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　聖書を読むと、神が人の世界を変化させる
一つの方法として、しばしば「疫病」を用いられ
ている事に気づかされます。現在、私たちは新
型コロナウイルスという世界的疫病の拡散によ
り、今までの生活様式を大きく変えることを余儀
なくされています。もっとも大きな変化は、経済中
心の世界観からの脱却です。現在世界は、経
済活動よりも、人のいのちを残すために、全力
を尽くしています。近代の世界は、経済的利
益の為なら何もかも超越し、一つになろうとして
きました。グローバル化のかけ声と共に、いくつ
もの経済共同体が生まれ、以前話題となった
TPP（環太平洋パートナーシップ）もその一つ
でした。しかしながら、新型コロナウイルスの出
現と共に、国々の様相は一変し、今や各国は、
江戸時代の日本のように鎖国状態です。国内
においても、各都道府県をまたぐ移動の自粛
が叫ばれ、県境では検温が成されるほどです。
現在、世界は、最も優先していた経済活動を
休止し、「生き残り」にかけた闘いを真剣に戦っ
ています。
　バビロニア帝国の王、ネブカデネザルは不
思議な夢を見ました。それは巨大な像の夢で、
頭が金、胸が銀、腰が青銅、両すねが鉄、そし
て、足首は、混ざり合うはずのない鉄と粘土が
混ざり合って出来ていました。すると山の中か
ら、人手によらずに切り出された小石が飛び出
して、鉄と粘土の足首を打ち、巨像は倒れて
粉々になって消え去ったというのです。その後、
足首を打った小石は、みるみる大きくなり、世界

を覆うという夢でした。そして、夢を解き明かした
のが、預言者ダニエルでした（ダニエル書2
章）。その夢は、やがて世界の覇権を握る帝国
の出現と、来たるべき神の国の実現までを預言
する、壮大な内容でした。そして、人手によらず
切り出された小石とは「イエス・キリスト」を現し
ていました。
　この夢について思いを巡らすとき、鉄と粘土
が混じり合った状態の世界とは、まるで現代の
世界を現しているかのようです。そして新型コロ
ナウイルスが、どことなく、この小石と重なるような
気がします。なぜなら、経済を中心として結び
合っていた国 を々、一瞬にして砕いたからです。
しかし、この一連の動きの中で、新型コロナウイ
ルスの出現を喜んでいる存在がいることも覚え
ます。それは、人類以外の被造物たちです。人
間の活動が制限されたことで、陸・海・空を覆っ
ていた排出ガスは激減し、スモッグに覆われて
いた世界の空は美しく澄んできています。人間
中心主義によって汚染され、うめいていた被造
物世界は息を吹き返し、回復してきている、と世
界各地でレポートされています。
　近年「福音とは何か」が問い直されています。
今まで、福音とは、人類だけに与えられた特権
であるかのように教会は理解していました。しか
し、人間中心主義のメガネを外し、神の視点
から真理に接する時、福音とは、決して人類だ
けのものではなく「被造物世界全体のもの」で
ある事がわかります。
　NTライトは著書の中で、次のように指摘して

います。「─良い知らせとは、魔法の合言葉で
窮地を脱して天国に入る少数の人間のための
ものではなく、被造物世界の全体についての知
らせであり、被造物世界全体のための良い知
らせなのです。」また、ある神学者は、主イエス
の誕生と十字架の贖いと復活の意味について、
次のように語っています。
『御子は人となられ、人々を罪からきよめ、また
悪魔の支配から解放してくださった。人間がこ
のような大きな祝福に与ったのは、その本来の
召命、「地を治める」という召命を果たすためだ。
地を治めるためには私たち人間には「からだ」
が必要なのである。死んで霊の状態になってし
まえば、その召しを果たすことができない。』
　現在人類は「死んで霊の状態にならない為
に」一致し、懸命に戦っています。新型コロナウ
イルス問題は、人間本来の使命「地を治める」
という役割に気づかされるための、私たちに対
する神からのメッセージを含んでいるように感じ
ます。最近、「BC・AC」という言葉を良く耳にし
ます。クリスチャンは、アフターコロナ（AC）の世
界に、神の国が拡大するよう、真剣に祈るべき
です。未曾有の危機のただ中で、主の声を聞
き分け、神の国の到来を真剣に待ち望むので
す。まさに今、我々人類が「この地の管理人」と
して、主のお帰りを準備しなければならない季
節が来ていると感じます。
『これらのことをあかしする方がこう言われる。「し
かり。わたしはすぐに来る。」アーメン。主イエスよ、
来てください。』ヨハネの黙示録22章20節

