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今こそ神の民がみ言葉を宣言し、叫び祈ろう！

中国地区大会

4月1日［水］─4月5日［日］

2020年1月突如として、中国武漢から発生し、世界115カ国（2020年3月12日現在）に拡大するCOVID-19コロ
ナウィルス。未だ見えない敵との戦いに、多くの人々は不安と恐怖の中にあります。しかし神さまが私たちに
与えて下さっている約束の神のみ言葉を宣言し、祈ることが神の国民としての務めであると思います。私た
ちの住む街に、国に、教会に、このみ言葉を宣言し、とりなし祈りましょう！

リバイバルミッション

祈りの要請

│緊急祈りの要請│

2020

講師／平岡修治師●音楽ゲスト／中村匡
4月1日［水］岡山県岡山市／リバーサイドチャーチ岡山教会
4月2日［木］岡山県岡山市／ジョイフルプレイズチャーチ
4月3日［金］移動日
4月4日［土］山口県萩市／萩ハレルヤキリスト教会
4月5日［日］広島県呉市／呉リバイバルセンター教会

リバイバルミッション2020
開催教会を募集中です!

甲信越地区 5月15日［金］─5月24日［日］講師／平岡修治●音楽ゲスト／チェ・ヨンドゥ

すべてのものが生きる！

「新型コロナウイルス」による新型肺炎の
問題は、
日本国内での感染拡大という
「新た
な段階」
に入る中で、
想定されなかった新た
な議論も起き始めています。3月7日現在で、
世界の感染者数は10万人を超えました。日
本ではクルーズ船乗客の長期隔離が感染
者を逆に増やしたことへの批判が出る一方
で、感染者の出た病院の休診、小中学校
の休校やさまざまなイベントが中止されている
ことへの是非もあります。政府は2月25日、企
業には休暇やテレワークの推進、病状があ
る個人の外出自粛を呼びかけるなどの感染
症対策の基本方針を決めました。3月5日に
は中国と韓国からの入国に関する制限も厳
しくしました。
社会全体のリスク拡大を防ぐために個人
の自由や人権に関わることも時には制限が
必要なこともありますが、果たして、
それはどこ
まで許されるのか。問題は山積しています。
この問題は教会にとっても深刻です。対
応は地域、教団、各個教会で様々です。消
毒液やマスクなど衛生管理に細心の注意
を払う教会、咳や熱などの症状がある人や
高齢者の集会出席自粛を呼びかける教会、
礼拝を含めた集会の中止や延期…様々な
形でこの問題は教会に影響を与えています。
危機管理の基本は最悪の状況に備える
ことにありますから、
それもやむを得ないことだ

