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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

と語られました。皮肉なことにこのみことばは、
通りすがりのシモンによって成就したのです。
　わけもわからないまま十字架を担がされてイエ
スの後からついていったシモンは、自分の前をイ
エスが息も絶え絶えになって歩いていくのを見ま
す。その衣には、背中の傷から吹き出した血が滲
んでいたことでしょう。その時、彼は「その打ち
傷のゆえに、私たちは癒やされた。」（イザヤ53章5
節）という聖書のことばを思い浮かべたかもしれ
ません。
　シモンがこの時イエスのことをどこまで理解で
きたかは分かりません。けれども聖書は、十字架
を負ってイエスに従う「弟子」になるのは、人間
的な願いや努力でできることではない、と語って
いるのかもしれません。私たちはいわば一方的な
神の恵みに「捕らえられて」、主の弟子になるの
です。
　主イエスの受難を覚えるこの季節、私たちを捕
らえてくださった神の恵みに感謝し、主に従う決
意を新たにさせていただきたいと願います。十字
架の向こうには復活の喜びがあることを信じつ
つ。

「彼らはイエスを引いて行く途中、田舎から出て
来たシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十
字架を負わせてイエスの後から運ばせた。」（ルカ
の福音書23章26節）
　十字架にかけられることが決まったイエスは、
当時の慣習にしたがって、自分の十字架を刑場ま
で運ばせられることになりました。けれども、す
でにむち打ちを含む凄惨な拷問を受けていたイエ
スの体力は限界に達していたため、人々はたまた
ま通りがかったシモンという人物に、その十字架
を運ばせることにしました。
　本来なら、イエスを助けて十字架を負うのは、
弟子たちの務めでした。けれども、この時点で弟
子たちはみなイエスを見捨てて逃げていたので、
赤の他人であるシモンがその役目を負わされたの
です。この話はマタイとマルコの福音書にもあり
ますが、ルカだけが「イエスの＜後から＞運ばせ
た」と記しています。イエスはかつて「自分の十
字架を負ってわたしについて来ない者は、わたし
の弟子になることはできません」（ルカ14章27節）

「イエスの後に従う」

山﨑ランサム和彦
聖契神学校教務主任
鶴見聖契キリスト教会協力牧師
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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。
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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

野町 真理 日本同盟基督教団 杉戸キリスト教会 牧師

植草 榮一 アーク福音ミニストリー 牧師

坂本 秀雄 ゴスペルハウス 伝道師

中村 透 牧師バー 牧師

高清水 千秋 東京オリーブ教会 伝道師

朝比奈 二三代 ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

岡 照芳　 東京福音センター 牧師

蔦田 就子 イムマヌエル綜合伝道団 医療宣教師

塚本 良樹 キリスト者学生会 関東地区 主事

佐々木 秀一 東京プレヤーセンター 顧問

富安 敦 日本チャーチ オブ ゴッド教団 瀬谷キリスト教会 牧師

ルガール所 となりびと 主宰

正村 和也 JTJ宣教神学校 学生

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

松浦 功 町田ぶどうの木チャペル 牧師
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田崎 敏明 イエス・キリスト福音の群 延岡東海教会 牧師

西住 啓 はなみずきベテルチャーチ 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

市川 セツ子 セツ子の部屋 主宰

平石 太朗 エシュルンキリスト教会 牧師

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

木村 竜太 ダブルオークロスチャーチ 主任牧師

村瀬 彰 日本長老教会 横浜山手キリスト教会 長老

北郷 麿利子 ホームカミングミニストリー 主宰

山谷 真 救世軍 本営 伝道事業部長

エステル あきこ 日本基督教団 板橋泉教会 協力伝道師

和氣 敏治 東京プレヤーセンター 代表／チャプレン

 スタッフ祈り会

凪 ゆうこ ゴスペル シンガー

「東京プレヤーセンター」の風景

4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

田所 陽子さん（日
本基督教団 富士見

丘教会 信徒）

1月11日（金）「私の
主、私の神」創世記

28:10～22
小針 勇吾先生（Kobari Ministry 牧師）1月17日（木）「すべてをささげ」マタイ4:17

横坂 剛比古さん（
宗教専門行政書士）

1月18日（金）「たと
え話のはなし」マタ

イ13:10～13

谷口 海英先生（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）
1月24日（木）「見えないところ」使徒12:1～19

鎮目 政宏先生（単
立 ホープチャペル 

牧師）

2月2日（土）「信仰
から信仰へ」ローマ

1:17

小川 美和先生（日本リバイバル同盟 清瀬キングダムチャーチ 伝道師）
1月23日（水）「おことばどおり網を下ろす～主に導かれる歩み～」ルカ5:5

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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主イエスは、
私たちの罪のために
死に渡され、
私たちが義と
認められるために、
よみがえられたからです。

