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リバイバルのつまずき──
　切に求めているのになかなか実現しな
いという現実に直面して、リバイバルに対
してつまずき、疲れを覚え、やる気が衰え
ていませんか？あなたひとりではありません。
旧約聖書ハバクク書で、ハバククは、「い
つまでですか。主よ。私が叫び求めてい
るのに、あなたが聞いてくださらないのは？」
（ハバクク1：2）と神に訴えています。リバ
イバルを切望するが故のつまずきですね。
神様に聞いてみましょう──

　ハバククは冷静になって神様に聞きま
した。「私は、自分の物見のやぐらに立ち、

リバイバルの幻
　2015年10月、私は「地から天に向かっ
て降る雨の幻」を見た。主に「これは何で
すか？」と尋ねると、「それは地から天に向
かってささげられる祈りと賛美で、やがてそ
の賛美と祈りが天に満ちると、恵みの雨が
地に注がれる。」という答えが来た。それ
以来、恵みの雨を求めて来たが、今年6
月、アルゼンチンのY師から、かつて、また
これからもないような聖会が多くのリバイバ
リストが集まって開かれるので、是非来て
下さいとの招きを受け、2つの願いを持って
アルゼンチンに飛んだ。一つは、自分の
中にリバイバルへの並外れた情熱と飢え
渇きが起こること。二つ目は、牧する教会や
日本の諸教会の中にリバイバルへの渇き
が与えられることである。
　聖会では、あの偉大なリバイバルを体
験した人たちが遜り、さらに飢え渇いて主
を求めている姿を見た。であるなら、リバイ
バルという言葉が久しい日本にリバイバル
が訪れるためには、どれほど遜り、飢え渇い
て、滅び行く魂に対する憐れみと、悔い改
める心を持って主を求めることが必要であ
ろうか。
　帰国後、私たち夫婦は賛美祈祷を、ま
た同じ時期に開催されたZCLに続き、リ
バイバル賛美祈祷会を始めた。それは、
リバイバルを体験した器たちの遜りを見
たからであり、主が私たちの心に、さらに飢
え渇く火を点じられたからです。その火は
まだ小さいが、もっと油注がれ、大きな炎と
なり、与えられた幻は必ず実現すると、私
たちは信じている。
「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2:17）

ハレルヤ！
主イエス様をあがめます
　神様が確信を下さいました。リバイバル
は起こると。多くの先代の祈りと宣教、また
現代の聖徒の祈りと宣教が積まれ、主が
ご覧になっておられ、一つも無駄にならな
いからです。特に、リバイバルミッションの
働き、多くの先生方が今も仕え続けている
姿、祈り…。絶対に、喜びの収穫の日が来
ます。
　東京の宣教ですが、今が『ネット社会、
スマホ社会』だと主に示されました。老若
男女皆、どこでもスマホを手に。また昨今、
若い世代の間で、パワースポット巡りが流
行ってます。皆、何かを求めてる…。でも、
その何かが教会にある、と気づいてません。
偽りの神の偽りの情報が、彼らを、各地の
神社仏閣に。（ネットにパワースポットの情
報がズラーッとあります）今の時代の宣教
は、「教会が本当のパワースポット。」と知
らせる事だと思います、ネット等を駆使して。
　教会こそ、奇跡の場所です、実際。そし
て、実際に起こった事をネット・SMSで知ら
せる。それこそ、東京での宣教、どこにいて
も出来る宣教です。ネットの情報を見、解
放等を求め、北は北海道、南は熊本県か
ら当教会に人々が来ています。さらに、ネッ
ト社会を勝ち取り、そこをキリストの情報で
満たしていく。
　私も、WEBコラム『百人一読』を通して、
福音を発信しています。悪魔に牛耳られ
ている（ネット社会、スマホ社会）を『宣教
の最前線、宣教ツール』として用い、キリス
トを知る知識の香りをはなっていけば、明
治神宮、日光東照宮、伊勢神宮、出雲大
社等に奪われてる魂が各地の教会へ方
向を変えてきます、どんどん。「教会が、真
のパワースポット」と、発信し続けていきま
す。お祈り宜しくお願い致します。

リバイバルを実現させるために
　私たちの教会は川崎市北部に位置し、
渋谷と中央林間を結ぶ田園都市線沿線
にあります。この田園都市線沿線の横浜・
川崎を中心とする諸教会の牧師が2ヶ月
に一回集まり牧師会を持っています。もう
40年以上続いています。メンバーは20人
を超えていますが、毎回12～16人が集ま
ります。夕食を共にし、情報交換・いのり・
メッセージ・牧師会主催の行事についてな
どであっという間に3時間たってしまいます。
NCC、JEA、JPN及び単立教会と教団
教派入り混じっての会合です。長いお付
き合いの中でより親密になっています。この
グループを核にして田園都市教会防災
ネットワークも立ち上がりました。今、このよ
うな地域ごとの超教派の牧師会があちら
こちらにできているようです。全国的にこの
ような有機的なネットワークが出来ていくな
らリバイバルがもっと身近になるでしょう。ト
ランスフォーメーションがなされている国や
地域は教派を越えてひとつとなって進ん
だことによって実現していると聞いているか
らです。韓国の教会と韓国から派遣され
た宣教師と日本の教会が協力し合い、悔
い改めとリバイバルのための「ヨナ祈祷聖
会」を日本側は有賀喜一先生を中心に
10年開いてきました。今年から名称を「ア
ガペーネットワーク」（略称ARN）とした新
しい働きに進みました。地域ごとにリバイ
バルの実現のために祈りあい協力し合っ
ていこうというものです。そして各地域が順
番に聖会を計画し、そこに他の地域からも
駆けつけ共に祈りあい協力し合うようにと
考えています。今年は西関東地区が担当
し9月23日に田園宮前チャペルで開くこと
になりました。リバイバル実現に向かって、
このネットワークが全国に広がっていくこと
を切に願っています。

