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「悪しき協働」創世記11：1～9、使徒言行録2：1～13

　バベルの塔の物語は、いわば「人
間の文明の傲慢」を戒める出来事と
して知られ、聖書には「石の代わり
にれんがを、しっくいの代わりにア
スファルトを用いた」(創世記11：3)
と語られております。ここで所謂、
古代における技術革新が起こったの
です。今までとは比べものにならな
いほど大きく、丈夫な建物を作ることができるようにな
り、それを用いて「天まで届く塔のある町を建て」よう
とした。それを神様がお裁きになり、お止めになった。
それは間違いではありません。けれど、聖書はもっと深
いところを語っていると思うのです。
　なぜなら、聖書の言葉を聞くと、神様はこの塔そのも
のを壊してはいません。神様がなさったことは、言葉を
混乱させることであったのです。

我々は降って行って、直ちに彼らの言葉を混乱させ、
互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。

(11：7)

　ここに非常に大事なことがあります。神様がなさった
ことは、お互いに意思が通じないようにさせる、つまり
協力し合うことができないようにするということです。
これは大きな謎です。なぜなら私たちは、小さい頃から
教えられているからです。皆が協力し合うことは大事
なこと。そのためによく話し合い、協力して一つのこと
を成し遂げましょうと。しかし、神様は、それを否定な
さった。聖書にもう一度よく聴きたいと思います。 

世界中は同じ言葉を使って、同じように話していた。 
東の方から移動してきた人々は、シンアルの地に平野
を見つけ、そこに住み着いた。彼らは、「れんがを作
り、それをよく焼こう」と話し合った。石の代わり
にれんがを、しっくいの代わりにアスファルトを用
いた。 彼らは、「さあ、天まで届く塔のある町を建
て、有名になろう。そして、全地に散らされることの
ないようにしよう」と言った。 (11：1～4)

　創世記に語られていることは、ずっと口伝えで伝えら
れてきたことで、最終的に文章になったのが、イスラエ
ルの人々がバビロンで囚われの身になっている時で、恐
らくこの塔のある町というのは、バビロンを暗示してい
るのではないかと考えられています。
　そのバビロニア帝国ですが、当時の最先端の文明国で
す。周囲には城壁があり、町には高い塔が立ち、その一
番上には、バビロンの神々を拝む神殿があったと言われ
ています。古くから自分たちが語り伝えられてきたこと

「彼らがわたしたちの言葉で神の偉大な業を語ってい
るのを聞こうとは」 (2：11)

 
　ここでは、言葉が一つになった訳ではないのです。言
葉はバラバラなまま。しかし、語ることはひとつです。
しかもそれは、人間ではなく神様のなさった業を語る。
そうすると、バベルの出来事と全く違うことが分かりま
す。バベルの時代は言葉は一つでした。そして、人間が
偉大な町を作ろうとしたのです、神様抜きで。それに対
して神様が遂になさったことは、神の業を、別々の言葉
で皆が語ることでした。
  
　この後、使徒言行録2章14節以下で、聖霊を与えられて
人々が語ったことから、ペトロが改めて神様の救いのお
働きを語ります。その中心にあるのは、イエス様が十字
架につけられて殺されたことです。神からの救い主を、
人間が自分たちの力によって殺してしまった。それは、
神なしに生きようとしたということです。
　しかし、神様は、その私どもの罪をお引き受けになら
れた。私ども罪人と共にあるものとなってくださった。
それが、主イエスの死と復活の出来事です。それは人間
のどんな力よりも強いとペトロは語ったのです。
　それがペンテコステの出来事であり、神の答えなので
す。そして、ここから使徒たちは全世界へと散らされて
いきます。
  
　私たちの本当の幸いは何か、本当の安心は何かという
ことを、このバベルの塔の出来事は、繰り返し呼びかけ
ていると思います。人が、このイエス・キリストから離
れ、外れるならば、際限なく飢え乾き、そのため、より
力を合わせて強く、より大きくなっていくに違いないと
思う。その虚しさと恐れを埋めるために。

