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　今私たちの国及び世界は新型コロナウ
イルスで大変な試みを受け、非常な苦悩
の中に陥っている現状であります。私たち
クリスチャンは、こんな時どのように受け止
め、対応して行ったら良いのでしょうか？
　私たちが人間的方策を考えても限界
があります。ただ主を仰ぎ、主のみ前にひ
れ伏すのみです。個人的な事を言って大
変恐縮ですが私は早や86才の年を迎え、
自分の命もあと、どれだけあるのかと思って
います。しかし今私の心に浮かんでいるの
は、旧約聖書に出てくるヨシャパテ王の記
事です。（Ⅱ歴代誌20章）ユダの国に突
然、連合軍が攻め寄せて来た時、ヨシャ
パテ王は主のみ前に出て祈り言った事が

『このおびただしい大軍に当たる力は、私
たちにはありません。私たちとしては、どう
すればよいかわかりません。ただ、あなた
に私たちの目を注ぐのみです。』これに対
して主は応えられ『…この戦いはあなた
がたの戦いではなく、神の戦いであるか
ら。』
　その後具体的な指示が与えられ、それ

を実行しました。賛美する者達が選ばれ、
戦いの最前線に置かれ、『主に感謝せよ。
その恵みはとこしえまで』
　やがて目を見張るような、主の勝利が与
えられたのでした。祈りと賛美の中に、全
能の生ける神さまに目を注ぎ、このお方を
信じる信仰をもって、前進して行くこと、この
事を主はお喜びになるのではないでしょう
か。かつて私は若き日、開拓伝道が始まっ
てまもなくのある時、言いようもない絶望感
に陥った時がありました。
　その時なんと「神を信ぜよ」という主のみ
声をはっきり聞いたのです。私はそのみ声
を聞いた時、当時小さな4軒長屋の1軒
で伝道していたのですが、すぐに立ち上
がり、その聖日の朝『神を信ぜよ』というメッ
セージを、喜びを持って語ることができまし
た。その日から今日まで56年が経ちました。
数年前には主任牧師も交代し、なんと昨
年は3回目の新会堂が献堂されました。主
の御名はほむべきかな!
　年老いた私が偉そうなことは言えません
が、こんな時だからこそ「神を信じて」ともに

前進してまいりたいと願うのです。私たちは
お互い、日本のリバイバルと世界宣教を目
指しているのですから…。
　敵はしばしば喜びの代わりに悲しみを、
望みの代わりに失望を、そして恐れと不安
を入れようとすきを狙っています。しかしその
手に乗ってはならない。主と主のみことばに
顔を向け、歩み出してまいりましょう。
　どうか聖霊なるお方によって、屈すること
なく、十字架に死んで、よみがえり、死と悪
魔に勝利をして下さった主を仰ぎ、信じて
いよいよ福音の為に前進して行きたいと願
います。

主は生きておられるお方ですから。

神を信ぜよ

活けるキリスト一麦西宮教会
初代牧師

下條未紀子
Makiko Shimojo



8／14fri
9:30──21:00

〒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

│CD定価│ 
2,000円+税
Zawameki 2020

Zawameki13好評発売中！
◉発売元：（株）プレイズ◉各種音楽配信サイトより

Oh!Jesus is Wonderful !

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！

あなたもご一緒に、日本と世界に賛美を響かせましょう！

Zawameki Worship Shout

ライブ配信中！
─────────────────
毎月第１土曜日夜8時より開催中！

─────────────────
https://www.youtube.com/c/ZawamekiWorshipShout

　　　　 ↑以上のURLよりご参加いただけます。

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

Zawameki M.V. 
YouTubeにて配信中！

Zawameki13の中から「Oh!Jesus is Wonderful!」
と「主の回復の時が」のミュージックビデオがYouTubeに
て配信中です。

ぜひ、
ご覧く
ださい。
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　前回まで、「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）について考えてきました。それ
が問題なのは、そのような福音理解は個人
主義的なものであり、歴史から遊離したもの
だからです。聖書が語る福音とは、歴史を
通して展開する神の大いなる物語（ドラマ）
に基づいて語られる「良い知らせ（ニュー
ス）」なのです。
　それでは、聖書が語るほんとうの「福音」
の中身は何か、ということについて、これから
考えていきましょう。その際、主イエス・キリス
トの福音理解から始めるのが最善でしょう。
今回は主イエスがどのような「福音」を語ら
れたのか、見ていきたいと思います。

「ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤ
に行き、神の福音を宣べ伝えて言われた。 

『時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて
福音を信じなさい。』」（マルコ1章14─15節）
　この箇所は主イエスが公の宣教活動を
始められた時、ガリラヤで語られたメッセー

そして、群衆は、イエスの前を行く者も、あ
とに従う者も、こう言って叫んでいた。「ダ
ビデの子にホサナ。祝福あれ。主のみ名
によって来られる方に。ホサナ。いと高き
所に。」マタイ21章9節
　イエスさまがロバの子に乗ってエルサレ
ムに入城された時、イエスさまの前を行く者
も、あとに従う者も「ダビデの子にホサナ!」
と賛美して通られる道を備えました。私たち
は今、イエスさまが再びこの地に来られる大
切な時代に生かされています。私たちも賛
美をもって主の帰られる道を備えなければ
なりません。世界はサタンの手に陥り、どこも
かしこも人間の罪によって汚されてしまいまし
た。イエスさまをお迎えするにはほど遠い姿
となっています。イエスさまが十字架を目前
にされ、ご栄光をあらわされる前に”宮をきよ
める”という働きをされました。祈りの家である
べきところが強盗の巣となっていたからです。
今の時代の主の宮は私たちの心です。イ
エスさまをお迎えするために、まずは私たち
の内側を賛美で満たしましょう。強盗の巣
は賛美によってきよめられました。私たちか

ジの要約です。ここで、主が宣べ伝えたの
は「神の福音（エウアンゲリオン＝良い知ら
せ）」であった、と福音書記者のマルコは言
います。そしてその「福音」の内容は15節で
具体的に説明されています。それは「時が
満ち、神の国が近づいた」ということです。
　「神の国」とは、わかりやすく言うと、「神の

王としての支配」ということです。イスラエル
の神はすべてを支配する偉大な王です。そ
の支配は天においては完全に表されてい
ますが、地上にはまだ完全には及んでいま
せん。だから現在地上では神の御心に反
する悪がはびこっています。けれども、神はこ
の状態をいつまでも放置しておかれる方で
はありません。やがて必ずこの歴史に介入
して、すべての悪を滅ぼし、その聖なる支配
を地上にも及ぼしてくださる、というのです。こ
れが「神の国が近づいた」ことの意味です。
　もう一つのポイントは「時が満ちた」という
表現です。主イエスが宣べ伝えた「福音」
は歴史と無関係な抽象的真理ではなく、
具体的な歴史の中で起こる、特定の「出
来事」についてのものでした。「神の国」は
歴史の中のある時点で「近づいてくる」もの
なのです。そしてそれは、イエス・キリストが人
としてこの地上に来られた時に起こりました。
　このように、イエス・キリストの福音理解は、
「神の国の福音」だったのです。
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ら賛美が溢れ流れる時、それぞれ住んで
おられる街が変えられはじめます。ローマ書
8章には被造物はともにうめき苦しんでいると
書かれています。街のうめきを賛美をもって
解き放ちましょう。そして、全被造物と共に日
本、アジア、そして世界に賛美を満たしイエ
スさまの帰られる道を備えましょう。
　さあ、主を喜びたたえ、喜び踊って、イエ
スさまをお迎えいたしましょう。

高くあげよ喜びの歌
Lift up Your Joyful Song on High

高くあげよ　喜びの歌
救い主　主イエスに向かい
喜び踊れ　主イエスに叫べ
世界の王　主イエスに
ホザナ！　この街に
主イエスを　喜び迎え
ホザナ！　世界に　アジアに　この国に
主イエスを迎え　喜びたたえる
［Zawameki13収録曲］

