
小冊子完結編シリーズVoice From Revelation Vol.2
の制作のために
　現在、完結編シリーズ第2弾の編集作業を進めています。
仮題『聖書の預言はどう実現していくのか～主の例祭と古代ユダヤ
人の婚礼から知るイエス・キリスト～』発売は9月下旬（ユダヤの仮
庵の祭り）ごろを予定しています。編集チームの上に主の油注ぎが
豊かにあるようお祈りください。

米国の教会とビル＆栄子・スティーブンス夫妻のために
　いつもお祈りありがとうございます。ビル＆栄子・スティーブンス
夫妻の所属教会はカンザス州トピカにあります。20世紀初め、

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

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
O m e g a  J a p a n  N e w s  L e t t e r 111

2021 JUL. issue
n°

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

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4

連載　イエス・キリストは二度来られる

Omega Japan

Contents

02 Message　栄子・スティーブンス Greetings　横田 聖子06

10 Special 2 　金 香仙氏

2021年主題聖句

Special 1 　輪嶋 東太郎氏08

Infomation12
2021年主題聖句／お知らせ／祈りの課題 他

神様が探しておられる一人

Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol.13

未来の預言―その5

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～

9月下旬出版予定！

1901年に聖霊降臨した記念の場所が現在も残っています。米国
の教会で語る栄子師の上に、天からの知恵と油注ぎが満ちあふれ
るように。米国の地域教会の、霊的覚醒と祝福をお祈りください。

韓国の教会の霊的祝福を覚えて
　ツラノ書院の金香仙氏の証しが掲載されていますが、韓国の
教会を通して、日本への宣教ととりなしの祈りは互いに困難な社会
情勢の中でも捧げられ続けています。神の国に国籍を持つ者として、
隣国のアジア諸国、特に今月は韓国の教会の霊的守りと祝福を
覚えてお祈りください。

（祈りの課題提供あり - P11Tyrannus International Mission）

大好評！！
『シャロームイスラエル
SeasonⅡ』（全20話）

　　

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

『シャロームイスラエルⅠ』（全40話）のDVDも好評発売中！

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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好評発売中！
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『聖書の預言は
どう実現していくのか

小冊子完結編シリーズ
Voice From Revelation Vol.2

～主の例祭と古代ユダヤ人の
　婚礼から知るイエス・キリスト～

仮題

』 

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

￥770（税込）

CD4枚組またはDVD4枚組　
全268分・テキスト付
黙示録セミナー

ハイライト
（テキスト付）

　￥4,000（税込）

病を抱える身で、命を懸けて宣教に生きた65年の生涯。
日本のたましいに語り掛けた渾身のメッセージが一冊に。

ご購入はツラノ書院　TEL：06-6170-6802　Eメール：durannojapan@duranno.com 
￥1,980河用祚（ハ・ヨンジョ）牧師

ガリラヤの村に架かった大きな虹
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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。

栄子・スティーブンス

Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol.13

未来の預言

この箇所では、「キリストの再臨は反
キリストが現れてからでなければ起こ
らない」と言っています。「だれにも、
どのようにも、だまされないようにし
なさい」と伝えているのです。「彼は、
すべて神と呼ばれるもの、また礼拝さ
れるものに反抗し」と書かれているよう
に、反キリストは既存の宗教を一切許
可しなくなります。彼は、「その上に自
分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、
自分こそ神であると宣言します」と預言
されていました。第三神殿で捧げられ
るいけにえと捧げものをやめさせ、自
分が神だと宣言したので、神である自
分に捧げるように命令するでしょう。

黙示録13章15節では、「その獣の像
を拝まない者をみな殺させた」という預
言が成就し始めます。反キリストの像
は、神殿の中にも置かれていると思わ
れます。反キリストは、始め7年間の
固い平和条約をイスラエルと結びます。
イスラエルにとって彼は、まるでメシ
アのように強力な支援者となってくれ
ます。

ダニエル書9章27節で、「半週の間、
いけにえとささげ物とをやめさせる」と
書かれていますが、まず、第三神殿が
なければいけにえとささげ物をするこ
とはできません。そこで反キリストは、
どの宗教とも折り合えるように交渉さ
せ、神殿の丘にユダヤ人の第三神殿を

一方、獣である反キリストは、世界
統一を実現させるための組織（宗教・経
済・政治的なものと考えられます）をつ
くり上げ、一つとなって働いていきま
す。黙示録17章16節では、「あなたが
見た十本の角と、あの獣とは、その淫
婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、
その肉を食い、彼女を火で焼き尽くす
ようになります」と書かれています。獣
である反キリストが、世界統一を行う
地位を手に入れると、もはや彼の組織
は不要となります。その後、反キリス
トは「自分こそ神である」（Ⅱテサ2:4）
と世界に宣言し、ユダヤ人の聖なる神
殿を奪い取って神殿を偶像で荒らすで
しょう。ここで、ダニエル9章27節に、

「半週の間、いけにえとささげ物とをや
めさせる」の預言が成就します。7年間
の固い契約は破られ、契約の半ばである
3年半の時に、反キリストが神殿に入り
込むのです。

テサロニケ人への手紙第二2章3節か
ら4節、「だれにも、どのようにも、だ
まされないようにしなさい。なぜなら、
まず背教が起こり、不法の人、すなわ
ち滅びの子が現れなければ、主の日は
来ないからです。彼は、すべて神と呼
ばれるもの、また礼拝されるものに反
抗し、その上に自分を高く上げ、神の
宮の中に座を設け、自分こそ神である
と宣言します」

第二の封印
黙示録6章3節から4節、「小羊が第

二の封印を解いたとき、私は、第二の
生き物が、『来なさい』と言うのを聞い
た。すると、別の、火のように赤い馬
が出て来た。これに乗っている者は、
地上から平和を奪い取ることが許され
た。人々が、互いに殺し合うようにな
るためであった。また、彼に大きな剣
が与えられた」

第二の封印が解かれると、「赤い馬」
が出て来ました。これは「地上から平和
を奪い取ることが許された」と言って全
世界に及んでいますから、世界大戦で
す。大患難時代に、「人々が、互いに殺
し合うようになるためであった」と記さ
れているように、神様がこのことを許
されています。「また、彼に大きな剣が
与えられた」と言うのは、武器の規模の
大きさから恐ろしさと強さを表してい
ます。

第三の封印
黙示録6章5節と6節、「小羊が第三

の封印を解いたとき、私は、第三の生
き物が、『来なさい』と言うのを聞いた。
私は見た。見よ。黒い馬であった。こ

意味は、死後に待っている暗やみの世
界を表しているとも言われています。
ここでも多くの死者が出てくることを
語っていると思われます。また、「彼ら
に地上の四分の一を剣とききんと死病
と地上の獣によって殺す権威が与えら
れた」（6:8）との許可が神様から与えら
れています。世界大戦の剣と飢饉のゆ
えに、食物を奪い合う混乱の剣、野獣
も食物不足のゆえに人間を襲ってくる
でしょう。その上、疫病によって全世
界の25％もの人々が死んでいく恐ろし
い出来事です。

現在に当てはめると、世界人口が約
78億人ですから、その中の25％という
と約19億5千万人が死ぬことになりま
す。これら赤い馬、黒い馬、そして青
ざめた馬が世界を一変させ、患難をも
たらすでしょう。これらのゆえに、前
回で出て来た白い馬（黙6:2）も、全人
類に恐ろしい患難をもたらす反キリス
トであると考えられます。

終末の時代を生きる私たちにとって、
黙示録を朗読し、学び、主のご再臨に
備えることは大切なことです。なぜな
ら暗闇が深くなればなるほど、イエス
様のご再臨による希望の光は輝きを増
すからです。皆様と教会の上に大いな
る祝福がありますよう心からお祈りし
ています。

かり、弱り切った体を表しています。
「これに乗っている者の名は死」と名付
けられています。死をもたらす疫病を
表しています。

20世 紀 か ら の 疫 病 を 見 ま す と、
1918 ～1920年のスペイン風邪では5
千万人以上、中には1億人ほどの死者
が出たとも言われています。その後
2002年になると、1人の人から始まっ
たサーズ（SARS）は短期間で世界28カ
国に感染拡大していきました。また、
20世紀後半から始まったエボラ出血熱
は、2014年にアフリカで急速に増えま
した。発症者の約半数の人々が亡く
なっています。将来、鳥インフルエンザ
によって、1億5千万人ほどの人が亡く
なるのではないかと予測されています。

2019年から現在では、新型コロナウ
イルスが世界中に広がったばかりでは
なく、経済

はたん

破綻が起こって世界不況に
なる恐れがあるように感じています。
赤い馬、黒い馬、そして青ざめた馬も、
まだ現れていませんが、それらの馬が
見えてくるような時代になりました。
この青ざめた馬が現れると、恐ろしい
伝染病がはびこり、多くの人々が死ぬ
と預言しています。

同じく黙示録6章8節で、「そのあと
にはハデスがつき従った」と書かれてい
ます。ギリシャ語でハデス、ヘブライ
語でシェオールと呼ばれ、その言葉の

れに乗っている者は量りを手に持って
いた。すると私は、一つの声のような
ものが、四つの生き物の間で、こう言
うのを聞いた。『小麦一枡は一デナリ。
大麦三枡も一デナリ。オリーブ油とぶ
どう酒に害を与えてはいけない』」

第三の封印が解かれると、「黒い馬」
が出てきました。赤い馬は恐ろしい火
を表していましたが、黒い馬は闇のよ
うな状況を表しています。「これに乗っ
ている者は量りを手に持っていた」と
言っています。はかりは通常、食物や
金銭の重さを表す時に使われます。「小
麦一枡は一デナリ。大麦三枡も一デナ
リ」と言う1デナリは、当時のおよそ1
日の給料に値します。

マタイの福音書20章ではイエス様が
たとえ話の中で、ぶどう園で雇われた
人々の給料が1デナリであったことを
語っています。1日の給料が、1人分の
食物しか買えない時代を表しています。
通常は、その12倍から15倍買えたの
で家族を養うことができました。しか
しこの時代では、家族を食べさせるの
に小麦が買えず、栄養素の少ない大麦
しか買えないのです。

「オリーブ油とぶどう酒に害を与えて
はいけない」と言うのは、注解書によっ
て理解が分かれます。ルカの福音書10
章では、あるサマリヤ人が通りかかる
と、人が強盗に襲われていて死にかけ
ていました。サマリヤ人は、その人を
哀れんでオリーブ油とぶどう酒を注い
で手当てをしました。当時、オリーブ
油とぶどう酒は、薬として使われてい
たことから、

ききん

飢饉であっても神様のあ
われみと恵みが働いているのだと考え
られます。

第四の封印
黙示録6章7節から8節、「小羊が第

四の封印を解いたとき、私は、第四の
生き物の声が、「来なさい」と言うのを
聞いた。私は見た。見よ。青ざめた馬
であった。これに乗っている者の名は
死といい、そのあとにはハデスがつき
従った。彼らに地上の四分の一を剣と
ききんと死病と地上の獣によって殺す
権威が与えられた」

第四の封印が解かれると、「青ざめた
馬」（6:8）が現れました。赤い馬のよう
な恐ろしい火のようでもなく、暗黒の
時代を表す黒い馬のようでもありませ
ん。「青ざめた」という言葉はギリシャ
語では「chloros クロロス」で、灰色の
恐怖を表す色です。恐ろしい病気にか

