
  Revival Mission News

RMN
◉発行者／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
◉90120-291-372
◉Eoffice@j-revival.com
◉http://www.j-revival.com

20192February

2019新春座談会
リバイバルミッション
2019
霊的戦い専門課程
新連載コラム─滝元順
とりなし
プレイヤーウォーク
ワールドミッション
Zawameki 
中村匡─証し



21

　「あけましておめでとうござい　　
ます。今日はサーバントチームの

皆さまに集まって頂き、今年開催され
る様々な集会やツアーなどがどんなビ
ジョンや働きが展開されていくかを自
由に語りあって頂きたいと思います。ま
ず最初にリバイバルミッション2019の
展望をお聞かせ頂けますか？

リバイバル
ミッション2019
上條実：「リバイバルミッション2019」は、昨
年と同様、講師は平岡修治先生、そして音
楽ゲスト、音響スタッフが全国の教会に出
かけ、福音宣教の為に全力で奉仕させて
いただきます。また今年から「リバイバル聖
会」(講師:滝元順先生ご夫妻)もお願いし
ています。もう既に多くのお問い合わせを頂
いておりますが、リバイバル聖会ではクリス
チャンに託された絶大な権威を知り、諸問
題に対して大きな勝利が訪れます。そして
主の再臨と神の国の実現に関わる重要な
テーマを霊的視点から語ってくださいます。
　特別、開催してくださる教会に、経済的
な負担が掛からないよう、謝礼、交通費、
宿泊費などの経費は全て、リバイバルミッ
ション側で負担させて頂きます。また必要
であれば宣伝用のチラシ(伝道集会のみ)
を500枚までは無料で作成させて頂きます。
ただし各集会時に席上献金をさせて頂き、
その献金をリバイバルミッションにささげて
頂く形で、お願いしております。私たちの目
的は「宣教」にあります。この理念は、主が
帰られるその日まで、変わることはありません。
そして宣教は教会から始まり教会に帰しま
す。ですから私たちは教会に「心からお仕
えする」働きに徹したいと願っています。人
数が集まらないなどの心配はなさらず、ぜひ
開催して頂ければ幸いです。

岩井寛：私は音響スタッフとして昨年も様々
な教会にお邪魔させて頂きましたが、現地
の教会の先生方が「こんなにいいと思わな
かった」「平日に集まらないと思っていたけれ
ど、沢山の方々が集まった！」「来年もぜひ
やって下さい。」という声を沢山いただきまし
た。昔とは違って社会のあり方が今は違う
からという固定概念が崩され、新しい魂が
教会に来られるとき、教会が励まされいる姿
を多く見る事が出来ました。
　また現在リバイバルミッションから派遣さ
れている若手のクリスチャンミュージシャン
がこの集会を通して成長し、神さまの為に
働いている姿を見るときに、この働きが若者
育成の場所にもなっていると思います。今後

も若いミュージシャン達が沢山加わり、クリ
スチャンアーティストが奉仕できる場所を提
供出来ればといいとも思います。

石塚誠孝： 私も集会に参加してみて感じる
ことは、一教会の伝道集会だけではない祈
りのバックアップを感じます。全国の祈りの
勇士が開催教会の伝道集会を祈って支
えて下さっていることが、大きな祝福として現
れているのではないかと思わされています。

ワールド
リバイバルミッション

　次に昨年からワールドリバイバル
ミッションの働きが活発に行われ

ていますが、どのような経緯でワールド
ミッションが起こされてきたかをお話し
下さい。

滝元開：全日本リバイバルミッションが海外
での働きを始めた2007年のハワイミッショ
ンで、その時から世界宣教の扉が開かれ
て行きました。太平洋戦争で日本が侵略し
た地域での和解と宣教の働きとして韓国、
タイ、台湾などでリバイバルミッションの集
会を開催してきました。昨年リバイバルミッ
ションの働きがスタートする中でも、世界の
各地に遣わされるように導かれています。主
が帰って来られる時が間近なので、世界の
国々の根源、土台を勝ち取ると共にそれぞ
れの国の君に対しての戦いを託して下さっ
ていると信じています。
　今年はヒマラヤミッションから始まって行
きます。3月はネパールの山岳地方の部族
（ライフラインのない場所）の所へ行きます。
これまでに数回ミッショントリップを行い、医
療ミッションやフードミッションなどをして来ま
したが、今年は2つの部族の所へ行き福音
を宣べ伝えると共にフードミッションやとりなし
の祈りなどを行う予定でいます。山岳部族
の住む山へ約6時間ほど登山をして、現地
の方々の家にホームスティし、寝袋で寝ると
いうようなミッショントリップです。続く5月には
北インドのヒマラヤの麓で賛美を響かせる
ツアーがあります。ぜひ、若い牧師の皆さん
にご参加頂けたら嬉しいですね。興味のあ
る方はぜひ詳細をお問い合わせ頂ければ
と思います。
　またまだ日程が未定ですが、香港でもミッ
ションを行う予定です。中国のために祈る
ためにも香港の地で行いたいと思っていま
す。秋には韓国において、北朝鮮に近い
場所で集会を開催する予定にしています。
そして11月にはイスラエルツアーを2つ計画
しています。ひとつは滝元順先生と行く「イス

ラエルとりなしツアー」そして平岡修治先生
と行く「みことばと歩くイスラエルリバイバル
ツアー」のふたつを計画しております。また
昨年はSIRとのコラボでラバウルに行きまし
たたが、今年はパラオの地へ和解ととりなし
のツアーも計画しています。

