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TPCは祝福の基です！

「なぜ今、人財育成が
急務なのか？」

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
ワーシップ！ジャパン宣教人財育成学院は、今
年で19期目を迎える神学校です。今までに250名
以上の卒業生を輩出し、その多くが国内外で宣教
事業に携わっています。
ここ数年間の祈りの中で、神様が一つの方向性
を明確に示してくださいました。それは、礼拝音
楽のクオリティーと、教会の成長拡大は密接に関
わっており、それを切り離して別々の次元で考え
てはならないということです。
クオリティーの高い礼拝音楽は、教会の成長拡
大を牽引しますし、教会の成長拡大によって礼拝
音楽はさらにグレードアップするのです。鶏が先
か、卵が先か、というイメージですが、それほど
礼拝音楽のクオリティーと、教会の成長拡大とは
密接な関係なのです。
急成長を遂げている教会の研究を長きにわた
っておこなっていますが、それらの教会のミュー
ジックミニストリーはとてもハイクオリティーで

す。しかも共通した特徴として、ミュージックミ
ニストリーだけではなく、教会内で行われている
すべてのミニストリーがハイクオリティーである
ということも挙げられます。これが教会の成長拡
大の原動力になっているのです。
米国テキサス州ヒューストンのレイクウッドチ
ャーチ（https://www.lakewoodchurch.com/）や
豪州シドニーのヒルソングチャーチ（https://
hillsong.com/）などが良い例です。
教会でのすべてのミニストリーのレベルアップ
のためには、宣教人財の育成が必要です。教会の
ヴィジョンを自分のヴィジョンとして共有し、ミ
ニストリーの目的をシッカリと理解し、目標を明
確にし、綿密に計画立案をし、仲間を励ましなが
らチーム一丸となってヴィジョンに向かって行動
する宣教人財を多く育成していくことが急務なの
です。
そのことが、地域教会の成長拡大につながり、
日本の大リバイバルにつながっていくのです。
ハレルヤ！！！！
『わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしは
あなたを愛している。
』
（イザヤ書43章4節より）

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）
（相談の時）
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、スタッフグループによる礼拝です。
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。

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、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
１日（水） 千代延 大介

１７日（金） 平田 亮二

罪人の友 主イエス・キリスト教会 伝道師

２日（木） 田中 勇二

東京プレヤーセンター 理事 伝道師

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） 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

１９日（日） 平石 太朗

エシュルンキリスト教会 牧師

４日（土） 石井 由紀

逗子キリスト教会 牧師

２０日（月） 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

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） 滝田 大志

東京ホライズンチャペル 信徒伝道師

６日（月） 村上 宣道

お茶の水クリスチャンセンター 理事長

２２日（水） 山本 潤

日本基督教団 補教師

７日（火） 松原 智

笹塚キリスト教会 牧師

２３日（木）

スタッフグループによる礼拝（A)

８日（水） 西住 啓

はなみずきベテルチャーチ 牧師

２４日（金）

スタッフグループによる礼拝（B）

９日（木） 飯村 雅幸

(2)

サルーキー＝ ボーカル

聖教会 インターハートチャペル 牧師

２５日（土） 高清水 千秋

東京オリーブ教会 副牧師

１０日（金） 小石 臨

日本チャーチ オブ ゴッド教団 グレイスリバーチャーチ 牧師

２６日（日） 北方 勝也

単立 ミルトス・ゴスペル・チャーチ 牧師

１１日（土） 所 美保

となりびとキリスト教会 牧師

２７日（月） 元呑 光一

日本アライアンス・ミッション 川口キリスト教会 牧師

１２日（日） 朝比奈 二三代

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

２８日（火） 中島 寿朗

70年代を駆け抜けた伝説のロックグループB.D.バッヂ主催

１３日（月） 植草 榮一

アーク福音ミニストリー 牧師

２９日（水） 浅見 雅広

日本ホーリネス教団 川越のぞみ教会 会員

１４日（火） 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

３０日（木） 岩渕 勲

日本国際ギデオン協会 理事、東京プレヤーセンター 監査役

１５日（水） 村瀬 彰

日本長老教会 横浜山手キリスト教会 長老

３１日（金） 福田 真理

グレースシティチャーチ 牧師

１６日（木） 服部 佐知子

バイオリニスト
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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。
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ＴＰＣは再臨の日まで続きます！

TPC支援会
の 詳 細 は
「TPC支援
会」のご案内
のチラシ、
また
はＨＰをご覧く
ださい。貴 方
様のご参加を
心からお待ち
申し 上 げ ま
す。
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（上段左から）川島直洋 杉山準規
（下段左から）朝比奈マリナ 平石加代子 高清水千秋

ぶん

そな

（上段左から）岸本茂雄 上野九五 田中勇二
（下段左から）岩渕 勲 和氣敏治 小坂圭吾
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相談役・顧問

