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　国内では新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）に対する緊急事態
宣言はすでに解かれましたが、「マスク
着用の一般化」「テレワークの普及」
「ソーシャルディスタンス」など、新型コ
ロナウイルス感染症により世の中は大き
く変化しました。「GO TOトラベル」キャ
ンペーンなどが本格的に実施され、日常
を取り戻しつつあるように見えますが、コロ
ナウィルス感染者が急激に減っている
わけではありません。専門家の間では今
後も消して油断できない状況が続くと考
えられています。
　今後、私たちに必要な意識は「コロ
ナ流行前の日常を取り戻す」ことではな
く、「コロナが普及している新しい時代に
適応する」ことではないでしょうか？
　世の中の様 な々ものが形を変えていく
中で、リバイバルミッションも時代の変化
に対応していく必要があると私たちは考
えています。リバイバルミッションはwith
コロナ時代で、今まで当たり前のように
行ってきた集会のほぼ100％が持てなく
なりました。この数ヶ月間、私たちはオンラ
インを中心にした活動にシフトを移してき
ました。ご覧になった方はその映像の技

術力の高さに驚いたことでしょう。従来の
ように大勢のイベント参加者を一箇所
に集めることは、感染症のリスクを高める
ため適切とは言えません。これからの時
代、集会はソーシャルディスタンスを確
保できるようにし、少人数だけを招待し、
同時に集会をライブ配信することで大勢
の人に届ける。このようなリアルとオンライ
ンの両方を実施していく形式が主流に
なると私は考えています。しかし、当分の
間はオンラインの宣教が展開されること
になると思います。
　リバイバルミッションは今年11月に
「50周年記念大会」を東京と大阪で
予定していました。すでに会場も予約し、
心待ちにしていましたが、コロナの影響で
中止を余儀なくさせられました。
　しかし、福音宣教は主の命令です。
「イエスは彼らにこう言われた全世界に
出て行き、すべての造られた者に、福音
を宣べ伝えなさい」（マルコ6：15）使徒
パウロも「信じたことのない人を、どうして
呼び求めることができるでしょう。宣べ伝
える人がいなくて、どうして聞くことができる
でしょう。」（ロマ10：14）「時が良くても悪
くてもみことばを宣べ伝えなさい」（Ⅱテモ

平岡修治
Shuji Hiraoka

ミッション50周年All Day Revival　
YouTube24時間配信への参加を        

テ4:2）と述べています。
　このように福音宣教は主の命令に基
づいています。つかわされるのは主です。
その目的は滅び行く魂の救い、すなわち
神の民の招集です。そして、それを助けて
くださるのは聖霊です。「誰も聖霊によら
なければイエスを主と告白することはでき
ません。」Ⅰコリント12:3
  私たちリバイバルミッションは以上のこと
を踏まえて、来る11月2～3日、ミッション
50周年「ALL DAY REVIVAL」と題し、
YouTubeによる24時間配信を行うことに
なりました。あなたの家で、教会で参加
できます。さらに、不特定多数の人にお
届けできます。お祈りくださるとともに、是非
ご参加くださるように心からお願い申し
上げます。
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クリスチャンリバイバルチャンネル

クリスチャン・リバイバル・チャンネル
スタートしました！！
新型コロナウイルスの感染拡大により、教会の活動は大きく制限されています。
世界中に不安が広がり、主の民さえもその渦に巻き込まれ、力を失っている今日こ
の頃です。しかし本来、この未曾有の時こそ、主に近づき力をいただく大チャンス
のはずです。「クリスチャン・リバイバル・チャンネル」では、コロナ禍と呼ばれる「禍」
すなわち「災い」を、恵みに変える番組を提供していきたいと願っています。聖霊
により、「コロナ禍」を「コロナ恵」に変えましょう！

