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　私たちカルメル会という修道会
は共同生活を大切にしている修道会
で、朝昼晩一緒に祈り、朝夕の一時
間近くの念祷の時間に一緒に座る等
の生活をしています。そういう中で
長年一緒に生きていると、家族以上
にお互いのことを知り、その存在の
重みを感じる日常生活となります。
ですので、今一緒に生きている仲間
が老いていく姿を見ながら、自分の老いをも考えさせら
れる。つまり、この状況を突き抜けて死の向こうへ行か
れた方々こそ、その残してくれた姿によって、私の老
いの先を歩いて今の私を支えてくれている存在なんです
ね。その意味で、決して過去の存在ではないのです。

　私の大先輩に奥村一郎神父がいます。彼は75歳を過
ぎて宇治修道院に移ってこられたのですが、その直後く
らいから「今までの自分ではなくなっていく」というこ
とを口走るようになられました。さらにその数年後に
は、アルツハイマー型認知症と診断されました。あれだ
けの膨大な著作を残され、バチカンの宗教顧問もなさっ
た方です。美しい言葉を紡ぐことがお出来になる方だっ
たし、しかも言葉だけでなくそれを生きることに自らを
賭けていらっしゃった。そういう方が認知症となり、
言葉を失っていかれたのです。だから、今までの自分が
失われていくことを強烈に感じておられたのでしょう。
ある時期には「私はもう死にます」と盛んに口走られる
ようになられた。せん妄も起こって、さぞ恐怖心も強く
おありだったと思います。奥村神父様はご健在の時から
「人間は最後には全てが剥奪されていき、そして神のみ
が残っていく」と仰っていたのですが、その通りご自分
の内に実現していかれるということを体験しておられた
のだと思います。その最晩年には、御聖体さえ「これは
何ですか？」と仰るようになっていかれました。けれど
も、この神に賭けておられるお姿というのは本当に変わ
らないものとして生き抜かれたのです。私は、それを目
の当たりにさせて頂きました。

　キリスト教の人間理解にとって、認知能力というの
は、人間の様々な内面の能力のごく一部でしかありませ

ん。認知症を抱えた方と一緒に生きる中で分かったの
は、人間とは何か、知性や能力、才能とは何なのかとい
うことです。それは、そういうものが過ぎ去ってもなお
残る人格とは何なのかを見る目を養っていくということ
です。その意味で、「回心」がなければ、私たちは本当
に死にたくなるような経験をするということでもありま
す。
　キリスト教で言う「回心」は、メタノイアというギリ
シャ語で「今まで思っていたことから、実はこうだった
んだと気づいて、考え方を改めていく」という意味の
言葉です。ですから、実は私たちにとって人間について
の考え方を改めて行く貴重な時が、認知症を患っておら
れる方と一緒に歩む中にあるのではないかと私は思いま
す。それは「たとえどうなっても神に愛されているの
だ」という次元で、人間を見つめ直していく機会を頂い
ているということです。確かに先輩や親のような存在が
認知症となる時、それは私たちにとって大きな失望にな
るでしょう。特に自分を指導してくださったような方で
あれば尚更です。しかしそれこそが、人間とは何かを本
当に学ぶプロセスなのではないでしょうか。まさに信仰
者にとって生々しい「回心」なのです。

　そのことを思い巡らす中で、私は恩師のドイツ人司祭
のことを思い出すのです。私にとって第二の父親のよう
な彼が、その晩年に入院され車椅子生活の中で言葉も上
手く出なくなっていた頃に、お見舞いに伺いました。そ
して帰ろうとした時に、「こうやって思い返すと、本当
に感謝することばかりですね」ってとても明るい表情で
仰ったんですね。それを聞いた時、30年ほど前にその
神父様と出会ったばかりの時のことを思い出しました。
当時、私は未だ10代、洗礼を受ける前でした。そんな
私に彼は「あなたは老後をどう生きるつもりですか？」
と聞いたのです。彼もまだ40代だったと思います。そ
して、「私は修道者だから、看てくれる家族もいない
し、晩年は車椅子にでも乗せられて、独りで過ごさな
くてはいけなくなると思います。でも、そういう状況に
なった時、私は感謝出来る人間になりたいんです。」と
仰った。ああ、この方はずっとその言葉のように生きよ
うとして来られたと気付かされた！私はそのことを生き
様として見せて頂いた思いがします。そして、この「生
き方」は、認知症をさえ貫く次元の事柄なのだと思うの
です。

