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対談

ヴ
ィジ
ョンが
教会を運ぶ

対談

魂へのパッション
平岡師

今日はお忙しいところお時間をいただきあ
りがとうございます。早速ですが、
東京での
新しい教会の開拓伝道をはじめていると伺
いましたが。

大川師

以前、
東京プロテスタント教会をやって
いたときは470日間毎日礼拝をつづけました。
建物の契約の関係で終了しましたが、
毎日、
曜日に関係なく人が来ました。考えてみれば
平日でもデパートには人がいっぱいです。今
は高齢者社会になって時間をもてあまして
いる方も大勢いらっしゃいます。平日でも人々
は教会にやってきます。

平岡師

そうなんです先生。一般に教会は平日に
は人が集まらないと考えます。案外、
私たち
が集まりやすいと思っている土日は家庭サー
ビスをしたいと思っている人も多いのも事実
なんですよね。
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大和カルバリーチャペルの
大川従道先生と、
リバイバルミッション顧問の平岡修治師に
日本のリバイバルについて、
自由に語っていただきました。

対談

平岡修治×大川従道

大川師

教会も発想の転換が必要ですね。

平岡師

確かにそうですね。先生は今どんなヴィ
ジョンをお持ちですか。

大川師

伝道牧会に従事していますが、
どちらかと
いうと伝道したいという思いの方が強いんで
す。東京での伝道は5階建てのビルを借り
てスタートしました。今はまだ日曜日だけです
が、
将来は毎日礼拝ができればと思ってい
ます。東京で再び伝道をはじめたのは、
イン
パーテーション
（ローマ1章11）
という言葉が
ありますが、
賜物を分かち合いたいということ
です。1992年11月10日にアルゼンチンに
行ってフレーソン師から按手を受けた時「こ
の賜物をあなたに渡します。
これを用いなさ
い。」
という言葉をいただきました。
その後、
台

湾でのビル・ジョンソンの集会に行ったとき、
再び、
あなたは分かち合っているかという迫
りがありました。
それは「出ていって福音を宣
べ伝える（
」マルコ16:15）
ということです。
正直、
私は英語が得意でないので、
世
界宣教から逃げていました。新宿の大久
保から明治通りにかけては、
以前は韓国の
方々のコミュニティが多くありましたが、
今は
中国系の方で溢れています。歩けないぐら
いの人で溢れています。
「 大久保のこれだ
けの人を見てあなたは何も思わないのか？
この人達にあなたは何もしないのか」
と主か
ら迫られました。調べて見ると約190ヶ国の
方々だそうです。
この地域はかつて私が神
学生として学んだ場所でもありました。
イスラ
ム圏やヒンズー圏の人たちのように、
自国で
は信仰を持てば命の保証もないような、
伝
道が難しいと思われている国からも来ている。
その人々は日本語がしゃべれるようになりた
い人だったり、
言葉ができないため学校でい
じめられている子どもたちもいます。ですから、
外国の言葉が話せなくても世界宣教のチャ
ンスがそこにあります。
まさに日本にいながらに
して世界宣教ができるのです。

と言うんですよ。
それも壇上にいる私の横で、
、 ヴィジョンがあなたを持ち運んでくれます。」
と
（笑）
もちろん手を上げましたよ。
語って下さいました。
まさにヴィジョンが人生
ジョンウェスレーが語ったGet all you
を変えるということなんです。
ヴィジョンを持つ
can, Save all you can, but Give all you
と勉強するし、
私は日本一の教会を作るには
can（
！できるだけ儲けよ、
できるだけ蓄えよ、
しか
どうしたらいいか、
外国とは違うこの日本という
し、
できるだけ与えよ。）
という言葉があります。 国にどう伝道したらいいかを真剣に考え続
貯めるだけで止まったりしたら、
腐ってしまう。 けてきました。
出来るだけ出すと循環するということなんです。
教会が潤ってからではなくて、
貧しくても出し、 平岡師
献げ、
助けると、
教会が動き出すんですよ。
こ
韓国の大伝道者の申賢均先生もそうで
の東京伝道は余裕があってするわけではな
したね。
日本の田舎の小さな教会に行って
く、
このスピリットではじめています。
も、
大きな集会と同じように手を抜かずに心
に迫るメッセージをしてくださいました。伝道
ヴィジョンが教会を運ぶ
者の姿勢、
リバイバルへのひたむきな姿、
そ
してヴィジョンの大きさも桁違いでした。
平岡師
そういえば、
最近、
ご高齢の先生方が開
拓伝道をはじめたという話をよく聞きます。伝
道へのパッションは天国に行く
まで持ち続け
たいと思います。教会や私たち宣教団体に
対して伝えたいことはありますか？

