
全国47都道府県にある教会と牧師・教会リーダーのご家庭を覚え、
主の祝福が注がれますようお祈りください。
「神のマスタープラン・プロジェクト」
第2期10月～11月の日本巡回講演の準備のために。

 ・  今年度は、「聖書的な理解を深めて、イスラエルをとりなす祈り会をスタートしたい」または、「どのような
ポイントで祈ったらよいかアドバイスが欲しい」という教会を中心に講演活動を予定しています。関係協力団
体とも連携しつつ、各教会、各キリスト教団体がキリストの体の一部であることを覚え、互いに賜物を用いて日
本の教会にお仕えしてまいります。すべての計画がイエス・キリストを表す活動となりますようお祈りください。

オメガイスラエルツアーついに実現！！
スティーブンス・栄子が、チャプレンとして聖書の地で語ります。ガイドは、現地ジャーナリストでもあり、イスラエル政府公認
ガイドの石堂ゆみ師。聖書の地で、神のマスタープランを学び、みことばを味わい、共に祈ります。オメガニュースレター読者の
皆様へは、日頃の感謝を込めて特別優待価格でご招待いたします。（詳細は別紙記載）

神のご計画を伝え続ける
使命をもって

祈りの課題

編集後記

　今月も感謝を込めてごあいさつ申し上げます。

  「愛の反対は憎しみではなく、無関心である」と言われます。私自身、約20年前にスティーブンス・
栄子先生がイスラエルから来日し、私たちの教会で語ってくださらなければ、イスラエルに
対して無関心のままであったかもしれません。
　主は栄子先生を通して、日本の教会にイスラエルの平和のために祈ること、さらにイスラエル
を支援する異邦人の役割について、聖書を通して語り続けてくださいました。その後、イスラエル
現地での働きを終え、2008年にご夫妻でアメリカへ帰国した後も、日本の教会に対して、イス
ラエルを軸に聖書を読む時に見えてくる神のご計画を伝える働きを新たに開始されました。

　イスラエル在住時代の18年間（1990 ～ 2008年）の体験で栄子先生は、「聖書の預言は新聞
よりも明らかだ！」ということを目の当たりにしたと言います。当時、世界中からユダヤ人が
続々、イスラエルへ帰還してきたのです。イザヤ書43章5節から6節でこう預言されています。
「恐れるな。わたしがあなたとともにいるからだ。わたしは東からあなたの子孫を来させ、西から
あなたを集める。北に向かっては『引き渡せ』と言い、南に向かっては『引き止めるな』と言う。
わたしの息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させよ」
　
　神のご計画は現在も進行中です。イスラエルを軸に世界情勢や歴史を見る時、神が働かれて
いることが分かります。人間の理解を超えた神のマスタープランを受け取る時、この地上そして
永遠に神と共に生きるのだという希望が与えられます。
　2018年、「神のマスタープラン・プロジェクト」としてオメガ・ジャパンに与えられた使命の
原点に立ち、イスラエルの平和のために祈ることと聖書にある神のご計画について伝え続けて
まいります。
　どうぞ、第２期巡回講演を覚えて、日本の救いのためにキリストの体である日本の教会が励
まし合い、主の来られる日に備えて、時が良くても悪くても主の愛を宣べ伝えることができます
よう共にお祈りください。

　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、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9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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 ・ オメガ・ジャパンの関係協力会社であるヴォイス・ファクトリイ株式会社より、
ベー・チェチョル氏（韓国テノール歌手）の日本メジャーアルバム第２弾CD

『THE SINGERⅡ 愛のうた』（日本コロムビア）が7月18日に発売されました。
日本宣教のため用いられますよう覚えてお祈りください。
＊ヴォイス・ファクトリイ株式会社代表の輪嶋東太郎氏からご支援の声を頂いております。（別紙記載）

https://www.voicefactory.jp/

今号の巻頭言の中で、イスラエルの民がイエ
ス・キリストを信じ受け入れるためのつまずきと
なることは、三位一体なのだということが述べ
られています。また、日本人が三位一体の神様
を信じることは難しくないとも言われています。
確かに、その点でつまずいたという日本人クリ
スチャンに出会ったことはないなと思いました。
イスラエルの民が、イエス様を旧約聖書に預言
されていた救い主であると理解し、信じること
ができるようにとりなし祈ることは非常に重要
だと改めて思いました。　　　　　（細井浩子）
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わたしは『これはわたしの民』と言い、
彼らは『主は私の神』と言う
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出エジプト記14章22節「イスラエルの子らは、
海の真ん中の乾いた地面を進んで行った。
水は彼らのために右も左も壁になった」

