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下條末紀子
●Makiko Shimojo
活けるキリスト 一麦西宮教会初代牧師。
1934年長野県に生まれる。
1965年西宮市で開拓伝道を開始。
1993年11月に行われた全日本リバイバル甲子園ミッションの
ビジョンを最初に持たれた牧師。
著書に「数に入らぬ者であっても」がある。
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ミッション
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甲子園球場の前に立つ
下條末紀子先生
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編集者有賀先生が全日本

リバイバル甲子園

ミッション※に関わるようになった経緯

などをお話しいただけますか

（※以下甲子園ミッション）

有賀師我が家に滝元明先
生が訪ねて来られ、

甲子園ミッションの推進実行委員長の
依頼がありました。その時はすぐお返事

せず、祈りの期間として2週間待って頂き、
引き受けるお返事をしました。1989年3

月で長年仕えていた神学校の校長を退
任し、その退任後の8月にハワイでのリー
ダーの研修会に参加しました。その中で、
「もしその中に神がおられないならば、絶
対失敗におわるというぐらいの大きな事を
神さまのためにやってみなさい」という挑戦
があり、今後私自身、新しく日本のために
働いていくというヴィジョンを受け取ってい

たときでもありました。まさに神さまが用意し
てくれた絶妙なタイミングでした。

編集者甲子園ミッションの

本大会に至る、その

準備の中で感じていたことはあります

でしょうか？

有賀師私個人として、長年
協力伝道の働きを

している中で、大きな壁と限界を感じてい
ました。「権力によらず、能力よらず、わた
しの霊によって」（ゼカリヤ書4章6節）とい
いながら、権力＝組織力にかなり神経を
注いできていた現実がありました。実際、
協力伝道は教会や人の協力が大きな鍵
となり、教団、団体の力や意見を尊重し、
組織を作っていくのが常でした。しかしそ
のことにより教団教派の中に、人と人との
間に溝が生まれてきたことも事実であった
と思います。しかし、甲子園ミッションの働
きでは聖書信仰に立ち、聖霊に導かれ
た協力体制という原則を軸に、教団教派
に関係ない協力体制を作って行くというこ
とを掲げ、今までのような組織は作りませ
んでした。それは、キリスト教界では大きな
冒険でもあり挑戦でもあったと思います。そ
ういった流れの中で、甲子園の本大会
の半年前にシンディ・ジェイコブス氏など
を迎えての霊的戦いのセミナーが開催さ
れました。その集会の中で、ペンテコステ
派と福音派にあった溝、壁に対する和解
の祈りがなされたことは大きな変革と意味
があったと思います。また、救霊に焦点を
あてた霊的戦いを進めていくということも大
きな挑戦でありました。既に滝元望氏が
霊的戦いのための、霊的地図作りやとり
なしの祈りなどに召されて活動をはじめて
おられ、甲子園ミッションの1年前、当時
霊的戦いに焦点を当てた伝道で大きな
リバイバルが起きていたアルゼンチンに
滝元順先生らと共に行かせて頂いて、さ
らに大きな確信を頂くことができました。そ
して、同時に今までの、伝統的な賛美で

はなく、霊的戦いの賛美が生まれ、それ
がCDになり、全国の教会で歌われたこと
も大きな導きであったと思います。

編集者そのように準備の

段階で大きく霊的

に動いた要因は何だったと思われます

か？ 

有賀師それはもちろん神様
の日本に対する御

心が動いた時であったと思います。そして、
日本の聖徒の祈りはもちろん、世界の多く
の祈りが日本に向けられたことだと思いま
す。大会の直前ではありましたが、1993

年10月にギデオン300という祈りのグ
ループの大会が韓国で行われた時、日
本の状況を報告させていただきました。そ
のことによって世界中の2000万人とも言
われる「とりなし手」がさらに日本のために
熱く祈ってくださいました。

編集者有賀先生ご自身、

またご家族や身近

な方で甲子園ミッションの大会を通し

て起きたことなどありますでしょうか？

有賀師家内の祈りの友は、
何度も救急車で運

ばれるほどの、かなりひどい喘息の持病を
抱えていましたが、家内と一緒に甲子園
ミッションで球場に来た瞬間、その圧倒
的な主の臨在の中で完全な癒しをいた
だきました。その後二度と喘息の発作は
出なかったようです。また甲子園ミッション
本大会3日目最後の夜に、滝元明先生
がメッセージ後の招きで献身のチャレン
ジをされました。実はその直前に息子は、
直接神様から、「おまえは自分の生涯を
献げないか」という語りかけがあり、それに
対して「はい」と応えた時に、献身の招き
がありました。そのまま彼はそれに応答し献
身を表明しました。そしてその後、大学を
卒業し、リバイバル聖書神学校で学ぶよ

うになりました。私の家族も新しいレベル、
領域に入れて下さったと実感する実を見
させて頂いた大会でした。

編集者甲子園ミッションの

大会は今振り返っ

てみて、どんな大会だったと思います

か？

有賀師まさに、この大会を通
じて「主が新しいこ

とをなされた」ということを実感しています。
大会後、リバイバルミッションの働きは、全
国各地で展開され、国内にとどまることな
く、環太平洋、アジアへと進んでいきまし
た。まさにリバイバルが拡散していきまし
た。同時に福音の絶対的能力を確信し
ました。出席したベルリン、ローザンヌ、マ
ニラ、ケープタウン各地で開催された世
界の伝道会議の中で語られた福音の
理解は、今までの限定的なたましいの救
いから肉体のいやし、内面のいやし、奇
跡、霊的解放とすべてが福音であるという
ことでした。そのことをこの大会を通して肌
で感じるレベルとなりました。

編集者今後の日本のリバ

イバルに期待する

ことはありますか？

有賀師滝元明先生が召さ
れる前夜、先生の

病室に伺った時、私の手を力強く握って
くださり「先生、一緒に働けてうれしかっ
た。あとを頼む」と言ってくださいました。そ
の時エリヤがエリシャからバトンを受けた
時のことを思い浮かべ、特別先生にお
祈り頂きました。25年継続されている働き
を、私だけではなく、皆で受け取り、信仰
によって今まで動かなかった山を動かし
ていきたいと願っています。「起きよ。光を
放て。あなたの光が来て、主の栄光があ
なたの上に輝いているからだ。」
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1993年の全日本リバイバル甲子園ミッショ
ンでは推進実行委員長をされ、大会後は全日
本リバイバルミッションの代表として長年ご奉
仕下さった有賀先生にお話を伺いました。
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「主が声を出されたとき」
　甲子園ミッションが開催されたのはもう25年も前
になりますが、私にとっては昨日のことのように思え
ます。そのころの私は「教会成長」に人一倍熱心だっ
たような気がします。どうしたら、教会の人数を増や
すことができるのか、寝ても覚めてもそんな思いに
とらわれた毎日を送っていました。私が赴任した教
会は人口１万人の小さな町にありました。教会成長
の原則から言えば、立地条件としてはあまり良い場
所ではありません。それでも自分の教会だけは何と
か成長しなければという思いで宣教に取り組んでい
ました。そんな日々を送っていたとき、滝元明先生
から突然の電話が入ります。「甲子園で伝道集会を
したいので、その準備委員長を引き受けてほしい」
というのです。私は滝元明先生に救いに導かれた人
間です。言わば永遠の命の恩人です。私は何も考え
ずに即座に答えました。ただ一言「はい」と。滝元先
生からの詳しい説明は全くありませんでした。あの
日から、私の人生が長い長い戦いの日々に入ってい
くようになろうとは、そのときは知るよしもありませ
んでした。