大川師

きっと世界中回って、
色々忍耐されていた
と思いますよ。
でもお二人とも超越しておられ
ましたね。彼らから分かちあって頂いたもの
は大きいです。
ある時、
オンヌリ教会のハ・
ヨンジュ先生
大川師
が突然、
私の教会に来られたんです。
あわ
そうですね、
一番大切なことはどれだけ祈り
てて昼食を
ご用意し
て、
先生
と
一緒にお食
に力を入れるかだと思います。私は70を越
事をしたとき、
私が「先生今日は説教しなくて
えてから、
救急車で2度運ばれたりもしました
気楽じ
ゃ
ないですか
？」とお尋ねしたら、
「本
が、
主に支えられ、
最近、
早天祈祷会にも出
平岡師
席できるようになりました。
やはり祈りは力です。 当に今日は説教がなくて気楽でいいです
それは素晴らしい視点ですね。
日本は高
ね、
、
、
でもこれで説教できたらもっと幸せです
リバイバルミッションの集会はもちろん素
齢化問題と平行して労働不足問題も大き
よ」先生にとっては福音を宣べ伝えることが
晴らしいのですが、
その後の礼拝も重要だと
な課題ですよね。航空、
IT、
介護、
観光など
一番幸せなんですね。今では、
私もマネをし
思います。伝道集会で来られた方をどう教
の業界では間違いなく人手不足になると言
ています。
会につなげていくかということです。昔は日曜
われているようです。
そうなると、
外国から今以
日の夕方に伝道集会があり、
朝は信徒のみ
上の大勢の人々が日本に来ると思います。
平岡師
の礼拝という感じでした。今は礼拝が宣教
趙鏞基先生の昔の開拓時代の写真を
の場のはずなんですが、
信徒がメインになっ
大川師
見た
ことがありますが、
破けた天幕で、
雨が
てい
る
よ
う
に感じ
ま
す。
私は礼拝のメ
ッ
セージ
ジャック
・ヘイフォード師が東京の山手線
降ったらぬかるみになるような場所でスタート
出席した方々が帰る
にいる大勢の人を見て泣いたと聞きましたが、 で心がけていることは、
し
たようですね。
と
き
に人生のためにな
っ
た、
抱え
ていた問題
私にとっても頭をなぐられたような体験でした。
教会にきた甲斐があったと思え
現在、
大久保に日本文化や日本語を教え、 が解決した、
大川師
る
よ
う
に心がけ
ています。人が集まるためには
そして礼拝もするような場所を改築工事中
人よりもカエルの方が多かったとか。
それ
コーヒーだけでなく、
紅茶も日本茶も必要な
です。
が今、
世界最大の教会になっています。
ヴィ
んですよ。
「 ハレルヤ！」
っていうのも元気が
ジョンを持つというのはすごいことですよね。
そ
あって良いけれど、
初めて教会に来た人に
平岡師
してそのヴィジョンに次の若い世代がちゃん
は違和感があるかもしれないので「おはよう
日本の教会はなんとなく内向きになってい
とついて行く。
それにはやはり聖霊様の力を
ございます」
と挨拶しています。だからこそ祈
るような気がします。昔は礼拝が宣教の場に
いただかなければ難しいと思います。
祷会に重きを置き活発になるように心がけて
なっていましたが、
礼拝と宣教が結びついて
います。
いないような気がします。
平岡師
韓国の趙鏞基先生は私がまだ36歳の
本当にそうですね。
日本の教会がヴィジョ
時、
「あなたの説教を聞きにきた」
と突然礼
大川師
ンを持ち、
ヴィジョンが運んでくれるのを祈りま
韓国のオンヌリ教会のハ・
ヨンジュ先生
拝に来られたんです。礼拝後どこかのレス
す。今日は大変お忙しい中ありがとうございま
が、
とある集会で
「この中で主任牧師の人は
トランで先生にお食事をしてもらおうと出か
した。
立って下さい」
と言った後「長年若い人が
けてもどこも、
満席で、
2-3軒回ってようやく食
開拓に出るように勧めてきたが、
主任牧師が
事ができました。
その時に「若い兄弟よ、
自分
大川師
教会を離れて、
開拓に出るべきだと思うんだ
が持ちきれないぐらいの大きなヴィジョンを持
こちらこそ、
ありがとうございました。
すべての
が、
その意志のある人は手を上げてください」 ちなさい。
そのヴィジョンがあたなを作り、
その
栄光は、
主のもの！です。
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霊的戦い
専門課程

6月24日［月］─25日［火］
7月29日［月］─30日［火］

◉講師／滝元順、鈴木陽介他
◉全日参加価格／14,000円［1泊3食込］
◉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

◉会場／リバイバルミッションセンター

目からうろこの学び！
「霊的戦い専門課程」にぜ
ひ、お越し下さい！
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「霊的戦い専門課程」は、今年で8年目
を迎えます。毎回違うテーマで悪魔の策略
を見抜く学びが継続されてきました。聖書
は、
『 身を慎み、
目をさましていなさい。あな
たがたの敵である悪魔が、
ほえたける獅子
のように、
食い尽くすべきものを捜し求めなが
ら、歩き回っています。ペテロの手紙第一
5章8節 』
と警告しています。
「敵である悪
魔」
という、
ギリシャ語の意味を知る時、
彼ら
の働きの中心が何であるかを理解できます。
悪魔はギリシア語で「ディアボロス、
中傷者、
告発者」であり、
「敵」
とは「アンチ・デコス」
という合成語で、
「 訴訟を起こす者」
という
意味です。私たちの敵は、
日夜、
み座の前
にクリスチャンと教会を訴える告発者であ
り、
中傷者です。
しかし、悪魔がなぜ、合法
的に訴える事が出来るのか、
その理由を知
る時、
勝利が訪れます。
毎回、
専門課程においては、
その秘密に
迫る学びがなされています。そして、
その意
外な理由を知る時、
まさしく、
「目からうろこ」
です。ぜひ一度、
参加してみて下さい。
滝元順

参加者の声

●天の法廷と被造物の関わりについて学ぶことがで
き、さらに確信持って裁判官である父なる神の御前
に出て祈ることができるようになったと感じています。
北海道・50代女性
●「被造物全体の管理人」としてのポジションを理解
して祈るということを教えられ、
これは、
とても重要な
ことだと受け止めています。毎回、新たな知恵と知識
を学ぶことができ喜びを感じています。
神奈川県牧師・50代女性
●チベット密教についての学びを通し、仏教に心惹か
れている幼い頃からの友人の霊
の目が開かれ、その友人の救い
のために真剣に願うようになり
ました。
岡山県・60代女性

お申込みはこちらから→

若者からシニア世代も
みんなで学ぼう！

平岡修治

聖書セミナー
in大阪

シニア以外の方もご参加いただけます。

8月30日［金］PM7：00～9：00
第2回目／11月29日［金］

祈れば変わる、
この国の未来！

戦略的

とりなしと

賛美は剣！
さぁあなたも賛美の剣を
手に取ろう！

調査専門課程

ご好評につき追加セミナー決定！

9月6日［金］─7日［土］

◉講師／平岡修治、他
◉受講料／3,000円
◉会場／大阪クリスチャンセンター

◉講師／瀧元望
◉全日参加価格／12,000円［1泊2食込］
◉新世代牧師割引価格／9,000円

※場所が変更になりました。

7月12日［金］─13日［土］

◉講師／滝元開、他
◉全日参加価格／12,000円［1泊2食込］
◉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

〒大阪府大阪市中央区玉造2丁目26-47

※45歳以下牧師、教職者スタッフ含む

◉会場／リバイバルミッションセンター

◉25歳以下割引価格／9,000円
◉会場／リバイバルミッションセンター

分かりやすい聖書ガイド

戦略的とりなしと調査専門課程は、
9月か
ら3ヶ月に一度のペースで開講させて頂き
ます。初年度は、天皇の退位、即位に関す
る学びや情報交換が続けられていますが、
今後、
とりなしと調査のネットワークがさらに
力強く建て上げられていくことを願っていま
す。イエス様の十字架の贖いと勝利という、
最善にして、最も有効な戦略にあってとりな
し祈っていくためには、聖霊に導かれた綿
密で的確な調査が必要です。そのために
は二つの均衡するベクトルがあります。
それ
は、主の御名の権威にあってとりなし祈って
いく
という外に向かうものと、
それと同じ力と量
で、
とりなし祈っていく私たちがイエス様の
前で整えられ、
きよめられ続けていく事です。
この専門課程を通して主からの戦略を受
け取り、
そして、主に近づき、主の勇士とさせ
て頂きたいと願っています。
SIRネットワーク代表 瀧元望

