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FEBC特別番組「秘跡的人間」
英 隆一朗
カトリック・イエズス会司祭、六甲教会司祭
（カトリック麹町イグナチオ教会前主任司祭）
4月29日（金）放送 夜9時37分より60分間

　私は以前、鎌倉の黙想の家で10
年位黙想指導をしていました。その
後、教会で説教をする前からブログ
で説教をアップしてもいました。熱
心な方はずっとそれを見て下さって
いるのですが、教会で説教するよう
になってから何人もの方から「質が
落ちた」「方針を変えたのですか」
と言われたのです。自分としては何も変えていないし、
自分も変わっていないつもりでしたので少々悩みまし
た。何が一体変わったと感じられているのかと。

　そもそも黙想の家と教会とでは色々なことが違いま
す。まず黙想の家では、聴く人の心が最初から神様に向
けられていますよね。一方で教会では、日常のゴチャゴ
チャしたことを背負って皆さんが来られます。少し言葉
は悪いですが、「邪気」に満ちている。もちろん、私自
身の状態も全然違う。それは、何故だろうかと言えば、
説教は生きた対話や呼応であり、その意味で交わりだか
らです。つまり私もまた、いつの間にか変わったのだと
いうことではないかと思います。

　そこで私は、初めてFEBCでお話した時のことを思い出
すのです。最初はスタジオでマイクを前にしても相手が
居ないので、中々話せませんでした。途中からカメラで
撮影することになり、カメラマンがいることで物凄く楽
になったことをスタッフに話しましたら、「カトリック
の神父様は皆そう仰います。でも、プロテスタントの牧
師先生でそう仰る方はあまりおられません」と言ってい
たように思います。それから、何故カトリックの神父は
誰かが居ないと話せないのかと思い巡らしています。理
由の一つは、プロテスタントでは原稿を用意されること
がよくありますよね。しかし、カトリックの神父は滅多
にそうしません。話すことを一字一句書くことは、まず
ない。なぜなら、そこで出会った人との対話として話を
するからです。つまり「そこに誰が居るのか」が決定的
に大事なのではないかということです。

　そのことはカトリックの神学校の学びからも言えま
す。実は、カトリックでは説教学の授業は何と選択科目
なのです。その代わりに、必修科目なのは秘跡論になり
ます。ご存知の通りトマス・アクィナスによれば、神の
恵みの目に見えるしるしが秘跡なのですが、神様ご自身
は見えないし、触れることも出来ない訳ですよね。しか
し、それが目に見えるしるしとして現れているというの
が秘跡の特徴です。プロテスタントでも聖礼典として守
られる洗礼や聖餐。そこでは、洗礼の水が体にかかり、

れている。例えば、「貧しい人
を大切にしましょう」と説教で
語ったとします。その時に、教
会の中でその実践が無ければ、
その言葉は嘘だということにな
るでしょう？何もやってない
ことを語ることに、どれだけの
意味があるでしょうか。聖書の
言葉をどう語るかの裏には、そ
の言葉を語る責任が生じます。
マザー・テレサはその典型例で
す。彼女が語る言葉は、ごくご
くシンプルでどこにもレトリッ
クはありませんが、彼女が「愛
する」という言葉を発するだけ
で、私は圧倒されました。まさ
しく言葉と生き方が一緒なので
す。もちろん私たちは普通の人
間ですので、ズレてしまうのは
仕方がないかも知れません。け

れども本来、言葉と存在は一つです。それを無視し、あ
るいは忘れた中で、言葉を語ることは出来ないのです。
押田成人という神父が、「事実や実践の裏打ちが無い言
葉を語ることは近代社会の病気の一つだ」と語っていま
したが、私たちの言葉はイエス様が語られたことと何の
関係も無いことになっていくでしょう。

　それは言い換えれば、神様を信じられない状況が広が
り、神の言葉が届かなくなる現代においては、神の言葉
を「どう語るか」というよりも、それを「どう聴くか」
という点に強調点が変わってきているとも言えます。か
つてカトリックで著名であったカール・ラーナーの「人
間の実存の中には超越に開かれた次元がある」といった
神学はあまり理解されなくなり、中には夢物語と言う
人さえいるように、その是非を超えて、この混沌とした
社会の現実の中で神の言葉をどう聴くかという時代の欲
求があると思います。では、どうしたら現代人は本物の
キリスト教に出会えるのでしょうか。誤解を恐れず言え
ば、それは本物のクリスチャンとの出会いです。そうし
ない限り、現代人は本物のキリスト教には出会えないで
しょう。では、本物のクリスチャンとは何か。それはつ
まり、目に見えない神を表す秘跡的なしるし、そういう
人間です。大切なのは、私たち一人ひとりの語る言葉が
どういう生き方に繋がっていくかということなのです。

　だからコロナ禍になってからますます、「十人のおと
め」のたとえ（マタイ25：1～13）のことを思い巡らし
ています。灯火を必要とするのは夜です。夜というのは
つまり、危機的な時のことですよね。この中で灯火を灯
し続けられるかが問われている。だから、そのために大
切なのは、私たちがどう「油」を得続けるのかです。こ
の世界がたとえ真っ暗であっても灯火を灯し続けるため
に、この油が必要とされているのです。

（文責・月刊誌編集部）

　主イエスがお選びになった十二
弟子の中にマルコという名前はあ
りません。一体マルコは誰なの
か。紀元100年頃のある記録によ
るとマルコはペトロの通訳であっ
たとあります。そのマルコが記し
た福音書で、ペトロが最後に登場
するのは14章66節以下です。十字
架につけらた主イエスは、周りの者から侮辱され、つ
ばを吐きかけられ、下役たちに平手で打たれたその時
のことです。ペトロはイエスを見える場所まで来てい
ながら、近くにいた者たちに主イエスの弟子だと知ら
れそうになると、呪いの言葉さえ口にして「イエスな
ど知らない」と言いのけてしまった。そしてマルコは
ペトロが泣く姿を描き、その後ペトロはマルコ福音書
には出てこないのです。なぜなら、マルコ福音書は不
思議な終わり方をしているからです。 

