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　リバイバルミッションは、前身の日本リバイ
バルクルセードが愛知県の山奥にある東栄
町で1970年に発足し、今年で50年の節目
を迎えます。その場にいた私は中学生で何も
覚えていませんが、これから何か大きなことが
起こるのではないかと期待を感じました。まず、
「とにかく魂の救いのために」と伝道集会を
始め、その後、一人ひとりが燃やされるようにと、
県民の森で教職ゼミナール、役員・信徒ゼミ
ナールを開催しました。それによりリバイバル
渇望の火が灯り、伝道の働きも全国各地へ
と広がっていきました。そんな中で、1993年
11月5～7日に全日本甲子園ミッション開催
が決定し、1989年から準備が始まり、故滝
元明先生から当時33歳の私は、財務運営
という大役を仰せつかりました。また、所属す
る新城教会の印刷出版部門として始まった
プレイズ出版は、甲子園ミッションのすべて
の印刷物をさせていただくことになり、主がそ
のために、先にプレイズを備えていてくださっ

　今年の初め『「道を譲ってください！」交差
点で連呼する救急車。なぜ協力しない歩行
者多い？』というネットニュースを見た。あるベ
テラン消防署員のインタビューで「緊急自
動車の運転が難しくなり困っている。特に横
断歩道を渡っている歩行者は協力してくれ
ない」とあった。急病や火災など秒単位で
状況が悪くなる事態のため、目的地に急ぐ
緊急車両。しかし中央分離帯のある道路で
あっても、先頭で信号待ちをしている車両が、
赤信号だと全く動こうとしない。また横断歩道
の歩行者も、緊急車両が接近してきても、止
まらない人が多い。そのためやむをえず最
徐行し、マイクで歩行者等に「道を譲ってく
ださい！」とお願いしなければならないというの
だ。他の先進国ならば歩行者もすぐに道を
譲り、新興国であれば歩行者が居ても緊急
車両は凄い勢いで走って行く。しかし日本は
「譲ってください、お願いします！」を連呼しな
がら徐行しなければならない。なぜこんな日
本になってしまったのか？それには様 な々理由

ていたことを知り、主のなさることは時にかなっ
てすばらしいと、主の御名をあがめました。
　その後、名称も全日本リバイバルミッション
と変更され、伝道の働きはずっと続けられてき
ました。主は、2020年のために私にルカによ
る福音書5章4～5節のみことばを下さいまし
た。

　イエスさまがゲネサレ湖の岸辺に来られ、
のちに最初の弟子となったシモン・ペテロの
舟に乗り、押し迫ってきた群衆に向けてメッ
セージを語られた後で、シモンに『深みに漕
ぎ出して、綱をおろして魚をとりなさい』と言
われました。シモンは、「魚が捕れる時間帯
ではないし、漁師の私が一晩中やっても捕
れなかった。もう網も洗ってしまって面倒くさ
い」と考えたでしょう。しかし、半信半疑ながら、
『先生。私たちは、夜通し働きましたが、何
一つとれませんでした。でもおことばどおり、網
をおろしてみましょう』と主のことばに従って網
をおろすと、『たくさんの魚がはいり、網は破れ

はあるかと思うが、もし自分の最愛なる人が
搬送される時には、妨げになっている車や歩
行者に大声で「どいてくれ」と叫ぶ。しかし自
分に関係がないと、いくら緊急車両が迫って
来たとしても無関心、他人事である。通行を
妨げても、何も思わない。なぜこんな時代に
なってしまったのだろうか？

　昨年の10月号ニュースに、平岡修治師が
「伝道という旗を掲げて」というタイトルでこの
ように書いている。『「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。』
この世の終わりの時代、先に救われた私た
ちには「人間の命」がかかる「緊急案件」が
ある。それは福音宣教という緊急車両を走ら
せ、一人でも多くの人にイエスキリストの福音
を伝えるという「命令」、「責任」がある。しか
し私たちクリスチャンや教会が滅び行く人々
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そうになった』のです。主は私たちにも同じよう
に語っておられると思います。「無理かもしれ
ない、無駄かもしれない」と思っても、主のこと
ばに耳を傾け、『深みに漕ぎ出して、網をお
ろして魚をとりなさい』と言われる領域に、信
仰を持って一歩を踏み出していきたいと思い
ます。この年、リバイバルミッションも深みに漕
ぎ出してまいります。今までに見たことのない
多くの収穫をさせてくださると主に期待してい
ます。