メイン講師滝元順
──────────────
リバイバルミッションの
YouTubeチャンネルで
ご覧いただけます。
今すぐチェック！

新番組

伝道
番組

YouTubeにて配信中！！
リバイバルミッションチャンネルは様々な
動画でクリスチャンライフを応援！

◉チャンネルアドレス 

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

・・・・・・・・・・・・・
Hope&Lightは2ndシーズン
としてリニューアルしました。─────────────
平岡修治のバイブルトーク
─────────────平岡先生のショートメッセージとクリスチャンミ
ュージシャンによる演奏でわかりやすい番組

─────────────
Music & Testimony
─────────────クリスチャンミュージシャンの演奏と素顔に迫るインタ
ビュー番組。彼らが奏でる音楽と共にクリスチャンミュ
ージシャンとしての生きた証しを聞くことができます。

─────────────
毎月第2週目木曜日
Live配信番組
Pray for Revival
─────────────
2018年4月から始ったPray for Revivalも約2年
半の年月が経とうとしています。この集会を始
めた時は、ミッションでYoutube配信する集会は
初めての試みで、当初は配信が途中で止まって
しまったり、カメラもちゃんとしたものがなく、ス
マホを駆使して配信をしていたことを思い出し
ます。しかし、2018年からのPray for Revivalを積
み上げて来たことが、後に2020年のコロナウイ
ルス禍中で、配信中心のプログラムとして用い
られる事になるとは思いもよらないことでした。
私たちが毎日祈る祈りも同じことが言えるので
はないでしょうか。毎日の小さな祈りであっても、
毎日積み上げられる祈りが、後の日に必ず多く
の実を見ることになるのではないかと思います。
Pray for Revivalで皆さんと共に祈ることが、後の
日の素晴らしい神さまの栄光を見る事が出来る
ことを願っています。ぜひPray for Revivalの祈り
会にご参加下さい。

◉11月のPray for revival
11月12日［木］10時～
配信スタート！
11月は大嘗祭の事などについて
とりなし祈る時を持ちたいと思います。
奨励とお祈り／瀧元望
特別賛美／チェ・ヨンドゥ・蓮池光世

─────────────
クリスチャン
リバイバルチャンネル
─────────────クリスチャン達がリバイバルメッセージを通して
強められ、励まされるチャンネルです。
─────────────
クッキングチャンネル
─────────────リバイバルミッションがお届けする簡単でアイデ
ア満載、教会や家庭で活用できるクッキングチャ
ンネル。みなさまの投稿もお待ちしています。

─────────────
キッズチャンネル
─────────────キッズキャンプからスタートした番組。子ども達
が作ったチャレンジ動画やドラマ、ウルトラマン
メッセージ（3分間）など子どもが楽しめるチャン
ネルを提供していきます。
─────────────
ワカモノStay Cafe
─────────────若者自ら発信しながら、同年代の人々が誰でも
居場所を見つけられる。そんな場所を作ります。
神さまの愛の中でリラックスしながら、共にリバ
イバルの思いを高め励まし合おう！

新番組

新番組

新番組

Instagramでは、毎日「きょうのみことば」を配信、twitter、
Facebookでも様々な情報を配信しています。
是非チャンネル登録、フォローお願いします。

安武玄晃 井草聖二 上條頌withバンド チェ・ヨンドゥ

中村匡 福原タカヨシ 山川哲平DUO B→Z

MARISA 横山大輔夫妻

自宅はもちろん、移動中でも、
どこででもネットがつながれば

ご覧いただけます。
参加登録や視聴料もフリー。
もちろん24時間ご自由にご覧いただけます。

リバイバルミッション
50th.

アニバーサリー
特別企画

24時間YouTube配信

All Day
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主なプログラム
◉国内外のメッセンジャーによる日本へのメッセージ、
　新しい時代へのメッセージ
◉国内外のクリスチャンアーティストたちによる
　スペシャルなコンサートタイム
◉映像で振り返る1993年阪神甲子園球場での
　「甲子園ミッション」、

1998年日本武道館での「東京ミッション」
◉ZAWAMEKIによるリバイバルプレイズタイム
◉子どもも大人も楽しいキッズプログラム
◉毎日の献立にアイデアを、クッキングチャンネル
◉身体も心も健康！！プレイズエクササイズ

