
(アイウエオ順：敬称略)

青木 靖 登戸エクレシアキリスト教会 副牧師

朝岡 勝 日本同盟基督教団 徳丸町キリスト教会 牧師

朝比奈 二三代 ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

浅見 雅広 日本ホーリネス教団 川越のぞみ教会 会員

芦屋 忠重 ゴスペルワールド株式会社 社長

足立 雄飛 御茶の水キリストの教会 ユースミニスター

阿部 頼義 グレース ガーデン チャーチ 牧師

天野 弘昌 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 草加神召キリスト教会 主任牧師、東京プレヤーセンター 特別顧問

荒木 徳之 アノイント・ジャパン代表、社会福祉士

有賀 喜一 全日本リバイバルミッション 代表、リバイバル聖書神学校 名誉校長

有田 貞一 古淵キリスト教会 牧師

粟野 めぐみ 音楽伝道師

安間 正道 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 小岩栄光キリスト教会 協力牧師

飯田 岳 東京フリーメソジスト教団 桜ヶ丘教会 牧師

五十嵐 義隆 一般社団法人　日中共同市場福島協議会 代表理事

生亀 俊一 日本同盟基督教団 磯原キリスト福音教会 牧師

石井 由紀 逗子キリスト教会 牧師

石川 良男 日本オープンバイブル教団 墨田聖書教会 牧師

石田 敏則 シオンキリスト教団 蒲田教会 主任牧師

稲葉 基夫 秦野クリスチャンセンター 牧師

井上昌熙 山梨中央教会 主任牧師

泉 パウロ 純福音立川教会 主任牧師

磯川 道夫 いのちのことば社 専務

市川 セツ子 セツ子の部屋 主宰

市村 和夫 インターナショナルVIPクラブ創設者 代表役員

伊藤 真人 東京フリー・メソジスト教団 小金井教会 ユースパスター

井上 匡朗　 東京フリー・メソジスト教団 昭島教会 伝道師

岩井清 活水聖書学院 院長

岩本 遠億 キリストの平和教会 牧師

お昼の礼拝 メッセンジャー紹介



岩渕 勲 日本国際ギデオン協会 会長

植草 榮一 アーク福音ミニストリー 牧師

上野 有 音楽伝道師

上野 九五 サンチャペル 牧師

植野 智恵 シオンの群教会 教会主事

植村 公美子 お茶の水クリスチャンセンター 職員

宇佐美 真知子 聖書キリスト教会 明の星教会 牧師、東京神学校 講師

宇佐美 実 水戸第一聖書バプテスト教会 牧師

臼田 尚樹 成城キリスト教会 牧師

内村 義宣 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 エヴァグリーン・チャペル 主管牧師

宇野 雄司 国際ナビゲーター 宣教師

瓜生 園子 日本同盟基督教団  いずみ教会 伝道師

江上 環 日本ナザレン教団 青葉台教会 牧師

エステル あきこ 日本基督教団 板橋泉教会 協力伝道師

エヌ・ジャオン 東洋宣教使徒教会 牧師

遠藤 潔 日本長老教会 蓮沼キリスト教会 牧師

遠藤 順子 逃れの町のぞみ教会 牧師

遠藤 高示 フルゴスペル船堀教会 牧師

オーエン・エイムス TEAM 宣教団 宣教師

大井 啓太郎 カンバーランド長老教会 渋沢教会 牧師

大井 満 日本キリスト合同教会 板橋教会 牧師

大倉 寧 奥多摩バイブルシャレー プログラムディレクター

大坂 太郎 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　ベテルキリスト教会 主管牧師

大嶋 重徳 KGK キリスト者学生会 総主事

大瀧 恵理也 日本同盟基督教団 麻布霞町教会 牧師

大塚 佑美 ＪＴＪ宣教神学校 講師

大橋 由享 イエス・キリスト ファミリー教会

岡 照芳　 東京福音センター 牧師

岡谷 和作 KGK キリスト者学生会 主事、OCC宣教部スタッフ

緒方 顕孝 萩山神の教会 牧師

小川 明子 東京ホライズンチャペル 音楽伝道者、ゴスペルディレクター　

