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主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いの
は蛇であった。蛇は女に言った。「園のどの木からも
食べてはいけない、などと神は言われたのか。」
女は蛇に答えた。「わたしたちは園の木の果実を食べ
てもよいのです。
でも、園の中央に生えている木の果実だけは、食べて
はいけない、触れてもいけない、死んではいけないか
ら、と神様はおっしゃいました。」
蛇は女に言った。「決して死ぬことはない。
それを食べると、目が開け、神のように善悪を知るも
のとなることを神はご存じなのだ。」
女が見ると、その木はいかにもおいしそうで、目を引
き付け、賢くなるように唆していた。

女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、
彼も食べた。
二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二
人はいちじくの葉をつづり合わせ、腰を覆うものとし
た。
その日、風の吹くころ、主なる神が園の中を歩く音
が聞こえてきた。アダムと女が、主なる神の顔を避け
て、園の木の間に隠れると、

主なる神はアダムを呼ばれた。「どこにいるのか。」
(創世記3：1～9)

さて、アダムは妻エバを知った。彼女は身ごもって
カインを産み、「わたしは主によって男子を得た」と
言った。
彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う
者となり、カインは土を耕す者となった。
時を経て、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。カイ
ンは激しく怒って顔を伏せた。
主はカインに言われた。「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。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、
お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。」
カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いた
とき、カインは弟アベルを襲って殺した。

主はカインに言われた。「お前の弟アベルは、どこに
いるのか。」カインは答えた。「知りません。わたし
は弟の番人でしょうか。」

(創世記4：1～9)

◆聖書を決定づける問いかけ

―「聖書を神の言葉としてその記述そのままに信じる」
ことを大切にするいわゆる「福音派」と呼ばれる教会に
藤本先生もいらっしゃいますが、どの教派であろうと現
代人にとってわかりにくい聖書を、私たちがどう読み、
その豊かさを味わえるのでしょうか？

　聖書は創世記から始まりますが、そもそも、天地創造
という偉大な出来事は、言葉ではなかなか表現出来ない
はずですよね。きっと人間の言葉にすれば、百科事典の
ような万巻の書籍をもってしてもおそらく記すことが出
来ない。何と言っても天地創造なんですから。つまり創
世記は、その意味では物凄く簡略化して表現している訳
です。だから、そのエッセンスを表すために、非常に詩
的に描かれています。これを「神話」などと言うと、
『日本昔ばなし』や絵空事のように考えてしまいがち
ですが、もちろんそうではないですよね。創世記には、
もっと壮大な意図があるんです。つまり、この世界の造
り主なる神が一番始めにおられ、神が天地万物をお造り

◆山や森、枝の一つにまで至る

神からのメッセージ

―ただ、私たちは、どうしても目の前にある聖書の言葉
の一字一句にこだわってしまうと思うのですが？

　そうですね。私たちは日々の
ディボーションを大切にします。
それはとても尊いことです。たと
えば「ローズンゲン」という聖書
日課の小冊子がありますが、こ
れはドイツのヘルンフートという
各地の教会で迫害された宗教難民
が集まった共同体で最初に作られ
たものです。そこでは聖句が箱に入っており、毎朝役員
の一人がその聖句をおみくじのように引きに来る。それ
がまとめられたのが『ローズンゲン』です。宗教難民と
して集まってきた共同体ですから、その日に何が起こる
か分かりません。ですから、その日の御言葉は神様の御
手にお委ねするという訳です。これは、聖書の言葉が、
いわば山や森の木の一本に至るまで神の言葉だと信じて
いる証なんです。ただ、忘れてはいけないのは、木や枝
の一本だけではなく、森を見る、山を見ることに大きな
メッセージがあるということなんですよね。だから、木
を見て森を見ず、森を見て山を見ずになってはいけない
のは、私たちにとってもとても大切なことのはずです。
その最たる例が、聖書での記述の違いや矛盾なんですよ
ね。

人々は、イエスをカイアファのところから総督官邸に
連れて行った。明け方であった。しかし、彼らは自分
では官邸に入らなかった。汚れないで過越の食事をす
るためである。 (ヨハネ18：28)

　マタイ・マルコ・ルカの共観福音書では、最後の晩餐
はイエス様が逮捕される前の（２ページへ続く）

―藤本先生だけでなく私も属して
いる「福音派」の教会。その特徴
は何なのでしょうか？

　特徴としては、1.聖書を第一の
権威とする、2.神の贖いの御業を
現実のこととして受け止める、
3.意識的な回心・新生体験の強
調、4.伝道への情熱や霊的な変貌
とそれに伴う敬虔な生活の強調、があげ
られますが、戦後日本ではビリー・グラ
ハム伝道大会に代表される伝道の情熱と
「聖書信仰」が軸となりました。
　実はこの「聖書信仰」は、該当する
英語が無い日本特有の表現なのです。少
し歴史を辿りますと、17世紀に英国で
作られたウェストミンスター信仰告白で
は、聖書の無謬性（誤りがないこと）
を主張します。ところが、19世紀のア
メリカで出来上がっていく聖書信仰で
は、この無謬性のハードルを上げ、科学
や歴史に関しても真理で誤りが無いとさ
れました。そもそも宗教改革者のルター
やカルヴァンは「聖書のみ」と訴えまし
たが、次世代の人達はそこから教義の土
台としての聖書の無謬性を強く説くよう
になり、ここから逐語霊感説が生まれて
きます。また、自由主義神学や進化論等
の登場によって聖書の権威が脅かされた
と感じた人の中から、諸学との対話を断
ち切っていく流れやファンダメンタリズ
ムも生まれてきます。さらにアメリカで
聖書信仰をリードしたある神学者は、啓
示の媒体としての言葉を重視し、理性に

