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脱北者

　脱北者とは北朝鮮を離脱して出た人
のことを言います。 脱北者たちにはいろん
な部類があります。現在脱北して第三国
（中国、ロシア、ラオス、ベトナム、タイ、モ
ンゴルなど） へ北朝鮮を離脱して国籍を
取得できないまま隠れて生きている人 と々、
アメリカ、韓国、日本などの国に入国して、
国籍を取得した脱北者がいます。神様
の御心から見る時、私たちは神様の大使
として脱北朝鮮をした脱北者です。彼ら
は誰なのか？私は誇らしいピースメーカー
である脱北者なのです。私と出会ってくだ
さった神様のこととその恵みを伝えたいと
思います。

無国籍者として10年

　私は学生の時、アイスホッケーの選手
でした。18歳の時に初めて脱北をして中
国に行きましたが93年に北朝鮮に送還さ
れ、保衛監獄に投獄されました。そこは生
き地獄であり、3ヶ月過ぎれば肛門にこぶし
が入るほどの虚弱状態になります。また口
内から虫がわいてくるほど弱り果てます。そ
のような所に6ヶ月いた後、私は追放されま
した。農村で生活していた姉までも送還
されましたが、当時金日成が死亡した年
で、姉は政治犯収容所という所に裁判も
なく送られてしまいました。その後、私は再
び勇気を出して97年3月に再脱北をしまし
た。私は中国に行きましたが何もできること
がありませんでした。脱北者たちは脱北し
て中国に入ると、たいていの場合、女性た
ちは人身売買で売られて行き、男性たち
はつらい労働現場に連れて行かれ賃金も
もらえないまま労働搾取にあいます。私は
生きるために親戚が紹介してくれたある社
長の下でヤクザとして生きました。そのよう
な職業のためいつ牢獄に入るか分からな
い恐れの中にいました。自分が願いもしな
いそんな生活をしていたある日、母が人身
売買に自分を売りました。孫たちのために
自ら売られていったのでした。母がとても貧
しい朝鮮族に売られていき孫の生活費の
ために苦労をしました。ある日、私は母がい
る所を訪ねて行きましたが、母の姿を見て
涙がこぼれ心が崩れました。避難者の生
活、旅人の生活はどれほどわびしいだろう
か。様々な罪の生活と苦難の中で押しつ
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リバイバルミッション

韓日連合集会
9月7日［土］─10日［火］

K O R E A

ぶされそうになっていた時、近所にあった
教会へ行きました。私はそこで歌っていた
賛美歌を3回聞いただけで、歌詞を全部
覚えてしまうほど飢え乾いていました。

暗闇から光に

　痛みと傷による怒りに満ちた生活をして
いた中国から韓国に来ました。私が先に
韓国に来て、その後家族を呼びました。韓
国に来てから一人の老婦人宣教師と出
会い、その方を通して私はイエス様と人格
的に出会いました。今、妻と一緒に神学
大学院に通っています。どれほど幸せかわ
かりません。神様は韓国に来てから妻と出
会わせてくださり、神様は私に新しいいの
ちを与えてくださいました。私は子どもを持
つことができない体でしたが、そのような私
に二人の子どもを与えてくださいました。
　神様が私を呼んでくださり、ビジョンを
与えてくださいました。韓国で弟子訓練を
受けたとき、私はアウトリーチで日本に行きま
した。その時、神様は私に日本を抱く思い
を与えてくださり、私の隣人として与えてく
ださいました。それは日本と北朝鮮の和解
のために、私を日本のクリスチャンたちと出
会わせてくださったと信じています。
　私は脱北者の意味を“神様の和解の
メッセンジャーして生きていくこと”だと信じ
ています。日本と赦し合い、和解し回復す
ること、これこそが南北統一のために重要
なことだと思います。神の国の御心を行な
い、共に世界に向かって出て行き、そのよう
に導いてくださる神様に栄光をおささげし
ます。日本－韓国－北朝鮮－世界のリバ
イバルミッション行進を祝福します。　

─ Paul. Kim

十字架による和解

　日本におられる主にある兄弟姉妹の皆
さん、日々韓国を覚えてお祈りをしてくださ
る皆さんに心から感謝を申し上げます。私
は日本で神学校を卒業し、韓国で韓日連
合礼拝共同体であるシャローム教会で仕
えているチェ・ヨンドゥ牧師です。 
　私たち教会は韓国人と日本人が一緒
に集まって礼拝をささげています。日韓カッ
プルの間に生まれた子どもたちもいます。
私たちは愛し合い、仕え合っています！
　韓国と日本の間に立って和解の務めの
役割を担う中で、神様は日韓の間の和解
と回復が韓半島の南北回復に繋がると
いうことを教えてくださり、今年に入ってから
定期的に北朝鮮が見える臨津閣（イムジ
ンカク）へ行き、北朝鮮のために祈り祝福
する時間を持っています。南北の間には
DMZ（非武装地帯）があります。韓半島
は事実上の休戦状態で常に緊張感の中
にあります。ところで DMZは70年の間、人
の手が加えられていないために自然が豊
かに残されています。主の造られた被造
物たちが韓半島の中心で私たちと一緒に
主を賛美し始める時、韓半島全体に驚く
べき主の回復が訪れると信じてやみません。
　最近では国々の間に不穏な空気が流
れ、先行きどうなるのだろうかと思うような
ニュースばかりを目にします。しかし、この

