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TPCは祝福の基です！

「みことばとの出会い」

の心に一つの光景が浮かんできたのです。
「百匹
の羊」のたとえです（ルカ15：4−7）
。百匹の中の
たった一匹の迷える羊のために、命をかけて探し
出し、救い出してくださる羊飼いの姿、イエス様
の姿…、その時、聞こえてきたのです、
「世界中に、
たった一匹の羊、たったひとりのあなたしかいな
くても、わたしは十字架にかかった！」
。それが答

日本福音宣教会・松山福音センター＆
東京福音センター 牧師
アンデレ宣教神学院 教授

岡 照芳

神との出会い、みことばとの出会いが私たちを
変えます。

えでした。私は救われたのです。神の愛を疑い続
けた私に主は語ってくださいました、
「わたしがあ
なたを愛するのをやめることなどありえない。な
ぜなら、わたしは愛だから」
。そうです、
「神は愛
です」
（Ⅰヨハネ4：16）
。
私たちが生きる理由は、どこにあるのでしょう。

大学生の頃、生きる意味を見失い、自分で自分

イエス様の答えです、
「わたしが生きるので、あ

を赦せずに、死にたくて死にきれずにいた時です。

なたがたも生きるからです」
（ヨハネ14：19）
。こ

不思議に聖書が読みたくなって読み始めて、出会

んな素晴らしい神様がおられる！ 主は生きておら

ったみことばが私を変えてくれました。
「心のきよ

れる！ だから、私たちも生きてゆける！ コロナの

い者は幸いです。その人は神を見るからです」
（マ

中でも、どんな時にも、
「主よ、どうしてですか、

タイ5：8）
。
「神などいない。いるなら、見せてみろ」

いつまでですか」と問いたくなる時にも、必ず答

と思っていた私にとって目から鱗でした。心がき

えをくださる、みことばをくださるのです。

よくないから、まるで汚れたガラスようになって

「神のわざが…現われるためです」
（ヨハネ9：3）
。

いたから、見えるはずのものが見えず、神様が見
えなかったんだと気づき、私の内に祈りが生まれ
たのです、
「私をきよくしてください」
。
自分で自分を愛せないこんな自分を、神が、キ
リストが愛してくださり、命も惜しくないと十字
架で罪の身代わりに死んでくださったなんて、あ
りえない！…世界中の全ての人のためなら、まだ
分かる、しかし、この世界にもしも私ひとりしか
いなかったら、さすがにイエス様も十字架にかか
らなかったろう、そう思っていました。そんな私

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

依田 和子先生
（久遠キリスト教
会 元伝道師）
12月16日（水
）
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」ローマ８:14
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12月28日（月

山崎 ランサム
和彦先生（聖契神
学校 教務主任、鶴見聖
12月21日（月
契キリスト教会 協力牧師
）
「新しいはじまり
）
」ヨハネ1:1〜1
4

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

室

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

10時〜21時

代表社員）
治太郎事務所
Ⅱコリント５:１２
（合同会社加
来られた目的」
加治 太郎先生
上に
地
この
ストが
キリ
「
）
金
（
12月18日

10時〜21時

待ち申し上げます。

オメガチャペル

岩佐めぐみさん
（童話作家）
12月25日（金
）
「私たちのベ
ツレヘム」ルカ
2:1〜7

（※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。

2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（月） マルセ まゆみ

主イエス恵み教会 牧師

１７日（水） 根田 祥一

クリスチャン新聞 顧問

２日（火） 金本 義也
３日（水） 植草 榮一

日本バプテスト教会連合 坂戸バプテスト教会 牧師

１８日（木） 田中 勇二

東京プレヤーセンター 理事 伝道師

アーク福音ミニストリー 牧師

１９日（金） 豆生田 信一（参遊亭遊助） 町田クリスチャンセンター 教会員

４日（木） 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

２０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

５日（金） 矢部 昭仁

藤沢オリーブチャペル 伝道師

２１日（日） 平石 太朗

エシュルンキリスト教会 牧師

６日（土） 市川 セツ子

セツ子の部屋 主宰

２２日（月） 平石 加代子

TPC女性メッセンジャーの会 事務局

７日（日） 北方 勝也

単立 ミルトス・ゴスペル・チャーチ 牧師

２３日（火） 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

８日（月） ダビデ・原田 恵己

ベテル・カルバリーキリスト教会 伝道師

２４日（水） 八木 容子

クリスチャンバイブルシンガー

９日（火） カイク・加藤

(2)

