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I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

2019

リバイバルミッションは「みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。」
との
みことばに立ち、今後も伝道集会を展開していきたいと願っています。最近、
「日本の教会は昔
のように伝道会」を持たなくなったということをよく聞きます。伝道形態が多種多様になってきた
のかもしれません。
しかし、無牧の教会は増え、教会の数そのものも減少してきているのも事実
です。伝道者もめっきり少なくなりました。巷では2030年問題がとりあげられ、
そのとき日本の教会
は半減するという人もいます。
日本の教会はまさに危機的な状況です。
こんな時だからこそ私た
ち「リバイバルミ
ッション」はイエスキリストの大宣教命令である「イエスキリストを宣べ伝える」為に全
力を注ぎます。

まだまだ開催教会大募集中！

まずはリバイバルミッションまでメールまたはお電話等でご連絡ください。

関西地区

5月24［金］─26日［日］

東北地区

中国地区

メッセンジャー／平岡修治師
音楽ゲスト／井草聖二

9月6日［金］─８日［日］
9月13日［金］─9月15日［日］
9月27日［金］─9月29日［日］

6月4［火］─9日［日］

7月16日［火］─21日［日］

中部地区

福音を届ける

縦断伝道に参加して
平岡修治│ Shuji Hiraoka

いりました。
どの集会も主の恵みと祝福に満ちて
いました。主が朝早く祈られ,それから福音を伝
えたように、
この働きには祈りが不可欠です。主
に選ばれた熱いミュージシャンと伝道者が出向
きます。基本的には費用は席上献金のみです。
教会名の入ったカラー刷りのチラシも準備させ
ていただきます。経済的には厳しい戦いです。
し
かし、多くの兄姉に支えられながら今までやって
来ることができました。
どうか今後のこの福音宣教
の働きのためにお祈りください。
そして、
支えてくだ
さい。
まもなく、来年度の開催教会募集が始まります。
かつて、
重くなったモーセの手を支えたアロンとホ
ルのように…支えていただければ幸いです。

Reports
聖会の恵みに感謝！

学園通りの桜が美しく舞う4月7日の主日、枝教会の

と思います。順師によるメッセージは、時間を超越して働
かれる神、福音理解の見直し、被造物の回復について
等、
多岐にわたるものでしたが、
「今回教えられた視点で
今一度、聖書を読み直してみたい」
と、参加者たちの霊

入間チャペルも合同で、午前中、午後と2回の集会をし

の目が開かれた様子。
「この教会は祈りと賛美の教会」

ていただきました。午前中は祈りをテーマに、比較的信

という励ましのお言葉も

仰歴の長い信徒が多い中でも主は祈りを聞かれるお

いただき、一同、
さらに

方だということを改めて教えられ、兄弟姉妹に再び信仰

霊に燃えて前進してい

の火が点されました。午後の霊的戦いセミナーでは奥

きたいとの思いをいた

様の享子師のお証。敵の存在に気付くことから夫婦関

だくことができました。

係が変えられていったというお証は、教会内外の様々な

大泉セントラルチャペ
ル牧師 砂子田恵美

人間関係を戦いの視点から見直すきっかけになったこと

滝元順・享子夫妻

５月31日［金］
長野県喬木村

喬木教会
６月１日［土］
愛知県小牧市

クリスチャンウェイ
６月２日［日］
岐阜県大垣市

大垣サンライズチャペル
◉開催に関するお問い合わせは

90120-291-372

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
終わりに言います。主にあって、
その大能の
力によって強められなさい。悪魔の策略に対
して立ち向かうことができるために、神のす
べての武具を身に着けなさい。私たちの格
闘は血肉に対するものではなく、主権、力、
こ
の暗やみの世界の支配者たち、
また天にい
るもろもろの悪霊に対するものです。
エペソ人への手紙6章10-12節

連載

かし、福音は伝道なしで拡大することは絶対あり
ません。
この大きな働きを担ったのが人類史上
最大の伝道者パウロでした。
「パウロなしにキリス
ト教なし」
と言われるように,彼の3回の伝道旅行、
帰らぬことになる命をかけたローマへの旅が福音
宣教を前進させたのです。
すでに、多くの方がご存じのように,リバイバ
ルミッションの最大の目的は「魂の救い」です。
「47都道府県伝道会」
「日本縦断伝道」などと
旗印を掲げ、滝元明先生が天国に帰られた翌
年からこの働きを続けてきました。
この戦いは「日
本中に福音を」
という滝元明先生の願いでもあり
ました。
この働きも3年目に入っています。今年も
すでに四国、九州、沖縄、北海道を巡回してま

◉講師

まだまだ開催教会大募集中！

師

「イエスは彼らに言われた。
「さあ、近くの別の村
里へ行こう。
そこにも福音を知らせよう。
わたしは、
そのために出て来たのだから。
」こうしてイエス
は、
ガリラヤ全地にわたり、
その会堂に行って、福
音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。
」マルコ
1：38〜39
冒頭のみことばの前には,シモン・ペテロのしゅ
うとめの癒し､悪霊につかれたものが解放された
ことが描かれています。
その翌朝、主イエスは寂
しいところで祈っておられました。
その主を迎えに
きた弟子たちに語られたことばです。
「村里へ行
こう。
そこにも福音を知らせよう。」宣教は「祈り」
が不可欠です。なぜなら、宣教は聖霊のみわざ
だからです。
「使徒の働き」を読むとそのことがよ
く理解できます。主イエスが十字架にかかられ、
復活した後に、パウロたちによって福音は異邦
人に届けられます。34年後、
キリスト教はすさまじ
い力で拡大していきました。
そして、
AD64年ネロ
皇帝のキリスト教徒に対する大迫害が起こります。
福音の力は当時、世界一の国の皇帝が恐れる
ほどの勢いだったからです。わずか34年という短
い期間で福音は広がっていったのです。
この34
年を
「奇跡の34年」
と呼ぶ人もいます。
なぜ、
これほどまでに福音は拡大していったの
か、
さまざまな理由が考えられます。祈りと聖霊の
働きはもちろんのこと、聖書がローマの公用語ギ
リシャ語に訳されていたこともその一因でしょう。
し

2019

クリスチャンに与えられた輝かしい権威の一つに「敵を打ち勝つ権威」があります。
しかし日本
の教会はどういうわけかこの権威について、今日に至るまであまり語られることがなく、
「サタン」
の
存在は認めつつも、
勝利する秘訣を学ぼうとしてきませんでした。
しかしこの権威とともに戦術を
知る時、問題解決だけでなく、聖書の最終ゴールである、主の再臨と神の国の実現に関する重
要なテーマです。
あなたの教会でこの素晴らしい権威と戦術を学びませんか？講師が全ての
方々にわかりやすく語ってくださいます

