
!"#$%#&'()*
+',

-,.&
/01(2*

3
通巻492号 2022 年 3月 1日 毎月 1回 1日発行
1987 年 3月 5日第三種郵便物承認

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

3月7日放送
毎週月曜夜9時48分より22分間
第49回「十字架に導かれる人々」

（マタイ27：54～61）

百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人た
ちは、地震やいろいろの出来事を見て、非常に恐
れ、「本当に、この人は神の子だった」と言っ
た。  (マタイ27：54) 

「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」
「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったの
ですか」

イエスの見張りをしていた異邦人は十字架上のイエス
の姿を見て、その言葉を聞きました。彼らが、その言
葉を理解したかどうかはわかりません。しかし、何か
が変わり始めているということを感じた。

非常な恐れの中で「神の子だっ
た」とつぶやいたことは、私は
神を見ているのだ、と言い換え
てもいいかも知れません。

◇

片や遠く離れて、大勢の婦人た
ちが、十字架を見つめていま
す。

またそこでは、大勢の婦人
たちが遠くから見守ってい
た。この婦人たちは、ガリ
ラヤからイエスに従って来
て世話をしていた人々であ
る。 その中には、マグダラ
のマリア、ヤコブとヨセフ
の母マリア、ゼベダイの子
らの母がいた。  (55～56) 

この婦人たちは、ガリラヤから
イエスに従ってきた人たち、イ
エスの世話をしていた人たちで
あったということです。

イエスの日々を見ていたこの人
たちは、イエスの十字架を遠く
から、ずっと見つめていまし
た。

マグダラのマリア、ヤコブとヨ

スの死の姿が、彼を動かした。

夕方、安息日の始まるまでの短い時間の間にヨセフは
行動します。誰かに相談する間もなくピラトのところ
に一直線に向かって。

死刑囚の遺体を引き取ることができるのは親族だけで
す。ですから、自分がイエスの親戚であることを認め
てもらう必要がありました。

ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな亜
麻布に包み、 岩に掘った自分の新しい墓の中に納
め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立
ち去った。 (59～60)

イエスの遺体を収めたのは、自分のための墓です。
自分の名前が一番上に刻まれるべき墓です。

それは、私はイエスの弟子である、
イエスの言葉を信じ、これからも生きていく者なのだ
ということの告白。

「この人もイエスの弟子であった」
58節の一文は、弟子とは何であるかということのマタ
イの理解と言ってもいいと思います。

そして、ヨセフは立ち去ります。安息日が始まったか
らです。

◇

しかし、マグダラのマリアと、もう一人のマリアは、
墓の前に残りました。

マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに
残り、墓の方を向いて座っていた。 (61)

留まり続けた二人のマリア。
それは、何があっても、イエスのそばにいたいと願
う、イエスを愛する者の姿。

イエスの十字架によって、大きく人生を変えられて行
く物語。
イエスの導きに、自分たちの人生を委ねた人たちの物
語。

イエスに従うとは、何であるか。
イエスを信じるとは、どうすればよいのか。

栄光は、父と子と聖霊に、初めのように、
今も、いつも世々に。アーメン。

（文責・月刊誌編集部）

主の救を静かに待ち望むことは、良いことであ
る。人が若い時にくびきを負うことは、良いこと
である。主がこれを負わせられるとき、ひとりす
わって黙しているがよい。口をちりにつけよ、あ
るいはなお望みがあるであろう。おのれを撃つ者
にほおを向け、満ち足りるまでに、はずかしめを
受けよ。 (哀歌3：26～30)

誰でも神さまの慈しみの御手の中に自分が守られてあ

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月16日放送　毎週水曜夜9時47分より22分間
「満ち足りるまでに」（哀歌3：26～41）

セフの母マリア、ゼベダイの子らの母…女性の名前が
はっきりと記されている。教会がまず広がりを持った
のは、女性たちの間であったとも言われています。彼
女たちが伝えたイエスの生の姿。

◇

そして、アリマタヤのヨセフが来ます。
彼も十字架の出来事を見て、イエスの言葉を聞いて、
心が動き始めました。

夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセ
フという人が来た。この人もイエスの弟子であっ
た。この人がピラトのところに行って、イエスの
遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピ
ラトは、渡すようにと命じた。 (57～58)