建てさせます。しかし後に、それを自
分の物とするでしょう。ユダヤ人に
とって、ようやく手に入れた神殿です
が、反キリストとの7年間の契約は、
中間の3年半で突然破棄されてしまい
ます。

なぜ大患難時代が
あるのか

旧約聖書では「大患難時代」とは言わ
ず、いろいろな名称があります。エレ
ミヤ書30章7節に、「ああ。その日は
大いなる日、比べるものもない日だ。
それはヤコブにも苦難の時だ。しかし
彼はそれから救われる」と書かれていま
す。「ヤコブの苦難の時」であり、「彼は
それから救われる」時です。イザヤ書
34章8節では、「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。「主の復
讐の日」であり、「イスラエルの訴えの
祈りに答えて仇を返すとき」なのです。

大患難時代前期に反キリストがユダヤ人のために神殿を建てる（＊イメージ画像です）

ニムロデの時代のバビロン、
人々の邪悪さは途方もなく増大した（創11章）
＜地図＞赤枠がバビロン。現在のイラク、イランの地域

大バビロン
（新改訳第3版使用）

ヨハネの黙示録17章と18章で、「大
バビロン」が出てきます。その大バビロ
ンの一部を、反キリストを理解するた
めに学んでおきます。

黙示録17章3節 か ら 5節、「それか
ら、御使いは、御霊に感じた私を荒野
に連れて行った。すると私は、ひとり
の女が緋色の獣に乗っているのを見た。
その獣は神をけがす名で満ちており、
七つの頭と十本の角を持っていた。こ
の女は紫と緋の衣を着ていて、金と宝
石と真珠とで身を飾り、憎むべきもの
や自分の不品行の汚れでいっぱいに
なった金の杯を手に持っていた。その
額には、意味の秘められた名が書かれ
ていた。すなわち、『すべての淫婦と地
の憎むべきものとの母、大バビロン』と
いう名であった」

　

「ひとりの女が緋色の獣に乗っている
のを見た」（黙17:3）というのは、この
女が世界統一を行わせている団体を表
しているようです。それは、宗教、経
済、政治的なものであるだろうと、終
末を語る多くの神学者が理解していま
す。「七つの頭と十本の角」を持つ「緋
色の獣」は、黙示録13章に出てくる獣、
反キリストです。
「ひとりの女」は、紫と緋色の衣を着て
います。紫の衣は、人々から尊敬され
威厳のある立場を表しています。「金と
宝石と真珠とで身を飾り」とありますか
ら、考えられないほど経済が発展して
いるのだと思われます。この彼女の名
は、「すべての淫婦と地の憎むべきもの
との母、大バビロン」（17:5）です。聖
書において、淫婦や姦淫は異端宗教を
表します。バベルの塔が建てられたシ
ヌアルの地（創11:1～ 9）にあるバビロ
ンは、忌むべき異端宗教の始まりの場
所と言えるでしょう。従って、バビロ
ンは、「異端宗教の母」と言えます。

―その5

また、ゼパニヤ書1章15節、「その
日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、
荒廃と滅亡の日、やみと暗黒の日、雲
と暗やみの日」とあるように、五つの名
が書かれています。
　①激しい怒りの日　
　②苦難と苦悩の日
　③荒廃と滅亡の日　
　④やみと暗黒の日
　⑤雲と暗やみの日
です。

この他、黙示録の大患難時代につい
ては、旧約聖書に恐ろしい名が数多く
書かれています。何のために大患難時
代があるのでしょうか。三つの理由が
あります。
①イザヤ書13章9節に、「見よ。主の

日が来る。残酷な日だ。憤りと燃え
る怒りをもって、地を荒れすたらせ、
罪人たちをそこから根絶やしにする」
と書かれているように、罪人たちを
そこから根絶やしにするためです。

②黙示録7章と、マタイの福音書24章
14節に書かれているように、全世界
に大いなる救いをもたらすリバイバ
ルを起こすためです。

③ダニエル書12章7節で、「聖なる民
の勢力を打ち砕くことが終わったと
き、これらすべてのことが成就する」
と書かれています。

イスラエルの民は、自分たちの力も
他国の力も当てにできない状況です。
主により頼む以外にありません。彼ら
が心からメシア・イエスに泣き叫ぶ時
が来たら、すべてのことが成就します。
全世界に及ぶ大患難時代が起こるのは、
これら三つの理由のゆえです。
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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。

栄子・スティーブンス

Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol.13

未来の預言

この箇所では、「キリストの再臨は反
キリストが現れてからでなければ起こ
らない」と言っています。「だれにも、
どのようにも、だまされないようにし
なさい」と伝えているのです。「彼は、
すべて神と呼ばれるもの、また礼拝さ
れるものに反抗し」と書かれているよう
に、反キリストは既存の宗教を一切許
可しなくなります。彼は、「その上に自
分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、
自分こそ神であると宣言します」と預言
されていました。第三神殿で捧げられ
るいけにえと捧げものをやめさせ、自
分が神だと宣言したので、神である自
分に捧げるように命令するでしょう。

黙示録13章15節では、「その獣の像
を拝まない者をみな殺させた」という預
言が成就し始めます。反キリストの像
は、神殿の中にも置かれていると思わ
れます。反キリストは、始め7年間の
固い平和条約をイスラエルと結びます。
イスラエルにとって彼は、まるでメシ
アのように強力な支援者となってくれ
ます。

ダニエル書9章27節で、「半週の間、
いけにえとささげ物とをやめさせる」と
書かれていますが、まず、第三神殿が
なければいけにえとささげ物をするこ
とはできません。そこで反キリストは、
どの宗教とも折り合えるように交渉さ
せ、神殿の丘にユダヤ人の第三神殿を

一方、獣である反キリストは、世界
統一を実現させるための組織（宗教・経
済・政治的なものと考えられます）をつ
くり上げ、一つとなって働いていきま
す。黙示録17章16節では、「あなたが
見た十本の角と、あの獣とは、その淫
婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、
その肉を食い、彼女を火で焼き尽くす
ようになります」と書かれています。獣
である反キリストが、世界統一を行う
地位を手に入れると、もはや彼の組織
は不要となります。その後、反キリス
トは「自分こそ神である」（Ⅱテサ2:4）
と世界に宣言し、ユダヤ人の聖なる神
殿を奪い取って神殿を偶像で荒らすで
しょう。ここで、ダニエル9章27節に、

「半週の間、いけにえとささげ物とをや
めさせる」の預言が成就します。7年間
の固い契約は破られ、契約の半ばである
3年半の時に、反キリストが神殿に入り
込むのです。

テサロニケ人への手紙第二2章3節か
ら4節、「だれにも、どのようにも、だ
まされないようにしなさい。なぜなら、
まず背教が起こり、不法の人、すなわ
ち滅びの子が現れなければ、主の日は
来ないからです。彼は、すべて神と呼
ばれるもの、また礼拝されるものに反
抗し、その上に自分を高く上げ、神の
宮の中に座を設け、自分こそ神である
と宣言します」

第二の封印
黙示録6章3節から4節、「小羊が第

二の封印を解いたとき、私は、第二の
生き物が、『来なさい』と言うのを聞い
た。すると、別の、火のように赤い馬
が出て来た。これに乗っている者は、
地上から平和を奪い取ることが許され
た。人々が、互いに殺し合うようにな
るためであった。また、彼に大きな剣
が与えられた」

第二の封印が解かれると、「赤い馬」
が出て来ました。これは「地上から平和
を奪い取ることが許された」と言って全
世界に及んでいますから、世界大戦で
す。大患難時代に、「人々が、互いに殺
し合うようになるためであった」と記さ
れているように、神様がこのことを許
されています。「また、彼に大きな剣が
与えられた」と言うのは、武器の規模の
大きさから恐ろしさと強さを表してい
ます。

第三の封印
黙示録6章5節と6節、「小羊が第三

の封印を解いたとき、私は、第三の生
き物が、『来なさい』と言うのを聞いた。
私は見た。見よ。黒い馬であった。こ

意味は、死後に待っている暗やみの世
界を表しているとも言われています。
ここでも多くの死者が出てくることを
語っていると思われます。また、「彼ら
に地上の四分の一を剣とききんと死病
と地上の獣によって殺す権威が与えら
れた」（6:8）との許可が神様から与えら
れています。世界大戦の剣と飢饉のゆ
えに、食物を奪い合う混乱の剣、野獣
も食物不足のゆえに人間を襲ってくる
でしょう。その上、疫病によって全世
界の25％もの人々が死んでいく恐ろし
い出来事です。

現在に当てはめると、世界人口が約
78億人ですから、その中の25％という
と約19億5千万人が死ぬことになりま
す。これら赤い馬、黒い馬、そして青
ざめた馬が世界を一変させ、患難をも
たらすでしょう。これらのゆえに、前
回で出て来た白い馬（黙6:2）も、全人
類に恐ろしい患難をもたらす反キリス
トであると考えられます。

終末の時代を生きる私たちにとって、
黙示録を朗読し、学び、主のご再臨に
備えることは大切なことです。なぜな
ら暗闇が深くなればなるほど、イエス
様のご再臨による希望の光は輝きを増
すからです。皆様と教会の上に大いな
る祝福がありますよう心からお祈りし
ています。

かり、弱り切った体を表しています。
「これに乗っている者の名は死」と名付
けられています。死をもたらす疫病を
表しています。

20世 紀 か ら の 疫 病 を 見 ま す と、
1918 ～1920年のスペイン風邪では5
千万人以上、中には1億人ほどの死者
が出たとも言われています。その後
2002年になると、1人の人から始まっ
たサーズ（SARS）は短期間で世界28カ
国に感染拡大していきました。また、
20世紀後半から始まったエボラ出血熱
は、2014年にアフリカで急速に増えま
した。発症者の約半数の人々が亡く
なっています。将来、鳥インフルエンザ
によって、1億5千万人ほどの人が亡く
なるのではないかと予測されています。

2019年から現在では、新型コロナウ
イルスが世界中に広がったばかりでは
なく、経済

はたん

破綻が起こって世界不況に
なる恐れがあるように感じています。
赤い馬、黒い馬、そして青ざめた馬も、
まだ現れていませんが、それらの馬が
見えてくるような時代になりました。
この青ざめた馬が現れると、恐ろしい
伝染病がはびこり、多くの人々が死ぬ
と預言しています。

同じく黙示録6章8節で、「そのあと
にはハデスがつき従った」と書かれてい
ます。ギリシャ語でハデス、ヘブライ
語でシェオールと呼ばれ、その言葉の

れに乗っている者は量りを手に持って
いた。すると私は、一つの声のような
ものが、四つの生き物の間で、こう言
うのを聞いた。『小麦一枡は一デナリ。
大麦三枡も一デナリ。オリーブ油とぶ
どう酒に害を与えてはいけない』」

第三の封印が解かれると、「黒い馬」
が出てきました。赤い馬は恐ろしい火
を表していましたが、黒い馬は闇のよ
うな状況を表しています。「これに乗っ
ている者は量りを手に持っていた」と
言っています。はかりは通常、食物や
金銭の重さを表す時に使われます。「小
麦一枡は一デナリ。大麦三枡も一デナ
リ」と言う1デナリは、当時のおよそ1
日の給料に値します。

