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FEBC特別番組

コロナ時代のメンタルヘルス
酒井陽介
カトリック・イエズス会司祭、
上智大学神学部准教授、心理学博士
聞き手：長倉崇宣
5月6日（金）放送 夜9時48分より50分間
「『傷』を通して御顔を黙想する」

―コロナウイルスの度重なる感染拡大により、精神的
に幾重にも痛みを抱える方が増えているこの状況を、
イエズス会の創始者であるイグナチオ・ロヨラの霊性
からどうご覧になっていますか。

　イグナチオは戦争で右足に大きな
怪我をし、そのことを契機に回心し
た人物です。そして、今年をそこか
ら500年の節目として「イグナチオ
年」として記念しています。しかし
それは、聖人の偉大さを祀り上げる
ようなものではありません。彼の体
験した視点を通して、自らの「変容」の期間として捉え
ています。それは、すべてのなかにキリストを見ていく
試みなのです。
　私自身も心理学を学び、以前イグナチオの「うつ体
験」に関する書籍の翻訳を行ったこともあるのですが、
近年、特に彼の心理についての関心に高まりがありま
す。
　さらに言えば、こういう精神状況については、聖書の
中にもよくみられます。たとえば、旧約時代のハンナ、
ヨブ、ナオミ、ダビデ、エリヤ、エレミヤ…そして新約
時代になると、イエスに癒やしを求めた人々が出てきま
す。こころに重みを感じ、身動きが取れない状況とでも
言えます。そしてきっと、彼らを受け止めようとするイ
エスご自身も人間として大きな痛みを抱えていたことだ
と思います。
　現代の私たちも、そうです。コロナウイルスは人間の
生活のあらゆる部分に影を落としました。その中でもこ
ころへの影響は「コロナうつ」と呼ばれることもあり
ます。私の周りでも、つい三週間前に知り合いのイタリ
アの神父2人が感染し、亡くなりました。今も悔しいで
すし、怒りや問いが止みません。否応なしに、私たちは
「いのち」について考えざるを得なくなっているので
す。

　実はイグナチオも自死手前まで追い込まれた人でし
た。しかし、彼は現代で言うところの行動認知療法に近
い形で、自分の行いや考えが表面的には良いものに思え
ても、時に破壊的なものになりうるということを知るよ
うになります。そして、取るべき信仰者の魂のバランス
ともいうべきものを求め、一日の振り返りのために「意
識の究明」という祈りを遺します。自分の意識の中でち

　はい。その意味で、私たちの信仰はメンタルヘルスに
とって非常に有効なカギとなるのではないかと思いま
す。自分たちの力が及ばない状況に私たちはどうするの
か？私たちの信仰から言えば、マザーテレサがよく言わ
れていた「トータルサレンダー(完全降伏)」の認識ですよ
ね。どこまでも赦そうと近づかれる神に圧倒されること
です。
　時に私たちは、「裁判官」「法律家」「口うるさい
親」のように神を捉えるところがありますよね。だから
逆説的なのですが、宗教者こそ「赦し」という事に関し
て厳しい態度を取ることがあり得る。実際にそういう
研究データもあります。さらに言えば、人を許せない人
は、案外自分も許せていないものです。
　実はイグナチオ自身も、回心の途上でこのことを経験
していきます。正義感が強い人ほど、自分の失敗を受け
止めきれないですからね。ですから、信仰者は今一度
振り返る必要があります。自分は今、どのような神の前
に自分を置いているのかと。そしてその時、私たちはイ
エスのまなざしに慈しみを求めて良いと思います。たと
え、私たちにとって都合が良く見える見方のようでも、
全然問題ありません。だからイエスが今、慈しみ溢れた
眼差しを向けてくれているのだと受け止めて、その祈
りをぜひ実践して頂きたいのですね。それは、語弊を恐
れず言えば、信仰者の持つことが許される「特権的な甘
え」ですから。

