
黙示録



黙示録クラス②

七つの教会への手紙 （２-３）
天国の王座と巻物 （４-５）
七つの封印 （６～８：５）



黙示録の七つの教会：アジア州



手紙のフォーマット

１）挨拶
２）イエス・キリストの記述（一章から）
３）良いことに対して肯定的な言葉
４）悪いことに対しての戒め
５）要請、又は忠告
６）励ましの言葉と約束



①エフェソ



①エフェソ

＊使徒１９章：パウロによって教会設立
＊暴動（１９章）、苦難（第二コリント）
＊中心的教会
＊使徒ヨハネ、マリアが晩年に住む場所
＊アルテミスの神殿（世界の七不思議）



黙示録２：１-３

1 エフェソにある教会の天使にこう書き送れ。『
右の手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間
を歩く方が、次のように言われる。2 「わたしは
、あなたの行いと労苦と忍耐を知っており、また
、あなたが悪者どもに我慢できず、自ら使徒と称
して実はそうでない者どもを調べ、彼らのうそを
見抜いたことも知っている。3 あなたはよく忍耐
して、わたしの名のために我慢し、疲れ果てるこ
とがなかった。



黙示録２：４-６

4 しかし、あなたに言うべきことがある。あなた
は初めのころの愛から離れてしまった。5 だから
、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初め
のころの行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ
、わたしはあなたのところへ行って、あなたの燭
台をその場所から取りのけてしまおう。6 だが、
あなたには取り柄もある。ニコライ派の者たちの
行いを憎んでいることだ。わたしもそれを憎んで
いる。



①エフェソの教会

＋労苦と忍耐
＋悪者どもに我慢できず
＋わたしために我慢
＋疲れ果てなかった
＋ニコライ派の者たちの
行いを憎んでいる

•初めのころの愛か
ら離れた



②スミルナ



②スミルナ

＊使徒１９：１０?
「アジア州に住む者は、ユダヤ人であれ
ギリシア人であれ、だれもが主の言葉を
聞くことになった。」

＊港町、貿易、都市計画
「アジア州の栄光」

＊ローマ帝国への強い忠誠心



黙示録２：８-９

8 スミルナにある教会の天使にこう書き送れ。『
最初の者にして、最後の者である方、一度死んだ
が、また生きた方が、次のように言われる。9 「
わたしは、あなたの苦難や貧しさを知っている。
だが、本当はあなたは豊かなのだ。自分はユダヤ
人であると言う者どもが、あなたを非難している
ことを、わたしは知っている。実は、彼らはユダ
ヤ人ではなく、サタンの集いに属している者ども
である。



黙示録２：１０ -１１

10 あなたは、受けようとしている苦難を決して
恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるために、
あなたがたの何人かを牢に投げ込もうとしている
。あなたがたは、十日の間苦しめられるであろう
。死に至るまで忠実であれ。そうすれば、あなた
に命の冠を授けよう。
11 耳ある者は、“霊”が諸教会に告げることを聞
くがよい。勝利を得る者は、決して第二の死から
害を受けることはない。」』



勝利を得るもの

nikao to subdue conquer, 
overcome, 

征服、勝利者、乗り越える

νικάω

圧倒的な勝利者となるのです。
ローマ８：３７
HUPERNIKAO

υ ̔περνικάω



②スミルナの教会

＋苦難や貧しさ
＋迫害されている
＋ユダヤ人迫害

•なし



③ペルガモン



③ペルガモン

＊アジア州の首都
＊ギリシャ・ローマ神話の中心
＊多くの神殿があった
（ゼウス、ディオニュソス、アテナ）
＊サタンの王座
＊巨大図書館（アレクサンドリアに続く）
＊羊皮紙が使用される



黙示録２：１２-１３

12 ペルガモンにある教会の天使にこう書き送れ
。『鋭い両刃の剣を持っている方が、次のように
言われる。13 「わたしは、あなたの住んでいる
所を知っている。そこにはサタンの王座がある。
しかし、あなたはわたしの名をしっかり守って、
わたしの忠実な証人アンティパスが、サタンの住
むあなたがたの所で殺されたときでさえ、わたし
に対する信仰を捨てなかった。