マタイの福音書20章ではイエス様が
たとえ話の中で、ぶどう園で雇われた
人々の給料が1デナリであったことを
語っています。1日の給料が、1人分の
食物しか買えない時代を表しています。
通常は、その12倍から15倍買えたの
で家族を養うことができました。しか
しこの時代では、家族を食べさせるの
に小麦が買えず、栄養素の少ない大麦
しか買えないのです。

「オリーブ油とぶどう酒に害を与えて
はいけない」と言うのは、注解書によっ
て理解が分かれます。ルカの福音書10
章では、あるサマリヤ人が通りかかる
と、人が強盗に襲われていて死にかけ
ていました。サマリヤ人は、その人を
哀れんでオリーブ油とぶどう酒を注い
で手当てをしました。当時、オリーブ
油とぶどう酒は、薬として使われてい
たことから、

ききん

飢饉であっても神様のあ
われみと恵みが働いているのだと考え
られます。

第四の封印
黙示録6章7節から8節、「小羊が第

四の封印を解いたとき、私は、第四の
生き物の声が、「来なさい」と言うのを
聞いた。私は見た。見よ。青ざめた馬
であった。これに乗っている者の名は
死といい、そのあとにはハデスがつき
従った。彼らに地上の四分の一を剣と
ききんと死病と地上の獣によって殺す
権威が与えられた」

第四の封印が解かれると、「青ざめた
馬」（6:8）が現れました。赤い馬のよう
な恐ろしい火のようでもなく、暗黒の
時代を表す黒い馬のようでもありませ
ん。「青ざめた」という言葉はギリシャ
語では「chloros クロロス」で、灰色の
恐怖を表す色です。恐ろしい病気にか

建てさせます。しかし後に、それを自
分の物とするでしょう。ユダヤ人に
とって、ようやく手に入れた神殿です
が、反キリストとの7年間の契約は、
中間の3年半で突然破棄されてしまい
ます。

なぜ大患難時代が
あるのか

旧約聖書では「大患難時代」とは言わ
ず、いろいろな名称があります。エレ
ミヤ書30章7節に、「ああ。その日は
大いなる日、比べるものもない日だ。
それはヤコブにも苦難の時だ。しかし
彼はそれから救われる」と書かれていま
す。「ヤコブの苦難の時」であり、「彼は
それから救われる」時です。イザヤ書
34章8節では、「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。「主の復
讐の日」であり、「イスラエルの訴えの
祈りに答えて仇を返すとき」なのです。

大患難時代前期に反キリストがユダヤ人のために神殿を建てる（＊イメージ画像です）

ニムロデの時代のバビロン、
人々の邪悪さは途方もなく増大した（創11章）
＜地図＞赤枠がバビロン。現在のイラク、イランの地域

大バビロン
（新改訳第3版使用）

ヨハネの黙示録17章と18章で、「大
バビロン」が出てきます。その大バビロ
ンの一部を、反キリストを理解するた
めに学んでおきます。

黙示録17章3節 か ら 5節、「それか
ら、御使いは、御霊に感じた私を荒野
に連れて行った。すると私は、ひとり
の女が緋色の獣に乗っているのを見た。
その獣は神をけがす名で満ちており、
七つの頭と十本の角を持っていた。こ
の女は紫と緋の衣を着ていて、金と宝
石と真珠とで身を飾り、憎むべきもの
や自分の不品行の汚れでいっぱいに
なった金の杯を手に持っていた。その
額には、意味の秘められた名が書かれ
ていた。すなわち、『すべての淫婦と地
の憎むべきものとの母、大バビロン』と
いう名であった」

　

「ひとりの女が緋色の獣に乗っている
のを見た」（黙17:3）というのは、この
女が世界統一を行わせている団体を表
しているようです。それは、宗教、経
済、政治的なものであるだろうと、終
末を語る多くの神学者が理解していま
す。「七つの頭と十本の角」を持つ「緋
色の獣」は、黙示録13章に出てくる獣、
反キリストです。
「ひとりの女」は、紫と緋色の衣を着て
います。紫の衣は、人々から尊敬され
威厳のある立場を表しています。「金と
宝石と真珠とで身を飾り」とありますか
ら、考えられないほど経済が発展して
いるのだと思われます。この彼女の名
は、「すべての淫婦と地の憎むべきもの
との母、大バビロン」（17:5）です。聖
書において、淫婦や姦淫は異端宗教を
表します。バベルの塔が建てられたシ
ヌアルの地（創11:1～ 9）にあるバビロ
ンは、忌むべき異端宗教の始まりの場
所と言えるでしょう。従って、バビロ
ンは、「異端宗教の母」と言えます。

―その5

また、ゼパニヤ書1章15節、「その
日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、
荒廃と滅亡の日、やみと暗黒の日、雲
と暗やみの日」とあるように、五つの名
が書かれています。
　①激しい怒りの日　
　②苦難と苦悩の日
　③荒廃と滅亡の日　
　④やみと暗黒の日
　⑤雲と暗やみの日
です。

この他、黙示録の大患難時代につい
ては、旧約聖書に恐ろしい名が数多く
書かれています。何のために大患難時
代があるのでしょうか。三つの理由が
あります。
①イザヤ書13章9節に、「見よ。主の

日が来る。残酷な日だ。憤りと燃え
る怒りをもって、地を荒れすたらせ、
罪人たちをそこから根絶やしにする」
と書かれているように、罪人たちを
そこから根絶やしにするためです。

②黙示録7章と、マタイの福音書24章
14節に書かれているように、全世界
に大いなる救いをもたらすリバイバ
ルを起こすためです。

③ダニエル書12章7節で、「聖なる民
の勢力を打ち砕くことが終わったと
き、これらすべてのことが成就する」
と書かれています。

イスラエルの民は、自分たちの力も
他国の力も当てにできない状況です。
主により頼む以外にありません。彼ら
が心からメシア・イエスに泣き叫ぶ時
が来たら、すべてのことが成就します。
全世界に及ぶ大患難時代が起こるのは、
これら三つの理由のゆえです。
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暗闇が深くなればなるほど、
イエス様のご再臨による希望の光は輝きを増すからです。

この箇所では、「キリストの再臨は反
キリストが現れてからでなければ起こ
らない」と言っています。「だれにも、
どのようにも、だまされないようにし
なさい」と伝えているのです。「彼は、
すべて神と呼ばれるもの、また礼拝さ
れるものに反抗し」と書かれているよう
に、反キリストは既存の宗教を一切許
可しなくなります。彼は、「その上に自
分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、
自分こそ神であると宣言します」と預言
されていました。第三神殿で捧げられ
るいけにえと捧げものをやめさせ、自
分が神だと宣言したので、神である自
分に捧げるように命令するでしょう。

黙示録13章15節では、「その獣の像
を拝まない者をみな殺させた」という預
言が成就し始めます。反キリストの像
は、神殿の中にも置かれていると思わ
れます。反キリストは、始め7年間の
固い平和条約をイスラエルと結びます。
イスラエルにとって彼は、まるでメシ
アのように強力な支援者となってくれ
ます。

ダニエル書9章27節で、「半週の間、
いけにえとささげ物とをやめさせる」と
書かれていますが、まず、第三神殿が
なければいけにえとささげ物をするこ
とはできません。そこで反キリストは、
どの宗教とも折り合えるように交渉さ
せ、神殿の丘にユダヤ人の第三神殿を

一方、獣である反キリストは、世界
統一を実現させるための組織（宗教・経
済・政治的なものと考えられます）をつ
くり上げ、一つとなって働いていきま
す。黙示録17章16節では、「あなたが
見た十本の角と、あの獣とは、その淫
婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、
その肉を食い、彼女を火で焼き尽くす
ようになります」と書かれています。獣
である反キリストが、世界統一を行う
地位を手に入れると、もはや彼の組織
は不要となります。その後、反キリス
トは「自分こそ神である」（Ⅱテサ2:4）
と世界に宣言し、ユダヤ人の聖なる神
殿を奪い取って神殿を偶像で荒らすで
しょう。ここで、ダニエル9章27節に、

「半週の間、いけにえとささげ物とをや
めさせる」の預言が成就します。7年間
の固い契約は破られ、契約の半ばである
3年半の時に、反キリストが神殿に入り
込むのです。

テサロニケ人への手紙第二2章3節か
ら4節、「だれにも、どのようにも、だ
まされないようにしなさい。なぜなら、
まず背教が起こり、不法の人、すなわ
ち滅びの子が現れなければ、主の日は
来ないからです。彼は、すべて神と呼
ばれるもの、また礼拝されるものに反
抗し、その上に自分を高く上げ、神の
宮の中に座を設け、自分こそ神である
と宣言します」

第二の封印
黙示録6章3節から4節、「小羊が第

二の封印を解いたとき、私は、第二の
生き物が、『来なさい』と言うのを聞い
た。すると、別の、火のように赤い馬
が出て来た。これに乗っている者は、
地上から平和を奪い取ることが許され
た。人々が、互いに殺し合うようにな
るためであった。また、彼に大きな剣
が与えられた」

第二の封印が解かれると、「赤い馬」
が出て来ました。これは「地上から平和
を奪い取ることが許された」と言って全
世界に及んでいますから、世界大戦で
す。大患難時代に、「人々が、互いに殺
し合うようになるためであった」と記さ
れているように、神様がこのことを許
されています。「また、彼に大きな剣が
与えられた」と言うのは、武器の規模の
大きさから恐ろしさと強さを表してい
ます。

第三の封印
黙示録6章5節と6節、「小羊が第三

の封印を解いたとき、私は、第三の生
き物が、『来なさい』と言うのを聞いた。
私は見た。見よ。黒い馬であった。こ

意味は、死後に待っている暗やみの世
界を表しているとも言われています。
ここでも多くの死者が出てくることを
語っていると思われます。また、「彼ら
に地上の四分の一を剣とききんと死病
と地上の獣によって殺す権威が与えら
れた」（6:8）との許可が神様から与えら
れています。世界大戦の剣と飢饉のゆ
えに、食物を奪い合う混乱の剣、野獣
も食物不足のゆえに人間を襲ってくる
でしょう。その上、疫病によって全世
界の25％もの人々が死んでいく恐ろし
い出来事です。

現在に当てはめると、世界人口が約
78億人ですから、その中の25％という
と約19億5千万人が死ぬことになりま
す。これら赤い馬、黒い馬、そして青
ざめた馬が世界を一変させ、患難をも
たらすでしょう。これらのゆえに、前
回で出て来た白い馬（黙6:2）も、全人
類に恐ろしい患難をもたらす反キリス
トであると考えられます。

終末の時代を生きる私たちにとって、
黙示録を朗読し、学び、主のご再臨に
備えることは大切なことです。なぜな
ら暗闇が深くなればなるほど、イエス
様のご再臨による希望の光は輝きを増
すからです。皆様と教会の上に大いな
る祝福がありますよう心からお祈りし
ています。

かり、弱り切った体を表しています。
「これに乗っている者の名は死」と名付
けられています。死をもたらす疫病を
表しています。

20世 紀 か ら の 疫 病 を 見 ま す と、
1918 ～1920年のスペイン風邪では5
千万人以上、中には1億人ほどの死者
が出たとも言われています。その後
2002年になると、1人の人から始まっ
たサーズ（SARS）は短期間で世界28カ
国に感染拡大していきました。また、
20世紀後半から始まったエボラ出血熱
は、2014年にアフリカで急速に増えま
した。発症者の約半数の人々が亡く
なっています。将来、鳥インフルエンザ
によって、1億5千万人ほどの人が亡く
なるのではないかと予測されています。

