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すべての人を歓迎します！

「天使、
権威、
勢力は、
キリストの支配に
服しているのです」
（ペトロ一3:22）

たり、突然移住できなくなったり、ほんろうされ
ています。移住者は今や２億４千万人以上。世界
人口の30人に１人です。このぶつかりあい、せめ
ぎあいは、日本の国会でも昨年末に起きたばかり
でしたね。急激な少子高齢化が進んで社会が維
持できなくなるのを回避するため、移住者に国境
をこれまでよりも開く決断がされました。
この状況の中で、わたしたちは祈らされます。
クリスチャンの移住者が移住先で福音を伝え、そ
こに教会が出現するように。困難や差別にあえぐ
移住者は、聖書に出て来る「寄留の他国人」であ

救世軍本営 伝道事業部長

山谷 真

ることをおぼえて、愛の手を差し伸べることがで
きるように。福音が国境や制約を越えて全世界に
証しされるように。移住者と共に入って来る異端

あけましておめでとうございます。2019年はい

の教えがあれば、クリスチャンが祈りによって見

ったい、どんな年になるのでしょうか？ 世界は

分け、正しく対処できるように。何よりも、諸国

次に何が起きるか予測がつかない状況です。しか

の天使のぶつかりあいが、御座にいますイエス・

し、政治経済学者ウォーラーステインが『世界シ

キリストの王的統治のもとにあることを、第一世

ステム論』で「予言」したとおり、ヘーゲモニー（覇

紀の使徒たちが信じたように（コロサイ1:16、ペ

権国家）の場所は、本当に米国から中国へ移りつ

トロ一3:22）
、わたしたちも同じ確信に立ち、福音

つあるようです。このタイミングで、かつてのヘ

の前進の機会として把握できるように！

ーゲモニーだった英国がEU離脱を決めたのはア
イロニーですね。
世界は今、関税の撤廃か維持か、人の自由な移
動を認めるか認めないか、製造業を国内で堅持す
るか海外に移すかで、激しいせめぎあいが起きて
います。これは、領域主権国家どうしのぶつかり
あい、聖書的に言ったら、主権の天使（ペルシャ
の天使、ギリシャの天使など諸国の天使）のぶつ
かりあいと見ることが出来ます。
このぶつかりあいの中で、大量の人が移住でき

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）
（傾聴の時）
６．教会奏楽者のためのコード弾き入門教室 毎月第4木曜日 10時〜11時30分、14時〜15時30分
（参加費 千円／回）
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。

1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、その後、13時30分まで御歓談をお楽しみください。 メッセージの奉仕をして頂ける方はご連絡ください
１日（火）

スタッフ祈り会

２日（水）

スタッフ祈り会

１８日（金） 横坂 剛比古

宗教専門行政書士

３日（木）

スタッフ祈り会

１９日（土） 市川 セツ子

セツ子の部屋 主宰

４日（金）

スタッフ祈り会

２０日（日） 平石 太朗

エシュルンキリスト教会 牧師

５日（土） 朝比奈 二三代

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

２１日（月） 山口 紀子

日本基督教団 更生教会 牧師

６日（日） 正村 和也

JTJ宣教神学校 学生

２２日（火） 小林 佳

インマヌエル綜合伝道団 王子キリスト教会 牧師

７日（月） 千代延 大介

サルーキー＝ ボーカル

２３日（水） 小川 美和

日本リバイバル同盟 清瀬キングダムチャーチ 伝道師

８日（火） 坂本 秀雄

ゴスペルハウス 伝道師

２４日（木） 谷口 海英

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

９日（水） 根田 祥一

(2)

１７日（木） 小針 勇吾

Kobari Ministry 牧師

いのちのことば社 出版部 編集長

２５日（金） 鈴木 竜実

めぐみイエス・キリスト教会 牧師

１０日（木） 浅見 雅広

日本ホーリネス教団 川越のぞみ教会 会員

２６日（土） 工藤 正太

丸子キリスト聖書集会 牧師

１１日（金） 田所 陽子

日本基督教団 富士見丘教会 信徒

２７日（日） 美保＆ルガール 所

となりびと 主宰

１２日（土） 高清水 千秋

東京オリーブ教会 伝道師

２８日（月） 重見 通典

日本福音宣教会 ひばりが丘グレイス教会 牧師

１３日（日） 山田 真規子

TPC女性メッセンジャーの会 会員

２９日（火） 小山田 格

国際福音センター 牧師

１４日（月）

スタッフ祈り会

３０日（水） 山本 悦子

下妻シャローム・キリスト教会 牧師

１５日（火） 小堀 昇

日本キリスト改革派 花小金井教会 牧師

３１日（木） 武藤 信夫

聖書めぐみキリスト教会 牧師

１６日（水） 村瀬 彰

日本長老教会 横浜山手キリスト教会 長老
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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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ユース・ウイズ・ア・ミッション（ＹＷＡＭ）JAPAN（世界青年宣教会）
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吉田和彦