黙示録２：１４

14 しかし、あなたに対して少しばかり言うべき
ことがある。あなたのところには、バラムの教え
を奉ずる者がいる。バラムは、イスラエルの子ら
の前につまずきとなるものを置くようにバラクに
教えた。それは、彼らに偶像に献げた肉を食べさ
せ、みだらなことをさせるためだった。



黙示録２：１５-１６

15 同じように、あなたのところにもニコライ派
の教えを奉ずる者たちがいる。16 だから、悔い
改めよ。さもなければ、すぐにあなたのところへ
行って、わたしの口の剣でその者どもと戦おう。
17 耳ある者は、“霊”が諸教会に告げることを聞
くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナ
を与えよう。また、白い小石を与えよう。その小
石には、これを受ける者のほかにはだれにも分か
らぬ新しい名が記されている。」』



③ペルガモンの教会

＋サタンの王座がある
＋名をしっかり守ってる
＋アンティパス殉教
＋信仰を捨てなかった

•バラムの教え奉ずる者
•ニコライ派に奉ずる者



④ティアティラ



④ティアティラ
＊裕福な都市
＊リディアの出身地 使徒１６：１４
『ティアティラ市出身の紫布を商う人で、
神をあがめるリディアという婦人も話を聞
いていたが・・・』

＊労働組合：神殿で集会があったー偶像礼拝
と姦淫



黙示録２：１８-２０
18 ティアティラにある教会の天使にこう書き送
れ。『目は燃え盛る炎のようで、足はしんちゅう
のように輝いている神の子が、次のように言われ
る。19 「わたしは、あなたの行い、愛、信仰、
奉仕、忍耐を知っている。更に、あなたの近ごろ
の行いが、最初のころの行いにまさっていること
も知っている。20 しかし、あなたに対して言う
べきことがある。あなたは、あのイゼベルという
女のすることを大目に見ている。この女は、自ら
預言者と称して、わたしの僕たちを教え、また惑
わして、みだらなことをさせ、偶像に献げた肉を
食べさせている。



黙示録２：２１-２３

21 わたしは悔い改める機会を与えたが、この女
はみだらな行いを悔い改めようとしない。22 見
よ、わたしはこの女を床に伏せさせよう。この女
と共にみだらなことをする者たちも、その行いを
悔い改めないなら、ひどい苦しみに遭わせよう。
23 また、この女の子供たちも打ち殺そう。こう
して、全教会は、わたしが人の思いや判断を見通
す者だということを悟るようになる。わたしは、
あなたがたが行ったことに応じて、一人一人に報
いよう。



④ティアティラの教会

＋行い、愛、信仰、
奉仕、忍耐
＋最初の頃の行いより
まさっている

•イゼベルを大目に見
ている

•淫らな行い
•偶像に捧げた肉



⑤サルディス



⑤サルディス

＊裕福で快楽を求める民
＊好き放題の生き方
＊二度征服されている（不注意）



黙示録３：１-３
1 サルディスにある教会の天使にこう書き送れ。
『神の七つの霊と七つの星とを持っている方が、
次のように言われる。「わたしはあなたの行いを
知っている。あなたが生きているとは名ばかりで
、実は死んでいる。2 目を覚ませ。死にかけてい
る残りの者たちを強めよ。わたしは、あなたの行
いが、わたしの神の前に完全なものとは認めない
。3 だから、どのように受け、また聞いたか思い
起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。も
し、目を覚ましていないなら、わたしは盗人のよ
うに行くであろう。わたしがいつあなたのところ
へ行くか、あなたには決して分からない。



黙示録３：４-６

4 しかし、サルディスには、少数ながら衣を汚さ
なかった者たちがいる。彼らは、白い衣を着てわ
たしと共に歩くであろう。そうするにふさわしい
者たちだからである。5 勝利を得る者は、このよ
うに白い衣を着せられる。わた彼の名を決して命
の書から消すことはなくしは、、彼の名を父の前
と天使たちの前で公に言い表す。6 耳ある者は、
“霊”が諸教会に告げることを聞くがよい。」』



