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Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol. 8

小アジアにある七つの教会へ

第7の教会「ラオデキヤ」

～生ぬるい信仰で何もほめられなかった教会
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。

ラオデキヤの教会

ラオデキヤの円柱の道

ラオデキヤの教会はサルデスの教会

ください。あなたがたのほうも、ラオ

と同じように、教会がさまざまな産業

デキヤから回って来る手紙を読んでく

ラオデキヤは、フィラデルフィアの

界の有力者たちでにぎわい、社交界の

ださい」
。ところが残念なことに、ラオ

南東約 80kmに位置する町です。小ア

ような雰囲気になっていたのではない

デキヤへ送られた手紙は失われていま

ジア（現在のトルコ西端）の中を三つの

かと考えられます。サルデスの教会に

す。彼らにとっては、パウロの手紙が

主要道路が通っており、ラオデキヤは

は忠実な主のしもべがいましたが、ラ

重要ではなかったのかもしれません。

商業や金融業で最も重要な町となって

オデキヤの教会には忠実な信者がいな

黙示録 3 章14 節では、
「また、ラオデ

いました。ローマ時代において最も裕

かったと思われます。裕福な町なので

キヤにある教会の御使いに書き送れ。

福な町であり、金融業、薬、医学学校、

何でもありましたが、唯一乏しかった

『アーメンである方、忠実で、真実な証

毛織物の産業で栄えました。また、耳

ことは水が足りなかったことでした。

人、神に造られたものの根源である方

の薬や目薬の製造でもよく知られてい

ラオデキヤの教会は、霊的にも活ける

がこう言われる」
。
「アーメンである方、

ました。

水が足りなかった所だったのです。

忠実で、真実な証人」というアーメンは、

（新改訳第 3版使用）

AD60 年から61 年にかけて小アジア

この教会は、イエス様にほめられる

で起こった大地震の記録では、ラオデ

ことが何もなかった教会です。
「ラオデ

（）אメム（）מヌン（）נが使われています。

キヤの町はローマ帝国の援助なしで、

キヤ」の意味は、
「人間の支配」です。み

多くの神学者は、アーメンとは「そのよ

自力で速やかに復興しました。

ことばの支配ではなく、神の支配でも

うになりますように」と訳しています。

ありません。

ユダヤ視点から見ますと、アーメンと

小アジアの七つの教会
（現在はトルコのアナトリア半島）

コロサイ人への手紙 4 章16節に、こ
う記されています。
「この手紙があなた

スミルナ
エペソ

キヤ人の教会でも読まれるようにして

る「神様」を表します。

サルデス
フィラデルフィヤ

ラオデキヤ
小アジア

エーゲ海

ます。
アレフ＝エル（）א לエルシャダイであ

テアテラ

（アナトリア半島）

いう意味には、さらに深い意味があり

がたのところで読まれたなら、ラオデ

ラオデキヤの教会の遺跡（トルコ）

ペルガモ

ヘブライ語のアルファベットのアレフ

©Torsten62
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(C) Carole Raddato from FRANKFURT

