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各国の人々が行き交う
世界の中心地「カナン」

〜イスラエルの神様を証しする場所〜

(C)Dafna Tal,Israeli Ministry of Tourism

エイラトは現在エイラットと呼ばれるイスラエル最南端の港湾都市でリゾート地。
ソロモンの時代から交易が盛んに行われた
（Ⅰ列王9:26）

強い神々が勝つと
考えられていた古代の戦い

〈P〉
アハズ王は、ダマスコに住むアッシ

リアの王を訪ねた時、そこに一つの祭

古代の戦いというのは、武器中心の

アハズ王は、ダマスコに住むアッシリア
壇を見つけました。そして、
「祭壇の図

近代の戦いとは全く異なっています。

の王を訪ねた時、そこに一つの祭壇を見
面とその模型を、詳細な作り方と一緒

古代の国々は、自分たちの国の神々が

つけました。そして、
「アハズ王は、祭壇
に祭司ウリヤに送った。祭司ウリヤは、

勝利をもたらすのだと考えていました。

の図面とその模型を、詳細な作り方と一
アハズ王がダマスコから送ったものと

第二列王記で、イスラエルの神に仕え

緒に祭司ウリヤに送った。祭司ウリヤ
そっくりの祭壇を築いた。祭司ウリヤ

ず偶像礼拝をしていた南ユダ王国のア
強い神々が勝つと考えられていた
ハズ王
（前 8 世紀）が、北イスラエル王
古代の戦い
国やアラム王国に襲撃されています。
古代の戦いというのは、武器による戦い
エイラトの地は奪われ、ユダヤ人は追
の近代の戦いとは全く異なっています。
い払われ、苦難の時が続きました
（Ⅱ列
古代の国々は、自分たちの国の神々が勝
王 16:6）
。
利を与えるのだと考えていました。第二

は、アハズ王がダマスコから送ったもの
は、アハズ王がダマスコから帰って来
とそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリヤ
る ま で に、 そ の よ う に し た 」（16:10

列王記で、イスラエルの神に仕えず偶像
アハズ王は、イスラエルの神様に頼
礼拝をしていた南ユダ王国のアハズ王
らず、アッシリアの王ティグラト・ピ
（前8世紀）
が、北イスラエル王国やアラ

レセルを頼るために多くの金銀を贈っ
ム王国に襲撃されました。エイラトの地
ています。アッシリアの王はアラムの
は奪われ、ユダヤ人は追い払われ、苦難
首都ダマスコに攻め入り、町を占領し
て人々を捕虜とし、アラムの王を殺害
の時が続きました（Ⅱ列王16:6）
。

は、アハズ王がダマスコから帰って来る
～ 11）と記されています。アハズ王は、
までに、そのようにした」
（16:10 ～ 11）
アッシリアの神が強いから、アッシリ

と記されています。アハズ王は、アッシ
アの神にいけにえを捧げることによっ
リアの神が強いから、アッシリアの神に
て南ユダ王国が守られると考えたので
いけにえを捧げることによって南ユダ王
しょう。
国が守られると考えたのでしょう。
ダマスコからエイラトまで
（BC10～6C）
ダマスコ

