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キリストの
御体に仕える
スティーブンス・栄子
1990年から日本人聖書研究会（のちのエルサレム日本人教会）牧会。
イスラエル政府
公認ガイドとして、18年間イスラエルで活動。1996年、B.F.P. Japan（ブリッジス・
フォー・ピース）設立。2008年、B.F.P. Japan理事長を辞任し、
オメガ･ミニストリーズ
を設立。現在は、
アメリカに拠点を移し、講演や執筆活動など聖書教師として活動。

イエス・キリストを
拒否したユダヤ人

られました。

ユダヤ人は、彼らの指導者たちの過

ここで、イエス様が引用されたイザ

ちによって、待ちに待っていたメシア

ヤ書を見てみましょう。
「私は、『だれ

を民族的に拒否する結果となりました。

を遣わそう。だれが、われわれのため

「神の御国はすでに来ている」と語って

に行くだろう』と言っておられる主の

おられたイエス様は、その後、頑なに

声を聞いたので、言った。
『ここに、私

なっている彼らに、たとえ話で語られ

がおります。私を遣わしてください。』

るようになりました。マタイの福音書

すると仰せられた。
『行って、この民に

13 章 10 節から 11 節にこう記されて

言え。
「聞き続けよ。だが悟るな。見続

います。
「すると、弟子たちが近寄って

けよ。だが知るな。
」この民の心を肥え

来て、イエスに言った。
『なぜ、彼らに

鈍らせ、その耳を遠くし、その目を堅

たとえでお話しになったのですか。
』イ

く閉ざせ。自分の目で見ず、自分の耳

エスは答えて言われた。
『あなたがたに

で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返っ

は、天の御国の奥義を知ることが許さ

ていやされることのないように。』私が

れているが、彼らには許されていませ

『主よ、いつまでですか』と言うと、主

ん』
」
。イエス様をメシアであると信じ

は仰せられた。
『町々は荒れ果てて、住

ている弟子たちには、天の御国の奥義

む者がなく、家々も人がいなくなり、

を知らせ、しっかりと伝道ができるよ

土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠く

うに訓練されました。

に移し、国の中に捨てられた所がふえ

一方で、頑ななユダヤ人に対しては、

るまで』
（イザ 6:8 ～12）
」
。見ていて

「わたしが彼らにたとえで話すのは、彼

も見えず、聞いていても悟らない彼ら

らは見てはいるが見ず、聞いてはいる

については、これで終わるわけではな

が聞かず、また、悟ることもしないか

く、
「主が人を遠くに移し、国の中に捨

らです。こうしてイザヤの告げた預言

てられた所がふえるまで」という期限

が彼らの上に実現したのです。
『あなた

が付けられました。このみことばは、

がたは確かに聞きはするが、決して悟

彼らが再び主の御声を聞き、悟る日が

らない。確かに見てはいるが、決して

来ることを語っています。

わからない。この民の心は鈍くなり、
その耳は遠く、目はつぶっているから
である。それは、彼らがその目で見、
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めである。』（マタ 13:13 ～15）
」と語

荒れ果てた約束の地
ユダヤ人がバビロン捕囚となった約

その耳で聞き、その心で悟って立ち返

70 年間で、約束の地は荒れ果ててしま

り、わたしにいやされることのないた

いました。歴代誌 第二 36 章 21 節で
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ユダヤ人の
バビロン捕囚

