
  Revival Mission News

RMN
◉発行者／リバイバルミッション
◉〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
◉TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220
90120-291-372
◉Eoffice@j-revival.com◉http://www.j-revival.com

20219September

「あなたがたは地の塩です。もし塩が塩気
をなくしたら、何によって塩気をつけるの
で しょうか。もう何の役にも立たず、外に
投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけ
で す。」 マタイの福音書5章13節　　　
　塩は私たちの生活に欠かせません。料
理をする時は特にそうです。私も家で時折
料理を します。カレーをよく作ります。ある時
完成したカレーを食べてみました。お世辞
にも美味しいとは言えないものでした。具材
もスパイスも正しい順序と方法で入れたの
におか しい。確認してみると、どうやら途中
で塩を入れるのを忘れていたようです。料
理において、塩は少量でも必要不可欠なも
のです。夏に食べたくなるのがアイスクリー
ムですが、 原材料をよく見ると1%ほど塩が
含まれていたりします。塩が入っていることに
より甘みが引き立つのです。塩は料理の味
を引き締めたり、引き立たせたりします。そし
て塩は食品が腐るのを防ぐ天然の防腐剤
としての役割も持っています。
　主イエスはこの箇所で、「あなたがたは
地の塩です。」と語られました。クリスチャン 
は、この世界に対して塩と同じ役割を持っ
ているというのです。すなわち、世界がこれ
以上罪で腐敗したり、悪くなったりすることが

ないように防腐剤としての働きを主から与え 
られているということです。
　この世界は人間の罪によって確かに腐
敗している部分があります。けれども最初か
らそ うだったのではありません。創世記1
章31節には、「神はご自分が造ったすべて
のものを 見られた。見よ、それは非常に良
かった。」とあります。主がこの世界を創造
された時、 そこには罪による腐敗はありませ
んでした。完全な被造物世界がありました。
しかしその後、人間の罪によって被造物世
界の本来の姿は損なわれることになります。
　ところが、聖書が語っている希望は、最
終的に主なる神様は、この世界を完全に新
しく されるということです。「また私は、新しい
天と新しい地を見た。以前の天と以前の地
は過ぎ去り、もはや海もない。」ヨハネの黙
示録21章1節にそう書かれています。聖書
は神の国（神の支配）がやがて完成を迎え
るということを語っています。神の国はすでに
始まっていますが まだ完成されてはいませ
ん。その完成の時まで私たちは、地の塩とし
て主の御心をこの地上で行っていくのです。
新型コロナウイルスの恐怖の中にある人々
に、また罪によって腐敗しているこの世界に
対して、主イエスを伝え、主イエスの御心を

行っていく。それが地の塩である私たちに求
められていることです。
　主イエスはここで、「頑張って塩になりなさ
い。」とは仰っておられません。クリスチャン
はすでに恵みによって地の塩にされているの
です。大切なことは、そのことを日々主にあっ
て確信し、恵みの中にあって、地の塩として
生きていくことです。コリント人へ の手紙第二
13章5節には、「あなたがたは、信仰に生き
ているかどうか、自分自身を試 し、吟味しな
さい。」とあります。塩味の効いたクリスチャ
ンかどうか、ぜひとも私たちは自分自身を試
し吟味しましょう。様々な恐怖や罪による腐
敗が存在するこの世界にお いて、しっかりと
塩味を効かせて歩んで行きましょう。
　いつもリバイバルミッションの働きのため
にお祈りお支えいただきありがとうございま 
す。リバイバルミッションの働きが、これから

も塩味の効いたも
のとして、主に用い
られ ますようお祈り
いただければ幸い
です。 
橋本バプテスト教会主任牧師
サーバントチーム

平岡新人
Arato Hiraoka 



Joy Joy
エブリディ
リバイバルin Summer

心躍る喜びのリバイバルウィーク7日間！

7days

有料
コンテンツ戦略的

とりなしと
    調査専門課程

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いく事、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。

─ 講師より ─

第10期「霊的戦い専門課程」を通し、主からの新しい目で世界を見せていただき、「神の国の
実現」とリバイバルを求めてぜひご参加ください！ この10期からのご参加も大歓迎です！
また、過去のバックナンバーも視聴いただく事ができます。ご興味のある方、これから始めた
い方、そして、今までに学んだことのある方も一歩踏み出して、この機会にお問い合わせ・お
申込みくださり、ご参加ください！！

