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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

れます、「あなたがたの間で偉くなりたい〔人の上に
立ちたい〕と思う人は、みなに仕える者〔あなたがた
のしもべ〕となりなさい」と。
　イエスは主と呼ばれますが、弟子たちから仕えら
れるためではなく、弟子たちに仕えるため[多くの人
の贖いの代価として自分のいのちを献げるため]に来
たのだ、と言われています。よく考えてみましょう。
私たちがキリスト者であるのは、十字架の死と復活
の主が罪の赦し、永遠のいのち、神の子たる特権を
付与するために、私たちに仕える姿で私たちと共に
おられる、この究極の愛のおかげであることを。
　イエスが「しもべである主」であるなら、イエスの
弟子である私たちは「しもべである主のしもべ」で
あるのです。「ご自分を無にし、仕える者の姿をとり、
……自分を卑しくし、十字架の死に至るまでも従わ
れた」（ピリピ2:7-8）主のしもべとして、私たちキリス
ト者は「仕える者」の姿に徹する歩みをさせていた
だきましょう。
　仕えること（奉仕）の要は、第一に「自分自身を取
るに足りない者であると思うこと」です。第二に「人
の言葉に注意深く耳を傾けること」ですが、そうす
ると神の言葉にも注意深く耳を傾けることができま
す。その逆も真であり、神の言葉に注意深く耳を傾
ける人は、人の言葉にも注意深く耳を傾けることが
できるのです。

　キリスト者としてふさわしく、いかに生きるべき
か。これは大切で、とても重いテーマです。私はイエ
スを信じてから68年、受洗してから67年、キリスト者
として歩んでまいりました。その間、伝道者・牧師と
して50年余、私の開拓伝道によって生まれた教会に
仕えることができました。幾多の試練と転機があり
ました。1983年春の聖地旅行で復活のイエスの現臨
を体験し、その翌年秋からアシュラムに導かれてイ
エスと交わる霊的修練を積むことができた―この恵
みによって現在の私があるのだと思っております。
　イエスに信従する者たちは、イエスの弟子たちと
呼ばれます。ところで福音書で見るイエスの弟子た
ちは、師であるイエスに学んでいたでしょうか。余り
良い点数はつけられません。今回の箇所でも、弟子
たちの不甲斐なさが目立ちます。イエスをメシアと信
じても、そのメシア観は通俗的なものにすぎません
でした。そういう不甲斐ない弟子たちを、イエスは根
気強く教え諭しておられるのです。
　牧師の道・信徒の道は本質的に変わりません。そ
れでも師弟の関係があり、師は弟子たちの模範であ
りたいものです。すると師たる牧師の立場と責任は
とても重く、信徒以上に心してイエスの教えと諭し
を受ける必要があります。イエスは弟子たちに言わ

「みなに仕える者になりなさい」

村瀬俊夫
京浜アシュラム実行委員長

（マタイ20:25-28）



No.67
ニューズレター

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

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
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飯村 雅幸 聖教会 インターハートチャペル 牧師

朝比奈 二三代 ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

後藤 満喜 ＪＣＦＮ 主事

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

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

植草 榮一 アーク福音ミニストリー 牧師

田村 将 日本同盟基督教団 朝霞聖書教会 牧師

美保＆ルガール となりびと 主宰

山田 真規子 ＴＰＣ女性メッセンジャーの会 会員

片平 貴宣 日本基督教団 清水ヶ丘教会 担任牧師

棚瀬 裕文 らくだの膝ミニストリーズ 主宰

木村 葉子 ウェスレアン・ホーリネス教団 浜松ウェスレアン教会 牧師

佐藤 龍平 基督聖協団 千葉教会 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 主任牧師

石井 由紀 逗子キリスト教会 牧師

平石 太朗 エシュルンキリスト教会 牧師
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 スタッフ祈り会

富所 正史 社会保険労務士 アスリート事務所 代表

村瀬 彰 日本長老教会 横浜山手キリスト教会 長老

寺田 文雄 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 理事長

小堀 昇 日本キリスト改革派 筑波みことば教会 牧師

高木 裕樹 米沢興譲教会 牧師

佐々木 学 コーナーストーンチャーチ車山 牧師

黒瀬 博 東京西バプテスト教会 牧師

岩渕 勲 日本国際ギデオン協会 会長

加藤 幸子 腹話術伝道師

和氣 敏治 東京プレヤーセンター 代表／チャプレン

福澤 満雄 イエス様のかばん持ち

高清水 千秋 ふじみ野キリスト教会 伝道師

川島 直洋 東京プレヤーセンター 副事務局長 

村上 宣道 お茶の水クリスチャンセンター 理事長

「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、お時間のある方は、13時30分まで御歓談をお楽しみください。

