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Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol. 12

未来の預言
―その4

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。

神殿

（新改訳第 3 版使用）

列王記第一 8 章にある第一神殿は、
ソロモンが建てました。この神殿が完成
した時、神様のご臨在、シャカイナグ
ローリーが神殿に現れました。その後、
イスラエルの民が BC538 年にバビロ
ン捕囚からイスラエルの地に戻ってき

リストが、
「自分こそ生ける神である」

のみことばの中で六つのことを語って

と宣言してユダヤ人の神殿を奪うこと

います。

がテサロニケ人への手紙第二 2 章 4 節

①そむきをやめさせる

に書かれています。

②罪を終わらせる
③咎をあがなう

ダニエル書の
「七十週」
とは

④永遠の義をもたらす
⑤幻と預言とを確証する

まず、ダニエル書 9 章 24 節をお読み

⑥至聖書に油を注ぐ

た後に再建した第二神殿には、契約の

します。「あなたの民とあなたの聖なる

ということです。これらのことは、メ

箱もなく、神様のご臨在は現れません

都については、七十週が定められてい

シア王国（千年王国）が訪れた後に成就

でした。しかし第二神殿がヘロデ大王

る。それは、そむきをやめさせ、罪を

することです。

によって美しく改造された後に、イエ

終わらせ、咎を贖い、永遠の義をもた

六つ目の「至聖所に油を注ぐ」という

ス・キリストが第二神殿に現れました。

らし、幻と預言とを確証し、至聖所に

のは、預言者エゼキエルが書き記した

油をそそぐためである」

メシア王国で建てられる第四神殿（エ

そして今、終末時代の世界で、近い
未来に再建されると言われている第三

ダニエルに「七十週」のことを告げる

ゼ 40 ～ 47 章）に、神のご臨在と栄光

神殿には神様のご臨在は現れず、反キ

ために現れた御使いガブリエルが、こ

の現れ、シャカイナグローリーに包ま

ソロモンの建てた第一神殿

バビロン捕囚後に再建された第二神殿の遠景
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れた、油注がれた者イエス様が現れる
ことだと考えられます。
ヘブライ語では、週の複数を「シャ

