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TPCは祝福の基です！

「礼拝に生きる人生」

日本同盟基督教団登戸教会
主任牧師

李 俊昊

1976年7月18日、モントリオールオリンピックの体
操競技場でハプニングが起こった。電光掲示板に記
された数字が1.00だったのだ。
153cm、39kgの14歳の小さな少女。段違い平行棒
で人間の能力を超えた完璧な演技で10点満点だった
が1.00としてしか記すことができなかった。理由は、
体操では満点は不可能だという固定観念から電光掲
示板が9.99までしか表示ができないように作られて
いたからである。1.00という点数で一瞬、会場は動揺
したが、審判委員の一人が両手の指を開き、1点では
なく10点だと叫んだ。今まで見たこともない体操で
の数字で世界を驚かせた少女は、ルーマニアのナデ
ィア・コマネチである。大勢の記者たちがマルタ・ケ
ロリコーチに聞いた。どうやってこのような奇跡が起
こせたのか？彼女の答えは Back to the basic 。
（基
本に戻る）
他の選手が新しいテクニックを練習している間、
コマネチはひたすら、基本を磨いたのだ。その結果、
オリンピック体操の歴史上、7回の満点の奇跡を起こ
した。
すべての事は言うまでもなく、基本が大事だ！

信仰生活の基本は何と言っても「礼拝」である。
「礼
拝」は神様から恵みと力を頂く手段ではないのだ。
「礼
拝」はどんな理由があっても、目的があってはならな
いと思う。
「礼拝」は 神様が私たちに求めておられる
（ヨハネ4:23）ことであるから。
「礼拝」をとおして恵
みと力を頂くのは礼拝の結果であって、目的になっ
てはいけないと思う。極端に言えば、恵まれなくても
捧げなければならないのが「礼拝」である。
リチャード・フォスターはこれを、礼拝は一番目で
あり、奉仕は二番目であり、これが 神的な優先順位
だと語った。奉仕は「礼拝」から溢れ出るものだか
ら奉仕を礼拝の代わりにすることは 偶像崇拝 だと
まで強く言った。
神様が出エジプトをさせたイスラエルに与えたの
は みことば と 幕屋 だった。神様がイスラエル
に求めたのはみことばに生きる「礼拝」の生活だっ
たのである。また、六回目の結婚生活をしているサ
マリアの女に出会って、彼女の人生の傷を癒しなが
ら彼女を礼拝者として立てていく主の導きを見逃し
てはならないと思う。
その「礼拝」という柱を立てているTPCの働きを
主に感謝すると共に「礼拝」を何よりも第一にする
キリスト者でありたいと思う。

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

真島 誠先生（
新宿シャローム
教会 牧師）
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ＴＰＣの講壇は
すべてのクリスチャンに
開かれています。
教職者、信徒にかかわらず
メッセージの奉仕をして
頂ける方はご連絡ください。

TPC Learning（ラーニング）参加費1回1,000円
１．基礎から学ぶ「聖書通論」第1・第3（木）14:00〜16:00 1/6・1/20・2/3・2/17・3/3・3/17
聖書キリスト教会 明の星教会牧師、東京神学校 講師の宇佐美真知子師による6回シリーズ
詳細はTPCのHPで、「TPC主催の集会」に掲載されているチラシをご覧ください。
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（土）

スタッフグループによる礼拝（C）

２日（日）

スタッフグループによる礼拝（A）

１８日（火） 加藤 智

カトリック川越教会 担当司祭

３日（月）

スタッフグループによる礼拝（B）

１９日（水） 村瀬 彰

日本長老教会 横浜山手キリスト教会 長老

４日（火）

スタッフグループによる礼拝（C）

２０日（木） 古田島 優介

東京ホライズンチャペル 伝道師

５日（水） 田中 勇二

東京プレヤーセンター 理事 伝道師

２１日（金） 齋藤 篤

日本基督教団 深沢教会 牧師

６日（木） 鈴木 竜実

めぐみイエス・キリスト教会 牧師

２２日（土） 王 旭瑪

いのちのことば社 職員、ゴスペルシンガー

７日（金） 篠原 利治

日本フリーメソジスト教団、巡回教師

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） 関口 進

川島チャペル 牧師

９日（日） 朝比奈 二三代

(2)

