
が、主イエスはどうも伸びやかにふるまうのです。罪人
と食事を平気でするし、断食をしないで喜びの祝宴を繰
り返します。安息日にも自由にふるまいます。ファリサ
イ派の人々には、その主イエスが節操のないように映る
のです。気にくわないのです。そこで、イエスを訴える
口実をつかもうと思って会堂の礼拝席に座ります。「イ
エスはどうするか、癒したら訴えてやろう」と、わなを
仕掛けます。そのわなにはまるようにして、主イエスは
あえてこの人の手を癒されるのです。これは激しい主の
お姿だと思います。主はここで、はっきりと戦いを挑ん
でおられるのです。主イエスは手の萎えた人におっしゃ
います。「真ん中に立ちなさい」(3：3)。片手は萎えて
いたけれども、もう片方の手は自由です。わざわざ主イ
エスに触れて頂かなくても、もう慣れきっていたかもし
れません。しかし、この男を、真ん中に引きずり出すの
です。

◆手を伸ばす

　ここで、マルコによる福音書はこの男について実に
細やかな筆遣いをしています。1節に「片手の萎えた
人」、3節に「手の萎えた人」、5節に「その人」と
「人」っていう字を三回も使っている。ここでは代名詞
は使われていないのです。いちいち「人間」っていう
言葉が使われています。これは実にめずらしい書き方な
のです。マルコはあえてそう書いた。なぜでしょうか。
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イエスはまた会堂にお入りになった。そこに片手の
萎えた人がいた。人々はイエスを訴えようと思っ
て、安息日にこの人の病気をいやされるかどうか、
注目していた。イエスは手の萎えた人に、「真ん
中に立ちなさい」と言われた。そして人々にこう言
われた。「安息日に律法で許されているのは、善を
行うことか、悪を行うことか。命を救うことか、殺
すことか。」彼らは黙っていた。そこで、イエスは
怒って人々を見回し、彼らのかたくなな心を悲しみ
ながら、その人に、「手を伸ばしなさい」と言われ
た。伸ばすと、手は元どおりになった。ファリサイ
派の人々は出て行き、早速、ヘロデ派の人々と一緒
に、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始め
た。(マルコ3：1～6)

　安息日に、人々が会堂に集まっていました。なぜ集
まったのか。当然、礼拝を捧げるためです。その礼拝の
真ん中に、主イエスがおられました。主イエスはこの
時、一人ひとりを見回しました。その時、主はいったい
どういうお顔をなさっているか。2章1節以下からここま
で、マルコは律法学者やファリサイ派の人々について書
き続けてきました。私どもと重なり合うことに気づいて
欲しいと願っているのです。その総仕上げが今日の箇所
です。

◆主は、はっきりと戦いを挑んでいる

　ここで問題になっています事は、礼拝にいた、たった
一人の人の手が萎えているのを、主イエスが安息日に治
したか、治さなかったかという事です。安息日は、みん
な徹底的に休まなければいけない、神の前で憩う礼拝の
日だからです。ファリサイ派は熱心でしたから一生懸命
その事を守りました。安息日に病を癒してはならない、
しかも、命にかかわらない病気ならば、安息日が終わ
るのを待てばいいのです。片手の萎えた人は、もう何年
も萎え続けながら、この会堂に集まっていた人に違いあ
りません。日が暮れれば安息日は終わります。主イエス
は、日が暮れるのを待ったらよかったのです。「安息日
が明けたら治してあげよう」、そう言えばよかったので
す。しかし主イエスは、あえて治すのです。

　ファリサイ派の人たちだって、始めから主イエスの教
えや業に反対だったわけじゃないと思います。ところ

復活ということはないと主張していたサドカイ人た
ちが、イエスのもとにきて質問した、 
「 (中略)…復活のとき、彼らが皆よみがえった場
合、この女はだれの妻なのでしょうか。七人とも彼
女を妻にしたのですが」。イエスは言われた、「あ
なたがたがそんな思い違いをしているのは、聖書も
神の力も知らないからではないか。 彼らが死人の中
からよみがえるときには、めとったり、とついだり
することはない。彼らは天にいる御使のようなもの
である。 死人がよみがえることについては、モーセ
の書の柴の篇で、神がモーセに仰せられた言葉を読
んだことがないのか。『わたしはアブラハムの神、
イサクの神、ヤコブの神である』

