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天と地が一つになる時
こういうわけで、このように多くの証人た
ちが、雲のように私たちを取り巻いてい
るのですから、私たちも、一切の重荷とま
とわりつく罪を捨てて、自分の前に置か
れている競走を、忍耐をもって走り続け
ようではありませんか。
ヘブル人への手紙 12章1節
　2023年が始まり、早、四ヶ月が過ぎよう
としています。長かった新型コロナ問題も、
やっと出口が見えてきました。しかし三年
以上にわたって受けた様 な々影響は、計り
知れません。私個人におきましては、新型
コロナ騒動と呼応するかのように、2019年
10月、家内の享子に膵臓癌が発見され、
余命、3、4ヶ月と宣告されました。その日以
来、生活は一変し、激しい闘いを余儀なく
されました。
　しかし主は祈りに答え、奇跡を起こして
下さいました。癌は消滅し、手術不可能と
言われていた状態から可能となり、以後、
三年以上にわたって元気に過ごすことが
出来ました。それは主の奇跡以外の何も
のでもありませんでした。主は生きておられ
ます。

　しかしながら昨年の10月頃、突然、体
調を崩し、2022年12月18日の早朝、天に
帰っていきました。67年の生涯でした。家
内は高校生の時に救われ、以後、50年
以上にわたり、忠実に主に仕えました。彼
女がいなかったら、今の私はあり得ません。
本当にすばらしい、妻であり、母であり、リバ
イバルの為に生涯をささげた、主の勇士
でした。
　闘病は未だ経験したことのない、大きな
試練でしたが、ふり返れば、大きな恵みの
期間でもありました。家内が召天してから、
天国が近くなりました。また、天と地の教会
は密接につながっている現実にも気づか
されています。
　先に天に帰った聖徒たちは、天国で今、
何をしているのでしょうか。天の花園でリラッ
クスしているのでしょうか。そうではないことを、
聖書は告げています。冒頭に掲げたヘブ
ル人への手紙の記述のように、「雲のように
私たちを取り巻いて」地上で戦っている教
会を、全力で応援しているのです。それば
かりか、地上の教会と、聖霊によって一つと
なり、同じ希望に溢れているのです。
　19世紀、サムエル･ストーンが作曲した
The Church's One Fundation／ 聖 歌

201番、「キリスト・イェスを基として」は、世
界中で愛唱されていますが、四番は、その
事実を的確に表現しています。

　この世と天に別れ住めど
　み民は聖き神にありて
　共に交わり　共に待てり
　キリストイェスの　来る日をば

　地上の教会は「戦いの教会」です。し
かし天の教会は死をくぐり抜けた聖徒たち
による「勝利の教会」です。天と地にあるキ
リストの体が一つとなり、「共に」主を待ち
望む時、リバイバルは前進し、主の再臨に
つながると信じます。
　最後に、紙面をお借りして、私たち夫婦
の為にとりなし祈り、支えて下さった皆様に、
心からの感謝を申し上げます。

リバイバルミッション顧問

滝元順・（享子）
Jun Takimoto
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GoTo ミッションin関西
───────────────────────
　今年のGo To Mission、ついに本格始動しまし
た。初日の会場は大阪交野市のカリスチャペルでし
た。音楽ゲストの安武玄晃さんも4年ぶりに伺いまし
た。朝到着した時には雨が降っていましたが、会場
には午前の集会にもかかわらず80名以上の方々が
おいで下さり、初めて来て下さった方も多かったそうで
す。安武さんのSaxの音色、そして証しがとてもよかっ
たとアンケートに多く残されていました。平岡師のメッ
セージは、創世記から「あなたはどこにいるのか」とい
うストレートな伝道メッセージが語られ、皆さんうなず
きながら聞いて下さっていました。教会の盛大な歓
迎にも感動し、また久しぶりにお会いする方 も々多く、と
てもうれしいひとときでした。2日目は兵庫県にあるグッ
ド・サマリタン・チャーチに伺いました。朝10:30からス
タートした集会には併設されている老人ホームやデ