　だから、もう一度聴きましょう。裁きであり、神様の
救いを約束する言葉に。

主は、彼らをそこから全地に散らされたので、彼らは
この町の建設をやめた。 (創世記11：8)

（文責・月刊誌編集部）

が、バビロンの地にそのまま現れているのではないかと
思ったとしても不思議ではありません。そして、考えた
と思うのです。自分たちはかつてどうだったか、と。つ
まり、バビロンの人たちがしていることを他人事とは思
えなかったのではないか。それは信仰からでしたが、イ
スラエルもまた立派な神殿を建て、それによって安心し
ようとした歴史があったからです。

 　私たちは本質において、神様を信頼せぬ思いがある。

 　神様はこう仰っています。

「彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているか
ら、このようなことをし始めたのだ」  (11：6)

  
　ここで併せて使徒言行録に聴きたいと思います。とい
うのは、このバベルの塔の出来事の回復だと言われてい
るからです。

　神様が、人の言葉が通じないようにし、人が散り散り
に外へ出ていったことへの答えの一つは、創世記12章か
ら始まるアブラハムの出来事なのです。神様はアブラハ
ムをお選びになり、神抜きに人が共に生きるのではなく
て、神様の召しによって、人が共に生きる神の民をおつ
くりになる。それが時を経て遂にペンテコステの出来事
に繋がっていくのです。

　使徒言行録では、このように語られます。

人々は、驚き怪しんで言った。「話をしているこの人
たちは、皆ガリラヤの人ではないか。どうしてわたし
たちは、めいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろ
うか。」 (使徒言行録2：7、8)

1.

イエスはたとえを用いて彼らに多くのことを語ら
れた。「種を蒔く人が種蒔きに出て行った。蒔い
ている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べ
てしまった。ほかの種は、石だらけで土の少ない
所に落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。 
しかし、日が昇ると焼けて、根がないために枯れ
てしまった。ほかの種は茨の間に落ち、茨が伸び
てそれをふさいでしまった。ところが、ほかの種
は、良い土地に落ち、実を結んで、あるものは
百倍、あるものは六十倍、あるものは三十倍にも
なった。耳のある者は聞きなさい。 」

(マタイ13：3～9)

　この喩えを聞くと、私たちって
この土地のどれなんだろうかと思っ
て、なんとなく切なくなってしまい
ます。ただ、この種蒔く人がものす
ごく大雑把というか、すごい大盤振
る舞いをしてるなっていうことです
よね。もう、どんどんバサバサ蒔い
て一向に気にしない。道端に落ちるのもあるし、良い
土に落ちないのもあるんだけど、気にしないで蒔いて
いく。そこで、もうちょっとその別の観点から、この
種の神秘を考えてみたいと思います。
 （２ページへ続く）
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FEBC からのお知らせ

ウクライナ支援献金のご報告
ウクライナ支援献金へのご協力に感謝します

全額を速やかにFEBCウクライナへ送金いたします。
主の福音を伝えるこの働きのために引き続きお祈り
ください。
※最終集計額は公式HPにてお知らせいたします。

2,336,392円（５月末速報値※）
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牧師先生が突然天に召されて、この
一年近く、無牧とのこと。本当に

どんなに戸惑い、不安なことでしょう。
それでも、なくてはならないのは、み
言葉に養われることと、あなた様はそ
のことに心が渇き、数年前に中断して
いたFEBCの聖書通信講座を思い出し
てくださったのだなあと、とっても嬉
しいです。この講座はまさに、み言葉
そのものを味わい、イエス様と出会う
ためにあるからです。

　しかも大事なことは、「これは名言だ」と言って遠くから眺

ご献金 3,561,882円 （779 名）

５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 1,572 名　1 年前 1,292 名

1,286名
（前月より－21名）

5月末の

マタイ19章。「イエスは言われた。『…善い方は
おひとりである。』」この言葉が今の自分を振り返
らせてくれました。私は、自分で決めた事は続け
る努力をしますが、いつのまにかそれが目的、「善
い事」となってしまっていることがあります。勝
手に思い込んで…。でも、神様は人間が自力で善
いことをできるなんて思っていないのですね。ガ
イドにあったように、「善いこと」ではなく「善
い方」を仰いで生きること…！善い方が私にして
くださることを思う時、私もそのようにしたいと
思わずにはいられなくなるのですよね。そんな神
様に委ねる生活をしたいです。