よって神の真理は捉えられるとし
てしまった。しかし、聖書はもっ
と聖霊に包まれて私たちの心を打
つものであったはずです。これら
キリスト教の根本にある信仰を守
ろうという運動は大切だと思いま
す。しかし、それが後に余りにも
単純な主張になってしまった。し
かし福音派の人たちは、元来十字

架を仰ぎ、個人的に回心を体験し、キリ
スト者として相応しく生きることを願
う人たちだったのです。また聖書信仰自
体、イギリスとアメリカとでは大きな違
いがありました。イギリスでは、聖書を
あくまで聖霊の導管と考え、聖霊こそが
御言葉を用いて神の力を働かせ、人に罪
深さを自覚させ、神の愛を心に注ぎ、神
の平安を与えると信じたのです。その影
響を受けて、伝道の情熱に燃えて日本に
やってきたのが、B・F・バックストン
です。日本の福音派にとって欠かすこと
が出来ない存在である彼は、御言葉を熱
心に講解し、そこから溢れるほどの神の
愛を導き出すことが出来ました。聖霊こ
そが、自由に神の息吹を吹き込まれるか
らですね。
　だから「絶対」ってないんです。私た
ちは終末を生きていて全てのことが未完
成なんですね。絶対となってしまえば、
この自由な聖霊の息吹に生かされること
ができなくなってしまう。これは神学ば
かりではなく、私たちが聖書に向かい合
う時にもとても大切なポイントになると
思います。

になり、人間を創造し、
しかも人間をその被造世
界の真ん中に置かれたと
いう創世記の詩的な言
葉の向こう側に信仰の眼
差しが見出す霊的なメッ
セージがあり、創世記は
この世界の本質を伝えた
いのだということです。
　とくに創世記3・4章
では人間の根本的なあり
かたを説明しています。
アダムとエバが罪を犯し
た後、神が最初に問い
かけた質問は、「どこ
にいるのか」(創世記3：
9)です。これが、聖書の
人間に対する根源的な問
いなんです。だから、4
章でも「あなたの弟アベ
ルは、どこにいるのか」
(4：9)と神は兄のカイン
に問う。この2つの問い
かけは聖書の中で一貫
して響いています。つま
り「あなた自身は私を前
にしてどこにいるのか」
という問いと「あなたの
隣人はどこにいるのか」
という問いは聖書の中を
ずっと響いている神様か
らの言葉なのです。そし
て、この問いかけは、聖
書の終わりである黙示録
にまで至ります。
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「わたしの弟子」(ヨハネ15：8)という言葉に
つまずいていらっしゃるとのこと。「『伝道

しなければならない』と言われると自信がありま
せん」と。私もね、こうしてラジオでお話しでき
ることはとてもありがたくて楽しいんですけれど、
「誰かに伝道しなさい」って言われると、自信がな
いんですよ～。だから「証し人としてちゃんとやら
なきゃ！」って思っていた時は、それが重荷でした。
でもね、そこから解き放たれたんです！
あなた様は、イエス様に従っていきたいと思ってい
らっしゃり、そして何より素晴らしいのは、「私の

ご献金 3,238,516円 （753 名）

８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

1,297名
（前月より+7名）

8月末の

中にはイエス様の命、御言葉が流れているんだと思うと、嬉
しくてなりません」と書いてくださって…これこそ弟子の姿
だと思います。
アッシジの聖フランシスコは「いつも伝道しなさい。もし言
葉が必要なら、言葉を使いなさい。」そういうふうに言って
ます。イエス様の命、御言葉がうちにあって、それが嬉しく
てならない。そういうあなた様の存在そのものが既に素晴ら
しい伝道になっているんですね。だから、もう「伝道しなけ
ればならない」と思う必要はないんです。今のその喜びをもっ
て、主の祝福の中を生かされますように。それが伝道ですか
ら、安心して歩まれますように。 (5日 )

ヨハネ11章の解説に、この章のテーマは死で、
自分が死ぬ事を忘れてはいけない、と。私が死ん
だら、どうなるのだろう…。
12章 48節「わたしの言葉を受け入れない者に対
しては…わたしの語った言葉が、終わりの日にそ
の者を裁く。」イエス様が私の所まで来て下さっ
ている恵みに感謝しないではいられません。しか
し、現実の生活は人の目を気にして生きています。
私は長年、町内の神社の会費を断れず、角が立た
ないよう集金に応じています。この様な行いは、
イエス様の言葉が最後の日に裁くんですね。

町内の神社の会費
断れず、応じていますが… 20日

ヨハネ受講中の女性

̶１ページより続き　「福音派とは何か？」「聖書、これをどう読むか」
交わりのことば―聖霊のダイナミクスを求めて・藤本　満

ヨハネ21章 17節「ぺテロは、イエスが三度目
も『あなたはわたしを愛していますか』と言われ
たので、心を痛め…」この箇所を読んだ時、私も
心が痛みました。イエス様は私の心を知っている
のに、愛しているのかと聞くのです。けれど、『主
よ…あなたは私が愛していることを知っておられ
ます』ペトロのこの言葉を読んだ時、私は、弟子
とは教会に奉仕する者だとずっと思っていたので
すが、イエス様を愛する者が弟子なんだと思わさ
れました。私たちとイエス様をつないでいるのは
愛なんだ、と。今まで、こんな風に感じた事はあ
りませんでした。そして、始めは、神様の声なん
て聞こえるわけがないと思っていたのに、今は近
くに感じます。聖霊の導きでしょうか？