（トルコ）

(C)Roymail

リュコス川沿いのラオデキヤの廃墟（トルコ）

メ ム＝メ レ ク（）מ ל כで あ る「王」を

「あなたは、冷たくもなく、熱くもな

んだ者だと認識しています。しかし、

表します。

い」と言われたのは、神様に反発して暗

自分が偽善者であり罪人であると知ら

ヌ ン＝ナ ア マ ン（）נ א מ נで あ る「忠

闇を歩むわけでもなく、聖く正しく神

ない、実は霊的な盲目で貧しく、自分

実」を表します。

様に仕えることもなかったからです。

が裸であることに気付いていない者な

きよ

のです。

こうして、アーメンは「忠実な王であ
る神様」という意味になります。つまり、

ラオデキヤの教会は、光と闇の境を

あがない主イエス様は「アーメンである

行ったり来たりしつつ、まるで自分は

方」だと言っているのです。

光に属しているかのように思っていた

悔い改める
チャンスがある

ようです。また、闇の中の生活をしな

黙 示 録3 章18 節 と 19 節、主 が ラ オ

が ら、自 分 は 良 い 働 き を し、教 会 に

デキヤの教会に、このように促してお

通っている人間だと思っているような、

られます。
「わたしはあなたに忠告する。

最も救われにくい人々がいました。闇

豊かな者となるために、火で精錬され

黙 示 録3 章15 節 と16節 で、ラ オ デ

の中にいる人々を救うために働いてお

た金をわたしから買いなさい。また、

キヤの教会はこのように主に叱責され

られる神様は、そんなラオデキヤの教

あなたの裸の恥を現さないために着る

ています。
「わたしは、あなたの行いを

会の人々をどのように見ておられたで

白い衣を買いなさい。また、目が見え

知っている。あなたは、冷たくもなく、

しょうか。彼らは裕福な教会だったの

るようになるため、目に塗る目薬を買

熱くもない。わたしはむしろ、あなた

で、貧しい人や未亡人を助けていたこ

い な さ い。わ た し は、愛 す る 者 を し

が冷たいか、熱いかであってほしい。

とでしょう。しかし彼らは偽善的な働

かったり、懲らしめたりする。だから、

このように、あなたはなまぬるく、熱

きをして、霊的には死んでいるにもか

熱心になって、悔い改めなさい」

くも冷たくもないので、わたしの口か

かわらず、自分は霊的な者であるとい

らあなたを吐き出そう」

う誇りを持ち続けていたので、イエス

「豊かな者となるために、火で精錬さ

様は気持ちが悪くて彼らを吐き出した

れた金をわたしから買いなさい」と言

いと思っておられたのです。

われているのは、象徴的なことばです。

（David Nakrutman Gush Etzion引用)

イエス様に
叱責された教会

霊的に「火で精錬された金」はお金では
黙示録 3 章17 節で主は、
「あなたは、

買えませんが、主に近付くことによっ

自分は富んでいる、豊かになった、乏

て、霊的に精錬され、豊かな者となっ

しいものは何もないと言って、実は自

ていきます。また、
「あなたの裸の恥を

分がみじめで、哀れで、貧しくて、盲

現さないために着る白い衣を買いなさ

目で、裸の者であることを知らない」と

い」と言われているのは、ラオデキヤ

言っておられます。彼らは、自分は教

が黒い布地やカーペットで有名な産地

会に通っている救われたクリスチャン

だったので、
「黒ではなく白い衣を買い

であるし、お金も地位も学歴もある富

なさい」と、ラオデキヤでは買えない
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言っておられます。中東のしきたりで
は、一緒に食事をするということは、
すべてを赦し合い、最高の親友のきずな
を結んだことを表します。そのように、
悔い改める者が救いを得ると、主と個
人的な交流をすることができるのです。
黙示録3 章 21 節、
「勝利を得る者を、
わたしとともにわたしの座に着かせよ
う。それは、わたしが勝利を得て、わ
たしの父とともに父の御座に着いたの
と同じである」と主は語ってくださって
います。
「勝利を得る者を、わたしとと
もにわたしの座に着かせよう」とイエス
(C)freebibleimages

様が戸をたたいてくださいます。その
扉を開けて、主に従う者は勝利者です。
勝利者はイエス様が勝利を得られ、父

白い衣を手に入れるよう促されている

「見よ。わたしは、戸の外に立ってた

なる神様の右に座しておられるように、

のです。

たく」というこの箇所から、ラオデキヤ

イエス様と共にイエス様の座に着くこ

の教会の中に主がおられなかったこと

とができます。

「目が見えるようになるため、目に塗

が分かります。
「だれでも、わたしの声

黙示録3章22節、
「耳のある者は御霊が

る目薬を買いなさい」ということも、目

を聞いて戸をあけるなら」と、主は戸の

諸教会に言われることを聞きなさい」と、

薬の産地で知られるラオデキヤの目薬

外に立って、いつも待ってくださって

七つの教会すべてにこの同じことばが

ではなく、霊的に目が見えるようにな

いるのです。また、
「わたしは、彼のと

使われています。これはすべての教会

る、お金で買えない目薬を手に入れる

ころに入って、彼とともに食事をし、

へのメッセージ、聞く耳のある教会の

ようにと言っておられます。これらの

彼もわたしとともに食事をする」とも

信徒たちに送られたメッセージなのです。

ものを買うためには、祈りと礼拝が必
要です。
「わたしは、愛する者をしかっ
たり、懲らしめたりする」と主が言って
おられますが、それはラオデキヤの教
会を愛しておられるからです。
「だから、
熱心になって、悔い改めなさい」とチャ
ンスを与えてくださっているのです。
黙示録3 章 20 節で、主はこう言って
おられます。
「見よ。わたしは、戸の外
に立ってたたく。だれでも、わたしの
声を聞いて戸をあけるなら、わたしは、
彼のところに入って、彼とともに食事
をし、彼もわたしとともに食事をする」