GoToミッションin中部
───────────────────────
　Go To Mission第二弾、中部地区のツアーが3月
10日～12日メッセンジャーに田中進師、特別賛美に
韓国よりチェ・ヨンドゥ師と息子さんのチェ・ホサナ君を
迎え、開催されました。初日は長野県の飯田入舟教
会に伺いました。新城を出発し、山を越え、2時間半
ほどのドライブは、途中に私達の団体創始者の故）
滝元明師の生家の前で記念撮影しながらの楽しい
旅になりました。昨年献堂された木の温もりを感じる
新しい会堂に初めて伺いました。集会の初めに丸大
牧師が挨拶をして下さったのですが、「今日はWBC
の野球で韓日で戦っておりますが、ここでは日本と韓
国と協力し、助け合って今日の集会を行って下さいま
す。」と嬉しいお言葉で歓迎して下さいました。教会
のゴスペルクワイヤーのパワフルなウェルカム賛美
に励まされ、チェ・ヨンドゥ師が賛美と証しをされ、途中
から息子のホサナ君も加わり賛美しました。
　田中進師はマルコ5章からゲラサの地の男のス

◉お問合せ・お申し込み
リバイバルミッション
事務局まで

4月開催スケジュール
中国地区
ゲスト／井草聖二◉メッセージ／平岡修治

4月7日［金］
広島県・三次シティバイブルチャーチ19：30～

4月8日［土］
岡山県・ギタートレーラー（ゲストのみ）
岡山県・ニューライフ教会18：30～

4月9日［日］
岡山県・リバーサイドチャーチ岡山教会10：30～
岡山県・岡山ジョイフルプレイズチャーチ15：00～

2023年は、あなたの町、
あなたの教会に伺います！
是非あなたの教会で
開催ください。
2023年開催スケジュール
北陸地区／5月12日［金］─14日［日］
ゲスト／Duo B→Z◉メッセージ／田中進

関東地区／6月23日［金］─25日［日］
ゲスト／安武玄晃◉メッセージ／平岡修治

東北地区／7月28日［金］─30日［日］
ゲスト／Duo B→Z◉メッセージ／平岡修治

四国地区／9月15日［金］─18日［月］
ゲスト／中村匡◉メッセージ／平岡修治

関東地区／9月23日［土］─24日［日］
ゲスト／井草聖二◉メッセージ／平岡修治

北海道地区／10月6日［金］─9日［月］
ゲスト／チェ・ヨンドゥ◉メッセージ／平岡修治

九州地区／11月2日［木］─5日［日］
ゲスト／中村匡◉メッセージ／平岡修治

沖縄地区／11月23日［木］─26日［日］
ゲスト／安武玄晃◉メッセージ／平岡修治

・スケジュールは変更することもあります。
・上記以外の日程も可能です。
・移動などの関係でご希望に添えないこともあります。
・原則講師と音楽ゲスト、音響スタッフで伺います。

R e p o r t s
レポート

イサービスの利用者の方々、チャーチスクールの子
ども達、近隣の方々など120名以上の方々が集って
下さいました。メッセージでの招きに応じて何人もの手
が上がり、すばらしい伝道の機会となりました。安武さ
んが目の前まで行っての演奏に子ども達は大喜びで
した。「Saxの音色に涙が出た」「メッセージ楽しかっ
た！」などの感想を残して帰っていかれました。
　三日目の三田ホーリーチャペルもすばらしい集会
となり、教会で普段開催されているゴスペル教室の
方 も々多く来て下さっていたようでした。牧師先生夫
妻もとても歓迎して下さいました。親教会の主任牧師、
菅原先生も神戸からかけつけて下さり会衆賛美を導
いて下さいました。
　最終日の日曜日は神戸栄光キリスト教会で二回
の礼拝、その後移動し、夜は京都グレースバイブル
チャーチで集会がありましたが、それぞれ大歓迎して
下さり、素晴らしい集会となりました。

