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福音を告げ知らせ、
多くの人を弟子にして
彼らを力づけ、励まし、
　長老を任命した。
それゆえ、祈り、彼らを任せる。
彼らの主に。

私たちは見る。
　新しい天と新しい地、
　新しいエルサレムを。
私たちは聞く。
　「万物を新しくする。」
　　　　　　　　という御声を。

子は栄光を受けた。
父も子によって栄光をお受けになった。
父が子によって栄光をお受けになった
　　　　　　　　　　　　　のであれば、
　父は子に栄光をお与えになる。すぐに。

だから、子は私たちに与えられた。
新しい掟を。
新しい掟―それは、互いに愛し合うこと。

「わたしがあなたがたを愛したように」

私を啓く聖書のことば
雨宮　慧

10月14日放送 第 2金曜夜9時 47分より40分間

第1回「十字架―父と子の栄光の交換とその新しさ」

使徒言行録14：21～27、ヨハネの黙示録 21：1～5a、

ヨハネによる福音書13：31～35

新番組

カトリック東京教区司祭、
上智大学神学部名誉教授

10
通巻499号 2022 年 10 月 1日 毎月 1回 1日発行
1987 年 3月 5日第三種郵便物承認

復活節第５主日の聖書から

21 二人はこの町で福音を告げ知らせ
 多くの人を弟子にして
 リストラ、イコニオン、 
 アンティオキアへと引き返した
22 弟子たちを力づけて
 信仰に踏みとどまるように励まして
 私達が…多くの苦しみを経なくてはならない
23 弟子たちのため教会ごとに長老たちを任命し

パウロ→信徒たち
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
パウロ→神

 断食と共に祈って
 彼らが信じる主に彼らを任せた

　ここは「第一回宣教旅行」と言われている箇所です
が、先ず21～23節の直訳を見てください。

　原文ではこの箇所の動詞は、23節前半までは、いず
れもパウロたちが信徒に働きかけた行為を表すのに対
して、その後ではパウロの働きかけの方向が信徒たち
から神へと切り替わっている。つまり「告げ知らせ、
力づけて、励まし、任命する」が、神に「祈って、任
せた」というわけです。建設されてから未だ間もない
若い教会が気がかりなパウロは、力を尽くして教会に
働きかけていたわけでしょう。しかし、人間の努力に
は限界があり、仕上げるのは神だ、とパウロは自分の

行動の背後に必ず神の存在を意識しているのです。全
ては、自分と共にいた神が行われたことなのだと。

　同時にこの箇所の動詞は、下線で示した分詞形の後
で、太字の主動詞が来る構造が繰り返されているので
す。つまり、この箇所は人間の働きの背後にある神の
働きが次第に明確になるように書かれているのだと思
います。この宣教旅行の主役はパウロたちではなく、
彼らと共にいる神なのだということです。聖書という
のは、神の存在をとても強く意識している人たちの本
なのです。

1 わたしはまた、新しい天と新しい地を見た。最初の
天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。
2 更にわたしは、聖なる都、新しいエルサレムが、夫
のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のも
とを離れ、天から下って来るのを見た。3 そのとき、
わたしは玉座から語りかける大きな声を聞いた。「見
よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、
人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神と
なり、4 彼らの目の涙をことごとくぬぐい取ってくだ
さる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦も
ない。最初のものは過ぎ去ったからである。」 

5 すると、玉座に座っておられる方が、「見よ、わた
しは万物を新しくする」と言った。

　ここではもの凄いスケールの世界観が打ち出されて
います。そのキーになるのは、ここで出てくる「新し
い」(カイノス)という言葉です。そして、その意味は
「古く時代遅れになったものが、新しいものに取って
代わられる」ということです。  (左下へ↓ )

(右上から ↓)

　黙示録というのは、我々人間が生きている場所は
どうにもならない悪がはびこっている場所で、人間が
いくら頑張ってみても悪が存在しない世というのは無
いと見ている。それ故に、黙示録は「新しいもの」が
来ることを特に強調する。「新しい天と新しい地」、
「天から新しいエルサレムが下ってくる」と述べてい
るのです。そしてこの都は「万物を新しくする」神の
新しい創造の中心となって、天と地を融合するものだ
と考えられています。

　では、この新しさとは何であるのか。それは、同じ
カイノスという言葉が使われている「この杯は、あな
たがたのために流される、わたしの血による新しい
契約である。」(ルカ22：20)ということになる。つま
り、キリスト者はイエスの血による「新しい」契約を
信じ、「新しい」エルサレムを見る者だということな
のだと思います。

31 さて、ユダが出て行くと、イエスは言われた。「今
や、人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光
をお受けになった。
32 神が人の子によって栄光をお受けになったのであれ
ば、神も御自身によって人の子に栄光をお与えにな
る。しかも、すぐにお与えになる。

栄光の授受

33 子たちよ、いましばらく、わたしはあなたがたと共
にいる。あなたがたはわたしを捜すだろう。『わたし
が行く所にあなたたちは来ることができない』とユダ
ヤ人たちに言ったように、今、あなたがたにも同じこ
とを言っておく。

別離の予告

34 あなたがたに新しい掟を与える。互いに愛し合いな
さい。わたしがあなたがたを愛したように、あなたが
たも互いに愛し合いなさい。
35 互いに愛し合うならば、それによってあなたがたが
わたしの弟子であることを、皆が知るようになる。」