（２ページへ続く）

私は思います。主イエスが癒そうとしたのは、この人だ
けじゃないのではないかと。というのは、私はここを読
みながら、「本当にここに、私どもの姿があるなぁ」と
思って悲しくなりました。私どもも、一方では人に優し
くすることもできます。人を気づかうこともできます。
ところがもう片方の手は、悲しいほどに萎えている。硬
くなっているのです。その姿は、この場面ではファリサ
イ派の姿に映し出される。
　彼らは今、何をやっているのか。礼拝に集まっている
のです。礼拝に集いながら何をしているのか。訴えよう
としているのです。訴えるために集まっているのです。
その心の冷たさは驚くべきものです。目の前で、おそら
くずっと礼拝を共にしていた一人の仲間が癒されたので
す。しかし、それを共に喜ぶことができない。さらに手
が元どおりになると、ファリサイ派の人々はたちまち、
イエスを殺そうと相談し始めるのです。「手を伸ばしな
さい」。これは、このファリサイ派、いや「人間」―私
ども全てに語りかけられている言葉です。

　ここで改めて思うのは、安息日に癒すことが善いか悪
いか、その事を自分の正しさを物差しとして問うている
時に、体に痛みを負って心まで傷んでいるかもしれな
い人間がすぐそばにいることに私どもが気づかなくなっ
ていることです。礼拝に集まっている人々の心が、既に
心を失っている。心が死んでしまって、裁きの心を抱え
続けているのです。その私どもを、主はじっと見ておら
れます。その私どもの姿を、主は怒り、悲しんでおられ
ます。私どもはどうしたらいいんだろうか。もう一度、
幾度でも、この聖書の箇所を繰り返し読んだらいいので
す。主は仰る。「真ん中に立ちなさい。私の前に来なさ
い。手を伸ばしてごらんなさい。」

◆主のお顔の前に

　マルコは、この場所に十字架が
始まったという事を忘れずに書き留
めた。このようなファリサイ派のた
めに、このような私どものために、
主は十字架に赴いて下さったからで
す。主は私どもを怒り、私どものか
たくなさを悲しみながら、しかし私
どもを見つめ続けていて下さいま
す。おかしな言い方かもしれません。しかし、その怒っ
ておられる主のお顔、悲しんでおられる主のお顔の、な
んたる恵みに溢れたことか!その主のお顔の前で、ひざま
ずかざるをえません。それ故、私どもはその主のお顔の
前に出て行かざるをえない、祈らざるをえないと思うの
です。 （文責・月刊誌編集部）

怒り、悲しむ主の御顔の
なんたる恵みに
　　　　溢れたことか

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
11月12日放送 毎週土曜夜9時30分より22分間
「かたくなな心を柔らかに」
マルコによる福音書3：1～6

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

11月15日放送 毎週火曜夜9時47分より24分間
「あなたは神の国から遠くない」マルコ12：32～34
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イエス様の種まきのたとえを読む
と、「私はどれかなあ？道端かな

あ、石ころだけの土地かなあ、茨の中
かなあ、あぁこれが私だあ…」って、
私たちはなぜか「ダメ」な方に振れちゃ
うんですよね。あなた様も「実らなく
て仕方がないと、諦めていました」と。
でも今回、聖書通信講座のガイドをお
読みになって、「そうじゃない！」と
嬉しくなられたとのこと。そうなので

すよね、私たちの人生は山あり谷あり、いろんな側面があって、
その私たちに、イエス様が良い地を見出して、イエス様が御言

ご献金 4,210,541円 （785 名）

９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 1,569 名　1 年前 1,301 名

1,257名
（前月より－15名）

９月末の

マタイ3章、4章。主イエスは神のみ子であり救
い主である、ここを外れて私の信仰はありえませ
ん。けれど、信じることはとても難しいですね。
言うのは簡単ですが、心から信じるということは
…。
私の家は完全なクリスチャンホームではありませ
ん。子供に「だってお父さん、それって洗脳でしょ
う」と言われてしまい、最近は無神論に傾いて来
ました。全ては無なのではないか、死後の世界は
あるのだろうか ?…と。こんな偽善的クリスチャ
ンはいません。そろそろクリスチャンをやめるべ
きでは、と思ってしまいます。