弟子とは
イエス様を愛する者なんだ !と 18日

ヨハネ受講中の女性

ヨハネ1章。ガイドにあるように、5回読む度に、
イエス様が語りかけてくださっている気持ちにな
り、僕は「ああ、なんて信仰心が薄かったんだろ
う」とうなだれました。ヨハネ3章 20節「悪い
ことをする者は光を憎み…」この「悪いこと」は、
第一に、イエス様を信じないことだろうか、と発
見しました。神様は、人間を愛しておられ、誰に
も地獄に行ってほしくないから、そうおっしゃる
のですね。この章は、イエス様を信じ、永遠の命
をいただくために、神様が与えてくださった章か
もしれないと沈思しました。

30年前から FEBC を拝聴しています。私には 5
歳の息子がいます。教会は一緒に行きますが、直
接祈りを教えることなく今日まできました。その
息子が、保育園の先生との会話から不安になった
ことがあると打ち明けてきました。聞き違いだと
思うのですが、「爪楊枝で歯の間のものを取ると、
針が足に刺さったみたいになる」のだそうで、し
まいには涙目で「心配で眠れそうにない」と訴え
ます。その時、私の心に「どんなことでも神に打
ち明けなさい」という言葉が語りかけてきて、息
子に「お祈りしよう。神様は必ず聞いてくださる
から」と伝えると、まっすぐな目の応答が返って
きました。二人で、思い煩いを主に打ち明けまし
た。助けてください、と。

祈りの後、1分もしないうちに息子の寝息が聞こ
えてきました。その音を聞きながら、私自身も今
まで悶々とした時、ラジオを聴き、安心して眠り
についた幾つもの夜を思い出しました。一番身近
な人にみことばを伝えられていない、と思いがち
なのですが、私たちを既に見守ってくださってい
る存在に、今更のように気づきました。

「心配で眠れそうにない」
涙目の息子に、私は… 14日

女性

これは、
神様が与えて下さった章かもしれない…と
 ７日

ヨハネ受講中の男性

月刊ＦＥＢＣ  2021．10月号　６７×６２
統合失調症という病を抱え、辛いです。病気の苦
しさを神様にお預けできる時もあるのですが、「ど
うしてこんな病気に…」と怒りや悲しみがわいて
くる時もあります。日曜日も仕事があるため教会
には行けず、洗礼も受けていません。ただ毎日聖
書を読み、FEBCを聴き、夫と2人でお祈り会を
しています。夫は特に信仰はありません。お祈り
を一緒にしてくれて、とてもありがたく思います
が、イエス様のことを心から分かち合うことはで
きず、寂しい気持ちになる時もあります。イエス
様に守っていただいているのに、恵みに感謝でき
ず、自分の弱さに落ち込みます。ないものを数え
てばかりです。どうすれば、もっとイエス様をそ
ばに感じることができるでしょうか。信仰の弱い
私ですが、イエス様と共に生きていきたいのです。

どうすれば、もっとイエス様を
そばに感じることが…? 26日

30 代女性

過越の食事として描かれています。ただ、ヨハネ福音書
ではそうではないということになりますよね。聖書には
こういう矛盾があるのです。だから、森や山を見る視
点が大切なんです。当時、ガリラヤとエルサレムでは過
越の食事の日がズレていたことがあったそうで、聖書を
「一貫して神の言葉だ」と重んじるあまり、それをもっ
て、共観福音書はガリラヤ日程で、ヨハネ福音書はエ
ルサレムの日程と合理的に説明しようとする人もありま
す。ただ私は、そういう少々無理な説明は、むしろ森や
山を見逃しているのではないかなあって思うんです。ヨ
ハネは「敢えて」過越の祭で贖罪の小羊が屠られる夕方
と、神の小羊であるイエスが十字架で死んだ時間に重な
るように設定したと見ることもできるのではないでしょ
うか。そこに立つと初めて見えてくるもの、知らされる
信仰の眼差しがあるのですよね。

―聖書の「中」に入って、今生きているイエス様とお会
いする。聖書を読むというのはそういう体験なのです
ね。

　そうなんです。たとえば教会では、聖書について「物
語」と表現をしたりします。ただ福音派の教会は、あま
りしないんですね。物語だと多様な解釈が出来てしまう
からです。だから中には「聖書の原著者が原読者に語り
たいことは一つだ」と主張する人もいるのですよね。物
語だと、例えば映画を見た時のように、見た人によって
違って受け止められてしまうこともあるわけです。もち
ろん私も、説教する時には会衆に伝えたいことは一つで
す。けれども、説教者がどんなに頑張ってその一つのこ
とを伝えようとしても、会衆は幾通りにも解釈しちゃう
んですよね。一つに強制することが出来ない。だから説
教者が、仮に会衆一人ひとりに聞きまわって、たとえ自
分の思いと違って受け止めていたとしても、「私はそん
なこと言っていない」なんて言うことはせず、「聖霊は
私の拙い話を用いて、あなたにそうお伝えになったんで
すね」って、きっとそう受け止めると思うのです。語り
手の思いを超えて伝わるというのは、聖霊のダイナミク
スって言って良いのではないでしょうか。

―でも同時に、「これまでの自分の信仰」が揺るがされ
てしまうと感じるのでは？

　揺るがされることって大切だと思うのです。何故な
ら、神様の土俵は自分の小さな土俵よりも遥かに大きい
からです。だから、揺らぐことを避けることは、それこ
そ受け取りそこねてしまうことにもなりかねない。それ
は、結局考えるということをしなくなってしまう危険性
があるということです。もちろん、信仰の確信を持つこ
とは大切です。けれども、問われることによって考え直
すことは、必ず神様と自分との関係を豊かにすると思い
ます。福音派はもちろん、全てのキリスト者にとって、
やはり聖書から「聞き取ること」は、生命線なんですよ
ね。
 (文責・月刊誌編集部)



