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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
6月23日放送 毎週木曜夜9時47分より15分間
「キリストに食べられて、キリストの身体になってい
く」ヨハネ福音書6章51～58節

「…わたしは、天から降って来た生きたパンである。
このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。わ
たしが与えるパンとは、世を生かすためのわたしの肉
のことである。」それで、ユダヤ人たちは、「どうし
てこの人は自分の肉を我々に食べさせることができる
のか」と、互いに激しく議論し始めた。イエスは言わ
れた。「はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、そ
の血を飲まなければ、あなたたちの内に命はない。わ
たしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、永遠の命を
得、わたしはその人を終わりの日に復活させる。わた
しの肉はまことの食べ物、わたしの血はまことの飲
み物だからである。わたしの肉を食べ、わたしの血を
飲む者は、いつもわたしの内におり、わたしもまたい
つもその人の内にいる。生きておられる父がわたしを
お遣わしになり、またわたしが父によって生きるよう
に、わたしを食べる者もわたしによって生きる。これ
は天から降って来たパンである。先祖が食べたのに死
んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる
者は永遠に生きる。」  (ヨハネ6：51～58)

　この箇所を今日の黙想のために改めて味わいながら
祈っていたときに、改めて思ったのは、この箇所の生々
しさでした。というのは、あまりにもこういうことを聞
き慣れているので、あまり考えなくなっているのかもし
れないのですけれども、ここに書かれているのは「人の
子の肉を食べ、その血を飲む」事なんです。特にユダヤ
人にとって、「血を飲む」事は、「血というのは命で
ある」という理由で、律法において明確に禁じられてい
た行為でした。そのために動物の食べ方についても逐一
いろいろな規定があったわけです。ですから、これをイ
エス様がこの人々に語った時に、やはりそこにどれほ
どの動揺があったことか。この「互いに激しく議論し始
めた」というのは、当たり前だったと思いますし、そし
てこの箇所のもう少し先にですね、こんな話を聞いてい
られないと言って、イエス様のもとから沢山の人が去っ
て行ったと書かれています。それも当たり前のことで
す。しかも、イエス様はそのことをもちろんよく知って
いて、これを語っているのですね。この箇所の前には、
有名なパンを増やす奇跡が行われています。その時に
は全ての人が満ち足りて、このイエス様こそが、「イス
ラエルの国を建て直す理想の王」ではないかと、多くの
期待が寄せられることになります。それをイエス様は振
り切るようにこういう言い方をして、王として民衆に担
ぎ上げられることを無くし、むしろイエス様を取り巻く
空気の緊張が高まっていくわけですよね。ですから、こ
の「人の子の肉を食べ、その血を飲む」という主のお話
は一つの転換点に当たるような言葉だったのだと思いま
す。

　改めて思うのは、キリスト教とい
うのは、食べたり飲んだりする事を
とても大切にする宗教だなというこ
とです。人間が死なないためには、
この食べたり飲んだりを決して欠く
事はできない。それが身体を持つ人
間という存在です。そして、このミ
サこそが、まさにこの食べたり飲ん
だりすることなのですね。しかも、何を食べたり飲んだ
りするのかというと、イエス・キリストの肉を食べ、そ
の血を飲むのです。そして、何より胸に迫るのは、その
肉を私たちに与えてくださるために、私たちと同じ肉を
まとい、人間という存在になられたということです。で
すから、本当にこの私とイエス様はこの同じ肉で繋がっ
ているんだ、同じ血がそこに流れているんだ。この繋が
りを、私たちはもう一度突きつけられています。これは
そういう言葉なのだなと改めて思わされるんですね。私
の教会の聖堂の壁にも、この十字架のイエス様がかかっ