と思います。しかし、
キリスト者にとって、人を
愛していく
という一方で、
神を愛することはそれ
以上大切なことです。聖書は
「礼拝の厳守」
「集会をやめることはしないで互に励まし」
と
宣言し「 みことばを宣べ伝えなさい。時が良
くても悪くてもしっかりやりなさい。」
とも語ります。
私たちは今、
難しい立場に立たされています。
このコロナ問題が長引けば､日本のGDP
は約3兆減になると言う経済学者もいます。
さ
らにオリンピックが中止になれば7.8兆円の
損失が出ると言われています。
もしそうなれば、
日本経済は壊滅的な打撃を被ります、
中小
企業の倒産が相次ぎ、街は失業者であふ
れていきます。働く場所がなくなると人は希望
を失い、命を絶つ人が一気に増えていきま
す。厚労省発表の失業者数と自殺者数の
グラフのカーブは一致しています。
日本の自殺率は10年間減少し続け、昨
年は2万人を割りました。
しかし、
このたびの
危機が長引く
と自殺率は上昇していく
と考え
られています。最悪は3万人を超えるだろうと
言うアナリストもいます。
これはコロナウイルス
で死亡する人数を遙かに超えた数字です。
このことに私たちキリスト者は危機感を覚える
べきだと私は思います。
集会を中止した場合、感染リスクは避け
られます。韓国では異端（新天地イエス教
会）
の教会が感染源になりました。教会の集
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新型コロナウイルスに対するキリスト者の備え。│平岡修治
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会をやめれば周囲の人からの批判も避けら
れるでしょう。出席者が感染するリスクも感
染源になることも避けられます。
しかし、集会の中止や延期がもたらす影
響は計り知れません。祈りも賛美もみことばを
聞くことも制限されます。クリスチャンの愛の
交わりも断たれます。ネット礼拝は有効です
が､それでも限界があります。活用できる教会
とできない教会、若い人と熟年層のネット環
境の差。
それに大切なことは伝道への機会
が奪われていきます。教勢はマイナスに転じ
るかもしれません。自殺者が増えていく
という
現実をみながら指をくわえていることは福音
を宣べ伝える使命に預かっている者としては
耐えられないことです。
しかし、
いずれの立場
を選ぶにも苦渋の選択になることでしょう。
コロナ対策は専門家にまかせ、私たちが
今できることは「祈る」
ことだと思います。全能
の主に向かい、今こそ声を上げ、
すべてのキ
リスト者が一致して祈るときだと思います。危
機の向こうにリバイバルの足音が聞こえてくる
ように思えます。
「いと高き方の隠れ場に住む者は、全能
者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。
「わ
が避け所、わがとりで、私の信頼するわ
が神。」と。主は狩人のわなから、恐ろしい
疫病から、あなたを救い出されるからであ
る。」詩篇91:1～3
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いと高き方の隠れ場に住む者は、全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。
「わが避け所、わがと
りで、私の信頼するわが神」
と。主は狩人のわなから、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるから
である。主は、
ご自分の羽で、あなたをおおわれる。あなたは、その翼の下に身を避ける。主の真実
は、大盾であり、
とりでである。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また、暗や
みに歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人が、あなたのかたわらに、万人が、あなたの右手
に倒れても、それはあなたには、近づかない。あなたはただ、それを目にし、悪者への報いを見るだ
けである。それはあなたが私の避け所である主を、いと高き方を、あなたの住まいとしたからである。
わざわいは、あなたにふりかからず、
えやみも、あなたの天幕に近づかない。
［詩篇91篇1〜10節］
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毎日み言葉を宣言しよう

❶COVID-19コロナウィルスの菌
が主のみ名の権威によって死滅し、こ
れ以上人々に害を加える事がないように。
❷教会、クリスチャン達が強められ、とりな
し祈ることが出来るように❸教会などに決
してコロナウィルスが入り込むことが無い
ように❹この危急の時こそ、クリスチャン
達がいつも喜び、祈り、賛美し、主をほめ
讃える事ができるように❺時が良く
ても悪くても福音を宣べ伝える
ことができるように。

北陸地区 7月 3日［金］─7月12日［日］講師／平岡修治●音楽ゲスト／安武玄晃
この川が流れていく所はどこででも、
そこに群がるあらゆる生物は生き、
非常に多くの魚がいるようになる。
北海道地区 9月11日［金］─9月20日［日］講師／平岡修治●音楽ゲスト／チェ・ヨンドゥ
この水が入ると、
そこの水が良くなるからである。
この川が入る所では、
すべてのものが生きる。
東北地区 10月2日［金］─10月11日［日］講師／平岡修治●音楽ゲスト／中村匡
─エゼキエル書47章9節─

REVIV

祈りの課題

中部地区 6月12日［金］─6月21日［日］講師／平岡修治●音楽ゲスト／井草聖二

リバイバル
ミッション

日本2大都市のリバイバルと
救いを求めて祈り、
福音を宣べ伝えよう！
●メッセージ：有賀喜一／平岡修治／滝元順／田中進
●音楽ゲスト：ティム・ケプラー／安武玄晃／井草聖二／Zawameki

2020関西●11.3─11.20開催

11.3［火・祝］West & East 2020キックオフ／クレオ大阪東
11.4［水］伝道集会／関西地区教会開催
11.5［木］伝道集会／関西地区教会開催
11.6［金］伝道集会／関西地区教会開催
11.7［土］伝道集会／関西地区教会開催
11.8［日］伝道集会／関西地区教会開催
11.10［火］
リバイバル聖会／関西地区教会開催
11.11［水］
リバイバル聖会／関西地区教会開催
11.12［木］
リバイバル聖会／関西地区教会開催
11.13［金］
リバイバル聖会／関西地区教会開催
11.14［土］
リバイバル聖会／関西地区教会開催
11.15［日］
リバイバル聖会／関西地区教会開催
11.17［火］伝道集会／関西地区教会開催
11.18［水］伝道集会／関西地区教会開催
11.19［木］伝道集会／関西地区教会開催
11.20［金］伝道集会／関西地区教会開催
開催に関するお問い合わせ、
お申し込みは
90120-291-372にまずはお電話でご連絡下さい。