１７日（月） ダビデ・原田

ベテル・キリスト賛美教会 主任牧師

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

２５日（火） 木村 眞之

小さい者達の宣教団 日本橋教会 牧師

１０日（月） 杉山 準規

東京カべナント教会 信徒、TWR スタッフ

２６日（水） 山村 諭

日本同盟基督教団 茅ヶ崎同盟教会 牧師

１１日（火） 飯村 雅幸

聖教会 インターハートチャペル 牧師

２７日（木） 伏見 敏

日本ホーリネス教団 八街栄光キリスト教会 牧師

１２日（水） 加藤 信哉

葛飾中央教会 牧師

２８日（金） 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 監事

１３日（木） 林 明敏

YWAM（ユース・ウィズ・ア・ミッション） 国内宣教師

２９日（土） 高清水 千秋

東京オリーブ教会 牧師

１４日（金） 奥田 英男

よろこび研究会 代表

３０日（日） 川島 直洋

東京プレヤーセンター 副事務局長

１５日（土） 杉田 仁

ガーデンヒルズチャーチ 牧師 （RCグループ）

３１日（月） 富田 満

キリストの花嫁

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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アマチュア福音落語一座

福音座

福音座講師
ゴスペル亭パウロ
（小笠原 浩一）

「私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを
ともに受ける者になるためなのです。
」コリントⅠ9：23
このみ言葉により、神様から若竹孝行牧師に与えられたビジョンが、福
音座のスタートでした。私も、このみ言葉により福音落語家としてスター
トしていました。ハレルヤ‼ 稽古日は毎月1回（原則第2週目金曜日10時
半〜）
、稽古場所は若竹孝行牧師＜賛美亭ハレルヤ福音座座長＞が
牧会されておられる教会、東大阪市の「小阪チャペル」
（近鉄奈良線
小阪駅徒歩1分）の教会堂です。

左から順に、
賛美亭ハレルヤ
落語喫茶店オーナー
ゴスペル亭パウロ
尼の亭ルデア
うっかり亭ダメ助
マルタ亭英
めぐみな亭マリア
【11月公演ゲスト・
参遊亭遊助】 (敬称略)

お稽古から落語公演会へ
初めは、
「朗読落語」
（台本を見ながら演じることで誰でも福音落語を楽
しめ、未信者の方も、み言葉を口にする事が出来る）を。演目を考え、
台詞を覚えて、落語の所作を学びます。そして、それを公演で披露し
ていく。やはり、ただの勉強会より、お客様が入られての落語公演会は
緊張しますが、未だイエス様と出会われていない方が来られて「それ
がきっかけで教会に繋がった」と後からお聞きしますと 張り合い とい
うものが出てきます。福音座は、福音落語を通して、楽しく福音を伝え
ようと年に3回（3月・7月・11月）
、関西を中心にあちこちで公演させて
戴いています。
第6回福音座公演 2021年11月18日
2020年に続いての奈良公演が、近鉄奈良駅近くの「落語喫茶古々粋
亭」で、昨年11月18日（木）に開催されました。演者は全員クリスチャ
ンで、オリジナルの福音落語での参加となっています。私たちの目指す
ものは、
「お客様に先ずは楽しんでいただく。そして、演者も楽しむ。つ
まり演者が福音を楽しく落語で語る」という姿で活動を続けています。イ
エス様を伝えるツールは、幾つかありますが、その一つとして、
「日本文
化の一つである 落語 」を！日本人は落語が好きな方々が沢山いらっ
しゃいます。その落語が、教会の敷居を低くし、参加された方が 笑
いの中で心を開かれ 、その開かれた心に 福音の種 を蒔ければ 実
を結ぶ こともあるのです。
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若竹孝行牧師
【福音座座長・賛美亭ハレルヤ】

