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リバイバルin Summer
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心躍る喜びのリバイバルウィーク7日間！
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8月9日［月］
pm2:00～3:00
リバイバル
キッズ
チャンネル

8月10日［火］
pm8:00～9:00　
世界を巡る
リバイバル
バーチャル
ツアー

8月11日［水］
pm8:00～9:00
ドラマ
「百円玉に誘われて」
&ゴスペルメッセージ
◉MC&メッセージ 平岡修治師

8月12日［木］
pm8:00～9:00
クリスチャン
リバイバル
チャンネル
◉メッセージ 滝元順師

8月13日［金］
pm8:00～9:00
Wakamono
Worship
Wave

8月14日［土］
pm8:00～9:00
Pray for
Revival
「終戦記念日の
ためにとりなし祈る」

8月15日［日］ 
pm8:00～9:00
JoyJoy
ファイヤー
ナイト（中庭LIVE配信）

いつも、主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。
［ピリピ4章4節］

※プログラムは変更になる場合があります

配信QR▶7days
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熱くて、暑い夏が到来してきました！
天から熱い聖霊を受けるために
毎晩みんなで共にリバイバルの炎を待ち望みましょう！
喜び楽しむ7日間連続集会。ご期待下さい！

・ダンス&賛美
・ゲーム
・リバラン君とクイズタイム
・ヨナさん物語

第1日目は子どもたちと一緒に楽しむ夏
のプログラムです。楽しい歌やダンス、そ
して聖書の「ヨナさん物語」を新しいタッ
チで描いた物語。そしてリバラン君が出
題するクイズタイムもあります。子ども
さんたちにぜひお知らせ下さり、家族
揃ってご参加下さい。

毎月1度第3週目にWakamono Worship Wave
が行われておりますが、8月は1週繰り上げて集
会を行います！ この日は「祈り」をテーマに、メッ
セージ、若者目線の証しなどが配信されます！ま
たこの働きが始まってから生まれた賛美を今回
初めて、レコーディング・MVを作成し、公開しま
す！ お楽しみに^^
●賛美・ダンス動画、随時募集中！※可能でしたらギガファ
イル便などで動画URLを作り、お送りください。
●今回の配信で「祈りを通して体験した証」をしてくれるワ
カモノ募集中！簡単にまとめたテキストをお送りください。

▶〆切 8.6［金］ 応募はこちらから▼
メール suridabu.rm@gmail.com
インスタDM wakamono_staycafe_rm

毎月第二木曜日朝の10時から行われている祈り
の集会「Pray for revival」が初めて夜の集会に登場
します。この8月のテーマは「8月15日終戦記念日」
です。毎年この夏の時期になると日本各地で第二
次世界大戦の慰霊祭が行われます。今回は8月15
日の終戦記念日の前日に、日本の国の癒しと回復
を願い、祈りの時が持たれます。リードはSIRネット
ワーク代表の瀧元望先生が導いて下さいます。

プレイズタイム
7日間の最終日、自宅で思いっきり賛美しましょう！

クッキングタイム／かき氷トッピング
賛美で熱くなった後は、かき氷タイムでクールダウン。ご自宅で、かき氷
にお好みのフルーツや生クリーム、アイスクリーム等、トッピングを用意
して、番組と一緒にかき氷を作って見て下さい。トッピングで飾られたか
き氷を写真で撮って、ミッションのインスタグラムにアップしよう！

Duo B→Z／コンサートタイム
夏の夜空に響くスペシャルなLiveコンサートは、Duo B→Zの若きお二人
です。バッハからざわめきまで幅広いジャンルの演奏をピアノとバイオ
リンのデュオでお届け致します。

メッセージタイム／有賀喜一師
7日間の最後を飾るメッセージは有賀喜一先生をお迎えし、熱い熱いリ
バイバルメッセージを語っていただきます。ご期待下さい！！

3日目はノンクリスチャンの家族と一緒にご参
加下さい。今回は田中政男師が書いた「100
円玉に誘われて」より田中先生が救われた証
しをドラマ化。新しいお友達に福音の真理をド
ラマを通して分かりやすく伝える。ドラマの終
わりに平岡修治先生による聖書の中からの福
音が語られます。
▶あらすじ
貧しい境遇で育った政男少年は、中学を卒業し
てすぐに叔母の経営する製材所で働き始める。映
画とパチンコが大好きだった政男が叔母に、
「100円あげるから」と誘われて教会に行くようにな
る。しかし「神なんているものか！」と反抗する政男
だったが、彼の上に転機が訪れる。