ラヤ地方は見渡す限りの果樹園と畑に
なっています。

御国の到来が近付いた
イザヤが語った、
「主が人を遠くに移

点滴灌漑で栽培されるブドウ
（イスラエル）

し、国の中に捨てられた所がふえるま
で」という預言は、19 世紀に完全に
成就しました。不毛の地となった所に

記されたとおりです。「これは、エレミ

取られた土地によって成り立っていま

約束の民を戻されたのは、主です。時

ヤにより告げられた主のことばが成就

す。ユダヤ人は、そこで共同体農業（キ

が満ち、神の御国の到来が近付いてい

して、この地が安息を取り戻すためで

ブツ）を作り、水はけを良くし、作物を

るからです。イエス様は、マタイの福

あった。この荒れ果てた時代を通じて、

植え、岩場の土地で木に必要な水を点

音 書 23 章 38 節 で「 見 な さ い。 あ な

この地は七十年が満ちるまで安息を得

滴のようにして与え、植林を行いまし

たがたの家は荒れ果てたままに残され

た」
。モーセの律法では、7 年に一度、

た。この点滴灌 漑システムは現在、世

る」と言われ、彼らが約束の地に不在

土地に安息を与えなければならないと

界中で使われています。

となることを預言されました。しかし、

かんがい

されていますが、彼らはそれを守らな

世界中が「ユダヤ人がパレスチナ人

24 章ではこう預言されています。
「こ

かったので、安息の年が 70 年分になっ

から土地を奪った」と騒いでいますが、

の御国の福音は全世界に宣べ伝えられ

たところで、主はバビロン捕囚となる

全くの偽りです。彼らは莫 大なお金を

て、すべての国民にあかしされ、それ

ことを許されたのです。

費やして土地を購入し、犠牲を払って

から、終わりの日が来ます。それゆえ、

約束の民が不在となった約束の地は

自ら開拓していったのです。ハデラと

預言者ダニエルによって語られたあの

異邦人に支配され、不毛の地となりま

いう所ではおよそ 500 人の人々が開拓

『荒らす憎むべき者』が、聖なる所に立

した。イザヤ書 6 章 12 節の、
「主が人

し、そのうちの半数近くがマラリヤで

つのを見たならば、
（読者はよく読み取

を遠くに移し、国の中に捨てられた所

命を落としました。19 世紀後半にパレ

るように。
）そのときは、ユダヤにいる

がふえるまで」というみことばの成就

スチナを旅したマーク・トウェインは、

人々は山へ逃げなさい（24:14 ～16）
」
。

ばくだい

「見渡す限り木一本なく、ちょっとした

ここで、終わりの日にはイスラエルの民

茂みもない。何日旅をしても人っ子一

がユダヤに戻っていることを示していま

岩場となり、低地は水はけが悪く沼地

人出会わない。何とわびしい所だろう」

す。クリスチャンは 2 千年間、再臨があ

となりました。少数の貧しい人々がマ

と『The Innocents Abroad』 に 記 録

る と 言 っ て き ま し た が、 約 束 の 民 が

ラリヤと戦いながら、なんとか生き延

しています。今では、彼が旅したガリ

約束の地に戻るまで再臨はありません。

の時が来たのです。
約束の地は、高台の土は全部流れて

びているという悲惨な状況となってい
ましたが、使い物にならない土地の税
金は課され続けたため、18 世紀の終り

ガリラヤ湖

きました。地主たちは遠方へ引っ越し

ごろからパレスチナの土地は次々と売
りに出されました。その様な中で、約
束の地を手に入れるため、裕福なユダ
ヤ人たちがどんどん土地を買い取って
いきました。彼らは高値でも購入した
ため、地主たちはユダヤ人が買いにく
るのを待っていました。現在のイスラ
エルの土地のほとんどは、高値で買い
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いっしょに集まることをやめたりしないで、
かえって励まし合い、
かの日が近づいているのを見て、
ますますそうしようではありませんか
しかし、ついにエルサレムを首都とし