専門課程、セミナー

　昨年9月より専門課程が増え、今
年も様々なプログラムが増え

ると聞いていますが、どのようなセミ
ナーが行われる予定ですか？

鈴木里辺架：いよいよリバイバルを迎えるに
あたっての備えとして小さな子どもからご年
配の方に至るまで、各世代においての学び
を持って行きたいと思っています。全世代
がリバイバルに備える為に様々なプログラ
ムを計画しています。従来の3つの専門課
程に加え、関東・東京での「みことば塾」を
計画しています。聖書を気軽に楽しく学ぶこ
とができる場所になります。初回は6月の予
定で準備しています。また福音宣教を陰で
支える力となるようなノウハウ、教会で老人
ホーム伝道をされたいとか、カフェ伝道をさ
れたいなどの声にお応えし、具体的な構築
方法やアドバイスを交え、わかりやすくみな
さんにお伝えするためのセミナーとして、プレ
イズ出版の岡本信弘先生を講師として開
催される予定です。また同時に経済に対し
ての正しい理解を深めるために「経済と霊
的戦い」の視点からも学びの時が持たれ
る予定です。
　またリバイバル聖書神学校が閉校して
約1年となりますが、リバイバル聖書神学校
卒業生の方 を々対象に「リバイバル聖書
神学校リユニオン2019」を10月21.22日に
行う予定です。卒業生・修了生の方 に々お
集まり頂き、共にリバイバルを祈り、分かち合
う時になるようにと願っています。またちょうど
10月22日は新天皇の即位の礼が行われ
る日でもありますので、とりなし祈る時も持ちた
いと計画しています。そして関西地区で、平
岡修治先生による、60歳以上を対象とす
る聖書の学び「シニアセミナー（老後を主
の為に用いる方法）」を計画しています。夏
には親子で学ぶキャンプを計画しています。
親と子どもが一緒に賛美し祈って、とりなし
をする楽しいキャンプの計画しています。霊
的専門課程、リバプレセミナー、戦略的とり

なしと調査専門課程なども含めて敵に打ち
勝つ為の学びをより深く学んで行きたいと
思っています。

宮平ゆかり：また関西地区において、霊的
戦いセミナーを3月から隔月で豊中市の会
議室で行います。「だれでもわかる霊的戦
いセミナー」と題し、滝元順先生をはじめ講
師陣が、毎回様 な々テーマで奉仕して下さ
います。はじめて霊的戦いを学ぶ方でも気
軽に参加して頂きたいと願っています。

　今年は関東地区、関西地区でも
集会が沢山ありそうですね。

リバイバル関東
リバイバル関西
岩井道子：はい。今年は、東京・大阪で集
会を積極的に持って行きたいと願っていま
す。今年は新天皇の即位があり、日本にお
いては特別な祈りの時だと認識しています。
リバイバルミッションでは2月28日、3月1日を
皮切りに東京において隔月で日本の皇室
を中心に行われようとしている様々な偶像
礼拝に対してのとりなしの祈りミーティングを
行う予定にしています。また関西においても、
東西がリバイバルされ聖霊の力によって
燃やされるように、「リバイバル勇士祈祷会」
（賛美と祈りとメッセージ）の時を5月より隔
月で行う予定です。会場などの詳細は改め
てお知らせ致しますが、リバイバルの火が
更に拡大していくことを願っています。

　昨年4月より行われている祈りの
集会Pray for Revivalについても

お聞かせ下さい。

Pray for Revival
岩井道子：毎月第二週目の木曜日朝10時
から行われているPray for Revivalですが、
今年も継続していきます。この集会を始めた
きっかけは、地方でがんばって信仰を守っ
ておられる方 と々共に祈ることはできないだ
ろうか？という思いから始められました。先日
も毎回参加して下さっている方とお話をさ
せて頂いたのですが、「毎月全国の祈りの
勇士の方 と々心を合わせて祈ることができる
のは本当に励まされる」とおっしゃって下さ

いました。日本及び世界のリバイバルのた
めに、この時間ひとつ心になって祈る真実な
祈りが必ず神さまの御手を動かし、日本に
大いなるリバイバルが訪れると信じています。
インターネット配信（You Tube）を見ながら、
共に賛美し、み言葉を聞き、共に祈り、また
全国、他の国からもリアルタイムに寄せられ
てくる祈りの課題を共に祈れる
　ことは、この時代ならではの祝福なのかも
しれません。時間や空間を越えて働かれる
主に今年も期待しています。

　この他、様々なイベントについて
もお話し下さい。

リバプレ48
滝元開：昨年はじめて48時間連続の賛美
集会を開催しました。今年も4/30～5/2に
行う予定にしています。48時間連続で賛
美する中で、神さまの素晴らしい臨在と恵
みを体験できると思います。今回は賛美に
対するみことばの学びの時も含め、様々な
形で賛美の時が持たれます。各教会賛美
チームで参加してくださる時間枠も募集しま
すので、ぜひ教会の賛美チームでご参加
下さい。また今回は5月1日の新天皇の即
位の礼の日を挟んだ日程ですので、賛美の
中で勝利を宣言したいと願っています。また
昨年から参加登録費はなしで行っていま
す。

リバイバル
サマーフェス
上條実：8/13.14に日本を愛して東京にて、
霊的戦いの視点で学びの時を持ちます。ま
た東京の皇居、国会議事堂、裁判所、日
銀などを巡って一緒に日本のリバイバルの
ためにとりなしの祈りをして行きたいと計画し
ています。リバイバルミッションでこれまで日
本のために祈って来ましたが、実際に日本
の主要な場所にみんなで祈りに行くのはは
じめてのことだと思いますので、この祈りは日
本が変わる時になると思います。

