
本 |「 今日ユダヤ民族が存在しているこ

と自体が奇跡である。」(アーカレド・J・ ト

インビー 英国 20せ紀最大の歴史家

の一人 )

【ユダヤ人の迫害の歴史の概略】

AD68年 カイザリヤで 2万人のユダヤ

人が 1日 のうちに殺され、ダマスコの住

民は、そのほかに 1万人のユダヤ人の

喉を切って殺した。

70年 エルサレムはローマ軍に征服さ

れ、約 100万のユダヤ人が虐殺され

た。

117-138年 ハドリアヌス皇帝のもとに

ローマ軍はパレスチナの約 1000の町マ

を崚壊し、58万のユダヤ人男子を殺し、

他の多くを奴隷として売り飛ばした。

11-12世紀 十字軍は聖戦の一環とし

てヨーロッパのユグヤ人を絶滅させた。

1290年 すべてのユダヤ人が英国から

追養 れ、そこにとどまれば絞首刑にさ

れた。

1298年 10万人のユダヤ人が、フラン

コニアおよびオースドリアで虐殺された。

1306年 10万人のユダヤ人が、死fllの

宣告を受けてフランスから追養 れた。

1348年 ユダヤ人はヨーロッパに黒死

病を
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起こしたと貴められ、100万人

以上が殺された。

1648-1658年 40万人のユダヤ人が

ポーラン階 虐殺された。
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1941-1945年 第二次世界大戦中、ヒ

トラーのナチスは翻 万のユダヤ人を虐

殺した。

驚くヽ きことにユダヤ人がこうした迫害の

歴史をたとることはすでにBC15世紀に

編纂された申命記に預言されていた。

主は、地の呆てから果てまでのすべての

国マの民の中に、あなたを瀞らす。あな

たはその所で、あなたも、あなたの先祖

たちも知らなかった木や石のほかの

神マに仕える。これら異邦の民の中に

あって、あなたは休息することもできず(

足の裏を休めることもできない。主は、そ

の所で、あなたのミをおののかせ、日を

衰えさせ、精神を弱らせる。あなたのい

のちは、危険にさらされ、あなたは夜も昼

もおびえて、自分が生きることさえおぼつ

かなくなる。あなたは、朝には、『ああタ

方であればよいのに。』と言い、夕方に

は、『ああ朝であればよいのに。』と言う。

あなたの磁が恐れる恐れと、あなたの日

が見る光景とのためである。私がかつて

『あなたはもう二度とこれを見ないだろ

う。』と言った邁を憂[って、主は、あなたを

舟で、再びエジプHこ 帰らせる。あなた

がたは、そこで自分を男奴隷や女奴隷

として、敵に身売りしようとしても、だれも買

う者はいまい。」(申命記28:“ -66)

さらにBC8世紀に書かれたホセア書には、

次のようなことが予告されていた。

「私の神は彼ら(ユダヤ民族)を退ける。

それは、彼らが神に聞き従わなかったか

らだ。彼らは諸国の民のうちに、さすらい

人となる。」(ホセア9:17)

世界中に離散し、迫害されてきたユダヤ

人ではあったが、実は聖書預言によると、

彼らは世の終わりこもう一度祖国に帰還

することになっていた。

「わたしはあなたがたを諸国の民の間か

ら逹れ出し、すべての国々から集め、あ

なたがたの地に逹れて行く。」(エゼキエ

ル36:24)

「その日、主は再びFi F手 をイ申ばし、ご自

分の民の残りを買い取られる。残ってい

る者をアッシリヤ、エジプト、パテロス、ク

シュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の

島々から買い取られる。主は、国々の

ためになを場げ、イスラエルの散らされた

者を取り集め、ユタ0追い散らされた者

を地の四隅から集められる。」(イザヤ1

1:11、 12)

しかし、これらの預言が実現される兆しは、

何世紀もの間全くなかった。

1930年代になって、突然多数のユダヤ

人が世界各国の離散先からかつての

祖国にあったパレスチナに帰還し始め、

ついに 1948年 5月 14日 、イスラエル共

和国が誕生したのである。

(以 上、高木慶太著『近づヽヽているせ

界の終焉』を参考)

イエス・キリストもせの終わりの前兆の 1

つとして、イスラエルの独立復興を挙げ

たが、呆たしてそれが私たちの時代に成

就した。

「人の子は大きなラッパの響きとともに、

御使いたちを追わします。すると御使い

たちは、天の呆てから果てまで、四方か



らその選びの民を集めます。いちじくの本

から、たとえを学びなさい。枝が柔ら力ヽ こ

なって、葉が出て来ると、夏の近いこと

がわかります。そのように、これらのことの

すべてを見たら、あなたがたは、人の子

が戸口まで近づ、ヽていると知りなさい。」

(マダイ
`4:31-33)

「いちじくの木」はイスラエルのシンボルで

ある。さらにイエスはエルサレムの異邦人

占拠が終了した時から終末カウンプ ウ

ンが始まると預言した。

「人々は、僕1の 刃にrllれ 、捕虜となって

あらゆる国に逹れて行かれ、異邦人の

時の終わるまで、エルサレムは異邦人に

踏み荒らされます。」(ルカ21:24)

