
永遠に朽ちることがない
「神のことば＝聖書」

  「さて、信仰は、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちは、
この信仰によって称賛されました。信仰によって、私たちは、この世界が神のことばで造られたことを
悟り、その結果、見えるものが、目に見えるものからできたのではないことを悟ります」

ヘブル人への手紙11章1 ～ 3節

　今、目には見えない新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界中があらゆる方面で脅かされてい
ます。1日も早く終息するようお祈りしております。
　聖書には、「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」（ヨハネの福音書3章
16節）とあります。天の父は、私たち一人ひとりの命に関心をもっておられます。神との関係によって
人生を豊かに歩み、永遠の住まいにおいても、私たちと共に過ごすことを計画してくださっています。
その目的を果たすために、御子イエス・キリストはこの世に来られました。
　アブラハムやモーセ、イザヤやダニエルの時代にも示されていた神のビジョンは、「神のことば」を
聴くことで、信仰の目が開かれ、見えるようになりました。“今” を生きる私たちは、信仰の大先輩たち
が見た夢や幻が現実化した時代に生かされています。さらに今後、加速度的に、「神のことば」である
“聖書の預言が実現していく時代” に私たちは生き、共に歩んでいくことでしょう。神の御手の中で偶然
はありません。
　今、日本の教会が神様によってキリストの体としてリバイブ（revive ／生き返る、力付く）され、
キリストの花嫁として整えられ、「神のことば＝聖書」を持つ者として、終わりの時代のために呼び集め
られています。そして世界中の「教会＝エクレシア」は、聖霊様の力と愛とによって、主の輝きを増々、
世に放っていきます。

  「そういうわけで、私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の按手によってあなたのうちに与えら
れた神の賜物を、再び燃え立たせてください。神は私たちに、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を
与えてくださいました」テモテへの手紙第二1章6 ～ 10節

  「信仰の創始者であり完成者であるイエスから、目を離さないでいなさい。この方は、ご自分の前に
置かれた喜びのために、辱めをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです」

ヘブル人への手紙12章2節

  「神のことば＝聖書」は、見える世界においても、見えない世界においても、世界で最も信頼できる
書物です。昔も今も、これから後も、永遠に朽ちることはありません。

　今月は特に、日本と世界各国の指導者、教会、宣教・支援団体の指導者の上に、主の知恵と判断力と
決断力が与えられますよう共に祈りたいと思います。そして、皆様お一人おひとりが遣わされている地域、
教会の上に主の栄光が現され、祝福されますよう心よりお祈り申し上げます。

2020年5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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新型コロナウイルスの感染拡大抑止のために
日本と世界各国の感染が終息するように。国々の指導者の上に
良い判断力と決断力が与えられますように。また、困難な状況下
で使命感をもって仕事を続けてくださっている医療従事者を始め
すべての方々に特別な守りがありますように。
「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」（Ⅰテモ2:1～3）

日本でも緊急事態宣言が発令され、外出の自粛、礼拝や祈祷会も
家庭やインターネット礼拝になっていますが、それぞれの場所で
礼拝が祝福されますように。

栄子・スティーブンスを覚えて
アメリカの地で執筆活動中です。7月号より巻頭メッセージは、黙
示録シリーズを準備中です。栄子師の上に、主の油注ぎが満ちあふ
れるように。健康が格別に守られ、ご夫妻とご家族の上に、主の祝
福と守りがあるように。

日本CGNTVのドキュメンタリー番組制作のために
今年2月に催行された「第3回イスラエル＆ヨルダンツアー」ご参加者
2名の方々を主人公に、『ターニングポイント～人生を変えた旅～』
の番組を制作中です。5月30日の放送予定です。日本CGNTV
撮影スタッフ3名の証しは添付のパンフレットに掲載しております。
ドキュメンタリー番組の編集作業のためにも引き続きお祈りくだ
さい。

Omega Japan
一般社団法人オメガ・ジャパン

https://omega.or.jp/
皆様からの寄付やご献金は、日本・アジア・イスラエル宣教に用いられます。

■ゆうちょ銀行　00900-7-313674
【他の金融機関からの振込】　
支店名：〇九九（ゼロキュウキュウ）　（当座）口座番号：0313674
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Tel＆Fax：06-6777-2117　E-mail：info@omega.or.jp

