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2 巻頭言

日本政府の大きな一つの問題は普天間基地の辺野古移設である。琉球新報に次のような記事があった：

｢翁長知事は6月１日ワシントン市内で、米国の政策形成に影響力を持つシンクタンク外交問題

評議会(CFR)と戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）を相次いで訪れた。ＣＳＩＳ訪問後、翁長知事は

記者団に『（面談内容を）公表することはできないが、私は私の考え方を言った。議論を十分に尽

くしたとは言えないが、意見交換をしっかりやった』と述べるにとどめた｣。http://ryukyushimpo.jp/

news/storyid-243726-storytopic-271.html

外交問題評議会(CFR)とは、世界統一構想のためにある組織であり、フリーメイソン(秘密結社)

の中にある組織である。戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は、秘密結社の中の秘密結社と言われ

る、イエズス会のジョージタウン大学にある。翁長知事がそこを訪問したことは何を意味している

のだろうか。

日本は、その他に、北朝鮮､中国の脅威、さらには、日米安全保障条約のために今や周辺地域だけでなく、地球の裏

までも自衛隊を派遣して「集団自衛権」の武力行使を可能にする法改正の問題で、国会は揺れている。安倍内閣は「日

本の平和と安全を守る」だけでなく、「国際社会の平和と安全」のために戦わなければならないと強硬な姿勢である。

「NWO=新世界秩序」という言葉は、欧米での指導者、特に米国の歴代大統領によって盛んに使われている。日本はその

代りに、もはや今日は一国だけでは「平和と安全」を守ることはできない時代であるからという理由で「国際社会の平和

と安全」という言葉を使っている。それは「NWO=新世界秩序」、言葉を変えれば「世界統一政府」のことだ。

国内の諸問題はもっと高い所（英語で「bird’s view=鳥瞰図」すなわち、わしのように高い所－観点）から見ない

と、評論家の「推測」で終わってしまう。この世界に山積する諸問題もそうである。

広大無辺の宇宙を創造し、支配したもう神はこう言っておられる：「 主は天から見おろされ、すべての人の子らを見」

られる（詩篇33:13）｡

聖書の確実な預言によると、サタン－悪魔は、この地上に自分の王国を設立しようとしている。我々は人類歴史の最

終局面を迎えようとしている。サタンは「自分の時が短い」のを知っている。彼はあらゆる危機､混乱を作り出して統合す

る。政治的、経済的、軍事的(テロ)、環境的、宗教的、道徳的問題を解決するのは「全能の神の地位を占めている」法王

しかいないと世の人は思うように仕向けられている(２テサロニケ2:4参照)。

日本は天皇を神とした国家権力のもとでひどい目にあった。「公」のために「個(性)」がどれほど犠牲になったかを靖

国神社は証している。ヨーロッパでは中世時代に、法王を神として宗教と政治権力結合の下に「審判においてはっきりさ

せられるまでは決してわからないほどの虐殺」があった(大争闘下326)｡同じようなことが再び近い将来、世界的な規模

で起こることが預言されている(黙示録13章､17章参照)。

しかし、天の神は「人手によらずして」(ダニエル2:34､8:25)－人間のいかなる考案にもよらず、ご自分の永遠の王国を

設立なさるのである。国際連盟も失敗、国際連合も失敗、新世界秩序も失敗するであろう。真の自由と平和と安全が、

創造主イエス･キリストの十字架の血によって保障された国をクリスチャンは待ち望んでいる。

地上でこれから何が起きるかという預言を綿密に研究することは大事であるが、最も大事なことは、イエス･キリストが

栄光のうちにご再臨なさる前に、キリスト信者の心に恵みの王国を完成し
3 3 3 3 3 3 3 3 3

、罪のない聖なる集団を産出するために（エペ

ソ5：27）今、イエス･キリストは全能の仲保者として、天の至聖所で最後のあがないをしておられる
3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ということである。サ

タンは、「我々が最もよく知っていなければならない大真理から心をそらすためにあらゆる策を講じている」ことを忘れ

てはならない（大争闘下221参照）。

日本政府の大きな一つの問題は普天間基地の辺野古移設である。琉球新報に次のような記事があった：

｢翁長知事は6月１日ワシントン市内で、米国の政策形成に影響力を持つシンクタンク外交問題

評議会(CFR)と戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）を相次いで訪れた。ＣＳＩＳ訪問後、翁長知事は

記者団に『（面談内容を）公表することはできないが、私は私の考え方を言った。議論を十分に尽

くしたとは言えないが、意見交換をしっかりやった』と述べるにとどめた｣。http://ryukyushimpo.jp/

外交問題評議会(CFR)とは、世界統一構想のためにある組織であり、フリーメイソン(秘密結社)

の中にある組織である。戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は、秘密結社の中の秘密結社と言われ

サンライズミニストリー代表　金城重博
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同性婚「全米州で合憲」

連邦最高裁判決、論争に決着
ニューヨーク＝中井大助 2015 年 6 月 27 日 01 時 14 分

http://www.asahi.com/articles/ASH6V7R3KH6VUHBI044.html

米国のすべての州で同性婚が認められるかどうか

が争われた訴訟で、連邦最高裁は 26 日、「結婚の権

利がある」とする判決を言い渡した。同性カップル

が結婚する権利は法の下の平等を掲げる米国の憲法

で保障され、これを禁止する法律は違憲だと判断し

た。

同性婚、解禁 14 州で続々　

テキサスでは 80 代カップル
米国で同性婚

は 2004 年にマサ

チューセッツ州で

初めて行われた

が、保守派の反発

が強く、その是非

が激しく議論され

てきた。ただ、最近は賛成の世論が急増。最高裁

判決は論争を決着させる歴史的な節目であると同

時に、米社会の変化を表す象徴となった。

米国では婚姻に関する法律は原則として州が定め

ている。ＡＰ通信によると、同性婚は現在、36 州と

首都ワシントンで行われ、14 州で禁止されていた。

訴訟は、禁止州のカップルらが起こしていた。

最高裁は判決で婚姻が社会の重要な基盤であり、

同性カップルだけにその受益を認めないのは差別だ

と判断。同性カップルに、婚姻という根源的な権利

の行使を認めない法律は違憲だと結論づけた。９人

の判事のうち５人による過半数票で、４人は反対票

を投じた。

連邦法でも、結婚を男女の関係に限定した「結婚

防衛法」が 96 年に制定されていたが、最高裁は 13

年６月に「州が同性婚を認めているにもかかわらず、

国が禁止するのは違憲だ」との判決を下した。ただ、

この時はどの州でも同性婚の権利があるかどうかは

判断しなかった。（ニューヨーク＝中井大助）

全米で同性婚容認、国連事務総長
が歓迎

アメリカの連邦最

高裁が全ての州で同性

婚を認めた判決を受

け、国連の藩基文（パ

ン・ギムン）事務総長

は「アメリカの人権状

況を前進させる偉大な一歩だ」と歓迎した。

オバマ氏「米にとって勝利」同性
婚で連邦最高裁判決
2015 年 6 月 27 日 

　オバマ大統領は判

決を受けて会見し「ア

メリカにとっての勝

利だ」と歓迎した。

同性愛の広がり―日本でも !
東京都渋谷区が同性カップルに対し、結婚に

準ずる関係と認め「パートナーシップ証明」を

PROPHETIC

ニュースウォッチ｜

News Watch

NEWS WATCH 時事ニュース
預言的
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発行する全国初の条例案が、3 月 31 日の渋谷区

議会の本会議で賛成多数で可決された。http://

www.huffingtonpost.jp/2015/03/31/shibuya-lgbt-voice_
n_6974462.html

大阪市の淀川区役所は 2013 年９月、全国で初

めて行政として「LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセ

クシャル・トランスジェンダー）支援宣言」を発表

した。LGBT に関する正しい知識と理解を深め、少数

者の人権を尊重したまちづくりを進めていくため、

2014 年 7 月に LGBT 支援を開始。

那覇市は７月 19 日、性的少数者（レズビア

ン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー＝

LGBT）の生きやすい社会実現を目指した「市 LGBT

支援宣言（仮称）」を行った。大阪府淀川区に続き、

全国２例目。

LGBTとは ?
性的少数者を限定的に指す言葉。レズビアン ( 女

性同性愛者 )、ゲイ (男性同性愛者 )、バイセクシュ

アル ( 両性愛者 )、トランスジェンダー ( 心と体の

性の不一致 ) の頭文字をとった総称であり、他の性

的少数者は含まない。1970 年代には主にゲイが法的

権利獲得や差別撤廃などを求めて「プライド」など

と称されるパレードやその他の活動を始め、次第に

4 者が合流して全世界に活動が広まった。世界最大

規模のブラジル「サンパウロ・ゲイ・プライドパレー

ド」では、2009 年に推計 320 万人が参加しており、

日本でも各都市で大規模なパレードが開催されてい

る。13 年現在、同性結婚を認めた国は約 20 カ国に

のぼり、14 年 4 月 15 日にはインドで「第三の性」(ト

ランスジェンダー ) を法的に認める最高裁の判決が

出された。https://kotobank.jp/word/LGBT-192043

英国で同性婚認める法案が成立
2014 年 3 月 30 日 07:30

イギリスで 29

日、同性同士の結

婚を認める法律が

施行された。各地

の市役所や式場

には、日付が変わ

ると同時に同性同

士のカップルが結婚式を挙げようと次々と訪れた。

キャメロン首相は「歴史的な日を迎えた人々におめ

でとうと言いたい」とコメント。http://www.news24.

jp/articles/2014/03/30/10248339.html

バチカンの反応は？
ローマ法王庁（バチカン）は 13 日に発表した報

告書に、教会は同性愛者を歓迎し、尊重すべきだと

する文言を盛り込んだ。バチカン事情に詳しい関係

者はこれを「画期的な出来事」と評している。

これまでのカトリックの教えでは、同性愛行為を

「本質的な障害」と呼び、同性愛者には貞操を守っ

て生きるよう求めてきた。前ローマ法王のベネディ

クト 16 世時代の教会は、「同性愛傾向が深く染みつ

いた」男性を聖職者から一掃しようとした。

しかしフランシスコ法王が、自分は同性愛者を「裁

く立場にない」と発言するなど、同性愛者に対する

カトリック教会の姿勢は変わりつつある。

報告書では、フランシスコ法王をはじめ聖職者

200 人が出席して行われた過去１週間の会議の内容

をまとめた。結婚は男女間のものとする見方は変え

ず、「同性間の関係を、男性と女性の間の結婚と同

列に扱うことはできない」としながらも、同性間で

も良い関係の実例はあると指摘。

※カメレオンのよう
に変わるバチカンは、進化論を

受け入れたように、またルター

の「信仰による義認」はカトリッ

クと同じと言ったように、どん

な手段を用いてでも目的を達成

するであろう。

｜ニュースウォッチ
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News Watch

ローマ教皇、回勅「ラウダート・シ」
発表 環境問題で回心呼び掛け

正教会・ＷＣＣ・聖公会・ローザンヌも歓迎!

ー CHRISTIAN TODAY よりー
http://www.christiantoday.co.jp/articles/16347/20150619/

pope-francis-laudato-si-ecology.htm

ローマ教皇フラ

ンシスコは 18 日、

回勅「ラウダート・

シ」を発表し、地

球はわれわれの家

であるとして、そ

の叫びに耳を傾

け、共通の家を保全し、責任をもってその美しさを

守るために「方向性を変えていく」よう、「環境的

回心」を呼び掛けている。「総合的エコロジーや人

類の全体的な発展

のために、宗教が

もたらす豊かさを

認めるよう」皆に

呼びかけている。

（62）

※この法王のメッセージを読んでみると、
非の打ちどころのない内容である。世界の難問題に、

今こそ世界一つとなって解決に当たらなければなら

ないとの魅力的な呼びかけも、世界の指導者の信用

をおびき寄せようとする戦略であろう。

オバマ大統領や国連事務総長ら、環境
回勅歓迎

オバマ氏は法王

が重要文書「回勅」

で示した環境問題

への対処方針を

「明確で力強く、道

徳的権威をもって

地球の気候変動に

行動が必要なことを示した」と評価。今年予定され

ている法王の訪米時に気候変動問題についても協議

すると説明した。

さらに、12 月にパリで開催される国連気候変動

枠組み条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ 21）で、各

国が法王の意向を配慮することに期待を表明した。

国際カリタス会長、環境回勅に「勇気付
けられた」

カトリック教会の救援・開発機関、国際カリタス

会長のルイス・アントニオ・タグレ枢機卿（マニラ

大司教）は 19 日、教皇フランシスコが 18 日に発表

した回勅「ラウダート・シ」について、今後のカリ

タスの活動を長く勇気付けるものと歓迎の意向を伝

えた。

環境問題と日曜休業令と関係があ
るだろうか ?

｢ 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。

これは彼らが律法にそむき、定めを犯し、とこしえ

の契約を破ったからだ」(イザヤ 24:4､5 )。

しかもこの大欺瞞者サタンは、神に仕える者たち

がこれらの災害を引き起こしているのだと、人々に

説く。天の神の不興を引き起こしてきた人たちは、

すべての災いを、神の戒めに服従することによって

絶えず違反者たちへの譴責 ( けんせき ) となってい

る人たちのせいにする。日曜安息日を犯すことは神

を怒らせることであり、この罪が災害をもたらすの

であって、それは日曜日遵守がきびしく実施されね

ばやまない、と宣言される。また、第４条の要求を

主張して日曜日尊重を傷つける者は民を悩ます者で

あって、神の恩寵とこの世における繁栄の回復とを

妨げている、と宣言される」大争闘下 352-353。

聖書の安息日をあがめる者は、法と秩序の敵であ

り、社会の道徳的抑制を破り、無政府と堕落とを引

き起こし、神のさばきを地上に招く者であるといっ

て攻撃される ｡....

教会と国家の高官たちは、すべての階級の人々
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に日曜日を尊重させるために、結束して買収や説得

や強制を行うであろう。神の権威の欠如は、圧制的

な法令によって補われる。政治的腐敗は、正義を愛

し真理を尊ぶ思いを破壊しつつある。そして自由の

国アメリカにおいてさえ、為政者や議員たちは民衆

の歓心を買うために、日曜日遵守を強制する法律を

求める大衆の要求に屈服する。非常に大きな犠牲を

払って得られた良心の自由は、もはや尊重されなく

なる。まもなく起ころうとしている争闘において、

われわれは預言者の言葉の成就を見るのである」大

争闘下 357。

日 曜 日 の 教
会 出 席 を 強

制すべき ?
アリゾナのシル

ビア・アレン上院

議員は、銃法案を論じている間に、「私は我々の国

に起こっていることがアメリカの魂の腐敗、恐ろし

い崩壊をもたらしていると信じます」と言って、「国

の精神を呼び戻すために、アメリカ国民に、毎週日

曜日の教会出席を法律的に強制すべきである」と提

案した。https://www.youtube.com/watch?v=b2uu_FOLpi0

※アメリカの道徳退廃を嘆く人々のこの
ような発言がだんだん増えている。このような火種

が全米各州に広がると、世論が作られ「為政者や議

員たちは民衆の歓心を買うために、日曜日遵守を強

制する法律を求める大衆の要求に屈服する」( 大下

357）という結果をもたらすであろう。

アメリカ大統領の演説を作るのは
イエズス会 !

アメリカの大統領選挙に

は、スピーチライターと言っ

て原稿を書く人がいる。現

オバマ大統領が米国民の涙

をそそったスピーチ（演説）

を書いた人はこの人であっ

た。彼の名はジョン・ファ

ブロー（Jon Favreau）。彼

はイエズス会であり、ある人は「オバマは彼のスピー

チによって大統領の座を勝ち取ったと言っても過言

ではない」と言っている。

2016年、アメリカ大統領の選挙に向けて
右の元米国大統

領クリントンは、

イエズス会創設の

ジョージタウン大

学卒。左はイエズ

ス会員で、現副大

統領のジョー・バ

イデン。

2016 年の大統領候補にヒラリー・クリントンが

いよいよ名乗りを上げた。背後にイエズス会がいる

ことは確実である。共和

党からブッシュ大統領の

弟ジェブ・ブッシュの背

景にイエズス会がいるこ

とは疑う余地がない。な

ぜなら、ブッシュ家は、

秘密結社「スカル＆ボ－

ンズ＝どくろと骨」のメ

ンバーである。米国は、

民主党、共和党を問わず、

要職のほとんどがイエズ

ス会に囲まれている。

2016 年 ア

メリカ大統領

選挙に向けて

新たに民主党

から立候補を

表明したオマ

リーは、イエ

ズス会の高等学校卒、カトリックの大学卒。妊娠中

絶賛成、そして公然と誇らしげにカトリックである

と言っている。
Nife News.com/http://www.dailymail.co.uk/news/

article-3089081/Bill-Clinton-set-Martin-O-Malley-run-
president-tipping-way-s-against-Hillary.html

※ビル・クリントンは、妻のヒラリー元
米国務長官に対抗するこの人を推している。どうい

うことか ?

