
小冊子完結編シリーズVoice｠From Revelation｠Vol.1
いよいよ発売開始です！
　皆様の祈りを通して、黙示録の世界が開かれる扉となる小冊子が、
いよいよ発売となりました。この小冊子を通して、今まで以上に
イエス様を愛する心にあふれ、主と深い祈りの交わりに導かれます
ように。また、この小冊子を手にする方々が、聖書の世界は真の
現実であるということを知ることができますように。
　ご予約注文が予想を大きく超えましたこと、感謝申し上げます。
10冊以上の、おまとめ注文をされる方が多数おられますので、さらに
恵みの輪が広がり、日本の祝福となりますよう、祈りを込めて、
100日間の感謝販売をいたします！

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
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祈りの課題
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新刊小冊子出版のために
　完結編シリーズVoice｠From Revelation Vol.2 「イスラエルの
七つの祭り」について学ぶ栄子・スティーブンス書き下ろし小冊子
の出版に向けて、準備中です。出版チームの上に主の油注ぎが豊か
にあるようにお祈りください。

ビル＆栄子・スティーブンス夫妻のために
　アメリカにおられるご夫妻の健康と生活が格別に守られ、ご家族
とそれぞれのご家庭の上に、主の守りと祝福が豊かにあるように。
栄子師の執筆活動の上に、ますます油注ぎがありますように。

感謝を込めて　イスラエルセミナーCDとスティーブンス・栄子の『シャロームイスラエル』
DVD上・下巻も感謝価格でご提供中です。
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この預言のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを守る者たちは、
幸いである。時が近づいているからである。ヨハネの黙示録1章3節
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連載　イエス・キリストは二度来られる
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大好評！！
『シャロームイスラエルSeasonⅡ』（全20話）

　　『シャロームイスラエルⅠ』（全40話）のDVDも好評発売中！

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

シャロームイスラエルシーズン2ＤＶＤ4枚組　
上巻全540分/下巻564分
各¥2,750（税込）

『シャローム
  イスラエルⅠ』
DVD好評発売中！ 

オメガプロジェクト2021
～神のマスタープラン・プロジェクト継続推進～

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/

感謝価格　 1冊 ￥700（税込）

10冊以上で1冊 ￥500（税込）

定価￥770（税込）　

￥3,000（税込・送料込）

新小冊子発売感謝として
ご提供いたします。

定価￥4,000（税込）　

①FAX ②電話 ③Eメール（本文にお届け先ご住所、お名前、ご注文数の記入をお願いいたします。）

予約受付が1,000冊以上と予想を超えてご注文
いただきました。感謝を込めて、特別販売期間を
100日間！ 延長させていただきます！

イエス・キリストはもう一度来られる 
～黙示録ダイジェスト～

小冊子完結編シリーズVoice From Revelation Vol.1

黙示録セミナーハイライト
（テキスト付）

黙示録の大切な部分を深く学ぶセミナー

ご注文方法

5月31日（月）まで。くわしくは添付のチラシをご覧ください。 4月28日（月）まで。

100日間感謝価格！

好評
発売中！

CDかDVD

過ぎ越しの祭りのテーブル



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。
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「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。
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未来の預言
―その2

リボンのようなもので補強してから封
印されることもありました。巻き物を
受け取る者以外が開くことなく、秘密
のメッセージが送られる時にも七つの
封印が使われたようです。

通常の巻き物は、内側のみに文字が
書かれますが、黙示録5章に出てくる天
の巻き物は、両面に文字が書かれてい
ます。そして封印を解くたびに、不思
議な形でメッセージが現れます。

黙示録5章2節から4節で、ヨハネが
巻き物のことで泣いています。「また私
は、ひとりの強い御使いが、大声でふ
れ広めて、『巻き物を開いて、封印を解

き物は、パピルス紙または羊皮紙など
でできており、何枚もの紙を縫い合わ
せて長くしていきます。イスラエルで
は必ず羊皮紙が用いられていて、巻き
物が本のような物でした。本という形
態は2世紀になるまで使われていません。
黙示録が書かれたのは1世紀のローマ時
代で、七つの封印の巻き物は珍しくあ
りませんでした。
 

当時、最も七つの封印の巻き物が使
用されたのは、遺言でした。7人の証人
によって、七つの封印の遺言が記され、
封印は溶かしたろうを指輪で押してい
ました。封印が外れないように、糸や

天の巻き物
（新改訳第3版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）5章
1節、「また、私は、御座にすわってお
られる方の右の手に巻き物があるのを
見た。それは内側にも外側にも文字が
書きしるされ、七つの封印で封じられ
ていた」

御座にすわっておられる方の右の手
に、巻き物があります。これは天の巻
き物で、父なる神様がすべての歴史を
手元に持っておられ、終わりの日のこ
とが書かれているのです。

この巻き物は、「内側にも外側にも文
字が書きしるされ」ています。古代の巻

黙示録5章6節、「さらに私は、御座
──そこには、四つの生き物がいる─
─と、長老たちとの間に、ほふられた
と見える小羊が立っているのを見た。
これに七つの角と七つの目があった。
その目は、全世界に遣わされた神の七
つの御霊である」

ヨハネはここで、封印を解くのにふ
さわしい「ほふられたとみえる小羊が
立っているのを見た」と記しています。
神の小羊としてお生まれになったイエ
ス様は、人類救済計画の神の御心を成
し遂げた、ユダ族から出た獅子です。
ユダヤ人にとっては、「メシアは敵を滅
ぼす勝利者として来る」と考えられてい
るので、あがない主として現れる神の
小羊の意味を理解していません。

イザヤ書53章10節、「しかし、彼を
砕いて、痛めることは主のみこころで
あった。もし彼が、自分のいのちを罪
過のためのいけにえとするなら、彼は
末長く、子孫を見ることができ」とあり
ます。ユダヤ人はこのみことばに出て
くる「彼」について理解していません。
ここでの「彼」とは、「イエス・キリス
ト」であるとしか当てはめることができ
ないので、ユダヤ人は、イザヤ書53章
は読まないのです。
 
「これに七つの角と七つの目があった」

（黙5:6）と書かれている七つの角は、完
全な権威を表し、七つの目は全知全能

黙示録5章5節、「すると、長老のひ
とりが、私に言った。『泣いてはいけな
い。見なさい。ユダ族から出た獅子、
ダビデの根が勝利を得たので、その巻
き物を開いて、七つの封印を解くこと
ができます』」

泣いているヨハネに、一人の長老が
語っています。以前の黙示録1章4節か
ら6節の学びで、エッサイの根株から出
た若枝がイエス・キリストであること
をお話しいたしました。エッサイはダ
ビデの父親で、ここで、「ダビデの若枝
である方が、勝利を得た」と言っていま
す。ダビデ王朝がバビロンに切り倒さ
れた後、神の小羊としてイエス様は、
ダビデの根からお生まれになったので
した。

イエス様は、三位一体の神様の中で、
人類救済のために人間としてお生まれ
になりました。神の小羊として十字架
に架かられ、勝利を得られ、復活され
たという者は、御子イエス・キリスト
しかいません。「神の小羊」として来ら
れたイエス様は、ユダ族の一員だった
ダビデの子孫です。

ご再臨の時、イエス様は、小羊ではな
く獅子として来られます。イエス・キリ
ストこそ、人類の歴史を支配されるお方
です。人間の罪をあがない、罪の世界を
終わらせることができます。神の御国の
到来を成就させるため、封印を解く者と
して唯一ふさわしいお方なのです。
 

くのにふさわしい者はだれか』と言って
いるのを見た。しかし、天にも、地に
も、地の下にも、だれひとりその巻き
物を開くことのできる者はなく、見る
ことのできる者もいなかった。巻き物
を開くのにも、見るのにも、ふさわし
い者がだれも見つからなかったので、
私は激しく泣いていた」