ユダヤ教徒の家の玄関や鴨居に
付けられている細長い飾り「メズーザ」。
この中に申命記 6章4節のみことばで、
ユダヤ人の最も大切な祈りの一つである

「シェマー・イスラエル」が入っている

『アブラハムの一行』ジェームズ・ティソ画　
（1903年）
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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

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

「終末」について
わかりやすい教材をご提案します

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

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。

スティーブンス・栄子

神様のマスタープランが
成就するための鍵
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ラハムを通して「地のすべての部族は、
あなたによって祝福される」という大い
なるご計画です。地のすべての人々が、
アブラハムとその子孫を通して祝福を
受けるのです。

このご計画をどう進めていくのか、主
はモーセに語っておられます。出エジ
プト記6章6節と7節、「それゆえ、イ
スラエルの子らに言え。『わたしは主で
ある。わたしはあなたがたをエジプトの
苦役から導き出す。あなたがたを重い
労働から救い出し、伸ばされた腕と大
いなるさばきによって贖う。わたしはあ
なたがたを取ってわたしの民とし、わ
たしはあなたがたの神となる。あなた
がたは、わたしがあなたがたの神、主
であり、あなたがたをエジプトでの苦
役から導き出す者であることを知る』」

このみことばの中で、四つの預言が
語られています。①わたしはあなたが
たをエジプトの苦役から導き出す。②
あなたがたを重い労働から救い出す。
③伸ばされた腕と大いなるさばきに
よって贖う。④わたしはあなたがたを
取ってわたしの民とし、わたしはあな
たがたの神となる。あなたがたは、わ
たしがあなたがたの神、主であり、あ
なたがたをエジプトでの苦役から導き
出す者であることを知る。

まずは、アブラハムの子孫であるヤ
コブ（イスラエル）とその子孫を、エジ
プトで奴隷になっていた苦役から導き
出すという約束です。これは出エジプ
トの出来事で成就しました。次に、奴
隷であったイスラエルの民を重い労働
から連れ出すことです。これも出エジ
プトの出来事で成就しました。

すべての人々を
祝福するため
アブラハムが選ばれた

創世記12章1節から3節にこう書か
れています。「主はアブラムに言われ
た。『あなたは、あなたの土地、あな
たの親族、あなたの父の家を離れて、
わたしが示す地へ行きなさい。そうす
れば、わたしはあなたを大いなる国民
とし、あなたを祝福し、あなたの名を
大いなるものとする。あなたは祝福と
なりなさい。わたしは、あなたを祝福
する者を祝福し、あなたを呪う者をの
ろう。地のすべての部族は、あなたに
よって祝福される。』」（創22:18、28:4
参照）

これが神様のマスタープラン、アブ
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三つ目の、「伸ばされた腕と大いなる
さばきによって贖う」という預言は、イ
エス・キリストの十字架によって成就
しました。十字架のあがないを信じる
者は、すべて罪が赦され、先祖の咎か
らあがなわれ、救われるのです。この
時から、アブラハムの子孫としてお生
まれになったイエス・キリストを通し
て、恵みの時代がやって来ました。自
らを罪人と認め、イエス・キリストの
御名において悔い改めるだけで神の子
とされるという、考えられない恵みの
時が来たのです。「神は言われます。『恵
みの時に、わたしはあなたに答え、救
いの日に、あなたを助ける。』見よ、今
は恵みの時、今は救いの日です（Ⅱコリ
6:2）」。多くの人々がこの福音を信じな
いのは、話が良すぎると思うからでしょ
う。しかし、それが神様のマスタープ
ランなのです。

ローマ人への手紙8章4節では、「そ
れは、肉に従わず御霊に従って歩む私
たちのうちに、律法の要求が満たされ
るためなのです」と書かれています。イ
エス・キリストを信じる者は神様の霊
に導かれ、それによって神の子とされ
るのです。神様はすべての人々がイエ
ス・キリストの十字架のあがないを信
じて、神の子とされることを望んでお
られます。　

世の中の人々がイエス・キリストを
受け入れたくないのは、良い人になら
ないといけない、と思っているからか
もしれませんが、実はそうではなく、
神様の御霊に導かれる者は、自分の力
で無理に自分を変えようとする必要は
ないのです。「そしてわたしが父にお願

