
4章は、ある一つの信仰の有り様に対して対決している
のです。つまり、主イエスが私共と同じ人間としてこの
地上に来られたことを信じない有り様に対してです。そ
れと対決し戦うために、この手紙は書かれたのです。別
の言い方をすれば、クリスマスは主イエスの御誕生を祝
うことに他なりませんが、それは「イエス様の誕生日祝
いをすること」ではありません。両者は似て非なるもの
です。ここ高知で言えば、坂本龍馬の誕生祭をするよう
に、何か偉い人の誕生日記念をすることと全く違うので
す。仮に教会がそうするならば、却って私共がよく親し
み、よく知っている次元にクリスマスを引きずり下ろす
ことになります。私共が祝うのは、主イエスが私共と同
じ人間としてお生まれになったこと、肉となって来られ
たということだからです。

… クリスマスの悲しみ …

　「わたしたちが神を愛したので
はなく、神がわたしたちを愛して、
わたしたちの罪を償ういけにえとし
て、御子をお遣わしになりました。
ここに愛があります。」(10)この言
葉を聴いた人なら、誰でも思い起
こす御言葉があると思います。「神
は、その独り子をお与えになったほ
どに、世を愛された。」(ヨハネによる福音書3：16)しか
もヨハネ福音書は、その最初にこう語る。「父のふとこ
ろにいる独り子である神、この方が神を示されたのであ
る」(1：18)と。
　この御子は独り子であり、しかも「父のふところにい
る独り子」です。ちょうど、親が子どもをふところに抱
くように、御子は父なる神様のふところに抱かれた存在
であった。ここには深い愛の関係があるのです。その大
切な御子を父なる神様は、私たち人間のためにご自分の
許から手放されたのです。ですからルターは言います。
「クリスマスには悲しみなさい。父なる神様が御子を
失った日だから」と。 （２ページへ続く） 
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イエス・キリストが肉となって来られたということ
を公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。
このことによって、あなたがたは神の霊が分かりま
す。イエスのことを公に言い表さない霊はすべて、
神から出ていません。これは、反キリストの霊で
す。かねてあなたがたは、その霊がやって来ると聞
いていましたが、今や既に世に来ています。 ...愛す
る者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出
るもので、愛する者は皆、神から生まれ、神を知っ
ているからです。 愛することのない者は神を知りま
せん。神は愛だからです。 神は、独り子を世にお遣
わしになりました。その方によって、わたしたちが
生きるようになるためです。ここに、神の愛がわた
したちの内に示されました。 わたしたちが神を愛し
たのではなく、神がわたしたちを愛して、わたした
ちの罪を償ういけにえとして、御子をお遣わしにな
りました。ここに愛があります。 愛する者たち、神
がこのようにわたしたちを愛されたのですから、わ
たしたちも互いに愛し合うべきです。 いまだかつて
神を見た者はいません。わたしたちが互いに愛し合
うならば、神はわたしたちの内にとどまってくださ
り、神の愛がわたしたちの内で全うされているので
す。 (1ヨハネ4：2～3、7～12)

…  クリスマスを引きずり下ろすこと …

　クリスマス、それは一つの戦いであります。今日の聖
書にそれが示されております。このヨハネの第一の手紙

―教会がマリアの姿から何を受け取って来たのでしょう
か？

　マリアは自分の弱さを受け入れた人です。だからこそ
全てを差し出せたと思っています。というのは、教皇フ
ランシスコは「私たちの神様はサプライズの神様」と
言われるのですが、それは神様が私たちの「こうなるは
ず」と想定している範囲を超えて働かれる御方だからで
すよね。だから、そういう神様に付いていくためには、
どうしても自分の考えや良しとするところを一回捨てな
くてはならなくなります。神様からの呼びかけに応える
ためには、「手放すこと」は欠かせない。そして、マリ
アへの天使のお告げはまさにそういうことだと思うので
す。マリアにも人生計画があった。でも、それを一回全
部手放して御声を受け入れた。
　「わたしは主のはしためです。お言葉どおり、この身
に成りますように。」(ルカ1：38)これはもう、これ以上
無い、キリストに従う者の本質的な態度です。

　だから私たちからすると受け入れ難
い、このマリアの弱さは、「被造物と
しての弱さ」だと思います。私たちは
神様ではない。自分で命を造り出すこ
とは出来ない。それはこの命が神抜き
の「自律した」命ではないからです。
だから、この命を生きる時、必ず弱さ
が伴います。それが、私たちのありの
ままの姿。でも、アダムとエバは自分で自分の命をコン
トロールしたいと、この弱さを受け入れませんでした。
しかしマリアは受け入れた。だから教会はこのマリア
の姿に「新しいエバ」を見てきました。それが一番現れ
ているのが、主の十字架の前に為す術なく立つマリアで
す。全てのイニシアティブを失った者の姿です。想定外
の神様の業の前に、自分が何もできないことを受け入れ
る。その脆さを受け入れる。それが十字架の許に立つと
いうことではないでしょうか。だから、このマリアの姿
を教会は大切にしてきた。何故、この弱さを受け入れる
ことが出来るのだろうかと。