小川 真 日本同盟基督教団 世田谷中央教会 牧師



大野木 洋子 成田シャロームチャーチ 牧師

岡田 義和 キリスト教会 ハッピーハッピーライフ 代表

岡田 千尋 JCFN 日本代表主事

岡野 俊之 聖書キリスト教会 グレイスホーム 牧師

岡本 依子 シドニー五輪テコンドー銅メダリスト

奥田 英男 よろこび研究会 代表

奥山 信 日本同盟基督教団 平和台恵教会 牧師

奥山 実 世界宣教センター 所長

落合 弘倫 日本聖契キリスト教団 目黒カベナント教会 牧師

尾山 謙仁 ファミリーネットワーク 代表

尾山 清仁 聖書キリスト教会  主任牧師

尾山 令仁 聖書キリスト教会  会長牧師

小山田 格 東京カベナント教会 牧師

カイク・加藤 葛飾中央教会 牧師

ガイ ビショップ シオン・クリスチャン国際学校 校長

笠原 光見 浦和ルーテル教会 牧師

加藤 以幸 ニューホープ東京 副牧師

加藤 智 カトリック川越教会 担当司祭　

加藤 望 日本ホーリネス教団 IGL広島福音教会 主任牧師

加藤 泰典 新座ニューライフチャペル 牧師

加藤 幸子 腹話術伝道師

風間 義信 日本改革派 仙台教会 牧師

金山 良雄　　 (株)ムラサキスポーツ 会長

金子 順子 栄光キリスト教会 副牧師

金子 辰己雄 サンライズクリスチャンセンターみさと吉川教会 主任牧師

兼松一二 友愛キリスト教会 牧師

金本 義也 日本バプテスト教会連合 坂戸バプテスト教会 牧師

鎌田 泰行 KGK キリスト者学生会 主事

唐沢 伝 日本同盟基督教団　藤代聖書教会 牧師

川口 竜太郎 hi-b.a.代表

川島 直洋 東京プレヤーセンター 事務局 サブリーダー

河村 冴 日本同盟基督教団 中野教会 牧師



菅野 直基 新宿福興教会 牧師

岸 義紘 ミッション2001 代表

北 秀樹 堺福音教会 東京チャペル 牧師 

北郷 麿利子 ITCN午後集会 サーバントリーダー

北原 重信 キリスト同信会 会員

北原 葉子 日本基督教団 西国分寺教会 牧師

絹田 至 東京オリーブ教会 牧師

木村 公繁 サンチャペル 主任牧師

木村 基一 サンチャペル 牧師

キャシー 尾山 聖書キリスト教会 共同牧会者

清弘 剛生 日本基督教団 頌栄教会 牧師

桐山 由利子 聖契神学校生

桐山 塁 垂穂キリスト教会 牧師

金 正謨 いのちのことば教会 牧師

金 福伊 東京シャローム教会 牧師、東京神学校 教授

金 煥 日本同盟基督教団 足立愛の教会 牧師

工藤 正太　 丸子キリスト聖書集会 牧師

具頭 義賢 ジーサス クライスト エルサレム教会 牧師

久米 小百合 音楽伝道者

倉沢 正則　 前東京基督教大学 学長

クラットワージィー 美保 OMF（国際福音宣教会）宣教師

クラットワージィー　ラルフ OMF（国際福音宣教会）宣教師

久留生 夏江 家の教会 しおん 牧師

栗原 一芳 日本キャンパス・クルセード・フォー・クライスト 社会人ミニストリー担当

黒澤 和義 秦野いずみのほとりキリスト教会 牧師

ゲルチ 伝道師

権 ヨセフ 土浦グレイスキリスト教会 牧師

郷家 一二三 日本ホーリネス教団 坂戸キリスト教会 主任牧師

小泉 智 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　橿原キリスト教会 牧師

小坂 圭吾 パーパス・ドリブン・ジャパン 代表、聖書キリスト教会 牧師

小寺 徹 ウェスレアン・ホーリネス教団 委員長、 ひばりが丘北教会 牧師

古波津 保秀 チャーチ・オブ・ゴッド 川崎キリスト教会 主任牧師



小林 佳 インマヌエル綜合伝道団 王子キリスト教会 牧師

小林 智彦 船橋エクレシア・キリスト教会 牧師

小堀 昇 日本キリスト改革派 筑波みことば教会 牧師

小堀 英郎 ピアニスト、日本飢餓対策機構親善大使

後藤 満喜　 ＪＣＦＮ 主事

根田 祥一 いのちのことば社 出版部 編集長

金野 正樹 恵泉キリスト教会 小美玉チャペル 牧師

