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「至聖三者」アンドレイ・ルブリョフ　15世紀

人々が過激になって争い合うのを目の当たりにしていま
した。リンチで殺されたりすることさえありました。
「戦争反対」というメッセージすら、いつもどこかで変
質していってしまうのです。「人の良き思い」が悪しき
ものに容易に変わってしまう。だから、私たちの平和を
この世の現実の中に投影したり、直ぐに作りだそうとす
る運動の中では、それは却って実現していかない気が
しています。少なくとも「あらゆる人知を超える神の平
和」は。アレクサンドル・シュメーマンという正教会の
典礼学者はこう語ります。「ハリストスを十字架にこの
世が架けてしまった時、この世がこの世自体で、完全な
平和を実現するその希望を失ってしまった」と。

●中川
　聖ヨハネ・パウロ二世教皇は、
教会が実際に起こしてきた色々な
問題に対して人類全体に対して謝
罪しなければいけないと仰った。
実は私も大学に入って教会に通い
始めた時、教会に批判すべきとこ
ろは沢山あると思って、後に洗礼
を授けて下さった宣教師にあらゆることを質問しまし
た。教会がやってきた迫害や宗教裁判からキリスト教の
名の下で乗り込んでいった植民地化の歴史などをレポー
ト用紙にまとめていったのです。しかし、こう言われた
んです。「教会の歴史はもっと酷いものですよ」と。私
たちには頭を下げなくてはいけないことは沢山あり、と
んでもないことを平気でやってきた時代もあります。そ
れは過去だけでなく現代でも限界や大きな問題を抱えて
います。だからこそ、私たちは「イエスとは誰なのか」
を問い続けるのです。この世界と共にイエスの福音を探
し続けるのです。
　キリストにより「わたしの教会を建てる」と告げられ
たペトロは、その直後に主の十字架への道行きに対して
「そんなことがあってはなりません」と言った。それ
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―現在の世界と教会の現状をキリスト者としてどう受け
止めたら良いか、初代の教会に遡る信仰の伝統を持つ東
西の教会の霊性を踏まえてお話を伺いました。

人は人を救えない

●松島
　ご承知の通り、私たちにとって
は、その歴史の中で今が一番大きな
危機と言えます。正教会はアンド
レイ・ルブリョフの『至聖三者』と
いう三位一体をあらわすイコンを大
切にしているからです。このイコ
ンこそ「あらゆる人知を超える神の
平和」(フィリピ4：7)という神秘を表しているのです。
ここでは三者が少しの曖昧さもなく、くっきり描き分け
られている。しかも、誰が中心でも支配者というのでも
なく、でしゃばりもせず、かといって卑屈にもならず、
ゆったりしたくつろぎの中で交わりを保っている。この
調和と一体性。しかし、この平和が破られてしまった！
本当に悲しいことです。

　私は現在70歳で、大学入学当時は70年安保の頃でし
た。その中で戦争に反対するという純粋な願いから出た
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で主イエスから「サタン、引き下がれ」と言われたので
す。その後もペトロはイエスが捕縛されそうになると剣
を抜き、十字架のイエスを否み、主の復活後も間違いや
過ちを繰り返しました。ペトロの中には悪魔的なもの、
つまり「自分の価値観」や「自分のやり方」に拘るもの
があった。それは歴代の教会や教皇も例外ではないとベ
ネディクト16世教皇も述べておられます。つまり、何
が「時のしるし」として示されているのかを見間違える
と、私たちも同じ過ちを犯し続けるのです。

この私の「祈りと生活」から始まる

●松島
　ドフトエフスキーの小説『カラマーゾフの兄弟』の登
場人物のゾシマ長老の言葉として、こういうものがあり
ます。「私の兄は小鳥にまで赦しを求めた。その赦しは
一見無意味なものに思えるかもしれないが、それこそは
正に真理なのだ。なぜなら、全ては大海のようなもので
常に流れ、触れ合っているので、その一端に触れれば、
世界の別の端でそれがこだまするからだ。」神様がお造
りになった世界は元々一体であって、そして人間という
のも一つに繋がっている。私は高校生から「神父様、何
故戦争は起きるのですか？」と質問された時、このこと
を思い出しながら「一人ひとりが小さな憎しみを克服出
来ないからです」とお答えしました。

　世界中で起きているあらゆる戦争は、「私」の出来事
なんです。それは言い換えれば、私がもし自分の小さな
憎しみを克服出来たら、赦しの連鎖となり、地球の裏側
で子どもに向けられた銃口が降ろされることに繋がるか
もしれない。これは「甘っちょろい話」に思えるでしょ
うか？でも私は、それがクリスチャンとしての唯一つの
立場だと思う。「祈ったって何の意味があるの」と言わ
れます。ただ、正教会はこう信じています。「もし人が
祈らなければ、この世界はとっくに壊れていただろう」
と。ですから、為すすべもないような状況の中で、教会
は祈りの力を本気で信じるべきです。祈りが求められて
いるのです。

●中川
　私たちカルメル会は共同生活が厳しく定められている
のですが、それは錯覚の無い自己認識を生きるためだと
されています。つまり「自分こそが救われる必要がある
人間だ」ということを忘れずに生きていくことです。日
常の生活の一挙手一投足の中で、自分が救われる必要が
ある人間として、イエスを追い求める。この私から、小
さなことから世界を変えていく。幼きイエスの聖テレジ
アは、24年の短い生涯で最後の7年間を観想修道会の中
で祈りの内に過ごしました。その彼女はこう言っていま
す。「誰にも会わない、どこにも行かない。しかし、世
界を持ち上げることは出来る」と。