　それは主イエスご自身のうちにあるからです。この御
方がまさにそうですよね。本当の人間、つまり胎児とし
て世に来られた降誕の脆さ。そして十字架に架けられて
いく脆さ。その只中に神の力は顕れる。その意味で、マ
リアは確かに神の民イスラエルの娘です。というのは旧
約聖書、とくに申命記では、約束の地に入ろうとしてい
るイスラエルの民に、モーセは「神が弱い私たちをどん
なに導いて下さったかを思い起こしなさい」と何度も語
ります。神は小さい者たちの叫びを聴く、弱い者たちと
どこまでも共にいようとされる。貧しい残りの者たちを
神はいつも心に留めている。マリアは、聖書が証しする
この「神様のやり方」を知っていた。それを信じた。こ
こに多くの困難さに直面している私たちへの神の語りか
けがあるように思うんです。 （文責・月刊誌編集部）

日曜礼拝番組

全地よ 主をほめたたえよ
クリスマス礼拝
日本キリスト教会高知旭教会・青木豊牧師
12月25日（日）放送　夜9時30分より50分間
「ここに愛がある」イザヤ57：14～19、1ヨハネ4：7～16
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「早くお迎えに来てほしい」が口
癖のお義母様に困り果ててい

らっしゃり、生きる意味を問うて下さ
いました。生きる意味 ...私もわからな
いんです。私たち、自分で生きている
んじゃなくて、生かされているのです
ものね。だから、生かしている方にそ
の意味を問い、その方に応えながら、
その方を知り、その方と出会うこと。
そのように「生きなさい」と神様が今
日も生かして下さっていると思うんで
す。私たちを生かし、私たちのために

死んで、私たちへの愛を示されたお方を「イエス様、イエス様」

ご献金 4,089,550 円 （759 名）

10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 1,571 名　1 年前 1,295 名

1,252名
（前月より－5名）

10月末の

父が亡くなった頃、5年前にお便りしたのが最後
だったと思います。一昨年母が亡くなり、ひとり
になりました。放送を聴く機会もなくなっており
ましたが、聖書は時々読み、ふと聖書講座の続き
をと思い、お便りしてみることにしました。マタ
イ3章、赦しを必要としないイエスが洗礼を受け
られたのは、やはりインマヌエルの主であられた
ということなのですね。私の洗礼には、両親も立
ち合い、喜んでくれました。沢山の恵みを受けて
もなかなか良い方に変えられない私を最後まで見
捨てないでくれた両親ですが、その身体が弱って
きた時に、やっと私も落ち着いて、ふたりを看取
ることができました。父が亡くなった後、母が弱
り、その母が愛おしくて、尽くして尽くして見送
りました。この5年を振り返ると、やはり両親を
看取ったことが大きいです。まだ十分な言葉にな
りませんが…。この先、私がどう生きていくか？
ぼんやりとしてよく分かりません。でも、「あな
たの神である主を拝み、ただ主に仕えよ」という
声が聞こえてくるように思います。ささやかな日
常を祈りつつ生き、聖書もぼちぼち読みたいと思
います。

両親を看取った今、
主のみ声が…

6日
マタイ受講中の女性

と呼び続けながら。
でも、100歳近いお義母様が「早くお迎えに来てほしい」と
仰るのは当然かもしれません。加藤常昭先生は「老いるとい
うことは答えのない問いの前に立ち続けること」と仰っしゃ
います。あぁなんて厳しいんだろうって思いますよね。クリ
スチャンだった私の祖母も最後は「どうぞあなたの許に早く
召して下さい。」そう祈って一日一日、主の御手にお委ねし
ていました。私が生きる意味は、私には答えが見つからない
けれども、今日生かして下さるお方がおられるから、ボンヘッ
ファーが「これが最後です。私にとっては命の始まりです」
と言って死んでいったように、永遠の命を主イエスの許で生
かされると信じて最期を迎えることができますように。 

(8日 )

―１ページからの続き
「ここに愛がある」全地よ 主をほめたたえよ クリスマス礼拝

日本キリスト教会高知旭教会 青木豊牧師

　何故、神様は御子を遣わす程に私共を愛して下さった
か。考えてみて下さい、これはおかしいのです。愛され
たから愛するというのなら、私共にも分かります。しか
し、神様が私たちを愛して下さるのは、私たちが神様を
愛したからではない。私たちに愛するに値する何かがあ
るからでもない。私たちは罪人です。しかし、どうして
も神様は、私たちが罪の中にいることを放っておくこと
が出来ない。贖わざるを得ない。ご自分のものとして取
り戻さざるを得ないと考えられる。これは私たちには分
からないことです。私たちが罪人だから、神が愛される
というのは。

