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天使は言った。「マリア、恐れることはない。
あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ご
もって男の子を産むが、その子をイエスと名付
けなさい。その子は偉大な人になり、いと高き方
の子と言われる。…」マリアは天使に言った。
「どうして、そのようなことがありえましょう
か。わたしは男の人を知りませんのに。」天使は
答えた。「聖霊があなたに降り、いと高き方の
力があなたを包む。…神にできないことは何一つ
ない。」マリアは言った。「わたしは主のはし
ためです。お言葉どおり、この身に成りますよう
に。」 （ルカ1：30～38）

　アドベントという言葉は、こっち
の方にやってくるというような意味
なんですね。この言葉から、英語の
アドベンチャー（冒険）という言葉
も生まれました。そこからアドベン
トを考えると、神様が冒険しに来ら
れたということです。神様が、大胆
に私たちの世界に突入してきてくだ

さった。それがクリスマスだということです。

　では神様が、この世界に突入されて、大胆に打ち破
られたものは何でしょうか。まずは、私たち人間の見
方、考え方だと思うんです。神という御方は、遥か高
みにあって近寄りがたい存在だというのが、人間の常
識ですよね。とくにイスラエルでは、神を見た者は息
絶えるとまで言われたぐらいですから。あるいは、罪
深い人間を裁く御方で、清い人間でなければ神に近づ
くことは出来ないという見方もありました。人はその
ようにして、どうしても神様のことを祀り上げてしま
うんですね。

　ところが、神様の方から、ぐうっとマリアの方に
近づいて、言葉を語られたんです。神様のお力によっ

て、救い主となる方を身ごもっ
たのだと。彼女はそれを聞いた時
「どうして、そんなことがあり
えましょうか」と反論します。こ
こで注意したいのは、処女降誕が
あり得るとかあり得ないとかとい
うようなことではないんです。こ
の時の天使の言葉は、神様の型
破りな熱意が、今あなたがたのた
めに溢れておるということです。
「あなたがたの理解に、わたしは
収まってはいないぞ。あなたを救
うためならば、ありえないことで
もしよう。」そういう神様の熱意
を、この出来事は伝えているので
す。だから、神の冒険なんです。

 でも人々は、神様のことはよく分
かっているって思っていました。
だから、その人々の考えを揺さぶ
る必要があった。自分が思い描く

神を人間が捨てるために、神が神でなくなる危険を歩
まれたんです。そしてお産まれになったのがイエス様
です。それは何のためでしょうか。それは徹底して私
たちに近づくためです。

　だから天使の言葉を聞いたマリアは、最後にこう
言います。「わたしは主のはしためです。お言葉どお
り、この身に成りますように。」つい今しがた、そん
なことはあり得ないと言ったマリアでしょ。マリアは
変わったんです。そう、変えられたんです！
　それに対して、天使ガブリエルは「神にはできな
いことはない」と告げます。当たり前の事を言ってる
だけのように思うかもしれません。でも、そんな型に
はまったことではないんですね。ここには、明確な神
様のご意思がある。これは、神様はあなたのために何
でもなさるご覚悟ですよということです。あなたを愛
し、私の祝福のもとに引き寄せるためなら、何でもす
る。これが、私たちを救うためには、神であることさ
え捨てられる神様なんです。

　そのお言葉どおり、イエス様は来られました。赤
ちゃんとして。誰もがその側に行って、その腕に抱き
かかえることもできる幼子として。それほどに近くに
神の子が来てくださったのです。 

　天使ガブリエルの言葉はさらに語ります。「その子
は、偉大な人となり、いと高き方の子と言われる。」
この言葉からどんなイメージを持つでしょうか。この
子供が、世界の人々に大いに褒め称えられるような感
じがしますよね。でも、神様が考えるイエス様の偉大
さは、そうではなかった。人の罪の贖いのため、ご自
身の命を捨てることでした。十字架の上に上がること
でした。ここに「ああ、自分は神様に赦されてあるの
だ」と神様を信頼できる道があります。神は私たちと
共にいてくださる。ですから、誰が何と言おうと何
があろうと、キリストの故に私たちの人生は揺るがな
い。そのことを知ってほしい。それが今私たちに告げ
られているクリスマスの大事なメッセージです。