「それって洗脳でしょう」
と子供に言われてしまい…

7日
マタイ受講中の男性

葉を蒔き続けてくださる。そうしたら必ず実が実るのですね。
大事なのは、御言葉を蒔き続けていただくということなので
すよね。私たちに与えられている御言葉を、わかってもわか
らなくても、疑問だらけでも、読み続ける。繰り返し、ゆっ
くりと。他人事じゃなくて、「主よ、私に語りかけてくださ
い」と祈って。そして、「はい、主よ」と受け取っていく時
に、その御言葉がスーッと心に入ってきて、私の大事な言葉
になっていくのですよね。私たちに語りかける方は死んだ方
ではなく、生きておられる方ですから、本当にイエス様が愛
をもっていつも共に居てくださる日々に変わるんですね。で
すからご一緒に主の御許に居続け、御言葉をいただき続けて
まいりましょうね。 (30日 )

とあるではないか。 神は死んだ者の神ではなく、生
きている者の神である」。 (マルコ12：18～27)

◇復活体験からしか始まらない
 
　サドカイ派の人たちは、進歩的な知識人で、宗教的な
議論に長け、復活はないと主張していた。けれども、そ
れに対してイエス様は、「神は死んだ者の神ではなく、
生きている者の神である。」(マルコ12：27)と言われま
した。これは生きている―つまり具体的なところで私た
ちを助け、慰め、私たちに迫って下さる神様だというの
です。この神様は議論の対象ではないということです。

  「神の力をあなたがたは知らない」(12：24)とイエス
様はここで言われています。それは、イエス様がカルバ
リの山で十字架について下さったのは私のためだったと
いうことを議論で納得するのではなくて、あの十字架
は私の罪の贖いとなったんだという、神様に圧倒された
経験が、「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」
(12：26)というものだと思います。信仰とは、そういう
原体験がなければ、ただ議論を楽しんでいるだけになる
かもしれません。

◇神と生きる決断
 
　この前、台湾に行った時に、台湾の長老教会が当時の
国民党政府の批判をして、各教会の礼拝で声明文を読む
ということになったんです。しかし、読む教会と読まな
い教会があって、読んだ教会に警官や憲兵がやってきた
り、牧師が引っ張られたりと非常に大きな問題が起きま
した。私はそのことは一体どうなりましたかと尋ねたの
ですが、一人の牧師が「先生、それはお聞きにならん方
がいいですよ。日本に帰れなくなりますよ」と言うので
す。私はこの中に、日本でキリスト教信仰を持っている
者のひ弱さというものを感じた。キリスト者として、今
どう生きるか―それは議論ではなく、キリストがその人
にとって誰かということが問題だからです。
　また、私の友人がある時、網走の刑務所へ行って、そ
この囚人とちょっと文学をひねったような話をしたそう
です。そうしたら、死刑の宣告を受けた人が、「先生、
私らは神様を疑う余裕がないのです」と言った。そこに
立っている者にとっては、イエスの十字架にすがるより
他にしょうがないんです。
　神は死んだ者の神ではない。議論の対象としての神で
はない。抽象された世界の神ではなく、具体的な世界の
神、そこで生きていらっしゃる神だということです。

　そして、さらに続く28節から34節までの、ある律法
学者が最も大切な戒めは何かとイエス様に質問し、神と
隣人を愛せよとのイエス様の答えの正しさを受け止めた
箇所では、イエス様はその律法学者に「神の国から遠く
ない」と言われました。これは神の国は、段々と近づい
てくるものではなくて、悔い改めたらそこにあるという
世界だということです。むしろ、あなたは実によく物事
を知っているけれども、そういう意味では遠くないけれ
ども、近くに来ているからといって入ったことにはなら
ない。映画館のそばまで行って帰って来ても、それでは
映画を見たことにはならんわけですよね。ですから、神
の国というのは入らなければ、遠いとか近いとかは問題
ではないわけですよ。神の国というのは距離ではない。
あるいは知っているということでもない。イエス様が私
たちの決断というものを促されているんです。 