OPEN一日のスケジュール 月曜日8時～21時、 火曜日～土曜日10時～21時、 日曜日10時～20時

朝のお祈りタイム

貸　室

火～日曜日 （年末・年始・祝日は休み） 月曜日 （年末・年始・祝日は休み）
しばらく中止

しばらく中止

日曜日は礼拝の中

昼の礼拝タイム 12：15～13：30 礼拝 （12：15～12：45）と交わり

夕のお祈りタイム 17：00～19：00☆

10：00～12：00

貸　室 14：00～17：00

貸　室 19：00～21：00

☆ 夕のお祈り時間は曜日により異なります。詳細はお問合せ下さい。

月～土曜日（年末・年始・祝日は休み、日曜は要相談）
10：00～21：00（1時間以上から利用可能）

朝のお祈りタイム

ITCNイキイキタイム

8：00～9：30

昼の礼拝タイム 12：15～13：30 礼拝 （12：15～12：45）と交わり

夕のお祈りタイム 17：00～18：00

10：30～11：45

ITCN昼の集会 14：30～15：30

英語集会

ITCN夜の集会 19：00～20：30（第4月曜日は18：30から）

6月10日（土）五味
渕 玲子さん　

五味渕 玲子　うたの
会その１　「信・望・

愛」ピアノは鈴木 竜
実先生

朝比奈 二三代さん（ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰）
6月8日（木）「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく」ヨハネの黙示録3：14～22

愛多妥 直喜先生（
フェイス＆ビクトリー

国際教会 主任牧師
）

5月31日（水）「神様と
の関係を深めることは

、この世を動かす力で
す」

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

   出エジプト33：10
～11

石坂 潤先生（東京グレイス福音教会 伝道師）5月8日 (月)「憐れみの器とされる」第１テモテ1:15～6
松井 元始先生（イン

マヌエル綜合伝道団
 浦和キリスト教会 牧

師）

5月29日（月）「ため
らわずに行きなさい

」使徒10：9～21
濱野 好邦先生（基督聖協団 千葉教会 主任牧師）5月17日（水)「神様の召命」エゼキエル2:1～7

αチャペル

Ωチャペル
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作：大谷ルツ

クリスチャン・アシュラム運動
　クリスチャン・アシュラム運動は、E・スタンレー・ジョー
ンズ師が始めたクリスチャンの運動です。1907年にイン
ドで活動したアメリカ・メソジスト教会宣教師のスタン
レー・ジョーンズ師が、自分の霊的体験とインドのヒン
ドゥー教との触れ合いから、ヒンドゥー教のアシュラムに
ヒントを得て、クリスチャン・アシュラム運動を始めました。
日本には約70年前に紹介され、ちいろば先生で知られ
る榎本保郎師らが中心になり推進されてきました。
　内容は、個人の静聴の時、週に一日完全な沈黙の
時を持つなどの、教団・教派を超えた祈りの運動です。
現在、日本では「日本クリスチャンアシュラム連盟」と「ア
シュラムセンター」によって続けられています。

主題「わたしはあなたたちに最高の道を教えます」
日　時：2017年9月18日（月）～20日（水）
助言者：村瀬俊夫師
会　場：山崎製パン箱根山荘
費　用：登録費3,000円
　　　　参加費15,000円（2泊6食含む）
　　　　（50歳未満の教師、神学生は登録参加費、交通費負担）
申込・問合せ先：ＴＥＬ　0422－33－0018
　　　　　　　　ＦＡＸ　0422－33－0061
締　切：9月9日（土）
主　催：関東地区アシュラム委員会

イベントの
ご案内

終活全国ツアー2017　東京開催

日時：2017年7月8日（土） 14：00～16：30（開場13：00）
場所：東京プレヤーセンター 404号室
入場：無料　　お問い合わせ：0120-370-392
（株）創世ライフワークス社  終活全国ツアー運営事務局まで

講師：野田 和裕（株式会社 創世 ライフワークス社 代表取締役）
　　 【講演テーマ】『最高のエンディングプラン達成法』
　　　中島 真樹（練馬キングス・ガーデン施設長）
　　 【講演テーマ】『高齢者介護の最前線から』

