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Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol. 5

小アジアにある七つの教会へ

第2の教会「スミルナ」～殉教者が多く激しい迫害に耐えた
第3の教会「ペルガモ」～悪い教えと妥協し悔い改めを迫られた
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置き、執筆活動と日本でのバイブルセミナー講師として幅広く活躍中。
日本CGNTV『シャロームイスラエルⅠ・Ⅱ』主演者・講師。幻冬舎大学「大人のためのカルチャー講座」
セミナー講師。
「聖書は預言書である」
をテーマに多数のセミナーDVD・CD・著書を出版。

スミルナの教会

8 節 9 節、
「スミルナにある教会の御使

でいる彼らに、今の貧しさだけを見ず、

いに書き送れ。
『初めであり、終わりで

未来の祝福に目を向けるようにと励ま

スミルナは、エペソから北に 55 キロ

ある方、死んで、また生きた方が言わ

しています。
「またユダヤ人だと自称し

ほど行った所にある町です。エペソと

れる。
「わたしは、あなたの苦しみと貧

ている、サタンの会衆である人たち」と

同様、商業都市として栄えていた大変

しさとを知っている。―しかしあな

は、自分たちは神の選民だと考えてい

プライドの高い港町でした。スミルナ

たは実際は富んでいる―またユダヤ

たローマの人々だと考えられます。ク

は、ロ ー マ が 覇 権 国 家 と な る 前 の

人だと自称しているが、実はそうでな

リスチャンはローマ皇帝にいけにえを

BC195 年 か ら ロ ー マ を 支 え て お り、

く、かえってサタンの会衆である人た

捧げることを拒んだがゆえに、迫害さ

ローマの女神の神殿を建設して拝んで

ちから、ののしられていることも知っ

れ殺害されました。ユダヤ教の礼拝の

いました。ローマが覇権国家になって

ている」

場所を会堂とか会衆と呼びますが、ユ

（新改訳第 3 版使用）

七つの教会の中のうち、二つの教会

ダヤ人ではないのに神の選民の中に入

独自で皇帝ティベリウスの神殿を建て

だけが何の非難もされていません。ス

り込もうとしている偽信徒たちの集ま

上げました。これによってスミルナは、

ミルナの教会はそのうちの一つで、こ

りを「サタンの会衆」と呼んでいます。

小アジアの先端を歩む町として知られ

れはスミルナの教会に遣わされている

あるいは、イエス・キリストを信じて

るようになりました。スミルナの教会

御使いにあてられた手紙です。
「初めで

いないユダヤ人がクリスチャンの中に

は、誰が始めたのかは分かっていませ

あり、終わりである方、死んで、また

入り込み、聖書を教えて「割礼を受けな

んが、恐らくエペソで 2 年間伝道して

生きた方が言われる」
。スミルナはクリ

ければ救いはない」と主張していたので、

いたパウロであろうと言われています。

スチャンとして住みにくい環境ですが、

それらのユダヤ人が「サタンの会衆」で

スミルナとは「没薬（ミルラ）
」という

キリストが死んで復活されたように、

あったとも考えられています。

からは、自発的に皇帝礼拝に参加し、

意味です。ミルラの木から採れる薬で

彼らも同じようになることを伝えて励

殺菌作用があり、鎮静薬、鎮痛薬とし

ましています。
「わたしは、あなたの苦

ても使用されていました。古代エジプ

しみと貧しさとを知っている」というの

黙示録 2 章 10 節、
「あなたが受けよ

トでミイラをつくる時に使われますが、

は、迫害が多く、仕事にもありつけな

うとしている苦しみを恐れてはいけな

ミルラということばからミイラと言わ

い貧しさを彼らは経験していたのかも

い。見よ。悪魔はあなたがたをためす

れるようになったという説もあります。

しれません。しかし主はご存知で、
「あ

ために、あなたがたのうちのある人た

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）2 章

なたは実際は富んでいる」と霊的に富ん

ちを牢に投げ入れようとしている。あ

スミルナ展望（現イズミール・トルコ）
(C)Kusadasi-Guy
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激しい迫害