リバイバルを求めて
　リバイバルが起こることを求める祈りは
長い間続けられてきました。なかなか起こ
らないため、あきらめのムードもないわけで
はありません。しかし、リバイバルは必ず起
こります。主が起こしてくださいます。
　そこで、私は一つの提案をさせていただ
きたいと思います。聖書信仰の立場に立
つのであれば、聖書が教えているところに
従うことです。「聖書はそう言っているかもし
れないが、現実はそうはいかない」という声
を聞くことがあります。それでは、リバイバル
が起こるわけがありません。
　ほかの人から ひどいことをされて、とても
赦せるような気持ちになれない時も、神様
が聖書で「赦しなさい」と仰せられている

砦にしかと立って見張り、私の訴えについ
て、主が私に何を語られるか、私がそれに
どう応じるべきかを見よう、」（ハバクク2：
1）。主は私に答えられた。「この幻は、定
めの時について証言し、終わりについて
告げ、偽ってはいない。もし遅くなっても、そ
れを待て。必ず来る。遅れることはない。」
（ハバクク2：3）。
リバイバルは神様の主権のもとに
あり、必ず実現される──

　ハバククは、ここで神様の視点で現実
を見、どんなに実現不可能に見えても、信
仰に立つことにしました。「正しい人はその
信仰によって生きる。」（ハバクク2：3下）。
「あなたがたが神のみこころを行って、約
束のものを手に入れるために必要なのは、
忍耐です。」（へブル10：36）。
リバイバルの定義──
　私が1971年アメリカのフラー神学大
学院留学中、リバイバル研究の専門家、
エドイン・オアー博士の特別クラスで教え
られました。先ずほとんどのクリスチャンが

のであれば赦すことが必要です。自分の
力では出来ないでしょう。ですから、御霊
の神様に助けていただくのです。そうする
時、不思議にそれが出来ている自分を発
見します。
　私たちが本心からリバイバルを願うの
であれば、これをしなければなりません。私
自身そのことを痛感しているので、そう明言
するわけです。聖書信仰と口では言いな
がら、自分は聖書を神の言葉と本気で信
じていないとしたら、それは、本当の聖書
信仰ではないではありませんか。頭で理
解することと心から信じることの間で一致が
なければ、リバイバルの起こるわけがありま
せん。
　日本のすべてのクリスチャンが聖書の
教えているところに素直に従い始めたら、
必ずリバイバルは起こります。主は言行
不一致の人の祈りを聞いてくださるわけが
ありません。それはパリサイ人だからです。
私たちクリスチャンがパリサイ人から本当
のクリスチャンになることこそ、リバイバルの
鍵ではないでしょうか。
　私自身ずいぶんひどい目にあったことが
あります。全く身に覚えのないことを中傷さ

誤解しています。それは、リバイバルとは、
未信者が一気に沢山救われることだと考
えているということです。勿論結果的にその
ようになるのですが、実は、リバイバルの定
義とは、先ずクリスチャン、また教会に聖
霊による維新が起こり、個人と教会の日常
生活が活性化し、教会も刷新されて、全く
新しくなり、キリストの証人となることです。そ
うすると、聖霊によって、未信者の世界に、
覚醒が起こって、キリストを求めるようになっ
て、大きな魂の刈り入れが実現され、神の
御国が実現されるというこの全体をリバイ
バルというのです！
だから思い直しましょう！──

　あなたが燃えていくのです。教会が燃え
ていくのです。み言葉と聖霊によってです！
ミッションで企画して推進している各地のリ
バイバル聖会がそのためにあります！この原
則で励み、信仰に立っていくときに神様が
必ず成就してくださいます！ ハレルヤ！！！ リバ
イバルは、あなたから！あなたの教会から！
です。

れ、そのため教会はかき回されてしまいまし
た。私がそのことについて何も弁明しないこ
とをいいことにし、あることないことを言いふら
したのです。弁明しようと思えばいくらでも
弁明できましたし、その人の秘密を暴露す
ることによって、黙らせることもできました。し
かしそれをしたら、私は牧師として失格に
なってしまいます。ですから私は一切弁明
しませんでした。すると、それを聞いた信者
のかなりの人が教会を離れていったので
す。牧師として本当に苦しかったです。
　ですから、私は初め、その人を憎みまし
た。しかし、「憎んではならない」とか「あな
たの敵を愛しなさい」という御言葉に従い、
主から心に平安と自由を与えられました。と
ころで、ある日、ローマ人への手紙12章を
朝のディボーションで読んでいた時、「あ
なたを迫害するものを祝福こそすれ、呪っ
てはならない」という御言葉によって、私は
ハッとしたのです。憎んだり、呪ったりはしま
せんでしたが、祝福は出来なかったので
す。そして、私は主の御前にひれ伏し、そ
の人を祝福する祈りをささげました。すると、
私の心に言い知れぬ平安が与えられた
のです。

聖書キリスト教会
会長牧師
尾山令仁

炎リバイバル教会
伝道師
篠原元

日本オープン
バイブル教団
田園宮前チャペル
牧師
山口和正

リバイバル
ミッション顧問
有賀喜一

サンライズ
クリスチャンセンター
みさと吉川教会
牧師
金子辰己雄

日本のリバイバル
R E V I V A L こういうわけですから、兄弟たち。主が来られる時

まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は、大地の貴
重な実りを、秋の雨や春の雨がふるまで、耐え忍ん
で待っています。あなたがたも耐え忍びなさい。心
を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。

