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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2月号のニュースは1月27日（日）発行予定です。

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

-2,573,022

1,778,673

747,330

767,465

73,000

369,300

702,826

10

4,438,594

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

1,102,500

45,120

524,107

596,678

819,578

196,340

215,577

606,492

16,920

354,384

4,477,696

-2,612,124

　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。11月は若
干のマイナスですが、今月も多くの皆様のサポートにより、支えられていることを
感謝します。実は講義室のエアコンが壊れ、入れ替え、また長年乗ってきた車も故
障し,程度のいい中古車を購入することになりました。来月号の報告にはそのあた
りも計上されてきますが、経済的にはさらに厳しくなることが予想されます。また
1月からは様々な働きもスタートしていきます。何卒お祈りくださると共に献金を
もって支えてくださいますようにお願いします。

Schedule20191January   リバイバルミッションスケジュール

3130 5

76 8 9 10 11

1 2 3 4

12

1413 15 16 17 18 19

2120 22 23 24 25 26

2827 29 30 31 1 2

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

◀──────            霊的戦い専門課程────────────▶
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◀─────            　専門課程・リバプレセミナー ───────▶

◀─── RM2019リバイバル聖会
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ヒマラヤミッション
リバイバル
ミッション2019
霊的専門課程

Zawameki

良い知らせを伝える者の足は
山 の々上にあって、
なんと美しいことよ。
平和を告げ知らせ、
幸いな良い知らせを伝え、
救いを告げ知らせ、
「あなたの神が王となる」と
シオンに言う者の足は。
［イザヤ書52章7節］
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RM2019 リバイバル聖会
ニューライフチャーチ 2019
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20:00 RM2019
リバイバル聖会
上里町教会
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13:30 RM2019
伝道集会
女性リバイバル
祈祷会
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白鳥キリスト教会2019

Revival 
Mission

2019
I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.

John 14:6

14:00 RM2019
伝道集会
ぬまはら皮ふ科
19:00 RM2019
伝道集会
新居浜福音
キリスト教会
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RM2019
伝道集会
四国学院大学
RM2019
伝道集会
三島真光教会
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19:30 RM2019
リバイバル聖会
埼玉栄光キリスト教会

どなたでも、いつでも参加可能です！ 席上献金有り
食事・仮眠の必要な方は必ず事前にご連絡下さい！2019リバイバル聖会 新春！

特別企画
2019年1月1日16:00スタート──▶1月2日16:00エンド 24時間賛美・祈り・メッセージ

2019年祈りのプラン●1月の祈りのプラン
「朝・昼・夜の3回×5分間を主にささげて祈りましょう！」みんなで祈りましょう！
■日本及び世界の人々がイエス・キリストの十字架の福音を知ることができますように！
■すべての被造物が主をほめたたえますように！ ※あなたがその時思いつく被造物に向かってお祈り下さい。
■1日も早くイエスさまがこの地上に帰ってきて下さるように！「マラナタ！主よ来て下さい！」

日本のリバイバル、世界のリバイバル、そして教会、個人からの祈りのリクエストをインターネット配信によって繋ぎ、共に祈る集会です。
2019年1月10日［木］朝10:00～11:30
チャンネルは、http://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live

2月14日・3月14日・4月11日・5月9日・6月13日
7月11日・8月8日・9月12日・10月10日・11月14日・12月12日

皆様からのお祈りの課題を随時受付しております。
祈りのリクエスト専用メール revivalmission.pray@gmail.com

2019年
開催日程（予定）

会計報告2018年11月度

47都道府県巡回
とりなしプレイヤーウォーク
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！

第5弾は、近畿地方！
1月3日［木］─5日［金］

12月1日から3日、四国4県の最東西南北端を含む5カ
所を4人のチームでとりなし巡りました。愛媛県の佐田岬
は九州を臨み、高知県の足摺岬と室戸岬は南海トラフ
を意識する太平洋を目の前にし、徳島県の蒲生田岬は
和歌山県を見渡し､香川県の庵治町竹居岬は瀬戸
内海の島 を々眺め､それぞれ｢主が声を出すと」の賛美
をささげ、とりなし祈ることが出来ました。四国の四方から
聖霊の風が吹き込んで生かして下さることを祈りました。