（2ページへ続く）

喜び、ここにはじまる
―マルコによる福音書（再）
平野克己 日本基督教団代田教会牧師

4月9日（土）放送　毎週土曜夜9時30分より22分間
第2回「神の子イエス・キリスト」
（マルコによる福音書1章1節）

御聖体を食べ、神の恵みを頂いたことに疑問を挟む余地
が無いくらい感覚的にはっきりしているものとして受け
止められます。ここに大きな違いがあるのではないかと
考えています。

　つまり、カトリックの考え方の根本には「秘跡的に物
事を考える」ということがあるのです。プロテスタント
教会と比べ、カトリック教会の説教はとても短いです
が、それはどうしてかと言えば、ミサ礼拝全体が秘跡
的だと考えるからです。ミサ全体に与って、神様を感じ
る。それが、信者は勿論、そうでない方々の心にも響く
のだと思います。説教だけでなく、五感を通した神との
様々な触れ合いがあり、イエス様の十字架と復活の御聖
体の恵みを体で受ける。礼拝の形全体が、神様との触れ
合いや交わりを深めることになっていくのです。だか
ら、人間的な働きかけがなくても入門講座に来られたり
洗礼を受ける人があるのです。それは、ミサ全体の秘跡
的な「効果」ではないかと考えています。

　それは、現代に限ったことではありません。神父がい
ない中で250年間信仰を守った隠れキリシタン。彼らはな
ぜそう出来たかと言えば、一つには信仰共同体があった
からですが、もう一つは「秘跡の記憶」にあるのではな
いでしょうか。ミサとは、最後の晩餐に再現的に入るこ
とです。そこで、イエス様の十字架と復活をもう一度そ
の場で体験し、恵みとしてキリストの体として御聖体を
頂いて、生きる力を頂くことです。だからやはり、「秘
跡的に物事を考える」必要があると思うのです。私たち
の信仰は、言葉だけで物事は成り立っているのではない
からです。言葉に伴う私たちの「あり方」が大事になっ
てくる。私たち日本人は人を信頼する時、その人の言葉
だけを信じるというよりも、その人の生き方を信じるも
のではないでしょうか。信者がある神父を信頼するとい
う時、その神父が説教が上手か下手かではありません。
つまり、語ることと私たちの存在や行いのあり方が問わ
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リスナーの声　4月

お書きくださったように、処女マリアが受胎告知を
受けて「お言葉どおりこの身になりますように」

と言ったのは、社会を、そして婚約者をも敵にし、命
の危険に晒されるかもしれないようなことだったので
すね。そして、ご友人が「処女が子供を産むなんてお
かしいよ」と言われたのは、常識的で、当然のことで
すよね。
でも考えてみると、神が人となられた、その神が十字
架にかかって死なれた、その神が死から復活された…
私たちが信じていることは全部「おかしいよ」に相当

することなんだなって思います。これは私たちには信じ得な
い事柄で、ただただ与えられること。そしてこれが、ご自分

ご献金 3,545,598 円 （732 名）

2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 1,546 名　1 年前 1,292 名

1,297名
（前月より+9名）

2月末の

私は、社会との接点を失くした人生を送っていま
す。聖書だけが私を魅了するのです。恵子の郵便
ポストで、働きながらの信仰生活に疲れを感じて
いるというお便りを聞きましたが、「教会は休ん
でいい」との恵子さまのお言葉に、びっくりしま
した。そして、それこそ、私への神様からのメッ
セージだと気づきました。
私は心の病の為に、今、孤立状態です。教会に行
くことが最善だと知っていますが、できません。
それで、逆に日曜日、疲れています。心が…。イ
エス様に、私にも出会ってくださいと祈るばかり
ですが、FEBCを通して、主の恵みをいただいて
いると知りました。教会に行けない私ですが、本
当にこういう発想が出来る恵子さまに感謝です。
キリスト者として、社会人として暮らしておられ
るその方にも、エールを送りたいと思います。

「教会は休んでいい」との言葉に
びっくりしました

6日
女性

の造られた自然の法則に逆らってでも私たちを救わずにおれ
なかった神様の愛なのですね。だからマリアは、ものすごい
不条理が起ころうとしている中で「わたしの魂は主をあがめ、
わたしの霊は救い主である神を喜びたたえます」と言ったん
ですよね。
あなた様はこのマリアの讃歌を、理解に苦しむ道を歩む時も、
日々祈りたいとお書きくださって、アーメン！私もそうした
いです。不条理なこと、「なぜ？」と思うこと、私たちはこ
れからも経験するでしょうけれども、この祈りを習慣として、
折あるごとに「本当にその通りです、アーメン」と言う信仰
を与えられて参りましょう。 （5日）

―1ページからの続き　「神の子イエス・キリスト」
喜び、ここにはじまる―マルコによる福音書（再）・平野克己

ヨハネ 16～ 18章を読みました。相変わらず、
聖書の展開は私にとって他人事のようで、何ら心
に変化が起こることはありません。ただ他人事な
がら、16章の緊張感は好きです。ギリギリのと
ころで振り絞られるイエスの言葉は、深い意味は
分からないまでも、絶対的な神として信じる事は
出来ないまでも、この人物の誠実さと覚悟は伝わ
ります。「我すでに世に勝てり」、この言葉にぐらっ
としました。イエス・キリストを「本物」と確信
を得られる時が来るとしたら…と、私は密かに期
待しております。