“ 善いこと”ではなく
“ 善い方”を仰ぐんですね！

5日
マタイ受講中の女性

めているのではなくて、私に語りかけ、私を呼んでいる、イ
エス様の言葉で、そのイエス様の言葉を読む中で、これはも
う聖霊によるしかないのですけれど、「ああ、イエス様に触れ
ていただいた！」、そういう経験をするのですよね。「信仰は
聞くことにより、しかも、キリストの言葉を聞くことによっ
て始まる」(ローマ10：17)とありますように、私たちが自
分の中に信仰を作り出すことはできなくて、向こうから、外
からだけ、声は聞こえてくる、信仰はやってくるのですね。
しかも一朝一夕ではなくて、神様がねんごろに育ててくださ
いますから、これは本当に楽しいです。どうかご一緒にみ声
を聞かせていただけますように。 (20日 )

―１ページからの続き
「三つの種の喩えの織りなすハーモニー」

わたしのエマオ・片山はるひ

お久しぶりです。教会へもまだ数回ですが通わせ
て頂いております。ヨハネ18章。ユダ、ペテロ
の裏切りを以前までは他人事としていましたが、
解説書を読み、本当に、私そのものだ、と…。私
は自分でも分からないうちに、主イエス様を自分
の期待や理想で信仰していました…実感として。
それが叶わないと絶望して、書けないほどの罪と
悪をイエス様にしてきました。悔い改めても改善
されず、自己中心で、そういう先にユダやペテロ
と同じ道をたどることになったのです。今もそう
かもしれません…。ですが、解説書の最後には「主
は、あなたを、このペトロを赦されたと同じ愛の
まなざしで迎えてくださるのであります」とあり、
少しだけ救われたような、主イエス様の赦し、愛
を少しだけ味わえたような気持ちです。

ユダとペテロの裏切り
本当に、私そのものだ…と

13日
ヨハネ受講中の男性

マタイ 7章「わたしに向かって、『主よ、主よ』
と言う者が皆、天の国に入るわけではない。」こ
の御言葉を読んで、イエス様にこんなことを言わ
れたらどうしようと恐れを抱いてしまいます。ガ
イドには「へりくだって、主イエス様を仰ぎ、従い、
心を献げて神に従う」とあり、自分ではそうして
いるつもりですが、やはり弱いもので、傲慢になっ
たり、自分をいい人だと思ってしまったり…お恥
ずかしい限りです。
私は、3年前から徐々に足が弱くなって、家の中
では歩けていますが、段差や坂道が怖くなり、外
では車椅子を使用しています。実は、母と祖母が
神経難病で、祖母はもう亡くなりましたが手足が
動かせず、母は今、車椅子です。私も遺伝子検査
を受け、いずれ祖母や母のようになると思うと恐
ろしかったのですが、今は、どんな診断が下され
ても、イエス様のために仕えさせて下さいと祈っ
ています。一つ質問なのですが、病気や困難は、
イエス様からのものでしょうか？それとも、サタ
ンからでしょうか？ヨブ記を読むと、サタンがヨ
ブを様々な困難や病気にかからせていました。な
ぜ神様はサタンの行いを許されたのでしょうか？

ヨブへの困難と病…
なぜ神様はサタンを許されたのでしょう?

