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「福音は大爆発だ！」

「2020年はリバイバルの年となりますように」
路傍伝道ネットワーク代表 　菅野 直基

1
Jan
1
Jan

編集後記 参加される方へのお願い
参加する皆様は、純粋に路傍伝道をする為に集まっています。
送り出して下さる教会の信頼の元に行っている活動ですので
避けるべきこととして、ここで知り合った人同士の『お金の貸
し借り』『ナンパ』『ビジネスや投資の誘い』『他の集会や教会へ
の勧誘』等の行為は謹んで頂きたいと思います。自由な集まり
ですが、最低限の秩序を守る為にこの様なルールを決めさせ
て頂いています。

人は、「心は熱していても肉体は弱い」というパラドックス
があります。今年は比較的暖冬ですが、長時間伝道をし
ていると、寒さで体の芯まで冷えます。しかし、神の助け
があるので、心は燃やされます。福音の力です。神の福音
の力を知ってもらいたいと心から願い編集しました。一つ
になって、福音を伝えて行きましょう。一読して下さり、お
祈りをお願いします。David Naoki Kanno
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路傍伝道ネットワークの活動のために献金を
お願い致します

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく
お願いします。
年末には、路傍伝道に向かう電車の中で、「良いお年
を！」と最後のあいさつが飛び交っていました。年を召し
ている方も、若い方々も、皆さん、「良いお年を！」と別れ
際にあいさつを交わしていました。自分も相手もいつ死
ぬかわからないし、いつ自然災害が起こるかわかりませ
ん。にもかかわらず、良い年を迎えられるようにと願って
あいさつを交わしています。同じように、私たちは、新し
い気持ちで、新年のリバイバルを願い、語り合いたいと
思います。
1990年代、ビリーグラハム国際大会や甲子園ミッショ
ンをはじめ、数々の宣教大会が行われ、「もう間もなくリ
バイバルが来る！」という期待を持ちました。ところが、
2000年以降になっても、思った通りのリバイバルが起こ
らない状況の中で、リバイバルを期待することに疲れた
人が増えてきたのではないでしょうか。
「教会の閉塞感」という言葉を耳にするようになりまし
た。まるで氷河期を迎えているかのように、多くの人が路
傍伝道をやらなくなりました。そのような中で、約3年前
に、路傍伝道ネットワークがはじまりました。日本全国の
駅や街角で、神を賛美し、福音が伝えられ、伝道チラシ
が配られ、個人伝道がされることを夢見ながら、地道に

活動を続けています。
この働きは、急に成長するよりも、時間をかけて成長し
ていきたいと思います。急に成長した働きは、急に収束
してしまいやすいからです。また、閉ざされた人々の心
が、時間がかかっても、確実に開かれてほしいです。リバ
イバルはドカンと起こって一過性のもので終わってしまう
のではく、継続的に続いてほしいです。そして、やがてす
べての人に福音が届けられ、日本が救われることを祈り
ます。慌てる必要はありません。リバイバルは聖霊の働
きです。ですから、あきらめずに、伝道しましょう。
年末に、「良いお年を！」とあいさつをするように、リバ
イバルを信じて、互いに励まし合いながら、伝道しましょ
う。主は言われます。「わたしはあなたがたのために立て
ている計画をよく知っているからだ。──主の御告げ─
─それはわざわいではなくて、平安を与える計画であ
り、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ。」
（エレミヤ29:11）と。
今年は、素晴らしい年になることを信じます。昨年は、
ワールドカップラグビー観戦者4万9000人に伝道しまし
た。今年は、オリンピックとパラリンピックの年です。力を
合わせて、大いに伝道しましょう。日本中のクリスチャン
が一つになって、イエス・キリストを伝えていきましょう。
どうぞよろしくお願いします。