　イエスが弟子たちを派遣した時に、悪霊を追い出すこ
とと福音を宣教することというこの二つは車の両輪でし
た(マルコ1：39)。つまりイエスの生き方を広げていく
時に、悪霊を追い出すことが厳然と存在しているいう
ことです。聖書は悪を単なる概念だとは考えていないか
らです。むしろ、明らかに私たちを狙って働き、撹乱さ
せ、分裂させていく力がある―私たち自身にもそういう
体験があるのではないでしょうか。それは、個人はもと
より企業や国家に至るレベルで「自分たちだけ良けれ
ばいい」ということで顕在化しているこの現実のことで
す。これに関連して、フランシスコ教皇は、主の祈りの
「悪からお救い下さい」というのを明確に「悪魔からお
救い下さい」と訳すべきだとも仰る。
　だから、私たちは目覚めているべきです。用心深く。
何故なら、これが人類の現実であり、時代が変わっても
無くならないからです。私たちの教会、あるいは個々の
人間関係の中にすでに、ウクライナでの惨禍に至るまで
広がっていく、その根があるのだと思います。　

（文責・月刊誌編集部）



正しいことをすべて行うのは、我々にふさわしいことです。
（マタイ3:15）

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
1月29日放送 
第 5日曜夜 9時 30 分より50 分間
「主が明るくしてくださった道を行く」

今は、止めないでほしい。

～イエス様に結ばれて～
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牧師に「信仰のない人」と言わ
れて、「イエス様との関係

は終了した」と思われたとのこと。私
も人からそんなことを言われたら「あ
あ、私には信仰がないんだ」と思うし
かないです。でも、人が人のことを信
仰があるとかないとか言えるもんじゃ
ないと思うんです。ただただ憐れみに
よってイエス様が私たちとつながって
くださり、イエス様ご自身が私たちの
信仰となってくださっているんですも
の。イエス様はあなた様を「あなたは

わたしの愛する子、わたしの喜び」と言って、「わたしにはあ

ご献金 4,496,471円 （778 名）

11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 1,584 名　1 年前 1,290 名

1,247名
（前月より－5名）

11月末の

聖書通信講座を申込み一年が経ちました。思った
ことを書こうとしましたが、聖書の言葉が自分に
入ってこないのです。信仰のない私です。40年
前に洗礼を受けましたが、神様のことを何もわ
かっていませんでした。十字架も、罪の赦しも…。
今も、自分の中に喜びも希望もありません。教会
へも、自分の不信仰に耐えられず、全く行かなく
なりました。でも、ティールームに申し込んだこ
とが気になって、書いてみようと思いました。ヨ
ハネ1章12節「言は、自分を受け入れた人…には、
神の子となる資格を与えた」とありますが、十字
架の罪の赦しがわからない自分には、神の子とな
る資格は与えられないでしょうか？また、14節「恵
みと真理とに満ちていた」の恵みとはなんでしょ
うか？神様からの恵みがありますようにとよく祈
りますが、恵みがわからないで今日まできました。
この通信講座は、このような質問をしてもいいの
でしょうか。

1年前の“ ティールーム ”が気になって…
9日

ヨハネ受講中の女性

なたが必要だ」とあなた様を求め続けてくださっている。だ
からあなた様は「主イエス様を断ち切りたくても断ち切れな
い」とお気づきになった。これは本当に素晴らしいこと！そ
して「もう一度聖書を学び直したほうがいいのか…」とお書
きくださいました。はい！でも聖書は、学ぶよりもイエス様
と親しくなることなんですね。誰かと親しくなる時、その人
のことを学ぶんじゃなくて、その人と語り合い、心を開き合
いますよね。聖書の中からイエス様が語りかけてくださる。
その声を聴き、心を開いて、イエス様にご自分の思いを伝え
る。そのために聖書が必要なんですよね。ぜひご一緒に聖書
からイエス様の声を聴き、イエス様の愛のもとに留まりま
しょう。 

(30日 )

　マタイ3章のはじめで、洗礼者ヨハネが人々に「悔い
改めよ」と呼びかけ、大勢の人がこの洗礼を目指して集
まってきたとあります。しかし、この呼びかけにイエス
様がやってこられた。これにはヨハネはびっくりしたで
しょう。洗礼は、罪ある者が神の前に悔い改めて立たせ
ていただくためですから。

　でもイエス様は、ご自分の受洗を「正しいこと」と言
い表されました。神様のお心に沿った必要なことだと考
えておられた。私は、この時に洗礼の意味が明確に変
わったのだと思います。

　罪を自覚して悔い改める人間の心は尊いものです。し
かし、永遠のものかと問えばそうではない。私たちはた
とえ信仰を持って、人生を新しく始めても、御言葉を
「呼びかける」声として聞き続けなければ、あっという
間に自分流に流されていきます。

　では、洗礼を受ける意味とは何でしょうか？
　ところが、この洗礼にイエス様が加わってくださった
ことでその意味は決定的になりました。

　この時、洗礼を受けた全ての人たちの歩みと、イエス
様はつながって下さったのだということです。私たちは
同じ洗礼を授かった者として繋がれる。いわばイエス様
が私たちの手を取って、共に洗礼を受けた者として神様
のもとへと引き連れて行ってくださるのだと、私はそう
思います。本当にイエス様のお心が染み渡っているなあ
と。
　イエス様のなさった数々の御業や大切なお言葉。それ
を私たち人間が自分で同じようにできるかと言えば無理
なことです。最たるものは、十字架と復活ですよね。

