16. 宇宙からの天使のメッセージ

このページのプリント

天使は実在しています！あるときにはケルビム、またはセラピムと呼ばれるこれらの力強い仕える霊は、
聖書の歴史全体を通して現れています。彼らは神の民を保護し、導き、ときには悪を罰します-けれども彼
らの最も重要な使命の一つは、預言を明らかにし、それを説明することなのです。多忙で慌ただしい世界
にいるストレスで疲れ切っている人々に、神が天使たちを通して特別なことを語られたことをご存知でし
たか？ヨハネの黙示録 14 章において、神は三人の飛んでいる天使たちで象徴される、終末の厳粛なメッ
セージを明らかにされました。これらのメッセージはとても重要であり、それらを伝えることが完結され
ると、イエスが戻られるのです！この聖書研究講座では、これから学ぶ、目が開かれるようなコースの全
体像をお知らせします。そして、そのあとに続く八つの講座では、それらの驚きの詳細をお伝えします。
ですからしっかりと座席におつかまりください -- 神からの個人的なメッセージが、今や説明されようとし
ているのです！

1.

なぜ私たちは黙示録を勉強するのですか？

それは封じられた書ではないのですか？

答え： ヨハネの黙示録を研究する 6 つの重要な理由:
A. 黙示録は一度も封じられたことがありません。 (ヨハネの黙示録 22:10) 黙示録の中には、長い間続いてい
るキリストとサタンの間の争闘に加え、悪魔の策略と、最終時代のずる賢い計画などが暴かれています。サタン
は、彼の仕掛けるわなを事前に知っている人々を、容易には捕らえることはできませんので、人々が黙示録は封
じられている書であると信じることを願っているのです。
B. 「黙示録」という言葉そのものの意味は、「明かす」「開く」「 明らかにする」で、封じるとはまったく正
反対の、常に広く開かれた書です。
C. 黙示録はイエスの書です。「イエス・キリストの黙示」と、 独特な言葉で始まっており、ヨハネの黙示録
1:13-16 では、イエスについて、絵を見るような生き生きとした描写さえ与えてくださっています。聖書の中の
どの書も、黙示録ほどに、イエスとイエスの働き、そして神の民のための終末における教示と計画を明らかにし
ているものは他にありません。
D. 黙示録が書かれた第一の理由 は、現代の人々 -- イエスがお戻りになる直前に生存している人々のためで
す。(ヨハネの黙示録 1:1-3; 3:11; 22:6, 7, 12, 20)

黙示録は独特な方法でイエス・キリストを明らか
にする。

E. 特別な祝福 が、黙示録を読み、そこに書かれていることを守る者たちに宣言されています。（ヨハネの黙示録
1:3; 22:7）
F. ヨハネの黙示録は、世の終わりの神の民と教会のことを驚くべき明瞭さで描写しています。黙示録で描かれている世の終末の出来事が成就するのをあな
たが見る時、聖書は生きた書物となります。それはまた、神の教会が終末に何を明確に説かなければならないのかを告げています（ヨハネの黙示録 14:614）。この聖書研究講座は、その宣べ伝えるべきメッセージの概要をお伝えしますので、あなたがメッセージを聞いた時に、それを認識することができるで
しょう。

注意: 次に進む前に聖書を開き、ヨハネの黙示録 14:6 -14 をお読みください。

2.

神は、すべての造られたものに福音を宣べ伝えよと教会に命じておられます。神はヨハネの黙示録の中で、この聖なる働きをどのように象徴されていま
すか？

「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 ... また、ほかの第二の
御使が、続いてきて言った ... ほかの第三の御使が彼らに続いてきて、大声で言った、」ヨハネの黙示録
14：6-9

答え： 「天使」の字義通りの意味は、「メッセンジャー（使者）」ですので、神が終末時代に、神の三つ
の福音のメッセージを宣べ伝えることを象徴するために、三人の天使たちをお用いになられることは最適
なことです。このメッセージは超自然的な力が伴うということを私たちが忘れることがないように、神は
天使の象徴を用いられるのです。

神の最終の三つのメッセージを象徴するために、神は天使
をお用いになる。

3.