１.福音とは何か！
ある大きな伝道集会の講師として招かれた時、「伝道
集会だから、『福音』について語ろう」と思った。では、そ
もそも、『福音』とは何か？
福音とは、新約聖書の原語のギリシャ語では、 
euangelion （ユーアンゲリオン：良い知らせ）である。ど
れほど良い知らせなのかというと、例えば、ローマ軍が
戦争で勝利したその知らせを持って早馬で駆け付けた
伝令が、ローマ皇帝にそれを伝えた途端に力尽きて死
んでしまう、「死んでも伝えたい！」「死んでも伝えなけれ
ばならない！」、それほどの、とてつもなく良い知らせな
のである。

２.史上最大のグッドニュース
では、聖書の「福音」とは何か？もちろん、「キリストの
十字架の死と、その3日後の復活によって、神に対する人
の罪が赦されて永遠の命を持つ神の子になれるん
だ！」という知らせである。
そう考えた瞬間に、そうだ、福音は、「私の人生の最大
のグッドニュースだ！」「人類の史上最大のグッドニュー
スだ！」とひらめいた。
「皆さん、今日は福音を伝えに来ました。福音とは何で

しょうか？福音とは、『良い知らせ』です。どれほど良い
知らせかというと、それを聞いたら、もう死んでもいいと
思うほどの、とてつもないグッドニュースなんです！」と
講壇に立って話し始めたら、私の内側に聖霊が火のよう
に燃え上がった。お腹の底から喜びが湧き起こり、興奮
して無我夢中で話し続けた。
「この福音を語ったら、もう本望だ、もう死んでもい
い！」。そういう爆発的な思いで語っていたのだった。

３.福音は大爆発だ！
「芸術は爆発だ！」と岡本太郎は言った。「人生は本
来、瞬間瞬間に、無償、無目的に爆発しつづけるべきだ。
いのちの本当のあり方だ」という。
ならば、「福音は大爆発だ！」と私は言いたい。福音を
信じ受け入れるなら、その人の内側に大爆発が起きる。
そうすると、古い肉的な自分が死んでしまい、神の永遠
の命にあふれて生き生きと生きる新しい自分（神の子）
が誕生する。神の子が、他の人に福音を伝えると、その
人に内にも大爆発が起きる。こうして、福音の大爆発の
連鎖が、日本中に、世界中に広がっていくのである。

ささき みつお（弁護士）
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いつでも、どこでも、誰にでも
伝道できるキリストの弟子に！



12月2日（月）【第1月曜日定例】『川口駅 路傍伝道』

フィクションのドラマよりも、はるかに面白いドラマの主人公

12月7日（土）『山手線祈祷会（内回り）』と『恵比寿駅 路傍伝道』

クリスマスは伝道に最適な時

路上で演奏するために使う楽器（ギター、ベース、アコーディオン、キーボー
ド、パーカッション、拡声器）など。
また、広報活動のために、パソコン、タブレット、プロジェクター、車、バ
イクなど、使わないで眠っているものなどがごさいましたら、ぜひ路傍
伝道のために活用させて下さい。
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川口伝道は、毎月第一月曜日と決めてやっています。「場
数を踏む」という言葉がありますが、数をこなすことで、「川
口の駅前では、どんなことに気をつけたらよいのか！？」と
か、「こういう雰囲気の音楽をやったら良い！？」とか、「こう
いうことを語ったら良い！？」などがわかって来ました。
川口で3時間伝道をする理由は、午後5時から6時まで伝
道をする人たちが何人もいますし、午後6時～7時頃に来
て、8時までいる人がいるので、参加したいと思う人に、短
時間でも参加してもらいたいと思い、3時間やっています。
3時間フルで参加する人は、異口同音、「3時間は長く感じ
ます」と言います。しかし、何回かやっているうちに慣れま
すし、1時間の伝道を3回分行えることになりますので、効率
的です。
20名を超える人が参加してくれました。2つに分かれて、
正面で賛美チームが歌を歌い、その周辺一帯にチラシ配
布チームが立ってチラシを配りますので、地引網で魚を獲