まだ他人事ながら
イエスの言葉に、ぐらっときました

14 日
ヨハネ受講中の男性

私は最近、心の渇きを覚えています。信仰を持っ
て長いですが、このような感覚になったことは今
回だけではありません。心が満たされるためにど
うしたら良いのか考えあぐね、色々な信仰書を読
んでいます。けれど、やはりそれらは人が書いた
ものに過ぎず、心を満たすことができるのは、神
様の言葉しかないと思いました。祈りについても、
神様に自分の願いや求めを言うのではなく、むし
ろ、神様の声に耳を傾けることではないか、とも
…。
ただ、思うのですが、人は地上に生きているうち
に、自分が満足するほどに心が満たされるという
ことはあるのでしょうか。それが、最近の疑問で
す。“満たされたい ”という思いを消すことはで
きないので、この思いを持ち続けて生きるしかな
いだろうと思いますが、本当は、今すぐにでも神
様に心を満たしていただけたら、と思います。信
仰というのは、この地上で満足を与えられるもの
ではなく、本当の満足は天にしかない。そういう
ことなのでしょうか。

この地上で
本当に心が満たされることはあるのでしょうか?

20日
女性

ヨハネ13から 15章。今回、「互いに愛し合いな
さい」と何度も言われ、これが掟なのだと改めて
心に響きました。イエスさまが私を愛してくだ
さったように互いに愛し合うというのは、実際そ
うたやすいものではないと実感する日々ですが、
愛することができますようにと、祈り願い続けた
いと思います。そして、これこそがイエスさまの
喜びであり、私の喜びなのですね。

私は若い頃から厭世的で、信仰をいただいてから
は、「あなたがたは世に属していない。わたしが
あなたがたを世から選びだした」(15：19) のよう
なみことばに強く反応し、この世は私が生きるの
にふさわしいところではないのだ、早く天国に行
きたいと、そればかり願っていました。天国への
期待ばかりが膨らみ、この世では地に足がつかな
いような、苦しさを感じていました。

でも、ここ数年、学んでいるなかで、どうも天国
は私が期待しているようなところではないかもし
れない、と思うようになりました。年齢も重ね、
残りの人生を考えると、“今、生きる ”というこ
とに、最近になってようやく意欲が持てるように
なりました。何もかも放っておいて、とにかく天
国に行けばそれで良しとするのではなく、主イエ
スさまの戒めである、「互いに愛する」ことに思
いを定めて、今、ここで生きることを楽しみ、喜
びたいと願っています。

“ 早く天国に行きたい ”とばかり
願っていました。でも…!

25日
ヨハネ受講中の女性

　主イエスが十字架で亡くなられ、その遺体はアリ
マタヤ出身の議員であったヨセフが葬りました。その
後、女性たちが墓を訪ねるのですが、そこにあるはず
の遺体がなくなっています。そして、ここでマルコ福
音書は終わるのです。この後に「結び」というものが
ありますが、これは後から付け加えられたようです。
だから、本来の終わりには復活の主イエスのお姿は
書かれていない、まったく中途半端な終わり方なので
す。何故なのでしょうか？

　マルコ福音書によれば、その空の墓から声が響いて
きます。「あの方は復活なさって墓の中にはおられな
い」（16：6）と告げる天使の声です。不思議な思い
がします。物語は終わっていないのです。皆さんもま
もなくこのラジオを聞き終わり、スイッチをお切りに
なるでしょう。しかし、それでも不思議に声が響いて
来るはずです。「あの方は復活なさって墓の中にはお
られない」と。

　さらに天使は語るのです。「さあ、行って、弟子た
ちとペトロに告げなさい。『あの方は、あなたがたよ
り先にガリラヤに行かれる。かねて言われたとおり、
そこでお目にかかれる』と。」（16：7）

　ではそのペトロは、あの後どこに行ったのでしょう
か。彼は故郷に帰るしかなかった。100キロ北のガリ
ラヤに向かったのです。しかし、そこで聴くことにな
る。「あの方は、あなたがたより先にガリラヤに行か
れる」と。ここで、マルコによる福音書は振り出しに
戻るのです。福音書の冒頭にある「神の子イエス・キ
リストの福音の初め」という言葉に。
　福音がはじまるのです。喜びの知らせがはじまるの
です。よみがえりの主イエスがペトロよりも先にガリ
ラヤへ行って待っていてくださる。もう一度主イエス
がこのペトロを見つけるのです。

　ここから、新たな歩みが始まります。ペトロは伝道
者になります。主の物語を語る時に深い喜びが生まれ
ます。自分こそが主を十字架へと追いやってしまった
悲しみが赦しの恵みをもって静かに覆われる。ですか
らこの喜びは、どのような深い悲しみがあっても、そ
の中にしっかりと透き通ってくる喜びなのです。私の
ために、喜びそのものとして主イエスが来てくださっ
たのです。

　「神の子イエス・キリストの福音の初め。」マル
コは主イエスこそが神の子だとはっきりと書く。それ
は、私を支配するのは他の人間でも政治でも、まして
や不甲斐ない自分でもない。私を支配するのは、私ど
もを解き放つため墓からよみがえってくださった御
方、神の子イエス・キリストだからです。

（文責・月刊誌編集部）



日曜礼拝番組・イースター礼拝

全地よ 主をほめたたえよ
日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
4月17日（日）放送 夜9時30分より50分間
「拭われた涙」ヨハネ福音書20章11～18節

マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身
をかがめて墓の中を見ると、 イエスの遺体の置いて
あった所に、白い衣を着た二人の天使が見えた。一
人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。 天
使たちが、「婦人よ、なぜ泣いているのか」と言う
と、マリアは言った。「わたしの主が取り去られまし
た。どこに置かれているのか、わたしには分かりま
せん。」 こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの
立っておられるのが見えた。しかし、それがイエス
だとは分からなかった。 イエスは言われた。「婦人よ、
なぜ泣いているのか。だれを捜しているのか。」マリ
アは、園丁だと思って言った。「あなたがあの方を運
び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてくだ
さい。わたしが、あの方を引き取ります。」 イエスが、
「マリア」と言われると、彼女は振り向いて、ヘブラ
イ語で、「ラボニ」と言った。「先生」という意味で
ある。 イエスは言われた。「わたしにすがりつくのは
よしなさい。まだ父のもとへ上っていないのだから。
わたしの兄弟たちのところへ行って、こう言いなさ
い。『わたしの父であり、あなたがたの父である方、
また、わたしの神であり、あなたがたの神である方
のところへわたしは上る』と。」 マグダラのマリアは
弟子たちのところへ行って、「わたしは主を見ました」
と告げ、また、主から言われたことを伝えた。

( ヨハネ 20：11 ～ 18)
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増刊号

◆墓の外に立つマリア

　ここには主イエスが葬られた墓の
前で泣いている女性が描かれていま
す。この女性は、マグダラのマリア。
ルカ福音書によれば、主イエスから
七つの悪霊を追い出して頂いた人で
す。七つとは、存在のすべてが悪霊の支配下にあったと
いうことです。彼女は生きながらにして地獄のような
日々を送っていました。絶望という死の病に侵され、自
分などいてもいなくても良いと感じること。そこから救
い出してくれた方こそが主イエスでした。しかし今やそ
の方が、十字架で処刑され墓に葬られた。その喪失感、
悲しみ、痛みをヨハネはこう描きました。「マリアは墓
の外に立って泣いていた」と。

　さらにマリアは「泣きながら身をかがめて墓の中」を
覗き込むのです。誰もが目を逸らしたくなる墓を覗き込
むのです。この後ヨハネは、愛する者を失ったマリアの
悲しみの深さを、天使の語りかけにも、また、甦りの主
イエスの語りかけにも、マリアが全く心を動かしていな
いことで描きます。天使も、主イエスもマリアに向かっ
て、「なぜ泣くのか、なぜ泣くのか」と語りかけます。
しかし、その声はマリアの心に届かないのです。

　「全詩編中最も悲しい詩」といわれる詩編 88編は、「愛
する者も友もあなたはわたしから遠ざけてしまわれまし
た。今、わたしに親しいのは暗闇だけです」(19 節 )と
いう言葉で結ばれます。あるいは溺愛していたヨセフが、
兄弟の妬みにより売られて死んだとの知らせを受けた時
のヤコブもそうでした。ヤコブは慰められることを拒む
かのように、こう言ったのです。「ああ、わたしもあの
子のところへ、嘆きながら陰府へ下って行こう」（創世
記 37：35）と。マリアの心もまた、墓穴を虚ろに彷徨っ
ていたのです。「今、わたしに親しいのは暗闇だけ」だ
というように。

　このマリアの悲しみに追い討ちをかけたのが、墓から
主イエスの遺体が「取り去られた」ことでした。当時の
ユダヤ教の慣習によれば、死刑を執行された人は個人的
な墓をもつことが許されないのです。しかし、主イエス
は十字架刑となったにもかかわらず、アリマタヤのヨセ
フとニコデモの二人によって、新しい墓に納められたの
です。それは、主イエスの敵対者にとっては許しがたい
ことです。だからこそ、彼らが夜の闇にまぎれ、主イエ
スの遺体をその墓から犯罪者たちが葬られる墓へと移す
ような事は十分考えられたことでしょう。いったい、あ
の日、何があったのか。なぜ、主イエスの遺体が墓から
消えたのか。しかし、それは主イエスの敵対者たちが遺
体を移したためではありませんでした。

◆願望を超えた祈りとしての呼びかけ

　ヨハネ福音書は、この出来事を悲嘆に暮れるマリアの
姿から描いていきます。墓の前で泣きながら身をかがめ
ていたマリアが、光の世界へ、喜びの世界へ連れもどさ
れたと描くのです。しかも、一瞬にしてです。それは、
主イエスが「マリア」と呼びかけたときに起きました。
そのときマリアは暗闇の世界から光の世界へと移され
た。泣いていたマリアは一瞬にして歓喜に包まれイエス
を「ラボニ ( 先生 ) ！」と呼んだのです。

　このことを思い巡らしながら、私はシベリアの抑留体
験をまとめた石原吉郎の「断念の海から」の一節を思い
起こしたのです。その中にこんな描写があります。「し
ばしば北へのぼる日本人と、南へくだる日本人とが、同
じ沿線中継収容所で落ちあうことがある。お互いに日本
人であるというだけで、別に顔見知りでもなんでもない
場合がほとんどですが、たとえば北へ行く日本人は、南
へ行く日本人に自分の名前をおしえて別れるわけです。
そういう場面になんどか出会ってみてはじめて、人間の
名前というものがもつ不思議な重さを実感したわけで
す。」そして石原氏はこう記すのです。「あわただしい場

面で、手みじかに、明確に相手に伝えなければならない
最後の唯一のものは、結局は姓名、名前でしかない。…
それはほとんど願望を通りこして、すでに祈りのような
ものではなかったか。」

　この不思議な重さを持つのが名前です。マリアは自分
の名を呼ばれて、暗闇から光の世界へと立ち戻った。換
言すれば、マリアが見失っていたのは、ご遺体でも、い
わんや主イエスという存在でもなく、マリア自身だった
のです。それを象徴的に語っているのが天使の、そして
主イエスのマリアに対する「婦人よ」という第三人称の
呼びかけではないでしょうか。マリアの方こそが、二人
称としては受け取ることができなかった。それほどマ
リアは、愛する者の死を前にして自分自身を見失ったの
です。「愛する者も友もあなたはわたしから遠ざけてし
まわれました。今、わたしに親しいのは暗闇だけです」。
この「婦人」に、主イエスは「マリア」と語りかけられ
るのです。

