年は、母（87才、認知症で施設
暮らし）の体調が悪化し、余命の宣告を受ける事
態になりました。そんな中、私自身も大腸がんが
見つかり、手術を受けました。幸い早期だったの
で、完全に取り除いていただくことができました
が、母の不調、余命の宣告に加えて、思ってもい
なかった私自身の病気も重なり、神様にお祈りす
る日々の中で、「やはり、教会に行きたい」とい
う思いが強くなりました。今こそ一歩を踏み出し
たい、と。けれど、私の夫の両親も、夫自身も仏
教です。私は、夫との生活に幸せを感じています
し、だからこそ、残りの人生をこの夫と共に幸せ
に歩むためにも、イエス様の教えが必要だと思っ
ています。でも、自宅には仏壇もあり、それを守っ
ていくという夫の希望も尊重したいと思います。
なので、他の宗教にも寛容な教会をご紹介いただ
けますことを切に希望いたします。

母の余命宣告に、私の病気も重なり
祈る日々の中で… 13日

ヨハネ受講中の女性

私が祈るのは、食事の時と寝る前です。特に寝る
前は、イエス様の栄光を讃え日々の恵みに感謝し、
自分の悩みや思ってることを少し伝えます。です
が17歳で洗礼を受けてからずっと「どのように
祈ればいいのか」という悩みがあります。神様に
不平不満を言わず、栄光を讃え感謝することを意
識するあまり、祈りの内容がルーティン化してし
まって、祈ることが億劫になってしまいます。
本当は神様に言いたいことはたくさんあります
が、自分の欲ばかりの祈りになりそうですし、神
様は私が必要なものをすべて知っておられ、必ず
与えてくださるんだから…と考えた結果、祈れな
い→祈ることが億劫の繰り返しです。祈りに正解
も不正解もないと思いますが、神様に赦しを乞う
ことと、欲を受け入れてもらうことは違うような
気がして、日々罪を犯している自分には後ろめた
い気持ちです。

相変らず精神疾患があって辛いです。神はその人
に耐えられない試練は与えない、寧ろ脱出の道を
与えて下さる…どこのみ言葉か忘れましたが、脱
出の道はどこにあるの？と問いたいです。私は小
学生時代に父から虐待を受け、心的外傷後ストレ
ス障害（PTSD）と診断されました。しかし、とあ
る教会のうつ病患者が、やはり幼い頃虐待があっ
てPTSDだったそうですが、そんな父親を赦した
ら治ったそうです。でもどうやって赦せばよいの
か ?それが分かりません。あの酷い父をどう赦せ
ば ?それは忘れる事ですか？未だに苦しんでいま
す。時々大声で泣くこともあります。

どうやって父を赦せば?
それが分かりません 23日

男性

神様に不平不満を言わず、
感謝を意識するあまり… ８日

女性

　力のあるもの。若いもの。技術のあるものから雇われ
ていくのは当然のことでしょう。何もせずにそこに立っ
ているというのは、弱さとか、自らその場に入っていけ
ない何かを抱えている人たちなのかもしれない。

　主人は、その人達を見て「あなた達もぶどう園に行き
なさい」と言います。
　この時の主人の心を感じておきたい。

＊

　ところがこの後、私たちの思いもよらない結論へとこ
の話は向かっていきます。

夕方になって、ぶどう園の主人は監督に、「労働者
たちを呼んで、最後に来た者から始めて、最初に来
た者まで順に賃金を払ってやりなさい」と言った。
そこで、五時ごろに雇われた人たちが来て、一デナ
リオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来
て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しか
し、彼らも一デナリオンずつであった。それで、受
け取ると、主人に不平を言った。「最後に来たこの
連中は、一時間しか働きませんでした。まる一日、
暑い中を辛抱して働いたわたしたちと、この連中と
を同じ扱いにするとは。」(8～12節)