27日

ルカ16章の不正な管理人の譬えは何度も読みま
した。「不正にまみれた富で友達を作りなさい。
…ごく小さな事に忠実な者は、大きな事にも忠実
である。」この、ごく小さな事はこの世の事、大
きな事は神の国の事と解説にあり、神様は人間の
本質をついていると思いました。教会生活や信徒
の交わりに満足している自分、それは反面、思い
上がっている自分ではないかと…。そのようなこ
とを思い巡らしている時、教会の姉妹が訪ねてく
ださり、祈り合い、話もはずみ、交わりを喜びま
した。その三日後、近所に住む未信者の方からお
茶の誘いがあったのですが、そこでの話は、批判
や悪口など、どろどろした、人の興味をひく話題
ばかりで…。しかし、後になって思い巡らすと、
彼女の話の端々に、強いられている現実の只中で、
飢え渇き、平安を得たいという思いがひしひしと
伝わってくるようでした。そんな時、私は「イエ
ス様を信じたらいいよ」と断言するのを躊躇して
しまいます。このことは、不正というか不純では
ありましょう。しかし、今現に神様を必要として
いる方のもとに自分を曲げてでも出向くこと、そ
して、一人になってイエス様と対話する時、彼女
の名前をあげて祈ることは、神様のもとへ仲間を
連れて行くことになるのかな、とも思います。

批判や悪口ばかりの話…
でも後になって、思い巡らすと

7日
ルカ受講中の女性

2.
イエスは言われた。「神の国は次のようなもので
ある。人が土に種を蒔いて、 夜昼、寝起きしてい
るうちに、種は芽を出して成長するが、どうして
そうなるのか、その人は知らない。」

(マルコ4：26～28)

　今度は神の国の喩えなんですね。見える形ではな
く、私たちが何か一生懸命するからでもなくて、知ら
ないうちに神の働きとして種が成長していくというも
のです。

　イエス・キリストが最初、わずか12人の荒くれ男た
ちと一緒に始めたこの冒険が、十字架によってTHE・
ENDとなったはずなんです。けれども、そこから「い
や、先生は復活した。僕は会った」「俺も会った」と
言う弟子たちの証言から教会が生まれ、それから迫
害があり、異端があり、様々な荒波を超えていく。そ
の歴史の中で、この生命は成長することを止めなかっ
た。広がっていくことを止めなかったんです。
　ですから、この種が蒔かれた土地が、もし私たち
自身だとすれば、それは神の恵み、特に洗礼のときに
いただいた恵みというふうに考えることもできます。
今のように心が沈むことばかりが多い時に、でも、こ
の種の中に命があるんだ。その命は見えないけれども
決して死ぬことがない。これはイエス自身の約束でし
たね。そこで、次の三番目の喩え話も読んでみましょ
う。

3.
更に、イエスは言われた。「神の国を何にたとえ
ようか。どのようなたとえで示そうか。それは、
からし種のようなものである。土に蒔くときに
は、地上のどんな種よりも小さいが、蒔くと、成
長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空
の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。

(マルコ4：30～32)

　からし種は本当に小さくって埃みたいなんです。だ
から、もう悪いことしかないっていう声が聞こえて、
どうせ私なんか祈ったって何になるんだって悪魔がさ
さやく声が聞こえてきた時にこそ、この喩え話を味
わってみたいと思うんです。これは幼きイエスのマ
リー・エウジェンヌ師がいつも言っていた言葉なんで
すが、「善は音を立てない。悪は音を立てる」って。
確かに日々のニュースに溢れているのはまさにそれな
んだと思います。一方で今、一生懸命勉強したり、自
分の家族を介護したり、子供を育てるたくさんの人が
います。その善は音を立てない。この成長する種の喩
えは、まさにそれだと思います。

　確かにこの蒔かれた種はいろんなチャレンジを受
ける。私たちもこの蒔かれた種を受け入れて協力しな
きゃいけない。そこに一つの戦いがあります。でも、
この種には命がある。この種は神の御言葉、イエス・
キリストご自身なんです。この種は静かに成長し続
け、その土地がそれほど良い土地ではなくても、その
土地を掘り起こし、変えていってくださる力をその内
に持っている。ここで、今日のこの喩えを味わってみ
たいと思います。

（文責・月刊誌編集部）
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●石垣
イザヤは、全能の神が目の前に現臨されたことに対して戸
惑い畏れています。さらに「災いだ」とまで言っている。私
は、こういう神様との出会いが、私たちが神様に大切な働
きを委ねられていく時に求められているのではないかと思
うんです。

