黙示録ハイライト
聖句

黙示録 13:3-5

聖句 黙示録 13:3-5

反キリスト
世界は有能な政治家を求めている
世界が求めている救世主
世界は中東を鎮める人。経済の混沌から救ってくれる人。平和と政治観の中正を得させる人。神から
でもサタンからでもよい。世界が待っているのは反キリストのような者。
【36】 マタイ 24:4-5
24:4 そこで、イエスは彼らに答えて言われた。「人に惑わされないように気をつけなさい。
24:5 わたしの名を名のる者が大ぜい現れ、『私こそキリストだ』と言って、多くの人を惑わすで
しょう。

ダニエル 70 週の最後の一週が黙示録
いつの時代も、反キリストが現れている。終末に現れる反キリストが、最後に現れる特別な反キリス
ト。ダニエル 70 週の最後の週に現れ、7 年間人間を支配する権威が与えられる。
【37】 ダニエル 9:27
9:27 彼は一週の間、多くの者と堅い契約を結び、半週の間、いけにえとささげ物とをやめさせる。
荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに、定められた絶滅が、荒らす者の上にふりかかる。」
彼は一週の間、多くの者と堅い契約を結び＝
荒らす忌むべき者が翼に現れる＝
半週の間、いけにえとささげ物とをやめさせる＝

【38】 Ⅰヨハネ 2:18
2:18 小さい者たちよ。今は終わりの時です。あなたがたが反キリストの来ることを聞いていたと
おり、今や多くの反キリストが現れています。それによって、今が終わりの時であることがわかり
ます。
あなたがたが反キリストの来ることを聞いていたとおり＝
今や多くの反キリストが現れています＝

イエス・キリストの預言
【39】 マタイ 24:15-16
24:15 それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの『荒らす憎むべき者』が、聖なる所に立つ
のを見たならば、（読者はよく読み取るように。)
24:16 そのときは、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。
15 節、それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの『荒らす忌まわしいもの』が聖なる所に立っ
ているのを見たら＝
15 節、読者はよく読み取るように＝
15 節、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。＝

1

【40】 ダニエル 7:25
7:25 彼は、いと高き方に逆らうことばを吐き、いと高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうとする。
彼は時と法則を変えようとし、聖徒たちは、ひと時とふた時と半時の間、彼の手にゆだねられる。
いと高き方に逆らうことばを吐き、いと高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうとする＝
聖徒たちは、ひと時とふた時と半時の間、彼の手にゆだねられる＝

反キリストは何者
神様がアダムとイブに罪を犯させたサタンに言われた預言のことば。おまえの子孫と女の子孫。原文
は同等を表す。女の子孫＝処女から生まれたイエス様。おまえの子孫＝サタンの子＝反キリスト、人
間の女性が生む
【41】 創世記 3:15
3:15 わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の子孫との間に、敵意を置く。彼は、
おまえの頭を踏み砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく。
おまえの子孫と女の子孫＝
彼は、おまえの頭を踏み砕き＝

【42】 ユダの手紙 6-7 節
6 また、主は、自分の領域を守らず、自分のおるべき所を捨てた御使いたちを、大いなる日のさば
きのために、永遠の束縛をもって、暗やみの下に閉じ込められました。
7 また、ソドム、ゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように、好色にふけり、不自然な肉欲を追
い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて、みせしめにされています。