齋籐 篤 日本基督教団 深沢教会 牧師

榊原 寛 ワールド・ビジョン・ジャパン 理事長

坂本 秀雄 ゴスペルハウス 伝道師

佐々木 秀一 東京プレヤーセンター 顧問

佐々木 摂子 コーナーストーンチャーチ車山 伝道師

佐々木 学 コーナーストーンチャーチ車山 牧師

佐々木 満雄 国際弁護士

里 美和 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 草加神召キリスト教会 伝道師

佐藤 豊久 プロギタリスト、ミュージック ミッショナリー

佐藤 守彰 日本ホーリネス教団 中川キリスト福音教会 牧師

澤村 信蔵 キリスト兄弟団 成増教会 主任牧師

山東 克己 カルバリーチャペル・ウェスト東京 牧師

塩崎 大地 東京ホライズンチャペル 世田谷チャペル 伝道師

紫園 香 キリスト品川教会 音楽伝道師

品川 謙一 日本福音同盟 総主事

清水 与志雄 日本基督教団 行田教会 主任担任教師

謝 イサク 台湾巡回伝道者

上代 淑恵 東京恵み教会 牧師

申 玉澈 日本国際飢餓対策機構 協力宣教師

申 英美 十字架福音キリスト教会 会員

進藤 龍也 罪人の友 主イエス・キリスト教会 牧師

進藤 ゆみ 罪人の友 主イエス・キリスト教会 伝道師

陣内 大蔵 日本基督教団 東美教会 牧師

杉本 玲子 町田クリスチャンセンター 教育牧師、聖契神学校講師

鈴木 聖仕 日本同盟基督教団 町田南キリスト教会 牧師



鈴木 悟 Church on the Rock 主任牧師

鈴木 志保 日本ルーテル告白教会 牧師

鈴木 大輝 日本同盟基督教団 上大岡聖書教会 牧師

鈴木 竜実 めぐみイエス・キリスト教会 牧師

鈴木 喩香子 日本基督教団 天門教会 協力伝道師

スズキ 知恵子 hi-b.a. スタッフ

しゅん 富田 ベストライフデザイン（株）代表取締役

ジョシュア 佐々木 Worship! Japan 学長

スティーブンス・栄子 オメガミニストリー 代表

スリヤ 佐野 一夫 シティプレイズチャーチ・インターナショナル 主任牧師

関 智征 ブランド・ニュー・ライフ 代表

関口 康 千葉英和高等学校 宗教科 常勤講師

関根 一夫 MACF 牧師、東京プレヤーセンター特別顧問

関根 辰雄 福音伝道教団 大沢バイブルチャーチ 牧師

関根 弘興 城山キリスト教会 牧師

妹尾 光樹 日本フルゴスペル教団 広報理事 牧師

芹澤 延明 龍ケ崎ハウスチャーチ 牧師

高木 康俊 日本バプテスト連盟 蓮根バプテスト教会 牧師

高澤 寛正 みこころ教会 牧師

高清水 千秋 ふじみ野キリスト教会 伝道師

高田 篤美 BFP JAPAN 局長

高橋 栄治 鎌ケ谷十字架キリスト教会 牧師

高橋 香世 横浜港南キリスト教会 牧師

高橋 顕 日本聖公会 聖愛教会、東京聖三一教会、東京聖十字教会 司祭

高橋 富三 （宗）チャーチ・オブ・ゴッド 理事長

高見澤 栄子 トーチトリニティー神学大学院教授

竹下 静 ホーリーホーププロジェクト ゴスペルシンガー

竹下 力 聖望キリスト教会 伝道師

竹田 広志 日本ホーリネス教団 板橋キリスト教会 牧師

多胡 元喜 いのちのことば社 会長

田島 幸児 （株）田島建設 代表取締役社長

田島 実 神の家族 主イエスキリスト教会 牧師



田所 滋郎 日本基督教団 富士見丘教会 伝道師

田中 甲子郎 藤沢キリスト教会 伝道師

田中 博子 劇団ぶどうの木 代表

田中 勇二 東京プレヤーセンター 理事 伝道師

棚瀬 裕文 らくだの膝ミニストリーズ 主宰

田名邊 義之 日本キリスト合同教会 板橋教会 協力牧師

谷口 和一郎　 リバイバルジャパン 編集長

田村 治郎 日本国際飢餓対策機構 啓発総主事

田辺 直人 日本同盟基督教団 三浦聖書教会 牧師

玉山 圭吾 池袋センター・ゴスペルクワイヤー代表、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 中央福音教会スタッフ