終末時代における神のメッセージに関して、二つの最も大切な点をヨハネの黙示録 14:6 ではどのように説明されていますか？

「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、」ヨハネの黙示録 14:6

答え： 二つの最も大切な点は: (1) これは「永遠の福音」であり、(2) 地上のすべての人に宣べ伝えなければならない
ということです。三天使のメッセージは、明確に、イエス・キリストを受け入れ、イエス・キリストにある信仰のみに
よって救われるという福音を強調しています（使徒行伝 4:12；マタイによる福音書 10:26, 27）。これ以外には救い
の道はありませんので、ほかにも救いの方法があると主張することは忌まわしいことです。
サタンの偽物
サタンの多くの偽りの教えの中でとても効果的な二つのものは: (1) 行いによる救いと、(2) 罪の中にあって（罪を犯
していても）救われる、ということです。これら二つの偽りの教えは、三天使のメッセージの中で明らかに示されてい
ます。多くの人が気付かずに、これらの二つの誤りのどちらかを受け入れて、その上に彼らの救いを築こうとしていま
すがそれは全く不可能な業です。三天使のメッセージが含まれていない福音は、終末時代のためのイエスの福音をだれ
も正しく宣べ伝えることにはならないということを私たちは強調すべきです。

4.

神の世の終りの時代の希望のメッセージー
は地球の全ての国民に伝えられなければな
らない。

第一の天使のメッセージに含まれている四つのメッセージの特徴は何ですか？

「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。』」ヨハネの黙示録 14:7

答え：
A. 神をおそれよ。 私たちが神を敬い、愛と信頼と畏敬の念を持って神を仰ぎ、神の要求されることを
熱心に行うという意味です。 また、これは私たちを悪から守ります。「主を恐れることによって、人は
悪を免れる。」箴言 16:6 賢いソロモン王はまた、次のようにも言っています。「神を恐れ、その命令
を守れ。これはすべての人の本分である。」伝道の書 12:13
B. 神に栄光を帰せよ。 神に服従し、神が私たちにしてくださる良きことを感謝し、神を褒め称えると
きに、私たちは神に栄光を帰せよと命じられたことを行っていることになります。世の終わりの主要な罪
のひとつは忘恩 (または感謝しないこと) です (テモテへの第二の手紙 3:1,2 )。
C. 神のさばきのときがきた。 これは、すべての人が (すべてのことを) 神に説明する義務があるという
こを示し、そのさばきが現在なされていることが明らかに述べられています。多くの聖書では、「(さば
きがこれから) 来る」の代わりに「(さばきがすでに) 来ている」と訳されています。
D. 創造主を礼拝しなさい。 神は、あらゆる種類の偶像を避けるように命じています。-- それは自己崇
拝や、神を創造主、そして贖い主であることを否定する進化論を完全に退けることも含まれます (今日の
多くの本やラジオ番組は、自尊心を過度に強調し過ぎますが、これは自己崇拝に至らせます。クリスチャ
ンの自尊心は、キリストがその子供たちを、天の王の息子、娘たちとしてくださるキリストの内にありま
す)。

神を尊敬する人は神に仕えることに純粋な喜びを見つけ
る。

福音は、天の主なる神によるこの世界の創造と、贖いを含んでいます。創造主を礼拝することは、神の創造の記念日 (七日目の安息日) として神が聖別された
日に神を礼拝するということが含まれます。黙示録 14:7 で述べられているのは安息日のことであり、「天と地と海を造った」という言葉が書かれている安息
日の戒めから直接取られて (出エジプト記 20;11) ここで用いられていることは明らかなことです。私たちの真の源は、はじめに私たちを、神のかたちに似せ
て造ってくださった神のみに見出すことができるのです。神を創造主として礼拝しない人々 -- 彼らがほかの何を礼拝しようとも -- 彼ら自身の真の根源を見出
すことはできないでしょう。

5.

