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リバイバルの本番は
これからです！
　リバイバルミッションのために、日々 、祈り、
支えて下さっている多くの皆様に、心から
の感謝を申し上げます。一昨年の「リバイ
バルミッション創立50周年」という、記念す
べき年と前後し、新型コロナウイルスの世
界的感染拡大により、教会の礼拝、諸集
会等は制限され、特に、伝道活動が思うよ
うに出来ないという、働きの根幹を揺さぶら
れるような日々 が続いています。
　現在、危機は徐々には薄れてはいます
が、完全に去ったわけではありません。加
えて、私個人におきましては、2019年の
10月、家内に不治の病と言われる膵臓癌
が発見され、余命3～4ヶ月と宣告されまし
た。以来、毎日が死に追いかけられるよう
な、人生の中、最も厳しい戦い期間でもあ
りました。
　しかし多くの方々の熱い祈りにより、家内
はいやされ、今月で2年10ヶ月が経過しま

した。まさしく、主の奇跡を目の当たりにさせ
ていただきました。紙面をお借りして、心か
らの感謝を申し上げます。ふり返ると、個人
的にも、リバイバルミッションの働きにおいて
も、よくぞここまで耐え、逃げ切って来たなと
いう印象です。それはあたかも、アハブ王
から逃げた預言者エリヤのようです。
　エリヤは天から火を呼び下し、バアルの
預言者らを打ち破った霊的戦いの勇士で
した。しかし、アハブの妻イゼベルに命を
狙われて逃げ、疲れ切って、自らの死を神
に願うほどでした。（第Ⅰ列王記19章4節）
　しかし主は、弱り切ったエリヤを励まし、
主の山ホレブにまで連れて行き、細き声で
語りかけ、再び立ち上がらせました。彼はそ
こで力を得、イスラエルの歴史を大きく変
える器となりました。エリヤを通して主は、ア
ハブとイゼベルに復讐され、やがて、生きた
まま神の国に移され、後継者エリシャには
二倍の霊が注がれました。
　私たちは、長引く試練と戦いで疲弊し、
エリヤのように疲れ果てているかもしれませ

ん。しかし未曾有の大試練の後こそ、主の
働きの本番であると信じます。
　最近、イザヤ書のみことばが心に響いて
います。私たちは敵に追われるのではなく、
敵を追いかけるようになるのです。

『だれが、ひとりの者を東から起こし、彼
の行く先々で勝利を収めさせるのか。彼
の前に国々を渡し、王たちを踏みにじら
せ、その剣で彼らをちりのようにし、その
弓でわらのように吹き払う。彼は彼らを追
い、まだ歩いて行ったことのない道を安
全に通って行く。』イザヤ書41章2～3節
　多くの聖徒らによって祈り続けられてきた
日本のリバイバル、本番はこれからです！　

リバイバルミッション顧問

滝元順
Jun Takimoto
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 ◉11:00am～

トラクト配布へ
 出発！

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 90120-291-372まで

まずは
ご相談
下さい。

教会500枚
個人100枚
無料でさし
あげます！

トラクト配布決起祈り会
10:00am～11:00am◉ワンポイントメッセンジャー／滝元順
皆で賛美し、短いワンポイントメッセージを頂いて、
全国の皆さんと繋がってお祈りしてから出かけて行きましょう！ 
YouTubeでご参加の場合は、リバイバルミッションYouTubeチャンネルで！
◉Zoomでご参加の場合は…ミーティング ID: 838 7111 1807
                                             　パスコード : 461384にアクセスしてください。

さぁ！みんなで街へ出かけて行き、
街のためにとりなし祈りながら、
トラクトを配布しよう！

神の国は、人が地に種を蒔くようなもので、夜は寝て、朝は起き、そうこうしているうちに、種は芽を出して育ちます。どのようにしてか、人は知りません。
地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると、人はすぐにかまを入れます。収穫の時が来たからです。［マルコ4章26-29節］