NEW！！ 
第10期から年間受講お申込み・受講料年間一括納入いただきますと

１回分受講料が（8,000円）割引となります！

80,000円（毎月8,000円 ×10回）→72,000円
受講セッション数が増えました！！

今までは１セッション90分・全5セッションでしたが、第10期から1セッション45分・全10セッ
ションで行います。1セッションを短時間で、より集中して学んでいただくことができます！　

祈れば変わる、
この国の未来！

さらに目から“うろこ”
第１０期、１０周年！！

Live
配信

◉講師

瀧元 望 他
◉講師

滝元 順 他
Zoom de セミナー 動画配信

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

※受講料お振込み後にZoom ID・パ
スワードをお知らせいたします
※YouTubeでもご視聴いただけます。

ご興味・関心のお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

講師／滝元順・鈴木陽介 他
◉動画視聴期間 第10期・VOL.1（10月配信）

10月4日［月］～31日［火］
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多くの方のご視聴、お祈りを心から感謝します。
番組はアーカーブに残っていますので、
見逃した方も是非ご覧下さい。
また伝道のアイテムとしても用いてください。

配信QR▶

視 聴 者 か ら の 感 想

毎日､８時には､家族そろって、拝聴さ
せていただいております。田中先生の
「１００円玉に誘われて」とても良かっ
たです｡いまのこんな時期だからこそ､
もっと熱く主に求め､祈り､期待していき
たいと思いました｡
─ 兵庫県Uさん

滝元順先生の「盆」についての詳しい
メッセージを今聴きました。今まで仏教
についてあまり深く知らなかった自分の

目の前の梁が取り除かれました。
─ 栃木県Iさん

様々な配信いつもありがとうございます。
お働きのためお祈りさせていただきます。
─福岡県Kさん

順先生のセミナーは本当に分かりやす
く、かつ、先祖崇拝の恐ろしさを改めて
感じました。驚きましたがしっかりと聖書
に、みことばにたつ大切さを思いました。
─ 静岡県Yさん

私は田中政男牧師のメッセージで救
われました。16歳の寒い寒い冬のクリ
スマス集会でした。若かりし日の、パチ
ンコや映画のようなこの世の楽しみに取
り込まれている感覚や死後の不安が
分かりやすく表現されていて、自分の救
われた時と重なり、嬉しかったです。
─ Kさん

ドラマを通して田中少年が、パチンコ
や映画から救われてイエスさまの救わ
れた姿を見てこれからイエス様を信じ
たい、洗礼を受けたいと思う人の励み
になったと思います。私自身もス－パ－
ミッション2000大会で田中先生に祈っ
てもらい、洗礼を受ける決心をしたこと
を思い出しました。
─ 埼玉県Eさん

いつも楽しみにYouTubeのプログラムな

ど拝見してます。感謝です。ドラマの主
役の男性とてもイケメンで演技がうまい
ですね。全てに感謝して
─ 群馬県Oさん

キッズの番組では、子どもたちの賛美
やダンスする姿に励まされ、翌日の番組
では、イスラエルの映像を見ながら、自
分もいつかイスラエルに行けたらなと思
いました。100円玉に誘われてのドラマ
では、田中政男先生の偉大さを改めて
感じることができました。
─ 静岡県Kさん

てる先生のメッセージとてもよかったで
す。励まされました～証も涙、涙でした！
感謝します。
─ YJJさん
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Q質問 新型コロナウィルスがなかなか修
復の兆しが見えない中、私たちの教会生

活にもさまざまな形で影響が出ています。教会
から離れて行く人々もけして少なくありません。
コロナ禍での信仰の持ち方について教えてくだ
さい。

A答え 確かに、終わりのない戦いの日々
が続いています。私たち日本の教会も

対応はまちまちです。どの教会も従来のような
形での「礼拝」を持つことの困難さを感じてい
ます。「礼拝」の語源はレイトルギア「神の民
の務め」という意味です。キリスト者としての務
めを果たせない状況が長い間続いています。
もう一つは主の命令でもある「聖餐式」の問
題です。会堂での礼拝出席が思うようにでき
ないため、多くの方々が聖餐に預かれていな
いことは残念なことです。聞くところによると1年
半も聖餐に預かっていない人もいると言うこと
です。その人たちのために牧師や教職が出
向いていって行う、配餐も考慮する必要もあ
るでしょう。この配餐は刑務所や病院などでも
行われてきました。主との交わりの継続という
点でも配餐の必要性を強く感じます。
　長いキリスト教の歴史の中でパンデミック
を含めた、数多くの危機が教会を襲いました。
中世にヨーロッパを襲ったペストは人口の三