プレイヤー
ウォーク
鈴木里辺架：SIRとコラボし47都道府県を
巡回して日本のリバイバルのために賛美し
祈っています。すでに昨年の7月からスター
トして、東北、北海道、中国、四国、九州、
関西の主要な地域で、賛美し祈る時が持
たれました。また地域ごとのとりなし祈祷会も
地元の教会と共に行っています。

ざわめき
滝元開：今年も全国でのチャーチライブや
同刻プレイズ、東京・新城での定期的なざ
わめきの集会を行う予定です。また新しい
CDのレコーディングができるようにお祈りし
て下さい。2月にはハワイの島 を々巡って賛
美することになっています。主が遣わして下さ
るところどこででも主への賛美の声を上げた
いと願っています。ぜひざわめきの働きのた
めにも引き続きお祈りお願いします。

滝元明ミニストリー
岩井寛：今年は12月13～22日にクリスマス
ミニストリーを予定しています。一年に一度
の特別な伝道ゴスペルコンサートということ
で、ロサンゼルスからミュージシャン達を招
いての伝道集会を用いて頂ければと思い
ます。滝元明先生の伝道スピリットを受け
継ぎ福音の種を蒔き続けたいと願っており
ます。

　最後に事務局から何かあります
か？

事務局より
上條実：この働きはすべて全国の方々から
の尊い献金によって行われています。私た
ちはこの日本のたましいが救われること、そし
て日本が変えられることを願って福音宣教
のために働かせて頂いております。ぜひお
祈りと共に献金をもって支えて頂きたいと思
います。
　またミッションの詳しい情報やお祈りの課
題などをSNS（フェイスブック、LINE）を通
してもお伝えしております。ぜひご登録下さ
い。2019年もみなで力一杯働いて行きた
いと思いますので宜しくお願い致します。

2019新春座談会

編集者リバランくんリバランくん
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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

伝道集会
いよいよ始動！お祈下さい！ご参加下さい！
皆様のお祈りのバックアップが集会を支えます。
たましいの獲得のために、今年も全力で地域教会にお仕えします。

リバイバル聖会
2019年は教会が強められ、励まされ、
燃やされリバイバルするために、教会ごとのリバイバル聖会、
霊的戦いセミナーをお用い下さい。

P h o t o R e p o r t s

新春！
特別企画The 2019リバイバル聖会

Fire
2019年1月1日午後4時より24時間にわたりリバイバル聖会が行われました。全国より200名
以上の方々が集われ、新年より24時間賛美し祈りみ言葉に耳を傾けリバイバルを熱く求める、
素晴らしいリバイバル聖会となりました。幼子からご年配の方までひとつとなって賛美と踊りを
主におささげし喜び溢れる時でした。今回はリバイバルミッションの顧問の先生方4名とサーバ
ントチームの2名の若き牧師によってみことばが語られました。さらに早朝極寒の中、50名近く
の方々が山頂に登り、ひとつとなってリバイバルを求めて祈る時も持たれました。最後には、会衆
一人一人のために祝福の祈りの時が持たれ、新たな力をいただき、全国に遣わされていきました。

四国地区
１月29［火］─2月3日［日］
メッセンジャー／平岡修治師◉音楽ゲスト／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
　　　　　　　キリスト丸の内教会
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／キリスト丸の内教会
　　　　　　　 香川県善通寺市／善通寺バプテスト教会

九州地区
2月18［火］─24日［日］
メッセンジャー／平岡修治師◉音楽ゲスト／中村匡
2月19日［火］福岡県大牟田市／大牟田バプテスト教会

2月20日［水］大分県中津市／中津扇城教会

2月21日［木］大分県国東市／イエスキリスト栄光教会

2月22日［金］大分県大分市／キリストの福音大分教会

2月23日［土］福岡県福岡市／ライトハウスチャーチ福岡

2月24日［日］福岡県福岡市／イエスキリスト博多希望教会

リバイバル聖会
スケジュール
2月1日［金］兵庫県神戸市／鈴蘭台一麦教会

2月2日［土］兵庫県神戸市／神戸弟子教会

2月3日［日］大阪府大阪市／大阪リバイバルチャーチ

3月1日［金］─３日［日］
福島県いわき市／リバイバルクライストチャーチ

開催教会
募集中！
今からでも遅くありません！
ぜひお問い合わせ下さい！
あなたの教会、女性集会、ホームコンサートまで。
ひとりのたましいのために伺って伝道集会を致します！

リバイバル聖会参加者の声
◉24時間絶えず賛美と祈りが捧げられる中、自分自身がい
つもどれだけの時間を神様に捧げられているだろうかとい
うことを考えさせられました。自分の持てる全てのものは神
様から与えられたものなのだから、全て捧げ、主の御用のた
めに用いていただきたい！という思いが与えられ、とても恵
まれた2日間でした。主に感謝致します！

◉今回初めて参加させ頂きとても恵まれました！賛美を通し
て、みことばを通して強められ、励まされ、また今自分がやる
べき事、向き合うべき事が示されました。主に感謝します！

◉実は昨年は新年のリバイバル聖会には参加することがで
きず新たな年をスタートさせたのですが、今回参加させてい
ただき改めて新しい年の初めに主を賛美し、みことばを聞く
というのは本当に素晴らしいことだと実感しました！賛美と
みことばに満たされて新たな年をスタートさせることがで
きる恵みを主に感謝したいと思います。

◉主の御名を賛美します。新年、朝も夜も１日中共に賛美し、
先生方のメッセージで励ましを与えられ感謝でした。いつど
のような状況でも神を賛美したいと思わされました。

開催教会
大募集!

