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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。

神様が人のために設けられた
「安息日」
人間に必要な
安息の日

たあなたの町囲みの中にいる寄留者も。
それは主が六日間で、天と地と海、ま

ユダヤ人が
律法を忘れないために

聖書に主の祭りとして聖別された七

たそれらの中のすべてのものを造り、

律法を守るため、イスラエルの民に

つの祭りがあります
（レビ記23 章）
。イ

七日目に休んだからである。それゆえ、

とってラビ
（ユダヤ教の教師）たちの言

スラエルでは、それらの中で最も聖な

主は安息日を祝福し、これを聖なるも

葉はとても重要なものでした。昔は書

る礼祭は
「安息日」だとされています。

のとした」(出20:8 ～11)

き物ではなく口伝律法と言って、ラビ

人間の体は元来、週に一日は安息を

の言葉を口から口へと暗記していまし

必要とするようにつくられていると思

た。ヘブライ大学のアレックス教授に

神様はモーセに、安息日について命

われます。昔の時代の人々は、ほとん

よると、一つの家族が代々口伝律法の

じられました。
「安息日を覚えて、これ

ど休みがなかったため、体が消耗して

一部を暗記し、別の家族が前の家族の

を聖なるものとせよ。六日間働いて、

いたことでしょう。今では多くの国々

続きを暗記し、また別の家族が続きを

あなたのすべての仕事をせよ。七日目

で、週に一日か二日の休日が定められ

暗記して、それぞれの子どもたちに引

は、あなたの神、主の安息である。あ

るようになりました。最初から教えら

き継がせていました。

なたはいかなる仕事もしてはならない。

れていた神様からの安息日の定めに、

あなたも、あなたの息子や娘も、それ

ようやく人間が追い付いてきたとも言

による第一次ユダヤ戦争で、ユダヤ人

にあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、ま

えるでしょう。

は神殿を無くし、祖国を無くして世界

神様が創造の 7 日目に安息され、お手本
を示してくださったからです。

ところが西暦70年に起こったローマ

バビロン・タルムード

現代の安息日
（イスラエル）

(C)Magister Scienta
(C)Utilisateur Djampa
©Israel 21C

誰もいない安息日の市場
（エルサレム中心地のマハネ・イェフダ市場）
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「エルサレム
（またはパレスチナ）
・タルムード」
と
「バビロン・タルムード」
の2種類があり、
内容の異なる部分がある。
ユダヤ教の教派によりどちらを使うか違いがある。

中に離散していきました。2 世紀にも
ローマとの第二次ユダヤ戦争が起こり、
ほとんどのユダヤ人がパレスチナから
いなくなりました。このような状況で
ラビたちが最も心配したことは、口伝
律法が離散した人々に忘れられてしま
うことでした。そこで彼らは口伝律法
を書き留めることにしました。口伝律

安息日用のエレベーターのボタン
（一番上のボタン）

(C)Stan Wiechers

安息日モードに設定された
オーブン

法を暗記していた家族がそれぞれの箇

と こ ろ が イ エ ス 様 は、 安 息 日 に こ

なく電気も火を起こすことだと見なさ

所を書き留めて出来上がった本が
「ミ

のようなことをされています。
「……

れています。イスラエルではラビたち

シュナー」
（ モーセより伝えられたとさ

地面に唾をして、その唾で泥を作られ

の指示で安息日には電気をつけること

れる口伝律法を書き表したもの）です。

た。そして、その泥を彼の目に塗って、

も消すことも許されません。そのため

口伝律法はモーセの律法を
「正確に守る

『行って、シロアム
（訳すと、遣わされ

人々は安息日用タイマーというものを

方法」を伝えたので、
「ラビの言葉に従

た者）の池で洗いなさい』と言われた。

使っています。日暮れごろにタイマー

えば、モーセの律法を破ることがない」

そこで、彼は行って洗った。すると、

で電気がつき、寝るころには消えるよ

と考えられていました。

見えるようになり、帰って行った」
（ヨ

うにセットされています。また、写真

ハ9:6 ～7)