れが教会なのだということです。だから、教会はキリス
トの身体と言われますけれども、これは何かこの概念で
あるとかシンボルという抽象的な話ではなくて、本当に
実はリアルなことです。だからこそ、これは三位一体の
エリザベットの表現なんですけど、「キリストの身体の
延長になっていく」。それは別の言い方で言えば、もう
一人のキリストになっていくことです。だから、このミ
サとこの聖体が、いかに教会を作り上げていくのかとい
うことを思うんですよね。そして、私たち一人ひとりが
繋がれて、もう一人のキリストになっていけば、それが
キリストのわざをこの世で伝え、広げていくということ
になるのだと思います。「私が与えるパンとは世を生か
すための私の肉のことである。」と主は語られました。
私たちがどんなにちっぽけな身体だとしても、キリスト
になっていくことによって、この世を生かすためのキリ
ストの身体となるのですね。

　このヨハネ福音書の中には、イエス様がご聖体を制定
する直接の場面は出てきません。ただ、それに匹敵する
と言われる洗足の場面の前にこの一言があります。

イエスは、この世から父のもとへ移る御自分の時が来
たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上な
く愛し抜かれた。 (ヨハネ13：1)

　この極みまで愛された一つの証が、この自分の身体と
血を私たちの食べ物と飲み物として提供されたというこ
となのだと思います。いつもミサであの小さなホスチ
アをいただくときに、これはいったい、何なんだろうか
と思う。もう、本当に小さなものですよね。どうして、
これほど儚いものになられたのか、この信じられないあ
なたの愛は一体何なんですかと思うんです。食べ物にな
る、これ以上の謙遜はないのかもしれません。ヨハネの
福音書の先ほど読んだ箇所では、イエス・キリストは弟
子たちの足を洗いました。それは奴隷の仕事だったわけ
です。そこまで自分を低くされた。さらに食べ物になら
れ、この小さなホスチアになられて、そこまでして私た
ちと共にいてくださろうとした。だから、このちっぽけ
なこのエゴに満ちた私たちでもご聖体によって養われ、
次第に変えられていって、小さなキリストとなって、こ
の世の中で主の愛を伝えるための道具になれる。

　コロナ禍で、いまだご聖体を受けることが難しい中
で、多くの人がこのキリストのご聖体の意味を考えずに
はいられない日々を過ごしていると思います。しかし、
本当にこの神の愛の最高の贈り物がどういうものなの
か、今一度自分に問いかけ、より深く噛みしめることが
できたならば、この長い期間は決して無駄ではなかった
と言えるのだと思います。 （文責・月刊誌編集部）

ているのですが、そのイエス様の姿をつくづく見て、
「ああイエス様、あなたのこの肉を私は食べたので、私
とあなたは同じ肉なんですね」と、この黙想中にも何だ
かしみじみと感じていたのです。

　さらに聖アウグスティヌスは言っています。確かに私
たちがこのパンをいただいているのですが、本当のとこ
ろは実は「イエス様が私たちを食べているのだ」と。私
たちがキリストに食べられて、キリストの身体になって
いくのだと言うのです。どういうことかと言うと、聖体
をいただく事は、私とイエス様だけの何かすごい個人的
な関わりによるものというだけではなくて、聖体拝領に
与る全ての者がイエス様の肉を食べることによって、イ
エス様の同じ一つの肉になるというわけです。結局、こ

交わりのことば
　―自分が先立つ私たちへの神の言

中村　穣
飯能の山キリスト教会牧師、聖望学園聖書科教師
お相手・長倉崇宣
6月25日放送 毎月第4土曜夜10時4分より28分間
「闇―十字架の主イエスを受け取るスペース・後半」
マタイ19：16～30

さて、一人の男がイエスに近寄って来て言った。「先
生、永遠の命を得るには、どんな善いことをすればよ
いのでしょうか。」イエスは言われた。「なぜ、善い
ことについて、わたしに尋ねるのか。善い方はおひ
とりである。もし命を得たいのなら、掟を守りなさ
い。」 男が「どの掟ですか」と尋ねると、イエスは
言われた。「『殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証す
るな、父母を敬え、また、隣人を自分のように愛しな
さい。』」そこで、この青年は言った。「そういうこ
とはみな守ってきました。まだ何か欠けているでしょ
うか。」イエスは言われた。「もし完全になりたいの
なら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しな
さい。そうすれば、天に富を積むことになる。それか
ら、わたしに従いなさい。」 （２ページへ続く）
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ヨハネによる福音書をお読みになっ
て、3回目に「1回目と違う！イ