　冒頭でお話したことを思い出してください。
　イエスはこの例え話で、公正・不公平の話をしている
のではありません。
　天の国の話をしているのです。
　義の話をしているのです。
　私たちに対する神様の義であり、また神に対する私た
ちの義です。

　私たちにもいろんな言い分があります。こんなに大変
だった。こんなに苦しかった。これほどに辛抱したの
だ。しかも私は、あの人の何倍も働いたではないか。し
かし一時間しか働かないあの弱い人と同じにされてし
まった。

　何か損をしたかのように感じる
というのは、人間として当たり前
なのかもしれません。ただ単なる
金額の問題だけではなくて、プラ
イドだとか、自分というものをも
否定されたかのように感じたのか
もしれません。

　しかし、主人はその一人に答えます。
「友よ、あなたに不当なことはしていない。」

(13節)
　この主人の言葉、神の言葉に、私たちも留まってみた
い。

　私たちも信じている者、祈っている者、求めている者
として今、神の前にいます。その中で、確かに不公平
を、神に対する不平を感じることがあるかもしれない。

　その時に、私は、どこを見ているだろうか？
　その時に、私は、神に正面から向いて、その言葉を聞
いているだろうか？
　私の思いと神の思いがすれ違っていると感じる時、私
たちは神を必要としない生き方へと進めてしまうことが
あるからです。

　「友よ。あなたに不当なことはしていない」。
　今、私と神との間に結ばれているこの結び目を見つめ
ていきたいと思います。

（文責・月刊誌編集部）



●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1～2 ●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　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) 

17日 「『君は何人導いたのか？』」
24日 「『サマリア人お断り』」

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  

3日  「ゆるしへの道」

10日  「この世界は神のへりくだりに満ち
 ーハーマン研究家・川中子義勝先生に聴く」（再）
 川中子義勝（東京大学名誉教授）

17日 「イエス・キリストの教会観」（マタイ16：13～20）
24日 「汝らこれに聞け」（マタイ17：1～8）

17日 「牧師先生の一声でFEBCへと」
24日 「未定」

4日 「たましいの夜明け」 11日 「『ハイッ！主よ』と従う」
18日 「ぼくは神の子なんだ！」 25日  「最終回・罪人だから証しできる」

4日 「思い通りにならないときも」 11日 「『私の横に』」
18日 「それぞれへの愛」 25日  「足の指を骨折してました」

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。

4日 石川憲彦（小児科医、精神科医、
 「林試の森クリニック」元院長）※
11日 井田典子（整理収納アドバイザー）※

※再放送になります

25日「正教の師父が解釈する『よきサマリア人のたとえ』」
（ルカ10：25～37）

 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）

第3 ●夜10：04～
18日 聴くとは、キリスト？！
宮崎誉（日本ホーリネス教団鳩山のぞみ教会牧師、

東京聖書学院講師）、お相手・長倉崇宣

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

聞き手・吉崎恵子

! PU KCIP

「神は作家である」という言葉がハーマンの著作集の冒頭に出てきまして、それでこ
の人について勉強したいなと思ったんです。神が世界を言葉をもって一つ一つ書き記
していく、その意味で神は詩人で、その頂点にイエス・キリストがいらっしゃる…。
人間にとって言葉は、ある意味では非常に不自由で、なかなか伝わりませんよね。で
も神様は決して論理で人間と付き合っているのではなくて、むしろその言葉を通して
神様が謙って、人間と言葉で付き合っていかれるんだとハーマンは述べています。

この世界そのものが、そこで神が人間に語りかけてくださる、神の謙りなんだという
のが、ハーマンが実際に聖書と出会って受けとめた一番深い思想だと思うんです。世
界はイエス様のあり方に満ちているということでしょうね。つまり聖書の言葉って、
実は聖書の中だけではなくて、世界の様々な所に隠されていて、その世界は、神様ご
自身が謙って造り、導き、一人ひとりの人を見ていてくださる場所なんだということ、
それがハーマンが受けとめたことだと思います。