◉講師
滝元順
享子夫妻

　1月14日滝元順先生ご夫妻がお越し下
さり、「霊的戦いセミナー」を5セッション
（８時間）ご指導下さいました。その中で
特に、リバイバルを求めて労している私た
ちに最も必要なことは、過去・現在・未来
と時空を超えて働く物理学の検証によっ
て、2000年前に語られたみことばが、今
現実となって、私達の目の前にある事実
の証しを通しても知るという事は、私達
が福音を本当に理解し歩む時（コロサイ
1：6）リバイバルが自動運転で広げられて
いくものであり、管理人として私達がやる
べきことは、被造物すべてに主をほめた
たえさせること。（詩篇57：8～9）
　また、私達の主にある身分は宇宙の果

てにまで祈りを置くことのできるもので
あるので、今の世、この時代に絶大な権
威を与えられているクリスチャンの的確
な祈りを、神の国の完成のために！主は
待っておられる。キリストのうちに知恵と
知識との宝の全てが隠されている、とい
う沢山の視点をいただきました。今回、群
馬県地域の牧師、宣教師13名と教会役
員、リーダーの方々、計34名で一緒に学
ぶことができました。学びを通し、敵の策
略が砕かれてこの地域に霊の扉がさらに
開かれリバイバルされる事を主に期待し
宣言致します。

ニューライフクライストチャーチ 牧師 神宮弘子

Seminar
Report
セミナー・レポート

  9月東海地区　  メッセンジャー：平岡修治師◉ゲスト：中村匡／井草聖二／安武玄晃
10月甲信越地区  メッセンジャー：平岡修治師◉ゲスト：安武玄晃
　　   北関東地区  メッセンジャー：平岡修治師◉ゲスト：チェ・ヨンドゥ
11月関東地区　  メッセンジャー：平岡修治師◉ゲスト：安武玄晃、中村匡

3月沖縄地区　  メッセンジャー：平岡修治師◉ゲスト：DUO B→Z
4月北海道地区  メッセンジャー：平岡修治師◉ゲスト：安武玄晃
5月関西地区　  メッセンジャー：平岡修治師◉ゲスト：井草聖二／安武玄晃／中村匡
6月東北地区　  メッセンジャー：平岡修治師◉ゲスト：井草聖二
7月北陸地区　  メッセンジャー：平岡修治師◉ゲスト：井草聖二
　　中国地区      メッセンジャー：平岡修治師◉ゲスト：エイジア

◉メッセンジャー

平岡
修治

◉音楽ゲスト

チェ・
ヨンドゥ

◉音楽ゲスト

中村
匡



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？

※以上は一部であり「予定」です。変更する場合があります。
　詳しい内容、日程等はニュースにて随時お知らせいたします。

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］

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
◉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）

◉今後の日程
2.25─26　3.18─19　4.22─23
5.27─28　6.24─25　7.29─30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◉主講師
滝元 順
「経済と霊的戦い」
鈴木陽介

毎月
開催

◉講師瀧元 望

受講者大募集 受講者大募集
◉今後の日程
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
◉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）

まだ間に合います!
2月8日［金］─9日［土］
「天皇の代替わり」に焦点を当てて共に学びます。

◉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
3月8日～9日「宇宙を貫く賛美をしよう！」
申込受付中！
◉今後の日程
3.8─9　5.31─6.1　7.12─13

さぁ、あなたも
賛美の剣を
手に取ろう！

◉主講師
滝元 開 他

新セミナー、実践プログラム続 ！々●予定 お祈りください！
神は言われる。終わりの日に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたがたの息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。［使徒の働き2章17節］

聖書の読み方指南
◉わかる！深まる！みことば塾
◉必聴！目から“うろこ”の霊的戦いセミナーin関西
リバ神卒業生集まれ！あの炎を再び！
◉リバイバル聖書神学校リユニオン2019

◉老後を主のために！60歳以上シニア向けセミナー
親子で一日はじけるキャンプ
◉「子ども賛美とりなし隊」結成！歌おう！祈ろう！学ぼう！楽しもう！
教会連携型老人施設、教会併設カフェ、レストラン経営、印刷出版会社、他
◉ビジネスパーソンよ、主に聞け！
甲子園ミッションから生まれた教会連携型ビジネスの今を知る

隔月
開催

※5月の日程が変更されました。

近畿地方とりなし
レポート
　2019年のはじめに、滋賀、京都、
兵庫、大阪、奈良、和歌山、三重と
近畿地方を一周してとりなし巡る事
が出来ました。京都の将軍塚、兵庫
の甲山、奈良の若草山ではその地
域を一望し、滋賀の瀬田の唐橋、
和歌山の潮岬では湖や太平洋を
眺めながら賛美しとりなしました。
　大阪では電車に乗り、環状線を
一周して総勢13名で大阪の町を車
窓から眺めとりなしました。子ども達が
8名参加し、楽しみながらとりなし
祈っていく姿がありました。
　3月下旬に、沖縄地方を巡ってと
りなして行く予定です。沖縄本島以
外にも行き、日本最南端の波照間
島、最西端の与那国島にも足を伸
ばせたらと願っています。そのための
必要が満たされますようにお祈り下
さい。

