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ヨルダンにあるペトラ遺跡のエル・カズネ (宝物殿)。
ペトラ遺跡は、
黙示録の大患難時代後半にユダヤ人が３年半かくまわれる場所であり、
イエス・キリストが再臨される場所とされている
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Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol. 7

小アジアにある七つの教会へ

第6の教会「フィラデルフィヤ」

～小さくて貧しいが忠実な僕たちのいた教会
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。

フィラデルフィヤの教会

デルフィヤにある教会の御使いに書き送

メシアとしてお生まれになったイエス様

れ。
『聖なる方、真実な方、ダビデのか

は、たとえユダヤ人が認めなくても、神

ぎを持っている方、彼が開くとだれも閉

の御国のメシア王国の権威を持っておら

約45km離れた所にある町です。七つの

じる者がなく、彼が閉じるとだれも開く

れる方です。千年王国（メシア王国）で

教会がある町々の中で、最も若い町です。

者がない、その方がこう言われる。
『わ

は、イスラエルの王は復活したダビデが

フィラデルフィヤは、お酒の神、ディオ

たしは、あなたの行いを知っている。見

王となり（ホセア3:5）
、イエス様は全世

ニュソス（Dionysos）が祭られていまし

よ。わたしは、だれも閉じることのでき

界の王となられます。これは、黙示録20

た。
「フィラデルフィヤ」の意味は「兄弟

ない門を、あなたの前に開いておいた。

章の学びになります。

愛」で、最も忠実な僕たちのいた教会で

なぜなら、あなたには少しばかりの力が

「彼が開くとだれも閉じる者がなく、彼

す。フィラデルフィヤの教会の問題は、

あって、わたしのことばを守り、わたし

が閉じるとだれも開く者がない」と黙示

教会に入り込んでいる、イエス・キリス

の名を否まなかったからである。
』
」

録1章のイエス様は、
「アルファであり、

（新改訳第3版使用）

フィラデルフィヤは、サルデスの南東、

トを信じていないユダヤ人からの迫害で
あったと思われます。
黙示録3章7節と8節、
「また、フィラ

小アジアの七つの教会
（現在はトルコのアナトリア半島）

ペルガモ

スミルナ
エペソ

オメガである」
（黙1:8）お方で、初めで
「ダビデのかぎを持っている方」とあり

あり終わりであられるのです。すべて従

ます。ユダヤ視点では「カギ」は権威を

う者に祝福をお与えになるお方で、従わ

表します。ダビデの家系の権威を持ち、

ない者はこの祝福を永遠に逃してしまい

現在のフィラデルフィヤ
（現アラシェヒル・トルコ）
の風景

テアテラ
サルデス

フィラデルフィヤ
ラオデキヤ

小アジア

（アナトリア半島）

エーゲ海

©BiblePlaces.com

ます。一方、イエス様に従う者には天の
門が開かれています。それは、誰も閉じ
ることができません。従わない者には、
天国の門が閉じられます。

イエス様を信じない
ユダヤ人たちからの迫害

また、七つの教会は、
「すべての時代

時代です。フィラデルフィヤの教会は、
福音の土台をしっかりと備え、偽の教えを
見抜いて、主の名を否まなかったのです。

のすべての教会」を指し、
「耳のある者は
御霊が諸教会に言われることを聞きなさ

黙示録3章9節、
「見よ。サタンの会衆

い」
（黙3:13）という七つの教会へのメッ

に属する者、すなわち、ユダヤ人だと自

セージであるとも理解できます。今現在

称しながら実はそうでなくて、うそを

における七つの教会という視点で見ると、

言っている者たちに、わたしはこうする。

