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お墓を大切にした
イスラエルの父祖たち （後編）

〜神様に向かって語り、祈るお墓参り〜
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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。

ダビデのお墓参りをする
ユダヤ人

より以前は、嘆きの壁の場所にユダヤ人

エルサレム旧市街の南に位置するシ

は入ることができませんでした。それゆ

オンの丘に、ダビデのお墓があります。

え、そのころの最も聖なる所はダビデの

多くのユダヤ人がそこで祈りますが、

お墓でした。遠方のハイファやテルアビ

このお墓にダビデの骨は納められてい

ブから一日一回電車が到着し、貧しい

ません。なぜならダビデのお墓がどこ

人々が電車賃だけを握りしめてエルサレ

にあるのかは誰も知らないからです。

ムにやって来ます。エルサレムに住むユ

皆、このお墓がダビデの葬られた場所

ダヤ人たちは、わずかな食べ物を手に

ではないことを知っていますが、ユダ

してダビデのお墓に行き、遠方から来る

ヤ人にとって、なくてはならない大切

人々に食物を分け与えました。建国間も

なお墓なのです。

ないイスラエルの人々は、ダビデのお墓

1967年の第三次中東戦争
（六日戦争）

参りをすることを食事することよりも大
ダビデの墓。
実際にダビデが眠る墓ではないとされている

切だと思っていたのです。
ダビデはイスラエルの最も偉大な勇
士でした。神様に愛され、神様を愛し、
神様を賛美した人です。罪や間違いを
犯すこともありましたが、高ぶること
なく素直に神様に赦しを乞う人でした。
それゆえ彼の生涯にはいつも勝利があ
りました。
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エルサレムのダビデの町。現在は、
旧市街の北東の火打石国立公園とその南側のダビデの町国立公園が公開されている

ています。それほど多くのユダヤ人が、

偶像らしき置物や壁掛けなど、すべて

し、お墓参りをします。そこで全知全

シンドラーのお墓参りをしているので

壊して捨てました。しかし、隅から隅

能の神様に祈ります。
「神様がダビデに

す。彼を通して多くのユダヤ人が助け

まで家の中を見て回り、もはや偶像は

勝利を与えたように、この国に勝利を

られ、近代イスラエルを強固にしてく

全くないと思っていた矢先、主人と私

与えてください」など、神様がユダヤ人

ださった神様に、絶えない感謝を捧げ

の部屋に
「あっ！」と驚く物があったの

を祝福されたことを思い起こし、自分

ているのです。

です。それは、当時まだ未信者であっ

ユダヤ人は霊的英雄のお墓を大切に

たちにもそのような祝福があるように
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た主人が大切にしていた、日本で頂い
た鳥居のデザインのペン立てでした。

と祈ります。亡くなった人に語ったり

私はすぐにそれをベッドの上に置き、

祈ったりするのではなく、神様に語り、

ひざまずいて祈りました。
「主よ、これ

祈るのです。

が私の物でしたら今すぐ壊して捨てて
例えば、不妊の妻を持つ夫がヤコブ

しまいますが、これはまだ救われてい

の妻ラケルのお墓に行って祈ります。

ない主人のビルが大事にしている物で

ラケルはヤコブの最愛の妻でしたが子

す。今、これをあなたの御力によって、

宝に恵まれませんでした。一方で姉の

十字架の血潮の力によって、イエス・

レアには次々と男の子が生まれます。

キリストの御名において、この置物に

しかし長い年月を経て、ようやくラケ

関わる悪しき霊をすべて追い出し、聖

ルにヨセフとベニヤミンが与えられま
した。子どもが与えられることを待ち
望んでいるユダヤ人夫婦は神様に、
「ラ
ケルをあわれんで二人の男の子を授け

オスカー・シンドラーの墓。第二次世界大戦中、
自身の工場で雇用していた約1,200人のユダヤ人
をアウシュビッツの虐殺から救った

られたように、私たちをもあわれんで

偶像を捨てる

子どもを与えてください」
と祈ります。

「あなたには、わたし以外に、ほかの

©מיכאלי

ラケルの墓

私がイスラエルに住んでいた時、シ

めてください。そして、主人が一日も
早く救われ、彼の意思によって、これ
を壊して捨ててくれますようにお導き
ください。イエス・キリストの御名に
おいてお祈りします」
短いですが力強い祈りで、祈りの後、

