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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
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未来の預言―その9200文字くらい

大好評！！
『シャロームイスラエルSeasonⅡ』（全20話）

　　『シャロームイスラエルⅠ』（全40話）のDVDも好評発売中！

「シャロームイスラエルシーズン2」で検索
ご視聴はCGNTV、YouTube共に　　

シャロームイスラエルシーズン2

オメガプロジェクト2021

ご友人や知人からプレゼントされた方がオメガを知り、祈りと黙示録
の学びにつながっております。緊急再版の小冊子、『終末の時代と
イスラエルを取り囲む世界情勢』は感謝特別価格にて提供中です。
日本の教会のさらなる祝福となりますように。
｠
ビル＆栄子・スティーブンス師ご夫妻のために
　お祈りありがとうございます。アメリカ・カンザス州の教会での
講演活動も地域教会全体の祝福となっています。世界で最もクリ
スチャン人口の少ない日本から、栄子先生を通してイスラエルを
祝福し、コロナ禍にあって2021年からアメリカの霊的祝福を祈り
仕えるよう導かれました。オメガを導いておられる羊飼いなる
主に信頼し、ビル＆栄子先生の健康と霊的祝福を今月も共に覚えて
お祈りください。心より感謝申し上げます。

￥770（税込）

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～』

1. TEL＆FAX：
06-6777-2117

2. Eメール：
book@omega.or.jp

（本文にお届け先ご住所、お名前、ご注文数の記入をお願いします。）

3. オメガオンラインショップ　
https://omega.or.jp/shuppan/

オメガオンラインショップのために
　お祈りありがとうございます。オメガオンラインショップでクレ
ジット決済が導入されました。
　昨年から海外在住の日本人の方々から注文やお問い合わせが
多くなってきておりますが、クレジット購入が可能になり、オメガ出版
の教材が国内外に速やかにお届けできるようになりました。オメガ
の分かりやすい教材がさらに用いられ、主を待ち望む信仰の輪が
広がりますように。引き続きお祈りください。
｠
オメガのニュースレター「Bride」が
ますます用いられますように
　ニュースレターを受け取ってくださる方々、オメガ教材や小冊子を
ご購入された全国の皆様からのお声が届いております。小冊子も、

～神のマスタープラン・プロジェクト継続推進～

10冊ご購入で

ご注文方法

オメガ
オンラインショップで
クレジットカード決済が
導入されました！

ベストセラー小冊子!! 新刊準備中!! 

クレジットカード払いができます!NEW!!

今がどのような時なのか、終末時計を知る
うえで、レビ記にある主の七つの例祭と
古代ユダヤ人の婚礼からイエス・キリスト
のご再臨を知ることは重要なことです。
主を待ち望む信仰の土台を強固にする
一冊です。出版に向けてお祈りください。

『聖書の預言は、
  どう実現していくのか』

『終末の時代とイスラエルを
  取り囲む世界情勢』

再版感謝価格
￥450

￥3,800

栄子・スティーブンス著｠

好評発売中！　

（税込）

（税込）

インパラの背中に乗っている小鳥
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Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol. 17

第5のラッパである第1の災いは、人
間を拷問に掛けるような苦しみを与える
時でしたが、第2の災いの第6のラッパ
は、人類の3分の1が殺されるという宣
告です。そして、「騎兵の軍勢の数は二億
であった。私はその数を聞いた」という2
億の軍勢は、大川ユーフラテスのほとり
に繋がれていた堕天使によって召集され
ると考えられます。

この四人の御使いは、黙示録7章に出
てきた世界の四隅に立っていた天使とは
違い、堕天使です。終わりの日に、世界
に及ぶ神の御怒りが注がれる時まで繋が
れていた堕天使が解放されます。この四
人の堕天使については、この箇所でしか
出てきませんので何者なのかは分かりま
せん。聖書では、大川ユーフラテスの付
近は、イスラエルを攻撃する国々、つま
り異端宗教にかかわるアッシリアやバビ
ロンのような場所を表しています。

黙示録9章15節では、「すると、定め
られた時、日、月、年のために用意され
ていた四人の御使いが、人類の三分の一
を殺すために解き放された」とあり、堕天
使たちがどれほどの期間、繋がれていた
のかは分かりませんが、「定められた時の
ために神様に用意されていた」のです。出
エジプト記34章７節で、「罰すべき者は
必ず罰して報いる」と誓われた主の正しい
裁きの御心を行う者として、主が確保し
ておられたと考えられます。黙示録9章
15節では、「人類の三分の一を殺す」と
言われています。

ユーフラテス川　トルコ東側

(C)Valen1988 

第2の災い、第6のラッパ
（新改訳第3版使用）

黙示録9章13節から16節、「第六の
御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
私は神の御前にある金の祭壇の四隅から
出る声を聞いた。その声がラッパを持っ
ている第六の御使いに言った。『大川ユー
フラテスのほとりにつながれている四人の
御使いを解き放せ。』すると、定められた
時、日、月、年のために用意されていた
四人の御使いが、人類の三分の一を殺す
ために解き放された。騎兵の軍勢の数は
二億であった。私はその数を聞いた」

―その9

栄子・スティーブンス

未来の預言

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。
いよいよ2021年7月より米国カンザス州の教会を中心に講演活動を行っている。コロナ禍の現在、終末論を語る講師として米国でも期待されている神の器。

栄子・スティーブンスProfile

黙示録9章17節から21節、「私が幻
の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子
はこうであった。騎兵は、火のような赤、
くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当て
を着けており、馬の頭は、獅子の頭のよ
うで、口からは火と煙と硫黄とが出てい
た。これらの三つの災害、すなわち、彼
らの口から出ている火と煙と硫黄とのた
めに、人類の三分の一は殺された。馬の
力はその口とその尾とにあって、その尾
は蛇のようであり、それに頭があって、
その頭で害を加えるのである。これらの
災害によって殺されずに残った人々は、
その手のわざを悔い改めないで、悪霊ど
もや、金、銀、銅、石、木で造られた、
見ることも聞くことも歩くこともできない
偶像を拝み続け、その殺人や、魔術や、
不品行や、盗みを悔い改めなかった」

9章17節でヨハネが見た2億の軍勢の
幻は、「騎兵は、火のような赤、くすぶっ
た青、燃える硫黄の色の胸当てを着けて
おり、馬の頭は、獅子の頭のようで、口
からは火と煙と硫黄とが出ていた」という
ものです。このような恐ろしいものが、世
界中を走り回っているのです。18節では、

「これらの三つの災害、すなわち、彼らの
口から出ている火と煙と硫黄とのために、
人類の三分の一は殺された」とあり、馬
の口から噴出している火と煙と硫黄によっ
て、人類の3分の1（33％）が殺されます。

黙示録6章の封印の災難の時では4分
の1（25％）の人々が死にましたが、ここ
で残りの人々の3分の1（33％）が殺され
ていますから、人類の半分が殺された結
果になります。

ヨハネのみ
理解ができる七つの雷

黙示録10章1節と2節、「また私は、も
うひとりの強い御使いが、雲に包まれて、
天から降りて来るのを見た。その頭上に
は虹があって、その顔は太陽のようであ
り、その足は火の柱のようであった。そ
の手には開かれた小さな巻き物を持ち、
右足は海の上に、左足は地の上に置き」
とあり、いよいよ最後の災いがやってきます。

その前にヨハネは、「強い御使いが、
雲に包まれて、天から降りて来るのを見
た」と最後の災いが始まる前に、いくつか
の幻を与えられています。初めの幻でヨ
ハネは、「その頭上には虹があって、その
顔は太陽のようであり、その足は火の柱
のようであった」という、神様のご臨在を
現す御使いを見ています。

「その手には開かれた小さな巻き物を持
ち」と言われている巻物は、第7のラッパ
である第3の災いと、これから先に起こ
る奥義が書かれているものだと考えられ
ます。黙示録の中に出てくる、二つ目の
巻物です。5章で、一つは、七つの印が
押されていた小羊の巻物です。小羊の巻
物は封印されていましたが、ここに出てく

る巻物は開かれています。「右足は海の上
に、左足は地の上に置き」という御使い
の姿は、この巻物に書かれている奥義が全
地に及ぶことを示していると理解できます。

黙示録10章3節と4節では、「獅子が
ほえるときのように大声で叫んだ。彼が
叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出
した。七つの雷が語ったとき、私は書き
留めようとした。すると、天から声があっ
て、『七つの雷が言ったことは封じて、書
きしるすな』と言うのを聞いた」とあります。

3節で、「獅子がほえるときのように大
声で叫んだ」と言っていますが、これはア
モス書3章8節やホセア書11章10節で、
神様が語られる時、獅子がほえたけるよ
うな声であることが記されています。この
御使いは、主のご臨在と主の御声を表し
ています。「彼が叫んだとき、七つの雷が
おのおの声を出した」（黙10:3）とあります。

黙示録1章ではラッパのような声、大
水の音のような声などが出てきましたが、
ここでは獅子がほえるときのような大声、
そして雷が声を出しています。これらすべ
て偉大なる声を表していますが、どれも
語っていることがはっきりと理解できてい
ると考えられます。

黙示録10章4節では、「七つの雷が語っ
たとき、私は書き留めようとした。すると、
天から声があって、『七つの雷が言ったこ
とは封じて、書きしるすな』と言うのを聞
いた」と告げています。このメッセージは、

ヨハネにだけに与えられたものです。な
ぜ、七つの雷が言った奥義を、私たちが
知ることを許されないのか、その理由は
分かりません。恐らく、七つの雷が語っ
た奥義によって、これから与えられる未
来の預言を理解するための備えだと考え
られます。

黙示録10章5節と6節、「それから、私
の見た海と地との上に立つ御使いは、右
手を天に上げて、永遠に生き、天とその
中にあるもの、地とその中にあるもの、
海とその中にあるものを創造された方を
さして、誓った。『もはや時が延ばされる
ことはない』」

6節で、「永遠に生き、天とその中にあ
るもの、地とその中にあるもの、海とそ
の中にあるものを創造された方をさして、
誓った」この御使いが、右手を挙げて、
創造主であられる神様に向かって、「もう
時がない」と誓っています。

黙示録6章の第5の封印で殉教した聖
徒たちは、「聖なる、真実な主よ。いつま
でさばきを行わず、地に住む者に私たちの
血の復讐をなさらないのですか」（6:10）
と叫びましたが、ここでは、「まだ時が来
ていないから、休んでいなさい」と言われ
ました。

しかし、間もなくその時が来て、「もは
や時が延ばされることはない」との誓いが
なされ、いよいよ殉教した多くの聖徒た
ちの祈りが応えられていきます。

ヨハネの黙示録に書かれている終末の預言は、500箇所以上が旧約聖書から来ていると言われています。
それゆえ、旧約聖書の預言の学びなしには黙示録を理解することができません。
一方、旧約聖書の学びでは、終末に起こることに関する預言の順番が分かりません。
黙示録は預言を時系列に並べてあるので、終末に起こることの順番が分かります。
聖書は、旧約と新約を一つの書としてとらえ、一貫性を持って学ぶことで全体像を理解することができます。
今月も共に学んでまいりましょう。

2億もいると、全世界を襲う大患難時
代に世界の隅々まで行きわたることがで
きるでしょう。神様の正しい裁きの日に召
集された堕天使たちが、2億の軍勢と
なって世界中に送り込まれます。次の箇
所で、これら2億の軍勢は人間ではない
ことが分かります。殺される人間たちの
中に、聖徒たちが含まれているということ
は書かれていません。

さて、イエスはある場所で祈っておられた。

祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。

「主よ。ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。」

そこでイエスは彼らに言われた。

「祈るときには、こう言いなさい。」
ルカの福音書11章1～2節

天にまします我らの父よ。

ねがわくは御名をあがめさせたまえ。

御国を来たらせたまえ。

みこころの天になるごとく、

地にもなさせたまえ。

我らの日用の糧を、今日も与えたまえ。

我らに罪をおかす者を、我らがゆるすごとく、

我らの罪をもゆるしたまえ。

我らをこころみにあわせず、

悪より救いいだしたまえ。

国とちからと栄えとは、

限りなくなんじのものなればなり。

アーメン。

主の祈り

黙示録9章19節では、「馬の力はその
口とその尾とにあって、その尾は蛇のよう
であり、それに頭があって、その頭で害
を加えるのである」と、馬のしっぽが蛇の
ようで、頭がついています。そのしっぽ
の頭で、人間に害を加えることができる
のです。第１の災いであった、第5のラッ
パの災難では、さそりのような尾を持っ
て人々に害を与えていましたが、それと同
様に、頭の付いたしっぽで人々を殺して
いきます。