御使いは、「巻き物を開いて、封印を
解くのにふさわしい者はだれか」と大声
で叫んでいます。そしてヨハネは、「天
にも、地にも、地の下にも、だれひと
りその巻き物を開くことのできる者は
なく、見ることのできる者もいなかっ
た」と言っています。地にも地の下にも
ふさわしい者がいないことは分かりま
すが、天には三位一体の全知全能の神
様がおられます。「巻き物を開くのにも、
見るのにも、ふさわしい者がだれも見
つからなかったので、私は激しく泣い
ていた」と書かれています。

この巻き物の封印が解かれると同時
に、大患難時代が始まります。これは
7年間の恐ろしい時代です。封印が解
かれると、その時から7年後に神の御
国が到来します。しかし、その封印を
解いて見ることができる、ふさわしい
者が見つからないのです。それはつま
り、神の御国の到来をとどめているこ
とになるので、ヨハネは激しく泣いた
のです。

黙示録5章8節から10節では、この
ような事が起こり、未来の事が伝えら
れています。「彼が巻き物を受け取った
とき、四つの生き物と二十四人の長老
は、おのおの、立琴と、香のいっぱい
入った金の鉢とを持って、小羊の前に
ひれ伏した。この香は聖徒たちの祈り
である。彼らは、新しい歌を歌って
言った。『あなたは、巻き物を受け取っ
て、その封印を解くのにふさわしい方
です。あなたは、ほふられて、その血
により、あらゆる部族、国語、民族、
国民の中から、神のために人々を贖い、
私たちの神のために、この人々を王国
とし、祭司とされました。彼らは地上
を治めるのです』」

イエス様が巻き物を受け取ると、「四
つの生き物と二十四人の長老は、おの
おの、立琴と、香のいっぱい入った金
の鉢とを持って、小羊の前にひれ伏し
た」（5:8）のです。私たちにとっては今
まだ起こっていない出来事ですが、イ
エス様が巻き物を受け取られたならば、
その封印は解かれるのです。そうすれ
ば、いよいよ神の御国の到来で、天で

を表しています。すべての権威を持ち、
過去から現在、そして未来に至るまで、
すべてを見通しておられる方を表して
います。黙示録5章6節に、「その目は、
全世界に遣わされた神の七つの御霊で
ある」と書かれています。それは人々の
救いのために、全世界に遣わされた三
位一体の聖霊様です。コリント人への
手紙第一12章3節ではこのように言わ
れています。「ですから、私は、あなた
がたに次のことを教えておきます。神
の御霊によって語る者はだれも、『イエ
スはのろわれよ』と言わず、また、聖霊
によるのでなければ、だれも、『イエス
は主です』と言うことはできません」

聖霊様によらなければ、誰も救われ
ることはできません。そのために、全
世界に救いをもたらす七つの霊である
聖霊様が遣わされています。人の中に
住まわれる聖霊様によって、教会が働
いているのです。

封印が解かれる
黙示録5章7節、「小羊は近づいて、

御座にすわる方の右の手から、巻き物
を受け取った」と、小羊イエス様が、父
なる神様から巻き物を受け取られまし
た。この日は、待ちに待った日です。

「その日、その時がいつであるかは、だ
れも知りません。天の御使いたちも子
も知りません」（マタ24:36）とあります。
この時からご再臨までは、7年間である
ことが定められています。大患難時代
の期間が、ダニエル書や黙示録に明確
に記されています。　

私たちに不明なこととしては、いつ
小羊が父なる神様から巻き物を受け取
り、それを開かれるのかということで
す。そしてもう一つは、いつ教会が天
に上げられ、空中で主と出会うのかが
分からないということです。
 

は勝利の日が迫り興奮すべき時となり
ます。
「香のいっぱい入った金の鉢」は、人類
が生まれてからこの日までの、すべて
の聖徒たちの祈りが入っています。い
よいよ神様が、すべての祈りに答えら
れる時が来ました。聖徒たちの苦しみ
を聞いておられた主が、立ち上がられ
ます。悪者が野放しにされていた時代
を主が終わらせ、聖徒たちの復讐をさ
れる日が来たのです。
 
「あなたは、巻き物を受け取って、そ
の封印を解くのにふさわしい方です」

（5:9）。イエス・キリストこそがそのお
方です。そして、「あなたは、ほふられ
て、その血により、あらゆる部族、国
語、民族、国民の中から、神のために
人々を贖い」（5:9）と書かれているあら
ゆる人々は異邦人です。メシア王国（千
年王国）において、彼らは王国とされ、
祭司とされ、地上を治める者となりま
す。それゆえに、「四つの生き物と二十
四人の長老は、……新しい歌を歌って」

（5:8 ～ 9）その日の近付いたことをほめ
たたえているのです。

巻き物をつくる
作業台

モーセ五書の巻き物と文字を指すポインター ユダ族ダビデの根から生まれたイエス様 エルサレム市の紋章にあるユダのライオン巻き物の七つの封印
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(C)revelationscriptures.com
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りませんでした。
 

当時、最も七つの封印の巻き物が使
用されたのは、遺言でした。7人の証人
によって、七つの封印の遺言が記され、
封印は溶かしたろうを指輪で押してい
ました。封印が外れないように、糸や

天の巻き物
（新改訳第3版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）5章
1節、「また、私は、御座にすわってお
られる方の右の手に巻き物があるのを
見た。それは内側にも外側にも文字が
書きしるされ、七つの封印で封じられ
ていた」

御座にすわっておられる方の右の手
に、巻き物があります。これは天の巻
き物で、父なる神様がすべての歴史を
手元に持っておられ、終わりの日のこ
とが書かれているのです。

この巻き物は、「内側にも外側にも文
字が書きしるされ」ています。古代の巻

黙示録5章6節、「さらに私は、御座
──そこには、四つの生き物がいる─
─と、長老たちとの間に、ほふられた
と見える小羊が立っているのを見た。
これに七つの角と七つの目があった。
その目は、全世界に遣わされた神の七
つの御霊である」

ヨハネはここで、封印を解くのにふ
さわしい「ほふられたとみえる小羊が
立っているのを見た」と記しています。
神の小羊としてお生まれになったイエ
ス様は、人類救済計画の神の御心を成
し遂げた、ユダ族から出た獅子です。
ユダヤ人にとっては、「メシアは敵を滅
ぼす勝利者として来る」と考えられてい
るので、あがない主として現れる神の
小羊の意味を理解していません。

イザヤ書53章10節、「しかし、彼を
砕いて、痛めることは主のみこころで
あった。もし彼が、自分のいのちを罪
過のためのいけにえとするなら、彼は
末長く、子孫を見ることができ」とあり
ます。ユダヤ人はこのみことばに出て
くる「彼」について理解していません。
ここでの「彼」とは、「イエス・キリス
ト」であるとしか当てはめることができ
ないので、ユダヤ人は、イザヤ書53章
は読まないのです。
 
「これに七つの角と七つの目があった」

（黙5:6）と書かれている七つの角は、完
全な権威を表し、七つの目は全知全能

黙示録5章5節、「すると、長老のひ
とりが、私に言った。『泣いてはいけな
い。見なさい。ユダ族から出た獅子、
ダビデの根が勝利を得たので、その巻
き物を開いて、七つの封印を解くこと
ができます』」

泣いているヨハネに、一人の長老が
語っています。以前の黙示録1章4節か
ら6節の学びで、エッサイの根株から出
た若枝がイエス・キリストであること
をお話しいたしました。エッサイはダ
ビデの父親で、ここで、「ダビデの若枝
である方が、勝利を得た」と言っていま
す。ダビデ王朝がバビロンに切り倒さ
れた後、神の小羊としてイエス様は、
ダビデの根からお生まれになったので
した。

イエス様は、三位一体の神様の中で、
人類救済のために人間としてお生まれ
になりました。神の小羊として十字架
に架かられ、勝利を得られ、復活され
たという者は、御子イエス・キリスト
しかいません。「神の小羊」として来ら
れたイエス様は、ユダ族の一員だった
ダビデの子孫です。

