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Las Vegas Japanese Community Church
9175 S. Las Vegas BLVD. # 108
Las Vegas, NV 89123

◆ 東北関東大震災の被災者の方々に義捐金をお送りしよ
うと思います。どうぞ皆様もご協力下さい。被災地の復
旧・復興活動の上に神の導きがあるようお祈りください。
◆ 4 月 4 日－22 日に鶴田牧師夫妻は日本への伝道旅行
に行かれます。長崎、北九州、徳島、兵庫、大阪、名古
屋、神奈川、東京、千葉の各地を訪問されます。
◆ 4 月 24 日のイースター礼拝は中国で宣教活動をしてお
られる新川先生をゲストにお迎えします。礼拝後はポッ
トラックパーティーがあります。
◆ 4 月 30 日（土）11：30am より教会ピクニックが持たれま
す。詳しくはチラシをご覧ください。
◆ 5 月 22 日の礼拝後１：３０PM より、ホセ田中氏によるフ
ラメンコギターのコンサートが当教会にて持たれます。ぜ
ひお友達をお誘いください。

Tel: 702-250-0966

教会ウェブサイト： www.lvjcc.com
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どうすれば難解
どうすれば難解な
難解な黙示録を
黙示録を理解することができますか
理解することができますか？
することができますか？

黙示録の解釈は確かに難解ですね。実

際、学者達の間でさえ、黙示録に対する見解
は大きく四つの立場に分かれます。
①過去主義：
過去主義：黙示録の内容は１世紀の状況に
適用すべきことで、すでに終わっているとする立
場。
② 歴史主義：
歴史主義 ： パトモスから世の終わりまでの長
い時間の流れを記述したものとする立場。
③未来主義：
未来主義： 黙示録の記事は主に終わりの時
代に起こることを記述したものとする立場。
④理想主義：
理想主義： 黙示録は時間を超えた善の悪に
対する勝利を描いているとする立場。
しかし、黙示録 1：19 で、キリストがヨハネに、
「そこで、あなたの見たこと、現在のこと、今後起
ろうとすることを、書きとめなさい」と言われました
が、その内容は、ヨハネが既に見たことが１章
に、また現在のこと（ヨハネの時代にあったこと）が
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地政学的な場所などに関することですが、それ
ついては、旧約聖書・福音書・他の書簡の内容
との照合が必要になります。
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早天祈祷会 6:30am

（4 月の誕生者の祝い）

SG 美佐子宅 1:00pm
早天祈祷会 6:30am

特別祈祷会 6:00pm-10：00ｐｍ
早天祈祷 6:30am、SG 栄子姉宅 10:30am

祈祷会 6:30pm
早天祈祷会 6:30am、SG 栄子姉宅 10:30am

牧師夫妻 ・
日本

4

月

教会ブログ： http://lvjcc0822.blog60.fc2.com/

SG 美佐子宅 1:00pm
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特に問題となるのが、キリストの再臨の時期と
2－3 章に、そして今後起ころうとすること（将来のこ
教会の携挙の時期です。このうち再臨の時期に
と）が 4－22 章に記されています。
ついては千年期前再臨説と千年期後再臨説が
そして今後起ころうとすることについては、教会が あります。また携挙の時期については、キリストの
携挙された後の世界に対する神のさばき（ヤコブの 再臨は見えない形で花嫁なる教会を迎える空
苦難）が 4－18 章に、キリストの地上再臨が 19 章 中再臨と、聖徒と共に地上に来る地上再臨の
に、千年王国が 20 章に、そして、聖書の結論とし 二段階を取るという説と、空中再臨と地上再臨
ての永遠に関する説明が 21－22 章に記されてい を区別しない説があります。その場合、前説では
ます。これは黙示録の内容を文字通りに解釈をす 教会の携挙は患難時代の前（第一の封印の
る立場で、私はその立場に立っています。ただ、そう 前）に起こるとし、後説では大患難時代（第七
ではない立場にもそれなりの根拠があるので、そうい のラッパの前）に起こるとします。
う立場もありだと思います。それは、どちらが違ってい
しかし大事なことは、再臨がいつであるかでは
ても、この違いについては救いの根本教理に関係が
なく、必ず来られるということであり、いつ来られて
ないからです。
も良いように、油を溜めていた賢い乙女のようで
次に、黙示録の解釈において問題となるのは、 あるべきなのです。主が携挙の時期と再臨の時
黙示録の中に出てくる大群衆、144,000 人、女、 期をこのようにある意味で隠しておられる理由
竜、獣、666 などの数字やシンボルに秘められた霊 は、私たちが油断することなく、霊の目を覚まして
的な意義、また各事件の時間的な位置づけ、また おくべきだからです。
（鶴田健次 牧師）
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SG 松岡宅 7pm、SG 薫宅 7:30pm
早天祈祷会 6:30am、入門クラス（牧師宅）10：00am
イースター礼拝 11am 新川先生、礼拝後：ポットラック
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SG 松岡宅 7:00pm、SG 薫宅 7:30pm
早天祈祷会 6:30am、
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鶴田牧師 夫妻 ・
日本 伝道旅 行
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SG 松岡宅 7:00pm、SG 薫宅 7:30pm
早天祈祷会 6:30am

日

（ユースのファンドレイズ・ランチ）

祈祷会 6:30pm
早天祈祷会 6:30am、
SG 栄子姉宅 10:30am
SG 松岡宅 7pm、SG 薫宅 7:30pm
早天祈祷会 6:30am、入門クラス（牧師宅）10：00am
教会ピクニック 11:30～
礼拝 11am、礼拝後：婦人会
SG 美佐子宅 1:00pm
早天祈祷会 6:30am

礼拝 11am、礼拝後：シニア聖書クラス
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SG 美佐子宅 1:00pm
聖書クラス 7:00pm 牧師宅
早天祈祷会 6:30am
入門クラス（牧師宅）10：00am
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