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　尊い主の御名を心からほめたたえます。
　2020年から2022年、主人のビルが人生の最期を迎える時期に、そばで付き添うことができ、痛みも苦しみもない
天国に見送ることができました。主にこの上ない感謝の祈りをささげています。｠
　ビルを見送った初めの5カ月間は、涙と落ち込みで過ごしていましたが、主の「立ち上がれ！」という御声に応えて、
運動を始め、落ち込みから解放され、ご再臨間近なこの時に、思いっ切り荒野で叫ぶ者になることを決心いたしました。
　長い3年間のコロナ渦から解放されて、アメリカのパスポートを持つ私も、日本に入れるようになりました。これから
主が来られるその日まで、日本全国どこにでも参らせていただきます。
　愛する日本の皆々様どうぞ、よろしくお願いいたします。　　　

在主　栄子・スティーブンス

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
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　また、2024年の第3回日本列島縦断講演の申し込みは、2023年4月20日
スタートします。日本列島全国47都道府県すべての地域に神様のみことば
と愛が届きますよう共にお祈りください。

第4回・第5回・第6回オメガプレミアム・グレイスツアーのために
・第4回「栄子・スティーブンスと行くイスラエル＆ヨルダン（ペトラ）10日間の旅」

は、2023年6月5日～14日の予定で出発準備が進められています。
・第5回2024年オメガツアーは、2024年2月27日～3月7日の日程が決定しました。
　本予約申し込み準備スタートに向けて、詳細内容のパンフレット作成準備を

進めています。
・第6回2025年のオメガツアーは、「イスラエル&イタリア（ローマ）10日間の旅」の

企画を予定しています。日本列島47都道府県縦断講演が終盤を迎え、パウロや
ペテロの信仰の足跡をたどりながら、日本宣教への神さまからのビジョンを受け
取り、聖霊の新しい油注ぎを求める旅となりますよう、準備を進めてまいります。

2023年～2025年、すべてのツアー企画が主の愛と恵みに満ちあふれますよう、
覚えてお祈りください。

1
祈りの課題

2

3
第1回日本列島縦断講演 
オメガグレイス・ジャパンツアーの感謝
　お祈りありがとうございます。第1回の日本列島縦断講演は、恵み
と祝福が満ちあふれ、大変感謝申し上げます。皆様のとりなしの
祈りの力と愛を実感するスタートとなりました。ご訪問させて
いただいたすべての日本の地域の上に、引き続き主の豊かな
祝福と恵みと繁栄と癒やしがありますよう、共にお祈りください。

第2回・第3回日本列島縦断講演 
オメガグレイス・ジャパンツアーのために
　多数のお申し込みを頂きありがとうございます。
講演地域決定となりました。（北海道、埼玉県、神奈川県、東京都、
愛知県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県）
　現在、最終スケジュールを調整しています。引き続き覚えてお祈り
ください。

主の恵みの年、われらの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。シオンの嘆き悲しむ者たちに、灰の代わりに
頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の外套を着けさせるために　　　　イザヤ書61章2～3a節

2023年 主題聖句
主の恵みの年を告げる

オメガ活動ビジョン

オメガ・グレイス・プロジェクト2023－24
OMEGA GRACE 2023－24

お問合せ・お申し込み：オメガ・ジャパン
info@omega.or.jp
06-6777-2117

Eメール
TEL&FAX

栄子・スティーブンス

日本列島縦断講演 オメガグレイス・ジャパンツアー2023
お祈りありがとうございます。2月1日～3月1日まで7都道府県でセミナー等が開催されました。

（京都府・福岡県・大分県・岡山県・広島県・群馬県・東京都）

11 OMEGAヴィジョン

・第2回 日本列島縦断講演  オメガグイレス・ジャパンツアー2023年9月下旬～11月決定！！
　多数のお申し込みを頂き誠にありがとうございます。
・第3回 日本列島縦断講演 オメガグレイス・ジャパンツアー2024年決定！！
　お申し込みは2023年4月20日スタート！ 

京都府 福岡県 大分県 岡山県 広島県 群馬県 東京都

オメガ・ファミリーの
皆々様

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

0302

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。

栄子・スティーブンス

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

Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol. 34 ―その26未来の預言

1節、「エドムから来る者、ボツラから深
紅の衣を着て来るこの者は、だれか」とイ
ザヤは預言しました。反キリストの軍隊と
の戦いで、イエス様は敵の返り血によって
御衣を汚され、深紅の衣になっています。
それは、ボツラからエルサレムのオリーブ
山にやって来るイエス様です。同じく1節
で、「大いなる力をもって進んで来るこの
者は」と語っている質問に、「正義を語り、
救うに力強い者、それがわたしだ」と答え
ていらっしゃいます。このことばを語れる
お方は、イエス様以外にはいません。

2節でも、このお方に「なぜ、あなたの着
物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏む者
のようなのか」と質問しています。ぶどうの
酒ぶねを踏むことは、審判を表しています。
3節で、「わたしはひとりで酒ぶねを踏んだ」

エゼキエル書39章17節から19節、
「神である主はこう仰せられる。人の子よ。
あらゆる種類の鳥と、あらゆる野の獣に
言え。集まって来い。わたしがおまえた
ちのために切り殺した者、イスラエルの
山々の上にある多くの切り殺された者に、
四方から集まって来い。おまえたちはそ
の肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの
肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。雄
羊、子羊、雄やぎ、雄牛、すべてバシャ
ンの肥えたものをそうせよ。わたしがお
まえたちのために切り殺したものの脂肪
を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲
むがよい」

エゼキエル書38章と39章は、マゴグ
のゴグとその同盟国が一斉にイスラエル
を襲ってくるという預言が書かれています。
それは、終わりの日に起こることであり、
まだ成就していません。この事が成就す
るのは、黙示録の大患難時代が始まる前
になります。

エゼキエル書39章9節にこのように書
かれています。「イスラエルの町々の住民
は出て来て、武器、すなわち、盾と大盾、
弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、七年間、
それらで火を燃やす」。その「7年間、武
器で火を燃やす」と預言されていますが、
今現在の私たちのタイムテーブルからは、
この事がいつ何時起こるか明確には分か
らないようになっています。しかし、限り
なく近付いてきています。

38章には、イスラエルを襲う敵の数は、
地を覆う雲のようになる、と書かれてい
ます。この時、神様ご自身がイスラエル
の敵と戦われます。

未来の預言①　
未来の預言②　
未来の預言③
未来の預言④
未来の預言⑤
未来の預言⑥
未来の預言⑦
未来の預言⑧
未来の預言⑨
未来の預言⑩
未来の預言⑪
未来の預言⑫
未来の預言⑬
未来の預言⑭
未来の預言⑮
未来の預言⑯
未来の預言⑰
未来の預言⑱
未来の預言⑲
未来の預言⑳
未来の預言㉑
未来の預言㉒
未来の預言㉓
未来の預言㉔
未来の預言㉕　　

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）
天の巻物、封印が解かれる（黙 5:1～9）
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）
ダニエル書の七十週の学び（ダニエル 9:24～27）
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）
第 5の封印、第 6の封印、終末の伝道師たち（黙 6:9～7:17）
第 7の封印、第 1から第 4のラッパ、三つの災い（黙 8:1～13）
第 1の災い、第 5のラッパ（黙 9:1～12）
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）
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）
二人の証人（黙 11:3～5）
二人の証人の復活（黙 11:6～13）
大患難時代 7年間の中間の時（黙 11:14～12:5）
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）
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）
主が来られる日に備えて（黙 13:11～18）
御国の到来までの「七つの布告」（黙 14:1～20）
神の激しい御怒り「七つの鉢」の裁きが始まる（黙 15:1～16:11）
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）
第七の鉢で最後の御怒りが注がれる―「事は成就した」（黙 16:17～21）
大患難時代前半の大バビロン―世界を支配している大淫婦と反キリストの秘儀（黙 17:1～8）
全世界の支配権が反キリストに渡される（黙 17:9～18）
主があなたとともにおられる（黙 18:1～8）
この都のことで喜びなさい～神によって裁きを宣告された大バビロン～（黙 18:9～24）
最高の「ハレルヤ！」と再臨のイエス様の到来（黙 19:1～10）

同じく3節で、「国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった」と
語っています。イエス様側に付いて、戦
いを共にする諸国民はいません。戦いは
イエス様お一人で、御口から出る剣に
よって、諸国の民を打ち負かしていきます。
4節、「わたしの心のうちに復讐の日があ
り、わたしの贖いの年が来たからだ」と
言われているのが、ご再臨の最後の戦い
の日となります。

黙示録19章17節と18節、「また私は、
太陽の中にひとりの御使いが立っている
のを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶ
すべての鳥に言った。『さあ、神の大宴
会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇
者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべて
の自由人と奴隷、小さい者と大きい者の
肉を食べよ』」

17節と18節で御使いが、「さあ、神
の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の
肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、
すべての自由人と奴隷、小さい者と大き
い者の肉を食べよ」と言います。ハルマゲ
ドン会議が開かれ、ユダヤ人抹殺が実行
に移される時、地位の高い者から奴隷に
至るまで、主に向かって戦いを挑んだ者
たちがすべて殺され、肉食の鳥や動物た
ちが、神様の大宴会に集められます。

エゼキエル書39章に、同じようなみこ
とばが語られていますが、ご再臨の時と
は関係がない戦いです。

エゼキエル 書38章21節と22節で、
「わたしは剣を呼び寄せて、わたしのすべ
ての山々でゴグを攻めさせる。──神であ
る主の御告げ──彼らは剣で同士打ちを
するようになる。わたしは疫病と流血で
彼に罰を下し、彼と、彼の部隊と、彼の
率いる多くの国々の民の上に、豪雨や雹
や火や硫黄を降り注がせる」と預言され
ています。この時、見渡す限りの莫大な
数の死体が広がっています。肉食動物や
鳥たちが、神様の宴会に招待されます。
この時と最後の戦いは別ですが、同じよ
うな事が起こっています。

黙示録19章19節から21節、「また私
は、獣と地上の王たちとその軍勢が集ま
り、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交
えるのを見た。すると、獣は捕らえられた。
また、獣の前でしるしを行い、それによっ
て獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む
人々とを惑わしたあのにせ預言者も、彼
といっしょに捕らえられた。そして、この
ふたりは、硫黄の燃えている火の池に、
生きたままで投げ込まれた。残りの者た
ちも、馬に乗った方の口から出る剣に
よって殺され、すべての鳥が、彼らの肉
を飽きるほどに食べた」

まだ誰も入っていませんでしたが、この
反キリストと偽預言者の二人だけが、こ
こで投げ込まれます。千年早く投げ込ま
れます。後の者は、千年が終わってから
黙示録20章の白い御座の裁きの後で、
硫黄の燃えている火の池（ゲヘナ）に投げ
込まれます。

21節で、「残りの者たちも、馬に乗っ
た方の口から出る剣によって殺され、す
べての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食
べた」と言っています。イエス様の御怒り
のみことばは、剣となって、機関銃のご
とく、素早く敵を滅ぼしてしまわれます。
その敵の返り血によって、主の御衣を赤
く染めてしまいます。こうして、最後の戦
いが終わります。

次号はいよいよ黙示録20章の学びに
入っていきます。「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」。オ
メガニュースレター読者の皆様の上に、
黙示録を学ぶ者に与えられる最高の祝福
がありますようお祈りしております。

19節、「獣と地上の王たちとその軍勢
が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦
いを交えるのを見た」とあります。獣であ
る反キリストに付く軍勢が、白い馬に乗っ
ておられる主イエスと戦います。20節、

「すると、獣は捕らえられた。また、獣の
前でしるしを行い、それによって獣の刻
印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを
惑わしたあの偽預言者も、彼といっしょ
に捕らえられた」。ここで、獣である反キ
リストと偽預言者が捕らえられました。

「そして、このふたりは、硫黄の燃えてい
る火の池に、生きたままで投げ込まれた」
のです。硫黄の燃える火の池（ゲヘナ）は、

マタイの福音書24章30節で、「地上
のあらゆる種族は、悲しみながら、人の
子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲
に乗って来るのを見るのです」とあります。
あまりにも大きな災害と、恐ろしいけれ
ども麗しい真の神様の御姿を見て、否定
しようのない敗北に、地上のあらゆる種
族は悲しみます。これは、地球の反対側
の人々も、2001年9月11日に、ニュー
ヨークのツインタワーが崩壊したのを見
たように、ご再臨の姿を見るでしょう。

一方、天国ではイエス様とキリストの
花嫁の婚姻が終わり、すべての聖徒たち

（旧約の聖徒たち、教会の花嫁たち、死
ぬ間際に救われた人々、患難時代の殉教
者たち）そして、御使いたちが、主と共
に現れます。

黙示録19章11節、「私は開かれた天
を見た。見よ。白い馬がいる。それに乗っ
た方は、『忠実また真実』と呼ばれる方で
あり、義をもってさばきをし、戦いをさ
れる」。イスラエルの民族的悔い改めの
叫びに応えて、天が開かれます。白い馬
に乗っているイエス様が、義をもって裁
きをするために来られるのです。12節で
は、「その目は燃える炎であり、その頭
には多くの王冠があって、ご自身のほか
だれも知らない名が書かれていた」と、

イエス・キリストのご再臨
（新改訳第三版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）19章11節
から16節、「また、私は開かれた天を見
た。見よ。白い馬がいる。それに乗った
方は、『忠実また真実』と呼ばれる方であ
り、義をもってさばきをし、戦いをされる。
その目は燃える炎であり、その頭には多
くの王冠があって、ご自身のほかだれも
知らない名が書かれていた。その方は血
に染まった衣を着ていて、その名は『神
のことば』と呼ばれた。天にある軍勢は
まっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に
乗って彼につき従った。この方の口から
は諸国の民を打つために、鋭い剣が出て
いた。この方は、鉄の杖をもって彼らを
牧される。この方はまた、万物の支配者
である神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれ
る。その着物にも、ももにも、『王の王、
主の主』という名が書かれていた」

世界が暗闇の中にある時、光り輝く雲
に乗ってこられる主イエス様が突然現れ
ます。人類始まって以来、かつて起こっ
たことがないほどの恐ろしい地震と、35

キロほどもの大きな
ひょう

雹 が降ってきて、多
くの人々が死に、多くの建物が破壊され
た直後で、天の万象が揺り動かされてい
ます。

前号で小羊の婚姻と婚宴まで学びました。いよいよご再臨についてです。今月も共に学んでまいりましょう。

燃える炎の目はすべてを見通し、焼き尽
くしてしまう御力を現しているのだと考え
られます。

イエス様は、王の王であられるディア
デマの冠をかぶっていらっしゃいます。そ
れだけではなく、十字架を通してすべて
の罪と悪から勝利を得られましたから、
勝利の冠、それに復活によって死から勝
利を得られましたので、多くの王冠をお
持ちです。そして、誰も知らない名をお
持ちです。神の御国で、私たちも理解が
できるようになるかも知れませんが、そ
れまでは理解することができない御名だ
と考えられます。

13節、「その方は血に染まった衣を着
ていて、その名は『神のことば』と呼ばれ
た」。この血は十字架の血ではなく、最
後の戦いで反キリストの軍隊と戦われる
時に、敵の返り血が主の御衣を汚して血
に染まっているのです。15節では、「こ
の方の口からは諸国の民を打つために、
鋭い剣が出ていた」と、主の口から出る
みことばの剣は、機関銃のごとく激しく
諸国の民を打たれます。「神は愛なり」と
言う聖書のみことばに反したお姿ですが、

「罰すべき者を必ず罰する」と約束され、
そのみことばが成就する時となります。

同じく15節で、「この方は、鉄の杖を
もって彼らを牧される。この方はまた、
万物の支配者である神の激しい怒りの酒
ぶねを踏まれる」と言われています。神
様の愛は、計り知れませんが、裁きをな
さる恐ろしさもあり、諸国の民はそれを
見せられるのです。メシア王国の到来で、
待ちに待っていた神の御国ですが、人間
は簡単には従順になれないのでしょう。
全員が従順なら、鉄の杖は不要です。
16節では、「その着物にも、ももにも、

『王の王、主の主』という名が書かれてい
た」とあり、血に染まった御衣とももに、
宇宙の支配者である名が書かれています。

イザヤ書34章6節から8節、「主の剣
は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊や
やぎの血と、雄羊の腎臓の脂肪で肥えて
いる。主がボツラでいけにえをほふり、
エドムの地で大虐殺をされるからだ。野
牛は彼らとともに、雄牛は荒馬とともに
倒れる。彼らの地には血がしみ込み、そ
の土は脂肪で肥える。それは主の復讐の
日であり、シオンの訴えのために仇を返
す年である」

6節で、「主がボツラでいけにえをほふ
り、エドムの地で大虐殺をされるからだ」
とイザヤは預言しています。ボツラは、
ヨルダン国の南方にあります。このボツ
ラのある所は、ヤコブの兄エサウの子孫
が住んでいた所で、エドムと呼ばれてい
ます。8節で、「それは主の復讐の日であ
り、シオンの訴えのために仇を返す年で
ある」と言われていますが、この大虐殺
はシオンすなわちイスラエルの訴えの復
讐のためです。最終戦争が、ボツラから

そして祝福しながら、彼らから離れて行
かれた」とあります。このみことばが語っ
ているように、イエス様は、オリーブ山
のベタニヤ側から昇天なさった時と全く
同じ有様で、ご再臨なさるのです。

深紅の衣で来る者
イザヤ書63章1節から4節、「『エドム
から来る者、ボツラから深紅の衣を着て
来るこの者は、だれか。その着物には威
光があり、大いなる力をもって進んで来
るこの者は。』『正義を語り、救うに力強
い者、それがわたしだ。』『なぜ、あなた
の着物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏
む者のようなのか。』『わたしはひとりで
酒ぶねを踏んだ。国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった。
わたしの心のうちに復讐の日があり、わ
たしの贖いの年が来たからだ」

始まっています。イスラエルの敵を忍耐
強く見ておられた主イエス様が、イスラ
エルの民の悔い改めのことを聞いてつい
に立ち上がられ、イスラエルの敵を容赦
しなくなられるのです。イエス様が、最
初にご再臨なさる場所はボツラですが、
その後、主はエルサレムに来られます。

使徒の働き1章9節から11節、「こう
言ってから、イエスは彼らが見ている間
に上げられ、雲に包まれて、見えなくな
られた。イエスが上って行かれるとき、
弟子たちは天を見つめていた。すると、
見よ、白い衣を着た人がふたり、彼らの
そばに立っていた。そして、こう言った。
『ガリラヤの人たち。なぜ天を見上げて
立っているのですか。あなたがたを離れ
て天に上げられたこのイエスは、天に上っ
て行かれるのをあなたがたが見たときと
同じ有様で、またおいでになります』」

イエス様が昇天なさったのは、ベタニ
ヤ側のオリーブ山からです。ベタニヤ側
というのは、エルサレム側からケデロン
の谷をわたるとオリーブ山のふもとで、
ゲッセマネの園がある所から頂上まで登
ると、そこまでがオリーブ山です。同じ
山の裏側は、ベタニヤになります。

使徒の働き1章11節で、「天に上って
行かれるのをあなたがたが見たときと同
じ有様で、またおいでになります」と言わ
れています。オリーブ山の頂上の少し裏
側になる所から、イエス様は昇天なさい
ました。

ルカの福音書24章50節から51節では、
「それから、イエスは、彼らをベタニヤま
で連れて行き、手を上げて祝福された。

主の復讐の日があり、
主イエスのあがないの年が来た

とあります。すべての聖徒たちや天使たち
を共に連れてこられるイエス様ですが、戦
われるのはイエス様お一人のみです。援
護する者はいません。イエス様と共にいる
聖徒たちは永遠の証人となり、イエス様
の戦いをしっかりと見届けるのです。



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
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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。

栄子・スティーブンス

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

Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol. 34 ―その26未来の預言

1節、「エドムから来る者、ボツラから深
紅の衣を着て来るこの者は、だれか」とイ
ザヤは預言しました。反キリストの軍隊と
の戦いで、イエス様は敵の返り血によって
御衣を汚され、深紅の衣になっています。
それは、ボツラからエルサレムのオリーブ
山にやって来るイエス様です。同じく1節
で、「大いなる力をもって進んで来るこの
者は」と語っている質問に、「正義を語り、
救うに力強い者、それがわたしだ」と答え
ていらっしゃいます。このことばを語れる
お方は、イエス様以外にはいません。