SIR代表 瀧元望

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！

宗谷岬（日本最北端）

納沙布岬
（日本最東端）

潮岬（本州最南端）

足摺岬（四国最南端）

佐多岬（四国最西端）

蒲生田岬
（四国最北端）

竹居岬
（四国最北端）

佐多岬（本州最南端）

九州地方
●1（鹿児島市）ザビエル上陸記念碑
●2  佐多岬 本州最南端

●3（宮崎市）平和台公園
●4（高千穂町）国見ヶ丘
●5  高森キリスト教会

●6  阿蘇山 大観望

●7 （熊本市）花岡山山頂

北海道
●8（稚内）宗谷岬 日本最北端

●9（根室）納沙布岬 日本最東端

●10（釧路湿原）キラコタン岬

●11札幌大通り公園

●12札幌ペンテコステ教会

●13函館山

中国地方
●15リバーサイドチャーチ岡山教会

●16（浅口市）遙照山展望台

●17（吉備中央町）岩倉山山頂

●18鳥取砂丘

●19船上山山頂

●20三瓶山山頂

●21（出雲市）稲佐の浜

●22萩　吉田松陰墓所

●23（下関市）火の山公園

●24三次シティバイブルチャーチ

●25（宮島）弥山山頂

●26（広島市）平和公園

四国地方
●27（愛媛県）佐多岬 四国最西端

●28 四万十市西土佐奥屋内

●29（高知県）足摺岬 四国最南端

●30室戸岬

●31（徳島県）蒲生田岬 四国最東端

●32（香川県）庵治町 竹居岬 四国最北端

●33四国福音キリスト教会

近畿地方
●34（滋賀県大津市）瀬田の唐橋

●35（京都市）将軍塚

●36（西宮市）甲山山頂

●37大阪みぎわチャペル

●38大阪環状線一周

●39（奈良市）若草山

●40（和歌山県）潮岬 本州最南端

●41（三重県）朝熊山

沖縄 3月巡回予定
●42 沖縄本島

●43 波照間島 日本最南端

●44 与那国島 日本最西端

●1

●2

●3

●4
●5
●6

●7

●8

●9
●10

●11●12

●13

●15●16
●17

●18●19

●20
●21

●22

●23

●24

●25
●26

●27
●28

●29

●30

●31

●32●33

●34●35

●36●37
●38
●39

●40

●41

●42 沖縄本島

●43 波照間島 日本最南端

●44 
与那国島 日本最西端

第6弾は3月！
沖縄本島、波照間島、
与那国島！
※詳しい日程は、お問い合わせください。

日本全国、象徴的な意味を持つ場所、
東西南北の端まで
足を伸ばしとりなし祈ってきました。
2019年も引き続き
プレイヤーウォーク続けてまいります。
お祈りとご支援をよろしくお願いいたします！

SIR
コラボ企画 

浅熊ヶ岳

瀬田の唐橋

将軍塚

潮岬

大阪環状線

大阪環状線

若草山
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「悔い改めなさい。天の御国が近づいた
から。」マタイの福音書3章2節

　甲子園ミッションの準備の最中、1992年
2月に聖霊が激しく訪れ、霊的戦いが主に
よって開始されました。それと共に主は私た
ちに、より深い悔い改めと聖めを要求される
ようになりました。私はクリスチャンホームに
生まれ、悔い改めの必要性についてはよく
聞いていました。しかし悔い改めとは、神に
対する領域がすべてと理解していました。け
れども霊的戦いの開始と共に、罪には「悪
霊と結ばれる契約」という側面があることを
知るようになりました。そして、その契約の解
除こそ、欠かすことの出来ない重要な霊的
戦いである事に気づかされたのです。
　罪の悔い改めの基本概念は、旧約聖書
にあります。古代イスラエルにおいて、選民
たちがどのように罪を悔い改めていたのか
を知るのは、新約時代に生きる私たちに重
要な示唆を与えます。ユダヤ人の重要な
祭りの一つに、神にゆるしを求める祈りの日、
「ヨム・キプール／大贖罪の日」があります。
かつてこの日には、二頭の山羊が用意され、
くじで選び出されました。

『アロンは二頭のやぎのためにくじを引き、

一つのくじは主のため、一つのくじはアザ
ゼルのためとする。　レビ記16章8節』

　二頭の内、一頭は、神への悔い改めの
犠牲とし、もう一頭の、「アザゼルのため」と
された山羊には、重要な役割がありました。
大祭司はアザゼルのために選ばれた山羊
の頭上に手を置き、「イスラエル共同体の
罪」を告白し、荒野に放しました。「アザゼ
ル」が何を指すのかについては、いくつか
説があるようですが、最も支持されているの
は、当時の人々が、「悪魔は荒野に住んで

おり、その名はアザゼル」と呼んでいたという
ものです。やがてイエスさまは、荒野で悪魔
との戦いに勝利され、十字架において自ら
を、アザゼルの山羊として、すべての被造
物に対する生け贄として下さった事実は、ア
ザゼルの山羊の役割と意味を、如実に表
しています。そして、パウロは次のように語っ
ています。

『あなたがたは罪によって、また肉の割礼
がなくて死んだ者であったのに、神は、そ
のようなあなたがたを、キリストとともに生
かしてくださいました。それは、私たちのす
べての罪を赦し、いろいろな定めのため
に私たちに不利な、いや、私たちを責め立
てている債務証書を無効にされたからで
す。神はこの証書を取りのけ、十字架に
釘づけにされました。コロサイ人への手紙
2章13～14節』