いすると、父はもう一人の助け主をお
与えくださり、その助け主がいつまで
も、あなたがたとともにいるようにし
てくださいます（ヨハ14：16）」とある
通り、聖霊様が私たちをいつも導いて
くださるのです。

三位一体の
神様

神様のマスタープランの四つ目は、
このみことばです。「わたしはあなたが
たを取ってわたしの民とし、わたしは
あなたがたの神となる。あなたがたは、
わたしがあなたがたの神、主であり、
あなたがたをエジプトでの苦役から導
き出す者であることを知る」

神様は、父なる神様、御子なるイエス・
キリスト、そして聖霊様の三位一体で
す。父なる神様だけを信じていれば良
いわけではありません。ヤコブの子孫
であるイスラエルの民は、申命記 6章
4節のみことば「聞け、イスラエルよ。
主は私たちの神。主は唯一である」を固
く信じています。私たち日本人にとっ
て三位一体の神様を信じるのは、さほ
ど難しくはありません。しかし、イス
ラエルの民にとって三位一体の神様を
信じるのは、大きな葛藤があります。「唯
一であるはずの神様が、どうして三つ
なのだ」と反発します。

父なる神様は、御子イエス・キリス
トを罪のあがないのために世に送られ、
すべての人間の罪を御子に背負わせ、

「罪の報酬は死」と定められた律法を釘
付けにされました。罪のない御子がそ
れをご自身のみで背負われたのです。
そして聖霊様は、御子を信じる者一人

ひとりを日夜導き助けてくださってい
ます。この三位一体の神様は、唯一の
神様であり、三つの位格により、完全
な調和をもって自らの働きを成し遂げ
ておられます。

父なる神様だけを神として、御子イ
エス様、聖霊様を神様であると認めな
いなら、神様のマスタープランは成就
しません。「わたしはあなたがたを取っ
てわたしの民とし、わたしはあなたが
たの神となる」というみことばは、ヤゴ
ブの子孫であるイスラエルの民が、父
なる神様だけではなく、御子イエス・
キリストを彼らの神様、メシアとして
受け入れ、聖霊様も彼らを導く神様で
あると信じなければ、神様のマスター
プランは成就しません。

神の御国が
地上に到来する

ゼカリヤ書13章8節から9節に、こ
う預言されています。「全地はこうなる
──主のことば──。その三分の二は
断たれ、死に絶え、三分の一がそこに
残る。わたしはその三分の一を火の中
に入れ、銀を錬るように彼らを錬り、
金を試すように彼らを試す。彼らはわ
たしの名を呼び、わたしは彼らに答え
る。わたしは『これはわたしの民』と言
い、彼らは『主は私の神』と言う」　

このみことばは、世の終りの大患
難時代に起こる出来事と思われます。
私たちクリスチャンは、このみことば
で死んでいくであろう3分の2のイス
ラエルの民が、イエス・キリストを信
じることを切に祈らなければなりま
せん。
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また、ゼカリヤ書12章9節から10
節では、こう書かれています。「その日、
わたしはエルサレムに攻めて来るすべ
ての国々を根絶やしにしよう。わたし
は、ダビデの家とエルサレムの住民の
上に、恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは、
自分たちが突き刺した者、わたしを仰
ぎ見て、ひとり子を失って嘆くかのよ
うに、その者のために嘆き、長子を失っ
て激しく泣くかのように、その者のた
めに激しく泣く」

このみことばでは、国々がイスラエ
ルを襲ってくる時、イスラエルの民は
自分たちが突き刺した者、すなわちイ

エス・キリストを心で仰ぎ見て、「主
よ。もう一度来てください！」と叫ぶ日
が来ることを預言しています。その時、

「彼らはわたしの名を呼び、わたしは彼
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全国47都道府県にある教会と牧師・教会リーダーのご家庭を覚え、
主の祝福が注がれますようお祈りください。
「神のマスタープラン・プロジェクト」
第2期10月～11月の日本巡回講演の準備のために。

 ・  今年度は、「聖書的な理解を深めて、イスラエルをとりなす祈り会をスタートしたい」または、「どのような
ポイントで祈ったらよいかアドバイスが欲しい」という教会を中心に講演活動を予定しています。関係協力団
体とも連携しつつ、各教会、各キリスト教団体がキリストの体の一部であることを覚え、互いに賜物を用いて日
本の教会にお仕えしてまいります。すべての計画がイエス・キリストを表す活動となりますようお祈りください。

