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4.29［木］
エブリディ
リバイバル聖会
◉MC／田中進師

5.3［月］
聖書クイズ
バイブルチャレンジ

5.4［火］
クリスチャン
リバイバル
チャンネル

5.5［水］
ハイブリット Hope & Light
スペシャルコンサート
&メッセージ

4.30［金］
フェローシップ
アワー
◉MC
田中咲・杉浦みき

5.1［土］
Zawameki
Worship
Shout Vol.23

5.2［日］
ドラマ
「われ土方なれど」
小さき者を用いて下さる主

初日はリバイバルを求めて熱く語り、
祈るクリスチャンのためのリバイバル聖会です。
プレイズタイム／ソングリード：石塚誠孝
ZOOM de インタビュー
リバイバル対談／田中進×池田誠司師

特別賛美／上條頌
リバイバルメッセージ
上條実
リバイバルプレイヤータイム
祈りのリード／田中進

心から主に向かって
賛美の歌声を上げよう！
◉Zawamekiチャンネル
https://www.youtube.com/c/
ZawamekiWorshipShout/live

滝元明師の半生、救いから
献身をテーマにしたドラマ。
滝元明師の書籍「われ土方なれど」から
先生が救われた時から献身を決意した
内容をドラマ化しました。

全国各地からZOOMで参加し、
聖書クイズに挑戦！
今回は、小学生対象、中高生対象、
一般信徒対象に出題の内容を変えて
聖書クイズが行われます。
出題をして下さる先生方からの
聖書の解説もして下さいます。
◉小学生部門4問／平岡新人師（出題・解説）
◉中高生部門4問／神戸輝明師（出題・解説）
◉一般信徒部門4問／有賀喜一師（出題・解説）

クリスチャンが日々 遭遇する信仰の戦い、
霊的な戦いをわかりやすく、新たな視点で
熱く、パワフルに語って下さいます。
クリスチャン必見の番組です！

◉講師／滝元順

◉音楽ゲスト／岩渕まこと・由美子夫妻
◉メッセージ／平岡修治

Live
配信

Live
配信

収録 収録

収録 収録

Live
配信

新しいお友達や家族の皆さんに紹介しましょう！
和歌山橋本バプテスト教会において行われた
集会の模様を収録し配信致します。岩渕まこと・由美子夫妻によるやわらかく、
暖かい歌声は、心を和まし、春の夜にぴったりなゴスペルフォークコンサートをお届けします。
そしてユーモアたっぷり、楽しいメッセージで平岡修治先生が
「救い」とはどういうものなのかを分かりやすくお話し下さいます。

みんなでリバイバルを求めて賛美し、
祈り、メッセージや証し、ドラマで心燃やされよう！

4月29日［木］─5月5日［水］
7日間日替わりプログラムをお届けします。

7日間連続YouTube配信集会 毎晩夜8時
配信！！

献身篇

教会賛美リードタイム
橋本バプテスト教会（関西）
グレイスライフチャーチ（中部）
シャインチャーチ（九州）
サード・プレイスワーシップ（関東）
クッキングタイム 3分で作れるゼリー
3分で簡単に出来るスイーツを皆さんも一緒に
作りましょう！ 材料は事前に揃えてみて下さい。

・グラス・スプーン
・かき氷シロップ・お湯
・ゼラチン・氷
・アイスクリーム（なくてもOK）

材料

かねり先生のゴールデンウィーク体操
就寝前のストレッチ体操を10分で一緒に身体を動かしましょう！
子どもからご年配の方まで無理なく座ってできる体操です。

あなたの礼拝堂見せて下さい。
あなたの教会の礼拝堂を全国のみなさんに紹介するコーナーです。

募集！！ 各教会の礼拝堂の写真数枚や
動画（1分間）募集！！
※締め切りは4／30までにお送り下さい。

若手牧師によるスペシャルZOOM座談会　
◉テーマ│パンデミックと教会
ナビゲーター／平岡新人師（リバイバルミッションサーバントチーム）
パネリスト
梅谷望師・太田良輔師（加古川バプテスト教会）　  