第二の天使は、バビロンに関してどのような厳粛な言葉を宣言しましたか？

黙示録 18 章の天使は、神の民に何をせよと命じられましたか？

「また、ほかの第二の御使いが、続いてきて言った、『倒れた、大いなるバビロンは倒れた ... 』」ヨハネの黙示録
14:8 「この後、わたしは、もうひとりの御使が、 ... 天から降りてくるのを見た ... 彼は力強い声で叫んで言っ
た、『倒れた、大いなるバビロンは倒れた...』わたしはまた、もうひとつの声が天から出るのを聞いた、『わたしの
民よ、彼女から離れ去って、その罪にあずからないように ... 』」ヨハネの黙示録 18:1-4

答え： 第二の天使は、「バビロンは倒れた」と厳粛に述べており、そして天からの声が、すべての神の民は、バビ
ロンからすぐに出るようにと訴えかけています。あなたがバビロンが何かを知らない限り、容易にその中に入り込ん
でしまうでしょう。そのことを考えてみてください。あなたが今、バビロンの中にいる可能性があるでしょうか？

神の民はバビロンから出て来るべきである。

6.

第三の天使のメッセージは、何に対して厳粛に警告していますか？
「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、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。』」ヨハネの黙示録 14:9, 10

答え： 第三天使の使命のメッセージは、獣とその像を拝み、額と手に獣の刻印を受けることに対して、警
告しています。第一の天使のメッセージは、真の礼拝を命じています。第三の天使のメッセージは、偽り
の礼拝に関して、その恐るべき結果を告げております。あなたは誰が獣であるかをはっきりと知っておら
れるでしょうか？ そして、獣の刻印とは何でしょうか？ 誰が獣であり、何が獣の刻印であるかを、明
確に知らないならば、あなたは知らずに、その獣を拝んでしまうことになります。

獣を礼拝し、獣の印を受ける人は、神によって滅ぼされ
る。

7.

黙示録 14:12 に書かれている、三天使のメッセージを受け入れ、それに従う神の民に関して記述されている四つの項目について説明していただけます
か？

「ここに、神の戒めを守り、イエスを信じる信仰（イエスの信仰‐欽定訳聖書）を持ちつづける
聖徒の忍耐がある。」ヨハネの黙示録 14:12

答え：
A. 彼らは忍耐があり、辛抱強く、最後まで忠実です -- どんなに大きな困難が伴っても神の標準
に「ただちに」従う人々です。神の民は、彼らの忍耐と愛の行いによって神を表します。
B. 彼らは聖徒であり、聖なる者たちです。なぜなら彼らは完全に神の側にいるからです。
C. 彼らは神の戒めを守ります。 神の十戒と、神が彼らに与えられたほかのすべての戒めに喜ん
で従います。彼らは何にも増して彼らが愛する神を喜ばせようとします（ヨハネの第一の手紙
3:22）。
D. 彼らはイエスの信仰を持っています。 これはまた「イエスへの信仰」とも訳されています
（注：日本語聖書では「イエスを信じる信仰」と書かれています）。いずれにしましても、神の
民は完全にイエスに従い、まったくイエスを信頼しています。
世の終りの時代の神の民は神を喜ばせることに彼らの最大の幸福を見
つける。

8.

すべての人々に、三天使のメッセージを宣べ伝えた直後、どのようなことが起こるのですか？

「また見ていると、見よ、白い雲があって、その雲の上に人の子のような者が座しており、頭には金
の冠をいただき、手には鋭いかまを持っていた。」ヨハネの黙示録 14:14

答え： 三天使のメッセージがすべての人々に伝えられたすぐ後に、イエスは、神の民を天の住まいに
連れていくために雲に包まれてお戻りになられます（イエスの再臨）。イエスがおいでになるとき
が、黙示録 20 章の大いなる 1000 年期、サタンの監禁の始まりとなります。

すべての人がイエスの終わりの時代のメッセージを聞いたと
き、神の民を天国に一緒に連れて行くために、イエスは地球に
戻って来られる。

9.