⑤サルディスの教会

＋少数の衣を汚さなか
った者がいる

•生きてる評判：死ん
でる

•行いが完全なもので
はない



⑥フィラデルフィア



⑥フィラデルフィア

＊貿易の中心
＊ギリシャ文化を東に広める門
＊ぶどう
＊ディオニュソス崇拝（ワインの神）
＊ユダヤ人からの迫害



黙示録３：7-8
7 フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き
送れ。『聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ
方、この方が開けると、だれも閉じることなく、
閉じると、だれも開けることがない。その方が次
のように言われる。8 「わたしはあなたの行いを
知っている。見よ、わたしはあなたの前に門を開
いておいた。だれもこれを閉めることはできない
。あなたは力が弱かったが、わたしの言葉を守り
、わたしの名を知らないと言わなかった。



黙示録３：１０-１２
10 あなたは忍耐についてのわたしの言葉を守っ
た。それゆえ、地上に住む人々を試すため全世界
に来ようとしている試練の時に、わたしもあなた
を守ろう。11 わたしは、すぐに来る。あなたの
栄冠をだれにも奪われないように、持っているも
のを固く守りなさい。12 勝利を得る者を、わた
しの神の神殿の柱にしよう。彼はもう決して外へ
出ることはない。わたしはその者の上に、わたし
の神の名と、わたしの神の都、すなわち、神のも
とから出て天から下って来る新しいエルサレムの
名、そして、わたしの新しい名を書き記そう。



⑥フィラデフィアの教会

＋行いがいい
＋力が弱いが言葉を守り
＋名を知らないと言わない
＋忍耐した

•ない



⑦ラオディキヤ



⑦ラオディキヤ

＊誇り高い、強い都市
＊６０AD大地震の後、復興支援を断る
＊銀行の中心、裕福
＊黒毛の綿
＊医学学校：目に塗る薬発明



黙示録３：１４-１６

14 ラオディキアにある教会の天使にこう書き送
れ。『アーメンである方、誠実で真実な証人、神
に創造された万物の源である方が、次のように言
われる。15 「わたしはあなたの行いを知ってい
る。あなたは、冷たくもなく熱くもない。むしろ
、冷たいか熱いか、どちらかであってほしい。
16 熱くも冷たくもなく、なまぬるいので、わた
しはあなたを口から吐き出そうとしている。



黙示録３：１４-１８
17 あなたは、『わたしは金持ちだ。満ち足りて
いる。何一つ必要な物はない』と言っているが、
自分が惨めな者、哀れな者、貧しい者、目の見え
ない者、裸の者であることが分かっていない。
18 そこで、あなたに勧める。裕福になるように
、火で精錬された金をわたしから買うがよい。裸
の恥をさらさないように、身に着ける白い衣を買
い、また、見えるようになるために、目に塗る薬
を買うがよい。19 わたしは愛する者を皆、叱っ
たり、鍛えたりする。だから、熱心に努めよ。悔
い改めよ。



黙示録３：１９-２1
19 わたしは愛する者を皆、叱ったり、鍛えたり
する。だから、熱心に努めよ。悔い改めよ19 わ
たしは愛する者を皆、叱ったり、鍛えたりする。
だから、熱心に努めよ。悔い改めよ。20 見よ、
わたしは戸口に立って、たたいている。だれかわ
たしの声を聞いて戸を開ける者があれば、わたし
は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた、
わたしと共に食事をするであろう。21 勝利を得
る者を、わたしは自分の座に共に座らせよう。わ
たしが勝利を得て、わたしの父と共にその玉座に
着いたのと同じように。



⑦ラオディキヤの教会

＋ほとんどない

•なまぬるい
•金持ちだと思っている
•惨め、哀れ、貧しい、目
の見えない、裸であるこ
とを分かってない



すべてを吟味して、良いものを大事にしなさい。
あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。

第一テサロニケ５：２１-２２

信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、
自分を吟味しなさい。あなたがたは自分自身のこ
とが分からないのですか。イエス・キリストがあ
なたがたの内におられることが。あなたがたが失
格者なら別ですが……。 第二コリント１３：５



東京キリストの教会宛ての手紙？
あなたの小グループ宛ての手紙？

あなた個人への手紙？



天国のイメージ



1 その後、わたしが見ていると、見よ、開かれ
た門が天にあった。そして、ラッパが響くよう
にわたしに語りかけるのが聞こえた、あの最初
の声が言った。「ここへ上って来い。この後必
ず起こることをあなたに示そう。」2 わたしは
、たちまち“霊”に満たされた。すると、見よ、
天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座
っている方がおられた。3 その方は、碧玉や赤
めのうのようであり、玉座の周りにはエメラル
ドのような虹が輝いていた。。

