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 ➡ PDFリーダーのインストール

「クリスチャン情報ブック2011」はPDF形式による電子書籍として出版いたしました。
ご覧頂くためには、PDFリーダーソフトウェアが必要です。本CDにはPDFリーダーは付属しておりませ
ん。パソコンにPDFリーダーがインストールされていない場合、Adobeのサイト等からダウンロードして
ご利用ください。

最新バージョンのAdobe Readerのダウンロード

 ➡ PDFの便利な使い方

以下、代表的なPDFリーダーであるAdobe Readerを例に「クリスチャン情報ブック2011」の使い方を簡単
に説明いたします。

しおり

「クリスチャン情報ブック2011」を開くと、初
期状態では左に「しおり」が表示されます。任
意のしおりをクリックすることで、そのページ
にジャンプすることができます。

Adobe Readerについて詳しくはAdobeサイトをご覧ください。
※Adobe Readerをはじめ、各PDFリーダーソフトウェアに関して

のサポートは、それぞれの開発元にお問い合わせください。
※「クリスチャン情報ブック2011」は最新版のAdobe Reader 9で

閲覧することを前提に制作しております。

簡易検索

検索したい文字を上部の検索ツール
バーに入力することで検索できま
す。住所や氏名、団体名などの一部
からでも検索できます。次を検索ボ
タンをクリックすることで順次検索
したことばにジャンプします。

検索パネルを表示して検索

検索ツールバー右の三角マー
クをクリックし、「Readerの検
索パネルを開く」を選択すると
検索パネルが表示されます。

「検索する語句を指定してください」の
ウィンドウに検索したい文字を入力し、
検索ボタンを押します。しばらくすると
検索結果が下に一覧表示されます。結
果をクリックすることで、そのページに
ジャンプします。
最初の検索には時間がかかりますが、
「編集＞環境設定＞検索＞高速検索を
有効にする」のチェックが入っていれ
ば、何度か検索するとキャッシュがつく
られ、次回の検索が高速になります。

検索する場所は「現在
の文書」にします。

http://www.adobe.com/go/JP-H-GET-READER
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宮城県──地域の宣教資料

　宣教人国記：日本最初のプロテスタント教会である

横浜公会で受洗した伊東友賢（1843～1901）は、仙

台藩医・佐々城正庵の四男として生まれた。1867年（慶

応3）、横浜でヘボンに学んだ後、函館戦争に医官とし

て参加した。五稜郭の落城後、患者を伴い上京するが

逮捕され、謹慎閉居の身となる。1872年（明治5）に

上京し、バラ宣教師に導かれて回心した。日本バプテ

スト教団（現・日本バプテスト同盟）総理となった千

葉勇五郎（1870～1946）は、藩校養賢堂の数学指南

役の子として仙台片平町に生まれた。県立尋常中学校

在学中にジョーンズ宣教師の聖書研究に入り、回心。

1890年（明治23）に横浜浸礼教会で受浸。アメリカ留

学後、日本のバプテスト教会の指導者として活動し、

日本バプテスト神学校を設立。関東学院院長にも就任

した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【石巻市】石巻市、桃生郡河北町・雄勝町・河南町・

桃生町・北上町、牡鹿郡牡鹿町。【大崎市】古川市、

志田郡松山町・三本木町・鹿島台町、玉造郡岩出山町・

鳴子町、遠田郡田尻町。【栗原市】栗原郡築館町・若

柳町・栗駒町・高清水町・一迫町・瀬峰町・鶯沢町・

金成町・志波姫町・花山村。【気仙沼市】気仙沼市、

本吉郡唐桑町・本吉町。【登米市】登米郡迫町・登米町・

東和町・中田町・豊里町・米山町・石越町・南方町、

本吉郡津山町。【東松島市】桃生郡矢本町･鳴瀬町。【加

美郡加美町】中新田町･小野田町･宮崎町。【遠田郡美里

町】小牛田町・南郷町。【本吉郡南三陸町】志津川町・

歌津町。

 東北地方 宮 城 県

キリスト教案内 C HR I S T I A N   H I S T O R Y

宮城県の

生活情報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O RMA T I O N   o f   M i y a g i　

シャローム総合保険事務所［シャローム］
［総合保険代理店、健康食品販売］〒987-2306　宮城県

栗原市一迫字嶋躰竹の内10　Tel.0228-54-2124 Fax.0228-

54-2027　◇創立／1988年　◇代表／菅原 正道　◇特色

／生命保険・損害保険を分かり易く！！　健康は全ての人

の願い！！　保険と健康相談を承っています。

【E-Mail】e-shalom@nifty.com

菅原 洋道
［生命保険・損害保険代理店］〒981-3111　宮城県仙台市

泉区松森明神41-17　Tel.022-374-5835

ホビー美容室
［美容業］〒984-0831　宮城県仙台市若林区沖野6-14-

30　Tel&Fax.022-286-0464　◇JR仙台駅　◇創立／

1971年　◇代表／鈴木 とよ子　◇特色／出張美容車、自

宅の中でも施術可。足のエステ、ヘッドスパ、どろパック、

毛染め等でいたんだ髪に弱酸性美容。

　お店・事業

カレーショップ酒井屋
［飲食店］〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町2-4-

17　Tel.022-227-7976　◇JR仙台駅から徒歩20分　◇創

立／1964年　◇代表／酒井 万里子　◇特色／アットホー

ムでヘルシー志向なカレー。玄米カレーもあります。新鮮

な人参ジュースも、どうぞ

(有)シャローム
［共生相互の人材育成、街並み保存、シルクスクリーン印

刷］〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡3-9-15 東九

番丁パークマンション305　Tel.022-293-3056 Fax.022-

293-3022　◇JR仙台駅から徒歩5分　◇創立／1997年　

◇代表取締役／菊地 茂　◇特色／精神にハンディのある

方々と「一元の世界」を共に生きる社会を目指す「職親」

事業を行っております。

【HP】http://www.sharome.net/

【E-Mail】sko@cocoa.ocn.ne.jp
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石巻市 Ishinomaki-shi

石巻栄光教会［日基教団］
〒986-0854　石巻市大街道北2-12-3　Tel&Fax.0225-22-

4090　◇JR陸前山下駅から徒歩8分　◇創立／1887年（30

人）　◇小鮒 實　◇礼拝／10:30

【HP】http://tohoku.uccj.jp/̃i-eikou/
【E-Mail】i-eikou@tohoku.uccj.jp

石巻キリスト教会［基督兄弟団］
〒986-0813　石巻市駅前北通り1-6-12　Tel.0225-22-

1174　◇JR石巻駅　◇伊藤 諭、伊藤 ゆみ子

石巻伝道所［改革派］
〒986-0861　石巻市蛇田字新谷地前50-1　Tel&Fax.0225

-94-8039　◇JR蛇田駅から徒歩3分　◇創立／1956年（6

人）　◇白津 景蔵

石巻山城町教会［日基教団］
〒986-0832　石巻市泉町1-2-5　Tel&Fax.0225-22-1267　

◇JR石巻駅から徒歩15分　◇創立／1885年（43人）　◇

鈴木 淳一、鈴木 裵善姫　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜

日午前10時15分から聖書研究祈祷会。第3日曜日礼拝後婦

人会。第2日曜日礼拝後壮年会。

【E-Mail】ampelos367@nifty.com

いしのみなと教会［保守バプ］
〒986-0862　石巻市あけぼの2-9-3　Tel&Fax.0225-94-

2021　◇JR蛇田駅から車5分　◇創立／1981年（37人）　

◇金谷 政勇　◇礼拝／10:30

石巻聖書バプテスト教会［単立／独立］
〒986-0831　石巻市羽黒町1-11-24　Tel&Fax.0225-95-

5447　◇JR石巻駅から徒歩6分　◇創立／1960年　◇岡

本 弘　◇礼拝／10:30

宮城県の

教会情報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C HURC H   I N F O RMA T I O N   o f   M i y a g i　

宮城学院女子大学附属幼稚園
［幼稚園］　［(学)宮城学院］〒981-0961　宮城県仙台市青

葉区桜ケ丘9-1-1　Tel.022-279-1344 Fax.022-279-4968　

◇広利 吉治

【HP】http://www.mgu.ac.jp/̃kinder/
【E-Mail】kinder@mgu.ac.jp

向山幼稚園
［幼稚園］　［(学)仙台こひつじ学園］〒982-0832　宮城県

仙台市太白区八木山緑町21-10　Tel.022-229-0169 Fax.

022-229-0159　◇JR仙台駅から車15分　◇創立／1956

年　◇園長／木村 徹　◇特色／キリスト教的人間観を土

台として、自由遊び・芸術教育・シュタイナー教育を柱と

した教育を行っております。

【HP】http://www.hansoku.co.jp/kohituji/

明泉幼稚園
［幼稚園］　［(学)宮城明泉学園］〒981-3121　宮城県仙台

市泉区上谷刈丸山4-1-1　Tel.022-372-3764 Fax.022-372-

3962　◇理事長／フィリップ・ブローマン

【HP】http://www.meysen.ac.jp/

八木山カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒982-0821　宮城県仙台市太白区松

が丘44-1　Tel.022-229-0114

よしの幼稚園
［幼稚園］　［(学)よしの幼稚園］〒989-5501　宮城県栗原

郡若柳町字川北塚の根13　Tel&Fax.0228-32-3243　◇園

長／早坂 哲郎

【HP】http://www.miyashiyo.or.jp/html/0133.html

利府聖光幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖光学園］〒981-0111　宮城県宮城郡利

府町加瀬字南野中沢29　Tel.022-356-2536 Fax.022-356-

8454　◇JR利府駅　◇創立／1968年　◇理事長／斎藤 

泓、園長／宮城 卓三　◇特色／広い園庭には羊も！　の

びのびとした環境を与えられた中、キリスト教に基礎を置

き、楽しく学び遊びます。

【HP】http://www.kosodate-web.com/rifu-seiko/

涌谷保育園
［保育園］　［(福)涌谷みぎわ会］〒987-0163　宮城県遠田

郡涌谷町字立町18-8　Tel.0229-42-2333 Fax.0229-42-

2555　◇JR涌谷駅から徒歩10分　◇創立／1946年　◇

園長／久道 晶子

亘理カトリック幼児園
［カトリック幼稚園］〒989-2351　宮城県亘理郡亘理町新

町18-7　Tel.022-334-1613　◇JR亘理駅から徒歩7分　◇

園長／齊藤 初子

　図書館・資料展示館

東北学院資料室
［資料室］　［(学)東北学院］〒980-8511　宮城県仙台市青

葉区土樋1-3-1　Tel.022-264-6423 Fax.022-264-6478　◇

地下鉄五橋駅から徒歩5分　◇創立／2001年　◇学院長

／星宮 望　◇特色／本学院に関する歴史資料を展示し、

同窓生をはじめ、一般市民にも広く公開している。

【HP】http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/

【E-Mail】koho@tohoku-gakuin.ac.jp

市町村名入り地図で自治体の位置も
教会未設置地域も分かります

都道府県別ガイド編には、都道府県ごとの市町村名を記載した宣教地図を掲載し
ました。自治体合併の対応は、2010年4月末現在です。教会情報は市区郡別に掲載
していますので、市町村の位置を確認する資料としてご利用ください。また、■色
の市町村は教会未設置の地域です。宣教の進展のためお祈りください。

宣教の歩みや生活情報・教会情報をまとめました

都道府県別ガイド編は、３つの情報で構成しています。各都道府県
の宣教資料（宣教の始まり・宣教人国記など）と教会未設の市町村リ
ストをまとめた「キリスト教案内」クリスチャン事業・お店・幼児教
育などの情報源「生活情報」、市区郡ごとに教会の所在地を分類し
た「教会情報」です。
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専門・特集ガイド編
学校・教育施設ガイド

学校法人および連絡などを50音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の交通、

◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

ガイド

１ . 連絡機関・法人関係

2 . キリスト教主義・各種学校・

専門学校

3 . 神学校・聖書学校

（幼稚園・学童保育、図書館・資料館は
都道府県別ガイド「生活情報」に記載）

ガガ学校

１  連絡機関・法人関係

あ

（学）IGL学園
［学校法人］〒731-3352　広島県広島市安佐北区安佐町

大字後山2415-5　Tel.082-830-3399 Fax.082-830-3319　

◇アストラムライン上安駅から広電（サンハイツ団地行）

「光ヶ丘団地入口」停　◇創立／1974年　◇理事長／永

見 憲吾　◇関連施設／東広島サムエル保育園、介護老人

保健施設べルローゼ、特別養護老人ホーム　ナーシング

ホームゆうゆう　◇特色／｢隣人愛」の理念のもと、4つ

のサムエル幼稚園と健康福祉専門学校・医療専門学校を

経営する学校法人です。

（学）青山学院
［学校法人］〒150-8366　東京都渋谷区渋谷4-4-25　Tel.

03-3409-8111 Fax.03-3409-8865　◇地下鉄表参道駅B1

から徒歩5分　◇創立／1874年　◇理事長／松澤 建、院

長代行／半田 正夫　◇関連施設／青山学院幼稚園、青山

学院初等部、青山学院中等部、青山学院高等部、青山学

院女子短期大学、青山学院大学、青山学院大学大学院

【HP】http://www.aoyama.ac.jp/

(学)アルウィン学園
［学校法人］〒167-0054　東京都杉並区松庵1-9-33　Tel.

03-3332-5973 Fax.03-3332-5974　◇京王井の頭線三鷹台

駅から徒歩5分　◇創立／1916年　◇理事長・学校長／

阿部 光佑、事務長／鈴木 邦夫　◇関連施設／玉成保育

専門学校、玉成幼稚園、野のはな空のとり保育園、保育

センターこどもの木かげ

【HP】http://www.irwin.ac.jp/

（学）遺愛学院
［学校法人］〒040-8543　北海道函館市杉並町23-11　

Tel.0138-51-0418 Fax.0138-51-7150　◇JR函館駅から車

20分　◇創立／1882年　◇理事長／野田 義成、事務局

長／益田 宜泰　◇関連施設／遺愛女子中学校、遺愛女

子高等学校、遺愛幼稚園、遺愛旭岡幼稚園　◇特色／

131年前「函館に女子教育を」というハリス夫人の祈りが

生んだ学院です。毎朝の礼拝を大切にしています。

【HP】http://www.iaijoshi-h.ed.jp/

【E-Mail】iaigirls@iaijoshi-h.ed.jp

（学）茨城キリスト教学園
［学校法人］〒319-1221　茨城県日立市大みか町6-11-1　

Tel.0294-52-3215 Fax.0294-52-3493　◇JR大みか駅から

徒歩10分　◇創立／1947年　◇理事長／金山 仁志郎、

総長／バットン，ジム、法人事務局長／菅原 光雄、学園

宗教主事／野口 良哉　◇関連施設／聖児保育園、茨城キ

リスト教大学付属幼稚園（大みか園・日立園・高萩園）、

茨城キリスト教学園中学校、茨城キリスト教学園高等学

校、茨城キリスト教大学

【HP】http://www.icc.ac.jp/

【E-Mail】kiara@icc.ac.jp

（学）浦和ルーテル学院
［学校法人］〒330-8563　埼玉県さいたま市浦和区駒場

1-22-18　Tel.048-886-5019 Fax.048-887-6698　◇JR北

浦和駅東口からバス「前耕地」停、徒歩１分　◇創立／

1953年　◇理事長／東海林 敏雄、校長／藤倉 二三男、

教頭／小松 良美　◇関連施設／浦和ルーテル学院小学

校、浦和ルーテル学院中学校、浦和ルーテル学院高等学

校　◇特色／建学の精神「神と人とを愛する人間、神と

人とに愛される人間」

【HP】http://www.uls.ed.jp/

（学）桜美林学園［桜美林］
［学校法人］〒194-0294　東京都町田市常盤町3758　Tel.

042-797-1695 Fax.042-797-9991　◇JR淵野辺駅から車5

分　◇創立／1946年　◇理事長／佐藤 東洋士、宗務部

長／三谷 高康、チャプレン室長／土橋 敏良　◇関連施

設／桜美林幼稚園・桜美林中学校・桜美林高等学校・桜

美林大学・桜美林大学孔子学院　◇特色／キリスト教精

神を礎として、希望を失わず、他者の痛みを理解し、人

に仕えることのできる人材を育てる学園。

 　 専門・特集ガイド編

学校、病院、福祉施設、各種団体、日語教会などは
専門・特集ガイド編にまとめました

都道府県別ガイド編は、３つの情報で構成しています。各都道府
県の宣教資料（宣教の始まり・宣教人国記など）と教会未設の市
町村リストをまとめた「キリスト教案内」クリスチャン事業・お
店・幼児教育などの情報源「生活情報」、市区郡ごとに教会の所
在地を分類した「教会情報」です。
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都道府県別ガイド編
生活・教会情報

石巻市 Ishinomaki-shi

石巻栄光教会［日基教団］
〒986-0854　石巻市大街道北2-12-3　Tel&Fax.0225-22-

4090　◇JR陸前山下駅から徒歩8分　◇創立／1887年（30

人）　◇小鮒 實　◇礼拝／10:30

【HP】http://tohoku.uccj.jp/̃i-eikou/
【E-Mail】i-eikou@tohoku.uccj.jp

石巻キリスト教会［基督兄弟団］
〒986-0813　石巻市駅前北通り1-6-12　Tel.0225-22-

1174　◇JR石巻駅　◇伊藤 諭、伊藤 ゆみ子

石巻伝道所［改革派］
〒986-0861　石巻市蛇田字新谷地前50-1　Tel&Fax.0225

-94-8039　◇JR蛇田駅から徒歩3分　◇創立／1956年（6

人）　◇白津 景蔵

石巻山城町教会［日基教団］
〒986-0832　石巻市泉町1-2-5　Tel&Fax.0225-22-1267　

◇JR石巻駅から徒歩15分　◇創立／1885年（43人）　◇

鈴木 淳一、鈴木 裵善姫　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜

日午前10時15分から聖書研究祈祷会。第3日曜日礼拝後婦

人会。第2日曜日礼拝後壮年会。

【E-Mail】ampelos367@nifty.com

いしのみなと教会［保守バプ］
〒986-0862　石巻市あけぼの2-9-3　Tel&Fax.0225-94-

2021　◇JR蛇田駅から車5分　◇創立／1981年（37人）　

◇金谷 政勇　◇礼拝／10:30

石巻聖書バプテスト教会［単立／独立］
〒986-0831　石巻市羽黒町1-11-24　Tel&Fax.0225-95-

5447　◇JR石巻駅から徒歩6分　◇創立／1960年　◇岡

本 弘　◇礼拝／10:30

宮城県の

教会情報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C HURC H   I N F O RMA T I O N   o f   M i y a g i　

宮城学院女子大学附属幼稚園
［幼稚園］　［(学)宮城学院］〒981-0961　宮城県仙台市青

葉区桜ケ丘9-1-1　Tel.022-279-1344 Fax.022-279-4968　

◇広利 吉治

【HP】http://www.mgu.ac.jp/̃kinder/
【E-Mail】kinder@mgu.ac.jp

向山幼稚園
［幼稚園］　［(学)仙台こひつじ学園］〒982-0832　宮城県

仙台市太白区八木山緑町21-10　Tel.022-229-0169 Fax.

022-229-0159　◇JR仙台駅から車15分　◇創立／1956

年　◇園長／木村 徹　◇特色／キリスト教的人間観を土

台として、自由遊び・芸術教育・シュタイナー教育を柱と

した教育を行っております。

【HP】http://www.hansoku.co.jp/kohituji/

明泉幼稚園
［幼稚園］　［(学)宮城明泉学園］〒981-3121　宮城県仙台

市泉区上谷刈丸山4-1-1　Tel.022-372-3764 Fax.022-372-

3962　◇理事長／フィリップ・ブローマン

【HP】http://www.meysen.ac.jp/

八木山カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒982-0821　宮城県仙台市太白区松

が丘44-1　Tel.022-229-0114

よしの幼稚園
［幼稚園］　［(学)よしの幼稚園］〒989-5501　宮城県栗原

郡若柳町字川北塚の根13　Tel&Fax.0228-32-3243　◇園

長／早坂 哲郎

【HP】http://www.miyashiyo.or.jp/html/0133.html

利府聖光幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖光学園］〒981-0111　宮城県宮城郡利

府町加瀬字南野中沢29　Tel.022-356-2536 Fax.022-356-

8454　◇JR利府駅　◇創立／1968年　◇理事長／斎藤 

泓、園長／宮城 卓三　◇特色／広い園庭には羊も！　の

びのびとした環境を与えられた中、キリスト教に基礎を置

き、楽しく学び遊びます。

【HP】http://www.kosodate-web.com/rifu-seiko/

涌谷保育園
［保育園］　［(福)涌谷みぎわ会］〒987-0163　宮城県遠田

郡涌谷町字立町18-8　Tel.0229-42-2333 Fax.0229-42-

2555　◇JR涌谷駅から徒歩10分　◇創立／1946年　◇

園長／久道 晶子

亘理カトリック幼児園
［カトリック幼稚園］〒989-2351　宮城県亘理郡亘理町新

町18-7　Tel.022-334-1613　◇JR亘理駅から徒歩7分　◇

園長／齊藤 初子

　図書館・資料展示館

東北学院資料室
［資料室］　［(学)東北学院］〒980-8511　宮城県仙台市青

葉区土樋1-3-1　Tel.022-264-6423 Fax.022-264-6478　◇

地下鉄五橋駅から徒歩5分　◇創立／2001年　◇学院長

／星宮 望　◇特色／本学院に関する歴史資料を展示し、

同窓生をはじめ、一般市民にも広く公開している。

【HP】http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/

【E-Mail】koho@tohoku-gakuin.ac.jp

「特色」欄やホームページ紹介で
教会・団体情報が身近になります。

都道府県別ガイド編の生活情報・教会情報、専
門・特集ガイドの各ガイドには、教会や団体・企
業の活動を「特色」欄に掲載。各「特色」のア
ピールで、その働きが身近に伝わり、実際的なア
イデアの宝庫にもなっています。より「詳しく知
りたくなったら、ホームページ情報【HP】をク
リックしてみてください。
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宣教データ編
教会・教会員・礼拝者数の集計結果をまとめた「教会教勢

データ」のほか、2009 年 9 月に開催された第 5 回日本伝

道会議（JCE5）の主題「危機の時代の宣教協力」を受けて、

教会にとって「危機の時代」とはどのように受け止められ、

理解されているのかについて宣教アンケートし、集計結果

をまとめました。

クリスチャン情報ブック
2011
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地域は昨年同様東北で、6県全てが減少し

て合計で6万人以上減少している。都道府

県別にみると、最も増加の大きいのは、昨

年同様東京都で8万6千人以上、神奈川県が

5万人以上の増加となっている。減少が最

も大きかったのは、これも昨年同様北海道

で2万8千人以上減少した。関東では埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県が増加、他では、

愛知県、大阪府、兵庫県など大都市を有す

る県が増加しており、都市集中傾向が続い

ている。

　今回の新規登録教会数は13教会、閉鎖・

合併・活動休止などが39教会で、全体では

26教会減となった。教会数の増減について、

　今回の教会教勢調査では、全国のプロテ

スタント教会・伝道所（以下、教会）数は

7,997件、1教会あたりの平均教会員数は64

人、平均礼拝者数は40.8人という全体像が

描かれた（表1参照）。

　また、全国の推定信徒数は、511,522人で、

全国の総人口のおよそ0.4％にあたる。

　今回の調査では、昨年と比べて総人口が

10,005人増、教会数が26減という結果とな

った（※人口統計は2009年3月31日現在の

住民基本台帳人口・世帯数による）。

　人口の増減について、地域別にみると（表

1参照）、増加しているのは関東のみで、19

万人以上増加している。減少が最も大きい

総人口が10,005人増、教会数が26減
地方での教会増は東北地方のみ表出

　「クリスチャン情報ブック2011」
の教会アンケート調査は、2010年度
の登録教会を基本に、約8,000教会お
よび教団・教派、事務所などを対象に
実施した。調査期間は2010年3月上
旬〜3月末日とした。
この特集Ⅰでは、同アンケートおよび
E-Mailなどで寄せられた教会の教会員
数・礼拝者数を集計し、各都道府県の
人口分布との関係を中心に中間報告と
してまとめた。

教会・教会員・礼拝者数の集計結果

クリスチャン情報ブック 2010

●特集Ⅰ　

教会教勢データ
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2・3参照）ので、アンケート返答が少ない

年に新規設立教会の情報が集まらず、その

情報が次年に繰り越されることで、教会数

の増減幅が大きくなっていることも考えら

れ、実態はもう少し穏やかな変化をしてい

るかもしれない。今年の教会数の減少は全

教会数の約0.3％であり、以上のような調

査の誤差の範囲とも言えるかもしれない。

しかし、今回の教会アンケートの回収率は

昨年と比べて大きな変化がないため、以上

のことだけでは今回の教会数の減少を説明

できない。今回の結果は停滞あるいは減少

の傾向を示しているといえるだろう。

昨年と比較して地域別にみると（表1参照）、

人口の増減とは一変する結果となった。最

も人口減の大きかった東北でのみ教会数が

増加し、他はみな減少している。東北では

教会数が減少した県はなく、3県で横ばい、

3県で増加である。これに対して関東では、

人口増の埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県で減少しており、関東の他の3県も減少

もしくは横ばいで、増加した都県はない。

　過去の教会数の増減の推移をみると、

2007年に減少してから1年毎に増減を繰り

返している（図1参照）。昨年までのアンケ

ートの回収率が同様の増減をしている（図
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図 1：教会数の推移
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図 2：教会アンケートの回収率 図 3：教団アンケートの回収率
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　今回の全国の平均教会員数は64人、

平均礼拝者数は40.8人で、昨年と比べ

て、平均教会員数が0.1ポイント増、

平均礼拝者数が0.2ポイント減で、ほ

ぼ平年並みであった（表1参照）。

　平均教会員数を地域別で5年前と比

較してみると（図4参照）、中部以北で

は平均教会員数が増加しているのに

対し、近畿以南では減少している。ま

た、平均礼拝者数に関しても、ほぼ同

様の傾向がみられる（図5参照）。

　北海道と中部は、この5年間で教会

数が減少していることから、一教会あ

たりの信徒の集中が平均教会員数や

平均礼拝者数の増加の理由と考えら

れる。逆に、近畿以南での減少は、教

会数の増加が一因と考えられる。東北

と関東に関しては、教会数が増加して

いて平均教会員数が増加しており、こ

の地域の宣教の進展をうかがわせる。

　県別に平均教会員数を比較してみ

ると（表1参照）、東京都が最も多く、

112.1人で唯一100人を超えている。次

いで神奈川県85.3人、大阪府83.5人。

平均教会員数が最も少ない県は福島

県の31.1人、宮崎県31.6人、岩手県

32.6人という結果となった。ちなみに、

東京都の平均教会員数は福島県の3.6

倍以上にもなる。また、平均礼拝者数

の最も多い所は変わらず東京の66.7人

で、最も少ない所は島根県の18.2人だ

った。

　教会員数に対する礼拝者数の割合

を見ると（図6参照）、5年前と比べて

北海道が5％も減少しているのが目に

平均教会員数、平均礼拝者数は平年並み
平均教会員数の最多と最小の差は3.6倍

図 4：平均教会員数
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図 6：教会員数に対する礼拝者数の割合
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図 7：人口の割合
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4%

つく。北海道は教会数が減少しているのに

対して、平均教会員数が増えている地域で

ある。広大な面積を持つ地域性を併せて考

えれば、礼拝に遠距離から通わなければな

らなくなっていることも予想される。高齢

化も含めて考えると、地方教会の礼拝出席

の困難さをうかがわせる。

　関東地方と近畿地方の人口を合わせると

日本の総人口のおよそ51％になるが（図7

参照）、関東地方と近畿地方の推定教会員

数を合計すると全国のおよそ65％に達す

る（図8参照）。また、教会数でも二つの地

域を合わせると過半数の53％となる（図9

参照）。人口、教会員数、教会とも関東地

方と近畿地方は約2：1の関係にあり、ここ

にも一極集中の感がある。
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図 8：推定信徒数の割合

図 9：教会数の割合
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表 1 教会教勢の集計データ

※人口…平成21年3月31日現在の住民基本台帳人口による。
※プロテスタント教会のみの集計。
※教会員数と礼拝者数は各個教会からの回答および教団教派の資料提供による。
※信徒1人あたりの未信徒数は、総人口から推定教会員数を引いた値を推定教会員数で割って算出した。
※教会員数カウント教会は、アンケートに教会員数をご回答くださった教会の数。（礼拝者数カウント教会も準ずる）
※少数がある数値は少数第2位を四捨五入して表示した。

県 名 人口 順
位

人口の
増減

推
移 教会数 増

減
推
移

人口/
教会数

順
位

教会員数
(6,546教会)

平均教
会員数

順
位

礼拝者数
(6,504教会)

平均礼
拝者数

順
位

信徒1人
あたりの
未信徒数

順
位

教会員数
カウント

教会

礼拝者数
カウント

教会

1 北 海 道 5,543,556 8 -28,214 ▼ 401 -3 ▼ 13,824.3 37 19,186 54.7 12 11,386 32.3 21 251.9 40 351 353 

東 北 9,470,985 -61,533 ▼ 549 4 △ 17,251.3 18,544 41.5 12,004 27.8 414.8 447 432 

2 青 森 県 1,417,278 28 -13,265 ▼ 77 0 - 18,406.2 13 2,282 35.1 42 1,421 22.2 45 523.3 8 65 64 

3 岩 手 県 1,355,205 32 -11,447 ▼ 57 0 - 23,775.5 7 1,596 32.6 45 1,099 24.4 39 729.0 3 49 45 

4 宮 城 県 2,330,898 15 -3,976 ▼ 136 0 - 17,139.0 24 6,759 62.0 7 3,998 37.4 9 275.4 36 109 107 

5 秋 田 県 1,118,735 37 -12,088 ▼ 61 1 △ 18,339.9 15 2,086 40.1 33 1,200 24.5 38 456.2 12 52 49 

6 山 形 県 1,185,100 34 -8,971 ▼ 73 2 △ 16,234.2 28 2,342 39.0 37 1,872 31.2 23 414.9 16 60 60 

7 福 島 県 2,063,769 18 -11,786 ▼ 145 1 △ 14,232.9 34 3,479 31.1 47 2,414 22.6 44 457.2 11 112 107 

関 東 41,609,744 190,272 △ 2,659 -10 ▼ 15,648.6 177,051 81.3 114,083 52.1 191.5 2,178 2,188 

8 茨 城 県 2,979,639 11 -2,361 ▼ 172 -1 ▼ 17,323.5 23 5,893 43.3 28 4,588 32.8 17 398.8 19 136 140 

9 栃 木 県 2,003,954 20 -2,747 ▼ 110 0 - 18,217.8 16 3,710 44.2 27 2,423 29.5 25 411.5 17 84 82 

10 群 馬 県 2,008,842 19 -3,309 ▼ 120 0 - 16,740.4 25 4,512 49.6 20 2,843 31.2 22 336.6 26 91 91 

11 埼 玉 県 7,096,269 5 28,933 △ 401 -3 ▼ 17,696.4 17 18,767 57.9 10 13,542 41.4 6 304.5 33 324 327 

12 千 葉 県 6,124,453 6 33,654 △ 348 -3 ▼ 17,599.0 19 15,924 54.0 14 11,925 40.7 7 325.0 28 295 293 

13 東 京 都 12,548,258 1 86,062 △ 977 -1 ▼ 12,843.7 41 91,152 112.1 1 54,026 66.7 1 113.6 47 813 810 

14 神奈川県 8,848,329 2 50,040 △ 531 -2 ▼ 16,663.5 26 37,093 85.3 2 24,736 55.6 2 194.4 42 435 445 

中 部 21,598,402 -8,451 ▼ 1,101 -5 ▼ 19,617.1 45,722 49.4 32,051 35.2 395.9 925 910 

15 新 潟 県 2,401,803 14 -11,300 ▼ 99 -3 ▼ 24,260.6 5 3,165 39.1 36 2,160 27.3 30 619.9 5 81 79 

16 富 山 県 1,101,637 38 -4,703 ▼ 41 0 - 26,869.2 2 1,314 36.5 39 947 27.1 31 735.1 2 36 35 

17 石 川 県 1,165,013 35 -2,138 ▼ 60 0 - 19,416.9 10 2,755 49.2 22 1,898 35.1 13 393.7 21 56 54 

18 福 井 県 812,444 43 -2,900 ▼ 42 0 - 19,343.9 11 1,484 42.4 30 899 31.0 24 455.2 13 35 29 

19 山 梨 県 867,122 41 -4,359 ▼ 68 2 △ 12,751.8 42 2,807 46.8 25 1,609 27.7 29 271.6 37 60 58 

20 長 野 県 2,168,926 16 -7,880 ▼ 154 0 - 14,083.9 35 5,161 39.7 34 3,514 27.0 32 353.8 24 130 130 

21 岐 阜 県 2,089,413 17 -6,071 ▼ 85 0 - 24,581.3 4 3,548 50.0 19 2,633 36.6 11 490.9 9 71 72 

22 静 岡 県 3,773,694 10 -1,706 ▼ 230 -4 ▼ 16,407.4 27 9,126 49.3 21 5,954 32.7 18 331.6 27 185 182 

23 愛 知 県 7,218,350 4 32,606 △ 322 0 - 22,417.2 8 16,362 60.4 8 12,437 45.9 4 370.3 22 271 271 

近 畿 22,508,596 -2,245 ▼ 1,580 -8 ▼ 14,245.9 94,043 73.2 55,686 43.0 193.5 1,284 1,294 

24 三 重 県 1,854,050 22 -2,232 ▼ 96 -1 ▼ 19,313.0 12 3,702 48.7 24 2,614 33.1 16 395.5 20 76 79 

25 滋 賀 県 1,382,321 31 4,435 △ 79 0 - 17,497.7 21 4,226 67.1 5 2,118 33.6 15 259.9 38 63 63 

26 京 都 府 2,555,650 13 -2,892 ▼ 213 2 △ 11,998.4 44 11,265 65.5 6 6,371 36.0 12 182.2 43 172 177 

27 大 阪 府 8,676,622 3 6,320 △ 576 -7 ▼ 15,063.6 31 38,088 83.5 3 23,269 51.3 3 179.3 44 456 454 

28 兵 庫 県 5,586,254 7 4,024 △ 453 1 △ 12,331.7 43 30,257 78.4 4 17,208 44.4 5 156.3 45 386 388 

29 奈 良 県 1,414,970 29 -4,656 ▼ 88 -2 ▼ 16,079.2 29 3,557 50.1 18 2,356 33.7 14 320.0 30 71 70 

30 和歌山県 1,038,729 39 -7,244 ▼ 75 -1 ▼ 13,849.7 36 2,948 49.1 23 1,750 27.8 28 280.9 35 60 63 

中国・四国 11,659,909 -48,714 ▼ 819 -2 ▼ 14,236.8 30,469 45.8 17,876 27.6 309.7 665 648 

31 鳥 取 県 598,485 47 -3,926 ▼ 51 1 △ 11,735.0 45 1,564 37.2 38 937 23.4 42 314.1 31 42 40 

32 島 根 県 727,793 46 -5,330 ▼ 50 0 - 14,555.9 33 1,405 33.5 43 763 18.2 47 434.1 15 42 42 

33 岡 山 県 1,943,864 21 -4,386 ▼ 149 0 - 13,046.1 39 6,209 58.6 9 3,461 32.7 19 221.7 41 106 106 

34 広 島 県 2,859,300 12 -4,867 ▼ 162 0 - 17,650.0 18 6,909 54.4 13 4,116 32.4 20 323.4 29 127 127 

35 山 口 県 1,471,715 25 -8,125 ▼ 94 -1 ▼ 15,656.5 30 2,891 35.7 41 1,888 23.9 41 437.7 14 81 79 

36 徳 島 県 800,825 44 -5,126 ▼ 54 1 △ 14,830.1 32 1,814 40.3 32 1,149 26.7 34 366.9 23 45 43 

37 香 川 県 1,016,540 40 -2,793 ▼ 88 -2 ▼ 11,551.6 46 2,633 32.9 44 1,691 23.2 43 350.0 25 80 73 

38 愛 媛 県 1,464,307 26 -7,203 ▼ 111 0 - 13,192.0 38 4,758 51.7 15 2,582 28.7 27 254.1 39 92 90 

39 高 知 県 777,080 45 -6,958 ▼ 60 -1 ▼ 12,951.3 40 2,286 45.7 26 1,289 26.9 33 282.3 34 50 48 

九州・沖縄 14,684,991 -31,110 ▼ 888 -2 ▼ 16,537.2 33,695 48.4 22,297 32.8 340.6 696 679 

40 福 岡 県 5,031,870 9 1,052 △ 288 0 - 17,471.8 22 12,668 55.6 11 8,276 36.8 10 313.5 32 228 225 

41 佐 賀 県 862,156 42 -2,582 ▼ 32 0 - 26,942.4 1 903 36.1 40 598 23.9 40 744.9 1 25 25 

42 長 崎 県 1,458,404 27 -10,793 ▼ 56 -1 ▼ 26,042.9 3 1,832 41.6 31 1,098 25.5 37 624.5 4 44 43 

43 熊 本 県 1,839,309 23 -5,335 ▼ 90 -1 ▼ 20,436.8 9 3,525 50.4 17 1,992 29.3 26 404.8 18 70 68 

44 大 分 県 1,211,042 33 -4,346 ▼ 66 1 △ 18,349.1 14 2,237 39.2 35 1,414 25.7 36 466.5 10 57 55 

45 宮 崎 県 1,155,844 36 -5,182 ▼ 66 0 - 17,512.8 20 1,613 31.6 46 1,090 21.8 46 552.7 7 51 50 

46 鹿児島県 1,728,554 24 -10,521 ▼ 72 1 △ 24,007.7 6 2,322 43.0 29 1,457 26.5 35 557.3 6 54 55 

47 沖 縄 県 1,397,812 30 6,597 △ 218 -2 ▼ 6,412.0 47 8,595 51.5 16 6,372 40.3 8 123.6 46 167 158 

合計・平均 127,076,183 10,005 △ 7,997 -26 ▼ 15,890.5 418,710 64.0 265,383 40.8 247.4 6,546 6,504 
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　「クリスチャン情報ブック2003」から連

携している「宣教アンケート｣は、今回で8

回目の実施。第1回の宣教アンケートでも

今回同様「この1年間で、リストラまたは

自主退職した教会の信徒はいますか？」と

「新卒者または卒業予定者で、就職できな

い人はいますか？」を最初の設問に置いた。

　今回の調査では、問1「リストラまたは

自主退職した信徒がいる」と回答した教会

が、全体の37.1％にあたる212教会で、男

性269人、女性141人であった。8年前の調

査では、回答した教会数が今回の倍以上の

1,554教会で、33.1％の教会が「リストラ

または自主退職した信徒がいる」と回答し

ていた。教会数としては8年前より4.0ポイ

ントも増えている。また、都市部に在る教

会（269件）のうちほぼ半数の49.5％、郊

外（248件）の教会のうち43.9％にリスト

ラもしくは自主退職した信徒が「いる」と

いう。定年退職ではないだけに、かなり重

たく厳しい牧会的な課題でもあろう。

　また、問2の「大学、専門学校、高校の

新卒者または卒業予定者で、就職できない

人はいますか？」では、「いる」は15.0％で、

これも前回の8年前と比較すると4.1ポイン

トも高い。

　こうした厳しい就職難の状況にどのよう

に対策を講じているかの問いには、「牧会

リストラ、未就職者の急増
6割以上が「個別に対応」

　2009年9月に北海道で開催された
第5回日本伝道会議（JCE5）では、「危
機の時代の宣教協力」が主題に取り上
げられた。これを受けて今回の宣教ア
ンケートは、教会にとって「危機の時
代」とはどのように受け止められ、理
解されているのか。また宣教にあたっ
て、地域社会での教会の存在感、教会
にとっての隣人とはだれなのかについ
て取り上げた。

「教会の隣人とはだれか？」集計結果

クリスチャン情報ブック 2010

●特集Ⅱ　

宣教アンケート
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的な課題で個別に対応」（62.6％）がもっ

とも多かった。複数選択設問であったが、

ほとんどの回答が１項目のみ選択であっ

た。8年前の調査では「牧会的な課題で個

別に対応」は36.6％で、「特に講じていない」

41.4％より低かった。今回、退職者や新卒

者がいない教会からも回答が寄せられ、牧

会的な対応が26.0ポイントも高くなってい

ることからも、もはや見過ごしにはできな

いこの問題の切実さと緊急度が見て取れ

る。

　生産拠点が海外へ移動するなど産業構造

も市民生活基盤も大きな変化を見せている

中で、教会の礼拝回数や外国語礼拝などに

ついて設問した。

　礼拝での言語については「日本語のみ」

が87.9％でもっとも高く、2003年の調査結

果89.1％より1.2ポイント下がった程度で

ほぼ変わらない。一方「日本語と外国語（バ

イリンガル含む）」は11.7％で、2003年調

査よりも2.7ポイント増加している。とく

に都市部にある教会の中では14.9％が日本

語と外国語での礼拝を行っており、今後も

増加する気配がある。

　礼拝の回数では、「日曜のみ１回」が

61.0％で2003年調査結果より10.0ポイント

減少している。「日曜のみ複数回」（30.2％）

と「日曜と週日複数回」（7.9％）を合わせ

ると38.1％で、2003年調査の29％よりも9

ポイント増えており、複数礼拝の増加がデ

ータ的には表れている。

増えている礼拝の複数回実施
信徒の多様化する職種に対応

　礼拝を複数回行っている教会（259件）は、

都市部に多く4分の1強の26.2％が実施して

いる。また、理由は「信徒の職種などの関

係で配慮」（62.5％）がもっとも高かった。

外国語礼拝や賛美礼拝などの趣旨の違い

（15.8％）やスペースと人数の関係（12.7％）

など、環境や内容のことではなく、多様な

職業と勤務体系など礼拝者への配慮が求め

られてきていることは確かなようだ。（図１）

12.7%

62.5%

15.8%

5.0% 3.9%

宣教アンケート

活動年数60年以下が8割強
教会と同じ地域に62％居住

　今回の調査で、教会創設から現在までの

活動年数を見ると、「21〜30年」（15.0％）、

「51〜60年」（14.9％）、「31〜40年」（14.2％）

がほぼ横並び。戦後65年が過ぎ、60年以

上の活動年数の教会は17.8％で、創立から

60年以下の教会が8割以上を占めている。

図１：礼拝複数回の理由（実施教会 259）

●特集Ⅱ　宣教アンケート
クリスチャン情報ブック 2010
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創設から現在までに移転した回数は、「移

転なし」30.2％、「1回」30.4でほぼ同じ。

続いて「2回」14.2％、「3回」13.3％で教

会堂は地域に根ざす視点で取得されている

ことが分かる。一方で、近年は集会施設や

教育施設の講堂などで礼拝する、教会堂建

設を視野に置かない都市型の宣教的な教会

も進出しつつある。

　教会が在る地域は、都市部（47.0％）、郊

外（43.4％）、閑散地（9.1％）で、住環境と

しては住宅地（75.9％）、商業地（12.6％）、

工業地（5.9％）、農漁村地（5.2％）で、住

宅地での教会設置が突出している。

　教会と地域との関係を、

信徒が教会の礼拝に来る

のに要する時間で見る

と、「徒歩で（15分程度）」

（28.2％）、と「同じ地域」

（23.9％）で、両者を合わ

せると62.1％が教会と同

じ地域に居住している。

これは2004年の調査結果

62.5％と変わらない。だ

が、「交通機関を利用して

60分 圏 内 」（31.2％） は、

2004年調査より13ポイン

トも減少し、「60分以上か

かる遠隔地」（16.5％）は

9.8ポイントも増加してお

り、遠隔地から来る信徒・

礼拝者はより一層教会か

ら離れた地域に居住する

傾向にあるようだ。

　教会が礼拝を除いてオ

ープンに提供している活

動（複数回答）では、シ

ーズン的な活動では「講

演会・コンサートなど」

（28.3％）、常設もしくは定

期的な活動では「学習塾・カルチャー教室

など」（24.7％）が多かった。「その他」が

21.5％もあるが、その内容面では、コーラ

ス練習や講習会などの「会場貸出」という

回答が多い。地域との関わりが、会堂のオ

ープンな利用と、教会と地域とのコミュニ

ケーションへの進展に繋がりつつあるよう

だ。（図２）

　教会が地域社会に関わり、貢献している

かとの自覚と活動の関係では、「幼稚園・

保育園」（40件）を開いている教会のうち

77.5％が貢献している（大いに貢献30.0、

どちらかと言えば貢献47.5％）と自覚して
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図２：地域への活動と環境（所在地環境別）
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図３：地域への活動と貢献度イメージ
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14 巻頭特集