ペルガモ

テアテラ
サルデス
フィラデルフィヤ

スミルナ
エペソ

ラオデキヤ

小アジア

（アナトリア半島）

エーゲ海

©Carole Raddato

スミルナの公共広場の柱廊の遺跡
（現イズミール・トルコ）

小アジアの七つの教会
（現在はトルコのアナトリア半島）

ミルラ
（没薬）

その他、
「10」という数は、この世に

ミルナの教会と変わらない状況です。殉

対する完全数だと解釈する神学者もい

教者を数多く出したスミルナの教会への

なたがたは十日の間苦しみを受ける。

て、今の世が続く限り存在し続ける、

励ましは、現在、迫害下の国に住んでい

死に至るまで忠実でありなさい。そう

クリスチャンへの迫害を表していると

るクリスチャンたち一人ひとりに対する

すれば、わたしはあなたにいのちの冠

考えています。黙示録では日数を象徴

励ましと同じものだと思えます。

を与えよう」

的に表すことはなく、実際の 10 日間と

「あなたが受けようとしている苦しみ

受け止めるのが最適の解釈だと思われ

黙示録 2 章 11 節、
「耳のある者は御

を恐れてはいけない」と迫害を恐れない

ます。恐らく、短期間の迫害であるこ

霊が諸教会に言われることを聞きなさ

ように前もって伝えています。
「悪魔は

とを預言して、励ましているのかもし

い。勝利を得る者は、決して第二の死

……あなたがたのうちのある人たちを

れません。

によってそこなわれることはない」

牢に投げ入れようとしている」というの

「死に至るまで忠実であれ。そうすれ

「耳のある者は御霊が諸教会に言われ

は、クリスチャンは皇帝を神と認めま

ば、いのちの冠を与えよう」と、スミル

ることを聞きなさい」と、スミルナの教

せんから、反逆者だと見なされます。

ナの教会には殉教が避けられないと思

会のような迫害下にあるクリスチャン

ヨハネもパトモス島に島流しにされ、

われるようなメッセージが与えられて

た ち に 伝 え て い ま す。聞 く 耳 の あ る

反逆者だと告訴されたようです。その

います。
「いのちの冠を与えよう」とい

人々に、短い期間の迫害に負けること

ように、クリスチャンたちが投獄され

うのは殉教者のみが受ける命の冠では

なく忍耐を尽くすようにと励ましてい

るのを見て、教会から離れていく人々

ありません。これは、イエス・キリス

るのです。
「勝利を得る者は、決して第

もいたことでしょう。

トを信じるすべての者が受ける永遠の

二の死によってそこなわれることはな

「あなたがたは十日の間苦しみを受け

命と冠です。暗いトンネルの先に光り

い」と最後まで耐え忍び、勝利を得る者

る」とありますが、この 10 日間につい

輝く永遠の世界が待っていることを思

は黙示録 20 章に書かれた「白い御座の

ての説明は聖書に書かれておらず、歴

い起こし、死に至るまで忠実であるよ

審判」を受けることがないと伝えていま

史的記録も残っていません。ローマ皇

うにと励ましているのでしょう。

す。この審判は、千年王国（メシア王

帝ドミティアヌスから皇帝ディオクレ

現在、イスラム諸国でリバイバルが起

国）の終わりに行われる審判です。キリ

ティアヌスの治世 AD96 年から AD313

こっています。年間およそ600万人も

ストの花嫁である教会は、すでに命の

年までの期間の間に、10 人の皇帝がク

のイスラム教徒たちが、イエス・キリス

冠を頂き、栄光の御体を頂いています

リスチャンをひどく迫害しました。そ

トを信じています。彼らは命懸けです。

から、この審判とは何ら関わりがあり

の苦しみを預言したのだと考える神学

イスラム諸国でクリスチャンになった

ません。第二の死によって、損なわれ

者もいます。

人々は、見つかれば必ず殺されます。ス

ることがないのです。

©Ahmet Demiroğlu

©Jan Mehlich

ペルガモの古代劇場の遺跡（ペルガモン・トルコ）

ペルガモの教会

サタンの王座がある。しかしあなたは、

この博物館が完成した 3 年後の 1933 年、

ペルガモは、スミルナから北へ約 80

わたしの名を堅く保って、わたしの忠

ヒトラーがサタンの王座の階段の所に

キロの所にあります。335mの高い丘が

実な証人アンテパスがサタンの住むあ

立って、ユダヤ人抹殺を誓ったと言わ

町になっており、地形的に敵の攻撃を

なたがたのところで殺されたときでも、

れています。ユダヤ人がバビロン捕囚

