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主の御前から
回復の時が来る

「そうして、主の御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。」使徒の働き3:20
　今から30年前。1992年当時全世界で
最も著しいリバイバルが起こっていたアル
ゼンチンに参りました。そこで目の当たり見
たものは、生きて働かれるイエス・キリストと
力強い聖霊に満たされた神のしもべたち
の非凡な働き、罪人を救い、病める者を癒
やし、悪霊に取りつかれている者を解放す
るという神の国の権威と祝福が事実として
現わされていました。その時、アナコンディ
ア先生から聖書にサインをしていただきま
した。「アデランテ！」〈前進！〉という言葉で
した。何という励ましの言葉でしょう！ 1年後
に控えた全日本リバイバル甲子園ミッショ
ンのために大きな力となりました。

❶回復の時が来るという確かな宣言
　歴史の神、宣教の神、教会の神は確か
な計画を持ち、着実に実行されてきました。
天地創造、人間の創造、悪魔の反逆、人
間の堕落、救い主の約束、救い主の来臨
と救いの成就、教会の誕生、宣教の拡大
が前進して来ました。ここ2年間は新型コロ
ナのパンデミックで活動が大きく制約され
ました。今後の展開のために、回復の時、
慰めの時、更新の時が来るというみことば
の宣言を確かに頂きました！

❷回復の時が来るという確かな保証
　回復とは、イエス・キリストが来られて十
字架と復活を通して罪人たちが救われ（ヨ
ハネ3:16）、神との関係が回復され、イエ
ス・キリストの再臨の栄光によってイスラエ
ルも救われ（ローマ11:22～36）、異邦人と
共に神の民となり神の御国が建てあげら
れるということです。その時には、万物更新
も実現して、悪魔を完全に滅ぼし、神の権
威が確立されるのです（黙21:1～4）。

❸主の御前から回復の
　時が来るという確かな達成
　預言者エゼキエルは、「この川が入ると
ころでは、すべてのものが生きる」（エゼキ
エル47:9）という驚くべきいのちの川の異
象を見せられました。この川の源は、神殿
の下からでした。これは神ご自身の行動で
す。神ご自身が立ち上がり、業をなし、不
可能を可能として、栄光を現してくださいま
す。個人、家庭、社会、国家、教育、芸術、
マスコミまで全領域にまで大変革を起こし
てくださいます。今こそ「エリコの時」の到来
です。全世界的なパンデミックの中で、驚
くべき生きた神のみ業が力強く展開してい

る証を聞いていま
す。この日本にも大
いに期待していま
す！ アデランテ！！！

リバイバルミッション顧問

有賀喜一
Kiichi Ariga
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聖日礼拝・伝道集会の
メッセンジャー派遣します！

リバイバルミッションの顧問、サーバント
チームの牧師が、伝道集会、聖日礼拝の
メッセージのご奉仕をさせて頂きます。
無牧の教会や小さな集まりででも喜ん
で伺います。

◉講師
有賀喜一、平岡修治、
滝元順、岡本信弘、上條実、
田中進、平岡新人 他

コンサート集会を開催します！

コロナの中であっても賛美を多くの方
が求めています。クリスチャンミュージ
シャン、必要に応じて音響スタッフも派
遣しコンサート集会を開催します。

◉派遣アーティスト
安武玄晃、中村匡、井草聖二、Duo 
Ｂ→Z、石塚誠孝 他

ハイブリッド集会を開催します！

普段はなかなかネット配信はできなく
ても、スタッフが伺い伝道集会や礼拝を
YouTubeなどでのライブ配信をお手伝
いさせていただきます。またYouTube配
信を教会独自で行うのに必要なノウハ
ウも教会でご担当の方にレクチャーする
ことも出来ます。

セミナー講師派遣します！

教会のニーズに出来る限りお応えして、
様々なセミナーを開催します。
霊的戦いセミナー
滝元順、瀧元望  他
教会サポートビジネスセミナー 
岡本信弘
音響セミナー ・映像配信セミナー
岩井寛
奏楽者指導
ゴスペルクワイヤー指導、
聖歌隊指導 など