新しい掟の授与

　31～32節で「栄光を受ける」「栄光をお与えにな
る」と訳されているのはドクサゾーという動詞です
が、ここで5回も使われています。それにしても、イ

エスが十字架に上ろうとしている
のに、その中で「栄光を受ける」
というのは私たちには分かりにく
い。加えて、「神も人の子によっ
て栄光をお受けになった」と書か
れています。これらは、イエスと
神との関わりの深さがこういう言葉で言い表されてい
る。言い換えれば、イエスと神との間に「栄光」が行
き来しているのだという意味だと思います。このイエ
スと神との間の深い関わりの中で、34節で弟子たちに
「新しい掟」が与えられる。つまりこの掟は、父なる
神と子なるイエスとの間に交わされる、この栄光に支
えられていると言えます。それを表すためにこの箇所
は、31～32節の「栄光」の授受→33節の別離の予告→
34～35節の「新しい掟」の授与という構造になってい
るのだろうと思います。

　ですから、この「新しい掟」は単なる規則ではあり
ません。「イエスが求めているもの」という意味なの
だと思います。そして、このイエスの新しい掟が人を
死に追いやることがないのは、35節で「わたしがあな
たがたを愛したように」とあるように、イエス御自身
が父から受けた掟、すなわち御自身の命を捨てて十字
架に上ることを通して示されたもの―それは父なる神
の愛だからです。

（文責・月刊誌編集部）

１ 第1朗読
使徒言行録14：21～27より

２ 第2朗読
ヨハネの黙示録 21：1～5a

３ 福音書の朗読
ヨハネによる福音書13：31～35
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「わたしもあなたにさばきを下さない。行きなさ
い。これからは、決して罪を犯してはなりま

せん。」(ヨハネ8：11)あなた様は「この御言葉で救
われます」と。そして「私なんか…と思っていた傲慢
な者でした」と書いてくださって、ハッとしました。
私たちは「私なんか…」と言って自分を卑下しながら、
結局「私、私…」って、全てが自分中心になっている
のですよね。ところが、この姦淫の罪を犯した女への
イエス様の言葉を、あ！この私にも同じようにイエス
様には言ってくださっている！そのように聴かれたの
ですね。そして、「ありのままの私を受け入れてくださ

ご献金 3,767,459円 （845 名）

8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 1,297 名

1,272名
（前月よりー2名）

8月末の

私は、放送の最後の「荒野の泉」で神の御心によ
く気付かされます。先日の「神を待ち望め、神の
救いがあるまで行動の必要はない」は、全く人間
の上昇志向の気迫が感じられません。信仰は種々
の行動をすることだと聞いたこともあります。何
もせずに神の救いを待つべきなのでしょうか。何
もせずに待つことは苦しい思いがします。

何もせずに
神を待つべきなのでしょうか?

5日
男性

るイエス様を信じて行こう」。そう結んでくださいました。そ
うなのですよね、自分が変わるのではなくて、ありのままの
私がイエス様のところに行く時、変えられる！赦された者に、
しかもイエス様の喜びをいただく者に変えられるのですよね。
だから、このすぐ後でイエス様が「わたしは世の光です。わ
たしに従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、いのちの
光を持ちます」(12)と言われた通りなのですね。
神様、今日もこうしてお便りを通して、御言葉を分かち合い、
互いに慰められ、お便りくださったこの方の内に生きておら
れるイエス様に出会わせてくださりありがとうございます！

(3日 )

1977年に番組『聖
書 を あ な

たに』が始まってすぐの頃
だったと思いますが、番組
宛の手紙を見せて頂きまし
た。工場で働く若い工員か
らの手紙でした。彼はたま
たまFEBCを聴くようになったそうですが、そ
の時、工場の寮に住んでいたとありました。
そして当時、私の番組がやっていたのは土曜
日の夜で、その寮ではちょうど酒盛りの最中
だったようです。その中で聖書の放送を聴い
ているとからかわれるから、寮の屋根に登っ
てラジオを抱えて一人で聴いていると書いて
あった。この方は教会に行ったことがなく
て、FEBCで初めて聖書の話を聴くようになっ
て手紙をくれたんですね。これは私にとって
大きかった。マイクの向こうに、屋根の上
でラジオに耳を傾けている若い工員の姿をイ
メージ出来た時に初めて、聖書を語るという
ことはたった一人に向かって心を注いで語る
ことだと分かったのです。

　後に、『愛の手紙・説教』という本を出し
たのですが、私にとってラブレターとして説
教を語るということの経験の一つは、やはり
FEBCにあります。説教というのはパーソナル
なものなんです。喜んだり怒ったり泣いたり
する私そのものが言葉化するんです。ですか
ら、誰が語っても同じという訳じゃなくて、
例えば、加藤は加藤の存在を賭けて語ってい
る。だから、FEBCを聴いている方は、ただ漠
然と聖書の話を聴いているのではなくて、当
然ですが「〇〇司祭」の或いは「△△牧師」
の説教として聴いておられるんじゃないで
しょうか。

　FEBCは短波から始まり、AMラジオ、今
ではコンピューターで聴けるようになりまし
た。色んなことが変わりましたが、しかし、
この「ひとりの魂に呼びかける」という基本
は変わらない。そのように御言葉を届ける任
務が、FEBCにはある。
　その上で、FEBCはもっと若々しくあって欲
しいですね。「FEBCは70年になった」なん
て言っても、FEBC自体が古びたものになって
はいけないと思います。FEBCで語るというの
は、とても楽しいことなんですから！ 