…「ここに愛がある」…

　人間は独りで生まれ、独りでこの世を去ります。しか
し聖書は、人間を独りぼっちで生きていくものとは見て
いない。神様が、天に独りぼっちでいる御方ではない
からです。御子イエス・キリストと深い愛の関わりをご
自身の内に持っている御方です。愛し、信頼しあい、ま
さに親が子をふところに抱くような仕方で、父なる神と
御子は存在していた。その神様の有り様に似せて私たち
人間は造られたのです。しかし、現実のこの世界を見れ
ば分かるでしょう。それは壊れてしまった。罪とは、愛
し、信頼しあうことがまず神様との関係において破れて
いることです。本当は私共は、愛し愛されたいのです。
そのような愛と信頼の中で私たちは生きていきたい。し
かし、悲しいことにその愛の破れと痛みを私共はこの現
実の中で経験します。そういう私たちを見て、この神様
はそのまま放ってはおけなかったのです。

「罪が増したところには、恵みはなおいっそう満ちあふ
れました。」(ローマ5：20)

　この聖書の言葉はクリスマスを証ししています。私共
が愛することに疲れ果て、破れて絶望する時に、そこで
神様の愛はますます燃え上がる。だから御子をお遣わ
しになって償い、贖いとなさったのです。御自分の愛の
中へ取り戻そうとなさった。それがクリスマスです。何
度でも言います。私たちの愛の破れたところ、愛するこ
とに疲れ果てたところ、そこにこそ神様の愛が燃え上
がる。御自分の愛の中に私たちを取り戻して下さるので
す！

　私たちの戦いはここにあります。ここ以外にはありえ
ない。

　神様は、御自分と御子との関係の内に閉じ籠もること
をなさらなかった。むしろ、私たちを御自分の愛の関係
に引き入れるために、御子を手放されたのです。ルター
の言葉を思い出して下さい。じゃあ、私たちは、自分た
ちだけでクリスマスを祝うことなんか一つも出来ない
じゃありませんか！教会に来ようと思う人たちだけ、教
会に来られる人たちだけでクリスマスを祝うなんて、出
来ないじゃありませんか！

　だからこそ「ここに愛がある」。愛が来てくださった
のです。

　私共が罪人だから愛してくださった主イエス。
  私共の罪の贖いとして、その身を献げられた主イエ
ス。
　その主をいただくこの聖餐を、一人ひとりが自分の身
をもって食べて味わい、そして今ここにいる者だけでは
なくて、ここにいない人たちにも心を向けようではあり
ませんか。今こそ、その時です。
 （文責・月刊誌編集部）

ヨハネ1章の始まり方に大変感動しました。1節
「初めに言があった」。この言とは、イエス・キリ
ストのことなのですね。とても惹かれ、イエス・
キリストをもっと知りたいという気持ちがあふれ
ました。4節「言の内に命があった。命は人間を
照らす光であった。」「光」という言葉から、昔、
舞台照明の仕事についていた時、真っ暗な舞台に
照明がついて、人が光に照らされ、涙が出るほど
感動したことを思い出し、今、病室でぽつんと一
人でこの手紙を書きながら、イエス様が深い愛を
もって照らし続けてくださっていることに、胸が
いっぱいになります。
キリスト者でない私には、「私はイエス様を信じ
ます！」と叫びたい気持ちと、「私にはイエス様
のご存在が大きくて遠すぎるように思えて、信じ
たいけれど、まだ…」という気持ちがあります。
もし信仰の入口というものがあるなら、私は今、
その前に近づいています。入口の中は輝きに満ち
ているように見え、その輝きに触れたいのです。
「この入口の扉を叩きなさい。そうすれば、必ず
開きます」というお声が聞こえています。そのお
声に導かれて、体全部を委ねたいです。

「光」であるイエス様、その輝きに触れたいのです
12、20日

ヨハネ受講中の女性

以前の放送で、職場の不満を述べていた方の話を
聞き、私も同じように働くことが辛いと思うこと
が、最近多くあります。今の仕事は収入も安定し
ており、不満を持ってはいけないのでしょうが、
正直、何のために働くのか、わからない時があり
ます。 本来ならば、自分よりも困難な状況にある
方や社会的な問題に関心を持たなければならない
立場にあると思いますが、今の私は、自分の事ば
かり考えています。本当にわがままで、気の弱い
人間です。放送もうわの空で聞いてしまうことが
あります。自分でも情けないです。

何のために働くのか、わからず
自分のことばかり考えてしまい…

15日
男性

私は結婚当初から10年間義母と同居していまし
た。長女が5ヶ月の時、エホバの証人の方が来ら
れて「家族生活について聖書から学んでみません
か」と言われ、興味を持ち、集会へも行くように
なりました。けれど、学び始めて5年経った時、『エ
ホバの証人の悲劇』という本にショックを受け、
同じ研究生の友人と「とにかく一度教会に行こう」
ということになり、二人で足を運びました。
その後、マインドコントロールからの解放と真の
教理を学ぶため、聖書の学び会を開いて頂きまし
た。その中で「信仰によって救われるとは、自分
の努力や行いで得られるものではなく、神様から
の賜物である」という、エホバの証人との決定的
な違いが示されたとき、安堵感と喜びで満たされ
たのです。その後、受洗の恵みに与りました。こ
の事を振り返る時、神様が働いておられたことを
改めて実感しました。FEBCのお働きも70年も続
けられ、主イエス様と出会った方々がおられると
思うと、私たちの思いを超えてお働きになる神様
の御業に感謝しかありません。