て『札幌宣言−−21世紀における教会の

チャレンジ』いのちのことば社刊がある）。

JCE5で採択された「札幌宣言」では、現

代が「危機の時代」といわれていることに

着目し㈰食糧危機や金融危機、環境問題な

どの世界全体・地球規模の危機。㈪家庭で

の虐待や雇用問題、経済格差など日本社会

で深刻化している危機。㈫教会員の高齢化

や教会の無牧化、カルト化など教会の危機

という3つのレベルでの現実を直視し、そ

れらを克服する指針を提示している。

　今回の宣教アンケートでは、JCE5の「札

幌宣言」に触れての意見は見受けられなか

った。まだ、「危機の時代の宣教協力」と

いう概念が教会間に浸透していな様子で、

むしろ「危機の時代でない時代があるのだ

ろうか？」、「都会と地方の教会の社会的な

環境・状況から“格差”が生じるのは致し

方のない事で、置かれた場所で福音に生き、

福音を宣教することは同じであり、都会と

地方それぞれの独自性を尊重し合い、仕え

合うことから宣教協力が生じる」という意

見のように、方法論ありきではなく、主に

よってそこに遣わされていることへの畏敬

を互いの基盤とした宣教協力の進展が望ま

れているようだ。

いる。また「相談・福祉関係など」（31件）

の事業を行って教会も77.5％が貢献してい

る（大いに貢献32.3、どちらかと言えば貢

献45.2％）と自覚しており、幼児・児童教育、

福祉関係の活動は、地域のニーズとも関係

して貢献度の自覚は高い。これは「学習塾・

カルチャー教室など」（157件）の63.1％が、

宣教アンケート

9割以上が「地域との関わり重要」
教会の隣人は「関わるすべての人」

　「教会が地域社会に働きかけていくこと

は重要と思うか」との設問には、9割以上

の教会が重要と思っている（「とても重要」

69.4％、「どちらかと言えば重要」24.1％）。

だが、地域とのかかわりについてどう考え

ているかは多様な意見がある。・教会も地

域の一員なのだから当然積極的にかかる。・

重要だが福音宣教との兼ね合いで出来るこ

とから関わる。・教会の本来の目的は伝道

であり、本末転倒する様な関わり方はすべ

きでない（あまり重要ではない）などの主

旨に大別されよう。だが、「教会の伝道は、

福音を通しての街づくり。教会を中心とし

ていじめや虐待のない街となることをビジ

ョンとしている」というような、教会がそ

の地域に存在していることの祝福と意義が

あるという視点から重要と考えているバラ

ンス感覚のある意見が多く見られる。

　「教会にとっての隣人とは誰か」の設問

には、「まず信徒の家族・知人、地域の住民、

国籍を問わず教会と関わるすべての人」と

いう主旨の意見が多くあった。一方で、も

う少し積極的な姿勢から「隣人とは誰かで

はなく、教会が隣人となっていくことが使

命ではないか」との指摘も見受けられた。

　昨年のJCE5では、「危機の時代の宣教協

力」をテーマに協議された（解説資料とし

貢献していると自覚していることからも伺

われる。子どもや青年、お年寄りたちの安

心できる居場所が、地域に求められている

現代。教会が福音を基盤にして地域との関

わり拡張していける余地と期待は大きいの

ではないだろうか。 （図３）
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15 巻頭特集

問 1 この１年間で、リストラまたは自主退職した教会の信徒はいますか？
□いる（37.1％）　□いない（62.8％）

問 2 大学、専門学校、高校の新卒者または卒業予定者で、就職できない人はいますか？
□いる（16.3％）　□新卒者はいない（56.3％）
□みな就職できた、もしくは進学した（28.0％ =「いる」記載なし含む）

問 3 就職難の問題に関して牧会もしくは教会として何か対策を講じていますか？（複数回答可）
□牧会的な課題で個別に対応（62.6％）　□役員らと連携して対策（11.7％）　□教区・近隣教会
とも連携（1.7％）　□地域牧師会などと協力（3.3％）　□教団の宣教課題に取り上げる（0.9％）

問 4 日曜礼拝は日本語のみですか？　外国語での礼拝は行っていますか？
□日本語のみ（87.9％）　□外国語のみ（0.2％）　□日本語と外国語［バイリンガル含む］（11.7％）

問 5 日曜礼拝は１回のみですか？、複数回行われていますか？
□日曜のみ１回（61.0％）　□日曜のみ複数回（30.2％）　□日曜と週日の早天礼拝など複数回
（7.9％）　□週日のみ（0.3％）

問 6 礼拝を複数回行っている主な理由は何ですか？（回答あり＝259）
□スペースと信徒数の問題（12.7％）　□信徒の職種などの関係で配慮（62.5％）　□外国語の違
いや賛美、年代層などの関係（15.8％）　□伝道礼拝など主旨の違い（5.0％）

問 7 教会員および出席している信徒の住居と教会までの距離は、おおよそどれくらいの割合で構成され
ていますか？
①教会まで徒歩（15分程度）28.2％　②教会と同じ地域内（①を除く）23.9％　③自動車・交
通機関を利用して60分圏内（①②を除く）31.3％　④ 60分以上かかる遠隔地16.5％

問 8 貴教会が近隣地域に対して提供している（有料を含む）オープンなイベントや活動はありますか？
（複数回答）
□幼稚園・保育園など（7.0）　□ナーサリー・幼児園など（2.8％）　学童・児童福祉など（1.2％）
□学習塾・カルチャー教室など（24.7％）　□講演会・コンサートなど（28.3％）　□バザー・イ
ベントなど（19.6％）　□相談・福祉関係など（5.4％）　□その他（21.5％）

問 9 貴教会は、地域社会に関わり、貢献していると思いますか？
□大いに貢献している（10.7％）　□どちらかと言えば貢献てしいる（36.0％）　□わからない
（12.4％）　□あまり貢献していない（32.9％）　□貢献していない（7.9％）

問10 教会が地域社会に働きかけていくことは、教会にとって重要だと思いますか？
□とても重要（69.4％）　□どちらかと言えば重要（24.1％）　□わからない（3.0％）　□あま
り重要ではない（2.4％）　□重要ではない（0.3％）

問11 教会と地域社会との関係についてどのようにお考えでしょうか？　ご意見を短くお書きください。

問12 貴教会にとって「隣人」とは誰でしょうか。信徒その家族、地域住民、外国人など様々ですが、教
会が隣人を愛するということについて、ご意見を短くお書きください。

問13 「危機の時代の宣教協力」と言われますが、この言葉をどのように受け止めていますか？。また、
都会と地方との「教会格差」といわれる状況についてどのようにお考えですか？。ご意見を短くお
書きください。

●特集Ⅱ　宣教アンケート
クリスチャン情報ブック 2010

宣教アンケート 「教会の隣人とはだれか？」

有効回答：572件
教会がある地域：都市部＝269件 47.0％、郊外＝248件 43.4％、閑散地＝52件 9.1％）
所在地の環境：住宅地＝434件 75.9％、商業地＝72件 12.6％、工業地＝34件 5.9％、
　　　　　　　農漁村地＝30件 5.2％
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北 海 道 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   H o k k a i d o 　

北海道地方

北海道──地域の宣教資料

　宣教人国記：宣教師バチェラーに導かれ小学校校長

から献身したアイヌ人牧師・江賀寅三（1893〜1968）は、

バチェラーのアイヌ語辞典編さんに協力した後、東京

聖書学院に学び、北海道各地を巡回伝道した。戦後は、

アイヌの同胞が多く住む静内町に会堂を建て伝道した。

三浦綾子著『愛の鬼才』の主人公・西村久蔵（1898〜

1953）は小樽市生まれ。札幌一中時代に高倉徳太郎牧

師より受洗。札幌商業高校教諭として13年奉職し、そ

の烈々たる愛に打たれて受洗する者が続出した。作家

三浦綾子（1922〜1999）は旭川市出身で、13年の療

養生活の後、30歳で小野村林蔵牧師より受洗。1964年

（昭和39）、小説「氷点」が朝日新聞懸賞小説に入選、

以後、その人間の罪と救いを描いた作品を通して現代

人に大きな影響を与えた。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【石狩市】厚田郡厚田村、浜益郡浜益村。【岩見沢市】

空知郡北村・栗沢町。【北見市】北見市、常呂郡端野町・

留辺蘂町・常呂町。【釧路市】釧路市、阿寒郡阿寒町、

白糠郡音別町。【士別市】士別市、上川郡朝日町。【伊

達市】有珠郡大滝村。【名寄市】名寄市、上川郡風連町。

【函館市】亀田郡戸井町・恵山町・椴法華村、茅部郡

南茅部町。【北斗市】上磯郡上磯町、亀田郡大野町。【網

走郡大空町】東藻琴村・女満別町。【虻田郡洞爺湖町】

虻田町・洞爺村。【枝幸郡枝幸町】枝幸町・歌登町。【茅

部郡森町】砂原町・森町。【久遠郡せたな町】久遠郡

大成町、瀬棚郡瀬棚町・北檜山町。【沙流郡日高町】日

高町・門別町。【中川郡幕別町】幕別町、広尾郡忠類村。

【日高郡新ひだか町】静内郡静内町、三石郡三石町。【二

海郡八雲町】山越郡八雲町、爾志郡熊石町。【紋別郡

遠軽町】生田原町・遠軽町・丸瀬布町・白滝村。【紋

別郡湧別町】上湧別町・湧別町。【勇払郡安平町】早

来町・追分町。【勇払郡むかわ町】鵡川町・穂別町。

 北 海 道 地 方 北 海 道
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キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

　お店・事業

(有)アムス［レンタルサーバー　アムス］

［レンタルサーバー・ホームページ作成・語学事業］〒

089-0541　北海道中川郡幕別町札内青葉町24-10　Tel&F

ax.0155-56-6535［連絡先：〒089-5601　北海道十勝郡浦

幌町宝町53-41 Tel.015-576-2929］　◇JR札内駅から徒歩

16分　◇創立／2000年　◇代表／リー，アブラハム　◇

特色／レンタルサーバーは、教会やクリスチャンへ割引サ

ービスをします。乗り換えの場合20％割引します。

【HP】http://www.kchosting.jp/

【E-Mail】work@asiams.com

エクレシア・ブランチ
［福音喫茶･手作りケーキ・軽食・コーヒー］〒062-0009　

北海道札幌市豊平区美園九条7-4-21 十二使徒教会内　

Tel.011-832-0840 Fax.011-821-9030　◇地下鉄東豊線美

園駅から徒歩4分　◇創立／1982年　◇牧師(代務)／日向 

恭司　◇特色／月寒公園の四季を楽しみつつ、手作りケ

ーキとコーヒーで憩いのひと時を。お子様連れOK。テラ

スはペット可。

観光農園 アスパーランド
［農園業］〒080-2335　北海道帯広市広野町210　Tel.015

5-60-2532 Fax.0155-49-3732［連絡先：ノースファーミン

グ仁田 南の森事務所　〒080-0862　北海道帯広市南の森
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西4-5-19］　◇JR帯広駅から車30分　◇創立／1998年　

◇代表／仁田 真知子　◇特色／アスパラ収穫体験農園と

して来訪者に喜びと感動を与えています。採りたてアスパ

ラ産地直送は大変好評です。

【HP】http://www.umaimonotokachi.jp

【E-Mail】lovetokachi@ybb.ne.jp

Glass．ぶどうの実
［ガラスアクセサリー製作販売］〒062-0021　北海道札幌

市豊平区月寒西一条4-1-35-103　Tel&Fax.011-854-

7435　◇地下鉄東豊線美園駅から徒歩5分　◇創立／

1993年　◇代表／藤沼 聡、藤沼 千秋　◇特色／オリジ

ナルのガラスアクセサリーを製作しています。ネットショ

ップ有。ガラス製作体験講習会もやっています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/glass4120/

【E-Mail】glass4120@nifty.com

珈琲工房
［自家焙煎珈琲･挽き売り、珈琲専門店］〒047-0014　北

海道小樽市住ノ江1-5-2　Tel&Fax.0134-23-1633　◇JR南

小樽駅から徒歩3分　◇創立／1989年　◇代表／沖野 政

則、チーフスタッフ／本間 由美子　◇特色／ご家庭で潤

いのある珈琲タイムを作り出していただくために、ほんの

少しお役に立ちたいと願っております。

大雪カーパークみかみ
［ドライブイン］〒091-0162　北海道北見市留辺蘂町富士

見　Tel.0157-45-2454 Fax.0157-45-3204　◇JR留辺蘂駅

から車30分　◇創立／1976年　◇代表／三上 真理子

【E-Mail】norimari@topaz.ocn.ne.jp

小さな森工房
［木工芸］〒091-0031　北海道北見市留辺蘂町大富25　

Tel&Fax.0157-42-5036　◇創立／2000年　◇代表／小

森 洋　◇特色／北海道の素材を生かした木彫りの工房で

す。キリスト教関連の作品もあります。ホームページをご

覧下さい。

【HP】http://comori.net/kibori/

【E-Mail】kibori@comori.net

チーズ工房 アドナイ
［チーズ製造・販売］　［(有)アドナイ］〒098-1600　北海

道紋別郡興部町興部914-12　Tel.0158-82-3133 Fax.0158-

82-2453　◇JR名寄駅から車90分　◇創立／1976年　◇

代表取締役／堤田 克彦

【HP】http://city.hokkai.or.jp/~adonai/

【E-Mail】gha04534@nifty.ne.jp

ちいむれグロリア農園
［有機農園、生産・販売］〒071-0529　北海道空知郡上富

良野町東9線北16号　Tel&Fax.0167-45-5981　◇JR富良

野駅から車20分　◇創立／1988年　◇代表／武藤 講三、

武藤 聖、武藤 仰　◇特色／カレーライスの食材(芋、玉葱、

人参、アスパラ、南瓜、豆、お米)を中心に生産・販売。

宿泊設備もあり農業経験も出来ます。

【E-Mail】mutou5981@indigo.plala.or.jp

辻クリーニング(有)
［クリーニング］〒090-0027　北海道北見市北七条東

1-4　Tel.0157-23-3586　◇JR北見駅から徒歩8分　◇代

表取締役／辻 敏弘

中岡農園
［農園業］〒046-0013　北海道余市郡余市町豊丘町836　

Tel&Fax.0135-22-4429　◇JR余市駅から車7分　◇代表

／佐藤 直樹

ナカザワ　アグリマシーン(株)［ナカザワ・エー・

ジー・エム］

［農業機械輸入・販売修理］〒099-5171　北海道紋別市渚

滑町7-39-6　Tel.0158-24-5678 Fax.0158-23-5531［連絡先：

Tel.090-8908-9918］　◇オホーツク紋別空港から車15

分　◇創立／1992年　◇代表取締役社長／中沢 義隆、

取締役／中沢 美名子、取締役／中沢 言、海外輸入担当

／山田 ダニエル 俊作　◇特色／中古農機のプロとして、

北海道の優良農機具を整備して全国に販売中。海外の農

機、純正部品を直輸入、格安販売。

【HP】http://nakazawa-agm.com/

【E-Mail】yoshitaka@nakazawa-agm.com

中野農園
［農園業］〒046-0001　北海道余市郡余市町栄町551　

Tel&Fax.0135-22-2263　◇JR余市駅から車15分　◇代表

／中野 勇

NOEL corp［喫茶ノエル］

［手作りパン・クッキー・喫茶・食事］〒062-0042　北海

道札幌市豊平区福住二条3-6-1 メノナイト福住センター

内　Tel&Fax.011-836-7166　◇東豊線福住駅から徒歩7

分　◇創立／1996年　◇代表／芹田 京子　◇特色／自

然酵母のパン、ケーキ、コーヒー、オリジナルグッズ。お

店の中で、時々ゴスペルライブやパッチワーク教室をやり

ます！

【HP】http://www.f6.dion.ne.jp/~seinoel/

【E-Mail】seinoel@f6.dion.ne.jp

(有)函館こどものとも社
［書籍販売・こども文化講座企画］〒041-0853　北海道函

館市中道1-11-34　Tel.0138-55-5963 Fax.0138-55-5964　

◇JR五稜郭公園前駅

(有)ハレルヤ農産
［ハム&ソーセージ製造直売・カントリーレストラン・農業］

〒061-0208　北海道石狩郡当別町弁華別73-7　Tel.0133-

23-2775 Fax.0133-22-3904　◇JR石狩当別駅から車10

分　◇創立／1983年　◇代表取締役／松田 進　◇特色

／札幌の隣町当別町は北欧の息吹を感じる安らぎの郷。自

家製のハムソーセージと無農薬野菜をレストランで味わえ

ます。

【E-Mail】jhallelujafarm@yahoo.co.jp

美瑛ガーデンプレイズ
［喫茶店・キリスト教書店］〒071-0245　北海道上川郡美

瑛町福富瑛進　Tel&Fax.0166-68-0755　◇美瑛駅から車

7分　◇創立／1999年　◇代表・オーナー／大盛 健一　

◇特色／日本一美しい町美瑛町景色を見ながらの料理は

最高です。正面には十勝岳連峰を見わたせます。

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~omise/

【E-Mail】sanai-kenta@kkd.biglobe.ne.jp
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ビジネス・コンピュータ・サポート
［コンピュータ関連］〒080-2474　北海道帯広市西二十四

条南1-29-55　Tel&Fax.0155-37-5225　◇JR西帯広駅から

徒歩10分　◇代表／武田 彰

平井京呉服店
［呉服店］〒003-0022　北海道札幌市白石区南郷通1丁目

南4-19　Tel.011-863-3939　◇地下鉄白石駅から徒歩5

分　◇代表／平井 尚昭

(有)リペア・オフィス［リペア伊藤］

［家具修理・再生、リフォーム］〒002-8072　北海道札幌

市北区あいの里二条4-14-15　Tel.011-772-7986 Fax.011-

778-7904　◇JRあいの里教育大駅から10分　◇創立／

1993年　◇代表取締役社長／伊藤 昭彦

福井(株)
［雑貨・手芸用品・事務用品・名入れスリッパなど卸］〒

070-0030　北海道旭川市宮下通1丁目　Tel.0166-26-6221 

Fax.0166-23-3587　◇JR旭川駅から徒歩10分　◇創立／

1985年　◇代表取締役／福井 英人

藤野農園
［農園業･農業クリエータ］〒061-0231　北海道石狩郡当

別町六軒町14-3　Tel&Fax.0133-23-3275　◇創立／1970

年　◇代表／藤野 哲雄　◇特色／美しい花作り(かすみ

草・ひまわり・ブプレ等)と、美味しい野菜作り(特にアス

パラガスなど)に励みます。

(株)ブライトサッポロ
［有料職業紹介・一般労働者派遣事業、音楽・ブライダル

教室経営、ドレスショップ経営］〒060-0051　北海道札

幌市中央区南一条東2-13-4 エメラルドグリーン大通ビル

3F　Tel.011-241-0345 Fax.011-241-0567　◇地下鉄東西

線バスセンター前駅4番から徒歩1分　◇創立／1987年　

◇代表取締役／山田 悦子　◇特色／ブライダル・イベン

ト人材(牧師は正教師)を派遣。式場・衣裳・演出も応相談。

牧師、奏者は随時募集中です。

【HP】http://www.brightsapporo.com/

【E-Mail】bs@brightsapporo.com

南観光果樹園
［農園業］〒078-8205　北海道旭川市東旭川町倉沼155　

Tel.0166-36-3860 Fax.0166-36-2527　◇JR旭川駅から車

30分　◇創立／1937年　◇代表／南 昌次　◇特色／旭

山動物園に隣接しております。さくらんぼ・りんご・梨・

ぶどう他、旬のさまざまな果物狩りが楽しめます。

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~kaju373/

【E-Mail】shoji373@h6.dion.ne.jp

ムラサキスポーツ 札幌ステラプレイス店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒060-

0005　北海道札幌市中央区北五条西2-5 JRタワー札幌ス

テラプレイス 5F　Tel.011-223-7815　◇代表取締役会長

／金山 良雄

ムラサキスポーツ 札幌ピヴォ店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒060-

0062　北海道札幌市中央区南二条西4丁目 ピヴォ4F　

Tel.011-219-4231 Fax.011-219-4234　◇代表取締役会長

／金山 良雄

(株)めぐみ堂 札幌店
［将棋・碁盤製造販売］〒060-0002　北海道札幌市中央区

北二条西3-1 タケサトビル6F　Tel.011-221-3328 Fax.011-

221-3771

焼肉ハウス ソウル・ガーデン
［韓国焼肉店］〒040-0078　北海道函館市北浜町5-6　

Tel&Fax.0138-40-2989　◇代表／楠本 馨寅

ラ・メゾン・ド・ローゼス
［フレンチイタリアン＆カフェ、雑貨］〒006-0815　北海

道札幌市手稲区前田五条7-1-5　Tel.011-691-9620　◇バ

ス「稲積公園前」停から徒歩2分　◇創立／2004年　◇

オーナー／馬場 明子　◇特色／心安らぐローズガーデン

を眺めながら、お友達と語らい、ゆったりと美味しいお食

事をお楽しみください。

【HP】http://www.newhopesapporo.net/

【E-Mail】newhopesapporo@hotmail.co.jp

　教育事業・カルチャー

上野お琴教室
［琴(正派生田流)教室］〒005-0001　北海道札幌市南区澄

川一条1-1-2-104　Tel&Fax.011-812-7730　◇地下鉄澄川

駅から徒歩7分　◇創立／1984年　◇正派生田流大師範

／上野 裕子　◇特色／ボランティア・伝道コンサートを

中心に活動。

キトピア英語学校［KES］

［英語幼稚舎、一般英会話・子ども専門］〒005-0806　北

海道札幌市南区川沿六条3-2-2 丸正ビル2F　Tel.011-578-

4040 Fax.011-578-4047　◇地下鉄南北線真駒内駅からバ

ス「川沿5条3丁目」停、徒歩約3分　◇創立／2003年　

◇オーナー・校長／佐藤 ケイト、オーナー・学生サービ

ススタッフ／佐藤 周平、幼稚舎主任／喜島 めぐみ　◇特

色／子ども専門。教師はみな児童英語教師の公認資格を

持つネイティブスピーカーです。

【HP】http://www.kitopia.org

【E-Mail】info@kitopia.org

チーフーキリスト教学園［チーフー・スクール］

［不登校児童、クリスチャン子弟の教育］　［(宗)チーフー・

キリスト伝道会］〒041-1111　北海道亀田郡七飯町本町

6-7-31　Tel.0138-64-4177 Fax.0138-64-4189　◇JR七飯

駅から徒歩10分　◇創立／2003年　◇学園長／品田 与

志夫、校長／小杉 克巳　◇特色／1)聖書に基づく人格教

育、2)国際化時代に対応する人材の育成、3)世界宣教のヴ

ィジョンを与える。対象は幼児から高校生まで。

【HP】http://www5.ncv.ne.jp/~chefoo77/

【E-Mail】chefoo77@ms5.ncv.ne.jp

　法律・経営相談

(株)栄光計算経営センター［栄光会計］

［税理士］〒041-0851　北海道函館市本通3-24-6　Tel.

0138-55-2676 Fax.0138-55-2763　◇函館空港から車15



北
海
道

L
IF

E
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

23
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

分　◇代表取締役所長／北川 勝弘

行政書士 伊藤 順一事務所
［行政書士］〒003-0833　北海道札幌市白石区北郷三条

2-10-12　Tel&Fax.011-875-1019　◇創立／1992年　◇

代表／伊藤 順一　◇特色／宗教法人・NPO法人の設立や

会計、納骨堂の設置認可、また建設業・運搬業等の許認

可手続きをしております。

【E-Mail】shalom.ito@nifty.ne.jp

　文書伝道支援

印刷工房 みやざき
［企画・デザイン・綜合印刷］〒078-8240　北海道旭川市

豊岡10条8-8-11　Tel&Fax.0166-32-5218　◇JR旭川駅か

ら車25分　◇創立／2001年　◇代表／宮崎 重1　◇特色

／親切・ていねい・確実・安心される仕事を心がけており

ます。

【E-Mail】insatsuko-bo-.miyazaki@ezweb.ne.jp

CLC BOOKS札幌店［CLC札幌店］

［キリスト教専門書店］　［(宗)クリスチャン文書伝道団］

〒060-0061　北海道札幌市中央区南一条西3丁目 大丸藤

井セントラル4F　Tel.011-261-9551 Fax.011-221-5721　

◇地下鉄大通駅から徒歩5分　◇店長／加藤 栄子、山下 

まゆみ、丹 文子　◇特色／営業時間：平日、土曜・祝日

10:00〜19:00。定休日：日曜、セントラル定休日。特約駐

車券提供は3千円以上。

【HP】http://www.clc-shop.com/e_shoppy/www/shop/online2/

shop.htm

【E-Mail】sapporo@clc-books.com

北海道キリスト教書店
［キリスト教専門書店］〒060-0807　北海道札幌市北区北

七条西6丁目 北海道クリスチャンセンター１F　Tel.011−

737-1721 Fax.011-747-5979　◇JR札幌駅北口から徒歩10

分　◇創立／1984年　◇代表取締役／亀岡 徹、佐々木 

眞理子

【HP】http://www.jb-shop.com/

ライフセンター札幌書店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒060-0002　北海道札幌市中央区北二条西3丁目 タ

ケサトビル3F　Tel.011-241-3074 Fax.011-241-3076　◇

JR・地下鉄札幌駅から徒歩10分　◇店長／佐藤 広亮

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/sapporo/sapporo.htm

【E-Mail】sapporo@wlpm.or.jp

　幼稚園・保育園・学童

旭川白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖ヴィアンネ学園］〒070-

8006　北海道旭川市神楽六条1-1-2　Tel.0166-61-6748 

Fax.0166-63-5844　◇旭川駅から車7分　◇創立／1963

年　◇園長／野秋 ユリヤ

【HP】http://www.ans.co.jp/k/a-shirayuri/

旭川聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)旭川カトリック学園］〒078-

8216　北海道旭川市六条通22丁目左1号　Tel.0166-32-

2021 Fax.0166-32-3412　◇創立／1957年　◇園長／渡

辺 義行

【E-Mail】ka-seibo@amber.plala.or.jp

旭川天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒070-0841　北海道旭川市大町一条

10丁目　Tel.0166-51-3493

旭川藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒070-0901　北海道旭川市花咲町

6　Tel.0166-51-2972

麻生明星幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒001-0045　北

海道札幌市北区麻生町4-11-14　Tel.011-716-3880 

Fax.011-736-8026　◇地下鉄麻生駅2番から徒歩1分　◇

創立／1969年　◇園長／白井 真　◇特色／キリスト教会

の信仰にもとづく幼児教育。社会や家庭事情の変化にも

対応できるよう新しい取り組みを始める。

【HP】http://academic3.plala.or.jp/myojyokg

厚岸カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒088-1128　北海道厚岸郡厚岸町港

町91　Tel.0153-52-2057

網走藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒093-0074　北海道網走市北四条西

4丁目　Tel.0152-43-3912

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~ab-fuji/

【E-Mail】ab.fuji@arion.ocn.ne.jp

遺愛旭岡幼稚園
［幼稚園］　［(学)遺愛学院］〒042-0915　北海道函館市西

旭岡町2-6-1　Tel.0138-50-3308 Fax.0138-50-4936　◇函

館空港から車10分　◇創立／1982年　◇園長／山田 秀

夫　◇特色／キリスト教主義で『生きる力』を育む幼稚園。

【HP】http://www.iaijoshi-h.ed.jp

【E-Mail】iaiashkids@yacht.ocn.ne.jp

池田カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［釧路カトリック学園］〒083-

0022　北海道中川郡池田町西二条8-41　Tel&Fax.0155-

72-3883　◇創立／1965年　◇園長／アゴスチノ・ラザ

ロ　◇特色／少子化の影響で池田町も子どもが少なくな

っていますが、職員一同子どもたちの為、保育に励んでい

ます。

岩内幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒045-0013　北

海道岩内郡岩内町高台180　Tel&Fax.0135-62-1666　◇

中央バス岩内ターミナルから徒歩7分　◇創立／1926年　

◇理事長／大須賀 豊稚、園長／平 宏史

岩見沢聖十字幼稚園［聖十字幼稚園］

［幼稚園］　［(学)聖公会北海道学園］〒068-0835　北海道

岩見沢市緑が丘1-21-14　Tel&Fax.0126-22-4079　◇JR

岩見沢駅から車6分　◇創立／1966年　◇園長／有本 節
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雄　◇特色／縦割り(異年齢)保育をしてます。

【HP】http://www17.plala.or.jp/seijuji/

【E-Mail】nskk_iwamizawa@nifty.com

岩見沢天使幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北海道カトリック学園］〒068-

0025　北海道岩見沢市五条西6-8-1　Tel.0126-22-4525 

Fax.0126-22-6160　◇JR岩見沢駅から徒歩5分　◇創立

／1942年　◇理事長／地主 敏夫、園長／三辻 隆夫　◇

特色／未来をきずく子どもたちの自分づくり、仲間づくり

を応援します。

【HP】http://www.iwamizawa-tenshi.com/

江差幼稚園
［カトリック幼稚園］〒043-0053　北海道檜山郡江差町新

地町27　Tel.0139-52-1169

大麻ひかり幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道ルーテル学園］〒069-0851　北海

道江別市大麻園町32-1　Tel.011-386-8738 Fax.011-386-

8052　◇JR大麻駅から徒歩20分　◇創立／1967年　◇

園長／吉田 達臣　◇特色／大麻で最初に開園した幼稚園

です。戸外活動の充実、健康な心と身体を育てるゆとり

の保育環境です。

【HP】http://www2.odn.ne.jp/oasalc/

大麻藤幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北海道カトリック学園］〒069-

0854　北海道江別市大麻中町9-1　Tel.011-386-8838

置戸こじか保育園
［保育園］　［(福)信愛会］〒099-1136　北海道常呂郡置戸

町字置戸222-4　Tel&Fax.0157-52-3851　◇バス「五十

嵐デンキ店前」停、徒歩10分　◇創立／1977年　◇園長

／椎名 茂子、副園長兼主任／赤松 由香　◇特色／きれ

いな空気と澄んだ空のもと、毎日お散歩や外遊びを楽しみ

ながら育ちゆく子らに神の愛が宿りますように。

長万部マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒049-3514　北海道山越郡長万部町

富野102-47　Tel.01377-2-2266　◇園長／岩谷 あつ子

小樽中央幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒047-0033　北

海道小樽市富岡1-4-13　Tel&Fax.0134-22-3842　◇JR小

樽駅から徒歩15分　◇創立／1941年　◇園長／根本 京

子

【HP】http://church.ne.jp/otaru/kindergarten.html

小樽藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒047-0033　北海道小樽市富岡1-21-

12　Tel.0134-23-3834

帯広聖公会幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会北海道学園］〒080-0018　北海道

帯広市西八条南12-3　Tel&Fax.0155-24-3771　◇創立／

1955年　◇園長／小貫 耕喜　◇特色／少人数クラスで一

人一人によく目が届く、健康、交わり、探究、表現の4つ

の柱をすえた、生き生きとした幼稚園です。

【HP】http://www17.plala.or.jp/obisei-yo/

【E-Mail】obsei-yo@sea.plala.or.jp

帯広藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒080-0804　北海道帯広市東四条南

14　Tel.0155-23-3604

かおり幼稚園
［幼稚園］〒061-1146　北海道北広島市高台町1-9-1　

Tel.011-372-2476　◇園長／高橋 美千代

かおり幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒053-0802　北

海道苫小牧市弥生町2-8-25　Tel.0144-72-5503　◇園長

／矢崎 和彦

カトリック士別幼稚園
［カトリック幼稚園］〒095-0013　北海道士別市東三条1

丁目　Tel.0165-22-3502

【HP】http://business4.plala.or.jp/gakuen12/10.html

カトリック湯の川幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)函館カトリック学園］〒042-

0935　北海道函館市駒場町14-10　Tel&Fax.0138-51-

3046　◇市電「駒場車庫前」停、徒歩1分　◇創立／

1957年　◇園長／齋藤 憲正　◇特色／キリストの教えに

従い幼児一人ひとりの個性を尊重し、良心に基づいた善

悪の判断ができ責任ある子供を育てる。

北見聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック聖フランシスコ修道

会］〒090-0836　北海道北見市三輪26　Tel.0157-24-

6302 Fax.0157-24-6316

【HP】http://academic3.plala.or.jp/k-seibo/

【E-Mail】k-seibo@khaki.plala.or.jp

北見のぞみ幼稚園［のぞみ］

［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒090-0066　北

海道北見市花月町20　Tel.0157-61-7555 Fax.0157-61-

7544　◇園長／秋山 千四郎

【HP】http://www16.plala.or.jp/nozomigaoka/kinder2.html

北見藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒090-0033　北海道北見市番場町

1-4　Tel.0157-23-3605

北見マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北見カトリック学園］〒090-

0001　北海道北見市小泉268　Tel.0157-24-4507　◇JR

柏陽駅から徒歩20分　◇創立／1967年　◇園長／市野 

恭子

【HP】http://www.kitami-mary.net/

北見幼稚園
［幼稚園］　［(学)ピアソン学園］〒090-0036　北海道北見

市幸町3-2-12　Tel.0157-23-5353　◇JR北見駅から徒歩15

分　◇創立／1939年　◇園長／小林 牧生、主任／松井 

裕子

【HP】http://www.kitami-kindergarten.ed.jp

【E-Mail】kitamiyouchien@car.ocn.ne.jp
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救世軍桑園保育所
［保育園］　［(福)救世軍社会事業団］〒060-0005　北海道

札幌市中央区北五条西14-1-29　Tel.011-221-6630 Fax. 

011-221-6631　◇所長／三上 敏子　◇特色／生きる喜

び、人との関りを大切に思える大人になってほしいとの願

いをこめて、日々保育の実践に取り組んでいます。

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~souen.h/

釧路カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒085-0018　北海道釧路市黒金町12-

10　Tel.0154-23-3993

釧路聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒085-0047　北海道釧路市新川町16-

19　Tel.0154-25-0697

釧路ひばり幼稚園
［カトリック幼稚園］　［釧路カトリック学園］〒085-

0814　北海道釧路市緑ケ岡5-20-15　Tel.0154-46-4280 

Fax.0154-46-4281　◇釧路駅からバス｢緑ヶ岡5丁目｣停、

徒歩2分　◇創立／1970年　◇理事長／ロンデロ，ドメニ

コ、園長／石井 経子

釧路めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)釧路キリスト教学園］〒088-0600　北海

道釧路郡釧路町雪里1-4　Tel.0154-39-3751 Fax.0154-39-

3752　◇JR釧路駅から車15分　◇創立／1948年　◇園

長／福士 卓司

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~megumi40/

【E-Mail】kmegu@abeam.ocn.ne.jp

倶知安藤幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北海道カトリック学園］〒044-

0055　北海道虻田郡倶知安町北五条西1-1-6　Tel. 

0136-22-1733 Fax.0136-22-1825　◇JR倶知安駅から徒歩

7分

倶知安めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒044-0034　北

海道虻田郡倶知安町南四条西2丁目　Tel.0136-22-1276　

◇園長／籠場 公郎

琴似教会幼稚園
［幼稚園］　［(学)琴似キリスト教学園］〒063-0842　北海

道札幌市西区八軒二条西1-3-1　Tel.011-631-4898 Fax. 

011-631-4900　◇JR琴似駅からバス「八軒二条一丁目」

停　◇創立／1954年　◇理事長／白鳥 正太郎

湖畔幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒085-0806　北

海道釧路市武佐2-35-5　Tel.0154-46-0691 Fax.0154-46-

5340　◇創立／1950年　◇園長／青砥 好夫　◇特色／

キリスト教保育を行うなかで、子どもたちの個性と遊びを

大切にしている幼稚園です。

こひつじ保育園and学童保育グレイス
［保育園・学童保育］　［森福音キリスト教会グリーンヒル

チャペル］〒049-2313　北海道茅部郡森町森川町161　

Tel.01374-2-0014　◇森駅から徒歩10分　◇創立／1975

年　◇園長／吉田 真喜子　◇特色／毎日さんびとみ言葉

にあふれ、み言葉に根ざした保育を通し、伸々元気一杯

の何事にもチャレンジの園です。

さゆり幼稚園
［カトリック幼稚園］〒064-0824　北海道札幌市中央区北

四条西23-2-10　Tel.011-631-6973

(学)黎明幼稚園
［幼稚園］　［(学)月寒キリスト教学園］〒062-0051　北海

道札幌市豊平区月寒東一条2-10-9　Tel.011-851-4536 

Fax.011-851-3741　◇地下鉄東豊線月寒中央駅から徒歩

10分　◇創立／1953年　◇園長／村田 悠紀子

【HP】http://www.shinonome-youchien.com/

砂川天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒073-0135　北海道砂川市東五条南

3-3-1　Tel.0125-52-2872

聖ミカエル幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会北海道学園］〒065-0019　北海道

札幌市東区北十九条東3-4-5　Tel.011-731-8705 Fax. 

011-731-8706　◇地下鉄南北線北18条駅から徒歩12分　

◇創立／1954年　◇理事長／植松 誠、園長／山崎 恒

子　◇特色／明るく正しく元気の良い光の子供になりまし

ょう。愛する心、思いやる心、心の教育を大切にしていま

す。

【HP】http://www.nskk.org/hokkaido/michaels/kindergarten/

【E-Mail】michaels@sea.plala.or.jp

(学)桑園幼稚園
［幼稚園］　［(学)桑園幼稚園］〒060-0007　北海道札幌市

中央区北七条西13-2-1　Tel&Fax.011-231-2966　◇JR桑

園駅から徒歩5分　◇創立／1923年　◇園長／福澤 かお

り

【HP】http://www2.comco.ne.jp/~soen713/

太平子どもの家
［子育て支援］　［日本基督教団札幌北部教会］〒002-

8006　北海道札幌市北区太平六条6丁目4-5　Tel.011-

771-4410 Fax.011-795-1100　◇JR百合が原駅から徒歩7

分　◇創立／1978年　◇園長／久世 そらち　◇特色／

札幌北部教会が地域の家庭のため設けている子育て支援

の働きです。「子育てほっと広場」「こあら会」の活動です。

【HP】http://homepage1.nifty.com/sorachik/

【E-Mail】hokubu_c@yahoo.co.jp

(学)伊達幼稚園
［幼稚園］　［(学)伊達キリスト教学園］〒052-0023　北海

道伊達市元町31　Tel.0142-23-3318 Fax.0142-23-5225　

◇園長／大野 康子

千歳第二幼稚園
［幼稚園］　［(学)千歳栄光学園］〒066-0037　北海道千歳

市新富1-6-21　Tel.0123-23-3586 Fax.0123-26-4704　◇

創立／1952年　◇園長／中野 円　◇特色／子どもは遊

びの中で育つ「自遊共育」をモットーに、異年齢の関わり

を大切にした縦割り保育を行っている。

【HP】http://www.eikogakuen.jp/
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千歳幼稚園
［幼稚園］　［(学)千歳栄光学園］〒066-0041　北海道千歳

市清水町4-25　Tel.0123-23-2331　◇JR千歳駅から徒歩5

分　◇創立／1951年　◇園長／斉藤 美恵子

【HP】http://www.eikogakuen.jp

遠軽ひばり幼稚園
［カトリック幼稚園］　［北見カトリック学園］〒099-

0403　北海道紋別郡遠軽町一条通北3丁目　Tel.0158-42-

2496 Fax.0158-42-2591　◇JR遠軽駅から徒歩5分　◇創

立／1961年　◇園長／畠山 勝

【HP】http://www16.plala.or.jp/hibari1/

【E-Mail】hibari2496@ivory.plala.or.jp

手宮幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒047-0043　北

海道小樽市豊川町2-12　Tel.0134-22-0067 Fax.0134-22-

0095　◇バス「手宮」停、徒歩4分　◇創立／1960年　

◇園長／小池 磨理子　◇特色／「命の土台は遊びから」

をモットーに、色んなお友達と一緒に生きていく場となっ

ています。

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~temiyakg

天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒065-0011　北海道札幌市東区北十

一条東2-2-1　Tel.011-742-3110

苫小牧聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北海道カトリック学園］〒053-

0805　 北 海 道 苫 小 牧 市 新 富 町2-6-16　Tel&Fax. 

0144-72-2666　◇JR青葉駅から徒歩5分　◇創立／1964

年　◇園長・主任司祭／ライヤ，フランシス

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~seiboyo/

【E-Mail】tomakomaiseibo@bridge.ocn.ne.jp

苫小牧聖ルカ幼稚園［聖ルカ］

［幼稚園］　［(学)聖公会北海道学園］〒053-0018　北海道

苫小牧市旭町2-6-19　Tel&Fax.0144-36-1156　◇バス「市

役所前」停、徒歩3分　◇創立／1959年　◇理事長／植

松 誠、園長／阿部 芳克　◇特色／神と人とに愛し愛され、

明るく元気に健やかに。全員が顔も名前も覚えられる規模

の家族的な幼稚園。

苫小牧藤幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)藤学園］〒053-0045　北海道

苫小牧市双葉町2-9-9　Tel.0144-32-2742 Fax.0144-33-

0232　◇園長／渡辺 清子

長沼カトリック聖心幼稚園
［カトリック幼稚園］〒069-1341　北海道夕張郡長沼町銀

座北1-4-12　Tel.0123-88-2776

七飯マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［函館カトリック学園］〒041-1112　

北海道亀田郡七飯町鳴川町5-1-17　Tel&Fax.0138-65-

2306　◇JR七飯駅から徒歩15分　◇創立／1966年　◇

理事長／齋藤 憲正、園長／小林 信夫

名寄カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒096-0013　北海道名寄市西三条南

4　Tel.0165-42-2632 Fax.0165-42-0387

名寄幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒096-0010　北

海道名寄市大通南2-14　Tel.01654-3-0280　◇JR名寄駅

から徒歩10分　◇創立／1922年　◇園長／中川 貞惠

虹の森カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北海道カトリック学園］〒004-

0003　北海道札幌市厚別区厚別東三条4-3-10　Tel& 

Fax.011-897-3722　◇JR新札幌駅から徒歩15分　◇創立

／1979年　◇園長／高橋 司　◇特色／クラスや年令の枠

を越えて主体的に友達や自然、教具と関わり遊びを深め

ながら全人的な成長を遂げています。

【HP】http://nijinomori.net/

認定こども園 瑠辺蘂マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北見カトリック学園］〒091-

0033　北海道北見市留辺蘂町栄町101-4　Tel&Fax. 

0157-42-2451 Fax.0157-42-2686　◇JR留辺蘂駅から徒歩

8分　◇創立／1962年　◇園長／畠山 勝　◇特色／0歳

〜小学校就学前迄の幼児に、モンテッソーリ教育による指

導計画に基づき、一環教育を行なっている。

【HP】http://www14.plala.or.jp/rubemari/

【E-Mail】kodomoen-rubesibemaria@agate.plala.or.jp

根室カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒087-0028　北海道根室市大正町

2-21　Tel.0153-23-5075

のっぽろ幼稚園
［幼稚園］　［(学)野幌キリスト教学園］〒069-0831　北海

道江別市野幌若葉町3-3　Tel.011-384-0420 Fax.011-384-

0423　◇JR野幌駅から徒歩7分　◇創立／1953年　◇園

長／元木 良子、理事長／井上 昌保　◇特色／キリスト教

の信仰を土台に、仲間づくりを軸として、心と体をしなや

かに、のびのびと育てます。

【HP】http://www.kids-nopporo.com

登別カトリック聖心幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北海道カトリック学園］〒059-

0012　北海道登別市中央町7-15　Tel.0143-85-2414 

Fax.0143-85-2416　◇JR北海道幌別駅から徒歩10分　◇

創立／1959年　◇理事長／地主 敏夫、園長／上田 宏

柏林台カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒080-0057　北海道帯広市柏林台中

町1-1-6　Tel.0155-34-4557

函館白百合学園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒041-0836　北海道函館市山の手

2-6-3　Tel.0138-52-0945

函館ちとせ幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒040-0003　北

海道函館市松陰町9-7　Tel.0138-55-4182 Fax.0138-55-

4230　◇市電「杉並町」停、徒歩5分　◇創立／1951

年　◇園長／小林 博子　◇特色／日々の生活の中で神と

人の愛を知り思いやりや感謝の気持ちを育くみます。元気

いっぱい友達と遊びます。
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【HP】http://church.ne.jp/chitose/kindergarten.html

函館藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒040-0073　北海道函館市宮前町

26-6　Tel.0138-41-3569

バチラー保育園
［保育園］　［(福)聖公会北海道福祉会］〒055-0107　北海

道沙流郡平取町本町65　Tel.01457-2-2538 Fax.01457-2-

3190　◇大森駅からバス「税務所前」停、徒歩5分　◇

創立／1944年　◇園長／高橋 久美子　◇特色／英人宣

教師ジョン・バチラー師によって創立され、キリスト教に

基き愛の心を保育の中で体得し、心身の健全を目指すも

のです。

花川マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北海道カトリック学園］〒061-

3212　北海道石狩市花川北二条2-202　Tel.0133-74-6687 

Fax.0133-74-6629　◇バス「花川北2条2丁目」停、徒歩3

分　◇創立／1978年

はまなす幼稚園
［幼稚園］　［(学)はまなす学園］〒098-1601　北海道紋別

郡興部町興部元町　Tel.0158-82-2303 Fax.0158-82-

2672　◇創立／1948年　◇園長／小山 哲夫

光の園幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒058-0204　北

海道幌泉郡えりも町本町373　Tel.01466-2-2251　◇園長

／逆井 栄子

美唄アカシヤ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒072-0013　北海道美唄市東二条南

3-2-10　Tel.0126-64-2632

美唄めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)美唄キリスト教学園］〒072-0031　北海

道美唄市西二条北3-2-25　Tel.0126-63-2563 Fax.0126-62-

7500　◇JR美唄駅から徒歩15分　◇創立／1956年　◇

園長／三輪 正史　◇特色／縦割り保育を行っています。

絵本の読み聞かせや遊びを大切にしています。文庫もあり、

家族との絵本帳を実施。

【HP】http://www2.odn.ne.jp/megumi/

ひばりが丘明星幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒004-0052　北

海道札幌市厚別区厚別中央二条4-1-14　Tel&Fax.011-

891-2617　◇園長／相良 郁子

ひまわり幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒078-8216　北

海道旭川市六条通25丁目　Tel.0166-32-0077 Fax.0166-

33-9635　◇バス「四条24丁目」停、徒歩2分　◇創立／

1960年　◇園長／佐々木 順子

【HP】http://potato10.hokkai.net/~s-flower/

広島天使幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北海道カトリック学園］〒061-

1121　北海道北広島市中央4-5-2　Tel.011-373-2648 Fax. 