―認知症は祈りの言葉や所作も人から忘れさせてしまう
と思いますが、祈りを重んじるカルメル会で生きる人と
して、では、いったい祈りとは何だとお考えになられま
すか？

　アビラの聖テレジアが、霊性の歴史を通しての祈りの
定義としては一つの頂点とも言える言葉を残していま

す。「自分が神から愛されていることを知りつつ、神と
二人きりになって過ごしながら、友情の交換をしていく
こと。」という言葉です。つまり、彼女にとって祈りは
認識の問題ではないのです。たとえ何があっても「神と
共にいること」、それこそが祈りだとも言っています。
私は、カルメル会が祈りの修道会であるということの意
味は、この人間の最も深い現実を確かめ続けていくため
にあるのではないかと考えているのです。すなわち、全
てが取り去られても、これだけは残るという人間の根っ
こがどこにあるかを、日常の中で確かめ、注意深く生き
ていくために私たちはいるのだと。私たちに命を与え、
この存在を支えて下さっている御方は愛そのものの御方
です。たとえ私にどんなことがあったとしても、たとえ
人から見捨てられても、この御方だけは一緒にいてくだ
さるということを確かめていくこと。ここに私たちカル
メル会、そしてキリスト者の存在意義はあると思うので
す。

　今、日本のどの教会でも「高齢化が大変だ」と言いま
す。けれどもこれは、本当に信仰の核心を生きていける
かどうかの膨大なチャンスだと私は考えています。何か
楽しいイベントがあるから、何か大切な働きがあるから
教会に来て下さいということではなくて、「何も無いけ
れど、生きる価値がある」ということを身をもって示し
ていけるかどうかということです。つまり、福音を本当
の意味で人々に伝えていけるかどうかのチャンスなので
す。
　アビラの聖テレジアは、女子カルメル会を改革した時
に一体何をしたかといえば、禁域の中に閉じこもって、
社会的には何もしていないのです。ただ手仕事をし、そ
こで祈って、ごくごく慎ましやかで誰にも目立たない日
常性を生きる。しかし、その中に本当の価値は隠れてい
る。そのことを証しようとしたのが、この女子カルメル
会なのです。
　どこにも行かない、誰にも会えない。でも、ここで神
との出会いを生きていけさえすれば、全ての人の幸せを
祈り、生きる意味を満たしていけるのです。老いもまた
同じです。何も出来なくてどこにも行けなくなっても、
生きることの究極の意味を見出し続けていける理由がこ
こにある。

　コロナ禍で世界中が立ち往生しているような中にあり
ます。だからこそ、ここで本当に立ち止まって、人間と
して生きる意味や幸せとは何かを考えるための呼びか
けとして、私たちはチャンスを頂いているのだと思いま
す。認知症の課題も、これと重なって見えてきます。私
自身、ベッドの上が自分の生活の場となった時にどうす
るか。私も美しく生きていけるように心していきたいと
思っています。 （文責・月刊誌編集部）

人目にはつかない、一介の女の子にすぎない、
このマリアという人に、神様は目を留めな

さった。

　そして御使いがマリアに現れ、神様からのメッセー
ジをもってきました。
　その御言葉が、「恵まれた女よ、おめでとう」(ルカ
1：28)です。

　さらに御使いは続けます。「主があなたと共にお
られます」と。主の臨在であります。旧約聖書におい
ては、神様が一緒にいてくださるという自覚と確信そ
のものが、救いでした。マリアは、人知れず、神を畏
れ、神を信ずる信仰の生涯を続けていたんでしょう。
だから御使いは、マリアの生涯を言い当てた。「あな
たは知られている」と。 （2ページへ続く）
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「マルタ、マルタ」と、イエス様が二度名前を呼
ばれたように、あなた様も二度呼ばれている

ような気がしますとお書きくださいました。はい！
確かに呼ばれていらっしゃるんです！だから、FEBC
に出会ってくださり、今、聖書通信講座を受講なさっ
ているのですね。
でも、「わたしを信じなさい」とのイエス様の言葉、
これが最大の関門で、この壁が乗り越えられないと
感じていらっしゃるとのこと。そうなんです、乗り
越えられないのですよね、自分では。でも、大丈夫！

