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教会に与えられた
「共に集う」機能の回復を祈ろう！
『ある人々のように、いっしょに集まること
からです。
をやめたりしないで、
かえって励まし合い、
聖書には、
創世記から黙示録まで一貫
かの日が近づいているのを見て、
ますま
して「神殿」
というテーマが存在します。
そ
すそうしようではありませんか。』
れは「荒野の幕屋」から始まり、
「ソロモン
ヘブル人への手紙10章25節
の第一神殿」
「バビロン捕囚後の第二神
ジョン・ウォルトンの著書「創世記一章の
殿」
そして、
「主イエスご自身が動く神殿」
と
再発見(いのちのことば社) 」の中に次のよ
なり、
やがて主の復活により
「私たち自身が
うな一節があります。
聖霊の宮」
として機能し、
新天新地におい
〝イエスは神殿を何よりも天と地が出会
ては「宇宙全体が神を礼拝する神殿」
とな
う場所であり、
そこで重要なことがなされる
るのです。
場であると考えていた。
ところが現代のクリ
そしてその原点が、
限られた空間である
スチャンの多くは、神殿は壮大な教会のよ
「神殿」であり、
現代における「教会」
につ
うな建造物に過ぎないと考えている。礼拝
ながっています。教会は小宇宙、
すなわち
の場であることは確かであるが、
小宇宙、
つ
天と地が非常に小さな空間でまとめられた
まり天と地が非常に小さな空間でまとめら
世界の縮図であると言えます。
れた世界の縮図であるとは理解していな
ソロモンの神殿が完成し、
奉献式にイス
い。〟
ラエルの全会衆が集ったとき、
神は「火」
を
新型コロナウイルスの影響で、世界の
もって答えられました。
またエリヤがバアル
教会は苦境に立たされています。そして
の偽預言者たちと戦った際、
破壊された祭
日本教会も例外ではありません。なぜなら
壇を築き直し、
民が祭壇の周りに集ったとき、
「共に集う」
という機能が制限されている
またしても神は「火」
をもって答えられました。
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その影は、
新約聖書において「聖霊降臨」
として実現しています。使徒たちの上に聖
霊の火がくだり、
その火は、
神と出会う場であ
る
「教会」
に受け継がれているのです。
悪魔は新型コロナを用いて、
教会に与え
られた「共に集う」機能を奪おうとしていま
す。
しかし私たちは、
その機能が取り戻され
るよう、
真剣に対抗して祈る必要があります。
来年こそは、
リバイバルミッションも
「共に
集い」
リバイバルを叫び求めることが出来ま
すよう、
心から願っています。
皆様のとりなしとご協力に、
心からの感謝
を申し上げます。

リバイバルミッション顧問

滝元順

Jun Takimoto

秋のリバイバルセミナー

クリス
チャンって
最高だ！

11.

22 ・23
［月］

［火・祝］

リバイバルセミナー

◉エド・シルボソ師、滝元順 他、11月23日は朝から晩ま
でバラエティに富んだプログラムが満載です。ぜひご
覧下さい！ご参加下さい！

フェロシップ

◉Zoom配信日時

講師／チェ
・ヨンドゥ 12月7日［火］
シャローム教会牧師・ゴスペルシンガー

Zoom deフェロシップ

20:00〜

教会に仕え、
伝道の働きとして、教会のご要望、
必要にお応えする計画を提案します。

◉ 尚、集 会 配 信 時 間 を 見 逃した 方 で も、集 会 後 は
YouTube「リバイバルミッション」ページよりいつでも
ご覧いただけます。
（アーカイブが残ります）

Zoom de参加型フェロシップ12月のお知らせ

Zoom
韓国語フェロシップ
de
賛美で韓国語を学ぼう!

2022年、
いよいよリバイバルミッションは
！
日本全国へ動き出します

◉YouTube「リバイバルミッション」
アカウントで検索してご覧下さい！
※詳細はホームページ、11月号でご確認下さい。

ビジネスフェロシップ

クリスチャン

無料
コンテンツ

講師／岡本信弘新城教会牧師・（株）プレイズ代表取締役
◉Zoom配信日時
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

A.ユースフェロシップ

12月8日［水］
20:00〜
お問い合わせ・お申し込みは、リバイバルミッション事務局まで

C.バーチャル家庭集会

＃ワカモノトークルーム／平岡新人（サーバントチーム） 岡本信弘（サーバントチーム）

大好評につき2022年も新たな
B.教会の音響フェロシップ
テーマで1月から開催いたします。 岩井寛（ West Revival Sound 代表 ）

D.韓国語フェロシップ

チェ・ヨンドゥ（韓国・シャローム教会牧師）好評につき継続！

※詳細は次号にて!

