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REVIVAL MISSION 2020 Anniversary 50th.

九州地区

2月21日［金］─3月1日［日］

2020

講師／平岡修治師
音楽ゲスト／安武玄晃

◉メッセンジャー

有賀喜一

◉メッセンジャー

平岡修治

◉メッセンジャー

◉メッセンジャー

滝元順

田中進

◉音楽ゲスト

◉音楽ゲスト

ティム・ケプラー 安武玄晃

◉音楽ゲスト

井草聖二

2月21日［金］福岡県大牟田市／大牟田バプテスト教会
2月22日［土］熊本県高森町／高森キリスト教会
2月23日［日］熊本県熊本市／熊本ナザレン教会

◉音楽ゲスト

熊本県芦北町／イエス栄光芦北教会

Zawameki

2月24日［月］熊本県八代市／シャロンキリスト教会
2月25日［火］移動日
2月26日［水］鹿児島県南さつま市／南さつまキリスト福音教会
2月27日［木］宮崎県宮崎市／イエスキリスト宮崎福音教会
2月28日［金］大分県大分市／大分カルバリチャーチ
2月29日［土］大分県大分市／アガペーチャペル大分
3月 1日［日］福岡県福岡市／福岡聖書キリスト教会

※他のメッセンジャー、
ゲストについては次号にてお知らせ致します。

日本2大都市圏のリバイバルと救いを求めて祈り、
！
福音を宣べ伝えよう

West&East

20・20

2020年はリバイバルミッション設立50周年。
これまで日本と世界のリバイバルと魂の救いのために祈り求め、福音宣教を続けさせて頂いておりますが、
この年もリバイバルを更に熱く求め、
一人でも多くの魂の救いを願い求め、福音の種を蒔かせて頂きたいと願っております。
日本の2大都市圏の教会を中心とした活動を行いたいと思います。
今年11月は20日間、
11月3日関西のクレオ大阪東を皮切りに関西、関東、各地の教会にて同時開催で伝道集会、
リバイバル聖会を開催していきます。
（土）千葉大会をホープチャーチ、11月22日
（日）東京大会を淀橋教会、
そして最後の3日間は、11月21日
11月23日
（月・祝）神奈川大会を大和カルバリーチャペルの教会を会場としてお借りし、
West&East2020 ファイナルフェスティバルを開催する予定です。
ぜひ覚えてお祈り下さい。
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同時開催

11.3〜11.20開催

関西地区

関東地区

11.4〜11.23開催

クレオ大阪東／West & East 2020キックオフ
［火・祝］11.3
関西地区教会開催／伝道集会［水］
11.4

11.4
［水］
リバイバル聖会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／伝道集会［木］11.5

11.5
［木］リバイバル聖会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／伝道集会［金］
11.6

11.6
［金］
リバイバル聖会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／伝道集会［土］
11.7

11.7
［土］
リバイバル聖会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／伝道集会［日］11.8

11.8
［日］
リバイバル聖会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／リバイバル聖会［火］11.10

11.10
［火］伝道集会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／リバイバル聖会［水］11.11

11.11
［水］伝道集会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／リバイバル聖会［木］11.12

11.12
［木］伝道集会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／リバイバル聖会［金］11.13

11.13
［金］伝道集会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／リバイバル聖会［土］11.14

11.14
［土］伝道集会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／リバイバル聖会［日］11.15

11.15
［日］伝道集会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／伝道集会［火］11.17

11.17
［火］伝道会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／伝道集会［水］11.18

11.18
［水］伝道集会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／伝道集会［木］11.19

11.19
［木］伝道集会／関東地区教会開催

関西地区教会開催／伝道集会［金］11.20

11.20
［金］伝道集会／関東地区教会開催
11.21
［土］West&East2020Final Festival千葉／ホープチャーチ
11.22
［日］West&East2020Final Festival東京／淀橋教会
11.23
［月・祝］West&East2020Final Festival神奈川／大和カルバリーチャペル