　私は思います。「マリア」という主イエスの呼びかけは、
「願望を通りこして、すでに祈りのようなものではなかっ
たか」と。もとより主イエスに名を呼ばれることが特別
な意味をもっていることは、ヨハネが伝える良い羊飼い
の譬えからわかります。そこには羊飼いは自分の羊の名
を呼んで群れを囲いから、緑の牧場に伏させ、憩いの汀
に伴われると語られています。ここでも、マリアは主イ
エスにその名を呼ばれることで、暗闇に親しんでいた者
が、一瞬にして「わたしは主を見た」と歓喜の中を生き
る者とされたのではないでしょうか。

◆復活者と見える

　結びに、この喜びが、初代教会の信徒一人一人のもの
であったことを伝えるパウロの言葉を聞いて終わりたい
と思います。フィリピ書 2章 6 節以下です。これは初
代教会の讃美歌からの引用であると言われているもので
す。

　「天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて！イ
エスの御名にひざまずき、すべての舌が、『イエス・キ
リストは主である』と公に宣べて、父である神をたたえ
るのです！」

　神である主イエスが低きにくだり、十字架で死んでく
ださったことによって、初代のキリスト者たちは旧約の
賛美を超える賛美を歌うことが許された。それは、神賛
美とは無縁の、地下のものが父である神をほめ讃えるこ
とに表されています。

　先ほどの詩編 88 編の詩人は「墓の中であなたの慈し
みが、滅びの国であなたのまことが、語られたりするで
しょうか。闇の中で驚くべき御業が、忘却の地で恵みの
御業が、告げ知らされたりするでしょうか。」(12、13 節 )
と歌っていますが、神の御子が十字架で死なれたことで、
墓の中で、滅びの国で、闇の中で、忘却の地で、神の驚
くべき御業が、慈しみが、まことが語られたのです。

　わたしは思います。私たちが今、現に生きている世界、
それは臭気立ち込める墓、死の世界です。板子一枚下に
は無の深淵、死が横たわる世界です。その死と暗闇の世
界に生けるキリストを見た者は、その後どのような現実
に出会っても雄々しく生きていけると言えましょう。

「死の陰の谷を行くときも、わたしは災いを恐れない。
あなたがわたしと共にいてくださる。」( 詩編 23：4)

　「復活節のよろこび。それは苦痛の後に来るよろこび、
束縛の後の自由、飢えの後の満腹、別れの後の出会いで
はない。それは、苦痛を遥か下にして舞うよろこびであ
り、苦痛を完成するものである。」( シモーヌ・ヴェイユ )

　今、私に親しいのは光と、キリストは十字架に釘打た
れた手で、私たちの涙を拭いとってくださるのです！ 

（文責・月刊誌編集部）
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―この 4月から新番組として『マリアの風に乗って』
の朗読を放送するのに合わせ、著者のシスター岡立
子さんにご専門のマリア論について伺いました。

　神学の中でも非常にマイナーですが、マリア様と
いう一人の人間を神様が信頼し、彼女の胎を通して
生まれてくるということを考え続けています。何故っ
て、これは凄いことじゃないですか！？出産ってそ
もそも大変だし、もし母親が不摂生したらお腹の子
どもに影響しますよね。神様は、そこまでして自分
自身を人間にお委ねになった。私は神様のこの人間
への信頼に本当に感動するんです。

　ガラテヤの信徒への手紙に次の一節がありますよ
ね。
「しかし、時が満ちると、神は、その御子を女から、
しかも律法の下に生まれた者としてお遣わしになり
ました。それは、律法の支配下にある者を贖い出して、
わたしたちを神の子となさるためでした。」(4：4 ～ 5)

　この受肉の神秘は凄いです。こ
れが無ければ、苦しみ、飢え、疲
れもするこの私たち人間の体を
もって、神は死を滅ぼすことは出
来なかったということですから。
私たちは、このことをどこか当た
り前のように思っているかもしれ
ませんが、本当は信じられないこ
となんです。だから、この受肉の神秘に驚き感嘆す
る信仰の中で、古代教会の教父たちはマリアを見つ
め讃えてきた。インマヌエル・神が共に居られると
いうことの実現を受け入れた人としてです。
　それは、教会は古来から、個人主義的な信仰じゃ
なくて、「神の民の救い」を語っているからです。教
会は、自分たちだけが救われるためにあるんじゃな
いんです。神様がお造りになった全ての人をご自分
の許に集めるためにあるんですよね。よく賛否があ
る「マリア様への崇敬」は、そもそもその神の民全
体から切り離してマリアだけを崇敬するのが良いと
か間違っているとか議論している点でどちらにして
もキリスト教的とは言えません。

―その点は、私たち、とくにプロテスタントの人々
には分かりにくいと思いますが、どうなのでしょう
か？

　確かにそうですね。ただ確かなのは、この崇敬は、
教会がまだ一つだった時からあります。だから、私
たちの違いを超えて、歴史的に全教会共通の遺産で
す。
　人間マリアが、神をその胎に宿した。そのことに
人々は驚いた。いや、それ以上にマリアが驚いた。
だから、あのマニフィカート ( マリアの賛歌 ) が生
まれた。この賛歌は、古今東西の教会で唱え続けら
れている賛歌です。マリアは、私たちにとって信仰
の先輩、それももの凄い先輩なんですよね。

( 文責・月刊誌編集部 )

 新番組 わたしのエマオ
片山はるひ
上智大学神学部教授、ノートルダム・ド・ヴィ会員
4月28日（木）放送 毎週木曜夜9時47分より15分間
「エマオ 希望の道」ルカ福音書24章13～35節

　今日はエマオ途上として知られて
いるところですが、上智大学にはエ
マオという学生グループがあり、そ
の卒業生が週末にも集まるためにほ
そぼそと始まった祈りの輪には、だ
んだんと人が増えています。

