
(アイウエオ順：敬称略)

会田 武 狭山キリストの教会 牧師

青木 靖 登戸エクレシアキリスト教会 副牧師

青柳 聖真 グレースハーバーチャーチ 牧師

青山 英保 東明国際キリスト教会 教会員

朝位 真士 日本キリスト教団 桜ヶ丘教会 牧師、教誨師・篤志面接委員

朝岡 勝 日本同盟基督教団 徳丸町キリスト教会 牧師

朝澤 義人 救世軍本営 青少年部長

朝比奈 二三代 ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

浅見 雅広 川越のぞみ教会会員  海外宣教師

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

愛多妥 直喜 フェイス＆ビクトリー国際教会 主任牧師

油木 桃子 キリスト者学生会 事務局長

阿部 頼義 グレース ガーデン チャーチ 牧師、難民医療支援会プレシオン代表

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 顧問

天野 真信 ニューソングチャーチ東京 主任牧師

荒木 徳之 アノイント・ジャパン代表、社会福祉士

新木 光 平山歯科 歯科助手

有賀 喜一 アジアンアクセスジャパン 大使、リバイバルミッション 顧問

有田 貞一 古淵キリスト教会 牧師

有田 睦美 新座ニューライフチャペル 協力宣教師

有馬 万千子 横浜光キリスト教会 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 主任牧師

安藤 廣之 在欧日本人宣教会派遣宣教師

李 京奭 日本同盟基督教団 館山教会 牧師

飯田 岳 東京フリーメソジスト教団 南大沢チャペル 牧師

飯塚 治美 ホライズン・コミュニティ・チャペル メンバー

飯村 雅幸 聖教会 インターハートチャペル 牧師

五十嵐 弘志 NPO法人 マザーハウス 理事長

お昼の礼拝 メッセンジャー紹介



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

生武 嗣幸 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 姫路キリスト教会 牧師

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

石井 規之 日本バプテスト連盟 多摩みぎわキリスト教会 牧師

石井 由紀 日本同盟基督教団 横須賀中央教会 会員　

石川 有生 牧師  

石川 洋一 聖協団 相模原キリスト教会  牧師

石川 葉子 日本オープンバイブル教団 墨田聖書教会 伝道師

石川 良男 日本オープンバイブル教団 墨田聖書教会 牧師

石倉 満 OneHope Japan ミニストリーコーディネーター

石坂 潤 JEC 東京グレイス プレイズチャーチ 牧師 

石田 敏則 シオン・キリスト教団　石岡教会主任牧師

石橋 憲 グレイス・センター代表／グレイス・ハウス副代表

石橋 虎之助 昭島めぐみ教会 牧師

石浜 義信 千葉キリスト集会 信徒

石原 牧子 平山歯科 歯科助手

石丸 泰樹 日本キリスト教団 牧師（隠退）

泉 パウロ 純福音立川教会 主任牧師

礒川 道夫 クリスチャン映画を成功させる会 事務局長

市川 セツ子 セツ子の部屋 主宰

市川 武功 単立 亀有教会 会員

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

稲葉 基夫 秦野クリスチャンセンター 牧師

犬塚 契 ふじみキリスト教会 主任牧師

井上 薫 スモールストーン・ミニストリー 牧師

井上 匡朗　 東京フリー・メソジスト教団 昭島教会 伝道師

井上 聡 日本同盟キリスト教団 土浦めぐみ教会 牧師

井上とも子 日本キリスト教団正教師、チェロ奏者

井上昌熙 山梨中央教会 主任牧師

井上 比呂子 スモールストーン・ミニストリー 牧師夫人

入江 新一郎 ジャズピアニスト、作編曲家



入江 真奈 ジャズシンガー、ボイストレーナー

岩井清 平塚福音キリスト教会 顧問牧師

岩佐めぐみ 童話作家

岩田 義広 東京ホライズンチャペル 牧師

岩渕 勲 日本国際ギデオン協会 元全国会長、東京プレヤーセンター 監事

岩本 遠億 キリストの平和教会 牧師

岩本 直美 日本キリスト教海外医療協力会（JOCS）バングラデシュ派遣ワーカー（看護師）

ウィリアム・ウッド サンライズ・クリスチャン・センターみさと吉川教会 協力牧師

植木 象平 グレースハーバーチャーチ　牧会スタッフ

植木 貴浩 日本キャンパス・クルセード・フォー・クライスト スタッフ

植草 榮一 アーク福音ミニストリー 牧師

植竹 繁夫 入間愛の教会 代表役員・牧師

上野 九五 東京プレヤーセンター 理事、渉外責任者

植野 智恵 シオンの群教会 教会主事

上野 有 音楽伝道師

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

宇佐神 実 水戸第一聖書バプテスト教会 牧師

臼井 泰輔 ライトハウス・バプティスト・チャーチ 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  鹿児島いずみ教会 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