Zawameki 滝元開

高くあげよ喜びの歌

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

リバイバルミッション2020伝道集会開催に関するお知らせ
リバイバルミッション2020伝道集会の働きは、4月まで各教会において開催させて頂き、その後コロナウイルス拡大に伴い自粛させて頂いておりました。昨今
のコロナウイルス感染状況を考慮する中で、年内のリバイバルミッション2020の教会開催及び秋に開催される予定となっておりました「リバイバルミッション
2020大阪・東京」の会場開催を諦め、リモート開催に切り替える方向で検討しています。秋のリモート開催については、内容が決定次第お知らせ致します。また
現在Youtubeを利用しての「Hope&Light伝道番組」（ゲスト賛美と伝道メッセージ）を配信させて頂いておりますが、この番組を教会の伝道のためにお用い下
さいますよう宜しくお願い致します。開催をご検討頂きました諸教会及び牧師先生方には大変ご迷惑をおかけ致しますことを心よりお詫び申し上げます。一日
も早くコロナウイルスが収束し、皆さんと顔と顔を合わせ共に賛美し礼拝できる日を待ち望んでおります。 　　  ─リバイバルミッションサーバントチーム一同

夏真っ盛りの暑い夏の日、8月10日［月・祝］に新城教会を会場に
「リモートキッズキャンプ」のライブ配信が行われました。
今回のテーマソングである「高くあげよう喜びの歌」のダンスを当日前からキッズチャンネルで配信し子ども達に覚
えてもらい、PR 動画を配信して事前に子どもたちとの繋がりを持っていきました。集会全体のマスコットキャラクター
としてぬいぐるみのケロちゃんとモー君が集会の最初と最後に登場します。今回のみどころは、3回の集会を通して3
部作として作られたドラマ「いっしょに」の存在です。クリスチャン中高生が身近にあるクリスチャンの悩みをテーマ
に素晴しい内容のドラマを製作して下さいました。また全国から参加してくれる子ども達から現在子ども達の中で流
行っている動画を募集しての発表会の時が持たれましたが、みんなどれも素晴らしい動画でした。これまでにない形
でのリモートキッズキャンプには全国から1000人以上の参加者があり、とても楽しい集会となりました。

ジョイジョイタイム
朝10時から始まったジョイジョイタイムは、
浜松にあるグレイスライフチャーチと笠井
教会の中高生が中心となり、プログラムを
製作して下さいました。従来の集会の形で
はなく、テレビ番組見ているような楽しい
番組でした。ダンスを覚える時間、みことば
クイズ番組「バイブルチャレンジ」では3人
の回答者と一緒に子ども達が聖書の中か
らのクイズに答える楽しいひとときでした。
その後、特別賛美やドラマ第1回目が配信
されました。

リモートランチ
昼12時からは、ズームを使って全国のみん
なと繋がりながらリモートで一緒におにぎ
りを作って一緒に食べるという企画のもの
でしたが、全国各地のお友達の顔をみるこ
とができ、とても楽しいひとときでした。

喜びを爆発させよう！
YouTube発表会
2時からは、全国から寄せられてきた動画
を発表する時でした。チャレンジ動画、賛美、
ドラム演奏、こどもならではの楽しい作品
が沢山ありました。投稿された動画の中か
ら最優秀賞が贈られました。

ジョイジョイナイト
夜の7時からは、楽しい賛美の時間、中高
生バンドによる賛美やダンスの披露、ゲー
ムコーナー、最終回のドラマを楽しみまし
た。その後、滝元順先生からの子ども達に
向けた分かりやすいメッセージの時が持た
れ、最後はリモートで花火をみながらの賛
美で幕を下ろしました。

リモートリモート
キッズキャンプキッズキャンプ

昨年に引き続き、当初東京に集っての集会を計画しておりましたが 、新型コロナウィルスの感染者増加に
伴い、リモートでのネット配信 「 リモート de リバイバル 」という集会に変更して行う事ができました。実
際に集まることが出来ない状況ではありましたが、8月14日（金）朝から夜まで、各集会1000を超えるアク
セスがあり、共に祈り賛美し、世界と日本のリバイバルの為に祈る時を持つことができました。

リモートde
霊的戦いセミナー
賛美とDuo B→Zの主の愛が
今の特別賛美にはじまり、滝元
順先生による今、必要な霊的戦
いの視点からのメッセージが語
られました。

リモートde
リバイバルP&PH
Zawameki代表の滝元開師の
リードで賛美が導かれ、ハワイ、
韓国、香港、イスラエル、アメリカ、
タイ、ペルー、スペイン、ネパール、
インドの世界各地を結んで祈り
の時がもたれました。また日本は
瀧元望氏がナビゲートし、沖縄、
東京・皇居、熊本、富士山の各
地のとりなしの拠点とリアルタイム
で結び祈りました。