神があってはならない。あなたは自分

私は解放されました。置物は元に戻し

のために偶像を造ってはならない。上

ましたが、その後、私は目に見える形

の天にあるものでも、下の地にあるも

で変わっていきました。聖書のみこと

のでも、地の下の水の中にあるもので

ばが心に入るようになり、感謝があふ

も、いかなる形をも造ってはならない。

れて涙ばかり流していました。また、

それらを拝んではならない。それらに

13 年間も患っていた膵臓、胃潰瘍、腸

仕えてはならない」
（出 20:3 〜 5）

カタルが癒やされたのです。主人の大

私はイエス・キリストの新生を受け

切にしていた鳥居のペン立ては、翌年

てから喜びに包まれ、教会の礼拝やバ

主人が救われ、間もなく捨てられまし

イブルスタディーで熱心に聖書を学び

た。ハレルヤ！

オンの丘にあるオスカー・シンドラー

ました。しかし、頭での理解であって、

のお墓に何度か行きました。ユダヤ人

なぜか心に響いてきませんでした。あ

他の宗教のお墓に行く場合

はお墓参りの時、枯れてしまう花を置

る日そのことをバイブルスタディーで

クリスチャンとして他宗教のお墓参

かず、小石を置きます。
「ここに来まし

打ち明けた時、リーダーが、
「あなた

りをする場合、私自身の考えではあり

たよ」というしるしです。彼のお墓は

の家にある偶像を処理しなさい」とおっ

ますが、お墓をきれいにして、霊的に

墓碑名が見えないほどに小石が積まれ

しゃったのです。そこで私は、家中の

もきよくあるように、十字架の血潮に
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よってイエス・キリストの御名によっ

する者、口寄せ、死者に伺いを立てる

て、すべてのものを神様にきよめてい

者があってはならない」
（申 18:11）と命

ただく祈りをします。そして、亡くなっ

令しています。多くの方々が、お墓参

た方のご家族全員が救われるように神

りの時や仏壇の前で、亡くなった人に

エルサレムとベツレヘムを回る１日ツ

様に祈ります。そして、いつの日かそ

語り掛けます。しかしもう、その方は

アーで、ヴィア・ドロローサの見学後、

のご家族が救われ、彼らのお墓がイエ

亡くなっています。故人に語り続けて、

ツアーリーダーが私に向かって怒鳴り

ス・キリストの御名によって建て直さ

その人が聞いてくれていると思ったり、

ました。
「なんだその話は！ 物語みたい

れますようにお祈りください。お墓を

故人に願い事をしたりすることによっ

なことばかり語るな！」
と。

大切にして、家族の救いのために祈る

て、妄想の世界にとどまってしまいま

ことは、神様の大切なみことば、
「あな

す。そうすると、真の神様を知る機会

私がバスの車窓からラケルのお墓の解

たの父と母を敬え」
（出 20:12）のご命令

を逃してしまいます。それだけにとど

説をしている時、それを聞いていたツ

に関連してくると私は信じています。

まらず、時には悪しき霊を近付ける結

アーリーダーが飛び上がるほどびっく

ある日、家族の法事に招かれ、たく

果にもなり得ます。聖書で
「……をしな

りして、
「えっ！これらの話は全部事実

さんの家族がいる中でお坊さんがお経

いように」と書かれている場合、それは

だったの？！」と衝撃を受けていまし

を唱えに来られました。
「私はクリス

神様が私たちを愛してくださっている

た。その様子を見て私は、
「きっとこの

チャンですから、後ろにいます」と告

ゆえに、私たちを守ろうとしておられ

人は聖書の神様を信じる人になるのだ

げ、一番後ろでイエス様の御名におい

るからです。

な」
と思わされ、主に感謝しました。

て、そこに居る一人ひとりが救われま
すようにと、静かに祈りました。

亡くなった人に語り掛ける
ことをしない
聖書は、
「呪文を唱える者、霊媒を

Column

未信者のガイドをした時
の証し
イスラエルで未信者の方々のツアー
ガイドをした時のお話です。大型の遊
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その後、ベツレヘムに向かう途上、

この時のツアーで未信者の方にお証
しすることができたのは、イスラエル
の父祖たちのお墓が今もなお現存し、
聖書に書かれた何千年も昔の出来事が
事実だからです。

船がイスラエルの港に到着しました。

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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在主

