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律法学者たちとファリサイ派の
人々、あなたたち偽善者は不幸
だ。人々の前で天の国を閉ざす
からだ。自分が入らないばかり
か、入ろうとする人をも入らせない。
律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち
偽善者は不幸だ。改宗者を一人つくろうとして、
海と陸を巡り歩くが、改宗者ができると、自分よ
り倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。

(マタイ23：13～15)

　この言葉ほど厳しい主イエスの批判の言葉を私は知
りません。

　律法学者は、国が滅び、王政が
廃され、神殿が破壊し尽くされた暗
黒のバビロン捕囚の時代、イスラエ
ル再建のために立ち上がった人々で
す。彼らは正規の神学教育を受けた
神学者であり、教師、また判事とし
て活動し、捕囚後の祭儀集団・ユダ
ヤ教の成立に大きな役割を果たしま
した。
　片やファリサイ派は、ペルシアの支配下にあった紀
元前二世紀前半、ユダヤ教の伝統を守るために立ち上
がった一般信徒の運動で、多くは商業や手職に携わる
人々でした。彼らは敬虔な宗教者として、民衆一般が
おろそかにしていた十分の一税を支払い、浄めの規則
を守り、神の御心に適うための慈善活動、1日3回の祈
りの時間を正確に守ること、そしてイスラエルの罪を
償うための週2回の断食を行いました。
　「ファリサイ」という呼称がこの自覚を端的に示し
ています。彼らは敬虔な者、義人、神を恐れる者、貧
しい者と名乗り、特に好んで「分たれた者」と称しま
した。この「分たれた」という言葉は「聖なる」とい
う言葉と同義語になります。つまり、ファリサイ派は
自らが聖なる人々、真のイスラエル、神の民であるこ
とを欲したのです。

　そのような人々に向かって主イエスは、あなたがた
偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすだけでは
なく、改宗者を地獄の子にしている!と吐き捨てたので
す。

　注目すべきは、主イエスが、彼らの神の意志に従う
ための真剣な努力や、慈善に励み、断食をし、経済的
犠牲をいとわない姿を無視してはいない事です。主の
眼にも、彼らは神の御旨を行うために努力している人
間と映っていたのです。にもかかわらず、主イエスは
敬虔な人たちこそ危険に瀕し、神から遠ざかっている
と言われた。なぜでしょうか？それは、彼らが罪を真
剣に受け止めていなかったからです。
　というのも、彼らの「決疑論」に拠れば、罪を大
罪と小罪に分け、大切なのは大罪を犯さないことであ
るとされていました。この考えによって、罪を神に対
する反抗と捉えられることがなくなります。また、同
様に彼らの「功績観念」では、功績を罪の代償とみな
し、終末の審判の時、功績の方が罪科よりも重くなっ
ていれば良いとされていました。つまり、この「敬虔
な人々」は、この決疑論と功績観念によって、いわば
罪を無害化したのです。
　しかし、それは怖るべき結果をもたらしました。罪
が真剣に考えられないところでは、人間は自分を立派
なものと錯覚します。主イエスはそれを「ファリサイ
派の人と徴税人」の譬えで見事に描いてみせました。
「神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る
者、不正な者、姦通を犯す者でなく、また、この徴税
人のような者でもないことを感謝します。わたしは週
に二度断食し、全収入の十分の一を献げています」
と。

　十字架のキリストに出会う前のパウロもそうでし

た。パウロは「フィリピの信徒への手紙」で、十字架
のキリストを知る前の自画像を次のように描いていま
す。「わたしは生まれて八日目に割礼を受け、イスラ
エルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人
の中のヘブライ人、律法に関してはファリサイ派の一
員、…律法の義については非の打ちどころない者でし
た」と。
　しかし、このように誇りに満ちていたパウロが「主
キリスト・イエスを知ることのあまりのすばらしさ
に、今では他の一切を糞土とみています」と言い、
「わたしは、なんという惨めな人間なのだろう。だれ
が、この死のからだから、わたしを救ってくれるだろ
うか!」と告白するのです。つまり主イエスの言葉を
借りれば、自分こそが天の国を閉ざす「地獄の子」で
あったと叫んだのです。