甲子園ミッションのはじまり
　この大会を進めて行くにあたってのスタンスは、
人間的な力によらず、主に頼っていくという姿勢を
貫いていく、そのポリシーは不思議なことに文章化
したわけではありませんでしたが、関わるすべての
人に浸透していきました。この大会を持つきっかけ
になったのは一麦西宮教会の下條末紀子先生の思
いと祈りを滝元先生が受け止めたことから始まった
ようにお聞きしています。下條先生の後日談による
と「いつの日か日本人の手によって甲子園で伝道集
会を持てたら」という漠然としたものだったようです。
それをまともに受け止めた方が滝元明先生でした。
「日本人の手で」そのことばが先生の心を捕らえた
ようです。「日本人、私も日本人だ…」よく言えば、純
粋、悪く言えば何も考えていない…しかし、主はそ
の混じりけのない信仰を受け止められ、人々を動か
していくことになります。そして、その働きに巻き込
まれてしまった一人が私です。

準備開始
　当然のことながら、先生の身内の人間も巻き込
まれていきます。私同様、仕方なく立ち上がった人
の一人に明先生の長男・滝元順先生がおられました。
私にとって無二の親友です。正直、私たちはえらい
ことになってしまった。どこから手をつけて行こうか、
右往左往していたように記憶しています。大会事務
所は窓を開ければ甲子園球場が目の前に見える好
条件の場所でした。しかし、順先生のことばが室内に
響きます。「窓を閉めておくように」甲子園を見ると
不安になる。不信仰な男です。でも、その思いは私
も同じでした。その当時、私は同じ夢を何度も見まし

た。甲子園に30人ぐらいしか集まっていない夢です。
不信仰のかたまりのような夢でした。それでも、主を
仰ぎながら準備を進めていくことになります。

決起大会
　全国各地で決起集会を展開していきました。費用
は全額こちらで負担し、一緒に日本のリバイバルの
ために祈りませんか、というのがその決起大会の主
旨でした。最終的には国内750カ所で展開すること
になります。この決起集会はアメリカ本土、ハワイ、
韓国、台湾などへも拡大していきました。このシステ
ムは今も「47都道府県伝道集会」や「日本縦断伝道」
に引き継がれています。当初は人もあまり集まりま
せんでした。後に、賛美奉仕者と一緒に巡回するこ
とになっていきますが、初めたころ、私一人で出向
いたこともたびたびありました。簡単なPAシステム
持ち、ギターを背負い、配布物とスーツケースをか
かえての行商人さながらの旅でした。しかし、この働
きはすさまじい勢いで加速していきます。最終的に
は第一線で活躍していた20余名の伝道者の先生方
のご協力をいただきました。同じ日に、日本各地で4
カ所同時に決起大会を持ったこともありました。ど
の集会も熱い熱い集会でした。

PPH
　決起大会と同時に「PPH」（賛美と祈りの集会）が
進められていきます。この中で滝元開先生によって、
数多くの賛美が生まれていくことになります。（後に
「ざわめきシリーズ」として定着していきます）「主
が声を出すと水のざわめきが起こる天に起こる」「息
よ四方から」などの賛美はアッという間に、全国に広
がっていきました。このPPHは定期的に各地で開催
されていくことになります。

祈りのプログラム
　この賛美のように「ざわめき」が波紋のように広
がっていき、甲子園が一望できる「甲山」では100
日ごとに山頂祈祷会が持たれました。夜、10時から
という時間にもかかわらず、100名を越える人々が
集まり、激しい祈りがささげられました。当時、45才
だった私にとって、30分険しい山道を登ってから祈
るというプログラムはかなりハードでしたが、つらい
と言うより、楽しかった記憶の方が心に残っていま
す。祈りのプログラムは目を見張るものがありまし
た。甲子園はフィールドにも人を入れると6万人の
キャパシティがあります。3日間の集会と言うことで
18万時間祈祷プログラムを計画し、実行しましたが、
最終的には37万時間を超えることになりました。そ
のほかにも100日ごとのカウントダウンダウン祈祷
会、甲子園7周祈祷など…祈りは日増しに積み上げ
られていきました。

プロジェクトチーム
　30名の若手の先生方によるプロジェクトチーム
が結成されました。動員のためと言うより、祈りを中
心としたプロフェッショナルチームでした。

リバイバルトレイン・クルージング
　大会1年前にはJRの電車を借り切って、聖会を持
ちつつ、1日かけて祈りながら関西周辺をまわるとい
う前代未聞の企画が実行されました。名称は「リバ
イバルトレイン」8両編成の車両に音響システムを
完備し、各車両を説教者が巡回するという方法で進
められていきました。電車が通る沿線には旗を振っ
てくださる応援団の方もいました。音楽ゲストはチェ
リストのボーマンさん、揺れる電車の中での演奏
は当然のことながら初経験だったようです。甲子園
ミッションは何をやらされるかわからない、と嬉しそ
うに語っていたのを覚えています。途中下車した堺
の大山公園での野外集会も恵まれました。
　その集会が終わって、幾日もたたないある日、順
先生の家でコタツに入りお茶を飲みながらみかん

をほおばっていたとき、そのリラックスした雰囲気
の中で順先生が口を開きます。電車の次は何にしよ
うかと…考えた末、船にしようということになります。
そばにいた岡本信弘先生もつぶやきます「船しか無
いな」と。実に単純な人々です。もちろん、その中に
は私も入っていたわけです。翌年の正月に「リバイ
バルクルージング」を持つことになります。サンフラ
ワー号に定員一杯の700名を超える人々が集まり、
大阪湾をクルージングしながら、賛美し、祈り、弁当
を食べる、大人も子供も楽しみ、まるで天国を垣間
見るような一日でした。

日程変更
　本大会までの道のりは、簡単ではありませんでし
た。10月末に申し込んでいたはずの「甲子園球場」
が11月に変更してほしいという申し出があったこと
から、再び、眠れない日々が続くことになります。本
大会まであと1年3ヶ月。ポスター、チラシもすでに全
国に発送し、祈りも積まれています。それまで万年
最下位の阪神が急に強くなり、優勝戦線に残ったこ
とから、もしかしたら、来年優勝するかもという、球団
の期待感から起きたものでした。これにはエピソード
があります。甲子園を下見に行ったとき、田中政男先
生が球団の担当者の前で祈ったのです。「阪神が強
くなり、優勝できるように」と。その祈りの通り、その
年、阪神はなぜか急に強くなってしまったのです。田
中先生が余計な祈りをしたことによって、苦しむ羽目
になったと嘆いたりもしました。それもまた、主は恵
みに変えてくださり、11月5～7日の日程となりまし
た。普通でしたら、かなり寒い時ですので、野外での
集会は困難な時ですが、神様はあたたかい日にして
くださり、これ以上ない日としてくださいました。