［ヤコブの手紙5章7-8節］

「日本のリバイバル」を願い、これまで多くの牧師、伝道者たち、クリスチャン達によって祈り続
けられ、福音の種が蒔き続けられてきました。日本のリバイバルを夢見ながら、既に天に帰られ
た多くの先人達の祈りも主の前に届いていることと思います。今もなお、「日本のリバイバル」
を待ち望み、働き続けておられる先生方に「日本のリバイバル」への熱い思いを語って頂きます。
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　去る8月13日～14日「リバイバル東京2days」の2日間
の集会が開催されました。1日目はお茶の水クリスチャンセン
ターで午後1時からの6時間のリバイバル集会でした。開場前
から多くの方が並んで待って下さり集会だけでなく、東京、日
本のリバイバルへの期待の大きさを感じました。Zawameki
の賛美ではじまり、炎のような天野弘昌師のメッセージ、リバ
イバルへの渇望を新たにする大川従道師のメッセージ、まさ
に目からの鱗の滝元順師のセミナー。そして、全国を巡回して
いる伝道集会を再現する形で、井草聖二さんの素晴らしいギ
ター、平岡修治師の感動的なメッセージと盛りだくさんの初日
となり250名ほどの方が参加くださいました。そして、2日目

は150名ほどの方が朝、国会議事堂前に集合し、国会議事堂
見学＆とりなしコース、バスで永田町・皇居を巡るコース、皇居
ウォーキングコース、電車に乗ってとりなすコースの4つに分
かれ、時折雨が強く降る中でしてが、霊的にも大雨が降りそそ
がれた時間でした。そして午後からは東京湾をめぐるクルージ
ングに170名ほどの方が参加され、共に賛美しメッセージを
聞くだけでなく、普段とは違った海側からの東京の街を見なが
らとりなし祈る時となりました。集会直前に講師の先生や出演
者が体調を崩したり、様々なトラブルと敵の攻撃もありました
が、主の勝利と守りの内に終えることができ、東京、日本のリ
バイバルが前進したことを感じた集会となりました。

RevivalTokyo 2days Summer Fes 2019.8.13.14
R e p o r t s

東京2Daysに参加して
　8月13日火曜日祈り待ちこがれた、6
時間のリバイバル東京2Daysに参加さ
せて頂きました。十数年前、武道館中
に満ちていた聖霊の風はお茶の水ク
リスチャンセンターにも新しい油注ぎ
をもって流れていました。教会の姉妹
と私たち夫婦3人でこのミッションの
雰囲気に浸れました。滝元明牧師、田
中牧師、申牧師の顔が思い浮かびま
した。同時に、次の世代が受け継いで
もっと大きなうねりになっていると感
じました。開先生夫妻の新しい主への
賛美、熱気あふれる天野先生の力強い
メッセージ、田中先生の深みのある賛
美、渋い大川先生のメッセージは心を
揺り動かされました。順先生の人間に
与えられた神様のご計画は今まで以
上に感銘を受けました。井草兄弟のギ
ター演奏は神様を褒め称える響きで
した。そして最後は、平岡先生。何度聞
いても笑いと感動が溢れました。来年
も東京ミッションが計画されています。
この日本の中心東京を勝ち取ること
は、主の御心だと確信しています。北
海道でもリバイバルを祈り、また来年
も、東京ミッションの働きに参加させ
て頂きたいと祈っています。

北海道・くんねっぷホープチャペル
牧師 永易克弘・ひとみ

リバイバルクルージング
　ハレルヤ！主の御名を賛美します。
私事ですが、昨年妻と結婚し、妻の滋
賀の母教会では、今年5月にリバイバ
ルミッションの伝道集会が開かれた縁
もあり、妻も是非参加したいと二人で
リバイバル東京2daysに参加させてい
ただきました。賛美しとりなし祈り「す
べての被造物が主をほめたたえる」と
クルージングしながら宣言し、賛美の
うちに住まわれる主が東京を覆って
いる闇の力に打ち勝ったと宣言しまし
た。参加する前、妻に霊的な攻撃など
あり、不安や恐れなどに襲われたそう
です。参加し、賛美や祈り、メッセージ
を聞いて心の覆いが取り除かれ祝福
と勝利と喜びに満ちた二日間になりま
した。主に感謝し栄光を返します。

東京都（武蔵野市議会議員）
下田大気・瑠光子

とりなし国会議事堂ツアー
　国会議事堂見学とりなしコースには、
70名近い人たちが参加しました。議員
会館で祈った後、議事堂に向かいまし
た。廊下を歩きながら、そして要所で
祈りました。他にも見学の団体は入っ
ていましたが、衆議院本会議場では奇
跡的に私たちだけになり、傍聴席で心
を込めて祈ることが出来ました。祈り
始めたときに、天井のガラスの部分か
ら光が差し込んで、会場がサーッと明
るくなったのが印象的でした。各派の
控室の前を通りながら各政党のため
にも祈る事ができました。見学祈祷会
を準備していただいたクリスチャンの
衆議院議員の方の議員会館事務所に
も伺い、窓から首相官邸を見下ろし祈
ることもできました。政治の中に働く
この世の君、サタンの悪しき手が排除
され、聖霊さまがここで決議されるす
べての事柄に関わって日本を正しく導
いて下さることを、信じて祈り続けて
いきたいと思います。
千葉県・ホープ・チャペル流山 牧師 樋口章代

国会議事堂とりなしレポート
74年目の終戦記念日の前日、2019年
8月14日（水）午前9時45分にリバイバ
ルミッション70名の皆様が衆議院第一
議員会館国際会議場に到着されまし
た。さて、日韓関係が緊迫し、北朝鮮の
核ミサイルの脅威に晒され、米中経済
戦争が本格化する中で、北方領土問題
など日露関係も停滞しています。日本
を取り巻く国際情勢は日本国民が認
識している以上に厳しいのが現実で
す。しかし、このような状況にあっても
日本のクリスチャンは、イサク、ヤコブ
の子孫とイシュマエルの子孫の争い
や、十字軍の歴史やいわゆる中東問題
にも、民族的に一定の距離感が主から
与えられています。世界の破れ口に立
ち、隔ての壁を打ち砕き、神の子ども
たちに真の和解と一致が実現するよう
に祈り、とりなすことこそが、私たち日
本のクリスチャンの使命だと私たち夫
妻は確信しています。初当選以来、愛
妻の山川百合子代議士は首相官邸を
見渡す高層階の執務室を与えられ、今
回、愛するリバイバルミッションの兄姉
が、国際会議場で祈り、衆議院議長応
接室で祈り、国会中央玄関で祈り、本
会議場で手を上げ、声を上げて祈り、
百合子の執務室で祈るチャンスが与え
られたのは、主の圧倒的なご恩寵とご
計画の現れでした。本会議場で滝元順
先生のリードで皆で心を合わせて祈る
と、本会議場に眩い光が天井から急に
差し込み全体がフワッと明るくなった
奇跡は感動的でした。