神様は「日本と世界のリバイバル」のために、2011年11
月に、東京・御茶ノ水に「東京プレヤーセンター」
（ＴＰＣ）
を設立されました。そして、神様と多くの方々に支えられ、
毎日、
「礼拝」と「祈り会」をお捧げしてまいりました。
8年が経過した今では、礼拝のメッセンジャーとして、殆ど
の教団、教派から600名を超える教職者、信徒の方々が与
えられています。そして、今後も毎年、数十人の新しいメッ
センジャーが起こされる勢いです。
ＴＰＣの講壇は、教職者の
ためだけではなく、日本と世界のリバイバルのために、すべ
てのクリスチャンが、福音宣教のために御言葉を取り次ぎ、
証しする場として神様が用意されているという確信を与えら
れています。
そして、礼拝、祈り会を通して、来られた方々が聖霊様
に取り扱われて、困難の中にある方々も喜びにあふれ、元
気になっていくのを見させていただいています。
いま、私たちスタッフは、神様はこのミニストリーを再臨の
日まで継続しようとされていると強く思わされています。また、
将来的に、牧師の不足が案じられていますが、そのような
教会にメッセンジャーを派遣させていただくことも、神様から
ＴＰＣにあずけられた使命だと受けとめています。
神様がＴＰＣに与えてくださっている「日本と世界のリバイ
バル」というビジョンを実現するために、この度、
「一般社団
法人」を取得し、また、祈りの体制と財務の基盤強化を目
的として「ＴＰＣ支援会」を発足させるよう導かれました。
ＴＰＣは、私たちすべてのクリスチャンのために、神様が
用意してくださった素晴らしいプレゼントです。
是非、あなたも「ＴＰＣ支援会」にご加入下さい。そして、
「祈り」
、
「献金」
、
「メッセンジャーとして講壇に立つ」
、
「ＴＰＣ
の紹介」などを通して、ご一緒に神様にお仕えして行こうで
はありませんか！
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土地・建物の売買から、
賃貸マンション運営・管理まで

会

長

杣

浩二

サンビルダーグループ

㈱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
〒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

心を尽くし、
思いを尽くし、
知性を尽くし、
力を尽くして、
あなたの神である主を愛せよ。
あなたの隣人を
あなた自身のように愛せよ。
マルコ12:30〜31

CONSULTING
ライフプランナー

下田 大気

Supreme Ministry (最高の奉仕) は、
主への最高の讃美に至る！

「２つの戒め、３つの愛」の実践こそ

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

『現代訳聖書』の電子書籍版がアマゾン・キンドルで登場！
改訂新版
（第11版）
電子書籍版

新約聖書現代訳

●尾山令仁（訳）
●現代訳聖書刊行会
（編集）

アマゾン・キンドルにてご購入の上、
スマホ、タブレット、
ＰＣ等で
ご利用いただけます。

現代訳聖書・改訂新版の紙版は、
いよいよ10月末に刊行予定です。

●キンドル価格

750 円（税込）

PDJ／ロゴス出版社・代表 小坂圭吾
TEL&FAX：044-872-8705

http://www.logos-pb.com

「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）
お問合せ

東京プレヤーセンター

井戸端
ミニストリー

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

麦の会

主宰

田中 勇二

東京オリーブ教会が目指す「最高の奉仕」です。

東京オリーブ教会

事務局 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 ６F 615号
E-mail : tokyoolivechurch2018@gmail.com
絹田 至〔主任牧師〕／ 髙清水 千秋〔副牧師〕

日曜礼拝 at 東京プレヤーセンター・アルファチャペル
午前10:30〜12:00 どなたでも自由に参加できます。

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
「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）

32年間（現在271回）★恵みにより継続中！

7月15日（水）1：30pm〜3：30pm

ヨハネ14：6

【講師】小川

政弘 映像字幕翻訳家、東京中央バプテスト教会 教育主事

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

入場
無料

✆ 042-324-2201㈹

尊いサポート献金を感謝します
ＴＰＣの働きは、皆様の献金によって支えられております。
是非、ご協力をお願いいたします。
・銀行振込
ゆうちょ銀行から
ゆうちょ以外の銀行から

記号・番号 00120-5 324793 / TPC 支援会
店番 019 当座 番号 0324793 / TPC 支援会

・ゆうちょ自動送金サービス（ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方がご利用いただけます）
自動送金専用口座番号
10300-52709741/トウキョウプレヤーセンター
郵便局でお手続きください。
・ホームページからも送金できます（クレジットカード）
以下のカードがお使いいただけます。

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．
新型コロナウイルスの感染が収束しますように

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

https://www.tpc365.com/about_us/activity_purpose#support
※ 領収書の発行はしておりません。ご了承ください。

〒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

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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