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「しかし、水をくんだ手伝いの者たちは
知っていた。」ヨハネ2章9節
　2018年、リバイバルミッションが新体制
へと移行し数年が経ちました。ほどなくして、
コロナウィルス感染症の大流行により、私
たちが計画していた働きも中止を余儀なく
されました。現在も日本中、世界中の教会
や社会も大きな変化を強いられている中
に置かれています。
　そのような中、 私たちサーバントチーム
の一同は祈りつつ、出来なくなったことでは
なく今できることを考え、福音宣教とリバイ
バルを求め、祈りつつ配信中心のプログラ
ムへ切り替えてきました。
　私たちの働きは対面中心のプログラム
がほとんどでしたが、現在はインターネット
を通して日本、世界の方々へ福音が届け
られるようになりました。また、地方教会のク
リスチャンの方 に々とっても励ましやチャレ
ンジとなるような働きが今までと変わらず続
けられ、信仰の復興が拡大しています。

　先日、長年信仰生活から遠ざかってい
たというクリスチャンの方から連絡を頂き
ました。その方はコロナ禍でリストラにあい、
行き詰まっていた時にリバイバルミッション
の配信集会を見て教会へ帰って来ること
ができたと証して下さいました。本当に主に
感謝しました。
　冒頭の御言葉はイエス様がカナの婚
礼で最初に行われたしるしに立ち会った
手伝いのしもべ達への言葉です。
　私も1993年の甲子園の大会から今に
至るまでリバイバルミッションの働きに関わ
らせていただきました。今までぶどう酒がな
くなってしまったような状況、前に進めなく
なるような時を何度も通りましたが、確信を
もって言えることはどんな時も主は共におら
れ問題を乗り越える力をも与えてくださり、
更に御心の道へと前進させてくださるという
事です。
　私たちはこれからも失われた魂の救い
のため、また、信仰者の励ましや地域教会

の助けとなれるようリバイバルを求め続け
皆さんと共に再臨の主を待ち望んで行き
たいと願っています。
　この11月も「秋のリバイバルセミナー」と
して盛りだくさんのプログラムを計画してい
ます。ぜひご参加ください。引き続き、変わ
らぬ支援とお祈りを心からお願い致します。

「あなたのみわざをあなたのしもべらに、
あなたの威光を彼らの子らに見せてくだ
さい。」詩篇90篇16節

グレイスライフチャーチ牧師
サーバントチーム

田中 進
Susumu Tanaka



秋の
リバイバル
セミナー
配信集会

神さまから、私たちクリスチャンに
与えられた救い、いやし、
解放の恵みを思いっきり味わう
感謝の祝宴。

兄弟たちは、小羊の血と、
自分の証しのことばのゆえに彼に打ち勝った。
ヨハネ黙示録12章11節

日本中のクリスチャンから寄せられる証しを聞き、主の素晴らしさ、クリスチャンの特権と祝福を再確認しよう！

参加者
大募集！！クリスチャンって最高だ！
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P R O G R A M
 Zoom deフェローシップ特別編
［月］20時～21時30分［限定

公開］

 YouTube配信
［火・祝］10時～12時

 YouTube配信完全生放送！！
［火・祝］14時～17時

 YouTube配信収録&ライブ
［火・祝］17時30分～18時30分

 YouTube配信 
［火・祝］20時～21時30分

　ワカモノ
　　トークルーム
クリスチャンホーム
ユースあつまれ！
・学校に、自分以外の
　クリスチャンがいない。
・最近教会に行くのが面倒くさい。
・牧師のお父さんとギクシャク
　して、気まずい。
・こんな時クリスチャンで
　良かったって思う。
・こんな祈り聞かれたよ
　─などなど。

▶コメンテーター
小山健先生（岐阜純福音教会 牧師）

神戸輝明先生（笠井キリスト福音教会 牧師）

▶MC クリスチャンホーム生まれ育ちがMCを努めます

瀧元栄主・杉浦みき・田中咲

11.22

11.23

11.23

11.23

11.23

社会・教会・家庭においての、クリ
スチャンホームならではの悩み
や経験を、皆でZoomで分かち合
い、クリスチャン二世、三世たちっ
て、こんなこと感じているんだ…
と共感したり、「神さまを信じるっ
てこんなに素晴らしいんだ！」とク
リスチャンホームキッズとして生
まれた特権や祝福を分かち合い、
祈りあうワカモノトーク集会で
す。コメンテーターとして、クリス
チャンホームや牧師家庭出身の
先生方も参加し、アドバイスして
くださいます。