この夏、あなたの住む町や村にみことばの種を蒔こう！地域教会に新しい方々が繋がるように！
あなたの配る一枚のトラクトが人 を々神さまに導く鍵となる。

全国一斉10万枚トラクト配布プラン！
［木・祝］

配信／Zoom配信

◉トラクト内容
サイズ／A4三つ折り◉三浦綾子さんの文章
■プレゼント抽選
感想をお寄せ下さった方に抽選でプレゼントをお送りします。
■教会名印刷及びスタンプ欄

今すぐお申し込み下さい。

　1998年9月に東京にある日本武道館で行われた「東京リバイバ
ルミッション」のために、トラクト配布が計画されました。その時に三浦
綾子さんがリバイバルミッションのために書いて下さったのが今回と
同じ文章のトラクトです。このトラクトを新宿、渋谷などの街角に出て
いって東京リバイバルミッションの案内と共に路傍伝道や賛美をしな
がら配布したり、全国の祈りの勇士の皆さんに呼びかけて、一斉
配布が夏の暑い時期に3度開催されました。東京都庁横の公園
に全国から約1000名程の人々が集まり、グループを組んで一斉
に東京23区各戸に出かけて行ってト配布したが、当初の計画より
大幅に枚数を増刷し、最終的には110万部が東京の地に配布さ
れました。トラクトには東京リバイバルミッションの会場に来て下さった
方へのプレゼント券（聖書）が付けられていて当日多くの方々がのプ
レゼント券を持って来場し、福音を聞いて下さったことが今でも鮮
明に蘇ってきます。今回用意されたトラクトの一枚一枚が、神さまを
未だ知らず、滅びに向かっている方々に届けられ、地域教会の伝
道に用いられ、福音がのべ伝えられるように願っています。ぜひ皆
さんもこの夏、トラクトを手に取って、出かけて行きましょう！

参加予定者の
方々からの声
参加予定の教会や個人の方からの
声の一部をご紹介します。

今年１月より教会周辺地域の
プレーヤーウォークをしてい
ます。祈っている地域にトラ
クトを配布したいと思います。
（兵庫県）

同日同時間に教会あげて、
教会周辺にこのトラクト
を配布しようとなりました。
（大阪府）

その時に来られている韓
国からの短期宣教チームと
共に、いくつかのチームで
配布しようと考えています。
（熊本県）

トラクトを教会の友達のク
リスチャンと一緒に戸別配
布しようと思います。私は
ちょうど40年前に、三浦綾
子さんの氷点がきっかけで
救われました。（愛知県）

私の地域にも、配らせてい
ただきます。（静岡県）

お盆に持たれる遺族を迎えて
の伝道礼拝に、また町内への
伝道に使わせていただきたい
と思っています。（福井県）

読ませていただいた後、
早速、その一枚、近所の
家のポストに入れてきま
した。（東京都）

1998年の東京リバイバルミッションの時は、文章のトラクトに加えてシン
グルCD（今はもうないCDの形ですが）に賛美のCDと集会の招待券をセッ
トにしたものを作成し、配布しました。その時のお証しを伺いました。
　私がクリスチャンになる前、1998年10月にノンクリスチャンの友人が新
宿駅前で、無料で配っていた東京ミッションのテーマソングの「主の愛が今
／光のある間に」が入ったトラクトCDを受け取り、私におみやげにくれまし
た。私は何のCDかわからないそれを聞いて、まったく聞いたことがない内容
の歌でこれがキリスト教の賛美歌？ とてもキャッチーな曲だなあと思いまし
た。世の中の歌とは何か違うと不思議な感覚を覚えました。それから1年たっ
た後、クリスチャンの友達に誘われて初めて行った教会で、賛美の時間に歌
われていた曲がCDの曲でした。初めての慣れない教会の賛美で以前聞い
たCDに入っていた歌が歌われていて、神様が前から私を導いていたと感じ、
私はその場ですぐにイエス様を信じました。初めて行った教会で、私がすぐ
に心を開くことができたのはトラクトCDが1つのきっかけになったのです。

～ 熊本県・高森キリスト教会牧師 菅原亮 ～

福音を宣べ伝えよう！
しかし、信じたことのない方を、どうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方を、どうし
て信じることができるでしょう。宣べ伝える人がなくて、どうして聞くことができるでしょう。遣わされなく
ては、どうして宣べ伝えることができるでしょう。次のように書かれているとおりです。「良いことの知らせ
を伝える人々の足は、なんとりっぱでしょう。」ローマ人への手紙10章14～15節

&伝道集会・香川県ツアー計画中！
9月22日［木］─25日［日］

Pray For Revival 
9月には香川県でPray For Revival と伝道集会を計画しています。
現在、開催教会日程調整中です。お祈り下さい。

6月すりだぶレポート│6月17日配信 「賜物」
6月は、瀧元望先生をお招きして、賜物をテーマに行いました。アメリカにいるかねりさんから、ダ
ンスの賜物を用いてダンスレクチャーがあり、皆で踊りを持って賛美をささげました。私たち一
人一人に与えられている賜物はさまざまだけど、与えてくださる方は同じ聖霊様。お互いを尊敬
し、補い合ってこれからもキリストの体を建て上げていきましょう！

WakamonoWorship
Wave8.19fri.20:00-
メッセンジャー／小山健（岐阜純福音教会 主任牧師）

コンサートタイム／Back 2 Eden
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夏
8月は、ハイブリット伝道集会を開催します!! 
暑い夏には熱い夜！アツいバンド演奏と
バイブルメッセージで、夏を乗り切ろう！
是非、お友達・ご家族を誘ってご参加ください！！
※このイベントは、配信・会場の両方で行われます。