ご再臨の時、イエス様は、小羊ではな
く獅子として来られます。イエス・キリ
ストこそ、人類の歴史を支配されるお方
です。人間の罪をあがない、罪の世界を
終わらせることができます。神の御国の
到来を成就させるため、封印を解く者と
して唯一ふさわしいお方なのです。
 

くのにふさわしい者はだれか』と言って
いるのを見た。しかし、天にも、地に
も、地の下にも、だれひとりその巻き
物を開くことのできる者はなく、見る
ことのできる者もいなかった。巻き物
を開くのにも、見るのにも、ふさわし
い者がだれも見つからなかったので、
私は激しく泣いていた」

御使いは、「巻き物を開いて、封印を
解くのにふさわしい者はだれか」と大声
で叫んでいます。そしてヨハネは、「天
にも、地にも、地の下にも、だれひと
りその巻き物を開くことのできる者は
なく、見ることのできる者もいなかっ
た」と言っています。地にも地の下にも
ふさわしい者がいないことは分かりま
すが、天には三位一体の全知全能の神
様がおられます。「巻き物を開くのにも、
見るのにも、ふさわしい者がだれも見
つからなかったので、私は激しく泣い
ていた」と書かれています。

この巻き物の封印が解かれると同時
に、大患難時代が始まります。これは
7年間の恐ろしい時代です。封印が解
かれると、その時から7年後に神の御
国が到来します。しかし、その封印を
解いて見ることができる、ふさわしい
者が見つからないのです。それはつま
り、神の御国の到来をとどめているこ
とになるので、ヨハネは激しく泣いた
のです。

黙示録5章8節から10節では、この
ような事が起こり、未来の事が伝えら
れています。「彼が巻き物を受け取った
とき、四つの生き物と二十四人の長老
は、おのおの、立琴と、香のいっぱい
入った金の鉢とを持って、小羊の前に
ひれ伏した。この香は聖徒たちの祈り
である。彼らは、新しい歌を歌って
言った。『あなたは、巻き物を受け取っ
て、その封印を解くのにふさわしい方
です。あなたは、ほふられて、その血
により、あらゆる部族、国語、民族、
国民の中から、神のために人々を贖い、
私たちの神のために、この人々を王国
とし、祭司とされました。彼らは地上
を治めるのです』」

イエス様が巻き物を受け取ると、「四
つの生き物と二十四人の長老は、おの
おの、立琴と、香のいっぱい入った金
の鉢とを持って、小羊の前にひれ伏し
た」（5:8）のです。私たちにとっては今
まだ起こっていない出来事ですが、イ
エス様が巻き物を受け取られたならば、
その封印は解かれるのです。そうすれ
ば、いよいよ神の御国の到来で、天で

を表しています。すべての権威を持ち、
過去から現在、そして未来に至るまで、
すべてを見通しておられる方を表して
います。黙示録5章6節に、「その目は、
全世界に遣わされた神の七つの御霊で
ある」と書かれています。それは人々の
救いのために、全世界に遣わされた三
位一体の聖霊様です。コリント人への
手紙第一12章3節ではこのように言わ
れています。「ですから、私は、あなた
がたに次のことを教えておきます。神
の御霊によって語る者はだれも、『イエ
スはのろわれよ』と言わず、また、聖霊
によるのでなければ、だれも、『イエス
は主です』と言うことはできません」

聖霊様によらなければ、誰も救われ
ることはできません。そのために、全
世界に救いをもたらす七つの霊である
聖霊様が遣わされています。人の中に
住まわれる聖霊様によって、教会が働
いているのです。

封印が解かれる
黙示録5章7節、「小羊は近づいて、

御座にすわる方の右の手から、巻き物
を受け取った」と、小羊イエス様が、父
なる神様から巻き物を受け取られまし
た。この日は、待ちに待った日です。

「その日、その時がいつであるかは、だ
れも知りません。天の御使いたちも子
も知りません」（マタ24:36）とあります。
この時からご再臨までは、7年間である
ことが定められています。大患難時代
の期間が、ダニエル書や黙示録に明確
に記されています。　

私たちに不明なこととしては、いつ
小羊が父なる神様から巻き物を受け取
り、それを開かれるのかということで
す。そしてもう一つは、いつ教会が天
に上げられ、空中で主と出会うのかが
分からないということです。
 

は勝利の日が迫り興奮すべき時となり
ます。
「香のいっぱい入った金の鉢」は、人類
が生まれてからこの日までの、すべて
の聖徒たちの祈りが入っています。い
よいよ神様が、すべての祈りに答えら
れる時が来ました。聖徒たちの苦しみ
を聞いておられた主が、立ち上がられ
ます。悪者が野放しにされていた時代
を主が終わらせ、聖徒たちの復讐をさ
れる日が来たのです。
 
「あなたは、巻き物を受け取って、そ
の封印を解くのにふさわしい方です」

（5:9）。イエス・キリストこそがそのお
方です。そして、「あなたは、ほふられ
て、その血により、あらゆる部族、国
語、民族、国民の中から、神のために
人々を贖い」（5:9）と書かれているあら
ゆる人々は異邦人です。メシア王国（千
年王国）において、彼らは王国とされ、
祭司とされ、地上を治める者となりま
す。それゆえに、「四つの生き物と二十
四人の長老は、……新しい歌を歌って」

（5:8 ～ 9）その日の近付いたことをほめ
たたえているのです。

巻き物をつくる
作業台

モーセ五書の巻き物と文字を指すポインター ユダ族ダビデの根から生まれたイエス様 エルサレム市の紋章にあるユダのライオン巻き物の七つの封印
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ヨハネの黙示録5章9～10節

リボンのようなもので補強してから封
印されることもありました。巻き物を
受け取る者以外が開くことなく、秘密
のメッセージが送られる時にも七つの
封印が使われたようです。

通常の巻き物は、内側のみに文字が
書かれますが、黙示録5章に出てくる天
の巻き物は、両面に文字が書かれてい
ます。そして封印を解くたびに、不思
議な形でメッセージが現れます。

黙示録5章2節から4節で、ヨハネが
巻き物のことで泣いています。「また私
は、ひとりの強い御使いが、大声でふ
れ広めて、『巻き物を開いて、封印を解

き物は、パピルス紙または羊皮紙など
でできており、何枚もの紙を縫い合わ
せて長くしていきます。イスラエルで
は必ず羊皮紙が用いられていて、巻き
物が本のような物でした。本という形
態は2世紀になるまで使われていません。
黙示録が書かれたのは1世紀のローマ時
代で、七つの封印の巻き物は珍しくあ
りませんでした。
 

当時、最も七つの封印の巻き物が使
用されたのは、遺言でした。7人の証人
によって、七つの封印の遺言が記され、
封印は溶かしたろうを指輪で押してい
ました。封印が外れないように、糸や

天の巻き物
（新改訳第3版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）5章
1節、「また、私は、御座にすわってお
られる方の右の手に巻き物があるのを
見た。それは内側にも外側にも文字が
書きしるされ、七つの封印で封じられ
ていた」

御座にすわっておられる方の右の手
に、巻き物があります。これは天の巻
き物で、父なる神様がすべての歴史を
手元に持っておられ、終わりの日のこ
とが書かれているのです。

この巻き物は、「内側にも外側にも文
字が書きしるされ」ています。古代の巻

黙示録5章6節、「さらに私は、御座
──そこには、四つの生き物がいる─
─と、長老たちとの間に、ほふられた
と見える小羊が立っているのを見た。
これに七つの角と七つの目があった。
その目は、全世界に遣わされた神の七
つの御霊である」

ヨハネはここで、封印を解くのにふ
さわしい「ほふられたとみえる小羊が
立っているのを見た」と記しています。
神の小羊としてお生まれになったイエ
ス様は、人類救済計画の神の御心を成
し遂げた、ユダ族から出た獅子です。
ユダヤ人にとっては、「メシアは敵を滅
ぼす勝利者として来る」と考えられてい
るので、あがない主として現れる神の
小羊の意味を理解していません。