会場の様子
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キリストの言葉を、
あなたがたの
うちに豊かに
宿らせなさい。

キリストの言葉を、
あなたがたの
うちに豊かに
宿らせなさい。

ことば

ゆた

やど

ことば

ゆた

やど

キリスト教専門葬儀社、ライフワークス社が主催する、終活全国ツアーの東京開催です。
『葬儀から日本宣教』『超高齢社会』等々、今必要な終活の学びをお届け致します。
是非お誘いあわせの上、ご来場下さいませ。 野田 和裕 中島 真樹

第55回関東アシュラムのご案内



医療事務職員
募集

電話の上、履歴書をお送りください。
追って面接日をご連絡いたします。

〒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㈹

勤務時間 9：00～17：00
夜勤の場合 17：00～翌9：00

休　　暇 月８休（日・祝含む）
その他 有給休暇、夏期休暇、
年末年始休暇

給　　与 22万以上 その他諸手当、
退職金制度有り 賞与年２回
昇給年１回 社保完備 委細面談

夜間当直 週1～2回

総合不動産

総合建設

042（552）0102（代）
代表取締役社長

よろこび研究会（オクダ建設内　田中 邦治宛）
TEL042（553）0511 東京都福生市熊川447-9

奥田 英男

www.okuda-re.co.jp
インターネットでお部屋探し。

巡回バイブルメッセージ巡回バイブルメッセージ を行って
います。

真理はあなたがたを自由にします（ヨハネの福音書8：32）

お問合せ

メッセンジャー
1962年東京生まれ・JTJ宣教神学校卒

奥田 英男

よろこび研究会では、聖書のみことばをわかりやすく、日常生活に
適用できるように、より実践できるようにをテーマとして、真理の
ことばで喜びをお届けしています。ご希望されます方は、お気軽に
お問合せ下さいませ。

毎週月曜日のITCN夜の集会（OCCビル404号）
の中で毎月第4月曜日午後6時30分～8時30分  
には「よろこび研究会 in TPC」が開催されています。
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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、朝比奈マリナ

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

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

収支報告書
神様が設立されたＴＰＣが、皆様のお祈り、ご支援、ご協力により、順調に前進できていま
すことを心より感謝申し上げます。2016/4/1～2017/3/31の収支報告は次の通りです。

注１、上記には減価償却費2,271,580円は含まれていません。
注２、広告費はニュースレター等の印刷費です。
注３、地代はOCCビル敷地の地代負担分です。
注４、法人税等の申告は献金収入を除く収益事業収入、経費は減価償却費を含めて按分します。
　　　収益事業収支は2,643,009円の損失となります。

献金収入
貸室収入
広告収入
その他収入

3,055,248
6,566,416
2,258,480

2,417

11,882,561

奉仕手当
広告費（ニュースレター他）
OCCビル管理費
OCCビル地代・賃料
通信費・会議費等諸経費
税理士報酬
出版売上原価
積立金
次年度繰越金

合　　計 合　　計

収 入 の 部 支 出 の 部金　　額 金　　額
単位：円

（税理士法人グローリア足達事務所）

3,358,360
2,043,955
1,569,852
1,508,068
2,180,842
259,200

0
0

962,284
11,882,561

小さないのちを守る会の３０年間の働きが、一般映画
関係者に感動を与え、遂に ドキュメント・オムニバス
形式でＤＶＤ化実現！ 伝道のためにも最適です！

〒101-0062 代表： 岡健象
東京都千代田区神田駿河台２－１ OCC 208

URL：www.chiisana.org

☆申込先：小さないのちを守る会(特別割引あり)

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０３－５５７７－６６５３

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

〒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

土地・建物の売買から、
賃貸マンション運営・管理まで

院長　平山　健
劇団ぶどうの木アンバサダー
〒101-0052  
東京都千代田区神田小川町3-11 
木村ビル2F
休診日：木曜日・日曜日・祝祭日
（予約制）
詳しい内容はホームページをご覧ください。

歯科助手（未経験者歓迎）パート募集
詳細はホームページをご覧ください。

劇団ぶどうの木を応援しています

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

☎03-3233-1108

主宰
田中 勇二

井戸端
ミニストリー麦の会

東京プレヤーセンター TEL＆FAX：03-5577-6365
E-Mail：info@tpc365.com

お問合せ

「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。」
（ヨハネ12：24）