配信／リバイバルミッションYouTubeチャンネル
会場／新城教会 教育館ホール（新城市富沢407-1）

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

◀小山健先生
▼Back 2 Eden

◉トラクトお申し込み方法
■教会でお申し込みの場合…1教会500枚を無料でお
送り致します。教会の集会案内などもトラクトに挟み
込んで、一緒にお配り頂いても構いません。
基本的に8月11日（木）に一斉配布をお願いします。
※500枚以上を希望する場合は、一枚5円にておわけ致
します。
■個人でお申し込みの場合…お一人様100枚を無料でお送り致します。
■申込〆切日／7月31日
■8月11日に配布出来ない場合でも8月中にトラクトを配布して頂ければ感謝です。
●リバイバルミッションへEmailでお申し込み、またはTEL.0120-291-372、
FAX.0536-23-6220にて教会名又は個人名、郵便番号、住所、TELをお知らせ下さい。

■7月13日現在参加地域

会場でも
お待ちしています。
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※次回9月号のニュースは8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/

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

-4,414,044

1,440,074
261,452
115,000
25,000

192,000
265,948

2,299,474

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

1,091,765
7,350

441,408
210,859
84,130

128,519
227,851
124,259

349,956

2,666,097

-4,780,667

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5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。少し感染者数も抑えられて
いたコロナも急激にまた増え第7派に入ったとも報じられ、なかなか以前のように伝道集会を開くことが難しく
なっている状況が続いています。その中、リバイバルミッションではある意味時代おくれ、原始的かもしれないトラ
クト配布に取り組もうとしています。ネットなど多くの情報があっという間に通過していく中、確実に福音を手元に
残し届けることができるアイテムであることは間違いありません。ただリバイバルミッションの経済的状態はかな
り危険な状態であることには変わりありません。何卒お祈りくださり、支えて下さいますようお願いします。

祈りの
課 題

◎日本にリバイバルが起こされますように
◎日本にある全ての教会の守りと祝福のために
◎各教会の牧師先生が健康で、良き主の働きができますように
◎新型コロナウィルスが早く終息するように
◎「GOTOミッション」が各教会で開催できるように
◎教会に多くの新しい方々が来会し、救いを頂く事ができますように

戦略的
とりなしと
    調査専門課程

  9月度

動画配信 ハイブリット開催

◉講師より
主が私たちに委ねておられる宣教。地に対するとりなしと調査に関して、継続した学
びをしていく為には、主が下さる忍耐と愛が必要です。7月に学んだ宣教地のプロ
ファイリング「霊的地図の作成」に関してさらに掘り下げ、受講者の方々の教会未
設置市町村の霊的地図作成のプロセスも発表していた頂く予定です。今回からハ
イブリッドでのセミナー受講もして頂き､ZOOMやビデオ配信だけでなく、会場での
参加も少数ですが募集します。限定となりますので、お早めにお申し込み下さい。

8月配信

有料
コンテンツ

有料
コンテンツ

講　師／滝元順・鈴木陽介 他
◉視聴期間／8月1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）
◉年間一括お申込み特典
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。

霊的戦い専門課程が始まって満10年！
この秋より、11期目スタート！
10年間に受けた恵みの集大成。
新学期からの学びにご期待ください。

祈れば変わる、この国の未来！
9月は会場とZoomの両方で開催します！
◉講師／瀧元望 他◉受講料／5,000円 全3セッション
◉参加方法
①会場での参加②Zoom参加（顔出しなし、視聴のみの参加も可能）
③後日ビデオ配信視聴での参加
◉日時／9月10日［土］10:00～16:15
◉スケジュール
セッション110:00~11:30／昼食（会場での参加者のみ600円別途必要）

セッション2 13:00~14:30／セッション3 14:45~16:15
◉会場／リバイバルミッションセンター〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1

※①会場での参加は、先着10名様までとさせていただきます。お申し込み締め切り→9月5日（月）
※会場の宿泊の用意はございません。宿泊を希望される方は各自での手配をお願いします。

第10期
Vol.10

次期よりハイブリットでの開催も検討中です。
詳細は来月号をご覧ください。

8月のPray For Revivalは全国一斉トラクト配布決起祈り会に合流となります。

◉司会進行／田中進・平岡新人（サーバントチーム）
◉Zoom配信日時／8月23日［火］20：00～

Zoom
de

フェロシップ

Zoomdeフェロシップ8月のお知らせ
全フェロシップ参加費無料
初めての参加の方も大歓迎です。どなたでもご参加ください‼お申し込みはホームページまたは事務局まで。

この8月から、
新たなフェロシップも
始まります‼

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ユースフェロシップ
ワカモノトークルーム#7

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

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

8月8日［月］20:00～
ユースフェロシップ専用申込フォーム▶

8月はお休みです。
次回は9月13日［火］

毎月第1または
第2月曜日開催

韓国語フェロシップ 毎月第2
火曜日開催

リバイバル聖書神学校
OBフェロシップ

1996年から22年に渡っ
て主の働き人が世界に遣
わされていきました。今回
はZoomで再会し、恵みを
分かち合い、互いの重荷
を負い合い祈り合う時が
持たれます。初めて会う
同窓生もおられるかもし
れませんが志は一つ。聖
霊の火で共に熱く燃やさ
れましょう‼

New!!