イザヤ書53章10節、「しかし、彼を
砕いて、痛めることは主のみこころで
あった。もし彼が、自分のいのちを罪
過のためのいけにえとするなら、彼は
末長く、子孫を見ることができ」とあり
ます。ユダヤ人はこのみことばに出て
くる「彼」について理解していません。
ここでの「彼」とは、「イエス・キリス
ト」であるとしか当てはめることができ
ないので、ユダヤ人は、イザヤ書53章
は読まないのです。
 
「これに七つの角と七つの目があった」

（黙5:6）と書かれている七つの角は、完
全な権威を表し、七つの目は全知全能

黙示録5章5節、「すると、長老のひ
とりが、私に言った。『泣いてはいけな
い。見なさい。ユダ族から出た獅子、
ダビデの根が勝利を得たので、その巻
き物を開いて、七つの封印を解くこと
ができます』」

泣いているヨハネに、一人の長老が
語っています。以前の黙示録1章4節か
ら6節の学びで、エッサイの根株から出
た若枝がイエス・キリストであること
をお話しいたしました。エッサイはダ
ビデの父親で、ここで、「ダビデの若枝
である方が、勝利を得た」と言っていま
す。ダビデ王朝がバビロンに切り倒さ
れた後、神の小羊としてイエス様は、
ダビデの根からお生まれになったので
した。

イエス様は、三位一体の神様の中で、
人類救済のために人間としてお生まれ
になりました。神の小羊として十字架
に架かられ、勝利を得られ、復活され
たという者は、御子イエス・キリスト
しかいません。「神の小羊」として来ら
れたイエス様は、ユダ族の一員だった
ダビデの子孫です。

ご再臨の時、イエス様は、小羊ではな
く獅子として来られます。イエス・キリ
ストこそ、人類の歴史を支配されるお方
です。人間の罪をあがない、罪の世界を
終わらせることができます。神の御国の
到来を成就させるため、封印を解く者と
して唯一ふさわしいお方なのです。
 

くのにふさわしい者はだれか』と言って
いるのを見た。しかし、天にも、地に
も、地の下にも、だれひとりその巻き
物を開くことのできる者はなく、見る
ことのできる者もいなかった。巻き物
を開くのにも、見るのにも、ふさわし
い者がだれも見つからなかったので、
私は激しく泣いていた」

御使いは、「巻き物を開いて、封印を
解くのにふさわしい者はだれか」と大声
で叫んでいます。そしてヨハネは、「天
にも、地にも、地の下にも、だれひと
りその巻き物を開くことのできる者は
なく、見ることのできる者もいなかっ
た」と言っています。地にも地の下にも
ふさわしい者がいないことは分かりま
すが、天には三位一体の全知全能の神
様がおられます。「巻き物を開くのにも、
見るのにも、ふさわしい者がだれも見
つからなかったので、私は激しく泣い
ていた」と書かれています。

この巻き物の封印が解かれると同時
に、大患難時代が始まります。これは
7年間の恐ろしい時代です。封印が解
かれると、その時から7年後に神の御
国が到来します。しかし、その封印を
解いて見ることができる、ふさわしい
者が見つからないのです。それはつま
り、神の御国の到来をとどめているこ
とになるので、ヨハネは激しく泣いた
のです。

黙示録5章8節から10節では、この
ような事が起こり、未来の事が伝えら
れています。「彼が巻き物を受け取った
とき、四つの生き物と二十四人の長老
は、おのおの、立琴と、香のいっぱい
入った金の鉢とを持って、小羊の前に
ひれ伏した。この香は聖徒たちの祈り
である。彼らは、新しい歌を歌って
言った。『あなたは、巻き物を受け取っ
て、その封印を解くのにふさわしい方
です。あなたは、ほふられて、その血
により、あらゆる部族、国語、民族、
国民の中から、神のために人々を贖い、
私たちの神のために、この人々を王国
とし、祭司とされました。彼らは地上
を治めるのです』」

イエス様が巻き物を受け取ると、「四
つの生き物と二十四人の長老は、おの
おの、立琴と、香のいっぱい入った金
の鉢とを持って、小羊の前にひれ伏し
た」（5:8）のです。私たちにとっては今
まだ起こっていない出来事ですが、イ
エス様が巻き物を受け取られたならば、
その封印は解かれるのです。そうすれ
ば、いよいよ神の御国の到来で、天で

を表しています。すべての権威を持ち、
過去から現在、そして未来に至るまで、
すべてを見通しておられる方を表して
います。黙示録5章6節に、「その目は、
全世界に遣わされた神の七つの御霊で
ある」と書かれています。それは人々の
救いのために、全世界に遣わされた三
位一体の聖霊様です。コリント人への
手紙第一12章3節ではこのように言わ
れています。「ですから、私は、あなた
がたに次のことを教えておきます。神
の御霊によって語る者はだれも、『イエ
スはのろわれよ』と言わず、また、聖霊
によるのでなければ、だれも、『イエス
は主です』と言うことはできません」

聖霊様によらなければ、誰も救われ
ることはできません。そのために、全
世界に救いをもたらす七つの霊である
聖霊様が遣わされています。人の中に
住まわれる聖霊様によって、教会が働
いているのです。

封印が解かれる
黙示録5章7節、「小羊は近づいて、

御座にすわる方の右の手から、巻き物
を受け取った」と、小羊イエス様が、父
なる神様から巻き物を受け取られまし
た。この日は、待ちに待った日です。

「その日、その時がいつであるかは、だ
れも知りません。天の御使いたちも子
も知りません」（マタ24:36）とあります。
この時からご再臨までは、7年間である
ことが定められています。大患難時代
の期間が、ダニエル書や黙示録に明確
に記されています。　

私たちに不明なこととしては、いつ
小羊が父なる神様から巻き物を受け取
り、それを開かれるのかということで
す。そしてもう一つは、いつ教会が天
に上げられ、空中で主と出会うのかが
分からないということです。
 

イエス・キリストの御名は世界
そして全宇宙の中心軸

2021年4月恵日
一般社団法人オメガ・ジャパン

代表 横田 聖子

「その後、私は見た。すると見よ、開かれた門が天にあった。そして、ラッパのような音で私に語りかけるのが
聞こえた、あの最初の声が言った。『ここに上れ。この後必ず起こることを、あなたに示そう。』たちまち私は
御霊に捕らえられた。すると見よ。天に御座があり、その御座に着いている方がおられた。その方は碧玉や
赤めのうのように見え、御座の周りには、エメラルドのように見える虹があった。」ヨハネの黙示録4章1～3節

主の御名をほめたたえます。
私たちの希望は、目に見える希望ではなく、天における永遠の御国の住まいへの希望です。この世のす
べてはどんなに美しくても、どんなに成功しても、どんなに財産を築いても、この世だけの誇りです。し
かし、イエス・キリストの御名は、永遠に世界の、いや全宇宙の中心軸にあり、すべてはイエス・キリス
トによって治められます。永遠の御国である天の国は、イエス・キリストの御座が中心となっている世界で
す。「御名をあがめさせたまえ。御国を来らせたまえ。御心の天になるごとく、地にも成させたまえ」と、

『主の祈り』にもあるように、その祈りは実現します。わたしたちの希望は、天にあります。

「もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、ともしびの光も太陽の光もいらない。彼らは
世々限りなく王として治める。」ヨハネの黙示録22章5節
また、天の国は、神である主ご自身の光で満ち、主のご臨在そのものとなります。私たちは今、この地にお
いて、この時代において、神のことばである聖書を価値観の土台として、神のことばを語り、イエス・キ
リストの御名によって祈り、病人のために祈り、天における主の臨在を来たらし、平安の子として主と共
に生きるようになりました。