フランシスコ法王－ワルデンセス福音教
会を訪問する歴史上初の法王

法王は、ワルデンセス・クリスチャンに、過去の

迫害のゆるしを乞うた。

スカル & ボーンズ

｜ニュースウォッチ
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News Watch

ワルデンセスの

ほとんどがイタリ

ア、アルゼンチン、

ウルグアイに住ん

で い る。45,000

人の教会員がいる

という。

東方教会にも

謝罪し、和解を乞

うフランシスコ法

王。

※法王は「無謬」ではなかったのか?　ヨハネ・
パウロ2世も過去のことを謝罪して国々を回った。

※法王教は信教の自由を許容しないのが
本音のはずだが、今は変わったのだろうか ?

｢ オコンナー司教は、『カトリックの世界に危険

を及ぼすことなく反対政策を実施できるようになる

まで、信教の自由をがまんしているにすぎない』と

言っている」。大争闘下 320

｢ また、ローマ教会は決して変わらないというこ

とがこの教会の自慢の種であることを忘れてはなら

ない ｣。大争闘下 340

ワルド派 ( 上）と東方教会 ( 下）を訪問す

るフランシスコ法王。

日米運命共同体の宿命　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　
｢国際社会と一致協力

3 3 3 3 3 3 3 3 3

して徹底してテロ撲滅のために戦う。国際社会の平和のために
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

｣。「もはや一国では平和
3 3 3 3 3 3 3 3 3

と安全は不可能
3 3 3 3 3 3 3

」。今、日本の国会は、集団自衛権行使、憲法改正の問題で持ち切りだ。太平洋に浮かぶ日本号は

どこに向かっていくのだろうか?　NWO－新世界秩序構築が目標だ。黙示録13章、17章、ダニエル11:40～ 45｡

面白い現象ではないか。アメリカの

副大統領、ジョー・バイデン（左）は

イエズス会だ。日本の副総理（右））は、

カトリックだ。

世界統一政府へのからくりの真実

は、聖書から学ぶ以外にない。

バチカンとアメリカの聖なる同盟

日米運命共同体の宿命　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日米運命共同体の宿命　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　最小の国、バチカン　 　最強の国、アメリカ　

バチカン 米国国会議事堂

バチカンにあるオベリスク

ワシントン記念塔
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沖縄の宿命
アメリカは、１８５３年にペリー提督が沖縄を訪問した

ときからその地の戦略的な重要性を認識し、太平洋進出の

拠点として位置づけていた。http://www.rentai-union.com/head_

line/2010/2010.05.26/2010-05-26.html

ちなみに、ペリー提督はフリーメイソン(秘密結社)であった。

フリーメイソンの中核は「イルミナーチ(秘密結社)」、イルミナー

チの頂点に位置するのは、イエズス会である。どの秘密結社の

狙いも、世界統一政府である !

そしてイエズス会の世界総長は、2008 年 1 月 19 日の第 35 回

総会 (General Congregation) の第 2 回投票で、オランダ人の

ペーター・ハンス・コルヴェンバッハからアドルフ・ニコラス

に継がれた。彼は、上智大学で神学を教えていて「日本通で知

られる」。http://www.47news.jp/CN/200801/CN2008012401000241.html

1549 年にやってきたフランシスコ・ザビエルは、

日本占領に失敗した。日本植民地化の陰謀がばれて

イエズス会追放令、そして 200 年以上の鎖国となっ

たが、彼らは日本をあきらめなかった。そして確実

に日本に彼らの地盤を築いてきた。短期大学、専攻

科－ 20、高等学校 ､高等科、専攻科－ 114、中等学校、

中等科－ 98、小学校、初等科－ 54、幼稚園－ 548。

今後、どうなるだろうか ? 

｢ イエズス会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」各時代の大

争闘上 293。

｜ニュースウォッチ

日米首脳会談　1983,1,17　ロナル

ド・レーガン大統領と中曽根康弘首相

の日米首脳会談では、

1. 日米は運命共同体

2. 日本列島を不沈空母にして、ソ連
のバックファイアの侵入阻止の防壁
にする

3. 日本列島付近の 4 海峡を支配して
ソ連の原潜を通過させない

4. 海上交通路（シーレーン）を確保
する、と表明。

バチカンとアメリカの　

聖なる同盟　

世界の 20,000 人のイエズス会のトップ（左）と歴

史上初のイエズス会法王 ( 右 )。

日本における米軍基地の 75% は沖

縄に集結。

アメリカ合衆国議会議事堂・合衆国最

高裁判所の徒歩圏内にあるジョージタ

ウン大学。 日本国会議事堂に一番近く位置する上

智大学。

争闘上 293。

日本の危機 !

アドルフ・ニコラス

ペーター・ハンス・

コルヴェンバッハ

ペリー提督

1982 年

日米運命共同体

1983 年

隠されたアジェンダ
NWO「新世界秩序」
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立ち上がるトマス立ち上がるトマス立ち上がるトマス
アジアの大伝道者になったトマスの知られざる局面

花城  健

宣教活動の前に学ぶトマス

初期のクリスチャンたちについて詳しく研究し

た学者たちによれば、原始キリスト教が ､ トマスに

よってインドには西暦 52 年 ､ 中国には ､ 西暦 61 年

頃にすでに伝わっていたと言われています。キリス

ト教が初めて日本に入ってきたのは、1549 年のフラ

ンシスコ・ザビエルによると教科書やほとんどの資

料にありますが、大きな間違いです。原始キリスト

教が西暦 198 年か 199 年には来ていたと言われてい

ます。

今日は、疑い深いトマスと言われていた、伝道者

トマスの知られざる局面を見てみたいと思います。

パウロがイスラエルより西の地域を伝道していた

同じ時期に、トマスは東のもっと広い地域に福音を

宣べ伝えていました。神様は憐れみ深い方で、異教

徒をも救おうとされて、たびたびイスラエル以外の

ところにも福音を宣べ伝えておられました。

トマスがアッシリア地方（現在のイラクあたり）

に行く、約 800 年前にすでに神様はヨナをアッシリ

アの首都ニネベに送られたのですが、その時ヨナの

警告を受け、ニネベの王様も国民も悔い改めたので

神様は滅ぼすことをなさいませんでした。しかし、

ヨナは自分が「国が滅びる」と警告したにもかかわ

らず、神は滅ぼさないことにしたので、自分が偽預

言者だと思われることを心配したのです。自分のこ

とばかりを彼は心配していました。ヨナはこれを非

常に不快に思い、激しく怒ったと聖書に書かれてい

ます（ヨナ書 4:1）。ヨナは非常に傷つきやすい自尊

心を持っていました。

それから約 800 年後にアッシリアに送られたトマ

スは傷つきやすい自尊心を持っていたでしょうか。

このトマスがユーラシア大陸の偉大な伝道者となる

までのことをたどってきて、トマスが宣教前に経験

したことを学んで、私たちの信仰生活に活かしたい

と思います。彼が宣教前に学んだことは、初めに結

論を言いますが、「誇りに勝利した」こと、それか

ら「自分の罪を自覚した」ことでした。

トマスの二面性

どのようにトマスが立ち上がって行ったか、まず

トマスの性格について考えます。キリストの十字架

から数ヵ月前の出来事から見てみます。ＡＤ 31 年

春、これがキリストの公生涯の 4 度目の過越しの祭

でした。つまり十字架に架かられた年です。その数

か月前の冬にラザロのよみがえりの出来事がありま

した。その時、トマスは「わたしたちも行って、先

生と一緒に死のうではないか」（ヨハネ11:16）と言っ

たのです。普通私たちは、トマスについて疑い深い

という印象を持っていますが、その数ヵ月前に彼は

このような言葉を語っていたのです。しかし、数か

月後には「わたしは、その手に釘あとを見、わたし

の指をその釘あとにさし入れ、また、わたしの手を

そのわきにさし入れてみなければ、決して信じない」

（ヨハネ 20:25）と言ったのです。この変わり様、分

かるでしょうか。

忠実で熱心なトマス

ラザロのよみがえりについてはヨハネ 11 章に書

かれています。「さて、ひとりの病人がいた。ラザ

ロといい、マリヤとその姉妹マルタの村ベタニヤの

人であった」（11:1）とあります。ベタニヤはエル

サレムのすぐそばで、約 3 ㎞しか離れていません。

ベタニヤに行くことは、イエス様を殺そうとしてい

9
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たユダヤ人たちに近づいてしまうという意味があり

ました。誰が見ても、ラザロを癒やしに行くことは、

命を危険にさらすことだったのです。ですから、キ

リストが「彼（ラザロ）のところに行こう」と言わ

れたとき、トマスは「わたしたちも行って、先生と

一緒に死のうではないか」と仲間の弟子たちに言っ

たのです。トマスはキリストに対するユダヤ人の憎

しみを知っていたのです。

キリストと弟子たちがベタニヤに着く前にラザロ

は既に死んでいました。そして、そこで癒しの働き

がなされるのですが、この奇跡はキリストの神性を

証するものとして最高のものだったと言われていま

す。

「憐れみ深い主は、ご自分が救い主であって、生
命と不死を明らかにすることのできるただ一人のお
方であるという証拠をもう一度彼らに与えようと意
図された。・・・これが、イエスがベタニヤに行く
のを遅くされた理由であった。この最高の奇跡であ
るラザロのよみがえりは、キリストの働きと、神性
についてのキリストの主張に、神の印をおすもので
あった」（各時代の希望・中巻 343）。

トマスはこのよみがえりの奇跡を見ました。イエ

ス様は命とよみがえりの神であると、トマスははっ

きりそこで知ったはずです。であるのに、なぜ数か

月後には、「わたしは、その手に釘あとを見、わた

しの指をその釘あとにさし入れ、また、わたしの手

をそのわきにさし入れてみなければ、決して信じな

い」と言ったのでしょうか。キリストが亡くなった

のはラザロのよみがえりから、たった数か月後の事

だったのです。この数か月で、どうして人はこんな

に変わるのでしょうか。

十字架の直後に現れたトマスの弱さ

トマスの弱さについて、ヨハネ 20 章 24 節から

29 節にいろいろと書かれてあります。

①弟子たちと一緒にいなかった。

「十二弟子のひとりで、デドモと呼ばれている
トマスは、イエスがこられたとき、彼らと一緒
にいなかった」（24 節）。

②「決して信じない」と言った。

「ほかの弟子たちが、彼に『わたしたちは主に
お目にかかった』と言うと、トマスは彼らに言っ

た、『わたしは、その手に釘あとを見、わたし
の指をその釘あとにさし入れ、また、わたしの
手をそのわきにさし入れてみなければ、決して
信じない』」（25 節）。　

　これは彼の傷つきやすい虚栄心の故でした。

集会の大切さ

イエス様と同じ運命をたどるかもしれないので、

弟子たちはユダヤ人を恐れて、あの二階の広間にい

て戸をみな閉めていました。復活した日の夕方、イ

エス様はその部屋に現われ、彼らの間に立ち、「安

かれ」と言われました。弟子たちは驚きましたが、

イエス様が本当によみがえられたことを喜んだので

す。

ところが理由は分かりませんが、トマスだけはそ

こにいなかったそうです。この時は祭りの時期でし

た。過越祭に続く除酵祭の時に皆集まっていたので

す。集会を大切にしないことは大きな損失を招くも

のです。ヘブル 10：25 には「ある人たちがいつも
しているように、集会をやめることはしないで互に
励まし、かの日が近づいているのを見て、ますます、
そうしようではないか」と私たちに勧告が与えられ

ています。集会に忠実であることは非常に大事なこ

とだと思います。また、集会によって勝利する力を

得るとも言われています。

「すべての者は、主のために、何かを語らなけれ

ばならない。なぜならば、そうすることによって、

彼らは恵まれるからである。集会をやめることはし
ないで、たびたび互いに語り会う人々について、覚
えの書が書かれている。残りの民は、小羊の血と彼

らのあかしの言葉によって勝利すべきである。ある
人々は、小羊の血だけで勝利するものと思って、自

分たちで特別の努力をしていない。神は、恵みのう
ちにわれわれに言葉の力をお与えになったことを、
わたしは見た。神は、われわれに舌をお与えになっ
た。……われわれは、われわれの口をもって神に栄
光を帰し、真理と神の限りない憐れみをほめたたえ、
小羊の血によるわれわれのあかしの言葉によって勝

利しなければならない」（初代文集 215、216）。

集会に来て黙っているのではなく、語ることに

よって、私たちの信仰が励まされ、強められて行く

のだそうです。ですから、集会は大事だというので

す。集会に来ても黙っていると、集会から得られる

益が半減してしまうのです。罪や誘惑に勝利するた
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めに、たびたび私たちは集まり、語り、励まし合う

必要があるのです。

「神に奉仕するにあたって、互いに力づけ励ます
ために、互いに交わる特権を軽視すれば必ず損失を
招きます。神のみ言葉の真理はあざやかさを失い、

その重要性を悟らなくなってきます。そして、私ど
もの心は、その清めの力に照らされることも、覚醒
されることもなく、霊的に衰えてしまいます」（キ
リストへの道 140）。

ですから、わたしたちは互いに交わらないとプラ

スにならないばかりでなく、マイナスになるという

のです。

マルコによる福音書を見ると、二階の広間で弟子

たちが最初にイエス様にお会いした時、実はこの時、

イエス様は大宣教命令を述べられたのです。「全世
界に出て行って、すべての造られたものに福音を宣
べ伝えよ」（マルコ 16:15）。ということは、トマス

は一緒にいませんでしたから、彼は、この最初の大

宣教命令を聞いてなかったのでした。

トマスの傷つきやすい虚栄心

「イエスが初めて弟子たちに二階の広間で会われ

た時、トマスはいっしょにいなかった。トマスはほ

かの人たちのうわさを聞き、イエスがよみがえられ

たという十分な証拠を示されたが、憂うつと不信が

彼の心を満たしていた。弟子たちがよみがえられた

救い主のふしぎな出現について語るのを聞くと、彼

はますます深い絶望に沈んだ。もしイエスが実際に

死人の中からよみがえられたとしても、字義通りの

地上の王国についてもう望みはあり得ないのだっ

た。また、主が自分を除いてほかのすべての弟子た

ちにあらわれたもうたと考えることは、彼の虚栄心

を傷つけた。彼は信じないことを決心した。そして、

一週の間じゅう自分のみじめさを思いつづけた。そ

れは、兄弟たちの望みと信仰とは対照的に一層暗く

みえた」（各時代の希望・下巻 345）。

トマスは後で他の弟子たちから「わたしたちは主

にお目にかかった」と聞かされて、本当に苦い感情

が彼の中から湧いてきたのです。皆さんも感じたこ

とないでしょうか。「みんな愛されているのに、自

分だけが仲間外れ」。「自分だけが公平に扱われな

かった」。このように本当に寂しい気持ちになるの

は、皆さんもよく分かると思います。

こうして、トマスの心は非常に傷つきました。プ

ライドが傷ついたのです。このように、苦い感情を

抱いてしまいましたから、彼は繰り返し、繰り返し、

「わたしは、その手に釘あとを見、わたしの指をそ
の釘あとにさし入れ、また、わたしの手をそのわき
にさし入れてみなければ、決して信じない」（ヨハ
ネ 20:25）と言ったのです。数か月前までは「先生

と一緒に死のう」と言った彼がこんなにひねくれて

しまいました。彼は確かにイエス様を熱烈に愛して

いた人です。しかし、彼の心と思いは妬みと不信に

占領されてしまったのです。

わたしたちの傷つきやすい虚栄心

私たちもこんなことはないでしょうか。イエス様

を愛しているからこの教会に来る。現代の真理を伝

えたいからこの教会に集まる。しかしまだ、私たち

の心には誇りが生きているのです。プライドが傷つ

けられると、すぐひねくれてしまう。傷つきやすい

虚栄心が私たちの心にまだ残っているのです。キリ

ストを愛していても、あるいは愛していると思って

いても、心の中には傷つきやすい虚栄心が存在して

いるのです。これは非常に大きな問題です。これに

私たちは勝利しなければいけません。

教会の中で「あの人がわたしについてこういう事

を言った」、「あの人は私をこんなふうに考えている

だろう」と自分の心の中で問う。そういうことを考

えていると、本当にひねくれたり、それが事実でな

くても、その人を憎んだり、苦い感情が湧いてくる

ものです。私たちはトマスと似たようなところがあ

るのではないでしょうか。

「自分がよく考えて計画したことに対する反対が

あったりすると、がまんできずに、ついに短気を起

こし、するどい激しい言葉を口にするものが多いの

はなぜであろうか。また、彼らの生活には、世俗の

人が持っているのと同じ利己心、放縦、短気、はげ

しい言葉がみられる。彼らは、真理を全く知らない

かのように、世人と同じ傷つきやすい誇り、同じ生

来の傾向、同じ品性のゆがみをもっている。という

のは、彼らが悔い改めていないからである。彼らは

真理のパン種を持っていない。パン種は、まだその

仕事を始める機会がないのである。彼らの先天的お

よび後天的の悪への傾向が、パン種の改変力に屈服

していないのである。彼らの生活は、キリストの恵

みに欠けていることと、品性を改変するキリストの

力を信じていないことをあらわしている」（キリス
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トの実物教訓 73）。