救いは「賜物」!
その時、安堵と喜びが…

14日
ヨハネ受講中の女性



「わたしの魂は主をあがめ、
わたしの霊は救い主である神を喜びたたえます。
身分の低いこの主のはしためにも
 目を留めてくださったからです。
今から後、いつの世の人も
 わたしを幸いな者と言うでしょう、
力ある方が、
 わたしに偉大なことをなさいましたから。
その御名は尊く、
その憐れみは代々に限りなく、
主を畏れる者に及びます。
主はその腕で力を振るい、
思い上がる者を打ち散らし、
権力ある者をその座から引き降ろし、
身分の低い者を高く上げ、
飢えた人を良い物で満たし、
富める者を空腹のまま追い返されます。
その僕イスラエルを受け入れて、
憐れみをお忘れになりません、
わたしたちの先祖におっしゃったとおり、
アブラハムとその子孫に対してとこしえに。」

( ルカによる福音書 1：47 ～ 55)

　これは、イエスの誕生の予告を受けたマリアが、親族
であるエリサベトを訪ねた際に歌ったもので、「マリア
の讃歌」と呼ばれ、教会の伝統では「マグニフィカート」
と言い表されます。これはラテン語で「崇める」という
意味を持ち、更に原語をたどっていきますと、「大きく
する」、つまり「私の魂が、主を大きくするように」と
いうニュアンスが込められています。逆に言うと、それ
は「自分がその大きな主の前で小さくなるように」とい
う思いを含んでいると言えるでしょう。

　ルターは「キリスト者の自由」の後すぐに、この「マ
グニフィカート」に関する執筆に取りかかったと思われ
ます。丁度それは、彼がカトリック教会から破門されて

2022 年 12 月 1日発行
1987 年 3月 5日第三種郵便物承認

増刊号

しまった 1521 年の 1月の頃でした。中世ヨーロッパで
は教会から破門されるということは、社会的にも政治的
にも葬り去られることと同じです。しかし、ほとんどそ
ういうこと感じさせない内容なのです。淡々とした、或
いはもうひたすらそういう中だからこそ、このマリアの
歌に注目して書いていると言えるでしょうか。その後も
3月頃まで、彼はこれを書き進めていくのですが、執筆
半ばで翌月 4月にヴォルムスの国会に召還されます。そ
こで、帝国内の法的身分を一切剥奪されるという刑を宣
告され、翌月の初めにはその裁判からの帰り道に誘拐さ
れたという体で、ある貴族によってヴァルトブルク城に
匿われます。そこでも彼は執筆を続けました。そして、
ようやく著作が完成します。ある意味ヨーロッパ全体が
自分に反対し、激動、激変、明日をも知れぬ我が身とい
う状況です。確かにルター自身の生涯の中で、彼はいよ
いよ「小さいもの」であった。だからこそ、なおさらマ
リアの歌に声を合わせて「我が魂は主を大きくします」
と歌っているのです。

　これより遡ること 4年ほど前の 1517 年 10 月 31 日に
宗教改革の具体的な始まりとなった 95 カ条の提題をル
ターが公にするのですが、さらにそのちょうど 1年前に
ルターが行った説教が残っています。その出だしはこう
です。

　「ある人にとってキリストが何者かであるなら、他の
全てのものは虚しくなる。ある人にとって他の全てのも
のが何者かであるならば、キリストは無になる。」

　これはマリアの讃歌と同じなのです。マリアは無なの
です。徹底的に深い底にいる。そして、その打ち捨てら
れた姿を神は見てくださるという歌なのです。それと対
照させて、ルターは「人間は上を見る」と言っている。
我々が何か頑張らなきゃならないって時はそうですね。
だから、「落ちこぼれ」なんて言葉が出てくるわけです。
しかし、現実の人間の姿はどうでしょうか？神様はそう
いう我々が這いつくばって生きているこの現実の底を見
て、降りて来られた。これがクリスマスのメッセージ、
マリアの歌のメッセージなのです。

　ここにいるのは、不安やおののきの中にいる少女マリ
ア。その「私」に神様の愛の眼差しが注がれている。だ
から、マリアは思いもかけぬ形で幼子を宿しながら、そ

の子の誕生に向かって日を進めてい
ける。ルターは著作の中でマリアの
信仰者としての生き様からメッセー
ジを拾い出していきました。まさに、
どん底にいるマリアと教会から破門
されて世界で生きる保証を一切奪わ
れてしまった自身を重ねて。だから、
自分は底の底にいるんだと思ってい
る人たちにこそ神様の愛の眼差しが
注がれている。そのことに心を近づ
けていく事が、やはり本当のクリス
マスなのです。