ピースメーカーである脱北者 北朝鮮からの脱出 韓国と日本の間に立って
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国と国との
間に立つ主
　
　私は韓国に在住する日本人です。韓
半島と日本は近くて遠い国といわれ、長い
間痛みと敵対心が国と国の間に置かれ
ています。それにも関わらず、私は韓国で
生活しながら多くの韓国人の方々からたく
さんの愛をいただきました。また脱北者の
方たちとの出会いが与えられて、北朝鮮と
いう国がとても身近な隣人となりました。
今韓半島では日韓関係が悪化し、南北
の間にも様々な問題があり、社会の中に
激しい敵対心と混乱が起こっています。そ
こに多くの痛みを感じます。
　しかし、キリストこそ私たちの平和であり、
二つのものを一つにし隔ての壁をうちこわ
してくださいました。今、イエス様の十字架
が人と人との間に、国と国の間に立ってい
ます。仁川、ソウル、春川ミッションを通し
て、日本と韓国の教会が共に集まり祈った
こと自体が壁が壊れた証拠ではないでしょ
うか。イエス様によって壁はもう取り除けら
れたので私たちは集まり祈ることができます。
あれから霊的な流れが変えられてきている
のを感じています。今までにない危機の中
で、韓国の教会は日韓の回復ために、南
北の和解ために心を注いで祈っています。

「愛する者たち。私たちは互いに愛し合
いましょう。愛は神から出ているのです。
愛のある者はみな神から生まれ、神を
知っています。愛する者たち。神がこれほ
どまでに私たちを愛してくださったのなら、
私たちもまた互いに愛し合うべきです」
第1ヨハネ4:7，11
　北朝鮮にはいのちを与え生かすみこと
ばのパンも、体を生かすパンもありません。
私たちがひとつになってDMZに立ち、隣
人である北朝鮮のためにお祈りできたらと
願います。 

─ 蓮池光世

ような時期に主が先立って韓国リバイバ
ルミッションの集会を備えてくださいました。
今この時にこそ、主にある日本の皆さんが
韓国に来てくださり、韓国のクリスチャンと
共に北朝鮮が見えるDMZで一緒に祈る
ことは、主の道を備えるために重要な時だ
と信じます。今回は日韓だけではなく、北
朝鮮から脱北してきたクリスチャンたちも
加わって共に連合集会がもたれます。この
貴重な場所に皆さんをご招待します。ぜ
ひご参加ください。主イエス様の十字架
の血潮によって一つにされた私たちが共
に集まり、互いの国々を祝福して祈り、共
通の敵である悪魔に対して共に立ち向
かい、勝利の角笛を高く吹きならしていきま
しょう。北朝鮮に対して新しい福音の扉が
開かれていきますように！！
　イエスキリスト御自身が礎石となる主の
教会に対して暗闇の力が勝つことはできま
せん。主イエス様の十字架の下に、最も
低い所に共に集まり、イエス様の名前の
権威によってこの地と万物の回復を宣言
し、主に喜びの礼拝をささげる時間になる
ことを期待します。   
「その十字架の血によって平和をつくり、
御子によって万物を、ご自分と和解させ
てくださったからです。地にあるものも天
にあるものも、ただ御子によって和解さ
せてくださったのです」コロサイ1:20
─ シャローム教会牧師 チェ・ヨンドゥ
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北朝鮮と韓国のために
お祈り下さい。

臨津閣平和ヌリ公園「平和を象徴する風車」

臨津閣（イムジンガク）

DMZ（非武装地帯）の風景
DMZを通過する電車
（一時期、韓国と北朝鮮を結ぶ列車の試験運転をした時の写真）
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リバイバル聖会 リバイバルのため、聖霊の火で熱く燃えよう！！

中部地区│9月6［金］─29日［日］
メッセンジャー／平岡修治師
音楽ゲスト／中村匡［9.6─8］・井草聖二［9.13─15］・安武玄晃［9.27─29］

沖縄地区│8月22［木］─29日［木］講師／滝元順師師・享子師ご夫妻

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

　夏は日本人にとって、「死」を連想させる悲
しい季節です。ミッションセンターがある、新
城市も例外ではありません。1575年7月9日に
新城市で起こった「設楽が原の戦い」にお
いて、数時間の戦闘で1万6千人が死亡しま
した。また、1945年8月7日、隣町の豊川市に
あった「豊川海軍工廠」が爆撃され、一瞬に
して2千5百人以上の若い命が奪われ、負
傷者は１万人以上に及びました。さらには広
島・長崎に投下された原爆の悲惨さと終戦
…。日本の夏には深い悲しみに包まれた歴
史があります。
　また8月には「盆」もあり、日本人が家族・親
族、そして身近な人の死について思い巡らす
のもこの季節です。しかし戦がなくとも、人は誰
でも死にます。人は死んだら一体どうなるので
しょうか。人生が現実ならば、死後の世界も
現実なはずです。日本人の持っている一般
的な死後の世界観を大別するなら「3つ」に
分類できます。
　1つは「人は死と共に完全消滅する」という
考えです。全ての営みが死と共に一瞬にして
消滅するとしたら、人生は一体何なのでしょう
か。2番目の考えは「輪廻」です。人は死ん
でも地上に、何らかの形で、もう一度「生まれ
変わる」という考えです。しかし一度輪廻サイ
クルに陥ったら、愛する人や家族との再会は、
二度と望めません。しかも、人間に生まれ変わ
れる保証は、何処にもないのです。3番目の考