9章20節と21節では、「これらの災害
によって殺されずに残った人々は、その
手のわざを悔い改めないで、悪霊どもや、
金、銀、銅、石、木で造られた、見るこ
とも聞くことも歩くこともできない偶像を
拝み続け、その殺人や、魔術や、不品行
や、盗みを悔い改めなかった」とあります。
封印の災難の時も同じように、災難が神
罰であることを知りながら、人々は悔い
改めませんでした。悔い改めれば、いつ
でも赦そうと構えていらっしゃる神様がお
られるのです。しかしこの状況でも、おろ
かな人間は、「見ることも聞くことも歩く
こともできない偶像を拝み」悔い改めるこ
となく罪を犯し続けています。

第2の災いの始まりは、「大川ユーフラ
テスのほとりにつながれている四人の御使
いを解き放せ」という御使いの呼び掛けか
ら始まります。大川ユーフラテスは、創世
記15章18節で、神様がアブラハムに約
束した土地の境界線です。この箇所で四
人の御使い、すなわち四人の堕天使が大
川ユーフラテスのほとりにつながれていま
す。この時まで、彼らは神様の民を殺す
ことができないようになっていたと考えら
れます。

小アジア

エジプト

チグリス川

ペルシャ

イスラエル
ナイル川

地中海

紅海

ユーフラテス川
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ておられたと考えられます。黙示録9章
15節では、「人類の三分の一を殺す」と
言われています。

ユーフラテス川　トルコ東側

(C)Valen1988 

第2の災い、第6のラッパ
（新改訳第3版使用）

黙示録9章13節から16節、「第六の
御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
私は神の御前にある金の祭壇の四隅から
出る声を聞いた。その声がラッパを持っ
ている第六の御使いに言った。『大川ユー
フラテスのほとりにつながれている四人の
御使いを解き放せ。』すると、定められた
時、日、月、年のために用意されていた
四人の御使いが、人類の三分の一を殺す
ために解き放された。騎兵の軍勢の数は
二億であった。私はその数を聞いた」

―その9

栄子・スティーブンス

未来の預言

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。
いよいよ2021年7月より米国カンザス州の教会を中心に講演活動を行っている。コロナ禍の現在、終末論を語る講師として米国でも期待されている神の器。

栄子・スティーブンスProfile

黙示録9章17節から21節、「私が幻
の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子
はこうであった。騎兵は、火のような赤、
くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当て
を着けており、馬の頭は、獅子の頭のよ
うで、口からは火と煙と硫黄とが出てい
た。これらの三つの災害、すなわち、彼
らの口から出ている火と煙と硫黄とのた
めに、人類の三分の一は殺された。馬の
力はその口とその尾とにあって、その尾
は蛇のようであり、それに頭があって、
その頭で害を加えるのである。これらの
災害によって殺されずに残った人々は、
その手のわざを悔い改めないで、悪霊ど
もや、金、銀、銅、石、木で造られた、
見ることも聞くことも歩くこともできない
偶像を拝み続け、その殺人や、魔術や、
不品行や、盗みを悔い改めなかった」

9章17節でヨハネが見た2億の軍勢の
幻は、「騎兵は、火のような赤、くすぶっ
た青、燃える硫黄の色の胸当てを着けて
おり、馬の頭は、獅子の頭のようで、口
からは火と煙と硫黄とが出ていた」という
ものです。このような恐ろしいものが、世
界中を走り回っているのです。18節では、

「これらの三つの災害、すなわち、彼らの
口から出ている火と煙と硫黄とのために、
人類の三分の一は殺された」とあり、馬
の口から噴出している火と煙と硫黄によっ
て、人類の3分の1（33％）が殺されます。

黙示録6章の封印の災難の時では4分
の1（25％）の人々が死にましたが、ここ
で残りの人々の3分の1（33％）が殺され
ていますから、人類の半分が殺された結
果になります。

ヨハネのみ
理解ができる七つの雷

黙示録10章1節と2節、「また私は、も
うひとりの強い御使いが、雲に包まれて、
天から降りて来るのを見た。その頭上に
は虹があって、その顔は太陽のようであ
り、その足は火の柱のようであった。そ
の手には開かれた小さな巻き物を持ち、
右足は海の上に、左足は地の上に置き」
とあり、いよいよ最後の災いがやってきます。

その前にヨハネは、「強い御使いが、
雲に包まれて、天から降りて来るのを見
た」と最後の災いが始まる前に、いくつか
の幻を与えられています。初めの幻でヨ
ハネは、「その頭上には虹があって、その
顔は太陽のようであり、その足は火の柱
のようであった」という、神様のご臨在を
現す御使いを見ています。

「その手には開かれた小さな巻き物を持
ち」と言われている巻物は、第7のラッパ
である第3の災いと、これから先に起こ
る奥義が書かれているものだと考えられ
ます。黙示録の中に出てくる、二つ目の
巻物です。5章で、一つは、七つの印が
押されていた小羊の巻物です。小羊の巻
物は封印されていましたが、ここに出てく

る巻物は開かれています。「右足は海の上
に、左足は地の上に置き」という御使い
の姿は、この巻物に書かれている奥義が全
地に及ぶことを示していると理解できます。

黙示録10章3節と4節では、「獅子が
ほえるときのように大声で叫んだ。彼が
叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出
した。七つの雷が語ったとき、私は書き
留めようとした。すると、天から声があっ
て、『七つの雷が言ったことは封じて、書
きしるすな』と言うのを聞いた」とあります。

3節で、「獅子がほえるときのように大
声で叫んだ」と言っていますが、これはア
モス書3章8節やホセア書11章10節で、
神様が語られる時、獅子がほえたけるよ
うな声であることが記されています。この
御使いは、主のご臨在と主の御声を表し
ています。「彼が叫んだとき、七つの雷が
おのおの声を出した」（黙10:3）とあります。

黙示録1章ではラッパのような声、大
水の音のような声などが出てきましたが、
ここでは獅子がほえるときのような大声、
そして雷が声を出しています。これらすべ
て偉大なる声を表していますが、どれも
語っていることがはっきりと理解できてい
ると考えられます。

黙示録10章4節では、「七つの雷が語っ
たとき、私は書き留めようとした。すると、
天から声があって、『七つの雷が言ったこ
とは封じて、書きしるすな』と言うのを聞
いた」と告げています。このメッセージは、

ヨハネにだけに与えられたものです。な
ぜ、七つの雷が言った奥義を、私たちが
知ることを許されないのか、その理由は
分かりません。恐らく、七つの雷が語っ
た奥義によって、これから与えられる未
来の預言を理解するための備えだと考え
られます。

黙示録10章5節と6節、「それから、私
の見た海と地との上に立つ御使いは、右
手を天に上げて、永遠に生き、天とその
中にあるもの、地とその中にあるもの、
海とその中にあるものを創造された方を
さして、誓った。『もはや時が延ばされる
ことはない』」

6節で、「永遠に生き、天とその中にあ
るもの、地とその中にあるもの、海とそ
の中にあるものを創造された方をさして、
誓った」この御使いが、右手を挙げて、
創造主であられる神様に向かって、「もう
時がない」と誓っています。

黙示録6章の第5の封印で殉教した聖
徒たちは、「聖なる、真実な主よ。いつま
でさばきを行わず、地に住む者に私たちの
血の復讐をなさらないのですか」（6:10）
と叫びましたが、ここでは、「まだ時が来
ていないから、休んでいなさい」と言われ
ました。

しかし、間もなくその時が来て、「もは
や時が延ばされることはない」との誓いが
なされ、いよいよ殉教した多くの聖徒た
ちの祈りが応えられていきます。

ヨハネの黙示録に書かれている終末の預言は、500箇所以上が旧約聖書から来ていると言われています。
それゆえ、旧約聖書の預言の学びなしには黙示録を理解することができません。
一方、旧約聖書の学びでは、終末に起こることに関する預言の順番が分かりません。
黙示録は預言を時系列に並べてあるので、終末に起こることの順番が分かります。
聖書は、旧約と新約を一つの書としてとらえ、一貫性を持って学ぶことで全体像を理解することができます。
今月も共に学んでまいりましょう。

2億もいると、全世界を襲う大患難時
代に世界の隅々まで行きわたることがで
きるでしょう。神様の正しい裁きの日に召
集された堕天使たちが、2億の軍勢と
なって世界中に送り込まれます。次の箇
所で、これら2億の軍勢は人間ではない
ことが分かります。殺される人間たちの
中に、聖徒たちが含まれているということ
は書かれていません。

さて、イエスはある場所で祈っておられた。

祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。

「主よ。ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。」

そこでイエスは彼らに言われた。

「祈るときには、こう言いなさい。」
ルカの福音書11章1～2節

天にまします我らの父よ。

ねがわくは御名をあがめさせたまえ。

御国を来たらせたまえ。

みこころの天になるごとく、

地にもなさせたまえ。

我らの日用の糧を、今日も与えたまえ。

我らに罪をおかす者を、我らがゆるすごとく、

我らの罪をもゆるしたまえ。

我らをこころみにあわせず、

悪より救いいだしたまえ。

国とちからと栄えとは、

限りなくなんじのものなればなり。

アーメン。

主の祈り

黙示録9章19節では、「馬の力はその
口とその尾とにあって、その尾は蛇のよう
であり、それに頭があって、その頭で害
を加えるのである」と、馬のしっぽが蛇の
ようで、頭がついています。そのしっぽ
の頭で、人間に害を加えることができる
のです。第１の災いであった、第5のラッ
パの災難では、さそりのような尾を持っ
て人々に害を与えていましたが、それと同
様に、頭の付いたしっぽで人々を殺して
いきます。

9章20節と21節では、「これらの災害
によって殺されずに残った人々は、その
手のわざを悔い改めないで、悪霊どもや、
金、銀、銅、石、木で造られた、見るこ
とも聞くことも歩くこともできない偶像を
拝み続け、その殺人や、魔術や、不品行
や、盗みを悔い改めなかった」とあります。
封印の災難の時も同じように、災難が神
罰であることを知りながら、人々は悔い
改めませんでした。悔い改めれば、いつ
でも赦そうと構えていらっしゃる神様がお
られるのです。しかしこの状況でも、おろ
かな人間は、「見ることも聞くことも歩く
こともできない偶像を拝み」悔い改めるこ
となく罪を犯し続けています。

第2の災いの始まりは、「大川ユーフラ
テスのほとりにつながれている四人の御使
いを解き放せ」という御使いの呼び掛けか
ら始まります。大川ユーフラテスは、創世
記15章18節で、神様がアブラハムに約
束した土地の境界線です。この箇所で四
人の御使い、すなわち四人の堕天使が大
川ユーフラテスのほとりにつながれていま
す。この時まで、彼らは神様の民を殺す
ことができないようになっていたと考えら
れます。

小アジア

エジプト

チグリス川

ペルシャ

イスラエル
ナイル川

地中海

紅海

ユーフラテス川
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第5のラッパである第1の災いは、人
間を拷問に掛けるような苦しみを与える
時でしたが、第2の災いの第6のラッパ
は、人類の3分の1が殺されるという宣
告です。そして、「騎兵の軍勢の数は二億
であった。私はその数を聞いた」という2
億の軍勢は、大川ユーフラテスのほとり
に繋がれていた堕天使によって召集され
ると考えられます。

この四人の御使いは、黙示録7章に出
てきた世界の四隅に立っていた天使とは
違い、堕天使です。終わりの日に、世界
に及ぶ神の御怒りが注がれる時まで繋が
れていた堕天使が解放されます。この四
人の堕天使については、この箇所でしか
出てきませんので何者なのかは分かりま
せん。聖書では、大川ユーフラテスの付
近は、イスラエルを攻撃する国々、つま
り異端宗教にかかわるアッシリアやバビ
ロンのような場所を表しています。

黙示録9章15節では、「すると、定め
られた時、日、月、年のために用意され
ていた四人の御使いが、人類の三分の一
を殺すために解き放された」とあり、堕天
使たちがどれほどの期間、繋がれていた
のかは分かりませんが、「定められた時の
ために神様に用意されていた」のです。出
エジプト記34章７節で、「罰すべき者は
必ず罰して報いる」と誓われた主の正しい
裁きの御心を行う者として、主が確保し
ておられたと考えられます。黙示録9章
15節では、「人類の三分の一を殺す」と
言われています。

