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どんな被造物も、わたしたちの主キリスト・イエスに
よって示された神の愛から、わたしたちを引き離すこ
とはできないのです。(ローマ8：39)

　イエスと生きていくということは、ただ二人で一緒に
いようというだけではなくて、「わたしの示す地に行き
なさい」という、天の御父が示す地に向かって歩み続け
ていく、同伴者となることです。では、私たちは、この
イエスをどう受けとめていったら良いのでしょうか。

　自分の福音を書き続ける共同体

　先ずは、使徒たちから始まり、教会
が2000年間伝え続けてきた聖書を始め
とする使徒伝承があります。これは、
使徒たちが識別し、教会が正当なもの
であると大切にしてきたものです。だ
から私たちは、自分の思いや個人的な
体験だけで、イエスとの出会いを深め
ていこうとすることはできません。教
会には、自分たちが何を示しているかということを確認
しながら歩んできた歴史があるからです。

　にもかかわらず、聖書自身が、これで全てではないと
いうこともはっきりと言っています。

このほかにも、イエスは弟子たちの前で、多くのしる
しをなさったが、それはこの書物に書かれていない。

(ヨハネ20：30)
イエスのなさったことは、このほかにも、まだたくさ
んある。わたしは思う。その一つ一つを書くならば、
世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。

(ヨハネ21：25)

　この表現の微妙なニュアンスは、むしろイエスが今も
本当に生きているんだということを言っていると思いま
す。だから、「聖書のみ」ではないんですね。それは、
私たち一人ひとりにも言えます。自分とイエスとの体
験、自分が書くことができる福音がある。その交わりが
教会なんです。イエスと出会い続けていく集まりとして
互いに生き、同時にそれが本当に正しいか、教会が伝え
てきた御言葉に照らし合わせながら、確かめ続けていく
ことが大切なんですね。
　私が司祭になって5、6年ぐらいの頃、自分の指導司祭
にこう言われたんです。「あなたは日本の風土の中で生
きてきた者として、福音を体験し、あなたの福音を書き
なさい。」これは今でも私の中に響いています。イエス
が一緒に行こう、一緒にやろうということは、自分で頑
張ることではなくて、イエスと一緒に生きていくことで
す。それが私たちにとって、自分の福音を書き続けると
いう生き方になっていくと思っています。

　イエスの受けとめ

　では、イエスご自身は、どのように受けとめていたの

でしょうか。
　ルカ2章で、イエスは12歳の時に「わたしが自分の父の
家にいるのは当たり前だ」と言っています。これは原文
では「お父さんの事柄のうちにいる」という言葉なんで
すね。主イエスの、御父との深い関わりを絶えず生きて
いるという、その根底にある自己意識を表していると思
います。

　また、次の言葉にもイエスの自覚が読み取れます。

イエスは言われた、「人の子は仕えられるためではな
く仕えるために、また、多くの人の身代金として自分
の命を献げるために来たのである。」(マルコ10：45)

　このイエスのあり方を、ヨハネは、イエスは血と水と
によって来られた(1ヨハネ5：6)と表現しています。血
は、命です。水は、低いところへと流れていき、触れる
ものの汚れを自分の中に取り込んで相手を清め、最も低
いところに行き着いたところで捨てられる。それが「仕
える者」とご自分を言い切られるイエスのあり方です。

　そして、その象徴が十字架なんです。十字架のイエス
の姿は、私たち人類が神を殺した、そして愛を否定した
しるしです。殺されながら、殺す者のために命を注ぎだ
す神の愛のしるしです。だからヨハネ福音書は、イエス
の死において、脇腹を刺したら血と水が吹き出たと伝え
ているんです。ご自分を刺し貫く者の命をも贖う。これ

は、十字架の神秘の中から流れてくるものです。

　だから十字架を見るときに、私たちは必ず自分の傷を
思い出す。愛せなかった、赦せなかった、イエスのよう
に生きられなかった傷を。そして、それでも私を救って
くださるイエスの贖いの神秘を思い出す。星野富弘さん
の詩に「わたしは傷を持っている。でもその傷のところ
から、あなたのやさしさがしみてくる。」という詩があ
ります。それは、贖い主としてのイエスに出会っていく
道だと思うんですね。