フィラデルフィヤの教会は小さくて貧し

見よ。彼らをあなたの足もとに来てひれ

いのですが、霊的に大きな力を発揮して

伏させ、わたしがあなたを愛しているこ

いた教会と見ることができます。先のみ

とを知らせる」

ことばで語られている「門」は、どの教

「サタンの会衆に属する者」と言うのは、

うか従わないかに懸かってきます。私た

会でも忠実にイエス様に従っているなら、

七つの教会の中の第2番目の教会、スミ

ちの伝道が、どれほど大きなインパクト

天国の門が開いているのです。ですから、

ルナの教会にも入り込んでいた、
「ユダ

を世界に与えているか、恐れ多い思いが

天国の門のことだけを語っているのでは

ヤ人ではなく、自分たちは神の民で選民

します。フィラデルフィヤの教会の伝道

なく、他の教会以上に伝道をする機会が

だと考えていたローマの人々」だと考え

のために、主が多くの扉を開いておられ

与えられたのです。それは、フィラデル

られます。また、ユダヤ人でクリスチャ

たのだと考えられます。
「わたしは、あ

フィヤの教会を迫害しているイエス様を

ンの教会に入り込み、
「モーセの律法を

なたの行いを知っている。見よ。わたし

信じないユダヤ人たちが、どんなに門を

守らなければ、イエス・キリストを信じ

は、だれも閉じることのできない門を、

閉めようとしても閉じることができない

るだけでは救われない」と主張するグ

すべての祝福と呪いは、イエス様に従

あなたの前に開いておいた」
（黙3:8）と

「伝道のチャンスの門」なのでしょう。

ループもいました。特に、イエス様を信

いう箇所は、世界宣教の門のことを語っ

「あなたには少しばかりの力があって、

じているユダヤ人が、ユダヤ教の会堂で

ているのではないかという神学者もいま

わたしのことばを守り、わたしの名を否

むち打たれることもありました。

す。また、七つの教会を預言的視点で見

まなかったからである」
（黙3:8）という

「彼らをあなたの足もとに来てひれ伏さ

る神学者たちは、
「七つの教会一つ一つ

みことばから、フィラデルフィヤの教会

せ」というのは、彼らサタンの会衆に属

がそれぞれの時代について表しており、

は小さくて、世間へ与えるインパクトが

する者に伝道するチャンスが与えられ、

最後の七つ目の教会の時代にご再臨があ

少ない教会ですが、兄弟愛でしっかりと

彼らが聖霊様による新生を受けることだ

る」と解釈しています。この解釈なら、

結ばれており、忠実な信者たちが集まっ

と思われます。イエス様の救いを受けて

フィラデルフィヤの教会は過去、17世紀

ている教会であったと思われます。偽キ

喜びに満たされ、癒やされた人々が、自

から今日に至るまで世界の扉が開き、教

リスト教のニコライ派や、ユダヤ人で使

分たちが無知であった時にクリスチャン

会から多くの宣教師が世界中に送り出さ

徒たちだと自称する偽教師、偽預言者、

を迫害したことを悔い改めるということ

れていったという時代になります。

加えてグノーシス派の教えが出回っていた

を表しているのでしょう。

©simonjenkins

石の彫刻

墓地の墓石

©simonjenkins

古代から続く町フィラデルフィヤ
（現アラシェヒル・トルコ）。
古代のフィラデルフィヤ教会（聖ヨハネ教会）
の柱の遺跡
©simonjenkins
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また土台です」と書かれています。現在
もそうですが、教会は神の御国において
「真理の柱また土台」という地位を頂く
のだと考えられます。建設物では柱が最
も重要で、美しいものです。勝利者が頂
く立場も同じだと考えられます。
「彼は
もはや決して外に出て行くことはない」
（黙3:12）というのは、神様の御翼の下、
私たちはもはや危険なことに一切襲われ

