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台風19号により被災された方々の為に
お祈りいたします。
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2019

November

2019年3月12日から実際にはじまった

とりなしていく事はありませんでした。日

真の意味合いである事です。ここでとりな

天皇退位､即位の諸儀式､神事、行事は、11

本のためのとりなしに重荷を持って下さっ

し祈る為に一つ重要な事があるように感じ

月14日15日の大嘗祭でクライマックスを

たのは海外の方々でした。

ます。｢天皇｣と徳仁さん（称号はあえて略

迎えます。1990年の ｢平成天皇｣の即位の

2019年天皇の退位､即位に関して、私た

します）を区別してとりなし祈る必要です。

際は、現憲法下での初めての天皇即位で

ち教会に主は、
とりなし祈って行くようにと

「天皇が救われるように」と祈ることがあ

あり、多くの議論がわき起こり､緊張感のあ

促して下さっています。近代になって初め

りますが、｢天皇｣はそもそも北極星という

る一年でした。
しかし、29年後の今回は｢平

ての生前退位であり、退位から即位の宮

成の即位｣の前例に沿った形で行われてお

中内外での儀式、また、国事行事をとりな

の儀」
といいます。皇 祖神である天照大御

する神殿です。仮設とはいえ、
よしず垣で外

大きな意味です。悪しき契約を神々の背後

神はじめ八百万の神々である天神地祇と天

周を囲いその中には斎 庫、幄 舎、膳 屋があ

に関わる偽りの神サタンと結ぶ事、
それが｢

てんじんちぎ

皇がお互いに同じ新穀を食す相嘗、
その目

り、
さらに中心部は柴垣で囲われた内側に

天皇｣の衣を着ることだと思わされます。
これ

的は「神人共食」
という神道の考え方にあり

「悠紀殿」
「主基殿」の正殿や庭積帳殿、

らのことを知って､十字架によって与えられた

ます。
ここで具体的に例えると大嘗宮の儀で

小忌幄舎などがあります。
「悠紀殿」
「主基

勝利と権威にあって、徳仁陛下に主が届い

「天照大御神はじめ天神地祇」に五穀の

殿」の内部、
その中心には八重畳という畳を

て下さることをとりなして祈っていきましょう。

じんしんじょうしょく

意味であり、身に帯びている呪術と先祖崇
拝の衣ですから｢救われる｣ことはありませ

はじめ人々を守護することを保証する。天皇

儀式をしますが、
どのようなものなのかは大嘗

は神々を尊び敬い、祈りをささげ、神恩に感

祭の秘儀ということで具体的には公表されて

地の産物が天皇と神々に
献げられる
大嘗祭には全国47都道府県から米､粟

謝することを誓うとともに国家・国民の安寧と

いません。簡単に説明すると
「幄舎」は供神

をはじめ、特産物、農産物､水産物などが

五穀豊穣に感謝する。」
といった主旨だとさ

物や祭器具を保管する小屋で「膳屋」は台

献げられ､悠紀殿､主基殿それぞれの南庭

すことから､はっきり見えてきたことがあり

ん。
しかし、徳仁さん（大嘗祭をもって正式
に陛下になる）は、イエス様の十字架の贖

年の日本の教会は、そのために祈りました

いた ｢天皇｣という衣を、徳仁陛下（令和天

いの計画にあって救われるべき「人」であ

が､積極的に諸儀式、神事や行事に対して

皇）が着るということがその儀式､神事の

ると言うことです。

れています。現行法において天皇は「神で

所です。悠紀殿､主基殿で用いられる米は、

の帳舎の机の上に並べられます。大正天

はなく人間」であり
「象徴」
とされます。
しかし

5月13日宮中三殿の神殿前で、斎田点定

皇、
昭和天皇の大嘗祭には、
当時日本が統

実際には「天照大御神の系譜」
とされている

の儀で亀卜（きぼく
・亀の甲羅を焼いて占う）
と

治支配した地域からも届けられたといいます。

ことから「相嘗」を通じて八百万の神々との

いう占いによって決定され、今回は栃木県､

全ての産物が大嘗祭にあって天皇と神々に

契りを経てはじめて「日本国」の天皇と認め

京都府のそれぞれが選ばれ、
その米が用い

献げられていく現実を知って、主が造られた

られるという神道のもつ宗教的な行事を行っ

られます。ちなみに｢点定｣とは差し押さえると

ものを悪しき者から取り戻していく
とりなしも必

ていることを意味しています。

言う意味を持っており、天皇が大嘗祭のた

要であると知らされます。大嘗祭の後､16日、

めにそれぞれの地域を差し押さえたのです。

大嘗宮とは

（悠紀田は、栃木県高根沢町、主基田は､

皇居・東御苑に建立し、大小約30棟の

さて、天皇退位、即位の諸儀式によって

皇霊殿､神殿で｢即位及びその期日奉告の

日午後、国事行事として海外からの来賓も

何がされてきたのかを簡単に見ていきたいと

儀｣が行われ､天皇として即位することと即位

迎えて｢即位正殿の儀｣が行われます。
しか

建物で構成される大嘗祭で重要な役割を

思います。すでにこれらに関してはとりなしが

礼と大嘗祭の期日が神々に告げられました。

主 基殿の2つの神殿を中心に構成され、
こ

爾とともに悠紀殿に着き儀式が始まっていきま

の悠紀殿と 主基殿のそれぞれで新穀を柏

す。
この儀式は午後9時30分まで続き､その

の葉で出来た器に入れて供え、天皇自らも

間楽師達が神楽歌などを演奏しています。

大嘗祭後
11月22日23日には伊勢神宮、27日に神
武天皇陵､孝明天皇陵、
28日に明治天皇
陵、
12月3日には昭和､大正天皇陵に天皇

日賢所の儀」｢即位礼当日皇霊殿神殿に

られる神殿であります。大嘗宮は悠 紀殿と

諸儀式の始まりだと書きましたが､その実際

5月10日に伊勢神宮、神武天皇陵、四代の

奉告の儀｣が天皇によって皇族参列のもと

は何だったのでしょう。3月12日の午前､皇

天皇山陵に勅使が遣わされ､退位とその期

行われます。

居内の宮中三殿で｢賢所（天皇家の祖神と

日が奉告されました。大嘗祭が終わり正式

される天照大神が祀られている）
に退位､及