この日はクリスチャンのためのセミ
ナーを滝元順先生が担当して下さい
ます。盆の時期「盆」に対してクリス
チャンがどのように立ち向かって行く
べきかを先生が分かりやすくお話し
下さいます。

コロナウィルス流行の中、なかなか世界を旅
する機会がなくなり寂しいですね。今回リバイ
バルミッションでは、世界各地の皆さんに各地
の風景や現地の様子などをレポートして頂く
予定です。
韓国　
韓国の教会、DMZ、青瓦台、街並などを紹介し共に韓国のためにお
祈りしよう！

ハワイ
パールハーバー、ワイキキ、ハワイの日系人教会などを紹介します。

スペイン
スペインテレビ伝道者が紹介するヨーロッパ伝道と日本伝道です。

イスラエル
聖地旅行に行けない今、バーチャルで聖地旅行を味わいます。

day1 世界各地を
 バーチャル

で

  旅しよう！

全国各地の街角で暗闇を打ち砕く賛美の歌
声を高らかに掲げよう！ざわめきのチャンネル
にて新城教会の中庭からLIVE配信でもご参加
頂けます。（ざわめきチャンネルにてLIVE配信）

◉特別賛美
ティム・ケプラー
◉とりなしの祈り
とおすすめリード
瀧元望 

7日間の締めくくりは、
夏の夜を更に熱くするリバイバルナイトです。

8月15日［日］ 
pm3:00～4:00 
Zawameki
同刻プレイズ
（全国各地）
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Q質問 現在世界では食糧不安に直面して
います。先日のニュースで命と生活を守

るための「緊急支援」を必要としている人たちの
数が過去5年で最大になっていると聞きました。
ところが「伝道者の書」には「あなたのパンを水
の上に投げよ。ずっと後の日になってあなたはそ
れを見出す」とあり、このパンを水に投げる行為
はまったくの無駄でもったいない行為に思える
のですが。

A答え 確かに食糧問題は人類存続、
命の問題です。現在55か国、少なくて

も1億5500万人の人々が危機的状況にある
と聞いています。その原因は紛争、経済ショッ
ク、新型コロナ、異常気象、温暖化、水不足
などが考えられ、脆弱な国は悪化の一途をた
どっています。
　ご質問の「あなたのパンを水の上に投げ
よ。ずっと後の日になってあなたはそれを見出
す」ですが、このことばは食べ物を無駄にする
という意味の言葉ではありません。この11章
１節はたとえや比喩を意味する「マーシャル」
という表現法で書かれています。ここでは努
力したことが無駄に終わらない行為について
語っています。パンは「あなたのパン」とありま
す。「あなたの糧」と言ってもいいでしょう。私
たちは命のパンを主から与えられています。

それを水の上に投げよ、というのです。「水の
上」とは創世記1：2にもでてきますが「神の霊
が水の上に動いていた」とおなじ表現です。
すなわち、命のパンであるみことばを聖霊の
中に投じる、そうするなら考えもしない収穫を得
ることができるという意味だと思います。
　もう一つのことはこの言葉がソロモンの言葉
であることに注目したいと思います。この言葉
が比喩的表現であることは間違いないので
すが、栄華を極めたソロモンと呼ばれたよう
に彼は巨万の富を蓄えました。その主な収入
源は貿易でした。これを裏づけする強力な神

学的根拠はありませんが、盛んな貿易をして
いたことは確かです。満載にした穀物などを
積み船は出港します。時には嵐、海賊、暗礁、
病気、怪我など様々な試練が押し寄せます。
それは彼らにとって危険を伴う大きな「投資」
です。「投げよ」という言葉には「投資する」と
いう意味も含まれていると思います。「水の上」
とは「大海」のことでしょう。試練の中でやっと
目的地に着く、帰りにはその地の特産品を積
んでもどる。「ずっと後の日になってあなたはそ
れを得る」とはそういう意味だと思います。
　いずれにしろ、この言葉は比喩的表現で
す。 「パンを水の上に投げる」という行為は
一見、無駄で愚かな行為のように見えます。
しかし、あえてそれをせよと命令形で語ってい
ます。この言葉の中には「かならずそうなる」と
いうような約束の言葉や保証のような言葉は
みられません。しかし「一見、無駄に見える行
為が大きな祝福をもたらす」のです。信仰とは
「目に見えないものを確信させるものです」福
音宣教は無駄のように見えたり、こんな小さな
働きで何ができるのだろうかと思うこともありま
す。しかし、大切なのはパンを投げ続けること
です。
”「あなたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日
になってあなたはそれを見出す」 伝道の書11:1