江渕 篤史 日本キャンパス・クルセード・フォー・クライスト 代表スタッフ

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 日本フルゴスペル教団　東京船堀キリスト教会 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、お茶の水聖書学院 学院長

大串 眞 日本基督教団 ユーカリが丘教会 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、青梅東宣教キリスト教会牧師

大坂 太郎 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　山手町教会 牧師

大澤 克哉 東京フリーメソジスト教団 川越国際キリスト教会 牧師

大嶋 重徳 KGK キリスト者学生会 総主事

大頭 眞一 日本イエス・キリスト教団明野キリスト教会牧師、関西聖書神学校講師

大田 裕作 アンテオケ宣教会 総主事

大瀧 恵理也 日本同盟基督教団 小平聖書キリスト教会 牧師

大舘 晴明 日本長老教会おゆみ野キリスト教会 牧師

大塚 信 キリスト者学生会 関東地区担当主事

大塚 信頼 町田カルバリー 家の教会 牧師

大塚 佑美 ＪＴＪ宣教神学校 講師

大寺俊紀 泉南聖書教会 牧師

大野 和也 東浅川キリスト教会 牧師

大野 剛 東京国際朝禱会 世話人

大野 寿子 日本キリスト教団 浦安教会 信徒

大野木 洋子 成田シャロームチャーチ 牧師

大橋 由享 イエス・キリスト ファミリー教会

大間 哲 JOMA（海外宣教連絡協力会） 事務局 主事

大森 謙治 行政書士事務所 えみたす 代表

岡 照芳　 東京福音センター 牧師

岡田 千尋 JCFN 日本代表主事

岡田 昌弘 日本リバイバル同盟 清瀬キングダムチャーチ 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

緒方 顕孝 萩山神の教会 牧師

岡野 俊之 聖書キリスト教会 グレイスホーム 牧師

岡野 義喜 Jesus Tribe Ministries 代表、Jesus Tribe Church 牧師

小鹿野 輝芳 坂戸キリスト教会 勧士

岡本 かほる ウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会 役員、アンサンブルアガペ リーダー

岡本 壽吉 日本基督教団 大阪東十三教会 牧師

岡本 依子 シドニー五輪テコンドー銅メダリスト

岡谷 和作 KGK キリスト者学生会 主事、OCC宣教部スタッフ

小川 明子 東京ホライズンチャペル 音楽伝道師、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



小川 政弘 映像字幕翻訳家、東京中央バプテスト教会 教育主事

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

奥岨 孝之 救世軍杉並小隊 兵士

奥田 昭 ハレルヤ  サンライズ  チャペル 牧師

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

小田 彰 ライトハウス 代表、自由が丘チャペル 牧師

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

小渕 春夫 出版社あめんどう 代表、単立オイコス・チャペル 共同牧会者

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 国際福音センター 東小金井チャペル  牧師

甲斐 征次 前、東習志野ルーテル教会牧師、現、朝祷会関東ブロック代表

ガイ ビショップ 一般社団法人 Education for Orphans 代表

影山 光 青梅恵みキリスト教会 副牧師

笠原 恵美子 ラブ・ソナタ 日本本部 スタッフ

笠原 光見 浦和ルーテル教会 牧師

笠原 義一 基督聖教団 越生教会 伝道師

風間 義信 日本改革派 仙台教会 牧師

梶原 将平 CGNTV 制作スタッフ

糟谷 恵司 TEAMセンター・ホスト、ファミリーファーストジャパン 副理事長

加治 太郎 合同会社加治太郎事務所 代表社員

片平 貴宣 日本基督教団 清水ヶ丘教会 担任牧師

勝浦 儀彦 宣教師

勝俣 慶信 日本聖契キリスト教団 酒匂キリスト教会 牧師

加藤 以幸 ニューホープ東京 副牧師

加藤 勝也 カルバリ・バプテスト立川教会 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 信哉 葛飾中央教会 牧師

