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ハヌカ
（光の祭り・宮きよめの祭り）
で灯す9本の燭台ハヌキヤ。
ハヌカはBC2世紀にユダヤ人マカビー一族の反乱によってセレウコス朝シリアからエルサレム神殿を奪回した記念
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Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol. 6

小アジアにある七つの教会へ

第4の教会「テアテラ」
第5の教会「サルデス」

～イゼベルを追い出せず
主の審判の目が向けられた
～活発さとはうらはらに
霊的には死んでいる状態

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。

テアテラの教会

（新改訳第3版使用）

偶像に捧げられた物が多く、クリスチャ

奉仕と忍耐を知っており、また、あなた

ンにとっては大変つらい状況でした。

の近ごろの行いが初めの行いにまさって

テアテラは、ペルガモの南東約65km

いることも知っている」
（黙2:19）
。その

の距離にあり、アレクサンドロスの将軍

「また、テアテラにある教会の御使いに

彼らの行いとは、
①行い ②愛 ③信仰 ④奉

であった、セレウコス1世によって建て

書き送れ。
『燃える炎のような目を持ち、

仕 ⑤忍耐 ⑥初めの行いに勝っている、

られた町です。

その足は光り輝くしんちゅうのような、

ということです。クリスチャンとして最

神の子が言われる」
（黙2:18）と書かれて

高の褒めことばが与えられています。

羊毛や染料で有名な町で、特に紫布の

います。
「燃える炎のような目」
、この全

売買が盛んなことで知られ、小アジアの

知全能者の審判の目が、テアテラの教会

それに続いて、黙示録2章20節では

重要都市の一つになっていました。宗教

に向けられました。この箇所に書かれた

こう言われています。
「しかし、あなた

的ではなく皇帝礼拝にも熱心ではありま

「しんちゅう」は、さばきを表しており、

には非難すべきことがある。あなたは、

せんでしたが、複数の異端神殿がありま

イエス・キリストは審判者としてテアテ

イゼベルという女をなすがままにさせて

した。古代の記録では、テアテラの商業

ラの教会に現れておられます。

いる。この女は、預言者だと自称してい

はギルド（職業別の同業組合）により成

また、テアテラの教会は六つのことで

るが、わたしのしもべたちを教えて誤り

り立っていました。ギルドでは食事会を

イエス様に褒められています。
「わたし

に導き、不品行を行わせ、偶像の神にさ

行うことが習わしでしたが、その食物は

は、あなたの行いとあなたの愛と信仰と

さげた物を食べさせている」

小アジアの七つの教会
（現在はトルコのアナトリア半島）

テアテラの教会の遺跡
（現アクヒサル・トルコ）
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たがたの行いに応じてひとりひとりに報
いよう」と、正しい人々には主の励まし
が与えられています。しかし、罪を犯し
ている者は、すぐに悔い改めないと罪の
報いを受けてしまいます。黙示録22章
12節に、
「わたしはそれぞれのしわざに
応じて、わたしの報いを携えて来る」と
言われています。