地中海

アラム王国
ガリラヤ湖

しました
（16:1 ～ 9）。

北イスラエル王国

〈P〉

サマリア

世界中のダイバーが紅海に面した

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。

アハズ王は、イスラエルの神様に頼ら
エイラット
（古代名：エイラト）
に訪れる

エルサレム

ず、アッシリアの王ティグラト・ピレセ
ルを頼るために多くの金銀を贈っていま
す。アッシリアの王はアラムの首都ダマ

死海

南ユダ王国

スコに攻め入り、町を占領して人々を捕
虜 と し、ア ラ ム の 王 を 殺 害 し ま し た
（16:1 ～ 9）
。
エイラト
02

紅海

現在のイスラエルの国土

また、アハズ王の子であるヒゼキヤ
また、アハズ王の子であるヒゼキヤ王は
王はイスラエルの神様を頼り、主が彼
イスラエルの神様を頼り、主が彼らの敵

らの敵を追い払われると信じていまし
を追い払われると信じていました。アッ
た。アッシリアの王センナケリブがエ
シリアの王センナケリブがエルサレムを

ルサレムを攻め取ろうとしていた時、
攻め取ろうとしていた時、センナケリブ
センナケリブは家来を送り、人々の前
は家来を送り、人々の前であざけり、叫

持ち帰っています。エルサレムには偶
で、金の器を神殿から略奪してきまし
像がなかったので、金の器を神殿から
た。そして自慢の戦利品の金の器でぶど

略奪してきました。そして自慢の戦利
う酒を飲み、バビロンの神々をほめたた
品の金の器でぶどう酒を飲み、バビロ
えていた時、突然、人の指が現れ、神の

ンの神々をほめたたえていた時、突然、
審判の言葉が壁に書かれました。その夜
人の指が現れ、神の審判の言葉が壁に
にベルシャツァルは殺され、バビロンは

であざけり、叫びました。
「おまえたち
びました。
「おまえたちは、私と私の先
は、私と私の先祖たちがすべての国々
祖たちがすべての国々の民にしてきたこ

書かれました。その夜、ベルシャツァ
一夜にして陥落しました。

の民にしてきたことを知らないのか。
とを知らないのか。諸国の神々が彼らの

落しました。
アブラハムがカナンの地に導かれた理由

諸国の神々が彼らの国を私の手から救
国を私の手から救い出すことができた

ではここで創世記の時代に戻って、なぜ

が滅ぼしたこれらの国々の神々のうち、
国々の神々のうち、だれがその民を私の
だれがその民を私の手から救い出すこ
手から救い出すことができたか。おまえ

ではここで創世記の時代に戻って、
しょう。アブラハムは、シンアルの地ウ

とができたか。おまえたちの神がおま
たちの神がおまえたちを私の手から救い

なぜ主がアブラハムをカナンの地に導
ルに住んでいました。シンアルの地はバ

えたちを私の手から救い出すことがで
出すことができるとでもいうのか」
（Ⅱ歴

ベルの塔が建てられた場所です。全地が
かれたのか、その理由を読み解いてま

代32:13 ～ 14）
きるとでもいうのか」
（Ⅱ歴代 32:13

一つの話し言葉であった時、高ぶった人
いりましょう。アブラハムは、シンア

そしてセンナケリブはさらに手紙を書き
～14）

間たちは主の御怒りを受けて言葉を混乱
ルの地ウルに住んでいました。シンア

送ってイスラエルの神を侮辱し、民を脅
そしてセンナケリブはさらに手紙を

させられました
（創11:1 ～ 9）
。また、時
ルの地はバベルの塔が建てられた場所

しました。
「自分の民を私の手から救い
書き送ってイスラエルの神を侮辱し、

代を経てイスラエルの民がバビロン捕囚
です。全地が一つの話し言葉であった

出せなかった国々の神々と同じように、
民を脅しました。
「自分の民を私の手か

となったのもシンアルの地、さらに未来
時、高ぶった人間たちは主の御怒りを

ヒゼキヤの神も、その民を私の手から救
ら救い出せなかった国々の神々と同じ

の出来事が書かれたヨハネの黙示録で
受けて言葉を混乱させられました
（創

い出すことはできない」
（Ⅱ歴代32:17）
。
ように、ヒゼキヤの神も、その民を私

は、忌むべき女の名を
「大バビロン、淫
11:1 ～ 9）
。また、時代を経てイスラエ
婦たちと地上の忌まわしいものの母」
（黙
ルの民がバビロン捕囚となったのもシ

それでもヒゼキヤ王はイスラエルの神様
の手から救い出すことはできない」
（Ⅱ
を頼り、預言者イザヤと共に祈り天に叫
歴代
32:17）
。それでもヒゼキヤ王はイ

び求めました。すると主は御使いを遣わ
スラエルの神様を頼り、預言者イザヤ
し、アッシリアの王の陣営を全滅させま
と共に祈り天に叫び求めました。すると
した。アッシリアの王は退散し、自分の
主は御使いを遣わし、アッシリアの王
神の宮に入りましたが、その時、自分の
の陣営を全滅させました。アッシリアの
息子たちに剣で殺されました（Ⅱ歴代
王は退散し、自分の神の宮に入りまし
32:20 ～ 21）
。
たが、その時、自分の息子たちに剣で

殺されました
（Ⅱ歴代 32:20 ～ 21）
。
さらに時代が進み、ダニエル書5章（前
6世紀）ではバビロンの王ベルシャツァ
さらに時代が進み、ダニエル書 5 章
ルが千人の貴族たちのために大宴会を催
（前 6 世紀）ではバビロンの王ベルシャ
しています。バビロンは多くの国々に勝
ツァルが千人の貴族たちのために大宴
利し、相手国の神々の偶像を持ち帰って
会を催しています。バビロンは多くの
います。エルサレムには偶像がないの
国々に勝利し、相手国の神々の偶像を