私たちには現代の真理を知っていながらも、まっ

たくそれを知らないかのように、傷つきやすい誇り

があるというのです。生来の傾向がまだあるのです。

世人と同じ品性のゆがみがあるのです。その理由は、

悔い改めていないからであると書かれています。私

たちはまだ本当に砕かれていないのかも知れませ

ん。まだ十分に私たちの角（かど）が削られていな

いのかも知れません。

「柔和は、自尊心や誇りを満足させない」（各時代
の大争闘・下巻 292）とあります。自尊心や誇りを

私たちは満足させようとします。それは柔和でない

証拠であります。キリストのような柔和が私たちに

はありません。キリストは十字架の死に至るまで柔

和でした。私たちは自分を守ろうとして、自分を愛

して大切にしようとして、まだ自尊心や誇りが生き

ている状態なのです。

和らげられていない心が利己心を
敏感にし傷つきやすくする

「キリストの名を唱え、彼が速やかに来られるこ

とを待望していると主張する人々の多くは、キリス

トのために苦しむことが何であるかを知らない。彼

らの心は、恵みによって和らげられず、自己に死ん

でいないことが、しばしば、いろいろな点であらわ

れる。それと同時に、彼らは、試練に会っていると

言っている。しかし、彼らの試練の主な原因は、和

らげられていない心であって、それが利己心を敏感

にし、しばしば傷つくのである」（初代文集 214）。

恵みによって誇りに勝利すること
は救いの条件

私たちは聖霊によって和らげられていないので

す。だからすぐ自尊心が傷つけられ、怒ったりする

のです。このままで私たちは救われるでしょうか。

このようなプライドが生きているまま救われるで

しょうか。霊感の書は後の雨の前に誇りに勝利しな

ければならないと述べてます。

「すべての罪、誇り、利己心、世を愛する心、す

べての悪い言葉や行為に勝利するのでなければ、だ

れひとりとして、『慰め』（後の雨）にあずかること

ができないのを、わたしは見た」（初代文集 150）。

トマスはどのようにして虚栄心に
勝利したか

この誇りは後の雨の前になくなることはありませ

んが、これに勝利することはできるのです。どうやっ

てトマスは勝利して行ったか見てみましょう。彼の

プライドが傷つけられた後、トマスは弟子たちと一

緒にいました。彼は、ひねくれており、感情的には

一緒にいたくないのです。しかし、ヨハネ 20:26 に

「八日ののち、イエスの弟子たちはまた家の内にお
り、トマスも一緒にいた。戸はみな閉ざされていた
が、イエスがはいってこられ、中に立って『安かれ』
と言われた」と書かれています。「各時代の希望・

下巻」にはトマスがあの二階の広間にいた理由が書

かれています。

「幾人かの弟子たちは、いまあのなつかしい二階

の広間を一時の住居とし、夜になるとトマス以外の

全部がそこに集まった。ある晩、トマスはほかの弟

子たちに会おうと決心した…」（各時代の希望・下

巻 345）。

トマスは、自分の虚栄心が傷つけられても、意志

を働かせて正しいことを選択しました。これが誇り

に勝利するということの一例です。自分の思いに反

していても、正しいことを選ぶこと、自分の肉の思

いに抵抗して、正しいことを行うならば、祝福とな

るのです。

｢…彼は、信じていないにもかかわらず、あのよ

い知らせがほんとうであるようにというかすかな望

みをいだいていた」（各時代の希望・下巻 345）。

信仰がなくてもいいのです。選ぶのです。その時

イエス様が入って来られて、トマスに言われました。

「あなたの指をここにつけて、わたしの手を見なさ
い。手をのばしてわたしのわきにさし入れてみなさ
い。信じない者にならないで、信じる者になりなさ
い」（ヨハネ 20:27）。これは、トマスが 25 節で言っ

たのと同じ表現でした。これは、イエス様がトマス

の心の中をご存知であったことを彼に知らせるため

でした。優しくトマスを譴責されたのです。トマス

は、イエス様のこの言葉を聞いた時に、自分の思い

を読み通しておられる神様がここにおられることを

感じました。イエス様は神様であることを悟ったの

です。

｜立ち上がるトマス
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自分の無価値さを知るトマス

数か月前に、ラザロのよみがえりで神性を目撃し

ていたのですが、今度は自分の体験でそれを知った

のです。彼は自分の手でイエス様の傷に触れる前か

ら、イエス様のこの言葉を聞いただけで、イエス様

が本当に命であり、よみがえりの神であることをこ

こで悟ったのです。彼は、悔いくずおれながらも、

心は喜びでおどり、イエス様に言いました。「わが
主よ、わが神よ」（ヨハネ 20:28）。彼はイエス様の

足下に身を投げて、自分の罪を心から悔い改めたの

です。自分の愚かさ、弱さ、無価値さをここで知っ

たのです。

人間にとって最も気高い行為について、「国と指

導者・下巻」は次のように述べています。

｢ 人間が、聖であわれみ深い神に対して罪を犯し

た時に、心から悔い改めて、涙と悲しみのうちに自

分の誤りを告白することほど、人間にとって気高い

行為はない。神はこの事を人間にお求めになる。神

は悔いくずおれた心以下のものをお受けにならな

い」（国と指導者・下巻 55）。

どんなに立派な伝道活動よりも、どんなに立派な

人助けよりも、何よりも神様にとって気高い行為は、

人間が自分の誤りを認め告白することなのです。

「人間は、神の助けを受けるために、まず自分の

弱さ、足りなさを自覚しなければならない」（人類

のあけぼの・上巻 284）。

ですから、イエス様はヤコブの井戸でサマリヤの

女に会った時に、この女の過去や夫の事など彼女が

隠しておきたいことをいろいろ述べて、この女が生

ける水を受ける前に、彼女に自分の罪を認めさせよ

うとなさったのです。イエス様は常に私たちをこの

ように扱って下さっているのです。自分の罪を認め

ることから、神との和解が始まるのです。聖書はこ

のような記録で満ちています。

自分の無価値さを悟り、ゆるしの確
証を与えられて、人は立ち上がる

「イザヤは、ダマスコの門におけるタルソのサウロ

のように、神を眺めて、自分自身の無価値なことを

悟っただけではなかった。彼のへりくだった心に、

完全で十分なゆるしの確証が与えられた。そして彼

は、変化した人間として立ち上がった」（国と指導者・

上巻 279）。

イザヤもサウロもトマスも、こうして立ち上がっ

たのです。自分の無価値なことを悟って、完全で十

分なゆるしの確証をトマスは感じて、そして変化し

た人間として、立ち上がりました。そうして彼は初

めて、ユーラシア大陸に福音を宣べ伝えることので

きる伝道者として生まれ変わったのです。

キリストの愛と思いやり

トマスの経験から、私たちはいろんなことを学ば

せてもらいましたが、またイエス様の行為からも私

たちは学ぶことができると思います。

「トマスのとり扱いにおいて、イエスは弟子たち

に一つの教訓をお与えになった。イエスの模範は、

信仰が弱くて、疑いをはっきり示す人々をどのよう

に扱わねばならないかを教えている。イエスはトマ

スをしかりつけて、おさえつけてしまったり、彼と

議論したりなどなさらなかった。イエスは疑う者に

ご自身をお示しになった。トマスは、不当にも自分

の信仰の条件を規定したが、イエスは、その寛大な

愛と思いやりによって、すべての障壁を打破された。

不信は、議論によってはめったに征服されない。そ

れはむしろ、自己を固く守り、新しいささえと口実

を見いだす。しかしイエスが、十字架につけられた

救い主として、その愛と憐れみのうちにあらわされ

る時、かつては固かった多くの口から、『わが主よ、

わが神よ』とのトマスの告白が聞かれるであろう」

（各時代の希望・下巻 348）。

トマスが宣教活動の前に学んだこ
とのまとめ

トマスがインド、そして伝説によると中国や韓国

まで宣教に行ったと言われていますが、宣教の旅に

出る前に彼が経験したことをまとめると次のように

なります。

①誇りに勝利した

②自分の罪深さを自覚した
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私たちも大宣教命令を完結させる、大いなる叫びの

準備としてこのような経験にあずかりたいものです。

誇りに勝利したナアマンの例

ここで別の話を考えてみたいと思います。「誇り」

vs「信仰」の心の中の戦いの話しです。

スリヤの国にナアマンという将軍がいましたが、

彼はらい病をわずらってしまいました。彼の妻には

イスラエルから連れて来られた召使の少女がいまし

た。ナアマンがらい病になった時に、この少女は女

主人に言いました。「ああ、御主人がサマリヤにい
る預言者と共におられたらよかったでしょうに。彼
はそのらい病をいやしたことでしょう」（列王記下 5：
3）。

この少女の言葉を妻はナアマンに伝えました。す

るとナアマンはスリヤの王様にこのことを伝えて、

王様からイスラエルの王様に、ナアマンがいやされ

るように、手紙を書いてもらいました。そしてナア

マンは、贈り物とその手紙を持ってイスラエルの王

に会いに行ったのです。イスラエルの王様はこの手

紙を読んだ時、「わたしは・・・神だろうか」、こん

なことできるわけがないと衣を裂いて言いました。

これを聞いたエリシャは、「彼（ナアマン）をわ

たしのもとにこさせなさい」と言いました。ナアマ

ンは案内されて、エリシャの家の戸口まで来ました。

ナアマンはエリシャが出迎えて、彼の患部に手を当

てて癒してくれるだろうと期待していました。とこ

ろが、ナアマンがエリシャの家の戸口に立っても、

歓迎する主人は出て来ないばかりか、使者が出てき

て、「あなたはヨルダンへ行って七たび身を洗いな
さい。そうすれば、あなたの肉はもとにかえって清
くなるでしょう」と言うのです（列王記下 5：10）。

ナアマンの期待は裏切られました。自分は丁重に

扱われていないと感じ、プライドが傷つきました。

ナアマン将軍は怒りました。わたしは将軍であるの

に、わたしを迎えに出てきたのは、この家の主人で

はなく、召使いなのか。しかも多くの人々はダマス

コの心地よい川アバナとパルパルの方をヨルダン川

よりも尊んでいるのだ。ヨルダン川なんかに入れば、

人々はわたしの事をどう思うだろうか。

自分の思い通りにならなくて、彼は誇りが傷つけ

られ、怒って帰ろうとしたのです。その時、ナアマ

ンのしもべたちが言いました。「将軍、怒らないで

ください。ヨルダン川に入って身を清めるのは難し

いことではございません。」ここでナアマンの誇り

と信仰が心の中で戦いました。そしてナアマンは信

仰に勝利させ、「ヨルダン川で身を清める」という

選択をしたのです。彼は川に下って行って七たび身

を浸しました。すると彼は癒やされたのです。彼の

皮膚は赤ちゃんのような清い皮膚に作り変えられま

した。

私たちも、自分の誇りに勝たせるか、あるいは自

分の信仰に勝たせるか、心の中で戦いをしなければ

ならないのです。私たちも誇りに勝利しなければな

りません。これに負けてはいけません。誇りがある

と慰め、すなわち後の雨を受けられないのです。そ

して後の雨による、神の道徳的みかたちの完成を得

ることができないのです。今日、毎日の生活で、こ

の誇りに勝利しなければならないのです。

大宣教命令と三天使の使命

さて、あの二階の広間でキリストが最初に宣教命

令を語られたとき、それを聞き逃したトマスはその

後一度も宣教命令を聞かなかったのでしょうか。い

いえ。イエス様は繰り返し繰り返し宣教命令をな

｜立ち上がるトマス
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さったのです。その後ガリラヤで 500 人以上の人々

と会われた時も、昇天のときも、キリストは宣教命

令を繰り返し語られました。「王国」というのはロー

マからの解放の「地上の王国」ではなく、「恵みの

王国」であるということを、イエス様は誤解が無い

ように、弟子たちが理解できるように、何度も何度

もそのことを繰り返されました。トマスもそれを聞

きました。

この大宣教命令が、あの二階の広間でなされた時

に、「全世界に出て行って、すべての造られたもの
に福音を宣べ伝えよ」（マルコ 16:15）と主は言われ

ましたが、これは基本的には、私たちに与えられた

第一天使の使命と本質的には一緒なのです。つまり

創造主の命令によって、わたしたちがすべての被造

物に福音を伝えるということです。「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、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』」（黙示録
14:6, 7）。

しかし、私たちにはそればかりではなく、「バビ

ロンから出よ」、「獣の刻印を受けてはならない」と

いう警告のさらに増し加わった光が与えられていま

す。私たちは大宣教命令の福音宣伝を完成しなけれ

ばならない時代に生きています。トマスはユーラシ

ア大陸に福音を伝えました。そしてパウロもヨー

ロッパへ伝えました。しかし、もっと完全に永遠の

福音が全世界に宣べ伝えられなければならないので

す。エレン・ホワイトは、このような言葉を残して

おります。

「あなたは、小冊子を印刷し始め、それを人々に

送らなければなりません。初めは、小さいものでよ

いでしょう。しかし、人々が読むにつれて、印刷す

る資金を送って来ます。それは、最初から成功しま

す。それは、この小さい出発から世界を取り巻く光

の流れのようになることが、わたしに示されました」

(ライフ・スケッチズ 125)。

私たちがまだ完成しなければならない大宣教命令

は、このような形で完成されて行くと言うのです。

私たちは文書を通して、そして生活と品性を通して、

人々に最後の警告と福音を宣べ伝えなければならな

いのです。しかし、トマスがそうであったように、

イザヤがそうであったように、パウロがそうであっ

たように、私たちはまず自分の無価値さを悟って、

自分の罪を悔い改めなければならないのです。自分

や他人の問題ばかりを見るのではなく、神のゆるし

の確証を得て、完全な犠牲であり天の至聖所で最後

の贖いを完成しようとしておられるわれらの大祭司

キリストを見上げて、変化した人間として立ち上が

らなければならないのです。

「あなたがた、恥を知らぬ民よ、共につどい、集

まれ。すなわち、法令が出る前に、（欽定訳）もみ

がらのように追いやられる前に、主の激しい怒りが

まだあなたがたに臨まない前に、主の憤りの日がま

だあなたがたに来ない前に」（ゼパニヤ 2:1,2）。

この４つの「前に」は、すべて同じ時期を表わし

ています。日曜休業令が出る前にということです。

日曜休業令が出る前に、私たちは集まり、天の至聖

所の大祭司イエス・キリストの前に心を探り、へり

くだらなければならないのです。

「すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、

主を求めよ。正義を求めよ。謙遜を求めよ。そうす

ればあなたがたは主の怒りの日に、あるいは隠され

ることがあろう」（ゼパニヤ 2：3）。

私たちも立ち上がろう。神は助け
て下さる。

どんな準備をするのでしょうか。今、法令が出

されようとしているニュースがいくつか入って来ま

す。もうアメリカのある州議会では、アメリカの霊

的再生の必要性を訴え、すべてのアメリカ国民が日

曜日を守るべきであると主張する議員もいるので

す。私たちは今何をすべきかというと、「主を求めよ。

正義を求めよ。謙遜を求めよ。」と言われています。

このようなトマスの経験なしには大宣教命令の使者

として、私たちは働くことができないのです。

イザヤ 40：28 － 31 を読みます。本当に悔い改め

た人、一見人間の目から見て弱くなった人、このよ

うな人たちに対する励ましの言葉です。

｢ あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかっ

たか。主はとこしえの神、地の果の創造者であって、

弱ることなく、また疲れることなく、その知恵はは

かりがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者

には強さを増し加えられる。

（トマスがそうでした。トマスは自分の罪を認め、
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自分の無価値さを知った、そのような人であったか

ら、神様から強さを増し加えられたのです）。

年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れはて

て倒れる。

しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしの

ように翼をはって、のぼることができる。走っても

疲れることなく、歩いても弱ることはない」。

自分の無価値さを知った人に対する励ましの言葉

です。イザヤ 41:10、13、14 を読みます。

｢恐れてはならない、わたしはあなたと共にいる。

驚いてはならない、わたしはあなたの神である。わ

たしはあなたを強くし、あなたを助け、わが勝利の

右の手をもって、あなたをささえる。あなたの神、

主なるわたしはあなたの右の手をとってあなたに言

う、『恐れてはならない、わたしはあなたを助ける』。

主は言われる、『虫にひとしいヤコブよ、イスラエ

ルの人々よ、恐れてはならない。わたしはあなたを

助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者で

ある』」。

自分が虫に等しいと感じた人は幸いです。最後に

イザヤ 57:15 を読みます。

｢ いと高く、いと上なる者、とこしえに住む者、

その名を聖ととなえられる者がこう言われる、『わ

たしは高く、聖なる所に住み、また心砕けて、へり

くだる者と共に住み、へりくだる者の霊をいかし、

砕ける者の心をいかす』」。

私たちに託された最後の働きは、非常に重い責任

ですが、もし私たちが悔い改めるならば、神様はきっ

と私たちを助け、そして勝利させて下さることを感

謝したいと思います。皆様に聖霊の助けが与えられ

ますように。

｜立ち上がるトマス / エレン・ホワイトとヨハネ

レムナント ( 女の残りの子ら ) に対するサ

タンの激しい怒りー女は預言で神の教会

を象徴

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」。

｢イエスのあかし｣ について、より良い理解を持

つためには、バプテスマのヨハネの時代に遡って見
なければならない。

バプテスマのヨハネの生涯と働き

70週の預言の終わりに大リバイバル (ダニエル
9:24－ 27)が成就した。

マタイによる福音書 3:5、6 「すると、エルサ

レムとユダヤ全土とヨルダン附近一帯の人々

エレン・ホワイトと   

              ヨハネ

スティーブン · ボーア

エレン・ホワイト
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が、ぞくぞくとヨハネのところに出てきて、自