見張りやすい町です。ペルガモとはギ

わたしに対する信仰を捨てなかった」

となったように、ヒトラーによってユ

リシャ語で、
「防衛、見張り台、城」な

「鋭 い、両 刃 の つ る ぎ を 持 つ 方」は、

ダヤ人を収容所の捕囚とし、計画的な

どの意味があります。神学者の中には、

黙示録 1 章に現れたイエス・キリスト

ユダヤ人大量殺りくが行われました。

「結婚している、離婚している、姦淫し
ている」などの意味だと言う人もいます。

の栄光のお姿です。イエス様は万軍の
主、戦いの主、教会のためにいつでも

13 節では、
「わたしの忠実な証人ア

ペルガモは、エペソやスミルナのよ

戦う用意をしておられます。
「わたしは、

ンテパスがサタンの住むあなたがたの

うな商業的に繁栄した町ではありませ

あなたの住んでいる所を知っている。

ところで殺されたときでも、わたしに

んでしたが、政治的に重要な町でした。

そこにはサタンの王座がある」と言われ

対する信仰を捨てなかった」と、ペルガ

巨大な規模の図書館を備えた文化都市

たサタンの王座は、紀元前 2 世紀に建

モの教会の信仰がほめられています。

であり、羊皮紙の産地としても知られ

てられた巨大なゼウスの神殿の中に置

「アンテパス」は、ローマ皇帝ドミティ

ていました。BC29 年に皇帝アウグス

かれていたものです。19 世紀末、ドイ

アヌスの時代（在位 AD81 ～ AD96）に

トゥス（在位 BC27 ～ AD14）のために

ツの考古学者カール・フーマンがトル

殉教したペルガモの司教でした。ロー

神殿を建てたことで、皇帝礼拝の中心

コのペルガモでサタンの王座（ペルガモ

マによって恐ろしい殺され方をしたた

地となりました。偶像礼拝も盛んなペ

ンの大祭壇）を発見し、それを分解して

め、ペルガモのクリスチャンたちは恐

ルガモの町は、ゼウスの神殿、
「癒やし

ベルリンに運んできました。その後、

怖に震えました。しかしそのような中

の神」と言われるエスクラピアスの神や、

バビロンでイシュタル門と呼ばれる、

でも、ペルガモの教会は信仰から離れ

知識や技術また戦争をつかさどるアテ

バビロニア王国時代に建てられた巨大

ず、主の御名を固く守っていきました。

ナの女神が祭られていました。ペルガ

な門が見つかりました。それを解体し

モの最後の王はアッタロス 3 世（在位

てベルリンに持ち込み、再建されたの

BC138 ～ BC133 年）で す が、彼 に は

です。この門は、ユダヤ人がバビロン

後継者がなかったためペルガモをロー

捕囚に連れて行かれたころのもので、

ように書かれています。

マに遺贈しました。町の住民や彼の弟

ユダヤ人はこの門をくぐってバビロン

「しかし、あなたには少しばかり非難

からの反対があり、反乱が起こりまし

に入ったと考えられています。

すべきことがある。あなたのうちに、

悪い教えと妥協した

黙示録 2 章 14 節から 16 節ではこの

バラムの教えを奉じている人々がいる。

たが結局ローマのものとなりました。

バラムはバラクに教えて、イスラエル

そのためペルガモの町は、ローマ帝国

ドイツでは、1907 年からこれらの遺

の小アジアの首都として活躍する結果

跡を残すために、巨大な博物館を建て

の人々の前に、つまずきの石を置き、

となりました。

る計画が始まりました。そして 1930

偶像の神にささげた物を食べさせ、また

黙示録 2 章 12 節 13 節ではこう書か

年に完成しました。現在、これらの遺

不品行を行わせた。それと同じように、

れています。
「ペルガモにある教会の御

跡はベルリンのペルガモン博物館に展

あなたのところにもニコライ派の教えを

使いに書き送れ。
『鋭い、両刃の剣を持つ

示されており、ペルガモのサタンの王

奉じている人々がいる。だから、悔い

方がこう言われる。
「わたしは、あなたの

座（ペルガモンの大祭壇）とバビロンの

改めなさい。もしそうしないなら、わ

住んでいる所を知っている。そこには

イシュタル門を見ることができます。

たしは、すぐにあなたのところに行き、

04

言われることを聞きなさい。わたしは
勝利を得る者に隠れたマナを与える。
また、彼に白い石を与える。その石に
は、それを受ける者のほかはだれも知
らない、新しい名が書かれている」
「耳のある者は御霊が諸教会に言われ
ることを聞きなさい」と言われているこ
© Raimond Spekking