黙示録４：１-３



4 また、玉座の周りに二十四の座があって、そ
れらの座の上には白い衣を着て、頭に金の冠を
かぶった二十四人の長老が座っていた。5 玉座
からは、稲妻、さまざまな音、雷が起こった。
また、玉座の前には、七つのともし火が燃えて
いた。これは神の七つの霊である。

黙示録４：４-５



旧約：１２部族
新約：１２使徒



また、彼らは、昼も夜も絶え間なく言い続け
た。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、
全能者である神、主、かつておられ、今おら
れ、やがて来られる方。」9 玉座に座ってお
られ、世々限りなく生きておられる方に、こ
れらの生き物が、栄光と誉れをたたえて感謝

をささげると、

黙示録４：８-９



10 二十四人の長老は、玉座に着いておられる
方の前にひれ伏して、世々限りなく生きておら
れる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投
げ出して言った。11 「主よ、わたしたちの神
よ、あなたこそ、栄光と誉れと力とを受けるに
ふさわしい方。あなたは万物を造られ、御心に
よって万物は存在し、また創造されたからで

す。」

黙示録４：10-11



七つの封印＝旧約聖書
のメッセージ



1 またわたしは、玉座に座っておられる方の右
の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が
書いてあり、七つの封印で封じられていた。2 
また、一人の力強い天使が、「封印を解いて、
この巻物を開くのにふさわしい者はだれか」と
大声で告げるのを見た。3 しかし、天にも地に
も地の下にも、この巻物を開くことのできる者
、見ることのできる者は、だれもいなかった。
4 この巻物を開くにも、見るにも、ふさわしい
者がだれも見当たらなかったので、わたしは激
しく泣いていた。

黙示録５：１-６



7つの封印：
旧約聖書の予言



5 すると、長老の一人がわたしに言った。「泣
くな。見よ。ユダ族から出た獅子、ダビデのひ
こばえが勝利を得たので、七つの封印を開いて
、その巻物を開くことができる。」6 わたしは
また、玉座と四つの生き物の間、長老たちの間
に、屠られたような小羊が立っているのを見た
。小羊には七つの角と七つの目があった。この
七つの目は、全地に遣わされている神の七つの
霊である。7 小羊は進み出て、玉座に座ってお
られる方の右の手から、巻物を受け取った。

黙示録５：１-６



キリストの二つのイメージ



子羊がふさわしい
旧約聖書の予言-ユダ族から出た獅

ユダは獅子の子。わたしの子よ、あなたは獲物
を取って上って来る。彼は雄獅子のようにうず
くまり雌獅子のように身を伏せる。誰がこれを
起こすことができようか。王笏はユダから離れ
ず統治の杖は足の間から離れない。ついにシロ

が来て、諸国の民は彼に従う。
創世記４９：９-１０

予言の成就：
十字架に架った子羊＝勝利者



8 巻物を受け取ったとき、四つの生き物と二
十四人の長老は、おのおの、竪琴と、香の
いっぱい入った金の鉢とを手に持って、小羊
の前にひれ伏した。この香は聖なる者たちの
祈りである。

黙示録５：８



６章から８章

•封印
•ラッパ
•鉢



七つの封印
（６～８：５）



白い馬、黒い馬、
青白い馬、赤い馬



1 また、わたしが見ていると、小羊が七つの
封印の一つを開いた。すると、四つの生き物
の一つが、雷のような声で「出て来い」と言
うのを、わたしは聞いた。2 そして見ている
と、見よ、白い馬が現れ、乗っている者は、
弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の
上に更に勝利を得ようと出て行った。

第①の封印：白い馬



8 「その夜、わたしは見た。ひとりの人
が赤毛の馬に乗って、谷底のミルトスの
林の中に立っているではないか。その後
ろには、赤毛の馬、栗毛の馬、白い馬が
いた。

旧約聖書：ゼカリア１：８

白い馬＝福音宣教



3 小羊が第二の封印を開いたとき、第二の生き物が
「出て来い」と言うのを、わたしは聞いた。4 する
と、火のように赤い別の馬が現れた。その馬に乗っ
ている者には、地上から平和を奪い取って、殺し合
いをさせる力が与えられた。また、この者には大き
な剣が与えられた。が「出て来い」と言うのを、わ
たしは聞いた。