【43】 Ⅱペテロ 2:4
2:4 神は、罪を犯した御使いたちを、容赦せず、地獄に引き渡し、さばきの時まで暗やみの穴の中
に閉じ込めてしまわれました。
【44-A】 創世記 6:1-4
6:1 さて、人が地上にふえ始め、彼らに娘たちが生まれたとき、
6:2 神の子らは、人の娘たちが、いかにも美しいのを見て、その中から好きな者を選んで、自分た
ちの妻とした。
6:3 そこで、主は、「わたしの霊は、永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に
すぎないからだ。それで人の齢は、百二十年にしよう」と仰せられた。
6:4 神の子らが、人の娘たちのところに入り、彼らに子どもができたころ、またその後にも、ネフ
ィリムが地上にいた。これらは、昔の勇士であり、名のある者たちであった。
ヨブ記１と２章に天の使いたち、サタンも含めて、神の子たちと呼んでいる。
WCC(世界教会協議会)と反キリスト
世界教会協議会のような団体を利用すると予測
獣の上に乗っている淫婦、女の名は「忌むべき者の母、大バビロン」はシヌアルの地。異端宗教の始
まりの場所。
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反キリストは一旦世界の権威を得ると女を殺す
権威を手に入れると女は不必要。宗教統一しようとしている団体を破棄。反キリストは翼に現れる＝
神となる。自分を拝まない者を皆殺させる。神殿を自分のものとする。
【44-B】 黙示録 17:16-17
17:16 あなたが見た十本の角と、あの獣とは、その淫婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉
を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。
17:17 それは、神が、みことばの成就するときまで、神のみこころを行う思いを彼らの心に起こさ
せ、彼らが心を一つにして、その支配権を獣に与えるようにされたからです。
その淫婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります＝

死んで生き返る反キリスト
誰も殺すことが出来なかった二人の証人を殺し、死んで生き返った反キリストを、世界が神のように
崇めて従い、彼が生きる神である。世界を一つの国とする独裁者となる。
【45】 黙示録 13:3-5
13:3 その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も直ってしまった。そこ
で、全地は驚いてその獣に従い、
13:4 そして、竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが、竜だからである。また彼らは、獣をも拝んで、
「だれがこの獣に比べられよう。だれがこれと戦うことができよう。」と言った。
13:5 この獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、四十二か月間活動する権威を
与えられた。
3 節、打ち殺されたかと思われたが＝
3 節、全地は驚いてその獣に従い＝
5 節、四十二か月間活動する権威を与えられた＝

反キリストの独裁
クリスチャンとユダヤ人を殺すことと、世界の異邦人を支配する、権威が与えられている。権力を手
に入れるとＷＣＣのような宗教は不必要となり破棄される。
【46】 黙示録 13:7
13:7 獣は、聖徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。また、あらゆる部族、民族、言語、
国民を支配する権威が与えられた。
7 節、聖徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され＝
7 節、あらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられた＝

反キリストが神の座につく
反キリストが神の宮の中に座を設け、自分を神だと宣言する。彼を礼拝しない者たちに、刻印を受け
させる。刻印がないものは売ることも買うことも出来なくなり恐ろしい独裁が始まる。
【47】 Ⅱテサロニケ 2:3-4
2:3 だれにも、どのようにも、だまされないようにしなさい。なぜなら、まず背教が起こり、不法
の人、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。
2:4 彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神
の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
3 節、背教が起こり＝
3 節、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ＝
3 節、主の日は来ない＝
4 節、自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します＝
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【48】 黙示録 13:16-18
13:16 また、小さい者にも、大きい者にも、富んでいる者にも、貧しい者にも、自由人にも、奴隷
にも、すべての人々にその右の手かその額かに、刻印を受けさせた。
13:17 また、その刻印、すなわち、あの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は、だれ
も、買うことも、売ることも、できないようにした。
13:18 ここに知恵がある。思慮ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間をさしている
からである。その数字は六百六十六である。
16 節、すべての人々にその右の手かその額かに、刻印を受けさせた＝
17 節、刻印がないと買うことも、売ることも、できない＝
18 節、その数字は人間をさしているからである。その数字は六百六十六である＝

コンピューター・チップ

BT952000

2010 年に登場したミューチップ

ミューチップ

Hitachi Electronic ID

ミクロの世界
米粒の中にある一点

第三神殿建設可能か？
みんな仲良しになり世界平和をと言って、第三神殿を建てさせると考えられる。神殿が完成すれば、
自分を神として神殿を奪う。
【49】 黙示録 11:1-2
11:1 それから、私に杖のような測りざおが与えられた。すると、こう言う者があった。「立って、
神の聖所と祭壇と、また、そこで礼拝している人を測れ。
11:2 聖所の外の庭は、異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけな
い。彼らは、聖なる都を四十二か月(3 年半)の間、踏みにじる。
2 節、聖所の外の庭は、異邦人に与えられている＝
2 節、彼らは、聖なる都を四十二か月の間踏みにじる＝