2021─2022年末年始特別企画
起きよ。光をはなて。Arise! Shine!

聖日礼拝・伝道集会の
メッセンジャー派遣

コンサート集会開催

ハイブリッド集会開催

セミナー講師派遣

クリスチャンミュージシャン、

伝 道 集会や礼拝をYouTubeな

有賀喜一、平岡修治、

音響スタッフ派遣

どでライブ配信

霊的戦いセミナー
滝元順、
瀧元望 他

滝元順、岡本信弘、上條実、
田中進、平岡新人 他

音響セミナー ・映像配信セミナー
岩井寛

起きよ、
光を放て。
あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。
［60章1節］

年末年始に行われる国民行事をとりなし祈る

その他、賛美集会、奏楽サポート、トラクト配布、とりなしの祈りチーム派遣、
教会メンテナンス等。様々な角度から教会を継続的にもサポートします。

日時／2021年12月26日
［日］20:00〜
講師／瀧元望 ［SIRネットワーク代表］
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2022年新春特別メッセージ

2021年
12月26日

2022年
1月1日

2022年
1月2日

2022年
1月3日

講師
瀧元望

（デイリーバイブルメッセージ特別版）

20:00
Start

2022年、新しい皮袋に新しいみことばのぶどう酒を注いで頂き、
2022年はクリスチャンひとりひとりが輝くために、
1月1日から4日間に渡って毎晩8時からメッセージが語られます。
1月1日
［土］
20:00〜／新春特別メッセージ第1夜 有賀喜一
1月2日
［日］
20:00〜／新春特別メッセージ第2夜 平岡新人
1月3日
［月］
20:00〜／新春特別メッセージ第3夜 田中進
1月4日
［火］
20:00〜／新春特別メッセージ第4夜 山﨑ランサム和彦

講師
平岡新人

講師
有賀喜一

講師
田中進

2022年
1月4日

講師
山﨑ランサム和彦

配信はYouTube
「リバイバルミッション」
で行われます！ぜひご家族揃ってご覧下さい。
尚、配信時間帯に観られなくても、
配信後はいつでも観ることができます。

帰ってきた

！
！
新年はやっぱりこれでスタート
火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならない。
［レビ記6章13節］

150名
限定

ライブ
配信

日時／2022年1月10日［月・祝］
13:00〜17:00
愛知県新城市富沢
407-1
会場／新城教会［150名限定］
車でお越しの場合／新東名新城ICより約10分◉電車でお越しの場合／JR飯田線茶臼山駅すぐ

感染対策として、会場での参加は150名限定とさせて頂きます。
YouTubeにてライブ配信を行います。
（アーカイブは残りませんのでご注意ください）
尚、会場での参加をご希望の方は、必ず事前にお申し込みください。

│主なプログラム│

Zawamekiプレイズタイム
すりだぶプレイズタイム 他
│メッセージ│

平岡修治、
滝元順
ショートメッセージ
リバイバル聖書神学校出身の先生方
※プログラムは変更することがあります。予めご了承ください。

│お申し込み方法│
お電話：0120-291-372／0536-23-6712
E-mail：氏名・連絡先・教会名・PPH参加希望と明記の上
ofﬁce@j-revival.comまでQRコード・ホームページから
◉注意事項
・新型コロナウイルス感染状況によって会場での参加を取りやめることがあります。
・会場に入られる時は、検温、手指消毒の上、
マスク着用をお願いします。
・会場内での飲食はご遠慮下さい。
・会場内は空調設備により機械的に換気しております。
また換気能力を上げるために窓を開放することがあります。
会場内が寒くなることがありますので、防寒対策をお願いいたします。
・食事・宿泊のご用意はありませんので、必要な場合は各自で手配ください。

視聴用QRコード

奏楽者指導
ゴスペルクワイヤー指導、
聖歌隊指導 など

※原則、席上献金、謝礼で集会を開催、講師を派遣します。※スケジュールの都合上、ご要望にお応え出来ない場合もありますのでご了承下さい。

2021年末から2022年新年は、
日本の暗闇に光を輝かせよう！
2021年の年末年始に行われる神道行事に関して理解し、
私たちクリスチャンが目を覚まし、
とりなし祈り、
新しい年を迎えよう！

毎日

教会サポートビジネスセミナー
岡本信弘

申込み用QRコード

・新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、
事前に登録済みでも以下に該当する方はご来場をお控えください。
・37.5度以上の発熱（平熱と比べて高い発熱）
や下記の症状がある方（入場時に検温いたします）
・咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、味覚・嗅覚障害、下痢、嘔気・嘔吐等の症状
・新型コロナウイルス感染症陽性とPCR検査で判定された方との濃厚接触がある方
・政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び
当該在住者との濃厚接触がある方（政府の観察期間内）