ダマスコ
カナン

バビロン

エジプト

ウル

ルは殺され、バビロンは一夜にして陥

アブラハムがカナンの地
主がアブラハムをカナンの地に導かれた
に導かれた理由
のか、その理由を読み解いてまいりま

い出すことができたか。私の先祖たち
か。私の先祖たちが滅ぼしたこれらの

ハラン

17:5）
と呼んでいます。シンアルの地は、
ンアルの地、さらに未来の出来事が書
偶像礼拝の始まりの場所だと言えるで
かれたヨハネの黙示録では、忌むべき

ウルからカナンへの道。
真西には広大な荒野があり横断できない

ルの地とカナンの地は、いったいどの
〈P〉
ような違いがあって神様がアブラハム
をカナンの地に召されたのでしょうか。
アブラムの父親テラは、息子アブラムと
その妻サライ、そして孫のロトを連れ
アブラムの父親テラは、息子アブラ
て、カナンの地に行くためにウルを出発

ムとその妻サライ、そして孫のロトを
しています。そして、ハランに到着して
連れて、カナンの地に行くためにウル
い
ま す。
「テ ラ は ハ ラン で 死 ん だ」
（創
を出発しています。そして、ハランに
11:32）
と記されています。テラはカナ
到着しています。
「テラはハランで死ん
ンの地に行くつもりで出発しています
だ」
（創 11:32）と記されています。テ
が、ハランで腰を下ろしています。アブ
ラはカナンの地に行くつもりで出発し
ラムは父親をハランにおいてカナンの地
ていますが、ハランで腰を下ろしてい
に向かいました。その後テラは50年以
ます。アブラムは父親をハランにおい
上存命したと考えられます。
カナンはウルの西側ですが、横断できな
てカナンの地に向かいました。その後

しょう。
女の名を
「大バビロン、淫婦たちと地上

いほどの広大な荒野があるため、北西の
テラは 50 年以上存命したと考えられ

の忌まわしいものの母」
（黙 17:5）と呼
神様はアブラハムにシンアルの地を出
んでいます。シンアルの地は、偶像礼
て、カナンの地へ行くようにと言われま
拝の始まりの場所だと言えるでしょう。

方向へ向かいました。水がある所を通ら
ます。

した（創12:1 ～ 5）
。カナンの地には偶

像礼拝がなかったからでしょうか。いい
神様はアブラハムにシンアルの地を
え、そんなことはありません。現在、考
出て、カナンの地へ行くようにと言わ
古学者たちがカナン時代の偶像を多数出
れました
（ 創 12:1 ～ 5）
。カナンの地
土しています。では、シンアルの地とカ
に偶像礼拝がなかったからでしょうか。
ナンの地は、いったいどのような違いが
いいえ、そんなことはありません。現
あって神様がアブラハムをカナンの地に
在、考古学者たちがカナン時代の偶像
召されたのでしょうか。
を多数出土しています。では、シンア

ねば旅はできません。地中海に面したカ
カナンはウルの西側ですが、横断で
ナンの地は、アフリカからメソポタミア、
きないほどの広大な荒野があるため、
アジア、そしてヨーロッパを往来する
北西の方向へ向かいました。水がある
人々が必ず通る場所なのです。世界の中
所を通らねば旅はできません。地中海
心地、世界の大通りだと言えましょう。
に 面 し た カ ナ ン の 地 は、 ア フ リ カ か

らメソポタミア、アジア、そしてヨー
〈P〉
ロッパを往来する人々が必ず通る場所
なのです。世界の中心地、世界の大通
古代の世界地図をご覧ください。左上が
りだと言えましょう。

ヨーロッパ、右上がアジア、下中央はア
ぜんぼう

神様はモーセにモアブの地、
ネボ山のピスガの頂から約束の地カナンの全貌をお見せになった
（申34:1～4）

03

(C)Berthold Werner

人々の偶像礼拝によって神々の戦争
が起こっている世界で、アブラハムと
その子孫を世界の中心地に置くことが、
全能の神様の御心だったのです。現代
では世界中に宣教師を送り出していま