イシュタル門。
バビロン捕囚で、
ユダヤ人がこの門から
バビロンに入ったとされる
（ペルガモン博物館 ベルリン・ドイツ）

サタンの王座とも言われる
ペルガモンの大祭壇
（ペルガモン博物館 ベルリン・ドイツ）

とばは、ペルガモの教会だけに向けら
れているのではありません。主のこと
ばを聞いて、しっかりと受け止めるこ
とができるすべての教会に向けて語っ
ておられるのでしょう。
「わたしは勝利を得る者に隠れたマナ

リスト教の教祖ニコラウスの名にちな

を与える」と、出エジプト記 16 章で天

んで付けられた、グノーシス主義であ

からマナが降ってきたように、必要な

「少しばかり非難すべきことがある」

ると考えられています。グノーシスと

ものを奇跡的に与えると言われていま

と、教会の中で勝手な教えを広めてい

は、古代ギリシャ語で「認識・知識」と

す。迫害によって食物を手に入れるこ

る人々がいることで非難されています。

いう意味です。リーダーのニコラウス

とができない時代が来ても、心配しな

「バラムの教えを奉じている人々がい

はクリスチャンだと言いながら、姦淫

いようにと励ましておられるのです（出

る」と言っている箇所は、民数記 25 章

は罪ではないと教え、人妻を不品行な

エジ 16:14 ～15、31）
。

でバラムがモアブの王バラクに、美し

行いに誘い込ませました。

「また、彼に白い石を与える」と言わ

わたしの口の剣をもって彼らと戦おう」

いモアブの女をイスラエルの民に与え

グノーシス主義は 1 世紀に発生し、3

て堕落させようとしたことです。
「バラ

世紀から 4 世紀にかけて地中海周辺で

が使う白黒の小石の白い石のほうです。

ム は バ ラ ク に 教 え て、イ ス ラ エ ル の

勢力を伸ばした古代の思想の一つです。

裁判で有罪の場合は黒い石を示し、無

れているのは、古代ギリシャで裁判官

人々の前に、つまずきの石を置き、偶

「霊はすべてきよく、肉はすべて悪であ

罪の場合は白い石を示しました。
「その

像の神にささげた物を食べさせ、また

るため、霊の世界と肉の世界は全く関

石には、……新しい名が書かれている」

不品行を行なわせた」のですが、この罪

連がない」と信じ、
「そのため、いくら

という名は、親から受けた名ではなく、

による神罰で死んだ者は 2 万 4 千人で

肉欲にふけっても、霊には関わりがな

イエス様から与えられる神の御国で使

した（民 25:1～ 2、9）
。

い。神の御前には罪とならない」という

う新しい名であると考えられます。

神罰を受けた理由は、偶像に捧げた

教 え で す。黙 示 録 2 章 16 節 に、
「悔 い

ものを食べてはいけないことと、相容

改めなさい。そうしないと、わたしの

れない宗教を持つ者と結婚してはいけ

口のつるぎをもって彼らと戦おう」と、

ないということを、知っていながら実

この邪悪なニコライ派を教会から排斥

行したからです。
「それと同じように、

するように命じています。その命令を

あなたのところにもニコライ派の教え

実行しないならば、イエス様ご自身が

を奉じている人々がいる」とありますが、

来て、口の剣で彼らと戦われると言わ

エペソの教会は、このニコライ派の教

れています。

えを受け入れませんでしたが、ペルガ
モの教会は受け入れていたのです。
ニコライ派の教えとは、初期の偽キ

黙示録 2 章 17 節ではこう語っておら

©dataphys.org

れます。
「耳のある者は御霊が諸教会に

その石には、
それを受ける者のほかはだれも知らない、
新しい名が書かれている
ヨハネの黙示録2章17節
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小冊子『聖書のことばはその通りになる』
大好評に感謝
「この預言の言葉を朗読する人と、これを聞いて、中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が
迫っているからである。
」ヨハネの黙示録1章3節
栄子・スティーブンスによる黙示録シリーズ「Voice From Revelation」がオメガニュースレターの読者
の皆様方から大好評頂いております。今月は、メッセージ紙面を増やしてお届けいたします。
また、小冊子シリーズ『聖書のことばはその通りになる』が8月の発売以来、ご注文が続き、今月は増刷