彼は、高い地位を持っていて、この世においての安定
や幸せというものを持っていた人です。しかし、イエ

ることをつくづくと味わいたいので
す。けれど、それは、具体的にはど
ういうことでしょう。

哀歌は、それを「静かに待ち望む」
と言い、「ひとり座って黙してい
る」と語りかける。そして、「静
かにしている」とは、聖書ではしば
しば「活動停止。じっと立ち止まっていること」を意
味します。つまり、抱え持ったものをいったん手放し
て、静かに神からの助けを待ち望むこと。

そこで耐え忍ぶための土台は希望です。希望がなけれ
ば、誰も忍耐など出来ません。では、その希望とは一
体何なのかが問題となります。 (2ページへ続く)

FEBCからの
お知らせ

F

放送継続を最優先させるため以下の通り、２月より業
務体制を一部変更しております。

・MP3ディスクの発送の遅れ（１ヶ月程度）
・CD作成サービスの休止
・月刊誌４月号のDM配送事業者によ
る送付（一部） 

どうか放送が守られますように、皆様のご
理解とご協力を心よりお願い申し上げま
す。ぜひ、お祈りください。

業務体制変更の
お知らせ

     「出来事」     「出来事」     「出来事」     「出来事」
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「私もイエス様に出会いたいです。」
それがあなた様の願いで、その

ために聖書通信講座をお申込みくださっ
たこと、私は本当に嬉しくて、ワクワク
しています。聖書は「イエス様について」
書かれているだけでなく、イエス様ご自
身が語りかけてくださる言葉なんですよ
ね。だから、実は聖書を読む時に、もう
既にイエス様があなたに語りかけ、出
会ってくださっているんですね。

そして皆様にお勧めしているのが、同じ章を5回読むことで
す。「えー、5回も？」って思われるかもしれません。でもそ

ご献金 4,661,796円 （735 名）

1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 1,551 名　1 年前 1,288 名

1,288名
（前月より+22名）

1月末の

生活が忙しくて返事が書けなかったのですが、お
手紙の中の一文にドキッとしました。「いくら修
業を重ねても、神を知ることは人間には不可能」
という文です。私は修業とまではいきませんが、
努力して神様を知ろうとしてきました。真実の教
会を求めていろいろな教会を放浪したり、宗教書
を集めたり…。ですが、神は人間の頭では理解で
きない。理解できないからこそ神なのだ、と。
神を知る努力をしてみるのもいいけど、「聖書が、
聖書に、聖書を」と、聖書を心の中心に定める。
そうすれば、神を理解することは出来ないけれど、
神様が私たちと共にあることはわかるのだと思い
ました。

努力して
神様を知ろうとしてきましたが…

3日
男性

の1回1回、変わってくる、深まってくる、響いてくる、心
に語りかけられてくる。そういうことが、5回読む中で起こっ
てくるんですね。

それはちょうど、生まれたばかりの赤ちゃんが、お母さんに
出会っているけれども、お母さんのことを全然わからない。
でも、お母さんから愛の言葉を繰り返し語りかけられる中で、
お母さんの顔を見ると大喜びするようになって、「ママ」って
呼ぶようになって…。そのように、あなた様も御言葉を通し
て、イエス様と出会い、あなた様が聖書を読む、そのところに、
イエス様が共にいてくださいますから。そのことを信じてお
祈りしています。 （17日）

―1ページからの続き　「満ち足りるまでに」
嘆きに応える神の御言・金田聖治

私は今、とあるアニメにハマっています。そのア
ニメには性的に微妙なシーンがあります。教会員
にはそんなものは見るなと言われました。ですが、
牧師先生も見たことがあるアニメで、先生は、内
容は大丈夫だから見ていいと言っていました。知
り合いの他の牧師先生も、アニメは罪ではないと
言っていました。なので、見ても大丈夫ではない
かと思いますが、クリスチャンがアニメを見るの
は罪でしょうか？

クリスチャンがアニメを見るのは
“ 罪 ”でしょうか?