えは日本人が最も意識する、「死者の霊魂は
地上に残る」という考えです。この考えに基づ
き行われるのが「祖先崇拝」です。日本人は
祖先崇拝と輪廻をミックスしますが、祖先崇
拝と輪廻は、お互い、真っ向から対立する考
えです。なぜなら、輪廻が事実ならば、墓も必
要ありませんし、死者は再び地上に戻りますか
ら、「先祖の霊は存在しない」事になります。さ
らに、供養をおろそかにするなら、先祖の霊は
「鬼神」と化し、家族に害を与える存在となり
ます。死後の世界がこの三つの内の一つな
ら、日本人はどの世界を選択するのでしょうか。
私なら、どれも選択したくない世界ばかりです。
けれども、聖書はもう一つの世界を提示してい
ます。

　聖書の一節に次のような言葉があります。
『また私は、天からこう言っている声を聞い
た。「書きしるせ。『今から後、主にあって死
ぬ死者は幸いである。』」御霊も言われる。

「しかり。彼らはその労苦から解き放されて
休むことができる。彼らの行いは彼らについ
て行くからである。」新約聖書 黙示録14章
13節』
　人は神によって創造され、使命を果たす
為に生まれます。しかし役割が終わったら、神
は魂を永遠の国へと移して下さるのです。そこ
で、別れた家族、親族、友人たちと喜びの再
会を果たし、二度と離別も苦しみもない世界
で、永遠に生きるというものです。
　死後の世界は空想話ではなく、光と闇の
霊的世界と繋がっています。もしも人が偽りの
情報を信じるなら、「偽りの父」である悪魔の
支配に陥ります。しかし、真の神を受け入れる
なら、闇を一瞬で制圧する光なる神の世界に
生きるのです。永遠の世界で愛する人と再会
できたら、どんなに幸せでしょうか。本物の神
が存在するなら、当然の事です。聖書の提
示する死後の世界こそ、最も納得のいく世界
です。

『イエスは彼に言われた。「わたしが道であ
り、真理であり、いのちなのです。わたしを通
してでなければ、だれひとり父のみもとに来
ることはありません。」 ヨハネの福音書14
章6節』
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Reports

8月26日［月］沖縄県北中城村／屋宜原家の教会

8月27日［火］沖縄県名護市／名護べテル教会

8月28日［水］沖縄県浦添市／グレイスワーシップチャーチ

8月29日［木］沖縄県うるま市／サレム宮里教会

8月22日［木］沖縄県今帰仁村／北部チャペル 他2教会
8月23日［金］沖縄県沖縄市／べテル教会
8月24日［土］沖縄県宜野湾市／OHJカペナントビクトリーセンター
8月25日［日］沖縄県豊見城市／隣人キリスト教会
8月25日［日］沖縄県南城市／つきしろキリスト教会
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特徴
●講師、音楽ゲスト、
　音響のセットで福音がしっかり届く。
●開催費用は原則席上献金のみ
●集会チラシも500枚まで無料
●全国の祈りのサポート

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①沖縄地区1月24日（金）～2月2日（日）
②九州地区2月21日（金）～3月1日（日）
③四国地区3月10日（火）～3月15日（日）
④中国地区4月7日（火）～4月12日（日）
⑤甲信越地区5月15日（金）～5月24日（日）
※関東・関西地区はニュース最終ページに掲載してあります。

⑥中部地区6月12日（金）～6月21日（日）
⑦北陸地区7月3日（金）～12日（日）
⑧北海道地区9月11日（金）～20日（日）
⑨東北地区10月2日（金）～10月11日（日）
※日程等は変更することがあります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020年日本縦断伝道集会開催予定日程
あなたの住む町に出かけていきます。ぜひ開催をご検討下さい。

2020年リバイバルミッション伝道会スケジュール決定！
リバイバルミッションは2020年もたましいのために働き続けます。

　日本のリバイバルと救いを求め走り
続けてきたリバイバルの先駆者達が、
現代の私たちに託していった福音宣
教のバトンは、今もリバイバルミッションの
手に握られ、毎年100集会を越える
伝道集会が全国各地で開催されて
います。日本全国で行われているリバ
イバルミッションの集会には土日祝にか
かわらず平日でも不思議なように人が
集まり、多くの方が救いへと導かれて
います。それは開催教会の祈りと共に、

リバイバルミッションサポーターによる祈
りの結果であり、主がこの日本に対し
て、救いの扉を開いてくださっているこ
とであると信じます。また教会を助け、
励ます働きとしてのリバイバル聖会、霊
的戦い専門課程、各種セミナー、更に
日本に留まらず世界のリバイバルを願
い、世界宣教の働きも積み上げられ
ています。2020年。あなたの祈りが日
本を変えます！ あなたの町に福音の
種を共に蒔きましょう。

9月13日［金］大阪府豊中市／ 誰でもわかる霊的戦い④

霊的戦いのセミナーを受けて
　今回、私達の教会で7月12日から14日の3日間、滝
元順先生を招いて霊的戦いのセミナーを開けた事
を心より感謝します。お陰様で、多くの信徒達がより
真剣に霊的な戦いの祈りをするようになりました。私
達の教会では、日頃から霊的戦いについて教えてい
ましたし、実際、早天祈祷会や昼の祈祷会でも、霊的
戦いを実践していました。しかし、ある信徒達は霊的
戦いの実際的な体験がなかったため、その大切さや
深刻性を悟れず、ただただ祈っていました。ですが今