　食べられるものになられた方

　私たちに強烈に残されているイエスとの出会いの場
は、主の晩餐のミサです。イエスは、パンとぶどう酒と
いう日常の食べ物を取り上げて、「わたしの体、わたし
の血」と宣言される。つまり「わたしは最終的に、あな
た方の食べ物になる」ということです。これが、イエス
の究極の自覚です。ですから、ミサの中にはイエスのこ
の自覚が溢れている。

　だいぶ以前、学校に行けなくて苦しんでいた女の子と
関わることになって、ある日彼女がすごく疲れた表情で
訪ねてきたんです。「何があった？」と聞いたら、「今
日、フリースクールで、私が生まれてから17年間に、親
がいくら出費したかを計算させられたんだよね」って言
う。そこで「いくらかかったの」と聞いたら、しばらく
黙ってから呻くように言ったんです。「私ね、まるで親
を、二度か三度、まるごと食べちゃったみたい。」その
時、強烈に、イエスも食べ物になったんだって…。食べ
物になってくれるって、自分の全てを与え尽くすことで
すよね。そうやって、消化されて、自分を失って消えて
いく。消えながら、食べ物は、自分を殺して、踏み潰し
て、消し去っていく存在に、命を与える。これが、イエ
スが残したパンの秘跡だろうと思います。

　パウロは、こういうイエスを真実に体験した。だか
ら、私たちにこの言葉を残してくれたんですね。「だれ
が、キリストの愛からわたしたちを引き離すことができ
ましょう」（ローマ8：35）このイエスに伴われて歩むこ
と―それは本当に一人ひとりに「わたしはあなたに、わ
たしを渡す」という御方を受け取っていくことで、教会
は生きている。神の絶対に揺るがすことのできない思い
の現れです。この御方と一緒にいるということ、これを
思い起こすこと、それが私たちの課題なんです。

（文責・月刊誌編集部）

◆耳で聴くことのできる神への畏敬

　グレゴリオ聖歌は、ヨーロッパ音
楽の原点、また、単旋律の音楽が到
達できた最高の芸術であるとも言わ
れ、近年では癒やしの音楽として、
多くの人々から親しまれています。
ただ私は、グレゴリオ聖歌を「音
楽」と言って良いのだろうかと感じ
ています。グレゴリオ聖歌は、音を整理して組み立て
る「音楽」とは全く違い、「言葉」が重要となるからで
す。

　3、4世紀の修道士たちは、1500ページにも及ぶ聖書
の文章を暗記致しました。現代では、書かれた文章から
概念を理解し、学ぶのが一般的です。けれども言葉とい
うのは、そのような視覚的なものだけではなくて、音と
して話され、響きとして表されるとき、初めて本当の意
味が表現されるものなのです。聖書の文章は、話される
音によって伝えられ、生きた伝統として受け継がれてき
ました。若い修道士たちは年配者から、聖書の言葉を食
べるようなつもりで習ったのです。牛が反芻するよう
に、耳で聴いて、ゆっくりと、言葉を味わいながら、言
葉を噛み締めて、体の一部になるように。

（２ページへ続く）
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神様、「人間関係が怖くて教会に行け
ない」とお便りいただきました。

でも、教会に行きたいという願いを、あ
なたがこの方に生まれさせてくださいま
したから、その時をお与えくださいます
ように。そしてこの方のために今日も放
送がありますから、どうぞイエス様と強
く結ばれていかれますように。御名に
よって祈ります。アーメン。

仰る通り、教会は社会の縮図ですね。い
ろんな人がいます。そのどんな人をも大切にしてくださるイ

ご献金 3,527,859 円 （831名）

９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 1,320 名

1,301名
（前月より +4名）

9月末の

エス様が真ん中にいてくださる。それが教会なのですね。社
会の縮図、でもこの社会の真ん中にもイエス様がいてくださっ
て、あなた様が教会に行けないと思っている、その所にもイ
エス様はいてくださいます。ですから、ご自分で無理をなさ
ることはないと思いますよ。主がその日を備えてくださいま
すから。私も一緒にお祈りしていますね。
「人間関係が下手で友達もいません」と。そのことはとても辛
いことだと思います。でもイエス様にとっては、そのあなた
様が本当に大切なお方です。そしてあなた様は私たちにとっ
ても大事なお方ですから、どうぞこの交わりをこれからも続
けさせてくださいね。私たちの真ん中にイエス様がいてくだ
さいますから。 (4日 )