リバイバル
ミッション

2020関東●11.4─11.23開催

11.4［水］
リバイバル聖会／関東地区教会開催
11.5［木］リバイバル聖会／関東地区教会開催
11.6［金］
リバイバル聖会／関東地区教会開催
11.7［土］
リバイバル聖会／関東地区教会開催
11.8［日］
リバイバル聖会／関東地区教会開催
11.10［火］伝道集会／関東地区教会開催
11.11［水］伝道集会／関東地区教会開催
11.12［木］伝道集会／関東地区教会開催
11.13［金］伝道集会／関東地区教会開催
11.14［土］伝道集会／関東地区教会開催
11.15［日］伝道集会／関東地区教会開催
11.17［火］伝道集会／関東地区教会開催
11.18［水］伝道集会／関東地区教会開催
11.19［木］伝道集会／関東地区教会開催
11.20［金］伝道集会／関東地区教会開催
リバイバル
2020ファイナル千葉
11.21［土］ミッション

◉会場／ホープチャーチ

リバイバル
2020ファイナル東京
11.22［日］ミッション

◉会場／淀橋教会

リバイバル
2020ファイナル神奈川
11.23［月・祝］ミッション

◉会場／大和カルバリーチャペル
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ビジネスを通して主に仕える
教●
会●
連●
携●
型
●

何から
始める！
？

ビジネス

！
この世の富を主のために
！
ご好評につき、追加開催決定！

セミナー
in東京

教会連携型
ビジネスセミナー
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2020年

4月17日［金］

10:30 ─
4月27日［月］
15:00
28日
［火］

講師／平岡修治
クリスチャンは最高だ！
！

大阪府大阪市中央区玉造2丁目26-47

分かる！深まる！

◉今後の日程
10月21日［水］
18:30 ─20:30

◉会場／リバイバルミッションセンター
愛知県新城市富沢407-1
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富山県下新川郡入善町青島652-2

14:00～ Z.C.L.atもみの木コンサート
富山県下新川郡朝日町草野118-3

4.18［土］19:00～ Z.W.S.新城
会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1
4.25［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.190
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7
4.26［日］Z.C.L.豊橋ライトハウス

◎聖書を読むうえで本質的な大切なことが
学べて感謝です。聖句の意味の取り違えを
することがないように祈りつつ聖書を読み
たいと思います。
［千葉県60代女性］
◎聖書の文学的コンテクスト、
文化的歴史的
コンテクストを考慮・意識した解釈の重要性、
具体的な方法を学ぶことができたいへん有
意義でした。
また、
解釈の意見が異なる場合
には祈りの中で神様からの愛が重要である
ことを痛感しました。
［東京都70代男性］

◎専門課程を通して、
【主が生きて働いてお
られる】
事を実際に体験しています。
毎回、
新
しい学びをしています。そしてそれが重なっ
て行くように思います。今月は、私たちを神
様が管理人として働くように創造してくだ
さった、肉体を持っているからこそ、管理者
として働くことができるという視点もわかり
やすく教えていただき、
その管理者として働
くとはどういうことかということも全ての
セッションから色々な情報を持って学ばせ
ていただいています。 ［岡山県50代女性］

愛知県豊橋市南大清水町富士見361-2

5.3［日］15:00─5［火］17:00 リバプレ50

会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

5.8［金］─10［日］Zawameki北海道

Zawameki 13
誕生まであと少しです！
最良の新しい油、最良の新しいぶどう酒と穀
物、
これらの人々が主に供える初物全部をあ
なたに与える。
民数記18章12節