ご献金 2,902,261円 （742 名）

11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 1,311 名

1,290名
（前月より－5名）

11月末の̶１ページより続き　「クリスマスの祝福」
   生きるとは、キリスト・小林和夫

私は85歳です。20年前から FEBCを聞かせて頂
いています。恵子さんの声を聞くのが楽しみで、
毎日ラジオをこんな田舎で聞いているんです。私
の地域にふたつあった教会が今はひとつになって
しまいました。福音教会に行っていますが、近年
は膝が悪くてなかなか礼拝にいけないのです。夜
9時半までに用事すべてを終えて、ベッドでラジ
オを聴いています。み言葉が輝いて宝石箱を開け
た時のような気持ちになります。ベッドの脇にい
つも恵子さんがいてくれるんです。一緒に神様を
思える幸せ。波乱万丈の人生を通して、イエス様
こそまことの救い主と確信させられてきました。
小さな盆地の田舎町に放送をこんなに楽しみに聞
いているものがおるよ、と知っていてください。
今の世の中こんな時に、この FEBCの放送で皆が
救われますように、魂の救いが起こされますよう
に。

「こんな田舎で
毎日放送を聞いている者がおるよ」 13日

80 代女性

　しかし皆さんね、このときの状況を考えてみてくださ
い。当のマリアにとっては大変なことですよ。だから随
分この人は悩んだ。

「どうして、そんな事があり得ましょうか。」(ルカ1：
34)

　恐れと不安と、戸惑いなしには、
マリアは御使いのお告げを受けるこ
とはできなかったのですね。嫁いで
もいないのに身ごもるとはどういう
ことだ。婚約者のヨセフはどう考え
るだろう。いや、モーセの律法で
は、石で打ち殺されるということを
さえ覚悟しなくてはなりません。し

かし、マリアのとった基本的な態度が29節の終わりに
記されています。

「このあいさつはなんの事であろうかと、思いめぐらし
ていた。」(ルカ1：29)

　御言葉を思い巡らす、これはお祈りをすることです。
詩編の一編には、「かかる人はエホバの法をよろこび
て、昼も夜もこれをおもう」とありますね。神様はこう
しろっておっしゃる。でも、自分はそうしたくないん
だ。けれども、御言葉は、問いかけてくる。私も、自分
の家庭の中に不幸と見える試練が起こってくる度に、神
様の御前に座らされる感じをもちます。皆さんね、マリ
アはただ素直な人だったのではない。優等生じゃないん
です。マリアも一人の罪人だ。だから、どんなにその心
には葛藤があっただろうと思います。しかし、恐れや戸
惑いを超えて、神の御言葉を思い巡らした。幸いな人と
はそういう人です。

　そしてついに、マリアは御言葉を引き受けました。
「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1：38)

　実にこのマリアだからこそ、あのイエス様というお子
を育てられたと思います。イエス様は、あのゲッセマネ
において人類を救おうとする時に、どんなに悩み、お
祈りをなさったことか。十字架について死なないで済む
方法があるなら、その方法を教えてくださいとお祈りな
さったんです。けれど「汝のみ旨をなしたまえ」と、十
字架へ決意をもって神にお従いしたのが、イエス・キリ
ストです！

「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」とお受けした、このマリアが、イエス・
キリストをお預かりしたのです。

　だから、今日、あなたの本当のクリスマスを迎えてほ
しい。それは、御子イエスがあなたに与えられたからで
す。この信頼が「恵まれた人」を生むのです。

（文責・月刊誌編集部）

共にうつ病を抱えながらも、一緒にイエス様を仰
いで生きてきた母を自死で亡くしてから7年を迎
えました。この7年間本当に厳しい日々でしたが、
神様が今日まで生かしてくださいました。私は弟
も自死で亡くしています。神様はなぜこのような
形で2人を召されたのか何度問うてもわかりませ
ん。こたえはありません。生前母や弟が大変な時、
私はとても悩み、叫ぶように神様に祈っていまし
た。その祈りを神様は聴いてくださったと思いま
す。でも、私の願いとはかけ離れた出来事が起こ
り、悲しみ、苦しみは未だ消えません。“私には
わからなくても、人間的に見れば悲しくても、神
様は母にとって弟にとって最善をなしてくださっ
た ”そう信じてもよいのでしょうか。