　ハレルヤ。私たちの救い主、イエス・キリス
トの御名を崇めます。この度、私たちの教会
に平岡先生、フルカーさんを遣わして下さっ
た主とリバイバルミッションに心から感謝し
ます。私たちの教会は兵庫県の西端に位置
する山間の小さな町にあります。7月21日午
後からコンサートとショートメッセージとい
うスタイルで集会を持ちました。チラシを受
け取った方の中には「どうしてこんなビッグ
な人たちが私たちの町に？」と驚かれる方も
いました。「それはこの町の祝福を願っての
ことなんですよ。」と案内をし、当日は知人に
誘われて、初めて教会に来られた方々もい
ました。その中にはフルカーさんの素晴らし
い賛美に「まるで若返ったようです」と笑顔
で帰られた方もおられ、またある方は「教会
で聞いた聖書の話が良かった」と言って下さ
いました。私自身も神様からの励ましを頂き、
心から感謝する一時でした。

─上郡福音教会佐用チャペル牧師 松本直展

回、滝元先生の霊的戦いに関する数々の証が、信徒
達の間接的な経験となり、結果、より真剣に祈るよう
になりました。又、霊的戦いとは天の法廷での戦いで
あり、罪があっては決して勝利できない事、赦しと和
解、一致こそが主の油注ぎを増す秘訣である教えを
通して、信徒達が、罪との戦いを決意し、一致の為に
励むようになった事を心より感謝します。全ての栄光
を主に帰します。

─Living Water Church 牧師 李ダニエル

７月12日～14日神奈川県川崎市のリビングウォーターチャーチにおいて
滝元順師夫妻を講師にリバイバル聖会が行われました。

9月13日［金］愛知県豊橋市／豊橋のぞみキリスト教会
9月14日［土］愛知県新城市／新城教会
9月15日［日］三重県鈴鹿市／鈴鹿キリスト福音教会
9月27日［金］福井県小松市／小松南部キリスト教会
9月28日［土］福井県越前市／武生自由キリスト教会
9月29日［日］福井県越前市／武生自由キリスト教会

伝道集会
「リバイバルミッション2019」の目的は「宣教」です。
リバイバルミッションは地域教会にお仕えさせて頂きたいと心から願っています。

9月　6日［金］静岡県富士宮市／富士宮リバイバルチャーチ
9月　7日［土］静岡県静岡市／ゴスペルハウス静岡
9月　8日［日］静岡県浜松市／グレイスライフチャーチ
　　　　　　　愛知県西尾市／西尾聖書バプテスト教会

北陸地区 中国地区
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リバプレセミナー最終回

　昨年10月より隔月で開催されて来ました
リバプレセミナーが7月で最終回となりました。
滝元順師からは「被造物の賛美」。まさしく目
からウロコの賛美の理解となり、大きな励ましと
なりました。鈴木陽介氏からは毎回「音楽と
経済」をテーマに、現代社会の音楽の実態
にスポットを当てられ、大変興味深く、とても素
晴らしい講義が届けられました。そして、滝元
開のセミナーではZawamekiって何だろう？か
ら始まり、世界宣教の現場において、ギター
1本で敵陣に乗り込み歌う働きの紹介、さらに
日本や世界でZawamekiの賛美集会で受
けた恵みを分かち合う時が持たれました。ま
た毎回、実践を重視し、山頂での賛美集

　日本の最初のプロテスタント教会、横浜海
岸教会の基礎を作ったバラ宣教師。彼の伝
道によって救われた津具村の青年達が故郷
に福音を持ち帰り、村の半分以上が救われる
リバイバルになった。それからずいぶん時が
経ち、そのことを知る人もいなくなった頃、その
地に滝元明師が誕生する。そして、リバイバ
ルの火が再び、燃え出したのだ。偶然ではな
く、必然。歴史を支配しておられる主の御業
を見せていただく感動。また、「神と富に兼ね
仕えることはできない。」と主は言われた。お金

会や90分間ただひたすら賛美するリバプレ
90minが行われました。賛美を頭で理解する
ことより、体感し、体得していただくことを目標に
行われて来ました。
　そこで、今回の最終回を受け、来年度は、さ
らに一歩踏み込んだ実践型賛美集会、新
企画！「リバプレセブン」を不定期で開催させ
ていただきます。7時間にわたる賛美集会の
開催となりますが、まさしく賛美を体感し、体得
していただきます。そして実践し、やがて目指
すは、あなたがギター1本で敵陣に乗り込み、
さらにいつかは世界中の街角に賛美の勇士
が遣わされ、賛美を通して敵の力を打ち破り、
イエスさまの帰られる道を備えることができれば
と、そんな夢を見ています。

Zawameki代表 滝元開

の背後にある人を縛る強い力。経済音痴の
私には、経済の闇に光を当てる学びは、とても
興味深くありがたいです。

箕面福音教会牧師  保野あかね

賛美は剣！
さぁあなたも賛美の剣を

手に取ろう！

in
大阪

霊的戦い
セミナー

目から“うろこ”の
7月19日大阪・豊中市において滝元順師・鈴木陽介氏を講師に
第3回目のセミナーが行われ、7月も約40名の方が参加され祝福されました。

参加者の声

日夜、我々クリスチャンを訴える告発者である「敵」とどう戦うべきなのか。
悪魔はなぜ合法的に訴えることができるのか。天の法廷で勝訴するための秘訣とは!？ 
今までなかったこんな視点!心がおどる、目からうろこの必聴セミナー

9月30日［月］─10月1日［火］
10月28日［月］─29日［火］／11月18日［月］─19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

クリスチャンって
最高だ !