（文責・月刊誌編集部）

　聖餐は、神による解放であります。ですからもし、自
分の生活に色々な不自由さ、拘束を感じ、救いを求めて
おりますならば、聖餐に与ることは、本当は一番大きな
喜びであるはずです。しかし、私どもは、主イエスが最
後の晩餐を、次のような期待を持って、弟子たちと一緒
になさったということに、気が付いていないのではない
かと思うのです。

　ルカ福音書では、イエスは最後の晩餐の食卓に着かれ
て真っ先に、こう言われます。

「わたしは苦しみを受ける前に、あなたがたとこの過
越の食事をしようと、切に望んでいた。」
 (ルカ22：15)

　私どもはただ自分たちが聖餐式をしたいから集まるの
ではないのです。聖餐は主の期待と願いとに裏付けられ
ている。いや、ある意味では、主イエスのご生涯全体
が、最後の晩餐のご用意であったかもしれない。これを
主イエスご自身が私どものために用意されていることを
受けとめなければならないと思います。

◇主イエスの生涯を表す

　では、主は十字架の苦しみに遭う前に、なぜ皆と一緒
になって食事をしたいとお考えになったんでしょうか。
　主のご生涯を読んで気が付きます一つのことは、主イ
エスがひたすらにご自分を隠そうとなさったということ
であります。つまり最後の晩餐は、その核心に隠してお
られたことが明らかにされる場だということです。
 
　主イエスは、ご自分はこういうものだという事をなか
なか仰せになりませんでした。たとえ仰せになった時で
も、人々には理解されませんでした。例えばヨハネ福音
書6章では、ご自分は命のパンだと仰せになりましたが、
命のパンっていうのは色々に解釈が出来るのです。だか
らこそ聖餐に於いて、主イエスご自身が、ご自分の生涯
について解釈を与えたと言うことが出来るだろうと思い
ます。自分の肉を裂く、自分の血を流す、そういうはっ
きりした言葉で、ご自分の生涯あるいは十字架の意味を
明らかになさった。従って、主イエスは切にこの時を求
められたのです。

　ご自分の肉を裂き、血を流された。それは、主イエス
がご自分を、何とかして全部、人間に与えようとなさっ
たということです。そのことをはっきりさせるために、
パンとぶどう酒を用いて、それが十字架の上に於いて成
就するのだと仰せになる必要があったのであります。

◇そこには裏切り者がいる必要があった

「みな、この杯から飲め。これは、罪のゆるしを得さ
せるようにと、多くの人のために流すわたしの契約の
血である。」 (マタイ26：27、28)（２ページへ続く）
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神様、息子さんお二人が自閉症で、ご自身も対
人恐怖がおありで、教会に行かれない、でも

FEBCを毎日聴いて礼拝していらっしゃる、「こ
れでもいいですか？」とお便りをいただきました。
あなたはこの方をどんなに喜んで「あなたはわた
しの羊だ」と言ってくださっていることでしょう。
どうぞこのご家族を祝福してください。日々の困
難がどれほどか私には想像もつきませんけれど、
そのお家の真ん中にイエス様がいてください。御
名によって祈ります。アーメン。

主イエス様の教会は、あの4つの壁に囲まれた中だけでなく、「イエス
様！」そう祈る所に教会はあるんですね。だからどうぞFEBCをあな
た様の教会とお思いくださって、そこでFEBCと共に神様を礼拝して、
安心して1日1日をお過ごしになれますように。大事なことは、私た
ちが共にイエス様を仰ぎ、父なる神様を礼拝しているということですね。
そして、ご子息のお世話をなさること、それがあなた様の礼拝だと思い
ます。イエス様は本当にあなた様の悲しみを知っていて、今お読みになっ
ているヨハネ10章10節の御言葉の通り、イエス様が来たのはあなた
様が命を受けるため、しかも豊かに受けるためですから、そのことをご
一緒に信じて歩んでまいりましょうね。 (9日 )