011-373-2685　◇JR北広島駅東口から徒歩7分　◇創立／

1949年

【HP】http://www.hiroshimatenshi.jp

深川めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道ルーテル学園］〒074-0008　北海

道深川市8条15-8　Tel.0164-22-6883 Fax.0164-22-7322　

◇創立／1963年　◇理事長／粂井 豊、園長・チャプレン

／白井 真樹

【HP】http://church.ne.jp/fukagawa/

【E-Mail】fukagawa@church.ne.jp

福島幼稚園
［幼稚園］　［(学)福島キリスト教学園］〒049-1321　北海

道松前郡福島町月崎271-3　Tel.01394-7-2233　◇木古内

駅から車60分　◇創立／1955年　◇園長／江藤 喜代子、

理事長／江藤 政弘、主任教論／河合 ゆき江　◇特色／

天地の創造者なる神に園外行事毎に天候を守り給えと祈

る。通知に雨天順延は記さない。守られた時神に感謝。

【HP】http://www16.plala.or.jp/f-kyoukai/youtien.htm

【E-Mail】etmshr@ruby.plala.or.jp

藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒001-0016　北海道札幌市北区北十

六条西3-2-1　Tel.011-747-0301 Fax.011-747-0430　◇地

下鉄東西線北18条駅から徒歩2分　◇創立／1937年

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~fujiyou/

富良野聖園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒076-0038　北海道富良野市桂木町

3-73　Tel.0167-22-2419 Fax.0167-22-1928

別海愛光幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛光学園］〒086-0205　北海道野付郡別

海町別海常盤町264-2　Tel.01537-5-2535 Fax.01537-5-

2526　◇創立／1978年　◇園長／佐伯 宏治

ベネディクト幼稚園
［カトリック幼稚園］〒050-0072　北海道室蘭市高砂町

3-7-7　Tel.0143-44-5296

北光幼稚園
［幼稚園］　［(学)キリスト教北光学園］〒004-0021　北海

道札幌市厚別区青葉町7-1-32　Tel&Fax.011-891-3190　

◇JR新札幌駅から徒歩15分　◇創立／1920年　◇園長／

後宮 敬爾、主任教諭／山崎 貴子　◇特色／キリスト教精

神に基づいて、自発活動を中心にした保育。異年齢クラス

構成で人間関係力を育んでいる。

【HP】http://www15.plala.or.jp/HOKKOKG

【E-Mail】hokko-kg@khaki.plala.or.jp

本別カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒089-3334　北海道中川郡本別町北

7-3-1　Tel.0156-23-2647

真駒内聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［北海道カトリック学園］〒005-

0012　北海道札幌市南区真駒内上町4-8-2　Tel.011-581-

0745 Fax.011-581-0746　◇地下鉄南北線真駒内駅から徒

歩7分　◇創立／1963年　◇理事長／地主 敏夫、園長／

辻 淑江　◇特色／カトリック精神に基づき、「思いやりの
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心」、「感謝する心」、「祈りの心」を育てるようにつとめます。

【E-Mail】makomanai-seibo@bridge.ocn.ne.jp

まこまない明星幼稚園
［幼稚園］　［(学)真駒内キリスト教学園］〒005-0015　北

海道札幌市南区真駒内泉町2-1-6　Tel.011-583-0336 

Fax.011-583-0355　◇地下鉄南北線真駒内駅から徒歩10

分　◇創立／1964年　◇理事長・園長／田中 文宏　◇

特色／神と人に愛される主体的に生きていく幼児像をめ

ざしています。縦割保育形態により複数担任と子どもたち

の育ちあうところです。

【HP】http://homepage3.nifty.com/mmy/

三笠藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒068-2153　北海道三笠市幸町14　

Tel.01267-2-2348

みずほ幼稚園
［幼稚園］　［(学)瑞穂学園］〒079-0313　北海道空知郡奈

井江本町9区　Tel.0125-65-2418

聖園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒060-0031　北海道札幌市中央区北

一条東6-10　Tel.011-221-3493

美幌藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒092-0012　北海道網走郡美幌町栄

町1-10-6　Tel.0152-73-3434

睦の園幼稚園
［幼稚園］　［(学)堀内学園］〒087-0003　北海道根室市明

治町2-13　Tel&Fax.0153-23-2027　◇JR東根室駅から徒

歩15分　◇理事長／松浦 宗信、園長／平賀 ひさ子

室蘭めばえ幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒050-0076　北

海道室蘭市知利別町2-15-15　Tel.0143-44-2388　◇JR東

室蘭駅　◇園長／森 貞子

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~mebae-y/

元町白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］〒040-0054　北海道函館市元町15-

30　Tel.0138-23-3551

紋別藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒094-0015　北海道紋別市花園町

5-9-11　Tel.0158-23-4412

紋別幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会北海道学園］〒094-0015　北海道

紋別市花園町2-17　Tel&Fax.0158-23-2366　◇道北バス

紋別ターミナルから徒歩5分　◇創立／1956年　◇園長

／中西 貴子

八雲マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)函館カトリック学園］〒049-

3102　北海道二海郡八雲町東町19　Tel&Fax.0137-62-

2267　◇JR八雲駅から徒歩5分　◇創立／1958年　◇理

事長／齋藤 憲正、園長／赤井 睦美　◇特色／神様のお

恵みに感謝し、互いの違いを認めながら、縦割クラスの中

で兄弟姉妹のように楽しく元気に過しています。

八雲幼稚園
［幼稚園］　［(学)八雲幼稚園］〒049-3112　北海道二海郡

八雲町末広町132　Tel.01376-2-2615　◇園長／佐野 嘉

寿雄

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~yakumokg/

リタ幼稚園
［幼稚園］　［(学)北海道キリスト教学園］〒046-0003　北

海道余市郡余市町黒川町1-17-1　Tel.0135-22-3430 

Fax.0135-22-3758　◇JR余市駅南口から徒歩10分　◇創

立／1976年　◇園長／小西 陽祐　◇特色／神様から命

を託された子供たちとともに、遊びを中心とした保育を行

っています。

留萌聖園幼稚園
［カトリック幼稚園］　［旭川カトリック学園］〒077-

0032　北海道留萌市宮園町1-9　Tel.0164-42-1600 

Fax.0164-43-5123　◇JR留萌駅から徒歩15分　◇創立／

1942年　◇園長／山本 孝

ロース幼稚園
［幼稚園］〒047-0033　北海道小樽市富岡1-8-2　Tel&F

ax.0134-22-1406 Fax.0134-22-1409　◇牧師／北村 一幸

(学)若葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)江別キリスト教学園］〒067-0015　北海

道江別市五条5-8　Tel.011-382-2701 Fax.011-383-9444　

◇JR江別駅から徒歩3分　◇創立／1934年　◇理事長／

西内 精一、園長／竹井 剛　◇特色／「光の子らしく歩み

なさい」のみ言葉のもと、一人ひとりを大切に、のびのび

遊ぶ園づくりをめざしています。

稚内ひかり幼稚園
［幼稚園］　［(学)稚内ひかり学園］〒097-0004　北海道稚

内市緑4-5-32　Tel.0162-23-2315 Fax.0162-23-2316　◇

JR南稚内駅から徒歩15分　◇園長／加藤 勝幸

【HP】http://sogopage.com/spon/0162232315.html

稚内カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒097-0024　北海道稚内市宝来2-8-

11　Tel.0162-24-4787 Fax.0162-22-0693　◇園長／中村 

福子

　図書館・資料展示館

塩狩峠記念館
［記念館］　［和寒町立］〒098-0125　北海道上川郡和寒町

字塩狩543　Tel.0165-32-4088［連絡先：和寒町産業振興

課商工観光労政係　〒098-0132　北海道上川郡和寒町字

西町120 Tel.0165-32-2421］　◇JR塩狩駅から徒歩2分　

◇創立／1999年　◇和寒町長／伊藤 昭宣、産業振興課

長／保十澤 澄夫　◇特色／作家三浦綾子さんの旧宅を復

元し、小説「氷点」執筆の部屋や「塩狩峠」に関する資

料などを展示しています。

【HP】http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/0201_Kan

ko/0301_Kanko_Shiokari/0401_Kinenkan/Kinenkan.html

【E-Mail】ki-shoukou@town.wassamu.hokkaido.jp
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旭川市 Asahikawa-shi

旭川栄光教会［基督兄弟団］

〒070-8004　旭川市神楽四条11-4-3　Tel.0166-62-3321 

Fax.0166-62-3347　◇旭川駅からバス15分「神楽4条11丁

目」停　◇創立／1975年（50人）　◇笹川 洋史、笹川 偕

子　◇礼拝／10:20　◇テレホン／0166-62-0810

旭川教会［聖協団］

〒078-8343　旭川市東光三条7-2-2　Tel&Fax.0166-33-

3924　◇JR旭川駅　◇石田 吉男、石田 紀子、石橋 隆広、

石橋 香代子

旭川教会［聖イエス会］

〒078-8359　旭川市東光十九条6-4-2　Tel.0166-34-

9608　◇青山 大樹

旭川教会［日キ教会］

〒070-0814　旭川市川端町四条10-4-25　Tel&Fax.0166-

54-2837　◇JR旭川駅からバス「北門9丁目」停、徒歩1

分　◇創立／1894年（126人）　◇千葉 保　◇礼拝／

10:30

旭川神愛キリスト教会［単立／独立］

〒079-8401　旭川市秋月一条1-8-11　Tel&Fax.0166-47-

4301　◇今井横からバス「新富2条2丁目の5」停、徒歩3

分　◇創立／1984年（25人）　◇藤木 好久　◇礼拝／

10:30　◇テレホン／0166-47-7741　◇特色／水曜日午前

10時30分から聖書の学び会。どなたでも参加自由。

旭川星光教会［日基教団］

〒070-0875　旭川市春光５条2-6-8　Tel&Fax.0166-51-

0036　◇JR旭川駅からバス「春光5条3丁目」停　◇創立

／1957年（26人）　◇清水 真理　◇礼拝／10:30　◇特

色／夕拝は午後7時。教会学校は日曜日9時半。祈祷会は

水曜日午前10時。午後7時。

旭川聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒078-8313　旭川市神楽岡三条5-6-11　Tel&Fax.0166-

65-8175　◇創立／1977年（30人）　◇本母 清一、高橋 

亜希　◇礼拝／11:00,15:00　◇外国語／英語、手話

【HP】http://homepage3.nifty.com/abbc_wwjd/

【E-Mail】abbc125@hotmail.com

旭川聖パウロルーテル教会［NRK］

〒070-0037　旭川市七条通8-38　Tel&Fax.0166-23-

4400　◇JR旭川駅から徒歩15分　◇創立／1949年（60

人）　◇与斉 利夫　◇礼拝／11:00

【HP】http://sunbuilder.jp/

【E-Mail】qzx06504@nifty.com

旭川聖マルコ教会［聖公会］

〒070-0052　旭川市二条西3-1-9　Tel.0166-22-9395 

Fax.0166-86-0827　◇旭川駅から徒歩20分　◇創立／

1896年（69人）　◇木村 夕子

旭川伝道所［東洋ローア］

〒070-0036　旭川市六条通16-76-2　Fax.0166-27-0896　

◇JR旭川駅からバス「イトーヨーカ堂前」停、徒歩3分［連

絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼

玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　

◇創立／1960年（32人）　◇網本 千絵子　◇礼拝／

10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道

師による聖書のお話は手話で行われます。音声への通訳

はありません。

旭川東光キリスト教会［バプ連盟］

〒078-8351　旭川市東光十一条3-1-4　Tel&Fax.0166-31- 

3645 Tel.0166-31-3641　◇JR旭川駅からバス15分　◇創

立／1982年（36人）　◇松坂 克世、渡辺 義孝　◇礼拝／

10:30,17:00(第1日曜)

旭川豊岡教会［日基教団］

〒078-8216　旭川市六条通25丁目371　Tel&Fax.0166-

33-9522　◇JR旭川駅からバス「4条24丁目」停、徒歩3

分　◇創立／1902年（86人）　◇伊丹 美貴、筒井 昌司　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/toyooka_c/

旭川ナザレン教会＝イエス・キリストよろ
こびの教会［ナザレン］

〒070-0832　旭川市旭町二条3-9　Tel&Fax.0166-51-

9765　◇JR旭川駅からバス「旭橋経由本町」停　◇創立

／1958年（158人）　◇後藤 英夫、後藤 芳江、馬道 由梁、

後藤 従明　◇礼拝／9:00,10:45,14:00,19:00　◇外国語／

英語　◇特色／手話通訳(10:45)

【E-Mail】gwa@cool.ne.jp

北 海 道 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   H o k k a i d o 　

三浦綾子記念文学館
［展示館］　［(公益財団)三浦綾子記念文化財団］〒070-

8007　北海道旭川市神楽七条8-2-15　Tel.0166-69-2626 

Fax.0166-69-2611　◇JR旭川駅から車10分　◇創立／

1999年　◇名誉理事長・館長／三浦 光世、理事長／盛永 

孝之　◇特色／三浦文学は、旭川の『世界財産』です。「氷

点」の舞台見本林に建つ文学館では、魅力ある展示が見

られます。

【HP】http://www.hyouten.com
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旭川バプテスト教会［バプ連盟］

〒070-0058　旭川市八条西1-1-11　Tel&Fax.0166-26-

9147　◇JR旭川駅からバス「8条西1丁目」停、徒歩1分　

◇創立／1955年（75人）　◇田森 茂基　◇礼拝／11:00

旭川福音教会［ホーリネス］

〒078-8242　旭川市豊岡十二条6-6-12　Tel&Fax.0166-

32-6348　◇旭川駅からバス20分　◇創立／1972年（50

人）　◇山中 智貴、山中 アンジェラ　◇礼拝／10:15　◇

特色／水曜午後7時30分から祈祷会。第1水曜午前10時30

分から婦人会。土曜午後1時30分からキッズ・クラブ。

【HP】http://www.jhc.or.jp/asahikawa/

【E-Mail】asahikawa@jhc.or.jp

旭川めぐみキリスト教会［JECA］

〒078-8232　旭川市豊岡二条4-2-13　Tel&Fax.0166-32-

0325　◇JR旭川駅から車10分　◇創立／1968年（87人）　

◇込堂 一博　◇礼拝／10:45,19:30　◇テレホン／0166-

33-2233　◇特色／三浦綾子著『氷点』『塩狩峠』執筆の

地に建てられた教会！教会モットー「めぐみの福音をすべ

ての人々に！」

旭川六条教会［日基教団］

〒070-0036　旭川市六条通10丁目右4号　Tel.0166-23-

2565 Fax.0166-24-8840　◇JR旭川駅　◇創立／1893年

（231人）　◇西岡 昌一郎　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.douhoku.org/asahikawa_rokujo/

神居キリスト教会丘の上チャペル［アッセンブ

リー］

〒070-8032　旭川市神居町共栄915　◇バス「雨粉5号」

停［連絡先：神居キリスト教会　〒070-8014　北海道旭

川市神居四条13丁目 Tel.0166-62-4014］　◇創立／1975

年　◇福森 光敏、福森 トシ子　◇礼拝／10:30　◇特色

／緑に囲まれた丘の上にあるチャペル。ここから見る景色

は抜群。賛美と青少年に力を入れ、体育館あり。

【HP】http://w01.tp1.jp/~a240180481/

忠和聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒070-8044　旭川市忠和四条1-1-23　Tel.0166-62-0985　

◇東海大学前から徒歩1分　◇創立／1984年（23人）　◇

ゼンキ，ディーン　◇礼拝／10:30,19:00　◇外国語／英

語(19:00)

【HP】http://www.chuwachurch.com/

TLCCC北エルサレム教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください　◇創立

／1996年（35人）　◇パウロ 北野、イスラエル 北野、沢

口 純子　◇礼拝／10:30,13:00(月)

永山福音キリスト教会［JECA］

〒079-8416　旭川市永山六条11-3-7　Tel&Fax.0166-47-

3902　◇JR旭川駅からバス「永山6条10丁目」停、徒歩2

分　◇創立／1978年（19人）　◇木藤 幸彦　◇礼拝／

10:30　◇特色／「愛の花咲く教会」を目ざし、セルグル

ープを中心に活動をしています。

日本メノナイト旭川キリスト教会［JMCCC］

〒071-8134　旭川市末広四条2-3-2　Tel.0166-51-4071 

Fax.0166-51-4061　◇JR旭川駅からバス25分「末広4の1」

停　 ◇創立／1965年（45人）　 ◇森 博　 ◇礼拝／

10:30　◇特色／キリストを中心とする兄弟の交わりとし

ての礼拝、聖書研究、祈りを大切にしています。

【E-Mail】mennoask@yahoo.co.jp

緑が丘福音キリスト教会［JECA］

〒078-8811　旭川市緑が丘南一条1-2-1　Tel.0166-65-

0028　◇JR緑ヶ丘駅から徒歩5分　◇創立／1981年（25

人）　◇デュエック，ルツ、シュテックレ，C

世の光キリスト教会［単立／独立］

〒079-8415　旭川市永山五条23-1-10　Tel&Fax.0166-47-

8172　◇JR永山駅からバス「旭川大学前」停、徒歩5

分　◇創立／1990年（12人）　◇川口 玉力治郎　◇礼拝

／6:00,10:30,19:00　◇特色／水曜日午前10時30分から婦

人会。午後8時から祈祷会。木曜日午後3時30分と金曜日

午後4時30分から子ども英語クラブ。

芦別市 Ashibetsu-shi

上芦別キリスト教会［ナザレン］

〒079-1371　芦別市上芦別町514-2　Tel&Fax.0124-22-

8845　◇JR上芦別駅から徒歩1分　◇創立／1952年（38

人）　◇猪木原 敦

網走市 Abashiri-shi

網走教会［基督兄弟団］

〒093-0075　網走市北五条西7-16　Tel&Fax.0152-43-

3522　◇JR網走駅から徒歩5分　◇創立／1950年（52

人）　◇梶原 睦尚、梶原 道子　◇礼拝／10:30　◇特色

／日曜夜、ホザンナ聖歌隊(超教派、未信者半数)の練習あ

り。市民クリスマス、刑務所クリスマスで賛美奉仕。

網走キリスト教会［福音バプ宣教団］

〒093-0034　網走市つくし丘4-3-7　Tel.0152-43-0266　

◇JR鱒浦駅から徒歩15分［連絡先：Tel.0152-73-3865］　

◇創立／1969年（17人）　◇石井 義一、木村 恵一、平吹 

貞夫、川崎 敏一、ネイソン，スノー　◇礼拝／10:30　◇

特色／木曜午前10時30分から聖書研究祈祷会。

網走聖ペテロ教会［聖公会］

〒093-0007　網走市南七条東3-2-1　Tel&Fax.0152-43-

2086　◇JR網走駅から徒歩20分　◇創立／1891年（27

人）　◇飯野 正行　◇礼拝／10:30

石狩市 Ishikari-shi

石狩栄光教会［イエス・キリスト］

〒061-3205　石狩市花川南五条1-133　Tel&Fax.0133-73-

3487　◇JR手稲駅からバス「明乳シティー前」停、徒歩1

分　◇創立／1987年（47人）　◇平林 直己、平林 知子　

◇礼拝／11:00

石狩ジーザス・コミュニティ・チャーチ＝
IJCC［単立／独立］

〒061-3216　石狩市花川北六条1-20 HANAひろば1階ホ
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岩見沢福音キリスト教会＝IECC［単立／独立］

〒068-0823　岩見沢市日の出南1-3-4　Tel&Fax.0126-23-

7550　◇JR岩見沢駅からバス15分［連絡先：森川 章吾　

〒068-0823　北海道岩見沢市日の出南3-8-6 Tel.0126-25-

5369］　◇創立／1969年（30人）　◇森川 章吾　◇礼拝

／10:30　◇外国語／英語　◇特色／クリスチャンホーム

の多い若く明るい教会です。詳細はホームページで！

【E-Mail】pastor@morikawajapan.com

札幌キリスト福音館栗沢チャペル［単立／独立］

〒068-0111　岩見沢市栗沢町由良740-22　Tel&Fax.0126 

-45-2389　◇バス「北通り」停［連絡先：渡辺 浩一　〒

068-0136　北海道岩見沢市栗沢町必成160-29 Tel.0126-

45-2389］　◇創立／1997年（23人）　◇三橋 恵理哉、渡

辺 浩一　◇礼拝／11:15　◇特色／子育てセミナーで支

援します。ゴスペルに興味のある方へのお手伝いをします。

【HP】http://kurisawa.kitaguni.tv/

【E-Mail】skfkc313@plum.ocn.ne.jp

幌向小羊教会［イエス・キリスト］

〒069-0373　岩見沢市幌向南三条4-289-16　Tel&Fax. 

0126-26-4817　◇JR幌向駅から徒歩10分　◇創立／1997

年（40人）　◇飯田 勝彦　◇礼拝／10:45,19:00　◇特色

／水曜日午前10時より聖書を学ぶ会。午後7時30分より夕

べの祈り会。

【HP】http://horomuikohitsuji.info/

【E-Mail】gsound@horomuikohitsuji.info

恵庭市 Eniwa-shi

インマヌエル恵庭キリスト教会［IGM］

〒061-1423　恵庭市柏木町549-23　Tel&Fax.0123-32-

8424　◇JR恵み野駅から徒歩15分　◇創立／1996年（11

人）　◇小田 満、小田 晴子　◇礼拝／10:30

恵庭福音キリスト教会［JECA］

〒061-1442　恵庭市緑町1-7-1　Tel&Fax.0123-32-2140　

◇JR恵庭駅西口から徒歩6分　◇創立／1989年（23人）　

◇池川 良一(信徒)　◇礼拝／10:30　◇特色／神様に愛さ

れていることと、生かされていることを喜びつつ、神様と

人々を愛し、仕えることを目指している。

【HP】http://church.ne.jp/eniwa-ecc/

島松教会［日基教団］

〒061-1351　恵庭市島松東町4-1-8　Tel&Fax.0123-36-

7275　◇千歳線島松駅　◇創立／1954年（36人）　◇辻

中 徹也、辻中 明子

【HP】http://homepage2.nifty.com/simamatu/

めぐみ聖書バプテスト教会［JBBF］

〒061-1446　恵庭市末広町160-2　Tel&Fax.0123-34-

7383　◇JR恵庭駅から徒歩15分　◇創立／1987年（10

人）　◇ビエール，ケン、高橋 昌史　◇礼拝／10:30　◇

いのち／0123-34-7383

【HP】http://megumibbc.com

恵み野教会［福音ルーテル］

〒061-1371　恵庭市恵み野東2-1-1　Tel&Fax.0123-36-

4311　◇JR恵み野駅から徒歩15分　◇創立／1985年（61

ール　Tel&Fax.0133-77-8459　◇中央バス「花川北6条1

丁目」停から徒歩3分［連絡先：金 聖圭　〒061-3216　

北海道石狩市花川北六条5-94-4 ソレイユⅡ101 Tel.0133-

75-1030］　◇創立／2007年（10人）　◇金 聖圭　◇礼拝

／14:00　◇外国語／韓国語　◇特色／J-KIDS子ども礼

拝、日曜午前10時から。祈祷会、水曜午後7時30分から。

DTS、金曜午後2時から。

【HP】http://www.lovehokkaido.net

【E-Mail】info@lovehokkaido.net

花川キリスト教会［自由福音］

〒061-3201　石狩市花川南一条2-241　Tel&Fax.0133-73-

3566　◇バス「花川南一条3丁目」停　◇三上 修二　◇

礼拝／10:30

若葉キリスト教会［JECA］

〒061-3282　石狩市花畔二条1-81-1　Tel&Fax.0133-64-

7365　◇地下鉄麻生駅からバス「花川北六条一丁目」停、

徒歩3分　◇創立／1981年（31人）　◇高橋 秀幸、ダン

ズモアラウス，アラリック、アレキサンダー，メアリー　

◇礼拝／10:30

【E-Mail】wakaba_church@ybb.ne.jp

岩見沢市 Iwamizawa-shi

岩見沢教会［日基教団］

〒068-0029　岩見沢市九条西3-1　Tel&Fax.0126-22-

1839　◇JR岩見沢駅から徒歩15分　◇創立／1957年（35

人）　◇佐藤 幹雄　◇礼拝／10:30　◇特色／集う人々

に、諸教会に、そして社会に、自らを開いていく教会形成

を目指しています。

岩見沢シオンキリスト教会［単立／独立］

〒068-0807　岩見沢市南町七条2-2-11　Tel&Fax.0126-

20-1315　◇バス「南町7条3丁目」停、徒歩2分　◇創立

／2003年（26人）　◇岩山 英司　◇礼拝／11:00　◇特

色／明るく楽しく交わり大好き。水曜夜の祈祷会は賛美と

祈りが熱い！子ども集会も地域の子どもたちに大人気。

【E-Mail】jzcc@icfire.com

岩見沢神召キリスト教会＝岩見沢グロリア
チャペル［アッセンブリー］

〒068-0827　岩見沢市春日町1-7-11　Tel&Fax.0126-22-

7302　◇JR岩見沢駅からバス5分「春日町1丁目」停す

ぐ　◇創立／1956年（40人）　◇中山 規夫、中山 智恵

子　◇礼拝／10:30　◇特色／平成14年3月に新築した三

角屋根の教会です。文教地区にあり、緑に恵まれた環境

の中で礼拝しています。

岩見沢聖十字教会＝聖十字教会［聖公会］

〒068-0835　岩見沢市緑ヶ丘1-21-14　Tel&Fax.0126-20-

2266　◇JR岩見沢駅からバス6分　◇創立／1966年（30

人）　◇大友 正幸、有本 節雄、李 香男、吉野 暁生　◇

礼拝／10:30,14:00(第4のみ)　◇特色／毎週日曜日午前10

時30分に礼拝。第2･第4週は聖餐式(第4週のみ午後2時か

ら)。

【HP】http://www.nskk.org/hokkaido/seijuji/

【E-Mail】seijuji.hok@nskk.org
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色／水曜賛美集会19時、金曜聖研祈祷会19時、韓国語教

室(初級)土曜11時、(中級)月曜19時30分

【HP】http://www.revival-jp.org/

【E-Mail】givinglove77@hotmail.com

見晴台チャペルキリスト教会［福音バプ宣教団］

〒067-0042　江別市見晴台3-6　Tel.011-382-7077　◇JR

高砂駅　◇スノー，ネイソン、スノー，リンダ、グリフィン，

デビー、ビショップ，デイル、ビショップ，サンドラ、ゲ

イナ，ミリアル、リトル，シヤノン　◇礼拝／11:00

小樽市 Otaru-shi

アッセンブリー・オブ・ゴッド・シンガポー
ル・ベテルキリスト教会［単立／独立］

〒047-0005　小樽市勝納町2-6　Tel&Fax.0134-23-

3098　◇JR南小樽駅から徒歩10分［連絡先：上埜 雅路　

〒047-0021　北海道小樽市入船2-15-9］　◇創立／1990年

（27人）　◇ジャンセン，ジェリー　◇礼拝／15:00　◇特

色／キリストには、あなたを癒し、救い、あなたを変える

力があります。

小樽オリーブ・ルーテル教会［NRK］

〒047-0022　小樽市松ヶ枝1-9-5　Tel&Fax.0134-23-7890 

Tel.0134-33-4001　◇木村 繁雄

小樽教会［日基教団］

〒047-0033　小樽市富岡1-4-13　Tel&Fax.0134-32-

9388　◇JR小樽駅から徒歩15分　◇創立／1885年（58

人）　◇安藤 博子　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/otaru/

小樽キリスト福音館［単立／独立］

〒047-0022　小樽市松ヶ枝2-12-12　Tel.0134-32-7932 

Fax.0134-54-3856　◇JR南小樽駅からバス「松ヶ枝町」停、

徒歩10分　◇創立／1966年（41人）　◇佐藤 直樹　◇礼

拝／10:30

【HP】http://otaru-c-fukuinkan.web.infoseek.co.jp/

小樽公園通教会［日基教団］

〒047-0024　小樽市花園4-20-18　Tel&Fax.0134-22-

2859　◇JR小樽駅から徒歩15分　◇創立／1902年（95

人）　◇山崎 道子、山崎 塁偉　◇礼拝／10:15　◇特色

／毎週、子どもと共に礼拝をささげています。主にある自

由と喜びのある教会です。どなたでもお越しください。

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~opsc/

【E-Mail】otaru@oregano.ocn.ne.jp

小樽シオン教会［日キ教会］

〒047-0033　小樽市富岡1-2-1　Tel.0134-32-7758 Fax. 

0134-32-7768　◇JR小樽駅から徒歩5分　◇創立／1892

年（204人）　◇北村 一幸　◇礼拝／10:30　◇特色／小

樽市内の長老教会。ロース幼稚園(1897年創立)を併設。

【E-Mail】otaruzion-c@comet.ocn.ne.jp

小樽聖公会［聖公会］

〒047-0026　小樽市東雲町10-5　Tel&Fax.0134-23-

3368　◇JR小樽駅からバス10分　◇創立／1894年（25

人）　◇大町 信也、福島 忠男　◇礼拝／10:30　◇特色

人）　◇西川 晶子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.jelc.or.jp/hokkaido/

【E-Mail】megumino@jelc.or.jp

江別市 Ebetsu-shi

江別教会［日基教団］

〒067-0015　江別市五条5-8　Tel&Fax.011-383-9444　

◇JR江別駅から徒歩3分　◇創立／1911年（65人）　◇竹

井 剛　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後2時から祈祷

会。金曜日午前7時から早天祈祷会。

江別バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒067-0034　江別市いずみ野39-2　Tel&Fax.011-382-

2399　◇JR江別駅からバス7分　◇創立／1994年（15

人）　◇空地 良子　◇礼拝／10:30

大麻福音キリスト教会［JECA］

〒069-0853　江別市大麻高町6-12　Tel&Fax.011-386-

0170　◇JR大麻駅から徒歩10分　◇創立／1973年（67

人）　◇堀田 修一、オルム，ジョン　◇礼拝／10:30　◇

特色／礼拝とみことばを大切にしています。英会話、学

生伝道、小グループ、子育てママの会を行っています。

【HP】http://church.ne.jp/oasa/

大麻ルーテル教会［NRK］

〒069-0851　江別市大麻園町32-8　Tel&Fax.011-387-

5122　◇JR大麻駅から徒歩20分　◇吉田 達臣　◇礼拝

／11:00

【HP】http://www2.odn.ne.jp/oasalc/

コイノニアキリスト教会［福音バプ宣教団］

〒069-0825　江別市野幌東町48-1　Tel&Fax.011-385-

2690　◇JR野幌駅から徒歩8分　◇創立／1986年（39

人）　◇平吹 貞夫

三番通福音キリスト教会［JECA］

〒069-0802　江別市野幌寿町45-1　Tel&Fax.011-385-

0900　◇JR野幌駅　◇創立／1965年（75人）　◇村田 龍

一、品田 直人　◇礼拝／10:30　◇特色／小グループを

中心とした教会を目指している。

TLCCC江別教会［主の十字架］

Tel&Fax.011-386-4268　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇エステル 鈴谷、佐藤 麗子　◇礼拝／

9:30,18:30

野幌教会［日基教団］

〒069-0831　江別市野幌若葉町3-8　Tel.011-382-2706 

Fax.011-382-1810　◇JR野幌駅東口から徒歩7分［連絡先：

Tel.011-382-1810］　◇創立／1948年（89人）　◇森 宏士、

森 起美恵　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／日曜日午前9

時から教会学校、午後7時半から夕礼拝。水曜日午前10時

30分から聖書と祈りの会。

文京台レインボー教会［同盟基督］

〒069-0833　江別市文京台14-26　Tel.011-386-7750 Fax. 

011-802-6140　◇JR大麻駅から徒歩15分　◇創立／2005

年（24人）　◇朴 永基、金 周煥　◇礼拝／11:00　◇特
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コニー、マフィー，マリアン、ネブルン，ベア　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝に手話通訳があります。中札内で礼

拝開始。会場−喫茶「ぷりすか」。詳細はお問い合わせ下

さい。

【E-Mail】obihiro_glory@ybb.ne.jp

帯広教会［日基教団］

〒080-0044　帯広市西十四条北6-4-1　Tel&Fax.0155-35-

3254　◇JR帯広駅　◇創立／1907年（82人）　◇白崎 智

之　◇礼拝／10:30

帯広教会［日キ教会］

〒080-0016　帯広市西六条南22-1-9　Tel&Fax.0155-23-

9566　◇帯広駅から徒歩20分　◇創立／1935年　◇鎌田 

雅丈

帯広教会帯広礼拝堂［福音ルーテル］

〒080-0023　帯広市西十三条南13-1-42　Tel.0155-25-

3665 Fax.0155-25-3664　◇JR帯広駅南口　◇創立／

1977年（58人）　◇加納 寛之　◇礼拝／10:30,19:00　◇

テレホン／0155-25-4695

【HP】http://www.jelc.or.jp/obihiro/

【E-Mail】obihiro@jelc.or.jp

帯広キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒080-0838　帯広市大空町7-5-13　Tel&Fax.0155-47-

2230　◇JR帯広駅からバス「六丁目」停、徒歩3分　◇

創立／1990年（20人）　◇吉田 敦、吉田 和子　◇礼拝／

11:00

帯広キリスト福音教会［単立／独立］

〒080-2472　帯広市西二十二条南3-5-15　Tel&Fax.0155-

35-2625　◇JR帯広駅から車10分　◇創立／1973年（56

人）　◇武田 彰　◇礼拝／10:45

【E-Mail】ocgc-wlt@netbeet.ne.jp

帯広小隊［救世軍］

〒080-0011　帯広市西一条南8-15　Tel&Fax.0155-23-

4877　◇JR帯広駅から徒歩15分　◇創立／1922年（54

人）　◇細貝 信義、細貝 のぶ江　◇礼拝／10:30

【E-Mail】tokachi@plum.plala.or.jp

帯広聖公会［聖公会］

〒080-0018　帯広市西八条南12-3　Tel&Fax.0155-23-

3831　◇JR帯広駅から徒歩10分　◇創立／1895年（88

人）　◇松井 新世、寺本 睦夫、細矢 勝司　◇礼拝／

10:30　◇特色／十勝では、最も歴史のある教会です。平

和や地域社会への奉仕に心を向けております。

帯広バプテスト・キリスト教会［バプ連盟］

〒080-0809　帯広市東九条南8-1-3　Tel&Fax.0155-23-

1971　◇JR帯広駅から車10分　◇創立／1959年（40人）　

◇松崎 準、澤田 ニ穂　◇礼拝／10:40　◇特色／北海道

のサイロをイメージした木の温もりのある会堂。明るく開

放的な教会を目指しています。

【E-Mail】obihirobap@yahoo.co.jp

TLCCC帯広教会［主の十字架］

Tel&Fax.0155-36-5339　◇創立／1997年（3人）　◇ヨシ

ュア 松下、イスラエル 松下 あおぐ　◇礼拝／10:00

／毎月第1主日午後1時30分から婦人会。毎月第4主日午後

1時30分から聖書に学ぶ会。

小樽聖十字教会［日基教団］

〒047-0004　小樽市新富町9-1　Tel&Fax.0134-22-

4608　◇JR小樽築港駅から徒歩10分　◇創立／1959年

（63人）　◇小栗 昭夫、小栗 由美子　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午後7時30分、木曜日午前10時から祈祷会。

土曜日午後7時から賛美アワー。月4回セルチャーチ。

【HP】http://www.seijuji.com/

【E-Mail】info@seijuji.com

小樽バプテスト教会［バプ連盟］

〒047-0013　小樽市奥沢1-22-22　Tel.0134-23-5859 

Fax.0134-23-5872　◇バス「奥沢口」停から徒歩3分　◇

創立／1958年（38人）　◇松田 裕治　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~beholg/

【E-Mail】otarubc@h4.dion.ne.jp

小樽福音キリスト教会［JECA・OMF］

〒047-0156　小樽市桜1-4-34　Tel&Fax.0134-54-7874　

◇JR小樽築港駅から徒歩10分　◇創立／1965年（39人）　

◇石原 俊久　◇礼拝／10:30　◇特色／どなたもよろこ

びを受ける礼拝をめざしています。(ピリピ4章4節)

【HP】http://www.h7.dion.ne.jp/~o-fukuin/

【E-Mail】otaru-fukuin@m5.dion.ne.jp

小樽望洋台伝道所［日基教団］

〒047-0155　小樽市望洋台2-13-18　Tel&Fax.0134-54-

1343　◇JR小樽築港駅　◇創立／1987年（7人）　◇柴

田 作治郎　◇礼拝／10:30

小樽ホーリネス教会［ウェスレアン］

〒047-0048　小樽市高島5-5-6　Tel&Fax.0134-27-2017　

◇JR小樽駅からバス(かもめが丘団地行)「高島小学校前」

停、徒歩5分　◇創立／1955年（21人）　◇吉田 雅弘、

吉田 美智江　◇礼拝／11:00　◇特色／子どもと一緒の

礼拝、ゴスペルクワイヤがあり、どなたも入会できます。

【HP】http://www.geocities.jp/otaruwhc/

TLCCC小樽主の園シオン教会［主の十字架］

Tel&Fax.0134-52-4345　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇ヨシュア 今 千代志、今 静香　◇礼

拝／10:30

【E-Mail】withjesus@syd.odn.ne.jp

手宮教会［日基教団］

〒047-0043　小樽市豊川町2-12　Tel.0134-22-0067 Fax. 

0134-22-0095　◇JR小樽駅からバス「手宮」停、徒歩5

分　◇創立／1957年（35人）　◇小池 磨理子　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.temiya-church.com/

帯広市 Obihiro-shi

帯広栄光キリスト教会［JECA］

〒080-0027　帯広市西十七条南5-24-3　Tel&Fax.0155-

35-7834　◇十勝バス「17条南5丁目」停、徒歩5分　◇創

立／1985年（79人）　◇村田 晃、桜井 靖子、シュテックレ，
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4138　◇JR北広島駅西口からバス「山手町四丁目」停(終

点)　◇創立／1979年（40人）　◇秋本 英彦　◇礼拝／

10:30　◇特色／小さな家の教会ですが、2005年に4枚の

ステンドグラスが奉献され、厳かな中で礼拝が守られてい

ます。

すずらん聖書バプテスト教会［JBBF］

〒061-1134　 北 広島市 広葉町3-9-7 広葉ストア1F　

Tel&Fax.011-373-9224　◇JR北広島駅から徒歩15分［連

絡先：トニー・エバンズ　〒061-1113　北海道北広島市

共栄町3-4-1 Tel.011-372-2721］　◇創立／1993年（20

人）　◇エバンズ，トニー、ケネス，ピエール　◇礼拝／

10:30,18:00(第3)　◇外国語／英語　◇いのち／011-373-

9224　◇特色／個人聖書入門コース(6回、随時受付)は大

変好評です。

【HP】http://www.suzuranbbc.com/

【E-Mail】bokushi@suzuranbbc.com

北海道ペンテコステ教会［単立／独立］

〒061-1143　北広島市南町2-8-1　Tel&Fax.011-373-

1963　◇JR北広島駅からバス10分　◇創立／1980年（30

人）　◇宮原 伸子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後

7時30分から聖書の学びとお祈り。日曜日午前9時から教会

学校。

【HP】http://www.geocities.jp/hokkaidopentecostechurch/

【E-Mail】cwxsy215@ybb.ne.jp

北見市 Kitami-shi

北見栄光教会［基督兄弟団］

〒090-0052　北見市北進町2-9-1　Tel&Fax.0157-24-

6806　◇JR北見駅からバス「ヨーカドウ前」停、北へ徒

歩7分　◇創立／1969年（160人）　◇堀 由紀子、平賀 由

理　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／日曜日夜の第2礼拝は

第1・3聖日が伝道礼拝、第2・4が賛美礼拝となっており、

心から賛美をささげています。

【HP】http://kitamieiko.com/

【E-Mail】kitamieiko@nifty.com

北見栄光教会留辺蘂伝道所［基督兄弟団］

〒091-0033　北見市留辺蘂町栄町32-1　Tel.0157-42-

4272　◇JR留辺蘂駅から徒歩10分　◇堀 由紀子、平賀 

由理　◇礼拝／14:00(第4土曜)

北見教会［日キ教会］

〒090-0035　北見市北斗町2-1-30　Tel&Fax.0157-23-

3361　◇JR北見駅から徒歩15分　◇創立／1900年（105

人）　◇森下 一彦　◇礼拝／10:15

北見キリスト福音教会＝夕陽ヶ丘チャペル
［単立／独立］

〒090-0053　北見市桂町1-206　Tel&Fax.0157-24-

9722　◇JR北見駅から徒歩25分［連絡先：白幡 忠志　〒

090-0805　北海道北見市清月町76-65 Tel.0157-24-

9722］　◇創立／1982年（4人）　◇白幡 忠志　◇礼拝／

10:00　◇テレホン／0157-23-8556

【HP】http://www.geocities.jp/tlcccobihiro/

【E-Mail】joshua_aogu@ybb.ne.jp

十勝キリストリバイバル教会［単立／独立］

〒080-0862　帯広市南の森西4-5-19　Tel.0155-49-3731 

Fax.0155-49-3732　◇帯広駅からバス「南の森西4丁目」

停、徒歩5分　◇創立／2000年（24人）　◇仁田 義勝　

◇礼拝／10:30　◇テレホン／0155-47-2215　◇特色／水

曜日午前10時30分から婦人会。木曜日午後7時から賛美・

聖書学び。

【E-Mail】lovetokachi@ybb.ne.jp

十勝平野キリスト教会＝根室キリスト教会
帯広伝道所［バプ同盟］

〒080-0015　帯広市西五条南33-84　Tel&Fax.0155-49-

3547　◇JR帯広駅からバス「五条南橋」停、徒歩1分　

◇創立／1995年（13人）　◇川原 勲三　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.mytokachi.jp/blog/shalom/

日本メノナイト帯広教会［JMCCC］

〒080-0017　帯広市西七条南17-1　Tel.0155-24-3282　

◇創立／1949年（29人）　◇水木 允子　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝は英語通訳あり。金曜日(第1・2・4)

午前10時30分から聖書の学び会あります。

【HP】http://homepage3.nifty.com/menno_obi/

北広島市 Kitahiroshima-shi

北広島教会［日基教団］

〒061-1113　北広島市共栄町3-11-2　Tel&Fax.011-373-

7085　◇JR北広島駅から徒歩20分　◇創立／1978年（50

人）　◇加藤 孔二　◇礼拝／10:30　◇特色／公園のよう

な広い敷地の中に教会が建っています。毎週日曜日10時

30分から礼拝を守っております。

北広島自由キリスト教会［TPKF］

〒061-1126　北広島市新富町東1-8-13　Tel.011-373-

2563　◇JR北広島駅から徒歩10分　◇創立／1979年　

◇円山 茂治　◇礼拝／10:30

北広島チャペルキリスト教会［福音バプ宣教団］

〒061-1136　北広島市松葉町3-2-2　Tel&Fax.011-373-

4437　◇JR北広島駅から徒歩15分　◇創立／1975年（49

人）　◇木村 恵一　◇礼拝／10:30(夏),10:45(冬)　◇特色

／御言葉に仕え、御言葉に養われ、御言葉を宣べ伝える

教会を目指しています。

【HP】http://jfwb.org/kitahiroshima/

北広島福音キリスト教会［JECA］

〒061-1145　北広島市泉町1-2-3　Tel&Fax.011-372-

1031　◇JR北広島駅からバス10分　◇創立／1976年（47

人）　◇米谷 信雄、上松 佳代子　◇礼拝／10:30,12:00　

◇特色／「あなたの街の、あなたの教会」を合い言葉に

地域に密着した教会を目指しているプロテスタントの教会

です。

【HP】http://www.kitahiro-church.org

北広島山手教会［日キ教会］

〒061-1148　北広島市山手町4-12-5　Tel&Fax.011-372-
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釧路市 Kushiro-shi

インマヌエル釧路キリスト教会［IGM］

〒085-0814　釧路市緑ケ岡1-22-18　Tel&Fax.0154-45-

0098　◇JR釧路駅から車10分　◇創立／1982年（18人）　

◇奈良 州秦、奈良 みはる　◇礼拝／10:30　◇特色／小

高い丘の上の静かな教会で聖書のみことばをじっくり聴く

ことができます。午前と夜の2回の祈祷会もあります。

帯広教会釧路礼拝堂［福音ルーテル］

〒085-0036　釧路市若竹町15-12　Tel.0154-22-1024 

Fax.0155-25-3664　◇JR釧路駅　◇加納 寛之　◇礼拝

／11:00,19:00

釧路教会［日キ教会］

〒085-0037　釧路市柳町13-34　Tel&Fax.0154-23-

8004　◇JR釧路駅北口から徒歩20分　◇創立／1962年

（43人）　◇田中 忠良　◇礼拝／10:30　◇特色／家庭的

な雰囲気、分かりやすく、力強いメッセージ。明るい讃美

歌の歌声。

釧路教会［日基教団］

〒085-0835　釧路市浦見2-1-16　Tel&Fax.0154-41-

2380　◇JR釧路駅から徒歩30分　◇創立／1906年（56

人）　◇福士 卓司　◇礼拝／11:00

釧路キリスト教会［バプ連盟］

〒085-0036　釧路市若竹町6-16　Tel&Fax.0154-23-

6910　◇JR釧路駅北口から徒歩15分　◇創立／1958年

（34人）　◇宇都宮 毅　◇礼拝／11:00　◇特色／全年齢

層の教会学校、子どもと一緒の礼拝を行っています。

釧路キリスト福音館［単立／独立］

〒085-0805　釧路市桜ヶ岡7-42-4　Tel&Fax.0154-92-

0607　◇JR釧路駅からバス「桜ヶ岡公園前」停、徒歩2分

［連絡先：山形 浩之　〒085-0805　北海道釧路市桜ケ岡

7-41-8 Tel.0154-91-5729］　◇創立／1982年　◇山形 浩

之　◇礼拝／9:00,10:30,17:00　◇外国語／英語　◇いの

ち／0154-91-5729　◇特色／セル教会、ディボーション

の励行、鶴居伝道、三浦綾子読書会、編物サークル、ゴ

スペル、帰納的聖書学び会。

【HP】http://church.ne.jp/fukuinkan/

釧路小隊［救世軍］

〒085-0035　釧路市共栄大通6-2-6　Tel&Fax.0154-25-

5367　◇JR釧路駅から徒歩15分［連絡先：帯広小隊　〒

080-0011　北海道帯広市西一条南8-15 Tel.0155-23-

4877］　◇創立／1985年（13人）　◇細貝 信義、細貝 の

ぶ江　◇礼拝／10:00(土)　◇特色／小隊長兼任のため土

曜日に礼拝をしています。

釧路神愛キリスト教会［アッセンブリー］

〒085-0061　釧路市芦野1-8-11　Tel&Fax.0154-36-

3990　◇JR釧路駅から車10分　◇創立／1978年（42人）　

◇西宮 清、西宮 美樹　◇礼拝／10:30,19:00

【HP】http://www16.plala.or.jp/kushiroagape/

釧路聖パウロ教会［聖公会］

〒085-0834　釧路市弥生2-10-28　Tel.0154-41-3696 

北見神愛キリスト教会＝リバーサイドチャ
ペル［アッセンブリー］

〒090-0834　北見市とん田西町297-2　Tel&Fax.0157-26-

0101　◇JR北見駅から車7分　◇創立／1995年（4人）　

◇日吉 成人、日吉 洋子　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色

／水曜日午後7時30分から祈祷会。毎月第1・3日曜日午後2

時からゴスペル。

【HP】http://kitamishinai.blog67.fc2.com/

【E-Mail】kitamishinai@ybb.ne.jp

北見聖ペテロルーテル教会［NRK］

〒090-0015　北見市公園町5-1　Tel&Fax.0157-61-3391　

◇JR北見駅から徒歩20分　◇創立／1959年（24人）　◇

本城 和郎　◇礼拝／10:30　◇特色／落ち着いた家族的

な雰囲気で神様をいつも賛美している教会です。人数は

少ないのですが恵みはあふれています。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~petero/

北見聖ヤコブ教会［聖公会］

〒090-0817　北見市常盤町3-16-45　Tel.0157-23-6586 

Fax.0157-23-6588　◇創立／1960年（6人）　◇飯野 正行

北見望ヶ丘教会［日基教団］

〒090-0066　北見市花月町20　Tel&Fax.0157-23-4648　

◇JR北見駅　◇創立／1957年（36人）　◇秋山 千四郎

【HP】http://www16.plala.or.jp/nozomigaoka/

北見北光キリスト教会［単立／独立］

〒090-0822　北見市北央町120-3　Tel&Fax.0157-31-

5296　◇JR北見駅から車15分　◇創立／1988年（6人）　

◇田村 喜代治

北見めぐみキリスト教会［JECA］

〒090-0013　北見市柏陽町577-50　Tel&Fax.0157-26-

6584　◇JR北見駅からバス「工大前」停、徒歩3分　◇

創立／1992年（51人）　◇木藤 幸彦、中川 昭一　◇礼拝

／10:30

【E-Mail】megumich@seagreen.ocn.ne.jp

単立バプテスト北見聖書教会［単立／独立］

〒090-0817　北見市常盤町2-4-58　Tel&Fax.0157-61-

4495　◇JR北見駅から徒歩10分　◇創立／1979年　◇

神舘 勝利　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／日曜学校午前

9時。水曜日午後7時30分から聖書の学びと祈り会。市民

会館すぐ隣り(南側)。広い駐車場有り。

TLCCC北見教会［主の十字架］

　◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください　◇ダ

ニエル 森 清

【E-Mail】cyrene@hkg.odn.ne.jp

常呂教会［基督兄弟団］

〒093-0210　北見市常呂町末広［連絡先：基督兄弟団網

走教会　〒093-0075　北海道網走市北五条西7-16 

Tel.0152-43-3522］　◇創立／1963年（4人）　◇梶原 睦尚、

梶原 道子　◇礼拝／14:00
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厚別キリスト教会［ウェスレアン］

〒004-0052　札幌市厚別区厚別中央二条4-5-37　Tel& 

Fax.011-894-4005　◇JR新札幌駅から徒歩5分　◇創立

／1987年（20人）　◇山口 いずみ　◇礼拝／10:00

【E-Mail】izumi-page@mtj.biglobe.ne.jp

厚別福音キリスト教会［JECA］

〒004-0021　札幌市厚別区青葉町14-19-7　Tel&Fax.011-

892-8710　◇JR新札幌駅から徒歩20分［連絡先：Tel.011-

897-5344］　◇創立／1981年　◇吉田 浩二　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜日午前中の礼拝に集えない方のため

の対応もあります。ご連絡ください。

札幌教会新札幌礼拝堂［福音ルーテル］

〒004-0053　 札 幌 市 厚 別 区 厚 別 中 央 三 条6-1-5　

Tel&Fax.011-891-5246　◇JR新札幌駅から徒歩5分　◇

創立／1982年（45人）　◇重富 克彦、岡田 薫　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~jelc-sap/

【E-Mail】jelc-shi@mbc.sphere.ne.jp

新札幌聖書教会［同盟基督］

〒004-0033　札幌市厚別区上野幌三条6-13-15　Tel.011-

892-5233 Fax.011-892-5274　◇JR上野幌駅から徒歩15

分　◇創立／1993年（131人）　◇朴 永基、金 美榮、小

野 克芳　◇礼拝／11:00,19:00　◇特色／水曜日午前10時

から聖研。午後7時から祈祷会。

【HP】http://www.bible-church-shinsapporo.com/

【E-Mail】younggee@agate.plala.or.jp

新札幌聖ニコラス教会［聖公会］

〒004-0002　札幌市厚別区厚別東二条5-14-1　Tel&Fax. 

