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わたしは、あなたの苦難と貧しさを知って
いる。だが、あなたは富んでいるのだ。

（黙示録2章9節前半）

　復活のイエス・キリストがスミルナの教会
に語られたメッセージ（8–11節）を読んで
いて気づくのは、対照的な言葉のペアが
何組も出てくることです。「初め」と「終わり」、
「死」と「よみがえり」、「貧しさ」と「富」、
等々。これらは「逆説的表現」と言えます。
逆説（パラドックス）とは、一見矛盾してい
るようだけれども、実は深い真理を表すよう
な表現のことです。主イエスはスミルナの
教会に対して、信仰の逆説について語っ
ておられるのです。
　スミルナの教会は、苦難と貧困の中にあ
りました。けれども、実は彼らは富んでいる

と主イエスは言われます。「信仰の逆説」
が意味するのは、「物事の真の姿は、見か
けとは違う」ということです。
　近年「フェイクニュース」という言葉をよ
く聞くようになりました。事実と異なる虚偽の
報道のことで、特にSNSなどインターネット
を通して急速に拡散する偽の情報が人々
を惑わせ、選挙のような重要なできごとさえ
左右するようになり、社会問題化しています。
また、詐欺の被害も後を絶ちません。私た
ちは何が真実なのか分からない、不安な
世の中に生きていると言えるでしょう。
　けれども聖書は目に見えるこの世のありさ
まが物事の真実の姿ではない、と教えてい
ます。では、世界の真の姿を知るためには、
どうしたらよいのでしょうか？ それは、神様が
見ておられるようにこの世を見る、イエス・キ

リストの視点からものごとを見ることです。ス
ミルナの教会が貧しいように見えて実は
富んでいることを、「わたしは知っている」と
主イエスは言われます。主が知っておられ
るように教会を知るとき、初めてその真の姿
が分かります。リバイバルミッションの働き
が、聖書に基づき、いつも神様から頂いた
視点をもって進められていくことができるよう、
お祈りとご支援をお願いいたします。

信仰の逆説

リバイバルミッション顧問

山﨑ランサム
和彦
Kazuhiko Yamazaki-Ransom
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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。

※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 ─

まずは
ご相談
下さい。

2022.3.11fri
回復と再建、主の恵みの年を祈り求める日

シオンの悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、
悲しみの代わりに喜びの油を、
憂いの心の代わりに賛美の外套を着けさせるためである。
彼らは、義の樫の木、栄光を現す主の植木と呼ばれよう。
イザヤ書61章3節

　2011年3月11日。誰もが忘
れることのできない東日本大震
災があった日です。2022年、
あれから11年もの歳月が流れ
ましたが、今も尚も地に残され
た傷跡とうめきを見るときに私た
ちはこの地の回復と癒し、再建
を主のみ前に祈ります。
　近年、世界中で蔓延し人々

を苦しめているコロナウイルス、
疫病。地震や噴火、洪水など
の自然災害。また各地での戦
争の噂が聞こえてきます。私た
ち人間の力ではどうすることも
出来ない事が日々押し寄せて
来ます。この時、私たちクリス
チャンができることは、天を仰ぎ、
主のみ前にひざまずき、主に救

いを求め祈るしかありません。
　「主よ。どうかこの国をいやし
てください。」「主よ。どうか、こ
の国の民を救って下さい。」と
心を合わせ共に祈ろうではあり
ませんか。
　リバイバルミッションでは、こ
の3月11日、東北仙台の地に
立って、そこに住む方 と々共に

回復と再建を祈り、またその地
で、まだ神さまを知らないでいる
人達がひとりでも救われるように
願い祈りながら、福音を宣べ
伝えたいと願っています。ぜひ
全国各地から共に祈りの手を
上げ、現地からのライブ配信
で行われる集会にご参加下さ
い。

◆2022年3月11日［金］

◀すべての集会の模様は、YouTubeチャンネル
　「リバイバルミッション」にてご覧頂けます。

14:00～15:00
3.11スペシャルライブ祈祷会
in仙台│YouTube配信

2011年3月11日に大地震と共に津波で被害を
受けた仙台の地に立って、ライブで現地からみ
なさんと繋いでの祈祷会を行います。
※14時46分、私たちは、まことの神さまであるイエス
様のみ名によって回復と再建を宣言し、共に祈ります! 