新型コロナ・ウイルス│人類存続をかけた戦い❷ 滝元 順
Jun Takimoto



七周目に祭司たちが角笛を吹
き鳴らしたとき、ヨシュアは民に
言った。「ときの声をあげよ。主
がこの町をあなたがたに与え
てくださったからだ。

ヨシュア記6章16節
　「Zawameki 13」すでにお
聞きいただけたでしょうか。現
在、世界中が新型コロナウイル
スと戦っています。そんな只中で
リリースされたのこのアルバム
には、主が私たちに託しておら
れる大切な役割と使命があるよ
うに感じます。今回のアルバム
の1曲目は「ときの声をあげよ」と

　私たちの目の前にある現実
は不安定です。それが財政的
なものであれ、個人的なもので
あれ、あるいは情緒的なもので
あれ、何らかの犠牲を払うことな
く今回の新型コロナ禍を乗り越
えてきた人はほとんど一人もい
ません。この疫病が終わった後
の未来が正確にどのようなもの
になるのかは誰にもわかりませ
ん。そして私は単なる一個人で
あり、現在非常に多くの人たち

なっています。難攻不落なエリ
コの城壁は、ときの声とともに消
え去りました。ときの声を響かせ
ることによる主の勝利が訪れるこ
とを目指して歌う必要があります。
さらに、この曲の中では「宇宙の
果てまで響かせよ」と歌っていま
す。星 の々間に巣を設けたサタ
ンを引きずりおろすよう（オバデ
ヤ書4節）にと歌っています。この
終わりの時代の戦いは、賛美の
中の力を解き放ち歌い続けて行
くときに、主のご栄光が全世界
に満ちると信じています。

Zawameki 滝元開

によって経験されている喪失感
の深さを理解することはできませ
んが、ある一つのことを確かに
知っています。それは愛には力
があるということです。1日の終わ
りに、私たちはお互い同士を気
にかけるためにここにいます。そ
してそれは今というときにこそ最も
当てはまります。私たちは今の
状態を切り抜けていきます。そし
て大事なのは、みんなで一緒に
これを行っていくということです。

1 2

　前回は、「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。」という、福音
派諸教会によく見られる福音理解は、聖書
が語る本当の福音を矮小化したものだ、と
述べました。誤解のないように繰り返しますと、
イエス・キリストの十字架による罪の赦しと
永遠のいのちは確かに聖書が語っている
メッセージです。けれども、それは聖書が語る
「福音」の全体像ではありません。
　このような「矮小化された福音理解」のど
こが問題なのでしょうか？ 第一に、それは聖
書のメッセージを、個人の魂の救いという、
非常に狭い視野でしか捉えていない点で
す。私たちの罪が赦されて永遠のいのちを
いただくことができるのは、たしかに素晴らし
い恵みですし、その当人にとっては「良い知
らせ」かもしれません。けれども、聖書が伝
えている「福音」とは、それよりもはるかに大き
な広がりを持ったものなのです。

N・T・ライト（『シンプリー・グッドニュース』）
によると、「イエス・キリストを信じれば救われ
る」あるいは「人生の意味や目的が与えら
れる」等々のメッセージは、「アドバイス」で
はあっても「福音」ではありません。
　アドバイスも、それが良いものであるなら
ば、たしかに人々の人生に対して肯定的

