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「神の守りを信じる」

現代のバプテスマのヨハネになれ！
路傍伝道ネットワーク代表 　菅野 直基
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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。

路傍伝道ネットワークがはじまってから3年が経過しました。
これまでに、多くの戦いに勝利をし、伝道で日本を変えること
を真剣に考えるようになっています。しかし、単なる夢で終わ
らせるのではなく、神様は、これから日本を変えて下さるので
はないかと感じます。失敗や挫折を繰り返しながら、人は成
長していくのだと思います。そんな奮闘記をご覧ください。
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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

路傍伝道は、バプテスマのヨハネのように、キリストの
道を備える働きではないかと感じます。
バプテスマのヨハネの説教は強烈でした。
『それで、ヨハネは、彼からバプテスマを受けようとして
出て来た群衆に言った。「まむしのすえたち。だれが必
ず来る御怒りをのがれるように教えたのか」』（ルカ3：7）
ここに出て来る群衆とは、ユダヤ人のことです。彼らは
神に愛されている契約の民ですが、間違った教えに惑
わされていました。ヨハネは、その間違った教えから目を
覚ますようにと、「まむしのすえたち！」と、厳しい言葉を使
いました。 
もし、自分の罪を自覚して、神に救いを求めているなら
ば、直ちに、愛と赦しを語るべきです。しかし、自分の貧し
い状態に無頓着で、罪を自覚することがないなら、救い
を求めることがないので、厳しく語らざるを得ませんでし
た。
次に、「まむし」とは毒蛇です。人間に噛みついたら、
呼吸器や血管などを破壊して死に至らしめる恐ろしい
存在です。しかし、人間の命を奪う毒蛇以上に、人間を
滅ぼす悪魔・サタンを指して、「あなたがたはサタンの子
だ！」と言っているのです。
『あなたがたは、あなたがたの父である悪魔から出た
者であって、あなたがたの父の欲望を成し遂げたいと

願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理
に立ってはいません。彼のうちには真理がないからで
す。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をし
ているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父
であるからです』（ヨハネ8：44）と、イエス様も同じことを
語られました。 
バプテスマのヨハネは、間違ったサタンの教えから離
れて、キリストに立ち返るように、愛を持って語ることに
よって、キリストの道備えをしました。
日本人を愛する時に、私たちもバプテスマのヨハネの
ように語らないといけないと感じます。ユダヤ人と異邦人
の違いはあっても、日本人もまた、自分の状態に無頓着
で、罪を自覚せず、救いを求めていないからです。
祈りましょう。聖霊に満たされましょう。そして、神の愛

によって福音を伝えましょう。
もちろん、上から目線ではいけませんし、相手の立場
に立たなければいけませんが、同時に、相手の顔色を
恐れて、はれ物にでも触るように遠慮し過ぎてもいけま
せん。
私たちクリスチャンに与えられた最大の使命は「大宣
教命令」です。バプテスマのヨハネのように、キリストに
立ち返るように、出会うすべての人を愛し、福音を伝えま
しょう。

1.新型コロナウィルスの猛威
中国の武漢で突然に発生した、新型コロナウィルスの猛
威は、世界中を震撼させている。中国からアジアに広がっ
た被害は、ヨーロッパへ、そしてアメリカにも及んでいる。今
後どこまで広がっていくか分からない。それまで慎重だっ
たWHOもついに、「パンデミック」を宣言した。
各国で、交通遮断、渡航禁止、興行中止、集会延期、学
校閉鎖、工場操業中止、、、そしてキリスト教会はその最も
大切な礼拝までも取りやめに追い込まれている。政治も新
型コロナウィルス対策一辺倒、経済も株価の極度の下落
により、まるで大恐慌の前触れのようだ。
そんな中で私たちはどのように生きるべきなのだろうか。

もちろん、集会や人混みを避けたり、マスクをしたり、手を
洗ったり、ビタミンCを摂取したりして、自分を守るために万
全を尽くすことも必要であろう。しかし、それで守りは十分
なのであろうか。

2.主はあなたを守る方
聖書によれば、天地を造られた主は、あなたを助け、
守ってくださる方である。
詩篇121篇
私は山に向かって目を上げる。私の助けは、どこから来