に天皇となる徳仁陛下は、
11月から12月に

式の後ろでこのような神事が行われることを

びその期日奉告の儀｣続いて、
「皇霊殿（歴

かけて伊勢神宮､神武天皇陵、昭和天皇

見ると､即位は偽りの神々の背後に関わる悪

代の天皇が祀られている）、
神殿（天皇を守

陵、大正天皇陵、孝明天皇陵、明治天皇

しき権威にあって天皇の即位が成立するも

護する神々も含め八百万の神々が祀られて

陵にその即位を告げるために参拝することに

のである事を知る必要があります。

と行われました。なんと宮中三殿に祀られて

神々への忠誠の誓いを通して､契約を結ぶ

いる神々に退位とその退位の期日を告げ拝

ことによって成立することを知る必要がありま

内容に関して､多くの推測が飛び交いまし

むことからはじまっているのです。続いて午後

す。
それは偽りの神々への契約であり､祖先

た。
しかし、
｢平成の大嘗祭｣は、
掌典職（天

には、
｢神宮（伊勢神宮）神武天皇陵及び

崇拝にあって死の縄目に繋がれ、背後に関

皇直属の神官）
によって記録され、
｢天皇が

昭和天皇以前四代の天皇山陵（孝明天

わる偽りの父サタンとの契約にあって｢天皇｣

密かに性的な関係を采女と持つ｣｢先代天

皇、明治天皇､大正天皇、昭和天皇）
に勅

という衣を着ることであるわけです。

皇のミイラと添い寝する｣などという妄説は退
けられました。天皇の証ともいわれる三種の

使発遣の儀｣が行われ、
3月15日には伊勢

とぎょ

それぞれの儀式、国事行事の前に
行われる宮中三殿への参拝
4月30日に退位するための｢退位礼正殿

まされ、十分に国民にも海外にも周知されて

天皇自らも伊勢神宮（4月18日）、神武天

の儀｣が午後からテレビ中継され行われまし

いるように思えます。大嘗祭のその日にちは

皇 陵（3月26日）、昭 和 天 皇 陵（4月23日）、

た。しかし、午前10時から宮中三殿におい

11月の2番目の「卯」の日と呪術にあって決

大正天皇陵（6月6日）、孝明天皇陵､明治

て「退位礼当日賢所大前の儀」
「退位礼当

められ、天皇の即位にあたって最重要の祭

天皇陵（6月12日）
に､天皇から退位すること

日皇霊殿神殿に奉告の儀」が天皇によって

儀に位置づけられています。正確には大嘗

を告げ､参拝しました。

皇族参列のもと行われました。
これは5月1日

祭のうち
「大嘗宮の儀」の「供饌の儀」
をもっ

新天皇即位に関しても同じように5月8日

の国事行事とされた｢剣 爾等承継の儀｣｢

とも重要なものとしています。大嘗祭の最大

に､皇族に加え、三権の長（首相､最高裁

即位後朝見の儀｣でも、
その午前に｢賢所の

目的、主旨は、大嘗宮の儀式内でおこなわ

神宮、神武天皇陵、四代の天皇山陵に勅
使が遣わされ､退位とその期日が奉告されま
した。

けんじとうしょうけい

ゆ き で ん

す き で ん

食します。

「悠紀殿」
「主基殿」と
大嘗祭の秘儀

神器は即位の日に渡 御され、
さらに即位礼
正殿の儀によって内外に「即位宣言」
も済

きょうせんのぎ

判所長、
衆参議長）
や全国の知事､市町村

儀｣｢皇霊殿神殿に奉告の儀｣が新天皇に

れる「天皇が神々に新穀をお供えした後に

の代表者達が参列して､宮中三殿の賢所、

よって皇族参列のもと行われました。10月22

自らもお召し上がりになる」
ことにあり、
これを

しんえつ

主基殿供饌の儀
15日午前0時30分に天皇が剣爾とともに

自ら参拝する親 謁の儀が行われ、天皇に
なったことを奉告します。
これらが全て終わっ

主基殿に着き、儀式が始まっていきます。
こ

て、宮中三殿の賢所、皇霊殿､神殿に天皇

の儀式は午前3時30分くらいまで続き､その

が拝礼する親謁の儀が行われ､天皇即位

の3日前までに5日以内で竣工される仮設

間楽師達が神楽歌などを演奏しています。

の全ての儀式、
行事は終わります。

祭場で、終了後には撤去されてしまうもので

天照大神、天神地祇（八百万の神々）
と儀

大嘗宮は大嘗祭のためにだけ祭儀当日

大嘗祭とは
1990年、大嘗祭で秘儀として行われる

召し上がる饗宴」が行われます。大嘗祭とと
もに重要とされるもので、米から造られる酒
が大きな意味を持つことが分かります。

もつ建物であり、天皇の即位の礼後に建て

続いて午後、
｢勅使発遣の儀｣が持たれ

国事行事とされる即位に関する盛大な儀

京都府南丹市八木町）

18日に大饗の儀が宮殿で催され､「参列者
に天皇が白酒、黒酒及び酒肴を賜り、
ともに

大嘗祭の時間 悠紀殿供饌の儀
11月14日午後6時30分過ぎに天皇が剣

し、午前には宮中三殿において「即位礼当

続けられてきました。3月12日が天皇退位の

照大神及び歴代の天皇、
そして、八百万の

なるひと

八枚重ねた寝所（神 座）
が設けられていま

ます。それは明 仁上皇（平成天皇）が着て

皇自らが参拝し、皇太子など皇族参列のも

やえだたみ

す。天皇が八重畳の神座の上でさまざまな

てかなりの情報が流されています。1990

なっています。天皇の退位、即位ともに、天

あくしゃ か しわや

新穀を供えて神々との「供饌・相嘗」を通じ

り、世論の反応は穏やかで、
メディアを通し

いる）
に退位及びその期日奉告の儀」が、天

さいこ

式を通して契りを結ぶ､それが大嘗祭の最も

て契りを交わします。それは「神々は天皇を

退位､即位は偽りの神々に告げられることからスタートする
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すが、皇位承継に関する重要祭儀を実施

こうそしん

とりなしの戦略
天皇退位の儀式が始まって以来、可能な限り
その場所､（ 最も近い場所）に立ち、ほとんど
の儀式のためにとりなし祈って来ました。とり
なしとは｢間にイエス様と共に立つ｣ことを意
味しますから、何を祈るかというノウハウでは
なく､私たちがどうあるかが問われます。
「一
人も滅びることがないように」というイエス様
の愛にあって徳仁陛下、皇族一人一人、そして、
国民、そして、かつて侵略統治した国々とその
人々をも覚えてとりなし祈っていきましょう。