（文責・月刊誌編集部）

70周年記念番組
シリーズ「ひとりと出会う」
加藤常昭日本基督教団隠退教師・神学者

聞き手・長倉崇宣
10月15日(土)放送 夜10時4分より28分間
「『存在を賭けた言葉』を語り続けて」

ルカ8章。湖で突風に遭った弟子たちはイエス様
に助けを求めました。私は “イエス様が一緒にい
るならどうして助けてくれないのだろう ”と疑い、
“どうしたらイエス様が共におられると感じられ
るのか “と、いつも考えてしまいます。永遠に “ど
うしたら “と言って終わりそうです。 共におられ
るのを実感したい、そうすれば安心できるという
私の思いが強くて、イエス様が私に受け取ってほ
しい思いを受け取れていないのではないか、と感
じます。でも、イエス様の思いとは何でしょう？
FEBCを聞いたのが20年以上前ですから、長く求
めています。まだイエス様に出会ったとは言えな
いけれど、ここに答えがあるという思いは変わり
ません。求めて聖書を読みたいです。

私の思いが強くて、
イエス様の思いが…

11日
ルカ受講中の女性

ヨハネ13章「互いに愛し合いなさい」を、最初
とても重い気持ちで受け止めました。頭ではわか
ります。でも私には、どうしても愛せない人が、
しかも同じクリスチャンの方で存在するのです。 
反目の根底には、私自身の罪があり、と同時に、
裁く気持ちはいけないと思いつつ、お相手方にも
罪はあります。もう人間の思いだけでは関係を修
復することはできないと感じており、苦しいので
す。「互いに愛し合いなさい」と仰るイエス様に
従いたい！でも実際には従えない。情けない自分
への失望にも押しつぶされそうです。
そんな思いで繰り返し読むうち、一つのみことば
が心に響いてきました。 「私があなたがたを愛し
たように」…イエス様からご覧になった私の罪深
さ、それは私から見た愛せない方々の比ではあり
ません。そして、ガイドにあった、イエス様が弟
子達の足を洗われた事は、イエス様が私たちの罪
を洗い清めて下さる救いの御業なのだ！というこ
とが、心の闇に一筋の光として差し込んできまし
た。このイエス様につながっていたい。同様に、
自分の努力だけで、人を愛せると思うのは驕りだ
と気づきました。「私が道」と仰るイエス様を信じ、
そのみこころに少しでも近づきたいです。

「互いに愛し合えない」私に
一筋の光が

17日
ヨハネ受講中の女性

ヨハネ3章「人は新たに生まれなければ、神の国
を見ることができない。」というみ言葉が心に響
きました。まさに、私が新たに生まれたいと望ん
でいるからです。私は、優しい主人と息子2人と
暮らしており、今はとても幸せですが、幼少期は
悲惨でした。祖母、母から虐待を受けたのです。
婿養子の父は助けてくれませんでした。母は、私
が15歳の時、うつ病で亡くなりました。うつ病
で弱る母に冷たく接した私を、そして祖母や母へ
の恨みの気持ちが今も消えない私をどうか赦して
くださいという気持ちで、この恨みを手放し、与
えられたものに感謝する人生を歩むと決心したの
です。しかし、この決心は時に揺らいでしまいま
す。そんな中でティールームの受講を決め、FEBC
からのお手紙に背中を押して頂き、教会の祈祷会
にも伺いました。教会に行きたいとずっと思って
いました。思い切って扉を開いて本当によかった
です。祈祷会は心あたたまる会で、信徒の方々に
もご親切にして頂きました。なんとありがたい恵
みでしょう。しかし、信仰が深まっていくか、途
中で投げ出してしまわないか、自信がありません。
でも、私が新たに生まれることができると信じた
いです。恨みの人生を生き直したいのです。今は、
「主イエスの十字架による贖いを信じます」とい
う思いで、教会に通おうと思います。もしよろし
ければ、私が新たに生まれるように祈って頂けま
すか。

新たに生まれ、
恨みの人生を生き直したいのです

24日
ヨハネ受講中の女性



彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た
星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に
止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれ
た。家に入ってみると、幼子は母マリアと共にお
られた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を
開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として献げた。

( マタイ 2：9～ 11)

　はるか東方から占星術の学者たちがやってきた。
　新しく生まれたユダヤ人の王を訪ねるために。

　その学者たちを迎えたエルサレムと王ヘロデ。
　彼らは不安に陥りました。

　人間は、兎角、変化というものに対して不安を感
じるところがある。自分の外から来るいろんな力や、
考え方や、価値観というものが迫ってくると、不安
になることが確かにある。自分の生き方や考え方が
何か揺さぶられるようなことを恐れるということか
もしれません。

　しかし、たとえ今が一番最高だと思っても、それ
がずっと続かないことを私たちは知っています。だ
からこそ、揺さぶられるような思いになるのかも知
れません。
つまり、変わることが不安だという時、それはすで
に今の姿の中に不安を抱えているということではな
いか。

　確たるものが、自分の内にないからです。

　その意味でこの学者たちは、大きな変化に自ら踏
み出しています。何せ、自分たちのことを異邦人と
卑しみ蔑むユダヤの人たちの元にわざわざ来たわけ
ですから。

　そして、この人たちは、イエス様にお会いし、献
げ物をしました。
黄金、乳香、没薬。この 3つには、象徴的な意味合
いがあると言われています。しかし、これらの献げ
物よりも、学者たちが「宝の箱を開けて」という聖
書の一言に目が留まったのです。