ご献金 3,549,599 円 （778 名）

10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 1,558 名　1 年前 1,324 名

1,295名
（前月より－6名）

10月末の̶１ページより続き　ルカ 22：14 ～ 23、エレミヤ 31：31 ～ 34
   ダビデのひこばえの到来・竹森満佐一

ルカ1章。祭司ザカリアに主の天使が現れ、「あ
なたの願いは聞き入れられた」と言いましたが、
ザカリアはすぐに信じることができませんでし
た。「何によって知ることができるのか」と思う
気持ちは私にもあります。言葉だけではなく、し
るしが欲しい、それなら信じられると思うのです。
随分前ですが、自分が変えられたいという願いを
持っていました。祈りましたが、変化はありませ
んでした。次第に、自分が変わるのではなく、あ
るがままの自分を受け入れることが大事だと考え
るようになり、毎日祈りました。しかし、何も変
化はおきませんでした。またこれもうまくいかな
いのか、自分は何をやってもうまくいかないと思
いました。祈る度に、自分に目が向いてしまい、
自分を受け入れられない相変わらずの自分に失望
するのです。

去年から聖書通信講座を再開し、
同じ章をくり返して読み、イエ
ス様の言葉や思いについて考え
るようになりました。そして、
サマリアの女や38年病気の人と
の会話を通して、イエス様は私を今のままで受け
入れて下さっていて、その思いを受け取ってほし
いと願っておられると感じました。そのイエス様
に目を向けると、少しは心が楽になります。みこ
ころに適う願いなのになぜ応えられないのかと疑
問がありましたが、神様と自分の思いは違うのだ
と思いました。今は、聖書を読んで、この神様の
思いを受け取ることができたらと思います。

自分を受け入れられない
“ 自分”に失望していましたが… 2日

ルカ受講中の女性

　イスラエルがエジプトでの奴隷生活から導き出されま
した出エジプトを祝う過越の祭りと聖餐とは、非常に密
接な関係があります。出エジプトは、神がイスラエルに
お与え下さった約束を守って下さった出来事であり、イ
スラエルは繰り返しこのことを思い出して、神の救いの
約束を改めて信じてきました。

　しかし、ここで主イエスは、その約束は、人間に罪の
赦しを得させるため、そのために立てられると言われる
のです。そのために私の血が流されるのだと。

　そのことを、教会が事実をもって示すことが一つあり
ます。

「しかし、そこに、わたしを裏切る者が、わたしと
一緒に食卓に手を置いている。」 （ルカ22：21）

　最後の晩餐の一番痛切な事実、それは、イスカリオテ
のユダがここにおったということです。ユダは既に主イ
エスを売る約束をして来て、ここで一緒に食事の席に着
いているのです。
　最後の晩餐。これは、罪人の救いのための晩餐であり
ました。従って、そこには裏切り者がいる必要があった
ということです。

　今日の聖餐に与る私どもも、そうで
す。私どもも主イエスを幾度も裏切
る。そういう者のために与えられた晩
餐がこの聖餐なのであります。裏切
る者の罪が赦されるために、神がこの
聖餐を、教会に与えて下さった！ある
意味ではユダがいてくれたお陰なので
す。自分のような人間も、主の聖餐に
敢えて陪することが出来る。だから、そういう罪の告白
のないところには、聖餐は何の意味も持たない。それを
主は明らかにしておられるのであります。

◇繰り返し与えられる命の糧

「これは、あなたがたのために与えるわたしのから
だである。わたしを記念するため、このように行い
なさい」（ルカ22：19）

　「わたしを記念するため」とは、私を思い出すためと
いうことでしょう。それは、朝ごとに神の恵みを受けな
きゃならないということです。そうでなければ我々は生
きていけない。
　礼拝もまた、聖餐を基盤にしています。もし、この聖
晩餐が無かったならば、我々の礼拝には意味が無いから
です。この聖餐こそが、我々の命のために、毎日の糧と
して、真に必要なのです。これが、主の十字架の恵みで
あります。

　ルカ福音書の終わりで、主がご復活の後で、エマオに
行く途中の弟子たちに現れます。それが主イエスだと気
が付かない彼らはやがて一緒に宿に着き、そして、食事
の席に着いて、パンが裂かれますと、目が突然開けて、
自分たちが一緒にいるのが主だと分かったというんで
す。

　これは私どもの話しです。昔のことではなく、今日の
こと、今のことです。私どもも分からなくなるんです。
だから、繰り返し繰り返しこの恵みが与えられる。そ
れが無ければ我々は生きられないでありましょう。これ
が、繰り返し繰り返し主の晩餐を守る意味であります。