　罪を無害化し、罪の自覚のな
い律法学者、ファリサイ人の、
その害悪の根本に迫る主イエス
の激しい非難の言葉は、しかし
ながら、群衆や弟子たちに語ら
れた最終的な言葉ではありませ
んでした。最後の言葉―それは
十字架の言葉です。

　その関連で注目したいのは、エレミヤが「悔い改め
への招き」の文脈で語った言葉です。

「立ち帰れ、イスラエルよ」と
主は言われる。
「わたしのもとに立ち帰れ。
呪うべきものをわたしの前から捨て去れ。
そうすれば、再び迷い出ることはない。」
もし、あなたが真実と公平と正義をもって
「主は生きておられる」と誓うなら
諸国の民は、あなたを通して祝福を受け
あなたを誇りとする。

(エレミヤ4：1～2)

　このエレミヤの言葉は、元々、アブラハムの召命で
語られた言葉です。神は、人間の罪の世界を、命溢れ
る祝福された世界にするために、75歳のアブラハムを
召し出し、地上の氏族はすべてあなたによって祝福に
入ると約束されたのです。その言葉が、預言者エレミ
ヤを通して、バビロン捕囚という死の時代に再び語ら
れたのです。しかし、イスラエルが神に立ち帰ること
はありませんでした。

　では、この神の民は死のもとに横たわるしかないの
か。神はエレミヤを通してこの問いに「否」と言われ
ます。それが31章31節以下に語られた「新しい契約」
で、神は命を提供されると言われる！

見よ、わたしがイスラエルの家、ユダの家と新し
い契約を結ぶ日が来る、と主は言われる。この契
約は、かつてわたしが彼らの先祖の手を取ってエ
ジプトの地から導き出したときに結んだものでは
ない。わたしが彼らの主人であったにもかかわら
ず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。
しかし、来るべき日に、わたしがイスラエルの家
と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すな
わち、わたしの律法を彼らの胸の中に授け、彼ら
の心にそれを記す。

(エレミヤ31：31～33)

　この「新しい契約」は、ナザレのイエスが十字架に
上げられた日に成就したのです。

　神は、悔い改めて神に立ち帰る可能性のない罪人を
救うために御子イエス・キリストを十字架に上げて、
罪の贖いを全うされた。だから主イエスは、この救い
を今、現在のこととして主の晩餐を制定されたので
す。それ故、主の体とその血により天の国は開かれ、
地獄の子たちは神の子となるのです。

（文責・月刊誌編集部）
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「維持会員になってから、FEBCと
のつながりをさらに深く感じる

ようになりました」とお書きくださって、
なんと嬉しいことでしょう。そして、15
年前、洗礼をお受けになった頃にお申込
みくださった聖書通信講座を、改めてお
申込みくださり、その理由は「仕えると
はどういうことか、聖書を読んで知りた
いから」と。あなた様がそう書いてくだ
さって、私もね、「う～ん、仕えるって

どういうことかなあ。徹底的に下に立つことかなぁ。何より
神様の前に自分を低く置くことかなあ。」そんなふうに思い巡

ご献金 9,318,565円 （1,123 名）

12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 1,541 名　1 年前 1,279 名

1,266名
（前月より－24名）

12月末の

ヨハネ1章 12節「言は…その名を信じる人々に
は神の子となる資格を与えた」というみ言葉は、
私の心を良い意味でえぐりました。バプテスマを
受けて約20年ですが、本当にその名を信じてい
るか…いつも自問自答しています。心から告白で
きる信仰を与えてほしいです。けれどイエス様は、
「なぜ信じられないのか」というこの私の嘆きに
寄り添っておられるのですよね。3章の「新たな
る生まれ変わり」は、これからの生きる指針とな
るように思いました。バプテスマは一回きりです
が、毎日新たに生まれ続けたいです。
うつ病に陥って30年。自傷行為をし続けたり、
褒められるような生き方をしてはきませんでし
た。もはや「治してください」とは祈れません。
うつ病は、一種の私のアイデンティティだからで
す。そんな私にも、神様はイエス様と聖霊を送っ
てくださいます。これからの私に与えられた生き
方とは「キリスト者として立つこと」すなわち神
様の大きな愛を受け入れ、それを告白することで
す。それが果たせるようお祈り頂ければ、こんな
に嬉しいことはありません。