　「宝の箱」。それは、大事なものを納めた箱という
ことでしょう。たやすく開けたり閉めたりはしない
箱。その中のものが傷ついたり、失われたりしない
ように、大事に納めて保管しておくようなものでは
ないでしょうか。

　そういう宝の箱を学者たちは、初めて会った、し
かも幼い子供のイエス様の前で開けたんです。そう
いう姿を思い浮かべた時に、私はなるほどなと思い
ました。

　イエス様の御許に来る。あるいはイエス様にお会
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いする。そして、そのイエス様の御側に身を置くと
いうことは、人が自分の持っている宝の箱を開けう
ることなんだ、と思ったのです。聖書はそれを象徴
的に見ているのではないかと。人に見られないよう
に、自分の中に抱えているもの。心の内に秘めてい
るもの。私たちは、いわば宝の箱というべきものを
持って生きているのだと思うんです。

　自分の内に大事に抱えているものがある。願いや
想い、あるいは志かも知れない。人は、それらを自
分の中に温めるようにして、ずっと抱えて生きてい
る。

　それは決して良いものばかりとは限りません。た
とえば、ある人たちが言うように、学者たちが箱に
収めていたものが、占星術に欠かせない貴重な道具
だとしたらどうでしょうか。占いは、星の動きを見て、
この世界や人の歩みに、少しでも光を灯そうとする
試みです。それは裏を返せば、この世は占わなけれ
ばならないほど、生きることに悩みや恐れがあると
いうことでしょう。それらの道具は、人の恐れや不
安の象徴でもあると言えます。同じように私たちも、
深い恐れや悩み、そして不安を自分の奥に仕舞い込
んで生きているのではないでしょうか。

　最近の NHK の朝のドラマで、
東日本大震災での経験が根底にあ
るものがありました。そこには、
大きな津波の際に味わった経験か
ら、心の深いところに傷を負って、
言葉にならない重たいものを抱
えながら、その後の人生を歩んで

いる若者たちの様子が描かれていました。その心の
内というのは、何年も何年も、時間が経っても、家
族や友人相手さえも、なかなか開くことができない。
しかし物語の最後には、その心の内に抱えていたも
の一つ一つが解きほぐされ、開かれることによって、
歩み直し始めていく姿が描かれていました。

　今日のこの学者たちもまた、仕舞い込んでいた箱
をイエス様の前だから開けたのかも知れないと思う
のです。

　このドラマでは、主人公には妹がいて、地震の時
は祖母と二人で家にいました。そして、彼女は祖母
を連れて何とか逃げようとしたのだけど、祖母がど
うしたって逃げようとしないのです。ついに津波が
迫ってくるのが見えた時に、その妹は祖母を置いて
逃げました。そうするしかなかった。しかし、彼女
はその自分を絶対に許せないのです。ドラマの終盤
に近づいたところで、妹がそのことを初めて姉に話
したんですね。姉は、妹の心の傷を何とか受け止め
たいと願い、後日振り絞るように「あなたは悪くない」
と伝えます。そして私は、この二人の姉妹の会話を
テレビで見ながら、もしイエス様がここにおられた
ら、なんて声をかけられるのかなと考えたのです。

　「安心しなさい。あなたの罪は、私が引き受けてい
る」。

　イエス様は、私たち、人の罪を、ご自分の身をもっ
て、その命を投げうって、償ってくださった。あな
たが自分を許せなくても、神はあなたを許される。
そう仰って、イエス様は断固たる一歩を踏み込まれ
たんですよね。

　学者たちが宝の箱から献げた黄金、乳香、没薬。
けれども聖書には、その宝物がどうなったかなんて
ことは全く出てきません。イエス様にとっては、そ
れは使い道のないものだったのかも知れません。少
なくとも今は、馬小屋に眠る幼子です。幼子には、
黄金も乳香も没薬も無用のもの。では、これらは誰
の必要のためであったのか。それは、むしろ献げる
者たちのためのものだったのではないか。今、ここ
で宝の箱を開けることは、彼ら自身の心の内を開く
ことではなかったか。私は、ふとそう思いました。
なぜなら、私たちもそうだからです。

　これまでの人生で、自分の役割を果たしたり、何
かを守ったりしてきた大切なものが、「宝の箱」に入っ
ている。それをパアッと開いて、取り出して、イエ
ス様にどうぞとそこに置いてきたのです。イエス様
に明け渡したのです。それが奪われるとか、失われ
るということを恐れること無く、開き、取り出すこ
とができる。心の深いところにある悩みや傷、そう
いものが入っている箱さえも、開くことができる。
何かをずっと抱え込んで、仕舞い込んで、自分でも
見たくない、忘れようとしているものでも、それが
重荷になっているとしても、イエス様の御許では、
それを開くことができる。なぜか。それは、開いて
も大丈夫だ。変化があっても大丈夫だと私たちが信
頼しているからです。イエス様は、そういう人生を
与えて下さる御方なのだと思います。

　これは、何か立派な献身というようなことではな
くて、そうすることでしか表すことのできない平安
を、イエス様のもとに見つけたのだと思う。それが、
イエス様の御前という場所です。それが、イエス様
の御側で生きる人に与えられる恵みなのだと思いま
す。
 （文責・月刊誌編集部）