に対して、無関心、他人事になってしまってい
ないだろうか？ 自分の事に対しては、得となる
事には熱中し、お金や時間を費やし、労力も
惜しまない。しかし自分の隣人が苦しんでい
ても、滅びそうになっていても、まったく無関心、
他人事になってはいないだろうか？ 

　リバイバルミッションは今年も緊急案件で
ある「福音宣教」の為に精一杯働きます。ぜ
ひあなたの教会で伝道集会をさせて頂き、一
人でも多くの方々が、永遠の命にあずかる事
ができるように、働いていきたいと切に願います。

サーバントチーム
上條 実

サーバントチーム
岡本信弘

全力で福音宣教の為に働きます。

深みに漕ぎ出して、網をおろして魚をとりなさい。

「主」に歌え。御名をほめたた
えよ。日から日へと、御救いの良
い知らせを告げよ。主の栄光を
国々の中で語り告げよ。その奇
しいわざを、すべての国々の民
の中で。（詩篇96:2、3）
　昨年の秋、リバイバルミッショ
ン2019が私たちの教会でも開
催されました。一流のミュージ
シャンの演奏と証し、メッセージ
はベテラン伝道者である平岡
修治師。音響スタッフも同行。
費用は席上献金のみ。教会は
集会のために信仰をもって祈り、
魂を導く。一教会が簡単には行
うことのできないクオリティーの集
会を神様が恵みによって与えて
くださいました。期待以上に主が

　ハレルヤ！ 昨年、私たちの教
会でもリバイバルミッションの伝
道集会をもちました。集会にはノ
ンクリスチャンの方 も々大勢来て
くださり、みことばの種が地域に
撒かれました。ローマ人への手
紙10章14節～15節には、「し
かし、信じたことのない方を、どの
ようにして呼び求めるのでしょう
か。聞いたことのない方を、どの
ようにして信じるのでしょうか。宣
べ伝える人がいなければ、どのよ
うにして聞くのでしょうか。」とあり
ます。私たちが福音を宣べ伝え
なければ、人々は希望を知らず
に、暗闇の中に囚われたままです。
確かに、昔と比べ伝道集会を持
つのが難しいと言われている時

答えてくださり、信仰による捧げも
のも与えられました。
　2020年も全国各地でこの働
きが進められてまいります。地域
教会とリバイバルミッションが一
つになって福音を届ける働きで
す。この年なされる偉大な主の
御業に期待します。

代かもしれません。しかし、「時が
良くても悪くても、しっかりやりなさ
い」とあるように、私たちが2020

年も福音宣教に励んでいくことを
主は望んでおられます。日本の
福音宣教、リバイバルのために、
2020年もリバイバルミッションの
伝道集会が大きく用いられること
を期待し祈ります。

サーバントチーム
田中 進

サーバントチーム
平岡新人

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。 
この水が入ると、そ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─

伝道集会
あなたの教会で福音宣教の
為に全力で働かせて
いただきます。

沖縄地区
１月24日［金］─２月２日［日］
講師／平岡修治　
音楽ゲスト／安武玄晃
1月24日［金］沖縄県金武町／金武シオン教会
１月25日［土］沖縄県名護市／クリスチャン・リンク名護チャペル
１月26日［日］沖縄県中城村／世界宣教教会
    　　　       沖縄県浦添市／グレイスワーシップチャーチ
1月27日［月］沖縄県北中城村／屋宜原家の教会
1月28日［火］沖縄県名護市／名護べテル教会
1月29日［水］沖縄県沖縄市／泡瀬バプテスト教会
1月30日［木］沖縄県うるま市／サレム宮里教会
1月31日［金］沖縄県読谷村／ヘブンズチャーチ
2月  1日［土］沖縄県南城市／沖縄プレイズチャーチ
2月  2日［日］沖縄県沖縄市／胡屋バプテスト教会
  　　　　       沖縄県那覇市／沖縄ベタニヤチャーチ

