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（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

ＴＰＣは「日本と世界のリバイバル」
を目指します

れ、いじめや虐待が人を殺しています。まさに「人
はパンだけで生きるものではない。神の口から出
る一つ一つの言葉で生きる」ことを、99％が知ら
ずにいる国なのです。
　自己満足や人の評価によってではなく、神に造
られ御子に贖われたことに自分の価値を見出し、
聖霊に導かれて成長しつつ、他者に対しても神様
が愛しておられる隣人として尊重し大事にし合う
社会。そのような社会の実現に向け、さらには他
国を愛する国になるように、世界平和のために教
会は伝道しなければなりません。
　私たちの支援教会は、ほとんどがアメリカの農
村地帯の教会です。見も知らぬ日本人の救いのた
めに、人口250人の村の教会などが祈ってくださ
っていることに、同じ日本人として胸が熱くなり
ます。しかしそのアメリカのクリスチャンたちも
また、宣教師を通して世界宣教に参与し、主の大
命令に従う喜びに溢れるのです。私たちは御言葉
を伝えることで、共に福音にあずかります。伝道
の困難の時も、祈り合う仲間がいることを思い出
しましょう。

　私は生粋の日本人ですが、留学先のアメリカで
神学生だった夫と出会い、自分も思いがけず牧師
という道を示されて、宣教師となって家族で日本
に戻って来ました。「だから、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。（マタイに
よる福音書28：19）」これは主イエスが昇天に際
して弟子たちに与えた大宣教命令です。この命に
従って、アメリカの諸教会が祈りをもって献金を
募り、私たちを日本に派遣して今年で24年になり
ます。
　しかし今さら日本に宣教師が必要？と首を傾げ
られることは少なくありません。日本は世界有数
の経済大国、医療も整い、教育も行き届いている。
宣教師と言えば普通は、それらの欠けている土地
に赴いて主の業をするのではないかと。けれども、
日本はむしろ純粋な＜御言葉のミッションフィー
ルド＞です。なぜなら日本はクリスチャン人口が
全体の１％と、アジアの中でさえ少数です。そし
て一見豊かさを誇る国でありながら、決して人々
は満たされていない。競争社会のストレスに苛ま

「宣教の夢は大きく」

キスト岡崎さゆ里
アメリカ改革派教会（RCA）
宣教師
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１６日 ※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

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
特記事項  （参加費　千円／回）
　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。

No.91  July  2019
ニューズレター

 (2)

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日
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２６日
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２９日

３０日

３１日

村上 宣道 お茶の水クリスチャンセンター 理事長

加藤 以幸 ニューホープ東京 副牧師

上野 九五 東京プレヤーセンター 理事、渉外リーダー

坂本 牧裕 ジャパニーズゴスペルチャーチ 主任牧師

奥田 英男 よろこび研究会 代表

高清水 千秋 東京オリーブ教会 副牧師

朝比奈 二三代 ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

千田 次郎 恵泉キリスト教会 バルナバ牧師

小鹿野 輝芳 坂戸キリスト教会 勧士

浜田 進 日本同盟基督教団 北秋津キリスト教会 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

石井 由紀 逗子キリスト教会 牧師

水谷 潔 JECA春日井聖書教会 協力牧師

山田 真規子 TPC女性メッセンジャーの会 会員

 個人礼拝

福井 美由記 日本アッセンブリーズ オブ ゴッド教団 高槻キリスト教会 牧師

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）
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（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）
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（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