Hope & Light
スペシャル 
SumerFes.2020
安武玄晃、中村匡、井草聖二、
チェ・ヨンドゥ、Duo B→Z、上條
頌、福原タカヨシ、山川哲平、横
山大輔夫妻、MARISAの10組
の日本の様 な々シーンで活躍す
るクリスチャンアーティストによる
特別な演奏と、平岡修治先生
のバイブルトークによるまさにスペ
シャルな夜になりました。

当日見逃した方も霊的戦いセミナーのセ
ミナー本編と、Hope & Light スペシャル 
Sumer Fes.2020 はYouTube で、視聴
することが可能ですので、是非ご覧くださ
ると共にお友達にもご紹介ください。
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※次回9月号のニュースは10月20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

◉会計報告2020年6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

-2,937,416

2,138,617

0

337,700

21,600

167,600

349,270

14,000

3,028,787

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

1,425,379

26,684

500,716

304,964

537,916

0

209,237

-45,929

0

354,384

3,313,351

-3,221,980

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。

　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。
コロナの収束は、未だ見込め
ず、多くの教会も困難を強い
られています。リバイバル
ミッションも夏に予定してい
た集会もすべてリモートに
なり、また秋から少しずつで
も再開出来ればと考えてい
た教会での伝道集会もかな
り厳しい状態です。しかし皆
様の大きな犠牲と愛によっ
て支えられていることを感
謝します。リバイバルミッショ
ンの宣教を共に重荷を追っ
てくださっているアーティス
トの方々に宣教費として少し
ばかりですが支援させてい
ただきました。この厳しい状
況の中ではありますが、みこ
とばに堅く立って前進するこ
とができるよう、ご支援をよ
ろしくお願いします。
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加
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会
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パソコンにて、
チャンネル
登録してね！

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、皆さまから寄せられてくるリクエストの祈り
をお祈り致します。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。

Live
配信！

9月の集会は、9月10日［木］朝10時─11時30分

祈りはすべての力です！
あなたがたが信じて祈り求めるものな
ら、何でも与えられるからです。
マタイ21章 22節
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！

無料
コンテンツ

これまで8月のHope&Lightスペシャルを含め
10回の番組をリリースしてまいりましたが皆さ
んはすでにご覧になって下さっていますか？
Hope&Lightは音楽とメッセージをコンパクト
にまとめた番組で、新しいお友達に紹介するには
もってこいの番組です。YouTubeに掲載されて
いる番組タイトルをご覧下さり、悩んでいるお友
達や家族の方々に紹介したり、音楽好きな若い
人達にも興味をもって聞いてもらえる番組です。
今後は更にバラエティに富んだ番組を目指して
います。ぜひ伝道に用いて下さい。

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

Revival
Misson TV有料

コンテンツ

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

◉講師／瀧元望
◉受講料／5,000円
◉全3セミナー［1枠90分］

セッション❶9月4日［金］19：00─21：00
セッション❷9月5日［土］9：00─10：30
セッション❸9月5日［土］10：40─12：10

ZOOM
ライブ
配信

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　イエス・キリストが再びこの地上に
帰って来られる日を目前に、
我々クリスチャンが成すべき
「最重要使命」とは！？
目からうろこの心踊るセミナー目白押し

第9期

霊的戦い専門課程「第9期」にご期待下さい！ 専門課程はついに9年目に突入します。振り返ると過
去8年間、主は多くのテーマを与えて下さいました。9期には、どのような扉が開かれるのか、本当に
楽しみです！！ 霊的戦いは、いつまで継続すべきでしょうか？ それは「主が帰られるその日まで」です。
『それから終わりが来ます。そのとき、キリストはあらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼし、国を
父なる神にお渡しになります。コリント第Ⅰ15章24節』 ご参加を心からお待ちしています。

◉各専門課程につきましては事務局までお問い合わせください。

フリー  
ダイヤル 90120-291-372

※お申込み期限／9月2日［水］
※受講料お振込の確認後、Zoom用のＩＤとパスワードを
　送信いたします。
※各自で事前にZoomアプリをダウンロードしてください。
※ライブ配信ですので、上記日時のみの配信となります。
セミナー動画配信受講のお申込みは、
下記QRコードまたはホームページからお申込み下さい。
詳細につきましては事務局までお問い合わせください。