タロ・サタラカ ニューホープ東京 主任牧師

丹野 真人 日本バプテスト同盟 平バプテスト教会　主任牧師

茶売 君枝 ぶどうの枝ミニストリー 牧師、巡回伝道者

チェ ケパ　　 インターコープ 宣教師

張 仁南 日本パプテスト連盟 福山バプテスト教会 牧師

陳 光松 台湾梅花キリスト長老教会 牧師

辻岡 健象 小さないのちを守る会 会長

土屋 勇人 日本ホーリネス教団 坂戸教会 副牧師

津留 聖弥 ニューホープ千葉 副牧師

ディビッド ミルズ JEMS 宣教師

寺田リサ カルフォルニア長老教会牧師、ワシントン州認定カウンセラー

東方 敬信 元青山学院大学 名誉教授

所 美保 となりびと 主宰

富田 慎悟 新宿シャローム教会 牧師

ドン・リギア　 ＴＥＡＭ 宣教師

永井 敏夫 クラッシュ ジャパン  副代表 理事

永井 信義 東北中央教会 牧師

中澤 竜生 キリスト聖協団 西仙台教会 牧師

凪ゆうこ ゴスペル シンガー

中島 聡 日本基督教団 清水ヶ丘教会 牧師

中島 総一郎 お茶の水聖書学院 講師

中島 律子 聖書のキリスト日吉台教会 牧師



永田 信昭 日本長老教会 おゆみ野キリスト教会 牧師

中野 雄一郎 東京プレヤーセンター 特別相談役、マウント・オリーブ・ミニストリーズ 代表

中道 善次 日本ホーリネス教団 茅ヶ崎教会 主任牧師

中村 和司 ウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会 副牧師

中村 克哉 hi-b.a. スタッフ

中村 穣 逃れの街ミニストリー 代表

中村 宏章 日本バプテスト教会連合 大野キリスト教会 牧師

長尾 順子 チャーチ・オブ・ゴッド 川崎教会 駒岡ホルン家の教会 伝道師

長橋 和彦 日本同盟基督教団 徳丸町教会 伝道師

錦織 寛 日本ホーリネス教団 東京中央教会 主任牧師

西住 啓 はなみずきベテルチャーチ 牧師

西住 加奈 はなみずきベテルチャーチ  伝道師

西田 育生 東京ホープチャペル 牧師

西脇 博史 O・Oミニストリーズ 代表

野口 誠 元石岡キリストの教会 牧師

野田 勝利 ひばりが丘バイブルチャーチ 牧師

野田 修司 入間愛の教会 牧師

野寺 博文 日本同盟基督教団 赤羽聖書教会 牧師

野寺 恵美 日本同盟基督教団 赤羽聖書教会 牧師夫人

野原 茂 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 小岩栄光キリスト教会 事務長

野町 真理 日本同盟基督教団 杉戸キリスト教会 牧師

野村 啓二 日本キリスト伝道会 実務委員

袴田 周 東京ホライズンチャペル 伝道師

朴 鍾弼 Jesus Disciples Church 主任牧師

朴 壽吉 日本基督教団 聖ヶ丘教会 主任牧師

橋本 ハンナ 京浜福音キリスト教会 伝道師

濱 和弘 日本ホーリネス教団 三鷹教会、小金井教会 牧師

早川 衛 埼玉栄光キリスト教会 牧師

林 幸司 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 東京メトロチャーチ 主管牧師

林 美恵子 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 東京メトロチャーチ 牧師