村瀬 彰 日本長老教会 横浜山手キリスト教会 長老

東方 敬信 青山学院大学 名誉教授、総合研究所 研究員

池田 恵賜 日本福音キリスト教会連合 本郷台キリスト教会 主任牧師

所 美保 となりびとキリスト教会 牧師

平石 太朗 エシュルンキリスト教会 牧師

武藤 和夫 十字架福音キリスト教会 牧師

渡辺 章 聖泉チャペル 牧師

三浦 康宏 単立 New Song Church牧師（JTJ宣教神学校在学中）

岡 照芳 東京福音センター 牧師

万代 栄嗣 キリスト教会 福音センター 主任牧師

川島 直洋 東京プレヤーセンター 副事務局長

和氣 敏治 東京プレヤーセンター 代表／チャプレン

岩渕 勲 日本国際ギデオン協会 理事、東京プレヤーセンター 顧問

正村 和也 聖書めぐみキリスト教会 牧師

高原 幸男 日本ミッションセンターチャペル 牧師

「東京プレヤーセンター」の風景

7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。

OPENTPCのスケジュール 10時～21時

貸　室
昼の礼拝 12時15分～12時45分 （歓談タイム　12時45分～13時30分）

夕の祈り会 17時～19時の間の1時間

10時～12時

貸　室 10時～21時

貸　室 14時～17時

貸　室 19時～21時

蔦田 就子先生（イ
ムマヌエル綜合伝道

団 医療宣教師）

4月9日(火)「ロバの
顎骨で」士師記15

:14～17
エステル あきこ先生（日本基督教団 板橋泉教会 協力伝道師）
4月27日(土)「見ないで信じるものは幸いである」ヨハネ20:24～29

森 直樹先生（クリス
チャン・ライフ成長研

究会 主事、チャペル
牧師）

4月1日(月)「キュア
とケア」ヨハネ11:

38～44

塚本 良樹先生（キリスト者学生会 関東地区 主事）4月10日(水)「どうしても必要なこと」ルカ10:38～42
玉井 千尋さん（特定非

営利活動法人ホサナ精神障がい者グ
ループホーム ホサナホーム 施設長

 兼 事務局長）

4月22日(月)「存在
しているの、見えて

ますか？」Ⅱコリント 
12:9

キスト岡崎 さゆ里先生（日本基督教団 協力宣教師、久が原教会 担任教師）
4月15日(月)「祈りましょう」マルコ14:32～42

アルファチャペル

オメガチャペル

メッセージの奉仕をして頂ける方はご連絡ください
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地域支援ネット架け橋 代表　中澤竜生

　地域支援ネット「架け橋」は、2011年3月11日に発生した東日本大
震災の後、宮城県南三陸町で継続的に救援活動をしてきました。
　「架け橋」は、様々なボランティアグループの「支援現場における受
け皿」として、ボランティアに対しては被災者を代表する窓口として、
被災者に対してはボランティアを代表する窓口として、扇の要のような
役割を果たしてきました。
　震災直後は、被災地の外から物資を運び込み、困窮なさっていた
方々のニーズを満たすことが主な仕事でした。
　そして、被災地の方々が元気を取り戻してこられるに従い、外から
の救援の役割は次第に小さくなってきました。
　しかし、復興は終わっていません。経済不安、家族不和、独居な
ど震災が原因の新しい問題も発生しています。
　「架け橋」は、これからも援助を必要としている地域の人たちが、自分
たちの力で地元を再建・復興し、発展させていくための後押しをします。
　現在の主な活動は次のとおりです。
１. 被災した方々に寄り添い、相談相手となり、就労のお手伝いをしたり、
行政への手続きをお助けしています。

２. 地元のリーダーの方々が取り組んでおられる産業の再興や誘致を側
面から支援しています。

３. 行政諸機関と信頼関係を築きながら、町役場が掲げる教育・福祉・
医療・住宅政策、少子高齢化社会への取り組み、産業の復興と誘致
に協力していきます。

４. 南三陸の良さが再発見され、生かされ、花開くように地元の人々を支
え続けます。

５. 南三陸町が復興のモデル地区となることを住民と一緒に目指します。
６. 自治会や支援員と相談しつつ、現地において茶話会や訪問などの活
動を続けています。

　これらの活動のために、是非、お祈りをお願いします。また、導か
れましたら経済的支援も宜しくお願いします。

Yoko Yagi 八木容子  「神の息吹」リリース記念コンサート
２０１９年８月１０日（土）　開演１４：００（開場１３：３０）
会場　OCC８階チャペル
特別ゲスト　有賀喜一師