ペテロの第二の手紙 1:12 で、使徒は「現代の真理 present truth 」について述べていますが、それはどのような意味なのでしょうか？（訳注:「現
代の真理 present truth」は、口語訳聖書で「いま持っている真理」と訳されていますが、以下は「現代の真理」とします）

答え： 現代の真理は、ある特定の期間に、特に迅速に伝えられるべき永遠の福音の概要です。それらの例は：

A. ノアの洪水のメッセージ (創世記 6 章,7 章 ; ペテロの第二の手紙 2:5） ノアは義の説教者でした。彼は、世界を滅
ぼす洪水が来ることを警告すると共に、神の愛を伝えました。この洪水のメッセージが、その時代の「現代の真理」でし
た。その切実な懇願は、「船の中に入りなさい」ということでした。そのメッセージは非常に重要であったので、それを
説き勧めないことは不道徳とみなされました。

ノアの「現代の真理」で、特に力説され
たことは、これから来る洪水のことであ

B. ニネベの町へのヨナのメッセージ (ヨナ書 3:4) ヨナの「現代の真理」は、
った。
ニネベは、40 日経ったら滅ぼされるということでした。ヨナはまた、救い主を
高く掲げ、そしてニネべの町は悔い改めたのです。40 日で滅びるという警告を怠ることは、不忠実で、許されないこ
とでした。それは現代の真理であり、時宜にかなった特別な真理でした。

ヨナの「現代の真理」は、ニネベは 40 日
経ったら滅びるということであった。

C. バプテスマのヨハネのメッセージ (マタイによる福音書 3:1-3; ルカに
よる福音書 1:17) ヨハネの「現代の真理」は、メシアであるイエスがまもなくおいでになるということでし
た。彼の働きは、福音を伝え、人々をイエスの初臨に備えさせることでした。ヨハネの時代に、福音を成している
初臨のメッセージを省いてしまうことは、あり得ないことでした。

D. 三天使のメッセージ (ヨハネの黙示録 14:6-14) 今日における 神の
「現代の真理」は、三天使のメッセージが含まれています。もちろん、イエ
ス・キリストによる救いのみが、これらのメッセージの中心です。しかしな
がら、 三天使の「現代の真理」はまた、人々をイエスの再臨に備えさせ、サ バプテスマのヨハネの「現代の真理」は、メシア
タンの並外れた、非常に説得力のある欺瞞に対して目が開かれるように与え がやがておいでになるということであった。
られているのです。人々がこれらのメッセージを理解しなければ、サタンは人々を捕らえ、滅ぼしてしまうでしょう。イ
エスは私たちが、これらの三つの特別なメッセージが必要であることをご存知でしたので、神の大いなる愛と慈しみのゆ
えに与えてくださったのです。これらのメッセージは、除外されるべきものではありません。次に続く 8 項目の聖書講座
を一つひとつ学ぶにあたり、どうぞ心から祈りつつ進んでください。
これからの学びの中で見出すことに、心痛めるものがあるかもしれません。けれどもすべてがやりがいのある学びとな
り、あなたの心は、大きな感動で満ち溢れることでしょう。この学びを通してイエスがあなたに語っておられることに気
付きます！何しろこれらはイエスのメッセージなのですから。
三天使のメッセージは、今日の神の現代
の真理である。

10. 大いなる主の日の前に、だれが「現代の真理」のメッセージを伝えるために来ると聖書は言っていますか？
「見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、わたしは預言者エリヤをあなたがたにつかわす。」マラキ書 4:5

答え： 預言者エリヤです。次に続くいくつかの質問を学ぶにつれて、エリヤと、彼のメッセージに関して重要な事柄が含まれていることを理解されることで

しょう。

11. 主は、人々をエリヤに注目させましたが、エリヤはどのようなことをしたのでしょうか？

注: この質問に答える前に、旧約聖書の列王記上 18:17-40 を注意深くお読みください。
答え：
エリヤは人々に、だれに仕えるのかを決心するように強く促しました（列王記上 18:21）。国民
のほとんどすべてが偶像礼拝をしており、人々は、真の神と、神の戒めを捨て去っていました。
そこには、ただ一人の神の預言者エリヤと、450 人の異教の神であるバアルの預言者たちがいま
した（22 節）。エリヤは、彼と異教の預言者たち両方が祭壇を築き、そこにたきぎを置き、その
上に雄牛を載せるように言いました。そののち、真の神が、神の祭壇に火をつけられることで、
神ご自身を現してくださるように神に祈ることを彼らに提案しました。異教の神は答えられず、
エリヤの真の神は、天から火を降らせ、エリヤの供え物を焼き尽くしました。
このメッセージは、決断することを求めるものでした。
エリヤのメッセージは、深い霊的な危機と、国家的背信の最中に訪れました。それは途方もない
力と共に天上から下ってきたので、「日常の生活」は止まり、世界的な注目を引くものでした。
エリヤはそののち人々に、神、またはバアルのどちらに仕えるのかを決断するように求めまし
た。人々は深く心が動かされ、完全な確信を得、神を選びました（39 節）。