―それが御顔を黙想するということなのですね。

　はい。イグナチオは、生来の完璧主義と戦わねばなら
なかった人で、逆に過去の過ち、不完全さ、その不安に
囚われ続けた人間と言えます。だから、大切なことは、
独りで抱え込まないことです。「ここまででいい」と過
去の自分に別れを告げて、新しい自分を始めることで
す。私たちは、自分の人生の物語を受け止めて、生きて
いく必要があります。しかし他人の物語と比べても意
味がありません。言うなれば、私たちは自分の生き方、
自分なりの福音書を受け止めていくのです。イグナチオ
は、そうして自分の人生の物語を自叙伝として語り直し
て残しました。キリストに出会い、キリストにより変え
られ、罪人であるけれども、今も生きていて、自分の人
生を捧げる事が出来るように神の恵みが働いたという物
語を。 
　私たちに過去の物語を書き換えることは出来ません。
しかし、新たなページを始めることなら出来るのです。
このコロナの状況で、主イエスとの関係、社会との関係
を捉え直していく豊かなきっかけとなればと願っていま
す。 （文責・月刊誌編集部）

ぐはぐのもの、散らばってしまっているものを元に戻す
ためです。そこから彼は様々なことに気づいていくこと
が出来たのです。
　人間が自らに持つこの痛みは、しかし多くの人にとっ
て「呪い」であり、「負け組」であるとされます。今の
時代は、いともたやすく他人のせいにしてしまっていま
す。SNSをはじめ、このような空気が蔓延している。私
は、この痛みこそが、同じように痛みを抱える他者に繋
がれるところになるのではないかと思うのです。だから
こそ、ここには福音が必要なのです。
　少し飛躍すれば、イエスの福音とは、私たちの弱さや
不完全さ、あるいは「罪」を一身に引き受けて死なれた
―その生き様と死に様を分かち合うことだからです。
 信仰者と言えども、すぐ元の場所に引き戻されてしまう
現実があります。だから、キリストがこの私の痛みにど
う関わって、どう受け止めておられるのか？救われつつ
ある自分は今どこにいるのかということを常に考える。
それがなければ、他者の痛みには歩み寄れないでしょ
う。

―荒んだ心を抱えた私たちがこの罪の現実を他者と繋
がるものとするか、それとも互いに傷つけるための契
機とするか、微妙なラインの上に立たされているとい
うことでしょうか？
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あなた様はFEBCにお便りくださっ
たことがきっかけで、「私とイエ

ス様が出会うことが大事なのだ。それ
は人と比べようがない『私のイエス様』
なのだ。」そう思うようになられたとの
こと。もうこれが本当に一番大事な要!
私たちはイエス様のことが「わかった」
なんて、きっと天国に行くまでは言え
ないと思うの。でも、それでいいんで
すよね !聖書を読み続けていること自
体がイエス様との交わりで、イエス様

に出会っている、そのことなんですものね。
でも私たちは聖書を読んで感想を書かなきゃいけないとなる

ご献金 5,315,338 円 （829 名）

３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 1,287 名

1,291名
（前月より－6名）

3月末の

ルカ5章。重い皮膚病にかかった人の話を読み、
イエスの前に出ることが何より大事だと思わされ
ました。私は何か言い訳をして、イエス様のとこ
ろに行こうとしません。十字架が分かっていない
とか、罪の自覚が足りないとか。不足しているか
ら行くのに…。
先日、20年以上前に FEBC へ書いたお手紙の返
事を見つけました。「罪がわからないと悩むより、
そういう者のためにイエス様が十字架にかかって
下さったのだから、『ありがとうございます』そ
う申し上げるしかない。」とあり、下線まで引い
ているのに、同じような質問を何度もしてきた気
がします。27節では、徴税人はイエス様に「わ
たしに従いなさい」と言われると、何もかも捨て
て従いました。イエス様は、罪の自覚とか、何か
を求めませんでした。私も、自分で何かを付け加
えないで、恵みをそのまま感謝して受け取り、イ
エス様を信頼していく者になりたいです。