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。

沖縄地区レポート
2月2日（土）に「リバイバルミッショ
ン2020伝 道 集 会 」が、沖 縄プレイズ
チャーチにて行われました。土曜日の
午後3時スタートということもあり、教
会のメンバーも何名も出席できない
状況の中、沖縄プレイズチャーチの働
きのひとつである「ママカフェ」から
親子で参加する方々、また地域に配布
したチラシを通して導かれた方々18名
（子ども含む）がいました。集会では
安武玄晃さんのサックス演奏のスペ
シャルがあり、素晴らしい演奏に感動
の時でした。会衆の中には若いころ軽
音楽でサックスを手にした方や、ジャ
ズが好きな方もいて、聴けて良かった
と喜んでいました。また、平岡修治先
生のメッセージはユーモアが溢れ、笑
が止まらないほどでした。同時に、
メッ
セージでは、神様が私たちを価値ある
愛すべき存在として造られ、わたした
ちの罪を赦すためにイエス・キリストが
十字架の上で死んでくださったことが
語られ、決心を募るときには、
イエス様
を救い主として信じる方々が起こされ
て感謝でした。
沖縄県南城市
沖縄プレイズチャーチ牧師
池原吉治

開催に関するお問い合わせ、
お申し込みは90120-291-372にまずはお電話でご連絡下さい。

［沖縄地区各教会Photoレポート］

福岡県福岡市 ／福岡新生キリスト教会

リバイバルミッション2020伝道集会
全国各地において
開催教会募集しています!
［火］─3月15日
［日］音楽ゲスト／Duo B→Z
四国地区 3月10日
［火］─4月5日
［日］音楽ゲスト／中村匡
中国地区 3月31日
［金］─5月24日
［日］音楽ゲスト／チェ・ヨンドゥ
甲信越地区 5月15日
［金］─6月21日
［日］音楽ゲスト／井草聖二
中部地区 6月12日
［金］─7月12日
［日］音楽ゲスト／安武玄晃
北陸地区 7月 3日
［金］─9月20日
［日］音楽ゲスト／チェ・ヨンドゥ
北海道地区 9月11日
［金］─10月11日
［日］音楽ゲスト／中村匡
東北地区 10月2日

Reports

今回、平岡修治先生、安武さんをお迎
えして伝道集会を持たせて頂き心から
感謝します。サックス演奏は大変素晴ら
しく見事でした。透き通った音は、以前よ
く聞いていたロンブラウン師の音色を思
わせるほどで感動的でした。日本にこの
ような素晴らしいミュージシャンを、神様
が立ち上げてくださっていることに、感
謝します。会衆がサックス演奏を聴きうっ
とりしているところに、平岡先生の登場
したところには、インパクトがありました。
平岡先生による力強いメッセージが語ら
れ、止めどもなく溢れ出る神様の言葉に
会衆は釘付けになったのは、非常に印象
的でした。楽しく可笑しく、
しかし最後は
涙で閉じ会衆の心をグッと掴んではなさ
い、いや離れられない大衆大伝道者の力
強さは、圧巻でした。チラシを見て集会
に足を運ぶ方は中々ない近年、今回地
域から数名の方が来られました。サック
ス演奏、安武さんの証、平岡先生のメッ
セージを通し福音の種が蒔かれたことは
大きな喜びで感謝でいっぱいです。その
方々が教会に繋がりますように！こんな
田舎の小さい教会に足を運んでくださっ
てありがとうございます。また、日本国
民の救い・リバイバルの為に全身全霊を
もって捧げられてる姿を見させて頂いて、
この情熱に大変励まされました。一方的
な恵みがヘブンズチャーチに注がれまし
た。神様に感謝します。今年、大収穫の年
となり日本に大変革の訪れを期待して祈
りと伝道に益々励みたいと思います。リ
バイバルミッションの更なる祝福をお祈
り致します。
ヘブンズチャーチ牧師 松田愛枝
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や、
リバイバルクルセード発足当時から関
わって来られた先生方の証しを通して、
こ
れまで日本のリバイバルを求める心を与え
られたのは、他でもない主イエス様ご自身
の熱心によってここまで続けられて来られた
ことを改めて感じることができました。
また今回の集会には若い世代の方々
も沢山参加されていましたが、若い世代
の方々がリバイバルのバトンを受け取り、
これまで見る事が出来なかった日本の
リバイバルをつかみ取る為に、新しい世
代が燃やされる時となりました。
2020年
神さまが用意されておられる計画は将
来と希望の計画であることを信じ宣言
する集会となりました。