本大会
　本大会当日の高揚感は、今までどの集会でも経験
したことのないようなものでした。会場には全国各
地から駆けつけてくれた人々、大勢の海外からの参
加者、時間とお金を使い貴い犠牲のもとで「甲子園
ミッション」は開催されました。十字架の形に作られ
たステージで語る闇を切り裂く、歯切れのいい滝元
明先生のメッセージは迫力に満ちていました。その
ステージの下では集会中100名以上の兄弟姉妹が
絶えることなく祈りが続けられていました。ステージ
クワイヤー300名、その上には1000名のクワイヤー、
入れ替わり、ステージに立つメッセンジャー、ゲスト
の総人数はレーナマリヤさんをはじめ国内外60余
名。今でも、司会をしていた私の横で滝元明先生が
汗を流しながら、会衆を招く声が耳に残っています。
「みなさん、ここにいらっしゃい。この十字架のもと
にいらっしゃい」主が声を出し、水のざわめきが起
こった瞬間でした。聖霊が臨まれたときでした。

甲子園ミッション後
　この働きは全国で持たれる「地方ミッション」「東
京ミッション（武道館、10日間）」「東京ミッション40
日」「ハワイミッション」「韓国ミッション」「台湾ミッ
ション」「チェンマイミッション」など数多くの働きに
つながっていきます。この働きを長年先頭に立って
導いてくださった滝元明先生は3年前天国に凱旋さ
れていきました。今はモーセがネボ山の頂からカナ
ンの地を眺めたように、この国の将来を見守ってい
ることと思います。考えてみれば私の人生は滝元明
先生に翻弄されてきたような気がします。しかし、あ
の時から始まったドキドキ感、わくわく感はこの働き
がなかったら味わえないものだったと思っています。
おそらく、味気ない人生になっていたに違いありま
せん。25年前始まったリバイバルへの行進が今後も
引き継がれていくことを祈りたいと思います。いつ
の日か、再び甲子園で主を賛美するときが来ること
を切に願っています。

平岡修治
Shuji Hiraoka

甲子園ミッションの思い出
1992年2月13日深夜の出来事

　1992年2月の第一週、ついに、「全日
本リバイバルミッション」の準備事務所
が甲子園球場のすぐそばにオープンしま
した。しかしそれは途方もなく大きな働き
で、とうてい私たちの手に負えるものではあ
りませんでした。準備事務所が開設され
た翌週、「まずは愛知県民の森にて、一
週間、半徹夜して祈って始めよう」という
話になり、ちょうどその期間は、「役員、信
徒リバイバル聖会」が県民の森で開催
される予定で、好都合でした。夜の聖会
が終わった後、準備事務所と新城教会
のスタッフたちは、県民の森の山中に入
り、真剣に主を求め、リバイバルを求め
て祈りました。二、三日は祈りの勢いも良
かったのですが、徐々に、寒さと疲れで
祈祷会が重荷となっていきました。祈祷
会最終日、それは1992年2月13日でした。
初めは30人くらいで始まった祈祷会も、8
人しか集まりませんでした。その夜は特に

寒い晩で、連日の疲労で足どりは重く、私
は、祈祷会を早めに切り上げたいと考え
ていました。

　祈り始めて30分ぐらい経った頃でしょ
うか。それは夜中の11時頃でした。そろ
そろ帰ろうと考えていると、遠くで、ゴーッと
いう響きが聞こえ始めました。その場所は
時折、航空機が上空を通過することが
あり、私は飛行機のエンジン音とばかり
思っていました。しかしその響きは消えるど
ころか、私たちに近づいているようでした。
その響きが聞こえ始めた頃から、声も出
さずに祈っていた者たちの祈りに変化が
起こり、火が付いたかのように祈り始めま
した。ゴーッという響きは、連日の疲れによ
る耳鳴りかもしれないと、何度も耳を触っ
たことを覚えています。すると突然、その
響きが、私たちが祈っている小屋の中に
入って来たのを感じました。その途端、私
の右側で祈っていた一人の女性が、東
屋の土間に激しく倒れ、それっきり動かな
くなってしまいました。しばらくは意識が無
いかのように、全く身動きしませんでした。

こんな山中にまで、どうやって救急車を
呼ぼうかと考えるほどでした。しかし同時
に、その雰囲気は明らかに、主ご自身の
臨在で満ちており、何かとてつもないこと
が起こったことはわかりました。この夜の出
来事が、甲子園ミッションの活動と、霊的
戦いの開始へと、その後の働き全般に影
響を与えるとは、夢にも思いませんでした。
そして、その日から26年、甲子園ミッション
が終わって「25年」を経た今も、あの夜
聞こえ始めた響きは、私たちの内側に消
える事なく強く響いています。

滝元順
Jun Takimoto

甲子園ミッションに参加して
◉私は当時大学生、同志社大学神学部に通っていま
した。新聞奨学金制度を利用し、朝刊、夕刊を配りな
がら大学に通っていました。そんな折りに行われた
甲子園リバイバルミッションに参加し、聖霊様の熱に
浮かされ、恵みに恵まれました。「新聞配っている場
合ではない！」と4年契約の奨学金制度利用を2年で
やめ、リバイバル中心の学生生活に変えました。一
切の費用（学費、生活費等）も満たされ、学部3年、そ
の後飛び級で大学院2年学び、現在の教会でイン
ターン、副牧師、主任牧師と歩んできました。甲子園
の「熱」がなければ、今の伝道牧会はあり得ません。
感謝しても感謝しきれない原点というべき体験でし
た。　　　　　　　　　　　　　  福島在住 ： 牧師

◉私の両親は甲子園ミッションにノンクリスチャンと
して参加、翌年1/17の阪神大震災、その後教会に行
くようになり洗礼へと導かれました。また私は甲子
園ミッション後に開設されたリバイバル聖書神学校
通信制に入学。その後とりなしの働きに召されまし
た。　　　　　　　　　　　　  兵庫県在住 ： 女性

◉甲子園リバイバルミッションから25年も経ったと
いうことは、とても感慨深いです。共に聖歌隊として
参加した主人と1998年に結婚し、4人の子供共々主
に仕える日々を送っています。滝元明先生、清子先
生にも大変お世話になりました。感謝！　

兵庫県在住 ： 女性

◉私はクワイヤーとして甲子園ミッションに参加し
ました。リバイバルミッションの活動には反対してい
た教会の兄弟姉妹達も20名が参加出来、主のみわ
ざを間近に見て心が開かれました。また中学からの
親友がステージに進み出て救われました。　

兵庫県在住 ： 女性

◉私は甲子園ミッションで救われました。同年12月
12日、家内と共に洗礼を受けました。その一年後、3
人の息子が洗礼を受け、クリスチャンファミリーと
なりました。それからの恵みも大きく、親族全員で
13人が救われました。主の恵みを感謝しています。　

