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1 Q質問 人生の岐路に立たされることがし
ばしばあります。右の道を選ぶべきか、そ

れとも左か、迷うことがあります。そんなとき神
様のみこころはどこにあるのだろうかと考えます。
神様のみこころを知るにはどうしたらいいですか。
また自分の信仰の立ち位置はどうしたら確認で
きますか。

A答え みこころにそっているかどうか、自
分の信仰の立ち位置を確認することは

たいへん重要です。神はギリシャ語でΘεός
（テオス）英語ではGod、ドイツ語ではGottで
す。このことばはゲルマン民族のゴート族のこ
とばが語源になっています。4世紀に西ゴー
ト部族のウルフィラスという青年が聖書をゴー
ト語に翻訳しました。ギリシャ語の神（テオス）
を訳すとき「グス」と言うことばを使いました。こ
の「グス」ということばがGodの語源になります。
「グス」ということばには「語りかける存在」とい
う意味があります。確かに、私たちの神様は
語りかけるお方です。人類の歴史の中で神
様の最初の問いかけは「あなたはどこにいる
のか」（創3:9）という立ち位置に関する問いで
した。自分の思いと神様の思いにずれはない
か、神様のご計画に沿った歩みをしているか
どうか、みこころに従っているか、誰もが考える
ことだと思います。
　みこころについて聖書は次のように語って
います。「いったい、人の心のことは、その人の
うちにある霊のほかに、だれが知っているで

しょう。同じように、神のみこころのことは、神の
御霊のほかにはだれも知りません。」Ⅰコリント
2:11 このことばによればみこころを知るには聖
霊の働きが不可欠だというのです。そのため
にはなんと言っても祈ることが重要です。聖霊
が注がれたペンテコステのとき、イエス様から
聖霊の約束をいただいた弟子たちは祈りつ
つ、その時を待ち望んでおりました。そこに激し
く聖霊が注がれたのです。
　もう一つは聖書信仰です。聖書には神様
の思いやみこころががいっぱい詰まっていま
す。みことばに反することであれば悔い改めて
方向転換する必要があります。そのためには
いつもみことばに触れていることが大切です。
聖書はみこころの宝箱です。

　最後は摂理の信仰です。パウロの第2回
伝道旅行のとき、「アジアでみことばを語ること
を聖霊によって禁じられた」「イエスの御霊
がお許しにならなかった」とあります。聖霊が
伝道を禁じることがあるのでしょうか。実はこ
のときから使徒の働きの著者「ルカ」が一行
に加わったと思われます。この後、使徒の働
きは「私たち」という三人称で描かれていきま
す。有名な「私たち部分」と言われるところで
す。ルカは医者でした。パウロ一行に彼が加
わったということは一行に病人が出たと推測
されます。アジアというのは小アジアと呼ばれ
た山岳地帯です。過酷な行程を避けるよう
神様が導かれたのだと思います。パウロはト
ロアスでマケドニヤ人の叫びを聞いて船に乗
りマケドニアに渡ります。そこからピリピ、テサロ
ニケの伝道が開かれていきます。行くことがで
きなかった小アジアは後に福音が伝えられ、
コロサイなどの教会が誕生します。後になっ
て振り返った時、あのときは「聖霊が禁じた」
のだとルカは考えたのでしょう。摂理は英語
ではprovidence、ラテン語ではprovidentia　
proは「前もって」videntiaはビデオの語源に
もなっていますが「見る」と言う意味があります。
神様は前もって私たちのことを見ておられる
方です。今はわからないことがあっても主のみ
こころを後になってから理解できることを信じ、
祈って進むことが大切です。「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