©M.Violante

貝紫（シリアツブリガイ）
で染められた紫布は非常に貴重で高価な商品
「王者の紫」
（ロイヤルパープル）
と言われる

黙示録2章24節と25節では、主がこ
のように命じておられます。
「しかし、
テアテラにいる人たちの中で、この教え

イゼベルという女は、旧約聖書列王記

不品行を行わせている ④イゼベルが偶像

を受け入れておらず、彼らの言うサタン

の預言者エリヤとエリシャの時代に登場

の神にささげた物を食べさせている。主

の深いところをまだ知っていないあなた

します。北イスラエルの王アハブと結婚

の審判の目が注がれているのは、これら

がたに言う。わたしはあなたがたに、ほ

したフェニキヤの大祭司の娘で、北イス

のせいだと思います。

かの重荷を負わせない。ただ、あなたが
たの持っているものを、わたしが行くま

ラエルに異端を持ち込み堕落させた聖書

で、しっかりと持っていなさい」

の中で最も悪魔的なひどい悪女です。テ

黙示録2章21節から23節では、イエ

アテラの教会にいるイゼベルは実名では

ス様がこう言われています。
「わたしは

テアテラにいる人たちの中で、
「サタ

なく、旧約聖書のイゼベルのように悪い

悔い改める機会を与えたが、この女は不

ンの深いところをまだ知っていないあな

女だったということでしょう。

品行を悔い改めようとしない。見よ。わ

たがたに言う」と、神の深い奥義を教え

「この女は、預言者だと自称している」

たしは、この女を病の床に投げ込もう。

ているように見せかけ、人々に興奮を与

女ですが、古代の神殿娼婦でもあります。

また、この女と姦淫を行う者たちも、こ

える、悪魔の深い奥義を教えていたと考

彼女たちは頭をそっていて、寄付金を渡

の女の行いを離れて悔い改めなければ、

えられます。そのような教えに関わって

した者に神の活力を授けるため、性行為

大きな患難の中に投げ込もう。また、わ

いない者には、
「ほかの重荷を負わせな

を行う風習がありました。神殿娼婦は預

たしは、この女の子どもたちをも死病に

い」と言われています。これは、
「モーセ

言のことばも与えていたので、この時代

よって殺す。こうして全教会は、わたしが

の律法を守らなければ救われない」とい

の人々は彼女たちに敬意を表していまし

人の思いと心を探る者であることを知る

うような重荷は与えない、ということで

た。イエス・キリストを信じて救われた

ようになる。また、わたしは、あなたがた

す。ただ、おきてとしては、
「偶像に供

後も、変わらずそのようなことを続けて

の行いに応じてひとりひとりに報いよう」

えた物と、血と、絞め殺した物と、不品

いたのが、これらの女たちだと考えられ

ここで主は、悔い改めのチャンスを与

行とを避けること」
（使15:29）だけとい

ます。コリント人への手紙第一11章5

えておられます。ヨハネ自身が、テアテ

うことでしょう。
「あなたがたの持って

節に、
「しかし、女が、祈りや預言をす

ラの教会で、この女を悔い改めに導こう

いるものを、しっかりと持っていなさ

るとき、頭にかぶり物を着けていなかっ

としたのかも知れません。しかし、神様

い」とは、19節で褒められた、行いと愛

たら、自分の頭をはずかしめることにな

の御声を無視して悔い改めませんでした。

と信仰と奉仕と忍耐、そして初めの行い

ります。それは髪をそっているのと全く

ゆえに22節で、
「わたしは、この女を病

に勝っている行いを保ち続けるようにと

同じことだからです」とパウロが言って

の床に投げ込もう」と罰が与えられます。

いうことです。

います。この箇所は、救われた神殿娼婦

「この女と姦淫を行う者たちも、この女

が教会の男性に預言を与えていたことを

の行いを離れて悔い改めなければ、大き

黙示録2章26節から29節ではこう締

止めさせるために語ったことばだと考え

な患難の中に投げ込もう」と教会のリー

めくくられています。
「勝利を得る者、

られます。自分を預言者だと自称してい

ダーによってイゼベルを追い出し、信徒

また最後までわたしのわざを守る者には、

た女とは、ここで言われているイゼベル

に悔い改める機会を与えようとしていま

諸国の民を支配する権威を与えよう。彼

だと考えられます。

す。23節では主は、
「この女の子どもた

は、鉄の杖をもって土の器を打ち砕くよ

ちをも死病によって殺す」と言っておら

うにして彼らを治める。わたし自身が父

イエス様から褒められたテアテラの教

れます。
「この女の子どもたち」とは、イ

から支配の権威を受けているのと同じで

会ですが、四つことで非難されています。

ゼベルの弟子たちだと考えられます。罪

ある。また、彼に明けの明星を与えよう。

①イゼベルという女をなすがままにさせ

を犯している者に罰を与え、神様はすべ

耳のある者は御霊が諸教会に言われるこ

ている ②イゼベルが主のしもべたちに

てをご存じであることを知らせようとな

とを聞きなさい」

誤った教えを導いている ③イゼベルが

さっています。また、
「わたしは、あな

「最後までわたしのわざを守る者」とは、
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サルディスのギュムナシオン
（マニサ県・トルコ）。
サルディスの遺跡は3世紀初めのもので、正面全体、浴場、体育館複合施設、儀式用裁判所などが見られる

