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　誰もが早く日常生活に戻りたい、礼拝を
今までどうり守りたい、主に向かって思い切
り賛美をしたいと多くのキリスト者が願って
いると思います。新型コロナウィルスの感染
拡大を防ぐため、私たちはソーシャルディ
スタンス（社会的距離戦略）に協力してき
ました。しかし、集団免疫や、ワクチン、決
定的な治療薬ができるまで、まだまだこの
パンデミック（世界的流行）との長い戦い
は続きそうです。
　それまでどれくらいの時間がかかり、どの
程度の厳格な社会的制約が必要なのか
誰にもわかりません。いつになったら今の
閉ざされたような生活が終焉を迎えるのか
まったく予想がつきません。第二波、第三
波の不安もあります。
　この状況下で多くの教会は､苦渋の選
択の中、オンラインでの礼拝や集会を続
けています。礼拝を数回に分けたり、時間
を短縮したりして行っている教会もあります。
しかし、この状況が長引けば教会の教勢
は大きな痛手を被ります。新会堂建設など
でローンを抱えている教会は大きな打撃を
受け、存続さえ危ぶまれていきます。阪神
淡路大震災や東日本大震災のときは地
域が限定的された災害でしたが､今回は

すべての教会にこの苦難の波が押し寄せ
てきています。
　さらに「伝道」「宣教」という観点から考
えると、きわめて深刻です。未信者を教会
に誘うことが極めて難しくなってきています。
ソーシャルディスタンスを保てない場所に
足を運ぶことを多くの人は躊躇するからで
す。今後、しばらくの間は多くの人が集まる
超教派での大集会や大規模伝道会は持
つことが難しくなると思います。そのことを考
えていくとリバイバルミッションは今までのよ
うな宣教方針を変えていく必要があると思
います。
　新型コロナウィルスで影響を受けている
職種の一つに飲食業があります。自粛要
請を受けレストランや食堂は大打撃を被っ
ています。その中で生き残りをかけてデリバ
リーやテイクアウトなどの方法で戦っていま
す。言わば方針転換をして戦っています。
今後もリバイバルミッションは日本の教会に
仕え、宣教の助けになりたいと思っています。
しかし､これまでのような働きからの方針転
換を迫られています。もちろんオンラインで
のメッセージも続けてお届けしていきます。
　新型コロナウィルスの影響は地域によっ
て格差があります。今までどおりの集会を

持つことのできる地域もあると思いますが、
困難な地域もあります。これからは地域性
などを加味したきめ細かな宣教が必要に
なってくるでしょう。窓のない会堂では､空
気清浄機の活用などの工夫と対応が迫
られるでしょう。スモールグループや家庭
集会規模の集会にも質の高い音楽とメッ
セージをお届けする「福音デリバリー」のよ
うなプログラムにも挑戦していくべきでしょう。
さらに三密を配慮した上での個人伝道は
さらに重要になっていくでしょう。
　多くの人が死の現実を突きつけられ、心
の糧に飢え乾いている今、その人たちに
「活けるパン」と「活ける水」を何とかして
届けていきたいと願っています。今まで以上
に「宣教」の必要性を実感しています。今
こそ、祈りを結集するときです。
「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。忍耐の限

りを尽くし、絶えず
教えながら、責め､
戒め、また勧めなさ
い。」Ⅱテモテ4：2

コロナ終息後の宣教

平岡修治
Shuji Hiraoka



あなたの子孫は地のちりのように多くなり、あ
なたは、西、東、北、南へと広がり、地上のす
べての民族は、あなたとあなたの子孫によっ
て祝福される。見よ。わたしはあなたとともに
あり、あなたがどこへ行っても、あなたを守り、
あなたをこの地に連れ戻そう。わたしは、あな
たに約束したことを成し遂げるまで、決してあ
なたを捨てない。 ［創世記28章14、15節］
　世界中のコロナの蔓延は止まる
ところを知らず、アフリカへ、中南米
へと衰えを見せません。それに続き
アメリカに起った黒人差別抗議デ
モ、そして暴動。破壊の連鎖は続い
ています。コロナの出現は社会の
動きと流れを突如として変えました。
今後、終わりの時代へ加速度をあ
げ、もっと信じられない時代から時代
へと突入して行くのかもしれません。
Zawamekiにおいては、コロナととも
にライブ配信が始まりました。個人
的にはまったく得意分野でなく、どち
らかと言えば近寄る事さえしなかっ
たインターネットを介して皆さんと
ともに主に賛美をおささげすること
になるとは。皆さんの顔が見えませ
んし、当然その場の空気を読む事も
できません。当初は大変な疲労が伴