エズラ記 1 章 1 節で、ペルシャのク

バイ記」参照）
。中間時代の 62 週の期

ロス王から「エルサレムを再建せよ」と

間、ユダヤ民族には苦しみの多い時代

の命令が出ました。その時からメシア

だったのです。

が現れるまでに、483 年たっています。

ブオット」と言います。原文では週の

メシア・イエスが洗礼を受けられ、公

ダニエル書 9 章 26 節では、
「その六

複数ではなく、7 の複数である「シャブ

生涯を始められた時点が年数の手掛か

十二週の後、油そそがれた者は断たれ、

イーム」
（7 つで一つの集まり）と言う

りとなっています。

彼には何も残らない」と、メシアが断

7 週の 49 年と 62 週の 434 年に分け

たれる十字架についてのことが書かれ

週は 7 が 70 回と言う意味になります。

られているのは、第二神殿を回復させ

ています。口語訳では「メシヤは断た

この 7 は 7 年を指しています。「ユダヤ

る時に近隣の人々に妨害され苦しい時

れるでしょう。ただし自分のためにで

人と、エルサレムの聖なる都について、

を通り、神殿から追放されたり戻った

はありません」と書かれています。メ

70 回の 7 年が、定められている」と言

りしながら、49 年（約 50 年）を掛けた

シア・イエスは自分のためではなく、

うことで、言い換えれば「490 年が定

からです。その後、
「その苦しみの時代

私たちの罪のためにご自分の命を捧げ

め ら れ て い る」と 言 う 意 味 な の で す。

に再び広場とほりが建て直される」と

てくださいました。人となられたイエ

この 490 年が終わると、メシア王国到

言う 62 週の後、再び広場と堀がイエ

ス様は、人間としての終止符を打たれ、

来の幕開けとなるのだとガブリエルは

ス様のお生まれになるころにつくられ、

神様として復活なさいました。このこ

伝えています。

ユダヤ民族を統治したヘロデ大王が再

とは、メシア・イエスを信じる者は復

建しました。

活するという保証なのです。

言葉が使われています。ですから、70

ダニエル書 9 章 25 節から 26 節、「そ
れゆえ、知れ。悟れ。引き揚げてエル

62 週 の 434 年 は、旧 約 聖 書 と 新 約

サレムを再建せよ、との命令が出てか

聖書の間の中間時代、沈黙の時代とも

ら、油そそがれた者、君主の来るまで

言われていますが激しい戦いの時代で

が七週。また六十二週の間、その苦し

し た。こ の 時 代 も ギ リ シ ャ の 支 配 に

みの時代に再び広場とほりが建て直さ

よ っ て、ユ ダ ヤ 人 の 神 殿 の 中 に ギ リ

れる。その六十二週の後、油そそがれ

シャの偶像が置かれ、聖書の律法を守

た者は断たれ、彼には何も残らない」

ることを禁止され、ユダヤ民族は大変

「エルサレムを再建せよ、との命令が

な迫害の期間を通りました。その後つ

出てから」70 週の時計が動き始めます。

いに、ユダヤ人のマカビー一族による

「油そそがれた者、君主の来るまでが七

マカビーの乱が起こり、彼らが団結し

週。また六十二週の間」つまり、7 週と

て戦い、勝利し、神殿の清めが行われ

62 週を合わせた 69 週の後に、「油そそ

ま し た。こ の 勝 利 を 祝 っ て、9 本 の

がれた者、君主が来る」のだとメシア

キャンドルを灯すハヌカのお祭りが今

到来の預言が示されているのです。

も行われています（旧約聖書外典「マカ

マカビーの乱の勝利で
神殿が清められたことを祝うハヌカの祭り

メシア
（千年）王国で建てられる第四神殿のシャカイナグローリー
(C)freebibleimages.org

人となられたイエス様は、人間としての終止符を打たれ、
神様として復活なさいました。
このことは、
メシア・イエスを信じる者は復活するという保証なのです。

残りの一週（7年）

れます。その民が町と聖所を破壊する

69 週が終わって間もなく、ユダヤ人

と言うのは、AD70 年にエルサレムの

は神殿を無くし、世界離散しました。

町と神殿を破壊したローマ軍によって

あと 1 週である 7 年間が残っている時

成就しました。これは中東地域を管轄

点で、ユダヤ人と神殿の丘が、現在に

する軍勢です。この軍勢が、
「やがて来

至るまで離ればなれになっています。

たるべき反キリストの民」だと言われ
ています。

ダニエル書 9 章 26 節で、「やがて来
たるべき君主の民が町と聖所を破壊す

かつてローマは、ヨーロッパと中東

る。その終わりには洪水が起こり、そ

を支配していました。現在は、これら

の終わりまで戦いが続いて、荒廃が定

の場所で反ユダヤ主義が急速に広がっ

められている」と書かれています。

ています。忘れ去られていた中東が、

「来たるべき君主の民が町と聖所を破

まるで世界の中心であるかのように

壊 す る」と 言 う の は、黙 示 録 6 章 2 節

日々報道される時代になりました。今

に出てきた白い馬に乗った反キリスト

や眠れる「ローマ帝国」が目を覚まし始

の民のことを語っているのだと考えら

めたような状況です。

ローマ帝国の最大領土
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ダニエル書 9 章 26 節では、「その終