心から信じられない
この私に与えられた生き方は 3日

ヨハネ受講中の女性

　十字架の上と下に小さな横棒がついた正教会の十字
架をご覧になったことがありますか？上の棒は主が十
字架に架けられたときの罪状書きを、下の横棒は足台
を表しますが、下の棒の向かって左、つまり十字架上
のイエスから見ると右側が上がっています。これは、
ルカ伝が伝える主が十字架に付けられた時の両側に共
にかけられた二人の盗賊のうちのひとり、「あなたの
国が来るとき、私を思い出してください」(23：42)と
言って悔い改めた盗賊を示しているのです。

　この「あなたの国が来るとき、
私を思い出してください」という言
葉。正教会の礼拝ではこの言葉をと
ても大切にし、日曜日の聖体礼儀の
前半に、マタイ伝の山上の説教「心
の貧しき者はさいわいなり」で始ま
る九つ（他の教派では8つ）の「真
のさいわい」の歌とセットで歌いま
す。

　聖体礼儀でこの歌が歌われる時、祭壇のある至聖所
と信徒の集う聖所を仕切る「イコノスタスの扉」が開
き、左の扉からロウソクに先導された司祭が、豪華に
装飾された福音書をかかげて聖所まで出てきて、再び
イコノスタスの中央の門をくぐって至聖所の中央にあ
る祭壇に歩いていきます。

　実はこの儀式にはいくつかの歴史的背景があるので
すが、ひとつはキリスト教が迫害されていた時代に、
官憲の摘発を恐れて別室に隠している聖書を礼拝の時
にだけうやうやしく持ち出していたこと。もうひとつ
は、ビザンティン時代に行われていた聖堂への行進で
す。そこでは、皇帝も主教も民衆も一斉に聖堂に入っ
ていきました。聖堂―それは神と出会う場所です。福
音書が語るキリストに率いられて入場し、神の言葉、
すなわちキリストご自身から福音を聞くということな
のです。
　20世紀の正教の神学者のアレクサンドル・シュメー
マン神父は「これは象徴的な儀式ではない。古きもの
から新しきものへの、この世から来たるべき世への教
会の移り行きそのものだ。古き神殿は破壊された。今
や唯一の至聖所はキリストご自身だ。キリストによっ
て天への道が開かれた。今ここにある至聖所は教会が
天に移っていくこと、すなわち、天上の至聖所への入
場のしるし。教会は神の国、来たるべき世に入って行
くのだ」と力強く語りました。私たちは、「あなたは
今日わたしとともにパラダイスにいる」(ルカ23：43)
との主の言葉によって、悔い改めた右の盗賊とともに
神の国に入場していくのです。

　このとき続いて歌われるのが詩編95番の6節です。
「来たれ。ハリストスの前に伏し拝まん。神の子、死
より復活せし主や、爾にアリルイヤを奉る者を救い給
え」が歌われます。意味は「来なさい。キリストの面
前に伏し拝みましょう。神の子、死から復活した主
よ、あなたにアリルイヤ(ハレルヤ)を歌うものをお救
いください」です。

（文責・月刊誌編集部）

ヨハネ7～ 9章を読み、教会に通い始めた11年
前を思い出しました。その前年に父が癌で亡くな
りましたが、私はそれまで父が家族にしたことを
許せず、父を助けませんでした。そんな自分を許
せず、いくら教会で罪の赦しについて聞いても、
内心イエス様に言っていました。「私は赦されて
はいけない人間です。その資格がありません。で
も、教会には来ていいですか？みことばを聞いて
いると落ち着くんです。礼拝にそっと参加するこ
と、お許しください。」
そんな思いで教会に通って数ヶ月後、ある朝、ハ
イデルベルク信仰問答のテキストを一人読んで
いました。そこにこうありました。「たとえわた
しの良心がわたしに向かって…責め立てたとして
も、神は…ただ恵みによって、キリストの完全な
償いと義と聖とをわたしに与え…」。涙が出てき
ました。イエス様はご存知なんだ。私の罪も、赦
される資格がないと逡巡していることも。それで
も「私のもとに来ていいんだよ」と仰ってくださ
る !そう感じ、その日、洗礼を受けたいとお伝え
しました。ヨハネ8章で罪を犯した女性に声をか
けるイエス様を想う時、この自分の経験に重なる
のです。受洗後10年、色々な試練は続きますが、
少しずつ聖書や教会を通して心の目が開かれてく
るのを感じます。