───────────────

大嘗祭に対して
の祈りのプラン

11月14日、
15日この 日
を覚えて、断食をもって
とりなし祈りましょう。

とりなし祈る
大嘗祭

とりなし祈る
大嘗祭

日本の教会としてとりなし祈る大嘗祭

あいなめ

「相 嘗」
といいますが、祭儀としては「供饌

東 京 の 祈 祷 会 に お 越 し 下 さ い。

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

淡路町
■ミニストップ

神田警察署
■
生活彩家
■
■
東京ガス

■ベルサール
神田

JR
神田駅

セブン
■
ローソン イレブン
■
郵便局
■
日清製粉
■

■ターリーズ

大手町
スペースパートナー
大会議室
大手町

それぞれの地域､教会､家で、
14日午後6時～15日午前3時30分を覚えて、とりなし祈り、
賛美をもって主の支配と主権を告げ知らせましょう。
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韓国
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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］。
北朝鮮を含む韓半島全体のために
共に賛美し祈る時

e

p

o

r

t

s

韓日の政治的関係が最悪とも言われる状態での韓国リバイバルミッショ
ンでした。台風13号の影響で、飛行機が欠航になったり、韓国でのスケ
ジュールも台風で倒木して通行止めになったりと多くの変更を余儀なく
され、現実的にも多くの妨げがある中でしたが、日本からの参加予定者
はすべて韓国に来ることができました。
そして主が用意して下さった場所
でのとりなしの祈りの時と集会の時となりました。今回は特に朝鮮半島を
南北分断している38度線にまたがってあるDMZ（非武装地帯）を中心
に韓国と北朝鮮とそして日本の間にある壁のためにとりなし祈ることを許
されました。
また春川で韓日の聖会が開催された9月9日は、1938年の第
27回朝鮮耶蘇教長老会にて神社参拝を受け入れた日でもあり、1948年
に、金日成（キム・イルソン）が北朝鮮の建国を表明した日でもありました。

1日目●─── イムジンガク

2日目●─── チョロン

参加者の声

──────●

当初、私たちは韓国に行くことを
まったく考えていませんでした。
しか
し今年に入り、韓国に行くことを主か
ら導かれていた教会のJ姉妹が、私た
ちも韓国に行くことをしきりに勧め
てきました。そこで私の妻は「韓国に
行くことは主の御心ですか？」と祈り
始めたそうです。そんな折、私は夢を
見ました。その夢は「J姉妹と妻の間
に犬がきて、突然後ろ向きになって
ウンチをする」というものでした。私
はすぐに目が覚め、その夢のことを
妻に話しました。すると彼女はすぐ
に「主が韓国に導いておられる！」と
確信したそうです。なぜなら韓国の
絵本に「こいぬのうんち」
という作品
があり、その中で子犬が後ろ向きに

なってウンチをしている絵があるこ
とを思い出したからでした。今度は
私が「妻とJ姉妹だけが韓国に行くこ
とが主の御心ですか？」と祈りました。
すると私は再び夢を見ました。それ
は、私たち夫婦とJ姉妹が韓国に着い
たことを喜んでいるものでした。私
は、夫婦で韓国に行くことが主の御
心であることを知り、今回の聖会の
日程に合わせてホテルを予約しまし
た。
しかし、航空券は予約しませんで
した。なぜなら、航空券はキャンセル
ができないため、仕事の都合もあり
確実に行けるという確信がまだもて
なかったからです。また、ホテルの予
約のことも妻には伝えていませんで
した。すると今度は妻が夢を見まし
た。それは、洗面所とシャワー室が

韓国のクリスチャン新聞に今回の
「韓国リバイバルミッション」の模様が掲載されました。
日韓合同リバイバルミッションが開催された。
日本教会と南北統一のため祈ることは神さま
のみこころ
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北と南を結んでいた鉄道の橋が爆破
され、北と南を分断している象徴的な
場所でもあります。

南北が川でなく陸でつながっている場
所であり、北側から攻めるために密か
に掘ったトンネルが発見されています。

戦後日本から北朝鮮に渡った後、脱北
し韓国でクリスチャンになった方と在
日北朝鮮からクリスチャンになった方

日本が韓国を併合していた時代に造
られた鉄道。分断されDMZ地内にあっ
た駅舎が残されています。

●─── ウォルジョンニ駅
イムジンガクのDMZの地内に入り賛美
と祈りの時がもたれました。

事がありました。2日目の日程で訪れ
たウォルジョンニ駅は、今年に入り夢
で見た場所だったからです。当時の
私は、なぜ駅の夢を見るのか、その
駅がどこなのかも分かりませんでし
たが、その駅に入った瞬間それが夢
で見たものと同じであることが分か
りました。しかも、その駅の訪問は当
初の計画にはなく、台風13号の襲来
により行程が変更したことによって
実現したものでした。主は私たちが
韓国行きを決断する以前から、私た
ちがその場所に行くことをご存じで
あり、韓国リバイバルミッションに参
加する方々が、その場所へ行くよう
にと導かれた場所でもあったのです。
ハレルヤ！
名護ベテル教会牧師 江間隆

春川市の教会での集会

日韓「天国で永遠に
一緒に過ごす友達」

リバイバルミッションがリバイバルク
ルセード時代から長年日本でも奉仕し
てくださった申賢均先生が開拓した教
会ソンミン教会で韓日の聖会がもた
れました。

一緒になった場所で、妻と韓国の姉
妹と、年配の脱北者の姉妹が手を洗
いながら一致して同じ賛美をしてい
るというものでした。私は、その夢の
内容を聞いたとき、韓国に行けると
いう確信を持ちました。なぜなら、妻
が夢で見た場所は、私が予約したホ
テルと全く同じ設備だったからです。
また、妻が見た夢には続きがありま
す。3名の姉妹が賛美をしている洗
面所から少し離れたところに木が植
えられており、その中の沢山の実が
なった１本の木からJ姉妹が実を採っ
ておいしそうに食べているというも
のでした。韓国・北朝鮮・日本が心を
一つにして主に仕えるとき、多くの
実を結ぶことを主は教えて下さいま
した。また、現地では他にも驚くべき

韓国リバイバル
ミッション

韓国リバイバル
ミッション

K

R

日本人、韓国人がともに手をつないで
祈り、和解の時となりました。

悪化していく韓日関係のただ中で、
日本と
韓国のクリスチャンたちが合同礼拝を開い
て韓半島の統一のために祈り、
耳と目を集中
させている。8日、聖民教会（ハン・ホンシン
主任牧師）
の会堂で開かれた日韓合同リバ
イバルミッションにおいてだ。
リバイバルミッション（日本宣教団体）が
主催し、聖民教会が協力した日韓合同リバ
イバルミッションは、
ざわめき賛美チームの
賛美で始まり、
滝元順牧師とハ・グァンミン牧
師のメッセージ、
そしてジョン・ハミン伝道師
の証しがなされた。
日本の中にある韓国と北朝鮮である「民
団」
と
「朝鮮総連」の福音化のために努力し
てきた滝元順牧師は、
日本と韓国は「天国
で永遠に一緒に過ごす友達」
という言葉で
メッセージを始めた。順牧師は「イエスさま
が教えてくださった重要な戒めは、神さまへ
の愛と隣人への愛」であると説明した。順牧
師は、
「よきサマリア人の話」を例に挙げた。
「倒れたユダヤ人の旅人を助ける人は、ユ
ダヤ人祭司でもなくレビ人でもない、旅人の
立場を考えたサマリア人だった」
「民族的な
感情を超えて、互いの立場について考えな
ければならない」
と強調した。