その他、 賛美集会、奏楽サポート、トラクト配布、とりなしの祈りチーム派遣、
教会メンテナンス等。様 な々角度から教会を継続的にもサポート致します。

※原則、席上献金で開催、講師・スタッフを派遣します。
※スケジュールの都合上、ご要望にお応え出来ない場合もありますのでご了承下さい。まずは事務局までお問合せください。
※手指消毒、マスク着用、健康管理の留意（事前のPCR・抗原検査など含）など感染対策の遵守。
◉お問い合わせ・お申し込みは、リバイバルミッション事務局まで

まずは
ご相談
下さい。

さあ、立ち上がろう！
日本のリバイバルのために、福音宣教のために共に戦おう！

Zoom
de

フェロシップ
Zoom deフェロシップ6月のお知らせ
今年から始まった4つの新しいZoom de フェロシップのうち、2つが最終回を迎えます！ 2022年後半、新たなフェロシップは次号発表！乞うご期待！

A.ユースフェロシップ
    ワカモノトークルーム#5
ワカモノクリスチャンのための
スモールグループ
アドバイザー／平岡新人
　　　　　　 サーバントチーム
MC／杉浦美紀、瀧元栄主、田中咲

◉今月のZoom配信日時
6月6日［月］20:00～
    ユースフェロシップ専用申込フォーム▶

B.教会の音響
　フェロシップ
教会音響ノウハウを
みんなで学ぼう

講師／岩井寛 West Revival Sound代表

◉今月のZoom配信日時

6月9日［木］20:00～

C.バーチャル
　家庭集会
バーチャルだけど
温かい交わり

担当／岡本信弘 サーバントチーム

◉今月のZoom配信日時

6月8日［水］20:00～

D.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 韓国・シャローム教会牧師

◉今月のZoom配信日時

6月14日［火］20:00～
●お申し込みはホームページまたは事務局まで

1952年2月28日テキサス州に生まれ
ました。スティービー・ワンダー、ホイッ
トニー・ヒューストン、ダイアナ・ロス、 
デューク・エリントンバンドなど、世界一
流ミュージシャンのサポートサックス奏
者として活躍する傍ら、1998 年、独自の
レコード会社 MK レコードを設立し、以
来プロデューサー、アレンジャーとして
も活躍。1995年頃より独学で日本語を
マスターし、日本好きで度々来日してい
ました。

1998年春にロサンゼルスのユニオン
チャーチにおいて東京リバイバルミッ
ションの決起大会が行われ、この時に滝
元明牧師に出会ったことが彼の人生の
大きな転換点となりました。1998年9月、
日本武道館において10日間連続で「東京
リバイバルミッション」が開催されました。

ロンさんが率いるスーパーバンドの演
奏は集まった9,800人の会衆に大きな
衝撃を与えました。ロンさん、カーク・
ウェイラムさんの演奏はこれまで聴い
たことのない心震える演奏でした。また
ロンさんが語る日本語での証しは、みな
を驚かせ、以来、ロンさんの日本でのミ
ニストリーがスタートしました。

2000年の40日間、スーパーミッション

東京40daysがおこなわれました。後
半の東京厚生年金ホール、東京国際
フォーラムにおいての集会には、ロンさ
んと共にティム・ケプラーさんもはじめ
て来日されて奉仕して下さいました。同
年の12月にはスーパーミッション大阪が
開催されました。この時にもロンさんが
イヴォンヌさんと共に演奏をして下さい
ました。

2002年には関西の教会を40日間巡っ
ての集会「関西40days」が行われ、この
時はロンさんが40日間大阪のマンショ
ンに住み込んで毎日関西の教会を巡っ
て演奏して下さいました。

2003年9月は名古屋リバイバルミッショ
ンが開催され、ロンさんと共に所属する
教会からゴスペルクワイヤーがボラン
ティアで参加して下さり、とても素晴らし
い集会となりました。

2004年には沖縄スーパーミッションが
開催されました。ロンさんは大会の10
日前から参加して下さり、沖縄の教会や
ラジオ番組に出演しての事前のPR活動
が功を奏し、宜野湾の野外音楽堂には
多くのノンクリスチャンがつめかけ、約
3000人が集まりました。