　さて、この中でルターが取り上げ
た言葉の一つは、特に「謙遜」があ
げられます。というのは、謙遜を徳
として重んじる神秘主義のグループ
の存在が彼の信仰の背景にあったの
ですが、これは当時の教会の、しか
も誠実な人々に対する一つの問いか
けを含んでいたと思います。彼はこ
う言っています。

　「謙遜というのは軽んぜられ、見捨
てられた卑しい存在、あるいは境遇
以外の何物でもない。マリアは、彼
女の価値も無価値も賛美することな
く、むしろかくも卑しい娘を心に留
め、そして彼女に光栄ある、名誉あ
る配慮を与えたもう恵みと恩恵に富
む神の顧み、注目をのみ、賛美する
のである。」

　つまり、当たり前なのですがマリアは自身の謙遜を
誇ってもいないのだと彼は言っている。そうではなくて、
このような取るに足らない無であるものに目を注ぐ神に
感謝をする。ここにルターの講解のポイントがあると思
います。そうです。ルターがここで指し示すのは、頑張っ
ていないマリアです。立派になろうとして頑張っていく
マリアではない。御告げを聞いた後、この歌を歌った後、
彼女は普通の生活に戻っていくからです。ルターはこう
も述べています。

　「彼女がいかに全てのものを全く
神に帰し、一つの働きも一つの栄光
も、一つの誉れも全く自分に帰する
ところがない、ということを見るべ
きだ。彼女は何一つ持たなかった以
前と同じように働き、また前よりも
多くの栄光を求めることもしないの
である。彼女は誇らず高ぶらず、神

の母となったことを吹聴せず、何の栄光も求めず、以前
のように家にいて働き、ミルクを絞り、料理し、食器を
洗い、掃除をし、主婦がするような
小さな仕事をあたかもかくのごとき
驚くべき賜物も恵みも少しも意に介
しないように行うのである。彼女は
他の人たちの間で以前よりも尊敬さ
れることもなく、彼女はまたそれを
求めもせず一人の貧しい女としてと
どまった。」

　取るに足りない小さな自分に素直になる。こんな私に
も神様の愛の眼差しが止まって神様に受け入れられてい
るのだから、私もこの私自身を受け入れて普通の私の生
活をすることができる。そういう事なのだろうと思いま

す。マリアは、革命の歌を歌ったわ
けではない。この世界を支配なさる
神様のみ手に、確かな望みを置い
て今日を生かされている、ありのま
まの私の小さな一日を一生懸命生き
る。その私を神様が見ていてくださ
る。これがマリアのくれたクリスマ
スのメッセージだと思います。

 （文責・月刊誌編集部）
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人々はイエスを捕らえ、引いて行き、大祭
司の家に連れて入った。ペトロは遠く

離れて従った。55 人々が屋敷の中庭の中央に火を
たいて、一緒に座っていたので、ペトロも中に混
じって腰を下ろした。

イエスが捕らえられてなお、イエスに従うペトロ。
しかし、遠く離れていたペトロ。

するとある女中が、ペトロがたき火に照らされ
て座っているのを目にして、じっと見つめ、

「この人も一緒にいました」と言った。

このペトロを、焚き火の火だけが照らします。
夜の闇の中で。
そしてそのペトロを、じっと見つめる目があります。
女の眼差しです。

この女が誰なのかということは書かれていません。
「この人も一緒にいました」という言葉から、キリス
トに以前会ったことがわかります。その出会いはど
ういうものであったのか。それは喜びであったのか。
それとも批難であったのか。

しかし、ペトロはそれを打ち消して、「わたし
はあの人を知らない」と言った。

この答えは、ゆっくりと味わう必要のある言葉です。
ペトロは、今まで長い間イエスと生活を共にしてき
ました。様々な教えを聞き、不思議な業を目にして
きました。このすべてをもって、私はあの人を知ら
ないと言ったのでしょうか。それとも、この女性の
言葉を打ち消すためにだけの言葉でしょうか。

少したってから、ほかの人がペトロを見て、「お
前もあの連中の仲間だ」と言うと、ペトロは、

「いや、そうではない」と言った。

どのぐらい時間が経ったのでしょうか。
他の人がペトロを見て言ったわけです。「お前もあの
連中の仲間だ」と。
ペトロは普段から、私はイエスの仲間だということ
に自負がありました。それは、ペトロにとって誇り
であり、網を捨ててイエスに従った自分自身を表す
言葉です。

しかし、ペトロはそれを否定します。
「いや、そうではない」。

これもただ発言の否定しているだけなのか。あるい
は「私はイエスから遠く離れ、私はあの人を知らな
いと言ってしまった。もうあの人の仲間ではない」
と自分自身に問いかけている言葉なのかもしれませ
ん。