エス様が私に語られているように感じ
るのです！」とお書きくださって…こ
れは本当に稀有なことなんです！「こ
の歳になってやっと気づいた」ともお
書きくださいましたけれど、私も何年
もかかりました。そうすると、御言葉
が立ち上がって、私へのラブレターに
なるんですよね。
かつて、どうしようもない悲しみが湧

き上がる中で、ただ「助けてください」とだけメールをくださっ
たあなた様が、今日は「聖書が違って聴こえてきた…イエス

ご献金 5,307,945円 （935 名）

４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 1,550 名　1 年前 1,291 名

1,307名
（前月より +16名）

4月末の

ヨハネ15章。この章にはイエス様につながって
いることの大切さが書かれていると思いました。
特に印象に残ったのは16節の「あなたが私を選
んだのではない。私があなた方を選んだ」と、19
節の「私があなた方をこの世から選び出したので
ある」です。二回にわたってイエス様は私たちを
選んだと仰っており、胸がいっぱいになりました。
一方で、この章の最初にはブドウの木とつながる
ことで豊かに実を結ぶ、という内容が繰り返され
ています。私は教会にも通っておらず、洗礼も受
けておりません。なぜか事を進めようとすると邪
魔が入ります。辛くなって今は家にいます。あり
がたいことに、その時に知り合ったクリスチャン
の友人はいますが、深い交流のある友人は仏教や
無宗教です。実はイエス様や聖書の話を思いっき
りしたいのですが、周りの価値観に迎合して生き
ています。それがとても苦しくなってきました。
イエス様はこんな私でも枯れ枝扱いしないでくだ
さるでしょうか。

イエス様はこんな私でも
枯れ枝扱いしないでくださるでしょうか

13日
ヨハネ受講中の女性

様は私を愛してくださっている！」この気づきをどうしても
伝えたいと思ってメールをくださったのだなぁと思って、本
当に嬉しいです。ただこのイエス様の愛にすがって生きるこ
とを、主は一番願っておられ、その時に初めて、隣人を愛するっ
ていうことが始まるんですよね。
イエス様は「これらのことを話したのは、あなたがたがわた
しによって平和を得るため」と仰りながら、「あなたがたに
は世で苦難がある」と仰いました。苦難があるのが私たちの
人生、でも、これは「わたしは既に世に勝っている」 (ヨハネ
16：33)と言うイエス様の、必ず勝利する闘いなのですよね。
どうかご一緒に、この主の愛に留まっていくことができます
ように。 （21日）

―1ページからの続き
「闇―十字架の主イエスを受け取るスペース・後半」

交わりのことば―自分が先立つ私たちへの神の言・中村穣

青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。
たくさんの財産を持っていたからである。  
 (マタイ19：16～22)

　私は「信じても苦しい」という経験を沢山してきまし
た。頑張って、でも失敗して、もう駄目だとイエス様の
十字架の前に崩れ落ちるような経験です。それを私は
「降る信仰」と呼んでいるんですね。
　というのは、私のアメリカ留学での恩師が「聖書はど
こを開いても『Vの字』が見える」と言っていたからで
す。「神であるイエス様が私達の許に来て下さる。十字
架に架かって死んで、陰府にまで降って下さり、私達の
罪を贖い、そして天に昇って下さった。聖書のどこを開
いても、これを見なさい」と。だからこそ、私がイエス
様の十字架の許に降る。その時、私の暗闇を照らす一点
の光と出会い、そこでイエス様の栄光を見てきました。