サルデスの教会

に受け、また聞いたのかを思い出しな

す。その者には「諸国の民を支配する権

サルデスは、テアテラの南東約50km

威を与えよう」と言われているのは、メ

の所にあります。古代リディア王国の首

な さ い。も し、目 を さ ま さ な け れ ば、

シア王国（千年王国）で、主と共に諸国

都でした。

わたしは盗人のように来る。あなたに

異端礼拝をせず主のお働きを続ける者で

の民を統治するという約束のことです。

周辺の町より460mほどの高い場所に

イエス・キリストは「鉄の杖」で諸国の

あり、有名かつ大変裕福な町でした。軍

民を治められます。黙示録12章5節と

事力に優れ、強固な要塞があることで敵

19章15節にも、その「鉄の杖」による統

の襲撃にほとんど遭いませんでした。

ようさい

さい。それを堅く守り、また悔い改め

は、わたしがいつあなたのところに来
るか、決してわからない」
「目をさましなさい」と言われているの

治のことが記されています。そして花嫁

サルデスという意味は、
「不確定」
「変

は、サルデスの教会の働きが、人目を

である教会は、主からその支配権を受け

わりやすい」
「確信のない」などの意味が

ひく社交界のような活動や、自分たち

ます。打ち砕くというギリシャ語は、

ありますが、神学者の中には、サルデス

の望みや利益となる働きだったからで

の意味は「逃れる人」であると言う人も

す。
「霊的には死んでいるような、この

います。

状態に気付いて悔い改めなさい、それ

「壊す」
「砕く」などの意味ですが、
「羊を飼
う」
「見守る」という意味にもなります。

いさ

らは信仰による働きではない」と主が諫
黙示録3章1節ではこのように言われ

めておられます。そして、
「死にかけて

ています。
「また、サルデスにある教会

いるほかの人たちを力づけなさい」と、

の御使いに書き送れ。
『神の七つの御霊、

彼らを信仰に導くように命じておられ

および七つの星を持つ方がこう言われる。

ます。

「わたしは、あなたの行いを知っている。

また、
「あなたの行いが、わたしの神

あなたは、生きているとされているが、

の御前に全うされたとは見ていない」と

実は死んでいる」

言われたのは、サルデスの教会が霊的

「神の七つの御霊、および七つの星を持

には死んだようになっており、神の御

つ方」とは、神様の完全な御霊に満たさ

前に捧げる行いがなされていないこと

イエス様のご再臨直後、主に逆らう諸

れているイエス様です。一つひとつの教

への厳しい指摘です。サルデスの教会

国の民を打ち砕くことからメシア王国が

会、一人ひとりの信徒を見守っておられ

は、これまでに出てきた教会にいたニ

始まります。そして、民に対しては、羊

ます。サルデスの教会は、その素晴らし

コライ派の偽キリスト教や偽預言者イ

を飼い見守るような状況が続くでしょう。

い働きで良い評判を得ていますが、主は

ゼベルもいませんし、ユダヤ人からの

「彼に明けの明星を与えよう」と言うのは、

彼らが霊的には死んでいると言っておら

偽りの教えもサタンの会衆のような者

れます。

たちも入り込んでいません。しかし、

(C)freebibleimages

ダニエル書12章3節の、
「思慮深い人々

霊的には死んだような状況だったので

は大空の輝きのように輝き、多くの者を
義とした者は、世々限りなく、星のよう

黙示録 3 章 2 節と3 節でこう命じられ

す。それゆえに、
「あなたがどのように

になる」という預言の成就を語っている

ています。
「目をさましなさい。そして

受け、また聞いたのかを思い出しなさ

と思われます。そして最後に、
「耳のあ

死にかけているほかの人たちを力づけ

い」と最初に福音を受け、新生を受けた

る者は御霊が諸教会に言われることを聞

な さ い。わ た し は、あ な た の 行 い が、

時の霊的状況を思い出し、
「それを堅く

きなさい」と、聞く耳のある全教会に伝

わたしの神の御前に全うされたとは見

守り、また悔い改めなさい」と主が励ま

えています。

ていない。だから、あなたがどのよう

してくださっています。
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昼食をとるはずのレストランでは、私

