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TPCは祝福の基です！

「吾輩は酒場牧師である」

の福音を聴くのである。聖霊さまがバリバリ働いて
くださるので人が変えられていくのを見ることがで
きる。傷ついた人が主によって癒され変えられてい
く。
バーに神を信じない者としてやって来て、その晩キ
リスト者として帰って行った人がいる。そういう人が
覚えている限り少なくとも三人いた。
「神のみわざで
ある」という以外に吾輩には説明する言葉がない。

酒場で教会！ 牧師

中村 透

また、バーのお客さんから悩みを打ち明けられる
ことがよくある。懺悔をしたいというリクエストもあ
る。時には宗教談義が始まってエラく盛り上がった
りもする。

吾輩は酒場牧師である。前科はまだ無い。
というわけで、日本屈指の大歓楽街新宿歌舞伎町
はゴールデン街で牧師をしちょります。

昔ミッション系の学校に行っていて、そこで意地
悪な先生たちに傷つけられて、クリスチャンなんて
大っ嫌い！って言う子が来た。でも放蕩息子の話を

大きく分けて二つのミニストリーをやっており、一

して、傷ついて帰って来た息子を父である神様は一

つが教会で、もう一つは「牧師バー！」である。教会

言も責めずに抱きしめてくれたんだよ、って話したら

は荒木町車力門通りにあり、バーは現在ゴールデン

ボロ泣きして「また教会に行ってみたい」って言っ

街などでやっておる。教会はごく普通の教会で、た

て帰って行ったよ。
「ああ、この仕事やってよかった」

だ形式を一切取り払い讃美がやたら多いのが特徴で

って思うのはこんな時だね。儲からないけどね。

あるかもしれない。

吾輩は酒場牧師である。貯金はまだない。

吾輩は酒場牧師である。教会堂はまだ無い。
というか教会堂は持つ予定もない。礼拝をするの
に建物は絶対に必要なものではないからである。金
もないし。だから、荒木町「坊主バー」の奥の間をお
借りして礼拝しておる。神仏習合である。
教会もおもしろいが、バーにもいろいろな人が来
ておもしろい。バーでは一晩に大体二回「説法タ〜
イム！」というのをやっておる。クリスチャンはあま
り来ないので余計おもしろい。教会には一生来る事
などないであろう人がバーには来る。そしてキリスト

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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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．
「クリスチャンのための職業選択」講座 2回シリーズ
第4
（土）
14:00〜16:00 理論編5/28 実践編6/25
特定社会保険労務士、国家資格キャリアコンサルタントの大森絵美師による講義と質疑応答
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。

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（日） 朝比奈 二三代

(2)

ハウスチャーチ ぶどうの木 主宰

１７日（火） 甲斐 征次

前、東習志野ルーテル教会牧師、現、朝祷会関東ブロック代表

２日（月） 安藤 廣之

在欧日本人宣教会派遣宣教師

１８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

３日（火） 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

１９日（木） 鈴木 竜実

めぐみイエス・キリスト教会 牧師

４日（水） 加藤 幸子

腹話術伝道師

２０日（金） 後藤 牧人

町田ゴスペルちゃぺる 牧師、元学生キリスト教会館チャプレン

５日（木） 中尾 知子

Thanks Ministry メンバー、東京プレヤーセンター スタッフ

２１日（土） 竹下 力

聖望キリスト教会 伝道師

６日（金） 石井 由紀

日本同盟基督教団 横須賀中央教会 会員

２２日（日） ルガール 所

となりびとキリスト教会 牧師

７日（土） 市川 セツ子

セツ子の部屋 主宰

２３日（月） 坂本 牧裕

ジャパニーズゴスペルチャーチ 主任牧師

８日（日） 北方 勝也

単立 ミルトス・ゴスペル・チャーチ 牧師

２４日（火） 具志堅 聖

日本聖書教会 総主事

９日（月） 中村 文子

日本ナザレン教団 小岩教会 牧師

２５日（水） 杉山 準規

東京カべナント教会 信徒、TWR スタッフ

１０日（火） 三浦 真信

久遠キリスト教会 牧師

２６日（木） 田中 勇二

東京プレヤーセンター 理事 伝道師

１１日（水） 阿部 頼義

グレース ガーデン チャーチ 牧師

２７日（金） 市村 和夫

インターナショナルVIPクラブ創設者 代表役員

１２日（木） 田村 俊彦

ベテル・キリスト賛美教会 牧師

２８日（土） 高清水 千秋

東京オリーブ教会 牧師

１３日（金） 上野 九五

東京プレヤーセンター 理事、渉外責任者

２９日（日） 川島 直洋

東京プレヤーセンター 副事務局長

１４日（土） 所 美保

となりびとキリスト教会 牧師

３０日（月） 橋本 悠史

KFG 京浜福音キリスト教会 牧師

１５日（日） 平石 太朗

エシュルンキリスト教会 牧師

３１日（火） 秦 宇玲

台湾伝道師

１６日（月） 西住 啓

はなみずきベテルチャーチ 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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NPO法人