011-898-5999　◇東西線新さっぽろ駅からバス「中学校

前」停、徒歩5分　◇創立／1992年（43人）　◇雨宮 大

朔　◇礼拝／10:30

新札幌福音教会［同盟基督］

〒004-0001　札幌市厚別区厚別東一条3-10-1　Tel&Fax. 

011-897-3345　◇JR新札幌駅からバス「もみじ台北1」停、

徒歩1分　◇創立／1979年（16人）　◇野口 隆英　◇礼

拝／10:30　◇特色／心から賛美し、みことばの前に静ま

り、本音で交わる教会。毎週礼拝後わかちあい。火曜夜8

時半から夜礼拝。

【HP】http://www.geocities.jp/shinsapporofukuin/

森林公園教会［日キ教会］

〒004-0073　札幌市厚別区厚別北三条3-15-22　Tel& 

Fax.011-893-0839　◇JR森林公園駅　◇粂 広国

札幌市北区 Sapporo-shi, Kita-ku

あいの里学園通キリスト教会［福音バプ宣教団］

〒002-8072　札幌市北区あいの里二条4-10-7　Tel&Fax. 

011-778-8530　◇JRあいの里教育大駅から徒歩8分　◇創

立／1985年（35人）　◇川崎 敏一、木村 恵一　◇礼拝／

10:30

麻生教会［日基教団］

〒001-0045　札幌市北区麻生町4-11-14　Tel.011-736-

Fax.0154-41-3696　◇JR釧路駅からバス15分　◇創立／

1888年（39人）　◇下澤 昌

釧路のぞみキリスト教会［JECA・OMF］

〒085-0058　釧路市愛国東1-6-15　Tel&Fax.0154-36- 

1808［連絡先：Tel.080-6090-0261］　◇創立／1998年（32

人）　◇渡辺 満幸　◇礼拝／10:30　◇特色／パッチワー

ク、将棋クラブ、三浦綾子文学読書会などいろいろなサ

ークルをしています。その他お問い合わせください。

【E-Mail】nozomi-ch@h2.dion.ne.jp

釧路ハーベストチャーチ［単立／独立］

〒085-0909　釧路市南4-33-8　Tel&Fax.0154-51-8615　

◇バス「昭和南4丁目」停、徒歩3分［連絡先：伊藤 雅

朗　〒084-0901　北海道釧路市昭和北3-6-16 Tel.0154-

51-9008］　◇創立／2004年（17人）　◇伊藤 雅朗、伊藤 

美枝　◇礼拝／10:30　◇特色／金曜日午後7時30分から

祈り会をしています。明るい家族的な教会です。

【E-Mail】kushiro_harvest@kuc.biglobe.ne.jp

釧路リバイバルキリスト教会［単立／独立］

〒084-0910　釧路市昭和中央1-16-4　Tel&Fax.0154-51-

9940　◇JR釧路駅から車15分［連絡先：Tel.0154-53-

0135］　◇創立／1972年　◇伊藤 弘子、伊藤 満　◇礼

拝／10:30　◇特色／市内２ヶ所の老人ホームを訪問しま

す。

TLCCCイスラエルの神の栄光教会［主の十字

架］

Tel&Fax.0154-46-7663　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇ダニエル 森 清、マリヤ 折戸 温子、

森 シオン　◇礼拝／9:15,11:00

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/%7Etlccc946/

【E-Mail】cyrene@hkg.odn.ne.jp

日本メノナイト鳥取キリスト教会［JMCCC］

〒084-0906　釧路市鳥取大通6-6-4　Tel&Fax.0154-51-

2145　◇JR釧路駅からバス15分　◇創立／1969年（28

人）　◇三本 昭　◇礼拝／10:30

【E-Mail】mimoto@circus.ocn.ne.jp

根室キリスト教会阿寒集会所［バプ同盟］

〒085-0216　釧路市阿寒町北新町2-11-4　Tel.0154-66-

3596

【E-Mail】jimali@marimo.or.jp

春採教会［日基教団］

〒085-0806　釧路市武佐2-35-5　Tel.0154-46-3124 Fax. 

0154-46-5775　◇JR釧路駅からバス「永住」停、徒歩2

分　◇創立／1956年（31人）　◇田村 毅朗　◇礼拝／

10:30

札幌市厚別区 Sapporo-shi, Atsubetsu-ku

厚別教会［日基教団］

〒004-0052　札幌市厚別区厚別中央二条4-1-14　Tel& 

Fax.011-891-5363　◇JR新札幌駅から徒歩8分　◇創立

／1966年（44人）　◇森 香代子　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.jp/atsubetsu/
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を愛すること、主に従うこと」を教会の変わらぬ目標とし

て歩んでいます。

【E-Mail】anshun@hotmail.co.jp

札幌キリスト福音館［単立／独立］

〒001-0027　札幌市北区北二十七条西15-1-28　Tel.011-

758-4937 Fax.011-758-4955　◇JR新川駅から徒歩5分　

◇創立／1965年（358人）　◇三橋 恵理哉、三橋 恵子　

◇礼拝／9:00,11:00　◇特色／幼児から高校までのチャー

チスクールを行っています。小グループを軸に幅広い年

齢層の方々が集っています。

【HP】http://www.sapporofukuinkan.org

【E-Mail】info@sapporofukuinkan.org

札幌新生キリスト教会［バプ連盟］

〒002-8067　札幌市北区拓北七条2-1-23　Tel&Fax.011-

772-0589　◇JR拓北駅から徒歩5分　◇創立／1973年（57

人）　◇田中 博、田中 信矢、小原 輝樹、田中 満矢　◇

礼拝／11:00　◇特色／教会HPでメッセージ・証し・活

動などを掲載中！

【HP】http://www.go-church.com/

札幌北部教会［日基教団］

〒002-8006　札幌市北区太平六条6-4-5　Tel.011-771-

4410 Fax.011-795-1100　◇JR百合が原駅から徒歩7分　

◇創立／1976年（84人）　◇久世 そらち、大野 一夫、矢

島 信一　◇礼拝／10:30　◇特色／新会堂を建築、移転

しました。礼拝は常時こどもと共に、また手話通訳あり。

子育て支援「太平こどもの家」を運営。

【HP】http://homepage1.nifty.com/sorachik/

【E-Mail】hokubu_c@yahoo.co.jp

篠路キリスト教会［自由福音］

〒002-8029　札幌市北区篠路九条4-4-23　Tel.011-771-

0994　◇バス「9条4丁目」停、徒歩1分　◇創立／1995

年（50人）　◇礼拝／10:00　◇特色／社会的弱者の救済

に力を入れている教会です。一時保護施設も備えてあり

ます。ご相談下さい。

【E-Mail】shinoro@welcomechapel.or.jp

新琴似小羊教会［イエス・キリスト］

〒001-0911　札幌市北区新琴似十一条10-1-13　Tel&Fax. 

011-766-5087　◇地下鉄南北線麻布駅からバス10分「新

琴似12条10丁目」停、徒歩1分　◇創立／2000年（23人）　

◇小菅 剛、泉田 勝栄　◇礼拝／10:45

太平チャペルキリスト教会［福音バプ宣教団］

〒002-8011　札幌市北区太平十一条6丁目1-11　Tel& 

Fax.011-774-5477　◇JR百合が原駅から徒歩7分　◇創

立／2005年　◇松田 猛　◇礼拝／11:00　◇特色／精神

障害者のための共同住居を運営している。就労支援の一

環として、パン工房の立ち上げを準備している。

屯田キリスト教会［JECA］

〒001-0856　札幌市北区屯田六条10-2-23　Tel&Fax.011-

773-2215　◇地下鉄麻生駅からバス「屯田7条10丁目」停、

徒歩2分［連絡先：ロジャー・スティーブンス　〒002-

0856　北海道札幌市北区屯田六条9-6-23-402］　◇創立／

1980年（31人）　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後1時

30分からと午後7時30分からセルグループの集まりがあり

8027 Fax.011-736-8026　◇地下鉄南北線麻生駅2番出口

から徒歩1分　◇創立／1962年（83人）　◇白井 真　◇

礼拝／10:30　◇特色／幼稚園と一体となって地域にご奉

仕しております。子供がたくさん集っております。若い方々

に伝道を心がけます。

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~asabu/

【E-Mail】asabu-church@s7.dion.ne.jp

キリスト公会 札幌グレイス教会＝札幌グレ
イス［単立／独立］

〒001-0032　札幌市北区北三十二条西5-3-27　Tel.011-

717-1801　◇地下鉄北34条駅から徒歩5分　◇創立／

2000年（25人）　◇皆川 尚一　◇礼拝／13:00　◇特色／

日本民族の歴史と伝統を大切に、日本と世界の平和のため

にとりなし祈る教会です。キリストの癒しと解放。

【HP】http://www.christ-ch.or.jp/

【E-Mail】otoiawase@christ-ch.or.jp

グレイスバイブルチャーチ札幌＝GBC札幌
［エブリネイション］

〒001-0906　札幌市北区新琴似六条13-2-1　Tel&Fax.011 

-769-1150　◇地下鉄南北線麻生駅からバス「新琴似6条

13」停、徒歩1分　◇創立／1979年　◇池田 宏之　◇礼

拝／10:30　◇特色／Praise and Worshipを中心に地域そ

して世界に福音を携えて出て行くことを目指しています。

【HP】http://www.gbc-s.com/

【E-Mail】church@gbc-s.com

札幌教会札幌北礼拝堂［福音ルーテル］

〒001-0031　札幌市北区北三十一条西4-1-5　Tel&Fax. 

011-726-3243　◇地下鉄南北線北34条駅から徒歩1分　

◇創立／1954年（139人）　◇重富 克彦、岡田 薫　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~jelc-sap/

札幌教会［ホーリネス］

〒001-0027　札幌市北区北二十七条西16-1-6　Tel&Fax. 

011-726-1912　◇JR新川駅から徒歩5分　◇創立／1959

年（90人）　◇石井 栄治、石井 みのり　◇礼拝／10:30

札幌キリスト教会［聖公会］

〒060-0808　札幌市北区北八条西6-2-18　Tel.011-747-

7339 Fax.011-716-6345　◇JR札幌駅北口から徒歩5分　

◇創立／1892年（268人）　◇大友 正幸、池田 享、内海 

信武　◇礼拝／8:00,10:30

【HP】http://nskk.org/hokkaido/sapporo-christ/

【E-Mail】sa-christ@bz01.plala.or.jp

札幌キリスト教会あいの里チャペル［同盟基

督］

〒002-8073　札幌市北区あいの里三条6-3-7　Tel&Fax. 

011-778-4440 Fax.011-711-9761　◇JRあいの里教育大駅

から徒歩10分　◇創立／1992年（25人）　◇山口 一夫　

◇礼拝／10:35

札幌キリスト聖餐教会［単立／独立］

〒001-0901　札幌市北区新琴似一条8-2-1　Tel.011-763-

3890　◇地下鉄南北線北24条駅からバス「新琴似2条6丁

目」停、徒歩8分　◇創立／1997年（18人）　◇安藤 俊

悦　◇礼拝／10:00,11:00　◇特色／「主を知ること、主
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単立シオンの群札幌キリスト宣教会＝美し
が丘グリーンチャペル［単立／独立］

〒004-0814　札幌市清田区美しが丘四条7-3-1　Tel&Fax. 

011-884-7843　◇バス「美しが丘4-7」停、徒歩1分　◇

創立／1990年　◇佐藤 佳治、佐藤 美和子　◇礼拝／

10:30

平岡ジョイフルチャペル［バプ連盟］

〒004-0803　札幌市清田区里塚三条1-7-5　Tel&Fax.011-

883-6116　◇地下鉄東豊線福住駅からバス「日の丸団地

前」停、徒歩5分　◇創立／1961年（22人）　◇笠井 元、

草島 豊　◇礼拝／10:30

平岡福音キリスト教会［JECA］

〒004-0878　札幌市清田区平岡八条2-2-13　Tel&Fax. 

011-882-1341　◇地下鉄大谷地駅からバス「平岡8条1丁

目」停　◇創立／1991年（60人）　◇中村 大輔　◇礼拝

／10:45　◇特色／未就学児から高齢者までの各会があり

ます。

【HP】http://hiraokachurch.main.jp/

【E-Mail】hiraoka-ch@ab.auone-net.jp

札幌市白石区 Sapporo-shi, Shiroishi-ku

愛隣チャペルキリスト教会［単立／独立］

〒003-0837　札幌市白石区北郷七条3-11-8　Tel.011-872-

3211 Fax.011-872-6441　◇JR白石駅から車5分　◇内越 

努、内越 言平、山 哲平、茶木原 丸祐子　◇礼拝／

7:00,11:00,16:00

【HP】http://www.mebig.com/

【E-Mail】mebig@mebig.com

札幌教会＝オリーブチャペル［聖協団］

〒003-0024　札幌市白石区本郷通11丁目南2-5　Tel& 

Fax.011-861-9580　◇地下鉄東西線南郷13丁目駅1番出口

から徒歩5分　◇創立／1959年（68人）　◇石田 吉男、石

田 紀子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】olivechapel@nifty.com

札幌白石教会［日キ教会］

〒003-0028　札幌市白石区平和通4丁目南2-7　Tel&Fax. 

011-864-3515　◇JR白石駅から徒歩6分　◇創立／1983

年（28人）　◇斉藤 義信　◇礼拝／10:15

札幌聖書キリスト教会［JECA］

〒003-0831　札幌市白石区北郷一条3-1-58　Tel.011-874-

6697 Fax.011-874-6712　◇JR白石駅から徒歩10分　◇創

立／1965年（113人）　◇井口 敏明、八尋 勝　◇礼拝／

10:30　◇特色／北海道聖書学院の隣りにある教会。礼拝

後に子どもから大人と分かれて分級を行い、交わりを和や

かに持っています。

【HP】http://www.sapporoseisyo.org/

【E-Mail】t.iguchi@sapporoseisyo.org

札幌伝道所［東洋ローア］

〒003-0852　札幌市白石区川北二条1-19-14　Fax.011-

874-3457　◇地下鉄白石駅からバス「川北1条1丁目」停、

徒歩5分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒

350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 

ます。

フルゴスペル札幌教会［JFGA］

〒002-8003　札幌市北区太平三条5-5-31　Tel&Fax.011-

771-0411　◇JR太平駅から徒歩3分　◇坂上 修　◇礼拝

／10:30　◇外国語／韓国語

【E-Mail】fg_sapporo_c@hotmail.com

北栄キリスト教会［JECA］

〒001-0907　札幌市北区新琴似七条12-1-48　Tel.011-761 

-2717 Fax.011-761-2725　◇地下鉄麻生駅からバス7分「新

琴似8条11丁目」停、徒歩3分　◇創立／1955年（148人）　

◇松元 潤、福永 有、福永 貴恵、ミリアム，デービス　

◇礼拝／10:15,19:00　◇特色／水曜日(第1)午前10時から

婦人会。木曜日、聖書研究・祈祷会。

【HP】http://www.hokuei.org/

【E-Mail】hokuei@silk.ocn.ne.jp

札幌市清田区 Sapporo-shi, Kiyota-ku

清田キリスト教会［自由福音］

〒004-0846　札幌市清田区清田六条2-4-7　Tel&Fax.011-

882-3768　◇バス「清田5条3丁目」停、徒歩3分　◇創立

／1980年（25人）　◇小島 正義、小島 照子　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~jesus/kiyota/

【E-Mail】mkojima@jasmine.ocn.ne.jp

グロリアミッション･札幌キリスト教会［単立

／独立］

〒004-0875　札幌市清田区平岡五条6-11-6　Tel.011-884-

3292 Fax.011-884-3293　◇地下鉄大谷地駅からバス「平

岡5条6丁目」停、徒 歩5分　 ◇1本 牧 人　 ◇ 礼 拝 ／

10:15(信者向き),11:00(一般向き)

札幌北野キリスト教会［バプ同盟］

〒004-0865　札幌市清田区北野五条3-7-17　Tel&Fax. 

011-882-5611　◇東西線南郷18丁目駅からバス5分　◇創

立／1987年（31人）　◇田中 ゆかり　◇礼拝／11:00

札幌教会［聖イエス会］

〒004-0865　札幌市清田区北野五条5-21-10　Tel.011-

884-9333　◇竹内 基成

札幌ゴスペルファミリーチャーチ［単立／独立］

〒004-0880　札幌市清田区平岡十条3-1-20　Tel&Fax. 

011-884-3790　◇地下鉄東西線大谷地駅からバス10分　

◇創立／2001年（47人）　◇毛利 光孝、毛利 美智子　◇

礼拝／10:30

【E-Mail】mourimitutaka@yahoo.co.jp

札幌羊ケ丘教会［イエス・キリスト］

〒004-0846　札幌市清田区清田六条1-1-23　Tel.011-883-

3790 Fax.011-883-4974　◇創立／1951年（273人）　◇

小菅 剛、小菅 香世子、高橋 未来　◇礼拝／10:45　◇テ

レホン／011-881-0990　◇特色／地下鉄東西線バスター

ミナル出口に送迎車あり。

【HP】http://www.hituzigaoka.com/

【E-Mail】kosuge@hituzigaoka.com
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1889年（251人）　◇米倉 美佐男、榮 英彦　◇礼拝／

10:30　◇特色／聖研祈祷会、水曜日午前10時30分より。

【HP】http://www.jcu-sapporo.com/

札幌教会札幌礼拝堂［福音ルーテル］

〒064-0912　札幌市中央区南十二条西12-2-27　Tel& 

Fax.011-561-9516　◇重富 克彦、岡田 薫　◇礼拝／

10:30　◇特色／札幌市内に三つの礼拝堂を持つ教会です。

【HP】http://www.jelc.or.jp/sapporo

札幌グッドアワー教会［日基教団］

〒060-0054　札幌市中央区南四条東2 丸惣河関ビル3Ｆ　

Tel&Fax.011-222-2772　◇地下鉄東豊線豊水すすきの駅

から徒歩5分　◇創立／1996年（80人）　◇西森 昌二　

◇礼拝／7:20,11:00,19:00　◇特色／第2・第4日曜日は18

時30分から賛美アワー(賛美礼拝)。聖書研究祈り会は水

曜19時30分と木曜10時30分から。

【HP】http://www.goodhourch.com/

札幌国際キリスト教会［JECA友好・OMF］

〒060-0004　札幌市中央区北四条西11丁目26-1 国際教会

ビル　Tel&Fax.011-221-8851　◇JR札幌駅から徒歩10

分　◇創立／1984年（85人）　◇リー，スーグー、リー，

スギル、竹田 寛、クア，レックピン、リー，ミッシェル、

パク セン、シュミット，ディーダー、シュミット，シェリ

ー　◇礼拝／9:15,11:00,14:30　◇外国語／英語、中国語、

手話

【HP】http://kokusai-church.org/

【E-Mail】sicn4wll@yahoo.co.jp

札幌小隊［救世軍］

〒064-0804　札幌市中央区南四条西1-13-1　Tel.011-231-

2805 Fax.011-231-2825　◇地下鉄南北線すすきの駅から

徒歩5分　◇創立／1919年（56人）　◇徳永 幸次郎、徳

永 由美　◇礼拝／10:30

札幌神召キリスト教会＝札幌レインボー・
チャペル［アッセンブリー］

〒060-0006　札幌市中央区北六条西19-23　Tel&Fax.011-

621-8367　◇JR桑園駅から徒歩12分　◇創立／1954年

（108人）　◇下道 定身、下道 美知　◇礼拝／10:30,

18:00　◇特色／「札幌全域に福音の虹を！札幌から全道

に！そして全世界に！」のビジョンに立った明るく楽しい

教会です。

【E-Mail】rainbow_chapel@ybb.ne.jp

札幌新生教会［ウェスレアン］

〒060-0042　札幌市中央区大通西11-4-30　Tel.011-261-

6898 Fax.011-261-6979　◇地下鉄東西線西11丁目駅から

徒歩1分　◇創立／1910年（128人）　◇岡田 順一、岡田 

文美佳　◇礼拝／10:15

【E-Mail】sapporo-sinseich@image.ocn.jp

札幌桑園教会［日キ教会］

〒060-0007　札幌市中央区北七条西13-2-1　Tel&Fax. 

011-221-1952　◇JR桑園駅から徒歩5分　◇創立／1959

年（130人）　◇河野 行秀　◇礼拝／10:30　◇特色／水

曜日午後7時から祈祷会。木曜日午前10時から「魂への配

慮・読書会」。

【HP】http://souenchurch.yukigesho.com/

Tel.049-294-6012］　◇創立／1955年（43人）　◇山本 和

幸　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者

の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。

音声への通訳はありません。

聖書札幌キリスト教会［単立／独立］

〒003-0011　札幌市白石区中央一条6-6-2　Tel.011-823-

0027 Fax.011-823-0028　◇地下鉄東西線白石駅から徒歩

10分　◇創立／1971年（65人）　◇新垣 泰、坪田 純枝、

前野 幹　◇礼拝／11:00,10:00(木)　◇外国語／手話

(11:00)　◇特色／聖書中心主義！　子ども礼拝は日曜9時

30分から、一般礼拝は11時からで手話通訳あり。

日本メノナイト白石キリスト教会［JMCCC］

〒003-0029　札幌市白石区平和通9丁目北5-26　Tel& 

Fax.011-862-4968　◇JR白石駅から徒歩13分　◇創立／

1966年（60人）　◇大山 裕昭　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.shiroishi-christian-church.net/

日本メノナイト友愛キリスト教会［JMCCC］

〒003-0021　札幌市白石区栄通14-3-31-2-101 小さい種の

会内　Tel.011-836-1551 Fax.011-836-1552　◇地下鉄南

郷13丁目駅　◇喜来 業康　◇礼拝／10:30

東札幌教会［日基教団］

〒003-0801　札幌市白石区菊水一条4-6-36　Tel&Fax. 

011-811-0292　◇地下鉄東西線菊水駅　◇創立／1957年

（49人）　◇黒田 靖

【HP】http://church.ne.jp/higashisapporo/

【E-Mail】e_sap_ch1957@yahoo.co.jp

札幌市中央区 Sapporo-shi, Chuo-ku

祈の家キリスト教会［単立／独立］

〒064-0920　札幌市中央区南二十条西11-2-45　Tel.011-

563-2188　◇高田 美代恵(信徒)

札幌大通キリスト教会［単立／独立］

〒060-0001　札幌市中央区北一条西18-1-46　Tel.011-

631-8469 Fax.011-592-2608　◇地下鉄東西線西18丁目駅

3番出口から徒歩5分［連絡先：大野 晃　〒061-2284　北

海道札幌市南区藤野四条2-1-8 Tel.011-592-2608］　◇創

立／1996年　◇大野 晃　◇礼拝／10:00　◇いのち／

011-592-2608　◇特色／「キリスト教相談センター」を開

設しています。6月より伏見で開拓伝道がスタートしました。

【E-Mail】ajohno91@grace.ocn.ne.jp

札幌北一条教会［日キ教会］

〒060-0001　札幌市中央区北一条西13-2　Tel.011-221-

4455 Fax.011-221-0966　◇バス「北1条西12丁目」停、

徒歩1分　◇創立／1890年（620人）　◇堤 隆　◇礼拝／

10:15,19:00　◇特色／1890年伝道開始し1895年札幌日本

基督教会として教会が建設されました。1979年現在地に

新会堂を建設。

【HP】http://www.geocities.jp/kita1jo/

札幌教会［日基教団］

〒060-0031　札幌市中央区北一条東1丁目3　Tel&Fax. 

011-221-2444　◇東豊線大通駅から徒歩7分　◇創立／
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【HP】http://homepage2.nifty.com/hokkochurch/

札幌宮の森教会＝Ａ．Ｒ．Ｃ．Ｃ［JRL］

〒064-0951　札幌市中央区宮の森一条10丁目2-27-603　

Tel.011-641-6522 Fax.011-614-5205　◇地下鉄東西線円

山公園駅からバス「宮の森1条10丁目」停　◇創立／2005

年　◇山本 光、エドワード，ファロー　◇礼拝／18:30

主イエス栄光教会［単立／独立］

〒064-0806　札幌市中央区南六条西24-17　Tel.011-561-

4015 Fax.011-561-4757　◇地下鉄東西線丸山公園駅から

バス「南7条西25」停、徒歩1分　◇創立／1960年（100人）　

◇堀田 孝雄、堀田 冨久子

聖マーガレット教会［聖公会］

〒064-0914　札幌市中央区南十四条西17-2-22　Tel.011-

561-0451 Fax.011-561-7542　◇市電「西線14条」停、徒

歩5分　◇創立／1956年（147人）　◇大町 信也、塩谷 常

吉　◇礼拝／10:30,17:00

TLCCCＡＦＣアンバサダーズ・フォー・ク
ライスト・チャーチ＝AFC教会［主の十字架］

Tel.011-272-3134 Fax.011-272-3135　◇地下鉄南北線す

すき野駅から徒歩8分［連絡先：ピーター 内田　〒062-

0053　北海道札幌市豊平区月寒東三条7丁目4-22-101］　

◇創立／1994年（20人）　◇ピーター 内田、内田 孝子、

本間 不思議、斉藤 輝き　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜

日午後7時から祈祷会。集会場はホームページを参照。

【HP】http://park17.wakwak.com/~afc/

【E-Mail】afc@ba.wakwak.com

西札幌教会［日基教団］

〒060-0009　札幌市中央区北九条西20-2-5　Tel&Fax. 

011-631-8102　◇東西線二十四軒駅　◇創立／1983年（9

人）　◇雨貝 行磨　◇礼拝／10:30

マナチャペル［単立／独立］

〒060-0062　札幌市中央区南二条西8-8　Tel.011-272-

6760 Fax.011-272-6770　◇市電「西8丁目」停、南へ徒

歩1分　◇創立／1988年　◇藤井 克行、田中 宏之、島津 

将人、島津 裕子、小原 建夫、佐藤 成子　◇礼拝／

10:30　◇特色／アルファコース・エリヤハウスビデオス

クールを開催しています。開催期間などはお問い合わせく

ださい。

【HP】http://web.mac.com/mana_mana_2/

【E-Mail】agape@w2.dion.ne.jp

恵みキリスト教会札幌［単立／独立］

〒064-0811　札幌市中央区南11条西6-2-28　Tel.011-513-

5656 Fax.011-513-5677　◇地下鉄南北線中島公園駅から

徒歩6分　◇創立／1989年（71人）　◇神舘 豊治、ジュ

デイ，クリス、畠山 勝弘　◇礼拝／10:45,14:00　◇特色

／英語通訳有り。午後2時からゴスペル礼拝。

【HP】http://grace-church.or.jp/

【E-Mail】kamidate@plum.plala.or.jp

ローズガーデン・クライスト・チャーチ［単

立／独立］

〒064-0942　札幌市中央区伏見3丁目22　Tel.011-223-

8333 Fax.011-592-2608　◇地下鉄円山公園駅から車で10

【E-Mail】dabar2048@yahoo.co.jp

札幌中央教会［日基教団］

〒064-0923　札幌市中央区南二十三条西9丁目3-17　

Tel.011-563-0635 Fax.011-788-7317　◇市電「東屯田通り」

停、徒歩5分　◇創立／1972年（122人）　◇梅田 憲章　

◇礼拝／10:30　◇特色／聖書を学び祈る会は毎週水曜日

午後1時30分から午後3時。

【HP】http://uccj-sapporo-chuo.jp

【E-Mail】chuo-church-umeda@maroon.plala.or.jp

札幌中央福音キリスト教会［JECA］

〒064-0808　札幌市中央区南八条西17-1-28　Tel&Fax. 

011-512-6773　◇市電「西線9条」停、徒歩5分　◇創立

／2003年（22人）　◇小澤 和男　◇礼拝／10:00　◇特

色／体の弱さを覚えている方も、悩みのある方も聖書のこ

とばをとおして互いに励ましあう教会です。

【E-Mail】by1k-ozw@asahi-net.or.jp

札幌中央ルーテル教会［NRK］

〒060-0042　札幌市中央区南大通西６丁目　Tel.011-271-

3908 Fax.011-241-0187　◇粂井 豊

札幌独立キリスト教会［単立／独立］

〒064-0820　札幌市中央区大通西22丁目　Tel.011-641-

3522 Fax.011-641-3544　◇地下鉄東西線18丁目駅から徒

歩5分　◇創立／1882年（120人）　◇大友 浩　◇礼拝／

10:30

札幌ナザレン教会［ナザレン］

〒064-0916　札幌市中央区南十六条西12-1-5　Tel.011-

561-2736 Fax.011-561-5064　◇古川 修二　◇礼拝／

10:30

札幌バプテスト教会［バプ連盟］

〒064-0922　札幌市中央区南22条西14-1-28　Tel.011-

561-6990 Fax.011-532-8481　◇市電「電車事業所前」停

から徒歩1分　◇奥村 敏夫、石橋 大輔　◇礼拝／

11:00　◇外国語／英語(15:00)　◇特色／水曜日午前10時

からと午後7時から祈祷会。

【HP】http://sapporo-bap.sakura.ne.jp/

【E-Mail】church@sapporo-bap.sakura.ne.jp

札幌福音教会［自由福音］

〒060-0008　札幌市中央区北八条西24-2-18　Tel.011-

643-5370　◇地下鉄東西線24軒駅から徒歩10分　◇創立

／1978年（10人）　◇久保 恵美子

札幌ペンテコステ教会［福音ペンテコステ］

〒064-0914　札幌市中央区南14条西18-4-5　Tel&Fax. 

011-561-5072　◇市電「西線14条」停、徒歩7分　◇創立

／1952年（50人）　◇矢巻 邦彦、矢巻 絹子　◇礼拝／

10:30

【HP】http://sapporopk.com/

【E-Mail】newhope@sapporopk.com

札幌北光教会［日基教団］

〒060-0042　札幌市中央区大通西1-14　Tel.011-241-3614 

Fax.011-241-3810　◇地下鉄東西線大通り駅　◇創立／

1896年（306人）　◇後宮 敬爾、清水 明次
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1245 Fax.011-688-8020　◇JRほしみ駅から徒歩10分　◇

創立／1998年（6人）　◇田嶋 康博　◇礼拝／10:10　◇

特色／第4木曜午後1時30分から前田集会。他教会員の方

も、当教会の共同墓地をご利用になれます。応相談！

【HP】http://www.adonai-y.org/

【E-Mail】hoshimi@adonai-y.org

札幌市豊平区 Sapporo-shi, Toyohira-ku

オープン・ドア・チャペル［バプ連盟］

〒062-0042　札幌市豊平区福住二条7-12-17　Tel.011-

857-7455 Fax.011-857-7544　◇地下鉄東豊線福住駅から

バス「2条7」停　◇創立／1990年（33人）　◇佐々木 俊一、

アリソン，ジェームズ・E　◇礼拝／10:00　◇外国語／

英語　◇特色／第3日曜日は英語礼拝です。第1日曜日午

後に英語聖書クラスがあります。国際色豊かな教会です。

【HP】http://www.e-opendoor.net/

【E-Mail】odc.live.jp

札幌希望の丘教会［JECA］

〒062-0043　札幌市豊平区福住三条5-1-48　Tel.011-851-

9514 Fax.011-851-9109　◇地下鉄東豊線福住駅からバス

「福住2条5丁目」停、徒歩5分　◇創立／1958年（111人）　

◇竹本 邦昭、渡辺 智恵　◇礼拝／6:00,10:00　◇特色／

実を結ぶ教会。小枝会活動(17の小グループ)マナの会(乳

幼児と母親)のぞみ会(高齢者)子ども英会話。

【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~kibo

【E-Mail】psalm1-3@k5.dion.ne.jp

札幌教会＝札幌キリスト教会［KCCJ］

〒062-0052　札幌市豊平区月寒東二条19-11-15　Tel& 

Fax.011-857-7592　◇札幌地下鉄福住駅から車で5分　◇

創立／1970年（70人）　◇千 相鉉　◇礼拝／10:00,11:30,

14:30　◇外国語／韓国語　◇特色／国籍を超え、真の神

の民として教会形成を目指しています。

【HP】http://www.sapporoch.com

札幌クリスチャングループ［在外国教団教派］

〒062-0936　［集会のみ］札幌市豊平区平岸六条10丁目 

札幌市豊平区民センター　Tel.090-5076-2526　◇地下鉄

東豊線美園平岸駅から徒歩12分［連絡先：岡田 好弘　〒

005-0006　北海道札幌市南区澄川六条3-2-4-302 Tel.011-

813-3558］　◇創立／1991年（40人）　◇岡田 好弘、岡田 

留美子　◇礼拝／10:00　◇外国語／英語、スペイン語　

◇特色／明るい賛美、礼拝は英語逐語訳、スペイン語同

時通訳。幼児科バイリンガル子供クラブ。

【HP】http://www.christiangroup.com/

【E-Mail】sapporocg@hotmail.com

札幌豊平教会［日キ教会］

〒062-0906　札幌市豊平区豊平六条3-5-15　Tel.011-811-

6838 Fax.011-811-6847　◇地下鉄東豊線学園前駅から徒

歩4分　◇創立／1949年（52人）　◇稲生 義裕　◇礼拝

／10:10　◇特色／水曜午前10時30分から、午後6時30分

から祈祷会

【E-Mail】toyohirachurch@jcom.home.ne.jp

札幌福音自由教会［福音自由］

〒062-0034　札幌市豊平区西岡四条8-4-21　Tel&Fax. 

分［連絡先：大野 晃　〒061-2284　北海道札幌市南区藤

野4-2-1-8］　◇創立／2010年　◇大野 晃　◇礼拝／

12:00,18:30,18:30(土)　◇いのち／011-592-2608　◇特色

／旧ちざきバラ園の上に新しい礼拝堂で開拓伝道が始ま

りました。

【E-Mail】ajohno91@grace.ocn.ne.jp

札幌市手稲区 Sapporo-shi, Teine-ku

グレースコミュニティ［JECA］

〒006-0832　札幌市手稲区曙二条2-4-15　Tel.011-683-

5523 Fax.011-683-7217　◇JR手稲駅から徒歩15分　◇創

立／1976年（207人）　◇益田 良一、益田 静子、吉井 節子、

益田 結　◇礼拝／8:30,11:15　◇特色／私達は家の教会

(セルチャーチ)で、互いに愛し合い、家族・友人の救いに

仕え、「家族の回復」を理念とします。

【HP】http://grace-community.or.jp/

【E-Mail】office@grace-community.or.jp

札幌手稲前田伝道所［日キ教会］

〒006-0816　札幌市手稲区前田六条16-10-12　Tel&Fax. 

011-681-0516　◇JR手稲駅から徒歩20分　◇創立／1990

年（17人）　◇河野 行秀　◇礼拝／10:15

札幌富丘伝道所［日基教団］

〒006-0013　札幌市手稲区富丘三条3-7-20　Tel.011-684-

0257 Fax.011-686-0700　◇JR稲積公園駅　◇創立／

1986年（27人）　◇野村 喬　◇礼拝／10:30

新発寒教会［日基教団］

〒006-0804　札幌市手稲区新発寒四条5-16-7　Tel&Fax. 

011-681-8217　◇JR稲積公園駅　◇創立／1966年（29

人）　◇清水 和恵　◇礼拝／10:30

手稲はこぶね教会［日基教団］

〒006-0814　札幌市手稲区前田四条13-14-15　Tel&Fax. 

011-682-7059　◇JR手稲駅から徒歩15分　◇創立／1977

年（44人）　◇日向 恭司、佐藤 紀子　◇礼拝／10:15　

◇特色／教団北海教区の連帯を大切に、地域・社会の課

題に向き合う中で神様の御心を行うことを目指します。

【HP】http://www4.plala.or.jp/hakobune/

【E-Mail】t.hakobune@yahoo.co.jp

ニューホープクリスチャンフェローシップ札
幌＝ニューホープ札幌［フォースクエア］

〒006-0815　札幌市手稲区前田五条7-1-5　Tel.011-691-

9620 Fax.011-691-9621　◇JR稲積公園駅からバス「稲積

公園前」停、徒歩2分　◇創立／2002年（42人）　◇馬場 

伸悟、馬場 広太郎、馬場 賛恵　◇礼拝／11:00　◇特色

／映像やダンスなどを取り入れて、明るく喜びあふれる楽

しい礼拝です。

【HP】http://www.newhopesapporo.net/

【E-Mail】newhopesapporo@hotmail.co.jp

発寒キリスト教会［自由福音］

〒006-0802　札幌市手稲区新発寒二条3-9-3

ほしみ福音キリスト教会［単立／独立］

〒006-0853　札幌市手稲区星置三条9-5-15　Tel.011-682-
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会です。

札幌市西区 Sapporo-shi, Nishi-ku

インターナショナル・クリスチャン・フェロ
ーシップ教会＝Ｉ・C・F教会［単立／独立］

〒063-0051　札幌市西区宮の沢一条5-1-12　Tel.011-669-

3038 Fax.011-669-3058　◇地下鉄東西線宮の沢駅から徒

歩15分　◇創立／1990年（200人）　◇ジャンセン，ジェ

リー、グドール，ジェラルド　◇礼拝／10:30　◇外国語

／英語　◇特色／火曜日午前11時から聖書の学び会。金

曜日午後8時から祈り会。

【HP】http://www.icfire.com/

【E-Mail】icf@icfire.com

琴似中央通教会［日基教団］

〒063-0811　札幌市西区琴似一条5-2-22　Tel.011-621-

1731 Fax.011-621-8125　◇地下鉄東西線琴似駅から徒歩

3分　◇創立／1959年（82人）　◇笠田 弘樹　◇礼拝／

10:30　◇特色／自由な雰囲気の楽しい礼拝。牧師も信徒

も権威主義的ではなく、平等。制度や組織の拡大よりも

共同体が大切。

札幌琴似教会［日キ教会］

〒063-0842　札幌市西区八軒二条西1-3-1　Tel.011-641-

3088 Fax.011-641-3096　◇JR琴似駅から徒歩2分　◇創

立／1949年（101人）　◇久野 真一郎　◇礼拝／10:15　

◇特色／2008年教会創立60周年を迎え、地域伝道に力を

入れています。

【HP】http://kotoni-church.heteml.jp

【E-Mail】glorytogod@jupiter.ocn.ne.jp

札幌西福音キリスト教会［JECA］

〒063-0061　札幌市西区西町北9-3-18　Tel.011-661-5769 

Fax.011-661-5786　◇地下鉄東西線発寒南駅から徒歩1

分　◇創立／1969年（97人）　◇沈 載明　◇礼拝／

11:00　◇特色／2010年4月より礼拝は午前11時からの一

部制になりました。弟子訓練と枝会中心の生きて働く愛の

教会です。

【HP】http://nishichurch.com

【E-Mail】nishi-ch9318@grape.plala.or.jp

札幌八軒キリスト教会［JECA友好・OMF］

〒063-0843　札幌市西区八軒三条西2-2-13　Tel&Fax. 