告白しちゃいます。説教を聴くのは難しい！自分との繋がりがわからず、時につまらなく
感じる説教を、楽しく分かち合いながら聴く。そんな思いから、小林和夫先生と同じ教
会の後進の二人が、牧師と信徒の垣根を超えて自由に語り合う。キリストに生かされ
ている一人の伝道者の中に生きるキリストを探して。「主イエスと私」との不思議な出
会い直しの場、「み言葉の交わり」です。

聞き手・吉崎恵子、長倉崇宣
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今月の

PICK UP!
創世記に、アブラハムがマムレの木の下で神の使いをもてなす話がありま
すよね。医者もそうなんです。神様が人を送ってきて、「会ってみろ」と。
会ってみると、実はこっちが何かしてるんじゃなくて、来た人から学ぶこと
が多いんですよね。

―子どもからも学ぶんですか？

はい。おとなから見れば悪いことでも、大事なことも…。人間って弱いで
しょ。弱い人と人とが生き合っていくために、たとえば一番大事なものを
守るために嘘をつくとか…。それを「嘘をつくのはダメ」と、良いこと、悪
いことって分けるのはおとななんです。子どもはそれをしないから、教えて
くれるんです。

たとえば今、落ち着きのない子が精神科にかかります。でも自然界では、
弱い哺乳類は何かに集中したら襲われます。何かあるとパーッと逃げる。

多動こそ命を守る重要な武器だったはずなんです。
それを今の人間のルールだけから「じっとしていな
いから悪い」と。確かに、病気で動き回る子どももい
て、命に危険があれば薬で抑えることもあります。け
れど、本来的には動き回る存在で、それは子どもと付
き合っているうちに学ぶんですね。

私は、教会にはずっと行かなくなっていた時期があり
ました。ただ聖書だけは読んでいました。

―教会に帰ってこられたきっかけは？

ある時「これが最後のお願いで、これさえ叶えばもう祈りませんから」って
神様にお願いしたんです。それが叶って、私みたいな不信心な人間が、神
様に頼める義理じゃないのに頼んだんだから、約束した以上、もうお祈り
はしないと…。ですが、ある患者さんで何度も命を絶とうとする方と出会っ
て、もうどうにもならなくなって。どうお祈りしていいかわからないけど、祈
りの場に行けば、私が祈らなくても周りが祈っているからと…それで
そーっと後ろから…。それまで、イエス様がてんかんの子どもを癒やされ
た時「このたぐいは、祈によらなければ」（マルコ9：29）と言われたのがよ
くわからなかったんですけど、祈りって、全部投げ出して必死になる…私に
とってそれまでなかったことでした。 （文責・月刊誌編集部）

3日 「私達をキリストへ導く養育係―律法、そして主の祈り」

石川憲彦（小児科医、精神科医、
「林試の森クリニック」元院長）
番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（4日）より 

※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）

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）

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

7日 マタイ 7：13～14、申命記 30：15～20
14日 マタイ 7：15～20、申命記 13：2～6
21日 マタイ 7：24～27、申命記 30：15～20
28日 最終回・マタイ 7：28～29、エゼキエル 21：29～32

7日 「#1ダイアモンドの原石」  14日 「#2アタシはアタシ」
21日 「#3活動休止。」 28日 「#4元CCMアーティスト？」

7日 「オンライン化が進むからこそ、『この場所』へこだわる」
14日 「神様の視点を疑似体験！？」
21日 「私の教会共同体への愛を聴き取って下さる存在」
28日 「面倒くさいことの向こう側にある恵み」

1日 「巻物」（エレミヤ36：1～7）　　8日「巻物の朗読」（36：9～19）
15日 「王は巻物を焼き尽くした」（36：20～26）
22日 「ふたたび巻物を口述する」（36：27～32）
29日 「投獄される」（37：11～15）