参加ミュージシャン
Arr&Per&Sax  倉富 義隆
Gt  廻大輔

Ba 目純一郎
Pf 清水 永之
Cho 河田美賀子 無料（自由献金あり）

偶像を拝み、恋の歌を歌っていたメジャー時代。
試練の中イエス様に出会い、罪赦され、新しい命を与えられ、人生が、
歌が、神様への賛美へと変えられました。
病を乗り越えて、３枚目のミニアルバムリリース。　
勧められてもなかなか決断できなかったコンサート@OCC8階チャペル。
みことばを握ってチャレンジします！主を賛美します！是非お越し下さい！

見たことあるのか⁈
み

み

さいわ

しん もの

七十七銀行 宮城町支店
口座番号：普 5497795　
名義：キリスト聖協団西仙台教会かけはし 
　　　会計 中澤佳子

ゆうちょ銀行
口座名義：地域支援ネット架け橋（チイキシエンネットカケハシ）
口座記号番号：０２２９０－３－１４１０３１
店名：二二九（ニニキュウ）店 （２２９）
当座：0141031

献金先

仙台市、石巻市、南三陸町、登米市、気仙
沼市から仙台市に移住した復興住宅地のコ
ミュニティ支援の一環となる町内祭りの打合せ

南三陸町旭ヶ丘行政区集会所で区長さんと団欒

南三陸町 集会所にて追悼会前コンサート

2020年に向けて宮城三陸3.11東日本大震災追悼
会準備員会の様子。東松島市、石巻市、登米市、
南三陸町、気仙沼市のクリスチャンネットワーク

連絡先　〒989-3127 宮城県仙台市青葉区愛子東3丁目14-22
　　　　Mail：kakehashi.net@gmail.com
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Tokyo Prayer Center 〒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　

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

お問い
合わせ

事務局 ： 川島直洋、高清水千秋、朝比奈マリナ

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

〒174-0043
東京都板橋区坂下1丁目40番2号
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

看護師・看護補助 常時募集中！

電
話03-3968-2621㈹

ふじとち　～創業1921年～

不動産全般／設計・施工／教会建築／リフォーム／耐震

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

会場：冨士ビル3階ホール　JR国分寺駅 徒歩2分
（東京プレヤーセンター顧問）

『聖書と人生』集会
2019年 7月17日（水）1：30pm～3：30pm
【講師】佐々木秀一さん

32年間（現在265回）★恵みにより継続中！32年間（現在265回）★恵みにより継続中！

ヨハネ14：6

入場
無料

042-324-2201✆
東京都国分寺市南町2丁目16-13
http://www.fuji-t.co.jp ㈹

「わたしが道であり、
真理であり、いのち
なのです。」（キリスト）

CONSULTING

ライフプランナー

株式会社BBEコンサルティング
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-13-10 エルハイム新宿707号

TEL 03-6674-2636  FAX 03-6685-9263  Mobile 090-8011-1000
Email prio_cocoa1000@yahoo.co.jp  URL https://bbe.tokyo

Hiroki Shimoda
下 田  大気

お祈りいただければ感謝です
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

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

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　番：038
　　預金種目：普通預金　　口座番号：5270974

尊
い
サ
ポ
ー
ト
献
金

を
感
謝
し
ま
す

代表／チャプレン　和氣敏治
この終末の時代、悪魔は必死になって人間の愛の関係を壊
そうとしています。それが神様の永遠の愛を反映しているか
らです。永遠の愛とは、人間が造られた本来の目的であり、
イエス様が示して下さった「自分を与える愛」です。みこと
ばと聖霊様によって悪魔の策略から勝利しましょう。

「悪魔の策略」 「さあ、みんなで劇をやろう」

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）

【収録作品】　マルタとマリヤ、父の愛（放蕩息子）、
　　　　　　ヨセフ物語など12編（1編 約20分）

日本宣教演劇学校 校　長 西田　　正
ＪＴＪ宣教神学校 Ｓ・Ｈ 岸　　義鉱
ＪＴＪ宣教神学校 Ｓ・Ａ 中野雄一郎

本書を
推薦
 します。

みんなで
参加できる
楽しい脚本集

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

教会を元気にするために

読み合わせ
にも最適です。
読み合わせ
にも最適です。

“聖書を日々の生活の糧に”

「心の糧の会」
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）

会　長　 杣 　浩二

㈱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

サンビルダーグループ
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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

「となりびとキリスト教会」