2節でも、このお方に「なぜ、あなたの着
物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏む者
のようなのか」と質問しています。ぶどうの
酒ぶねを踏むことは、審判を表しています。
3節で、「わたしはひとりで酒ぶねを踏んだ」

エゼキエル書39章17節から19節、
「神である主はこう仰せられる。人の子よ。
あらゆる種類の鳥と、あらゆる野の獣に
言え。集まって来い。わたしがおまえた
ちのために切り殺した者、イスラエルの
山々の上にある多くの切り殺された者に、
四方から集まって来い。おまえたちはそ
の肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの
肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。雄
羊、子羊、雄やぎ、雄牛、すべてバシャ
ンの肥えたものをそうせよ。わたしがお
まえたちのために切り殺したものの脂肪
を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲
むがよい」

エゼキエル書38章と39章は、マゴグ
のゴグとその同盟国が一斉にイスラエル
を襲ってくるという預言が書かれています。
それは、終わりの日に起こることであり、
まだ成就していません。この事が成就す
るのは、黙示録の大患難時代が始まる前
になります。

エゼキエル書39章9節にこのように書
かれています。「イスラエルの町々の住民
は出て来て、武器、すなわち、盾と大盾、
弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、七年間、
それらで火を燃やす」。その「7年間、武
器で火を燃やす」と預言されていますが、
今現在の私たちのタイムテーブルからは、
この事がいつ何時起こるか明確には分か
らないようになっています。しかし、限り
なく近付いてきています。

38章には、イスラエルを襲う敵の数は、
地を覆う雲のようになる、と書かれてい
ます。この時、神様ご自身がイスラエル
の敵と戦われます。
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未来の預言⑫
未来の預言⑬
未来の預言⑭
未来の預言⑮
未来の預言⑯
未来の預言⑰
未来の預言⑱
未来の預言⑲
未来の預言⑳
未来の預言㉑
未来の預言㉒
未来の預言㉓
未来の預言㉔
未来の預言㉕　　

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）
天の巻物、封印が解かれる（黙 5:1～9）
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）
ダニエル書の七十週の学び（ダニエル 9:24～27）
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）
第 5の封印、第 6の封印、終末の伝道師たち（黙 6:9～7:17）
第 7の封印、第 1から第 4のラッパ、三つの災い（黙 8:1～13）
第 1の災い、第 5のラッパ（黙 9:1～12）
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）
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）
二人の証人（黙 11:3～5）
二人の証人の復活（黙 11:6～13）
大患難時代 7年間の中間の時（黙 11:14～12:5）
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）
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）
主が来られる日に備えて（黙 13:11～18）
御国の到来までの「七つの布告」（黙 14:1～20）
神の激しい御怒り「七つの鉢」の裁きが始まる（黙 15:1～16:11）
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）
第七の鉢で最後の御怒りが注がれる―「事は成就した」（黙 16:17～21）
大患難時代前半の大バビロン―世界を支配している大淫婦と反キリストの秘儀（黙 17:1～8）
全世界の支配権が反キリストに渡される（黙 17:9～18）
主があなたとともにおられる（黙 18:1～8）
この都のことで喜びなさい～神によって裁きを宣告された大バビロン～（黙 18:9～24）
最高の「ハレルヤ！」と再臨のイエス様の到来（黙 19:1～10）

同じく3節で、「国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった」と
語っています。イエス様側に付いて、戦
いを共にする諸国民はいません。戦いは
イエス様お一人で、御口から出る剣に
よって、諸国の民を打ち負かしていきます。
4節、「わたしの心のうちに復讐の日があ
り、わたしの贖いの年が来たからだ」と
言われているのが、ご再臨の最後の戦い
の日となります。

黙示録19章17節と18節、「また私は、
太陽の中にひとりの御使いが立っている
のを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶ
すべての鳥に言った。『さあ、神の大宴
会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇
者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべて
の自由人と奴隷、小さい者と大きい者の
肉を食べよ』」

17節と18節で御使いが、「さあ、神
の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の
肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、
すべての自由人と奴隷、小さい者と大き
い者の肉を食べよ」と言います。ハルマゲ
ドン会議が開かれ、ユダヤ人抹殺が実行
に移される時、地位の高い者から奴隷に
至るまで、主に向かって戦いを挑んだ者
たちがすべて殺され、肉食の鳥や動物た
ちが、神様の大宴会に集められます。

エゼキエル書39章に、同じようなみこ
とばが語られていますが、ご再臨の時と
は関係がない戦いです。

エゼキエル 書38章21節と22節で、
「わたしは剣を呼び寄せて、わたしのすべ
ての山々でゴグを攻めさせる。──神であ
る主の御告げ──彼らは剣で同士打ちを
するようになる。わたしは疫病と流血で
彼に罰を下し、彼と、彼の部隊と、彼の
率いる多くの国々の民の上に、豪雨や雹
や火や硫黄を降り注がせる」と預言され
ています。この時、見渡す限りの莫大な
数の死体が広がっています。肉食動物や
鳥たちが、神様の宴会に招待されます。
この時と最後の戦いは別ですが、同じよ
うな事が起こっています。

黙示録19章19節から21節、「また私
は、獣と地上の王たちとその軍勢が集ま
り、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交
えるのを見た。すると、獣は捕らえられた。
また、獣の前でしるしを行い、それによっ
て獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む
人々とを惑わしたあのにせ預言者も、彼
といっしょに捕らえられた。そして、この
ふたりは、硫黄の燃えている火の池に、
生きたままで投げ込まれた。残りの者た
ちも、馬に乗った方の口から出る剣に
よって殺され、すべての鳥が、彼らの肉
を飽きるほどに食べた」

まだ誰も入っていませんでしたが、この
反キリストと偽預言者の二人だけが、こ
こで投げ込まれます。千年早く投げ込ま
れます。後の者は、千年が終わってから
黙示録20章の白い御座の裁きの後で、
硫黄の燃えている火の池（ゲヘナ）に投げ
込まれます。

21節で、「残りの者たちも、馬に乗っ
た方の口から出る剣によって殺され、す
べての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食
べた」と言っています。イエス様の御怒り
のみことばは、剣となって、機関銃のご
とく、素早く敵を滅ぼしてしまわれます。
その敵の返り血によって、主の御衣を赤
く染めてしまいます。こうして、最後の戦
いが終わります。

次号はいよいよ黙示録20章の学びに
入っていきます。「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」。オ
メガニュースレター読者の皆様の上に、
黙示録を学ぶ者に与えられる最高の祝福
がありますようお祈りしております。

19節、「獣と地上の王たちとその軍勢
が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦
いを交えるのを見た」とあります。獣であ
る反キリストに付く軍勢が、白い馬に乗っ
ておられる主イエスと戦います。20節、

「すると、獣は捕らえられた。また、獣の
前でしるしを行い、それによって獣の刻
印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを
惑わしたあの偽預言者も、彼といっしょ
に捕らえられた」。ここで、獣である反キ
リストと偽預言者が捕らえられました。

「そして、このふたりは、硫黄の燃えてい
る火の池に、生きたままで投げ込まれた」
のです。硫黄の燃える火の池（ゲヘナ）は、

マタイの福音書24章30節で、「地上
のあらゆる種族は、悲しみながら、人の
子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲
に乗って来るのを見るのです」とあります。
あまりにも大きな災害と、恐ろしいけれ
ども麗しい真の神様の御姿を見て、否定
しようのない敗北に、地上のあらゆる種
族は悲しみます。これは、地球の反対側
の人々も、2001年9月11日に、ニュー
ヨークのツインタワーが崩壊したのを見
たように、ご再臨の姿を見るでしょう。

一方、天国ではイエス様とキリストの
花嫁の婚姻が終わり、すべての聖徒たち

（旧約の聖徒たち、教会の花嫁たち、死
ぬ間際に救われた人々、患難時代の殉教
者たち）そして、御使いたちが、主と共
に現れます。

黙示録19章11節、「私は開かれた天
を見た。見よ。白い馬がいる。それに乗っ
た方は、『忠実また真実』と呼ばれる方で
あり、義をもってさばきをし、戦いをさ
れる」。イスラエルの民族的悔い改めの
叫びに応えて、天が開かれます。白い馬
に乗っているイエス様が、義をもって裁
きをするために来られるのです。12節で
は、「その目は燃える炎であり、その頭
には多くの王冠があって、ご自身のほか
だれも知らない名が書かれていた」と、

イエス・キリストのご再臨
（新改訳第三版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）19章11節
から16節、「また、私は開かれた天を見
た。見よ。白い馬がいる。それに乗った
方は、『忠実また真実』と呼ばれる方であ
り、義をもってさばきをし、戦いをされる。
その目は燃える炎であり、その頭には多
くの王冠があって、ご自身のほかだれも
知らない名が書かれていた。その方は血
に染まった衣を着ていて、その名は『神
のことば』と呼ばれた。天にある軍勢は
まっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に
乗って彼につき従った。この方の口から
は諸国の民を打つために、鋭い剣が出て
いた。この方は、鉄の杖をもって彼らを
牧される。この方はまた、万物の支配者
である神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれ
る。その着物にも、ももにも、『王の王、
主の主』という名が書かれていた」

世界が暗闇の中にある時、光り輝く雲
に乗ってこられる主イエス様が突然現れ
ます。人類始まって以来、かつて起こっ
たことがないほどの恐ろしい地震と、35

キロほどもの大きな
ひょう

雹 が降ってきて、多
くの人々が死に、多くの建物が破壊され
た直後で、天の万象が揺り動かされてい
ます。

前号で小羊の婚姻と婚宴まで学びました。いよいよご再臨についてです。今月も共に学んでまいりましょう。

燃える炎の目はすべてを見通し、焼き尽
くしてしまう御力を現しているのだと考え
られます。

イエス様は、王の王であられるディア
デマの冠をかぶっていらっしゃいます。そ
れだけではなく、十字架を通してすべて
の罪と悪から勝利を得られましたから、
勝利の冠、それに復活によって死から勝
利を得られましたので、多くの王冠をお
持ちです。そして、誰も知らない名をお
持ちです。神の御国で、私たちも理解が
できるようになるかも知れませんが、そ
れまでは理解することができない御名だ
と考えられます。

13節、「その方は血に染まった衣を着
ていて、その名は『神のことば』と呼ばれ
た」。この血は十字架の血ではなく、最
後の戦いで反キリストの軍隊と戦われる
時に、敵の返り血が主の御衣を汚して血
に染まっているのです。15節では、「こ
の方の口からは諸国の民を打つために、
鋭い剣が出ていた」と、主の口から出る
みことばの剣は、機関銃のごとく激しく
諸国の民を打たれます。「神は愛なり」と
言う聖書のみことばに反したお姿ですが、

「罰すべき者を必ず罰する」と約束され、
そのみことばが成就する時となります。

同じく15節で、「この方は、鉄の杖を
もって彼らを牧される。この方はまた、
万物の支配者である神の激しい怒りの酒
ぶねを踏まれる」と言われています。神
様の愛は、計り知れませんが、裁きをな
さる恐ろしさもあり、諸国の民はそれを
見せられるのです。メシア王国の到来で、
待ちに待っていた神の御国ですが、人間
は簡単には従順になれないのでしょう。
全員が従順なら、鉄の杖は不要です。
16節では、「その着物にも、ももにも、

『王の王、主の主』という名が書かれてい
た」とあり、血に染まった御衣とももに、
宇宙の支配者である名が書かれています。

イザヤ書34章6節から8節、「主の剣
は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊や
やぎの血と、雄羊の腎臓の脂肪で肥えて
いる。主がボツラでいけにえをほふり、
エドムの地で大虐殺をされるからだ。野
牛は彼らとともに、雄牛は荒馬とともに
倒れる。彼らの地には血がしみ込み、そ
の土は脂肪で肥える。それは主の復讐の
日であり、シオンの訴えのために仇を返
す年である」

6節で、「主がボツラでいけにえをほふ
り、エドムの地で大虐殺をされるからだ」
とイザヤは預言しています。ボツラは、
ヨルダン国の南方にあります。このボツ
ラのある所は、ヤコブの兄エサウの子孫
が住んでいた所で、エドムと呼ばれてい
ます。8節で、「それは主の復讐の日であ
り、シオンの訴えのために仇を返す年で
ある」と言われていますが、この大虐殺
はシオンすなわちイスラエルの訴えの復
讐のためです。最終戦争が、ボツラから

そして祝福しながら、彼らから離れて行
かれた」とあります。このみことばが語っ
ているように、イエス様は、オリーブ山
のベタニヤ側から昇天なさった時と全く
同じ有様で、ご再臨なさるのです。

深紅の衣で来る者
イザヤ書63章1節から4節、「『エドム
から来る者、ボツラから深紅の衣を着て
来るこの者は、だれか。その着物には威
光があり、大いなる力をもって進んで来
るこの者は。』『正義を語り、救うに力強
い者、それがわたしだ。』『なぜ、あなた
の着物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏
む者のようなのか。』『わたしはひとりで
酒ぶねを踏んだ。国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった。
わたしの心のうちに復讐の日があり、わ
たしの贖いの年が来たからだ」

始まっています。イスラエルの敵を忍耐
強く見ておられた主イエス様が、イスラ
エルの民の悔い改めのことを聞いてつい
に立ち上がられ、イスラエルの敵を容赦
しなくなられるのです。イエス様が、最
初にご再臨なさる場所はボツラですが、
その後、主はエルサレムに来られます。

使徒の働き1章9節から11節、「こう
言ってから、イエスは彼らが見ている間
に上げられ、雲に包まれて、見えなくな
られた。イエスが上って行かれるとき、
弟子たちは天を見つめていた。すると、
見よ、白い衣を着た人がふたり、彼らの
そばに立っていた。そして、こう言った。
『ガリラヤの人たち。なぜ天を見上げて
立っているのですか。あなたがたを離れ
て天に上げられたこのイエスは、天に上っ
て行かれるのをあなたがたが見たときと
同じ有様で、またおいでになります』」

イエス様が昇天なさったのは、ベタニ
ヤ側のオリーブ山からです。ベタニヤ側
というのは、エルサレム側からケデロン
の谷をわたるとオリーブ山のふもとで、
ゲッセマネの園がある所から頂上まで登
ると、そこまでがオリーブ山です。同じ
山の裏側は、ベタニヤになります。

使徒の働き1章11節で、「天に上って
行かれるのをあなたがたが見たときと同
じ有様で、またおいでになります」と言わ
れています。オリーブ山の頂上の少し裏
側になる所から、イエス様は昇天なさい
ました。

ルカの福音書24章50節から51節では、
「それから、イエスは、彼らをベタニヤま
で連れて行き、手を上げて祝福された。

主の復讐の日があり、
主イエスのあがないの年が来た

とあります。すべての聖徒たちや天使たち
を共に連れてこられるイエス様ですが、戦
われるのはイエス様お一人のみです。援
護する者はいません。イエス様と共にいる
聖徒たちは永遠の証人となり、イエス様
の戦いをしっかりと見届けるのです。
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1節、「エドムから来る者、ボツラから深
紅の衣を着て来るこの者は、だれか」とイ
ザヤは預言しました。反キリストの軍隊と
の戦いで、イエス様は敵の返り血によって
御衣を汚され、深紅の衣になっています。
それは、ボツラからエルサレムのオリーブ
山にやって来るイエス様です。同じく1節
で、「大いなる力をもって進んで来るこの
者は」と語っている質問に、「正義を語り、
救うに力強い者、それがわたしだ」と答え
ていらっしゃいます。このことばを語れる
お方は、イエス様以外にはいません。
2節でも、このお方に「なぜ、あなたの着

物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏む者
のようなのか」と質問しています。ぶどうの
酒ぶねを踏むことは、審判を表しています。
3節で、「わたしはひとりで酒ぶねを踏んだ」

エゼキエル書39章17節から19節、
「神である主はこう仰せられる。人の子よ。
あらゆる種類の鳥と、あらゆる野の獣に
言え。集まって来い。わたしがおまえた
ちのために切り殺した者、イスラエルの
山々の上にある多くの切り殺された者に、
四方から集まって来い。おまえたちはそ
の肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの
肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。雄
羊、子羊、雄やぎ、雄牛、すべてバシャ
ンの肥えたものをそうせよ。わたしがお
まえたちのために切り殺したものの脂肪
を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲
むがよい」

エゼキエル書38章と39章は、マゴグ
のゴグとその同盟国が一斉にイスラエル
を襲ってくるという預言が書かれています。
それは、終わりの日に起こることであり、
まだ成就していません。この事が成就す
るのは、黙示録の大患難時代が始まる前
になります。
エゼキエル書39章9節にこのように書
かれています。「イスラエルの町々の住民
は出て来て、武器、すなわち、盾と大盾、
弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、七年間、
それらで火を燃やす」。その「7年間、武
器で火を燃やす」と預言されていますが、
今現在の私たちのタイムテーブルからは、
この事がいつ何時起こるか明確には分か
らないようになっています。しかし、限り
なく近付いてきています。

38章には、イスラエルを襲う敵の数は、
地を覆う雲のようになる、と書かれてい
ます。この時、神様ご自身がイスラエル
の敵と戦われます。

同じく3節で、「国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった」と
語っています。イエス様側に付いて、戦
いを共にする諸国民はいません。戦いは
イエス様お一人で、御口から出る剣に
よって、諸国の民を打ち負かしていきます。
4節、「わたしの心のうちに復讐の日があ
り、わたしの贖いの年が来たからだ」と
言われているのが、ご再臨の最後の戦い
の日となります。

黙示録19章17節と18節、「また私は、
太陽の中にひとりの御使いが立っている
のを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶ
すべての鳥に言った。『さあ、神の大宴
会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇
者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべて
の自由人と奴隷、小さい者と大きい者の
肉を食べよ』」

17節と18節で御使いが、「さあ、神
の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の
肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、
すべての自由人と奴隷、小さい者と大き
い者の肉を食べよ」と言います。ハルマゲ
ドン会議が開かれ、ユダヤ人抹殺が実行
に移される時、地位の高い者から奴隷に
至るまで、主に向かって戦いを挑んだ者
たちがすべて殺され、肉食の鳥や動物た
ちが、神様の大宴会に集められます。

エゼキエル書39章に、同じようなみこ
とばが語られていますが、ご再臨の時と
は関係がない戦いです。

エゼキエル書38章21節と22節で、
「わたしは剣を呼び寄せて、わたしのすべ
ての山々でゴグを攻めさせる。──神であ
る主の御告げ──彼らは剣で同士打ちを
するようになる。わたしは疫病と流血で
彼に罰を下し、彼と、彼の部隊と、彼の
率いる多くの国々の民の上に、豪雨や雹
や火や硫黄を降り注がせる」と預言され
ています。この時、見渡す限りの莫大な
数の死体が広がっています。肉食動物や
鳥たちが、神様の宴会に招待されます。
この時と最後の戦いは別ですが、同じよ
うな事が起こっています。

黙示録19章19節から21節、「また私
は、獣と地上の王たちとその軍勢が集ま
り、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交
えるのを見た。すると、獣は捕らえられた。
また、獣の前でしるしを行い、それによっ
て獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む
人々とを惑わしたあのにせ預言者も、彼
といっしょに捕らえられた。そして、この
ふたりは、硫黄の燃えている火の池に、
生きたままで投げ込まれた。残りの者た
ちも、馬に乗った方の口から出る剣に
よって殺され、すべての鳥が、彼らの肉
を飽きるほどに食べた」

まだ誰も入っていませんでしたが、この
反キリストと偽預言者の二人だけが、こ
こで投げ込まれます。千年早く投げ込ま
れます。後の者は、千年が終わってから
黙示録20章の白い御座の裁きの後で、
硫黄の燃えている火の池（ゲヘナ）に投げ
込まれます。

21節で、「残りの者たちも、馬に乗っ
た方の口から出る剣によって殺され、す
べての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食
べた」と言っています。イエス様の御怒り
のみことばは、剣となって、機関銃のご
とく、素早く敵を滅ぼしてしまわれます。
その敵の返り血によって、主の御衣を赤
く染めてしまいます。こうして、最後の戦
いが終わります。

次号はいよいよ黙示録20章の学びに
入っていきます。「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」。オ
メガニュースレター読者の皆様の上に、
黙示録を学ぶ者に与えられる最高の祝福
がありますようお祈りしております。

