
8／14fri
9:30──21:00

9:30～11:00
リモートde霊的戦いセミナー
14:00～17:00
リモートdeリバイバルP&PH
世界と日本各地をリモートでつなぐ祈りと賛美
19:00～21:00
Hope & Light
スペシャルSummer Fes 2020
クリスチャンミュージシャンたちによる
コンサートとバイブルメッセージ

YouTubeチャンネルからライブ配信！！どなたでも無料でご覧になることができます。

◉リバイバルミッションチャンネル
https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live

Revival Mission News

RMN
◉発行者／リバイバルミッション
◉〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
◉TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220◉90120-291-372
◉Eoffice@j-revival.com◉http://www.j-revival.com

20208August

豪雨による被害を受けられた地域の皆様へ心よりお見舞いを申し上げます。



2有料
コンテンツ
ビデオ動画配信──────────────────────────◉

学びたいとき。見たいとき。いつでも！何度でも！

日本に、世界に福音を宣べ伝えよう！

セミナー動画配信
受講のお申し込み
はQRコードから、又
はホームページから
※スマートフォン、PC、タブレットでご視
聴頂けます。DVD等の販売はありません。
──────────────────
▶ご不明な点は事務局まで
　お問い合わせ下さい。

80120-291-372

こんな視点はじめて！ 今までと
少し違う角度から「霊的戦い」を
学んでみませんか。

さらにみことばの深みを味わい
知ることができます！

リモートde
Zoomセミナー

◉講師／山﨑ランサム和彦
◉受講料／5,000円
◉全3セミナー［1枠90分］
▶申し込み受付受講料・納入期間
7月20日─8月9日
▶視聴期間
8月10日─8月31日

◉講師／瀧元望
◉受講料／5,000円
◉全3セミナー［1枠90分］
セッション①
9月4日［金］19：00-21：00
セッション②
9月5日［土］9：00-10：30
セッション③
9月5日［土］10：40-12：10
※Zoomによるライブ配信となります。
　上記の時間のみの配信となります。

◉講師／滝元順、瀧元望
　　　　鈴木陽介、他
◉受講料／8,000円
◉全6セミナー［1枠90分］
▶申し込み受付受講料・納入期間
7月20日─8月2日
▶視聴期間
8月3日─8月17日

第8期

7月度 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

ライブ
配信

Revival
Misson

7月も続々伝道番組が
登場しました！
ぜひご家族、友人に紹介しよう！

無料
コンテンツ

7月配信予定 ※番組は配信日以降であれば、何度でも見るができます。

77／10［金］～
　  配信開始
ゲスト／井草聖二（ソロギタリスト）
メッセージ／平岡修治「幸福への道」

77／17［金］～
　  配信開始
ゲスト／中村匡（ウクレレ奏者）
メッセージ／平岡修治「いのちへの道」

77／24［金］～
　  配信開始
ゲスト／安武玄晃（サックス奏者）
メッセージ／平岡修治「自由への道」

毎回新しい内容でお届け致しますので、
ぜひご覧下さい。
スマホのQRコード読み込みで動画を見ることができます！
チェンネル登録お願いします！

Daily Bible Message│デイリーバイブルメッセージ毎日配信！

◉登録方法 ──────────
facebook
リバイバルミッションを検索し、イイね！をいれて下さい。

Instagram
revival.missionで検索し、フォローして下さい。

─────サブチャンネルも続々登場！─────
デイリーバイブル
 メッセージ
   チャンネル

Kids
 Camp
  TV

毎日3分みことばメッセージを聞こう！ こ
れまで配信してきたデイリーバイブル
メッセージが全部見ることが出来ます！
◉メッセンジャー
有賀喜一・平岡修治・滝元順・山﨑ランサム和彦
岡本信弘・上條実・田中進・他

皆さんの教会のランチのレシピやメ
ニューの動画を大募集します！ あなたの
教会ランチレシピ動画をリバイバルミッ
ションに動画をお送り下さい。 

キッズのためのチャンネルを作りました！ 
キッズキャンプの案内動画、チャレンジ
動画、ダンス動画、ウルトラマンメッセー
ジなど。 クリスチャンキッズのための楽
しいプログラム満載です。