るのだろうか。
私の助けは、天地を造られた主から来る。

主は、すべてのわざわいから、あなたを守り、あなたのい
のちを守られる。
第二次世界大戦中、ウィットルゼイ大佐の率いるイギリス
軍の一連隊は、激戦地で５年間も戦って一人の死者も出
さなかったという驚くべき事実がある。（「人生をいかに考
えるか」：F.Lローソン著）他の連隊では全滅または大勢の
死者が出たのである。
その秘訣は、その連帯の将校と兵士の全員が、詩編９１
篇を暗記して、朝に夕にこれを唱えたからだという。その一
部にはこう書かれている。
あなたは主を避け所とし、いと高き者をすまいとしたの
で、災はあなたに臨まず、悩みはあなたの天幕に近づくこ
とはない。
主はあなたを狩人のわなと、恐ろしい疫病から助け出さ

れるからである。
 たとい千人はあなたのかたわらに倒れ、万人はあなた

の右に倒れても、その災はあなたに近づくことはない。
主は、あなたを守ってくださる方であり、あなたの避け所

となってくださる方である。神の言葉は、単なる気休めでは
なく、霊であり命である。（ヨハネ６：63）どんなことでも（神の
言葉を含めて）疑わないで信じるならば、その通りに実現
するというのが、信仰の大原則である。（マルコ11：23）
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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！



2月3日（月）【第一月曜日定例】「川口駅 路傍伝道」

路傍伝道は神への献身

2月7日（金）【山手線シリーズ】『山手線祈祷会（外回り）』と『代々木駅 路傍伝道』

主は強ければ、我弱くとも、恐れはあらじ

毎月第一月曜日
は、川口駅で3時
間路傍伝道をしま
す。長丁場なの
で、2部～3部に分
けて小休止を入
れます。午後5時

にスタートして、6時で一旦集合してお祈りをします。そのタイミ
ングで帰る方が数人います。
乗り物は出だしに力が必要です。伝道も同じです。最初の
1時間で勢いがついたら、その後は勢いに乗ってやり遂げる
ことができます。
しかし、3時間伝道をすると、精も根も尽きます。この時間を
ほかのことにも使えますが、伝道はあらゆることに優先するべ
きことであると思います。効率や合理性を考えるよりも、神様
に、時間とすべてをささげて伝道したいと思います。すぐに実
を結ばなくても、いつの日か必ず実を結ぶと信じます。
献金をしてくれて、「がんばってくださいね」と声をかけてく

れる人たちがいました。とても励まされました。そういう人は、
十中八九チラシを受け取ってくれますし、じっくり読んでくれる
に違いありません。
しばらくして警察が来ました。「悪いことをしてないのはわ
かっていますが、苦情が入ったので・・・」と優しく話してきまし
た。それに対して、「音楽はやめて、チラシ配りと街頭演説だ
けにします」と言ったら、ニコニコして去って行きました。
路傍伝道をしている時に気をつけるべきなのは、警察では

なく通行人です。「キリスト教嫌いの人でも、伝道に対して嫌
な思いをすることがありませんように。慰めや励ましが与えら
れるように」と祈りながら伝道をします。
室内の集会と違って、路傍伝道はあらゆる人にさらされて

いますので、神様の守りを祈らざるを得ません。しかし、そのよ
うな環境が、成長と活動の洗練をもたらしてくれます。すべて
のことについて感謝したいと思います。
はっきりとイエス様を伝えると、反発する人は必ずいます。し
かし、それがきっかけで救われる人もいます。愛によって真理
を語り続けたいと思います。

前半は、代々木駅から代々木駅まで、山手線1周を1時間
かけて周りながら祈祷会を行いました。
問題や重荷があっても、疲れていても、神様に祈っている

と、気づいたら解決してしまいます。
解決には2種類あります。①心の中で問題が解決すること。
②現実に問題そのものが解決することです。心の中で解決
すれば、あとは神様の手に委ねることで神様が私たちの代わ
りに問題を解決して下さるのです。

だから、自分の
問題の解決に固
執しなくても、国の
ため、社会のため、
人々のために祈り
たいと思います。
気がついたら、神

様が働いて下さり問題は解決しますし、さらに、祈ったことに
対しても答えて下さいます。安心して神様に委ねたいもので
すね。
代々木駅に5名が集まりました。場所の問題なのか、曜日の

