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神の宣言に立って歩む
神の恵みにより、キリスト・イエスによる
贖いを通して、価なしに義と認められるか
らです。ローマ人への手紙3章24節
　20世紀最大の説教者と言われた英国
のD・M・ロイドジョンズは、このローマ人へ
の手紙3章24節を「これは、疑いもなく聖
書の中で最も崇高な節の一つにほかなら
ない。これは、ヨハネ3・16に比すべき言明
である。キリスト教信仰の完璧な梗概であ
る。」と著書の中で述べています。（ロイド
ジョンズ「ローマ書講解3・20-4・25贖罪と
義認」いのちのことば社）
　この24節の、「義と認められる」とは、ど
のような状態を指すのでしょうか。それは、
「神の基準から見て正しいとされている状
態」のことです。それでは、聖書が語る「正
しいとされている状態」とはどういう意味で
しょうか。それは「罪が全くない状態」のこと
です。そのようなキリストにある私たちの立ち
位置、状態を使徒パウロは、「義と認めら
れる」という言葉で表現しています。イエス・
キリストを信じる者は、誰でも価なしに義と

認められる。神が私たちを罪の記録が一
切無い者であるかのようにみなしてくださる。
そう聖書は語るのですが、本来私たちは生
まれながらの罪人です。どう考えても自分
の力で義と認められることは不可能でした。
しかし、たった一つの道、キリスト・イエスに
よる贖いを主は与えてくださいました。「義
と認められる」これは私たちの功績ではあ
りません。すべて主イエスの十字架と復活
によるものです。
主イエスは、私たちの背きの罪のゆえに
死に渡され、私たちが義と認められるた
めに、よみがえられました。
ローマ人への手紙4章25節
　神は、主イエスを信じる私たちを、罪の
記録が一切無い者としてみなしてくださって
「義と認められている！ 正しい！」と宣言して
くださいます。これは決定的な主なる神の
宣言です。
　昨年12月カタールにてサッカーワール
ドカップが開催され、大きな盛り上がりを
見せました。各試合ではVARというビデ
オ判定が導入され大きな波紋を呼びまし
た。VARによる解析中、両チームの選手

や、会場のサポーター、テレビの前の人達
も「今のはゴールだ」とか「今のはゴール
ではない」とか色んな意見を言います。し
かし、最終的な判断は主審に委ねられて
おり、主審がどう宣言するかが試合のすべ
てを決めます。神が私たちに対して行われ
る宣言もこれと似ているかもしれません。私
たちが自分をどのように評価しようとも、他
人が私たちをどう評価しようとも、悪魔サタ
ンがいかなる攻撃を私たちに加えようとも、
私たちが立つべきところは、神の決定的な
宣言です。主なる神はキリストにある私たち
を今日も「義と認められている！ 正しい！」と
宣言してくださっています。
　どうかこの2023年も、この宣言に立って、
義とされている者にふさわしく、揺り動かされ

ることなく、神の国と
神の義を求めて歩
んで行きましょう。
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2023.1.9［月・祝］

13:00─17:00
会場／新城教会（150名限定）

参加費／無料（席上自由献金あり）
※会場と配信のハイブリッド
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）

◉プログラム
13:00-13:30　ざわめきプレイズタイム

13:30-13:45　キッズプレイズタイム

13:45-14:15　WWWプレイズタイム

14:15-15:00　 山川哲平師による賛美リード&メッセージ

15:00-15:20　 聖歌プレイズタイム

15:20-15:50　田中進師プレイズタイム

15:50-16:20　山﨑ランサム和彦師メッセージ

16:20-16:50　ざわめきプレイズタイム

16:50-17:00　祝福の祈りタイム&エンディング

※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。
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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。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。

◉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▶

　コロナ禍の中でも、知恵が与えられてリ
バイバルのために、形を変えて奉仕をさせ
ていただき、お祈りとご支援を賜り心から
感謝申し上げます。新年もよろしくお願い
いたします。

　2022年は激動の年でした。鎮火すること
のないコロナ禍、世界中を巻き込んだウク
ライナでの戦争、元首相への銃撃で白日
の下にさらされた元統一協会問題など…
　世界の経済もまた、需要と供給の両面
でコロナ危機から少しづつ回復傾向をた

「御国のこの福音は全世界に宣べ伝え
られて、すべての民族に証しされ、それか
ら終わりが来ます。」マタイ24:14
1.終わりが来ます。
①歴史の主、教会の主、世界宣教の主な
るお方は、決してこの世を見捨てられませ
ん。
②悪の勢いが増し加わっても、落胆する
必要はありません。悲惨な戦争、手に負え
ない天変地異、全ての道徳が分解しても、
これは再創造の予兆です。
③裁きと新しい創造が約束されています。
2.終わりの条件
①御国のこの福音：神の福音、キリストの
福音、恵みの福音、救いの福音、完成の

どってきましたが、高インフレと金融引き締
めで景気の回復ペースは鈍化してきてい
ます。好調だった中国経済でさえ、ゼロコ
ロナ政策の継続や住宅市場の下振れな
どから景気回復ペースが急激に鈍って
きています。経済アナリストたちはこぞって、
23年の世界経済の減速を予測していま
す。
　日本のキリスト教会もまた、世の中の動き
に呼応するように、戦いの日々が続いてい
ます。一般のコンサートやスポーツ競技の
入場制限は取り払われましたが、どの教会
の礼拝もコロナ禍前のような人数は戻って
きていません。当然、教会経済への影響
も心配されます。そうなると「宣教活動」の