至聖所はどこか分からない
黄金の門

又は

美しき門

至聖所と黄金の門は一直線
霊のドーム

岩のド－ムか？？？

岩のドームは一直線ではない

岩のドームの北側
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第三神殿想像写真
いよいよ世界が一人の独裁者によって支配される大きな患難時代の中間に入りました。世界が一つの
国になる。
七つの鉢の災難
最後の災害。神の激しい怒りが注がれる。これが終わるとご再臨。同時に多くの人々が救われている。
殉教するが神の御国に入れる。
ダニエル７０週の最後の一週 7 年の大きな患難

七つの鉢リスト
第一の鉢

第二の鉢
第三の鉢

第四の鉢

第五の鉢

第六の鉢

第七の鉢

患難後半
しるし
災 難
獣の刻印を受けている人々と、 ひどい悪性の腫れ物＝恐らく癌。11 節で
獣の像を拝む人々に、ひどい悪 第五の鉢がぶちまかれた時にも、まだ治
性のはれものができた。
っていない。もしかしたら、額か右手に
できているのかもしれません。
海は血になった。
海水は破壊され、海の中のものはみな死
んだ。
川と水の源は血になった。
水源はすべて破壊された。
おそらく、残された飲み水はボトルの水
のみ。
太陽は火で人々を焼く。
激しい炎熱によって焼かれた。
2003 年 8 月、ヨーロッパにおきた猛暑に
よって 7 万人死亡。その何百倍も激しい。
獣の国は暗くなる。
腫れ物と闇の苦しみで舌をかむ。
恐らくイスラエルの民がいるボツラは、
やみではない。
闇④
ハルマゲドンと呼ばれる所に 偽の父、御子、御霊の 3 つの汚れた霊に
王たちを集めた。
惑わされて、人類は神様と戦う最終段階
の会議をする。
大きな雹が天から降ってきた。 その災害が非常に激しく、人々は神にけ
がしごとを言うが悔い改めない。

聖 句
16:1-2

16:3
16:4-7

16:8-9

16:10-11

16:12-16

16:17-21

七つの鉢の災害
【50】 黙示録 15:1
15:1 また私は、天にもう一つの巨大な驚くべきしるしを、見た。七人の御使いが、最後の七つの災
害を携えていた。神の激しい怒りはここに窮まるのである。
最後の七つの災害＝この災害が終わると再臨です。
神の激しい怒り＝今までも神の御怒りでしたが、いよいよ最終的な激しい御怒りに入ります。

【51】 黙示録 7:9
7:9 その後、私は見た。見よ。あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、だれにも数えきれぬ
ほどの大ぜいの群衆が、白い衣を着、しゅろの枝を手に持って、御座と小羊との前に立っていた。
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第一の鉢
【52】 黙示録 16:2
16:2 そこで、第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると、獣の刻印を受けてい
る人々と、獣の像を拝む人々に、ひどい悪性のはれものができた。
獣の刻印を受け、獣を拝む人々に、悪性のはれもの＝

第二の鉢
【53】 黙示録 16:3
16:3 第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると、海は死者の血のような血になった。海の中の
いのちのあるものは、みな死んだ。
海は血になった＝
海の中のいのちのあるものは、みな死んだ＝

第三の鉢
【54】 黙示録 16:4-6
16:4 第三の御使いが鉢を川と水の源とにぶちまけた。すると、それらは血になった。
16:5 また私は、水をつかさどる御使いがこう言うのを聞いた。
「今いまし、昔います聖なる方。あ
なたは正しい方です。なぜならあなたは、このようなさばきをなさったからです。
16:6 彼らは聖徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたは、その血を彼らに飲ませました。
彼らは、そうされるにふさわしい者たちです。」
4 節、水の源が血になった＝
6 節、彼らは聖徒たちや預言者たちの血を流しました＝

人間は神を知ろうとしない
【55】 ローマ 1:28
1:28 …彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため
彼らは、してはならないことをするようになりました。