全地よ、主をほめたたえよ

日曜礼拝番組

全地よ
主をほめたたえよ
日本基督教団石動教会
井幡清志牧師
10月30日放送 第 5日曜夜9時 30分より50分間

「隠れなき私」マタイによる福音書2章1～11節

日曜礼拝番組

全地よ
主をほめたたえよ
日本基督教団石動教会
井幡清志牧師
10月30日放送 第 5日曜夜9時 30分より50分間

「隠れなき私」マタイによる福音書2章1～11節



日曜礼拝番組

全地よ
主をほめたたえよ
日本キリスト教会高知旭教会　青木 豊牧師
10月2日放送 第1日曜夜9時 30分より50分間

「死から命へ起こす声」マルコによる福音書5章 35～43節

2022 年 10 月 1日発行　増刊号

と重なるのではないかと思う。この女性も癒やしを
願っていた。そして、願いは叶えられたのです。し
かし、そのことがこの女性に恐れを引き起こした。
恐らく、誰にも分からないように去っていこうとし
たんじゃありませんか。これは私たちも分かること
です。

　しかし、ご自身との関わりを見失った者に、主イ
エスが語る言葉を聖書は伝えています。

イエスはその話をそばで聞いて、「恐れることは
ない。ただ信じなさい」と会堂長に言われた。
 (5：36)

　「その話をそばで聞いて」は元の言葉では「その言
葉を聞き流して」という意味にもなります。「あなた
とは関係がない」という主イエスを拒む言葉を、主
イエスは聞き流した。そこで、ヤイロが何と応えた
のか聖書は何も語っておりません。ただ、主イエス
はご自分から、ヤイロの家に向かっていきました。
ヤイロは、恐らく何も考えることができず、ただ主
イエスの後にくっついて行ったんじゃないかと思う。
この時、ヤイロは自分は本当に無力だと思ったでしょ
う。どれほど娘を愛していたとしても、どうしても
自分には出来ないことがある。死を前にしては誰で
もそうでしょう。

イエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子
だけを連れて、子供のいる所へ入って行かれた。 
そして、子供の手を取って、「タリタ、クム」と
言われた。 (5：40、41)

　主イエスはここで、三人の弟子たちだけを連れて
行かれたと聖書は語っています。彼らは、大切な場
面を謂わばスポットのように見せていただいている。
しかし、その時には気付かなかった。主がなさった
ことを本当に知ったのは、主の十字架においてです。

　主イエスは仰った。深い愛をもって。
　「少女よ、わたしはあなたに言う。起きなさい」と。

　マルコによる福音書は、この主イエスの言葉を「タ
リタ、クム」そういうアラム語で書き記しております。
私は若い頃は分からなかった。どうしてアラム語の
まま書き記されたのかと。この大切な言葉を呪文の
ように信じてはいけないのです。なぜなら、その時
少女に言っただけではないからです。私たちに対し
ても、主イエスが、この世界が完成し再びおいでに
なる時―私どもの殆どは死んでいるでありましょう
―一人ひとりに向かって、名前を呼んで、「起きなさ
い」そう言って下さるのです。そうです。私どもと
主イエスの関係は切れることがありません！

　12 年。それは長血の女性にとっては苦しみの日々
でした。この女性が癒やされても、そのまま主イエ
スの許を去っていたら、どうであったでしょう？
　12 年。ヤイロにとっては愛する娘との日々です。
しかし、その日々を断ち切る死を前にして、この人
は諦めた。もうこれでおしまいなのだと。しかし、
主イエスはその声を聞き流される。聞き流して、先
に歩いた。そして、娘を死から呼び起こしなさいま
した。

　主イエスの奇跡は愛の印です。だから、ヤイロは
深く知ったと思います。娘に対する自分の愛情を注
いだ日々が無駄ではなかったと。この自分と娘は、
主の愛の中で生かされるのだと。

　だからこそ、主イエスは私どもに求めておられる。
　だからこそ、主イエスは聞き流される。
　そうして、「恐れることはない。ただ信じなさい」
と語られるのです。 （文責・月刊誌編集部）

主はヨシュアに言われた。「立ちなさい。なぜそ
のようにあなたはひれ伏しているのか。イスラエ
ルは罪を犯した。私が命じた契約を破り、滅ぼし
尽くすべき捧げ物に手を出し、盗み、欺いて自分
たちの持ち物の中に置いたのだ。だからイスラエ
ルの人々は敵に立ち向かうことができず、敵に背
中を向けることになった。自分が滅ぼし尽くすべ
き捧げ物となったからだ。もし、あなたがたの中
から滅ぼし尽くすべき物を一掃しないばらば、も
う二度と、私があなた方と共にいることはない」。

( ヨシュア 7：10 ～ 12 聖書協会共同訳 )

　イスラエルの中でたった一人、
アカンという人が罪を犯しまし
た。敵からの分捕りものを自分の
ものとしてはいけないという神様
の言葉に背いたのです。アカンの
この罪のため、36人もの同胞が命
を落とし、民全体が敗走するに至
ります。しかし、それでも彼は自

分の罪を隠し続けます。やがて、くじにより民の前
で彼の罪だと明らかにされ、彼は死ぬことになりま
す。そして、神様はもう一度イスラエルを回復して
下さったと聖書は語るのです。この話を聞いて、皆
さんはどう思われるでしょうか。

　私たちは決してアカンのことを笑うことは出来ま
せん。アカンが死ななければならなかったとすれば、
すなわち「滅ぼし尽くすべきものを一掃しないなら
ば」と言われたら、本当に滅ぼされるべき者は私で
はないのかと思えてくる。そうだ、本当に滅ぼされ
るべきなのは私だと。

