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イエス様から
再度のチャンスを与えられ
変えられたペテロ
栄子・スティーブンス
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
（現 一般社団法人オメガ・ジャパン）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。

時、ある召使いの女がペテロを見て、
「この人も、イエスと一緒にいました」
（22:56）と言い出しました。するとペ
テロはすぐさま
「いや、私はその人を知
らない」
（22:57）と否定しました。し

愛する主を
三度否んだペテロ

所だと言われています。
ペテロは確信をもってイエス様に、

ばらくして今度は他の男が、
「あなた
も彼らの仲間だ」
（22:58）と言ったの
で、ペテロはまたもや、
「いや、違う」

「主は振り向いてペテロを見つめられ

「主よ。あなたとご一緒なら、牢であろ

た。ペテロは、『今日、鶏が鳴く前に、

うと、死であろうと、覚悟はできており

（22:58）と否定しました。一時間ほど

あなたは三度わたしを知らないと言い

ます」
（ルカ 22:33）
と言いました。しか

たってから、また別の男がペテロのガ

ます』と言われた主のことばを思い出し

し、イエス様はペテロにこう返されまし

リラヤ地域の言葉のアクセントを聞い

た。そして、外に出て行って、激しく

た。
「ペテロ、あなたに言っておきます。

て、
「確かにこの人も彼と一緒だった。

泣いた」
（ルカ 22:61 〜 62）

今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度わ

ガリラヤ人だから」
（22:59）と言い始

たしを知らないと言います」
（22:34）

めました。ペテロはまたそれを否定し

けいめい

このみことばの場面は、今は鶏 鳴教

遠くから付いてきていたペテロは、

て、
「あなたの言っていることは分から

会と呼ばれている、イエス様が連れて

人々と共にカヤパの官邸の中庭で、た

ない」
（22:60）と言いました。すると、

行かれた大祭司カヤパの官邸であった

き火のそばに腰を下ろしました。その

まだ話しているうちに鶏が鳴きました

シオンの丘にある鶏鳴教会
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（22:60）
。イエス様の預言が成就するた