オメガイスラエルツアーついに実現！！
スティーブンス・栄子が、チャプレンとして聖書の地で語ります。ガイドは、現地ジャーナリストでもあり、イスラエル政府公認
ガイドの石堂ゆみ師。聖書の地で、神のマスタープランを学び、みことばを味わい、共に祈ります。オメガニュースレター読者の
皆様へは、日頃の感謝を込めて特別優待価格でご招待いたします。（詳細は別紙記載）

神のご計画を伝え続ける
使命をもって

祈りの課題

編集後記

　今月も感謝を込めてごあいさつ申し上げます。

  「愛の反対は憎しみではなく、無関心である」と言われます。私自身、約20年前にスティーブンス・
栄子先生がイスラエルから来日し、私たちの教会で語ってくださらなければ、イスラエルに
対して無関心のままであったかもしれません。
　主は栄子先生を通して、日本の教会にイスラエルの平和のために祈ること、さらにイスラエル
を支援する異邦人の役割について、聖書を通して語り続けてくださいました。その後、イスラエル
現地での働きを終え、2008年にご夫妻でアメリカへ帰国した後も、日本の教会に対して、イス
ラエルを軸に聖書を読む時に見えてくる神のご計画を伝える働きを新たに開始されました。

　イスラエル在住時代の18年間（1990 ～ 2008年）の体験で栄子先生は、「聖書の預言は新聞
よりも明らかだ！」ということを目の当たりにしたと言います。当時、世界中からユダヤ人が
続々、イスラエルへ帰還してきたのです。イザヤ書43章5節から6節でこう預言されています。
「恐れるな。わたしがあなたとともにいるからだ。わたしは東からあなたの子孫を来させ、西から
あなたを集める。北に向かっては『引き渡せ』と言い、南に向かっては『引き止めるな』と言う。
わたしの息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させよ」
　
　神のご計画は現在も進行中です。イスラエルを軸に世界情勢や歴史を見る時、神が働かれて
いることが分かります。人間の理解を超えた神のマスタープランを受け取る時、この地上そして
永遠に神と共に生きるのだという希望が与えられます。
　2018年、「神のマスタープラン・プロジェクト」としてオメガ・ジャパンに与えられた使命の
原点に立ち、イスラエルの平和のために祈ることと聖書にある神のご計画について伝え続けて
まいります。
　どうぞ、第２期巡回講演を覚えて、日本の救いのためにキリストの体である日本の教会が励
まし合い、主の来られる日に備えて、時が良くても悪くても主の愛を宣べ伝えることができます
よう共にお祈りください。

　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、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9月恵日
                                                                                      一般社団法人オメガ・ジャパン

代表  横田 聖子

05 06

イスラエルのキブツにある自然の結び目の木
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00900-7-313674
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店名：〇九九（ゼロキュウキュウ）　当座　0313674

■三菱東京ＵＦＪ銀行　
玉造支店　　普通　0125795

■みずほ銀行　
天満橋支店　普通　1337738

■三井住友銀行　
玉造支店　　普通　6695584 〒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

Omega Japan
一般社団法人オメガ・ジャパン

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

Omega Shuppan
オメガ出版
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 ・ オメガ・ジャパンの関係協力会社であるヴォイス・ファクトリイ株式会社より、
ベー・チェチョル氏（韓国テノール歌手）の日本メジャーアルバム第２弾CD

『THE SINGERⅡ 愛のうた』（日本コロムビア）が7月18日に発売されました。
日本宣教のため用いられますよう覚えてお祈りください。
＊ヴォイス・ファクトリイ株式会社代表の輪嶋東太郎氏からご支援の声を頂いております。（別紙記載）

https://www.voicefactory.jp/

今号の巻頭言の中で、イスラエルの民がイエ
ス・キリストを信じ受け入れるためのつまずきと
なることは、三位一体なのだということが述べ
られています。また、日本人が三位一体の神様
を信じることは難しくないとも言われています。
確かに、その点でつまずいたという日本人クリ
スチャンに出会ったことはないなと思いました。
イスラエルの民が、イエス様を旧約聖書に預言
されていた救い主であると理解し、信じること
ができるようにとりなし祈ることは非常に重要
だと改めて思いました。　　　　　（細井浩子）
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