　この出来事があってから、数百年後にイスラエル
にホセアという預言者が現れます。ホセアは、この
時のことを人々に思い起こさせ、こう言うのです。
イスラエルの皆さん、覚えているでしょう。アカン
が石で打たれて滅ぼされて、その谷は、災い ( アカル )
をもたらすという意味の「アコルの谷」( ヨシュア 7：
25) と言われたと。しかし、驚くべきことをホセアは
告げます。やがてその「アコルの谷」が「望みの門」
と呼ばれる時が来るとホセアは言ったのです ( ホセア
2：17)。

　皆さん、私たちは、罪の故に神様に顔向けは出来
ない、近づくことは出来ない、神様が共にいてくだ
さるはずはない、アカンと同じように死ななければ
ならない存在です。それを忘れてはいけない。

　私たちの罪を、滅ぶべき私たちの身代わりとなっ
て死んで下さった御方がおられると今改めて聞いて、
「ふーん、そうなんだ。誰かが身代わりになる？いい
んじゃない」とあなたは思われますか。よく考えて
下さい。その身代わりは、罪の無い存在でないとい
けないのです。罪ある人は、もともとその人自身が
滅ぶべき存在なのですから、他人の罪をどうこうす
るなんて出来ない。罪を身代わりになって負うこと
が出来るのは、罪のない御方だけです。神様の独り
子、罪の無い神の子。イエス・キリスト。この御方
だけが、滅ぶべき者となることが許された。それゆえ、
十字架の上で苦しみ、十字架の上で私たちの罪を負っ
て死んで下さったのです。

　ホセアは、「アコルの谷」が「望みの門」になると
言いましたけれども、イエス・キリストにおいて、
呪われるべき「災い」が「希望」となった。「あなた
と共にいる」という希望です。だから、どうぞ神様
の前に悔い改めるべきことが示されたのなら、それ
を自分の心の中にずっと隠していないで、神様の御
前に差し出して下さい。そこで、神様の贖いを、あ
なたの救いを、神様を信頼してしっかりと握って下
さい。神様は、私たちを救い、必ず私たちと共にい
て下さいます。 （文責・月刊誌編集部）

会堂長の一人でヤイロという名の人が来て、イエ
スを見ると足もとにひれ伏して、 しきりに願った。
「わたしの幼い娘が死にそうです。どうか、おい
でになって手を置いてやってください。そうすれ
ば、娘は助かり、生きるでしょう。」

( マルコ 5：22 ～ 23)

　この箇所の前のところでは、す
でに宗教的指導者が主イエスに反
発して殺そうと相談し始めたこと
が語られています。ですから、会
堂長であったヤイロが主イエスの
許へ行くことは、自分の立場を危
うくさせるかもしれなかった。け
れども、何もかもかなぐり捨てて、
主イエスの足元にひれ伏したのです。なぜなら、彼
の娘は 12 歳で、これから人生が花開こうとする、そ
の矢先に命が終わろうとしているからです。

そこで、イエスはヤイロと一緒に出かけて行かれ
た。 (5：24)

　主イエスは、ヤイロと一緒に出かけました。つまり、
全存在をもってヤイロの切なる願いにお応えになっ
たのです。ところが、その途中で一つの事件が起こ
ります。
　12 年間も出血が止まらない女性が、群衆に紛れて
主イエスの服に触れた。そうしたら癒やされたので
す。しかし、話はそれだけでは終わりません。

イエスは、自分の内から力が出て行ったことに気
づいて、群衆の中で振り返り、「わたしの服に触
れたのはだれか」と言われた。 そこで、弟子たち
は言った。「群衆があなたに押し迫っているのが
お分かりでしょう。それなのに、『だれがわたし
に触れたのか』とおっしゃるのですか。」 しかし、
イエスは、触れた者を見つけようと、辺りを見
回しておられた。女は自分の身に起こったことを
知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏
し、すべてをありのまま話した。  (5：30 ～ 33)

　主はどうしても、この女性と話をしなければなら
ないと考えたようです。ですから、この女性は恐ろ
しさに抗うように、一歩前に出ました。そして、12
年間の病気の苦しみ、医者に期待をかけては裏切ら
れる苦しみ、また病気ゆえに宗教的にも汚れた者と
された深い孤独、その思いを全て話したことでしょ
う。

　しかしこの間、ヤイロは気が気でなかったはずで
す。そして、まさにここで、恐れていたことが起こ
りました。

イエスがまだ話しておられるときに、会堂長の家
から人々が来て言った。「お嬢さんは亡くなりま
した。もう、先生を煩わすには及ばないでしょう。」

(5：35)

　ヤイロは、もしかしたら娘を癒やしてくれるかも
しれない、その一心で主イエスの許にやってきまし
た。けれど、その願いは叶わなくなった。だから、
この使いの言葉にヤイロの思いが表されているかの
ようです。
　「もう娘は死んでしまったから、来て頂くには及ば
ない。」これは「あなたと私の関係は、もうおしまい
です。」あえて言えば、こういうことではないでしょ
うか。彼は愛する娘を救うためにこそ、自分の身を
投げ出して主イエスのところに来たのです。娘を失っ
た今、主イエスとの関係を見いだせるはずがありま
せん。

　そして、12 年間の出血の病を癒やされた女性の心
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●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、２ ●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10：22～
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9：47～
 私を啓く聖書のことば
 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）