　今回の聖書の箇所では、青年は悲しみながら立ち去っ
ています。でも、もし彼がここに留まっていたら、どう
なっていたと思いますか？

―それはたとえば、この青年が「出来ます。頑張って全
部捨てます！」って言ったとしたらということですか？

　はい、そうです。きっとイエス様は「そうじゃな
い！」って仰るはずです。つまり、これは何かを握り締
めている人間全体、つまり私たちのことです。

　私たちが一から開拓してきた教会は、田舎にある小さ
なところです。そこでは色々な問題を抱えている人を受
け入れ、一緒に生活し、社会復帰するための支援活動を
行っている。彼らは、上手く生きていくことが出来ず、
ここに辿り着いてきました。実際、出来ないことは沢山
あります。けれど、一緒に生活する中で、彼らは神様に
向き直って「何も出来ません」と十字架の許に降るんで
す。そこで、その暗闇を神様が照らしているのだと知る
体験を重ねてきました。「出来ない」という中だからこ
そ、素直にイエス様を受け入れる。
　私たちは何か自分が出来ることを差し出そうとする
時、それは自分の思いを握り締めているだけかもしれま
せん。主にあって手放した時に平安が心に来る。これが
「降る信仰」なんだと思います。

―となると、手放すとか委ねるということが大切なんで
しょうか。

　はい、確かに。ただ、それを目的にしてしまったら元
も子もなくなるんですよね。委ねるのは、私たちが主イ
エスの十字架の許に降りて行くため。委ねる時でも、
「私」が何かをしようとしてしまうところに、実は落と
し穴があるんです。だから、私ではなくて、神が全ての
始まりなんだということを常に見出していくことが欠か
せません。

―この続きの「先にいる多くの者が後になり、後にい
る多くの者が先になる。」(30節)というイエス様の言葉
も、先頭切って神様のために何かを達成しようとか考え
てしまう私たちと全然違うことをイエス様は見ておられ
るように感じました。

　それがイエス様の福音の「Vの字」だと思うんです。
私たちはその半分のポジティブな、上を向く・成長する
というところしか見ない。けれども、神様には順番なん
か関係無い。そんな小さいことを気にするような御方
じゃないんです。そうではなく「降りた」ところで、遥
かに超えた物凄い恵みがあるんだとイエス様は教えよう
として下さっているんじゃないでしょうか。　

（文責・月刊誌編集部）

私は30代の精神障害者です。一度は良くなった
と思った躁鬱が、また悪くなってきました。原因
は教会の人間関係です。今までは、教会で人間関
係につまづくなんてバカらしいし、神様を見てれ
ば大丈夫と思ってましたが、いざ自分が悩んでみ
ると、教会に行くのをしばらく控えようと思って
いる有様です。とりあえず、神様にこの状況をお
委ねするしかないと思い、祈っています。神様助
けてくださいという思いでいっぱいです。また教
会に毎週通えるようになりたいです。

教会での人間関係、
いざ自分が悩んでみると…

22日
女性

いつも丁寧な返信をありがとうございます。でも、
申し訳ないのですが、前回の返信を読んで「言っ
ていることは間違っていない。でも、私の心には
寄り添えていない。なぜ私の気持ちを理解してく
れないのだろう」とがっかりしました。が、さて、
では私は何を望んでいたのだろうと、改めて考え
るうちに、自分は「かわいそう」と言ってほしかっ
た、憐れんでほしかったのだと気づきました。そ
して、私の求めていることは、この私を知ってほ
しい、そういうことだ！でも、それができるのは
誰か？それはイエス様だけだ！そのことに、その
時初めて、実感として気がつきました。
その日から聴いた番組、それぞれ別々の番組です
が、言っていることはただひとつでした。私の中
心にイエス様がおられること、そしてそのイエ
ス様がどういうお方かということ。聖書通信講座
を6年前に始めた目的は、もちろんイエス様に出
会うことでしたが、こういうことかー！このイエ
ス様がすべてのすべてだ！と突然わかった感じで
す。そういうことは始めから言われていたのです
が、その言葉が本当で、自分に言われていること
だと、わからなかったのです。そして、またこの
気づきを忘れてしまうことも予想がつきますが、
私の受け止めにではなく、神様、イエス様、聖霊
様に真実がある限り、大丈夫。まだまだわからな
いこともありますが、この先ずっと導いてくださ
ると楽しみです。

