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―コロナ禍によって未だ心身に不調を覚えておられる方
が少なくないですが、教会とキリスト者はこれにどう向
き合うべきでしょうか？

　聖書には「イエスはガリラヤ中を回って、諸会堂で教
え、御国の福音を宣べ伝え、また民衆のありとあらゆる
病気や患いをいやされた。」(マタイ4：23)とあります。
ここから、イエスの宣教の三本柱は、教えること・福音
を宣教すること・癒やすことだったと分かりますよね。
でも、現代の私たちはどうでしょうか？癒やしには関
わりを出来るだけ持たないようになっています。けれど

も、それを取り戻さないと、本来のイエスの宣教の力を
取り戻せないのではとも思うのです。

―癒やしを取り戻すとは？

　確かに聖書の時代のように、病気
や障害を持っている人がここに来れ
ば癒やされるとは言えません。けれ
ども、疾病を取り除いて元の状態に
戻すことだけが癒やしでしょうか。
私は病というのは「語り」だと思う
のですね。例えば、私達が病気に
なって病院に行くと「どうされましたか？」と聞かれま
すよね。そうすると「ちょっと疲れ気味で、喉が痛くて
…」と自分のことを語ります。それは病状の説明という
だけでなく、自分の物語を語っているのです。だから、
その物語が癒やされる必要がある。なぜなら「咳が出
て熱もある…ひょっとしたらコロナに罹ったかもしれな
い。仕事は、家族はどうなるんだろうか！？」という不
安は、「語られるもの」だからです。ですからまず、そ

れを語ることが出来る場所があ
るということと、それを聴いて
くれる人がいることが、癒やし
に必要となってきます。ここに
教会が、自らの宣教の課題とし
て、そのような場を持っている
のかが問われているのではない
でしょうか。

―ただ「癒やし」は、ただ病気
が治ることと誤解されてしまう
のではないでしょうか？

　確かにそうですね。私はた
だ、スイス・バーゼルにある
教会で『癒やしの礼拝』という
ものを経験したことがあるんで
す。その礼拝は非常に静かなも
ので、病気を抱えた多くの人が
集まってくるのですが、

（２ページへ続く）

イエスは神殿の境内で教えていたとき、こう言
われた。「どうして律法学者たちは、『メシア
はダビデの子だ』と言うのか。…ダビデ自身が
メシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシア
がダビデの子なのか。」(マルコ12：35、37)

　ユダヤ人の間では、長くローマ
に支配される中で、やがてメシア
が神様から与えられるという待望
がありました。異教の民の支配に
抗い、ダビデの子孫から新しい時
代をつくるメシアが現れるという
期待です。それは、21世紀に入
り、それまで想像もしなかったこ
とが次々と起こり、世界の滅びを描く映画のよう
に悪い想像が現実になっていくような現代に生き
る私どもと通じるところがあります。「メシアが
来て欲しい」という二千年前のユダヤの民の心で
す。
　律法学者はダビデの子孫からメシアが生まれる
と言っています。しかし、現実のメシアは、「ダ
ビデの子」というイメージを遥かに超えていまし
た。罪人や徴税人だけでなく、それどころか異教
のローマにまで救いを与えるとは誰も思いも寄ら
ないことでした。メシアが一人ひとりを訪ねるた
めに、これほど低きに降られるとは。この全く律
法学者たちの手に収まらない存在がメシアだった
のです。
　パウル・ティリッヒという神学者が残した言
葉の中に、「神を超える神」があります。私たち
は「神」という言葉を使って生きています。け
れど、その言葉では言い表せない時が来ます。
「神がこんな不幸を味わわせるわけがない。私を
放ったままにするはずがない」と。こんなふう
に、自分の神のイメージが壊れてしまうのです。
そして、神を呼べなくなる。けれど、その時こそ
神ご自身が私どもの中にやって来て、「私だ」と
語りかけてくださるのです。それが主イエスなん
です。主イエスはダビデの子孫という枠から外れ
て、自分ですらこんな自分は赦されないと思って
しまう私を赦される。主の十字架より深く大きな
罪など私どもは犯すことができないのです。メシ
アはメシアを超える。キリストはキリストを超え
る。愛に挫折し、もう愛せないと思う私どもを解
き放つために主は来てくださったのです。