19節、「獣と地上の王たちとその軍勢
が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦
いを交えるのを見た」とあります。獣であ
る反キリストに付く軍勢が、白い馬に乗っ
ておられる主イエスと戦います。20節、
「すると、獣は捕らえられた。また、獣の
前でしるしを行い、それによって獣の刻
印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを
惑わしたあの偽預言者も、彼といっしょ
に捕らえられた」。ここで、獣である反キ
リストと偽預言者が捕らえられました。
「そして、このふたりは、硫黄の燃えてい
る火の池に、生きたままで投げ込まれた」
のです。硫黄の燃える火の池（ゲヘナ）は、

マタイの福音書24章30節で、「地上
のあらゆる種族は、悲しみながら、人の
子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲
に乗って来るのを見るのです」とあります。
あまりにも大きな災害と、恐ろしいけれ
ども麗しい真の神様の御姿を見て、否定
しようのない敗北に、地上のあらゆる種
族は悲しみます。これは、地球の反対側
の人々も、2001年9月11日に、ニュー
ヨークのツインタワーが崩壊したのを見
たように、ご再臨の姿を見るでしょう。

一方、天国ではイエス様とキリストの
花嫁の婚姻が終わり、すべての聖徒たち
（旧約の聖徒たち、教会の花嫁たち、死
ぬ間際に救われた人々、患難時代の殉教
者たち）そして、御使いたちが、主と共
に現れます。
黙示録19章11節、「私は開かれた天

を見た。見よ。白い馬がいる。それに乗っ
た方は、『忠実また真実』と呼ばれる方で
あり、義をもってさばきをし、戦いをさ
れる」。イスラエルの民族的悔い改めの
叫びに応えて、天が開かれます。白い馬
に乗っているイエス様が、義をもって裁
きをするために来られるのです。12節で
は、「その目は燃える炎であり、その頭
には多くの王冠があって、ご自身のほか
だれも知らない名が書かれていた」と、

イエス・キリストのご再臨
（新改訳第三版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）19章11節
から16節、「また、私は開かれた天を見
た。見よ。白い馬がいる。それに乗った
方は、『忠実また真実』と呼ばれる方であ
り、義をもってさばきをし、戦いをされる。
その目は燃える炎であり、その頭には多
くの王冠があって、ご自身のほかだれも
知らない名が書かれていた。その方は血
に染まった衣を着ていて、その名は『神
のことば』と呼ばれた。天にある軍勢は
まっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に
乗って彼につき従った。この方の口から
は諸国の民を打つために、鋭い剣が出て
いた。この方は、鉄の杖をもって彼らを
牧される。この方はまた、万物の支配者
である神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれ
る。その着物にも、ももにも、『王の王、
主の主』という名が書かれていた」

世界が暗闇の中にある時、光り輝く雲
に乗ってこられる主イエス様が突然現れ
ます。人類始まって以来、かつて起こっ
たことがないほどの恐ろしい地震と、35

キロほどもの大きな
ひょう

雹が降ってきて、多
くの人々が死に、多くの建物が破壊され
た直後で、天の万象が揺り動かされてい
ます。

燃える炎の目はすべてを見通し、焼き尽
くしてしまう御力を現しているのだと考え
られます。

イエス様は、王の王であられるディア
デマの冠をかぶっていらっしゃいます。そ
れだけではなく、十字架を通してすべて
の罪と悪から勝利を得られましたから、
勝利の冠、それに復活によって死から勝
利を得られましたので、多くの王冠をお
持ちです。そして、誰も知らない名をお
持ちです。神の御国で、私たちも理解が
できるようになるかも知れませんが、そ
れまでは理解することができない御名だ
と考えられます。

13節、「その方は血に染まった衣を着
ていて、その名は『神のことば』と呼ばれ
た」。この血は十字架の血ではなく、最
後の戦いで反キリストの軍隊と戦われる
時に、敵の返り血が主の御衣を汚して血
に染まっているのです。15節では、「こ
の方の口からは諸国の民を打つために、
鋭い剣が出ていた」と、主の口から出る
みことばの剣は、機関銃のごとく激しく
諸国の民を打たれます。「神は愛なり」と
言う聖書のみことばに反したお姿ですが、
「罰すべき者を必ず罰する」と約束され、
そのみことばが成就する時となります。

同じく15節で、「この方は、鉄の杖を
もって彼らを牧される。この方はまた、
万物の支配者である神の激しい怒りの酒
ぶねを踏まれる」と言われています。神
様の愛は、計り知れませんが、裁きをな
さる恐ろしさもあり、諸国の民はそれを
見せられるのです。メシア王国の到来で、
待ちに待っていた神の御国ですが、人間
は簡単には従順になれないのでしょう。
全員が従順なら、鉄の杖は不要です。
16節では、「その着物にも、ももにも、
『王の王、主の主』という名が書かれてい
た」とあり、血に染まった御衣とももに、
宇宙の支配者である名が書かれています。

イザヤ書34章6節から8節、「主の剣
は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊や
やぎの血と、雄羊の腎臓の脂肪で肥えて
いる。主がボツラでいけにえをほふり、
エドムの地で大虐殺をされるからだ。野
牛は彼らとともに、雄牛は荒馬とともに
倒れる。彼らの地には血がしみ込み、そ
の土は脂肪で肥える。それは主の復讐の
日であり、シオンの訴えのために仇を返
す年である」

6節で、「主がボツラでいけにえをほふ
り、エドムの地で大虐殺をされるからだ」
とイザヤは預言しています。ボツラは、
ヨルダン国の南方にあります。このボツ
ラのある所は、ヤコブの兄エサウの子孫
が住んでいた所で、エドムと呼ばれてい
ます。8節で、「それは主の復讐の日であ
り、シオンの訴えのために仇を返す年で
ある」と言われていますが、この大虐殺
はシオンすなわちイスラエルの訴えの復
讐のためです。最終戦争が、ボツラから

そして祝福しながら、彼らから離れて行
かれた」とあります。このみことばが語っ
ているように、イエス様は、オリーブ山
のベタニヤ側から昇天なさった時と全く
同じ有様で、ご再臨なさるのです。

深紅の衣で来る者
イザヤ書63章1節から4節、「『エドム
から来る者、ボツラから深紅の衣を着て
来るこの者は、だれか。その着物には威
光があり、大いなる力をもって進んで来
るこの者は。』『正義を語り、救うに力強
い者、それがわたしだ。』『なぜ、あなた
の着物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏
む者のようなのか。』『わたしはひとりで
酒ぶねを踏んだ。国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった。
わたしの心のうちに復讐の日があり、わ
たしの贖いの年が来たからだ」

始まっています。イスラエルの敵を忍耐
強く見ておられた主イエス様が、イスラ
エルの民の悔い改めのことを聞いてつい
に立ち上がられ、イスラエルの敵を容赦
しなくなられるのです。イエス様が、最
初にご再臨なさる場所はボツラですが、
その後、主はエルサレムに来られます。

使徒の働き1章9節から11節、「こう
言ってから、イエスは彼らが見ている間
に上げられ、雲に包まれて、見えなくな
られた。イエスが上って行かれるとき、
弟子たちは天を見つめていた。すると、
見よ、白い衣を着た人がふたり、彼らの
そばに立っていた。そして、こう言った。
『ガリラヤの人たち。なぜ天を見上げて
立っているのですか。あなたがたを離れ
て天に上げられたこのイエスは、天に上っ
て行かれるのをあなたがたが見たときと
同じ有様で、またおいでになります』」

イエス様が昇天なさったのは、ベタニ
ヤ側のオリーブ山からです。ベタニヤ側
というのは、エルサレム側からケデロン
の谷をわたるとオリーブ山のふもとで、
ゲッセマネの園がある所から頂上まで登
ると、そこまでがオリーブ山です。同じ
山の裏側は、ベタニヤになります。
使徒の働き1章11節で、「天に上って
行かれるのをあなたがたが見たときと同
じ有様で、またおいでになります」と言わ
れています。オリーブ山の頂上の少し裏
側になる所から、イエス様は昇天なさい
ました。
ルカの福音書24章50節から51節では、

「それから、イエスは、彼らをベタニヤま
で連れて行き、手を上げて祝福された。

とあります。すべての聖徒たちや天使たち
を共に連れてこられるイエス様ですが、戦
われるのはイエス様お一人のみです。援
護する者はいません。イエス様と共にいる
聖徒たちは永遠の証人となり、イエス様
の戦いをしっかりと見届けるのです。
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1節、「エドムから来る者、ボツラから深
紅の衣を着て来るこの者は、だれか」とイ
ザヤは預言しました。反キリストの軍隊と
の戦いで、イエス様は敵の返り血によって
御衣を汚され、深紅の衣になっています。
それは、ボツラからエルサレムのオリーブ
山にやって来るイエス様です。同じく1節
で、「大いなる力をもって進んで来るこの
者は」と語っている質問に、「正義を語り、
救うに力強い者、それがわたしだ」と答え
ていらっしゃいます。このことばを語れる
お方は、イエス様以外にはいません。
2節でも、このお方に「なぜ、あなたの着
物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏む者
のようなのか」と質問しています。ぶどうの
酒ぶねを踏むことは、審判を表しています。
3節で、「わたしはひとりで酒ぶねを踏んだ」

エゼキエル書39章17節から19節、
「神である主はこう仰せられる。人の子よ。
あらゆる種類の鳥と、あらゆる野の獣に
言え。集まって来い。わたしがおまえた
ちのために切り殺した者、イスラエルの
山々の上にある多くの切り殺された者に、
四方から集まって来い。おまえたちはそ
の肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの
肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。雄
羊、子羊、雄やぎ、雄牛、すべてバシャ
ンの肥えたものをそうせよ。わたしがお
まえたちのために切り殺したものの脂肪
を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲
むがよい」

エゼキエル書38章と39章は、マゴグ
のゴグとその同盟国が一斉にイスラエル
を襲ってくるという預言が書かれています。
それは、終わりの日に起こることであり、
まだ成就していません。この事が成就す
るのは、黙示録の大患難時代が始まる前
になります。
エゼキエル書39章9節にこのように書
かれています。「イスラエルの町々の住民
は出て来て、武器、すなわち、盾と大盾、
弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、七年間、
それらで火を燃やす」。その「7年間、武
器で火を燃やす」と預言されていますが、
今現在の私たちのタイムテーブルからは、
この事がいつ何時起こるか明確には分か
らないようになっています。しかし、限り
なく近付いてきています。

38章には、イスラエルを襲う敵の数は、
地を覆う雲のようになる、と書かれてい
ます。この時、神様ご自身がイスラエル
の敵と戦われます。

同じく3節で、「国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった」と
語っています。イエス様側に付いて、戦
いを共にする諸国民はいません。戦いは
イエス様お一人で、御口から出る剣に
よって、諸国の民を打ち負かしていきます。
4節、「わたしの心のうちに復讐の日があ
り、わたしの贖いの年が来たからだ」と
言われているのが、ご再臨の最後の戦い
の日となります。

黙示録19章17節と18節、「また私は、
太陽の中にひとりの御使いが立っている
のを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶ
すべての鳥に言った。『さあ、神の大宴
会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇
者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべて
の自由人と奴隷、小さい者と大きい者の
肉を食べよ』」

17節と18節で御使いが、「さあ、神
の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の
肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、
すべての自由人と奴隷、小さい者と大き
い者の肉を食べよ」と言います。ハルマゲ
ドン会議が開かれ、ユダヤ人抹殺が実行
に移される時、地位の高い者から奴隷に
至るまで、主に向かって戦いを挑んだ者
たちがすべて殺され、肉食の鳥や動物た
ちが、神様の大宴会に集められます。

エゼキエル書39章に、同じようなみこ
とばが語られていますが、ご再臨の時と
は関係がない戦いです。

エゼキエル書38章21節と22節で、
「わたしは剣を呼び寄せて、わたしのすべ
ての山々でゴグを攻めさせる。──神であ
る主の御告げ──彼らは剣で同士打ちを
するようになる。わたしは疫病と流血で
彼に罰を下し、彼と、彼の部隊と、彼の
率いる多くの国々の民の上に、豪雨や雹
や火や硫黄を降り注がせる」と預言され
ています。この時、見渡す限りの莫大な
数の死体が広がっています。肉食動物や
鳥たちが、神様の宴会に招待されます。
この時と最後の戦いは別ですが、同じよ
うな事が起こっています。

黙示録19章19節から21節、「また私
は、獣と地上の王たちとその軍勢が集ま
り、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交
えるのを見た。すると、獣は捕らえられた。
また、獣の前でしるしを行い、それによっ
て獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む
人々とを惑わしたあのにせ預言者も、彼
といっしょに捕らえられた。そして、この
ふたりは、硫黄の燃えている火の池に、
生きたままで投げ込まれた。残りの者た
ちも、馬に乗った方の口から出る剣に
よって殺され、すべての鳥が、彼らの肉
を飽きるほどに食べた」

まだ誰も入っていませんでしたが、この
反キリストと偽預言者の二人だけが、こ
こで投げ込まれます。千年早く投げ込ま
れます。後の者は、千年が終わってから
黙示録20章の白い御座の裁きの後で、
硫黄の燃えている火の池（ゲヘナ）に投げ
込まれます。

21節で、「残りの者たちも、馬に乗っ
た方の口から出る剣によって殺され、す
べての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食
べた」と言っています。イエス様の御怒り
のみことばは、剣となって、機関銃のご
とく、素早く敵を滅ぼしてしまわれます。
その敵の返り血によって、主の御衣を赤
く染めてしまいます。こうして、最後の戦
いが終わります。

次号はいよいよ黙示録20章の学びに
入っていきます。「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」。オ
メガニュースレター読者の皆様の上に、
黙示録を学ぶ者に与えられる最高の祝福
がありますようお祈りしております。

19節、「獣と地上の王たちとその軍勢
が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦
いを交えるのを見た」とあります。獣であ
る反キリストに付く軍勢が、白い馬に乗っ
ておられる主イエスと戦います。20節、
「すると、獣は捕らえられた。また、獣の
前でしるしを行い、それによって獣の刻
印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを
惑わしたあの偽預言者も、彼といっしょ
に捕らえられた」。ここで、獣である反キ
リストと偽預言者が捕らえられました。
「そして、このふたりは、硫黄の燃えてい
る火の池に、生きたままで投げ込まれた」
のです。硫黄の燃える火の池（ゲヘナ）は、

マタイの福音書24章30節で、「地上
のあらゆる種族は、悲しみながら、人の
子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲
に乗って来るのを見るのです」とあります。
あまりにも大きな災害と、恐ろしいけれ
ども麗しい真の神様の御姿を見て、否定
しようのない敗北に、地上のあらゆる種
族は悲しみます。これは、地球の反対側
の人々も、2001年9月11日に、ニュー
ヨークのツインタワーが崩壊したのを見
たように、ご再臨の姿を見るでしょう。

一方、天国ではイエス様とキリストの
花嫁の婚姻が終わり、すべての聖徒たち
（旧約の聖徒たち、教会の花嫁たち、死
ぬ間際に救われた人々、患難時代の殉教
者たち）そして、御使いたちが、主と共
に現れます。
黙示録19章11節、「私は開かれた天

を見た。見よ。白い馬がいる。それに乗っ
た方は、『忠実また真実』と呼ばれる方で
あり、義をもってさばきをし、戦いをさ
れる」。イスラエルの民族的悔い改めの
叫びに応えて、天が開かれます。白い馬
に乗っているイエス様が、義をもって裁
きをするために来られるのです。12節で
は、「その目は燃える炎であり、その頭
には多くの王冠があって、ご自身のほか
だれも知らない名が書かれていた」と、

イエス・キリストのご再臨
（新改訳第三版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）19章11節
から16節、「また、私は開かれた天を見
た。見よ。白い馬がいる。それに乗った
方は、『忠実また真実』と呼ばれる方であ
り、義をもってさばきをし、戦いをされる。
その目は燃える炎であり、その頭には多
くの王冠があって、ご自身のほかだれも
知らない名が書かれていた。その方は血
に染まった衣を着ていて、その名は『神
のことば』と呼ばれた。天にある軍勢は
まっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に
乗って彼につき従った。この方の口から
は諸国の民を打つために、鋭い剣が出て
いた。この方は、鉄の杖をもって彼らを
牧される。この方はまた、万物の支配者
である神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれ
る。その着物にも、ももにも、『王の王、
主の主』という名が書かれていた」

世界が暗闇の中にある時、光り輝く雲
に乗ってこられる主イエス様が突然現れ
ます。人類始まって以来、かつて起こっ
たことがないほどの恐ろしい地震と、35

キロほどもの大きな
ひょう

雹が降ってきて、多
くの人々が死に、多くの建物が破壊され
た直後で、天の万象が揺り動かされてい
ます。

燃える炎の目はすべてを見通し、焼き尽
くしてしまう御力を現しているのだと考え
られます。

イエス様は、王の王であられるディア
デマの冠をかぶっていらっしゃいます。そ
れだけではなく、十字架を通してすべて
の罪と悪から勝利を得られましたから、
勝利の冠、それに復活によって死から勝
利を得られましたので、多くの王冠をお
持ちです。そして、誰も知らない名をお
持ちです。神の御国で、私たちも理解が
できるようになるかも知れませんが、そ
れまでは理解することができない御名だ
と考えられます。

13節、「その方は血に染まった衣を着
ていて、その名は『神のことば』と呼ばれ
た」。この血は十字架の血ではなく、最
後の戦いで反キリストの軍隊と戦われる
時に、敵の返り血が主の御衣を汚して血
に染まっているのです。15節では、「こ
の方の口からは諸国の民を打つために、
鋭い剣が出ていた」と、主の口から出る
みことばの剣は、機関銃のごとく激しく
諸国の民を打たれます。「神は愛なり」と
言う聖書のみことばに反したお姿ですが、
「罰すべき者を必ず罰する」と約束され、
そのみことばが成就する時となります。

同じく15節で、「この方は、鉄の杖を
もって彼らを牧される。この方はまた、
万物の支配者である神の激しい怒りの酒
ぶねを踏まれる」と言われています。神
様の愛は、計り知れませんが、裁きをな
さる恐ろしさもあり、諸国の民はそれを
見せられるのです。メシア王国の到来で、
待ちに待っていた神の御国ですが、人間
は簡単には従順になれないのでしょう。
全員が従順なら、鉄の杖は不要です。
16節では、「その着物にも、ももにも、
『王の王、主の主』という名が書かれてい
た」とあり、血に染まった御衣とももに、
宇宙の支配者である名が書かれています。

イザヤ書34章6節から8節、「主の剣
は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊や
やぎの血と、雄羊の腎臓の脂肪で肥えて
いる。主がボツラでいけにえをほふり、
エドムの地で大虐殺をされるからだ。野
牛は彼らとともに、雄牛は荒馬とともに
倒れる。彼らの地には血がしみ込み、そ
の土は脂肪で肥える。それは主の復讐の
日であり、シオンの訴えのために仇を返
す年である」

6節で、「主がボツラでいけにえをほふ
り、エドムの地で大虐殺をされるからだ」
とイザヤは預言しています。ボツラは、
ヨルダン国の南方にあります。このボツ
ラのある所は、ヤコブの兄エサウの子孫
が住んでいた所で、エドムと呼ばれてい
ます。8節で、「それは主の復讐の日であ
り、シオンの訴えのために仇を返す年で
ある」と言われていますが、この大虐殺
はシオンすなわちイスラエルの訴えの復
讐のためです。最終戦争が、ボツラから

そして祝福しながら、彼らから離れて行
かれた」とあります。このみことばが語っ
ているように、イエス様は、オリーブ山
のベタニヤ側から昇天なさった時と全く
同じ有様で、ご再臨なさるのです。

深紅の衣で来る者
イザヤ書63章1節から4節、「『エドム
から来る者、ボツラから深紅の衣を着て
来るこの者は、だれか。その着物には威
光があり、大いなる力をもって進んで来
るこの者は。』『正義を語り、救うに力強
い者、それがわたしだ。』『なぜ、あなた
の着物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏
む者のようなのか。』『わたしはひとりで
酒ぶねを踏んだ。国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった。
わたしの心のうちに復讐の日があり、わ
たしの贖いの年が来たからだ」

始まっています。イスラエルの敵を忍耐
強く見ておられた主イエス様が、イスラ
エルの民の悔い改めのことを聞いてつい
に立ち上がられ、イスラエルの敵を容赦
しなくなられるのです。イエス様が、最
初にご再臨なさる場所はボツラですが、
その後、主はエルサレムに来られます。