5000冊となります。約１カ月に1000冊以上の小冊子を皆様のお手元に届けられた恵みをスタッフ一同、
心から感謝しています。１日にのべ40人の方が、小冊子を受け取ってくださったことになります。
今回、10冊まとめてのご注文は3,900円（サンキュー）価格でご提供させていただいております。教会単位
でのご注文や、個人様からプレゼント用にご購入いただいていることが多いようです。沖縄から北海道まで日本
全国各地から、本冊子へのご感想の声が届いておりますので、ニュースレターにて掲載させていただきます。
小冊子『聖書のことばはその通りになる』が予想を超える反響になりましたので、10冊3,900円（サン
キュー）価格を、39（サンキュー）日間、延長させていただきます！ 期間延長は11月23日までとなります。
オメガ出版の目的は、一人でも多くの方々に、イスラエルを軸とした分かりやすい教材をご提供し、それを
きっかけに、聖書が預言書であることを知っていただきたいということです。聖書が、創世記から黙示録まで
一貫した神の言葉であることを受け止め、さらに主を愛する心で満たされることです。それは、主との関係
をさらに深め、キリストの体なる教会の奥義を知ることにつながります。
終わりの日が近付いている今、時が良くても悪くても永遠に朽ちることのない神の言葉を伝え続けて
まいります。
「神の御前で、そして、生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリスト・イエスの御前で、その
出現とその御国とを思いつつ、厳かに命じます。御言葉を宣べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。
とがめ、戒め、励ましなさい。忍耐強く、十分に教えるのです。
」
Ⅱテモテ4章1節2節
今月も皆様の仕えておられる教会とその地域の上に、日本の上に、主の圧倒的な愛と恵みと祝福が降り
注がれますよう、互いにとりなし合い、励まし合ってまいりたいと思います。
2020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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たくさんのコメント、
お証しを心より感謝申し上げます！

（オメガ編集部）

オメガ小冊子『聖書のことばはその通りになる』
お読みいただいた日本全国の皆様からの声
北海道

・エゼキエルの預言の時が始まっているのかなと世界を見ながら、
そのような緊張感を感じた。
その都度必要な真理を神様は導いておられると感じます。
・伝道用にと思い購入しました。
伝道用としては難しい感じもありますが、
分かる簡単なものと一緒
に紹介するとよい感じです。
世界情勢に興味のある男性の方には、
渡したり紹介したりしています。

近畿

・最近起きていることなので、未信者の方に話す時、今どういうことが起きているのか
話をもっていきやすい。
・イスラエルのこととか勉強になります。教会や祈りのチームでも一緒に祈っていきた
いと思い、新たな気持ちになりました。
イスラエル目線で聖書を学ぶことの大切さを
感じ、
みんなでシェアしていきたいと思いました。

中国

・牧師先生にお渡ししましたが、
メッセージに関しても今の時代の動きなど
に注目しながら神の国について話していかないといけないというふうに導
かれておられました。
エゼキエル38章から次の週にメッセージをすぐにさ
れたということがありました。
男性の方、関心を持っている方がいて、
ご主
人に話すきっかけになった方、
いっきに読みましたという姉妹もいました。

東北

・素晴らしかった。分かりやすい書籍に出会
えて感謝いたします。
・未信者の人に読んでほしくて買いました。
歴史の事実からのっとってあるので、素直
な人だと受け入れてくれやすい。未信者の
方や、
クリスチャンでもそこまで分かってい
ない人を中心にお配りしております。
この本が
出たのは、時にかなって美しいと思いました。

関東

・これからどうなるのか。
ノンクリスチャンにも良いと思います。
・去年ごろから教会に来られた方に差し上げたが、
すごくよく分かってこれ
はいいねと。
イスラエルのこともよく分かったと。
・今の世界の情勢がすごく預言として見えてくる内容です。
未信者の人でも
興味がある人は、読んでくれました。
とても評判が良いので喜んでいます。