るように、多くの人に
接して福音を伝える
ことができます。
3時間の間には、た
くさんのドラマがあ
ります。写真を撮る
人がいないので、「こ
の瞬間を写真に収めたい！」と感じる写真が撮れません
が、心のフィルムにしっかりと焼き付けますし、神様がしっ
かりと見ていて下さるので、残念ではありません。
「事実は小説よりも奇なり」と言いますが、フィクションの
ドラマよりも、はるかに面白いドラマの主人公になれるのが
路傍伝道の素晴らしいところです。また、一緒に伝道の戦
いをする仲間である出演者同士が深い絆で結ばれます。極
めつけは神様が喜んで下さるので、心は喜びでいっぱいに
なります。

山手線祈祷会は、霊的エリコの壁を崩すために、月に2回
山手線を一周しながら祈ります。エリコの町を守るために作
られた城壁は、神抜きの世界を築き上げました。日本におい
ても、神抜きに、平和で安定した世界が築かれています。こ
の見えない壁が崩され、人々が神様を求めることができるよ
うにと祈ります。祈祷会では、祈ることの難しさを感じました
が、その分、後半の恵比寿での伝道がしやすかったです。
クリスマスソングの反響は良く、多くの人が、「グー」のポー
ズを作ってくれたり、手を振ってくれたりしました。立ち止

まってくれる人も多く
いました。反応が良
いので、クリスチャン
ではないかと思って
聞いてみたら、その
多くが未信者なので
す。この時期に歌う

クリスマスソングは、受け入れられやすいと感じます。
私がクリスチャンになる前には、クリスマスが特別な聖な
る日であると感じていました。クリスチャンになった後には、
もっともっとクリスマスが特別な日になりました。しかし、牧
師になってからは、クリスマスよりも、毎週の日曜日の方が特
別な日になりました。クリスマスにだけイエス様の降誕を祝
うのではなく、毎日がクリスマスです。そして、毎日がイース
ターであり、毎日がペンテコステです。しかし、伝道のために
は有効な日です。
この時を、商業に利用され、まったく別の意味で盛り上
がって終わらせてしまうのはもったいないです。クリスマス
の本当の意味を説教やチラシを通して伝え、讃美歌を通し
て感じてもらいたいと思います。
クリスマスの意味は、「キリスト」+「ミサ（礼拝）」ですが、
日本の全国民がキリストを知り、キリストを礼拝する日を夢
見ながら、伝道を続けたいです。

12月12日（木）『御茶ノ水駅 路傍伝道』と『第25回賛美集会』

伝道とは、神をあらわすこと、生き方を分かち合うこと

毎月、御茶ノ水クリス
チャンセンターで賛美集
会を行います。御茶ノ水
クリスチャンセンターは、
64年の歴史があります。
賛美集会の前の1時間半
は、駅前で路傍伝道を行
いますが、これまでにさ
さげられた祈りの力を感じます。
伝道をする私たちは、土の器である弱い人間です。しか
し、その中にイエス・キリストという宝を宿しています。
時々、「路傍伝道の秘訣を教えて下さい」と言われます
が、伝道に特段テクニックはありません。しかし、あえて言
うならば、祈ること、そして、神と共に働くことです。さら
に、状況や環境に逆らわないで、臨機応変に対応をするこ
とです。
うまく行く時もあれば、うまく行かない時もあります。しか
し、うまく行かない時でも、神様の導きに従うと、うまく行っ
ている時以上の祝福があります。大切なのは、祈りの中で、
神がなさりたいことをキャッチして、神と共に働くことです。
そして、すべての栄光を神にお返しすることです。

神に用いられる人には、必ず罠が仕掛けられています。う
まく行かないと、肩に力が入ってしまったり、肉の力を働か
せてしまいやすいのです。うまく行くと高ぶってしまいます。
うまく行かないと人や状況のせいにして、不平不満を言って
悪循環にはまります。
キリスト教は宗教ではなく、神と共に生きる生き方であ
り、天国に通じる道です。イエス様は、「私は道である」と言
われましたが、その道をキリストと共に歩みたいものです。
うまく行かない時、どん底を経験しても、キリストが先に
十字架にかかり、死んで墓に葬られ、よみに下られたことを
思い、自分が低くされたことを感謝し、キリストと共に高くさ
れることを期待したいものです。
人々は、私たちの路傍伝道を見て見ぬふりをすることが
ありますが、話を聞くと、見ていないような顔をしても、実は
見ているということがわかります。いつも見られていること
を忘れないようにしたいものです。
聖書は、「人はうわべを見る」とありますが、役者のように
演じるのではなく、神と共に生きる等身大の人生の素晴ら
しさを知っていただき、見ていただきたいです。神と共に生
きる人生の素晴らしさを伝えられるようにお祈りをお願い
します。