　ところが、イエス様は罪ある私たちと共に洗礼を受け
られました。罪のない御方が敢えて受けられた。だから
教会は、信仰を洗礼によって受け継いで来ました。イ
エス様と同じようにすることを通して。だから、洗礼こ
そ、誰もがイエス様と共に生きるために開かれた唯一つ
の道なんです。それは、私たちが力をつけたり、業を磨
いて到達するところではなく、神様にただ「はい」と
言って受けとる場です。

　私たちは信仰をもってイエス様の
愛やお働き、御言葉によって導かれ
て、立ち止まったり、振り返ったり
して新たにされていく。それでも、
たくさんの挫折を繰り返してしまう
でしょう。心に決めても、貫けな
い。私たちには弱さがあります。し
かし、ただ一度きりイエス様と共に

受ける洗礼は、その人の生涯を全く覆い尽くす。もはや
後戻りはなく、決して消えない。ここにイエス様と共に
歩む生活があるとイエス様の洗礼ははっきりと告げてい
るんです。

　私たち罪ある者の中に、イエス様もおられる。そこま
でして、私たちと同じところに身を置かれる。その圧倒
的なアンバランスの中を、実は私たち人間は生かされて
いるんですね。 （文責・月刊誌編集部）

精神病院の入院友達より貴社のことを聞き、「海
二と恵子のビタミンK」を借りて、繰り返し聞き
ました。大変面白かったです。私は31歳のとき
に発病し、その後会社を退職、2度の結婚も破局
しました。41歳で受洗しましたが、現在は神様
から遠ざかっています。この度、初心に戻って聖
書通信講座を申し込みました。当院はパソコン、
スマホ使用禁止で、通信手段は電話と郵便しかあ
りませんが、宜しくお願いします。

神様から遠ざかっていますが、
初心に戻ろうと…

12日
60 代男性

恵子の郵便ポストで以前、吉崎さんが「自分は神
様から離れたと思っても、神様はずっと手を掴ん
でくださっている」と言われていて、最近、その
言葉が本当にその通りだったと思いました。私は
クリスチャンホームに生まれましたが、社会人に
なり、父に「もう教会には行きません」と言い、
家を出ました。父は「聖書だけは手元に置いてほ
しい。苦しい時に必ず助けてくれるから」と言っ
てくれましたが、これからは自分の道は自分で切
り開くのだ！とすがすがしい思いになったことを
覚えています。幼い頃からの夢だった看護師とし
て、やりがいのある日々を送っていましたが、患
者さんの命と向き合う中で、どんなに頑張っても、
人の力では命をのばすことはできないことを目の
当たりにし、心にぽっかり穴が空き、初めて自分
から教会に通い出しました。それからも、看護師
として生きる意味を探し続けましたが、患者さん
と関わる中で、自分で生きる意味を見つけようと
しなくても、神様から与えられた命を生きている
こと自体に意味があるのだと、ふと心で感じ、私
が求めていた答えは、日常の中にあったことに気
がつきました。神様はずっと私の手を掴んでいて
くださったのですね。この日常を大切に生きてい
きたいです。

神様の御手を
ふと、心で感じ…

25日
女性ヨハネ3章、ガイドの冒頭「現実の厳しさから目

をそらし、聖い世界、天国を夢想するようなもの
であるなら、信ずる値打ちのあるものとは言えな
いでしょう」という言葉がぐさりと心に刺さりま
した。キリスト者に憧れる、弱い病人の私は、聖
い世界、天国を夢想し、現実の厳しさから逃げ
ようとしてしまいます。「できる範囲で助け合い、
善い業をいたしましょうというなら、ヒューマニ
ズムとなんら区別がつかないものになってしまい
ます」というお言葉にもため息をつきました。善
き行い、奉仕の精神など私が思い描いていたキリ
スト者についての妄想は、ヒューマニズムという
ものだったと気づくことができて、よかったです。
危いところでした。私はまだキリスト教のことを
何もわかっていないのだ、と…。それでも、友と
草むらを歩く時、小さいお花やクローバーの中で、
神様からのメッセージを受け取ることができま
す。「あなたもこの美しい野の花のように輝いて
生きなさい」と。天国を夢想し、ヒューマニズム
の妄想に取りつかれている私にまで、神様は愛を
注いでくださいます。本当に叫びたいです。神様、
ありがとうございます！

何もわかっていない私にも
神様は愛を

31日
ヨハネ受講中の女性



　ストロマエというフランスのラップ歌手の
最近ヒットした『カルメン』という歌のミュー
ジックビデオは、男の子がスマホを見ている
と、小さい青い鳥が飛んでくる場面から始ま
ります。インターネットで自分のつぶやき
が友達に一気に届くっていう Twitter という
サービスを象徴するあの青い鳥です。そうし
て Twitter を使ううちに、どんどん友達の数
は膨らんで行き、小鳥も大きくなっていく。
いつしか主従が入れ替わって彼はこの鳥の奴
隷というか、この鳥に背負われて歩むように
なります。そのうち崖が出てきて、何と乗っ
ている人を崖下に落としながら、この鳥は飛
び立つという怖い動画です。

