神 に 祈 り 、日 本 を 救 い 、日 本 を 変 え る
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３６５日祈り会
３６５日礼拝
すべての人を歓迎します！

「いのちあふれる春をめざして
極寒を乗り越えよう」

聖ドミニコ宣教修道女会
東京修道院長
シスター

渡部和子

凍えるような冬の朝、東京カテドラル、聖マリ
ア大聖堂での礼拝の帰りに日本女子大学方面に
向かって目白通りを歩いて行った。威風堂々とし
たイチョウの大木が立ち並んでいる。紅葉の時期
には、まるで黄金の森のようにきらきらと輝く見
事な風景にしばしば心を奪われたことを思い出
す。ひゅーひゅーと木枯らしの吹きすさぶなか、
枝はしっかりと刈り込まれ、さっぱりとした様相
で極寒に立ち向かう勇敢な姿に圧倒された。一枚
の残り葉も見つからない。そして他の季節のよう
な生き生きとしたいのちの息吹を感じない…が…
死んだのではないことをわたしたちは知ってい
る。来るべき躍動感に満ちた命へのよみがえりの
大切な備えの時である。
「神はお造りになったすべてのものをご覧になっ
た。見よ。それは極めて良かった。
」
（創世記1：31）
天地創造の神が、今も被造物の一つ一つに｛極
めて良い｝とほほ笑んでおられるのだと感動を覚
えた。
私たちキリスト者は、間もなくイエス・キリス
トのご受難とご死去を記念する四旬節（大斎節）
を迎える。この聖節は、まさに極寒のあの樹木の

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）

ように、イエス・キリストのゲツセマネの園から
ゴルゴタへの極限の受難の道行に同伴する時で
ある。
それは、私たち一人ひとりの人生の縮図でもあ
ろう。人生の数知れない苦難に直面する時、私た
ちのゴルゴタへの歩みに同伴してくださるのは、
ほかならぬキリストご自身である。
「疲れた者、重
荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。
休ませてあげよう。…わたしの軛は負いやすく、
わたしの荷は軽いからである。
」
（マタイ11：28−
30）
キリストの教会は、受難の聖節に続いてキリス
トの栄光の復活を歓喜する。私たちはいのちに満
ちたキリストの復活にあやかり、新しい人となっ
て、復活の喜びを人々に告げ知らせ続けるのであ
る。キリストの良きおとずれが地の果てまで届く
ために。
「あなたがたは行って、すべての民をわたしの
弟子にしなさい。彼らに聖父と聖子と聖霊の名に
よって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたこ
とをすべて守るように教えなさい。…」
（マタイ
28：19−20）
この歓喜の復活祭ごろには、あの目白通りのイチ
ョウ並木も、いのちに満ちた若葉が一斉に萌え出
て美しく装い、創造主を讃えていることであろう。

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。

3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（金） 武藤 和夫

十字架福音キリスト教会 牧師

１７日（日） 平石 太朗

エシュルンキリスト教会 牧師

２日（土） 高清水 千秋
３日（日） 朝比奈 二三代

東京オリーブ教会 伝道師

１８日（月） 青柳 聖真

グレースハーバーチャーチ 牧師

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

１９日（火） 姜 幸淑

風と火花の教会 副牧師

４日（月） 成田 顕靖

日本基督教団 高田教会、新井教会 牧師

２０日（水） 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 牧師

５日（火） 芹澤 延明

龍ケ崎ハウスチャーチ 牧師

２１日（木）

スタッフ祈り会

６日（水） 田原 聖二

日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 大和リバイバルチャーチ 副牧師

２２日（金） カイク・加藤

葛飾中央教会 牧師

７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

２３日（土） 松沢 勇志

ホライズンコミュニオンチャペル 牧師

８日（金） 柴田 智悦

日本同盟基督教団 横浜上野町教会 牧師

２４日（日） 美保＆ルガール 所

となりびと 主宰

９日（土） 所 美保

となりびと 主宰

２５日（月） 栗崎 路

幸町キリスト教会 牧師

TPC女性メッセンジャーの会 会員

２６日（火） 田村 俊彦

新大和バプテスト教会 伝道師

１０日（日） 山田 真規子

(2)