今月も、主の御座におられる愛するイエス・キリストを賛美し、礼拝を捧げ、天のあらゆる恵みと祝福が
この地に来ますよう、イスラエルと日本、世界を覚えてとりなし祈ってまいりたいと思います。
　
新小冊子『イエス・キリストはもう一度来られる』がいよいよ発売です！
発売前から予想を上回るご予約を頂き、皆様の日本の救いに対するとりなしの祈りと主を愛する心を感じま
した。心より感謝申し上げます。引き続き、日本全国において小冊子が届けられ、天にある希望の扉を開
く方々が起こされますよう、共にお祈りください。
　

「彼らは大声で言った。『屠られた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方
です。』また私は、天と地と地の下と海にいるすべての造られたもの、それらの中にあるすべてのものがこう
言うのを聞いた。『御座に着いておられる方と子羊に、賛美と誉れと栄光と力が世々限りなくあるように。』」

ヨハネの黙示録5章12 ～13節

は勝利の日が迫り興奮すべき時となり
ます。
「香のいっぱい入った金の鉢」は、人類
が生まれてからこの日までの、すべて
の聖徒たちの祈りが入っています。い
よいよ神様が、すべての祈りに答えら
れる時が来ました。聖徒たちの苦しみ
を聞いておられた主が、立ち上がられ
ます。悪者が野放しにされていた時代
を主が終わらせ、聖徒たちの復讐をさ
れる日が来たのです。
 
「あなたは、巻き物を受け取って、そ
の封印を解くのにふさわしい方です」

（5:9）。イエス・キリストこそがそのお
方です。そして、「あなたは、ほふられ
て、その血により、あらゆる部族、国
語、民族、国民の中から、神のために
人々を贖い」（5:9）と書かれているあら
ゆる人々は異邦人です。メシア王国（千
年王国）において、彼らは王国とされ、
祭司とされ、地上を治める者となりま
す。それゆえに、「四つの生き物と二十
四人の長老は、……新しい歌を歌って」

（5:8 ～ 9）その日の近付いたことをほめ
たたえているのです。

エルサレム旧市街と神殿の丘

あなたは、ほふられて、その血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、
神のために人 を々贖い、私たちの神のために、

この人 を々王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです

(C)AVRAHAM GRAICER CC BY-SA 4.0
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ヨハネの黙示録5章9～10節

リボンのようなもので補強してから封
印されることもありました。巻き物を
受け取る者以外が開くことなく、秘密
のメッセージが送られる時にも七つの
封印が使われたようです。

通常の巻き物は、内側のみに文字が
書かれますが、黙示録5章に出てくる天
の巻き物は、両面に文字が書かれてい
ます。そして封印を解くたびに、不思
議な形でメッセージが現れます。

黙示録5章2節から4節で、ヨハネが
巻き物のことで泣いています。「また私
は、ひとりの強い御使いが、大声でふ
れ広めて、『巻き物を開いて、封印を解

き物は、パピルス紙または羊皮紙など
でできており、何枚もの紙を縫い合わ
せて長くしていきます。イスラエルで
は必ず羊皮紙が用いられていて、巻き
物が本のような物でした。本という形
態は2世紀になるまで使われていません。
黙示録が書かれたのは1世紀のローマ時
代で、七つの封印の巻き物は珍しくあ
りませんでした。
 

当時、最も七つの封印の巻き物が使
用されたのは、遺言でした。7人の証人
によって、七つの封印の遺言が記され、
封印は溶かしたろうを指輪で押してい
ました。封印が外れないように、糸や

天の巻き物
（新改訳第3版使用）

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）5章
1節、「また、私は、御座にすわってお
られる方の右の手に巻き物があるのを
見た。それは内側にも外側にも文字が
書きしるされ、七つの封印で封じられ
ていた」

御座にすわっておられる方の右の手
に、巻き物があります。これは天の巻
き物で、父なる神様がすべての歴史を
手元に持っておられ、終わりの日のこ
とが書かれているのです。

この巻き物は、「内側にも外側にも文
字が書きしるされ」ています。古代の巻

黙示録5章6節、「さらに私は、御座
──そこには、四つの生き物がいる─
─と、長老たちとの間に、ほふられた
と見える小羊が立っているのを見た。
これに七つの角と七つの目があった。
その目は、全世界に遣わされた神の七
つの御霊である」

ヨハネはここで、封印を解くのにふ
さわしい「ほふられたとみえる小羊が
立っているのを見た」と記しています。
神の小羊としてお生まれになったイエ
ス様は、人類救済計画の神の御心を成
し遂げた、ユダ族から出た獅子です。
ユダヤ人にとっては、「メシアは敵を滅
ぼす勝利者として来る」と考えられてい
るので、あがない主として現れる神の
小羊の意味を理解していません。

イザヤ書53章10節、「しかし、彼を
砕いて、痛めることは主のみこころで
あった。もし彼が、自分のいのちを罪
過のためのいけにえとするなら、彼は
末長く、子孫を見ることができ」とあり
ます。ユダヤ人はこのみことばに出て
くる「彼」について理解していません。
ここでの「彼」とは、「イエス・キリス
ト」であるとしか当てはめることができ
ないので、ユダヤ人は、イザヤ書53章
は読まないのです。
 
「これに七つの角と七つの目があった」

（黙5:6）と書かれている七つの角は、完
全な権威を表し、七つの目は全知全能

黙示録5章5節、「すると、長老のひ
とりが、私に言った。『泣いてはいけな
い。見なさい。ユダ族から出た獅子、
ダビデの根が勝利を得たので、その巻
き物を開いて、七つの封印を解くこと
ができます』」

泣いているヨハネに、一人の長老が
語っています。以前の黙示録1章4節か
ら6節の学びで、エッサイの根株から出
た若枝がイエス・キリストであること
をお話しいたしました。エッサイはダ
ビデの父親で、ここで、「ダビデの若枝
である方が、勝利を得た」と言っていま
す。ダビデ王朝がバビロンに切り倒さ
れた後、神の小羊としてイエス様は、
ダビデの根からお生まれになったので
した。

イエス様は、三位一体の神様の中で、
人類救済のために人間としてお生まれ
になりました。神の小羊として十字架
に架かられ、勝利を得られ、復活され
たという者は、御子イエス・キリスト
しかいません。「神の小羊」として来ら
れたイエス様は、ユダ族の一員だった
ダビデの子孫です。

ご再臨の時、イエス様は、小羊ではな
く獅子として来られます。イエス・キリ
ストこそ、人類の歴史を支配されるお方
です。人間の罪をあがない、罪の世界を
終わらせることができます。神の御国の
到来を成就させるため、封印を解く者と
して唯一ふさわしいお方なのです。
 

くのにふさわしい者はだれか』と言って
いるのを見た。しかし、天にも、地に
も、地の下にも、だれひとりその巻き
物を開くことのできる者はなく、見る
ことのできる者もいなかった。巻き物
を開くのにも、見るのにも、ふさわし
い者がだれも見つからなかったので、
私は激しく泣いていた」

御使いは、「巻き物を開いて、封印を
解くのにふさわしい者はだれか」と大声
で叫んでいます。そしてヨハネは、「天
にも、地にも、地の下にも、だれひと
りその巻き物を開くことのできる者は
なく、見ることのできる者もいなかっ
た」と言っています。地にも地の下にも
ふさわしい者がいないことは分かりま
すが、天には三位一体の全知全能の神
様がおられます。「巻き物を開くのにも、
見るのにも、ふさわしい者がだれも見
つからなかったので、私は激しく泣い
ていた」と書かれています。

この巻き物の封印が解かれると同時
に、大患難時代が始まります。これは
7年間の恐ろしい時代です。封印が解
かれると、その時から7年後に神の御
国が到来します。しかし、その封印を
解いて見ることができる、ふさわしい
者が見つからないのです。それはつま
り、神の御国の到来をとどめているこ
とになるので、ヨハネは激しく泣いた
のです。

