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22 巻頭言

新年あけましておめでとうございます！ただし「主にあって」
2014年を迎えました。私は、聖書の預言的見地から、決して｢おめでとう｣と言える年ではないと信じてい

るので、あえて「主にあって」と申し上げておきます。

今や世界は、冷戦終結後、｢新世界秩序｣の形成に向けて激動の時代を迎え、ヨーロッパでも、中東で

も、アジアでも、各国が少しでも自国の利益になるようにと激しい駆け引きを繰り広げています。身近なとこ

ろで今、中国と韓国と日本との間に尖閣諸島、竹島問題、防空識別圏問題があり、そして国内では、「特殊

秘密保護法案」が国会で強引に議決されたことを受けて、日本の転換､危機に直面していると嘆く人々 が

います。それに自衛隊を「防衛軍」に変える憲法改正のことで物議をかもしています。TPP(環太平洋連携協

定)の問題。TPPに参加することが日本にどんなメリット、デメリットがあるかが盛んに論議されています。い

ずれにしても、これらは新世界秩序への布石、あるいは踏み石となることでしょう。

日本では、「アベノミクス」という言葉が定着しています(安倍晋三内閣の経済政策。エコノミクスとかけ合わ

せた造語で、レーガノミクス〔1980年代・米レーガン政権の自由主義経済政策にちなむ〕。日本経済評論家の

間には、賛否両論ありますが、私は近未来に「アベノミクス」は、「やべえミクス」になると思っています。

※ ｢『やべえ』とは『危ない』『悪事がみつかりそう』『身の危険が迫っている』など不都合な状況を意味する形容詞、またそういった状況で発する感嘆詞と
して使われる『やばい』が音的に変化したものである。『やばい』が後に『怪しい』『格好悪い』といった意味、また『凄い』『のめり込みそうなくらい
魅力的』といった肯定的な意味でも使われたように、やべえも意味を広げている』｣ 日本語俗語辞書。

世界支配を狙っている者たちは、各国を経済的な窮地に追い込んで、一気に全世界を支配するはずです。

一方、世界どこでもソドム－ゴモラのように、また、ノアの洪水前のように快楽に溺れています。聖書で預

言されている、世の終わり、キリストの再臨の前兆はますます「指数曲線」と言われているように増大してい

くはずです。東日本を津波が襲った時の様子を動画でご覧になったと思います。消防署が警報を鳴らして

も津波の巨大なうねりを目に見るまでは、なかなか動かないでいた人々 がワニに飲み込まれる魚のように消

えていく様子は誠に悲惨なものでした。

また、人間の発明発見に、現代人は自惚れているのではないでしょうか。世界に衝撃をもたらしたiPS細

胞の発見は、人間のさまざまな臓器を作ることができると大きく期待されています。アラブ首長国連邦の一

つであるドバイの建築は雲を貫くほどの高層建築物です。聖書考古学者たちは、ノアの洪水前の人間の技

術、知能がどんなに優れていたかということに驚いています。しかし、まもなく、「罪が満ちるに及んで」神

は、この世界を人手によらずに滅ぼし、「万物更新」なさる時が来ると言われています。

自然災害、異常気象、｢日と月と星とに現れるしるし｣(ルカ21:25)、海陸の事故、戦争の警報、政界、経済

界、社会の腐敗、堕落…それらは、「まもなくこの世界に大変化が起ころうとしている」ことを示しており、

「最後の運動は急速なものとなる」ことでしょう。(ChS70-71)

今年、どんなことが起こっても、ガリラヤ湖の嵐の中で平安を保っておられた主イエス･キリストのよう

に、私たちにも荒波を乗り越えることができる約束が与えられています。

今日、主は、天の至聖所で悲惨な世のために、私たちの不信、不服従、無関心のために最後の執り成しを

しておられます。神の民は、聖所の周りに集まって、｢心を深く忠実に探らなければならない。多くの自称キ

リスト者がいだいている軽薄な精神は、捨て去らねばならない」(大争闘下224)。神の前に立てるように備

える時であります。深い精神的苦闘をする時であります。が、イエス･キリストの功績に信頼して喜ぶことが

できるのです。おめでたくないことが起こっても「主にあって」喜ぶことができるのです。｢主を喜ぶことは

あなたがたの力です」(ネヘミヤ8:10)。

「それゆえイスラエルよ、…あなたの神に会う備えをせよ」(アモス4:12)。

真理の御霊があらゆる現代の真理に導いて下さるように、祝福をいのります！

サンライズミニストリー代表　金城重博
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【AFP ＝時事】米誌タイム (Time) は 11 日、ローマ・

カトリック教会のフランシス (Francis) 法王 (76) を

「今年の人」に選出したと発表、3 月の即位以来、「世

界の新たな良心の声」となってきた法王を讃えた。

卑
ひ せ ん

賎から身を起こし、諸問題への現実的な対応で

称賛されているフランシス法王は、非欧州出身者と

してはほぼ 1300 年ぶり、中南米出身者としては初め

てローマ法王に選ばれ、弱者の側に立った姿勢を率

先して発信し続けている。タイム誌のナンシー・ギ

ブス (Nancy Gibbs) 編集長は、フランシス法王につ

いて、「貧富、公平と正義、透明性、現代性、国際化、

女性の役割、結婚の本質、権力の誘惑など、現代の

中心的話題の中心に自らを置いてきた」と語った。

イエズス会から初の異例な法王選出。

カトリックの米国乗っ取りは

ほとんど完了
December 19, 2012 

｢ ローマ・カトリック教の雑誌 Commonweal －コマ

ンウィル誌によると ､ もし何かがオバマ大統領に起

こるなら、合衆国の大統領職を争うのは４人とも、

すべてローマ・カトリック教徒であることを指摘し

た。 それは、順に挙げると、ジョー・バイデン副大

統領、ジョン・ベイナー下院議長、リエイ上院議長

代行とジョン・ケリー国務長官である。大統領の内

閣と同じように、最高裁判所も９人のうち６人がロー

マ・カトリック教徒である。｣

ヨーロッパにおける法王制ローマや、英国国教会

などによる迫害を逃れて法王のいない、王のいない

民主主義の国、自由の国を求めて幾千という人々が

新世界アメリカにやってきた。

その中にピューリタンと呼ばれる清教徒たちが

1620 年、メイフラワー号に乗って英国から新大陸

アメリカへ

やってきた。

プロテスタ

ントの国ア

メ リ カ は、

ついに 1776

年独立宣言

をした。

今年の人

新世界法王米タイム誌

「今年の人」に

フランシス法王
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植民地アメリカにフリーメーソンが来たのは、

1720 年代の後半である。アメリカ建国がフリーメー

ソンの精神でなされたことは、アメリカ合衆国の

国
こ く じ

璽 ( 国家の印章 ) にもその象徴が表われているこ

とからも明らかだ。とくにはっきり表れているのは 1

ドル紙幣の裏側であり、未完成のピラミッドが描か

れ、冠石の位置に「万物を見る眼」( フリーメーソン

の象徴 ) が描かれている。1776 年という年は、ドイ

ツでアダム・ワイシャプトが秘密結社イルミナティ

を設立した年でもある。ノーヴァス・オードー・セ

クローラムは、ラテン語の「新世界秩序」という意味。

フリーメイ

ソン―イル

ミナティ―

イエズス会

の 関 係 は、

アンカー誌

に何回か書

いた。

ちなみに、ブッシュ家は、スカル・アンド・ボー

ンズという秘密結社のメンバーである。

イエズス会は、黙々と自分たちの有利な立場を作

り上げてきた。そしてどうだろう？米国国会議事堂

の最も近いところに、イエズス会のジョージタウン

大学を設立したのだ。

世界最小の国―バチカンと世界最強の国アメリカ

の癒着は、聖書の黙示録に約 2000 年前に預言されて

いたのだ。

黙示録 13:11-17 の預言が今や成就しつつある。

「13:11 わたしはまた、ほかの獣が地から上って

来るのを見た。それには小羊のような角が二つ

あって、…。13:14 …地に住む人々を惑わし、

かつ、つるぎの傷を受けてもなお生きている先

の獣の像を造ることを、地に住む人々に命じた。

13:15 それから、その獣の像に息を吹き込んで、

その獣の像が物を言うことさえできるようにし、

また、その獣の像を拝まない者をみな殺させた。

13:16 また、小さき者にも、大いなる者にも、

富める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴

隷にも、すべての人々に、その右の手あるいは

額に刻印を押させ、13:17 この刻印のない者は

みな、物を買うことも売ることもできないよう

にした。この刻印は、その獣の名、または、そ

の名の数字のことである」。

※	先の獣とは、 ローマ法王教。 小羊のような二つの角を持つ獣

とは、 アメリカ合衆国。

オバマ大統領は、フランシス法王の謙虚さ

に感銘したそうだ。CNBC のインタビューでオ

バマ大統領は下記のように語った。

「彼はキリストの教えを説く者として驚く

べき人間性と、社会の弱者、貧乏人にたいし

て思いやりを持っている。」「彼は、人々を避

けるのではなく、抱きしめる、という事を一

番に考える人だ。」

ブッシュ大統領の言葉

｢ 真に偉大な人物の一人 ､ ヨハネ ･ パウロ 2 世に栄誉を与

える最上の方法は、彼の教えをまじめに受けとめ ､彼の言

葉を聞き、彼の言葉と教えをこのアメリカにおいて実行に

移すことである。」パトリシア・ザポア　カトリックニュースサービス2001/3/24
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2013年に、650万人以上の人々がフ

ランシス法王を見にバチカンに来た

と発表。ブラジルのリオデジャネイ

ロの海岸に信者300万人が集まる！
The	Huffington	Post			2013 年 7 月 30 日

バチカンで行われた

ローマ法王フランシス

の演説中、どこからと

もなく壇上に現れた少

年。演説中の法王には

目もくれず、法王の椅

子に飛び乗り、ひじ掛

けにもたれて手を振る。

そして、次の瞬間には、

演説中の法王の足に抱

きついた。しかし、法

王は慌てることなく少年の頭をなでながら、演説を

続けた。法王の寛大な対応に、聴衆からは大きな拍

手が送られた。関係者が少年を連れ出そうとすると、

余程、居心地が良かったのか、少年は必死に抵抗し

ていた。

型破りな行動	 	 東亜日報 2013.10.17

米紙ワシントン・ポストとニューヨーク・タイム

ズなどは、「同性恋愛者の権利を擁護し、教理に埋没

されないようにと説く一方、女性信徒の足を洗うな

ど、型破りな行動をしているフランシス法王に保守

カトリック信者が混乱している」と指摘した。また「米

国の保守カトリック層は、避妊や堕胎、同性恋愛な

どの問題に強い政治的な影響力を行使するため、法

王への彼らの反発は注目に値する」と、米国のマス

コミが報道した。 

ワシントンポストは、「前任の２人の法王が教理

に忠実で、公開発言を慎んだのとは違って、フラン

シス法王はマスコミのインタビューにその場で応じ、

自分の発言の政治的波紋を考慮していないような言

行を見せている」とし、「保守カトリック信者らは、『前

任の法王が懐かしい』と語り、フランシス法王に信

頼を示していない」と指摘した。 さらに「保守信者

の間では『法王のために気が気でない』『法王のため

に不安だ』などのオンラインの書き込みが大きな呼

応を得ている」と伝えた。

http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2013101707018loading		

昨年３月に就任したフランシス法王の進歩的な歩

みに、米国内の保守カトリック層の反発が強まって

いるという観測が出ている。 

あらゆる病人に手を置いて祈る

知的障害の子供に邪魔されてもニコニコ

悪魔払いの祈祷 ?
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世界の雑記帳 : ドイツの「ぜいた

く司教」に批判集中、住居建設に

41億円
2013 年 10 月 24 日　http://jp.reuters.com/article/

idJPTYE99N06I20131024

［バチカン市　23 日　ロイター］ローマ法王フラ

ンシスは、住居の建設に少なくとも3100万ユーロ(約

４１億円 ) を費やしたことなどで批判が集まってい

たドイツ西部の司教 (53) に対し、司教区を一時的に

離れるよう命じた。フランシス法王はこれまで教会

に対し質素倹約を呼び掛けている。

バチカンは

声明で、ドイ

ツ西部リンブ

ルク司教区の

テバルツファ

ンエルスト司

教が、費用の

調査が終わる

までの間、司教区を離れるよう命じられたと発表し

た。同司教は 21 日に法王と面会した。

ドイツのメディアは同司教を「ぜいたく司教」と

して批判。また貧困者支援を目的としたインド訪問

の際も、飛行機のファーストクラスを使用したとさ

れている。

３月に就任したローマ法王 ( 教皇 ) フランシスは

倹約をモットーに掲げる庶民派だ。自身は豪華な公

邸でなくつつましいアパートに暮らし、教会にも質

素倹約を呼び掛けている。ドイツでは教会に所属す

る信者に教会税が課されており、その額は昨年だけ

で 60 億ドル以上に上る。それだけに、聖職者の贅沢

三昧に信者の怒りは収まらない。ローマ法王庁は先

週、司教に資格停止処分を下した。それにしても、

さほど大きくもない一軒家の改築になぜそれほどの

大金が掛かるのか。どうやら司教は２万ドルの浴槽

や３万 4000 ドルの会議用テーブルを購入し、400 万

ドルを投じて個人用の礼拝堂を造ったようだ。

警告！

｢ しかし、驚くには及ばない。サタンも光の天

使に擬装するのだから。｣第二コリント 11:14

｢ キリストの福音は、その信者たちに、危険を

冒し、苦難に耐え、寒さ、飢え、労苦、貧困に

もめげず、真理の旗をかかげ、拷問も投獄も火

刑も恐れない力を与えてきた。この勢力に対抗

するために、イエズス会は、その会員を狂信的

にさせ、同様の危険に耐えるように、またあら

ゆる欺瞞の武器をもって真理の力に対抗するよ

うにさせた。彼らは、どんな犯罪を犯しても罪

にならず、どんな欺瞞を行ってもかまわず、ど

んな偽装もわけなくできた。彼らは、一生の間

貧困と質素な生活を送ることを誓ったが、その

目的とするところは、富と権力の獲得であり、

プロテスタント主義をくつがえし、法王至上権

を復興することであった。｣大争闘上 293-294

｢ プロテスタント教会は大いなる暗黒の中にあ

る。そうでなければ、彼らは時のしるしを見分

けるはずである。ローマ教会の計画や運営方式

には遠大なものがある。この教会は、再び世界

を支配するために、また迫害を復活させるため

に、またプロテスタントが行ったすべてのこと

を無効にするために、激しい決定的な戦いの準

備として、その感化力を広げ、その勢力を強め

ようと、あらゆる手段を用いている。カトリッ

ク教は至るところに地歩を占めつつある。｣ 大

争闘下 321

｢ 欺瞞の一大ドラマの最後を飾る一幕として、

サタンはキリストを装うであろう。教会は、救

い主の来臨を教会の望みの完成として期待して

いると長い間公言してきた。今や大欺瞞者は、

キリストがおいでになったように見せかける。｣

大争闘下 398

しかし、聖書は法王制について次のように預言し

ている :

「すべての国民は、彼女の姦淫に対する激しい

怒りのぶどう酒を飲み、地の王たちは彼女と姦

淫を行い、地上の商人たちは、彼女の極度のぜ

いたくによって富を得たからである。」黙示録

18:3､7､9

その富がどれほどのものかについてだまされてき

た金融界、経済界の人々が知る時が来ることが黙示

録 18 章に描写されている。大宅壮一氏は「その資産

は天文学的数字のもの」と表現した。
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インターネットより

　11 月 11 日 http://matome.naver.jp/

odai/2138405067721071201

今年発生した台風では最も強い勢力となっ

た台風 30 号が直撃したフィリピンでは、中

部を中心に、およそ 950 万人が被災し、現地

の警察は、犠牲者が１万人に上るおそれがあ

るとの見方を示していて、フィリピン政府は

救援活動を急いでいる。

レイテ州の警察幹部は州都タクロバンで記者会見

し「昨夜、州知事と会った。政府の推定で (死者は )1

万人だ。台風の進路にあった住宅や構造物の約 70 ～

80％が破壊された」と述べた。

フィリピン国家民間防衛局…によれば「タクロバ

ン島では、事実上すべての家が倒壊、残っているの

は数軒に過ぎない。しかし、それらも損傷を受けて

いる、通信が途絶えているため、防衛局の職員らは、

犠牲者がどれだけなのか把握でき

ていない」。

｢ インターネットで気象情報を

提供しているウエザー・アンダー

グラウンドのジェフ・マスターズ

氏によると、風力で見ると台風 30

号の強さは観測史上 4 位に入り、

上陸したものとしては史上最強だと

いう ｣。

最大瞬間風速 105 メートル

｢ 米海軍合同台風警報センター (Joint Typhoon 

Warning Center) によると、8 日朝の時点でのハイヤ

ンの最大風速は 87.5 メートル、最大瞬間風速は 105

メートル ｣。

｢ あり得ないほどの激甚な被害。強固な建造物も

基礎からさらわれてぺしゃんこになり、自動車サイ

ズの物体がミサイルのように上空を 100 メートル以

上飛んでいき、鉄筋コンクリート製の建造物にもひ

どい損害が生じ、高層建築物も構造が大きく変形す

るなど、信じられ

ないような現象が

発生する ｣。

※マタイ 24:34 「よく聞いておきなさい。これら

の事が、ことごとく起るまでは、この時代(世代)