勝利を得る者を、
わたしとともにわたしの座に着かせよう
ヨハネの黙示録3章21節
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栄光に富んだ神の愛が
伝えられますように
「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、オメガの活動ビジョンの主題聖書箇所は、ヨハネの黙示録1章3節です。
「オメガプロジェクト2021」は、イエス・キリストの啓示の書であるヨハネ黙示録の扉が開かれていくよう
に、栄子・スティーブンス著による分かりやすい小冊子シリーズを出版いたします。天の門は、すべての
人に対して開かれています。神のご計画は創世記から黙示録まで一貫して変わっていません。
「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として
滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためでは
なく、御子によって世が救われるためである。
」ヨハネの福音書3章16 ～ 17節
ヨハネの黙示録は難解で、災難のことばかりで怖いと思われたり、クリスチャンが読んでも、裁きに対
する記述が恐ろしいと、とらえられがちな書簡かもしれません。しかし、神の計画は天地創造以来、人を救
い、愛するために実行されています。聖書の中に書かれたすべての預言のみことばは、今も成就し続けて
います。聖書の25節に1節は、再臨に関する預言です。
聖書はこの世の中で最も信頼できる書物です。一昨年から、聖書は預言書であるということを日本の人々
に広く伝えるため、
「神のマスタープランプロジェクト」としてオメガの中心活動を展開してまいりまし
た。2021年も、神の永遠に変わらない愛のことばを心から信頼し、終末時代に備えるための分かりやす
い出版を心掛けていきます。当初はこの春に出版予定をしておりましたが、2月下旬に繰り上げて皆様のお
手元にお届けできるように準備を進めています。どうぞ共に覚えてお祈りください。
さて、近年はコロナウイルスを始め、世界中、問題だらけに感じるようになりました。空を見上げると、
いつもと変わらない空がひろがっています。しかし、目には見えない世界の戦いが見え始め、肌で感じ
始めたように思えるのは、クリスチャンだけではないのでしょう。栄光のイエス・キリストのお姿が見え
なくなることが、この時代の危機であると言えます。新刊小冊子シリーズを通して、栄光に富んだ神の愛が
伝えられますようにと願います。
聖書に答えがあることを日々確信し、イエス・キリストとの愛の交わりを深め、イエス・キリストの啓示の
霊によって、日本のすべての教会が光の子として歩み続けられるよう、共に励まし合い、祈り合ってま
いりましょう。
2021年2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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〜 黙 示 録のみことばのエネルギーを 受け 取って〜

時が近付いているからである

アララテ山
（トルコ）
ノアの時代に起こった全世界に及ぶ大洪水。
「箱舟は、
第七の月の十七日にアララテの山地にとどまった」
（創8:4）

主を見上げ、皆さんと共にその御名を心から賛美いたします。
2021年になりました。
このニュースレターをご覧になっている
皆様お一人おひとりに、今年も主の平安と祝福があふれますように。
人類史上に残る大転換の年