昨年の2月17日、上記のみことばが与えら
れました。主が「Zawameki 13」のためにく
ださったみことばである事がはっきりとわかりま
した。
しかし、
その時点では、現実的には到
底不可能なことのように感じていました。
しか
し、
4月を過ぎた頃から、主が「さあ、動きはじ
めなさい」
と背中を押してくださるように、強い
促しをいただき、一歩を踏み出しました。先
ずは長年Zawamekiの働きをご支援下さ
りお祈りくださったZawameki倶 楽 部メン
バーズの方々にお祈りと献金のお願いをし
ました。すると、北は北海道から南は沖縄ま
で、多くの方々が心を動かしてくださいました。
その後も多くの方々が、祈りとご支援をくださ
り、
Zawameki 13の制作を実行へと移す事
ができました。結果11月にはロサンゼルスに
おいて録音をし、
その後は、国内におけるレ

5.23［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.191
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7
5.29［金］─6.4［木］Zawamekiハワイツアー

コーディング、
さらに、
ロサンゼルスからの追
加の演奏データを待ち、
そして、
やっとすべて
のデータが揃いました。すでに4ヶ月にわたり、
様々な作業を進めさせていただきました。あ
る方には、首を長くして待ち、
もうすぐ首が取
れそうだ！
と言われましたが、
いよいよ、完成に
至る最終段階に入りました。
この4ヶ月の数々
の工程は、
どの瞬間も夢のような奇跡の瞬
間ばかりでした。主が最良のものをご用意く
ださり、
これから始まろうとしているリバイバル
のために、
そして、主の帰られる道を備えるた
めに、
必要なもの「全部」が主により備えられ
たと信じています。
ここまでご支援くださり、
お
祈りに覚えてくださった方々に心からの感謝
をいたします。
もうまもなくです。
リバイバルも
同様であると信じています。ぜひ、
最後まで熱
き祈りを持って祈りお支えください。
もしおそくなっても、
それを待て。
それは必ず来
る。遅れることはない。
ハバクク書2章3節

─Zawameki滝元開

3月
戦略的とりなしと
調査専門課程
◎参加者の沖縄の姉妹たちとも親しくさせ
ていただき本当に嬉しいです。今回は、沖縄
について特に“ノロ”や“ユタ”について学びが
与えられ、目からうろこでした。沖縄は、私
の中ではまだ、返還前の沖縄という感覚が
強かったですが、セミナーを通し、99％の
真実と1％の嘘、サタンの策略を見抜く霊の
目が与えられますように、そして聖書の土台
に賢く立ち、キリストの体にあってとりなし
祈る者でありたいと思わされました。
［栃木県70代女性］

（集合場所は後日お伝えいたします）

★ホノルルプレイズ
宿舎／ホノルル

参加者
！
大募集！

空路ハワイ島ヒロへ
移動
★ハワイ島をグルリと巡
り賛美Ⅰ
★地元白人教会において
合同賛美集会
宿舎／ヒロ

日本到着

4.19─4.25
ダビデの子にホサナ!
4.26─5.2
主のみ名に力がある
5.3─5.9
イエスよたたえます
5.10─5.16
その目を開いて
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Zawameki
ホームページ
随時更新中！

Zawamekiからの新情報はメルマガに
おいてお知らせしています。
メルマガを
お受け取りになられたい方、
club@zawameki.comまでご連絡ください。

各自ホテル〜空港へ
帰国

※予定は変更されることが
ございます。

3.22─3.28
世界がリバイバル
3.29─4.4
大雨の音がする
4.5─4.11
主をほめたたえよ
4.12─4.18
イエス・キリスト世界の喜び

！
メルマガ配信中

午後ホノルルへ空路移動
宿舎／ホノルル

6月4日
［木］

毎 日夕 方4 時 に なったら
Zawamekiを歌う。週毎の
曲目をお知らせします。ぜひ、
職場で、学校で、家庭で、地
域で、教会で、賛美をおささ
げください。♪週毎の同刻プ
レイズ選曲は以下の通りです。

2020年はあなたの教会で
Zawameki Church Live
を開催してみませんか？リバ
イバルを求める賛美集会から、
福音を伝える伝道コンサート
まで、必要に応じて開催いた
します。ぜひ、ご連絡ください。
電話.0536-23-0023

［水］
5月31日
［日］ 6月3日

地元日本人教会礼拝出
席等
宿舎／ホノルル

6.27［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.192
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