などなどスペシャルな企画が
満載の24時間
※詳細はタイムスケジュールをご覧下さい。

◉アクセス方法
WiFiなどのネット環境でスマホ、タブレット、パソコンなどからご覧いただけます。
https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live

2020年11月2日［月］8:00pm─11月3日［火・祝］8:00pm

ラストプレイズタイムのご案内
11月3日19:30～20:00まで
ZOOMでの参加が出来ます。
是非ラストタイムはZOOMで一緒に番組にご参加ください！
ミーティングID：830 2331 3649
パスコード：W25b4p
※スタートの約10分前からオープンしますので、各自IDおよびパスワードを入力してお入り下さい。
※事前にZOOMのアプリのダウンロードをお薦めします。

教会
ひろば
大募集

尾山令仁

ティム・ケプラー ニッコー・ロー チェ・ヨンドゥ 中村匡 安武玄晃 井草聖二 Duo B→Zジョン・フルカー

奥山実 有賀喜一 平岡修治 滝元順

11月3日13時～14時は皆様からの投稿を紹介する時間です。バン
ドやソロなどの演奏による賛美、ダンス、証しやエピソード、おもし
ろ動画、衝撃写真などなどを大募集します。動画もしくは、写真&コ
メントを5分程度に納めリバイバルミッションまでお送りください。

│応募方法│
メール：office@j-revival.com●Twitter：#alldayrevivalをつけて投稿
※動画の場合は添付ではなくYouTube等のリンク、もしくはアップロードサイトをご
利用ください。※お送りくださった全てをご紹介できないことを予めご了承ください。

滝元開 田中進 中村裕二・智恵子

スマホでアクセスしてね！
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〒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

│CD定価│2,000円+税
Zawameki 2020

Zawameki13好評発売中！

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！
Oh!Jesus is Wonderful !

主がシオンの捕われ人を
帰されたとき、
私たちは夢を見ている
者のようであった。
詩篇126篇1節

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！
─────────────────
原則、毎月第１土曜日夜8時より開催中！
─────────────────

◉発売元：（株）プレイズ
◉各種音楽配信サイトより

https://www.youtube.com
/c/ZawamekiWorshipShout
↑以上のURLよりご参加いただけます。

3好評発売中
Zawameki街角同刻Praise
2020.12.25［金］午後2時─3時

Zawameki街角同刻Praise
2020.12.25［金］午後2時─3時

■当日歌う曲目
❶主イエスが生まれた❶主イエスが生まれた❶主イエスが生まれた❶主イエスが生まれた Zawameki6

❷主は私の羊飼い❷主は私の羊飼い❷主は私の羊飼い❷主は私の羊飼い Zawameki13

❸歌え賛美は山を越える Zawameki13

Rejoice Zawameki10Zawameki10Zawameki10

Glory glory Zawameki10Zawameki10Zawameki10

❻ときの声をあげよ Zawameki13

❼勇気を出して Zawameki11

Zawameki13

❾どんな時でも失望せずに❾どんな時でも失望せずに Zawameki13Zawameki13

10高くあげよ喜びの歌 Zawameki13Zawameki13

DancingDancingDancing Zawameki10

Maranatha Zawameki11Zawameki11

13主の愛が今 Zawameki10Zawameki10

Oh! Jesus is Wonderful!Oh! Jesus is Wonderful!Oh! Jesus is Wonderful! Zawameki13

15勝利・感謝・主に栄光 Zawameki5

■当日歌う曲目
❶主イエスが生まれた（Zawameki6収録）

❷主は私の羊飼い（Zawameki13収録）

❸歌え賛美は山を越える（Zawameki13収録）

❹Rejoice（Zawameki10収録）

❺Glory glory（Zawameki10収録）

❻ときの声をあげよ（Zawameki13収録）

❼勇気を出して（Zawameki11収録）

❽主を待ち望む者は（Zawameki13収録）

❾どんな時でも失望せずに（Zawameki13収録）

10高くあげよ喜びの歌（Zawameki13収録）

11Dancing（Zawameki10収録）

12Maranatha（Zawameki11収録）

13主の愛が今（Zawameki10収録)