その時、初めて
実感として気がつきました！

27日
ルカ受講中の女性

自分の勇気の無さに日々無力感に襲われます。仕
事上のトラブルが多く、なんとか進めようと思う
のですが、失敗したくないと考えると何にもでき
なくなって、問題の先送りを繰り返して追い詰め
られていく毎日です。みこどばを読み、思いのま
ま祈れども、力が湧かず気が沈みます。どうすれ
ば神様の助けを得て、恐れない行動を取ることが
できるでしょうか？一度、神様に怒りをぶつけま
した。「もう祈りません。だって聞いてもらえな
いから」と。しかし、何日か後には寂しくなりま
した。叫びをぶつける時間がなくなって。だから
祈りは必要なんだろうなとは思いつつ、でも聞こ
えてないんだよなとも思いつつ。ただ助けて欲し
い、勇気を与えて欲しい、安らぎが欲しいと思う
毎日です。

祈りは必要だと思いつつ
でも…と思いつつ

30日
男性



※月刊誌1面参照

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

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

金

●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)

第１ ●夜9：37～
Echo of Voices 長倉崇宣（FEBCパーソナリティ）

3日 「『私の人生』を失わないために」（再）
 武田なほみ（上智大学神学部教授）

10日  「『信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか』
 ー何故イエスは疑う者を遣わすのか」（マタイ14：22～33、他）

17日 「ゲッセマネの意味」（ルカ22：39～46）
24日 「御言葉を解き明かすイエス」（ルカ24：13～53）

17日 「今『Follow your mind』!」
24日 「演劇『広島ジャンゴ』を観て」

17日 ヨハネ4：1～14 24日 ルカ9：18～27

4日 「豊かな神に豊かに聞く」（マルコ4：21～25）
11日 「望みを描こう」（4：26～34）
18日 「安心して生きる」（5：21～34）
25日 「主イエスと歩く」（5：35～43）

4日 「二つの絵本」 11日 「不安の連鎖から抜け出そう」
18日 「幸せの基準」 25日 「本当に大切にしたいこと」

4日 鈴木 実（学校法人日本聾話学校校長、
日本基督教団梅ヶ丘教会員）

11日 藤森奈都子（チャーチ・オブ・ゴッド川崎キリスト教会員）
18日 齋藤真依（東京基督教大学 総合神学科学生）

25日 「闇―十字架の主イエスを受け取るスペース
 　 　　　　・後半」（マタイ19：16～30）
 中村　穣（飯能の山キリスト教会牧師、聖望学園聖書科教師）

3日  「『自分自身』でいられることに感謝。」

第１ ●夜9：48～
FEBC特別番組  認知症とは何か？ PI

CK
 U
P!「安心して生きる」より（18日）　「あなたの『信仰が』あなたを救った」（マルコ5:34）けれど、この女性の信仰とは

どれ程のものだったのか。治ったのを感じた時、この女は恐ろしくなり震えていたから
です。
　以前、阿佐ヶ谷教会の大宮牧師がこの箇所から、十代になったばかりの頃に急性白
血病を患われたお嬢さんの話をなさいました。畳に突っ伏して、暗闇の中に主イエス
を探すようにもがきながら、初めてのように祈ったと仰った。「自分は教会員一人のた
めにこれほど祈ったことがないと恥ずかしくなった」と告白されるまでに。主イエスが
どこにいるのか分からず、一生懸命主の後ろから手を伸ばすような祈りです。私どもも
こんな苦境に陥ることがあるでしょう。けれどもその時、主イエスは足を止めて、私ど
もを探していて下さる。私どもの祈りとも呼べないようなもがきを「あなたの信仰」と
仰るのです。
　「安心して行きなさい」。英語では　Go in Peace（平和の中を行け）です。主イエ
スがあなたを探している。そこに真の平和がある。大宮先生はこうお話し下さいまし
た。「祈っても祈っても、娘は逝ってしまった。けれども祈りが応えられなかったので
はない。主ご自身が私の目の前に立っていて下さったのだ」と。主イエスが、今日も私
どもを探しているのです。