　一人一人がネットによってすごく繋がって
いるようで、実は孤独であるというこの時代
に、三位一体のエリザベトは列聖されました。
これは人間にとって一番大切なものとは何
か？実は幸福っていうのはどこにあるんだろ
うか？という問いかけです。彼女が生きたカ
ルメル会での生活は、現代人から見れば、「何
それ、ちょっとおかしいんじゃない」という
生き方。でも、彼女は「私の幸福の秘密をい
ろいろな人に伝えたい」と考えました。これ
は一種のパラドックスですよね？高い壁で、
隠された生活。誰とも一見繋がっていない生
活。けれども、ただ祈りによって、今もどれ
だけの人々とエリザベトが繋がっているかと
思うんです。今回はそのエリザベトの言葉を
一緒に味わいたいと思います。

　「永遠の光のもとで人は全てを真理に基づ
いて見ます。神のために神と共になされな
かった全てのことは何と虚しいのでしょう。
全てに愛のしるしを刻んでください。愛以外
残るものはありません。人生とは厳粛なもの
です。」

　Twitter だ、Facebook だ、スマホだと言いながら、
私たちが忘れようとしているのは、人は死ぬってい
うこと。終わりがあるということ。私たちはそれを
無いかのようにして、ある意味騙し騙されて生きて
いる。でも、この人生は厳粛なものです。死の時に、
愛以外に残るものはありませんと彼女は言う。これ
は、ロマンチックでしょうか ? 私はリアリズムだと
思います。ですから、彼女のメッセージが今響いて
いるんだと思うんです。

　これはちょうど彼女が亡くなる何日か前に言った
言葉です。

　「全ては過ぎ去ります。命の夕べに残るのは愛だけ
です。全てを愛によって行い、絶えず自分を忘れる
ように努めることが大切です。自分を忘れ、空にす
るとき、神はそこにご自分の愛を注がれます。」

　三位一体のエリザベトは、7 歳の時に父親を心臓発
作で亡くしています。しかも、エリザベトの腕の中
で亡くなるんです。それが、どれだけのインパクト
だったか ! 命のはかなさ、全ては過ぎ去るという彼
女の言葉はこのときから心の奥深くに刻まれていた
と思います。その後、1891 年の初聖体の時に、イエ
スが私の心を完全にとらえられたって言っています。

「イエス様自身に養われたので、もうお腹はすかない
の」って。

　彼女は、次第にカルメル会への召し出しを感じる
ようになるんですね。そこにはテレーズの自叙伝と
なった『ある霊魂の物語』という本との出会いがあり、
もう一つは、初聖体の日に自分の名前が「神の家」っ
ていう意味だとシスターから知らされ、それが後に
ドミニコ会のバレー神父様という方によりヨハネ福
音書から紐解かれました。それは、キリスト者は洗
礼の恵みによって真に神の家であり、御父と御子と

2023 年 1月 1日発行
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聖霊が三位一体として住んでおられると。彼女はこ
れを伝えることが自分のミッションなんだとの思い
を深めていきます。

　彼女は教会では非常に熱心な信徒で、元気のいい
お嬢さんだったようです。また才能のある、ピアノ
科最優秀賞を受けるほどの非常に感性の豊かな人
だったんですね。だから、芸術家にありがちなこだ
わりもあったでしょう。この自分の性格との戦いっ
ていうのは一生続いたそうです。だから、カルメル
会に入ると、そう簡単ではなかった。それまで自分
のしたいことをしていた人が、いきなり厳しい規則
で全て決まっている集団生活の中に入るわけですか
ら。そして、いざ請願を立てる段になって、真っ暗
闇になったそうです。自分は本当にカルメルに召さ
れているのか、この生活なのかと闇に覆われるよう
な状況が確か何ヶ月か続きました。これは私たちも
同じですよね。生きていく上での苦しみ。どこにで
も嫌な上司ってのがいたり、家庭の中でも様々な日
ごとの悩みがある。そういう小さな暗夜をどうやっ
て生きるかを私たちも経験します。

 彼女は、27 歳でアジソン病っていう当時不治の病で
亡くなるのですが、その苦しみの中での最期の言葉

「私は光へ、愛へ、命へいきます」という言葉と、よ
く知られた三位一体の祈りを遺しました。「おお私の
神、三位一体の神を拝みます」から始まる祈りです。

　「私が自分を完全に忘れることができるように助け
てください。」

　不思議な呼びかけです。芸術家気質だった彼女に
とって、自分の感性にとどまってしまったら、神の
許に行かれない。私のこだわりとか、私の感覚とか、
これはやはり忘れないといけないということだと思
うんです。冒頭でストロマエのラップの話をしまし
たが、私が聞くもの、私が触るもの、それは人を本

三位一体の祈り
「至聖三者」アンドレイ・ルブリョフ　15世紀

当には幸せにしないということなんだと
思うんですね。

　ただ、もちろん絶えず雑念が戻ってきま
す。でも、雑念にも効用がある。私が何
を気にして生きているかっていうことが
よくわかるということです。安心下さい。
もし気が散らない人がいたら、その人は
ロボットです。アビラの聖テレサも、小
さきテレーズも雑念いっぱいの人だった。
気が散っても、それを受け入れながらと
どまる。その助けになるのがエリザベト
の存在とその祈りなんですね。