2019年から現在では、新型コロナウ
イルスが世界中に広がったばかりでは
なく、経済

はたん

破綻が起こって世界不況に
なる恐れがあるように感じています。
赤い馬、黒い馬、そして青ざめた馬も、
まだ現れていませんが、それらの馬が
見えてくるような時代になりました。
この青ざめた馬が現れると、恐ろしい
伝染病がはびこり、多くの人々が死ぬ
と預言しています。

同じく黙示録6章8節で、「そのあと
にはハデスがつき従った」と書かれてい
ます。ギリシャ語でハデス、ヘブライ
語でシェオールと呼ばれ、その言葉の

アメリカ陸軍兵士たちがスペイン風邪にかかり
野戦病院で入院（1918～1920）

れに乗っている者は量りを手に持って
いた。すると私は、一つの声のような
ものが、四つの生き物の間で、こう言
うのを聞いた。『小麦一枡は一デナリ。
大麦三枡も一デナリ。オリーブ油とぶ
どう酒に害を与えてはいけない』」

第三の封印が解かれると、「黒い馬」
が出てきました。赤い馬は恐ろしい火
を表していましたが、黒い馬は闇のよ
うな状況を表しています。「これに乗っ
ている者は量りを手に持っていた」と
言っています。はかりは通常、食物や
金銭の重さを表す時に使われます。「小
麦一枡は一デナリ。大麦三枡も一デナ
リ」と言う1デナリは、当時のおよそ1
日の給料に値します。

マタイの福音書20章ではイエス様が
たとえ話の中で、ぶどう園で雇われた
人々の給料が1デナリであったことを
語っています。1日の給料が、1人分の
食物しか買えない時代を表しています。
通常は、その12倍から15倍買えたの
で家族を養うことができました。しか
しこの時代では、家族を食べさせるの
に小麦が買えず、栄養素の少ない大麦
しか買えないのです。

「オリーブ油とぶどう酒に害を与えて
はいけない」と言うのは、注解書によっ
て理解が分かれます。ルカの福音書10
章では、あるサマリヤ人が通りかかる
と、人が強盗に襲われていて死にかけ
ていました。サマリヤ人は、その人を
哀れんでオリーブ油とぶどう酒を注い
で手当てをしました。当時、オリーブ
油とぶどう酒は、薬として使われてい
たことから、

ききん

飢饉であっても神様のあ
われみと恵みが働いているのだと考え
られます。

第四の封印
黙示録6章7節から8節、「小羊が第

四の封印を解いたとき、私は、第四の
生き物の声が、「来なさい」と言うのを
聞いた。私は見た。見よ。青ざめた馬
であった。これに乗っている者の名は
死といい、そのあとにはハデスがつき
従った。彼らに地上の四分の一を剣と
ききんと死病と地上の獣によって殺す
権威が与えられた」

第四の封印が解かれると、「青ざめた
馬」（6:8）が現れました。赤い馬のよう
な恐ろしい火のようでもなく、暗黒の
時代を表す黒い馬のようでもありませ
ん。「青ざめた」という言葉はギリシャ
語では「chloros クロロス」で、灰色の
恐怖を表す色です。恐ろしい病気にか

建てさせます。しかし後に、それを自
分の物とするでしょう。ユダヤ人に
とって、ようやく手に入れた神殿です
が、反キリストとの7年間の契約は、
中間の3年半で突然破棄されてしまい
ます。

なぜ大患難時代が
あるのか

旧約聖書では「大患難時代」とは言わ
ず、いろいろな名称があります。エレ
ミヤ書30章7節に、「ああ。その日は
大いなる日、比べるものもない日だ。
それはヤコブにも苦難の時だ。しかし
彼はそれから救われる」と書かれていま
す。「ヤコブの苦難の時」であり、「彼は
それから救われる」時です。イザヤ書
34章8節では、「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。「主の復
讐の日」であり、「イスラエルの訴えの
祈りに答えて仇を返すとき」なのです。

大バビロン
（新改訳第3版使用）

ヨハネの黙示録17章と18章で、「大
バビロン」が出てきます。その大バビロ
ンの一部を、反キリストを理解するた
めに学んでおきます。

黙示録17章3節 か ら 5節、「それか
ら、御使いは、御霊に感じた私を荒野
に連れて行った。すると私は、ひとり
の女が緋色の獣に乗っているのを見た。
その獣は神をけがす名で満ちており、
七つの頭と十本の角を持っていた。こ
の女は紫と緋の衣を着ていて、金と宝
石と真珠とで身を飾り、憎むべきもの
や自分の不品行の汚れでいっぱいに
なった金の杯を手に持っていた。その
額には、意味の秘められた名が書かれ
ていた。すなわち、『すべての淫婦と地
の憎むべきものとの母、大バビロン』と
いう名であった」

　

「ひとりの女が緋色の獣に乗っている
のを見た」（黙17:3）というのは、この
女が世界統一を行わせている団体を表
しているようです。それは、宗教、経
済、政治的なものであるだろうと、終
末を語る多くの神学者が理解していま
す。「七つの頭と十本の角」を持つ「緋
色の獣」は、黙示録13章に出てくる獣、
反キリストです。
「ひとりの女」は、紫と緋色の衣を着て
います。紫の衣は、人々から尊敬され
威厳のある立場を表しています。「金と
宝石と真珠とで身を飾り」とありますか
ら、考えられないほど経済が発展して
いるのだと思われます。この彼女の名
は、「すべての淫婦と地の憎むべきもの
との母、大バビロン」（17:5）です。聖
書において、淫婦や姦淫は異端宗教を
表します。バベルの塔が建てられたシ
ヌアルの地（創11:1～ 9）にあるバビロ
ンは、忌むべき異端宗教の始まりの場
所と言えるでしょう。従って、バビロ
ンは、「異端宗教の母」と言えます。

また、ゼパニヤ書1章15節、「その
日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、
荒廃と滅亡の日、やみと暗黒の日、雲
と暗やみの日」とあるように、五つの名
が書かれています。
　①激しい怒りの日　
　②苦難と苦悩の日
　③荒廃と滅亡の日　
　④やみと暗黒の日
　⑤雲と暗やみの日
です。

この他、黙示録の大患難時代につい
ては、旧約聖書に恐ろしい名が数多く
書かれています。何のために大患難時
代があるのでしょうか。三つの理由が
あります。
①イザヤ書13章9節に、「見よ。主の

日が来る。残酷な日だ。憤りと燃え
る怒りをもって、地を荒れすたらせ、
罪人たちをそこから根絶やしにする」
と書かれているように、罪人たちを
そこから根絶やしにするためです。

②黙示録7章と、マタイの福音書24章
14節に書かれているように、全世界
に大いなる救いをもたらすリバイバ
ルを起こすためです。

③ダニエル書12章7節で、「聖なる民
の勢力を打ち砕くことが終わったと
き、これらすべてのことが成就する」
と書かれています。

イスラエルの民は、自分たちの力も
他国の力も当てにできない状況です。
主により頼む以外にありません。彼ら
が心からメシア・イエスに泣き叫ぶ時
が来たら、すべてのことが成就します。
全世界に及ぶ大患難時代が起こるのは、
これら三つの理由のゆえです。
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暗闇が深くなればなるほど、
イエス様のご再臨による希望の光は輝きを増すからです。

この箇所では、「キリストの再臨は反
キリストが現れてからでなければ起こ
らない」と言っています。「だれにも、
どのようにも、だまされないようにし
なさい」と伝えているのです。「彼は、
すべて神と呼ばれるもの、また礼拝さ
れるものに反抗し」と書かれているよう
に、反キリストは既存の宗教を一切許
可しなくなります。彼は、「その上に自
分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、
自分こそ神であると宣言します」と預言
されていました。第三神殿で捧げられ
るいけにえと捧げものをやめさせ、自
分が神だと宣言したので、神である自
分に捧げるように命令するでしょう。

黙示録13章15節では、「その獣の像
を拝まない者をみな殺させた」という預
言が成就し始めます。反キリストの像
は、神殿の中にも置かれていると思わ
れます。反キリストは、始め7年間の
固い平和条約をイスラエルと結びます。
イスラエルにとって彼は、まるでメシ
アのように強力な支援者となってくれ
ます。

ダニエル書9章27節で、「半週の間、
いけにえとささげ物とをやめさせる」と
書かれていますが、まず、第三神殿が
なければいけにえとささげ物をするこ
とはできません。そこで反キリストは、
どの宗教とも折り合えるように交渉さ
せ、神殿の丘にユダヤ人の第三神殿を

一方、獣である反キリストは、世界
統一を実現させるための組織（宗教・経
済・政治的なものと考えられます）をつ
くり上げ、一つとなって働いていきま
す。黙示録17章16節では、「あなたが
見た十本の角と、あの獣とは、その淫
婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、
その肉を食い、彼女を火で焼き尽くす
ようになります」と書かれています。獣
である反キリストが、世界統一を行う
地位を手に入れると、もはや彼の組織
は不要となります。その後、反キリス
トは「自分こそ神である」（Ⅱテサ2:4）
と世界に宣言し、ユダヤ人の聖なる神
殿を奪い取って神殿を偶像で荒らすで
しょう。ここで、ダニエル9章27節に、

「半週の間、いけにえとささげ物とをや
めさせる」の預言が成就します。7年間
の固い契約は破られ、契約の半ばである
3年半の時に、反キリストが神殿に入り
込むのです。

テサロニケ人への手紙第二2章3節か
ら4節、「だれにも、どのようにも、だ
まされないようにしなさい。なぜなら、
まず背教が起こり、不法の人、すなわ
ち滅びの子が現れなければ、主の日は
来ないからです。彼は、すべて神と呼
ばれるもの、また礼拝されるものに反
抗し、その上に自分を高く上げ、神の
宮の中に座を設け、自分こそ神である
と宣言します」

第二の封印
黙示録6章3節から4節、「小羊が第

二の封印を解いたとき、私は、第二の
生き物が、『来なさい』と言うのを聞い
た。すると、別の、火のように赤い馬
が出て来た。これに乗っている者は、
地上から平和を奪い取ることが許され
た。人々が、互いに殺し合うようにな
るためであった。また、彼に大きな剣
が与えられた」

第二の封印が解かれると、「赤い馬」
が出て来ました。これは「地上から平和
を奪い取ることが許された」と言って全
世界に及んでいますから、世界大戦で
す。大患難時代に、「人々が、互いに殺
し合うようになるためであった」と記さ
れているように、神様がこのことを許
されています。「また、彼に大きな剣が
与えられた」と言うのは、武器の規模の
大きさから恐ろしさと強さを表してい
ます。

第三の封印
黙示録6章5節と6節、「小羊が第三

の封印を解いたとき、私は、第三の生
き物が、『来なさい』と言うのを聞いた。
私は見た。見よ。黒い馬であった。こ

意味は、死後に待っている暗やみの世
界を表しているとも言われています。
ここでも多くの死者が出てくることを
語っていると思われます。また、「彼ら
に地上の四分の一を剣とききんと死病
と地上の獣によって殺す権威が与えら
れた」（6:8）との許可が神様から与えら
れています。世界大戦の剣と飢饉のゆ
えに、食物を奪い合う混乱の剣、野獣
も食物不足のゆえに人間を襲ってくる
でしょう。その上、疫病によって全世
界の25％もの人々が死んでいく恐ろし
い出来事です。

