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　戦争、紛争を繰り返している人類も、地球外
生物によって地球が侵略されたら、互いに戦う
ことを止め、一致して、共通の敵に立ち向かうよ
うになる、と言われます。そして現在、人類は「共
通の敵」を認識しています。それが、未知のウ
イルス、「新型コロナ・ウイルス」です。この敵が
認識されて以来、私たちの生活は一変しました。
気の合う仲間が集まる楽しい食事会も、イベン
トも、コンサートも中止に追い込まれ、不要不急
の外出は制限され、海外旅行も中止です。
　私の牧会させていただいている教会も、礼
拝をインターネット配信し、各自、家庭で礼拝
することを余儀なくされました。この戦いはいつま
で続くのでしょうか。明日は我が身かも知れない
恐怖の中で、人類は自らの存続をかけて、日々 、
見えない敵と激しく戦っています。一刻も早く、
有効なワクチンと特効薬の出現が待たれる今
日この頃です。
　しかし神は人類の緊急事態に際して、神を
信じる者達に「二つの機能」を備えています。そ
の一つが「祈り」です。「119」とダイヤルすれ
ばレスキュー隊が到着するように、今こそ私たち
は、「祈りの機能」を最大限用いるべきです。主
を叫び求める時、助けは必ず来ます。

『わたしを呼べ。そうすれば、わたしは、あなたに
答え、あなたの知らない、理解を越えた大いな
る事を、あなたに告げよう。エレミヤ書33章3節』
　神が創造された被造物の中で、人類はひと
きわ抜きん出た存在です。なぜなら神は人を、

「被造物を管理する管理人」として創造され
たからです。聖書によれば、本来「すべての被
造物は人の命令に従う」はずです。これが二つ
目の、神が人類に与えた機能です。
　ウイルスは神の被造物の一種です。あまり知
られていないのですが、細菌に善玉、悪玉が
あるのと同じように、ウイルスにも哺乳類の生存
を助けるものや、地球環境を維持するなど、多く
の役割があります。そもそもウイルスとは、ラテン
語で「毒」という意味です。生態系に必要とされ
るウイルスが毒と化し、人類に敵対する理由は、
「突然変異」によると言われます。コロナ・ウイル
スが新型化した背景に、人類が「正しい管理
を怠った」という理由があげられます。人間中
心主義的な自然破壊や環境汚染によって、そ
れらは、しばしば人類に牙をむく存在と化すの
です。
　しかし本来、被造物は人の命令に従います。
かわいいペットも、正しく管理しなければ、飼い
主を傷つける存在にもなり得ます。けれども、正
しい主従関係の中でペットを飼育し、命令を
下すなら、ペットは飼い主に喜んで従うのです。
この法則はウイルスに対しても同じです。なぜな
らペットも、ウイルスも、すべて神が創造された
被造物だからです。

『あなたは、人を、神よりいくらか劣るものとし、こ
れに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなた
の御手の多くのわざを人に治めさせ、万物を
彼の足の下に置かれました。詩篇8篇5～6節』

ご一緒に声に出して祈り、宣言しましょう。
❶諸天と地、宇宙を創られた神、主よ。私たち
人類の罪を赦して下さい。「新型コロナ・ウイル
ス」の脅威から守り、私たちを助け出して下さ
い。主のみ名によって祈ります。アーメン！
❷「新型コロナウイルスよ。私は管理人としてお
まえに命ずる！ これ以上、世界に拡大してはな
らない。人類に危害を加えてはならない！ 管理
人の命令に服従せよ！即刻、人類から手を引
け！!」
　この世界的危機が、リバイバルへのチャンス
となるよう、心から祈りましょう。
『もし、わたしが天を閉ざしたため雨が降らな
くなった場合、また、いなごに命じてこの地を
食い尽くさせた場合、また、もし、わたしの民
に対して疫病を送った場合、わたしの名を呼
び求めているわたしの民がみずからへりくだ
り、祈りをささげ、わたしの顔を慕い求め、そ
の悪い道から立ち返るなら、わたしが親しく
天から聞いて、彼らの罪を赦し、彼らの地をい
やそう。歴代誌 第Ⅱ 7章13～14節』

新型コロナ・ウイルス│人類存続をかけた戦い

滝元 順
Jun Takimoto
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すべてのものが生きる！
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。 
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。　

 ─エゼキエル書47章9節─

リバイバルミッション2020
甲信越地区開催延期のお知らせ

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
11.21［土］リバイバルミッション2020ファイナル千葉
11.22［日］リバイバルミッション2020ファイナル東京
11.23［月・祝］リバイバルミッション2020ファイナル神奈川