使徒の働き1章9節から11節、「こう
言ってから、イエスは彼らが見ている間
に上げられ、雲に包まれて、見えなくな
られた。イエスが上って行かれるとき、
弟子たちは天を見つめていた。すると、
見よ、白い衣を着た人がふたり、彼らの
そばに立っていた。そして、こう言った。
『ガリラヤの人たち。なぜ天を見上げて
立っているのですか。あなたがたを離れ
て天に上げられたこのイエスは、天に上っ
て行かれるのをあなたがたが見たときと
同じ有様で、またおいでになります』」

イエス様が昇天なさったのは、ベタニ
ヤ側のオリーブ山からです。ベタニヤ側
というのは、エルサレム側からケデロン
の谷をわたるとオリーブ山のふもとで、
ゲッセマネの園がある所から頂上まで登
ると、そこまでがオリーブ山です。同じ
山の裏側は、ベタニヤになります。
使徒の働き1章11節で、「天に上って

行かれるのをあなたがたが見たときと同
じ有様で、またおいでになります」と言わ
れています。オリーブ山の頂上の少し裏
側になる所から、イエス様は昇天なさい
ました。
ルカの福音書24章50節から51節では、

「それから、イエスは、彼らをベタニヤま
で連れて行き、手を上げて祝福された。

とあります。すべての聖徒たちや天使たち
を共に連れてこられるイエス様ですが、戦
われるのはイエス様お一人のみです。援
護する者はいません。イエス様と共にいる
聖徒たちは永遠の証人となり、イエス様
の戦いをしっかりと見届けるのです。
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ヨハネの黙示録 1章3節

1節、「エドムから来る者、ボツラから深
紅の衣を着て来るこの者は、だれか」とイ
ザヤは預言しました。反キリストの軍隊と
の戦いで、イエス様は敵の返り血によって
御衣を汚され、深紅の衣になっています。
それは、ボツラからエルサレムのオリーブ
山にやって来るイエス様です。同じく1節
で、「大いなる力をもって進んで来るこの
者は」と語っている質問に、「正義を語り、
救うに力強い者、それがわたしだ」と答え
ていらっしゃいます。このことばを語れる
お方は、イエス様以外にはいません。

2節でも、このお方に「なぜ、あなたの着
物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏む者
のようなのか」と質問しています。ぶどうの
酒ぶねを踏むことは、審判を表しています。
3節で、「わたしはひとりで酒ぶねを踏んだ」

エゼキエル 書39章17節 から19節、
「神である主はこう仰せられる。人の子よ。
あらゆる種類の鳥と、あらゆる野の獣に
言え。集まって来い。わたしがおまえた
ちのために切り殺した者、イスラエルの
山々の上にある多くの切り殺された者に、
四方から集まって来い。おまえたちはそ
の肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの
肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。雄
羊、子羊、雄やぎ、雄牛、すべてバシャ
ンの肥えたものをそうせよ。わたしがお
まえたちのために切り殺したものの脂肪
を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲
むがよい」

エゼキエル書38章と39章は、マゴグ
のゴグとその同盟国が一斉にイスラエル
を襲ってくるという預言が書かれています。
それは、終わりの日に起こることであり、
まだ成就していません。この事が成就す
るのは、黙示録の大患難時代が始まる前
になります。

エゼキエル書39章9節にこのように書
かれています。「イスラエルの町々の住民
は出て来て、武器、すなわち、盾と大盾、
弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、七年間、
それらで火を燃やす」。その「7年間、武
器で火を燃やす」と預言されていますが、
今現在の私たちのタイムテーブルからは、
この事がいつ何時起こるか明確には分か
らないようになっています。しかし、限り
なく近付いてきています。

38章には、イスラエルを襲う敵の数は、
地を覆う雲のようになる、と書かれてい
ます。この時、神様ご自身がイスラエル
の敵と戦われます。

同じく3節で、「国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった」と
語っています。イエス様側に付いて、戦
いを共にする諸国民はいません。戦いは
イエス様お一人で、御口から出る剣に
よって、諸国の民を打ち負かしていきます。
4節、「わたしの心のうちに復讐の日があ
り、わたしの贖いの年が来たからだ」と
言われているのが、ご再臨の最後の戦い
の日となります。

黙示録19章17節と18節、「また私は、
太陽の中にひとりの御使いが立っている
のを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶ
すべての鳥に言った。『さあ、神の大宴
会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇
者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべて
の自由人と奴隷、小さい者と大きい者の
肉を食べよ』」

17節と18節で御使いが、「さあ、神
の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の
肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、
すべての自由人と奴隷、小さい者と大き
い者の肉を食べよ」と言います。ハルマゲ
ドン会議が開かれ、ユダヤ人抹殺が実行
に移される時、地位の高い者から奴隷に
至るまで、主に向かって戦いを挑んだ者
たちがすべて殺され、肉食の鳥や動物た
ちが、神様の大宴会に集められます。

エゼキエル書39章に、同じようなみこ
とばが語られていますが、ご再臨の時と
は関係がない戦いです。

エゼキエル 書38章21節と22節で、
「わたしは剣を呼び寄せて、わたしのすべ
ての山々でゴグを攻めさせる。──神であ
る主の御告げ──彼らは剣で同士打ちを
するようになる。わたしは疫病と流血で
彼に罰を下し、彼と、彼の部隊と、彼の
率いる多くの国々の民の上に、豪雨や雹
や火や硫黄を降り注がせる」と預言され
ています。この時、見渡す限りの莫大な
数の死体が広がっています。肉食動物や
鳥たちが、神様の宴会に招待されます。
この時と最後の戦いは別ですが、同じよ
うな事が起こっています。

黙示録19章19節から21節、「また私
は、獣と地上の王たちとその軍勢が集ま
り、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交
えるのを見た。すると、獣は捕らえられた。
また、獣の前でしるしを行い、それによっ
て獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む
人々とを惑わしたあのにせ預言者も、彼
といっしょに捕らえられた。そして、この
ふたりは、硫黄の燃えている火の池に、
生きたままで投げ込まれた。残りの者た
ちも、馬に乗った方の口から出る剣に
よって殺され、すべての鳥が、彼らの肉
を飽きるほどに食べた」

まだ誰も入っていませんでしたが、この
反キリストと偽預言者の二人だけが、こ
こで投げ込まれます。千年早く投げ込ま
れます。後の者は、千年が終わってから
黙示録20章の白い御座の裁きの後で、
硫黄の燃えている火の池（ゲヘナ）に投げ
込まれます。

21節で、「残りの者たちも、馬に乗っ
た方の口から出る剣によって殺され、す
べての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食
べた」と言っています。イエス様の御怒り
のみことばは、剣となって、機関銃のご
とく、素早く敵を滅ぼしてしまわれます。
その敵の返り血によって、主の御衣を赤
く染めてしまいます。こうして、最後の戦
いが終わります。

次号はいよいよ黙示録20章の学びに
入っていきます。「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」。オ
メガニュースレター読者の皆様の上に、
黙示録を学ぶ者に与えられる最高の祝福
がありますようお祈りしております。

19節、「獣と地上の王たちとその軍勢
が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦
いを交えるのを見た」とあります。獣であ
る反キリストに付く軍勢が、白い馬に乗っ
ておられる主イエスと戦います。20節、

「すると、獣は捕らえられた。また、獣の
前でしるしを行い、それによって獣の刻
印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを
惑わしたあの偽預言者も、彼といっしょ
に捕らえられた」。ここで、獣である反キ
リストと偽預言者が捕らえられました。

「そして、このふたりは、硫黄の燃えてい
る火の池に、生きたままで投げ込まれた」
のです。硫黄の燃える火の池（ゲヘナ）は、

マタイの福音書24章30節で、「地上
のあらゆる種族は、悲しみながら、人の
子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲
に乗って来るのを見るのです」とあります。
あまりにも大きな災害と、恐ろしいけれ
ども麗しい真の神様の御姿を見て、否定
しようのない敗北に、地上のあらゆる種
族は悲しみます。これは、地球の反対側
の人々も、2001年9月11日に、ニュー
ヨークのツインタワーが崩壊したのを見
たように、ご再臨の姿を見るでしょう。

一方、天国ではイエス様とキリストの
花嫁の婚姻が終わり、すべての聖徒たち

（旧約の聖徒たち、教会の花嫁たち、死
ぬ間際に救われた人々、患難時代の殉教
者たち）そして、御使いたちが、主と共
に現れます。

黙示録19章11節、「私は開かれた天
を見た。見よ。白い馬がいる。それに乗っ
た方は、『忠実また真実』と呼ばれる方で
あり、義をもってさばきをし、戦いをさ
れる」。イスラエルの民族的悔い改めの
叫びに応えて、天が開かれます。白い馬
に乗っているイエス様が、義をもって裁
きをするために来られるのです。12節で
は、「その目は燃える炎であり、その頭
には多くの王冠があって、ご自身のほか
だれも知らない名が書かれていた」と、

イエス・キリストのご再臨
（新改訳第三版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）19章11節
から16節、「また、私は開かれた天を見
た。見よ。白い馬がいる。それに乗った
方は、『忠実また真実』と呼ばれる方であ
り、義をもってさばきをし、戦いをされる。
その目は燃える炎であり、その頭には多
くの王冠があって、ご自身のほかだれも
知らない名が書かれていた。その方は血
に染まった衣を着ていて、その名は『神
のことば』と呼ばれた。天にある軍勢は
まっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に
乗って彼につき従った。この方の口から
は諸国の民を打つために、鋭い剣が出て
いた。この方は、鉄の杖をもって彼らを
牧される。この方はまた、万物の支配者
である神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれ
る。その着物にも、ももにも、『王の王、
主の主』という名が書かれていた」

世界が暗闇の中にある時、光り輝く雲
に乗ってこられる主イエス様が突然現れ
ます。人類始まって以来、かつて起こっ
たことがないほどの恐ろしい地震と、35

キロほどもの大きな
ひょう

雹 が降ってきて、多
くの人々が死に、多くの建物が破壊され
た直後で、天の万象が揺り動かされてい
ます。

燃える炎の目はすべてを見通し、焼き尽
くしてしまう御力を現しているのだと考え
られます。

イエス様は、王の王であられるディア
デマの冠をかぶっていらっしゃいます。そ
れだけではなく、十字架を通してすべて
の罪と悪から勝利を得られましたから、
勝利の冠、それに復活によって死から勝
利を得られましたので、多くの王冠をお
持ちです。そして、誰も知らない名をお
持ちです。神の御国で、私たちも理解が
できるようになるかも知れませんが、そ
れまでは理解することができない御名だ
と考えられます。

13節、「その方は血に染まった衣を着
ていて、その名は『神のことば』と呼ばれ
た」。この血は十字架の血ではなく、最
後の戦いで反キリストの軍隊と戦われる
時に、敵の返り血が主の御衣を汚して血
に染まっているのです。15節では、「こ
の方の口からは諸国の民を打つために、
鋭い剣が出ていた」と、主の口から出る
みことばの剣は、機関銃のごとく激しく
諸国の民を打たれます。「神は愛なり」と
言う聖書のみことばに反したお姿ですが、

「罰すべき者を必ず罰する」と約束され、
そのみことばが成就する時となります。

同じく15節で、「この方は、鉄の杖を
もって彼らを牧される。この方はまた、
万物の支配者である神の激しい怒りの酒
ぶねを踏まれる」と言われています。神
様の愛は、計り知れませんが、裁きをな
さる恐ろしさもあり、諸国の民はそれを
見せられるのです。メシア王国の到来で、
待ちに待っていた神の御国ですが、人間
は簡単には従順になれないのでしょう。
全員が従順なら、鉄の杖は不要です。
16節では、「その着物にも、ももにも、

『王の王、主の主』という名が書かれてい
た」とあり、血に染まった御衣とももに、
宇宙の支配者である名が書かれています。

イザヤ書34章6節から8節、「主の剣
は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊や
やぎの血と、雄羊の腎臓の脂肪で肥えて
いる。主がボツラでいけにえをほふり、
エドムの地で大虐殺をされるからだ。野
牛は彼らとともに、雄牛は荒馬とともに
倒れる。彼らの地には血がしみ込み、そ
の土は脂肪で肥える。それは主の復讐の
日であり、シオンの訴えのために仇を返
す年である」

6節で、「主がボツラでいけにえをほふ
り、エドムの地で大虐殺をされるからだ」
とイザヤは預言しています。ボツラは、
ヨルダン国の南方にあります。このボツ
ラのある所は、ヤコブの兄エサウの子孫
が住んでいた所で、エドムと呼ばれてい
ます。8節で、「それは主の復讐の日であ
り、シオンの訴えのために仇を返す年で
ある」と言われていますが、この大虐殺
はシオンすなわちイスラエルの訴えの復
讐のためです。最終戦争が、ボツラから

そして祝福しながら、彼らから離れて行
かれた」とあります。このみことばが語っ
ているように、イエス様は、オリーブ山
のベタニヤ側から昇天なさった時と全く
同じ有様で、ご再臨なさるのです。

深紅の衣で来る者
イザヤ書63章1節から4節、「『エドム

から来る者、ボツラから深紅の衣を着て
来るこの者は、だれか。その着物には威
光があり、大いなる力をもって進んで来
るこの者は。』『正義を語り、救うに力強
い者、それがわたしだ。』『なぜ、あなた
の着物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏
む者のようなのか。』『わたしはひとりで
酒ぶねを踏んだ。国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった。
わたしの心のうちに復讐の日があり、わ
たしの贖いの年が来たからだ」

始まっています。イスラエルの敵を忍耐
強く見ておられた主イエス様が、イスラ
エルの民の悔い改めのことを聞いてつい
に立ち上がられ、イスラエルの敵を容赦
しなくなられるのです。イエス様が、最
初にご再臨なさる場所はボツラですが、
その後、主はエルサレムに来られます。

使徒の働き1章9節から11節、「こう
言ってから、イエスは彼らが見ている間
に上げられ、雲に包まれて、見えなくな
られた。イエスが上って行かれるとき、
弟子たちは天を見つめていた。すると、
見よ、白い衣を着た人がふたり、彼らの
そばに立っていた。そして、こう言った。

『ガリラヤの人たち。なぜ天を見上げて
立っているのですか。あなたがたを離れ
て天に上げられたこのイエスは、天に上っ
て行かれるのをあなたがたが見たときと
同じ有様で、またおいでになります』」

イエス様が昇天なさったのは、ベタニ
ヤ側のオリーブ山からです。ベタニヤ側
というのは、エルサレム側からケデロン
の谷をわたるとオリーブ山のふもとで、
ゲッセマネの園がある所から頂上まで登
ると、そこまでがオリーブ山です。同じ
山の裏側は、ベタニヤになります。

使徒の働き1章11節で、「天に上って
行かれるのをあなたがたが見たときと同
じ有様で、またおいでになります」と言わ
れています。オリーブ山の頂上の少し裏
側になる所から、イエス様は昇天なさい
ました。

ルカの福音書24章50節から51節では、
「それから、イエスは、彼らをベタニヤま
で連れて行き、手を上げて祝福された。

使徒の働き9章23節から31節、「かなりの日数がたち、ユダヤ
人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知ると
ころとなった。彼らはサウロを殺そうと、昼も夜も町の門を見張って
いた。そこで、彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、籠に乗せて
町の城壁伝いにつり降ろした。エルサレムに着いて、サウロは弟子
たちの仲間に入ろうと試みたが、みな、彼が弟子であるとは信じず、
彼を恐れていた。しかし、バルナバはサウロを引き受けて、使徒た
ちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子
や、主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によっ
て大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで使徒
たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語った。また、ギ
リシア語を使うユダヤ人たちと語ったり、論じたりしていたが、彼ら
はサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは、彼をカ
イサリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして、教会はユダ
ヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。
主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった」

サウロは迫害する人でしたが、回心し、宣教する人になりました。エ
ルサレムに着いて弟子の仲間に入ろうとしましたが、弟子たちはサウロ
が回心したことを信じることができませんでした。サウロに家族や友人が
捕らえられ牢に入れられたり、拷問されたり、死んだ人がいたのかもし
れません。信じられない人が大勢いた中で、バルナバが、使徒たちの
所にサウロを連れていきました。使徒たちは、サウロの話を聞き、回心
したことを受け止め、サウロを信じました。彼は、エルサレムで自由に
出入りし、福音を語り始めましたが、その結果、今度はサウロが命を
狙われることになり、エルサレムから連れ出され、タルソに脱出しました。
その後、サウロがいなくなったエルサレムの教会に平安がやってきまし
た。サウロがタルソに帰ることを通して、教会が全地にわたり築き上げら
れ、平安を得、主をおそれ前進し続け、信者の数が増えていきました。

   聖霊に励まされて前進するエクレシア

ローマ人への手紙12章５節、「大勢いる私たちも、キリストにあっ
て一つのからだであり、一人ひとりは互いに器官なのです」

教会は、ギリシャ語で「エクレシア」ということばです。二、三人集ま

る所を教会と呼んでいますが、エクレシアのかしらはイエス様で、一人
ひとりがその器官です。私たちが集まることによって教会、イエス・キリ
ストの御体が完成します。私たち一人ひとりが何かしらの器官で、役割
を持って召されています。教会につながり、共に礼拝する。共に祈る。
共に信仰の旅路を旅する。互いが互いを補い合っていると、このみこと
ばは教えてくれています。

私たちの日常生活には、落胆やがっかりすることがあり、励ましが必
要です。この世では、「私は大変です」となかなか言いづらいですが、
神様は私たちがどのような状況にあるのかをよく知っておられます。聖霊
なる神は、私たちの内に住まわれ、私たちを励ましてくださいます。そう
して、私たちは聖霊に満たされる体験を通して、たくさんの励ましを受
け取ります。

使徒の働き4章29節から31節、「『主よ。今、彼らの脅かしをご
覧になって、しもべたちにあなたのみことばを大胆に語らせてくださ
い。また、御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、
癒やしとしるしと不思議を行わせてください。』彼らが祈り終えると、
集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神のことば
を大胆に語り出した」

弟子たちは捕らえられ、大きな試練の中にいました。試練に遭ったと
き、彼らは、その試練の中で、聖霊に励まされて祈りました。彼らは、
福音を語ったことによって迫害され苦しみに遭ったにもかかわらず、福
音を語るのをやめて静かにしようとは言わず、迫害の中でも大胆に、
もっと福音を語らせてくださいと祈りました。彼らは、「聖なるしもべイエ
スの名によって、癒やしとしるしと不思議を行わせてください」と祈りま
した。弟子たちが共に心を合わせて祈ったとき、驚くべき超自然的な
癒やしやしるしを見て、彼らは大いに励まされました。エクレシアは神
の存在そのものであり、共に祈る祈りによって神は祈りに応え、神の愛
と恵みを体験します。この体験によって集まる人たちは共に励ましを受
け取ります。

捕らえられた弟子たちが祈ったとき、集まっていた場所が揺れ動
き、聖霊に満たされた弟子たちは大胆に福音を語り出しました。使
徒の働きを見るとき、大胆に語らせてください。大胆に語り出した。

という表現があります。「大胆」を日本語の旧約聖書で検索すると0

回ですが、新約聖書には20回出てきます。大胆に福音を語らせてく
ださい。大胆に神に近付きなさい。このような表現が新約聖書には
何度も出てきます。この大胆さを一番語っているのはパウロです。パ
ウロ自身が、大胆な信仰を神様から頂き、大胆に伝道しました。私
たちも、今まで遠慮がちで、引っ込み思案で、「私なんか」というよう
な思いや考え方を持っていたら、その考え方を変え、聖書に大胆に
なれと書かれてあるので、聖霊に励まされて大胆になりたいです。「よ
し、聖霊に満たされ聖霊に励まされて大胆に生きるぞ」、こうありたい
と思います。

「主を恐れつつ、前進した。そこで教会は平安を受けた」とありますが、
主をおそれるという心の態度はとても大切です。何ゆえに主をおそれる
のか。主を愛の大きさは、大き過ぎて分からないと言います。地球がジャ
ンボジェット機の何倍ものスピードで回っているのを、私たちが全然感
じないように、あまりにも地球が大きくて回転しているのが分からないよう
に、神の愛も、あまりにも大きく私たちを覆い尽くしているので見逃して
しまいがちです。
「神の愛は毎分、毎秒、私たちに聖霊を通して、注がれています」と
ローマ人への手紙に書いてあります。神様から注がれている神の愛を受
け取りましょう。

ピリピ人への手紙2章6節から11節、「キリストは、神の御姿で
あられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分
を空しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。
人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字
架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、
すべての名にまさる名を与えられました。それは、イエスの名によっ
て、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝
をかがめ、すべての舌が『イエス・キリストは主です』と告白して、
父なる神に栄光を帰するためです」