かった者」です。彼らは「白い衣」を着て

たち一行が来るのを今か今かと待ってい

います。黙示録6章11節で、殉教者た

た時でした。塀の内側から助けを求めて、

ちに白い衣が与えられています。

鍵を持っている人に知らせてくださるよ
うお願いしました。その時、鍵を持って

©Billy Pasco on Unsplash

また、19章8節では、天国で行われる

いる人は昼食に出掛けてしまっており、

婚姻の時、
「花嫁は、光り輝く、きよい

開けてもらうには私たちのために教会に

麻布の衣を着ることを許された。その麻

戻って来なければなりませんでした。

布とは、聖徒たちの正しい行いである」

みことばに浸って祈っているのは良い

と書かれています。勝利を得る者は、キ

のですが、時計を見るのを忘れて油断を

リストの花嫁となって主と共に歩む者と

してしまいました。祈っていれば良いと

なります。

いうわけではなく、
「油断せずに祈って

「わたしは、彼の名をいのちの書から消

いなさい」というのが主のおことばです。

すようなことは決してしない」と主が言

「もし、目をさまさなければ、わたしは

聖書を学んで時が近付いていることを知

われた「いのちの書」は、生まれてきた

盗人のように来る」とも言われています。

るのは、油断をせずに祈っていることな

者すべての名が書き記される書物である

サルデスの教会の働きが神様の御前に捧

のだと思います。

と思います。詩篇69章28節に、
「彼ら

げるに値しないものだと気付いて方向転

がいのちの書から消し去られ、正しい者

換しなければ、自分たちの予期せぬ時に

と並べて、書きしるされることがありま

主のご再臨が起こると言っておられます。

せんように」と言っている箇所がありま

「あなたには、わたしがいつあなたのとこ

す。神様を信じないで死んだ者は名前が

ろに来るか、決してわからない」とは、最

消し去られ、信仰を保って主に仕える者

高の希望である再臨と、神の御国の到来

は、いのちの書から消し去られることが

を全く知らないまま生きていくことを意

ありません。
「わたしは彼の名をわたし

味しています。ルカの福音書21章35節
と36節にこう書かれています。
「その日
は、全地の表に住むすべての人に臨むか
らです。しかし、あなたがたは、やがて
起ころうとしているこれらすべてのこと

(C)FLASHPACKER TRAVELGUIDE

ナザレにある受胎告知教会

衣を汚さなかった者

黙示録3章4節から6節、
「しかし、サ

の父の御前と御使いたちの前で言い表
す」と言われているのは、イエス様がマ
タイの福音書10章32節で、
「わたしを
人の前で認める者はみな、わたしも、天
におられるわたしの父の前でその人を認