はイスラエルの民と神殿の丘とに関連

団体は徐々に拡大しています。宗教を

わりまで戦いが続いて、荒廃が定めら

していますから、「多くの者」とはユダ

精神的慰めや社交界の交流活動の様に

れている」と、AD66 年から 70 年に起

ヤ人だと考えられます。ユダヤ人の政

考えているリベラルな人々が集まって

こった戦いについて預言しています。

治家たちと反キリストが「7 年間の堅い

います。こうして世界中が、真の神様

エルサレムの「荒廃が定められている」

契約を結ぶ」ということで、最後の 7

からますます遠ざかっていくのです。

と い う 預 言 は、メ シ ア が 十 字 架 に 架

年の時計が動き始める預言です。これ

かった後に起こることが預言されてい

は「堅い契約」ですから、ユダヤ人が神

「荒らす忌むべき者が翼に現れる」と

ます。ローマ軍によって神殿もエルサ

殿の丘の一部に第三神殿を建てさせて

は、翼は神の立場を表していますから、

レムも破壊された後、ユダヤ人は世界

もらえる許可が与えられるような契約

反キリストが神の立場となって現れる

離散となり、ユダヤ人が神殿の丘から

ではないかと考えられます。

ということです。反キリストは偽キリ

いな く な り ま し た。70 週 の 490 年 が

ストであり、偽の神の子として現れま

定められている時計の針は、69 週の

ユダヤ人が神殿の丘に入ったら、最

す。反キリストは、この世界の宗教や

483 年の時点で残り 1 週（7 年）を残し

後の 1 週（7 年）はイエス・キリストの

経済を統一させる動きをし、一時的な

て止まってしまいました。

再臨までのカウントダウンに入ります。

平和をもたらせます。そして全世界を

ダニエル書 9 章 24 節で、御使いガブ

「荒らす忌むべき者」と言うのは、忌む

支配する立場を手に入れるのではない

リエルがダニエルに伝えた、「あなたの

べき異端礼拝を示していますから、そ

かと思われます。しかし、「ついに、定

民とあなたの聖なる都については、七

の者は宗教に関連していると考えられ

められた絶滅が、荒らす者の上にふり

十週が定められている」という 70 週の

ます。現在、あらゆる宗教の人々が集

かかる」と書かれているように、反キ

うち 69 週までが成就したのです。69

い、世界の宗教を一つにさせようとの

リストはメシア・キリストのご再臨に

週まで正確に動いていた時計の針が、

動きがあります。宗教問題が戦争の原

よって滅ぼされます。

油注がれた者メシア・イエスが断たれ

因となっていることで、あらゆる宗教

「知れ。悟れ」
（ダニ 9:25）とあるよう

た時点で止まってしまいました。1 週

が仲良く尊敬し合えるような動きが 20

に、共に神様のマスタープランを知り、

（7 年）のみが残ったままで時計は動い

世紀の初めから始まっています。この

理解してまいりましょう。

ていません。この時計はダニエルの民、
ユダヤ人と聖なる都エルサレムの神殿
の丘が共に存在している時にのみ動く
時計なのです。
ダニエル書 9 章 27 節ではこう預言さ
れています。
「彼は一週の間、多くの者
と堅い契約を結び、半週の間、いけに
えとささげ物とをやめさせる。荒らす
忌むべき者が翼に現れる。ついに、定
められた絶滅が、荒らす者の上にふり
かかる」。「彼は一週の間、多くの者と
堅い契約を結び」と書かれている「彼」
とは反キリストのことです。この預言

