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Omega Japan News Letter

─

聖 書 は 預 言 書 で あ ることを 日 本 人 が 知 る よう に

─

n°

2022 OCT. issue

Con t e n t s
02

栄子・スティーブンス
Voice From Revelation

黙示録シリーズVol. 28

未来の預言―その20

第七の鉢で最後の御怒りが注がれる ―「事は成就した」
06

横田 聖子

日本の教会が主のご栄光に満ちあふれますように

07 新刊発売開始、黙示録プレミアムセミナーWEB（無料）公開のご案内
08 お知らせ／祈りの課題
10月～11月は、
栄子・スティーブンス来日予定となっており、
シャロームニッポンの対談は、
今月と来月はお休みとさせていただきます。
いつもご愛読いただきありがとうございます。

Omega Japan

Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol. 28

未来の預言 ―その20

第七の鉢で最後の御怒りが
注がれる ─「事は成就した」
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心に留める人々は幸いである。
時が近づいているからである。黙示録 1:3
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。
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。

未来の預言①

天で見る未来の幻、この後に必ず起こる事、四つの生き物と翼のある天の生き物。（黙 4:1～11）

未来の預言②

天の巻物、封印が解かれる
（黙 5:1～9）

未来の預言③

ほふられた小羊への賛美・第 1の封印が解かれる
（黙 5:11～6:2）

未来の預言④

ダニエル書の七十週の学び
（ダニエル9:24～27）

未来の預言⑤

大バビロン、なぜ大患難時代があるのか、第 2・第 3・第 4の封印（黙 6:3～8）

未来の預言⑥

第 5の封印、第 6の封印、終末の伝道師たち
（黙 6:9～7:17）

未来の預言⑦

第 7の封印、第 1から第 4のラッパ、三つの災い
（黙 8:1～13）

未来の預言⑧

第 1の災い、第 5のラッパ
（黙 9:1～12）

未来の預言⑨

第 2の災い、第 6のラッパ、ヨハネのみ理解ができる七つの雷（黙 9:13～10:6）

未来の預言⑩

第 3の災い、第 7のラッパ―腹に苦い巻物、第三神殿と神殿の丘、反キリストによって建てられる第三神殿
（黙 10:7～11:2）

未来の預言⑪

二人の証人（黙 11:3～5）

未来の預言⑫

二人の証人の復活（黙 11:6～13）

未来の預言⑬

大患難時代 7年間の中間の時（黙 11:14～12:5）

未来の預言⑭

反キリストの迫害に追われたイスラエルの民の逃亡場所（黙 12:6～18）

未来の預言⑮

獣である反キリストの台頭と世界統一国家の完成（黙 13:1～10）

未来の預言⑯

主が来られる日に備えて
（黙 13:11～18）

未来の預言⑰

御国の到来までの
「七つの布告」
（黙 14:1～20）

未来の預言⑱

神の激しい御怒り
「七つの鉢」の裁きが始まる
（黙 15:1～16:11）

未来の預言⑲

イスラエルの民を抹殺するためのハルマゲドン会議（黙 16:12～16）

月刊教材「ニュースレターBride」のバックナンバーはオメガのHPでお読みいただけます。
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今号は、第七の鉢について学んでまいりましょう。

第七の鉢、最後の災い
（新改訳第三版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）16 章
17 節から21 節、「第七の御使いが鉢を

