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『このしるしがあなたに起こったら、手当た
りしだいに何でもしなさい。神があなたと
ともにおられるからです。』
第一サムエル10 章7 節（第三版）
　昨年のある日、就寝中にとても不思議な
体験をした。それは真夜中に突然「手当
たりしだいに何でもしなさい。」という大きな
声をハッキリと聞き、驚いて飛び起きた。そ
のことばがⅠサムエル10章7節のみことば
であり、あまりにもハッキリと聞こえたので、驚
き、主が私に語って下さったことばであると
理解し、厳粛な思いで「手当たりしだいに
何でもしなさい。」ということばを受け取った。
　手当たりしだいとは、国語辞典で調べて
みると「手にふれるもの、行き当たるものす
べて。かたっぱしから。」という意である。
　新型コロナウイルス感染症は、2019年
12月初旬に、中国の武漢市で第1例目

の感染者が報告され、わずか数カ月程の
間にパンデミックと言われる世界的な流
行となった。わが国においては、2020年1
月15日に最初の感染者が確認され、それ
から既に2年間、新型コロナウイルス感染
症に苦しめられ、教会も礼拝や集会で一
同集う事ができず、主の至上命令、教会
の使命である福音宣教ができない状態で
ある。今や世界中が直面している非常事
態である。
　また新型コロナウィルスだけでなく、私た
ちの家族の中や教会などにも、どうしても答
えて頂きたい課題が沢山ある。
　この非常事態を解決することがおできに
なるのは、ただ唯一全能なる主のみである。

『すべての祈りと願いを用いて、どんなと
きにも御霊によって祈りなさい。そのため
には絶えず目をさましていて、すべての聖

徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈
りなさい。 』（エペソ6 章18 節）
　神の武具を身にまとい、悪魔の策略に
対して立ち向かい、絶えず目をさまし、全て
の聖徒の為に、忍耐の限りを尽くして祈り
なさいとある。今まで祈ったことのない事、考
えたこともない事、思い出したこともない事を
主に示して頂き、絶えず目をさまして、熱く忍
耐の限りを尽くして祈り、悪魔に立ち向かっ
て、全能なる主に完全なる解決を信じよう。

手あたりしだい主
に祈り、手あたりし
だい戦い。手あた
りしだい奉仕する
者となろう。

サーバントチーム

上條 実
Minoru Kamijo

手当たりしだいに何でもしなさい
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聖日礼拝・伝道集会の
メッセンジャー派遣

リバイバルミッションの顧問、
サーバントチームの牧師が、伝
道集会、聖日礼拝のメッセージ
のご奉仕をさせて頂きます。無
牧の教会や小さな集まりでも
喜んで伺います。

◉講師
有賀喜一、平岡修治、
滝元順、岡本信弘、上條実、
田中進、平岡新人 他

コンサート集会開催

コロナの中であっても賛美を
多くの方が求めています。クリ
スチャンミュージシャン、必要に
応じて音響スタッフも派遣しコ
ンサート集会を開催します。

◉派遣アーティスト
安 武 玄 晃、中 村 匡、井 草 聖 二、
Duo Ｂ→Z 他

ハイブリッド集会開催

普段はなかなかネット配信は
できなくても、スタッフが伺
い伝道集会や礼拝をYouTube
などでのライブ配信をお手伝
いさせていただきます。また
YouTube配信を教会独自で行
うのに必要なノウハウも教会
でご担当の方にレクチャーする
ことも出来ます。

セミナー講師派遣

教会のニーズに対応します。一
度だけでも、継続的でもサポー
トします。
霊的戦いセミナー
滝元順、瀧元望  他
教会サポートビジネスセミナー 
岡本信弘
音響セミナー ・映像配信セミナー
岩井寛
奏楽者指導
ゴスペルクワイヤー指導、
聖歌隊指導 など

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 な々角度から教会を継続的にもサポート致します。

2022年リバイバルミッションは
 日本全国どこでもご要望があれば出かけて行き
教会のお手伝いを致します！

※原則、席上献金で開催、講師・スタッフを派遣します。
※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。まずは事務局までお問合せください。

※手指消毒、マスク着用、健康管理の留意（事前のPCR・抗原検査など含）など感染対策の遵守。
 ─ 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 ─