第四の鉢
【56】 黙示録 16:8-9
16:8 第四の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。すると、太陽は火で人々を焼くことを許され
た。
16:9 こうして、人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも、彼らは、これらの災害を支配する権
威を持つ神の御名に対してけがしごとを言い、悔い改めて神をあがめることをしなかった。
8 節、太陽は火で人々を焼くことを許された＝
9 節、神の御名に対してけがしごと＝

第五の鉢
【57】 黙示録 16:10
16:10 第五の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。すると、獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあま
り舌をかんだ。
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第六の鉢の災難はすべてと異なる
最後の戦いのために王たちが、ハルマゲドンに集まりやすくするため、ユーフラテス川が乾いている。
最後の戦いの会議をするため。
【58】 黙示録 16:12-16
16:12 第六の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると、水は、日の出るほうから 来
る王たちに道を備えるために、かれてしまった。
16:13 また、私は竜の口と、獣の口と、にせ預言者の口とから、かえるのような汚れた霊どもが三
つ出て来るのを見た。
16:14 彼らはしるしを行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出て行く。万物
の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて、彼らを集めるためである。
16:15 ――見よ。わたしは 盗人のように来る。目をさまして、身に着物をつけ、裸で歩く恥を人
に見られないようにする者は幸いである。――
16:16 こうして彼らは、ヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる所に王たちを集めた。
12 節、大ユーフラテス川がかれてしまった＝
12 節、日の出るほうから来る王たち＝「東から来る。」の意味です。
13 節、竜の口と、獣の口と、にせ預言者の口とから、かえるのような汚れた霊どもが三つ出て来るの
を見た＝
14 節、しるしを行う悪霊ども霊である＝
14 節、神の大いなる日＝
16 節、ハルマゲドン＝
16 節、王たちを集めた＝

すべてをふるいにかける第七の鉢
いなずま、声と雷鳴、人間が経験したことのない大きな地震。３５キロの雹が降っ来る。災難があま
りにも激しく、神様がされていることを知って、人々は神にけがしごとを言う。
【59】 黙示録 16:17-21
16:17 第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると、大きな声が御座を出て、聖所の中から出て
来て、「事は成就した」と言った。
16:18 すると、いなずまと声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで
以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな、強い地震であった。
16:19 また、あの大きな都は、三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして、大バビロンは、
神の前に覚えられて、神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた。
16:20 島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。
16:21 また、一タラントほどの大きな雹が、人々の上に天から降って来た。人々は、この雹の災害
のため、神にけがしごとを言った。その災害が非常に激しかったからである。
17 節、第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた＝
18 節、いなずまと声と雷鳴があり、大きな地震＝
18 節、間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな、強い地震＝
19 節、大バビロンは、神の前に覚えられて、神様の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた＝
21 節、一タラントほどの大きな雹が、人々の上に天から降って来た＝
21 節、神にけがしごとを言った＝
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イスラエルの悔い改め
イスラエルの悔い改め
ハルマゲドンでの王たちの話し合いが実行に移される時。イスラエルが隠れているボツラは、敵に囲
まれている。イスラエルの民は自分たちで、何かできることは何も残っていない。
【60】 ゼカリヤ 12:9-10
12:9 その日、わたしは、エルサレムに攻めて来るすべての国々を捜して滅ぼそう。
12:10 わたしは、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは、自分た
ちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見、ひとり子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を
失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。
9 節、攻めて来るすべての国々を捜して滅ぼそう＝
10 節、ひとり子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣く＝

【61】 ダニエル 12:6-7
12:6 それで私は、川の水の上にいる、あの亜麻布の衣を着た人に言った。「この不思議なことは、
いつになって終わるのですか。」
12:7 すると私は、川の水の上にいる、あの亜麻布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼は、その右
手と左手を天に向けて上げ、永遠に生きる方をさして誓って言った。「それは、ひと時とふた時と
半時(3 年半)である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就
する。」
6 節、いつになって終わるのですか＝
7 節、ひと時とふた時と半時＝
7 節、聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就する＝
ローマ書 11 章 26 節に書かれている「イスラエルはみな救われる･･･」と約束されていた成就の時で
す。
「あなたの民と、あなたの聖なる都について、70 週が定められている。」と言われていた預言は、こ
こに達することによって成就するのです。
ゼカリヤ 12:10、その者のために激しく泣く＝