2

特
集

エブリディリバイバルの中で
反響が多く寄せられた
ドラマ「われ土方なれど」に
スポットを当て
ドラマ製作に関する証しや
感想をご紹介します。

　2015年に天に帰られた（故）滝元明師のベストセラー「われ
土方なれど」より、師が救われた時から献身に至る経緯に焦
点を当てたドラマを製作致しました。昨年2020年はリバイバ
ルミッション50周年という節目という事もあり、創設者のひと
りである滝元明師の半生をドラマ化しようではないかという
アイディアが生まれました。今回のドラマは企画から完成ま
で製作期間は約1ヶ月半。ドラマ製作を手がけることが初めて
のリバイバルミッションスタッフやボランティアで出演して下
さった多くの子どもや若者達が本当にがんばって製作してく
ださいました。

われ土方なれどを見て
　この小さきものは、この映画を見てチャレンジを受け、また
プチ悔い改めをしました。本を読むのは苦手なので映像でよ
かったです。私は滝元先生と同様に、教会の無い三重のど田
舎で育ち、カナダに行ったことがきっかけで入信、そして宣教
師として海外生活を20年近くしました。しかし、日本の自分の
故郷、家族、親戚、友人と誰もイエス様のことを知らない、教
会もない所で誰も伝道していない状況を考え、2013年に故
郷に帰り、かたわらで伝道を始めました。
　しかし、2017年に本腰で郷里伝道を始め、2019年に日本
の教団から遣わされこちらで教会開拓が始まり仲間の宣教
師も3人加わり感謝でした。が、教団の開拓教会は誓約が多
く、それに合わせるためまた市内周辺の教会との協力関係を
深めるため、わざと歩幅（ペース）と温度を下げました。しかし、
今回、気付かされました。色々な背景、事情、理由づけはあっ
たにせよ、結果的にそれが自分自身の信仰と、宣教の情熱を
落としてきてしまったことを。現在の21世紀の日本は、滝元先
生が献身した戦後の社会背景が全然違います。戦後は「真理
を求めて」若者が教会の扉を叩きました。今はメンタルクリニ
ックとしてしか人が来ません。しかし、そんな中でも確実に主
のみ手が、日本社会のリバイバルに向かって働いていること
を、このコロナ禍の状況でも私は見せられています。
　今回のドラマが、この「三重の小さき者」の献身の心に再び
情熱をもたらしたことを、有志で演じてくださった若者たちに、
スタッフの方々に是非お伝えください。YouTubeの視聴数は
見えるものです。しかし、目に見えないところで働いておられ
る主の働きを信じて。「目に見えない主の働き」を覚えながら
働きを続けていってください。

OM宣教団体 K・K

ドラマ製作に関わって下さったお2人にコメントを頂きました。
脚本担当 : 弓崎美和

　ハレルヤ主の御名を讃えます。
今回Everyday Revivalでドラマが
配信され、様々な恵みと励ましの声
を聞く度に、主がなさった業に驚か
され、また感謝しました。
　私はドラマの脚本という、最初の

段階を担ったのですが、明先生の人生について、詳しく知
らなかったので、著書である「われ土方なれど」を読ませ
て頂きました。更に読んでいくとあまりにも人生の中で様々
なことがあり、何を中心に描くべきか悩んでいたところ、文
字を打つ中で、今回は序章として伝道者誕生の救いにつ
いて焦点をあてるように導かれました。そして実際ドラマ作
りに携わって感じたのは、著書を読んで、それを土台に脚
色し、ドラマ構成を考えながら文字を打つ。その文字の証
が、配役が決まり、撮影が始まり、音楽がつき、編集されて
いく行程を辿って行く中で、どんどんその人生が立体的で、
リアルにされるのを感じました。教会の枠をこえて、福音宣
教のため用いられた聖徒一人一人が組み合わされた時、
それは形となり、聖霊様が働いて人々の心に届くのだと思
いました。正に小さき者たちを用いて下さる主がおられるこ
とを体験した者の一人です。主に栄光をささげます。