悲しい死でも、
神様は最善をなしてくださったのでしょうか

4日
女性

聖書通信講座は三年ぶりです。体調を崩してしま
い、精神状態も悪くして聖書を読む事も出来ない
日々が続いていました。でも、そろそろお返事を
書こうと心に決めて、聖書を読み、こうして思っ
た事を書けるのも神さまの恵みだと思います。さ
て、11章のガイドに引っかかる部分がありました。
それは、「父が亡くなった時、『わたしを信じる者
は、死んでも生きる』という御言葉を口ずさみ、
人間的には悲しいけど喜びを感じた」というとこ
ろです。しかも主イエスはこのことを信じるかと
人生の大決断を問われている、という事が書いて
あり、正直面食いました。私は30年クリスチャ
ンをやってきましたが、「死んでも生きる」とは
あまりにも道理に合いません。さらにそれを真理
として受け入れる決断を迫られているなんて !私
は一応永遠のいのちを信じてはいます。しかし「死
んだら終わり」で、死んだ後の事は死ななきゃ分
からないと考えています。これが常識でしょう。
しかし、この御言葉に触れて、それじゃ駄目なん
だ、自分には何かが足りない !と思い至りました。
なんて事でしょう !

私は、今まで自分の頭で物事を観ていたのだと思
います。しかし、今回聖書を5回読み、ガイドに
触れ、また毎日聖書を読み、少しづつ祈る…とい
う事をしてゆくと、“やがて神さまの本当の事が
分かってきて、私も命がけの決断が出来るんだ ”
と信じられるようになってきました。ゆっくりで
すけど聖霊さまが働いておられると思っていま
す。もっと聖書の学びをしたいと思います。

「死んでも生きる」を信じるか…
なんて問いでしょう ! 5日

ヨハネ受講中の男性

今、私は信仰の危機を感じています。チャーチホッ
パー（教会渡り鳥）なのです、私は。完璧な教会
を求めて、10以上の教会を回りました。どこか
の教会に落ち着けばいいとわかっているのですが
…。キリスト教の本も読みまくっているのですが、
いまいちピンときません。つまり、私はイエス様
を知らないのです。イエス様を知りたいので、異
端の集会にも集ってしまいました。幸い、もうや
めましたが、自分でも何がやりたいのかわかりま
せん。イエス様がわかりません。これが私の本心
です。ぜひガイドを勉強して、本当のイエス様を
知りたいと思います。

イエス様がわかりません
これが私の本心です 17日

男性

主イエスがあなた様を招いて、壁の向こうに行かせてくださ
るから。結局、このイエス様に出会うことなんですよね。

私もね、イエス様を信じられないと悩んで、イエス様に出会
うために、聖書を読み、祈り続けました。「イエス様、私のと
ころに来てください」と。ぜひ、あなた様もそう祈って、聖
書を読み続けてください。私もあなた様のためにをお祈りし
ています。あなた様がこのようにイエス様を求めていらっしゃ
る。それは、あなた以上に、イエス様があなたを求めておら
れることのしるしですから。 （24日）
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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）お相手・長倉崇宣
2022年1月14日放送
毎月第二金曜夜9時37分より60分間　
第4回「『人を裁くな』―自らの限界を知った者
にとってのイエスの新しさ」ルカ6：27～38、ほか
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27「しかし、わたしの言葉を聞いているあなたがたに