からのがれ、人の子の前に立つことがで

ルデスには、その衣を汚さなかった者が

きるように、いつも油断せずに祈ってい

幾人かいる。彼らは白い衣を着て、わた

そして最後に、黙示録3章6節で「耳

なさい」
。常に祈り、霊的に目を覚まして

しとともに歩む。彼らはそれにふさわし

のある者は御霊が諸教会に言われること

いるようにと伝えてくださっているのです。

い者だからである。勝利を得る者は、こ

を聞きなさい」と、聞く耳のある全教会

のように白い衣を着せられる。そして、

に伝えています。

祈りと油断の証し

めます」というみことばと同じです。

わたしは、彼の名をいのちの書から消す

1994年、私がイスラエルガイドをし

ようなことは決してしない。わたしは彼

ていた時のことでした。午後12時に閉

の名をわたしの父の御前と御使いたちの

まるナザレの受胎告知教会で、ツアーの

前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教

方々と一緒にみことばを読んで祈る素晴

会に言われることを聞きなさい」

らしい時間を過ごしました。その後、教

サルデスの教会の中で、社交界のよう

会から出ようとした時、門が閉じられて

な活動を行っている人々に左右されず、

いました。私たちは、高い塀のある教会

信仰を保ち、心から主に自分を捧げてい

から全く出られなくなってしまったのです。

る幾人かの人々が、
「その衣を汚さな

勝利を得る者は、
このように白い衣を着せられる。
そして、
わたしは、
彼の名をいのちの書から消すようなことは決してしない
ヨハネの黙示録3章5節
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2020年、皆様のとりなしの祈りに
感謝申し上げます
見よ、わたしはすぐに来る。この書の預言のことばを守る者は幸いである。 ヨハネの黙示録22章7節
栄子・スティーブンスによるオメガニュースレターの黙示録シリーズ「Voice From Revelation」が
大好評で、多くの方々から感想のお声を頂いております。今月も引き続き、クリスマススペシャルとして
増ページでお届けいたします。
2020年を振り返る時、誰もが「激動」という二文字を思い浮かべるのではないでしょうか。終末の時代は、
マタイの福音書 24章の預言にもあるように、
「産みの苦しみ」が増す時ですので、全世界で激しい動きが
起こることが知らされています。
2020年2月に開催された第3回オメガツアー（イスラエル＆ヨルダン）の帰国直後、新型コロナウイルス
の影響で、イスラエルを始め世界中で入国制限や渡航制限が設けられました。日本国内におきましても
緊急事態宣言が発令され、私たちの生活様式や働き方など、さまざまな変化が現在もまだ続いています。
特に、コロナ禍で安倍首相から菅氏へ政権移行がなされたことも激動の出来事だったかと思います。現在、
アメリカ大統領選挙におきましても、さまざまな情報が飛び交い、私たちは毎日、人々の声やマスメディア
の声の波に晒されています。
終末時代を生きる時、約2千前に人の子として来られたイエス・キリストの十字架の血によるあがないと
救いと恵み、さらに再び来られる栄光の王を待ち望む信仰の土台にしっかりと立ち、イエス・キリストの
御名を賛美し、礼拝する信仰によって生きていきたいと、日々、再献身の祈りに導かれます。創世記から
黙示録まで一貫した神の愛は、どのような時代の中でも、静かに、確かに、聖書の言葉を通して、私たちに
平安と希望を語り続けてくれています。
この1年、イエス・キリストのみことばの土台によって、皆様のとりなしの祈りが、お仕えされている
教会や地域で忠実に積まれてきたことと思います。アメリカにおられる栄子先生、オメガスタッフ一同も、
皆様の熱いお祈りに励まされた1年となりました。心より感謝申し上げます。また同時に、主が来られる
日に備えて、キリストの体である教会の花嫁支度のためにお仕えさせていただきたいと使命を新たにして
います。
昼は昼へ話を伝え夜は夜へ知識を示す。話しもせず語りもせずその声も聞こえない。しかしその光芒は
全地にそのことばは世界の果てまで届いた。神は天に太陽のために幕屋を設けられた。花婿のように太陽は
部屋から出て勇士のように走路を喜び走る。 詩篇19章2 ～ 5節
2020年12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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国家朝餐祈祷会
感謝レポート
江藤裕美子