撮 影 も で き ま せ ん。 カ メ ラ の シ ャ ッ

このミシュナーと、ハラハー
（律法
を実生活上で守る上でのさまざまな決

この時は、仮庵の祭り
（ヨハ 7:2）
の時

まり）やゲマラ
（ミシュナーの注解書）な

期で、シロアムの池では水汲みの儀式

どのラビ的律法の教本と、聖書のこと

のため、8日間の祭りの間、毎日祭司や

私がイスラエルに住んでいた時のエ

ばを包括した巨大な解説文が
「タルムー

長老たちが集まっていました。安息日

ピソードですが、近所のユダヤ人が湯

ド」
（
「研究」の意）と呼ばれるユダヤ教で

に唾で泥をつくったことは、彼らがつ

沸かし器のスイッチを入れたままで、

最も権威ある教典です。ユダヤ人の律

くった掟 においては、考えられないほ

金曜日の日没から始まる安息日を迎え

法すべての柱となっています。

どの違反でした。

てしまったことがありました。つけっ

おきて

ターを切ることも火をつけたことだと
見なされるからです。

ここで、目が見えるようになった盲

ぱなしにすると電気代は上がるし、沸

人は、生まれつき目が見えない人でし

騰し続けて湯沸かし器が壊れる恐れも

た。そして盲人を癒やすことは、メシ

ありました。そこで、その人は異邦人の

ラビによると、
「安息日にハンカチを

アにしかできない奇跡だとされていま

私たちにスイッチを消してくれるよう

持ってはいけない。汗をかくことは働

した。ユダヤ人のリーダーである祭司

に頼みに来たということがありました。

いたことになるから」とされています。

や長老たちに対し、イエス様は
「わたし

安息日に癒やしを
行われたイエス様

このように、何千年もラビの指示に

「安息日につばを吐いてはならない」と

はあなたがたの待っていたメシアです」

も書かれています。乾いた土の上に唾

と大声で宣言されたと言えます。そし

従い、聖書に書かれた掟を守るために

液が落ちて土が動くと耕したことにな

て、あえてリーダーたちが集まるシロ

努力してきたユダヤ民族は、異邦人社

り、もし種があれば唾液のゆえに芽が

アムの池で、唾液でつくった泥を盲人

会からは完全に孤立した状況に置かれ、

出るかもしれず、労働と同じ結果をも

の目に塗り、その目を洗わせたのでし

約 1900 年間もの世界離散で多くの迫

たらすという論理です。

た。マルコの福音書 2 章 27 節でイエス

害を受けました。それは神様の掟を守

様は、
「安息日は人のために設けられた

ろうと努力した結果のことなのです。

のです。人が安息日のために造られた

そして、その厳しすぎるほどのラビの

のではありません」
と言われました。

指示のおかげで、ユダヤ民族は今日に

ユダヤ人を守った
厳しい掟

©freebibleimages

至るまで守られました。安息日や多く
の掟を守ったからではなく、神様の掟
とラビの導きそのものが民族を守った

出エジプト記35章3節に、
「安息日に

のだと言えるでしょう。ユダヤ民族は

は、あなたがたの住まいのどこであっ

一つとなり、約束の地に戻るまで民族

ても、火をたいてはならない」と書か

を絶やさず生きてきました。神様がこ

れています。昔の人々は苦労して火を

のような形でアブラハムの子孫を守ら

起こしていましたが、今では火だけで

れたのだと思います。
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クリスチャンの守る
掟とは

あられるイエス・キリストに従う者は、

す励もうではありませんか」
（ヘブ10：

すべての神のみことばに従っている」と

25）と書かれているように、終末の患

いうことを意味します。

難や再臨が近付いている今、しっかり
と牧師先生に従い、教会が一つとなる

クリスチャンは安息日に対し、どう

ために共に集まることをお勧めします。

従えばよいのでしょうか。出エジプト

安息日が月曜日になろうと木曜日に

記 31章16 節ではこのように命じられ

なろうと、一週間に一度体を休ませる

ています。
「イスラエルの子らはこの安

ことは、主の御心です。なぜなら人間

息を守り、永遠の契約として、代々に

はそのようにつくられているからです。

行っていく時、困難が襲ってきても、神

わたり、この安息を守らなければなら

そして毎日礼拝することをお勧めしま

様が教会を守り、天の約束の地に到着さ

ない」
。それゆえ、あるクリスチャンた

す。皆で集まり主を賛美する礼拝は、

せてくださいます。教会で礼拝を守る

ちはこの箇所で、聖日礼拝を土曜日に

土曜日や日曜日にかかわりません。
「あ

ことや、祈祷会、グループでの祈り会

しなければならないという解釈をしま

る人たちの習慣に倣って自分たちの集

はとても大切なことです。互いに励ま

す。しかしイエス様は、
「人の子は安息

まりをやめたりせず、むしろ励まし合

し合いながら、やがて来られる再臨の

日の主です」
（マタ 12:8）
とおっしゃいま

いましょう。その日が近づいているこ

主を待ち望んでまいりましょう。

した。これは、
「神のことばそのもので

とが分かっているのですから、ますま

Column

これは主の御心です。
教会が心を一つにして主の御心を

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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聖書の真実性と神の愛を
人々にお伝えするために
今月も感謝を込めてごあいさつ申し上げます。
2020 年 3 月を迎え、日本は 4 月の新年度に備え、多忙な中にも希望や喜びに包まれるシー
ズンとなりました。しかしながら、今は決して安易な平和な時代ではないことを誰もが感じ
取っているように思います。だからこそ私たちは、新たな宣教の使命を受け取る時が来ている
のではないかと思わされています。
ある米誌が毎年この時期に、さまざまな専門家の意見をまとめた地球最後の日までの残り時間
