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いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさ
い。すべてのことにおいて感謝しなさい。
これが、キリスト・イエスにあって神があ
なたがたに望んでおられることです。
テサロニケ人への手紙 第Ⅰ 5章16～18節
　ここには、「いつも喜び、絶えず祈り、すべ
てのことにおいて感謝する」ことが、神があ
なたがたに望んでおられることだとあります。
いつも喜んでいなさい
　パウロは、イエス・キリストを信じた後、死
ぬほどの苦しみや艱難に何度も遭いました
が、彼は、それらを「ちりあくたにすぎない」と
語り、いのちをかけてイエス・キリストを宣べ
伝え、主の働きを全うしました。それは、罪
が贖われ、永遠のいのちを得た喜びが、
彼の心にあったからです。
　同じように、私たちも永遠のいのちを頂い
ています。それは、クリスチャンだけに与えら
れた特権です。そしてそのことを他の人に伝
えるなら、主の喜びが心に溢れ、いつも喜

んでいることができるのではないでしょうか。

絶えず祈りなさい
　世の中に目を向ければ、新型コロナウイ
ルスや戦争への危機感などをはじめ、問
題が山積しています。しかし、私たちの主
は信頼できるお方です。自分の力で何か
をしなければならないと焦るのではなく、ま
ず主の前にひざまずき、ただひたすら主に
信頼し、神様の成してくださるみわざを期
待して祈り続けたいと思います。24時間祈
り続けることは、人間的には不可能です。
しかし、私たちがどんな時でも主の臨在を
意識して、イエス様と共にいるのだというこ
とを忘れず、目に留まることに対して、主の
解決を求めて祈る。これは私たちに委ねら
れていることです。そしてこれが、「絶えず祈
る」ということだと思います。
すべてのことについて感謝しなさい
　「すべてのこと」とは、嬉しい出来事だけ
でなく、悲しいことやつらいこと、病気や問題

も含みます。普通なら、とうてい感謝できな
いわけですが、神は私たちのすべてをご存
じで、神に従う者にはすべてのことを益とし
てくださるお方です。たとえ目の前が真っ暗
な状態でも、主が助けてくださり必ず光を
輝かせてくださる、必ず最善に導いてくださ
るという信仰を持って十字架を見上げ、主
を賛美していきたいと思います。
　リバイバルミッションの働きが、いつも喜
び、絶えず祈り、すべてのことにおいて感謝
するものとして導かれますよう、お祈りとご支
援を今後ともよろしくお願いいたします。 

いつも喜び、祈り、感謝する

サーバントチーム

岡本信弘
Nobuhiro Okamoto

2022年3月16日深夜に起こった東北地方の地震で被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。



2022年
4月29日［金・祝］──30日［土］
会場：モリトピア愛知（愛知県民の森）
愛知県新城市門谷鳳来寺7-60（JR飯田線:三河槙原駅下車徒歩15分）
https://www.aichi-park.or.jp/kenmin/index.html

参加費：無料（聖会の中では席上献金の時が持たれます）
宿泊について：各自での手配をお願いしております。
※コロナ対策として、各自で宿泊の手配をお願いしております。
※モリトピア愛知でも宿泊が可能です。
　（モリトピア宿泊施設・キャンプ場・バンガロー・オートキャンプ場）
　各自モリトピア愛知までお問い合わせ下さい。Tel.0536-32-1262
※近隣のホテルなどもありますので、各自お問いあわせ下さい。

4.29［金・祝］
14:00─16:00ワカモノ Go to リバイバル（ハイブリット集会・配信有り）
　　　　　　＠モリトピア愛知（愛知県民の森）2階第1会議室
　　　　　　 メッセージ：田中進、他
16:00─19:00ブレイクタイム（各自食事をお取り下さい）
　　　　　　　　　　※施設内に食事が出来る所がありません。お弁当を用意して来て下さるか、
　　　　　　　 　　　車で10分位のところにコンビニ、食堂もありますのでご利用下さい。

19:00               モリトピア愛知玄関前集合
　　　　　　　　　　（聖会会場より歩いて20分ほど山の中に入ります）
　　　　　　　　　　※お車でお越しの方で、当日お帰りになる方は門の外へ車を駐車して下さい。

19:30─21:00 リバイバルを求めて賛美し、祈る野外祈祷会

4.30［土］　
10:30─12:00霊的戦いセミナー（ハイブリット集会・配信有り）
　　　　　　 ＠モリトピア愛知（愛知県民の森）2階第1会議室
　　　　　　 講師：滝元順
12:00─14:00ブレイクタイム（各自食事をお取り下さい）
　　　　　　　　　　※昼食は施設内レストランまたは、お弁当をご用意下さるか、
　　　　　　　　　　車で10分位のところにコンビニ、食堂もあります。

14:00─16:00Go to リバイバル（ハイブリット集会・配信有り）
　　　　　　＠モリトピア愛知（愛知県民の森）2階会議室　
　　　　　　 メッセージ：平岡修治、他