滝元順牧師は「韓国と日本が互いの立
場に立ち、韓国と北朝鮮も互いの立場に
立って助け始めるなら、神さまが語られた隣
人への愛が必ず成し遂げられるだろう」
と
語った。
また、
「日本は近代史をきちんと教え
ていない」
「韓国の痛みの歴史には日本に
原因があり、
日本は隣の国の痛みに対して
関心を持たなければならない。日本の教会
が、南北統一のために祈ることが神さまのみ
こころである」
と付け加えた。
ハ・グァンミン牧師は、エペソ書2章15〜
18節のみことばからメッセージをした。ハ牧
師は、
「 神の国は、国境、人種、性別、文化
を超越する」
「南と北はもちろん、
すべての民
はイエスによりひとつである」
と強調した。続
けて、
日本宣教と、
日本教会の主任牧師の
謝罪を受けたことについて語った。ハ牧師は
「南北分断の原因である日本を祝福しに
行こう、
と言って宣教チームを構成し、
日本へ
発ったが、大阪でチームメンバーが傷を受
けた」
と語った。
その後、
日本に対して心を閉
ざしたが、
日本の障がい者宣教チームが3
回も訪ねて来て、
再び心が開かれるきっかけ
となったと語った。ハ牧師は「日本の障がい
者宣教チームの要請で日本の障がい者宣
教チームの教会に訪問することになり、
まだ
完全にほぐれていない心で、南北分断の責
任は全面的に日本にあり、
日本は神社をたく
さん建てる罪を犯した」
と恨みをもった顔つ
きで非難した。
「しかし、続いてもたれた祈り
の時間で、教会の主任牧師がこちらに来て、
涙をもって謝罪し、
韓国と北朝鮮のために祈
ると、恨みの多かった心が崩された」
「神さ
まによって成し遂げられる悔い改めと赦しは、
憎しみを打ち負かすことができる」
と語った。
脱 北 者出身のジョン・ハミン伝 道 師は、
「私の父は、殉教者です」
という言葉で証し

を始めた。ジョン伝道師の父親は、北朝鮮
の主体思想を熱烈に擁護する人だったが、
家族が飢えで苦しみ、
北朝鮮の政権がひっ
迫すると、食べ物を求めて中国に渡った。
そ
の後、韓国の宣教師に出会い、福音を受け
入れ、脱北民を相手に宣教していたところ、
北朝鮮当局に捕まり、
殉教した。
ジョン伝道師は、神さまは父を見捨てたと
考え、神さまをひどく恨んだと告白した。続け
て、彼は「神さまが憎かったので、悲しませる
行動をし、
さまよったが、神さまに対する記憶
は次第に鮮明になっていき、神さまは夢で訪
ねて来られた」
と話した。神さまはジョン伝道
師に、天国にいる父を見せてくださり、神さま
は父を見捨てたのではなく、祝福を受ける道
をお許しになった事実を教えてくださったと
語った。ジョン伝道師は「父が北朝鮮当局
に捕まった時、神さまを信じている事実を打
ち明けなかったら、死を免れることができまし
た。しかし、
イエスさまを告白し、死に至った
理由はまさに金正日よりも偉大な神さまを見
たからだ」
と告白し、
証しをまとめた。
この日、合同礼拝は聖民教会の教会員
100名以上と、
日本からの参加者80名以上、
脱北者20名以上等、
総勢200名以上が集
まり、
「 南と北がひとつとなる」
「日本の中にあ
る朝鮮総連界の福音化」等のために、共に
賛美し祈った。
合同礼拝に参加した服部菊子宣教師
はインタビューで「カンボジア宣教時代から
北朝鮮に対する思いがあったけれど、娘が
韓国人と結婚したことで韓半島に対する思
いがさらに深くなった」
「韓国で南と北のた
めに祈ることができて感謝だ」
と告白した。続
けて、
「合同礼拝前日に戦争記念館を訪問
し、
日本人の視点と韓国人の視点が違うと
いう事実を知った」
「相手を愛するためには、
相手を正確に知ることが重要だ。日本が本
当に韓国の痛みを理解するようになることを
願っている」
と話した。

※この日、合同礼拝には聖民教会教会員100名以上と、日本からの参加者80名以上、脱北者20名以上等、総勢200名以上が集まり、共に賛美し祈った。
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「伝道」は教会の最重要使命!

平岡修治

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。

関東地区

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

2019

11月8［金］─27日［日］

聖書セミナー
第 1弾

メッセンジャー／平岡修治◉音楽ゲスト／安武玄晃
11月8日［金］東京都西東京市／東京グレイス福音教会
11月9日［土］東京都足立区／神の家族主イエス・キリスト教会
11月10日［日］神奈川県大和市／大和カルバリーチャペル

北関東地区

10月22［火］─27日［日］

東京都中野区／東京カルバリーチャペル

メッセンジャー／平岡修治◉音楽ゲスト／チェ・ヨンドゥ
10月22日［火・祝］群馬県前橋市／富士見四恩キリスト教会
10月23日［水］群馬県前橋市／ニューライフクライストチャーチ
10月24日［木］群馬県渋川市／堺福音教会三国クリスチャンチャペル
10月25日［金］群馬県太田市／グレイスクライストチャーチ
10月26日［土］栃木県小山市／小山聖泉キリスト教会
10月27日［日］栃木県宇都宮市／宇都宮福音キリスト教会

関東地区

第 2弾

11月22日［金］─24日［日］

メッセンジャー／平岡修治◉音楽ゲスト／中村匡
11月22日［金］千葉県習志野市／みもみキリスト教会
11月23日［土］千葉県冨津市／大佐和キリスト教会
11月24日［日］東京都足立区／炎リバイバル教会

茨城県結城市／結城リバイバルチャペル

in大阪

平岡修治師を講師に「セカンドラ
イフを主のために！シニア向けセ
ミナーin大阪」が8月30日［金］
大阪クリスチャンセンターを会場
に行われ、20名近くの方が参加
下さいました。

参加者の声

◉一貫した神のメッセージ、そして人間の救い
について書かれてあるのが聖書だということが
心に響きました。─30代女性
◉心躍るような思いで講義を聞いていました。
持ち帰り、恵みの学びをまとめようと思います。
─50代男性
◉短時間でわかりやすく学ぶことができました。
ますます御言葉を、救われた喜びを持って伝え
ていきたいと思いました。─30代女性

祈れば変わる、
この国の未来！

目から“うろこ”の

戦略的

霊的戦い

調査専門課程

in大阪

とりなしと

セミナー

9月6日［金］
・7日［土］に第2期
9月13日［金］豊中市内の会議室
目を迎える「戦略的とりなし調査
にて第4回目も40名近くの方が
専門課程」9月度が行われました。 熱く学ばれました。