10日
男性

久しぶりにメールを送らせていただきます。私は
教会には行けておらず、洗礼も受けておりません。
一時期、教会に通っていましたが、教会の人と壁
を感じてしまいました。ですが、心の底にはキリ
スト教への思いがあります。以前にメールをした
のは母との関係の悩みでした。今も母との関係は
悪化しており、私の将来も全く見通しが立ちませ
ん。母のことは敬わなければならないと思います
が、好きではありません。いつも暴言を投げつけ
て来るからです。子供の頃から些細なことで怒鳴
られ、精神的に不安定ですし、恋愛も彼女の影響
でダメになってしまい、私は未だに独身です。働
いておりますが収入が少ないので独立できず、母
から逃げられません。体もいつも体調が悪く、つ
い、もうどこかに消えてしまいたいと思ってしま
います。
悲劇のヒロインぶるのは嫌ですが、お祈りをして
も、努力をしても、全く報われません。周りの人
が手に入れているような幸せが私には訪れませ
ん。母もいつかは亡くなるのでしょうが、その時
に解放されても、もう私の人生は手遅れだと思い
ます。人生って何なのでしょうか。私は神様にずっ
とそっぽを向かれているような気がしてなりませ
ん。とても虚しいです。

私の人生、
神様からそっぽを向かれているようで…

15日
女性

現在、私は六十代になり、四十から患っている病
が三年前から悪くなってきました。眼もいつ失明
するか分からず、腎臓透析に近々なると言われ、
頭にも腫瘍があります。更に家族にも次から次へ
と病が与えられました。心がもう駄目だと思うよ
うな問題も。この三年間はずっと神様に問い続け
ていました。こんなにも苦しいのなら命を絶ちた
いとも！そして、夜も寝れず、自分がいつかは朽
ち果てて死を迎える存在だということに気づいて
…。家族さえもいつかは別れる人達なんだって。
クリスチャンの友人、牧師からも理解されず、人
から離れ、孤独になりました。その時、周りの人
達も勿論大切だけれど、苦難の時は「只、私だけ
に頼れ、信じなさい。私が貴方の唯一の神である」
とお声を聴いたようで…。神様は本当に私をこ
んなにも愛しているとお伝えになりたかったんで
しょうね。鈍くて本当のことを知ろうともしない
愚かな私に。

まだまだ、いろいろなことがあります。眼が悪く
なってきているのでお手紙が書けず、聖書も読み
づらいです。けれど、目に見える事に囚われない
で、只イエス様に信頼して、必ず私を助けて下さ
ると信じて参りたいです。そしてこの放送がいつ
までも続き、私みたいな孤独な人達の魂にとどき
ますように！お祈りしています。

苦難の時、
「只、私だけに頼れ」とのお声が 23日

60 代女性

われわれは、自分の行いを調べ、かつ省みて、主
に帰ろう。われわれは天にいます神にむかって、
手と共に心をもあげよう。 (哀歌3：40～41)

預言者エレミヤは、まず自分自身をよくよく吟味し
てみなさいと迫ります。そして「われわれは天にいま
す神にむかって、手と共に心をもあげよう」と勧めま
す。この私たちの祈りからすべて一切の偽善を取り除
くようにと。いかにも信仰深そうな、真面目で必死な
顔つきをすることも。「この民は口をもってわたしに
近づき、くちびるをもってわたしを敬うけれども、そ
の心はわたしから遠く離れている」(イザヤ29：13)と
イザヤが見抜いていた通りに。そうです。心が神から
遠く隔たっている私たちです。

憐み深い神さま。私は、あなたの前に静まるより
も、自分の思いを優先してきました。苦しみに

遭っても、あなたの前に静まることをしませんでし
た。自分の正しさにしがみつくしかできません。「自
分」を自分では手放せないのです。ここから私を解き
放って下さい。主イエスのお名前によって祈ります。
アーメン。

キリストは、すべて信じる者に義を得させるため
に、律法の終りとなられたのである。

(ローマ10：4)

神の正しさと、人間の正しさ。この二つは決して両立
しません。神は、罪深い私たち人間を憐れんで救おう
となさるからです。それが神の正しさだからです。そ
して私も、このことを自分ではよく分かっているつも
りでした。でも、当の自分自身こそがちっとも分かっ
ていなかったのです。