バビロンの遺跡

道路脇にはヤシの木が生え、
背景にはバビロンの遺跡（現イラク）

し
か
し
、間
も
な
く
そ
の
時
が
来
て
、
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よ
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第2の災い、第6のラッパ
（新改訳第3版使用）

黙示録9章13節から16節、「第六の
御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
私は神の御前にある金の祭壇の四隅から
出る声を聞いた。その声がラッパを持っ
ている第六の御使いに言った。『大川ユー
フラテスのほとりにつながれている四人の
御使いを解き放せ。』すると、定められた
時、日、月、年のために用意されていた
四人の御使いが、人類の三分の一を殺す
ために解き放された。騎兵の軍勢の数は
二億であった。私はその数を聞いた」

黙示録9章17節から21節、「私が幻
の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子
はこうであった。騎兵は、火のような赤、
くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当て
を着けており、馬の頭は、獅子の頭のよ
うで、口からは火と煙と硫黄とが出てい
た。これらの三つの災害、すなわち、彼
らの口から出ている火と煙と硫黄とのた
めに、人類の三分の一は殺された。馬の
力はその口とその尾とにあって、その尾
は蛇のようであり、それに頭があって、
その頭で害を加えるのである。これらの
災害によって殺されずに残った人々は、
その手のわざを悔い改めないで、悪霊ど
もや、金、銀、銅、石、木で造られた、
見ることも聞くことも歩くこともできない
偶像を拝み続け、その殺人や、魔術や、
不品行や、盗みを悔い改めなかった」

9章17節でヨハネが見た2億の軍勢の
幻は、「騎兵は、火のような赤、くすぶっ
た青、燃える硫黄の色の胸当てを着けて
おり、馬の頭は、獅子の頭のようで、口
からは火と煙と硫黄とが出ていた」という
ものです。このような恐ろしいものが、世
界中を走り回っているのです。18節では、

「これらの三つの災害、すなわち、彼らの
口から出ている火と煙と硫黄とのために、
人類の三分の一は殺された」とあり、馬
の口から噴出している火と煙と硫黄によっ
て、人類の3分の1（33％）が殺されます。

黙示録6章の封印の災難の時では4分
の1（25％）の人々が死にましたが、ここ
で残りの人々の3分の1（33％）が殺され
ていますから、人類の半分が殺された結
果になります。

ヨハネのみ
理解ができる七つの雷

黙示録10章1節と2節、「また私は、も
うひとりの強い御使いが、雲に包まれて、
天から降りて来るのを見た。その頭上に
は虹があって、その顔は太陽のようであ
り、その足は火の柱のようであった。そ
の手には開かれた小さな巻き物を持ち、
右足は海の上に、左足は地の上に置き」
とあり、いよいよ最後の災いがやってきます。

その前にヨハネは、「強い御使いが、
雲に包まれて、天から降りて来るのを見
た」と最後の災いが始まる前に、いくつか
の幻を与えられています。初めの幻でヨ
ハネは、「その頭上には虹があって、その
顔は太陽のようであり、その足は火の柱
のようであった」という、神様のご臨在を
現す御使いを見ています。

「その手には開かれた小さな巻き物を持
ち」と言われている巻物は、第7のラッパ
である第3の災いと、これから先に起こ
る奥義が書かれているものだと考えられ
ます。黙示録の中に出てくる、二つ目の
巻物です。5章で、一つは、七つの印が
押されていた小羊の巻物です。小羊の巻
物は封印されていましたが、ここに出てく

る巻物は開かれています。「右足は海の上
に、左足は地の上に置き」という御使い
の姿は、この巻物に書かれている奥義が全
地に及ぶことを示していると理解できます。

黙示録10章3節と4節では、「獅子が
ほえるときのように大声で叫んだ。彼が
叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出
した。七つの雷が語ったとき、私は書き
留めようとした。すると、天から声があっ
て、『七つの雷が言ったことは封じて、書
きしるすな』と言うのを聞いた」とあります。

3節で、「獅子がほえるときのように大
声で叫んだ」と言っていますが、これはア
モス書3章8節やホセア書11章10節で、
神様が語られる時、獅子がほえたけるよ
うな声であることが記されています。この
御使いは、主のご臨在と主の御声を表し
ています。「彼が叫んだとき、七つの雷が
おのおの声を出した」（黙10:3）とあります。

黙示録1章ではラッパのような声、大
水の音のような声などが出てきましたが、
ここでは獅子がほえるときのような大声、
そして雷が声を出しています。これらすべ
て偉大なる声を表していますが、どれも
語っていることがはっきりと理解できてい
ると考えられます。

黙示録10章4節では、「七つの雷が語っ
たとき、私は書き留めようとした。すると、
天から声があって、『七つの雷が言ったこ
とは封じて、書きしるすな』と言うのを聞
いた」と告げています。このメッセージは、

ヨハネにだけに与えられたものです。な
ぜ、七つの雷が言った奥義を、私たちが
知ることを許されないのか、その理由は
分かりません。恐らく、七つの雷が語っ
た奥義によって、これから与えられる未
来の預言を理解するための備えだと考え
られます。

黙示録10章5節と6節、「それから、私
の見た海と地との上に立つ御使いは、右
手を天に上げて、永遠に生き、天とその
中にあるもの、地とその中にあるもの、
海とその中にあるものを創造された方を
さして、誓った。『もはや時が延ばされる
ことはない』」

6節で、「永遠に生き、天とその中にあ
るもの、地とその中にあるもの、海とそ
の中にあるものを創造された方をさして、
誓った」この御使いが、右手を挙げて、
創造主であられる神様に向かって、「もう
時がない」と誓っています。

黙示録6章の第5の封印で殉教した聖
徒たちは、「聖なる、真実な主よ。いつま
でさばきを行わず、地に住む者に私たちの
血の復讐をなさらないのですか」（6:10）
と叫びましたが、ここでは、「まだ時が来
ていないから、休んでいなさい」と言われ
ました。

しかし、間もなくその時が来て、「もは
や時が延ばされることはない」との誓いが
なされ、いよいよ殉教した多くの聖徒た
ちの祈りが応えられていきます。

2億もいると、全世界を襲う大患難時
代に世界の隅々まで行きわたることがで
きるでしょう。神様の正しい裁きの日に召
集された堕天使たちが、2億の軍勢と
なって世界中に送り込まれます。次の箇
所で、これら2億の軍勢は人間ではない
ことが分かります。殺される人間たちの
中に、聖徒たちが含まれているということ
は書かれていません。

黙示録9章19節では、「馬の力はその
口とその尾とにあって、その尾は蛇のよう
であり、それに頭があって、その頭で害
を加えるのである」と、馬のしっぽが蛇の
ようで、頭がついています。そのしっぽ
の頭で、人間に害を加えることができる
のです。第１の災いであった、第5のラッ
パの災難では、さそりのような尾を持っ
て人々に害を与えていましたが、それと同
様に、頭の付いたしっぽで人々を殺して
いきます。

9章20節と21節では、「これらの災害
によって殺されずに残った人々は、その
手のわざを悔い改めないで、悪霊どもや、
金、銀、銅、石、木で造られた、見るこ
とも聞くことも歩くこともできない偶像を
拝み続け、その殺人や、魔術や、不品行
や、盗みを悔い改めなかった」とあります。
封印の災難の時も同じように、災難が神
罰であることを知りながら、人々は悔い
改めませんでした。悔い改めれば、いつ
でも赦そうと構えていらっしゃる神様がお
られるのです。しかしこの状況でも、おろ
かな人間は、「見ることも聞くことも歩く
こともできない偶像を拝み」悔い改めるこ
となく罪を犯し続けています。

第2の災いの始まりは、「大川ユーフラ
テスのほとりにつながれている四人の御使
いを解き放せ」という御使いの呼び掛けか
ら始まります。大川ユーフラテスは、創世
記15章18節で、神様がアブラハムに約
束した土地の境界線です。この箇所で四
人の御使い、すなわち四人の堕天使が大
川ユーフラテスのほとりにつながれていま
す。この時まで、彼らは神様の民を殺す
ことができないようになっていたと考えら
れます。

(C)lucas benjamin  unsplash
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第5のラッパである第1の災いは、人
間を拷問に掛けるような苦しみを与える
時でしたが、第2の災いの第6のラッパ
は、人類の3分の1が殺されるという宣
告です。そして、「騎兵の軍勢の数は二億
であった。私はその数を聞いた」という2
億の軍勢は、大川ユーフラテスのほとり
に繋がれていた堕天使によって召集され
ると考えられます。

この四人の御使いは、黙示録7章に出
てきた世界の四隅に立っていた天使とは
違い、堕天使です。終わりの日に、世界
に及ぶ神の御怒りが注がれる時まで繋が
れていた堕天使が解放されます。この四
人の堕天使については、この箇所でしか
出てきませんので何者なのかは分かりま
せん。聖書では、大川ユーフラテスの付
近は、イスラエルを攻撃する国々、つま
り異端宗教にかかわるアッシリアやバビ
ロンのような場所を表しています。

黙示録9章15節では、「すると、定め
られた時、日、月、年のために用意され
ていた四人の御使いが、人類の三分の一
を殺すために解き放された」とあり、堕天
使たちがどれほどの期間、繋がれていた
のかは分かりませんが、「定められた時の
ために神様に用意されていた」のです。出
エジプト記34章７節で、「罰すべき者は
必ず罰して報いる」と誓われた主の正しい
裁きの御心を行う者として、主が確保し
ておられたと考えられます。黙示録9章
15節では、「人類の三分の一を殺す」と
言われています。

バビロンの遺跡

道路脇にはヤシの木が生え、
背景にはバビロンの遺跡（現イラク）
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し
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第2の災い、第6のラッパ
（新改訳第3版使用）

黙示録9章13節から16節、「第六の
御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
私は神の御前にある金の祭壇の四隅から
出る声を聞いた。その声がラッパを持っ
ている第六の御使いに言った。『大川ユー
フラテスのほとりにつながれている四人の
御使いを解き放せ。』すると、定められた
時、日、月、年のために用意されていた
四人の御使いが、人類の三分の一を殺す
ために解き放された。騎兵の軍勢の数は
二億であった。私はその数を聞いた」

黙示録9章17節から21節、「私が幻
の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子
はこうであった。騎兵は、火のような赤、
くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当て
を着けており、馬の頭は、獅子の頭のよ
うで、口からは火と煙と硫黄とが出てい
た。これらの三つの災害、すなわち、彼
らの口から出ている火と煙と硫黄とのた
めに、人類の三分の一は殺された。馬の
力はその口とその尾とにあって、その尾
は蛇のようであり、それに頭があって、
その頭で害を加えるのである。これらの
災害によって殺されずに残った人々は、
その手のわざを悔い改めないで、悪霊ど
もや、金、銀、銅、石、木で造られた、
見ることも聞くことも歩くこともできない
偶像を拝み続け、その殺人や、魔術や、
不品行や、盗みを悔い改めなかった」

9章17節でヨハネが見た2億の軍勢の
幻は、「騎兵は、火のような赤、くすぶっ
た青、燃える硫黄の色の胸当てを着けて
おり、馬の頭は、獅子の頭のようで、口
からは火と煙と硫黄とが出ていた」という
ものです。このような恐ろしいものが、世
界中を走り回っているのです。18節では、

「これらの三つの災害、すなわち、彼らの
口から出ている火と煙と硫黄とのために、
人類の三分の一は殺された」とあり、馬
の口から噴出している火と煙と硫黄によっ
て、人類の3分の1（33％）が殺されます。

黙示録6章の封印の災難の時では4分
の1（25％）の人々が死にましたが、ここ
で残りの人々の3分の1（33％）が殺され
ていますから、人類の半分が殺された結
果になります。

ヨハネのみ
理解ができる七つの雷

黙示録10章1節と2節、「また私は、も
うひとりの強い御使いが、雲に包まれて、
天から降りて来るのを見た。その頭上に
は虹があって、その顔は太陽のようであ
り、その足は火の柱のようであった。そ
の手には開かれた小さな巻き物を持ち、
右足は海の上に、左足は地の上に置き」
とあり、いよいよ最後の災いがやってきます。