言っておく。敵を愛し、あなたがたを憎む者に親切に

しなさい。 
28 悪口を言う者に祝福を祈り、あなたがたを侮辱する

者のために祈りなさい。 
29あなたの頬を打つ者には、もう一方の頬をも向けな

さい。上着を奪い取る者には、下着をも拒んではなら

ない。 
30 求める者には、だれにでも与えなさい。あなたの持

ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。 

31人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。 

32 自分を愛してくれる人を愛したところで、あなたが

たにどんな恵みがあろうか。罪人でも、愛してくれる人

を愛している。 
33また、自分によくしてくれる人に善いことをしたとこ

ろで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをして

いる。 
34返してもらうことを当てにして貸したところで、どん

な恵みがあろうか。罪人さえ、同じものを返してもらお

うとして、罪人に貸すのである。 
35 しかし、あなたがたは敵を愛しなさい。人に善いこ

とをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすれば、

たくさんの報いがあり、いと高き方の子となる。いと高

き方は、恩を知らない者にも悪人にも、情け深いから

である。 

36あなたがたの父が憐れみ深いように、あなたがたも

憐れみ深い者となりなさい。」 

37「人を裁くな。そうすれば、 

あなたがたも裁かれることがない。 

人を罪人だと決めるな。そうすれば、 

あなたがたも罪人だと決められることがない。 

赦しなさい。そうすれば、 

あなたがたも赦される。 
38 与えなさい。そうすれば、 

あなたがたにも与えられる。

あなたがたは自分の量る秤で量り返されるからであ

る。」 

①
愛
す
る
↓
与
え
る

D1 

D2

②
愛
す
る
こ
と 

あ
な
た
方

③
与
え
る
こ
と 

神的受動形

押し入れ、揺すり入れ、あふれるほどに量りを

 よくして、ふところに入れてもらえる。 

(ルカ6：27～38)

雨宮

このことは、「愛」と訳される「アガペー」

というギリシャ語の言葉が聖書で使用された

回数からも見て取れます。紀元前 2 世紀頃に

ギリシャ語に翻訳された旧約聖書（七十人訳）

でのこの言葉の使用回数は、20 回しかありま

せん。しかし、新約聖書では 116 回です。

もちろん、新約の時代になって、急に人間が

愛することができる存在になった訳ではあり

ません。人間はいつの時代もどうしようもな

い存在なのでしょう。だとすると、こう言わ

ざるを得ない。純粋で裏切ることのない愛を、

新約聖書の人々はイエスの内に見ているのだ

と。私も説教では「愛」という言葉を平気で

使いますが、日常ではほとんど使いません。

ちょっと恥ずかしいからです。それは何故か？

それは、汚れた愛だからです。しかし、イエ

スという存在の中に、本当に純粋な愛を見た

ことが、この116回という数字に表れている。

ですから、新約聖書の新しさというのは、イ

エスの存在が創りだした新しさということにな

るのだと言えます。 ( 文責・月刊誌編集部 )