̶１ページより続き　FEBC 特別番組 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

最近、聖書に手が伸びなくなり、祈ることもめっ
きりなくなりました。数週間前の礼拝で、「日々
心が平安でないのは、イエス様との関係が強固な
ものではなく、不安定だから」という説教が身に
染みました。まさにその通りで、今はイエス様と
の心の距離が離れていくばかりです。「何事でも
神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞
きいれて下さる」と御言葉にありますが、イエス
様との絆を固くしてくださいという祈りを神様が
聞き入れてくれるなら、どうして今こんなにも
離れていってる気持ちにしかならないのでしょう
か。

私は時々、自分が聖書で言う異邦人や祭司と同じ
だと考えます。公の場では一生懸命祈る、口では
信じるといいながら行動は正反対。本心では、イ
エス様の弟子として正しいクリスチャンでいたい
と思っているのに…。

イエス様との心の距離が
離れていくばかりで… 3日

女性

　かつてローマカトリック教会の典礼では、その日のテ
キストを学び、心で受けとめ、それを会衆に伝える「カ
ントール」という役割の人がいました。それは、ある一
定の音のもとに、朗唱という技術を身につけて行われま
した。聴く人は、カントールが読んだ神の御言葉と神に
対する畏敬の念を心で受けとめ、記憶することができた
と言われています。カントールは、自分なりの表現方法
で話したのではありません。年配者から習い覚えたその
言葉は、響きまでもその通りに伝えたのでした。

　これがまさしくグレゴリオ聖歌の始めでした。グレゴ
リオ聖歌を歌うときには、言葉をよく聴き、言葉の響き
を出せるようにしなければなりません。それは自分の響
きではありません。言葉そのものの持つ響きです。です
からグレゴリオ聖歌は、美しい音なのではなく、耳で聴
くことのできる神の言葉に対する畏敬の思いであると考
えられます。その音は真実です。グレゴリオ聖歌の美し
さは、音の響きから来るのではなくて、言葉の持つ真実
からなる美しさです。

◆100年の沈黙の中で、
　体の一部となった言葉の響き

　グレゴリオ聖歌は8世紀後半頃に成立したと考えられて
います。その場所はローマではなく、フランク王国でし
た。それ以前、教会にはギリシャ語の古いローマ聖歌が
ありました。600年代に入り、ローマの共通語がラテン語
になると、その聖歌もギリシャ語からラテン語に置き換
えて歌われるようになったのです。
　700年代後半頃、フランク王国のピピン王とその後継者
カール大帝は、それまで各地方によって独特に祝われて
いた典礼を、ローマ典礼で統一しようとし、カントール
を送ってほしいとローマに願い出ます。そして約8年間、
彼らから典礼を学んだと書き記されたものが残っていま
す。

　現在、最古と思われるグレゴリオ聖歌の写本は920年
頃のものです。不思議なのは、ローマから来たカントー
ルたちが教えた古いローマ聖歌が長い間歌われていたと
考えられていたにもかかわらず、その写本は、古いロー
マ聖歌とは全く関係なしに、完全にラテン語の聖書テキ
ストによるもので、しかも、修辞学による表現法での聖
歌が完成されていたということなのです。ローマのカン
トールたちが帰った後、約100年の間に一体そこで何が
起きたのか。なぜ全く沈黙のうちにこの変化が起きたの
か。これは誰もわかりません。しかし100年の後のこのグ
レゴリオ聖歌は、精神的にも芸術的にもまことに均整の
とれた、神の言葉が響くグレゴリオ聖歌として姿を現し
ているのです。ローマの音楽家たちがギリシャ語からラ
テン語に置き換えた聖歌ではなく、〈祈り―言葉を黙想
し、体の一部となった言葉の響き〉を歌い出したのでは
ないかと思われるのです。そのために100年以上の時間が
必要だったのでしょう。この100年の間の神秘と奇跡が、
今日も私たちの心を揺さぶるのです。

◆神の愛を宿す響き

　神の言葉を世に響かせるために、神に畏敬の念を持
ち、神を賛美し、いかなる時にも神に信頼し、神への愛
を失わず、神との出会い、神との対話を行いながら生ま
れてきた、言葉の響く歌。これがグレゴリオ聖歌なので
す。