古代地図（左）
と現代の世界地図

フリカ大陸です。その真ん中に位置する
古代の世界地図をご覧ください。左
のがイスラエルの地、カナンです。右側

でしょう。いつもあなたの前に立って、

シェバの女王がソロモンを訪ねた時、
あなたの知恵を聞くことができる、この
このようにイスラエルの神様をほめた
あなたの家来たちは。あなたの神、主が

上がヨーロッパ、右上がアジア、下は
の現在の世界地図と見比べてみてくださ
アフリカ大陸です。その真ん中に位置
い。南アメリカ大陸はアフリカ大陸の南

たえました。
「なんと幸せなことでしょ
ほめたたえられますように。主はあなた

するのがイスラエルの地、カナンです。
の方に、またアフリカ大陸の北側は中央

う。あなたにつく人たちは。なんと幸
を喜び、イスラエルの王座にあなたを就

右側の現在の世界地図と見比べてみて
アメリカにはめ込むことができます。こ

せなことでしょう。いつもあなたの前に
かせられました。主はイスラエルをとこ

ください。南アメリカ大陸はアフリカ
のように、地は元々一つであったことが

立って、あなたの知恵を聞くことができ
しえに愛しておられるので、あなたを王

大陸の南の方に、またアフリカ大陸の
見えてきます。一つの大陸の中心がイス

る、このあなたの家来たちは。あなたの
とし、公正と正義を行わせるのです」
（Ⅰ

北側は中央アメリカにはめ込むことが
ラエルの地、カナンの地だったのです。

列王10:8
～ 9）
神、主がほめたたえられますように。主

できます。このように、地は元々一つ

はあなたを喜び、イスラエルの王座にあ

であったことが見えてきます。一つの
シェバの女王がソロモンを訪ねた時、こ

人々の偶像礼拝によって神々の戦争が起
なたを就かせられました。主はイスラエ

のようにイスラエルの神様をほめたたえ
大陸の中心がイスラエルの地、カナン

こっている世界で、アブラハムとその子
ルをとこしえに愛しておられるので、あ

ました。
「なんと幸せなことでしょう。あ
の地だったのです。

孫を世界の中心地に置くことが、全能の
なたを王とし、公正と正義を行わせるの

なたにつく人たちは。なんと幸せなこと

神様の御心だったのです。現代では世界
です」
（Ⅰ列王 10:8 ～ 9）

Column

す。しかし古代では、
「平和、幸せ、何
中に宣教師を送り出しています。しかし
でも大豊作」というような地があると聞
古代では、
「平和、幸せ、何でも大豊作」
けば人々のほうから見に来ます。シェ
というような地があると聞けば人々のほ
バの女王が遠路はるばるソロモン王を
うから見に来ます。シェバの女王が遠路
訪ねたように、その土地を通る人々は、
はるばるソロモン王を訪ねたように、そ
「ここの神様はどんな神様か。私もこの
の土地を通る人々は、
「ここの神様はど
神様を信じよう。わが民にもこの神様
んな神様か。私もこの神様を信じよう。
を信じるように知らせよう」というふう
わが民にもこの神様を信じるように知ら
に考える時代だったのです。
せよう」というふうに考える時代だった
現代の教会も、
「あそこの教会に行っ
のです。
て、病気が癒やされた人がいるのよ。
現代の教会も、
「あそこの教会に行って、
私たちも行ってみましょう」と人々が言
病気が癒やされた人がいるのよ。私たち
うようになるでしょう。
「あそこの教会
も行ってみましょう」と人々が言うよう
に行くようになってから、いつも平安
になるでしょう。
「あそこの教会に行くよ
と喜びがあるんです」と聞けば、人々は
うになってから、いつも平安と喜びがあ
列を成してやって来ることでしょう。
るんです」
と聞けば、人々は列を成して
私たちの教会がそのようになるように
やって来ることでしょう。私たちの教会
祈りましょう。
がそのようになるように祈りましょう。
在主

オメガ・ジャパンの活動目的

活動目的＝
「終末」
をわかりやすく宣べ伝える
・イスラエルを軸とした聖書の学びをとおして、
神の国が近づいたことを知らせる。
・主が再びこの地に来られる日に備え、教会に仕える。