小山健師（岐阜純福音教会）
神戸博央師（一麦西宮教会）

田中進師（リバイバルミッションサーバントチーム）
他

Christian
Revival
Channel

※3日目のZawameki Worship Shout以外は全て、見逃し配信として後日Youtubeにて見ることができます。



Q質問 東日本大震災が起きて10年がた
ちました。阪神淡路大震災のときもそう

でしたが、犠牲者の中には多くのクリスチャンも
含まれていました。神様はなぜ守って下さらな
かったのでしょうか。

A答え たいへん重要で難しい問題で
す。私はこの短いコラムの中で皆さん

に納得していただけるような説明をすること
にむずかしさを感じています。確かに、震災
では多くの方々が犠牲になりました、その中
には小さなお子さんもいましたし、ご指摘の
ようにクリスチャンも含まれていました。あの
日、私の目に入ってきたテレビからの映像は
まるで広島や長崎の原爆投下後のような
悲惨な光景でした。ご遺族の方々の涙を
通して悲しみや痛みが私の心に伝わってき
たことを昨日のことのように覚えています。
　そのような時、「神さまがいるのならなぜ」と
いうことばが心に浮かんでくるのは当然なこ
とです。人生の苦難について考えるとき、私
はヨブのことが脳裏に浮かびます。ヨブは
苦難に満ちた人生を送った人です。その
苦難はサタンの試みによるものでしたから
安易に比較することはできませんが、彼の信
仰姿勢の中にヒントが隠されているのでは
ないかと思われます。ヨブは幸せの絶頂に
あったとき、突然の苦しみに襲われます。彼

は神の前に正しい人でした。10人の子ども
にも恵まれ、多くの財産もありました。それが
一瞬にして奪われることになります。その上、
全身、悪性の皮膚病に侵されます。その姿
は友でさえヨブであることを認識できないほ
どでした。苦難の原因が何か、ヨブはいくら
考えてもわかりませんでした。その苦しみの
中で彼が言ったことばがあります。「私は裸
で母の胎から出て来た。また、裸で私はか
しこに帰ろう。主は与え、主は取られる。主
の御名はほむべきかな。」（ヨブ1：21）
　私たちは一般に「とられたこと」「奪われ
たこと」「失ったこと」に心を向けます。しか
し、ヨブは「主は与え」ということばに重きを
おいています。しかも「私は裸で母の胎か

ら出てきた」と言い「裸で帰ろう」とも語りま
す。「とられたこと」も含めて、主の御名はほ
むべきかなと告白しています。
　今から37年前、私の長男は突然の病
で天国に召されました。わずか1歳7ヶ月
の生涯でした。私にとって納得のいかない
死でした。その死は私の知性や理性をたと
え100％働かしても理解できない出来事で
した。しかし、私たち信仰者にはもう100％
の世界があります。それは神様の世界であ
り、信仰の世界です。今はほんの少ししか
理解できませんが、やがて私たちが天国に
帰ったとき、すべてが解明されます。この地
上でわからなかったことや、不合理と思え
たことも、そのとき明らかにされます。「イエス
は答えて言われた。わたしがしていることは、
今はあなたにはわからないが、あとでわかる
ようになります。」（ヨハネ13：7 ）  
　私たちのために苦難を負って下さったイ
エスさまの十字架上の叫びが心に響きま
す。「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」（わが
神、わが神、どうして私をお見捨てになった
のですか。）「父よ。わが霊を御手にゆだ
ねます。」私にはこの主のことばとヨブのこと
ばが重なって聞こえてくるような気がします。
「主は与え、主は取られる。主の御名は
ほむべきかな」 

牧師・伝道者になって48年になります。そ
の間、多くの方々から数え切れないほど多
くの質問が寄せられ、その一つ一つは私が
神様と向き合うための大きな助けとなりまし
た。今回このコラムでそれらの質問を思い
返しながら、Q&Aという形でなるべくわかり
やすく答えていければと思っています。