◉メッセージ&祈りのリード／田中進

19:00～20:30
励ましの歌とみことばの夕べ
3.11 Revival GoToMission
全国皆さんと一緒に応援！
ハイブリット伝道集会│YouTube配信

メッセージ／平岡修治◉特別賛美／石塚誠孝
会場／つばめさわ教会
仙台市宮城野区燕沢2-10-68
http://seasidebc.com/　　

※当日は感染対策を万全に考慮して
　行う予定です。
※会場でもご参加いただけます。

先が見えない、開催時の状況が不安。だからこそ今からお申し込みください！！
お申込み後感染状況に応じて開催プランの変更も可能です。
感染が落ち着いている時は通常の集会を開催
少し感染が増大している時はハイブリッドでネットと同時開催
かなり感染が増大している時は、ネット配信のみで開催

参加費
無料！！

Zoom
de

フェロシップ

毎回、好評を博していますZoom deフェロシップに
参加された4人の方からメッセージを頂きました。

●参●加●者●の●声
音響フェロシップ参加
樋口真文（ホープチャペル流山牧師）
　短時間に音響に関する専門
的なことが聞けるので、大変効
率的。実際の映像を見、音を聞
きながら体験でき、Zoomならで
はのメリットがあり、教会での音
響を考える上で注意しなければ
ならないポイントを、わかりやすく
聞くことができました。配信上で、
実際に会場にいるような臨場感
のある映像、音を提供するには？
良いヒントをもらいました。アット
ホームな雰囲気で、質問にも答
えていただきそれぞれの実情に
すぐ活かせます。

●参●加●者●の●声
映像フェロシップ参加
米谷愛（丸の内キリスト教会副牧師）
　リラックスした雰囲気の中、初
心者にとっても分かりやすく教え
ていただけて感謝でした。このよ
うな機会を待望していました！岩
井寛さんのお話はもちろんのこ
と、参加者皆さんの現状や質問
もともに聞かせていただけたこと
もよかったです。それに対する岩
井さんのアドバイスを聞くことが
でき、その一つ一つをより一層身
近なものとして受け取ることができ
ました。ライブ配信を行う練習ま
でさせていただき、感謝です。今
の自分たちにとって、すぐに行える
ものではなくても、次のステップを
見ることができました。機材の役
割や、スマホだけではなく他のも
のを接続する意味など教えてい
ただき、配信することへのハード
ルがとても低くされました。映像
配信が必要だと感じていても、ま
ず何から取り掛かればよいのか
すら、私は分かっていなかった
のですが、それがクリアにされて、
教会堂にWi－Fiではなく『有
線』をもってくることができ、大きな
一歩でした。感謝します。

●参●加●者●の●声
バーチャル家庭集会参加
岡本篤子（大東キリスト教会伝道師）
　バーチャル家庭集会に二回
参加させていただきました。私自
身、家庭集会の体験はリバイバ
ル聖書神学校在学時、それも
たった一度。開先生の素敵なリ
ビングで、明先生や清子先生
もおられてとてもアットホームで楽
しく、贅沢な時間を過ごしました。
私の集う大東キリスト教会は現
在無牧で、十人前後の小さな
群れです。感謝なことに礼拝は
継続できていますが、家庭集会
は存在しません。コロナ禍にあっ
て人とのつながりが希薄になる
中、礼拝だけでフォローしきれな
い部分をなんとかしたいという願
いがあり、参加することでヒントを
いただけたらと思いました。なによ
り岡本先生の闊達なお話ぶりと
温かい人柄に魅かれました。御
言葉に根差した信仰、そして甲
子園ミッションを始めとする多くの
経験を聴くことができる特権。ま
た、同じような思いを抱いて参加
されている他教会の兄弟姉妹と
のよき交わりに励まされています。

●参●加●者●の●声
韓国語フェロシップ参加
蓮池光世（韓国・シャローム教会牧師夫人）
　韓国語フェロシップに北海道
から沖縄まで全国各地から参
加してくださっています。韓国語
は難しいというイメージがあると
思いますが、韓国語の賛美を通
して、発音や言葉の意味、日常
で使える簡単な言葉を学んだり、
時には韓国語の御言葉を賛美
で覚えたりもします。初心者の方
でも負担なく参加できるように準
備しています。今まで５回行なわ
れましたが、皆さんが積極的に
参加してくださって韓国語もグ
ングンと上達しています。行き来
が難しくなった今、家にいながら
Zoomで顔と顔を合わせて、国
を越え言葉を越えて、共に賛美
できることは大きな恵みです。毎
回励まされ、そしてとっても元気
が出ます。日本と韓国の政治的
関係が悪化し、心の痛むニュー
スを目にすることが多いのですが、
フェロシップの時間、皆さんが韓
国をとても愛して祝福してくださり、
声を一つにして共に賛美するとき、
日本と韓国が癒されていくのを
感じています。1日も早く皆さんと
集まって礼拝できることを祈って
います。

A.ユースフェロシップ
◉隔月第1または第2月曜日・夜8時～
Fun Night 
今月はゲームをして、しゃべくって、楽しい時間を
過ごそう！

ワカモノ
トークルーム#3

◉アドバイザー／平岡新人
MC／杉浦みき、瀧元栄主、田中咲
◉今月のZoom配信日時
3月7日（月）20:00～

B.教会の音響フェロシップ
◉毎月第2木曜日・夜8時～

教会音響ノウハウを
みんなで学ぼう

◉講師／岩井寛
◉今月のZoom配信日時
3月17日（木）20:00～
※3月は、3.11のPray for Revivalのため、
　第3木曜日の開催となります。