また、一 タラントほどの 大 きな 雹 が、

が 18 節で語られています。

人々の上に天から降って来た。人々は、

「すると、いなずまと声と雷鳴があり、

この雹の災害のため、神にけがしごとを

大きな地震があった。この地震は人間が

言った。その災害が非常に激しかったか

地上に住んで以来、かつてなかったほど

らである」

のもので、それほどに大きな、強い地震

空中にぶちまけた。すると、大きな声が
御 座を出て、聖 所 の 中から出て来て、

であった」
（16:18）
17 節で、
「第七の御使いが鉢を空中

「事は成就した」と言った。すると、いな

にぶちまけた。すると、大きな声が御座

これらはすべて、神様の栄光と御力を

ずまと声と雷鳴があり、大きな地震が

を出て、聖所の中から出て来て、『事は

表すものです。人間が地上に住んで以来、

あった。この地震は人間が地上に住んで

成就した』と言った」
、この最後の災いで

見たことも聞いたこともない、想像でき

以来、かつてなかったほどのもので、そ

ある、「第七の鉢」がぶちまけられました。

ないほどの大地震が全世界を襲っていま

れほどに大きな、強い地震であった。ま

3 年半、聖所の中に誰も入れなかった

す。現在は、科学者によって、今までに

た、あの大きな都は三つに裂かれ、諸国

所から、大きな声がしました。
「事は成

起こったことがないほどの大噴火と大地

の民の町々は倒れた。そして、大バビロ

就した」という神 様 の 御 声 で す。ギリ

震が 起こると予 測されています。スー

ンは、神の前に覚えられて、神の激しい

シャ語では、過去形で単数になっている

パー火山と言われる山々が、今にも爆発

怒りのぶどう酒の杯を与えられた。島は

言葉です。一つの重要な、なすべき事が

せんばかりに、溶岩が深い所で動いてい

すべて逃げ去り、山々は見えなくなった。

完了したことを表しています。そのこと

ます。

第七の御使いが最後の鉢を空中にぶちまけた

ニュージーランドの島の噴火

(C)ﬁwalkedwithjesus.com
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スマトラ島沖での大地震と津波
（2004）

ハイチの大地震
（2010）

東日本大震災で津波によって浸水した
宮城県仙台市宮城野区沿岸（2011.3.11）

2 千年代からの出来事だけでも、2004

使いは、その香炉を取り、祭壇の火でそ

16 章 19 節では、「あの大きな都は三

年のスマトラ島沖の地震と津波では、約

れを満たしてから、地に投げつけた。す

つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。

22 万人が亡くなり、2010 年はハイチで、

ると、雷鳴と声といなずまと地震が起

そして、大バビロンは、神の前に覚えら

31 万人以上が地震で亡くなっています。

こった」と、祈りの答えが地に投げつけ

れて、神の激しい怒りのぶどう酒の杯を

2010 年初頭からは、震度 7 以上の地震

られます。 復讐は主のものです。長い年

与えられた」と言っています。

が 次々と起こっています。2011 年 3 月

月を経て祈ってきた聖徒たちの叫びに答

大患難時代前半の 3 年半は、経済と

11日の東日本大震災では、日本の観測

えて、主が悪者どもに復讐をする時が来

宗教の本拠地となる「バビロン」がありま

史上最大となったマグニチュード9.0 の

ました。

す。後半の 3 年半では、経済の本拠地と

ふくしゅう

反キリストは、全世界を自分のものと

なり、宗教の本部はエルサレムになると

しました。この大患難時代で起こってい

考えられます。現在、バビロンの町があ

る大地震は、全世界に及んでいるのです。

るイラクは、政治的犯罪の連続で、およ

神様の御怒りは、すべてのものを破壊し

そ経済の本拠地になれるとは考えられま

つくし、最後である第七の鉢の災いでは、

せん。しかし、聖書がそのように語って

さらに激しい怒りが注がれるでしょう。

いますから、そうなります。バビロンと

ほどの巨大地震によって、反キリストで

しかし一方で、生き残っているイスラエ

いう名前を、別の所に使うことは考えら

ある獣の地上世界が激しく破壊されます。

ルの民と聖徒たちは、この大患難の中に

れません。

黙示録 8 章 5 節では、
聖徒たちの祈りが

おいても主によってしっかり守られるの

巨大地震と津波で、死者は 1 万 8 千人以
上となりました。世 界 が 震 えあ がり、
「終 末を表す出来 事だ」と言う言 葉が、
何度もニュースで報道されていました。
これから起こる近未来では、
かつてない