　「何事も私の平安を乱すことなくあなた
から出て行くことのないように、変わる
ことのない神を。一瞬一瞬があなたの神
秘の深みに私を連れて行ってくださいま
すように。私の魂を安らかにし、それを
あなたの天国、愛する住居、憩いの場と
してください。」

　「変わることのない」っていうのは概念
じゃないし、天国も神のおられるところな
らどこでもですよね。テレーズもこう言っ
ています。「私は神と共にもう生きていま
すから」。この沈黙の祈り、念祷と言われ
るこの沈黙の祈りを永遠のうちで神と共
に行う。この永遠というのも、ずっとと
いう意味じゃない。ベネディクト 16 世は、
我々は時間の中で生きているので時間以
外のものを考えることはできない。だか
ら「無限の愛の海に飛び込むの似ている」
と仰っています。

　そして「私がそこに完全にいたい」。こ
のエリザベトの言葉は、英語で言うと Be 
there であり、here ということ。神はここ

におられる。そこに私もいる。だから、私たちは決
して一人ぼっちではない。孤独ではない。あなたた
ちは神の住まい。このことが、エリザベトの根本的
なメッセージなのですね。

　人間はこの孤独を逃れるために、今スマホ握りし
めて生きている。これは若者だけではなくて人間の
恐れです。でも、神と共に生きることを知った人間は、
決して一人ではない。だから、私たちは自分自身と
いう牢獄の奴隷になってしまっても、そこから解放
される。この神のメッセージを伝えることは私たち
の非常に大きな使命です。だから、エリザベトはこ
の現代で列聖されました。

　私たちは、祈りの中で神と付
き合う時、神に似たものになっ
ていく。人間となっていく。さ
らに言えば、「朱に交われば赤
くなる」という言葉の通り、い
わば神と交われば神のようにな
るんです。だから、よく祈りな
んか無駄だと言うんですけれど、それは祈ってない
からです。祈ってきた方たちは、祈りがなければ人
間は何もできないんだってことをよく知っている。
このエリザベトが生きた人生とメッセージは、今走
りながら生きている私たちに強く訴えかけているん
じゃないかと思います。 （文責・月刊誌編集部）

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

12月29日、1月5日（木）放送
毎週木曜夜9時47分より15分間
「三位一体の聖エリザベトの祈り

―現代人へのメッセージ」



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

1月27日放送 
第 3・4金曜夜9時 37分より38分間
「信頼への約束」
ヨハネによる福音書14章1節
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あなたがたは、心を騒がせないがよい。
神を信じ、またわたしを信じなさい。

(14：1)

　私がアメリカの留学から帰って少し経った頃、母が
倒れてしまった。ひどい状態で母の人生が終わりかも
しれないというものでした。母は言い知ることのでき
ない不安に襲われましてね、何日かを過ごしていたと
ころ、私をキリスト教に導いてくださった牧師が訪ね
てくださって、お祈りをしてくださった。
　その開口一番おっしゃった言葉が、この御言葉であ
りました。
　そして、この言葉が先生の口から出るやいなや、母
の魂の中にまるで電気に触れるように入り込んできま
して、暗雲が一掃されてしまうような経験を母はもっ
たんです。それ以来、母の終生一番好きな聖書の言葉
となった。

　ここでは「信じる」ということが繰り返して出てき
ます。それは「信じる」ということは、分水嶺だから
です。
　お弟子さんたちの生涯を見ても、そうであった。イ
エス様に従った。しかし、なかなか信じることはでき
なかった。そして、この福音書によりますと、ガリラ
ヤのカナでの結婚式が行われ、水がぶどう酒に変えら
れるという奇跡が起きました。その時に初めて、弟子
たちはイエス様を「信じた」と書いてあります。そこ
から彼らの信仰が始まった。ところが、おぼつかない
信仰で、もう吹けば吹っ飛んでしまうような信仰であっ
たと思いますね。そして、ついにイエス様の十字架の
時を迎えるのが今日の箇所です。

　十字架にかかられようとする前の晩、イエス様は「私
は明日、全人類の罪を負うて、あの十字架の上にかかっ
て命を落とすぞ」と仰った。
　弟子たちはそれを聞きましたからね、もう心が騒ぎ
ました。それはそうだったと思いますよ。みんな仕事
やそれまでの生き方を捨てて、イエス様に人生を賭け
た人たちでしたから。この「騒がせる」という言葉は、
風によって波がざわめくという言葉です。海っていう
のは、少し風が吹きますとざわざわとしてきて、その
表面が波で荒れ狂ってしまうようになる。ここでいう
「心を騒がす」というのは、そういうことです。

　けれどもね、イエス様という御方はその只中で私た
ちにね、「理性を超えても、理屈を超えても、私を信じ
てほしい」ということを仰るんだ。これはなんという
招きかと思いますね。同時に、人間というのは、なん
と信じることができない存在なのかなっていうことを
思います。
　三年間イエス様と同じ窯のご飯を食べて、寝起きを
ともにして、育てられた人々ですよ。でありながら、
イエス様を信じるということがおぼつかなかった。私
たちもね、問題が起こると、すぐに解決しようとあの
手この手をやるんですよ。でもね、それではないなっ
て思いました。「私を信じなさい」というイエス様の言
葉を信じることだと思いますね。