　そして、このエマオの旅人の場面
で心に響くことは、二人の弟子が私たちと同じ状況を生
きているということです。今まであった日常が見いだせ
なくなる時に、どこか安全な場所を探して行きたいとい
う想いですね。

　だからその弟子たちはとても暗い顔していると 17 節
にあり、そこにイエス様ご自身が近づいて来られる訳で
す。しかし、彼らの目は遮られていてイエス様とはわか
らなかったのですね。そこで、イエス様の方から訊かれ
ます。「何を話しているんですか」と。ここはとても心
温まります。イエス様が耳を傾けてくださっていますか
ら。
　しかしこの二人の弟子は、イエスが現れたんだという
仲間の話を信じていなかった。そこでイエス様は非常に
厳しいこと言う。

ああ、物分かりが悪く、心が鈍く預言者たちの言っ
たことすべてを信じられない者たち。 メシアはこう
いう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのでは
ないか。 (24：25 ～ 26)

　「預言者たちの言ったこと」とは旧約聖書のイザヤ書
53 章の「苦しむ僕」と言われる箇所です。さらに詩編
22編の「エリ、エリ、レマ、サバクタニ（わたしの神よ、
わたしの神よ、なぜ私を見捨てられたのか）」の箇所で
すね。こういうところをイエス様は弟子たちに説明され
たのでしょうね。これは間違いないイエス様のカテケー
ジス ( 信仰の伝統を通して教え、また学ぶこと ) だと言
えます。

　そしてイエス様は共に泊まるために家に入られます。

一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、
賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。
 (24：30)

　これはミサの時に、司祭がする仕草です。ルカは、や
はりエウカリスチア―感謝の祭儀―ミサのことを思って
書いていたのだと思います。

　パンを裂くというのは、イエス様の死を象徴していま
す。そして、この苦しみと死を示すパン裂きをした時に、
二人の遮られていた目がパッと開く。そして、イエス様
とわかった。でも、わかった時に姿は見えなくなった。

　この見えなくなったというギリシャ語の言葉は、感覚
で捉えられなくなったという特別な言葉なんだそうで
す。つまり、見えなくなったのだけど、実はそこにイエ

ス様はおられたということです。そして弟子たちは、こ
こでイエス様の復活がわかった。そしてこれにより、彼
らの心に炎が湧き上がってきます。

道で話しておられるとき、聖書を説明してくださっ
たとき、わたしたちの心は燃えていたではないか。
 (24：32)

　この火を灯したのはイエス様の現存です。そしてイエ
スの息吹である聖霊の炎が、この弟子たちの心を燃え上
がらせたんですね。

　私が学生だった時に、とても親しい友達が癌になった。
そして二人の小さな子供を残して、もう余生が短いとい
うことが分かった時に、電話で話した彼女の言葉が今も
忘れられないものとして残っています。

　その時、彼女はこう言ったんですね。
　「はるひさんね、あの十字架の上で、イエス様が、『わ
が神、わが神、なぜ私を見捨てられたのか』って言った
のは、本当にそう思ったんだと思うよ」と。
さらに彼女はミサについてこう語ってくれました。
　「私は、 イエス様がご聖体を与えた時に、何かを残す
んじゃなくて、自分自身を残したかったんだと思うよ。
私も、何かを残したいんじゃなくて自分を残したいから。
自分の子どもたちに、この自分自身を残したいから」と。

　ですから聖体は、イエス様が自分自身を残されたとい
うことだと思います。自分自身というのは、単なる霊だ
けではなく、体もです。だから私たちはこのミサに与る。
イエス様が「とって食べなさい、これは私の体である」「こ
れは私の血である」とおっしゃるから。血というのは命
です。ですから、イエス様が自分自身を残してくださっ
たんです。これが復活という意味だと思います。ですか
らミサというのは、私たちにとってイエスの復活の体験
そのものなんですね。

　ただそれは、ルカ福音書にあるように見えない。感覚
では捉えられない。でも、そこにイエス・キリストはいる。
これが私たちにとってのミサの意味です。復活は、今こ
こにイエスはいる、そういうことです。

　私たちも、今この弟子たちのように暗いですよね。こ
の先どうなるかわからないですしね。弟子たちも全て終
わったと思っていたんです。全くの失敗に終わったと思
われるイエス・キリスト。でも十字架のもとから皆逃げ
ていってしまったのに、イエス様は復活した ! 復活して
出会ったんだという弟子たちが現れた。そして教会は、
この極東の日本にもやってきました。イエス・キリスト
を見たことがなかったのに、イエス・キリストに全存在
を鷲掴みにされたフランシスコ・ザビエルによって。そ
の後 250 年間の迫害の中でも信仰の火が灯され今に至っ
ています。

　ザビエルのような聖人というのは、褒め称えるために
いる人ではありません。
　「私たちも大変でした。私たちも絶望の時を歩みまし
た。でも大丈夫です」。この言葉を言ってくれるために
いる人たちですよね。
　ですから、もう希望がどこにもないと思われた時にこ
そ、聖書、特に旧約聖書から読んでいって神の民がどの
ように希望を鍛えられていったかを学び、日々を生きる
ことができればと思います。

（文責・月刊誌編集部）
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1日 「第１回　ディスオーダーから見つめ直す」
 石川憲彦（小児科医、精神科医、「林試の森クリニック」元院長）

29日 「秘跡的人間」
 英隆一朗（カトリック・イエズス会司祭、
 六甲教会司祭、カトリック麹町イグナチオ教会前主任司祭）

第5 ●夜9：37～
FEBC特別番組

第３／４ ●夜10：20～
故郷（こきょう）のイエス
―ケセン語で聴く福音（再）
山浦玄嗣（医師、ケセン語訳新約聖書・訳者）　

●夜10：31～

御心の響き 服部みぎわ

第4・5 ●夜10：04～
交わりのことば―自分が先立つ私たちへの神の言　　

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

左からご出演順

●夜9：53～
Kishikoのひとりじゃないから

●夜9：30～
喜び、ここにはじまる
―マルコによる福音書（再）
平野克己(日本基督教団代田教会牧師)

土

第３／４ ●夜10：27～
MeguのCCM insight! 