ドラマ出演者（滝元明役）: 伊藤 信
　ハレルヤ！今回
僕は明先生役で出
させていただきまし

たが、僕はそもそも
演技なんてした事
がないし、その上明
先生は僕にとって

教科書の偉人のような、かけ離れた存在に感じていました
ので、光栄ではありましたが、恐れ多く感じました。ですが
祈りのうちに出演を決意したとき、主は本当に多くの助け
を用意してくださいました。
　「われ土方なれど」は子供の時にも読ませていただきま
したが、今回は自分と同年代の明先生を演じて、同じ20
代として改めてその生涯に触れた時に、明先生の葛藤や、
その中での信仰をより近くで感じることができた気がして、
僕自身本当に励まされました。
　大きな働きをされた明先生でも、その中には多くの葛藤
や苦難がありました。しかし、主により頼む時、いつも主の
力強い助けがありました。そしてこのドラマに出てくる主と
同じ主が、今も私達と共にいてくださいます。ドラマを通じ
て、その喜びを皆さんとお分かちできたら幸いです。

Golden Week Special

チャンネル
Revival

エブリデイ
Everyday

4月29日─5月5日の7日間夜8時からリバイバルミッションの
YouTubeチャンネルで配信しましたエブリデーリバイバルは毎日違った
プログラムをお届けし、とても祝福された集会となりました。
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4.29
エブリディ
リバイバル
聖会

4.30
フェロー
シップアワー

5.1
Zawameki 
Worship 
Shout 

5.2
ドラマ
「われ土方なれど」
小さき者を用いて下さる主

5.3
聖書クイズ
バイブル
チャレンジ

5.4
クリスチャン
リバイバルチャンネル
メッセンジャー：滝元順師

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

第1日目は生配信で
ZOOMで繋ぎ、大阪で
牧会されています池田
誠司先生にインタビュ
ー。救いから、甲子園ス
タッフを経て献身に至
るお証を伺いました。メ
ッセージは上條実師よ
りリバイバルに向けた
熱い思いが語られまし
た。

2日目は全国の教会や
グループが賛美を導き、
ZOOMで各地の先生方
と繋ぎ、現在コロナ流行
の中、戦っておられる教
会の感染対策からコロ
ナ禍の中で受けた恵み
を分かち合いました。ま
た全国から寄せられた
礼拝堂紹介コーナーな
ど楽しいひとときでした。

3日目は毎月第一週目
の土曜日に開催されて
いるZawamekiの賛美
集会を配信しました。全
国の皆さんと一緒に自
宅で思いっきり賛美す
る時となり大変恵まれ
た時となりました。

滝元明師のベストセラー
「われ土方なれど」の中
から、滝元明師の救いか
ら献身までを描いたド
ラマを配信。クリスチャ
ンはもとよりノンクリス
チャンにも福音がしっか
り語られた素晴らしいド
ラマとなりました。　

今回の聖書クイズ「バ
イブルチャレンジ」は
小学生部門、中高生部
門、一般信徒部門に分
かれ、全国の有志たち
がZOOMで参加してく
ださいました。先生方よ
り聖書の問題が出され、
解答と共に解説もして
くださいました。

この日は滝元順先生が
ヨブ記の中から「苦しみ
からの解放」というテー
マでクリスチャンが日々
遭遇する信仰の戦いに
ついて、霊的戦いの視
点でわかりやすくお話し
下さいました。

最終日は、橋本バプテ
スト教会を会場に行わ
れた伝道コンサート集
会を収録したものを配
信しました。岩渕まこと、
由美子夫妻による体験
や証し、それらを通し生
まれた歌をたっぷりと聴
く事ができました。平岡
修治師の分かりやすい
バイブルメッセージも語
られました。

明先生のドラマ「われ土方
なれど」とても素晴らしか
ったです。期待していた以
上の、出来栄えに驚きまし
た。出演者、製作者の皆さ
ん、本当にご苦労様でした。
神様の豊かな祝福がある
ように、祈ります。