雨宮

つまり、旧約聖書の人たちは、敵との関係を

そのままに放置していてはいけないということ

は分かっていたということです。ですから、

人間の現実をしっかりと踏まえているのが旧

約聖書の魅力です。「出来ないことは出来な

い」ことを認めた上で、やらなければいけな

いことがある。ならば、どういう条件だった

ら出来るだろうかということを考える。言い換

えれば、「イエスという存在を知らない人間」

の現実が書かれていると言えるでしょう。で

すから、イエスの必要性を一番良く分かって

いたのも、また旧約聖書の人々なのだと思い

ます。

イエスの存在が作り出した「20対116」

人はどうして裁くのか

　今回は「人を裁くな」という教えを、毎日人を裁いている
我々がどうしたら実行できるのか、考えてみます。

■二本の柱　D1とD2
　31節と36節を直訳すると、以下の通りとなります。

31人があなたがたに行うようにとあなたがたに望むとお

りに、そのようにあなたがたは人に行いなさい
36あなたがたの父が慈悲深いとおりに、あなたがたは

慈悲深くなりなさい

　同じ構文がこの二箇所にだけ使われていて、今日の箇所全
体の「2本の柱」になっており、これで3つの小段落に切り分

けられると考えました。

■第一小段落　①
　ここでは、「愛する」ことが、「親切にし、祈る」という行動
を生み出し、更に「頬を差し出す、下着をも拒まずに与える」

と深められていって、最後は「求める者には、だれにでも与

えなさい」となっています。ですから、キーワードは「愛する」

と「与える」で、愛することが純粋になっていくと、与えること

になっていくのだと言いたいのだと思います。つまり、27～38

節全体のテーマは「愛することは与えること」です。

■第二小段落　②
　この段落のテーマは５回も出てくる「愛する」です。その上
で、32～34節では「罪人」という表現が繰り返され、35節は

「しかし、あなたがたは」と始められます。ですから、ここで

の「罪人」は悪いことをした人の意味ではなくて、「あなたが

た」の反対で、言わばイエスに従う気のない人の意味ではな

いかと思います。つまり、彼らもそのくらいの愛することはや

ると言っている訳です。よって問題になるのは35節以下の

「あなたがた」つまりイエスに従おうとする人々は、「罪人」

の段階で終らず、敵を愛することによって、神の子となるんだ

と言っているのです。

■第三小段落　③
　ここでは「人を裁くな、そうすれば…」のように同じ構文が
続き、「与えなさい。そうすれば、あなたがたにも与えられ

る」で終わっています。続く「押し入れ、揺すり入れ、あふれ

るほどに量りをよくして、ふところに入れてもらえる」の「入

れてもらえる」も原文では「与えられる」の意味で、ここの

キーワードは「与える」であると言えます。つまり、「あなたが

たにも与えられる」の与えられ方が尋常ではないと言いたい

のだと思うのです。

　さらに最後を結ぶ言葉「あなたがたは自分の量る秤で量

り返されるからである」は、非常に重たい表現です。というの

は、「量り返される」と受動形が使われましたが、量り返すの

は一体誰でしょうか？直前の「入れてもらえる（与えられる）」

と同じく、これは神的受動形と言い、神という言葉を口にし

ないで行為主体が神であることを表す修辞法です。

　つまり、この神が重要なのです。第一小段落①と異なり、

第二②・第三小段落③では、神を表す表現があります。

　特に、「人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい」

（31節、D1）は誰もが認める黄金律とも言われるものです

が、一方で神の存在が意識されていません。しかし「あなた

がたの父が憐れみ深いように、あなたがたも憐れみ深い者

となりなさい」（36節、D2）では、神を登場させています。　

　全体を見ると、①で「愛することは与えること」というテー

マが提示され、②のキリスト者の求められる「愛すること」

は、③では神的受動形で「与えること」として説かれ、さらに

二本の柱（D1，D2）によって、人間の思いだけで神を認めな

ければ、幸いな生活には至ることが出来ないと教えようとし

たのだと思います。つまり、私たちが、やってはいけないと分

かっていても、人を裁いてしまうのは、神が我々の視野から

消えているからだということになります。

AM1566kHz 毎夜9:30～〈全国放送〉AMラジオ放送キリスト教放送局

日本FEBC www.febcjp.comインターネット放送 〈毎日更新〉
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長倉

長倉

雨宮

雨宮

そう言われても、「悪人にも、情け深い」

神様自体が、人間には受け入れ難いよ

うな気がするのですが…。

そうですね。確かに、この箇所では私たちの

状態は一切条件になっておらず、これはそも

そも旧約聖書には無い考え方です。例えば、

主の憐れみ、慈しみは、主を畏れる人に与え

られ、悪人にではないと言っている訳です。

主は主を畏れる人を憐れんでくださる。

主の慈しみは…主を畏れる人の上にあり

（詩編103：13、17）

条件付きなのですね。

そうです。しかし、新約聖書では何故無条件

なのか？そこで、新約の前提となった旧約の

特徴を今一度見てみましょう。

誰でもろばが荷物の下に倒れていたら、助け

なきゃと思う。しかし、それが敵のものだと

気づいたら踵を返してしまうのが我々の現実

なわけです。敵に何か良いことをするのは難

しい。ただ、敵のろばだったら何かしら出来

る。つまり、それは敵と和解するチャンスと

なるということを教えているのだと思います。

 

あなたを憎む者のろばが荷物の下に倒れ伏しているの

を見た場合、それを見捨てておいてはならない。必

ず彼と共に助け起こさねばならない。

 (出エジプト23：5)

旧約の視点 :

イエスの必要性を最も分かっていた人たち
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1日 「シリーズ・認知症とは何か ＜第２回＞
 母を憎しみから解き放った神」
 北村善朗（カトリック・京都教区司祭）

第1 ●夜10：04～
FEBC特別番組

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

●夜10：31～
 復活への旅路―正教会の聖歌
 マリア松島純子(日本正教会大阪ハリス
 トス正教会信徒、正教会聖歌研究者) 

第4、5 ●夜10：04～
交わりのことば

第2、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 ●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

14日  「『人を裁くな』―自らの限界を知った者にとっての
イエスの新しさ」（ルカ6：27～38、他）

21日 「キリストの依託」（マルコ16 ：14～20）
28日 「クリスマスの祝福」（ルカ1：26～38）

21日 「ゴスペルシンガーになるということ」
28日 「賛美歌紹介！『おっさんび』」

21日 「ジュネーヴ詩編歌」 28日 「私の杯は溢れます」

1日 「詩篇の秘密　その1」 8日 「詩篇の秘密　その2」
15日 「聖書を朗読すること」 22日 「共に歌うこと、共に祈ること」
29日 「食卓の交わり」

1日 「新しい年も主と」 8日 「ひとつひとつのことを大切に」
15日 「教訓や処世訓ではなくて」
22日 「それぞれの個性が」 29日 「海外ドラマのワンシーンから」