パウロはキリストの愛の十字架の素晴らしさ、偉大さについて、キリ
ストは神であるのにもかかわらず、自分を空しくし、しもべの姿をとり、
私たちのために十字架の死にまで従われたと紹介しています。父なる神
は、このイエス・キリストをすべてのものの名の上に掲げ、そして、私た
ちが膝をかがめて、主はイエス様、あなたは、私の主ですと告白するこ
とを許してくださった、と表現されました。

ここにおそるべき神の姿があります。
いふうどうどう

威風堂 と々して、力があり、権
威があり、すべてのものを支配されているお方が、へりくだり、自分を
空しくし、そして、私たちに、しもべの姿さえとって仕えてくださった。こ
のお方を思うとき私たちはへりくだらされます。

イエス・キリストの生涯を見ると、主は宣教者でした。村から村、町々
を巡って福音を語り、病人を癒やし、死人をよみがえらせ、あらゆる神
の愛と恵みを私たちに見せてくださいました。また、みことばを通して教
えてくださいました。しかし、イエス・キリストが向かわれた人生のゴー
ルは、ゴルゴタの丘でした。ゴルゴタの丘、どくろの丘とも訳すことがで
きるところは、多くの人が死刑に処せられた場所でした。十字架の死刑
は、あまりにも

せいさん

凄惨な死刑で、ローマでも残酷過ぎることで廃止になっ
たと言われるほどの死刑でした。そのゴルゴタの丘は、罪によって死が
定められ、罪の報酬を受け取る死刑場であり、悪魔からすれば、最高

の喜びの場所であり、悪魔たちは、イエス・キリストを十字架に架けた
ときに、してやったと思ったのかもしれません。しかし、イエス・キリスト
と父なる神によって、ゴルゴタの丘は、私たちの罪をあがなう神の小羊
が捧げられる聖なる祭壇に変えられました。

イエス・キリストが十字架に架かる前までは、法による統治が行われ
ていました。法を犯すと裁かれ、死刑に値する法を犯せば、当然死刑
になりました。しかし、イエス・キリストの十字架以降、霊的な意味に
おいてですが、法の統治から愛の統治に変わりました。キリストが私た
ちに代わって裁かれたことで、私たちは罪赦されました。もしも、自分
の中に、あんなことをしてしまった、こんなことをしてしまったと罪の意識
が何かあり、自分の過去が私たちを縛り、前に行くのをとどめようとする
なら、私たちはしっかりと、私のすべての罪は、あのゴルゴタの上でイエ
ス・キリストによって解決した、赦された、と宣言しましょう。私たちは
過去に縛られるのではなく、イエス・キリストが与えてくださった永遠の
命に縛られて、しっかりと前を向いてイエス様と共に人生の旅路を歩み
たいと思います。

ルカの福音書9章23節から25節、「イエスは皆に言われた。『だ
れでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、日々自分の
十字架を負って、わたしに従って来なさい。自分のいのちを救おう
と思う者はそれを失い、わたしのためにいのちを失う者は、それを
救うのです。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、
損じたら、何の益があるでしょうか』」

キリストが私たちを見るとき、キリストは私たちが自分の十字架を負っ
ているのかどうかを見ます。十字架は死刑台です。十字架を背負った
人は、人権がありません。虐待や何をされようが、ただ、死を待つの
みの姿が十字架を

かつ

担いだ人の姿です。イエス様は、あえて、自分の十
字架を背負えとおっしゃいました。この十字架は、どういう十字架だろ
う、誰の十字架だろうと思い巡らすとき、私たちは、イエス・キリストが
私たちの十字架をゴルゴタの上で、私たちに代わって担いで、裁きを
受けてくださったことが分かります。この事実の後、イエス様が、今日、
私たちに自分の十字架を担ぎなさいと言われるとするなら、私たちが背
負っている十字架はイエス・キリストの愛の十字架ではないでしょうか。

何のために十字架を背負うのか。イエス・キリストは自分のために十
字架を背負いませんでした。イエス・キリストは愛する人のために、私
たちのために十字架を担がれました。それ以上に、天の父なる神の望
みである十字架を担がれました。もしも、私たちが、十字架を負うとす
るなら、自分のための十字架ではなく、私たちが負うべき十字架は愛す
る人のために負う十字架であり、イエス・キリストのために担ぐ十字架
でありたいと思います。

伝道者の書3章11節、「神のなさることは、すべて時にかなって
美しい。神はまた、人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が
行うみわざの始まりから終わりまでを見極めることができない」

神様が時を持っておられます。私たちには時の初めから終わりまでを
見極めることはできないと書いてあります。私たちの信仰生活にとても重
要なことだといつも感じます。なぜなら、人は神様なしでも何か自分の
目指すべきもの、自分のビジョンに向かって走り、何かを成し遂げて満
足することができます。しかし、私たちがキリストの十字架を担いで歩み

弱さを覚えるとき、聖霊なる神様が、「たじろくな。わたしがあなたの
神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、義の右手で守る」と、い
つも語ってくださいます。そのことばを聞いたら、大胆に前進していきた
いと思います。

ヘブル人への手紙 12章5節から12節、「『わが子よ、主の訓練を
軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はそ
の愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に、むちを加えられる
のだから。』訓練として耐え忍びなさい。神はあなたがたを子として
扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあ
なたがたが、すべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、
私生児であって、本当の子ではありません。……すべての訓練は、
そのときは 喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものです
が、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の
実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしな
さい」 

ですから、「弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい」とあります。手
が弱ってしまった、膝が衰えたという人たちも、立ち上がり、出ていきま
しょう。神様は本当に不思議な神様です。試練に入ることを許されます
が、試練の中から必ず引き上げてくださいます。教会生活を送っていく
とき、今自分が持っているものを数えるのではなく、神様のことばをつか
んで行動していくとき、神様は、必要なものを備えてくださいます。

マタイの福音書7章13節と14節、「狭い門から入りなさい。滅
びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入って行く者が多い
のです。いのちに至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことで
しょう。そして、それを見出す者はわずかです」

いつも、狭い門、小さな門から入っていく。そして、その門を入ると、
何と、細い道とあります。ある聖書には「険しい道」と書いてあります。
そのような道を歩むことをお勧めします。なぜなら、イエス様がそうしな
さいとおっしゃっているからです。滅びに至る門は広くて大きいと聖書に
書いてあります。
イエス・キリストは、私たちにとって命の門です。イエス・キリストを
通して、私たちは神の御前に近付きます。イエス・キリストは、道であり、
命であり、真理です。イエス・キリストという道は、小さな門からしか入
ることができません。しかし、イエス・キリストはいつもどこにおられるの
か。イエス・キリストは宣教の最前線にいつもおられます。それだけで
はなく、私たちが試練の真ん中に立つときに、周りの友人や、「この人
は」と思った人が、皆いなくなった
ときに、横を見たときに必ずいるお
方はイエス・キリストです。何か
問題があっても、このお方が共に
おられます。私の主が共におられ
ます。狭い道、そして、すべての
問題の解決はイエス・キリストに
あります。たくさんの解決が、聖書
のみことばの中に隠されています。
今月も神様の愛と恵みが豊かに
注がれますように。

在主

Omega Grace Letter Vol. 3

神の国のビジョンに生きる

米国大学を卒業後、クリスチャン実業家として上場企業の代表取締役から
現在は投資家としてセミナー講師としても活躍。
21世紀キリスト教会を開拓し主任牧師となる。
現在、21世紀キリスト教会牧師。オメガ・ジャパン理事長

増山 浩史（ますやま ひろふみ）

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 は々幸いである。

時が近づいているからである

とあります。すべての聖徒たちや天使たち
を共に連れてこられるイエス様ですが、戦
われるのはイエス様お一人のみです。援
護する者はいません。イエス様と共にいる
聖徒たちは永遠の証人となり、イエス様
の戦いをしっかりと見届けるのです。

出すとき、イエス・キリストが、神が成し遂げたいと思っていることの一
部になり、神様のご計画の中で生きるようになります。そうして、神の
計画の完成のとき、新天新地の到来の日になって初めて、自分は何を
したのかが分かることがあると思っています。

十字架の愛は一方的な愛でした。相手の人に信用があるかないか、
信じられるか信じられないかは関係なく、イエス・キリストは人を愛しま
した。イエス様はその人の外見、生き様に影響されませんでした。これ
が十字架です。私たちが教会を築き上げていくとき、何かふさわしい人
を探すのではなく、すべての人に対して、福音を語り、すべての人に対
して愛情を傾けていくことを学んでいきたいと思います。時々、家族、
親戚、友人、職場の中で、本当に難しい人間関係の中に神様が私た
ちを置かれる場合があります。そのような状況の中で、何を望んでおら
れるのかというと、私たちがどのようにして神様が見ておられるように見、
愛されるように愛するかを見ておられます。それを実現してくださるため
に、聖霊なる神を与えてくださいました。神様は私たちの弱さをよく知っ
ておられるので、聖霊様を与えてくださいました。
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ヨハネの黙示録 1章3節

1節、「エドムから来る者、ボツラから深
紅の衣を着て来るこの者は、だれか」とイ
ザヤは預言しました。反キリストの軍隊と
の戦いで、イエス様は敵の返り血によって
御衣を汚され、深紅の衣になっています。
それは、ボツラからエルサレムのオリーブ
山にやって来るイエス様です。同じく1節
で、「大いなる力をもって進んで来るこの
者は」と語っている質問に、「正義を語り、
救うに力強い者、それがわたしだ」と答え
ていらっしゃいます。このことばを語れる
お方は、イエス様以外にはいません。

2節でも、このお方に「なぜ、あなたの着
物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏む者
のようなのか」と質問しています。ぶどうの
酒ぶねを踏むことは、審判を表しています。
3節で、「わたしはひとりで酒ぶねを踏んだ」

エゼキエル 書39章17節 から19節、
「神である主はこう仰せられる。人の子よ。
あらゆる種類の鳥と、あらゆる野の獣に
言え。集まって来い。わたしがおまえた
ちのために切り殺した者、イスラエルの
山々の上にある多くの切り殺された者に、
四方から集まって来い。おまえたちはそ
の肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの
肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。雄
羊、子羊、雄やぎ、雄牛、すべてバシャ
ンの肥えたものをそうせよ。わたしがお
まえたちのために切り殺したものの脂肪
を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲
むがよい」

エゼキエル書38章と39章は、マゴグ
のゴグとその同盟国が一斉にイスラエル
を襲ってくるという預言が書かれています。
それは、終わりの日に起こることであり、
まだ成就していません。この事が成就す
るのは、黙示録の大患難時代が始まる前
になります。

エゼキエル書39章9節にこのように書
かれています。「イスラエルの町々の住民
は出て来て、武器、すなわち、盾と大盾、
弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、七年間、
それらで火を燃やす」。その「7年間、武
器で火を燃やす」と預言されていますが、
今現在の私たちのタイムテーブルからは、
この事がいつ何時起こるか明確には分か
らないようになっています。しかし、限り
なく近付いてきています。

38章には、イスラエルを襲う敵の数は、
地を覆う雲のようになる、と書かれてい
ます。この時、神様ご自身がイスラエル
の敵と戦われます。

同じく3節で、「国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった」と
語っています。イエス様側に付いて、戦
いを共にする諸国民はいません。戦いは
イエス様お一人で、御口から出る剣に
よって、諸国の民を打ち負かしていきます。
4節、「わたしの心のうちに復讐の日があ
り、わたしの贖いの年が来たからだ」と
言われているのが、ご再臨の最後の戦い
の日となります。

黙示録19章17節と18節、「また私は、
太陽の中にひとりの御使いが立っている
のを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶ
すべての鳥に言った。『さあ、神の大宴
会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇
者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべて
の自由人と奴隷、小さい者と大きい者の
肉を食べよ』」

17節と18節で御使いが、「さあ、神
の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の
肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、
すべての自由人と奴隷、小さい者と大き
い者の肉を食べよ」と言います。ハルマゲ
ドン会議が開かれ、ユダヤ人抹殺が実行
に移される時、地位の高い者から奴隷に
至るまで、主に向かって戦いを挑んだ者
たちがすべて殺され、肉食の鳥や動物た
ちが、神様の大宴会に集められます。

エゼキエル書39章に、同じようなみこ
とばが語られていますが、ご再臨の時と
は関係がない戦いです。

エゼキエル 書38章21節と22節で、
「わたしは剣を呼び寄せて、わたしのすべ
ての山々でゴグを攻めさせる。──神であ
る主の御告げ──彼らは剣で同士打ちを
するようになる。わたしは疫病と流血で
彼に罰を下し、彼と、彼の部隊と、彼の
率いる多くの国々の民の上に、豪雨や雹
や火や硫黄を降り注がせる」と預言され
ています。この時、見渡す限りの莫大な
数の死体が広がっています。肉食動物や
鳥たちが、神様の宴会に招待されます。
この時と最後の戦いは別ですが、同じよ
うな事が起こっています。

黙示録19章19節から21節、「また私
は、獣と地上の王たちとその軍勢が集ま
り、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交
えるのを見た。すると、獣は捕らえられた。
また、獣の前でしるしを行い、それによっ
て獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む
人々とを惑わしたあのにせ預言者も、彼
といっしょに捕らえられた。そして、この
ふたりは、硫黄の燃えている火の池に、
生きたままで投げ込まれた。残りの者た
ちも、馬に乗った方の口から出る剣に
よって殺され、すべての鳥が、彼らの肉
を飽きるほどに食べた」

まだ誰も入っていませんでしたが、この
反キリストと偽預言者の二人だけが、こ
こで投げ込まれます。千年早く投げ込ま
れます。後の者は、千年が終わってから
黙示録20章の白い御座の裁きの後で、
硫黄の燃えている火の池（ゲヘナ）に投げ
込まれます。

21節で、「残りの者たちも、馬に乗っ
た方の口から出る剣によって殺され、す
べての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食
べた」と言っています。イエス様の御怒り
のみことばは、剣となって、機関銃のご
とく、素早く敵を滅ぼしてしまわれます。
その敵の返り血によって、主の御衣を赤
く染めてしまいます。こうして、最後の戦
いが終わります。

次号はいよいよ黙示録20章の学びに
入っていきます。「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」。オ
メガニュースレター読者の皆様の上に、
黙示録を学ぶ者に与えられる最高の祝福
がありますようお祈りしております。

19節、「獣と地上の王たちとその軍勢
が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦
いを交えるのを見た」とあります。獣であ
る反キリストに付く軍勢が、白い馬に乗っ
ておられる主イエスと戦います。20節、

「すると、獣は捕らえられた。また、獣の
前でしるしを行い、それによって獣の刻
印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを
惑わしたあの偽預言者も、彼といっしょ
に捕らえられた」。ここで、獣である反キ
リストと偽預言者が捕らえられました。

「そして、このふたりは、硫黄の燃えてい
る火の池に、生きたままで投げ込まれた」
のです。硫黄の燃える火の池（ゲヘナ）は、

マタイの福音書24章30節で、「地上
のあらゆる種族は、悲しみながら、人の
子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲
に乗って来るのを見るのです」とあります。
あまりにも大きな災害と、恐ろしいけれ
ども麗しい真の神様の御姿を見て、否定
しようのない敗北に、地上のあらゆる種
族は悲しみます。これは、地球の反対側
の人々も、2001年9月11日に、ニュー
ヨークのツインタワーが崩壊したのを見
たように、ご再臨の姿を見るでしょう。

一方、天国ではイエス様とキリストの
花嫁の婚姻が終わり、すべての聖徒たち

（旧約の聖徒たち、教会の花嫁たち、死
ぬ間際に救われた人々、患難時代の殉教
者たち）そして、御使いたちが、主と共
に現れます。

黙示録19章11節、「私は開かれた天
を見た。見よ。白い馬がいる。それに乗っ
た方は、『忠実また真実』と呼ばれる方で
あり、義をもってさばきをし、戦いをさ
れる」。イスラエルの民族的悔い改めの
叫びに応えて、天が開かれます。白い馬
に乗っているイエス様が、義をもって裁
きをするために来られるのです。12節で
は、「その目は燃える炎であり、その頭
には多くの王冠があって、ご自身のほか
だれも知らない名が書かれていた」と、

イエス・キリストのご再臨
（新改訳第三版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）19章11節
から16節、「また、私は開かれた天を見
た。見よ。白い馬がいる。それに乗った
方は、『忠実また真実』と呼ばれる方であ
り、義をもってさばきをし、戦いをされる。
その目は燃える炎であり、その頭には多
くの王冠があって、ご自身のほかだれも
知らない名が書かれていた。その方は血
に染まった衣を着ていて、その名は『神
のことば』と呼ばれた。天にある軍勢は
まっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に
乗って彼につき従った。この方の口から
は諸国の民を打つために、鋭い剣が出て
いた。この方は、鉄の杖をもって彼らを
牧される。この方はまた、万物の支配者
である神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれ
る。その着物にも、ももにも、『王の王、
主の主』という名が書かれていた」

世界が暗闇の中にある時、光り輝く雲
に乗ってこられる主イエス様が突然現れ
ます。人類始まって以来、かつて起こっ
たことがないほどの恐ろしい地震と、35

キロほどもの大きな
ひょう

雹 が降ってきて、多
くの人々が死に、多くの建物が破壊され
た直後で、天の万象が揺り動かされてい
ます。

燃える炎の目はすべてを見通し、焼き尽
くしてしまう御力を現しているのだと考え
られます。

イエス様は、王の王であられるディア
デマの冠をかぶっていらっしゃいます。そ
れだけではなく、十字架を通してすべて
の罪と悪から勝利を得られましたから、
勝利の冠、それに復活によって死から勝
利を得られましたので、多くの王冠をお
持ちです。そして、誰も知らない名をお
持ちです。神の御国で、私たちも理解が
できるようになるかも知れませんが、そ
れまでは理解することができない御名だ
と考えられます。

13節、「その方は血に染まった衣を着
ていて、その名は『神のことば』と呼ばれ
た」。この血は十字架の血ではなく、最
後の戦いで反キリストの軍隊と戦われる
時に、敵の返り血が主の御衣を汚して血
に染まっているのです。15節では、「こ
の方の口からは諸国の民を打つために、
鋭い剣が出ていた」と、主の口から出る
みことばの剣は、機関銃のごとく激しく
諸国の民を打たれます。「神は愛なり」と
言う聖書のみことばに反したお姿ですが、

「罰すべき者を必ず罰する」と約束され、
そのみことばが成就する時となります。

同じく15節で、「この方は、鉄の杖を
もって彼らを牧される。この方はまた、
万物の支配者である神の激しい怒りの酒
ぶねを踏まれる」と言われています。神
様の愛は、計り知れませんが、裁きをな
さる恐ろしさもあり、諸国の民はそれを
見せられるのです。メシア王国の到来で、
待ちに待っていた神の御国ですが、人間
は簡単には従順になれないのでしょう。
全員が従順なら、鉄の杖は不要です。
16節では、「その着物にも、ももにも、

『王の王、主の主』という名が書かれてい
た」とあり、血に染まった御衣とももに、
宇宙の支配者である名が書かれています。

イザヤ書34章6節から8節、「主の剣
は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊や
やぎの血と、雄羊の腎臓の脂肪で肥えて
いる。主がボツラでいけにえをほふり、
エドムの地で大虐殺をされるからだ。野
牛は彼らとともに、雄牛は荒馬とともに
倒れる。彼らの地には血がしみ込み、そ
の土は脂肪で肥える。それは主の復讐の
日であり、シオンの訴えのために仇を返
す年である」

6節で、「主がボツラでいけにえをほふ
り、エドムの地で大虐殺をされるからだ」
とイザヤは預言しています。ボツラは、
ヨルダン国の南方にあります。このボツ
ラのある所は、ヤコブの兄エサウの子孫
が住んでいた所で、エドムと呼ばれてい
ます。8節で、「それは主の復讐の日であ
り、シオンの訴えのために仇を返す年で
ある」と言われていますが、この大虐殺
はシオンすなわちイスラエルの訴えの復
讐のためです。最終戦争が、ボツラから

そして祝福しながら、彼らから離れて行
かれた」とあります。このみことばが語っ
ているように、イエス様は、オリーブ山
のベタニヤ側から昇天なさった時と全く
同じ有様で、ご再臨なさるのです。

