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イエス・キリストは、昨日も今日も、とこしえ
に変わることがありません。 
ヘブル人への手紙13章8節 
 　私たちの生きている今の時代は、
VUCA（ヴーカ）と呼ばれているようで
す。VUCA （ヴーカ）とは、Volatility
（変動性）、Uncertainty（不確実性）、
Complexity（複雑 性）、Ambiguity（曖
昧性）の頭文字をつなぎ合わせた言葉で
す。ありとあらゆるものが目まぐるしく変化し
将来の予測が極めて困難な状態にあると
いう意味です。想定外の伝染 病、戦争、
災害、テクノロジーの発達によって、これま
での常識が突如として非常識に変わって
しまう。そのような激動の時代に今私たち
は生きています。
　確かに近年、VUCAという言葉を体現
するかのような出来事が次 と々起こってい
ます。 ご存知のように、一昨年からパンデ
ミックが始まり、私たちの生活様式は大きく
変化しま した。また、今年の2月にはロシア
によるウクライナへの軍事侵攻もあり、この

世の権力 によって人々の平和は簡単に
破壊され踏み躙られてしまいました。さらに、
今年に入ってから日本国内で強い揺れの
地震が度々起こっており、南海トラフ巨大
地震発生の確率も今後40年以内に90%
程度と懸念されています。加えて、近年で
は、AI等の技術革新により 社会構造も大
きく変化しつつあります。このような混沌とし
た変化の時代にあって、私たちは何が真
実なのかが見えないような、先行き不透明
な状況に立たされることがあります。しかし、
幸いなことが一つあります。それは、「イエ
ス・キリストは、昨日も今日も、 とこしえに変わ
ることがありません。」という聖書の約束で
す。この世の中のものがいかに変わりやす
く、不確実で、複雑で、曖昧だとしても、主
イエスご自身とその愛、約束、 恵みは決し
て変わることがありません。
　伝染病、戦争、災害、テクノロジーの発
達による社会構造の変化。それらのものは
聖書 の時代から今日に至るまで何度もあ
りました。激動の時代というのはこれまで何

度もあっ たはずですが、神の約束は決し
て変わることがありませんでした。いつの時
代も聖書は、 イエス・キリストこそが希望で
あると証言し続けて来ました。
　今多くの人々が先行き不透明な中に
あって希望を見出せないと感じています。
しかし、 クリスチャンはすでにイエス・キリス
トという希望に出会っています。私たちはこ
の希望を混迷の現代に届けていくという使
命を主から与えられています。私たち自身
は小さい者ですが、私たちを通して主は大
きなみわざを成し遂げてくださいます。その
ことをぜひ信じて共にこの激動の時代、変
わらない福音を宣べ伝えて歩んで行きま

しょう。 

決して変わらないもの 

サーバントチーム

平岡新人
Arato Hiraoka



2022年
4月29日［金・祝］──30日［土］
会場：モリトピア愛知（愛知県民の森内）
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）

4.29［金・祝］

◉お申込み
現地の集会に参加の方はお申し込みをお願いします。
YouTubeでご参加の方はお申し込みの必要はありません。

http://j-revival.com/rm/
90120-291-372
Fax.0536-23-6220

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］

ゴールデンウィークは
家族揃って愛知県民の森に行こう！
豊かな自然公園の中で子どもから
おじいちゃん、おばあちゃんまで
みんなで神さまをもとめて

GO TOリバイバル

◉お申込み

YouTube同時配信

YouTube同時配信

YouTube同時配信

YouTube同時配信

プログラム│Program

14:00

16:00

みんなワカモノGOTOリバイバル
＠モリトピア愛知
世代別プレイズタイム
（10代～50代のワカモノがリードします！？）
ワカモノタイム
リバイバルメッセージ①：田中進
世代を超えてプレイズタイム
リバイバルメッセージ②：平岡修治

19:00

19:30

21:00

ブレイクタイム（各自食事をお取り下さい）
※尚、施設内には食事が出来る所がない為、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、食堂がありますのでご利用下さい。

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。

リバイバルを求めて賛美し、
祈る野外祈祷会
in 山の中の広場
お祈りのリード：滝元順

4.30［土］
10:30

12:00

霊的戦いセミナー
＠モリトピア愛知
プレイズタイム①
セミナー①講師：滝元順（40分）
プレイズタイム②
セミナー②講師：滝元順（40分）

14:00

16:00

ブレイクタイム
（各自食事をお取り下さい）
※お弁当もしくは施設内レストランをご利用ください。
車で10分位のところにコンビニ、食堂もあります。

GOTOリバイバル
＠モリトピア愛知
リバイバルGO TO プレイズ①
特別賛美／石塚誠孝
リバイバルメッセージ①平岡修治
リバイバルGO TO プレイズ②
リバイバルメッセージ②滝元順
リバイバルの為の祈りタイム