１１日（月） 村上 宣道

お茶の水クリスチャンセンター 理事長

２７日（水） 正村 和也

JTJ宣教神学校 学生

１２日（火） 井上 とも子

日本キリスト教団正教師、チェロ奏者

２８日（木） 和氣 敏治

東京プレヤーセンター 代表／チャプレン

１３日（水） 三好 明久

池の上キリスト教会 OCC市川チャペル ニュー・クリエイション・チャーチ 主任牧師

２９日（金） 小針 勇吾

Kobari Ministry 牧師

１４日（木） 飯村 雅幸

聖教会 インターハートチャペル 牧師

３０日（土） 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

１５日（金） 永井 信義

東北中央教会 牧師

３１日（日） 川島 直洋

東京プレヤーセンター 副事務局長

１６日（土） 植村 公美子

お茶の水クリスチャンセンター 職員
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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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グレイス・ハウス（クリスチャンシェアハウス・ゲストハウス ミニストリー）

代表

No.87

石橋 憲

グレイスハウスは前代表石原和恵が10年以上前、上海での駐在中にはじめた家
庭集会にルーツがあります。そこで
「人々が共に集い共に食し神の家族とされていく、
そんな場所が日本にも必要だ」という使命が石原に与えられました。2011年、石原
が家を購入し宿泊や集会のために国内外の宣教団体に開放したところから現在の
グレイスハウスはスタートしました。祈りつつ手探りの歩みでしたが2014年、男性シェ
アハウス兼ゲストハウスが始動すると大きく働きが広がりました。その後は名古屋で
更に男性用シェアハウス1件とゲストハウス２件が与えられ、名古屋だけで年間40団
体、200名以上が利用するようになりました。現在は３名のメインスタッフと２名のサ
ポートスタッフで運営しております。また、首都圏では４件のパートナーハウスと２件
の賃貸ハウスでクリスチャンオーナーの皆様や教会、牧師先生と協力して働きを進
め、全国のクリスチャンシェアハウス・ゲストハウスともネットワークを広げています。
今、私たちは名古屋の主要ハウスであるＧＨ上前津（シェアルーム7部屋・ゲス
トルーム５部屋・シェアオフィス３部屋）のような数十人が居住、利用出来る大きな
ハウスを首都圏でも作りたいと祈り求めております。
また、少子高齢化社会がいよいよ加速する日本社会において、
「空き家」や「独
り暮らし」の問題も否応なくキリスト教会にも忍び寄って来ます。空き家やご自宅を
神様のために用いて頂きたい、というクリスチャン個人や教会からの思いに応えハウ
スミニストリーを広げつつ、今後は高齢者をはじめ様々な年齢層の方にも喜んでい
ただけるようなハウスを提供出来たらと願っています。

名古屋本部オフィス 〒460-0012 名古屋市中区千代田2-1-8 TEL：052-265-5533
東京オフィス
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1 OCC615 TEL：03-6811-0851
E-mail：info@grace-house.com https://grace-house.com/

TORCH宣教大会
「TORCH」のビジョンは、3つのリレーです。
1. 世代間での信仰による使命と喜びの共有
2. 教団・教派を超えた、教会と教会の連携
3. 超教派大会の連動
あらゆる壁が壊され、すべてのクリスチャンがともにささげる
「心からの礼拝」、それがTORCH宣教大会です。
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土地・建物の売買から、
賃貸マンション運営・管理まで

聖書を日々の生活の糧に

「心の糧の会」

会

杣

長

浩二

サンビルダーグループ

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。
東京プレヤーセンター顧問
岩渕 勲（連絡先：090-4391-5624）

㈱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

腹話術とマジックで心を開き福音の種を蒔きます!!

税理士法人

グローリア

ゆきこ

カイク・加藤 ＆ 加藤幸子
〒125-0052 東京都葛飾区柴又１- 30 -７

TEL : 03-5699-8583
e-mail：gospeltalantkikaku@hotmail.co.jp

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263回）★恵みにより継続中！

3月20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

聖霊様は、私たちの言葉、態度、習慣、人間関係、趣味な
どどんな事でもすべてを導こうとされています。その小さ
な声に聞き従うためには、人格を持たれる聖霊様と常に親
密な関係を持たなくてはなりません。それを通して聖霊様
は、私たちをイエス様に似た者へと変えて下さいます。

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㈹

（ヨハネ12：24）
お問合せ

東京プレヤーセンター

井戸端
ミニストリー

尊いサポート献金
を感謝します

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

入場
無料

「まことに、
まことに、
あなたがたに告げます。
一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、
それは一つのままです。
しかし、
もし死ねば、
豊かな実を結びます。
」

代表／チャプレン 和氣敏治

１．
日本中のクリスチャンが聖霊様に満たされ伝道に励めますように

健治先生（日本バプテスト連盟 福岡国際キリスト教会 主任牧師）

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

「聖霊様に聞き従おう」

お祈りいただければ感謝です

【講師】篠原

TEL＆FAX：03-5577-6365
E-Mail：info@tpc365.com

麦の会

主宰

田中 勇二

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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