これを知り、
目覚めよ。
ダニエル9章25節（新共同訳）
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「パウロによる愛の賛歌」
を黙想する時
主の御名を心より賛美します。
聖書は神様からのラブレターであると言われます。神の愛の本質は、御子イエス・キリストによって現わされ、
聖書の預言は実現し続けています。
コリント人への手紙第一13章の、
「パウロによる愛の賛歌」は、神が人を
愛する最高の証しを表す御子イエス・キリストです。そのことを黙想しながら朗読する時、私たち罪ある人間
のうちにはない神のアガペーの愛が御霊によって注がれ、神の愛による信仰に満たされます。
わたしは騒がしいどら、
「たとえ、人々の異言、天使たちの異言を語ろうとも、愛（イエス・キリスト）がなければ、
やかましいシンバル。
たとえ、預言する賜物を持ち、
あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、
たとえ、
山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛（イエス・キリスト）がなければ、無に等しい。
全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとしてわが身を死に引き渡そうとも、愛（イエス・
キリスト）がなければ、
わたしに何の益もない。
愛（イエス・キリスト）は忍耐強い。愛（イエス・キリスト）は情け深い。ねたまない。愛（イエス・キリスト）は
自慢せず、高ぶらない。
礼を失せず、
自分の利益を求めず、
いらだたず、恨みを抱かない。
不義を喜ばず、真実を喜ぶ。
すべてを忍び、
すべてを信じ、
すべてを望み、
すべてに耐える。
愛（イエス・キリスト）は決して滅びない。預言は廃れ、異言はやみ、知識は廃れよう、わたしたちの知識は
一部分、預言も一部分だから。
完全なものが来たときには、部分的なものは廃れよう。
幼子だったとき、わたしは幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、
幼子のことを棄てた。
わたしたちは、今は、鏡におぼろに映ったものを見ている。
だがそのときには、顔と顔とを合わせて見ることに
なる。
わたしは、今は一部しか知らなくとも、
そのときには、
はっきり知られているようにはっきり知ることになる。
それゆえ、信仰と、希望と、愛（イエス・キリスト）、
この三つは、
いつまでも残る。
その中で最も大いなるものは、
愛（イエス・キリスト）
である。」
（Iコリント13章

新共同訳）

今月も、終末について分かりやすく学ぶことが出来る教材を通して、お一人でも多くの方に、神の本質的な
愛が現わされたイエス・キリストを証しすることができますように。
ヨハネの黙示録は、
イエス・キリストの啓示
の書です。
この世では見付けることのできなかった天上の極上の愛、永遠の命の道であり真理であるイエス・
キリストの愛を宣べ伝えることができますように。共に祈り、励まし合い、主にお仕えしてまいりたいと思います。
「二十四人の長老は、玉座に着いておられる方の前にひれ伏して、世々限りなく生きておられる方を礼拝し、
自分たちの冠を玉座の前に投げ出して言った。
『 主よ、わたしたちの神よ、あなたこそ、栄光と誉れと力とを受
けるにふさわしい方。
あなたは万物を造られ、御心によって万物は存在し、
また創造されたからです。』」
（ヨハネの黙示録4章10～11節 新共同訳）
2021年6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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小冊子

『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～』
ご購読者様から多くのご感想を頂き
ありがとうございました！！

北海道
教会で黙示録の学びをちょうどやり終わり、復習のようになりました。黙示録の学びは長く
掛かりましたが、学んだことがこのことだったのだというふうに、端的にまとめられているの
でとても良かったと思いました。

東北
みんな楽しみに読んで励まされているみたいです。
イスラエル理解、
黙示録の世界が
明確になり、
教会としては、
本もニュースレターも励まされています。

中部
再臨があることを知らせたいと思って購入しました。通っている教会で
は再臨があることも黙示録も語られていないので、
クリスチャンでも再
臨があることをぼんやりとしか受け止められていません。終わりの時で
ないかと感じていても、
どう備えていいのか分からないので、現実にとら
われていることが多いです。全く聞いてない人には分からないので、再臨
のことを知る者として責任が大きいことじゃないかと。再臨があることは
知るべきことなので、
どなたに渡すのが良いのか祈りながら渡しています。

関東

礼拝のメッセージで黙示録を１年くらい学ばせていただきました。
タイミング良くこの本が出版され、黙示録の内容がさらに深まり、
現実のものとして一人ひとりの心の中に定着しています。聖書は
預言書であると栄子先生がいつもおっしゃっていますが、
そのこ
とが教会の皆様もよく分かり、
これから来る再臨に希望、焦点を
当てた人生を歩むことが出来つつあります。

九州

近畿
聖書に書かれていることがどう実現していくのか載せられているので、
そう

分かりやすくてまとめられていて、聖書

いうふうに理解するのだと、
そのような感動と難しくて分からないところも

を読むだけでは理解できないことが

ありますが、分かりやすいところもあり楽しく読んでいます。

すっきりしました。
まだ起こっていない、

中国・四国

これから起こることも一つ一つ理解が
深まることに助けられています。

沖縄

読んだ方々は、
とてもつながりとか分かりや
すいと言っていました。
これからの時代、今の
時代のことなのでとても良かったです。黙示
録は難解な書だけに、
教えていただきました。