私が神学生の頃でした。同じ学校で学んでいた少し年
長の一人の学生に対して、私はこの人の普段の考え方
や福音理解に問題性を感じ、先輩牧師にこの人は牧師
になるべきではないと内緒で手紙を書き送りました。
数日して、返事が届きました。こう書いてありまし
た。「金田さん。あなたの言うことは正しい。ただ、
同時に、他人に対して容赦なく、その弱点や不適格さ
を言い立てて非難する時、人は不健康になり、心を病
む」と。まったくその通りでした。私自身こそが自分
の中に荒々しく獰猛な狼を飼っていたのです。

その彼こそは、私に預言者エレミヤを引き合わせてく
れた道案内だったのです。もう30年も前のことです。
彼はこう語りかけていました。

「私たちは、誇るべきものを何一つ持たない裸の存在
となってしまいました。愚かと呼ばれても自らの弱さ
と貧しさを真実に告白するしか道はありません。私た
ちは、これまで余りにも自らを誇りすぎてきました。
傲慢、これほど厄介な罪はありません。罪の中の罪、
罪の根であります。この罪を打ち砕くためには、全世
界の力が結集されたとしてもなお足りないでしょう。
小さな傲慢でも、これを打ち砕くためには、時折、再
起不能の試練が必要とされます。使徒パウロさえ、サ
タンの使者と自ら呼んだあの忌まわしいとげを生涯持
ちつづけなければなりませんでした。言うのも辛いこ
とですが、私たちは今、再起不能に近い状態にありま
す。しかし、私たちはこのときこそ感謝すべきなので
す。ようやく恵みの道が見えてきたのですから。
『主がこれを負わせられるとき、ひとりすわって黙し
ているがよい。口をちりにつけよ、あるいはなお望み
があるであろう。おのれを撃つ者にほおを向け、満ち
足りるまでに、はずかしめを受けよ』との御言葉が胸
に迫ってまいります。」 

（文責・月刊誌編集部）
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5日、12日　
 外川直見（カトリック山口教会助任司祭、
 『ロヨラハウス』前館長）

19日 石山麻美（キリスト者学生会 関東地区GA）

第1、2 ●夜10：04～
FEBC特別番組　認知症とは何か？

第3 ●夜10：04～
コーヒーブレイク・インタビュー

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―矛盾の中で生まれる主の平和

●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  「『兄弟に「ばか」と言う者は』
―人を解き放つイエスのアンチテーゼ」（マタイ 5：21～26、他）

18日 「慰めとしての救い」（ルカ2：21～33）
25日 「めぐみの言葉を生きる」（ルカ4：16～30）

18日 「最近思い巡らせていること」
25日 「『証』ってなんだろう」

18日 「古い歌と古臭い歌」
25日 「電気が通らなくなっても」

5日 「自分のことをわかっている存在」
12日 「嵐の中で揺れつつも」
19日 「聞き慣れない言葉だからこそ」　26日「安心して帰る場所」

5日 「仕えるということ―御言葉の宣べ伝えという奉仕への道―」
12日 「主の恵みに生かされ他者に仕える」
19日 「主に担われて歩む」
26日 「最終回・罪の告白と主の晩餐」

5日 「乾酪の主日」　
12日 「大斎　アンドレイの大カノン」
19日 「先備　願わくは我が祈りは」 26日「最終回・十字架と復活」

26日 「『敵を愛しなさい』―『天の父の子』
となるための招き」（マタイ5:43～48）

 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

インタビュアー・服部みぎわ

●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 3月
FEBC

番組案内
2022年3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!
―イエズス会の神父や修道士のための介護施設『ロヨラハウス』の館長
であった外川神父様は、「支える側」であった神父様方が、「支えられる
側」となる現実を目の当たりにしてこられたのですよね。

はい。「ロヨラハウスに行け」というのは、まるで
死刑宣告を受けるような思いを持つ方もあるほど
です。しかし、それは管区長の命令なのです。

ロヨラハウスを30数年前に設立した当時の管区
長が、その設立趣意書でこんなことを述べておら
れます。「ここは、のんびりと余生を過ごす場所で
はない。日常生活の様々なことが自分で出来なく
なり、教会共同体でも支えきれなくなった場合、こ
こに来て頂かなくてはならない。その意味でここは、神の国を日本に建設
するために宣教の業を続けてこられ、それがもう出来なくなって力尽きた
会員のためにある。ここに来ることは、宣教の場から離れることである。
だからここは、最後の奉献の場である。自分の弱さと無力さの中にあっ
て、毎日の生活を神に捧げる。それが、香り高い捧げものとして、自分を神
に捧げることなのである。」