　日本を愛し、日本の教会に仕えてくれた
神の器“ロン・ブラウン”さんが7年間の病と
の戦いを終え、天国に旅立ちました。もし、ロ
ンさんがいなければ長年にわたるリバイバ
ルミッションの働きも困難だったと思います。
ロンさんの信仰姿勢は聖歌に歌われてい
るように「世の宝もまた富もキリストには代え
られません」という生き方でした。どんなに会
衆が少なくてもロンさんは額に汗し、温かい

アーに参加させていただいた時、あるコン
サート会場の控室で目にいっぱい涙を浮
かべているロンさんの姿がありました。「寂し
いね」と私が語りかけると無言で首を縦に
振り、床にポトポトと涙していたロンさんが今
も私の心に焼き付いています。ロンさんの日
本での奉仕もその12月が最後でした。今
は天国で大好きだった明先生と流暢な日
本語で語り合っていることと思います。

まなざしと濁りのない澄んだサウンドで多く
の人 に々福音を届けてくださいました。忘
れられないロンさんの記憶があります。ロン
さんの盟友・滝元明先生が天に召された
のは2015年8月1日でした。その1か月前、
入院している明先生から私に電話が入り
ました。8月末に予定しているロンさんとのツ
アーに自分はもう行くことは難しいので、代わ
りに行ってほしいという依頼でした。そのツ

神様に遣わされたミュージシャン│平岡修治

そして2007年ははじめて海外でのミッ
ション、「ハワイリバイバルミッション」が
開催されました。この大会には準備に娘
のアスティンさんもボランティアスタッ
フとして加わって下さり、良い奉仕をし
て下さいました。当日にはロサンゼルス
から多くのミュージシャンが駆けつけて
下さり、素晴らしい演奏をして下さいま
した。

2009年には韓国リバイバルミッション
が行われましたが、韓国の刑務所や教会
でも奉仕しました。まったく韓国語のわ
からないロンさんとPAの岩井が二人で
遣わされ、大変困りました。

2015年は沖縄70リバイバルミッション
が開催されました。ロンさんは6月20日、
21日にかでな文化センターにおいて行
われたファイナル大会に参加して下さ
いました。1998年から2015年の約17年
間、毎年のようにリバイバルミッション
の働きを支えて来て下さったことを心
から感謝しています。

また2008年からは滝元明牧師と共に全
国各教会を巡っての伝道ミニストリー、
「滝元明ミニストリー」の働きを発足し
ました。

このミニストリーは年間50日～60日間、

全国の教会を巡りロンさんとシンガー2
人によるコンサートと滝元明牧師の伝
道メッセージで福音を伝えてきました。

2011年8月にはJJJ東日本大震災チャリ
ティーコンサートが浜松の野外音楽堂
において開催されました。全国から参加
したクワイヤーと共にロン・ブラウンバン
ドが演奏しました。会場にはいっぱいの
方々が集まって下さいました。

2012年には防衛大臣よりロンさんの働
きに対して感謝状が贈られました。東日
本大震災に派遣された自衛隊の皆さん
がとても心傷ついておられた時に、自衛
隊を訪問し演奏したことによって心が癒
され、感動したことが防衛大臣の耳に入
り表彰されました。2008年～2015年は
毎年バンドと一緒にクリスマスコンサー
トツアーをしました。ロンさんを通して
多くのミュージシャン達が来日しました。
ロンさんがいなければ、こんなにも素晴
らしい仲間ができませんでした。

いつもアメリカから影で支えてくださっ
た奥様のバーバラさん、そして家族の
みなさんに心からの感謝をささげたい
と思います。

Ron
Brown
ロン・ブラウン

GO TOミッション
七尾レポート

　ゴールデンウィークの最終日、石川県七尾市は、数日前
の大きな祭りの影響もあってか、新規感染者が最高値を
記録する日になってしまいました。当初、躊躇しなかったとい
えば偽りになるかもしれませんが、平岡修治先生をお迎えし
てGO TOミッションを開催させていただきました。1人2人で
も新しい方が来て下さればと思っていましたが、当日は50名
ほどの礼拝に、なんと10名以上の新しい方が来会され、救
い招きに応答し、決心に導かれました。御名をあがめます。
ハレルヤ！ この地に長年仕えさせて頂いていますが、これほ

