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TPCは祝福の基です！

「私の望みは神から来る」

ありません。祈れないというのは実はまちがいで、
祈れるのです。神様に心を注ぎだして、すべての
苦しみ悲しみを吐き出して祈りましょう。また、
みことばを思いめぐらしましょう。祈りとみこと
ばが、私たちを目には見えない「神様のみそば」
に連れていってくれます。そこへ行って神様にお
会いすれば、すべてのことは解決します。

聖書キリスト教会 明の星教会 牧師
東京神学校 講師

宇佐美 真知子

コロナ禍という暗雲が世界中に広がり、私たち
の生活も、今、その翳りの中にあります。
この世に生きる限り、苦難や悲しみを経験しな
いですむ人は一人もいませんが、それにしても、
この世の苦労というのは尽きないものです。

私たちは、目に見えるがいつかは無くなるこの
世という現実と、今は目には見えないけれど永遠
に続く神様のご支配という霊的な現実、この二つ
の世界で生きています。神様はこの世を支配さ
れ、御心であればどんなことでもできるお方です。
この方が自分を永遠に愛してくださっていること
と、必ず助けてくださることを、最後まで信じて
いいのです。
神様は最大のお恵みとして、救い主イエス様を

クリスチャンでも、思いがけない大きな苦難に

この世に送ってくださいました。たとえ、これか

襲われた時には、動揺して、一時、神様から心が

ら後、この世をどんな災いが襲っても、その真っ

離れてしまうことがあります。
「どうしてだろう、

ただ中で、いつも希望はあり続けます。父なる神

自分はなんて惨めなんだろう。生きているのが嫌

様、イエス様、聖霊様が、私たちを守って、やが

になった。
」このような時、私たちは、ともにいて

ては天国に迎えてくださるからです。

くださる神様を見失い、一人ぼっちになってしま
っているのですが、しかし、神様は私たちの手を
しっかりと掴んで離さないでいてくださるので
す。
「私のたましいは黙って、ただ神を待ち望む。私
の救いは神から来る。
」
（詩篇62篇 1節）
実はどんな極限状況においても、私たちには救
いを求めて駆け込める場所があるのです。聖書に
「避け所」と書かれている神様のみそばです。祈
れないと思う時ほど、祈らなければならない時は

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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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
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（※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。

5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） 岩田 義広

(2)