は滅びることがない。」

首都直下地震の被害想定

・東海・東南海・南海連動型地震も予想されている。

・富士山噴火も予想されている。

猛烈な台風ハイヤンが

フィリピン直撃、

死者・行方不明者約８０００人。

「犠牲者１万人」の見方も。
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※ ｢ サタンは人々に対し、あらゆる病気をいやす

ことのできる偉大な医師のようにみせかけなが

ら、他方では病気や災害を生じさせ、ついには

人口の多い都市が破滅して荒廃する。彼は今も

活動している。海や陸における事故や災害、大

火災、激しい突風、すさまじい降雹（こうひょ

う）、あらし、洪水、たつまき、津波、地震など、

あらゆる場所に幾多の形でサタンは力をふるっ

ている。彼は取り入れまぎわの収穫を全滅させ、

ききんと困窮を引き起こす。彼は空気を恐るべ

き病毒で汚染させ、幾千人もの人が悪疫で死ぬ。

これらのできごとはますますひんぱんになり、

悲惨なものになる。破滅は人間にも、動物にも

およぶ。『地は悲しみ、衰え、････ 天も地と共

にしおれはてる。地はその住む民の下に汚され

た』。」大争闘下 362

※ ｢その災はたちまち起るからである。」箴言 24:22

ベルギーの災害疫学研究センターによれば，2010

年だけで 373 件もの災害が生じ，少なくとも 29 万

6,000 人が亡くなった。

こ こ 数 十 年

で，報告される

災害の数も急増

している。例え

ば，1975 年から

1999 年の間，災

害の記録件数は

毎年 300 件をか

なり下回っていた。しかし，2000 年から 2010

年では，年平均400件近くの災害が起きている。

現在、今世紀に発生した自然災害に関する

統計情報については、ベルギーのルーベンカ

トリック大学災害疫学研究所 (CRED) に蓄積さ

れており、また、国連の人道問題調整事務所

(UN-OCHA) からは、1980 年以降の主要な災害

についての状況報告書などをはじめ、様々な機関か

ら災害関連情報がインターネット上に発信されてい

る。  

2014 年のキリスト教一致祈祷週間
www.cbcj.catholic.jp より

「キリストは幾つにも分けられてしまったのです

か？」第一コリント 1：1－ 17

2014 年のキリスト教一致祈祷週間が、2014 年１月

18 日 ( 土 ) ～ 25 日 ( 土 )、全世界で行われる。2014

年のテーマは「キリストは幾つにも分けられてしまっ

たのですか」( 第一コリント 1：1-17) である。2014

年のキリスト教一致祈祷週間の準備は、カナダの教

会が行った。カナダの教会は、パウロのコリント人

への第一の手紙 1 章 1-15 節に促されて、異なるキリ

スト教会どうしが互いに与えられたたまものを認め

合うことの大切さを指摘している。世界の教会と「心

を一つにし思いを一つにして」( 一コリント 1：10)、

今年もキリスト者の一致を祈りたいと思います。

カトリック中央協議会と日本キリスト

教協議会は、2014 年のキリスト教一致

祈祷週間のために小冊子『2014 年キリ

スト教一致祈祷週間』およびポスターを

作成しました。小冊子は、世界教会協議

会（WCC）と教皇庁キリスト教一致推進

評議会が共同発行した資料にもとづいている。

これは果たして偶然か！？

2014 年～ 2015 年の約１年半の間に、月食と日

食が計６回たて続けに起こる。…しかも、その起

こる日は、またもユダヤの祭の日にことごとく符

合している。つまりこの期間、「過越」や「仮庵」

の祭は、すべてその初めに月食がある。さらにユ

ダヤの「新年」は、２つともその前日に日食がある。

※ ｢ だが、その日には、その苦難に続いて、太陽

は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、

天の万象は揺り動かされます。｣ マルコ 13:24-

25

※ ｢ 主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は

やみとなり、月は血に変わる。｣使徒２:20

太陽暦 ユダヤ暦 現象 ユダヤの祭

2014 年 4 月 15 日 ニサンの月 (1 月 )15 日 皆既月食 過越の祭初日

2014 年 10 月 8 日 ティシュリの月 (7 月 )14 日 皆既月食 仮庵の祭前夜祭

2015 年 3 月 20 日 アダルの月 (12 月 )29 日 皆既日食 宗教暦新年前日

2015 年 4 月 4 日 ニサンの月 (1 月 )15 日 皆既月食 過越の祭初日

2015 年 9 月 13 日 エルルの月 (6 月 )29 日 部分日食 政治暦新年前日

2015 年 9 月 28 日 ティシュリの月 (7 月 )15 日 皆既月食 仮庵の祭初日
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アメリカの常識の変貌
当山　健	

私の職場

私は現在、在日米軍基地内の
学校で働いております。米軍基地
内の学校、そこは全くのアメリカ
そのものであります。学校は日本
国内にあるものの日本の影響がそ
こにあるかと言えば、全くないと
言っても過言ではありません。日
本の文化や、日本の良い部分を取
り入れようとか、或いは日本に対
して配慮しようとか、そういうこ
とは全く感じられず、アメリカ本
国の学校をそのまま持って来た、
という感じです。

米軍基地内の学校は、アメリカ
の一般の公立の学校と比べても幾
分違った部分があります。例えば、
生徒はほぼ全員軍人と軍関係者の
子供たちですから、転勤が多い軍
人さんの子供たちも親の転勤と同
時に転校していきます。生徒数
８００人ほどの学校ですが、殆ど
毎週転校生がいます。学校に一年
生から入学したとしても、卒業ま
で在学する子供は殆どいません。
短くて６ヶ月、通常は２年程度で
殆どの生徒は転校していきます。
学校の教職員も同様に、軍人であ
る彼らの夫や妻の転勤と共に去っ
て行きますので、かなり早いペー

スで教職員も入れ替わります。そ
んな中にも、稀に 15 年以上も日
本に住み続けている教員もおりま
すが、基本的には転勤族の子供た
ちが通う臨時の学校といえるで
しょう。

学校内での情報伝達は、全てコ
ンピュータのメールを利用した合
理的な方法が用いられており、必
要とされる情報は全て自分の机の
パソコンから得ることができま
す。職員同士の報告、連絡、相談
も殆どメールで行われます。また
個々の連絡事項であっても、それ
に関わる人には同時にメールを配
信することで、どのようなやりと
りが行われているかが分かるよう
にするなどして、確実な情報共有
が図られております。私のところ
にも多い日には 20 件から 30 件の
メールが送られてきます。メール
の良い部分はその内容が記録とし
て残るので、「言った、言わなかっ
た、聞いた、聞いていなかった」
というような、会話でよくあるト
ラブルも避けることが出来ます。

このメールシステムは日本国内
の全ての米軍学校関連施設、教育
委員会、グアムにある極東本部、
また世界中にあるアメリカ軍施設
内の学校と学校関連の関係者、合

計すると多分数万人分のアドレス
帳が入っており、誰とでも繋がる
ことができます。ちょっとしたト
ラブルとして、去年イギリスのあ
る学校の事務員が上司への返信
メールを間違えて「全員へ返信」
としたため、世界中の全ての学校
関係者にそのメールを送ってし
まった事がありました。そのメー
ルの内容は「ロンドンから電車で
移動した場合と、飛行機とレンタ
カーを利用した場合とどちが・・・
云々」というような内容で、無関
係な人に知られても問題のない内
容でしたが、しかし、この出来事
は如何に早いスピードで、数万人
の人々が情報を共有することが出
来るかということを見せてくれま
した。

学校における宗教

さて、職場で驚いたことは、学
校内における宗教についてであり
ます。「信教の自由」をうたうア
メリカの公立学校においては、信
教の自由が複雑な問題を引き起こ
しています。教師も生徒もその個
人個人がどの宗教を信仰していよ
うと構わないというアメリカの基
本的な立場は学校内においても変

アメリカ常識の変貌 ｜
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わらないのですが、複数の宗教が
共存するが故に、学校内ではどの
宗教色も出してはいけないことに
なっています。というのは、例え
ばクリスチャンであるあなたの子
供のクラスの担任の先生がイスラ
ム教徒であった場合、イスラム教
の影響が自分の子供に及ぶ可能性
があるとするとどうでしょうか。
心配ではないでしょうか。「信教
の自由」がもたらした複雑な問題
です。キリスト教国アメリカにお
いてであっても、仏教やイスラム
教を信じる子供たちが公立の学校
に通うことは許されているわけで
すから、子供たちが学校において
一方的にキリスト教的視点で物事
を教えられることは、信教の自由
に反すると判断されるようです。
教室内に貼り出される文字や写真
や絵など、キリスト教的なものは
一切禁じられています。勿論他の
宗教的なものも全て禁じられてい
ます。教職員がクリスチャンで
あっても、彼らは十字架のネック
レスやイヤリングをすることは禁
じられており、聖句が書かれた可
愛い置物を自分の机の上に置くこ
ともできません。またクリスマス
のシーズンに、クリスマスツリー
を飾ることまでは許されているも
のの、ツリーに飾るものは宗教的
なものが禁じられています。例え
ば、天使の飾りなどは取り付ける
ことができません。皮肉な事にク
リスマスをキリスト教、キリスト
の誕生と結びつけることが出来な
いのです。「メリー・クリスマス」
と言う言葉を使うことも出来ない
ので、「ハッピーホリデイズ」、「楽
しい祝日でありますように」と言
う表現を使うようになっていま
す。クリスマスの時期に架空の存
在であるサンタクロースは良しと
されても、実際にこの世にお生ま
れになった救い主イエス・キリス
ト、赤子のイエスは否となってい

るのです。キリスト教国アメリカ
でこの様な変化が起こる事を誰が
想像出来たでしょうか。アメリカ
は変貌しつつあります。

今日、殆どのアメリカの公立学
校においては、教育と宗教は完全
に切り離さなければなりません。
アメリカではそれが一般常識とな
りつつあります。キリスト教国ア
メリカで、クリスチャンとして自
分の宗教色を出してはいけない。
キリスト教徒であることを表して
はいけない。クリスチャンである
と分かるような振る舞いを自粛し
なければならない。なんと皮肉な
ことではないでしょうか。各州に
よって差はあるものの、300 万人
を超えるアメリカの公立教職員は
そのように生きることが段々当た
り前になってきており、それが一
般常識となりつつあります。宗教
色を出さないクリスチャン、それ
は「信教の自由」つまり幾つもの
宗教が共存することで起こってし
まった問題であります。

アメリカにおける
サタンの働き

国家においては政治と、司法と、
教育は３つの大きな柱でありま
す。アメリカはその全てにおいて、
聖書を取り入れてきました。大統
領が就任するときに聖書に手を置
いて宣誓します。裁判で証言台に
立つ時にも聖書に手を置いて誓約
します。しかしサタンは、アメリ
カの教育の現場から聖書を排除す
ることに成功しました。「神無き
教育は知恵ある悪魔をつくる」と
言う言葉がありますが、これはナ
ポレオンを倒した時のイギリスの
ウェーリントン首相の言葉、又は
ガリレオの言葉だとも言われてい

ます。この言葉は、多摩川大学工
学部校舎入口壁面の石碑にも引用
され刻まれているそうです。キリ
スト教的には異教の国である日本
でも理解されているこの事実を軽
視し、教育の現場から完全に宗教
を排除してしまったアメリカは、
これからどのように変化していく
のでしょうか。聖書の黙示録 13
章 11 節では、この国をこのよう
に預言しています。「初めは子羊
のようであったが、やがて龍のよ
うに物を言い、人々に先の獣を拝
ませる」と。聖書にはこの国が「子
羊」から「龍」へと変わり、完全
にサタンの手下となること、その
変貌が預言されています。

私が職場でアメリカ人を見てい
て感じることは、彼らはアメリカ
社会の流れに沿って生きており、
又生きようとしています。アメリ
カ社会の常識が変わりつつある中
で、常識が何であるかを見極めよ
うとしながら生きています。個人
主義のアメリカであるが故に、相
手の考え方を見極めようとし、又
それを自分の常識と比較し、自分
が一般的常識の範囲内にあるかど
うかを常に気にしているように見
えます。昨日までの常識が明日
には変わる、そして今まさに変わ
りつつあるからではないでしょう
か。宗教色を出さないクリスチャ
ン、教職員の間でこれが今彼らの
常識となりつつあります。そして
何れそれはアメリカ全体の常識と
変化していくことでしょう。

アメリカにおける
同性愛の問題

さて、極最近の事ですが、アメ
リカのオバマ大統領が二期目の就
任演説で同性婚を認める発表をし

｜アメリカ常識の変貌
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ました。その数年前には、カリフォ
ルニア州がそれを認めました。私
の働いている学校の教員の一人に
同性愛者がおりまして、初めて
彼についてその事実を知った時に
は、このような人でも教員として
働くことが出来るのか、という驚
きをおぼえましたが、軍の中の学
校ではそのことが公認の事実とし
て許され、堂々と国家公務員とし
て、教員として、働くことが許さ
れております。数年前に彼は、カ
リフォルニア州での結婚が認めら
れた時に、夏休みを利用して、わ
ざわざカリフォルニアまで行って
結婚式を挙げたとのことです。州
単位で認められていた同性婚も連
邦政府として認められるようにな
ると、大分状況が変化してまいり
ます。オバマ大統領の発表があっ
てから２週間、３週間と経たない
うちに、学校の教職員宛にも様々
な情報がメールで送られて来るよ
うになりました。同性の配偶者に
は今までは認められていなかっ
た、例えば配偶者が加入できる健
康保険についても認められるよう
になったので、配偶者がそれに該
当する方は手続きをして下さい、
といった内容です。また同性であ
る配偶者も正式に年金受取人にな
れるので、該当する方は手続きを
して下さいというような具体的な
内容のメールなども入って来るよ
うになりました。このような法の
変更に基づく手続きに関するメー
ルを見たとき、同性婚が今現実の
ものとして起こっているのだ、と
いうことを強く実感しました。神
様が忌み嫌い憎むこと（レビ記
18：22）が現実に今起こっており、
正に時代の変化を見た感じがしま
した。そして、それが皮肉にもキ
リスト教国アメリカで堂々と行わ
れており、それに対して周りのア
メリカ人からは何の反応もなく、
強い反対の声は何処にも聞かれな

いように思えます。アメリカのク
リスチャンは「宗教色を出さない
という常識」を持つようになった
のでしょうか。

1970 年代、1980 年代頃でしたか、
サンフランシスコ辺りでこのよう
な人々の平等を訴えるデモなどが
起っていたことを皆さんも覚えて
おられるのではないでしょうか。
当時は大きなニュースとなってい
ました。サンフランシスコはゲ
イの街というイメージまで出来上
がってしまったのではないでしょ
うか。あれから今日に至るまで、
同性愛に関する問題は、また性同
一障害などの問題にも拡大しつつ
世界中に広がり、最近では平等と
言う名の下で、彼らの権利、自由
についてだれも問題だと思わなく
なってしまった。そういう社会に
なってしまったのではないでしょ
うか。

さ て こ の よ う な 社 会 の 変 化、
人々の考え方の変化は将来、神に
従う人々に大きな影響を与えるこ
とになるような気がします。神様
が認めておられない同姓婚をアメ
リカの社会は公に認め、また法律
でも擁護されるものとなってしま
いました。これから先、他の国々
も追随していくことでしょう。

教会の変化

一般社会の考え方が変わって
いく一方で、私たちの教会にお
いてはどうでしょうか。「このよ
うな問題を抱える人であっても神
様は愛しておられるのだから、教
会は彼らを受け入れるべきではな
いか」という趣旨の声が聞かれる
場合があります。世間一般的な博
愛思想に基づく考え方が、教会内
にも入ってきているのではないで

しょうか。そのよう考え方をする
教会員が増えることによって、教
会は次第に彼らを受け入れるよう
になるのではないでしょうか。

世の中の思想や一般常識は聖書
の教えに反するようになりつつあ
ります。今後クリスチャンは聖書
の原則に固く立ち神様に従うか、
法や常識に基づき神の御言葉以外
に従うか、その岐路に立たされる
ことでしょう。忠実に神様に従い
たいと思う者は、これから先、世
と分離せざるを得ない状況に追い
込まれることでしょう。神様に忠
実でありたいと願う私たちは、ダ
ニエルと彼の友人達のようであり
たいものです。世と妥協できない
時代が来ようとしています。

世界の変化

今、世界の状況を見てみると、
争い、犯罪、凶悪事件、テロ、宗
教対立など様々な事が起こってお
ります。安心して、また安全に生
活することが出来ない社会になり
つつあります。年々悪い方向に進
んでおります。将来これら全ての
問題の根本的な解決方法として