十字架が分かっていない、
罪の自覚が足りない…ではなく

3日
ルカ受講中の女性

と、つい「みんな良いこと言うなあ、私も何か言わなきゃ」
なんて思っちゃうんですよね。でもあなた様は「一字一句わ
かろうとしてしまうのも問題かな」とお書きくださって、本
当にその通りだと思います。だって大好きな人に「愛してる」っ
て言われたら、愛という言葉の意味は…なんて考えないです
よね？その方の心を受けとめて、喜びに溢れるでしょ？イエ
ス様の言葉も、わかるとかわからないというところに留まる
のでなく、ただイエス様がこちらを向いて「わたしがここに
いる。」そう語りかけていてくださる。このイエス様に聴くと
いうことが、私たちが本当の命をいただくということなので
すね。これは一生の中で本当に大切なことですから、ご一緒
に繰り返し聴き続けてまいりましょう。 （11日）

―1ページからの続き
『わたしが求めるのは憐れみ』―人間の現実を見つめる主イエス

罪人の頭たちの聖書のことば・石垣弘毅

　「死の国」から始まる6節に私は惹かれるんですよ
ね。現実を醒めた目で見ている気がするからです。
「今ここであなたに出会えなかったら、いつあなたに
出会えるのか」と、どこまでも現実に自分の軸足を置
いて、祈っている。

　私が神学校に行こうか悩んでいた時、ある神学校の
先生が説教で語ったことを今でも覚えています。「神
学は、人間学なんだ」とその方は仰る。詩編を読んで
いるとそれが分かりますよね。人間の様々な苦しみや
悲しみを、信仰の一言で片付けてしまわずに、どこま
でも人間の現実に立ち続けていく。だから詩人は、こ
のように祈りを捧げることができるんじゃないだろう
かって。そして、止むことのない苦しみの只中で、
「主はわたしの祈りを受け入れてくださる」(10b節)
と、なお祈るのではないでしょうか。それは、人間の
現実に立つことにこだわるということかも知れませ
ん。

イエスはそこをたち、通りがかりに、マタイとい
う人が収税所に座っているのを見かけて、「わた
しに従いなさい」と言われた。彼は立ち上がって
イエスに従った。 

(マタイ9：9)

　さらにマタイによる福音書を見てみましょう。ここ
ではマタイは、自分の行いが律法違反だという自覚も
あったでしょう。でも、罪の現実から離れたくても離
れることが出来ない、そうしなかったら生活出来ない
からです。私たちは大抵そういう現実を見ては、「あ
あはなりたくない」と思う。こういう場所に座らない
では生きていけない人の悲しみや辛さを見ようとしな
いんです。しかし、主イエスは違った。

　だから私は、収税所に座るマタイの心を思い巡らし
た時、「わたしは自分の望む善は行わず、望まない悪
を行っている。…わたしはなんと惨めな人間なので
しょう」(ローマ7：19、24)と嘆くパウロの告白を思い
起こしました。主イエスは、このマタイの心に目を注
がれたんじゃないでしょうか。

―「『わたしが求めるのは憐れみであって、いけに
えではない』とはどういう意味か、行って学びなさ
い。」とも主イエスは仰っておられますね。

　そうです。私たちが信仰をどこで学ぶかと考える
時、まずは教会に行くことをイメージしますよね。し
かし、ここで主イエスが「行って学べ」と仰るのは、
罪人のところです。福音を知るのはそこなのだと仰
る。人間の弱さ、つまり罪人の現実があるところでし
か、神の愛は学べない。

　イエス様は十字架に架けられる前に、「父よ、こ
の盃を私から取り除けてください」と祈られましたよ
ね。あの祈りも、一人の人間として、嘘偽り無く、罪
人の現実を受け止めたからこそ、そう願われたんだろ
うと思う。神を信じて生きるっていうのは、そういう
ことです。だから、この詩編の嘆き疲れるような祈り
に、深い霊性を感じています。

（文責・月刊誌編集部）

私は教会に属しておらず、洗礼も受けておりませ
ん。でも、聖書を一人で読んできました。クリス
チャンでない私が聖書を読むなんて、分不相応な
気がして、その度に離れたのですが、しばらくす
るとまた聖書を引っ張り出しての繰り返しで、5、
6年かけて、通読してしまいました。もちろん、
ほとんど理解してないでしょうけれど、私にとっ
て素晴らしい体験でした。でも、自分がなぜ聖書
に惹かれるのか、うまく言葉にできません。自
身の生き方を省みても、本当に恥ずかしい限りで
すし、こんな私に聖書を手にする資格があるので
しょうか。聖書を読んでいる自分のことが、いつ
も自分で半信半疑です。