東京ホライズンチャペル 牧師

１７日（月） 富田 満

キリストの花嫁

２日（日） 朝比奈 二三代

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

１８日（火） 大野 和也

東浅川キリスト教会 牧師

３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

１９日（水） カイク・加藤

葛飾中央教会 牧師

４日（火） 新木 光

平山歯科 歯科助手

２０日（木） 遠藤 高示

フルゴスペル船堀教会 牧師

５日（水） 岩渕 勲

日本国際ギデオン協会 元全国会長、東京プレヤーセンター 監査役

２１日（金） 柳瀬 洋

クラリネット奏者、ユーオーディア 代表

６日（木） 柿澤 直樹

日本キリスト教団 番町教会 教会員

２２日（土） 高清水 千秋

東京オリーブ教会 牧師

７日（金） 井上 比呂子

スモールストーン・ミニストリー 牧師夫人

２３日（日） ルガール 所

となりびとキリスト教会 牧師

８日（土） 所 美保

となりびとキリスト教会 牧師

２４日（月） 坂本 兵部

日本基督教団 葦のかご教会 主任牧師

９日（日） 川島 直洋

東京プレヤーセンター 副事務局長

２５日（火） 坂上 悦子

ゴスペルソングライター/クワイアディレクター/ワーシップリーダー

１０日（月） 山谷 真

救世軍 本営 伝道事業部長

２６日（水） 根田 祥一

クリスチャン新聞 顧問

１１日（火） 岸本 茂雄

日本キリスト合同教会 板橋教会 神学生

２７日（木） 田中 勇二

東京プレヤーセンター 理事 伝道師

１２日（水） 平山 健

平山歯科 院長

２８日（金） 北原 重信

キリスト同信会 会員

１３日（木） 岩本 遠億

キリストの平和教会 牧師

２９日（土） 松沢 アジャ

ホライズンコミニュオンチャペル 牧師夫人

１４日（金） 近藤 高史

ハンガーゼロ 総主事

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） 李 俊昊

日本同盟基督教団 登戸教会 主任牧師

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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日本CGNTV
2021年3月1日、日本CGNTVは「一般社団法人 日本CGNTV」の法人格を取得しました。CGNTV
は2000年、韓国で故ハ・ヨンジョ牧師によって、世界各地にいる宣教師の霊的な必要を満たす放送局と
して設立されました。2005年に衛星放送を開始、2006年10月、日本CGNTVが日本と世界をつなぐ福音
の通路として設立されました。今まで、日本全国47都道府県の教会の協力を得て、共に番組を作成し、
宣教活動を行ってきました。15年目となる2021年、ついに一般社団法人となりました。日本CGNTVの主
な事業は、放送コンテンツ制作、放送通信サービス、宣教、そしてキリスト教文化を伝える働きです。
IPTV「ドリームオンプラス」新サービス提供開始

現在、大切な働きとして準備しているのが、
「ＣＧＮＴＶドリーム
オンプラス」というインターネット受信機です。インターネットがつな
がる場所なら、テレビと受信機をつなぐだけで簡単にＣＧＮＴＶの
全チャンネル(日本、韓国、アメリカ、中国語)をＨＤ高画質で見ら
れます。24時間、純粋な福音放送を視聴できる受信機を、コロ
ナ時代にご家庭や教会で、また伝道にご活用ください。特別に、
無牧教会・宣教師の方々へは働きをサポートするために、無料
で受信機をお贈りしていますので、ぜひお問合せください。

ドリームオンプラス受信機

食堂でCGNTVを伝道に活用(静岡県)

春の新番組は こども礼拝番組 と音声通訳入り 手話メッセージ

4月からスタートした新番組は、救世軍と協力して制作している
こども番組「しもべあの大冒険」。アニメ、賛美、Q＆Aを通して
クマの しもべあ が聖書をめぐる大冒険にでかけます。また
CGNTVで初めての試みとなる、音声通訳付き手話メッセージ番
組「サインズ・ミッション Bible Message」も絶賛放送中です。
CGNTVでは、様々な年代の方々が楽しみながら、聖書に親しむ
ことのできる番組を多数ご用意していますので、ぜひご視聴くださ
い。番組は新しい受信機だけでなく、ウェブページやCGNTV
YouTubeチャンネル<SOON>でも視聴することができます。
お問合せ
東京都新宿区百人町2-23-46 OKUBO23 2階
電話：03-5338-6620 URL: japan.cgntv.jp

新番組「しもべあの大冒険」

手話メッセージ 撮影風景

CGNYouTube
＜soon＞
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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

「となりびとキリスト教会」

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

CONSULTING
ライフプランナー

平

山

歯

科の

ン『歯科医
療と
ビジョ

福

音

院長

』

下田 大気

（予約制）

株式会社BBEコンサルティング

詳しい内容はホームページをご覧ください。

〒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

2020年11月1日
改訂新版
発売！

■特長
・文字が大きい（総ルビ）
・各書の「紹介文」で執筆背景がよく分かる
・本文に「小見出し」、
「小見出し目次」付
・聖書の解説、
要約、
カラー聖書地図を収録

B6判 2160頁 本体5,400円＋税

●尾山令仁／
現代訳聖書翻訳
委員会［翻訳］

ロゴス出版社／PDJ・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

健

☎03-3233-1108

Hiroki Shimoda

『現代訳聖書』が新しくなりました！

平山

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-11
木村ビル2F

http://www.hirayama-dental.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
2021年
なのです。（
」キリスト）

32年間（現在277回）★恵みにより継続中！

5月19日（水）1：30pm〜3：30pm

ヨハネ14：6

【講師】高橋

めぐみ 師 「神の子ミニストリーズ」代表

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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