「人々の心の教育の必要性」、「道
徳教育の必要性」が唱えられるよ
うになるのではないでしょうか。
全ての人が宗教を取り入れ、教会
に行くことが必要であると考える
ようになるほどまでに、この世の
中は乱れていくことでしょう。個
人個人が宗教教育を受けること、
又教会に行くことが当然であると
考えるようになり、そうすること
が一般常識であると考えるように
なることでしょう。

そして宗教教育を取り入れるに
あたって、これまではありとあら
ゆる宗教が共存することで問題を
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複雑にしていたので、これからは
「一つの宗教にすることでその問
題は解決する」と考えるようにな
るのではないでしょうか。世の中
の道徳が極端に低下し、その問題
の解決のためには「信教の自由」
を変更し、「一つの宗教」策を取
り入れなければならなくなるま
で、世の中はソドムとゴモラと化
していくことでしょう。

現在のアメリカの公立学校のよ
うに「教育と宗教を分離した事は
間違っていた」「宗教教育は必要
だ」「信教の自由がそれを不可能
にしている」「数多くの宗教が共
存することで問題が複雑になった
のだ」だからそれを「一つの宗教
にすることで問題は解決する」「一
つの宗教にし、週に一度教会に行
くように義務づけよう」というよ
うに社会は動いていくのではない
でしょうか。今サタンはその準備
のために、あえてアメリカにおい
て教育と宗教とを分離したのだと
考えることは間違っていないと思
います。長い年月を掛けて、サタ
ンは人々の常識を変えることに成
功しています。今日起こっている
ことは、人々の考え方と常識をも
う一度変えるためであります。今
起こっている事と、これから先起
こるであろう出来事は、全て最終
的には聖書に預言された出来事の
成就と結びついていることが理解
できるのではないでしょうか。聖
書に預言された出来事は、サタン
でさえも変えることは出来ないの
です。

一般常識の範囲外に
いる神に忠実な人々

さて、もしこのように社会が変

化していった場合、国の法律に従
わない者はその権利と自由を奪わ
れても問題だとは誰にも思われな
い時代が来ることを容易に想像す
ることができるのではないでしょ
うか。

人々の常識が、「一つの宗教」
「一致」という方向に向かうとき
に、それに反して独自の「宗教色」
を出す人々がいるとするとどうで
しょうか。彼らは反社会的、非協
力的、非常識な人々として、社会
の悪であると見られるようになる
のではないでしょうか。これまで
の世の中の混乱を改善するために
は「一致」が必要であるのに、い
まだに「信教の自由」を訴え続け
る人々は過去の混乱を再び起こす
ものであり、ぶり返す世界の混乱、
諸問題は彼らに原因があるとされ
ることでしょう。「そのような人々
は処罰されるべきである」「そのよ
うな人々が処罰されることは当然
である」。そのような人々が処罰さ
れることが問題であるとは誰も思
わない社会になることも、容易に
想像できるのではないでしょうか。
世の多くの人々は、このような反
社会的な人々を決して「神様に忠
実に従う者」とは見ないでしょう。
人々の目にはただ世を乱す者、法
に反する者、非常識な者としてし
か映らないことでしょう。

一般常識として訪
れる日曜遵守

サンフランシスコで起こったデ
モから約４０年が経過し、今日の
アメリカ社会は大分変化しました。
常識が変化しました。そのことか
ら考えると、これから先「世界の
平和と安全のためには宗教教育が

必要である」と言う主張が起こり
はじめたら、世の中の常識が又変
わり始めるのではないでしょうか。
今の時代であれば、４０年という
歳月は必要ないでしょう。メール
やインターネット等での情報共有
は速やかに行われるので、あっと
言う間に「日曜遵守」が一般常識
化されることでしょう。日曜遵守
は半強制的というよりは、一般常
識として起こることでしょう。

私の職場がアメリカそのまま
であるが故に、神様の霊により見
させて頂いた現在のアメリカの姿
だと感じています。職場で接する
人々が常に入れ替わるが故に、更
に多くのアメリカ人と関わる中
で感じ取らせて頂いた変わり行く
アメリカ。この国の行く末はこれ
から更に明確になってゆくことで
しょう。

今日、世の中は聖書に預言さ
れた出来事に向かって確実に進ん
でいる事を覚えて頂きたいと思い
ます。しかし、ダニエルと彼の友
人達のように、また神様に忠実で
あった多くの歴史上の人物達と同
様に、今日の私達は、今日の世に
あって、神様に忠実な者でありた
いと思います。私たちは恐れるこ
とはありません。イエスはこう言
葉を残されました。「見よ、わた
しは世の終りまで、いつもあなた
がたと共にいる」と（マタイ 28
章 20 節）。「あなたがたは強く、
かつ勇ましくなければならない。
彼らを恐れ、おののいてはならな
い。あなたの神、主があなたと共
に行かれるからである。主は決し
てあなたを見放さず、またあなた
を見捨てられないであろう」。（申
命記 31 章 6 節）

今帰仁教会　安息日学校での証しより

｜アメリカ常識の変貌
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終末の前兆
　－預言のアウトライン

マタイ 24 章、マルコ 13 章、ルカ 21 章に主イエスが、
世の終わりの前兆のことを預言されたことは、頻繫
に世界中で起こっている。ダニエル書 9 章の 70 週の
預言、8 章の 2300 日の預言は成就した。黙示録 13 章
の獣＝ダニエル 7 章の小さい角、１ヨハネ､ ２ヨハ
ネの反キリストの預言も成就しつつある。1260 日＝
３年半という迫害期間も中世時代に確実に成就した。
そしてそれは、黙示録 13 章､ 17 章の預言と関係して
再び成就するであろう。それらの「その日、その時」
＝ ｢確定の時｣ は設定できなくても、その順序を知
ることはできる。

ダニエル書､ 黙示録の預言が過去に於いて順序通
りに成就してきたように、これから起こる聖書の預
言も確実に成就していくであろう。

これから起こるべき聖書の預言のあらましをみて
みよう。｢確定の時」は設定できないが、順序よく起
こることは分かるのである。

１我々は今どこにいるか？

我々は２０１４年にいる。

２描写することのできないような

危機､自然災害がひんぱんに起

こり得る。

｢ 神の抑制のみたまは今、世からとり去られつ

つある。暴風、嵐、火事、洪水、海陸の災害が次々

と急速に起こっている。科学はこれらのすべて

を説明しようと試みる。われわれの周囲にひん

ぱんに起こっているしるしは、神のみ子の来臨

が近づいた事を告げているのであるが、それは

真の原因よりも他のせいにされている。人々は、

神の僕たちが印されるまで風を吹かせないよう

に、四隅の風をひきとめている見張りの天使た

ちを認めることができない。だが神が天使たち

に風をゆるめるようにお命じになると、描写す

ることのできないような争闘の光景が現れるの

である ｣クリスチャンの奉仕 70。

３｢地の王たち｣は心を一つにして	

｢バビロン｣にその力をゆずる。

黙示録 17 章にバビロンと呼ばれる大淫婦が赤い獣
に乗って政治権力を支配することが描写されている。

17:12 「あなたの見た十の角は、十人の王のこと

であって、彼らはまだ国を受けてはいないが、

金城　重博	

終末の前兆―預言のアウトライン ｜
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獣と共に、一時だけ王としての権威を受ける」。

この大淫婦とはローマ法王教であることは否定で
きない。世界の指導者たちがどれほどローマ法王に
敬意を払っているか、驚きの事実である。黙示録 13
章はローマ法王教による世界統一政府を預言してい
る。

黙示録 13:3 そこで、全地の人々は驚きおそれて、

その獣に従い、13:4 また、龍がその権威を獣に

与えたので、人々は龍を拝み、さらに、その獣

を拝んで言った、「だれが、この獣に匹敵し得よ

うか。だれが、これと戦うことができようか」。

４法律によって獣の刻印が強要さ

れる。

今、起こりつつある重大事件である。これが全世
界的になるであろう。黙示録 13:16 「小さき者にも、
大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自
由人にも、奴隷にも、すべての人々に、その右の手
あるいは額に刻印を押させ」とある。世界の難問題
を解決し得るのはこれしかないと同意する時がまじ
かに迫っている。新世界秩序に従わない「神の戒め
を守る」民以外はこの獣の刻印を受けると書かれて
いる。ある人々は、これは手にマイクロチップが埋
め込まれることだと騒いでいるが、本当の刻印は霊

的なものである。

５その時、黙示録13章の三天使の

使命が大いなる叫びとなって、

世界に宣べ伝えられる。

全世界の人々が「獣の刻印」か「神の印」かの、
どちらかを選択しなければならない。詩篇 119:126 「彼
らはあなたのおきてを破りました。今は主のはたら
かれる時です」。

黙示録 14:6 わたしは、もうひとりの御使が中

空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわち、

あ ら ゆ る 国 民、

部族、国語、民

族に宣べ伝える

ために、永遠の

福音をたずさえ

てきて、

14:7 大声で言っ

た、「神をおそれ、

神に栄光を帰せ

よ。神のさばき

の時がきたから

である。天と地

と海と水の源と

を造られたかたを、伏し拝め」。

14:8 また、ほかの第二の御使が、続いてきて言っ

た、「倒れた、大いなるバビロンは倒れた。その

不品行に対する激しい怒りのぶどう酒を、あら

ゆる国民に飲ませた者」。

14:9 ほかの第三の御使が彼らに続いてきて、大

声で言った、「おおよそ、獣とその像とを拝み、

額や手に刻印を受ける者は、

14:10 神の怒りの杯に混ぜものなしに盛られた、

神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる御使

たちと小羊との前で、火と硫黄とで苦しめられ

る。

14:11 その苦しみの煙は世々限りなく立ちのぼ

り、そして、獣とその像とを拝む者、また、だ

れでもその名の刻印を受けている者は、昼も夜

も休みが得られない。

14:12 ここに、神の戒めを守り、イエスを信じ

る信仰を持ちつづける聖徒の忍耐がある」。

６最終的な選択―神の印か獣の刻

印か

この永遠の福音を聞かないで選択を迫られる人は
一人もいないであろう。

最終的な最も重要な決定的事件である。イエス ･

｜終末の前兆―預言のアウトライン 
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キリストを受け入れて、個人の良心に堅く立ち、神
の印を受けるか ( 黙示録 7:1-3，14:1)。経済ボイコット、
迫害に屈して、良心の自由を売って、獣の刻印を受
けるか ( 黙示録 13:16) を個人で選ばなければならな
い。その時全人類は真っ二つに分かたれる。獣の刻
印を受ける者 ( 永遠に失われる者 ) と神の印 ( 永遠の
命を継ぐ者 ) とに分けられる。

７それから救いの戸は閉じられる。

ちょうどノアの時のように、すべての人が「獣の
刻印」か「神の印」かの決断が終わると、神の憐み
の戸は閉じられる。その時、黙示録 22:11 「不義な者
はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたこと
を行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさ
らに聖なることを行うままにさせよ」という言葉が
成就する。

それ以降は、もう救われる機会はない。「今は恵み
の時、救いの日である」第二コリント 6:2。

８｢かつてない大いなる悩みの時」

ダニエル 12:1「その時あなたの民を守っている

大いなる君ミカエルが立ちあがります。また国

が始まってから、その時にいたるまで、かつて

なかったほどの悩みの時があるでしょう。しか

し、その時あなたの民は救われます。すなわち

あの書に名をしるされた者は皆救われます」。そ

の時、黙示録 12:17 「龍は、女に対して怒りを

発し、女の残りの子ら、すなわち、神の戒めを

守り、イエスのあかしを持っている者たちに対

して、戦いをいどむために、出て行った」。

黙示録 13:15 「それから、その獣の像に息を吹

き込んで、その獣の像が物を言うことさえでき

るようにし、また、その獣の像を拝まない者を

みな殺させるべき -欽定訳」という法令が出る。

しかし、その時、聖徒たちは「あの書に名をしる

された者は皆救われます」との約束があるので神を
称えよう！

９その時から７つの災害が注がれる。

全人類は､ イエス ･ キリストに従うか、獣に従う
かを決定したので、この世界に７つの災害が注がれ
る。それは、「神の怒りの杯に混ぜものなしに盛ら
れた、神の激しい怒りのぶどう酒を飲む」( 黙示録
14:10) ことになる。この災害は、失われた者のみに注
がれるのである。神の印を受けた者たちには注がれ
ない（黙示録７章）。エジプトで１０の災いが降って
も神の民は全員が守られたように。

10			　ハルマゲドンの戦い。

最終の戦いは、善と悪の争闘である。サタンの勢
力と神の民との間における世界的戦いである。はじ
めから戦われてきたキリストとサタンの大争闘のク
ライマックスである。その戦いの時にイエス ･ キリ
ストは、「諸王の王、主の主」として、ご自分の民を
救出するために来られるのである。

11イエス･キリストの再臨。

それは、世界史上比類のないすばらしい、輝かし
い、全世界の人々が目撃する大事件である。千々万々
の天使たちを伴って聖徒たちを迎えにおいでになる。
多くの人が信じているような患難の時に知らないう
ちに天に上げられるというような携挙とはちがう。
すべての人に見える形で来られるイエスの再臨であ
る ( マタイ 24:27; １テサロニケ４:16-17; マタイ 24:30-
31；黙示録 1:7；2 ペテロ 3:10)。
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12　聖徒たちの復活。

イエス ･ キリストの再臨の時に、死んだ聖徒たち
は不朽の体に栄化されて墓から甦える。そして大患
難を通ってきた生きている聖徒たちと共に、主を迎
える。「すなわち、主ご自身が天使のかしらの声と神
のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で、天から下っ
てこられる。その時、キリストにあって死んだ人々が、
まず最初によみがえり、それから生き残っているわ
たしたちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、
空中で主に会い、こうして、いつも主と共にいるで
あろう」１テサロニケ 4:16-17。｢（それ以外の死人は、
千年の期間が終るまで生きかえらなかった。）これが
第一の復活である｣ 黙示録 20:5。

13　それから千年期。

再臨の時に聖徒たちは、天に上げられ千年の間、
天の王国に住む。サタンはこの荒廃した地上に幽閉
される。悪人たちは、来臨の輝きで滅ぼされる。一
般的に、彼らは地上で千年住むという考えがあるが、
聖書的ではない。

14　悪人の滅亡。

聖徒たちは、天で過ごして後、新エルサレムと共
にこの地上に下りてくる ( 黙示録 21:2)。その時、悪
人たちは復活させられる。彼らは新エルサレムに最
後の戦いを挑んでくる。「彼らは地上の広い所に上っ
てきて、聖徒たちの陣営と愛されていた都とを包囲
した。すると、天から火が下ってきて、彼らを焼き
尽した。

そして、彼らを惑わした悪魔は、火と硫黄との池
に投げ込まれた。そこには、獣もにせ預言者もいて、
彼らは世々限りなく日夜、苦しめられるのである」
黙示録 20:9-10。※永遠に地獄で苦しめられるのでは
ない。ソドム－ゴモラの滅亡も、エルサレムの滅亡
も同じ表現がなされている。そのものが完全に焼き
尽くされるまでという意味である。その時初めて、
悪人たちは火と硫黄の池に投げ込まれ、サタン自身
も完全に永久に滅ぼされる !!

15この地上は、万物更新され、

聖徒たちが永久に安住する!!

