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TPCは祝福の基です！

「不信仰のままで」
（マタイ14:31）

から逸らせて「神についての自分の心の状態」に
向けるという悪魔の策略が記されています。
愛に満ちた神でなく、その愛に応答できない自
分の心を見る時に、豊かに赦してくださる神ご自
身でなく、赦された実感のない自分の心に目を向
けるなら、共におられる主でなく、
「神様が一緒な
のにどうして？」と思う自分の心に目を移すなら、
私たちは沈みかけます。神ご自身から、神につい
ての自分の心の状態に目を移すことも、
「風を見る

JECA春日井聖書教会
協力牧師

水谷

潔

新しい年の船出を前に心に思い浮かぶのは、こ

こと」ではないでしょうか。自らを省みるあまり、
神ご自身から目を逸らしてはなりません。
しかし、不信仰と疑いの故に沈みかけ、助けを
叫び求めるお粗末な私たちをも、イエス様は手を
差し伸べ、つかみ、共に旅するその船へと引き上

れから一年の航路、そして、水の上を歩いたペテ

げてくださいます。ペテロは不信仰を悔い改め、

ロのこと。イエス様に従った船出にもかかわらず、

再び水の上を歩いたのではありません。
「不信仰

弟子たちは逆風に苦しめられます。しかし、嵐の

のままで」引き上げられたのです。今年も毎日さ

中、水の上を歩かれたイエス様は、ペテロにも水

さげられるTPCの礼拝が、逆風の中で沈みかけ

の上を歩かせます。イエス様の「来なさい」との

ている方が、不信仰のままで主に引き上げられ、

言葉を信じ、イエス様だけを見つめて水の上を歩

共に船で旅をする場となりますよう切に願ってい

いたペテロでしたが、強風を見ると、一転、怖く

ます。

なり沈みかけます。
新たな一年、イエス様の言葉を信じ、イエス様
を見つめつつ、いつも水の上を歩き続けられたら
よいのですが、そうはいかないのがお互いの現実
でしょう。とりわけ逆風の中では、風を見て恐ろ
しくなり、疑いが生じ、沈みかけることも。私た
ちは、この場合の「風」を、
「みことばを疑わせる
環境や出来事」にあてはめますが、そうした外面
的なものだけではないでしょう。C.S.ルイスの「悪
魔の手紙」には、クリスチャンの注意を「神自身」

ＴＰＣは「日本と世界のリバイバル」
を目指します
（1）
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
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「東京プレヤーセンター」の風景
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OPEN

10時〜21時

アルファチャペル

貸

室

10時〜12時

昼の礼拝
貸 室

12時15分〜12時45分
14時〜17時

夕の祈り会
貸

（歓談タイム 12時45分〜13時30分）

17時〜19時の間の1時間
19時〜21時

室

オメガチャペル

貸

室

10時〜21時

小隊 兵士）
〜１１
（救世軍杉並
Ⅱコリント7：９
み」
奥岨 孝之さん
御心に適った悲し
の
神
「
）
水
11月27日（

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4木曜日 11時〜15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
（参加費 千円／回）
特記事項
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。

1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。 メッセージの奉仕をして頂ける方はご連絡ください

(2)

１日（水）

個人礼拝

１７日（金） 中島 哲夫

２日（木）

個人礼拝

１８日（土） 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

３日（金）

個人礼拝

１９日（日） 平石 太朗

エシュルンキリスト教会 牧師

４日（土）

個人礼拝

２０日（月） 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

５日（日） 川島 直洋

東京プレヤーセンター 副事務局長

２１日（火） 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

６日（月） 小山田 格

国際福音センター 東小金井チャペル 牧師

２２日（水） 岸本 茂雄

日本キリスト合同教会 板橋教会 神学生

７日（火） 田中 勇二

東京プレヤーセンター 理事 伝道師

２３日（木） 鈴木 竜実

めぐみイエス・キリスト教会 牧師

８日（水） 村瀬 彰

日本長老教会 横浜山手キリスト教会 長老

２４日（金） 中澤 竜生

キリスト聖協団 西仙台教会 牧師

９日（木） 遠藤 高示

ナオスキリスト教会 牧師

フルゴスペル船堀教会 牧師

２５日（土） 高清水 千秋

東京オリーブ教会 副牧師

１０日（金） 井上 薫

スモールストーン・ミニストリー 牧師

２６日（日） 朝比奈 二三代

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

１１日（土） ルガール 所

となりびとキリスト教会 牧師

２７日（月） 守部 喜雅

作家・ジャーナリスト

１２日（日） 山田 真規子

TPC女性メッセンジャーの会 会員

２８日（火） 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

１３日（月）

個人礼拝

２９日（水） 田所 慈郎

下北沢グレイスガーデンチャーチ 牧師

１４日（火） 金 斗鉉

イラストレーター

３０日（木） 西住 啓

はなみずきベテルチャーチ 牧師

１５日（水） 上野 九五

東京プレヤーセンター 理事、渉外責任者

３１日（金） 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

１６日（木） 武藤 信夫

聖書めぐみキリスト教会 牧師
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※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