Q

質問 クリスマスが今年も近づいてきま
した。激動する世界情勢の中で平和の君
であるイエス様の誕生をお祝いできることは感
謝です。
しかし、
アフガニスタンをはじめ世界中
に苦難や試練に耐える人々の姿が私の心に浮か
びます。その人たちのことを思うと怒りさえ感じ
ます。
このような怒りを持つことはいけないので
しょうか。また、一人のクリスチャンとして何かで
きることはあるのでしょうか。

A

クリスマスツリーやイル
答え12月になると、
ミネーションが飾られ、街中にキャロルが
流れます。パンデミックのことを忘れるかのように
表面は輝きが戻ってきます。
しかし、
あなたが言
うように、
その陰で飢えと恐怖にさらされ、
命の危
険におびえながら生きることに必死になっている
人々がいます。あなたが国境を越えて、助けた
いという思いは尊いことだと思います。イエス様
は「あなた方は地の塩です。世の光です。」
と
現在形で語っています。地の塩、世の光になり
なさいと命令していません。あなたはすでに「地
の塩」
「世の光」ですと言われています。私たち
は「地の塩」
「世の光」だということを自覚すべき
だと思います。私たちは小さな光かもしれません。
しかし、
その光は神様が灯してくださったもので
す。光の特徴の一つに小さな光でも集まると大
きな輝きになるということがあります。一人の祈り
が拡大していき、
大勢の人々が祈りの輪に加わ
ることによって、
輝きは増していきます。是非、
あな
たもこの輪の中に入っていただきたいと思います。

コ ●
ラ ●
ム
●

Q&A
平岡修治

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。
確かに、世界中で苦しんでいる人のことを思
うとき、私の心にも時々「怒り」が芽生えます。た
だ怒りには二種類の怒りがあると思います。一
つは人間関係を破壊してしまう感情的な怒り
です。
もう一つの怒りは、不義に対する怒りです。
人間の尊厳が傷つけられ、
命がないがしろにさ
れる罪への怒りです。2019年にアフガニスタ
ンで武装勢力の銃弾に倒れ命を落としたクリ
スチャン医師の中村哲さんのことを思い出しま
す。アフガニスタンで起きている不条理に対し
て静かな怒りを持ったことと思います。優秀な脳
神経内科医であった中村さんはきれいな水さ
えあれば病気や貧困は克服できると考え、
アフ
ガニスタンに出かけ、
25キロにも及ぶ水路をつ

く
りました。中村さんの心に湧きあがった怒りは
義のための怒りであり、
その根底には愛がありま
した。6年前に天国に帰られた滝元明先生の
メッセージは、
いつも罪に対する怒りであふれて
いました。
それは私たちが大切に持ち続ける怒
りだと思います。
怒りを表現した『目には目を、歯には歯を』
と
いう言葉があります。旧約聖書の律法に記され
ている報復のやり方で動態復讐法と言います。
動態復讐法は過剰な復讐を禁じるために定め
られた律法です。やられた以上のことをしては
ならないという高度な道徳と言われています。
し
かし、
イエス様は報復・怒りそのものを否定され
ました。
「右のほほを打たれたら左のほほを向
けなさい」
このことばで報復そのものをしないことこ
そ神さまのみこころにかなうことだとイエス様は主
張しています。
しかし、
この言葉には理解しにくい
ことがあります。当時のユダヤ人もそうでしたが、
一般的に人は右利きが多いと思います。相手
の右のほほを打つとしたら、左利きの人のはず
です。
このことばは右利きの人が手の甲で相手
の右のほほを殴ることを意味しています。ユダ
ヤ人にとっては手の甲で打たれたことは屈辱的
なことでした。イエス様自身も十字架という屈辱
的な苦しみを受けられましたが「父よ、
彼らをお
ゆるしください」
と祈られました。私たちもこの不
合理な社会のために祈っていきたいと思います。
まず、
祈りから始めていただきたいと思います。
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神の国の実現のために! !

祈れば変わる、
この国の未来!