天から降る火は、二つのことをする。まず第一に、
悪人と悪天使たちとサタン自身を滅ぼす。第二にこ
の地上を清めて全く更新する。ノアの時代には洪水
で地を清めて更新された。今度は火で清められる。( 黙
示録 21:9-10、14)。

「わたしはまた、新しい天と新しい地とを見た。

先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまっ

た」黙示録 21:1。

これらの終末事件は、最初に言ったように、いつ
起こるのかという「確定の時」は分からない。どれ
くらいで終わりが来るかは分からない。ただし、一
つはっきりしていることは、いったん獣の刻印が強
要されるという事件が起きるといよいよ「サタンの
驚くべき働きがやってきたこと、また、世の終わり
の近いことを知る」ことができる。神の小羊、ユダ
族のししであられるイエス ･ キリストの再臨が迫っ
ている今日、順序よく起きるこれらの終末事件につ
いての預言を聖書から共に学び、終末時代を希望に
満たされて雄々しく生きたいものである。

｜終末の前兆―預言のアウトライン 
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今日、キリスト教会は、聖霊降下をひたすら求め
ている。そしていろいろな現象が起きている。しる
しと不思議といやしと異言等々が聖霊降下の証拠で
あると思われている。しかし、サタンは、「自分の時
が短いのを知り」( 黙示録 12:12）「選民をも惑わそうと」
( マタイ 24:24）あらゆる欺瞞を用いる。その一つは
後の雨＝聖霊降下である。

｢ また、大いなるしるしを行って、人々の前で

火を天から地に降らせることさえした」黙示録

13:13。

｢火を天から地に降らせる」とは、原爆、水爆投下
のことではない。旧約時代にエリヤと偽預言者がカ
ルメル山で対決したとき､ 神がエリヤのいけにえを
嘉したもうたとき天から火が降ってきたことがあっ
た。新約時代には、ペンテコステの日に、主は弟子
たちに炎のような聖霊降下で答えられた。そして不
思議としるしといやしという現象が現れた。サタン
は、今日これを真似て多くの人びとを惑わしている
のである。

我々の教会も福音伝道の完成のために、後の雨を
求めている。それは神がみ言葉に約束されているこ
とだから正しいことである。しかし、大事な聖書の
原則を覚えておく必要がある。

主の大いなる日の前に、キリストの教会に二つの
重大な事件が起こる：

①	 天における生ける者の裁きと、

②	 地上における後の雨､ すなわち大いなる最後の
聖霊の注ぎである。

生ける者の裁き

聖書は、神の属性について次のように教えている : 

｢ 主は正義と公平とを愛される。地は主のいつ

くしみで満ちている ｣詩 89:14。

｢ 義と公平はあなたのみくらの基、いつくしみ

と、まことはあなたの前に行きます」詩 33:5。

すべての人は、神の前で裁かれることが定まって
いる。

｢ 神はすべてのわざ、ならびにすべての隠れ

た事を善悪ともにさばかれるからである ｣ 伝

12:14。

｢ なぜなら、わたしたちは皆、キリストのさば

きの座の前にあらわれ、善であれ悪であれ、自

分の行ったことに応じて、それぞれ報いを受け

ねばならないからである ｣２コリ 5:10。

裁きにおいて神の民は徹底調査される。そして報
いは、キリストの再臨の時に受ける。

「見よ、わたしはすぐに来る。報いを携えてき

て、それぞれのしわざに応じて報いよう」黙示

録 22:12。

キリストの再臨前に、キリストを信じると告白す
るものが裁かれ ( ダニエル 7:22)、悪人の裁きはキリ
ストの再臨後 1 千年期の間に裁かれる ( 黙示録 20:12-
14)。まず、死んだ聖徒、アダムから始まり、各時代
の聖徒たちの裁きがなされる。

金城　重博

生ける者のさばきと

   後の雨の関係

生ける者のさばきと後の雨の関係 ｜



18

キリスト者の裁きはいつから
だろうか？

使徒行伝 17:31 に 神は、義をもってこの世界をさば

くためその日を定め」とある。ダニエル 7 章 25 節の預
言の解き明しから ｢ひと時とふた時と半時」すなわ
ち 1 日を 1 年とする預言解釈から、ローマ法王教が
支配した暗黒時代の後に行われることが分かる。い
つかというと 8 章 14 節の 2300 日 / 年の後の「聖所の
清め｣ が始まる 1844 年の 10 月 22 日からである。こ
の預言の計算を今はしない。

神の民は何によって裁かれる
のであろうか？

この世の裁判では法律によって裁かれるように、
神の裁きも神の律法によって裁かれる。

｢ とこしえの命を受ける条件は、私どもの祖先が

罪に陥る前すなわちパラダイスにいたときと全

く同じであって、それは、神のおきてに完全に

服従すること、つまり完全に義であることであ

る ｣キリストへの道 81。

｢ すべての国民が神の前で審判を受けるのであ

るが、しかし神は、あたかもこの地上にその人

１人しかいないかのように、厳密に１人１人を

審査されるのである。すべての者が調べられね

ばならない。そして、しみもしわもそのたぐい

のものがいっさいあってはならないのである ｣

大争闘下 224。

｢ 真に罪を悔い改め、キリストの血が自分たち

の贖いの犠牲であることを信じたものは、みな、

天の書物の彼らの名のところに、罪の許しが書

き込まれる。彼らは、キリストの義にあずかる

者となり、彼らの品性は、神の律法にかなった

ものとなったので、彼らの罪は、ぬぐい去られ、

彼ら自身は、永遠の生命にあずかるにふさわし

いものとされるのである ｣大争闘下 215。

裁きの標準である神の律法の要求を満たした者は
罪の記録から除去され、彼らの名前は小羊の命の書
に永遠にとどめられる ( 黙示録 13:8、大争闘下 216)。

後の雨について

｢後の雨」は、中東では収穫をもたらす雨である。
｢春の雨」ともいう。それは、聖霊降下の象徴として
使われている。

ヨエル 2:23 「シオンの子らよ、あなたがたの神、

主によって喜び楽しめ。主はあなたがたを義と

するために秋の雨を賜い、またあなたがたのた

めに豊かに雨を降らせ、前のように、秋の雨と

春の雨とを降らせられる」。

ヤコブ 5:7 ｢ だから、兄弟たちよ。主の来臨の

時まで耐え忍びなさい。見よ、農夫は、地の尊

い実りを、前の雨と後の雨とがあるまで、耐え

忍んで待っている ｣。

歴史的に、弟子たちは、ペンテコステの日に ｢秋
の雨＝前の雨｣の聖霊降下を経験して｢権勢によらず、
能力によらず、わが霊によって｣ 世界伝道に立ち上
がった。著しい奇跡と癒しと不思議が伴った。

主の大いなる日が来る直前に神の民に大いなる聖
霊の注ぎがある。それは最後の大収穫に備える後の
雨 ( 春の雨 ) と言われている。後の雨は、人の子の来
臨の時の大収穫に備える ( 黙示録 114:14,15)。後の雨

が日曜休業令に備えるのであろうか、 日曜休業令の前

に後の雨が降るのだろうか？下記の引用文は、後の雨
の目的を最も簡潔に説明している :

１．｢この天使の働き（黙 18:1）は、最後の大いな
る働きにおいて第三天使の使命が大いなる叫び
となって盛り上がるちょうどその時に始められ
る。神の民はこのようにして、まもなく遭わね
ばならない誘惑の時に立つ準備ができるのであ
る｣ 初代文集 448。

２．｢彼らは、聖なる神の前に生きるのに適した者
とするために、．．．慰め ( 後の雨 ) を受けるこ
とができなかった｣ 初代文集 149。

３．｢．．．彼らは後の雨を受けて、そして昇天に適
する者となった（用意ができた）。｣ 1T187

４．｢季節の終り近くに降る後の雨は穀物を熟さ
せ、刈り入れに備える。... 穀物が熟するという
ことは、魂の中に神の恵みのみ業が完結するこ
とを表している。聖霊のみ力によって神の道徳
的かたちが品性に完成されるのである。われわ

｜生ける者のさばきと後の雨の関係
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れは全くキリストに似た者に変えられる。... 地
上の穀物を熟させる後の雨は人の子の来臨に教
会を備えさせる霊的恵みである」教役者への証	
506）。

調査審判と後の雨の関係

これは非常に重要な問題である。結論から言うと
神の民は後の雨を受ける前に裁かれるということで
ある。これだけは間違ってはならない。1844 年に天
において、イエス ･ キリストが大祭司として最後の
調査審判、最後の贖いの働きに入られたとき、イエ
スは、世界に第三天使の使命を送られた ( 初代文集
414)。ここに大事な原則を見ることができる。まず、
天の出来事が起こるとその結果として地上の教会に
大事なことが起こるということである。

1844 年に二つの出来事が起こった。天において死
んだ者の裁きが始まったら、第三天使の使命の宣伝
が始まった。神の働きを終えるにあたって同じよう
に、生ける者の裁きが天で始まるときに、地上にお
いては、黙示録 18 章の第 4 天使の使命 ( 後の雨による )
の大いなる叫びが始まる。イエスの天における働き
裁き、すなわち罪の除去が開始される時に、後の雨
が我々に下るのである。最後の偉大な聖霊の注ぎは、
裁きのもたらす祝福であることを忘れてはならない。

１．聖書からその原則を学んでみよう :

ヘッペンストール博士は、その教理検討ｐ 162 で、
次のように言っている：「地上で事が起こることは、
いつも天の聖所の御座に次いでおこるものである」
たとえば、初代教会のペンテコステの経験は、イエ
スが大祭司としての就任に次いで起こった。

｢ キリストの昇天は、主に従う者たちが約束の

祝福を受けることのしるしであった。彼らは、

仕事にとりかかる前にこれを待たなければなら

なかった。キリストは天の門の中に入って行か

れて、天使たちのさんびのうちに王座につかれ

た。この儀式が終わるとすぐ、聖霊は豊かな流

れとなって弟子たちの上にくだり、キリストは

永遠の昔から父と共に持っておられた栄光をお

受けになった。ペンテコステの聖霊降下は、あ

がない主の就任式が完了したことを知らせる天

からの通報であった ｣患難上 32-33。

この原則は、聖書に一貫して見ることができる。

まず、主がご自分の民のために天において何かを
なさる。そして地上の神の民の経験に何かのアクショ
ン ( 行動 ) が起こるということである。罪人がイエス
を個人的救い主として受け入れる時、神は彼を義と
宣言され、そして命の書にその名前を記される。そ
れから、天の聖所で主が宣言されたことのしるしと
して聖霊が与えられ、生まれ変わる経験をするので
ある。これを前の雨という。( 使徒 2:38; エペソ 1:13)。
同じように、後の雨の聖霊降下に先立って、天の聖
所で大事なことが起こる。それは生ける者の裁きであ
る。聖所の大祭司イエスの働きが我々に聖霊の注ぎ
をもたらすのである。我々が前の雨を経験するのは、
罪ゆるされ、我々の名前が命の書に登録されてから
後に受ける経験である。我々が後の雨を受けるのは、
我々の罪が除去されて命の書に留められる時である
( 使徒 3:19)。

２．証の書

後の雨が注がれるのは、魂の宮からすべての汚れ
が清められ、勝利した者にのみ注がれるのであるこ
とを明瞭に言っている。

｢ わたしは、また、悩みの時に、聖所に大祭司

がおられないで、神のみ前に生きるためにはど

のような状態でなければならないかを、悟って

いない人が多くあるのを見た。生ける神の印を

受け、悩みの時に保護される人々は、イエスの

かたちを完全に反映していなければならない。

わたしは、多くの人々が、必要な準備をおろそ

かにしていながら、主の日に立ち得て神のみ前

に生きるにふさわしいものとなるために、『慰め

の時』と『春の雨』( 後の雨 ) とを待っている

のを見た。ああ、わたしは、なんと多くの人々が、

悩みの時に、避け所がないのを見たことだろう。

彼らは必要な準備を怠った。だから、彼らは、

聖なる神の前に生きるのに適したものと彼らを

するために、すべての者が持たなければならな

い慰めを、受けることができなかった」初代文

集 149。(1T187, 5T214 参照 )。

この大いなる祝福を神の民に注がれる前に、調査
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審判をなさるのは、だれがこの祝福を受ける資格が
あるかを調べるためである。この最後の御霊の注ぎ
は、勝利者への宣言のしるしなのである。それは、
誘惑者の計略から永遠に安全なものとなり、仲保者
なしに悩みの時に立つ用意ができたという宣言のし
るしである ( 国と指導者下 196; 初代文集、149、439-
440 参照 )。

すべての罪を告白し、すでに後の雨を受けた者を
調査審判するというのは全く無意味なことだと言え
ないだろうか？調査審判に先立って後の雨を受けな
ければならないとか、今すでに後の雨がふっている
という矛盾した教えが、我々の教会にもまかり通っ
ているのではないだろうか。

いくつか聖句を考察してみよう：

１．使徒行伝 3:19-21

｢ だから、自分の罪をぬぐい去っていただくた

めに、悔い改めて本心に立ちかえりなさい。そ

れは、主のみ前から慰めの時がきて、あなたが

たのためにあらかじめ定めてあったキリストな

るイエスを、神がつかわして下さるためである。

このイエスは、神が聖なる預言者たちの口をと

おして、昔から預言しておられた万物更新の時

まで、天にとどめておかれねばならなかった ｣。

ペテロはここで四つのことを述べている：

①	 悔い改めるならば

②	 罪がぬぐい去られる、

③	 慰めの時がくる

④	 キリストの再臨

すたわち、罪の除去 ( 消し去る - 共同訳 ) と慰めの
時 ( 回復の時―新改訳；活気づける―欽定訳 )。ギリ
シャ語で｢除去する exaleipho(blot out) ＝消し去る｣は ,
新約聖書で二回用いられている。黙示録 3:5 ｢ 勝利を
得る者は、…わたしは、その名をいのちの書から消
す (blot out) ようなことを、決してしない｣。コロサ 2:14 
｢神は、わたしたちを責めて不利におとしいれる証書
を、その規定もろともぬり消し (blot out)、これを取
り除いて、十字架につけてしまわれた｣。この言葉は、

永久に徹底的に消し去るという意味である。

「罪のゆるし ( 使徒 2:38)」と「罪の除去 3:20」は区
別されるべき出来事、あるいは経験である。罪の赦
しはもし罪人がキリストに対する信仰から離れると、
ゆるされたはずの罪は罪人に帰ってくる ( エゼキエ
ル 33:12,13)。

しかし、罪が永久に除去されるということは、実
体の贖罪の日になされることである。

｢ こうして、新しい契約が完全に成就する。『わ

たしは彼らの不義をゆるし、もはやその罪を

思わない。』『主は言われる、その日その時に

は、イスラエルのとがを探しても見当らず、ユ

ダの罪を探してもない』」（エレミヤ 31: 34、

50:20）。

「その日、主の枝は麗しく栄え、地の産物はイス

ラエルの生き残った者の誇、また光栄となる。

そして ････ シオンに残るもの、エルサレムにと

どまる者、すべてエルサレムにあって、生命の

書にしるされた者は聖なる者ととなえられる」

（イザヤ 4: ２,3）。

「調査審判と罪をぬぐい去る働きは、主の再臨の

前に完了しなければならない。死者は、書物に

記録されたことによって裁かれるのであるから、

彼らが調査されるその審判が終わるまでは、彼

らの罪はぬぐい去られることはできない。しか

し、使徒ペテロは、はっきりと、信者の罪は、『主

のみ前からなぐさめ〔原文では refreshing（活

気づけ、回復の意）〕の時が』くる時にぬぐい

去られる。そして、『キリストなるイエスを、神

がつかわして下さる』と言っている（使徒行伝 

3：19 参照、20）。調査審判が終わると、キリス

トは来られる。そして、たずさえて来た報いを、

それぞれの人の行いにしたがってお与えになる

のである」大争闘下 217-218。

この慰めの時—活気づける時－回復の時は、キリ
ストの至聖所における最後のあがない＝罪の除去と
いう働きがなされる時に起こる出来事である。大祭
司キリストが天の記録の書から罪を消すという行為
は、地上の神の宮である信者の記録から罪を除去す
ることで、聖霊によってなされるのである。

コンピュータをしている人は良く分かるはずであ
る。二つのコンピュータを使っていると二つのコン
ピュータ間で ｢同期｣ するという。一つのコンピュー

｜生ける者のさばきと後の雨の関係
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タでしている作業を、もう一つのコンピュータにも
同じ記録を残したり、消したりすることである。メ
インのコンピュータともう一つのコンピュータを「シ
ンクロナイズ、一致させる」という意味である。す
ると二つのコンピュータは同じ文書を共有すること
になる。

地上の教会とは：

真に忠実な個人も、信者の集まりもこの地上にお
ける神の幕屋、聖所、生ける神の宮である。キリス
トの花嫁と聖書は教えている。

｢ 自分のからだは、神から受けて自分の内に宿っ

ている聖霊の宮であって ｣1 コリ 6:19

｢ わたしたちは、生ける神の宮である」2 コリ

6:16。

｢ 神は教会を持っておられる。それは大きい大

聖堂でもなければ、また、国の施設でもない。

また、それはさまざまな宗派でもない。それは

神を愛しその戒めを守る人々である。 『２人あ

るいは３人がわたしの名によって集っている所

にはわたしもその中にいる』（マタイ 18：20）。 

どんなにわずかな者たちであっても、キリスト

がおられるところは、それがキリストの教会で

ある。永遠にいましたもういと高き聖なるお方

のご臨在だけが教会を構成することができるの

である ｣UL 315。

 ｢ 神を愛し神の戒めに従う者たちが２人、ある

いは３人出席しているところには、そこが地球

の荒れ果てた場所であろうと、荒野であろうと、

都市の刑務所の壁で囲われた中であろうと、イ

エスがそこを支配なさる。 神の栄光は刑務所の

壁を貫き、最も暗い地下牢を輝かしい素晴らし

い光で溢れさせてきた。聖徒たちは苦しむかも

しれない。しかし彼らの苦しみは、昔の使徒の

｢世のあがない主によって達成されたことに効果を与えるのはみたま
3 3 3

である ｣3 希望 157。

｢ イエスは天の聖所
3 3 3 3

で奉仕しておられる一方では、いまでもみたま
3 3 3

によって地上の教会
3 3 3 3 3

の奉仕者であ

られる ｣1 希望 194。

生ける者のさばきと後の雨の関係 ｜
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ように、信仰を広め、そしてキリストに魂を勝