明先生が、どういう経緯で
教会に行ったのか。イエス
様を信じ、郷里伝道に行こ
うと決心したのかわかりま
した。 常に神様に祈って
行動していたのが心にと
まりました。

教会に行って2回目でイ
エスさまを信じて、それ
から怒涛のごとく福音宣
教の道を突き進んでこら
れたんだなぁと思いまし
た。 明先生が信じた神様
は、今私が信じてる神様な
んだよ、って自分に言い聞
かせてます。 

ホープ&ライトありがとう
ございました。岩渕さんご
夫妻の歌声と平岡先生の
メッセージ。神様の温かな
愛が流れ伝わってきまし
た。感謝します。

ドラマ「われ土方なれど」
見ました～楽しいひと時
でした。続篇も期待します。

素晴らしかったです！撮影な
ど大変と思うのですが、続編
はあるのでしょうか？

素晴らしい～感動！泣ける
～。伝道に用いられます
ね。キャストの皆さんも頑
張りましたね♪

エブリデイ・リバイバル、連
日、様々なご準備から、こ
の一週間。大変お疲れ様
でした。

ん～なんかずっと余韻に
浸っていられるなぁ。何回
も聞いていた話を実際に
映像で見て、へー、こうだ
ったんだって発見があっ
たり。

すごくいいドラマです。日
曜日の夜の大河ドラマより
も素晴らしいです。二つの
教会合同での参加も素晴ら
しいです。わかりやすいで
す。ドラマの製作のためお
祈りしました。感謝します。

本で読んでいても実際に
映像として観ると、より内
容が深く分かり、これは未
信者に勧めても良いと思
いました！何事も自分の勝
手な思いではなく、常に
主にみ心を求め、祈り、そ
して、主のみ声に聞き従う。
自分自身の信仰の点検の
時ともなり感謝でした。

みんな良かったですね　
お疲れ様です！続編は「伝
道編」とかで観られます
か？楽しみです！

ドラマ良かったです　大
変だったでしょう。当時の
雰囲気も想像できて、と
ても感動しました。もう一
度、本「われ土方なれど｣
を読みたくなりました。

素晴らしい作品になりまし
たね。伝道します。映画会
が出来るようになりたい
です。また、DVDになると
良いですね～すべてにお
いて感謝！

WakamonoWorshipWave
クリスチャンの若者中心に毎月賛美・祈り、集会を配信しています。
第3回目、6月のテーマは5月に引き続き「賛美 part2」！
今回の企画では、皆さんから賛美・ダンス動画、証を大募集、紹介します！

次回
Live
配信

第1回目の
WWWに参加して
4月からスタートした若者達中心の集会、
Wakamono Worship Wave、
通称3W（すりだぶ）が始まりました。
若者達が中心となり、
集会の準備から当日の運営まで、
全てを考え実行している集会ですが、
今回は初めて準備に参加した人や
配信を観た方からの声を集めてみました。

◉視聴した方
「権力によらず、能力によらず、わが霊によって」と平岡新人先生が語ってください
ました。不器用な私ですが、「主よ私を捧げます。私をどうか用いて下さい」と素直
に思わされました。ワーシップ、ゲーム、祈りの時間と盛り沢山の内容で、励ましを
受けました！ 次回も主に期待してます！ M.T. 石川県
初めて、リバイバルミッションの若者の働きを見させてもらいました！同世代がこう
して主のために働いているのを見れることがとても嬉しかったです。新しい賛美を
シェアすることはとてもいいことやと私も思ってるので、いい賛美やなあと思って
一緒に賛美できたこと感謝します！ゲームも私自身めちゃくちゃ楽しませてもらい
ました笑　新しいやり方で新鮮さあってすごい良かったです♡メッセージもわかり
やすくレビ記を説教してくださって、私を主に捧げることが自分に求められている
こと、改めて受けとりました。これからも発信楽しみにしています(^^)
A.M. 大阪府