●長倉
なぜ、イザヤは「わたしは滅ぼされる」とまで畏れ
を感じているのでしょうか？

●石垣
私たちも「もっと神様を畏れなさい、御前に謙遜になりな
さい」なんて言われることもありますよね？でも、畏れなど
というのは言われたからといって出来るようなものじゃな
い。だからこの畏れは、イザヤ本人も求めていないのに神
様の方から現れて下さったということを表していますよ
ね。つまり、劣等感とか自己卑下とも違って、神様に触れら
れることで、自分が「被造物である人間」に立ち帰らざる
を得ないということを表しているのだと思うんです。だか
ら、神様の御前に立った時に人間の中で湧いてくるものと
は、「私は何者なのか」ということではないでしょうか。

実は私は、教団の正教師試験の準備をしていた時、教会
からも合格を期待され、受験の準備で何名かの病床にい
た教会員をしばらく訪問出来なかったことがありました。
それでやっと訪問出来た時に「石垣先生には失望した。と
ても悲しかった」と言われました。すぐその方に謝り、「一
緒に祈りませんか？」と言ったのですが、その時は断られて
しまいました。そこからの帰り道、私は真っ直ぐ帰れなく
て、しばらく川辺に佇んで祈っていたんですね。

（裏面に続く）

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（FEBCパーソナリティ）
7月13日、20日放送　毎週水曜夜9時47分より各22分間
『災いだ。わたしは滅ぼされる。』
―イザヤ書、そして聖書のキーワード（イザヤ6：1～13）

ウジヤ王が死んだ年のことである。
わたしは、高く天にある御座に主が座しておられるの
を見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の
方にはセラフィムがいて、それぞれ六つの翼を持ち、二
つをもって顔を覆い、二つをもって足を覆い、二つを
もって飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし、唱
えた。
「聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。
　主の栄光は、地をすべて覆う。」

 この呼び交わす声によって、神殿の入り口の敷居は揺
れ動き、神殿は煙に満たされた。わたしは言った。
「災いだ。わたしは滅ぼされる。
　わたしは汚れた唇の者。
　汚れた唇の民の中に住む者。
　しかも、わたしの目は
　　　王なる万軍の主を仰ぎ見た。」
　するとセラフィムのひとりが、わたしのところに飛ん
で来た。その手には祭壇から火鋏で取った炭火があっ
た。彼はわたしの口に火を触れさせて言った。
「見よ、これがあなたの唇に触れたので
　あなたの咎は取り去られ、罪は赦された。」
そのとき、わたしは主の御声を聞いた。
「誰を遣わすべきか。
　誰が我々に代わって行くだろうか。」
わたしは言った。
「わたしがここにおります。
　わたしを遣わしてください。」 （イザヤ6：1～8）
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預言者イザヤが「ここにわたしがおります」という〈こ
こ〉とはいったいどこであろうか。今日信仰者はどこ
に、どのような姿勢で立つべきなのか。…（中略）…イ
ザヤは近代人のような自律的人間のもつ自信とはほど
遠い姿を示している。それは五節に示される。

　禍ひなるかな、我ほろびなん（文語訳）
　ああ。私は、もうだめだ（新改訳）

「ああ」とは、無限の情感のこもった悲しみと絶望を
表現し、本来葬りの嘆きの声である。「わたしは滅びる
ばかりだ」という言葉は「わたしはもう駄目だ」とも訳
される。〈自己の崩壊、内側からの完全な崩れ〉を表
す。…（中略）…

●石垣
この「ああ。私は、もうだめだ」というのは、イザヤ書の
キーワードかもしれませんね。「無限の情感のこもっ
た悲しみと絶望」という、私たちには収まりきれない
悲しみや絶望が、この「ああ」という言葉に込められて
いる。旧約聖書に『哀歌』という書物がありますが、そ
の『哀歌』という表題はヘブライ語で「ああ」という意
味なんだそうです。

●長倉
『哀歌』は「ああ」ですか！？

●石垣
はい。実際、哀歌１章１節の冒頭、新共同訳聖書では
「なにゆえ」と訳されている言葉が、この「ああ」なん
です（ちなみに聖書協会共同訳聖書では「ああ」と訳
出されている）。だから、これは上手く言葉にならない
ものなんですよね。
そして、この「ああ」は、新約聖書では次の箇所で使わ
れています。

ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、だれが
あなたがたを惑わしたのか。目の前に、イエス・キリ
ストが十字架につけられた姿ではっきりと示された
ではないか。

（ガラテヤ3：1）

これは、イザヤ書や哀歌とはニュアンスは違いますよ
ね。キリストから離れていくガラテヤの信徒たちの状
況を見て、パウロが、いや、神様が深く嘆いている。

左近先生は「無限の情感のこもった悲しみ」と書いて
おられますが、日本語の「かなしみ」は辞書によれば、
「悲しみ」「哀しみ」そして「愛しみ」とも書けるのだそ
うです。つまり、「かなしい」というのは愛することなの
だと。だとすれば、この「ああ」には聖書の全てがあ
る、そう思えてならないのです。
 （文責・月刊誌編集部）

●石垣
私にとってあの経験は、「私は何者
なのか」という自らを問う出来事で
した。それは私自身の至らなさに
呆然と立ち尽くすようなことでした
が、正にそういうところで、神の現
臨に私も触れさせて頂いた気がしました。聖なる神と出会
うというのは、そういう自分の惨めなリアルな姿が突きつ
けられてくるところで、慈愛の神と出会う出来事なのでは
ないかと思うのです。

さらにここで、このイザヤ書の箇所を扱った左近淑先生の
著書の一節に触れたいと思います。

イザヤのいう「われここにあり」とは、このような内側
からの崩れを経験している人間が、まったく他なる者
によって、究極的に根底的に支えられていることを表
わす。崩れ放しの人間は「われここにあり」とはいえな
い。これは罪のゆるしの宣言をその心底に聞き取った
人間の、感謝にみちた発言である。

（「ゆるされた者の応答」、左近淑 著『混沌への光』より）



※本誌表紙参照

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4／5 ●夜10：04～
FEBC特別番組

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

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）

1日 「未定」
 窪寺俊之（兵庫大学大学院看護学研究科特任教授）

8日  「『敵を愛しなさい』ー自然のままの姿を越え出る道」
（マタイ5：43～48、他）

15日 「証人への召し」（ルカ24：44～49）
22日 「絶望を破る復活の喜び」（ルカ24：50～53）

15日 「『約束』に込めた思いと、今」 22日 「家族と歩く！」

15日 ルカ19：1～10 22日 ヨハネ12：1～8

2日 「いのちを食べる」（マルコ6：30～44）
9日 「主の豊かさを見抜く」（マルコ7：24～30）
16日、23日　「告白を求める主」（マルコ8：27～30）
30日 「小さな十字架を負って」（マルコ8：31～9：1）

2日 「二つに分かれるこころ」 9日 「ロボットと遭遇」
16日 「『透明なお友達』」 23日 「年齢と共に…」
30日 「ずっと変わらないもの」

2日 佐々木悠（エリザベト音楽大学准教授、日本基督教団広島流川
 教会音楽主事、国際グレゴリオ聖歌学会会員、 オルガニスト）
9日 柳沢正史（筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長・教授、

医学博士）
16日 原島真由美（いのちのことば社・ライフクリエイション勤務）

23日、30日 「三浦綾子生誕100年記念
 『今、妻と信仰を語る』―三浦光世さんに聞く」(再)
 三浦光世（三浦綾子記念文学館元館長）

1日  「FEBCは『十字架のキリスト』から離れてない？」

第１ ●夜9：48～
FEBC特別番組 コロナ時代のメンタルヘルス

1日 「十字架の道行（仮）」

第１ ●夜10：21～
FEBC特別番組

29日 「朗読劇『塩狩峠』」（再）
 原作：三浦綾子（作家）
 演出・脚色：西田正（日本宣教演劇学校前校長、
 キリスト伝道劇団新宿新生館前主宰）
 出演：日本宣教演劇学校の皆さん

第５ ●夜9：30～
FEBC特別番組 

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・吉崎恵子

7日 「命と平和の授業がここで」
14日 「弱い自分に踏みとどまって…」
21日 「『魂の声に、ただ耳を傾けなさい！』」
28日 「『そっと傍にいてくれて、ありがとう』」