　（文責・月刊誌編集部）

FEBC特別番組

コロナ時代のメンタルヘルス
中道基夫
日本基督教団正教師、学校法人関西学院院長
聞き手：長倉崇宣
8月5日放送 第1金曜夜9時48分より50分間
「第4回 信仰の神秘の回復―『癒やしの礼拝』から」

喜びここにはじまる
―マルコによる福音書
平野克己　日本基督教団代田教会牧師
8月27日放送 毎週土曜夜9時30分より22分間

「メシアを超えるメシア」
マルコによる福音書12章35～37節
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「欲望、満足のために生きる自分。
でも本当は、天の父が現して

くれたものに従いたい。しかしそれが
何なのか分からなくなる。」そうお書
きくださいました。そうなのですよね、
自分の欲望が肥大化して分からなくな
るのですよね。「この民は口先ではわた
しを敬うが、その心はわたしから遠く
離れている。」(マタイ15：8)私も本
気で耳を傾けるなら、この御言葉は私
に向けられた言葉だと思います。あな

た様もその事を受けとめていらっしゃるからこそ、聖書通信

ご献金 3,943,813円 （834 名）

６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 1,570 名　1 年前 1,293 名

1,281名
（前月より－5名）

６月末の

私は昨年夏に洗礼に与った新人信徒です。ミッ
ションスクールで学んだ後、キリスト教から20
年以上離れていましたが、辛いことが続き、人生
の暗闇に耐えかねていた時、何故かわからないの
ですが、「私のもとに帰ってきなさい」という神
様からのメッセージを受け取ったのです。聖書は
ホコリを被っていて、読むのも20年ぶり。今ま
さに、一言一言に心の目が開かれているのを感じ、
ヨハネ1章が私へのメッセージとして迫ってきま
す。肉となって私たちの間に宿ってくださったイ
エス様。この方が、何もかも嫌になり、自分の人
生をやめてしまおうかと思い詰めていた時、「私
についてきなさい、恐れることはない」と手を差
し伸べてくださり、神様の存在さえ忘れていた私
が、再び、イエス様に出会ったのです。まだ読み
始めたばかりですが、これから始まるイエス様と
の旅路が楽しみで仕方ありません。毎日辛くやり
切れないことばかりですが、イエス様に「どうし
たらいいでしょうか」と自分を委ねていきたいで
す。

20年以上離れていましたがその時、何故か神様が…！
1日

ヨハネ受講中の女性

講座を受講なさり、イエス様と歩みたいと願っていらっしゃ
る。これはもう主イエスがあなた様に願いを起こしてくださ
り、導いてくださったんだと思います。私たち、自分でこの
欲望を満足させたい思いを取り去ることって、できないんで
すものね。それが私、罪人の私の姿。ただただ「主よ、助け
てください。私の内に新しい霊をお与えください。」そう祈る
しかない。そしてそう祈る者に「あなたの罪は赦された。十
字架でわたしが引き受けた。だから安心して行きなさい。」そ
う言ってくださるのですね。でも、私たちはまた分からなく
なる。だから、「私たちも人を赦します。私の罪を赦してくだ
さい」と、主イエスがお与えくださった主の祈りを日毎に祈っ
て参りましょう。それはどんなに恵みかと思います！ (9日 )