2020年11月3日～12日予定「第4回 栄子・スティーブンスと行くイスラエル＆ヨルダンツアー」
現在、企画推進中です！ ツアーにつきましても、現在の情勢を踏まえながら計画を進めてまいります。情勢によっては、2021年2月
の可能性もございます。

黙示録セミナーテキスト終末編」　期間限定特別価格販売中！！

他のオメガ商品も割引中です。詳細は、添付のチラシをご覧ください。
商品のご注文・お問い合わせは、オメガ・ジャパン事務局まで。
TEL＆FAX：06-6777-2117　e-mail：book@omega.or.jp
WEBサイトからのご注文　https://omega.or.jp/shuppan/
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幻冬舎大学「聖書の預言は成就する」全5回シリーズが
日本CGNTVですべてご視聴になれます。

　　

第1回  「聖書は預言書である」　
第2回  「いまも成就し続ける、驚くばかりの預言」
第3回  「世界の目から隠されたユダヤ人の姿」　

第4回  「絶体絶命の危機を超える聖書の民、約束の土地」　
第5回  「聖書の預言はこう完結する」

日本CGNTV「オメガ・プロジェクト」で検索
http://japan.cgntv.net/ オメガ・プロジェクト
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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、アメリカに拠点を移し、講演や
執筆活動など聖書教師として活動。
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神はそのひとり子を世に遣わし、
その方によって私たちにいのちを得させてくださいました。
それによって神の愛が私たちに示されたのです。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、

私たちの罪のために、宥めのささげ物としての御子を遣わされました。
ここに愛があるのです。

ヨハネの手紙第一4章9～10節

神様はそこで、火の蛇を民に送り込
まれました。「へびは民をかんだので、
イスラエルの民のうち、多くのものが
死んだ」（民21:6）と書かれています。こ
の火の蛇に噛みつかれると、人は火が
付いたようになって死にます。民は自
分たちが、神様とモーセに文句を言っ
たことを悔い改め、モーセにとりなし
の祈りを頼みました。

闇の世界に
捕らわれた人間
（口語訳使用）

アダムとエバは、光の世界である
エデンの園に住んでいました。エデン
は神様と共に過ごし、語り合うことが
できる、最も幸せな場所でした。とこ
ろがある時、神のようになりたいと
高ぶったサタンが、蛇を使ってアダム
とエバを惑わし、彼らを闇の世界にさ
らっていきました。

詩 篇49章7節 に、「ま こ と に 人 は
だれも自分をあがなうことはできない。
そのいのちの価を神に払うことはでき
ない」と書かれています。その通り、サ
タンにさらわれた人間は、自分自身で

身代金を払って自由の身になることは
できません。神様はこの時、すぐに御
手を伸ばして、闇の世界から人間を助
け出してはくださいませんでした。な
ぜなら、光の世界におられる神様が闇
の世界にほんの少しでも入っていこう
とすると、闇は逃げてしまうからです。
光と闇とはほんの少しも交わることが
できないのです。

「青銅の蛇」の出来事は
イエス様の救いのひな型

時代を経て、エジプトから脱出し、
約束の地カナンを目指したイスラエル
の民は、荒野でモーセに逆らい、神様
から罰を受けました。「民は神とモーセ
とにむかい、つぶやいて言った、『あな
たがたはなぜわたしたちをエジプトか
ら導き上って、荒野で死なせようとす
るのですか。ここには食物もなく、水
もありません。わたしたちはこの粗悪
な食物はいやになりました』」（民21:5）
と言って、天から与えられた食物「マ
ナ」への不満を口にしました。



0302 04

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、アメリカに拠点を移し、講演や
執筆活動など聖書教師として活動。

栄子・スティーブンス

ゲッセマネの園
（エルサレム）

ゲッセマネで
イエス様が祈られた場面のレリーフ

モーセが荒野でつくった
青銅の蛇のモニュメント（ヨルダン）

す
べ
て
の
人
間
の

罪
の
代
価
を
払
わ
れ
た

イ
エス
様

(C)tango7174_ (C)Fallaner 

(C)freebibleimages.org

神はそのひとり子を世に遣わし、
その方によって私たちにいのちを得させてくださいました。
それによって神の愛が私たちに示されたのです。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、