黙示録5章8節から10節では、この
ような事が起こり、未来の事が伝えら
れています。「彼が巻き物を受け取った
とき、四つの生き物と二十四人の長老
は、おのおの、立琴と、香のいっぱい
入った金の鉢とを持って、小羊の前に
ひれ伏した。この香は聖徒たちの祈り
である。彼らは、新しい歌を歌って
言った。『あなたは、巻き物を受け取っ
て、その封印を解くのにふさわしい方
です。あなたは、ほふられて、その血
により、あらゆる部族、国語、民族、
国民の中から、神のために人々を贖い、
私たちの神のために、この人々を王国
とし、祭司とされました。彼らは地上
を治めるのです』」

イエス様が巻き物を受け取ると、「四
つの生き物と二十四人の長老は、おの
おの、立琴と、香のいっぱい入った金
の鉢とを持って、小羊の前にひれ伏し
た」（5:8）のです。私たちにとっては今
まだ起こっていない出来事ですが、イ
エス様が巻き物を受け取られたならば、
その封印は解かれるのです。そうすれ
ば、いよいよ神の御国の到来で、天で

を表しています。すべての権威を持ち、
過去から現在、そして未来に至るまで、
すべてを見通しておられる方を表して
います。黙示録5章6節に、「その目は、
全世界に遣わされた神の七つの御霊で
ある」と書かれています。それは人々の
救いのために、全世界に遣わされた三
位一体の聖霊様です。コリント人への
手紙第一12章3節ではこのように言わ
れています。「ですから、私は、あなた
がたに次のことを教えておきます。神
の御霊によって語る者はだれも、『イエ
スはのろわれよ』と言わず、また、聖霊
によるのでなければ、だれも、『イエス
は主です』と言うことはできません」

聖霊様によらなければ、誰も救われ
ることはできません。そのために、全
世界に救いをもたらす七つの霊である
聖霊様が遣わされています。人の中に
住まわれる聖霊様によって、教会が働
いているのです。

封印が解かれる
黙示録5章7節、「小羊は近づいて、

御座にすわる方の右の手から、巻き物
を受け取った」と、小羊イエス様が、父
なる神様から巻き物を受け取られまし
た。この日は、待ちに待った日です。

「その日、その時がいつであるかは、だ
れも知りません。天の御使いたちも子
も知りません」（マタ24:36）とあります。
この時からご再臨までは、7年間である
ことが定められています。大患難時代
の期間が、ダニエル書や黙示録に明確
に記されています。　

私たちに不明なこととしては、いつ
小羊が父なる神様から巻き物を受け取
り、それを開かれるのかということで
す。そしてもう一つは、いつ教会が天
に上げられ、空中で主と出会うのかが
分からないということです。
 

イエス・キリストの御名は世界
そして全宇宙の中心軸

2021年4月恵日
一般社団法人オメガ・ジャパン

代表 横田 聖子

「その後、私は見た。すると見よ、開かれた門が天にあった。そして、ラッパのような音で私に語りかけるのが
聞こえた、あの最初の声が言った。『ここに上れ。この後必ず起こることを、あなたに示そう。』たちまち私は
御霊に捕らえられた。すると見よ。天に御座があり、その御座に着いている方がおられた。その方は碧玉や
赤めのうのように見え、御座の周りには、エメラルドのように見える虹があった。」ヨハネの黙示録4章1～3節

主の御名をほめたたえます。
私たちの希望は、目に見える希望ではなく、天における永遠の御国の住まいへの希望です。この世のす
べてはどんなに美しくても、どんなに成功しても、どんなに財産を築いても、この世だけの誇りです。し
かし、イエス・キリストの御名は、永遠に世界の、いや全宇宙の中心軸にあり、すべてはイエス・キリス
トによって治められます。永遠の御国である天の国は、イエス・キリストの御座が中心となっている世界で
す。「御名をあがめさせたまえ。御国を来らせたまえ。御心の天になるごとく、地にも成させたまえ」と、

『主の祈り』にもあるように、その祈りは実現します。わたしたちの希望は、天にあります。

「もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、ともしびの光も太陽の光もいらない。彼らは
世々限りなく王として治める。」ヨハネの黙示録22章5節
また、天の国は、神である主ご自身の光で満ち、主のご臨在そのものとなります。私たちは今、この地にお
いて、この時代において、神のことばである聖書を価値観の土台として、神のことばを語り、イエス・キ
リストの御名によって祈り、病人のために祈り、天における主の臨在を来たらし、平安の子として主と共
に生きるようになりました。

今月も、主の御座におられる愛するイエス・キリストを賛美し、礼拝を捧げ、天のあらゆる恵みと祝福が
この地に来ますよう、イスラエルと日本、世界を覚えてとりなし祈ってまいりたいと思います。
　
新小冊子『イエス・キリストはもう一度来られる』がいよいよ発売です！
発売前から予想を上回るご予約を頂き、皆様の日本の救いに対するとりなしの祈りと主を愛する心を感じま
した。心より感謝申し上げます。引き続き、日本全国において小冊子が届けられ、天にある希望の扉を開
く方々が起こされますよう、共にお祈りください。
　

「彼らは大声で言った。『屠られた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方
です。』また私は、天と地と地の下と海にいるすべての造られたもの、それらの中にあるすべてのものがこう
言うのを聞いた。『御座に着いておられる方と子羊に、賛美と誉れと栄光と力が世々限りなくあるように。』」

ヨハネの黙示録5章12 ～13節

は勝利の日が迫り興奮すべき時となり
ます。
「香のいっぱい入った金の鉢」は、人類
が生まれてからこの日までの、すべて
の聖徒たちの祈りが入っています。い
よいよ神様が、すべての祈りに答えら
れる時が来ました。聖徒たちの苦しみ
を聞いておられた主が、立ち上がられ
ます。悪者が野放しにされていた時代
を主が終わらせ、聖徒たちの復讐をさ
れる日が来たのです。
 
「あなたは、巻き物を受け取って、そ
の封印を解くのにふさわしい方です」

（5:9）。イエス・キリストこそがそのお
方です。そして、「あなたは、ほふられ
て、その血により、あらゆる部族、国
語、民族、国民の中から、神のために
人々を贖い」（5:9）と書かれているあら
ゆる人々は異邦人です。メシア王国（千
年王国）において、彼らは王国とされ、
祭司とされ、地上を治める者となりま
す。それゆえに、「四つの生き物と二十
四人の長老は、……新しい歌を歌って」

（5:8 ～ 9）その日の近付いたことをほめ
たたえているのです。

エルサレム旧市街と神殿の丘

あなたは、ほふられて、その血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、
神のために人 を々贖い、私たちの神のために、

この人 を々王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです

(C)AVRAHAM GRAICER CC BY-SA 4.0
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イエス・キリストは二度来られる連載

れる慈愛の雨のようだったと言えばよ
いでしょうか。

しばらく、聖書のみことばと共にいな
ければ、トイレに行くのも不安なくらい
の時を過ごしました。子どものころ、夜
中にトイレに行く時、母が一緒でなけれ
ば怖かった時のように。

そして「カラシだね一粒ほどの信仰が
あれば、山に海に飛び込めといってもそ
の通りになる。あなた方にできないこと
は何もない」というみことばを握り締め

（いや、「しがみ付き」と言ったほうが良
いかもしれません）、そのあと何度も危
機的な状況のたびに、想像だにできない
不思議な救いの道が開け、映画は完成し
ました。あの映画を人間がつくったもの
と思えないのはそのためです。

身をもって知った、共におられる「イ
ンマヌエル」と呼ばれるイエス様。その
方が、私の罪を許し、創造主なる天の父
のところで魂を永遠に生かしてくださる
ために十字架に架かって死んでくださっ
た…。そのことを信じる者に与えられる
絶対的な平安。イエス様に対する信仰と
いう根の偉大なる力。

それ以来、あの時死にかけていた私の
魂は、よみがえりであるイエス様を信じ
ることによって生き返り永遠の命を頂い
たのだ…。細胞レベルでその感覚が与え
られました。
 　 

それまでも、自称「大変信仰深い者」
であった私は、仕事柄地方の都市に行く
たび、その土地の神社仏閣にお参りし、
まさに小さな親切大きなお世話、頼まれ
もしないのに大切な人の先祖のお墓をき
れいに掃除し、公演本番前には、会場の
客席を般若心経を唱えて準備するような
人間でした。