　ヨハネは「神は愛である」(1ヨハネ4：8)と言っていま
す。神の御言葉を心で感じ、理解することによって、私
たちは神に触れることができます。神の愛を心に覚える
だけではなく、心に宿すことができるのです。そのよう
にして生まれたグレゴリオ聖歌は、だからこそ、今日何
も知らない人たちが、癒やしの音楽として愛することが
できるのではないでしょうか。 (文責・月刊誌編集部)

僕は三十一歳の時に結婚しましたが、三十五歳
の時に作業中に腰に重いものが落ちてきて、その
後、三度手術を経験しました。長女、次男は病気
で亡くなりました。現在は七十一歳で、一人で暮
らしています。生きる喜びもなく。僕の友人から、
FEBCについて聞き、ペンを取りました。通信講
座をしたく思っています。ガイドを送ってくださ
い。

現在は一人で暮らしています
生きる喜びもなく 18日

70 代男性

私は自分の信仰がわかりません。自分に信仰があ
るのだろうかと、いつも考えています。教会に通
い始めた頃から、病人を癒した主イエスが、「あ
なたの信仰があなたを救った」と言われた意味が
分かりませんでした。「病人は病気を治してもら
いたいだけで、信仰なんてなかったのでは？」と
思っていたからです。でも、やっと理解できまし
た！病気を治してもらいたいと思っている心の奥
では、「イエス様、あなたをおいて他に誰からも
助けていただけません！あなたしかいないので
す！」という気持ちが存在していたのですね。そ
れが信仰なんですね。

神様は、時間や空間を超越している方と説教でう
かがいました。私たちには一瞬の信仰心でも、神
様は永遠の信仰と認められたのかもしれません。
洗礼を受けても罪を犯し続ける私の信仰も、認め
てくださっているのかもしれません。この世のし
がらみに隠れ、自分ですら見つけられない、薄汚
れたちっぽけな信仰を見つけだし、御手で自ら洗
い清めて愛でてくださる。それがイエス様。感謝
します。

やっと理解できました !
それが信仰なんですね 24日

男性

ルカ22章から24章。22章のゲッセマネの祈り
について、ガイドに「この御苦しみは、あなたの
罪を負うためであり…」とあり、23章の十字架
についても、「わたしたちのため」とありますが、
私はまだ、イエス様の十字架が私の救いのためだ
と、信じきれないでいます。「そうであったらい
いな、とこじつけているだけでは？」と疑問が沸
いてきます。でも、信じたいのです。

そもそも、ユダはどうしてイエス様を裏切ったの
でしょう。私は、ユダという人はよく考え、先を
見通し、思い悩み、結果、自分の考えが主への信
頼に勝ってしまったのかもしれない、それが「サ
タンが入った」ということかと思いました。そう
すると、「十字架の死が私のためなんて、自分に
都合よく考えているだけでは？」という私の疑問
も、サタンを呼び寄せるもとになるのかもしれま
せん。だから、信じたいです、と祈っていきたい
です。そんなことをぐるぐると考えた後で、24
章でイエス様が復活されて、そうと知っているの
にとても安心しました。イエス様は、今も、私と
並んで歩いていてくださるのですね。私はまだ目
が遮られていて、はっきりとはわかりませんが、
「イエス様に出会う」という感覚は、後になって、
あの時出会っていたんだと思うものなのでしょう
か。

まだ、イエス様の十字架が私のためだと
信じきれないけれど… 29日

ルカ受講中の女性



PI
CK
 U
P!心の貧しい人々は、幸いである。天の国はその人たちのものである。マタイ5：3

この「貧しい」という言葉は、ギリシャ語で「物乞いをしなければならないような貧
しさ」を表していて、普通は「幸い」ではないわけです。これは、イエスが登場したか
らこそ「幸いだ」と言えるのです。ですからこの「幸い」はイエスの宣言のような言葉
で、イエスは「お前が幸いなのだ！」と言いたかったのでしょう。
イエスは、ご自身がここに描かれているように生きられた方です。この山上の説教は
イエスのことです。ですから、なぜ貧しさが幸せなのか？それは、イエスの言動、つま
りその生き方から見る他ないのだと思います。その時に、私たちの常識を飛び越えた
「幸い」に目を向けることができると聖書は語るのです。

