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神様の友とされた
アブラハム

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。
イサクの犠牲
（ドメニキーノ画／1628年）

御声に応答したアブラハム

ラハムはこれを神様の御声であると確

試練ときずな

信しました。逆らうことなく、アブラ

神様の人類救済計画は、アブラハム

神様から人生最大の厳しい試練を与え

ハムは愛する一人息子のイサクを捧げ

を選ばれたところから始まりました。

られました。

るため、出掛けています。

神様はアブラハムのうちに、真の神様

「神が彼に
『アブラハムよ』と呼びかけ

「翌朝早く、アブラハムはろばに鞍を

に対する揺るぎない信仰があるのをご

られると、彼は
『はい、ここにおりま

つけ、二人の若い者と一緒に息子イサ

覧になったのではないでしょうか。ヤ

す』と答えた。神は仰せられた。
『あな

クを連れて行った。アブラハムは全焼

コブの手紙 2 章 23 節にはこう書かれ

たの子、あなたが愛しているひとり子

のささげ物のための薪 を割った。こう

ています。
「
『アブラハムは神を信じた。

イサクを連れて、モリヤの地に行きな

して彼は、神がお告げになった場所へ

それで、それが彼の義と認められた』と

さい。そして、わたしがあなたに告げ

向かって行った。（創 22:3）」

いう聖書のことばが実現し、彼は神の

信仰の父と呼ばれるアブラハムは、

たきぎ

る一つの山の上で、彼を全焼のささげ

アブラハムは間を空けることなく、

友と呼ばれたのです。」このように、ア

翌朝にはイサクを連れ出していますが、

ブラハムは全知全能の神様の友とされ

この主の命令がアブラハムの心に直

100 歳でようやく与えられた息子を全

ました。それなのに、どうして神様は、

接語られたのか、超自然的な声で語ら

焼のいけにえにするとは、これ以上に

愛する友にこのような試練を通過させ

れたのかは分かりません。ただ、アブ

ない辛い命令だったことでしょう。

たのでしょうか。

物として献げなさい。
』
（創 22:1-2）
」

アブラハムの時代のモリヤの地、現在のエルサレム市街

©Noam Chen
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神様のしもべから
神様の友となる

主人の証し
©רכייט ישיבא רד

ベツレヘム

イスラエル ヘブロン
ベエル・シェバ

死海

ベエル・シェバからエルサレム
（モリヤの地）
へ
向かうアブラハムの行程

エルサレム

私の主人は自宅でくつろいで過ごす

アブラハムは御声に従い、ベエル・

ことが好きな人で、その時間が彼に平

シェバからヘブロンを越えてベツレヘ

安と力をもたらしていました。最初は

ムを通り過ぎ、3 日目にモリヤの地に到

安い家を買いましたが、それを売った

着しました。
「三日目に、アブラハムが

お金で次の家を買いました。最初の家

目を上げると、遠くの方にその場所が

より少し良い家でしたが、さらに次の

見えた。
（創 22:4）
」と記されています。

家は質素ながらも自ら設計した新築で

そしてイサクはアブラハムにこう問い掛

した。その後、資産価値が上がり、彼

けています。
「アブラハムは全焼のささ

の夢であった家を建てることができま

げ物のための薪を取り、それを息子イ

した。主人にとって、人生の目的の一

サクに背負わせ、火と刃物を手に取っ

つを達成したと言えるような大きな出

た。二人は一緒に進んで行った。……

来事でした。

イサクは尋ねた。
『火と薪はありますが、
全焼のささげ物にする羊は、どこにい
るのですか。
』アブラハムは答えた。
『わ
が子よ、神ご自身が、全焼のささげ物
の羊を備えてくださるのだ。
』
こうして二
人は一緒に進んで行った。
（6-8）
」

（C）Daniel Baránek

この時、イサクは小さな少年ではな

アブラハムの井戸
（ベエル・シェバの旧市街）
創世記21章25節から31節に出て来る井戸で、
実際の物かは不明。
ベエル・シェバという地名は
「七つの井戸」
あるいは
「誓いの井戸」
の意味。