問題なのか、いつも代々木駅の伝道には参加者が少ない傾
向にあります。しかし、そういう時こそ神様に頼り、一生懸命に
伝道したいものです。
音楽とチラシ配りをやっていると、お巡りさんが来て、「街頭
演説やチラシ配りはいいけれど、路上ライブは・・・」と言われる
ので、ひたすら説教を語りました。音楽も良いですが、聖書を
まっすぐに語ると、聞いている人も語っている本人も力づけら
れ、励まされます。
聖書の言葉と共に、世間を騒がしている新型コロナウィル

スのことをはじめ、街にあるもの、目で見えるものすべてが題
材になります。聖霊に満たされて語る言葉の力に驚かされま
す。自分であって自分でないみたいです。
チラシをたくさん配ることができました。説教に耳を傾け、最
後は、深 と々お辞儀をして去って行く人もいました。
また、通りかかったクリスチャンに路傍伝道新聞を手渡しま
すと、「がんばって下さいね」とエールを送ってくれました。
今日は、参加者が少なかったことで、神様の力強い助けを
感じました。「主我を愛す」の讃美歌にあるように、「主は強け
れば、我弱くとも、恐れはあらじ」です。

2月8日（土）【千葉伝道】『市川駅 路傍伝道』〈北口と南口〉

福音にすべての問題の解決がある

午後2時半に、市川駅に集まって伝道の準備をして、午後3
時から伝道をスタートしました。
この場所は、千葉の地元の教会が路傍伝道をしている場
所でもありますが、今日は、20分も伝道しないうちに駅員さん
が来て、音楽を続けられない状況になりました。
その場所で、説教に切り替えて、チラシ配りをと考えました
が、お祈りしていると、
南口に移動するように
導かれました。
南口は、思ったより人

がたくさんいました。し
かも、立ち止まってくれ
る人も多くいますが、本
八幡駅行きのバス停で
バスを待つ人がたくさ
んいました。説教をする
と、10分くらい話を聞い
てもらうことができます。

10分の駅前教会に早変わりです。
政治家の方々は、朝や夕方に政治の街頭演説をします

が、私たちは、聖書のメッセージを語ります。日本では、政治と
宗教は政教分離ですが、根本的には通じる部分があります。
問題を提示すると共に、解決のメッセージが必要です。人々
に希望を与えてこそ、街頭で聖書を語った甲斐があると思い
ます。
新型肺炎などの病気に対しても、経済問題に対しても、人
間関係などの問題に対しても、聖書に答えがあります。理想
は高く、しかし、人々の現実を語らないといけません。
後半は、音楽を通して福音を伝えました。心を開いてくれる
人が多くいました。何人もの子供たちが立ち止まってくれまし
た。子供の親は、立ち止まって聞いている我が子をほほ笑み
ながら見守っていました。
最後に、「すべてに感謝しよう」という歌を歌うと、踊り出し、

かぶっていたスキー帽を投げ飛ばしてしまった子供がいまし
た。そのうれしそうな姿を見て、私たちもうれしくなりました。
時が良くても悪くても、福音を伝え続けたいと思います。

2月10日（月）【今月は第二月曜日に変更】『新宿駅 路傍伝道』

一人ひとりが熱心に伝道をした

新宿は第三月曜日に定例で行っていますが、今月は第二月
曜日に行いました。この新宿の月一度の伝道にだけ来られる
方も多く、お馴染みの方々が少し少なかったです。もしかした
ら第三月曜日に予定を入れておられて、気づかなかったのか
も知れません。
寒さも穏やかでした。また、妨害などが入ることはありませ

んでした。しかし、雰囲気が重たく感じました。街の空気に溶
け込み切れませんでした。
キリスト教の宣教の歴史を振り返ってみると、迫害され、苦

しめられ、散らされながら伝道
が前進して行きました。
今日のように、何も問題がな

いのも感謝ですが、問題があ
ることで、祈らざるを得ない状
況に追い込まれて、祈りによっ
て力が与えられ、情熱に火が
ついたとしたら、マイナスが大
きなプラスに変わることになり
ます。

キリスト教の信仰は、
良いことが起こったら、
良いので感謝します
し、良くないと思えるこ
とが起こっても、神がマ
イナスをプラスに変えて
下さるので、マイナスも
感謝です。
今日は、参加者が9名といつもより人数が少なかったです