い互いの交流によって与えられる霊的

教会全体が祝福され、一人ひとりが祝

て、約束の民が約束の地に戻っている

祝福と力を得ることはできません。神

福されていきます。それは家族の救い

時代になったのです。

様の御心は、キリストの御体である教

にも関わっており、日本のリバイバル

会にあるのです。私たちクリスチャン

はここから来ると私は信じています。

クリスチャンの
するべきこと
ヘブル人への手紙 10 章 25 節に、
「あ

は興奮を得るために教会に行くのでは

ガラテヤ人への手紙 3 章 29 節に、
「も

なく、キリストの御体を支えるために

しあなたがたがキリストのものであれ

教会に行くのです。

ば、それによってアブラハムの子孫で

る人々のように、いっしょに集まるこ

創世記 12 章 3 節で、神様はアブラ

あり、約束による相続人なのです」と

とをやめたりしないで、かえって励ま

ハムに「あなたを祝福する者をわたし

記されているとおり、クリスチャンも

し合い、かの日が近づいているのを見

は祝福し、あなたをのろう者をわたし

アブラハムの子孫であり、約束による

て、ますますそうしようではありませ

はのろう。地上のすべての民族は、あ

相続人です。主の再臨が近い今の時代、

んか」と書かれています。現在は、イ

なたによって祝福される」と語られま

あらゆる誘惑に負けず、教会に仕え、

ンターネット礼拝もあり、教会に行か

した。アブラハムとアブラハムの子孫

教会のリーダーたちのために祈ってま

なくてもよいような思いにさせられる

を祝福する者が、神様から祝福を受け

いりましょう。

状況もあります。しかし、クリスチャ

るという約束です。私たち教会が心を

ンが共に集わなければ、互いに愛し合

一つにしてイスラエルのために祈る時、

ゴール＝ イエスキリストの再臨の備え

Column

オメガ・ジャパンのビジョン

知る

祈る

つながる

創世記から黙示録を貫く、神のマスタープラン
（人類救済計画）
を知る。
また、神の日時計であるイスラエルの歴史を軸に、聖書預言の成就を学び、
今がどんな
「時」
なのか知る。
神のマスタープランと
「時」
を知ることにより、
教会（キリストの体）
が今の時代における役割を担い、
日本、
アジア、
イスラエル、
そしてすべての国々の救いのために祈る。

キリストの体である教会に、
日本、
アジア、
イスラエル、
そしてすべての国々から召し出された神の民が、
真の一致をもってつながる。

伝える

神のマスタープランとイスラエルの平和のために祈る重要性を伝える。
そして、
イエス・キリストが再び地上に来られるという
「再臨の福音」
を、
すべての人々に伝える。

これらを実現することが、主の再臨の備えをすることにつながると
信じて、全力でキリストの体である教会にお仕えしてまいります。

04

在主

教会の福音宣教と
イスラエルをとりなす働きに仕える
主の御名を心から賛美いたします。
私は牧師家庭に生まれ、その時から毎週の日曜礼拝やイエス様のお名前でお祈りすることを習慣
として育ちました。幼児期には教会付属の園で過ごし、小学生に上がると友達を呼んで教会の庭
で遊び、教会が生活の一部となっていました。
20代後半、ある集会の賛美の中で、イエス様の十字架の恵みに全身が包まれた体験をしました。
それにより、聖書にある天地創造主を信じる信仰から、そのお方を人生の主として従う生き方へ
と変えられました。聖書の神は生きておられる！と、理屈を超えて知ることができました。そして、
一度きりの人生、この命も神から与えられているもので自分のものは何もない、すべては神の
ものだ！と確信し、仕事を辞めて献身生活をスタートしました。
献身して3年目ごろに、スティーブンス・栄子師が私たちの教会に巡回講演に来てくださいました。
ちょうど、BFP（ブリッジス・フォー・ピース）の日本支部が立ち上がったばかりのころでした。ユダヤ
人が聖書の預言の通り、祖国イスラエルに帰還してきていることや、クリスチャンたちが過去の
ユダヤ人迫害の歴史を悔い改め、彼らのために祈り、愛の支援を行っていることを栄子師よりお
聞きし、強い衝撃を受けました。
その講演を通じて、教会やクリスチャンの今の時代における役割を知り、再献身をしました。
クリスチャンとしてエルサレムの平和のために祈り、ユダヤ人の救いのためにとりなし祈ることが、
教会に与えられている使命の一つなのだということを知ることとなりました。そして、教会の働き
とイスラエル支援とを両輪とし、主に仕えることを示されました。以来、地域教会に仕えつつ、
オメガ・ジャパンの働きにも携わらせていただいております。
イエス・キリストの福音を宣べ伝えることが教会の第一の使命であると共に、イスラエルの平和
と救いのためにとりなし祈ること、教会からその祈りの柱が立てられることを主は望んでおられ
ます。オメガ・ジャパンはこれからも日本中の地域教会に聖書の預言が成就していること、主が
再び来られることをお伝えし、キリストの花嫁である教会にお仕えしてまいります。
「しかし、信じたことのない方を、どうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことの
ない方を、どうして信じることができるでしょう。宣べ伝える人がなくて、どうして聞くことが
できるでしょう。
」（ローマ人への手紙10章14節）
主の栄光が、日本中の教会を通してこの地に現されますように。
2018年5月恵日
一般社団法人オメガ・ジャパン
代表 横田 聖子
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・ 6月のスティーブンス・栄子による巡回講演のためにお祈りください。