日曜礼拝番組

全地よ 主をほめたたえよ
日本基督教団久万教会　小島誠志牧師
2021年10月31日放送

第 5日曜夜 9時 30 分より50 分間

「たくさん働いたのに…」

マタイ20：1～16

ぶどう園の主人は「わたしは最後の者
にもあなたと同じように支払ってやり
たいのだ」（マタイ 20：14）と言われ
ます。天国とはあの人は入れる、あの
人は入れないという世界ではないとい
うことですね。イエスはこうも言われ
ました。「あなたがたの天の父は、悪人
にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正
しくない者にも雨を降らせてくださる」（マ
タイ 5：45）と。神様は分けないのです。

朝から働いた者は「こんなに長いこと働いた
のに同じ賃金か」と思ったでしょう。これは
私たちにも分かります。私たちも日々
苦労して生きているからです。けれ
ども、その働きはただの苦労だった
のか、ただの辛抱だったのか。そう
いうイエスから私たちへの問いがこ
こにはありますね。なぜなら、私た
ちの人生が、ただ苦労だけだった、
ただしんどかった、それが人生なら、
人生にはたいした意味はないですよ。
神様に生かされている命とは、何でしょう？
それは、神様が共にいる命じゃないですか？
「ぶどう園」というのは、神様が用意して下さっ
た場所ですね。私たちは神様が備えて下さった
「場所」に遣わされて、仕事をしているんです。

もちろん、そこで辛いこともしんどいこともあ
ります。それでも、私たちはその辛いことやし
んどいことの中で祈ることが出来るんですよ。
「神、共にある」とはそういうことですよ。「神様、
助けて下さい！」と言うことが出来るのです。
神様は、その辛いことや悲しいことの中に、道
を開いて下さるんです。だから、ただ苦しいだ
け、悲しいだけ、辛いだけの人生というのはな

いのです。ここは神様のぶどう園だから。神
様が一緒にいて下さるぶどう園だからです。
私たちの人生、私たちの命、この労苦の日々、
それは無意味じゃないんですよ。その中で一
つ一つ神様に開いて頂いた道、教え示して頂
いた恵み、それこそが人生なんです。そこで
初めて、生きていることの意味が分かるんで
すよ。「あっ、私はぶどう園で働かせて頂いて
いるのだ」と。

久万教会も 100 年生きてきました。厳しい
時代も通ってきました。けれども、辛い、
しんどいだけじゃなかった。それだけだっ
たら潰れています。「神、共におられる」とは、
お題目じゃない。祈りを聴いて下さる御方
がいる。私たちの魂を、思いを、存在を守っ
て下さる御方がいる。それが苦しみの中で

もこの教会を 100 年生かしてきて下さったと思
います。だから、信仰には行き詰まりというこ
とはないですよ。神様は生きておられて、キリ
ストの十字架で私たちを赦して、
私たちを受け入れてい
て下さるからです。
キリストの十字架のも
とに赦された私たちは、
この命を希望を持って
生きてゆきたいと思い
ます。神、共にある命で
すから。

（文責・月刊誌編集部）
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日曜礼拝番組

全地よ 主をほめたたえよ
日本基督教団小岩教会　川島隆一牧師
2021年10月24日放送

第 4日曜夜9時 30 分より50 分間

「祈りの精神」マルコ11:12～14、20～26
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翌日、一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで、葉の茂っ
たいちじくの木を遠くから見て、実がなってはいな
いかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。い
ちじくの季節ではなかったからである。イエスはそ
の木に向かって、「今から後いつまでも、お前から実
を食べる者がないように」と言われた。...( 中略 )... 朝
早く、通りがかりに見ると、いちじくの木が根まで
枯れていた。 そこで、ペトロは思い出してイエスに
言った。「先生、御覧ください。あなたが呪われたい
ちじくの木が、枯れています。」イエスは言われた。
「神を信じなさい。よく言っておく。誰でもこの山に
向かって、『動いて、海に入れ』と言い、心の中で少
しも疑わず、言ったとおりに
なると信じるならば、そのと
おりになる。だから、言って
おく。祈り求めるものはすべ
て、すでに得られたと信じな
さい。そうすれば、そのとお
りになる。また、立って祈る
とき、誰かに対して何か恨み
に思うことがあれば、赦して
あげなさい。そうすれば、天
におられるあなたがたの父
も、あなたがたの過ちを赦し
てくださる。」 もし、赦さな
いならば、天におられるあな
たがたの父も、あなたがたの
過ちをお赦しにならない。
（マルコ 11：12 ～ 14、
20 ～ 26・聖書協会共同訳）

◆呪いの奇跡

　今日、皆さんと審きの座、十
字架のキリストを見上げ、心を
高く上げて聞きたい御言はマル
コ福音書 11 章 12 節以下、主イ
エスがエルサレムに入城された
翌日にあった出来事です。空腹
を覚えた主イエスが「いちじく
の木を呪い、枯らす」という奇
跡物語です。
　私たちは、福音に頑なに心を
閉ざす人々に、主イエスが厳し
い叱責の言葉を語られたのを聞
いています。しかし、季節では
ないのに、実がないという理由
でいちじくの木を呪うイエスを、
誰が想像しえたでしょうか。私
たちがよく知っている主イエス
は、いちじくの実を探して無かっ
たら、実をたわわに稔らせる奇
跡を行われるのではないでしょ
うか。

　ヨハネ福音書には、十字架へ
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の道を行く主イエスが、空腹になった
時にとった行動について興味深い話が
あります。主が旅の疲れを覚え、腰を
下ろしていると、近くの町へ食料を買
い出しに出た弟子たちが帰ってきて、
「ラビ、食事をどうぞ」と勧めました。
すると、主イエスは突然、「わたしに
はあなたがたの知らない食べ物があ
る」と言われたのです。ヨハネはこの
後、主イエスの食べ物とは、神の「御
心を行い、その業を成し遂げることで
ある」と語ります。では、それは主イ