◉滝元順
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リバイバル聖会

悪魔の組織と
策略

6月4日［火］宮城県仙台市／プレイズコミュニティーチャーチ 甲信越地区
メッセンジャー／平岡修治師
6月5日［水］宮城県気仙沼市／気仙沼第一聖書バプテスト教会 10月1日［火］─６日［日］
音楽ゲスト／中村匡
6月6日［木］宮城県仙台市／西多賀聖書バプテスト教会 北関東地区
5月24日［金］奈良県大和郡山市／郡山きぼう教会 6月7日［金］山形県山形市／フルゴスペル山形教会
10月22日［火・祝］─10月27日［日］
奈良県奈良市／あやめ池キリスト教会 6月8日
［土］山形県山形市／蔵王キリスト教会
関東地区
5月25日［土］和歌山県橋本市／橋本バプテスト教会 6月9日［日］山形県米沢市／恵泉キリスト教会米沢チャペル 11月8日［金］─10日［日］
11月22日［金］─24日［日］
福島県福島市／北信カルバリー教会
5月26日［日］滋賀県水口町／水口キリスト福音教会

リバイバルミッション

リバイバルミッション

2019

語で
「コスモクラトール」
と表記され、
ここだけに
表われています。もともとは
「占星術」
の
「天体」
を司る力として、人間の運命を左右する存在
と信じられていました。しかし、初代の教父た
ちを最も悩ませたのが、
「天にいるもろもろの悪
霊」の存在でした。天とは諸天であり、神の
支配される
「諸天」
と重なる用語であるからで
す。パウロはエペソ人への手紙 6章において、
霊的戦いとは
「宇宙規模」
いや、
「諸天規模」
で、そこに悪魔の策略がある事に気づかされ、
急遽、
諸教会に知らせたと思われます。
偽りの父である悪魔は、地上に働く諸力、
「主権と力」
と、星の世界に働く
「コスモクラ
トール」
と呼ばれる
「占星術」を駆使して人々
を惑わし、
神が支配される諸天の法廷に、
「天
にいるもろもろの悪霊」
によって訴え、合法的に
人々に関わっている事がわかります。なぜなら
悪魔はギリシア語で
「ディアボロス」、すなわち
「告発者」であるからです。ヨブは天の法廷
に訴えられた結果、地上で多くの苦しみを体
験することになりました。見えない世界で敵に
勝訴することが、
人生勝利の秘訣です。

悪霊どもとの闘いは、パウロ書簡中、数多く
見受けられますが、エペソ人への手紙以外に
おいては、
「人を通して現われる悪との格闘」
と
して捉えられている傾向があります。けれども、
パウロが晩年、獄中でしたためたエペソ人へ
の手紙においては、
「血肉に対する戦いでは
数）
によって構成される神の王国
（単数）
」
となり
ない」
と、
はっきり明言し、
人を超えた
「超自然的
ます。このような視点からパウロが描いた悪魔
存在」
との戦いである事が強調されています。 の組織を調べると、
興味深いことが分かります。
パウロはここで、霊的戦いを個人レベルから、
私たちが戦うべく相手は、
「主権、
力、
この暗
宇宙レベルへと拡大していると言われます。
やみの世界の支配者たち、また天にいるもろ
ユダヤの伝統的天地観では、｢天｣、つまり
もろの悪霊」
という、組織的存在です
（エペソ
人間が生きている地上より｢高次元｣の世界は
6:12）。この組織は天使たちの組織とも対応
「複数の階層から成る」
と考えられていました。 する、堕天使どもの組織です。「主権と力」に
どれだけの階層が存在するのかは、ラビや学
関してパウロは、すでにコロサイ人への手紙に
派によって意見が分かれる所でしたが、パウ
おきてにしたがって悪をたくらむ破滅の法廷
おいて言及していますが
（コロサイ2：15）
、現代
ロは第三の天にまで行った体験を記していま
が、
あなたを仲間に加えるでしょうか。彼らは、
の註解者たちは、
この勢力は
「人間社会の社
す
（2コリント12：2）
。また、ヘブル人への手紙
正しい者のいのちを求めて共に集まり、罪に
会政治学的構造と関わる諸霊」
と考えていま
の著者は、イエスさまを
「諸々の天を通過され
定めて、罪を犯さない人の血を流します。
し
す。しかし問題はその後に出てくる二つのグ
た方」
として紹介しています
（ヘブル 4:14）
。日
かし主は、
わがとりでとなり、
わが神は、
わが
ループにあります。それは
「暗やみの世界の
本語は単数、複数があいまいでわかりにくい
支配者たちと、天にいるもろもろの悪霊」です。 避け所の岩となられました。主は彼らの不義
のですが、聖書に出てく
る
「天」
とは、ほとんどが
をその身に返し、彼らの悪のゆえに、彼らを
それらはエペソ人への手紙で初めて言及さ
複数表記されています。神が支配される
「天
滅ぼされます。
われらの神、
主が、
彼らを滅ぼ
れた存在です。
のみ国」を正確に表現するならば、
「諸天
（複
されます。 詩篇94篇20節〜23節
「暗闇の世界の支配者たち」
とは、ギリシャ
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Photo by Steven Diaz

リバイバルプレイズ48

朝も昼も夜も真夜中も賛美がささげられ続けられました。

3

4月30日午 後3時 から5月2日午
後3時まで、
48時間にわたり、
リバイ
バルプレイズ48が開催されました。
日本にとって大きな節目の只中で、
絶え間なく、主を見上げて賛美し、
主の勝利を宣言し、
そして心を合
わせて日本のためにとりなし祈る時
を持ちました。
さらに賛美に関する
セミナーやリバイバルの歴史をたどる
メッセージ、子どもたちの賛美や、
山
頂での賛美、
教会別の賛美リードな
ど、様々なプログラムで48時間続け
られました。全国より延べ300名の
方々が集い、
新たな思いでリバイバ
ルを求め叫び、主の素晴らしいみ
業があらわされた、
まさしくゴールデ
ンな集会となりました。