加藤 幸子 腹話術伝道師



金山 良雄　　 (株)ムラサキスポーツ 会長

金成 星美 東京フリー・メソジスト教団 八王子中野キリスト教会 伝道師

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

金子 みちひと グッド・サマリタン・チャーチ牧師、参議院全国比例区支部長

兼松一二 友愛キリスト教会 牧師

兼光 伸一 日本ペンテコステ教団 愛と赦し恵みキリスト教会 伝道師

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

鏑木 景子 音楽宣教師

鎌田 新 夜越山祈りの家キリスト教会 牧師

鎌田 泰行 キリスト者学生会 関東地区責任主事

神山 みさ ゴスペルフォークシンガー

亀井 玲司 トロンボーン奏者(音楽伝道者) 

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

川崎 豊信 JEC狭山福音教会 牧師　

川島 直洋 東京プレヤーセンター 副事務局長

河野 信一郎 日本バプテスト連盟 大久保バプテスト教会 主任牧師

川村 和臣 インマヌエル綜合伝道団 越谷キリスト教会 牧師

河村 冴 日本同盟基督教団 中野教会 牧師

川村 宏美 インマヌエル綜合伝道団 越谷キリスト教会 牧師

姜 星光 日本同盟基督教団 勿来キリスト福音教会 協力牧師

姜 奇豆 日本アライアンス・ミッション 旭が丘キリスト教会 牧師

姜 幸淑 風と火花の教会 副牧師

菅野 直基 新宿福興教会 牧師

菅野 万利子 ピアニスト・ユーオーディアアカデミー 講師

菊池 丈博 日本基督教団 大塚平安教会 牧師

岸 義紘 ミッション2001 代表

木嶋 あさ子 東金イエス・キリスト教会 牧師、八街キリスト教会牧師

岸本 茂雄 東京プレヤーセンター 理事 日本キリスト合同教会　江戸川台教会　協力牧師

キスト岡崎 さゆ里 日本基督教団 協力宣教師、久が原教会 担任教師

北 秀樹 堺福音教会 東京チャペル 牧師 

木田 浩靖 東埼玉バプテスト教会 牧師



北方 勝也 単立 ミルトス・ゴスペル・チャーチ 牧師

北川 由美子 東京ホライズンチャペル 信徒伝道師

北郷 正夫 ホームカミングミニストリー 主宰

北郷 麿利子 ホームカミングミニストリー 主宰

北原 重信 キリスト同信会 代表役員

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

木下 泉 キリスト者学生会 事務宣教局担当主事

金 智満 名古屋シオンチャーチ担当牧師

金 正謨 いのちのことば教会 牧師

金 ジングク アスリートチャーチ 主幹(本郷台キリスト教会所属 神学生）

金 斗鉉 イラストレーター

金 太淵 韓国 城西中部教会 中学生担当伝道師

金 煥 日本同盟基督教団 足立愛の教会 牧師

金 福伊 東京シャローム教会 牧師、東京神学校 教授

木村 公繁 サンチャペル 主任牧師

木村 眞之 小さい者達の宣教団 日本橋教会 牧師

木村 基一 サンチャペル 牧師

木村 葉子 ウェスレアン･ホーリネス教団 ひばりヶ丘北教会  (協力)牧師

木村 竜太 ダブルオークロスチャーチ 主任牧師

キャシー 尾山 聖書キリスト教会 共同牧会者

清弘 和海 日本基督教団 赤羽教会 役員

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

具志堅 聖 日本聖書協会 総主事

具志堅 正都 オリブ山病院 チャプレン、単立 グレイスワーシップチャーチ 牧師

葛葉 美奈子 ゴスペルシンガーソングライター、クワイアディレクター

工藤 公敏 基督兄弟団 足立六町チャペル 牧師

工藤 公義 基督兄弟団 境キリスト教会 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

久保 有政 レムナント出版代表、月刊レムナント主筆



久保木 聡 日本ナザレン教団 鹿児島教会 牧師

窪田 隆一 (株)本田技術研究所 勤務（神学生&教会開拓中）

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

倉持 守 久遠キリスト教会 スタッフ

久留生 夏江 家の教会 しおん 牧師

栗崎 路 幸町キリスト教会 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

栗山 右近 所沢ヴィンヤード 所属 信徒

黒澤 和義 秦野いずみのほとりキリスト教会 牧師

黒瀬 博 東京西バプテスト教会 牧師

恵子 ホームズ アガペワールド 代表

ゲルチ 伝道師

小石 臨 日本チャーチ オブ ゴッド教団 グレイスリバーチャーチ 牧師

小泉 麻子 日本基督教団 大和教会 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

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

小坂（高）叡華
ミクタムレコード＆ミニストリー代表、日本ﾌｫｰｽｸｴｱ福音教団・秋津福音教会主任牧
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