　しかし、イエス様はね、ここで迷信的でも何でもい
いから信じなさい、とは仰らないんです。このヨハネ

による福音書 14 章の中にはね、その根拠とな
るイエス様の 7つの約束が記されています。

　先ず 2節に「あなたがたのために、場所を
用意しに行くのだから」とまで仰る。私はこ
の意味は非常に深いと思う。誰も天にいった
ことがないんですよ。皆さんね、どこにゆく
かわからない人生って、どんなに不安でしょ
うか。だがイエスが、人間の代表として父の
もとに行く。ゴールを作りに行くと仰ったの
です。

　次は 3節です。「またきて、あなたがたをわたしのと
ころに迎えよう。」これは再臨のことです。この「来る」
という言葉は、ギリシャ語では現在形で書かれている。
なぜなら、ギリシャ語では起こる出来事があまりに確
実である場合に現在形で表すからです。そうです。私
が再び来るのは確実だぞというイエス様の約束です。

　第 3は 12 節の「わたしを信じる者は、またわたしの
しているわざをするであろう。そればかりか、もっと
大きいわざをするであろう」です。これは事実でしたね。
ペンテコステの日にイエス様を見捨てたあの弟子たち
が宣教をして一日に五千人の人が救われたという事件
が起きました。

　第 4は 14 節。「何事でもわたしの名によって願うな
らば、わたしはそれをかなえてあげよう。」これは祈り
への保証です。つまり、あなたがたの熱心で祈りが聞
かれると思うなということでもあります。私の名前を
もっていけ。クリスチャンは、イエス様から実印を与
えられているんですよ。だから、本気で私の名前で祈っ
てごらんと仰るんだ。

　第5は16と17節です。「わたしは父にお願いしよう。
そうすれば、父は別に助け主を送って、いつまでもあ
なたがたと共におらせて下さるであろう。それは真理
の御霊である。」
　聖霊の約束です。しかも、聖霊は別の助け主です。
私たちの人生で行き詰まった時に、究極的には生き死
の問題で、何が人生において一番大切なのか。それは
イエス・キリストという御方ですよ。そのイエス様を
わからせてくださる助け主。だから「私を信じなさい」
とイエス様は仰る。

　第 6は 18 節の「わたしはあなたがたを捨てて孤児と
はしない。あなたがたのところに帰って来る。」どんな
に大勢の人がいても、人は結局は孤独ですから。けれ
ども、あなたのその孤独を知り抜いて、それでもそこ
に一緒におられる御方がイエス・キリストです。

　最後は 27節。
　「わたしは平安をあなたがたに残して行く。わたしの
平安をあなたがたに与える。わたしが与えるのは、世
が与えるようなものとは異なる。あなたがたは心を騒
がせるな、またおじけるな。」

　本当には人は人に平安を与えることはできません。
それは、罪の解決がないからだ。世は神を計算に入れ
られないんです。でも、そう言ったって、結局はお金だ、
保険にも入っている、だから平安だとあなたは言われ
るかもしれない。しかし違いますよ。それが、少しも
役に立たない時がある。あなたが篭もっているその城
壁が崩れていく時があるのです。罪と死です。
　だからこそ、イエス様は約束を与え、信じるんだぞ
と仰る。そう、イエス・キリストを信じるというチャ
レンジを私たちは受けているのです。
 （文責・月刊誌編集部）

第三 さて、我々は、内的・霊的な人を取り上げて、
これが義 ( ただ ) しい、自由なキリスト者であり、
またそう呼ばれる為に何がなくてはならないかを
見ることにしよう。そうすると、外的なものは何
にせよ、どう呼ばれようと、決して人を自由とし
たり、義としたりすることはできないのは明らか
である。…

＊
　修道院の生活は、一日の決まった時間に何度も皆が集
まってお祈りをします。中世の最盛期には、日に 8時
間にもなった。ルターは一生懸命な人ですが、司祭にな
り、神学の学位を次々と取っていって忙しくなると皆の
お祈りに出られずに、その分を自分一人でやらなければ
ならなくなりました。ある時期には課題が 3ヶ月分位た
まったこともあるようです。その上に週に 1回、金曜日
に全員での懺悔があり、さらには個人の懺悔もありまし
た。彼は繊細な人だったので、懺悔の後で自分の部屋へ
歩いて帰る途中で、また思い出すという状況で、外的に
縛られている生活を送っていたわけです。後にこれが「私
はどのようにしたら恵みの神を獲得できるか。」という
彼の問いになっていきます。いくら努力をしても神様に
受け入れられている自分という実感を持つことが出来な
かったからです。それで、冒頭の文章では「義 ( ただ )
しい」をキーワードとして、ルターは人々に問いかけて
いるのです。神様の前で全うで義しいキリスト者と言え
るかどうか、と。

　難行苦行でも励むことで、神様を喜ばせることになる
と思い、一生懸命やる。それは、良い行いによって人間
に内在するものを発展させていけば、神に近づいていく
という当時の教会の教えがあったからです。それを修道
士たちは「神様の行い」と呼んでいました。しかし、ルター
はこう言うんです。「お命じにはなるが、それを果たす
力を与えて下さらない神を憎むようにさえなった」と。
　ルターはこの苦しみの中で気が付きます。「神様の行
い」というのは、神様が私たちにしてくれるということ
を。神様こそが私たちに義をプレゼントして下さる。こ
こから宗教改革の大逆転が起こってきます。「礼拝」は
英語では「サービス」でしょ。しかし、教会が知らず知
らずのうちに陥っている大きな問題は、礼拝は神様に対
して私たちがするサービスと錯覚することです。ルター
が言うのは、神様がサービスして下さるのだと。これは
次の聖書の言葉にある通りです。