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9：30～
 マルチン・ルターの

　『キリスト者の自由』（再）
徳善義和（日本福音ルーテル教会牧師、

日本ルーテル神学校名誉教授）写真上
石居基夫（日本福音ルーテル教会牧師、

ルーテル学院大学学長）写真下
吉崎恵子

14日  「十字架
―父と子の栄光の交換とその新しさ」

第２ ●夜10：27～
 「私を啓く聖書のことば」を
 思い巡らすひととき 長倉崇宣

14日  「『栄光を受けた』」

21日 「赦罪」（ヨハネ8：1～11）
28日 「光なるキリスト」（ヨハネ8：12）

21日、28日「ゲスト・内藤容子さんを迎えて」

1日 「聞け、荒野に響く声を」（マルコ1：1～８）
8日 「主イエスの登場」（1：1～11）
15日 「あなたを包む主の声」（1：14～15）
22日 「あなたを憐れまれる主」（1：40～45）
29日 「天井を突き破り」（2：1～12）

1日 「『応援してるよ』」 8日 「祈りは最後の手段？」
15日 「頂いた愛を更に広げて」 22日 「喜びのシェア」 
29日 「どのような一日だとしても」

1日 岡野絵里子（詩人）
8日 平岩未羽（日本基督教団桐生東部教会会員、

国際基督教大学３年生）

22日、29日 「自由に問い、自由に信じる」
   ヨブ1：6～9、42：1～10
 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）

14日  「一つの群れであること、私はもっと感じたい。」

7日  「ルター、自由人そして僕」

第２ ●夜9：37～
Echo of Voices 長倉崇宣（FEBCパーソナリティ）

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
内藤容子（ゴスペル・シンガーソングライター、音楽宣教師）

Kishiko
(ゴスペルシンガー) 

お相手・長倉崇宣

第3 ●夜10：04～
70周年記念番組　シリーズ「ひとりと出会う」

15日 「『存在を賭けた言葉』を語り続けて」
 加藤常昭（日本基督教団隠退教師・神学者）
 聞き手・長倉崇宣

※本誌表紙参照

※月刊誌1面参照

※月刊誌2面参照

どんな思いをその方が持っていてもサポートするのがあなたじゃないかっ
て。雷に打たれたような衝撃でした。でも、気付かされたんですよね。十字
架のイエスの最期もそうだったって。「わが神、わが神、なぜわたしをお見
捨てになったのですか」。イエスが、苦しみながら十字架の上で命を捧げた
ことは、美談なんかじゃないって。それでも、いや、それだからこそ、その声
が神と繋がっていたんですよね。怒り、悲しみ、絶望。その中にこそ神がお
られるのだと信じて、今日も目の前の人の声に耳を傾けていきたいと思って
います。

木 ―中面からの続き
「綺麗事じゃない、苦しみの中に」前略、普通の病院で働いています・関野和寛

（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

6日 「Samuelle "On my knees"」
13日 「migiwa" 愛する君に"」
20日 「I Ary" 光の中 "」
27日 「神山みさ"土の器 "」

●夜10：20～
 My Songs, Your Songs（再）

●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。

2022年10月
FEBC

番組案内
2022年10月1日発行 FEBC1566 増刊号 
1987年3月5日第三種郵便物承認　定価100円

今月の

PICK UP!

　宗教改革者マルチン・ルターは、その著
書『キリスト者の自由』のラテン語版の冒
頭で「信仰を味わう」という表現を使いま
した。これは、同時期に出されたドイツ語
版にはないもので、ラテン語版を読む読者
を想定して入れられたものです。それは
「信仰を体験によって検証し」、「また、そ
の力がいかほどのものであるかを味わ」う
ことを薦めてのことです。さらに「信仰を少
しでも味わったことのある人は、決して、信
仰について十分に考えたり、し尽くすこと

はできないものである」とも書いています。つまり中世以来、信仰
を知的に理解してきた傾向がとりわけ学者の間に強かったので、そ
れとは違う方向を取ることを宣言したとも言えます。

　信仰を味わう―これは体験です。よく吟味し、噛み砕き、全身の
栄養となる。信仰とはそういうものだと言っているのです。
　これから私たちは、この『キリスト者の自由』を読みます。私自
身、この書物からたくさんのことを得てきました。最初の出会いは、
まだ求道者だったころ、教会の青年会での読書会においてでした。
赤い線を引きながら、神学生の解説を聞きました。もちろんその時
は、この人の生涯や信仰や神学について研究するようになろうとは
思ってもいなかった。けれど、分からないながらも、この時にキリス
ト教信仰の基本的な方向づけを与えられたと思っています。私に
とっては信仰のゆりかごの歌とも言えましょう。

（文責・月刊誌編集部）

番組「マルチン・ルターの
『キリスト者の自由』」（再）
第1回「ルター、自由人そして僕」（7日）より

10月スタート
新番組

10月スタート
新番組

10月スタート

10月スタート

徳善義和（日本福音ルーテル教会牧師、日本ルーテル神学校名誉教授）
石居基夫（日本福音ルーテル教会牧師、ルーテル学院大学学長）
吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）

※月刊誌増刊号参照

2日 「詩編の祈りと共に（聖アグネス）」
9日 「詩編の祈りと共に（聖アガタほか）」
16日 「賛美の礼拝（1）」（再）　
23日 「賛美の礼拝（2）」（再）
30日 「未定」

18日 「理不尽な事があると、なんでこんな目に？と思ってしまいます。けれ
ど、少しわかりました。イエス様の苦しみのほんの一部に与るのは
当然で、だからこそクリスチャンなのだと…。」