戦略的 ◉Zoom配信日時
2021年12月11日
［土］

なしと 講師／瀧元望 他
とり
調査専門課程
12月配信

Zoom Live 配信

第10期・VOL.3（12月配信）
視聴期間／12月5日
［月］─1月8日
［土］
講 師／滝元順・鈴木陽介 他
受講料／毎月8,000円
全10セッション
（各40分）

10:00〜16:15

受講料／5,000円 全3セッション

12月配信

※受講料お振込み後に Zoom ID・パスワード、
YouTube
リンク等をお知らせ致します。

◉Zoom&配信スケジュール
12月4日
［土］
セッション110:00~11:30
セッション2 13:00~14:30
セッション3 14:45~16:15

動画配信

有料

有料

コンテンツ

コンテンツ

◉12月のテーマ／ポストコロナの世界宣教への備え

12月は、太平洋戦争が始まった月です。今回の専門課程では、ポストコロナの世界宣

さらに深く学
教への備えとして、太平 洋戦争でこの国が関わった国々、地域に関して、
んでいきます。
日本の教会に負わされた霊的負 債を福音宣教を通して返していく、そ
の為の備えをさせて頂きたいと願います。

第10期
Vol.3

1回分
］
年間10ヶ月80,000円➡72,000円［お得です
年間一括お申込・受講料一括お振込の場合

※受講料お振込み後に動画の URL・パスワードをお知らせ致します。

※Vimeo のオンデマンド配信にて動画視聴頂くことができます。
また、現在配信中の Vol.2、
※Vol.3からの受講、
配信済みその他バックナンバーも受講可能です。
※どなたでも受講いただけます 興味・関心のお持ちの方、ぜひお問い合わせ下さい!

毎 月 第 3 金 曜 日 に 配 信 中！ワ カ モ ノ ク リ ス チ ャ ン 発 信 の 賛 美 と 祈 り の 集 会 で す 。

WakamonoWorship Wave
─ クリスマススペシャル伝道集会 ─

12.17

fri 20:00-

Program
◉コンサートタイム／賛美ゲスト:Migiwa

ゴスペル・シンガーソングライター

◉クリスマススキット／すりだぶメンバー
◉ゴスペルメッセージ／佐々木歩 師

恵泉キリスト教会 会津チャペル 牧師

You Tube
配信

今回は、
クリスマススペシャル！
10月は私たち自身の救いを考え、
11月はその救いの恵みをどう伝えるか考えました。
そして今回12月はそれを実践すべく、
初めて、伝道集会を行います！
ぜひ、
この機会にノンクリスチャンの
ご家族やお友達にもお知らせください♪

10月のすりだぶレポート

テーマ
「救い~What Jesus Did for Us~」
10月は、ワカモノクリスチャンである私たち自身の救

いを振り返る時が持たれました。
トークをしながら同
世代の証を聞き、
メッセージでは”救い”の本質につい
て教えられ、皆で救いの恵みを再確認する時となりま
した！是非アーカイブで配信をご覧ください！

視聴はQRにて

12月をとりなし祈ろう！クリスマス、年末などについて祈って行きます。
◉プレイ・フォー・リバイバル

thu◆am10:00〜

メッセージ：瀧元望師
●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
◉年間行事の祈り

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。
9 月の会計報告は、霊的戦い専門課
程の年間申込みの方が多くおられ、経
済的に支えられました。
まだ経済的には
厳しい状況は続いていますが、いよい
よ対面での集会をスタートするべく動
き出しました。来年がどのような状態に
なっているかわかりませんが、主の使
命を全うできるように続けてお祈り、そ
して支えて下さいますようお願いいた
します。

12月13日 煤払い

掃除と共に年神を迎える正月の準備が始まる日として全国の神社、神棚などの
清掃や清めの儀式が行われます。

12月22日 冬至

日中の日の長さが最も短くなります。北半球の世界中で冬至祭が行われ、主が
造られた太陽を悪しき者に明け渡していく神事や儀式がされています。

12月25日 クリスマス

全国の教会で持たれるクリスマス集会を通して福音が伝えられるように

ゆうちょ銀行／振替口座 00860-0-33814

12月31日

天皇による全国民のための大祓が行われ、初詣に対する準備が全国の社寺で
行われています。

クレジットカードによる献金
http://j-revival.com/rm/card/

大祓・大晦日・年越し

フリー
ダイヤル

◉会計報告2021年9月度
収

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

入

支

出

-1,645,805
1,278,085 事務運営管理費
0 一般旅費交通費

1,289,875
53,807

181,700 通信費

443,259

21,700 印刷費

254,925

1,067,700 集会諸経費

170,830

151,150 セミナー諸経費

16,705

ざわめき諸経費

146,741

◉献金送付先・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

三菱UFJ銀行／名古屋営業部 普通 2569313

80120-291-372

〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220

E office@j-revival.com

URL: http://www.j-revival.com

─────────────────

※次回1月号のニュースは12月26日
（日）発行予定です。

銀行借入返済
収入合計

2,700,335 支出合計
次月ミッション繰越金

349,956
2,726,098
-1,671,568

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
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。