▶対象
10代～20代の
クリスチャン
▶参加方法
こちらのQRコードより、必要事項
記入の上、お申し込みください。
◉YouTubeでミーティングに参加することも出
来ます。YouTube視聴参加の方もお申し込みが
必要となります。

リバイバルセミナー
今回は滝元順先生が書かれた
「クリスチャンって最高だ」著書
より、「偶像礼拝の罪」「性的な罪」
「怒り」がいかにクリスチャン生
活にとって大きな障害となり、信
仰生活をむしばむものなのか？
またこの霊的問題を勝利する秘
訣について分かりやすくお話し
下さいます。

クリスチャン
って最高だ！

▶第1セッション
10:00～10:40（40分）
ブレイク&Testimony 
▶第2セッション 
11:00～11:40（40分）
▶講師
滝元順師 （リバイバルミッション顧問）

祈りは聞かれる！
全国からの証しで彩る3時間スペシャル

日本のためにとりなし祈ろう！「新嘗祭」

クリスチャンって最高だ！リバイバルに向かって前進だ！

「救い」「いやし」「解放」「地域の
戦い（近所つきあい、祭り、学校、
幼稚園など）」「社会で力強く働く
クリスチャン」など、全国各地か
ら寄せられた証しを一挙大公開！
神さまがこの日本でおこなって
下さっている数々の生きた証し
を紹介し、今、まさに祈るべき課
題をみなでお祈りしていきます。
▶3時間の集会の中でも、皆さんが
神さまから与えられた救いや癒し、恵
みの証しをリアルタイムでも皆さん
にご紹介します。またお祈りして欲し
い祈りの課題もお送りいただければ、
集会の中で一緒にお祈りします。

◉救いの体験談
　私、こんなところから救われました！
◉病の癒しの証し
　私、病気が癒されました！
◉家族の救いの証し
　家族が救われました！
◉霊的な問題を通して解放された証し
　霊的解放の祈りによって変えられた！
◉クリスチャン社会人の証し
　日本の社会の中で活躍するクリスチャンです！
◉教会であった祝福の証し
　教会でこんな素晴らしいことが起こりました！
◉クリスチャン実業家が体験した祝福の証し
　クリスチャン実業家です！
◉地域での戦いを通して勝利した証し
　地域での勝利の証しです！
◉癒し、問題など祈りの課題をお寄せ下さい。
　お祈りください！
※このような体験をされている方々の証しを
お届けする予定です！ぜひご期待を持ってご参
加下さい。

メールでリバイバルミッションの方に情報をお寄せ下さい。
（※時間の都合上ご紹介出来ない場合もありますのでご了承下さい。）

11月23日は日本の宮中祭祀が
おこなれる「新嘗祭」です。この
時間、クリスチャンとして日本全
体の救いといやしを願い求めて
お祈りしましょう。新嘗祭の意味
合いについて学び、現地と繋い
でとりなし祈ります。心をあわせ
て祈りにご参加下さい。

夜のプログラムは、長年にわたり
アルゼンチンのリバイバリストとし
て活躍するエド・シルボソ先生をお
招きし、リバイバルを待ち望む日
本に対して励ましのメッセージを
Zoomで語って頂きます。先生はイ

▶祈りのリード&おすすめ

                  瀧元望師
                                                （SIRネットワーク代表）

ンターナショナル・トランスフォー
メーション・ネットワークを創設者と
して、世界各国で起こった神の国
の変革を霊的戦いの視点と共に、
リバイバルへの熱い思いを語っ
て下さいます。ご期待下さい！