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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Zoom deフェローシップはじまります!!
9月〜11月、参加費用無料の “Zoom de フェローシップ”を開催いたします。下記、A〜Cのフェ ローシップ参加ご希望の方は、
事務局までお申込みください。Zoomの ID・パスワードをお知ら せいたします。※Zoomについてご不明な方は、事務局までお問い合わせ下さい。

A.教会映像配信フェローシップ
講師 岩井 寛 West Revival Sound 代表

PA及び録音エンジニア、舞台監
督、映像ディレクター、撮影、配信
オペレーター、動画編集者、イベン
トプランナーなど多くのクリスチャン
イベントの経験がある講師による教
会配信フェローシップ。パンデミック
によりオンラインの需要が高まってい
る教会。しかしながら今でも配信が
出来ずにいる。理解できない、うまく

いかない、もっとうまく配信したいなどの声をいまだによく耳にしま
す。まったくの初心者からすでに配信を始めてる方などに向け
てのフェローシップです。まず最初は未経験者、初心者向け
のテーマからスタートします。またすでに配信を始めているベ
テランの方も大歓迎です。情報交換や失敗談などを通して
お互いに配信技術の向上を目指しましょう。もちろん皆様から
の情報シェアも大歓迎です。

❶自己紹介とリバイバルミッション機材紹介。ネッ
ト配信の仕組み、方法（未経験者、初級向き）
8/20［金］20:00〜
❷必要な機材。アカウント作成をやってみよう。ネッ
トでの配信、伝道のメリット、デメリット（未経験者、
初級向き）9/3［金］20:00〜
❸撮影機材と収録の仕方。実際の配信にトライし
てみよう。（初級向き）9/10［金］20:00〜
❹スイッチャーの機能と音の重要性と収録（中級）
10/1［金］20:00〜
❺Zoomの機能解説と実際の配信であった失敗
談（中級）10/15［金］20:00〜
❻配信フリートークと特殊な機材、ソフト等の情報
交換（中級）11/5［金］20:00〜

B.クリスチャン
ビジネスフェローシップ
講師 岡本信弘 新城教会牧師・（株）プレイズ代表取締役

新城教会牧師をするかたわら、株
式会社プレイズ代表取締役として
印刷・出版業をはじめ飲食業、老
人介護施設や、就労継続支援B
型などの福祉の働きを運営する経
験を通し、今、現在の事業の 具体
例を紹介しながら、運営の経験や
ノウハウを牧師としてまた経営者とし
ての視点で 、 Zoomを用いて皆様

と分かち合います。今ビジネスをされていなくても、内容にご興
味のある方はどなたでも、ぜひお気軽にご参加ください。 

９月／クリスチャンビジネスの基本　
印刷出版業から始まったプレイズの成り立ちから今に至るまで

10月／飲食店の経営について
喫茶店、レストラン等の基本と経営戦略について

11月／高齢化社会の経営について
デイサービス、老人ホームの現状と開設へのアドバイス

12月／障がい者支援について
就労継続支援B型の現状と開設へのアドバイス

▶Zoom配信日時
2021年9月8日［水］20:00〜
※9月～12月毎月第2水曜日 20:00～

C.韓国語フェローシップ
賛美で韓国語を学ぼう!
講師 チェ・ヨンドゥ シャローム教会牧師

韓国でゴスペルシンガーと
して活動、日本語による最
新アルバム「再建」もリリー
ス。宮崎県出身の日本人
女性と結婚し心から日本を
愛する 3人の息子の父であ
り、韓国において“シャロー