入った香炉について語っています。「御

です。

第七の鉢である、最後の御怒りが注
がれる時、バビロンが完全に破壊されま
す。黙 示 録 11 章 8 節で、エルサレムを
大きな都と呼んでいました。11 章で、エ
ルサレムに地震が起こり、10 分の 1 が倒
壊し、7 千人が死ぬと語られていました。
しかし、ここで語られている大きな都が
大バビロンであることは明らかです。大
きなバビロンは三つに裂かれ、以前の形
さえも残りません。
16 章 20 節で、
「島はすべて逃げ去り、
山々は見えなくなった」とあります。地球
上には多くの島がありますが、これはす
べての島々がなくなるほどの大地震です。
山が見えなくなるほどの崩落が起こり、地
上が変形してしまうことを預言しています。
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トルコ

カスピ海

21 節では、「また、一タラントほどの
大きな雹が、人々の上に天から降って来
た」という恐ろしいことが起きます。1タ
ラントは約 35kgです。これだけの大きな

シリア

ひょう

誰も経験したこ
雹 が次々降ってくるとは、

とがないでしょう。地 震で破 壊されな
かった所は、この雹によって破壊される
と思います。
同じく21 節、「人々は、この雹の災害

地中海

イラン

イラク

チグリス川

イスラエル
ユーフラテス川

ヨルダン

のため、神にけがしごとを言った。その
災害が非常に激しかったからである」と

サウジアラビア

書かれています。この災害が神罰である

クウェート

ペルシャ湾

ことを、大患難時代の中にいる人々は
知っています。しかし、悔い改めること

イラクと周辺地図

はしません。
出エジプト記 9 章 18 節で、神様がイ

そして、イラクにあるバビロンの町が、

呼ばれるもの、また礼拝されるものに反

スラエルの民をエジプトから解放するた

首都となると考えられます。イラクとその

抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮

め、雹と雷をエジプト全土に送りました。

周辺の国々には、世界の 50％以上の石油

の中に座を設け、自分こそ神であると宣

しかし、エジプトの王パロは心を 頑 なに

が埋蔵されています。現在、イラクの石

言します」。反キリストは、まさにそのよ

して、イスラエルの民を解放させません

油生産量は世界第5位となっており、経済

うな人物です。そして世界中の人々が、

でした。同様に、人々の心は頑なで、真

の中心地となっても不思議ではありません。

反キリストの独裁政権によって、コント

かたく

の神様に心を向けません。
こうして、
すべての災いが終わります。

ロールされていきます。
黙示録 17 章では、反キリストと10 人

いよいよ主イエス様のご再臨です。
ご再

の王たちが治める経済と宗教の本拠地で

臨のお話に入る前に、17 章と18 章で「大

あることが書かれています。世界統一国

バビロン」
についての総まとめを語ってい

家を手に入れた反キリストが興す宗教に

ますので、大バビロンの学びに入ります。

参加しない者は、ユダヤ人もクリスチャ

宗教と経済の本拠地

ンも、100％殉教することになります。
大バビロンは、終末に現れる経済と宗

ヨハネが見た四つの幻
黙示録には、ヨハネが神様から与えら
れた、四つの幻が記されています。
①第1 の幻は、
イエス・キリストの栄光と
教会でした。

最初に、聖書の学びをするに当たって

教の首都と言える大都市です。宗教問題

②第2 の幻が、封印、
ラッパ、
そして鉢の災

は、お話いたしましたように「バビロン」

によって戦争が絶えなかった世界に、反

いでした。黙示録16 章までで、
大患難

と書かれている箇所を霊的に見るのでは

キリストによる宗教が統一されることで、

時代のすべての災いが終わりました。

なく、実在する土地名として受け止める

一時的な世界平和が訪れると思われます。

ことにしています。大バビロンは、昔の

それを成し遂げる、力強い政治家が反キ

バビロン帝国とは規模が違います。反キ