12月16日（月）【第3月曜日定例】『新宿駅 路傍伝道』

福音のためにはどんなことでもしたい

今日の新宿駅路傍伝道は、使徒の働きの最後の一節に、
「大胆に、少しも妨げられることなく、神の国を宣べ伝え、主
イエス・キリストのことを教えた。」（使徒の働き28：31）とある
ように、ここ最近、新宿で悪質な妨害続きだったのが嘘のよ
うでした。教会での賛美集会というより、神の御国でイエス
様を賛美しているように感じるくらい楽しい時間でした。
ニコニコしながら私たちの賛美の様子をカメラに収める
西洋人夫婦の笑顔が印象的でした。お店の呼び込みの男
性が、私たちと並んで一緒に写真を撮るという一幕もあり
ました。20名が賛美チームとチラシ配布チームに分かれて
伝道することで、新宿一帯を天国の雰囲気に変えてしまい
ました。
クリスマスの歌は、みんなで歌えるし、聞いてくれる人た
ちもみんな知っているので、いつか、新宿全体でイエス様を
迎える日が来るのではないかと感じました。
私たちの伝道は、お話、歌や楽器演奏のほかに、ダンスも

します。チラシ、聖書、マンガ聖書などの配布など、多様な
チャンネルで伝道をします。何が人々の心に響き、人々がイ
エス様に導かれるかわかりません。パウロが語ったように、
「すべての人に、すべてのものとなりました。それは、何とか
して、幾人かでも救うためです。私はすべてのことを、福音
のためにしています。それは、私も福音の恵みをともに受け
る者となるためなのです。」（コリント第一９：２２～２３）と
あるように、福音のためには、どんなことでもしたいと思っ
ています。



今日は、午後1時30
分に集まって、2時から
4時まで新宿で路傍伝
道をしました。普段は、
午後5時や6時から8時
までという時間帯でや
るので、時間帯を変え
たことで、普段参加し
にくい人が参加してく
れました。

クリスマスから新年にかけて、キリスト看板で知られる聖
書配布協力会の人たちが、新宿・池袋・原宿などで伝道活動
をしています。顔見知りの人も増えて来て、一緒に並んで活
動しました。テープで説教を流してくれるので、音楽とチラ
シ配りに専念しました。
2時間歌い続け、チラシを配り、個人伝道をしましたが、1
人の男性がイエス・キリストを信じてクリスチャンになりまし

インターネットでお部屋探し。
www.okuda-re.co.jp

12月21日（土）『クリスマスコンサートでメッセージ』

いつでも、どこでも、誰にでも福音を伝え続けたい

大田区民ホールで、未信者対象のクリスマスコンサート
が行われました。クリスマスの曲を一曲一曲紹介しながら、
聖書をダイレクトに語りました。
8曲のうち最後の曲は「きよしこの夜」で、この曲ができた
経緯をお話ししました。
オルガンが壊れたので、仕方なくギターで歌うためにこ
の曲が作られた話をし、マイナスがプラスに変わった大逆
転のお話をしたら、一人のご婦人は、「度肝を抜かれました」
と話してくれました。
「しばらく教会を離れていましたが、先生の話を聞いてもう

一度教会に行こうと思いま
す」と言われた男性もいました。
多くの人が、「牧師の話をはじ
めて聞きました。感動しました」な
どと話してくれました。
路傍伝道は伝道の一つの手段です。よ
り多くの人に福音を伝えられます。
しかし、今日のように、お金を払ってコンサートに来られ
た人たちは、ありがたい気持ちで聞
いていただけます。いつでも、どこで
も、誰にでも福音を伝え続けたいと
思います。