いました。でも、ただハッキリわかる
のは、そこに主がおられる事と、不思
議に参加されている方々の心の熱さ
が伝わって来るのを感じ、結果、励ま
しを頂き、好き嫌いは別として、今後
もこの分野は避けられないのかもし
れません。私たちの信仰の父アブラ
ハムは、行き先も知らず、主の示され
る地へ出て行きました。目の前に広
がる大地は荒野でしたが、主のご臨
在を仰ぎつつ進み続けたのです。私
たちも今、これからどうなるのか、ど
こに行くのか、誰も通ったことのない
道を進み始めています。主は真実な
お方です。西へ東へ北へ南へと、主
が約束のリバイバルへと導き続けて
くださいます。そんなことを思うと何
だか心がワクワクして来ます。主は
素晴らしいお方です！ さあ、ご一緒に
主がお示されるリバイバルへの道を
まっすぐに歩み続けてまいりましょう。
ハレルヤ！

西へ東へ│To the East, To the West

主のみこころが何であるかを
私に教えてください
あなたと同じ思いの中で
毎日を歩みたいから
主の示される場所がたとえ
どんな場所であったとしても
迷うことなく恐れずに
歩み続けて行きたいから
西へ東へ北へ南へ
あなたの示される場所へと
迷うことなくまっすぐに
歩み続けて行きたいから
西へ東へ北へ南へ
あなたの示される場所へと
迷うことなくまっすぐに
歩み続けて行きたいから
［Zawameki 13収録］

Zawameki 滝元開
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西へ東へ
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　これまで、「矮小化された福音理解」（イ
エス・キリストを信じれば罪が赦されて天国
に行ける）の問題点について考えてきました。
前回述べたのは、聖書の福音（良い知ら
せ）とは、「この私がどうすれば救われるか」
に関する個人主義的な「アドバイス」ではな
く、歴史の中で実際に起こった出来事に関
する公の「ニュース」なのだ、ということでした。
　「矮小化された福音理解」に決定的に
欠けているのは、歴史的な視点です。それ
が語るのは、「イエス・キリスト」という神がい
て、この神を信じれば救われる、ということで
す。救われるために必要なのは、イエスとい
うお方が自分の罪の身代わりとして死んで
くださったことを信じることだ、というわけです。
もちろん、クリスチャンは主イエスが歴史上
に実在した人物で、十字架も復活も、紀元
1世紀のユダヤで実際に起こったことだと信
じています。けれども多くの人 は々、イエス・キ
リストが2千年前に来られたできごとを、より
大きな歴史の枠組みの中に位置づけて捉

えてはいないのではないかと思います。
　そもそも、「キリスト」は主イエスの姓では
なく、「メシア（油注がれた者）」という意味
の称号です。そしてこの称号は、イスラエル
の歴史の中で初めて意味を持つものです。
「イエス・キリストを信じる」とは、「ナザレの
イエスというお方が、イスラエルのメシアで

あることを信じる」ことなのです。けれども、矮
小化された福音の視点からは、主イエスが
イスラエルのメシアであることの必然性はあ
りません。そこで、現代のクリスチャンの多く
は、主イエスが「アブラハムの子、ダビデの
子」（マタイ1章1節）であることがなぜ重要
なのか、理解できないのです。歴史上多く
の人々が、クリスチャンには新約聖書だけ
あれば良いのであって、旧約聖書は必要
ないと主張してきました。聖書を神の言葉と
信じるクリスチャンはそこまでは（少なくとも表
立っては）言いませんが、多くのクリスチャン
にとって旧約聖書は難解であり、イエス・キリ
ストが登場するまでの、長く退屈な前置きの
ようにしか感じられないのかもしれません。
　けれども、これは大きな誤解です。イエス・
キリストの福音は、旧約聖書に書かれてい
るイスラエルの長い歴史を背景にして初め
て理解できるものです。それは旧新約聖書
全体を貫く神の大いなる物語の枠組みの
中で意味を持つ「良い知らせ」なのです。
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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