参加者の声

様々の気づきを与えられました。次世代のため
の祈りをグループでしていますが日本から多く
の宣教師を世界に派遣して下さいと、また、日
本からの宣教を！と祈っていますが、その事につ
いても、もう一度改めて考えるべきことがある
のではと思わされました。また、
「 大嘗祭」につ
いてもこれほど沢山の儀式があるのかと教えら
れ驚いています。とりなし祈るものたちが一致
をもって、主の十字架の贖いによって救われた
者としてへりくだりの心で祈れますようにと思
わされました。
─70代女性

参加者の声

◉隣人に感心を持ち愛することで「霊的戦い」
は前進し、また、私たちが全被造物に関心を持
ち管理することが人間の役割であることが教え
られ感謝です。─40代男性
◉私たちが何気なく目にしているもの、耳にし
ているものにもっと注意深くなって、主に聞き
ながら前進していきたいと思いました。
─40代女性

神奈川県川崎市／田園宮前チャペル

リバイバルミッション2019伝道集会
中部・北陸・甲信越地区レポート

8年目を迎える「霊的戦い専門
課程」第8期最初の9月度が9月
30日［月］
・10月1日［火］に新城
のリバイバルミッションセンター
にて行われました。新しい参加者
も加えられ、学び・とりなしの祈り
の実践も祝福されました。

参加者の声

これまでの学びを通し福音の矮小化の現実、そして
福音とは何かを教えていただきました。そして、
この
夏、私たちの教会では5回の伝道集会を開き、学ん
だことを即実践させていただき、延べ104人の方々
を主が導いてくださいました。
（ 三分の一が初めて
お会いした方々）私たちの努力ではなく、主によっ
てまだ福音を一度も聞いたことがない方々が、自ら
教会に足を運ばれた事の大きな喜び！また、
さっきま
で走り回っていた2歳の男の子が、目の前にやって
きて頷きながら福音のメッセージを聞く姿に、思わ
ず「へぇ！」と心を開かれる同世代のお母さんもおら
れました。
「霊的戦い専門課程」の学びや祈りを通し、
私自身、“すべてのもの”に福音を伝える喜びに満た
されています。主に栄光！─30代女性

Reports

9月から10月にかけて3ツアーが開催されました。すべての開催教会にて、講師の平岡先生はじめ、音楽ゲストの皆さ

が与えられたこ
とを感謝します。
先生方が到着さ
れる少し前に賛
美のリハーサル
をしようとしていた時に、20年以上前によく一緒
に遊んでいた夫婦が訪ねて来ました。病んでい
るということだったのでみんなで祈りました。主
がこのタイミングを下さったと思える伝道の時
でした。集会には参加できずに帰りましたが良い
交わりを与えられ感謝でした。今日の為に祈って
下さっているとりなしを実感しました。集会には、
お誘いしていた職場の同僚の方が来てくださり、
招きの時に手を挙げてくれました。これから彼が
イエス様にしっかり繋がって行けるように、
とりな
しの使命を受け取りました。サックスも素晴らし
く、安武さんの娘さんの証に小さな子供たちも
共感したようでした。ある姉妹は平岡先生のお話
を、
「初めて聞くタイプのメッセージにびっくりし
た。でもイエス様のことがよく伝わった。もっと
聞きたかった」
と言っていました。私たちは、今回
の集会を通して私たち自身に宣教の情熱を与え
て下さいと祈っていました。その火を受け取った
と信じています。ハレルヤ！素晴らしい恵みを感
謝します。
軽井沢ペヌエルチャーチ牧師 高田威作

北陸・甲信越地区

中部地区

中部地区

連載

この 度、素 晴
らしい恵みの時

それで、
「おまえの名は何か」
とお尋ねになると、
「私の名はレギオンです。私たちは大ぜいで
すから」
と言った。
そして、
自分たちをこの地方
から追い出さないでくださいと懇願した。マル
コの福音書5章9-10節
イエスさまがゲラサ地方に行かれたとき、
悪霊
に支配された男が墓場から出て来て、
ひれ伏
して主を礼拝し、懇願した記事は、多くの霊的
戦いの情報を私たちに提供しています。
ここから
分かるのは、
悪霊の軍団レギオンが、
一人の男
よりも、
ゲラサという
「地方」
に執着している事実
です。
この記述について、
『 新聖書注解新約1 』
（いのちのことば社）
では次のように解説していま
す。
『〈この地方から追い出さないでください〉
とは、
当時、
一般に、
ある悪霊はその地方だけに居住
しており、
他の地域には、
他の悪霊がいると考え
られていたからである。』
当時の一般的理解に
併せて、
聖書の記述の中にも地方に対する言
及があるわけですから、
悪霊の働きには地域性
があると理解しても良いのではないでしょうか。
ではなぜ、
レギオンは、
「 地方」に執着した
のでしょうか。
それは悪魔・悪霊どもは神ではな
く、
被造物であるゆえに、
人々を支配する為には
「策略」が必要であることを意味します。聖書
は悪魔に立ち向かうように勧めていますが、
立ち
向かうとは、
「悪魔の策略を見抜く事」
に他なら
ないのです。
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。

◉滝元順

んが全力で奉仕してくださり、
多くの教会から感謝の報告をいただいています。
また全国のとりなし勇士の皆様のお祈り
に支えられ、
集会にまったく新しい方がチラシを見て来られたり、
何十年ぶりに教会に来られたりという方が不思議に与
えられています。
そして多くの方にとって救いの決心の時となっています。確実に一歩一歩救いの扉が開かれています。

町を支配する
レギオン
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若者からシニア世代も
みんなで学ぼう！

セミナー報告

リバイバルミッション

2020

Revival
Mission
2019

伝道集会

エペソ人への手紙６章１１節
ギリシャ語で「策略」
を「メソデイア」
と言いま
すが、
英語のメソッドの語源です。
それは「目的
を達成する為の方法・方式・手法・手順」を表
します。悪魔は偏在できないがゆえに、集団を
束縛する偽りの手法を常に必要とします。
そして
彼らが最も成功している集団を巻き込む手法が
「共同体の偶像礼拝」です。ゲラサでの事件
がどこで起こったのかについては諸説ありますが、
近年、
ハイファ大学の発掘調査で、
ガリラヤ湖
西岸の山上都市「スシータ」が有力な候補地
である事が判明しました。
その都市で行われて
いた偶像礼拝を調べるとき、興味深い事実が
浮かび上がってきます。スシータも、
デカポリス