エスご自身にとっては何を意味しているのでしょうか。
改めて言うまでもなく、十字架に上げられることです。
主イエスは十字架に上げられることがわたしの命（食べ
物）である ! と言われたのです。

　その十字架に上げられるために今、主イエスはエルサ
レムに入城され、いちじくの木を呪い、枯らしたのです。
しかもマルコはこの物語を、「祈り求めるものはすべて
既に得られたと信じなさい」という神への信頼と結びつ
けるのです。一体、マルコはこの奇跡物語で、主イエス

について何を伝えようとしたのでしょうか。

◆破壊と創造

　ある研究者は、この奇跡物語の成
立について、言語上の誤解があった
のではないかと推測します。主イエ
スはこれを未来の意味で、つまり「い
ちじくの実が熟す前に終末が来る」
という意味で語られたのであるが、
それが誤って願望形「誰もお前を食
べる者がないように」となり、このような呪詛の奇跡物
語が出来上がったというのです。
　しかし、この解釈には反対意見があります。もし「実
が熟す前に終末が来る」という意味であったとすれば、
実が熟す数ヶ月後にはその誤りが実証されるのです。な
ぜなら、終末は来なかったからです。パウロも自分が生
きているうちに主の再臨があると記していました (1 テ
サロニケ 4：17)。このように初代のキリスト者たちが
熱心に待望したような主の再臨は起こらなかったので
す。では、主イエスは虚妄の希望を語られたのでしょう
か？これを解く鍵は、再臨、すなわち救いの完成とは何
であるのかということにあるのです。

　このことについて興味深い報告をしているのはマタイ
福音書です。マタイは主イエスが十字架で死んだとき、
「眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返っ
た」と書いています。それで「ここには最初の日々の雰
囲気がなお何がしか保たれている」と言った人がいます。
マタイが福音書を書いたのは紀元 80 年代後半です。主
イエスが世を去って半世紀以上が経過していましたが、

主イエスの弟子たちは、キリ
ストの十字架において地は
震い、死者が甦る ! 新しい世
が今や訪れたと、新しい世の
始まりを自分たちが証言し
ているという確信の中に未
だ生きていたのです。さら
に、1世紀末に書かれたヨハ
ネ福音書もこの確信に生き
ています。ヨハネは、主イエ
スがエルサレムに入城され
た文脈で、祭りに来ていたギ
リシア人がご自分に会いた
がっていると知ると「人の子
が栄光を受ける時が来た」と
の主イエスの言葉を記しま
す。つまり、主イエスが受け
る栄光とは、十字架に上げら
れることなのです。だから主
イエスは「わたしは地上から
上げられるとき、すべての人
を自分のもとへ引き寄せよ
う」（ヨハネ 12：32）と語ら
れた。この言葉は旧約の預
言者であるイザヤやミカが
語った、終わりの日に起こる
出来事です(イザヤ2：2～4)。
そもそも代々の教会は、「主
の死」を告げ知らせる主の晩
餐でこの確信を継承してき
ました。これらから言えるこ
とは、マルコがいちじくの木
の呪いの奇跡で描いたのは、
この十字架のキリストにお
ける神の国の完成ではない
のかということなのです。だ
からこそ、マルコは主イエス
の宮清めの事件をこの奇跡
物語で囲い込んだのではな
いでしょうか。

　主イエスが生きた 1 世紀
のユダヤ教では、

( ２ページへ続く )
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エルサレム神殿はユダヤ人のための祈りの家であり、ユ
ダヤ教に帰依した異邦人でさえ限られた場所にしか入れ
ませんでした。異邦人は、祈りの家である神殿から締め
出されていたのです。そのことから、マルコがいちじく
の木の奇跡物語で宮清めの記事を囲い込んだ意図は、そ
ういうユダヤ的祈りの精神に否と表明するためではな
かったのかと考えるのです。「わたしの家は、すべての
民の祈りの家である」のです。言い換えればそれは、神
殿をめぐる神の民イスラエルの生き方への終止符でもあ
ります。

◆すべての民の祈りの家の新生

　これとの関連で注目したい聖書箇所があります。旧約
聖書のエズラ記です。そこには、バビロン捕囚後に成立
した祭儀集団について書かれています。すなわち第二神
殿から異民族および異民族の血がすべて排除されたこと
です。

　ドイツの神学者フォン・ラートはこう言います。「エ
ズラ派遣ということ全体が、その後の時代に与えた意義
は到底評価しすぎることはないであろう。エズラと共に
長々と続いた複雑な復古運動が、ある程度の外面的な結
果に到達しただけではない。むしろ大きな復古運動には
大抵つきものであるが、何か新しいものが登場してきた
のである。この新しいものはユダヤ教と呼ぶのが習わし
である。この過程での最大の面は、イスラエルが今まで
体験してきた歴史から離れたことである。今からはイス
ラエルは謎に満ちた歴史の向こう側に生き、その神に仕
えたのである。したがってもちろん他民族との連帯性も
決定的に取り去られてしまった。」

　そもそも神の民イスラエルは、アブラハムの召命に象
徴されるように、諸民族の「祝福の源」です。そのイス
ラエルが異民族を排除した。言い換えれば、それはイス
ラエルがイスラエルであることを辞めたということで
す。青々と葉を茂らせながら実のないいちじくの木は、
「すべての民の祈りの家（祝福の源）」でなくなったエル
サレム神殿を象徴しているのではないでしょうか。です
から、枯れたいちじくの木の奇跡は、古い神殿の消滅と、
これとはまったく別の神殿の建設を予示していると言え
るのです。