教会ランチ自慢。
チャーチ
  クッキング
   TV

『しかし、聖霊があなたがたの
上に臨まれるとき、あなたがた
は力を受けます。そして、エル
サレム、ユダヤとサマリヤの全
土、および地の果てにまで、わ
たしの証人となります。』

使徒1章8節

　今年2020年は、リバイバル
ミッション創設者、滝元明が愛
知県で宣教を開始して「70周
年」、ミッション発足「50周年」
の節目の年です。一人の人物
からリバイバル運動へと発展し
たのは、単なる偶然のように思
われますが、日本のリバイバル
史と併せて歴史を遡るとき、神
の偉大な計画と御手があった
事に気づかされ、厳粛な思いに
させられます。
　日本のプロテスタント教会の
原点は、1872年（明治5年）ア
メリカ人宣教師、ジェームス・バ
ラによって創設された日本基
督公会(後の横浜海岸教会)
にあります。バラによって始めら
れた祈祷会がリバイバル状態
となり、多くの若者が救われたと
記録されています。
　そこに、愛知県北設楽郡津
具村（現、設楽町津具）より、
医術をヘボンから教わるため
二人の青年が来ており、クリス
チャンとなりました。彼らは救い
の喜びに燃えて故郷に戻り、バ
ラを村に招聘したのです。す
ると、瞬く間に津具村にリバイ
バルが起こり、村民の半数近
くがクリスチャンとなり、村は、キ
リスト教賛成派と反対派の二
つに分かれるほどでした。バラ
は、津具村で起こった出来事
を「日本でリバイバルが起こっ
た」と、本国に書き送ったと言わ
れます。
　そんな中、当時の津具村尋
常小学校の校長、村井輿三
吉がクリスチャンとなり、あまりに

も大きな影響を与えたために、
校長の職を解かれたと言われ
ます。彼は、救いの喜びを伝え
るため、津具村に留まって教会
を建て、牧師として30年近く奉
仕しました。
　そんなある日、村井の噂を聞
いて一人の青年が津具村を
訪れます。彼は肺病を患って
おり、命の危険さえありましたが、
村井に励まされ、やがて世界的
な人物となります。それが「賀川
豊彦」です。賀川は、津具村の
旅館に滞在中「一粒の麦」を
執筆し、その後有名となりました
が、そのモデルとなったのが村
井でした。

　やがて、国家神道の台頭に
より、教会も閉鎖され、リバイバ
ルの火も消えてしまったかのよう
に思われました。しかし、村井
が亡くなった二年後、津具村の
キリスト教反対派の中から、一
人の男児が生まれます。彼は
成長して上京し、戦後の混乱
期の中でアメリカ人宣教師か
ら救われ、大いに心燃やされ
て、1950年、結婚を機に津具
村に戻り、妻とともに宣教を開始
しました。そして彼は、津具村で
聖霊の注ぎを経験し、以来、日
本と世界のリバイバルを目指し
た働きを開始しました。それが、
リバイバルミッションの創立者
「滝元明」でした。

　やがて滝元は、拠点を新城
市に移し、働きを拡大したとこ
ろ、ある製材所の青年たちが
次 と々救われました。彼らは、休
憩時間になると丸太の間に入り、
日本のリバイバルを真剣に祈る
ようになったのです。すると、聖
霊が激しく青年たちに注がれ、
彼らは、直接主から声を聞いて、
宣教に出て行きました。それまで
の彼らの夢は、やがて都会に
進出し、材木問屋を立ち上げ
る事でした。しかし、聖霊は、青
年たちを都会に向かわせるの
ではなく、「田舎」に向かわせま
した。その中の一人が、静岡県
の佐久間ダムの近く、佐久間
町浦川という僻地に遣わされ、
やがて滝元明と共にリバイバル
ミッションを立ち上げた「田中
政男」でした。

　また、津具村の隣、東栄町
に遣わされ、リバイバルミッショ
ンの前身「日本リバイバル・ク
ルセード」初代事務局長となり
リバイバル運動を支えたのが
「中村一夫」でした。