が、一人ひとりが熱心にチラシ配りをし、説教をし、歌い、伝道
しました。
写真を撮ってくれる人がたくさんいました。特に観光で日本

に来ているような外国人は、たくさん写真を撮っていました。
一人でも多くの人に福音が伝わって、天国に行ける人が増

えてほしいです。
聖書は、「人の子は、失われた人を捜して救うために来た

のです。」（ルカ19：10）とありますが、イエス様は、人々の救い
のためにこの地上に来られ、十字架で死なれました。私たち
も、イエス様の心を持って伝道を続けて行きたいですね。



久しぶりの横浜伝道でした。天皇誕生日の振替休日なの
で、横浜は東京と違って夕方以降には閑散とするのではない
かと予測をして、いつもより2時間早い午後4時から6時まで伝
道をしました。
早い時間帯だったので女性たちが参加しやすかったから

なのか、11名のうち女性の参加が5名と多
かったです。男女比が半々であると雰囲気
が良くなります。男子校や女子校のように、男
性だけ、女性だけと決まった集団なら別です
が、最近は、男性の参加者が多い傾向にあ
ります。女性たちは口をそろえて、「女性
が少ないと参加しにくいです」と言い
ます。そんな時には、自分一人が
女性だとしても続けて参加して
くれることで、一人、また一人と
女性が増えていくものだと思
います。
路傍伝道にお客さんとし

て参加している人は、
こちらに、「もう少し女
性が増えるように努力
して下さい。そうしたら
参加しますね」と言う
かも知れません。しか
し、献身者や働き人な
ら、自分一人が参加
することで一人増える

ことになりますし、友達を誘って参加するなどして、自らが十字
架を負います。そのように一人ひとりが成長できますようにと
祈ります。日本の多くの教会は、圧倒的に女性の信者が多い
と思います。しかし、路傍伝道ネットワークは、圧倒的に男性が
多いのです。見方を変えて、男性が多くいることに感謝をした
いと思います。しかし、神様は、男女が互いに補うように造ら
れました。男女がバランスよくいると、より伝道にプラスになる
のではないかと感じます。
次に、今日伝道していて感じたことは、スピリットが大切だと

いうことです。聖霊が私た
ちを支配し、私たちから流れ
出して行くと、通行人たちに、
打てば響くという感じでした。打
てば響くという一体感を感じられ

ると、みんながハッピーになります。悪
魔・悪霊の働きは、人と人との間に壁を

作り、分断し、争いを生じさせます。神様の働
きは、壁を壊し、修復し、争いのある所に橋をかけ

て、平和を作り出します。 
神に用いられる人は、平和を作

り出す人です。聖書は語ります。
「平和をつくる者は幸いです。その
人たちは神の子どもと呼ばれる」（マ

タイ5：9）
伝道とは、神と人、人と人の間に平和を作り出していくこと

ではないでしょうか。しかし、それをして下さるのはイエス・キリ
ストです。
「私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持って
います」（ローマ5：1）
「キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、
隔ての壁を打ちこわし、ご自分の肉において、敵意を廃棄さ

久しぶりに、雨の中で路傍伝道をしました。私たちが路傍
伝道を中止や延期をするのは、昨年起こった「令和元年台
風第19号」クラスの命が危険にさらされるような時だけです。
そして、雨の場合は、雨に濡れない場所などに移動して行い
ます。
御茶ノ水は逃げ場がありませんので、「雨でもハレルヤ」と
言いながらやっていると、雨が心地よく感じるようになりまし
た。機材が雨に濡れることが心配でしたが、機材と伝道して
救われなければならない魂を天秤にかけたら、「壊れたらまた
買い直せばよい！」という気持ちになりました。
雨の中、なかなか立ち止まってくれる人はいませんが、数人

は立ち止まってくれました。写真を撮っていく人もいました。
イエス様は、「わたしを遣わした方のみこころを行い、その
みわざを成し遂げることが、わたしの食物です」（ヨハネ4：34）
と言われましたが、伝道することは、霊的な食事であり、喜び
です。今日も、伝道を通して喜びを味わうことができました。
路傍伝道に反対するクリスチャンの中には、こういう活動は