リバイバル
ミッション 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。
──────────────────

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 他
●音楽ゲスト：ティム・ケプラー／安武玄晃／井草聖二／Zawameki
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５月15日［金］─24日［日］に開
催を予定しておりましたリバイ
バルミッション2020甲信越大
会ですが、新型コロナウイルス
の感染が拡大している状況を鑑
み、誠に勝手ながら開催を延期
させていただくこととなりまし

た。ご参加をご検討いただいて
おりました、各教会および皆様
には大変ご迷惑をおかけするこ
ととなり、大変申し訳ございませ
ん。何とぞご理解のほどよろし
くお願い申し上げます。
※期日が決まり次第ご連絡をさせて頂きます。

リバイバルミッション2020の予定
※新型コロナウイルスの感染が拡大次第では、開催を延期させていただくこともあります。

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
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
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
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

11.3［火・祝］
West & East 2020
キックオフ
│会場│
クレオ大阪東

11.21［土］
Revival Mission 2020
ファイナル千葉

│会場│
ホープチャーチ

11.22［日］
Revival Mission 2020
ファイナル東京

│会場│
淀橋教会

11.23［月・祝］
Revival Mission 2020
ファイナル神奈川

│会場│
大和カルバリー
チャペル

主がシオンの捕われ人を帰されたとき、私
たちは夢を見ている者のようであった。　
詩篇126篇1節
　ハレルヤ！ 主のみ名を賛美いたします。
皆さまにお祈りいただきましたZawameki

の新しいCD「Zawameki13」がやっと出
来上がりました。丁度一年程前から準備
を進めさせていただきましたが、まさか、こん
なに世界が困難な状況下でのリリースとな
るとは思いもよらぬことです。しかし、この時

〒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
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　連載の第1回で述べたように、「福音」
（ギリシア語でエウアンゲリオン）とは、「良
い知らせ」という意味です。これはキリスト教
のメッセージの容れ物であって中身ではあ
りません。それでは、福音の中身とは、具体
的に何を意味しているのでしょうか？
　多くのクリスチャンにとって、これはわかり
きったことを尋ねる馬鹿げた質問のように思
えるかもしれません。福音の内容を知らなく
て、どうしてそれを信じたり宣べ伝えたりでき
るのでしょうか？ けれども時として、私たちが
自明と思っていることを聖書から問い直す
のは、私たちの信仰理解を深めるためにた
いへん重要なことなのです。
　さて、「福音の内容は何か？」と訊かれて、
多くのクリスチャンは次のように答えるでしょ
う。「イエス・キリストが私たち人間の罪を
贖うために十字架で死んでくださった。だ
から主イエスを信じるならば罪が赦されて
天国に行くことができる。これが福音の内容
だ」と。実はこのような「福音」理解は、完

全に間違いとは言えないものの、深刻な問
題をはらんでいるのではないか、ということが、
近年のキリスト教会では指摘されるように
なってきました。
　こう言うと多くのクリスチャンはショックを受
けるかもしれません。イエス・キリストの十字
架の贖いを信じて救われるということは、キリ

スト教の本質的なメッセージではないので
しょうか？ 確かにそうです。聖書は主イエス
の十字架の贖いについても、罪の赦しにつ
いても、永遠のいのちについても教えていま
す。ですから、これらの内容が間違っている
わけでは決してありません。けれども、聖書
が語る「福音（良い知らせ）」は、それよりもっ
と広がりのある、大きなメッセージなのです。
　逆の言い方をすると、従来キリスト教会
で語られることの多かった「福音」理解は、
聖書が語る本当の福音の中の一部だけ
を取り出して、あたかもそれがすべてである
かのように見なしていたところに問題がある、
ということです。つまり私たちは、聖書が教え
る壮大な福音のメッセージを「矮小化」し
てしまった、ということです。これを「矮小化さ
れた福音理解」と呼ぶことにします。
　具体的に「矮小化された福音理解」の
どこに問題があるのか、そして聖書が語る
本当の「福音」はどのようなものかについて、
次回からさらに詳しく見ていきましょう。
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お知らせ♪
「Zawameki 2020 Schedule」と毎日Zawamekiを
4時に歌う賛美プラン「Zawameki同刻プレイズ」
の週毎の選曲はZawamekiのホームページ上で
ご覧いただけます。随時ホームページが更新さ
れていますのでぜひ、ご覧ください。
www.zawameki.com