1

再臨の
備え

2

3

救いの
実現

神の国の
拡大

04

在主

災害や苦境を乗り越え
日本の霊的刷新を待ち望む
今月も感謝を込めてごあいさつ申し上げます。
このニュースレターがお手元に届くころは、ちょうど夏休みに入り、暑さを感じる時期かと
存じます。今年の夏も、皆さまお一人おひとりのご健康が守られますようお祈り申し上げます。
ちょうど一年前の夏を思い起こしますと、日本列島を台風や大雨、猛暑が襲ったことが鮮明に
よみがえってきます。2018 年の日本の漢字は「災」が選ばれていました。次点は「平」だった
ようです。昨年の夏をピークに、最大級の災害が日本列島を容赦なく舐め尽くしました。西日本
豪雨、大阪北部地震、北海道胆震東部地震、関西空港水没・停電、首都圏や各地で豪雪、豪雨、
40℃超えの猛暑、異例の台風の逆走もありました。そのために昨年、熱中症による死亡者は
5 万 4200 人とも発表されました。さらに地震や豪雨による死亡者を含めると、日本の悲痛な
状況が現実として浮き彫りにされてきます。
「光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
」ヨハネの福音書 1 章 5 節
どんな災害や困難な状況が続いても、聖書のみことばの約束は永遠に変わらず、聖書の預言
は必ず成就するということが私たちクリスチャンにとって揺るがない信仰の土台となったこと
を確信させられた 2018 年「災」の一年であったのではないでしょうか。
昨年を振り返ると、今年の夏を迎えられたことへの感謝の祈りがあふれます。また、痛みを
乗り越えて新しい日本の霊的な刷新があることへの祈りと確信が与えられています。
オメガは終わりの時代において、創世記から黙示録まで聖書のことばは生きた神のことばで
あり、イエス・キリストを信じるすべての人に永遠の命に至る道が開かれることをお知らせし
たいと願っております。そして、イエス・キリストが再び来られる日に備えて、互いに励まし
合い、愛し合い、教会を建て上げていく恵みの時代に生かされていることを全力でお伝えし、
全国の教会にお仕えしてまいります。
どうぞ、下半期のオメガの活動のため、また協力関係者様の霊的な守りと健康のためにも、
お祈りくださいますようよろしくお願いいたします。
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申し上げます。
2019年8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 ～

幻冬舎大学「聖書の預言は成就する」聖書入門講座 5回シリーズ 申込受付中！

オメガからのお申し込みは3,000円 ⇒1,500円に。

・第4回
「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～

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）

日 時：9月28日
（土）15時～17時

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

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）
Ｅメール
info@omega.or.jp TEL&FAX 06-6777-2117
Webサイト https://omega.or.jp/gentosha/

・黙示録入門コース

9月27日
（金）19時～21時

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

テーマ
「聖書の預言は成就する」～シャロームイスラエルseasonⅢ～

スペシャル企画中です。
お祈りください！

申し込み受付開始は、9月末予定です。
ご希望の方は、
事前優先案内としてパンフレットが出来
次第お送りいたします。パンフレットご希望の方は、
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

日 程：2020年2月11日
（火）～21日
（金）

活動報告

祈りの課題

1

大好評！！
日本CGNTV『シャロームイスラエルseasonⅡ』
8月放送予定日は、9日
（金）、23日
（金）
の夜9時からです。
※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

http://japan.cgntv.net/
放送後の視聴

2

・CGNTV

http://japan.cgntv.net/detail.php?number=3155&category=1036

・YouTube

CGNTV『シャロームイスラエルseasonⅡ』の収録と放送を
覚えて。
・第3回目の撮影は7月30日です。主のご臨在が満ちあふれ、
制作関係者お一人おひとりの上に知恵と油注ぎがあるように。
・番組がさまざまな場所で多くの方に用いられるように。
ビル＆栄子・スティーブンス師のために
・前回の帰国後にビル師が前立腺がんであることが分かりま
した。
ビル師のがんが癒やされるように。主の栄光だけが現
れるように。
・今年3回目の来日中です。健康が守られ、すべてのスケ
ジュールの上に、主の油注ぎが満ちあふれるように。

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

編集後記

『シャロームイスラエルseasonⅡ』
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）
￥5,400（税込）⇒￥4,500（税込・送料込）

その他オメガ商品も8月31日
（土）受付分まで感謝価格でご提供いたします。
ご注文はオメガ・ジャパン事務局まで。

周辺にいるトッケイヤモリの鳴き声が「faithful,faithful」
と
私には聞こえます。カナカナ発音の「フェイスフル」ではなく早口
ネイティブ発音なのです。先日は野鳥2羽がそれに加わって
「ビビビ
ビビューティフル！ビューティフル！」
と合いの手を入れてきました。
生き物も神様の被造物、喜びの声をあげているのでしょうか。励ま
してくれているのでしょうか。
（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

06

0120-392-756
み く に で な ご む

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

!!

・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

Ⅱ

（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 〜

Omega Japan

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。