　では、異邦人を排除する古い神殿に代わる全く別の神
殿と一体何でしょうか？それについて一つの重要な示唆
を与えているのがエフェソ書2章14節以下です。「実に、
キリストはわたしたちの平和であります。二つのものを
一つにし、御自分の肉において敵意という隔ての壁を取
り壊し、規則と戒律ずくめの律法を破棄されました。こ
うしてキリストは、双方を御自分において一人の新しい
人に造り上げて平和を実現し、十字架を通して、両者を
一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅
ぼされました。…キリストにおいて、この建物全体は組
み合わされて成長し、あなたがたも共に建てられ、霊の
働きによって神の住まいとなるのです。」

　エルサレム神殿に代わる「すべての民の祈りの家」と
は、十字架のキリストの体なる教会、すなわち聖餐共同
体です。だからこそマルコは、主イエスが肉を裂き、血
を流して清められた「すべての民の祈りの家」がどれほ
ど驚嘆すべき場所であるかを、22 節以下の神を信じる
者は山に命じて海に飛び込ませるという主イエスの言葉
で描き出しました。つまり教会は、この「祈り求めるも
のはすべて既に得られたと信じなさい」(11：24)という
イエスの言葉の「既に」という宣言の中に、マタイやヨ
ハネが見た十字架のキリストを見たのです。

　小岩教会には今、主の晩餐による世界宣教の使命遂行
のために「すべての民の祈りの家」を建てようという願
いを起こされています。マザー・テレサの言葉が心に迫
ります。「今日の世界の最悪の病気は、結核でもハンセ
ン氏病でもない。そうした病気には薬もあるし、治療も
できる。自分はこの世にいてもいなくてもいい、と感じ
ること、精神的な貧困と孤独こそが、人間にとって一番
ひどい病気です。その人びとのために自分の心と自分の
手を差し出すこと、これ以外にこの恐ろしい病気を治す
道はありません。」

　自分はこの世にいてもいなくてもいい。そう感じる全
ての人に手と心を差し出すために。（文責・月刊誌編集部）

2021年10月7日、21日放送

毎週木曜夜10 時14分より12分間

「『私と一緒に、コロナ病棟に行ってくれないか』」

「差し出された手を、私は握れるだろうか」

関野和寛日本福音ルーテル教会牧師、チャプレン  
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ある日、私はコロナ病棟に一人の男性を訪ねました。彼は自分の苦しみを吐
き出すように、こう語りました。「コロナ禍のせいで
自分は職を失い、家族関係がぎくしゃくして、離婚
の危機に陥っている。自分の命もどうなるかわから
ない」と。私は彼の横に座って、彼の痛みに心と耳
を傾け、何十分も話を聞き続けました。しかし、実
はその間も私は自分の中にある恐怖心と戦っていま
した。彼が大きな声で話す度、コロナウイルスが飛
んできて、自分の体内に入るんじゃないかという恐
れです。

　彼は話し終えると、涙を流して、その手を私に伸
ばしてきました。私の手を握りたがっているのです。
今、目の前でどん底の中で苦しんでいる人が私に向
かって手を伸ばしている。

　私もその手を握りしめたい。

　その思いに突き動かされ、私も手を伸ばして彼の
手を包むように握手しました。もちろん、私の両手
はゴム手袋で覆われています。本当はそれでも怖かっ
た。しかし、私は彼の手を握って祈りました。

　祈り終わった後、握っていた彼の手に力がぐっと
入ったその時、病室の中には、主イエスがいました。
私の心は主イエスで満たされていました。重い皮膚
病の人を訪ね、彼らの手を握ったあのイエス・キリ
ストです。

イエスが山を下りられると、大勢の群衆が従っ
た。 すると、一人の重い皮膚病を患っている人が
イエスに近寄り、ひれ伏して、「主よ、御心なら
ば、わたしを清くすることがおできになります」
と言った。 イエスが手を差し伸べてその人に触れ、
「よろしい。清くなれ」と言われると、たちまち、
重い皮膚病は清くなった。

（マタイ 8：1～ 3）

　その当時、重い皮膚病で侵されている人は、存在
自体が汚れているとされていました。しかし、主イ
エスは、その人に手を伸ばし、触れていったのです。
もちろん素手です。

　コロナ病棟で、彼と手を握り合った時、この主イ
エスが私たちの間に確かにいました。私たちは二人
共、このキリストに触れられていたのです。
　それは、「あなたの手」でもあるはずです。私はコ
ロナ病棟で、私の恐怖心の中で、主イエスに出会い
ました。このキリストが今日も、私の手を握ってい
てくれます。 ( 文責・月刊誌編集部 )

今、私はアメリカ・ミネアポリスの病院のコロナ病棟と精神科病棟で、病院聖職者―チャプレ
ンをしています。実は、何年も前からいずれ日本で
の生活に一区切りつけて、アメリカの病院でチャプ
レンとして働きたいと考えていました。それで、コ
ロナウイルスが世界中で猛威を振るう中でしたが、
私は覚悟を持ってアメリカに向かいました。

　いよいよ病院に初出勤した日のことです。9人いる
同僚たち全員で、これから担当する病棟について話
し合いがあり、それぞれの希望を紙に書いたのでし
た。そこで、目の前に全ての病棟の名前が張り出され、
その中でひときわ私の心を揺るがせる文字がありま
した。コロナ病棟。誰もがチャプレンとして患者の
心をケアするためにここにいます。しかし、感染の
リスクを抱え、その終わりが見えない中で、コロナ
病棟に真っ先に飛び込むことに、皆避けたい思いが
どこかにあったと思います。正直に言えば、私もそ
うです。でも、次の瞬間、「でも、ここに行こう。こ
こに行きたい」とそんな思いが心の中に沸いてきた
のです。