九州

・未信者の方にも読んでいただきました
が、エゼキエル書の箇所がとても分か
りやすかったそうです。
クリスチャンに
とっても今、起こり得る時代です。栄子
先生の小冊子は、
とても分かりやすく身
近に感じられたと。未信者の方で、最近
黙示録に関心を持ち始めた方がおられ、
この預言書も読んでいただきました。

沖縄

・読みやすく、
繰り返し読むことによって聖書の
預言が身近に感じられるように教会の方にプ
レゼントしました。
いっぱい線を引いて、地図
の所もしるしをしている方がおられました。素
晴らしいです。
・クリスチャンでない若い世代の方にお渡しし
ましたが、素直に受け取ってくださり、心に留
めているようです。

中部

・聖書が預言書だとはっきり分かります。未信者の人に渡したり、
あげた人もいます。
年配の方で、読んで対応が変わった方がいます。雰囲気が変わり、道徳ではなく、
た
だ事ではないと感じたようです。
・今に必要なメッセージと思わされました。
まだ子どもがクリスチャンではないので
送ったり、今救いの必要な時、神様の前に悔い改めるべきだと、
コロナ禍でも思わ
されています。
どうしても救われてほしいという願いと共に読ませていただきました。

四国

・約2600年前のエゼキエルの預言が成就されようとしていることに驚きを持って読ませても
らいました。必ずや預言通りになるでしょう。改めてアブラハムに下された信仰の偉大さに
感激しています。
イスラエルは改めて神様の選ばれた民族だと思います。
・これから起こる事に心構えをもって世界情勢を見ていこうと思いました。今現在、世界情勢
ききん
が暗黒に包まれていても、激しい天変地変や飢饉、
パンデミックが世界中で起こったとして
も、
イエス様を信じる者は何も恐れることはないというところに希望があると思いました。
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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 ～

4000冊完売間近！ 第5刷増刷決定!！

『聖書のことばはその通りになる』
（全国キリスト教書店でも好評発売中）
第5刷増刷の感謝を込めて 3900（サンキュー）価格延長決定！
10月15日（木）を39（サンキュー）日延長！ 11月23日（月・祝）受付分まで

10冊以上で1冊

550円

390円

（税込）

感謝を込めて イスラエルセミナーCDとスティーブンス・栄子の
『シャロームイスラエル』
DVD上・下巻も感謝価格でご提供中です。
商品のご注文・お問い合わせは
オメガ・ジャパン事務局まで。

TEL＆FAX：06-6777-2117 e-mail：book@omega.or.jp
WEBサイトからのご注文 https://omega.or.jp/shuppan/

CGNTV Japan YouTube「SOON」
いつでもどこでも福音のメッセージ！
いつでもどこでも福音のメッセージ！
栄子・スティーブンスがオメガツアー（イスラエル＆ヨルダン）で
解説した動画連載『イエスの足跡』がアップされています。
3分前後の動画が毎週金曜18時にアップ予定です！

1. 聖書の舞台 カペナウムを知ろう（10月2日アップ） 2. 山上の垂訓が語られた丘（10月9日アップ） 3. イエス様が歩いた！ガリラヤ湖（10月16日アップ）

2

祈りの課題

1

栄子・スティーブンスのメッセージ動画制作のために
オメガツアー（イスラエル＆ヨルダン）で語られた栄子・スティーブンス
のメッセージを、
日本CGNTVのYouTubeサイトで毎週金曜日の

3

夜6時にアップされています。動画制作の作業の上に、主の油注ぎ
と導きが豊かにあるようお祈りください。

黙示録の入門編となる新刊小冊子出版のために
現在、黙示録入門編となる新刊小冊子の準備中です。編集作業と
オメガ出版チームのためにお祈りください。

ビル＆栄子・スティーブンス夫妻のために
日々、
アメリカの地から日本のリバイバルを覚え祈っておられます。
スティーブンス夫妻の健康が格別に守られ、
ご家庭の上に祝福が
満ちあふれるように。執筆活動の上に、主からの油注ぎと知恵が
満ちあふれるように。

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！
200文字くらい
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/

■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。