一時間ほどたつと、また別の人が、「確かにこ
の人も一緒だった。ガリラヤの者だから」と

言い張った。

さらに別の人が「この人も一緒だった」と言います。
そして「確かに」という言葉や「ガリラヤの者だから」
という言葉も付け加えられています。これらは、ほ
んの数時間前なら、ペトロにとって最高の褒め言葉
でした。

「私は初めからイエスに従ってきた。
いろいろな困難や苦しみを経たけれども、それでも
私は従ってきたのである。
故郷のガリラヤから…。」

だが、ペトロは、「あなたの言うことは分から
ない」と言った。まだこう言い終わらないう

ちに、突然鶏が鳴いた。

ペトロの心の内側をゆっくりと味わって行く必要の
ある箇所です。

ペトロは「あなたの言うことは分からない」と答えた。
ただそのペトロがまだ言い終わらないうちに、突然
鶏が鳴いたのです。
鶏が鳴くはずがない時に、鶏が鳴いたのです。

「今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らな
いと言うだろう」と言われたこのイエスの預言は成
就したのか、それともしなかったのか。決めつけず
に黙想していきましょう。

主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロ
は、「今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度わ

たしを知らないと言うだろう」と言われた主の言
葉を思い出した。

焚き火に照らされるペトロを見つめる眼差しがあり
ます。
主は振り向いてペトロを見つめられた。
ペトロは、その時に主の言葉を思い出したのです。

そして外に出て、激しく泣いた。

ペトロは、屋敷の中庭の中央の火の側から離れ、大
祭司の家から外に出ていきます。

これは、イエスから離れるために外に出たのか。
それとも、イエスに従うために外に出たのか。

そして激しく泣き始めたペトロ。

この涙は、後悔や悲しみの涙なのか。
それとも再びイエスによって救われた、守られた涙
なのか。

全てを失ったように見えるペトロの姿は、聖書によっ
て祈っていく私たちの信仰を見つめ直す黙想の場で
す。

主イエスは、そのために私たちのところに来てくだ
さったからです。
主イエスは、そのために私たちを今、見つめておら
れます。

 （文責・月刊誌編集部）

― 1970 年の入局当時の様子はどうでしたか ?

　勤務先の同じビルに FEBC があって、当時の代表の
ウィルキンソン氏に 1 ヶ月以上毎日勧誘され続けて、根
負けしてしまいました。それが私のスタートです。その
時は正直神様の招きだとはさっぱり
わからず、まさか 50 年以上も勤め
ることになるとは考えもしませんで
した。その後「恵子の郵便ポスト」
が始まったのが 1979 年。いつも原
稿なしで、アドリブです。

―それはどうしてですか ?

　原稿を書くと、その「人」じゃなくて、その「課題」
に集中するような気がして。私はその人に聴きたいし、
その人と一緒に喜んだり泣くことが私の務めだと思うん
です。たとえば誰かに「すごく辛い」って言われたら、
何をどう言おうかよりも大急ぎでただその人のところに
行くでしょ。

―だから、他の方へのお返事であっても、聴いてい
るこの「私」に語りかけられているっていう感じら
れるんですね。

　一人の人の最もパーソナルなところって、とても普遍
的な事柄につながると気付いたんです。だって「一般的
な人間」なんてどこにもいないでしょ？ただ「その人」
に向かって、「その人」と共に過ごす。だから収録前は、
ただただ「聖霊よ、来て下さい」っていう祈りしかない
んですね。
　どうしてかって言うと、その人に聴くって言っても、
ラジオはこっちが喋るしかないでしょう ? でも本当にそ
こでしているのは、その人に聴くということなんです。
主イエスに聴き、リスナーに耳を傾けることです。

　実は短大の卒業後、神学校に行こうかと思って、当時
伝道師だった小林八郎元 FEBC 代表に相談したんです
ね。そうしたら「あなたは神学校に行かない方がいい」っ
て。今思えば、その人に語るより聴き、その人の横に一
緒に座るために、神様が計らって下さったんだと思いま
す。

―小林元代表のアドバイスが始まりだったんですね。

　小林元代表が、FEBC で
はっきりと打ち出された
ことは「主はひとり、信仰
はひとつ」ということでし
た。しかも、それは FEBC
の名前である「Far East」
―すべての人の心にある
地の果て―そこに主イエスが訪ねて下さることだと。壁
をつくって囲い込むことでなくって、その人のところに
主イエスが来てくださる。その主イエスに従うことが、
FEBC のなすべきことなんだって。だから、私はどこそ
この教派や教会という以上にキリスト者、それ以外に言
い表しようがない。ただただ主イエス・キリストご自身
が全てにおいて全てでしょ。
　そして何が嬉しいって ! その方が放送を聴き続ける中
で、御言葉を通して主イエスに出会ったという経験をな
さっていくのを知らされる。あぁ、主は生きておられる !
そう、つくづく思います。そういうお一人ひとりに今日
まで支えられてきたなって思います。

―お会いしたことがなくても、ここに交わりがある
んですね。

　本当に「主はひとり、信仰はひとつ」、あらゆる方々
とひとつにされているんだと思いますね。
 （文責・月刊誌編集部）
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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5 ●夜9：37～
FEBC特別番組 