お申し込みは
こちらから▶

お申し込みは
こちらから▶

お申し込みは
こちらから▶

次　回／9月13日［金］・11月15日［金］
講　師／滝元順、鈴木陽介 他
受講料／全3講義3,000円
会　場／チェリオビル6階 阪急豊中駅より徒歩3分

次回予告
目から“うろこ”の
霊的戦いセミナーin大阪

好評
開講中! お申し込みは

こちらから▶

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

リユニオン2019

10月21日［月］─22日［火・祝］
会場 : リバイバルミッションセンター※旧リバイバル聖書神学校

講師 : 有賀喜一／山﨑ランサム和彦／平岡修治／滝元順／瀧元望 
元リバ神生割引価格 : 9,000円［1泊3食込］※部分参加可 ご家族ご友人一般参加価格／12,000円

8月30日［金］PM7:00～PM9:00

会場 : 大阪クリスチャンセンター 大阪府大阪市中央区玉造2丁目26－47

講師 : 平岡修治◉受講料／3,000円

10月16日［水］PM6:30～PM8:00

会場 : 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

講師 : 山﨑ランサム和彦
受講料 : 2,000円

私たちの心はうちに
燃えていたではないか

仕事帰り、
学校帰りに学べる

分かりやすい
聖書ガイド

同志との交わり、学び、そして更なる油注ぎを求めて！
厳しい戦いの現場からしばし離れ、美味しい食事、楽しい交わり、今まで学んだ領域の見直しと調整、
個人、教会における維新、更新。新たな増進を求めて、万難を排してぜひご参加ください。

◉卒業生の皆様へ／プログラム詳細は、事務局までお気軽にお問い合わせください。

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

in
東京

聖書の読み方指南
分かる！深まる！

みことば塾

あなたは年を重ね、老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。［ヨシュア記13章1節］

あなたの時間をちょっぴり主に献げる「小さな献身」始めませんか。
シニア以外の方もご参加いただけます。
聖書の全体像を理解する
クリスチャンにとって信仰の土台である聖書。それはどのような本なのか。
聖書にまつわる「なぜ」を紐解き、点を線に、
線を面に、そして立体的に聖書を読める…そんな体験にぜひお越しください!

第2回みことば塾のタイトルは「日本語聖書を味わい尽くす」。ギリシア語やヘブル語の知識
がなくても大丈夫！日本語訳の聖書を一歩進んだレベルで理解するコツを伝授します。
◉求道者の方もご参加いただけます。

お申し込みは
こちらから▼

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必要な事とは何なのか。聖霊に導かれた綿密で的確な
調査をどう進めていくべきなのか。この地に「主の秩序」を取り戻すべく、祈りの
勇士たちが一堂に会する戦略セミナー

9月6日［金］─7日［土］
◉講師／瀧元望
◉全日参加価格／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

◉会場／リバイバルミッションセンター

お申し込みは
こちらから▼

祈れば変わる、
この国の未来！

戦略的
とりなしと
調査専門課程

9月は「韓日の隔ての壁を取り除く」とりなしのテーマに関しても学びます。
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9.18日［水］19:30～ Z.C.L.at中村福音キリスト教会
高知県四万十市入田3202-1

9.20日［金］19:00～ Z.C.L.at新居浜福音キリスト教会
愛媛県新居浜市松神子3丁目8-22

9.22日［日］11:00～ Z.C.L.at堺福音教会岡山チャペル
岡山県岡山市中区山崎312-95

9.7［土］─10［火］韓国ミッション

9.19日［木］19:30～ Z.C.L.at高知ペンテコステ教会
高知県高知市萩町1丁目6-50

9.21日［土］14:00～ Z.C.L.at善通寺バプテスト教会
香川県善通寺市稲木町506-5

9.29日［日］10:15～、14:00～ Z.C.L.at富山一麦教会
富山県富山市寺町けやき台75

10.10［木］18:00～ Z.C.L.at弘前西キリスト教会
青森県弘前市大字袋町1-1

8.22［木］14:00～ 小松ベタニヤ福音教会
石川県小松市小寺町12-1

9.14［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.183
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

8.24［土］11:00～ 19:00～ 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

8.23［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

9.17日［火］14:00～ 老人ホーム・オリーブホーム
高知県須崎市桐間南33

9.22日［日］
14:00～ Z.C.L.atリバーサイドチャーチ岡山教会for Kids集会
18:00～ Z.C.L.atリバーサイドチャーチ岡山教会
岡山県岡山市北区万成東町10-26

9.23日［月］13:30～ ぬまはら皮ふ科医院コンサート
香川県三豊市豊中町比地大2621

10.5［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.184
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

10.11［金］19:00～ Z.C.L.at青森バプテスト教会
青森県青森市青柳2丁目2-10

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4-9

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

〒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

Zaw
am

eki

　リバイバルの旗印を掲げて戦い続けることには、
主にある大きな使命感と、この国や世界に対する責
任感が必要な気がします。今から丁度四年前に、
父である滝元明が天に帰りました。四年前の夏、行
く先々で父を思って涙してくださる方が多くおられ、
その中に「明先生が天国で日本のリバイバルを見
て大笑いしている幻を見た」と幾人もの方々からお
聞きし、励ましを受けました。ある意味リバイバルの
旗印を掲げた張本人が、その旗を次世代に託し
て、先に行ってしまったため、多少は旗印の重さも感
じつつも、リバイバルを信じて日本全体で一緒に担
い続けることに喜びを感じました。父はどこを切っても
リバイバル人間でした。四年経ったこの頃、少しだ
け気になることがあります。「イエスさま私を迎えに来
てください」と、そんな言葉を耳にし、祈りの方向が少
しずつ変わっていないだろうかと感じることがあります。
リバイバルの働きは一貫して聖霊さまによる働きで
した。まさに権力によらず能力によらず、さらには若さ