兵庫県在住 ： 男性

◉私は甲子園ミッションに１日だけの参加でしたが、
当日天候は雨の予報。車で行ったので大阪は雨。し
かし主をほめたたえます。甲子園周辺は雨がやんで
いました。すべてを支配される方に感謝します。洗
礼を受け45年になります。これからも主をほめたた
えます。　　　　　　　　　　　   三重在住 ： 男性

◉私は甲子園ミッションに参加しました。大阪在住
のいとこ（当時51歳）が救われ、その後天に召されま
した。感謝します｡　　　　　　　  札幌在住 ： 女性

◉私は甲子園ミッションに参加し、今でもはっきり
覚えているのが甲子園ミッションの帰りの阪神電車
の中で、参加された方々と賛美、賛美、賛美。とても
恵まれた後でしたので、誰か等かはわかりませんが、
感動、感謝のひとときでした。主イエスさまにハレル
ヤ！　　　　　　　　　　　　　   大阪在住 ： 女性

◉私たちは甲子園ミッションから今月までずっと
25年間、継続して毎月第2週水曜～金曜日の3日間
12:00～2:00まで「リバイバル祈り会」を主の導きと
あわれみによって教会会堂で開いています。沢山
の祈りの実をいただき、日本のリバイバルを信じて
祈っています。感謝します。これからも祈らせてもら
います。　　　　　　　　　　　 兵庫県在住 女性

◉教会のメンバーで一致して甲子園ミッションに参
加し、熱い主の思いに触れられた時のことを思い出
しました。　　　　　　　　　　　　  兵庫県 女性

◉私は甲子園ミッションの時は300人クワイヤーと
して参加しました。甲子園ミッション当日はもちろん
ですが、当日までも様々な集会や奉仕に参加させて
頂くことができ、言い尽くすことができない主の恵
みと祝福を与えられました。その後、家族もみな櫛
の恵みに与らせていただき、今は「我が家とわれは
主に仕える」ことができるよう祈っています。　

和歌山在住 ： 女性



沖縄地区
10月26日［金］─11月4日［日］
講師／平岡修治●ゲスト／フィリス・セント・ジェームス
10月26日［金］沖縄県中城村／世界宣教教会

10月27日［土］沖縄県沖縄市／聖書長老栄光教会

10月28日［日］沖縄県南城市／玉城バプテスト教会

｠｠｠　　　　 沖縄県豊見城市／隣人キリスト教会

10月29日［月］沖縄県今帰仁村／沖縄キリスト福音センター名護教会

10月30日［火］沖縄県浦添市／グレイスワーシップチャーチ

10月31日［水］沖縄県うるま市／ジョイチャペル

11月  1日［木］沖縄県名護市／名護ベテル教会

11月  2日［金］沖縄県金武町／金武シオン教会

11月  3日［土］甲子園ミッションAfter 25に合流

11月  4日［日］沖縄県うるま市／聖書教会聖川教会

｠｠｠｠｠｠｠｠｠｠   沖縄県名護市／クリスチャン・リンク名護チャペル｠｠

平岡
修治

滝元
順

＠教会＠地域＠どこでも
霊的戦いセミナー開催募集中！ 

「敵に打ち勝つ権威」について学んでみませんか？

リバイバルミッション2019（伝道集会）
講師／平岡修治師
そして一流の音楽ゲストとともに伺います。
1月29日［火］～2月3日［日］四国地区

2月19日［火］～24日［日］九州地区

3月12日［火］～17日［日］沖縄地区

4月　9日［火］～14日［日］北海道地区

5月10日［金］～12日［日］関西地区

5月17日［金］～19日［日］関西地区

5月24日［金］～26日［日］関西地区

6月  4日［火］～9日［日］東北地区

今年の最終地区
沖縄県に主の大勝利が
あるように祈りましょう!

フィリス
セント
ジェームス

リバイバル聖会2019
講師／滝元順師
1月14日  ［月］～20日［日］

2月  1日  ［金］～3日［日］

3月  1日  ［金］～3日［日］

4月  5日  ［金］～7日［日］

5月10日  ［金］～12日［日］

5月31日  ［金］～6月2日［日］

7月12日  ［金］～14日［日］

8月22日  ［木］～29日［木］

9月  6日  ［金］～8日［日］

10月11日［金］～13日［日］

7月  2日  ［火］～7日［日］北陸地区

7月16日 ［火］～21［日］中国地区

9月  6日 ［金］～8日［日］中部地区

9月13日 ［金］～15日［日］中部地区

9月27日 ［金］～29日［日］中部地区

10月1日 ［火］～6日［日］甲信越地区

10月22日［火］～27日［日］北関東地区

11月  8日［金］～10日［日］関東地区

11月22日［金］～24日［日］関東地区

◉講師
滝元順・享子

クリスチャンに与えられた、絶大
で、輝かしい権威の一つに「敵に
打ち勝つ権威」があります。しか
し、どういうわけか、この権威に
ついては、今日に至るまで、多く
の日本の教会では語ることがタ
ブーとされ「サタン」の存在は認
めつつも、勝利する秘訣を積極
的に学ぼうとしてこなかった現
状があるのかもしれません。し

かし、この権威と共に戦術を知
れば勇気が湧いてきます。そし
て何よりも、この権威は、ただ単
なる問題解決の手法ではなく、
聖書の最終ゴールである、主の
再臨と神の国の実現に関わる
需要なテーマなのです。その素
晴らしさと重要性をぜひともご
紹介したいと願っています。

１2月・北陸、
来年１月・北関東で
セミナーを

予定しています。
お問い合せは

リバイバルミッションへ！！

リバイバルミッション2019及びリバイバル聖会のスケジュール決定
［変更する場合があります］ 開催教会募集開始！！

リバイバルミッション
2019及び
リバイバル聖会について
リバイバルミッションは、
教会に「心からお仕えする」
働きに徹します。

リバイバルミッション2019ではメッセン

ジャー、音楽ゲストそして、音響スタッフ
をパッケージにし、リバイバル聖会はメ
ッセンジャージャーを全国の教会に派
遣します。チーム等に対する謝礼、交
通費、宿泊費、宣伝用チラシ（500枚
までは無料）、その他一切の経費をリ
バイバルミッション側で負担させて頂き

ます。ただし基本的には、集会時に席
上献金をして頂き、その献金をリバイ
バルミッ

ションに

ささげて

頂きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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甲山山頂リバイバル祈祷会