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

9日  「アッバ―イエスの祈りが造る新しい共同体」
 創世記18：20～32、コロサイ2：12～14、ルカ11：1～13

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

9日  「『見いだす』」

16日 「闇に輝く希望」（ヨブ19：21～27）
23日 「ヨセフの信仰」（マタイ1：18～25、2：13～15、19～23）

9日  「トマスのような人間も盲信を防ぐためには
必要だと思います。」

2日  「マルチン・ルターの『マグニフィカート』ーマリアの讃歌」

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

 聞き手・長倉崇宣

第1、２、３、５ ●夜10：31～
御心の響き 服部みぎわ

第4 ●夜10：04～
クリスマス・イブ特別番組

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

●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)

16日「クリスマスと私」
23日「今この時伝えたいこと…『ETERNITY』に込めて」

3日 「眠る主イエスを乗せて」（マルコ4：35～41）
10日 「力の主・神の子イエス」（5：1～20）
17日 「あなたも小さなキリスト」（6：6～13）
24日 「逆風の中で」（6：45～52）
31日 「恵みの中に飛び込む（１）」（マルコ9：14～19）

3日 「乳香と没薬」 10日 「本当のプレゼント」
17日 「後回しにならないように…」 24日 「星が見えなくても」 
31日 「時は流れて」

3日、10日　橋谷英徳（日本キリスト改革派
関キリスト教会牧師）

24日 「未定」

30日 「未定」
 ゲオルギイ松島雄一（日本正教会
 大阪ハリストス正教会管轄司祭）写真上
 中川博道（カトリック・カルメル会

宇治修道院司祭）写真下

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) 

第5 ●夜10：04～
交わりのことば―賭けるという出会い

31日 「イエスに触れる女、
 命の『果て』に触れるイエス・後半」マルコ5：21～43
 広田叔弘（日本基督教団梅ヶ丘教会牧師）

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。

お詫び
と訂正

●番組案内10月・11月号に掲載の番組情報に誤りがありました。
̶ここに謹んでお詫びし、訂正いたします。

　番組「主に向かって歌おう」10/25放送の各回タイトル
　誤）「動物が登場する賛美歌（４）～こすずめもくじらも」
　正）「動物が登場する賛美歌（４）～すべてのものらよ」
　番組「ちいろば牧師 榎本保郎説教選」11/8放送の聖書箇所
　誤）「マルコ9：20～24」
　正）「マルコ9：22～24」

第3 ●夜10：04～
７０周年記念番組
シリーズ「ひとりと出会う」

17日 「あなたの言葉に、主の御声を聴き続けて」
 吉崎恵子（日本FEBCメイン・パーソナリティ）

※月刊誌増刊号2面参照

※月刊誌増刊号1面参照

 聞き手・長倉崇宣

土

4日 「第1アドベントの典礼から」
11日 「第2アドベントの典礼から」
18日 「第3アドベントの典礼から」
25日 「クリスマス前日のグレゴリオ聖歌（再）」

1日 「良いことをすれば天国へ行くことができるのだろうと思っていまし
た。けれども逆で、そのままの弱さ、欠けだらけの自分を、神様は愛
してくださるんだということを教えられ、ここから心がとても自由に
なりました。」

7日 「イエス様は、相手を責めることをとても嫌われるのですね。私も、相
手を責めて自分を正当化してしまうのです。イエス様にもっと打ち
砕かれたいです。」

27日 「教会に行ったことのない私でも信仰者となれるのでしょうか。祈り
続けていれば運命を変えることができるのでしょうか。毎朝「罪人
の私を憐れんでください」と祈っています。」

5日 「それでよい―イエスの憤り」（ルカ22：35～38）
12日 「祈りの現実、祈りの姿」（ルカ22：39～46）
19日 「闇を引き受ける者」（ルカ22：47～53）
26日 「涙の中にあるもの」（ルカ22：54～62）

●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） 
4日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『神は我 と々共におられる』(マタイ1：18～25)
11日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『冒険者であれ』(マルコ13：28～37)
18日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『おめでとう、恵まれた方』(ルカ１：26～38)
25日 【クリスマス礼拝】日本キリスト教会高知旭教会
 ・青木 豊牧師
 『ここに愛がある』(イザヤ57：14～19、1ヨハネの手紙 4：7～16)

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

5日 「クリスマス・告知」（ルカ1：26～38）
12日 「聖霊と神の力」（ヨハネ16：7～15）
19日 「リスナーからの手紙」（使徒16：25～34）
26日 「まことのぶどうの木」（ヨハネ15：1～17）

5日 「『家を立てる者の捨てた石、これが隅の親石となった』とは
 どういう意味でしょうか？」
12日 「私達の「復活」ってどう捉えたらいいのでしょうか？」
19日 「なんでこんな所に生まれてきたのか。
 神様の嫌がらせとしか思えません。」
26日 「イエス様は私の闇を照らし、