 ●コ ●ラ ●ムQ&A
平岡修治
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日本をとりなし祈る！ 第2弾
　3月に引き続き、日本をとりなし祈る為に、
日本の年中行事、5月、6月に焦点を当て
てとりなし祈りたいと思います。日本中に溢
れかえる偶像、神社、仏閣で行われている
祭事の数々。皆さんは普段どのように受け
止め、向き合っているでしょうか？
　私たちの住む町の中には、都会であっ
ても田舎であっても、どこを歩いても目にす
るのは、神社、仏閣、祠などがあります。神
さまはこのような偶像礼拝を忌み嫌われま
す。この国は日々 行われている偶像礼拝に
よって、地が汚され、うめいています。
　神さまにこの地を癒して頂くためには、私
たちクリスチャンの目を開いて頂き、これら
の出来事を聖霊さまのうめきを知りとりなし
祈る必要があると思います。主がこの日本
をどのような目で見ておられるのかを知り、
まずは自分自身の中から見つめ直していき
たいと思います。
　クリスチャンになる前に知らずに犯してき
た偶像礼拝や地域が犯し続けている偶
像礼拝を心から悔い改め、神さまの光に
よってこの地を照らして頂きたいと思います。

あなたは、自分のために、偶像を造ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の
下の水の中にあるものでも、どんな形をも造ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えては
ならない。あなたの神、主であるわたしは、ねたむ神、わたしを憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代
にまで及ぼし、わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。

［出エジプト記20章4～6節］

5
月

6
月

端午の節句

神田祭

夏越の祓

男の子の祭りとして鯉が滝を登って龍となるという登竜門にあやかり、
鯉のぼりを掲げ健やかに成長するように祈願する祭り

日本三大祭りのひとつとして神田明神において行われる祭り

茅や藁でつくった大きな輪をくぐり穢れを祓う

祈りの
課 題

◉日本の民が犯してきた偶像礼拝の罪を悔い改め、
神さまとこの国の民の間に立ってとりなすことができる
ように
◉偶像礼拝によって汚されてしまったこの地のうめ
きが癒され、この地が変えられ主を賛美するように
◉5月、6月に行われている偶像崇拝から日本の民
が解放されるように
◉日本の教会が守られ、主によって祝福を受けるよ
うに
◉滅び行く魂が偶像礼拝から解放され、真の神さ
まに立ち返るように
◉パンデミックの中、教会が守られ、クラスターが起
こったりすることがないように
◉みなさんの住む各々の地域の守りのために（地
震、災害、疫病などから守られるように）
◉日本に1日もはやくリバイバルが起こされるように
◉リバイバルミッションの働きが遜り、主のみこころを
掴んで働けるように
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初日はリバイバルを求めて熱く語り、
祈るクリスチャンのためのリバイバル聖会です。
プレイズタイム／ソングリード：石塚誠孝
ZOOM de インタビュー
リバイバル対談／田中進×池田誠司師
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リバイバルプレイヤータイム
祈りのリード／田中進

心から主に向かって
賛美の歌声を上げよう！
◉Zawamekiチャンネル
https://www.youtube.com/c/
ZawamekiWorshipShout/live

滝元明師の半生、救いから
献身をテーマにしたドラマ。
滝元明師の書籍「われ土方なれど」から
先生が救われた時から献身を決意した
内容をドラマ化しました。

全国各地からZOOMで参加し、
聖書クイズに挑戦！
今回は、小学生対象、中高生対象、
一般信徒対象に出題の内容を変えて
聖書クイズが行われます。
出題をして下さる先生方からの
聖書の解説もして下さいます。
◉小学生部門4問／平岡新人師（出題・解説）
◉中高生部門4問／神戸輝明師（出題・解説）
◉一般信徒部門4問／有賀喜一師（出題・解説）

クリスチャンが日々 遭遇する信仰の戦い、
霊的な戦いをわかりやすく、新たな視点で
熱く、パワフルに語って下さいます。
クリスチャン必見の番組です！

◉講師／滝元順

◉音楽ゲスト／岩渕まこと・由美子夫妻
◉メッセージ／平岡修治
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新しいお友達や家族の皆さんに紹介しましょう！
和歌山橋本バプテスト教会において行われた
集会の模様を収録し配信致します。岩渕まこと・由美子夫妻によるやわらかく、
暖かい歌声は、心を和まし、春の夜にぴったりなゴスペルフォークコンサートをお届けします。
そしてユーモアたっぷり、楽しいメッセージで平岡修治先生が
「救い」とはどういうものなのかを分かりやすくお話し下さいます。