な影響を与えることができるでしょう。けれど
も、人はアドバイスを受け入れるかどうか吟
味したり、試してみたりすることができ、その
結果自分に合わないと思えば拒否すること
もできます。けれども、それは「福音」ではあり
ません。「福音」とは良い知らせ、つまり良い
「ニュース」なのです。
　「ニュース」とは、歴史の中で実際に起
こったある出来事についての、公の告知で
す。その出来事の結果、世界が変わりまし
た。それは人々が受け入れようが受け入れ
まいが変わることのない事実なのです。
　主イエスが宣べ伝えられた「福音」とは、
まさにこのような「ニュース」でした。公生涯
を開始された時、主イエスは次のように「神
の福音」を宣べ伝えられました─「時が満
ち、神の国が近づいた」（マルコ1章15節）。
主は、神の国が近づいた、という歴史的事
実について、人 に々告知されました。それは
「天国に行くことができるためのアドバイス」
ではなかったのです。
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〒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://zawameki.com
Zawameki指定支援献金口座
郵便振替 : 加入者名 Zawameki
口座番号 : 00880-9-56347

◉発売元：（株）プレイズ
◉各種音楽配信サイトより
AppleMusic／music.jp／mora（DL）
music.jp（DL）／Amazon Prime Music（SS）／他各種

│CD定価│ 
2,000円+税
Zawameki 2020

待望のZawameki13が
ついにリリース！

Zawameki
ホームページリフレッシュ！　
随時更新中！スケジュール、同刻プレイズのチェック
はこちらからZawamekiメルマガ配信中！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。

離れていても一緒に賛美!
Zawameki Worship Shout

ライブ配信中！
─────────────────
毎週土曜日夜8時～9時

─────────────────
ZawamekiのホームページよりZ.W.S.

ライブ配信チャンネ
ルにお入りいただけ
ます。ご覧の際はチャ
ンネル登録をお願
いいたします。

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

ときの声を
あげよ

Sheila E 
より愛をこめて
シーラ・E
米・カリフォルニア州オークランド出身のパーカッション
奏者／歌手／プロデューサー。ベイエリア・ラテンの
重鎮、ピート・エスコヴェードを父に持ち、名門パーカッ
ション一家のなかで育つ。父のグループをはじめ、プリ
ンスやハービー・ハンコックのバンドなどでも活動。84
年にプリンス制作によるソロ・デビュー・アルバム『グラ
マラス・ライフ』が大ヒット。USAフォー・アフリカ「ウィ・
アー・ザ・ワールド」にも参加。以降、情熱的でエネルギ
ッシュな演奏で魅了。2013年には欧州で『アイコン』
を発表。2017年にカヴァー作『アイコニック：メッセー
ジ4・アメリカ』をリリース。

Revival Mission

TV
チャンネル名称リバイバルミッションTV始まります！

◉チャンネルアドレス
https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live
◉チャンネル登録をして下さると配信された時にお知らせが入ります！

ネット配信で福音を宣べ伝えよう！
リバイバルミッション2020は現在コロナウイルス渦において地方教会での巡回集会を自粛させて
頂いております。しかしながら、今もこの瞬間にもイエス・キリストさまの福音を知らずに亡くなられる方
がいます。私たちリバイバルミッションではどんなに困難な時代にあっても福音を伝え続けなけれ
ばならない使命があります。そこでYoutube配信を通して普段各地の教会で行っているリバイバル
ミッションの集会の縮小版（約30分番組）を無料配信し、伝道に役立てて頂きたいと考えておりま
す。ぜひともリバイバルミッション2020ゴスペル＆メッセージチャンネルをご利用下さい。