四
国
の
報
告

庵治竹居岬 佐田岬 鎌生田岬

室戸岬 足摺岬

1月3日［木］
午前9時～　滋賀県大津市瀬田の唐橋　
午前11時～　京都市将軍塚　
午後3時半～西宮市甲山山頂
午後7時～　とりなし祈祷会
　　　　  in大阪みぎわチャペル
※時間が変更になることがあります。
　合流して下さる方は必ず事前にご連絡くださり、確認をお願いします。

1月4日［金］
午前10時集合　大阪環状線一周とりなし（1番線先頭車両入口集合）
午後3時～　奈良市若草山
1月5日［土］
午前9時～　和歌山県潮岬（本州最南端の地）
午後4時～　三重県朝熊ヶ岳
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黒磯福音教会 ───────▶

ニュース発送日
@グレイス
ライフチャーチ

RM2019 リバイバル聖会
結城リバイバルチャペル

プレイヤーウォーク3月沖縄予定
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伝道集会
四国地区
1月29日［火］─2月3日［日］
講師／平岡修治●ゲスト／チェ・ヨンドゥ
1月29日［火］香川県高松市／女性リバイバル祈り会伝道会
　　　　　　　　　　　　　 （会場:丸の内キリスト教会）
1月30日［水］徳島県小松島市／小松島チャペル
1月31日［木］香川県三豊町／ぬまはら皮ふ科
　　　　　 愛媛県新居浜市／新居浜福音キリスト教会　
2月 1日［金］香川県善通寺市／四国学院大学
　　　　　 愛媛県四国中央市／三島真光教会
2月  2日［土］香川県東かがわ市／白鳥キリスト教会
2月  3日［日］香川県高松市／丸の内キリスト教会
　　　　　 香川県善通寺市／善通寺バプテスト教会

◉開催予定日
九州地区
2月19日［火］─24日［日］◉音楽ゲスト／中村匡

沖縄地区
3月8日［金］─17日［日］◉音楽ゲスト／Duo B→Z

北海道地区
4月9日［火］─14日［日］◉音楽ゲスト／安武玄晃

関西地区
5月10日［金］─12日［日］◉音楽ゲスト／井草聖二
5月17日［金］─19日［日］◉音楽ゲスト／安武玄晃
5月24日［金］─26日［日］◉音楽ゲスト／中村匡

東北地区
6月4日［火］─9日［日］◉音楽ゲスト／井草聖二

北陸地区
7月2日［火］─7日［日］◉音楽ゲスト／井草聖二

中国地区
7月16日［火］─21［日］◉音楽ゲスト／Ami Asiah Kosaka

中部東海地区
9月6日［金］─8日［日］◉音楽ゲスト／中村匡
9月13日［金］─15日［日］◉音楽ゲスト／井草聖二
9月27日［金］─29日［日］◉音楽ゲスト／安武玄晃

甲信越地区
10月1日［火］─6日［日］◉音楽ゲスト／安武玄晃

北関東地区
10月22日［火］─27日［日］◉音楽ゲスト／チェ・ヨンドゥ

関東地区
11月8日［金］─10日［日］◉音楽ゲスト／安武玄晃
11月22日［金］─24日［日］◉音楽ゲスト／中村匡

※日程は変更することがあります

　“リバイバルミッション2019”を
通して、共に協力して主イエス様
の働きをすることができ感謝で
す。日本の教会が長い間、祈り、
戦い、仕え、涙とともに種を蒔き
続けて来られたことを知ってい
ます。霊的な権威が置かれてい
る各地域の教会とともに、闇が深
まるこの時にこそ、救いのために
福音の光をかかげ、十字架にあ
る和解と、地の回復を宣言し、賛
美を響かせていきたいと願いま
す。2019年のツアーを通して主
がなされようとしておられること
を心から期待しています。私は日
本のリバイバルを夢見ています。 
愛する日本の皆さんに祝福があ
りますように！