分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプ

テスマを受けた」。

ヨハネは、預言者であるかと質問されたが、違う
と答えた。

ヨハネによる福音書 1:19-21 「さて、ユダヤ人

たちが、エルサレムから祭司たちやレビ人たち

をヨハネのもとにつかわして、『あなたはどな

たですか』と問わせたが、その時ヨハネが立て

たあかしは、こうであった。すなわち、彼は告

白して否まず、『わたしはキリストではない』

と告白した。そこで、彼らは問うた、『それで

は、どなたなのですか、あなたはエリヤですか』。

彼は『いや、そうではない』と言った。『では、

あの預言者ですか』。彼は『いいえ』と答えた」。

ヨハネは主のメッセンジャーであった。

ルカによる福音書 7:27 「『見よ、わたしは使を

あなたの先につかわし、あなたの前に、道を整

えさせるであろう』と書いてあるのは、この人

のことである」。

イエスの初臨に人々を備える

ヨハネによる福音書 1:23 「彼は言った、『わた

しは、預言者イザヤが言ったように、「主の道

をまっすぐにせよと荒野で呼ばわる者の声」で

ある』」。マタイによる福音書 3:1- ３ 「そのこ

ろ、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野

で教を宣べて言った、『悔い改めよ、天国は近

づいた』。預言者イザヤによって、『荒野で呼ば

わる者の声がする、「主の道を備えよ、その道

筋をまっすぐにせよ」と言われたのは、この人

のことである』」。

ルカによる福音書 1:16-17 「そして、イスラエ

ルの多くの子らを、主なる彼らの神に立ち帰ら

せるであろう。彼はエリヤの霊と力とをもって、

みまえに先立って行き、父の心を子に向けさせ、

逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた

民を主に備えるであろう」。

エリヤは、すべてを回復する

マタイによる福音書 17:11-13 「答えて言われ

た、『確かに、エリヤがきて、万事を元どおり

に改めるであろう。しかし、あなたがたに言っ

ておく。エリヤはすでにきたのだ。しかし人々

は彼を認めず、自分かってに彼をあしらった。

人の子もまた、そのように彼らから苦しみを受

けることになろう』。そのとき、弟子たちは、

イエスがバプテスマのヨハネのことを言われた

のだと悟った」。

ヨハネは、預言者以上の者であった。

ルカによる福音書 7:26 ｢ では、何を見に出て

きたのか。預言者か。そうだ、あなたがたに言

うが、預言者以上の者である ｣。

ヨハネは奇跡を行わなかった。が、彼がイエスに
ついて言ったことは真実であった。

ヨハネによる福音書 10:41､42 ｢ 多くの人々が

イエスのところにきて、互に言った、『ヨハネ

はなんのしるしも行わなかったが、ヨハネがこ

のかたについて言ったことは、皆ほんとうで

あった』。そして、そこで多くの者がイエスを

信じた ｣。

ヨハネはイエスのあかしを持っていた

ヨハネによる福音書 5:31-33「もし、わたしが

自分自身についてあかしをするならば、わたし

のあかしはほんとうではない。わたしについて

あかしをするかたはほかにあり、そして、その

人がするあかしがほんとうであることを、わた

しは知っている。あなたがたはヨハネのもとへ

人をつかわしたが、そのとき彼は真理について

あかしをした」。

ヨハネは大いなる光でなく、小さい光で

あった

ヨハネによる福音書 1:6-8 「ここにひとりの人

があって、神からつかわされていた。その名を

ヨハネと言った。この人はあかしのためにきた。

光についてあかしをし、彼によってすべての人

が信じるためである。彼は光ではなく、ただ、

光についてあかしをするためにきたのである」。

ヨハネによる福音書 5:35、36「ヨハネは燃え

て輝くあかりであった。あなたがたは、しばら

くの間その光を喜び楽しもうとした。しかし、

わたしには、ヨハネのあかしよりも、もっと力

あるあかしがある。父がわたしに成就させよう

としてお与えになったわざ、すなわち、今わた

しがしているこのわざが、父のわたしをつかわ

されたことをあかししている」。
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ヨハネは人々を大いなる光に導くための

小さな光であった

｢ 預言者ヨハネは、２つの時代をつなぐ環 (わ )

であった。神の代表者として、彼は、キリスト

教時代に対する律法と預言者の関係を示してい

た。彼は小さな光で、そのあとには大きな光が

つづくのであった ｣。1希望 274

聖書も小さな光である

ヨハネによる福音書 5:39、40「あなたがたは、

聖書の中に永遠の命があると思って調べている

が、この聖書は、わたしについてあかしをする

ものである。しかも、あなたがたは、命を得る

ためにわたしのもとにこようともしない」。

ヨハネによる福音書 5:45、46「わたしがあな

たがたのことを父に訴えると、考えてはいけな

い。あなたがたを訴える者は、あなたがたが頼

みとしているモーセその人である。もし、あな

たがたがモーセを信じたならば、わたしをも信

じたであろう。モーセは、わたしについて書い

たのである。しかし、モーセの書いたものを信

じないならば、どうしてわたしの言葉を信じる

だろうか」。

どうして二つの小さい光が必要であった

か？

従って二つの小さな光があることにお気づきにな
るであろう。聖書とバプテスマのヨハネ。小さい光
の一つは、聖典であり、もう一つは、聖典ではない。

よく、質問される：「もし、聖典という小さな光
が与えられているのに、聖典ではない小さな光を必
要とするのだろうか？」

あるいは、次のようなするどい質問をする人がい
る。「もし、大いなる光がまもなく彼らに与えられ
ることになっていたなら、なぜ小さな光を必要とす
るのか」と。

もう一つ質問をさせてもらおう：「ユダヤ人たち
は、書かれた聖書を研究するだけで、イエスをメシ
アとして認識することができただろうか」。答えは
しかりである。

イエスの生涯のすべてのことは、聖書に

前もって預言されていた :

•イエスはベツレヘムにお生まれになる｡ ミカ 5:2

• 処女からお生まれになる｡ イザヤ 7:14

• 彼の誕生は、星によって発表される。民数記 
24:17

• イエスが生まれるとき、子供たちが大虐殺され
る。エレミヤ 40:1

• 彼はエジプトから呼び出される。ホセア 11:1

• 彼は、ダニエル書の 69週が終わった時にバプ
テスマを受け、油注がれる。ダニエル 9:25

• 彼は、驚くべき御業をなし、力ある説教者とな
る｡ イザヤ 61:1-4

• ユダヤ人たちは彼の使命を拒む｡ イザヤ 6:9, 10

• ユダヤ人たちは、口先だけで神に仕える｡ イザ
ヤ 29:13

•彼はエルサレム入場の時、ロバに乗る。 ゼカリ
ヤ 9:9

• 彼は両替人を神殿から追い出す｡ エレミヤ 7:11

•神の家を思う熱心が彼を食い尽くす｡ 詩篇 69:9

• 彼は銀 30枚で売られる。ゼカリヤ 11:13

• 彼の弟子たちは、彼を見捨てる｡ ゼカリヤ 13:7

• 彼は身代わりとなって死ぬ｡ イザヤ 53:3-6

• 彼は「わが神、わが神どうしてわたしをお見捨
てになったのですか」と叫ぶ｡  詩篇 22:1

• 悪を行う者が彼のみ手とみ足を刺し貫く｡ 詩篇
22:16

•彼の衣はくじ引きされる｡ 詩篇 22:18

•彼の心臓はとけ､ 水のように注ぎだされる｡ 詩
篇 22:14

• 彼の敵はそのみ顔につばきする｡ イザヤ 50:6

• 彼の敵は「彼を十字架より降りてこさせよ」と
いう｡ 詩篇 22:8

• 彼の骨は一つも折られない｡ 出エジプト 12:46

18 ｜エレン・ホワイトとヨハネ
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• 十字架で彼は「わたしは渇く」と言われる｡ 詩
篇 22:15; 

• 酢を飲ませる。詩篇 69:21 

• 彼は三日三晩地の中にいる｡ ヨナ 2:1

• 彼は富める者とともに葬られる｡ イザヤ 
53:9(英文 )

• 彼は三日目に死から復活する｡ 詩篇 16:10; イザ
ヤ 53:9-11

• 彼は昇天する｡  詩篇 24：7-10

• 彼は父の右に座するにいたる｡ 詩篇 110:1, 4

もう一度聞きたい：ユダヤ人は聖書研究さえして
おれば､ イエスをメシアとして受け入れる用意はで
きていたであろうか : 答えは明確にしかりである！　

人々は暗黒に陥っていたのである。

問題は、聖書、特に預言を彼らの利己的な欲望に
従って曲解していたことである。実際、旧約時代と
新約時代の間の人々は､ 大いなる暗黒のうちにあっ
た｡

マタイによる福音書 4:16「暗黒の中に住んで

いる民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住

んでいる人々に、光がのぼった」。

ルカによる福音書 1:78､79 「これはわたしたち

の神のあわれみ深いみこころによる。また、そ

のあわれみによって、日の光が上からわたした

ちに臨み、暗黒と死の陰とに住む者を照し、わ

たしたちの足を平和の道へ導くであろう」。

暗黒にある人々を、大いなる光に導くために小さ
な光が必要とされた。

ヨハネの役割は、新しい光をもたらすのではなく、
すでに与えられていた光に人々の注意を向けること
であった。彼の役割は、旧約の預言の学びに興味を
覚醒させることであった。

つまり、ヨハネは、メシアに道備えをする先がけ
としての描写にぴったりであった。

人々は、メシアがどのように来られるかというこ
とを知るために、詳細に描写されていた旧約聖書に
行くべきであった。

神の民であると主張して旧約聖書を持っていると
誇らしげにしていた者たちは、神の言葉の原則に違
反していたのである。彼らはメシアが来られるのを
待望していると自称していた。神を愛すると自称し
ていた。神との密接な関係にあると主張していたが、
キリストを十字架につけたのだ。なぜなら、旧約聖
書を誤解して、そして小さな光によって明確にされ
ていた説明を拒んだためであった。

ユダヤ人たちは、「我々にはモーセがある」と言っ
た。しかし、彼らはモーセを理解していなかった。
なぜなら、彼らは、モーセの書にイエスを見なかっ
たのである｡ 顔おおいがかけられていたのであった
(２コリント 3:18)｡

彼らは聖書の知識を持っていると自負しながら、
全く理解していなかったのである。すでに彼らに与
えられていた聖書に注目を寄せるのがヨハネの役目
であった。エリヤのような容姿で、エリヤのような
食べ方をしてエリヤのように話し、エリヤのように
砂漠に住んでいるヨハネを見て、彼らは、マラキの
3章 4章の預言に注目し、もっとメシアに関して知
るために聖書を探り調べるべきであった。

ヨハネは、メシアに関する旧約の預言に光を投げ
かけた。彼は、イエスを神の小羊として提示したと
き、聖所のことに、そしてイザヤ 53章に言及した
のである。

彼は、旧約聖書から引用して、いかにそれらがイ
エスの生涯に成就したかを示した。彼は、旧約聖書
を高く掲げ、生き生きと現代の真理を提示した。彼
は、非難し、譴責し、戒めた。彼はエリヤと同じよ
うにイスラエルを悩ます者と見なされた。 彼は決し
てお人よしではなかった。

ヨハネの役割は、人々をイエスの初臨に備えるこ
とであった (ルカ 1:17)。このことのために彼は真理
を回復する必要があった。リバイバル (悔い改め )
と改革 (実を結ぶ )によって人々は、彼らの花婿を
待望しなければならなかった。ヨハネは、イエス ･
キリスト (花婿 )とイスラエル (花嫁 )の仲介役で
あった。彼は結婚式のために準備するのであった (ヨ
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ハネ 3:28-30)。新約時代においては、花婿の友人が
結婚式の準備をすべて整えることになっていた。

 花婿の友人は、自分に栄光を帰すことをしては
ならなかった。栄光は花嫁と結婚する花婿に帰すべ
きものであった。

ベストマンは、結婚式の時にすべての人の注目を
自分に向けさせることはしない。花婿に注目させる
ために彼は引き下がるのである。つまり、花婿が見
えるようになるために身を隠すのである。彼はすべ
てのものを回復するため、主のために人々を備える
のであった。

旧約聖書には花嫁と結婚するための花婿の来臨に
ついて多くの預言があった。結婚仲介人 (バプテス
マのヨハネ )は、すべてのお膳立てを整えるために
来た。

しかし、花嫁は、彼女の夫を拒絶したのであった。
結婚仲介人の働きを拒むことによって、彼らは花婿
を拒んだのである。バプテスマのヨハネがどのよう
に扱われたかを見てみよう。

ヨハネは神の民から拒絶されたのであった。

マタイによる福音書 11:18 「なぜなら、ヨハネ

がきて、食べることも、飲むこともしないと、

あれは悪霊につかれているのだ、と言」った ｡

ヨハネは、指導者たちによって拒絶されたので
あった。

ルカによる福音書 7:29、30「これを聞いた民

衆は皆、また取税人たちも、ヨハネのバプテス

マを受けて神の正しいことを認めた。しかし、

パリサイ人と律法学者たちとは彼からバプテス

マを受けないで、自分たちに対する神のみここ

ろを無にした」｡

彼らは彼を知らなかった (同じ表現がヨハネ 1:10、
11にある )。彼らは自分たちの望み通りにヨハネに
したので、同じようにイエスに対してもした。彼ら
は聖書に従っていると主張した人々であった !!　小
さな光を拒んだことによって彼らは大きな光を拒ん
だのであった !!

マタイによる福音書 17:12、13「しかし、あな

たがたに言っておく。エリヤはすでにきたのだ。

しかし人々は彼を認めず、自分かってに彼をあ

しらった。人の子もまた、そのように彼らから

苦しみを受けることになろう。そのとき、弟子

たちは、イエスがバプテスマのヨハネのことを

言われたのだと悟った」。

ヨハネは、真理の理解において成長していった。
預言者は全知でも、無謬でもない。彼らは人間であっ
た。彼らは真理の理解において成長していった。た
とえば、ヨハネは、メシアの来臨は一回しかないと
思っていた（マタイ 3:7、10、12）。イエスが彼の説
教した通りに現れなかったので、彼は、イエスに使
いを送ってイエスは来るべき方かそれともほかの人
を期待すべきかと聞かせた (マタイ 11:1-3)。

｢ その後 ( イエスのバプテスマ後 ) 幾週間にわ

たって、ヨハネは新しい興味をもって預言と犠

牲制度の教えについて研究した。彼は、キリス

トの働きの２つの面、すなわち苦難のいけにえ

と勝利する王との両面をはっきり見分けていな

かったが、キリストの来臨には祭司たちや民が

みとめていたよりももっと深い意味があること

を知った ｣。1希望 453

ヨハネはメシアの働きを完全に理解していなかっ
た偽りの預言者であっただろうか？彼の知識と理解
が制限されていたからと言って、彼の預言者として
の働きは、あまり信頼できないものだったであろう
か。イエスが病人をいやしたりされた時、ヨハネは
ついに理解したのであった !