　悔い改めの二つの側面、神に対する悔
い改めと、悪魔と結ばれた「債務証書を無
効にする」ことは、悪魔が活動している領域
を勝ち取る、重要な霊的戦いです。私たち
には強力な武器である、「悔い改め」が備
えられています。主の民の悔い改めにより、
サタンは働き場を失うのです。

新
連
載

◉
滝
元
順
師

霊
的
戦
い
の
基
本
、

そ
れ
は﹁
悔
い
改
め
﹂

キリストによって、からだ全体は、一
つ一つの部分がその力量にふさわし
く働く力により、また、備えられたあ
らゆる結び目によって、しっかりと組
み合わされ、結び合わされ、成長して、
愛のうちに建てられるのです。
エペソ人への手紙4章16節



全世界に出て行き、すべての造られたものに、福音を宣べ伝えなさい。マルコ16章15節
W o r l d  M i s s i o n S

3月

11月 11月

5月
Himalayan
Mission

NEPAL
ネパール

North India
北インド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）
◉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

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！

2019年5月16日［木］─22日［水］
◉ツアー内容
ヒマラヤの麓で賛美、源流をとりなす。トレッキングとりなし（希望者のみ）他
◎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］

北インドミッション
ヒマラヤの麓で
被造物と賛美♪

2019年は世界宣教の扉が開かれる！ご参加ください！お祈りください！

HONG KONG

香港
香港リバイバルツアー
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

KOREA

韓国
韓国リバイバルツアー
北朝鮮を含む韓半島
全体のために共に
賛美し祈りましょう！

PALAU

パラオ
パラオ和解&
とりなしツアー

2019年
11月22日─26日

開期
未定 9月初旬 11月

日程調整中

日程調整中

日程調整中
SIRコラボ企画第2弾

滝元順師と行くイスラエルとりなし旅行 平岡修治師と行くイスラエルリバイバルツアー

SAMARIA
サマリア
2019年

11月7日 ─13日

ディープ
イスラエル

ISRAEL
イスラエル
2019年

11月14日 ─21日

みことばと
歩く

イスラエル

日程調整中

ヒマラヤミッション
お申し込みの方にもれなく
オリジナルキャップ
プレゼント！
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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

Zawameki東北
3.15［金］会津チャペル Hiraku&Norikoコンサート 
福島県会津若松市真宮新町南1-104
3.16［土］Z.C.L.at西多賀聖書バプテスト教会
宮城県仙台市太白区鈎取1-1-20
3.17［日］10:30～ Z.C.L.atつばめさわ教会
仙台市宮城野区燕沢2丁目10番68号

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

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 416号室
東京都千代田区神田駿河台2-1

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

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

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

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

参加者受付中！

2.16［土］─26［火］Zawameki HAWAII
17［日］マウイカフルイユニオン教会礼拝
18［月］Zawameki＠Christ Lutheran Church
19［火］賛美で巡るハワイ島
20［水］─22［金］ IJCC・賛美で巡るオアフ島・VIP集会
23［土］クリオウオ・トレッキングプレイズ
24［日］心に光を支援者大会 

Zawameki 2019 Schedule

あなたの義のさばきのために、私は日に七度、あ
なたをほめたたえます。［詩篇119篇164節］
　昨年のネパールツアー中とクリスマスシーズ
ン中に、上記のみことばから「1日に7度プレイ
ズ」という企画を教会をあげて決行しました。1

日に7度、心を決めて主に賛美をおささげする
ために時間を決めて行いました。先ずは朝目覚
めての1曲。つぶやきや不安を口にするのでなく、
賛美からのスタートは爽やかな1日の始まりとなり
ます。そして朝食前に2曲目。今日も食べるもの
をお与えくださった主に、いつも当たり前の朝が
感謝に溢れます。3曲目は午前10時。それぞれ
職場や学校などさまざまな場所で賛美が響きわ
たることを思うとなんだか心が踊ります。昼食前
に4曲目。つい忘れそうになる時間帯、もう一度
心を主に向けて賛美をささげます。5曲目の午

後4時はZawamekiで毎日行っている午後4時
の同刻プレイズの時間です。歌う曲はそれぞれ
で決めてくださればいいのですがZawamekiか

ら週毎に決まっている選曲があります。その曲を
歌ったりしました。夕食前に6曲目。1日の働きを
終えて感謝と共に賛美をします。そしてラスト7曲
目は就寝前。就寝前に歌って寝ると、夢の中で
も賛美が巡り続けます。
　ぜひあなたもチャレンジしてみてください。詩
篇119篇の記者は「あなたの義のさばきのため
に」と言っていますので、新たな年を、主の正し
い判断をいただくために7度の賛美をささげるの
です。そして、7度の賛美により、義のさばきが暗
闇の支配にくだされ、勝利の毎日を進み続ける
ことができるのです。

Zawameki 滝元開

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

1日に7度、主を賛美しよう!

〒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

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

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!!