C.バーチャル家庭集会
◉毎月第2水曜日・夜8時～

バーチャルだけど
温かい交わり

◉担当／岡本信弘

◉今月のZoom配信日時
3月9日（水）20:00～

D.韓国語フェロシップ
◉毎月第2火曜日・夜8時～

賛美で
韓国語を学ぼう！

◉講師／チェ・ヨンドゥ
                       韓国・シャローム教会牧師

◉今月のZoom配信日時
3月8日（火）20:00～

3月のお知らせ
お申し込みはホームページまたは事務局まで

ユースフェロシップ
専用申込フォーム
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※次回4月号のニュースは3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

-2,898,200

2,499,221

0

284,400

17,500

180,600

372,100

3,353,821

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

1,242,754

12,390

456,232

213,961

107,607

33,409

120,941

349,956

2,537,250

-2,081,629

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12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。
　まん延防止等重点措置の期間が延長され、まだまだ収束は見えません。その中でも、
3月には仙台でのハイブリッドの集会や、Go To Mission も遂行していければと願ってい
ます。人々が今こそ、福音を必要としていることには間違いありません。経済的には大変
な中にありますが、続いてお祈りくださり、何卒支えて下さいますようお願いします。

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

◉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「Informed Intercession」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。

3月配信

※受講料お振込後に動画のURL・パスワードをお知らせいたします。
※バックナンバー（vol.1-4の）受講も可能です。　
※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。
※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

Y o u T u b e 新 番 組 紹 介

伝道
メッセージ
番組

イベント
切り抜き
メッセージ
配信

平岡修治先生が、神さまを知らない方々に
向けて分かりやすく語る10分間メッセー
ジが配信されます。
近ごろ多くの方々が心に苦しみや悩みを抱えながら、自分
と同じような境遇にある人や、人生の疑問や悩みの解決
のために、YouTubeをむさぼるように観ているそうです。現
代人が抱える多くの問題に対して、テーマ別のタイトルで
のメッセージ配信が始まります！「毎日が苦しい人へ」「途
方にくれている人へ」「行き詰まりを感じている人へ」「失
恋した人へ」「恐怖を感じている人へ」など人々が求めて
いるテーマを検索して観て下さるように祈りつつ、メッ
セージを配信致します。ぜひとも祈りを持ってYouTube伝
道が拡大して行くようにお祈り下さい。

「あの集会のメッセージをもう一度聞
きたい！」と思っても長いイベント中の
メッセージを探すのはなかなか大変という声にこたえて、
この2年間、リバイバルミッションが配信してきた数々の
YouTubeイベント「おもちよりリバイバルファイヤー」
「オールディリバイバル」「エブリディリバイバル」「ゴール
デンウィークスペシャル」等で配信されてきた中で語られ
た先生方のメッセージだけを切り抜いて、配信することに
なりました。もう一度先生方の語る熱いリバイバルメッ
セージを観て心燃やされましょう！

メッセンジャー／エド・シルボソ、尾山令仁、奥山実、
有賀喜一、平岡修治、滝元順、上條実（敬称略）など

目からうろこ、心がおどる!
2022年は霊的戦いが
始まって30年！
1992年、突如始められた霊的戦い。
あれから30年。
一時も止まることなく続けられてきた霊的戦い。
30年の時を経て今、どう変遷し、
どんな勝利へと導かれてきたのか。
第10期年！Vol.5のセミナー、お楽しみに!

第10期・VOL.5
講　師／滝元順・鈴木陽介『経済と霊的戦い』他
受講料／8,000円 全10セッション（各40分）
◉視聴期間2022年3月7日［月］─4月5日［土］

年間10ヶ月分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）

祈れば変わる、
この国の未来!
キリストの体に与えられた
賜物と働きがさらに力強く
用いられていくために。
聖霊のダイナミックなバランスを頂き、
とりなし祈ろう。
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／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

WakamonoWorshipWave

3.18fri 20:00-
メッセンジャー：弓崎美和先生（グレイスライフチャーチ伝道師）

1stAnniversary 
これぞ栄光の王

◉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。
2021年4月に始まったすりだぶは、この3月で12回目、1周年を迎えます！ギ
タリストの上條頌さんが、すりだぶのワカモノに与えられた賛美「これぞ栄
光の王」の音源を作成してくださいました。その賛美とともに、今までの歩み
を振り返り、すりだぶを通してなされた神様のみわざを感謝しましょう！

皆さんの賛美動画、証し募集中！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

◆１月すりだぶレポート
1/21に配信された2022年最初
のすりだぶでは、「明けまして賛
美しましょう。」という賛美集会
が行われました！それぞれが自

由に賛美をささげ、IkumiさんとJesus Grace Church 
Choirの皆さんが特別賛美を送ってくださり、賛美に満
ちたひとときでした。またメッセージは、“主を知るこ
と”について、四元雅也先生が語ってくださいました。
ぜひ、アーカイブもご覧ください！

平岡
修治
Syuji Hiraoka

第10期
Vol.5

Zoom、YouTube同時視聴・後日視聴のいずれでも参加可能！