林 俊宏 日本同盟基督教団 朝霞聖書教会 牧師

播 義也 保守バプテスト同盟 恵泉キリスト教会 埼京のぞみチャペル 牧師



晴佐久 昌英 カトリック上野教会 主任司祭

ハン ソンヒョン 在日大韓キリスト教会 西新井教会 牧師

ピーター 藤 正信 ミッションあどない・いるえ 代表 伝道者

樋野 興夫 順天堂大学 教授、がん哲学外来 理事長

姫井 雅夫 日本基督教団 赤坂教会 牧師

平石 太朗 エシュルンキリスト教会 牧師

平田 亮二 罪人の友 主イエス・キリスト教会 伝道師

平塚 修久　 グレースチャペル（キリスト聖協団 市川教会）  牧師

平野 克己 日本基督教団 代田教会 牧師

平野 耕一 東京ホライズンチャペル 主任牧師

平山 健　　 平山歯科 院長

廣瀬 薫 東京キリスト教学園 理事長、東京プレヤーセンター 特別顧問

広瀬 邦彦 日本ホーリネス教団 横浜教会 協力牧師

深津 晃久 新宿シャローム教会 会員

深谷 春男 日本基督教団 東京聖書学校吉川教会 牧師

福澤 牧人 元ネパール宣教師

福澤 満雄 イエス様のかばん持ち

福地 麻美 日本国際飢餓対策機構 東京事務所 スタッフ

藤 和子 ミッションあどない・いるえ 牧師

藤枝 宗浩 日本バプテスト連盟 水戸バプテスト教会 ユースパスター

藤田 桂子 筑波福音基督教会 伝道師、JCM 代表

伏見 敏 東京プレヤーセンター 理事 事務局長、日本ホーリネス教団  八街栄光キリスト教会牧師

伏見 美恵子 日本ホーリネス教団 八街栄光キリスト教会 牧師

藤本 満 インマヌエル総合伝道団 高津キリスト教会 牧師

藤原 幸生 恵みキリスト教会 牧師

渕野 弘司 新松戸福音自由教会 牧師

古川 孝 日本同盟基督教団 下北沢聖書教会 会員

武間 恵洋 友愛キリスト教会 牧師

ベアンテ・ボーマン 神学博士

ベドウ マーク　 ベドウ・ミッションズ・インターナショナル 宣教師

ベドウ 路得子 ベドウ・ミッションズ・インターナショナル 伝道者

星加 優和 東京フリー・メソジスト教団 桜ヶ丘教会 ユースパスター



細井 眞 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 十条キリスト教会 牧師

ポール鈴木 ライフチャペル・インターナショナル 牧師

本間 尊広 ウェスレアン・ホーリネス教団 玉川キリスト中央教会 主任牧師

前田 重雄 日本バプテスト連盟 調布南キリスト教会 牧師

真島 亨 ニューホープ横浜 主任牧師

真島 誠 新宿シャローム教会 牧師

松浦 功 町田ぶどうの木チャペル 牧師

松浦 慶子 町田ぶどうの木チャペル 腹話術伝道師

松岡 広和 巡回伝道者 のぞみ教会牧師

松井 牧子 インマヌエル綜合伝道団 浦和キリスト教会 牧師

松井 元始 インマヌエル綜合伝道団 浦和キリスト教会 牧師

松沢 アジャ ホライズンコミニュオンチャペル 牧師夫人

松沢 勇志 ホライズンコミニュオンチャペル 牧師

松下 瑞子 震災救援キリスト者連絡会

松田 健太郎 クロスロードインターナショナル葛西教会 牧師

松原 智　 笹塚キリスト教会 牧師