14Oh! Jesus is Wonderful!（Zawameki13収録）

15勝利・感謝・主に栄光（Zawameki5収録）

◆以上当日歌う曲目です。選曲の多くがZawameki13からとなっておりますので、
ぜひ、ご購入いただき、当日に備えてくだされば幸いです。◆練習用CDはございませんので、ご了承ください。

クリスマスはイエスさまの
ご降誕を喜びたたえます！
クリスマスはイエスさまの
ご降誕を喜びたたえます！

39回目となる
Zawameki同刻Praiseで、
今年もクリスマス当日12月

25日午後2時から3時まで、同
時刻に同じ賛美を、一斉に歌い、
イエスさまのご降誕を喜びたたえ
ます。Zawamekiからは、YouTube
にてライブ配信いたしますので、
ご一緒にあなたの街から、あ
なたのご家庭から賛美を
響かせてください！
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ですから、邪悪な日に際して対
抗できるように、また、いっさい
を成し遂げて、堅く立つことが
できるように、神のすべての武
具をとりなさい。　エペソ人へ
の手紙 6章13節
　ハレルヤ！主のみ名を賛美
いたします。Zawamekiは、この
春以来、出掛けて歌う機会がな
くなり、ひたすら、インターネットを
介してカメラの向こう側の皆さん
とご一緒に、主に賛美をささげる
日 を々送ってきました。そんな中、
最近ひとつの変化に気付きまし
た。現在私が配信時によく使用
しているギターは、今まで外部
に持ち出さない、あまり使用しな
かったアコースティックギターな
のですが、何とそのギターがとて
も良い音を出してくれるようになり
ました。楽器というものは生き物
のようで、使えば使うほど、音の
抜けが良くなっていき、本来ギ
ターに存在するその能力が解き
放たれていくのです。私たち一

人ひとりも、主の手に握りしめて
いただき、主に使っていただくな
らば、造り主が本来用意してお
られる計画通りの、主からの使
命を果たすことができるのです。
最近「戦いの時が来た！」という
曲が家内を通して与えられまし
た。『戦いの時が来た！備えよ！ 
備えよ！』と、賛美の中でエペソ6
章に書かれている神のすべて
の武具を身にまとい、主の戦い
に備えよ！という曲です。主は今、
『備えよ！備えよ！』と私たちに語っ
ておられることを強く感じています。
これから始まる本格的なリバイ
バルという主の戦いに、使ってい
ただくためには、もう一度、主の
手にしっかり握りしめていただき、
そして主の帰られる道を備える
者にさせていただきたいと切に
願うものです。すでに戦いの時
が来ています。主の手に握られ
た、主の剣となって、主を全力で
ほめたたえましょう。

Zawameki 滝元開

戦いの時が来た！

S h o u t  o f  Z a w a m e k i

　今回は初代教会が語った「福音」につ
いて、使徒の働きから考えてみたいと思いま
す。
　イエス・キリストが復活して天に昇られた
後、五旬節の日にエルサレムにいた弟子
たちに聖霊が注がれ、教会が誕生しました
（使徒2：1─4）。不思議な物音に集まって
きたユダヤ人の群衆を前にして、使徒たち
を代表してペテロが語りかけます（14─36
節）。これは教会史上最初の説教でした。
　ペテロはこの中で、使徒たちに聖霊が注
がれた出来事を旧約聖書の預言の成就
であると説明し（14─21節）、続いて主イエ
スの公生涯と十字架、そして復活について
語ります（22─32節）。そして、復活して父な
る神の右に上げられたイエスが聖霊を注
がれたのだ、と主張します（33節）。
　ペテロの結論は36節にあります。「です
から、イスラエルの全家は、このことをはっきり
と知らなければなりません。神が今や主とも
キリストともされたこのイエスを、あなたがたは