甲子園ミッションで与えられた
リバイバルのビジョンを主からもう一度。

全日本リバイバル甲子園ミッション直前の甲山山頂祈祷会より

　あの素晴らしい甲子園大会の後、
リバイバルミッションによる「聖地旅
行」が企画されました。すると90名
以上の申し込みがあり、滝元先生か
ら「90名も引率できないので、先生
も団長になって、半分の45名を引き
受けて欲しい」と依頼され、喜んで聖
地旅行に参加した。その時、ヨルダン
川で洗礼式が行われたのだが、その
中に甲子園球場などの大きな会場で、
サウンド・システムや照明などを一手
に引き受けるイベント専門の会社の
社長（社長と言ってもまだ若いのだ
が）も滝元先生から洗礼を受けた。周
知の如く、甲子園大会では、数え切れ
ない程の多くの決心者が、大群衆と
なって滝元先生のところに押し寄せ
たが、彼もそこにいたのである。その
事を聖地旅行から帰ってから滝元先
生の息子さんたちに伝えると、驚い
て、「エーッ、本当ですか？信じられな
い！私たちはあの若社長と毎日のよ
うに喧嘩ばかりしていたんですよ。」
例えば、「照明をもっと明るくしてく
れ」「それは予算オーバーだ」とか「出
来ない訳ないだろう」だとか。いろい
ろやりとりがあったと思われる。そこ
で私は言った。「あなた方の喧嘩のや
り方が良かったんだよ。」周知の如く、
このお子さん達は、みんな立派に滝
元先生の跡を継いでいる。甲子園大
会は凄かった。

　偉大なる先輩牧師が、大きな宿題
を遺してくれた。ひとり教室に残され
て、居残り勉強をしているみたい？？
それにしても「想い出」として語れな
いほどの「重いデー」。私だけでなく、
多くの人々の人生に大きな影響を与
えて、未だにあの叫び声が聴こえてく
る。参加及び協力者のすべてに大感
謝！天に召された聖徒たちにも大感謝！
「井の中の蛙、大海を知らず」と言わ
れてきましたが、中には、「胃の中の
蛙」と聴いてビックリ、なぜ胃袋にカ
エルが居るのか、あとは意味不明？？
本当は続きがある。「井の中の蛙、大
海を知らず。されど、空の蒼さ（深さ）
を知る」。一般的には、世間知らずの
田舎者ということだろうが、ところが
どっこい。その狭さの中でこそ、「空
の高さ」「井戸の深さ」を体験できた。
沢山涙したが、楽しくもあり、愉快で
もあった。個人的には、あの大舞台で
メッセージさせていただいたことも
感謝であったが、いやしの集会にあれ
ほどの人々が集められ、全員のため
に祈り終えられなかったことが残念
であった。リベンジではなくて、チャレ
ンジが許されるのなら、もう一度『獅
子吼ゆ』（アモス書3の8）に命を懸け
たいものである。栄光在主！！

　思い出しても未だ心が震えてきま
す。ハワイの諸先生方の祈りと御愛
により、三百人に余る人々がここハワ
イから大会に参加しました。毎晩滝元
明先生の説教は、火を吐くような勢い
があり、ハワイから参加しました一同
は、多くの決心者が与えられる姿を見
て、砕かれ恵まれ力を受けました。わ
たくしは以前から滝元先生を心から
尊敬し信頼していました。よくリバイ
バル大会などで用いてくださいまし
たし、愛知県民の森の研修会にも参
加していました。忘れられないのは、
甲子園の最後の集会で決心者を招き、
講壇では、「♪子羊イェスよ、♪愛す
る君よ、♪」が流れてきた時、講壇の
滝元先生がひざまずいて祈っておら
れました。それを見た時、わたくしは
先生が如何に主イエス様を愛してお
られ謙遜の限りを尽くしてこの大会
を導いて来られたかを目の当たりに
したのです。栄光と誉を主にお返しし
ておられるのでした。わたくしは周り
の人を忘れ、声を上げて泣いて感謝
を主に捧げました。今もわたくしの心
の中に鮮やかにあの先生のお姿が燃
える様に浮かんできます。

　私は日本の教会と滝元家にメッ
セージを送ることができてとても感
謝しています。そして、滝元先生はす
ばらしいリバイバリストであり神の人
であったと確信しています。今は主
がリバイバルの季節だと言っていま
す。今は日本の教会にとって大きな
倍増の季節です。リバイバルのため
に祈った人がたくさんいます。有賀先
生との全日本リバイバル甲子園ミッ
ションがありました。多くの方々が祈
りのために立ち上がりました。いまや
日本の為に祈りの香が天国の鉢から
注がれようとしているのです。私は本
当に霊によってまったく新しい世代
が見えます。主は日の昇る国、神さま
から特別な美しさが備えられていま
す。日本の若者たちが立ち上がり、地
球の端まで送り出します。神が日本
の島の形を大鎌のように見せていま
す。今は収穫の時で、中東とアジアの
収穫です。地球の端にまで、神が日本
の宣教師を送るのが見えます。神が
国会で特別な形で動いているのを見
ており、彼らのリーダーシップに感謝
しています。多くのクリスチャンが国
会に選ばれるようになります。エキサ
イティングな時です。そして、知って
いることは、何年もの荒廃と災害のた
めに、苦しみと悲しみから回復し、復
興する時代であると思います。復讐
の時であり、復興の時であり、日本の
時が近づいています。そして教会の
祈りによって、主が日本の経済に働
き、神が進んで経済を高く掲げられる
ことを示しているからです。日本がド
ルに対して対抗し強められるのが見
えます。日本の通貨で大きな試練の
時を経験したことは分かっています
が、主は言います、祈りは天国の通貨
です。そして主は偉大なリバイバル
を望んでいますが、それが現れる兆
しは、ビジネス界でさえも腐敗してい
るいくつかの指導者の暴露で示され、
国全体の経済が新たに始まるのを見
始めるでしょう。神様はあなたを祝福
し、特に若者たちを通して、国家と子
供たちを揺する若さを通して神の力
に感謝します。私たちはあなたがた
を愛してます。日本が大好きです。私
は1970年に初めて日本に行ったこと
を覚えています。神は日本の為に祈
る心をくれました。多くの祝福があり
ますように。

※駐車場と登り口に関して
甲山森林公園前の駐車場に車は停めて下さい。午
後8時までにお越し下されば、そこから甲山の西側
にある北山貯水池登り口まで送迎します。（貯水池
側には駐車スペースが少なく停められません）
詳しくは事務局にお問い合せ下さい。

11月2日
 午後9時～10時
（甲山山頂集合）

大和カルバリーチャペル牧師　

大川従道 中野雄一郎 シンディ・ジェイコブス
宣教師訓練センター所長

奥山実



Peru
宣教ツアー
2019
開催決定！

NEPAL
ネパール
リバイバルツアー
2019年3月25日［月］─31日［日］
お祈りください！
世界宣教の
扉が開かれますように。
現在、この他にも世界宣教ツアーを計画中です。
新しい世界宣教の扉が開かれるようにお祈りください！

　ハレルヤ！私はラバウルツアーに導かれるまで、75
年程前に日本人がパプアニューギニアに突然やって
来て戦争し、人々の生活を乗っ取り、大きな被害を与
えた事など全く知りませんでした。一方で、当時と大
して変わらない生活をしていると思われるラバウル
の人たちは、日本人のした事を思い続け、語り続けて
来たのだろうと、無関心だった自分の罪深さを思いま
した。それでも、どこを訪問しても、皆さん私たちの悔
い改めを受け入れ、温かくもてなしてくださいました。
確かに主ご自身が今回の和解を導かれ、パプア
ニューギニアと日本の隔ての壁を大きく崩し、日本人
の救いを近づけてくださったと思います。主に栄光！

