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３６５日祈り会
３６５日礼拝
すべての人を歓迎します！

「祈り」

元キリスト兄弟団理事長
足立六町チャペル 牧師

工藤公敏

私がキリスト兄弟団名古屋教会に導かれたの
は19歳の時でした。そして、今に至るまで、祈祷
会、早朝祈祷会が信仰生活の大きな柱となってい
ます。
祈りは神様との会話です。霊的呼吸です。ウエ
スレーは、朝15分聖書を読んで神様のみ声を聴
き、15分祈って神様のみ旨を知り、15分イエス様
を伝えるために手紙などを書くことを勧めていま
す。朝の祈りは金、昼の祈りは銀，夕の祈りは銅
の祈りと言われます。朝の祈りが大切という意味
です。
ホーリネス関係の教会は1942年６月26日に宗教
弾圧を受けた時も早朝祈祷会を守っていました。
私達の大先輩の先生方は早朝祈祷会の最中に、
一斉に検挙され、逮捕されて警察に留置されまし
た。
私が友人に誘われて名古屋教会に導かれた今
から62年前も６時からの朝の祈りが持たれていま
した。私も３年２か月ほど休まずに祈祷会に通い
ました。祈祷会が終わり、朝食を済ませてから会
社に行きました。寮と勤めていた会社が近かった
ので早朝祈祷会に通うことが出来ました。

発行責任者：代表／チャプレン 和氣敏治（工学博士）
特別相談役 中野雄一郎（MOM代表）

22歳の時、献身して羽鳥聖書学院に入りまし
た。５時起床で、５時半から７時まで早朝祈祷会
でした。
卒業後、鹿児島での２年数ヶ月の開拓伝道の時
も早朝祈祷会を守りました。その後、網走教会に
転任になりましたが、網走12年間、マイナス20度
の冬の朝もありましたが朝の祈りをしました。家
内と二人の時もありましたが、近所の加藤とくえ
姉と数人で心を合わせて祈りました。
網走から転任になり聖書学院の舎監７年も、朝
の祈りに打ち込みました。転任し、31年間奉仕し
た目黒教会でも、献身して教会の近くに引っ越し
てきた兄弟と祈祷会に励みました
私の父は58歳で私の高校の卒業式の日に自殺
しました。それからは肉体の父に相談が出来なく
ても父なる神様に祈り、相談するようになりまし
た。祈りのノートを作り、祈る課題を書き出し、
応えられたら期日と内容を記しました。
脳梗塞が完全に癒される神癒体験もしました。
７年前に脳梗塞になり、言葉が上手にできなくな
り２週間入院しましたが、多くの方々のお祈りの
おかげで完全にいやされました。
私は今年81歳になりますが、どんな時でも祈る
ことが大切であることを教えて下さった神様に感
謝しています。

ＴＰＣは「日本と世界のリバイバル」
を目指します
（1）閉塞感のある日本のキリスト教界に元気
を与える
（2）毎日、
礼拝を捧げ、
祈り会をおこなう
（3）超教派として活動する
（4）伝道、学びなどのために貸室を提供する
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「東京プレヤーセンター」の風景
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TPC主催の定例集会（どなたでもご参加下さい）
１．御茶ノ水朝祷会 毎月第2月曜日 8時10分〜9時20分
２．祈りの学校
毎月第1火曜日 14時〜16時
３．超教派祈り会
毎月第1木曜日 14時〜16時（予約制）
４．祈りの部屋
毎月第3木曜日 10時30分〜11時30分（出入自由）
14時〜17時（出入自由）
５．リリースアワー 毎月第2木曜日 14時〜17時（予約制）
特記事項
１．礼拝は祝祭日はお休みです。
２．貸室は年末・年始・祝祭日はお休みですが、別途相談に応じます。
３．夕の祈り会の時間は曜日により異なります。お問合せください。

9月TPCお昼の礼拝メッセンジャー（敬称略）
お昼の礼拝は12時15分から12時45分、お時間のある方は、13時30分まで御歓談をお楽しみください。
１日（土） 朝比奈 二三代

１７日（月）

スタッフ祈り会

２日（日） 絹田 至

東京オリーブ教会 牧師

１８日（火） 林 賛美

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 伝道師

３日（月） 工藤 公敏

キリスト兄弟団 足立六町チャペル 牧師

１９日（水） 錦織 博義

日本ホーリネス教団 隠退牧師

４日（火） 芹澤 延明

龍ケ崎ハウスチャーチ 牧師

２０日（木） 澤村 信蔵

キリスト兄弟団 成増教会 主任牧師

５日（水） 石坂 潤

日本福音教会 東京グレイス プレイズチャーチ 牧師

２１日（金） 水口 功

東京フリー・メソジスト教団 代表、桜ヶ丘キリスト教会 牧師

６日（木） 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

２２日（土） ルガール所

となりびと 主宰

７日（金） 大間 哲

JOMA（海外宣教連絡協力会） 事務局 主事

２３日（日） 川島 直洋

東京プレヤーセンター 副事務局長

８日（土） 三留 謙一

恵泉キリスト教会・会津チャペル 牧師

２４日（月）

スタッフ祈り会

９日（日） 山田 真規子

(2)

