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◆ 2 月 3 日から 11 日まで松岡みどり姉妹がハワイに行か

れます。伝道の旅です。主がみどり姉妹を豊かに用いて

下さるようお祈りください。 

◆ ユースの Mt. Hermon 修養会の申し込み受付が始まり、

今年はラスベガス教会から 5 人の子供たちが参加する

予定です。 

◆ 今年から、毎月 1～2 回の割合で日英合同礼拝が持た

れる予定です。このために同時通訳のための Earphone 

System を購入予定ですのでお祈りください。 

◆ 今年も 7 月の SCCR 参加のために積み立てを始めまし

た。一人でも多くの方が参加されることを祈ります。 

◆ 3 月 4 日の礼拝にて、ロサンゼルスの新井雅之兄が証

をして下さいます。末期癌と戦い、幾度も神の癒しと御業

を経験しながら力強く生ける神を証しておられる体験を

語って下さいます。ご期待ください。  

 

     FebrFebrFebrFebruary   2012uary   2012uary   2012uary   2012    20 月 

SG サザンハイランド（教会）1:00pm 

聖書クラス（教会）7：00pm 

 

 5 日 

新年礼拝 11:00am、礼拝後：婦人会    
SG サウスウエスト（教会） ５:00pm 21 火 

早天祈祷会 6:30am 

 

 

6  月 

SG サザンハイランド（教会）1:00pm 

聖書クラス（教会）7：00pm 22 水 

入門クラス（牧師宅）2:00pm 

祈祷会 6:30pm 

 7  火 

早天祈祷会 6:30am 

 23 木 

早天祈祷会 6:30am、SG ネリス (栄子宅)10:30am 

SG セントラル（きみえ宅）6:30ｐｍ 

8 水 

入門クラス（牧師宅）2:00pm 

祈祷会 6:30pm 24 金 SG ハンナ（和美宅）12:00ｐｍ 

9 木 

早天祈祷会 6:30am、SG ネリス (栄子宅)10:30am  

SG セントラル（きみえ宅）6:30ｐｍ 25 土 

早天祈祷会 6:30am、スカイプによる聖書クラス（ソル

トレイク教会）9：00am    

 

10 金 

 

SG ハンナ（和美宅）12:00ｐｍ 26 日 

礼拝 11:00am、礼拝後：シニア聖書クラス 

SG サウスウエスト（教会）５:00pm 

11 土 

早天祈祷会 6:30am、スカイプによる聖書クラス（ソルト

レイク教会）9：00am 27 月 

SG サザンハイランド（教会）1:00pm 

聖書クラス（教会）7：00pm 

12 日 
礼拝 11:00am、礼拝後：役員会    
SG サウスウエスト（教会）５:00pm   28 火 

早天祈祷会 6:30am 

 

13 月 

SG サザンハイランド（教会）1:00pm 

聖書クラス（教会）7：00pm 
 

29 水 

入門クラス（牧師宅）2:00pm 

祈祷会 6:30pm 

14 火 

早天祈祷会 6:30am 

 3/1 木 

早天祈祷会 6:30am、SG ネリス (栄子宅)10:30am 

SG セントラル（きみえ宅）6:30ｐｍ 

15 水 

入門クラス（牧師宅）2:00pm 

祈祷会 6:30pm 2 金 

  

SG ハンナ（和美宅）12:00ｐｍ 

16 木 

早天祈祷会 6:30am、SG ネリス (栄子宅)10:30am 

SG セントラル（きみえ宅）6:30ｐｍ 
 

3 土 

早天祈祷会 6:30am、スカイプによる聖書クラス（ソル

トレイク教会）9：00am 

17  金 

 