代のただ中で新しい賛美が解き放たれる
中に、主の大きなご計画があることを信じ
ています。賛美が栄光に輝くために、主が
備えてくださった一流のミュージシャンをは
じめ多くの方々が助けてくださいました。そ
して、この賛美は全被造物も共に、主をほ
めたたえるために与えられているものである
ことを感じています。今回のCDのサブタイ
トルは「Oh! Jesus is Wonderful!」となりま
した。全能なる主であるイエスさまのお名
前を高らかに賛美し「ああ、主イエスは素
晴らしい！ ─ Oh! Jesus is Wonderful!」と
叫ぶとき、詩篇126篇1節のみ言葉のよう
に、夢を見ているような、主の偉大な勝利
が打ち立てられることを信じます。全世界
の民が、すべての被造物が Oh! Jesus is 
Wonderful! と叫ぶために、このCDが用い
られることを心から願いつつ、心からの感謝
を込めて。

─Zawameki滝元開─

Oh! Jesus is Wonderful!

S h o u t  o f  Z a w a m e k i

主への賛美が栄光に輝く時、
鳥が歌い、海が歌い、
宇宙の果てまで賛美が鳴り響く！

Zawameki 13
Oh! Jesus is Wonderful!

主がシオンの捕われ人を帰されたとき、私たちは
夢を見ている者のようであった。

［詩篇126篇1節］

Sheila E
Percussion

John“jr”
Robinson

Dean
Parks
A&E Guitar

Alex
Al
Bass

Davd
Delhomme
Keyboards

Hiraku
Takimoto
Vokal

Noriko
Takimoto

Paul 
Jackson jr.

Drums A&E Guitar

Vokal

Zawameki L.A. Session 2019-2020Musicians
SHEILA E : Percussion

JOHN“JR”ROBINSON : Drums

DEAN PARKS : Acoustic & Electric Guitar

PAUL JACKSON JR. : Acoustic & Electric Guitar

ALEX AL : Bass

DAVID DELHOMME : Keyboards Organ & Piano

  1│ ときの声をあげよ Sound the Battle Cry

  2│歌え賛美は山を越える Sing Praises beyond the Mountains

  3│イエスこそ主! Jesus is Lord!

  4│主は私の羊飼い �e Lord is My Shepherd

  5│ どんな時でも失望せずに Always Keep Your Hopes Up

  6│ 高くあげよ喜びの歌 Li� up Your Joyful Song on High

  7│ 一振りの剣 One Swing of a Sword

  8│ イエスの十字架を仰げ Look Up to the Cross of Jesus

  9│ 西へ東へ To the East, To the West

10│ 主を待ち望む者は �ose Who Wait Upon the Lord

11│ Oh! Jesus is Wonderful!
12│ 主の回復の時が Time for the Lord's Restoration

HIRAKU TAKIMOTO : Vocal

NORIKO TAKIMOTO : Vocal

│CD定価│ 
2,000円+税
Zawameki 2020

リバイバルミッション2020─────────────────────Reports

リバイバルミッションをお招きして
　3月15日リバイバルミッションの伝道集会を
計画しました。しかし、新型コロナウィルスが終
息の気配を見せずに先行きを見通すことができ
ない状況でした。また、徳島県下の教会が自粛に
入り出していました。牧師として、この集会を開
催すべきか主に祈り求めました。主は祈りの中で、
恐れることなく集会を開催するように促してくだ
さいました。当日は、平岡先生、DUO B→Zが来て
くださって、予定通り集会を開催することができ
ました。集会に参加した方々がDUO B→Zの演奏
に感動し、平岡先生の福音メッセージをストレー
トに心に受け取る姿を見て、私自身が神さまか
ら多くの励ましをいただきました。主は、期待に
応えてくださるお方です。現在も新型コロナウィ

ルスの影響は取り除かれていませんが、終息後、
日本に大リバイバルが起こると確信し祈ってい
ます。すべての栄光を主におかえしいたします。

◉徳島神召キリスト教会牧師 井桁正巳

四国地区レポート◉3月10日［火］─15日［日］ 中国地区レポート◉3月31日［火］─4月2日［木］
　皆様のお祈りの中、中国地方に伺う事ができ
ました。元々6日間の予定でしたがこのコロナ
ウィルスの感染拡大の影響で半分の3日間に岡
山県のみでの開催となりました。それぞれの会
場で感染対策をして下さり無事集会を開催する
事が出来ました。特に二日目の岡山での集会は
多くの方々が集ってくださいましたが、みなさん
が御言葉に飢え乾いておられる様子を感じまし
た。また音楽ゲストの中村匡さんの演奏に感動
し、平岡先生からは伝道者の書の12章1節と13
節からどのような状況になったとしても神を知り、
神を恐れ、神の命令を守るというすばらしいメッ
セージが皆様の心に届けられ、すばらしい集会
となりました。もちろんこの状況ですのでノンク
リスチャンを教会に来てくれるよう誘う事には困