では、Ｅ . Ｇ . ホワイトの生涯と働きをヨ

ハネのそれと比較してみよう：

2300日の預言の終わりに大きなリバイバルがあっ
た (ダニエル 8:14；黙示録 10章、14:6、7)。

彼女は、自分が預言者であると主張しな

かった。

｢ お話の中で ( バトルクリーク 1904 年 10 月 2

日のこと )、私は自分が預言者であると主張し

たことはない、と言いました。ある人々はこの

言葉を聞いて驚きました。そして、これについ

ていろいろなことが言われましたから、私が説

明しましょう。他の人たちが私を預言者と呼ん

だことはありますが、私は１度もそう言ったこ

とはありません。私は、私自身をそう言わなけ

ればならない、と感じたこともありません。今
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日、大胆にも自分は預言者であると言っている

人々が、しばしばキリストのみ業に対して非難

を招いています ｣。1SM32

｢ この前、バトル・クリークに行った時、多く

の会衆の前で私は自分が預言者であるとは言い

ません、と話しました。２回このことに触れ、

その度に『私は預言者であるとは言いません』

と言ったのです。もし私がもっと別の言い方を

したとすれば、私が言おうとしたことは、私は

預言者とか女預言者とかの肩書きを主張してい

ない、ということでした。みなさんにこのこと

をわかっていただきたいのです ｣。1SM30

Ｅ . Ｇ . ホワイトは、主のメッセンジャー

であった

｢ 私の働きは、この名前よりはるかに広い範囲

にわたっています。私は自分を、主がその民の

ための使命をゆだねられた使命者だと思ってい

ます ｣。手紙 55、1905 年、1SM32

｢ 若い時から、あなたは預言者ですか、と度々

尋ねられました。私はいつも、私は主の使命者

です、と答えてきました。多くの人が私を預言

者と呼んだことを、私は知っています。しかし、

私は自分で預言者という名称を主張したことは

ありません。私の救い主は、私を主の使命者と

言われました ｣。1SM26

奇跡を行わないと譴責された

｢ ある人は、主が私に与えられた働きに対する

不信を表す。なぜなら、『ホワイト夫人はいか

なる奇跡も行わなかったから』という。しかし、

奇跡を神の導きのしるしであるとする大いなる

危険がある」。2SM 53, 54

Ｅ . Ｇ . ホワイトは、イエスのあかしを持っ

ていた ( 黙示録 12:17; 19:10; 22:8、9)

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 19:10 「そこで、わたしは彼の

足もとにひれ伏して、彼を拝そうとした。する

と、彼は言った、『そのようなことをしてはい

けない。わたしは、あなたと同じ僕仲間であり、

またイエスのあかしびとであるあなたの兄弟た

ちと同じ僕仲間である。ただ神だけを拝しなさ

い。イエスのあかしは、すなわち預言の霊であ

る』」。

ヨハネの黙示録 22:8、9 「これらのことを見聞

きした者は、このヨハネである。わたしが見聞

きした時、それらのことを示してくれた御使の

足もとにひれ伏して拝そうとすると、 彼は言っ

た、『そのようなことをしてはいけない。わた

しは、あなたや、あなたの兄弟である預言者た

ちや、この書の言葉を守る者たちと、同じ僕仲

間である。ただ神だけを拝しなさい』」。

E. Ｇ . ホワイトの働きは普通の預言者より

さらに大きいものであった

｢ 私の働きは、この名前よりはるかに広い範囲

にわたっています。私は自分を、主がその民の

ための使命をゆだねられた使命者だと思ってい

ます ｣。手紙 55、1905 年 1SM32

｢ 私に命じられた働きは預言者の働きにとどま

らない。不信の種をまき散らす人たちが理解し

ている以上のことを含んでいます ｣。同上

Ｅ . Ｇ . ホワイトは、大きな光であられる

イエス ･ キリストに導く小さな光

「男女を大いなる光に導くために、聖書、また

主が与えられた小さな光にあまりにも注意が払

われていません」。1SM 30

｢ 神から離れたユダヤ人の宗教は、ほとんどが

儀式から成り立っていた。ヨハネは、小さな光

であって、後につづく大きな光が来るのであっ

た。彼は、人々が伝統にしがみついている信頼

を揺さぶるのであった。そして彼らの罪を思い

出させ、悔い改めに導くはずであった。そして

キリストの働きを受け入れる用意をさせるこ

とが彼の使命であった ｣。Review and Herald, 

volume 41, number 17, April 8, 1873

二つの小さな光

ヨハネの時代と同じように、イエスの再臨の道備
えとして二つの証が与えられる。一つは、聖典 (聖
書 )、もう一つは非聖典（Ｅ．Ｇ．ホワイトの書き物）。
ヨハネと同じように、彼女の書き物の目的は、暗黒
時代の間、足で踏みつけられ、曲解されてきた聖書
に注意を促すためであった。もし、神の民が神の言
葉を研究し、それに従っておれば、Ｅ．Ｇ．ホワイ
トは神によって召される必要はなかったのである。

｢ しかしあなたがたの中で、あかしの中に何が

21
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書いてあるかを、ほんとうに知っている人は多

くはない。あなたがたは、聖書をよく知ってお

られない。もしあなたがたが聖書の標準に達し、

クリスチャンの完全さに到達したいと望んで、

神のみ言葉を学んでいたならば、あかしは必要

でなかったはずである。あなたがたが、神の

霊感によって与えられた聖書をよく知るための

努力を怠ったので、神は単純で率直なあかしに

よって、あなたがたの心を動かし、あなたがた

が従うことを怠った霊感のみ言葉に、あなたが

たの注意を引き、その純潔で崇高な教えに従っ

て、あなたがたの人生を形づくるよう、勧めて

おられるのである」。５Ｔ 663-665

もし、聖書を持っているなら、どうしてＥ．

Ｇ．ホワイトを必要とするだろうか？

ヨハネの時代と同じ理由である。ユダヤ人らは
旧約聖書を持っていたが、彼らにはヨハネが必要で
あった。彼らは、それを理解しそれに従っていなかっ
た。そこで神は憐れみのうちに、すでに与えられて
いた真理を単純化し、拡大するために助けの手を差
し出された。Ｅ．Ｇ．ホワイトは新しい光の源では
なく、古い真理を拡大化し、単純にし、説明し、明
瞭にし、伝統というちりを取り払い、照明を与える
のであった。

神がＥ．Ｇ．ホワイトを預言者として召されたちょ
うど同じころ、預言者と称する別の人物が現れた。
彼はうわさによると、パルミラ、ニューヨークにお
いて、ある古代エジプト語で書かれた金版の書を発
見してそれを英語に翻訳した｡ それがモルモン経典
として知られている。それは、「イエス ･キリスト
のもう一つの証」と言われている（なぜ、現代の
英語でもなく、その写本の足跡はたどれないのか）。
それは、神の言葉に追加するものと言われている（教
義と聖と大パールの -経典もある）。言い換えれば、
これらの本は聖書に見いだされることのない真理が
含まれていると確言している。

末日聖徒イエス ･キリスト教会 (モルモン教会 )
の信者に会うと、まず彼らは、ジョセフ・スミスが
真の預言者であると求道者に説得しようとする。

セブンスデー・アドベンチストは、その逆の手法
である。研究者は、まず、聖書のみによって真理を
教えられる。そして聖書から明瞭にすべての教理、
真理が提示されてから、それから預言の霊が聖書に

対する追加でなく、最後によりよく理解できるもの
として提示される。それは、預言の霊が第二に重要
という位置づけでなく、むしろ、Ｅ．Ｇ．ホワイト
の書物の役割は、追加でなく、聖書を補足するもの
だからである。Ｅ．Ｇ．ホワイトは、聖書の大真理
を拡大し、説明し、明瞭にし、単純にする役割を果
たすのである。何も新しい真理を加えるのではな
い！ !　それはちょうど、望遠鏡、あるいは顕微鏡
のようなものである。望遠鏡は新しい星をつくるの
ではなく、もっとはっきり見えるようにするもので
ある。

今日、セブンスデー・アドベンチスト教会の中で
も、「私は、聖書を持っているから、Ｅ．Ｇ．ホワ
イトを必要としない」という人がいるなら、神の聖
書のすべての原則を犯していることになる。実際、
Ｅ．Ｇ．ホワイトは、バプテスマのヨハネと同じよ
うにさげすまれている。

元牧師であったが､ 証の書に信頼を失って「ホワ
イトのうそ」「健康の女預言者」という書物を書い
た人もいる。インターネットでも辛

しんらつ

辣な憎悪でエレ

ン・ホワイトを打ちのめしているのを見ることがで
きる。

Ｅ．Ｇ．ホワイトは、そういうことを前もって予
知していた。

｢ サタンは常に偽物を押しつけ、真理から離れ

させようとしています。サタンの最後の惑わし

は、神の霊の証を影響のないものにすることで

す。『預言（英訳・幻）がなければ、民はわが

ままにふるまう（英訳・民は滅ぶ）』。サタンは

巧みにいろいろな方法で、種々の働きを通して

神の残りの民の、真の証に対する確信を揺るが
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そうとして働くでしょう」。手紙 12、1890 年、

１セレクテッド 51

｢ 証しに対するサタンの憎しみが燃え上がるで

しょう。サタンは証しに対する教会の信仰を揺

るがすように働くでしょう。それは、もし神の

み霊の警告や譴責、勧告に心が向けられるなら、

サタンは魂を惑わすことができなくなるからで

す ｣。手紙 40、1890 年 ( １セレクテッド 51)

私は、このことが起こることをずっと以前から見
てきた。私は、どの人、あるいは教会が何と言うか
ということに基づいて自分の意見を形作ることはし
ない。なぜなら、敵は曲解してもっともらしく見せ
かけるからである。友人が詭弁を用いて装飾するこ
ともある。

もし、Ｅ．Ｇ．ホワイトについて、真実を知りた
ければ、源に直接、自分で行くことである !　自分
で彼女の書き物を読んでいただきたい。情報をまた
聞きするのでなく、それに直接触れることである !

Ｅ .Ｇ .ホワイトは完全でもなく、無謬でもなく、
全知でもない。彼女自身、真理の理解において漸進
的であった。あなたが、初代文集と大争闘を比較す
ると、彼女の理解にその成長と進展を見ることがで
きるであろう。

バプテスマのヨハネがキリストの初臨に人々を備
えたように、Ｅ．Ｇ．ホワイトは、キリストの再臨
に人々を備えるために起こされたのである。初臨に
備えていた人々が少数であったように、再臨に備え
る忠実な人々も、少数であろうか？
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バプテスマのヨハネは、キリストの最初の贖罪に人々
の目を向けた。

E.G. ホワイトはキリストの最後のあがないに人々の目
を向ける。

バプテスマのヨハネは、キリストの最初の贖罪に人々
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エルフレド ・ リー

E.G. ホワイトとは誰か ?　
ユダヤ人ラビの質問

画家のエルフレド ・ リーが出会った

3 人のユダヤ人の証 ：

私はカリフォルニアのウィーマー伝道機関で、
ラビであるジョー・カーガンに出会いました。彼の
家族は、彼が若い時に、ヨーロッパから米国に移住
しました。

１３才のときに、彼はカーネギーホールでカ
ントル ( 教会音楽家 ) としてデビューしました。彼
は美しいテノールの声を持っていました。高等教育
を受けてラビになりました。私が彼に会ったのは
1978 年の後期、彼がロナルド・レーガン研究員の
スタッフとしてサクラメントにいたときでした。ど
んな主題に関してでも質問があれば、研究してその
答えを見出し得る人でした。

彼はキリスト教に対しては非常に否定的な態度
を持っていました。新約聖書には一切触れませんで
した。しかし、ラビとして高い教育を受けていたの
で、ユダヤ人の旧約聖書 ( トーラ ) については精通
していました。ある日、彼は E.G. ホワイトによっ
て書かれた「Patriarchs and Prophets ( 父祖たちと
預言者たち＝人類のあけぼの )」という本を手にし
たのです ｡ 私が彼に会ったのは、その時でした。彼
は「E.G. ホワイトとは誰ですか ､ どの大学を卒業
したのですか」と質問しました。我々は、「彼女は、
小学校 3 年の教育しか受けていません」と答えまし
た。「では、彼女はどこでヘブル語を学んだのです
か」と聞きました。「彼女はヘブル語はいっさい知っ
ていませんでした ｡ しかし、歴史上最もすばらしい
女性著述家で、この本は、彼女の書いた多くの本の
ただ一冊にすぎません」と答えました。

彼は、彼女の知識に非常に驚いて、「この本
「Patriarchs and Prophets ( 父祖たちと預言者たち
＝人類のあけぼの )」の情報はミシュナ的です」と
言いました ｡ ミシュナとはユダヤ教のヘブル語の古
典です。「ミシュナが、英語に翻訳されたのは、ほ
んの 30 年前で、ただ、高級のラビしかこのような
情報を持っていません」と言いました。「これは、
私の民の歴史で非常に正確です」と言いました。彼
はまた「このような書き方ができるということは、
ヘブル語を知っているはずだ、なぜなら、彼女の文
章構造は、英語ではなく、ヘブル語である。… リ
ズム、節、言葉の取り決めと表現は英語ではありま
せん。ヘブル語で書いて、英語に訳したような書き
方である」とも言いました。

私の家族はジョーとその妻、子供らと親しい
関係になりました。ある日、聖書と E.G. ホワイト
の本を一緒に学んでいるとき、彼は言いました :

「E.G. ホワイトは、ヘブルの預言者と同じ霊感の源
を持っています。私はクリスチャンになりたい。私
はイエス ･ キリストをメシアとして受け入れます」
と。彼は、聖書を読むことによってキリストを受け
入れるに至ったのではありません。ヘブル語の聖書
にメシアについての預言はいっぱいありますが、イ
エス ･ キリストにすべて成就したことを知って、メ
シアであると認めるに至ったのは、E.G. ホワイトの
書き物を通してでありました。そのとき、初めて彼
は新約聖書を手に取り、ユダヤ人のメシアについて
読んだのでした。私は、彼が読みながら泣いている
のを何回か目撃しました。
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私は、ワシントン D.C. にあるセブンスデー・
アドベンチスト世界本部の大きな壁に「キリスト、
生命の道」と題して壁画を描いている最中でした。
彼も絵を描くことに協力してくれました。その絵画
はもともと、エレン・ホワイトが彫刻師に白黒で描
くようにと頼んだものでした。彼は、エレン・ホワ
イトの思想は、旧約、新約聖書にある救いの計画の
全体系を非常に正確に把握していると私に確証しま
したが、彫刻師は、彼女の考えていたことを間違え
て表していました。そこで、彼は、詳細にわたり、
歴史的に、神学的に正確に描くように多くの助けを
与えてくれました ｡　特に聖所、十字架上のヘブル
語、そして最後の晩餐について。彼は、イエスと弟
子たちが、中世の芸術家が描いているローマのソ
ファーではなく、東洋式に床に座ったスタイルで描
くようにと言ってくれました。

さらに、彼は、弟子たちは被り物を被って、ブ
ドウ汁と種入れぬパンと苦い薬草が象徴していたこ
とを正確に描くようにと言いました。描き終わっ
て、1979 年の終わりにその壁画の除幕式を SDA アー
バーン教会で持ちました。彼は、その絵とマッチす
る歌を作っていました ｡ その絵を披露したとき、彼
はオルガンを弾いてくれました ｡ イザヤ書から歌詞
に引用した「エリ、エリ、レマ、サバクタニ ( わが神、
わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのです
か )」と言われたイエスの言葉を歌った時、泣き出
しました。彼は歌って、歌って、泣いて泣いて全身
を震わせていました。教会には涙しない人は一人も
いませんでした。彼の声は真心をこめた何とも言え
ない美しい声でした。

今、そのオリジナルの絵は、メリーランドのシ
ルバースプリングにある新しい SDA 本部の壁に掛
けられていて、いろいろなポスターや、聖書研究の
絵などと一緒にあります。私は、この働きをラビ・
カーガンとエレン・ホワイトなしには決して成し遂
げることはできませんでした。あの家族がまだ生き
ていることを願うものです。

我々は、1979 年 12 月 22 日 ､ 土曜日の夜にサ
クラメントのベーア川で秘密裏に行われた彼のバプ
テスマ式に居合わせました。我々 4 人がいました。
彼は自分がクリスチャンになったことをその妻 ､ 息
子にも知らせることはできませんでした。冷たい水

から上がってきたとき、神を賛美し ､ 新しいメシ
アを歌い、「私は今、完全なユダヤ人だ。私は今は、
旧約 ､ 新約聖書のすべてのユダヤ人預言者が言って
いたメシアを受け入れた」と言いました。

最近私は、美術に関する講習会があり、また、
中東の考古学の仕事でヨーロッパにいました。ちょ
うどその時、イスラエルから来たユダヤ人の家族に
出会いました。シャローム ･ デイビッドは、もとも
とイラクから来ていて、彼の妻はチリ人でした。彼
らは、ヨーロッパの大学に通っていました。ヨー
ロッパでは、エレン・ホワイトの書物にかなりの反
対がありました。このユダヤ人の家族は、私をシャ
バット＝安息日 ( 金曜日の夕食 ) に招いてくれまし
た。彼の妻と子供たちが、安息日を迎えるにあたっ
て、ユダヤ人が何千年もやってきた賛美を歌ってく
れた時は最も楽しいひと時でした。私は、ラビ、カー
ガンのことを彼らに話しました。彼はとても興奮し
ました。彼は「同じことが私にも起こりました。私
は新約聖書を焼いて触りたくもありませんでした !　
私はキリスト教といっさい関わりたくありませんで
した。しかし、私もエレン・ホワイトの書物を読ん
でみました。そして神の霊がその婦人にあることを
知りました !　彼女の書物は、まるでヘブル語で書
かれたように思えるのです。ヘブル語のリズム、節、
表現があるのです。私も彼女の霊感は、ヘブルの預
言者たちと同じ源だと信じます。私の心は ､ 彼女に
よってメシアなるイエス ･ キリストに魅了されまし
た」。

私は昨日、カリフォルニアに住んでいるラビに
会いました。ラビ・ベンです。その日は、アドベン
チストのグループと一緒に食事に招かれた最後の安
息日でした。彼は、ちょうどラビ・カーガンのよう
に、また、私のヨーロッパの新しい友人(シャローム・
デイビッド ) のように食事の儀式をしました。そこ
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で、ヘブルの儀式について、それらはいかに病気の
癒しに今も有効であるかについて語っていました。

ラビ・ベンもまた同じ経験を私に語ってくれま
した。彼は新約聖書を嫌悪していました ｡ が、エレ
ン・ホワイトが彼をキリストに導いたこと、新約聖
書を読むことになり、メシアと恋に陥ったいきさつ
を話してくれました。彼もまた同じように、私に彼
が匿名のままでいなくてはならない９０代の、アメ
リカで最も影響力を持ったラビの１人を訪ねてきた
と言いました。そのラビの図書室で、彼が多くの書
物を見て回っているとき、エレン・ホワイトの「父
祖たちと預言者たち」を見ました。ラビ・ベンは彼
に聞きました。「どこでそれを手に入れたのですか、
どうしてあなたはクリスチャンの著者によるこの本