▶講師：エド・シルボソ Ed Silvoso
ハーベスト伝道、インターナショナル・トランスフォメーショナル・ネット
ワーク創設者。ナショナル・フスト・デ・ウルキンザ大学を卒業。米国のム
ルトーマ聖書学校およびフラー神学校でも学ぶ。国全体とマーケット・プ
レイス（実生活の現場）の変革を専門とする聖書的かつ実践戦略の教
師、アルゼンチンのリバイバルのリーダーとしても知られ、銀行業務、病
院経営、投資情報サービスなどのビジネス業界でも長年活躍。
著書「神はひとりも滅びることを望まず」「トランスフォーメーションの祈
り」「変革の鍵～油注がれたビジネス～」「エクレシア」等多数
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※内容が変更となる場合があります。
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神さまから、私たちクリスチャンに
与えられた救い、いやし、
解放の恵みを思いっきり味わう
感謝の祝宴。

兄弟たちは、小羊の血と、
自分の証しのことばのゆえに彼に打ち勝った。
ヨハネ黙示録12章11節

日本中のクリスチャンから寄せられる証しを聞き、主の素晴らしさ、クリスチャンの特権と祝福を再確認しよう！

参加者
大募集！！クリスチャンって最高だ！

Q質問 聖書は「イエスを信じる者は永遠
の命を持つ」と語っています。ところがイ

エスさまといっしょに十字架にかかった犯罪人
の一人は「私を思い出して下さい」と言っただ
けで「あなたは今日わたしとともにパラダイス
にいます」とイエスさまから宣言されます。この
犯罪人は天国に入った最初の人物だということ
を聞いたことがあります。なぜ「思い出して下さ
い」というだけで天国に入れたのでしょうか。

A答え 「あなたは今日わたしとともにパラ
ダイスにいます」このことばは「十字架の

七言」の2番目のことばですね。（ルカ23：39
～43）ハイドンが作曲した「十字架上のキリ
ストの7つの言葉」という名曲の題材にもなっ
ています。
　イエスさまが十字架にかけられたとき二人
の犯罪人も一緒でした。一人は「あなたはキ
リストではないか。自分と私たちを救え」とイエ
スさまに向かって捨てぜりふのような口調で
語ります。もう一人は「イエス様。あなたが御
国に入られるときには、私を思い出してくださ
い。」と語りかけます。この時点でこの人は「自
分は地獄に行っても当たり前です。滅んでも
当然の罪人です。ただ、イエスさまが御国の
位におつきになるときに「こんな私を思い出し
て下さい」と言ったのです。「天国に入れて下

さい」と言ってはいません。一般に、人間は死
に直面したとき少しでも長く生きることを求めま
す。聖書は「十字架にかけられた犯罪人の
一人がイエスをののしった」と書かれていま
す。「おまえはキリストではないか、俺を十字
架から下ろせ、俺の求めに応じられない、期
待に答えられないなら無力な救い主ではな
いか」と言っているのです。残されていいる力
をイエスさまをののしるために使ったのです。
　ところがもう一人の犯罪人は「あなたが、
御国に入られるときには、私を思い出して下さ
い」と語ります。このことばは単に「あなたが死

んでも私を忘れないで下さい」という意味で
はありません。「あなたの御国」というのは「あ
なたの王国」と言う意味です。もちろん、その
王国の王はイエスさまです。人間の目から
見てイエスは十字架の上で死んでいくみじ
めな犯罪人にしか見えない状況で、この男は
「イエスさまは死んでいくのではない。王とし
て君臨される方だ」と確信します。イエスさま
の敬虔な姿と七言の最初のことば「父よ、彼
らを赦して下さい」という愛とやさしさに満ちた
声を間近で聞いた瞬間、彼の心の目が開
かれたのだと思います。この方こそ、王の王、
本当のさばきや赦しの権威を持っておられる
方だと気づいたのでしょう。「私を思い出して
下さい」ということばは「赦し」を求めていること
ばです。この男にとって大切なことは十字架
から下ろしてもらうことではなく、罪をゆるしてい
ただくことだったのです。イエスさまは即座に
答えます。「あなたは今日、わたしとともにパラ
ダイスにいます」赦しの宣言です。犯罪人の
一人は地上に心を向け、もう一度、快楽と罪
瞭擦北のを残した地上にもどりたいから十
字架から下ろせと訴え、「私を思い出して下
さい」と言った男は地上ではなく天国に心を
向けていました。私たちも天国を仰ぎながら
歩んでいきたいと思います。