十字架につけたのです。」つまりユダヤ人た
ちが少し前に十字架につけて殺したナザ
レのイエスというお方を神はよみがえらせて、
「主」とし「キリスト」とされた、というのです。
　「主」という称号はローマ皇帝にも使わ
れた称号で、世界の支配者を表します。ま
た「キリスト」は「油注がれた者」を表すヘ
ブル語の称号「メシア」をギリシア語訳した

ものですが、当時のユダヤ人にとって「メシ
ア」というのはイスラエルの王を表しました。
つまり、よみがえって神の右に上げられたイ
エスはすべてを支配する主また王となられ
たのです。
　さて、このペテロのペンテコステ説教の中
には「福音」ということばは出てきません。けれ
ども、教会史上最初の説教の中でイスラエ
ルの全家がはっきりと知らなければならない
大切なメッセージとして語られた内容が福
音以外のものを指しているということは考えら
れません。したがって、ここでペテロが語った
内容は、初代教会の弟子たちの福音理
解を反映しているはずです。そしてその内容
は、十字架につけられて殺されたナザレの
イエスが復活して天に上り、世界の王として
即位した、ということなのです。これこそが、初
代教会の人々が宣べ伝えた「福音」（良い
ニュース）でした。そして、この内容は前回
見たパウロの福音理解（ローマ1：1─5）と
ぴったり一致するのです。
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11.2─3●24時間Youtube配信─All Day Revival─番組表
20:00

21:00

23:00

24:00

1:00

2:00

3:00

4:00

4:00

5:00

5:30

6:00

7:00

8:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

14:00

16:00
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18:30

19:30
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20：00─23：00
リバイバルワイドショー
オープニングは子どもからお年寄り
までみんなで一緒に楽しみましょう！
ナビゲーター／平岡修治
コメンテーター／平岡新人・田中進 他

みんなで一緒に歌おう！
オープニングプレイズタイム／Zawameki
日本を繋げよう47都道府県
ZOOMで繋ぐチャレンジリレー
47都道府県の各地とZOOMで繋いで、
各地からの声を聞かせてくださいます！
特別賛美／グレイスキッズクワイヤー

聖書クイズ番組
「バイブルチャレンジ」
あなたも一緒に聖書の中からのクイズ
を考えてみて下さいね。

モーニングショー「おはよう日本」
朝の健康体操／新井かねり
◉朝のニュース
ニュースキャスター／杉浦みき・田中咲
◉11.3 時事ニュース
◉11.3 プログラム紹介（午前プログラム）
◉11.3 はどんな日？
◉RM集会案内、セミナー紹介
ミッションセンターツアー
◉朝ドラタイム
中高生ドラマ「続・いっしょに」（第1話）

Zawameki
ワーシップシャウト　
ソングリード／滝元開

ブレイクタイム
ドラマ／続・いっしょに（最終回）

ワールドリバイバルアワー
ナビゲーター／滝元順
コメンテーター／中山泉・鈴木里辺架

◉ハワイミッションの映像
◉ハワイプレイズタイム
中村裕二・智恵子夫妻
◉ZOOM DE ハワイ
◉海外ミッション協力者の声
ジョー・ハイト、他
◉韓国プレイズタイム
チェ・ヨンドゥ
◉世界のリバイバルのための祈りタイム

Hope&Light スペシャル
オータムゴスペル
ジャズコンサート①
◉出演
ジョン・フルカー
ニッコー・ロー
ティム・ケプラー
◉ストーリー
スペシャルゲスト（お楽しみに）
メッセージとお祈り／平岡修治

オータムゴスペル
ジャズコンサート②
◉出演
ジョン・フルカー
ニッコー・ロー
ティム・ケプラー

エンディングプレイズ&
プレイヤータイム
◉プレイズタイム
◉47都道府県代表ズームde祈ろう！
全国都道府県の祝福の祈り～
リバイバルの祈り

◉エンディング賛美
最後はみんなでZOOMでつながろう！

ランチタイムバラエティー
チャンネル「こんにちは日本」
◉ランチクッキングタイム
◉お昼のニュース　
午後のプログラム紹介
本、CD、集会などの紹介
◉キッズダンスタイム
中庭で踊ろう！キッズ達集まれ！「Joy」
◉昼ドラ
小学生ドラマ「続・いっしょに」（第2話）
ウルトラマンメッセージ／田中進