◉申込みはリバイバルミッションホームページ、お電話にて。

http://j-revival.com/rm/
90120-291-372

霊的戦い30周年記念イベント
2days in 愛知県民の森
聖霊に満たされよう！新しい油注ぎを頂こう！
しかし、ついには上から霊が
私たちに注がれ、
荒野が果樹園となり、果樹園が
森とみなされるようになる。
［イザヤ書32章15節］

1992年
2月、愛知県民の森で皆が

祈っている時に突如、聖霊様が熱く、
激しく訪れて下さいました。そして同年7
月、日本に霊的戦いの祈りが聖霊様によって
導かれてきました。振り返る時、この30年間には、
甲子園ミッション、東京ミッション、地方ミッション、
世界宣教ミッションなど数々の宣教大会が霊的戦
いの祈りと共に各地で開催されてきました。それ
はまさに聖霊さまの働きとしか考えられない主
の業でした。2022年、主イエス様の来臨の近
い今、終末のリバイバルを受け取るために、
新しい皮袋に新たな油注ぎを頂くた
めに、心を合わせ主を求めて、

集まり祈りましょう！
ライブ配信もあります

1
2

聖日礼拝・伝道集会の
メッセンジャー派遣します！

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

コンサート集会を開催します！

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、石塚誠孝 他

ハイブリッド集会を開催します！

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。

セミナー講師派遣します！

教会のニーズに出来る限りお
応えして、様々なセミナーを開
催します。
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。

・大変恵まれました！全てが素晴らしかっ
たです。励まされました。

・素晴らしい賛美、麗しい幸いなる時を
感謝します。

・また是非教会にお邪魔したいと思います。

・ミッションのお働き人の切々たる思いが
あふれた集会、私たちももっと求めて行
かなくては！と思わされました。姉妹二人、
求道者の男性、計3名での視聴でした。

・祈りが積み重ねられ、今現在も多くの
方々がそこを訪れている現実の中で、
今日と言う日に私もYouTubeではありま
すが祈るひと時に参加させてもらい、な
んとも言えない涙が流れました。

・中野小学校の元校長先生のお証がすご
かったです。心が11年前に引き戻されま
した。皆さん、ご無事で良かった！と改め
て思わされました。何しろコロナ感染者
がめちゃくちゃ多いので、私たちの教会
ではずーっと信徒向けのメッセージが続
いており、今日のような集会も伝道メッ
セージもものすごく新鮮に感じられまし
た。

・感謝いたします。素晴らしい伝道集会
とお昼のPray for Revivalを有難うござ
いました。とても感動致しました。共に
お祈りする事ができ、主のみ名を崇める
事ができたことを本当に感謝いたしま
す。これからも引き続き東北のため、仙
台の大切な魂のため、つばめさわ教会の
リバイバルのために、先生方や兄弟姉妹
のためにお祈りいたします。素晴らしい
時間をありがとうございました。

・集会の中で証しをして下さった校長先
生のお話を聞いて、きっとイエス様が
守ってくださると、確信の御言葉を握っ
たら不安が取り除けられたとの素晴らし
い証を感謝します。これからも東北の復
興支援のために、祈り続けていきたいと
改めて思わされました。

2022年春。新たな一歩を踏み出すために
あなたの町で、あなたの教会で
福音の種まきを

東日本大震災から11年の3月11日、津波で会堂が完全に流
されてしまった教会の一つ、仙台のつばめさわ教会（Sea Side 
Bible Church）でPray for Revival、そして「励ましの歌とみこと
ばの夕べ」と題し、伝道集会が開催されました。震災発生の
14時46分に合わせ、現在の会堂と当時会堂があった場所を
映像でつなぎ、またYouTubeを通じ、多くの方と共に祈ることが
ゆるされました。また夜の伝道集会には、感染状況のピークア
ウトが見えたとはいえ、毎日多くの感染者が出ている中ではあ
りましたが、まだイエス様のことを知らない方も会堂に集ってく
ださいました。当時、小学校の校長先生だった伊藤先生の
全校児童が津波から守られた証しはまさに壮絶でした。この
地がさらに主によって回復されるように続けてお祈りください。

2022.2022.3.113.11frifri  
  励ましの歌とみことばの夕べ励ましの歌とみことばの夕べ
2022.3.11fri 
 励ましの歌とみことばの夕べ

R e p o r t s
※当日の配信はアーカイブでご覧いただけます。

みことばを宣べ伝えなさい。
時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。
寛容を尽くし、絶えず教えながら、
責め、戒め、また勧めなさい。
［第Ⅱ テモテ 4章2節］

リバイバルミッション
YouTube
伝道及び活動の紹介
　コロナウイルス流行が始まって
早くも2年の時が経とうとしています。
2年前までは、リバイバルミッション
の活動も国内外へ出て行っての
活動が主流だった為、「これから
どうしたらいいのか？」と思いました
が、この2年間。主がYouTubeや
Zoomでのインターネット配信の
活動を開いて下さり、様々な集会
や伝道番組を通して伝道活動が
続けられています。今回は伝道編
をご紹介します。まだご覧いただ
いた事のない方は、ぜひ視聴して
みて下さい。

