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TPCは祝福の基です！

「コロナ禍にあって」

して宮に集まり、同時に家ごとにも集まっていま
した。今日の教会はどうでしょうか。多くの教会
は、家庭集会を開いています。けれども、
「家々」
を本質的な集まりの場所として位置づけている教
会は少ないのではないでしょうか。この点、例え
ば創価学会は聖書的（？）です。散歩をしている
と時々玄関前に自転車がたくさん止まっている家

日本宣教会
牧師

狭山キリスト教会

小坂嘉嗣

いったん収束しかけたコロナ禍は、再び息を吹
き返しているように思われる昨今です。教会も集

に出くわすことがありますが、彼らは家々で座談
会を開き、地域ごとに文化会館を建てて集まって
います。
今回のコロナ禍は、多くの教会に半ば強制的に
ネット配信による「家々の集まり」を余儀なくさ
せました。教会堂での集まりだけではなくて、

まることが本質的な所なので、未だ大きな影響を

「家々の集まり」の可能性に改めて目が開かれた

受けています。私が仕えている教会では、日曜日

のではないでしょうか。今は、まだ「家々」に自

ごとに４部礼拝を持ち、さらにネット配信を加え

分の家族が集まるだけの段階かもしれませんが、

て乗り越えようと努めてきましたが、ネット配信

ゆくゆくは、週日は「家々」に地域のキリスト者

を中心にした礼拝に切り替えた教会も多かったと

が未信者を誘って集まり、日曜日には一堂に会し

思います。いずれにしても、コロナ禍によって多

て公同の礼拝を捧げるならば、日本の宣教はさら

くの教会が、そのあり方を考えさせられているか

に進むのではないだろうか、そんなことを思わさ

と思います。

れています。

使徒の働きを読むと、初代教会がどのように信
仰を守っていたかを垣間見ることができます。次
のような御言葉があります。
「そして、毎日心を一
つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと
真心をもって食事をともにし、神を賛美し、民全
体から好意を持たれていた。主は毎日、救われる
人々を加えて一つにしてくださった。
」使徒２章
46, 47節
明らかに当時の信仰者は、集まる場所を二つ持
っていました。
「宮」と「家々」です。心を一つに

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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T P C のスケジュール

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

会 牧師）
狭山キリスト教
（日本宣教会
ル9：23 〜 28
ブ
ヘ
小坂 嘉嗣先生
」
れ
現
「キリストの
）
6月２9日（月

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。

8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（土） 市川 セツ子

１７日（月） 遠藤 高示

フルゴスペル船堀教会 牧師

２日（日） 川島 直洋

東京プレヤーセンター 副事務局長

１８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

３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

１９日（水） カイク・加藤

葛飾中央教会 牧師

４日（火） 横坂 剛比古

宗教専門行政書士

２０日（木） 北原 重信

キリスト同信会 会員

５日（水） 峯野 慈朗

独立新生葛飾教会 牧師

２１日（金） 北川 由美子

東京ホライズンチャペル 信徒伝道師

６日（木） 工藤 正太

丸子キリスト聖書集会 牧師

２２日（土） 高清水 千秋

東京オリーブ教会 副牧師

７日（金） 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

２３日（日） 所 美保

となりびとキリスト教会 牧師

８日（土） ルガール所

となりびとキリスト教会 牧師

２４日（月） 蜷川 いづみ

ユーオーディア・アンサンブル 第1ヴァイオリニスト

９日（日） 朝比奈 二三代

(2)

セツ子の部屋 主宰

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

２５日（火） 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

１０日（月）

スタッフグループによる礼拝（Ｃ）

２６日（水） 菅原 岳

グレイスカルバリーフェローシップ（つくし野キリスト教会） 牧師

１１日（火） 武藤 信夫

聖書めぐみキリスト教会 牧師

２７日（木） 鈴木 竜実

めぐみイエス・キリスト教会 牧師

１２日（水） 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

２８日（金） 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 牧師

１３日（木） 中村 文子

日本ナザレン教団 小岩教会 主任牧師

２９日（土） 勝浦 儀彦

宣教師

１４日（金） 関根 一夫

MACF 牧師、東京プレヤーセンター 顧問

３０日（日） 北方 勝也

単立 ミルトス・ゴスペル・チャーチ 牧師

１５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

３１日（月） 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

１６日（日） 平石 太朗

エシュルンキリスト教会 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。
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ミンダナオ子ども図書館

館長

No.104

松井 友

ミンダナオに偶然足を踏み込んで、非営利法人「ミンダナオ子ども図書館」を立ち上げて２０年。名前は「図書館」
ですが３００人ぐらいの原住民、イスラム、クリスチャンの戦争孤児や崩壊家庭の子たちを奨学生として大学まで行かせ、
本部には、現地に置いておけない子どもたちが６０人ほど住んでいる孤児施設のような場所なのです。問題家庭の子
どもたちなのですが本当に明るく良い子たち「宗教や種族
が違っていても一つの家族！」と言って元気にたくましく生活
している不思議な家！
始めたきっかけは、イスラム地域で戦争が起こり見渡す限
り地平線まで１２０万人の避難民！トラウマで子どもたちが表
情を失っているのを見て心が痛んだ事！もう一つは低地から
追いやられて山岳地帯に住まざるを得なくなった原住民の子
本部に住んでいる子どもたち
マノボ族の山の子どもたち
どもたちの貧しさ！靴や服もなく、小学校にも行けず病気に
なったら薬も買えず死ぬしかない。そんな状況を見て、読
み語りと医療と奨学制度を思いたち、現地の若者たちと始
めたＮＧＯです。
しかし近年テレビで紹介されて、日本から若者たちが訪
ねてくるようになりました。不登校だったり心を悩ませていた
イスラム地域で戦争が起こった！
貧しくっても明るい子どもたち
青少年たちも、困難な状況でも明るく生きる力を失わない現
地の子どもたちに囲まれると感動して泣き出します。これから
サイト検索「ミンダナオ子ども図書館日記」
はそうした日本の悩みの多い青少年を視野に入れて、宿泊
拙著『手をつなごうよ』
（彩流社）参照
費無しで生きる力を回復できる場所にしたいと考えています。

書籍の
ご案内

人生のすべての物語を新しく

〜シェルターの神学から傘の神学へ〜

救いは、ただ私たちの罪を赦すだけでなく、
「この
世」で苦しみ悩む、人間の存在そのものを救い取り、
人生にあるすべての物語を新しくする「存在の救い」
である。その「存在の救い」に着目し丁寧に語る。
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著者：濱 和弘
日本ホーリネス教団小金井福音キリスト教会牧師
発行所：株式会社 教文館
定価：本体2,300円＋税
購入方法：全国のキリスト教書店、Amazonでお
買い求めいただけます。
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入学生募集

キリスト教主義

CONSULTING
ライフプランナー

下田 大気

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

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

〒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

東武
東上
線
沿線
の保
育士
募

集中

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

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272回）★恵みにより継続中！

9月16日（水）1：30pm〜3：30pm

ヨハネ14：6

【講師】高清水

千秋 東京オリーブ教会 副牧師 東京プレヤーセンター事務局スタッフ

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

「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

田中 勇二

お祈りいただければ感謝です

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、杉山準規

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
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。

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一日も早く収束しますように
4.令和2年7月大豪雨の被災者に神様から平安と希望が与えられま
すように

Tokyo Prayer Center

✆ 042-324-2201㈹

尊いサポート献金を感謝します

ゆうちょ銀行から
ゆうちょ以外の銀行から

主宰

入場
無料

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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