京

に

集

8月13日
［火］13:00〜19:00

48

者

時間参加できたことを感謝します。
賛美をし続けていきます。
命がけで。

多くのメッセンジャーからみことばが語ら
れました。

の

声

会甲子園や様々な決起大会で心から

が始まって、賛 美をして いる中 で、

賛美、祈っていた自分を映像にて主が思
晴らしい集会に参加させていただ
い起こさせてくださり、冷めて見失ってい
き、ありがとうございました。天皇制、 た主への思い、希望を取り戻すことがで
元号についてのお話や、第四以上の天の
きました。感謝です！
話などメッセージも力強く、興味深かった
です。時間的なしばりがあまりなく、自由
謝です！悪しき契約に踊らされない
に参加したり休んだりできるのがたいへ
ように祈って行く必要を思わされま
んありがたかったです。スタッフの心こ
した。また、いつも食事やいろいろなお気
もったおもてなしに感謝します。日本各地
遣いをしてくださるスタッフの皆さんに
にまた散らされ遣わされ、
リバイバルの
も感謝します！
希望を持って進むことができます。ありが
とうございました。
めて参加しました。やっと自分の時
間を確保できるようになりました！参
美、
メッセージ、証いろんな事を通し
加出来て主に感謝です。ほんと最高でし
て神様から語ってもらいました。裏
た！
でいろんな方が仕えられている姿を見ま
した。大人から子どもたちまで。ほんとに
時間フルで集会に参加すること
素晴らしかったです。来られて良かったで
はできませんでしたが、やはり私
す。ありがとうございました。
たちはもっともっと賛美と祈りを熱く主の
み前に捧げていかなければならないなと、
ばらしい集会でした！主が日本を愛
強く思わされました。メッセージタイムで
してくださってること、主が日本を
賛美について理解が深められ、より熱い
見捨てられないことを改めて強く感じる
思いを持って賛美を捧げることができた
時になりました。ハレルヤ！主に栄光！感謝
ので、
とても良かったです。
します。
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賛

初

お茶の水クリスチャンセンター8Ｆチャペル
東京都千代田区神田駿河台2-1 OCCビル

入場無料

●献金の時が持たれます。

13:00〜14:00

プレイズタイム1

14:00〜14:40

炎のリバイバルメッセージ1：天野弘昌師

14:40〜15:10

プレイズタイム2 賛美リード：田中進

15:10〜15:50

東京宣教の熱い情熱メッセージタイム2：大川従道師

15:50〜15:55

ミッションPRタイム

15:55〜16:15

フェローシップタイム
（20）
ロビーにてリフレッシュメントタイム
（お茶とお菓子）

16:15〜17:30

目からうろこ霊的戦いリバイバル聖会タイム
メッセージ：滝元順師

賛美についてのセミナーも行われました。

コースに分かれて東京をとりなし祈り巡り、
みんなで東京湾リバイバルクルージングで賛美し祈るジョイフルツアー

賛美リード：滝元開

17:30〜18:40

全国 ツアー ミッション伝道集会タイム
コンサート&メッセージ
コンサートタイム
（30）
ゲスト：井草聖二
伝道メッセージタイム：平岡修治師

●リバイバルクルージング参加費
大人 2,500円●小人（小学生以下）1,500円

（料金にはクルージング乗船料・お弁当・お茶ペットボトル代が含まれます）
9:30

国会議事堂にて集合！
・憲政記念館三権分立の時計塔前
各チームに分かれてとりなし祈る
●Aチーム／国会議事堂見学とりなしコース
（集合時間厳守！
！）
国会議事堂を約１時間見学し、
その後電車にて日の出桟橋へ移動します。
（参観無料、但し日の出桟橋までの移動については各自負担となります。）
●Bチーム／バスに乗って東京の永田町・皇居を巡るコース
（バス代/1,000円）
最高裁判所、外務省、財務省、内閣府
等の各省庁や皇居をバスでまわりながらとりなし、
日の出桟橋までバスで行くコースです。
●Cコース／皇居ウォーキングとりなしコース
（参加費無料、但し日の出桟橋までの移動については各自負担となります。）
国会議事堂を出発し皇居をあるいて一周してお祈りし、
その後電車で日の出桟橋へ移動します。
●Dコース／電車に乗ってとりなしコース
（電車代各自負担）
山手線一周とりなし〜ゆりかもめに乗って日の出桟橋へ移動します。
※各とりなしの祈り後、
チームリーダー引率で日の出桟橋へ移動！

12:30 日の出桟橋クルーズ船乗り場前集合

48

す

リバイバル東京とりなしツアープラン

◉メッセンジャー
大川従道・天野弘昌
◉参加費用（とりなしの祈り各コース）
（敬称略）
平岡修治・滝元順
Aチーム／国会議事堂見学とりなしコース（見学費無料）
◉ソングリード
Bチーム／バスに乗って東京の永田町・皇居を巡るコース（バス代：1,000円）
滝元開・田中進
Cコース／皇居ウォーキングとりなしコース
◉ゲスト／井草聖二
Dコース／電車に乗ってとりなしコース（電車代各自負担）

教会別賛美リードには9チームが参加。

加

！

う

Revival Tokyo
2days Summer Fes
2019.8.13.14
Day1.8.13tue Day2.8.14wed
日本のリバイバルを求め、賛美、祈り、み言葉の恵みの6時間

参

ろ

日本の首都東京で賛美し祈り、
み言葉を聞く。バスや電車、
プレイヤーウォーク＆クルーズによる
東京とりなしプラン
スペシャルな2日間。

夏のリバイバル聖会in東京

夜明けの山頂プレイズも行われました。

ま

Revival Tokyo 2days

リバプレ
48

18:40〜19:00

エンディングプレイズタイム 賛美リード：滝元開

12:45 リバイバルクルーズ船

乗船

13:00 東京湾リバイバルクルーズ出航！
（90分間）
東京湾リバイバルクルーズ●Praise&Prayer Hour
（船上お弁当タイム、賛美、
メッセージ）
日の出桟橋〜隅田川〜大川端〜東京湾〜レインボーブリッジ
〜お台場〜有明〜晴海〜日の出桟橋
（コースは変更となる場合があります。）

14:30 日の出桟橋到着

※プログラムは変更となる場合があります。

解散

乗船定員になり次第締め切る場合がありますので、
お早めにお申し込み下さい。
リバイバルクルージングみのご参加も受付ます。

参加申し込み
締め切り

8月5日
［月］
乗船定員

300名

●お申し込み・お問い合わせは、同封のチラシに必要事項ご記入の上、
リバイバルミッション事務局までお送り下さい。
※尚、詳しい内容が必要な方は、
チラシをお送り致しますのでご連絡下さい。

フリーダイヤル80120-291-372 TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220

4

最高に輝かしい権威を知って、
さぁこの世の戦場で戦おう！

霊 的 戦 い 専 門 課 程
6月24日［月］─25日［火］
7月29日［月］─30日［火］

お申込みはこちらから↓

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

◉講師

「経済と霊的戦い」

滝元順

鈴木陽介

新城教会主任牧師
リバイバルミッション顧問

5

調査し、
現実を知る時与えられる新たな志。
！
さぁ戦略的祈りをもって立ち上がろう

これまでの天皇退位、即位に対するとりなしの分かち
合いをし、新天皇の即位礼、大嘗祭へのとりなしの戦
略をさらに深めていきます。また、太平洋戦争に焦点
を当てた学びをさせて頂きます。