インターネットでお部屋探し。
www.okuda-re.co.jp

2月21日（金）【山手線シリーズ】『山手線祈祷会（内回り）』と『新宿駅 路傍伝道』

新型コロナウィルスよりも大きな脅威

世界中が、新型コロナウィルスの脅威を感じています。ドラッ
グストアなどではマスクが売り切れになり、朝からマスクを買う
ために長蛇の列ができている光景を何度も見ました。
様々なイベントが無期限延期になるような昨今、電車の中

での祈祷会に参加したのは2名だけでした。電車に揺られな
がら、「東京からリバイバルがはじまるように」と心からお祈りし
ました。
伝道には、1名加わって3名で行いました。新宿駅での伝道

には、最低10名はいてほしいですが、原点に戻るような気持
で、神様に頼りながら1時間30分伝道をしました。
はじまった頃は苦戦を強いられました。また、いつもたくさん

の人が集まってくれているこ
とに対するありがたみを感じ
ました。しかしそんな中、神様
だけを見上げて、神様だけに
頼りながら伝道をしていた

ら、いつの間にか時間の感覚
がなくなって、限りある時間の
中に永遠が入って来たように感
じました。いつまでも伝道を続けた
い気持ちでした。
待ち合わせをしている人たちに、歌とお
話で福音を伝えることができました。立ち止まっ
てくれる人が何人もいました。新宿にはたくさんの人が
いるので、たくさんの人に伝道できま
した。
新型コロナウィルスは大きな脅威

ですが、人々が天国に行けないこと
はもっともっと大きな脅威です。時が良
くても悪くても、伝道せずにはおれません。
3人で戦ったので、3人が同期の桜のように、深い絆を感じ

ました。

「自己満足のためにやって
いるのではないか！？」と考
える人もいます。もちろん、
自己満足のためにやること
も可能でしょう。それを否定
する必要

はありませんが、神から与えられた使命に仕
え、人々を愛して伝道することに徹していた
ら、満足を求めなくても、心は喜びでいっぱい
になるものです。
後半の賛美集会も喜びに溢れた時で

した。祈りと賛美の中で、涙があふれ
て泣いてしまった人もいました。
集会後には、肉の食事に行き

ました。伝道という霊的食事で
心が満たされると、肉的食事
がおいしいです。

2月14日（金）【伝道・賛美集会・愛餐会】『御茶ノ水駅 路傍伝道』と『第27回賛美集会』

霊的食事と肉的食事はどちらもおいしかった

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。

献品
献品のお願い
Request for 
Musical instruments donation

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

2月24日（月・振替休日）【神奈川伝道】『横浜駅 路傍伝道』

平和を作り出す伝道

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。

　　　　

そのとき、主はヨシュアに言われた。
「見よ、わたしはエリコとその王と
勇士たちをあなたの手に渡す。

あなたたち兵士は皆、町の周りを回りなさい。
町を一周し、それを六日間続けなさい。

七人の祭司は、それぞれ雄羊の角笛を携えて
神の箱を先導しなさい。
七日目には、町を七周し、

祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。
彼らが雄羊の角笛を長く吹き鳴らし、
その音があなたたちの耳に達したら、
民は皆、鬨の声をあげなさい。」

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、街頭で福音を宣べ伝えてます。

れた方です」（エペソ2：14～15）
平和を作り出すために路傍伝道ネットワークが用いられま
すように。すべての教会が用いられますように。



新型コロナウィルス蔓延の危機に際して、人々の生活全

般や経済に大きな影響が出ています。私たちの路傍伝道ネッ

トワークの活動にも影響が出始めています。

路傍伝道の活動から発展して、3月28（土）に開催予定

だった「ジャパンハーベスト2020」は、上野公園内にある「水

上音楽堂（上野恩賜公園野外ステージ）」での大会を中止・

延期し、違う形で開催しました。

前半は、無観客・無会衆ライブという形を取り、ニコニコ動

画、YouTubeライブ、Facebookライブで配信しました。

2月28日（金）【埼玉伝道】『越谷駅 路傍伝道』

イエス様のように、路傍伝道にも笑いを

越谷駅に14名の伝道の
勇士が集まりました。うれし
いことに、半数以上が地元
の人でした。理想的だと思
います。
地元で路傍伝道をする

ということは、知っている人
に会う確率が高くなります。
自分が「キリスト教徒だと知
られたくない！」と思っている
人は、路傍伝道をしても、自
分を知っている人がいる街ではやりたくないのではないかと
思います。
使徒パウロは、「私は福音を恥とは思いません」（ローマ1：
16）と語りました。
またイエス様は、「わたしを人の前で認める者はみな、わた