現在に当てはめると、世界人口が約
78億人ですから、その中の25％という
と約19億5千万人が死ぬことになりま
す。これら赤い馬、黒い馬、そして青
ざめた馬が世界を一変させ、患難をも
たらすでしょう。これらのゆえに、前
回で出て来た白い馬（黙6:2）も、全人
類に恐ろしい患難をもたらす反キリス
トであると考えられます。

終末の時代を生きる私たちにとって、
黙示録を朗読し、学び、主のご再臨に
備えることは大切なことです。なぜな
ら暗闇が深くなればなるほど、イエス
様のご再臨による希望の光は輝きを増
すからです。皆様と教会の上に大いな
る祝福がありますよう心からお祈りし
ています。

かり、弱り切った体を表しています。
「これに乗っている者の名は死」と名付
けられています。死をもたらす疫病を
表しています。

20世 紀 か ら の 疫 病 を 見 ま す と、
1918 ～1920年のスペイン風邪では5
千万人以上、中には1億人ほどの死者
が出たとも言われています。その後
2002年になると、1人の人から始まっ
たサーズ（SARS）は短期間で世界28カ
国に感染拡大していきました。また、
20世紀後半から始まったエボラ出血熱
は、2014年にアフリカで急速に増えま
した。発症者の約半数の人々が亡く
なっています。将来、鳥インフルエンザ
によって、1億5千万人ほどの人が亡く
なるのではないかと予測されています。

2019年から現在では、新型コロナウ
イルスが世界中に広がったばかりでは
なく、経済

はたん

破綻が起こって世界不況に
なる恐れがあるように感じています。
赤い馬、黒い馬、そして青ざめた馬も、
まだ現れていませんが、それらの馬が
見えてくるような時代になりました。
この青ざめた馬が現れると、恐ろしい
伝染病がはびこり、多くの人々が死ぬ
と預言しています。

同じく黙示録6章8節で、「そのあと
にはハデスがつき従った」と書かれてい
ます。ギリシャ語でハデス、ヘブライ
語でシェオールと呼ばれ、その言葉の

アメリカ陸軍兵士たちがスペイン風邪にかかり
野戦病院で入院（1918～1920）

れに乗っている者は量りを手に持って
いた。すると私は、一つの声のような
ものが、四つの生き物の間で、こう言
うのを聞いた。『小麦一枡は一デナリ。
大麦三枡も一デナリ。オリーブ油とぶ
どう酒に害を与えてはいけない』」

第三の封印が解かれると、「黒い馬」
が出てきました。赤い馬は恐ろしい火
を表していましたが、黒い馬は闇のよ
うな状況を表しています。「これに乗っ
ている者は量りを手に持っていた」と
言っています。はかりは通常、食物や
金銭の重さを表す時に使われます。「小
麦一枡は一デナリ。大麦三枡も一デナ
リ」と言う1デナリは、当時のおよそ1
日の給料に値します。

マタイの福音書20章ではイエス様が
たとえ話の中で、ぶどう園で雇われた
人々の給料が1デナリであったことを
語っています。1日の給料が、1人分の
食物しか買えない時代を表しています。
通常は、その12倍から15倍買えたの
で家族を養うことができました。しか
しこの時代では、家族を食べさせるの
に小麦が買えず、栄養素の少ない大麦
しか買えないのです。

「オリーブ油とぶどう酒に害を与えて
はいけない」と言うのは、注解書によっ
て理解が分かれます。ルカの福音書10
章では、あるサマリヤ人が通りかかる
と、人が強盗に襲われていて死にかけ
ていました。サマリヤ人は、その人を
哀れんでオリーブ油とぶどう酒を注い
で手当てをしました。当時、オリーブ
油とぶどう酒は、薬として使われてい
たことから、

ききん

飢饉であっても神様のあ
われみと恵みが働いているのだと考え
られます。

第四の封印
黙示録6章7節から8節、「小羊が第

四の封印を解いたとき、私は、第四の
生き物の声が、「来なさい」と言うのを
聞いた。私は見た。見よ。青ざめた馬
であった。これに乗っている者の名は
死といい、そのあとにはハデスがつき
従った。彼らに地上の四分の一を剣と
ききんと死病と地上の獣によって殺す
権威が与えられた」

第四の封印が解かれると、「青ざめた
馬」（6:8）が現れました。赤い馬のよう
な恐ろしい火のようでもなく、暗黒の
時代を表す黒い馬のようでもありませ
ん。「青ざめた」という言葉はギリシャ
語では「chloros クロロス」で、灰色の
恐怖を表す色です。恐ろしい病気にか

建てさせます。しかし後に、それを自
分の物とするでしょう。ユダヤ人に
とって、ようやく手に入れた神殿です
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代表 横田 聖子

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、オメガの主題聖句は、いよいよ活動の核心となる聖書書簡であるヨハネの黙示録の聖句が
土台です。コロナ禍での制限や制約はありますが、聖霊の導きと皆様のとりなしの祈りと共に、この時代
の暗闇のトンネルの向こうに見えるご再臨の福音の光を一心に見つめながら進めております。

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）1章1節、「イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをし
もべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは、御使いを遣わして、これをしもべ
ヨハネに告げられた」とあるように、黙示録は、イエス・キリストの黙示、「啓示」です。聖書は神の霊感
によって書かれた書物（Ⅱテモテ3:16）であり、作者は神様です。そして黙示録は、エルサレム崩壊など
あらゆる旧約聖書の預言が実現した後に、イエス・キリストの証しを使徒ヨハネが書き記しました。それ
ゆえに、未来の預言について、さらに天上のイエス・キリストのお姿が描写されていますので、難解でも
ありますが、大いなる霊的祝福の書簡でもあります。なぜなら、イエス・キリストをさらに知り（ヨハ17:3）、
永遠の命の確信、聖書のことばの信頼性と真実さ、そして神の愛とご計画が創造の時から一点一画も変わ
らないことを知ることができるからです。

栄子・スティーブンス師が2008年、日本において終末論の学び、特に黙示録の学びの重要性を主から
示されて、オメガ・ジャパンが誕生しました。そして、ここ数年の間に、世界規模でパンデミックを通過
する時代となりました。栄子師も、昨年から今年にかけてアメリカ国内で自粛生活をしながら、祈りと
執筆生活、また所属教会の役員として、アメリカを始め全世界のためにとりなしの祈りのリーダーとして
信仰生活を過ごしています。その中で、アメリカの教会においても長年、講演依頼があった終末論をいよいよ
語ることとなりました。　

日本は、海外から多くの宣教師によって教会開拓が進められてきました。御国の福音、特に日本人である
栄子師によって終末論が米国の教会に語られ、お仕えできることは霊的祝福をたくさん頂いた神の恵みの
恩返しのように感じます。2021年の下半期、どうぞ全世界のキリストの体なる教会が、主のご再臨に
備えて主を愛し、待ち望む信仰に満ちあふれますようお祈りください。

そして2021年、いよいよオメガ4ステップサイクルの「④ 全世界のすべての人に伝える」という最終
ビジョンの「再臨の福音」を伝える声が響き渡ります。特に日本とアメリカにおいて、荒野で叫ぶ者の声
として、さらに高らかに、主が来られる喜びの知らせを告げるラッパを吹き鳴らしてまいりたいと思います。

今月も皆様と皆様の仕えておられる教会や地域の上に、天のあらゆる祝福と恵みが豊かに注がれますよう
心よりお祈り申し上げます。
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.

オメガ・ジャパンはイスラエルを軸とした聖書の学びを通して、
神の国が近づいたことを知らせます。

再臨の備え
救いの実現

神の国の拡大

■オメガビジョン4ステップサイクル

①神のマスタープランを知る
創世記から黙示録を貫く、神のマスタープラン（人類救済計画）を知る。また、神の日時計であるイスラエルの歴史を軸に、
聖書預言の成就を学び、今がどんな「時」なのかを知る。

②国のために祈る
神のマスタープランと「時」を知ることにより、教会（キリストの体）が今の時代における役割を担い、日本、アジア、イスラエル、
そしてすべての国々の救いのために祈る。

③教会につながる
キリストの体である教会に、日本、アジア、イスラエル、そしてすべての国々から召し出された神の民が、真の一致をもって
つながる。

④全世界のすべての人に伝える
神のマスタープランをイスラエルの平和のために祈る重要性を伝える。そして、イエス・キリストが再び地上に来られるという
「再臨の福音」を、全世界のすべての人に伝える。

知る

祈る

つながる

伝える
全世界の

すべての人へ

①

③

②④

06 07

2021年主題聖句

2021年7月恵日
一般社団法人オメガ・ジャパン

代表 横田 聖子

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、オメガの主題聖句は、いよいよ活動の核心となる聖書書簡であるヨハネの黙示録の聖句が
土台です。コロナ禍での制限や制約はありますが、聖霊の導きと皆様のとりなしの祈りと共に、この時代
の暗闇のトンネルの向こうに見えるご再臨の福音の光を一心に見つめながら進めております。

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）1章1節、「イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをし
もべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは、御使いを遣わして、これをしもべ
ヨハネに告げられた」とあるように、黙示録は、イエス・キリストの黙示、「啓示」です。聖書は神の霊感
によって書かれた書物（Ⅱテモテ3:16）であり、作者は神様です。そして黙示録は、エルサレム崩壊など
あらゆる旧約聖書の預言が実現した後に、イエス・キリストの証しを使徒ヨハネが書き記しました。それ
ゆえに、未来の預言について、さらに天上のイエス・キリストのお姿が描写されていますので、難解でも
ありますが、大いなる霊的祝福の書簡でもあります。なぜなら、イエス・キリストをさらに知り（ヨハ17:3）、
永遠の命の確信、聖書のことばの信頼性と真実さ、そして神の愛とご計画が創造の時から一点一画も変わ
らないことを知ることができるからです。

栄子・スティーブンス師が2008年、日本において終末論の学び、特に黙示録の学びの重要性を主から
示されて、オメガ・ジャパンが誕生しました。そして、ここ数年の間に、世界規模でパンデミックを通過
する時代となりました。栄子師も、昨年から今年にかけてアメリカ国内で自粛生活をしながら、祈りと
執筆生活、また所属教会の役員として、アメリカを始め全世界のためにとりなしの祈りのリーダーとして
信仰生活を過ごしています。その中で、アメリカの教会においても長年、講演依頼があった終末論をいよいよ
語ることとなりました。　

日本は、海外から多くの宣教師によって教会開拓が進められてきました。御国の福音、特に日本人である
栄子師によって終末論が米国の教会に語られ、お仕えできることは霊的祝福をたくさん頂いた神の恵みの
恩返しのように感じます。2021年の下半期、どうぞ全世界のキリストの体なる教会が、主のご再臨に
備えて主を愛し、待ち望む信仰に満ちあふれますようお祈りください。

そして2021年、いよいよオメガ4ステップサイクルの「④ 全世界のすべての人に伝える」という最終
ビジョンの「再臨の福音」を伝える声が響き渡ります。特に日本とアメリカにおいて、荒野で叫ぶ者の声
として、さらに高らかに、主が来られる喜びの知らせを告げるラッパを吹き鳴らしてまいりたいと思います。

今月も皆様と皆様の仕えておられる教会や地域の上に、天のあらゆる祝福と恵みが豊かに注がれますよう
心よりお祈り申し上げます。

G
od’s Plan. G

od’s V
ision. G

od’s D
ream

.