リバイバルミッション2020伝道集会
開催教会大募集!
講師／平岡修治
九州地区 2月21日［金］─3月1日［日］音楽ゲスト／安武玄晃

四国地区 3月10日［火］─3月15日［日］音楽ゲスト／Duo B→Z

中国地区 3月31日［火］─4月5日［日］音楽ゲスト／中村匡

甲信越地区 5月15日［金］─5月24日［日］音楽ゲスト／チェ・ヨンドゥ

中部地区 6月12日［金］─6月21日［日］音楽ゲスト／井草聖二

北陸地区 7月 3日［金］─7月12日［日］音楽ゲスト／安武玄晃

北海道地区 9月11日［金］─9月20日［日］音楽ゲスト／チェ・ヨンドゥ

東北地区 10月2日［金］─10月11日［日］音楽ゲスト／中村匡

East&West
日本２大都市同時20日間連続開催
関西地区 11月３日［火・祝］─23日［月・祝］音楽ゲスト／安武玄晃・他現在調整中

関東地区 11月３日［火・祝］─23日［月・祝］音楽ゲスト／井草聖二・他現在調整中
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参加者
募集！

北インドリバイバルツアー
3月26日［木］─4月1日［水］5泊7日
参加費用／7万円 現地交通費・食費・ホテル宿泊費
※日本～インド・インド国内線往復航空券別・ビザ取得費用別。
　日本～インド国際線の航空券は各自でご用意ください。

30日［月］アムリトサル発／北インド着／とりなし・証し会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ○北インド泊
31日［火］北インド発／デリー着／デリー発／○機内泊
  1日［水］日本各空港着

募集対象
原則3000m級の
トレッキングが
可能な方

◉ツアースケジュール（予定）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
26日［木］日本各空港出発／インドデリー到着○デリー泊
27日［金］デリー出発／北インドへ飛行機移動／市内とりなし○北インド泊
28日［土］ヒマラヤ山系（3000m級）トレッキングとりなし賛美○北インド泊
29日［日］礼拝／アムリトサルへ出発／現地とりなし ○アムリトサル泊

・・・・・・・・・・・・・・

W o r l d  M i s s i o n S

Him ala y an
Mission 2in
North Ind ia

インドの山奥で主をほめたたえ、世界のリバイバルを叫びます！

参加者にはオリジナルキャップもれなくプレゼント

Workout for the Revival！
リバイバルのための
体力づくり！
❶ジョギング／10分 or 自転車10分 
　　　　　　or 階段上り下り5分
❷腕立て　／10回×3セット
❸腹筋　　／10回×3セット

主は私の羊飼い。私は、乏しいことがありません。［詩篇23篇1節］

 

5

2.22［土］10:30～ Z.C.L.at安曇野キリスト教会
長野県安曇野市穂高柏原2847-3

3.1［日］ Z.C.L.神戸キリスト栄光教会
兵庫県神戸市長田区戸崎通3丁目9-12

4.25［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.190
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

5.23［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.191
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

6.27［土］14:00～ Z.W.S.東京Vol.192
会場／21世紀キリスト教会 東京都渋谷区広尾5丁目9-7

2.23［日］10:30～ Z.C.L.軽井沢ペヌエルチャーチ
長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1307-11

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

2.7［金］─9［日］Zawameki宮古島大会

5.8［金］─10［日］ Zawameki北海道 

5.29［金］─6.4［木］ Zawamekiハワイツアー

2.28［金］19:30～ Z.W.S.新城
会場／新城教会  愛知県新城市富沢407-1

5.3［日］15:00─5［火］17:00 リバプレ50
会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

6.21［日］ Z.C.L.at村上福音キリスト教会
新潟県村上市羽黒口3-14

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

4.12［日］10:30～ 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
午後～ もみの木コンサート
富山県下新川郡朝日町草野118-3 電話0765-83-2216