牧師・伝道者になって48年になります。
その間、多くの方々から数え切れない
ほど多くの質問が寄せられ、その一つ
一つは私が神様と向き合うための大き
な助けとなりました。今回このコラムでそ
れらの質問を思い返しながら、Q&Aと
いう形でなるべくわかりやすく答えてい
ければと思っています。

 ●コ ●ラ ●ムQ&A
平岡修治
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　ワカモノトークルーム
クリスチャンホームユースあつまれ！
参加者募集のお知らせ

11.22 11.23
祈りは聞かれる！
全国からの証しで彩る
3時間スペシャル
証し者募集のお知らせ
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11月22日（月）の夜8時からZoomと
YouTube限定公開で行われる、ワカ
モノトークルームに参加して下さる
ワカモノ（10代、20代限定）達を募
集しています。この集会ではクリス
チャンホームや牧師家庭で生まれ
育ったワカモノ達が悩みや問題な
どを話合ったり、クリスチャンホー
ムならではの祝福や恵みを分かち
合い、励まし祈り合う集会として企
画されています。ぜひクリスチャン

ホームの二世、三世、四世、五世、の
皆さんふるってご参加下さい。こ
の集会はZoomでの参加とYouTube
の限定公開で行われる集会ですの
で、一般視聴はされません。お申し
込みは以下のQRコードより、必要
事項をお書き込み下さると、Zoom
参加のIDやパスワード、
YouTubeの限定公開ア
クセス方法をお知らせ
致します。

11月23日（火・祝）14:00～17:00に
行われるYouTube生配信で行われ
る証しの集会に、みなさんの体験さ
れた証しを大募集致します。「救い」
「家族の救い」「いやし」「解放」「仕
事の祝福」「地域での戦い」等等、皆
さんが体験された証しをお寄せ下
さい。集会の中でご紹介させて頂
き、主のみ名を共にほめ讃えたいと
思います。またお祈りして欲しい課

クリス
チャンって
最高だ！

2017年
改訂版！！ ◉著者滝元 順

◉B6判246ページ
1,100円（税込み）

多くの日本人が抱く霊的問題を聖書の真理によって打ち破る。
日本の救いの鍵となる「霊的戦い」入門書。

◉お買い求めは、
（株）プレイズのホームページまで
http://www.praise-eshop.com/item/B552/

題がある方も祈りの課題をお寄せ
下さい。

リバイバルミッションメール：
office@j-revival.comまでお願い
します。またインスタ、Twitterなど
で投稿頂く場合は、必ず以下の様
なハッシュタグ＃を付けて投稿して
下さい。
＃祈りは聞かれる！ 

＃リバイバルミッション



講師／瀧元 望 他
◉受講料／5,000円（ 全3セッション）

※受講料お振込み後にZoom ID・パスワードをお
知らせ致します。
※当日、YouTube にてご視聴いただくことも可能
です。お申し込み後に限定公開のURLをお知ら
せ致します。

◉Zoom配信日時セミナースケジュール
※日程が変更になりました。

12月11日［土］10:00~16:15 
セッション1／10:00~11:30 
セッション2／13:00~14:30 
セッション3／14:45~16:15

講師／滝元順・鈴木陽介 他 
◉受講料／8,000円（全10セッション× 40分）

■年間受講料を一括でお支払いの場合
10ヶ月80,000円➡72,000円（1回分お得です）

※既に配信されている10月分の動画視聴も
ご覧頂けます。
※受講料お振込み後に動画のURL・パスワードを
お知らせ致します。

◉動画視聴期間第10期・VOL.2（11月配信）

11月1日［月］─11月30日［火］
Vimeoのオンデマンド配信にて視聴できます。

動画
配信戦略的

とりなしと
    調査専門課程

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21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
クレジットカードによる献金
http://j-revival.com/rm/card/