Zawameki Church
Live

6月2日
［火］
5月30日
［土］ ビッグアイランドプレイズⅡ

オアフ島をグルリと巡り賛美
宿舎／ホノルル

新潟県村上市羽黒口3-14

www.zawameki.com

［月］
5月29日
［金］ 6月1日

各自・日本出発
午前ホノルル到着
〜各自ホテルへ
午後・ホノルル市内集合場
所に集合

6.21［日］Z.C.L.at 村上福音キリスト教会

◉スケジュールのチェックはこちらから

Photo by Jura Greyling

2月
みことば塾

2月
霊的戦い
専門課程

Zawameki 2020 Schedule
4.12［日］
10:30～ Z.C.L.at入善キリスト教会

Zawamekiの賛美で巡る
ハワイツアー

東京都千代田区神田駿河台2丁目1

◎「コリント人への手紙」の背景がよくわか
り、この書の本当の意味を見ることができ
てよかったです。理解が深まりました。一つ
の書をまとめて見ると、頭に入りやすいです
ね！［兵庫県40代女性］
◎歴史的背景や目的をもって聖書を読むこ
とを教えられました。
［大阪府20代男性］

2020年が始まり、
すでに6つのセミナーを開催させ
ていただくことができましたことを感謝します。
私たち
の信仰生活の土台である
「聖書」
について、
また、
世
の光・地の塩として戦っていくためには不可欠な
「霊
的戦い」
について知りたい！学びたい！そんな方、
ぜ
ひ、
これからのセミナーにご参加ください！

f

オアフ島をグルリと巡り、
さらにハワイ島の山に登って宇宙に賛美を響かせます！

2020年6月25日［木］18:30─20:30
講師／山﨑ランサム和彦●受講料／2,000円
会場／お茶の水クリスチャンセンター４階会議室

2月
聖書セミナー

セミナー報告

o

開催教会
募集♪

in
東京

講師／滝元順、他

世界のベストセラー
「聖書」
を知ろう！体験しよう！
山﨑ランサム先生が聖書の読み方を分かりやすく手ほどきいたします。
聖書をもっとわかりたいあなたに。

聖書の読み方指南

みことば
塾

手がけてきた
ビジネス

1956年8月生まれ。クリスチャンホームに生ま
（事業展開順）
れ、幼い頃から将来は神様のために働きたいと
❶印刷・出版
の思いを持つ。一般企業に就職し社会経験を
❷カフェ
積んだ後、1981年 新城教会で献身。1986年
教会内の印刷担当になったことをきっかけに、（ヘブンズカフェ）
❸レストラン
印刷・出版へのビジョンを持ち、独学で印刷技
術を習得。1990年9月プレイズ出版を立ち上げ （トラットリア雲の柱）
❹就労継続支援B型
る。1993年 11月に行われた全日本リバイバル
甲子園ミッションの印刷物で貢献。日本初の両 （シャローム）
❺サービス付き高齢者向け住宅
面カラートラクトBlessing発売を機に、全国の
教会からの支持を受けるようになる。2015年 （アークホーム）
❻通所介護施設
福祉、飲食の分野に進出。2019年 新社屋完成
（デイサービスしおん）
と同時に社名を株式会社プレイズに変更。

2020年

◉会場／大阪クリスチャンセンター3階

t

会場／お茶の水クリスチャンセンター9階（901号室）
受講料／全参加5,000円（全3セッション）
岡本信弘 Nobuhiro Okamoto

in大阪

u

◉セミナースケジュール／10:30─12:00セッション①13:00─14:30セッション②14:45─16:00セッション③

平岡修治 18:30─20:30

聖書セミナー

o

講師／岡本信弘 新城教会牧師・株式会社プレイズ 代表取締役社長
2020年6月13日［土］10:30─16:00

株式会社プレイズが展開している事業の
具体例を紹介しながら、
教会とビジネスの両立について学びます。
また、
教会で介護施設、
カフェなどの事業を始めたい方にも、
富を管理し、
主のために正しく用いる秘訣や教会を支える
ビジネスプランについてお話しします。