50周年感謝聖会参加者の声
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○リバイバルに対する熱い思いに圧倒されました。
［愛知県10代女性］
○主が私たちの人生を備えようとしてくださっていて、
どんな時でも
まず回復して下さることを改めて教えられた事を感謝します。
［静岡県50代男性］
○賛美の中に、み言葉の中に、主がご臨在くださり、感謝でした。
［和歌山県50代男性］
○参加することができてよかったです。今年はよく祈り、今まで以上に
神様を求めていきたいと思わされました。
［愛知県20代女性］
○主の働きであるリバイバルのバトンをうけて、私も主のために働き
たいと思いました。
［愛知県20代男性］
○今回はお風呂もたくさん入り、祈祷会にもたくさん参加でき、賛美
もたくさんし、身も心もリフレッシュしました。県民の森での集会いい
ですね。
［兵庫県30代女性］
○久しぶりの県民の森、30年前の2月「役員信徒ゼミナール」に参加し
て悔い改めたことを思い出しました。主にある初心にかえります。
［三重県50代男性］
○50年の恵みを振り返り感謝しました。成年信仰の先輩達の熱さに感
動しました。
［静岡県40代女性］
○もう一度、聖霊の火を受け取ることが次世代へのバトンであること
を確認できました。
［長野県50代男性］

50年感謝
リバイバル聖会
レポート
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Zawameki 2020 Schedule
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

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

2.28［金］19:30～ Z.W.S.新城

会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

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

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

ヒマラヤが主を
ほめたたえるために！

3.15［日］13:00～ Z.C.L.at
横浜ニューライフバプテスト教会

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南3-18-39

全世界に出て行き、
すべての造られたもの
に、福音を宣べ伝えなさい。
［マルコ16章15節］
日本 のリバイバ ルを求 める働きから、
2007年のハワイミッションを機に世界宣教
へと導かれ、
その後、
日本の土台を勝ち取る
ためには、世界に流れる霊的な悪しき源流
に行き、
その地に立って、
イエスさまの偉大な
お名前をほめたたえ、勝利を宣言するように
と、主は導いてくださっています。さらに、
イエ
スさまが言われた「すべての造られたものに
福音を宣べ伝える」働きは「すべての被造
物」
にまで福音を宣言するようにと、新しい視
点が加えられ遣わされるようになりました。一
昨年より行われている北インドツアーにおい
ては、
ヒマラヤを見上げて主への賛美を響
かせています。昨年のことでした。地元のプ
ロの山岳ガイドが私たちを引き連れてくださ
いました。彼はヒンドゥー教徒でした。ギター
を背負って登山する私の姿にとても驚き、登

山が始まりました。2000メートル地点から
3000メートル以上の高嶺まで、歌い叫びな
がら登山を続けました。
その姿にとても喜んで
くださり、
良き交わりの時が与えられました。ツ
アー後日、彼が地元にいるクリスチャンの所
に来て次のように言ったそうです。
「今回の
登山は特別だった。テレビでしか見たことの
なかった本物の日本人のギターと歌で、回
りにいた人たちが引き付けられ、鳥や山が
反応してキラキラしていた。素晴らしい経験
だった！」
と。異教徒の口を通して、被造物ま
で主を賛美していることが語られ、大きな励ま
しとなりました。私たちの願いは、全世界にリ
バイバルが訪れることです。
そのために、
今年
も悪しき源流において、
さらに世界の屋根で
あるアルプスが主をほめたたえることを目指し
て、
この3月の北インドへと飛び立つ予定で
す。ぜひ、
あなたもご一緒に、
ヒマラヤを見上
げて世界のリバイバルを叫んでみませんか。
─Zawameki滝元開

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！

参加者
！
大募集！

5月29日［金］ 6月1日［月］

各自・日本出発
午前ホノルル到着
〜各自ホテルへ
午後・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
宿舎／ホノルル