小坂 嘉嗣 日本宣教会 狭山キリスト教会 牧師

ゴスペル亭パウロ 宣教落語家、ハンガーゼロ親善大使

古田島 優介 東京ホライズンチャペル 伝道師

児玉 武志 JECA宣教教会 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

後藤 朋子 アメージンググレースバイブルチャーチ 副牧師

後藤 満喜　 ＪＣＦＮ 主事

後藤 牧人 町田ごすぺるチャペル 牧師、元学生キリスト教会館チャプレン

小塚 朝生 浦安国際キリスト教会 牧師、八街福音キリスト教会 協力牧師

古波津 真琴 チャーチ・オブ・ゴッド 川崎キリスト教会 牧師

古波津 美嗣 チャーチ・オブ・ゴッド 川崎南部キリスト教会 牧師

古波津 光子 チャーチ・オブ・ゴッド 川崎キリスト教会 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 憲二 行徳恵みキリスト教会 牧師

小林 智彦 船橋エクレシア・キリスト教会 牧師

小林 誠 救世軍本営 伝道事業部 広報担当・サポート会 事務局

小林 祐 キリスト者学生会 関東地区副責任主事

小原 恵美 大泉セントラルチャペル 牧師

小原 仁 大泉セントラルチャペル牧師

小針 勇吾 Kobari Ministry 牧師

後平  一 保守バプテスト同盟 恵泉キリスト教会 関宿チャペル 牧師

小堀 昇 日本キリスト改革派 花小金井教会 牧師

小堀 英郎 ピアニスト、ハンガーゼロ親善大使

小峰 幸子 入間愛の教会 副牧師、CS教師

小山 英児 栄シャローム福音教会 主任牧師

小山 浩司 横須賀第一キリストの教会 副牧師

権 ヨセフ 土浦グレイスキリスト教会 牧師

根田 祥一 クリスチャン新聞 顧問

近藤 高史 ハンガーゼロ 総主事

金野 正樹 恵泉キリスト教会 小美玉チャペル 牧師

齋藤 篤 日本基督教団 仙台宮城野教会 牧師

斎藤 義夫 利根キリスト教会  牧師

坂 実雄 facebook牧師

榊原 寛 ワールド・ビジョン・ジャパン 理事長

坂下 章太郎 さいたま福音キリスト教会・東京メトロポリタンチャペル 牧師

坂上 悦子 ゴスペルソングライター/クワイアディレクター/ワーシップリーダー

坂本かおり 日本基督教団 葦のかご教会 牧師

坂本 秀雄 ゴスペルハウス 伝道師

坂本 兵部 日本基督教団 葦のかご教会 主任牧師

坂本 牧裕 ジャパニーズゴスペルチャーチ 主任牧師

坂本 誠 下北沢ナザレン教会 牧師、日本ナザレン神学校 教授、青山学院大学 兼任講師

勾坂 太一 ニューホープ横浜 牧師

桜井 知主夫 ジーザス・コミュニティ国分寺 牧仕

笹岡 さおり Onfire Japanワーシップチーム及び牧会チームスタッフ



笹岡 知佳 東京プレヤーセンター スタッフ

笹岡 靖 ARKインタラクティブ（株）代表取締役・社会福祉法人いこい理事長

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 秀一 東京プレヤーセンター 顧問

佐々木 宏幸 湘南福音宣教会 横須賀第一協同教会 牧師

佐々木 学 コーナーストーンチャーチ車山 牧師

佐々木 満男 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 成紀 ホープチャペル所沢 主任牧師

佐藤 祐明 象潟キリスト教会 牧師、ワーシップジャパン音楽神学校 副学長

さとう まさこ 聖書マンガ家、清瀬キングダムチャーチ 執事

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

佐藤 義孝 保守バプテスト宣教団 パートナー

佐藤 龍平 基督聖協団 千葉教会 牧師

鮫島 紘一 日本リバイバル連盟 寄居チャペル 主任牧師

澤野 貴子 信徒伝道者

澤村 信蔵 基督兄弟団成増教会 牧師

山東 克己 カルバリーチャペル・ウェスト東京 牧師

James 高井 James の紙芝居 代表

塩崎 大地 東京ホライズンチャペル 牧師