再臨の条件イスラエルの民族的叫び
パリサイ人たちに導かれ、民族的に「主よ。もう一度来てください！」民族的に「祝福あれ。主の御
名によって来られる方に！」と叫ぶ。すると天が開き主が現れます。
【62】 ホセア 5:15-6:1-3
5:15 彼らが自分の罪を認めわたしの顔を、慕い求めるまで、わたしはわたしの所に戻っていよう。
彼らは、苦しみながらわたしを捜し求めよう。
6:1 「さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを、引き裂いたが、また、いやし、私たちを打ったが、
また、包んでくださるからだ。
6:2 主は二日の後、私たちを生き返らせ、三日目に私たちを、立ち上がらせる。私たちは、御前に
生きるのだ。
6:3 私たちは、知ろう。主を知ることを、切に追い求めよう。主は暁の光のように、確かに現われ、
大雨のように、私たちのところに来、後の雨のように、地を潤される。」
5:15、わたしはわたしの所に戻っていよう＝
6:1 節、さあ、主に立ち返ろう＝
2 節、主は二日の後、私たちを生き返らせ＝
2 節、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは、御前に生きるのだ＝
3 節、主は暁の光のように、確かに現われ＝
8

【63】 マタイ 24:24-26
24:24 にせキリスト、にせ預言者たちが現れて、できれば選民をも惑わそうとして、大きなしるし
や不思議なことをして見せます。
24:25 さあ、わたしは、あなたがたに前もって話しました。
24:26 だから、たとい、『そら、荒野にいらっしゃる』と言っても、飛び出して行ってはいけませ
ん。『そら、へやにいらっしゃる』と聞いても、信じてはいけません。
24 節、選民をも惑わそうとして＝
26 節、飛び出して行ってはいけません＝

再 臨
再臨の条件、イスラエルの民族的叫び
パリサイ人たちに導かれ、民族的に「主よ。もう一度来てください！」民族的に「祝福あれ。主の御
名によって来られる方に！」と叫ぶ。すると天が開き主が現れます
【64】 マタイ 23:39
23:39 あなたがたに告げます。『祝福あれ。主の御名によって来られる方に』とあなたがたが言
うときまで、あなたがたは今後決してわたしを見ることはありません。」
あなたがたに告げます。『祝福あれ。主の御名によって来られる方に』とあなたがたが言うときまで
＝
今後決してわたしを見ることはありません＝

「王の王、主の主」の到来
世界中から集まってきた軍勢がボツラを囲んでいる時。東西南北、イスラエル側につくものはいませ
ん。誰もイスラエルを助ける者がいない時です。天が開きます。
【65】 黙示録 19:11-16
19:11 また、私は開かれた天を見た。見よ。白い馬がいる。それに乗った方は、「忠実また真実」
と呼ばれる方であり、義をもってさばきをし、戦いをされる。
19:12 その目は、燃える炎であり、その頭には、多くの王冠があって、ご自身のほかだれも知らな
い名が書かれていた。
19:13 その方は血に染まった衣を着ていて、その名は「神のことば」と呼ばれた。
19:14 天にある軍勢はまっ白な、きよい麻布を着て白い馬に乗って彼につき従った。
19:15 この方の口からは諸国の民を打つために、鋭い剣が出ていた。この方は、鉄の杖をもって彼
らを牧される。この方はまた、万物の支配者である神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれる。
19:16 その着物にも、ももにも「王の王、主の主」という名が書かれていた。
11 節、開かれた天を見た。見よ。白い馬がいる。それに乗った方は＝
11 節、義をもってさばきをし、戦いをされる＝
13 節、その方は血に染まった衣を着ていて＝
14 節、天にある軍勢はまっ白な、きよい麻布を着て白い馬に乗って彼につき従った＝

3 つのことを成しとげるために再臨
1.イスラエルの民を敵の手から守るためです。
2.「あなたの民と聖なる都に 70 週が定められている。」とおっしゃった、70 週に終止符を打たれるた
めに来られます。
3.異邦人の時に終止符を打つために来られます。
15 節、この方の口からは諸国の民を打つために、鋭い剣が出ていた＝
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異邦人の時とは
ダニエルの 70 週目が終わると
人間が人間を支配する時代が終わり、人間を愛している神様が、人間を支配される時代が来る。この
神の御国が到来すると、最も平和な時代が永遠に続く。この神の御国が到来すると、悪いニュースは
聞かなくなる。