まずエルサレムがュダャ人によって首都

とされたのは、BC1004年頃だ デニによ

る(起点)。 それ以降、エルサレムが非ユ

ダヤ人に最初に征服されたのは、BC586

年。バビロンのネブカデネザル王により
エルサレムは陥落(バビロン捕囚=縄文

時代 )。 以来、エルサレムは常に他国の

侵入を受けてきた。バビロェァ帝国の後

にはメド・ペルシャ帝国、ギリシャ帝回、そ

してローマ帝国。AD70年エルサレムはロ

ーマ軍によってFin落。神鵡 イエスの預

言ミリ崩壊した(弥生時代 )。 313年ビザ

ンティン帝国(東ローマ帝国=古墳時

代 )、 614年ササン朝ペルシャ(飛鳥時

代、聖徳太子)、 6363科スラム帝国(大

化の改新646年 )、 1071年セルジューク

朝 (イラン、イラク、ドレクメニスタンのイス

ラムニ朝=平安時代 )、 1099年十字軍

(ユダヤ教徒はイスラム教徒と共に戦っ

たが、敗,ヒし、エルサレムから追枚 )、

1239年アイユープ凱 (ィスラム国家でヨ

プのアラビア語形 =鎌含時代 )、 1260

年モンうレ帝国、1291年マムルーク朝

(エジプD、 i516年～ 1917年の 400年

間オスマン・ドレコ帝国の支西こ(室町時

代～ 大工)。

しかし1800年代からユダヤ人のイスラエ

ル帰還が徐 々に始まった(預言の成就

=イザヤ11:11,12:35:1;エゼキエ

ル36:8,9、 24;37:21:ア モス9:14,

15)。 ユダヤ人はアラブ人の地主から

不毛な地となった祖国の土地を法タトな

額で買わされた。第一次世界大戦でオ

スマン・ドレコ帝国は崩壊し、:917年、イ

ギリスによる委任統治が始まった。その

後ヨルダン支配、第二次大戦、ホロコ

ーストを経て、ユダャ人に対するせ論の

温情が国逹を動かした。イスラエルをア

ラブとユダヤ国家に分書1し、エルサレム

を国際管理下に置くことが提案された。

イスラエルは受け入れる姿勢を見せたが、

アラブ陣営はボイコッ咤 1947年、アラブ

逹合軍は国逹決議を阻止するために戦

闘開始。そのため多くのユダヤ人が犠

牲になった。1948年第一次中東戦争勃

発。わずか人口 60万のイスラエルが人

口8+万のアラブ連合国(エジプト、シリ

ア、トランスコルダン、レバノン、イラク)と

戦って勝オ1した。同年 5月 14日イスラエ

ル共わ国が独立宣言。しかし、エルサレ

ムは依然として異邦人の支配下にあっ

た(当 時はヨルタ
・
ンが統 ,台 )。 しかし、

1%7年 6月 5日 から10日に勃批 たイ

スラエルー国対エジプト、シリア、ヨルダ

ンアラブ逹合軍による第二次中束戦争

(六 日戦争・六月戦争)の奇跡的勝オ1

によってイスラエルは分害1されたエルサレ

ムを 1900年、Sヾりこ奪還する(べけ ム戦

争が開始年 )。 ちなみに、日本は 1952

年 4月 28日に主権回復を認められ独

立(サンフランシスコ講和条約発効 )。

従って、「異邦人の時」とは B∞%年 の

バビロン捕囚～ 1%7年のエルサレム再

統一までのことを指す。

2011年現在はォーバータィム状態(44

年オーバー)。 1967年の時点で救われ

ていた人はどれくちいいるだろうか? お
そらく私たちの大半はオーバータイムでよ

かったと胸をなでおろしてぃるだろう。「異

チ

`人

の時」がもっと前であったら、今頃ど

うであったかと思うとぞっとするはずだ。
「異邦人の時」はすでに満了した。せの

終わりへのファイナル・カウンプ ウンはと

っぐこ始まっている。携挙が 1967年の時

点に起こっていても不思議ではなかっ

た。

「まず第一に、次のことを知っておきなさ
い。終わりの日に、あ封する者現 がゃっ

て来てあざけり、自分たちの欲望に従っ

て生活し、次のように言うでしょう。『キリス

トの来臨の約束はどこにあるのか。先ね

たちがE民った時からこのかた、何事も倉1

造の初めからのままではないか。』こう言
い張る彼らは、次のことを見落としてぃま

す。すなわち、人は昔い昔からあり、地

は神のことばによって水から出て、水によ
って成ったのであって、当時の世界は、

その水により、洪水におおわれて減びま

した。しかし、今の天と地は、同じみことば

によって、人に焼かれるためにとっておか

れ、不敬度な者どものさばきと減びとの

日まで、保たれているのです。しかし、愛

する人たち。あなたがたは、この一事を

見落としてはいけません。すなわち、主

の御前では、一日は十年のようであり、

十年は一日のようです。主は、ある人た

ちがおそいと思ってぃるように、その約束
のことを遅らせておられるのではありませ

ん。かえって、あなたがたに対して恙耐

深くあられるのであって、ひとりでも減びる

ことを望まず、すべての人が悔い改めに

進むことを望んでおられるのです。」(‖
ペテロ3:3-9)10
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<お知らせ Announcement>
来月午前礼拝 9/25 午前10:30～  ◇9/23(金 )秋分の日により集会全日程キャンセル
最新プログ紹介 8/27砂リスチャンのガキ 年齢:青二才 容姿:小便臭い、鼻たれ小僧 特徴:大人気ないほど保身一筋』


