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「懐かしの主」
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村上 定幸

讃美歌136番 に、こんなのがあります。
「なつかしき主よ はかりしれぬ…」3節

というものですが、ここに 「なつかし」という歌詞

があります。この懐かしいという言葉田いが動かさ

れ、調べてみますと、讃美歌の 1編 に5回 、2編 に

も6回 出てきます。何故なつかしいかが心に残るの

です。二千年もそれ以上の音のことなのにです。

元々、経験したことについて語つているのが、この

懐かしいという言葉のはず、 「かわいい」とか 「恋
しい」という意味にもつかうようですが、そうだと

しても、過去のことであれ未来のことまで含めて、

讃美歌は、そして讃美の心は懐かしいと言つている
ようです。

私たちは、小さなころの景色や、懐か しいメロ

ディーを、そのころの経験と重ね合わせて懐かしい

と言つていますが、讃美において、神の国が懐かし
いということは、どこかで体験 していることのよう
です。

そこで、自分のことを顧みますと、中学生時代に

聞いたラジオ放送を思い出すのです。今思い出して

みるとカ トリック教会の放送だつたと思うのですが
「神様はあなたのことを愛しておられます」という
メッセージが何回も何回も、繰り返して出てきまし
た。英語の説教の同0寺通訳などもやっていましたの
で、そつちの方を間いていた心算なのですが、全く
用い出せません。洗礼に導かれる20年 も前のはな
しです。

信仰者にとって、反に思い出をつくつて差し上げると

いうことはとても大切なことのようです。知つている

人にも矢0らない人にもでしょう。聖書そのものも、勝

手に私たちが手にしたわけではありません。訳した人

がいて、印届」した人がいて、販売した人がいて、とい

う具合にでしょう。聖書にも、一番大切なことの一つ

に、教えること、伝えることが、質問することの何倍

も大切なこととして記されています。 “後になつて、

あなたの子が「これはどんな意味ですか」と問うなら

ば、これに言わなければならない、「主が強い手をもっ

て、われわれをエジプ トから、奴隷の家から導き出さ

れた。」 (出エジプ ト13:14)"と あるように、

私たちはます答えなければ、また伝えなければなりま

せん。その中には、放送というメディアの大切さもあ

ります。去年放送を行う機会があり、初めは嬉しく

闇つたのですが、どこかに羽根でもはえたように飛ん

で行つてしまう言葉が、「神様はあなたを愛しておら

れます」という、聞いた体験としてどこかに着陸して

はくれないものだろうかと、ものすごく緊張しまし

た。

飛んで行く放送が、懐かしい思い出として、多くの

人の心に着陸しますように。

(フリーメソジス ト清水草薙教会牧師)
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2010年 4月 の番組のご案内
静岡第一丁∨毎週土曜日朝5時～5時半

4/3「 愛と希望を笑顔と共に」ス保庭洋子さん

メッセージ :安海靖郎牧師

埼玉県川越市にある特別養護老人ホーム 「キング

スガーデン」の看護師長として働<ス 保庭さんは、

趣味で始めた大道芸を用いて 「笑い」を届けてい

る。「高齢の方長が天国の希望と喜びをもって生き

ていつてほしい」と願つている。久保庭さんの働き

の様子とインタビューをお届けする。

4/10 聖書人物シリーズ 「モーセ」 (3)

お話と解説 :村上宣道牧師

聖書人物シリーズ 「モーセ」の第3回 。モーセは、

神の不思議な力によつて、イスラエル民族のエジ

プト脱出を導いた。第3回は、エジプト脱出後の
モーセとイスラエル民族の旅を、村上牧師が解説。

4/17「 オンリーワンの人生」新垣勉さん

メッセージ :関根弘興牧師

沖縄県出身の全盲のテノール歌手 。新垣勉さんを

2週 にわたって紹介する。ヴォイス トレーナーの

世界的大家、バラン ドーニ氏が絶賛したその歌声

は、聴<人 の魂を揺さ6 るヽ。06年 には中学生用の

英語教科書に、07年 にはドラマ化され大きな反響

を呼んだ。 1週 目は、生後Fo3もなく不慮の事故に

よって失明し、複雑な家庭環境で育った新垣さん

を救ったキリス ト教との出会いについて、また、歌

うようになつたきつかけなどのお話を同う。

4/24「 ゆるされ、ゆるす人生」新lB勉さん

メッセージ :板倉邦雄牧師

音楽活動をする中で狭lb症発作で倒れた新垣さん

は、その病床で、あらためて神の愛の深さを認識し

た。そして、ゆるすことができなかった自分を捨て

た両親を、心からゆるすことができたという。新垣

さんが今伝えたいメッセージをインタビューと歌

でお届けする。
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会 計 報 告 (2/1～ 2/28)

会計 :飯野優(静岡その枝キリスト教会)

収 入 の 部

サポーター献金(83)     242,8oO

教 会 献 金(29)     202,060

案  内  料(33)     105,OOO

写真案内制作費(O)          ○

禾」      だR(O)            32

収 入 合 計     549,892

前月より繰越金        827,954

料(3月分)   525,OOO

費(3月分)    10,OOO

波

作

務

電

制

事

支 出 合 計     595,393

次月への繰越金        782,453

今月の収支

収入合計 54

今年度の収支

収入合計 6,764,409

支出合計 6,542,968

差引残高  221,441

2月 は、教会献金:サ ポーター献金とも、ほ

ぼ例月並の収入が与えられました。サポーター

で、個人で 1万 円以上の献金をして下さる方が

7名 もあり、大きな感謝です。

支出では、ライフライン便りの送料等の事務

費を数ヶ月分まとめて支出したので、例月より

増加し、収支は赤字となつてしまいました。,

年度始めに大□献金があり、その関係で年度
の収支は黒字ですが、安定 した放送維持と支払
いのため貯金も必要で、これ以上マイナスにな

ると、支払いが苦 しくなります。引き続いてお

祈りとご協力をお願いします。   ご

a献 金<だ さつた教会 ・団体 ・個人名   |

☆教会献金 *東 洋福音城山キリス ト教会*ア ッ|

センブリー富士宮栄光キリス ト伝道所 *日 本イ |

エス神田川キリス ト教会2月 分 *同 盟天竜キリ:

ス ト福音教会 1月 分 '特別 *ラ イフリバーチャー|
チ浜北 *救 世軍清水小隊 12月 分 *ホ ーリネス |

清水キリス ト教会2月 分 *浜 松クリスチャンセ |
|ン ター *イ ンマヌエル静岡教会 *同 盟磐田キリ|

ス ト教会 1月 分 *イ ンマヌエル島田キリス ト教 |

1会 1月 分 *ホ ーリネス三島高台キリス ト教会 21

1月 分 *静 岡ホーリネス教会 3月 分 *浜 松ホーリ|

|ネス教会 2月 分 *同 盟藤枝中央キリス ト教会 *|

1同 盟浜松中沢教会 *静 岡その枝キリス ト教会 21
1月分 *イ ムマヌエル藤枝キリス ト教会 2月 分 *|

|イ ンマヌエル磐田キリス ト教会 2月 分 *同 盟静 |
1岡めぐみ教会 *ア ッセンプリー浜松キリス ト教 |

1会 1・ 2月 分 *イ エス福音静岡教会 *日 本イエス |

湯瞼 謂 鶉 =社ミ暑逮 肇 彗 ″ γl

|‐教会 *三 島キリス ト教会 2月 分 *ア ッセンプ

|り二駿河キリスト教会1月分

|☆案内料  *東 洋福音城山キリス ト教会 *同 盟

1天 竜キ リス ト福音教会 1月 分 *ラ イフリバ ー

|チ ャーチ浜北 *ホ ーリネス清水キリス ト教会 2

1月分 *同 盟磐田キリス ト教会 1月 分 *ホ ーリネ

|ス三島高台キリス ト教会2月 分 *イ ンマヌエル
1清水教会 *浜 松ホーリネス教会 2月 分 *同 盟藤
‐
枝中央キリス ト教会 1～ 3月 分 *東 洋福音泉キ

|リ ス ト教会4ヶ 月分 *連 合富士宮キリス ト教会

11月 分 *静 岡サミル聖書教会 *同 盟浜松中沢教

1会*静岡その枝キリスト教会2月分*イムマヌ

1舌隼琴蜜市装曇〕警倉i73も隻三了塁蓉装重
*同 盟静岡めぐみ教会*ア ッセンプリー浜松北

キリス ト教会 1～ 6月 分*ア ッセンプリー浜松

|キ リス ト教会 2月 分 *富 士クリスチャンセン

|ター鷹岡チャペル2月 分*三 島キリス ト教会2

1月分*ア ッセンプリー駿河キリスト教会2月 分

お便リコーす―

:民    :兵 "
ンさんの歌を聴いてすご<心 地のいい気分になり

ました。   (姫 路市 。10代 。男性)
★昨年は「早わかり聖書ガイドブック」を送つてい

ただきましてありがとうございました。あれから

聖書を購入し、少しずつですが読むことができる

ようになりました。これからも、番組見させていた

だきます。  (富 士市 ・40代 ・女性)

☆サポ ータ ー献金 (敬称略)*船 越美佐子*田 中芙美子*

斉藤俊子*神 戸俊江*増 田高章*船 城真理子*斉 藤まさ*袴

田英子*山 本正雄・すみ*多 々良反彦・容子*中 村修*竹 下I留

璃子*岩 崎ゆり子*市 川B召子*飯 野優*ウ ェスレアンホーリ

ネス三島西キリス ト教会*高 橋針 佳代*浜 松ホーリネス教

会有志*連 合富主宮キリス ト教会有志*同 盟浜松中沢教会有

志*松 浦茂男*徳 谷律一 ・待子*中 原はるよ*山 田英子*袴

田英子*安 田豊子*飯 田涼子*静 岡梅屋町キリスト教会有志
*半 田秀子*浜 松福音自由教会ライフライン支援グループ*

長谷川悦子*B.デ ルミン*(以 下静岡ホーリネス教会)薗田

純子*杉 本守*小 沢喜代子*大 橋京子*赤 堀春美*鈴 木君子
*岩 崎克巳*岩 崎しのぶ*久 保田信義*筒 丼正晴*五 日市勉
*多 々良虎男*古 川幸代*西 野恵子*前 川陽子*加 茂美智子
*永 丼あつ子*安 齋ス子*櫻 丼美保子

お知らせ

写真入り教会CM新 規募集
★10月 より番組で写真入り教会CMを 開始し、既に

5教 会が放映中。新年度を迎えるにあたり再募集し

ています。新規で2教 会の申込みがありました。料

金は月¥5,○○○ (この他初回のみ制作費¥3,O∞ が

必要)で す。締め切りは3月 31日 です。記載内容

の決まりや契約時にお願いもあります。詳し<は 先

月各教会に同封したちらしをご覧下さい。申込みは

必ずちらしに記載の郵送にてお願いします。

総会のお知らせ

★静岡福音放送協力会の総会が4月20日 (火)午後、

静岡ホーリネス教会で行われます。近々ハガキでご

案内致します。