12月24日（火・クリスマスイブ）【クリスマス③】『新宿駅 路傍伝道』

異端の人たちから学べることは熱心さ

今日の伝道には、30名くらい
が集まりました。
5ｍくらい離れたところで、聖歌隊を

作ってクリスマスソングを歌い、チラシを
配ったり、募金をしている人たちがいました。

聞いてみると、末日聖徒イエス・キリスト教会の人たち
でした。いわゆる、モルモン教です。彼
らの教えでは、クリスマスは4月6日の
はずですが、12月25日にクリスマスを
祝い、キリスト教の讃美歌を歌ってい
ました。キリスト教の知名度と信頼を

利用して布教活動をしているようでした。
キリスト教の三大異端と言われる、エホバの証人、統一教
会、モルモン教の人たちと、この時期に会ったことになります。
エホバの証人の人たちは、しょっちゅう会いますし、統一
教会の人たちとは昨日池袋で会いました。そして今日、モル
モン教の人たちと会いました。
「異端」とは、「端が異なる」と書きます。一見、キリスト
教っぽいですし、「仲良くやったら良いのではないか！？」と

いう声を聞くこともありますが、聖書に照らしたら、救いが
危うくなるほどの異なる教義を持っているので、残念です
が線を引いています。
しかし、学ぶべき点があります。熱心さです。少なくとも、
正統派といわれるキリスト教の人たちよりも、異端の彼らの
方が一生懸命に布教しています。勝ち負けではありません
が、この点においては評価して、もっと正しい福音を伝えな
ければなりません。
今日は、友人の牧師が教会員を連れて参加してくれまし
た。いつも参加してくれる台湾の牧師もたくさんの教会員を
連れて参加してくれました。中国人のメンバーは、たくさんの
中国人の仲間を連れて参加してくれました。みんなで力を
合わせて伝道できて、とても力強かったですし、最高のクリ

スマスになりました。
今日出会った人た
ちの中で、救われ、一
緒に天国に行く人が
起こされるようにと祈
ります。

た。素直に神を受け入れてくれました。
新宿は、若い人も年寄りも、外国人もいます。あらゆるタイ
プの人がいるので、伝道しがいのある場所です。
途中、一人のメンバーが青白い顔をして、「先生、具合が悪
くなったので帰ります」と言って帰って行きました。無理して
参加してくれたのだと思います。そういう一
人ひとりの献身によって活動が支えられて
いるのだと思います。
面白半分でしょう。私たちの人数分のチッ
プスターを目の前に供えるように置いて、十
字を切って手を合わせる若者たちがいま
した。どう対処していいか困りました
が、イエス様が、「わたしたちに反
対しない者は、わたしたちの味
方です。」（マルコ9:40）と言わ
れたことを思い出して、感謝
し、祝福しました。

12月21日（土）【クリスマス①】『新宿駅 路傍伝道』

一人の人がクリスチャンになった。「反対しない人は味方」

平成天皇の退位前までは、この日が天皇誕生日で休日で
したが、時代は令和に変わり、今日は一般の日でした。
午後4時30分に現地に行くと、伝道の予定の場所で、盲導
犬の募金活動をしている人たちがいました。私たちと同じタ
イミングで、統一教会の人たちが活動の準備をしていまし

た。最初から出鼻をくじかれました。しかし、
キリスト看板でおなじみの聖書配布協力会
の人たちが活動をしていたので、彼らの仲
間ということで、統一教会と半分半分で、並
んで活動をしました。

統一教会のリーダー的存在の人は、
「悪魔よ出て行け！」と言って、すご
い形相でこちらを見ました。私た
ちは、仮に、相手が10 0％悪
かったとしても、争いを避け
ることをモットーとしていま
す。ののしられてもののし
り返しませんでした。彼ら
が去って行く時には、丁重