ち取って、神の聖なるみ名を崇めるであろう。 

神の義の偉大な道徳的基準を憎む人たちによっ

て表された最も苦い反対は、完全に神を信頼す

る断固とした人々を揺さぶるべきではないし、

また揺さ振らないであろう ｣UL 315.6。

｢ 神の戒めを守り、パンだけで生きず、神の口

から出る一つ一つの言葉で生きている人々は、

生ける神の教会を構成している ｣ スタディーバ

イブル新 542。

｢ 世のはじめから忠実な人々がこの地上に教会

を構成してきた ｣　患難上 3

｢ キリスト教会の型である幕屋―ユダヤの幕屋

はキリスト教会の型であった。…神に忠実、忠

誠である人々で構成されている地上の教会は、

救い主が奉仕しておられる『真の幕屋』である。

この幕屋を高く上げられたところに張ったのは、

人ではなく、神であられた。この幕屋はキリス

トのおからだであり、彼は教会を構成する人々

を東西南北から集められる。…聖なる幕屋は、

キリストを自分の個人的救い主として受け入れ

る人々で築かれる。…キリストは真の幕屋の奉

仕者であり、彼を個人的救い主として信じるす

べての人々の大祭司である（ST 1900 年 2 月 14

日）」スタディバイブル (新 )499。

｢ 地上における神の教会は、天にある神の教会

と一体である。地上の信者と堕落したことのな

い天の住民たちが一つの教会を構成している ｣

教会への勧告上 223。

地上における出来事と天にお
ける出来事はどんな関係があ
るのか？

地上の教会に後の雨が注がれる事件と天における
生ける者の裁きはどんな関係にあるのか？

つまり、天の聖所で大祭司イエスが罪の赦しを宣
言なさると、地上の神の宮、我々の心には良心のと
がめがなくなる。良心の呵責がなくなり、人知では
かり知ることのできない平安に満たされる。天でイ
エスが罪の記録から罪を消し去ると、我々の心から
永久に罪の記録が消されるのである。贖いの日まで
は ｢思い出がよみがえる、罪が思い出される - 新改訳」

｢罪の記憶がよみがえって来る - 新共同訳､ 祥訳聖書」
ヘブル 10:3。

しかし、天の至聖所での罪の
除去がなされると、我々、神
の宮ではどうなるだろうか？

｢ こうして、新しい契約が完全に成就する。『わ

たしは彼らの不義をゆるし、もはやその罪を思

わない。」「主は言われる、その日その時には、

イスラエルのとがを探しても見当らず、ユダ

の罪を探してもない」（エレミヤ 31：34、50：

20）」大争闘下 217。

その時初めて後の雨による大いなる叫びとなって、
しるしと不思議と癒しが伴って御業は速やかに展開
されていく。大争闘下 381-382 参照。

地上の神の民を聖霊が完成したら、それから天に
おいてイエスは聖霊の働きを批准する ( 確認､ 同意）
のだろうか？それとも天においてイエスが宣言され
て、それから地上において聖霊が神のみ言葉を遂行
するのであろうか？我々は、主の祈りに大原則を見
ることができる：「み旨の天になる如く、地にもなさ
せたまえ」。それを逆にしてはならない。まず、天に
おいてなされ、それから地上に起こるということを
忘れてはならない。

使徒 3:20 は、はっきりしている。「それは ( 罪の
除去）、主のみ前から慰めの時が来るため、またあな
たがたのためにあらかじめ定めてあったキリストな
るイエスを、神がつかわして下さるためである」。祥
訳聖書では「それは主の前から回復の〔暑気あたり
のなおる新鮮な空気で再び元気づく〕時が来るため」
となっている。

使徒 3:19-20 は、ヨエル 2 章の預言に基づいている。
ヨエルは実体の贖いの日の二つの出来事を預言して
いた。贖いの日の条件を満たした者に (15 ～ 17）、後
の雨が注がれる (28-32）。

｜生ける者のさばきと後の雨の関係
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２．マラキ 3:1 ～ 3 「見よ、わたしはわが使者

をつかわす。彼はわたしの前に道を備える。ま

たあなたがたが求める所の主は、たちまちその

宮に来る。見よ、あなたがたの喜ぶ契約の使者

が来ると、万軍の主が言われる。3:2 その来る

日には、だれが耐え得よう。そのあらわれる時

には、だれが立ち得よう。彼は金をふきわける

者の火のようであり、布さらしの灰汁のようで

ある。3:3 彼は銀をふきわけて清める者のよう

に座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼

らを清める。そして彼らは義をもって、ささげ

物を主にささげる」。

大争闘下 142 頁を見ると、「契約の使者が来る」と
は、キリストの再臨ではなく、ダニエル 7 章、8 章と
同じように裁きの時に適用している。火をもって清
める火とは、聖霊の象徴である。イザヤ 4:3 「そして
主が審判の霊と滅亡の霊とをもって、 シオンの娘らの汚

れを洗い、エルサレムの血をその中から除き去られ
るとき、シオンに残る者、エルサレムにとどまる者、
すべてエルサレムにあって、生命の書にしるされた
者は聖なる者ととなえられる」。「4 節 - さばきの霊と
焼き尽くす霊 - 欽定訳、新改訳､ 新共同訳」

３．イザヤ 59:20 ～ 60:1( 章の区別は無視して

読んでみよう）：「59:20 主は言われる、『主は、

あがなう者としてシオンにきたり、ヤコブのう

ちの、とがを離れる者に至る』と。59:21 主は

言われる、『わたしが彼らと立てる契約はこれで

ある。あなたの上にあるわが霊、あなたの口に

おいたわが言葉は、今から後とこしえに、あな

たの口から、あなたの子らの口から、あなたの

子らの子の口から離れることはない』と」。

「わたしたちは皆、キリストの
さばきの座の前にあらわれる」
とはどういう意味だろうか？

死んだ者たちは眠っていて、無意識状態なのにど
うして裁きの座の前に現れるのだろうか？生きてい
る者たちは、地上にいるのに、どうして天の法廷で
裁かれるのであろうか？

聖書を見ると神は公平な裁きのために、「かずかず
の書き物」( ダニエル 7:10、黙示録 20:12）を用いられる。
記録の書である。「命の書」、「覚えの書」「罪の記録」
がある。( 大争闘下 212 参照）。

聖書には品性という言葉はない。しかし、ソロモ
ンは、伝道の書 12:7「ちりは、もとのように土に帰り、
霊はこれを授けた神に帰る」と言っている。普通は
この霊は、命の息と考える。しかし、主の僕は、次
のように言っている :

｢ 私たちの個人的な個性は、墓に入った時と同

じ体を構成する物質や素材ではないけれども、

復活の時に保たれている。神の驚くべき御業は

人間にとっては神秘である。人の霊、すなわち

品性は神のもとに返されるがそこで保たれてい

る。復活の時、すべての人には自分自身の品性

がある。神は定められた時に死者を呼び起こし、

生命の息を再び吹き入れ、乾いた骨に生きよと

命じられる。死者は生前と同じ姿になるが、病

気やあらゆる欠陥はなくなっている。同じ個人

的特徴を持った顔かたちをして、再び生きるの

で、友は友を見分ける。自然の中には、死の前

に体を構成していたのと同じ物質を神が与えて

返されるということを示す神の法則はない。神

は義なる死者に、ご自分にかなう体をお与えに

生ける者のさばきと後の雨の関係 ｜
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なるのである」RH1901,6,18

なんとすばらしいことであろう！

私は考えもしなかったが、最近ある牧師の説教を
聞いていた時、なるほどと気がついた。こんな例を
使ったのである。「ジョン・Ｆ・ケネディーが暗殺さ
れる時の光景を見たことがありますか。私もその場
で見たことはありません。しかし、最
近、それを記録映画で見ました。だか
ら事実であると信じることができます
ね。それと同じように、神はすべての
人の記録をＣＤや DVD 
のように記録をお持ちに
な っ て い る。 裁 き の 時
に、死んだ人がいなくて
もそれを再生してそれに
基づいて裁きをなさるの
です」と。テープ、CD、
DVD に正確に記録して
いたなら、何十年経ってもそれに基づいて裁きを行
うことができる。体は死んで朽ちても、つまり、プ
レイヤーは壊れても、DVD さえあれば、また、新し
いプレイヤーを買えば、一切問題はなく再生できる。

死んだ者の裁きは ｢死んで後、裁きを受けること
が定まっている」とヘブル 9:27 にある。今それは、
1844 年以来天で進行中である。では生きている者の
裁きについてはどうだろうか？我々は地上にいるの
にどうして天の法廷に出頭することができるのであ
ろうか？同じ原則である。我々の品性は正確に記録
されている。従って、一日一日どれほど厳粛に生き
なければならないことだろう。

「審判は今、天の聖所において進行中である。長

年にわたって、この働きは続けられてきた。間

もなく－その時がいつかはだれも知らないが－

生きている人々に移る。神のおそるべきみ前で、

我々の生涯が調査されねばならない」大下 225。

｢ 地に住む者で、世の初めからほふられた小羊

のいのちの書に、その名をしるされていない者

はみな、この獣を拝むであろう - 欽定訳」黙示

録 13:8 

｢獣とその像とその刻印｣ を受けるか「生ける神
の印を受けるか」の決断を迫られる法令が出て、全

世界の人に強要される。その時、全人類が真っ二つ
に分離される。それは一人一人の運命を決定する事
件である。その時、「神の裁きの時は来た」( 黙示録
14:7) と宣言され、天で生ける者の裁きが開始される
のである。「今や、まもなく生ける者のさばきという
大いなる働きが始まろうとしている時」に我々は住
んでいる。( ６T130)。

ああ、しかし、神の裁きは「永遠の福音」である（黙
示録 14:6）。なぜなら、神に対する悔い改めとイエス
に対する信仰をもって裁きの座に出頭する者に、永
久的な罪の除去がもたらされるからである。罪が全
く、除去された者たちに大いなる聖霊降下が約束さ
れている。

結論：

神の約束：詩篇 119:126　真の敬虔のリバイバル

これまで考察してきたことで、次のどちらが正し
いだろうか？

｜生ける者のさばきと後の雨の関係

	正	
●	 最後のテスト＝日曜休業令→生ける者の裁き
→罪の除去、後の雨／大いなる叫び

	誤	
●	 後の雨／大いなる叫び→最後のテスト＝日曜
休業令
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日曜休業令の前に、後の雨が降ることはない。素
晴らしい働きをしている人々がいるが、それが聖霊
による働きだとすると、「前の雨＝秋の雨」というべ
きもので、神に栄光を帰すべきものである。

黙示録 18: １の大いなる叫びの大運動は、天で生け
る者の裁きを開始した時に始まる。そしてこの地上
の神の民に後の雨がペンテコステを超える聖霊降下
として実現するのである。

｢ 信仰と敬虔さが一般に衰微したとはいっても、

これらの教会の中に、キリストの真の弟子たち

がいるのである。地上に神の最後のさばきが下

るに先だって、主の民の間に、使徒時代以来か

つて見られなかったような初代の敬虔のリバイ

バルが起きる。神の霊と力が神の子供たちの上

に注がれる。その時、多くの者が、神と神の言

葉の代わりにこの世を愛してきた諸教会から離

れる。牧師も信徒も、多くの者が、主の再臨に

民を備えさせるために神が今宣布させておられ

るこれらの大真理を、喜んで受け入れる ｣ 大争

闘下 190。

神の民は、罪の除去／後の雨の前に ｢人間の布告
に服従するように要求される｣。彼らは、激しい魂の
苦闘を経験する ( ヨエル 2:12-17; 国と指導者下 193 参
照 )。後の雨の前に住んでいる我々は、今セレブレー
ションではしゃぐときではない。

｢ わたしは、深い信仰と苦悶の叫びをあげて、

神に嘆願している人々を見た。彼らの顔は青ざ

め、深い憂いの色を帯びていて、彼らの内的苦

闘を表していた。その表情には、堅忍不抜の精

神と非常な熱心さとがあらわれていた。彼らの

額からは、大きな汗のしずくが落ちた。彼らの

顔には、時々、神の嘉納のしるしが輝くのであっ

たが、また、元の同じ厳粛で熱心と憂慮に満ち

た表情にもどるのであった ｣　初代文集 437。

日曜休業令という最後のテストで震われた後の神
の民の姿を主の僕は次のように描写している :

｢ 天使は、『聞きなさい』と言った。やがて、わ

たしは、多くの楽器が、完全に調和して、美し

い音楽をかなでているのを聞いた。それは、わ

たしがこれまでに聞いたこともない美しい音楽

で、恵みと憐れみに満ち、高尚で聖なる喜びに

あふれていた。それは、わたしの全身を感動に

震わせた。天使は『見なさい』と言った。する

と、わたしは前に大いにふるわれるのを見たそ

の一団の人々に注目した。わたしは、前に涙を

流し、苦悶しているのを見たその人々を見せら

れた。彼らの回りの守護の天使は、２倍に増や

された。そして人々は、頭から足まで、武具を

まとっていた。彼らは、兵卒の隊のように、規

律正しく動いた。彼らの顔は、彼らの耐えてき

た激しい争闘と経てきた苦悶とを表していた。

しかし、彼らの容貌は、激しい内的苦悶のあと

があったとはいえ、今は、天の光と栄光に輝い

ていた。彼らは、勝利を得た。そして、彼らは、

深い感謝にあふれ、聖なる喜びにみたされてい

たのである。

この一団の数は減少していた。ある者は、ふる

い落とされて、途中に残された。勝利と救いを

尊んでそのために忍耐強く嘆願し苦悩した人々

に加わらなかった不注意で無関心な人々は、そ

れにあずからず、暗黒のうちに取りのこされた。

そして、彼らの場所は、真理を信じて隊列に加

わる人々によって、直ちに補充された。悪天使

たちは、なお彼らの回りにつめ寄ったが、彼ら

に打ち勝つ力はなかった。

わたしは、武具をまとった人々が力強く真理を

語るのを聞いた。それは効果的であった。多く

の人々が縛られていた。夫に縛られていた妻も

あれば、親に縛られていた子供もあった。真理

を聞くことを妨害されていた心の正しい人々は、

今、熱心に真理を自分たちのものにした。親族

を恐れる気持ちは全くなくなった。そして、真

理だけが彼らの前で高められたのである。彼ら

は、飢え渇くように真理を求めていた。真理は、

生命よりも愛すべく尊いものであった。わたし

は、何がこのような大きな変化をもたらしたの

かをたずねた。『それは後の雨、主のみ前からの

慰め、第三天使の大いなる叫びである』と天使

は言った」初代文集 439-440。

偽のリバイバル

｢ 魂の敵は、この働きを妨害しようとする。そ

して、こうした運動が起こる前に、偽物を提示

することによってそれを妨害しようとする。彼

は、自分の欺瞞 ( ぎまん ) の力のもとに置くこ

とのできる諸教会において、神の特別な祝福が

注がれているかのように見せかける。大いなる

宗教的関心と思われるものが現れる。多くの人々

は、神が彼らのために驚くべきことをしておら

れると喜ぶが、それは、別の霊の働きなのである。

宗教的装いのもとに、サタンは、キリスト教世

界に自分の勢力を広げようとする」同上 190-

191。

生ける者のさばきと後の雨の関係 ｜
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私たちは神の宮

「だから、彼らには譬で語るのである。それ
は彼らが、見ても見ず、聞いても聞か

ず、また悟らないからである。こうしてイザヤの
言った預言が、彼らの上に成就したのである。『あ
なたがたは聞くには聞くが、決して悟らない。見
るには見るが、決して認めない。・・・あなたが
たによく言っておく。多くの預言者や義人は、あ
なたがたの見ていることを見ようと熱心に願った
が、見ることができず、またあなたがたの聞いて
いることを聞こうとしたが、聞けなかったのであ
る』」（マタイ 13：13,14,17）。

イエス様は、ご自分の説教を聞いている人々に
向かって、「過去の多くの預言者と義人たちが、ど
れほど見ようと思っても見られなかったことを、
今あなたたちは見ている。熱心に聞こうと願った
けれども、聞けなかったことを、あなたがたは聞
いている。ところが、そのあなたがたは、それを
悟ることができない」と言って嘆かれました。

生れて１歳と７カ月で、見る事、聞くこと、
話すことができなくなったヘレン・ケラー

は、「すべての人が、3 日間だけでも私のように、
見えず、聞こえず、 話せない経験を持ったら、今
まで悟ったよりもっとたくさんの事を悟るように
なるでしょう」と言いました。

私たちは、生まれた時から聞こえていて、いろ
いろな音や声を聞いているために、その中のどれ
が本当に大切な声なのか、聞いていないかもしれ
ません。たくさんの物を見ているために、見なけ
ればならないものを見ていないかもしれません。

今日、多くのクリスチャンたちが、この世
の楽しみを求め、仕事や事業に熱中し、

お金儲けに忙しくして、「ああ、私は子供たちを
教育して、食べさせていかなければならないから、
神様と個人的に交わる時間がもてません」と言っ
ています。また、「私はお祈りします。聖書も読
んでいます。しかし、 祈っても何も変わりません。
いくら努力してもすぐ失敗します」と言っていま
す。

祈っても、 御言葉を読んでも変化が見られない
理由は、真理の切れ端だけしか掴んでいないから
です。人々が、生活にあくせくしていて、生きる
ことに必死になって、残りのほんのわずかな時間
しか神様に差し上げることがないとしたら、これ
では、 いつイエス様が再臨されて、地上の歴史を
終えられるでしょうか？ 「もしわれわれが世俗の
ことに心を奪われているならば、主は、金、家屋、
肥えた土地などの偶像を、われわれから取り去る
ことによって、われわれに（祈る）時間をお与え
になるかもしれない」という言葉があります。(『各
時代の大争闘』下 396)