ロヨラハウスで印象的なのは、朝7時のミサです。自分で着替えられる方
はゆっくり着替えて、自分で出来ない方はヘルパーさんに手伝って頂き、
車椅子でやって来られるのを、私たちは聖堂の後ろで待ちます。集まって
こられたその方々の後ろ姿を見て思うのです。「かつて現場で大活躍し、
今は外に自由に出ていくことも出来ないこの神父様方と、神様は今ここで
どう出会っておられるんだろう？」

しかし今、神様が用意しておられるのは、車椅子の上での出会い、ゆっく
りとしか歩けない中での出会い、ベッドの上での出会い。これこそが今日
この方々に神様から与えられている出会いの場なのです。そしてこれは、
神父に限りません。苦しみがあるその場、今日一日。その中でこそ、私たち
は神様と深い出会いが出来るのだと思っています。

（文責・月刊誌編集部）

番組「FEBC特別番組　認知症とは何か？」
（5日、12日）より

外川直見（カトリック山口教会助任司祭、
『ロヨラハウス』前館長）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） 聞き手・長倉崇宣

金
4日  「最終回・今を本番として生きる―十字架の主イエスと共に」

4日  「最終回・坂を下っていく霊性―十字架の主イエスと歩む」

土

「乾酪の主日」より（5日）
大斎、レント前の最後の日曜日「乾酪の主日」別名「赦罪の主日」では、聖体礼儀の後、
「赦罪の晩課」という祈りが行われ、その終わりに赦しあいの儀式を行います。
晩課の中ほどで第 69 詩編の悩める僕の嘆願の歌「大ポロキメン」が歌われます。
「爾のかんばせを爾の僕に匿すなかれ、我哀しめばなり、速やかに我に聴き給え。我が霊
に近づきてこれを援けよ（あなたの顔をしもべに隠さないで下さい。私は苦しんでいま
す。急いで答えて下さい。私の魂に近づいて、助けて下さい）」
司祭はイコノスタスの前で、エフレムの祝文という悔い改めの祈りを唱え、床に手をつい
て伏拝し、信徒も同じように伏拝します。不思議ですが、聖堂で両手をついて伏拝すると
何かが変わります。何かが外れて、心の固い殻がポロリと砕けます。
「赦しあい」の儀式では、司祭を中心に輪になって、一人ひとり総当たりで「私の罪をお赦
し下さい」と頭を下げ、手を握り、抱きあい、赦しあいます。形式主義と言ってしまえばそ
れまでですが、伝統の形があるから、わだかまりを超えて謝ることができ、赦しあいの糸
口が与えられます。古代教会から受け継がれてきた信仰の知恵です。

聞き手・長倉崇宣

※本誌表紙参照

※月刊誌1面参照 ※月刊誌1面参照

6日、13日　「主の十字架の思い」

20日 「乾酪の主日」「大斎　アンドレイの大カノン」
27日 最終回「先備　願わくは我が祈りは」「十字架と復活」

2日 「私は救われていると安心すべきか、救われていると勝手に思い込ん
でいるだけなのか、不安になります。」

28日 「30代の頃、アル中一歩手前だった時、ふと思い出したFEBCを聞
き、イエス様に救っていただいた私。でも同級生はアル中で亡くなり
ました。神様、なぜこんな不公平があるんですか？」

31日 「父を許せません。母への暴力が度々あり、お前なんてダメだという
メッセージばかり受けてきたように思います。毎晩の放送の時間は
唯一ほっとするひと時です。」

7日 「人生に納得できない。ずっと、ずっと…。」
14日 「友人から驚きの返信。イエス様ありがとうございます！」
21日 「自分を神様に明け渡すこと。とても難しいです。」
28日 「『罪とは神様のデザイン通りに生きられない事』

と教わったのですが…」

7日 「イエスの招き」（マタイ4：18～22）
14日 「貴い苦しみ」（2テモテ1：8）
21日 「リスナーの手紙」（マタイ11：25～30）
28日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

