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古代ユダヤ人の
婚礼から知る
イスラエル民族と
異邦人教会
伝統的な図柄のユダヤ人の結婚契約書
「ケトゥバ」

婚約

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。

ラケルではなく姉のレアと結婚させら

ブドウ酒を飲み、婚約が成立します。

古代ユダヤ人の婚約は、両家の父親

れてしまいました。このような悲惨な

マタイの福音書 1 章 18 節から 19 節で

同士によって決められていました。子

結果をもたらさないためにも、父親同

は、マリアが聖霊によって身重になっ

どもが生まれる前、あるいはまだ幼い

士で契約することが最善だと考えられ

たことを知り、ヨセフは内密に離婚し

時期に、親がすでに婚約者を選んでい

たのです。

ようと考えていたことが記されていま

たのです。なぜなら、結婚は子どもた
ちの人生にとって非常に重要な事柄で

婚約者との顔合わせ

す。この時、二人はまだ結婚式を挙げ
ていません。しかし、当時の婚姻では

あり、未熟な若者同士の意思や感情に

花嫁となる女性が 12 歳か 13 歳に成

婚約が結婚と同等の正式な契約であっ

任せることはできないと考えられてい

長すると、父親が婚約者の男性と顔合

たため、婚約の解消は離婚と同じ扱い

たからです。

わせをさせます。その時に、花嫁側に

とされたのです。

聖書の中での例を挙げると、エサウ

払う花嫁料も、双方の条件によって決

当時、婚約後の一年間は両者共、一

が父イサクの反対を無視してカナン人

められます。そうして花嫁側に払われ

緒に住むこともしませんでした。女性

の女性と結婚しています。そのことを

た金額の一部は、未亡人になったり離

は、婚約者がいることのしるしとして、

父親のイサクが気に入らなかったため、

婚されたりした時のために女性に持た

かぶり物を着け、ウエディングドレス

エサウは先の妻たちに加えて、アブラ

せます。また、花嫁側の父親にも渡さ

をつくり始めます。多くの場合、その

ハムの子イシュマエルの娘を妻にめ

れます。結婚する娘は父親の仕事を手

生地は婚約者から贈られた品物です（エ

とっています（創 28:8 〜 9）。また、創世

伝ったり、家業を継ぐことができない

ゼ 16:10）。一方の男性は、父親の家の土

記 29 章では、ヤコブがラケルを自分の

からです。

地に新居を建て始めます。新居が出来

妻にしたいと願い、花嫁側に払う花嫁

花嫁料が決まると、頭金が払われ、

上がると、花婿となる息子に冠をかぶ

料の代りに 7 年間奴隷のように働きま

正式な契約書に両者が署名をします。

らせ、結婚式のために彼を送り出しま

した。ようやく結婚できたと思ったら、

その後、婚約した二人が一つの杯から

す（雅 3:11）。
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たも十二の座に着いて、イスラエルの
十二の部族をさばくのです（19：28）」と
言われました。12 使徒はメシアの友で
あり、また、イスラエルの裁き司とな
ることが約束されているのです。
バプテスマのヨハネは、
「花嫁を迎え
る者は花婿です。そこにいて、花婿の
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秋のオリーブの収穫