か」という意味です。ペテロは、
「はい、

イエス様は最初の問い掛けと同じ「ア

めに、鶏が鳴いたのだと考えられます。

主よ。私があなたを愛していることは、

ガパオーの愛で私を愛していますか」と

この時、議会で非難を受けていたイ

あなたがご存じです」
（ヨハ 21:16）と

言われましたが、ペテロはここでも「主

エス様は、振り向いてペテロを見つめま

答えました。
「神様が愛されるような愛

よ。私があなたを友人の愛で愛するこ

した。ペテロは、
「今日、鶏が鳴くまで

ではないけれど、友人として私があな

としかできないことを、あなたがご存

に、あなたは三度わたしを知らないと言

たを愛していることを、あなたはご存

じです」と答えています。

います」とイエス様が預言されたことを

じです」と言ったのです。ここでペテロ

イエス様はここでまた、
「わたしの羊

思い出し、外へ出て激しく泣きました。

の使ったイエス様への愛の言葉は、ギ

を牧しなさい」
（21:16）と言って今度

リシャ語の
「アガパオー」ではなく
「フィ

はギリシャ語の
「ポイマイノー」という

レオー」という、友人への愛を表す言葉

言葉を使われました。
「わたしの信者た

でした。

ちである羊の牧師となり、監督しなさ

三度繰り返された
イエス様とペテロの会話

い」という召命をペテロにお与えになっ

イエス様が復活された後、イエス様

イエス様はペテロに、
「わたしの子羊

はガリラヤ湖畔で自ら料理をされ、弟

を飼いなさい」
（ヨハ 21:15）と言われ

子たちを朝食に招かれました。十字架

ました。飼いなさいと言われたのはギ

に架かられる前、弟子たちが皆、イエ

リシャ語の
「ボスコー」という言葉で、

ス様を見捨てて逃げてしまったので、

「食べさせる」や
「保つ」という意味です。

『アガパオー』の愛であなたを愛してい

弟子たちはイエス様に合わせる顔が無

主は霊的に生まれたばかりの信者を養

ます」と言っていたことでしょう。しか

いという思いでした。（マタ 26:56）
。

いなさいと言ってペテロに召命を与え

し、三度イエス様を否んだ失敗によっ

しかし、中東では食事を共にすること

られました。ペテロは、霊的に子ども

てへりくだるペテロへと変えられ、自

は、
「気まずい思いを水に流して、今ま

である人々のためにペテロの手紙第一

分に正直になった言葉で語っています。

で以上に親しくしましょう」という意味

を書き送り、主の召命に答えています。

があり、それゆえイエス様は弟子たち

その通り、今日に至るまで、私たち信

そして、イエス様は三度目もペテロ

と食事を共にされたのです。

者はペテロの書き残した言葉で養われ

に、
「ヨハネの子シモン。あなたはわた

ています。

しを愛していますか」
（21:17）
と言われ

この食事の後、イエス様はペテロと

たのです。
以 前 の ペ テ ロ な ら 堂 々 と、「 私 は、

会話されました。イエス様は、
「ヨハネ

ました。ペテロは、イエス様が三度も

の子シモン。あなたは、この人たちが

「あなたはわたしを愛していますか」と

愛する以上に、わたしを愛しています

言われたので、心を痛めて言いました。

か」
（ヨハ 21:15）と言われました。ペ

「主よ。あなたはすべてをご存じです。

テロが最後の晩餐の後、
「たとえ皆が

あなたは、私があなたを愛しているこ

あなたにつまずいても、私は決してつ

とを知っておられます」
（21:17）
。イエ

まずきません」（マタ 26:33）と言った

ス様はペテロにまた、
「わたしの羊を飼

がゆえに
「この人たちが愛する以上に

イエス様は再びペテロに、
「ヨハネの

いなさい」
（21:17）
と言われました。

……」と言われたのです。

子シモン。あなたはわたしを愛してい

三度目にイエス様は、
「ペテロ、わた

「私を愛していますか」という問い掛け

ますか」
（21:16）とお尋ねになりまし

しをフィレオーの愛で愛してくれるの

には、ギリシャ語の「アガパオー」とい

た。ペテロも再び、
「はい、主よ。私が

か」と言われたので、ペテロは「フィレ

う言葉を使われました。これは、
「神様

あなたを愛していることは、あなたが

オー」の愛でしかイエス様を愛すると言

が愛されるように、私を愛しています

ご存じです」（21:16）と答えました。

えない自分に、たまらない痛みを感じ
ていました。そんなペテロにイエス様
は、三度イエス様を否んだことを水に

ガリラヤ湖

流し、「わたしの羊を飼いなさい」と、
これまでと変わりなくリーダーシップ
をとっていくようにと命じられました。
ペテロは後に、育っていく信者がさら
に成長できるように、ペテロの手紙第
二を書き送りました。今日に至るまで、
信者である私たちはペテロの手紙から
学び、祝されています。
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イエス様から再度の
チャンスを頂いたペテロ
イエス様はペテロに、ヨハネの福音
書 21 章 18 節と 19 節でこう預言され
ています。「『まことに、まことに、あ
なたに言います。あなたは若いときに
は、自分で帯をして、自分の望むとこ
ろを歩きました。しかし年をとると、
あなたは両手を伸ばし、ほかの人があ
の愛を明確に表したものです。彼は最