黙示録セミナーのCDを何度も聴き、長いけどいいなと思いましたが、
ちょっと難し
いかなと思いました。小冊子は短くコンパクトになっているのが良かったです。現在
通っている教会はイスラエル視点ではありませんが、
牧師先生にプレゼントしました。
開かれる時を待っています。受け入れてくださる時が来て、受け取ってくださる人が
いれば、
こういうのがあると準備をしておきたいと思って購入しました。
預言が全世界
で成就していくことは、
ノンクリスチャンにはインパクトがあります。
ノンクリスチャン
の方にも差し上げられたらと思っています。
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連載

イエス・キリストは二度来られる

初臨の恵み、再臨の恵み
それを信じた途端に訪れたもの―その3
5月になり、
わが家の庭に何十年も生き続ける椿や柿の木にも、新緑の芽が伸びてきました。
それを目にしながら
「イチジクの木に芽が出たら夏が近いことが分かります。
（ルカ21:29～31参照）
という、
イエス様のとてつもない
その時には、
神の御国が近いと知りなさい」

預言に想いを馳せ、2度目に来られるイエス様を待ち焦がれる思いがあふれてきます。
わじま

創造主である主の偉大なご計画と、私たちに限りなく注がれる愛に感謝し、
その御名を声を大にして共に賛美したい思いです。

とうたろう

輪嶋 東太郎
ヴォイス・ファクトリイ株式会社代表
音楽プロデューサー

(C)Figues123456789

イチジクの収穫

私たちには、
イエス様のご再臨＝セカンド・カミングによって
もたらされる、最上級の祝福が待っている！
全号までで、自殺に追い込まれるほど

「地上のすべての民族を救う」とアブラ

「聖書は宗教の本ではなく、初めから終

の困難の中で、ついにイエス様と出会い、

ハムにお約束された（創12章）父なる神

わりまで預言書です。そしてその預言は

その後どれほどの平安と幸福の中で過ご

様が私たちにお与えくださった御子イエ

100％現実のものとなっていることが分

す人生、まさに劇的ビフォー・アフター

ス様は、2千年前と同じように、この地

かります。でも、イスラエルというもの

を私が経験したか、お伝えしてきました。

上にもう一度来られる、いや、来なけれ

を抜いてしまったら、そのことは絶対に

初臨のイエス様からの恵みの中で、それ

ばならない、
、
、人間はもちろんのこと、

分からない、というものなんです。そう

でも十分過ぎるくらいの平安と幸福感を

この世のすべての被造物をおつくりに

すると、宗教の本ということになってし

頂き満足いっぱいの私でしたが、栄子・

なった創造主である父の、愛のご計画を

まうのです」

スティーブンス先生との出会いで、
「そ

完成させるために。

栄子・スティーブンス先生の、
この言葉

そしてそのご計画全容の最終章として

をお聞きした時の衝撃を忘れることがで

あまりにももったいな過ぎる！」と、神

与えられたのが黙示録で、そこには、神

きません。そしてその思いは、私の中でま

様の愛をもっともっと受けて分かち合い

様の人類に対するラブストーリーがどの

すます倍音のように大きくなり、同時に

たいと感じる「欲張り（！）
」に変えられ

ように完結するかが、明確に預言として

通奏低音のように毎日の生活の24時間

たように思います。

記されている。

中、
ずっと聞こえているような気がします。

れで喜んでいる場合じゃない！それだと、
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ご自分が「創造主」であることを人間
に知らせる唯一の方法として、神が私た