（文責・月刊誌編集部）

―１ページからの続き
「あなたは神の国から遠くない」

ちいろば牧師・榎本保郎説教選(再)・榎本保郎

先日、母に面会する事が出来ました。母の眼は閉
じたままでしたが、呼吸をしていて、私は頑張っ
ていてくれてありがとうと何度も母に語りかけま
した。同日の夜、母が召されました。その後、キ
リスト教式の葬儀で母を見送れた事は大きな慰め
です。
余命が少ないと言われた後は、いつも母の事が気
になり、携帯を身近に置き続けました。正直に言
うと、母の心配ばかりしている日々は心身共に辛
く、自分勝手だとも思いますが、もう心配し続け
るのは嫌だと何度も思いました。しかし、神様が
こんな私を憐れんで下さり、母が召される時を決
めて下さった気がします。母は、もう1人で病室
にいなくていいのだ。孤独と病から解放されたの
だという想い。母がいなくて寂しく、今私が見て
いる山や花を母にも見せたかった。もっと話した
かったという想い。様々な想いがあります。「貴
女 (私 ) を産んで良かった」と言ってくれた母。
キリスト教を教えてくれた母。母の娘になれて良
かったです。私に与えられている沢山の恵みを一
つでも生かせる歩みをしたいです。

母が召され
今、様々な想いの中で

14日
女性

昨年手術をしてから心身が整わず、ティールーム
の方がそのままになってしまっていましたが、そ
の間も毎日、放送を聴いておりました。
ルカ11章。「汚れた霊が戻ってくる」は、コワイ
話です。折角悪霊を追い出して頂いたのに、元の
霊が他の7つの霊をつれて戻ってきてしまうなん
て…。けれど、私も自分では追い出せないものを
引き寄せては苦しみ、心が晴れて主に感謝しても、
すぐ落ち込んで主に叫ぶ…その繰り返しです。ど
うして、主に悪霊を追い出して頂いた清い状態で
いられないのでしょう。人間の本質なのでしょう
か。

「人はしるしを求める」では、唯一の主を信じる
ことのできない私たちの姿が書かれています。「…
ニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一
緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。…」
(32節 ) という主の言葉は、信じられない私たち
を断罪しているように聞こえます。しかし、主は
胸も張り裂けんばかりの悲しみと慈しみをもっ
て、“こんなにあなたがたを大切に愛しているの
に、どうして届かないのか…”と心で嘆き、泣い
ていらしたのではないかと思うのです。主がこん
なに心を砕かれているのに、主を十字架につけて
しまう私たち…。その私たちのために、主が十字
架にかかって下さったことを黙想したいと思いま
す。主よ、全く不思議で理不尽なことが本当に起
こったのですね。あなたの尊い御犠牲に感謝いた
します。

主は、張り裂けんばかりの
悲しみと慈しみをもって…

28日
ルカ受講中の女性

聖書を読んでみたいと講座を申し込んだものの、
どうも頭に入らなくて、何年も経ってしまいまし
た。この1年、家族と自分に病気があり、また長
年一緒に暮らした犬が死んでしまったことで、苦
しい気持ちがあり、普段から神様をそばに感じた
いと思ったのがきっかけで、ようやく向き合う気
持ちになりました。わからないながらも同じ箇所
を何度も読み、全部はわからなくても、気になっ
た言葉を少しづつ覚えられればいいのかな ?と
思っています。
これまで神様というのは、天の上にいて、崇める
存在だと思ってきましたが、聖書を読み、天より
降り立った人でもあると知り、そうだったのか！
だから、私たちの傍にいて見守ってくださる存在
なのか！と嬉しくなりました。またこれからも読
んでいきたいと思います。

“ 普段から
神様をそばに感じたい ”

29日
女性



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 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）
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

11日  「神の国の宣教―人の思いを超える神の計画」イザヤ66：10
 ～14c、ガラテヤ6：14～18、ルカ10：1～12、17～20

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

11日  「『挨拶する』」

18日 「神の栄光をあらわす生涯」（ヨハネ9：1～3）
25日 「神に知られたキリスト者」（ヨハネ10：11～18）

11日  「なぜそこまで、
主は私達の罪を負い贖ってくださったのでしょうか。」

4日  「キリスト者の自由と奉仕」

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

ナビゲーター・
服部みぎわ

※本誌表紙参照

※月刊誌1面参照

PI
CK
 U
P!「神の栄光をあらわす生涯」より（18日）イエス様は、盲人について「ただ神のみわざが、彼の上に現れるためであ

る」と仰った。それは、旧約聖書で「神のみわざ」といえば、一つは天地創
造であり、もう一つは神の民がエジプトから救い出された出エジプトです
が、ここでそれが起きたからです。
つばきで泥を作って盲人の目に塗るイエス様の業を、古代教父のエイレナ
イオスは、創世記2：7と重ね合わせて注解しています。そこでは、神は地の
塵で人を創造し、ご自分の息を吹き込んで、人は生ける者となったとある。
つまり、この盲人の目は、ただ開かれたのではありません。神が人間を創造
するご自分の力をこの盲人に与えるようにして、泥―すなわち地の塵を用
いて、ご自分の命の破片であるつばきを入れて、この盲人に与えた。これ
は、確かに神の創造の御業！だから、この盲人は魂の目が開かれました。
「主よ、あなたが救い主です」と、イエス様を見ることができるようになっ
た。これこそ、救いの御業なのです。