みんなワカモノ
世代を超えて思いっきり主
を賛美する集会です！そして
熱いリバイバルメッセージ
で心燃やされましょう！

この日の午前中は滝
元順先生を講師に、霊的戦
いが日本で始まり30周年を記
念してこの期間中どのように霊
的戦いの祈りが導かれてきたか
を分かりやすくメッセージして

いただきます。

この日の夜は思
いっきり山の中で大声で
賛美し、リバイバルを求めて
みんなでお祈りします！お祈り
のリードはリバイバルファイ
ヤーで熱く燃える滝元順先
生です！期待して参加し

ましょう！！

現地での宿泊ご希望の方
は、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、各自手配をお
願いします。

最後はみんなで新
しい油注ぎを頂いて、福
音を携えて全国へ、世界へ
出かけて行くための力を

頂きましょう！
Go To リバイバル！

お食事は
各自で

用意してきて
下さいね。

お食事は各自で
用意してきて下さい
ね。モリトピア愛知のレ
ストラン（しゃくなげ）も
ご利用頂けます。

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
（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）が可能です。

講師：平岡修治 講師：滝元順 講師：田中進

リバイバル
メッセンジャー
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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 ─

2022年いよいよ春が来ました！
福音の種を蒔き続けよう！
リバイバルミッションは全国の様々な地域で動き出しています！

イエスは、また別のたとえを彼らに示して言われた。
「天の御国は、からし種のようなものです。それを取って、
畑に蒔くと、 どんな種よりも小さいのですが、生長すると、
どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て、
その枝に巣を作るほどの木になります。」 マタイ 13:31-32 

5月8日［日］七尾聖書教会礼拝
メッセンジャー／平岡修治

Revival GO TO Mission
開催地区 5月は石川県で！

Zoom
de

フェロシップ
Z o o m  d eフェロ シップ 5 月 の お 知らせ

参・加・費・無・料
A.ユースフェロシップ
    ワカモノトークルーム#4
隔月第1または第2月曜日・夜8時～
ワカモノクリスチャンのための
スモールグループ
アドバイザー／平岡新人
　　　　　　 サーバントチーム
MC／杉浦美紀、瀧元栄主、田中咲
◉今月のZoom配信日時
5月9日［月］20:00～
　　　　　　　ユースフェロシップ
　　　　　　　専用申込フォーム▶

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 West Revival Sound代表

◉今月のZoom配信日時

5月12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
担当／岡本信弘 サーバントチーム

◉今月のZoom配信日時

5月11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

5月10日［火］20:00～

●お申し込みはホームページまたは事務局まで

霊的戦い開戦
30周年記念！
「霊的戦い専門課程 第10期」に、
ぜひ、ご登録下さい！
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5月2日［月］から第10期終了の2022年9月末まで
※バックナンバーの視聴も可能です！！ 年間一括お申し込みの場合

10ヶ月分８０,０００円→７２,０００円

祈れば変わる、
この国の未来！
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6月11日［土］10:00~16:15
◉配信スケジュール
セッション1 10:00~11:30
セッション2 13:00~14:30
セッション3 14:45~16:15
※YouTubeでも限定公開で配信があります。

動画配信

有料
コンテンツ

5月配信

戦略的
とりなしと
    調査専門課程

  6月配信

Zoom Live 配信

有料
コンテンツ

◉6月の学び
キリストのからだにあって、どのようにとりなしを進めていったら良いのか？また、地
域や町のためにとりなし祈るための動機付けとなる課題をどの様に受け取るべき
か？そのためにジョージ・オーティスjr師が提唱されているスピリチュアルマッピング
が効果的です。これは決して怪しげな地図作りではなく、宣教地のプロファイリング
です。6月の専門課程では、実践による発表も含め学びを初歩的な理解から進めて
いきたいと思います。初めての方も是非ご参加下さい。

「霊的戦い」と聞くと、アレルギーを示すクリスチャンが、少なくありません。なぜなら、全宇宙、すなわち、すべての被造世
界は、神の支配下にあるからです。しかし残念ながら、この世に限っては、「悪魔の支配下」にあります。聖書を「神の王国と
悪魔の王国の対立」という視点で読み解くと、主張の中心軸が見えて来ると言われます。悪魔・悪霊どもは、人目を欺くた
めに、論理的、且つ、組織だった方法を駆使し、全世界を苦しめています。霊的戦いは大声を張り上げて悪霊を追い出す事
のように誤解されがちですが、それは正しい理解ではありません。パウロは「悪魔の策略に対して立ち向かえ」と告げまし
た。悪魔の「策略」を神の知恵によって見破ること、それが「霊的戦い」そのものです。毎回、様々な角度から悪魔の策略
を見破る学びは、まさに「目からうろこ」の痛快な学びです。クリスチャンは主の軍隊の兵士たちです。霊的戦いの学びは、
兵士にとって、欠かすことの出来ない「必修科目」です！ぜひ、一度、受講してみて下さい。 　　　　　　　　　─滝元順