3.26［木］─4.1［水］北インドリバイバルツアー

S h o u t  o f  Z a w a m e k i
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そこで、民はときの声をあげ、祭司たちは角笛を吹き
鳴らした。民が角笛の音を聞いて、大声でときの声
をあげるや、城壁がくずれ落ちた。そこで民はひとり
残らず、まっすぐ町へ上って行き、その町を攻め取っ
た。［ヨシュア記6章20節］
　今年はリバイバルミッションが始まって50周年。安
息と解放が宣言されるヨベルの年はまさしくリバイバ
ルの年です。また父が郷里伝道に入った宣教70周
年。さらには、大正時代この日本において起こった大
正のリバイバルからは100年という、トリプルな節目の
年を迎えています。主はどんな大きなご計画をご用意
されているのか、とてもワクワクしています。昨年12月
29日から1月3日までの間に、宣教70周年を記念して
70時間のリバイバル大会を開催いたしました。そもそ
も1992年、甲子園ミッションを目前に控えて92時間

連鎖賛美集会という大会を新城教会主催で開催い
たしました。今年はリバイバルミッション主催の新春の
聖会が行われなかったため、新城教会独自の70時
間リバイバル大会となったのですが、28年前を思い
出させる、最初の愛と情熱を確認するような集会とな
りました。そんな中、新城市が一望できる山頂におい
て音響設備とバンド演奏を用意した、山頂における
賛美大会をいたしました。その賛美は、まるで難攻不
落の城壁に向かって「ときの声」あげるようなひと時とな
りました。とっても恵まれたひと時となりました。2020年、
主がリバイバルをご用意されているこの年に、この日本
に対し、アジアに対し、世界に対し、そして宇宙の果て
の全被造物にまで、ときの声をあげ、勝利を宣言すべ
き年であると信じています。ハレルヤ！

─Zawameki滝元開

ときの声をあげよ

世
界
宣
教
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Zawameki
2020 Schedule

〒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

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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1.26─2.1
油の注ぎを
2.2─2.8
時が満ち
2.9─2.15
全世界に出て行き
2.16─2.22
喜びが来た

2.23─2.29
勝利の宣言
3.1─3.7
深みに漕ぎ出し
3.8─3.14
主の火
3.15─3.21
勇士の剣

Zawameki Church
Live 開

催
教
会

募
集
♪

2020年はあなたの教会で
Zawameki Church Live
を開催してみませんか？リバ
イバルを求める賛美集会がら、
福音を伝える伝道コンサート
まで、必要に応じて開催いた
します。ぜひ、ご連絡ください。
電話.0536-23-0023

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@za-
wameki.comまでご連絡ください。

　ハレルヤ！ イエスさまのお名前を心から賛美いたします。皆さ
まにお祈りいただいております「Zawameki13」の作業が日々順
調に進められています。さらに今後、世界的パーカション奏者で
あるSheila Eさんからも演奏データが届けられ、その後はミック
スダウン、マスタリングという工程を経てプレスへと進みます。こ
の春には皆さまにお届けできることを願っています。引き続きお
祈りをよろしくお願いいたします。
※皆さまにおささげいただきました「Zawameki13サポート献金」が
目標の300万円が全額無事備えられました。おささげくださりお祈
りを持ってお支えくださった皆さまに心から感謝を申し上げます。あ
りがとうございました。

続「Zawameki13」
レコーディングレポート

Photo by Sean O

オアフ島をグルリと巡り、さらにハワイ島の山に登って宇宙に賛美を響かせます！

Zawamekiの
賛美で巡る
ハワイツアー

参加者
大募集！！

開催日程／5月29日［金］─6月4日［木］

5月29日［金］
各自／日本出発
午前ホノルル到着～各自ホテルへ
午後1時／ホノルル市内集合場所
に集合（集合場所は後日お伝えい
たします）。
★ホノルルプレイズ
・パールハーバーにて賛美
・タンタラス展望台にて賛美
・マジックアイランドにて賛美
宿舎／ホノルル

5月30日［土］
★オアフ島をグルリと巡り賛美を
響かせます。
・マカプウトレイル近く「ペレの椅
子」賛美
・ワイマナロベイビーチ賛美
・プウ・オ・マフカ・ヘイアウ賛美
・クカニロコ賛美、他
宿舎／ホノルル