日本と世界のためのとりなしの
祈りタイム
日本の各地と世界各国と繋いで
祈るとりなしの祈り会
祈りのリード／瀧元望

クリスチャンリバイバルチャンネル
ゲスト演奏／安武玄晃
メッセージ／滝元順（50分）

教会ひろば　
◉全国の教会バンド
◉賛美チーム、ダンス
◉おもしろ映像
◉衝撃写真など募集して紹介

リバイバルミッション50周年を
振り返る！思い出トーク満載！！
ナビゲーター／平岡修治
コメンテーター／滝元順・岡本信弘
　　　　　　　  田中進・平岡新人
◉ミッションヒストリー&滝元明牧師の
甲子園でのメッセージ
◉ストーリー／ミッションの集会で神さま
と出会った方々にコメントいただきます。
◉全日本リバイバル甲子園ミッションを
振り返るメッセージ
◉東京リバイバルミッションでの
ロン・ブラウン・カーク・ウェイラム演奏
◉リバイバルミッション50年を振り返る
座談会

ミッドナイトで語ろう！
リバイバルミッションZOOM座談会
◉甲子園、武道館ビデオ放映ミッション
を陰で支えた人々の座談会　
ナビゲーター／石塚誠孝・岩井道子

リバイバル聖書神学校卒業生集まれ！ 
ZOOM同窓会
◉リバイバル聖書神学校卒業生と先
生との座談会

クリスチャンYouTube
番組の紹介
◉ミッションのYouTube番組の紹介
（Hope&Light、クリスチャンリバイバ
ルチャンネル、クッキングなど）
◉クリスチャンYouTube番組の紹介
（現在YouTubeで活躍するクリスチャ
ンチャンネル等を紹介）
◉中高生ドラマ「いっしょに」（再放送）
～続編ドラマ予告篇

ミッドナイトdeウクレレレッスン
&プレイズタイム
◉ZOOM de ウクレレレッスン
講師／中村匡
◉ウクレレプレイズタイム
ナビゲーター／四元雅也

ミッドナイトde遊ぼう！
ワカモノ集まれ！
ゲーム大会
○以心伝心クイズ○5文字クイズ
○箱の中は何じゃろな
○みことば早うち大会
○ワードウルフ
他

ワカモノdeリバイバルを語ろう！
（UNDER 30’S）
MC／杉浦みき・田中咲
LIVE+ZOOM次世代を担うワカモノ達
が夜を徹してリバイバルを語り合う。

リバイバルはもうすぐだ！
レジェンドが語るリバイバル
プレイズタイム ／リード：田中進
ゲスト演奏／DUO B→Z
◉ストーリー
リバイバルミッションで神さまに
出会った方の体験談
ゲスト演奏／井草聖二
レジェンドメッセージ／奥山実
ゲスト演奏／中村匡
レジェンドメッセージ／尾山令仁
ゲスト演奏／チェ・ヨンドゥ
レジェンドメッセージ／有賀喜一

アーリーモーニングバイブルタイム
聖書を読もう！
CD+ 風景画で聖書を読む時間

早朝からいっしょに祈ろう！
早天祈祷会
お祈りのリード／岡本信弘

川のほとりでプレイズタイム
川のほとりでプレイズタイム&お祈り
（川から中継でお届けします）
ソングリード／滝元開

24時間YouTube配信

All Day
Revival

※24時間で47都道府県をリレーで祈ります。所々でキーワードが出ます。キーワードをゲットして賞品をもらおう！

※敬称略

ZOOMで
一緒に
ご参加下さい



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12月号のニュースは11月22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8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