PI
CK
 U
P!「信頼」より（20日）今日のテゼの歌は、ドイツの神学者、ディートリヒ・ボンヘッファーが獄中で記した朝の

祈りをもとに作られた歌です。
 主よ　あなたを見つめつづけ　待ち望む　主の光
 暗闇にさまようときも　あなたはわたしの主　わたしの道を知る
今晩、闇の中をさまようわたしが、ボンヘッファーの祈りにささえられ、神さまへの信頼
を歌い続けることができますように。

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

●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) 

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

第1～3 ●夜10：04～
コーヒーブレイク・インタビュー　 聞き手・長倉崇宣

服部みぎわ

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

●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

土

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

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）

金

12日  「『心の貧しい人々は、幸いである』―聖書が語る幸福」
（マタイ 5：3～10、他）

19日 「無駄でない無駄」（マルコ14：1～11）
26日 「教会の聖餐式」（マルコ14：12～26）

19日 「引き継がれていくもの」
26日 「とってもニガテだった『音楽』」

19日 「バンド長続きの秘訣」
26日 「わたしの大好きな讃美？」

6日 「兄弟に至る道―イエス・キリスト」
13日 「キリストの体」 20日 「主にある兄弟」
27日 「感謝」

6日 「今日のこの日、この時も共に」
13日 「昨日の敵は今日の友？敵の敵は味方？」
20日 「『与えられた神様の言葉』」 27日 「独りではなく」

6日 日髙貴士耶（日本基督教団代田教会伝道師）
13日 足立玄美（看護師）
20日 成　智圭（東京神学大学神学生）

6日 「歌え、主に感謝」 13日 「愛の火を灯すために」
20日 「信頼」 27日 「連帯」

27日 「『福音派の霊性』の源を訪ねて」
 藤本　満（イムマヌエル綜合伝道団高津キリスト教会牧師）

5日  「食べられるものになられた方」

5日  「イエスと出会うために最も大事な準備」

※月刊誌1面参照

※本誌表紙参照

●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。

2021年11月
FEBC

番組案内
2021年11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!
イエスがベタニヤで…食卓についておられたとき、ひとりの女が、非常に
高価で純粋なナルドの香油が入れてある石膏のつぼを持ってきて、それ
をこわし、香油をイエスの頭に注ぎかけた。マルコ14：3

この時イエス様は、当時の宗教的指導者から命を狙われ、弟子のユダか
らは売り渡されようとしている、そういう状況の中で、ひとりの婦人が、こ
の驚くべき行為をしたのです。

弟子たちがこれを見て思ったことは、「どうしてこんな無駄なことをするの
か。」ところがイエス様は「この女はできる限りの事をしたのだ」、つまり
最高のことをしたと。弟子たちは、イエス様の言うことが分からなかったと

思います。「俺たちはこれは無駄だと思うのに、イエ
ス様は最高だと言う。なんなんだろう…。」

さらにイエス様は、こうおっしゃるのです。「わたしの
からだに油を注いで、あらかじめ葬りの用意をしてく
れたのである。」
弟子たちはイエス様から「私は十字架につく」と言わ
れていながら、そんなことは起こらないと思っていた。
この婦人は、そう告げられていませんでしたが、イエ

ス様を愛していました。愛する者に何が起こるのか…教えられて分かる世
界のことではありません。「それなら…あの油を今、イエス様に注ごう。」
イエス様は、その婦人の一途な心をお汲みになった。福音に生きるとは、
存在をかけて、私の救い主イエス様を愛することなのです。

この婦人は、かつて悪霊に取り憑かれていました。けれども、イエス様に
出会った。イエス様は、ただ悪霊を追い出しなさっただけじゃない。婦人
は罪赦されて、イエス様を愛する存在にされたのです。ですから、この婦人
をしてこの愛の行為に出さしめたのは、イエス様のご愛だったのです。これ
こそ、クリスチャンの姿なのです。（文責・月刊誌編集部）

番組「生きるとは、キリスト」
「無駄でない無駄」（19日）より 
小林和夫（日本ホーリネス教団東京聖書学院教会牧師) 7日、14日　「死者のためのミサ」 

21日 「歌え、主に感謝　愛の火を灯すために」
28日 「信頼　連帯」

2日 「友人にお証ししたら『宗教かぁ…勧誘しないで』と言われてしまい
…。」

11日 「ヨハネ4～6章を読み、ミサを教会でのみ行われる儀式と捉えてい
た自分に気づきました。イエス様が人 と々出会い、話される時は、礼
拝なのだなぁ。ミサに与る時には、イエス様と対話させて頂く気持
ちで臨みたいと願うようになりました。」