戦 略 的 と り な し と
調 査 専 門 課 程
6月14日［金］─15日［土］

お申込みはこちらから↓

大好評開講中セミナー

心がおどる、
目からうろこの新情報。

祈れば変わる
この国の未来！

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

滝元望

賛美は剣！賛美で世界がリバイバル！
この剣があなたを変える、
この剣で世界が変わる。
！
さぁあなたも賛美の剣を手に取ろう

お申込みは
こちらから↓

5月31日［金］─6月1日［土］
7月12日［金］─7月13日［土］
・・
・・・
・・・・・
・・・
・・・・・
・・

5/31

他

大

好

セクション②「賛美で勝ち取る世界宣教
〜ヒマラヤミッション ネパール・北インド報告〜」鈴木陽介

セクション④「ゴリアテを打ちのめす賛美!宇宙の果てまで」
滝元開

※オープンプログラムはどなたでも参加できます。

評

6/1

セクション③「ネット時代における賛美と霊的戦い」
鈴木陽介

オープンプログラム「山頂賛美」

ZAWAMEKI代表

開

講

中

目から
〝うろこ〟
の
霊的戦いセミナーin関西

わんぱく

セミナー

キャンプ

オープンプログラム「バンドと一緒に
90分一本勝負!リバプレ90mins.」

参

加

者

の

分かりやすい聖書ガイド

キレイな田舎の川で
！
弾けちゃおう

〜聖書の全体像を理解する〜

第1回目／8月30日［金］PM7:00〜9:00
第2回目／11月29日［金］
会
場／THE貸会議室淀屋橋3階308号室

川遊び

上手に操縦できるかな!？

カヌー体験

大阪市中央区道修町3-3-10（淀屋橋駅より徒歩1分）

夏の夜は
！
やっぱこれでしょ

受講料／3,000円

花火

●被造物の管理人という役割について教えられ感謝でした。
●今までモヤモヤしていた事が一つひとつクリアになって、
目が開かれてとても充実した時間でした。

7月19日［金］
講師／滝元順・鈴木陽介 他
9月13日［金］
・11月15日［金］ 全3講義／3,000円●チェリオビル6階（JRカルチャーセンター）
〒560-0021 大阪府豊中市本町一丁目13-34

※シニア以外の方もご参加いただけます。

なんたって
子どもは主の勇士！

◉講師

朝から元気に歌っちゃお！

リバイバルミッション伝道者。滝元明ミニスト

平岡修治 Shuji Hiraoka
栃木県生まれ、和歌山県日本バプテスト教会
連合・橋本バプテスト教会、粉河チャペル牧師。
リー伝道者。和歌山県で牧会する傍ら、故滝
元明師の熱い遺志を引き継ぎ、伝道者として
日本中を飛び回っている。終始ユーモアに満

さぁ大きな魚を狙って掴め！

ち溢れているメッセージの中にも知性が光る
バイブルメッセージは、若者から年配者まで

マスのつかみ取り

山のてっぺんで
最高の祈りと賛美を！
山頂とりなし賛美大会

声

in大阪

！
まだまだこれから
対象／小学生 ※引率者の参加可、幼児参加は保護者同伴でのみ可
新たな使命を受け取って、
会場／リバイバルミッションセンター
！
シニアパワーで教会を応援しよう
募集／こども50名 定員になり次第締切り
シニアのための再献身応援セミナー。
参加費用／6,000円［小人］8,000円［大人］
まずは第一歩、
※牧師・スタッフ子弟20%割引／兄弟参加10%割引
（全員分の合計より）
あなたの時間をちょっぴり主に献げる
こどもパワー全開！さぁついにリバイバルが始まるよ！
「小さな献身」から始めてみませんか。
見て聞いて感じて

8月1日［木］am10:30─2日［金］pm4:30

モーニングプレイズ

セクション①「賛美の勇士となるためのABC パート4」
滝元開

セカンドライフを
主のために！

シニア向け

キッズ

1●
泊
●
2●
日
●

ファイヤー祈祷会

Revival Praise Seminar

全日参加価格／1泊2食付／12,000円
新世代牧師&若者割引価格 9,000円 25歳以下牧師、教職者スタッフ含む

滝元開

歌おう！踊ろう！
祈ろう！楽しもう！

ぼくらは
主の勇士

聖書スキット劇

講師◉

SIRネットワーク代表

◉講師

「子ども賛美とりなし隊結成」

！
君の頭にインプッ
ト

新城教会スタッフ

他

この夏、キ ッ ズとシニアが熱い！

専門課程

専門課程

クリスチャンって
最高だ！

多くの人に感動を与え、キリストに導いてい
る。著書に「ハートにジャストミート」
（ いのち
のことば社）
「こころのパン」
「食卓から落ちた

お申込みは
こちらから→

パン」他

※聖書をお持ちの方はご持参ください。

同期生との再会に胸踊らせて、再び共に熱い祈りを捧げよう！

リバ神卒業生集まれ！
あの炎を再び！ 新たな使命を受け取って、日本のリバイバルをかけて戦おう。
リバイバル聖書神学校

オン
ニ
ユ
リ2019

どこを切っても懐かしい、恵まれる、燃え上がる、炎の1泊2日。
日程／10月21日［月］─22日［火・祝］
場所／リバイバルミッションセンター［元リバイバル聖書神学校校舎］
近日詳細発表

6

め、香港経由の香港24時間の待ち時間がありま

になります。香港に来て感じたことは、多くの香

した。月曜日に全くつてのない香港で、
どこかの

港の方々が、日本のリバイバルの為 に祈ってい

教会で賛美集会ができればと思い、何気なく1つ

てくださっている事です。今回のリバイバルミッ

の教会にメールしました。返信が無く諦めようか

ションの働きが実現に至った事は、
このような、多

と思ったある夜、眠れずコンピューターで教会を

くの方々の祈りと働きによるものであり、主の導

調べ始めました。すると、その教会の牧師が「野

きを感じます。特に、東アジアで漢字と箸を使う

香港・日本合同リバイバル集会

木朗」
と書かれていて、20年来親しくさせていた

国は、香港、中国、日本です。かつては漢字を使っ

だいていた、
リバイバルミッションの働きを長年

ていた韓国を含めて、この国々が一つとなるに

6月19日［水］─20日［木］

助けてくださった先生であることが解りました。

は、日本の働きが必要です｡これらの国の中に、

早速、昔の携帯電話に電話をしたら、なんと通じ

イエスキリストの赦しと救いのみわざが成ります

H

O

N

G

K

O

N

G

たのです。そこからの開かれた道でした。主の不

6月19日[三]
―20日[四]