葛飾中央教会 牧師

２５日（木） 武藤 信夫

聖書めぐみキリスト教会 牧師

１０日（水） 山本 悦子

下妻シャローム・キリスト教会 牧師

２６日（金） 中尾 知子

Thanks Monday Ministry メンバー

１１日（木） 飯村 雅幸

聖教会 インターハートチャペル 牧師

２７日（土） 高清水 千秋

東京オリーブ教会 副牧師

１２日（金） 久米 小百合

音楽伝道者

２８日（日） 朝比奈 二三代

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

１３日（土） ルガール所

となりびとキリスト教会 牧師

１４日（日） 川島 直洋

東京プレヤーセンター 副事務局長

１５日（月） キスト岡崎 さゆ里

日本基督教団 協力宣教師、久が原教会 担任教師

１６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
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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。

ニュー ズレ タ ー

いのちのことば社 直営店について

営業部本部 直営店担当 森久保 薫

いのちのことば社がライフセンターという名称で直営書店を開いたのは、1962年
に開店した渋谷書店が最初です。
その後、80年代にかけて続々とお店がつくられました。また94年には、渋谷書
店、池袋書店、本社書店を統合し、新宿駅南口に「オアシスブックセンター」を
開店しました。
「オアシス」という名前は社内公募で決められ、その後、直営店が移転や改築
されると、
「オアシス○○店」と名前を改めるようになっていきます。
現在開店しているオアシスの名前がついている直営店としては、オアシス梅田
店（2009年に大阪駅前第二ビルに移転）、オアシス札幌店（2012年リニューアル）、
オアシス横浜店（2014年リニューアル）
、があります。
（仙台店は現在休業中）
一方、ライフセンター新潟書店、ライフセンター福岡書店、ライフセンター那覇
書店は、現在もライフセンターの名前を残して営業中です。
（豊橋店は現在休業
中）特に那覇書店は昨年、開店50周年という節目の年を無事に迎えることができ
ました。
昨年11月には、新たにCLCブックス名古屋店が「オアシス名古屋店」として加
わり、そして昨年12月に新宿のオアシスブックセンターが移転し、今年1月5日よりＣ
ＬＣブックスお茶の水店から「オアシスお茶の水店」として新たに開店いたしました。
近年は、一般書店でもそうであるように、キリスト教のリアル
書店もネット社会におされ、また書籍を買う人自体も減ってきて
いるなか、非常に厳しい状況に置かれています。
しかし、実際にグッズや書籍を手に取り、自分が探し求めて
いるものをじっくり考えることができたり、またプレゼントしたい人
にどのようなものがふさわしいか、その人の顔を思い浮かべな
がら、スタッフにその場で相談しながら実際の商品を選ぶことが
できる、というのは、実際の書店ならではの良さです。
現在は新型コロナウィルス感染対策として多くの制限等もあり
ますが、各店舗のスタッフ一同心を込めて、今後とも主から託
されているお店を作り上げていきたいと思っております。どうぞ
お店の働き、いのちのことば社の働きのためにお祈りください。
一人でも多くのお客さまのご来店を、心よりお待ち申し上げて
オアシス名古屋店入り口
おります。

オアシスお茶の水店入り口

オアシスお茶の水店店内

オアシス名古屋店店内
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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）

不動産コンサルティングオフィス

CONSULTING

売 買 ・ 仲 介 ・ 賃 貸 ・ 管 理 ・コンサルティング業務

下田 大気

ライフプランナー

ち

せい

東京都知事免許
（12）
第21904号

株式会社BBEコンサルティング

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

〒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

「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）

井戸端
ミニストリー

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

麦の会

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

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

東京プレヤーセンター

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

ふじとち 〜創業1921年〜

サンビルダーグループ

お問合せ

はつ

地生開發 株式会社

Hiroki Shimoda

〒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

かい

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）

32年間（現在276回）★恵みにより継続中！

3月17日（水）1：30pm〜3：30pm

ヨハネ14：6

【講師】篠原健治 師 福岡国際キリスト教会 主任牧師
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

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

10300-52709741/トウキョウプレヤーセンター

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

・ホームページからも送金できます（クレジットカード）

※ 領収書が必要な方は、ご連絡ください。

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
：https://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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