再臨の場所
ハルマゲドンの会議が実行にうつされる時、反キリストの軍隊がボツラを取り囲んでいる。イスラエ
ル側につく者はなし。イスラエルの民族的叫びを聞いて、ボツラにご再臨。その後、御衣は敵の返り
血で深紅の色になって、オリーブ山に到着。
【66】 イザヤ 34:2,6
34:2 主がすべての国に向かって怒り、すべての軍勢に向かって憤り、彼らを聖絶し、彼らが虐殺
されるままにされたからだ。
――――――――――――――――――――――――――――
34:6 主の剣は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊ややぎの血と、雄羊の腎臓の脂肪で肥えている。
主がボツラでいけにえをほふり、エドムの地で大虐殺をされるからだ。
2 節、すべての国に向かって怒り、すべての軍勢に向かって憤り＝
6 節、主がボツラでいけにえをほふり、エドムの地で大虐殺をされる＝

衣は血の色
【67】 イザヤ 63:1-4
しんく

63:1 「エドムから来る者、ボツラから深紅の衣を着て来るこの者は、だれか。その着物には威光
があり、大いなる力をもって進んで来るこの者は。」
「正義を語り、救うに力強い者、それがわたし
だ。」
63:2 「なぜ、あなたの着物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏む者のようなのか。」
63:3 「わたしはひとりで酒ぶねを踏んだ。国々の民のうちに、わたしと事を共にする者はいなか
った。わたしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで、彼らの血のしたたりが、
わたしの衣にふりかかり、わたしの着物を、すっかり汚してしまった。
63:4 わたしの心のうちに復讐の日があり、わたしの贖いの年が来たからだ。
1節、 ボツラから深紅の衣を着て来るこの者は、だれか＝
1節、 正義を語り、救うに力強い者、それがわたしだ＝
オリーブ山に再臨の昇天教会、昇天された同じ有様でまたおいでになる。
2節、 わたしと事を共にする者はいなかった＝
3節、 彼らの血のしたたりが、わたしの衣にふりかかり＝
4節、 わたしの心のうちに復讐の日があり＝

【68】 黙示録 14:17-20
14:17 また、もうひとりの御使いが、天の聖所から出て来たが、この御使いも、鋭いかまを持って
いた。
14:18 すると、火を支配する権威を持ったもうひとりの御使いが、祭壇から出て来て、鋭いかまを
持つ御使いに大声で叫んで言った。「その鋭いかまを入れ、地のぶどうのふさを刈り集めよ。ぶど
うはすでに熟しているのだから。」
14:19 そこで御使いは地にかまを入れ、地のぶどうを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒ぶね
に投げ入れた。
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14:20 その酒ぶねは、都の外で踏まれたが、血は、その酒ぶねから流れ出て、馬のくつわに届くほ
どになり、千六百スタディオンに広がった。
18 節、ぶどうはすでに熟しているのだから＝
19 節、地のぶどうを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒ぶねに投げ入れた＝
20 節、千六百スタディオン（約 185 メートル×1.6）＝約 300 キロの距離に達します。
ボツラのあるヨルダン国からケデロンの谷エルサレムまでです。

【69】 黙示録 19:17-18
19:17 また私は、太陽の中にひとりの御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶ、
すべての鳥に言った。「さあ、神の大宴会に集まり、
19:18 王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい
者と、大きい者の肉を食べよ。」
すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよ=

再臨の姿
【70】 マタイ 24:27-30
24:27 人の子の来るのは、いなずまが東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来る
のです。
24:28 死体ぼある所には、はげたかが集まります。
24:29 だが、これらの日の苦難に続いてすぐに、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。
24:30 その時、人の子のしるしが天に現われます。すると地上のあらゆる種族は、悲しみながら人
の子が大能と輝かしい栄光を、帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです
五番目の暗闇の時に再臨です。
27 節、いなずまが東から出て、西にひらめくよう＝