（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

3日 「石川ヨナ "BREAK ME"」
10日 「横山大輔 "道真理命 "」
17日 「大和田広美 "主は私の羊飼い "」
24日 「塩谷達也 "アタラシイウタ"」

●夜10：20～
My Songs, Your Songs（再）

●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、２、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10：22～
MeguのCCM insight! 

●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)

18日「教会で若い子の洗礼式が」
25日「家族の中でコロナ…その中にも神様が」

5日 「あなたの罪は赦された」（マルコ2：1～12）
12日 「かたくなな心を柔らかに」（3：1～6）
19日 「新しい家をつくろう」（3：20～30）
26日 「見よ、種を蒔く人を」（4：1～20）

5日 「いろいろな環境があるけれど」 
12日 「よい買い物をしました！」 19日 「不安な時に」 
26日 「楽しいイベントというだけでなく」 

5日 沼田和也（日本基督教団王子北教会牧師）
12日 大山小夜子（ゴスペルディレクター、ゴスペルピアニスト、

「GRAIN MUSIC」代表）
19日 鵜崎陶子（日本基督教団原市教会教会員）

26日 「イエスに触れる女、
 命の『果て』に触れるイエス・前半」マルコ5：21～43
 広田叔弘（日本基督教団梅ヶ丘教会牧師）

金木
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。

6日 「諸聖人祭～死者のための典礼」
13日 「死者のための典礼」
20日 「賛美の礼拝」（再）
27日 「アドベント」（再）

1日 「自分の弱さを認めることは、何も持たない私には簡単に思えます
が、自分の中でグルグル考えて、自分はやっぱり駄目だなとジャッジ
してしまうのです。自分をジャッジするのではなく、イエス様に弱さ
を差し出す者になりたいと思いました。」

15日 「歩行困難で、自宅内でも転倒。教会にはもう行けません。さて困っ
た。神様は私にどんな計画をお持ちなのかな？」

24日 「ウクライナ侵攻に衝撃を受け、ロシアの聖職者の発言に失望し、聖
書から離れていました。神の愛はロシアに伝わらないのでしょう
か？この状況に慣れてしまう自分も怖いです。」

7日 「ふさわしさ」（ルカ22：7～13）
14日 「イエスの願われた食事」（ルカ22：14～23）
21日 「キリストの支配への回心」（ルカ22：24～30）
28日 「『私』のために祈るイエス」（ルカ22：31～34）

●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） 
6日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『見上げよ！夜の星を』(創世記15：1～21、ローマ4：1～8)
13日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『そして彼は肉となった』(ヨハネ1：14a)
20日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『木はその実で分かる』(ルカ6：43～45)
27日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『やがて来る方』(詩編96：1～13)

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

7日 「心の貧しい人たち」（マタイ5：3）
14日 「イエス・キリストに願いなさい」（ヨハネ16：24）
21日 「リスナーの手紙」（マタイ1：23）
28日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）

7日 「イエス様が隣にいることを知ったから、
これで行こうと思います。」

14日 「父なる神と主イエスの、強い一体感をおぼえます。」
21日 「世界が分断されているように感じます。」
28日 「私は怠けているのでは…と、情けなくなってきます。」

1日 「ガリラヤに行け」（マタイ28：10）
8日 「信じます。不信仰なわたしをお助けください。」

（マルコ9：20～24）
15日 「あなたは神の国から遠くない」（マルコ12：32～34）
22日 「神の言が荒野で…」（ルカ3：1～3）
29日 「ご主人様、ことしも、そのままにして置いてください。」

（ルカ13：6～9）

1日 「『いつくしみの扉』が開かれた」
8日 「小さなことの積み重ね」 15日 「F神父のこと」
22日 「いのちのつながり」
29日 「相手のために、全面的に、自分を差し出せるだろうか」

1日 「（５）～み神のすまいは」
8日 「（６）～ぼくはゾウをしらない」
15日 「（７）～谷川の水を求めて」
22日 「（８）～輝きのこの日」 29日 「（９）～ノアの方舟」