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

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
2月17日─ 2月23日●大雨のように
2月24日─ 3月  2日●扉よ開け
3月  3日─ 3月  9日●将来と希望
3月10日─ 3月16日●今ひとつとなって

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。

♪週毎の同刻プレイズ選曲は以下の通りです。

Zawameki 
Church Live 
Report

　滝元開ご夫妻によるリバイバル
賛美集会を毎年私達の教会で開催
させて頂き4回目になりました。賛
美と証と祈りにより、毎回伝道、癒し、
励まし、聖霊の満たし、リバイバルへ
の燃える場となっています。主と先
生ご夫妻に深く感謝いたします。私
自身も5年程前に妻が召天し深い悲
しみ辛さの中で、先生ご夫妻の『主
の愛が今』の賛美を通して内面の癒
しを深く受ける恵みを受けていま
す。パウロとシラスが弾圧投獄の中
でも賛美と祈りで奇跡と救いとリバ

イバルを見たように、この賛美と証
と祈りで霊的勝利、癒し、伝道、リバ
イバルの恵みを受け取ってきてい
ます。私達の今の現状がどんなに否
定的に見えても、『彼（キリスト）に
信頼する者は決して失望させられる
ことはない』（Ⅰペテロ2:6）と聖書が
言っているように、主に信頼し勝利
を先取りして賛美していくことが大
切と信じます。全国全世界にさらに
賛美と証と祈りが拡がり続けすよう
にお祈りいたします。

希望の教会牧師 尾形 守



会計報告2018年12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

-2,612,124

3,634,494

5,000

440,400

10,100

153,413

666,433

67,711

4,977,551

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

870,049

22,890

516,703

452,941

355,426

49,944

154,704

427,050

0

354,384

3,204,091

-838,664

　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。
12月はクリスマス献金と記載してくださり、本当に多くの皆様の心か
らの献金によって支えられたことを感謝いたします。皆様のリバイバ
ルミッションへの期待、また日本のリバイバルへの期待を受け止め更
に仕えてまいります。先月ご報告した中古車、エアコンの修理等は締め
日の関係で1月の報告になります。またすでに今月からはリバイバルミ
ッション2019も始まりました。日本の宣教のために、世界の福音化のた
めに祈りととも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。

Schedule20192February        リバイバルミッションスケジュール
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SUN MON TUE WED THU FRI SAT

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

◀────            霊的戦い専門課程  ───────────────▶ ◀────────── リバイバル関東  ───────────────▶

◀───────           　　　　　　　　　　　　　　───────

10:00 ZCL
ライフリバー
チャーチ浜北

13:30 ZCL
加古川
バプテスト教会

14:30
ZWS
東京

19:30
ZWS
新城

ニュース発送作業
グレイス
ライフチャーチ

ニュース発送作業
橋本バプテスト教会

10:00
Pray fo Revival

皆さんにご応募頂きましたキャラクターの名前が決定しました。沢山のご応募ありがとうござい
ました。キャラクターの名前を付けて下さったのは、KOTA君です。「リバラン君」とは、リバイバ
ルのために走り続けるという意味を込めてつけてくださいました。ありがとうございました。

はじめまして。ぼくの名前は

リバランくんです。

これからリバイバルミッションの
キャラクターとして
皆さんと共にリバイバルの為に走り続けます！
どうぞ。よろしくお願いします。

─────────────────────────────────────────────────                   Zawameki Hawaii─────────────────────────────────────────────

13:30 RM2019
伝道集会
女性リバイバル祈祷会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

RM2019
伝道集会
大牟田バプテスト教会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

RM2019
中津扉城教会

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

RM2019
イエスキリスト
栄光教会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

RM2019
伝道集会
博多希望教会&
香椎チャペル

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

RM2019
伝道集会
キリストの福音
大分教会

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

RM2019
伝道集会
ライトハウスチャーチ
福岡

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

10:30 RM2019
伝道集会
丸の内キリスト教会
15:00 RM2019
伝道集会
善通寺バプテスト教会
RM2019
リバイバル聖会
大阪リバイバルチャーチ

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

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

12:00&19:30
RM2019
伝道集会
小松島チャペル

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

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

10:45 RM2019
伝道集会
四国学院大学
19:00 RM2019
伝道集会
三島真光教会
RM2019
リバイバル聖会
鈴蘭台一麦教会

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

13:30 RM2019
伝道集会
白鳥キリスト教会
RM2019
リバイバル聖会
神戸弟子教会

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

◀─────── 戦略的とりなしと調査専門課程 ─────────▶

◀──────Zawameki Hawaii

───────────────                   Zawameki Hawaii ────────────────▶
RM2019リバイバル聖会
いわきリバイバルクライストチャーチ

Pray
forRevival

2019年2月14日［木］朝10:00～11:30
インターネット配信で全国の皆様のお茶の間と繋ぎ、共に祈る集会です。

事前に皆さまからの祈りのリクエストを募集しております。
教会、個人、地域などの祈りの課題をメールでお寄せ下さい。

revivalmission.pray@gmail.com

2019年祈りの手を上げ続けよう！
モーセが手を上げているときは、イスラエルが優勢になり、
手を降ろしているときは、アマレクが優勢になった。
［出エジプト記17章11節］

109

　私は牧師家庭に育ちました。「食事前の
お祈り」、「日曜日は教会に行く」など、全て
を何の疑いもなく“当たり前”のように受け入
れて日々 を過ごしていました。
　そんな私は大人になるまでひとつの事に
悩みました。それは「確信」です。主なる神
様が確かにいるという確信を持てずに歩む
日々は私の中で葛藤となり、やがて教会へ
行く事も少なくなり、自分の夢を追いかける
日々 へと変わりました。
　30歳を目前にした29歳の時に夢であっ
たプロの作曲家としてデビューしました。小
さい頃からの夢だったミュージシャンにな
れたのになぜか心は満たされず、虚しさを
感じる日々でした。そんな中2011年3月11
日に東日本大震災がおきました。当時私
は神奈川県川崎市に住んでおり、その瞬
間は大きなモールにいましたが、あまりの揺
れの大きさに恐怖したのを覚えています。そ
の後同年12月に私は宮城県を訪れ、沿
岸の住宅街だった場所へと行く機会を与
えられました。津波により家は流され土台
だけとなったその場所で言いようのない悲し
みが涙となって私の目から流れ落ちたのを
今でもはっきりと覚えています。その時に私は
主の声を聞きました。「賛美を作りなさい、
あなたの賛美を」そしてこの主の声は
私がずっと求めていた「確信」となっ
たのです。
　被災地で聞いた主の声をきっ
かけに私の生き方は変えられ、