私たちの罪のために、宥めのささげ物としての御子を遣わされました。
ここに愛があるのです。

ヨハネの手紙第一4章9～10節

「そこで主はモーセに言われた、『火
のへびを造って、それをさおの上に掛
けなさい。すべてのかまれた者が仰い
で、それを見るならば生きるであろう』。
モーセは青銅で一つのへびを造り、そ
れをさおの上に掛けて置いた。すべて
へびにかまれた者はその青銅のへびを
仰いで見て生きた」（民21:8 ～ 9）

中には、「あんな青銅の蛇を見ただけ
で治るはずがない」と疑った人もいたこ
とでしょう。しかし、モーセのつくっ
た青銅の蛇を、信仰をもって見た者は
すぐに癒やされ、死を免れたのです。
この出来事は、後にイエス様を仰ぎ見
る信仰によって、人々が救われること
の予表、ひな型でした。

ヨハネの福音書を記したヨハネは、
闇の中にさらわれて行った人間を取り戻
すために、光の世界から来られた創造主
についてこう語っています。「すべての
ものは、これによってできた。できたも
ののうち、一つとしてこれによらないも
のはなかった。この言

ことば

に命があった。そ
してこの命は人の光であった。光はやみ
の中に輝いている。そして、やみはこれ
に勝たなかった」（1:3 ～ 4）

神様は闇の世界に入ることはでき
ません。そのため、処女マリアを通し
て神様ご自身が人間となって地上に生
まれてこられました。このようにして、
光であるイエス様が闇の中に輝き、光
は闇に打ち勝ったのです。

ヨハネの福音書3章14 ～ 15節にこ
う書かれています。「モーセが荒野でへ

びを上げたように、人の子もまた上げ
られなければならない。それは彼を信
じる者が、すべて永遠の命を得るため
である」。モーセが荒野でつくった青銅
の蛇を見れば生きられると言ったのは、
やがてイエス・キリストが地上に来ら
れることの預言、ひな型でした。そし
てその約1400年後に、イエス・キリ
ストは来られました。
「律法はモーセをとおして与えられ、
めぐみとまこととは、イエス・キリス
トをとおしてきたのである」（ヨハ1:17）
と書かれています。この、「めぐみとま
こと」は共に人間のところにやって来る
ことはありません。なぜなら「まこと」
である律法は、不完全な人間には完全
に全うすることができないからです。

イエス様が
飲み干された「杯」

ここでもう一度、詩篇49章7節のみ
ことばについて考えてみましょう。「ま
ことに人はだれも自分をあがなうこと
はできない。そのいのちの価を神に払
うことはできない」。

蛇の言葉にだまされ、サタンに捕ら
われてしまった人間は、罪の血筋を受
け継ぎました。イエス・キリストは捕
らわれた人間を取り戻すため、人間と
してお生まれになり、闇に打ち勝たれ
ました。人は誰もが生きるために生ま
れてきますが、イエス様は死ぬために
お生まれになったのです。

十字架に架かられる前にイエス様は、
ゲッセマネの園で血の汗を流しながら、

「父よ、みこころならば、どうぞ、こ
の杯をわたしから取りのけてください。
しかし、わたしの思いではなく、みこ
ころが成るようにしてください」（ルカ
22:42）と祈られました。「この杯」の中
には何が入っていたのでしょうか。

私は、イエス様の祈られたこの場面
のレリーフの場所に、これまで数えき
れないほど足を運びました。そしてそ
こで何度も主に尋ねました。「あの杯
の中身は何だったのですか」と。ある日、
心の奥に聞こえてくることばがありま
した。「あの杯には、あなたの罪が入っ
ていたのです」と。すると突然、頭の中
にひどい光景が浮かびました。それは
凄まじい悪臭のする肥溜めの中にうご
めく無数のウジ虫でした。しかも、イ
エス様の飲み干される杯は小さなもの
ではなく、丼のように大きな器でした。　