深紅の衣で来る者
イザヤ書63章1節から4節、「『エドム

から来る者、ボツラから深紅の衣を着て
来るこの者は、だれか。その着物には威
光があり、大いなる力をもって進んで来
るこの者は。』『正義を語り、救うに力強
い者、それがわたしだ。』『なぜ、あなた
の着物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏
む者のようなのか。』『わたしはひとりで
酒ぶねを踏んだ。国々の民のうちに、わ
たしと事を共にする者はいなかった。わ
たしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを
踏みにじった。それで、彼らの血のした
たりが、わたしの衣にふりかかり、わた
しの着物を、すっかり汚してしまった。
わたしの心のうちに復讐の日があり、わ
たしの贖いの年が来たからだ」

始まっています。イスラエルの敵を忍耐
強く見ておられた主イエス様が、イスラ
エルの民の悔い改めのことを聞いてつい
に立ち上がられ、イスラエルの敵を容赦
しなくなられるのです。イエス様が、最
初にご再臨なさる場所はボツラですが、
その後、主はエルサレムに来られます。

使徒の働き1章9節から11節、「こう
言ってから、イエスは彼らが見ている間
に上げられ、雲に包まれて、見えなくな
られた。イエスが上って行かれるとき、
弟子たちは天を見つめていた。すると、
見よ、白い衣を着た人がふたり、彼らの
そばに立っていた。そして、こう言った。

『ガリラヤの人たち。なぜ天を見上げて
立っているのですか。あなたがたを離れ
て天に上げられたこのイエスは、天に上っ
て行かれるのをあなたがたが見たときと
同じ有様で、またおいでになります』」

イエス様が昇天なさったのは、ベタニ
ヤ側のオリーブ山からです。ベタニヤ側
というのは、エルサレム側からケデロン
の谷をわたるとオリーブ山のふもとで、
ゲッセマネの園がある所から頂上まで登
ると、そこまでがオリーブ山です。同じ
山の裏側は、ベタニヤになります。

使徒の働き1章11節で、「天に上って
行かれるのをあなたがたが見たときと同
じ有様で、またおいでになります」と言わ
れています。オリーブ山の頂上の少し裏
側になる所から、イエス様は昇天なさい
ました。

ルカの福音書24章50節から51節では、
「それから、イエスは、彼らをベタニヤま
で連れて行き、手を上げて祝福された。

使徒の働き9章23節から31節、「かなりの日数がたち、ユダヤ
人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知ると
ころとなった。彼らはサウロを殺そうと、昼も夜も町の門を見張って
いた。そこで、彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、籠に乗せて
町の城壁伝いにつり降ろした。エルサレムに着いて、サウロは弟子
たちの仲間に入ろうと試みたが、みな、彼が弟子であるとは信じず、
彼を恐れていた。しかし、バルナバはサウロを引き受けて、使徒た
ちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子
や、主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によっ
て大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで使徒
たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語った。また、ギ
リシア語を使うユダヤ人たちと語ったり、論じたりしていたが、彼ら
はサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは、彼をカ
イサリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして、教会はユダ
ヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。
主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった」

サウロは迫害する人でしたが、回心し、宣教する人になりました。エ
ルサレムに着いて弟子の仲間に入ろうとしましたが、弟子たちはサウロ
が回心したことを信じることができませんでした。サウロに家族や友人が
捕らえられ牢に入れられたり、拷問されたり、死んだ人がいたのかもし
れません。信じられない人が大勢いた中で、バルナバが、使徒たちの
所にサウロを連れていきました。使徒たちは、サウロの話を聞き、回心
したことを受け止め、サウロを信じました。彼は、エルサレムで自由に
出入りし、福音を語り始めましたが、その結果、今度はサウロが命を
狙われることになり、エルサレムから連れ出され、タルソに脱出しました。
その後、サウロがいなくなったエルサレムの教会に平安がやってきまし
た。サウロがタルソに帰ることを通して、教会が全地にわたり築き上げら
れ、平安を得、主をおそれ前進し続け、信者の数が増えていきました。

   聖霊に励まされて前進するエクレシア

ローマ人への手紙12章５節、「大勢いる私たちも、キリストにあっ
て一つのからだであり、一人ひとりは互いに器官なのです」

教会は、ギリシャ語で「エクレシア」ということばです。二、三人集ま

る所を教会と呼んでいますが、エクレシアのかしらはイエス様で、一人
ひとりがその器官です。私たちが集まることによって教会、イエス・キリ
ストの御体が完成します。私たち一人ひとりが何かしらの器官で、役割
を持って召されています。教会につながり、共に礼拝する。共に祈る。
共に信仰の旅路を旅する。互いが互いを補い合っていると、このみこと
ばは教えてくれています。

私たちの日常生活には、落胆やがっかりすることがあり、励ましが必
要です。この世では、「私は大変です」となかなか言いづらいですが、
神様は私たちがどのような状況にあるのかをよく知っておられます。聖霊
なる神は、私たちの内に住まわれ、私たちを励ましてくださいます。そう
して、私たちは聖霊に満たされる体験を通して、たくさんの励ましを受
け取ります。

使徒の働き4章29節から31節、「『主よ。今、彼らの脅かしをご
覧になって、しもべたちにあなたのみことばを大胆に語らせてくださ
い。また、御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、
癒やしとしるしと不思議を行わせてください。』彼らが祈り終えると、
集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神のことば
を大胆に語り出した」

弟子たちは捕らえられ、大きな試練の中にいました。試練に遭ったと
き、彼らは、その試練の中で、聖霊に励まされて祈りました。彼らは、
福音を語ったことによって迫害され苦しみに遭ったにもかかわらず、福
音を語るのをやめて静かにしようとは言わず、迫害の中でも大胆に、
もっと福音を語らせてくださいと祈りました。彼らは、「聖なるしもべイエ
スの名によって、癒やしとしるしと不思議を行わせてください」と祈りま
した。弟子たちが共に心を合わせて祈ったとき、驚くべき超自然的な
癒やしやしるしを見て、彼らは大いに励まされました。エクレシアは神
の存在そのものであり、共に祈る祈りによって神は祈りに応え、神の愛
と恵みを体験します。この体験によって集まる人たちは共に励ましを受
け取ります。

捕らえられた弟子たちが祈ったとき、集まっていた場所が揺れ動
き、聖霊に満たされた弟子たちは大胆に福音を語り出しました。使
徒の働きを見るとき、大胆に語らせてください。大胆に語り出した。

という表現があります。「大胆」を日本語の旧約聖書で検索すると0

回ですが、新約聖書には20回出てきます。大胆に福音を語らせてく
ださい。大胆に神に近付きなさい。このような表現が新約聖書には
何度も出てきます。この大胆さを一番語っているのはパウロです。パ
ウロ自身が、大胆な信仰を神様から頂き、大胆に伝道しました。私
たちも、今まで遠慮がちで、引っ込み思案で、「私なんか」というよう
な思いや考え方を持っていたら、その考え方を変え、聖書に大胆に
なれと書かれてあるので、聖霊に励まされて大胆になりたいです。「よ
し、聖霊に満たされ聖霊に励まされて大胆に生きるぞ」、こうありたい
と思います。

「主を恐れつつ、前進した。そこで教会は平安を受けた」とありますが、
主をおそれるという心の態度はとても大切です。何ゆえに主をおそれる
のか。主を愛の大きさは、大き過ぎて分からないと言います。地球がジャ
ンボジェット機の何倍ものスピードで回っているのを、私たちが全然感
じないように、あまりにも地球が大きくて回転しているのが分からないよう
に、神の愛も、あまりにも大きく私たちを覆い尽くしているので見逃して
しまいがちです。
「神の愛は毎分、毎秒、私たちに聖霊を通して、注がれています」と
ローマ人への手紙に書いてあります。神様から注がれている神の愛を受
け取りましょう。

ピリピ人への手紙2章6節から11節、「キリストは、神の御姿で
あられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分
を空しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。
人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字
架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、
すべての名にまさる名を与えられました。それは、イエスの名によっ
て、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝
をかがめ、すべての舌が『イエス・キリストは主です』と告白して、
父なる神に栄光を帰するためです」

パウロはキリストの愛の十字架の素晴らしさ、偉大さについて、キリ
ストは神であるのにもかかわらず、自分を空しくし、しもべの姿をとり、
私たちのために十字架の死にまで従われたと紹介しています。父なる神
は、このイエス・キリストをすべてのものの名の上に掲げ、そして、私た
ちが膝をかがめて、主はイエス様、あなたは、私の主ですと告白するこ
とを許してくださった、と表現されました。

ここにおそるべき神の姿があります。
いふうどうどう

威風堂 と々して、力があり、権
威があり、すべてのものを支配されているお方が、へりくだり、自分を
空しくし、そして、私たちに、しもべの姿さえとって仕えてくださった。こ
のお方を思うとき私たちはへりくだらされます。

イエス・キリストの生涯を見ると、主は宣教者でした。村から村、町々
を巡って福音を語り、病人を癒やし、死人をよみがえらせ、あらゆる神
の愛と恵みを私たちに見せてくださいました。また、みことばを通して教
えてくださいました。しかし、イエス・キリストが向かわれた人生のゴー
ルは、ゴルゴタの丘でした。ゴルゴタの丘、どくろの丘とも訳すことがで
きるところは、多くの人が死刑に処せられた場所でした。十字架の死刑
は、あまりにも

せいさん

凄惨な死刑で、ローマでも残酷過ぎることで廃止になっ
たと言われるほどの死刑でした。そのゴルゴタの丘は、罪によって死が
定められ、罪の報酬を受け取る死刑場であり、悪魔からすれば、最高

の喜びの場所であり、悪魔たちは、イエス・キリストを十字架に架けた
ときに、してやったと思ったのかもしれません。しかし、イエス・キリスト
と父なる神によって、ゴルゴタの丘は、私たちの罪をあがなう神の小羊
が捧げられる聖なる祭壇に変えられました。

イエス・キリストが十字架に架かる前までは、法による統治が行われ
ていました。法を犯すと裁かれ、死刑に値する法を犯せば、当然死刑
になりました。しかし、イエス・キリストの十字架以降、霊的な意味に
おいてですが、法の統治から愛の統治に変わりました。キリストが私た
ちに代わって裁かれたことで、私たちは罪赦されました。もしも、自分
の中に、あんなことをしてしまった、こんなことをしてしまったと罪の意識
が何かあり、自分の過去が私たちを縛り、前に行くのをとどめようとする
なら、私たちはしっかりと、私のすべての罪は、あのゴルゴタの上でイエ
ス・キリストによって解決した、赦された、と宣言しましょう。私たちは
過去に縛られるのではなく、イエス・キリストが与えてくださった永遠の
命に縛られて、しっかりと前を向いてイエス様と共に人生の旅路を歩み
たいと思います。

ルカの福音書9章23節から25節、「イエスは皆に言われた。『だ
れでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、日々自分の
十字架を負って、わたしに従って来なさい。自分のいのちを救おう
と思う者はそれを失い、わたしのためにいのちを失う者は、それを
救うのです。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、
損じたら、何の益があるでしょうか』」

キリストが私たちを見るとき、キリストは私たちが自分の十字架を負っ
ているのかどうかを見ます。十字架は死刑台です。十字架を背負った
人は、人権がありません。虐待や何をされようが、ただ、死を待つの
みの姿が十字架を

かつ

担いだ人の姿です。イエス様は、あえて、自分の十
字架を背負えとおっしゃいました。この十字架は、どういう十字架だろ
う、誰の十字架だろうと思い巡らすとき、私たちは、イエス・キリストが
私たちの十字架をゴルゴタの上で、私たちに代わって担いで、裁きを
受けてくださったことが分かります。この事実の後、イエス様が、今日、
私たちに自分の十字架を担ぎなさいと言われるとするなら、私たちが背
負っている十字架はイエス・キリストの愛の十字架ではないでしょうか。

何のために十字架を背負うのか。イエス・キリストは自分のために十
字架を背負いませんでした。イエス・キリストは愛する人のために、私
たちのために十字架を担がれました。それ以上に、天の父なる神の望
みである十字架を担がれました。もしも、私たちが、十字架を負うとす
るなら、自分のための十字架ではなく、私たちが負うべき十字架は愛す
る人のために負う十字架であり、イエス・キリストのために担ぐ十字架
でありたいと思います。

伝道者の書3章11節、「神のなさることは、すべて時にかなって
美しい。神はまた、人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が
行うみわざの始まりから終わりまでを見極めることができない」

神様が時を持っておられます。私たちには時の初めから終わりまでを
見極めることはできないと書いてあります。私たちの信仰生活にとても重
要なことだといつも感じます。なぜなら、人は神様なしでも何か自分の
目指すべきもの、自分のビジョンに向かって走り、何かを成し遂げて満
足することができます。しかし、私たちがキリストの十字架を担いで歩み

弱さを覚えるとき、聖霊なる神様が、「たじろくな。わたしがあなたの
神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、義の右手で守る」と、い
つも語ってくださいます。そのことばを聞いたら、大胆に前進していきた
いと思います。

ヘブル人への手紙 12章5節から12節、「『わが子よ、主の訓練を
軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はそ
の愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に、むちを加えられる
のだから。』訓練として耐え忍びなさい。神はあなたがたを子として
扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあ
なたがたが、すべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、
私生児であって、本当の子ではありません。……すべての訓練は、
そのときは 喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものです
が、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の
実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしな
さい」 

ですから、「弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい」とあります。手
が弱ってしまった、膝が衰えたという人たちも、立ち上がり、出ていきま
しょう。神様は本当に不思議な神様です。試練に入ることを許されます
が、試練の中から必ず引き上げてくださいます。教会生活を送っていく
とき、今自分が持っているものを数えるのではなく、神様のことばをつか
んで行動していくとき、神様は、必要なものを備えてくださいます。

マタイの福音書7章13節と14節、「狭い門から入りなさい。滅
びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入って行く者が多い
のです。いのちに至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことで
しょう。そして、それを見出す者はわずかです」

いつも、狭い門、小さな門から入っていく。そして、その門を入ると、
何と、細い道とあります。ある聖書には「険しい道」と書いてあります。
そのような道を歩むことをお勧めします。なぜなら、イエス様がそうしな
さいとおっしゃっているからです。滅びに至る門は広くて大きいと聖書に
書いてあります。
イエス・キリストは、私たちにとって命の門です。イエス・キリストを
通して、私たちは神の御前に近付きます。イエス・キリストは、道であり、
命であり、真理です。イエス・キリストという道は、小さな門からしか入
ることができません。しかし、イエス・キリストはいつもどこにおられるの
か。イエス・キリストは宣教の最前線にいつもおられます。それだけで
はなく、私たちが試練の真ん中に立つときに、周りの友人や、「この人
は」と思った人が、皆いなくなった
ときに、横を見たときに必ずいるお
方はイエス・キリストです。何か
問題があっても、このお方が共に
おられます。私の主が共におられ
ます。狭い道、そして、すべての
問題の解決はイエス・キリストに
あります。たくさんの解決が、聖書
のみことばの中に隠されています。
今月も神様の愛と恵みが豊かに
注がれますように。

在主

Omega Grace Letter Vol. 3

神の国のビジョンに生きる

米国大学を卒業後、クリスチャン実業家として上場企業の代表取締役から
現在は投資家としてセミナー講師としても活躍。
21世紀キリスト教会を開拓し主任牧師となる。
現在、21世紀キリスト教会牧師。オメガ・ジャパン理事長

増山 浩史（ますやま ひろふみ）

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 は々幸いである。

時が近づいているからである

とあります。すべての聖徒たちや天使たち
を共に連れてこられるイエス様ですが、戦
われるのはイエス様お一人のみです。援
護する者はいません。イエス様と共にいる
聖徒たちは永遠の証人となり、イエス様
の戦いをしっかりと見届けるのです。

出すとき、イエス・キリストが、神が成し遂げたいと思っていることの一
部になり、神様のご計画の中で生きるようになります。そうして、神の
計画の完成のとき、新天新地の到来の日になって初めて、自分は何を
したのかが分かることがあると思っています。

十字架の愛は一方的な愛でした。相手の人に信用があるかないか、
信じられるか信じられないかは関係なく、イエス・キリストは人を愛しま
した。イエス様はその人の外見、生き様に影響されませんでした。これ
が十字架です。私たちが教会を築き上げていくとき、何かふさわしい人
を探すのではなく、すべての人に対して、福音を語り、すべての人に対
して愛情を傾けていくことを学んでいきたいと思います。時々、家族、
親戚、友人、職場の中で、本当に難しい人間関係の中に神様が私た
ちを置かれる場合があります。そのような状況の中で、何を望んでおら
れるのかというと、私たちがどのようにして神様が見ておられるように見、
愛されるように愛するかを見ておられます。それを実現してくださるため
に、聖霊なる神を与えてくださいました。神様は私たちの弱さをよく知っ
ておられるので、聖霊様を与えてくださいました。
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使徒の働き9章23節から31節、「かなりの日数がたち、ユダヤ
人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知ると
ころとなった。彼らはサウロを殺そうと、昼も夜も町の門を見張って
いた。そこで、彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、籠に乗せて
町の城壁伝いにつり降ろした。エルサレムに着いて、サウロは弟子
たちの仲間に入ろうと試みたが、みな、彼が弟子であるとは信じず、
彼を恐れていた。しかし、バルナバはサウロを引き受けて、使徒た
ちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子
や、主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によっ
て大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで使徒
たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語った。また、ギ
リシア語を使うユダヤ人たちと語ったり、論じたりしていたが、彼ら
はサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは、彼をカ
イサリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして、教会はユダ
ヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。
主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった」

サウロは迫害する人でしたが、回心し、宣教する人になりました。エ
ルサレムに着いて弟子の仲間に入ろうとしましたが、弟子たちはサウロ
が回心したことを信じることができませんでした。サウロに家族や友人が
捕らえられ牢に入れられたり、拷問されたり、死んだ人がいたのかもし
れません。信じられない人が大勢いた中で、バルナバが、使徒たちの
所にサウロを連れていきました。使徒たちは、サウロの話を聞き、回心
したことを受け止め、サウロを信じました。彼は、エルサレムで自由に
出入りし、福音を語り始めましたが、その結果、今度はサウロが命を
狙われることになり、エルサレムから連れ出され、タルソに脱出しました。
その後、サウロがいなくなったエルサレムの教会に平安がやってきまし
た。サウロがタルソに帰ることを通して、教会が全地にわたり築き上げら
れ、平安を得、主をおそれ前進し続け、信者の数が増えていきました。

   聖霊に励まされて前進するエクレシア

ローマ人への手紙12章５節、「大勢いる私たちも、キリストにあっ
て一つのからだであり、一人ひとりは互いに器官なのです」

教会は、ギリシャ語で「エクレシア」ということばです。二、三人集ま

る所を教会と呼んでいますが、エクレシアのかしらはイエス様で、一人
ひとりがその器官です。私たちが集まることによって教会、イエス・キリ
ストの御体が完成します。私たち一人ひとりが何かしらの器官で、役割
を持って召されています。教会につながり、共に礼拝する。共に祈る。
共に信仰の旅路を旅する。互いが互いを補い合っていると、このみこと
ばは教えてくれています。

私たちの日常生活には、落胆やがっかりすることがあり、励ましが必
要です。この世では、「私は大変です」となかなか言いづらいですが、
神様は私たちがどのような状況にあるのかをよく知っておられます。聖霊
なる神は、私たちの内に住まわれ、私たちを励ましてくださいます。そう
して、私たちは聖霊に満たされる体験を通して、たくさんの励ましを受
け取ります。

使徒の働き4章29節から31節、「『主よ。今、彼らの脅かしをご
覧になって、しもべたちにあなたのみことばを大胆に語らせてくださ
い。また、御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、
癒やしとしるしと不思議を行わせてください。』彼らが祈り終えると、
集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神のことば
を大胆に語り出した」

弟子たちは捕らえられ、大きな試練の中にいました。試練に遭ったと
き、彼らは、その試練の中で、聖霊に励まされて祈りました。彼らは、
福音を語ったことによって迫害され苦しみに遭ったにもかかわらず、福
音を語るのをやめて静かにしようとは言わず、迫害の中でも大胆に、
もっと福音を語らせてくださいと祈りました。彼らは、「聖なるしもべイエ
スの名によって、癒やしとしるしと不思議を行わせてください」と祈りま
した。弟子たちが共に心を合わせて祈ったとき、驚くべき超自然的な
癒やしやしるしを見て、彼らは大いに励まされました。エクレシアは神
の存在そのものであり、共に祈る祈りによって神は祈りに応え、神の愛
と恵みを体験します。この体験によって集まる人たちは共に励ましを受
け取ります。