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）

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9：37～
Echo of Voices 長倉崇宣（FEBCパーソナリティ）金

8日  「『皇帝のものは皇帝に、神のものは神に』
 ―『神の掟』と『人間の言い伝え』」（マタイ22：15～22、他）

15日 「御言葉を生きる」（ルカ5：1～7）
22日 「救いに導く祈りの力」（ルカ9：28～36）

15日 「ノエルの身体の痛みから」 22日 「失敗したくない気持ちから」

15日 マタイ27：45～56 22日 ヨハネ20：11～18

2日 「喜び、ここにはじまる」（マルコ1：1）
9日 「神の子イエス・キリスト」（1：1）
16日 「荒野に生きる」（1：12～13） 23日 「驚きの礼拝」（1：21～28）
30日 「主があなたの家に」（1：29～31）

2日 「野に咲く花」 9日 「救いはどこに？」
16日 「罪に震えていたこころが」 23日 「新しい導き」
30日 「神様が選んで下さった」

2日 西脇　純（西南学院大学国際文化学部国際文化学科教授）
9日 三澤洋史（新国立劇場合唱団首席指揮者、
 愛知祝祭管弦楽団音楽監督、東京バロック・スコラーズ音楽監督）
16日 小岩乃恵留（東京基督教大学国際キリスト教学専攻学生）

23日 「闇の中で、ただ『私』を差し出す意味・前半」
30日 「闇の中で、ただ『私』を差し出す意味・後半」（ガラテヤ6：14～15）
 中村　穣（飯能の山キリスト教会牧師、聖望学園聖書科教師）

1日  「イエスの声を聞くように、私も家族の声を聞きたい」
第１ ●夜9：48～

FEBC特別番組 コロナ時代の
メンタルヘルス

PI
CK
 U
P!「コロナ禍、自分の抱えていた思いに気付かされた時」より（7日）

コロナ禍に入ってもう三年目となります。それぞれの形でみなさんも影響を受けられ
てきたと思います。…私個人のゴスペルシンガーとしての活動も大きく影響を受けま
した。指導していたいつものゴスペルクワイアは、コロナ直後から全てオンラインに
移行したり、讃美集会や、奉仕にも大きな影響を受けました。
ただ、その一方でこの期間は僕にとって、癒しと回復の季節でもありました。ずっと
神様に求めてきた内面の心の傷の癒し。今日聴いて頂く曲「Deep Sea ～海よりも
深く～」は、その傷が癒やされた時に与えられた曲です。自分の力で戦ってきて、こ
の世の中で僕が勝ち取ってきたんだという思いがありました。そしてそれは時に「怒
り」という形で顔を出しました。だけど、イエス様を十字架にかけるほどに、天のお父
さんの憐れみは深い、深い、ものだったんです。

7日 「コロナ禍、自分の抱えていた思いに気付かされた時」
14日 「『僕らにあるもの』」
21日 「自分は疲れ果てていると思っていたけど」 
28日 「ギリギリの状況の中で叫ぶ歌」 

（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10：20～
痛みの中で、歌を待つ木 金

ナビゲーター・
服部みぎわ

Megu（Genuine Graceボーカル）
ナビゲーター・服部みぎわ

4月のゲスト　塩谷達也（ゴスペルシンガー）

Kishiko
(ゴスペルシンガー) 

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 4月
FEBC

番組案内
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今月の

PICK UP!
イエスはペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて、祈るために山に登られた。 
祈っておられる間に、み顔の様が変り、み衣がまばゆいほどに白く輝い
た。 (ルカ9：28,29）

イエス様が自己啓示なさったのが、ここのところです。栄光の主としての本
性を現しなさった。しかし同時に、神様の本音が言葉の中に表れていま
す。

栄光の中に現れて、イエスがエルサレムで遂げようとする最後のことにつ
いて話していたのである。（ルカ9：31）

最後のこととは、エルサレムで全人類の罪のために
十字架を背負うことに他なりません。
私ども人間は人の前で繕います。建前と本音とを分
け、それがどんなにかけ離れていることが多いでしょ
う。けれど、全世界を支配し思う通りに何でもできる
神の、その本音は何かと言えば、人類を救うことだと
言うのです。

しかもその時、モーセとエリヤとが現れて、語り合っていたのです。モーセ
は旧約聖書の柱である律法を、一方のエリヤは預言者を代表しここにい
るのです。そしてこの二人はいずれも、イエスがやがて成し遂げようとする
神の救いを小さいながらも自分自身が経験した。つまり、祈りによって民
を救いに導いたのです。この二人がイエス様と共に語り合っていたという
のです。実に十字架とは、神の祈りなんだということがここに明らかにさ
れている。

十字架についた時、イエスは天を見上げて「父よ、彼らを赦し給え」と
仰った。自分に罵詈雑言を浴びせかけ、自分を鞭打つ民衆に向かって、
「父よ、この私の十字架で彼らを赦すことがおできになりませんか」と訴
えるがごとくに、肉を割かれ血を流しながら。

何と恐れ多いことか！まさに、この神の祈りによって私たちは救われたの
です。本当に神の祈りこそが人を救う力であったのです！

（文責・月刊誌編集部）

番組「生きるとは、キリスト」
「救いに導く祈りの力（ルカ9：28～36）」（22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）
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3日、10日　「主の十字架の思い」

17日 「心の平和 　恐れるな」
24日 「主よ、守りたまえ　 闇が深まるときに」

13日 「コロナ禍で礼拝は休止、教会での交わりも絶たれた時、神様が私
に求めておられるものは何だろうと考えました。そう！今は聖書を
読む時なのだ！と気付かされ…。」