©Eddie Gerald

ることがないということです。
「彼の上

カペナウムにある古代の大シナゴーグの遺跡（ガリラヤ）

忍耐し勝利を得る者

黙示録3章10節、
「あなたが、わたし

に……新しいエルサレムの名と、わたし
の新しい名とを書きしるす」
（黙3:12）

が、終末の大患難時代は地上に住むすべ

と言われていますが、
「勝利を得る者」

ての人に臨むことなのだと理解できます。

の頂く冠に、これらの名が記されるので

の忍耐について言ったことばを守ったか

黙示録3章11節では、
「わたしは、す

ら、わたしも、地上に住む者たちを試み

ぐに来る。あなたの冠をだれにも奪われ

るために、全世界に来ようとしている試

ないように、あなたの持っているものを

練の時には、あなたを守ろう」

しっかりと持っていなさい」と、イエス

「あなたが、わたしの忍耐について言っ

様はフィラデルフィヤの教会を励まして

たことばを守った」というのは、ギリ

くださっています。多くの殉教者を出し、

シャ語では、
「わたしのことばを辛抱強

厳しい迫害に耐えたスミルナの教会のた

く我慢をして守ったから」ということを

めにもイエス様は、
「死に至るまで忠実

言っています。これは、不動の信仰を表

でありなさい」と彼らを励まされました。

しています。

フィラデルフィヤの教会でもイエス様は、

テサロニケ人への手紙第二 3章5節で

「冠をだれにも奪われないように」と言っ

パウロが、
「どうか、主があなたがたの

て、彼らが救いを失わないよう、忍耐す

心を導いて、神の愛とキリストの忍耐と

るようにと導いておられます。

しょう。

を持たせてくださいますように」と祈っ
ている「忍耐」も同じく、辛抱強く我慢

黙示録3章12節と13節ではこのよう

して信じ続けよということを言っている

に言われています。
「勝利を得る者を、

のです。そして、主のことばを忍耐強く

わたしの神の聖所の柱としよう。彼はも

れた時に、海辺の砂のような無数の人々

守ったことで、
「地上に住む者たちを試

はや決して外に出て行くことはない。わ

がサタンに従っていきます。新しいエル

みるために、全世界に来ようとしている

たしは彼の上にわたしの神の御名と、わ

サレムである新天新地には入れず、それ

試練の時には、あなたを守ろう」と言わ

たしの神の都、すなわち、わたしの神の

らの人々はサタンと同じ火の池に入れら

れています。これは、黙示録に書かれて

もとを出て天から下って来る新しいエル

れます。今の世界で「勝利を得る者」は、

いる大患難時代のことを語っていると考

サレムの名と、わたしの新しい名とを書

そのような試みに遭わず、必ず新天新地

えられます。クリスチャンの日常的な試

きしるす。耳のある者は御霊が諸教会に

に入ることが定められているのです。

練のことではなく、ご再臨前の終末の試

言われることを聞きなさい」

千年王国の最後、サタンが再び解放さ

黙示録3章13節で、
「耳のある者は御

冒頭の、
「勝利を得る者を、わたしの

霊が諸教会に言われることを聞きなさ

ルカの福音書21章35節でのイエス様の

神の聖所の柱としよう」というのは象徴

い」と、ここでもフィラデルフィヤの教

おことばは、
「その日は、全地の表に住

的なことばですが、テモテへの手紙第一

会に伝えられているだけではなく、聞く

むすべての人に臨むからです」というこ

3章15節に、
「神の家とは生ける神の教

耳のある教会の信徒すべてに伝えておら

とでした。教派によって解釈が違います

会のことであり、その教会は、真理の柱

れるのです。

練の時のことを語っておられるのです。

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。
ヨハネの黙示録3章13節
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2021年、恵みの時そして救いの時
「この預言のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを守る者たちは、幸いである。
時が近づいているからである。
」ヨハネの黙示録 1 章 3 節
2021年度、オメガ・ジャパン活動ビジョンの主題聖句は、ヨハネの黙示録1 章 3節です。新型コロナ関
連の影響を受けて、世界情勢はさらに激しさを増すことが予想されます。しかし、2020年度の主題聖句、
「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」
（Ⅱテモテ4:2）のみことばの柱を継続して受け取り、さらに
宣べ伝える聖書のことばをヨハネの黙示録を中心軸にして、すべての活動を計画し推進してまいります。
神の時の最終的なご計画も、ヨハネの黙示録22 章に明記されています。最後の節に、こうあります。
「こ
れらのことを証しする方が言われる。
『しかり、わたしはすぐに来る。
』アーメン。主イエスよ、来てく
ださい。主イエスの恵みが、すべての者とともにありますように」
（黙 22:20 ～ 21）
主イエスの恵みは BC～AD へと時代を超え、イスラエルを通して証しされ、今や異邦人を含めてすべての
者たちへと証しされています。
「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 24:14）とあるように、今は恵みの時であり、救いの時です。イエス・
キリストに出会う門が、すべての人に開かれている時代です。日本のクリスチャン人口は現在 1％弱で、
霊的に弱い国のように思われますが、神の力はすでに世に勝っており、偉大です。
ニュースレターの黙示録メッセージにもあるように、この終わりの時に小さく弱く見える日本の教会にも、
フィラデルフィヤの教会の内に保たれていた大いなる主の霊が注がれ、満たされ、生ける水の川があふれ
出て、終わりの日の大宣教命令を果たすことができると信じます。
創世記から黙示録まで、すべては神のことばであることを受け取り、天における栄光の恵みを受けて、主
を喜び、主のみことばに幸いを得て、2021 年も御霊による実を結ぶ枝として、今年も一歩一歩、主の道
を歩み続けてまいりたいと思います。
「わたしはあなたの行いを知っている。見よ。わたしは、だれも閉じることができない門を、あなたの前に
開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、わたしのことばを守り、わたしの名を否まなかった
からである。
」ヨハネの黙示録3章8節
2021年1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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南半球からのお便り