SIGNPOSTというソロプロジェクトを
立ち上げ、これまでに4枚の作品をリ
リースしました。SIGNPOSTとは日

本語にすると「道標」を意味します。主が私
を通して完成させた賛美が、作品を聴く方
にとって主へと向かう道標になって欲しいと
願い名付けました。そして現在はウクレレを
メインの楽器とし、各地で賛美の奉仕をさ
せていただいています。作曲家として歩ん
でいたかつての私には、今のこの生き方は
想像もできなかったことでしょう。今は全てが
主の計画の中にあると確信を持って言えま
す。その計画は時に私自身が望まない道で
あることもありますが、主を信頼し、信じてそ
の道を歩んだ時に大きな恵みと感謝を与え
られることを知りました。
　2018年は特にその大きな恵みを体感し
た年だったように思えます。
　今年は主からひとつのキーワードを与え
られています。それは「明け渡す」ということ
です。「ゆだねる」という表現にもなると思い
ますが、主が用意されたという確信のある
道を歩む時でさえ、時に不安を覚える事が
あります。しかしその不安は「自分がやるん
だ」と思うからこそ生まれるものであり、主に
全てを「明け渡す」ことができた時、不安は
取り除かれるのだと改めて示されました。全
てを明け渡すということは簡単ではありませ
んが、祈りと共にこれからも主に期待し、まだ
主を知らない多くの方々が、その大きな愛を
知ることができるよう、自分に用意された道を
歩んで行きたいと願っています。

「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

Tadashi Nakamura

中村匡 ［ウクレレ］
約8年間をアメリカはハワイ、カリフォルニアで過ごす。
帰国後はユニットなどの活動を経てサポートベーシスト、
アレンジャー、作曲家として活動。
TVアニメ、ドラマやショートムービーの音楽を担当。
日本のクリスチャンミュージックの新しい形を模索する一方、
若者へむけての伝道のため
ソロプロジェクト「SIGNPOST」をスタート。

「
賛
美
を
作
り
な
さ
い
、あ
な
た
の
賛
美
を
」

2月リバイバルミッション 2019九州地区
伝道集会音楽ゲスト



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3月号のニュースは2月24日（日）発行予定です。

2019年のゴールデンウィークは、
リバイバルを求めて賛美し祈り、
み言葉から学ぶ48時間連続の
賛美集会に参加しよう！

●宿泊／1泊1,500円
（事前のお申し込みが必須となります。）宿泊
は4/30,5/1を男女別の大部屋対応となりま
す。
※新城教会より車で5分程の場所にホテル
ルートイン新城がオープンしました。ホテル
をご利用の方は各自でお申し込み下さい。

●食事／夕食 500円
・リバイバルプレイズ48では、4/30と5/1の
夕食のみお申し込み制で受付ます。
・朝食、昼食はカップ麺、お弁当、パンなどを
販売致しますので、各自お買い求め下さい。

●主催・申し込み先／リバイバルミッション 

2019年
4月30日［火・祝］
15:00Start ──▶
5月2日［木・祝］
◀── 15:00End
3日間48時間
●会場／新城教会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

登録無料！

必聴！目から〝うろこ〟
の霊的戦いセミナー
in関西

NEW

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

3月22日［金］
3月スタート 11月まで隔月開催

5月10日［金］・7月19日［金］・9月13日［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

リバイバル
プレイズ48

│開催予定日程│
5.20／7.22
9.16／11.25

2019年は新天皇即位の礼に伴い、日本の国は皇室を中心に様々な
儀式が行われます。リバイバルミッションでは11月の大嘗祭の行われ
る11月14日、15日まで東京においてSIRの瀧元望先生が中心となっ
て、とりなしの祈り会を行っていく予定です。日本の国をとりなす上で
大変重要な祈りの時となります。ぜひご参加下さい。

5月から隔月で行われる賛美とメッセー
ジ、祈りの集会が大阪近郊の会場にお
いて開催されて行きます。関西のリバイ
バルの為に熱く祈り、賛美する集会で
す。ぜひご期待下さい！

関西リバイバル
勇士祈祷会

関 東 とりな し の 祈り会

│第1回目│
2月28日［木］夜7時～9時
会場／ヒューリック八重洲
　　　　　第3ビル3F会議室スペイシー
東京都中央区八重洲2-6-2（八重洲ブックセンターとなり）

3月1日［金］朝8時
皇居の大手門前集合、皇居を一周～東御苑入園してとりなし祈り

メッセンジャー／平岡修治師
第1回リバイバル関西
5月20日［月］月7:00pm～9:00pm
会場／天満橋セミナールームコクリ
　　　　　大阪市中央区天満橋京町2-15岡本ビル7階
　　　　　　（天満橋駅から徒歩1分／京阪シティモール前）│第2回目│

以降のスケジュール
5.13／7.8／9/2
11.14～15

※詳細はチラシ参照