を持っているのですか ?」ラビは答えて「これは我々
の歴史のまさに権威的な源である」と言いました。

私は、ニューヨークの 3ABN の TV プログラム
でこの証をしました。それ以来、私の電話は夜も昼
も鳴りっぱなしで、遠くはインド、オーストリアか
ら来て「私たちはもっと、ラビ、ジョー・カーガン
とエレン・ホワイトについて知りたい」とのことで
した。

Source: http://www.presentruth.com/2009/11/who-is-
this-ellen-white-a-jewish-rabbi-asks/

「いつもインターネットを通じてメッセージを与えて下さり、 ありがとうございます。 毎週欠かさず視聴させて頂いており

ます。 …ノアの箱船発掘という大事業に献金を通して参加できることを心から喜びに感じています。 …きっと多くの有

志が力を合わせて成功に導かれていくに違いありません。」

「ある日、サンライズミニストリーに会わせていただけました。 何というタイミングでしょう。 あれからずっと私は、毎日、

朝から晩までパソコンの前に座りきりです。 メッセージを聞くたびに、 今まで知っていたと思っていたことが知らず知ら

ずに惑わされていたことに気がつくようになりました。 また、 ロンさんをはじめとする聖書考古学の分野の解説にも非常

に私の聖書理解に役だっております。 とてもみなさんに感謝しております。 これからの時代の生き方について本当に

励ましです。」

「たまたま見ていた Youtube で、 サンライズミニストリー様の動画に触れることができました。 …そして、 それ以来書

籍を注文してから、 毎日朝から晩まで Youtube でサンライズミニストリー様の動画を見て勉強しております。」

「『キリストへの道』 も 『贖いの歴史』 も読みました。 『各時代の大争闘』 は、 家でも通勤の途中でも仕事の合

間でも時間のある時に読んでいます。 かみしめる様にゆっくりと読んでいます。 祈りながら読んでいます。 『贖いの歴

史』 を読んでいて、 イエス様の愛の大きさに感謝の涙があふれてきました。 涙が止まりませんでした。 この本を読むこ

とによりどれほどの想いで十字架のみちを選ばれたのか、 涙が自然にあふれてきました。

…私は昨年からのサンライズミニストリー様のメッセージにより、 聖霊運動によるアメリカでの多くの働き人の事や、

欺瞞にショックで、 自分が信じて同じようにしてきたことは何だったのだろう？ 私も異端だったのか？ と頭の中がパ

ニックになっていました。 …今までは気付きませんでしたが、 ネットでの映像を見て、 聖霊の働きでないとはっきり分か

りました。 … 『贖いの歴史』 を読んで本当に聖書の学びが楽しくなりました。 主は、 迷いの中にあったわたしの祈り

を聞いて下さいました。 …本当にサンライズミニストリー様に感謝します。」

読者の声
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｢ 各時代の大争闘 ｣ の再版 !!　

｢ 各時代の大争闘 ｣ 配布運動にあなたも参加しませんか。

・ カラーの写真 ､ 絵入りの、 読みやすい新しいレイアウトです。

・ 現代の真理の書籍中、 最も重要なこの本を 「至るところ

で秋の木の葉のように散らし」 ましょう。 あらゆる欺瞞の中

にある現代人に正しい識別力を与え真の希望を与える必

読の書。

1 冊あたり - 950 円、 10 冊以上 - 850 円 / 冊、

50 冊以上 - 650 円 / 冊、 100 冊以上 - 500 円 / 冊

｢ 各時代の大争闘 ｣ 書かれた目的　　　

｢本書の目的は、過去の争闘に関する新しい事実を提示することよりも、むしろ未来の諸事件に関する事実と

原則とを明らかにすることにある。しかし、こうした過去のすべての記録を、光と暗黒との間の争闘の一部と

して見るとき、そこには新しい意義が認められるのである。そして、これらの諸事件は、未来に光を投げ、過

去の改革者たちのように、神の召しを受けて、この世のすべての幸福を犠牲にしても『神の言葉とイエス ･ キ

リストの証のために』立つ人々の道を、照らすのである。

真理と誤謬との間の大争闘の模様を解明すること、サタンの策略を明らかにし、これに抵抗して勝利する方

法を示すこと、神は正義と慈愛をもって被造物を取り扱われるということが明らかになるよう、罪の起源とそ

の最終的処置に関して光を投げかけつつ、悪という大問題に満足のゆく解決を与えること、そして神の律法が

聖であって不変のものであることを明示すること―これらが本書の目的である。本書によって闇の力から救わ

れ、『光のうちにある聖徒たちの特権にあずかるに足る者』となり、我々を愛し、我々のためにご自身をささげ

られた方を賛美するようになることを著者は心から祈っている」。

「『各時代の大争闘』は金銀以上のもの―『各時代の大争闘』は広範囲に配布しなければならない。それには過去、

現在、未来のことがらが含まれている。この地上歴史の終わりの光景についての略述で、真理のために力強い

あかしが立てられている。私は私が書いた他のどの書物よりもこの書物が広く配布されることを熱望する。な

ぜならば、『各時代の大争闘』には世界に対する最終の警告使命が、私の書いたどの本よりもはるかに明確に示

されているからである」。―書簡・第２８１号・１９０５年

｢教会がさけなければならない危険が指摘されている。これらの書物にある教えを完全に知っている者は、彼

らの前にある危険を認めることができ、彼らのために指示された平らなまっすぐな道を見分けることができる｣。

―書簡・第２２９号・１９０３年
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― Dr.ワルター・ファイトのビデオより ―

イスラムは終末事件にど
んな役割を果たすのだろ
うか？

テンプル騎士団は、十字軍の時代に

聖地エルサレムで設立された騎士修道会

（軍事力を備えたカトリック修道会）で

ある。この団体には、二つの局面がある。

外部の世界に向かってはカトリシズムで

あるが、内部では、ルシファー礼拝 ( サ

タニズム ) である。このようなことは、

イスラム教にもあり得るだろうか？内輪

（内部）とおもてざた ( 外部 ) というの

があるだろうか？

法王教 ( カトリック教会 ) に権力を与

えたのは異教ローマである事実はよく知

られている。カトリシズムは、キリスト

教と表現されているが、それは異教主義

の教えに毒されている。どうしてイスラ

ム教のルーツが同じ異教のルーツから起

こったものと言えるのだろうか？どちら

がどちらを発祥させたのであろうか？異

教カトリシズムとイスラムとの間にどん

なに驚くべき似かよったものがあるか検

証してみよう。

その前にその背景を知る必要がある。

モハメッドは ､ 裕福なカトリックの婦人

と結婚する ｡ 彼は 25 歳、妻ハディジャ

は 40 歳。彼女は、アラビアのカトリッ

ク教徒であったが、やもめとなって「母

なる教会」に富を捧げて修道女となって

いた。結婚後、モハメッドは、不思議な

使命を負わされた。彼は妻であったハ

ディジャが死んで後、622 年にメディナ

に逃げていった。ハディジャの従兄もカ

トリック。モハメッドは読み書きができ

なかったので、彼がモハメッドのアドバ

イザーとなり、紀元 650 年に彼がコーラ

ンを編集する。

イスラムのアラーという
名はどこから来たのだろ
うか？

宗教百科事典によると、アッラー (ア

ラー ) は、イスラムが存在する前のバア

ルに対応する名前であると述べている。

聖地への巡礼

幾百万というイスラム教徒は、モハ

メッドの神殿で礼拝するためメッカに巡

礼に行く。巡礼を奨励している宗教がカ

イ
ス
ラ
ム
と
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ッ
ク
に

        

何
ら
か
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つ
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が
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テンプル騎士団

（上）イスラムの巡礼、( 下 ) カトリックの巡礼
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             イスラムとカトリック ｜ 29

トリシズムである。巡礼は盛大で豪奢な異教

のサインである。

イスラム女性の服装

イスラムの婦人 ( 女性 ) たちは、どうし

てカトリックの修道女たちと同じような服装

をするのだろうか？ハディジャの影響だろう

か？

月 ､ 太陽 ､ 星

イスラムの象徴は三日月と星である。カト

リックの象徴にも月 ､ 太陽 ､ 星を見ることが

できる ｡ これらの象徴は、イスラム教が現れ

る前から存在していた。ヒッタイトも同じ象

徴を用いていた。エジプトの言い伝えにもオ

シリス ( 男性、自然の生殖力のある活動的な

星 ) として太陽が拝まれていた。また、イシ

ス ( 女性、受け身的存在として月 ) が用いら

れていた。それはみな異教の象徴である！

洞窟から

イエスの母、マリヤはカトリックでは洞

窟から現れてきたと描写されている。異教の

神々も洞窟から出てきたと表現されている ｡

イエズス会の創設者、イグナティウス ･ ロヨ

ラは、洞窟で啓示を受けたと言われている。

モハメッドも洞窟で啓示を受けたと言う。ち

なみに伝説によると、日本の太陽神である天

照大神が隠れたのも洞窟である。

モスクと修道院

修道院は高い所に建てられる。高い所は異

教礼拝のために使われた。

イスラムの国々において、大聖堂とモスク

がお互いの隣りにたてられているのはどうし

てだろうか？

たとえば、ルクソール神殿は、同性愛の儀

式が執り行われていた異教の場所である。エ

ジプトのルクソール神殿の中にモスクがあ

る。レバノンでは、ローマ・カトリック教会

がバアル神殿のすぐ側にあるのだ。

遺物礼拝

ダマスカスで最も古いモスクには、神殿が

ある。イスラムは死者の遺物に向かって祈る。

その神殿には何があるのだろうか。そこにバ

プテスマのヨハネの首が保存されていると信

じられているのだ。ローマ・カトリック教会

もバプテスマのヨハネの腕がその神殿に保存

されているという。死者に向かって祈ること

レバノンにあるカトリック教会（左）とモスク ( 右 )

（上）イスラムの女性、( 下 ) カトリックの修道女

これらのシンボルはカトリックとイスラムで使われている。
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は、異教主義の象徴であることを

ご存知であろう。

男性優位

モスクの中では、中央に位置す

るのは、女性でなく男性たちであ

る。男性優位とする宗教は他にどんなものがあるだ

ろう。カトリシズムにおいて祭司は男性だけである。

数珠玉

カトリックは祈るとき、数
じ ゅ ず

珠玉とロザリオを用い

る。イスラムもまた、それを用いるのである。

※仏教でもそれを使う。

すべてを見通す目

イスラムにおいて、「すべてを見通す目」は、保

護を表している。カトリシズムにおいても同じ象徴

が使われている。これは最も古くから ､ そして広範

囲にわたって使われている、彼らの神のシンボルで

ある。エジプトではオシリスとして、インドではシー

ヴァとして用いられてきた。

シーヴァというのは破壊 ､ 滅亡を示していてオシ

リスと同じであるが、誰を象徴しているだろうか。

サタンのシンボルである。

地獄

イスラムは、悪人が永遠に苦しめられる地獄を教

えている。カトリックも異教にその起源を発する同

じことを教えている。

二つの局面

テンプル騎士団の宗教には二つの局面があると前

述した。外部に向かっては、カトリシズム、しかし

内部 ( 内輪 ) ではルシファー礼拝 ( サタニズム ) で

ある ｡ 同じことがイスラム教にもあり得るのではな

いだろうか？内輪とおもてざたと。両方の宗教の内

輪というとき、それはルシファー礼拝であるが、お

もてざたはそんなふうには見せないのである。

マリヤ崇拝

両方とも乙女マリヤ崇拝を教えている。

「マリヤとイスラム」という

記事の中で ､ 有名なフルトン ･

Ｊ ･ シーン司教はこう言ってい

る :「イスラムと聖書－コーラ

ンは、聖マリヤについてたくさ

ん言及している。まず第一に、

マリヤの無原罪懐胎を信じてい

るし、そして処女降誕も信じて

いる ｡ 世界の二大宗教とも、熱

心なマリヤ崇拝であり、彼女の

徳を最高に評価している」

コーランには、「マリヤ」が 34 回出てくる。そし

てスーラ 19 章には彼女の名前について言及されて

いる。一体モハメッドは、この思想をローマ・カト

リックから持ち込んできたのでなければ、どこから

得たのであろうか？

明らかに、イスラムとカトリックはつながってい

ることが分かるであろう。

（左）イスラムの数珠、( 右 ) カトリックのロザリオ
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女性に牧師、長老として按手礼を施すこと

が主要なキリスト教会で実施されることによっ

て、かえって好ましからぬ結果を刈り取ってい

る。このような現象を見ながら、セブンスデー・

アドベンチスト教会においてもそれに踏み切る

という危機的な状況に直面していることを世界

総会の前に、熱心に警告をしている

人たちが何人かいた。しかし、すで

に米国のユニオン・カンファレンス

､ ヨーロッパのユニオン・カンファ

レンスレベルで女性按手礼は可決さ

れていた。実は、1990 年、1995 年の

世界総会で非聖書的であるとして否

決されたが、またもや 2015 年の世界

総会に重要議案として提出された。7

月 2 日～ 11 日までの世界総会でどう

決議されるか非常な注目が寄せられ

ていた。もし、決議されたら、教会

はどこに向かっていくかを指摘している警告の

一つを読んでいただきたい。多くの忠実な者た

ちの警告が効を奏して、結果は否決された。こ

れで三回目である。神はまだこの教会を守り導

いておられることを感謝したい。この問題を見

たい方はビデオをこのウェブサイトでご覧く

ださい。下記の記事はそれを訳したものです。
https://www.youtube.com/watch?v=e_OytbgyfUY

現在セブンスデー・アドベンチスト教会は、

その 150 年の歴史における、一致と使命の最大

危機に直面するという重大な岐路にさしかかっ

ているようである。この危機は、単なる女性牧

師の問題ではなく、聖書をどのように解釈し

従っていくかといった問題なのである。才能が

あって敬虔な女性がなぜ牧師の按手礼を受けら

れないのか、思慮のあるクリスチャンが疑問に

思ったとしても不思議ではない。マスコミが宗

教をばかにし、同性婚を祝うような文化におい

ては、性の区別と聖書の権威がうやむやにされ

ていても、驚くには及ばない。もしある女性が

按手を受けた牧師に召されていると感じた場

合、どうして教会がその道を阻んでよいだろう

か。聖書の権威と神からの前例がなければ、女

性が牧師として按手を受けることを妨げるもっ

ともな理由はない。同じ根拠で、週の第七日目

を聖日として守るべき理由もなくなる。しかし、

聖書の真理の歴史的擁護者と

して、セブンスデー・アドベ

ンチストは、創造、中絶、同

性愛または女性按手礼といっ

た問題に関する教理的立場を、

文化によって左右されてはい

けない。人類史上 6000 年にし

て、あるクリスチャンたちは、

これらの領域における神のご

計画を変えようとしている。

では、ここで質問。女性を霊

的指導者に立てることは聖書的だろうか。男性

を霊的指導者に立てることに関する聖書的根拠

をいくつかあげてみる。

１. 最初にアダムが、地のちりから形づくられ
た。アダムは園の管理者、動物たちや妻
の名付け親であったと、創世記にはっき
り記されている。

２. アダムとエバが罪を犯した後、最初に罪を
犯したのはエバであったにもかかわらず、
神はアダムに罪の責任があるとした。ゆ
えにイエスは、アダムが不服従によって
サタンに明け渡した主権と地位を取り戻
すために、第二のアダ
ムとして来られたので
あった。

３. 聖書によると、男性だ
けがいけにえをささげ、
祭司の務めに召されて
いる。

女性按手礼は 

      聖書的か ?
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４. イスラエル十二部族の父祖は、全員男性で
あった。