神の終りの時代のメッセージはまた、「エリヤ」のメッセージとも呼
ばれている。それは決断を求めるものである。

12. エリヤのメッセージには、二重の適応があります。ひとつは、イエスの初臨に人々を備えさせるための「現代の真理」であるメッセージ、もうひとつ
は、イエスの再臨に備えさせる「現代の真理」であるメッセージに適応されます。イエスは、彼の初臨に人々を備えさせたエリヤのメッセージを、だれ
が宣べ伝えたと言われましたか？
「バプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。」「そして、もしあなたがたが受け入れられることを望
めば、この人こそは、来るべきエリヤなのである。」マタイによる福音書 11:11, 14

答え： イエスは、彼の初臨に人々を備えさせたヨハネの宣教を、「エリヤ」、または「エリヤのメッセージ」と呼
ばれました。ヨハネのメッセージは、エリヤの時代のように真理を非常に明確にし、その上で決断を求めるもので
した。聖書はバプテスマのヨハネのことを「彼はエリヤの霊と力とをもって ... 行き」と述べています。ルカによ
る福音書 1:17

バプテスマのヨハネは、彼の時代の「エリヤ」の
メッセージを伝えた。ヨハネの黙示録 14:6-14
を宣べ伝える人は、現代のエリヤのメッセージを
持っている。

13. この預言は、再臨直前の私たちの時代に対して、第二の適応を持っているということを、どのように知ることができますか？

「見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、わたしは預言者エリヤをあなたがたにつかわす。」マラキ書 4:5 「主の大いなる恐るべき日が来る前に、日は
暗く、月は血に変る。」ヨエル書 2:31

答え： これらの二つの出来事は、ヨエル書 2:31 で述べられている「主の大いなる恐るべき日」の前に起こるということに注目してください。そのひとつはエ
リヤの到来であり、二つ目は、天に現れる大いなるしるしです。これは両方の出来事を位置付けるための助けとなります。暗黒日は 1780 年 5 月 19 日に起こ
り、その同じ夜、月は血のような色で現れました。マタイによる福音書 24:29 ではもうひとつのしるしが含まれています-それは 1833 年 11 月 13 日の落星
です。これらのことから、私たちは終末時代のエリヤのメッセージは、1833 年の頃、またはのちに始まることがわかります -- これらは主の大いなる日が到
来する前です。
空のしるしののちに起こる第二のエリヤのメッセージ
ヨハネの「エリヤのメッセージ」は、第二の「エリヤのメッセージ」には適応できないことは明らかです。なぜなら神の大いなる空のしるしは、ヨハネがメッ
セージを宣教してから 1700 年以上ものちに現れたからです。ヨエル書 2:31 のエリヤのメッセージは、1833 年の空のしるしののちに始まらなければなら
ず、そして人々を、イエスの再臨に備えさせるものでなければなりません。三つのメッセージから成っているヨハネの黙示録 14:6-14 の「現代の真理」は、
完璧に第二のエリヤのメッセージに当てはまります。これは 1844 年頃に始まり、イエスの再臨に世界中の人々を備えさせるものです（14 節）。再臨は、こ
の三重のメッセージが、地球のすべての人々に伝えられたのちに起こります。
このメッセージは決断を求めるものです。
エリヤは、悪に正面から立ち向かい、すべての人に、だれに仕えるのかを決断するようにと主張しました。同様に、これが今日の私たちのための神の三つのメ
ッセージなのです。決断がなされなければなりません。また、神の三つのメッセージは、サタンと彼の計画を暴露します。そして、神の愛と、神が要求されて
いることを明らかにするものです。神は、今日人々に真の礼拝に戻るように呼びかけておられます -- それは神のみを礼拝することです。このきわめて重要な
ときにあって、真の神以外の何者でも、また何であっても、知りつつ故意に仕え、そして礼拝することは、不忠実なことであって、永遠の死という結果をもた
らしてしまいます。神はエリヤ（列王記 18:37,39) とヨハネのバプテスマの時代に、奇跡的に人々の心に触れられました。神はこの終末時代にあっても三天
使のメッセージに応じる人々に同じ奇跡を働かれるのです。（ヨハネの黙示録 18:1）