2019年

日期/

にもう一度香港における賛美集会を行って、
この

晚上7時半

6月の香港大会に至りました。なぜ香港なのか？

まだしばらくの間、光はあなたがたの間に
あります。
やみがあなたがたを襲うことのな
いように、
あなたがたは、
光がある間に歩き
なさい。
［ヨハネ12 章35 節］

講者：平岡修治

それは大きな目的があります。滝元順牧師から

牧師

1948年櫪木縣出生,和歌山縣日本浸信會聯合·橋本浸信會牧師,All
Japan Revival Mission傳道人。現於橋本浸信會服事,並在3所神
學院任教,同時活躍於Revival Mission 的福音事工,1993年於甲子
園球場舉辦的"甲子園 Mission"、1998年的武道館等大型佈道會中
擔任講者,傳揚福音。 他的講道內容簡潔易明、富有力量而又不失幽

の提案で、あの大国中国でリバイバルミッション

默感,訊息中散發著知性的光芒,打動聽眾的心靈,是日本其中一位具
代表性的牧者。 著作有《為明天發放光輝》、
《Just

Meet

for

Heart》、
《心靈麵包》、
《沒有出口的生活》等。

の開催は、本土では困難な状況でも、現在、香港
は中国の中にあるのだから、香港で、中国のリバ
敬拜:Zawameki

1993年11月因阪神甲子園球場舉行的基督教大型佈道會"All Japan Revival
Mission"的契機,灌錄並發行原創的敬拜歌曲CD。 2001年獨立成為基督教團
體All Japan Revival Mission的敬拜專屬部門,發行了13張Zawameki 專輯
和10張單曲。 2017年發行宣教用的專輯《風に助けられて》,除了在日本全國
的教會舉辦Zawameki Church Live,韓國、泰國、柬埔寨、越南、尼泊爾、德國、
西班牙、美國、秘魯、以色列等地也響徹他們讚美的歌聲,希望藉著敬拜讚美為

な意味があること信じています。この大会が主
にあって勝利するように、お祈りください！そして、
ぜひ、あなたもご参加ください！

R

E

まで出 来るかはわ
かりません。一人で
も多くの 方が救わ
れる事を願い、お祈
りしています。
チャーチオンザロック

35

查詢：

電話： 2332-8361

牧師 野木朗

地點：九龍佐敦廟街239 號八福匯7 樓

（佐敦 MTR A 出口 或柯士甸MTR A出口）

Whatsapp: 5228-3107

7/F., Hub 8, 239 Temple Street, Jordan, Kowloon.

◉現在決定している香港行き飛行機
6月18日
［火］午前便にて日本各地出発
6月21日
［金］午前便にて香港出発

※飛行機、
ホテル等の詳細は、
リバイバルミッション事務局までお問い合わせください！

Schedule 9

A

Z

a

w

a

難民キャンプでの医療ケアボランティア開催！

11月7日［木］─13日［水］

イスラエル国内現地費用（全日程食事料金、宿泊費、移動バス代込み）15万円

11

月

※イスラエルで集合し、
イスラエルで解散します。現地の旅行会社を利用します。飛行機は各自ご予約ください。

11月

イスラエル パラオ
平岡修治師と行く
「みことばと歩くイスラエル」

I

S

R

A

E

L

11月12日［火］─20日［水］
成田国際空港発着／トルコ航空

旅費348,000円

（全日程食事料金、移動バス代込み）+燃料チャージ

9日間

第2

弾

P A L A U

パラオ和解&
とりなしツアー

11月22日［金］─26日［火］

i

5.24［金］19:30～ Z.W.S.新城

会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

5.25［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.179

会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

5.31［金]─6.1［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

6.6［木］─10［月］Zawameki韓国ツアー
6.15［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.180
会場／21世紀キリスト教会

6.18［火］─21［金］香港リバイバルツアー
6.22［土］19:00～ Z.W.S.新城

大阪市天王寺区茶臼山町1-17

東日本大震災から8年目のこの3月、
福島に伺
う機会が与えられました。コンサートに集われた
方々は、福島第一原発のすぐ近くに住んでおら
れる方ばかりでした。一人のおばあちゃんは「私
の家は原発の玄関先だったよ」
といわれていまし
た。家を離れた時は、二、三日したらすぐに戻れ
ると思っていたと、誰もが口にされていました。し
かし、
あの日以来、体育館に始まり、仮説住宅か
ら仮説住宅をわたり、町から町へと移り住み、
そ
してここまで来たのだと。コンサートでは、主の温
かなみ手を感じるひと時となりました。多くの方が
涙され、
共に口ずさみ、
そしてコンサートの後のお
茶の時間は、一杯のおしゃべりをされ、笑い声の
絶えない楽しいひと時となりました。でも「私たち

は、
あの日から何も変わっていないし、何も終わっ
ていない」
と、戦い続けておられる姿に心が痛み
ました。帰り際に、
ひとりの初老の男性の方が近
づいて来られ「私はこの八年間ずっと緊張して生
きて来たのですが、今日、歌の中で緊張感が溶
けました」
と言い残してくださいました。主の深い
愛に大きな感動を覚えました。
そして、
八年前、
被
災地を巡る中で語られた「彼はいたんだ葦を折
ることもなく、
くすぶる燈心を消すこともない（イザヤ
書42:3）」
というみことばをもう一度思い出しました。
誰よりも、
心痛め、
そこに寄り添っておられるイエス
さまの大きな愛を感じる時となりました。

6.29［土］15:00～ Z.C.L.at京都ベタニヤチャーチ
京都府京田辺市薪加賀ノ辻3-8

6.30［日］13:00～ Z.C.L.at KJCC
大阪府八尾市服部川6丁目340

7.5［金］19:30～ Z.W.S.新城

会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

7.6［土］14：00〜 Z.C.L.at一麦西宮教会
7.12［金］─13［土］
リバプレセミナー
7.14［日］17:00～ Z.C.L.at西尾聖書バプテスト教会

愛知県西尾市細池町北高洲12-2

7.20［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.181
会場／21世紀キリスト教会

7.21［日］10:30～・14:00～
Z.C.L.二ューライフチャーチ おもちゃのまち
栃木県下都賀郡壬生町幸町 1-12-10

7.25［木］Z.C.L.神の家族主イエス・キリスト教会

Zawameki 滝元開

Zawameki Worship Shout

東京都足立区伊興本町2-1-10

7.28［日］Z.C.L.新松戸リバイバルチャーチ
千葉県松戸市新松戸4-256-1

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。

会場と開始時間が変わりました！
5.25［土］14:00〜 Z.W.S.東京Vol.179
6.15［土］14:00〜 Z.W.S.東京Vol.180
7.20［土］14:00〜 Z.W.S.東京Vol.181
8.10［土］14:00〜 Z.W.S.東京Vol.182