しかしあの時、絶望の真っ暗闇の中で、
これまで私が信じてきたものにいくら手
を合わせて祈っても、火あぶりにあうよ
うな苦しみの中から出ることはおろか、
逃れるための道を示すかすかな光さえ見
いだせずに、思い起こせば40日近い
日々を過ごしました。80歳になろうと
していた両親は私にぴったり寄り添うた
め、事務所に２カ月以上も寝泊まりして
過ごしてくれました、私の命を案じたか
らです。言葉にできません、ただただ親
とは本当にありがたいものです。

そんな中で私は、数年間事務所の書棚
の奥で埃を被り眠っていた一冊の本を手
に取ります。オンヌリ教会の初代主任牧
師でいらっしゃったハ・ヨンジョ先生の
書かれた『愛するあなたへ』という本で
す。弊社のアーティスト、べー・チェ
チョルさんが病を克服したあと欠かさず
出演していたラブ・ソナタに、マネー
ジャーとして仕方なく、むしろいやいや
同行していた際に頂いていたものでした。
当時の私は強度のクリスチャン・アレル
ギーで、ラブ・ソナタの現場に行っても
表向きは大人の対応でニコニコしながら、
その実「3m以内には誰も近付かないで
ね」という思いでいたのです。そのよう
な私に与えられた、一冊の本でした。今
でもなぜあの時、神棚をつくって毎日手
を合わせていた事務所の中で、わざわざ
あの本を手にしたのかは、考えれば考え
るほど謎としか思えません。

でもページをめくり、その本を通し
て語り掛けてくださる聖書のみことば
が、私の存在の一番深いところにある
何かに、ものすごく「頼りになる」エネ
ルギーを持って迫ってきたのです。そ
れは乾き切った大地に、涙と共に流さ

しかしそれはイエス・キリストの「初臨
の恵み」でしかなかったのだと思います。

絶対沈むことのない船に乗っていると
いう確かな感覚。しかしその船が、この
地上で、さらにその先に、具体的にはど
こに向かっているのか…。そのことに関
するはっきりとした答えを知らずに、そ
してそのことを聖書が示しているという
ことを知らずに、その船に乗っている安
心感の中にいるにもかかわらず、何か物
足りない感覚を持ちながら「とりあえず」
4年の月日が過ぎていきました。それは
まるで、信仰の根を深く張ろうとしても、
鉢植えの木の根が鉢のふちで止まり、そ
れ以上は伸ばしようがないような、一種
の限界感のようなものでした。

しかしそれは栄子・スティーブンス先
生との出会いによって一変しました。

「聖書は初めから終わりまで預言書であ
る。そしてそれは、聖書をイスラエルを
軸に見なければ絶対に分からない」、「聖
書の預言が見えると、黙示録に書かれて
いる神の人類救済計画の最終の姿が見え
る。そして黙示録こそが聖書預言の完結
である」、そのことを確信させていただ
いたからです。

イエス・キリストが二度目に来られる
ことの、計り知れない恵みを受け取る時
を、主はご準備してくださっていたので
す。（続く）

先月のこのニュースレターで、私の
人生に起こった数奇な出来事のすべて
に、神の御計画とご介在があり、 そして
それは、主が私たちといつも共にいて
くださるということを、私自身に身を
もって感じさせてくださったのだとい
う、人生を振り返る小さな証しをさせ
ていただきました。

その中で映画制作の過程で起こったト
ラブルのことに少し触れさせていただき
ましたが、それはあの時点の私にとって、
この世の中のどこを見ても解決策など存
在しない、とてつもなく大きなものでし

た。駅のホームに立ち、ふと見ると目の
前に、今と同じような春の光と花の香り
があふれる草原が現れ、引き込まれるよ
うにそちらに近付いた途端、目の前を電
車が猛スピードで走り抜けていく…。そ
んな経験さえしました。人間は究極に追
い詰められると、恐らく「自死」を積極
的に選択するのではなく、無意識にそち
らに引っ張られていくものなのでしょう。
そしてその幻影こそ、うそを操り私たち
のたましいを神から永遠に切り離そうと
するサタンの仕業だったのかもしれない、
今そう感じています。
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初臨の恵み、再臨の恵み
それを信じた途端に訪れたもの―その1

春になりました。コロナの中でも、神様がおつくりになったこの地上には、
いつもの年と同じように蝶が舞い、そしてイエス様が
「栄華を極めたソロモンでさえ、これほどには着飾っていなかった」
とおっしゃった美しい花が咲き誇っています。
自然の姿の中にも、それをおつくりになった創造主たるイエス様が、
聖書のみことばの通り「昨日も今日も、永遠に変わることのないお方」
であることを見る思いがします。

絶望の暗闇の中で光る初臨の恵み
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イエス・キリストは二度来られる連載

れる慈愛の雨のようだったと言えばよ
いでしょうか。

しばらく、聖書のみことばと共にいな
ければ、トイレに行くのも不安なくらい
の時を過ごしました。子どものころ、夜
中にトイレに行く時、母が一緒でなけれ
ば怖かった時のように。

そして「カラシだね一粒ほどの信仰が
あれば、山に海に飛び込めといってもそ
の通りになる。あなた方にできないこと
は何もない」というみことばを握り締め

（いや、「しがみ付き」と言ったほうが良
いかもしれません）、そのあと何度も危
機的な状況のたびに、想像だにできない
不思議な救いの道が開け、映画は完成し
ました。あの映画を人間がつくったもの
と思えないのはそのためです。

身をもって知った、共におられる「イ
ンマヌエル」と呼ばれるイエス様。その
方が、私の罪を許し、創造主なる天の父
のところで魂を永遠に生かしてくださる
ために十字架に架かって死んでくださっ
た…。そのことを信じる者に与えられる
絶対的な平安。イエス様に対する信仰と
いう根の偉大なる力。

それ以来、あの時死にかけていた私の
魂は、よみがえりであるイエス様を信じ
ることによって生き返り永遠の命を頂い
たのだ…。細胞レベルでその感覚が与え
られました。
 　 

それまでも、自称「大変信仰深い者」
であった私は、仕事柄地方の都市に行く
たび、その土地の神社仏閣にお参りし、
まさに小さな親切大きなお世話、頼まれ
もしないのに大切な人の先祖のお墓をき
れいに掃除し、公演本番前には、会場の
客席を般若心経を唱えて準備するような
人間でした。

しかしあの時、絶望の真っ暗闇の中で、
これまで私が信じてきたものにいくら手
を合わせて祈っても、火あぶりにあうよ
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（いや、「しがみ付き」と言ったほうが良
いかもしれません）、そのあと何度も危
機的な状況のたびに、想像だにできない
不思議な救いの道が開け、映画は完成し
ました。あの映画を人間がつくったもの
と思えないのはそのためです。

身をもって知った、共におられる「イ
ンマヌエル」と呼ばれるイエス様。その
方が、私の罪を許し、創造主なる天の父
のところで魂を永遠に生かしてくださる
ために十字架に架かって死んでくださっ
た…。そのことを信じる者に与えられる
絶対的な平安。イエス様に対する信仰と
いう根の偉大なる力。

それ以来、あの時死にかけていた私の
魂は、よみがえりであるイエス様を信じ
ることによって生き返り永遠の命を頂い
たのだ…。細胞レベルでその感覚が与え
られました。
 　 

それまでも、自称「大変信仰深い者」
であった私は、仕事柄地方の都市に行く
たび、その土地の神社仏閣にお参りし、
まさに小さな親切大きなお世話、頼まれ
もしないのに大切な人の先祖のお墓をき
れいに掃除し、公演本番前には、会場の
客席を般若心経を唱えて準備するような
人間でした。