20日 「10年以上前に洗礼を受け、礼拝、奉仕、献金と捧げておりますが、
熱心になれません。私は本当に救われているのか…？」

27日 「先日、徐々に手足が弱っていく難病とわかり、毎日祈っています。手
足に力を与えて下さい、息子たちの世話がずっとできますように
…。」

3日 「清くされた人、癒やされた人」（ルカ17：11～19）
10日 「私を愛す神の裁き」（ルカ18：1～8）
17日 「『今日』を目指すイエス」（ルカ19：1～10）
24日 「平和の主を拒む私たち」（ルカ19：28～44）
31日 「私に働きかけるサタンの働き」（ルカ22：1～6）

3日 「不条理の中、ヨロヨロ歩んでいる私です。 」
10日 「驚きです。イエス様の命を実感しました。 」
17日 「実は私も、あるyoutuberに違和感を覚えていました。」
24日 「主よ、私をこの孤独から救い出してください。」
31日 「『イエス様は辛い時、一緒にいてくれる』

…自分はそう思えなくなっています。」

3日 「仕える人」（マルコ10：35～45）
10日 「良い羊飼い」（ヨハネ10：7～18）
17日 「リスナーからの手紙」（マタイ5：1～4）
24日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
31日 「種を蒔く人」（詩編126：5～6）

4日 「ヘロデ王はこのことを聞いて不安に感じた」（マタイ2：1～3）
11日 「イスラエルの家の失われた羊の所に行け」（マタイ10：5～7）
18日 「これに聞け」（マタイ17：1～5）
25日 「あなたがたの教師はただ一人、すなわちキリストである。」

（マタイ23：8～10）

4日 「（１）―美しい天と地の造り主」
11日 「（２）―神様の愛は」
18日 「（３）―月は空から」
25日 「（４）―こすずめもくじらも」

4日 「闇の中にイエスのひかりを運ぶ者」
11日 「トルコに行ってきました！」
18日 「『信じた方は幸い』─マリアの幸せ─」
25日 「福島・東京を駆け抜けたマリアの風」

5日、12日 「『貧しい人々は、幸いである。』―十字架の言葉の急所」
（詩編24、ルカ6：20～26）

19日、26日 「『もう泣かなくともよい』
―嘆きと賛美との間に横たわるスペース」（詩編28、ルカ7：11～17）

●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～
 ちいろば牧師・
 榎本保郎説教選（再）
榎本保郎（日本基督教団元牧師、アシュラムセンター元主幹）

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

●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） 
2日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『死から命へ起こす声』(イザヤ60：1～5、マルコ5：35～43)
9日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『開かれた目』(ルカ24：28～35)
16日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『神が共におられなかったら』(ヨシュア７：1～15)
23日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『すべての人を自分のもとへ引き寄せよう』

(ヨハネ12：27～36)
30日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『隠れなき私』(マタイ2：1～11)

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

朗読・服部みぎわ

動物が登場する賛美歌

10月スタート

6日、13日 「弱い私たちの『自分の信仰』を信じる道」
20日、27日 「アブラハムの祈りの生涯を追って」

6日 「綺麗事じゃない、苦しみの中に」
13日 「『来週、誕生日なんだ。でも、もう死にたいよ』」
20日 「『死にたい』と言っていた誕生日に」
27日 「私のちっぽけなプライド」

5日 「聖なる霊よ、愛の火よ」
12日 「イエス・キリスト、命のパン」
19日 「キリスト、主なるイエス」
26日 「イエス、内なる光」

5日 「障子は、全部張り替えなきゃ。」
12日 「AI 登場はキリスト教の危機？それとも… 」
19日 「まだ大丈夫？もう手遅れ？『正常性バイアス』のお話」
26日 「実は、あの番組から学ばせて頂いています。」

●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～
 テゼ・和解のうた
 植松　功(黙想と祈りの集い

準備会世話人)

●夜10：28～
ふらっとトーク　中川信一（FEBCスタッフ）、長倉崇宣

水
10月スタート
新番組

PI
CK
 U
P!「障子は、全部張り替えなきゃ。」より（5日）中川　実はこの前、お正月でもないのに障子の全張替えをしたんです。小さ

な穴が元々空いていたんですが、そのままにしていたら我が家の猫たちがそ
の穴をどんどん広げてしまって、いつの間にか廃墟みたいになってしまった
からなんです（笑）。
長倉　それは大変でしたね（笑）。それって、良くない状態を放置していたら
段々ひどくなるって、いわゆる「割れ窓理論」ですよ。
中川　まさにそうです。それで思ったのはこの番組も気をつけないとって。番
組だって慣れのせいで、いつの間にか気づかない内にボロボロになってた
…って事があるだろうなって思うんです。「惰性」や「麻痺」ってどんなこと
でもあるなって。
長倉　そうそう。やっぱりそういう「ほころび」は、最初は本当に小さなとこ
ろからなんでしょうけどね。でも、わかっていても出来ない。自分の心がけで
済むような事のように思うんだれども、現実は違うということなんですよ
ね。

PI
CK
 U
P!「綺麗事じゃない、苦しみの中に」より（6日）先日、自分の配偶者を呪いながら亡くなっていった人を看取ったんです。

「あんなことされた、こんなこと言われた。許せない！」って。その怒りを
ただただベッドサイドで聞いて苦しくなって、チャプレンとしての指導者に
相談したんです。できるなら和解して、最期を迎えてほしいって。そした
ら、その方から叱られたんです。それは自分のためじゃないかって。現実は
そうじゃない。（表面に続く）

※この番組は、プライバシー保護のために登場人物や症例など再構成した上で、お届けしています。