◉配信した方
ハレルヤ！新しく始まったWWWの働きで奉仕させていただきとても恵まれ、感謝
でした。コロナ禍でオンライン配信のみではありますが、若者たちが共に主を慕い
求めるときに、主がさらに若い世代を通して働かれ、祝福を流してくださると信じ
て期待しています。 T.I. 静岡県
4月の初めての配信では、映像配信の技術スタッフとして参加させていただきまし
た。準備から片付けに至るまで、皆がそれぞれの賜物を用いて主のために働いて
くださり、なんとか無事配信することが出来ました。いくつか改善点も見つかった
ので、今後の配信に活かしたいと思います！ K.T. 愛知県
今回の集会で私は裏方で配信をサポートする仕事を与えていただきました。当日
は緊張の中集会が始まりましたが目立ったトラブルもなく無事終了でき、神の守り
があったことを感謝しています。今後も新しい波が広がっていく事に期待します！
A.I. 愛知県

下記のメールアドレス又はInstagramのDMに、
件名「賛美・証」と書いて、
お名前・お住まいの県とともに動画やテキストなどお送りください。
*suridabu.rm＠gmail.com　　wakamono_staycafe_rm

※紹介しきれない分は、次回以降少しずつ紹介していきます。
※6月の〆切に間に合わなくても大丈夫！オリジナル賛美・証は常に募集しています。

6.18fri
pm8:00～

 募集
・賛美・ダンス動画
賛美の形は自由！（カバーやオリジナル賛美・
歌・楽器・ダンスなど）
6/11［金］〆切

・証し
賛美を通して体験した証をしてくださる方！ 
短くても良いのでテキストをお送りください。
6/4［金］〆切

※このほかにも多くのコメントをいただき、ありがとうございました。すべてを掲載できませんでしたが、一部ご紹介致します。

クリスチャンリバイバルチ
ャンネル、順先生のセミナ
ーに共に参加することが
出来感謝します。様々な
試練、苦しみは神の国の
ためのものであり、その向
こう側にある神様の大い
なる祝福の希望に思いを
向けることが出来励まさ
れました。

※5.1のZawameki Worsip Shoutの集会以外は現在もアーカイブが残されておりますので、見逃した方はぜひともご覧下さい。

GWスペシャル
エブリデイリバイバル─感想
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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

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

1,417,632

4,021,291

0

262,600

22,000

475,700

224,548

0

5,006,139

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

1,292,736

8,040

450,287

247,681

123,233

72,388

126,065

349,956

2,670,386

3,753,385

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。今年
のゴールデンウィークも4都府県に緊急事態宣
言が出され、さらに追加、延長と厳しい状態が
続いています。ある教会でクラスターが発生し
たという報道もあったり、礼拝の継続も困難を
極めていると言わざるをえません。しかし紅海
を割るような大きな奇跡ではないかもしれま
せんが、イスラエルの民に、毎日マナを降らせ、
ウズラを与えてくださった主に期待します。日
常を支えてくださることは、主の大きな業であ
ることを感謝します。そしてこのコロナ禍を大
きなチャンスとして、宣教が進み、リバイバル
の拡大になるよう邁進していきます。まだまだ
皆様も大変な中にあるかとは思いますが、リバ
イバルの拡大のためにご支援くださいますよ
うお願いします。

6／10thu◆am10:00～

Live
配信

Live
配信

動画
配信

Live
配信

有料
コンテンツ

有料
コンテンツ

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
7月3日［土］～31日［土］
※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ください。

祈れば変わる、この国の未来！
Zoom deセミナー！！
テーマ／「歴史と教育」

オンラインセミナー
「聖書」を通し様々な視点、
角度から毎月新たな事を学びます！！
学び、受け取る！今までと違う新たな視点！

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

講師／瀧元望・他
受講料／5,０００円
全3セッション
◉Zoom配信日
6月5日［土］10:00～16:15
セッション①10：00～11：30
セッション②13：00～14：30
セッション③14：45～16:15
※Zoom受講が難しい方は、
　YouTube同時配信もあります。