トーリーから伝道メッセージを語り、終わってからも沢
山の方々が残り、素晴らしい交わりの時が持たれまし
た。ホサナくんの歌声も大好評で、「涙がでるような
歌声だったよ。」などと声を掛けて下さいました。久し
ぶりの集会を教会の皆さんや初めて来てくださった
方 も々楽しんで下さったようです。
　二日目のベタニヤチャペル、三日目の鈴鹿キリスト
福音教会の礼拝においても、それぞれ聖霊さまが働
いて下さり、大変恵まれた集会となりました。
　今回のGo To Missionを終え、教会にお越し下
さった方々皆さんがとてもうれしい顔をなさっていた事
が印象的でした。この空白の3年間を埋めるように話
が尽ず、迎えて下さった教会も期待を持って受け入
れて下さいました。春の訪れと共に期待と喜びに満ち
たGo To Missionのプロジェクトをこれからも注目下
さり、熱い祈りによるサポートをよろしくお願いします。
　また開催教会も随時募集中です。リバイバルミッ
ション事務局にいつでもお問い合わせ下さい。お待
ちしています！

ゴールデンウィーク

●東京・●京都
オープンバスで街を巡って
主を賛美し祈るバスツアー

ゴールデンウィークは、首都「東京」と、古都「京都」をオープンバスで街中を巡って賛美し祈るとりな
しバスツアーが企画されました。東の東京では、皇居を中心に、国会議事堂、各省庁、赤坂御所、東
京タワーなどをバスで巡りながら国家の中枢である各省庁のために、また東京には世界の国々の大
使館が集まっていますが、世界の国々のためにも心を向けてお祈りしたいと願っています。西の古都京
都では市内を巡りながら、神社仏閣が多く立ち並ぶ街を巡りながら、人々の救い、偶像礼拝からの解
放、リバイバルを心を合わせて祈りたいと願っています。車中では賛美し、国のために、街のために、救
いを祈りと共に、チャプレンの先生からショートメッセージを語って頂く時がもたれます。このゴールデン
ウィーク、日本の東西を賛美で街の暗闇を打ち砕き、とりなし祈るバスツアーにぜひお出かけ下さい。

東京Tokyo
5月3日［水・祝］13:00～15:00（2時間）

チャプレン│金子道仁 師

賛美・祈りのリード│田中進
集合場所│東京駅八重洲口地下鉄27-26番出口付近

　

コース│
東京丸の内→大手町→竹橋→千鳥ヶ淵→
最高裁判所→桜田門→国会議事堂→
首相官邸→赤坂御所→東京タワー→
アメリカ大使館→各官庁などを廻ります。
（コースは変更する場合があります）

募集人数│43名
（定員になり次第締め切ります）

参加費│3,000円
（乗車料金・東京の菓子、お茶付）

東京八重洲

東京駅八重洲口地下鉄27番─26番出口付近

東京駅
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京都 Kyoto
5月5日［金・祝］13:00～15:00（2時間）

チャプレン│平岡修治
賛美・祈りのリード│平岡新人
集合場所│京都駅前八条口出発

コース│
将軍塚→二条城→京都御所→
平安神宮→八坂神社→
東寺などを廻ります。
（コースは変更する場合があります）

募集人数│50名 
（定員になり次第締め切ります）

参加費│2,800円
（乗車料金・京都の菓子、お茶付）

八条通り 京都駅八条口駅前広場
サンクンガーデン

京都駅

ドンキホーテ
なか卯

烏丸八条

Nakayama

◉
マクドナルド

◉
星野珈琲

ダイワ
ロイヤルネット
ホテル

※お申し込みはお早めに！！

リバイバルミッション
YouTubeチャンネルを
ご活用下さい。

デイリーバイブルメッセージ （クリスチャン向け）
クリスチャンの信仰生活に欠かせないバイブルメッセージを毎日お届けしています。現在
までに1040日が配信されています。リバイバルミッションの協力牧師達が聖書の中から
日々のみことばをメッセージして下さっています。毎日3分間のみことばの糧を得て、クリ
スチャン生活を輝かせましょう！

