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TPCは祝福の基です！

「主を知ることを
切に追い求めよう」
（ホセア６
：
３）

が「いのち」をもっているかが問われるというこ
とです。この「いのち」とは、すなわち「主との
いのちの交わり」のことであり、単なる聖書知識
を超えて、
「みことば体験として主を知っている」
ことを意味します。
これは語り尽くされてきたことかもしれません
が、御子イエスは、どんなに忙しくても、ひとり
寂しい所に退いて、祈りによって父なる神と交わ
っていました。これが、イエスにとって、父のみ

「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

高橋めぐみ

こころだけを行い、十字架にまで従い通すための
原動力だったのです。
今、日本にはクリスチャンはわずかですが、聖
書はあふれています。それなのに、ひとりで聖書

私は、献身後、主の不思議な導きで、腹話術や

と向き合う人が本当に少ないようです。通勤途中

パペットで伝道する機会を与えられてきました。

スマホで聴き流したり、ネットで聖書日課を斜め

予想以上にむずかしい芸術的賜物で、一時は技

読みしたりするだけで終わる人もいます。それで

術の習得に夢中になりましたが、それでも心の奥

は、直接主と語り合い、主を知り、主のご命令に

底には「どうしたら、効果的にみことばを伝えら

喜んで従うことはむずかしいでしょう。新年にあ

れるだろうか」という問いかけがいつもありまし

たって、心を新たにして、主を知ることを切に追

た。すると、丸40年経ったある日、主から答えを

い求めようではありませんか。

いただいたのです。それは「主によって新しく造
り変えられた人が、信仰告白として台詞を語り、
そこに聖霊が働く時、いのちが流れ、聴衆にも届
く」
というものでした。つまり、問題は技術以上に、
術者自身が主を知り、主からの愛によって、聴衆
に語り掛けているか、ということなのです。
この経験は、その後、聖書片手にメッセージを
語る者とされてから、ますます深い意味をもつも
のとなりました。つまり、特別な賜物があるなし
にかかわらず、すべての証し人、メッセンジャー

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

松沢 勇志先生
（ホライズンコ
ミュニオンチャ
11月21日（土
ペル 牧師）
）
「勝利していま
す」第Ⅰヨハネ
5:4

ト教会 牧師）
となりびとキリス
ハネ 2:1〜11
所 美保さん（
わたしの時」ヨ
「
拝
礼
年
）9周
土
日（
14
月
11

中島 寿朗さん
（70年代を駆け抜け
た伝説のロックグルー
11月25日（水
プB.D.バッヂ主催）
）
「闇は光に打
ち勝たなかった
」コロサイ1:13

ャーチ 牧師） 妹尾 光樹
先生（純福音
団 グレイスリバーチ
成田教会 牧師
ャーチ オブ ゴッド教 ンクロ」イザヤ9:6〜7
本チ
11月24日（火
（日
生
）
先
のシ
小石 臨
）
「イエス様の四
の主の熱心へ
軍
つの感謝」ル
万
「
）
火
（
カ22:14〜19
12月1日

T P C のスケジュール

OPEN

アルファチャペル

貸

室

10時〜12時
12時15分〜12時45分

昼の礼拝
貸

（歓談タイム 12時45分〜13時30分）

室

14時〜17時

夕の祈り会
貸

17時〜19時の間の1時間
19時〜21時

室

貸

10時〜21時

祝日の礼拝も
ご一緒にお捧げしましょう！
これまでTPCのスタッフだけ
で行ってきた祝日の礼拝をご
一緒にお捧げできるようにな
りました。皆様のお越しをお
待ち申し上げます。

オメガチャペル

室

10時〜21時

会 副牧師）
教団 足利東教
7:15 〜 28
生（日本基督
は生きる」ダニエル書
言葉
羽島 ジェヒ先
その
も、
えられて
が変
と法
「時
）
11月27日（金