「あなたたちが神を愛したのではなく、神があなたたち
を愛して下さった。そこに愛がある。」( 一ヨハネ 4：10)

　我々の為に心を痛め、我々の為にひとり子を与えて下
さっている。その神の働き、神の愛に気付かされるとこ
ろで信仰が始まる。だから「これだけしたから信仰が深
まってきたんだなぁ」というものではありません。どん
なに辛い境遇にあっても、神様から見捨てられることは
ない。どんな時にも、イエス・キリストにおいて私のす
ぐ傍らにいて下さる。

　「自由は外的なものによらない」そう言っても、では
心の問題かと言えば、人間には自分の中身を見ても、ど
こにも信仰の確かさはないですよね。ルターはガラテヤ
書の大講解で語ります。教会のどこを見たって清いとは
一言も言えない。人間の姿を見ていればそうだ。けれど、
キリストがそこにおられるのだと。

　私たちは自分の内なる思いや、或いは外に表れる行い
にこだわって生きています。しかし、それを超えて、全
く自分の外から与えられた恵みを見ていく時に、自分も
他者もその恵みの中に共に生きていることを見出す。こ
の発見が、ルターが共に歩みたいと願ったところにつな
がっていたんじゃないでしょうか。

( 文責・月刊誌編集部 )

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 FEBCメイン・パーソナリティ
1月6日（金）放送
第1金曜夜9時30分より65分間
「自由は外的なものによらない」



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

13日  「神を待つ、場所と時―聖書が物語る『謙虚さ』の源泉」
 ハバクク1：2～3、2：2～4、2テモテ1：6～8、13～14、
 ルカ17：5～10

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

13日  「『増す』」

20日 「神の栄光としての十字架」
（ヨハネ12：20～26、32～34、37～43）

27日 「信頼への約束」（ヨハネ14：1）

13日  「そういえば昔聖書を貰ったことがあった…と
思い出しました。」

6日  「自由は外的なものによらない」

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

●夜10：31～
御心の響き 服部みぎわ

第1 ●夜10：04～
コーヒーブレイク・インタビュー　

聞き手・長倉崇宣

聞き手・吉崎恵子

●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)

20日、27日　「ゲスト・坂上悦子さんとともに」

7日 「恵みの中に飛び込む（２）」（マルコ9：19～29）
14日、21日  「主のまなざしの中で」（マルコ10：17～31）
28日 「安心して立つ」（マルコ10：46～52）

7日 「新年も共に」 14日 「『かもしれない運転』」
21日 「朽ちないもの」 28日 「素直でありたい」

7日 二宮　忍（日本キリスト改革派
関キリスト教会教会員）

Megu（Genuine Graceボーカル）　ナビゲーター・服部みぎわ
坂上悦子（ゴスペル・シンガーソングライター、ゴスペル・ディレクター）写真

Kishiko
(ゴスペルシンガー) 

第4 ●夜10：04～
交わりのことば―賭けるという出会い

28日 「人の願いが絶えた時に響く主の言葉・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）

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。

第２、3 ●夜10：04～
FEBC特別番組

14日、２１日 「松居直さんに聞く
―今、ことばを聴くということ」（再）

 松居　直（福音館書店前相談役）

※月刊誌増刊号2面参照

※月刊誌増刊号2面参照

金

5日 「大和田広美 "ああ愛されて"」
12日 「migiwa" 赤いのが欲しかった "」
19日 「神山みさ"祈っています "」
26日 「塩谷達也・塩谷美和 "静まれ "」

（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）

2023年1月
FEBC

番組案内
2023年1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!
　『ぐりとぐら』をはじめ多くの著名な絵本制作に関わり、戦後の
児童文学を牽引し続けた松居直さんが昨年11月2日に召されまし
た。今回は、絵本制作と「言葉」への情熱、そして一人の信仰者とし
ての歩みを伺ったインタビューを再放送いたします。

＊　＊　＊
私は子供の絵本を作っておりますが、絵本は子供に読ませる本
ではないんです。おとなが子供に読んでやるものです。字が読める
ようになった子供でも、絵本は読んでやるほうがいいんです。絵本
は絵があります。絵は全部言葉です。言葉にならない絵はないんで
す。絵の中にある言葉を子供は読めるんです。もう一つ、文章が絵
本の中にはあります。その文章をもし子供が読むとしますと、文章
を読んでいるときは絵は読めないんです。それを後で一つのものに
するっていうことはよほどの修練がないとできないんですよ。時間
差があるから。文字と絵とを読むときはどうしてもずれてしまう。読
んでやりますと、耳から聞こえてくる言葉の世界と目で見る言葉の
世界が全く同時に一つになります。そこに本当の絵本ができるんで
す。それが絵本体験なんです。だから絵本は自分で読んだら本当に
は読めてないんです。読んでやると、見事に子供の中に絵本の世界
ができます。 （文責・月刊誌編集部）

FEBC特別番組
「今、ことばを聴くということ」（再）
松居 直（福音館書店前相談役）聞き手：吉崎恵子
（14日、21日）より

5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・後半」

12日、19日、２６日
 「小さきテレーズと共に祈る－現代のための神のみことば」

5日 「今日ここに、チャプレンがいる！」
12日 「『悩んだり苦しかったら、いつでもおいで』」
19日 「今この瞬間が、命の時なんだ」
26日 「もう過去にはすがれない」