シチュエーション別メッセージ （こんな時に聞きたい話）
クリスチャンでないお友達への伝道番組。平岡修治のシチュエーション別メッセージをぜ
ひ伝道のためにお用い下さい。毎回様々なテーマでノンクリスチャンの方にわかりやすい
メッセージを10分間でお届けしています。テーマは、「人生に絶望している人へ」「生きる目

的がわからない人へ」「天
国へ行きたい人へ」「死ぬ
のがこわい人へ」「親のこ
とが嫌いな人へ」等、すで
に25話が公開されていま
す。ぜひクリスチャンでな
いお友達にご紹介下さい。

YouTubeチャンネル登録
をお願いします。

お申し込みは
リバイバルミッション

まで



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

238,213

3,104,793
90,721

385,950
22,900
72,100

606,778

4,283,242

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

1,333,084
6,180

426,937
384,087
171,847
192,076

1,663
362,631

349,956

3,228,461

1,292,994

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2023年1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。1月も多くの
方が献げてくださり、本当に心から感謝します。Go To ミッションもいよいよスタートし、教会そして
多くの方が待っていてくださったことを実感しています。対面での専門課程や、様々なイベントも
始動します。新しい希望に満ちた春ですが、未だ困難な状況は続きます。主に目を向け福音宣教の
ためにさらに進みますので、引き続き皆様のお祈りとご支援を何卒よろしくお願いします。

※次回5月号のニュースは4月16日（日）発行予定です。

Zoomdeフェロシップ4月のお知らせ│参加費無料!!
●お申し込みはホームページまたは事務局まで

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ユースフェロシップ
ワカモノトークルーム#15

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

4月10日［月］20:00～
YouTube限定配信もあります。
Zoomに参加が難しい方も、お気軽にご参加ください！

◉今月のZoom配信日時

4月11日［火］20:00～

韓国語
フェロシップ

リバイバル聖書神学校
OBフェロシップ

◉今月のZoom配信日時

4月25日［火］20：00～▲ユースフェロシップ
専用申込フォーム

霊的戦い
専門課程第11期
配信開始／2023年4月3日［月］
※11期終了2023年9月末まで視聴可能

受講料／8,000円 （受講料は年間一括払いも可能です）

講師／滝元順、鈴木陽介 他

◉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

◉司会進行
田中進・平岡新人
［サーバントチーム］

2/17開催│わたしたちととりなし～ワカモノとSNS～
「一部の人がすること」や「難しい祈り」というイメージを持ちがちな「とりなし」という
テーマですが、メッセンジャーの瀧元望先生が分かりやすく語ってくださり、私たち一
人一人の存在そのものがとりな
しであることを教えられました！ま
た今回は若い世代の課題でもあ
るSNSにフォーカスし、私たち自
身でディスカッションし、とりなし
祈る時間も与えられました。アー
カイブもぜひご覧ください。とり
なし手としての与えられた役割を
共に担っていきましょう！

すりだぶLIVE春
～吹かせてください、
　新しい風～
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。

リバイバルミッションYouTubeチャンネルにて配信！
日本と世界のリバイバルを願い、魂の救いを願い、
「この国をあわれみ、救って下さい！」と
砕かれた心で主を求め、ひとつ心で祈る集会
神へのいけにえは、砕かれた霊、悔いた心。
神よ。あなたは、それをさげすまれません。［詩篇51篇17節］

2023年4月13日［木］朝10時～
●メッセージ／山﨑ランサム和彦
　　　　　　　　　　　　　（リバイバルミッション顧問）

●特別賛美／石塚誠孝
視聴方法は、以下のURLにアクセスして下さい。
https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live
Pray for Revivalではお祈りの課題を募集しています。お祈りの課題をメールにお寄せ下さい。

revivalmission.pray@gmail.com

Vol.6

4／21●金20:00～
メッセンジャー：ちから先生（加古川バプテスト教会 牧師）

5／11●木
Pray for Revivalは
北陸地区にて開催！！

　Vol.7／配信のみの開催
　Vol.8／ハイブリッド開催［会場開催5/29─30］
　Vol.9／配信のみの開催
Vol.10／ハイブリッド開催［会場開催7/24─25］
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