その他の献金

収入合計

-3,453,594

2,704,859

20,000

273,900

31,000

184,500

512,648

15,000

3,741,907

事務運営管理費

一般旅費交通費

通信費

印刷費

集会諸経費

霊的戦いセミナー諸経費

ざわめき諸経費

神学校借入返済

支出合計

次月ミッション繰越金

1,760,636

6,000

501,956

237,908

158,589

186,225

163,952

354,384

3,369,650

-3,081,337

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。

　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。世界で新型コロナ
ウィルスが猛威をふるう中、
何故か日本では、感染者
バッシング、自粛警察、マス
ク警察、帰省警察など日本
特有の世間が強化され、同
調圧力がかつてないほど高
まっているという社会現象
が顕著だと最近の記事で見
ました。この世間が日本の
宣教を妨げてきた大きな要
因のひとつでもあるように
感じます。しかし主は、必ず
この覆いにも圧倒的な勝利
をもってリバイバルのみわ
ざを進めてくださることを
信じ働きを進めていきます。
リバイバルミッションがその
一端を担うことができるよ
う、何卒継続的にご支援くだ
さいますようお願いします。

有料
コンテンツ 学びたいときに！いつでも！何度でも！

講師／滝元順・鈴木陽介・他
受講料／８,０００円●全5セミナー［1枠90分］

│10月度セミナー動画視聴期間│
2020年11月7日～11月30日

新春24時間
リモートdeリバプレ
2021年のスタートは24時間
自宅で賛美をささげよう！

◉祈りの課題
●世界中のコロナウイルスが一日も早く収束しますように。
●コロナウイルスから守られ、癒しが起こされるように。
●皆さんの家族、教会、地域が病気や自然災害、
　経済的困難から守られますように。
●日本の政治、経済、教育界が守られますように。
●11月3日に行われるアメリカ大統領選挙が
　主のみこころがなされるように。

あなたの町のため。
国のため。
世界のためにとりなし
祈りましょう！◉祈りの課題

祈ろう！・・・・・・・・・・・・・・・・

2021
Remote

2021年
1月1日［金］17：00start─1月2日［土］17：00end

※詳細は次号12月号でお伝えします。

●「三位一体」教理と霊的戦い。
そして、新城教会｢宣教70周年｣と霊的土台
●天の神殿と法廷
●経済と霊的戦い
●日本の土台に置かれた悪しき祈り
●Healing the Earth
※9月度も受講可能ですのでお問い合わせ下さい。

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

◉講師／瀧元望 他◉受講料／5,000円［全3セミナー］

動画視聴期間／２０２０年１２月１０日～３１日
セミナースケジュール
日時／12月5日［土］10:00～16:15
セッション❶10：00─12:00
セッション❷13：00─14：30
セッション❸14：45─16：15
ZOOMでは上記日時のみのライブ配信となります（YouTubeでも受講いただけます）

第9期始まりました！！
クリスチャンが成すべき
「最重要使命」とは！？

   霊的戦い
   専門課程10月度

「霊的戦い専門課程 第9期」この9月度から新たに
始まりました！日々、私たちを訴えてくる「敵」に対し
て私たちはどう戦うべきなのか！？第9期は、さらに
新たな視点！目からうろこの必聴セミナーです！！

9
月
度
の
内
容

ライブ配信
リモートde

  ZOOM
   セミナー

9月に持たれた、「戦略的とりなしと調査専門課程」は40名以
上の方々が参加下さいました。ZOOMを用いての講義となり、
質疑応答も含めとても有益な時となりました。ZOOMに対応で
きない方々の為に、YouTubeでの視聴も出来ました。12月もこの
スタイルでさせていただきます。

9月には、「パンデミックとリバイバル」という興味深いテーマ
で講義がされましたが、さらに新型コロナウイルス後を見据えた
戦略を主から頂いていけたらと願っています。皇嗣（次期天皇）
となる秋篠宮文仁の「立皇嗣の礼」が11月にされる予定となって
いますが、そのためのとりなしの報告もされていきます。また、
「戊辰戦争」にも光を当てて学び、とりなしの戦略を受け取って
いきたいと願います。ZOOMでの受講のみならず、YouTubeで
の受講も可能です。是非、ご参加下さい。