しかしあの時、絶望の真っ暗闇の中で、
これまで私が信じてきたものにいくら手
を合わせて祈っても、火あぶりにあうよ
うな苦しみの中から出ることはおろか、
逃れるための道を示すかすかな光さえ見
いだせずに、思い起こせば40日近い
日々を過ごしました。80歳になろうと
していた両親は私にぴったり寄り添うた
め、事務所に２カ月以上も寝泊まりして
過ごしてくれました、私の命を案じたか
らです。言葉にできません、ただただ親
とは本当にありがたいものです。

そんな中で私は、数年間事務所の書棚
の奥で埃を被り眠っていた一冊の本を手
に取ります。オンヌリ教会の初代主任牧
師でいらっしゃったハ・ヨンジョ先生の
書かれた『愛するあなたへ』という本で
す。弊社のアーティスト、べー・チェ
チョルさんが病を克服したあと欠かさず
出演していたラブ・ソナタに、マネー
ジャーとして仕方なく、むしろいやいや
同行していた際に頂いていたものでした。
当時の私は強度のクリスチャン・アレル
ギーで、ラブ・ソナタの現場に行っても
表向きは大人の対応でニコニコしながら、
その実「3m以内には誰も近付かないで
ね」という思いでいたのです。そのよう
な私に与えられた、一冊の本でした。今
でもなぜあの時、神棚をつくって毎日手
を合わせていた事務所の中で、わざわざ
あの本を手にしたのかは、考えれば考え
るほど謎としか思えません。

でもページをめくり、その本を通し
て語り掛けてくださる聖書のみことば
が、私の存在の一番深いところにある
何かに、ものすごく「頼りになる」エネ
ルギーを持って迫ってきたのです。そ
れは乾き切った大地に、涙と共に流さ

しかしそれはイエス・キリストの「初臨
の恵み」でしかなかったのだと思います。

絶対沈むことのない船に乗っていると
いう確かな感覚。しかしその船が、この
地上で、さらにその先に、具体的にはど
こに向かっているのか…。そのことに関
するはっきりとした答えを知らずに、そ
してそのことを聖書が示しているという
ことを知らずに、その船に乗っている安
心感の中にいるにもかかわらず、何か物
足りない感覚を持ちながら「とりあえず」
4年の月日が過ぎていきました。それは
まるで、信仰の根を深く張ろうとしても、
鉢植えの木の根が鉢のふちで止まり、そ
れ以上は伸ばしようがないような、一種
の限界感のようなものでした。

しかしそれは栄子・スティーブンス先
生との出会いによって一変しました。

「聖書は初めから終わりまで預言書であ
る。そしてそれは、聖書をイスラエルを
軸に見なければ絶対に分からない」、「聖
書の預言が見えると、黙示録に書かれて
いる神の人類救済計画の最終の姿が見え
る。そして黙示録こそが聖書預言の完結
である」、そのことを確信させていただ
いたからです。

イエス・キリストが二度目に来られる
ことの、計り知れない恵みを受け取る時
を、主はご準備してくださっていたので
す。（続く）

先月のこのニュースレターで、私の
人生に起こった数奇な出来事のすべて
に、神の御計画とご介在があり、 そして
それは、主が私たちといつも共にいて
くださるということを、私自身に身を
もって感じさせてくださったのだとい
う、人生を振り返る小さな証しをさせ
ていただきました。

その中で映画制作の過程で起こったト
ラブルのことに少し触れさせていただき
ましたが、それはあの時点の私にとって、
この世の中のどこを見ても解決策など存
在しない、とてつもなく大きなものでし

た。駅のホームに立ち、ふと見ると目の
前に、今と同じような春の光と花の香り
があふれる草原が現れ、引き込まれるよ
うにそちらに近付いた途端、目の前を電
車が猛スピードで走り抜けていく…。そ
んな経験さえしました。人間は究極に追
い詰められると、恐らく「自死」を積極
的に選択するのではなく、無意識にそち
らに引っ張られていくものなのでしょう。
そしてその幻影こそ、うそを操り私たち
のたましいを神から永遠に切り離そうと
するサタンの仕業だったのかもしれない、
今そう感じています。
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初臨の恵み、再臨の恵み
それを信じた途端に訪れたもの―その1

春になりました。コロナの中でも、神様がおつくりになったこの地上には、
いつもの年と同じように蝶が舞い、そしてイエス様が
「栄華を極めたソロモンでさえ、これほどには着飾っていなかった」
とおっしゃった美しい花が咲き誇っています。
自然の姿の中にも、それをおつくりになった創造主たるイエス様が、
聖書のみことばの通り「昨日も今日も、永遠に変わることのないお方」
であることを見る思いがします。

絶望の暗闇の中で光る初臨の恵み



小冊子完結編シリーズVoice｠From Revelation｠Vol.1
いよいよ発売開始です！
　皆様の祈りを通して、黙示録の世界が開かれる扉となる小冊子が、
いよいよ発売となりました。この小冊子を通して、今まで以上に
イエス様を愛する心にあふれ、主と深い祈りの交わりに導かれます
ように。また、この小冊子を手にする方々が、聖書の世界は真の
現実であるということを知ることができますように。
　ご予約注文が予想を大きく超えましたこと、感謝申し上げます。
10冊以上の、おまとめ注文をされる方が多数おられますので、さらに
恵みの輪が広がり、日本の祝福となりますよう、祈りを込めて、
100日間の感謝販売をいたします！

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

1
祈りの課題

2

3

新刊小冊子出版のために
　完結編シリーズVoice｠From Revelation Vol.2 「イスラエルの
七つの祭り」について学ぶ栄子・スティーブンス書き下ろし小冊子
の出版に向けて、準備中です。出版チームの上に主の油注ぎが豊か
にあるようにお祈りください。

ビル＆栄子・スティーブンス夫妻のために
　アメリカにおられるご夫妻の健康と生活が格別に守られ、ご家族
とそれぞれのご家庭の上に、主の守りと祝福が豊かにあるように。
栄子師の執筆活動の上に、ますます油注ぎがありますように。

感謝を込めて　イスラエルセミナーCDとスティーブンス・栄子の『シャロームイスラエル』
DVD上・下巻も感謝価格でご提供中です。

Omega Japan
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2021年主題聖句／お知らせ／祈りの課題 他

Voice From Revelation 黙示録シリーズ Vol.10

この預言のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを守る者たちは、
幸いである。時が近づいているからである。ヨハネの黙示録1章3節

2021年 主題聖句
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2021 APR. issue
n°

─  聖 書 は 預 言 書 で あ ることを 日 本 人 が 知 るように  ─  

連載　イエス・キリストは二度来られる

200文字くらい

大好評！！
『シャロームイスラエルSeasonⅡ』（全20話）

　　『シャロームイスラエルⅠ』（全40話）のDVDも好評発売中！

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

シャロームイスラエルシーズン2ＤＶＤ4枚組　
上巻全540分/下巻564分
各¥2,750（税込）

『シャローム
  イスラエルⅠ』
DVD好評発売中！ 

オメガプロジェクト2021
～神のマスタープラン・プロジェクト継続推進～

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/

感謝価格　 1冊 ￥700（税込）

10冊以上で1冊 ￥500（税込）

定価￥770（税込）　

￥3,000（税込・送料込）

新小冊子発売感謝として
ご提供いたします。

定価￥4,000（税込）　

①FAX ②電話 ③Eメール（本文にお届け先ご住所、お名前、ご注文数の記入をお願いいたします。）

予約受付が1,000冊以上と予想を超えてご注文
いただきました。感謝を込めて、特別販売期間を
100日間！ 延長させていただきます！

イエス・キリストはもう一度来られる 
～黙示録ダイジェスト～

小冊子完結編シリーズVoice From Revelation Vol.1

黙示録セミナーハイライト
（テキスト付）

黙示録の大切な部分を深く学ぶセミナー

ご注文方法

5月31日（月）まで。くわしくは添付のチラシをご覧ください。 4月28日（月）まで。

100日間感謝価格！

好評
発売中！

CDかDVD

過ぎ越しの祭りのテーブル