5月15日［金］〜
◉メッセージタイトル
「心を騒がしてはなりません」
◉メッセージ／平岡修治師
◉ゲスト／井草聖二
ソロギターの日本第一人者

5月22日［金］〜
◉メッセージタイトル
「あなたは高価で尊い！」
◉メッセージ／平岡修治師
◉ゲスト／安武玄晃
ポップなサックスのサウンドお届けします！

5月29日［金］〜
◉メッセージタイトル
「最も大切なことお知らせします！」
◉メッセージ／平岡修治師
◉ゲスト／チェ・ヨンドゥ
心癒す韓流シンガーの歌声

Facebook、インスタ、
ツイッター、Lineに
ご登録ください！
◉随時励ましメッセージや音楽の動画配信や
リバイバルミッションの配信のお知らせや集
会案内などホットな情報を皆さんにお届け致
します。
◉今後、この他にも過去に行われた全日本リ
バイバル甲子園ミッション、東京リバイバル
ミッション等の懐かしい、滝元明師、田中政男
師らのメッセージも編集してお届けしたいと
考えております。ご期待下さい。

無料
コンテンツ

霊的戦い
セミナー

目から“うろこ”の

VOL.1［入門編］

「霊的戦いとは？」「霊的戦いで
何が変わるの？」そんな疑問を
お持ちの皆さまにお届けする
90分×3講義のセミナーです。

敵に奪われている「経済」の領
域を勝ち取ろう！！

毎月行われている霊的専門課
程の学びをご自宅で受講できる
ようになりました。

「カフェってどうやって開業できる
の？」「教会での介護施設運営ノウ
ハウって？」教会連携型事業のア
レコレにお答えするセミナーです。

「聖書って何？」「旧約聖書って？」
「新約聖書って？」聖書のいろ
はを分かりやすく平岡修治先生
が教えて下さいます。

◉講師／滝元順師、鈴木陽介
◉受講料／5,000円
◉3セミナー［1枠90分］
▶視聴期間
5月15日─6月14日

◉講師／鈴木陽介
　　　　新城教会スタッフ

◉受講料／5,000円
◉3セミナー［1枠90分］
▶申し込み受付受講料・納入期間
5月18日─31日
▶視聴期間
6月1日─6月10日

◉講師／岡本信弘師
◉受講料／5,000円
◉3セミナー［1枠90分］
▶視聴期間
6月8日─7月7日

◉講師／平岡修治師
◉受講料／5,000円
◉3セミナー［1枠90分］
▶視聴期間
6月16日─7月15日

◉講師／滝元順、瀧元望
　　　　 鈴木陽介、他
◉受講料／8,000円
◉6セミナー［1枠90分］

▶申し込み受付受講料・納入期間
5月18日─31日
▶視聴期間
6月1日─6月10日

第8期

5月度 ビジネス
セミナー

献身の「新しいカタチ」
ビジネスを通して主に仕える
●教●会●連●携●型 何から

始める！？

若者からシニア世代も
みんなで学ぼう！
平岡修治
聖書セミナー

Pray for revival@Live配信
6月11日［木］朝10時開始！
約2年、毎月第二週目の朝10時～ネット配信Live
を通して、皆さまのお茶の間とリバイバルミッショ
ンを繋ぎ、賛美し、メッセージを聞き、共に祈る集
会が続けられて来ました。毎回特別な賛美ゲスト
が登場し、またいろんな牧師先生からの聖書の
みことばを聞き、また皆さまから寄せられる祈り
の課題や時期に必要な祈りの課題を皆さんと一
緒に祈る集会です。今後は、Pray for revival特別
番組として、様々な先生方からのクリスチャン向
けのメッセージと祈りを主体とする番組を製作し、
配信も検討しています。ご期待下さい！

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！ ◉アクセスはこちら

https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live

有料
コンテンツ

Stay Homeで学ぼう！ビデオ配信受講開始！
コロナ渦で家にいることが多いこの時期、この時こそ神さまのみことばをより深く学びをしませんか？

セミナー動画
配信受講の
お申し込みは
QRコードで

▶ご不明な点は事務局までお問い合わせ下さい。

80120-291-372
※スマートフォン、PC、タブレット
でご視聴頂けます。DVD等の販
売はありません。

視聴できます 視聴できます 視聴できます

経済と
霊的戦い

今までなかった
こんな視点！
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東京（予定）
中止の場合は
YOUTUBE
ライブ配信
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10:00
Pray for Revival