その前にヨハネは、「強い御使いが、
雲に包まれて、天から降りて来るのを見
た」と最後の災いが始まる前に、いくつか
の幻を与えられています。初めの幻でヨ
ハネは、「その頭上には虹があって、その
顔は太陽のようであり、その足は火の柱
のようであった」という、神様のご臨在を
現す御使いを見ています。

「その手には開かれた小さな巻き物を持
ち」と言われている巻物は、第7のラッパ
である第3の災いと、これから先に起こ
る奥義が書かれているものだと考えられ
ます。黙示録の中に出てくる、二つ目の
巻物です。5章で、一つは、七つの印が
押されていた小羊の巻物です。小羊の巻
物は封印されていましたが、ここに出てく

る巻物は開かれています。「右足は海の上
に、左足は地の上に置き」という御使い
の姿は、この巻物に書かれている奥義が全
地に及ぶことを示していると理解できます。

黙示録10章3節と4節では、「獅子が
ほえるときのように大声で叫んだ。彼が
叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出
した。七つの雷が語ったとき、私は書き
留めようとした。すると、天から声があっ
て、『七つの雷が言ったことは封じて、書
きしるすな』と言うのを聞いた」とあります。

3節で、「獅子がほえるときのように大
声で叫んだ」と言っていますが、これはア
モス書3章8節やホセア書11章10節で、
神様が語られる時、獅子がほえたけるよ
うな声であることが記されています。この
御使いは、主のご臨在と主の御声を表し
ています。「彼が叫んだとき、七つの雷が
おのおの声を出した」（黙10:3）とあります。

黙示録1章ではラッパのような声、大
水の音のような声などが出てきましたが、
ここでは獅子がほえるときのような大声、
そして雷が声を出しています。これらすべ
て偉大なる声を表していますが、どれも
語っていることがはっきりと理解できてい
ると考えられます。

黙示録10章4節では、「七つの雷が語っ
たとき、私は書き留めようとした。すると、
天から声があって、『七つの雷が言ったこ
とは封じて、書きしるすな』と言うのを聞
いた」と告げています。このメッセージは、

ヨハネにだけに与えられたものです。な
ぜ、七つの雷が言った奥義を、私たちが
知ることを許されないのか、その理由は
分かりません。恐らく、七つの雷が語っ
た奥義によって、これから与えられる未
来の預言を理解するための備えだと考え
られます。

黙示録10章5節と6節、「それから、私
の見た海と地との上に立つ御使いは、右
手を天に上げて、永遠に生き、天とその
中にあるもの、地とその中にあるもの、
海とその中にあるものを創造された方を
さして、誓った。『もはや時が延ばされる
ことはない』」

6節で、「永遠に生き、天とその中にあ
るもの、地とその中にあるもの、海とそ
の中にあるものを創造された方をさして、
誓った」この御使いが、右手を挙げて、
創造主であられる神様に向かって、「もう
時がない」と誓っています。

黙示録6章の第5の封印で殉教した聖
徒たちは、「聖なる、真実な主よ。いつま
でさばきを行わず、地に住む者に私たちの
血の復讐をなさらないのですか」（6:10）
と叫びましたが、ここでは、「まだ時が来
ていないから、休んでいなさい」と言われ
ました。

しかし、間もなくその時が来て、「もは
や時が延ばされることはない」との誓いが
なされ、いよいよ殉教した多くの聖徒た
ちの祈りが応えられていきます。

2億もいると、全世界を襲う大患難時
代に世界の隅々まで行きわたることがで
きるでしょう。神様の正しい裁きの日に召
集された堕天使たちが、2億の軍勢と
なって世界中に送り込まれます。次の箇
所で、これら2億の軍勢は人間ではない
ことが分かります。殺される人間たちの
中に、聖徒たちが含まれているということ
は書かれていません。

黙示録9章19節では、「馬の力はその
口とその尾とにあって、その尾は蛇のよう
であり、それに頭があって、その頭で害
を加えるのである」と、馬のしっぽが蛇の
ようで、頭がついています。そのしっぽ
の頭で、人間に害を加えることができる
のです。第１の災いであった、第5のラッ
パの災難では、さそりのような尾を持っ
て人々に害を与えていましたが、それと同
様に、頭の付いたしっぽで人々を殺して
いきます。

9章20節と21節では、「これらの災害
によって殺されずに残った人々は、その
手のわざを悔い改めないで、悪霊どもや、
金、銀、銅、石、木で造られた、見るこ
とも聞くことも歩くこともできない偶像を
拝み続け、その殺人や、魔術や、不品行
や、盗みを悔い改めなかった」とあります。
封印の災難の時も同じように、災難が神
罰であることを知りながら、人々は悔い
改めませんでした。悔い改めれば、いつ
でも赦そうと構えていらっしゃる神様がお
られるのです。しかしこの状況でも、おろ
かな人間は、「見ることも聞くことも歩く
こともできない偶像を拝み」悔い改めるこ
となく罪を犯し続けています。

第2の災いの始まりは、「大川ユーフラ
テスのほとりにつながれている四人の御使
いを解き放せ」という御使いの呼び掛けか
ら始まります。大川ユーフラテスは、創世
記15章18節で、神様がアブラハムに約
束した土地の境界線です。この箇所で四
人の御使い、すなわち四人の堕天使が大
川ユーフラテスのほとりにつながれていま
す。この時まで、彼らは神様の民を殺す
ことができないようになっていたと考えら
れます。

(C)lucas benjamin  unsplash
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第5のラッパである第1の災いは、人
間を拷問に掛けるような苦しみを与える
時でしたが、第2の災いの第6のラッパ
は、人類の3分の1が殺されるという宣
告です。そして、「騎兵の軍勢の数は二億
であった。私はその数を聞いた」という2
億の軍勢は、大川ユーフラテスのほとり
に繋がれていた堕天使によって召集され
ると考えられます。

この四人の御使いは、黙示録7章に出
てきた世界の四隅に立っていた天使とは
違い、堕天使です。終わりの日に、世界
に及ぶ神の御怒りが注がれる時まで繋が
れていた堕天使が解放されます。この四
人の堕天使については、この箇所でしか
出てきませんので何者なのかは分かりま
せん。聖書では、大川ユーフラテスの付
近は、イスラエルを攻撃する国々、つま
り異端宗教にかかわるアッシリアやバビ
ロンのような場所を表しています。

黙示録9章15節では、「すると、定め
られた時、日、月、年のために用意され
ていた四人の御使いが、人類の三分の一
を殺すために解き放された」とあり、堕天
使たちがどれほどの期間、繋がれていた
のかは分かりませんが、「定められた時の
ために神様に用意されていた」のです。出
エジプト記34章７節で、「罰すべき者は
必ず罰して報いる」と誓われた主の正しい
裁きの御心を行う者として、主が確保し
ておられたと考えられます。黙示録9章
15節では、「人類の三分の一を殺す」と
言われています。

黙示録10章6節

第2の災い、第6のラッパ
（新改訳第3版使用）

黙示録9章13節から16節、「第六の
御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
私は神の御前にある金の祭壇の四隅から
出る声を聞いた。その声がラッパを持っ
ている第六の御使いに言った。『大川ユー
フラテスのほとりにつながれている四人の
御使いを解き放せ。』すると、定められた
時、日、月、年のために用意されていた
四人の御使いが、人類の三分の一を殺す
ために解き放された。騎兵の軍勢の数は
二億であった。私はその数を聞いた」

1

2

3

黙示録9章17節から21節、「私が幻
の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子
はこうであった。騎兵は、火のような赤、
くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当て
を着けており、馬の頭は、獅子の頭のよ
うで、口からは火と煙と硫黄とが出てい
た。これらの三つの災害、すなわち、彼
らの口から出ている火と煙と硫黄とのた
めに、人類の三分の一は殺された。馬の
力はその口とその尾とにあって、その尾
は蛇のようであり、それに頭があって、
その頭で害を加えるのである。これらの
災害によって殺されずに残った人々は、
その手のわざを悔い改めないで、悪霊ど
もや、金、銀、銅、石、木で造られた、
見ることも聞くことも歩くこともできない
偶像を拝み続け、その殺人や、魔術や、
不品行や、盗みを悔い改めなかった」

9章17節でヨハネが見た2億の軍勢の
幻は、「騎兵は、火のような赤、くすぶっ
た青、燃える硫黄の色の胸当てを着けて
おり、馬の頭は、獅子の頭のようで、口
からは火と煙と硫黄とが出ていた」という
ものです。このような恐ろしいものが、世
界中を走り回っているのです。18節では、

「これらの三つの災害、すなわち、彼らの
口から出ている火と煙と硫黄とのために、
人類の三分の一は殺された」とあり、馬
の口から噴出している火と煙と硫黄によっ
て、人類の3分の1（33％）が殺されます。

黙示録6章の封印の災難の時では4分
の1（25％）の人々が死にましたが、ここ
で残りの人々の3分の1（33％）が殺され
ていますから、人類の半分が殺された結
果になります。

ヨハネのみ
理解ができる七つの雷

黙示録10章1節と2節、「また私は、も
うひとりの強い御使いが、雲に包まれて、
天から降りて来るのを見た。その頭上に
は虹があって、その顔は太陽のようであ
り、その足は火の柱のようであった。そ
の手には開かれた小さな巻き物を持ち、
右足は海の上に、左足は地の上に置き」
とあり、いよいよ最後の災いがやってきます。

その前にヨハネは、「強い御使いが、
雲に包まれて、天から降りて来るのを見
た」と最後の災いが始まる前に、いくつか
の幻を与えられています。初めの幻でヨ
ハネは、「その頭上には虹があって、その
顔は太陽のようであり、その足は火の柱
のようであった」という、神様のご臨在を
現す御使いを見ています。

「その手には開かれた小さな巻き物を持
ち」と言われている巻物は、第7のラッパ
である第3の災いと、これから先に起こ
る奥義が書かれているものだと考えられ
ます。黙示録の中に出てくる、二つ目の
巻物です。5章で、一つは、七つの印が
押されていた小羊の巻物です。小羊の巻
物は封印されていましたが、ここに出てく

る巻物は開かれています。「右足は海の上
に、左足は地の上に置き」という御使い
の姿は、この巻物に書かれている奥義が全
地に及ぶことを示していると理解できます。

黙示録10章3節と4節では、「獅子が
ほえるときのように大声で叫んだ。彼が
叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出
した。七つの雷が語ったとき、私は書き
留めようとした。すると、天から声があっ
て、『七つの雷が言ったことは封じて、書
きしるすな』と言うのを聞いた」とあります。

3節で、「獅子がほえるときのように大
声で叫んだ」と言っていますが、これはア
モス書3章8節やホセア書11章10節で、
神様が語られる時、獅子がほえたけるよ
うな声であることが記されています。この
御使いは、主のご臨在と主の御声を表し
ています。「彼が叫んだとき、七つの雷が
おのおの声を出した」（黙10:3）とあります。

黙示録1章ではラッパのような声、大
水の音のような声などが出てきましたが、
ここでは獅子がほえるときのような大声、
そして雷が声を出しています。これらすべ
て偉大なる声を表していますが、どれも
語っていることがはっきりと理解できてい
ると考えられます。

黙示録10章4節では、「七つの雷が語っ
たとき、私は書き留めようとした。すると、
天から声があって、『七つの雷が言ったこ
とは封じて、書きしるすな』と言うのを聞
いた」と告げています。このメッセージは、

ヨハネにだけに与えられたものです。な
ぜ、七つの雷が言った奥義を、私たちが
知ることを許されないのか、その理由は
分かりません。恐らく、七つの雷が語っ
た奥義によって、これから与えられる未
来の預言を理解するための備えだと考え
られます。

黙示録10章5節と6節、「それから、私
の見た海と地との上に立つ御使いは、右
手を天に上げて、永遠に生き、天とその
中にあるもの、地とその中にあるもの、
海とその中にあるものを創造された方を
さして、誓った。『もはや時が延ばされる
ことはない』」

6節で、「永遠に生き、天とその中にあ
るもの、地とその中にあるもの、海とそ
の中にあるものを創造された方をさして、
誓った」この御使いが、右手を挙げて、
創造主であられる神様に向かって、「もう
時がない」と誓っています。

黙示録6章の第5の封印で殉教した聖
徒たちは、「聖なる、真実な主よ。いつま
でさばきを行わず、地に住む者に私たちの
血の復讐をなさらないのですか」（6:10）
と叫びましたが、ここでは、「まだ時が来
ていないから、休んでいなさい」と言われ
ました。