分の一が死亡するという激しいものでした。助
けを求めて人々はカトリック教会に殺到しまし
た。そこで3密状態が生まれ、教会は感染拡
大の温床となりました。羊皮紙でできた1m四
方の聖書が教会には据え付けられていまし
た。多くの人がその聖書を使うため聖書を通
して感染が広まり「ペストは教会から始まる」と
も言われました。そんな時、グーテンベルグに
よって印刷機が発明され、大量の聖書が印
刷されるようになります。宗教改革時には1日
数千冊も印刷可能になりました。マルチンル
ターは1517年宗教改革を成し遂げます。プ

ロテスタント教会はペストというパンデミック
の中で誕生し、前進していきます。パンデミッ
クは社会構造も変える力があります。封建制
度は崩壊し、強固なカトリック教会の権威も
失墜しました。ルターは礼拝は命がけで厳
守するように語ります。さらに伝道の急務、加え
て消毒、換気、不要不急の外出を避けること、
訪問の方法、葬儀のやり方まで細かい点に
配慮しながら、宣教に命がけで挑んでいきま
す。
　初代教会もまたローマ皇帝ネロたちによる
激しい迫害という危機の中、試練を乗り越え
ていきます。AD63年にパウロがAD64年に
ペテロが殉教します。大黒柱を失い、教会
消滅の危機が叫ばれる中、マルコが福音書
を執筆します。主イエスの行動、説教、伝道
などその中心は十字架と復活、罪の赦しです。
このことによって宣教は拡大していきました。
　パンデミックによってキリスト者が「みことば」
と「祈り」から離れ、薄れていくことを私は恐れ
ます。パンデミックのトンネルを抜けたとき教
会もキリスト者も衰退していたということにならな
いためにも今、主との交わりを持続していただ
きたいと思います。「礼拝」「聖餐」「祈り」「み
ことば」「伝道」を通し主に触れ続けて行きた
いと思います。

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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バーチャル4カ国リバイバルツアー。旅
行した気分になって楽しめました。各国
の歴史や社会状況を映像と共に知るこ
とができて、今後、具体的にとりなし祈る
ことができるので良かったです。
─ Hちゃんさん

家族で楽しく、また祈りつつ見させてもら
いました。イエス樣を伝えるという志のも
と、0才の赤ちゃんから、88才の有賀先
生まで出演しているという配信に感動し
ました。子供たちの「ヨナさん物語」もマ
スク着用で大変でしたね。でも、そのマ
スク姿がかえって可愛くて、よかったで
す。主はすべてのことを益にしてください
ますね。
─ 静岡県Sさん

若者ワーシップウェイブ、毎回観ていま
す。今回こんな展開があり、主のみ名
を崇めています。新しい賛美の作詞作
曲、レコーディング、MV、とてもとても楽
しく、さらに主への期待感いっぱいになり
ました。 
─ 香川県Yさん

礼拝もインターネットで守っていますが、
YouTube配信でやっていただく事に
よって、一日が楽しい気持ちになります
^ ！̂ 私達も聖霊の火を燃やして、それ
ぞれ遣わされている場所や関わりを
持っている人を、とりなし祈り、福音を述
べ伝えていきたいと強く感じました。
─ 福岡県Yさん

田中政男先生のドラマが良かったで
す。また、Zawamekiの同刻プレイズも
イエス様に賛美出来たので良い時間
になりました。次のリバイバルミッション
配信を楽しみにしています。
─ 沖縄県Mさん

仕事の都合でリアルタイムで見ることが

できなかったプログラムも後から見ること
ができました。今まで世界宣教は自分
には、遠く感じていました。戦争に関し
ては美化していました。でも、今回のJoy 
Joyで変えられました。
─ 栃木県Fさん

世界を巡るリバイバルバーチャルツ
アーでは、日本人のいないハワイの様
子、韓国からの南北境界線の映像、コ
ロナ感染を経験したスペインの牧師の
力強い証、イスラエルからの石堂由美
先生の報告などを通して、視野が世界
に広げられました。また、他ではなかな
か聞けない、盆行事や日本の侵略戦
争に対する、霊的戦いの視点に立った
とりなしのポイントについて再確認でき、
感謝でした。
─ 千葉県Iさん

ハレルヤ、リバイバルの素晴らしい配
信プログラム、毎日祝福されました。今
日の夜も、ノンクリスチャンの姉に、紹介
して送りました。救われるように、お祈りく

ださい。
─ 静岡県Gさん

盛りだくさんの配信に、毎日励まされてい
ます。喜びがやってきて、夜も目が冴え
て眠れません。
─ 香川県Yさん

今日は、瀧元望先生に太平洋戦争
=15年戦争、霊的負債を返す責任が
あることを教えていただき、目が開かれま
した。まったく未知の世界で、さまざまな
国々への日本人としての責任があること
に驚かされました。きっと、自分の兄弟、
親戚の救いにもつながっていくのだと確
信します。
─ 東京都Mさん
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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