Zawameki Worship Shout

今後も継続決定！ 開催日は随時
Zawamekiホームページより告知。

ライブ配信
│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、覧ください。
https://zawameki.com

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
L.A. Session 2019-2020
Musicians
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

HIRAKU TAKIMOTO : Vocals 
NORIKO TAKIMOTO : Vocals 

│CD定価│ 
2,000円+税
Zawameki 2020

日本の救いを熱く熱く祈るリモートリバイバル集会

夏だ！熱いぞ！キッズ集まれ！
今年もやるぞ!
キッズキャンプだ！

…でも今年はおうちのパソコンの前に集合だ～！

リモートキッズキャンプ！！！2020年8月10日決行！
おもしろプログラムいっぱい。

詳細は
次号で
発表

詳細は
次号で
発表

リモートdeリバイバル
2020年8月14日
祈れ！熱く。
賛美し踊れ！

有料
コンテンツ

ご自宅にいながら何度でも！
ビデオ配信受講者募集！─────────◉

❶

❷

❸

❹

◉セミナー申込み手順

セミナー動画配信
受講のお申し込み
はQRコードから、又
はホームページから
※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。
──────────────────
▶ご不明な点は事務局まで
　お問い合わせ下さい。

80120-291-372

セミナー報告
ご夫婦で初めて「霊的
戦い専門課程」を受講
された方からの学びの
感想です。
福島市
30代女性

　主の御名をほめたたえます！私たちは4
人家族で福島に在住しています。福島に
は、夫が環境省に勤めている関係で、東
日本大震災の原発事故に伴う問題解決
のために転勤で来ました。ですから今回
の学びを通し、夫は被造物の回復に関し
て自分の仕事にあらためて神様からの
召しを再確認したとのことでした。そし
て、コロナの影響でまだ行けるのか定か
ではありませんが、今年の8月にフランス
にあるOECDという国際機関に転勤で3
年間行く予定でいます。OECDでは、人の
健康と環境問題と安全という部署で働き
ます。その召しについても、今回の学び
を通し夫の中で新たにされたようで感謝
です。 私は22歳の時にキリストと出会い
救われ、母への伝道が始まりました。母は、
父の仕事の転勤ごとに新興宗教に属した

り、創価学会やものみの塔とかに関わっ
ていましたので、忍耐の限り祈りを通し激
しい霊的戦いを経て、10年後に母が信仰
告白へと導かれ救われました。その後、私
の妹が救われ、妹の夫が救われ、父が救
われました。新興宗教どっぷりで家系が
イタコという母の救いを皮切りに、短期
間で家族が救われていきました。今回の
学びを通し自分自身のことを振り返ると、
神様の憐れみにより成長させていただき、
これまで自分がやってきたことが今回学
んだ事と一致していたと確認でき、私が
漠然とやってきたことがより体系化され
てクリアにされ、本当に分かりやすかった
です。もっとよく学んでいきたいです。そ
して私も、この地上で共に戦いの一助と
なりたいです。よき学びの機会を提供し
ていただきありがとうございました。　　　

毎月行われている「霊的戦い専
門課程」、ご自宅でも受講でき
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
はをわかりやすく学べるセミ
ナーです。

◉講師／岡本信弘師
◉受講料／5,000円
◉全3セミナー［1枠90分］
▶視聴期間延長
7月31日まで

◉講師／平岡修治師
◉受講料／5,000円
◉全3セミナー［1枠90分］
▶視聴期間延長
7月31日まで

◉講師／滝元順、瀧元望
　　　　鈴木陽介、他
◉受講料／8,000円
◉全6セミナー［1枠90分］
▶申し込み受付受講料・納入期間
6月21日─7月5日
▶視聴期間
7月6日─7月20日

第8期

6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

好評につき視聴期間が延長されました！
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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8月号のニュースは7月19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

◉支援献金のお願い 
　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。緊急事態宣言は解除さ
れましたが、日本の経済はリーマン
ショック以上の困難な状況になると
いわれています。その中にあって多く
の主にあるサポートしてくださる皆
様によって支えられていることを感
謝します。直接リアルタイムでの宣教
は現時点では困難ではありますが、
出来る限りのことをさせて頂き、イン
ターネットでの様々な配信にも取り
組んでいます。まさにリバイバルへの
備えの時であると思わされています。
しかし残っている神学校の返済、印刷
費、配送費、人件費など当然ランニン
グコストは必要で、また配信等にも費
用が必要です。皆様もまだまだ大変
な中にあるかとは思いますが、この働
きが停滞することなく、なおも前進し
ていくことが出来るようにご支援をよ
ろしくお願いします。