難があるかもしれません。しかしながら「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。」と御言葉にもあるとおり、私達
リバイバルミッションのチームは飽くなき情熱を
持って伝道活動を行っていく決意を再確認させ
られたツアーとなりました。
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◉会計報告2020年2月度
収　入 支　出

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

霊的戦い部門指定・集会献金

ざわめき指定・集会献金

賛美教育指定献金

受取利息

収入合計

-3,404,634

2,313,663

25,292

758,358

118,800

222,745

464,500

11,100

3

3,914,461

事務運営管理費

一般旅費交通費

通信費

印刷費

国内宣教諸経費

集会諸経費

霊的戦い諸経費

ざわめき諸経費

世界宣教経費

神学校借入返済

支出合計

次月ミッション繰越金

804,201

18,215

639,969

402,292

1,004,022

104,739

313,638

542,136

99,427

354,384

4,283,023

-3,773,196

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により
緊急事態宣言が発令され、
さらに日本の状態は混沌と
しています。リバイバルミッ
ションの働きの中心である
福音宣教も集まる形での集
会が困難になり、多くの伝道
集会が開催できない状態に
なっています。しかし一日も
早い終息を願うと同時に、
今この時にこそ、主への回
復リバイバルが必要である
と思わされています。ただリ
バイバルミッションの財政
はさらに逼迫し困難を極め
ています。皆様も大変な中
にあるかとは思いますが、
主に期待し、逆境の中にあっ
ても前進していくことが出
来るようにお祈りくださると
共にご支援をよろしくお願
いします。

Schedule20205May             リバイバルミッションスケジュール
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◉チェンネル登録よろしくね！
https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live

参
加
は
、

集
会
へ
の

コンピューターで
アクセスして下さいね！

14:00
ZWS東京
（予定）

5月14日［木］朝10時～11時30分
◉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

10:00
Pray for Revival

◀─────            　　霊的戦い専門課程  ─────────────▶

◀ ────────────            　　ZCL北海道（延期）  ───────────

◀ ────────────            　　Zawameki Hawaii（予定） ────────

◀ ────  RM2020伝道集会＠甲信越地区  5月15日（金）～24日（日） ──

◀ ──────────────── 　　　　　　リバプレ50 5月3日（日）～5日（火） ────────────▶

◀────            　　霊的戦い専門課程  ─────────────▶

フリー　
ダイヤル80120-291-372
〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220
Eoffice@j-revival.com
URL: http://www.j-revival.com

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！

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！
◎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6月号のニュースは5月17日（日）発行予定です。

三菱UFJ銀行／名古屋営業部 普通 2569313
ゆうちょ銀行／振替口座 00860-0-33814

ZCL北海道（延期） ────────▶

 ─────────── ─────────── ─────────── ───────────── ────　　　　　　　　　RM2020伝道集会＠甲信越地区 5月15日（金）～24日（日）  ───── ───────────────── ────────────────── ──────▶

 ─────────── ──────                 Zawameki Hawaii（予定）  ───── ──────────── ─────────  ─── ─── ─── ────── ─────────── ─── ─────── ──────▶

RM2020伝道集会 ───────▶

リバイバルプレイズ50

in大阪

霊的戦い
セミナー

目から“うろこ”の
霊的戦いセミナー
in大阪

今こそ、祈り叫び求めよう！
この国の癒し。世界の癒し。
youtubeライブ配信にて、ネットで繋ぎ共に賛美し、
メッセージを聞き、一緒に祈る時間です。
心を合わせてコロナウイルス収束のために祈りましょう！！

・・・・・・・・・・・・

献
金

送
付
先

予定しておりました
◉6月13日「ビジネスセミナー東京」
　講師：岡本信弘師
◉6月25日「みことば塾」
　講師：山﨑ランサム和彦師
　のセミナーはコロナウイルス対策により
　延期とさせて頂きます。

講師／滝元順、鈴木陽介、他

講師／滝元順、鈴木陽介、他

有料にて動画配信致します。
※詳細はお問い合わせ下さい。

有料にて動画配信致します。
※詳細はお問い合わせ下さい。

YOUTUBEライブにて配信します。
共にお祈りしましょう！

コロナウイルス対策により開催を
延期致します。

コロナウイルス対策により
開催を中止させて頂きます。

コロナウイルス対策により
開催を延期させて頂きます。

コロナウイルス対策により開催を延期させて頂きます。

ニュース誌
発行日