しかし、間もなくその時が来て、「もは
や時が延ばされることはない」との誓いが
なされ、いよいよ殉教した多くの聖徒た
ちの祈りが応えられていきます。

2億もいると、全世界を襲う大患難時
代に世界の隅々まで行きわたることがで
きるでしょう。神様の正しい裁きの日に召
集された堕天使たちが、2億の軍勢と
なって世界中に送り込まれます。次の箇
所で、これら2億の軍勢は人間ではない
ことが分かります。殺される人間たちの
中に、聖徒たちが含まれているということ
は書かれていません。

『もはや時が延ばされることはない』

(C)mateus campos felipe  Unsplash

オメガ出版オンラインショップ
栄子・スティーブンスの教材がご購入いただける
オンラインショップでのお支払いが便利になりました！
クレジットカードでもお支払いができます！

決済の際、
「お支払い方法」でクレジットカード支払いを選択し、
「お申込み内容を確認」をクリックしてください。

内容確認画面の下の「カード情報を入力する」をクリックし、
Google Pay（登録されている方はカード情報入力不要）
必要な情報を入力。

黙示録9章19節では、「馬の力はその
口とその尾とにあって、その尾は蛇のよう
であり、それに頭があって、その頭で害
を加えるのである」と、馬のしっぽが蛇の
ようで、頭がついています。そのしっぽ
の頭で、人間に害を加えることができる
のです。第１の災いであった、第5のラッ
パの災難では、さそりのような尾を持っ
て人々に害を与えていましたが、それと同
様に、頭の付いたしっぽで人々を殺して
いきます。

9章20節と21節では、「これらの災害
によって殺されずに残った人々は、その
手のわざを悔い改めないで、悪霊どもや、
金、銀、銅、石、木で造られた、見るこ
とも聞くことも歩くこともできない偶像を
拝み続け、その殺人や、魔術や、不品行
や、盗みを悔い改めなかった」とあります。
封印の災難の時も同じように、災難が神
罰であることを知りながら、人々は悔い
改めませんでした。悔い改めれば、いつ
でも赦そうと構えていらっしゃる神様がお
られるのです。しかしこの状況でも、おろ
かな人間は、「見ることも聞くことも歩く
こともできない偶像を拝み」悔い改めるこ
となく罪を犯し続けています。

第2の災いの始まりは、「大川ユーフラ
テスのほとりにつながれている四人の御使
いを解き放せ」という御使いの呼び掛けか
ら始まります。大川ユーフラテスは、創世
記15章18節で、神様がアブラハムに約
束した土地の境界線です。この箇所で四
人の御使い、すなわち四人の堕天使が大
川ユーフラテスのほとりにつながれていま
す。この時まで、彼らは神様の民を殺す
ことができないようになっていたと考えら
れます。

(C)felix mittermeier  unsplash

(C)niklas rhose  unsplash

「支払う」をクリックし、以下の画面が表示されたら、
ご注文が完了しております。

※日本国外（海外）からのご注文と発送について
　「お問い合わせ」からご連絡ください。

下記のマークの入っている
クレジットカードはすべてご利用になれます。

海外からのお問い合わせの声

●オンラインショップから、教材を注文したいのですが、アメリカまでの郵送はやっているか教えてください。｠
● 教材の購入ですが、米国からの購入は可能ですか?｠
●日本人教会の牧師をしております。直接送っていただきたいのですが、もし無理でしたら、日本の母教会に送っていただいて、

そこからどなたかにこちらに郵送してもらおうと思います。

（海外へのご注文と発送も承っております。）
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第5のラッパである第1の災いは、人
間を拷問に掛けるような苦しみを与える
時でしたが、第2の災いの第6のラッパ
は、人類の3分の1が殺されるという宣
告です。そして、「騎兵の軍勢の数は二億
であった。私はその数を聞いた」という2
億の軍勢は、大川ユーフラテスのほとり
に繋がれていた堕天使によって召集され
ると考えられます。

この四人の御使いは、黙示録7章に出
てきた世界の四隅に立っていた天使とは
違い、堕天使です。終わりの日に、世界
に及ぶ神の御怒りが注がれる時まで繋が
れていた堕天使が解放されます。この四
人の堕天使については、この箇所でしか
出てきませんので何者なのかは分かりま
せん。聖書では、大川ユーフラテスの付
近は、イスラエルを攻撃する国々、つま
り異端宗教にかかわるアッシリアやバビ
ロンのような場所を表しています。

黙示録9章15節では、「すると、定め
られた時、日、月、年のために用意され
ていた四人の御使いが、人類の三分の一
を殺すために解き放された」とあり、堕天
使たちがどれほどの期間、繋がれていた
のかは分かりませんが、「定められた時の
ために神様に用意されていた」のです。出
エジプト記34章７節で、「罰すべき者は
必ず罰して報いる」と誓われた主の正しい
裁きの御心を行う者として、主が確保し
ておられたと考えられます。黙示録9章
15節では、「人類の三分の一を殺す」と
言われています。

黙示録10章6節

第2の災い、第6のラッパ
（新改訳第3版使用）

黙示録9章13節から16節、「第六の
御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
私は神の御前にある金の祭壇の四隅から
出る声を聞いた。その声がラッパを持っ
ている第六の御使いに言った。『大川ユー
フラテスのほとりにつながれている四人の
御使いを解き放せ。』すると、定められた
時、日、月、年のために用意されていた
四人の御使いが、人類の三分の一を殺す
ために解き放された。騎兵の軍勢の数は
二億であった。私はその数を聞いた」

1

2

3

黙示録9章17節から21節、「私が幻
の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子
はこうであった。騎兵は、火のような赤、
くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当て
を着けており、馬の頭は、獅子の頭のよ
うで、口からは火と煙と硫黄とが出てい
た。これらの三つの災害、すなわち、彼
らの口から出ている火と煙と硫黄とのた
めに、人類の三分の一は殺された。馬の
力はその口とその尾とにあって、その尾
は蛇のようであり、それに頭があって、
その頭で害を加えるのである。これらの
災害によって殺されずに残った人々は、
その手のわざを悔い改めないで、悪霊ど
もや、金、銀、銅、石、木で造られた、
見ることも聞くことも歩くこともできない
偶像を拝み続け、その殺人や、魔術や、
不品行や、盗みを悔い改めなかった」

9章17節でヨハネが見た2億の軍勢の
幻は、「騎兵は、火のような赤、くすぶっ
た青、燃える硫黄の色の胸当てを着けて
おり、馬の頭は、獅子の頭のようで、口
からは火と煙と硫黄とが出ていた」という
ものです。このような恐ろしいものが、世
界中を走り回っているのです。18節では、

「これらの三つの災害、すなわち、彼らの
口から出ている火と煙と硫黄とのために、
人類の三分の一は殺された」とあり、馬
の口から噴出している火と煙と硫黄によっ
て、人類の3分の1（33％）が殺されます。

黙示録6章の封印の災難の時では4分
の1（25％）の人々が死にましたが、ここ
で残りの人々の3分の1（33％）が殺され
ていますから、人類の半分が殺された結
果になります。

ヨハネのみ
理解ができる七つの雷

黙示録10章1節と2節、「また私は、も
うひとりの強い御使いが、雲に包まれて、
天から降りて来るのを見た。その頭上に
は虹があって、その顔は太陽のようであ
り、その足は火の柱のようであった。そ
の手には開かれた小さな巻き物を持ち、
右足は海の上に、左足は地の上に置き」
とあり、いよいよ最後の災いがやってきます。

その前にヨハネは、「強い御使いが、
雲に包まれて、天から降りて来るのを見
た」と最後の災いが始まる前に、いくつか
の幻を与えられています。初めの幻でヨ
ハネは、「その頭上には虹があって、その
顔は太陽のようであり、その足は火の柱
のようであった」という、神様のご臨在を
現す御使いを見ています。

「その手には開かれた小さな巻き物を持
ち」と言われている巻物は、第7のラッパ
である第3の災いと、これから先に起こ
る奥義が書かれているものだと考えられ
ます。黙示録の中に出てくる、二つ目の
巻物です。5章で、一つは、七つの印が
押されていた小羊の巻物です。小羊の巻
物は封印されていましたが、ここに出てく

る巻物は開かれています。「右足は海の上
に、左足は地の上に置き」という御使い
の姿は、この巻物に書かれている奥義が全
地に及ぶことを示していると理解できます。

黙示録10章3節と4節では、「獅子が
ほえるときのように大声で叫んだ。彼が
叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出
した。七つの雷が語ったとき、私は書き
留めようとした。すると、天から声があっ
て、『七つの雷が言ったことは封じて、書
きしるすな』と言うのを聞いた」とあります。

3節で、「獅子がほえるときのように大
声で叫んだ」と言っていますが、これはア
モス書3章8節やホセア書11章10節で、
神様が語られる時、獅子がほえたけるよ
うな声であることが記されています。この
御使いは、主のご臨在と主の御声を表し
ています。「彼が叫んだとき、七つの雷が
おのおの声を出した」（黙10:3）とあります。

黙示録1章ではラッパのような声、大
水の音のような声などが出てきましたが、
ここでは獅子がほえるときのような大声、
そして雷が声を出しています。これらすべ
て偉大なる声を表していますが、どれも
語っていることがはっきりと理解できてい
ると考えられます。

黙示録10章4節では、「七つの雷が語っ
たとき、私は書き留めようとした。すると、
天から声があって、『七つの雷が言ったこ
とは封じて、書きしるすな』と言うのを聞
いた」と告げています。このメッセージは、

ヨハネにだけに与えられたものです。な
ぜ、七つの雷が言った奥義を、私たちが
知ることを許されないのか、その理由は
分かりません。恐らく、七つの雷が語っ
た奥義によって、これから与えられる未
来の預言を理解するための備えだと考え
られます。

黙示録10章5節と6節、「それから、私
の見た海と地との上に立つ御使いは、右
手を天に上げて、永遠に生き、天とその
中にあるもの、地とその中にあるもの、
海とその中にあるものを創造された方を
さして、誓った。『もはや時が延ばされる
ことはない』」

6節で、「永遠に生き、天とその中にあ
るもの、地とその中にあるもの、海とそ
の中にあるものを創造された方をさして、
誓った」この御使いが、右手を挙げて、
創造主であられる神様に向かって、「もう
時がない」と誓っています。

黙示録6章の第5の封印で殉教した聖
徒たちは、「聖なる、真実な主よ。いつま
でさばきを行わず、地に住む者に私たちの
血の復讐をなさらないのですか」（6:10）
と叫びましたが、ここでは、「まだ時が来
ていないから、休んでいなさい」と言われ
ました。

しかし、間もなくその時が来て、「もは
や時が延ばされることはない」との誓いが
なされ、いよいよ殉教した多くの聖徒た
ちの祈りが応えられていきます。

2億もいると、全世界を襲う大患難時
代に世界の隅々まで行きわたることがで
きるでしょう。神様の正しい裁きの日に召
集された堕天使たちが、2億の軍勢と
なって世界中に送り込まれます。次の箇
所で、これら2億の軍勢は人間ではない
ことが分かります。殺される人間たちの
中に、聖徒たちが含まれているということ
は書かれていません。

『もはや時が延ばされることはない』

(C)mateus campos felipe  Unsplash

オメガ出版オンラインショップ
栄子・スティーブンスの教材がご購入いただける
オンラインショップでのお支払いが便利になりました！
クレジットカードでもお支払いができます！

決済の際、
「お支払い方法」でクレジットカード支払いを選択し、
「お申込み内容を確認」をクリックしてください。

内容確認画面の下の「カード情報を入力する」をクリックし、
Google Pay（登録されている方はカード情報入力不要）
必要な情報を入力。

黙示録9章19節では、「馬の力はその
口とその尾とにあって、その尾は蛇のよう
であり、それに頭があって、その頭で害
を加えるのである」と、馬のしっぽが蛇の
ようで、頭がついています。そのしっぽ
の頭で、人間に害を加えることができる
のです。第１の災いであった、第5のラッ
パの災難では、さそりのような尾を持っ
て人々に害を与えていましたが、それと同
様に、頭の付いたしっぽで人々を殺して
いきます。