14. エリヤ(または三天使) のメッセージを宣べ伝えることは、ほかのどんなすばらしい祝福をもたらしますか？
「エリヤ ... は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これはわたしが来
て、のろいをもってこの国を撃つことのないようにするためである。」マラキ書 4:5, 6

答え： 神を褒め称えます！このエリヤのメッセージ、または三天使のメッセージは、愛と親しみ、喜びのあ
る天国にいるような家族の結合をもたらすのです。何という祝福の約束でしょうか！

神の最後のエリヤのメッセージは、喜び、愛、幸福で家
族の結合をもたらす。

15. 「福音」という言葉の意味は「良い知らせ」です。ヨハネの黙示録 14 章の三天使のメッセージは、良い知らせが含まれているのですか？

答え： はい、それは確かです！三天使のメッセージの概要で学んだ良い知らせを復習しましょう:
A. すべての人が、終末時代の福音を聞き、理解する機会があります。だれひとりとして見過ごしにされることはありませ
ん。
B. 人々を捕らえ滅ぼすための悪魔の際立った、強力な計画は、私たちに明らかにされますので、悪魔の計画に陥ってしま
う必要はありません。
C. この終末時代に、神のメッセージを宣べ伝えるときに、天の超自然的な力が伴います。
D. 神の民は、耐え忍びます。神は彼らを「聖徒」と呼ばれます。
E. 神の民は、イエスの信仰を持ちます。
F. 神の民は、愛の心から神の戒めを守ります。
G. 神は私たちをとても愛してくださっているので、イエスの再臨に備えるためのとても大切なメッセージを送ってくださ
いました。
H. この終末のための神のメッセージは、家族に愛と和の一致をもたらします。
I. 三天使のメッセージの重要な点は、救いはイエス・キリストを通してのみ来るもので、すべての人に差し出されている
ということです。キリストは、私たちの過去の罪を覆い、日毎に、彼の義を奇跡的に与えてくださいますので、私たちは恵
みのうちに成長し、真にキリストに似た者となるのです。彼とともにいるとき、私たちは失敗することはありません。キリ
ストなくして成功することはできません。
さらなる言葉

三天使のメッセージの焦点はイエスで
ある。

次回の聖書講座において解き明かされる三天使のメッセージの要点は:
A. 神の裁きのときが到来した！
B. 倒れたバビロンから出よ。
C. 獣の刻印を受けないようにせよ。
次に続く八つの聖書研究講座で、これらの主題を祈りつつ学ぶときに、さらなる良い知らせが明らかにされます。ある学びはあなたを驚かせ喜ばせるものであ
り、ほかのものはショックを受け悲しまれることでしょう。ある点は受け入れ難いものであるかもしれません。けれども、この終末時代にあって、 私たちひ
とりひとりを個人的に助け導くために、イエスが天からこの特別なメッセージを送ってくださったのですから、それを聞き、十分に理解し、そして従うこと以
上に重要なことはないはずです。

16. この地上の終末時代にあって、イエスが神の民を導き助けてくださるために、特別な三つのメッセージをお持ちであることに、私は安心し、そして感謝
しています。

答え：
はい
いいえ

質問

1. イエスが再臨される前に、この地上にいるすべての人々に、三天使のメッセージが伝えられるのでしょうか？現在、何十億という人々が存在しています
が、それがどのようにして可能となるのでしょうか？
マルコによる福音書 16:15
それは神が約束されたので、実現されるのです（マルコによる福音書 16:15）。パウロは彼の時代に、この福音は「天の下にあるすべての造られたものに」宣
べ伝えられたと言っています（コロサイ人への手紙 1:23）。神の恵みによって、ヨナは、40 日以内にニネベの町全体にメッセージを宣べ伝えました（ヨナ書
3:4-10）。聖書は、次のように述べています「神がその働きを完了され、短縮される」（ローマ人への手紙 9:28 英語欽定訳聖書）。この言葉に信頼しまし
ょう。それは私たちの時代に、もうまもなく起こるでしょう。