オメガ・ジャパンはイスラエルを軸とした聖書の学びを通して、
神の国が近づいたことを知らせます。

再臨の備え
救いの実現

神の国の拡大

■オメガビジョン4ステップサイクル

①神のマスタープランを知る
創世記から黙示録を貫く、神のマスタープラン（人類救済計画）を知る。また、神の日時計であるイスラエルの歴史を軸に、
聖書預言の成就を学び、今がどんな「時」なのかを知る。

②国のために祈る
神のマスタープランと「時」を知ることにより、教会（キリストの体）が今の時代における役割を担い、日本、アジア、イスラエル、
そしてすべての国々の救いのために祈る。

③教会につながる
キリストの体である教会に、日本、アジア、イスラエル、そしてすべての国々から召し出された神の民が、真の一致をもって
つながる。

④全世界のすべての人に伝える
神のマスタープランをイスラエルの平和のために祈る重要性を伝える。そして、イエス・キリストが再び地上に来られるという
「再臨の福音」を、全世界のすべての人に伝える。

知る

祈る

つながる

伝える
全世界の

すべての人へ

①

③

②④



06 07

2021年主題聖句

2021年7月恵日
一般社団法人オメガ・ジャパン

代表 横田 聖子

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、オメガの主題聖句は、いよいよ活動の核心となる聖書書簡であるヨハネの黙示録の聖句が
土台です。コロナ禍での制限や制約はありますが、聖霊の導きと皆様のとりなしの祈りと共に、この時代
の暗闇のトンネルの向こうに見えるご再臨の福音の光を一心に見つめながら進めております。

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）1章1節、「イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをし
もべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは、御使いを遣わして、これをしもべ
ヨハネに告げられた」とあるように、黙示録は、イエス・キリストの黙示、「啓示」です。聖書は神の霊感
によって書かれた書物（Ⅱテモテ3:16）であり、作者は神様です。そして黙示録は、エルサレム崩壊など
あらゆる旧約聖書の預言が実現した後に、イエス・キリストの証しを使徒ヨハネが書き記しました。それ
ゆえに、未来の預言について、さらに天上のイエス・キリストのお姿が描写されていますので、難解でも
ありますが、大いなる霊的祝福の書簡でもあります。なぜなら、イエス・キリストをさらに知り（ヨハ17:3）、
永遠の命の確信、聖書のことばの信頼性と真実さ、そして神の愛とご計画が創造の時から一点一画も変わ
らないことを知ることができるからです。

栄子・スティーブンス師が2008年、日本において終末論の学び、特に黙示録の学びの重要性を主から
示されて、オメガ・ジャパンが誕生しました。そして、ここ数年の間に、世界規模でパンデミックを通過
する時代となりました。栄子師も、昨年から今年にかけてアメリカ国内で自粛生活をしながら、祈りと
執筆生活、また所属教会の役員として、アメリカを始め全世界のためにとりなしの祈りのリーダーとして
信仰生活を過ごしています。その中で、アメリカの教会においても長年、講演依頼があった終末論をいよいよ
語ることとなりました。　

日本は、海外から多くの宣教師によって教会開拓が進められてきました。御国の福音、特に日本人である
栄子師によって終末論が米国の教会に語られ、お仕えできることは霊的祝福をたくさん頂いた神の恵みの
恩返しのように感じます。2021年の下半期、どうぞ全世界のキリストの体なる教会が、主のご再臨に
備えて主を愛し、待ち望む信仰に満ちあふれますようお祈りください。

そして2021年、いよいよオメガ4ステップサイクルの「④ 全世界のすべての人に伝える」という最終
ビジョンの「再臨の福音」を伝える声が響き渡ります。特に日本とアメリカにおいて、荒野で叫ぶ者の声
として、さらに高らかに、主が来られる喜びの知らせを告げるラッパを吹き鳴らしてまいりたいと思います。

今月も皆様と皆様の仕えておられる教会や地域の上に、天のあらゆる祝福と恵みが豊かに注がれますよう
心よりお祈り申し上げます。

G
od’s Plan. G

od’s V
ision. G

od’s D
ream

.
オメガ・ジャパンはイスラエルを軸とした聖書の学びを通して、

神の国が近づいたことを知らせます。

再臨の備え
救いの実現

神の国の拡大

■オメガビジョン4ステップサイクル

①神のマスタープランを知る
創世記から黙示録を貫く、神のマスタープラン（人類救済計画）を知る。また、神の日時計であるイスラエルの歴史を軸に、
聖書預言の成就を学び、今がどんな「時」なのかを知る。

②国のために祈る
神のマスタープランと「時」を知ることにより、教会（キリストの体）が今の時代における役割を担い、日本、アジア、イスラエル、
そしてすべての国々の救いのために祈る。

③教会につながる
キリストの体である教会に、日本、アジア、イスラエル、そしてすべての国々から召し出された神の民が、真の一致をもって
つながる。

④全世界のすべての人に伝える
神のマスタープランをイスラエルの平和のために祈る重要性を伝える。そして、イエス・キリストが再び地上に来られるという
「再臨の福音」を、全世界のすべての人に伝える。

知る

祈る

つながる

伝える
全世界の

すべての人へ

①

③

②④

06 07

2021年主題聖句

2021年7月恵日
一般社団法人オメガ・ジャパン

代表 横田 聖子

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、オメガの主題聖句は、いよいよ活動の核心となる聖書書簡であるヨハネの黙示録の聖句が
土台です。コロナ禍での制限や制約はありますが、聖霊の導きと皆様のとりなしの祈りと共に、この時代
の暗闇のトンネルの向こうに見えるご再臨の福音の光を一心に見つめながら進めております。

ヨハネの黙示録（以下、黙示録）1章1節、「イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをし
もべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは、御使いを遣わして、これをしもべ
ヨハネに告げられた」とあるように、黙示録は、イエス・キリストの黙示、「啓示」です。聖書は神の霊感
によって書かれた書物（Ⅱテモテ3:16）であり、作者は神様です。そして黙示録は、エルサレム崩壊など
あらゆる旧約聖書の預言が実現した後に、イエス・キリストの証しを使徒ヨハネが書き記しました。それ
ゆえに、未来の預言について、さらに天上のイエス・キリストのお姿が描写されていますので、難解でも
ありますが、大いなる霊的祝福の書簡でもあります。なぜなら、イエス・キリストをさらに知り（ヨハ17:3）、
永遠の命の確信、聖書のことばの信頼性と真実さ、そして神の愛とご計画が創造の時から一点一画も変わ
らないことを知ることができるからです。

栄子・スティーブンス師が2008年、日本において終末論の学び、特に黙示録の学びの重要性を主から
示されて、オメガ・ジャパンが誕生しました。そして、ここ数年の間に、世界規模でパンデミックを通過
する時代となりました。栄子師も、昨年から今年にかけてアメリカ国内で自粛生活をしながら、祈りと
執筆生活、また所属教会の役員として、アメリカを始め全世界のためにとりなしの祈りのリーダーとして
信仰生活を過ごしています。その中で、アメリカの教会においても長年、講演依頼があった終末論をいよいよ
語ることとなりました。　

日本は、海外から多くの宣教師によって教会開拓が進められてきました。御国の福音、特に日本人である
栄子師によって終末論が米国の教会に語られ、お仕えできることは霊的祝福をたくさん頂いた神の恵みの
恩返しのように感じます。2021年の下半期、どうぞ全世界のキリストの体なる教会が、主のご再臨に
備えて主を愛し、待ち望む信仰に満ちあふれますようお祈りください。

そして2021年、いよいよオメガ4ステップサイクルの「④ 全世界のすべての人に伝える」という最終
ビジョンの「再臨の福音」を伝える声が響き渡ります。特に日本とアメリカにおいて、荒野で叫ぶ者の声
として、さらに高らかに、主が来られる喜びの知らせを告げるラッパを吹き鳴らしてまいりたいと思います。

今月も皆様と皆様の仕えておられる教会や地域の上に、天のあらゆる祝福と恵みが豊かに注がれますよう
心よりお祈り申し上げます。

G
od’s Plan. G

od’s V
ision. G

od’s D
ream

.
オメガ・ジャパンはイスラエルを軸とした聖書の学びを通して、
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イエス・キリストは二度来られる連載 少女のように可愛らしい栄子先生で
すが、実際当時はすでに77歳でいらっ
しゃいました。日本ではいわゆる後期
高齢者（嫌な言い方ですね、、、）のカテゴ
リー。その栄子先生が2019年の春から
3カ月おきに、直行便の存在しないカン
ザスから来日してくださったすべての
時間にわたり、ご健康が守られたこと
が何よりもまず、奇跡のような恵みで
す。それに加え、時差を抱えながらの1
週間という短いご滞在の間に、土曜日
の午後、3時間にわたり立ちっぱなしで
行う幻冬舎大学でのセミナー、日曜日
には教会での礼拝参加と、時にはその
まま依頼にお応えする講演、そして月曜
日には『シャロームイスラエル Season
Ⅱ』の、何と1日で4話分の収録、しか
も “シャローム “は、途中の衣装替えと
メイク直しをすべて合わせて5時間の中
で撮影するという「離れ業」のようなス
ケジュールだったのです。なので来日
後、数日で打ち合わせはするものの、
本番はほぼ撮り直しなし、まさにほと
んど生放送に近いような緊張感で、一
度もリハもカメラテストもなく撮影し
ていたことを思うと、あれは、まさに

「主の守りの中で、聖霊の導きなくして
はできなかったこと」と腹の底から感じ
ます。今でも番組収録の時の記憶がほ
とんどないのは、そのせいかもしれま
せん。しかもあれほどの状況での撮影
であったにもかかわらず、その最中は、
いつも言葉にできない幸福感と平安に
満たされていたのです。

その時私の頭の中は全くノー・プラン。
あれをしよう、これをつくろう、どころ
か、具体的な企画もプログラムも全くあ
りませんでした。ただ、ただ、私が受け
た衝撃と感動、つまり「聖書の預言が今
も驚くばかりの正確さで成就し続けてい
る」こと、その結果見えてくる「聖書は
イエスの十字架で終わった過去の話では
なく、今がまさに聖書時代、しかもその
クライマックスにある」という、この二
つのことを、何としてもこの時代に叫び
のように伝えずにはいられない、そうい
う思いが抑えられなかったのだと思いま
す。そしてその具体的な第一歩が、「聖
子先生へ電話を掛ける」という形で表に
出てきたのだとしか思えません。今思い
起こせば、そんな風になんとなく説明
チックなことを言葉にできますが、はっ
きり身体で覚えているのは、胸部のあた
りから、なんか大きな塊のようなものが
飛び出てくるような感覚です。そのこと
だけは、確かな体感として忘れることは
できません。