日本を愛してとりなし祈る
　毎年、2月11日は国民の休日
として「建国記念の日」が祝わ
れます。昨年は、リモートで皆さ
んとこの日に、この国の為にとりな
し祈りました。
　昨年とりなしたのだから、今
年はもう良いのではと考える方も
おられるかも知れません。しか
し、この日は私たちが世の光とし
て遣わされている日本と呼ばれ
る国が、どの様な暗闇の中にあ
るのかを確認する重要な時だ
と信じます。
　架空の人物、もっと強い言
葉で言うなら「気まぐれの神々
の偽りに満ちた、まやかしの神
話」に登場する神武天皇の即
位をこの国のはじまりであると記
念し、その偽りの架空の人物か
ら数え126代目だとする天皇の

元号「令和」を用い続けている
この国のために、とりなし祈ること
は何をおいても必要なことです。
　まやかしと偽りの暗闇にイエ
スキリストにあって光を掲げ、主
イエスキリストが私たちの真理
の土台である事を宣言し、教
会はそのイエスキリストに連なる
体である事を2月11日に確認し
ていきましょう。
　もしかすると私たちの国日本
はとても危険な道に逆戻りしよ
うとしているのかも知れません。
宣教の自由があり、何を言って
も大丈夫だと私たちは錯覚し
ていますが、コロナ禍にあって、
ネットに流れるニュースは確実
に統制され、自由な意見は抹
殺されています。
　近い将来、憲法が改悪さ

れ、伝統文化を大切にし、この
国のはじまりが神武天皇にあり、
その神話に登場する天皇の祖
先の神々アマテラスを祀る神
社を拝むことは、伝統文化に属
する事で、宗教行為ではない
という詭弁がまかり通る時代が
やってくるかも知れません。
　戦前戦中の教会は、これと
同じ詭弁に屈し、神社参拝、

宮城遥拝、天皇礼拝という恐
ろしい罪に陥ってしまいました。
　イエス様の真理から離れる
ことなく、光を掲げていく決意を
しっかり持つ日として2月11日を
覚えましょう。

「やみがあなたがたを襲うこ
とがないように、あなたがた
は、光がある間にあるきなさい。

（ヨハネ12章35節）」

SIRネットワーク代表

瀧元 望

◉祈りの課題
＊この国の上にある偽りの暗闇が取り除けられる様に主に願い
　祈りましょう。
＊私たちは真理なるイエスキリストにのみ土台を置いている事
　を宣言しましょう。
＊私たちキリストの体なる教会が決して、再び偽りに組みする過
　ちを犯すことがない様に祈りましょう。
＊2月11日は主が造られた日であり、主の栄光が現される日とな
　ることを宣言し祈りましょう。

150名
限定

ライブ
配信

帰ってきた

　1月11日、毎年のように長年恒例
だった年始のPPH、このコロナ感染
拡大で、開催が困難になっていまし
たが、会場での参加人数を限定し、
出来る限りの感染対策をした上で、
YouTube同時配信という形で開催
されました。全国から、会場には賛
美と祈りの勇士が100名ほど集まり、
4時間という例年より短い時間でし
たが、賛美と祈りとみことばに集中し
た時間となりました。
　また急遽音楽ゲストとして、グロリ
アシンガーズが3曲賛美してくださり、
懐かしい歌声を響かせてくださいま
した。メッセージには、リバイバルミッ
ション顧問の平岡修治先生、滝元
順先生、そしてリバイバル聖書神学
校出身の田中恒喜先生、弓崎美
和先生が、2022年に主が与えて
下さっているみことばを語ってくださり、
一同リバイバルのさらなる渇望を頂
きました。

●参●加●者●の●声
YoutubeでPPHに参加できて感謝です。
今日の日本の教会の姿に時々、不安を
感じている私にとって「今日の教会は危
機的状況にある」、と語られたメッセージ
なるほどと思わずにはいられませんでし
た。リバイバルミッションの今後の活動
に期待します。

●参●加●者●の●声
Youtubeで視聴しました。素晴らしいの
一言です。グロリアシンガーズが出られ
た時、なんて言ったら良いかわからない
くらい感動で、涙が出てきました。子ど
もさんたちの讃美も今まで、感じたこと
ない感動が溢れてきました。次回、許し
があれば、会場に行きたいです。