2. キリストの変貌の山でモーセとエリヤは実際に現れましたか？（マタイによる福音書 17:3）
マタイによる福音書 17:3

それとも、それはただの幻でしたか？

その出来事は、実際に起こりました。英語の聖書マタイによる福音書 17:9 に「幻」と書かれていますが、この言葉はギリシャ語の「ホラマ horama」で、文
字通りには「見たこと」という意味です（訳注: 口語訳聖書では「見たこと」と正しく訳されています）。モーセは死からよみがえらされて天に行き（ユダの
手紙 1:9）、そののち、エリヤは、死を経験せずに天に移されました （列王記下 2:1,11,12）。地上にいたこの二人は、悪魔の猛攻撃と、神の民の反逆によ
ってひどい苦しみを受けたので、イエスが地上で経験された苦しみを理解することができました。彼らは、キリストが人々の罪のために犠牲となってくださっ
たゆえに、神の国に死を経験せずに移される人々（エリヤのように）、そして墓から命によみがえり、神の国に入る人々（モーセのように） がいるというこ
とを再び確認し、キリストを励ますために来ました。

3. キリストは、バプテスマのヨハネがエリヤであると言われましたが（マタイによる福音書 11:10-14）、なぜヨハネはエリヤではないと言ったのですか？
（ヨハネによる福音書 1:19-21）
ルカによる福音書 1:17
その答えは、ルカによる福音書Ⅰ:3-17 に記されています。ヨハネの誕生を知らせた天使は次のように言いました。「あなたの妻エリサベツは男の子を生むで
あろう。その子をヨハネと名づけなさい。… 彼は主のみまえに大いなる者となり … 彼はエリヤの霊と力とを持って、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。」13-17 節 イエスがヨハネをエリヤと呼ばれたとき、彼は、エリヤのよう
な生活、霊、力、そして働きについて言及されたのです。この終末時代におけるエリヤのメッセージに関しても同様に真実です。重点はメッセージにあるので
あって、人ではありません。ですからヨハネは実際のエリヤではなく、エリヤのメッセージを提示していたということなのです。

4. 今日、イエスの完全な終末時代の真理を、三天使のメッセージを含まずに説くことは可能ですか？
ヨハネの黙示録 14:6
いいえ、三天使のメッセージは、含まれていなければなりません。ヨハネの黙示録は、イエスご自身が終末のメッセージを示し、また明記され（ヨハネの黙示
録１:１）、そして神の民は、この書に神が示されていることを守り続けなければならないことが明確にされています（ヨハネの黙示録 1:3 ; 22:7）。ですか
ら、世の終りにいる忠実な牧師たちは、黙示録の書からイエスのメッセージを説かなければなりません。これはもちろん、黙示録 14:6-14 の神の三つの特別
なメッセージを説くことが含まれます。イエスは 6 節で、これらのメッセージを「永遠の福音」と述べておられることに気付いてください。これらのメッセー
ジはまた、イエスが神の民のためにお戻りになる前に、地上のすべての人々に宣べ伝えられなければならないと言っておられます。ここに厳粛に熟考すべき三
つの事柄があります：
A. 三天使のメッセージが含まれていないのであれば、だれも本当のイエスの「永遠の福音」を説くことはできません。
B. もし三天使のメッセージを省いてしまうのであれば、そのメッセージを永遠の福音と呼ぶ正当な理由はありません。
C. 三天使のメッセージは、イエスの再臨に人々を備えさせます（ヨハネの黙示録 14：12-14）。あなたがそのメッセージを聞き、理解し、そして受け入れ
なければ、イエスの再臨に備えができないかもしれません。
世の終りのときのための特別なメッセージ
私たちの必要をご存知であられるイエスは、この世の終りのときのために、三つの特別なメッセージをくださいました。私たちはそれを理解し、それらに従わ
なければなりません。次の八つの聖書講座は、あなたにこれらのメッセージを明らかにします。