●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)

6日 「イエスの出来事」（マタイ19：16～22）
13日 「真心の一デナリオン」（マタイ20：1～16）
20日 「あなたを呼ぶ父の御声が響いているか」（マタイ21：28～32）
27日 「私たちの姿を、私たちに見せるために」（マタイ22：15～22）

6日 「僕の証、聞いてくれますか？」
13日 「FEBCの聖書通信講座、分かりにくいです」
20日 「私にも、うめき、祈りながら

やっと生きてきた時期がありました」
27日 「信仰出来ない人こそ憐れむ神様なら、

なぜ信仰が必要なのですか？」

6日 「人生の土台」（マタイ7：24～27）
13日 「結婚と離婚」（エフェソ5：21～33）
20日 「リスナーの手紙」（ルカ10：29～37）
27日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

●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

12日、19日、26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

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

20日 「母の介護費用が今までより高額になってしまい、私の身体の不自
由なことや、経済面の事…もうこれ以上生きることが不可能だと感
じています。信仰を棄てる訳ではありませんが…。」

21日 「新たに生まれるということを理解するのは難しいです。自分中心の
者が洗礼で一度死んで神中心に生きる者に生まれ変わるのでしょ
うか？二十数年前に洗礼を受けましたが、まだまだ古い私が生きて
います。」

27日 「聖霊という言葉は教会に行くまで聞いたこともなく、仏教でいう守
護霊のようなものかなぁと思っていました。けれども、聖霊はイエ
ス・キリストの心そのものなのかも知れないと…。」

月●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
5日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『憐れんでくださる神』(イザヤ53：1～6、 2コリント10：1～6)
12日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『愛は、立ち止まる』(ヨハネ15：11～17)
19日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『いつもあなたがたと共に』(マタイ28：16～20)
26日 日本基督教団中標津伝道所・石垣弘毅牧師
 『フィクションとノンフィクション』(マタイ28：11～15)

9月のゲスト
佐藤　勇（お茶の水クリスチャン・センター総務部）

今月は、魂の叫びの歌い手、ジェニファー・ナップを特集。全米のファンに支持さ
れながら突如姿を消したジェニファー。７年ぶりに「Fallen（堕落）」の歌と共に
戻ってきたその深い思いとは。

※月刊誌1面参照

※月刊誌1面参照

●夜10：28～
ふらっとトーク　中川信一（FEBCスタッフ）、長倉崇宣

1日 「（9）―神の民よ」
8日 「（10）―勝利をのぞみ」
15日 「（11）―こころを弾ませ」
22日 「（12）―主が手を取って起こせば」
29日 「（13）―キリストよ、種蒔く人よ」

1日 「立ち止まる事って難しい」
8日 「恐れと不安によるマーケティング？」
15日 「私の好きな讃美歌を紹介します！」
22日 「シティ・ポップの『リバイバル』、その背後で」
29日 「『ありのままの自分でいい』ってホント？」

●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） 

水

2日、9日 「闇の中の光ー白か、黒かではなく」（イザヤ58：9～10）
16日、23日 「父と子と私たちのコラボレーション」

（ヨハネ5：19～20）
30日 「わたしの家の子になれ―神の聖さとは何か」

（レビ11：41-45）

●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

●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）

2日 マタイ19：16～26
9日 マタイ21：33～42
16日 マタイ22：36～46
23日 最終回・マタイ25：14～30

（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～
30日 関野和寛先生アメリカ奮闘記（仮）
関野和寛（日本福音ルーテル教会牧師、
 アメリカにて病院チャプレン研修中）

現在、アメリカで病院チャプレンとして奮闘中の関野先生。10月からの本放送に先
駆け、今回は渡米直前に語った、これまでの日々そして新しい歩みへの思いをお届
けします。何故、BLMとコロナ禍のアメリカに？その「イエスにぶつかる」思いを、
どうぞお聞き逃しなく！