衆議院議員山川百合子
事務所長 瀬戸健一郎

皇居とりなしウォーキング
　スーパーミッション以来の東京でし
た。絶対に皇居周りを賛美しつつ、祈り
つつ歩きたい！と夫婦で参加しました。
途中、土砂降りの雨に見舞われ、直後
には強い陽射しが照り付けました。不
快な湿度との戦いもありましたが、誰
一人文句も言わず、皆が笑顔でゴール
しました。ただ歩くのではなく、日本の
象徴である天皇の救いの為、中心地で
ある東京の救いを願い、祈りながら進
みました。東京の救いが日本の救いに
繋がると信じて！   

愛知県・長谷川智美

とりなしバスツアー
　ハレルヤ！日本の首都 東京で日本
のリバイバルを求めて開催された「リ
バイバル東京2days」に家族で参加し
ました。集められた神の家族と共に賛
美し、祈り、御言葉をいただいた１日目
の集会で燃やされ、臨んだ2日目のと
りなしツアー。私達は「バスに乗って永
田町、皇居を巡るコース」を選びまし
た。台風が接近し、時折激しく雨が降
る中、国の中枢機関を担う省庁や、全
国から人が集まる場所、また天皇が代
替わりし、大嘗祭が行われる場所など
で賛美し、とりなし祈りながら、皇居の
周りを巡りました。祈る内に、天の父な
る神様の憐れみの心が降りて来たよう
に感じました。ひとりひとりを思う、主
の愛に感動したツアーでした。

静岡県・齋藤佐知子

とりなし電車ツアー
普段から山手線を使う中で、祈りの必
要をずっと感じつつも、祈れませんで
した。そんな中、関東圏外から足を運
び、東京のために熱く祈ってくださる
祈りの勇士に囲まれて、私は「アーメ
ン」と言うのが精一杯でした。この地
の管理者として祈る権利があれど、祈
る言葉が出て来ない時、ただ祈りの
中に加わり、その地に立つことだけで
も必要なのだと学ぶことができまし
た。改めて、山手線の各ポイントの祈り
の課題を知る事が出来、今後も覚えて
祈って行きたいと思わされました。

神奈川県・横尾恵美ダーン

8月13日お茶の水クリスチャンセンターでの集会

8月13日フェローシップタイム

8月13日集会の模様

日本武道館前での祈り

国会議事堂衆議院本会議場においての祈り

国会議事堂とりなしの祈り参加者

ホームでの祈り

隅田川をクルージング

クルージングでの集会

お茶の水クリスチャンセンター会場にて

皇居とりなし祈祷の参加者たち

山川百合子代議士と共に

衆議院議長応接室での祈り

天野弘昌師

大川従道師 井草聖二

Zawamekiによる讃美リード

田中進師による讃美リード平岡修治師

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

John 14:6

　日本におけるプロテスタント最大会派として、
2千あまりの教会を擁する「日本基督教団」
の発表によると、教勢が現状のまま推移するな
ら、2030年には、教会員の三分の二が75歳
以上となり、教会員数は三分の一、教会数は
半分になる可能性があると予測しています。こ
の傾向は、日本教会全体の問題でもあると言
われます。
　私は牧師の息子として生まれ、日本におけ
る宣教活動が、いかに困難なのかを見なが
ら育ちました。宣教とは、心かたくなな人たち
に対する、無意味な「説得活動」のように思っ
ていました。そこには常に苦しみと閉塞感があ
り、それが当然かのように考えていました。教
会には何の力も権威もなく、社会で最も脆い
集団であるかのように感じていました。
　しかしパウロはエペソ人への手紙三章九
節から十一節において、教会とは、神の奥義
に属する重要な存在であると告げています。
　神が万物を創造された奥義の一つに、
「キリストの花嫁なる教会」があり、教会は、
「天にある支配と権威」すなわち、「悪魔と悪
霊ども」を打ち破る宇宙で唯一の存在である
と告げています。
　また使徒の働き二十六章十八節には、
「救い」の定義が示されています。『それは

彼らの目を開いて、暗やみから光に、サタンの
支配から神に立ち返らせ、わたしを信じる信
仰によって、彼らに罪の赦しを得させ、聖なるも
のとされた人 の々中にあって御国を受け継が
せるためである。』救いとは本質的には、「悪
魔の支配からの解放」です。
　人類の歴史は悪魔との戦いから始まり、悪
魔との戦いで集結すると聖書は告げています。
創世記三章十五節で、『わたしは、おまえと女
との間に、また、おまえの子孫と女の子孫との
間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み砕
き、おまえは、彼のかかとにかみつく。」』とありま
す。ここで悪魔と「女」の敵対関係について述

べ、「女」とは、「キリストの花嫁、教会」を意味
します。そして「彼のかかとにかみつく」とは、主
イエスの十字架を最初に預言した箇所でも
あるといわれます。
　やがて聖書の最終章、黙示録十二章
十七節で、『すると、竜は女に対して激しく怒り、
女の子孫の残りの者、すなわち、神の戒めを
守り、イエスのあかしを保っている者たちと戦
おうとして出て行った。』と告げています。
　創世記で「蛇」と表現された存在は、年を
経て、「竜」にまで成長したかのようです。ここ
からもわかるように、『イエスのあかしを保って
いる者たち』すなわち「教会」は、悪魔が最も
敵視している存在なのです。
　しかし私たちは、教会が宇宙における最も
激しい霊的戦いの最前線であることを、どのく
らい認識しているでしょうか。福音に覆いを掛
け、福音の光が被造物全体に到達しないよ
うに、日夜休むことなく働いている敵に対し、ど
のくらいリアリティを持って戦っているでしょうか。
　戦地に行った兵士たちが、敵についての
認識がなかったら、悲惨な結果になることは
間違いありません。日本の宣教をとどめている
のは、文化でも、習慣でも、人の意識でもない
のです。教会に閉塞感をもたらし、働きを後
退させる「悪魔と悪霊ども」にあるのです。