や体力や人間的情熱の大小で進めるものではあり
ませんでした。ただ聖霊さまが導かれたゆえに、ここ
までリバイバルの戦いが進められて来たのだと思っ
ています。これからも変わりはありません。父が天に
帰る数日前、病院から私の携帯電話に連絡があり
ました。早朝5時前のことでしたので、何事かと思い
電話に出ると「開！日本の天が開かれるように祈りなさ
い！」と、その一言でした。天に帰る間際までリバイバ
ルを叫んでいました。日本の天が開かれる日が間近
に迫っています。もう一度、心合わせて、主を待ち望
み、リバイバルの旗印を掲げようではありませんか。
ハレルヤ！
若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。し
かし、主を待ち望む者は新しく力を得、鷲のよう
に翼をかって上ることができる。走ってもたゆまず、
歩いても疲れない。 イザヤ書40章30節、31節

Zawameki代表／滝元開

リバイバルの旗印を掲げて！

世
界
宣
教

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。
8.18─8.24●スーパーナチュラル
8.25─8.31●オーイェイ！喜び叫べ
9.  1─9.  7●主イエスはこの世の光
9.  8─9.14●すべての国民よ手を叩け
9.15─9.21●この名の他に救いはない
9.22─9.28●主に愛されている者
9.29─10.5●イエスよたたえます
10.6─10.12●麗しの主イエスよ
10.13─10.19●私の助けはイエス・キリスト

週
毎
の

同
刻
プ
レ
イ
ズ

選
曲
は

右
記
の
通
り
で
す
。

メルマガ配信中！
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@zawameki.com]までご連絡ください。

「Zawameki13」レコーディングは11月です！
お祈りいただき、おささげいただいておりますZawameki13のレコーディングを、この11
月下旬に行う事となりました。お献げいただきました「CDサポート献金」は、目標の300万
円の3分の2が与えられました。心から感謝いたします！お献げくださる皆さんを通して、皆
さまからの大きな愛と、主のご計画の大きさを実感しております。ぜひ、主のご計画が完全に
あらわされるようにお祈りください。引き続きお祈りと、ご支援をよろしくお願いいたします。

│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

※「Zawameki CDサポート献金」とお書き添えください。

Zawameki 
WorshipShout

東
京

会場／21世紀キリスト教会
　　　　　 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

9.14［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.183
10.5［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.184
11.2［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.185
12.14［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.186

東京を勝ち取る
賛美をしよう！

〒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 Church Live
開催教会募集中！
あ な た の 教 会 、さ ら に 職 場 や 家 庭
Zawamekiの賛美集会「Zawameki 
Church Live」や、伝道コンサート「Hiraku 
& Noriko Concert」を開催してみませんか。
どの地域でも席上献金のみで開催いたします。

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

韓国
リバイバルミッション

韓日連合集会
9月7日［土］─10日［火］

────────────────────

現地ツアー開催！
────────────────────

詳細は同封のチラシにて！ お申し込みお待ちしています。

北朝鮮を含む韓半島全体のために
共に賛美し祈る時

K O R E A

9.7［土］各自韓国到着
9.8［日］現地ツアー① 

DMZ（南北境界線・非武装地帯）内にて祈りの時
19:00 韓日連合集会

9.9［月］現地ツアー②
 鉄原にて朝鮮戦争の激戦地をとりなし

　　　　19:00 春川にて統一祈り会
9.10［火］各自帰国

現地ツアー申し込み最終受付中！
締め切り／8月25日［日］

費用／2日間お1人様2万円
（1日のみの参加：1万1千円）

※各施設入場料、移動バス代、昼食・夕食代込み
※ホテル・飛行機は各自ご予約ください。

9月8日［日］夜７時～
現地ツアーにご参加できない方も
韓日連合集会に是非お集まりください！

会場／ソンミン教会성민교회 

住所／ソウル市瑞草区方背洞
981-2［孝寧路110］ 
서울 서초구 방배동

981-2［효령로110］
最寄り駅／パンベ駅2番出口から徒歩2分

World
Mission

第3回韓国リバイバルミッション
─神の愛を実現する為に─

すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを
ためそうとして言った。「先生。何をしたら永遠のい
のちを自分のものとして受けることができるでしょう
か。」イエスは言われた。「律法には、何と書いてあ
りますか。あなたはどう読んでいますか。」すると彼
は答えて言った。「『心を尽くし、思いを尽くし、力を
尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せ
よ』、また『あなたの隣人をあなた自身のように愛せ
よ』とあります。」イエスは言われた。「そのとおりで
す。それを実行しなさい。そうすれば、いのちを得ま
す。」ルカの福音書　10章25～28節

　神の愛をどのように実現できるのでしょうか。イエ
スさまは、隣人を愛するとき、神の愛が実現し、いの
ちを体験できると語られました。それも、ユダヤ人と
サマリヤ人という、隣り合い、対立する二つの民族
問題を通して教えられました。日本と韓国の関係
が、最近、特にこじれています。両国が和解し、愛
し合う立場に立たないと、両国の未来はありません。
リバイバルミッションは過去二回、韓国でミッション
を開催させていただきました。その時主は、「朝鮮
半島の祝福を祈り、日本国内に住んでおられる朝
鮮半島から来られた方々の為に祈るとき、日本教

会に祝福が来る」と教えて下さいました。朝鮮半
島は現在分断し対立しています。しかし昨今、国
際社会の中にあって、最も注目されているテーマ
が、南北の融和と一致です。今回のリバイバルミッ
ションは、日本教会と韓国教会が一致し、北朝鮮
が一望できる場所に立ち、お互いの罪を悔い改め、
和解し、南北が統一するように祈ります。それは日
本のリバイバルに大きな関係があると信じています。
ぜひとも、この歴史的な輪に加わり、良きサマリヤ人
として、神の愛を深く体験して下さい。