―１ページからの続き
「第4回 信仰の神秘の回復―『癒やしの礼拝』から」

FEBC特別番組 コロナ時代のメンタルヘルス・中道基夫

コロナ禍になって電車通勤を車通勤に変え、片道
1時間半の車中で、FEBCを聴き始めました。私は、
受洗後十数年、「クリスチャン」を生きてきたつ
もりでいたのですが、FEBCを、ことに恵子の郵
便ポストを聴くようになって、誤魔化しきれない
現実が見えてくるようになったのです。回を重ね
るほど、自分と圧倒的に違うものを感じずにいら
れなくなっていきました。それを自分で認めるの
に、半年以上かかりました。自分は、主イエスに
まだ出会えていない、本気で出会おうとしていな
い、と。このラジオの向こう側の人も同じく罪人、
しかしこの方は、主イエスと出会っている…！親
しく、交わりを重ねている。そして自分は？…未
だに心の奥底で、主イエスを頑なに拒んでいる。
本当はお会いしたいのに…。聖書通信講座を受講
せずにいられなくなったのは、この自分を自覚し
てからです。
お勧め通り5回読みました。驚きです。毎回、違
うのです。特にヨハネ3章のニコデモが自分に重
なり、本当のところ何を求めているのか自分でも
分かっていない、空回りするニコデモの姿が、哀
れで、情けなくて…。4回目に読んだ時でした。
ヨハネ3：16「神は、その独り子をお与えになっ
たほどに、世を愛された」にとめどなく涙があふ
れ…。何度も聞いてきたはずの言葉だったのに…。
そして、気づきました。この御言葉を、主イエスは、
他ならぬこの一番大切なことが分かっていないニ
コデモに向かって語られているという事実に。自
分も、分からないままに、主イエスに耳を傾けて
よいのだ、ニコデモと共に聴け、と言われたよう
な気がしています。この時とめどなく流れた涙の
意味は、これから時間をかけて反芻していきたい
です。

この方は、主イエスと出会っている！
そして自分は…？

8日
ヨハネ受講中の男性

神様は私を高価で貴いとおっしゃってくださいま
すが、いくら神様が愛してくださっても、私は家
庭でも職場でも人間の中で生活しており、どうし
ても人々との関係の中で、私の存在意義を考えた
り、孤独を感じてしまいます。神様は、自分を愛
することすらできない私を、愛してくださるので
しょうか？確かにそうしてくださるのかもしれま
せんが、こんな私をとても悲しまれるのではない
でしょうか。

どうしても人との関係の中で
孤独を感じてしまいます

24日
男性

私は何十年も中途半端な信仰生活を送っていま
す。中途半端は気持ちいいものではありませんが、
どうすることもできず…。聖書通信講座も、5回
読むよう勧めておられ、その何倍も読んでいるの
に、2年以上も1章から進められませんでした。
「暗闇は光を理解しなかった」(ヨハネ1：5)本当
に私は暗闇にいる者で、聖書を読んでも、なにか
はっきりしません。カナの婚礼では、ただイエス
様の命じられた通りに水を入れて、奇跡に与った
んですね…。私も御言葉を読み続けて、イエス様
ご自身が私の霊の眼を開いてくださる奇跡に与り
たいです。

「暗闇は光を理解しなかった」
私も、暗闇にいる者ですが…

29日
ヨハネ受講中の女性

その場では別に病気は治りません。けれども、その病
気とどう生きていくのかが変わるのです。言い換えれ
ば、その病気と共に生きていくという癒やしを人々は
発見すると言えるでしょう。そもそも聖書の時代にも
その当時の医学はあり、病気になったら皆、医者のと
ころに行っていたのです。にもかかわらず、何故イエ
スのところに人々は来たのか。それは病気が治ること
以上に、医者のところでは満たされないものを抱えて
いたからではないでしょうか。そこに現代の教会にも
続く宣教課題があると思うのです。