(文責・月刊誌編集部)

マタイ3章。私はまだ洗礼を受けていません。今
までは「形式にとらわれなくても、イエス様を信
じて生きる事を喜びと思えた時から自分の中では
クリスチャンなのだから洗礼は受けなくて良い」
と考えていました。イエス様の洗礼と現在の自分
には関係があると思っていなかったのです。しか
し、それは今につながっていて、私にとっても大
切なことだったのですね。「洗礼は形式ではあり

ません。本当に生きる時も、死ぬ時も、私
が私のものでなく、真実な救い主イエス・
キリストのものである告白が事実となる
生涯的出来事です」とガイドにある通り
だと感じました。私も、洗礼の機会が与
えられることを祈っていこうと思います。

イエス様の洗礼は、
今の私にも大切なことだったのですね！ 23日

マタイ受講中の女性

現在、職場内での問題に直面しております。私は
入社 5年目の平社員ですが、上司から「次期責
任者をお願いしたい」と言われているのです。本
来であれば喜ぶべきなのでしょうが、私には引き
受ける自信が全くありません。そもそも人の上に
立つことが苦手です。それでも、自分なりに普段
の仕事から責任者意識を持って取り組んでいた
のですが、それが思わぬ弊害を生んでしまいまし
た。私よりも先輩の社員に仕事上で注意をしたと
ころ、「責任者でもないのに上から目線で物を言
うな」と言われてしまったのです。私は以前から
この先輩社員が苦手だったのですが、この衝突が
きっかけとなり、増々関係が悪化してしまいまし
た。仮に私が責任者になったら、この先輩社員は
私に協力してくれないでしょう。今後のことを考
えると、不安でたまらなくなり、その不安を忘れ
るために、インターネットで神様の前にふさわし
くない情報を何時間も見たり、テレビをだらだら
と見て過ごしてしまっています。こんな私のため
にお祈りいただければ幸いです。

先輩社員との関係悪化…
今後が不安でたまりません 27日

30 代男性

コロナで、私には友がいないという事に愕然とし
ました。教会の皆さんと良き交わりがあると思っ
ていましたが、そうでもなかった。深い哀しみ
の中で違う教会に行き始めました。このコロナの
中で孤独感は深まります。“イエス様 ”を見上げ
て…とよく言われましたが、人との関係を望むの
は良くないのでしょうか。私は人付き合いが苦手
だったのですが、イエス様と出会い、人とも関係
を持ちたいと思いました。それは主からのものと
思うのですが…。

人との関係を望む思い、
それは主からのものと思うのですが… 30日

女性
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 U
P!「わたしはよい羊飼である。よい羊飼は、羊のために命を捨てる」（11節）

ある兄弟が、この“主は私の牧者である”とは、どういうことか、ずっと考えていたそう
です。教会に来て、“私もイエス様を信じよう”という気持ちが芽生えてきた反面、“私
なんかが…”っていう気持ちもあったようです。ところがです。その兄弟は犬を飼って
いるんだそうで、その犬は迷い込んできた犬でした。そして、ある時ふっと思った。
“この迷い込んできた犬を、私は絶対に捨てないぞ。家の者がどう言おうが、私はこ
の犬を捨てないぞ”と。その時、“主は私の牧者なんだ。私がこの犬を捨てないよう
に、神は私を決してお捨てにならない。主よ、信じます”と、そこでイエス様を信じた
のです。
そうです、この御方は決して私たちを捨てなさらない。イエス様が仰った「わたしが
来たのは、羊に命を与えるため」とはそういうことです。私もそれをいただきたいです
と砕かれて御前に出る者に、この命は与えられるのです。クリスマスは、このイエス
様が、地上に、真の牧者として御降誕下さった日です。

31日 「認知症とキリスト教（仮）」
 中川博道（カトリック・カルメル会宇治修道院司祭）

第5 ●夜9：37～
FEBC特別番組

24日 「天の命のクリスマス」（ヨハネ10：10～11）
 小林和夫（日本ホーリネス教団東京聖書学院

教会牧師） 

第4 ●夜9：37～
クリスマス・イヴ特別番組

この時間はクリスマス説教と、共に黙想
する時間をお届けします。

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 ●夜10：04～
交わりのことば―聖霊のダイナミクスを求めて