土

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

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。
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今月の

PICK UP!
「あなたがたに平和があるように」（ヨハネ20：19）と復活のイエス
様が、弟子たちに会いに来てくださった。しかしその時、弟子たちは
恐れていた。

命がけのものを失ってしまった。しかもイエス様の
死に、失敗という形で関わってしまった。自分の存
在を否定したい気持ちにとらわれていたのでしょ
う。
しかし、そこに今、イエス様が、すうっと入って来ら
れ、ご自分の手とわき腹とをお見せになったとい
う。

普通に考えるとドキッとする瞬間ではないでしょうか。だって、そこに
あるのは十字架の傷跡なのですから。しかし、それを見せられた弟子
たちは、主を見て喜んだ、とあるんですね。おいおい、喜ぶところか？
と言いたくなりませんか。

イエス様のたとえ話に、迷いでた一匹の羊を捜し出す羊飼いの話が
ありますね。それを扱った紙芝居を、よく保育園の子どもたちと見て
います。その中の最後の一枚は見つけた羊を肩に担いで帰ってきた
場面。羊飼いの顔や体には怪我の跡や破れた跡がちゃんと描かれて
いるんです。羊のために、大変な危険をおかしたんだなということが
わかる。しかし、その場面から受ける印象は、喜び。ただただ喜んで
いる羊飼いと羊たちの様子が心に留まります。なぜでしょうか。その
羊飼いの顔は、喜びに溢れているからなんです。

「平和があるように」といって体を見せられた時に、弟子たちは喜ん
だんです。それはその時の主の御顔のせいだと思いませんか。子ども
たちといつも見るあの羊飼いの笑顔のように喜びに溢れていたはず
です。

（文責・月刊誌編集部）

番組「全地よ 主をほめたたえよ」
「私が赦されたという驚きの現実を生きる」（12日）
井幡清志（日本基督教団石動教会牧師）より

PI
CK
 U
P!「御言葉を解き明かすイエス」より（24日）　イエス様は、ご自分をわからない人々に対して、「わたしの手や足を見なさい。ま
さしくわたしなのだ。さわって見なさい」（ルカ24：39）と仰る。けれど、どうしたら
触れることができるのでしょう。
　それは、祈りの生涯の中に深く食い込むということです。私たちが祈る時、神に
交わることができ、触れることができる！命の接触です。そこに御言葉は開かれて
いく。心が開かれ、目が開かれ、今まで知らなかったものが見えてくる。イースター
とはそのことです。そのために、イエス様は40日の間、地上に留まって、深くこのこ
とを弟子たちの内に打ち込みなさったのであります。

※月刊誌1面参照

（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

6月のゲスト　サムエル・ソング
（ゴスペルシンガーソングライター）

2日 「自分が好きで音楽活動していると思っていたけれど」
9日 「僕たちの行き着く先」
16日 「詩を読むこと、作ることの中で」
23日 「主は私たちの痛みを知るお方」 
30日 「どんな状況の中でも」

※本誌表紙参照

5日 「聖霊降臨前日」　
12日 「聖霊降臨祭のミサ」

19日　「いのちのパン」「一致」
26日　最終回・「希望 」「 復活」

7日 「仕事でも教会でも人間関係が上手くいかず…。引きこもりから社会
復帰できたと思っていたのに、やっぱりやり直すなんて無理なん
じゃないかと思えて辛いです。」

9日 「敬虔なクリスチャンの死をどう考えたらよいのか分かりません。本
人も周りも必死にお祈りされたと思います。なぜこのような結果に
なるのかと…。」

29日 「『敵を愛しなさい』。これは難しいですね。キリスト教の洗礼を受け
た方は皆さんそういう気持ちで人に接することができる方なのか
…？」

6日 「私にはイエスが必要」（ルカ5：1～11）
13日 「神の働きに起き上がる」（ルカ5：17～26）
20日 「父なる神に見つめられ、見つめ返す」（ルカ6：20～26）
27日 「母と子の回心」（ルカ7：11～17）