祈りの課題

・ご主人のビル師は手術後、順調に快方に向かっております。
お祈りをありがとうございます。
アメリカの地から日本の教会を祝福したいというご夫妻の使命を持って、
スティーブンス・栄子
が来日します。健康と霊性が守られ、
すべての必要が満たされますようお祈りください。

・ ニュースレターとロゴのデザインをリニューアルしました！
・ オメガのビジョンを共有してくださっているデザイナーの北上郷一郎さんが、御国の栄光を
表す紙面とロゴの作成に、祈りと賜物を持ってご奉仕くださいました。

お知らせ

・ ニュースレターのタイトルも
『bride＝花嫁』
としました。
オメガ・ジャパンの、
キリストの花嫁
である教会にお仕えするという思いを込めています。

・ 6月―巡回講演

活動報告

今年もスティーブンス・栄子が全国の教会をお訪ねします！

・ イスラエル在住18年間の経験から、現在の世界情勢と現地での体験を合わせて、分かり
やすくイスラエルを軸とした聖書セミナーを行います。
「聖書の預言は新聞よりも明らかだ！」
と語るスティーブンス・栄子。
イスラエルでの体験からひも解くみことばの学びは、語る者と
聞く者を一体とします。本セミナーは、参加者お一人おひとりの信仰が刷新され、教会の祝
福となることを目的としています。
（巡回講演の問い合わせは、
オメガ・ジャパン事務局までお気軽にお問い合わせください）

口座番号のお知らせ

編集後記
御霊も花嫁も言う
「来てください。」
新約聖書は花嫁の花婿に向け
られたこの待 望のことばで終
わっています。先日、沖縄でミー
ティングを持った際、横田先生
が再三仰っておられた
「キリスト
の花嫁」、
そして最後に雫の様に
現れた「Bride」
というコンセプ
トワード。
その思いをロゴやデザ
インに込めました。教会がさらに
一つになるよう願います。
しかり。
わたしはすぐに来る。
主よ来たりませ。
（北上郷一郎）

口座名：一般社団法人 オメガ・ジャパン
■ ゆうちょ銀行
口座記号番号：00900-7-313674
【他の金融機関からの振込】
店名：〇九九（読み ゼロキュウキュウ）
店番：099
種目：当座 口座番号：0313674
■ 三菱東京ＵＦＪ銀行
店名：玉造支店
種目：普通 口座番号：0125795

■ みずほ銀行
店名：天満橋支店
種目：普通 口座番号：1337738
■ 三井住友銀行
店名：玉造支店
種目：普通 口座番号：6695584

皆様からの尊いご献金は日本全国の教会を祝福するための
巡回活動及び教材制作活動に用いられます

一般社団法人オメガ・ジャパン

Omega Japan
〒540-0004
大阪府大阪市中央区玉造2-26-47 大阪クリスチャンセンター4階
Tel＆Fax：06-6777-2117 E-mail：info@omega.or.jp

オメガ出版

Omega Shuppan
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