7日 「十字架に導かれる人々」（マタイ27：54～61）
14日 「赦しとの出会い」（マタイ28：1～10）
21日 「福音を聞いた、その後に」（マタイ28：11～15）
28日 「ひれ伏す―イエスの赦しに触れて」（マタイ28：16～20）

マタイによる福音書と賛美歌
1日 「（29）飢えている人と」 8日 「（30）今こそ歌いて」
15日 「（31）暗いゲツセマネ」 22日 「（32）茨の冠」
29日 「（33）聴け、闇の歌」

1日 「『恵み』を身体に叩き込まれた日々」
8日 「誰も認めなくても、主が楽しみに待っていて下さるから」
15日 「私自身の『栄冠』」
22日 「ドッカーンという安心の中で見る、主の眼差し」
29日 「必死で生きている者同士が響き合う時の暖かさ、

それが『宝』」

1日 マルコ 8：27～33、詩篇 118：21～29
8日 マルコ 10：35～45、イザヤ 53：6～12
15日 マルコ 1：15、伝道 3：1～9 22日 マルコ 4：1～20
29日 最終回・マルコ 1：32～39、詩篇 55：17～23

3月のゲスト
石川ヨナ
（クリスチャンロック・シンガーソングライター）

●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 「だれが癒せるだろう」（哀歌2：10～13）
9日 「ひとつの望み」（哀歌3：15～25）
16日 「満ち足りるまでに」（哀歌3：26～41）
23日 「預言者たちの罪のため」（哀歌4：11～18）
30日 「最終回・主よ、帰らせて下さい」（哀歌5：13～22）

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
 『神の言は殺せない』(イザヤ51：12～14、マルコ6：14～29)
13日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『私たちが捨ててしまったもの』(ヨハネ18：15～27)
20日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『あなたがたのために戦われる主』(出エジプト14：1～31)
27日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『聖なる浪費』(マルコ14：1～11)

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

月

2日 「#1 DXの果て」  9日　「#2 AIの成果」 
16日 「#3 メタバースの進化」 
23日 「#4 ビジネスとしてのワーシップソング」
30日 「#5 ミュージッショナリー(死語？)」 

2日 「十字架に『背負われている』？」
9日 「『にゃんトーク』から考えさせられた神様の愛」 
16日 「『聖書のミステリー』とよく聞くけれど…」
23日、30日 「新しい年度に向けての反省会！」

3日、10日 「天の父との距離感を見つめて
―父子関係回復の旅」（ローマ8：14～16）

17日、24日、31日　最終回「『来て下さい』
ー最後に叫ぶ、始まりのことば」（黙示録22：17）

●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

今月は2040年のCCMを特集。約20年後のCCMの世界を予測！

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)

2022年3月1日発行 FEBC1566 増刊号 第三種郵便物承認 

水

3日 「暴れていた患者さんに『あなたの悩みは？』と聞かれ…」
10日 「何もできず、悩みに潰されそうな日にこそ」
17日 「人生最後の瞬間に、心からの『ごめんね』を」他

●夜10：28～
聖書を開こう　

●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）

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）

!PU KCIP

「『来て下さい』ー最後に叫ぶ、始まりのことば」より（17日、24日、31日）
“霊”と花嫁とが言う。「来てください。」これを聞く者も言うがよい、「来てください」
と。渇いている者は来るがよい。命の水が欲しい者は、価なしに飲むがよい。

（黙示録22：17）
長倉：印象的な箇所ですよね。コール・アンド・レスポンスっぽい掛け合いというか。
塩谷：「来てください」。ゴスペルの歌詞にも多いんだけど、煎じ詰めれば、聖書が言っ
てることって、全部このメッセージになるのかな～って感じがする。
早矢仕：聖書でこれまでなんやかんや言われて来たけど、じゃあなんて僕らは言うた
らええの？ってところで、この言葉なんかな、と。「来てください」と、このコーラスを一
緒に歌おう！って誘われてるわけやな。聖書は書物としてはこの黙示録で終わりやけ
ど、むしろ天の歌がここから始まっていく感じがするよ。
塩谷：天でそういう讃美が永遠に続けられるとすると…無駄では無いってことです
ね。地上で拙い讃美をしていても（笑）それがもう天の歌のはじめの一歩になってい
るんだなあ。