9章20節と21節では、「これらの災害
によって殺されずに残った人々は、その
手のわざを悔い改めないで、悪霊どもや、
金、銀、銅、石、木で造られた、見るこ
とも聞くことも歩くこともできない偶像を
拝み続け、その殺人や、魔術や、不品行
や、盗みを悔い改めなかった」とあります。
封印の災難の時も同じように、災難が神
罰であることを知りながら、人々は悔い
改めませんでした。悔い改めれば、いつ
でも赦そうと構えていらっしゃる神様がお
られるのです。しかしこの状況でも、おろ
かな人間は、「見ることも聞くことも歩く
こともできない偶像を拝み」悔い改めるこ
となく罪を犯し続けています。

第2の災いの始まりは、「大川ユーフラ
テスのほとりにつながれている四人の御使
いを解き放せ」という御使いの呼び掛けか
ら始まります。大川ユーフラテスは、創世
記15章18節で、神様がアブラハムに約
束した土地の境界線です。この箇所で四
人の御使い、すなわち四人の堕天使が大
川ユーフラテスのほとりにつながれていま
す。この時まで、彼らは神様の民を殺す
ことができないようになっていたと考えら
れます。

(C)felix mittermeier  unsplash

(C)niklas rhose  unsplash

「支払う」をクリックし、以下の画面が表示されたら、
ご注文が完了しております。

※日本国外（海外）からのご注文と発送について
　「お問い合わせ」からご連絡ください。

下記のマークの入っている
クレジットカードはすべてご利用になれます。

海外からのお問い合わせの声

●オンラインショップから、教材を注文したいのですが、アメリカまでの郵送はやっているか教えてください。｠
● 教材の購入ですが、米国からの購入は可能ですか?｠
●日本人教会の牧師をしております。直接送っていただきたいのですが、もし無理でしたら、日本の母教会に送っていただいて、

そこからどなたかにこちらに郵送してもらおうと思います。

（海外へのご注文と発送も承っております。）
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第5のラッパである第1の災いは、人
間を拷問に掛けるような苦しみを与える
時でしたが、第2の災いの第6のラッパ
は、人類の3分の1が殺されるという宣
告です。そして、「騎兵の軍勢の数は二億
であった。私はその数を聞いた」という2
億の軍勢は、大川ユーフラテスのほとり
に繋がれていた堕天使によって召集され
ると考えられます。

この四人の御使いは、黙示録7章に出
てきた世界の四隅に立っていた天使とは
違い、堕天使です。終わりの日に、世界
に及ぶ神の御怒りが注がれる時まで繋が
れていた堕天使が解放されます。この四
人の堕天使については、この箇所でしか
出てきませんので何者なのかは分かりま
せん。聖書では、大川ユーフラテスの付
近は、イスラエルを攻撃する国々、つま
り異端宗教にかかわるアッシリアやバビ
ロンのような場所を表しています。

黙示録9章15節では、「すると、定め
られた時、日、月、年のために用意され
ていた四人の御使いが、人類の三分の一
を殺すために解き放された」とあり、堕天
使たちがどれほどの期間、繋がれていた
のかは分かりませんが、「定められた時の
ために神様に用意されていた」のです。出
エジプト記34章７節で、「罰すべき者は
必ず罰して報いる」と誓われた主の正しい
裁きの御心を行う者として、主が確保し
ておられたと考えられます。黙示録9章
15節では、「人類の三分の一を殺す」と
言われています。

黙示録10章6節

第2の災い、第6のラッパ
（新改訳第3版使用）

黙示録9章13節から16節、「第六の
御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
私は神の御前にある金の祭壇の四隅から
出る声を聞いた。その声がラッパを持っ
ている第六の御使いに言った。『大川ユー
フラテスのほとりにつながれている四人の
御使いを解き放せ。』すると、定められた
時、日、月、年のために用意されていた
四人の御使いが、人類の三分の一を殺す
ために解き放された。騎兵の軍勢の数は
二億であった。私はその数を聞いた」

1

2

3

黙示録9章17節から21節、「私が幻
の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子
はこうであった。騎兵は、火のような赤、
くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当て
を着けており、馬の頭は、獅子の頭のよ
うで、口からは火と煙と硫黄とが出てい
た。これらの三つの災害、すなわち、彼
らの口から出ている火と煙と硫黄とのた
めに、人類の三分の一は殺された。馬の
力はその口とその尾とにあって、その尾
は蛇のようであり、それに頭があって、
その頭で害を加えるのである。これらの
災害によって殺されずに残った人々は、
その手のわざを悔い改めないで、悪霊ど
もや、金、銀、銅、石、木で造られた、
見ることも聞くことも歩くこともできない
偶像を拝み続け、その殺人や、魔術や、
不品行や、盗みを悔い改めなかった」

9章17節でヨハネが見た2億の軍勢の
幻は、「騎兵は、火のような赤、くすぶっ
た青、燃える硫黄の色の胸当てを着けて
おり、馬の頭は、獅子の頭のようで、口
からは火と煙と硫黄とが出ていた」という
ものです。このような恐ろしいものが、世
界中を走り回っているのです。18節では、

「これらの三つの災害、すなわち、彼らの
口から出ている火と煙と硫黄とのために、
人類の三分の一は殺された」とあり、馬
の口から噴出している火と煙と硫黄によっ
て、人類の3分の1（33％）が殺されます。

黙示録6章の封印の災難の時では4分
の1（25％）の人々が死にましたが、ここ
で残りの人々の3分の1（33％）が殺され
ていますから、人類の半分が殺された結
果になります。

ヨハネのみ
理解ができる七つの雷

黙示録10章1節と2節、「また私は、も
うひとりの強い御使いが、雲に包まれて、
天から降りて来るのを見た。その頭上に
は虹があって、その顔は太陽のようであ
り、その足は火の柱のようであった。そ
の手には開かれた小さな巻き物を持ち、
右足は海の上に、左足は地の上に置き」
とあり、いよいよ最後の災いがやってきます。

その前にヨハネは、「強い御使いが、
雲に包まれて、天から降りて来るのを見
た」と最後の災いが始まる前に、いくつか
の幻を与えられています。初めの幻でヨ
ハネは、「その頭上には虹があって、その
顔は太陽のようであり、その足は火の柱
のようであった」という、神様のご臨在を
現す御使いを見ています。

「その手には開かれた小さな巻き物を持
ち」と言われている巻物は、第7のラッパ
である第3の災いと、これから先に起こ
る奥義が書かれているものだと考えられ
ます。黙示録の中に出てくる、二つ目の
巻物です。5章で、一つは、七つの印が
押されていた小羊の巻物です。小羊の巻
物は封印されていましたが、ここに出てく

る巻物は開かれています。「右足は海の上
に、左足は地の上に置き」という御使い
の姿は、この巻物に書かれている奥義が全
地に及ぶことを示していると理解できます。

黙示録10章3節と4節では、「獅子が
ほえるときのように大声で叫んだ。彼が
叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出
した。七つの雷が語ったとき、私は書き
留めようとした。すると、天から声があっ
て、『七つの雷が言ったことは封じて、書
きしるすな』と言うのを聞いた」とあります。

3節で、「獅子がほえるときのように大
声で叫んだ」と言っていますが、これはア
モス書3章8節やホセア書11章10節で、
神様が語られる時、獅子がほえたけるよ
うな声であることが記されています。この
御使いは、主のご臨在と主の御声を表し
ています。「彼が叫んだとき、七つの雷が
おのおの声を出した」（黙10:3）とあります。

黙示録1章ではラッパのような声、大
水の音のような声などが出てきましたが、
ここでは獅子がほえるときのような大声、
そして雷が声を出しています。これらすべ
て偉大なる声を表していますが、どれも
語っていることがはっきりと理解できてい
ると考えられます。

黙示録10章4節では、「七つの雷が語っ
たとき、私は書き留めようとした。すると、
天から声があって、『七つの雷が言ったこ
とは封じて、書きしるすな』と言うのを聞
いた」と告げています。このメッセージは、

ヨハネにだけに与えられたものです。な
ぜ、七つの雷が言った奥義を、私たちが
知ることを許されないのか、その理由は
分かりません。恐らく、七つの雷が語っ
た奥義によって、これから与えられる未
来の預言を理解するための備えだと考え
られます。

黙示録10章5節と6節、「それから、私
の見た海と地との上に立つ御使いは、右
手を天に上げて、永遠に生き、天とその
中にあるもの、地とその中にあるもの、
海とその中にあるものを創造された方を
さして、誓った。『もはや時が延ばされる
ことはない』」

6節で、「永遠に生き、天とその中にあ
るもの、地とその中にあるもの、海とそ
の中にあるものを創造された方をさして、
誓った」この御使いが、右手を挙げて、
創造主であられる神様に向かって、「もう
時がない」と誓っています。

黙示録6章の第5の封印で殉教した聖
徒たちは、「聖なる、真実な主よ。いつま
でさばきを行わず、地に住む者に私たちの
血の復讐をなさらないのですか」（6:10）
と叫びましたが、ここでは、「まだ時が来
ていないから、休んでいなさい」と言われ
ました。

しかし、間もなくその時が来て、「もは
や時が延ばされることはない」との誓いが
なされ、いよいよ殉教した多くの聖徒た
ちの祈りが応えられていきます。

2億もいると、全世界を襲う大患難時
代に世界の隅々まで行きわたることがで
きるでしょう。神様の正しい裁きの日に召
集された堕天使たちが、2億の軍勢と
なって世界中に送り込まれます。次の箇
所で、これら2億の軍勢は人間ではない
ことが分かります。殺される人間たちの
中に、聖徒たちが含まれているということ
は書かれていません。

『もはや時が延ばされることはない』

(C)mateus campos felipe  Unsplash

オメガ出版オンラインショップ
栄子・スティーブンスの教材がご購入いただける
オンラインショップでのお支払いが便利になりました！
クレジットカードでもお支払いができます！

決済の際、
「お支払い方法」でクレジットカード支払いを選択し、
「お申込み内容を確認」をクリックしてください。

内容確認画面の下の「カード情報を入力する」をクリックし、
Google Pay（登録されている方はカード情報入力不要）
必要な情報を入力。

黙示録9章19節では、「馬の力はその
口とその尾とにあって、その尾は蛇のよう
であり、それに頭があって、その頭で害
を加えるのである」と、馬のしっぽが蛇の
ようで、頭がついています。そのしっぽ
の頭で、人間に害を加えることができる
のです。第１の災いであった、第5のラッ
パの災難では、さそりのような尾を持っ
て人々に害を与えていましたが、それと同
様に、頭の付いたしっぽで人々を殺して
いきます。

9章20節と21節では、「これらの災害
によって殺されずに残った人々は、その
手のわざを悔い改めないで、悪霊どもや、
金、銀、銅、石、木で造られた、見るこ
とも聞くことも歩くこともできない偶像を
拝み続け、その殺人や、魔術や、不品行
や、盗みを悔い改めなかった」とあります。
封印の災難の時も同じように、災難が神
罰であることを知りながら、人々は悔い
改めませんでした。悔い改めれば、いつ
でも赦そうと構えていらっしゃる神様がお
られるのです。しかしこの状況でも、おろ
かな人間は、「見ることも聞くことも歩く
こともできない偶像を拝み」悔い改めるこ
となく罪を犯し続けています。

第2の災いの始まりは、「大川ユーフラ
テスのほとりにつながれている四人の御使
いを解き放せ」という御使いの呼び掛けか
ら始まります。大川ユーフラテスは、創世
記15章18節で、神様がアブラハムに約
束した土地の境界線です。この箇所で四
人の御使い、すなわち四人の堕天使が大
川ユーフラテスのほとりにつながれていま
す。この時まで、彼らは神様の民を殺す
ことができないようになっていたと考えら
れます。

(C)felix mittermeier  unsplash

(C)niklas rhose  unsplash

「支払う」をクリックし、以下の画面が表示されたら、
ご注文が完了しております。

※日本国外（海外）からのご注文と発送について
　「お問い合わせ」からご連絡ください。

下記のマークの入っている
クレジットカードはすべてご利用になれます。

海外からのお問い合わせの声

●オンラインショップから、教材を注文したいのですが、アメリカまでの郵送はやっているか教えてください。｠
● 教材の購入ですが、米国からの購入は可能ですか?｠
●日本人教会の牧師をしております。直接送っていただきたいのですが、もし無理でしたら、日本の母教会に送っていただいて、

そこからどなたかにこちらに郵送してもらおうと思います。

（海外へのご注文と発送も承っております。）
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第5のラッパである第1の災いは、人
間を拷問に掛けるような苦しみを与える
時でしたが、第2の災いの第6のラッパ
は、人類の3分の1が殺されるという宣
告です。そして、「騎兵の軍勢の数は二億
であった。私はその数を聞いた」という2
億の軍勢は、大川ユーフラテスのほとり
に繋がれていた堕天使によって召集され
ると考えられます。