東京都渋谷区広尾5丁目9-7

5.19─
5.26─
6. 2─
6. 9─
6.16─
6.23─
6.30─
7. 7─

5.25●あがめよ、
たたえよ
6. 1●火を呼び下せ
6. 8●臨在を今ここに
6.15●世界を燃やそう
6.22●真夜中に歌え
6.29●大盾と剣
7. 6●大雨の音がする
7.13●十字架の旗のもとに

Zawameki同刻Praise Vol.36 メルマガ配信中！
当日歌う曲です！今から練習しよう！
❶勇気を出して
❸主をほめよ
❹主をほめたたえよ
❺Let's dance to the Lord!
❻イエスの名前は勝利
❼麗しの主イエスよ

コラSIR
ボ企
画

k

6.28［金］19:00～ Z.C.L.at大阪バプテスト教会

❷ダビデの子にホザナ！

参加者募集！│参加希望の方は、詳しいスケジュールと申込用紙を事務局からお送りいたしますので、お問い合わせください。

e

兵庫県神戸市中央区吾妻通5丁目2-20

https://21ccc.jp/

滝元順師と行く
「ディープなイスラエルの旅」ヘブロン、
ナブラス、
サマリヤ村など

m

6.27［木］11:00～ Z.C.L.at神戸賀川記念館

会場／21世紀キリスト教会

S A M A R I A

11月

f

❽主の愛が今
❾イエスさまは救い主
❿救いの喜びに輝け

この夏も開催！
賛美が世界を
巡る日！

サマリア

o

会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

※ホテル・飛行機は各自ご予約ください。
9/8
（日）、9/9
（月）
は大型バスを借りての現地ツアーを企画しております。

※ホテル・飛行機は各自ご予約下さい。
※現地ツアーは両日ともソウル駅周辺発着となります。
※ホテルはソウル駅周辺のホテルのご予約をおすすめします。

参加者募集！

t

週毎の
同刻プレイズ
選曲は
以下の通りです︒

9月7日［土］─10日［火］

9月7日
（土）各自韓国到着
月
9月8日
（日）
ツアー①
北朝鮮を見ながら祈るとりなしツアー／韓日合同礼拝
9月9日
（月）
［北朝鮮設立の日］
ツアー②
鉄原地下トンネル見学／春川にて韓半島の統一祈り会／ソウルにて解散
9月10日
（火）各自帰国

u

東京を勝ち取る
賛美をしよう！

韓国
O

な福音宣教がいつ

o

東京

平岡修治師と
Zawamekiが同行いたします。

す。また、この よう

各地帶來復興。

主辦機構 : Revival Mission
協辦機構：新曙光事工

手によらず、主が開かれた大会であることを強く
感じています。今回は2日間の集会ですが、大き

12

事を期 待していま

節

を伝えよう！と香港開催が決定したのでした。人

約翰福音 章

イバルを目指して開催しよう！光のある間に福音

香港で祈ろう！世界とアジア、
そして中国のリバイバルを！
ぜひ、あなたもご参加ください！

K

香港、日本聯合復興聚會

思議な導きの始まりでした。さらに昨年の12月

7/F Hub 8, 239 Temple Street, Jordan, Hong Kong

北朝鮮を含む
韓半島全体のために
共に賛美し祈る時

結 合 香 港 、日 本 , 祈 求 世 界 、亞 洲 、中 國 的 復 興 降 臨 !

光 在 你 們 中 間 ︑還 有 不 多 的 時 候 ︑應 當 趁 著 有 光 行 走 ︑
免 得 黑 暗 臨 到 你 們 ︑那 在 黑 暗 裡 行 走 的 不, 知 道 往 何 處 去 ︒

毎晩7時30分スタート
会場／サンライズミニストリー
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私が、香港と日本を行ったり来たりして9年目

h

Zawameki

香港

もそも復路10円という格安チケットであったた

S

いたんだ葦を
折ることもなく

世界宣教

香港と日本がひとつとなって、世界、アジア、
そして中国のリバイバルを求めるリバイバル集会です！
香港日本人教会から
なぜ香港で？
歓迎の言葉
昨年の2月、Zawamekiがタイに行った帰り、そ

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@zawameki.comまでご連絡ください。

⓫イエス・キリスト世界の喜び
⓬Hosanna !
⓭主イエスの愛がここに
⓮主のみ名に力がある
⓯Dancing

2019年8月15日
［木］
14:00〜15:00

各国の午後2時から60分間、
一斉に
「同じ賛美」
を歌い、
日本からスタートした賛美が世界をぐるりと巡って地球を包み込みます。

Zawameki13 NEW CD制作サポート献金のお願い

いつもZawamekiのため、お祈りと温かなご支援を心から感謝いたします。さて、賛美によりリバイバルの新たな扉が開かれることを願
い、現在、新しいCD「Zawameki 13」の制作を年内できるようにと、祈り、そして準備を始めています。このレコーディングに当たっては約
300万円の費用が必要となります。ぜひ、熱き祈りと共に、献金によるサポートをくださいますよう、心からお願い申しあげます。
Zawameki指定支援献金口座│郵便振替／加入者名 Zawameki 口座番号 00880-9-56347※「ZawamekiCDサポート献金」
とお書き添えください。

〒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
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山﨑ランサム和彦│

Kazuhiko Yamazaki-Ransom

6月6日東京で開かれる
「みことば塾」
の講師である

山﨑ランサム和彦先生にご寄稿いただきました。

私

9

全

学と新約聖書を教えさせていただきました。
2010年からは有賀喜一先生の後任として
校長を務めさせていただきました。神学校
での奉仕の他に超教派の奉仕も次第に増
え、
日本福音主義神学会やアジア神学協
議会での働きにも関わるようになりました。
年以上にわたって奉仕させていた
だいたリバイバル聖書神学校が
2017年度いっぱいで閉校することが決まり、
その後の導きを求めて祈っていましたが、
東
京にある聖契神学校で教える道が開かれ、
2018年3月に関東に移りました。現在は横
浜市に住み、牧会をしながら聖契神学校
の教務主任として奉仕させていただいてい
ます。
リバイバル聖書神学校閉校とともに
全日本リバイバルミッションのスタッフとして
は退職させていただきましたが、
現在もリバ
イバルミッション
の顧問として関
わりを持たせて
いただいていま
す。
のこれまでの信仰の歩みを振り返っ
てみると、
その一歩一歩が神さまの
恵みによって導かれていたことが分かります。