主イエスは、
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　ウォーターエイドは、1981年にイギリスで設立され、37年間にわたって、水・
衛生分野に特化して活動する国際NGOです。2030年までにすべての人に清
潔な水と衛生を届けることをビジョンに掲げ、アジア、アフリカ、中南米など計34
か国で水・衛生プロジェクトを実施しています。
　世界では今も8億4400万人（9人に1人）が清潔な水を、23億人（3人に1人）
が適切なトイレを使うことができない状況で生活しており、不衛生な水や不適切
な衛生設備が原因の下痢などで、1日に5歳以下の子ども約800人の命が失わ
れています。こうした状況を改善するために、ウォーターエイドは「すべての人
に清潔な水と衛生を」をビジョンに掲げ、清潔な水を得るための給水設備や衛
生設備の設置、その設備を長く維持管理していくための体制づくり、設備の修
理や水源管理のための研修、手洗い等の衛生習慣の定着を目指した衛生教
育などを実施しています。また、政府などの機関が政策を変えることによって、
さらに多くの人々の水・衛生の状況が変わる、という考えに立ち、ウォーターエイ
ドは、政府などの政策決定機関や国連機関に対して政策提言を行っています。
　人々が生きていく上で欠かせない水。清潔な水が手に入ることによって人々の
生活は大きく変えられます。マダガスカルに住むネニーちゃんは2年前まで水を得
るために往復1時間の道のりを毎日3回歩かねばなりませんでした。にもかかわら
ず、手に入る水は清潔なものではありませんでした。日曜日に教会に行く前後で
さえ水くみへ行っていたネニーちゃん。そんなネニーちゃんの夢は「大きくなった
ら牧師になること。」２年後、ウォーターエイドの支援によってネニーちゃんの住む
村では清潔な水が利用できるようになりました。以前のように水くみに1日3時間費
やすことも、不衛生な水が原因で体調を崩すこともなくなりました。清潔な「水」
がネニーちゃんのような子どもたちの未来を変えることができます。
　ウォーターエイドジャパンは、日本法人として2013年に設立されました。開発
途上国の人々が直面する水・衛生の課題を日本の皆様に知っていただけるよう
出前授業やイベント等を行うほか、募金活動にも取り組んでいます。

〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10-6 ローレンス・ノダ301
Tel:03-6240-2772　Email：info-japan@wateraid.org
Website：https://www.wateraid.org/jp/

プロジェクト前：不衛生な水源から水を汲むネニーちゃん（当時8歳）

プロジェクト後：村に設置された給水設備を喜ぶネニーちゃん（10歳）

ウォーターエイドジャパン 特定非営利活動法人(認定NPO法人)

エステル ◆上演日時◆
【東京プレヤーセンターでの上演】
4月26日（金）  開場18時30分　開演19時00分『エステル』
5月2日（木・祝）開場14時30分

開演15時00分『SOTE結成1周年Anniversary Concert』
（Vocal：西村あきこ、Piano：瓜生恭子、Drums：Kazu）

【東洋英和女学院小学部　講堂での上演】　オープニング演奏：This littleを歌う会
4月29日（月）開場12:00　開演12:30『エステル』　
　　　　　　開場15:00　開演15:30『エステル』
5月4日（土）  開場12:00　開演12:30『光のコンサート　天地創造』　
　　　　　　開場15:00　開演15:30『エステル』

◆場所◆
●御茶の水クリスチャンセンター4階　東京プレヤーセンター
●東洋英和女学院小学部講堂
　〒106-0032　東京都港区六本木5-6-14
◆チケット料金◆
『エステル』『天地創造』：一般・前売・当日　2,500円
『SOTE結成1周年アニバーサリーコンサート』：一般前売　2,000円（当日2,500円）
※全日、小学生以下のお子様は1,000円（前売・当日共に）
◆お問い合わせ&チケット予約受付◆
hikarinoconcert@gmail.com
info@akos-family.net

◆4月29日および5月4日に鑑賞予定の東洋英和女学院小学生の皆様へ◆　小学部生が鑑賞する場合は、制服を着用して登校し、黒靴のままでお入り下さい。講堂以外の場所に立ち入ることはできません。

朗読と歌声と生演奏とで織
り成す舞台『エステル』。
またこの春、昨年好評を博し
た『天地創造』の再演、そし
て結成1周年を迎えたSOTE
による『SOTE結成1周年
Anniversary Concert』も
実現！

イースターエッグ
命を生みだす
たまごは
復活の象徴 ！

→イエスさまの血
→イエスさまの受難
→罪
→復活
→祝い

イースターカラー
いのち
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う

イースターバニーは……
どんな意味が
あるんだろう？
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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

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

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

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
神様は私たちに永遠を思う心を与えて下さっています。そのた
めに私たちはこの世だけの一時的なものでは決して満足できま
せん。そして、人の心は創造主なる神様へと向かいます。その
時、聖霊様は神様のために生きようとする力を与えて下さいま
す。どんな時も聖霊様に委ね、従っていくほど希望に溢れた人
生はありません。

「永遠への思い」

〒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
（相模原青葉キリスト教会 牧師/NＰO法人 シオン相模原代表）

『聖書と人生』集会
2019年 5月15日（水）1：30pm～3：30pm
【講師】漆間 一英先生

32年間（現在264回）★恵みにより継続中！32年間（現在264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）

TEL 049-266-6662
http://www.hoikuen-kids.com/

〒356-0004  埼玉県ふじみ野市上福岡１-１２-８
園長　教育学博士・神学博士（D.M）　村上光男

キリスト教主義

子どもらよ　このにわにきて　あそべ
うたえ　花のように　鳥のように

東武東上線沿線の保育士募集中

入学生募集

大阪オフィス 　〒560-0052 大阪府豊中市春日町5-3-15 1F-B

0120-370-392
www.life-works.co.jp
E-mail : info@life-works.co.jp

詳細の求人情報はHPをご確認ください！
キリスト教専門葬儀社

事業拡大につきセレモニースタッフ大募集中！
要普通免許、業界未経験者大歓迎！

【職　　種】
30歳未満（長期キャリア形成のため）
総合職（葬儀関連業務全般）

【雇用形態】正社員(試用期間中は契約社員)

【資　　格】

葬儀・終活から、福音の働きを志す！ 2019年度 京都オフィス新規オープン！

鎌倉メインオフィス 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷1-1-42 1F

社会人経験2年以上あれば尚可