―「癒やし」が現代の教会の宣教の課題なんですね？

　ここ100年くらいで医学が専門化・細分化しつつ物凄
く発達しました。それは、以前には深く結びついてい
た宗教と切り離されていくことでもありました。問題
は、宗教の方が自分たちの内側に閉じこもってしまっ
た事にあるのではないでしょうか。それは聖書の読
み方にも反映しているように思います。例えば、現代
の多くの説教者は「目が開かれた」という聖書箇所を
「信仰の目が開かれた」と読み替えます。それは聴く
私たちも同じですよね。けれど、果たしてそれで良い
のでしょうか？読み替えによって、聖書本来のダイナ
ミックなメッセージを失ってしまってはいないかと思
うのです。つまり、癒やしを信仰的に「解釈する」だ
けではなくて、肉体的・社会的、さらには魂の領域に
及ぶものとして考えるべきなのです。
　ある方が「現代は大きなストーリーの中に小さな
ストーリーがかき消される時代」と仰っておられまし
た。それは例えば、私たちは今も「新規感染者数が何
千人」という話を毎日聞かされ、一喜一憂してきまし
た。しかし、そういう大きなストーリーの中で忘れ去
られている小さなストーリーがあるのではないかと思
うのです。それは一人ひとりの魂の問題のことです。
それらがかき消されそうになる中で、私たちはそれら
を大切にし、祈る場をもっと意識すべきなのではない
でしょうか。
　聖書も同じです。旧約から新約を貫く神の救済の歴
史が大きなストーリーの一つだとすれば、この大きな
ストーリーもまた、聖書の中に出てくる小さなストー
リーである個人が変えていく。例えば、シリア・フェ
ニキアの女性(マルコ7：24～30)がそうですよね。こ
の外国人の女性は、イエスのところに来て、娘を癒や
して下さいと言います。そうすると、イエスは「子供
たちのパンを取って、小犬にやってはいけない。」と
彼女の願いを一度は断る。しかし、この女性が「食卓
の下の小犬も、子供のパン屑はいただきます。」と応
えたことによって、イエスの考えや行動を変えますよ
ね。つまり、小さなストーリーが大きなストーリーを
より豊かにしていくのです。ですから私たちも、「一
人ひとりのコロナ禍」「一人ひとりの病」「一人ひと
りの痛み」に目を向けることによって、このコロナ禍
の中で教会として為すべきことが見えてくるのではな
いかと思うのです。
　「教会には、ペトロとパウロとヨハネが必要だ」
という誰かの言葉を聞いたことがあります。ペトロは
教会を立てあげていく制度を、パウロはもちろん知性
を、そしてヨハネは神秘性を意味しています。この神
秘性が、現代の教会では非常に小さくなってしまって
いる。私は、癒やしが脇に追いやられているのと関係
しているように思えるのです。確かに、制度と知性は
自分たちでコントロール出来ますが、神秘性や霊性は
そういう訳にはいかないからです。だからこそ重要な
んです。だからこそ、ここに現代の教会の危機や課題
があるのではないでしょうか。  

（文責・月刊誌編集部）
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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

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）

5日 「第4回　信仰の神秘の回復
  ―『癒やしの礼拝』から」
 中道基夫（学校法人関西学院院長、日本基督教団正教師）

12日  「『人の子は、失われたものを捜して救うために来た』
―自分の『欠け』とどう向き合うか」（ルカ19：1～10、他）

19日 「キリストの先在」（ヨハネ1：1～5、9～14）
26日 「新生」（ヨハネ3：1～16）

19日 「平和、私の心の中から」 26日 「『傷痕』」

19日 ヨハネ12：12～19 26日 ヨハネ13：1～11

6日 「人間らしく生きる」（マルコ8：31～9：1）
13日 「あなたのいのちの価値」（8：31～9：1）
20日 「愛への集中」（12：28～34）
27日 「メシアを超えるメシア」（12：35～37）

6日 「『私だ！』」 13日 「先生、それ同じですよ。」
20日 「それって無駄なこと…？」 27日 「神様に生かされる」

6日 杉山ふみ（舞台女優、日本バプテスト連盟宮原キリスト教会教会員）
13日 伊佐山大智（舞台俳優、日本バプテスト連盟

宮原キリスト教会教会員）
20日 小原さえ（日本基督教団江古田教会員、大学４年生）

27日 「未定」
 塩谷直也（日本基督教団正教師、

青山学院大学法学部教授、宗教部長）

5日  「聖書は『濃い』から難しいのだと思います。」
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

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

8月のゲスト　神山みさ（ゴスペルフォークシンガー）

Kishiko
(ゴスペルシンガー) 

お相手・長倉崇宣

4日 「私が生きて、歌う理由」
11日 「不安だからこそ賛美」    18日 「詩編―わたしの名前の源」
25日 「未定」

PI
CK
 U
P!「40年ぶりの主の祈り」より（4日）聖書を開いたり、誰かと祈るということは普通の病院では現実には難しい。でもある

日、訪問診療で出会った昔教会に行っていたという１００歳の男性が「学生時代から
60代まで教会に通って、洗礼も受けた。昔はクリスチャンだったんだけどね」と寂し
そうにポツリ。
私はそこで届けられる思いがあることに気が付きました。「何年間教会に行っていな
かったとしても、クリスチャンですよ。洗礼は絶対に離さないっていう神の約束だか
ら」とお伝えしたんです。そして、「主の祈り、一緒に祈りましょうか」って。二人で「天
にまします、我らの父よ…」と一緒に祈りました。この日本で、人に出会い、心を通わ
せる。私はこれだ、これが私の道だと思えるようになったんです。