結婚式

エルサレムの
市場に並ぶ
フルーツ

ことばに耳を傾けているその友人は、
花婿の声を聞いて大いに喜びます。そ
れで、私もその喜びで満たされている
のです（ヨハ

3:29）
」と語っています。彼

は花嫁ではなく、花婿の友なのです。
るベストマンは、新居の扉の外にいて、

ここで、イスラエルの民と異邦人の

通常、花嫁は結婚式の日がいつにな

花嫁が処女であった証拠のシーツを花

教会は同じ立場ではないことが分かり

るのかを知りません。しかし、それが

婿が持ってくるのを待ちます。そのシー

ます。教会はキリストの花嫁ですが、

秋になることは知っています。なぜな

ツを受け取ると、彼は結婚式の参列者

イスラエルの民はどのような立場にな

ら、秋の収穫の時期は多忙なため、収

の所に行き、婚宴が始まります。これ

るのでしょうか。

穫の後になるからです。

は 7 日間続きます。花婿は、時々参列

ホセア書で、ホセアが結婚するよう

者の所に現れ、交わりをして花嫁に食

に命じられた姦淫の女は、偶像礼拝に

は水曜日に行われました。水曜日に結

事を持っていきます。この 7 日間は、

浸っていたイスラエルになぞらえられ

婚すれば翌日の木曜日には裁判所が開

花婿の最初で最後の休暇だと言えるで

ています。父なる神様の苦しみを、ホ

いているからです。門の所で集まって

しょう。7 日間のハネムーンが終わる

セアは体験しなければなりませんでし

いる長老たちが審判者ですが、金曜日

と、花婿は花嫁を家族、友人、町の人々

た。また、エゼキエル書 16 章では、野

は安息日が夕方から始まるので裁判所

に紹介します。そして、いよいよ町を

原に捨てられていた子を神様が育て、

は開いていません。

挙げての大宴会が始まります。

年ごろになった時に神様のもの（妻）とさ

また当時、ほとんどの場合、結婚式

結婚の翌日に裁判所へ行く理由は、
初夜に花嫁が処女でなかった場合、花
婿が証拠のシーツを持っていけば、即、
離婚が成立したからです。そうなれば、

れたことが書かれていますが、姦淫を

イスラエル民族と
異邦人教会の違い

行うようになって主が怒りに燃え、彼
女を手放します。しかし、
「だが、わ

イエス様は、12 使徒を
「花婿の友」と

たしは、あなたの若かった時にあなた

花嫁は迫害を受けたり、時には石投げ

表現されました。
「イエスは彼らに言

と結んだわたしの契約を覚え、あなた

によって殺されたりしました。

われた。
『花婿につき添う友だちは、花

ととこしえの契約を立てる（エゼ 16:60）」

結婚式の日は、花婿と彼の友人たち

婿がいっしょにいる間は、どうして悲

と、再び神様の妻となったことが記さ

が花嫁の家の周りでラッパを吹き、喜

しんだりできましょう。しかし、花婿

れています。

びの声を上げながら歩き回ります。花

が取り去られる時が来ます。そのとき

レビ記では、律法に従わないイスラ

嫁はそのラッパの音を聞き、父親から

には断食します（マタ 9:15）』」。そして、

エルの民を神様が叱っておられますが、

祝福を受けて、長い間、会っていなかっ

「……まことに、あなたがたに告げます。

「わたしはヤコブとのわたしの契約を思

た花婿に出会うために出て行きます。

世が改まって人の子がその栄光の座に

い起こそう。またイサクとのわたしの

花婿は花嫁のベールを開き、自分の婚

着く時、わたしに従って来たあなたが

契約を、またアブラハムとのわたしの

約者であることを確かめます。ヤコブ
が、ラケルではなくレアと結婚してし
まったようなことにならないためです。

てんがい

古代から現在まで
「フッパ」
と呼ばれる天蓋
の下で結婚式を挙げるユダヤ人
イエス様に選ばれた12使徒

てんがい

二人は天 蓋の覆いが立てられた所で
結婚式を挙げます。式では婚約時に契
約した書類を読み上げます。
式が終わると花婿は、父の家の土地
に建てた新居に花嫁を連れていきます。
花婿の最高の友人で付き添い人でもあ
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西壁から見渡すエルサレム