011-613-0204　◇JR琴似駅から徒歩10分　◇創立／1999

年（70人）　◇庄司 勝弘、庄司 晋子　◇礼拝／11:00　

◇特色／暖かい雰囲気のミニ・チャーチ(セル)があります。

いきいきとした礼拝、安らげる教会活動を行っています。

【HP】http://www.hachikenchurch.com

【E-Mail】hachikenchurch.network@gmail.com

札幌発寒教会［日キ教会］

〒063-0824　札幌市西区発寒四条5-7-3　Tel.011-661-

1662 Fax.011-661-9541　◇地下鉄東西線発寒南駅から徒

歩7分　◇創立／1958年（40人）　◇八田 牧人　◇礼拝

／10:20

札幌平和の福音教会［JECA］

〒063-0033　札幌市西区西野三条７-7-1　Tel&Fax.011-

011-855-5844　◇バス「札大正門前」停、徒歩2分　◇創

立／1999年　◇鍛冶 勉、鍛冶 良子　◇礼拝／10:30,

17:00

【HP】http://church.ne.jp/sefc/

【E-Mail】sapporoefctyc4@ybb.ne.jp

十二使徒教会［日基教団］

〒062-0009　札幌市豊平区美園九条7-4-21　Tel.011-821-

2386 Fax.011-832-0840　◇地下鉄東豊線美園駅から徒歩

4分　◇創立／1979年（76人）　◇川野 真司　◇礼拝／

10:30　◇特色／喫茶店のある教会です。礼拝は英語のプ

リントを用意。

【HP】http://homepage3.nifty.com/12shito-church/

【E-Mail】twelveapostles.church@gmail.com

月寒教会［日基教団］

〒062-0051　札幌市豊平区月寒東一条2-10-9　Tel.011-

851-6634 Fax.011-851-3741　◇地下鉄東豊線月寒中央駅

から徒歩10分　◇創立／1948年（139人）　◇石垣 弘

毅　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/tsukisappu_church1948/

日本メノナイト・グレース・キリスト教会
［JMCCC］

〒062-0042　札幌市豊平区福住二条3-6-1 福住メノナイト

センター内　Tel.011-836-7166 Fax.011-571-1432　◇地

下鉄東豊線福住駅から徒歩7分［連絡先：芹田 剛　〒

005-0809　北海道札幌市南区川沿9条3-4-53 Tel.011-571-

1432］　◇創立／1989年（35人）　◇芹田 剛　◇礼拝／

10:30　◇特色／神の愛、讃美の恵み、救い、いやしのミ

ニストリー。

【HP】http://www.k5.dion.ne.jp/~graceatg/

【E-Mail】menoseri@s3.dion.ne.jp

羊ヶ丘シオン教会［フォースクエア］

〒062-0043　札幌市豊平区福住三条3-7-2　Tel.011-858-

5552 Fax.011-387-8101　◇地下鉄東豊線福住駅から徒歩

10分［連絡先：Tel.011-387-8101］　◇創立／1999年　◇

松原 望　◇礼拝／10:30　◇テレホン／011-858-5551　

◇特色／ホームページをご覧ください。日記・礼拝メッセ

ージ要約があります。

【HP】http://church.jp/shion/

【E-Mail】ps23sheep@yahoo.co.jp

平岸いずみキリスト教会［OMF］

〒062-0936　札幌市豊平区平岸六条17-1-85　Tel.011-

826-3707　◇地下鉄南北線南平岸駅東口から徒歩15分　

◇創立／2009年　◇ファーガソン，デービド、ファーガ

ソン、ローナ、チュア，ハウチュアン、チュア，カオリ

平岸バプテスト教会［バプ連盟］

〒062-0934　札幌市豊平区平岸四条2-1-19　Tel.011-821-

6446 Fax.011-821-6460　◇全 皓燮

メノナイトベテル教会［JMCCC］

〒062-0906　札幌市豊平区豊平六条3-6-32 金谷和子方　

Tel&Fax.011-831-9867　◇営地下鉄東豊線学園前駅から

徒歩5分　◇創立／1988年（17人）　◇片野 敦彦　◇礼

拝／10:30　◇特色／再洗礼派の伝統を受け継ぎ、イエス

に倣う生き方・信徒の交わり・平和主義を重んじる家の教
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011-741-7369　◇地下鉄南北線麻生駅から徒歩12分　◇

創立／1985年（25人）　◇笹川 洋史、笠見 旅人、笠見 

聡美　◇礼拝／10:30

札幌教会［改革派］

〒065-0023　札幌市東区北二十三条東18-5-24　Tel& 

Fax.011-784-9373　◇地下鉄東豊線元町駅から徒歩10

分　◇創立／1987年（28人）　◇貫洞 賢次　◇礼拝／

10:45,18:00

【HP】http://gnome24.com/sapporo/

【E-Mail】rcjsapporokyokai@gmail.com

札幌聖ミカエル教会［聖公会］

〒065-0019　札幌市東区北十九条東3-4-5　Tel.011-742-

7903 Fax.011-742-5055　◇地下鉄南北線北18条駅から徒

歩15分　◇創立／1951年（235人）　◇李 香男　◇礼拝

／7:30,10:30

【HP】http://nskk.org/hokkaido/michaels/main.htm

札幌東キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒007-0845　札幌市東区北四十五条東9-1-5　Tel&Fax. 

011-723-9679　◇地下鉄東豊線栄町駅から徒歩10分　◇

創立／1986年（10人）　◇渡辺 房子　◇礼拝／10:30

札幌東聖書バプテスト教会［JBBF］

〒065-0024　札幌市東区北二十四条東4-1-8　Tel&Fax. 

011-753-2998　◇地下鉄南北線北24条駅から徒歩13分　

◇創立／1994年（7人）　◇北岡 誠哉　◇礼拝／10:30

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~shbbc92/

札幌ビクトリー・ファミリー教会［単立／独立］

〒007-0837　札幌市東区北三十七条東29-15-13　Tel.011-

786-7023　◇東豊線栄町駅から送迎あり(要予約)　◇創

立／2002年（4人）　◇籾山 和浩　◇礼拝／10:30,19:00　

◇外国語／英語　◇特色／北海道、日本、世界での宣教、

クリスチャンリーダーの養成を目標とし祈っています。

【E-Mail】hope-of-japan@hotmail.com

札幌めぐみキリスト教会［単立／独立］

〒007-0806　札幌市東区東苗穂六条2-9-26　Tel&Fax. 

011-782-8413　◇JR苗穂駅からバス15分「東苗穂6条2丁

目」停、徒歩1分　◇創立／1981年（50人）　◇高橋 養二、

高橋 梨枝子、初見 司郎　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ytkhs@angel.ocn.ne.jp

札幌元町教会［日基教団］

〒065-0017　札幌市東区北十七条東17-2-3　Tel&Fax. 

011-781-5361　◇地下鉄東豊線環状通東駅から徒歩5分　

◇創立／1967年（67人）　◇浅居 正信、藤巻 朋子　◇礼

拝／10:30

TLCCC札幌フィラデルフィヤ教会［主の十字架］

Tel&Fax.011-731-6730　◇礼拝・集会場所などはホーム

ページでご確認ください　◇創立／2000年（20人）　◇

サムエル 菅 勝、イスラエル 菅、菅 卓也、コイケ 良江、

相沢 朋子、相沢 一樹　◇礼拝／10:00,19:00

【HP】http://www5d.biglobe.ne.jp/~samuel-s/

【E-Mail】samuel-suga@mrh.biglobe.ne.jp

667-9988　◇JRバス「西野3条6丁目」停　◇創立／2008

年（10人）　◇相馬 剛　◇礼拝／11:00　◇特色／暖かい

愛にみちた家族的な教会。主日礼拝(日)午前11時。子ども

礼拝(日)午前10時。

【E-Mail】peacenishino@yahoo.co.jp

札幌ルーテル山の手教会［NRK］

〒063-0001　札幌市西区山の手一条2-1-30　Tel&Fax. 

011-621-8638　◇地下鉄東西線二十四軒駅から徒歩15

分　◇創立／1960年（50人）　◇宮﨑 篤　◇礼拝／

10:00

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~syluther/

【E-Mail】atumiya@f6.dion.ne.jp

西野バプテスト教会［バプ連盟］

〒063-0033　札幌市西区西野三条2-2-26　Tel.011-663-

3422 Fax.011-664-7748　◇地下鉄東西線発寒南駅から徒

歩15分　◇創立／1971年（18人）　◇岩本 義博　◇礼拝

／10:30

札幌市東区 Sapporo-shi, Higashi-ku

インマヌエル札幌キリスト教会［IGM］

〒065-0026　札幌市東区北二十六条東9-5-23　Tel&Fax. 

011-731-2712　◇地下鉄東豊線元町駅から徒歩10分　◇

創立／1960年（74人）　◇渡辺 昇、渡辺 宣子　◇礼拝／

10:30　◇特色／毎月第1日曜午後はゴスペルタイム、第3

日曜午前は歓迎礼拝として求道者を招き集会を持ってい

ます。

【E-Mail】immanuel_sapporo@ybb.ne.jp

カナン・プレイズ・チャーチ［単立／独立］

〒007-0843　札幌市東区北四十三条東16-2-1　Tel.011-

731-4771 Fax.011-781-7947　◇地下鉄東豊線栄町駅から

徒歩2分［連絡先：Tel.011-731-4773］　◇創立／1995年

（142人）　◇長沢 克己　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語

(19：30)　◇特色／賛美あふれる明るく元気な教会です。

アルファコースあり。日曜日19：30からフェローナイト開

催(日・英語)。

【HP】http://canaanpraisechurch.web.fc2.com/

【E-Mail】canaanp2@yahoo.co.jp

栄福音キリスト教会［JECA］

〒007-0847　札幌市東区北四十七条東7-2-1　Tel&Fax. 

011-731-7277　◇中央バス「北45東8」停、徒歩3分［連

絡先：Tel.011-723-5614］　◇創立／1971年（57人）　◇

菜花 和男　◇礼拝／7:00,10:30　◇特色／オーソドック

スな礼拝。キリスト教綱要・パイプ・オルガン講座。聖書

とパッチワーク・リコーダークラブ他。

札苗ライトハウスキリスト教会［JECA・OMF］

〒007-0810　札幌市東区東苗穂十条2-21-6　Tel.011-791-

8055　◇地下鉄環状通東駅からバス20分　◇創立／2000

年（30人）　◇シュミット，トニー、シュミット，パット、

リトル，ヘレン　◇礼拝／10:30

【HP】http://s-lighthouse.org/

札幌栄光教会［基督兄弟団］

〒007-0842　札幌市東区北四十二条東2-3-23　Tel&Fax. 
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礼拝／10:30　◇特色／養育をベースにしたセルグループ

をしています。

【HP】http://www.geocities.jp/s_minamich/

藤野福音キリスト教会［単立／独立］

〒061-2283　札幌市南区藤野三条2-1-27　Tel&Fax.011-

591-1675　◇バス「藤野3条2丁目」停、徒歩3分　◇創立

／1978年（105人）　◇小林 基人、吉田 麻希子　◇礼拝

／10:25　◇特色／近くにアルコール依存症の中間施設

「青十字サマリヤ館」があります。

真駒内教会［日基教団］

〒005-0015　札幌市南区真駒内泉町2-1-6　Tel&Fax.011-

581-0331　◇地下鉄真駒内駅から徒歩10分　◇創立／

1964年（133人）　◇田中 文宏、田中 真希子　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.phoenix-c.or.jp/~ch-makom/

藻岩下キリストの教会［キリストの教会］

〒005-0035　札幌市南区南三十五条西10-1-5　Tel&Fax. 

011-584-2817　◇バス「南34条西11丁目」停、徒歩1分　

◇創立／1956年（70人）　 ◇鈴木 和彦　 ◇礼拝／

10:00　◇特色／水曜日午前10時から聖書の学びと祈り会

士別市 Shibetsu-shi

士別教会［日基教団］

〒095-0004　士別市東四条北5-35　Tel&Fax.0165-23-

3698　◇JR士別駅　◇創立／1959年（25人）　◇難波 真

実　◇礼拝／10:30　◇特色／韓国語サークル、トーンチ

ャイム演奏活動、のぞみの会(がん患者の集い)を実施中。

週報は韓国語対応。

【HP】http://www.douhoku.org/shibetsu/

【E-Mail】shibetsu@douhoku.org

砂川市 Sunagawa-shi

砂川福音キリスト教会［JECA］

〒073-0121　砂川市吉野一条南5-1-3　Tel&Fax.0125-52-

5722　◇JR砂川駅から徒歩15分　◇創立／1958年（34

人）　◇高橋 茂雄　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0125-

54-0322

空知太栄光キリスト教会［神の教会］

〒073-0175　砂川市空知太西五条7-1-24　Tel.0125-53-

3150 Fax.0125-53-2089　◇JR滝川駅から車5分　◇創立

／1989年（22人）　◇銘形 秀則、神田 満、舘内 孝夫　

◇礼拝／10:00(5月〜11月),11:00(12月〜4月)

【HP】http://www.geocities.jp/sorachibuto_gcc/

【E-Mail】sorachibuto_gcc@ybb.ne.jp

滝川市 Takikawa-shi

滝川教会［日キ教会］

〒073-0032　滝川市明神町1-4-29　Tel&Fax.0125-23-

3034　◇滝川駅から徒歩10分　◇創立／1894年（45人）　

◇加藤 正勝　◇礼拝／10:00

東栄福音キリスト教会［JECA友好］

〒007-0893　札幌市東区中沼西三条2-6-7　Tel&Fax.011-

792-2178　◇地下鉄東豊線新道東駅からバス「モエレ団

地」停、徒歩3分　◇創立／1974年（70人）　◇遠藤 稔、

阿部 好允　◇礼拝／10:30,20:00　◇特色／教会は初めて

の方をイエス様の心でお迎えできればと願っています。伝

統的なスタイルの礼拝をしています。

【HP】http://homepage2.nifty.com/toeichurch/

【E-Mail】QZE10776@nifty.ne.jp

苗穂キリスト教会［単立／独立］

〒007-0861　札幌市東区伏古一条4-2-22　Tel&Fax.011-

781-4282　◇地下鉄東豊線環状東駅　◇篠原 康男

東区キリストの教会［キリストの教会］

〒007-0849　札幌市東区北四十九条東15-4-8　Tel&Fax. 

011-731-8118　◇フェバー，A

羊の群れキリスト教会［トータル］

〒065-0016　札幌市東区北十六条東2-1-15 ライオンズマ

ンション北斗109　◇地下鉄東豊線北13条東駅から徒歩5

分［連絡先：田中 常雄　〒065-0016　北海道札幌市東区

北十六条東2-1-15 ライオンズマンション北斗302 Tel.011-

702-1456］　◇創立／1987年（10人）　◇田中 常雄　◇

礼拝／10:30

北斗チャペルキリスト教会［単立／独立］

〒065-0028　札幌市東区北二十八条東13-2-14　Tel.011-

704-4436 Fax.011-704-7941　◇地下鉄東豊線新道駅から

徒歩5分　◇創立／1976年（80人）　◇安田 諭、三浦 雅

範　◇礼拝／10:30

リビングホープバプテスト教会［バプ連盟］

〒065-0023　札幌市東区北二十三条東14-4-1　Tel&Fax. 

011-741-7178　◇地下鉄元町駅から徒歩3分　◇創立／

1989年（30人）　◇三宅 真嗣、三宅 友子　◇礼拝／

11:00

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/jbc-chiws/01livinghope.

html

【E-Mail】living_hope726@ybb.ne.jp

札幌市南区 Sapporo-shi, Minami-ku

札幌川沿教会［札幌キリスト召団］

〒005-0810　札幌市南区川沿十条3-10-5　Tel&Fax.011-

571-2348　◇地下鉄真駒内駅からバス「川沿11条3丁目」

停、徒歩3分　◇創立／1991年（51人）　◇水谷 惠信、

三ツ木 芳夫　◇礼拝／15:00(土)

札幌聖書バプテスト教会［JBBF］

〒005-0005　札幌市南区澄川五条6-8-30　Tel&Fax.011-

831-7968　◇青木 亮一

札幌南福音キリスト教会［JECA］

〒005-0813　札幌市南区川沿十三条2-3-22　Tel&Fax. 

011-571-4421　◇地下鉄南北線真駒内駅からバス「川沿

12条」停、徒歩5分［連絡先：本多 泰治　〒005-0813　

北海道札幌市南区川沿十三条2-3-19 Tel.011-572-7351］　

◇創立／1974年（40人）　◇本多 泰治、本多 順子　◇
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千歳キリスト伝道所＝千歳クリスチャンセ
ンター［アッセンブリー］

〒066-0025　千歳市梅ヶ丘1-11-6　Tel.0123-27-0418 

Fax.0123-29-5001　◇JR千歳駅からバス「日の出団地」停、

徒歩5分　◇創立／1988年（7人）　◇細川 るり、細川 雅

人

千歳福音キリスト教会［JECA］

〒066-0036　千歳市北栄2-31-6　Tel&Fax.0123-23-

4298　◇JR千歳駅から徒歩15分　◇創立／1966年（60

人）　◇木村 宣雄　◇礼拝／10:45　◇特色／幼児から年

配の方々まで、いろいろな世代が共に集まっています。

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~chitose/chitose-church.html

【E-Mail】luke54@k8.dion.ne.jp

苫小牧市 Tomakomai-shi

糸井福音キリスト教会［JECA］

〒053-0831　苫小牧市豊川町3-3-3　Tel&Fax.0144-72-

0703　◇JR苫小牧駅からバス15分「豊川3丁目」停　◇

創立／1979年（21人）　◇沼田 茂弘　◇礼拝／10:30

単立バプテスト苫小牧キリスト教会［単立／

独立］

〒053-0046　苫小牧市住吉町2-2-6　Tel&Fax.0144-32-

1241　◇JR苫小牧駅からバス「住吉双葉中央」停　◇創

立／2005年（10人）　◇小崎 稔　◇礼拝／11:00　◇特

色／水曜午後７時から聖書研究・祈祷会。第4日曜午後1

時から女性、4時から男性の集い。異端伝道をしている。

【HP】http://www.tomakomaicc.com

【E-Mail】tomakomaicc@yahoo.co.jp

苫小牧教会［日キ教会］

〒053-0025　苫小牧市本町2-2-12　Tel&Fax.0144-32-

4509　◇JR苫小牧駅から徒歩15分　◇創立／1918年（70

人）　◇秦 利器　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.tomakomai-church.org/

苫小牧聖ルカ教会［聖公会］

〒053-0018　苫小牧市旭町2-6-22　Tel.0144-36-1155　◇

JR苫小牧駅から徒歩20分　◇創立／1951年（80人）　◇

阿部 芳克　◇礼拝／10:30,17:30

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~st.luke/

苫小牧バプテスト伝道所［バプ連盟］

〒053-0816　苫小牧市日吉町2-4-20　Tel&Fax.0144- 

75-3608 Tel.0144-74-4007　◇JR糸井駅から徒歩10分　

◇創立／1976年（19人）　◇田代 仁　◇礼拝／11:00　

◇特色／水曜日午前10時からと木曜日午後7時から祈祷

会。日曜日には成人・子どもクラス教会学校あり。新来者

も歓迎。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/jbc-chiws/01tomakomai.

html

【E-Mail】tomakomaibap@yahoo.co.jp

苫小牧福音教会［同盟基督］

〒053-0045　苫小牧市双葉町2-2-1　Tel&Fax.0144-32-

3671　◇JR苫小牧駅からバス7分「双葉交番前」停、徒

歩1分　◇創立／1952年（76人）　◇李 俊昊、鄭 明玉　

滝川聖ヨハネルーテル教会［NRK］

〒073-0022　滝川市大町4-1-4　Tel&Fax.0125-23-7840　

◇JR滝川駅から徒歩20分　◇創立／1958年（19人）　◇

白井 真樹、与斉 利夫　◇礼拝／15:00

滝川二の坂伝道所［日基教団］

〒073-0004　滝川市滝の川町東1-1045　Tel&Fax.0125-

24-3737　◇JR滝川駅からバス「4丁目」停、徒歩2分　◇

創立／1988年（13人）　◇中田 正道、中田 美歌

【HP】http://takikawaninosakakyoukai.no-blog.jp/

滝川福音キリスト教会［JECA］

〒073-0012　滝川市黄金町東2-4-29　Tel&Fax.0125-24-

2953　◇バス「黄金町」停、徒歩1分　◇創立／1978

年　◇田中 真介　◇礼拝／10:30

【E-Mail】shin59@deluxe.ocn.ne.jp

単立バプテスト ぶどうの木キリスト教会［単

立／独立］

〒073-0015　滝川市朝日町東1-7-18　Tel&Fax.0125-24-

5715　◇バス(東1号経由)「朝日町東1丁目」停、徒歩2

分　◇創立／2000年（5人）　◇中嶋 活生　◇礼拝／

11:00　◇特色／水曜日午後7時から祈り会。土曜日午後1

時30分からJOYKIDS。ヨハネ15章をビジョンに教会形成。

【E-Mail】vine_cc@ybb.ne.jp

伊達市 Date-shi

有珠聖公会［聖公会］

〒059-0151　伊達市向有珠町119　◇JR有珠駅［連絡先：

苫小牧聖ルカ教会 Tel.0144-36-1155］　◇創立／1894年

（9人）　◇雨宮 大朔

伊達教会［日キ教会］

〒052-0023　伊達市元町31　Tel&Fax.0142-23-5581　◇

JR伊達紋別駅から徒歩15分　◇創立／1886年（21人）　

◇浅井 永　◇礼拝／10:15

伊達福音教会［同盟基督］

〒052-0024　伊達市鹿島町59-23　Tel&Fax.0142-23-

3506　◇JR伊達紋別駅からバス「綱代町」停、徒歩3

分　◇創立／1958年（22人）　◇藤山 勝彦、三浦 称　◇

礼拝／10:30　◇特色／宣教51年。毎月トラクト、教会案内。

その他全市対象の講演会。Lipによるゴスペルライブ等を

企画している。

千歳市 Chitose-shi

千歳アドナイ国際キリスト教会［福音自由］

〒066-0008　千歳市根志越2189-2　Tel&Fax.0123-26-

3702　◇JR千歳駅　◇鍛冶 勉、鍛冶 良子　◇礼拝／

10:30

千歳栄光教会［日基教団］

〒066-0041　千歳市清水町4-25　Tel.0123-23-0546 

Fax.0123-24-2828　◇JR千歳駅　◇創立／1951年（88

人）　◇卜部 康之、杉岡 ひとみ、中野 円　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.h7.dion.ne.jp/~eiko-c/
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函館市 Hakodate-shi

インマヌエル函館キリスト教会［IGM］

〒041-0851　函館市本通4-30-16　Tel&Fax.0138-53-

3509　◇バス「白百合学園前」停、徒歩5分　◇創立／

1976年　◇島田 貴子、中尾 悦子　◇礼拝／10:30

キリストめぐみ函館教会［単立／独立］

〒041-0811　函館市富岡町1-28-14　Tel&Fax.0138-41-

0643　◇JR五稜郭駅から徒歩12分　◇創立／2009年　

◇金重 榮二　◇礼拝／10:30　◇特色／愛のある暖かい

教会を目指しています。

シャローム函館キリスト教会［単立／独立］

〒041-0836　函館市山の手1-18-2　Tel.0138-32-8336 

Fax.0138-85-8508　◇バス「山の手1丁目」停、徒歩4

分　◇創立／1993年（8人）　◇佐々木 忠彦　◇礼拝／

11:00　◇テレホン／0138-53-3201

【HP】http://homepage3.nifty.com/sharon/

TLCCC函館教会［主の十字架］

〒041-0841　函館市日吉町2-20-25　Tel&Fax.0138-52-

8768　◇パウロ 石井、石井 千代美　◇礼拝／18:30

函館相生教会［日キ教会］

〒040-0011　函館市本町29-8　Tel.0138-52-7035 Fax. 

0138-31-5181　◇JR函館駅から市電「五稜郭」停、徒歩3

分　◇創立／1883年（126人）　◇久野 牧　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝は成人と子どもの合同礼拝です。親

の帰りを待つ子どものための図書コーナーも充実しつつあ

ります。

【HP】http://www.hakodateaioi.jp

【E-Mail】xaioi@helen.ocn.ne.jp

函館教会［福音ルーテル］

〒040-0001　函館市五稜郭町29-24　Tel&Fax.0138-52-

3005　◇市電「五稜郭公園前」停、徒歩7分　◇創立／

1950年　◇岡田 薫、ソベリ，V

【HP】http://www.jelc.or.jp/hokkaido/

【E-Mail】hakodate@jelc.or.jp

函館教会［日基教団］

〒040-0054　函館市元町31-19　Tel&Fax.0138-22-

3342　◇JR函館駅から車5分　◇創立／1874年（125人）　

◇青砥 好夫　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時

30分から、午後7時から祈祷会。

【HP】http://hako-ch.sakura.ne.jp/

函館キリスト教会［バプ連盟］

〒042-0942　函館市柏木町16-38　Tel&Fax.0138-52-

2652　◇市電「深堀町」停から徒歩3分　◇創立／1957

年（45人）　◇本多 啓示　◇礼拝／11:00

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/jbc-chiws/01hakodate.

html

函館シオン教会［フォースクエア］

〒040-0011　函館市本町31-17　Tel.0138-51-8883 Fax. 

0138-32-7891　◇市電「五稜郭公園前」停、徒歩3分　◇

創立／1968年（152人）　◇増井 義明、増井 誠太、増井 

◇礼拝／9:00,10:30,19:00　◇特色／教会学校は午前10時

30分、水曜祈祷会午前10時30分、午後7時。礼拝とみこと

ばと福音に生きる教会。

【E-Mail】gospeltoma66@sky.plala.or.jp

苫小牧めぐみキリスト教会＝シャローム・
チャペル［単立／独立］

〒053-0823　苫小牧市柏木町3-13-24　Tel&Fax.0144-72-

5063　◇苫小牧駅からバス「柏木4丁目」停、徒歩1分　

◇創立／1975年（9人）　◇高石 富生　◇礼拝／10:30

苫小牧弥生教会［日基教団］

〒053-0802　苫小牧市弥生町2-8-25　Tel&Fax.0144-73-

1008　◇JR苫小牧駅　◇創立／1954年（62人）　◇矢崎 

和彦

山手町教会［アッセンブリー］

〒053-0851　苫小牧市山手町2-3-5　Tel.0144-73-6311 

Fax.0144-73-6411　◇JR苫小牧駅　◇創立／1968年　◇

大坂 清子、大坂 大、大坂 久美　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.d1.dion.ne.jp/~tyamate/yamate.html

【E-Mail】ag-yamate@amail.plala.or.jp

名寄市 Nayoro-shi

名寄教会［日基教団］

〒096-0010　名寄市大通南2-14　Tel.01654-2-2546 

Fax.01654-2-2692　◇JR名寄駅から徒歩10分　◇創立／

1909年（61人）　◇佐藤 直樹　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.douhoku.org/nayoro/

名寄聖書キリスト教会［アッセンブリー］

〒096-0003　名寄市東三条南9-21　Tel&Fax.01654-3-

2038　◇名寄駅から徒歩10分　◇創立／1968年　◇佐々

木 健、佐々木 千津　◇礼拝／10:30,19:30

根室市 Nemuro-shi

根室キリスト教会［バプ同盟］

〒087-0051　根室市緑町3-25　Tel&Fax.0153-23-5923　

◇JR根室駅から徒歩10分　◇創立／1886年　◇高橋 和

則　◇礼拝／10:30

【E-Mail】bapnemuro@gray.pllala.or.jp

登別市 Noboribetsu-shi

登別中央福音教会［同盟基督］

〒059-0012　登別市中央町5-22-2　Tel&Fax.0143-85-

3562　◇JR幌別駅から徒歩6分　◇創立／1965年（65

人）　◇髙橋 敏夫、髙橋 由美子　◇礼拝／9:00,10:15　

◇特色／(水)10:30、19:00聖書祈会、(金)10:00「こひつじ園」

(母と子)、第3(金)「コスモスの会」(高齢者対象)、(土)カ

ルチャー。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~karpos/

【E-Mail】fukuin@cronos.ocn.ne.jp



北
海
道

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

47
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

函館リバイバル・キリスト教会函館ハレル
ヤチャペル［単立／独立］

〒040-0064　函館市大手町2-21　Tel&Fax.0138-27-

3220　◇JR函館駅から徒歩10分　◇創立／1999年（5

人）　◇大橋 留蔵、大橋 映子、佐々木 重子　◇礼拝／

10:00　◇テレホン／0761-72-2900　◇特色／家族的な交

わりを大切にし、聖霊次元のメカニズムで生きる教会です。

花園キリスト教会［JECA］

〒041-0806　函館市美原3-54-13　Tel.0138-47-2311 Fax. 

0138-47-6656　◇函館駅からバス30分「昭和バスターミ

ナル」停、徒歩5分　◇創立／1973年（68人）　◇武山 

清志、品田 与志夫　◇礼拝／7:00,10:30

美唄市 Bibai-shi

美唄教会［日基教団］

〒072-0031　美唄市西二条北3-2-25　Tel&Fax.0126-62-

7500　◇JR美唄駅から徒歩15分　◇創立／1952年（33

人）　◇三輪 正史、三輪 則子　◇礼拝／10:30　◇特色

／聖書と祈り会は木曜日午前10時(通年)。教会学校午前9

時30分毎日曜行っています。

美唄聖アンデレ教会［聖公会］

〒072-0011　美唄市大通東一条南5-1-24　Tel.0126-63-

3638　◇JR美唄駅から徒歩10分　◇創立／1900年（9

人）　◇大友 正幸

美唄福音キリスト教会［JECA］

〒072-0016　美唄市東五条南1-4-16　Tel.0126-62-4649 

Fax.0126-64-3020　◇JR美唄駅から徒歩15分　◇創立／

1975年（16人）　◇丹野 優　◇礼拝／10:30　◇特色／必

要に応じて週日にも礼拝を行っています(要予約、時間応

談)。

【E-Mail】tanasaru@gmail.com

深川市 Fukagawa-shi

深川エマヌエルルーテル教会［NRK］

〒074-0006　深川市六条10-14　Tel.0164-22-6017 

Fax.0164-22-6057　◇JR深川駅から徒歩10分　◇創立／

1951年（30人）　◇白井 真樹　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/fukagawa/

【E-Mail】fukagawa@church.ne.jp

深川聖三一教会［聖公会］

〒074-0008　深川市八条6-33　Tel&Fax.0164-23-3668　

◇JR深川駅　◇創立／1898年（29人）　◇甲斐 博邦

富良野市 Furano-shi

日本メノナイト富良野のぞみキリスト教会
［JMCCC］

〒076-0023　富良野市栄町6-25　Tel&Fax.0167-22-

3682　◇JR富良野駅から徒歩7分　◇創立／1966年（33

人）　◇高松 克年　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇

特色／形式を避け、神の家族らしく家庭的な雰囲気の礼

一子、ウィリアムズ，マイケル、ニクサリアン，スティーブ、

高木 秀和　◇礼拝／9:00,11:00　◇外国語／英語

【E-Mail】hakozion@ms2.ncv.ne.jp

函館小隊［救世軍］

〒040-0065　函館市豊川町1-15　Tel&Fax.0138-22-

8851　◇JR函館駅から徒歩20分　◇創立／1915年　◇

木村 敏行、木村 照子　◇礼拝／10:30

函館聖ヨハネ教会［聖公会］

〒040-0054　函館市元町3-23　Tel&Fax.0138-23-5584　

◇市電「十字街」停、徒歩10分　◇創立／1877年（176人）　

◇藤井 八郎　◇礼拝／10:30

函館千歳教会［日基教団］

〒040-0003　函館市松陰町9-6　Tel.0138-51-9573 

Fax.0138-51-9627　◇市電「杉並町」停すぐ　◇創立／

1899年（109人）　◇井石 彰

【HP】http://church.ne.jp/chitose/

函館中央教会［イエス・キリスト］

〒041-0836　函館市山の手2-25-5　Tel&Fax.0138-52-

0102　◇バス｢東本通｣停、徒歩7分　◇創立／1987年（17

人）　◇小菅 剛、木下 順子　◇礼拝／10:45

【HP】http://www.hakodate-chuo.com/

函館伝道所［東洋ローア］

〒040-0003　函館市松陰町1-40　◇市電「杉並町」停、

徒歩2分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒

350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 

Tel.049-294-6012］　◇創立／1954年（11人）　◇網本 千

絵子　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ

者の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。

音声への通訳はありません。

函館のぞみ福音キリスト教会［JECA］

〒041-0853　函館市中道1-8-2　Tel&Fax.0138-32-9750　

◇バス「函館中央図書館」停、徒歩5分　◇創立／1980

年（20人）　◇清野 桂司　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝

と祈祷会(木曜：10:30,19:30、土曜：8:00)を大切にする教

会です。

函館ベテル・キリスト伝道所＝函館ベテル
チャーチ［アッセンブリー］

〒041-0806　函館市美原2-5-5 ビビットボックスビル3F　

Tel&Fax.0138-31-4112　◇JR函館駅からバス30分「中央

小学校前」停、イトーヨーカ堂向い　◇創立／2002年（5

人）　◇布施 宣義、布施 和恵　◇礼拝／10:30　◇特色

／手話通訳あり。礼拝の他に、平日のプログラム(こども、

中高生、女性、男性、お年寄り、スポーツ等)があり、ど

なたでも参加できます。

【HP】http://www.geocities.jp/alo_hakodate_bethel_church/

函館美原キリスト教会［バプ連盟］

〒041-0806　函館市美原2-41-8　Tel&Fax.0138-47-

4006　◇JR函館駅からバス「赤川通り」停、徒歩2分　

◇創立／1990年（28人）　◇福田 雅祥　◇礼拝／11:00　

◇特色／水曜日午後7時30分から祈り会。月1回家庭集会

を開催(電話でお問合せください)。

【HP】http://www6.ncv.ne.jp/~mihara-c/
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午後7時30分ゴスペルクワイヤーHYMNS。毎月第4土曜

午後2時アフタヌーンコーヒータイム。

【E-Mail】richncon19@ybb.ne.jp

室蘭聖マタイ教会［聖公会］

〒050-0072　室蘭市高砂町1-24-7　Tel&Fax.0143-44-

4472　◇JR東室蘭駅からバス「緑ヶ丘」停［連絡先：藤

井 昭市　〒050-0074　北海道室蘭市中島町1-38-5-203 

Tel.0143-44-4327］　◇創立／1900年（7人）　◇雨宮 大

朔、阿部 芳克　◇礼拝／10:30

室蘭知利別教会［日基教団］

〒050-0076　室蘭市知利別町2-15-15　Tel&Fax.0143-47-

7315　◇JR東室蘭駅　◇創立／1956年（36人）　◇石川 

まなか、石川 宣道　◇礼拝／10:30

室蘭バプテスト・キリスト教会［バプ連盟］

〒050-0076　室蘭市知利別町1-8-11　Tel&Fax.0143-46-

3217　◇JR東室蘭駅から徒歩10分　◇創立／1959年（18

人）　◇齋藤 隆　◇礼拝／11:00

紋別市 Monbetsu-shi

紋別神召基督教会［アッセンブリー］

〒094-0004　紋別市本町7-4-4　Tel&Fax.0158-23-

4060　◇紋別バスターミナルから徒歩10分　◇創立／

1956年（9人）　◇礼拝／10:30

紋別聖マリヤ教会［聖公会］

〒094-0015　紋別市花園町2-1-26　Tel&Fax.0158-23-

2366　◇紋別バスターミナルから徒歩5分　◇創立／

1955年（11人）　◇飯野 正行　◇礼拝／10:30

夕張市 Yubari-shi

夕張伝道所［日キ教会］

〒068-0413　夕張市鹿の谷1-61　Tel&Fax.0123-52-

2433　◇バス「鹿ノ谷」停、徒歩5分　◇創立／1926年（5

人）　◇渡辺 輝夫　◇礼拝／14:00

留萌市 Rumoi-shi

留萌キリスト教会［聖公会］

〒077-0031　留萌市幸町3-9　Tel&Fax.0164-42-3074　

◇JR留萌駅からバス「十字街」停、徒歩2分　◇創立／

1900年（19人）　◇甲斐 博邦

留萌宮園伝道所［日基教団］

〒077-0032　留萌市宮園町3-39-8　Tel&Fax.0164-43-

0128　◇JR留萌駅　◇創立／1986年（28人）　◇三浦 忠

雄

稚内市 Wakkanai-shi

エマオ福音会［単立／独立］

〒097-0021　稚内市港1-1-12 東海林直史方　Tel.0162-

拝。交わりを大切にしている。信徒の働きを重視している。

富良野伝道所［日キ教会］

〒076-0024　富良野市幸町5-6　Tel&Fax.0167-22-

4527　◇JR富良野駅から徒歩7分　◇創立／1952年（19

人）　◇小野寺 泉

三笠市 Mikasa-shi

桂沢栄光教会［単立／独立］

〒068-2102　三笠市西桂沢90 グロリア山荘　Tel&Fax. 

01267-6-8984　◇JR岩見沢駅から車50分　◇畠山 洋子

三笠キリスト教会［JECA］

〒068-2107　三笠市若草町397-125　Tel&Fax.01267-2-

2945　◇JR岩見沢駅からバス30分　◇創立／1954年（20

人）　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語

室蘭市 Muroran-shi

港南福音教会［同盟基督］

〒051-0032　室蘭市港南町2-6-3　Tel&Fax.0143-22-

6768　◇JR室蘭駅から車5分　◇創立／1951年（21人）　

◇鴇田 典子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後1時か

ら第一祈り会。午後7時30分から第二祈り会。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~gospelko/

【E-Mail】joy-best-joy@rainbow.plala.or.jp

TLCCC室蘭教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

パウロ 北野　〒078-8240　北海道旭川市豊岡十条2-6-5 

Tel.0166-35-0594］　◇創立／2002年（7人）　◇礼拝／

10:00

室蘭教会［日キ教会］

〒051-0016　室蘭市幸町5-15　Tel&Fax.0143-22-6086　

◇JR室蘭駅から徒歩7分　◇創立／1886年（133人）　◇

後藤 憲正　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝の前奏曲にバ

ッハをはじめバロック音楽のコラール前奏曲を演奏してい

ます。

室蘭キリスト教会グロリアチャペル［同盟基督］

〒050-0083　室蘭市東町5-5-15　Tel&Fax.0143-44-

4675　◇バス「末広」停、徒歩3分［連絡先：藤山 勝

彦　〒050-0081　北海道室蘭市日の出町2-25-6 Tel.0143-

45-8289］　◇創立／1953年（69人）　◇藤山 勝彦　◇礼

拝／10:30,16:00　◇特色／聖日礼拝は午前10時半と午後6

時半からです。5月から7月にかけて午後と夜のアルファ・

コースがあります。

【HP】http://www.bridges-for-gospel.org/

【E-Mail】gloria1953mission@ybb.ne.jp

室蘭聖書教会［単立／独立］

〒050-0072　室蘭市高砂町1-5-5　Tel&Fax.0143-44-

8636　◇JR東室蘭駅から車5分［連絡先：佐々木 秀俊　

〒059-0034　北海道登別市鷲別町3-37-3 Tel.0143-86-

0858］　◇創立／1979年（30人）　◇グドール，リチャード、

佐々木 秀俊、湊谷 勲　◇礼拝／10:30　◇特色／火曜日
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網走郡 Abashiri-gun

美幌教会［基督兄弟団］

〒092-0004　網走郡美幌町仲町2-48-99　Tel&Fax.0152-

73-3536　◇JR美幌駅から徒歩10分　◇創立／1966年（23

人）　◇池本 潔、山田 望人　◇礼拝／10:30　◇特色／9

時から教会学校を行なっています。また水曜日午前と午後

に祈祷会を行なっています。お気軽にお越し下さい。

【E-Mail】bihiro-c@wmail.plala.or.jp

美幌キリスト教会［福音バプ宣教団］

〒092-0004　網走郡美幌町仲町1-141-143　Tel&Fax. 

0152-73-3865　◇JR美幌駅から徒歩12分　◇創立／1955

年（22人）　◇石井 義一　◇礼拝／10:30

虻田郡(胆振支庁) Abuta-gun

虻田福音キリスト教会［JECA友好］

〒049-5603　虻田郡洞爺湖町入江157-65　Tel.0142-76-

5375 Fax.0142-76-1234　◇JR洞爺駅から2㎞　◇創立／

1998年（10人）　◇馬場 静子　◇礼拝／10:30　◇特色／

木曜日午後7時30分から祈祷会。火曜日午前10時から書道

教室。金曜日午前10時から賛美コーラス。

虻田郡(後志支庁) Abuta-gun

倶知安伝道所［日基教団］

〒044-0034　虻田郡倶知安町南四条西2-2　Tel&Fax. 

0136-23-1451　◇JR倶知安駅　◇創立／1958年（9人）　

◇籠場 公郎

倶知安福音キリスト教会［JECA・OMF］

〒044-0003　虻田郡倶知安町北三条東3丁目　Tel&Fax. 

0136-22-2214　◇JR倶知安駅から徒歩20分　◇創立／

1953年（21人）　◇竹沢 正弘　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kuchanfukuin@beige.plala.or.jp

シオンクリスチャンセンター［単立／独立］

〒048-1731　虻田郡留寿都村留寿都121　Tel&Fax.0136-

46-3127　◇バス「留寿都」停、徒歩3分　◇創立／1985

年（26人）　◇佐久間 盛夫　◇礼拝／11:00

虻田郡(胆振支庁) Abuta-gun

洞爺湖教会［日基教団］

〒049-5603　虻田郡洞爺湖町入江219-1　Tel&Fax.0142-

76-4159　◇JR洞爺駅からバス「泉」停　◇創立／1952

年（9人）　◇塩谷 真澄　◇礼拝／10:30

石狩郡 Ishikari-gun

当別キリスト福音教会［JECA］

〒061-0235　石狩郡当別町北栄町5-1　Tel&Fax.0133-23-

1273　◇JR石狩当別駅から徒歩9分　◇創立／1970年（15

人）　◇村田 龍一　◇礼拝／14:00(第2･第4主日)

29-0850　◇JR稚内駅から徒歩12分　◇創立／2001年（5

人）　◇東海林 直史　◇礼拝／10:00(第1･3･5),15:00(第

2･4)　◇特色／稚内に福音的な教会を!との願いで始めら

れた小さな群れです(現在はJECA旭川めぐみ教会の地域

集会)。

【HP】http://homepage2.nifty.com/hukuin/

【E-Mail】fukuin@mbh.nifty.com

稚内教会［日基教団］

〒097-0004　稚内市緑4-5-32　Tel&Fax.0162-23-5285　

◇JR南稚内駅から徒歩15分　◇創立／1951年（58人）　

◇柳 幸三郎　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後７時

から祈祷会。木曜日午前10時からぶどうの会(交わりと祈

りの会)

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~hp-wk/

【E-Mail】kyanagi@siren.ocn.ne.jp

稚内聖公会［聖公会］

〒097-0002　稚内市潮見2-7-10　Tel.0162-33-4526　◇

JR南稚内駅から徒歩10分　◇創立／1900年（11人）　◇

木村 夕子　◇礼拝／10:00

稚内萩見教会［日キ教会］

〒097-0016　稚内市萩見4-11-6　Tel.0162-33-6352 Fax. 

0162-34-3676　◇JR南稚内駅　◇創立／1998年（25人）　

◇井上 一央

稚内バプテスト聖書教会［単立／独立］

〒097-0017　稚内市栄町3-6-15　Tel.0162-33-5734 Fax. 

0162-33-5735　◇マーサー，J・W

足寄郡 Ashoro-gun

日本メノナイト足寄キリスト教会［JMCCC］

〒089-3712　足寄郡足寄町南二条4-5　Tel&Fax.0156-25-

3058　◇十勝バス「足寄」停　◇創立／1956年（43人）　

◇安久津 弘子、坂田 勝彦　◇礼拝／10:30　◇特色／日

曜礼拝の他に、水曜日にチャペル喫茶マンナを営業。地

域の人々の憩いの場に。詳細はホームページで。

【HP】http://www.ashoro-mennonitechurch.jp/

【E-Mail】info@ashoro-mennonitechurch.jp

日本メノナイト陸別キリスト教会［JMCCC］

〒089-4313　足寄郡陸別町共栄第一　Tel&Fax.0156-27-

3526　◇創立／1955年（12人）　◇平井 實　◇礼拝／

10:30

厚岸郡 Akkeshi-gun

厚岸聖オーガスチン教会［聖公会］

〒088-1116　厚岸郡厚岸町松葉町2-25　◇バス10分「国

秦寺」停　◇創立／1892年（7人）　◇下澤 昌

根室キリスト教会浜中集会所［バプ同盟］

〒088-1485　厚岸郡浜中町浜中桜南90　Tel.0153-64-

2950　◇JR浜中駅から徒歩3分　◇創立／2001年　◇礼

拝／14:00(第2･4)
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【HP】http://memuro-church.deci.jp/

河東郡 Katou-gun

キリスト栄光音更教会［単立／独立］

〒080-0133　河東郡音更町宝来東町北1-2-4　Tel&Fax. 

0155-30-9797　◇JR帯広駅からバス「宝来中央通り」停、

徒歩3分　◇創立／1998年　◇北野 美恵子　◇礼拝／

10:30　◇特色／ホームページ伝道。読書会。水曜日祈祷

会。平日に、礼拝、伝道会、成長を目的とした集会を予定

しています。

【HP】http://www10.plala.or.jp/kirisuto-eikou/

【E-Mail】otofuke@beige.plala.or.jp

日本メノナイト上士幌教会［JMCCC］

〒080-1400　河東郡上士幌町東3　Tel&Fax.01564-2-

2693　◇JR帯広駅　◇創立／1957年（6人）　◇松本 美

佐保

樺戸郡 Kabato-gun

聖園教会［日キ教会］

〒061-0600　樺戸郡浦臼町字浦臼内183-38　Tel&Fax. 

0125-68-2902　◇JR浦臼駅から徒歩3分　◇創立／1893

年（67人）　◇大倉 薫　◇礼拝／10:30　◇特色／祈り会

は通年、水曜日午後2時から。

上川郡(十勝支庁) Kamikawa-gun

新得教会［日基教団］

〒081-0008　上川郡新得町本通南2-20　Tel.0156-64-

5356 Fax.0156-64-6366　◇JR新得駅　◇創立／1955年

（33人）　◇芳賀 康祐

上川郡(上川支庁) Kamikawa-gun

鷹栖キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒071-1224　上川郡鷹栖町北野東四条1-7-11　Tel&Fax. 