※月刊誌増刊号1面参照●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

※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。

1日 「神の母マリアの日」
8日 「公現日と主の洗礼」
15日 「公現日・エピファニア」（再）
22日 「降誕節の終わりに」（再）
29日 未定

11日 「30年以上前、同じ病室の方からFEBCを紹介して頂きました。母が
宗教嫌いで、両親が亡くなってから教会に行き、2019年に洗礼を
受けました。FEBCを聴いていて本当に良かったです。」

18日 「『自分を捨て、日々、自分の十字架を背負ってわたしに従いなさい』
という御言葉。とても難しいことに思えます。自分の何かではなく、
自分を捨てるのですよね…。」

26日 「15年間、共に病と向き合って来た夫が逝った事実が認められず、目
標がなくなった自分はこれから何を為すべきか？空の巣状態から
抜けられず…。」

2日 「関わりを断ち切る私たちの姿」（ルカ22：66～71）
9日 「信仰の中心に置かれたもの」（ルカ23：1～5）
16日 「人々の声、イエスの沈黙」（ルカ23：6～12）
23日 「イエスのおられるところ」（ルカ23：13～25）
30日 「十字架の上に見るもの」（ルカ23：26～32）

2日 「主が家を建ててくださる」（詩編127：1）
9日 「この人以外に救いはない」（使徒4：10～12）
16日 「リスナーの手紙」（フィリピ4：4～7）
23日 「妻を愛しなさい」（エフェソ5：21～33）
30日 「12匹の猫たち」（マタイ5：7）

2日 「自分の『高ぶり』に、ようやく向き合うことができました。」
9日 「妹が私の生活に干渉してくるのです。」
16日 「イジメの傷を癒やして欲しい、

キリスト教に求めているのはそれだけです。」
23日 「家にも教会にも、自分の居場所はありません。」
30日 「どこかの誰かが、

同じ時間に祈りをもってラジオを聞いている恵み」

●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） 
1日 日本キリスト教会高知旭教会・青木 豊牧師
 『前向きの弱小さ』(申命記8：2～5、マルコ10：17～34)
8日 日本基督教団小岩教会・川島隆一牧師
 『あなたは神を見たか』(ヨハネ1:18)
15日 日本ホーリネス教団東京中央教会・錦織 寛牧師
 『隠れた祈り』(マタイ6：5～6)
22日 日本基督教団久万教会・小島誠志牧師
 『待っている人の生き方』(マタイ24：45～51)
29日 日本基督教団石動教会・井幡清志牧師
 『主が明るくしてくださった道を行く』(マタイ3：13～17)

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）

※月刊誌2面参照

PI
CK
 U
P!「公現日と主の洗礼」より（8日）キリストが公に迎えられるこのエピファニア（公現日）は、長い長い準備も含

めて、クリスマスが完成したということです。すべての人を教会は招き、主の
栄光はあなたの上に輝く、喜びの日です。
グレゴリオ聖歌は歌います。
「タルシシュや島々の王が献げ物を、シェバやセバの王が貢ぎ物を納めます
ように。すべての王が彼の前にひれ伏し、すべての国が彼に仕えますように」
（詩編72：10～11）　
あの時、星の光によって三人の博士は幼子のもとを訪れたわけですけれど
も、この星の光というのは、信仰の光です。この日は、私たちにとって「光」が
与えられた日なのですね。エピファニアの主題は「光」なんです。私たちが、
イルミネーションやテレビだけをみていると「光」は見えなくなる。夜に星の
光をみて下さい。神様はあなたに大事なことを話しかけて下さるでしょう。

3日 「イエスと弟子たちとがたびたびそこで集まった」
（ヨハネ18：1～6）

10日 「聖霊を受けよ。」（ヨハネ20：21～22）
17日 「そこでアナニヤは、出かけて行って」（使徒9：15～17）
24日 「今や、わたしは御霊に迫られてエルサレムへ行く」

（使徒20：22～24）
31日 「しっかりせよ。あなたはローマでも

あかしをしなくてはならない。」（使徒23：11）

3日 「公現日の賛美歌～かいばおけに眠る」
10日 「『羊』が表現される賛美歌～全地よ、主に向かい」
17日 「『羊』が表現される賛美歌～愛するイエス」
24日 「詩編 23編、42編の賛美歌～緑のまきばに」
31日 「新しい世界の賛美歌（１）～みんな手のひらに」

3日 「キリスト者はボーっとしているヒマはない！」
10日 「『聖人』とは～日々の『貧しさ』の中で」
17日 「神の奇跡と普通性」
24日 「スペインからやって来た、さわやかな風」
31日 「ネットワークは、足元から」

4日 「『どうしようか』―循環する祈り・底に流れる慈しみ
・後半」（詩編42、ルカ16：1～13）

11日、18日 「『喜んでイエスを迎えた』
―通り過ぎるイエスとの出会い方」（詩編46、ルカ19：1～10）

25日 「『安心して帰りなさい』
―孤独を噛みしめるという祈り・前半」（サムエル上 1：1～20）

4日 「主よ、あなたを見つめ続け」
11日 「恐れるな、わずらうな」
18日 「いつくしみと愛のあるところ」
25日 「喜べ、たたえよ」

4日 「諦めていたプランターから…！」
11日 「友人と上野で『ガチ中華』を食べました。」
18日 「また嬉しいお手紙を頂きました！」
25日 「スペシャルな聖餐式を体験しました。」

●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

朗読・服部みぎわ

●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