●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）

（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

7日 「僕とイエス・キリストとの出会い」
14日 「家の中にいるしか無かったけれども」
21日 「『主を賛美するために民は創造された』」
28日 「苦しみの中、歌が止まらなくなった」

7月のゲスト　横山大輔（ゴスペルシンガー）

木 金
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今月の

PICK UP!
　ある時、旭川六条教会で修養会を開き、多くの方が来て、綾子はそ
の司会役をしました。ただ、綾子は一人のご年配の参加者が一人で話
をしようとされるので、苦労したと終わってから言っていました。そし
て一週間後、牧師が礼拝後に藤原という方から手紙が来ていると伝
えるのです。そこには「先日の修養会ほど不愉快な時はなかった。自
分が話そうとすると三浦綾子という
人がすぐに発言を止めようした」と
書いてありました。私はこの人こそ
勝手だなと思いましたが、綾子は
「あら大変！失礼なことをしました。
お詫びに行かなければ。牧師先生も
来てくれますか？」ということで三人
で藤原さん宅にお詫びに参りまし
た。綾子は玄関前で何回も何回も頭を下げてお詫びをしまして、それ
でようやく家の中に入れていただきました。その時、藤原さんの机に
は原稿用紙があり、そこは『塩狩峠』のモデルになった長野政雄のこ
とを書いていらしたのです。彼は、藤原さんが国鉄に勤めた時の上司
で、明治末期、逆走した客車を自らの体を車輪の下敷きにして止め乗
客を救った人物であることを知り、綾子はびっくり仰天したんです。 
その藤原さんとの繋がりで、後日あの小説が生まれました。
　その『塩狩峠』は多くの方に読まれ、数年前にも「私はこれを読ん
で自殺を思いとどまりました」という若者がやってきました。その意
味で、綾子の信仰は深かったですねえ。作品が読みにくかったり、難
解であったりしては意味がないと考えていました。だから『氷点』を
書く時には、「小学校五年生で読める文体で書く」と。しかもテーマは
「原罪」ですから。難しい問題を易しく書くというのが一番難しいと
聞いておりますけれども、そのことを綾子はよくやりました。そして現
実に、小学4年生からのファンレターが来たこともあったんですよ。

（文責・月刊誌編集部）

FEBC特別番組「三浦綾子生誕100年記念
『今、妻と信仰を語る』―三浦光世さんに聞く」（30日）
三浦光世（三浦綾子記念文学館元館長）より
聞き手：吉崎恵子

PI
CK
 U
P!「振り向いたイエスのまなざし」より（25日）

イエスは遂に天にあげられるためエルサレムに向う決意をされます。しかし、
その途上のサマリア人の村はイエスを拒絶する。弟子のヤコブとヨハネは彼ら
の福音に対する姿を見て、力づくでも伝えようと激情に駆られました。
するとイエスは歩みを止められ、「振り向いて二人を戒められた」（ルカ9：
55）。
この「振り向いて」は、今日の福音の中で非常に大切な場面を表しています。
イエスはただ叱ったというよりも、ご自身の今の思いを彼らに分かち合われた
のでしょう。
サマリア人の村人は、イエスの福音を聞かずに拒絶しました。しかし、「これは
決して最後の機会ではない。福音を告げる私の思いは必ず実現するのだ。な
ぜならあなたたちがいるではないか」というイエスの心を分かち合われてい
る。
イエスはこの強い思いを弟子たちに委ねるということによって、父なる神の御
心であるエルサレムへの道を歩みを続けていかれます。ここに弟子たちの思い
と一つにしていかれるイエスの心が見えてくる。
イエスが振り向き、二人を戒められている―この場面で表されているものは、
キリストの受難と死、そして復活です。