連
載

◉
滝
元
順
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　滝元明師、田中政男師が日本のリバイバ
ルへの熱い思いを胸に抱き「日本リバイバル
クルセード」を旗揚げして、来年で50年にな
るそうです。この節目の年に「リバイバルミッショ
ン」は様々な主の働きを進めようとしています。
まずは信仰の原点に立ち、みことばと祈りと賛
美を持って踏み出します。2020年新年聖会
が1月12（日）～13日（祝）の2日間、あのなつ
かしい愛知県民の森で計画されています。こ
の場所からすべてがスタートしました。甲子園
ミッションやその後の働きも、霊の戦いもこの場
所で始まりました。闇を切り裂くような激しく、熱
い祈りがささげられたことからこの道が開かれ
ていきました。
　「リバイバルクルせード」を旗揚げした当
初から、貫かれてきたことは「伝道」そして「教
会に仕える」ということでした。滝元明、田中政
男両先生の生き様もまさにそのことでした。身
を削りながらの生涯でした。その思いは2020
年も「日本縦断伝道」という形で受け継がれ
ていきます。基本的に経済的に各個教会に
負担にならないよう席上献金だけでというスタ
ンスも変わりありません。この方法は単に教会
を甘やかしているだけだと言う人もいます。私
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はそうは思いません。体力が弱っている人に
山を登れと言っても無理です。体力がつくま
で助けていく、体力のある教会には助けてい
ただく、席上献金だけでとは、ベストではない
かもしれないがベターな方法だと私は思いま
す。そして、「伝道」は教会の最重要使命で
す。救われた者が果たさなければならない主
からの「命令」であり「責任」です。私たちがこ
の地上に生かされている最大の理由は、福
音を伝えるためです。伝道は「人間の命」が
かかっている「緊急案件」です。
　これからも「リバイバルミッション」は救霊の
働きに邁進していきます。「祈り」も「賛美」もや
がて再び天国で体験できます。でも「伝道」
だけはこの地上で、しかもクリスチャンしかでき
ない特権です。時も限られています。
　ニュースレターをお読みくださればおわか
りになると思いますが、「リバイバルミッション
50thアニバーサリー」と旗印を掲げ、わくわく
するような伝道プログラムが企画されています。
11月には東京・関西での伝道集会や聖会も
予定されています。2020年は特別な年になる
ことと信じます。リバイバルの足音が聞こえて
来るような気がします。

リ
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2019

平岡
修治

天下にイエスキリスト
以外に救いはない!
この方以外には、だれによっても救いはありません。
天の下でこの御名のほかに、
私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。
［使徒の働き4章12節］

2020年
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］
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］
⑩関東・関西地区／11月３日［火・祝］─23日［月・祝］

あなたの教会で伝道集会
リバイバル聖会を開催
しませんか?
リバイバル聖会の日程は
後日発表いたします。
チームに対する謝礼、交通費、宿泊費、宣伝用チ
ラシ（500枚までは無料）、その他一切の経費を
リバイバルミッション側で負担致します。ただし
席上献金をリバイバルミッションにささげて頂く
形でお願いしています。

リバイバルミッション2020スケジュールが
決定しました!

「伝道」という
 旗を掲げて

中部地区
9月27［金］─29日［日］
メッセンジャー／平岡修治師
音楽ゲスト／安武玄晃
9月27日［金］
石川県小松市／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

甲信越地区
10月1［火］─6日［日］
メッセンジャー／平岡修治師
音楽ゲスト／安武玄晃
10月1日［火］
新潟県南魚沼市／浦佐キリスト教会

10月2日［水］
山梨県甲府市／甲府カルバリ純福音教会

10月3日［木］
山梨県甲府市／甲府シティーチャーチ

10月4日［金］
長野県軽井沢町／軽井沢ペヌエルチャーチ

10月5日［土］
長野県駒ヶ根市／駒ヶ根アルプスシオン教会

10月6日［日］
長野県大町市／大町めぐみキリスト教会

伝道集会
リバイバルミッション2019は「宣教」です。
『しかし、信じたことのない方を、
どうして呼び求めることができるでしょう。
聞いたことのない方を、どうして信じることができるでしょう。
宣べ伝える人がなくて、どうして聞くことができるでしょう。』
ローマ10章14節

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! !
10月18［金］─20日［日］
講師／滝元順師・享子師夫妻

10月18日［金］
兵庫県西宮市／一麦西宮教会

10月19日［土］
香川県高松市／キリスト丸の内教会

10月20日［日］
香川県高松市／キリスト丸の内教会

第3弾



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］

クリスチャンって最高だ !