第②の封印：赤い馬

赤い馬＝戦争と流血



5 小羊が第三の封印を開いたとき、第三の生き
物が「出て来い」と言うのを、わたしは聞いた
。そして見ていると、見よ、黒い馬が現れ、乗
っている者は、手に秤を持っていた。6 わたし
は、四つの生き物の間から出る声のようなもの
が、こう言うのを聞いた。「小麦は一コイニク
スで一デナリオン。大麦は三コイニクスで一デ
ナリオン。オリーブ油とぶどう酒とを損なうな
。」

第③の封印：黒い馬

黒い馬＝経済的差別



7 小羊が第四の封印を開いたとき、「出て来い
」と言う第四の生き物の声を、わたしは聞いた
。8 そして見ていると、見よ、青白い馬が現れ
、乗っている者の名は「死」といい、これに陰
府が従っていた。彼らには、地上の四分の一を
支配し、剣と飢饉と死をもって、更に地上の野
獣で人を滅ぼす権威が与えられた。

第④の封印：青白い馬

青白い馬＝死、陰府、ハデス



9 小羊が第五の封印を開いたとき、神の言葉と
自分たちがたてた証しのために殺された人々の
魂を、わたしは祭壇の下に見た。10 彼らは大声
でこう叫んだ。「真実で聖なる主よ、いつまで
裁きを行わず、地に住む者にわたしたちの血の
復讐をなさらないのですか。」11 すると、その
一人一人に、白い衣が与えられ、また、自分た
ちと同じように殺されようとしている兄弟であ
り、仲間の僕である者たちの数が満ちるまで、
なお、しばらく静かに待つようにと告げられた
。

第⑤の封印：殉教者



7 次に、血を臨在の幕屋の中にある香をたく祭壇の
四隅の角に塗る。残りの血は、全部臨在の幕屋の入り
口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す。

祭壇の下：レビ記４：７

殉教者の血＝祭壇への献げもの



12 また、見ていると、小羊が第六の封印を開いた。
そのとき、大地震が起きて、太陽は毛の粗い布地のよ
うに暗くなり、月は全体が血のようになって、13 天
の星は地上に落ちた。まるで、いちじくの青い実が、
大風に揺さぶられて振り落とされるようだった。14 
天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も、
みなその場所から移された。15 地上の王、高官、千
人隊長、富める者、力ある者、また、奴隷も自由な身
分の者もことごとく、洞穴や山の岩間に隠れ、

第⑥の封印：地震・裁き

地震・裁き＝生徒の祈りの結果



地震：
ゴグがイスラエルの地を襲う日、まさにその日
に、と主なる神は言われる。わたしの憤りは激
しく燃え上がる。 エゼキエル３８：１８

暗い太陽、血のような月：
主の日、大いなる恐るべき日が来る前に太陽は
闇に、月は血に変わる。ヨエル２：３１

自然災害による一時的な裁き



1 小羊が第七の封印を解いたとき、天に半時間ばか
り静けさがあった。2 それから私は、神の御前に立
つ七人の御使いを見た。彼らに七つのラッパが与えら
れた。3 また、もうひとりの御使いが出て来て、金の
香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの
香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、御座
の前にある金の祭壇の上にささげるためであった。4 
香の煙は、聖徒たちの祈りとともに、御使いの手から
神の御前に立ち上った。

第⑦の封印：生徒の祈り



クラス②のまとめ
10 彼らは大声でこう叫んだ。「真実
で聖なる主よ、いつまで裁きを行わ
ず、地に住む者にわたしたちの血の復
讐をなさらないのですか。」6:10

HOW LONG O LORD?

忍耐し諦めないこと



あなたは、屠られて、あらゆる種族と言葉の違
う民、あらゆる民族と国民の中から、
御自分の血で、神のために人々を贖われ、
10 彼らをわたしたちの神に仕える王、また、

祭司となさったからです

黙示録５：9-10
（マタイ２８章：大宣教命令）

世界中のあらゆる民



12 天使たちは大声でこう言った。「屠ら
れた小羊は、力、富、知恵、威力、誉れ、
栄光、そして賛美を受けるにふさわしい

方です。」
黙示録５：１２

威光に満ちた子羊イエス



必ず神は勝つ！