Zawamekiの
賛美で巡る
ハワイツアー

空路ハワイ島ヒロへ
移動
★ハワイ島をグルリと巡
り賛美Ⅰ
★地元白人教会において
合同賛美集会
宿舎／ヒロ

午後ホノルルへ空路移動
宿舎／ホノルル

5月31日［日］ 6月3日［水］

地元日本人教会礼拝出
席等
宿舎／ホノルル

東京都町田市木曽東1-49-22

3.21［土］19:00～ Z.W.S.新城

会場／新城教会 愛知県新城市富沢407-1

3.26［木］─4.1［水］北インドリバイバルツアー
4.11［土］Z.C.L.at金沢こころチャペル
石川県金沢市広岡3-1-1金沢パークビルB1F

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

14:00～ Z.C.L.atもみの木コンサート
富山県下新川郡朝日町草野118-3

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
5.3［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

5.8［金］─10［日］Zawameki北海道
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
5.29［金］─6.4［木］Zawamekiハワイツアー
毎日夕方4時になったらZawamekiを歌う。週毎の曲目をお知らせし
ます。ぜひ、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
選曲は以下の通りです。
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3.8─3.14
主の火
3.15─3.21
勇士の剣
3.22─3.28
世界がリバイバル
3.29─4.4
大雨の音がする

Zawameki Church
Live

6月2日［火］
5月30日［土］ ビッグアイランドプレイズⅡ

オアフ島をグルリと巡り賛美
宿舎／ホノルル

3.15［日］20:00～ Z.C.L.町田聖書教会

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

各自ホテル〜空港へ
帰国

6月4日［木］
日本到着

Photo by Peter Vanosdall

リバイバルミッションの前身であるリバイ
バルクルセードが創立されて、
今年でちょ
うど50年目を迎えます。世界に広がるキリス
トのからだの働きの一部として、
この働きが
半世紀にわたって用いられてきたことを感
なることがありますが、
「福音」はその好例で
謝します。
リバイバルミッションは創立以来、 しょう。
この言葉は一般にも使われます（「こ
「福音宣教」
をその働きの中心に掲げてき
の新薬はがん患者にとっての福音である」
ました。福音を宣べ伝えることこそ、教会に
など）
が、
キリスト教会におけるほど頻繁に
与えられた第一の使命です。
けれども、
「福
使われることはありません。
「福音を伝える」
音」
とは一体何でしょうか？
「福音を信じる」
「 福音的」
「 福音主義」
言葉というものは、
皆が当たり前のように
「福音派」等々、教会では日常的にこの
使っている常用語ほど、
その理解が曖昧に
言葉が使われます。クリスチャンは福音が

キリスト教の中心であると
（正当にも）
考えて
います。
しかし、
福音とは何かと改めて尋ね
られると、
答に詰まってしまう人も多いのでは
ないでしょうか。
「福音」
とは新約聖書に出てくるエウア
ンゲリオンというギリシア語の訳ですが、
こ
のことばは「良い知らせ（ニュース）」
という
意味です。けれども、
「 福音」
という言葉自
体は、何が良い知らせなのかを具体的に
説明しているわけではありません。それは
器であって、
中身については語っていない
のです。では主イエスや使徒たちが伝えた
「良い知らせ」の内実はいったい何だっ
たのでしょうか？
今回から始まる連載では、
キリスト教の
中心概念である
「福音」
について、
聖書か
ら改めて考えていきたいと思います。聖書に
おける
「福音」の意味については、
最近拙
訳により日本語版が出版されたN・T・ライト
著『シンプリー・グッドニュース』
（あめんどう、
2020年）
が大変参考になりますので、
そちら
の内容も紹介していきたいと思います。

h

開催教会
募集♪

山﨑
ランサム和彦

﹁福音﹂とは
何か①

「兄弟たち。私があなたがたに宣べ伝え
た福音を、改めて知らせます。
あなたがた
はその福音を受け入れ、
その福音によっ
て立っているのです。私がどのようなこと
ばで福音を伝えたか、
あなたがたがしっか
り覚えているなら、
この福音によって救わ
れます。
そうでなければ、
あなたがたが信
じたことは無駄になってしまいます。
」
（コリント人への手紙第Ⅰ15章1-2節）