昨年10月よりスタートしたリバプレセミ
ナーは、いよいよ7月で最終回を迎えます。
ご参加くださった皆さんが、賛美を通して
リバイバルを勝ち取る「賛美の勇士」
と
なっていただくことを願って開催してきまし
た。
そのために、紙面上の学びだけではな
く、
Zawamekiの賛美を共にする中で、体
感し、
そして体得していただくリバプレセミ
ナーを目指してまいりました。3月に行われた
ネパールミッションにおいては、山岳民族
の村を3チームに分かれ、ギターを抱えて
巡った賛美ミッションの実践は記憶に新し
いところです。全被造物が共に主に賛美を
ささげ、賛美を通して世界を覆う闇の力が
打ち破られ、
そして、賛美によりイエスさまの
帰られる道を備える働きを目指します。7月
12日〜13日は総集編の学びとなります。ぜ
ひ、
お時間を作って、
参加ください！
Zawameki代表 滝元開

〜聖書の全体像を理解する〜

クリスチャンにとって「聖書」は信仰の土
台です。今回のセミナーでは聖書はどのよう
な本であるか学んでいきたいと思います。な
ぜ、
「聖書」
と呼ぶのか、
聖書は何冊もの本
を一つにしたものですが、
なぜプロテスタン
トとカトリックでは冊数が違うのか。なぜ、創
造物語には2種類あるのか。私たちは断
片的に旧約聖書物語を知っています。天
地創造物語ノアの箱舟、信仰の父アブラ
ハムのこと、
モーセの出エジプト、紅海徒歩、
シナイ山での十戒の授受など、
これらを結
ぶものは何なのか。今回の学びを通して点
を線にそして面に近づければと思っていま
す。ぜひ、
ご参加ください。
平岡修治

目から“うろこ”の

霊的戦い
セミナー
in
大阪

7月19日［金］
・9月13日［金］
11月15日［金］
◉講師／滝元順、鈴木陽介他
◉全3講義／3,000円
◉会場／チェリオビル6階

共に学んでいくテーマ（予定）
●天皇即位に関するとりなしと調査（2019 年）
●太平洋戦争に関わる地域へのとりなしと調査
●初詣に関するとりなしと調査
●日本全国に存在するとりなしの課題に関する調査
と現地でのとりなし
●霊的な視点をもって宣教地をプロファイリングし
ていくための学び
●戦略的にとりなし祈っていくための備えと整え
●アジア太平洋地域への和解といやしの旅
●主が造られた大自然を受け取り、
とりなし祈ってい
くための実践
●その他、その時勢にあって必要な課題に対すると
りなしと調査

（阪急豊中駅より徒歩3分）

参加者の声

●私達は神さまのオーケストラの一員であることを
意識して、全被造物が主をほめたたえる麗しさを知り、
心が踊りました。
大阪府・40代女性
●新しい視点で「霊的戦い」を学べて感謝しています。
聖書も、より深く読めること、神さまの創造のわざを
更に知ることができ新鮮でした。 兵庫県・50代女性
●「経済と情報」についての学びを通し、様々な情報
の中の偽りを見抜く力が必要だとよくわかりました。
発信力のあるクリスチャンとなり、若い世代にも伝え
ていきたいです。
大阪府・40代女性

山頂讃美

喜びの便り
●音楽業界の流れ、現状について詳しく教えていた
だき、
この世の音楽に対して思いを新たにされました。
愛知県・40代男性
●最近、楽器を扱う若者が減っていること、逆に楽器
で直接神さまを賛美することの大切さを学びました。
神奈川県・20代女性
●主が私達に望まれている大きな業、深い御思いを
知ることができ感謝でした。心の一新と共に、祈りの
勇士、賛美の勇士として主に用いて頂きたいと切に
願います。
長野県・30代女性

子どもは「主の勇士！」

歌おう！踊ろう！
祈ろう！楽しもう！

キッズ
キャンプ

1●
泊
●
2●
日
●

わんぱく

セミナー

セミナー

クリスチャンって
最高だ！

リバ神卒業生集まれ！
あの炎を再び！
旧リバイバル聖書神学校

オン
ニ
ユ
リ2019

8月1日［木］─2日［金］

10月21日［月］─22日［火・祝］

※引率者の参加可、幼児参加は保護者同伴でのみ可

※旧リバイバル聖書神学校

◉対象／小学生

◉募集／子ども50名
◉参加費用／子ども6,000円・大人8,000円

※牧師・スタッフ家族20％割引、兄弟参加10％割引、
寝袋持参での宿泊500円割引

◉会場／リバイバルミッションセンター

子ども時代は特別

数千とも言われる讃美歌の歌詞を書い
たファニー・クロスビーは、生後6週間で視
力を失いました。盲目というハンデを負いつ
つも、
幼少期の彼女はとても好奇心旺盛で
活発で、
友達とよくかくれんぼをするほどでし
た。彼女は目が見えない分、友達の息遣
いや日向と日陰の温度差を敏感に感じ、
い
つも木の木陰に隠れる友達を見つけました。
花の匂い、
ほおを打つ風、神さまが造られ
た被造物を感じながら育ったことが、詩的
な感受性と理解力を深めたと言われます。
また、信仰熱心な祖母が彼女のために毎
日聖書を朗読し、多くのみことばを暗唱し、
神であるみことばが彼女の人生を導き、
みこ
とばから多くの讃美歌が生まれることになり
ました。
子ども時代は特別です。預言者サムエ
ルのように子どもの頃に聞く神さまからの呼
びかけがあります。子どもにしか見て聞いて
感じることのできない領域があります。今回
のキャンプを通して、子どもたちが、主が造
られた被造物をおもいっきり楽しみ、主の
み声を聞き、神さまと共に歩みだすきっかけ
となることを願っています。

●聖書スキット劇●川遊び
●カヌー体験●ファイヤー祈祷会
●モーニングプレイ●マスのつかみ取り
●山頂とりなし賛美大会●他
※天候によって内容は
変更になる事があります。