　主の御名を賛美します。リバイ
バルミッションの働きに参加させ
ていただくようになって2019年
で3年目となります。様々な地域、
教会を巡り、主を賛美できること
は本当に感謝であり、素晴らしい
恵みの時となっています。これか
らも日本のリバイバルのために
祈りとともに主を賛美していき
たと思います。どうかメッセン
ジャー、スタッフ、音楽ゲストのた
め、また何より日本のリバイバル
のために祈りのサポートをよろし
くお願い致します。「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。」

エレミヤ書29:11

新年おめでとうございます！
　2019年も全国各地を回らせて頂
きます。いつもみなさんが祈ってい
る大切な家族や友達へ、サックスを
通し、また様々な楽器と歌の賛美を
通して、福音を届ける為の入口を作
り、救いのメッセージを受け取って、
家族と教会を通して主の栄光が現
されていく事を願います。私自身も
心新たに御言葉によって歩みつつ、
またクリスチャンとして日曜礼拝だ
けではなく日常礼拝で365日の救
い主イエスキリストの恵みを共に実
感していけたら幸いです。師匠であ
るロンブラウン氏がアメリカでの仕
事を断ってまで犠牲を払い日本の
為に来てくれていた事を思い出し
ました。自ら主を選びとっていく年
にしたいです。この福音宣教を用い
て下さって、各地の教会に新しいリ
バイバルの風が吹き、恵みが溢れ
流れ、日本中が新しい主の年となり
ますように。

　2018年は1月1日から新城教
会で行われたオールスター大感
謝祭から始まりました。 普段なか
なかお会いできないミュージ
シャンの方々ともお会いするこ
とができ、皆様と一緒に賛美で始
まる年となりました。 その後、4月
に関東地区、10月には地元であ
る関西地区に行きました。 毎回
のことながら、先生のメッセージ
や教会の方々との交わりの中で
恵がたくさんありました。 最後の
方になると体力的にもなかなか
厳しいものもあるのですが、各地
で迎えてくださる教会の方々や、
背後の皆様の祈りに支えられて
無事終えることができました。 
2019年は、初めて東北に行くの
予定なのでとても楽しみにして
います。祈りの応援、よろしくお
願いいたします！

　ハレルヤ！主の御名を賛美しま
す！一昨年、昨年と縦断ミッションに
加えていただいて、多くの主の御業
をみることができたことを感謝い
たします。その中で神様が１つ１つ
の教会を愛し、一人でも多くの人が
救われることを望んでおられると
改めて実感しました。楽器を用いて
賛美する中に、主が豊かに働いてく
ださり主の栄光だけが現されるよ
うお祈りいただけると幸いです。

［冷水乃栄流］
　学生という立場ながら、リバイバ
ルミッションの働きに参加させてい
ただき、私自身の信仰者としての歩
みも少しずつ変化しています。周り
の学生は、幼い時から毎日何時間
も練習し続けてきた音楽は、いった
い何のために演奏するのかと自問
自答し続けています。しかし私は今
はっきりと言えます。「主を賛美する
ために演奏する」と。RM2019でも
主のために全力で仕え演奏します。
　　　　　　　　　　［石塚和基］

　リバイバルミッション2019に参加
することをとてもエキサイトしてい
ます。2014年に滝元明先生とご一緒
させていただいて先生の日本への
リバイバルに対するパッションそし
て神に仕える奉仕者としての心を
身近に学び、信仰の大先輩のパッ
ションをこの先も私達が受け継いで
行かなくてはいけないと心に強く感
じました。日本でのリバイバルを私
の両親も長年祈り求めそのために
働いてきました。クリスチャン人口
が1%にも満たないこの国にどうやっ
たらリバイバルが起きるんだろうな
んて考えたら、続けていくことはで
きないでしょう。出口の見えないト
ンネルの中を通っていくようなもの
です。私達は神の愛と救いを伝え、
祈り続け、出口に用意されているリ
バイバルという神様の約束を信頼し
て進んで行くしかないんです。日本
の飢え乾いている魂のために、トン
ネルの先に小さく見える光に向かっ
て私はこれからも進んで行きたいと
思っています！Glory to God!!!