リストであるのでしょう。反キリストは、

リストが統治する時、全世界が一つの国

統一される宗教の力を得て、世界を統治

（世界統一国家）となります。黙示録 13

③第3 の幻は、
黙示録17 章、
18 章から20
章に書かれていた大バビロンでした。
④第4 の幻は、
天から下ってくる「新しい
エルサレム」
でした。

するでしょう。
次号から、「第 3 の幻」について語って

章 7 節で、「彼（反キリスト）はまた聖徒

そして、世界の全権が自分のものと

たちに戦いをいどんで打ち勝つことが許

なった時点で、自分を神の立場とするた

され、また、あらゆる部族、民族、国語、

めに、自ら興した世界統一宗教を突然、

国民を支配する権威を与えられた」と書

破棄してしまいます。テサロニケ人への

共に祈り、励まし合いながら歩んでまい

かれている通りです。

手紙 第二 2 章 4 節、
「彼は、すべて神と

りましょう。

いきます。
再臨される主を待ち望みつつ、今月も

しかし一方で、生き残っているイスラエルの民と聖徒たちは、
この大患難の中においても主によってしっかり守られるのです。
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日本の教会が
主のご栄光に満ちあふれますように
主の尊い御名を賛美します。
「そこで、私は何よりもまず勧めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、
とりなし、感謝をささげなさい。それは、私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。
そのような祈りは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。神は、すべての人が
救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは
人としてのキリスト・イエスです。キリストは、すべての人の贖いの代価として、ご自分を与えてくださいました。これは、
定められた時になされた証しです。
」
テモテへの手紙 第一

2 章 1～６節

聖書は、神が唯一の創造主であることを伝えています。また、イエス・キリストが、唯一の創造主である神と、被造物で
ある人との仲介者であることを伝えています。神のひとり子を賜るほどの大いなる完全な愛が、十字架によって現されました。
イエス・キリストは、王であるので民の救いのために命を捧げることができました。王の王であるので、地上のすべての
王たちや指導者たちも、神にとってはあわれみが注がれる一人の滅びゆく魂です。イエス・キリストは、一人も滅びないで
永遠の命を得させるために来られました（ヨハネの福音書 3 章 16～17 節）
。
教会は、イエス・キリストを頭としたキリストの体です（エフェソ1 章 23 節）
。王の王であるイエス・キリストのあがない
の救いと恵み、癒やしが、霊的にも肉体的にも、政治・経済・教育・医療・福祉・文化・各産業、すべての社会生活の
営みにおいて、落ち着きと平安が保たれますよう、今月も共にとりなし祈り続けたいと思います。
主が来られる日に備えて、一人でも多くの人へ神の真実な愛が伝えられますよう祈り続け、証しをし続けていきたいと
思います。
みことばが生きてはたらく聖霊の宮なる教会として、日本の教会が主のご栄光に満ちあふれますよう、今月も心より祝福を
お祈り申し上げます。
するとイエスは言われた。
「カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。
」彼らはイエスのことばに驚嘆した。
マルコの福音書

12 章 17 節

2022年10月恵日
一般社団法人オメガ・ジャパン
代表 横田 聖子

God’s Plan. God’s Vision. God’s Dream.

新刊発売開始！
！
主の例祭からの考察

イスラエルの例祭を知ると
「イエス・キリスト」
が見えてくる
多くの事前予約を頂き、
誠にありがとうございます。
皆様の祈りのご支援により、
無事に新刊が入荷しました！ 順次、
発送いたします！ 心からの感謝を込めて