塩島 一男 横浜ホライズンコミュニティチャペル 牧師、ホライズン聖書学校 講師、JTJ宣教神学校 講師

塩島 三津子 ホライズン・コミュニティ・チャペル 牧師夫人

塩谷 達也 ゴスペルシンガー

塩谷 美和 ゴスペルシンガー・ディレクター

紫園 香 キリスト品川教会 音楽伝道師

重枝 覚子 使徒的実現チャーチ東京 牧師

重田 稔仁 上野の森キリスト教会 主任牧師、JTJ 宣教神学校 学長

重見 通典 日本福音宣教会 ひばりが丘グレイス教会 牧師

鎮目 政宏 単立 ホープチャペル 牧師

品川 謙一 日本福音同盟 総主事

篠田 真宏 ライフリクリエイションミニストリー 代表

篠原 元 炎リバイバル教会 伝道師

篠原 隆 炎リバイバル教会 牧師



篠原 利治 日本フリーメソジスト教団、巡回教師

柴田 智悦 日本同盟基督教団 横浜上野町教会 牧師

渋沢 浩二 国際ナビゲーターコミュニティ 宣教スタッフ

嶋田 博考 聖書同盟 総主事

清水 与志雄 日本基督教団 仙台東教会 主任担任教師

霜 朋子 マスタードシードミニストリー 主宰

下田 ひとみ 作家

下田 ひろき 武蔵野ファミリーチャーチ 主宰 兼 武蔵野市議会議員

下田 瑠光子 武蔵野ファミリーチャーチ 主宰

謝 イサク 台湾巡回伝道者

張 仁南 原山オイコスキリスト教会 牧師

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 佐佐木 ワーシップ！ジャパン 宣教人財育成学院 学長

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 伝道師

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

菅原 岳 グレイスカルバリーフェローシップ(つくし野キリスト教会) 牧師

菅原 早樹 おしゃべり賛美家・藤井寺キリスト教会正教師

杉田 仁 ガーデンヒルズチャーチ 牧師 (RCグループ)

杉本 和生 日本基督教団 横浜岡村教会 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

杉山 準規 東京カべナント教会 神学生、TWR スタッフ

須郷 裕介 東京フリーメソジスト教団 八王子中野キリスト教会 牧師

スコット ウィリアム リバティー ミニストリー ジャパン  創立者

鈴木 英治 立川若葉町キリスト教会 牧師

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 協力牧師

スズキ 知恵子 hi-b.a. スタッフ

スティーブンス・栄子 オメガミニストリー 代表

春原 禎光 日本基督教団 柏教会 主任牧師

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 進 川島チャペル 牧師

関口 康 日本キリスト教団昭島教会 牧師

関根 一夫 MACF 牧師、東京プレヤーセンター 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 純福音成田教会 牧師 

世良田 湧侍 前お茶の水聖書学院 学院長

芹澤 延明 龍ケ崎ハウスチャーチ 牧師

高井 卿介 「みことばの家」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

高木 裕樹 米沢興譲教会 牧師

高木 雄基 キリスト者学生会 事務宣教局主事

髙桑 照雄 日本長老教会 東久留米泉教会 牧師

高澤 寛正 みこころ教会 牧師

高清水 千秋 東京オリーブ教会 牧師

高田 篤美 BFP JAPAN 局長

高野 領子 「Blue sky church」主宰、JTJ宣教神学校 学生

高橋 栄治 鎌ケ谷十字架キリスト教会 牧師

高橋 香世 大江町キリスト教会 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 チャーチ・オブ・ゴッド  酒田キリスト教会 牧師