なたに帯をして、望まないところに連

イエス様から再度のチャンスを頂い

れて行きます。』イエスは、ペテロがど

た ペ テ ロ は、 イ エ ス 様 が 昇 天 さ れ た

のような死に方で神の栄光を現すかを

10 日後のペンテコステの日に、人々

示すために、こう言われたのである。

の前で大胆にメッセージを語り、3 千

私たちは度々、自分自身に落胆、失

こう話してから、ペテロに言われた。

人の人々が救われました。そして弟子

望してしまうことがあります。しかし、

たちや救われた人々をしっかりと監督

主は再びチャンスを与えてくださいま

して牧者の役割を果たしていきました。

す。「またやってしまった」と嘆く私た

主はペテロを通して大いなる御業を行

ちを悔い改めに導き、私たちの失敗に

い、人々は病人を連れて来て、せめて

対して、
「いや、これは初めてのこと

ペテロの影でも、誰かにかかるように

だ」と以前の失敗を忘れてくださり、次

するほどになりました（使 5:15）。

のチャンスをくださるお方です。その

『わたしに従いなさい。
』
」

期まで主を愛し、主に従いました。

そして、ペテロはイエス様が預言さ

主のために、ペテロのようにしっかり

れた通りに殉教しました。このペテロ

と召命を受けて、前進しようではあり

の死は、イエス様に対するアガパオー

ませんか。
在主
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オメガ・ジャパンのミッション

イスラエル理解を軸にした
聖書の学び

ミッション＝
「終末」
をわかりやすく宣べ伝える
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どのようなものなのかを、
すべての人に明らかにするためです。
エペソ3:9
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オメガのツアー、
イスラエル番組、
幻冬舎大学セミナーのご案内
今月も感謝を込めてごあいさつ申し上げます。
第 2回イスラエル＆ヨルダンツアーの5月30日のお申し込み初日、第1回ツアーのキャンセル
待ちの方々を含め、定員の 35 名に達しました。感謝を込めてご報告させていただきます。
オメガの企画するツアーでは、
「神の時」が近付いていることを確信した栄子・スティーブンス
が、約 10 年ぶりにチャプレンとして復帰し、聖書の預言が成就している現場に皆様をご案内
いたします。一番の目的は、ペトラ（ボツラ）の地を足で踏みしめて、主のご再臨を待ち望み
つつ、イスラエルと日本の救いのために祈ることです。そして、現地で黙示録セミナーを行い、
聖書の預言の成就を体感していただきます。
聖書の預言である神のことば、神のご計画は、
「神の時」が来れば必ず成就します。
「みことば
を宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい」
（Ⅱテモ 4:2）と、どのような
時代の中においても、永遠に変わらない神のことばを宣べ伝えるようにと勧められています。
さて、去る 5 月 31 日は、日本 CGNTV『シャロームイスラエル seasonⅡ』の第一回放送日で、
大変ご好評を頂きました。当番組は日本のリバイバルを待望しつつ、イスラエルを軸にして聖書
を読むことで見えてくる神の国の奥義と恵みと喜びを一人でも多くの方々にお伝えしたいとい
う献身によって企画された番組です。トークスタイルで、クリスチャンだけでなく、老若男女
どなたにも分かりやすい内容となっています。さらに現在、
『シャロームイスラエルseasonⅢ』
も企画中です。覚えてお祈りください。
また、7 月 27 日には幻冬舎大学第三回セミナーが開催されます（別紙チラシあり）
。当日は
夏休み期間ですので、ご家族やご友人、教会メンバーの方々とお誘い合わせのうえご参加いた
だければ幸いです。栄子・スティーブンスは今年 3 回目の来日となります。引き続き、健康と
霊性が日々、新しく刷新されますよう覚えてお祈りください。
今月も、皆様お一人おひとりに主の祝福が満ちあふれますよう心よりお祈りしています。
2019年7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

～ 神のマスタープラン・プロジェクト2019 ～
第2回 栄子・スティーブンスと行くイスラエル＆ヨルダンツアー11日間の旅（10月22日～11月1日） 満員御礼
第1回ツアーのキャンセル待ちの方々を含めて、申込初日に35名定員に達しました。
ありがとうございます。聖書の預言が
成就している現場で、10年ぶりにチャプレンとして皆様をご案内いたします。
ご期待ください。

第3回栄子・スティーブンスと行くイスラエル＆ヨルダンツアー

2020年2月中旬スペシャルツアー企画中！！

ご希望の方は、事前優待案内として詳細が決まり次第、パンフレットをお送りいたします。
ご希望の方はオメガ事務局まで
お気軽にお問い合わせください。 TEL＆FAX :06-6777-2117 / Eメール：info@omega.or.jp

・「世界の目から隠されたユダヤ人の姿」

・幻冬舎大学 申込受付中！

～オイルショック以来続く偏向報道～

（オメガ受付は特割です）

講 師：栄子・スティーブンス
ナビゲーター：輪嶋東太郎氏
会 場：淀橋教会（ウェスレーホール）
主 催：幻冬舎、
ヴォイス・ファクトリイ株式会社
申し込み：オメガ・ジャパン事務局（別紙に詳細掲載）

日

時：7月27日
（土）15時～17時

・黙示録入門コース

第二回：9月27日
（金）19時～21時

活動報告

祈りの課題

大好評！！ 日本CGNTV『シャロームイスラエルseasonⅡ』
5月31日
（金）夜9時から放送開始しました。
（隔週で放送中）
再放送は、翌日土曜日朝8時半から。

・日本CGNTVのウェブサイトからの視聴は
⇒ http://japan.cgntv.net/ ⇒ トップページの ON AIR をクリック

6月に栄子・スティーブンスを囲みながら理事会懇親会が行われ
ました。秋には実務理事として新メンバーも加えられる予定です。
（左から）
理 事 三坂正治（関東栄光教会主任牧師）
理事長 増山浩史（21世紀キリスト教会主任牧師）
理 事 梅谷悟（加古川バプテスト教会主任牧師）
理 事 松本圭二（泉南福音教会教会員）
理 事 横田聖子（金武バプテスト教会主任牧師）

1

CGNTV『シャロームイスラエルseasonⅡ』
の放送を覚えて。
・視聴者の方々がイスラエルを軸とした視点で聖書を読み、
学んでいくことができるように。
・制作関係者お一人おひとりの上に知恵と油注ぎが豊かに
ありますように。

2

栄子・スティーブンスのために
・今年3回目の来日となります。暑さから健康が守られ、主の
油注ぎが日々あるように。
・日本のリバイバルのために、
アメリカから栄子師を送りだし
てくださっている、
ご主人のビル師のご健康が守られ、祝福
が満ちあふれますように。