●参●加●者●の●声
PPHを金沢市のアパートの部屋で視聴
させてもらいました。2年近く会場での
集会出来なく大変だったと思いますが、
会場来られた方にも感謝。祝福があるよ
う祈ります。コロナ、又今のオミクロン株
にも負けずリバイバルに前進して、リバ
イバルが起こることを祈ります。

R e p o r t s

リバイバルミッション YouTubeチャンネル 2022年も元気にスタートリバイバルミッション YouTubeチャンネル 2022年も元気にスタート！！

デイリーバイブルメッセージ
（きょうのみことばチャンネル）

リバイバルミッションの顧問、サーバントチームの先生方よ
り毎日発信される「デイリーバイブルメッセージ」が、「リバ
イバルミッション」YouTubeチャンネルからサブチャンネル
「デイリーバイブルメッセージ」に変わり、配信されていま
す。日替わりで聖書の中からワンポイントで私たちの信仰
の糧としてみことばが届けられています。ぜひ2022年、あ
なたのデボーションに加えてみことばを聴く習慣を持ちま
せんか？

2022年新春特別メッセージ
YouTube配信

2022年1月1日～4日に配信された新春特別メッセージ
のアーカイブが今も見ることができます。それぞれの先
生から語られた2022年のためのメッセージはとても恵ま
れます！期間中に見逃した方はぜひリバイバルミッション
YouTubeチャンネルをご覧下さい。
1月1日配信／有賀喜一師メッセージ
1月2日配信／平岡新人師メッセージ
1月3日配信／田中進師メッセージ
1月4日配信／山﨑ランサム和彦師メッセージ

クリスチャン用語の素朴な疑問をショートスキットでわかり
やすく紹介する番組「クリスチャンなりたて君」がリバイバ
ルミッションサブチャンネル「リバイバルミッションJr.」で配
信開始されています。ノンクリスチャンが教会に抱いている
キリスト教用語の疑問や信仰の疑問にわかりやすいスキッ
トで馴染んでいただくために製作されています。「クリス
チャンってどんな人？」「牧師先生ってどんな人？」「賛美って
何？」などなど。すでに4話が配信され、これからぞくぞくと
製作されていきます。ぜひ一度のぞいてみて下さい。チャ
ンネル登録お願いします。

DailyBible
Message

Daily Bible Message 専用チャンネル
https://www.youtube.com/channel/

UCElCuGsCaVQK7o04Cju7IhA

リバイバルミッションJr. チャンネル　
https://www.youtube.com/channel/UCUsYIZg_
ITmXDPKhtPCzILA

クリスチャン

なりたて君 リバイバルミッション YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/channel/

UC4jg9cDKBhOOqe6t9D9yFPw

リバイバルミッション YouTubeチャンネル 2022年も元気にスタート！

Wakamono
Worship Wave

2.18fri 20:00-

You Tube

配信

はたらくクリスチャン│
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。2月は、就活
中のワカモノも多い時期。クリスチャンが社会に出て行って働くことについて、ビジネスマンか
ら献身した小山健先生が自らの社会での経験を活かしてメッセージを語ってくださいます。こ
れから社会人のあなたも、すでに社会で働いているあなたも！皆さんぜひご参加ください。
■︎皆さんの賛美動画、証し募集中！ 賛美の形や、証の内容も自由！ 送ってくださった動画やテキストは、
集会の中で紹介させていただきます。
■応募はこちらから
メール: suridabu.rm@gmail.com　インスタDM: wakamono_staycafe_rm

◉メッセンジャー

小山健先生（岐阜純福音教会牧師）

12月すりだぶクリスマス伝道集会レポート
12月17日に配信されたすりだぶでは、クリスマススペシャルコ
ンサート集会ということで、初の伝道集会を行いました。ゴスペ
ルシンガーソングライターのMigiwaさんをお招きしてのコン
サートタイムを始め、すりだぶオリジナルドラマや、佐々木歩先
生（恵泉キリスト教会 会津チャペル）によるゴスペルメッセー
ジなど、盛りだくさんの恵みに満ちたとても素晴らしいひとときでし
た。また、すりだぶの配信が始まって初めて、同時視聴者数が
100人を超えた記念の回でもありました!!👏ご家族・お友達を
誘ってご覧くださった皆さん、ありがとうございました！ 蒔かれた
種が実を結ぶようにお祈り下さい。