　私は、「第一希望 : コロナ病棟」と書きました。心
の中では、葛藤がありました。恐怖心もありました。
それでも、「そこにいる人たちに出会いたい」と強く
思いました。
　
すると、ペトロはイエスをわきへお連れして、い
さめ始めた。 イエスは振り返って、弟子たちを見
ながら、ペトロを叱って言われた。「サタン、引
き下がれ。あなたは神のことを思わず、人間のこ
とを思っている。」 それから、群衆を弟子たちと共
に呼び寄せて言われた。「わたしの後に従いたい
者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、わ
たしに従いなさい。( マルコ 8：32 ～ 34)

　このキリストの姿が私を捉えていました。自分の
命を守り、自分の思いを優先し、その中で牧師とし
て生きたい…そんな思いがあるのであれば、キリス
トは私に言うのです。「サタン、引き下がれ。あなた
は私に従いなさい」と。
　それは、「わたしはもっと怖いよ。でも、私はあな
たに来てほしいんだ。だから、コロナ病棟に一緒に
来てくれないか」というキリストの声だったと思い
ます。この御声が、今日も響いています。



15日 「マスターズ・ミュージシャンズ」
22日 「目標があるか、ないか」

第２ ●夜9：37～
イエスの、ことばの、その根
―雨宮神父の福音書講座（再）
雨宮　慧（カトリック・東京教区司祭、
上智大学神学部名誉教授）　聞き手・長倉崇宣

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

8日  「『神と富』―何を中心に生きるのか」（マタイ6：24～34、他）

15日 「イエス様のメッセージ」（マルコ1：12～15）
22日 「イエスの説教ー終末論」（マルコ13）

15日 「信仰のルーツ、ひいおじいちゃん」
22日 「ひいおじいちゃんの暮らした島へ」

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

29日 「グレゴリオ聖歌
 ―神の言葉を世に響かせるために」（再）
 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）

第5 ●夜9：37～
FEBC特別番組

10月スタート

土 ●夜9：30～
ボンヘッファー著『共に生きる生活』を読む（再）
江藤直純(ルーテル学院大学前学長)、お相手・吉崎恵子

第1～3 ●夜10：04～
コーヒーブレイク・インタビュー　

●夜10：31～

 テゼ・和解のうた
 植松 功(黙想と祈りの集い準備会世話人) 

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

2日 「キリストの証人～ディートリヒ・ボンヘッファー～」
9日 「『私は何者か』」 16日 「体を持って交わる」 
23日  「イエス・キリストを通してイエス・キリストにある交わり」
30日  「兄弟の中におられるキリスト」

2日 「どこの道を歩いているのか」
9日 「神さまが、お花を創られた」
16日 「それぞれ違う存在だからこそ」 
23日  「響き合うことの素晴らしさ」 30日  「迷い出た羊」

2日 吉田　峻（日本基督教団代田教会員）
9日 河野正孝（日本基督教団代田教会員）
16日 菊池麻祐（東京神学大学神学生）

PI
CK
 U
P!「闇が深まるときに」より（23日）De noche iremos は、十六世紀のスペインの神秘家、十字架の聖

ヨハネのことばをもとにつくられた歌です。
 夜の闇の中を
 泉をもとめてさまよい歩く
 渇きこそが心にともしびを灯す
 渇きこそが心にともしびを灯す
夜の闇の中を、歩き続けるというのです。そして、不思議なことに、わたしの渇きこそが
闇の中を歩き続ける力、その道を照らすともしびだと。
闇の中、その闇から逃げようとしないで、逆にさらに深い闇の底に向かって歩いてゆ
く。
ずっと歩き続ける。
すると、そこに静かに湧き上がる命の泉がきらめいている。
この歌にどれだけたくさんの青年たちが励まされたことでしょう。

2日 「心の平和」 9日 「恐れるな」
16日 「主よ、守りたまえ」 23日 「闇が深まるときに]
30日 「聖なる息吹」

23日 「福音派とは何か？」
30日 「聖書、これをどう読むか」
 藤本 満
 （イムマヌエル綜合伝道団高津キリスト教会牧師）

第4・5 ●夜10：04～
交わりのことば
―聖霊のダイナミクスを求めて　　お相手・長倉崇宣

聞き手・長倉崇宣
服部みぎわ

10月スタート
新番組

10月スタート

●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！

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。
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番組案内
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今月の

PICK UP!
新約聖書はまことに不思議な文章で始まっております。

アブラハムの子であるダビデの子、イエスの系図。マタイ1：1

ダビデという人物は羊飼いの子でしたが、神に召され、王に選ばれます。そ
して聖書は、ダビデの、神との間の実に激しい戦い、それは罪との戦いと
いうことになりますが、自分の罪、および他人の罪に苦しめられ抜く魂の
苦闘が書かれているのであります。実はそこに、本当の意味の人間の姿が
在るのではないかと思います。

サムエル記上によれば、神の代わりに王を立てようという人々の要求か
ら、王が生まれたのであります。王というものは絶対に近い権威を持って、
まるで神のように命令するものでありましょう。だから本当は、それは神だ
けしかなることの出来ないものです。

従ってダビデは大変に苦しみました。自分が一人の罪人で
しかないことを知っていたからです。しかしそれは、ただ
罪を嘆くだけの弱い人間というのではありません。罪人で
ありながら、神に愛されている事を知っている人の生活で
あります。神に愛されるというのは、神が、自分にこころを
用いてくださることを知っているということです。従って、

神に訴え、神に祈ることの出来る人間ということであります。もしダビデ
が、およそ人間らしい人間だったとしたならば、神を知っているゆえに罪を
悔いることが出来、神からその赦しを受ける事が出来たという点にあった
と思うのであります。