歴史を貫くリバイバルのバトン
すべての造られたものに福音を

1

リ バ イ バ ル ミ ッ シ ョ ン 5 0 周 年

滝元順
Jun Takimoto

今も津具村には、賀川豊彦の書による、
村井與三吉先生の碑がある

滝元明生家

田中政男宣教地、佐久間町浦川

中村一夫宣教地、東栄町

滝元明・清子結婚式

facebook、インスタグラムにご登録下
さい。毎日リバイバルミッションの顧
問、サーバントチームの先生方から
励ましのバイブルメッセージを受け取
ることができます。日替わりでみ言葉の
糧を受け取り、このコロナウィルス禍を
力強く勝ち進んで行きましょう！

▼セミナー申込み手順
①スマホでQR
コードを読み
込んで、申込み
フォーマットか
ら申込み。

②返信メールに
記載されている
銀行口座に振込。

③後日送られ
てくるメールの
URLをクリックし
てパスワードを
入力。

④セミナーを動
画でスマホ、PC
等で見る。

　こうして、日本リバイバルクル
クルセードは、1970年、愛知
県の片田舎、中村が遣わされた
「東栄町」において、小さな働
きから開始されたのです。聖霊
の働きは、田舎から都会に向
かわせるベクトルではなく、都
会から田舎へ向かわせる力で
した。弟子たちはエルサレムで
力を受け、やがて地の果て、辺
境地にまで遣わされていきまし
た。

　リバイバルミッションの歴史を
日本のリバイバル史と併せて振
り返るとき、主の熱い思いを感
じずにはいられません。明治時
代に点火されたリバイバルの
火は、歴史を貫き、現在も確実
に燃え続けています。これから
起こるリバイバルに思いを馳せ
る時、心は踊ります。主は日本
に素晴らしいご計画をお持ち
です。日本に、リバイバルは必
ず起こります！いや、すでに始まっ
ているのです！
『そして彼らに言われた、「全
世界に出て行って、すべての
造られたものに福音を宣べ伝
えよ。」　　 マルコ16章15節

聖霊によって青年達が田舎へ
遣わされていった

若き日の滝元明と田中政男

◀YouTubeでもこの内容の
メッセージをご覧いただけ
ます。



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
─────────────────
※次回9月号のニュースは8月23日（日）発行予定です。

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！

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

◉献金送付先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三菱UFJ銀行／名古屋営業部 普通 2569313
ゆうちょ銀行／振替口座 00860-0-33814

◉会計報告2020年5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

ざわめきCD献金組入

収入合計

-2,819,907

1,267,372

0

259,300

4,100

325,100

517,048

10,100

407,074

2,790,094

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

1,036,901

4,514

510,272

249,062

230,169

0

101,153

421,148

0

354,384

2,907,603

-2,937,416

新たなコンテンツとしてFacebook、Instagram、Twitter、YouTube
もはじめました。それぞれの特徴を活かした投稿をしていきたいと考えています。

パソコンにて、チャンネル登録してね！
https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live

参
加
は
、

集
会
へ
の

8月の集会は、8月6日［木］朝10時─11時30分

Live
配信！

プレイズタイム、ゲスト賛美、リバイバルメッセージ、お祈りタイ
ム（祈りタイムの中では、皆さまから寄せられてくるリクエストの
祈りを皆さんでお祈り致します。お祈りのリクエストがある方は、
revivalmission.pray@gmail.comまでお寄せ下さい。

　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。まだまだコロナ禍が続く中です
が、7月のはじめには豪雨により教会や
クリスチャンの方も被災され、ますます
混沌とする状況にあります。リバイバル
ミッションでも支援を模索していますの
で、いつもの振替用紙にその旨をお書

き添えくだされば、被災地域の教会を
サポートするために用いさせていただ
きます。ミッションの中心である宣教も
苦戦を強いられていますが、すべてを
益とし最善に導いてくださる主に期待
し、リバイバルを推進することができる
よう継続的なご支援をよろしくお願い
します。

