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（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

ＴＰＣは「日本と世界のリバイバル」
を目指します

球の全てのものを創られたとある。また、イエス
様は「わたしが道であり、真理であり、いのちな
のです。」とおっしゃっているから、そのまま信じ
ているが、福音を伝えるにあたり、聞く人も「真理」
を知性でも理解出来るようにと思ってみた。
　そこで「真」とは「うそ・偽りのないこと」。「理」
は「物事の筋道。とか普遍的な絶対の真理」等と
辞書にある。そんなものは何かと考えた。しばら
くして「創造主だ！」と気付いた。なぜ！創造主
には先ず意志があり、理念があり、目的、構造、
必要な材料・・・・・すべてを可能にされるお方。
全てのものを設計し創られた方だから。即ち、創
り主は全ての事を知っている。自動車が故障すれ
ば、メーカーに持って行くと直してくれように、
創造主のところに持って行くと全てが解決出来る
のである。
　聖書にある創造主である神様は、宗教と言った
人間の考え方や理想で創られた架空のものではな
く、見ることは出来ないお方だが森羅万象ことご
とく創られ支配されているお方、聖書の神様はま
さしく真理のお方である。

　「私たちは、神の中に生き、動き、また存在し
ているのです。」（使徒の働き17：28）
　日本には宗教と言われるものが沢山ある。そし
て私自身がその一角を担う牧師という宗教家であ
る。
　そこで改めて「宗教」とは何かと考え、定義と
して広辞苑を調べると「神または何らかの超越的
絶対者、あるいは卑俗なものから分離され禁忌さ
れた神聖なものに関する信仰・行事・制度。ま
た、・・・・・・」と書かれていた。これを見て、「宗
教とは何でもあり」なんだ。「鰯の頭も信心から」
という諺の通りだと思った。個性の強い人が、自
分の論説を強調し、宗教的行為を見せ、御利益を
説くと多くの人が信じ宗教が発生するのだ。多く
の宗教があり、「オウム真理教」などと言う恐ろし
いものもあった。
　そこでもう一度聖書を深く考えてみた。聖書の
始め創世記1:1に、「初めに、神が天と地を創造し
た。」とあり、光や闇も創られ、６日間で宇宙と地

石川洋一
聖協団 相模原キリスト教会牧師
日本イスラエル親善協会理事

「愚問・・・真理と宗教」
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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。

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
特記事項  （参加費　千円／回）
　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。
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三橋 与志哉 越谷福音自由教会 主任牧師

西住 啓 はなみずきベテルチャーチ 牧師

田中 勇二 東京プレヤーセンター 理事 伝道師

中村 透 牧師バー 牧師

市川 セツ子 セツ子の部屋 主宰

川島 直洋 東京プレヤーセンター 副事務局長

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

芹澤 延明 龍ケ崎ハウスチャーチ 牧師

石川 良男 日本オープンバイブル教団 墨田聖書教会 牧師

萩生田 明 日本基督教団 高円寺教会 牧師

犬塚 契 ふじみキリスト教会 主任牧師

ルガール所 となりびとキリスト教会 牧師

所 美保 となりびとキリスト教会 牧師

飯村 雅幸 聖教会 インターハートチャペル 牧師

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

上野 九五 東京プレヤーセンター 理事、渉外責任者
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山下 真実 ふじみ野バプテスト教会 牧師

中澤 竜生 キリスト聖協団 西仙台教会 牧師

ゴスペル亭パウロ アマチュア福音落語家

平石 太朗 エシュルンキリスト教会 牧師

 スタッフグループによる礼拝（D）

 スタッフグループによる礼拝（A）

朝比奈 二三代 ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

金成 星美 東京フリー・メソジスト教団 八王子中野キリスト教会 伝道師

和氣 敏治 東京プレヤーセンター 代表／チャプレン

高清水 千秋 東京オリーブ教会 副牧師

北方 勝也 単立 ミルトス・ゴスペル・チャーチ 牧師

植草 榮一 アーク福音ミニストリー 牧師

鈴木 竜実 めぐみイエス・キリスト教会 牧師

八木 容子 クリスチャンバイブルシンガー

「東京プレヤーセンター」の風景

9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

和氣 敏治さん（東
京プレヤーセンター

 代表／チャプレン）
 

8月３日（月）「心を
合わせた祈り」マタ

イ18：19～20
8月6日（木） 東京国際朝祷会第3042回　平和記念合同朝祷会 
奨励は廣瀬 薫先生（東京キリスト教学園 理事長）

市川 セツ子さん（セ
ツ子の部屋 主宰） 

8月1日（土）「創造
された生」創世記1

：27～31

所 美保さん（となりびとキリスト教会 牧師） 7月18日（土）「パンくず」マタイ15：21～28
平石 太朗先生（エ

シュルンキリスト教会
 牧師） 

8月11日（火）「神の
賜物と召命は変わら

ない」ローマ11:16
～29

カイク・加藤先生（葛飾中央教会 牧師） 8月5日（水）「わたしの愛の中にとどまる。」ヨハネ15：9～10

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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Ⅰテモテ1の15Ⅰテモテ1の15