チェヨンドゥ

中村匡

安武玄晃

井草聖二

Duo B→Z

Ami Asiah Kosaka

2019年も
リバイバルミッションは
「福音宣教」を主からの
使命として行います。

リバイバル聖会
北関東地区
1月14日～1月20日
講師／滝元順・享子夫妻
1月13日［日］─14日［月］群馬県前橋市／ニューライフクライストチャーチ
1月15日［火］埼玉県上里町／Igreja apostolica restauando nacoes
1月16日（水）埼玉県川越市／埼玉栄光キリスト教会
1月17日［木］─18日［金］茨城県結城市／結城リバイバルチャペル
1月19日［土］─20日［日］栃木県那須塩原市／黒磯福音教会

◉開催予定日
 2月  1日［金］─2月3日［日］

  3月  1日［金］─3月3日［日］

  4月  5日［金］─4月7日［日］

  5月10日［金］─5月12日［日］

  5月31日［金］─6月2日［日］

  7月12日［金］─7月14日［日］

  8月22日［木］─8月29日［木］

10月11日［金］─10月13日［日］

※日程は変更することがあります。

Message from Guests
必聴！目から〝うろこ〟の
霊的戦いセミナーin関西

何かと誤解が多い霊的戦い。この道一筋27年のエキスパートが「霊的戦い」について、大阪まで出張し、楽しく、わかりやすく語ります。1992年、
甲子園ミッションの準備段階で、突如、主によって始められた霊的戦い。以来、27年にわたり休む事なく継続されてきました。そして今、戦いは
新しい段階へと大きく前進しています。そしてこの働きは、クリスチャンと教会の欠かす事の出来ない「使命そのもの」である事に気づかれま
す。なぜなら霊的戦いは、神の国の福音そのものだからです。今までになかったスペシャルな内容です。ぜひ、お申し込み下さい！
『しかしイエスは、彼らにこう言われた。「ほかの町 に々も、どうしても神の国の福音を宣べ伝えなければなりません。わたしは、そのために遣わされ
たのですから。」ルカの福音書4章43節』

│2019年セミナー日程│

3月22日［金］・5月10日［金］・7月19日［金］・9月13［金］・11月15日［金］
│時間│

1限目10：30─12：00／2限目13：00─14：30／3限目14：45─16：15
│受講費用│

全3講義：3,000円／部分参加 1講義：1,000円
│セミナー会場│

チェリオビル6階（JRカルチャーセンター）
〒560-0021 大阪府豊中市本町１丁目13-34

│アクセス│
阪急宝塚線「豊中」駅徒歩3分。

南改札口を出て左折した陸橋から見える「チェリオ」の看板が目印。

●　●　●

│主催・お申し込み、お問い合わせ│
リバイバルミッション

〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1 Tel.0536-23-6712 Fax.0536-23-6220
Email office@j-revival.com URL http://www-j-revival.com

◉講師／平岡修治 ◉講師／滝元順、享子夫妻

1992年、甲子園ミッションにおいて、「伝道大会」というビジョンからスタートしたリバイバルミッ
ションですが、聖霊の働きにより、それは後に「リバイバル運動」へと形が変えられて行きま
した。そして、その運動の中核となったのは「祈りの運動」であり、最も特徴的な働きが「霊
的戦い」でした。霊的戦いに対しては、消極的な意見、また様々な批判もありましたが、
27年間に渡り、ここまで導かれ継続させて頂けたのは、ただただ主のビジョン以外にない
と確信しています。クリスチャンには絶大な権威が託されており、その事実に気づかされると
き、諸問題に大きな勝利が訪れます。さらには、霊的戦いは単なる問題解決の手法では
なく、聖書の最終ゴール、主の再臨と神の国の実現に関わる重要なテーマです。最もエキ
サイティングな聖霊の働きであり、喜びに満ちたものであることを、ぜひともご紹介したいと
願っています。あなたの教会、町、地域で、リバイバル聖会、セミナー等を開催しませんか。
お気軽に事務局までお問い合わせください。

開催教会
大募集!