自分を許すことができないまま
そっと礼拝に参加し続けて…

１日
ヨハネ受講中の女性

20 年程前、ラジオのダイヤルを偶然合わせて
FEBCを知り、恵子の郵便ポストを拝聴するのを
楽しみに時々聴いております。キリスト教の信者
でもない人間ですが、今までの45年の人生、今
思えば神に背く悪行の数々、詫びても詫びきれま
せんが、漸くアルコールに溺れた私でも、神は見
捨てていなかったのだと気づかせて頂きました。
リスナーからのお便りに励まされて、毎日地味で
はありますが、暮らせることに感謝です。

45年の人生、悪行の数々、詫びても詫びきれませんが… 15日
40 代男性

聖書通信講座、大変難しいと感じました。聖書の
中の背景や言語的な違いなど、自分の文化や知識
とかけ離れていて、理解しようとしてもさっと吸
収できない感覚でした。ヨハネ1から3章は何十
回と読みました。読めば読むほど、わからなくな
り、見えるものがあり、見えなくなるものがあり
…。お金をまき散らして怒られるイエス様など、
まだよくわからないところがあったのですが、山
内神父の「み言葉黙想」を毎週聴いていたとこ
ろ、「そういうことか！」と聖霊の働きがあった
のです。聖書をお話の流れとして理解してしまう
と、どうしてもひっかかってしまうところがあり
ます。しかし、じっくり噛みしめ、み言葉を祈り
とすると、ありのままに受け入れられることを感
じました。これは恵みだと思います。次々とストー
リーを追いかけるのではなく、聖書を祈りとして
読み続けたいと思います。

「そういうことか !」
み言葉を祈りとして読んだら… 17日

ヨハネ受講中の女性

らしました。でも現実には、人に仕える者になりたいと思う
のに、私の心の中には「自分こそ」っていう思いがいつもあっ
て、仕える心とは真逆だなあって思うんですね。だから、あ
なた様が仰るように「そうか !聖書から学ぶんだ！」って思
いました。「キリストは、神の身分でありながら、神と等しい
者であることに固執しようとは思わず、 かえって自分を無に
して、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間
の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の
死に至るまで従順でした。」(フィリピ2：6～8)この御言葉
を「はい」と受け取ることなのですよね。ぜひご一緒に、主
イエスが、神に、そして人に仕えた、その御足の跡を歩ませ
ていただきましょう。 （22日）



表紙

―ご専門の見地から、人間の老年期の課題を、どう
捉えられていますか？

　私は、成人発達心理学あるいは生涯発
達心理学という、人間が一生涯を通してど
う変化していくかをキリスト教信仰の眼差
しで捉え直すことをしているのですが、老
年期を、人間関係などその方をその方足ら
しめていた人々やものとの別れを経験
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ないかと。それを繰り返し確認しながら、一歩を歩み出
す。それは、私たちにとっての「前に進む」ことかは分かり
ません。しかし、キリスト教の信仰からすると、「素の私」
「本当の私」を待っていて丸ごと受け入れてくれる神様の
許へと進んでいく歩みだと思うのです。もちろん、傍らに
いる者は、何度も同じ話を聞かされると「またか…」と思っ
てしまいますけどね。でも、その確認が確かになされるよ
うに、私たちも「大切な者として眼差しを受ける」という体
験を一緒に味わわせて頂きたいと思っています。

―認知症の厳しさは「私は一体誰なんだ」というご本
人の強い不安とともに、その傍らにある方にとっても、
ご本人との関係性まで壊れてしまうように感じるところ
にあると思うのですが。