5. ルカによる福音書 1:17 は、エリヤのメッセージが、「逆らう者に義人の思い（義人の知恵 - 欽定訳聖書）」を持たせると書かれています。これはどのよ
うな意味でしょうか？
ルカによる福音書 1:17
「信仰による義人は生きる」ローマ人への手紙 1:17。義人は、彼らの救いを、救い主への信仰により頼む知恵を持っています。「この人による以外に救いは
ない。わたしたちを救いうる名は、これを別にしては、天下のだれにも与えられていないからである。」使徒行伝 4:12。ヨハネのメッセージは、これをすべ
ての人々にはっきりと理解させることでした。イエス･キリスト以外のだれでも、またどのような物であっても、それらに信仰の土台を据えることは、人々を
罪から救い、人生の方向転換に導くことは決してできません。人々は、必ずこの偉大な真理を聞き、そして理解しなければなりません。この真理はまた、今日
において、神の三つのエリヤのメッセージのまさに中心となるものです。

クイズ

1. 黙示録 14 章の三天使は (1)
字義通り, 人々が聞けるように大声で叫ぶべきである。
スピードと力を伴って伝えられる神の最後のメッセージを表している。
だれかが想像して作り上げたものである。
2. ヨハネの黙示録に関して正しいことを述べている文は以下のどれですか？(3)
黙示録は封じられた本である。
黙示録は、「開示している」、あるいは「明らかにされている」という意味である。
それは、最後の時代に神の民がどんなメッセージを宣言するかをしるしている。
それは、イエスについての生き生きとした描写が含まれている。
神は、それを学ぶ人々にのろいを宣言しておられる。
3. 三天使のメッセージは、イエスがお戻りになる前に、すべての人々に宣べ伝えられるべきものです。(1)
はい
いいえ
4. 第一の天使のメッセージは、以下のことに重点を置いています: (3)
永遠の福音が提示されている。
それを理解することは不可能である。
進化論は立派なクリスチャンの概念である。
裁きが現在行われている。
私たちは神を敬い、崇め、心から信頼すべきである。
各個人はそれぞれの望むものを拝むべきである。
5. 第二の天使のメッセージは、バビロンは倒れたと言っており、ヨハネの黙示録 18 章の天使は、バビロンにいる神の民にそこから出るように強く促していま
す。(1)
はい
いいえ
6. 第三の天使のメッセージは、すべての神の民は、獣の刻印を受けるように勧めています。(1)
はい
いいえ
7. ヨハネの黙示録 14:12 は、神の民のことをどのように述べていますか？(2)
彼らは忍耐深い者である。
彼らは聖徒である。
彼らは十戒を信じない。
彼らは、少ししか信仰を持っていない。
8. 福音がすべての人に宣べ伝えられた直後にどのようなことが起こりますか？(1)
国々はみな改宗する。
神はニューヨークとロンドンを建て直される。

イエスがご再臨される。
9. どれが今日における「現代の真理」ですか？(1)
ニネベへのヨナのメッセージ。
洪水の前のノアのメッセージ。
ヨハネの黙示録 14:6-14 の三天使のメッセージ。
10. 三天使のメッセージに関して正しいことを述べているのは下記のどれですか？(6)
それらのメッセージは、現在、伝えられている。
イエス・キリストのみによる救いに重点を置くメッセージである。
それらのメッセージは、「エリヤのメッセージ」とも呼ばれている。
エリヤ自身がこのメッセージを伝えるために現れる。
進化論のクリスチャン的価値観に重点を置くメッセージである。
ほとんどの人々は決してそれを聞くことはない。
そのメッセージによって、家族は親密な愛の関係を結ぶようになる。
超自然的な力がそのメッセージに伴う。
イエスのご再臨に人々を備えさせるメッセージである。
11. バプテスマのヨハネがその時代のエリヤと呼ばれたのは (1)
彼が天から火を呼び出すことを好んだため。
大祭司がその名を好んだため。
彼の説教は、エリヤの霊と力によるもので、キリストの初臨の備えをしたため。
12. 「福音」という言葉の意味は「良い知らせ」です。 (1)
はい
いいえ
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