（北海道・女性）

　4年前にラバウルのとりなしの祈りのため、種まき
の働きとして参加させていただきました。今回はリバ
イバルミッションとSIRのコラボの働きで和解の集会
ということで主に期待しつつ再参加させていただき
ました。国を越え、言葉を越えて、さらに教団、教派の
壁も乗り越えて主の愛されるパプアニューギニアの
兄弟姉妹と和解し、一致できたことは自分の信仰生
活の中で忘れられない神さまの祝福でした。ようやく
長年のとりなしの祈りの働きが花を咲かせ実がなっ
て収穫の時期となったことを主に感謝します。これか
らの働きにも主の守りと祝福があることを祈り願って
おります。また共に祈りながら支えてくださった兄弟
姉妹にも主の祝福がありますように感謝をもって報
告させていただきます。　　　　　　   （静岡・男性）

　変革を伴うリバイバルの背景に、必ずと言ってよい
ほど、主の民が、霊的敗れ口に立ち、罪を悔い改め、主
ご自身のご介入を切望する祈りが根底にあります。こ
こ数年、リバイバルミッションやSIRも日本の侵略戦争
の謝罪と和解の働きを、関係する現地に赴き積み上
げてきました。今回、南太平洋地域全体への日本軍司
令部が置かれていたラバウルでの開催でしたが、私
たちも現地に赴き祈ることが、主からの導きと受けと
め、参加させて頂きました。リバイバルを切に求める
兄姉の背後の祈りと共に、現地に祈りを置くことが許
されました。帰国後、私達の周囲の人々との関係にも
和解の前進を実感する出来事がありました。主の真
実さを感謝し、賛美します。                   （新潟・女性）

●参●加●者●の●声

［SIRコラボ企画］ラバウルリバイバルミッション和解＆とりなしツアー報告
皆様のお祈りに支えられ、9月12日～9月19日、8日間の「ラバウルリバイバルミッション和解＆とりなしツアー」が守られたことを心から感謝いたします。今回は、日本
からの21名とアメリカから1名で訪問させて頂きました。私たちを東ニューブリテン州の教会全体が迎えてくださり、州知事も参席して和解の集会が持たれました。和解
の集会の前日には、今回の集会の委員の先生方と共に、日本軍が現地の人々を殺したという集落やかつてのラバウル空港跡地などで、とりなし祈ることが許されました。
主の前とその地の人々の前に悔い改めの祈りをさせて頂き、それが式典での和解に繋がったことを感じました。最終日の歓送会では、委員の先生方が挨拶をされました
が、どの方々も涙声で今回の和解の集会の祝福を感謝しておられました。

日本出発
リマ到着

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

11月5日（月）

霊媒の泉とりなし、
市内とりなし等
夜リバイバル集会

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

11月7日（水）

サパタでの
医療ミッション、
 近隣地域宣教ミッション
夜リバイバル集会

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

11月8日（木）

サパタでの
医療ミッション、
夕方から
リバイバル集会

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

11月9日（金）

リマへ移動、
貧困地域とりなし
夜インマヌエル
リバイバル礼拝

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

11月10日（土）

帰国者集会&
日系人伝道集会11月11日（日）

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

ペルーリバイバルツアー
Schedule

セントロとりなし
&観光～帰国

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

811月12日（月）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※予定の変更があるかもしれません。

9・1011月13日（火）・14日（水） 帰国

リマ～ワッチョ移動
カラルとりなし
ワッチョ泊

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

11月6日（火）

2018年11月5日［月］─14日［水］（10日間）

ペルー
リバイバルツアー2018

ペルーでのリバイバルミッションの開催を心
から歓迎します！遡ることバベルの塔の崩壊
後、東回りの旅に出た人々は、アジアを通り
ベーリング海峡を渡り、北・中米を移動しペ
ルーへ辿り着きました。そして住み着いた
人々はピラミッドを築き悪魔に生け贄をささ
げたのです。これが南米で最初の宗教都市

「カラル」の誕生でした。ですからペルーはバベル以後散らされた旅の終
着駅なのです。現在、このカラル近辺にはたくさんの霊媒師たちが住ん
でいるのですが、その中でもとりわけ有名なのが霊媒の街「ワッチョ」で
す。今回のミッションはこの「ワッチョ」で開かれます。バベルの塔崩壊から
4,000年の時を経た今、主は日本からリバイバルミッションのチームをお
送りくださり、東回りの偶像礼拝の歴史に終わりを宣言するための戦いを
始めようとしておられるのです。是非みなさん、日本からもペルーのため
にお祈りください！歴史に向かって、世界に向かって、共に主の勝利を宣言
しましょう！Gloria a Dios!!（主に栄光!!） 　　　   ペルー宣教師：下田祥之

◉祈りの課題
❶霊媒の街ワッチョの霊的な土台が打ち砕かれ、救霊の業が前
進し、主を賛美する街として変えられていくように
❷11日の帰国者集会（Iglesia Biblica La Molina Migul牧師）
の祝福と、決心者が起こされるように
❸10日のヌエボパライソBetel教会（Redhel牧師）には、以前順牧
師が来てくださった時に主から戦いの勇士として剣を頂いた子ども
たちが多くいます。今回の集会を通して、成長した彼らの中から献
身者が起こされるように
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11.5［月］─14［水］ ペルーリバイバルツアー

12.8[土]19:30～ Z.W.S.新城
会場／新城教会会堂 愛知県新城市富沢407-1

11.17［土］14:30～ Z.W.S.東京Vol.173
会場／お茶の水クリスチャンセンター4F 416号室
東京都千代田区神田駿河台2-1

11.18［日］10:45～&14:00～
Z.C.L.at富士クリスチャンセンター鷹岡チャペル
静岡県富士市久沢820-10

11.25［日］14:30～ Z.C.L.atカリスチャペル白庭台
奈良県生駒市上町2226

12.9［日］14:00～ Z.C.L.at東京希望キリスト教会
東京都武蔵野市境南町2-28-15マンション峰1F

11.24［土］14:00～ 
Z.C.L.at相生めぐみキリスト教会
兵庫県相生市若狭野東後明78-1

12.15［土］14:30～ Z.W.S.東京Vol.174
会場／お茶の水クリスチャンセンター4F 416号室
東京都千代田区神田駿河台2-1

12.25［火］15:00─16:00　
Zawameki街角同刻PraiseVol.35
＠全国・世界の街角から
東京／石神井公園野外ステージ
東京都練馬区石神井町5丁目16-21