ニュー ズレ タ ー

ＴＰＣは創立8周年を迎えました！
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代表 和氣敏治

「大切なのは、植える者でも水を注ぐ者でもなく、成長させて
くださる神です。
」
（Ⅰコリ３：７）
「日本と世界のリバイバル！」そのために神様が2011年11月、
東京・お茶の水に「東京プレヤーセンター」
（TPC）を設立され、
８年が経過しました。そして、１年365日、毎日、
「お昼の礼拝」
と「祈り会」を導いて下さっています。
「お昼の礼拝」は、教団、教派を超えた教職者、また、信徒
の方々が日替わりでメッセージを担当して下さっており、その数は
570人を超えました。更に、今後も毎年、数十人の新しいメッセ
ンジャーが与えられる勢いです。この事を通して、
ＴＰＣの講壇は
すべてのクリスチャンのために用意されていると強く思わされます。
また、今後、牧師、教職者が不足すると言われていますが、
TPCはその様な教会、集会にメッセンジャーを派遣させて頂いて
います。
そして、今、体制を強化し神様から与えられたビジョンを実現
するために、
「法人化」と「ＴＰＣ支援会」の準備を進めています。
ＴＰＣは、神様からすべてのクリスチャンに与えられたプレゼント
です。出入りは全く自由です。あなたも、是非、お気軽にTPC
にお越し下さい。そして、聖霊様に満たされ、賜物を生かし、リ
バイバルを目指してご一緒に神様に仕えようではありませんか！
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神様の愛をお伝えします。
気軽にお声をかけて下さい。

クリスチャンの方と結婚したい
主に祝福された

「あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい」
（マタイ28：19）

クリスチャンホームを造りたい

リリースアワー（傾聴の時）をスタートしました。

そのような願いを起こされている方

皆様の悩みをご相談ください。
毎月第4木曜日

TPC顧問

せいいっぱい応援致します！

14時〜17時（予約制）

まずはメールでご連絡下さい。

佐々木 秀一 「シモンの家」主宰

〒030-0845 青森市緑１丁目18-8
E-mail：hi@sasakidk.co.jp
Mobile：080-1844-2774 TEL：017-723-9039

■お申込・お問合せは下記まで

クリスチャンの結婚を支援する
『セツ子の部屋』主催

PC-Mail：god-setuko@ktj.biglobe.ne.jp
携帯Mail：god-setuko@ezweb.ne.jp

市川セツ子（上野の森キリスト教会員、JTJ宣教神学校卒）

世界的ベストセラー「人生を導く5つの目的」が新しくなりました。
増補改訂版

CONSULTING
ライフプランナー

下田 大気

リック・ウォレン 著●尾山清仁/小坂直人 訳

◎リック・ウォレン師書き下ろしの新たな2章を追加。
世界
85カ国語 ◎一回り小さくなって持ち運びが便利になりました。
に翻訳！ ◎第1〜40章についても訳文を見直しました。

Hiroki Shimoda

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 prio̲cocoa1000@yahoo.co.jp URL https://bbe.tokyo

教会を元気にするために

【収録作品】 マルタとマリヤ、父の愛（放蕩息子）
、
みんなで
ヨセフ物語など12編（1編 約20分）
参加できる
楽しい脚本集

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）

本書を
推薦
します。

4/6判●上製●440頁●定価（2,300円＋税）

パーパス・ドリブン・ジャパン代表 小坂圭吾
TEL & FAX：044-872-8705（編集部）

http://www.pdjapan.com

ふじとち 〜創業1921年〜

「さあ、
みんなで劇をやろう」
読み合わせ
にも最適です。

日本宣教演劇学校
ＪＴＪ宣 教 神 学 校
ＪＴＪ宣 教 神 学 校

校 長
Ｓ・Ｈ
Ｓ・Ａ

西田
正
岸
義鉱
中野雄一郎

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

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

不動産全般／設計・施工／教会建築／リフォーム／耐震
集会
「わたしが道であり、 『聖書と人生』
真理であり、いのち
2020年
なのです。（
」キリスト）
ヨハネ14：6

Tokyo Prayer Center

東京プレヤーセンター

事務局：川島直洋、高清水千秋、朝比奈マリナ

入場
無料

✆ 042-324-2201㈹

（ヨハネ12：24）
お問合せ

東京プレヤーセンター

井戸端
ミニストリー

尊いサポート献金
を感謝します

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

会場：冨士ビル3階ホール JR国分寺駅 徒歩2分

「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。
」

神様が私たちに望んでおられる最高の行いは「礼拝」です。
これは聖日だけの事ではありません。毎日、絶えず神様を思
い、臨在を感じ、交わる事が大切です。
「礼拝」を通して罪
が教えられ、真の悔い改めへと導かれます。そして、私たち
は神様の栄光を現す愛の人に変えられます。

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

【講師】高橋みどり（「神の子ミニストリーズ」代表）

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

代表／チャプレン 和氣敏治

お祈りいただければ感謝です

32年間（現在268回）★恵みにより継続中！

1月15日（水）1：30pm〜3：30pm

「礼拝」

３．
ＴＰＣの経済が豊かに祝されますように

人生を導く5つの目的

〜自分らしく生きるための42章〜

TEL＆FAX：03-5577-6365
E-Mail：info@tpc365.com

麦の会

主宰

田中 勇二

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
預金種目：普通預金
口座番号：5270974

〒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

お問い
合わせ

番：038

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

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
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