高橋 順子 タンバリン礼拝 プレイズ＆ゴスペルダンス 世話人

高橋 めぐみ 「神の子ミニストリーズ」代表、キリスト教東京鵜の木教会 伝道師

高畠 恵子 救世軍新光館付 士官

高見澤 栄子 前 トーチトリニティー神学大学院教授

高原 幸男 日本ミッションセンターチャペル 牧師

滝田 大志 東京ホライズンチャペル 信徒伝道師



武井 俊孝 保守バプテスト同盟 水戸第一聖書バプテスト教会 牧師

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 勝田台キリスト教会 牧師

多胡 元喜 いのちのことば社 会長

田坂 元彦 横浜ニューライフバプテスト教会 牧師

田崎敏明 イエス・キリスト福音の群 延岡東海教会 牧師

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

立石 尚志 JECA 松見ヶ丘キリスト教会 牧師

田所 滋郎 下北沢グレイスガーデンチャーチ 牧師

田所 陽子 下北沢グレイスガーデンチャーチ 信徒

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

田辺 直人 日本同盟基督教団 三浦聖書教会 牧師

田名邊 義之 日本キリスト合同教会 江戸川台教会 主任牧師

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

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

谷口 和一郎　 リバイバルジャパン 編集長

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

ダビデ 原田 ベテル・キリスト賛美教会 代表

玉井 千尋 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

玉井 幸男 海老名シオンの丘教会 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

玉真 友紀子 タママミュージックミニストリーズ 主宰

田村 淳 チャーチオブグローリー 牧師

田村 ジョイ 優子 チャーチオブグローリー 牧師

田村 治郎 ハンガーゼロ 啓発総主事

田村 毅朗 日本基督教団東村山教会 牧師

田村 俊彦 浪人牧師

田村 尚美 日本同盟基督教団 朝霞聖書教会 補教師



田村 将 日本同盟基督教団 朝霞聖書教会 牧師

ダレン・モクインカン 牧師

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

千田 次郎 恵泉キリスト教会 バルナバ牧師

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

千葉 和幸 日本ホーリネス教団 岬キリスト教会 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 ドクシン Freedom Tokyo Worship Center 牧師、David's  Harp School of Music Ministry 学長、
Tokyo Freedom Choir 指揮者

チェ ケパ　　 インターコープ 宣教師

千代延 大介 サルーキー＝ ボーカル

張 在潤 東京オンヌリビジョン教会 主任牧師

陳 光松 台湾梅花キリスト長老教会 牧師

塚原 ジャオン 新子安バブテスト教会 ミャンマー語礼拝 牧師

塚本 良樹 キリスト者学生会 副総主事

辻岡 健象 小さないのちを守る会 会長

蔦田 就子 イムマヌエル綜合伝道団 医療宣教師

土屋 勇人 日本ホーリネス教団 札幌教会 牧師

津留 聖弥 ニューホープ千葉 牧師

鶴田 唯 ヴァイオリニスト

ディビッド ミルズ JEMS 宣教師

出立哲也 日本長老教会・おゆみ野キリスト教会 誉田チャペル牧師

寺田 文雄 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 南紀リバーサイドチャーチ 牧師

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 青山学院大学 名誉教授、総合研究所 研究員

東間 克美 日本バプテスト神学校主事

所 美保 となりびとキリスト教会 牧師

ドナルド・シェーファー日本アライアンス・ミッション

富田 慎悟 新宿シャローム教会 牧師

富田 満 キリストの花嫁

富所 正史 社会保険労務士 アスリート事務所 代表

富安 敦 日本チャーチ オブ ゴッド教団 瀬谷キリスト教会 主任牧師

ドン・リギア　 ＴＥＡＭ 宣教師



永井 敏夫 J.Clay Mission Network 

永井 信義 東北中央教会 牧師

中尾 知子 Thanks Ministry メンバー、東京プレヤーセンター スタッフ

長尾 順子 チャーチ・オブ・ゴッド 川崎キリスト教会 駒岡ホルン家の教会 伝道師

中川 祐真 日本ホーリネス教団 牧師

中澤 イサク 飯能キリスト教会 牧師

中澤 竜生 キリスト聖協団 西仙台教会 牧師

長澤 正隆 カトリックさいたま教区 終身助祭、北関東医療相談会 事務局長　

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 哲夫 ナオスキリスト教会 牧師

中島 寿朗 70年代を駆け抜けた伝説のロックグループB.D.バッヂ主催

中島 律子 聖書のキリスト日吉台教会 牧師

中田 朗 クリスチャン新聞　記者

中田 裕一 常総コミニュティチャーチ 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 相談役、マウント・オリーブ・ミニストリーズ 代表