─滝元順

参加者募集！各ツアー、定員に限りがありますのでお早めにお申し込みください！
お問い合わせは事務局へ Tel.0536-23-6712 

サマリア
11月7日［木］─14日［木］
イスラエル国内現地費用

150,000円
（全日程食事料金、宿泊費、移動バス代込み）
※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。

S AMAR I A

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

パラオ和解&とりなしツアー
11月22日［金］─26日［火］
パラオ内現地費用
60,000円

（全日程食事料金、宿泊費、移動バス・高速船代込み）
※詳細は同封のチラシをご覧ください

SIR
コラボ

企画

第2弾

P A L A U

7

※「みことばと歩くイスラエルツアー」は都合により中止となりました。



47都道府県巡回
とりなしプレイヤーウォーク
レポート&次回予告

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

梅雨が明けようとする週に、静岡県（富士山中腹）～山梨県（瑞牆山山麓）～長野県
（飯綱山中腹）～新潟県（弥彦山山頂）～富山県（城址公園）～石川県（医王山三千
坊展望台）～福井県（足羽山山頂）～岐阜県（金華山山頂）と巡り、8月2日にはキッズ
キャンプに参加した子ども達と愛知県（本宮山山頂）で賛美し、とりなし祈ることが出
来ました。天候を支配しておられる主がすべての行程を守り、導き続けて下さいました。

47都道府県を巡回してとりなし祈るプ
ランもいよいよ関東地方を残すのみに
なりました。秋には関東地方を巡ります。
2019年、日本全体に主の回復といやし
が訪れ、主の栄光が現されることを祈り
続けていきたいと願います。

─SIR代表 瀧元望

「全ての被造物がキャンプを応援する存在となりますように!」そんな祈りで幕開けた
キッズキャンプ。猛暑の中、主は、ここぞというタイミングで雲を起こし太陽を遮り、ま
た、ある時は、天然のミスト(霧)を送って、激しい暑さから子ども達を守って下さいま
した。主が、天候を通して「愛しているよ」と語りかけてくださっているかのようでした。
いつだって元気一杯、笑顔一杯、喜び一杯な子どもたちは、まさに「主の勇士」その
ものでした。最後の出発集会では多くの子ども達が、口 に々「イエス様の声をもっと
聞きたい!」と語る言葉が印象的でした。“ちびっ子戦士”が巣立っていくのを、大人
が応援しながら見送る出発式のような一泊二日のキャンプとなりました。ハレルヤ!

8月15日から17日には東北地方
を駆け足になりましたが、とりなし
巡りました。
8月15日午前、秋田県（秋田城趾）
～午後、青森県（岩木山9合目）、
16日午前、岩手県（盛岡市岩山公
園）～午後、宮城県（仙台市青葉
城趾展望台）～夕刻、山形県（蔵王
山県境）、17日午前福島県（会津
若松飯盛山展望台）

9月2日［月］19時～20時30分
会場／お茶の水クリスチャンセンター北館4階415号室
　　　　東京都千代田区神田駿河台2-1

講師／瀧元望（SIRネットワーク代表）

2019年11月の大嘗祭に向けて学び、
日本の未来をとりなし祈る集会です。
この年日本のリバイバルのために、
この国の土台を勝ち取るために
共に熱く主を求めお祈りしましょう！
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9月のリバイバル関西は9月16日の祝日！
昼間からいっぱい賛美し、踊って、みことばを受け取ろう！

9月16日［月・祝］14時～16時
会場／アネックスパル法円坂B棟3階多目的ルーム1
　　　　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／グレイス・ユースチーム

キッズ
キャンプ

会計報告2019年6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

収入合計

 Zawameki13 CD制作献金

-1,951,011

950,489

8,666

741,919

152,724

1,021,841

477,047

34,200

3,386,886

1,597,300

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

支出合計

次月ミッション繰越金

1,239,267

48,074

514,273

607,608

740,310

101,070

459,300

531,623

65,160

354,384

4,661,069

-3,225,194

　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。6月の会計ですが消費税の支払いや、支払い手数料の値上
がりなどがじわりじわりと影響している関係もありマイナスが多く
なっています。その中ではありますが、8月は東京での集会、そし
て9月からはリバイバルミッション2019が再スタートしていきます。
教会に与えられ、そしてリバイバルミッションに与えられている伝
道の使命を全うすることが出来るように、皆様の熱い祈りととも
に支えてくださいますようお願いいたします。

Schedule

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

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

◀─────            　          韓国ミッション ──────────▶

14:00
ZWS
東京

14:00 ZCL
オリーブ
ホーム

11:00 ZCL
堺福音教会
岡山チャペル
14:00&18:00 ZCL
リバーサイドチャーチ
岡山教会

10:15&14:00
ZCL
富山一麦教会

13:30 ZCL
ぬまはら皮ふ科

19:30 ZCL
中村キリスト
福音教会

19:30 ZCL
高知ペンテコステ
教会

19:00 ZCL
新居浜福音
キリスト教会

14:00 ZCL
善通寺
バプテスト教会

10:00
Pray for Revival

ニュース発行日

13:00 RM2019
伝道集会
富士宮リバイバル
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

19:30 RM2019
伝道集会
豊橋のぞみ
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

19:30 RM2019
伝道集会
小松南部
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

10:30&14:00 
RM2019
伝道集会
武生自由
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