みんなでリバイバルを求めて賛美し、
祈り、メッセージや証し、ドラマで心燃やされよう！

4月29日［木］─5月5日［水］
7日間日替わりプログラムをお届けします。

7日間連続YouTube配信集会 毎晩夜8時
配信！！

献身篇

教会賛美リードタイム
橋本バプテスト教会（関西）
グレイスライフチャーチ（中部）
シャインチャーチ（九州）
サード・プレイスワーシップ（関東）
クッキングタイム 3分で作れるゼリー
3分で簡単に出来るスイーツを皆さんも一緒に
作りましょう！ 材料は事前に揃えてみて下さい。

・グラス・スプーン
・かき氷シロップ・お湯
・ゼラチン・氷
・アイスクリーム（なくてもOK）

材料

かねり先生のゴールデンウィーク体操
就寝前のストレッチ体操を10分で一緒に身体を動かしましょう！
子どもからご年配の方まで無理なく座ってできる体操です。

あなたの礼拝堂見せて下さい。
あなたの教会の礼拝堂を全国のみなさんに紹介するコーナーです。

募集！！ 各教会の礼拝堂の写真数枚や
動画（1分間）募集！！
※締め切りは4／30までにお送り下さい。

若手牧師によるスペシャルZOOM座談会　
◉テーマ│パンデミックと教会
ナビゲーター／平岡新人師（リバイバルミッションサーバントチーム）
パネリスト
梅谷望師・太田良輔師（加古川バプテスト教会）　  

小山健師（岐阜純福音教会）
神戸博央師（一麦西宮教会）

田中進師（リバイバルミッションサーバントチーム）
他

Christian
Revival
Channel

※3日目のZawameki Worship Shout以外は全て、見逃し配信として後日Youtubeにて見ることができます。



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6月号のニュースは5月23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
クレジットカードによる献金
http://j-revival.com/rm/card/

◉会計報告2021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

世界宣教指定

霊的戦い部門指定

ざわめき指定

受取利息

収入合計

2,339,750

1,415,350

0

174,600

29,100

289,600

190,600

2

2,099,252

事務運営管理費

一般旅費交通費

通信費

印刷費

集会諸経費

セミナー諸経費

ざわめき諸経費

神学校借入返済

支出合計

次月ミッション繰越金

1,409,348

36,343

459,026

389,180

182,548

44,544

150,425

349,956

3,021,370

1,417,632

それぞれフォロー、登録して下さい。
Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeのアカウントがあります。

　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
の感染状況も緊急事態宣言が解除された矢先
に「まん防」が発令され、すでに第4波などとい
われ、期待のワクチンも供給が思うように進ん
でいない現実です。その中ではありますが、宣
教の手を緩めることなくGWにはお知らせして
いますように毎日いろいろなコンテンツの配
信を計画しています。その中で一日は感染対
策をした上でハイブリッドといわれるコンサー
トも計画しています。まだまだ試行錯誤しなが
らですが、ひとりでも多くの方の目にとまり、ク
リスチャンは励まされ、まだイエスさまを知ら
ない方には福音に触れるチャンスになればと
願っています。皆様も大変な中にあるかとは思
いますが、リバイバルの前進のためにご支援く
ださいますようお願いします。

リバイバルミッション
YouTubeチャンネルライブ配信
毎月様々な祈りのテーマを
ネットで一緒に祈る集会です。
（プレイズタイム、特別賛美、
メッセージ、祈りタイム）
※お祈りの課題がある方は
　リバイバルミッションまで

プレイ・フォー・リバイバル

ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
！

WakamonoWorshipWave
4月から新たにスタートした若者による集会。
2回目の5月の集会のテーマは「賛美」です！
皆さん若者も自称ワカモノも期待してご参加下さい！