　霊的戦い30周年記念イベント2days  in 愛知県民の森
が4月29日～30日に開催され、2日間でワカモノをはじめ会
場には100名ほどの方が集いました。29日の集会は10歳
未満、10代、20代、30代、40代、50代と年齢別に賛美リー
ダーがリレーでつなぎ、老若男女がまさに一つになり主に賛
美をささげました。外は大雨でしたが、会場の中もリバイバ
ルの大雨が注がれていました。また夜の野外祈祷会も雨

ど大きな感動を覚えたことはありません。感染者が増えてい
る中、教会に行くだけでも、家族などから非難があるような中、
来て下さるだけで既に大きな勝利があり、救いに直結してい
ます。何よりも人々は主を求めていて、教会がその救いの扉
を閉めてしまっていてはいけない、今こそ救いの時であると確
信させられました。礼拝での密を回避するために早朝の礼
拝に出席しているクリスチャンのためにも平岡先生がご奉
仕してくださり、祝福にあふれた時でした。

七尾聖書教会牧師　永井仁志

が心配されましたが、傘をさすこともなく最後には晴夜になり、
主がこの集会に、そして日本に目を注いでくださっていること
を確信した時でもありました。翌日は、朝には滝元順先生に
よる霊的戦いのセミナー、そして午後にはリバイバル聖会と、
長年リバイバルの祈りが積み重ねられてきた地で、年代を
超え熱く主を求め、油注ぎをいただき、再び遣わされている
地へと出て行く時となりました。

◉集会の模様はYouTubeのアーカイブでご覧いただくことができます。

R e p o r t S
●参●加●者●の●声
コロナ禍にあっても信仰
により、霊的戦い開戦30
周年記念集会をご計画く
ださり、有り難うございま
す。いただいた恵みに感
謝して、励んで参りたいと
思っております。一言の御
礼にてまずは失礼いたし
ます。

（Sさん）

●参●加●者●の●声
先日は記念聖会に参加さ
せていただき、本当に感謝
しています。 スタッフの皆
さんが細心の注意を払っ
て準備してくださり感謝で
したし、若者たちの活躍が
目立って、頼もしく感じま
した。 何よりやはりリアル
でしか体験できない感動
がありますね。

（Aさん）

最終回 最終回6月以降
も継続

6月以降
も継続

ロン・ブラウン［サックス奏者］凱旋！
これまで日本のリバイバルのため、福音宣教のためにサックス演奏をもって奉仕して下さったロン・ブラウンさん
が天に凱旋いたしましたことをご報告致します。2015年から約7年間、脳の病気を患い自宅にて闘病生活を
送られていましたが、2022年4月12日夜7時45分、家族に見守られながら天国へと帰っていきました。これまで日
本のために仕え続けて下さったロン・ブラウンさんの愛に心から感謝すると共に、心より哀悼の意を申し上げます。

ロン・ブラウンさん感謝献金のお願い
長年に渡って日本の宣教のために尽力して
下さったロン・ブラウンさんの働きに対して、
リバイバルミッションではご家族に感謝献
金をまとめて送金したいと願っております。
ご意志のある方は、「ロン・ブラウン感謝指
定献金」とお書き込みの上ご送金下さい。
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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

◉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/

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
霊的戦い部門指定
ざわめき指定

収入合計

-2,954,336

1,124,597
78,650

237,200
5,500

157,800
293,000

1,896,747

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
銀行借入返済
支出合計
次月ミッション繰越金

1,071,081
73,056

441,564
390,456
138,474

0
47,680

165,677

349,956

2,677,944

-3,735,533

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。

◉会計報告2022年3月度────────────────●
　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。2年間の新型コロナ
の影響はかなり大きく、ウクライナとロシアの長引く戦争で日本の経済にも大きな陰りをもたらす中、まだ
コロナの収束が見えない今後の宣教はネットと平行してしていくことがスタンダードになっていくかもしれ
ません。ご報告のように会計状態はさらに困窮しています。先生方やスタッフへの薄謝すら支払えなくなり
つつあります。少しでも無駄を省きスマートな運営を心がけてはいますが、お祈りくださり、リバイバルの働
きのために支えて下さいますよう何卒お願いします。