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

TPC女性メッセンジャーの会 会員

２５日（火） 吉野 輝雄

国際基督教大学 名誉教授

１０日（月） 村上 宣道

お茶の水クリスチャンセンター 理事長

２６日（水） 上野 九五

東京プレヤーセンター 副理事、渉外リーダー

１１日（火） 市川 武功

日本基督教団 東京聖書学校吉川教会 会員

２７日（木） 谷口 昇人

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 副牧師

１２日（水） 正村 和也

JTJ宣教神学校 学生

２８日（金） 知念 聖

日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 中央聖書教会 伝道師

１３日（木） 高清水 千秋

東京オリーブ教会 伝道師

２９日（土） 植村 公美子

お茶の水クリスチャンセンター 職員

１４日（金） 杉本 和生

日本基督教団 横浜岡村教会 牧師

３０日（日） 和氣 敏治

東京プレヤーセンター 代表／チャプレン

１５日（土） ゴスペル亭パウロ

アマチュア福音落語家

１６日（日） 平石 太朗

エシュルンキリスト教会 牧師
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※予定は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
礼拝 12:15〜12:45 歓談タイム 12:45〜13:30
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「キリストの香り
（ユーオーディア）
を音楽にのせて届けよう
！」
私たちの願いは、日本、そして世界中にキリストの香り
（ユーオーディア）が満ち溢れること！
ユーオーディアは日本のクリスチャン音楽家（クラシック）たちによる、賛美と音楽伝道と
賛美奉仕者育成のミニストリーです。
1988年にユーオーディア・アンサンブルが結成されて今年30周年、6名から歩み始めた
ユーオーディアは現在約400名のメンバーになりました。
1990年ユーオーディア管弦楽団・合唱団結成。
2004年ユーオーディア・アカデミー設立。
2005年バンコクにユーオーディア世界音楽センター設立。
2009年一般社団法人ユーオーディア設立。
【チャペルコンサート】音楽は伝道の大きなチャンスを
作ります。ユーオーディアでは、音楽はもちろんのこと、
主の恵みを証する訓練を受けた奉仕者を全国の教会に
派遣します。
【ユーオーディア・アカデミー】音楽伝道者や教会
音楽奉仕者の育成、また賛美の向上を願う方々のため
の音楽の学び舎です。
クリスチャンホームの子どもたちの音楽教育にも力を注い
でいます。音楽の専門の学びだけではなく賛美につい
て学びます。
無理のないカリキュラムで遠隔地からの学びも可。2004
年設立以来、多くの賛美奉仕者を輩出しています。

ユーオーディア管弦楽団・合唱団

柳瀬 洋代表

賛美グループ

お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人ユーオーディア 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-19-15-B1
TEL 03-6657-5011 Mail:euodia@crux.ocn.ne.jp URL http://euodia.j

『2018Autumn 光のコンサートVol.2 天地創造』
朗読・歌・ピアノによる、旧約聖書1〜3章をその内容とす
る
『天地創造』の世界へと皆様をご案内致します。
「原罪と希望」を中心テーマに据え、私達が改めて自分自
身の存在の意味・あり方や、神様が造られた素晴らしい世
界に再び目を上げる機会になればと願っております。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

★公演日程★
2018年9月24日：15:00開場/15:30開演
9月28日：18:30開場/19:00開演
10月8日：12:30開場/13:00開演 15:00開場/15:30開演
★キャスト★
Vocal；西村あきこ 脚本・Piano；瓜生恭子 Narration；執印徳枝
★お問い合わせ＆チケット受付★ hikarinoconcert@gmail.com
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聖書から神様の声を聴き、互いに励ましあう集まり

聖書を日々の生活の糧に

ハウスチャーチぶどうの木

「心の糧の会」

「いつでも」
・
・
・曜日、
時間にこだわらず、
「どこでも」
・
・
・喫茶店や家で、
イエス様を礼拝する。

聖書を、日々の糧として学びたい方はご連絡ください。
ともに学びましょう。

わたしはぶどうの木で、
あなたがたは枝です。
人がわたしにとどまり、
わたしもその人の中にとどまっているなら、
そういう人は多くの実を結びます。
（ヨハネ15章5節）