　　　　▶
キッズキャンプには、
ここをクリックして
参加できるよ！
キッズキャンプのPR動画も見れるよ！

リモートキッズキャンプ
夏だ！熱いぞ！キッズ達。
今年はコンピューターの
前に集合だ！

2020年8月10日［月・祝日］
あさ10時スタート！
リバイバルミッションキッズキャンプURL●アクセスするには、
https://www.youtube.com/channel/UCk8ss6UD_yglRhrDIHpPrEQ?view_as=subscriber

〒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://zawameki.com
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

│CD定価│2,000円+税
Zawameki 2020

2,000Zawameki 2020

Zawameki13好評発売中！
◉発売元：（株）プレイズ◉各種音楽配信サイトより

Oh!Jesus is Wonderful !

主への賛美が栄光に輝く時、
鳥が歌い、海が歌い、
宇宙の果てまで賛美が鳴り響く！

あなたもご一緒に、日本と世界に賛美を響かせましょう！

Zawameki Worship Shout

ライブ配信中！
─────────────────
毎月第１土曜日夜8時より開催中！

─────────────────↓以下のURLよりご参加いただけます。
https://www.youtube.com/c/ZawamekiWorshipShout

Zawameki M.V. YouTubeにて配信中！
Zawameki13の中から「Oh! Jesus is Wonderful!」と
「主の回復の時が」のミュージックビデオがYouTubeにて配信中です。
ぜひ、ご覧ください。

Zawameki
同刻Praise
2020年8月15日［木］14:00～15:00

VOL.38

以下は当日歌う曲目です。
Zawameki 13からの選曲が多くなっていますので、
ご購入いただき、当日に備えてくだされば幸いです。
❶ときの声をあげよ
❷歌え賛美は山を越える
❸ダビデの子にホザナ！
❹主は私の羊飼い　
❺どんな時でも失望せずに
❻勇気を出して
❼高くあげよ喜びの歌
❽勝利の宣言

※今回は練習用CDはございませんのでご了承ください。

第38回目となるZawameki同刻Praiseがこの夏も、8月
15日午後2時から3時まで行われます。同時刻に一斉に、
全国と世界の空の下、主への賛美を響かせます。今回は
ZawamekiからYouTubeにてライブ配信いたしますの
で、ご一緒にあなたの街で賛美を響かせてください！

❾イエスの十字架を仰げ
10西へ東へ
11主はあなたを守り
12主の愛が今
13Dancing
14主を待ち望む者は
15Oh! Jesus is Wonderful!
16主の回復の時が

毎月第 2 週目の木曜日朝 10 時からは、
皆さまのお茶の間とリバイバルミッションセ
ンターを繋いで、祈る集会が持たれていま
す。毎回素晴らしいメッセージに励まされ、
共に祈る集会です。ぜひご参加下さい！

そうして、主のみ前から回復の時が来て、あなたがたのため
にあらかじめキリストとして定められていたイエスを、主は遣
わしてくださいます。［使徒3章20節］
　リバイバルは回復であると信じています。主の
時が満ちた時には、あらゆる領域に主による回復
が始まります。主には、人と人、国と国、健康や経済、
地球の環境までも回復させる力があります。私たち
は今、主の回復の訪れを宣言しなければなりませ
ん。新しいZawamekiのCDの中に「主の回復の
時が」という曲がありますが、その歌詞は、鳥が歌
い、山が歌い、空が歌い、星が歌い、さらに魚が歌
い、海が歌い、花が歌い、風が歌い、そして私も歌
うという、人とともに被造物が歌うと歌っています。被
造物も主の訪れを待ち望んでうめいています。被
造物のうめきを賛美へと変え、主への賛美を、あな
たの唇で、あなたの街に響かせてください。

主の回復の時が Time for the Lord's Restoration

主の回復の時が　今この地に訪れ
うめき悲しみの声が　賛美へと変わる
❶鳥が歌い山が歌う　そして私も歌う
　空が歌い星も歌う　救い主イエスのみ名を
❷魚が歌い海が歌う　そして私も歌う
　花が歌い風も歌う　救い主イエスのみ名を

Zawameki滝元開