マルカス グローバル トレード リソーシス 社長

マルセ まゆみ 主イエス恵み教会 牧師

万代 栄嗣 キリスト教会 福音センター 主任牧師

三浦 健康 日本国際ギデオン協会 主事

三浦 修 元日本キリスト教団 埼玉和光教会 牧師

三浦 寿夫 つるかわ台教会 牧師

三浦 真信 久遠キリスト教会 牧師

三谷 康人　 元カネボウ薬品(株) 会長

三井 平康 東京中央教会 牧師

三橋 与志哉 越谷福音自由教会 主任牧師

峯野 慈朗 独立新生葛飾教会 牧師

峯野 龍弘 ウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会 主管牧師

岑 正幸 ジーザス・おとうさんの家 牧師

三森 春生 元インマヌエル王子教会 牧師

宮川 浩二 東京フリー・メソジスト小金井教会 主任牧師

宮村 武夫 宇都宮キリスト集会 牧師、名護チャペル 協力宣教師



武藤 和夫 十字架福音キリスト教会 牧師

武藤 信夫 聖書めぐみキリスト教会 牧師

村上 京子 音楽伝道者

村上 光男 ふじみ野なかよし保育園 園長

村上 宣道 お茶の水クリスチャンセンター 理事長

村瀬 彰 日本長老教会 横浜山手キリスト教会 長老

村田 優子 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 草加神召キリスト教会 教師

毛利 佐保 亀有教会 副牧師

元呑 光一 日本アライアンス・ミッション 川口キリスト教会 牧師

森 章　 平キリスト福音教会 グローバル・ミッション・チャペル 牧師

森作 常生 日本福音キリスト教会連合 聖蹟めぐみキリスト教会 牧師

森本 実 パース日本語キリスト教会 牧師

八木 容子 クリスチャンバイブルシンガー

安井 聖 日本ホーリネス教団 西落合キリスト教会 牧師

保田 みゆき 元バイブルチャーチ 牧師

山尾 研一 町田聖書キリスト教会 牧師

山川 真司 日本バプテスト連盟 幡ヶ谷バプテスト教会 牧師

山北 宣久 前青山学院 院長、前日本基督教団 総会議長

山口 武春( TANTAN ) ニューホープ横浜 牧師

山口 陽一 東京基督教大学 教授

山田 央 ウェスレアン・ホーリネス教団 習志野キリスト教会 ユースパスター

山田 真規子 ＴＰＣ女性メッセンジャーの会 会員

山本 悦子 下妻シャローム・キリスト教会 牧師

山本 桂子 ウェスレアン・ホーリネス教団 三郷ウェスレーチャペル 伝道師

山本 昇平 平キリスト福音教会 伝道師

横山 聖司 基督聖協団 目黒教会 主任牧師

横山 大輔 ゴスペルシンガーソングライター

横山 好江 日本基督教団 志木教会 牧師

吉枝 隆邦 日本同盟基督教団 赤羽聖書教会 協力牧師

吉川 直美 シオンの群れ教会 牧師、聖契神学校講師

吉本 愛 新宿シャローム教会 会員

ルガール 所 となりびと 主宰



和氣 敏治 東京プレヤーセンター 代表／チャプレン

渡辺 明日香　 株式会社ゴタラント 代表取締役社長 兼 CEO

渡辺 亨 ハーベストチャペル 牧師

渡辺 雄一 ゴスペル・ホーム・グローリー教会 牧師

渡邊 義明 日本基督教団 板橋泉教会 牧師

渡部 信 日本聖書協会 総主事

(2016.11.7)

　