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

─────────────────▶

◀─────　　　　　　　　　RM2020伝道集会＠中部地区──

◀─────　　　　　　戦略的とりなしと調査専門課程────▶────────────────────────            　　Zawameki Hawaii ──────── ───────── ───────────────────── ───────────────────── ──────────────▶

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
─────────────────
※次回7月号のニュースは6月21日（日）発行予定です。

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！

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

◉献金送付先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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

有料にて動画配信致します。

有料にて動画配信致します。
YOUTUBE
ライブにて配信。

YOUTUBEライブにて配信。

YOUTUBEライブにて配信。
ざわめきハワイツアーは
中止となりました。

ニュース誌
発行日

◉支援献金のお願い 
　新型コロナウィルスの闇は世界全体を
日に日に覆いつつあります。その影響は航
空、ホテル、外食産業などありとあらゆる
業種に及び、日本の車メーカーでさえ海
外の生産を停止したりしています。恐ろし
いのは回復の見通しが全く立っていない
ことです。明日が見えない中、失業率、家
庭崩壊、自殺率は高まっていくだろうと専
門家は語ります。リバイバルミッションは今
こそ、苦しんでいる教会、貧しい人々、行き
詰っている人々、片隅に追いやられて危
険にさらされている人 に々仕えていきたい
と考えています。今まで蓄積されたノウハ
ウを生かし、インターネットやSNSなどを利
用した福音宣教、聖書の学び、霊的戦
いなどのセミナー、地域や国を越えた祈り
会などあらゆる方法、手段で主の愛を届
け続けたいと思っています。
　教会の働きにも大きな暗い影を落とし
つつあります。恵みを受ける礼拝が感染
源の場になってしまう恐れから、その機能

は止まっています。とりわけ経済的な問題
が教会に与える打撃は想像を絶します。
教会の経済は半年後、死活問題の苦
難が待ち受けていると言う人もいます。苦
しみと悲しみの知らせばかりが目につく毎
日です。だからこそキリスト者には献身的な
愛と信仰による連帯が要求されていると
思います。「地の塩、世の光」として証して
いくべき大きなチャンスです。私たちは家
で祈ることができます。神様に感謝をささ
げることもできます。癒しを求めて祈ることも
できます。命がけで戦っている医療従事
者のために主の助けを祈ることができます。
その祈りは国境をも越えます。 
　リバイバルミッションがこの戦いの中で
勝利し、福音宣教が前進することができる
ようにご支援のご協力を伏してお願い申
し上げます。皆様のご協力と祈りが崩壊
寸前の教会、同胞を助け、勝利をもたら
すと信じます。

　神様の祝福を祈りつつ主にありて。

会計報告2020年3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

収入合計

Zawameki13CD制作献金

Zawameki13CD制作献金累計
Zawameki13CD制作献金残

-3,773,196

2,197,902

5,500

1,833,723

9,700

336,925

283,425

12,600

4,679,775

3,000

3,164,774

404,774

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

1,218,302

19,268

496,331

522,957

941,637

6,260

217,038

630,304

5,314

354,384

4,411,795

-3,504,216

延期となります。

◀─────　　　　　　　　　RM2020伝道集会＠北陸地区──

延期となります。

───────────────────────────────────　　　　　　　　　RM2020伝道集会＠中部地区────────────────────────────────────────────────────────

延期となります。

ビジネス
セミナー

献身の「新しいカタチ」
ビジネスを通して主に仕える
●教●会●連●携●型 何から

始める！？教会連携型
ビジネスセミナー

in
東京

聖書の読み方指南
分かる！深まる！

みことば塾

コロナ対策のために
延期となりました

コロナ対策のために
延期となりました

ZCL
村上福音キリスト教会

コロナ対策のために中止となりました

新たなコンテンツとしてFacebook、Instagram、Twitter、YouTube
もはじめました。それぞれの特徴を活かした投稿をしていきたいと考えています。

祈れば変わる、
この国の未来！

戦略的
とりなしと
調査専門課程