12.4［火］─7日［金］Zawameki香港

11.16［金］19:30～ Z.W.S.新城
会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

11.23［金］17:00～ Z.C.L.at大阪救霊会館
大阪府大阪市西成区太子1丁目1-14

10.28［日］10:30～&13:30～
Z.C.L.at田園宮前チャペル
神奈川県川崎市宮前区宮崎犬蔵1-7-7

10.27［土］19:00～ Z.W.S.新城
会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

Zawameki 2018 
Schedule

S h o u t  o f  Z a w a m e k i

主が声を出すと
主が声を出すと、水のざわめきが天に起
こる。主は地の果てから雲を上らせ、雨の
ためにいなずまを造り、その倉から風を出
される。 　　　　 エレミヤ書10章13節
　今から26年前の春、甲子園ミッションの
準備がスタートして間もなくのことでした。父、
滝元明から「開、甲子園ミッションのテー
マソングをエレミヤ書10章13節のみこと
ばから作りなさい」と依頼を受けました。そも
そもZawamekiは主が天から降らせてくだ
さる曲をキャッチするものですから、「作れ
と言われて作れるものじゃない」などと父に
向かって生意気な言葉でいい返したこと
を思い出します。しかし直後「主が声を出
すと・・・・♪」のメロディーが心に巡り出しま
した。正直言ってあまり好きでない曲調で
あったため、心の片隅に追いやって、主は
いつ降らせてくださるのかと思っていました。
数日後、甲子園ミッションの事務所で仕事
をしていると、何とまたあの曲が心に巡って
いました。ちょうどその頃イスラエル旅行に行

く機会が与えられ、旅のテーマを「主が声
を出すと」とし、まだ未完成であった曲ととも
にイスラエルに向かいました。イスラエルに
到着すると何と激しい風と雷がとどろき、天
からは雹が降り、大嵐に見舞われ旅程を
変更するほどのことが起こりました。「こんな
みことばをテーマにするからだ」とツアーメ
ンバーからは言われました。イスラエルを
巡るうちに、その曲は徐 に々形となって、やっ
と完成し初めて歌ったのはカルメル山の
山頂でした。エリヤが異教の神々の預言
者と戦い、天からの火を呼び下し大勝利を
したその場所でした。甲子園ミッションはま
さしく、日本の異教の神 と々の戦いであるこ
とを主がお教えくださり、そして勝利が現わ
されました。以来、その戦いは今も続いてい
ます。甲子園ミッションから25年。もう一度、
主が声を出され、全世界に広がるリバイバ
ルが起こされることを信じ歌い続けて行きた
いと願っています。

Zawameki 滝元開

Zawameki街角同刻PraiseVol.35
2018.12.25［火］15:00～16:00

“同刻プレイズ”は、同じ賛美を同じ時間に一斉に歌う賛美プランです。クリスマスの喜びの歌声を一斉に主
に向かっておささげします。教会を挙げて参加される方から、個人で参加される方まで大募集です。奏楽の
できない方のためには、曲順になったCDをお送りしますので、CDに合わせて、ご家庭での参加も可能です。

◉曲目
勇気を出して
主イエスが生まれた
すべてが生きる
その目を開いて
国を越え言葉を越え
主に愛されている者
Jesus is coming soon
ダビデの子にホザナ
いつも喜び絶えず祈り
主の愛が今
Hosanna!
Maranatha
勝利・感謝・主に栄光
Dancing

東京は、
石神井公園
野外ステージ

東京都練馬区石神井町5丁目16-21

※東京大会にご参加の方は
登録の必要はありません。

◉お申し込み方法
E-mail（doukoku@zawameki.com）ま
で、参加者氏名（団体の場合：代表者氏
名のみ）、住所、電話番号、教会名、参加
人数、開催場所を記入の上ご応募くださ
い。E - m a i lをお持ちでない方は
Fax.0536-23-6220までお知らせください。

♪雨天決行
Please pray for this day!

ク
リ
ス
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ス
は

あ
な
た
の
街
の

街
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か
ら

喜
び
の
歌
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を
！

毎日夕方4時になったら

Zawamekiを歌う。

週毎の曲目をお知らせします。

ぜひ、職場で、学校で、

家庭で、地域で、

教会で、賛美をおささげください。

10月21日─10月27日●立ち向かえ少年ダビデ
10月28日─11月  3日●この名の他に救いはない
11月  4日─11月10日●大雨のように
11月11日─11月17日●主はあなたを守り
11月18日─11月24日●回復の時
11月25日─12月  1日●国を越え言葉を越え

♪週毎の同刻プレイズ選曲は以下の通りです。

Zawameki Church Live
開催教会募集中!!

◉連絡先─────────
Tel.0536-23-0024
Eclub@zawameki.com

あなたの教会、あなたの街「Zawameki Church 
Live」や伝道コンサート「Hiraku & Noriko Con-

cert」を開催してみませんか。どの地域
でも席上献金のみで開催いたします。



とりなしと調査の両輪で、
戦略的にとりなし祈ろう！
戦略的とりなしと調査

専門課程
───────────●New 一年限定 隔月開催
───────────

目からうろこ、心がおどる、
敵に打ち勝つ秘訣を学ぼう！

霊的戦い
専門課程
───────────

毎月開催
───────────

どこを切ってもリバイバル！「新」専門課程がスタートしました！
誰でも一講義から学べる月に2回のリバイバルセミナー
リバイバルミッションが1993年の甲子園ミッション以来、四半世紀以上に渡って、休むことなく展開
し続けてきた「霊的戦い」。その集大成で臨む「新」専門課程にぜひご期待ください！ご参加ください！

Revival Praise Seminar

───────────●New 一年限定 隔月開催
───────────

さぁ、あなたも
賛美の剣を手に取ろう！

第3弾とりなし
プレイヤーウォーク in 中国地方開催中！

霊的戦い専門課程って
どんなことを学ぶの？
過去に扱った
テーマ一部紹介
被造物と霊的戦い
●「福音」とは何か？ ～あなたは地球の管理人～
●食物と霊的戦い ～種子、農作物、薬、酒など～
●自然災害に対する学びととりなし

歴史の中に隠された偽りを暴く
●明治、大正、昭和のリバイバルを検証する
●日本のリバイバル発祥の地を調査しとりなす
●迫害の歴史と原点をとりなす 他

経済と霊的戦い
●金融システムによる世界支配を知りとりなす
●不正の富を勝ち取り、神の国建設のために用いるには
●メディアと霊的戦い ～メディアの偽りを見抜く～ 他

戦争関係
●世界の激戦地と地の呪いについて調査しとりなす
●聖書から「戦争」について学ぶ
●戦争が国にもたらす呪い ～太平洋戦争の霊的負債～ 他

物理学と霊的戦い
●量子論から見る「過去、現在、未来」
●ミクロの世界の霊的戦い ～空気を勝ち取る～ 他

地域と霊的戦い
●水の源と流域を勝ち取る
●個人の解放と地域のとりなし
●沖縄と霊的戦い 他

文化、宗教に関わる霊的戦い
●クリスマスと霊的戦い
●ハロウィンと霊的戦い
●日本人の思考と霊的戦い 他

差別と霊的戦い
●被差別部落についての学びと祈り
●日本の差別問題を学び祈る ～在日コリアン編～ 他

世界を巡る霊的戦い
●聖霊運動の歴史と霊的戦い
●世界各国でのとりなしと報告
●世界中に拡大する同性愛と霊的戦い

※この他にも、毎月、様々なテーマで学びがなされています。

10.21─22 岡山県とりなしウィーク&祈祷会／10.23 鳥取県
10.24 島根県／10.25 山口&広島県／10.26 広島・三次市とりなし祈祷会

──────────────
10月21日─26日
──────────────

開催中！お祈り下さい！
ご参加下さい！

キリストの 体 をつ なぎ 、結 び 合 わ せ 、ひ た すらリバイバルを 求 めて 祈 ろう！

◀とりなし
　実習の模様

▲教室の風景

一年限定特別企画！
「賛美」と「とりなし」の領域を、
さらに深く、専門的に学べる新セミナー
現在好評開講中！
◉間に合います！申込受付中！
11月9日［金］─10日［土］New!
「戦略的とりなしと調査専門課程」瀧元望
1月11日［金］─12日［土］New!
「リバプレセミナー」滝元開 他
ギター1本で敵陣に乗り込むために