なさい、イエス様！）
、枯らしてしまっ

でしょう。その実を付けなかった木が枯

たような印象を受けてしまいます。

れてしまうように、イスラエルはイエス

ちに与えられた聖書。その中で主は、人

しかし、そのことも「地上のすべての

様の預言（マタイ24章）の通り、神殿が

間にお約束されたことは「ご自分の名に

人間を救おう」とする、天の父からの使

壊滅的に破壊された後、西暦70年にこ

おいて」
、必ず、100％実行されること

命を負ったイエス様の、とてつもない

の地球から姿を消してしまうのです、イ

がはっきりと分かります。そうでなけれ

メッセージだったと知らされます。

エス様が地上から天に昇られたように。
1948年、約1900年ぶりに、これま

ば、この世のすべてを把握し動かす、あ
らゆる存在の中で最高峰におられるご自

イチジクの木には年に二回実がなるこ

た聖書の預言の通り再びイスラエルはこ

分の “沽券に関わる“のです。だから、神

とを私は知りませんでした。
（このニュー

の地上に現れ、そして2030年にはイエ

がご自分の御名においてお約束なさった

スレターをお読みの多くの方も、
『シャ

ス様が十字架に架かってから2千年を迎

ことは、必ず成就するのです。

ローム・イスラエル』の番組でお知りに

えようとしています。

こけん

聖書の預言が必ず成就する様は、その

なったことでしょう）
。私たちの知って

ことだけを見ると卒倒するくらいのこと

いるイチジクは、あの生ハムと一緒に食

ですが、預言をお与えになったご本人で

べると得も言われぬ美味しさを醸し出す、

かげで命をつなぎました。それだけでも

ある主のご聖質を思うと、ごく当たり前

あれです。しかし、その実がなる前、春

こんなに幸せだと感じているのに、なん

飢え渇いた私は、初臨のイエス様のお

のことでしょう。

イチジクは2度実がなる！
イエス様も、2度目こそ！
栄子・スティーブンス先生が、この何
十年叫び続けてこられた通り、イスラエ
ルを軸に聖書を見た時、これまで「意味
が分からん。が、ま、いいかっ」と素通
りしていた聖書の箇所に、実は衝撃的な
ほど大切な意味があり、そのことを理解
した途端、聖書66巻はすべてイエス様
を証しするためのものであって、しかも
(C)H. Zell