捕らえられた弟子たちが祈ったとき、集まっていた場所が揺れ動
き、聖霊に満たされた弟子たちは大胆に福音を語り出しました。使
徒の働きを見るとき、大胆に語らせてください。大胆に語り出した。

という表現があります。「大胆」を日本語の旧約聖書で検索すると0

回ですが、新約聖書には20回出てきます。大胆に福音を語らせてく
ださい。大胆に神に近付きなさい。このような表現が新約聖書には
何度も出てきます。この大胆さを一番語っているのはパウロです。パ
ウロ自身が、大胆な信仰を神様から頂き、大胆に伝道しました。私
たちも、今まで遠慮がちで、引っ込み思案で、「私なんか」というよう
な思いや考え方を持っていたら、その考え方を変え、聖書に大胆に
なれと書かれてあるので、聖霊に励まされて大胆になりたいです。「よ
し、聖霊に満たされ聖霊に励まされて大胆に生きるぞ」、こうありたい
と思います。

「主を恐れつつ、前進した。そこで教会は平安を受けた」とありますが、
主をおそれるという心の態度はとても大切です。何ゆえに主をおそれる
のか。主を愛の大きさは、大き過ぎて分からないと言います。地球がジャ
ンボジェット機の何倍ものスピードで回っているのを、私たちが全然感
じないように、あまりにも地球が大きくて回転しているのが分からないよう
に、神の愛も、あまりにも大きく私たちを覆い尽くしているので見逃して
しまいがちです。
「神の愛は毎分、毎秒、私たちに聖霊を通して、注がれています」と
ローマ人への手紙に書いてあります。神様から注がれている神の愛を受
け取りましょう。

ピリピ人への手紙2章6節から11節、「キリストは、神の御姿で
あられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分
を空しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。
人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字
架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、
すべての名にまさる名を与えられました。それは、イエスの名によっ
て、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝
をかがめ、すべての舌が『イエス・キリストは主です』と告白して、
父なる神に栄光を帰するためです」

パウロはキリストの愛の十字架の素晴らしさ、偉大さについて、キリ
ストは神であるのにもかかわらず、自分を空しくし、しもべの姿をとり、
私たちのために十字架の死にまで従われたと紹介しています。父なる神
は、このイエス・キリストをすべてのものの名の上に掲げ、そして、私た
ちが膝をかがめて、主はイエス様、あなたは、私の主ですと告白するこ
とを許してくださった、と表現されました。

ここにおそるべき神の姿があります。
いふうどうどう

威風堂 と々して、力があり、権
威があり、すべてのものを支配されているお方が、へりくだり、自分を
空しくし、そして、私たちに、しもべの姿さえとって仕えてくださった。こ
のお方を思うとき私たちはへりくだらされます。

イエス・キリストの生涯を見ると、主は宣教者でした。村から村、町々
を巡って福音を語り、病人を癒やし、死人をよみがえらせ、あらゆる神
の愛と恵みを私たちに見せてくださいました。また、みことばを通して教
えてくださいました。しかし、イエス・キリストが向かわれた人生のゴー
ルは、ゴルゴタの丘でした。ゴルゴタの丘、どくろの丘とも訳すことがで
きるところは、多くの人が死刑に処せられた場所でした。十字架の死刑
は、あまりにも

せいさん

凄惨な死刑で、ローマでも残酷過ぎることで廃止になっ
たと言われるほどの死刑でした。そのゴルゴタの丘は、罪によって死が
定められ、罪の報酬を受け取る死刑場であり、悪魔からすれば、最高

の喜びの場所であり、悪魔たちは、イエス・キリストを十字架に架けた
ときに、してやったと思ったのかもしれません。しかし、イエス・キリスト
と父なる神によって、ゴルゴタの丘は、私たちの罪をあがなう神の小羊
が捧げられる聖なる祭壇に変えられました。

イエス・キリストが十字架に架かる前までは、法による統治が行われ
ていました。法を犯すと裁かれ、死刑に値する法を犯せば、当然死刑
になりました。しかし、イエス・キリストの十字架以降、霊的な意味に
おいてですが、法の統治から愛の統治に変わりました。キリストが私た
ちに代わって裁かれたことで、私たちは罪赦されました。もしも、自分
の中に、あんなことをしてしまった、こんなことをしてしまったと罪の意識
が何かあり、自分の過去が私たちを縛り、前に行くのをとどめようとする
なら、私たちはしっかりと、私のすべての罪は、あのゴルゴタの上でイエ
ス・キリストによって解決した、赦された、と宣言しましょう。私たちは
過去に縛られるのではなく、イエス・キリストが与えてくださった永遠の
命に縛られて、しっかりと前を向いてイエス様と共に人生の旅路を歩み
たいと思います。

ルカの福音書9章23節から25節、「イエスは皆に言われた。『だ
れでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、日々自分の
十字架を負って、わたしに従って来なさい。自分のいのちを救おう
と思う者はそれを失い、わたしのためにいのちを失う者は、それを
救うのです。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、
損じたら、何の益があるでしょうか』」

キリストが私たちを見るとき、キリストは私たちが自分の十字架を負っ
ているのかどうかを見ます。十字架は死刑台です。十字架を背負った
人は、人権がありません。虐待や何をされようが、ただ、死を待つの
みの姿が十字架を

かつ

担いだ人の姿です。イエス様は、あえて、自分の十
字架を背負えとおっしゃいました。この十字架は、どういう十字架だろ
う、誰の十字架だろうと思い巡らすとき、私たちは、イエス・キリストが
私たちの十字架をゴルゴタの上で、私たちに代わって担いで、裁きを
受けてくださったことが分かります。この事実の後、イエス様が、今日、
私たちに自分の十字架を担ぎなさいと言われるとするなら、私たちが背
負っている十字架はイエス・キリストの愛の十字架ではないでしょうか。

何のために十字架を背負うのか。イエス・キリストは自分のために十
字架を背負いませんでした。イエス・キリストは愛する人のために、私
たちのために十字架を担がれました。それ以上に、天の父なる神の望
みである十字架を担がれました。もしも、私たちが、十字架を負うとす
るなら、自分のための十字架ではなく、私たちが負うべき十字架は愛す
る人のために負う十字架であり、イエス・キリストのために担ぐ十字架
でありたいと思います。

伝道者の書3章11節、「神のなさることは、すべて時にかなって
美しい。神はまた、人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が
行うみわざの始まりから終わりまでを見極めることができない」

神様が時を持っておられます。私たちには時の初めから終わりまでを
見極めることはできないと書いてあります。私たちの信仰生活にとても重
要なことだといつも感じます。なぜなら、人は神様なしでも何か自分の
目指すべきもの、自分のビジョンに向かって走り、何かを成し遂げて満
足することができます。しかし、私たちがキリストの十字架を担いで歩み

弱さを覚えるとき、聖霊なる神様が、「たじろくな。わたしがあなたの
神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、義の右手で守る」と、い
つも語ってくださいます。そのことばを聞いたら、大胆に前進していきた
いと思います。

ヘブル人への手紙 12章5節から12節、「『わが子よ、主の訓練を
軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はそ
の愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に、むちを加えられる
のだから。』訓練として耐え忍びなさい。神はあなたがたを子として
扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあ
なたがたが、すべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、
私生児であって、本当の子ではありません。……すべての訓練は、
そのときは 喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものです
が、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の
実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしな
さい」 

ですから、「弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい」とあります。手
が弱ってしまった、膝が衰えたという人たちも、立ち上がり、出ていきま
しょう。神様は本当に不思議な神様です。試練に入ることを許されます
が、試練の中から必ず引き上げてくださいます。教会生活を送っていく
とき、今自分が持っているものを数えるのではなく、神様のことばをつか
んで行動していくとき、神様は、必要なものを備えてくださいます。

マタイの福音書7章13節と14節、「狭い門から入りなさい。滅
びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入って行く者が多い
のです。いのちに至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことで
しょう。そして、それを見出す者はわずかです」

いつも、狭い門、小さな門から入っていく。そして、その門を入ると、
何と、細い道とあります。ある聖書には「険しい道」と書いてあります。
そのような道を歩むことをお勧めします。なぜなら、イエス様がそうしな
さいとおっしゃっているからです。滅びに至る門は広くて大きいと聖書に
書いてあります。
イエス・キリストは、私たちにとって命の門です。イエス・キリストを
通して、私たちは神の御前に近付きます。イエス・キリストは、道であり、
命であり、真理です。イエス・キリストという道は、小さな門からしか入
ることができません。しかし、イエス・キリストはいつもどこにおられるの
か。イエス・キリストは宣教の最前線にいつもおられます。それだけで
はなく、私たちが試練の真ん中に立つときに、周りの友人や、「この人
は」と思った人が、皆いなくなった
ときに、横を見たときに必ずいるお
方はイエス・キリストです。何か
問題があっても、このお方が共に
おられます。私の主が共におられ
ます。狭い道、そして、すべての
問題の解決はイエス・キリストに
あります。たくさんの解決が、聖書
のみことばの中に隠されています。
今月も神様の愛と恵みが豊かに
注がれますように。

在主

出すとき、イエス・キリストが、神が成し遂げたいと思っていることの一
部になり、神様のご計画の中で生きるようになります。そうして、神の
計画の完成のとき、新天新地の到来の日になって初めて、自分は何を
したのかが分かることがあると思っています。

十字架の愛は一方的な愛でした。相手の人に信用があるかないか、
信じられるか信じられないかは関係なく、イエス・キリストは人を愛しま
した。イエス様はその人の外見、生き様に影響されませんでした。これ
が十字架です。私たちが教会を築き上げていくとき、何かふさわしい人
を探すのではなく、すべての人に対して、福音を語り、すべての人に対
して愛情を傾けていくことを学んでいきたいと思います。時々、家族、
親戚、友人、職場の中で、本当に難しい人間関係の中に神様が私た
ちを置かれる場合があります。そのような状況の中で、何を望んでおら
れるのかというと、私たちがどのようにして神様が見ておられるように見、
愛されるように愛するかを見ておられます。それを実現してくださるため
に、聖霊なる神を与えてくださいました。神様は私たちの弱さをよく知っ
ておられるので、聖霊様を与えてくださいました。
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使徒の働き9章23節から31節、「かなりの日数がたち、ユダヤ
人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知ると
ころとなった。彼らはサウロを殺そうと、昼も夜も町の門を見張って
いた。そこで、彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、籠に乗せて
町の城壁伝いにつり降ろした。エルサレムに着いて、サウロは弟子
たちの仲間に入ろうと試みたが、みな、彼が弟子であるとは信じず、
彼を恐れていた。しかし、バルナバはサウロを引き受けて、使徒た
ちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子
や、主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によっ
て大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで使徒
たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語った。また、ギ
リシア語を使うユダヤ人たちと語ったり、論じたりしていたが、彼ら
はサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは、彼をカ
イサリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして、教会はユダ
ヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。
主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった」

サウロは迫害する人でしたが、回心し、宣教する人になりました。エ
ルサレムに着いて弟子の仲間に入ろうとしましたが、弟子たちはサウロ
が回心したことを信じることができませんでした。サウロに家族や友人が
捕らえられ牢に入れられたり、拷問されたり、死んだ人がいたのかもし
れません。信じられない人が大勢いた中で、バルナバが、使徒たちの
所にサウロを連れていきました。使徒たちは、サウロの話を聞き、回心
したことを受け止め、サウロを信じました。彼は、エルサレムで自由に
出入りし、福音を語り始めましたが、その結果、今度はサウロが命を
狙われることになり、エルサレムから連れ出され、タルソに脱出しました。
その後、サウロがいなくなったエルサレムの教会に平安がやってきまし
た。サウロがタルソに帰ることを通して、教会が全地にわたり築き上げら
れ、平安を得、主をおそれ前進し続け、信者の数が増えていきました。

   聖霊に励まされて前進するエクレシア

ローマ人への手紙12章５節、「大勢いる私たちも、キリストにあっ
て一つのからだであり、一人ひとりは互いに器官なのです」

教会は、ギリシャ語で「エクレシア」ということばです。二、三人集ま

る所を教会と呼んでいますが、エクレシアのかしらはイエス様で、一人
ひとりがその器官です。私たちが集まることによって教会、イエス・キリ
ストの御体が完成します。私たち一人ひとりが何かしらの器官で、役割
を持って召されています。教会につながり、共に礼拝する。共に祈る。
共に信仰の旅路を旅する。互いが互いを補い合っていると、このみこと
ばは教えてくれています。

私たちの日常生活には、落胆やがっかりすることがあり、励ましが必
要です。この世では、「私は大変です」となかなか言いづらいですが、
神様は私たちがどのような状況にあるのかをよく知っておられます。聖霊
なる神は、私たちの内に住まわれ、私たちを励ましてくださいます。そう
して、私たちは聖霊に満たされる体験を通して、たくさんの励ましを受
け取ります。

使徒の働き4章29節から31節、「『主よ。今、彼らの脅かしをご
覧になって、しもべたちにあなたのみことばを大胆に語らせてくださ
い。また、御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、
癒やしとしるしと不思議を行わせてください。』彼らが祈り終えると、
集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神のことば
を大胆に語り出した」

弟子たちは捕らえられ、大きな試練の中にいました。試練に遭ったと
き、彼らは、その試練の中で、聖霊に励まされて祈りました。彼らは、
福音を語ったことによって迫害され苦しみに遭ったにもかかわらず、福
音を語るのをやめて静かにしようとは言わず、迫害の中でも大胆に、
もっと福音を語らせてくださいと祈りました。彼らは、「聖なるしもべイエ
スの名によって、癒やしとしるしと不思議を行わせてください」と祈りま
した。弟子たちが共に心を合わせて祈ったとき、驚くべき超自然的な
癒やしやしるしを見て、彼らは大いに励まされました。エクレシアは神
の存在そのものであり、共に祈る祈りによって神は祈りに応え、神の愛
と恵みを体験します。この体験によって集まる人たちは共に励ましを受
け取ります。

捕らえられた弟子たちが祈ったとき、集まっていた場所が揺れ動
き、聖霊に満たされた弟子たちは大胆に福音を語り出しました。使
徒の働きを見るとき、大胆に語らせてください。大胆に語り出した。

という表現があります。「大胆」を日本語の旧約聖書で検索すると0

回ですが、新約聖書には20回出てきます。大胆に福音を語らせてく
ださい。大胆に神に近付きなさい。このような表現が新約聖書には
何度も出てきます。この大胆さを一番語っているのはパウロです。パ
ウロ自身が、大胆な信仰を神様から頂き、大胆に伝道しました。私
たちも、今まで遠慮がちで、引っ込み思案で、「私なんか」というよう
な思いや考え方を持っていたら、その考え方を変え、聖書に大胆に
なれと書かれてあるので、聖霊に励まされて大胆になりたいです。「よ
し、聖霊に満たされ聖霊に励まされて大胆に生きるぞ」、こうありたい
と思います。

「主を恐れつつ、前進した。そこで教会は平安を受けた」とありますが、
主をおそれるという心の態度はとても大切です。何ゆえに主をおそれる
のか。主を愛の大きさは、大き過ぎて分からないと言います。地球がジャ
ンボジェット機の何倍ものスピードで回っているのを、私たちが全然感
じないように、あまりにも地球が大きくて回転しているのが分からないよう
に、神の愛も、あまりにも大きく私たちを覆い尽くしているので見逃して
しまいがちです。
「神の愛は毎分、毎秒、私たちに聖霊を通して、注がれています」と
ローマ人への手紙に書いてあります。神様から注がれている神の愛を受
け取りましょう。

ピリピ人への手紙2章6節から11節、「キリストは、神の御姿で
あられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分
を空しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。
人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字
架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、
すべての名にまさる名を与えられました。それは、イエスの名によっ
て、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝
をかがめ、すべての舌が『イエス・キリストは主です』と告白して、
父なる神に栄光を帰するためです」

パウロはキリストの愛の十字架の素晴らしさ、偉大さについて、キリ
ストは神であるのにもかかわらず、自分を空しくし、しもべの姿をとり、
私たちのために十字架の死にまで従われたと紹介しています。父なる神
は、このイエス・キリストをすべてのものの名の上に掲げ、そして、私た
ちが膝をかがめて、主はイエス様、あなたは、私の主ですと告白するこ
とを許してくださった、と表現されました。

ここにおそるべき神の姿があります。
いふうどうどう

威風堂 と々して、力があり、権
威があり、すべてのものを支配されているお方が、へりくだり、自分を
空しくし、そして、私たちに、しもべの姿さえとって仕えてくださった。こ
のお方を思うとき私たちはへりくだらされます。

イエス・キリストの生涯を見ると、主は宣教者でした。村から村、町々
を巡って福音を語り、病人を癒やし、死人をよみがえらせ、あらゆる神
の愛と恵みを私たちに見せてくださいました。また、みことばを通して教
えてくださいました。しかし、イエス・キリストが向かわれた人生のゴー
ルは、ゴルゴタの丘でした。ゴルゴタの丘、どくろの丘とも訳すことがで
きるところは、多くの人が死刑に処せられた場所でした。十字架の死刑
は、あまりにも

せいさん

凄惨な死刑で、ローマでも残酷過ぎることで廃止になっ
たと言われるほどの死刑でした。そのゴルゴタの丘は、罪によって死が
定められ、罪の報酬を受け取る死刑場であり、悪魔からすれば、最高

の喜びの場所であり、悪魔たちは、イエス・キリストを十字架に架けた
ときに、してやったと思ったのかもしれません。しかし、イエス・キリスト
と父なる神によって、ゴルゴタの丘は、私たちの罪をあがなう神の小羊
が捧げられる聖なる祭壇に変えられました。

イエス・キリストが十字架に架かる前までは、法による統治が行われ
ていました。法を犯すと裁かれ、死刑に値する法を犯せば、当然死刑
になりました。しかし、イエス・キリストの十字架以降、霊的な意味に
おいてですが、法の統治から愛の統治に変わりました。キリストが私た
ちに代わって裁かれたことで、私たちは罪赦されました。もしも、自分
の中に、あんなことをしてしまった、こんなことをしてしまったと罪の意識
が何かあり、自分の過去が私たちを縛り、前に行くのをとどめようとする
なら、私たちはしっかりと、私のすべての罪は、あのゴルゴタの上でイエ
ス・キリストによって解決した、赦された、と宣言しましょう。私たちは
過去に縛られるのではなく、イエス・キリストが与えてくださった永遠の
命に縛られて、しっかりと前を向いてイエス様と共に人生の旅路を歩み
たいと思います。

ルカの福音書9章23節から25節、「イエスは皆に言われた。『だ
れでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、日々自分の
十字架を負って、わたしに従って来なさい。自分のいのちを救おう
と思う者はそれを失い、わたしのためにいのちを失う者は、それを
救うのです。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、
損じたら、何の益があるでしょうか』」

キリストが私たちを見るとき、キリストは私たちが自分の十字架を負っ
ているのかどうかを見ます。十字架は死刑台です。十字架を背負った
人は、人権がありません。虐待や何をされようが、ただ、死を待つの
みの姿が十字架を

かつ

担いだ人の姿です。イエス様は、あえて、自分の十
字架を背負えとおっしゃいました。この十字架は、どういう十字架だろ
う、誰の十字架だろうと思い巡らすとき、私たちは、イエス・キリストが
私たちの十字架をゴルゴタの上で、私たちに代わって担いで、裁きを
受けてくださったことが分かります。この事実の後、イエス様が、今日、
私たちに自分の十字架を担ぎなさいと言われるとするなら、私たちが背
負っている十字架はイエス・キリストの愛の十字架ではないでしょうか。

何のために十字架を背負うのか。イエス・キリストは自分のために十
字架を背負いませんでした。イエス・キリストは愛する人のために、私
たちのために十字架を担がれました。それ以上に、天の父なる神の望
みである十字架を担がれました。もしも、私たちが、十字架を負うとす
るなら、自分のための十字架ではなく、私たちが負うべき十字架は愛す
る人のために負う十字架であり、イエス・キリストのために担ぐ十字架
でありたいと思います。

伝道者の書3章11節、「神のなさることは、すべて時にかなって
美しい。神はまた、人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が
行うみわざの始まりから終わりまでを見極めることができない」