2日、9日 「『あなたの信仰があなたを救った』
 ―自らの深みで知る罪、そして愛」（詩編30、ルカ7：36～50）
16日、23日 「『初めに、神は天地を創造された。』
 ―『底なしの深み』からの言葉」（創世記1：1～5）
30日 「『その人を見て憐れに思い』
 ―自分の罪を知る者の自由・前半」（詩編32、ルカ10：25～37）

●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9：47～
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

※月刊誌1面参照

3日、10日、17日、24日　「アブラハムの祈りの生涯を追って」

3日 「人は独りでいちゃいけない」
10日 「開けてはいけないパンドラの箱」
17日 「“ 死 ”と“ 希望 ”を分かち合う時…」
24日 「病室から個展を」

2日 「父よ、ゆだねます」 
9日 「尽きぬ命の泉」
16日 「闇の中の光―主イエス・キリスト」
23日 「待ち望め、主の日を」 
30日 「あなたの愛、命の源」

2日 「絵本がこどもを惹きつけるワケとは？」
9日 「沢山お手紙を頂きました！　その1」
16日 「悔い改めなくては、と思うこと。」
23日 「沢山お手紙を頂きました！　その2」
30日 「『空気を読む』伝道…？」

●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

PI
CK
 U
P!「闇の中の光―主イエス・キリスト」より（16日）テゼ共同体では、朝昼夕と日に三度共に祈るのですが、必ず15分ほどの

沈黙の時間が捧げられます。その時間は、テゼを訪れる大半の青年にとっ
ては初めての体験で、最初はその沈黙に戸惑うものです。しかし、毎日繰
り返していくうちに、次第に沈黙の時が持つ豊かさに気づいていきます。
ブラザー・ロジェは、こう記しています。
「祈る時、心の奥底にあることを言葉で表すことが不可能に思えても、心
配することはありません。沈黙の祈りで十分です。内なる沈黙の時間を長
く取り、聖霊の現存に留まること。それは、そこで何も起きていないと感じ
るときでさえ、日々の決断を育み、さらに人生全体に関わる大きな決断を
育むのです」。
今回聴くテゼの歌は、「Stay with us」という英語の歌です。歌詞は「主イ
エス・キリスト。私達と共にいてください。もうすぐ夜なのです。そのとき、
私達と共にいてくだい。闇の中の光。主イエス・キリスト」。
歌が沈黙の祈りへと私たちを導き、沈黙が新たに歌いだす勇気を育むの
です。

※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。

2022年11月
FEBC

番組案内
2022年11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!
　私は本当に不信仰で、朝に神様を信
じますと言いながら、昼にはもう信じて
いないような者。でもその度その度、聖
書を通して神様が語って下さる。そう実
感しています。だから、ゴスペルは神様
の憐れみでしかないです。そのゴスペル
の歌詞には「私の罪のために」とか「私
は罪人」というフレーズが沢山出てくる
んですが、だからこそ聖書の中のイエス
様の弟子たちや沢山の登場人物たちに
励まされています。これだけの弱さを持
ち、イエス様がいながらそのイエス様に
背を向ける行為をしてきた人たちが、イ
エス様によって変えられていく姿を見る

と、そこに自分も「あぁ、生きていていいんだ！」と思えます。神様
は本当に生きていて、私と関わっていて下さる方です。神様を知れ
ば知るほど、私の罪深さを知らされ、その罪の深さを知るからこ
そ、私のために十字架にかかられた方がおられ、そうせざるを得な
いとされる愛である父なる神様がおられると知らされて、もう本当
にこの御方なんだ！と思うんです。

　そんな私が出来ることは、神様が生きておられるということをま
ず私が実感し、この神様の中で生き、そこで生まれる音楽を神様に
捧げ、神様に用いていただけたらということだけです。だから私自
身が「神様のことを伝えなければ」とは思わなくなりました。ただ
ただ神様を見上げよう。そうすれば出会う人たちに神様が必要なも
のを届けてくれる。そこでは私の業は、邪魔なものになってしまう
（笑）。それがゴスペルを通して私がどんどん変えられてきたこと
です。前は自分がって頑張っていたんですよ、何とか私が伝えよ
う！って。そうじゃないんだなって思うんですよね、今は。

（文責・月刊誌編集部）

大山小夜子様（ゴスペルディレクター、
ゴスペルピアニスト、「GRAIN MUSIC」代表）

番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（12日）より