5月31日［日］
地元日本人教会礼拝出席等
宿舎／ホノルル

6月1日［月］
空路ハワイ島ヒロへ移動。
★ハワイ島をグルリと巡り賛美し
ます。
夜、地元の教会において賛美集会
（予定）。
宿舎／ヒロ

6月2日［火］
★早朝 4000m近くの山に登って
ビッグアイランドプレイズ
午後ホノルルへ空路移動
宿舎／ホノルル

6月3日［水］
各自ホテル～空港へ／帰国

6月4日［木］
日本到着

※ホテル・飛行機は各自でご予約ください。
（ハワイ島ヒロへの飛行機とヒロのホテル情報は Zawameki事務局
Tel.0536-23－0024へお問い合わせください。）
※現地における食事も各自となります。
※参加費用25,000円（参加登録費及び5日間移動費等）
※ツアースケジュールは変更される場合がございます

強くあれ。雄 し々くあれ。彼らを恐れてはならない。
おののいてはならない。あなたの神、主ご自身
が、あなたとともに進まれるからだ。主はあなたを
見放さず、あなたを見捨てない。 申命記31：6

　冒頭のみことばはモーセの最後のメッセージ
の一句です。日本の周囲の国 を々見渡すと多く
の国 の々教会は成長しています。日本だけが取
り残された感があります。
　神に見捨てられたと思えるようなとき、神はけし
て見捨てられないという信仰に立つことができる
のか。主イエスも十字架の上で「わが神わが神
どうしてお見捨てになったのですか」と叫びます。
しかし、最後は「私の魂をあなたのみ手にゆだ
ねます」と勝利で終わっています。
　120歳になったモーセはようやくネボ山上に
到達します。カナンは目の前に見えます。モーセ
が死んだとき「彼の目はかすまず気力も衰えてい
なかった」（申命記34：7）とありますが、さすがに

体力は衰えていたと思います。彼は最後の力を
振り絞り、民に語りかけます。「主は見捨てない」
というのがそのメッセージの中心テーマです。
　モーセの荒野の40年は苦難の旅でした。

エジプトを出るときは胸のすくような奇跡の連続で
した。海が分かれた紅海徒歩はこの上ない感
動のときでした。聖書に出てくる最初の賛美歌も
この後でした。やがて「十戒」も授かり、心が躍る
ような旅になるはずでした。しかし、その後、40年
間荒野をさまようことになります。原因は民の不信
仰でした。モーセのたった一度の罪も原因の一
つです。
　その戦いの中でモーセはつぶやきます。「なぜ、
このすべての民の重荷を私に負わされるので
しょう」（民数記11：11）しかし、モーセは死の直
前のメッセージで「主は見捨てない」と語ります。
この「主は見捨てない」と言う言葉は聖書全体
を貫いています。
　今､日本もリバイバルミッションも揺すぶられて
います。リバイバルは遠のいたと思えるような現
実です。 しかし、「主は見捨てない」、十字架の
上で勝利をとられた主を仰ぎ進んでいきたいと
思います。勝利を目指して。

◉
平
岡
修
治

主
は

見
捨
て
な
い



会計報告2019年11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

世界宣教指定・集会献金

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

Zawameki CD制作献金より

収入合計

Zawameki13CD制作献金

Zawameki13CD制作献金累計
Zawameki13CD制作献金残

-4,031,209

1,325,801

145,340

922,184

25,350

1,223,059

506,584

22,350

2,000,000

6,170,668

12,500

3,146,774

1,146,774

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

958,328

24,043

496,810

642,004

878,419

55,314

567,943

2,268,249

19,420

354,384

6,264,914

-4,125,455

　新しい年がスタートしました。今年は例年の連鎖賛美ではなく、なつ
かしい愛知県民の森にて発足50年を感謝したリバイバル聖会からの
スタートになりました。熱い祈りの勇士、宣教の勇士の皆様が集ってく
ださり、さらに福音宣教への情熱を頂いた時となりました。全国を巡回
させて頂くリバイバルミッション2020も今月沖縄からスタートします。
リバイバルミッションの経済も皆様の心からのご支援により支えられ
ていますが、まだまだ厳しい状況ではあります。この年も何卒皆様の
ご支援とご協力をよろしくお願いします。