ぼくらは
主の勇
士

◉会場／リバイバルミッションセンター

リバ神卒業生のみなさん！
校長先生から
メッセージが届いています。

リバ神の友の皆様、画期的な企画が
発表されました！今秋10月リバイバル聖書
神学校に戻ってきてください！厳しい戦いの
現場から暫し離れて、美味しい食事、楽し
い交わり、真剣な研鑽の時。昨年の神学
校閉校後、卒業生の皆様のために毎日祈
り、執り成しに励んでまいりました。
ここで共
に再会を果たし、全体的にリフレッシュされ
ませんか！個人、教会、働きも聖霊による維
新、更新が必要ですね！良いタイミングで
計画されました。大きな期待をもって、万難
を排して是非ご参加ください！今まで学んだ
領 域の見 直し、調
整、新たな増進にも
なります！心からお待
ちしています。
「全き
いこいに戻れ」
（詩
116：7）
とのみ言 葉
でお招きいたします！
リバイバル聖書神学校元名誉校長

有賀喜一

リバイバル聖書神学校で学んだ皆さん、
お元気ですか？人生の中で神学校にいる
期間は数年しかありません。けれども、
そこ
で与えられたビジョン、
そこで学んだ知識、
そこで得た人間関係は生涯影響を持ち
続けることがあります。
このリユニオンを通し
て、主がそれぞれの人生でなしておられる
みわざを分かち合
い、神の国の働きの
ために祈り合う時間
を持てたらと願って
います。懐かしい新
城で皆さんと再会で
きるのを楽しみにし
ています。
リバイバル聖書神学校元校長

お申込みはこちらから→

お申込みはこちらから→

お申込みはこちらから→

山﨑ランサム和彦
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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

2019

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。寛容を尽くし、絶えず教
えながら、責め、戒め、また勧めなさい。［Ⅱテモテ4章 2節］
リバイバルミ
ッションは、愛する日本の
失われていく魂のために、全力で働きます。伝道集会ではメッセンジャー、音楽ゲストそして、音
響スタッフを派遣いたします。私たちは、開催教会の負担にならないように、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）
、その他一切の経費をリバイバルミ
ッション側
で負担させていただいています。しかし伝道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くようにお願いしております。

まだまだ開催教会大募集中！
◉7月のスケジュール

北陸地区

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

メッセンジャー／平岡修治師
音楽ゲスト／Ami Asiah Kosaka

7月3日［水］石川県金沢市／金沢独立教会

7月17日［水］山口県岩国市／キングスチャペル岩国

7月4日［木］石川県七尾市／七尾聖書教会

7月18日［木］広島県広島市／ジーザスフェロシップ広島

7月5日［金］石川県羽咋市／羽咋聖書教会

7月19日［金］広島県三次市／三次シティーバイブルチャーチ

7月6日［土］富山県氷見市／氷見キリスト教会

7月20日［土］岡山県岡山市／リバーサイドチャーチ岡山教会

7月7日［日］福井県福井市／福井自由キリスト教会

7月21日［日］兵庫県上郡町／上郡福音教会

7月2［火］─7日［日］

7月2日［火］石川県津幡町／津幡キリスト教会

福井県敦賀市／敦賀自由キリスト教会

7月16［火］─21日［日］
7月16日［火］岡山県岡山市／岡山ジョイフル・プレイズ・チャーチ

兵庫県佐用町／上郡福音教会佐用チャペル

関西地区レポート

RM2019伝道集会ツアー。5月は関西で

私たち大東キリスト教会は大阪の東、生駒山
の麓近くにある通常10名ほどが礼拝に集う小
さな群れです。感謝なことに年に1人は洗礼者
が与えられ、昨年は12月に、今年は1月と立て
続けに救われ、集っている人たちのほとんどが
洗礼を受けました。ここで座している訳にはい
かない。御言葉によって示され、初めてリバイ
バルミッションの伝道集会をお願いすることに
なりました。ただ、私がリバイバル聖書神学校
の卒業生というだけのつながりで果たして、伝
道集会をしていただけるのか、
また人が集まる
のか、色々な不安がありました。まず、牧師であ
る中川先生が決断してくださったことが大きな
ことでした。次にマイク設備や映像による集会
を開いたことがない教会でしたので、
うまく出
来るのかと思いましたが、PAや映像のプロで
ある岩井さんがスタッフとしてみえて、安心し
ておまかせできました。普段教会に集う信徒た
ちにとっても、今回の集会は驚きと感動が大き
かったと思います。安武さんのパワフルで温か
い音色とその屈託のない人柄、平岡先生の圧
倒的な知識と言葉の巧みさ、面白さに来られ
た方はみな、相好を崩し、来た時と帰る時の表
情がずいぶん違って見えました。クオリティの
高さに驚いたという声も聴いています。福音
伝道は決して難しくも堅苦しくもない。素晴ら
しい働きだと、皆がそう感じた一時だったと思
います。教会に人を誘いたくなるそんな集会を
また開きたいです。
大東キリスト教会 岡本篤子

まだまだ開催教会大募集中！
◉7月のスケジュール

◉講師

滝元順・享子夫妻

7月12日［金］─14日［日］

神奈川県川崎市／リビングウォーターチャーチ

7月19日［金］大阪府豊中市／誰でもわかる霊的戦い③

Reports
参加者の声（参加者アンケートより）
●主をほめ讃える生活を続けて行きたいと思います。 ●昨日、今日と素晴らしいセッションをありがとうござい
恵みを下さった主に感謝をささげます。聖書を読む時