それは2度目に来られるイエス様の姿を
私たちに告げているのだということを、
震撼とする思いで突き付けられたのです。

パグ

早春から最初の実になる芽を出し
初夏辺りに実を収穫する夏イチジク

テエナー

夏イチジク収穫後、新しい枝に
付いた実を8月末ごろに収穫する秋イチジク

そのような箇所は数限りなくあるので
すが、その代表格の一つで、全くもって

先にまるで緑の金柑のような小さな実を

と、実はもっともっと楽しみにするべき、

「ちんぷんかんぷん」だったものの中に、

付けるのです。しかもユダヤ人はその

想像しただけで気絶しそうになるほどの

イエス様がイチジクの木を呪った、とい

別々の時期になる実にパグとテエナーと

幸福を、主は私たちに完成させるために、

うものがあります。

いうそれぞれ別の名前を付けて区別して

テエナーのようなイエス様のご再臨を予

いるのです。

定されているのです！！

人間の体を持ってこの世に来られたイ
エス様が空腹を覚えられた際に、実が

パグは私自身は食べたことはありませ

あー、その喜びと興奮を、一人でも多

なっているかと近付かれたイチジクの木

んが、美味しいとはとても言えないもの

くの人に伝えずにはいられない。素晴ら

に実がなっていないことを嘆き、呪われ

だそうです。しかし、貧しかった当時の

しい音楽の楽譜を見つけたら、最高の音

た、という場面です。そしてその木は、

ユダヤの人々にとって、飢えをしのぎ命

楽ホールで、大音量で届けたい…。

枯れてしまう…。
（マタ21:19）

をつなぐためにパグを楽しみにしていた、

私の人生の生きる意味と目的は、イエ

まるで霊的に飢え渇いていた中に現れた

ス様のセカンド・カミングと黙示録に

「イチジクがちょっとかわいそう､､､イ

イエス様と同じように。イエス様が近付

よって、そのゴールがはっきり決まった

エス様ともあろうお方が」

いて実を取ろうとしたのは、パグでした。

のです。

私が性悪なせいだとは思いますが、な

しかし、その実を付けなかった木があり

んだか木に言い掛かりを付けて（ごめん

ました、それは当時の宗教的指導者たち
09

（続く）

よこみぞ

横溝 文夫・フェイ

ふみお

ワードオブライフ横浜

いつもみことばにより存在する！

第 3 回オメガツアーから 1 年 を 経て

玄関ドアに付けるメズーザ。
この中に申命記6章4～9節が入っている

最近、NetﬂixのイスラエルTVドラマ

食事を祝福する祈りと共に、家族の祝

『シュティセル家の人々（Shtisel）
』を見

福をも共に祈ることで厳格なきずなを保

る機会がありましたが、大変面白いTV

つ意味もあるのでしょう。彼らの信仰と

ドラマでシーズン3まで一気に見てしま

祈りはすべてに優先するほど強い。

いました。
簡単に内容を言えば「エルサレムの一

同様にキリストを信仰する私たちは、

角にある、ユダヤ教の中でも特に厳格な

聖書のみことばを中心に置き、また聖書

超正統派の地区に暮らす父子。愛と別れ、

はある意味家族の形でもあり、主を中心

悩みや葛藤を抱えながら、日々生きてゆ

の糸として夫婦の二本の糸で織られた糸

くユダヤ人一家の物語」です。

は「一人なら打ち負かされても、二人な
ら立ち向かえる。三つ撚りの糸は簡単に

彼らの暮らしぶりはこのドラマでかな

は切れない」
（伝道者4:12）であり、そ

り詳しく描かれているが、初めて見るこ

のみことばには家族の心のつながりを強

とが多く大変興味深い。またドラマの中

め、平安と喜びを意味する存在となるの

に多くのみことば（旧約聖書）が出てく

ではないでしょうか？

るシーンがあります。このタイトルも食

「いつもみことばにより存在する」が劇中

事の前に祈るみことばとして、劇中に

で祈られると、このみことばが浮かびます。

度々出てくる（ヘブライ語の日本語字幕

「初めにことばがあった。ことばは神と

が正確かは分からない）
、
「いつもみこと

ともにあった。ことばは神であった」

ばにより存在する」でした。
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（ヨハネ1:1）

ことばはすべてに優先する神の御業で

けはどこから来るのか。私の助けは主か

ことができ、これをできるのはイエス・

あり、そしてこのみことばですべてが始

ら来る。天地を造られたお方から」
（詩

キリスト以外あり得ません。この愛を受

まりました。

篇121:1 ～ 2）

け入れる者すべてが神の子となれます。

「光、あれ」
（創世1:3）と。

この無条件の愛ゆえに、全人類に救いと
力は全地全能の主から来ます。私たち

永遠の命が与えられ、それを信じる者には

からこの心の喜びを散り去ることは誰に

神の相続人となる特権を持つことができ

玄関ドアの右上に取り付けられてある小

もできません。神を信頼し委ねると、明

ます。何と素晴らしい神の約束でしょうか。

さい筒状のもの（メズーザ）を必ず指に

日のことを心配することはないと悟りま

イエス・キリストが再び来られる日を

触れ、その指先に口づけをします。

した。一羽のスズメでさえ天地創造主の

「これをあなたの家の戸口の柱と門に書

許しがなければ地に落ちることはありま

ヨハネの黙示録にある御国の美しさに

き記しなさい」
（申命6:9）

せん。私たちの髪の毛の数も知っておら

魅了されて胸がときめき、私たちには想