（※年末年始を除く）

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．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）
３．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（予約制）
（参加費 千円／回）
特記事項
１．祝日（年末年始を除く）も、通常通りチャペルで礼拝を行います。
２．貸室は年末・年始はお休みですが、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
１日（金）

スタッフグループによる礼拝（B）

エシュルンキリスト教会 牧師

２日（土）

スタッフグループによる礼拝（C）

１８日（月） 富田 満

キリストの花嫁

３日（日）

スタッフグループによる礼拝（A）

１９日（火） 中村 文子

日本ナザレン教団 小岩教会 主任牧師

４日（月）

スタッフグループによる礼拝（B）

２０日（水） 村瀬 彰

日本長老教会 横浜山手キリスト教会 長老

５日（火） 紫園 香

キリスト品川教会 音楽伝道師

２１日（木） 鈴木 竜実

めぐみイエス・キリスト教会 牧師

６日（水） 重見 通典

日本福音宣教会 ひばりが丘グレイス教会 牧師

２２日（金） 横坂 剛比古

宗教専門行政書士

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） 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

２４日（日） ルガール所

となりびとキリスト教会 牧師

９日（土） 所 美保

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

東京プレヤーセンター 副事務局長

２６日（火） 阿部 頼義

グレース ガーデン チャーチ 牧師

１０日（日） 川島 直洋

(2)

１７日（日） 平石 太朗

１１日（月） 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

２７日（水） 小山田 格

国際福音センター 牧師

１２日（火） 武藤 和夫

十字架福音キリスト教会 牧師

２８日（木） 松井 牧子

インマヌエル綜合伝道団 牧師

１３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

２９日（金） 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

１４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

３０日（土） 玉真 友紀子

タママミュージックミニストリーズ 主催

１５日（金） 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

３１日（日） 朝比奈 二三代

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

１６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
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川口一彦（愛知福音キリスト教会宣教牧師、
日本景教研究会代表、
基督教教育学博士）