５. イスラエル全体が祭司の国と呼ばれたが、
男性だけが過越しの小羊をささげ、祭司
職に任命された。

６. 神の指示の下、モーセによって荒野で任命
された十二人の指導者は、全員男性であっ
た。

７. モーセによって任命された七十人の長老
は、全員男性であった。

８. 神がイスラエルとユダの王に選ばれたの
は、全員男性であった。

９. 家父長制度の祝福は、すべて父親から息子
へと継承されていった。

10. 旧新約聖書のどちらも、男性の血統を通
じてイエスの家系をたどっている。

11. 聖書には、七例の奇跡的出産が記録され
ており、これらのキリストを予表してい
る赤ん坊は皆男の子であった。

12. 女性も救いのよきおとずれにあずかるこ
とをイエスは望まれたが、使徒として仕
えるように召されたのは、男性だけであっ
た。

13. 男性も女性もバプテスマを受けたが、バ
プテスマを授けたのは男性だけであった。

14. 初代キリスト教会で選ばれた七人の執事
は、全員男性であった。

15. キリストにあっては男も女もないと言っ
たパウロであったが、男性だけに按手礼
をほどこした。

アダムを造り、堕落前の完全な世界において

男性を霊的指導者に立てたのはキリストであっ

た。これは、神の取り決めが永続的なものであ

ることを示している。創世記に見られる基本原

則のいかなる妥協も、日曜遵守、同性婚、進化

論などへの妥協へと道を備えることになる。

指導者の地位をめぐる最初の論争は、天で

始まった。ルシファーが、神格における神の取

り決めに疑問を呈したのであった。キリストの

地位にルシファーは反感を持ち、ついに拒絶し

た。このために、全宇宙がこの問題をめぐって

の危機的論争に巻き込まれたのであった。

創造の時に、エバはアダムと同等の地位を

与えられたのか？答えが否であるとするなら、

それは永久に変えられるべきではない。この秩

序を変えようとするいかなる試みも、キリスト

と同等の地位をつかもうとしたルシファーの試

みに類似する。

神はアダムを霊的指導者として立てられた。

そして後世にも、創造時と同様の秩序が守られ

ていった。祭司職、王位、使徒職、長老職の

どれも男性だけが任じられた。イエスは、男女

同等の祭司職を制定なさらなかったし、ご自分

の新しい教会に女性使徒職を導入なさらなかっ

た。犠牲制度とそれに付随するものがことごと

く廃止された後も、イエスは教会の指導者の地

位に、なおも男性を置かれた。興味深い点であ

る。

イエスが女性使徒職を制定し、霊的イスラ

エルに女性の指導者を立てておられたなら、今

日、女性按手礼に疑問を呈する者は誰もいない

だろう。

使徒パウロは、「キリストにあっては、男も

女もない」と述べた。もしもこれが、女性も霊

的指導者に任じられるべきであるという意味で

あるなら、創造の時からずっとそうであるべき

である。しかし、聖書はその原則を示している

だろうか。使徒パウロは、コリント人への第一

の手紙 11 章３節のなかで、神のこの計画の正

当性を再確認している。

「しかし、あなたがたに知っていてもらいた

い。すべての男のかしらはキリストであり、女

のかしらは男であり、キリストのかしらは神で

ある。」

教会において、牧師の按手礼を受けた者は、

霊的指導者の地位に移行することになる。もし

も女性に按手礼をほどこしたら、女性の霊的指

導者が立てられることになる。イエスは、この

ような権威を何人（なんぴと）にも与えておら

れない。

従って、神がその権威によって明らかに承

認しておられない事柄を承認しようとして、世
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界教会（総会）が意図的に支持し可決するとい

うのは、全く理にかなっていないのである。あ

る人たちは、第三の道または妥協案をあおって

いる。それは、女性按手礼に関して、各支部が

独自に決定できるというものである。彼らは妥

協の道を求めている。なぜなら、世界教会の大

多数の教会員が、男性按手礼という歴史的立場

を支持するであろうことを知っているからであ

る。しかしこのような妥協は、聖書の権威とキ

リストの体における共同使命を犠牲にしてのみ

達成可能なのである。

ルーテル教会、メソジスト、聖公会、長老

教会といった主要な教派が、女性按手礼にまつ

わる神学体系を変えた結果、内部分裂と教会員

の減少を招いたことは、特筆すべき点であろ

う。さらに、現在同性愛者を聖職者に任じてい

るすべての教派は、女性牧師を任ずることから

始まった。女性按手礼を正当化するための聖書

解釈法は、同性愛を是認するためにも用いられ

るのである。

すでに、多くの例を挙げることができる。

女性按手礼を支持しない牧師たちは、新神学を

奨励している支部や教区において、蚊帳の外へ

と追いやられている。

一般的に、女性按手礼を推進している支部

は裕福であるが、伝道は沈滞している。伝道が

最も進展している貧しい国々では、女性按手礼

にまつわる聖書的立場の変更を支持していな

い。「第三の道」が教会を経済的な線上で分割し、

女性按手礼に同調しない貧しい支部への援助は

妨げられるかもしれない。そうなると、世界教

会は支部ごとにバラバラになって、キリスト御

自ら打ち立てられた、統一された聖書的手本と

はなり得ないであろう。

地球歴史の最終局面が間近に迫っている今、

教会は分裂するのではなく、これまで以上に一

致する必要がある。文化に左右されるのではな

く、聖書に基づいているべきである。

世界総会決議の反応：
● 2015 年のテキサス州サンアントニオで７月

９日､ 水曜日にセブンスデー・アドベンチ
スト世界総会において女性按手礼について
の議論と投票の結果、女性按手礼に関して
は現状維持を保持すると決めたことを受け
て、オランダのアドベンチスト教会は次の

声明を発表した：

オランダの教会の代議員たちは、２０１２

年の秋の総会で男性と同じように女性按手礼を

授けることを決議した。決議は、2013 年６月

に実施されたので、そのまま続行する。サンア

ントニオの世界総会の決定はこれを変えること

はない。

オランダ・ユニオンカンファレンスでは続

けて女性牧師按手礼を授ける。 我々は神が男

性も女性も同様に神に奉仕するために召されて

いることについて神に感謝する。 我々は按手

することによって熱意をもってその召しを確認

することを望む ｡

さらなる情報はこちら： http://adventistforum.

org/node/6956#discourse-comments

●北米支部総会の指導者は、この投票結果を
悲しく思うが、世界総会の決定を尊重する。
そして我々は今後とも世界教会と協力して
行きたいと思う。今日の投票は、それぞれ
の支部総会が伝道の任務に女性按手礼を許
さないが、我々は、女性を牧師に任命し、
そして女性長老と女性執事として按手礼を
施すことによって、世界総会の指針に従い
続 け る で あ ろ う。http://adventistforum.org/

article/2015/07/09/north-american-division-
seventh-day-adventists-responds-ordination-
vote

●「『ノー ( 女性按手礼に対して )』に投票す
ることは我々の教会に損害を与えるでしょ
う」と、1999 年から 2010 年までの間総理
を務めたポールセンが警告した。 「私は、も
し教会がこれに関して前進することを許さ
ないなら、何が起きるかと恐れています」。

● 2013 年 11 月 31 日、 東 カ リ フ ォ ル ニ
ア・ カ ン フ ァ レ ン ス で 初 の 女 性 総 理 誕 生
､ Sandra E. Roberts。カンファレンスの総理
は、按手礼を受けていなければならないと
いう規定がある。

●ローマ・カトリック､ サザ
ン・バプテスト教会、アメ
リカの正教会 と末日聖徒イ
エス ･ キリスト教会は女性
按手礼を承認していない。
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我々は、人類歴史に政治権力であろうが宗教権

力であろうが、それらによって神が与えられた最も

崇高な賜物である個性が殺され、多くの人が犠牲に

なってきた悲惨を見る。

ある方が、先日、靖国神社に関する資料をまとめ

た DVD を送って下さった。「まだ軍服を着せますか」

というものであった。私は戦後の人間であるから、

今までよくわからなかったのだが、これを見て驚い

た。日本で天皇崇拝と政治権力が結合した結果、多

くの青年たちが個性を殺されて犠牲になった。靖国

神社に英霊として祀られている軍人がなんと 246 万

6 千柱。「天皇のために戦う人たちは、現
あらひとがみ

人神である

天皇が永遠に守ることを保証された」という。靖国

神社参拝が今も大きな問題になっている。

しかし、不思議な謎がある。東京裁判で戦犯とさ

れた日本人 1068 人の全てがバチカンの大聖堂に祀

られているという !!!　(Wikipedia)｡ どういうこと

なのか。現在その位牌は靖国には無く、総本山ヴァ

チカンのサン・ピエトロ大聖堂に祀られているとい

う。「やはり、ローマ・カトリック教会と、日本人は、

切っても切り離せない関係にあることが分かる」。

ヨハネ黙示録 17 章 ､18 章には政治権力 ( 獣 ) と

宗教権力 ( 大淫婦 ) が結合して ､ 全世界を支配する

という預言がある。その中でこの大淫婦－大いなる

バビロンについては「彼は力強い声で叫んで言った、

『大いなるバビロン…それは悪魔の住む所、あらゆ

る汚れた霊の巣くつ、また、あらゆる汚れた憎むべ

き鳥の巣くつ』」(ヨハネの黙示録 18:2) と描かれて

いる。そこに靖国神社の英霊が収まっているのであ

る。

ローマ・カトリック教会を公教会、天主公教会と

も呼ぶ。「カトリック」とは、語源はギリシア語の 

katholikos で，普遍的，世界的，全体的の意 ｡ローマ・

カトリック教会は、ヨーロッパにおいて政治、経済、

宗教を支配した時代があった。中世時代にローマ・

カトリックが栄えたとき、信者は教会で個性が殺さ

れ、聖職者に盲従することによって、暗黒時代とな

る。その期間、ローマ・カトリックが政治権力を利

用してどれだけの個性のある神の忠実な民を殉教さ

せたことか ｡8 千万から 1億と言われている。

黙示録 13 章 3、4 節、17 章 1、15 節によるとこ

の教会が全地の人々に「従う」こと「拝む」ことを

強要する時が来ることが預言されている。「水の上

にすわる」大淫婦＝大いなるバビロンが全世界を再

び支配する時 ､ 良心の自由はない。信教の自由はな

い。現
あらひとがみ

人神の独裁である。法王を拝むか ､ 服従する

か、さもなくば、経済的ボイコット、投獄、殺され

るかということになる。「公」のために「個」は犠

牲にされなければならない。まさに第二次世界大戦

のときのようなことが繰り返されるであろう。黙示

録 13 章によると「小羊の命の書に名が記されてい

ない者はみなこの獣を拝むであろう」とある。

2600 年前に、バビ

ロンの王 ､ ネブカデネ

ザルの「金の像」を礼

拝するよう強制された

ことがあった。もし、

その法令に従わなけれ

ば、七倍熱くした火の

燃える炉の中に投げ込

まれるのであった。全

員が法令に従って拝ん

だ時、たった 3 人だけ

が「人間に従うよりは、

個性の発達
金城 重博

｜個性の発達34
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神に従うべきである」といって、毅然と法律に背い

たのである。神が与えた最も尊厳のある ｢ 個性 ｣ を

保ったのである。ダニエル書にその事件が書き残さ

れているのは、ダニエル書、黙示録によると再び同

じようなことが世界的に起こるので、警告として記

録されているのである。

それゆえに、今から個性を発達させ、危機に備え

ていなければならない。

主の僕は次のように言っている :

｢ 主は我々の個性が破壊されるべきであることを

望みません ｣HC90。

｢ どんな人間でも、自分の精神や意志を他人の自

由に任せ、無抵抗な機械となることは神のみ旨では

ない。だれ１人、自分の個性を他人の個性の中に埋

没させてはならない。またどんな人間であろうと、

いやしを与える源として、その人間を見あげてはな

らない。人間は神に頼り、神より与えられた人間の

威厳をもって、いかなる人間にも、国家権力にも、

宗教権力にも支配されず、神によって支配されるべ

きである。

神は人間を、ご自分と直接的関係におこうとお望

みになっている。

人の心が他人の心を支配するというこの理論は、

サタンが自分を最大の働き手であると紹介し、神の

教えの代わりに人間の哲学を入れるために考え出し

たものである。クリスチャンと称している人々に受

け入れられている誤謬の中で、これほど危険な欺瞞

はなく、またこれほど確かに、人を神から引き離す

ものはない。どんなに無害にみえてもこれを患者に

行えば、回復ではなくてかえって破滅に導くことに

なる。他人の自由に任せた人間も、それを支配する

人間も、共に自分のものにしようとするサタンのた

めに道を開くことになる」ミニストリー 219-220。

個性とは

霊感による書き物には、次のようにある：

｢ 神のみかたちにかたどってつくられた人間の一

人一人に、創造主の能力に近い能力―個性、すなわ

ち、思考し行動する能力がさずけられている。この

能力が発達してはじめて、人は、責任を負う者とな

り、事業の指導者となり、他人に感化を及ぼす者と

なる。この能力を発達させること、すなわち青年た

ちが、ただ単に他人の思想を反映する者とならない

で、自ら思考する者となるように、彼らを訓練する

ことが真の教育の働きである。人が書いたり、言っ

たりしたことばかりに、生徒の研究を閉じこめない

で、彼らを真理の泉、すなわち自然と聖書の中に開

かれている広い研究の分野に導かなければならな

い。人間の本分と運命について、重大な事実を熟考

するときに、彼らの心は強くそして大きくなる。学

校は、弱々しい知識人ではなく、たくましい思考力

と行動力をもった青年、境遇の奴隷とならないで、

かえってこれを征服する青年、広い心とはっきりし

た考え方と強い信念をもった青年―そういう人間

を、社会に送り出すことができる ｣教育７。

ここに二つの危険がある。一つは、個人的な独立

に走ることによって、自己過信に陥り、人の話を聞

こうとしない、自己の判断が最上と思うこと、頑固

になることである。もう一つは、自分で思考し行動

できず、他人に頼り、他人の思想のみを反映するこ

との危険である。

愛の神が、知的存在を創造することを選ばれた時、

すなわち、創造的に考え、選択し、個性を表現する

ことの出来る者として創造されとき、神は、大きな

リスク ( 危険 ) を冒すことになったと言える。とい

うのは、もし被造物の中の誰か、創造主に似た能力

を持った者が、その能力を誤用したらどうなるだろ

うか？自由意志を持つ者として造られたからには、

確かにそれはあり得る ! 神はそのことが起こること

を知っておられた！神は、罪が起こり得ることも予

見しておられた。そのために、神は知的存在を創造

することを控えられたであろうか？　いいえ！神か

ら与えられた賜物である個性を人間が正しく用いる

ことによって、創造主の栄光を表すことを神は望ん

でおられたのである ｡

｢ すべてわが名をもってとなえられる者をこさせ

よ。わたしは彼らをわが栄光のために創造し、これ

を造り、これを仕立てた」イザヤ書 43:7。

個性の発達のリスク ( 危険 )

ローマ主義とプロテスタント主義

組織化された教会は、神が負われた危険と同じよ

うに、リスクが伴わないということは殆んどなかっ

た。ローマ教会は、徐々に教会員の個性と判断と決

定の選択と良心の自由を、教会の一致と平穏にとっ

て危険なことである、悪であるという考えに発展さ

せていった。もし、ローマ法王が、神の立場に立っ

たとしたら、最初から天で反逆が起きないように手

を打ったことであろう。( 法王は「我々はこの地上

個性の発達 ｜ 35
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において全能の地位を占める」と宣言した。「彼は、

すべて神と呼ばれたり拝まれたりするものに反抗し

て立ち上がり、自ら神の宮に座して、自分は神だと

宣言する」2 テサロニケ 2:4)。彼は、神のように愚

かなことはせず、被造物が「創造主と似た能力」を

持たないように取り計らったことであろう。ローマ

は、「自由」「個性」を嫌悪している。

ローマ法王教の真昼は、世界の真夜中であった。

ローマの制度によって、人の個性は奪われ、人類の

進歩が止んだ。人間の創造的本能は殺された。キリ

スト教界は、強力な封建制度によって個性が消滅し

て暗黒時代と呼ばれるようになった。

それに反して、プロテスタント主義は、キリスト

教界のすべての者に「個性」の回復を主張した。そ

れは、教会の運営にとって、危険 ( リスク ) を伴う

ことであった。プロテスタント主義の中にある多く

の分派を見て頂きたい！プロテスタントが 33,000

の教派に分裂した事実。しかし、プロテスタント主

義の万人祭司の教理を多くの者が誤用することを認

めたとしても、なお、そのような基本的原則を持ち

続けることは、天国の原則であり、新しい契約の原

則である。すべての個人個人は、この賜物を、プロ

テスタント主義の原則として保持すべきである。

｢ 多様性における一致 ｣ という言葉は、神の計画

である。自然界に、人間界にそれを見る。様々の個

性の中に教会は一致を見る。しかし、この言葉はサ

タンも用いる。ローマはプロテスタントがあまりに

も分裂しているので ､ それにつけこんで「エキュメ

ニカル ( 教会一致 )」を提唱している。法王の「多

様性の一致」でプロテスタントは、大きな犠牲を払っ

て勝ち得た良心の自由、信教の自由、真理、教理を

犠牲にしてでも一致しようと呼びかけられている。

オコンナー司教は、「カトリックの世界に危険を及

ぼすことなく反対政策を実施できるようになるま

で、信教の自由をがまんしているにすぎない」と言っ

ている (大争闘下 320)。いったん、自分たちの有利

な立場を築くとカトリックは「公」のために、再び

プロテスタントの「個」を犠牲にするように自分た

ちの権威を行使するであろう。こと、真理、良心の

自由、信教の自由のためには、ルターやロジャー・

ウィリアムスのように一歩もゆずってはならない。

プロテスタントの改革は、個人の尊厳の回復で

あった。それは、すべての個人は真理について自分

で考え決定する責任と権利を持つということであ

る。このプロテスタントの原則は、キリスト教界に

人間の霊性を再び誕生させる結果をもたらした。個

性は、人生のあらゆる部分に行き渡って持ち込まれ

た。社会的封建制度は壊され、そして、経済の世界

では、自由企業が資本主義を生み出した。

神の新しい契約のもとに、神は、各個人に、世界に、

その者以外だれも居ないかの如く、神ご自身との完

全な個人的関係を持ちたいと望んでおられる。人が

代理人を通して神を知ることは、神のご意思ではな

い。神は小さき者から大いなる者まですべての者が、

みことばとの交わりを通して神を知ることを願って

おられる。贖いの目的は、「創造主の能力に似た能力」

を正しく用いることによって人間を元の状態に回復

することなのである。人間が堕落した時、人は、自

治心を失った。主権を失った。贖いの目的は、人が、

自治権と自制心を回復することなのである。

｢ 羊の群れのやぐら、シオンの娘の山よ、以前の

主権はあなたに帰ってくる。すなわちエルサレムの

娘の国はあなたに帰ってくる」。ミカ書 4:8

個性の発達のために

１．両親の働きの目的

子供が自己を治めることの出来る者になる訓練を

与えることである ｡ これが出来ていないと、真の品

性の発達はない！

｢ 訓練の目的は、自分で自分が治められるように

子供をしつけることです。独立心と自制を子供に教

えましょう ｣。家庭の教育 227､ 教育 338

両親は、この目的を見失ってはならない。子供は、

創造主に似た能力を持った一つの個性である。子供

には、彼自身の心、意志、良心がある。彼は自分自

身で経験を積まなくてはならない。彼らは、この神

からの偉大な賜物を正しく用いるように訓練される

べきである。

「親も教師も、どうすれば子供の発達を不当な干

渉によって妨げることなく導くことができるかとい

うことを研究しなければならない。干渉しすぎるこ

とは放任と同じく弊害がある。子供の意志を抑圧し

ようと努力することは、はなはだしいあやまちであ

る。人の心は十人十色である。強制して表面は服従

させることができたように見えても、たいていの子

供はその結果もっと固い反抗心を持つようになる。

親や教師が子供をうまく自分の思い通りにさせるこ

とができたとしても、結果は子供にとって有害であ

ることに変わりはない。知恵のついた年ごろの人間

を訓練するには、口のきけない動物をしつけるよう

｜個性の発達36
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なわけにはいかない。動物にはただ主人に従うこと