「そして、イスラエルについては、『わたしは服
従せずに反抗する民に、終日わたしの手を差し伸
べていた』と言っている」（ローマ 10：21）。

神様が私たちのために、手を差し出して、
招待しておられるみ声を聞いたことがあ

りますか？背信するイスラエルの民のために、絶
えず訴えておられるみ声を、聞いていますか？

｜ 主の幕屋の中へ

ソン ・ ケムン　韓国 SOStv 主幹

主の幕屋の中へ
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イエス様は最後の晩餐の席について、パンを与
えて、「食べなさい」と言われました。「このパン
を食べなさい。このパンは私の体です。これは永
遠の生命を与えるパンです」と 語られただけでな
く、実際に十字架で、ご自分の身体を差し出して
下さいました。キリストは、この地上に、食べら
れるために来られました。キリストが生まれた場
所であるベツレヘムとは、ベツ = 家、 レヘム = パ
ン、つまり “パン屋” という意味です。 人間に、
真の命を与えるためにパンになろうと、パン屋で
生まれました。人間が、そのパンを食べるならば、
永遠の生命を得るようになることを知って、食べ
られるために生まれて、食べられて、命を終えら
れました。

私たちは今、自由に聖書を読めて、願うだ
けでみ言葉が聞ける、こんなにも良い時

代に生きています。ところが私たちは、聖書の中
から本当のイエス様の声を聞き、命のパンを食べ、
豊かに養われているでしょうか？ 私たちの霊的生
命は、もう何か月も命のパンを食べていないかの
ように、やせ細っているのではないでしょうか！
命のパンは、すぐそばにあるのに、どうしてその
ような状態になったのでしょうか。

神様の訴えにも限界があります。定められた終
わりの時があるのです。その終りが来る前に、キ
リストを完全に食べる経験、私たちが神様の宮に
なる経験が必要です。

神様が、イスラエルに聖所を作るように命
じられた時、何のために作りなさいと言

われたでしょうか？

「また、彼らにわたしのために聖所を造らせな
さい。わたしが彼らのうちに住むためである」（出
エジプト記 25：８）。主が「彼らのうちに住む」
ためと言われました。

なぜ、人間と住まれることを望まれたので
しょうか？ 

「また、その所でわたしはイスラエルの人々に
会うであろう。幕屋はわたしの栄光によって聖別
されるであろう。わたしは会見の幕屋と祭壇とを
聖別するであろう。またアロンとその子たちを聖
別し、祭司としてわたしに仕えさせるであろう。
わたしはイスラエルの人々のうちに住んで、彼ら

の神となるであろう。わたしが彼らのうちに住む
ために、彼らをエジプトの国から導き出した彼ら
の神、主であることを彼らは知るであろう。わた
しは彼らの神、主である（出エジプト記 29：43
～ 46）。

私たちは神様の宮になるべきなのです。 聖所が
建てられた目的は , 単純に彼らの群れの中におら
れるためとか、 イスラエルの陣営の中心にただ幕
屋を用意することではありませんでした。イスラ
エルの民は、単純にそのように思っていました。
聖所の真の目的を忘れてしまったのです。幕屋を
造って、イスラエルの陣営の中に建てておくだけ
で、彼らは満足していました。神様が、彼らのう
ちに住まわれるとは、そのようなことだと思って
いました。

今日も同じです。 多くの人は、教会が近く
にあって、毎週出席していることで、満

足しながら暮らしています。 聖書が身近にあるこ
とで、満足しています。聖書が机の上に置かれて
いたり、いつでも取り出して読める本棚に並んで
いることで満足しています。真理に関する本が、
書棚にぎっしり詰まっていれば、十分だと思って
います。教会の役をしたり、奉仕をしていること
で満足しています。真理の教会にいて、真理の知
識を学んだことがある、と言うことで満足してい
ます。

毎日のいけにえや、供え物を捧げること、
奉仕する祭司たちがいて、最高の材料を

用いて造られた、イスラエルの陣営の中心に立っ
ている聖所 ! しかしこれが聖所のすべてではあり
ません。

このような施設を備えさせられた目的は何だっ
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たのでしょうか？それは、イスラエルから、罪を
消滅させるためだったのです。それによって、イ
スラエルの民を清く尊い神の民とするためだった
のです !

幕屋の制度と罪の処理

神様は、イスラエルの人々に対して、罪を
どのように処理なさるのかを幕屋の制度

を通して教えられました。「イスラエルの人々に
言いなさい、『もし人があやまって（罪を犯し）、
主のいましめにそむいて、してはならないことの
一つをした時は次のようにしなければならない』」

（レビ記４：２）。

そして次に、祭司、全会衆、部族長、民がどの
ようにして罪から清められるのか、その方法が細
かく指示されています。

＊祭司が罪を犯した時　: 雄牛の血を幕屋の
前に七度注ぎ、次に香壇の角に塗って、 残っ

た血は燔祭の祭壇のもとに注ぐ。腎臓と内臓をお
おう脂肪は燔祭の祭壇で焼く。残りの子牛は陣営
の外で焼き捨てる。

＊会衆が罪を犯した時　: 祭司の場合と同じ
( 会衆の長老たちが雄牛の頭に手を置く )。

＊部族長　: 雄山羊の血を、燔祭の祭壇の四
すみの角に塗り、残りは燔祭の祭壇のもと

に注ぎ、脂肪は焼く。 

＊一般の人　: 雌山羊の血を燔祭の祭壇の角
に塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注

ぎ、脂肪は焼く。

ここで、一般個人が罪を犯した時には、次の
ような規定がありました。

「もし子羊を罪祭のために供え物として連れて
くるならば、雌の全きものを連れてこなければな
らない。その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる
場所で、これをほふり、罪祭としなければならな
い。そして祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭
の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく
祭壇のもとに注がなければならない。またそのす

べての脂肪は酬恩祭の犠牲から子
羊の脂肪を取るのと同じように取
り、祭司はこれを主にささげる火
祭のように祭壇の上で焼かなけれ
ばならない。こうして祭司が彼の
犯した罪のためにあがないをする
ならば、彼はゆるされるであろう」

（レビ記 4：32 ～ 35）。

それから、年に一度、「贖い
の日」がありました。七

月十日、年に一度だけ大祭司は、
至聖所に入りました。その日は何
を贖ったのでしょうか？

「彼は至聖所のために、あがな
いをなし、また会見の幕屋のため
と、祭壇のために、あがないをな
し、また祭司たちのためと、民の
全会衆のために、あがないをしなければならない」

（レビ記 16：33）。何を贖ったでしょうか？すべて
です！

この至聖所での奉仕は、イスラエルの罪を赦
すばかりでなく、象徴的に幕屋の中へ携え

いれられた、あらゆる罪を除去するためにありま
した。

「神の掟」の中の一つでも犯したなら、贖いの
犠牲を通して、罪を赦して頂かなければなりませ
んでした。人間は、罪のために神様と離れてしま
いました。この聖所の奉仕を通して、人は神様と
また一つになることができました。

彼らが持って来た犠牲の供え物は、神様が供え
て下さった、キリストの犠牲を信じて、罪からの
赦しを受けられることをあらわしていました。こ
のようにして神様と和解して、神様が彼らのうち
に住まわれることが可能になったのです。

幕屋の制度を通して、神様は、一人ひとり
の心に住まわれ、その心と生涯が、聖く、

汚れもなく、悪から遠ざけられることを計画して
おられました。幕屋をイスラエルの陣営の中に置
かれたということは、まさに、神様が各個人の心
にも、そのように住むことを願っておられたとい
うことなのです。

｜ 主の幕屋の中へ
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しかし、イスラエルは、こ
の真理を悟ることができ

ませんでした。陣営の中にある
幕屋に神様がおられる、そのこ
とだけを考えて満足していたか
らです。各人の生涯において、
神様が心に住まれるという真理
に、至ることができませんでし
た。したがって、彼らの礼拝は、
心からのものではなく、形式だ
けのものであって、彼らの生涯
においても、罪からの解放はな
く、真の清めを受けることはで
きませんでした。そのために、
エジプトから連れ出されては来
ましたが、全員、荒野で死ぬこ
とになりました。

エジプトから出て来ても、悟ることができな
かった ! 聖所が彼らの中にあっても、悟る

ことができなかった !・・・ 他人の話ではありま
せん。私たちもまた、罪の世界、バビロンから出
てきたにもかかわらず、荒野でさ迷い、天国を失
うことになるかも知れないのです！

  カナンの地に入るならば、大丈夫でしょうか？
カナンの地に入った人々でも、同じく過ちを

犯しました。たとえ私たちが、バビロンから出て
清い教会に入ったとしても、問題が生じてしまう
ことがあります。それはただ、神様が幕屋におら
れることを信じているだけで、聖所の奉仕の目的
が、神様ご自身が、彼らの心に住まれることであ
るという真理を理解し、体験していなかったこと
と同じです。真理の知識を持っていることで満足
して、真理そのものを体験することができない状
態です。そのため多くの人は、罪の問題に根本的
な解決をすることができないのではないでしょう
か。これは、ただイスラエルの話だけでしょうか？
あなたのことではないでしょうか？

敗北したイスラエル

『サムエル記』上４章には、イスラエルが
ペリシテ人との戦いで敗れ、およそ

四千人の民が死んでいったことが記されていま
す。そこで、イスラエルの長老たちは、彼らの敗
北の理由は、契約の箱が一緒になかったからだと
言って、シロにある契約の箱を戦地に持って来る
ように命じました。彼らは、神の箱を担いでいる
時に、ヨルダン川を渡って来た事や、エリコの城
壁を奇跡的な方法で攻め落としたことなど、神様
の偉大な力を思いながら、神の箱さえあれば勝つ
ことができると思っていたのです。

しかし、神の箱そのものには、何の力もあり
ませんでした。神の箱の力は、その中に

ある神様の律法に服従することにあるということ
を、彼らは悟ることができませんでした。祭司エ
リの二人の子、ホフニと、ピネハスは、聖なる神
の箱と共にいる祭司でしたが、神様の律法を犯す
者たちでした。この罪人たちが、神の契約の箱を
イスラエルの陣営に護送して来ました。 その時、
イスラエルの兵士たちは、力が回復して、勝利す
ることを信じて大喜びしました。

「主の契約の箱が陣営についた時、イスラ
エルびとはみな大声で叫んだので、地

は鳴り響いた。ぺリシテびとは、その叫び声を聞
いて言った、『ヘブルびとの陣営の、この大きな
叫び声は何事か』。そして主の箱が、陣営に着い
たことを知った時、ぺリシテびとは恐れて言った、

『神々が陣営にきたのだ』。彼らはまた言った、『あ
あ、われわれはわざわいである。このようなこと
は今までなかった。ああ、われわれはわざわいで
ある。だれがわれわれをこれらの強い神々の手か
ら救い出すことができようか。これらの神々はも
ろもろの災をもってエジプトびとを荒野で撃った
のだ。ペリシテびとよ、勇気を出して男らしくせ
よ。ヘブルびとがあなたがたに仕えたように、あ
なたがたが彼らに仕えることのないために、男ら
しく戦え』。こうしてペリシテびとが戦ったので、
イスラエルびとは敗れて、おのおのその家に逃げ
て帰った。戦死者はひじょうに多く、イスラエル
の歩兵で倒れたものは三万であった。また神の箱
は奪われ、エリのふたりの子、ホフニとピネハス
は殺された」（サムエル記上 4：5 ～ 11）。

神の箱が、近くにあるということに力があ
るのではありませんでした。聖なる神の

箱の中にある、神様の律法に服従するか、しない
かという事によって、祝福を得るか、呪いになる

主の幕屋の中へ ｜
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かが分かれるということを、イスラエルの民は、
悟ることができなかったのです。同じように、た
だ教会に属していれば安全だ、この真理の教会が
私たちを救ってくれるはずだと、虚しい妄想に捕
らわれている人が、思ったより多くいます !

イスラエルの民が、神様の戒めを犯して悪を
行う時、 神様は彼らを救うために、苦難に

あうようにされました。そのために、神の箱が異
邦人に奪われることを許されました。そうして、
民の一人ひとりが、神様を求めて、神様との個人
的な関係を築き、神様が、信じ従う者と共におら
れるということを、体験するようにされました。

聖所の目的

その後、ダビデが聖所を回復し、ソロモンが
宮を建てました。このことによって、イス

ラエルの民には、明るいきざしが見えてきました。
しかし、外見的には豪華で、美しさを極めた宮で
したが、そこに神様はおられませんでした。最後
のよりどころだったソロモンさえ、心に神様を宿
すという経験を持つことができず、偶像崇拝の種
をあちこちに蒔く者になってしまいました。ソロ
モンの後、イスラエル王国は、北と南に分裂して
しまったのです。神の民が分裂するという、異常
なことが起きたにもかかわらず、イスラエルの民
は、神様に帰ることはありませんでした。宗教の
形式だけが盛んになり、悪がどんどん増加してい
きました。その結果、神様は、北のイスラエル王
国に対して、預言者アモスを通じて大きく叫ばれ
たのです。

アモス書 5 章 21 ～ 24 節を、わかりやすく言い
換えて読んで見ます。

「わたしはあなたがたのうわべの飾りや外
面の誇りを好まない。あなたがたは、

宗教の行事を行い、荘厳な集会を開いて私に仕え
ると言うが、そのような偽善を喜ばない。あなた
がたが焼いて捧げるいけにえや、感謝の捧げ物の
穀物を、わたしは受け取らない。肥えたいけにえ
を食卓の上に並べるが、私は見たくもない。あな
た方の賛美や歌を、今すぐ止めなさい。わたしに
は騷音と同じだから。あなたたがたが、いくら美

しい音楽を演奏して
も、自分の声や技術
を誇るような、あな
たたちの音楽を聞き
たくない。わたしが
見たいのは、川の流
れのように正義が全
地を覆い、激流のよ
うに善行がこの地に
広がることである !」

「宮があなたが
たの中にあ

る目的は、供え物を持って来て捧げるためではな
く、わたしがあなたがたの中におり、あなたがた
と共にいることを願ったということである」。神
様は、このように語っておられたのでした。 

しかし、やがて、南王国ユダにも、イザヤを通
して同じ訴えをしなければならない状況になりま
した。イザヤ 1 章 10 ～ 17 節も意訳して読んでみ
ます。

「あなたがたイスラエルの指導者たちよ、
しっかり聞きなさい。ソドムとゴモラ

の人々と、あながたとの違いは何であるか？神様
の言葉をはっきり聞きなさい ! 主があなたがたに
語られる言葉をきちんと聞きなさい ! 神様は語ら
れる。『わたしはあなたがたが捧げるいけにえの
供え者がうとましいのだ。これ以上そんなもの
を、わたしの所に持って来ないでほしい。あなた
がたが捧げる、肥えた雄羊にあきてしまった。あ
なたがたが捧げる供え物の血は、見るのも嫌だ。
犯した罪を心から悔い改めていないのに、誰があ
なたがたの犠牲の供え物を受け取ることができよ
うか？あなたがたが、私の前に捧げる香も、私に
は悪臭であるだけだ。あなたがたが、新月や、エ
ホバの諸安息日や、その他の聖日に集まって行う
断食の祈りなどは、いくら敬虔な集まりのようで
あっても、心を見る私にとっては、すべて詐欺行
為にしか見えない。

わたしは、そのようなものを捧げなさいと命
じたことはない。これ以上関わりを持ちた

くない。誰があなた方に、そのようなものを持っ
て来なさいと頼んだのか？私はそれらを全部憎
む。私はそんなものなど、見るのも耐えられない。

｜ 主の幕屋の中へ
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これからは、あなた
がたが天に両手を広
げて祈っても，わた
しは、見ないし、聞
くこともしない。あ
なたがたが多く祈っ
たとしても、わたし
は耳をかさない。大
勢の人を殺したあと
で、その手を上げて、
またわたしにお祈り
するなんて ! 身を洗
いなさい。きれいに

洗いなさい。私の目の前で悪を行わないようにし
なさい。これからは、悪事をやめなさい。これか
らは正しい事を学んで行いなさい。正義を実践し
なさい。しえたげられている人たちを解放してあ
げなさい。孤児たちの悲しみと、やもめたちの恨
みを晴らしてあげなさい』」（イザヤ 1:10 ～ 17）。

神様は、「聖所の目的は他にある。あなたが
たが捧げるものは、ただ動物の死骸に過

ぎない。そのようなものはいらない。それを望ん
ではいない。わたしが聖所を通して、あなた方の
中に住む理由は、あなたがたが聖であってほしい
からである。私が聖なるものであるように、あな
たがたも聖なる者となりなさい」と訴えておられ
ました。

しかし、このような神様の願いを、イスラエル
は聞き入れませんでした。その結果、彼らは、自
分たちの罪の実を刈り取り、遠い他国へ捕虜とし
て連れて行かれました。そして、約束の地は、荒
れ果ててしまいました。