※月刊誌1面参照

3日　「（１）137編」　10日　「（２）22編他」　31日　「（３）25編他」

17日　「正教会の聖歌紹介」「降誕祭」　
24日　「『大詠頌』グロリア」「聖にして福たる『喜びの光よ』」

14日 「事情があって教会に行けず、両親と3人で暮らしています。悲しみや
苦しみを通らなければ、人の痛みも、十字架の主のお苦しみも察す
ることの出来ない者です。だから、私にとっては恵みなのだと…。」

18日 「いまさらですが、『イエス様は真実な方』の『真実』とはどういう意味
ですか？」

19日 「20年程前、聖書の言葉に躓き、聖書を捨ててしまい…。現在49歳
となり、聖書通信講座ヨハネ福音書を最後の21章まで読ませてい
ただけ、主イエス様に感謝の思いです。」

4日 「イエスとの関係に生きる」（ルカ7：36～50）
11日 「新しい良いこと」（ルカ8：26～39）
18日 「十字架の栄光に留まる」（ルカ9：28～36）
25日 「振り向いたイエスのまなざし」（ルカ9：51～56）

4日 「このイエス様にはとてもついていけそうにありません。」
11日 「世間一般での『善いこと』は自己満足なのでしょうか。」
18日 「歴史を導く神と、この戦争について教えて下さい。」
25日 「『運』はキリスト教ではどう考える？」

4日 「癒してくださるイエス様」（マルコ1：40～44）
11日 「愛は全てを結ぶ帯」（コロサイ3：12～14）
18日 「リスナーの手紙」（ヨハネ15：1～10）
25日 「妻を愛する」（エフェソ5：21～33）

朴 大信（日本基督教団松本東教会牧師）写真上
5日 「人格として生かす主の軛」
12日 「自分の愛に破れて」

乙成仁史（日本基督教団舘坂橋教会牧師）写真下
19日 「私を導く聖書の力」
26日 「挫折の果てに手放したもの」

5日 「神の言葉」（使徒10：44）
12日 「耳」（ヨハネ8：47）
19日 「喜びの叫び」（ローマ12：12）
26日 「祭壇」（創世記35：1）

●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～ 
 復活への旅路―正教会の聖歌（再） 
 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） 
3日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『悪しき協働』(創世記11：1～9、使徒言行録2：1～13)
10日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『神は私の今日のために御業を発動なさる』(ヨハネ21：1～14)
17日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『いかに幸いなことか』(申命記33：26～29)
24日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『沈黙のイエス』(マルコ14：53～65)
31日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『裏切る者の夜』(ヨハネ13：21～30)

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

詩編と共に祈る

7月スタート

※月刊誌1面参照

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

13日、20日 「『災いだ。わたしは滅ぼされる。』
―聖書のキーワード『ああ』」（イザヤ6：1～13）

27日 「『まさかわたしのことでは』―人間のほんとうの闇・前半」
（詩編16、マタイ26:17～25）

7日 「空手の中の希望」（１コリント13：1～3、10～13）
14日、21日 「サマリアの女、そして私たちと出会ってくださる主」

（ヨハネ4：3～15）、（ヨハネ4：16～30）
28日 「三つの種の喩えの織りなすハーモニー」

（マタイ13：3～9、他）

6日 「勉強は役に立たない？」
13日 「芸能人の訃報を聞いて…」
20日 「三泊四日の社内研修を終え…」
27日 「磁石っておもしろい！」

5日 「『バラ』の賛美歌～神の時は今満ちて」
12日 「『種』の賛美歌（１）～キリストよ、種まく人よ」
19日 「『種』の賛美歌（２）～ひとつぶのからし種のよう」
26日 「『種』の賛美歌（３）～捕われの民」

5日 「一つの『体』を造る」
12日 「『十字架のイエスさま視点』で見る、私」
19日、26日 「叫びという典礼―マリア、そしてイエスを知る道」

●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）

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） 

●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

火

5、12日 朗読・服部みぎわ、19、26日 聞き手・長倉崇宣

※月刊誌増刊号参照

6日 「#1 歌詞が無くてもCCM?!」
13日 「#2 雨が止んだら」
20日 「#3 ひとりのクリスチャンとして」
27日 「#4 赤ちゃんができた！」

今月は、卓越した表現者にして名ギタリストの、フィル・ケギーを特集！