しも、天におられるわたしの父の前でその人を認めます」（マ
タイ10：32）と語られました。

路傍伝道をすることで、イエス様を人々の前で認める訓練
になります。
願わくは、イエス様を恥としないばかりか、イエス様を誇りと
する人にさせてもらいたいです。
イエス様を誇りとするようになったら、パウロのように、｢わた

しが福音を宣べ伝えても、それは誇りにはならない。なぜなら、
わたしは、そうせずにはおれないからである｣（第一コリント9：
16）という状態になり、路傍伝道が楽しくて仕方なくなります。
歌と説教とチラシ配りをしました。今日感じたのは、路傍伝
道には笑いがあった方が良いと感じました。笑うだけで街の
雰囲気がガラッと変わり、通行する人たちが心を開きやすくな
るからです。
ところで、聖書には、「イエス様が笑った」とは一言も書かれ
ていないので、ある神学者は、「イエス様でさえ笑ったことが
ないのだから、我らクリスチャンは笑うべきではない！」と言いま
した。私は逆だと思います。イエス様ほど笑いで溢れていた
方はいないのではないかと感じます。
聖書には、「御霊の実は、愛、喜び・・・」（ガラテヤ5：22）と書
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「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

かれています。笑いのない喜びはありませんし、不自然です。
イエス様は、いつも笑っていたので、あえてそのことを聖書
に書く必要はなく、イエス様に会ったことがある人なら、「そん
なのわかっているよ！」と言ったことでしょう。しかし、イエス様が
泣いたり、怒ったりするのは、珍しいことなので、聖書に記され
たのではないかと解釈できます。
「イエスは涙を流された」（ヨハネ11：35）とか、「ユダヤ人の
過越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに上られた。そして、
宮の中に、牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちがすわって
いるのをご覧になり、細なわでむちを作って、羊も牛もみな、宮
から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また、鳩を
売る者に言われた。『それをここから持って行け。わたしの父

の家を商売の家
としてはならな
い。』」（ヨハネ2：13
～16）などは、珍し
い光景だったので
しょう。
イエス様が愛
に満ちて、笑顔で説教を語られた姿が思い浮かびます。
イエス様のように笑顔になり、笑うならば、人々は心を開き、
耳を傾け、信じやすくなるはずです。イエス様の心を心とさせ
ていただきましょう。
2時間たっぷり伝道をし、マクドナルドで軽食とお茶をしました。

この時VR（バー

チャル・リアリティ）カ

メラで撮り、編集・制

作したDVDを参加

予定者に郵送いたし

ます。希望される方

には、「DVD」や大

会の「特製Tシャツ」を各1,500円（送料込）でお分けいたし

ます。

後半は、参加者を減らして、上

野駅不忍口広場にて路傍伝道

を行いました。

大会の中止・延期は、十字架

の体験でした。しかし、開催する

かどうかが注目される中、ライブ配

信を含めて、会場の1212席を大

きく超える数千人の方々がイン

ターネットを通して参加して下さる

という小さな復活を体験しました。次に、延期された第二回

「ジャパンハーベスト2021」がもっと良い形で開催される中く

らいの復活が起こり、将来には、「令和の大リバイバル」とい

う大きな復活を祈り、夢見ています。

まずは、目の前の現実を直視し、活動を自粛し、日本と世界

の国難を乗り越えられるように祈って行きたいと思います。

今後の活動は、ある一

定の収束を見るまでは、「オ

ンライン路傍伝道」という

形に切り替えて行く方向に

なります。

「オンライン路傍伝道」

とは、インターネット上のオンライン空間を路傍と見立てて、リ

アルの路傍伝道と同じような感覚で行う生放送番組配信で

す。オンライン路傍伝道の会場は、主に、新宿福興教会にな

りますが、一緒に番組に加わって、盛り立てることに加わりた

い方はご連絡を下さい。

活動の形は変わっても、路傍伝道新聞は継続します。引き

続きお祈りとご協力をお願いします。