4日 「40年ぶりの主の祈り」
11日 「なんと、チャプレンに新しい仲間が！」
18日 「小さなキリストを探しに1500km」
25日 「『もう生きていたくない』、この魂の叫びに」

●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）

聞き手：長倉崇宣

※月刊誌1面参照
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今月の

PICK UP!
中川◇　実はこの前メガネが壊れて、新調しました
が、お店で視力測定したらその古いメガネはずいぶ
ん度数が合ってなかったみたいで、店員の方から
「よくそれで道歩けてましたね」って言われちゃい
ました（笑）。まあ、全然わからないもんだなあと。

長倉●　慣れというか、少しづつ悪くなると、もはや正
しく見えてるって状態がそもそもわかんなくなっちゃう
のかね。

中川◇　そうなんです。それって、気づいていないけれ
ど、きっと生活の中で沢山あるだろうし、信仰だからこ
そあるだろうなって思うんです。最近もリスナーから
「聖書に書いてある、これってどういう事ですか？」とい
う質問に、むしろ教えると言うより自分自身がちゃんと立ち止まって
よく考える機会を頂く事が多いんですよね。やはり聖書に慣れてるつ
もりで、実際は立ち止まっていない自分に気づくんです。

長倉●　確かに長くクリスチャンをしていると、下手に
知識がついてきますよね。

中川◇　そうなんです。例えば「旧約の神は残酷過ぎ
る！」というメールをあらためて頂くと、普段はそうい
う部分を見てみぬふりをしていることに気付かされま
す。若くても一応長くクリスチャンをやっているので
（笑）。一通りの理屈は持ってはいるんですよね。「こ
れこれは、こういうこと」みたいに。でも、聖書に素直な思いをもっ
た人にそういうこねくり回した説明は通じないんです。だから、自分
自身がいかに脆いものに頼っているのかって思うんです。

（文責・月刊誌編集部）

番組「ふらっとトーク」
「『気づき』はどこからやってくる？」（10日）より
中川信一、長倉崇宣（FEBCスタッフ）

PI
CK
 U
P!「『種』の賛美歌（４）～昔主イエスの」より（2日）　昔　主イエスの　蒔きたまいし　いとも小さき　いのちの種

　芽生え育ちて　地の果てまで　その枝を張る　樹とはなりぬ（1節）
讃美歌21-412番は、からし種のたとえ話を主題にして歌詞を展開しており、とく
に「いのちの種」という言葉がとても印象的な讃美歌です。
　時代の風は　吹きたけりて  思想の波は　騒ぎたてど
　すべてのものを　越えてすすむ  主イエスの国は　永久に栄えん（3節）
歌詞には、歴史・過去・時代・思想・世界といった漢語が沢山使われていて、作者

7日、14日　「聖母マリアのミサの詩編」

21日　「真福九端」「税吏とファリセイの主日」
28日　「放蕩息子バビロン」「断肉の主日―死者のための祈り」

3日 「回心しようと何度も思うものの未だできません。生まれ変わること
は本当に私にもできるのでしょうか。洗礼を受けても変わらないの
です。」

10日 「洗礼を受ける予定でしたが、迷いが生じ、それからコロナ禍で教会
もネット礼拝中心になりました。1度離れた者には帰る所がないの
かも…でも、私にはイエス様しかいないのです。」

25日 「聖書を繰り返し読んでいると、私は自分ばかり見ているなと気づか
されます。自分は…自分は…と。だからダメなんだで終わるのでは
なく、神様の方に目を向けられますように…。」

1日 「神が与えてくださった人」（ルカ10：25～37）
8日 「イエスの足、私の足」（ルカ10：38～42）
15日 「神の価値と人の価値」（ルカ12：13～21）
22日 「神の自由に与る」（ルカ13：10～17）
29日 「共に招かれる主の食卓」（ルカ14：1～6）