15日 「私は最近の若い牧師に不安を覚えます。理屈やインターネットは
上手く活用できても、一番大切なところを理解しているのかなと思
います。そもそもインターネットで説教は成り立つのでしょうか？」

1日 「イエス様有難うございます。感謝です。」
8日 「聖書を読むと神様が遠くなる。だから読むのを辞めました。」
15日 「祈るのに信じきれない。いつもやっぱり聞いて貰えない。」
22日 「最近、神にすがっていくことも必要か…と思わされています。」
29日 「聖霊を冒涜した私は赦されるのでしょうか？」

1日 「教会は心の休み場」（マタイ11：28）
8日 「地の塩」（マタイ5：13）
15日 「リスナーの手紙」（マタイ6：9～15）
22日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
29日 「一人で生きる」（マタイ7：7～12）

1日 「帰ってくるのは、この私だよ」（マタイ24：37～44）
8日 「ともし火の中で待ち望む天の国」（マタイ25：1～13）
15日 「病者の主の食卓」（マタイ26：6～13）
22日 「そちらではない、私の方を向きなさい」（マタイ26：17～25）
29日 「イエスの祈りの食事」（マタイ26：26～30）

2日 「（18）高き山の上」 9日  「（19）小さい羊が」
16日 「（20）ゆるしてください」 23日 「（21）しずかにはいろうよ」
30日 「アドヴェント―主を待ち望むアドヴェント」

2日 「『隠れキリシタン』から信仰の表現者へ」
9日 「T-net企画が立ち上がるまで」
16日 「誰もやったことがない。だから、やろう。」
23日 「ビジネス的な感覚を大事にする理由」
30日 「若い魂にありとあらゆる後方支援を」

2日 ヨハネ 15：12～17 、サムエル上18：1～19 
9日 マタイ 12：1～8、サムエル上21：1～15 
16日 マタイ 5：43～48、サムエル上24：1～22 
23日 使徒17：22～31、サムエル下 7：1～17
30日 マタイ11：25～30、エレミヤ9：23～24

11月のゲスト
丸山　告（T-net企画代表、日本長老教会四日市キリスト教会教会主事）

マタイによる福音書と賛美歌

●夜10：28～
FEBC Sprout!　長倉崇宣

●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)

火

●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）

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

●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)

月

第3、4 ●夜10：27～ 
テゼ・和解のうた（再）  植松 功

第1、2 ●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9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
7日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『私は弱い時にこそ強い』

(エゼキエル28：20～24、2コリント 12：1～10)
14日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『私は、あなたのために良いことを為す』(ヨハネ16：5～15)
21日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『私の欲しいものは』(創世記25：27～34)
28日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『十字架の権威』(マルコ11：27～33)

日

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

●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）

3日 「#1 本当にいいもの」 
10日 「#2 メンバーは同じ目的を持った巡礼者」 
17日 「#3 『なぜCCMにはまったのですか？』」 
24日 「#4 『＜奇跡＞を見つけよう！』」 

3日 「『煮物』の魅力には抗いがたい」 
10日 「喧嘩の仲裁ってタイヘン！」 
17日 「逃げられない『むなしさ』がある理由」 
24日 「キリスト教への『誤解』を解く、その前に」 

3日 「神の言葉を伝える」（エレミヤ42：4～22）
10日 「なぜ自分を滅ぼすのか」（44：1～10）
17日 「民の反抗」（44：11～19）
24日 「主の言葉を聞きなさい」（44：24～30）

4日 「『自分の分別』を超えて届く声　後半」（箴言3：5～6）
11日、18日 「だからこそ歩まれた十字架への道」

（ヨハネ2：23～25）
25日 「桁違いの「遠く」から現れる主　前半」（エレミヤ31：3）

●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

4日 「絶望の中で与えられた幻（ビジョン）」 
11日 「ネイティブアメリカンの男性との出会い」 
18日 「アジアヘイトの只中で…」 
25日 「『あなたに生きていてほしい』と言いたくて、言えなくて」 

（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10：28～
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）

木

●夜10：28～
ふらっとトーク　
中川信一（FEBCスタッフ）、長倉崇宣

今月は、最高のクリスチャンバンドと呼ばれるコイノニアを特集。

●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)

水