12月23日（月）【クリスマス②】『池袋駅 路傍伝道』

うまく行かないように見えても、福音が伝わるならそれで良し

にあいさつをして帰って行き
ました。負けて勝ちました。
しばらくすると、警察が
やって来ました。祈りながら
対応していると、すぐに任務
を終えて帰って行きました。アンプのスイッチを切り、歌をア
カペラに変えて、クリスマスのメッセージの演説とチラシ配り
に専念しました。
自由に音楽ができなくなりましたが、神と共に働くなら問
題ありません。参加者30名以上の人たちと共に、伝道を続け
ました。
キリスト教の宣教は、迫害され、散らされながら、広まって
行ったという歴史があります。活動自体が成功しても、それ
で福音が広がらなかったら意味がありません。一見、うまく
行かなかったように見えても、それで福音が広がったなら、
それで良いのです。
今日の伝道は後者でした。逆風が吹きましたが、たくさん
の福音の種まきができましたし、反響もありました。いずれ
の時に、30倍、60倍、100倍の実を結ぶと信じます。

路傍伝道の活動の予定を知る方法

路傍伝道の活動予定は「路傍伝道ネットワーク」の
グループページを通して告知致します。

facebook環境をお持ちではない方、
定期購読のお申込みは
sgr_ch@yahoo.co.jp まで知らせて下さるか、
郵便番号・住所・氏名を事務局までお知らせ下さい。

新宿福興教会内　路傍伝道ネットワーク事務局：169-0074　東京都新宿区北新宿3-8-4-2F

トップに予定を固定しています。
見られない場合は「アナウンス」をクリック。

  

　　　　

わたしたち路傍伝道ネットワークはエリコの戦いの様に街を
一周し、祈りを捧げます。
そして賛美の角笛を携え、街頭で福音を述べ伝えてます。
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冠婚葬祭司式・説教・音楽奉仕

路傍伝道ネットワークは、2017年3月13日に原宿駅からスタートし、山手線外回り29駅（3月14日以降は30駅）を順番に伝道
しています。また、日本全国47都道府県を少しずつ巡回路傍伝道をしながら、日本全国に福音を満たしていきます。同時
進行で、賜物発掘や賛美チームのスキルアップ、メンバーの一致と霊的成長のために、月に一回賛美集会を行なっていま
す。また、山手線を東京のエリコの壁に見立てながら、電車の中で祈祷会を行なって、日本の中心である東京からリバイバ
ルが始まって行くように夢見ています。

『路傍伝道ネットワーク』のビジョン

『路傍伝道ネットワーク』の始まりの経緯
2016年9月に菅野代表が大阪の仲間たちと路傍伝道を始めた事がきっかけで、日本全国での路傍伝道を示され、JSE
(Japan Street Evangelism Ministry)を結成しました。その後東京各地で伝道をする間に、少しずつ仲間が加えられ、菅
野直基代表とその仲間たちにより「路傍伝道ネットワーク」が結成されました。今では、日本全国に多くの仲間が与えられ
て、共に力を合わせて路傍伝道を行っています。

会　長　　杣　浩二
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12月28日（土）＆12月30日（月）『コミックマーケット 路傍伝道』

あざとさも必要。寒くても心が燃やされた

今年の夏のコミケでは、1回
マンガ聖書配布伝道をしまし
た。しかし、冬のコミケでは2
回マンガ聖書配布伝道するこ
とができました。
第1回目の28日（土）は、13名
が集まり1470冊のマンガ聖書
を配れました。これは、前回の
夏のコミケの時の2倍の冊数で
した。
第2回目の30日（月）は、16名が集まり、さらに多い1605冊
を3時間の伝道の2時間20分時点で配り終わってしまいまし
た。車に積んである在庫をすべて配り終わってしまったの
で、仕方なく、最後の40分は伝道チラシを配布しました。
192枚配れましたが、マンガを配る時と比べると、なかなか
もらってもらえませんでした。
マンガ聖書は、向こうから手を出して欲しがってくれます
し、一時的に列ができるほどでした。コミケは、マンガ聖書