0166-59-3530　◇藤田 克裕、藤田 和美　◇礼拝／10:30

美瑛伝道所［日キ教会］

〒071-0205　上川郡美瑛町栄町4-5-5　Tel.0166-92-

2779　◇JR美瑛駅から徒歩15分［連絡先：千葉 保　〒

070-0814　北海道旭川市川端町四条10-4-25 旭川教会 

Tel.0166-54-2837］　◇創立／1895年（7人）　◇千葉 

保　◇礼拝／15:00(第2,4)

美馬牛福音伝道所［日基教団］

〒071-0462　上川郡美瑛町美馬牛南1-3-36　◇JR美馬牛

駅から徒歩10分［連絡先：渡部 伸哉　〒071-0546　北海

道空知郡上富良野町西町2-3-33 Tel.0167-45-4618］　◇創

立／1954年（3人）　◇清水 真理　◇礼拝／14:30　◇特

色／駅に近く、新会堂になり、毎週欠かさず午後行ってい

ます。通常14時30分。

当別全き愛教会［聖イエス会］

〒061-0232　石狩郡当別町春日町94-59　Tel.0133-23-

3788　◇内田 浩司

岩内郡 Iwanai-gun

岩内教会［日基教団］

〒045-0013　岩内郡岩内町高台18　Tel.0135-62-5270 

Fax.0135-62-0093　◇バス岩内ターミナルから徒歩7分　

◇創立／1891年（28人）　◇平 宏史　◇礼拝／10:30

後志広域伝道岩内集会所［NRK］

〒045-0002　[集会のみ]岩内郡岩内町東山59-4　◇バス

「東山」停［連絡先：小樽オリーブ・ルーテル教会 木村 

繁雄　〒047-0022　北海道小樽市松ケ枝1-9-5 Tel.0134-

33-4001］　◇創立／1993年（1人）　◇木村 繁雄　◇礼

拝／13:30(金)

浦河郡 Urakawa-gun

浦河伝道所［日基教団］

〒057-0022　浦河郡浦河町昌平町東通32　◇JR浦河駅か

ら徒歩7分［連絡先：浦河べてるの家　〒057-0024　北海

道浦河郡浦河町築地3-5-21 Tel.0146-22-5612］　◇創立／

1956年（42人）　◇寺田 悳英　◇礼拝／10:30　◇特色／

精神障がいを体験した人たちとそうでない人が弱さという

言葉をキーワードに神の恵みを分かち合う教会です。

【HP】http://urakawa-kyokai.jp/

元浦河教会［日基教団］

〒059-3451　浦河郡浦河町荻伏町15　Tel&Fax.0146-26-

3043　◇JR荻伏駅から徒歩10分　◇創立／1886年（27

人）　◇寺田 悳英　◇礼拝／10:30

雨竜郡 Uryu-gun

沼田伝道所［NRK］

〒078-2202　雨竜郡沼田町南一条　Tel.0164-35-2832　

◇白井 真樹

枝幸郡 Esashi-gun

恵みバプテスト教会［単立／独立］

〒098-5723　枝幸郡浜頓別町南三条1-5　Tel&Fax.01634 

-2-4390　◇マーサー，J・W

河西郡 Kasai-gun

芽室キリスト教会［ホーリネス］

〒082-0053　河西郡芽室町東三条南1-3-4　Tel&Fax. 

0155-62-3574 Fax.0155-67-1446　◇JR芽室駅から徒歩7

分　◇創立／1971年（39人）　◇尾崎 豪、尾崎 順子、児

玉 正人、児玉 蓉子　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜学校

は、日曜日午前10時30分から。水曜日午後7時と木曜日午

前10時から祈り会。
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釧路郡 Kushiro-gun

釧路虹の教会＝新札幌聖書教会釧路伝道所
［同盟基督］

〒088-0616　釧路郡釧路町曙2-8-10　Tel&Fax.0154-38-

7810　◇JR釧路駅から車10分　◇創立／2004年　◇朴 

永基、竹ヶ原 嘉之夫　◇礼拝／10:30　◇特色／喜ぶ者

といっしょに喜び、泣く者といっしょに泣く、愛が満ちあ

ふれる教会です。

久遠郡 Kudo-gun

北桧山伝道所［日キ教会］

〒049-4501　久遠郡せたな町北檜山区北檜山366-4　Tel. 

0137-84-5010　◇浅井 永

沙流郡 Saru-gun

富川福音教会［同盟基督］

〒055-0007　沙流郡日高町富川西1-4-22　Tel&Fax. 

01456-2-2476　◇JR富川駅から徒歩15分　◇創立／1955

年（27人）　◇河野 優　◇礼拝／10:30,18:00　◇特色／

水曜祈祷会(13:30/19:00)、婦人会(第2・4木曜13:30)、青年

会(第1日曜13:00/第3金曜19:00)

【E-Mail】tomikawafukuin@violet.plala.or.jp

日高キリスト教会［同盟基督］

〒055-2304　沙流郡日高町栄町西1-311-10　Tel.01457-6-

3163 Fax.01457-6-3201　◇JR占冠駅から車20分　◇創立

／1953年（15人）　◇下川 友也　◇礼拝／10:30　◇特

色／日高から道東、道北、さらには北方領土を望む。主の

愛の、その広さ、長さ、高さ、深さを祈り求めつつ。

【E-Mail】jordan-s@amber.plala.or.jp

平取聖公会［聖公会］

〒055-0107　沙流郡平取町本町65-1　Tel&Fax.01457-2-

2645　◇JR富川駅からバス15分　◇創立／1881年（21

人）　◇植松 誠、上平 仁志　◇礼拝／10:30

標津郡 Shibetsu-gun

中標津シオンの家キリスト教会［単立／独立］

〒086-1137　標津郡中標津町俵橋1728　Tel&Fax.0153-

73-3995　◇中標津バスターミナルから10ｋｍ　◇創立／

1981年（18人）　◇田村 喜代治　◇礼拝／10:30

中標津伝道所［日基教団］

〒086-1011　標津郡中標津町東十一条南6-2-5　Tel&Fax. 

0153-72-7121　◇JR摩周駅から車で30分　◇創立／1990

年（12人）　◇勝亦 一江　◇礼拝／10:30　◇特色／現在

子どもの教会はありません。水曜日夜7時から「聖書の学び」

と「祈祷会」。

日本メノナイト中標津キリスト教会［JMCCC］

〒086-1102　標津郡中標津町西二条南1-2　Tel&Fax. 

0153-72-1192　◇阿寒バス中標津ターミナルから徒歩5

和寒伝道所［日基教団］

〒098-0134　上川郡和寒町東町　Tel&Fax.0165-32-

2878　◇JR和寒駅　◇創立／1955年（15人）　◇蔀 雅

二　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.douhoku.org/wassamu/

亀田郡 Kameda-gun

七飯教会［日基教団］

〒041-1111　亀田郡七飯町本町662-3　Tel.0138-65-8976 

Fax.0138-65-9670　◇JR七飯駅［連絡先：藤崎 裕之　〒

041-1121　北海道亀田郡七飯町大中山2-34-23 Tel.0138-

64-3395］　◇創立／1995年（22人）　◇藤崎 裕之　◇礼

拝／10:30

七飯シオン教会［フォースクエア］

〒041-1112　亀田郡七飯町鳴川4-1-29　Tel&Fax.0138-65 

-1275　◇バス「桜岡」停すぐ　◇創立／1996年　◇斎

藤 政幸　◇礼拝／10:15　◇特色／神の愛に基づいたコ

ミュニティ形成とリーダーの育成を目指しています。

【HP】http://church.ne.jp/nanaezion/

【E-Mail】nanaezion@church.ne.jp

七飯福音キリスト教会［JECA・OMF］

〒041-1111　亀田郡七飯町本町6-7-26　Tel&Fax.0138-

65-0786　◇JR七飯駅から徒歩15分　◇創立／1990年（70

人）　◇金 サラ、木村 太　◇礼拝／10:30　◇特色／水

曜日19:30祈祷会。土曜日18:00ユース礼拝。キッズとユー

スのためのプログラムがたくさんあります。

【HP】http://necc.web.fc2.com/

茅部郡 Kayabe-gun

森伝道所［日キ教会］

〒049-2302　茅部郡森町港町28-3　Tel&Fax.01374-2-

6043　◇久野 牧

森福音キリスト教会＝グリーンヒルチャペ
ル［単立／独立］

〒049-2327　茅部郡森町字清澄町16-9　Tel&Fax.01374-

2-7037　◇JR森駅から徒歩15分　◇創立／1967年（32

人）　◇吉田 一行、吉田 共歩、吉田 信吾

川上郡 Kawakami-gun

標茶イエスキリスト教会［単立／独立］

〒088-2337　川上郡標茶町栄15-4　Tel&Fax.015-485-

3767　◇JR標茶駅から車5分　◇創立／1998年（10人）　

◇礼拝／9:30

日本メノナイト標茶キリスト教会［JMCCC］

〒088-2301　川上郡標茶町旭2-7-17　Tel&Fax.015-485-

3147　◇JR標茶駅から徒歩5分［連絡先：近藤 卯吉　〒

088-2301　北海道川上郡標茶町旭2-7-9］　◇創立／1961

年（16人）　◇近藤 卯吉　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週

水曜日午後1時半からと毎週木曜日午後7時から聖書に聞

き祈祷会をしています。
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天塩郡 Teshio-gun

天塩バプテスト聖書教会［単立／独立］

〒098-3306　天塩郡天塩町海岸通2丁目　Tel.01632-2-

2462　◇マルセン，K

十勝郡 Tokachi-gun

ゴスペルハウス浦幌［IFGF GISI］

〒089-5601　十勝郡浦幌町宝町53-41　Tel&Fax.015-576-

2929　◇JR幌内駅から徒歩15分　◇創立／2007年　◇リ

ー，アブラハム　◇礼拝／10:30　◇特色／少ない人数で

すが、国際的な雰囲気で英語、韓国語、中国語、日本語

で交わりをしています。

【HP】http://www.gospel-house.com/

【E-Mail】abraham@gospel-house.com

常呂郡 Tokoro-gun

置戸教会［日基教団］

〒099-1106　常呂郡置戸町置戸37-1　Tel&Fax.0157-52-

3195　◇創立／1951年（15人）　◇西山 禎　◇礼拝／

10:30

くんねっぷホープチャペル［単立／独立］

〒099-1431　常呂郡訓子府町東町28-4　Tel&Fax.0157-

47-5057　◇北見バスセンターからバス30分　◇創立／

2005年（6人）　◇永易 克弘、永易 ひとみ、日吉 希望、

山口 喜久男、山口 智恵子　◇礼拝／11:00　◇特色／プ

レイズ水曜19時、聖歌隊木曜19時、メビック火〜金15時半、

土日14時

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~hope2004/

佐呂間教会［日キ教会］

〒093-0501　常呂郡佐呂間町宮前町109-30　Tel&Fax. 

01587-2-3629　◇森下 真裕美

中川郡(十勝支庁) Nakagawa-gun

帯広教会池田礼拝堂［福音ルーテル］

〒083-0001　中川郡池田町旭町3-47　Tel.015-572-

2424　◇加納 寛之　◇礼拝／15:00

【HP】http://www.jelc.or.jp/obihiro/

【E-Mail】jelc-obi@mbc.sphere.ne.jp

ゴスペルハウス幕別札内［IFGF GISI］

〒089-0541　中川郡幕別町札内青葉町24-10　Tel&Fax. 

0155-56-6535　◇JR札内駅から徒歩15分　◇創立／2002

年（10人）　◇リー，アブラハム　◇礼拝／15:00　◇特

色／少ない人数ですが、国際的な雰囲気で英語、韓国語、

中国語、日本語で交わりをしています。

【HP】http://gospel-house.com/

【E-Mail】abraham@gospel-house.com

日本メノナイト本別キリスト教会［JMCCC］

〒089-3313　中川郡本別町柳町17　Tel&Fax.0156-22-

分　◇創立／1955年（29人）　◇立花 雅晴　◇礼拝／

10:30　◇特色／主日礼拝の他にも、学び会や家庭集会な

ど様々な集会を行っています。初めての方もお気軽にお

越し下さい。

斜里郡 Shari-gun

斜里教会(伝)［基督兄弟団］

〒099-4118　斜里郡斜里町新光町14　Tel&Fax.0152-23-

0415　◇JR知床斜里駅からバス5分「商工団地」停　◇

創立／1987年（13人）　◇沢田 洋子　◇礼拝／10:15　

◇特色／中国有名映画『非誠勿擾』のロケ地に使用され

た教会です。詩篇23篇の教会を目指した温かい教会です。

【E-Mail】shari-church@y6.dion.ne.jp

白糠郡 Shiranuka-gun

白糠教会［基督兄弟団］

〒088-0303　白糠郡白糠町東三条南1-1-11　Tel&Fax. 

01547-2-2905　◇JR白糠駅から徒歩5分　◇創立／1951

年（14人）　◇梶原 睦尚　◇礼拝／10:30

寿都郡 Suttsu-gun

寿都シオンルーテル教会［NRK］

〒048-0406　寿都郡寿都町渡島町160　Tel&Fax.0136-62 

-2304　◇ニセコバス「寿都役場前」停、徒歩3分　◇木

村 繁雄　◇礼拝／19:00(金)

瀬棚郡 Setana-gun

今金インマヌエル教会［聖公会］

〒049-4327　瀬棚郡今金町神丘390　◇JR長万部駅から

バス「今金」停［連絡先：Tel.0137-82-0257］　◇創立／

1896年（16人）　◇藤井 八郎　◇礼拝／夏9:00,冬10:00

利別教会［日基教団］

〒049-4308　瀬棚郡今金町字今金267-4　Tel&Fax.0137-

82-0548　◇JR長万部駅からバス「今金役場前」停　◇

創立／1894年（60人）　◇相良 展子　◇礼拝／10:30

空知郡(空知支庁) Sorachi-gun

アナバプテスト聖書キリスト教会［単立／独立］

〒069-0236　空知郡南幌町西町3-8-28　Tel&Fax.011-378 

-1078　◇JR野幌駅からバス「西町3丁目」停、徒歩3分［連

絡先：福音の家　〒069-0238　北海道空知郡南幌町元町

4-3-14］　◇創立／1984年（5人）　◇石本 二郎

奈井江伝道所［日キ教会］

〒079-0313　空知郡奈井江町本町9区　Tel&Fax.0125-

65-3255　◇JR奈井江駅から徒歩10分　◇創立／1946年

（47人）　◇大倉 薫
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10:30(第1･3),19:00(第2･4･5)　◇特色／子供からおじいち

ゃん、おばあちゃんまで、いっしょに参加する礼拝は、家

の教会のあたたかさが、いっぱいです。

日本メノナイト広尾教会［JMCCC］

〒089-2623　広尾郡広尾町並木通西1丁目　Tel.01558-2-

3659　◇佐藤 哲雄

友愛キリスト教会カナンチャペル［友愛グルー

プ］

〒089-2154　広尾郡大樹町幸町10-38　Tel&Fax.01558-6-

2555　◇創立／1982年（6人）　◇角倉 和博　◇礼拝／

10:30

二海郡 Futami-gun

八雲教会［日基教団］

〒049-3112　二海郡八雲町末広町132　Tel&Fax.0137-62 

-2615　◇JR八雲駅　◇創立／1915年（26人）　◇佐野 

嘉寿雄　◇礼拝／10:30

幌泉郡 Horoizumi-gun

幌泉教会［日基教団］

〒058-0204　幌泉郡えりも町字本町373　Tel&Fax.01466

-2-2251　◇バス「様似」停　◇創立／1953年（11人）　

◇土橋 修

松前郡 Matsumae-gun

渡島福島教会［日基教団］

〒049-1321　松前郡福島町字月崎266-2　Tel.0139-47-

2233 Fax.0139-47-2299　◇JR木古内駅からバス(松前

行)　◇創立／1955年（13人）　◇江藤 政弘　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後4時30分から聖書の学びと祈

祷会。

【HP】http://www16.plala.or.jp/f-kyoukai/

【E-Mail】etmshr@ruby.plala.or.jp

紋別郡 Monbetsu-gun

遠軽教会［日キ教会］

〒099-0416　紋別郡遠軽町大通南2-5-12　Tel&Fax.0158-

42-3879　◇JR遠軽駅　◇創立／1905年（140人）　◇森

下 一彦　◇礼拝／10:15　◇特色／祈祷会、水曜日午後1

時30分と7時30分。築78年の木造ゴシック様式の教会堂で

す。

遠軽小隊［救世軍］

〒099-0416　紋別郡遠軽町大通南4-2-7　Tel&Fax.0158-

42-3409　◇JR遠軽駅から徒歩15分　◇創立／1913年

（100人）　◇三澤 直規、三澤 良子　◇礼拝／10:30　◇

特色／木曜日午後1時から祈祷会。第3土曜日午前10時か

らジュニアクッキング。第4金曜日午前10時から料理教室。

【E-Mail】engaru@salvationarmy.or.jp

3725　◇北海道ちほく高原鉄道本別駅から徒歩10分　◇

創立／1969年（5人）　◇今野 保雄(信徒)　◇礼拝／

19:00

中川郡(上川支庁) Nakagawa-gun

美深教会［日キ教会］

〒098-2220　中川郡美深町大通北1-13　Tel&Fax.01656-

2-1422　◇JR美深駅から徒歩6分　◇創立／1904年（32

人）　◇石田 健　◇礼拝／10:30

【E-Mail】alien@eolas-net.ne.jp

美深教会［聖協団］

〒098-2251　中川郡美深町西一条北1　Tel&Fax.01656-2-

1445　◇JR美深駅から徒歩3分　◇創立／1956年（15

人）　◇石田 吉男、石田 紀子、石橋 隆広、石橋 香代子

新冠郡 Niikappu-gun

新冠聖フランシス教会［聖公会］

〒059-2415　新冠郡新冠町緑丘　Tel.0146-47-3567　◇

JR新冠駅からバス30分　◇植松 誠、上平 仁志

野付郡 Notsuke-gun

日本メノナイト別海教会［JMCCC］

〒086-0205　野付郡別海町別海常盤町264-1　Tel&Fax. 

0153-75-3845　◇JR厚床駅から車30分　◇創立／1978年

（37人）　◇佐伯 宏治

日高郡 Hidaka-gun

静内新生キリスト教会［JECA］

〒056-0018　日高郡新ひだか町静内吉野町4-2-29　Tel&

Fax.0146-42-5164 Tel.0146-42-0789　◇JR静内駅から徒

歩10分［連絡先：佐藤 信彦　〒056-0007　北海道日高郡

新ひだか町静内清水丘2-2］　◇創立／1968年（20人）　

◇佐藤 信彦　◇礼拝／10:30

【E-Mail】watari@mtb.biglobe.ne.jp

檜山郡 Hiyama-gun

江差伝道所［日基教団］

〒043-0056　檜山郡江差町字陣屋町434　Tel&Fax.0139-

52-0979　◇JR江差駅から徒歩10分　◇創立／1959年（11

人）　◇高塚 和彦　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／家庭

的雰囲気の小さな教会です。こどもと合同の礼拝です。夕

礼拝もあります。どなたでも自由に来て下さい。

広尾郡 Hiroo-gun

日本メノナイト大樹キリスト教会［JMCCC］

〒089-2151　広尾郡大樹町高校通12　Tel&Fax.01558-6-

2442　◇創立／1962年（14人）　◇高橋 正幸　◇礼拝／
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遠浅教会［日キ教会］

〒059-1433　勇払郡安平町遠浅42　Tel&Fax.0145-22-

2172　◇JR遠浅駅から徒歩5分　◇創立／1971年（59

人）　◇河野 美文　◇礼拝／10:30　◇特色／牧畜・畑作

を中心とした酪農業地域に建つ教会。三角屋根で白い壁

の、教会らしい教会です。

穂別キリスト教会［単立／独立］

〒054-0211　勇払郡むかわ町穂別105-4　Tel&Fax.0145-

45-3434　◇千歳空港から道南バス「穂別」停、徒歩5

分　◇創立／1998年（8人）　◇金森 俊徳　◇礼拝／

10:30　◇特色／毎週火〜木曜日、子ども英語教室あり。

余市郡 Yoichi-gun

余市教会［日基教団］

〒046-0003　余市郡余市町黒川町1-17　Tel&Fax.0135-

22-3758　◇JR余市駅から徒歩10分　◇創立／1885年（36

人）　◇小西 陽祐　◇礼拝／10:30　◇特色／余市町で唯

一の日本キリスト教団の教会です。

余市惠泉祈りの家［札幌キリスト召団］

〒046-0013　余市郡余市町豊丘町370-9　Tel.0135-23-

9222　◇JR余市駅　◇創立／2000年（12人）　◇水谷 惠

信、木下 肇、瓜生 正彦　◇礼拝／10:00　◇特色／日曜

日10:00〜14:30、子供礼拝・一般礼拝

興部伝道所［日基教団］

〒098-1615　紋別郡興部町宇興部597　Tel&Fax.0158-

82-3872　◇JR名寄駅　◇創立／1956年（14人）　◇伊藤 

大道

【HP】http://www.douhoku.org/okoppe/

夕張郡 Yubari-gun

栗山教会［日基教団］

〒069-1511　夕張郡栗山町中央3-250　Tel&Fax.0123-72-

2642　◇JR栗山駅から徒歩7分　◇創立／1955年（17

人）　◇三浦 亮平　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／月〜

土の朝6時半より早天祈祷会。水曜日午後7時半より霊性

の学び。ホームページでメッセージ配信中。

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~kuriyamakyokai

札幌大通キリスト教会由仁伝道所［単立／独立］

〒069-1205　夕張郡由仁町中央45　Tel.011-631-8468　

◇JR由仁駅から徒歩5分　◇創立／1997年（2人）　◇村

上 六三郎、大野 晃　◇礼拝／10:00

北海道キリスト教会［単立／独立］

〒069-1345　夕張郡長沼町しらかば1-6-11　Tel&Fax. 

0123-88-4574　◇JR北広島駅からバス「中央長沼」停、

徒歩5分　◇創立／1980年（25人）　◇黒沢 貞子、黒沢 

不二男　◇礼拝／10:30

勇払郡(胆振支庁) Yufutsu-gun

追分めぐみチャペル(伝)［ウェスレアン］

〒059-1951　勇払郡安平町追分若草3-239-2　Tel&Fax. 

0145-25-2258　◇JR追分駅から車5分　◇創立／1993年

（11人）　◇千葉 維保子　◇礼拝／10:30
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青 森 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   A o m o r i 　

東 北 地 方
青森県／岩手県／宮城県／秋田県／山形県／福島県

青森県──地域の宣教資料

　宣教人国記：津軽藩士の長男として生まれた本多庸

一（1848〜1912）は、1870年（明治3）に横浜留学時

に英学を修めるためバラ宣教師の塾に通い回心。1875

年（明治8）以後は、郷里伝道に取り組み弘前公会を

設立。一時、自由民権運動に投じるが、1879年（明治

12）以後、牧会と教育に専念し、日本メソジスト教会

初代監督になった。弘前市出身の中田重治（1870〜

1939）は、東奥義塾を経て、東京英和学校神学部に入

学。卒業後は北海道で伝道師として活躍。1897年（明

治30）、ムーディ聖書学院に留学、帰国後はメソジスト

教会の巡回伝道者となるが、1901年（明治34）にカウ

マン夫妻に協力し、中央福音伝道館を創設。1917年（大

正6）、東洋宣教会日本ホーリネス教会成立と共に初代

監督になった。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【青森市】青森市、南津軽郡浪岡町。【五所川原市】五

所川原市、北津軽郡金木町・市浦村。【つがる市】西

津軽郡木造町･森田村･柏村･稲垣村･車力村。【十和田市】

十和田市、上北郡十和田湖町。【八戸市】三戸郡南郷村。

【平川市】南津軽郡尾上町・平賀町・碇ケ関村。【弘前市】

弘前市、中津軽郡岩木町・相馬村。【むつ市】下北郡

川内町･大畑町・脇野沢村。【上北郡おいらせ町】百石町・

下田町。【上北郡七戸町】七戸町・天間林村。【上北郡

東北町】上北町・東北町。【北津軽郡中泊町】中里町・

小泊村。【三戸郡五戸町】倉石村。【三戸郡南部町】名

川町・南部町・福地村。【西津軽郡深浦町】深浦町・

岩崎村。【東津軽郡外ヶ浜町】蟹田町・平舘村・三厩村。

【南津軽郡藤崎町】藤崎町・常盤村。

 東 北 地 方 青 森 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

店がある。

【E-Mail】cafe@tsugaruchurch.org

京
［喫茶店］〒036-8097　青森県弘前市稲田2-3-2　Tel.

0172-27-9974　◇JR弘前駅から徒歩10分　◇代表／堀尾 

諭

ゴスペルキッチン天恵 ぶどうの木［ぶどうの木］

［パン製造販売・レストラン］〒039-1164　青森県八戸市

下長2-2-26　Tel&Fax.0178-28-7669　◇JR八戸駅から車

5分　◇創立／1987年　◇代表・店長／蛇平 直美　◇特

色／天然酵母のパンは青森県産の食材を使い焼き上げ、

通販もいたしております。ゴスペルライブも多くの方に親

　お店・事業

岩川写真館
［写真館］〒037-0044　青森県五所川原市字元町58　Tel.

0173-34-2029 Fax.0173-34-2030　◇代表／岩川 元昭

カフェ･イリス
［喫茶店(Café)］　［つがる福音キリスト教会板柳チャペル］

〒038-3661　青森県北津軽郡板柳町福野田字実田52-15　

Tel&Fax.0172-72-0951　◇JR板柳駅から徒歩2分　◇創

立／2002年　◇代表／マーチン・ジェント、スタッフ／

葛西 望　◇特色／カナダ人が建設したカフェ。手作りケ

ーキ、クッキー、ランチが人気。店内奥に、キリスト教書
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しまれております。

【HP】http://hosana.jp

【E-Mail】tenkei-nfood@hosana.jp

佐々木電機工業(株)
［地熱利用システム・融雪工事・床暖房システム］〒030-

0845　青森県青森市緑1-18-8　Tel.017-723-9039 Fax. 

017-723-9044　◇JR青森駅からバス「大野十文字」停、

徒歩5分　◇創立／1969年　◇取締役会長／佐々木 秀一

【HP】http://www.sasakidk.co.jp/

【E-Mail】ssk@sasakidk.co.jp

(株)十字屋
［アパレル小売業］〒033-0001　青森県三沢市中央町2-3-

24　Tel.0176-53-3332 Fax.0176-53-3446　◇JR三沢駅か

ら車10分　◇創立／1933年　◇代表取締役社長／昆 信

嗣

美容室 ハレルヤ
［美容室］〒037-0024　青森県五所川原市みどり町3-43　

Tel&Fax.0173-34-3622　◇JR五所川原駅からバス(みどり

町行)「バス3丁目」停　◇創立／1966年　◇代表･中高年

健康、生きがいづくりアドバイザー／中谷 ミサヲ　◇特

色／地域のコミュニティサロンとして髪と心の癒しのサロ

ンです。

ムナカタ理容室
［理容業］〒037-0072　青森県五所川原市川端町11　Tel

&Fax.0173-34-2820　◇JR五所川原駅から徒歩15分　◇

創立／1962年　◇代表／棟方 茂

ライトハウス
［りんご、りんごジュース］　［(宗)つがる福音キリスト教会］

〒038-3661　青森県北津軽郡板柳町福野田字実田52-15　

Tel&Fax.0172-72-0951　◇JR板柳駅から徒歩2分　◇創

立／1992年　◇スタッフ／葛西 望　◇特色／青森県特

産品のりんご、りんごジュースの通信販売。低農薬のこだ

わりりんごとジュースです。

【E-Mail】ringo@tsugaruchurch.org

　教育事業・カルチャー

LST英語教室
［英語教室］　［八戸キリストの教会］〒031-0022　青森県

八戸市糠塚字葭谷地2-14　Tel&Fax.0178-22-6487　◇バ

ス「道合」停、徒歩10分　◇代表／塩沢 尚夫　◇特色／

米国人教師による授業です。

　文書伝道支援

(有)ササヌマ産業
［印刷、OA事務機器販売］〒036-8042　青森県弘前市松

ケ枝3-2-1　Tel.0172-28-2333 Fax.0172-28-2398　◇JR弘

前駅東口から徒歩７分　◇創立／1975年　◇代表取締役

／笹沼 武　◇特色／ポスター、カレンダー、パンフレッ

トなど教会の特別集会のPR、記念誌、教会史、自分史作

成にお手伝いします。

【HP】http://sales@sasanuma-ink.co.jp

ライトハウスブックス
［キリスト教専門書店］　［(宗)つがる福音キリスト教会］

〒038-3661　青森県北津軽郡板柳町福野田字実田52-15　

Tel&Fax.0172-72-0951　◇JR板柳駅から徒歩2分　◇創

立／2002年　◇代表／ジェント，マーチン、責任スタッ

フ／葛西 望　◇特色／営業時間10:00〜18:00、定休日：

日曜・月曜。通信販売あり。

【HP】http://www.tsugaruchurch.org/ja/ministries/bookstore.

htm

【E-Mail】books@tsugaruchurch.org

　幼稚園・保育園・学童

青森明の星短期大学付属幼稚園
［カトリック幼稚園］〒030-0961　青森県青森市浪打2-6-

32　Tel.017-742-3935

青森藤幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)藤学園］〒030-0841　青森県

青森市奥野3-7-8　Tel.017-734-0786 Fax.017-734-0818　

◇JR青森駅正面出口からバス｢奥野｣停、徒歩1分　◇創立

／1940年　◇理事長／永田 淑子、園長／猪股 千鶴、事

務／宮野 千津子　◇特色／キリストの教えに基づき、そ

れぞれの子どもたちの自由と個性を重んじ、健全な発達を

援助し心の教育に力を入れる。

【HP】http://www.fujijoshi.ac.jp/hojin/aomorihp/

あすなろキッズクラブ
［幼児］　［(宗)あすなろ福音キリスト教会］〒030-0845　

青森県青森市緑3-5-2　Tel&Fax.017-722-7162　◇バス

「サンロード青森前」停、徒歩3分　◇創立／1999年　◇

牧師／芦名 昌利　◇特色／神と人に愛される豊かな心の

教育をモットーに保育をしています。

【HP】http://www.infoaomori.ne.jp/~ashina/

【E-Mail】ashina@infoaomori.ne.jp

五戸カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒039-1518　青森県三戸郡五戸町下

沢向12-1　Tel.0178-62-3450

イメルダ幼稚園［イメルダ］

［カトリック幼稚園］　［(学)東北カトリック学園］〒031-

0081　青森県八戸市柏崎4-14-40　Tel.0178-45-1993 

Fax.0178-45-1994　◇バス「NTT前」停、徒歩3分　◇

創立／1932年　◇理事長／佐藤 守也、園長／山下 久美

子　◇特色／心が豊かだと温かいね。遊びの中から学ぶ。

【HP】http://www.tohoku-catholic.ac.jp

王恵幼稚園
［幼稚園］　［(宗)青森バプテスト教会附属］〒030-0811　

青森県青森市青柳2-2-10　Tel&Fax.017-734-3712　◇JR

青森駅から徒歩20分　◇創立／1958年　◇理事長／佐々

木 昭正、主任／雪田 玲子、教諭／一戸 一枝　◇特色／

どろんこと太陽の王恵幼稚園。いっぱいあそび一人一人の

個性をのばしたいです。明るく楽しい幼稚園です。

【E-Mail】abaptist@beach.ocn.ne.jp

大湊カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)東北カトリック学園］〒035-
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0085　青森県むつ市大湊浜町20-17　Tel.0175-24-1720 

Fax.0175-24-1708　◇JR大湊駅から徒歩15分　◇創立／

1954年　◇理事長／佐藤 守也、園長／大場 繁夫

【HP】http://www.tohoku-catholic.ac.jp

【E-Mail】ohminato@tohoku-catholic.ac.jp

木造保育所
［保育］　［(宗)日本基督教団木造教会］〒038-3145　青森

県つがる市木造千代町64　Tel.0173-42-2317 Fax.0173-

42-4595　◇JR木造駅から徒歩10分　◇創立／1945年　

◇所長／千葉 敦志

五所川原保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団五所川原教会］〒037-

0015　青森県五所川原市大字姥萢字船橋52-214　Tel. 

0173-34-2654 Fax.0173-34-3044　◇JR五所川原駅からバ

ス「五所川原営業所前」停、徒歩10分　◇創立／1948

年　◇園長／川上 清樹

聖アルバン幼稚園
［幼稚園］〒030-0961　青森県青森市浪打1-17-14　Tel.

017-741-6825 Fax.017-741-6825　◇バス「合浦公園前」停、

徒歩3分　◇創立／1933年　◇園長／白井 信子　◇特色

／子どものありのままの姿を受け止め、目に見えないもの

に目を注ぐことを大切にしています。

【E-Mail】seiaruban@clock.ocn.ne.jp

聖心幼稚園
［カトリック幼稚園］〒037-0056　青森県五所川原市末広

町1　Tel.0173-34-2222

聖テレジア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒036-0384　青森県黒石市大町

2-68　Tel.0172-52-3072

聖マリア幼稚園
［幼稚園］　［聖公会栄光学園］〒030-0861　青森県青森市

長島4-23-21　Tel&Fax.017-734-7728　◇JR青森駅から

徒歩20分　◇創立／1897年　◇園長／藤林 郁子　◇特

色／「神と人とに愛されていることを感謝できる子供に育

てたい」を目標としています。

【E-Mail】mary@coral.ocn.ne.jp

聖ヤコブ幼稚園
［幼稚園］〒030-0945　青森県青森市桜川5-4-11　Tel.017

-741-6339　◇園長／長尾 昌子

田名部カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［東北カトリック学園］〒035-

0051　青森県むつ市新町11-28　Tel.0175-22-2491 

Fax.0175-22-3288　◇JR下北駅から徒歩15分　◇創立／

1964年　◇理事長／佐藤 守也、園長／大場 繁夫　◇特

色／遊び感覚の教材や運動を通し、達成感や充実感の共

有を心がけ、互いに認め合い、喜び合う態度を培っていま

す。

【HP】http://www.tohoku-catholic.ac.jp/modules/tinyd11/index.

php?id=5

【E-Mail】tanabu@tihoku-catholic.ac.jp

田名部幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団田名部教会］〒035-0072　

青森県むつ市金谷1-17-24　Tel&Fax.0175-22-2903 Tel. 

0175-22-2947 Fax.0175-22-2947　◇園長／池迫 直人、佐

藤 良司

十和田カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒034-0011　青森県十和田市稲生町

12-24　Tel.0176-23-2518

浪打カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)東北カトリック学園］〒030-

0961　青森県青森市浪打1-20-6　Tel&Fax.017-742-

6089　◇JR青森駅から車15分　◇園長／鈴木 裕子

野辺地カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)東北カトリック学園］〒039-

3131　青森県上北郡野辺地町野辺地318-1　Tel&Fax. 

0175-64-3470　◇JR野辺地駅から徒歩30分　◇創立／

1964年　◇学園理事長／佐藤 守也、園長／高瀬 和夫、

副園長／鈴木 悦子

野辺地保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団野辺地教会］〒039-3165　

青森県上北郡野辺地町観音林前田8-4　Tel.0175-64-2859 

Fax.0175-64-2583　◇野辺地駅から徒歩15分　◇創立／

2000年　◇園長／伊藤 隆　◇特色／イエス様の愛につつ

まれ、心も体も育つ『園児一人一人を大切にする保育』

を目標としています。

【E-Mail】nohejihoikuen@beige.plala.or.jp

八戸小中野幼稚園
［幼稚園］　［(学)八戸基督教学園］〒031-0802　青森県八

戸市小中野6-4-5　Tel&Fax.0178-22-2860　◇JR小中野

駅から徒歩7分　◇創立／1927年　◇園長／佐藤 浩之、

主任／上條 紀佐子、教諭／工藤 由紀子、教諭／工藤 亜

沙美　◇特色／キリスト教保育の小規模園ならではのき

め細やかな交わりの中で「人を愛し・のびやかに・心おだ

やかに」を願う。

八戸聖ウルスラ学院幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)八戸聖ウルスラ学院］〒039-

1104　青森県八戸市田面木上野平53-2　Tel.0178-27-

2096　◇園長／山本 澄美子

八戸めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)八戸めぐみ学園］〒039-1166　青森県八

戸市根城9-7-6　Tel.0178-22-7957 Fax.0178-22-7963　◇

裁判所から徒歩3分　◇創立／1968年　◇園長／倉数 

毅　◇特色／思考力、想像力を育てる。自ら考え、自ら気

づくこどもに！叱らず、教え込まず、手伝わずに育てる。

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~hccmegumi/

八戸幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会栄光学園］〒031-0001　青森県八

戸市類家4-9-3　Tel&Fax.0178-22-2224　◇園長／若林 

恵子

ひかり保育園
［保育所］　［(宗)日本基督教団三本木教会］〒034-0037　
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青森市 Aomori-shi

青森教会［改革派］

〒038-0024　青森市浪館前田1-12-36　Tel.017-782-5751 

Fax.017-766-8010　◇JR青森駅から徒歩25分　◇創立／

1982年（11人）　◇貫洞 賢次　◇礼拝／10:00

【HP】http://eternallife-aomori.net/

青森教会［日基教団］

〒030-0802　青森市本町1-6-10　Tel.017-776-7415 Fax. 

017-776-7418　◇JR青森駅から徒歩20分　◇創立／1879

年（61人）　◇平松 洋一　◇礼拝／10:20

【HP】http://www2.actv.ne.jp/~ao-kyo-c/

青森教会［単立／独立］

〒030-0904　青森市茶屋町13-3　Tel.017-743-1155　◇

佐々木 千枝子

青森キリスト教会＝青森ジョイフルチャペ
ル［アッセンブリー］

〒038-0001　青森市新田1-12-13　Tel&Fax.017-766-

8840　◇JR青森駅から徒歩20分　◇創立／1992年（40

人）　◇渋谷 友光、渋谷 久美子　◇礼拝／10:30,10:30

(月)　◇特色／喜びと賛美に満ちた教会です。神の家族と

して楽しい交わりをもっています。神様の愛と恵みを流し

ています。

【E-Mail】ajc-shibuya@mui.biglobe.ne.jp

青森シオンキリスト教会［同盟基督］

〒030-0123　青森市大矢沢字里見80-6　Tel&Fax.017-

738-5289　◇JR青森駅からバス「幸畑団地西口」停、徒

歩3分　◇創立／1968年（25人）　◇浜田 献　◇礼拝／

10:30　◇特色／バリアフリーの礼拝堂で車イス用のトイ

レも完備。主にある安息と希望に生きる教会を目指して礼

拝を献げている。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~shion-ao/

【E-Mail】aomorishion@yahoo.co.jp

青 森 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   A o m o r i 　

青森県十和田市穂並町4-60　Tel&Fax.0176-23-3446　◇

十和田観光電鉄十和田市駅から車10分　◇創立／1955

年　◇園長／洗平 幸子　◇特色／子ども一人ひとりの違

いを受け止め、「みんな違っていい」をモットーに子ども

に寄り添う保育を心がけています。

弘前明の星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)明の星学園］〒036-8361　青

森県弘前市紺屋町127　Tel.0172-32-6669　◇JR弘前駅か

らバス｢紺屋町角｣停、徒歩2分

弘前カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)東北カトリック学園］〒036-

8351　青森県弘前市百石町小路20　Tel.0172-33-5688 

Fax.0172-33-5933　◇JR弘前駅から徒歩20分　◇創立／

1934年　◇理事長／佐藤 守也、園長／行方 忠、副園長

／鎌田 裕恵　◇特色／キリスト教精神に基づき、生命を

大切に豊かな感性とたくましい心身をすくすく育てて70

年。給食で食育実施。

【HP】http://www.tohoku-catholic.ac.jp/

ファッチマ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒031-0841　青森県八戸市鮫町大関

２　Tel.0178-33-0833

藤崎幼稚園
［幼稚園］　［(学)藤崎キリスト教学園］〒038-3802　青森

県南津軽郡藤崎町大字藤崎字舘岡49-4　Tel&Fax.0172-

75-5939　◇JR藤崎駅から徒歩5分　◇創立／1956年　◇

園長／福島 隆助

古間木保育園
［保育園］　［(福)こひつじ会］〒033-0044　青森県三沢市

古間木山80-2　Tel.0176-53-2515 Fax.0176-51-4818［連

絡先：上中 功　〒033-0044　青森県三沢市古間木山141-

6 Tel.0176-53-8504］　◇JR三沢駅東口から徒歩7分　◇

創立／1955年　◇園長／上中 悦子　◇特色／幼子をキ

リストへ　つよく　やさしく　たくましく　をモットーに

自然を肌で感じる保育を行っています。

【HP】http://furumagi.jp/

【E-Mail】furumagihoikuen@arrow.ocn.ne.jp

三沢カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒033-0001　青森県三沢市中央町

4-3-12　Tel.0176-53-2312

明星幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会栄光学園］〒036-8181　青森県弘

前市山道町23　Tel.0172-32-3984 Fax.0172-32-3996［連

絡先：日本聖公会弘前昇天教会　〒036-8181　青森県弘

前市山道町7 Tel.0172-34-6247］　◇JR弘前駅前から徒歩

15分　◇創立／1943年　◇園長／越山 哲也　◇特色／

かわいい子ども達の心と身体が大きく伸びていくように、

がんばっています。

めぐみ保育園
［保育園］　［(福)愛児福祉会］〒038-2503　青森県西津軽

郡深浦町関字栃沢84-9　Tel.0173-76-2039 Fax.0173-76-

2063　◇JR北金ヶ沢駅から徒歩3分　◇創立／1964年　

◇理事長／本間 和夫
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浪岡伝道所［日基教団］

〒038-1311　青森市浪岡大字浪岡字平野147-26　Tel. 

0172-62-5763 Fax.0172-62-8506　◇JR浪岡駅から徒歩10

分　◇創立／1950年（7人）　◇伊丹 秀子

フルゴスペル青森教会＝純福音青森教会［JFGA］

〒030-0965　青森市松森1-6-14　Tel&Fax.017-743-

1138　◇JR東青森駅　◇創立／1991年（25人）　◇坂上 

修　◇礼拝／10:30　◇外国語／韓国語(8:00)　◇特色／

水曜集会は夜6時30分〜8時。その他、区域集会、文化教

室あり。

ふるさとキリスト教会浪岡チャペル［保守バプ］

〒038-1311　青森市浪岡浪岡字佐野30-22　Tel&Fax. 

0172-69-1955　◇創立／2001年　◇中島 恭子

松丘聖ミカエル教会［聖公会］

〒038-0003　青森市石江平山19 松丘保養園内　Tel.017-

788-0675　◇JR青森駅から車15分　◇創立／1912年（14

人）　◇八戸 功、越山 哲也、根岸 章　◇礼拝／13:00　

◇特色／国立療養所内に在所の教会です。毎月第一週、

第三週の木曜日、司祭の司式により礼拝を行っております。

黒石市 Kuroishi-shi

黒石教会［日基教団］

〒036-0351　黒石市大字黒石字十三森41-2　Tel&Fax. 

0172-52-4661　◇弘南鉄道黒石駅から徒歩6分　◇創立

／1878年（14人）　◇伊丹 秀子　◇礼拝／10:30,19:00　

◇特色／少人数の教会です。子どもから年配の方までい

っしょに礼拝しています。一人ひとりが大切な存在です。

黒石福音キリスト教会［JECA］

〒036-0384　黒石市大町2-71　Tel&Fax.0172-52-2423　

◇弘南鉄道黒石駅から徒歩1分　◇創立／1970年（20

人）　◇織田 信明　◇礼拝／10:30　◇特色／祈祷会、聖

書を学ぶ会、書道教室、手話講座を行っています。月一

回東洋ローア・キリスト教会との合同礼拝あり。

八甲田伝道所［日基教団］

〒036-0401　黒石市大字大川原字蛭貝沢165-3　Tel& 

Fax.0172-54-8653　◇弘南鉄道黒石線黒石駅　◇創立／

1957年（7人）　◇平松 洋一　◇特色／日曜礼拝は夕拝のみ。

五所川原市 Goshogawara-shi

五所川原教会［日基教団］

〒037-0015　五所川原市姥萢字船橋52-214　Tel.0173-

34-2654 Fax.0173-34-3044　◇JR五所川原駅からバス「エ

ルム」行き終点、徒歩5分　◇創立／1891年（58人）　◇

川上 清樹　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午後7時30分

から祈祷会。

【E-Mail】ubayati@ymail.plala.or.jp

五所川原福音キリスト教会［JECA］

〒037-0035　五所川原市大字湊字千鳥180-4　Tel&Fax. 