ました。私自身の記憶のある限り、自分の人生で偶像礼

もみ言葉の真理が開かれるように、自分のためにも祈

拝した場所に行って、
とりなし祈りました。それから人生

り求めます。造られたすべてのものに「主をほめたたえ

が大きく変わり始めました。今、会社にもクリスチャンの

よ」
と命じます。真理を教えて下さり感謝します。

女性スタッフも入り、二人で一致して彼女とわたしの家

●神さまのすばらしさを大きく開いて下さり感謝しま

て頂きながら、賛美で日本を救う活動を力強く実行して

す。神に似せて造られた人々だけではなく、被造物全体

行きます。沢山の知恵をありがとうございました。

族の解放、彼女の教会の祝福、教会にもっと献金をさせ

の管理人として立ち上がります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
神は常に、
ご自分の支配を拡大する為の、
本拠地を持っておられます。それが「み座、
王座」
とも呼ばれる場所です。み座の周りに
は、
日夜賛美が溢れています。すべての被
造物は「み座を喜ばせる」ために創造され
たからです。同時に「み座」
には、
もう一つの
機能があります。それは、
「さばきの座」です。
詩篇9篇7節には、
『しかし、主はとこしえに御
座に着き、
さばきのためにご自身の王座を堅
く立てられた。』
とあります。
前回も指摘しましたが、諸天には悪霊ども
がいて（エペソ6：11）、
彼らは神のみ前に、
日
夜兄弟たちを訴えています（黙示録12：10）。
彼らの訴えに対する判決は、天の最高裁判
所とも言うべき、
「み座」から出されます。
その
判決は、
誰も覆すことは出来ません。
ではなぜ、神は悪魔の訴えを受理し、判
決を下されるのでしょうか。本来「み座」は、
全被造物の賛美が満ちる場所であるべきで
す。神は全被造物を調和させ、賛美を受け
たいと願っておられます。しかし地球からみ
座に届く音楽は、神を賛美するものではなく、
その音は、創造者に対する反発です。神に
とってこの現実は、受け入れ難いものである
はずです。聖書の代表的な人物、
「ヨブとダ
ビデ」を対比させると、
その理由が分かる気
がします。
ヨブは神の前に何の欠点もない人
物でした。
しかし天で悪魔に訴えられ、地上
で彼は大変な目に遭いました。しかしもう一

師

変なところもありますが、終始笑いの絶えない
のツアーでした。初の試みでしたが、金曜日、 チームでの楽しい旅です。
そして魂の救いの
土曜日、
日曜日と3日ずつ3週続けての集会を 場に遭遇する特別な瞬間もあります。毎回の
展開しました。一週目は井草さん、二週目は メッセージの後には招きの時間があり、
毎日多
安武さん、三週目は中村さんと毎週音楽ゲス くの手が挙がっているのを見続けています。
こ
トも替わり、多彩な集会となりました。教会に の小さな集会ひとつひとつが日本のリバイバ
よっては「伝道集会は何年かぶりで開催しま ルに繋がっている事を確信しつつ旅を続けさ
した。」
というところや、毎年のように伺う教会な せて頂いています。今年のツアーも折り返しに
ど楽しい旅が続きました。今回も新しい出会 入り、
6月は東北地区、7月は北陸と中国地区
いがあったり、
一年ぶりの再会もありました。伝 に伺います。
これからも是非お祈りと御支援よ
道のお手伝いができるという事はもちろん大 ろしくお願いします。

参加者の声

2019

◉滝元順

Reports

リバイバルのため、
！
！
聖霊の火で熱く燃えよう

人とは何者
なのでしょう？

5

リバイバル聖会

連載

来年2020年のスケジュール近日発表！

リバイバルミッション

リバイバルミッション

2019

伝道集会

人の人物、
ダビデの人生を見ると、大きな失
敗を犯したのにもかかわらず、彼の治政ほど
繁栄した時代はありませんでした。
ヨブとダビデは「人とは何者なのでしょう」
と
いう、共通の疑問を持っていました。詩篇8
篇4節〜6節においてダビデは、
『 人とは、何
者なのでしょう。…あなたがこれを顧みられる
とは。あなたは、人を、神よりいくらか劣るもの
とし、
これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。
あなたの御手の多くのわざを人に治めさせ、
万物を彼の足の下に置かれました。』
と語りま
した。ヨブ記七章十七節において、
ヨブも同
様の発言をしています。
『人とは何者なので
しょう。あなたがこれを尊び、
これに御心を留
められるとは。』

しかしヨブの理解は、
『 私はいのちをいとい
ます。私はいつまでも生きたくありません。私
にかまわないでください。私の日々はむなし
いものです。ヨブ記7章16節 』
と、人に与え
られた使命を放棄しています。同じ問いに
対して、両者は異なった見解を持っていまし
た。ヨブ記38章から、神はヨブに語り始めま
す。神はヨブが「被造物の管理人」である事
に気づいていなかった点を責められ、
ヨブが
その罪を悔い改めたときに、天での訴えは効
力を失い、回復が訪れています。案外私た
ちは、
「自分と神との関係」は重視するのです
が、
「人の役割」
に関してはおろそかにしてい
ます。ダビデには失敗があったものの、
自分
の存在意義をよく理解していました。何よりも、
賛美について深い洞察を持っていた人物で
した。ゆえに、彼は人生に勝利したと言える
のではないでしょうか。
悪魔は、
クリスチャンを訴えます。
しかし主
の民がさまざまな試練によって練られ、聖め
られ、
「人とは何者なのか」
を理解し、全ての
被造物に対して、主を賛美するよう命じるとき、
み座に届く不協和音は、心地良い和音へと
変わるはずです。やがて、
み座が全被造物
の賛美で満たされる時、
イエスさまは地上に
帰って来られます（黙示録5章13節）。
「霊
的戦い、
とりなし、
そして、
クリスチャン生活の
究極的な目的は何でしょう？」
それは「み座を
賛美で満たす」事にあります。
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現地ツアー開催！
K
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）
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
現地ツアー費用／2日間お一人様2万円（1日のみの参加：1万1千円）

O

R

E

h

o

u

t

o

f

Z

a

w

a

m

e

k

i

月

兵庫県神戸市中央区吾妻通5丁目2-20

A

6.28［金］19:00～ Z.C.L.at大阪バプテスト教会
大阪市天王寺区茶臼山町1-17

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

9月7日［土］─10日［火］

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

11

11月7日［木］─14日［木］

滝元順師と行く
「ディープなイスラエルの旅」
月
難民キャンプでの医療ケアボランティア開催！
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

参加者募集！

※イスラエルで集合し、
イスラエルで解散します。飛行機は各自ご予約ください。※参加希望の方は、事務局にお問い合わせください。

平岡修治師と行く
「みことばと歩くイスラエル」

7

R

11月

イスラエル パラオ
I

S

R

A

E

L

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

e

p

o

コラSIR
ボ企
画

第2

弾

P A L A U

11月12日［火］─20日［水］ 9日間

11月

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

S A M A R I A

参加者募集！

会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

6.27［木］11:00～ Z.C.L.at神戸賀川記念館

※ホテル・飛行機は各自ご予約ください。
※9/7
（土）
までに各自韓国に到着してください。
※現地ツアーは両日ともソウル駅周辺発着となります。
ソウル駅周辺のホテルのご予約をおすすめします。
※現地ツアー参加希望の方は事務局にお申し込みください。