若者からシニア世代も
みんなで学ぼう！

h

リバイバルの情熱が生んだ教会を支えるビジネスプラントは！？

※部分参加可／1セッション2,000円
※各セッションは関連しているため、
全セッションでの受講をお勧めします。

◉セミナー内容…

S

Zawameki

セミナー

献身の「新しいカタチ」

開催日程／5月29日
［金］─6月4日
［木］
（ハワイ島ヒロへの飛行機とヒロのホテル情報はZawameki事務局Tel.0536-23－0024へお問い合わせください。
）
ホテル・飛行機は各自でご予約ください。
現地における食事も各自となります。◉参加費用25,000円（参加登録費及び5日間移動費等）※ツアースケジュールは変更される場合がございます

〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
Tel.0536-23-0024 Fax.0536-23-6220
E-mail : club @ zawameki.com
Homepage : http://www.zawameki.com
Zawameki指定支援献金口座
郵便振替 : Zawameki
口座番号 : 00880-9-56347

愛をもって行動する

新型コロナウイルスの流行は、
現代日本に生きる多くの人にとって
聖契神学校教務主任
は、
これまでに経験したことのない
リバイバルミッション顧問
危機かもしれません。けれども歴史
昨年11月に中国で最初の症例
チャンとして持つべき聖書的・信仰
を振り返るなら、人類はこれまでに
が確認された新型コロナウイルス
的知識についても言えます。たとえ
も幾多の疫病を経験してきましたし、
が今年に入って世界的な流行を
ば、
私たちは自然災害や戦争、
そし
時にはそれによってある地域の人
見せています。日本でも感染が拡
て疫病のようなできごとを安易に神
口が激減することもありました。
ロー
大し、政府による学校の休校要請、 のさばきや世の終わりのしるしと結
マ帝国においてキリスト教が拡大
マスクや消毒液などの供給不足
びつけるべきではありません。
これら
していった一つの理由は、当時大
など、国民の社会生活や経済活
の悲惨なできごとはこれまでの歴史
流行した疫病に対するキリスト教
動にも影響が出ており、多くの人々
でも繰り返し起こってきましたし、
こ
徒の応答にある、
と言われています。
は大きな不安の中で暮らしていま
れからも起こっていくことでしょう。確
疫病にかかる
と
身内の者にさ
え見
復活の希望を持つ
す。
このような深刻な事態にあって、 かにこの世には罪が溢れており、
そ
捨てられることが多かった当時の
私たちクリスチャンはどのように祈り、 れに対して最終的にはさばきがな
危機的なできごとが起こると、私
ローマ社会にあって、
キリスト教徒
行動すべきでしょうか？
なぜそのよう
されることを聖書は教えていますが、 たちは不安にかられ、
たちは献身的に病人を看病し、死
なことが起こるのか、
どうすればその
だからといって特定の災害が特
者を丁重に弔いました。
その中で自
状況をコ
ン
ト
ロールで
き
る
のかを知
定の人々の特定の罪に対す
る
さば
ら
も病気になって死んでい
くクリス
情報の洪水の中で
きである、
と考えることはできません。 ろうとします。クリスチャンも同様で
チャンたちも大勢いました。
そのよう
主に信頼する
すが、多くの場合、
この種の問いに
（ルカ13章1−5節参照）
な愛の姿を見た異教徒たちの多く
まず必要なことは、落ち着いて
は明確な答えはありません。信仰
このように、
一般的知識において
が主を信じたというのです。
冷 静に状 況を見 極めることです。 も信仰的知識においても、私たち
者もこの世の学問を尊重し、科学
現代のクリスチャンも、
このような
今回の新型ウイルスについては、 は入手できる情報を吟味して、賢
的な知識も活用しつつその感染拡
信仰の先達の愛の模範にならうこと
人々の不安を煽るようなデマや不
大を防ぐために最善を尽くす必要
明な判断を下すように努める必要
ができます。
クリスチャンだからといっ
正確な情報がインターネットを通し
がありますが、人間の力ではどうに
があります。
とはいえ、刻一刻変化
て病気にならないわけではありませ
て急速に拡散し、社会にいろいろ
も食い止めようのないこともあります。 んし、必ずしも医学的に正確な知
する状況の中で正確な判断を下
な混乱が生じています。情報のあ
けれども、
世の人々と異なり、
死を超
すことは現実には容易ではありませ
識を持っているわけでもありません。
ふれる現代社会においては、
いか
えた復活の希望を持つクリスチャ
ん。キリスト教会においても、規模
けれども小さなことでも愛をもって行
に多くの情報を持っているかという
ンは、
たとえ最悪の場合命を落とす
や場所も異なり、感染症への対応
動することこそ、
キリスト者のなすべき
ことよりも、膨大な量の情報からい
ことがあったとしても、
それで終わり
の仕方は様々です。通常通り活
応答なのだと思います。結局のとこ
かにして自分に役立つ正しい情報
ではないことを知っています（ヨハネ
動しているところもあれば、主日礼
ろ、
今クリスチャンがなすべき対応
を見分け活用するかが重要になっ
11章25節参照）。この復活の信
拝のみ継続しているところ、一切の
は、
信仰と希望と愛に生きることです。
てきます。同じことは、
ウイルスや感
仰に立って、パニックに陥ることなく いつまでも残るのはこの三つだから
集会を中止し、
インターネットによる
染対策に関する科学的知識のよ
落ち着いて行動する必要がありま
礼拝などに切り替えたところなどもあ
です。
（1コリント13章13節参照）
うな一般的情報だけでなく、
クリス
す。
ります。結局のところ、
このような問
（※連載は次号にて）