19日 「神様に祈ると、シカトか正反対の結果か、それだけ。生まれてしまっ
た地獄…。」

26日 「『隣人を自分自身のように愛する』ということが、日々できません。少
し遠い関係の方のために祈るのはたやすいのに、隣人のために愛
をもって祈ることが難しい…。」

4日 「神様は、私たちと直接関わりを
持ちたがってるような気がします。」

11日 「『救われても、どうしようもない』と思ってしまう。」
18日 「死を前にして、私は強い信仰が持てるだろうか？」
25日 「神様は、初めから人間なんて救済する気が

ないんじゃないかと疑ってしまう。」

4日 「あなたがたも人にしなさい」（マタイ7：7～12）
11日 「リスナーからの手紙」（詩編126：5～6）
18日 「世界祈祷日」（エレミヤ29：11～14）
25日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

4日 「ルカの描く福音」
11日 「すでに始まっている神の計画」（ルカ1：26～38）
18日 「踊るほどの喜びに変わる信仰」（ルカ1：39～45）
25日 「神の憐れみの一点に」（ルカ1：46～56）

5日 「主の受難の賛美―いのちのいのちよ」
12日 「主の受難の賛美―ホサナ、シオンよ大いによろこべ」
19日 「イースターの賛美―主の復活、ハレルヤ」
26日 「イースターの賛美―平和と愛で心ひとつに」

5日 「マリアの風にすべて委ねて」 
12日　「『風』に乗る旅路」
19日 「神のことばに『形造られる』」
26日 「マリア―インマヌエルをその胎に受け入れた人間・前半」

5日 「わたしたちの呻きを叫ばれる神」 
12日 「わたしの顔を見つめる存在」 
19日 「知らない街を駆け抜けるタクシーに乗って」 
26日 「涙の中の救い」 

●夜10：28～
弱さを捧げる者と共に
―Sr.岡の祈りのエッセイ
Sr.岡 立子（けがれなき聖母の騎士

聖フランシスコ修道女会会員） 

●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） 

5日 「取って食べよ」（マタイ26：26）
12日 「すると、見よ」（マタイ27：50～51）
19日 「恐れることはない」（マタイ28：5～6）
26日 「それゆえに、あなたがたは行って」（マタイ28：19～20）

●夜10：06～
朗読『この日言葉をかの日に伝え

W．リュティ小説教一日一章』（再）

●夜9：47～
自分を開く人火

●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10：26～ 
テゼ・和解のうた（再） 
植松 功（黙想と祈りの集い準備会世話人）

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） 
3日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『たとえ癒やされなくても』
 (サムエル記下23：2～5、マルコ1：29～39)
10日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『主は水を与え尽くされた』(ヨハネ19：28～30)
17日 イースター礼拝
 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『拭われた涙』(ヨハネ20：11～18)
24日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『戦いは終わった』(詩編46：1～12)

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

4月　片岡賢蔵（日本基督教団東中通教会伝道師）

月

5～19日 朗読・服部みぎわ　26日 聞き手・長倉崇宣

PI
CK
 U
P!「『心の貧しい者は幸い』―罪人たちへの愛の言葉」より（6日、13日）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）

石垣　実は私は、日本基督教団の教師検定試験で論文を書き直す羽目になったこ
とがあるんです、「愛をもって論文を書いて下さい」って（笑）。その時は腹が立っ
て、ある牧師会で話したら他の牧師からゲラゲラ笑われたんですね。「愛の無い牧
師を迎えないといけない教会は大変だ」って。それで目が開けたんです。愛が無いこ
とを自覚することが大切なことなんだって。つまり、私たちは罪人、自己中心で愛に
欠ける愚か者だということですよ。だって神様は、私たちが愛の能力に長けているか
ら、私たちを牧師やキリスト者にしたわけじゃないんです。それ以来、「私には愛が
ありません」と言い切っています。言い切るべきだとも思っています。それは、私は罪
人の頭だからです。心の貧しい者として主イエスに立ち返るというのは、そういうこ
とだと私は思っています。
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6日 「『ラブ・ソング』からCCMは始まった」 
13日 「教会にドラムがやってきた！」 
20日 「コンビニのおにぎりに学べ」 
27日 「マラナサプレイズが教会を変えた！」 

6日 「『チャーリー・ブラウン』から考えた献金のこと」 
13日 「エイリアンに洗礼！？」 
20日 「『マタニナ』という猫の名前」 
27日 「『Session―イエスのTuneに合わせて』編集秘話」 

7日 「いのちの命」（ヨハネ11：1～45）
14日 「子ろばに乗って来られるお方」（マタイ21：1～10）
21日 「私たちの先輩、トマス」（ヨハネ20：19～31）
28日 「エマオ 希望の道」（ルカ24：13～35）

7日 「生きるためにパンは必要。でも…！」 
14日 「最も苦しい時間にこそ、『ありがとう』と」 他

●夜9：47～
わたしのエマオ
片山はるひ（上智大学神学部教授、
ノートルダム・ド・ヴィ会員）

●夜10：08～
前略、普通の病院で
働いています
関野和寛（日本福音ルーテル教会牧師、チャプレン）

木

●夜10：14～
 五十嵐ジュンのThe Contemporary 
 Christian Music（再）
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)

●夜9：47～
罪人の頭たちの聖書のことば
石垣弘毅（日本基督教団中標津伝道所牧師）

6日、13日 「『心の貧しい者は幸い』
―罪人たちへの愛の言葉」（詩編2、マタイ5：1～12）
20日、27日 「『神の国と神の義を求めよ』
―裁かれた裁き主のことば」（詩編4、マタイ6：25～34）

水

●夜10：28～
ふらっとトーク　中川信一（FEBCスタッフ）、長倉崇宣

お相手・長倉崇宣