契約をも思い起こそう。そしてわたし

イスラエルが最も重要な国となります。

は、雨が降らない」と、メシア王国で主

はその地をも思い起こそう（26:42）」と言

現在、イスラエルの民が約束の地に戻っ

を礼拝しない者は罰を受けることが預

われました。ローマ人への手紙 11 章

てきているのは、その日が近いからだ

言されています。メシア王国において

28 節では、「 彼 ら は、 福 音によれば、

と思われます。

は、キリストの花嫁である教会がキリ

あなたがたのゆえに、神に敵対してい

メシア王国には、キリストの花嫁で

ストと共に働きます。一方で、神様の

る者ですが、選びによれば、父祖たち

ある教会、イスラエル民族、そして、

妻であるイスラエル民族が諸国の民を

のゆえに、愛されている者なのです」と

その他の諸国の民が存在します。ゼカ

支配します。そのどちらも、重要な神

されています。父なる神様のイスラエ

リヤ書 14 章 16 節から 17 節には、
「エ

様の妻であるのです。

ルに対する愛は、決して変わりません。

ルサレムに攻めて来たすべての民のう

それはアブラハムとの契約のゆえです。

ち、生き残った者はみな、毎年、万軍

次回は、古代の結婚のしきたりを基

の主である王を礼拝し、仮庵の祭りを

に
「イエス・キリストの花嫁」について

祝うために上って来る。地上の諸氏族

学びましょう。

メシア王国
メシア王国（千年王国）では、主イエス

のうち、万軍の主である王を礼拝しに

様がエルサレムにご臨在されるため、

エルサレムへ上って来ない氏族の上に

Column

オメガ・ジャパンのミッション

ミッション＝
「終末」
をわかりやすく宣べ伝える
イスラエル理解を軸にした
聖書の学び

講演活動

世界情勢について
歴史をつかさどる神のマスタープランを
お伝えします

教材作成

「終末」
について
わかりやすい教材をご提案します

教師育成

わかりやすい教材を使用して
「終末」
を語ることができる教師を育成します

また、万物を創造した神のうちに世々隠されていた奥義の実現が何であるかを、明らかにするためです。
エペソ3：9
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在主

オメガ・ジャパンとなって
初の巡回講演がスタートします
今月も感謝を込めてごあいさつ申し上げます。
6月にスティーブンス・栄子の巡回講演が再開いたします。オメガ・ジャパンとなって初の
巡回講演のスタートでもあり、今回は特に、昨年10月に伺うことのできなかった教会を中心に
講演予定を組ませていただきました。昨年末は、スティーブンス・栄子の夫のビル師に肺がんの
疑いがありましたが、皆様のとりなしの祈りに支えられ、素晴らしい癒やしが起こりました。
今回はその祈りの実としての巡回講演であることを覚え、改めて感謝とお礼を申し上げます。
オメガ・ジャパンの巡回講演は、ただ日本の教会の祝福となりたい一心で活動を続け、全国
一軒一軒の教会をご訪問させていただきたいと願っております。また、この活動は日本の教会
が互いに祝福し合い、とりなし祈り合うことによって実現しています。
日本にあるすべての教会は、主のご栄光のために主ご自身が建てられました。教会はキリ
ストの体であり、神の国が現される世の光です。オメガ・ジャパンは、主が愛されている
すべての教会を愛し、お仕えいたします。
巡回講演では、アメリカから来日するスティーブンス・栄子が、70代後半という年齢を迎え
てなお一層、主への愛と情熱をもって語らせていただきます。ぜひ、皆様のお祈りによって
その働きをお支えください。そして、この巡回講演を通して、キリストの体である日本の教会
が立て上げられ、主のご再臨の備えとなりますようお祈りいただければ幸いです。
また、イスラエルを軸として聖書を理解した時に広がる信仰の世界を互いに共有し、教会に
集うすべての方々が、さらに主を愛し、主に仕える心が増し加わるよう祈り合っていきたい
と思います。
皆様お一人おひとりの上に、主の大いなる祝福が注がれますように。また、皆様が仕えて
おられる教会と地域の上に御国が来ますように。
2018年6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月の巡回講演を覚えて

祈りの課題

・講師のスティーブンス・栄子の健康が守られ、巡回講演するすべての教会にイエス・キリスト
の再臨への希望と信仰が深められますように。
・イスラエルを軸とした聖書の学びにより、終末の時代を恐れるのではなく、再臨への希望が
与えられ、
クリスチャンがキリストの体なる教会にしっかりとつながり、教会を愛する心が増
し加えられますように。
・ オメガ・ジャパン理事の三坂正治牧師（関東栄光教会）
が、
著書『御霊で読む使徒の働き12weeks（ディボーション・
シリーズ）』
（出版：ミリオン・スマイル）を出版されました。
本著が日本の教会の祝福となりますよう覚えてお祈りください。

お知らせ

三坂正治 著／定価2,200円+税／ミリオン・スマイル発行
ISBN 978-4-9049-4006-8 C0016

・ 日本全国への巡回講演が、6月10日
（日）
から7月1日
（日）
まで行われます。

活動報告

・ 牧師修養会、中部地方（愛知県・三重県）、関西（京都府・兵庫県）、関東（千葉県）を巡回
講演いたします。
・ 全国47都道府県にある教会を覚え、特に巡回講演する地域の上に、主の恵みが注がれます
ようお祈りください。

編集後記

口座番号のお知らせ

私事ですが、今年、結婚20周年
を迎えました。20年前、結婚を
申し込んだ時、
承諾はいただいた
のですが、事情があり半年ほど
待たされました。無事、結婚でき
たときは喜びもひとしおで大切
にしようと思いました。
先日、そんななれそめを横田先
生にお話ししたら、
「待つ」
という
ことも含め、主からのものだった
のですねと言われ、なるほどと
思わされました。
主よ来たりませ。

口座名：一般社団法人 オメガ・ジャパン

（北上郷一郎）

■ 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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