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異邦人伝道を弟子たちに
実践で示されたイエス様
アッコー（イスラエル北部）

(C)israeltourism from Israel

ツロ
（現ティルス）
の
公共海岸

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。

古代ユダヤ人から見た
異邦人とは

大勢いたのです。
イエス様が宣教されていた時代には、

（C）ThatPerson321

悪霊につかれた異邦人
への癒やしと宣教命令

「ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷

さらに異邦人伝道など、弟子たちも含

も自由人もなく、男と女もありません。

めユダヤ人には全く理解されなかった

ガリラヤ湖の東岸にあるゲラサという

あなたがたはみな、キリスト・イエス

と思われます。古代のユダヤ人は、異

異邦人の地に向かいました。そこは多

にあって一つだからです。あなたがた

邦人がユダヤ人と同等の祝福を受ける

くの豚の群れを飼育している地域でし

がキリストのものであれば、アブラハ

ということ自体考えられませんでした。

た。イエス様と弟子たちが舟から上が

ムの子孫であり、約束による相続人な

当時、異邦人は犬同様の存在と見なさ

ると、悪霊につかれた人が自分の住む

のです」
（ガラ 3:28 ～ 29）
。異邦人伝道

れており、犬は古代オリエント
（東方）

墓場からやってきました。
「この人は

の使命を頂いたパウロは、このように

社会では汚れた動物とされていました。

墓場に住みついていて、もはやだれも、

語っています。パウロはイエス様から

それゆえ、モーセの律法で禁じられて

鎖を使ってでも、彼を縛っておくこと

啓示を受け取り、このみことばについ

いる豚を食べる異邦人は、ユダヤ人の

ができなかった。彼はたびたび足かせ

て理解できないユダヤ人信者たちに大

家に入ることさえ許されませんでした。

と鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、

胆に主張しました。パウロの時代には、

これは現在も同じです。

足かせも砕いてしまい、だれにも彼を

異邦人伝道に反論するユダヤ人たちが

弟子たちを訓練していたイエス様は、

押さえることはできなかった。それで、
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(C)Bernard Gagnon