長橋 和彦 日本基督教団 日野原記念上尾栄光教会 伝道師

永町 友恵 日本バプテスト連盟 大宮バプテスト教会 牧師

中道 善次 日本ホーリネス教団 茅ヶ崎教会 主任牧師

中村 文子 日本ナザレン教団 小岩教会 牧師

中村 和司 東戸塚エルシオン教会 牧師、淀橋教会 副主管牧師

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 透 牧師バー 牧師

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

中谷 献一 日本同盟基督教団 徳丸町キリスト教会 伝道師

中山 信児 日本福音キリスト教会連合 菅生キリスト教会 牧師

凪 ゆうこ ゴスペル シンガー

成田 顕靖 日本基督教団 高田教会、新井教会 牧師

錦織 博義 日本ホーリネス教団 隠退牧師

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

蜷川 いづみ ユーオーディア・アンサンブル 第1ヴァイオリニスト

沼澤 克巳 京浜キリスト教会 相模原チャペルセンター 牧師

ネイサン・クラップハム キリスト者学生会 関東地区担当主事

野口 誠 石岡キリストの教会 元牧師

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

野田 信行 日本ホーリネス教団 茂原キリスト教会 主任牧師

野寺 博文 日本同盟基督教団 赤羽聖書教会 牧師

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

野村 晋一 日本エキュメニカル協会 エキュメニカル担当幹事、目白カテドラル朝祷会 世話人代表

野村 忠規 日本基督教団 東松山教会 牧師

乗本 隼人 東京ホライズンチャペル 信徒伝道師

袴田 周 東京ホライズンチャペル 伝道師

萩生田 明 日本福音キリスト教会連合 宮園キリスト教会 牧師

朴 キョンオン 磐石ホライズンチャペル 主任牧師

朴 鍾弼 JESUS' DISCIPLES  CHURCH 牧師

羽島 ジェヒ 日本基督教団 足利東教会 副牧師

橋本 一空 キリスト者学生会 関東地区担当主事

橋本 ハンナ 京浜福音キリスト教会 伝道師

橋本 悠史 KFG 京浜福音キリスト教会 牧師

長谷川 与志充 東京ＪＣＦ＆所沢ミレニアムチャーチ 牧師

秦 宇玲 台湾伝道師

服部 佐知子 バイオリニスト

英 隆一朗 聖イグナチオ（麹町）教会 主任司祭

濱 和弘 日本ホーリネス教団 小金井福音キリスト教会 牧師

浜田 耕司郎 キリスト同信会  伝道者

浜田 進 日本同盟基督教団 北秋津キリスト教会 牧師

濱野 好邦 基督聖協団 千葉教会 主任牧師



早川 衛 埼玉栄光キリスト教会 牧師

早坂 恭 東村山福音自由教会 サンライズチャペル 牧師

林 愛香 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

林 恵美子 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 和也 横浜天声キリスト教会　パスタ―

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 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

林 俊宏 日本同盟基督教団 支援教師、ファミリーチャペルミニストリー 代表 

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 カトリック多摩教会 主任司祭

ハン ソンヒョン 在日大韓キリスト教会 牧師

ハンフリーズ・アレックス アメリカ・アッセンブリーズ・オブ・ゴッド宣教師、東京シティチャーチ担当牧師

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 加代子 TPC女性メッセンジャーの会 事務局

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

平本 宣広 救世軍 京橋小隊 士官

平山 健　　 平山歯科 院長

廣瀬 開 東京メトロチャーチ 国内宣教師

廣瀬 薫 恵泉女学園 学園長、東京シャロームチャペル 協力教師、東京プレヤーセンター 顧問

広瀬 邦彦 日本ホーリネス教団 びわこキリスト教会 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 新宿西教会 牧師

深谷 美歌子 日本基督教団 新宿西教会 副牧師

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

福澤 牧人 東京キリスト宣教教会 牧師 

福澤 満雄 イエス様のかばん持ち

福田 真理 グレースシティチャーチ 牧師



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 日本ホーリネス教団 千葉栄光教会協力牧師 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 千葉栄光教会協力牧師 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・宣教師、チェロ奏者

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

ベルトラン小川文子 日本基督教団 フィリピン宣教師

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

堀川 樹 日本基督教団亀戸教会 牧師、亀戸教会めぐみ園 園長

本間 英二 行徳恵みキリスト教会 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 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

牧野 芳春 東京ブレッシング・チャーチ 準牧師

正村 和也 JTJ宣教神学校 学生

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

増田 将平 日本基督教団 青山教会 牧師

増田 成遂 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団  シティビジョン・グローリーチャーチ 伝道師