福音です。
②全世界に宣べ伝えられて：全世界がクリ
スチャンになるわけではない。福音をあら
ゆる形で喜びの知らせとしてお届けする。
③すべての民族に証しされ：明確な個人
回心、群がる多数個人回心、地域、国家
の変革まで浸透するトランスフォーメーショ
ン。
3.それから
　与えられた終末の期間は限定されてい
ます。リバイバルは、あなたの中に、ミッショ
ン勇士の中に、既に燃え上がっています。
終わりまで忠実に全力を挙げてやり抜きま
しょう！ 最後的勝利は約束されていますか
ら！ アーメン！

鈍化が心配されます。しかし、私達は主を
見上げることができます。信仰は神の力を
知るパイプです。電気や水は電線やパイ
プを通して家庭に送られてきます。私達は
コンセントにコードを差し込んだり、蛇口を
ひねることによってその恵みを得ます。その
エネルギーは熱であったり、光であったり、
命の動力源となります。今年は甲子園ミッ
ションから30年目になります。もう一度、あ
の時のように、信仰のプラグを神のコンセン
トに差し込みませんか。
「私は福音を恥とは思いません。福音は、
ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、信じる
すべての人にとって、救いを得させる神
の力（ダイナマイト）です。」 ローマ1：16

有賀喜一
Kiichi Ariga

平岡修治
Syuji Hiraoka

主の年2023年、
明けましておめでとう
ございます。

信仰のプラグを
神のコンセントに
差し込む年に

2023年に期待して

2023年開催スケジュール
関西地区／　2月23日［木］─26日［日］
中部地区／　3月10日［金］─12日［日］
中国地区／　4月  7日［金］─  9日［日］
北陸地区／　5月12日［金］─14日［日］
関東地区／　6月  9日［金］─11日［日］
東北地区／　7月14日［金］─17日［月］
四国地区／　9月15日［金］─18日［月］
北海道地区／10月  6日［金］─  9日［月］
九州地区／11月  2日［木］─  5日［日］
沖縄地区／11月23日［木］─26日［日］

2023年は、あなたの町、あなたの教会に伺います！
是非あなたの教会で開催ください。

お問合せ
お申し込みは事務局まで

GO TOミッション
開催のお知らせ
姫路ビジョン教会
1月15日［日］

山﨑
ランサム
和彦師

山川
哲平師

リバイバルミッション顧問
聖契神学校教務主任、
鶴見聖契キリスト教会協力牧師

ハレルヤチャーチ高松牧師
ハレルヤミュージック代表。ハレルヤ祈
りの家代表。12人の子供達をホームス
クーリング中。

◉日程、地域は変更すること
もあります。
◉上記以外の日程も可能です。
◉移動などの関係でご希望に
添えないこともあります。
◉原則講師と音楽ゲスト、音
響スタッフで伺います。

秋のYouTube配信集会が
11月23日に行われました。
集会はお昼の12時から夕方6時までの6時間、沢山の賛美と共に、「子育て世代座談会」
「クリスチャンホームっ子座談会」「コロナについての牧師座談会」「世界で活躍する宣教
師座談会」や平岡修治師、有賀喜一師によるメッセージタイムなど、子ども世代からお年寄
りにいたる全世代参加型のプログラムが持たれ、すべての集会が喜びに溢れた素晴らしい
内容でした。中でも、現在タンザニア、韓国、タイ、ハワイで宣教しておられる宣教師の方々
の生きた証しはとても励まされました。更に有賀喜一先生のリバイバルメッセージには一同が
心燃やされ、リバイバルを目指して更に前進して行くための油が注がれました。YouTubeで
現在もご覧頂けるようになっておりますので、見逃した方もぜひご覧下さい。

●配信集会を視聴して
大切ないくつもの視点がある
集会でした。若者、主婦、社会
人、それぞれの立場から、クリ
スチャン・ホーム各家庭や教会
でのエピソードを座談会スタ
イルで、しみじみじっくりと聞く
ことができました。世の中でざ
わついている「宗教2世」とい
う概念に対して、配信全体を通
して「健全な信仰継承」という
形で、聖書から正しい理解が発
信されていました。そして、来
年90才の有賀先生からのリバ
イバルメッセージは圧巻でし
た。
千葉県・樋口真文師

●配信集会を視聴して
ハレルヤ！ 私は大きな集会は
近隣で開催されることはない
超田舎に住んでいますが、今
回もネットで参加できる素晴ら
しい配信集会を開催していた
だき心から感謝致します！賛美
にメッセージに対談にと、どの
時間も楽しく興味深く大変恵
まれる内容でした。中でも宣教
師の先生方の対談、そして最
後の有賀喜一先生のメッセー
ジに本当に燃やされました。日
本の大きなリバイバルのため
に火を頂いて祈り続けて行き
たいです。
高知県・岡村佐恵子

●奉仕に参加して
秋の配信集会では、数年振り
に現場での直接奉仕、の恵み
に預かりました。画面越しに見
慣れている先生方、スタッフの
方々、実際に神様の為に熱心
に仕え、忠実に奉仕されている
姿に触れ、感動しました。テレ
ビ局が開局したのか？と思う程、
配信スタジオの部屋は器材や
設備が整っており、福音宣教
に対するプロ意識を感じまし
た。祈り、献げ物ももちろん大
切。今回、参加出来た事は神様
からの大きな祝福、喜びとなり、
心から感謝しました。
愛知県・長谷川智美

●子育て世代座談会に参加して
私はまだ子どもが小さいので
すが、クリスチャンの先輩方の
話を聞くことができ、とても参
考になりました（家庭でどのよ
うにイエスさまを伝えている
か、礼拝の仕方、反抗期のこと
など）。どのご家庭でも、時には
悩みながらもいつも主に祈り、
子育てをされている様子を聞
き、励まされました。参加させ
ていただき、ありがとうござい
ました。　　　　
愛知県・中山泉

視聴者の声 奉仕参加者の声