NEW

※詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

日本全国、国内外どこへでもお伺いして、
リバイバル聖会、霊的戦いセミナー等にて、力一杯、奉仕させていただきます！

※時間は変更になることがあります。
　事前に確認をお願いします。
　詳細は次号にて。

3月スタート 隔月開催
新城教会主任牧師・リバイバルミッション顧問

講師◆滝元順
「経済と霊的戦い」鈴木陽介、他

開催教会
大募集!
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2019年はヒマラヤミッション開催決定！
この春は世界の屋根ヒマラヤを
勝ち取るリバイバルミッションを開催します。
ヒマラヤの麓で東西挟んで
世界のリバイバルを叫び求めます！
ぜひ、ご参加ください！
良い知らせを伝える者の足は山 の々上にあって、なんと美しいことよ。［イザヤ書52:7］

❸腹筋
10回 × 3セット
❹カーフレイズ
20回×3セット　

Himalayan
Mission
Nepal & North India

7日間

7日間

2019年3月25日［月］─31日［日］
◎参加対象者／高校生以上（中学生以下は保護者同伴にて可）
標高1000メートルの山上で寝袋生活可能な方
◎参加費用／5万5千円（Go!Go!）
現地移動費・食事・ホテル宿泊費［往復航空券別・ビザ取得費用別25ドル］

◎募集人数／20名先着順
※往復航空券は各自でご予約ください（予約可能なフライト情報をご案内致します）

先住民の地へ・・・・！
Go!Go!ネパール

NEPAL

ネパールミッション
山岳地でバーベキュー
ミッション開催！
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◉ツアー内容
片道5時間トレッキング、山岳
小部族宣教、山岳部族訪問
賛美、地域教会交流、山岳部
族ホームスティ

2019年5月16日［木］─22日［水］
North India

北インドミッション
ヒマラヤの麓で
被造物と賛美♪
◉ツアー内容
地域とりなし、地域教会交流、源流で霊的戦いセミナー、トレッキングとりなし（希望者のみ）
◎参加費用／8万円
現地移動費・食事・ホテル宿泊費［日本～インド・インド国内往復航空券別・ビザ取得費用別］

リバイバルに必要な体力をつけよう！
ヒマラヤミッション参加にあたり、今から始める体力作り！
○毎日トレーニング ❶ジョギングor自転車or階段上り下り

（10分）（10分）（5分）
❷腕立て
10回 × 3セット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

│SIRコラボ
企画第2弾│

香港リバイバルツアー
Hong Kong MISSION 開催日程調整中！
主の不思議な導きの中、香港の日本人教会においてZawamekiの賛美集会をさ
せていただく機会が与えられ、その出会いから、主は新たな扉を開こうされています。
香港はイギリス領から中国に返還されて21年間が経ちました。中国本土において
の開催が困難な中、香港においてリバイバルミッションを開催することに大きな意味
のあることと信じています。現在、6月末から7月初旬の間で調整をしています。ぜひ、
光のある間に香港への扉が開かれるようにお祈りください。

ソウルでの韓国リバイバルミッションから早7年、北朝鮮情勢にも動きがある中、もう
一度韓国の地で、北朝鮮を含む韓半島全体のために、イムジンガク（北朝鮮との
間の軍事境界線付近を見渡すことのできる地）に立ち、共に賛美し祈りましょう！

聖地イスラエル、そこには主イエスがたどられた足跡を今も見ることができます。2000
年前、主がその瞳で見た光景が手つかずのまま残っています。その場に立つだけで
主のあたたかいみ声と息づかいが心に響いてきます。そして旧約と新約の世界が大
波のように心に迫ってくることでしょう。ご参加を心からお待ちしています。     平岡修治