Glory to God!
※配信は現在非公開になっておりますが、ドラ
マとメッセージ動画は、ワカモノ stay cafeの
チャンネルからご覧いただけます。　

チャンネルはこちら▶

まずは
ご相談
下さい。
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※次回3月号のニュースは2月27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/

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

収入合計

-1,487,209

1,520,208

0

178,100

23,100

121,600

252,248

2,095,256

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

銀行借入返済

支出合計

次月ミッション繰越金

1,949,873

23,180

435,976

238,491

232,428

27,841

248,502

349,956

3,506,247

-2,898,200

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。

◉会計報告2021年11月度
　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。新型コ
ロナウィルスの感染も、再び新しい変異種により拡大し、収束どころか、ますます先が見えない
ようになってしまいました。リバイバルミッションでも今年は少しでも、皆様に直接伺っての働
きができるように願っておりますが、それもまた不透明な状態になっています。経済的にもご
報告のようにかなり厳しい状態ですが、主の計画だけがなされるように続いてお祈りくださり、
さらにご支援もよろしくお願いします。

D.韓国語フェロシップ
賛美で韓国語を学ぼう！
毎月第2火曜日・夜8時～

今月のZoom配信日時
2月8日［火］20:00~

Zoom
de

フェロシップ

2月のお知らせ
───────
参加費無料!!
───────

お申し込みはホームページ
または事務局まで

※A.ユースフェロシップは隔月開催です。
2月の配信はありませんのでご了承ください。

◉講師
岩井寛
West Revival Sound代表

◉講師
チェ・ヨンドゥ
韓国・シャローム教会牧師

◉担当
岡本信弘
サーバントチーム

B.音響フェロシップ
毎月第2木曜日・夜8時～

今月のZoom配信日時
2月10日［木］20:00~

C.バーチャル家庭集会
毎月第2水曜日・夜8時～

今月のZoom配信日時
2月9日［水］20:00~

リバイバルの油注ぎ 
しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、
あなたがたは力を受けます。
そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、
および地の果てにまで、わたしの証人となります。
［使徒の働き1章8節］

日時／2022年2月10日［木］朝10時～
メッセージ／平岡修治師

■2022年日本のすべての教会が祝福されるように
■クリスチャンの信仰が強められ、励まされるように
■日本及び世界のコロナウイルス感染が
　一日も早く完全に終息するように

■教会、宣教団体の経済が支えられるように
■聖霊さまの圧倒的な油注ぎがみなに与えられるように
■日本にリバイバルが起こされるように
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戦略的
とりなしと
    調査専門課程

3月配信

Zoom Live 配信
動画配信

祈れば変わる、この国の未来!  

◉3月のテーマ／とりなしと賜物
3月の｢戦略的とりなしと調査専門課程」では、｢とりなしと賜物」というテーマで学んで
いきます。主が私たちに下さっている賜物をどの様に活用させて頂くかについて、み
言葉ととりなしの実践の中から学びます。主題発表では、谷合瑞輝さんが、George 
Otis Jr.師の著書、「InformedIntercession」の翻訳を手がけて下さっていますが、その書
籍の全体を解説して下さいます。この本は近日中に出版される予定です。

講師／瀧元望 他 
受講料／5,000円 全3セッション
※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配信日時
2022年3月5日［土］10:00～16:15
配信スケジュール
3月5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 

第10期・VOL.4
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）
◉視聴期間
2022年2月7日［月］─2月28日［土］
年間10ヶ月80,000円➡72,000円［1回分　

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。
※バックナンバー［vol,1-3］受講も可能です。　

2月配信

神の国の実現のために! !
目からうろこのセミナー 

第10期
Vol.4

※Vimeoのオンデマンド配信にて動画を視聴いただく事ができます。
※今回のVol,4からの受講、また、過去に配信済みのバックナンバーも受講頂くことが可能です
※どなたでもお気軽に受講頂くことができますので、
　興味関心をお持ちの方はぜひお問い合わせください。

有料
コンテンツ

有料
コンテンツ