6
地方の街々も、
すべてヘレニズム文化の影響
で建てられた古代の都市で、
街の中心には神
殿があり、
街で暮らす人々は残らず、
街の主神
が祀られている神殿に詣でて、
偶像礼拝を行っ
ていました。ゲラサ地方は農業地帯であり、
祀ら
れていた神は、
ギリシャ神話の豊穣の女神「デ
メテル」であったと考えられます。デメテルとポ
セイドンの神話によるとデメテルは馬に変身して
います。スシータとは、
ヘブル語で「馬の街」
を
意味します。デメテルは、
天候を支配する女神
で、
聖獣として
「豚」
を引き連れていました。
これら
を背景に福音書に接するなら、
記述の意味を
深く知る事が出来ます。
また、
男が「墓場」
に住
んでいたと記述されていますが、
当時のギリシャ
的な世界観で最も強調されていたのが「祖先
崇拝」でした。死者の命日には横穴式の一族
の墓場に家族・親族一同が集まり、
死者と飲み
食いするのを常としていました。
ここから、
町の中
心に位置するギリシャ神殿によって、
「町の住民
すべて」
を集団的に偶像礼拝に誘う力と、
一族
の墓においては「家族全体」
を祖先崇拝に誘
う
「共同体の偶像礼拝」
という策略を見つける
事が出来ます。
そして、
この構図は、
日本においてもまったく同
じです。悪魔は自分の手下である悪霊どもの集
団「レギオン」
を遣わし、
町の住民全体に覆い
を掛けています。
その策略を見抜き、
とりなす祈り
は、
町の解放とリバイバルの為に、
どうしても必要
なことなのです。

リ

ス

チ

ャ

ン

っ

て

最

高

だ

！

参加者の声

会
講

を聞けるのかと毎回楽しみです。聞いたことを福

場：リバイバルミッションセンター
師：滝元順／鈴木陽介 他

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

7 時 間 賛 美 集 会♪

11月16日［土］

Vol.1

10:00─17:00
会場：新城教会

※昼食代500円、予め予約が必要です。
club@zawameki.com迄ご連絡ください

参加費無料

ミナーの実践版となる、7時間連続の賛美集会「リバ
開催されます。ぜひ、お時間を作ってご参加くださ
からコーラスまで、ぜひ、あなたも一緒になって7時
間の賛美を共に、主におささげしましょう。
ご奉仕可
能な方は事務局までご連絡ください！

霊的戦い
セミナー

NEW

大好評
ついに東京でも
開催決定！

in東京

12月7日［土］

全3講義

大阪
11月15日［金］

13:00─18:00
会 場：お茶の水クリスチャン 10:30─16:15
チェリオビル6階
センター9階会議室
阪急豊中駅より徒歩3分
講 師：滝元順
東京・大阪
鈴木陽介「経済と霊的戦い」他
お申し込みは
こちらから▼
受講料：3,000円
現代社会において、我々は何と戦い、何に勝利すべきな
のか。
この世で最も激しい戦いの現場とは！？ 戦況を知
り、神の子どもとしての権威を知ったその瞬間、勝利の道
は開かれる！今まで無かったこんな視点「目からうろこ、心
がおどる」必聴セミナー

a

m

e

k

i

Zawameki 2019─2020 Schedule
10.27［日］Z.C.L.at八尾東教会

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

かり実として残っていることを実感しています。

12.7［土］14:00～ 女性支援施設コンサート

加させていただいています。

学校帰りや
若者からシニア世代も 仕事帰りに学べる！
みんなで学ぼう！

平岡修治

聖書セミナー
in大阪

お申し込みは
こちらから▼

とりなしと
調査専門課程

12月13日［金］14:00─14日［土］15:00
場：リバイバルミッションセンター
師：瀧元望

※前号での表示価格に誤りがありました。
正しくは、
こちらの価格です。
※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、
国民全体が神々の前にひざま
ずく初詣に対してとりなすための戦略を学びます。

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

12.14［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

お申し込みは
こちらから▼

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

全地よ。神に向かって喜び叫べ。み名の栄光を

であり、主の奇跡の結果であることを強く感じており

ほめ歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。

ます。今までのCD制作は一貫して、
リバイバルの

2020

ため、
そして、賛美で主の帰られる道を備えるため

会場／愛知県民の森

詩篇66篇1～2節
ハレルヤ！主のみ名を賛美いたします。お祈

のものでした。
そして、
この今回、主からいただいて

りいただいております、
Zawamekiの新たなCD

いますテーマは「神への賛美を栄光に輝かせよ」
と

「Zawameki13」のレコーディングが、
いよいよ11

いうものです。
このテーマが与えられたのは一年ほ

月19日に日本を経ち、
ロサンゼルスにおいて行わ

ど前、
山頂における祈祷会の最中でした。
とても大

れることとなりました。主のご計画が100％あらわされ

きな驚きとともに主からのテーマを受け取りました。
そ

るように、
ぜひ、引き続きお祈りください。
そして、
この

もそも賛美は主におささげする栄光の輝きですが、

1.12［日］─13［月］50年感謝リバイバル聖会
1.18［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.187
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7
2.15［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.188
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7
3.14［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.189
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

レコーディング実現のために、支援献金の呼びか

主お示しくださったのは、
『 人類が創造される以前、 ※この冬はレコーディンング制作のために多くの日程を

けに日本全国の多くの愛する皆さまが応答してくだ

天使長ルシファーが、
主のみ前でささげていた時よ

さり、
大きな愛と犠牲の結晶である尊いささげものに

りも、
もっと輝いた賛美をわたしにささげなさい』
とい

よって実現に導かれております。言葉に言い表すこ

う、
とてつもなく大きなテーマでした。イエスさまの帰

とのできない感謝で一杯です。本当にありがとうご

られる日の間近なこの時代において、主の帰られる

ざいました。同時に、
この働きが主からのご計画で

道を備えるためには。人類誕生以前に、主のみ前

あることを痛切に感じ、
忠実に実現に至すことができ

に響いていた賛美以上の賛美が必要であるという

るようにと、
身の引締る思いでおります。
さて1993年

のです。あまりにも小さく愚かな者にとっては、手の

1月からZawamekiシリーズの賛美がCD化され、
今回で（伝道向けCDを含め）
15枚目となります。
こ

ています。ぜひ、
さらにお祈りを持ってお支えくださ

こまで、賛美を通してリバイバルを求める道がここま

いますよう、
心から伏してお願い申しあげます。

届きようのない、
壮大な主のご計画が今始まろうとし

─ Zawameki 滝元開

Zawameki街角同刻PraiseVol.37

戦略的

全日参加価格
［1泊2食込］12,000円
新世代牧師割引価格9,000円

神への賛美を栄光に
輝かすために。

で導かれてきたことは、
ただただ、
主のお働きであり

祈れば変わる、
この国の未来！

会
講

w

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

クリスマスは街に繰り出して賛美しよう！

目から“うろこ”の

お申し込みは
こちらから▶

a

11.19［火］─27［水］
Zawameki13レコーディング

前回は贖罪論に焦点を合わせた
「旧約聖書」の学
びでしたが、今回は「新約聖書」を学んでいきま
す。新約聖書はどのようにして誕生したのか。な
ぜ、
27巻なのかを探っていきたいと思います。

い！今回は参加型賛美集会となります。楽器の奏楽

Z

践編で、身をもって体験できるので、帰宅後もしっ

聖書の全体像を理解する

プレセブン」
となって始められます。今後、不定期で

f

●二日目のフィールドワークは、学んだことの実

19:00─21:00
会 場：大阪クリスチャンセンター
受講料：3,000円

昨年10月より行われましたリバプレセミナーは、セ

o

2019.12.25
［水］
15:00〜16:00

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！1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。

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。

♪当日歌われる曲目
❶ダビデの子にホザナ！

│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!