1960年に超教派宣教団体として始められました。当初は短期宣教チー
ムを通しての宣教が中心でしたが、宣教チームの整えのために訓練学校を
行うようになりました。この訓練学校は現在ではDTS（弟子訓練学校）で
知られ、世界中の多くの場所で開校されています。スタッフは実に様々な
教団教派から導かれています。そのスタッフたちが一致をもって活動を行う
上で、DTSは私たちに大切なDNAを与える不可欠な訓練だと言えます。
宣教を目的とした大学、University of the Nationsをハワイ、韓国、ス
イスなどに置き、様々な分野の専門的な訓練コースを通してキリスト者を整
える働きを行っています。それは人々を救済し、福音を述べ伝え、キリスト
のものとするためです。
スタッフは例外なくセルフサポートによって活動するという方針を持ってお
り、世界中で約2万人以上のフルタイムスタッフが活動し、非常に多くの短
期宣教チームを送り出しています。
日本での働きが定着したのは1975年から。世界青年宣教会として大阪
から始まり、横浜、千葉、東京、沖縄などでDTSを行いながら宣教の働
きを行ってきました。現在では仙台、東京、長野、大阪、兵庫、鹿児島、
沖縄にベースと呼ばれる活動拠点を置いています。今後、更に多くの場
所にベースを設けていくために準備を進めています。
日本では、既存の教会を支援することに加え、教会開拓、信徒訓練、
伝道の働きを行っています。
私たちは地方教会との協力関係を強くする事で、より主の御心を表せる
と信じています。宣教団体という特性を活かし、日本の教会の一致、建て
上げ、福音宣教のためにお役に立てることが私たちの祈りです。

YWAM日本 ナショナルオフィス
TEL/FAX：03-5603-1775

〒111-0021 東京都台東区日本堤1-19-6
Eメール ：ywamjn@gmail.com
https://www.ywamjapan.org

ミニストリー「さろん塩」
人生を考える集い

あなたの人生の目的は何ですか？
あなたは何が好きで、どんなことをやりたくて、どんな人間になりたいですか？
自分の人生は成功だった、最高に幸せだったといえるような人生を送るための
読書会です。
テキストを通し自分自身に問いかけるところから、変化が始まると思います。
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︑
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聖書にでてくる

動物で考えてみよう！
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まずはやっぱり

羊ーっ
‼

テキスト：「人生の目的を探る旅」
（リック・ウォレン著）
定価750円（キリスト教書店、アマゾンで購入できます）
日時：毎月第4木曜日 18時30分から20時
場所：御茶ノ水クリスチャンセンター4階
東京プレヤーセンター（４０３号室）
参加費：1回につき500円
世話人：岩渕勲（前ギデオン協会会長）
小坂圭吾（パーパス・
ドリブン・ジャパン／ロゴス出版社代表）
和氣敏治（東京プレヤーセンター代表／チャプレン）

Sheep!

作：大谷ルツ
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神様の愛をお伝えします。
気軽にお声をかけて下さい。

「あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい」
（マタイ28：19）

入学生募集

リリースアワー（傾聴の時）をスタートしました。
皆様の悩みをご相談ください。
毎月第2木曜日

TPC顧問

14時〜17時（予約制）

佐々木 秀一 「シモンの家」主宰

〒030-0845 青森市緑１丁目18-8
E-mail：hi@sasakidk.co.jp
Mobile：080-1844-2774 TEL：017-723-9039

平

山

歯

科の

ン『歯科医
療と
ビジョ

福

音

院長

』

平山

クリスチャンの方と結婚したい

健

主に祝福された

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-11
木村ビル2F

クリスチャンホームを造りたい
そのような願いを起こされている方

☎03-3233-1108

せいいっぱい応援致します！

（予約制）

まずはメールでご連絡下さい。

詳しい内容はホームページをご覧ください。

http://www.hirayama-dental.com/

■お申込・お問合せは下記まで

クリスチャンの結婚を支援する
『セツ子の部屋』主催

市川セツ子（上野の森キリスト教会員、JTJ宣教神学校卒）

PC-Mail：god-setuko@ktj.biglobe.ne.jp
携帯Mail：god-setuko@ezweb.ne.jp

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262回）★恵みにより継続中！

1月16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
2019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

敏治先生（東京プレヤーセンター代表／チャプレン）

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

「愛だけを」
自分に執着し自分の願望にとらわれている限り、真の自由と
平安は得られません。私たちに自由と平安が与えられるの
は、
「神様に向かう愛」と、
「他者に注ぐ愛」に生きる時だけ
です。新しい一年、聖霊様に助けられ、発する言葉と、行
いで愛だけを追い求めましょう。

【講師】和氣

読み合わせ
にも最適です。

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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