0173-35-4363　◇JR五所川原駅からバス「五所川原営業

所」停、徒歩3分　◇創立／1955年（41人）　◇五十嵐 

青森聖アンデレ教会［聖公会］

〒030-0861　青森市長島4-23-19　Tel&Fax.017-721-

6156　◇JR青森駅　◇創立／1892年（116人）　◇八戸 

功　◇礼拝／10:45

青森デフ・バプテスト伝道所［万国デフ］

〒038-0042　青森市大字新城字平岡258-44 山田アパー

ト　土橋のり子方　Fax.017-788-2370　◇土橋 のり子、

横内 星治

青森戸山教会［日基教団］

〒030-0953　青森市駒込螢沢48-211　Tel&Fax.017-743-

8293　◇JR青森駅からバス「戸山南公園」停　◇創立／

1998年（38人）　◇衛藤 満彦　◇礼拝／10:30

青森バプテスト教会［バプ連盟］

〒030-0811　青森市青柳2-2-10　Tel&Fax.017-734-

3712　◇JR青森駅から徒歩20分　◇創立／1954年（50

人）　◇佐々木 昭正　◇礼拝／10:30

【E-Mail】a-baptist@wine.plala.or.jp

青森福音キリスト教会［JECA］

〒030-0911　青森市造道2-4-7　Tel&Fax.017-743-3710　

◇JR青森駅から車15分　◇創立／1953年（50人）　◇菅

野 淳一　◇礼拝／10:45

【E-Mail】fukuinch@alto.ocn.ne.jp

青森福音西部キリスト教会［JECA］

〒038-0042　青森市新城平岡151-721　Tel&Fax.017-788-

1142　◇バス「西武市民センター前」停、徒歩7分［連絡

先：青森福音キリスト教会　〒030-0911　青森市造道2-4-

7 Tel.017-743-3710］　◇創立／1981年（12人）　◇菅野 

淳一　◇礼拝／8:30

【E-Mail】fukuinch@alto.ocn.ne.jp

青森松原教会［日基教団］

〒030-0813　青森市松原1-16-27　Tel.017-776-4800 

Fax.017-723-6809　◇JR青森駅　◇創立／1891年（87

人）　◇願念 望　◇礼拝／10:30

あすなろ福音キリスト教会［JECA］

〒030-0845　青森市緑3-5-2　Tel&Fax.017-722-7162　◇

バス「サンロード青森前」停、徒歩3分　◇創立／1976年

（20人）　◇芦名 昌利　◇礼拝／10:30　◇特色／若い人

たちが多く、アットホームな教会です。幼児教室や音楽活

動を積極的に行なっています。

【HP】http://www.infoaomori.ne.jp/~ashina/

インマヌエル青森キリスト教会［IGM］

〒030-0852　青森市大野前田68-41　Tel&Fax.017-739-

7144　◇青森駅東口からバス20分　◇創立／1978年（34

人）　◇中尾 道程、中尾 悦子　◇礼拝／10:30　◇テレ

ホン／017-739-4999

キリスト教松丘聖生会［単立／独立］

〒038-0003　青森市大字石江字平山19 国立療養所松丘保

養園内　Tel.017-788-2173　◇JR新青森駅から徒歩5分　

◇創立／1920年（21人）　◇願念 望、衛藤 満彦　◇礼拝

／8:40
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八戸柏崎教会［日基教団］

〒031-0081　八戸市柏崎1-10-35　Tel&Fax.0178-22-

1263　◇JR本八戸駅から徒歩15分　◇創立／1893年（65

人）　◇荒木 富益　◇礼拝／10:20

【HP】http://kasiwazaki.web.fc2.com/

八戸北伝道所［日基教団］

〒039-1103　八戸市長苗代1-8-5　Tel&Fax.0178-29-

1765　◇JR長苗代駅　◇創立／1995年（7人）　◇岩田 

雅一、岩田 厚子

八戸キリスト教会＝恵みチャペル［バプ同盟］

〒039-1166　八戸市根城9-7-6　Tel.0178-22-7957 Fax. 

0178-22-7963　◇八戸駅からバス「司法センター前」停、

徒歩3分　◇創立／1882年（20人）　◇倉数 毅　◇礼拝

／10:30　◇特色／真白い会堂にめぐみ幼稚園隣接。日曜

礼拝英語通訳あり。ジョイ2ランド(ＣＳ)は土曜2時から。

シャローム！

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~hccmegumi/

【E-Mail】hccmegumi@hotmail.com

八戸キリストの教会［キリストの教会］

〒031-0022　八戸市糠塚字葭谷地2-14　Tel&Fax.0178-

22-6487　◇バス「道合」停、徒歩10分［連絡先：塩沢 

尚夫　〒031-0013　青森県八戸市石手洗字京塚1-11 

Tel.0178-96-4206］　◇創立／1956年（15人）　◇塩沢 尚

夫、ショー，メルビン　◇礼拝／10:15

八戸小中野教会［日基教団］

〒031-0802　八戸市小中野6-4-5　Tel&Fax.0178-44-

6630　◇JR小中野駅から徒歩7分　◇創立／1935年（58

人）　◇佐藤 浩之　◇礼拝／10:15

八戸聖書キリスト教会［ルーテル同胞］

〒039-1166　八戸市根城字大久保55-44　Tel&Fax. 

0178-43-3091

八戸聖ルカ教会［聖公会］

〒031-0001　八戸市類家4-9-3　Tel&Fax.0178-44-8098　

◇創立／1896年（50人）　◇八戸 功、佐藤 真実　◇礼拝

／7:00,10:30　◇特色／国道45号線バイパス類家5丁目交

差点近くです。

【HP】http://nskk.org/tohoku/church/hachinohe/

【E-Mail】hachinohe.tohoku@nskk.org

八戸デフ・バプテスト伝道所［万国デフ］

〒039-1166　八戸市根城1-31-6　Fax.0178-46-2015　◇

古川 庄治

八戸伝道所［改革派］

〒039-2241　八戸市市川町字尻引前山31-1094　Tel& 

Fax.0178-28-9130　◇JR陸奥市川駅　◇久保田 証一

八戸バプテスト教会［バプ連盟］

〒031-0001　八戸市類家1-8-38　Tel&Fax.0178-22-

1455　◇JR本八戸駅から徒歩15分　◇創立／1956年（42

人）　◇甲谷 良男　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日は朝

10時と夜7時から聖書の学びと祈り会。

賢志　◇礼拝／10:30

つがる福音キリスト教会金木チャペル［JECA］

〒037-0202　五所川原市金木町芦野234-219　Tel&Fax. 

0173-52-5751　◇津軽鉄道芦野公園駅から徒歩5分　◇創

立／1994年　◇ジェント，マーチン、メッサ，アーミン、

メッサ，ハイケ　◇礼拝／15:00

つがる市 Tsugaru-shi

木造教会［日基教団］

〒038-3145　つがる市木造千代町64　Tel.0173-42-2317 

Fax.0173-42-4595　◇JR木造駅　◇創立／1946年（34

人）　◇千葉 敦志　◇礼拝／9:15,10:15

十和田市 Towada-shi

Arise十和田いずみキリスト教会［アライズ］

〒034-0002　十和田市元町西2-13-47　Tel&Fax.0176-22-

9822　◇十和田観光電鉄十和田市駅から徒歩20分　◇創

立／1994年　◇里村 稔、里村 眞絵子

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/jstruth39/MYBLOG/

インマヌエル十和田キリスト教会［IGM］

〒034-0082　十和田市西二番町3-1　Tel&Fax.0176-23-

6105　◇國光 勝美、松村 義矢、松村 宣恵

北日本バプテスト聖書宣教教会［単立／独立］

〒034-0041　十和田市相坂高清水139-4　Tel.0176-23-

7303 Fax.0176-23-7235　◇十鉄観光大学前駅から徒歩15

分　◇創立／2000年（5人）　◇中野渡 昭子、和田 安

司　◇礼拝／9:30　◇外国語／英語　◇特色／罪からの

救い・永遠のいのちに関する聖書の真理・奥義を人に伝え

る文脈化の推進を図る教会です。

【E-Mail】akiko-wtr@di.pdx.ne.jp

三本木教会［日基教団］

〒034-0037　十和田市穂並町4-60　Tel&Fax.0176-23-

3477　◇十和田観光電鉄十和田市駅から車10分　◇創立

／1936年（28人）　◇太田 望　◇礼拝／10:00　◇特色

／木曜日午後7時30分、聖書の学びと祈祷会。木曜日午前

10時15分、聖書のつどい。第3日曜日午後、教会学校。

八戸市 Hachinohe-shi

鮫バプテスト教会［バプ連盟］

〒031-0841　八戸市鮫町忍町30　Tel&Fax.0178-33-

2303　◇JR鮫駅から徒歩3分　◇創立／1949年（34人）　

◇鈴木 勉　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日の午前10時

30分からと午後7時から祈祷会。

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~same.ch

八戸開拓＝八戸のぞみキリスト教会［アッセンブリー］

〒039-1161　八戸市河原木字小田34-2　Tel&Fax.0178-

28-7252　◇バス「小田」停、徒歩5分　◇創立／1997年（9

人）　◇ガルブレス，ロン　◇礼拝／10:30,18:00

【E-Mail】nozomi_kyokai@bigfoot.com
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弘前西教会［日基教団］

〒036-8363　弘前市袋町1-1　Tel&Fax.0172-36-9651　◇

JR弘前駅　◇創立／1974年（59人）　◇石川 敞一、石川 

康　◇礼拝／10:00,19:00

【HP】http://www.nishi-kyoukai.jpn.org/

弘前福音キリスト教会［JECA］

〒036-8226　弘前市寒沢町19-12　Tel&Fax.0172-34-

0501　◇JR弘前駅から徒歩20分　◇創立／1956年（58

人）　◇小川 勉　◇礼拝／10:30

【E-Mail】fukuin@jomon.ne.jp

弘前富士見教会［聖協団］

〒036-8266　弘前市自由ヶ丘3-18-14　Tel&Fax.0172-88-

2437　◇バス「金属団地入口」停、徒歩1分　◇創立／

1958年（21人）　◇大久保 隆伴、大久保 世津子、大久保 

旨子　◇礼拝／10:30　◇特色／お友達礼拝はメビックで

午前8時30分から10時15分まで。月1度のクッキングや工

作タイムもあります。

【HP】http://www.hpmix.com/home/gateofheaven/

【E-Mail】agape27@nifty.com

弘前南教会［日基教団］

〒036-8151　弘前市北園1-10-1　Tel&Fax.0172-32-

6310　◇JR弘前駅　◇創立／1955年（64人）　◇松村 重

雄、松村 枝美　◇礼拝／10:15

【E-Mail】e.matsu@k7.dion.ne.jp

三沢市 Misawa-shi

大三沢教会［日基教団］

〒033-0011　三沢市幸町1-1-1　Tel.0176-53-4645 Fax. 

0176-53-4602　◇JR三沢駅からバス5分「市役所前」停　

◇創立／1948年（43人）　◇池田 玲二　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.geocities.jp/oomisawa/

オールネーションズフェローシップ［フォースクエア］

〒033-0022　三沢市三沢堀口17-616　Tel&Fax.0176-27-

6988　◇レンタ，マーク

カルバリーバプテスト教会［バプ連盟］

〒033-0011　三沢市幸町2-11-12　Tel.0176-53-2734　◇

ジャルバート，アーモンド

TLCCC三沢教会［主の十字架］

Tel&Fax.0176-52-5794　◇礼拝・集会場所などはホーム

ページでご確認ください［連絡先：シモン・ペテロ 清

藤　〒036-8227　青森県弘前市桔梗野1-5-4 メゾンさいと

う1］　◇シモン・ペテロ 清藤　◇外国語／英語

【HP】http://www.astone.co.jp/tlccc-misawa/

【E-Mail】jejsaend@gmail.com

三沢教会［ホーリネス］

〒033-0044　三沢市古間木山141-6　Tel.0176-53-8504 

Fax.0176-53-8564　◇JR三沢駅東口から徒歩7分　◇創

立／1951年（84人）　◇上中 功、上中 悦子　◇礼拝／

10:15　◇特色／幼児を大切に。一緒に礼拝を守ることを

中心においている。またバンド活動とコーラスを大切にし、

賛美にあふれた教会を目指している。

八戸福音キリスト教会［JECA］

〒031-0002　八戸市中居林字彦五郎14-1　Tel&Fax. 

0178-41-1790　◇JR本八戸駅から車7分　◇創立／1956

年（42人）　◇横森 剛、三浦 春寿、三浦 千春、工藤 重

夫　◇礼拝／10:30

弘前市 Hirosaki-shi

TLCCC聖なる神の都エルサレム教会［主の十字架］

〒036-8043　［連絡先：〒036-8227　青森県弘前市桔梗野

1-5-4 メゾンさいとう1］　◇創立／1997年（12人）　◇シ

モン・ペテロ 清藤、加福 登紀子、三浦 由香　◇礼拝／

9:30,11:15,15:30,18:30　◇外国語／英語(テープ、15:30)　

◇特色／月・水曜午前10時30分より祈祷会。ゴスペルコ

ンサートあり。礼拝、集会場は、ホームページなどでご確

認ください。

【HP】http://www.geocities.jp/hollyjerusalem/

【E-Mail】jejsaend@gmail.com

弘前教会［日基教団］

〒036-8355　弘前市元寺町48　Tel&Fax.0172-32-3971　

◇JR弘前駅　◇創立／1875年（267人）　◇村岡 博史　

◇礼拝／10:20,19:00　◇特色／礼拝堂はパリのノートル

ダム大聖堂をモデルに1906年に建築され、県重要文化財

に指定されています。

弘前キリスト教会［ホーリネス］

〒036-8035　弘前市百石町58　Tel&Fax.0172-34-4238　

◇JR弘前駅からバス「徒町」停、徒歩3分　◇創立／

1952年（46人）　◇白鳥 道幸、白鳥 英子　◇礼拝／

10:30　◇特色／木曜日午後1時からと7時30分から祈祷

会。教会学校は日曜10時から。駐車場あります。

【E-Mail】hirosakiholiness@kxf.biglobe.ne.jp

弘前シオン教会［フォースクエア］

〒036-8093　弘前市城東中央2-3-9　Tel&Fax.0172-88-

7229　◇JR弘前駅城東出口から徒歩8分　◇増井 一子、

ウィリアムズ，リネー　◇礼拝／10:45　◇特色／日曜日

は朝10時から祈り会。10時45分から礼拝を行っています。

礼拝中キッズクラスを宣教師が担当しています。

弘前昇天教会［聖公会］

〒036-8181　弘前市山道町7　Tel.0172-34-6247 Fax. 

0172-88-5087　◇JR弘前駅から徒歩15分　◇創立／1896

年（78人）　◇越山 哲也　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週

水曜日午前10時30分から聖書勉強会。朝の祈り、午前6時

30分。夕の祈り、午後5時30分。

【E-Mail】shoutenjnskk@tenor.ocn.ne.jp

弘前聖書集会［無教会］

〒036-8006　弘前市南大町2-7-100　Tel.0172-32-8688　

◇斎藤 浩

弘前中央キリスト教会［単立／独立］

〒036-8274　弘前市南城西1-1-4　Tel&Fax.0172-34-

4610　◇JR弘前駅からバス「県公舎前」停　◇創立／

1972年（4人）　◇福田 陸奥雄　◇礼拝／10:30　◇テレ

ホン／0172-34-4478
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六戸教会(伝)［改革派］

〒039-2371　上北郡六戸町大字犬落瀬字森田52-1　Tel. 

0176-55-4232 Fax.0176-55-4227　◇JR東北三沢駅からバス

15分　◇創立／1979年（6人）　◇林 茂雄　◇礼拝／10:30

北津軽郡 Kitatsugaru-gun

つがる福音キリスト教会板柳チャペル［JECA］

〒038-3661　北津軽郡板柳町福野田字実田52-2　Tel& 

Fax.0172-72-1669　◇JR板柳駅から徒歩2分　◇創立／

1991年（48人）　◇ジェント，マーチン、ジェント，ル

ツ　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.tsugaruchurch.org/

【E-Mail】ghent@tsugaruchurch.org

三戸郡 Sannohe-gun

キリスト福音田子教会(伝)［日本福音宣教団］

〒039-0200　三戸郡田子町前田1-4 サトフク商店方　

Tel.0179-32-2016　◇青い森鉄道三戸駅　◇創立／2005

年（1人）　◇佐藤 寛子　◇礼拝／14:00

三戸伝道所［日基教団］

〒039-0134　三戸郡三戸町同心町金堀2-23　Tel&Fax. 

0179-23-6842　◇JR三戸駅からバス「三戸営業所車庫」

停　◇創立／1976年（10人）　◇栗澤 秀夫　◇礼拝／10:00

西津軽郡 Nishitsugaru-gun

鯵ヶ沢福音キリスト教会［JECA］

〒038-2761　西津軽郡鯵ヶ沢町舞戸町字東阿部野121-6　

Tel&Fax.0173-72-2014　◇JR鰺ヶ沢駅から徒歩10分　◇

創立／1985年（9人）　◇エリオット，ジョン

東津軽郡 Higashitsugaru-gun

小湊キリスト福音教会［同盟基督］

〒039-3321　東津軽郡平内町小湊字沼館36-24　Tel& 

Fax.017-755-4822　◇JR小湊駅から徒歩10分　◇創立／

1961年（25人）　◇東頭 戍、東頭 寿子　◇礼拝／

10:30　◇特色／聖書信仰に基づいた教会形成。地方伝道

への熱い取り組み。どなたにもわかりやすい礼拝説教を心

がけている。

【E-Mail】bqwnt700@ybb.ne.jp

夜越山祈りの家［単立／独立］

〒039-3331　東津軽郡平内町大字浜子字堀替63-40　Tel 

&Fax.017-755-5987　◇夜越山温泉正面の向側　◇創立

／2007年（20人）　◇鎌田 新、鎌田 光則　◇礼拝／

14:00(第1･4)　◇特色／ヨーロッパや韓国のクリスチャン

と交流し、たがいにとき励ましを受けている。福音主義だ

が超教派/教団。

【HP】http://www.infoaomori.ne.jp/~okita/

三沢教会［KCCJ］

〒033-0021　三沢市岡三沢7-33-2　Tel.0176-51-3390　◇

JR三沢駅から車10分　◇李 大豪　◇礼拝／11:00

三沢バプテスト・キリスト教会［バプ連盟］

〒033-0034　三沢市東町2-2-2　Tel&Fax.0176-53-5179　

◇JR三沢駅から車10分　◇創立／1988年（20人）　◇福

田 敦　◇礼拝／10:30　◇特色／祈祷会　毎週木曜18：

30〜。女性コーラス週1回13：00〜

むつ市 Mutsu-shi

インマヌエル大湊キリスト教会［IGM］

〒035-0084　むつ市大湊新町13-2　Tel.0175-24-1333　

◇JR大湊駅から徒歩5分　◇創立／1956年（26人）　◇染

谷 由美子　◇礼拝／10:30

田名部教会［日基教団］

〒035-0072　むつ市金谷1-17-24　Tel&Fax.0175-22-

2903　◇JR下北駅　◇創立／1911年（16人）　◇佐藤 良

司　◇礼拝／10:30

むつ会衆［聖公会］

◇創立／1963年（9人）　◇八戸 功

上北郡 Kamikita-gun

小松ヶ丘伝道所［バプ連盟］

〒033-0074　上北郡六戸町小松ケ丘3-77-1082　Tel& 

Fax.0176-53-8401　◇三沢駅から2.2ｋｍ、バスあり　◇

堀米 重次郎　◇礼拝／11:00

七戸教会［日基教団］

〒039-2525　上北郡七戸町七戸225-7　Tel&Fax.0176-62-

3193　◇JR三沢駅からバス「七戸中央」停、徒歩3分　

◇創立／1907年（38人）　◇野口 忠子　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午後7時から聖書研究祈祷会。関係施設の

社会福祉法人「求道舎」で毎月第2火曜日午前9時30分か

ら礼拝。

野辺地教会［日基教団］

〒039-3165　上北郡野辺地町観音林前田8-4　Tel& 

Fax.0175-64-6914　◇JR野辺地駅から徒歩15分　◇創立

／1908年（43人）　◇白戸 清　◇礼拝／10:30
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南津軽郡 Minamitsugaru-gun

大鰐伝道所［日基教団］

〒038-0211　南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館6-7　Tel. 

0172-47-6198　◇JR大鰐温泉駅から徒歩10分　◇創立／

1992年（5人）　◇安達 正希

藤崎教会［日基教団］

〒038-3802　南津軽郡藤崎町舘岡49-4　Tel.0172-75-

3163 Fax.0172-75-5939(幼稚園共有)　◇JR藤崎駅から徒

歩5分　◇創立／1886年（20人）　◇松村 重雄　◇礼拝

／10:15



青森

秋田
岩手

山形 宮城

福島

盛岡市

花巻市

北上市

久慈市

遠野市

一関市

陸前高田市

釜石市

奥州市

二戸市

雫石町

葛巻町

岩手町

滝沢村

八幡平市

紫波町

矢巾町

西和賀町

金ヶ崎町

藤沢町

住田町

大槌町

山田町

岩泉町

田野畑村

普代村

軽米町 洋野町

一戸町

九戸郡

二戸郡

岩手郡

下閉伊郡

上

紫波郡

胆沢郡
気仙郡

東磐井郡

大
船
渡
市

野
田
村

九
戸
村

西磐井郡

閉
伊
郡

平泉町

九
戸
郡

和賀郡

宮古市

下閉伊郡

岩手郡

岩手県
●県庁／盛岡市
●市町村数／13市16町5村
●人口／1,355,205人
●教会数／57教会
■教会所在地(17)
■教会未設置(17)
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岩手県──地域の宣教資料

　宣教人国記：南部藩勘定奉行の子として盛岡市に生

まれた新渡戸稲造（1862〜1933）は、1877年（明治

10）に札幌農学校に入学。翌年、ハリス宣教師より受

洗した。1884年（明治17）、東大を中退しアメリカ、ド

イツに留学。帰国後、札幌農学校教授になった。その後、

京大、東大教授となり、教育者として多くの影響を与

えた。1920年（大正9）、国際連盟事務次長に就任した。

児童伝道文書の草分けとなった野辺地天馬（1885〜

1968）は、盛岡で中田重治の説教を聞いて入信。1905

年（明治38）に聖書学院入学。東洋宣教会の伊豆、仙

台、名古屋の伝道館で奉仕。1917年（大正6）以後、

児童伝道に専念し、日本日曜学校協会教案誌「日曜学校」

を編集。聖書物語など多くの児童文書を著した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【一関市】一関市、西磐井郡花泉町、東磐井郡大東町・

千厩町・東山町・室根村・川崎村。【奥州市】水沢市、

江刺市、胆沢郡前沢町・胆沢町・衣川村。【大船渡市】

気仙郡三陸町。【久慈市】久慈市、九戸郡山形村。【遠

野市】遠野市、上閉伊郡宮守村。【二戸市】二戸市、

二戸郡浄法寺町。【八幡平市】岩手郡西根町・松尾村・

安代町。【花巻市】花巻市、稗貫郡大迫町・石鳥谷町、

和賀郡東和町。【宮古市】宮古市、下閉伊郡田老町・

新里村・川井村。【盛岡市】岩手郡玉山村。【岩手郡安

代町】二戸郡安代町（郡の区域変更）。【九戸郡洋野町】

種市町・大野村。【和賀郡西和賀町】湯田町・沢内村。

 東 北 地 方 岩 手 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

岩 手 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   I w a t e 　

　お店・事業

ムラサキスポーツ フェザン盛岡店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒020-

0034　岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44 盛岡駅ビルフェザン

内　パーキング棟　Tel.019-629-3303　◇代表取締役会

長／金山 良雄

　文書伝道支援

善隣館書店
［キリスト教専門書店］〒020-0025　岩手県盛岡市大沢川

原3-2-37 奥羽キリスト教センター1F　Tel&Fax.019-654-

1216　◇JR盛岡駅から徒歩5分　◇創立／1988年

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~zen-book/

【E-Mail】zenrinkan_syoten@yahoo.co.jp

　幼稚園・保育園・学童

愛心幼稚園
［カトリック幼稚園］〒021-0884　岩手県一関市大手町

7-5　Tel.0191-23-5431

青山幼稚園
［幼稚園］　［(学)岩手キリスト教学園］〒020-0133　岩手

県盛岡市青山3-6-27　Tel.019-647-0223 Fax.019-646-

0313　◇JR盛岡駅からバス「県営体育館前」停、徒歩3

分　◇創立／1954年　◇園長／半澤 清次郎　◇特色／

愛されてのびのびの園児がいっぱいです。

【HP】http://morioka-aoyo.com/

【E-Mail】info@morioka-aoyo.com

暁の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒024-0024　岩手県北上市中野町

2-23-7　Tel.0197-65-2082
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一戸子供の家保育園
［保育園］　［(福)泉の園］〒028-5311　岩手県二戸郡一戸

町高善寺古舘平3-6　Tel.0195-33-2859 Fax.0195-33-

3287　◇いわて銀河鉄道一戸駅から徒歩20分　◇園長／

長内 薫

海の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒022-0002　岩手県大船渡市大船渡

町地の森47-3　Tel.0192-26-5222

江刺保育園
［(福)江刺保育園］〒023-1121　岩手県奥州市江刺区男石

1-3-5　Tel.0197-35-1522 Fax.0197-35-1741　◇JR水沢江

刺駅　◇創立／1957年　◇園長／遠藤 清賢　◇特色／

保育理念　｢人に愛され、人を愛する子ども」

【HP】http://esashihoikuen.com/

カトリック清心幼稚園
［カトリック幼稚園］〒029-0803　岩手県一関市千厩町浦

47-1　Tel.0191-52-2485

釜石神愛幼児学園
［保育園］　［(宗)日本聖公会釜石神愛教会］〒026-0041　

岩手県釜石市上中島町4-2-20　Tel.0193-23-1553 Fax. 

0193-23-1554　◇釜石線小佐野駅車5分　◇創立／1931

年　◇園長／高橋 仁美、主教管理牧師／加藤 博道、理

事長／高橋 章介　◇特色／子育て支援いたします。保育

ボランティアの受け入れいたします。

小百合幼稚園
［カトリック幼稚園］〒027-0052　岩手県宮古市宮町1-2-

14　Tel.0193-64-0388

聖愛ベビーホーム［天使園］

［幼児］　［(福)聖愛育成会］〒023-1101　岩手県奥州市江

刺区岩谷堂字下惣田290-4　Tel.0197-35-5413 Fax.0197 

-35-0062　◇JR水沢江刺駅　◇創立／1977年　◇理事長

／海鋒 守

【HP】http://www.pup.waiwai-net.ne.jp/~seiai.bh/

【E-Mail】sien.bh@pup.waiwai-net.ne.jp

聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒028-0061　岩手県久慈市中央

1-10　Tel.0194-53-3016

仙北町幼稚園
［幼稚園］　［(学)盛岡キリスト教学園］〒020-0861　岩手

県盛岡市仙北3-7-14　Tel&Fax.019-636-0285　◇JR仙北

町駅から徒歩7分　◇創立／1966年　◇理事長／角谷 晋

次、園長／根内 純　◇特色／本幼稚園は「神を愛し、人

を愛し、土を愛する子」を育てることを建学の精神として

おります。

【HP】http://www.h2.dion.ne.jp/~semboku/kids/

遠野聖光幼稚園
［幼稚園］　［(学)岩手キリスト教学園］〒028-0523　岩手

県遠野市中央通り3-10　Tel.0198-62-2150 Fax.0198-62-

4493　◇JR遠野駅　◇創立／1921年　◇園長／三浦 洋

一　◇特色／キリスト教を土台としている。遊びを通して、

子どもたちと共に成長することを基本としている。

【HP】http://www.tonotv.com/members/seikouyochien/

【E-Mail】seikou@tonotv.com

のぞみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)岩手キリスト教学園］〒020-0115　岩手

県盛岡市舘向町21-7　Tel.019-624-5651 Fax.019-654-

4930　◇創立／1956年　◇園長／村上 義治　◇特色／

21世紀を担う人になれるよう子どもたちに考えること、祈

ること、行動することを学んでもらいたいと願っています。

【HP】http://www.nozomiy.jp/

【E-Mail】nozomi-i@gol.com

ハレルヤ保育園
［保育園］　［森田小児科医院］〒020-0173　岩手県岩手郡

滝沢村滝沢字葉の木沢山555-5　Tel&Fax.019-688-

6773　◇創立／1995年　◇理事長／森田 友明、園長／

森田 淑子　◇特色／神を愛し、人を愛する自発性のある

子に育てたいと思っています。モンテッソーリ教育を取り

入れています。

【HP】http://www.hareruya-hoikuen.com/

光の園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒028-0513　岩手県遠野市東穀町

14-7　Tel.0198-62-3341

ひかり幼稚園
［幼稚園］　［(学)岩手キリスト教学園］〒027-0063　岩手

県宮古市山口3-8-13　Tel.0193-62-6845 Fax.0193-62-

8078　◇JR宮古駅からバス「山口団地」停、徒歩2分　

◇創立／1968年　◇園長／森分 和基　◇特色／少人数

保育を行ない、アットホームな雰囲気の中、子どもたちが

安心してすごす環境づくりを心がけています。

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~hikariyo/

【E-Mail】hikariyo@siren.ocn.ne.jp

日詰幼稚園
［幼稚園］　［(学)岩手キリスト教学園］〒028-3305　岩手

県紫波郡紫波町日詰下丸森130　Tel.019-672-2542 

Fax.019-672-3435　◇JR紫波中央駅から徒歩12分　◇創

立／1919年　◇園長・牧師／井上 智　◇特色／施設見

学随時受け付けております。転勤などで岩手に赴任され

た方、当園にお越し下さい。

【HP】http://www.echna.ne.jp/~dwkg1917/

水沢保育園
［保育園］　［(福)聖光愛育会］〒023-0052　岩手県奥州市

水沢区搦手丁16-19　Tel&Fax.0197-25-4150　◇JR水沢

駅から徒歩15分　◇創立／1944年　◇園長／後藤 真子

【E-Mail】poosanz@nifty.com

睦保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団一関教会］〒021-0885　岩

手県一関市田村町2-14　Tel&Fax.0191-26-4679　◇JR一

ノ関駅から徒歩10分　◇創立／1936年　◇園長／中林 恒

【HP】http://www.ichinoseki-church.or.jp/mutsumi/

めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)めぐみ学園］〒020-0103　岩手県盛岡市

西松園1-12-1　Tel.019-662-4957 Fax.019-662-1960　◇

JR盛岡駅からバス(松園ターミナル行)終点、徒歩6分　◇
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一関市 Ichinoseki-shi

イエス・キリスト一関福音教会［福音の群］

◇集会所は変更することもあります。詳しくはお問い合わ

せください。［連絡先：東北中央教会　〒981-3604　宮城

県黒川郡大衡村ゴスペルタウン Tel.022-345-2991］　◇創

立／1991年（16人）　◇永井 信義　◇礼拝／15:30

【HP】http://church.ne.jp/gospeltown/

一関教会［日基教団］

〒021-0885　一関市田村町2-14　Tel&Fax.0191-23-

5285　◇JR一ノ関駅から徒歩10分　◇創立／1905年（64

人）　◇宮部 望　◇礼拝／10:20

【HP】http://www.ichinoseki-church.or.jp/

柴宿教会［日基教団］

〒029-0302　一関市東山町長坂字柴宿16-35　◇JR柴宿

駅［連絡先：Tel.0191-52-2344］　◇創立／1975年（14人）　

◇三河 豊　◇礼拝／10:30

千厩教会［日基教団］

〒029-0803　一関市千厩町千厩北方163　Tel&Fax.0191-

52-2344　◇JR千厩駅から徒歩15分　◇創立／1954年（14

人）　◇三河 豊、栁沼 赦羊子　◇礼拝／11:00　◇特色

／聖餐式が執行される聖日と年末年始、GW、夏休みの聖

日には、礼拝の中で子供祝福を行っております。

室根聖ナタナエル教会［聖公会］

〒029-1201　一関市室根町折壁屋中104-5　◇大船渡線折

壁駅　◇創立／1936年（4人）　◇加藤 博道

奥州市 Oushu-shi

江刺教会［日基教団］

〒023-1112　奥州市江刺区南大通り4-26　Tel&Fax.0197-

35-4454　◇JR水沢江刺駅　◇創立／1955年（34人）　

◇邑原 宗男

【HP】http://esashihoikuen.com/kyoukai2009/newpage1.html

水沢教会［日基教団］

〒023-0052　奥州市水沢区搦手丁16-20　Tel&Fax.0197-

23-4431　◇JR水沢駅　◇創立／1885年（55人）　◇山下 

光　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝の中で、「子どもれい

はい」(メッセージ)あり。毎月1日7時より夕拝。

水沢聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒023-0855　奥州市水沢区南大鐘1-83　Tel&Fax.0197-

23-5389　◇JR水沢駅から徒歩15分　◇創立／1965年（27

人）　◇若井 和生　◇礼拝／10:30

大船渡市 Oofunato-shi

大船渡教会［日基教団］

〒022-8691　大船渡市盛町字下舘下7-46　Tel&Fax. 

0192-26-4725　◇JR盛駅から徒歩15分　◇創立／1962年

（23人）　◇但馬 秀典　◇礼拝／10:30

【E-Mail】BYV00464@nifty.com

大船渡聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒022-0003　大船渡市盛町字緑町16-8　Tel&Fax.0192-

26-5956　◇JR盛駅から徒歩5分　◇創立／1984年（5

人）　◇千葉 仁胤　◇礼拝／15:00

【HP】http://gospel-news.blog.ocn.ne.jp/

【E-Mail】abibc_07gc@yahoo.co.jp

大船渡レムナント教会［単立／独立・イエス教長

老会］

〒022-0004　大船渡市猪川町字中井沢10-10 及川皮膚科

クリニック　Tel&Fax.0192-21-1227　◇JR盛駅から徒歩

15分　◇李 イザヤ

釜石市 Kamaishi-shi

釜石神愛教会［聖公会］

〒026-0041　釜石市上中島4-2-20　Tel.0193-21-3035 

Fax.0193-23-1554　◇JR小佐野駅から徒歩15分　◇創立

／1938年（11人）　◇加藤 博道、中山 茂　◇礼拝／10:30

岩 手 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   I w a t e 　

創立／1948年　◇理事長／栗田 良実、園長・牧師／小田

島 久子　◇特色／教会附属幼稚園。日曜日も保育し礼拝

を大切にします。「神は愛です」が創立以来の指針です。

【HP】http://www.megumi-youchien.com/

盛岡白百合学園幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)白百合学園］〒020-0004　岩

手県盛岡市山岸4-29-16　Tel.019-661-6332 Fax.019-661-

6360　◇JR盛岡駅から車25分　◇創立／1939年　◇園

長／掘 優子　◇特色／モンテッソーリ教育を取り入れ園

児の持っている可能性を見つけてそれを伸ばすことを大

切にしています。

【HP】http://www.morioka-shirayuriyou.ed.jp/

盛岡聖心幼稚園
［カトリック幼稚園］〒020-0114　岩手県盛岡市高松3-9-

6　Tel.019-661-6775
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Fax.0198-62-4493　◇JR遠野駅　◇創立／1893年（28

人）　◇三浦 洋一　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.tonotv.com/members/seikouyochien/tonochu

rch.html

二戸市 Ninohe-shi

二戸教会［日基教団］

〒028-6101　二戸市福岡字城の外9-27　Tel&Fax.0195-

25-4424　◇JR二戸駅　◇創立／1903年（28人）　◇東

山 道晴

花巻市 Hanamaki-shi

土沢教会［日基教団］

〒028-0115　花巻市東和町安俵3区150-16　Tel&Fax. 

0198-42-2223　◇JR土沢駅から徒歩15分　◇創立／1905

年（17人）　◇生島 洋子　◇礼拝／10:30

花巻教会［日基教団］

〒025-0077　花巻市仲町5-4　Tel&Fax.0198-23-6807　

◇JR花巻駅から徒歩15分　◇創立／1907年（40人）　◇

山元 克之　◇特色／水曜日午前6時からと午後1時30分か

ら祈祷会。

花巻キリスト伝道所［単立／独立］

〒025-0063　花巻市下小舟渡46-1　Tel.0198-22-3371　

◇熊谷 英三郎

宮古市 Miyako-shi

宮古教会［日基教団］

〒027-0083　宮古市大通1-4-5　Tel.0193-62-2373 Fax. 

0193-62-2003　◇JR宮古駅から徒歩5分　◇創立／1909

年（12人）　◇森分 和基　◇礼拝／10:30

宮古コミュニティー・チャーチ［単立／独立］

〒027-0077　宮古市舘合町2-5　Tel&Fax.0193-64-

1795　◇JR宮古駅から徒歩5分　◇創立／1977年（25

人）　◇岩塚 和男　◇礼拝／10:30　◇特色／祈りと宣教

に励む教会。互いに愛し合い仕え合う教会。

盛岡市 Morioka-shi

青山町教会［日基教団］

〒020-0133　盛岡市青山3-6-27　Tel&Fax.019-646-

0172　◇IGR青山駅から徒歩5分　◇創立／1955年（29

人）　◇若林 俊郎　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝では英

語の同時通訳が可能。祈祷会は毎週水曜日の午前10時か

らと午後7時半からの2回です。

【HP】http://aoyamacyo-kyokai.com/

いわて福音教会みたけチャペル［単立／独立］

〒020-0122　盛岡市みたけ2-19-21　Tel.019-641-1368 

Fax.019-656-8041　◇いわて銀河鉄道IGR厨川駅から徒

歩7分　◇創立／1988年（21人）　◇大原 敬、大原 裕

新生釜石教会［日基教団］

〒026-0024　釜石市大町3-2-18　Tel&Fax.0193-22-

4556　◇JR釜石駅　◇創立／1909年（35人）　◇柳谷 雄

介　◇礼拝／10:30

北上市 Kitakami-shi

北上教会［日基教団］

〒024-0083　北上市柳原町1-6-9　Tel.0197-63-5450 Fax. 

0197-63-4374　◇JR柳原駅から徒歩3分［連絡先：Tel. 

0197-63-4374］　◇創立／1959年（32人）　◇小林 功　

◇礼拝／10:30

北上キリスト教会［単立／独立］

〒024-0024　北上市中野町2-14-11 伊藤アパート2F西　

Tel&Fax.0197-63-6014　◇JR北上駅から車5分　◇創立

／1999年　◇伊藤 明子　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週

水曜日、朝10時30分より祈祷会を開いています。

北上シオン伝道所［KCCJ］

〒024-0012　北上市常盤台1-3-23　Tel&Fax.0197-62-

6038　◇JR柳原駅　◇李 義珣

北上聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒024-0061　北上市大通り2-1-26　Tel.0197-63-4789 

Fax.0197-62-4119　◇JR北上駅から徒歩5分　◇創立／

1953年（61人）　◇佐々木 真輝　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ichurch.jp/

【E-Mail】kitakami@ichurch.jp

ゴスペルチャーチ北上［福音の群］

〒024-0075　北上市新平3-86-1　Tel&Fax.0197-77-

5600　◇創立／2003年（9人）　◇蟹田 寛、蟹田 環　◇

礼拝／14:00　◇テレホン／0197-77-5601

【E-Mail】gckitakami@ybb.ne.jp

久慈市 Kuji-shi

バプテスト久慈教会＝アレン記念教会［バプ

同盟］

〒028-0041　久慈市長内町9-80-2　Tel&Fax.0194-59-

3453　◇JR久慈駅から徒歩10分［連絡先：矢幅 牧　〒

028-0054　岩手県久慈市柏崎1-52 Tel.0194-53-5224］　◇

創立／1948年（41人）　◇矢幅 牧、カトウ，ケビン、宮

古 三男　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／子

供と一緒の家族礼拝、市民有志イースターとクリスマスミ

ニコンサート、ネイティブの英会話教室、公園墓地運営。

盛岡仙北町キリスト教会山形村集会所［バプ

同盟］

〒028-8604　久慈市山形町日野沢第3地割字 落窪31-62　

Tel.0194-72-2728　◇角谷 晋次

遠野市 Tono-shi

遠野教会［日基教団］

〒028-0523　遠野市中央通り3-10　Tel.0198-62-0012 
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◇テレホン／019-622-9909　◇特色／日曜日午後１時30

分から英語礼拝をしています。日本語の通訳があります。

【HP】http://www.nnet.ne.jp/~pom/

【E-Mail】moseisen@isezakicho.or.jp

盛岡仙北町キリスト教会［バプ同盟］

〒020-0861　盛岡市仙北3-7-14　Tel&Fax.019-636-

0285　◇JR仙北町駅から徒歩8分　◇創立／1958年（15

人）　◇根内 純、角谷 晋次　◇礼拝／10:30　◇特色／

岩手県久慈市山県町に山形村チャペルが当教会の枝教会

としてあります。

盛岡月が丘キリスト教会［ルーテル同胞］

〒020-0121　盛岡市月が丘2-2-57　Tel&Fax.019-643-

1755　◇バス「月が丘2丁目」停　◇創立／1974年（57

人）　◇宮川 正雄　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5d.biglobe.ne.jp/~tukikyou/

【E-Mail】tukikyou@mvc.biglobe.ne.jp

盛岡デフ・バプテスト教会［万国デフ］

〒020-0136　盛岡市北天昌寺町2-3　Fax.019-646-3979　

◇高橋 英幸、須藤 秋男、高田 益夫

盛岡伝道所［改革派］

〒020-0141　盛岡市中屋敷町1-64　Tel&Fax.019-643-

0075　◇JR盛岡駅　◇創立／1976年（21人）　◇久保田 

証一　◇礼拝／10:30　◇特色／移転計画により新会堂が

09秋に完成予定(盛岡市中屋敷6-4)。季刊紙「やまなみ」

を発行しています。

【HP】http://orange.zero.jp/zbk69435.wing/

【E-Mail】rcjmorioka@mail.goo.ne.jp

盛岡伝道所［東洋ローア］

〒020-0025　盛岡市大沢川原3-2-37 奥羽キリスト教セン

ター(郵便物の差出不可)　◇JR盛岡駅から徒歩10分［連

絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼

玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　

◇創立／1960年（27人）　◇西岡 猛　◇礼拝／10:30　

◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師によ

る聖書のお話は手話で行われます。音声への通訳はあり

ません。

盛岡バプテスト教会［バプ連盟］

〒020-0881　盛岡市天神町10-14　Tel&Fax.019-622-

0617　◇バス「天満宮」停、徒歩1分　◇創立／1959年（71

人）　◇大須賀 真人、大須賀 綾子　◇礼拝／10:30

盛岡東松園キリスト教会［ルーテル同胞］

〒020-0106　盛岡市東松園1-20-5　Tel&Fax.019-661-

2285　◇バス「松園一丁目」停、徒歩3分　◇創立／

1986年（12人）

盛岡福音キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒020-0004　盛岡市山岸4-12-1　Tel&Fax.019-662-

4934　◇JR盛岡駅からバス20分　◇創立／1975年（7

人）　◇角田 イサ子、角田 仁平　◇礼拝／10:30

盛岡松園教会［日基教団］

〒020-0103　盛岡市西松園1-12-1　Tel&Fax.019-662-

2189　◇JR盛岡駅からバス30分「西松園2丁目」停、徒歩

子　◇礼拝／10:30,19:00　◇テレホン／019-641-1364　

◇特色／厨川駅ホームから岩手山を背景に十字架の塔が

映えて見えます。賛美の中に主の臨在溢れる礼拝を捧げ

ます。

インマヌエル盛岡キリスト教会［IGM］

〒020-0147　盛岡市大館町12-26　Tel&Fax.019-646-

2924　◇JR盛岡駅からバス15分　◇創立／1974年（55

人）　◇國光 勝美、國光 6子　◇礼拝／10:30　◇特色／

盛岡駅から車で10分、盛岡ICから5分の住宅地にあります。

「大館町のキリスト教会」で分かります。

【E-Mail】morioka@immanuel.or.jp

内丸教会［日基教団］

〒020-0021　盛岡市中央通1-6-44　Tel.019-622-6688 

Fax.019-622-2565　◇JR盛岡駅から徒歩20分　◇創立／

1880年（89人）　◇小栗 義忠　◇礼拝／10:30

下ノ橋教会［日基教団］

〒020-0023　盛岡市内丸1-2　Tel.019-622-7056 Fax.019-

622-7063　◇JR盛岡駅から徒歩15分　◇創立／1887年

（67人）　◇松浦 裕介

舘坂橋教会［日基教団］

〒020-0115　盛岡市館向町21-7　Tel.019-654-2395 Fax. 

019-654-4930　◇JR盛岡駅　◇創立／1914年（77人）　

◇村上 義治　◇礼拝／10:40

【HP】http://www.nozomiy.jp/tatesaka/

盛岡集会所［信徒の集会］

〒020-0004　盛岡市山岸1-2-39　Tel.019-622-0044　◇澁

谷 慰

盛岡スコーレ集会［無教会］

〒020-0851　盛岡市向中野字才川2-3　Tel.019-636-0827 

Fax.019-636-0830　◇JR仙北町駅　◇創立／1976年（6

人）　◇中田 利男、山形 正敏

盛岡聖公会［聖公会］

〒020-0021　盛岡市中央通3-14-14　Tel&Fax.019-653-

0812　◇JR盛岡駅から徒歩10分　◇創立／1908年（86

人）　◇中山 茂、金子 昭三　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ictnet.ne.jp/~morioka-seikokai/

【E-Mail】morioka-seikokai@ictnet.ne.jp

盛岡聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒020-0066　盛岡市上田3-6-36　Tel&Fax.019-651-

7070　◇JR盛岡駅からバス10分(松園営業所行)｢岩手大学

前｣停、徒歩5分　◇創立／1971年（55人）　◇近藤 愛

哉　◇礼拝／10:30　◇テレホン／019-653-4040　◇特

色／赤ちゃんからお年寄りまで、全年齢層が集う教会です。

岩手大学のすぐ近くで、大学生の活動も活発です。

【HP】http://www8.plala.or.jp/cbc/top/top.html

【E-Mail】cmorioka@plum.plala.or.jp

盛岡聖泉キリスト教会［聖泉基督］

〒020-0016　盛岡市名須川21-10　Tel.019-622-2685 Fax. 

019-622-4118　◇JR上盛岡駅から徒歩3分　◇創立／

1960年（67人）　◇中野 直文、中野 齊子、中野 與子、卜

部 皆江　◇礼拝／10:40,13:30　◇外国語／英語(13:30)　
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盛岡西聖書教会［単立／独立］

〒020-0151　岩手郡滝沢村大釜字外館111-8　Tel&Fax. 