パラオはリゾート地として有名ですが、太平洋戦争の激戦地でもありました。ペリ
リュー島は太平洋戦争時に島を守る日本軍とアメリカ軍との間で戦闘があり、１万人
を超える日本兵が戦死した悲劇的な島であり、今でも戦争の爪痕が多く残っていま
す。玉砕をした11月24日に合わせ、現地に出向き、和解のための集会ととりなしをさ
せていただきたいと願っています。　　とりなしガイド：SIRネットワーク代表　瀧元望

韓国リバイバルツアー
Korea MISSION
開催予定／9月初旬

みなさん待望のイスラエルツアーが
ついに開催決定！
滝元順師と行くイスラエルとりなし旅行
Samaria Tour
～ディープイスラエル～
2019年11月7日─13日（日程調整中）

平岡修治師と行くイスラエルリバイバルツアー
Israel Revival Tour
～みことばと歩くイスラエル～
2019年11月14日─21日（日程調整中）

7日間

8日間

5日間

パラオ和解&とりなしツアー
Palau Tour

2019年11月22日─26日

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

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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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メルマガ配信中！

　「ギター1本で敵陣に乗り込む」これが1月に行
われるリバプレセミナーのテーマです。興味ある
方は、ぜひ、ご参加ください！リバプレセミナーは、
ご参加いただき、ともに賛美の剣を振りかざすと
ころからはじまります。この終わりの時代における
賛美の役割を果たすために、主によって賛美の勇
士が生み出されることを願っています。そして、多
くの賛美の勇士が世界中の街角に、世界中の敵陣
に遣わされ、主の勝利を目の当たりにする時代が
来ることを信じています。2018年、多くの国々にお
いて文字通りギター1本で敵陣に乗り込み、敵の
面前で主を賛美する機会が幾度も与えられました。
人間的な計画でなく、主の不思議な導きの中で起
こされたことでした。先日、一人の方の葬儀を斎場
で執り行うことになりました。ギター1本を持参し、
クリスチャンでない親族7名の方々と私一人とで、
火葬の前の短い時間の小さな葬儀でした。親族の
方々と共に賛美し、そしてクリスチャンに与えられ
ている永遠の希望について語りました。Zawameki
の代表的な曲である「主の愛が今」を歌いました。
親族の方々も歌詞カードに目を向け一緒に口ずさ

Zawamekiでは、

毎日夕方4時になったら必ず

同じZawamekiの曲を歌う、

Zawameki同刻Praiseを

継続しています。

週毎の曲目をお知らせしますので、

ぜひ、あなたも、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。

2019年Zawameki Church Live

開催教会募集中!!

Zawamekiからの新情報はメルマガに
おいてお知らせしています。メルマガを
お受け取りになられたい方、club@za-
wameki.comまでご連絡ください。

◉お問い合わせはZawameki事務局まで。
Tel.0536-23-0024
Eclub@zawameki.com

Zawameki 2019 Schedule
1.11［金］─12［土］リバプレセミナー
会場／ミッションセンター 愛知県新城市富沢407-1

1.19［土］14:30～ Z.W.S.東京Vol.175
会場／お茶の水クリスチャンセンター4F 411号室
東京都千代田区神田駿河台2-1

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

1.27［日］10:0０～ Z.C.L.atライフリバーチャーチ浜北
静岡県浜松市浜北区豊保157-17

2.3［日］13:00～ Z.C.L.at加古川バプテスト教会
兵庫県加古川市加古川町大野823

2.9［土］14:30～ Z.W.S.東京Vol.176
会場／お茶の水クリスチャンセンター4F 414号室
東京都千代田区神田駿河台2-1

2.16［土］─26［火］
Zawameki HAWAII
3島にて開催！
2.17［日］マウイ島
マウイ島にて礼拝

2.18［月］ハワイ島ヒロ
Zawameki ヒロ大会

2.21［火］賛美で巡るビッグアイランド
2.20［水］─24［日］オアフ島
賛美で巡るオアフ島
ユースコンサート
ラジオ番組
「心に光を」支援者大会、他
3.2［土］14:30～Z.W.S.東京Vol.177
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