く、恐らく 20 歳を超えた大人であっ
ただろうと推測する神学者もいます。
「神がアブラハムにお告げになった場所
に彼らが着いたとき、アブラハムは、

神様はアブラハムとの間に、試練だ

しかしその後、1979 年に主人は救

けではなく、特別なきずなを結ばれま

われ、クリスチャンになりました。そ

そこに祭壇を築いて薪を並べた。そし

した。
「わたしの一番大切なものをあな

して間もなく献身しました。彼は懸命

て息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の

たにあげよう。そして、あなたもわた

に働いて家のローンを払い終え、会社

薪の上に載せた。（9）」

しに一番大切なものを与えてくれ」と

を早期退職する計画でいました。そう

アブラハムは 125 歳近い老齢なの

おっしゃったのです。アブラハムは、

すれば、自宅を残したまま宣教に出ら

で、20 歳を超えた若者と争えば当然

神様からモリヤの地
（現在のエルサレ

れると思ったのです。

負けてしまいます。いずれにせよ、全

ム）へ行くようにと命じられました。ア

そんなある日、主が主人に語られま

焼のいけにえにされることを拒まない

ブラハムの住むベエル・シェバからは、

した。それは心に響く主の大きな御声

ような人間がいるでしょうか。しかし、

3 日間掛かる距離です。

でした。
「イスラエルに行くようにあな

このみことばの中で、イサクがアブラ

この時すでに、アブラハムにとって

たを導いたが、行かないのならばわた

ハムに逆らっている記述はありません。

息子のイサクは主に捧げられた子であ

しは別の人を遣わそう。」厳しい御声を

神様はイサクにも、父親であるアブラ

り、もはや自分の子ではなくなってい

聞いた主人は立ち上がり、その翌日、

ハムに従う思いを与えてくださったの

ました。モリヤの地へ向かう 3 日間の

家を売りに出しました。家を売らなけ

です。これは主の御業です。

旅の間、アブラハムの胸中はいかばか

れば神学校に行くお金がなかったから

「アブラハムは手を伸ばして刃物を取

りであったでしょうか。私は、このア

です。それが神様の御声だと確信して

り、息子を屠 ろうとした。そのとき、

ブラハムの試練の箇所を読むたびに、

いた彼は、この世で一番大切なものだ

主の使いが天から彼に呼びかけられた。

神様の御声を聞いた時には、このよう

と思っていた家を手放す決心をしたの

……『 そ の 子 に 手 を 下 し て は な ら な

に応答しなければならないのだと思わ

です。もはや、家に対する未練はなく

い。その子に何もしてはならない。今

されました。人間の力ではなく、あわ

なっていました。長年掛けてようやく

わたしは、あなたが神を恐れているこ

れみ深い神様はそれを成し遂げる信仰、

手に入れた夢の家でしたが、神様の御

とがよく分かった。あなたは、自分の

勇気や力をも私たちに備え与えてくだ

声を聞いた時、その御声に従う心も同

子、自分のひとり子さえ惜しむことが

さいます。

時に与えられたのです。

なかった。』（10-12）」
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ほふ

この行いを通して、アブラハムは最
も忠実な神様のしもべから、神様の友
となりました。アブラハムは、刀でイ
サクの体を突き刺す直前に、神様が止
めてくださるとは思ってもみませんで
した。すでに神様に捧げ、死んだもの
と見なしていた息子が、自分の愛する
一人子となって戻ってきたのです。イ
サクは 3 日目にモリヤの山で復活した
のです。

（C）freebibleimages

友のきずなのしるし
「アブラハムが目を上げて見ると、見

これは人類救済のために 2 千年後に

「アブラハムは、その場所の名をアド

よ、一匹の雄羊が角を藪に引っかけて

来られる神の小羊、イエス様を表してい

ナイ・イルエと呼んだ。今日も、
『主

いた。アブラハムは行って、その雄羊

ます。神様はここに、アブラハムと交わ

の山には備えがある』と言われている。

を取り、それを自分の息子の代わりに、

した友のきずなのしるしを現されたので

（14）
」と書かれているように、モリヤ

全焼のささげ物として献げた。
（13）
」

す。愛する一人子イエス様を神の小羊と

の山があるエルサレムは、罪の赦しの

偶然にしては出来過ぎた話です。雄羊

して地上に送り、モリヤの山で十字架に

贖いが備えられた場所です。神様が人

が備えられ、それをいけにえとして捧

架けて、人類を贖われました。そして、

の友となり、親子となる備えがなされ

げることができました。アブラハムは

モリヤの山でイエス様は 3 日目に復活

た
「アドナイ・イルエ、ジェホバ・ジャ

先に、
「わが子よ、神ご自身が、全焼の

されました。このイエス様こそ、アブラ

イラ」
（主は備えてくださる、主は備え

ささげ物の羊を備えてくださるのだ。

ハムが言った、
「神様ご自身が備えてく

主）の場所なのです。

ださる羊」
となられたお方です。

（8）」と言っています。

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。
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在主