2021.5.21fri 20:00～
リバイバルミッションYouTubeチャンネルにて、ライブ配信！

5／13thu◆am10:00～
メッセージ：田中進先生（グレイスライフチャーチ牧師／サーバントチーム）

●視聴方法は、以下のURLにアクセスして下さい。
https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live

Live
配信

Live
配信

Live
配信

Live
配信

オンラインセミナー
2021年5月度霊的戦い専門課程
毎月様々な視点から霊的戦いを聖書から学びます。

動画
配信有料

コンテンツ

講師／滝元順・鈴木陽介 他
受講料／８,０００円
全5セミナー
│動画視聴期間│
2021年6月5日［土］～6月30日［水］

クリスチャンが成すべき「最重要使命」とは！？
今までなかったこんな視点！

2021年
5月度

◆続 ・々暦と霊的戦い
　　～暦と十字架・復活～

◆続 ・々暦と霊的戦い
　　～暦と十字架・復活～

3月度の
セミナーでは
こんなことを
学んだよ

※過去のセミナー受講も可能です。興味のある方は事務局までお問い合わせ下さい！

│申込方法│
事務局まで（Eメール、電話等）お申し込みください。その後、受講料お振込みについて、

Zoom受講方法などについてご説明させていただきます。※ホームページでもお申し込みできます。

「復活祭」はキリスト教にとって最も重要な日であるにもか
かわらず、なぜ毎年日程が変わるのか？また、イエス様は、い
つ十字架にかかり、いつ甦ったのでしょうか？これらのことを
考えてもユダヤ暦を理解することは重要であることがわか
ります。そして、「ユダヤ歴」の祭りの真理に気づき、律法的
にではなく恵みとして意識することが「祝福」につながると

いうことを学びました。「霊的戦いと賛美」では、“新しい歌”とは、「終わりの日の歌」終末論的賛美と
もいわれ、ギリシャ語やヘブル語の原語を通して、王なるメシアが統治される御国の預言的な歌で
あるということから、私達は最も新鮮な状況で賛美していかなければならないことを教えられまし
た。「経済と霊的戦い」では、現在のコロナウイルス感染状況とその変化と経済（株価など）の動きを
見るときに悪しき策略を見抜いていくことの重要さを学びました。

◆霊的戦いと賛美
　　～主に新しい歌を歌え～

◆経済と霊的戦い
◆地域教会と霊的戦い
　　～地域のとりなしと個人の解放～

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

信徒のための

フライデーナイト
毎月1回1セッション
第4金曜日の夜

Zoom deセミナー
講師／瀧元望・他
受講料／5,０００円
全3セッション
◉開催日時
6月5日［土］10:00～16:15

Zoom deセミナー
講師／平岡修治
受講料／2,０００円
全1セッション（90分）
※一括で3回（5月～7月）受講申込者は、
　受講料6,000円 ➡5,000円
◉Zoom配信日
5月28日（金）20：00～21：30※後半30分質疑応答の時間
6月25日（金）20：00～21：30※後半30分質疑応答の時間
7月30日（金）20：00～21：30※後半30分質疑応答の時間
※9月～11月は日程調整中
※Zoom受講お申し込み後、急用でZoomキャンセルの場合には
　YouTubeで後日視聴いただけます。

前回の3月は、「歴史と教育」をテーマに主題発表があり、「これが日本の歴史だ」と思い込んで
いるものがどのように支配者によって書き換えられ、修正されてきたのか、などについて学び、
質疑応答の時間も持つことができました。6月度の内容につきましては、次号のNEWSにてお
知らせいたします。

先の見えない世界的パンデミックの今、一人の魂の救いのために、また、そんな中に将来と希
望の光を与えてくださるイエス・キリストを、私達が時が良くても悪くても宣べ伝えていかなけ
ればなりません。伝道番組Hope&Lightでもわかりやすいメッセージを語っておられる平岡修治
師の「誰でもできるコロナ禍の伝道」について、信徒のためのセミナーです。

セッション①10：00-12：00／セッション②13：00-14：30／セッション③14：45-16：15
※Zoomでの参加が難しい方は、YouTube同時配信もあります。

誰でもできる
コロナ禍の伝道
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（Ⅱテモテ4:2）