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◉まだ間に合います！申込受付中！ 10月29日［月］─30日［火］／11月26日［月］─27日［火］／1月28日［月］─29日［火］講師：滝元順、鈴木陽介

●霊的戦い専門課程 10.29-30  11.26-27  1.28-29  2.25-26　3.18-19　4.22-23　5.27-28　6.24-25　7.29-30
全日参加1泊3食付 14,000円／新世代牧師割引価格 10,000円（45歳以下牧師、教職者、スタッフ含む）

●戦略的とりなしと調査専門課程 11.9-10  2.8-9　4.12-13　6.14-15
全日参加1泊3食付 14,000円／新世代牧師割引価格 10,000円（45歳以下牧師、教職者、スタッフ含む）

●リバプレセミナー 1.11-12  3.8-9　5.10-11　7.12-13
全日参加1泊2食付 12,000円／新世代牧師割引価格 9,000円（45歳以下牧師、教職者、スタッフ含む）／25歳以下若者割引価格 9,000円
全日本、全世界のリバイバルを求め、共に一歩を踏み出しましょう！多くの方のご参加お待ちしています！
ご不明な点、お申込は、事務局までお気軽にお問合せください。

各
セ
ミ
ナ
ー
開
催
予
定
日
と

受
講
料 会計報告2018年9月度

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・集会献金

世界宣教献金

霊的戦い指定・集会献金

ざわめき指定・集会献金

賛美教育指定献金

収入合計

-4,892,877

1,860,580

0

2,243,542

17,100

348,350

1,033,272

34,525

5,537,369

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

世界宣教経費

神学校借入返済

支出合計

次月ミッション繰越金

846,244

6,306

471,735

398,122

712,232

184,668

220,073

503,018

0

354,384

3,696,782

-3,052,290

　いつもリバイバルミッションのためにご支援くださり感謝いたします。9月
の会計ですが、皆様からの励ましと共に多くの献金をお送りくださり、少し
回復しマイナスがかなり解消方向に向かいました。まだプラスに転じた訳で
はありませんが、多くの方がリバイバルミッションに期待してくださり、主ご
自身が推し進めてくださっている働きだと改めて確信させていただきまし
た。2月の中国四国地区からスタートした今年の宣教の働きも沖縄地区でラ
ストになります。そして来る2019年もさらにリバイバルの拡大とたましいの
救いのために仕えさせていただきたいと願いっています。今一度、この働き
のためにサポートし続けてくださいますようお願いします。

Schedule201811November   リバイバルミッションスケジュール

28 29 30 31

1

3

54 6 7 8

1
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1211 13 14 15 16 17

1918 20 21 22 23 24

29 302625 27 28

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

◀────            霊的戦い専門課程  ───────────────▶

◀────            霊的戦い専門課程  ───────────────▶

◀────            戦略的とりなしと調査  ──────────────▶

◀──────────────────────────────────　　　　　　　　ペルーツアー  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

10:30 ZCL
田園宮前
チャペル

10:45
14:00 ZCL
富士
クリスチャン
センター
鷹岡チャペル

14:30 ZCL
カリスチャペル
白庭台

17:00 ZCL
大阪救霊会館

14:00 ZCL
相生めぐみ
キリスト教会

19:30 ZWS
新城

14:30 ZWS
東京

10:30 RM2018
玉城バプテスト教会

10:30 RM2018
聖書福音聖川教会

16:30 RM2018
クリスチャンリンク
名護チャペル

19:30 RM2018
沖縄キリスト
福音センター
名護教会

19:30 RM2018
グレイスワーシップ
チャーチ

20:00 RM2018
ジョイチャペル

19:30 RM2018
名護ベテル教会

19:30 RM2018
金武シオン教会

17:00 RM2018
隣人キリスト教会

ニュース発送作業
＠橋本バプテスト教会

24時間
とりなしの祈り

20
分
祈
り

20
分
祈
り

20
分
祈
り

20
分
祈
り

24

618

12
11月祈りの月間

あなたの１日20分の祈りが日本、世界を変える！

20分×72人

◉登録方法 ──────────────
QRコードからご登録できます。
フリーダイヤル登録 90120-291-372

あなたの１日の中の20
分間を神さまにささげ
てお祈りください。
◉祈りの課題
☆日本、世界にリバイバルの
扉、救いの扉が開かれるように
☆聖霊さまの働きによって日
本が変えられますように
☆日本にあるすべての教会、ク
リスチャンが更に強められ、福
音の種をまき続ける事が出来
るように

Pray
forRevival

11月のPray for Revivalは、
11月８日［木］朝10時～
全国の皆さんとインターネット（YouTube LIVE）を繋いで、
日本のリバイバル、またリクエストの祈りを共に祈る集会です。
■Pray for revivalのチャンネルURL
https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live

13:00

ペルーツアー────────────────────────────────────────────────────────────────────────▶

10:00
Pray fo Revival

10月号でご紹介致しまし
たキャラクターの応募作
品の中から、リバイバル
ミッションキャラクターを決
定させていただきました。
どれも素晴らしいものでし
たが、今回は伊藤信さん
が描いてくださったものを
選ばせていただきました。

キャラクター
決定
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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

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

◎facebookでリバイバルミッションにイイね！ を入れてください。
※次回12月号のニュースは11月25日（日）発行予定です。

Gideon
300

2018年11月3日［祝・土］13:00─15:30
開催会場／ホテルヒューイット甲子園［旧都ホテル甲子園／阪神甲子園駅前］
ゲスト／フィリス・セント・ジェームス［イヴォンヌ・ウィリアムス］●賛美リード／滝元開

メッセンジャー／有賀喜一・平岡修治・滝元順・他［現在交渉中］

全日本リバイバル甲子園ミッション

有賀喜一 平岡修治 滝元順 滝元開
フィリス
セント・ジェームス

い
よ
い
よ
開
催
！

お
祈
り
く
だ
さ
い
。

2019
リバイバル聖会
万軍の主は、雷と地震と
大きな音をもって、
つむじ風と暴風と焼き尽くす
火の炎をもって、
あなたを訪れる。
［イザヤ書29章6節］

2019
1.1［火］16:00─1.2［水］16:00　

│会場│
新城教会

愛知県新城市富沢407-1

│講師│
有賀喜一／平岡修治／滝元順

山崎ランサム和彦

登録費
無料！！

どなたでも、いつでもご参加いただけます。
参加費用：夕食800円／仮眠・朝食1,500円／昼食500円
席上献金があります！