ム教会”を牧会、そして、リバイバルミッションの
集会では賛美ゲストとしても奉仕された講師が、
今回は Zoom を通し賛美を通して韓国語を
学びます。

▶Zoom 配信日時
2021年9月7日［火］20:00〜
※9月～11月毎月第1火曜日 20:00～

Zoom deフェローシップ参加方法
❶リバイバルミッション事務局までお申込連絡ください（ホームページ・Eｰmai・電話にて受付けます）
❷お申込み受付後、参加ご希望のA・B・C各フェローシップのZoom ID・パスワードをお知らせします
❸各フェローシップ当日に、各自でZoomにて参加
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TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220
Eoffice@j-revival.com
URL: http://www.j-revival.com
─────────────────
※次回9月号のニュースは8月22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5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

セミナー参加費・献金

ざわめき指定

収入合計

2,955,768

709,915

0

123,600

16,600

295,100

261,600

1,406,815

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

1,530,413

35,037

446,505

219,285

189,434

52,479

133,494

349,956

2,956,603

1,405,980

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。
　今年もはやくも半年が過ぎましたが、まだ
まだコロナ一色といっても過言ではないか
もしれません。また各地で目を見張るような
自然災害も多く発生し、多くの不安で満ちて
います。いまこそ、まことの光、希望が必要で
すが、その発信源となる教会が力も気力も
失っているような現状です。リバイバルミッ
ションの働きがまさしく名称の通り、神のこ
とばを送り届ける使命を全うし、教会をサ
ポートしていくことができるようにお祈りく
ださい。そしてさらにリバイバルが前進する
ようにご支援くださいますようお願いします。

■みなが健康で守られるように
■日本の国が地震、洪水、事故、災い、疫病から守られるように
■1日もはやくコロナウイルス流行が終息するように
■コロナウイルスのワクチン接種の守りのために
■コロナウイルスによって今も苦しんでおられる方々が癒され、
　対応にあたっている医療従事者、介護職員の守りのために。
■病の中にある方々の癒しのために
■世界及び日本の教会、牧師先生方の守りのために
■日本に救いの扉が開かれるように

祈りの
課 題

Live
配信

動画
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
◉7月セミナー動画視聴期間
8月2日［月］～31日［火］
※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。

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
セミナー

講師／瀧元望・他
受講料／5,０００円
全3セッション
◉Zoom配信日
9月4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
※YouTube視聴も可能です

講師／平岡修治
◉7月配信日／7月30日［金］
20：00～21：30
※セミナー中でも、わからないことや疑問に思うこと等、
　何でも分かち合うことができます
※YouTube視聴も可能です

受講料／2,０００円
全1セッション（90分）

7月
Zoom deセミナー

9月
Zoom deセミナー第9期・7月度

第9期最後の「霊的戦い専門課程7月度」。そ
して、9月から「第十期、10周年」の「霊的戦
い専課程」がスタート致します。「神の国の実
現」のため、「霊的戦い」を共に受け取り、学
び、とりなし祈り、戦っていきましょう！！

9月は、2つのテーマを考えています。一つは、情報化さ
れた戦略的とりなし（informed intercession）をささげ
ていくために学びます。もう一つは、主が愛し造られた被
造世界に対するとりなしへの歩みを分かち合わせて頂き、
とりなしがさらなる深みに届けられて行く事、良き管理者
としての霊性を主から受け取っていけたらと願います。

▶6月参加者の声
セミナーに参加でき感謝します。幅広く学べてよかったと思います。
15世紀にペストが流行するなかで宗教改革が進んだことは以前は認
識できていませんでした。現キリスト教会もコロナ禍の中、問題山積
ではありますが新たに前進出来るよう祈ります。教団教派の壁を超え
て共に祈ることができたら素晴らしいと思います。また、韓国の異端
についても少し触れていましたが、異端が盛んになる背景、土壌につ
いて、どのようなものか 知りたいと思いました。お隣の韓国のために
もっと祈りたいです。また次回よろしくお願い致します。［N・Nさん］

Live
配信

Hope&Light Message
平岡修治先生による伝道メッセージが隔週でリバ
イバルミッションYouTubeにアップされています。新
しいお友達への伝道にご紹介下さい。

Daily Bible Message
毎日、リバイバルミッションの先生方からクリスチャンのためにワンポイントメッ
セージが配信されています。リバイバルミッションのYouTube、facebook、インスタ
グラム、Twitterで配信。ぜひ毎日のデボーションに加えてみてはいかがでしょうか？

リバラン君
からの
お知らせ

8月のPray for RevivalとWakamono Worship Waveの集会は
JoyJoyエブリディリバイバルin Summerに合流となりますのでお間違えのないようにお願いします。