『シャロームイスラエル 
SeasonⅡ』
そして幻冬舎大学

良く言えば真っさら、でも事実として
は何にも考えていなかったような、私の
思いを受け取ってくださり、その後、ご
自分が導いていらっしゃる沖縄の

き ん

金武バ
プテスト教会の皆さんのご理解とご協力
の下、東京へ何度も足を運んでくださっ
た聖子先生と、祈るような気持ちの中で
交わりの時を持たせていただきました。

そして、気付けばその2カ月後には
『シャロームイスラエル SeasonⅡ』の制
作と幻冬舎大学「聖書預言は成就する」
の5回シリーズが決定していました。し
かも、プロデュースに加え、栄子先生の
トークのお相手をするという、まさに想
像だにしていなかった形で。

あれほどの企画が実質1月で決まって
しまったことも、普通では考えられない
ことですが、今冷静に番組を見てみると、
それ以上に信じられないことがあります。

突然の啓示
あれは3年前のことです。

初夏の日差しとなり、時々蒸し暑く感
じ始めたちょうど今頃であったと思いま
す。改装されたばかりのわが家の最寄り
駅。真新しいエスカレーターを降りなが
ら、瞬間に突然わき上がった止められな
い想いに、ホームへ降り立った瞬間、私
は携帯電話を手にしてオメガ・ジャパン
の代表でいらっしゃる横田聖子牧師先生
にお電話を掛けていました。「お祈りし
ます、とか、お手伝いします、というレベ

その行動は全くもって不可解なものだと
しか見えなかったことでしょう。それま
で栄子・スティーブンス先生による聖書
預言の小冊子で

きょうがく

驚愕の体験をし、日本
CGNTVの『シャロームイスラエル』を、
まさに狂ったように何度も何度も見たり
していました。栄子先生とも、いつも横
田聖子先生とご一緒にお食事を共にする
機会を数回頂いてはおりましたが、その
時にはお恥ずかしながら、オメガ・ジャ
パンのことも、もっと言えば、栄子先生
と聖子先生のご関係でさえさっぱり分
かっていなかったくらいだったのです。

ヴォイス・ファクトリイ株式会社代表
音楽プロデューサー

輪嶋 東太郎
とうたろうわじま

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4
「イチジクの木に芽が出たら夏が近いことが分かります。その時には、神の御国が近いと知りなさい」（ルカ21:29～31参照）

初夏となり、東京も梅雨入りしました。夏が近いことが分かります。
そして主であるイエス様のご再臨が近い時代に生かされていることを改めて、
感謝と興奮で受け止めずにはいられません。
主のご再臨を待ち望み、そしてイスラエルの平和を祈ります。

ルではなく、自分ごととして、オメガ・
ジャパンのこと、共に何かさせてくださ
い！」

今考えても、なぜ、あのような行動を
したのか、自分としても頭では全く理解
できません。

元々、計算脳である左脳がほとんど機
能していない私としては、感覚にとらわ
れて行動することがほとんどとは言え

（普通であれば、危なかしくてしょうがな
いのでしょうが、家内は「パパのその感
覚は絶対的に信頼してる」のだそうです）、

美の極致である神
芸術の世界に身を置き60年近い人生を

送ってきた私は、自分が生きている間に
とどまらず長く光を放ち続けるものの持つ
価値の尊さに、子どものころから強い憧
れを感じて生きてきました。そして、そ
のようなものからいつも、苦しみを超える
力と悲しみへの慰めをもらってこれたから
こそ生きてこれたのだと、芸術と出会わ
せてくださった神様に本当に感謝をして
います。しかし今、そのような長く、い
や永遠に光を放つ「美の究極」は、神の
存在であると、細胞レベルで感じています。

その意味でオメガ・ジャパン、そして
栄子・スティーブンス先生を通じて主が
私たちに与えてくださった、とてつもな
く大切な聖書の奥義を伝えるツールを残
すことができたことは、私のこの人生で
もっとも尊い仕事となったと感じていま
す、全くノー・プラン、真っ白な頭のま
ま飛び込んだにもかかわらず、なのです。
主を見上げて、その御名を賛美せずにい
られません。

イスラエルを軸に聖書を見ることで、
聖書が預言書であったことを知った私を
待っていたことがありました。それまで

「ジュラシックパークのような訳の分から
ない書」としてむしろ遠ざかったほうがよ
いと聞かされてきた黙示録こそが、神の人
間に対する愛が最後に勝利を収め、今こ
の地上を支配するサタンの敗北が記され
た、まさに神様のご計画の「完結編」であ
ることを知るという恵みを頂いたのです。

（続く）

（左）栄子師、（右）輪嶋氏



08

イエス・キリストは二度来られる連載 少女のように可愛らしい栄子先生で
すが、実際当時はすでに77歳でいらっ
しゃいました。日本ではいわゆる後期
高齢者（嫌な言い方ですね、、、）のカテゴ
リー。その栄子先生が2019年の春から
3カ月おきに、直行便の存在しないカン
ザスから来日してくださったすべての
時間にわたり、ご健康が守られたこと
が何よりもまず、奇跡のような恵みで
す。それに加え、時差を抱えながらの1
週間という短いご滞在の間に、土曜日
の午後、3時間にわたり立ちっぱなしで
行う幻冬舎大学でのセミナー、日曜日
には教会での礼拝参加と、時にはその
まま依頼にお応えする講演、そして月曜
日には『シャロームイスラエル Season
Ⅱ』の、何と1日で4話分の収録、しか
も “シャローム “は、途中の衣装替えと
メイク直しをすべて合わせて5時間の中
で撮影するという「離れ業」のようなス
ケジュールだったのです。なので来日
後、数日で打ち合わせはするものの、
本番はほぼ撮り直しなし、まさにほと
んど生放送に近いような緊張感で、一
度もリハもカメラテストもなく撮影し
ていたことを思うと、あれは、まさに

「主の守りの中で、聖霊の導きなくして
はできなかったこと」と腹の底から感じ
ます。今でも番組収録の時の記憶がほ
とんどないのは、そのせいかもしれま
せん。しかもあれほどの状況での撮影
であったにもかかわらず、その最中は、
いつも言葉にできない幸福感と平安に
満たされていたのです。

その時私の頭の中は全くノー・プラン。
あれをしよう、これをつくろう、どころ
か、具体的な企画もプログラムも全くあ
りませんでした。ただ、ただ、私が受け
た衝撃と感動、つまり「聖書の預言が今
も驚くばかりの正確さで成就し続けてい
る」こと、その結果見えてくる「聖書は
イエスの十字架で終わった過去の話では
なく、今がまさに聖書時代、しかもその
クライマックスにある」という、この二
つのことを、何としてもこの時代に叫び
のように伝えずにはいられない、そうい
う思いが抑えられなかったのだと思いま
す。そしてその具体的な第一歩が、「聖
子先生へ電話を掛ける」という形で表に
出てきたのだとしか思えません。今思い
起こせば、そんな風になんとなく説明
チックなことを言葉にできますが、はっ
きり身体で覚えているのは、胸部のあた
りから、なんか大きな塊のようなものが
飛び出てくるような感覚です。そのこと
だけは、確かな体感として忘れることは
できません。

『シャロームイスラエル 
SeasonⅡ』
そして幻冬舎大学

良く言えば真っさら、でも事実として
は何にも考えていなかったような、私の
思いを受け取ってくださり、その後、ご
自分が導いていらっしゃる沖縄の

き ん

金武バ
プテスト教会の皆さんのご理解とご協力
の下、東京へ何度も足を運んでくださっ
た聖子先生と、祈るような気持ちの中で
交わりの時を持たせていただきました。

そして、気付けばその2カ月後には
『シャロームイスラエル SeasonⅡ』の制
作と幻冬舎大学「聖書預言は成就する」
の5回シリーズが決定していました。し
かも、プロデュースに加え、栄子先生の
トークのお相手をするという、まさに想
像だにしていなかった形で。

あれほどの企画が実質1月で決まって
しまったことも、普通では考えられない
ことですが、今冷静に番組を見てみると、
それ以上に信じられないことがあります。

突然の啓示
あれは3年前のことです。

初夏の日差しとなり、時々蒸し暑く感
じ始めたちょうど今頃であったと思いま
す。改装されたばかりのわが家の最寄り
駅。真新しいエスカレーターを降りなが
ら、瞬間に突然わき上がった止められな
い想いに、ホームへ降り立った瞬間、私
は携帯電話を手にしてオメガ・ジャパン
の代表でいらっしゃる横田聖子牧師先生
にお電話を掛けていました。「お祈りし
ます、とか、お手伝いします、というレベ

その行動は全くもって不可解なものだと
しか見えなかったことでしょう。それま
で栄子・スティーブンス先生による聖書
預言の小冊子で

きょうがく

驚愕の体験をし、日本
CGNTVの『シャロームイスラエル』を、
まさに狂ったように何度も何度も見たり
していました。栄子先生とも、いつも横
田聖子先生とご一緒にお食事を共にする
機会を数回頂いてはおりましたが、その
時にはお恥ずかしながら、オメガ・ジャ
パンのことも、もっと言えば、栄子先生
と聖子先生のご関係でさえさっぱり分
かっていなかったくらいだったのです。

ヴォイス・ファクトリイ株式会社代表
音楽プロデューサー

輪嶋 東太郎
とうたろうわじま

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4
「イチジクの木に芽が出たら夏が近いことが分かります。その時には、神の御国が近いと知りなさい」（ルカ21:29～31参照）

初夏となり、東京も梅雨入りしました。夏が近いことが分かります。
そして主であるイエス様のご再臨が近い時代に生かされていることを改めて、
感謝と興奮で受け止めずにはいられません。
主のご再臨を待ち望み、そしてイスラエルの平和を祈ります。

ルではなく、自分ごととして、オメガ・
ジャパンのこと、共に何かさせてくださ
い！」

今考えても、なぜ、あのような行動を
したのか、自分としても頭では全く理解
できません。

元々、計算脳である左脳がほとんど機
能していない私としては、感覚にとらわ
れて行動することがほとんどとは言え

（普通であれば、危なかしくてしょうがな
いのでしょうが、家内は「パパのその感
覚は絶対的に信頼してる」のだそうです）、

美の極致である神
芸術の世界に身を置き60年近い人生を

送ってきた私は、自分が生きている間に
とどまらず長く光を放ち続けるものの持つ
価値の尊さに、子どものころから強い憧
れを感じて生きてきました。そして、そ
のようなものからいつも、苦しみを超える
力と悲しみへの慰めをもらってこれたから
こそ生きてこれたのだと、芸術と出会わ
せてくださった神様に本当に感謝をして
います。しかし今、そのような長く、い
や永遠に光を放つ「美の究極」は、神の
存在であると、細胞レベルで感じています。

その意味でオメガ・ジャパン、そして
栄子・スティーブンス先生を通じて主が
私たちに与えてくださった、とてつもな
く大切な聖書の奥義を伝えるツールを残
すことができたことは、私のこの人生で
もっとも尊い仕事となったと感じていま
す、全くノー・プラン、真っ白な頭のま
ま飛び込んだにもかかわらず、なのです。
主を見上げて、その御名を賛美せずにい
られません。

イスラエルを軸に聖書を見ることで、
聖書が預言書であったことを知った私を
待っていたことがありました。それまで

「ジュラシックパークのような訳の分から
ない書」としてむしろ遠ざかったほうがよ
いと聞かされてきた黙示録こそが、神の人
間に対する愛が最後に勝利を収め、今こ
の地上を支配するサタンの敗北が記され
た、まさに神様のご計画の「完結編」であ
ることを知るという恵みを頂いたのです。