山﨑ランサム和彦│

5

題について唯一の「キリスト教的
正解」があるわけではありませんの
で、他の人々の選択について性急
に批判する姿勢は慎まなければな
りません。危機にあって、私たちは
それぞれが置かれている状況の中
で主に知恵を祈り求め、最善と思
える選択をします。そこで必要にな
るのは信仰です。信仰とは、確実
な知識やマニュアルではありませ
ん。不確定な状況の中で、最善に
導いてくださる主に信頼して生きる
姿勢なのです。

2月9日〜12日の4日間。韓国ソウルからチームの方々20名がリバイバルミッションのある新城に来日して
下さいました。日本と韓国チームがひとつとなって、
日本や韓国、北朝鮮のためにとりなし祈る時が持たれま
した。チームの皆さんはいろいろな背景から集められて来ましたが、皆さんそれぞれに日本を愛し、共に良
い交わり、
とりなしの祈り、
ボランティア活動などをして下さいました。参加して下さった方々も「これまで参
加したツアーの中で最も素晴らしいツアーだった」
と話して下さり、私たちスタッフも喜び感謝しました。

SUN

29

リバイバルミッションスケジュール
MON

TUE

30

31

1

WED

5

6

7

8

THU

2

RM2020
19:30
リバーサイドチャーチ
岡山教会

Schedule
FRI

3

SAT

4

RM2020
19:30
ジョイフル
プレイズチャーチ

RM2020
14:00
萩ハレルヤキリスト教会

9

10

11
ZCL@金沢
こころチャペル

10:00
Pray for Revival
RM2020
11:00
呉リバイバルセンター

12

復活祭
10:30
ZCL@
入善キリスト教会
14:00
ZCL@
もみの木コンサート

19

13

14

15

16

17

若者からシニア世代も
みんなで学ぼう！

18

平岡修治

19:00
ZWS新城

聖書セミナー
in大阪

18:30
聖書セミナーin大阪

20

21

22

23

25

24

ニュース誌
発行日

26

14:00
ZWS東京

27
ZCL@豊橋
ライトハウス

毎朝・夕8時から
10分間の集中祈祷

◀────

28

29

6

30

1

2

霊的戦い専門課程 ─────
─
───
────▶
リバイバルミッションセンター

目をさまして、祈り続けなさい。
「シモン。眠っているのか。
一時間でも目をさましていることができなかったのか。
誘惑に陥らないように、
目をさまして、祈り続けなさい。
心は燃えていても、
肉体は弱いのです。」
［マルコ14章37〜28節］

世界各国を震撼させているコロナウィルス。アフリカなどで農作物を食い尽くすバッタの大群。方々では地震や戦争
の噂など。終末の時代とも言えるような時代に生かされている私たちクリスチャンに主が
「目を覚まして祈り続けなさ
い」
と語られているように思います。不安や恐れを抱くのではなく、
主に信頼して依り頼む祈りを心合わせて祈って行
きたいと願います。ぜひこの時間、
全国の勇士達の祈りを結集して祈りましょう！