(C)RomanDeckert

マタイの福音書では
ガダラ地方と呼ばれている

ツロ（現ティルス）はレバノン南西部で地中海に面している。
都市遺跡でユネスコの世界遺産（文化遺産）
に登録されている

さったかを知らせなさい」
（5:19）
と言わ

せず、実践的なやり方で教えました。

れました。

ま ず は、 弟 子 た ち の 思 い と 態 度 同 様

イエス様は、この時には異邦人の弟

に、この母親には一言もお答えになり

子をお受けにはなりませんでした。けれ

ませんでした。そして、こう言われま

ども、この悪霊から解放され癒やされた

した。
「わたしは、イスラエルの家の失

人に、イエス様のお供をする弟子ではな

われた羊たち以外のところには、遣わ

夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自

く、異邦人伝道をする弟子となるように

されていません……子どもたちのパン

分のからだを傷つけていたのである」

宣教命令をお与えになりました。ゲラサ

を取り上げて、小犬に投げてやるのは

での出来事は、弟子たちにとって驚き

良くないことです」
（マタ 15:24、26）
。

悪霊につかれた人は悪霊にコント

だったと思います。なぜなら、異邦人が

異邦人は犬と見なされていたので、子

ロールされているため、自分の意志で行

イエス様を訪ねてきて癒やされたのでは

犬という言葉を使われたのだと思いま

動することができません。鎖を引きちぎ

なく、イエス様自ら異邦人の地に向かわ

す。この会話は、弟子たちにはとても

るほどの尋常ではない力を持ち、近づく

れたからです。弟子たちには、その意図

納得できるやり取りでした。すると今

者を襲う恐ろしい野獣のようになってい

が解らなかったと思います。

度は母親がこう願いました。
「主よ、そ

(C)Israel Nature and Parks

ガリラヤ湖東岸ゲラサ地方

（マル 5:3 ～ 5）

ます。その上、自分の体を傷つけていま
すから、本人もどれほど辛く苦しい思い
をしていたことでしょうか。

ツロの異邦人女性の
信仰を見た弟子たち

のとおりです。ただ、小犬でも主人の
食卓から落ちるパン屑はいただきます」
（15:27）
。自らを犬の立場に置き、娘

その後イエス様は、ツロの地方
（現在

のためにあわれみを乞うたのです。イ

イエス様は弟子たちに、
「異邦人もキ

のレバノンやイスラエル北部アッコー

エス様は言われました。
「女の方、あな

リストの救いと解放を受けることがで

周辺）に向かわれました。そこではギ

たの信仰は立派です。あなたが願うと

きるのだ」とはおっしゃらず、実践をな

リシャ人の女性が、悪霊につかれてい

おりになるように」
（15:28）
」
。すぐさ

さいました。悪霊はイエス・キリスト

る娘を助けるためイエス様を追い掛け、

ま、この母親の娘は悪霊から解放され、

を見ると同時に、自分たちが罰を受け

イエス様の足もとにひれ伏して懇願し

癒やされました。弟子たちはこの一連

ることを知っています。大勢の悪霊が

ています
（ マ ル7:24 ～ 26）
。 そ の 時、

の出来事を間近に見て、
「信仰によっ

入り込んでいたので、豚に入ることが

イエス様は一言もお答えになりません

て、異邦人も自分たちユダヤ人と同じ

できるようにとイエス様に懇願してい

でした。弟子たちは、この女性が叫び

祝福を受けるのだ」ということを知りま

ます。その許可を得た悪霊たちは2千匹

ながら付いてくるので、
「あの女を去ら

した。

もの豚に入り込み、豚は悪霊につかれ

せてください」
（マタ15:23）
と冷たく追

たことを知って湖の崖に突進していき、

いやっています。

おぼれ死にました
（マル5:7 ～ 13）
。そ

懇願する母親に何一つ答えないとは、

異邦人伝道を励まし
支援されたイエス様

して、悪霊につかれていた人は癒やさ

いつものイエス様のご様子とは違いま

れ、イエス様のお供をさせてほしいと

す。イエス様はこの時、この母親のへ

イエス様はガリラヤ地方に戻られ、ガ

願いました
（5:18）
。 し か し、 イ エ ス

りくだった心をご存じの上で、弟子た

リラヤ湖のほとりに向かわれました。

様は、
「あなたの家、あなたの家族の

ちを訓練されたのだと思われます。

マ タ イ の 福 音 書15章29節 か ら 31 節

ところに帰りなさい。そして、主があ

ツロの異邦人女性の出来事の直後、

にこう記されています。
「そして山に登

なたに、どんなに大きなことをしてく

異邦人への祝福については、イエス

り、そこに座っておられた。すると大

ださったか、どんなにあわれんでくだ

様は弟子たちに、言葉で教えることは

勢の群衆が、足の不自由な人たち、目
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ごいっぱいの残り物がありました
（マタ
15:32 ～ 38）
イエス様の異邦人に対する弟子訓練
は、実践による伝道訓練でした。信仰
によって、ユダヤ人も異邦人も神様の
祝福を受けるということを、弟子たち
はさらに深く実感したことでしょう。