10

私

先が見えない状況にあるときも、
主は思いが
けない機会や出会いを与え、
進むべき道を
開いてくださいました。
そのような中で自分の
思いに頼らず主に信頼することの重要性を
学ばされた気がします。
超教派の働きをさせていただきながら思
うことは、
リバイバルは教会全体のわざであ
る、
ということです。私はパウロが用いた「キリ
ストのからだ」
という比喩が大好きです（Ⅰコ
リント12章27節ほか）
。多様な器官がとも
に組み合わさって一つの身体を構成し動
かしていくように、
リバイバルの働きも、
いろい
ろな賜物や召命を持った教会が一致協
力していく時に、
はじめて本当の意味で動き
始めるのではないかと思います。私がこれま
でさまざまな教団や教派の働きに触れる機
会が与えられ、
また日本のみならずアジアや
欧米のクリスチャンとの交わりが与えられる
ことによって、
キリストのからだの大きさを実
感することができたのは、
何にも代え難い神
さまからの恵みだったと思って感謝していま
す。世界に拡大しているリバイバルミッショ
ンの働きが、
これからも主によっておおいに
用いられることを期待しています。

SUN

26

10:30 ZCL
保見
キリスト教会

MON

27

TUE

28

WED

29

THU

Schedule

FRI

30

SAT

1

31

Revival 19:00RM2019
Mission リバイバル聖会
2019
喬木教会

Revival 10:00,14:30 RM2019
Mission 伝道集会
2019
水口キリスト福音教会

Revival RM2019
Mission リバイバル聖会
2019
クリスチャンウエイ

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

2019

2019

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

2019

◀────

2

Revival RM2019
Mission リバイバル聖会
2019
大垣サンライズチャペル

◀────
──
──

霊的戦い専門課程 ─────
─
─────
────▶

3

4

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
プレイズ
コミュニティーチャーチ

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

2019

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

2019

5

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
気仙沼第一聖書
バプテスト教会

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

2019

6

9

10

11

Revival 10:45 RM2019
Mission 伝道集会
2019
恵泉キリスト教会
米沢チャペル
16:00 RM2019
伝道集会
北信カルバリーチャペル

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

2019

──
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
────
──
──

16

12

Revival 19:00RM2019
Mission 伝道集会
2019
フルゴスペル山形教会

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

2019

13

2019

14

10:00
Pray fo Revival

8

Revival 18:00RM2019
Mission 伝道集会
2019
蔵王キリスト教会

I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
John 14:6

2019

Zawameki韓国 ─────
─
──
────
────
────
────
────
───

15

14:00ZWS
東京

◀────
──
────
── とりなしと調査専門課程 ─────
─
──
────▶

Zawameki韓国 ─────
─
──
────▶

17

リバプレ専門課程 ─────
─
──
────▶

7

Revival 10:30RM2019
Mission 伝道集会
2019
西多賀聖書
バプテスト教会

◀────
──
───
────
───

18

19

20

21

22

19:00ZWS
新城

◀────
──
──
──
────
── ビジネスセミナー ─────
─
───
─ ────▶
ニュース発行日

23

◀─────
─────
─────
─────
─────
───── 香港ミッション ─────
─
────
─────
─────
─────
─────
───
────▶

24
◀────

30

1

25

26

27

28

11:00ZCL
神戸
賀川記念館

19:00ZCL
大阪
バプテスト教会

29

15:00ZCL
京都
ベタニヤチャーチ

10

霊的戦い専門課程 ─────
─
─────
────▶

2

3

4

5

6

13:00 ZCL
KJCC

Pray
for
Revival
賛美・みことば・祈り
6月13日［木］朝10:00〜11:30
7月11日［木］朝10:00〜11:30
リクエスト祈りのメール

* revivalmission.pray@gmail.com
Fax.0536-23-6220
Tel.0536-23-6712

日本のリバイバ
ルを祈り続ける見えない勇士達の祈りがありま
す︒
その祈りに支えられてリバイバ
ルミッ
シ
ョ
ンの働きがあります︒
毎
月一度︑
全国でお祈り下さる祈りの課題を共有し︑
主の前に心
を注いで祈る時間です︒
ぜひあなたもこの祈りの輪に加わり共
に賛美し︑
祈りませんか？インターネット配信でリバイバ
ルミッ
シ
ョ
ンと
皆さまを繋いで祈る祈り会︒
リクエ
ストの祈りも募集しています︒

は大阪に生まれ、
小学校1年生の時
に神奈川に移りました。家庭はクリス
チャンホームではありませんでしたが、
中高
一貫のミッションスクールに通っていたため
に、聖書やキリスト教の教えに触れる機会
がありました。
けれども、
実際に信仰を持つようになった
のは大学2年生の時でした。人生の意味
や目的について思い悩んでいた時に知り
合ったクリスチャンに導かれて、
1989年の
クリスマスに洗礼を受けました。当時私が
通っていた教会は1993年に行われた甲
子園リバイバルミッションの働きに協力して
いましたので、
私も決起大会などに参加する
ようになり、
本大会にも参加しました。
当初は大学に残って研究者になる道を
考えていましたが、
大学院生の時に、
フルタ
イム献身の思いが与えられ、
日本武道館で
東京リバイバルミッションが行われた1998
年の春にプレイズ出版の東京事務所に入
社するように導かれました。
そこでは『カイロ
ス』
という雑誌の編集に携わったほか、
東京
リバイバルミッション本大会のためにも奉仕
させていただきました。
日本リバイバルミッションを通して知り
合ったアメリカ人の妻と1999年春に
結婚したのを機に愛知県新城市に移り、
プ
レイズ出版や全日本リバイバルミッションで
奉仕させていただきましたが、
その後リバイ
バル聖書神学校から派遣されて米国留
学の道が開かれ、
2000年夏に妻と生後
2ヶ月の長女を連れて渡米しました。アメリ
カではミネソタ州セントポールにあるベテル
神学校と、
イリノイ州シカゴ郊外にあるトリニ
ティ神学校で合計6年間学ばせていただ
き、
最終的に新約聖書学の学びで博士号
を取得することができました。アメリカではさ
らに二人の娘に恵まれ、家族5人で2006
年末に帰国しました。
帰国後
は新城に住
み、
リバイバ
ル聖書神
学校で主に
聖書解釈

6

リバイバルミッションスケジュール

March

スケジュール

インタビュー

主に信頼して生きる

2019

◉参加する場合は、下記URLで検索して下さい。

https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live

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。新しい年度もスタートしました。3月の収支は支払いが遅く
なっていた車両購入分の支払いもあり、かなり厳しい状態です。
しかし自転車操業ではありますが、皆様の大きな犠牲と祈りで支
えられていることを感謝します。RM2019や各地でのセミナーな
ど活発にミニストリーを展開しています。是非この働きがストップ
せず、
ますます拡大していくように祈りと献金をもって支えてくだ
さいますようにお願いします。