Schedule20202February       リバイバルミッションスケジュール
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 Zawameki宮古島──▶

◀────── 　　　　　　Zawameki宮古島 ─────────

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

参
加
は
、

集
会
へ
の

アクセスして
下さいね！

祈りの香りをみ座にささげよう。
香の煙は、聖徒たちの祈りとともに、み使いの手から神のみ前に立ち上った。［ヨハネの黙示録8章4節］
［祈りの課題］
◆2020年すべての働きの中心軸が神さまにあり、人間が建てあげる働きではなく神さまの計画を
　行うことができるように
◆日本、世界にあるすべての教会の守りのために。迫害の中にある教会が守られるように
◆宣教団体が神さまのみこころの働きをすることができるように
◆クリスチャンひとりひとりが神さまとのパイプをしっかり保ち、主との交わりを持てるように
◆リバイバルミッション2020伝道会を通して沢山の方々が神さまを信じ救われるように
◆日本、世界の国々にリバイバルが起こされるように

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

10:00～
Pray for Revival

ニュース誌
発行日

ニュース誌
発行日

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

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

RM2020
9:00～・11:00～
世界宣教教会

18:00～
グレイスワーシップチャーチ

RM2020
11:00～

胡屋バプテスト教会
19:30～

沖縄ベタニヤチャーチ

RM2020
10:20 熊本ナザレン教会

16:00 イエス栄光芦北教会

RM2020
14:00～

シャロンキリスト教会

RM2020
19:00～
南さつま

キリスト福音教会

RM2020
19:30～

イエスキリスト
宮崎福音教会

RM2020
大分カルバリチャーチ

RM2020
調整中

RM2020
19:30～

名護ベテル教会

RM2020
19:30～

泡瀬バプテスト教会

RM2020
19:30～

サレム宮里教会

RM2020
19:30～

ヘブンズチャーチ

RM2020
19:00～

大牟田バプテスト教会

RM2020
14:30～

高森キリスト教会

RM2020
15:00～

沖縄プレイズチャーチ

in大阪

霊的戦い
セミナー

目から“うろこ”の
10:30～
霊的戦いセミナー
＠大阪

19:00～
聖書セミナー
in 大阪

14:00～
ZWS
東京

10:30～
ZCL
安曇野キリスト教会

19:30～
ZWS
新城

18:30～
みことば塾

10:30～
ZCL軽井沢
ペヌエルチャーチ

2月のPray for Revivalは
2月13日［木］朝10時～11時30分です。
メッセージ／チェ・ヨンドゥ師　ゲスト／韓国チーム
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

毎朝・夕8時から
10分間の集中祈祷

お待たせいたしました！
リバイバルミッションのホームページが
リニューアルしました。
今すぐhttp://j-revival.com/へアクセス！！
最新情報、スケジュール、各集会のお申し込みができます。
また最新のニュース誌だけでなく
過去のニュース誌もご覧いただけます。
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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

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 in大阪

霊的戦い
セミナー

目から“うろこ”の

2020年2月7日［金］
19：00─21：00
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
橋本バプテスト教会・粉河チャペル牧師
リバイバルミッション顧問

受講料／3,000円
◉アクセス
○JR玉造駅（大阪環状線）から徒歩約10分。JR玉造駅北口改
札から出て駅コンコースを抜けると「長堀通（ながほりどお
り）」を左に曲がり、信号5つ目の「空

からほり

堀交差点」を右に曲がり、
約50メートル先右側にセンターがあります。
○地下鉄玉造駅（長堀鶴見緑地線）から徒歩約5分です。地下
鉄玉造駅の改札を出て左に曲がり、つきあたり右側の1番出
口の階段を上がり「長堀通」に出るので、右に曲がり信号2つ
目の「空堀交差点」を右にまがり、約50メートル先の右側にセ
ンターがあります。
○新大阪駅・大阪駅方面、なんば・天王寺方面からは地下鉄御
堂筋線の「心斎橋」駅で長堀鶴見緑地線に乗り換え「玉造」駅
までお越しください。