キリスト・イエスは、
罪人を救うために
この世に来られた。

キリスト・イエスは、
罪人を救うために
この世に来られた。
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コロナ禍の中で進む神の計画
「主は国々のために旗を揚げ、イスラエルの散らされた者を取り集め、ユダの追
い散らされた者を 地の四隅から集められる」（イザヤ11:12）
　コロナ禍の中で、不思議なことが起こっています。世界のユダヤ人が一斉にイスラ
エルへ帰還し始めたのです。「帰りたいと思う時に帰れば良い」と思っていた米国に
住むユダヤ人は、ロックダウンを受けて、これからは“いつでも”とは言えない時代が
来たのだと気付きました。ヨーロッパでは、「コロナは世界の人口を減らそうと、ユダヤ
人が仕掛けた」などの根も葉もない噂（うわさ）がSNSを通じて流され、コロナの責
任をユダヤ人に転嫁したり、抑圧されたうっぷんが暴力という形でユダヤ人に向けら
れ、これまで以上に反ユダヤ主義が拡大しています。
　このような時、イスラエルでは帰還省の大臣に、3歳の時に自ら命からがらエチオピ
アから帰還したペニーナ・タマヌシャタ氏が就任しました。近い将来、さらに世界的
に拡大するであろう反ユダヤ主義に危機感を覚え、大臣はユダヤ人のイスラエル帰還
を進めようとしています。2021年には、9万人の帰還が予測されていますが、彼女の
ビジョンはそれにとどまりません。今後、5年間で25万人を受け入れると宣言していま
す。この数字は、小国イスラエルにとってどれほど大きなものでしょう。人口比で日本
の国に換算するなら、5年間で343万人を受け入れるという計算になります。福祉や住
居、教育などを施さなければならない人々、経済的にも裸一貫で戻る人 を々343万人
受け入れるなら、日本は間違いなく崩壊してしまうでしょう。
　コロナ禍の中で、イスラエルも諸外国にもれず、非常に苦しい経済状況に追い込ま
れています。失業率は実に24％に達していますし、一番の産業であった旅行業が壊
滅的なことになっています。この先、いつ旅行を再開できるのか、目処（めど）は一
切立っていません。そのような時に、膨大な移民者を受け入れることは、国家の存続
さえ危ぶまれる決断です。しかし、イスラエルはユダヤ人が安心して帰れる祖国であ
り続けることを選びました。そして、その背後には、まぎれもなく「イスラエルの散らさ
れた者を取り集める」と言われた、主の預言が成就していることが分かります。
　この大プロジェクトを、イスラエル政府の力だけで成し遂げることはできません。民
間にも支援の要請が届いています。私たちBFP（ブリッジス・フォー・ピース）にも
要請があり、早速インドに住むユダヤ人の救出に乗り出しました。主の時は近付いて
います。世界の情勢が大きく動いているこの時、目の前で繰り広げられる、みことば
の真実に、震える思いを抱いています。

連絡先　TEL：03-5637-5333
　　　　URL: www.bfpj.org

帰還を喜ぶインド系ユダヤ人

B.F.P. Japan（ブリッジス・フォー・ピース） 代表 高田篤美
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東京プレヤーセンター

No.105
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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、杉山準規

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

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

『聖書と人生』集会
2020年 9月16日（水）1：30pm～3：30pm
【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

32年間（現在272回）★恵みにより継続中！32年間（現在272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）

CONSULTING

ライフプランナー

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 prio_cocoa1000@yahoo.co.jp  URL https://bbe.tokyo

Hiroki Shimoda
下 田  大気

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

主宰
田中 勇二

井戸端
ミニストリー麦の会

東京プレヤーセンター TEL＆FAX：03-5577-6365
E-Mail：info@tpc365.com

お問合せ

「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）

・銀行振込 
  ゆうちょ銀行から     記号・番号 00120-5 324793 / TPC 支援会 

  ゆうちょ以外の銀行から  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。 

 

 
 

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。 

       

 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。  

会　長　 杣 　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

サンビルダーグループ

〒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

土地・建物の売買から、
賃貸マンション運営・管理まで 税理士法人 グローリア

足達会計事務所
所長税理士
足達裕昭（千葉県税理士会千葉東支部）
　　〒260-0021
　　千葉市中央区新宿２-８-２
　　千葉クリスチャンセンタービル３Ｆ
　　ＴＥＬ 043-243-8001
　　ＦＡＸ 043-243-8012

髙橋会計事務所
所長税理士
髙橋英彰（千葉県税理士会千葉南支部）
　　〒267-0066
　　千葉市緑区あすみが丘1-27-2
　　藤屋第２ビル３F
　　ＴＥＬ 043-294-5138
　　ＦＡＸ 043-294-8770

地生開發 株式会社
ち せい かい はつ

東京都知事免許（12）第21904号

不動産コンサルティングオフィス不動産コンサルティングオフィス
売買・仲介・賃貸・管理・コンサルティング業務売買・仲介・賃貸・管理・コンサルティング業務

〒165-0027 東京都中野区野方1-48-5 グリーンコート中野310
TEL：03-5380-2751  FAX：03-5380-2752  URL：http://chiseikaihatsu.com  E-mail：newlife@wish.ocn.ne.jp

大塚 愛子／大塚 祐子

朝比奈二三代 Tel：０８０（５５０５）４９３６
E-mail：shepherd611@hotmail.co.jp

ハウスチャーチぶどうの木
いつでも、どこでも神様を礼拝する

ご希望でしたらカウンセリングします。

わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。
人がわたしにとどまり、わたしもその人の中にとどまっているなら、

そういう人は多くの実を結びます。（ヨハネ15章5節）