聖書を読んでいる自分に
半信半疑です

12日
男性

ヨハネ9章 3節「イエスは答えられた、『本人が
罪を犯したのでもなく、また、その両親が犯した
のでもない。ただ神のみわざが、彼の上に現れる
ためである。』」この意味がよく理解できないので
す。障害は神のご意思なんでしょうか。私も障害
がありますが、どちらかというと罰だと思ってい
ます。全く理解されず非難されて、私は子供の頃
から辛く、今まで何度か自殺未遂をしています。
日本では毎年三万人ぐらいが自殺していますが、
助けがあった人と、誰にも繋がらずに亡くなって
しまった人の違いは何だろう？どうして神様は全
員を助けてくださらないのだろう？と考えてしま
います。助かった人や奇跡が実際にあることで、
より「なぜ？」と。聖書を読んでも「でも、一部
の人だけでしょう」と思ってしまう部分もあり、
この「なぜ？」には答えが出せない気がします。

聖書の話に
「でも、一部の人だけでしょう」と思うことが

23日
ヨハネ受講中の女性

「主よ 水が動くとき私を池の中に入れてくれる人
がいないのです」(ヨハネ 5章 7節 )視覚障害の
ある性的少数者として生きる中で、不条理なこと
が多く、私もこう言いたくなることがあります。
しかし、そんな私に強く響いたイエス様のみ言葉、
「あなたは良くなったのだ」、これは自分を神様に
よって変えていただいたことかなって思いまし
た。苦しい時ほど礼拝に行きたくて、FEBCを聴
くのが楽しみでたまらなくなるからです。苦しみ
なんてただいやなことなのに、なぜだかわからな
い喜びがあるんです。
でも…そう、「でも」があるんです。礼拝や、一
人の時はそんな神様からの喜びを感じるのです
が、私が妬んでしまう人と一緒のところでは、妬
みの感情が湧いてきてしまう…。5章 8節の「床
を担いで歩きなさい」という言葉を自分の背中に
感じながら、思いめぐらしました。床って、自分
の弱さや過去、そこに寝ていたときの不条理な思
い、妬み、痛み、色んなものがしみついていると
ころ。つまり「自分の十字架」でもあるのかな、と。
そして「床」だからきっと私の背中よりも大きい
もの。だけど、弱さや罪を背中に「床」や「十字架」
として担いで、隠さず神様の前に出ようって思い
ました。「床を担いで歩きなさい」このイエス様
の言葉を今朝もいただいて、これから出勤してき
ます。

イエス様は、弱さや罪を
“ 床”として「担いで歩きなさい」と…

30日
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「イエス様の現場」より（26日）
日本に戻ってきて、一番悩み苦しんだことは、日本でチャプレンを続けることができ
るのか、ということでした。日本にも、キリスト教系病院でチャプレンは存在してい
ますが、ごく僅かで、私が病院に入れる確約は一切ありません。帰国後４ヶ月間、病
院では職を見つけられず、半ばあきらめかけました。自分が望んだようにはいかない
んだって。でも、そんな時に病を患っている人や、家族を亡くした人、大きな苦しみを
もっている人が、イエス・キリストを求めて連絡をくれるようになったんです。“関野
牧師、聞いてください。今こういう状況です。祈ってください”って。
そういう人たちと会い、話す中で、「私が今やっていることって、チャプレンなんじゃ
ないかな」って思うようになりました。（表面に続く）

※月刊誌1面参照

2022年 5月
FEBC

番組案内
2022年5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!
日本の認知症診療の第一人者であり、その晩年には自らの認知症も公表
された聖マリアンヌ医科大学名誉教授で精神科医の長谷川和夫先生が
昨年11月に天に召されました。そのご長女である南高まりさんの「父と娘
の認知症日記」（中央法規出版）が今話題になっています…。