の配布には持って来いの場です。
次回のコミケは、オリンピックと重なるため、通常の夏か
らゴールデンウィークに日程が変更になります。かえって参
加者が増えるのではないかと思います。マンガ聖書を2000
～3000冊くらい持って行こうと思います。
コミケの参加者は数十万人です。一人でも多くの人にマン
ガ聖書を配って、イエス様を知ってもらいたいです。
ちなみに、44年前に行われた第1回目のコミケの参加者
は700名程度でした。今考えると、少数のオタクのイベントで
した。それが前回の夏のコミケには、73万人もの人が参加し
ました。
2回とも、近くで山田太郎議員などの政治家たちが、表現
の自由を訴える政治演説会を行っていました。人の流れの
ピークをしっかりと捉えていて、人が少なくなる頃に終わり
ました。皮肉ではなく、あざといなと感じました。
あざといとは、「押しが強くて、やり方が露骨で抜け目が
ない」という意味ですが、イエス様は、「いいですか。わたし
が、あなたがたを遣わすのは、狼の中に羊を送り出すような

1.賛美チーム
音楽を通して神の愛を表現し、聴衆を神ご自身に向けさ
せます。清潔で、印象が良い服装を心がけて下さい。
①「賛美リード」②「アシスト・クワイヤー」③「楽器奏楽」
④「踊り」等で構成されます。

2.チラシ配布チーム
チラシ配布は、愛する心で行って下さい。謙遜かつ、人 を々
悪魔の火の中から救い出す決死の思いで配布します。

3.説教者
説教者は、ストレートに聖書を語ります。

4.とりなしの祈り
とりなしの祈りは、イスラエル軍がアマレク軍と戦争をし
た時に、アロンとフルがモーセの両腕を支えて戦いを援
護したように、祈りによって伝道の援護をします。

5.ディレクター
ディレクターは、広く全体に目を配り、適切な判断をし、指
示を出し、対応をします。「音響」「プロデューサー」「舞台
監督」などを兼任します。

路傍伝道ネットワーク事務局
sgr_ch@yahoo.co.jp

「急募！神の働き人」神様のためにいのちを捧げて伝道したい人

「収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を
送ってくださるように祈りなさい。」（マタイ9：37-38） 

路傍伝道ネットワーク

路傍伝道ネットワークの奉仕
私たちの路傍伝道は、「多様性」と「統一性」を大切にする「総合伝道」です。以下の5つのチームに分かれます。

①「無理をしない」
参加者の中に、持病や障がいを持っている人、妊娠中
や体調が優れない人、疲れている人は、差し支えない
範囲で、世話人の菅野か濱村に伝えて下さい。無理し
てがんばる必要はありません。

②「見られている意識を持つ」
全員が「ステージに立っている」意識を持って下さい。神
様も、古の聖徒たちも注目しています。サタンは隙を狙っ
ています。神の栄光があらわされることを祈り、口論やト
ラブルを避けて下さい。問題が起こっても、一人で解決
しなくて大丈夫です。仲間に助けを求めて下さい。

③「チームプレーをお願いします」
路傍伝道ネットワークは、自由かつ、フラットな関係で
伝道しますが、神の軍隊です。一致を心がけて下さい。

最後に

ものです。ですから、蛇のようにさとく、鳩のようにすなおで
ありなさい。」（マタイ10：16）と教えられました。
また、「この世の子らは、自分たちの世のことについては、
光の子らよりも抜けめがないものなので、主人は、不正な管

理人がこうも抜けめなく
やったのをほめた。」（ル
カ16：8）ともあります。
次回は、もっともっと用
意周到に準備をしたいと
思います。また、1時間早
く始めて、1時間早く終わ
りたいと思います。

1回目は、旗が飛ばされるほどの強風が吹き荒れ寒かっ
たですが、2回目は、直前まで降っていた雨が止みました。寒
かったですが、風は穏や
かでした。寒くても、聖霊
に満たされ、イエス様と共
に夢中になって伝道をし
ていたので、心はポカポカ
と温かかったです。
「そこでふたりは話し
合った。『道々お話しになっている間も、聖書を説明してくだ
さった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。』」
（ルカ24:32）