会計報告2020年4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

-3,505,216

2,728,740

4,300

448,100

37,600

355,600

618,700

19,600

4,212,640

2,300

3,167,074

407,074

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

1,146,064

14,590

497,376

393,767

693,307

0

59,646

322,047

46,150

354,384

3,527,331

-2,819,907

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。

Revival
Misson TV無料

コンテンツ
日本に、世界に福音を宣べ伝えよう！───────────────Hope & Light［リバイバルミッション伝道番組］

参
加
は
、

集
会
へ
の

パソコンにて、チャンネル登録してね！

　5月よりスタートしましたネット配信伝道プロ
グラム「Hope&Lihght」はご覧頂けましたでしょう
か？ 毎月3回の福音伝道番組をYoutubeで配信
し、神さまを知らない多くの方々へ真理の光で
あるイエス・キリストの福音を宣べ伝えるために、
リバイバルミッションの協力アーティストらによ
るコンサートと平岡修治先生からの分かりやす
い聖書からのメッセージを収録し配信させて頂
いております。コロナ禍における自粛下、不安な
日々を過ごしておられるご親族や友人に、何と
かして福音を伝えたいと思っておられるのでは

ないでしょうか。このほどリバイバルミッション
では、「Hope&Light」Youtubeネット番組を紹介す
るハガキを作成しました。ハガキには番組の案
内と番組チャンネルの紹介（番組にすぐにアク
セス出来るQRコードもついています。）と共に、
メッセージを一言添えてお送りできるカードを
作成しました。ぜひともこの機会にカードを用い
て皆さんの大切な方々へ福音の扉を開いて行
きましょう。
※尚、Hop&Light案内カードはニュー
ス7月号に同封させて頂きましたが、
必要な方は事務局までお申し込み下
さい。

デイリーバイブルメッセージ
配信

※7月の配信は、7月10日・17日・24日を予定しております。
　毎回新しい内容でお届け致しますので、ぜひご覧下さい。

6／12［金］～
　 配信開始

Hope&Light6月・7月配信予定
※番組は配信日以降であれば、何度でも見る事ができます。

6／19［金］～
　 配信開始

6／29［金］～
　 配信開始

◉ゲスト／中村匡（ウクレレアーティスト）
◉メッセージ／平岡修治

「信じることとは？」

◉ゲスト／チェ・ヨンドゥ（韓流シンガーソングライター）
◉メッセージ／平岡修治

「天のみ国に入るには」

◉ゲスト／ニッコー・ロー（ロサンゼルス在住ゴスペルシンガー）
◉メッセージ／平岡修治

「こどものように」

　リバイバルミッションではfacebook、インスタグ
ラムにご登録頂きますと、毎日リバイバルミッショ
ンの顧問の先生方、サーバントチームの先生方か
ら皆さまへ励ましのバイブルメッセージを配信さ
せて頂いております。日替わりでみ言葉の糧を受
け取り、このコロナウィルス禍を力強く勝ち進ん
で行きましょう！

毎月第2週目の木曜日朝10時からは、
皆さまのお茶の間とリバイバルミッションセンターを繋いで、

祈る集会が持たれています。
毎回素晴らしいメッセージに励まされ、共に祈る集会です。

ぜひご参加下さい！

7月の集会は、7月9日［木］朝10時─11時30分
メッセージ／田中進師

Live            配信！

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

プレイズタイム、ゲスト賛美、リバイバルメッセージ、お祈
りタイム（祈りタイムの中では、皆さまから寄せられてくる
リクエストの祈りを皆さんでお祈り致します。お祈りのリ
クエストがある方は、revivalmission.pray@gmail.comまで
お寄せ下さい。

◉ご登録方法
facebook／リバイバルミッションを検索し、イイね！をいれて下さい。
インスタグラム／revival.missionで検索し、フォローして下さい。

D a i l y B i b l e M e s s a g e

◉チャンネルアドレス 
https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live 