サマリア

6.22［土］19:00～ Z.W.S.新城

パラオ和解&
とりなしツアー

11月22日［金］─26日［火］

r

t

s

7.6［土］14:00～ Z.C.L.at一麦西宮教会
兵庫県西宮市樋ノ口町2丁目20-38

主に新しい歌を歌え！

会場／ミッションセンター 愛知県新城市富沢407-1

ハレルヤ。主に新しい歌を歌え。聖徒の集まり

愛知県西尾市細池町北高洲12-2

7.12［金］─13［土］
リバプレセミナー

を進めさせてくださいました。
そして主は近年になり、
で主への賛美を。
［詩篇149篇1節］
さらなる賛美の雨を降らせてくださり、
多くの新しい
今から約30年前、
当時新城教会では毎月24
賛美が生まれています。与えられた賛美を歌う時、
時間連鎖賛美集会が行われていました。
そんな この終わりの時代において、
イエスさまの帰られる
只中に
「主に新しい歌を歌え」
とのみ言葉が与え
道を備えるために与えてくださったとっても大切な
られ、
その直後でした。突如Zawamekiの賛美
ものであると強く感じております。
「Zawameki13」
が天から降り始めたのです。
きっかけは当時2歳
への道今の願いは、
一日も早く皆さまにこの新しい
11ヶ月の息子が、朝起きてきて「お父さんボクは
賛美をお届けできることです。
この年始より、
新しい
作詞作曲したよ」
という信じられない一言からで
CD「Zawameki 13」の制作を年内にできるように
した。
「どんな歌？」
というと
「イエスさまを信じれば と祈ってまいりましたが、
いよいよ現実に制作に向
天国に行ける〜」
（Zawameki5.5収録）
と歌い
けて動き始めるようにとの主からの促しをいただき、
出したのです。
それから幾日もたたないうちに、今
レコーディングを目指して計画を進めております。
度は私に、賛美が降りはじめたのです。主は、詩
レコーディングに先立ち、
制作に必要となる経済
と曲が合体した完成した賛美を降らせてくださり、 状況ですが、
Zawamekiはリバイバルミッションの
それをキャッチするということがはじまりました。
その
運営に沿って活動を進めているため、
現在の会
後、
さらに今度は家内が「今、
私に賛美が巡って
計からレコーディングの費用を捻出することが困
いるの」
と言い出し、歌い出だした歌が「主の愛
難な状況となっています。
そのため、
CD制作のプ
が今」
という歌でした。そして、
1993年に行われ ロジェクト専用の指定献金をお願いすることとなり
た全日本リバイバル甲子園ミッションを機にCD
ました。レコーディングに当たっては300万円前
化し、
リバイバルを求めて歌い続けてまいりまし
後の費用が必要となります。ぜひ、
熱き祈りとともに、
た。シリーズZawameki1からスタートしたCDは
献金によるサポートを下さいますよう、
心からお願
Zawameki12まで与えられ、子ども用の物を含め い申しあげます。皆さまの祝福を心からお祈りさせ
て13枚のCDとなりました。主は、愚かなものをあ
ていただきます。
えてお選びくださり、賛美によるリバイバルの働き
Zawameki代表／滝元開

7.14［日］17:00～ Z.C.L.at西尾聖書バプテスト教会
7.20［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.181

会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

7.21［日］10:30～賛美礼拝・14:00～Z.C.L.
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.at神の家族主イエス・キリスト教会
東京都足立区伊興本町2-1-10

7.26［金］Z.C.L.atサンライズクリスチャンセンター 三郷吉川教会
埼玉県吉川市高久2丁目1-20

7.27［土］Z.C.L.at主イエスの恵み教会
神奈川県茅ヶ崎市高田4-4-11 小池ビル2F

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

8.10［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.182

会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

8.15［木］14:00～15:00
Zawameki街角同刻PraiseVol.36
東京は@日比谷公園野外小音楽堂

8.23［金］19:00〜Z.C.L.at松任キリスト教会
石川県白山市徳丸町467番地1

8.24［土］Z.C.L.at入善キリスト教会
富山県下新川郡入善町青島652-2

8.25［日］10:30〜Z.C.L.at小矢部キリスト教会
富山県小矢部市石動町4-6

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。

Zawameki指定支援献金口座

「今回のガイドとしての仕事は特別だった。い
つもテレビでしか見たことのなかった本物の
日本人のギターと歌で、周りにいた人たちが
引き付けられ、鳥や山が反応してキラキラし
（ 現地ガイド）
ていた。素晴らしい経験だった。」

ある事情でキャンセルも仕方ない、
とまで思っていた
今回のミッショントリップ。主が送り出してくれたのは素
晴らしい祝福があったからでした。参加者の皆様も、そ
れぞれの思いを抱きこのツアーに参加され、敵の陣地
に踏み混むにふさわしいチームを主は組んでください
ました。寺院でとりなした時、読経の響くお堂をまわり祈
り始めると空が真っ暗になり濃霧に包まれ雷雨が起こり
ました。このタイミングでこの状況。主が降りてきてく
ださったかのような雰囲気の中、祈りに力が沸きました。
また、
これまで行く機会のなかった密教の根源地へ行け
たことは意義深いことでした。ヒマラヤを越えて密教が
運ばれていった山々に向かい賛美しました。賛美の音は
目に見えぬ山々をかけり空をきり彼方まで届いたこと
でしょう。すべての被創物が聞いたでしょう。霊の領域に
おいて大きな打撃を与えたことでしょう。主の臨在を持
ち運ぶ私達が一軍となり賛美するとき何かが起こらぬ
はずがありません。これまで祈り続けてきた場所で、皆
で賛美し御言葉を宣言し祈れたことは私の大きな力と
もなりました。主が、私達の想像を越えることを成してく
ださることを、既に成してくださっていることを期待し感
謝します。ツアーを導いてくださった主に感謝します。
（現地在住者）

Zawameki同刻Praise Vol.36

2019年8月15日
［木］
14:00〜15:00
当日歌う曲です！
今から練習しよう！
❶勇気を出して

❷ダビデの子にホザナ！

間、
ら60分
後2時かを歌い、
を
各国の午 じ賛美」
同
美が世界
一斉に「 タートした賛 込みます。
ス
日本からって地球を包み
巡
ぐるりと

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

│東京は│

❽主の愛が今

日比谷公園
小音楽堂

❾イエスさまは救い主
❿救いの喜びに輝け
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

参加者募集中！│申込要項

この夏も開催！
賛美が世界を巡る日！

世界の屋根ヒマラヤを東西で挟み込み、賛
美を響かせて世界のリバイバルを求める働き、
ヒマラヤミッションが、
3月にネパールにおいて、
5月は北インドの地において行われました。北イ
ンドには、
日本から総勢12名が参加し、様々な
宗教のルーツに立ち、
その地の祝福を祈るとき
が持たれました。
また、
ヒマラヤ山脈の最西端
となる地の麓の山に登り、全被造物と共に、主
への賛美を山々に響かせることができました。
そ
んな中、私たちを山へと引率してくださったヒン
ドゥー教徒のプロの山岳ガイドの方が、後日、
以下のような感想を届けてくださいました。