キリストの初臨と再臨にある
希望の福音を宣べ伝える
今月も感謝を込めてごあいさつ申し上げます。
イスラエルを軸に聖書を読む時、神のご計画（神のマスタープラン）が見えてきます。私た
ち人間は、そのすべてを知ることはできません。しかし、あわれみ深い神は、神の愛を伝える
ためにアブラハムを選び、イスラエル民族を通して、ユダヤ人にも異邦人にもご自身のご性質
とご計画のしるしを与えてくださいました。そして今、いよいよクライマックスの時代が幕を
開けます。
神のご計画の全体像を見るには、打ち上げられたロケットが宇宙から地球を見下ろした時に
地球の全体像が見えてくることに似ているように思います。神のみことばは真実で、神の計画
は完全です。この世界とその歴史は、神の意図とご計画が中心軸となって動いています。
「聖書」は別名「神からのラブレター」とも言われ、そのみことばは、高く深く長く広い神の無
限かつ無条件の愛を伝えています。そして神のご計画の中心には、イエス・キリストの誕生が
ありました。これは偶然起こったことではなく、聖書の預言の成就でした。御子イエス・キリ
ストの初臨において主は死に勝利され、イエス・キリストを通して永遠の命への道が開かれま
した。驚くべき恵みの時代への突入であり、神の愛の証明です。創世記にある、エデンの園の
出来事から始まった「死」の問題は、キリストの十字架によって終わりを告げました。今は終
末時代と言われますが、それは滅亡ではなく始まりであり、死はすでにキリストの勝利に飲み
込まれています。
再献身した栄子・スティーブンスがオメガを立ち上げた時、
「暗いトンネルの向こうに見え
る光」に向かって、神のご計画は必ず実現し、聖書の預言は成就することを日本の人々に宣べ
伝えようと、働きを始めました。暗闇が深くなればなるほど、光は輝きを増していきます。そ
の光は、キリストの栄光であり、教会はキリストの体としてキリストを証しし、キリストの光
を放つ使命と役割が与えられています。私たち一人ひとりが、キリストの栄光を表すために召
されています。
「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。忍耐の限りを尽くし、
絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさい。
」

テモテへの手紙第二 4 章 2 節

主が来られる日まで、与えられた役割を担い、置かれた場所である日本に仕え、キリストの
体である教会を愛し、キリストの初臨と再臨にある希望の福音を宣べ伝え続けてまいりたいと
思います。
2019年10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 ～
プレミアムツアー 第3回 栄子・スティーブンスと行くイスラエル＆ヨルダン
いよいよお申し込み受付開始です！！

オメガ・ジャパンが贈る、現地で体感するイスラエル預言の成就と黙示録セミナー
創世記から黙示録まで聖書にある神のマスタープランを共に学び、共に体感し、共に味わいましょう。
一般申し込み受付期間：9月30日
（月）～11月5日
（火）※定員になり次第締め切り
日 程：2020年2月10日
（月）～2月20日
（木）
募集人数：30名
チャプレン：栄子・スティーブンス、増山浩史
ナビゲーター：輪嶋東太郎氏
ガイド：前半はステイン朋子さん、後半石堂ゆみ師の二人のイスラエル政府
公認ガイドでご案内いたします。
旅行手配：株式会社ホーリーランドツーリストセンター

お申し込み：

専用サイトからウェブお申し込みの場合

オメガ・ジャパンホームページ
https://omega.or.jp/tour/
パスワード omega2020

※スケジュール詳細は
「別紙パンフレット」
を同封しています。

ついに完結！
！ 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5回「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～
日 時：11月30日
（土）15時～17時
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）

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

お申し込み：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/

祈りの課題

1

2

第2回栄子・スティーブンスと行くイスラエル＆ヨルダンツアーを覚えて
・10月22日
（火）
に出発、11月1日
（金）
に帰国です。参加されるお一人
おひとりの健康が守られ、
イスラエルとヨルダン現地で、主との深い
交わりが与えられ、主ご自身が喜ばれるツアーとなりますように。
・送り出されている教会の祝福となりますように覚えてお祈りください。
・すべての行程を主ご自身が導いてくださり、
ツアーへの協力関係者
スタッフの健康が守られ、最高の旅を導くことができますようにお祈
りください。
・ガイドの石堂ゆみ師の健康が守られ、
現代イスラエルをジャーナリスト
視点で分かりやすく解説することができますように。
・団長を務める横田聖子の健康を覚えてお祈りください。

3

2019年が令和のリバイバル元年となりますように。
・今年は大正リバイバルから100年目。幻冬舎大学が淀橋教会（東京）
で隔月開催され、現在まで栄子師が手弁当で来日し、
日本の教会を
励ましお仕えしています。神の栄光が日本に現されるようにと、切実
な祈りが込められています。
・幻冬舎大学5回シリーズも残すところ1回（11月）
となりました。聖書
の預言の成就について、一人でも多くの方が知ることができますよう
とりなし祈り、
ご参加ください！
日本CGNTV『シャロームイスラエルSeasonⅡ』
10月1日
（火）、第4回撮影（13～16話分）
が行われます。撮影と編集作
業を覚えてお祈りください。

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）

・日本CGNTVのウェブサイトからの視聴は
http://japan.cgntv.net/

・放送後の視聴は
CGNTV、YouTube共に

検索窓に
「シャロームイスラエル」
といれてクリック

「シャロームイスラエルシーズン2」
で検索

0120-392-756
み く に で な ご む

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
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