講師／平岡修治
５月   
配信日 ／５月２８日［金］
　　   20：00～21：30

※後半30分は質疑応答時間です。
　今さらこんなこと聞けないなぁ…
　なんて事も、何でも質問下さい。

受講料／2,０００円全1セッション（90分）
※5月～7月受講一括でお申し込みの場合、
　受講料割引があります。
　受講料6,000円 ➡5,000円
※Zoom受講お申し込み後、
　ご都合によりキャンセルの
　際にはYouTubeで後日視聴頂けます。

◉Zoom deセミナー予定
　6月配信：6月25日（金）20：00～21：30
　7月配信：7月30日（金）20：00～21：30
　（第5金曜日）

リバイバルミッション
ホームページ
リバイバルミッションホームページでは
順次新しい情報を発信しております。
またニュースもご購読頂けます。
ぜひともホームページをご覧下さい。

あなたの祈りが日本を変える！
毎月第2木曜日の朝、全国の祈りの勇士の方々と繋ぎ共に賛美し、祈る集会
■あなたの祈りのリクエストをお知らせ下さい。集会の中で共にお祈り致します。

●日本にリバイバルが起こり、多くの方々が救われますように
●コロナウィルスが1日もはやく終息しますように
●全国の教会がコロナウイルス流行時にあっても強められ、
　教会が守られるように
●コロナウィルス感染によって苦しんでいる方々が
　回復するように
●世界のクリスチャン、教会が守られ、
　福音宣教が前進するように
●リバイバルミッションの働きが神さまのみこころを受け取り、
　へりくだって仕えることができるように

祈りの
課 題

プレイフォーリバイバル

毎月第4金曜夜8時は、
Zoom deセミナー！！

「誰でもできる！コロナ禍の伝道」

◉講師より
　新型コロナウイルス
感染症の影響は社会生
活や経済活動のみなら
ず、あらゆる分野での対
応が求められています。
このパンデミックは教
会にも甚大な被害をも

たらしています。今回のセミナーでは、今までの
「三密伝道」からコロナ禍での伝道と、コロナ禍
後の伝道について新たな扉が開かれるように、
ともに学んでいきたいと思います。 

◉講師より
　今回も、Zoom、YouTube
を通しての配信での開講
です。これまでもリモート
でのセミナー開講を通し
て新しい広がりが与えら
れています。6月の主題発
表は「天皇をめぐるとりな

し」として、谷合さんが担当して下さいます。2019
年の大嘗祭に対するとりなしにおいて深い洞察と
調査を通してとりなしを支えて下さった方です。宮
中祭祀に関して、天皇制の実態を深く学ぶことか
ら継続したとりなしの基礎を築いていけたらと
願っています。新しくとりなしや調査に興味をお持
ちの方のためにも、基本的な学びもさせて頂きま
す。是非、勇気を持ってご参加下さい。

◉４月に学んだ事
◆暦と霊的戦い
｢ニサンの月｣から｢イヤルの月｣へ

◆山 と々霊的戦い
◆経済と霊的戦い
◆主の軍の霊的戦い2 敵にとどめを刺す
◆地域と霊的戦い
「真言密教と空海」～神の国の到来を求めて～
◆アニミズム的世界観と霊的戦い、
　終末論と霊的戦い
旧約聖書の中にある「戦い」を通して、目に見えない霊的戦
いの構図がどのようになっているのかということを学び、ま
た、日本の町は悪しき神々にささげられている現実がある
ことを知り、そして、それは「真言宗」の曼荼羅の世界観で
はどの町であってもありうること、この策略を“知る”という
ことで、敵の策略を見抜き立ち向かうことが霊的戦いの勝
利であるということも学びました。