イエス様は全く罪を犯されず、律法
を完全に守られた唯一のお方です。罪
を最も嫌っておられるのに、罪の入っ
た杯を飲み干さなければなりませんで
した。そうしなければ、すべての人間
の罪の代価を払い、裁かれるべき人間
をあがなうことができないのです。イ
エス様は、父なる神様に、「何とか他の
方法はないでしょうか」と、もがき苦
しんで祈られた後、私たち救われる者
の名前と顔を一人ひとり思い浮かべな
がら、罪の入った杯を飲み干してくだ
さったのです。それを成し遂げられた
後、最もひどい苦しみを受ける十字架
に架かられました。
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ヨハネの手紙第一4章9～10節

神様と人間の隔たりが
取り除かれた

イエス・キリストが十字架上で息を
引き取られたと同時に、罪は釘付けにさ
れ、すべての人間の罪の負債は無効にな
りました。そして次にこのような大きな
出来事が起こりました。「イエスはもう
一度大声で叫んで、ついに息をひきとら
れた。すると見よ、神殿の幕が上から
下まで真二つに裂けた」（マタ27:50 ～
51）。神殿の中の聖所は、祭司たちが入
る所で、闇の世界にありました。一番奥
に位置する至聖所は、光の世界におられ
る神様のご臨在が現れる所で、大祭司が
年に一度だけ入ることのできる場所でし

た。この聖所と至聖所を区切っていた幕
が裂けました。その時から神様と人間の
隔たりが取り除かれたのです。

そして、イエス・キリストは三日目
に復活されました。世界には多くの偉
人たち、例えば釈迦、ムハンマド、日
蓮、ガンジーなどがいましたが、誰も
復活していません。イエス・キリスト
だけが復活したのです。

「あなたがたは、選ばれた種族、祭司の
国、聖なる国民、神につける民である。
それによって、暗やみから驚くべきみ光
に招き入れて下さったかた」（Ⅰペテ 2:9）

と記されています。神殿の中で、聖所
と至聖所を分けていた幕は、もはやあ
りません。イエス・キリストが私たち
の罪の代価を払ってくださいました。
そのことを信じる者は救われ、神様に
直接近付いていつも祈ることができる
のです。そして、やがて私たちも復活
して永遠に主と共に過ごすことができ
るのです。

人は誰も、「そのいのちの価を神に払
うことはできない」（詩49:7）というみこ
とばの通り、私たち人間が払えない高
価な代価を、イエス・キリストは払っ
てくださったのです。ハレルヤ！

在主



永遠に朽ちることがない
「神のことば＝聖書」

  「さて、信仰は、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちは、
この信仰によって称賛されました。信仰によって、私たちは、この世界が神のことばで造られたことを
悟り、その結果、見えるものが、目に見えるものからできたのではないことを悟ります」

ヘブル人への手紙11章1 ～ 3節

　今、目には見えない新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界中があらゆる方面で脅かされてい
ます。1日も早く終息するようお祈りしております。
　聖書には、「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」（ヨハネの福音書3章
16節）とあります。天の父は、私たち一人ひとりの命に関心をもっておられます。神との関係によって
人生を豊かに歩み、永遠の住まいにおいても、私たちと共に過ごすことを計画してくださっています。
その目的を果たすために、御子イエス・キリストはこの世に来られました。
　アブラハムやモーセ、イザヤやダニエルの時代にも示されていた神のビジョンは、「神のことば」を
聴くことで、信仰の目が開かれ、見えるようになりました。“今” を生きる私たちは、信仰の大先輩たち
が見た夢や幻が現実化した時代に生かされています。さらに今後、加速度的に、「神のことば」である
“聖書の預言が実現していく時代” に私たちは生き、共に歩んでいくことでしょう。神の御手の中で偶然
はありません。
　今、日本の教会が神様によってキリストの体としてリバイブ（revive ／生き返る、力付く）され、
キリストの花嫁として整えられ、「神のことば＝聖書」を持つ者として、終わりの時代のために呼び集め
られています。そして世界中の「教会＝エクレシア」は、聖霊様の力と愛とによって、主の輝きを増々、
世に放っていきます。