S

Zawameki

50年感謝
リバイバル聖会報告

2020年月12日〜13日に行われた新年
最初の集会は、
愛知県民の森で行われた
「50年感謝リバイバル聖会」でした。懐
かしい木の香りのする愛知県民の森の会
場は、
まさしく50年前にリバイバルクルセー
ド（リバイバルミッション前身）
が産声を上
げた地とも言える場所であり、
日本のリバイ
バルを願い求める先人達の多くの祈りが
積み上げられた場所です。
この地で多くの
リバイバルリスト達からの熱いメッセージ
が語られ、多くの方々がリバイブし、心燃
やされ、
日本中にリバイバルの炎が拡がっ
ていった発火点となった地において、
50
年間の感謝の祈りと賛美が献げられまし
た。写真で振り返る50年の歴史のスライド

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から、
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

開催日程／5月29日
［金］─6月4日
［木］ メルマガ配信中
！

（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。
）
ホテル・飛行機は各自でご予約ください。
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

続「Zawameki13」経過

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
は、現在世界的パーカション奏者であるSheilaEさんからの演
奏データが届けられることをお待ちしています。SheilaEさん
は、先日行われたグラミーショー、そしてプリンストリュビュー
トコンサートの音楽監督という大仕事を終えて、これから
Zawameki13のレコーディングに取りかかってくださる予定
です。すみやかに作業が進み、最高のZawameki13が出来上
がるように、引き続きお祈りをよろしくお願いいたします。

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

10:30─
2月24日
［月］
─25日［火］15：00
リバイバルミッションセンター

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

◉今後の日程（全月曜日・火曜日）
３月２３日・２４日
４月２７日・２８日
５月２６日・２７日
６月２９日・３０日

1

※全日参加1泊3食・45歳以下牧師、教職者、スタッフ含

！
クリスチャンは最高だ！

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

◉アクセス

2020年

14:00─
3月6日
［金］
─7日［土］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

霊的戦い
5

セミナー
in大阪

in大阪

分かる！深まる！

みことば
塾
in
東京

2

TUE

3

WED

4

THU

5

3月26日
［木］9：30─15：15
注：2020年 1月から曜日と時間が変更になりました

チェリオビル６階（JRカルチャーセンター）

◀お申し込みは
こちらから

5月28日／7月30日
9月24日／10月29日
※全日程 9:30～15:15まで

10

RM2020
13:30
四国福音キリスト教会

11

RM2020
19:00
四国中央ゴスペルチャーチ

RM2020
10:30
善通寺バプテスト教会
15:00
徳島神召キリスト教会

16

17

18

12

◀お申し込みは
こちらから

◉今後の日程
7月17日（金）

22

講師／平岡修治

受講料／3,000円

24

25

29

RM2020
14:00
鳴門ホープチャペル

◉今後の日程
10月21日（水）
18:30～20:30まで

セミナー
in大阪

31

1

RM2020
八尾福音教会倉敷家の教会

Him ala y an
Mission 2in
North Ind ia

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

北インドリバイバルツアー
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］

3月26日［木］─4月1日［水］5泊7日
現地参加費用／7万円 宿泊、北インドにおける移動、食費等

毎朝・夕8時から
10分間の集中祈祷

◀お申し込みは
こちらから

28

27
9:30〜
in 大阪

Him ala y an
Mission 2in
North Ind ia

2

RM2020
リバーサイドチャーチ岡山教会

北インドリバイバルツアー ────
───
──
──
──
──
───

3

RM2020
ジョイフルプレイズチャーチ

4
RM2020
14:00
秋芳キリスト教会

RM2020
14:00
萩ハレルヤキリスト教会

北インドリバイバルツアー ────
───────────
──
──
──
──
───────
─
─
─
─
───
────▶

私たちの神よ。今、
あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、
主ご自身のために、
御顔の光を、
あなたの荒れ果てた聖所に輝かせてください。
ダニエル書9章17節

3月のPray for Revivalは
3月12日［木］朝10時〜11時30分です。
メッセージ／田中進師

4階会議室

21

霊的戦い 霊的戦いセミナー

30

◀お申し込みは
こちらから

6月25日
［木］18：30─20：30

◉募集対象／原則3000m級のトレッキングが可能な方

14

14:00
ZWS東京

26

◉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「空堀（からほり）交差点」を右に曲がると約50メートル先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。