東京プレヤーセンター顧問
岩渕 勲（連絡先：090-4391-5624）

朝比奈二三代

土地・建物の売買から、
賃貸マンション運営・管理まで

会

長

杣

税理士法人

浩二

サンビルダーグループ

㈱ソマー
㈱サンメンテ
㈲サンアド
㈱S.マネージメント 黄能真珠㈱
㈲阪神クリエート
㈱K･マネージメント ㈱R･マネージメント ㈱M･マネージメント
〒651-0068 神戸市中央区旗塚通6丁目2番2号 サンビルダー55ビル
TEL : (078)231-5550 FAX : (078)231-1200
E-mail : sun@sunbuilder.jp

Tel：０８０
（５５０５）
４９３６
E-mail：shepherd611@hotmail.co.jp

グローリア

足達会計事務所

髙橋会計事務所

所長税理士
足達裕昭
（千葉県税理士会千葉東支部）
〒260-0021
千葉市中央区新宿２-８-２
千葉クリスチャンセンタービル３Ｆ
ＴＥＬ 043-243-8001
ＦＡＸ 043-243-8012

所長税理士
髙橋英彰
（千葉県税理士会千葉南支部）
〒267-0066
千葉市緑区あすみが丘1-27-2
藤屋第２ビル３F
ＴＥＬ 043-294-5138
ＦＡＸ 043-294-8770

ふじとち 〜創業1921年〜
宅地建物取引業免許＝東京都知事（15）2012号
一級建築士事務所登録＝東京都知事第29901号
建設業許可＝東京都知事（特19）第79364号

不動産全般／設計・施工／教会建築／リフォーム／耐震

都営地下鉄三田線志村三丁目駅
または蓮根駅下車徒歩7分

32年間（現在261回）★恵みにより継続中！

9月19日（水）1：30pm〜3：30pm

看護師・看護補助 常時募集中！

03-3968-2621㈹

電話

〒174-0043
東京都板橋区坂下1丁目40番2号

集会
「わたしが道であり、 『聖書と人生』
真理であり、いのち
2018年
なのです。（
」キリスト）
ヨハネ14：6

2．
TPCの昼の礼拝、朝・夕の祈り会に多くの方が参加できますように
３．
ＴＰＣの経済が豊かに祝されますように

Tokyo Prayer Center

東京プレヤーセンター

事務局：川島直洋、高清水千秋、朝比奈マリナ

✆ 042-324-2201㈹

「さあ、
みんなで劇をやろう」
【収録作品】 マルタとマリヤ、父の愛（放蕩息子）
、
みんなで
ヨセフ物語など12編（1編 約20分）
参加できる
楽しい脚本集

東京プレヤーセンター 代表

和氣敏治著

並製本 B5判 212頁
特価1,200円（税・郵送料込）

尊いサポート献金
を感謝します

１．
日本中のクリスチャンが聖霊に満たされ伝道に励めますように

入場
無料

教会を元気にするために

代表／チャプレン 和氣敏治

お祈りいただければ感謝です

九五先生（東京プレヤーセンター副理事）

会場：冨士ビル3階ホール JR国分寺駅 徒歩2分

東京都国分寺市南町2丁目16-13
http://www.fuji-t.co.jp

「全き愛」

クリスチャンの完全とは愛においてです。完全な愛は、人に対
しても世に対しても恐れのない心を与えてくれます。心の中に自
分の欲がある時、私たちは人を恐れ、世を恐れます。しかし、
「聖霊の満たし」
、
「きよめ」により神の愛が心を占領するなら、
神以外の何者も恐れない大胆さが与えられます。

【講師】上野

年間通じて
上演できる
コンテンツ

日本宣教演劇学校
本書を
ＪＴＪ宣 教 神 学 校
推薦
します。 ＪＴＪ宣 教 神 学 校

校 長
Ｓ・Ｈ
Ｓ・Ａ

西田
正
岸
義鉱
中野雄一郎

著者への注文 TEL：070-5572-8868（和氣） Mail：toshi.wake@gmail.com

TPCは皆様の献金を中心に運営されています。
是非ご協力の程を宜しくお願い致します。

●ゆうちょ銀行口座からの振り込み
口 座 名：トウキョウプレヤーセンター
記
号：10300
番
号：52709741
●ゆうちょ銀行口座以外からの振り込み
口 座 名：トウキョウプレヤーセンター
店
名：〇三八（読み ゼロサンハチ）
店
預金種目：普通預金
口座番号：5270974

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1
お茶の水クリスチャンセンター ４Ｆ ４０４号室
ＪＲ中央線・総武線、丸の内線：御茶ノ水駅から２〜３分
千代田線：新御茶ノ水駅から４〜５分

お問い
合わせ

番：038

ＴＥＬ & ＦＡＸ：０３-5577-6365
E-MAIL : info@tpc365.com
ＵＲＬ
：http://tpc365.com
Facebook: http://www.facebook.com/tpc365

東京プレヤーセンターは超教派による宣教団体で、エホバの証人、モルモン教、統一教会とは関係がありません
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