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、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 ●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●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

10日  「『十字架を背負ってわたしに従いなさい』
―キリスト者の条件」（ルカ14：25～33、他）

17日 「マリヤの信仰」（ルカ1：26～38）

17日 「讃美との衝撃的な出会い」

17日 「What Child Is This?」 24日 「SDGs」

4日 「人間的な交わり」 11日 「霊的な交わり」
18日 「人間的でなく、霊的現実」 25日 「共にいる日　朝の礼拝」

4日 「互いに仕えあう中で」 11日 「『クリスマスには』」
18日 「暗闇の中で光る星」 25日 「いつもずっと共に」

4日 エーデルトラウト・ケスラー（宗教法人「母の家ベテル」宣教師、
 シスター）※再放送になります
11日 長谷川栄吾（認定NPO法人「チャイルド・ファンド・ジャパン」
 コミュニケーション・マーケティング部
 支援者サービスチームリーダー）
18日 鈴木紫音（東京神学大学神学生）

4日 「いのちのパン」 11日 「一致」
18日 「希望」 25日 「最終回・復活」

25日 「改めて、御言葉と出会う体験をしよう」
 マルコ12：13～24
 藤本　満（イムマヌエル綜合伝道団

高津キリスト教会牧師）

※本誌表紙参照

お相手・長倉崇宣

金

左からご出演順

●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12月
FEBC

番組案内
2021年12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!
―ドイツから日本にいらして何年くらいに？

　40年です。
　15歳の時、シスターとしての献身への使命が心の中に与えられたんで
す。苦しかったです。結婚してたくさん子どもを産みたいと思っていたの
で。
　その私をいつも導いたのは詩編62：1でした。「私のたましいは黙って、
ただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。」だから人には言わず、黙っ
て、祈っていくうちに、本当に神様の御心ならばそうして下さるという深い
信頼感が、だんだんと生まれてきました。
　「母の家ベテル」で宣教師の訓練を受けて9年経った時、「あなたを宣
教師として日本に遣わしたい」と言われたんです。私はただ「はい」と応え
ました。ずっと祈って待っていましたから。

―黙って、神様が働かれるのを待って…。

　はい。苦しいこともありました。ロンドンで英語を学んでいた間に、母が
ガンで余命3ヶ月という連絡があったんです。あと2ヶ月後に日本に遣わさ
れるという時で、こういう苦しい道も通らなければならないと経験しまし
た。嬉しかったこともありました。一緒に学
んでいた、キリスト教と何の関係もない日本
人の方にイエス様のお話をすると、素直に
受け入れたんです。

―日本に行くことはどのように示されたん
ですか？

　神様が御言葉を通してはっきりと示して下さいました。「わたしは彼ら
の中にしるしを置き、彼らのうちののがれた者たちを諸国に遣わす。…遠
い島々に。これらはわたしのうわさを聞いたこともなく、わたしの栄光を見
たこともない。彼らはわたしの栄光を諸国の民に告げ知らせよう。」（イザ
ヤ66：19）この「島 」々という言葉で、はっきりと日本だとわかりました。で
すから私の中では疑いはないんです。日本で骨を埋めたい、日本の土にな
りたい。それが私の切なる願いです。神様が遣わして下さった国ですか
ら。 （文責・月刊誌編集部）

エーデルトラウト・ケスラー
（宗教法人「母の家ベテル」宣教師、シスター）（再）
番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（4日）より

お詫び
と訂正

●番組案内10月号に掲載の番組「主に向かって歌おう」10/26の各回タイ
トルに変更がありました。 ̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。

　正）（17）見張りの人よ　誤）（17）主イエスよ、われらの

※月刊誌1面参照

※月刊誌1面参照

月

5日 「アドベント第1週、第2週」（再）
12日 「アドベント第3週、第4週」（再）

19日 「いのちのパン」「一致」
26日 最終回・「希望」「復活」

8日 「『あなたの罪は赦された』とイエス様に言われた中風の人は癒され
ました。私も赦していただいたのに、病が癒されないのはなぜ？『御
心だから』と納得しようとするのですが、治りたい！という気持ちが
心を騒がせます。」