4月のPray for Revivalは
4月9日［木］朝10時〜11時30分です。

集会の最後の祈りの時間の中で、
皆さんから寄せられて来るお祈りの課題をお祈り致します。
◉お祈りの課題はメールかファックスでお送り下さい。

* revivalmission.pray@gmail.com

Fax.0536-23-6220 Tel.0536-23-6712

集会への
︑
参加は

韓国チーム来日レポート

April

スケジュール

特別寄稿

新型コロナウイルスと
クリスチャン

4

2020

コンピューターで
アクセスして下さいね！

https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live
◆携帯でアクセスする場合は、
https://www.youtube.com/channel/UC4jg9cDKBhOOqe6t9D9yFPw/live

いつもリバイバルミッションのためにお祈りご支援くださり、心から
感謝いたします。新型コロナウイルスで学校が休校になり、多くのイ
ベント、
コンサートが中止延期になっています。教会でも伝道集会や
聖会がどんどん中止になり、そればかりか礼拝もままならない状態
です。
しかし、その中であっても確実に多くのたましいが滅びに向か
っていて福音宣教が緊急案件であることには何も変わりありません。
厳しい中ですが、
リバイバルミッションは福音宣教の働きを継続さ
せて頂いています。しかし多くの企業もそうであるようにリバイバ
ルミッションの経済も逼迫してきています。この働きが止まらない
ように、何卒皆様のさらなる祈りとご支援をよろしくお願いします。

会計報告2020年1月度
収

入

前月繰越金
一般献金
集会献金・参加費
国内宣教指定・集会献金
世界宣教指定・集会献金

支

出

-3,388,848
2,944,433 事務運営管理費
862,162 一般旅費交通費

2020年3月26日
［木］
〜4月1日
［水］
まで予定しておりました北インドリバイバルツアーの開催は
新型コロナウィルスによるインド入国が出来なくなりましたので延期となりました。

88,738

97,200 通信費

489,352

31,600 印刷費

584,870

霊的戦い部門指定・集会献金

313,550 国内宣教諸経費

696,999

ざわめき指定・集会献金

210,853 集会諸経費

596,613

賛美教育指定献金
Zawameki CD制作献金より

7,200 霊的戦い諸経費

152,559

200,000 ざわめき諸経費

351,598

世界宣教経費
神学校借入返済

北インドリバイバルツアー延期のお知らせ

1,329,941

収入合計

4,666,998 支出合計
次月ミッション繰越金

Zawameki13CD制作献金

5,000

Zawameki13CD制作献金累計 3,161,774
Zawameki13CD制作献金残

401,774

37,730
354,384
4,682,784
-3,404,634

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さあヨベルの年を
告げ知らす
角笛を吹き鳴らせ ！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リバイバルミッション50周年記念
50時間賛美大会!
5月3日
［日］午後3時 ──▶

午後5時
5月5日
［火］

リバイバルプレイズ50

メッセンジャー／有賀喜一・平岡修治・滝元順
田中進・平岡新人 他
※5月3日・4日／夕食:500円 要予約
※宿泊:1泊1,500円（定員男女各20名）
完全予約制
※車で10分位の所にホテルもありますので
各自ご利用下さい。
（但し販売あり）
※朝食・昼食はありません。

◉集会内容♪

・朝に昼に夕に、そして夜を徹して賛美。
・リバイバルメッセンジャーより、
主からのメッセージが
届けられます。
・恒例、
真夜中の運動会プレイズ
・早朝山頂プレイズ
他

フリー
ダイヤル

80120-291-372

大募集します♪

帰ってきた教会広場！

各教会バンドによるコンサートタイム。
出場バンド募集！

奏楽者募集！

ドラム、
ベース、
Aギター、Eギター、
キーボード、
コーラスを募集いたいます。

裏方スタッフ募集！
受付、食事作り、
お掃除、
各スタッフを募集します！

リバイバルミッション情報

祈りのLINE登録してお祈りください！

〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220 リバイバルミッションのホットな情報と祈りのリクエスト、集会の様子などを配信します！

E office@j-revival.com

URL: http://www.j-revival.com

◎友達登録方法・
・
・
「友達追加」からQRコードリーダーにてQRコードを読み込んで登録
◎facebookでリバイバルミッションにイイね！ を入れてください。
※次回5月号のニュースは4月19日
（日）発行予定です。