恵みに変えて下さるのでしょうか。」

6日 「また、イエスは失望せずに常に祈るべきことを
人々に譬で教えられた」（ルカ18：1～8）

13日 「この病気は死ぬほどのものではない」（ヨハネ11：1～4）
20日 「もしわたしがあなたの足を洗わないなら

あなたはわたしとなんの係わりもなくなる」（ヨハネ13：6～8）
27日 「わたしが去って行くことは、あなたがたの益になるのだ」

（ヨハネ16:7）

6日 「アドベントの賛美歌～聞け、荒れ野から」
13日 「アドベント・クリスマスの賛美歌～小鳥も飛び去る」
20日 「クリスマスの賛美歌～羊飼い群を守る夜に」
27日 「クリスマスの賛美歌～かいばおけにすやすやと」

6日 「『待つ』ことについて」
13日 「主の降誕―驚くべき奇跡」
20日、２7日 「マリア―『神様のやり方』に委ねた人」

●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）

6日、１３日朗読・服部みぎわ　２０日、２７日　聞き手・長倉崇宣

動物が登場する賛美歌

※月刊誌1面参照

※月刊誌1面参照

※月刊誌増刊号2面参照

7日 「『その人を見て憐れに思い』
 ―自分の罪を知る者の自由・後半」（詩編32、ルカ10：25～37）
14日、21日 「『死んでいたのに生き返った。』

―聖書が語る『人間の神学』」（詩編39、ルカ15：11～32）
28日 「『どうしようか』―循環する祈り・底に流れる慈しみ

・前半」（詩編42、ルカ16：1～13）

7日 「わが心、たたえよ主よ」
14日 「天と地は喜び歌え。主のよみがえりを」
21日 「神は愛。ただ愛」
28日 「いと高きところには栄光、神にあれ」

7日 「久しぶりに『いい話』を聴きました。」
14日 「某局の朝ドラ、見てますか？」
21日 「クリスマスは冬じゃない？」
28日 「『考える人』は何も考えていない…？」

1日、8日 「創世記から観る『神の似姿としての人間』」
15日、22日 「馬小屋と十字架―父なる神のなさり方」
29日 「三位一体の聖エリザベトの祈り

－現代人へのメッセージ・前半」

1日 「Bさんの横に、神様が」
8日 「『死ぬ時は、牧師さんのこと思い出しますよ』」
15日 「神の希望が、ここに…！」
22日 「ゼロからゼロが始まっていく」
29日 「家族と会えない “孤独 ”に触れて…」

●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

●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

※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。

（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～
My Songs, Your Songs（再）

1日 「斎藤直江 "RADIANT"」 8日 「サルーキ＝"愛の光 "」
15日 「石川ヨナ "Perfect life"」 22日 「YURIE"ただあなたの愛が "」
29日 「ベドウ路津子 "The Colors of Your Love"」
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1987年3月5日第三種郵便物承認　定価100円

今月の

PICK UP!
　僕は牧師として、施設に入所されてい
る認知症の方を訪問できなくなった時が
あったんです。忘れられてしまうことが辛
くなって…。けれど、ある認知症のクリス
チャンの「その時、あなたのことを憶えて
もらいたいのか、その訪問に、その方が何
かしらキリストを感じ取ってもらいたいの
か」っていう文章を目にすることがあって、

「忘れられたっていいじゃない。その時キリストがおられ、祈ること
が出来れば」と思えるようになりました。

　「祈り」は本当に不思議で、たとえ認知症になっても出来るんで
すね。私の母もそうでした。そこで「アーメン」と言えたらそれでい
いんです。僕は「認知」ということばかり重んじていたんですね。
だって、洗礼者ヨハネも「あの方は栄え、私は衰えねばならない」と
言われたんですよね。だから、認知症の方たちと関わり、一緒にキ
リストのことを思ってなんぼと今は思っています。教会はそういう所
だと。
　とくに親との関わりでは、「あのお母さんはどこにいっちゃった
の」とか失われたものばっかり見ちゃうんですよね。けれども、今あ
るものに目を留めることが大事。私の母は認知性が重篤になった
最後の会話の中でも「あんたの顔なんか見飽きたわ」（笑）なんて
言っていたその語調の中に、母を感じましたよ。私の母は広島の海
が見える施設で最期を迎えました。すごく良く晴れた日だったの
に、帰りに「土砂降りだから気を付けてね」（笑）って言われて、昔
の僕だったら「晴れとるよ～！」とやったはずですけれども、「そう
だね、ありがとう」って言って一緒にお祈りしたんです。そして、一緒
に行った娘と廊下を歩きながら、「おばあちゃんにとっては今日は
雨の日なんだね」って。それが母との最後の時になりました。それ
はとても静かな良い時間でしてね、母親と向かい合えた時でし
た。 （文責・月刊誌編集部）

橋谷英徳（日本キリスト改革派
関キリスト教会牧師）聞き手：長倉崇宣

番組「コーヒーブレイク・インタビュー」（3日、10日）より