◉今後の日程
4月17日（金）・7月17日（金）

※全日程
19:00～21:00

◀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

　聖書の信仰こそ、キリスト信仰です。
聖書を土台にした生き方がクリスチャン
生活です。キリスト教信仰は聖書信仰そ
のものと言っても過言ではありません。
私たちの生き方は全てが聖書に基づい
ていなければなりません。その聖書が
わからないと信仰は間違った方向に向
かってしまいます。そのためにも聖書の
学びは大切なのです。チャールズ・ディケ
ンズの有名な言葉があります。「聖書は、
この世界でいまだかつてなかった、また、
今後あろうとも思われない最善、最良の
書である。」今年もご一緒に聖書を学び
ませんか。                        ─ 平岡修治

　2019年、天皇代替わりに関するとりな
しを専門課程で学びながらさせて頂き
ました。2020年はそのとりなしを受けて、
さらに深く、しっかりととりなし祈って行
く必要があります。3ヶ月に一度のペー
スですが、実際のとりなしの課題に沿っ
たとりなしを学び、主からの備えを受け
ていけたらと願います。3月は、主が造ら
れ愛しておられる被造物に対してとりな
し祈って行く学びをさせて頂きます。十
字架の贖いによって与えられた救いと
勝利は、主が造られたすべてのものに与
えられた良き知らせ（福音）です。戦略的
なとりなしと調査が地の深みに届くもの
となることを願います。是非、継続的な
学びにご参加下さい。
瀧元望 ─

　大阪の地において、2019年3月から
11月まで隔月での5回シリーズの予定
で「誰でもわかる霊的戦いセミナー」を
開催させて頂きましたが、毎回、40名近
くの方が参加くださり、「霊的戦い」を多
くの方が必要とされている現実を目の
当たりにし、2020年も継続させていただ
く事になりました。セミナーはタイトル
通り、“霊的戦いって何？ “霊的戦いに関
心はあるけど難しそう…”と、初めて霊的
戦いについて知りたい方、学びたい方の
ための誰でもわかる霊的戦いセミナー、
1コマからご参加可能のセミナーです。
どなたでもお気軽にお問い合わせ、お
申し込みください。

世界のベストセラー「聖書」を知ろう！ 体験
しよう！ 山﨑ランサム先生が聖書の読み方
を分かりやすく手ほどきいたします。聖書を
もっとわかりたいあなたに。
2月みことば塾
「コンテクストがいのち」
　みことば塾ではこれまで日本語の聖
書を一歩踏み込んで読みこなすコツを
お分ちしてきました。第3回のキーワー
ドは「コンテクスト」。コンテクストとは
「文脈」のことです。難しく感じる聖書も、
それがどのような歴史的状況の中で書
かれたかを知り、聖書の他の部分とのつ
ながりを意識して読むなら、格段にわか
りやすくなります。聖書解釈のいのちは
コンテクストと言っても過言ではありま
せん。今回のセッションでは、具体的な
例を挙げながら、コンテクストを意識し
た読み方を学んでいきます。ご一緒にみ
ことばの深みを味わいましょう！

─ 山﨑ランサム和彦 ─

2020年2月19日［水］
18：30─20：30
お茶の水クリスチャン
センター内 4階会議室
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目1

講師／山﨑ランサム和彦
受講料／2,000円
◉アクセス
JR中央線・JR総武線　JR御茶ノ水駅 より 徒歩2分
東京メトロ丸ノ内線　御茶ノ水駅 より 徒歩3分
東京メトロ千代田線　新御茶ノ水駅 より 徒歩3分

◉今後の日程
6月25日（木）・10月21日（水）

※全日程
18:30～20:30

2020年
3月6日［月］14:00
──7日［火］15：00
リバイバルミッションセンター
講師／瀧元望 SIRネットワーク代表

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
◉アクセス
○電車／東海道新幹線「豊橋駅」よりＪＲ飯田線に乗り換え40
分「茶臼山駅」下車徒歩１分
○車／新東名新城インターチェンジより国道151号線を新城
方面へ約3分、「富永新知」交差点を左折し、約200ｍ直進する
と右手です。

