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TPCは祝福の基です！

「神の意志への叫び」

下北沢ナザレン教会 牧師

坂本

誠

祈りは私たちが自然と身につけているものです
が、祈りの定義を皆さんは聞いたことがあります
か。カール・バルトは『教会教義学』の中で「祈
りとは神の意志への叫び」であると定義していま
す。私が祈りの内容、言葉に、初めて注目したの
はアメリカに留学した時です。最初は、なかなか
英語で祈れず、日本語で祈っていました。それは、
言葉を慎重に選びながら、
「神のご意志に従いた
い」という明確な自分自身の意志を適切な言語で
伝えるには、まだ上手くしゃべれない英語よりも
日本語の方が伝えることができると考えたからで
す。
「言葉じゃない心だ」という方もいらっしゃる
でしょう。しかしながら、日本語で当たり前のよ
うに祈る私たちは、言葉をちゃんと理解しながら
祈っているのでしょうか。
特に、状況が極めて複雑で、今回のコロナウィ
ルスのように未知のウィルス対策に追われている
私たちは、どのように祈ったらよいのか、なかな
か言葉にならない祈りを心の内に持っています。
ヨーロッパでは司祭も含めて多くの教職者や信徒

の方々が亡くなっています。そのような中で叫び
声をあげることは、難しいのです。
マルコによる福音書９章に、悪霊にとりつかれ
た子どもをいやしてもらう父親の祈りがあります。
弟子たちが悪霊を追い出せなかったのをみて、父
親の信仰は弱められます。不条理な状況をどのよ
うに受け止めたらいいのか戸惑うのです。イエス
様が迫った時の父親の言葉は「信じます。信仰の
ない私をお助けください」でした。信仰のないと
は、不信仰に陥って戸惑っている状況です。不信
仰の中でも信じたいという願い、慟哭、これこそ
「神の意志への叫び」なのです。
「信じます」
「信仰
のない私」は矛盾しています。しかし、祈りは矛
盾を超越していきます。
私たちは今、様々な矛盾を抱えながら生きてい
ます。東京オリンピックが延期となり、礼拝が出
来ない教会もあります。しかし、東京プレヤーセ
ンターでは祈りが積み重ねられています。この祈
りを神さまは聴いてくださっています。私たちも
「神の意志に従いたい」という叫びを上げ続けま
しょう。不条理の中だからこそ、叫びを上げ続け
るのです。

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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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．超教派祈り会
毎月第1木曜日 14時〜16時（予約制）
３．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）
４．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）
５．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．祝祭日は、チャペルでは行わず、チームによる家庭礼拝です。
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。

5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
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１日（金）

チームによる家庭礼拝

１７日（日） 平石 太朗

２日（土）

チームによる家庭礼拝

１８日（月） 大野 寿子

日本キリスト教団 浦安教会 信徒

３日（日）

チームによる家庭礼拝

１９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

４日（月）

チームによる家庭礼拝

２０日（水） 上野 九五

東京プレヤーセンター 理事、渉外責任者

５日（火）

チームによる家庭礼拝

２１日（木） 杉山 準規

東京カべナント教会 信徒、東京プレヤーセンター スタッフ

６日（水）

チームによる家庭礼拝

２２日（金） 池田 博

日本福音キリスト教会連合 本郷台キリスト教会 アドバイザー牧師

７日（木） 田中 勇二

東京プレヤーセンター 理事 伝道師

２３日（土） 高清水 千秋

東京オリーブ教会 副牧師

８日（金） 錦織 博義

日本ホーリネス教団 隠退牧師

２４日（日） 朝比奈 二三代

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

９日（土） 所 美保

エシュルンキリスト教会 牧師

となりびとキリスト教会 牧師

２５日（月） 伏見 敏

日本ホーリネス教団 八街栄光キリスト教会 牧師

１０日（日） 勝浦 儀彦

宣教師

２６日（火） 岸本 茂雄

日本キリスト合同教会 板橋教会 神学生、東京プレヤーセンター 理事

１１日（月） 小坂 嘉嗣

日本宣教会 狭山キリスト教会 牧師

２７日（水） 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

１２日（火） 滝田 大志

東京ホライズンチャペル 信徒伝道師

２８日（木） 山本 潤

日本基督教団 補教師

１３日（水） デイビッド 風間

ニューソングチャーチ 牧師、ボランティア団体ホープウインド 代表

２９日（金） 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

１４日（木） 齋藤 篤

日本基督教団 深沢教会 牧師

３０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

１５日（金） 萩生田 明

日本基督教団 高円寺教会 牧師

３１日（日） 北方 勝也

単立 ミルトス・ゴスペル・チャーチ 牧師

１６日（土） 林 祐亮

東京基督教大学 神学研究科 神学専攻修士課程（教会教職）1年
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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

メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン
（MAWJ）
「メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン
（MAWJ）」
は「難病と闘う子どもの夢をかなえる」世界的
なボランティア団体の日本支部です。MAWJは
どの宗教団体にも属してはいませんが、その活
動の素晴らしさと、その中で出会った子どもたち
からのメッセージを、またクリスチャンとしての私
は、活動を通して教えていただいた神様からの
メッセージをお伝えしたいと願っています。
この活動は、1980年アメリカに住む、白血病
と闘うクリスの「おまわりさんになりたい」という
夢をかなえたことから始まりました。今では世界
46ヶ国、夢をかなえた子どもの数は45万人を超
え、ギネスブックに登録される世界的なボランティ
大野寿子さん
印税は全てMAWJへの寄付と
なります
ア団体になりました。日本では1992年に当時沖
縄駐在のアメリカ人女性、スーザン・アルブライ
トによって設立され、今日まで3,500人もの夢をかなえてきました。
子どもたちを通して知るのは、神さまの私たち一人ひとりへの愛と、恵みの豊かさです。
つらいこと・苦しいこと・心が折れることが確かに生きている中ではいっぱいある、でも「大
丈夫、神さまが一緒だから」
。

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-10 相模屋第三ビル
TEL：03-3221-8388 FAX：03-3221-8380
Mail：tokyo@mawj.org

新刊の
ご案内

教会の成長拡大に貢献する人財
ワーシップ！ジャパン宣教人財育成学院 学長
ジョシュア佐佐木
日本で唯一の音楽系神学校を開校し、日本ゴスペル音楽
協会を創設されたジョシュア佐佐木氏が贈る、アグレッシ
ブな伝道を願うすべてのクリスチャン必読の書！
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ふたり

イラストレーターの金斗鉉さんはボランティアとして
絵本の製作に協力してくださいました

教会に集まれないの

これが便利！

絵本はメイク・ア・ウィッシュ オブ
ジャパン事務局にて販売中

待望の新刊！

ざんねん

べんり

大野 寿子

◆教会の「成長拡大」のカギとは？
◆教会のすべてのミニストリー（宣教事業）の
クオリティーを向上させるには？
◆人財の育成に必要不可欠なものとは？
出版社：イーグレープ
定価：本体1,800円+税
購入方法：全国のキリスト教書店とAmazonでお買
い求めいただけます。
※Amazon内で「教会の成長拡大に貢献する人財」と
検索してください。
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「となりびとキリスト教会」

聖書を日々の生活の糧に

「心の糧の会」
聖書を、日々の糧として学びたい方はご連絡ください。
ともに学びましょう。
東京プレヤーセンター 監査役
岩渕 勲（連絡先：090-4391-5624）

土地・建物の売買から、
賃貸マンション運営・管理まで

会

CONSULTING
ライフプランナー

下田 大気
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

平

山

歯

科の

ン『歯科医
療と
ビジョ

福

音

』

院長

平山

健

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-11
木村ビル2F

☎03-3233-1108

（予約制）

詳しい内容はホームページをご覧ください。

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

〒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

ふじとち 〜創業1921年〜
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 32年間（現在270回）★恵みにより継続中！
「わたしが道であり、 『聖書と人生』
真理であり、いのち
2020年
（水）1：30pm〜3：30pm
入場
なのです。（
」キリスト）
【講師】武藤和夫 十字架福音キリスト教会 牧師
無料

5月20日

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

（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

３．
新型コロナウイルスの感染が収束しますように

✆ 042-324-2201㈹

「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。
」

創世記の2章まで、また、黙示録の21章以降にはサタンは出てき
ません。そこは善に満ちていますが、その移行期にあるこの世
はあらゆる悪が横行し、コロナウイルスの様に、時に私たちは
振りまわされます。しかし、神様は「勇気を出しなさい。わたし
はすでに世に勝っている」と宣言しておられます。安心してイ
エス様だけを見上げましょう。

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

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

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

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

「勝利の主」

お祈りいただければ感謝です

杣

長

サンビルダーグループ

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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