この四人の御使いは、黙示録7章に出
てきた世界の四隅に立っていた天使とは
違い、堕天使です。終わりの日に、世界
に及ぶ神の御怒りが注がれる時まで繋が
れていた堕天使が解放されます。この四
人の堕天使については、この箇所でしか
出てきませんので何者なのかは分かりま
せん。聖書では、大川ユーフラテスの付
近は、イスラエルを攻撃する国々、つま
り異端宗教にかかわるアッシリアやバビ
ロンのような場所を表しています。

黙示録9章15節では、「すると、定め
られた時、日、月、年のために用意され
ていた四人の御使いが、人類の三分の一
を殺すために解き放された」とあり、堕天
使たちがどれほどの期間、繋がれていた
のかは分かりませんが、「定められた時の
ために神様に用意されていた」のです。出
エジプト記34章７節で、「罰すべき者は
必ず罰して報いる」と誓われた主の正しい
裁きの御心を行う者として、主が確保し
ておられたと考えられます。黙示録9章
15節では、「人類の三分の一を殺す」と
言われています。

黙示録10章6節

第2の災い、第6のラッパ
（新改訳第3版使用）

黙示録9章13節から16節、「第六の
御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
私は神の御前にある金の祭壇の四隅から
出る声を聞いた。その声がラッパを持っ
ている第六の御使いに言った。『大川ユー
フラテスのほとりにつながれている四人の
御使いを解き放せ。』すると、定められた
時、日、月、年のために用意されていた
四人の御使いが、人類の三分の一を殺す
ために解き放された。騎兵の軍勢の数は
二億であった。私はその数を聞いた」

1
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黙示録9章17節から21節、「私が幻
の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子
はこうであった。騎兵は、火のような赤、
くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当て
を着けており、馬の頭は、獅子の頭のよ
うで、口からは火と煙と硫黄とが出てい
た。これらの三つの災害、すなわち、彼
らの口から出ている火と煙と硫黄とのた
めに、人類の三分の一は殺された。馬の
力はその口とその尾とにあって、その尾
は蛇のようであり、それに頭があって、
その頭で害を加えるのである。これらの
災害によって殺されずに残った人々は、
その手のわざを悔い改めないで、悪霊ど
もや、金、銀、銅、石、木で造られた、
見ることも聞くことも歩くこともできない
偶像を拝み続け、その殺人や、魔術や、
不品行や、盗みを悔い改めなかった」

9章17節でヨハネが見た2億の軍勢の
幻は、「騎兵は、火のような赤、くすぶっ
た青、燃える硫黄の色の胸当てを着けて
おり、馬の頭は、獅子の頭のようで、口
からは火と煙と硫黄とが出ていた」という
ものです。このような恐ろしいものが、世
界中を走り回っているのです。18節では、

「これらの三つの災害、すなわち、彼らの
口から出ている火と煙と硫黄とのために、
人類の三分の一は殺された」とあり、馬
の口から噴出している火と煙と硫黄によっ
て、人類の3分の1（33％）が殺されます。

黙示録6章の封印の災難の時では4分
の1（25％）の人々が死にましたが、ここ
で残りの人々の3分の1（33％）が殺され
ていますから、人類の半分が殺された結
果になります。

ヨハネのみ
理解ができる七つの雷

黙示録10章1節と2節、「また私は、も
うひとりの強い御使いが、雲に包まれて、
天から降りて来るのを見た。その頭上に
は虹があって、その顔は太陽のようであ
り、その足は火の柱のようであった。そ
の手には開かれた小さな巻き物を持ち、
右足は海の上に、左足は地の上に置き」
とあり、いよいよ最後の災いがやってきます。

その前にヨハネは、「強い御使いが、
雲に包まれて、天から降りて来るのを見
た」と最後の災いが始まる前に、いくつか
の幻を与えられています。初めの幻でヨ
ハネは、「その頭上には虹があって、その
顔は太陽のようであり、その足は火の柱
のようであった」という、神様のご臨在を
現す御使いを見ています。

「その手には開かれた小さな巻き物を持
ち」と言われている巻物は、第7のラッパ
である第3の災いと、これから先に起こ
る奥義が書かれているものだと考えられ
ます。黙示録の中に出てくる、二つ目の
巻物です。5章で、一つは、七つの印が
押されていた小羊の巻物です。小羊の巻
物は封印されていましたが、ここに出てく

る巻物は開かれています。「右足は海の上
に、左足は地の上に置き」という御使い
の姿は、この巻物に書かれている奥義が全
地に及ぶことを示していると理解できます。

黙示録10章3節と4節では、「獅子が
ほえるときのように大声で叫んだ。彼が
叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出
した。七つの雷が語ったとき、私は書き
留めようとした。すると、天から声があっ
て、『七つの雷が言ったことは封じて、書
きしるすな』と言うのを聞いた」とあります。

3節で、「獅子がほえるときのように大
声で叫んだ」と言っていますが、これはア
モス書3章8節やホセア書11章10節で、
神様が語られる時、獅子がほえたけるよ
うな声であることが記されています。この
御使いは、主のご臨在と主の御声を表し
ています。「彼が叫んだとき、七つの雷が
おのおの声を出した」（黙10:3）とあります。

黙示録1章ではラッパのような声、大
水の音のような声などが出てきましたが、
ここでは獅子がほえるときのような大声、
そして雷が声を出しています。これらすべ
て偉大なる声を表していますが、どれも
語っていることがはっきりと理解できてい
ると考えられます。

黙示録10章4節では、「七つの雷が語っ
たとき、私は書き留めようとした。すると、
天から声があって、『七つの雷が言ったこ
とは封じて、書きしるすな』と言うのを聞
いた」と告げています。このメッセージは、

ヨハネにだけに与えられたものです。な
ぜ、七つの雷が言った奥義を、私たちが
知ることを許されないのか、その理由は
分かりません。恐らく、七つの雷が語っ
た奥義によって、これから与えられる未
来の預言を理解するための備えだと考え
られます。

黙示録10章5節と6節、「それから、私
の見た海と地との上に立つ御使いは、右
手を天に上げて、永遠に生き、天とその
中にあるもの、地とその中にあるもの、
海とその中にあるものを創造された方を
さして、誓った。『もはや時が延ばされる
ことはない』」

6節で、「永遠に生き、天とその中にあ
るもの、地とその中にあるもの、海とそ
の中にあるものを創造された方をさして、
誓った」この御使いが、右手を挙げて、
創造主であられる神様に向かって、「もう
時がない」と誓っています。

黙示録6章の第5の封印で殉教した聖
徒たちは、「聖なる、真実な主よ。いつま
でさばきを行わず、地に住む者に私たちの
血の復讐をなさらないのですか」（6:10）
と叫びましたが、ここでは、「まだ時が来
ていないから、休んでいなさい」と言われ
ました。

しかし、間もなくその時が来て、「もは
や時が延ばされることはない」との誓いが
なされ、いよいよ殉教した多くの聖徒た
ちの祈りが応えられていきます。

2億もいると、全世界を襲う大患難時
代に世界の隅々まで行きわたることがで
きるでしょう。神様の正しい裁きの日に召
集された堕天使たちが、2億の軍勢と
なって世界中に送り込まれます。次の箇
所で、これら2億の軍勢は人間ではない
ことが分かります。殺される人間たちの
中に、聖徒たちが含まれているということ
は書かれていません。

『もはや時が延ばされることはない』

(C)mateus campos felipe  Unsplash

オメガ出版オンラインショップ
栄子・スティーブンスの教材がご購入いただける
オンラインショップでのお支払いが便利になりました！
クレジットカードでもお支払いができます！

決済の際、
「お支払い方法」でクレジットカード支払いを選択し、
「お申込み内容を確認」をクリックしてください。

内容確認画面の下の「カード情報を入力する」をクリックし、
Google Pay（登録されている方はカード情報入力不要）
必要な情報を入力。

黙示録9章19節では、「馬の力はその
口とその尾とにあって、その尾は蛇のよう
であり、それに頭があって、その頭で害
を加えるのである」と、馬のしっぽが蛇の
ようで、頭がついています。そのしっぽ
の頭で、人間に害を加えることができる
のです。第１の災いであった、第5のラッ
パの災難では、さそりのような尾を持っ
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※日本国外（海外）からのご注文と発送について
　「お問い合わせ」からご連絡ください。
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クレジットカードはすべてご利用になれます。

海外からのお問い合わせの声
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● 教材の購入ですが、米国からの購入は可能ですか?｠
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そこからどなたかにこちらに郵送してもらおうと思います。

（海外へのご注文と発送も承っております。）
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NL「Bride」はご再臨に備える
祈りの実

今月も心より尊い主イエス・キリストの大いなる御名を賛美いたします。

今月は、オメガに届きました全国の皆様からのお声をご紹介させていただいております。皆様の尊いお祈りと
励ましに、心から感謝申し上げます。

今月、オメガの月刊ニュースレターが115号の発刊となり、本格的な活動の歩みを振り返る時、読者の
皆様の主を愛し、主が来られる日を待ち望んでおられる信仰の土台の上に、再臨の備えとして終末に関する
聖書の言葉を宣べ伝え続けることが実現し続けていることを、心より感謝申し上げます。そして、昨年末から、
ヨハネの黙示録のシリーズ化が実現したことは、「ご再臨に備える祈りの実」です。

約10年前、オメガニュースレターの創刊のころ、新しくオメガの歩みを始める栄子・スティーブンス師との
会話の中で、今でも忘れられない一言があります。私が、「栄子先生は主の御声をよく聞けるので本当に凄い
です！」と言うと、「御声を聞いたら大変よ！完全に従わなければならないのよ」と、聖書の中に登場する人物
と語り合っているのかと錯覚するような一瞬でした。
主のみことばに信頼して歩むことは、現実的に、生き方すべてに関わることだと心に刻みつけられた一言で

した。主へ完全に信頼して、主と共に、一歩一歩、信仰の歩みを続ける主のしもべとしての栄子師と、その
道を導いておられる主のお姿を見るような瞬間でした。

また、これまでの歩みを振り返る時、昨年から今年は特に最も時代の困難さを感じましたが、主が来られる
日に備える信仰を新たにしつつ、主の花嫁としての教会が霊的に整えられていく本格的な時代に入ったことを
感じます。
オメガニュースレターの読者の皆様の、どんな時代にも揺るがされることのない信仰と、永遠の希望の光を
共に見つめ、共に祈り続けてきた、主の道に付けられた足跡は、すべて主の足跡です。

オメガは、主が来られる日に備え、共に祈り合い励まし合い、主の御体である教会にお仕えすべく主の
御名の下に呼び集められ、その日まで忠実な僕としてお仕えし続けていく信仰共同体です。
暗いトンネルの向こうに見える一筋の光を、信仰によって一心に見つめ、共に主にお仕えしてまいります。

すべては主の栄光とご臨在の輝きです。私たちの愛する日本に、主イエス・キリストの恵みと真理のみことば
が満たされますように、今月も共にとりなし祈ってまいりたいと思います。

今月も皆様お一人お一人と、仕えておられる教会と地域の上に、主の豊かな恵みが注がれますよう心より
お祈り申し上げます。

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。

ヨハネの黙示録　22章20～21節

日本全国の皆様から
喜びのお声が届いております。

オメガ・ジャパンの教材ご購読の感謝

5年前に教会で、栄子先生の黙示録セミ
ナーを学びましたが、再びニュースレター
を通して黙示録を学べる恵みを感謝して
います。内容にピッタリの絵や写真がとて
も参考になります。（京都府 女性）　

黙示録セミナーでは、理解していな
かった部分がありましたが、繰り返し
学ぶことで理解ができました。

（愛知県 男性）

今この時、あまりにも重いニュースが多いですが、Bride114号の表扉の
主の祈りを一緒に祈り、輪嶋さんのオペラの話と証しを読んでいて、その時
調子が悪くて気持ちも沈みそうで、それについても祈ったのですが、祈って
すぐに癒やされました。証しを読むことは誰かと一緒に祈ったかのような
パワーがあり、読み物の中に聖霊様は働かれていると感じました。神様の
あわれみと恵みが皆様の人生に働かれたのを見せてくださって、それを
読んだ読み手が、神と聖徒たちに感謝するのだと思いました。