1日、8日 「『平和ではなく剣を』―イエスの福音の飛躍」
（詩編8、マタイ10：34～39）

15日、22日 「『あなたは幸いだ』―私は神の前にどういう人間か」
（詩編12、マタイ16：13～20）

29日 「『つまずきをもたらす者は不幸だ』
―完全さからの解放・前半」（詩編14、マタイ18：6～9）

2日 「主の昇天は私たちのため」（マタイ28：16～20）
9日 「教会のハッピーバースデー」（使徒2：1～11）
16日 「神の愛の内に住まう」（ヨハネ3：16～18）
23日 「キリストに食べられて、キリストの身体になっていく」

（ヨハネ6：51～58）
30日 「タイトル未定」（マタイ11：25～30）

2日 「理由なんていい、ただ呼ばれたんだ」  
9日 「囲いの外へ進んでいきたい！」
16日 「42歳、初めて『関野さん』になりました」  
23日 「テレビを消して、あなたの手を握る」
30日 「牧師であることを隠さなくていいんだ！」

1日 「久々のお便り紹介！」　
8日 「空白の時間が我慢できず…」
15日 「ホテルの朝食バイキングで」 22日  「お掃除の美学」
29日 「本当の冒険とは？―アニメ『ヒルダの冒険』から」

6日 「イエス様も虚しかった？」
13日 「『主よ私を献げます』と言いたい。

でも、自分のことが良く分からないのです。」
20日 「子どもの習い事のことで相談があります。」
27日 「優しく労って頂けますが、教会に行く気持ちになれません。」

6日 「神の『然り』」（1コリント1：18～20）
13日 「世の光」（ヨハネ9：1～11）
20日 「リスナーからの手紙」（1ペテロ3：10～12）
27日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

7日 本城仰太（日本基督教団中渋谷教会牧師）写真
 「心の一隅で出会うイエス・キリスト」

14日、21日、28日　ご出演者、タイトル未定

7日 「聖霊降臨の賛美歌―導き主なる聖霊の神」
14日 「聖霊降臨の賛美歌―来たれ聖霊よ」
21日 「『植物』の賛美歌―バビロンの流れの」
28日 「『植物』の賛美歌―暗き闇に星光り」

7日 「勇気をもって寄り添う」 14日 「背伸びしないで、謙虚になる」
21日 「神の沈黙」 28日 「誰も私をわかってくれない？」

●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） 朗読・服部みぎわ

●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） 

7日 「貧しさ」（使徒2：1） 14日 「御霊の充満」（使徒2：4）
21日 「ニコデモ」（ヨハネ3：1、2） 28日 「聖化」（ヘブル12：14）

●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） 
5日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『引け目からの解放』(エレミヤ17：14～18、 マルコ3：1～6)
12日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『私が赦されたという驚きの現実を生きる』
 (ヨハネ20：19～23)
19日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『敵を愛する生涯への招き』(ルカ6：27～36)
26日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『イエスの苦悶』(マルコ14：2～42)

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） お相手・長倉崇宣

水

●夜10：28～
ふらっとトーク　中川信一（FEBCスタッフ）、長倉崇宣

月

水

1日 「#1 天才アイドルのファンタジー」
8日 「#2 グリーンハウスへようこそ」
15日 「#3 光の中で居眠り」
22日  「#4 神に誓い約束したこと」
29日 「#5 今、遣わされるところへ」

CCM界のレジェンド、キース・グリーン（1953-1982）の歌と生き様が
今熱く語るものとは？


