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発行：日本キリスト改革派教会ＲＣＪメディア・ミニストリー 主事 山下正雄

パソコン・スマホで
https://www.jesus-web.org

映像番組｜毎月１日更新
『わたしの街のこの教会』
https://www.jesus-web.org/
church/

テレフォンメッセージ
（あさのことば＆東北あさのことば）

03－3291－4604
　　　　　　　　　  24時間対応

リジョイス（聖書日課）配信
https://www.jesus-web.org/
rejoice/lect/lect.htm

ふくいんのなみ

番組のご案内

03-3292-7605

教会紹介や通信講座も行っています！
お問合わせ先

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台２-１　OCCビル613

03-3292-7604

info@jesus-web.org

TEL FAX

ＲＣＪメディア・ミニストリー

お
知
ら
せ

あなたが御心に留めてくださるとは 人間は何ものなのでしょう。（詩編8編5節）
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絵：服部野百合

ＩＢＳ茨城放送　水戸1197KHz  （月～金）午前6:12～6:17

ＲＳＫ山陽放送　 1494KHz/91.4MHz （日）午前5:20～5:30
ＧＢＳ岐阜放送　1431KHz/90.4MHz （日）午前6:30～6:40

RKC高知放送　高知900KHz  （日）午前7:30～7:45
RNB南海放送　愛媛県内1116KHz （日）午前5:45～6:00
JOCRラジオ関西　558KHz  （日）午前7:30～7:45
CBCラジオ　1053KHz/93.7MHz  （日）午前6:30～6:45

PC・スマホ・携帯サイト  （火）更新

FEBC（1566KHz）[中波]  （木）午後10:28～10:41

PC・スマホ・携帯サイト  （金）更新

TBC東北放送　仙台1260KHz  （土）午前5:55～6:00

あさのことば

希望のことば（10月より開始）

キリストへの時間

ほほえみトーク

聖書を開こう

がっつり!!コミュニケーション（10月より開始）

東北あさのことば

●ふくいんのなみキャンプ
台風13号の接近を考慮して、一日遅れの開始で半分になったプログラム。2日目の未明
には全館停電のハプニングも。予定をいろいろ変更せざるを得ない状況もありましたが、
無事に終えることが出来ました。仙台カナン教会の國安光先生からは「喜びに生きる道」
をテーマにした講演、諸先生方からは礼拝でメッセージをいただきました。今回は初参加
の方も多く、同時開催の聖書発見学習の皆さま共々に豊かな時間を過ごし、神様から
多くの祝福を受けることが出来ました。感想文集はご希望の方に差し上げますので、
お申込みください。また、講演や礼拝のＣＤは有料で承ります。

●ロゴマークが出来ました
昨年の組織変更を経て、この度、ロゴが完成しました。デザインは
山下与さん（横浜教会）にお願いしました。今後、どうぞお見知り
おきください。

●新番組のご案内
１ 「希望のことば」…甚大な被害が出た7月の西日本豪雨で被災された方々に寄り

添いたいと、復興支援番組（ラジオ放送のみ）の準備を
しています。山陽放送、岐阜放送で10月開始の
予定です。御言葉を通して主にある慰めと希望
をお届けします。応援をお願いします。

２ 「がっつり!!コミュニケーション」…
坂井孝宏先生ご夫妻(勝田台教会）のトーク
番組がこちらも10月にスタートします。
ネット番組として毎週金曜日の放送です。
ふくいんのなみホームページからどうぞ！

（日～金）電話・ネット

 



山下正雄
（ラジオ牧師）

　秋が近づくと、気温は高くても肌で感じ
る空気感が違ってきます。一年に一回しか
やってこない秋なのに、不思議と躰は覚え
ていて秋をちゃんと感じます。星空も秋か
ら冬に向かって輝きを増していきます。
　聖書の中に、星空を見て、こんな思いを
抱いた人がいます。
　「人間は何ものなのでしょう」
　広大な宇宙にごまんと輝く星を眺めて
いると、人間が豆粒のような小さな存在に
感じられてきます。何も広い宇宙を引き合
いに出すまでもなく、この狭い日本の社会
でさえ、わたしを知らない人は数えきれな
いほどたくさんいます。その人たちにとっ
て、わたしの存在などないのと同じです。

逆もまた真理です。1億2千万近い日本の
人口ですが、そのわずか0.1パーセントで
さえもわたしは把握していません。そんな
に重みのない人間とは一体何ものなの
でしょう。
　けれども、先ほど引用した聖書の言葉
は、自分の存在の軽さを嘆く言葉ではあり
ません。宇宙の中で小さな自分に目を留め
てくださる神に驚きを感じているのです。
赤の他人からすれば、わたしがいてもいな
くても、何も変わりはないでしょう。しか
し、神は決してわたしを知らない赤の他人
ではありません。わたしにとってもあなた
にとってもそうです。尊厳ある存在として
人間を扱ってくださいます。

　画家 井上忠明は苦悩の人生を歩んだ。
岐阜市に生まれ、14歳の時に国鉄（現在の
ＪＲ）に就職、働きながら夜間高校に学ぶ。
しかし戦後、レッドパージによる労働争議の
あおりを受け職場から追放され、学校も退学。
肉体的には生涯の重荷となった喘息に苦しん
だ。苦境のどん底で希望の灯となったのは、
ラジオ番組「キリストへの時間」。ラジオから
流れる聖書のメッセージを通して救われ、
22歳の時に日本キリスト改革派岐阜加納教会

にて受洗。後に同じ教会員の詩人安藤ミサと
結ばれ、各務原市に住んだ。クリスチャン芸術
家夫婦の誕生である。
　忠明の絵は独学であった。生活苦と喘息の
悪化の中、絵を描くことに全身全霊を傾けた。
彼にとって絵は、存在をかけた信仰告白の
行為だったのだろう。制作のモチベーションと
なったのは、イエス·キリストへの思いである。
作品の多くに十字架が描かれていることから
も窺える。中でも詩編19編1節「大空は
御手のわざを示す」に由来する｢穹」(空の意)
シリーズの連作からは、苦しい中、空を見
上げて神を求めた彼の姿が浮かぶ。高度経済
成長の時代になっても清貧な暮らしをしな
がら、神への思いを絵筆に込めた。その求道
的姿勢は生涯変わることはなかった。死の
直前まで制作意欲は衰えず、絵筆を離さ
なかった。54歳の生涯だった。
　没後に岐阜県美術館、名古屋市美術館など
に合わせて30余点の作品が収蔵された。
彼の絵は、今も信仰の光を放ち続け、時代と
共にその輝きを増し続けるであろう。

キリストと共に歩んだ人々　Vol.8人間は何ものなのでしょう

画像提供：小島 正樹
きゅう

井上 忠明（1930～1984） かかみがはらし
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Ｈ41×Ｗ31.5cm
個人蔵
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