




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―矛盾を抱えた私たちの命の言

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10：25～
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）

2日 「未定」
 中村佐知（翻訳家、霊的同伴者）

9日  最終回「『本当に、この人は神の子だった』
―言葉を超えたイエスの死の深み」（マルコ 15:33～39、他）

16日 「霊なる神」（ヨハネ4：19～26）
23日 「文書啓示としての聖書」（ヨハネ5：38～40）

16日「生活の小さな出来事の中にも…」
23日「『A Little bit of Heaven』に思いを寄せて」

16日 マルコ14：22～31 23日 ヨハネ21：15～19

3日 「裏切りの食卓を赦しの食卓に」（マルコ14：12～26）
10日 「あふれる赦しの光」（14：27～31）
17日 「絶望に突き刺す十字架」（15：33～41）
24日 「神を待つ死」（15：42～47）

3日 「与えられたものを」 10日 「ヒヤッとしました…」
17日 「親にとって何より大切なものは」
24日 「自分自身に語られたことば」

3日 萩野久瑠美（日本基督教団大阪教会教会員）
10日 遠谷政史（ゴスペルシンガー、ゴスペルディレクター）
17日 久保島結希（日本基督教団東大宮教会教会員）

24日 「せめぎあうヨブ、友人、そして神・後半」
 ヨブ3：1～26
 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）

2日  「十字架の主イエス様が産まれてくださったのだ。
そう思いました。」

第１ ●夜9：48～
FEBC特別番組
コロナ時代のメンタルヘルス

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

第5 ●夜9：37～
FEBC特別番組

30日 「死、それは祝宴の時
 ―カトリック教会の死生観と葬儀理解」（再）
 小田武彦（カトリック大阪大司教区司祭、
 聖マリアンナ医科大学特任教授）

Kishiko
(ゴスペルシンガー) 

お相手・長倉崇宣

PI
CK
 U
P!遠谷政史様（10日）体育教師になることを諦め、アメリカに６年位留学しました。ビジネスやコン

ピューターのことを学び、帰国後は就職し、主にデザインの仕事に自信を
持って取り組んでいました。しかし30代半ばのある時、自分という器が溢
れ、壊れてしまうような経験をします。暗闇が恐く、眠れず、毎日死にたいと
思ったり、そんなことが続きました。
そこで、屋根裏部屋に聖書があることを思い出し、神様を信じるなんて弱い
人だと思っていたこの私が、寝る前にベッドで聖書を読み始めたのです。意
味が分からない所もありましたが、とにかく読み続けました。いつの間にか
眠ることができたからです。すごく心が落ち着き、楽になった。それは本当に
不思議な経験でした。

そんな中で、以前から音楽好きの友人と立ち上げて
いたゴスペルクワイヤの繋がりから、ある牧師に聖書
を共に読むことを誘われ、何と１年半位辛抱強く私に
付き合って下さって…。そして、ついに降参というか、
お手上げ状態になったんです。ああ、神様あっての私
なんだと。全てが腑に落ち、私は洗礼を受けました。
人生が180度変わりました。もう生きる目標が自分の
ためではないからです。ゴスペルを自分の中心に据え

ようと思って、デザインの仕事も全部辞めました。まさか、音楽として好きで
歌っていたゴスペルを、真に心から歌える日が来るなんて思ってもなかった！
今も、私はゴスペルを歌う中で、いつも変えられています。

※月刊誌1面参照
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今月の

PICK UP!
ここをたち、父のところに行って言おう。「お父さん、…（中略）
…雇い人の一人にしてください。」（ルカ15:18～19）

 「放蕩息子のたとえ」としてよく知られる、この弟息子の言葉の中で
最も大事な言葉は「雇い人の一人にしてください」という言葉です。
　父親の財産を生前にもらって、家族関係を断って出ていった手前、
簡単に帰ることができず、彼は考え始めます。それが、この言葉の本
当の意味です。

そして、彼はそこをたち、父親のもとに行った。ところが、まだ
遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて…（15:20）

　彼は、父親が許してくれるだろうかと考えて、簡単には近寄ること
ができなかったはずです。しかし、父親はその息子を見つけて走りよ
り、首を抱いて接吻するのです。

　結局この弟息子は、「雇い人の一
人にしてください」という言葉を口に
することはありませんでした。この言
葉を遮るように「息子は死んでいた
のに生き返り、いなくなっていたのに
見つかったのだ」と父親は僕たちに
語ります。息子が私を捨てて旅立っ
ていったことよりも、私がこの息子と
一緒にいることの方がずっと大き
い。どれだけ裏切られても、どれだ
け離れて行ったとしても、私は息子
を忘れることができない。その父の
心を「見つけて」という言葉で聖書
は語ろうとしています。