1日 「私の聖書解釈は、これで合っていますか？」
8日 「イエス様と共に苦しみ、悲しみたいのです。」
15日 「今まで36年間信じてきたのですが…」
22日 「『わかりません』『わかりません』『わかりません』」
29日 「聖書に真向かうきっかけを頂きました」

1日 「人に仕える」（マタイ20：25～28）
8日 「イエスの悪魔との対決」（マタイ4：1～11）
15日 「リスナーの手紙」（マタイ7：7～12）
22日 「妻を愛する」（エフェソ5：21～33）
29日 「礼拝を守る」（ローマ12：1～12）

乙成仁史（日本基督教団舘坂橋教会牧師）写真上
2日 「福音の種の蒔かれる現場で」

五十嵐成見（日本基督教団聖ヶ丘教会協力牧師、
 東京女子大学准教授）写真中
9日 「責任世代を生きるために」
16日 「孤独の中で顔と顔を合わせて語られる神」

亀田　威（日本ホーリネス教団大網キリスト教会
 副牧師）写真下
23日、30日 「未定」

2日 「『種』の賛美歌（４）～昔主イエスの」
9日 「『平和』を祈る賛美歌（１）～地には平和」
16日 「『平和』を祈る賛美歌（２）～戦い疲れた民に」
23日 「聖書の植物と賛美歌～わたしはぶどうの木」
30日 「聖書の植物と賛美歌～シャロンの花」

●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） 

2日 「国家の神化」（ルカ20：25）
9日 「天にある国籍」（ピリピ3：20）
16日 「自分の祭壇」（ヨシュア22：29）
23日 「われらの神は堅固な要塞」（詩編96：4～5）
30日 「ネブカデネザル王の回心」（ダニエル4：34～35）

●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） 
7日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『神の言葉は実を結ぶ』(イザヤ45：20～25、マルコ4：1～20)
14日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『御心を信じて、今日、一歩踏み出す』(創世記1：14～25)
21日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『目から丸太』(ルカ6：37～42)
28日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『叫ぶ群衆』(マタイ27：15～26)

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

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）

由木康牧師が、それまでの讃美歌に社会的な視点を歌ったものがあまりないと
感じられたことがきっかけと言われています。
　父なる神よ　み名によりて　世界の民を　ひとつとなし
　地の果てまでも　み国とする　約束を　いま果たしたまえ。（4節）
この歌は1931年版の「讃美歌」のために書かれました。実に100年近くも前、当
時と今の世界の状況を見て新たに心に留めたいと思います。これは凄い！と。

3日 「『まさかわたしのことでは』
―人間のほんとうの闇・後半」（詩編16、マタイ26：17～25）

10日、17日 「『外に出て、激しく泣いた』
―神の言葉が響くところ」（詩編19、マタイ26：69～75）

24日、31日 「『本当に、この人は神の子だった』―まことの伝道」
（詩編22、マタイ27：45～56）

4日 「イエスという道―聖霊の働き」（ヨハネ14：1～12）
11日、18日 「当たり前を見つめ直す

―『神の愛』と『永遠の命』」（ヨハネ3：16、他）
25日 「対話を通してご自身を物語る神・前半」

（出エジプト14：15～18）

3日 「新しい枕を買いました。」
10日 「『気づき』はどこからやってくる？」
17日 「月桂樹のお茶と『複数の真実』」
24日 「時間を巻き戻すことが出来たなら…」
31日 「『今日じゃなくていいや…』という思い」

2日 「こんなもんです、マリアさま」
9日 「歌えないときの『歌』」 16日　「孤独を感じるとき」
23日 「家族」　　　　30日　「意のままにならない出来事」

●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

朗読・服部みぎわ

※本誌表紙参照

3日 「#1 ジーザスミュージックからCCMへ…」
10日 「#2 計画どおりの大ヒット！」
17日 「#3 一線を越えて得たもの、失ったもの。」
24日 「#4 なんで？どうしてこうなっちゃたの？」
31日 「#5 やり残していることはないか？」

今月は、エイミー・グラントを特集！