（長崎県 女性）

写 真もきれいで、教 会に
置いたらすぐになくなります。

（宮城県 女性）

小冊子『終末の時代とイスラエルを
取り囲む世界情勢』大事なことなので、
みんなに配って回ろうと思います。

（東京都 女性）

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～』プレゼントで頂きました。黙示録を
分かりやすく解説されて大変感謝でした。全く分からな
かったことが分かり、イスラエルを、神がどれほど愛して
おられるのかを知り、イスラエルの平和の意味も知った
ことが素晴らしかった。イスラエルのために祈ります。

（東京都 女性）

プレゼントで『聖書のことばはその通りになる』を
頂きました。エゼキエル書が2,600年も前に預言され、
今まさにその時が来ていること、黙示録に書かれている
地名、場所が手に取るように分かり感激です。うれしく
読んでいます。（神奈川県 女性）

オメガ・ジャパンの働き
と出会えて感謝です。

（大阪府 女性）

日本CGNTV『シャロームイスラエルSeasonⅠ＆Ⅱ』
『聖書の預言は成就する』『イエスの足跡』の栄子・
スティーブンス先生の話し方は、簡単明瞭で分かり
やすいです。ニュースレターも教えられることばかり
です。ありがとうございます。　（兵庫県 男性）　

めいりょう

ニュースレター、とても
恵まれ、役に立っています。
感謝です。

（大阪府 女性）

2021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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音楽プロデューサー

輪嶋 東太郎
とうたろうわじま

イエス・キリストは二度来られる連載

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8

「イチジクの木に芽が出たら夏が近いことが分かります。その時には、神の御国が近いと知りなさい」
（ルカ21:29～31参照）

10 11

います。フェルマータ、レガ ート、ス
タッカート、また音量を示すフォルテや
ピアノ。他にも速度を表すアンダンテ（歩
くような速さ）のように。

にも関わらず、その演奏は人によって
十人十色、どころか千差万別というほど
違います。いわゆる素人もその中に入れ
れば、千、万どころか、限りない単位で
しょう。しかし歴史的名演奏家と呼ばれ
る人たちでさえ、同じ曲かと思うくらい、
その演奏には違いがあります。考えてみ
れば当然です。テンポの指示であるアン
ダンテ一つとっても、大阪人と東京人、
大人と子ども、また状況によって全く異
なるのですから。フォルテといっても、
何デシベルとは書いていません。あくま
でも、それは受け取る側の解釈に委ねら
れているのです。

ところが、多くの名演奏家の演奏や録
音を「聴き倒す」くらいに聴いているうち
に、「あ、きっと作曲家の心に鳴ってい
たのはこの音楽だったに違いない」、そ
う感じる演奏が見えてくるのです。まる
で、作曲家自身がそこに現れて演奏して
いるかのように。（ちなみに、人類には
名曲を作曲家自身が弾いている超貴重な
録音が遺されています。有名なバイオリ
ンの名曲、クライスラーの“愛の悲しみ”
を、バイオリニストだったクライスラー自
身が弾いている録音、YouTubeでも聴
けますので、ぜひ！）

そのような演奏に共通しているのは、

解釈が難しい本、というレッテルが貼
られたまま、なんなら「混乱するから避
けたほうがよい」とまで言われてきた本で
あることは、皆さんもご存知でしょうし、
また実際にそのようなことを牧師先生か
ら言われた、という経験をお持ちの方も
いることと思います。

そんな黙示録ですが、これこそ聖書の
「完結編」であり、これを読まない限り、
神様の愛の全容を感じ取り、またその特
権と幸せを受け取り切ることができなく
なる事を知られた栄子先生は、何十年も
前から日本中で、そして今はアメリカで
も黙示録のメッセージを届け続けて来ら
れました。

そんな先生に、お目にかかった初期の
ころ、「黙示録は、神学者によってその
解釈が十人十色なんです、だからいろん
な人の解釈をできるだけ読んでください」
と言われました。「え、いろんな人の？ 
混乱するじゃん！」

とっさ

咄嗟に私は思いまし
た、そして「それなら“これだけ読めばよ
い！”っていう、いわゆる決定版を教えて
よ！！」と。子どものころから、最小限の
努力で最大限の成績を上げることに長け
ていた「要領の良い馬鹿野郎」だった私
が、いかにも考えそうなことです。

「絶対真理」と「完全真理」
多くの名演奏家の演奏を聴いて、
初めて聞こえてくる
作曲家が望んだ音楽の姿。

その時に栄子先生はおっしゃいました。
「聖書は全き真理、つまり“絶対真理”で
す。でも“完全真理”ではないから、神
学者の解釈が必要なんです。でも、いろ
んな人の解釈を学んでいくうちに、あ、
これだ、というものに聖霊様が導いてく
ださるのよ」

その瞬間、私は音楽の楽譜と演奏家
との関係を思ったのです。

バッハやモーツァルトは、彼らの魂の
中に響いていた音楽を「楽譜」として残し
ました。視覚情報として書かれた彼らの
音楽がどのようなものであるかを、聴覚
情報に変換する手助けとして、楽譜には
音符のほかにさまざまな指示が書かれて

そこにもはや演奏家の姿は消えて、作曲
家の姿や、その音楽と共に、彼らの顔の
表情までが見えるような感覚です。そし
てその現象は、演奏家が、「私の解釈は
こうだ！」という演奏には決して訪れず、
ただただ、純粋に、作曲家が伝えたかっ
たことを、彼らの代弁者として楽譜に向
き合う演奏家だけに見られるものである
ことを、私は音楽との50年の歩みの中
で気付かせていただきました。

この欄でもご紹介させていただいた、
史上最高のプリマドンナ、マリア・カラ
スは、そのような演奏家でした。彼女は
ほかのソプラノ10人が束になっても叶わ
ない、と言われるほどの声楽的テクニッ
クも、自分自身をひけらかすためには、
ただの一度も使わなかったと言われます。
そして、学生のころから、クラスのすべ
ての学生の演奏を、暗くなるまで聴いて
いたという逸話が残っています。「どんな
に評価の低い学生の演奏にでさえ、学ぶ
ものがあるから」、晩 年 彼 女はインタ
ビューにこう答えています。彼女が永遠
のディーヴァ（音楽の女神）と呼ばれる理
由はそこにあるのでしょう。

私は今月も、マリア・カラスの演奏家
としての在り様を思いながら、その演奏
の中にある「作曲家に降り注いだ愛」を
受け取るように、栄子・スティーブンス
先生のバイブルシェアを、ドキドキ、ワ
クワクしながら待っているのです。

マリア カラス

主を見上げ、イエス様のご再臨を待ち望み、その御名を賛美いたします。

「真の主権者」を仰ぎ、祈る
緊急事態宣言が解除されるタイミング

と同じくして、日本に新しい政権が誕生
しました。

あれは3年前であったと記憶しています。
沖縄から、日本CGNTV『シャローム

イスラエル SeasonⅡ』の打ち合わせのた
めに上京されたオメガ・ジャパン代表の
横田聖子先生と共に、ちょうどその時期
にあった国会議員会館での祈り会に出席
させていただいた時のことです。この祈
り会は、日夜、国政に携わる国会議員の
方たちの祝福を祈るため、長年にわたり
開催されてきたものだそうです。

横田先生はその会の終わりに、主催
者から感謝祈祷を依頼されました。立ち

上がった先生はいきなり、「この国の真
の主権者はどなたでしょうか！」と自らに
問い掛けるように祈ったのです。私は、
何かにつかまらないと座っていた椅子か
ら転げ落ちそうになりました。あの場で、
あの瞬間に、祈りの前にあのような問い
掛けをなさる横田先生の強固な信仰が、
私の心を根底から揺さ振ったからです。
お隣で立ち上がった、横田先生の

まぶ

眩し
かった姿が忘れられません。

天に国籍を置きながら（ピリ3:20）、
この日本に住民票を持つ者として、この
国の、そして世界の為政者たちが「真の
主権者」を仰ぎながら進むことができる
よう、祈り続けたいと思います。

私の人生の多くの時間を音楽と共に歩
かせていただいたお陰で、「本当にあり
がたい」と感じることは挙げれば切りが
ありません。その中の一つに栄子・ス
ティーブンス先生のお話の中に出てくる
言葉に関して、一見頭に？（ハテナマー
ク）が付きそうになることが、「あ、音楽
の世界とおんなじ事だ」と納得できるこ
とがあります。肌感覚で会得すると言え
ばよいでしょうか。

オメガ・ジャパンのニュースレターとし
て毎月皆さんに届けられるこの「Bride」。
その中で、栄子先生は黙示録の「バイブ

ルシェア」を連載で行ってくださっていま
す。神様が人類に対して抱く愛のご計画
を、壮大な「ラブストーリーにして」、そ
れを預言として「ラブレター」に

したた

認められ
た聖書の完結編である黙示録。毎月毎
月、興奮を覚えながら、子どものころに
毎週毎週発刊が楽しみだった少年少女
の読み物を待つようなお気持ちで、受け
取られているのではないでしょうか。そ
の過程で、私もどんどん、そのラブレ
ターを受け取る準備をさせていただいて
います。本当に感謝です。

ただ、この黙示録…。

「黙示録の解釈は人によってさまざまです。
だからできるだけたくさんの人の解釈を学んでください」
という栄子・スティーブンス先生
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イエス・キリストは二度来られる連載

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8

「イチジクの木に芽が出たら夏が近いことが分かります。その時には、神の御国が近いと知りなさい」
（ルカ21:29～31参照）
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大好評！！
『シャロームイスラエルSeasonⅡ』（全20話）

　　『シャロームイスラエルⅠ』（全40話）のDVDも好評発売中！

「シャロームイスラエルシーズン2」で検索
ご視聴はCGNTV、YouTube共に　　

シャロームイスラエルシーズン2

オメガプロジェクト2021

ご友人や知人からプレゼントされた方がオメガを知り、祈りと黙示録
の学びにつながっております。緊急再版の小冊子、『終末の時代と
イスラエルを取り囲む世界情勢』は感謝特別価格にて提供中です。
日本の教会のさらなる祝福となりますように。
｠
ビル＆栄子・スティーブンス師ご夫妻のために
　お祈りありがとうございます。アメリカ・カンザス州の教会での
講演活動も地域教会全体の祝福となっています。世界で最もクリ
スチャン人口の少ない日本から、栄子先生を通してイスラエルを
祝福し、コロナ禍にあって2021年からアメリカの霊的祝福を祈り
仕えるよう導かれました。オメガを導いておられる羊飼いなる
主に信頼し、ビル＆栄子先生の健康と霊的祝福を今月も共に覚えて
お祈りください。心より感謝申し上げます。

￥770（税込）

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～』

1. TEL＆FAX：
06-6777-2117

2. Eメール：
book@omega.or.jp

（本文にお届け先ご住所、お名前、ご注文数の記入をお願いします。）

3. オメガオンラインショップ　
https://omega.or.jp/shuppan/

オメガオンラインショップのために
　お祈りありがとうございます。オメガオンラインショップでクレ
ジット決済が導入されました。
　昨年から海外在住の日本人の方々から注文やお問い合わせが
多くなってきておりますが、クレジット購入が可能になり、オメガ出版
の教材が国内外に速やかにお届けできるようになりました。オメガ
の分かりやすい教材がさらに用いられ、主を待ち望む信仰の輪が
広がりますように。引き続きお祈りください。
｠
オメガのニュースレター「Bride」が
ますます用いられますように
　ニュースレターを受け取ってくださる方々、オメガ教材や小冊子を
ご購入された全国の皆様からのお声が届いております。小冊子も、

～神のマスタープラン・プロジェクト継続推進～

10冊ご購入で

ご注文方法

オメガ
オンラインショップで
クレジットカード決済が
導入されました！

ベストセラー小冊子!! 新刊準備中!! 

クレジットカード払いができます!NEW!!

今がどのような時なのか、終末時計を知る
うえで、レビ記にある主の七つの例祭と
古代ユダヤ人の婚礼からイエス・キリスト
のご再臨を知ることは重要なことです。
主を待ち望む信仰の土台を強固にする
一冊です。出版に向けてお祈りください。

『聖書の預言は、
  どう実現していくのか』

『終末の時代とイスラエルを
  取り囲む世界情勢』

再版感謝価格
￥450

￥3,800

栄子・スティーブンス著｠

好評発売中！　
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インパラの背中に乗っている小鳥