❷Glory glory
❸主をほめたたえよ
❹Glory Hallelujah!
❺主イエスが生まれた
❻主はあなたを守り
❼主の愛が今
❽勇気を出して
❾将来と希望
❿その目を開いて
⓫感謝しよう賛美しよう
⓬Maranatha
⓭主のみ名に力がある
⓮Let's dance to the Lord!
⓯Dancing

要しますので、全スケジュールの祝福をお祈りください。
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。

10.20─10.26
Jesus is coming soon
10.27─11.2
Letʼs dance to the Lord!
11.3─11.9
Rejoice

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

7

リバプレセブン
始まります♪

t

びの牧会に変えられています。

11月29日［金］

席上献金有り

u

音宣教の現場で実践できるので、涙の牧会から喜

●セミナー受講に行くというより、今月勝利する

2019年

o

●毎月、様々なテーマで深い考察を頂き、次は何

ための剣を受け取りに行く、そんな感覚で毎回参
お申し込みはこちらから▶

h

大阪府八尾市山本町北7丁目8-2

10月28日［月］─29日［火］
11月18日［月］─19日［火］

S

Zawameki

セミナー

ク

11.10─11.16
Praise the Lord!
11.17─11.23
Singing Dancing
11.24─11.30
Hosanna!
12.1─12.7
Glory glory
12.8─12.14
Take back the Rhythm

Zawamekiホームページ
随時更新中！
スケジュールのチェックはこちらから

www.zawameki.com

！
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。

〒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

8

パラオ

SAMARIA

11月7日［木］─14日［木］

P A L A U

11月22日［金］─26日［火］

パラオ内現地費用

いよいよ
出発！

滝元順師と行く
「ディープなイスラエルの旅」

9

日本から21名、韓国から1名、ハワイから2名、
合計24名で出発します。一般的には訪れる
ことが難しい「パレスチナ自治区」
にも訪れ、
サマリヤ村を訪問したり、11月11日
（月）
には
難民キャンプにて医療ケアボランティアも計
画されています。現地の方々に、隣人として神
の愛を示すことができるように、是非とも日本
から、
世界各地から、
お祈りください。

60,000円

募集人数
20名先着

（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。）
─────────────────────────────

最終締め切り：10月31日
［木］─ 出発3週間前

─────────────────────────────

第2弾となる
「SIRとのコラボ企画・和解＆とりなしツアー」
！今回は、
太平洋戦争の激戦地で
もあったパラオに向かいます。
今でも戦争の爪痕が多く残っているペリリュー島、
アンガウル
島では、
太平洋戦争時に島を守る日本軍とアメリカ軍との間で戦闘があり、
一万人を超える
日本兵が戦死しました。
11月23日は日本兵が玉砕をした日であり、
その日に合わせ、
現地で
とりなしをさせていただきたいと願っています。
すでにSIR代表・瀧元望が6月に現地に出向
き、
現地リーダーと話し合いをし、
現地の教会も受け入れ体制を整えてくださっています。
また、
ツアー直前の11月13日〜16日は、
大嘗祭のとりなしの為に、
パラオから日本のために重荷を
持った6名のとりなしチームが来日されます。
是非そのためにも覚えてお祈りください。
パラオの
方たちがそのように愛を示してくださっています。
私たちも現地に出向き、
その地のいやしと和
解のためのとりなしをさせていただきましょう。
是非、
祈りと共にご参加ください。

11

2019

November

SUN

27

リバイバルミッションスケジュール

MON

14:00 ZCL
八尾東教会

28

TUE

WED

29

30

31

1

6

7

8

Revival 10:00 RM2019
Mission 伝道集会
2019
宇都宮福音
キリスト教会

47都道府県巡回

とりなし
プレイヤー
ウォーク

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）
音楽ゲスト／石塚誠孝
マリンバアンサンブル
マリンバ
・フィリア Duo*Philia［デュオ＊フィリア］
アンサンブルデュオ
Duo*Philiaはふたごの姉妹、伊藤朱美子・伊藤多美子
ソングリード／田中進
のユニットです。フィリアとは「友情」
という意味のギリ
至大阪

府庁■

KKR
■
中央大通り

至天王寺

P
●

駅地下鉄森ノ宮駅❷出口

■難波宮跡

地下鉄谷町四丁目駅

P
●

森ノ宮駅

地下鉄中央線

アネックス
パル法円坂

JR環状線

NTT
■

歩道橋

❿出口
⓫出口

47都道府県の主要な町々
を巡りとりなし祈ってきたプ
レイヤーウォーク。ついに残
すところ関東地区だけとな
りました。引き続き、
ともにお
祈りくだされば幸いです。

大阪城公園
玉造筋

■
NHK・大阪
歴史博物館

上町筋

府警本部■

シャ語の意味です。京都市立堀川高等学校音楽科、京
都市立芸術大学卒業。同大学院音楽研究科修了（朱
美子）。現在、京都市立京都堀川音楽高等学校非常勤
講師（朱美子）、マリンバアンサンブル「Ensemble
philia」、京都シャロームチャーチ室内アンサンブルメ
ンバー。ユーオーディア管弦楽団打楽器奏者。2000
年度バロックザール賞受賞。

わたしは大地に川を開き、
谷間には泉を湧かせて、
彼らに与える。
砂漠には池ができ、
からからに乾いた地には、
多くの泉から川が流れ出す。イザヤ書41章18節

SAT

2

14:00
ZWS
東京

2019

18:00 RM2019
伝道集会
結城リバイバル
チャペル

3

◀────

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

4

5

Revival 19:00 RM2019
Mission 伝道集会
2019
東京グレイス
バイバルチャーチ

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

2019

9

14:00
ZWS
千葉

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
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