お申し込みは
こちらから▼
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10.27［日］Z.C.L.at八尾東教会
大阪府八尾市山本町北7丁目8-2

11.9［土］14:00～ Z.W.S.千葉
会場／千葉クリスチャンセンター 
千葉県千葉市中央区新宿2丁目8-2

11.16［土］10:00～17:00 リバプレセブン♪
会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

10.17［木］─23［水］Zawameki台湾

11.19［火］─27［水］
Zawameki13レコーディング

11.2［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.185
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5-丁目9-7

11.10［日］14:00～ Z.W.S.新城
会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

12.8［日］14:00～ Z.C.L.@東京希望キリスト教会
東京都武蔵野市境南町2-28-15マンション峰1F

12.25［水］15:00～ Zawameki同刻プレイズVol.37
東京は@上野恩賜公園野外ステージ
東京都台東区上野公園2-1

9.29［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

10.13［日］10:30～ Z.C.L.at平川キリスト福音教会
青森県平川市本町村元8-11

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

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

10.12［土］17:00～  Z.C.L.at八戸キリスト教会
青森県八戸市根城9丁目7-6

12.7［土］14:00～ 女性支援施設コンサート

12.14［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.186
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

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

　リバイバルミッションの特徴のひとつは「霊的戦
い」です。私たちZawamekiも賛美という剣を振り
かざして、それぞれ遣わされた地域において、賛美
することに大きな意味があると信じて歌い続けていま
す。そんな中、各地域の教会を主から託された牧
師先生方からいただく言葉は「霊的戦いは危険
だ」「バランスが必要だ」などのお言葉です。もち
ろん、敵はサタンですから戦いは容易なものではあ
りませんし、主からの知恵をいただき正しいバラン
スと秩序は必須条件です。しかし、各地域にある
現実に目を向け、信仰に立って歌う必要があること
を強く感じます。地域にはそれぞれ悪しき拠点が存
在し、その地域の人々は、日々悪霊礼拝に明け暮
れ、呪いの上に呪いを着せる行為をしています。そ
れによって地域には福音の光を届けさせない覆い

がかけられ、さらにサタンが自由に破壊行為を繰
り返しています。その闇の拠点を取り除く働きは、市
役所も学校も警察も病院もしてはくれません。その
敵の力を破り、神の国の到来を宣言できるのは他
でもない教会以外に存在しません。この現実を見
極めて、主への賛美をささげ始めるとき、主は地域
に新しい働きを始めてくださることを信じています。さ
あ、主への賛美をその地の只中で高らかにささげま
しょう！
「主に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。」彼ら
が喜びの声、賛美の声をあげ始めたとき、主は
伏兵を設けて、ユダに攻めて来たアモン人、モア
ブ人、セイル山の人 を々襲わせたので、彼らは打
ち負かされた。第2歴代誌20章21節22節

Zawameki代表／滝元開

賛美は剣！
賛美で地域を勝ち取ろう♪

セ
ミ
ナ
ー
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神への賛美を栄光に輝かせよ。［詩篇66篇2節］
ハレルヤ！主のみ名を賛美いたします。Zawamekiの
新しいCD「Zawameki13」のために、多くの方々が
お祈りくださり、そして、尊い献金をお届けくださいま

した。心の底から感謝申し上げます。全国からの祈りとささげものを見
るとき、主ご自身のご計画の力強さと、主への期待の大きさを痛感い

たします。9月６日現在で目標の300万円のまであと、6分の１と迫りました。全費用が満たされて、主の
ご計画が100%表されるようにお祈りください！この度、Zawameki13制作に向けて、冒頭のみことば
の通り、神への賛美が栄光に輝くCD制作となるよう、重ねてお祈りをよろしくお願い申し上げます。

│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

※「Zawameki CDサポート献金」とお書き添えください。

Zawameki街角同刻PraiseVol.37
2019.12.25［水］15:00～16:00

◉お申し込み方法
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。

♪雨天決行
Please pray for this day!

ク
リ
ス
マ
ス
は

街
に
繰
り
出
し
て

賛
美
し
よ
う
！

東京は、
上野恩賜公園
野外ステージ
東京都台東区上野公園２－１
※東京大会にご参加の方は
登録の必要はありません。

同時刻に同じ賛美を全国一斉にささげます。ぜひ、あなたの街の街角からイエスさまの
ご降誕を、喜び歌いましょう！一人でもOK！ 友達と歌うもよし、さらには、

教会を挙げてご参加ください。

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。
週毎の同刻プレイズ選曲は下記の通りです。

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。

9.22─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

10.20─10.26
Jesus is  coming soon
10.27─11.2
Let’s dance to the Lord!
11.3─11.9
Rejoice
11.10─11.16
Praise the Lord!
11.17─11.23
Singing Dancing

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

恵みの証　
　牧会を始めて今年で23年になります。今から20年位前、
ある先生から「あなたはヨセフのような人です」と預言を
受けていました。いわれのない苦しい思いを何度もしな
がら、私は苦しみの中で主に頼ることを覚えるようになり
ました。「主よ、もう沢山です。苦しいだけの人生が私の人
生なら生きる意味がありません。今すぐ私をこの地上から
取り去って下さい。」と涙の谷を通っていたある日、「この
教会は世にある多くの教会とは違います。わたしはいつ
もあなたと共にいます。」という声が心の中に響いてきた

時、今までの苦しい思いが表現できない程の喜びと希望
に変わり、溢れる涙を抑えることができず、ダビデのように
「主よ、私が何者だから心にとめて下さるのですか」と大
声で叫んでいました。その時以来、人とは何者なのか、神
が人を創造された真の目的を知らなければと、いろいろ
な集会に出てみました。しかし、心にピタッとくるものがな
かったのです。2018年8月31日-9月1日那須塩原のある
教会に、滝元順先生が来られるという集会へのお誘いを
受け、出かけて行った事がきっかけとなり、その年の9月か
ら霊的戦い専門課程で学ばせて頂いてちょうど一年にな
ります。長年探し求めて、やっと辿り着いたという感じで
す。まさに出会うべくして出会った、主が導いてくださっ
たのだと思っています。もう、迷うことはありません。これ
で、主の願っておられる教会としての歩みがやっと始まる
と確信しています。とても清々しい思いです。これからも、
心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主を愛し、従って行
く決意をしています。