会計報告2019年3月度
収

入

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

出

1,014,103 事務運営管理費
61,947 一般旅費交通費
734,705 通信費
63,400 印刷費

霊的戦い指定・集会献金

728,553 国内宣教諸経費

ざわめき指定・集会献金

271,636 集会諸経費

賛美教育指定献金

支

-1,690,381
18,280
563,104
0
1,122,093
29,590

2,600 霊的戦い諸経費

492,856

ざわめき諸経費

448,752

世界宣教経費
車両購入費用一式
神学校借入返済
収入合計

813,310

2,876,944 支出合計
次月ミッション繰越金

0
750,000
354,384
4,592,369
-3,405,806

聖書の読み方指南
分かる！深まる！

みことば
塾
in
東京

世界のベストセラー
！
「聖書」
を知ろう
！
！
深めよう 体験しよう
山﨑ランサム先生が
聖書の読み方を分かりやすく
手ほどきいたします。
聖書をもっと
分かりたいあなたに。

お仕事帰りや学校帰りに学べる。
6月6日［木］PM6：30〜PM8：30
お茶の水クリスチャンセンター内 4階会議室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目1

受講料／2,000円
講師／山﨑ランサム和彦
◉6月プログラム

前半／聖書とは何か 休憩 後半／聖書の読み方
大阪生まれの神奈川育ち。19歳の時に受洗。東京
大学教養学部卒。同大学院理学部修士課程修了。
米国のベテル神学校とトリニティ神学校で学ぶ。哲
学博士。専攻は新約聖書学。リバイバル聖書神学
校校長、日本福音主義神学会中部部会理事長を務
める。2018年4月より聖契神学校教務主任、鶴見
聖契キリスト教会協力牧師。日本福音主義神学会
東部部会理事。
リバイバルミッション顧問。著書に
『
平和の神の勝利 』
（プレイズ出版）、TheRoman
Empire in Luke's Narrative
（T & T Clark）、訳書にヴ
ォーン・ロバーツ著『神の大いなる物語』
（いのちの
ことば社）
ほか。ブログ「鏡を通して」
（1co1312.wordpress.com）
を随時更新中。

株式会社プレイズ出版が

献身の「新しいカタチ」 展開している事業の具体例を

ビジネスを通して主に仕える
教●
会●
連●
携●
型
●

紹介しながら、
何から
始める！
？ 経済界を勝ち取り、
教会を支えるビジネスプラン
について学びます。
また、
教会成長に不可欠な
献身者育成のあり方を考えます。

ビジネス
セミナー

6月21日［金］AM10：30〜22日［土］PM3：30
リバイバルミッションセンター 愛知県新城市富沢407-1
講師／岡本信弘 新城教会牧師 株式会社プレイズ出版代表取締役社長
滝元順 新城教会主任牧師
受講料／全日参加14,000円25歳以下若者割引価格10,000円

［1泊3食（22日朝食は各自）
・滞在保険含む］

部分参加／1コマ2,500円※受講料は当日受付にてお支払いください。

◉特典／夕食をお申し込みの方には、
トラットリア雲の柱にてディナーをご用意いたします。
◉プログラム

1日目
セッション①「経済と霊的戦い」滝元順
セッション②「神のビジョンを受け取る プレイズ出版誕生秘話→
印刷・出版部門視察」岡本信弘
セッション③「教会ビジネスとは？ 〜優先順位と献身者育成〜」岡本信弘
夕食「トラットリア雲の柱ディナー 現場視察」
セッション④「具体的ビジネスモデル、新しいビジネスプランの紹介」岡本信弘

2日目
セッション⑤現場視察
就労継続支援B型「シャローム」
サービス付き高齢者向け住宅「アークホーム」
デイサービス「しおん」
セッション⑥質疑応答

プレイズ出版が
手がけてきたビジネス（事業展開順）

1 印刷・出版 2 カフェ
（ヘブンズカフェ）
3 レストラン
（トラットリア雲の柱）
4 就労継続支援B型（シャローム）
5 サービス付き高齢者向け住宅（アークホーム）
6 通所介護施設（デイサービスしおん）

至大阪

KKR
■
歩道橋

中央大通り

地下鉄中央線

P
●
P
●

至天王寺

アネックス
パル法円坂

森ノ宮駅

80120-291-372

大阪城公園

NTT
■

駅地下鉄森ノ宮駅❷出口

フリー
ダイヤル

■
NHK・大阪
歴史博物館

玉造筋

講師／瀧元望（SIRネットワーク代表）

府庁■
府警本部■

■難波宮跡

北館4階会議室［415号室］東京都千代田区神田駿河台2-1

日本のリバイバルのためには、東西
での熱い祈りと賛美が必要です！関
西には神さまが与えた豊かな賜物
が溢れています。仕える賜物、祈る
賜物、人々をおおらかな愛で包む賜
物です。関西が燃えると日本が燃え
る！ 日本のリバイバルを願い、みな
で集まり、賛美をささげ、祈りを献げ
ましょう！

地下鉄谷町四丁目駅

7月8日［月］19時〜20時30分
会場／お茶の水クリスチャンセンター

メッセンジャー／平岡修治
音楽ゲスト／Asiah

❿出口
⓫出口

地下鉄
●お茶の水駅

お茶の水
駅

B棟3F多目的ルーム1大阪府大阪市中央区法円坂１丁目1-35

JR環状線

交番
●

東京医科大●

4F
415号室

中央線

明大
●

OCC
ビル
▼

7月22日［月］19時〜20時30分
会場／アネックスパル法円坂

上町筋

とりなしの祈り
ミーティング

5月1日新天皇即位と同時に「令和」の時代
に入ったと騒がれています。
しかし日本が
「令和」
になるということは、令和天皇が治め
る支配の中で天皇を中心とした時を受け取
るということになります。キリスト者としてこ
の時代に生きる者として、
しっかりと日本の
土台を見極め祈る必要があります。
日本にリ
バイバルを起こして頂くためには、天と地を
造られた全能なる神、イエス・キリストの神
の国の価値観を持ってとりなし祈るために、
戦略的調査ととりなしの祈りが必要である
と思います。ぜひ日本を愛して共にお祈りし
ていきましょう。

賛美・みことば祈りの集会

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！

〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
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！
TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220 リバイバルミ
◎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

E office@j-revival.com
URL: http://www.j-revival.com

◎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7月号のニュースは6月16日
（日）発行予定です。