増田 等 松伏キリストチャペル 責任者

町田 要一 足立花畑キリスト教会 牧師

松居 友 ミンダナオ子ども図書館 館長

松井 牧子 インマヌエル綜合伝道団 牧師

松井 元始 インマヌエル綜合伝道団 王子キリスト教会 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

松木 充 KFG志木キリスト教会 牧師

松沢 アジャ ホライズンコミュニオンチャペル 牧師夫人

松沢 勇志 ホライズンコミュニオンチャペル 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

松丸 嘉也 日本ウィクリフ聖書翻訳協会 総主事

豆生田 信一（参遊亭遊助） 町田クリスチャンセンター 教会員

豆生田 陽 新生キリスト教会連合 町田クリスチャンセンター 伝道師

MARISA ゴスペルシンガー・クワイアディレクター

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 修 元日本キリスト教団 埼玉和光教会 牧師

三浦 健康 日本国際ギデオン協会 主事

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

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

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

水口 洋 玉川聖学院理事、国際基督教大学ほか非常勤講師

水谷 潔 JECA春日井聖書教会 協力牧師

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

三森 春生 元インマヌエル王子教会 牧師 

三留 謙一 恵泉キリスト教会・会津チャペル 牧師

みなみ ななみ イラストレーター

岑 正幸 ジーザス・おとうさんの家 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



宮川 浩二 東京フリー・メソジスト小金井教会 主任牧師

三宅 規之 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 めぐみ福音キリスト教会 牧師

宮崎 誉 日本ホーリネス教団 鳩山のぞみ教会 牧師

宮下 直子 青戸教会 教会員

宮田 四郎 ホルン奏者、音楽伝道者

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

三好 明久 ニュー・クリエイション・チャーチ 牧師

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 芳 一般社団法人聖書検定協会 代表理事

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

村瀬 俊夫 京浜アシュラム 実行委員長

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

村松 登志雄 埼京放送伝道協力会 主事、逗子福音教会 牧師

モア 恵利子 モア恵利子音楽ミニストリー

モア キース 気仙沼ライトハウス 創始者

モーセ 小野島 TLEA厚木教会 牧師

毛利 佐保 亀有教会 副牧師

元呑 光一 アライアンス教会ネットワーク 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 直樹 クリスチャン・ライフ成長研究会 主事、チャペル牧師

森 ポール・主水 しもべリーダー

森 真弓 上野の森キリスト教会信徒、公認心理師

森モーリー剛 サルーキ＝ ギター担当

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

森住 ゆき 和紙ちぎり絵作家

守部 喜雅 作家・ジャーナリスト

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

矢島 志郎 キリスト者学生会主事



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

柳瀬 敬 自然生クラブ 施設長

柳瀬 洋 クラリネット奏者、ユーオーディア 代表

矢野 仁 垂穂キリスト教会信徒、プラントエンジニア

山尾 研一 町田聖書キリスト教会 牧師

矢部 昭仁 藤沢オリーブチャペル 伝道師

山川 明美 日本バプテスト連盟 南名古屋キリスト教会 主任牧師

山川 高平 日本バプテスト連盟 南名古屋キリスト教会 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 紀子 日本基督教団 更生教会 牧師

山口雅之 多摩ニュータウンキリスト教会 会員 、ゴスペル ラブシンガーソングライター For Christリーダー

山口 陽一 東京基督教大学 教授

山崎 ランサム 和彦 聖契神学校 教務主任、鶴見聖契キリスト教会 協力牧師

山崎 龍一 お茶の水クリスチャンセンター 常務理事

山下 真実 ふじみ野バプテスト教会 牧師

山田 喜代子 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 シャロームキリスト伝道所 牧師

山田 真規子 ＴＰＣ女性メッセンジャーの会 会員

山村 諭 日本同盟基督教団 茅ヶ崎同盟教会 牧師

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 牧師

山本 昇平 平キリスト福音教会 伝道師

山本 真仕 日本同盟基督教団 行徳キリスト教会 牧師

山本 陽一郎 日本同盟基督教団 多治見中央キリスト教会 牧師,PBAラジオ『さわやか世の光』メッセンジャー

山守 謙 日本福音キリスト教会連合 宣教教会 伝道師

山守 博昭 札幌キリスト召団 川崎恵泉塾 会員 

山谷 真 救世軍本営コミュニケーション部長・文書部長・編集部長

湯浅 葉子 アメージンググレース・バイブルチャーチ 副牧師

横坂 剛比古 宗教専門行政書士

横山 和子 賛美リーダー、国内伝道師

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

吉井 春人 日本長老教会 東京中会所属 巡回説教者

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

吉澤 慎也 キリスト者学生会 総主事

吉野 輝雄 国際基督教大学 名誉教授

吉本 愛 新宿シャローム教会 会員

依田 和子 久遠キリスト教会 元伝道師

米内 宏明 東京プレヤーセンター 理事

ランドル・ミン 東京カベナント教会 牧師

李 俊昊 日本同盟基督教団 登戸教会 主任牧師

李 玉枝 シオンチャーチ横浜祈りの家 担当牧師

ルガール 所 となりびとキリスト教会 牧師

若村 和仁 日本同盟基督教団 原市場聖書教会 牧師

和氣 敏治 東京プレヤーセンター 代表／チャプレン

渡辺 章 聖泉チャペル 牧師

渡部 和子 ドミニコ会 東京修道院 院長

渡辺 晋哉 上野の森キリスト教会 宣教主事

渡辺 亨 ハーベストチャペル 牧師

渡辺 俊彦 上馬キリスト教会 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

王 旭瑪 いのちのことば社 職員、ゴスペルシンガー