3.8［金］─9［土］リバプレセミナー
会場／ミッションセンター 愛知県新城市富沢407-1

4.7［日］10:30＆13:00～
Z.C.L.at橋本バプテスト教会
和歌山県橋本市胡麻生705-33

4.13［土］14:30～ Z.W.S.東京Vol.178
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

5.10［金］─11［土］リバプレセミナー
会場／ミッションセンター 愛知県新城市富沢407-1

5.18［土］14:30～ Z.W.S.東京Vol.179
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

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

12月30日─ 2019.1月5日●Hosanna!
1月  6日─ 1月12日●万軍の主の熱い思い
1月13日─ 1月19日●愛します私たちの救い主
1月20日─ 1月26日●深みに漕ぎ出し
1月27日─ 2月  2日●主よあなたは勝利
2月  3日─ 2月  9日●イエスよあなたは救い
2月10日─ 2月16日●勝利の宣言part2

　Zawamekiは天から降って来
た賛美をキャッチし、それを形
にして皆さんに紹介させてい
ただいております。始めてレ
コーディングをしたのは今から
26年前のことで、以来、シリー
ズ（1～12と子ども用5.5）全13
枚のアルバムが与えられてき
ましたがら賛美の雨は今も降り
続けております。今、来る2019

年は新たなCD、Zawameki13の
制作に踏み出したいと願ってい
ます。終わりの時代の新たな賛
美の剣を皆さんにお届けする
ために、Zawameki13の制作が
実現に至るように、ぜひ、お祈り
ください！そして、そのための多
くの必要の満たされるように、
お祈りとともに、ご支援をよろし
くお願いいたします。

んでくださいました。主のみ手がその場をすっぽ
りと包み込んでおられる温かさを感じました。ふと
見ると、斎場の係りの方まで賛美に合わせリズム
を刻んでおられ、笑顔で参列されていました。斎場
が主の臨在に包まれた瞬間でした。葬儀後親族の
方は「私にも永遠の希望が欲しい」と言ってくださ
いました。次の日には刑務所における短いコン
サートの機会が与えられました。もちろん受刑者
は私語厳禁なのですが、私と家内二人だけで歌っ
ているはずなのに、どこからともなく歌声が聞こえ
るのです。なんと丸刈りの彼らが一緒に口ずさん
でいたのです。主は囚人の口にも賛美をお与えく
ださったのです。2019年、遣わされる場所はどの
ような敵陣なのかはわかりませんが、歌い続けて
行きたいと願っています。ぜひあなたも、あなたが
遣わされる場所で主への賛美を響かせてくださ
い。その時、主は必ず、その地に、その国に、土台を
揺り動かすほどのリバイバルを起こしてくださる
と信じています！
主に覚えられている者たちよ。黙りこんではならない。
［イザヤ書62章6節］

2019年はあなたの教会で、あなたの街でZawame-
ki Church Liveを開催しませんか？あなたの教会や
各種施設、さらには職場や家庭でZawamekiの賛美集
会「Zawameki Church Live」や、伝道コンサート

「Hiraku&Noriko Concert」を開催い
たします！どんなに小規模でも、どの地域
でも、開催にご負担がかからないように
席上献金のみで開催いたします。

Zawamekiホームページ
随時更新中！
スケジュールのチェックはこちらから
www.zawameki.com

Zawameki13への道│Zawameki 代表：滝元開

〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
Tel.0536-23-0024 Fax.0536-23-6220
E-mail : club @ zawameki.com
Homepage : http://www.zawameki.com
Zawameki指定支援献金口座
郵便振替 : Zawameki
口座番号 : 00880-9-56347

ギター1本で
敵陣に乗り込む

学ぶ！受け取る！使う！
この剣があなたを変える、この剣で世界が変わる
ちょっぴり勇気を出して学んでみませんか？
救いのかぶとをかぶり、また御霊が与える剣である、神のことばを受け取りなさい。［エペソ6章17節］