19:00 RM2019
伝道集会
浦佐キリスト教会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

RM2019
伝道集会
甲府カルバリ純福音教会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

19:00 RM2019
伝道集会
甲府キリスト教会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

18:00 RM2019
伝道集会
軽井沢ペヌエル教会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
駒ヶ根
アルプスシオン教会

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

19:00 RM2019
伝道集会
武生自由キリスト教会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

19:30 RM2019
伝道集会
新城教会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

10:30 RM2019
伝道集会
グレイスライフ
チャーチ
16:30 RM2019
伝道集会
西尾聖書
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

14:00 RM2019
伝道集会
ゴスペルハウス静岡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

10:15&午後
RM2019
伝道集会
鈴鹿キリスト福音教会

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

20199September          リバイバルミッションスケジュール

7

98 10 11

21 3 4

12 13

65

14

1615 17 18 19 20 21

2322 24 25 26 27 28

3 4 53029 1 2

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Pray
forRevival

リバイバルミッションセンター

19:00 

祈れば変わる、
この国の未来！

戦略的
とりなしと
調査専門課程

韓国K O R E A in
大阪

霊的戦い
セミナー

目から“うろこ”の 霊的戦いセミナー
＠大阪

14:00

今回は毎月1回第二週の木曜日に行われて
いるインターネットのyoutubeライブ配信で皆
さんと繋いでお祈りする集会「Pray for 
revival」を紹介するよ。Pray for revivalに届
いた素晴らしい証しを皆さんにご紹介しますね。

　N兄弟に肺癌が見つかったのは今年の4月のことでした。い
つも明るく神様の感謝に溢れた兄弟は私の教会の宝です。皆で
祈りました。折しも初めてのミッションの伝道集会を5月に控え、私は
戦いの激しさを痛感しました。もっと多くの祈りが必要だと感じ、Pray for Revival に祈
りの課題として投稿しました。驚いたことに精密検査の過程で癌は消え、N兄弟は回復
の喜びを分かち合ってくれました。Ⅰコリント12:26のキリストの体としての恵みをネッ
トを通じ、皆様の祈りによって体験しました。すべての栄光を主にお捧げします。感謝
です!   大東キリスト教会  岡本篤子

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

9月のPray for Revivalは
9月12日［木］朝10時～11時30分です。
集会の最後の祈りの時間の中で、
皆さんから寄せられて来るお祈りの課題を
みんなでお祈りするよ。
ぜひお祈りの課題を送ってくださいね。
* revivalmission.pray@gmail.com
Fax.0536-23-6220 Tel.0536-23-6712

参
加
は
、

集
会
へ
の

アクセスして
下さいね！
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フリー　
ダイヤル80120-291-372
〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220
Eoffice@j-revival.com
URL: http://www.j-revival.com

リバイバルミッション情報
祈りのLINE登録してお祈りください！

リバイバルミッションのホットな情報と祈りのリクエスト、集会の様子などを配信します！
◎友達登録方法・・・「友達追加」からQRコードリーダーにてQRコードを読み込んで登録

◎facebookでリバイバルミッションにイイね！ を入れてください。
※次回10月号のニュースは9月15日（日）発行予定です。

A l i v e J a p a n

すべてのものが生きる！
この川が流れていく所はどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、

非常に多くの魚がいるようになる。この水が良くなるからである。この川が入る所では、すべてのものが生きる。　
 ─エゼキエル書47章9節─

Anniversary50th
West & East

2020年は、日本の2大都市、関東地区と関西地区の教会で連続20日間、同時に集会開催！
11.3West&East同時スタート→11.23ファイナルフェスティバル

　1970年。滝元明師、田中政男師が「リバイバル」の旗印
を掲げ日本リバイバルクルセードが発足されました。以
降、全日本リバイバル甲子園ミッション、東京リバイバル
ミッションなどの大挙伝道集会をはじめ、全国の主要都
市においての伝道集会やリバイバル聖会を各地で開催
してまいりました。その後両師が天に帰られたことを期に
現在の「リバイバルミッション」の働きとなりました。この
50年間。いつの間にか世代は変わり、形も変わってきまし
た。しかしリバイバルミッションの先生やスタッフに変わら
ないことは、寝ても覚めても日本の救いとリバイバル。日
本全国津々浦々まで、福音を持ち運び、日本のたましい
の救いを願い、主に祈りをささげ、走り続けています。あ
る意味スマートさもなく、田舎者達の集団であり、説明の
下手な集団なのかもしれません。しかし、私たちの願いは
ひとつ。日本にリバイバルが起きるまで、リバイバルを叫
び続けることです。Anniversary50th・2020年。この年も
皆さんと共にリバイバルのために働きたいと願っており
ます。ご協力とお祈りを宜しくお願い申し上げます。

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

リバイバル聖会 伝道集会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Annversary50th・リバイバルクルセード発足から50年
スペシャルリバイバル新年聖会＠愛知県民の森
2020年1月12日［日］─13日［月・祝］
会場／愛知県民の森（JR飯田線・三河槙原駅）
詳細は後日発表。スケジュールに今から入れておいてください。
※例年の新年の聖会（連鎖賛美）はありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リバイバルキックオフ 関西・関東地区同時開催 

2020年11月3日［火・祝］（詳細後日発表！）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
伝道集会・リバイバル聖会 関西・関東地区各教会にて同時開催
2020年11月4日［水］─11月22日［日］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Anniversary50th 
Revival Mission 2020
Final Festival in Tokyo
2020年11月23日［月・祝］※東京にて開催を予定。［詳細後

日発表！］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