暗闇 5 回に渡る暗闇
患難前、ヨエル 2:31
患難初めの 4 分の 1、黙示録 6:12
患難中間、黙示録 9:2
患難 4 分の 3、黙示録 16:10
再臨時、マタイ 24:29
ホセア 6:3「主は暁の光のように、確かに現れ」と書かれています。
30 節、地上のあらゆる種族は、天の雲に乗って来るのを見る＝

【71】 ゼカリヤ 14:4-5
14:4 その日、主の足は、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山は、その真ん
中で二つに裂け、東西に延びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移
る。
14:5 …すべての聖徒たちも主とともに来る。
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5節、 主の足は、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ＝
6節、 すべての聖徒たちも主とともに来る＝
主と共に来る者
聖徒たち
（ゼカリヤ 14：5）
御使いたち
（マタイ 16：27）
聖徒たち
（ユダ 14）
軍勢（複数） （黙示録 19：14）
サタンの敗北
世界を惑わした、偽の三位一体は捕らわれます。
反キリストと偽預言者は、火の池に入れられ、サタンは底なしの池に入れられる。

神の御国、メシヤ王国の到来
第一の復活、患難の聖徒たち
【72】 黙示録 20:4-6
20:4…また私は、イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たちのたましいと、獣
やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返って、キ
リストとともに、千年の間王となった。
20:5 そのほかの死者は、千年の終わるまでは、生き返らなかった。これが第一の復活である。
20:6 この第一の復活にあずかる者は幸いな者、聖なる者である。この人々に対しては、第二の死
は、なんの力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストとともに、千年の間
王となる。
4 節、イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たち＝
4 節、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たち＝
5 節、そのほかの死者は、千年の終わるまでは、生き返らなかった＝
7 節、彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストとともに、千年の間王となる＝

【73】 Ⅰペテロ 2:9
2:9 しかし、あなたがたは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。
…。
「王である祭司、聖なる国民」と教会にたいして書かれています。

最後に救われたもの
【74】 マタイ 20:10-14
20:10 最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはりひとり
一デナリずつであった。
20:11 そこで、彼らはそれを受け取ると、主人に文句をつけて、
20:12 言った。『この最後の連中は一時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしまし
た。私たちは一日中、労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。』
20:13 しかし、彼はそのひとりに答えて言った。『友よ。私はあなたに何も不当なことはしていな
い。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。
20:14 自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にも、あなたと同じだけ上げ
たいのです。
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13 節、雇い主が「 私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をした
ではありませんか。」＝
教会の聖徒たちの復活
教会に属する信者は、永遠の命をすでにいただいているキリストの花嫁です。死んだ時には天国に行
きます。そして、主が花嫁を迎えに来られる時、体も復活する。
【75】 Ⅰテサロニケ 4:14
4:14 私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのように、
イエスにあって眠った人々をイエスといっしょに連れて来られるはずです。
イエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです＝

【76】 Ⅰテサロニケ 4:15-18
4:15 私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私
たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。
4:16 主は、号令と、御使いのかしらの声と、神様のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って
来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、
4:17 次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに、雲の中に一挙に引き上げられ、
空中で主と会うのです。このようにして、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。
4:18 こういうわけですから、このことばをもって互いに慰め合いなさい。
16 節、ご自身天から下って来られます＝
16 節、死者が、まず初めによみがえり＝
17 節、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに、雲の中に一挙に引き上げられ＝
17 節、空中で主と会うのです＝
17 節、いつまでも主と共にいることになります＝

旧約の人々の復活
【77】 ダニエル 12:1-2、13
12:1 …国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかし、その時、
あなたの民で、あの書にしるされている者はすべて救われる。
12:2 地のちりの中に眠っている者のうち、多くの者が目をさます。ある者は永遠のいのちに、あ
る者はそしりと永遠の忌みに。
――――――――――――――――――――――
12:13 あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立
つ。」
1節、 あなたの民で、あの書にしるされている者はすべて救われる＝
2節、 地のちりの中に眠っている者のうち、多くの者が目をさます＝
2 節、ある者は永遠のいのちに、ある者はそしりと、永遠の忌みに＝
13 節、あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ＝

今は恵みの時代
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