しょうや

ゆきこ

勝谷 由紀子さん

オーストラリア・メルボルン在住

シドニー

メルボルン

みんなで一緒に
福音を伝えていきたい
ロックダウン下で得た
たくさんの恵み

タディーのビデオをそれぞれ見て、お互い
に話すようになりました。私もYouTube

〜オーストラリア・ニュージーランド

こんにちは。私はオーストラリアのメ

でたくさんの聖書についてのビデオを見

ルボルンに住んでいます。2020年、メ

ました。その時、
『シャロームイスラエ

ルボルンでは、新型コロナウイルスのパ

ル』を見て栄子・スティーブンス先生の

ンデミックのため、半年以上ロックダウ

「イスラエルを中心にして聖書を読む」と
いうお話に感銘を受け、ビデオの内容を

ンが続きました。
ロックダウンの間は、人と会ったり、
出掛けたりすることが全くできなかった

メモしてクリスチャンの友人たちに話し
ました。

ので、比較的時間に余裕をもつことがで

一人は、
「日本語は分からないけど一

きました。普段は忙しくて、神様がくだ

緒にビデオを見たい」と言うので、クリ

さった美しい自然を眺めることもなく、

スマスホリデーに少しずつ英語に訳しな

あまりにも疲れてお祈りの途中で意識が

がら、一緒にビデオを見る約束をしまし

遠のき寝入ってしまうようなこともあり

た。そしてニュースレターも一緒に読む

ました。

ことになっています。

ロックダウン中はクリスチャンの友人

栄子・スティーブンス先生のお話は、

数人とオンラインでよく会っていました。

福音を伝えたいと思う私たちの心を成

私たち全員が神様との時間が増えたとい

長させてくださっただけでなく、私た

うことで、
「ロックダウンは、神様の下

ちのきずなを強めてくださいました。

に立ち返らないといけないと気付くた

祈りながら、神様が御手を伸ばしてく

めのプレゼントだ」と話していました。

ださることを信じて、みんなで一緒に

ロックダウンの間、礼拝はオンラインで

福音を伝えていくつもりです。本当に

配信されていました。礼拝やバイブルス

感謝しています。
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オークランド

ウェリントン

ミユキ・パッカーさん
ニュージーランド・オークランド在住

目の開かれたクリスチャンが徐々に起こされてきた
Zoomを使ってバイブルスタディーやアルファコースの学び
NZの日本人クリスチャン
コミュニティーは約200～300人