を示す「世界終末時計」で、現在は過去最短の「100 秒」と発表しました。創刊時の 1947 年は
7 分前、2018 年から 2019 年は残り 2 分とされていたことを考えると、残り時間の少なさと、
時代の加速度を感じます。人類滅亡までの時間が発表される時代に私たちは生きています。
聖書には、終末についての預言が語られています。約 2 千年前にイエス様がこのように預言
されました。
「イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがひそかにみもとに来て
言った。
『お話しください。いつ、そのようなことが起こるのですか。あなたが来られ、世が
終わる時のしるしは、どのようなものですか。
』……御国のこの福音は全世界に宣べ伝えられて、
すべての民族に証しされ、それから終わりが来ます」
（マタ 24:3,14）
私たちには、聖書を通して世界の初めと終わりに対する「神のマスタープラン」が知らされて
います。創世記から黙示録まで、神の愛の契約は永遠に変わらないこと、イエス・キリストを
通して永遠の命への道が開かれ、永遠の住まいが保証されている福音（GOOD NEWS）が伝え
られています。
この 2020 年、改めてオメガは終末における新しい宣教の扉を開き、一人でも多くの日本の
人々に、創世記から黙示録に記された聖書の真実性と神の愛をお伝えするために、全力で皆様
と共に主にお仕えしたいと願っています。
このニュースレターがお手もとに届くのは、オメガの 2 月の「第 3 回イスラエル＆ヨルダン
ツアー」帰国の直後かと思います。今ツアーでは、日本 CGNTV との協力で『シャロームイスラ
エル SeasonⅡ』番組制作の一環として現地撮影を行いました。また、ドキュメンタリー番組
として、世界の人々が直面している問題や人生の悩みに対しても、
「聖書に答えがあります！」
とお伝えする内容となっています。ぜひご期待ください。詳細等は次号にてご報告いたします。
引き続き、番組制作や出版準備のため、お祈りくださいますようお願い申し上げます。
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）
2020年3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2 0 2 0 ～
2020年
【幻冬舎大学】
大人のためのカルチャー講座 日程決定！！
第1回

5月 9日
（土）15時～17時（予定）

第2回

7月18日
（土）15時～17時（予定）

場 所 株式会社幻冬舎本社ビル（東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目9番7号）
・JR代々木駅・ 千駄ケ谷駅から徒歩7分 ・東京メトロ北表参道駅から徒歩1分

幻冬舎大学全5回シリーズ 日本CGNTVでの視聴について
大好評の幻冬舎大学「聖書の預言は成就する」
は、
日本CGNTVのウェブサイトから視聴できます。

http://japan.cgntv.net/

日本CGNTVのサイト内を
「オメガ」
で検索
オメガ

2020年11月
「第4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3月11日初就航のエルアル・イスラエル航空 成田⇔イスラエル
（テルアビブ）直行便で計画中！
詳細は決まり次第ご案内いたします。

祈りの課題
栄子・スティーブンスと行く
1 「第4回
イスラエル＆ヨルダンツアー」
のために

3

栄子・スティーブンス師とビル師を覚えて
・2020年の来日が決定しました。
４月～5月、7月～8月の2回来日
します。

11月上旬から中旬にイスラエル直行便ツアーを予定しております。

・日本のリバイバルのために栄子師を送り出すことを使命と受け

受付・お申込み開始は6月下旬の予定です。
ツアーの準備の上に主

取ってくださっている夫ビル師の健康が、日々守られるように。

の御手があるように。

2

栄子師とビル師の上に、主の恵みと祝福が満ちあふれるように。

幻冬舎から出版予定の
『聖書は預言書だった』
（仮題）
のために

4

栄子・スティーブンスの新著『聖書は預言書だった』(仮題)は10月

の必要が備えられ、
データ移行などスムーズに進められますように

出版の予定です。著者の栄子・スティーブンス、編集・校正・監修作

お祈りください。

業者の上に、主からの知恵と油注ぎが豊かにあるように。

編集後記

事務局のために
パソコン、
周辺機器を新しくリニューアルする時期が来ました。
すべて

3/11からエルアル航空の成田―テルアビブ直行便が開設され、週 3 便で就航されます。とても便利になりますね。日本人渡航者
が増えるといいなと思います。一方、訪日イスラエル人旅行者には東京オリンピックもありますが、その他の目玉に「杉原千畝
ルート」があります。千畝氏ゆかりの地の八百津町と、敦賀市、名古屋市、金沢市、白川村、高山市を結ぶルートで、国交省も
（細井浩子）
力を入れています。昨年はラビやイスラエルメディアの人々と共に視察を行い、準備に余念がないようです。

大好評！
！
『シャロームイスラエルSeasonⅡ』
（全20話）
ご視聴はCGNTV、YouTube共に

「シャロームイスラエルシーズン2」
で検索
シャロームイスラエルシーズン2

『シャロームイスラエルⅠ』
（全40話）
のDVDも好評発売中！
一般社団法人オメガ・ジャパン

〒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

一般社団法人オメガ・ジャパン

Omega Japan
https://omega.or.jp/

06

■ゆうちょ銀行 00900-7-313674
【他の金融機関からの振込】
支店名：〇九九（ゼロキュウキュウ）（当座）
口座番号：0313674
■三菱UFJ銀行 玉造支店（普通）
口座番号：0125795
皆様からの寄付やご献金は、
日本・アジア・イスラエル宣教に用いられます。