チャーチ・オブ・アガペ牧師　竹居千恵子

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▶お申し込みはこちらから▶

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

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

in
東京

聖書の読み方指南
分かる！深まる！

みことば塾

11月29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

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大阪

霊的戦い
セミナー

目から“うろこ”の

11月15日［金］
会場／チェリオビル6階

阪急豊中駅より徒歩3分

講師／滝元順、鈴木陽介 他
受講料／全3講義3,000円

リユニオン2019

同志との交わり、
学び、そしてさらなる
油注ぎを求めて！

リバ神

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

元リバ神生の皆様へ
詳細は事務局までお気軽に
お問い合わせください。 

11月16日［土］AM10:00～PM5:00

参加費無料
昼食代／500円※お申込が必要です

会　場／新城教会
昨年度はリバプレセミナーにおいて、賛美が剣であるこ
とを学びました。そして、今年度からは剣を振りかざし
リバイバルを求める7時間賛美集会スタートです！！
※席上献金がございます。

リバプレ
セブン

7時間
賛美集会♪

◉講師／滝元順、鈴木陽介他
◉会場／リバイバルミッションセンター
◉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

12月13日［金］─14日［土］
◉講師／瀧元望
◉会場／リバイバルミッションセンター
◉全日参加価格［1泊3

食込］／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

3月から続けられてきた大嘗祭への
とりなし全体を概観します。
また、国民全体が神 の々前に
ひざまずく初詣に対して
とりなすための戦略を
学びます。

in東京

霊的戦い
セミナー

目から“うろこ”の          東京で新たにスタートします！
        東京／12月7日［土］●講師／滝元順・他
会場／お茶の水クリスチャンセンター9階会議室

New
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アネックス
パル法円坂

●P

●P

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 パラオ
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）
※往復航空券と帰国時の台湾での一泊のホテル代ははツアー代金に含まれていません。

台湾空港内でお過ごしいただくか、各自ホテルのご予約をお願いします。

往復航空券は各自ご予約ください。
旅行社による航空券手配も可能です。

ご希望の方は事務局までお問い合わせください。
（名古屋発の場合／航空券 51,000円＋空港税等 26,950円＝77,950円

※空港税は円レート及び燃油の変動により増減致します。）

P A L A U

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 和 解 ＆ と り な し ツ ア ー
S I R コ ラ ボ 企 画 第 ２ 弾

第2弾となる「滝元順師と行くディープなイスラエルの旅」！現地
の旅行会社(トリップアドバイザー最高評価)の協力により、一
般的には訪れることが難しい「パレスチナ自治区」内の聖書の
世界へ！エルサレム旧市街や、ガリラヤ湖周辺、エリコ、死海な
どのイスラエル定番のスポットにも行くので、イスラエルが初め
ての方でも安心してご参加いただけます。また、難民キャンプで
の医療ボランティアも計画しており、隣人として神の愛を示す、ま
たとないチャンスです！是非、祈りと共にご参加ください。（医師
が２名同行します。その他にも医療関係で働いておられる方を
必要としています。）迷っておられる方は、是非、事務局までお
問い合わせください。　

最終締め切り：10月7日［月］─出発１ヵ月前

パラオツアーの直前の11月13日～16日まで、パラオから大嘗
祭のとりなしの為に6名のチームが来日されることになりました。
日本のために重荷を持ち祈って下さる方 で々す。そのために覚
えてお祈りいただくと共に、是非皆さんも主が導いておられる
パラオでのとりなしにご参加ください。

募集人数
20名先着

47都道府県をめぐりとりなし祈るプランも、いよいよ終盤となりました。
皆様のお祈りを心から感謝致します。

8月14日から17日、盆時期に重なりましたが、
東北地方をとりなし巡る事が出来ました。
3世代でとりなし、賛美する旅で、

とりなしが次の世代に継承されていく大切さを実感しました。
残るは関東地方のみとなりました。
12月の冬休みにとりなし巡り、

最後は皇居の周りを47都道府県のパネルを見てとりなし祈って行く予定です。
全国47都道府県の後はアジア太平洋地域にも

次の世代と共にとりなし続けて行けたらと思います。
─ 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

大嘗祭のための特別とりなし祈祷会
11月14日［木］17時30分～21時30分
祈りのリード／瀧元望（SIR代表）
会場／大手町スペースパートナー大会議室
東京都千代田区神田錦町2-11-7 小川ビル4階

　11月14日は天皇代替における儀式、大嘗祭が皇
居東御苑において行われます。大嘗祭は、夕方から
翌日明け方まで、首相をはじめ、地方自治体の代表
者などが出席し、新天皇が悠紀殿、主基殿で米をな
どを神々に捧げ、自らもそれを食べることによって
「天皇霊」を受けていく暗闇の儀式です。まさしく
暗闇の権威にこの国全体がひれ伏す日といえます。
私たちクリスチャンは目を覚まし主の前でこの国
のためにとりなし祈らなくてはならない重要な日で
あると信じます。この日には、海外からも多くのとり
なし手の方々も来日され、共にお祈り下さることに
なっています。ぜひ日本のために、東京に集まり共
に祈りをささげて頂きたいと思います。

JR
神田駅

■ミニストップ

■ベルサール
神田

ローソン
■

神田警察署
■

生活彩家
■

日清製粉
■

セブン
イレブン
■

■ターリーズ

■
郵便局

淡路町

大手町

■
東京ガス

大手町
スペースパートナー

大会議室

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

11月25日［月］19時～20時30分
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／平岡新人（橋本バプテスト教会牧師）
ソングリード／田中進師

そうして、西のほうでは、主の御名が、
日の上るほうでは、主の栄光が恐れら
れる。主は激しい流れのように来られ、
その中で主の息が吹きまくっている。
［イザヤ書59章19節］

会計報告2019年7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

その他献金

収入合計

 Zawameki13CD制作献金

Zawameki13CD制作献金累計

-3,225,194

4,488,652

64,200

1,035,928

50,200

679,299

584,900

97,200

20,834

7,021,213

373,000

1,970,300

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

1,307,325

105,301

480,279

525,247

899,895

67,797

370,899

489,073

237,700

354,384

4,831,900

-1,335,881

　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。
献金の要請に多くの方々が応えてくださり、多くの犠牲をもって尊い
献金をお送りくださり、心から感謝いたします。振り込み用紙に書かれ
ているメッセージを拝見しながら、さらなる主の祝福が豊かに注がれ
ますようにお祈りさせていただいています。いよいよリバイバルミッシ
ョンも収穫の秋です。9月10月は特に多くの集会が計画されています。
また海外宣教の働きもさらに拡大していきます。10月からは消費税の
増税などもあり、経費も嵩んできますが、続いてこの働きの継続と拡
大のために支えてくださいますようお願いいたします。