神様が時を持っておられます。私たちには時の初めから終わりまでを
見極めることはできないと書いてあります。私たちの信仰生活にとても重
要なことだといつも感じます。なぜなら、人は神様なしでも何か自分の
目指すべきもの、自分のビジョンに向かって走り、何かを成し遂げて満
足することができます。しかし、私たちがキリストの十字架を担いで歩み

弱さを覚えるとき、聖霊なる神様が、「たじろくな。わたしがあなたの
神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、義の右手で守る」と、い
つも語ってくださいます。そのことばを聞いたら、大胆に前進していきた
いと思います。

ヘブル人への手紙 12章5節から12節、「『わが子よ、主の訓練を
軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はそ
の愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に、むちを加えられる
のだから。』訓練として耐え忍びなさい。神はあなたがたを子として
扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあ
なたがたが、すべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、
私生児であって、本当の子ではありません。……すべての訓練は、
そのときは 喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものです
が、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の
実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしな
さい」 

ですから、「弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい」とあります。手
が弱ってしまった、膝が衰えたという人たちも、立ち上がり、出ていきま
しょう。神様は本当に不思議な神様です。試練に入ることを許されます
が、試練の中から必ず引き上げてくださいます。教会生活を送っていく
とき、今自分が持っているものを数えるのではなく、神様のことばをつか
んで行動していくとき、神様は、必要なものを備えてくださいます。

マタイの福音書7章13節と14節、「狭い門から入りなさい。滅
びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入って行く者が多い
のです。いのちに至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことで
しょう。そして、それを見出す者はわずかです」

いつも、狭い門、小さな門から入っていく。そして、その門を入ると、
何と、細い道とあります。ある聖書には「険しい道」と書いてあります。
そのような道を歩むことをお勧めします。なぜなら、イエス様がそうしな
さいとおっしゃっているからです。滅びに至る門は広くて大きいと聖書に
書いてあります。
イエス・キリストは、私たちにとって命の門です。イエス・キリストを
通して、私たちは神の御前に近付きます。イエス・キリストは、道であり、
命であり、真理です。イエス・キリストという道は、小さな門からしか入
ることができません。しかし、イエス・キリストはいつもどこにおられるの
か。イエス・キリストは宣教の最前線にいつもおられます。それだけで
はなく、私たちが試練の真ん中に立つときに、周りの友人や、「この人
は」と思った人が、皆いなくなった
ときに、横を見たときに必ずいるお
方はイエス・キリストです。何か
問題があっても、このお方が共に
おられます。私の主が共におられ
ます。狭い道、そして、すべての
問題の解決はイエス・キリストに
あります。たくさんの解決が、聖書
のみことばの中に隠されています。
今月も神様の愛と恵みが豊かに
注がれますように。

在主

出すとき、イエス・キリストが、神が成し遂げたいと思っていることの一
部になり、神様のご計画の中で生きるようになります。そうして、神の
計画の完成のとき、新天新地の到来の日になって初めて、自分は何を
したのかが分かることがあると思っています。

十字架の愛は一方的な愛でした。相手の人に信用があるかないか、
信じられるか信じられないかは関係なく、イエス・キリストは人を愛しま
した。イエス様はその人の外見、生き様に影響されませんでした。これ
が十字架です。私たちが教会を築き上げていくとき、何かふさわしい人
を探すのではなく、すべての人に対して、福音を語り、すべての人に対
して愛情を傾けていくことを学んでいきたいと思います。時々、家族、
親戚、友人、職場の中で、本当に難しい人間関係の中に神様が私た
ちを置かれる場合があります。そのような状況の中で、何を望んでおら
れるのかというと、私たちがどのようにして神様が見ておられるように見、
愛されるように愛するかを見ておられます。それを実現してくださるため
に、聖霊なる神を与えてくださいました。神様は私たちの弱さをよく知っ
ておられるので、聖霊様を与えてくださいました。
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「はじめに神が天と地を創造された」創世記1章1節
「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」ヨハネの福音書3章16節

　　　　　
神が天と地を創造された時から、今日も、また、これからも何一つ変わらないものが神の愛です。神の本質は

愛だと言われます。聖書は神様からのラブレターとも言われます。旧約聖書、新約聖書の預言は実現し続けています。
オメガの設立は、まさに神の計画が加速している時代に生み出されました。ますますトンネルの中で闇が深まる

ような時代の中で、その奥の遠くに見える一筋の光を見るように、神の愛とイエス・キリストの希望の光を日本中に
知らせていく目的を持って、オメガが設立されました。特に、聖書の中でも難解なヨハネの黙示録について、神の
愛を土台とした本質的な学びをするためには、旧約聖書と新約聖書すべての預言解釈が必要になります。そのために、
終末論を語るエキスパートとして世界的にも活躍されている栄子・スティーブンス師は、初臨と再臨すべての福音
を知ることが、日本宣教の扉を大きく開く鍵であると確信し、語り続けています。そして、これからも主が来られる
その日まで御国の福音を宣べ伝えます。

この度、OMEGA2030日本宣教プラン「OJ47」のビジョンが決定（理事会決議）いたしました。日本宣教の7年の
恵みの年として、加速する世界情勢や激しい情報化社会の中で、永遠に変わらない聖書の真実なことばを伝え続けます。

2023～2026年の前期3年半の大きな二本柱となるプロジェクトは、日本列島47都道府県縦断セミナー講演、
オメガプレミアム・グレイスツアーです。

2026年～2029年の後期3年半のプロジェクトは、時代の変化に柔軟に対応しながら、聖霊の導きに従いビジョン
を受け取り、計画を進めてまいります。特に、現在は無数のフェイクニュース等が多く、信頼できる真実な情報を
発信するメディアが少なく、第三のメディアが必要とも言われています。今後、日本の諸業界において、さまざまな
視点を持ちつつ、日本宣教の扉を突破し、OMEGA2030日本宣教プラン「OJ47」の活動を推進してまいります。

日本に主のご臨在が訪れ、神の愛と恵みが満ちあふれますよう、引き続き共にとりなし、祈り合い、励まし合い、
主と共に歩んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

イエスは、すべての町々村 を々巡り歩いて、
諸会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、
あらゆる病気、あらゆるわずらいをおいやしになった。 

オメガプレミアム・グレイスツアー 2023年～2025年

「主を待ち望む信仰の旅、
  主を愛する心を深める旅」
日程：2023年6月5日～14日（40名予定）

2023

7年の恵みの年

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

第7回オメガプレミアムツアー　イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）

第4回　日本列島縦断講演（10～13都道府県予定）

3年半3年半

日本列島縦断講演 ４７都道府県

マタイによる福音書 9章35節 

第4回　栄子・スティーブンスと行く

イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）
10日間の旅

「神のビジョンを共に夢見る旅」
日程：2024年2月27日～3月7日

（35名予定）

第5回　栄子・スティーブンスと行く

イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）
10日間の旅

「主を待ち望み、信仰を深める旅」
日程：2025年2月～3月

（予定見込み）

第6回　栄子・スティーブンスと行く

イスラエル＆イタリア（ローマ）
10日間の旅

聖パウロ大聖堂　

第4回オメガプレミアムツアー　イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）
第5回オメガプレミアムツアー　イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）

第6回オメガプレミアムツアー　イスラエル＆イタリア（ローマ）

第1回　日本列島縦断講演（7都道府県）
第2回　日本列島縦断講演（10～13都道府県予定）

第3回　日本列島縦断講演（12～15都道府県予定）

1990 2000 2010 2020 2030

1991年 湾岸戦争

1990年　栄子師 イスラエルへ移住

1996年　栄子師 イスラエルと日本の架け橋となる ─B.F.P.Japan設立

2008年　栄子師 アメリカへ帰国 ─オメガ・ミニストリーズ設立

2017年　一般社団法人オメガ・ジャパン＆オメガ出版設立

2019～2020年　第1回～第3回イスラエル＆ヨルダンツアー

2022年　ビル・スティーブンス氏天国へ帰国

2023年　「OJ47」
　　　　 2030日本宣教プランスタート

日本列島47都道府県縦断講演スタート
第4回イスラエル＆ヨルダンツアー再開

2001年 アメリカ同時多発テロ
2011年 東日本大震災

2020年～2022年 コロナパンデミック
2022年 ロシアのウクライナ侵攻
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終末論を語るエキスパートとして世界的にも活躍されている栄子・スティーブンス師は、初臨と再臨すべての福音
を知ることが、日本宣教の扉を大きく開く鍵であると確信し、語り続けています。そして、これからも主が来られる
その日まで御国の福音を宣べ伝えます。

この度、OMEGA2030日本宣教プラン「OJ47」のビジョンが決定（理事会決議）いたしました。日本宣教の7年の
恵みの年として、加速する世界情勢や激しい情報化社会の中で、永遠に変わらない聖書の真実なことばを伝え続けます。

2023～2026年の前期3年半の大きな二本柱となるプロジェクトは、日本列島47都道府県縦断セミナー講演、
オメガプレミアム・グレイスツアーです。

2026年～2029年の後期3年半のプロジェクトは、時代の変化に柔軟に対応しながら、聖霊の導きに従いビジョン
を受け取り、計画を進めてまいります。特に、現在は無数のフェイクニュース等が多く、信頼できる真実な情報を
発信するメディアが少なく、第三のメディアが必要とも言われています。今後、日本の諸業界において、さまざまな
視点を持ちつつ、日本宣教の扉を突破し、OMEGA2030日本宣教プラン「OJ47」の活動を推進してまいります。

日本に主のご臨在が訪れ、神の愛と恵みが満ちあふれますよう、引き続き共にとりなし、祈り合い、励まし合い、
主と共に歩んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

イエスは、すべての町々村 を々巡り歩いて、
諸会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、
あらゆる病気、あらゆるわずらいをおいやしになった。 

オメガプレミアム・グレイスツアー 2023年～2025年

「主を待ち望む信仰の旅、
  主を愛する心を深める旅」
日程：2023年6月5日～14日（40名予定）

2023

7年の恵みの年

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

第7回オメガプレミアムツアー　イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）

第4回　日本列島縦断講演（10～13都道府県予定）

3年半3年半

日本列島縦断講演 ４７都道府県

マタイによる福音書 9章35節 

第4回　栄子・スティーブンスと行く

イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）
10日間の旅

「神のビジョンを共に夢見る旅」
日程：2024年2月27日～3月7日

（35名予定）

第5回　栄子・スティーブンスと行く

イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）
10日間の旅

「主を待ち望み、信仰を深める旅」
日程：2025年2月～3月

（予定見込み）

第6回　栄子・スティーブンスと行く

イスラエル＆イタリア（ローマ）
10日間の旅

聖パウロ大聖堂　

第4回オメガプレミアムツアー　イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）
第5回オメガプレミアムツアー　イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）

第6回オメガプレミアムツアー　イスラエル＆イタリア（ローマ）

第1回　日本列島縦断講演（7都道府県）
第2回　日本列島縦断講演（10～13都道府県予定）

第3回　日本列島縦断講演（12～15都道府県予定）

1990 2000 2010 2020 2030

1991年 湾岸戦争

1990年　栄子師 イスラエルへ移住

1996年　栄子師 イスラエルと日本の架け橋となる ─B.F.P.Japan設立

2008年　栄子師 アメリカへ帰国 ─オメガ・ミニストリーズ設立

2017年　一般社団法人オメガ・ジャパン＆オメガ出版設立

2019～2020年　第1回～第3回イスラエル＆ヨルダンツアー

2022年　ビル・スティーブンス氏天国へ帰国

2023年　「OJ47」
　　　　 2030日本宣教プランスタート

日本列島47都道府県縦断講演スタート
第4回イスラエル＆ヨルダンツアー再開

2001年 アメリカ同時多発テロ
2011年 東日本大震災

2020年～2022年 コロナパンデミック
2022年 ロシアのウクライナ侵攻



Omega Japan
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

　尊い主の御名を心からほめたたえます。
　2020年から2022年、主人のビルが人生の最期を迎える時期に、そばで付き添うことができ、痛みも苦しみもない
天国に見送ることができました。主にこの上ない感謝の祈りをささげています。｠
　ビルを見送った初めの5カ月間は、涙と落ち込みで過ごしていましたが、主の「立ち上がれ！」という御声に応えて、
運動を始め、落ち込みから解放され、ご再臨間近なこの時に、思いっ切り荒野で叫ぶ者になることを決心いたしました。
　長い3年間のコロナ渦から解放されて、アメリカのパスポートを持つ私も、日本に入れるようになりました。これから
主が来られるその日まで、日本全国どこにでも参らせていただきます。
　愛する日本の皆々様どうぞ、よろしくお願いいたします。　　　

在主　栄子・スティーブンス

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
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神の国のビジョンに生きる
07 増山 浩史

Omega Grace Letter Vol .3

主の復讐の日があり、主イエスのあがないの年が来た
02 栄子・スティーブンス

Voice From Revelation　黙示録シリーズVol. 34　未来の預言―その26

12 お知らせ／祈りの課題

横田 聖子

日本宣教の扉の鍵を開ける

2030日本宣教プラン「OJ47」
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─  聖 書 は 預 言 書 で あ ることを 日 本 人 が 知 るように  ─  

　また、2024年の第3回日本列島縦断講演の申し込みは、2023年4月20日
スタートします。日本列島全国47都道府県すべての地域に神様のみことば
と愛が届きますよう共にお祈りください。

第4回・第5回・第6回オメガプレミアム・グレイスツアーのために
・第4回「栄子・スティーブンスと行くイスラエル＆ヨルダン（ペトラ）10日間の旅」

は、2023年6月5日～14日の予定で出発準備が進められています。
・第5回2024年オメガツアーは、2024年2月27日～3月7日の日程が決定しました。
　本予約申し込み準備スタートに向けて、詳細内容のパンフレット作成準備を

進めています。
・第6回2025年のオメガツアーは、「イスラエル&イタリア（ローマ）10日間の旅」の

企画を予定しています。日本列島47都道府県縦断講演が終盤を迎え、パウロや
ペテロの信仰の足跡をたどりながら、日本宣教への神さまからのビジョンを受け
取り、聖霊の新しい油注ぎを求める旅となりますよう、準備を進めてまいります。

2023年～2025年、すべてのツアー企画が主の愛と恵みに満ちあふれますよう、
覚えてお祈りください。

1
祈りの課題

2

3
第1回日本列島縦断講演 
オメガグレイス・ジャパンツアーの感謝
　お祈りありがとうございます。第1回の日本列島縦断講演は、恵み
と祝福が満ちあふれ、大変感謝申し上げます。皆様のとりなしの
祈りの力と愛を実感するスタートとなりました。ご訪問させて
いただいたすべての日本の地域の上に、引き続き主の豊かな
祝福と恵みと繁栄と癒やしがありますよう、共にお祈りください。

第2回・第3回日本列島縦断講演 
オメガグレイス・ジャパンツアーのために
　多数のお申し込みを頂きありがとうございます。
講演地域決定となりました。（北海道、埼玉県、神奈川県、東京都、
愛知県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県）
　現在、最終スケジュールを調整しています。引き続き覚えてお祈り
ください。

主の恵みの年、われらの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。シオンの嘆き悲しむ者たちに、灰の代わりに
頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の外套を着けさせるために　　　　イザヤ書61章2～3a節

2023年 主題聖句
主の恵みの年を告げる

オメガ活動ビジョン

オメガ・グレイス・プロジェクト2023－24
OMEGA GRACE 2023－24

お問合せ・お申し込み：オメガ・ジャパン
info@omega.or.jp
06-6777-2117

Eメール
TEL&FAX

栄子・スティーブンス

日本列島縦断講演 オメガグレイス・ジャパンツアー2023
お祈りありがとうございます。2月1日～3月1日まで7都道府県でセミナー等が開催されました。

（京都府・福岡県・大分県・岡山県・広島県・群馬県・東京都）

11 OMEGAヴィジョン

・第2回 日本列島縦断講演  オメガグイレス・ジャパンツアー2023年9月下旬～11月決定！！
　多数のお申し込みを頂き誠にありがとうございます。
・第3回 日本列島縦断講演 オメガグレイス・ジャパンツアー2024年決定！！
　お申し込みは2023年4月20日スタート！ 

京都府 福岡県 大分県 岡山県 広島県 群馬県 東京都

オメガ・ファミリーの
皆々様

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



イスラエル＆ヨルダン（ペトラ）
日程：
2024年2月27日（火）～3月7日（木）

現地エージェントの全面協力による特別価格が実現！

一般社団法人オメガ・ジャパン
〒540-0004 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　Email : info@omega.or.jp

株式会社 ホーリーランド ツーリストセンター
（観光庁長官登録旅行業 第2077号）
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター5F

※別途　燃油サーチャージ料（2022年12月参考価格115,000）/空港税・海外保険料
　募集人数：35名　利用航空会社：トルコ航空　発着空港：羽田空港のみ

￥578,000～￥585,000

栄子・スティーブンスと行く

10日間の旅

一般本予約申込開始：2023年5月15日（月）よりスタート

企画・主催　 旅行企画・実施

Omega Japan

第5回　オメガプレミアム・グレイスツアー

日程・スケジュール決定！

特別
価格

神
の
ビ
ジ
ョン
を
共
に
夢
見
る
旅

1日目（2/27㊋）夜
2日目（2/28㊌）早朝
　　　　　　　　　
3日目（2/29㊍）
4日目（3/  1㊎）
5日目（3/  2㊏）
6日目（3/  3㊐）

7日目（3/4㊊）
8日目（3/5㊋）
9日目（3/6㊌）
　　　　　　 夜

10日目（3/7㊍）夜

羽田空港発イスタンブールへ（トルコ航空）
イスタンブールからテルアビブへ
カエサレア、ナザレ、ティベリアへ
バニアス、山上の垂訓教会、タブハ、ペテロ召命教会など
ヨルダン入国　ネボ山、ペトラへ
栄子・スティーブンスによるセミナー　ペトラ観光
イスラエルへ再入国、砂漠の幕屋、死海浮遊体験

マサダ、エンゲディ、カスルエルヤフード
オリーブ山、西壁、ヴィアドロローサ、聖墳墓教会など
鶏鳴教会、ヤドバシェム、園の墓、エラの谷など
テルアビブ空港発イスタンブール経由羽田へ

（トルコ航空）
羽田空港着

主なスケジュール

※スケジュールの内容は、諸般の事情で変更される場合がございます。



栄子・スティーブンス

伝道集会から終末論セミナーなど、日程や内容など、すべてご相談に応じます。
すべてのメッセージレジメ資料あり。

感謝献金（基本：宿泊費と交通費はオメガ負担）　　

TEL＆FAX 06-6777-2117　メール info@omega.or.jp

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・ピース日本
支部局）設立。2008年 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SeasonⅠ・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。

・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
・聖書預言はどう実現しているのか
・神のマスタープランをひも解く鍵

～過ぎ越しの杯といちじくの木～
・終末の時代とイスラエルを取り囲む世界情勢
・聖書のことばはその通りになる
・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～
・荒野の幕屋の中に見るイエス様
・神の栄光 シャカイナグローリー

一般社団法人オメガ・ジャパン　〒540-0004 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　Email : info@omega.or.jp

Omega Publication
オメガ出版

日本列島縦断講演
オメガグレイス・
ジャパンツアー2024

イスラエルを軸に聖書を理解する分かりやすいセミナーやメッセージ
をお届けします。また、難解だと言われる終末論に関するテーマを、
現代の世界情勢を踏まえながら解説し、不安や恐れではなく、神を
愛する心、希望、信仰に満ちあふれるよう、情熱をもって語ります。

内容について

謝礼について

著書（一部）

・各種セミナー
・礼拝メッセージ　
・イスラエルセミナー

例：「イスラエルと再臨の条件」「時が来たしるし」「神のマスタープランとイチジクの木」
「主の例祭」など

・黙示録ハイライトセミナー
・終末論関係（エゼキエル書・ダニエル書など）

例：「永遠の福音」「ダニエルの70週」「異邦人の時が終わる世界情勢」「産みの苦しみ
と前兆」など

・伝道集会やオープンセミナー　「君は愛されるために生まれた」
現在の世界情勢等を分かりやすく解説しながら、聖書のテーマは、神の愛であること、
世界は、神の愛の完成に向かっていることを伝えます。

お問い合わせ・お申し込み：一般社団法人オメガ・ジャパン

2030日本宣教プラン「OJ47」
スタートです！！

第1回　群馬県、東京都、京都府、岡山県、広島県、福岡県、大分県訪問
第2回　北海道、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県訪問予定

第3回セミナー・講演決定！！
2023年4月20日（木）より申込受付開始