　それは本当に悲しいことです。だからその悲しみを抱え
て、認知症の方やその周りに居る方も含めて、「どうか神様
受け取って下さい」と祈ることではないでしょうか。私自身
も、自分が老いや病を通っていくことを考えるとどうして
も尻込みしないではいられません。正直に言えば、出来れ
ばそれ無しでいきたいと思う。でも、イエス様こそ、この十
字架を負う道を通って下さった。もちろん、この歩みの只
中には悲しみや苦しみが沢山あります。でも「私が私で無
くなる歩み」を、私に先んじて歩んで下さったイエスご自身
と繋がりながら、私は一歩一歩を歩みたいと思います。そ
の時、「前」に進めなくても良いのではないでしょうか。む
しろ、今ここに生かされている私を生きる、ただそれだけ
のことに集中して生きる。その傍らにおられる人も、その現
実は物凄く大変だからこそ、その認知症の方を生かしてお
られる御方のいのちに一緒に生かされる神秘を味わうと
いうことが私たちの人生だと思うのです。これは私たちが
計画して経験することではありません。その認知症の方を
その内側から生かしているいのちそのものが、今ここで、こ
の私をも共に生かしていることに共に与る。この経験が、
この「私の人生」に欠かせないと思うのです。

（文責・月刊誌編集部）

FEBC特別番組　認知症とは何か？
武田なほみ（上智大学神学部教授）聞き手：長倉崇宣
2月12日、19日土曜夜10時04分より各28分間
第4回「『私の人生』を失わないために」前編・後編

する時期とすると、その課題は、長年深く関わってきた仕
事等の活動からの離脱やそれまで出来ていたことも出
来なくなることをどう受け止めるのかということになりま
すよね。これを「与えられたものをお返ししていく」と言
えば綺麗なのですが、その渦中にあっては、自分という
存在がもぎ取られるような物凄い痛みを経験します。で
すから、その出来事と向き合って、その中でなお私として
生きていくかは、もの凄く難しいことです。

　エリック・エリクソンという心理学者は人間の生涯を８
つの段階に分け、それぞれの時期毎に課題があると言っ
ています。その中で、彼は老年期の課題を統合と絶望の
間を揺れ動くという意味で「統合対絶望の間の葛藤」と
述べているんですね。更に今では後期高齢者と言われる
その先の段階について、彼と共に研究していた妻のジョ
アン・エリクソンは「第９段階」だと言って、絶望に傾き
やすくなる人間の課題に言及しています。

　では何故、神様は人生の最後に一番難しい課題を取っ
ておかれたのか。これは人間をどう見るかによります。人
間の成長や発達を考える時、何かが出来るようになって
いくプロセスは人間にとってとても大切です。しかし、実
はそれで人間の発達は終わらないということなのかも知
れません。もちろん、老いて衰えていくのは辛いことで
す。しかし、人生とはそれだけのことなのでしょうか？

　私は現在、認知症の母の面倒を看ています。そして、会
う度に何度も同じ話を繰り返すのです。母は音楽家でし
たが、しかし不思議なことに、音楽の道に進んだ後の活
動の話は全く出てこないのです。そうではなくて、幼い頃
に音大に行くきっかけになった話を繰り返す。人間って
認知症になっても思い出すのは、人生の何十年間も費や
してきた「活動」の話ではなく、「私が『大切な存在』と
して見られるというその眼差しを受けた体験」なのだと
思っています。色んなものが確かでなくなる中で、そうい
う「素の私」で受け止められた経験に戻っていくんじゃ

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〉

2022年2月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物承認

●江藤
「共に生きる生活」というこの本の中で、３章のタイト
ルは「ひとりでいる日」なんですよね。その冒頭で、「沈
黙してあなたに向かい、賛美をささげます。シオンに
います神よ。」（詩編65：2）という聖書の言葉をひき
ながら語るボンヘッファーの次の言葉にハッとさせら
れます。

「多くの人は、ひとりでいることを恐れて交わりを求
める。」

そして、「ひとりでいることのできない人は、交わりに入
ることを用心しなさい」と彼は続け、更に断言するので
す。

「もしあなたがひとりでいることを望まないなら、そ
れはあなたに対するキリストの召しを否定すること
であり、そうすればあなたは召された者たちとの交
わりとは何の関わりも持つことはできない。」