れます。心の目を通してイエス・キリス

像がつかないほどの輝きに満ちた場所を

出エジプトの前夜、神がエジプトの民

トを愛し信じます。それは十字架の愛を

イエス・キリストは備えてくださり、そ

を打とうとする時、ユダヤの民が家々の

知ったからであり、それによりみことば

して私たちを迎えに来てくださいます。

門柱に小羊の血を振り掛け、災難を逃れ

は心の食べ物となり、朽ちることがない

この祝福が私たちクリスチャンの特権と

たことを思い出させます。この祈りに

神の愛と約束でみことばにあふれた人生

なり、多くの人々がこの特権を受け入れ

よって行く先々での災難を取り除き守っ

を生きるのです。

てくれることを望み主に祈ります。

さらに新約という新たな神との契約に

「神は、実に、そのひとり子をお与えに

「あなたがたは心を騒がせてはなりませ

より、決まりやしきたりではなく心に刻

なったほどに世を愛された。それは御子

ん。神を信じ、またわたしを信じなさい。

むみことばにより私たちは生まれ変わり、

を信じる者が、一人として滅びることな

わたしの父の家には住む所がたくさんあ

平安のうちに主イエス・キリストをお迎

く、永遠のいのちを持つためである。神

ります。そうでなかったら、あなたがた

えできるのです。私たちの心の門がイエ

が御子を世に遣わされたのは、世をさば

のために場所を用意しに行く、と言った

ス・キリストの流された血潮により開か

くためではなく、御子によって世が救わ

でしょうか。わたしが行ってあなたがた

れる時、共にイエス・キリストを通して

れるためである」
（ヨハネ 3:16 ～ 17）

に場所を用意したら、また来て、あなた

また彼らが家に入る時、出掛ける時、

待ち望む者は幸いです。

てくださるのでしょう。

みもと

がたをわたしのもとに迎えます。わたし

天の父の御許に行くことができます。
罪のない聖いイエス・キリストですか
「私は山に向かって目を上げる。私の助

ら私たちの罪をすべて背負い、あがなう
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がいるところに、あなたがたもいるよう
にするためです」
（ヨハネ14:1 ～ 3）

2021年 主題聖句

好評
発売中！

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。
ヨハネの黙示録1章3節
時が近づいているからである。

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～
こちらも好評発売中！

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～

日本全国からの皆様の声に感謝して！
定価￥770（税込）

感謝価格

1冊 ￥700（税込）

聖書預言は
どう実現しているのか

10冊以上で1冊 ￥500（税込）

送料

1～3冊：180円（全国一律） 4冊：300円（全国一律）
合計3,000円以上送料無料

ご注文方法

￥550（税込）

￥550（税込）

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-mail：book@omega.or.jp
WEBサイトからのご注文 https://omega.or.jp/shuppan/

また完結編シリーズ第2弾「イスラエルの七つの祭り」の制作

祈りの課題

1

聖書のことばは
その通りになる

作業を進めています。現在、世界情勢の変化が加速する中、第3弾

小冊子完結編シリーズが
さらに日本の教会の祝福となるように。

の内容予定を合体させ、第2弾小冊子でボリュームを増やして出版
いたします。
オメガ出版チームの上に主の油注ぎが豊かにあるよう

お祈りとお声をありがとうございます。
『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～』がさらに用いられ、
日本の教会
の祝福となりますように。
小冊子がイエス・キリストの啓示の書である

2

お祈りください。

ビル&栄子・スティーブンス夫妻のために

いつもお祈りありがとうございます。
引き続き、
健康が日々支えられ

ヨハネの黙示録に約束されているマカリオスな祝福（最高の祝福・

守られますように。執筆活動の上に、主からの知恵と油注ぎがます

思いもよらない祝福・錆びない健康）
の扉が開かれますように！

ます豊かにありますよう覚えてお祈りください。

編集後記

うちで保護して飼っている2歳の犬は、ものすごく神経質なのです。何もなくてもワンワンキャンキャン吠えて止まらないことがあり
（田舎なので騒音は大丈夫ですが）、
そういう時は
「シャローム パピィー」
という私の自作の歌を歌ってあげると落ち着いてきて鳴き
止むようになります。
シャロームという言葉がそれを聞く人や動物にも作用しているんだなと思います。
（細井浩子）

横溝文夫氏

（ワードオブライフクリスチャンセンター横浜）

日本CGNTVドキュメンタリー番組
『ターニングポイント～人生を変えた旅～』

和泉大氏

（21世紀キリスト教会）
日本CGNTV
サイト内
YouTube

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/

■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。