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

1,405,980

1,374,974

0

253,900

12,700

333,400

149,705

2,124,684

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

1,470,056

9,504

440,438

377,751

220,693

72,119

119,774

349,956

3,060,291

470,373

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。
　オリンピックが終わり、コロナ感染状況は目を覆
いたくなるような状況で、医療関係もかなり逼迫
している状況です。そして線上降水帯が各地に大
雨と被害をもたらし、まさにダブルパンチです。こ
の長いトンネルの出口はまだまったく見えず、多く
の教会も窮していいます。リバイバルミッションの
経済も窮していないわけではありませんが、なん
としてでも宣教を止めることなく、福音を語り続け
ることを使命とし、まだまだインターネットが中心
ですが奮闘しています。日本のリバイバルのため
に働きが継続していくことが出来るようにご支援
くださいますようお願いします。

https://bit.ly/3iNsFIr（QRコードは左下にあります）
◉皆さんの「祈りを通して体験した証」募集中！
簡単にまとめたテキストをお送りください。→〆切9/4(金)
◉賛美動画、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。
◉応募はこちらから
メール　suridabu.r.m@gmail.com
インスタDM　wakamono_staycafe_rm

9.17fri
pm8:00-

次回Live 配信

Wakamono
Worship Wave
祈りpart2 
若者のために祈ろう
毎月第3金曜日配信中！ ワカモノ企画、ワカモノへ向けた賛美と祈
りの集会です。今回は、アンケートを通して、若い世代ならではの祈
りの課題を皆さんと分かち合い、共に祈り合う時を持ちます。是非
アンケートに回答して、皆さんの祈っている事を教えてください！

祈りの
課 題

■日本に魂の収穫の時、
　リバイバルが起こされるように
■世界中に蔓延しているコロナウィルスの
　流行が1日も早く終息するように
■病の方々が癒されるように
■癒しの扉、奇跡の扉が開かれるように
■日本の文化・風習を通して行われる
　偶像礼拝から皆が解放されるように
■リバイバルミッションの働きが主のみこころを
　受け取り、神の国が前進するように

九
月

（
長
月
）

十
月

（
神
無
月
）

重陽の節句

秋分の日

神無月

神嘗祭

秋の彼岸の中日あたります。

9月9日［木］朝10時～
あなたの教会や地域の祈りの課題、
個人的な祈りの課題をお寄せ下さい。
ネットを繋いでお祈りする集会です。
※祈りの課題がある方は
revivalmission.pray@gmail.com
まで課題をお寄せ下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

世界と日本の
リバイバルを共に祈り、
教会の祝福を祈ろう！

9月9日。「九」という陽の数が重なることから重陽（ちょうよう）といいます。昔、中
国では奇数を陽の数とし、陽の中で一番大きい数である「9」が重なる9月9日は
大変めでたい日とされ、菊の香りを移した菊酒を飲んだりして邪気を払い長命を
願うという風習がありました。日本には平安時代の初めに伝わり、宮中では観菊
の宴が催されました。菊の節句、菊の宴とも言われています。" 

この月に日本中の八百万（やおよろず）の神様が、出雲の国（島根県）に集まり会
議を開き、他の国には神様がいなくなってしまうことから「神無月」と呼ばれてき
ました。神様の集まる出雲の国では「神在月（かみありづき）」と呼ばれています。

10月17日　神嘗祭は、その年に収穫された新穀（初穂）を天照大神に奉げる感
謝祭にあたる。同じく宮中祭祀のひとつで、天皇が天神地祇に収穫を感謝して自
ら新穀を食す新嘗祭の約1か月前に行われる。

年
中
行
事
の
た
め
に
祈
ろ
う
！

Zoom deフェローシップはじまります!!
9月から、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月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月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月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月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月22［金］20:00〜（日程変更）
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月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。

 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
９月8［水］20:00〜

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
10月13［水］20:00〜

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
11月10［水］20:00〜

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
12月8［水］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と、
今回はZoomを通し賛美を通して

　　　　　　　　　　韓国語を学びます。

賛美で韓国語を学ぼう！
９月７日［火］２０：００〜／１０月５日［火］２０：００〜
１１月２日［火］２０：００〜／１２月７日［火］２０：００〜

All Free オールフリー！！ 全フェローシップ無料です！！

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mail
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

参加無料


