
TWM 女性メッセンジャーの会 メンバーリスト 

(アイウエオ順：敬称略) 

 

朝比奈 二三代    ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰 

油木 桃子   キリスト者学生会 事務局長 

新木 光         平山歯科 歯科助手 

粟野 めぐみ     音楽伝道師 

飯塚 治美   ホライズン・コミュニティ・チャペル メンバー 

石井 由紀      日本同盟基督教団 横須賀中央教会 会員  

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 

石原 牧子   平山歯科 歯科助手 

市川 セツ子     セツ子の部屋 主宰 

井上とも子     日本キリスト教団正教師、チェロ奏者 

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 真奈   ジャズシンガー、ボイストレーナー 

岩佐めぐみ   童話作家 

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） 

植野 智恵      シオンの群教会 教会主事 

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 

瓜生 園子      日本同盟基督教団  鹿児島いずみ教会 伝道師 

エステル あきこ   日本基督教団 板橋泉教会 協力伝道師 

遠藤 順子      逃れの町のぞみ教会 牧師 

大塚 佑美      ＪＴＪ宣教神学校 講師 

小川 明子      東京ホライズンチャペル 音楽伝道者、ゴスペルディレクター  

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 

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 

岡田 千尋      JCFN 日本代表主事 

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 依子      シドニー五輪テコンドー銅メダリスト 

加藤 幸子      腹話術伝道師 

笠原 恵美子     ラブ・ソナタ日本本部 スタッフ 

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 

鏑木 景子      音楽宣教師 

神山 みさ   ゴスペルフォークシンガー 

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 幸淑             風と火花の教会 副牧師 

菅野 万利子     ピアニスト・ユーオーディアアカデミー 講師 

木嶋 あさ子   東金イェス・キリスト教会 主任牧師 



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 

北郷 麿利子     ホームカミングミニストリー 主宰 

北原 葉子      日本基督教団 西国分寺教会 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 

キャシー 尾山    聖書キリスト教会 共同牧会者 

桐山 由利子     聖契神学校生 

金 福伊       東京シャローム教会 牧師、東京神学校 教授 

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 

具頭 義賢      ジーサス クライスト エルサレム教会 牧師 

久米 小百合     音楽伝道者 

ｸﾗｯﾄﾜｰｼﾞｨｰ 美保   OMF（国際福音宣教会）宣教師 

久留生 夏江     家の教会 しおん 牧師 

恵子 ホームズ     アガペワールド 代表 

小泉 麻子           日本基督教団 大和教会 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 

古波津 光子     チャーチ・オブ・ゴッド 川崎キリスト教会 牧師 

小原 恵美      大泉セントラルチャペル 牧師 

小峰 幸子   入間愛の教会 副牧師、CS 教師 

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 

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 

佐々木 摂子     コーナーストーンチャーチ車山 伝道師 

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 

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 

澤野 貴子     信徒伝道者 

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 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 

上代 淑恵      東京恵み教会 牧師 

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 瑠光子   武蔵野ファミリーチャーチ 主宰 

申 英美       十字架福音キリスト教会 会員 

進藤 ゆみ      罪人の友 主イエス・キリスト教会 伝道師 

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 

鈴木 志保      日本ルーテル告白教会 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 

高清水 千秋     ふじみ野キリスト教会 伝道師 

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 香世      大江町キリスト教会 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 

竹下 静       ホーリーホーププロジェクト ゴスペルシンガー 

田所 陽子   日本基督教団 富士見丘教会 信徒 

田中 博子      劇団ぶどうの木 代表 

玉真 友紀子   タママミュージックミニストリーズ 主催 

田村 ジョイ 優子  チャーチオブグローリー 牧師 

田村 尚美           日本同盟基督教団 朝霞聖書教会 補教師 

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 

茶売 君枝      ぶどうの枝ミニストリー 牧師、巡回伝道者 

鶴田 唯             ヴァイオリニスト 

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 

所 美保       となりびとキリスト教会 牧師 

富田 満       キリストの花嫁 

凪ゆうこ       ゴスペル シンガー 

中島 律子      聖書のキリスト日吉台教会 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 川崎教会 駒岡ホルン家の教会 伝道師 

中村 文子   日本ナザレン教団 小岩教会 牧師 

西住 加奈      はなみずきベテルチャーチ  伝道師 

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 

橋本 ハンナ     京浜福音キリスト教会 伝道師 

羽島 ジェヒ   日本基督教団 足利東教会 副牧師 

秦 宇玲             台湾伝道師 

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 美恵子      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 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 

平石加代子     ＴＰＣ女性メッセンジャーの会 事務局 

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 

藤田 桂子      筑波福音基督教会 伝道師、JCM 代表 

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 

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 



松浦 慶子      町田ぶどうの木チャペル 腹話術伝道師 

松井 牧子      インマヌエル綜合伝道団 牧師 

松沢 アジャ     ホライズンコミニュオンチャペル 牧師夫人 

松下 瑞子      震災救援キリスト者連絡会 

松丸 美香      日本ウィクリフ聖書翻訳協会 総主事補佐 

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 

マルセ まゆみ    主イエス恵み教会 牧師 

みなみ ななみ   イラストレーター 

宮下 直子   青戸教会 教会員 

村上 京子      音楽伝道者 

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 

モア 恵利子   モア恵利子音楽ミニストリー 

毛利 佐保           亀有教会 副牧師 

森 真弓       上野の森キリスト教会信徒、公認心理師 

森住 ゆき     和紙ちぎり絵作家 

八木 容子      クリスチャンバイブルシンガー 

保田 みゆき         元バイブルチャーチ 牧師 

山口 紀子      日本基督教団 更生教会 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 伝道師 

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 

横山 和子           賛美リーダー、国内伝道師 

横山 好江      日本基督教団 志木教会 牧師 

依田 和子     久遠キリスト教会 元伝道師 

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 

吉川 直美      シオンの群れ教会 牧師、聖契神学校講師 

吉本 愛       新宿シャローム教会 会員 

李 玉枝             横浜祈りの家 牧師  

渡部 和子   ドミニコ会 東京修道院 院長 


