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「「黙黙示示録録ををどどうう読読むむかか」」  

終終末末のの時時代代にに示示さされれるる神神のの恵恵みみ  

講師 岡山英雄先生  

 

頌主 

長野集会のセミナーは、恵みのうちに今年は十回目を迎えることとなりました。これまでの御参加、

ならびに、お祈りのサポートを心より感謝申し上げます。 

本年は主の導きのうちに、黙示録を丁寧に読み解くセミナーを開催することに決定しました。 

黙示録に関しては、多種多様な見解があり、本来はストレートなメッセージであったはずのものが、

それぞれの時代に合うように解釈され、混乱のもととなった歴史があります。それは、黙示録のもつ重

要性が認識されていたことの裏返しでもあります。 

このたび、長野集会では、黙示録そのものを、断片的にではなく統一的に、部分的ではなく全体的

に学ぶ必要性を強く示され、日本における黙示録研究の第一人者として令名高い岡山先生をお招き

し、長野集会における特別の学び会を行うことといたしました。 

しかし、長野集会だけの学び会にとどめるのは非常にもったいなく、参加したいご希望がある場合、

各集会の責任者のご了解をいただける場合に限り、他集会の皆様もお迎えしたい、と思います。 

二度とないかもしれないこの機会に、ふるってご参加いただけますように祈りつつ、ご案内を申し上

げます。 

     2015年 3月 23日 長野キリスト集会一同 

 

                 記 

1. 月日：2015 年 9 月 21 日(月)，22 日（火)  

※部分参加も可能ですが、全セッションのご参加を強くお勧めいたします。 

2. 会場：長野ゴスペルホール（電話・FAX 026-295-6705/ n_gospelhall@yahoo.co.jp） 

       〒381-0082 長野県長野市上駒沢 918-8 

3. 参加の条件：参加に関して所属集会の責任者（長老）の了解があること。  

22001155 年年  長長野野セセミミナナーーののごご案案内内 

３０年以上にわたって黙示録を研究し、英国セント・アンドリ

ューズ大学にて博士号を取得。日本有数の黙示録研究者

として知られる。現在日本福音キリスト教会連合（ＪＥＣ

Ａ）・東松山福音教会牧師［詳しいプロフィールは後述］ 
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4. 講師プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 日程  

第１日  ９月２１日（月・祝）  

 時 刻 内   容 

 9：45 受付 

10：15 開会挨拶、連絡、祈り、全体賛美  

10：30 セッション１ 「苦難を超えた勝利：黙示録１-５章」 
12：00 連絡、昼食、交わり 

13：30 セッション２ 「神の守りは完全：黙示録６-１０章」  」 

15：00 休憩 

15：15 セッション３ 「キリストの証人：黙示録１１-１４章」 

16：45 休憩 

17：00 質疑応答 

18：00 終了  

第２日 ９月２２日（火・祝日） 

時 刻 内   容 

 9：45 受付 

10：15 連絡、祈り、全体賛美  

10：30 セッション４ 「真に価値あるもの：黙示録１５-１９章」 
12：00 連絡、昼食、交わり 

13：30 セッション５ 「新しい天と地：黙示録２０-２２章」 

15：00 休憩 

15：15 質疑応答 

16：00 終了 

 

岡山英雄先生 略歴 

１９５４年大阪に生まれる。 

東京大学文学部宗教学科、聖書宣教会卒業後、東京、神戸で牧会。 

その後、米国ゴードン・コンウェル神学校、英国セント・アンドリューズ大学で黙示録を研究。 

哲学博士。 

日本福音キリスト教会連合（ＪＥＣＡ）・東松山福音教会牧師（埼玉）。 

著書：「小羊の王国」（黙示録は終末について何を語っているのか）いのちのことば社 

「天国と極楽」（キリスト教と仏教の死生観）いのちのことば社 

「キリスト者の戦争論」（富岡幸一郎氏との対談）地引網新書 

「ヨハネの黙示録注解（恵みがすべてに）」いのちのことば社  

訳書：ティンダル注解「ローマ書」・「黙示録」いのちのことば社 
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6. 各セッションの詳しい内容 

         

 