◉会計報告2021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

世界宣教指定

セミナー参加費・献金

ざわめき指定

受取利息

収入合計

182,935

1,056,844

0

186,950

10,950

270,950

307,848
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1,833,544

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

セミナー諸経費

ざわめき諸経費

銀行借入返済

支出合計

次月ミッション繰越金

1,963,658

127,486

443,216

216,271

383,680

16,704

161,313

349,956

3,662,284

-1,645,805

それぞれフォロー、登録して下さい。
Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeのアカウントがあります。

　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。10月に入り緊急事態
宣言も全面解除になり、数字的にも感染者数は減りま
した。しかし2年近くのリモートが日常化し、その上集
まることの敬遠や不安もあり、この先教会はどのよう
になるのか、まったく見えない状況です。ある意味この
コロナが通り過ぎた時に、その真価が問われるのでは
ないかとも思います。主に期待し祈り続け、伝道し続け
ることが使命であることはコロナの中にあっても変わ
りません。リバイバルミッションも経済的には大変厳し
い中にはありますが、教会を支援し、宣教し続けていく
ことができるように皆様からのご支援をよろしくお願
いします。
　追伸：閉校した神学校の校舎建設等の借入の表記
を銀行借入返済と変更しました。

◉皆さんの「救いの証」を募集しています！
まずはテキストでお送りください。→〆切11/5（金）
◉賛美動画、随時募集中！賛美の形は自由！
皆さんの賜物を用いて、どんな動画でも是非お送りください♪

11.19fri
pm8:00-

次回Live 配信

Wakamono
Worship Wave
救い～伝えるって難しい～

◉テーマ「いやし」
地域のいやし、身体の癒し、人間関係のいやし等、いやしをテーマに、
みなで共にお祈りしましょう。癒しの必要がある方は、
revivalmission.pray@gmail.comまで課題をお寄せ下さい。
11月11日［木］朝10時～

毎月第3金曜日に配信中！ワカモノクリスチャン発信の賛美と祈りの集
会です。テーマは10月に引き続き「救い」。私たちが受けた救いの恵み
を、今度は周りの人達に伝えるために！どんな方法があって、どんな風に
伝えたら良いのか、ワカモノなりに考えて、実践してみよう。

祈りの
課 題

■11月15日／「七五三詣で」こども達の守りをお祈りしましょう。
■11月23日／「新嘗祭」天皇が行う収穫をささげる宮中祭祀の日です。神さまが与えて下さった収穫物を感謝し、新嘗祭を通して国が行う偶像礼拝の罪をとりなし祈りましょう。

│応募はこちらから│
メール. suridabu.rm@gmail.com◉インスタDM. wakamono_staycafe_rm

9月は、「祈り～若者のために祈ろう～」というテーマでした！集会の中で
は、事前アンケートで集められた若い世代の沢山の祈りの課題を分か
ち合い、Zoomを通して各地から集められた6人の方々が代表して、切
実な祈りをささげてくださいました。メッセージはピアス・ハイト先生。「嘆
きの祈り」と言うタイトルで、悩み苦しみの中にある一人一人に励ましの
メッセージが語られました。YouTubeで是非、アーカイブもご覧ください！

R e p o r t

年間行事
の祈り

有料
コンテンツ

Zoom de セミナー Zoom de フェロシップ

祈れば変わる、この国の未来! 神の国の実現のために! 全フェロシップ無料! 参加型フェロシップ

大好評! 
Live
配信 2021年

11月
2021年
12月

第10期
Vol.2

11月配信

動画配信

Zoom
de

フェロシップ

A.教会映像配信フェロシップ 
講師／岩井寛 West Revival Sound 代表

11月5日［金］20:00〜
配信フリートークと特殊な機材、ソフト等の情報
交換（中級）

B.クリスチャン
　ビジネスフェロシップ 
講師／岡本信弘
　　　　　　  新城教会牧師・（株）プレイズ代表取締役

11月10日［水］20:00〜
高齢化社会の経営について「デイサービス、老
人ホームの現状と開設へのアドバイス」
※次回の日程／12月8日［水］

C.韓国語フェロシップ
　賛美で韓国語を学ぼう!  
講師／チェ・ヨンドゥ
　　　　　　　  シャローム教会牧師 ・ ゴスペルシンガー 

11月2日［火］20:00〜 
※次回の日程／12月7日(火) 

無料
コンテンツ