参加者の声

※「Zawameki CDサポート献金」
とお書き添えください。

にて開催

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、練習用CD要否等を記入の上ご応募ください。◉E-mailをお持ちでない方は
Fax.0536-23-6220までお知らせください※お申し込みいただいた方にはソングシート等をお送りさせていただき
ます。
※ご希望の方には練習用CDをお送りいたします。※東京大会にご参加の方は登録の必要はありません。

週毎の同刻プレイズ
選曲は
右記の通りです︒

郵便振替／加入者名 Zawameki／口座番号 00880-9-56347
ヒマラヤミッションレポート
Part2─北インド

Zawameki

世界宣教

韓国

S

6月16日─6月22日●真夜中に歌え
6月23日─6月29日●大盾と剣
6月30日─7月 6日●大雨の音がする
7月 7日─7月13日●十字架の旗のもとに
7月14日─7月20日●さめよ立ち上がれ
7月21日─7月27日●聖なる飾り物つけて
7月28日─8月 3日●時は満ち
8月 4日─8月10日●イエスのみ名

〒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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関東
関西

6月24日

午後3時／佐賀県鎮西町 名護屋城趾→午後6時／長崎県佐世保市小佐々町 神崎鼻公園
（日本本土最西端）

7

SUN

30

13:00 ZCL
KJCC

6月25日

リバイバルミッションスケジュール

July

MON

1

TUE

2

3

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
津幡キリスト教会

7

Revival 10:30 RM2019
Mission 伝道集会
2019
福井自由キリスト教会

8

9

10

11

2019

センターにおいて開催されました。
この日は朝から皇居内にお
いて即位儀式「齊田点定の儀」
が行われていましたので、朝9
時に勇士の皆さんが皇居前に集まって下さり、
とりなしの祈りの
時が持たれました。今年「リバイバル関東」
は、天皇即位に伴
い国家的なとりなしの祈りのための学びや祈りがささげられてい
ます。
R

e

p

o

r

t

5月20日、大阪森ノ宮のアネックスパル法円坂において
「リバ
イバル関西」がスタートしました！
リバイバルを願い集まって下
さった勇士達の中には、
これまでずっと祈り支えて来て下さった
懐かしい顔や新しい世代の若者達、
また関西地区の集会に
初めて来られたノンクリスチャンの方まで、約45名ほどが参加
してくださいました。
R

e

p

o

バルの火をいただき、教会を開拓して
まいりましたので、
とても懐かしい思
いと共に、新しい世代の方々が多く参
加しておられ、私たちリバイバルクル
セード及び甲子園ミッションの世代、
そして新しい次の世代の若い方々が