21日 「高齢の母がいるので、礼拝出席も奉仕もままなりません。人間関係
にも疲れ、余計に教会に足が向かなくなって…。」

22日 「若くして障害者となり劣等感に苛まれていましたが、イエス様の命
がけの愛に救われました。病は癒えぬとも、罪赦され、この愛に生か
されていることに感謝しています。」

6日 「み言葉が、私の決断に勇気を与えてくれました。」
13日 「毎晩、『今夜こそ私を始末してください』と祈っています。」
20日 「クリスチャンではない、でも十字架と贖罪が知りたい。」
27日 「聖書を何回も読むうちに、ぽかぽかと暖かくなりました。」

6日 「人の心」（マルコ7：14～23）
13日 「心を開く」（黙示録3：20）
20日 「リスナーの手紙」（イザヤ46：4）
27日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

6日 「つまづきの中を進むイエスの心」（マタイ26：31～35）
13日 「対話と受容」（マタイ26：36～42）
20日 「罪の前に立つ時、イエスの時」（マタイ26：43～50）
27日 「イエスを見捨てる」（マタイ26：51～56）

7日 「アドヴェント―ザカリアの賛歌」
14日 「アドヴェント―闇は深まり」
21日 「アドヴェント、クリスマス―今こそ声あげ」
28日 「クリスマス―神の時は今満ちて」

7日 「そもそも『はこぶね便』って？」
14日 「代表交代というピンチを乗り越えて」
21日 「私たち二人のキリスト者としての歩み」
28日 「こういう時代だからこそ『つながり』を作るために」

7日 ルカ22：14～23、エレミヤ31：31～34 
14日 マルコ9：1～8、イザヤ42：1～9 
21日 マタイ5：17～26、イザヤ44：6～8
28日 マルコ12：1～12、詩編118：19～29

12月のゲスト
加藤 信（有限会社トップ・スペース（はこぶね便事務局）代表・写真右）
菅野千春（有限会社トップ・スペース（はこぶね便事務局）代表補佐・写真左）

●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）

1日 「バルクへの励まし」（エレミヤ45：1～5）
8日 「イスラエルの帰還」（46：25～28）
15日 「イスラエルの悔い改め」（50：1～7）
22日 「ゆるしと裁き」（50：17～24）
29日 「主から見捨てられない」（51：1～10）

水

●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） 
5日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『あなたを捜す神』(創世記3：1～24、 ルカ 19：10)
12日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『神の御覚悟が現れている。』(ルカ1：26～38)
19日 クリスマス礼拝
 日本福音ルーテル神水教会・角本 浩牧師
 『天からの挨拶』(ルカ1：26～38)
26日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『愛による世界の一変』(マルコ12：28～34)

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

水

1日 「アドヴェント_#1 主を待ち望むカウントダウン」 
8日 「アドヴェント_#2 空き部屋はありませんか？」 
15日 「アドヴェント_#3 あなたへのプレゼント」 
22日 「アドヴェント_#4 あなたはわたしを何者だというのか」 
29日 「五十嵐ジュンの気になるCCM 2021」 

1日 「『主われを愛す』の関西弁バージョン！？」 
8日 「パソコン修理から感じた、中年の問題！？」 
15日 「無限の選択肢から神様が選ばれたこと」 
22日 「『クリスマス』の表記で揺れる僕たちのこころ」
29日 「一年の終わりの大反省会」 

2日 「桁違いの『遠く』から現れる主　後半」（エレミヤ31：3）
9日、16日 「思い出せ、『贖いの奥義』を」（1ペトロ1：18～19）
23日、30日 「神を知る・その懐に浸かる」（ホセア6：6）

●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

2日 「全身防護服を着た“丸裸”の牧師に」 
9日 「何もできず、ただそばにいて、看取り続けて」 
16日 「『神よ、私を見捨てないでよ』」 
23日 「人種と文化の違い、これほど難しいなんて…」 
30日 「私をキリストのもとに連れて行ったのは…」 

●夜10：28～
聖書を開こう　
山下正雄（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～
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

●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)

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
3日  「新しい時代にキリストの御顔を探す」

3日  「イエスの表情、その心根を黙想する」