8日 山内　恭（国立極地研究所研究員、
 総合研究大学院大学名誉教授）
15日 東すみれ（キリスト者学生会 東北地区GA）

1日 「正教会の聖歌紹介」 ８日 「降誕祭」
15日 「『大詠頌』グロリア」 
22日 「聖にして福たる『喜びの光よ』」
29日 「『ハリストスによって洗を受けし者』」

22日 「手探りで平和を求める歩み
  ―メノナイトの信仰とは・前半」
29日 「神の御前に平和を求める―メノナイトの信仰とは・後半」
 伽賀　由（日本メノナイトキリスト教会協議会
 日本メノナイト帯広キリスト教会牧師）

※本誌表紙参照

お相手・長倉崇宣

●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！
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今月の

PICK UP!
母は晩年認知症になり、帰天しました。私の父は4歳で母親を失い、5人の
姉が母親代わりになり、そこに世間知らずのお嬢さんであった母が嫁いだ
のです。5人の小姑から、色々言われていじめられたそうです。私の家はも
ともと浄土真宗で、私が初めに教会に行き、母も私が神学校に行く頃に教
会に行き、信者になりました。母も頭の中では「許し」が大事だとは分かっ
ていたと思います。しかし、昔の話になると、嫁として傷ついたことが恨み
つらみとして出てくるのです。小姑たちは既に皆亡くなっておりましたが。

父は2006年に亡くなり、1年もしない内に母は認知症になり、色々な記憶
を失っていきました。私のことも自分の弟の名前を呼んだり。施設では、リ
ハビリのために家族写真を母の所に置いていて、小姑たちも写っていまし
た。「これは誰？」と聞くと母は「ウ～ン」
と言って覚えていません。「○○おばさん
でしょ。どう思ってる？」と聞くと「今は何
も思っていない」と言うのです。認知症は
大変なことです。けれども私にとっては、
母が自分ではどうすることも出来なかった
「許す」ということ、恨みや憎しみから解
放されるということ、また私も息子としても
司祭としても何も出来なかったことを、イ
エス様が母に認知症という状況をお送りになることで、して下さったのだ
と、その時感じました。それは、神様、イエス様の大きな御手の中にある、
計らいの内にある出来事で、委ねてゆけば良いのだなぁと。

イエス様が地上にいらっしゃったということは、人間であることの全てを
体験して下さったことだと思うのです。特に最後の受難において、本当に
小さな者、自分では何も出来ない者になり切る、自分を全て与え尽くして
しまう、そこに十字架の死があり、復活があったと信じるのですが、それこ
そが実は人間として生きる最も人間らしい姿なのだということを私たちに
示して下さったのかなと思います。 

（文責・月刊誌編集部）

番組「FEBC特別番組」
「シリーズ・認知症とは何か ＜第２回＞
母を憎しみから解き放った神」（1日）より
北村善朗（カトリック・京都教区司祭）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
7日  「イエスとの友情を生きる」

7日  「イエスとただ一緒にいたい、その情熱」

土

「正教会の聖歌紹介」より（1日）
正教の一年は復活祭に始まり、復活祭に終わると言われます。正教会は古い暦、ユリウ
ス暦を用いるので、今年の復活祭は4月24日です。祭の祭、祝いの祝いと呼ばれる復活
大祭は、２月頃から入念な準備が始まります。食べ物の節制、その日の聖書、歌われる
聖歌、と昔からの決まり事が色々ありますが、神を離れてこの世にどっぷり浸かってい
る私たちの心と体をもう一度、復活祭へ、神の方へと動かす、古代教会の先人の知恵が
ぎっしり詰まっています。復活祭へ向かう日々は、生涯をかけて神に近づいていく「クリ
スチャンの信仰の歩み」の縮図なのです。

今日の聖歌は、旅の目的地、復活祭の歌と慶びの鐘です。「ハリストス死より復活し、死
を以て、死を滅ぼし、墓にあるものに生命を賜えり。」キリストは死から復活し、自らの
死によって死を滅ぼし、すでに葬られた者だけでなく、死んだようにしか生られない者
すべてにキリストの生命を与えた。その復活への旅が始まります。