編集後記

『シャロームイスラエルⅠ』
（全40話）
も好評発売中！

Ⅱの放送に感謝を込めて、
『シャロームイスラエルⅠ』
（全40話上・下巻セット）
を感謝価格でご提供いたします。
￥5,400（税込み）⇒￥4,500（税込み・送料込み） 8月31日
（土）受付分まで。

去る6/9はペンテコステの日でした。弟子たちは復活のイエスさ
まと再会して和解の食事をし、
イエスさまから改めて召しを明確に
され、心を大きく変えられました。
しかしペンテコステの日、聖霊の
力を受けてからの変化はまるで別人のようです。福音書や書簡か
ら見てもとても同一人物とは思えません。私も彼らが“無学な普通
の人である”ことに驚愕しつつ聖書を読んでいます。 （細井浩子）

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
しの

大切な人と想い出を偲べる場所、
それがお墓。
だからこそ、
心を込めてお手伝いいたします。

CEO

糸数
盛夫
Morio
Itokazu

http://mikuni-ohaka.com
【営業本部】
〒901-2226 沖縄県宜野湾市嘉数1丁目17-10番地
【本
社】
〒901-0362 沖縄県糸満市真栄里2021-10番地
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0120-392-756
み く に で な ご む

Omega Japan

大好評！
！
『シャロームイスラエルseasonⅡ』
金曜日夜9時から放送中!!

（再放送は、翌日土曜日朝8時半／翌週火曜日午後1時／翌週木曜日朝8時半から）
～ 聖 書 預 言 の 成 就 を 理 解し 、神 様 の 偉 大 な ご 計 画 を 知 る た め に ～

・日本CGNTVのウェブサイトからの視聴は

http://japan.cgntv.net/

「シャロームイスラエル」
といれてクリック

CGNTV Liveアプリをダウンロードするといつでも視聴可能です。
ライブアプリ ［Apple］http://apple.co/1KKMnOA ［Google play］http://bit.ly/1IiR7VL

・YouTubeでも視聴できます

https://www.youtube.com/watch?v=WnN-7MmBpv8

幻冬舎大学
「人生100年時代」
を生きる、大人のためのカルチャー講座

「聖書の預言は成就する」聖書入門講座
5回シリーズ
～今後のスケジュールとテーマ～
第3回 7月27日
（土）15時～17時

「世界の目から隠されたユダヤ人の姿」～オイルショック以来続く偏向報道～

第4回 9月28日
（土）15時～17時

「絶体絶命の危機を超える聖書の民、約束の土地」～中東戦争の奇跡～

第5回 11月30日
（土）15時～17時

「聖書の預言はこう完結する」～神の愛の勝利・死が終わりではないという希望へ～

特別講座

9月27日
（金）19時～21時

「黙示録」
ハイライトセミナー～黙示録入門コース～

講 師 栄子・スティーブンス
ナビゲーター 輪嶋東太郎氏
受講料 3,000円（一般受付）※当日、会場にてお支払いください。
オメガからの参加お申し込みは1,500円
会 場 淀橋教会（ウェスレーホール）

東京都新宿区百人町1丁目17-8
JR総武線「大久保駅」下車徒歩1分
JR山手線「新大久保駅」下車徒歩3分
※お車でご来会の方は、近隣の時間駐車場をご利用ください。

大久保通り
線

JR総武
至 新宿

至 中野

駅

大久保

（駐車場無し）
JR山手線
至 新宿

栄子・スティーブンス

新大久保駅

至 高田馬場

輪嶋東太郎

1942年、神戸生まれ。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
（現、
一般社団法人オメガ・ジャパン）
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。

音楽プロデューサー。
ヴォイス・ファクトリイ株式会社
代表。
日野原重明氏最後の著書となった
『生きていく
あなたへ 105歳どうしても遺したかった言葉』
（幻冬
舎）
で、企画・構成・聞き書きを担当。韓国のテノール、
べー・チェチョル 氏との歩みを描く国際映画「ザ・テ
ノール 真実の物語」の、伊勢谷友介演じる日本人
音楽プロデューサーのモデルでもある。

お申し込み・お問い合わせ オメガ･ジャパン事務局
Eメール

info@omega.or.jp

TEL＆FAX

06-6777-2117

Webサイト

https://omega.or.jp/gentosha/

EメールとFAXでのお申し込みは、下記をご記載いただき、
お送りください。
件
名：幻冬舎大学
記載内容：①お名前 ②ご住所 ③お電話番号 ④ご参加人数 ⑤ご参加日

主催 幻冬舎、
ヴォイス・ファクトリイ株式会社
協力 淀橋教会、
日本CGNTV、一般社団法人オメガ・ジャパン
目的：一人でも多くの方々に、
イスラエルを軸に聖書を読む時に与えられる希望と喜びと、世界の歴史に流れる神の意図を共有したいと願っています。