　以前、父はFEBCのインタビュー
で、精神科医を選んだ理由として
「医師として人間全体として関わる
時に、自分自身が”道具”になって関
与出来る」と語っておりましたが、そ
の若い時の思いは、認知症になって
からも一貫していたんです。自分も
認知症になったその状態を伝えることで、当事者の方や家族の方に
役立つよう、自分の身を持ってその接し方を考えてもらえるように、そ
ういう役割を神様から恵みとして与えてもらったんだ。だから患者側
になって学びたい。ちゃんと向き合って話が出来るチャンスはなかっ
たかも知れないからねと語っておりました。

　認知症で一番困るのは、人様との関わりの案配がよく分からなく
なる時があるのですが、ただ、時々そのことでとても奥行きが出てき
て、友達のような水平な状態で話のやりとりがうまく行って、幸せを感
じる時があるんだよと言ったように、父は、人と向き合う気持ちとい
うのを、以前よりも感性豊かに感じているようでした。

　そして、あれは最期から二番目か三番目の父との散歩の時だったで
しょうか。父は「僕が神様を選んだのではなくて、神様が僕を選んで
下さったんだ。だから神様が示して下さった道を選んで役割をしてい
きたい」と言うのです。その父を支えたのは、ヨハネ福音書12:24「一
粒の麦 地に落ちて死なずばただ一つにてあらん。もし死なば多くの
実を結ぶべし」。この言葉を父は生きたのだと思います。

（文責・月刊誌編集部）

南髙まり（精神保健福祉士）
番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（7日）より

※本誌表紙参照

※月刊誌1面参照

6日 「『傷』を通して御顔を黙想する」
 酒井陽介（カトリック・イエズス会司祭、
 上智大学神学部准教授、心理学博士）

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 ●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

13日  「『悔い改めて福音を信じなさい』
ー旧新約聖書を貫く『悔い改め』の意味」（マルコ1：15、他）

20日 「恩寵の逆説」（ルカ15：17～24）
27日 「主の真実と我らの信仰」（ルカ22：28～34）

20日 「賛美に◯◯は必要ないかも」 
27日 「聖書の読み方、あれっ、いつの間にか…」

20日 ルカ2：1～16 27日 ヨハネ3：1～16

7日 「ウィークデイの主」（マルコ2：13～17）
14日 「新しくなる勇気」（2：18～22）
21日 「選びの中に立つ」（3：13～19）
28日 「主のもとに家出する」（3：31～35）

7日 「進んでいくべき道」 
14日 「忙しすぎるとどうしても…」
21日 「子どもたちの作品から」
28日 「『私が憶えてますから、大丈夫』」

7日 南髙まり（精神保健福祉士）
14日 坂上悦子（シンガーソングライター、ゴスペルクワイアディレクター、

『Praise Alive』企画責任者）
21日 西村星乃（東京基督教大学神学科学生）

28日 「闇―十字架の主イエスを受け取るスペース
・前半」

 中村　穣（飯能の山キリスト教会牧師、
聖望学園聖書科教師）

6日  「『今日もよく眠ることができますように。』」
第１ ●夜9：48～
FEBC特別番組 
コロナ時代のメンタルヘルス

（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

病院じゃなくても、誰しもが今日苦しんでいるし、病を担うし、傷ついている。世界中
がイエス様の現場なんだ！って。だから、今、目の前に神様が送ってくれた一人一人に
全力で向き合っていきたい。そこに神様がいるのだと信じています。

木

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

5月のゲスト　塩谷美和（ゴスペルシンガー）
Kishiko
(ゴスペルシンガー) 

お相手・長倉崇宣

5日 「ゴスペルが歌う希望」
12日 「『生きよ』と語りかけて下さった主」
19日 「夕焼けを孤独に眺めていたあの日」
26日 「正直な、嘆きの祈りを」

―中面からの続き
「イエス様の現場」　前略、普通の病院で働いています・関野和寛

●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。

1日　「主の十字架と勝利」　8日、29日　「主の復活」

15日 「歌え、主に感謝」　「愛の火を灯すために」
22日 「信頼」　「連帯」

5日 「クリスチャンになって長いですが、生活が何も変わっていなくて…。
夜寝ている時に何かあって死んで、地獄に落ちたらどうしようとい
う恐怖があります。」

19日 「『父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているか知らないので
す。』私は、自分が何をしているか知ることは一生ない気がします。
一生、イエス様は赦してくださるのでしょうか？」