セッション１ 苦難を超えた勝利：黙示録１-５章  

   １章 苦難の中のヨハネ 

   ２-３章  七つの教会への手紙と幻（４-２２章） 

      ４-５章  神と小羊への礼拝：すべての幻の中心 

セッション２ 神の守りは完全：黙示録６-１０章   

 ６章 七つの封印 天変地異の意味、殉教 

      ７章 １４４０００人と大群衆 

 ８-９章 七つのラッパの災い：警告的審判、出エジプトと黙示録 

 １０章  巻物を食べる  

セッション３ キリストの証人：黙示録１１-１４章  

 １１章 二人の証人：「三年半」の苦難 

 １２章 竜（サタン）の怒り 

 １３章 獣（政治、軍事）とにせ預言者（奇蹟、情報） 

 １４章 １４４０００人の勝利  

セッション４ 真に価値あるもの：黙示録１５-１９章 

 １５章  神の民の勝利 

 １６章 七つの鉢の災い  

 １７-１８章 大バビロン（富と快楽）：黙示録と現代世界 

 １９章 小羊の婚宴、ハルマゲドンの戦い 

セッション５ 新しい天と地：黙示録２０-２２章 

 ２０章 千年王国と最後の審判 

 ２１章 新天新地と諸国の民の栄光 

 ２２章 生命の川と木：恵みが全てに 

 

 

7. 参加のお申込みについて 

 締め切りを８月２８日（金）とさせていただきます。 

 申し込み方法は、（１）郵送（２）ファックス（３）メール  

      のいずれかでお願いいたします。 
   ・ なお、お急ぎの場合は電話でもかまいませんが、名札作成等の関係がありますので、必ず 

     （１）～（３）のいずれかの方法で再度ご連絡ください。 

8.  宿泊を希望される皆様へ 

   ・ 原則として、ご本人でホテルなどの宿泊の予約をお願いいたします。 

   ・ ＪＲ三才駅はもちろん、長野駅までのお迎えも可能ですのでご相談ください。 

・ 長野集会を通してホテル（一泊６千円前後/シングル）を予約される場
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合は、7月 31 日（金）までに申込用紙の該当欄に○をつけてお申し込みください。 

 

9.  ゴスペルホール順路 （地図の○A 。西友古里店付近の新幹線高架橋のそばです。 

           ＪＲ三才駅から 810 メートル［緑の線］徒歩 10分。駐車場完備） 
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22001155 年年長長野野セセミミナナーー参参加加申申込込書書（以下２ページにご記入下さい）       集集会会・・教教会会 

８月 2８日（金）必着／宿泊の申し込みがある場合は７月３１日（金）必着 

１． 参加者（準備に必須のため必ずご記入ください。足りない場合はコピーしてお使いください。） 

 

参加者氏名 

フルネームで。ふりがなも。 

性

別 

年齢/学年 

20歳以上はA

と記入 

参加日 
を○で囲む 

宿泊日を 

○で囲む 

宿泊関係 食事 

必要な部分に○ 御自分で予約さ

れたホテルなど

の宿泊先名 

長野集会経由

で予約の場合

は○を。 

２１日 

昼食 

２２日 

昼食 

 

 

男 

女 
 21・22 20・21   

  

 男 

女 
 21・22 20・21   

  

 男

女 
 21・22 20・21   

  

 男 

女 
 21・22 20・21   

  

 男

女 
 21・22 20・21   

  

 男

女 
 21・22 20・21   

  

 男

女 
 21・22 20・21   
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２． 交通手段 （□の中に✔、自家用車の場合は必ず台数をご記入ください。） 
    

 

 

３．送迎のご希望  ＪＲ信越線・飯山線 三才（さんさい）駅までの送迎が可能です。 

三才駅＝ＪＲ長野駅から 2駅目（長野―北長野―三才）ゴスペルホールより８００ｍ 

     

月   日 三才駅到着時間 人  数 備   考 

９月２１日（月）    

９月２２日（火）    

 

４．今後の連絡先 

申込責任者 集会           様 

同連絡先 

ご住所 〒            

電話番号             

メールアドレス             ＠ 

申込先 

〒381-0082 長野市上駒沢９１８－８ 長野ゴスペルホール 

電話・FAX（共用）：026(295)6705 

E-mail: n_gospelhall@yahoo.co.jp 

セミナー担当者 

（緊急連絡先） 

尾崎富雄 

Phone&Fax:026-241-2636  

E-mail: tmzk1950@yahoo.co.jp 

 

 自家用車 

   台 

 
列車 

 
貸し切りバス 

mailto:tmzk1950@yahoo.co.jp