天の父なる神の愛
「名声は良い香油にまさり、死ぬ日は生まれる日にまさる。
」伝道者の書 7 章 1 節
イエス・キリストは、ご自分が十字架に架けられて死ぬ日をご存知でした。死ぬ前に、天の父
なる神へ私たちのためにとりなしの祈りを捧げてくださいました。
「父よ。あなたがわたしのうちにおられ、わたしがあなたのうちにいるように、すべての人を一
つにしてください。彼らもわたしたちのうちにいるようにしてください。あなたがわたしを遣わ
されたことを、世が信じるようになるためです。
」ヨハネの福音書 17 章 21 節
先日、牧師でもある実父が天に帰りました。9 月 13 日に緊急入院した際には、国内外からのと
りなしの祈りにより、お医者様たちが驚くほどの奇跡と癒やしが起こりました。お祈りくださっ
たご支援者の皆様に心よりお礼申し上げます。
約 1 カ月の入院生活の中、この数十年で最も父の心の声が聞こえてきたように感じています。
入院 2 週間目は台風により 4 日間の断水と停電が続きましたが、暗い夜にとりなし祈ってくださ
った一人の方を通して、父への感謝と悔い改めの祈りに導かれました。それは、天の父なる神が
御子をこの世に遣わしてくださった、張り裂けんばかりの愛の叫びの声でした。
私はイエス・キリストを救い主と信じ、父である牧師の下で主に従ってきました。しかし、父
の本質的な深い心の声を聞くことができていなかったということに、言いようのない悔い改めの
思いが起こり、また同時に父への感謝があふれてきました。翌日、父に「ごめんなさい」と「あり
がとう」を伝えることができました。人工呼吸器を着けたままでしたが、父の意識ははっきりと
しており、目を見開いて大きくうなずいてくれました。そして、神の定められた日が来て、父は
永遠の住まいへ帰りました。今、生前よりも父を近くに感じ、主と共に生きていることを実感さ
せられています。
天の父なる神は、私たちと共に永遠に住まうための準備と計画を進めておられます。聖書に書
かれている神のマスタープランは必ず実現するということを、今、さらに確信させられています。
多方面より多くのご協力を得て、いよいよオメガの「神のマスタープラン・プロジェクト 2019」
が動き出します。お祈りとご支援を何卒どうぞよろしくお願い申し上げます。
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、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 11 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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お知らせ
・ 第二回秋のイスラエル＆ヨルダンツアーを企画中！！（10月～11月）

第一回2019年2月のツアーは定員に達しましたので、現在、同じ行程での企画を進めております。
詳細が決まり次第、
パンフレットをお送りいたします。

・ 神のマスタープラン2019プロジェクト オメガ・ジャパンより幻冬舎大学講師決定！！
イスラエル在住18年の経験を持つスティーブンス・栄子が、
イスラエルを軸に聖書をひも解きます。
来年3月より連続講座を予定しています。
幻冬舎大学プレイベント 「イスラエルを軸に読み解く聖書入門～預言はどう成就しているのか～」

11月8日
（木）淀橋教会において開催 ①14：00～16：00 ②19：00～21：00
〈講師〉
スティーブンス・栄子 〈ナビゲーター〉輪嶋東太郎氏

＊講師陣へのとりなしの祈りと日本の祝福をお祈りくださり、
ぜひご来場ください！ 別途チラシあり

・ 日本CGNTV『シャローム イスラエルⅡ』来年度収録に向け企画中です。

祈りの課題

1
2

日本全国の教会と牧師・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覚えて
お祈りください。
「神のマスタープラン・プロジェクト2018」第2期10月～11月の巡回講演のために。

・「イエス様のご再臨に備えて祈りたい」
「聖書預言について歴史や世界情勢から分かりやすく学びたい」
という
教会を中心に関東、
中部、関西地域を巡回講演中です！

・ スティーブンス・栄子の健康が守られ、聖霊の器として、
みことばを分かりやすく伝えることができますよう
お祈りください。

3

11月8日開催の幻冬舎大学プレイベントを通してイエス・キリストの救いの恵みを伝える
ことができ、来会者がこの学びにより希望と平安を得ることができるようお祈りください。

・ ナビゲーターの輪嶋東太郎氏と講師のスティーブンス・栄子が主にあって一致し、来会者の方々の心に主の
みことばを語り掛けることができますように。

・ 会場の淀橋教会とその周辺地域に主のご臨在がとどまりますよう祝福をお祈りください。
編集後記

一般社団法人 オメガ・ジャパン

アブラハムが受けた最大の試練“イサクの犠牲”、

■ゆうちょ銀行
00900-7-313674
【他の金融機関からの振込】
店名：〇九九（ゼロキュウキュウ） 当座 0313674

自分なら到底できないと思えます。
でもこれは人間の
業で行えたものではなく、神様の備えや力によって
こそなし得た神様の業でもあるのですね。私はこれ
ほどの試練を受けたことはありませんが、長年の夢
に突き進んでいた時に、
それを捧げるようにとはっ
きりと神様に示されたことがあります。号泣しまし
たが、神様に抵抗する思いは起こりませんでした。
アブラハムの試練とは比較になりませんが、神様
は私たちにも良きことを備えてくださる良いお方で
あることを確信します。
（細井浩子）

■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
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
https://omega.or.jp/
〒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

バルナバ・ミニストリー
代表：糸数盛夫

みくに株式会社
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