●吉崎
大変厳しい言葉ですね。それは、自分の足でしっかり
立てということなんですか？

●江藤
ボンヘッファーは、孤立とも自立と
も違って、「自分が自分であること
を受け取って生きる」っていうこと
を言いたいのだと思うんです。
創世記の最初、アダムとエバが禁
じられた木の実を食べて隠れてし
まう時に、神様は「おまえはどこにいるのか」と声をか
けられますよね。そういうときに、「私はここにいます」
と応える存在。他の誰からも隠れたとしても、この神
の御前に立つ、そういう一人のことです。だから、彼は
強い言葉を使って言います。

「キリスト者の交わりは決して霊的な療養所（サナ
トリウム）のようなものではない。自分自身から逃避
して交わりに入って来る者は、そこをおしゃべりと気
晴らしの場所として誤用している。」

つまり、「自分自身から逃避して」というこの言葉が鍵
だと思います。
そして、彼は正反対のことも同時に言うのです。

「しかしその逆の命題もまた真である―交わりの
中にいない人は、ひとりでいることを用心しなさ
い。」

「あなたは教会の中へと召された。召しはあなただ
けに向けられているのではなく、召された者の教会
において、あなたは自分の十字架を負い、戦い、祈
るのである。死の時においてさえも、あなたはひとり
ではない。そして最後の裁きの日に、あなたはイエ
ス・キリストの大きな教会の一つの肢となるだろ
う。」

個であることに召された者こそが、実は交わりの中で、
生きたキリストの肢として繋がり合っているということ

が、賜物として与えられると彼は知っているんです
ね。

●吉崎
でも、一人で生まれ、一人で死んでいく全く孤独な私た
ちが、孤独でありながら孤立しないってことは果たし
てあるのでしょうか？

●江藤
一人で御前に立つその人にとり、インマヌエル―私は、
あなたと共にいると言われる方が、その人の前にいらっ
しゃるんです。ここにおいて、この御方において、私た
ちは一人であることも、共にあることもその両方が初め
て可能になるということなんだと思います。

だから、ボンヘッファーは、御前で沈黙することを勧め
ます。

「沈黙と言葉とは、ちょうどひとりでいることと交わ
りとの関係と同様に、内的な結合と区別の関係にあ
る。一方なしに他方はありえない。正しい言葉は沈
黙から来るように、正しい沈黙は言葉から来る」。

何のために沈黙するか。それは、御言葉を聴くためで
す。その御言葉が、生きて、私の中に働いて、私の魂の
奥に響くように語りかけるようにするためです。

語ることの前に、考えることの前に、聖書研究をする前
に、静かに言葉自体を聴け、あなたのために今ここで
語られる生ける神の言葉をというんです。「生ける」と
いうのは、今、ここで、この私に向かって語られていると
いうことですよね。全く個人的に、私自身に、神の言葉
が何を語っているかを心静まって聴くようにと、彼は語
るんですね。
 （文責・月刊誌編集部）

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
2月12日放送　毎週土曜夜9時30分より22分間

第20回「ひとりでいる日―交わり」

独りでいる交わり
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＜第3回＞
5日 「健康な者でなく、病める者のためにある礼拝」
 山﨑ハコネ（日本基督教団正教師、敬和学園大学
 人文学部 共生社会学科教授、社会福祉法人「からし種の会」理事長）
＜第4回＞
12日 「『私の人生』を失わないために その前編」
19日 「『私の人生』を失わないために その後編」
 武田なほみ（上智大学神学部教授）