©freebibleimages

イエス様は私たちにも、
「あなたの
の見えない人たち、手足の曲がった人

件で、彼の働きを応援するために来ら

家、あなたの家族のところに帰りなさ

たち、口のきけない人たち、そのほか

れたのです。この人々はイエス様から

い。そして、主があなたに、どんなに

多くの人をみもとに連れて来て、イエ

離れず、彼の異邦人伝道はたいそう祝

大きなことをしてくださったか、どん

スの足もとに置いたので、イエスは彼

福され、イスラエルの神がほめたたえ

なにあわれんでくださったかを知らせ

らを癒やされた。群衆は、口のきけな

られていました。

なさい」
（ マル 5:19）と語り掛けておら

い人たちがものを言い、手足の曲がっ

3日たってもまだイエス様のそばに

れます。私たちが主の素晴らしさを話

た人たちが治り、足の不自由な人たち

いる異邦人の群衆のために、イエス様

すだけで、人々はイエス様に心ひかれ

が歩き、目の見えない人たちが見える

はパンと魚の給食の奇跡をここでも起

ていくのです。そして、イエス様は私

ようになるのを見て驚いた。そしてイ

こされました。ユダヤ人の群衆の時に

たちの働きを応援するために現れてく

スラエルの神をあがめた」

は、5つのパンと2匹の魚を5千人以上

ださいます。主が私たちになしてくだ

（マタ14:14 ～ 21）に与える奇跡を起

さった大きなことも小さなことも、大

この大勢の群衆は、イスラエルの神
をあがめる異邦人たちです。イエス様

こされましたが、この異邦人の所では、

胆に語ることができますように、お祈

は、先述したゲラサ地方の悪霊につか

7つのパンと魚の奇跡が起こりました。

りしています。

れて癒やされた人に与えた宣教命令の

4千人以上の異邦人が満腹し、7 つのか

Column

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
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参加者の皆様が神の愛に触れた
「幻冬舎大学セミナー」
今月も感謝を込めてごあいさつ申し上げます。
去る9月の幻冬舎大学のセミナーも、大変ご好評を頂きました。また、日本CGNTV『シャ
ロームイスラエルSeasonⅡ』の撮影収録も、主のご臨在あふれる素晴らしい時間となりました。
毎回、皆様のとりなしの祈りの力を実感させられています。祈りがすべての原動力です。とり
なしの祈りによって、アメリカから来日する栄子・スティーブンスを始め、主催者かつナビ
ゲーターの輪嶋東太郎氏、株式会社幻冬舎の企画の方々、日本 CGNTV 撮影スタッフ及び関係
者各位の霊性が支えられ、すべてに全力を注ぎ、主の業に励む力が与えられています。心より
感謝申し上げます。
今回の幻冬舎大学では、イスラエルを軸に世界情勢を読み解いてまいりました。それによって
聖書の世界の全貌が見えると共に、否定できない史実についても確認していくことができました。
世界は神の意図によって動いていることが理解できてきたのです。
史実の一例では、1991年にエチオピアのユダヤ人約1万4000人が25時間以内にイスラエル
へ帰還した「ソロモン作戦」
、また、旧ソ連のユダヤ人のイスラエル帰還についてなどが語られ
ました。聖書の預言を視点としてこれらの史実を見れば、今がどのような時代であるかを知る
ことができます。同時に、聖書は宗教書ではなく、生きた神の言葉であるということが分かって
きます。
ご参加者によるアンケートの一例を挙げます。
「4 回のお話を聞いて、神の存在が信じられる
ようになってきました。私は仏教徒で、これまでキリスト教や聖書について、ほとんど知識が
ありませんでした」
。このような声を頂き、これまで教会に行く機会や聖書を読む機会がな
かった方々が、本セミナーの中で、神の愛に触れておられたことを実感いたしました。
『シャロームイスラエル SeasonⅡ』の番組収録では、撮影スタッフからも「漫画を見るように
次の撮影を楽しみにしています！」との声が上がっています。引き続き、すべての活動が主の
喜びとなり、主の愛が日本へ注がれるように、共にとりなしお祈りください。
「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、神の国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
～ 神のマスタープラン・プロジェクト2019 ～

満員御礼！
第3回栄子・スティーブンスと行くイスラエル＆ヨルダン11日間の旅 プレミアムツアー

（2020年2月10日～20日）

受付開始の初日に30名定員のお申し込みを頂きました。心より感謝を込めてご報告いたします。

ついに最終回！
！ 大人のためのカルチャー講座 幻冬舎大学「聖書の預言は成就する」
申込受付中 オメガからのお申し込みは3,000円 ⇒1,500円に（会場にてお支払いください）

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/

日本CGNTV『シャロームイスラエルSeasonⅡ』
大好評の
『シャロームイスラエルSeasonⅡ』
（全20話）
は12月3日
（火）
に
（17話～20話分）
いよいよ最終
撮影の収録が行われます。
撮影と編集作業の上に大いなる主の油注ぎが満ちあふれますようお祈りください。
祈りの課題

1

2

・ツアー参加者と全スタッフの健康が守られ、聖書の世界を体感すると
共に、終わりの時のクリスチャンとしての使命と役割を受け取って帰国
することができますよう、全行程の祝福を覚えてとりなしお祈りください。

幻冬舎大学のために
第5回シリーズがついに最終回を迎えます。聖書の預言が実現している
ことを聞くお一人おひとりに神様の愛をお伝えすることができますように。
また、主催の幻冬舎、
ヴォイス・ファクトリイ株式会社、会場協力の淀橋
教会、
日本CGNTV関係者各位に祝福が満ちあふれますように。
「幻冬舎大学」
がCGNTVの年末年始特別番組となり、映像編集中です。

第2回イスラエル＆ヨルダンツアーの祝福を覚えて
・10月22日
（火）～11月1日
（金）
・チャプレンの栄子・スティーブンスがイスラエルとペトラ現地で、
聖書の
預言が成就していること、
またこれからの預言について分かりやすく
解説いたします。
ガイドは石堂ゆみ師です。

3

栄子・スティーブンス師と夫のビル師を覚えて
・11月は今年5回目の来日となります。
5回シリーズの幻冬舎大学最終回
『シャロームイスラエルSeasonⅡ』
（全20話）
の最終収録が行われます。
健康が格別に守られ、主からの油注ぎが満ちあふれるように。
ツアー
中、来日中のすべての活動が守られますように。
・夫のビル師の前立腺がんが癒やされるように。放射線治療中です。
愛と祈りを込めて、
栄子師を送り出してくださるビル師の体調が守られ、
主の癒やしと平安と祝福が豊かにありますようお祈りください。

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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