伝道
メッセージ
番組
平岡
修治
Syuji Hiraoka

シチュエーション別メッセージ
【こんなときに聞きたい話】

「毎日が苦しい人へ」「行き詰まっ
ている人へ」などノンクリスチャン
の方々が＃苦しい ＃悲しい ＃行き
詰まり などのハッシュタグで検索し
たりした時に、皆さんに見て頂ける
ように工夫しています。

ミュージシャンの演奏と平岡修治
先生のメッセージを組み合わせ
た伝道番組です。これまで全国
各地で行ってきた伝道集会を25
分位に凝縮して製作してあります。
ノンクリスチャンの方 に々分かりや
すく福音を伝える番組です。

ノンクリスチャンの方々がキリスト
教会の用語や素朴な疑問を、ス
キット形式で分かりやすく知ること
ができる番組です。＃教会ってど
んなところ？ ＃アーメンってどんな
意味？ ＃賛美って何？ ＃ハレル
ヤってどういう意味？ などキリスト教
ワード検索で、皆さんが親しみを
持って頂けるように製作しています。

Message

クリスチャン

なりたて君



フリー　
ダイヤル80120-291-372
〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220
Eoffice@j-revival.com
URL: http://www.j-revival.com
─────────────────
※次回5月号のニュースは4月24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

-2,081,629

1,491,727

180,690

160,000

29,500

105,500

147,500

2,114,917

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

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

1,404,974

44,280

487,191

213,917

117,761

142,913

349,956

2,760,992

-2,727,704

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2022年1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。新型コロナ感
染の第6波はピークアウトで徐々に人数は減ってきたところに、ウクライナ情勢と不安要素は増える
一方です。しかしそのような中で行われた仙台での3月11日の集会は賛美とみことばが乾いたスポ
ンジに水が染み込んでいくような感じを覚えました。リバイバルミッションの会計はご報告のように
まったく余裕がない状態が続いていますが、福音宣教の使命を邁進することができるよう、続いて
お祈りくださり、支えて下さいますようお願いします。

動画配信

4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.1-5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

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、突如として始められた
霊的戦い。
30年の時を経て今、
新たな扉が開かれる。
第10期Vol.6セミナーをお楽しみに!

◉応募はこちらから
メール　suridabu.rm@gmail.com
インスタDM　wakamono_staycafe_rm

2月すりだぶレポート
2/18、すりだぶVol.11「はたら
くクリスチャン」が配信されま
した。ビジネスマンとして5年
間働いた後に献身して牧師と

なった小山健先生が、社会に出るクリスチャンや、この
世代全体へ必要なメッセージを語ってくださいました。
また初の試み、すりだぶクイズ王も是非ご覧ください！
皆さんは何問正解できるでしょうか？
YouTubeにて配信のアーカイブをご覧いただけます。

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。
4月は、第3回目となる賛美集会を開催します！名付けて、「すりだぶLIVE」! !
すりだぶ2年目のスタートも、賛美を持って主をお迎えしましょう！
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。

すりだぶLIVE
WakamonoWorship Wave

4.15fri 20:00-

春

4月は新しい環境や新しい歩みが始まる季節ですね。
みなさんの新しい生活のただ中で、また主が遣わされた場所で
福音を宣べ伝え、主のみ名をほめ讃えていく存在として
行けるように皆さんで心合わせてお祈りしたいと思います。
4月14日［木］朝10時～ メッセージ：上條実
※お祈りの課題がある方は、事前にメールで祈りの課題を
お知らせ下さい。集会の中でお祈り致します。祈りの課題がある方は
revivalmission.pray@gmail.com

祈りの
課 題

みなで祈ろう！それから、イエスは彼らにこう言われた。「全世界に出て行き、すべての造られたものに、福音を宣べ伝えなさい。」 マルコ 16:15 

■日本及びアジアの守りのために
■ウクライナ、ロシアの戦争が停戦するように
■ウクライナの国を追われた
　難民の方々のこれからの生活のために
■クリスチャンの信仰が強められ、励まされるように
■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
■終わりの時代に、クリスチャン達が福音をみなに伝えることができるように
■日本にリバイバルが起こされるように

テーマ宣教

第10期・VOL.6
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4月4日［月］から第10期終了の2022年9月末まで

◉年間一括お申し込み・受講料一括お振り込みの場合
年間10ヶ月分80,000円➡72,000円［一回分お得です］

Zoom
de

フェロシップ

4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
※A.ユースフェロシップは隔月開催です。4月の配信はありませんのでご了承ください。

───────
  参加費無料!!
───────

◉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～
教会音響ノウハウをみんなで学ぼう
◉今月のZoom配信日時

4月14日［木］20:00~
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
◉今月のZoom配信日時

4月13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！
◉今月のZoom配信日時

4月12日［火］20:00~