イスラエルの民は、聖所の儀式を行い、礼拝
を捧げていましたが、それは、ただの形式

だけで、その奉仕の目的を完全に見失っていまし
た。聖所の奉仕の目的は何だったでしょうか。そ
れは、神様が一人ひとりの心に臨在し、品性を改
革して、聖にすることでした。その本来の目的を
見失うことによって、形式はますます立派になり
ましたが、民の心はますます悪に傾いて行ったの
です。心が改革されないまま行われる、どんな立
派なお祈りも、多額の献金も、賛美も、神様の前
には、やかましいシンバルとしか思われないよう
になりました。

ねじ曲がった民の救い

このような状況の中で、神様は、エレミヤを
通してこう語られました。

「主からエレミヤに臨んだ言葉はこうである。
『主の家の門に立ち、その所で、この言葉をのべ
て言え、主を拝むために、この門をはいるユダの
すべての人よ、主の言葉を聞け。万軍の主、イス
ラエルの神はこう言われる、あなたがたの道とあ
なたがたの行いを改めるならば、わたしはあなた
がたをこの所に住まわせる。あなたがたは、“こ
れは主の神殿だ、主の神殿だ、主の神殿だ” とい
う偽りの言葉を頼みとしてはならない。もしあな
たがたが、まことに、その道と行いを改めて、互
いに公正を行い、寄留の他国人と、やもめをしえ
たげることなく、罪のない人の血をこの所に流す
ことなく、また、ほかの神々に従って自ら害をま
ねくことをしないならば、わたしはあなたがたを、
わたしが昔あなたがたの先祖に与えたこの地に永
遠に住まわせる」（エレミヤ７：１～７）。

しかし、イスラエルは、聖所とその奉仕に対
する神様の大きな目的が、自分たちを通

して成就されるようにするどころか、むしろ、そ
の目的を完全に曲解させました。聖所の奉仕を通
して、神様は、どれほど彼らの心に住むことを願
われ、どれほど彼らを聖なる品性に変えて、彼ら
をこの世にあって、ご自分の「宝の民」（申命記
26：18）としたいかと願われましたが、彼らはそ
れに失敗してしまいました。むしろ、自分たちの
罪を手軽に赦し、汚れた行為を隠す手段として利
用するだけでした。

そのため、さらに、エレミヤを通して、過ちか
ら救い出し、聖所とその奉仕の、ほんとうの意味
と目的を悟るように切に訴えられました。　　

「見よ、あなたがたは偽りの言葉を頼みと
しているが、それはむだである。あな

たがたは盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バア
ルに香をたき、あなたがたが以前には知らなかっ
た他の神々に従いながら、わたしの名をもって、
となえられるこの家に来てわたしの前に立ち、『わ
れわれは救われた』と言い、しかもすべてこれら
憎むべきことを行うのは、どうしたことか。わた

主の幕屋の中へ ｜
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しの名をもって、となえられるこの家が、あなた
がたの目には盗賊の巣と見えるのか。わたし自身、
そう見たと主はいわれる。わたしが初めにわたし
の名を置いた場所シロへ行き、わが民イスラエル
の悪のために、わたしがその場所に対して行った
ことを見よ。主は言われる、今あなたがたはこれ
らのすべてのことを行っている。またわたしはあ
なたがたに、しきりに語ったけれども、あなたが
たは聞かず、あなたがたを呼んだけれども答えな
かった。それゆえわたしはシロに対して行ったよ
うに、わたしの名をもって、となえられる家にも
行う。すなわちあなたがたが頼みとする所、わた
しがあなたがたと、あなたがたの先祖に与えたこ
の所に行う。そしてわたしは、あなたがたのすべ
ての兄弟、すなわちエフライムのすべての子孫を
捨てたように、わたしの前からあなたがたを捨て
る。あなたはこの民のために祈ってはならない。
彼らのために嘆き、祈ってはならない。またわた
しに、とりなしをしてはならない。わたしはあな
たの求めを聞かない」（エレミヤ７：８～１６）。 

さあ、これほどまでにねじ曲がってしまった
民を、どのように教えることができるで

しょうか？どのようにしたら救うことができるで
しょうか。もはや、破滅以外に他の救済方法はあ
りません。

事業が倒産するとか、家族に問題が起きると
か、健康に問題が起きるというような方法以外に、
人々が正気を取り戻す方法は、ありません。その
ような方法でも、彼を振り返らせることができな
いとしたら、もう仕方がありません。永遠の滅亡
に向かって進んでいくことしか残されていませ
ん。

結局、エルサレムの場合は、城壁が異邦人の包
囲を受けて陥落し、神殿は破壊されました。エル
サレムは灰となり、多くの民はバビロンへ虜とし
て引かれて行きました。

≪真面目な、教会執事を努めていたあるご夫婦
は , 神様を信じる人でしたが、趣味の旅行に明け
暮れ、神様が与えられた目的を理解することなく、
心に本当の満足感もないまま過ごしていました。
心の寂しさを満たすために、あれこれやってみた
結果、最後に、全ての財産を失って、目の前には
莫大な借金だけが残ってしまうような試練にあっ

て、やっと正気を取り戻し、
真剣に神様を求めるようにな
りました。その結果、心を変
えて下さる神様の恵みを体験
し、すべてが神様の恵みであっ
たと告白しました。≫

エルサレムの崩壊から
70 年後、 神様は、イス

ラエルをバビロンの捕囚から
帰ることができるようにされ
ました。その時、イスラエル
は謙遜にされ、改革された民
でした。神殿を再建して奉仕
する意識を回復しました。と
ころが、しばらくたつと、再
び背教が起こりました。全く
同じような事が繰り返された
のです！

聖所が指し示す方

やがて、聖所とその奉仕の中心であられるイ
エス様が、ご自分の地へ来られた時、イス

ラエルの民は、昔と同じで、少しも変わっていな
い状態でした。心の中では、キリストを迫害して
殺そうと思うほどでしたが、人々からは、敬虔な
人物に思われるように、異邦人であるピラトの宮
廷の入り口を、越えないように気を付けていまし
た。

民に対してなされる神様の訴えは、昔も今も少
しも変わりはありません。 各々の生涯において、
聖所の本当の意味を見つけ出し、彼らを倒した致
命的な傷から解放され、そのような罪を、二度と
繰り返さないことを願われました。

聖所が示している大きな目的は、神様が聖
所に臨在されるように、各々のうちに住

まれることでした。聖所におられる神様が聖であ
られるように、人が聖なる者となり、真に生きて
おられる神様の住まいになって、神様がその人を
通して、すべてのみ業を行いたいと思われたので
した。

「わたしは幕屋をあなたがたのうちに建て、心
にあなたがたを忌みきらわないであろう。  わた

｜ 主の幕屋の中へ
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しはあなたがたのうちに歩み、
あなたがたの神となり、あな
たがたはわたしの民となるで
あろう」（レビ記 26：11,12）。 

これが聖所の奉仕の結果
です。この思想は新約

時代も変わりありません。

「あなたがたは知らないの
か、自分のからだは、神から
受けて自分の内に宿っている
聖霊の宮であって、あなたが
たは、もはや自分自身のもの
ではないのである。あなたが
たは、代価を払って買いとら
れたのだ。それだから、自分
のからだをもって、神の栄光
をあらわしなさい」（第一コリ
ント 6：19,20）。

「あなたがたは神の宮であって、神の御霊が自
分のうちに宿っていることを知らないのか。もし
人が、神の宮を破壊するなら、神はその人を滅ぼ
すであろう。なぜなら、神の宮は聖なるものであ
り、そして、あなたがたはその宮なのだからであ
る」（１コリント 3：16,17）。

しかし、新約聖書時代の多くの人々も、相変
らずこの真理を知ろうとしませんでした。

心が新たにされることを願いませんでした。聖所
の本当の目的が、彼らの中に成就して、神様が、
彼らのうちに住まれるようになることを願いませ
んでした。そして、この真実の道を教えて下さる
ために、親しく身近に来られた方を拒みました。
それゆえ、また、破壊以外に彼らの救済方法はあ
りませんでした。再び、彼らの都は異邦人が占領
し、神の宮は燃え尽き、人々は、捕虜になって散
らされて、結局「もろもろの国民のうちに、さす
らい人と」（ホセア 9：17）なったのでした。

私たちの人生において、時には神様が介入
されて、事業に失敗したり、子供たちが

問題を起こしたり、人間関係や健康問題において
問題が生じることが起きてきます。そのような問
題を通して、私たちは、自分の不信仰を悟り、神
様のもとへ帰って行きます。そして、そのような

問題が、私を生かすための神様の特別な恵みの働
きであることが分かります。ではその後、私たち
は、自分の聖所を正しく回復したのでしょうか？
私たちは、時間がたつと、いつの間にか、そのよ
うな問題があったことを忘れて、形式的になり、
見せかけだけの信仰に陥ってしまっていることは
ないでしょうか。聖所の目的と意味を忘れて、義
務的な信仰生活を繰り返してしまっていることは
ないでしょうか。そのようなことを繰り返してい
るとすれば、もはや、破壊以外には他の救いの方
法が全然ない、そのような状態にいるのかもしれ
ません。

人は、ほんの少し愛の鞭を受ければ、我に
返って真剣になりますが、しばらくする

と、再び汚れにふけってしまうのです。そのよう
なことでは、もはや、皆さんを救う方法が他に全
くありません。その時は、永遠に見捨てられる、
辛い結果が待っているだけです。

信仰と中毒との違い

カール・マルクスは、宗教は阿片だと非難し
ました。宗教も誤ると中毒になることがあ

るのです。今私たちは、宗教中毒を抜けているで
しょうか？真の信仰を持っていることと、中毒は
確かに違います。しかし、私たちは正しい信仰生
活を送ることと、中毒との見分けが、できない時
がしばしばあります。

イエス様を信じるということは、全人格的な
成熟を意味します。真実の信仰生活を送る

人であるならば、人格的な変化がもたらされるは
ずです。私の中で神様の形が回復することが信仰
です。失われた神様の形を、回復する作業が信仰
です。そこで、中毒ではない信仰生活をするとす
れば、まず、人格の変化が起きなければなりませ
ん。イエス様に似ていなければなりません。それ
こそが本当の信仰です。

一方、信仰中毒に侵された人は、熱心に祈
れば祈るほど、自分の義を誇るようにな

り、　聖書を熱心に読めば、人を批判する目だけ
が肥えて、高ぶっていきます。そして、相手が自
分の標準に達していないと、それを言ってあげな

主の幕屋の中へ ｜
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いと、気が済まないようになります。教会での奉
仕においても、自分が中心になって取り仕切って
いないと、気が済みません。毎日、決まった時間
に聖書を読んだり、お祈りしたりしているのに、
見るからに近寄りがたい怖い雰囲気を持った人。
自分だけが忙しく働いているのに、他の人と和合
しない人。教会の中の姿と、外での姿が全然違う
人。自分の熱心が、本当に人のため、教会のため
になっているのか、それともただ邪魔をしている
のか、全然気付きもしない人。 教会の中で、いい
役割を争う厚かましい人々が、まだたくさんいま
す。

イエス様は、自尊心を傷つけられた時、一度
も腹を立てられませんでした。他の人が

言った一言で、どうしてあれほどまでに傷つくの
か、腹を立てるのか、これらすべてのことは、自
分が真に死ぬ経験をしていないためです。完全な
燔祭のいけにえとして、捧げられなかったためで
す。

口を開けば、十字架とかイエス様なのに、心
の中には、罪の問題を抱え、真の安息と平

安を楽しむことができなくて、いつも罪に引っ張
られている、そのような状態を中毒と言います。
フロイドが宗教を「強迫神経症の一つ」と嘲笑し
たことも、そのような理由からではないかと思い
ます。

ところで、中毒には、関係中毒と物質中毒が
あります。私たちは、よく中毒と言えばお

酒、タバコ、麻薬のような、物質による中毒のこ
とを考えますが、それに劣らず恐ろしいのが関係
中毒です。宗教中毒は、関係中毒の代表的なもの
と言えるでしょう。宗教中毒患者の代表はパリサ
イ人です。彼らほど神殿儀式や規則に忠実な人々
はいませんでした。彼らほど聖書の知識を持って
いる人はいませんでした。しかし、その彼らが、
神殿が指し示す方、イエス様を殺したのです。

私たちも、気をつけないと、彼らのように
なってしまう可能性があります。聖書を

読み、お祈りをし、献金や奉仕活動をしていなが
ら、心にイエス様を宿していないことがあり得る
のです。そして、最後の時になって、「あれもし
ました、これもしました」と言いながら、イエス
様からは、「わたしはあなたがたを全く知らない」

（マタイ 7：22,23 参照）と言い渡されてしまうよ

うな、一方通行の愛しか表すことができないので
す。このような、ひとりよがりの、宗教中毒患者
にならないように、私たちは、イエス様との深い
交わりを創っていきたいと思います。

「兄弟たちよ。そういうわけで、神のあわれみ
によってあなたがたに進める。あなたがたのから
だを、神に喜ばれる、生きた、聖なる供え物とし
てささげなさい。それが、あなたがたのなすべき
霊的な礼拝である。あなたがたは、この世と妥協
してはならない。むしろ、心を新たにすることに
よって、造りかえられ、何が神の御旨であるか、
何が善であって、神に喜ばれ、かつ全きことであ
るかを、わきまえ知るべきである（ローマ 12：1,2）。

聖所の儀式において、神様は不完全な、傷
のある捧げものは受け入れられませんで

した。神様は私たちの 80% の献身を受け入れら
れません。99% でもだめです。完全な献身が必要
です。犠牲の供え物は、捧げられたすべてが焼か
れました。全部でなく、ある部分はとっておくと
いうことはできませんでした。私たちは神様に、
自分自身のすべてを差し出さなければなりませ
ん。私という人間の全体を、神様にお捧げしなけ
ればなりません。

皆さんの聖所はどうでしょうか？本当に聖
所で行なわれるキリストの働きを通して、

皆さんのうちに、神様が住んでおられるでしょう
か？神様が私のうちに住み、私のうちで働きを行
い、神様は私たちの神になられ、私たちは神の民
となっているでしょうか？地球上のすべての人々
のための、聖別された神様の聖所になっているで
しょうか？

「また、彼らにわたしのために聖所を造らせな
さい。わたしが彼らのうちに住むためである」（出
エジプト記 25：8）。神様が、私たちのうちに住む
と言われました。私たちは神様の聖なる宮です。
それは、私たちが偉いからではなく、その中に神
様がおられるからです。

「わたしは幕屋をあなたがたのうちに建て、
心にあなたがたを忌みきらわないであ

ろう。わたしはあなたがたのうちに歩み、あなた
がたの神となり、あなたがたはわたしの民となる
であろう」（レビ記 26：11,12）。

｜ 主の幕屋の中へ
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  質問１  ロン・ワイアットによると、ノアの箱舟が海抜 1､900 ｍで発見されたと言

われているが、  ある人によると、4000 ｍと言っています。どちらが正しいのですか ?