※各セミナー、部分参加は一講義2,500円（割引対象者は2,000円）、セミナー会場は、愛知県新城市にあるリバイバルミッションセンターです。ご不明な点、お申込は、事務局まで。

2019年、より幅広い分野でのセミナー、実践プログラムを計画中です！ 後日詳細公開

◉主講師
滝元 順
◉受講料
全日参加価格／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）

「経済と霊的戦い」
鈴木陽介

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆「経済と霊的戦い」参加者の声
●今まで学ぶ機会がなかった「経済」について、ここで学べるのは感謝です。セミナーを通
し、今は「富の移行」（敵から神の民へ）の時だと感じました。賛美、祈り、宣言によって勝ち
取っていきたいです！ ［受講者Sさん］
●あまりにも現実的な、経済が敵に奪われている話をうかがい、改めて目が開かれた思
いでした。 ［受講者Yさん］
●私たちの日常と切っても切れない関係の「経済」の世界。その中に潜む、偽りのカラクリ
に対して目が開かれ、祈りと共に経済界を勝ち取っていく必要を感じました。
［受講者Mさん］

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◉今後の日程
1.28─29　2.25─26

3.18─19　4.22─23

5.27─28　6.24─25

7.29─30

毎月
開催

受講者大募集
・・・・・・・・・・・・・・・・・

◉今後の日程
1.11─12　3.8─9

5.10─11　7.12─13

隔月
開催

◉主講師
滝元 開 他
◉受講料
全日参加価格／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

さぁ、あなたも賛美の
剣を手に取ろう！

1月11日［金］─12日［土］
「ギター1本で敵陣に乗り込むために」受講者大募集！
1.11［金］
14:00-15:30 セミナー①「賛美の勇士となるA.B.C. Part2」滝元開
15:45-17:15 セミナー②「最高の賛美」滝元順
19:00-21:00 オープンセッション「山頂プレイズ」
1.12［土］
9:00-10:30 セミナー③「世から賛美を勝ち取る」鈴木陽介
10:45-12:15 セミナー④「ギター1本で敵陣に乗り込むために」滝元開
14:00-15:30 オープンセッション「バンドと一緒に90分一本勝負！ リバプレ90mins」

1年限定

◉講師
瀧元 望
◉受講料
全日参加価格／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）

◆セミナーに参加して
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●とりなしと調査の両輪という事、神様がそ
れを望んでおられる事を受け取り、地味な
歩みでもいいんだ！と励まされました。
［高知県Mさん］
●自分の存在自体がとりなしであることを
知り、励まされ、少し力が入りすぎていたか
なと反省しました。［静岡県Sさん］
●リバイバル聖書神学校を卒業して10数
年経ちましたが、霊的戦いについて、また心
新たにし、自分に委ねられた領域で仕えて
いきたいと思わされました。［山梨県Yさん］
●多くの気づきが与えられましたが、今回
は、実家を出る18歳までの間、部落の神社
を通し韓国を呪ってきた現実を覚えました。
次の学びまで調査に取り組みたいと思いま
す。［愛知県Kさん］
●一人で、力もなく、大した影響力もないと
りなしをしている気がしていましたが、たとえ
一人でも、主と共に聖霊に導かれとりなすこ
とに大きな意義があると分かりました。
［富山県Tさん］

受講者大募集

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

◉今後の日程
2月度は「天皇の代替わり」に
焦点を当てて共に学びます。
2.8─9

4.12─13

6.14─15

隔月
開催

とりなしと調査の両輪で
戦略的に祈ろう！

戦略的
とりなしと調査
専門課程

1年限定

●今までは、示されるまま喜 と々して動いて
いましたが、数ではないと感じ、任された領
域を忠実にとりなしていきたいと思わされま
した。［愛知県T さん］
●とりなす前の準備と調査、霊性を整えるこ
との大切さを知りました。ユーモアあるミニス
トリーをお聞きし、とても楽しい二日間でし
た。［熊本県Tさん］

課題を分かち合う
ケーススタディの様子

休み時間はセンター内
カフェでゆったり

第1回レポート