24日 「ユダが裏切者になることをイエス様は分かっていたのでしょうか？ 
ユダだけは悔い改めることなく終わってしまったように思えて…。ユ
ダが救われるのなら、私も救ってくださるのかなと希望が持てま
す。」

2日 「真の王に備えられた場所」（ルカ2：1～7）
９日 「天上の喜び」（ルカ2：8～21）
16日 「幼子イエスにおいて始まる神の国」（ルカ2：22～38）
23日 「イエスという新しい時」（ルカ2：41～52）
30日 「人々の想いとイエス」（ルカ4：16～30）

2日、９日、16日、23日、30日 未定

4日、11日 「『わたしが求めるのは憐れみ』―人間の現実を
見つめる主イエス」（詩編6、マタイ9：9～13）

18日、25日 「『慰めよ、わたしの民を慰めよ』―神の慰めが満ちる
人間のスペース」（イザヤ40：1～8）

5日 「命を与える羊飼い」（ヨハネ10：1～10）
12日 「こころの目を開かれる方との対話・前半」

（サムエル記上 16：1～13、ヨハネ9：1～23）
19日 「こころの目を開かれる方との対話・後半」

（ヨハネ9：24～41）
26日 「真の友」（ヨハネ14：15～21）

5日 「“ 詐欺師だ！”と思っていたら…」
12日 「最終日、胸のバッチを返した瞬間」
19日 「魂の『おかえり』に、『ただいま』を」
26日 「イエス様の現場」

4日 「遅ればせながら…中川のイチオシ新番組」
11日 「『面白さ』を伝えるのって大変！」
18日 「『政治・宗教・野球』の話題はなぜタブー？」
25日 「祈りなんて役に立たない、という声を聞き」

4日 「ロックは悪魔の音楽！？」
11日 「クリスチャンロックのパイオニア」
18日 「明日へつなぐ伝言ゲーム」
25日 「心臓の鼓動」

2日 「偶像崇拝をしたくなる気持ちがわかるんです。」
９日 「『罪人のまま救われる』と言う方がいますが…」
16日 「心裂けて、血が滴るほど淋しい。」
23日 「『カルト』だとレッテル貼りするのは止めて下さい。」
30日 「リモート礼拝にしか与れないことに、悔しさと寂しさを感じます。」

3日 「この不公平で不平等な現実で」 
10日 「『愛せない』という呪いを解くもの」 
17日 「『イエス様、ちゃんとおられるんだ。ここに。』」 
24日 「この運命を縛り上げる御方」

31日 「あなたがたを元気づけよう」 

3日 「（1）―球根の中には」 
10日 「（2）―あめんどうの花が」 
17日 「（3）―ごらんよ、空の鳥、野の白百合を」 
24日 「（4）―わが主イエスいとうるわし」
31日 「『聖霊』と『鳥』の賛美歌―空の鳥はちいさくても」 

3日 「マリア―インマヌエルをその胎に受け入れた人間・後半」 
10日 「『良い知らせ』を告げる勇気」 
17日 「そしてゆるしは平和となった」 
24日 「信頼して待つ」
31日 「神のロジック」 

●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） 

3日 「心のかたくなさ」（マルコ16：14）
10日 「人間的栄光」（ヨハネ15：5）
17日 「安らかなすまい」（申命記33：12）
24日 「手」（ヨハネ14：20）　
31日 「救いか断罪か」（マルコ16：16）

●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、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） 
1日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『罪人と食事をする神』(イザヤ55：1～7、マルコ2：13～17)
８日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『私にすがりつくな』(ヨハネ20：11～18)
15日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『主に愛され、主を愛して』(申命記6：1～15)
22日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『主の晩餐の秘義―裏切り』(ルカ22：14～23)
29日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『とこしえの門よ、身を起こせ』(詩編 24：1～10)

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～
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）

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

月

3日 聞き手・長倉崇宣　10～31日 朗読・服部みぎわ

「花」の賛美歌 3～24日

5月 畑　雅乃（日本基督教団内灘教会牧師）

大橋　新（日本基督教団浜北教会牧師）