　答え　 ロン・ワイアットの発見したのは、トルコ政府も公式に認めている通り、海抜
1､ 900 ｍの場所でした。人々が 4000 ｍと言っているのは、アララテ山のことでしょう。
実際は、アララテ山は 5,137 ｍです。しかし、それは、火山のことで、ノアの洪水のときにはありませんでした。
洪水の後に現れたものです。

  質問２  聖書によると「箱舟は七月十七日にアララテの山にとどまった」（創世記 8:4）となっていま

すので 4､000 ｍか、5,137 ｍではないのですか。

　答え　 英語欽定訳では、”And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day 
of the month, upon the mountains of Ararat” となっています。「アララテの山々」と複数になっ
ています。発見された場所は、アララテの地、あるいは国となっています ( 創世記 8:4,2
列王 19：37、イザヤ 37:38、エレミヤ 51:27）。｢水がひき始めると、主は、一群の山々に
保護された場所に箱舟を漂着させられた。ここは神の力によって保存されていたのであ
る｣（あけぼの上 105）。

  質問３  箱舟の入り口は、真ん中にあったのですか、それとも先端部にあったのですか？

　答え　 ロン・ワイアットによると、レーダースキャンによって、右側の先端部にあったことになっています。

  質問４  一般的にケルビムは契約の箱の上に置かれているように描かれていますが、ロン・ワイアット

は契約の箱の両側にあったと言っています。どちらが正しいのですか？

　答え　 ｢一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪
所の一部としてその両端に」出 25:19( 口語訳、新改訳、新共同訳 )。

英語では「On each end of the mercy seat」となっていることから画家たちは、贖罪所の
上に描いたのでしょう。「On each end」と表現されている英語は、「on the top, or on the 
side」とも用いられています。

E.G. ホワイトは次のように言っています。｢贖罪所の両端には、純金のケルビムが据えられた｣（贖いの歴史
189）。／「その両端には金のケルビムが立っていた」（あけぼの上 416）。／ ｢地上の聖所にあった契約の箱は、
天にある真の契約の箱のひな型であった。天にある契約の箱のそばに “beside” は、各々一方の翼を恵みの座を
覆うために高く伸ばしつつ、もう一方の翼をたたんで、敬意と謙遜を表している生きた天使が立っている｣（ST 
1911 年 3 月 21 日）スタディバイブル ( 旧 )119。

質問コーナー

しかし、単なる伝説ではなく、れっきとし
た事実であることを考古学は証明しています。
今年 9 月下旬から 10 月上旬にかけて聖書考古
学の「驚くべき発見」の講演会を持つ計画をし
ています。「ノアの箱舟、出エジプトのルート、
紅海に見る証拠、本当のシナイ山、ソドム－ゴ
モラ、契約の箱、その他」。沖縄では、2 年前に、
ニュージーランドから、ロス・パターソン氏を
迎えて講演会を持ち、3 日間で述べ 1500 人も
集まって盛会でした。今年、本土で講演会をし
てほしい方は、サンライズミニストリーに連絡
してください。

あの「ノアの箱舟」伝説が映画化！
映画「ノア約束の舟」が 2014 年 6 月より日

本で公開されることが決定した。共演者には、
ジェニファー・コネリー、アンソニー・ホプキ
ンス、エマ・ワトソン、ローガン・ラーマンな
ど大物揃い。きっと、かつての「十戒」の映画
のように興奮をもたらすでしょう。

yahoo Japan ニュースより



36 ｜勝ち誇る真理

荒野の教会とは？

「しかし、女は自分の場所であ
る荒野に飛んでいくために、大
きなワシの二つの翼を与えられ
た。そしてそこでヘビから逃れ
て、一年、二年、また半年の間、
養われることになっていた」（黙
示録 12：14）。

「女は荒野へ逃げて行った。そ
こには、彼女が千二百六十日の
あいだ養われるように、神の用
意された場所があった」（黙示録
12：６）。

荒野の教会は、初代〔十二使
徒時代の〕キリスト教と今日の
教会を結びつける環である。本
書の目的は、この長い期間中、
教会や大学、伝道本部や神学校
を有したすべての国において、
使徒たちから聖徒らに伝えられ
た信条と慣例に綿密に従って固
守し、第一世紀に教会に与えら
れた聖書の原本を保有したキリ
スト教徒の存在を示すことであ
る。実にこれらの人々が、荒野
の教会を構成しているわけであ

る。ただし、このような概念は、
一般に支持されていない。荒野
の教会という見出しは、黙示録
12 章の預言からとったもので、
そこには、荒野へ逃れる女が描
かれている。聖書の預言におい
て、女は教会を意味する。見出
しからも容易に分かるように、
これは人気のある、または有力
な教会ではない。この教会に属
する忠実な信徒たちは、真理の
旗を高く掲げ、背教の浸食を阻
んだ。多くの教会や有名な学校
や遠方の伝道本部を擁していた
富める時代もあれば、貧困とひ
どい迫害にあえぐ貧しい時代も
あった。

この教会の果たした大伝道事
業については、あまり知られて
おらず、この教会がなめてきた
苦難は見過ごしにされ、またこ
の教会の勇士たちは世に知られ
ていない。本書では、多くの紙
面を割いて、この教会が現代に
遺した尊い財産〔遺産〕を紹介
していく。真の教会にその正当
な地位を回復させることによっ

て、今日の世代が直面している
大きな問題を解く鍵も取り戻せ
るのである。

真の教会を見つけるには、何
世紀にもわたって一度も主要な
教会となることもなく、ほとん
ど世に知られることもなかった
教会や人々に注目するよりは、
長きにわたって王や国家の寵愛
を受けた教会に注目すべきでは
ないか、と問う人たちがいる。
この問いには、ヨハネに答えて
もらおう：「女〔教会〕は荒野へ
逃げて行った」（黙示録 12：６）。
真の教会を識別するには、歴史
の成り行きの中で、ほとんど忘
れ去られたキリスト教の本体に
着目することが必須となる。

最終世代を照らすべき光は、
約十三世紀の間すなわち 1260
年間、荒野の教会を照らした光
の継続また増大であることを、
天からの啓示は教えている。荒
野の教会の 1260 年という期間
が使徒時代に始まっていないこ

Church

B ・ J ・ ウィルキンソン著　“Truth	Triumphant”　第一章より

砂川満　訳
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とは、一般に認められているが、
この預言期間を適切な背景とと
もに紹介することが必要となる。
1260 年という期間の始まりと
終わりについては、後章で立証
する。しかしながら、荒野の教
会とその使徒時代の起源を、あ
えて専門用語を用いて区別しよ
うと、特に務めることはない。

この特筆すべき教会の驚くべ
き記録を提示するにあたり、ほ
とんどすべての教会史記者たち
がたどった道を踏襲するわけに
はいかないということを、最初
で理解されたい。この研究と正
しい方法については、聖書の預
言からの光が道を指し示してい
る。広く隔たった地域における
忠実な信徒たちの様々なグルー
プ間に存在した、驚くほど興味
深い相互関係を明示するような
方法で、この主題が提示された
ことはほとんどなかったであろ
う。

近代の著述家たちの中には、
ワシントンやジェファーソンや
その他の、米国における宗教自
由と民主主義の父祖たちをおと
しめようと頑張っている者たち
がいる。この輩が教会史の領域
に侵入したおかげで、ただでさ
え日の目を見ずに不明瞭であっ
たところが、さらなる暗黒に覆
われてしまっている。これらの
人々は、荒野の教会に帰される
べき栄誉を、他のものに帰そう

と努めているのである。嘆かわ
しいことに、多くの真面目な人
たちが、誤解を招くような歴史
観に基づいた書物や記事の驚く
べき宣伝活動によって欺かれて
いる。今こそ、天来の教理と聖
書そのものを保護するために神
が用いられた人物たちの、多大
な英雄的取り組みに光を当てる
べきである。荒野の教会とその
歴史について本書で述べられる
様々な発言は、明らかにされ、
詳述され、さらなる説明が加え
られ、信頼できる情報源からの
証拠によって支持されるであろ
う。

荒野の教会は、広く行き渡っ
ている教義や異端に反対するこ
とで、真理に到達したわけでは
なかった。その信仰は、新たに
受けたものではなかった。その
会員らの宗教的信条は、使徒た
ちから継承したものであった。
聖書の保護、保存は、彼らに負
うところが大きい。長きにわた
る暗黒時代を通じて、ほぼ全世
界に及んだ信条に反して、荒野
の教会は真の宣教教会を包含し
た。周囲の全世界が無知と迷信
の闇へと落ち込んでいっている
ときに、この教会は、教育のた
い ま つ を 高 く 掲 げ 続 け た の で
あった。その範囲は、限定する
ことができないほどであった。
それどころか、その影響力は、
当時知られていた世界の全域に
及んだのであった。

使徒時代から

名ばかりのキリスト教の歴史
は、苦い神学論争の記録、また
時には、その目的を果たすため
の血なまぐさい闘争の記録であ
る。それは、政治的権力を確保
するための、想像を絶する活動
の記録である。荒野の教会の歴
史は、望みのない未開の人たち
の救いのためになされた、大陸
規模の献身した伝道活動の、感
動を呼ぶ発見の連続である。荒
野の教会は、その競争者、対抗
者とは異なり、教理上の知的論
理を求めず、政治的権力を行使
して自らの見解を残酷に強要す
ることもなかった。その教会は、
自らを世と諸帝国のむさぼり食
う教会につなぎとめたかもしれ
ない、あらゆる地域のまた家族
の絆を断ち、その聖書的教理と
使徒時代以来の組織を保ってい
る。

過去についての正しい情報が
なくては、現在を適切に理解す
ることは決してできない。偽造
された歴史を教えられてきた人
たち、または過去の出来事につ
いて歪められた解釈を詰め込ま
れている人たちは、知性が暗い
ため盲人のように倒れてしまう。
今日では、だれもが進歩的な人
間になりたいと欲している。し
かし、過去の教訓を軽んじる者
たちは、決して時代の先端を行

勝ち誇る真理｜
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くことができない。彼らは、時
代について行くのがやっとであ
る。政教一致をたたえる歴史や
百科事典によって教化された知
性は、完全な政教分離を促す民
主主義に不平不満を抱きつつ、
現在を通り過ぎるであろう。な
ぜなら彼らは、異なる秩序を望
み、そのために労するはずだか
らである。消滅した世代に関し
て人が抱く様々な考えは、その
人の現在との関わりに大きく左
右される。

現在について歪んだ見解を抱
く人が、よりよい未来を築き得
ないというのは、いつの時代に
おいても真実である。中世ヨー
ロッパ史を理想的な農奴制と神
政政治が敷かれた時代と見てい
る者たちは、現代社会に不快を
覚え、これらの制度を再構築す
るための道を探るであろう。創
造主なる神でありながら、己を
捨てて十字架で死なれたイエス・
キリストを信じない者たちは、
自己犠牲と愛の奉仕に喜びを見
出すことはなく、自らの手中に
収められるものは何でも手に入
れようと追い求めるであろう。
かつて天で謀反が起こり、今日
の人類は闇の世の主権者に包囲
されていることについて確信を
抱いている人たちは、サタンと
悪天使らに関する聖書の教えを
拒絶するくらいなら、喜んで聖
霊の助けを求めるであろう。言
い換えると、人は、それが正し
かろうと間違いであろうと、自

ら推測した未来像にのっとって
未来が展開していくことを心に
描くのである。

荒野の教会をめぐって舞台裏
で起こった決定的な苦闘につい
て、すべてが明るみになってい
るわけではない。多くの人が、
過去におけるキリスト教運動の
中核を見損なっている。この歴
史的背景について無知であるた
めに、今日起こっている重大事
件の意味を、全くと言っていい
ほど理解していない。有能な指
導者にとって、過去の歴史の正
しい見方は、現在を正しく評価
することと同様に必要である。
多くの人は、内在する過去の起
源ではなく、表面的なものを見
るようにしか教えられていない
ために、神がこの世代に与えよ
うとしておられるメッセージの
知識をほとんど持っていない。
私たちに民主主義と宗教の自由
をもたらしてくれた過去は、だ
れもが知り、かつ研究すべき歴
史である。そして、真の歴史へ
の水先案内となるのが、聖書な
のである。

獰猛な部族らに囲まれ、野蛮
という暗黒と奮闘する荒野の教
会は、敵どもによって、連戦連
敗の軟弱な輩として描かれてき
た。反対に遭って、しばしば山
の隠れ家へと追いやられ、その
ことが幸いして、教会と政治の
権力に影響されて腐敗するのを
免れた。西のアイルランドから

東の中国に至るまで、世界中の
あちらこちらに、真理の中心〔中
枢〕が存在した。こういった中
枢の指導者らは、信仰にとどま
り、使徒たちの時代から受け継
がれてきた福音の純粋な真理を、
世代から世代にわたり永続させ
たいとの希望において一致して
いた。彼らの記録は、意図的に
破壊されてきた。しかしながら、
へんぴな人目につかない生活を
強いられた彼らではあったが、
それでも、これらの英雄たちを
歴史の闇に葬り去ることはでき
なかった。彼らに対して燃え上
がった迫害の炎が、かえって彼
らの犠牲的な功績をあかあかと
灯し続けたからである。

真の教会の動かざる歴史は、
今日の神の教会が荒野の教会を
継承していることを悟らせてく
れる。荒野の教会が使徒時代と
いう過去を引き継いで現代へと
つないだように、今日の真の教
会は、現在を永遠に結び合わせ
るのである。荒野の教会の歴史
をたどっていくと、最後の残り
の教会を識別させるのと同一の
しるしを見出すであろう。さら
に、正しい歴史認識を失わせる
ために今日広く用いられている、
偽の、不合理で人を惑わせる歴
史をも暴いてくれるであろう。

｜勝ち誇る真理
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　「アンカー」：目的と編集指針　
　私たちは次のことを信じて　
　アンカーを出版しています。

1．我々SDAの働きと使命は三天使
の使命である。(6T 384, 2SM 142)

2．三天使の使命は人々をキリスト再
臨に備える特別な最後の使命で
ある。(9T 98,　大争闘下 140)

3．三天使の使命は人々の心を至聖
所に向ける。そこにおいて信者は
最後の、特別な贖い清めを受け
る。(初代文集 414, 5,7)

4．我々は神のご計画されたこの特

別な祝 福 、特 別な経 験を拒み
続けてきた。特に1888年以来
(RH26,1890年)

5．ダニエル書8:14の聖句は再臨信
仰の土台であり、み業の完成はこ
の聖句の正しい理解にかかってい
る。(生き残る人  々422, EV 221, 
5T 575)

6．エレン・G・ホワイトは聖書の預言
者と同様の霊感が与えられた預
言者である。(1SM 36)

7．最後の時代の嵐に押し流されな
いようにさせるアンカー(錨)は、三
重の使命、聖所、安息日、人の性

質、イエスの証(預言の霊)等であ
る。(黙12:17、19:10,22、初代文集417, 
1T 300)

8．アンカーはリレーの最終走者の意
味もある。この世代は福音の働き
が信者の中に、外の世界に完成す
る最後の時代である。不信仰によ
って、150年も時が延ばされ、イ
エスの十字架の苦しみを増してい
る。(大争闘下 182, 教育 328)
　信仰による義認の体験によっ
て、再臨を早めることをキリストは
待っておられる。再臨とみ業完成
をこれほど遅らせているのが我々
神の民であるとするならば、我々の

今日の、義務は何か、約束のものを
受ける条件は何なのかを研究し、
共に備えたい。

9．セブンスデー・アドベンチストは最
後の「残りの民」である。たとい教
会がどんなに背教しようとも、近
い将来、「最後の試練」(黙13章)
が来る時、多くの者がふるわれ、代
わりに諸教会から真実な多くの者
が出てきて最後の純潔な「女の残
りの子ら＝レムナント」を構成し(
黙18章)、永遠の福音宣伝は短期
間に終わると信じる。激しいふる
いの経験をして、純潔な教会とな
り、永遠の神の目的がこの教会に
よって達成されると信じている。

2013年秋セミナー収録集

長寿を超えて
金城マーク／他

No.１　「誰が立つことができようか？」ヘンリ
ー・ヒギンズ（1:16:18）

No.２　「長寿を超えて」金城マーク
N.D.（1:10:48）

No.３　音楽プログラム　（54:10）
No.４　「心臓病」金城マークN.D.（1:40:15）
No.５　「認知症」金城マークN.D.（2:03:18）
No.６　「がん」金城マークN.D.（1:25:36）
No.７　「神の戦いの計画」金城マーク

N.D.（47:17）
No.８　「救われる為に私は何をすべきか？」 

金城マークN.D.（1:03:52）
No.９　「良きアドベンチストに仕掛けられているサタンの罠」金城マー

クN.D.（1:14:43）
No.10　「肥満に打ち勝つ神の計画」金城マークN.D.（1:20:39）
No.11　「自己免疫疾患に打ち勝つ神の計画」金城マークN.D.（1:26:09）
No.12　「糖尿病に打ち勝つ神の計画」金城マークN.D.（1:13:36）

DVD(12枚) : 3,000円
CD(16枚): 3,000円
MP3(2枚) : 800円

本（A4132頁）：300円

讃美歌集

契約の虹

讃美歌 160 選
日本基督教団讃美歌、聖
歌、リバイバル聖歌、他
から 160 曲を選びました。
音程が高い調は低くして
歌いやすくしています。

A5, 234ページ　1,600円

讃
美
歌
集

　
　
　
　
契
約
の
虹

Rainbow of 　  the CovenantSunrise
Ministry

讃美歌集

契約の虹

160 Selected Hymns

日曜休業令
ジャン・マーカセン著

圧倒的な驚くべき事件が
我々を待っている。何か？、
いつ、誰によってという問
いに本書は答える。世界
中で 3900 万部印刷されて
いる。

A5, 123ページ　無料

SOSTVジャパン
小冊子各誌

● 愛は日本を救う
● もう、罪を犯して

はいけない
● 一条の光
● 永遠の福音
● 福音の力を体験せよ

お申し込みは下記まで：
TEL ＆ FAX 050-1141-2318

sostvjapan@outlook.co

無料

聖書考古学ビデオ　
クリップ集
ロス ・パターソン他

聖書考古学的発見
の数々を紹介する
ドキュメンタリービ
デオ。

DVD : 500円

Sunrise  Ministry
DVD

1 .  ノアの箱舟
Noah's Ark　（0:34:03）

2 .  ソドムとゴモラ
 Sodom and Gomorra　（0:16:00）

3 .  エルサレムと園の墓 
Jerusalem and the Garden Tomb　（0:16:24）

4 .  シナイの砂漠と出エジプトの道筋
 Sinai Desert and the Exodus Route　（0:18:10）

5 .  本当のシナイ山
The Real Mount Sinai　（0:20:47）

6 .  契約の箱はどこに？ 
Where Are The Ten Commandments　（0:05:35）

7 .  契約の箱の発掘 
The Ark Of the Covenant: Detail　（0:23:04）

Video Clip 
聖書考古学クリップ集
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2014年　　　　　　　　
６月26日 (木) ～ 30日 (月)

The
Secret 
Terrorist

シークレット
テロリスト

米国在住。Truth Triumphant Ministries 
（真理は勝利する）の主幹。歴史の重大事
件の背後に働く秘密結社の研究に精通して
いる。著書に「The Secret Terrorists」、
「The Enemy Unmasked」がある。

講師：ビル・ヒューズ牧師

サンライズミニストリー　2 014年6月セミナー

場 無 料入
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