◀─────────────── ディープイスラエルツアー ─────────────────

10

14:00
ZWS
新城

Revival 9:00&11:00
Mission RM2019伝道集会
2019
大和カルバリーチャペル

11

12

13

14

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

2019

17:00 RM2019
伝道集会
東京カルバリーチャペル

15

10:00
Pray for
Revival

◀────

目から“うろこ”の

10:30
霊的戦い 霊的戦いセミナー
セミナー ＠豊中

16

in大阪

リバイバル関東 ─────
─
─────
────▶
7時間賛美集会♪

─────────────── ディープイスラエルツアー ─────────────────────────────────────────────────▶

17

18

19

20

21

22

Revival RM2019
Mission 伝道集会
2019
みもみキリスト教会

ニュース発行日

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

2019

◀────

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

24

Revival 10:00 RM2019伝道集会
Mission 炎リバイバル教会
2019
15:30 RM2019伝道集会
田園宮前チャペル
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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

19:00
リバイバル
関西

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

2019
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Zawameki13レコーディング ─────────────────────────────
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29

30

若者からシニア世代も 19:00
みんなで学ぼう！

平岡修治 聖書セミナー

聖書セミナー

in大阪

in大阪

──────────────────パラオとりなしツアー ──────────────────▶
────────────────────
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Revival 11:00 RM2019
Mission 伝道集会
2019
大佐和キリスト教会

◀─────────パラオとりなしツアー ───────────

Zawameki13レコーディング ───────────────────────▶

11月14日は天皇代替えの儀式、
大嘗祭が行われます。
私たちは神の民として、
神さまの前にへりくだり、
この国の罪をとりなし祈る者とさせて頂きたいと思います。
この日、
Pray for revival では、
特別に大嘗祭のためにとりなし祈る集会と
したいと思います。
ぜひご参加下さりお祈り下さい。

Pray
for
Revival

11月のPray for Revivalは
11月14日［木］朝10時〜11時30分です。
メッセージ／瀧元望師（SIRネットワーク代表）

集会への
︑
参加は

関東地区は、
12月末に
巡回予定です。

11月のリバイバル関西は、
メッセンジャーに橋本バプテスト教会主任牧師であり
サーヴァントチームのメンバーでもある平岡新人先生をお迎えします。
また深秋の夜空に響くバリトンヴォイスとマリンバの饗宴です。
ぜひともお誘い合わせの上お越し下さい。

FRI

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

◀──────────────────────────────

秋の深まりに、
バリトンヴォイスとマリンバが奏でる
クラッシックの夕べ。

THU

Schedule

スケジュール

世界宣教、他

サマリア

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

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

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。
8月は多くの集会があり、集会献金が通常より多くなっています。実際
の支払いが翌月だったり、カード決済のため後日の支払いになったり
もしますが、皆様の心からの献金に支えられていることを感謝します。
9月には韓国でのミッション、国内宣教、セミナーなどますます精力的
にリバイバルのために前進しています。かなり経費なども必要が多く
なってきていますので、続いてお支えてくださいますようお願いいた
します。

会計報告2019年8月度
収

入

前月繰越金
一般献金

1,824,158 事務運営管理費

集会献金・参加費

1,598,944 一般旅費交通費

国内宣教指定・集会献金
世界宣教献金

アクセスして
下さいね！

支

●11月14日に行われる大嘗祭に対して、日本の教会がへりくだって主にとりなし祈る事ができるように。
●日本の教会が強められ、
まだ神さまを知らない方々が教会に訪れるように。
●日本の全被造物が主をほめたたえ、賛美しますように。

1,272,408
14,530

104,750 通信費

482,689

16,100 印刷費

456,818

霊的戦い部門指定・集会献金

223,010 国内宣教諸経費

476,447

ざわめき指定・集会献金

598,710 集会諸経費

929,087

賛美教育指定献金
受取利息

14,100 霊的戦い部門諸経費

260,185

3 ざわめき諸経費

436,587

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

│祈りの課題│

出

-1,335,881

世界宣教経費
神学校借入返済
収入合計

4,376,775 支出合計
次月ミッション繰越金

Zawameki13CD制作献金

515,594

Zawameki13CD制作献金累計 2,485,894

218,680
354,384
4,901,815
-1,860,921

10

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！

50年感謝リバイバル聖会

「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

Anniversary

50th
リバイバルクルセード
発足から50年

◉スケジュール

1月12日［日］15:30start ──13日［月・祝］15:00end

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）

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
山﨑ランサム和彦／田中進／平岡新人
全日参加費用：8,000円［登録費・食費・大広間宿泊費］

1.13［月］
6:00─7:30
8:00─9:00
9:00─12:00
12:00─13:00
13:30─15:00

登録費：1,000円［1日参加料金］
食 費：12日夕食1,200円［お弁当］
13日朝食800円［会場レストランにて］昼食1,000円［バーベキュー］
宿泊費：大広間宿泊3,000円／3名〜4人部屋6,000円

野外早天祈祷会（自由参加）
朝食
集会③
昼食（バーベキュー）
集会④

※詳しくは同封のチラシをご覧下さい。
│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

※3〜4人部屋をご希望の方は事務局へお問い合わせ下さい。
※近郊のホテルに宿泊をご希望の方は事務局へお問い合わせ下さい。

申し込み締め切り

2020年
1月6日
［月］

宿泊定員：200名
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あなたの町、教会で伝道集会を開催しませんか？

0

T

H

リバイバルミッションの働きは50年間、
日本の宣教を委ねられ、
日本全国津々浦々、
どんな所へも福音を携えて出かけてまいりました。来年2020年もあなたの教会へ福音を届ける出前伝道
集会を行うために出かけてまいります。新しい方が音楽を通して心開かれ、福音のメッセージを受け入れるようにと考えられたプログラムです。ぜひ一度あなたの町の教会で開催して下さい。

費用はすべて
リバイバルミッションが
負担します！

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─

フリー
ダイヤル

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3月31日
（火）
〜4月5日
（日）
チームに対する謝礼、
交通費、
宿泊費、 ⑤甲信越地区5月15日（金）〜5月24日（日）
宣伝用チラシ
（500枚までは無料）、
⑥中部地区6月12日
（金）
〜6月21日
（日）
その他一切の経費を
⑦北陸地区7月3日
（金）
〜12日
（日）
リバイバルミッション側で負担致します。⑧北海道地区9月11日（金）〜20日（日）
ただし当日席上献金を
⑨東北地区10月2日
（金）
〜10月11日
（日）
リバイバルミッションにささげて
EAST&WEST 日本2大都市同時20日間連続開催！
⑩関東・関西地区11月3日
［火・祝］─23日
［月］
頂く形でお願いしております。
※都合により中国地区の日程が変わりました。

予定メッセンジャー◉平岡修治／滝元順／有賀喜一／田中進 他
予定ゲスト◉井草聖二／安武玄晃／チェ・ヨンドゥ／Duo B→Ｚ
ジョン・フルカー／ティム・ケプラー／フィリス・セント・ジェームス 他

80120-291-372

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12月号のニュースは11月18日
（日）発行予定です。