参加者にはオリジナルキャップもれなくプレゼント

RM2020
19:30
高知ペンテコステ教会

20

◀─────────

─────────

※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。

戦略的とりなしと調査専門課程 ──
────▶

19:00
ZWS新城

23

※全日程 18:30～20:30まで

（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）

Him ala y an
Mission 2in
North Ind ia

とりなしと

ZCL
横浜ニューライフ
バプテスト教会
ZCL
町田聖書教会

目から“うろこ”の

○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り、陸橋に出ると
「チェリオ」の看板がみえます。

〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2丁目 1

戦略的

13

RM2020
10:30
ぬまはら皮ふ科
15:30
キリスト丸の内教会

19

ニュース誌
発行日

◉アクセス

お茶の水クリスチャンセンター内

7

祈れば変わる、
この国の未来！

9

講師／瀧元望 他
受講料／全 3講義 3,000円※部分参加 1講義 1,000円

2020年

SAT

調査専門課程

8

◉今後の日程（全木曜日）

〒 560-0021 大阪府豊中市本町 1丁目 13-34

！体験しよう
！
世界のベストセラー「聖書」
を知ろう
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。

6

ZCL
神戸キリスト
栄光教会

15

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。

2020年

FRI

◀────

集会への
︑
参加は

聖書の読み方指南

RM2020
10:30
福岡聖書キリスト教会
18:00
福岡新生キリスト教会

MON

Schedule

10:00
Pray for Revival

○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。

［金］18：30─20：30
若者からシニア世代も 4月17日
大阪クリスチャンセンター
みんなで学ぼう！
大阪府大阪市中央区玉造 2丁目 26-47

聖書セミナー

SUN

※全日程（金）
１４：００～
（土）
１５：００まで

◉アクセス

2020年

平岡修治

◉今後の日程（金曜日・土曜日）
6月5日・6日
９月４日・５日
12月4日・5日

リバイバルミッションスケジュール

March

※45歳以下牧師、教職者スタッフ含む

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

目から“うろこ”の

◀お申し込みは
こちらから

○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。

3

2020

スケジュール

セミナー

2020年

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

コンピューターで
アクセスして下さいね！

https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live
◆携帯でアクセスする場合は、
https://www.youtube.com/channel/UC4jg9cDKBhOOqe6t9D9yFPw/live

いつもリバイバルミッションのためにお祈りご支援くださり、
心から感謝いたします。今年も福音宣教、セミナーとリバイバ
ルへの戦いがスタートしました。皆様からのご支援でなんと
か経済的にも支えられていますが、依然と状況はなかなか厳
しく目前は火の車で不信仰に苛まれてしまいます。しかしす
べてをその手に握っておられる主に期待し、後退することなく
前進し続けてまいります。何卒皆様のさらなる祈りとご支援
をよろしくお願いします。

会計報告2019年12月度
収

入

前月繰越金
一般献金
集会献金・参加費

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。

出

2,006,713 事務運営管理費
5,000 一般旅費交通費

958,493
7,882

国内宣教指定・集会献金

672,850 通信費

496,790

世界宣教指定・集会献金

1,128,472 印刷費

450,329

霊的戦い部門指定・集会献金

462,361 国内宣教諸経費

ざわめき指定・集会献金

472,089 集会諸経費

賛美教育指定献金
Zawameki CD制作献金より

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！

支

-4,125,455

630,977

550,000 ざわめき諸経費

878,877

5,298,485 支出合計
次月ミッション繰越金

Zawameki13CD制作献金

10,000

Zawameki13CD制作献金累計 3,156,774
Zawameki13CD制作献金残

5,568

1,000 霊的戦い諸経費

神学校借入返済
収入合計

778,578

596,774

354,384
4,561,878
-3,388,848

6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さあヨベルの年を
告げ知らす
角笛を吹き鳴らせ ！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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 ──▶

午後5時
5月5日
［火］

リバイバルプレイズ50

メッセンジャー／有賀喜一・平岡修治・滝元順
田中進・平岡新人 他
※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

80120-291-372

フリー
ダイヤル

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
TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220 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！

E office@j-revival.com

URL: http://www.j-revival.com

◎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4月号のニュースは3月22日
（日）発行予定です。