（文責・月刊誌編集部）

番組「聴く信仰―『いのち』をいただく御言葉黙想」
第76回「神の喜び」ルカ15：11～24（12日）より
山内十束（カトリック・御受難修道会、宝塚黙想の家司祭）

※月刊誌1面参照※本誌表紙参照

4日、11日　「詩編の祈りを深める」

15日 「ヨハネ福音書を読み終え、初めて読んだ時よりますますわからない
と感じました。『見ずに信じる者は幸い』と言いますが、私には難し
いです。信じようとしているのに…。」

19日 「家庭を持ち、仕事をすることが私にはできません。毎日聖書を読
み、祈り、FEBCを聴いていますが、それが光の中を歩んでいること
になるのでしょうか。」

22日 「人前で祈ることができません。どうやったら皆さんのように祈れる
ようになるのでしょうか。家では心の中で祈っています。」

5日 「『今』を見つめる生き方」（ルカ14：7～14）
12日 「神の喜び」（ルカ15：11～24）
19日 「この愚かさの中で、 何のために生きるか」（ルカ15：25～32）
26日 「今の中に神を見る」（ルカ16：1～13）

7日、14日 「『わたしを苦しめる者を前にしても』
 ―わたしの羊飼いの真意」（詩編23、マタイ28：16～20）
21日、28日 「『人の子よ、わたしが与えるこの巻物を胃袋に入れ、
  腹を満たせ』―御言葉を食べるということ」

（エゼキエル2：8～3：3）

5日 「教会にウマの合わない人がいて…」
12日 「葛藤から生まれる言葉は、教会の『宝』」
19日 「結局、憐れんでくださいと祈るしかない。」
26日 「回答、よろしくお願いします。」

5日 「日々自分の十字架を負う」（ルカ9：23～24）
12日 「イエスの栄光」（ルカ9：31～32）
19日 「リスナーの手紙」（マタイ5：13～16）
26日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

黒田恭介（日本基督教団由布院教会牧師）写真上
6日 「自分の十字架を背負うお坊さん」
13日 「罪人の喜びの不思議」

山田詩郎（日本基督教団名古屋北教会牧師）写真下
20日 「忙しいあなたへ」

（マルコ1：35～39、6：30～31）
27日 「一人ぼっちだった私」（ローマ12：15）

6日 「（１）～新しい天と地の造り主」
13日 「（２）～神様の愛は」 20日 「（３）～月は空から」
27日 「（４）～こすずめもくじらも」

6日 「ゆでたまごエピソード」　
13日 「『異常』を『日常』に戻す、母の存在」
20日、27日　「神の民の歴史を紡ぐ―母、姉妹、先輩としてのマリア」

●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） 

6日 「神の似姿」（創世記1：27） 13日 「ソロモン」（列王記上3：5、9）
20日 「最終目標」（コロサイ2：18） 27日 最終回「誰」（ヨハネ5：24）

●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） 
4日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『癒しでは足りない』(エレミヤ6：13～15、マルコ5：21～34)
11日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『私の価値が御心に映し出されている』(マタイ1：18～25)
18日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『大将は誰か』(ヨシュア5：13～6：5)
25日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『キリストの安息』(マルコ15：40～47)

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

月

6日、13日 朗読・服部みぎわ、20日、27日 聞き手・長倉崇宣

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）

18日　「乾酪の主日」「大斎　アンドレイの大カノン」
25日　最終回「先備　願わくは我が祈りは」「十字架と復活」

聖書の中の動物と賛美歌

1日 「対話を通してご自身を物語る神・後半」
（黙示録21：3～4、イザヤ66：12～13）

8日、15日、22日、29日
 「主の祈りを味わう」（ルカ11：1～4）

1日 「聴診器からは聞こえない痛み」
8日 「人生最後の唐揚げとハイボール」
15日 「チャプレン職、再び停止に…？」
22日、29日　「未定」

7日 「『中川さん・長倉さんの関係ってどうなの？』」
14日 「ドラマ『ブラウン神父』って？」
21日 「『おばけ』から考える！？」
28日 「半年に一度の『反省会』」

●夜9：47～
 エマオへ―ともに歩む信仰の旅路
 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～
ふらっとトーク　中川信一（FEBCスタッフ）、長倉崇宣

（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

9月のゲスト　千代延大介
（ロックバンド「サルーキ＝」のボーカル）

1日 「ゴスペルの前にはブルースあり」
8日 「讃美は呼吸のように」
15日 「グレースは人生のブルースの時に」
22日、29日 「被災地気仙沼での出会いから」 

7日 「#1ダイアモンドの原石」  14日 「#2アタシはアタシ」
21日 「#3活動休止。」 
28日 最終回 「#4元CCMアーティスト？」

今月は、魂の叫びの歌い手、ジェニファー・ナップを特集。全米のファンに支
持されながら突如姿を消したジェニファー。７年ぶりに「Fallen（堕落）」の歌
と共に戻ってきたその深い思いとは。

水

9月より
続編がスタート！