◉今後の日程
6月5日（金）6日（土）・９月４日（金）５日（土）

※全日程
（金）１４：００～
（土）１５：００まで

2020年
3月26日［木］
9：30─15：15
チェリオビル６階
（JRカルチャーセンター）
〒560-0021 大阪府豊中市本町1丁目13-34

講師／瀧元望、鈴木陽介
◉受講料
全３講義３,０００円
部分参加１講義１,０００円
◉当日プログラム
セッションⅠ　9:30～11：00   
セッションⅡ  11：15～12：45
　　　　  　昼　食  
セッションⅢ  13：45～15：15
◉アクセス
○阪急宝塚線「豊中」駅徒歩3分
○阪急宝塚線「梅田」駅から急行で2駅目の「豊中」駅で下車。
南改札口を出て左に曲がると陸橋に出ます。陸橋から「チェリ
オ」の看板がみえます。

◉今後の日程
5月28日（木）・7月30日（木）
9月24日（木）・10月29日（木）
※全日程9:30～15:15まで

◉注
2020年1月から曜日と時間が変更になりました

セ ミ ナ ー 報 告
目から“うろこ”誰でもわかる霊的戦いセミナーin東京

2019年は「誰でもわかる霊的戦いセミナー」を大阪・豊中市におきまして3月
から隔月で年間通して行われ、続いて、12月7日、東京で第一回目の「霊的
戦いセミナー」を開催することができました。東京のセミナーは約30名近い方
が参加され正に目からうろこの学びができ、ぜひ第二回目も開催してほしい！と
ご要望の声もいただきました。
参加者の声
●非常に楽しみにしていました、また、次回もぜひこのセミナーを開催してほしい。
［東京都40代男性］
●霊的戦いにおいて、クリスチャンとしての私たちの存在を知る（理解する）ことが大切だということ
が印象に残りました。学びをさらに深めたいと思いました。［神奈川県30代女性］
●遣わされている場所のために、どのように祈ったらよいのかわからなかったけれど、何が大切なの
か明らかになりました。地道にとりなしの祈りを続けていきたいです。［東京都女性］

戦略的とりなし調査専門課程
12月13日・14日に「戦略的とりなし調査専門課程」が行われ、全国から15
名の方々が参加くださいました。セミナーでは、「大嘗祭を総括する」時間や、
2020年を迎えるための学びと、とりなし祈る時間も持たれました。

参加者の声
●教会外での偶像礼拝や霊的戦いは明確で、識別しやすいと思いますが、教会内、クリスチャンの世
界の中の霊的な戦いについてもっと教わりたいなと思いました。

●とりなしの祈りの全体像を学ぶことがなかなかできていないのですが、11月半ばから12月初めに
かけての一か月間のうちに、単に偶然の出来事とは思えない、教会に4名の求道者が与えられたこと
を通して先生の著書をにもあるように“とりなしと宣教は一つ”であるということを痛切に感じていま
す。［栃木県70代女性］
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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3月号のニュースは2月16日（日）発行予定です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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大募集します♪
帰ってきた教会広場！

各教会バンドによるコンサートタイム。
出場バンド募集！

奏楽者募集！
ドラム、ベース、Aギター、Eギター、

キーボード、
コーラスを募集いたいます。

裏方スタッフ募集！
受付、食事作り、お掃除、
各スタッフを募集します！

リバイバルプレイズ50

リバイバルミッション50周年記念
50時間賛美大会!
5月3日［日］午後3時──▶
5月5日［火］午後5時
※5月3日・4日／夕食:500円 要予約
※宿泊:1泊1,500円（定員男女各20名）完全予約制
※車で10分位の所にホテルもありますので各自ご利用下さい。
※朝食・昼食（各自、但し販売あり）

◉集会内容♪
・朝に昼に夕に、そして
  夜を徹して賛美。
・リバイバルメッセンジャーより、
 主からのメッセージが
 届けられます。
・恒例、
 真夜中の運動会プレイズ
・早朝山頂プレイズ
  他