第1、2、3 ●夜10：04～
FEBC特別番組　認知症とは何か？

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 ●夜10：04～
交わりのことば

●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

11日  「『あなたがたは地の塩、世の光である』
 ―私たちの光源とは何か」（マタイ 5：13～16、他）

18日 「神の憐れみの現れとしてのクリスマス」
（ルカ1：46～56、64～80）

25日 「キリストの割礼と洗礼」（ルカ2：21～24）

18日 「よかれと思っていたことが…」
25日 「バレエの発表会がありました！」

18日 「格調高い歌詞」
25日 「クリスチャンがロックをダメにした？」

5日 「一日の働き、昼と夕べ」 12日 「ひとりでいる日―交わり」
19日 「ひとりでいることと沈黙」 
26日 「聖書黙想、祈り、とりなし」

5日 「結論をあせらず」 12日 「Praise The Lord」
19日 「きっと、いつも、共に」 
26日 「子どもたちのケンカを見かけて」

5日 「真福九端」 12日 「税吏とファリセイの主日」
19日 「放蕩息子バビロン」 
26日 「断肉の主日―死者のための祈り」

26日 「罪人を結ぶ唯一の絆」
 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）

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！

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。

2022年 2月
FEBC

番組案内
2022年2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!
　私は今、アメリカのミネアポリスでチャプレンと
して働いています。多くの患者さんは死に直面し
ています。自分が生きてこの病院を出られないと
知っているんです。患者さんの中にはクリスチャン
も多いですけど、コロナパンデミックのためにミネ
アポリスの教会はほとんど閉まっていましたか
ら、ここ１、２年、教会に行けてないんですね。子
供の頃から通っていた教会に、二度と行けない…
そんな悲しみの中にいる方もいます。

　私のカバンには小さな聖餐式のセットが入っています。今、患者さん
に、キリストの血と肉を届けられるのはチャプレンだけです。そして、聖餐
を受けられるっていうのは、教会そのものを味わえる、そんな瞬間でもあ
るんですね。だから、日曜日に、病室で聖書を読んで祈って、聖餐式をや
るんです。「これはあなたのために与えられたキリストの体。あなたの罪
を赦し、救いを約束するキリストの血」と言って、手から手へ渡される聖
餐式が行われる時、みんなものすごい喜ぶんです。「まさかもう一度、聖
餐を受けることができるなんて！こんな嬉しい日曜日ないよ」って。こんな
に喜んでイエス・キリストを分かち合える瞬間はないし、これこそ本当に
教会だと思うんです。患者さんたちは、これが最後だと思って、聖餐式を
味わっています。そして本当は、神との出会いってそういうもんなんじゃな
いかって思うんです。これが最後かもしれない、でも神がここにいる、こん
なに嬉しいことあるだろうか！って。

二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中
にいるのである。（マタイ18：20）

　イエス・キリストを求める者たちのいるところ、そこにこそキリストがい
るんだって、イエスは語っているのではないでしょうか。コロナで、またい
ろんな理由で、教会に行けない方、この放送を一人で聴いている方もおら
れると思います。でも、そこにキリストはいて、皆さんの目の前にも、生き
る現実にも、本物の教会、本物のイエス・キリストが必ずおられます。

（文責・月刊誌編集部）

番組「主よ、人の絶望を担うキリストよ」
「キリストを分かち合う、こんなに嬉しいことがある
だろうか！」（3日）より
関野和寛（日本福音ルーテル教会牧師/チャプレン）

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
4日  「イエスとの原点」

4日  「私の根底、そこで息づいておられるキリストと出会う」

土

「シリーズ・認知症とは何か ＜第3回＞」より（5日）
山﨑：（認知症の方と共に生活をしていく中で）あ、この言葉が届くなと思えばその言葉
を頼りにその人とコミュニケーションを取っていく。どのような認知症の方でも、例えば
自分の愛しているものの名前とか、生まれた場所とか、住みなれた家の住所とか、忘れて
いないですね。そういう言葉を届ければそこでまた会話は出てくると思います。
とりわけ一番通じる言葉というのはお祈りですね。私も夜勤をしていた時はいつも、「今
日は誰のためにお祈りしたいですか？」と聞いて、「子ども」とか言うと、その息子さんや
娘さんの名前を入れながら、安心してゆっくり休めますようにと祈ります。その方の無事
とか健康とか信仰とか、ご家族が守られますようにという祈りは、誰も嫌がらないです
ね。そうするとそこで「アーメン」という言葉が出てきますね。
長倉：それはとても大事な「アーメン」ですね。

※月刊誌増刊号参照
お詫び
と訂正

●番組案内1月号に掲載の番組情報に誤りがありました。
̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。

　番組「復活への旅路―正教会の聖歌（再）」1/23放送の各回タイトル
　誤）「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」
　正）「『大詠頌』グロリア」「聖にして福たる『喜びの光よ』」
　番組「特別番組　シリーズ・認知症とは何か」1/1放送のサブタイトル
　誤）「＜第2回＞　母を憎しみから解き放った神」
　正）「＜第2回＞　帰って来いとの御声の中で」