だけを教えればよい。その動物にとっては主人が心

であり判断であり意志である。ともすると子供の教

育にもこんな方法が用いられることがあるが、これ

では子供は機械人形と少しも変わらない。思考、意

志、良心といったものが他人によって左右されるの

である。どんな人の心でもこのような支配を受ける

ことは神のみ心ではない。個性を弱めたり殺したり

する者は、その結果生ずる害について責任を負わな

ければならない。権威の下にあるときには、子供た

ちはよく訓練された兵隊のように見えるかもしれな

いが、その干渉がやむと、彼らの品性には力と堅固

な志が欠けていることがわかる ｡

どの子供も真の意志力を理解しなければならな

い。この賜物にどれほど大きな責任が含まれている

かを彼らに認めさせなければならない。意志は人間

の性質における支配力であり、決定の能力すなわち

選択の能力である。理性を備えた人間ならだれでも

正しいことを選択する能力がある。人生のあらゆる

経験において神は「あなたがたの仕える者を、きょ

う、選びなさい」（ヨシュア記 24:15）と仰せになっ

ている。だれでも自分の意志を神の意志と一致させ、

神に従うことを選び得るのである。このように自分

自身を神の力に結合させるとき、われわれは何物に

よっても悪を強制されることのない境地に立つこと

ができる。どの青年もどの子供も、神の助けによっ

て誠実な品性を形成し、有益な人生を送り得る能力

があたえられている ｡

このような教えによって子供の自治心を訓練する

親や教師は最も有用なそして永久的な成功をかち得

る者となるであろう。表面だけしか見ない人にはそ

の働きは最上の利益には見えないかもしれない。ま

た子供の心や意志を絶対の権威の下に押えている人

の働きほどには高く評価されないかもしれない。し

かしその優れた教育法の結果は後になって現われる

であろう」教育 339-341｡

言わんとする要点はこれである。両親の働きは

目的達成のための手段として定められているのであ

る。その目的をしっかり心にとめて、それを達成す

るために早過ぎもせず遅すぎてもいけない。両親

は、自分の子供をいつまでも保護し続けるのではな

く、ついには親としての務めを終えるという目標に

向かって行くのである。動物の子育ては、大事な教

訓を与えている。たとえば、クマは、自立する時期

が来るまでは、子供に獲物の探し方を教えて練習さ

せる。自立する時が来たら、自分で行動するように

徹底した親の行動に出る。

２．教師の働きは何であろうか？

教科書も柔らかい心を洗脳する手段になり得る。

学びの過程は急がされ詰め込まれていて、生徒は資

料が正しいのか間違っているのか判断、評価する暇

が無い。彼らは、まず準備されたコースを終らせな

くてはならない。しかも大量生産的になされる。そ

う、急げ、急げ、急げ！暗記に重点がおかれ、物事

をどう判断、観察、認識するかといったものの発達

は見逃される。それは全くの洗脳の制度である。こ

の制度を経てきた生徒の多くは、ぬぐい去ることの

出来ないパターンを示す。彼らは人生の現場に合っ

た訓練を受けていないので、ただの糸に操られた人

形のように考え、話し、支配されるままに行動する

のである。

「ある学校や家庭においては、子供は良く訓練さ

れているように見受けられます。それは彼らが直接

訓練を受けている間だけの事であって、彼らをし

ばっている制限が解かれると、彼らは彼ら自身で考

え行動したりすることが出来ないように見受けられ

ます。彼らに何かが起こった時、彼ら自身ですぐに

良い判断をし行動できるように教育されていたなら

ば、悪の力は退けられたでしょう。しかし彼らは教

師に全く頼るように長く支配されてきました」。ク

リスチャン教育の基礎 58

学生の個性が自分と同じようになっていくことを

求めることは危険である。

３．牧師の働きは何であろうか？

教師や両親に適応される原則は、牧師（説教者）

にも当てはまる。説教者の働きは、同じく目的を達

したら終わるものである。両親や教師のように、彼

の仕事は一時的なものである。それは、信者が神と

個人的につながる経験に入る手助けをすることであ

り、その仕事が一時的なものであることをはっきり

覚えているべきである。彼は完全に、直接的に、個

人的に、神との関係に入るという目標に向かって教

えさとすべきである。

であるから、すべての牧師は、バプテスマのヨハ

ネの霊で満たされなければならない。花婿の友人が

花嫁を花婿に紹介するように、彼の働きは、魂をキ

リストに紹介することである。そして、彼の働きは

終るのである。

｢ もし我々が人の思いの中に、彼らの目をキリス



トに留めさせるような興味を起こすことができた

ら、我々は脇に退いて、神の小羊に目を留め続ける

ようにということだけを彼らに求めなければならな

い ｣。SDA バイブルコメンタリー 6 巻 1113 －スタ

ディーバイブル新 416

ベレヤ教会の信者は、聖書を自分で調べて個性の

ある信者に成長していった。｢素直 ｣ということは、

いろいろな説教者が違ったことを言っても、牧師の

言葉だからといって「イェース、イェース信者」に

なることではない。果たして聖書的であるかどうか

を自分たちで調べるのが真の素直さである。

牧師は通常、神がとられたリスクを取りたがらな

い、そのことが問題なのである。もし、教会が牧師

によって監督されていないなら、正しい事が判断で

きず、異端に襲われる心配がないだろうか。しかし、

教会が自主的であるように訓練されているならば、

自分たちでつぶさに霊感の書を調べ、自分たちで決

断できるように望まないだろうか ? ベレヤの人たち

のように。「ここにいるユダヤ人はテサロニケの者

たちよりも素直であって、心から教を受けいれ、果

してそのとおりかどうかを知ろうとして、日々聖書

を調べていた」( 使徒行伝 17:11)。牧師は ､ 教理

問題について意見を求められたら、手助けはしても、

自分で調べて決断するように勧めるべきである。

多くの者がだまされている！

｢ 今日も多くの者が、昔のユダヤ人と同じように

だまされている。宗教教師たちは、彼ら自身の理解

と言い伝えの光に照して聖書を読み、人々は、自分

で聖書をさぐって真理が何であるかを自分で判断し

ようとしない。彼らは、自分の判断を放棄して、自

分の魂を指導者たちにまかせる。神のみことばを説

き、これを教えることは光をゆきわたらせるために

神がお定めになった方法の一つである。しかしわれ

われは、どんな人の教えも聖書に照して調べてみな

ければならない。真理を知ってこれに従いたいとの

望みをもって聖書を祈りのうちに研究する者はだれ

でも、神からの光を受ける。彼は聖書を理解する ｣。

2希望 243

｢真理のことばが語られると、人々はめったに、『そ

れは本当だろうか』とたずねないで『それはだれか

ら支持されているだろうか』とたずねる。大衆は、

それを受け入れる人の数で評価する。『学者や宗教

界の指導者たちの中には信じている者があるだろう

か』という質問がいまでもきかれる。キリストの時

代と同じように、今日も人々は真の信心に対して好

意を示さない。彼らはあいかわらず永遠の富をなお

ざりにして、地上の幸福を熱心に求めている。多数

の人たちがそれを受け入れようとしないとか、世の

えらい人たちや宗教界の指導者たちさえそれを受け

入れないということは、真理に反対する論拠とはな

らない ｣。2希望 244-245

｢ キリストを受け入れるように人々に強制するこ

とは、キリストの使命の一部ではない。良心を強制

するのは、サタンと、サタンの精神に動かされてい

る人々である ｣。2希望 287

４．宗教制度 ､ 機関 ､ 組織

両親、教師、牧師と同じように宗教機関 ､ 制度、

組織も同じ危険がある。それは、人々のために設け

られたものであるが、本来あるべき順序が逆になり、

人々は制度のために存在することになることがあ

る。

我々は、ユダヤ人達が失敗したのと同じ失敗に陥

りやすい。彼らは宗教活動に心を奪われていて、彼

らに与えられたより高い立場に対しての準備が出来

ていなかった。彼らは自分達の制度を保持するため

の仕事に忙しく、栄光の主を殺してしまった。我々

は、絶えまない忙しい教会生活に没頭していて、ア

ドベント運動が二の次になっている現象を見ていな

いだろうか？我々は、真理とイエスを何よりも愛し

ているだろうか？この教会は、ユダヤ国民と同じテ

ストを受けていることはないだろうか ?
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日本人の宗教心
ー何が信仰の対象か
及川　吉四郎

日本人は多民族、宗教も多宗教、「ごっ
ちゃまぜ宗教」「チャンポン神」と著

者は言ってはばかりません｡ 日本の神道、仏教がいかに
変容して来たかに特にメスを入れ、聖書の絶対唯一､ 創
造神に立ち返る以外に救いはないと著者は訴えています。
現代日本人の必読の書。

商品番号：B13 -3 　A5サイズ   1,500 円

NEW!

2015年春セミナー

真理は勝利する
ハル・メイヤー、他

SDA のクラシック、B.G. ウィルキンソンの本
「Truth Triumph」の内容を研究します。初代教会

に託された真理が各地に宣伝されていったのを悪
魔がどのように突き崩そうとしたかを見ていきます。

商品番号：C43 -17  CD12枚組  3,000 円

2015年春セミナー

ハル・メイヤー、他

商品番号：C43 -17  CD12枚組  

CD   

NEW!

2014年考古学セミナー
ロス ・ パターソン

人間の伝説、学者による推測がいつの
間にか定説として信じられてきたことは
少なくありません。聖書考古学におい
ても同様です。ロン・ワイアットは考古
学者ではありませんでしたが、聖書を

緻密に調べ、驚くべき発見に用いられた器でした。全講
義収録。

考古学シリーズ 1
従来の推測を覆す発見

ノアの箱船、推定約 200 万人のエジプ
ト脱出、火で滅ぼされた町ソドムとゴ
モラ、失われた契約の箱など、聖書
の記述をもとに史実をたどる聖書考古

学。日本でもよく知られているツタンカーメン王につい
ての興味深い研究が含まれています。

考古学シリーズ 2
驚くべき預言

聖書の預言から世界帝国の興亡の歴
史、現在、そして未来に起こる諸事件
について学びます。

  商品番号：D43 -13   DVD（6枚組） 2,000 円

DVD  

商品番号：C43 -16  CD30枚組  5,000 円

人間の伝説、学者による推測がいつの
間にか定説として信じられてきたことは
少なくありません。聖書考古学におい
ても同様です。ロン・ワイアットは考古

商品番号：C43 -16  CD30枚組 

CD   

NEW!

DVD  

  商品番号：D43 -14   DVD（8枚組） 3,000 円

NEW!

NEW!

NEW!
NEW!

字幕
　入り !

現代の預言者

エレン・ホワイト 
伊藤　繁美 

エレン・ホワイトの生涯とその働
きとは？また彼女は本当に預言者として神様に用い
られた人物だったのでしょうか。とても分かりやす
い内容となっています。おすすめの一冊です。

 500 円
  商品番号：B33 -1　B5サイズ,188頁 　　

現代の預言者

伊藤　繁美 

エレン・ホワイトの生涯とその働

私の聖書が一番！ 
こどものための聖書研究ガイド _ 第 2 巻

小学生からのこども向け聖書研
究ガイド。待望の第二巻がでました。イサクの結
婚からシナイ山での十戒までの聖書の学びがイラ
ストもたくさん入ってわかりやすくなっています。

 500 円
  商品番号：B42 -4　A4サイズ,109頁 　　

こどものための聖書研究ガイド _ 第 2 巻

小学生からのこども向け聖書研

NEW!

開かれた門を通って

再臨信徒よ、もう一度！
津嘉山　繁

過去の SDA にどんなことが起こっ
たのか、そして今日の SDA にどんな遺産がゆだねら
れているのか、開かれた門とは何か、そこに何が待っ
ているのかを学びます。

 500 円
  商品番号：B40 -21　A4サイズ,124頁 　　

開かれた門を通って

再臨信徒よ、もう一度！
津嘉山　繁

過去の SDA にどんなことが起こっ

NEW!

NEW!

2015年春セミナー

真理は勝利する
ハル・メイヤー、他

SDA のクラシック、B.G. ウィルキンソンの本
「Truth Triumph」の内容を研究します。初代教会

に託された真理が各地に宣伝されていったのを悪
魔がどのように突き崩そうとしたかを見ていきます。

商品番号：C43 -17  CD12枚組  3,000 円

NEW!
NEW!

書
籍
案
内
　

  https://www.facebook.com/srsministry?ref=hl

https://www.youtube.com/channel/UC_MrvUh7GCW2yGpWmYNSGxA

サンライズミニストリー  |     Youtube Channel

サンライズミニストリー   |   Facebook



Sunrise Ministry
サンライズ ミニストリー刊行誌

Anchor 　  アンカーNo.55
　発行人　金城 重博

〒905-0428　　　　　　　　　
沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471
E-mail: contact@srministry.com
郵便振込番号: 02080-0-12121

サンライズミニストリー

www.srministry.com
TEL (0980)56-2783
FAX (0980)56-2881

　「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。

｢各時代の大争闘｣の再版!! 
E ・ G ・ ホワイト

カラーの写真､絵入りの、読みやすい新しいレイアウトです。
現代の真理の書籍中、最も重要なこの本を至るところで秋
の木の葉のように散らしましょう。あらゆる欺瞞の中にある
現代人に正しい識別力を与え真の希望を与える必読の書。

1冊で   950円/冊
10冊以上で  850円/冊
50冊以上で  650円/冊
100冊以上で   500円/冊

  商品番号：B20-4　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　

讃美歌集＆CD

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。全 160 曲
を収録した音楽 CD もできました。

本＆CDセット          5,000円
Rainbow of 　  the Covenant

160 Selected Hymns

商品番号：B70 -1 　A5サイズ    1,600 円
　　　　  ：C70 -1 　CD8枚組    4,000 円

讃美歌集＆CD

契約の虹
讃美歌 160 選

日本基督教団讃美歌、聖歌、リバイバ

Rainbow of Rainbow of Rainbow of Rainbow of Rainbow of Rainbow of Rainbow of Rainbow of Rainbow of Rainbow of 
CovenantCovenantCovenant

讃美歌集讃美歌集讃美歌集讃美歌集讃美歌集讃美歌集

契約契約契約ののの虹虹虹
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商品番号：B70 -1 　A5サイズ    
　　　　  ：C70 -1 　CD8枚組    　　　　  ：C70 -1 　CD8枚組    

書
籍
案
内
　

あなたの信仰の対

象は何ですか? 
及川　吉四郎

「日本人の宗教心」の概要がまとめられた小冊子
です。

 0 円
  商品番号：B13 -4　A5サイズ 　　

及川　吉四郎

NEW!

キリストを映して 
エレン ・ ホワイト

毎日読めるように編集されたディ
ボーショナル書籍。キリストの模範に従う生き方。

 1,300 円
  商品番号：B22 -3　　　　　　　 　　

エレン ・ ホワイト

毎日読めるように編集されたディ

再版

NEW!

神の驚くべき恵み 
エレン ・ ホワイト

一年間、毎日読めるように編集さ
れたディボーショナル書籍。恵みについての引用文。

 1,300 円
商品番号：B22 -1　386頁　　　　　　　 

神の驚くべき恵み
エレン ・ ホワイト

一年間、毎日読めるように編集さ