一粒の麦

理事長

No.125

伊東節子

マタイ7:12「ですから、人からしてもらいたいことは何でも、あなたがたも同じようにしなさい。」
「一粒の麦」では、さまざまな事情により困難の中におかれた子どもたち（0歳〜概ね20歳）の健やかな成長を願い、三つの事業を通して
支援活動を行っております。
マタイ25:40「まことに、あなたがたに言います。あなたがたが、これらのわたしの兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人に
したことは、わたしにしたのです。
」
これらの聖書のことばに励まされて、慎みをもって奉仕をしております。
【自立援助ホーム】
10代の青少年には、安心できる生活の場を提供
し、一人ひとりの子どもの適性に合わせて就学・就
労の支援をし、社会的自立へとつなげていきます。
失敗を繰り返しながら学び、成長していくことを見守
り、援助します。
【無料塾】
経済的な理由で進学を諦めたり、家庭の事情に
よって学ぶ意欲を無くしている子どもたちのために学
習支援を行っています。子どもたちの学習の場であ
ると同時に、講師との出会いの中で社会的な関わり
の場ともなっています。子どもたちの将来が閉ざされ
ないつながりを提供する塾です。

施設外観

【ファミリーホーム】
乳幼児・子ども期では、大人（職員）と生活を
共にしながら時間をかけて養育支援をしていきます。
子どもの心の痛み、心細さを我がこととし、深く思い
を寄せ、家庭的な環境の中で愛着が育まれることに
より、後々の生きる力となるように援助します。

TPC
LEARNING
ご案内
お問合せ・ご予約は
TPC事務局へ

大掃除する児童の姿

寄付先：三菱UFJ銀行 国立支店 普通預金 口座名
「特定非営利活動法人一粒の麦」 口座番号「0355238」
連絡先：grainofwheat21@gmail.com NPO法人一粒の麦 理事長 伊東節子

「クリスチャンのための職業選択」講座 2回シリーズ
「どのようにして、
自分にあった職業を探すのか。」
就活を始めると、
「自己分析」
「自己成
長」
「自己実現」といった言葉をよく耳に
するようになります。主が備えてくださ
る道を歩もうとするクリスチャンにとっ
て、自分であれこれ決断していくことが
求められる「就活」に悩むことはありま
せんか。ご一緒に考えてみませんか。

募集人数：各回30名（要予約）
参加費用：各回1,000円
所要時間：講義1時間30分・質疑応答30分
参加特典：別途予約制の個人面談（30分程度）
講師：大森絵美（お茶の水クリスチャンセンター5
階「行政書士・社労士事務所えみたす」代表特定社
会保険労務士、国家資格キャリアコンサルタント）
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第1回：「理論編」5/28(土)14:00〜16:00
業界研究・企業選択の進め方についても触れます。
第2回：「実践編」6/25(土)14:00〜16:00
エントリーシート・履歴書の書き方にも触れ、面接
ロープレ実施予定。
対象者：クリスチャンの学生さん、現在就活中の方
のほか、ご関心のある方

作：大谷ルツ
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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

教会を元気にするために

聖書を日々の生活の糧に

「さあ、
みんなで劇をやろう」

「心の糧の会」

【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

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 監事
岩渕 勲（連絡先：090-4391-5624）

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）

「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

ニュー ズレ タ ー

広告募集!!
一般社団法人
東京プレヤーセンター事務局

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

麦の会

読み合わせ
にも最適です。

田中 勇二

日本、世界のリバイバルのために
広告掲載にご協力下さい。
◉印刷部数3,000部（他Web版）
◉掲載月をお選びいただけます。
（1年に1回・隔月・年間通し等）
◉広告料金1コマ（税抜）
個人 2万円〜 団体 3万円〜
◉デザイン料は無料（プロのデザイナーがご希望にそって作成
いたします。持込みデータ可能）

お気軽にお問い合わせください。 担当 高清水

前校長
Ｓ・Ｈ
Ｓ・Ａ

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

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 36年間（現在282回）★恵みにより継続中！
「わたしが道であり、 『聖書と人生』
真理であり、いのち
2022年
（水）1：30pm〜3：30pm
入場
なのです。（
」キリスト）
【講師】
師 スモールストーン・ミニストリー 牧師
無料

5月18日

ヨハネ14：6

主宰

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

井上 薫

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

✆ 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

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
一般社団法人

東京プレヤーセンター

〒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: https://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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