聞き手・長倉崇宣

※月刊誌2面参照

※月刊誌増刊号参照

※月刊誌1面参照

6日 「年間第5主日の典礼」
13日 「年間第6主日の典礼」

20日 「真福九端」「税吏とファリセイの主日」
27日 「放蕩息子バビロン」「断肉の主日―死者のための祈り」

2日 「田舎で一人住まいの私が放送を聴くようになり数年、ようやく『神
様と一緒に過ごす』がわかるように…。『主よ』、この言葉が自らの口
から出てくるなんて、以前はあり得ませんでした。」

9日 「どうすれば『イエスを知る』ことができるのでしょうか。誤解ではな
く、自分の思い込みや期待するイエス像ではなく、本当のイエス様
を。」

14日 「『思い悩むな』とイエス様は言われます。『ただ神の国を求めなさい』
と。でもしょっちゅう思い悩みます。『神の国を求める』とはどいうこ
とでしょう。神を愛し隣人を愛するということ？とても難しいのです
が…。」

7日 「守りたくない聖書の教えとどう向き合えばいい？」
14日 「小さく弱い私にとって、献身って何でしょうか？」
21日 「私は、信仰心が無くなってしまいました。」
28日 「気晴らしの方法は他にもあるのに、何故聖書を…」

7日 「一生懸命生きよう」（1コリント10：13）
14日 「リスナーの手紙」（詩篇56：1～14）
21日 「主の憐れみを求める」（マタイ11：25～30）
28日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

7日 「敗北」（マタイ27：19～25）
14日 「十字架への道」（マタイ27：26～34）
21日 「十字架の孤独」（マタイ27：35～44）
28日 「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」（マタイ27：45～53）

マタイによる福音書と賛美歌
1日 「（25）主の招く声が」
8日 「（26）キリストのように」
15日 「（27）見よ、世はすべて」
22日 「（28）『起きよ』と呼ぶ声」

1日 「宣教師がロースタリーカフェを開くまで」
8日 「なぜ牧師だけが『献身者』？」
15日 「ビジネス・アズ・ミッション」
22日 「人 と々のオーガニックな関係を求めて」

1日 マルコ 4：21～25 
8日 ヨハネ13：1～5、詩篇41：1～13 
15日 ルカ 15：1～3、11～32 
22日 ルカ 15：11～32 

2月のゲスト
ミラード・デイビー
（ロースタリーカフェ「東京コーヒー」取締役、宣教師）

●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）

2日 「#1 CCMとワーシップソングの違い」 
9日 「#2 フルタイムクリスチャン」 
16日 「#3 ワーシップソングが同時代的になり辛い理由」 
23日 「#4 新しい歌を主に歌おう」 

2日 「『中川さんは、どうしたかったの？』と仰るお手紙を頂いて」 
9日 「海外ドラマで気づいた自分の傾向」 
16日 「『主われを愛す』の替え歌についての放送、

楽しく聴かせていただきました。」 
23日 「イエス様はキャンプの達人！？」

2日 「エルサレム陥落（２）」（エレミヤ39：4～7）
9日 「エルサレム陥落（３）」（39：8～10）
16日 「預言者の解放」（39：11～18）
23日 「今は奴隷となった」（哀歌1：1～8）

3日、10日 「鍵はいつもキリストー進んで『従いあう』という奥義」
（エフェソ5：21）

17日、24日 「『清い心』
 ―一人では見つけられないもの―」（箴言22：11）

●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

3日 「キリストを分かち合う、
こんなに嬉しいことがあるだろうか！」 

10日 「『人一人の命を、あなたは背負うことはできない』」 他

今月はワーシップ・アーティスト、エレニ・ベーカーを特集。

●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

●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）  マリア松島純子

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） 
6日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『人が共に生きる条件』(創世記4：1～18、1ヨハネ3：11～18)
13日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『もう、起き上がりなさい』(ヨハネ18：12～14)
20日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『悪を善に変えられる神』(創世記50：15～21)
27日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『閉ざされた神の国』(マタイ23：13～15)

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

※本誌表紙参照