第6回福音座公演チラシ

小笠原浩一
【福音座講師・ゴスペル亭パウロ】

興です。2021年7月より、福音座の新たなメンバーとして加わりました、南亭有愛（ソウル日本人教会・
平島望副牧師）が、さまざまな分野で定着しつつある「オンライン」スタイルで参加したことは、
「福音落語」
の世界への拡がりを予感させるものでした。当日は、最後に、若竹牧師より3分間メッセージがあり、閉
幕となりました。

見どころの一つ「東西交流・国際交流」
福音座公演には、毎回ゲストが参加してくださいます。今回のゲストは、
関東より参遊亭遊助さん（豆生田信一兄）でした。演目は「サウロで候」
を江戸弁福音落語で。一方、私（ゴスペル亭パウロ）は「サウロの回心」
を関西弁福音落語で。同じ聖書箇所からの『東西交流』これもまた一

2022年 福音座の新たな挑戦
今年は、関西から全国に 福音の種 を蒔き
に行かせていただきます。特に、無牧の教会
や、中々、久しくイベントを開催されていない教
会の皆さま、お気軽にお問合せ下さい。どう
ぞ宜しくお願い致します。

連絡先
若竹孝行（ぶどうの木キリスト教会牧師・福音座 座長）
TEL ：080-3763-3398
mail：wakatake.takayuki@gmail

基礎から学ぶ「聖書通論」6回シリーズ

TPC
LEARNING 講師 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 師
◎定 員： 先着15名
◎学びのテーマ：
ご案内
お問合せは
TPC事務局へ

◎参加費：1回1,000円
◎日 時：第1・3（木）14〜16時

2/17（木）旧約聖書 預言書
3/3（木） 新約聖書 福音書
3/17（木）新約聖書 書簡と黙示録

わたし

とも

イエスさまは︑

み

いつも私と共にいて

くださってるんでしょう？

め

あんしん

目に見えたら︑

もっと安心できるし︑

ひと

すべての人の分の

ぶん

イエスさまかぁ ……

ともにいます。

うれしいのになぁー

いつもあなたがたと

み

世の終わりまで、

‼

やっぱり︑

お

見えなくてもいい …

よ

とも

み

見よ。わたしは

でも︑ほまれちゃん …
︑
ほか
ひと
イエスさまは︑他の人とも

ぜんぶ

共にいるんだよ︒もし︑

全部見えたりしたら …

み

1/6（木） 旧約聖書 五書
1/20（木）旧約聖書 歴史書
2/3（木） 旧約聖書 詩書

マタイ28の20
作：大谷ルツ
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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。

入学生募集

「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）

TPC監事

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

重田稔仁

教会を元気にするために

教会のイベント・一般の集会等、
喜んで行かせて戴きます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

私は福音のためにあらゆることをしています。
私も福音の恵みをともに受ける者となるためです。
＜コリントⅠ 9：23＞
〒640-8404 和歌山市湊５３８-２２
OGASAWARA
KOUICHI
TEL：090-9165-2698
FAX：073-431-7887
mail：gosuperuteipauro@gmail.com

「さあ、
みんなで劇をやろう」
【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

読み合わせ
にも最適です。

小笠原 浩一

東京プレヤーセンター 代表

関西キリスト災害ネットワーク世話人・クリスチャン防災士ネットワーク世話人・ハンガーゼロ
【親善大使】
・福音座【講師】

並製本 B5判 212頁
特価1,200円（税・郵送料込）

クリスチャンの方と結婚したい

和氣敏治著

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
2022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

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

【講師】松丸

田中 勇二

嘉也 師

日本ウィクリフ聖書翻訳協会 総主事

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

主宰

36年間（現在280回）★恵みにより継続中！

1月19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

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

・ホームページからも送金できます（クレジットカード）

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

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

2．
試練や困難の中にある方に神様の慰めと励ましがありますように
３．
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
4.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

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

〒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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