かせてくださっていることを確信いたし

300人くらいだと推測します。今、この

ます。ハレルヤ！

ような時だからこそ、国中の日本人クリ
スチャンが、教会や地域の枠を超えて霊

私は、ニュージーランドのオークラン

の一致をもって、日本人コミュニティー

ド市に25年在住しています。15年ほど

また、日本CGNTV番組『シャローム

前に、イエス・キリストを救い主として

イスラエル SeasonＩ・Ⅱ』がたまたま関

の救いのために働くことができるように、

受け入れ、受洗しました。現在、地元の

連動画の一つに出てきたので試しに見ま

そして、リバイバルが起きますようにと

教会で礼拝をしています。

したが、とても興味深く、目からうろこ

祈っています。また、日本の皆様と共に、

が落ちたように、目がパッと開かれた感

日本人の救いとリバイバルのために奉仕

2020年3月末ごろから、ニュージー

じでした。イスラエルを軸として聖書を

ができますように祈っています。

ランドは新型コロナウィルスの蔓延を食い

読む時、今まで信じてた聖書理解と全然

止めるため、ロックダウンになりました

違うことが分かって、ちょっとショック

最後になりますが、
「聖書は預言書で

（現在は解除され、普通に生活していま

でした！ 分かっていると思っていたけれ

あって100％成就すること」
「イスラエ

す）
。それをきっかけに、Zoomを使って

ど、分かっていなかったんだと知りまし

ルを祝福する者を神は祝福されること」

バイブルスタディーやアルファコースを

た。これは新鮮でうれしい発見でした。

という、人類に対する神の約束の真実を

始めることになり、それを通して多く

それ以来、周りのクリスチャンの友達に、

知ったのは、栄子先生の動画を通してで

の方が救われ、今、共に聖書を学んで

栄子・スティーブンス先生の動画を紹介

した。

います。

しています。私の周りに、目の開かれた

終末の時代に生きる私たちに、イスラ

参加者の方は、ニュージーランドの他

クリスチャンが徐々に起こされてきてい

エル、ユダヤ人の救いについて真剣に祈

の地区からの参加や、日本からの参加も

ま す。2021年 は、栄 子 先 生 の 動 画 を

り、彼らを祝福することを教えてくだ

あります。このような悪い状況の中でも、

使って、バイブルスタディーをすること

さったことに心から感謝いたします。こ

Zoomを通して毎日フル回転で奉仕がで

を計画中です。

れからも、ますますオメガ・ジャパンの

まんえん

働きが、神様からの豊かな祝福を受けま

きることは神様の祝福であると感謝して
います。このような状況を用いて、神様

ニュージーランドの日本人クリスチャ

は人々の心に働き掛けられ、霊の目を開

ンのコミュニティーは小さく、200 ～
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すように。

2021年 主題聖句
この預言のことばを朗読する者と、
それを聞いて、
そこに書かれていることを守る者たちは、
幸いである。時が近づいているからである。
ヨハネの黙示録1章3節
「 主の喜びとなり実を結ぶ」
～神のマスタープラン・プロジェクト継 続 推 進～
いよいよ終末シリーズ小冊子 2021年2月下旬発売予定！！

分かりやすい黙示録の新小冊子シリーズ Voice From Revelation Vol.1
仮題『イエス・キリストはもう一度来られる～黙示録ダイジェスト～』

第3回オメガツアーで開催された、ペトラ現地で行われた黙示録セミナーのライブ
メッセージ（講師：栄子・スティーブンス）
をさらに分かりやすく小冊子にまとめました。
難解と言われるヨハネの黙示録を読み始める前に、
おすすめの一冊です！！

オメガ出版
新年特別価格期間：2021年1月30日
（土）受付分まで
約2千年前に来られたイエス・キリストと、
これから再び来られる栄光の王イエス・キリストに
ついて学んでまいります。祈りを込めて、2021年こそ、聖書は預言書であるということを
知る方々が、
日本そして世界中で続々と起こされますように！

感謝価格

1冊 ￥550（税込）

10冊以上で1冊 ￥500（税込）

オンラインショップ
商品のご注文・お問合せ
TEL&FAX： 06-6777-2117
Eメール： book@omega.or.jp

イスラエル』等の番組や、
オメガニュースレターの黙示録シリーズが

新刊小冊子出版のために

分かりやすいというお声が寄せられています。
皆様の祈りがこうして

Voice From Revelation Vol.1
仮題『イエス・キリストはもう一度来られる～黙示録ダイジェスト～』

世界中で実を結んでいることを覚えて感謝します。現在、オメガの

2021年2月下旬発売に向け準備中です。現在の世界の動きが

ご要望をいただいておりますので、
その実現のためにも共にお祈り

急加速していることを踏まえて、
お一人でも多くの方が、
使徒ヨハネが

ください。

命懸けで書き記した黙示録を読み、
その幸いを得ることができます
ようお祈りください。2021年度に向けて、新しく終末シリーズを
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定価￥770（税込）

のお問い合わせが増えてきています。
特に、
日本CGNTV
『シャローム

祈りの課題

1

2021年1月20日
（水）予約受付開始！
2月下旬入荷後順次発送

英語版を用いて、現地でバイブルスタディーや伝道に用いたいとの

3

ビル＆栄子・スティーブンス夫妻のために

現在、アメリカ大統領選の激しい祈りの中に過ごされています。

準備するオメガ出版チームの上に主の豊かな愛と油注ぎがあります

スティーブンス夫妻は、献身され1990年にアメリカからイスラエル

ようお祈りください。

に移った時に、
中東での紛争の激しさを実体験してこられました。
現

世界中に在住する日本人クリスチャンを覚えて

在はアメリカにおいて、終末の激しい時代の流れを感じつつ日々、

ニュースレターの証しにも掲載させていただきましたが、年末に

主のご計画を受け取りながら深い祈りの中で過ごしておられます。

かけて、
海外在住の日本人クリスチャンの方々からオメガオフィスへ

どうぞ引き続き、
ご夫妻の健康も覚えてお祈りください。

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。