①小史 635年、ペルシアから初代宣教師によって唐代中国にもたらされたイエスの教えを波斯（ペルシア）教と呼び、
745年に大秦景教と改称。大秦とは東ローマ帝国のユダヤ、景の字義は大きな光からイエスのこと。781年に長安（現
在の西安）に建った「大秦景教流行中国碑」には、メシア降誕のとき東方から来た博士たちを波斯（ペルシア）か
らの来貢と記し、聖霊降臨日には、使徒の説教を聞いた者の中に「パルティ
ア人、メディア人、エラム人」
（使徒2章9節）らがいたとあり、イエスがメシ
アであると聞いて信じた者らが東方に拡大していった。
特にイエスの12使徒のトマスがインドへ、70人弟子のアダイらがシリアへ宣
教し、150年頃からシリアのエデッサ（現在のウルファ）を都とするオスロヘネ
愛知の日本景教 王国はイエスを信ずる王国となりシリア文化が栄えた。ここでシリア語に翻訳さ
研究会本部に
れた聖書をぺシッタ（350年頃新約完成）と呼び、神学、哲学、医学、地
2014年に建った
理等を教える総合大学が作られた。さらにニシビスやペルシアに広がり、神
景教碑の複製碑
学校が設立され多くの指導者が起き、東方の中国宣教へと向かうことになる。
当時の唐帝国とペルシアやローマの東西は交易が盛んに行われ、バグダッドと長安はアジア最大の都市で栄え、多くの商人の中
にペルシア人やソグド人信徒がいて中国宣教が実現した。彼らがシリア語から漢訳した聖書（経）・讃美歌（讃）・教義（論）や
地理を皇帝に伝えると、638年に宣教許可が下り各地に大秦寺・景寺の会堂が建った。碑には聖書の教えや景教史、西域地理、
各皇帝との関係を伝え景教徒の伊斯らが皇帝を支えたことを伝えている。しかし845年頃になると武宗皇帝による道教以外の禁圧か
ら景教も国外追放に遭い、碑は地に埋められ1625年頃に発見されたことから景教が世界に知れ渡るようになった。
元代には也里可温（エリカオン・福音）と改称して発展したが、明代に禁教となった。景教はネストリウス派と言われるが蔑称で、
本人たちはネストリウスの用語は使わず、また異端説も見直されている。遺跡、遺物として高昌や敦煌の会堂跡から壁画や文書が
見つかり、中央アジアから中国各地にはシリア語や一部トルコ語で刻された千個以上の十字墓石、金属十字徽章、聖書類などが
発見された。北京郊外の三盆山には元代の也里可温教徒の会堂跡が遺る。
②特徴 ⑴彼らは聖書、賛美歌、教義書を持ってきていた。碑には新約27、旧約24と刻され、24はユダヤ教聖書の数
の影響がある。聖書はヘブライ語からシリア語に翻訳され、文書類はシリア語のメシア（弥施<師>訶）表記で、煉獄思想
も外典もなくマリアや諸聖人崇敬もない。唐代には500以上の漢訳書があるものの、発見されているものは10数点にすぎない。
⑵神は「三一」で、父を阿羅訶、子を弥施<師>訶（メシア）
、聖霊を浄風（ルハー）と表記。敦煌作の『一神論』
は創造論を説き、シ
リ
ア語から漢訳した『三威蒙度讃』は三一神を讃美している。
碑の頭部の十字
⑶十字架の贖罪を常に信じていた。彼らの信仰のシンボルは十字で、多く発見された墓石には
必ず救いの証としての十字が彫られている。景教碑の頭部も然り。
日本への景教の宣教は史料がなく不詳。大阪の武田科学振興財団杏雨書屋には唐代作『一神論』、
『序聴
迷詩所経』ほか貴重な原本が所蔵されている。
③今後の活動 ⑴各地で景教セミナーを実施し東回りのキリスト教を正しく理解し啓発したい。⑵国際景教研究 キルギスで発見された元
代の信徒墓石
会の各国の研究者同士の相互交流と研究発表を通して新しいニュースを共有する。
⑶景教資料館を建て、資
料を通して日本宣教と教会形成にヒントを与える一助になればと考
連絡先 Mail：kei1951-6@xc4.so-net.ne.jp
え、そのために支援会員（年会費3000円）を募っている。
TEL：090-3955-7955
［参考書］
『景教』
（川口一彦編著, イーグレープ, 2014年）
。
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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。

「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）

入学生募集

リリースアワー（傾聴の時）をスタートしました。
皆様の悩みをご相談ください。
毎月第4木曜日

TPC顧問

11時〜15時（予約制）

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

教会を元気にするために

「さあ、
みんなで劇をやろう」

CONSULTING

下田 大気

ライフプランナー

【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

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

クリスチャンの方と結婚したい

読み合わせ
にも最適です。

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）

日本宣教演劇学校
本書を
ＪＴＪ宣 教 神 学 校
推薦
します。 ＪＴＪ宣 教 神 学 校

クリスチャンホームを造りたい
せいいっぱい応援致します！
まずはメールでご連絡下さい。

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
2021年
なのです。（
」キリスト）

■お申込・お問合せは下記まで

市川セツ子（上野の森キリスト教会員、JTJ宣教神学校卒）

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

【講師】守部喜雅 氏 ジャーナリスト・クリスチャン新聞 編集顧問
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

東京プレヤーセンター

井戸端
ミニストリー

32年間（現在275回）★恵みにより継続中！

1月20日（水）1：30pm〜3：30pm

ヨハネ14：6
クリスチャンの結婚を支援する
『セツ子の部屋』主催

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

主に祝福された
そのような願いを起こされている方

前校長
Ｓ・Ｈ
Ｓ・Ａ

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

麦の会

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

主宰

田中 勇二

店番 019 当座

番号

0324793 / TPC 支援会

・ゆうちょ自動送金サービス(郵便局でお手続きください)
※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

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

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、杉山準規

10300-52709741/トウキョウプレヤーセンター
・ホームページからも送金できます（クレジットカード）

https://www.tpc365.com/about_us/activity_purpose#support

〒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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