に思います。その時も、マタイの福音書

わじま

輪嶋 東太郎
とうたろう

音楽プロデューサー
ヴォイス・ファクトリイ株式会社 代表

2020年は、人類の歴史に残る大転換

24章38節で、
「洪水前の日々にはノア

と言える年でした。コロナの影響は今も

が箱舟に入るその日まで、人々は食べた

続き、私たちの生活も大きく変化せざる

り飲んだり、めとったり嫁いだりしてい

を得ない中で、この先の状況も全く不透

ました」とイエスさまがおっしゃってい

明な毎日が続いています。昨年5月ごろ

ました。その通り、人間は自分たちの世

でした。東京に初めての緊急事態宣言が

界に集中していると、それほど大きなこ

出る以前に、アメリカの栄子・スティー

とでさえ、実際に起こるまでは気付かな

ブンス先生とお電話でお話しさせていた

い存在であることを痛感させられます。

だきました。その時、先生は、
「コロナ
でさえも、神のお許しがなければこの世

その時と同じように、主は愛する人間

に出てきません」とおっしゃいました。

がご自分のほうを見て生きることを今も

その言葉に、本当にはっとさせられたの

願っておられるように思われてなりませ

を、今もはっきりと覚えています。

ん。人間中心、自分中心で生きてきた私
たち人類が、被造物である人間の主権者

これまで、聖書の預言の通りに、神に

である神を覚え、神様中心の生き方にシ

よって運ばれてきた人類の歴史。その中

フトできるかどうか……そのことを迫ら

で、人間の目線では「なぜ、こんなこと

れている……。しかも、それは聖書の預

が起こるのだ」と思いたくなるような出

言の通り、終わりの時に近いところで迫

来事はたくさんありました。その最たる

られているのだ、そのように思われてな

ものは、ノアの時代の大洪水だったよう

りません。
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ご再臨の前兆

まさに黙示録1章3節の、
「この預言

えていた栄子・スティーブンス著『聖書

マタイの福音書24章で、弟子たちが、

のことばを朗読する者と、それを聞いて、

は今も100%成就する預言書だった（仮

「あなたが来られる時（ご再臨なさる時）

そこに書かれていることを守る者たちは、

称）
』の出版に向けて、舵を切り始めまし

にはどんな前兆があるのでしょうか」と

幸いである。時が近づいているからであ

た。皆様にこの欄でお祈りをお願いした、

イエス様に問い掛けました。イエス様が

る」というみことばが、もの凄いエネル

主の時が与えられた思いです。

お答えになったその前兆のすべてがそろ

ギーを放って胸に迫ってきます。

いつつあるのが、まさに今この時である
ことを認識せずにはいられません。去年

イエス様のご再臨に備える人々がつな
時が近付いている……。

からその状況は、ますます加速している
かのようです。

出版され、主のために大いに用いられま
私もすべての環境が整えられ、いよい

現代が聖書の中において、いったいど

がるために、この書籍が無事に完成し、

よこの1月から、昨年10月に出版を考

すよう、どうかどうか、引き続き皆様の
お祈りを心からお願いいたします。

れほどとてつもない時代であるのか。そ
のことを知るための学びは、オメガ・
ジャパンから出版されている小冊子や、
日 本CGNTV『シ ャ ロ ー ム イ ス ラ エ ル

ヨルダンのペトラ
（ボツラ）遺跡
反キリストに迫害されたユダヤ人がかくまわれ、
イエス様が再臨される場所とされる

SeasonⅠ、
Ⅱ』での栄子先生による「バ
イブルシェア」に詳しいところです。ま
た、21世紀に入って頻発する地震、津
波に加え、去年からはいよいよ疫病（パ
ききん

ンデミック）と飢饉が起こり始めました。
そして、2020年に入って起こったアメ
リカ大統領選挙に見た不正ぶりに、マタ
イの福音書24章12節にある「不法がは
びこるので、多くの人の愛が冷えます」
しんかん

というみことばを実感し、震撼する思い
になったのは私だけではないでしょう。
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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
オメガプロジェクト2021

～神のマスタープラン・プロジェクト継 続 推 進～

分かりやすい黙示録の新小冊子シリーズ いよいよ出版します！！
小冊子完結編シリーズVoice From Revelation Vol.1

『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回栄子・スティーブンスと行くイスラエル＆ヨルダンの旅」
ペトラの地で開催された黙示録セミナー
のメッセージを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1冊です！

予約受付開始！
2月下旬入荷後順次発送
定価￥770（税込）

予約価格

1冊 ￥550（税込）

10冊以上で1冊 ￥500（税込）
詳細は添付のチラシをご覧ください。

予約方法

①FAX ②電話 ③Eメール
（本文にお届け先ご住所、
お名前、
ご注文数の記入をお願いいたします。）

TEL&FAX： 06-6777-2117
Eメール： book@omega.or.jp
オンラインショップ

であり最後の方、
信仰の創始者であり完成者である方です。
すべては

祈りの課題

1

主の栄光をほめたたえるためにつくられました。暗闇が深くなれば

新刊小冊子出版のために

なるほどイエス・キリストの光がこの地で輝きますよう祈りを込めて
お届けいたします。

完結編シリーズVoice From Revelation Vol.1『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～』
は、
いよいよ2月
下旬発売予定です。オメガ出版チーム、
すべての作業行程の上に、
主の油注ぎが豊かにあるように。黙示録を朗読する方、学びをする

2

ビル＆栄子・スティーブンス夫妻のために

お祈りをありがとうございます。健康が守られ、
アメリカで過して

方が増え、日本中で幸いな人がますます起こされ、主を待ち望む

います。
アメリカの新型コロナの感染者は世界最多となっています

祈り手が増えていきますように。

が、引き続き、
アメリカにいるスティーブンス夫妻と家族の健康と

表紙は、ヘブライ語の最初の文字「アレフ」
と最後の文字「タブ」
をデザイン化しました。主はアルファでありオメガである方、最初

生活が格別に守られるように。栄子師の執筆活動の上に、
ますます
天からの油注ぎがありますように。

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。