1月スタート
新番組

※月刊誌1面参照

※月刊誌増刊号参照

2日 「降誕祭から公現日へ（1）」（再）
9日 「降誕祭から公現日へ（2）」（再）
30日 「主の洗礼、カナの婚礼」（再）

16日 「正教会の聖歌紹介」「降誕祭」
23日 「聖にして福たる『喜びの光よ』」
 「『ハリストスによって洗を受けし者』」

6日 「求道6年、ようやくバプテスマが与えられることを喜んでおりました
が、牧師に延期を申し出ました。家族の反対があり…でも、それより
もっと大きな迷いは、本当にイエス様を信じているのかという迷い
でした。」

12日 「牧師が高齢で、教会は閉鎖になりました。私も高齢で市街の教会
へ通うのは困難です。でも、毎日の放送を軸に信仰生活を守ろうと
心に決めてから、心の耳も研ぎ澄み、電波さえクリアになって、支え
となっています。」

25日 「洗礼を受けて43年。神様はもうそろそろ心の中に来てくださってい
いのではないでしょうか。まだ待たないとダメでしょうか。罪を告白
して祈りましたが何も変わりません。」

3日 「空気を読んで、遠回しにしか福音を伝えられません。」
10日 「動物や植物も罪を犯すのでしょうか？」
17日 「洗礼、取り消せるなら取り消したいです。」
24日 「亡くなった母の姿から、私は祈りを知りました。」
31日 「神のみ言葉の前に、無力感を覚えます。」

3日 「信仰に生きるという事」（創世記22：1～12）
10日 「リスナーの手紙」（ルカ8：43）
17日 「贖い」（出エジプト6：6～9）
24日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
31日 「一粒の麦」（ヨハネ12：23）

3日 「正義と焦り」（マタイ26：57～63）
10日 「神の新しさの否定」（マタイ26：63～68）
17日 「鶏が鳴く前に―ペトロの二度目の召命」（マタイ26：69～75）
24日 「ユダを体験する黙想」（マタイ27：1～10）
31日 「避けようとする人々」（マタイ27：11～18）

4日 「公現日―ふるさとを離れて遠く」
マタイによる福音書と賛美歌
11日 「（22）子ロバのうた」
18日 「（23）聞きたまえわれらの祈り」
25日 「（24）とうときわが神よ」

4日 「THIRD PLACE WORSHIPって？」
11日 「僕らが神様を賛美するその理由―その１」
18日 「僕らが神様を賛美するその理由―その２」
25日 「僕らが神様を賛美するその理由―その３」

4日 マタイ 6：5～8、伝道 5：1～7 
11日 黙示録 3：20、イザヤ 65：17～25 
18日 ルカ 22：14～23、出エジプト 12：21～27 
25日 マルコ 4：26～29、出エジプト 13：17～22 

1月のゲスト
THIRD PLACE WORSHIPの
みなさま（超教派賛美グループ）

●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～ 
復活への旅路―正教会の聖歌（再）  松島純子

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）

●夜9：30～
全地よ主をほめたたえよ（主日礼拝番組） 
2日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『神の国は近づいた』(イザヤ40：1～11、マルコ1：14～15)
9日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『もっとあなたを用いたい』(マルコ1：16～20)
16日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『医者を必要とする人のために』(ルカ5：27～32)
23日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『大転換』(マルコ12：41～44)
30日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『罪を覆い隠された人は幸い』(ローマ4：1～8)

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）

5日 「#1 アフリカの詩編歌」 
12日 「#2 イスラエルからのCCM」 
19日 「#3 詩編23編の多様性」 
26日 「#4 『ジュネーヴ詩編歌』の今」 

5日 「性格診断で『聖職者』をオススメされた話」 
12日 「『クリスチャン』という演技、してないですか？」 
19日 「我が家に、猫がやってきました！」 
26日 「『雑草の様な生活が悲しい。』」

5日 「バビロンの最期」（エレミヤ51：11～19）
12日 「バビロンへの報復」（51：24～33）
19日 「石に結ばれた巻物」（51：59～64）
26日 「エルサレム陥落（１）」（39：1～3）

6日、13日 「とにかく、わたしのもとに来なさい
 ―主イエスと共に軛を負うという救い」（マタイ11：28）
20日、27日 「理屈の外から射しこむ希望の光」（イザヤ46：12～13）

●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

6日 「どんなに手遅れだと思っても…」 
13日 「幼子イエスを追い出してしまった、クリスマス」 
20日 「『私は、あなたが帰ってきたことが嬉しい』」 他

●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)

水

CCMで「詩編」