21世紀キリスト教会
オメガ・ミニストリーズ
（現 オメガ・ジャパン）創設時スタッフリーダー
米国カンザスから映像参加されたビル＆栄子・スティーブンス師

イスラエルを祝福する祈りと日本に注がれるリバイバルの祝福
去る11月17日、
「第20回日本CBMC
国家朝餐祈祷会」が東京・新宿のホテル

晴らしく、自らを主にささげることを深

ためにイスラエル民族を選ばれた創造主

く探られました。

がおられることを知ることができますよ

で開催されました。栄子・スティーブン

うに。その神は、日本に住む私たちをも

ス師は、六つの祈祷課題 ～自然災害とコ

ちょうど10年前、この祈祷会に栄子

造られたお方であることを知ることがで

ロナ禍、エルサレムの平和、日本のリバ

師が出席して、イスラエルのための祈り

きますように。そして、日本が再臨の主

イバル、政治、経済の祝福、アジアの一

を皆で捧げることができますようにと祈

を待ち望む国へと変えられますようにと

致～ のうちの一つである「エルサレムの

りました。その祈りを、主はコロナ禍で

心から願い、お祈りいたします。
「エル

平和」の代表祈祷を行いました。

大変なこの時に、このようにオメガファ

サレムの平和のための祈り」が絶えるこ

ミリーとして何増倍にもして、聞き入れ

となく捧げられている美しい光景を拝見

また、米国カンザスから、映像で夫の

てくださったことを思い出し、主に感謝

する機会を与えくださった祈祷会事務局

ビル・スティーブンス師も共に参加され

を捧げました。また、イスラエル大使が

の皆様、裏方で祈り支えておられる皆様

ました。映像が流れた瞬間、会場の雰囲

ご自身がんの闘病中であるにもかかわら

に心からの感謝を込めてご報告とさせて

気が和らぎ、民数記6章24節から27節

ず、会の前半に臨席されていたことにも

いただきます。

のアロンの祝祷から主の約束が語られ、

大きな主の御手を感じずにはいられませ

栄子師によって祈りが導かれました。

んでした。

「1％に満たない日本のクリスチャンです
が、イスラエルのことを祈っている国々

この日、会場では小冊子『聖書のこと

の割合で言うと、日本は世界一です。“わ

ばはその通りになる』
（オメガ出版）と、

たしの名をイスラエルの子らの上に置く

先述のみことばがプレゼントとして同封

なら、わたしが彼らを祝福する” この約

されていました。

束が日本に注がれるということを私は確
信しています。どうぞ、あなたが日本に
救いをもたらしてください！」
続いて、増山浩史オメガ・ジャパン理
事長（21世紀キリスト教会主任牧師）か
ら、
「日本のリバイバル」のために熱い祈
りが捧げられました。祈りが終わった時、
イスラエルを祝福する者への約束と、日
本のリバイバルがセットとなって確信に
変えられていました。そして次に、横田

主があなたを祝福し、
あなたを守られますように。
主が御顔をあなたに照らし、

増山浩史オメガ・ジャパン理事長の
「日本のリバイバル」
の熱い祈り

あなたを恵まれますように。
主が御顔をあなたに向け、
あなたに平安を与えられますように。
アロンとその子らが、
わたしの名をイスラエルの子らの上に
置くなら、わたしが彼らを祝福する。
（民数記6章24節から27節 アロンの祝祷）

聖子オメガ・ジャパン代表（金武バプテ

先の見えないこの暗い時代に、多くの

スト教会主任牧師）による献金祈祷も素

日本の人々が、すべての人々を祝福する
07

横田聖子オメガ・ジャパン代表による献金祈祷
画像提供：日本CGNTV

お知らせ
～ 神のマスタープラン・プロジェクト2 0 2 0 ～

待降節感謝価格 12月25日
（金）
まで
感謝を込めて オメガ商品をクリスマス期間限定価格でご提供中です。
くわしくは添付のチラシをご覧ください。
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 You Tube
「SOON」
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『イエスの足跡』
がアップされています。
①
②
③
④
⑤

聖書の舞台 カペナウムを知ろう
山上の垂訓を語られた丘！
イエス様が歩いた！ガリラヤ湖
聖書の有名な奇跡！パンと魚の奇跡の教会
ペテロ召命教会

⑥ ペトラ黙示録セミナー
⑦ マサダ 散らされたイスラエルはこの地に帰ってくる！
⑧ 死海写本、衝撃の場所で見つかる！
⑨ エルサレム、黄金のドームとグレーのドーム
⑩ 鶏鳴教会！ペテロが3度知らないと言った話（最終回）

ために祈る方が起こされています。
オメガニュースレターの英語版

祈りの課題

1

についてのお問い合わせも出ておりますので、次年度の実現に向け

新刊小冊子出版のために

現在、
黙示録入門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。

2

3

日本とイスラエルの救いのために

て、共に覚えてお祈りください。

ビル＆栄子・スティーブンスご夫妻のために

アメリカの地から日本のリバイバルを覚え、日々祈っておられま
す。第20回国家朝餐祈祷には、代表祈祷の栄子師と共に、
ビル師

日本CGNTV『シャロームイスラエル』
などの番組を通して国内外で

もZoomで参加されました。
スティーブンス夫妻の健康が守られ、

オメガ・ジャパンを知る方が増えております。
ユダヤ視点に目が開か

ご家族の上に祝福が満ちあふれるように。栄子・スティーブンスの

れ、
イスラエルを軸とした聖書の学びの大切さを知り、
イスラエルの

執筆活動の上に、主からの油注ぎが満ちあふれるように。

編集後記

もうすぐ2021年が見えてきそうです。
2020年は世界中の人が忘れられない年になったと思います。
コロナはまだ終わりが見えず、
全世界
で悪のはびこるスピードが増しに増し、
迫害や虐殺も増加の一途をたどっています。
ですから私たちは常に神様の側に立ち、
聖書を読み、
祈り、
偽りを見抜き、
終わりの時代に生きる聖徒として共に励まし合っていきたいと思います
（Ⅰテサ4～5章）
。
（細井浩子）

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。