  「そういうわけで、私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の按手によってあなたのうちに与えら
れた神の賜物を、再び燃え立たせてください。神は私たちに、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を
与えてくださいました」テモテへの手紙第二1章6 ～ 10節

  「信仰の創始者であり完成者であるイエスから、目を離さないでいなさい。この方は、ご自分の前に
置かれた喜びのために、辱めをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです」

ヘブル人への手紙12章2節

  「神のことば＝聖書」は、見える世界においても、見えない世界においても、世界で最も信頼できる
書物です。昔も今も、これから後も、永遠に朽ちることはありません。

　今月は特に、日本と世界各国の指導者、教会、宣教・支援団体の指導者の上に、主の知恵と判断力と
決断力が与えられますよう共に祈りたいと思います。そして、皆様お一人おひとりが遣わされている地域、
教会の上に主の栄光が現され、祝福されますよう心よりお祈り申し上げます。

2020年5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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～ 神のマスタープラン・プロジェクト2020 ～

新型コロナウイルスの感染拡大抑止のために
日本と世界各国の感染が終息するように。国々の指導者の上に
良い判断力と決断力が与えられますように。また、困難な状況下
で使命感をもって仕事を続けてくださっている医療従事者を始め
すべての方々に特別な守りがありますように。
「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」（Ⅰテモ2:1～3）

日本でも緊急事態宣言が発令され、外出の自粛、礼拝や祈祷会も
家庭やインターネット礼拝になっていますが、それぞれの場所で
礼拝が祝福されますように。

栄子・スティーブンスを覚えて
アメリカの地で執筆活動中です。7月号より巻頭メッセージは、黙
示録シリーズを準備中です。栄子師の上に、主の油注ぎが満ちあふ
れるように。健康が格別に守られ、ご夫妻とご家族の上に、主の祝
福と守りがあるように。

日本CGNTVのドキュメンタリー番組制作のために
今年2月に催行された「第3回イスラエル＆ヨルダンツアー」ご参加者
2名の方々を主人公に、『ターニングポイント～人生を変えた旅～』
の番組を制作中です。5月30日の放送予定です。日本CGNTV
撮影スタッフ3名の証しは添付のパンフレットに掲載しております。
ドキュメンタリー番組の編集作業のためにも引き続きお祈りくだ
さい。

Omega Japan
一般社団法人オメガ・ジャパン

https://omega.or.jp/
皆様からの寄付やご献金は、日本・アジア・イスラエル宣教に用いられます。

■ゆうちょ銀行　00900-7-313674
【他の金融機関からの振込】　
支店名：〇九九（ゼロキュウキュウ）　（当座）口座番号：0313674
■三菱UFJ銀行　玉造支店 （普通）口座番号：0125795

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

2020年11月3日～12日予定「第4回 栄子・スティーブンスと行くイスラエル＆ヨルダンツアー」
現在、企画推進中です！ ツアーにつきましても、現在の情勢を踏まえながら計画を進めてまいります。情勢によっては、2021年2月
の可能性もございます。

黙示録セミナーテキスト終末編」　期間限定特別価格販売中！！

他のオメガ商品も割引中です。詳細は、添付のチラシをご覧ください。
商品のご注文・お問い合わせは、オメガ・ジャパン事務局まで。
TEL＆FAX：06-6777-2117　e-mail：book@omega.or.jp
WEBサイトからのご注文　https://omega.or.jp/shuppan/

7,700円 6,300円
780円

（税込）

（税込）

（税込）

1,000円
5/31（日）

まで テキストのみ

CDセット（テキスト付）

9,800円
2セット

幻冬舎大学「聖書の預言は成就する」全5回シリーズが
日本CGNTVですべてご視聴になれます。

　　

第1回  「聖書は預言書である」　
第2回  「いまも成就し続ける、驚くばかりの預言」
第3回  「世界の目から隠されたユダヤ人の姿」　

第4回  「絶体絶命の危機を超える聖書の民、約束の土地」　
第5回  「聖書の預言はこう完結する」

日本CGNTV「オメガ・プロジェクト」で検索
http://japan.cgntv.net/ オメガ・プロジェクト
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