戦略的
とりなしと
    調査専門課程

  6月配信

動画配信 Zoom Live 配信

霊的戦いは誤解されがち
「神の王国」と「悪魔の王国」の対立、という視点で聖書を読み解く時、主張の中心
軸が見えてくると言われます。悪魔悪霊どもは、人を欺くため、論理的かつ組織だっ
た方法を駆使し、全世界を苦しめています。霊的戦いは大声を張り上げて悪霊を
追い出す事のように誤解されがちですが、それは正しい理解ではありません。パウロ
は「悪魔の策略に対して立ち向かえ」と告げました。悪魔の「策略」を「神の知恵」に
よって見破ること、これこそが「霊的戦い」なのです。毎回、様 な々角度から「策略」を
見抜く学びがなされています。「主の軍の兵士」であるクリスチャンにとって、霊的戦
いは欠かすことの出来ない必須科目です。ぜひご参加ください!　　　　─滝元順

6月の学び
キリストのからだにあって、どのようにとりなしを進めていったら良いのか。また地域や
町のためにとりなし祈るための動機づけとなる課題を、どのように受け取るべきなのか。
そのためにジョージ・オーティスJrが提言されているスピリチュアルマッピングが効果
的です。これは決して怪しげな地図作りではなく、宣教地のプロファイリングです。6月
の専門課程では、富士山をめぐる調査ととりなしの発表を丸山義信さんがしてくださ
います。これらの学びを初歩的な理解から進めていきたいと思います。初めての方も、
ぜひご参加ください。

6月配信

有料
コンテンツ

有料
コンテンツ

霊的戦いとは、
悪魔の「策略」を「神の知恵」に
よって見抜くこと
講　師／滝元順・鈴木陽介 他
◉視聴期間／6月6日［月］から
第10期終了の2022年9月末まで
◉受講料／8,000円
全10セッション（各40分）
◉一括お申込み特典
80,000円→72,000円※年間10ヶ月分
※バックナンバー視聴可能!お振込後に動画URL及びパスワードをお知らせ。 
　Vimeoのオンデマンド配信にて動画視聴できます。

初めての方も、
ぜひご参加ください!
講師／瀧元望 他 
受講料／5,000円 全3セッション

※振込み後Zoom ID・パスワード
　YouTubeリンク等をお知らせします。

◉Zoom配信日時 ※YouTubeでも限定公開配信あり

6月11日［土］10:00～16:15
配信スケジュール／セッション110:00~11:30
　　　　　 　　　 セッション2 13:00~14:30
　　　　　 　　　 セッション3 14:45~16:15

第10期
Vol.8

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

4月すりだぶレポート
4/20配信
すりだぶLIVE～春～
今年から定期的に行っ
ている賛美集会、4月は
10代チーム、20代チー
ムと分かれて賛美を導
きました！また、すりだぶ
のワカモノの中から2人
が証しを分かち合い、同年代の神様を体験した証しに
よって励ましの時となりました。YouTubeに集会のアー
カイブが残されています！ぜひご覧ください！

WakamonoWorship 
Wave6.17fri 20:00-
メッセンジャー：瀧元望（SIRネットワーク代表）

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。6月は、
ゲストスピーカーに瀧元望先生をお迎えして「賜物」をテーマにお送りします。ダンスの
賜物を持つかねりさんによる新しい賛美ダンスレッスン動画や、そしてプレイズタイムも
いつもより多め！ みんなで楽器や歌の賜物を用いて主を賛美する時を共に持ちましょう！

◉皆さんの賛美動画、証し募集中！賛美の形や、証の内容も自由！
　送ってくださった動画やテキストは、集会の中で紹介させていただきます。

6月9日［木］朝10時～●メッセージ／滝元順（リバイバルミッション顧問）
※お祈りの課題がある方は、事前にメールで祈りの課題をお知らせ下さい。集会の中でお祈り致します。祈りの課題がある方は

revivalmission.pray@gmail.com

リバイバルミッションが毎月、日本と世界のリバイバルのために、YouTubeで皆さんと繋いで共に祈る集会です。
毎月違った角度での祈りの課題を共有し、日本の教会が強められ、またクリスチャンが励まされるために。
また祈りによってリバイバルを願い求める集会です。
この集会では、祈りの最後の部分で皆さまから祈りの課題を共に祈る時が持たれています。
ぜひ皆さんのお祈りの課題もお知らせ下さい。 6 June

十字架のことばは、滅びに至る人 に々は
愚かであっても、救いを受ける私たちには、神の力です。
［Ⅰコリント 1章18節］