み霊によって、
「アバ父」
と呼びま

共に主の前に集められた光景に励ま

す。
（ローマ8:15）去る5月13日

されました。更に、平岡修治先生を通

（月）
に参加させて頂き“祈って欲

して語られた聖書メッセージから
「あ

しい”と主が声を出されている様

なたのその力で行き・・・」
（士師記6章

に思えた１日でした。朝、皆さん

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

メッセンジャー／平岡修治
音楽ゲスト／Asiah（エイジア）
玉造筋

NTT
■

KKR
■

18

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
ジーザス
フェローシップ広島

19

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
三次シティー
バイブルチャーチ

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

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

2019

2019

20

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
リバーサイトチャーチ
岡山教会

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

2019

14:00 ZWS
東京

霊的戦い
セミナー＠豊中

ニュース発行日

21

ZCL
ニューライフ
チャーチ
おもちゃのまち

22

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
上郡福音教会

19:00

23

24

25

ZCL
神の家族
主イエスキリスト教会

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

2019

26

ZCL
サンライズクリスチャン
センター三郷吉川教会

27

ZCL
主イエスの
恵み教会

Revival 14:00 RM2019
Mission 伝道集会
2019
上郡福音教会
作用チャペル

10

2019

28
ZCL
新松戸
リバイバルチャーチ

29
◀────

30

31

1

霊的戦い専門課程 ─────
─
─────
────▶

至天王寺

駅地下鉄森ノ宮駅❷出口

P
●

Pray
for
Revival
賛美・みことば・祈り
7月11日［木］朝10:00〜11:30
* revivalmission.pray@gmail.com

森ノ宮駅

P
●

インターネットライブ配信で繋ぎ祈る集会

リクエスト祈りのメール

中央大通り

地下鉄中央線

アネックス
パル法円坂

JR環状線

■
NHK・大阪
歴史博物館

大阪城公園

■難波宮跡

※詳しくは事務局にお問い合わせ下さい。

至大阪

府庁■
府警本部■

上町筋

集合場所／皇居大手門前

17:00 ZCL
西尾聖書
バプテスト教会

2019

2

◀────

賛美・みことば祈りの集会

Fax.0536-23-6220
Tel.0536-23-6712

◉参加する場合は、下記URLで検索して下さい。

10

天にいます 私たちの父よ︒
み 名 が あ が め ら れ ま す よ う に︒
み 国 が 来 ま す よ う に︒

◉次回のリバイバル関西
7月22日［月］19時〜20時30分
会場／アネックスパル法円坂

地下鉄谷町四丁目駅

地下鉄
●お茶の水駅

お茶の水
駅

東京医科大●

交番
●

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

2019

イエス・キリストの十字架の福音にあずかった私たちは神のこどもとされる特権

（大阪リバイバルチャーチ 池田誠司師）

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

❿出口
⓫出口

中央線

4F
415号室

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

みこころが天で行われるように地でも行われますように︒﹇マタイ6章9〜 節﹈

目が楽しみです！

歩道橋

明大
●

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
キングスチャペル岩国

が与えられています︒
この特権はどんなに小さな者であったとしても︑﹁天のおとう

邁進して行こうとの決心に導かれました。約25年前に注がれた神の火
は決して消えることなく関西に燃え続けていることを確信します！第2回

講師／瀧元望（SIRネットワーク代表）

皇居とりなしの祈り会
7月9日［火］午前9時〜

リバプレ専門課程 ─────
─
──
────▶

3

キッズ・キャンプ ─────
─
────▶

ますます粘り強く、忠実に主の努めに

北館4階会議室［415号室］東京都千代田区神田駿河台2-1

OCC
ビル
▼

17

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
岡山ジョイフル
プレイズチャーチ

さん！﹂
と︑
はばかることなく神の前に出ることができる特権であり︑
権威です︒
そ

◉次回のリバイバル関東
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

16

られる神さまに聞き届けられ︑
天にある神さまの計画と最善がこの地上に成し遂

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

15

の権威を用いて祈る事は︑
どんなに難しい願いであったとしても︑
その祈りは天にお

（参加者・女性）

14

リバイバル聖会 ────
─
────▶
リビングウォーターチャーチ

祈りましょう！

アバ父のみに、
栄光がある様に日々祈り続けていきたいです。

◀────
──
──

2019

げられる素晴らしい約束です︒
祈りは信仰と信頼です︒
神さまに期待をもって共に

説明され、
今まで全く無知な故に、
昭和･平成とただの名称として認識し
ていた事がショックでした。天地万物を創造され、
時も支配しておられる

Revival 15:00 RM2019
Mission 伝道集会
2019
敦賀自由キリスト教会

14節）との主からの語りかけを頂き、

と半蔵門公園で賛美し、祈り、次に三ヶ所に分かれて皇居宮中三殿の神

事の一つに、
元号→万物を支配し時をも支配するという事の意味ですと

13

◀───
──
──
─ RM2019 リバイバル聖会 リビングウォーターチャーチ

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

み霊を受けたのです。私たちは

がされました。
夜のとりなしの祈りミーティングでは特に私が教えられた

s

謝します。甲子園ミッションからリバイ

たのではなく、子としてくださる

殿と神殿庭で行う斉田点定の儀
（亀卜きぼく）
に合わせてとりなしの祈り

t

と共に参加させていただき、本当に感

アバ父。
あたながたは、
人を再び恐怖に陥れるような、
奴隷の霊を受け

9

r

14:00 ZCL
一麦西宮教会

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

リバイバル関西に教会の兄弟姉妹

s

2019

12

10:00
Pray for Revival

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

5月13日、第2回目のリバイバル関東がお茶の水クリスチャン

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

2019

19:30 ZWS
新城

今回のとりなしの旅には韓国からチェヨンドゥ先生夫妻を始め4名の方々が来日し同行して下さいます。
韓日の和解を告げ知らせるとりなしとなることを願っています。─SIR代表 瀧元望

とりなしの祈りミーティング

Revival 14:00 RM2019
Mission 伝道集会
2019
氷見キリスト教会

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

2019

SAT

6

Revival 19:30 RM2019
Mission 伝道集会
2019
羽咋聖書教会

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

2019

FRI

5

Revival 19:30 RM2019
Mission 伝道集会
2019
七尾聖書教会

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

2019

THU

4

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
金沢独立教会

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

午前11時：大分県宇佐市 御許山山頂→午後4時：福岡県福岡市 県庁前東公園
午後7時〜：福岡とりなし祈祷会／バイブルチャーチ福岡聖書キリスト教会
（福岡市中央区笹丘1丁目36-30）
※現地とりなしの時間は前後することがあります。合流下さる方がありましたら、
必ず事務局に御連絡下さい。

WED

Schedule

スケジュール

リバイバル

47都道府県巡回とりなし
プレイヤーウォークin九州

2019

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。今月は皆様の尊い献げ物によって今月の収支はプラスにな
っています。まだ先月までのマイナスもありますが、皆様のサポ
ートで支えられていることを心から感謝します。
リバイバルミッシ
ョンの活動もさらに活発になり、毎週のように、また毎日のように
集会、セミナーなどが開催、計画されています。主のみこころだけ
がなされ、前進していくことができる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4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
霊的戦い部門指定・集会献金
ざわめき指定・集会献金
賛美教育指定献金

支

出

-3,405,806
2,469,089 事務運営管理費

941,393

5,000 一般旅費交通費

75,853

595,419 通信費

64,008

7,400 印刷費

525,593

939,822 国内宣教諸経費
1,058,903 集会諸経費
46,400 霊的戦い部門諸経費
ざわめき諸経費
世界宣教経費
神学校借入返済

収入合計

5,122,033 支出合計
次月ミッション繰越金

577,542
25,726
391,461
542,375
40,730
354,384
3,539,065
-1,822,838

Revival Tokyo
2days Summer Fes
2019.8.13.14
Day1.8.13tue Day2.8.14wed

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

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

リバイバル東京とりなしツアープラン

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
朝9:30 憲政記念館三権分立の時計塔前集合！

◉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）
平岡修治・滝元順（敬称略）
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

8月13日
［火］13:00〜19:00

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。

●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

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

賛美リード：滝元開

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

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

18:40〜19:00

Dコース／電車に乗ってとりなしコース（電車代各自負担）

エンディングプレイズタイム 賛美リード：滝元開
※プログラムは変更となる場合があります。

！
東京に集まろう

8月13日、14日の2日間は日本の首都「東京」
に集まり、
リバイバルを求めて祈り、叫ぶまさしく熱い2日間です。
この
国の未来のために、私たちクリスチャンが日本の中枢を司る政治、

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！

参加申し込み
締め切り

8月5日
［月］
乗船定員

300名

12:30 日の出桟橋クルーズ船乗り場前集合
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

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のみご参加も受付ます。

経済、文化の為にとりなし祈り、そして日本のリバイバルを求め、新た
な力を受け取る為に結集する2日間です。
1日目
（8月13日）
はお茶の水
クリスチャンセンターのチャペルに集まり、心一杯主をほめ讃え賛美し、
ま
た日本のリバイバルを牽引する熱きメッセンジャーの聖書のみことばに燃
やされる7時間連続集会です。
2日目
（8月14日）
は、東京の政治、文化、経済、
街へ出て行って、
日本の首都「東京」
を愛し、
とりなし祈るプランが用意され
ています。午前中は各チームに分かれて、国会議事堂の中を巡りとりなす
コース、
バスに乗って政治の中心地である永田町や皇居を巡って祈りま
す。Cコースは皇居の回り
（約5キロ）
を歩いてとりなし祈ります。
Dコー
スは山手線に乗り、東京の街のためにお祈りします。そして午後は、
みんなで合流してクルージング船に乗り、隅田川〜東京湾を
巡って共に賛美し、みことばを聞き、祈るリバイバルクルー
ジングです。ぜひ、
この夏の家族旅行は
「東京」
に決
めて、ぜひご参加下さい！あなたの祈りが
この国を変えます！

80120-291-372

フリー
ダイヤル

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8月号のニュースは7月14日
（日）発行予定です。