SG ハンナ（和美宅）12:00ｐｍ 
 

4 日 

新年礼拝 11:00am、礼拝後：婦人会 

SG サウスウエスト（教会）５:00pm 

18  土 

早天祈祷会 6:30am、スカイプによる聖書クラス（ソルト

レイク教会）9：00am 
 

5 月 

SG サザンハイランド（教会）1:00pm 

聖書クラス（教会）7：00pm 

19 日 
礼拝 11:00am、礼拝後：リーダー勉強会 
SG サウスウエスト（教会）５:00pm   6 火 

早天祈祷会 6:30am 
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（鶴田健次 牧師） 

 

時代にユダヤ教の神殿が荒らされるためには、神殿

がそこになければなりません。しかし、現在ユダヤ教

の神殿はそこにはありません。エルサレムの「神殿の

丘」には、現在イスラム教の黄金のドームが建ってい

て、ユダヤ教の神殿はないのです。ですから、キリス

トの再臨が間近になった頃に、ユダヤ教の神殿がエ

ルサレムの神殿の丘に再建されるはずで、その神殿

が再建されれば、キリストの再臨が間近に迫ってい

ると考えてよいのです。 

ユダヤ人は、過去に二つの神殿を建設しました。

第一神殿は、ソロモンの神殿とも呼ばれ、古代イス

ラエルの王ソロモンが BC10 世紀ごろに建て、

BC586 年にバビロン帝国の侵略を受け破壊されま

した。第二神殿は、バビロンの捕囚から帰還したユ

ダヤ人たちが、ゼルバベルの指導のもとに BC515 年

に建て、AD70 年にローマ軍によって破壊されまし

た。有名な‘嘆きの壁’は、このときに破壊を免れた

唯一の残存物です。これらの神殿の場所は、いず

れもエルサレムの神殿の丘で、そこは、かつてアブラ 

 ‘第三神殿’は、今を生きる者にとって見逃

すことのできない重要な事柄です。 聖書によれ

ば、エルサレムにやがてユダヤ教の神殿が再建さ

れることになっています。それはキリストの再臨が

間近になったときに実現するもので、ユダヤ人

は、この神殿を‘第三神殿’と呼んでいます。 

キリストは、ご自身が再臨されるときの前兆と

して、「預言者ダニエルによって語られたあの『荒

らす憎むべきもの』が聖なる所に立つ（マタイ 24：

15）」と預言されました。この聖なる所とは、ユダ

ヤ教の神殿を指しています。つまり、エルサレム

はやがて異邦人に踏み荒らされ、そこにある神

殿に「荒らす憎むべきもの」が立つのです。この

「荒らす憎むべきもの」とは、終末の時代に世界

の総督として君臨する反キリストのことで、使徒

パウロも、キリストの再臨が間近に迫ったとき、反

キリストが神殿に立つことを預言しています（2 テ

サロニケ 2：3－4）。 

ところが、キリストの再臨が間近になった 
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ハムがひとり子イサクを神に捧げようとしたモリヤの

丘です。やがて建てられる第三神殿も、そこに建

てられるはずです。 

そこで、最近よく耳にする噂は、この第三神殿

の建設計画が着々と進んでいる、というもので

す。神殿の設計図は既に出来上がり、建設の

際に使用される石がイギリスやアメリカで切り出さ

れ、イスラエルに輸送済みとのことです。200 名

余りの学生が神殿の祭司として訓練を終了し、

第三神殿で再開される「犠牲の供え物」の研究

も行なわれ、神殿祭具などの準備もなされてい

ます。第三神殿は、やがて建設が開始されれ

ば、きわめて短期間のうちに完成するに違いあり

ません。 

第三神殿の建設は、1948 年のイスラエル共

和国建国に次ぐ、世界のビッグ・イベントになる

筈です。このような話を聞いても、日本人にはピ

ンと来ないでしょうが、ユダヤ教徒やイスラム教

徒、キリスト教徒の間では大問題です。なぜな

ら、第三神殿が再建されれば、世界は終末戦

争に突入し、それがキリストの再臨につながると

いう聖書預言に基づく出来事だからです。 
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