一人の罪人でしか無い者が王になることの苦しみを知らなければ、その人
は王になる資格はなかったでしょう。主イエスもまた、王として苦しみまし
た。神の国の王として、神の国をこの世に来たらせるために、ご自分が十字
架にかからなければならないという意味において苦しまれたのでありま
す。つまり神に本当に従い、御国を来たらせるという苦しみが、ダビデと主
イエスとが結びつく一つの理由であると思います。主の御業とは、実は王
の御業なのであります。十字架につけられ無残な死に方をしたお方です。
けれども、これは王の業であったのであります。 （文責・月刊誌編集部）

番組「ダビデのひこばえの到来」
マタイ 1：1～17, ルツ 4：13～22（5日）より 
竹森満佐一（日本基督教団元牧師)

※月刊誌1面参照

金 土

日

3日、10日、31日　「死者のためのミサ（予定）」

第1、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）

17日 「心の平和」「恐れるな」
24日 「主よ、守りたまえ」「闇が深まるときに」

第3、4 ●夜10：27～ 
テゼ・和解のうた（再）  植松 功

●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
3日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『独りでいるのは良くない』
 (創世記2：4b～25、 エフェソ5：30～33)
10日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『キリスト者は確かな手がかりを持つ』(ヨハネ16：1～4)
17日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『私は望む、清くなれ』(ルカ5：12～15)
24日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『祈りの精神』(マルコ11：12～14、20～26)
31日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『たくさん働いたのに…』(マタイ20：１～１６)

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

※月～木

6日 「ヨハネ19章。どうしてもこの章と真正面から向き合えません。十字
架にかかられたイエス様を直視できないのです。イエス様を十字架
につけたのは、自分の罪なのだと認めたくない何かがあるのかもし
れません。大きな大きな課題です。」

11日 「覚えたばかりの詩編23編『主は私の魂を生き返らせ…』。どんな罪
人であっても、主がその人を義の道に導かれ、生まれ変わることが
できる。これは福音の中心だと思いました。」

25日 「どうすればイエス・キリスト様を自分の救い主として受け入れること
ができますか？正直、洗礼を受けることも、人生のすべてをイエス様
にお捧げすることも怖いです。神様と出会い、救われた人達がとて
も羨ましいです。」

●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）

月 ●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)

4日 「Tさんのメールの回を聴いて、私もホッとしました」
11日 「恩師の牧師に先立たれる事を思うと、辛すぎます」
18日 「宗教はよくわかりませんが、

FEBCの放送と出会って良かったです」
25日 「ずっと引きこもりです。

元気になりたいけどなれなくて辛いです。」

4日 「働く喜び」（マタイ6：1～4）
11日 「苦しむとき」（ヨハネ16：33）
18日 「リスナーの手紙」（マタイ11：25～30）
25日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

4日 「あなたが本当は望んでいるもの」（マタイ22：15～22）
11日 「私の信仰を問い直すイエス」（マタイ22：34～46）
18日 「原点回帰への招き」（マタイ23：1～12）
25日 「福音が見える姿を見つめる」（マタイ24：3～14）

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

火 ●夜9：47～
 ダビデのひこばえの到来
 竹森満佐一(日本基督教団元牧師)

5日 「（14）飢えている人と」
12日 「（15）わが魂を愛するイエスよ」
19日 「（16）神よ、われを憐れみ」
26日 「（17）主イエスよ、われらの」

5日 「ギャングスタ・ラップを研究するまで」
12日 「ヒップホップは宣教の手段じゃない」
19日 「『徹底した正直』を生きる霊性」
26日 「現代の過酷さを生きる若者とヒップホップ、そして教会」

5日 マタイ 1：1～17、ルツ 4：13～22 
12日 使徒 10：34～43、サムエル上16：1～13
19日 ヨハネ 14：25～28、サムエル上16：14～23
26日 エペソ 6：10～20、サムエル上17：41～54

●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
10月のゲスト
山下壮起（日本基督教団阿倍野教会牧師）

マタイによる福音書と賛美歌

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）
6日 「王との対話」（エレミヤ37：16～21）
13日 「穴に投げ込まれる」（38：1～6）
20日 「救出」（38：7～13）
27日 「王との密談」（38：14～23）

10月スタート
新番組

※月刊誌増刊号1面参照 月

※本誌表紙参照

●夜10：28～
ふらっとトーク　中川信一（FEBCスタッフ）、長倉崇宣

6日 「#1 心に湧き立つ美しい言葉」 
13日 「#2 一緒に乗り越えて行こう」
20日 「#3 CCMがクロスオーバーする」
27日 「#4 吟遊詩人の航海は続く」

6日 「『自死は罪でしょうか』というメールを頂いて」
13日 「キリスト教は子どもの作り話？―新井白石『西洋紀聞』から」
20日 「孤独―ワクチン接種で感じたこと」
27日 「ネットショッピングの不安の根っこ」

●夜10：11～
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)
今月は、1970年代から今も活躍中のポール・クラークを特集。

7日 「わたしの家の子になれ―神の聖さとは何か　後半」
（レビ11：41～45）

14日、21日 「鳩のように降ってとどまる聖霊
―イエスとの出会い直し」（ヨハネ1：32）

28日 「『自分の分別』を超えて届く声　前半」（箴言3：5～6）

●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

※月刊誌増刊号2面参照

10月スタート
新番組

●夜10：28～
聖書を開こう　山下正雄

●夜10：14～
 主よ、人の絶望を担うキリストよ
 関野和寛（日本福音ルーテル教会牧師、チャプレン）

9月30日 「神を求めて、新たな旅立ちへ」
7日 「『私と一緒に、コロナ病棟に行ってくれないか』」
14日 「体験したことのない恐怖の現場で」
21日 「差し出された手を、私は握れるだろうか」
28日 「たった一羽の折り鶴から…」

（日本キリスト改革派教会
RCJメディア・ミニストリー代表）

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

1日  「教会のキリストからの再出発」

1日  「自分自身、そしてこの世界を見直すための根っこ」

水