Schedule

10:15&午後
ZCL
富山一麦教会

10:030 ZCL
平川キリスト福音教会

14:00
ZCL
八尾東教会

14:00
ZWS
東京

18:00 ZCL
弘前西キリスト教会

19:00 ZCL
青森バプテスト教会

17:00 ZCL
八戸キリスト教会

10:00
Pray for Revival

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

10:30&13:30
RM2019伝道集会
大町めぐみ教会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

10:00 RM2019
伝道集会
宇都宮福音キリスト教会
18:00 RM2019
伝道集会
結城リバイバルチャペル

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

19:00 RM2019
リバイバル聖会
一麦西宮教会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
富士見シオン教会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

19:30 RM2019
伝道集会
ニューライフ
クライストチャーチ

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

RM2019
伝道集会
三国チャペル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
グレイス
クライストチャーチ

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

14:00 RM2019
伝道集会
小山聖泉キリスト教会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

19:00
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

201910October        リバイバルミッションスケジュール

5

76 8 9

3029 1 2

10 11

43

12

1413 15 16 17 18 19

2120 22 23 24 25 26

31 1 22827 29 30

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Pray
forRevival

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

◀────                   神学校リユニオン2019 ──────────▶

◀───────────── 
RM2019 リバイバル聖会
キリスト丸の内教会

◀───────────────              Zawameki@台湾 ───────────────── 

───────────────              Zawameki@台湾 ─────────────────────────────────▶

─────────────▶ 
RM2019 リバイバル聖会
キリスト丸の内教会

リバイバルミッションセンター

◀────            霊的戦い専門課程  ───────────────▶
リバイバルミッションセンター

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

10月のPray for Revivalは
10月10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
お祈り致します。お祈りの課題は
メールかファックスでお送り下さい。
* 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！

in
東京

聖書の読み方指南
分かる！深まる！

みことば塾

18:30
みことば塾

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

│祈りの課題│
●全国の教会、クリスチャン達が更に強められ、リバイバルを待ち望むことができるように。
●日本及び世界の国々にリバイバルが来るように
●神さまの「時」を皆が信仰を持って待ち望むことができるように。

「しかし主よ。この私は、あなたに祈ります。
神よ。みこころの時に。あなたの豊かな恵みにより
御救いのまことをもって、私に答えて下さい。」（詩篇69篇13節）
　私たちが毎日神さまに祈る祈りは、時に忍耐が必要な時もあるかも
しれません。しかし、神さまはみこころの時を備えて下さっていること
を信じます。Pray for revivalは小さな祈りのように思えても、必ず大き
な神さまの計画を開き、天にあるみこころをこの地に引き下ろす重要
な祈りの時です。ぜひともご一緒に日本のリバイバルと全国のみなさ
んの祈りに心を合わせて祈りましょう。
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◉スケジュール

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11月号のニュースは10月20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─

2020年はリバイバルミッション発足から50周年となります。1970年よ
りこの国日本にリバイバルの旗印を掲げ、ただ一筋にリバイバルを求
めて戦い続けてまいりました。1993年に全日本リバイバル甲子園ミッ
ションを機に、全国規模のリバイバルの戦いがスタートし、その後、全国
各地における地方ミッション、1998年には日本武道館を会場に10日間
の東京リバイバルミッションを開催、続く2000年には東京において40
日間にわたるスーパーミッションを開催いたしました。近年は国内の諸
教会を巡る大会を開催し、さらに、かつて日本が侵略したアジアの国々
におけるリバイバルミッションを開催させていただきました。2020年も
リバイバルミッションは全国の教会において開催させていただきます。
そして、この年の11月には大阪と東京、東西における20日間にわたる
教会を巡る大会を開催し、そして、最後には首都東京において全国大
会を開催させていただきたいと願っております。ぜひ、この国のリバイ
バルのために、もう一度心をひとつにしてリバイバルの戦いにご参加く
ださることを心からお願い申し上げます。なお、開催の詳細については、
現在準備を進めております。お祈りをもってお支えください！

Anniversary

50th
リバイバルクルセード
発足から50年

│主催・お申し込み・お問い合わせ│
リバイバルミッション事務局
80120-291-372

50年感謝リバイバル聖会
熱 いリ バ イ バ ル の 炎 を 再 び 日 本 に 燃 え 上 が ら せ て 下 さい！

「主よ。いま彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちにみことばを大胆に語らせて下さい。み手を伸ばしてい
やしを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスのみ名によって、しるしと不思議な業を行わせて下さい。」彼らがこう祈る
と、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ、神のことばを大胆に語りだした。  ［使徒4章29-31節］

2020年
1月12日［日］15:30start ──13日［月・祝］15:00end

会場：愛知県民の森
愛知県新城市門谷鳳来寺7-60（JR飯田線:三河槙原駅下車徒歩15分）
https://www.aichi-park.or.jp/kenmin/index.html

講師：有賀喜一／平岡修治／滝元順・他
全日参加費用：8,000円（登録費・食費・大広間宿泊費）
登録費：2,000円（1日のみの参加料金1,000円）

※詳細は次号申込みチラシにて

申し込み締め切り
2020年
1月7日［火］

1.12［日］
15:00 受付
15:30─18:00 集会①
18:00─19:00 夕食 
19:30─21:30 集会②
22:00─23:30 県民の森野外祈祷会（自由参加）

1.13［月］
6:00─7:30    野外早天祈祷会（自由参加）　
8:00─9:00　 朝食
9:00─12:00   集会③
12:00─13:00 昼食（バーベキュー）
13:30─15:00 集会④