（続く）

（左）栄子師、（右）輪嶋氏
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平安な祝福を感じることができます。
ある日、本町の大通りを歩いている時

に大きな神社やお寺があるのですが、偉
大な神様の家はなくて、都心のど真ん中
にこんなに大きな建物と土地を持ってい
る宗教のことを見ながら、神様に嘆きま
した。神様はこのような思いを与えてく
ださいました。全宇宙は神様の物…。そ
の中で、神様の関心は建物とか目に見え
るものではなくて、ひとり子の命の代わ
りに救ったたった一人の人間を見ておら
れる神様を感じました。神様はそんなこ
とより、この日本で探しておられるのは
たった一人、主のみことばを黙想し、祈
る人であることが分かりました。

主はその御目をもって全地を隅々まで
見渡し、その心がご自分と全く一つに
なっている人々に御力を現してくださる
のです（Ⅱ歴代16:9）。

この日本の1億2千万の中で、神様が
探しておられるたった一人は、毎日、神
様の御心は何なのかを探っている人、御
声に耳を傾ける人、みことばを毎日口ず
さむ人です。主よ、私がその人になりた
いです。日本のクリスチャンは1％にな
らないと言われています。その中で、生
きていく私は神様が探しておられるその
一人になりたいと願い、祈ります。

最近は日本の街を歩きながら、宣言す
る祈りをします。マスクをしているので、
誰も見えないので、神様だけにつぶやき
ながら祈ります。「神様この日本を祝福
してください。この日本にリバイバルを
与えてください。多くの偶像があるこの
地をきよめてください。真の神様を見つ
けることができるようにしてください。

者たちのことを思うと祈りをやめること
はできません。クリスチャンの少ないこ
の日本の中で、毎日みことばを黙想して、
神様を求めている一人ひとりが祝福され
ることを祈ります。どんな祈りよりその
祈りが一番熱くなります。

QTは毎日みことばを黙想しながら、
神様の御心を探していく、そして、どの
ように神様に喜ばれる日々を送ることが
できるかを見つけ、祈りながら神様に
チューニング（楽器の音を合わせる作
業）していく時間です。韓国では1980
年代に教会が急成長している時に、この
QTムーブメントが始まりました。私も
中学生の時にQTに出会い、それ以来、
毎日みことばを黙想しています。

その当時、クリスチャン同士が出会う
時のあいさつが「今日QTしたの」でし
た。お互いに励まし合う意味です。今や
QTを知らない人がいないほど、各教会
に定着しています。日本にもこのQT
ムーブメントが起こるように祈っていま
す。みことばから神様の奥義を悟ること
ができるからです。

日本に来てから私の生活はとてもシン
プルになりました。コロナウイルスは今
まで、人に集中していた私の目を主だけ
を見上げるようにしてくれました。毎日、
QTを通して、神様はご自分の計画と愛
を見せてくださいます。その祈りに入れ
ることは何という幸いでしょうか。神様
はいつも私の祈りを聞いて答えてくださ
います。神様が語らないわけではなくて、
いろんな雑音と心配に追われて、ただそ
れを聴き取れない弱い人間がいるだけで
す。目を閉じて、主を思う時に天からの

通して日本の教会に仕えるために大阪に
設立されました。韓国の優れたキリスト
教図書を日本語で出版しています。特に、
月刊QT誌『リビングライフ』は日本の
すべてのクリスチャンがみことばの恵み
を味わうことができ、神様ともっと深い
交わりをすることを祈りながら、毎月発
行されています。

仕事に慣れるまで少し時間は掛かりま
したが、ツラノでの働きはとても楽しく、
本と共に落ち着いた毎日です。栄子・ス
ティーブンス先生とのイスラエルツアー
から聖書の世界がもっと見えるように
なって、聖書地理などを勉強して、イス
ラエルでの恵みを今も味わっています。
コロナが収束したら、ぜひまた、イスラ
エルに行きたいです。

朝は職員たちとQTの分ち合いから始
まっています。神様が導くツラノになり
ますように。全国でみことばを黙想する
すべてのクリスチャンに天からの祝福が
あることを祈ります。北海道から沖縄ま
で、全国にいる『リビングライフ』の読

神様が探しておられる一人

この国は神様のものです」と宣言すると
大きな喜びが心からわいてきます。神様
がこの日本をどれほど愛しておられるこ
とでしょう。神様は日本を本当に愛して
おられます。そして、日本には神様のリ
バイバルがもう始まっています。

さて、このコロナで韓国の教会は大変
な危機に遭いました。いろんな価値観や
思想によって、教会は崩壊の危機にまで
至っています。しかし、この中でも日本
のための祈りは決して止めていません。
多くの宣教師がコロナ禍の中でも来日して、
伝道の働きをしています。オンラインで
も日本のための祈祷会をもっています。
ラブ・ソナタ、CGNTV ではドリームオ
ンというキャンペーンでセットアップ
ボックスをプレゼントしています。ある
牧師は日本のために祈ることのできる
350ページの祈祷マニュアルをつくりま
した。毎週、10時間以上日本のために
祈るようにしています。多くのとりなし
手が日本のために祈っています。神様の
国は目に見えるものではなく、神様と全
く一つになっている人々を通して今も立
て上げられています。

昨年2月イスラエルの旅から1年半が
過ぎ、栄子先生との再会を楽しみにして
います。今は直接お会いすることはでき
ませんが、御国を待ち望んでいる私たち
は皆、主のご計画の中でつながっている
ことを主に感謝します。コロナで人と会
うことは制限されましたが、神様に出会
うことは制限はなく、いつでも私たちの
祈りに耳を傾けてくださる神様、偉大な
る神様を賛美します。

主よ！今日もあなたの御声を聞かせて
ください。

来日してから、あっという間に7カ月
が過ぎました。コロナ禍の中で、海外に
行くことが許されず、韓国で日本のビザ
を待ちながら、いつ日本に行けることが
できるか全く先が見えない中でも平安で
いられたのは神様の最善を信じていたか
らです。住んでいたマンションの大家さ
んも出国まで、住めるように配慮してく
ださって、ツラノ本社での研修期間も与
えられて、初めて文書宣教に一歩踏み出
す新米の私にいろいろ体験させてくださ
いました。出発前にはツラノの全社員の
祈りに支えられて、日本へ出発しました。

昨年10月に入国禁止が解除されベス
トのタイミングで日本への道が開かれま
した。日本に到着してからも、以前とは
全く違う入国でしたが、緊張感の中でも
神様が共におられる平安を感じながら、
3時間ほどの空港の待機時間も感謝な時
間でした。2週間の自主隔離は3階建て
の立派な家が与えられて、祈祷院のよう
に静かに過ごすことができました。毎日、
YouTubeで祈祷会に参加して、祈りの

韓国のための祈りリクエスト
１．ピョンヤン大リバイバルのように、諸教会がへりくだり、悔い改め、神様のきよさに立ち返り、新しいリバイバルが起きますように。
２．コロナ禍で委縮された教会とクリスチャンが聖霊に満たされ、輝く主の弟子として生きていけるように。
３．国のあらゆる分野で、クリスチャンリーダーが立てられ、政治、経済、社会、教育などに聖書的な価値観が植えられるように。
４．信仰の自由を失った北朝鮮のクリスチャンたちを守って下さり、神様の時に福音による統一がなされ、神の栄光が現わされるように。
５．日韓の関係がキリストにあって一つにされ、世界宣教のために用いられるように。

日本ツラノ書院チーム長
第3回オメガジャパンツアー参加者

金 香仙
ヒャンソンキム

祈祷課題提供：TIM（Tyrannus International Mission）　宣教団体は毎月、日本と世界のための祈祷情報を発信しています。

時間を持ちました。日本での働きの前に
まず、神様に祈ることのできる幸いと祝
福をいっぱい頂き、霊的な備えの時間も
与えてくださいました。すべて主の恵み
です。

ここで私が働いているツラノ書院のこ
とを少しご紹介させていただきたいと思
います。ツラノ書院（ティラノの講堂）
は使徒の働き19章8節から20節に取り
上げられている場所です。使徒パウロの
宣教精神に基づいて1980年12月に創
立されました。ツラノ書院のビジョンは、
パウロがエペソのティラノの講堂（ツラ
ノ書院）で教えたように、イエス様が再
び来られるその日まで主のみことばに
よって人々を教え、福音を伝え、神様に
すべての栄光を帰すことです。

創立された故ハ・ヨンジョ牧師はもっ
ぱら神様の御声に従って、宣教の働きを
進められました。

Duranno Japan（ツラノジャパン）は
1999年に、出版、訓練、宣教の働きを
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小冊子完結編シリーズVoice From Revelation Vol.2
の制作のために
　現在、完結編シリーズ第2弾の編集作業を進めています。
仮題『聖書の預言はどう実現していくのか～主の例祭と古代ユダヤ
人の婚礼から知るイエス・キリスト～』発売は9月下旬（ユダヤの仮
庵の祭り）ごろを予定しています。編集チームの上に主の油注ぎが
豊かにあるようお祈りください。

米国の教会とビル＆栄子・スティーブンス夫妻のために
　いつもお祈りありがとうございます。ビル＆栄子・スティーブンス
夫妻の所属教会はカンザス州トピカにあります。20世紀初め、
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Tel＆Fax：06-6777-2117　E-mail：info@omega.or.jp

1
祈りの課題

2

3

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
O m e g a  J a p a n  N e w s  L e t t e r 111

2021 JUL. issue
n°

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

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4

連載　イエス・キリストは二度来られる

Omega Japan
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神様が探しておられる一人

Voice From Revelation
黙示録シリーズ Vol.13

未来の預言―その5

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～

9月下旬出版予定！

1901年に聖霊降臨した記念の場所が現在も残っています。米国
の教会で語る栄子師の上に、天からの知恵と油注ぎが満ちあふれ
るように。米国の地域教会の、霊的覚醒と祝福をお祈りください。

韓国の教会の霊的祝福を覚えて
　ツラノ書院の金香仙氏の証しが掲載されていますが、韓国の
教会を通して、日本への宣教ととりなしの祈りは互いに困難な社会
情勢の中でも捧げられ続けています。神の国に国籍を持つ者として、
隣国のアジア諸国、特に今月は韓国の教会の霊的守りと祝福を
覚えてお祈りください。

（祈りの課題提供あり - P11Tyrannus International Mission）

大好評！！
『シャロームイスラエル
SeasonⅡ』（全20話）

　　

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

『シャロームイスラエルⅠ』（全40話）のDVDも好評発売中！

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/

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。）
ご注文方法

300円（全国一律）　
合計3,000円以上送料無料送料

好評発売中！

キム・ヒャンソン

『聖書の預言は
どう実現していくのか

小冊子完結編シリーズ
Voice From Revelation Vol.2

～主の例祭と古代ユダヤ人の
　婚礼から知るイエス・キリスト～

仮題

』 

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

￥770（税込）

CD4枚組またはDVD4枚組　
全268分・テキスト付
黙示録セミナー

ハイライト
（テキスト付）

　￥4,000（税込）

病を抱える身で、命を懸けて宣教に生きた65年の生涯。
日本のたましいに語り掛けた渾身のメッセージが一冊に。

ご購入はツラノ書院　TEL：06-6170-6802　Eメール：durannojapan@duranno.com 
￥1,980河用祚（ハ・ヨンジョ）牧師

ガリラヤの村に架かった大きな虹
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