著者
栄子・スティーブンス
A5判（フルカラー）
本文112ページ

新刊入荷感謝価格
定価1,650円（税込）
2冊まとめてご購入
10冊以上まとめて
ご注文の場合

ご注文方法
感謝価格1,350円（税込）

2,550円（税込）
1冊1,200円

（10冊12,000円
（税込））

T E L 06-6777-2117
F A X 06-6777-2117（FAXの際は、添付のチラシをご活用ください）
メール info@omega.or.jp
オメガオンラインショップ https://www.omega.or.jp/shuppan/

NEW！
！ ついに公開！
！
栄子・スティーブンスによるプレミアムセミナー

「ヨハネの黙示録」
オメガWEBサイトより
無料で聴いていただけます。
黙示録22章まで順次アップ予定
音声用黙示録サイトのバナー

黙示録
音源サイトへ

クリック
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2022年 主題聖句

オメガ活動ビジョン

主の喜びとなり実を結ぶ

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21節
新刊
始!!
発売開

NEW
開!!
ついに公

神のマスタープランプロジェクト2022

主の例祭からの考察

イスラエルの例祭を知ると
「イエス・キリスト」が見えてくる
著者

栄子・スティーブンス

多くの事前予約を頂き、誠にありがとう
ございます。皆様の祈りのご支援により、
無事に新刊が入荷しました！
順次、
発送いたします！
心からの感謝を込めて
A5判（フルカラー） 約112頁

新刊入荷
感謝価格

クリック

「ヨハネの黙示録」
オメガWEBサイトより無料で

定価1,650円（税込）

感謝価格1,350円（税込）

2冊まとめてご購入

2,550円（税込）
一冊1,200円（税込）

10冊以上まとめて
ご注文の場合

栄子・スティーブンスによる
プレミアムセミナー

聴いていただけます。
黙示録22章まで順次アップ予定

（10冊 12,000円
（税込）
）

詳細はチラシをご覧ください

音源サイト

TEL・FAX

06-6777-2117

メール

info@omega.or.jp

オメガ出版

Omega Publication

祈りの課題

1

2

オメガバイブル教材のために
新刊
『主の例祭からの考察』
～イスラエルの例祭を知ると
「イエス・
キリスト」
が見えてくる～、
出版のためにお祈り頂き、
また、
事前予約
申し込みへのご協力を心から感謝申し上げます。
今月、無事に入荷いたしました。順次、発送させていただきます。
大変ご好評を頂き、誠にありがとうございました。また、今後は
全国のキリスト教書店でもご購入頂けますよう予定しております。
オメガバイブル教材は、個人のご注文と併せて、友人への贈答、
教会のグループでの学び会、
教会単位でのご注文など、
10冊単位の
お申し込みが大変喜ばれ、
ご活用いただいておりますので、引き
続き今月も感謝価格期間としております。本書を通して、主イエス
の愛と恵みが日本中に注がれますよう、
引き続きお祈りください。

オメガ・バイブル・プレミアムセミナー「ヨハネの黙示録」
を
無料で聴くことができます！
栄子・スティーブンスによる
「ヨハネの黙示録」1日1章のバイブル教材が、
なんと！オメガWEBサイトより無料で気軽に聴いて学んでいただくことが
できます。
これから黙示録22章まで順次アップしていきます。1章分は、平均
60分で、1話を平均15分とし、
忙しい日々の中でも、
黙示録のことばに聴く祝
福をお届けしたいとの思いで実現しました。引き続き、
みことばの種と恵み
と祝福が、
日本中に広がりますようお祈りください。

3

栄子・スティーブンス師を覚えて
いつもお祈りをありがとうございます。今回の来日訪問地区は、関東地区、
関西地区、沖縄地区を予定しております。健康が日々守られ、
すべてが主の
ご栄光となり祝福されますようお祈りください。

大好評！
！
（全20話）
『シャロームイスラエルSeasonⅡ』
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！

一般社団法人オメガ・ジャパン

Omega Japan
〒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

ゆうちょ 00900-7-313674 ／ 三菱UFJ 玉造支店
（普）
0125795 ／ 三井住友 玉造支店
（普）
6695584