第10期
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イエスは、また別のたとえを彼らに示して言われた。
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まずは
ご相談
下さい
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─────────────────
※次回6月号のニュースは5月29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
受取利息

収入合計

-2,727,704

1,765,307
0

132,400
16,600

200,600
166,900

2

2,281,809

事務運営管理費
一般旅費交通費
通信費
印刷費
国内宣教諸経費
集会諸経費
霊的戦い諸経費
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

1,266,845
44,703

438,740
235,774

4,950
20,925
28,916

117,632

349,956

2,508,441

-2,954,336

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2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、ウク
ライナ、値上げラッシュ等々、希望に満ちあふれた新年度にはほど遠いスタートかもしれません。リバイバル
ミッションの働きもネット中心から少しでも対面での集会が開催できるように試行錯誤しながら進めていま
す。以前のように戻ることではなく、主が用意してくださっている新しいステージを受け取りたいと願ってい
ますが、ご報告のように会計状態はかなり困窮しており、かなり四苦八苦しています。多くの方々の尊い犠
牲で支えられていますが、続いてお祈りくださり、支えて下さいますよう切にお願いします。

◉お問い合わせはこちらから
メール suridabu.rm@gmail.com
インスタDM wakamono_staycafe_rm

3月すりだぶレポート
3/18配信
1st Anniversary
これぞ栄光の王
3月、すりだぶが1周年を迎え

ました！いつもすりだぶをご覧くださり祈りに覚えてく
ださりありがとうございます。配信では皆でレコーディ
ングしたすりだぶオリジナル賛美「これぞ栄光の王」を
流し、1年の恵みを振り返り、これからのビジョンもたく
さん分かち合われました！メッセージでは弓崎美和先
生が、詩篇37篇から励ましのメッセージを熱く語って
くださいました。是非配信アーカイブもご覧ください！

メッセンジャー：中山創（日本長老教会北四日市キリスト教会伝道師）
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。
5月は、恋愛・結婚について考える回です！神様の喜ばれるお付き合いや結婚とは？
ワカモノクリスチャンとして知っておくべきことを、
先輩クリスチャン夫婦のお話や聖書のメッセージを通して学ぼう！

WakamonoWorshipWave

5.20fri 20:00-
ワカモノのギモン〝恋愛・結婚について聞きたい！〟

2022年5月12日［木］朝10時～●メッセージ：平岡新人（サーバントチーム）
※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

■日本にリバイバルが起こされますように
■日本にある全ての教会の守りと祝福のために
■各教会の牧師先生が健康で、良き主の働きができますように
■兄姉が健康で守られ、経済的にも祝福されますように
■新型コロナウィルスが早く終息することができるように
■教会に多くの新しい方々が多く来会し、救いを頂く事が
　できますように
■教会の経済が守られ、祝福されますように

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5月

「リバイバルミッション」YouTubeチャンネルの配信集会です。
ぜひご一緒にお祈りしましょう！
そこで、彼のことばを受け入れた者は、バプテスマを受けた。
その日、三千人ほどが弟子に加えられた。
使徒の働き 2:41

│テーマ│
リバイバルを求めて

5月のテーマは「リバイバルを求めて」です。まさしく私たちがこの日本の国に対して神
さまに願い求めているものは日本の民の救い、リバイバルです。終わりの時代に向か
っている中で、私たちが更にリバイバルを願い、祈り求めて行きたいと願っています。

記入はこちらから
▼

恋愛・結婚に関する質問募集中！
集会の中で「恋愛・結婚質問コーナー」を行います！講師の中山先生、クリスチャンの
先輩ご夫妻に聞いてみたいことをなんでもお書きください！お寄せくださった質問の
中から、匿名で紹介させていただきます。〆切→5/13(金)

リバイバルミッションYouTubeクリスチャン向けチャンネル紹介
クリスチャン

リバイバルチャンネル
滝元順先生が担当する「クリスチャンリバイバル
チャンネル」では、クリスチャン生活に必要なメッ
セージを霊的戦いの視点から分かりやすくしてお
話し下さっています。「苦しみからの解放」「日本の
盆について」「天下にイエスキリスト以外に救いは
ない」などがアップされています。ぜひご覧下さい。

自主製作
ドラマシリーズ

リバイバルミッションの土台を築いた故）滝元明牧
師の著書である「われ土方なれど」や故）田中政男
牧師の「百円玉に誘われて」の本から、先生方がど
のように救いに導かれたのかをリバイバルミッ
ションがドラマ化致しました。彼らの信仰の姿を見
て励まされるドラマです。

きょうのみことばDaily 
Bible Message

2020年5月より始まったリバイバルミッションの先
生方が約2年に渡り毎日ショートメッセージをして
下さっています。有賀喜一、平岡修治、滝元順、山
﨑ランサム和彦、田中進、平岡新人先生らに加え、
このほどリバイバル聖書神学校卒出身である全国
各地で牧会されている先生方にも加わって頂きま
した。毎日のデボーションにみことばを聞くことが
できます。