019-684-1231　◇JR大釜駅から徒歩5分　◇創立／2005

年　◇若井 啓治　◇礼拝／10:30　◇特色／JR盛岡駅か

ら田沢湖線1つ目「大釜駅」前5分。盛岡ICから5分の住宅

地にあります。

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/mugi1224/

紫波郡 Shiwa-gun

日詰教会［日基教団］

〒028-3305　紫波郡紫波町日詰字下丸森130　Tel.019-

672-5639 Fax.019-672-3435　◇JR柴波中央駅　◇創立／

1919年（20人）　◇井上 智　◇礼拝／10:30　◇特色／子

ども礼拝は9時半から行っています。すべての人に優しい

教会を目指しています。

盛岡チャペル［単立／独立］

〒028-3615　紫波郡矢巾町南矢幅6-15-50　Tel&Fax.019-

697-5140　◇JR矢幅駅から徒歩10分　◇創立／2000年

（15人）　◇水田 賢次、水田 康子、大石 弘美　◇礼拝／

14:00　◇テレホン／019-697-5439　◇特色／水曜日午後

7時30分から祈祷会。アルファコース等もあります。

【HP】http://moriokachapel.web.fc2.com/

【E-Mail】morichape@kpe.biglobe.ne.jp

二戸郡 Ninohe-gun

奥中山教会［日基教団］

〒028-5134　二戸郡一戸町奥中山字西田子1062-12　Tel 

Fax.0195-35-2233　◇岩手銀河鉄道奥中山高原駅から徒

歩30分　◇創立／1951年（81人）　◇江戸 清　◇礼拝／

10:30

奥中山聖泉キリスト教会［イエス・キリスト］

〒028-5134　二戸郡一戸町奥中山字西田子1054-47　Tel 

&Fax.0195-35-3155　◇JR奥中山駅から徒歩10分　◇創

立／1964年（7人）　◇仁科 宣雄　◇礼拝／13:40

1分　◇創立／1881年（64人）　◇小田島 久子　◇礼拝

／10:45

盛岡みなみ教会［同盟基督］

〒020-0866　盛岡市本宮4-25-16　Tel&Fax.019-636-

4137　◇JR盛岡駅からバス「もといち泉公園前」停、徒

歩30秒　◇創立／2004年（8人）　◇大塚 史明　◇礼拝

／10:30　◇特色／新会堂を建設しました。明瞭でいのち

あふれる日曜礼拝がモットーです。HPもご覧ください。

【HP】http://minamichurch.net/

【E-Mail】minamich@samba.ocn.ne.jp

陸前高田市 Rikuzentakata-shi

陸前高田キリスト教会［JBM］

〒029-2205　陸前高田市高田町字洞ノ沢63-3　Tel&Fax. 

0192-54-3034　◇陸前高田駅から徒歩10分　◇創立／

1965年（18人）　◇森田 為吉

胆沢郡 Isawa-gun

六原キリスト教会［単立／独立］

〒029-4501　胆沢郡金ヶ崎町六原東町50-123　Tel.0197-

43-2020 Fax.0197-43-2099　◇JR六原駅から徒歩20分　

◇創立／1988年（10人）　◇宮本 義治　◇礼拝／10:20

岩手郡 Iwate-gun

小岩井キリスト教会［単立／独立］

〒020-0151　岩手郡滝沢村大釜字風林54-25　◇JR小岩

井駅から徒歩5分　◇創立／1997年（8人）　◇潮 義男　

◇礼拝／11:00

【E-Mail】QVF03530@nifty.ne.jp

盛岡月が丘キリスト教会ハレルヤチャペル
［ルーテル同胞］

〒020-0173　岩手郡滝沢村滝沢字葉の木沢山556-17　

Tel.019-688-6773　◇JR盛岡駅からバス「中巣子」停、徒

歩3分［連絡先：盛岡月が丘キリスト教会　〒020-0121　

岩手県盛岡市月が丘2-2-57 Tel.019-643-1755］　◇創立／

2000年（8人）　◇宮川 正雄　◇礼拝／10:00
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宮城県──地域の宣教資料

　宣教人国記：日本最初のプロテスタント教会である

横浜公会で受洗した伊東友賢（1843〜1901）は、仙

台藩医・佐々城正庵の四男として生まれた。1867年（慶

応3）、横浜でヘボンに学んだ後、函館戦争に医官とし

て参加した。五稜郭の落城後、患者を伴い上京するが

逮捕され、謹慎閉居の身となる。1872年（明治5）に

上京し、バラ宣教師に導かれて回心した。日本バプテ

スト教団（現・日本バプテスト同盟）総理となった千

葉勇五郎（1870〜1946）は、藩校養賢堂の数学指南

役の子として仙台片平町に生まれた。県立尋常中学校

在学中にジョーンズ宣教師の聖書研究に入り、回心。

1890年（明治23）に横浜浸礼教会で受浸。アメリカ留

学後、日本のバプテスト教会の指導者として活動し、

日本バプテスト神学校を設立。関東学院院長にも就任

した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【石巻市】石巻市、桃生郡河北町・雄勝町・河南町・

桃生町・北上町、牡鹿郡牡鹿町。【大崎市】古川市、

志田郡松山町・三本木町・鹿島台町、玉造郡岩出山町・

鳴子町、遠田郡田尻町。【栗原市】栗原郡築館町・若

柳町・栗駒町・高清水町・一迫町・瀬峰町・鶯沢町・

金成町・志波姫町・花山村。【気仙沼市】気仙沼市、

本吉郡唐桑町・本吉町。【登米市】登米郡迫町・登米町・

東和町・中田町・豊里町・米山町・石越町・南方町、

本吉郡津山町。【東松島市】桃生郡矢本町･鳴瀬町。【加

美郡加美町】中新田町･小野田町･宮崎町。【遠田郡美里

町】小牛田町・南郷町。【本吉郡南三陸町】志津川町・

歌津町。

 東 北 地 方 宮 城 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

宮 城 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   M i y a g i 　

シャローム総合保険事務所［シャローム］

［総合保険代理店、健康食品販売］〒987-2306　宮城県

栗原市一迫字嶋躰竹の内10　Tel.0228-54-2124 Fax.0228-

54-2027　◇創立／1988年　◇代表／菅原 正道　◇特色

／生命保険・損害保険を分かり易く！！　健康は全ての人

の願い！！　保険と健康相談を承っています。

【E-Mail】e-shalom@nifty.com

菅原 洋道
［生命保険・損害保険代理店］〒981-3111　宮城県仙台市

泉区松森明神41-17　Tel.022-374-5835

ホビー美容室
［美容業］〒984-0831　宮城県仙台市若林区沖野6-14-

30　Tel&Fax.022-286-0464　◇JR仙台駅　◇創立／

1971年　◇代表／鈴木 とよ子　◇特色／出張美容車、自

宅の中でも施術可。足のエステ、ヘッドスパ、どろパック、

毛染め等でいたんだ髪に弱酸性美容。

　お店・事業

カレーショップ酒井屋
［飲食店］〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町2-4-

17　Tel.022-227-7976　◇JR仙台駅から徒歩20分　◇創

立／1964年　◇代表／酒井 万里子　◇特色／アットホー

ムでヘルシー志向なカレー。玄米カレーもあります。新鮮

な人参ジュースも、どうぞ

(有)シャローム
［共生相互の人材育成、街並み保存、シルクスクリーン印

刷］〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡3-9-15 東九

番丁パークマンション305　Tel.022-293-3056 Fax.022-

293-3022　◇JR仙台駅から徒歩5分　◇創立／1997年　

◇代表取締役／菊地 茂　◇特色／精神にハンディのある

方々と「一元の世界」を共に生きる社会を目指す「職親」

事業を行っております。

【HP】http://www.sharome.net/

【E-Mail】sko@cocoa.ocn.ne.jp
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ムラサキスポーツ ザ・モール仙台長町店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒982-

0011　宮城県仙台市太白区長町7-20-3 THE MALL仙台

長町2F　Tel.022-304-1401　◇代表取締役会長／金山 良

雄

ムラサキスポーツ 仙台さくら野店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒980-

0021　宮城県仙台市青葉区中央1-9-33 さくら野5F　

Tel.022-268-0345　◇代表取締役会長／金山 良雄

ムラサキスポーツ ダイヤモンドシティ名取店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒981-

1224　宮城県名取市増田字下関460 ダイヤモンドシティ・

エアリ 2F　Tel.022-382-9631　◇代表取締役会長／金山 

良雄

(有)リバイバルフレンドシップ
［車輌販売、板金塗装］〒987-2253　宮城県栗原市築館

青野4-8　Tel.0228-22-2588 Fax.0228-22-2591　◇JR栗駒

高原駅から車10分　◇創立／2000年　◇代表取締役／岸

浪 えみ子、取締役会長／岸浪 市夫

【E-Mail】r.mail@revival-f.com

レストラン・たらふく
［洋食店］〒989-1501　宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏

丁52-6　Tel.0224-84-4498 Fax.0224-84-2915　◇バス「裏

丁」停、徒歩2分　◇創立／1985年　◇代表／鈴木 祐二

　法律・経営相談

崔信義(サイノブヨシ)法律事務所
［弁護士］〒980-0812　宮城県仙台市青葉区片平1-5-20 片

平丁ビル6F　Tel.022-268-7303 Fax.022-716-3251　◇地

下鉄南北線広瀬通駅から徒歩15分　◇弁護士／崔 信義

シャローム行政書士事務所
［行政書士］〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡3-9-

15 東九番丁パークマンション305　Tel.022-293-3056 

Fax.022-293-3022　◇JR仙台駅から徒歩5分　◇創立／

1992年　◇所長／菊地 茂　◇特色／宗教法人等の法律

上の手続きや個人の法律問題、外国人の方々の問題まで”

一元の生き方”でご相談に対応いたします。

【HP】http://www.sharome.net/

【E-Mail】sko@cocoa.ocn.ne.jp

　文書伝道支援

(有)愛隣オフセット印刷社
［福音文書印刷センター］〒988-0042　宮城県気仙沼市本

郷22-15　Tel.0226-22-0796 Fax.0226-21-2188　◇JR南気

仙沼駅から徒歩5分　◇創立／1967年　◇代表取締役／

阿部 克衛　◇特色／自分の歴史を一冊の本に！「自分史

の自費出版」自分のクリスチャンライフをトラクトに「マ

イトラクト」発行

【E-Mail】airin@mediaweb.jp

Gospel Shop オアシス仙台店
［キリスト教専門書店］　［(宗)いのちのことば社ミニストリ

ーズ］〒980-0803　宮城県仙台市青葉区国分町3-4-5 クラ

イスビル4F　Tel.022-223-1458 Fax.022-223-1457　◇地

下鉄勾当台公園駅公園２出口から徒歩5分　◇店長／小川

内 洋子　◇特色／営業時間：平日10:00〜18:30、土曜

10:00〜18:00、祝日10:00〜17:00。定休日：日曜。有料駐

車場・通信販売あり。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】sendai@wlpm.or.jp

シオンブックス大富
［キリスト教専門書店］〒981-3362　宮城県黒川郡富谷町

日吉台3-13-5　Tel&Fax.022-358-1319

仙台キリスト教書店
［キリスト教専門書店］〒980-0012　宮城県仙台市青葉区

錦町1-13-6 日本キリスト教団東北教区センター「エマオ」

内　Tel&Fax.022-223-2736　◇地下鉄勾当台駅から徒歩

10分

【E-Mail】fqcwk524@ybb.ne.jp

田宮印刷(株) 仙台支社
［印刷、デザイン全般の企画制作］〒984-0051　宮城県仙

台市若林区新寺3-5-18 プロト仙台ビル2F　Tel.022-295-

0281 Fax.022-295-0280　◇支店長／毛利 康夫

　幼稚園・保育園・学童

愛隣こども園
［保育園］　［(宗)日本基督教団仙台五橋教会］〒980-

0022　宮城県仙台市青葉区五橋1-6-15　Tel.022-726-6185 

Fax.022-726-6186　◇地下鉄五橋駅から徒歩3分　◇創

立／2005年　◇園長／清野 貞代

【HP】http://church.ne.jp/sendai5/000airin.html

愛耕幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛耕学園愛耕幼稚園］〒988-0055　宮城

県気仙沼市反松2-6　Tel.0226-22-6939 Fax.0226-22-

6903　◇JR南気仙沼駅　◇創立／1916年　◇園長・牧

師／臼井 嘉男、理事長／髙橋 脩　◇特色／愛を耕す人

になるため自分のことだけでなく他人のことにも注意を払

いなさい(フィリピ2：4)のみことばに導かれる。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~aikou-y/

【E-Mail】aikou-y@titan.ocn.ne.jp

愛児幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団仙台愛泉教会］〒980-

0845　宮城県仙台市青葉区荒巻青葉428　Tel.022-262-

9877 Fax.022-262-1635　◇JR仙台駅からバス「川内亀岡」

停、徒歩7分　◇創立／1948年　◇代表役員・牧師・園

長／上野 和明　◇特色／私達の保育によってまかれた種

が一生涯にわたって豊かな聖霊の実りを宿すことを祈りつ

つ日々、歩んでいます。

【HP】http://sendaiaisen.org/aiji/

【E-Mail】aiji@aisen.picot.ne.jp

愛隣幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団仙台五橋教会］〒980-
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0022　宮城県仙台市青葉区五橋1-6-15　Tel.022-264-

3253　◇地下鉄五橋駅から徒歩3分　◇創立／1905年　

◇園長／清野 貞代

【HP】http://church.ne.jp/sendai5/000airin.html

旭ヶ丘幼稚園
［幼稚園］　［(学)旭ヶ丘学園］〒981-0904　宮城県仙台市

青葉区旭ケ丘2-22-21　Tel&Fax.022-234-6459　◇地下

鉄旭ヶ丘駅から徒歩5分　◇創立／1965年　◇園長・理

事長／早坂 文彦　◇特色／自分自身や他者、自然環境と

の間に平和を造り出す土台となる畏敬の感性(センス･オブ

･ワンダー)を養う。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~asahgoka

【E-Mail】senseofwonder@dune.ocn.ne.jp

石巻カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒986-0832　宮城県石巻市泉町3-2-

17　Tel.0225-96-3482

岩沼保育園
［保育園］　［(福)岩沼福祉会］〒989-2433　宮城県岩沼市

桜2-3-2　Tel.022-322-3087 Fax.022-322-6329　◇JR岩沼

駅から徒歩15分　◇創立／1952年　◇園長／志子田雪

子　◇特色／優しい温かい言葉で心の交流。

【HP】http://iwanuma-hoikuen.com/

【E-Mail】iwaho@iwanuma-hoikuen.or.jp

栄光幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団石巻栄光教会］〒986-

0854　宮城県石巻市大街道北2-12-3　Tel&Fax.0225- 

22-4090 Tel.0225-22-4191　◇JR陸前山下駅から徒歩10

分　◇創立／1977年　◇園長／小鮒 實

【HP】http://tohoku.uccj.jp/~i-eikou/youchien/

【E-Mail】i-eikou@tohoku.uccj.jp

大河原カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒989-1241　宮城県柴田郡大河原町

町22　Tel.0224-53-1230

角田カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)東北カトリック学園］〒981-

1505　宮城県角田市角田字町１　Tel.0224-63-1431 Fax. 

0224-63-1960　◇阿武隈急行角田駅から徒歩25分

角田幼稚園
［幼稚園］　［(学)宮城あけぼの学園］〒981-1505　宮城県

角田市角田字町84　Tel.0224-63-2277 Fax.0224-63-

5058　◇阿武隈急行角田駅から徒歩15分　◇創立／1954

年　◇理事長／平塚 幹夫　◇特色／預り保育を重視。毎

日午後6時まで。土日祝夏のお盆休み、年末年始、5月連

休以外すべて預ります。

【HP】http://www.kosodate-web.com/kakuda/

気仙沼カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒988-0017　宮城県気仙沼市南町

1-1-1　Tel.0226-22-7183

穀町保育園
［保育園］　［(福)仙台愛隣会］〒984-0058　宮城県仙台市

若林区元茶畑10-21　Tel.022-385-7251 Fax.022-385-

7261　◇地下鉄河原町駅から徒歩7分　◇創立／1948

年　◇園長／三澤 よし江　◇特色／道路計画にかかり、

平成22年4月に移転しましたが、今までの伝統にしたいと

いう思いから名前は受け継ぎました。

【E-Mail】kokucho_hoikuen@mild.ocn.ne.jp

五城保育園
［保育園］　［(福)五城福祉会］〒983-0842　宮城県仙台市

宮城野区五輪1-4-20　Tel&Fax.022-257-0458　◇地下鉄

仙石線宮城野原駅から徒歩10分　◇創立／1926年　◇園

長／中井 利洋

塩釜カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［東北カトリック学園］〒985-

0022　宮城県塩竈市新富町15-1　Tel.022-362-3976 

Fax.022-366-9719　◇JR本塩釜駅から徒歩10分　◇創立

／1973年　◇園長／佐山 淑子

塩釜聖光幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖光学園］〒985-0056　宮城県塩竈市泉

ヶ岡4-15　Tel.022-366-2964 Fax.022-363-0107　◇JR塩

釜駅から徒歩7分　◇創立／1913年　◇理事長・園長／

遊佐 久雄　◇特色／お花の様にみんなちがってみんない

い！！私達は子どもの限りない可能性を未来に信じて支援

していきます。

【HP】http://www.kosodate-web.com/shiogamaseikou/

尚絅学院大学女子短期大学部附属幼稚園
［幼稚園］　［(学)尚絅学院］〒981-1245　宮城県名取市ゆ

りが丘4-10-2　Tel.022-381-2270 Fax.022-381-2271　◇

JR南仙台駅西口からバス「尚絅学院大前」停　◇創立／

1956年　◇園長／石田 一彦　◇特色／キリスト教の精神

に基づく人間教育を理念とし、教育基本法の精神にのっと

り一人ひとりの子どもたちを大切にします。

【HP】http://kd.shokei.jp/

【E-Mail】skg@poplar.ocn.ne.jp

聖愛幼稚園
［幼稚園］　［(宗)仙台広瀬河畔教会］〒980-0065　宮城県

仙台市青葉区土樋1-9-15　Tel&Fax.022-222-8614　◇地

下鉄南北線愛宕駅から徒歩5分　◇創立／1921年　◇園

長／木村 茂範

【HP】http://homepage3.nifty.com/seiai/

聖ウルスラ学院英智幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖ウルスラ学院］〒984-

0047　宮城県仙台市若林区木ノ下1-25-25　Tel.022-293-

4024 Fax.022-293-4014　◇JR仙台駅西口からバス「木ノ

下１丁目」停　◇創立／1949年　◇園長／秋山 良子　◇

特色／特色教育をいかし、元気に明るく、神の前に正しく

をモットーとして、心豊かな保育をめざします。

【HP】http://www.st-ursula.ac.jp/kindergarten/

【E-Mail】sug-kdg@atlas.plala.or.jp

聖ドミニコ学院北仙台幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖ドミニコ学院］〒981-0914　

宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町11-11　Tel&Fax.022-234-

3615　◇JR北仙台駅　◇創立／1945年　◇理事長／鈴

木 かな子、園長／星 貞子　◇特色／世界の平和を願い

ながら教育をさせていただいております。
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【HP】http://www.dominic.ac.jp

【E-Mail】kitadomi@educet.plala.or.jp

聖ドミニコ学院幼稚園
［カトリック幼稚園］〒980-0874　宮城県仙台市青葉区角

五郎2-2-14　Tel.022-222-6337

聖ルカ幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖ルカ学園］〒982-0807　宮城県仙台市

太白区八木山南3-3-4　Tel.022-245-3137 Fax.022-245-

3168　◇バス「八木山南団地」停、徒歩1分　◇創立／

1978年　◇理事長／島田 信雄

【HP】http://st.ruka.youchien.to/

仙台白百合学園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒981-3205　宮城県仙台市泉区紫山

1-2-1　Tel.022-777-6777

仙台バプテスト教会幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本バプテスト仙台基督教会］〒980-

0801　宮城県仙台市青葉区木町通2-1-5　Tel.022-272-

1911 Fax.022-233-3597　◇地下鉄北四番丁駅北2すぐ　

◇創立／1954年　◇牧師／山下 誠也、園長／石垣 慶

子　◇特色／一人ひとりの個性を認め、受容し、ゆきとど

いた保育をします。

【HP】http://kreis.sakura.ne.jp/sbap/kindergarten/

仙台めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団仙台北教会］〒981-0923　

宮城県仙台市青葉区東勝山2-27-18　Tel&Fax.022-272-

3264　◇JR仙台駅からバス20分　◇創立／1974年　◇

園長／小西 望

【HP】http://tohoku.uccj.jp/sendaikita/megumi/

第一光の子保育園
［保育園］　［(福)光の子児童福祉会］〒989-1201　宮城県

柴田郡大河原町大谷字盛22　Tel.0224-52-1148 Fax. 

0224-52-0582　◇JR大河原から徒歩3分　◇創立／1948

年　◇理事長／平塚 幹夫、園長／武田 健　◇特色／第

一光の子の園庭にぶどうの小さな芽が顔を出しました。子

ども達はいつ食べられるかなと、水を運んでます。

【HP】http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~oogawara/

【E-Mail】oogawara@mrj.biglobe.ne.jp

第二光の子保育園
［保育園］　［(福)光の子児童福祉会］〒989-1201　宮城県

柴田郡大河原町大谷字末広50-2　Tel.0224-52-7781 Fax. 

0224-52-7782　◇JR大河原駅から徒歩10分　◇創立／

2007年　◇理事長・園長／平塚 幹夫

【HP】http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~oogawara/

【E-Mail】oogawara2@mrj.biglobe.ne.jp

高森明泉幼稚園
［幼稚園］　［(学)宮城明泉学園］〒981-3203　宮城県仙台

市泉区高森2-1-3　Tel.022-378-0221 Fax.022-378-9604　

◇地下鉄泉中央駅から車15分　◇創立／1967年　◇理事

長／ブローマン，フィリップ、園長／ファンガー，ダニエ

ル　◇特色／キリストの精神に基づく教育をめざし、神を

敬い、人を愛する人格の形成を目的としています。

【HP】http://www.meysen.ac.jp/

小さき花幼稚園
［カトリック幼稚園］〒984-0801　宮城県仙台市若林区畳

屋丁31　Tel.022-222-6786

築館聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒987-2252　宮城県栗原市築館薬師

4-7-8　Tel.0228-22-2324

東北学院幼稚園
［幼稚園］　［(学)東北学院］〒985-0862　宮城県多賀城市

高崎3-7-7　Tel.022-368-8600 Fax.022-309-2655　◇JR多

賀城駅から徒歩10分　◇創立／1962年　◇園長／平河内 

健治　◇特色／キリスト教精神による情操豊かな人格教

育を行います。自然が豊かな広大な園庭を利用した保育

を行っています。

【E-Mail】kinder_admin@kinder.tohoku-gakuin.ac.jp

登米幼稚園
［幼稚園］　［(学)とよま平和学園］〒987-0702　宮城県登

米市登米町寺池桜小路64-2　Tel&Fax.0220-52-2302　◇

JR柳津駅　◇創立／1941年　◇園長／小久保 達之佑

【HP】http://www.miyashiyo.or.jp/html/0120.html

ナザレト幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)仙台百合学院］〒983-0833　

宮城県仙台市宮城野区東仙台6-8-15　Tel.022-256-0941 

Fax.022-256-0981　◇バス「光が丘」停、徒歩2分　◇園

長／竹内 純子

鳴子保育園
［保育園］　［(福)鳴子保育園］〒989-6825　宮城県大崎市

鳴子温泉字上鳴子19-1　Tel.0229-83-2153 Fax.0229-83-

2160　◇JR鳴子温泉駅から徒歩5分　◇創立／1923年　

◇園長・理事長／小林 休

【HP】http://www.ans.co.jp/n/naruko/

【E-Mail】narukohoikuen@miracle.ocn.ne.jp

南光幼稚園
［幼稚園］　［(学)日本ホーリネス教団仙台南光沢教会］〒

981-8003　宮城県仙台市泉区南光台2-2-3　Tel&Fax. 

022-233-1901　◇創立／1967年　◇園長／千田 美保子

錦織保育園
［保育園］　［(福)牧羊会］〒987-0903　宮城県登米市東和

町錦織字雷神山22-22　Tel&Fax.0220-44-3666　◇JRく

りこま高原駅から車40分　◇創立／1953年　◇園長／沼

倉 かず子　◇特色／自然環境抜群、少子化が進む中、定

員以上の幼子に恵まれ嬉しい悲鳴で頑張っています。今

後も続きますように。

のぞみ幼稚園
［幼稚園］〒989-2351　宮城県亘理郡亘理町字下小路18-2

古川幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団陸前古川教会］〒989-

6143　宮城県大崎市古川中里1-3-16　Tel&Fax.0229-22-

0593　◇JR古川駅から徒歩15分　◇創立／1923年　◇

園長／関 純一

【HP】http://www.furukawa-youchien.com/
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石巻市 Ishinomaki-shi

石巻栄光教会［日基教団］

〒986-0854　石巻市大街道北2-12-3　Tel&Fax.0225-22-

4090　◇JR陸前山下駅から徒歩8分　◇創立／1887年（30

人）　◇小鮒 實　◇礼拝／10:30

【HP】http://tohoku.uccj.jp/~i-eikou/

【E-Mail】i-eikou@tohoku.uccj.jp

石巻キリスト教会［基督兄弟団］

〒986-0813　石巻市駅前北通り1-6-12　Tel.0225-22-

1174　◇JR石巻駅　◇伊藤 諭、伊藤 ゆみ子

石巻伝道所［改革派］

〒986-0861　石巻市蛇田字新谷地前50-1　Tel&Fax.0225 

-94-8039　◇JR蛇田駅から徒歩3分　◇創立／1956年（6

人）　◇白津 景蔵

石巻山城町教会［日基教団］

〒986-0832　石巻市泉町1-2-5　Tel&Fax.0225-22-1267　

◇JR石巻駅から徒歩15分　◇創立／1885年（43人）　◇

鈴木 淳一、鈴木 裵善姫　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜

日午前10時15分から聖書研究祈祷会。第3日曜日礼拝後婦

人会。第2日曜日礼拝後壮年会。

【E-Mail】ampelos367@nifty.com

いしのみなと教会［保守バプ］

〒986-0862　石巻市あけぼの2-9-3　Tel&Fax.0225-94-

2021　◇JR蛇田駅から車5分　◇創立／1981年（37人）　

◇金谷 政勇　◇礼拝／10:30

石巻聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒986-0831　石巻市羽黒町1-11-24　Tel&Fax.0225-95-

5447　◇JR石巻駅から徒歩6分　◇創立／1960年　◇岡

本 弘　◇礼拝／10:30

宮 城 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   M i y a g i 　

宮城学院女子大学附属幼稚園
［幼稚園］　［(学)宮城学院］〒981-0961　宮城県仙台市青

葉区桜ケ丘9-1-1　Tel.022-279-1344 Fax.022-279-4968　

◇広利 吉治

【HP】http://www.mgu.ac.jp/~kinder/

【E-Mail】kinder@mgu.ac.jp

向山幼稚園
［幼稚園］　［(学)仙台こひつじ学園］〒982-0832　宮城県

仙台市太白区八木山緑町21-10　Tel.022-229-0169 Fax. 

022-229-0159　◇JR仙台駅から車15分　◇創立／1956

年　◇園長／木村 徹　◇特色／キリスト教的人間観を土

台として、自由遊び・芸術教育・シュタイナー教育を柱と

した教育を行っております。

【HP】http://www.hansoku.co.jp/kohituji/

明泉幼稚園
［幼稚園］　［(学)宮城明泉学園］〒981-3121　宮城県仙台

市泉区上谷刈丸山4-1-1　Tel.022-372-3764 Fax.022-372-

3962　◇理事長／フィリップ・ブローマン

【HP】http://www.meysen.ac.jp/

八木山カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒982-0821　宮城県仙台市太白区松

が丘44-1　Tel.022-229-0114

よしの幼稚園
［幼稚園］　［(学)よしの幼稚園］〒989-5501　宮城県栗原

郡若柳町字川北塚の根13　Tel&Fax.0228-32-3243　◇園

長／早坂 哲郎

【HP】http://www.miyashiyo.or.jp/html/0133.html

利府聖光幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖光学園］〒981-0111　宮城県宮城郡利

府町加瀬字南野中沢29　Tel.022-356-2536 Fax.022-356-

8454　◇JR利府駅　◇創立／1968年　◇理事長／斎藤 

泓、園長／宮城 卓三　◇特色／広い園庭には羊も！　の

びのびとした環境を与えられた中、キリスト教に基礎を置

き、楽しく学び遊びます。

【HP】http://www.kosodate-web.com/rifu-seiko/

涌谷保育園
［保育園］　［(福)涌谷みぎわ会］〒987-0163　宮城県遠田

郡涌谷町字立町18-8　Tel.0229-42-2333 Fax.0229-42-

2555　◇JR涌谷駅から徒歩10分　◇創立／1946年　◇

園長／久道 晶子

亘理カトリック幼児園
［カトリック幼稚園］〒989-2351　宮城県亘理郡亘理町新

町18-7　Tel.022-334-1613　◇JR亘理駅から徒歩7分　◇

園長／齊藤 初子

　図書館・資料展示館

東北学院資料室
［資料室］　［(学)東北学院］〒980-8511　宮城県仙台市青

葉区土樋1-3-1　Tel.022-264-6423 Fax.022-264-6478　◇

地下鉄五橋駅から徒歩5分　◇創立／2001年　◇学院長

／星宮 望　◇特色／本学院に関する歴史資料を展示し、

同窓生をはじめ、一般市民にも広く公開している。

【HP】http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/

【E-Mail】koho@tohoku-gakuin.ac.jp
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岩沼市 Iwanuma-shi

岩沼教会［日基教団］

〒989-2433　岩沼市桜2-3-2　Tel.0223-22-3087 Fax.0223 

-22-6329　◇JR岩沼駅から徒歩15分　◇創立／1885年

（37人）　◇川上 憲雄、川上 麻里　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/iwanuma/

大崎市 Oosaki-shi

鹿島台キリスト教会［バプ同盟］

〒989-4102　大崎市鹿島台木間塚姥ヶ沢117　Tel&Fax. 

0229-56-3652　◇JR鹿島台駅から徒歩8分　◇創立／

1962年（25人）　◇工藤 ひとみ　◇礼拝／10:30

田尻教会［日基教団］

〒989-4308　大崎市田尻沼部字富岡浦1　Tel&Fax.0229-

39-0452　◇JR田尻駅　◇創立／1921年（25人）　◇小久

保 達之佑

TLCCC大崎中央教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください　◇ルツ 

遠藤　◇礼拝／14:30(第1･3水曜)

【HP】http://www51.tok2.com/home/tlcccakita/furukawa.htm#

taitoru

【E-Mail】ZAP10520@nifty.ne.jp

鳴子教会［日基教団］

〒989-6825　大崎市鳴子温泉字上鳴子19-3　Tel.0229-83-

2025 Fax.0229-83-2160　◇JR鳴子温泉駅から徒歩5分　

◇創立／1920年（14人）　◇小林 休、小野寺 清栄　◇礼

拝／10:30

古川聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒989-6141　大崎市古川南新町1-23　Tel.0229-22-4878 

Fax.0229-22-4838　◇JR古川駅から徒歩20分［連絡先：

飯塚 清昭　〒989-6155　宮城県大崎市古川南町3-4-42 

Tel.0229-22-4879］　◇創立／1955年（75人）　◇飯塚 清

昭、飯塚 麗子　◇礼拝／11:00　◇特色／幼児から高齢

者まで生き生きと礼拝し、お友だち・中高生の居場所とな

る交わり豊な教会を目指しています。

【HP】http://church.ne.jp/furukawabbc/

【E-Mail】furukawa.bcc@gmail.com

古川福音自由教会［福音自由］

〒989-6111　大崎市古川鶴ヶ埣字新江北191-11　Tel& 

Fax.0229-24-7044　◇JR古川駅から徒歩20分　◇創立／

1995年（25人）　◇栗原 延元　◇礼拝／10:00　◇特色

／古川市郊外の静かな田園風景の中に立つ白い美しい会

堂で、パイプ･オルガンとともに礼拝と賛美を主に捧げて

います。

【HP】http://www.sendaiefc.com/furukawa/

陸前古川教会［日基教団］

〒989-6143　大崎市古川中里1-3-16　Tel&Fax.0229-22-

0593　◇JR古川駅から徒歩15分　◇創立／1885年（39

人）　◇関 純一　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書を読み祈

る会、毎週水曜日午後3時。

角田市 Kakuda-shi

角田教会［日基教団］

〒981-1505　角田市角田字町84　Tel.0224-63-2277 Fax. 

0224-63-5058　◇阿武隈急行角田駅から徒歩15分　◇創

立／1894年（6人）　◇及川 和枝　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.kosodate-web.com/kakuda/church/

【E-Mail】mikisan_00@ybb.ne.jp

栗原市 Kurihara-shi

イエス・キリスト栗原聖書バプテスト教会［保

守バプ］

〒987-2261　栗原市築館久伝33-15　Tel&Fax.0228-22-

3589　◇JRくりこま高原駅　◇創立／1979年（31人）　

◇岸浪 市夫　◇礼拝／14:30

栗駒高原バプテスト教会［保守バプ］

〒987-2308　栗原市一迫真坂字清水上野前1-1　Tel. 

0228-52-5035 Fax.0228-52-4425　◇JRくりこま高原駅か

ら車20分　◇創立／1993年（10人）　◇村山 勝德　◇礼

拝／9:00

築館キリスト教会［ホーリネス］

〒987-2252　栗原市築館薬師4-3-15　Tel&Fax.0228-23-

8622　◇JR仙台駅からバス「築館」停前　◇創立／1997

年（4人）　◇西森 恵子、佐藤 信人　◇礼拝／10:30　◇

いのち／0228-23-8622　◇特色／1997年に一からの開拓

開始。子供と共に礼拝し、初めての方や外国の方も和や

かに集える教会です。

【HP】http://www3.to/tsukidate/

【E-Mail】jhc-tsukidate@ebony.plala.or.jp

まきば福音チャペル［福音の群］

〒987-2183　栗原市高清水袖山62-18　Tel.0228-58-4755 

Fax.0228-58-4756　◇JR古川駅から車20分　◇創立／

1999年（2人）　◇武田 和浩

若柳日本キリスト教会［単立／独立］

〒989-5502　栗原市若柳字川南子々松288　Tel.0228-32-

2055　◇菅原 典雄　◇礼拝／10:30

気仙沼市 Kesennuma-shi

気仙沼聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒988-0051　気仙沼市常楽212-7　Tel&Fax.0226-22-

6066　◇JR不動の沢駅から徒歩3分　◇創立／1960年（25

人）　◇千葉 仁胤、千葉 美佐子、奥田 久良　◇礼拝／

10:30

【HP】http://gospel-news.blog.ocn.ne.jp/

【E-Mail】abibc_07gc@yahoo.co.jp

気仙沼第一聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒988-0212　気仙沼市最知森合37-3　Tel.0226-27-5192 

Fax.0226-27-3417　◇JR最知駅から徒歩5分　◇創立／

1993年（25人）　◇嶺岸 浩　◇礼拝／6:30,10:20
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色／礼拝および集会についてはホームページをご覧くだ

さい。またお問い合わせは電話もしくはE-Mailにてお願い

します。

【HP】http://www.ciasendai.org/

【E-Mail】ciasendai@yahoo.co.jp

いこいの汀教会［保守バプ］

〒989-3212　仙台市青葉区芋沢字花坂上野原40-1　◇JR

愛子駅から徒歩15分　◇創立／1994年（12人）　◇森谷 

正志　◇礼拝／14:30

インマヌエル仙台キリスト教会［IGM］

〒981-0911　仙台市青葉区台原3-16-24　Tel.022-274-

0624 Fax.022-276-6787　◇田中 敬康、田中 紘子、額田 

香織、岩上 敦郎

仙台愛泉教会［日基教団］

〒980-0845　仙台市青葉区荒巻字青葉428　Tel&Fax. 

022-222-6783　◇JR仙台駅からバス「川内亀岡」停、徒

歩7分　◇創立／1941年（18人）　◇上野 和明、小川 幸

子　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週木曜日午前10時半と午

後7時から聖書研究・祈祷会

【HP】http://sendaiaisen.org/

【E-Mail】mail@sendaiaisen.org

仙台青葉荘教会［日基教団］

〒980-0012　仙台市青葉区錦町1-13-48　Tel.022-222-

3855 Fax.022-222-3914　◇JR仙台駅から徒歩15分　◇

創立／1909年（153人）　◇島 隆三、島 静江、森田 聖

子　◇礼拝／10:15　◇特色／毎週水曜午前7時より仙台

朝祷会(超教派)。同じく水曜午後1時30分、7時より祈祷会。

【HP】http://homepage2.nifty.com/aobasou/

【E-Mail】r3shima@gol.com

仙台五橋教会［日基教団］

〒980-0022　仙台市青葉区五橋1-6-15　Tel.022-222-3242 

Fax.022-264-3262　◇地下鉄五橋駅から徒歩3分　◇創立

／1886年（164人）　◇酒井 勲、三井 啓示　◇礼拝／10:30

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~sendai5/000s5c.html

仙台嘉信聖書集会［無教会］

［日曜のみ］仙台市青葉区一番町　◇地下鉄あおば通駅か

ら徒歩10分［連絡先：佐藤 成　〒981-1505　宮城県角田

市角田字南82-5 Tel.0224-62-4238］　◇創立／1958年（10

人）　◇佐藤 成　◇礼拝／10:30　◇特色／旧約聖書(エ

レミヤ書またはヨブ記)、新約聖書(使徒行伝またはガラテ

ヤ書)を毎週交互に学び日曜礼拝。8月休み。

仙台川平教会［日基教団］

〒981-0954　仙台市青葉区川平1-17-10　Tel&Fax.022-

279-6826　◇JR北仙台駅　◇創立／1899年（61人）　◇

高田 恵嗣

仙台北教会［日基教団］

〒981-0923　仙台市青葉区東勝山2-27-18　Tel&Fax.022-

301-1665　◇JR仙台駅からバス20分　◇創立／1887年

（195人）　◇小西 望　◇礼拝／10:40　◇特色／宮城県七

ヶ浜町に研修施設「ジレットハウス」を設置しています。

教会の学び、親睦等にご利用ください。

【HP】http://tohoku.uccj.jp/sendaikita/

日本バプテスト気仙沼教会［バプ同盟］

〒988-0055　気仙沼市反松2-4　Tel.0226-22-6939 

Fax.0226-22-6903　◇JR気仙沼駅から車10分　◇創立／

1913年（70人）　◇臼井 嘉男　◇礼拝／10:45　◇特色／

主日礼拝10時45分、教会学校主日9時、聖餐式第1主日礼

拝後、女性会第1主日聖餐式後。

【E-Mail】usui440@smil.ocn.ne.jp

塩竈市 Shiogama-shi

キリスト塩釜ともしびチャペル［ウェスレアン］

〒985-0042　塩竈市玉川1-5-6　Tel&Fax.022-362-8261　

◇JR塩釜駅から徒歩5分　◇創立／1999年（13人）　◇平

島 望、平島 範子　◇礼拝／10:10　◇特色／韓国語教室

などを通して地域に伝道しています。通訳も可能です。

アットホームな明るい雰囲気の教会です。

【HP】http://whchurch.jp/

塩釜キリスト教会［バプ同盟］

〒985-0052　塩竈市本町9-23　Tel&Fax.022-362-1031　

◇JR本塩釜駅から徒歩5分　◇創立／1888年（145人）　

◇山田 崇浩、長峯 英雄　◇礼拝／10:30,19:30(第1･3)　

◇特色／広い園庭、駐車場のある地区会堂で聖日礼拝(10

時半〜)、教会学校。便利な本町会堂で夕拝をしています。

ＨＰあり。

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~sgmcc/

塩釜キリスト恵み教会［単立／独立］

〒985-0025　塩竈市佐浦町14-6　Tel.022-367-5927　◇

JR西塩釜駅から徒歩5分　◇松岡 平　◇礼拝／10:30

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~siogamamegumi/

塩釜東教会［日基教団］

〒985-0024　塩竈市錦町24-7　Tel&Fax.022-362-2056　

◇JR西塩釜駅から3分　◇創立／1930年（25人）　◇津村 勝

白石市 Shiroishi-shi

白石教会［日基教団］

〒989-0276　白石市大手町2-7　Tel&Fax.0224-26-

2476　◇JR白石駅から徒歩8分　◇創立／1886年（23

人）　◇井上 末司

白石契約伝道所［改革派］

〒989-0252　白石市西益岡町1-26　Tel&Fax.0224-25-

5264　◇JR白石駅から徒歩20分　◇創立／1946年（24

人）　◇吉田 隆　◇礼拝／15:00

白石バプテスト教会［単立／独立］

〒989-0203　白石市郡山宇西堀51-6　Tel.0224-25-

4620　◇大畠 弘義

仙台市青葉区 Sendai-shi, Aoba-ku

Arise仙台キリスト教会［アライズ］

Tel.022-718-6241　◇創立／2002年　◇ジェンキンズ，

ジェレミー、ジェンキンズ 久美子　◇礼拝／10:30　◇特
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仙台聖フランシス教会［聖公会］

〒981-0905　仙台市青葉区小松島3-1-77　Tel&Fax.022-

234-9610　◇JR東照宮駅からバス「小松島3丁目」停、徒

歩8分　◇創立／1956年（32人）　◇影山 博美

仙台南光沢教会［ホーリネス］

〒981-0905　仙台市青葉区小松島4-14-13　Tel&Fax.022-

234-5385　◇地下鉄南北線台原駅から徒歩15分　◇創立

／1964年（82人）　◇佐藤 信人、佐藤 裕子、山口 明

雄　◇礼拝／10:30

仙台のぞみ教会［同盟基督］

〒981-0961　仙台市青葉区桜ケ丘4-35-6　Tel&Fax.022-

279-2726　◇仙台駅西口からバス「桜ケ丘ロータリー」停、

徒歩1分　◇創立／1998年　◇秋山 善久　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/keyaki_910/

【E-Mail】keyaki910@yahoo.co.jp

仙台東一番丁教会［日基教団］

〒980-0811　仙台市青葉区一番町1-13-12　Tel&Fax. 

022-223-3275 Fax.022-223-3271　◇地下鉄五橋駅北１出

口から徒歩10分　◇創立／1881年（253人）　◇保科 隆、

保科 けい子　◇礼拝／10:30

【HP】http://st.cat-v.ne.jp/church.office/

仙台東六番丁教会［日基教団］

〒980-0004　仙台市青葉区宮町1-4-1　Tel.022-225-2556 

Fax.022-225-2565　◇JR仙台駅から徒歩15分　◇創立／

1893年（133人）　◇高橋 和人

【HP】http://www.sendai-e6thstr-church.com/site/Home.html

仙台広瀬河畔教会［日基教団］

〒980-0065　仙台市青葉区土樋1-9-15　Tel&Fax.022-222-

8614　◇地下鉄南北線愛宕駅から徒歩5分［連絡先：望月 

修　〒980-0813　宮城県仙台市青葉区米ケ袋2-4-26 

Tel.022-266-3197］　◇創立／1923年（1038人）　◇望月 

修　◇礼拝／10:15　◇特色／改革・長老教会の信仰と伝

統に立つ教会です。み言葉による礼拝と伝道に励んでいます。

【HP】http://www.hirosekahan.org/

仙台福音自由教会［福音自由］

〒981-0954　仙台市青葉区川平5-3-8　Tel.022-277-1435 

Fax.022-277-1465　◇JR仙台駅からバス40分「川平団地」

停、徒歩2分　◇創立／1989年（132人）　◇吉田 耕三、

門谷 信愛希　◇礼拝／8:30,10:30,16:30　◇特色／恵みに

よって強められる信仰を目指している教会です。パッチワ

ーク教室、婦人集会、青年会もあります。

【HP】http://www.sendaiefc.com/

【E-Mail】kyoukai@sendaiefc.com

仙台ホサナ教会［日基教団］

〒980-0011　仙台市青葉区上杉1-15-31　Tel&Fax.022-

223-0973　◇地下鉄北四番丁駅から徒歩5分　◇創立／

1880年（79人）　◇長尾 厚志　◇礼拝／10:15

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~hosana/

仙台南吉成キリスト教会［ルーテル同胞］

〒989-3204　仙台市青葉区南吉成4-15-1　Tel.022-278-

1615 Fax.022-278-1359　◇バス「南吉成小学校前」停、

徒歩2分　◇創立／1966年（140人）　◇銭谷 幸器、山内 

仙台北三番丁教会［日基教団］

〒980-0873　仙台市青葉区広瀬町5-13　Tel&Fax.022-

223-4479　◇JR仙台駅からバス15分　◇創立／1926年

（126人）　◇江連 実　◇礼拝／7:30,10:10

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~kitasan/

仙台教会［福音ルーテル］

〒980-0004　仙台市青葉区宮町4-4-39　Tel&Fax.022-

222-4494　◇JR東照宮駅から徒歩5分　◇創立／1957年

（17人）　◇藤井 邦昭　◇礼拝／9:30

【HP】http://www.jelc-sendai.com/ch/

【E-Mail】nagashima@ma.mni.ne.jp

仙台教会［KCCJ］

〒980-0813　仙台市青葉区米ヶ袋1-2-9　Tel&Fax.022-

713-5159　◇徐 東一、金 致福　◇礼拝／11:00,13:00,

19:00(水)　◇外国語／韓国語　◇特色／日本語同時通訳

あり。

仙台教会所属仙台栄光伝道所［改革派］

〒981-0943　仙台市青葉区国見2-4-5　Tel.022-234-

9469　◇JR東北福祉大駅から徒歩10分　◇創立／1981

年（15人）　◇李 根培　◇礼拝／10:15

仙台基督教会［聖公会］

〒980-0803　仙台市青葉区国分町2-13-15　Tel&Fax.022-

225-2818　◇地下鉄勾当台公園駅から徒歩５分　◇創立

／1894年（252人）　◇林 国秀　◇礼拝／10:30

仙台国見教会［イエス・キリスト］

〒981-0943　仙台市青葉区国見6-8-2　Tel.022-233-7710 

Fax.022-233-7943　◇JR国見駅から徒歩5分　◇創立／

1967年（69人）　◇仁科 宣雄、仁科 栄子　◇礼拝／

10:30　◇特色／JR仙台駅から仙山線で国見駅下車、駅か

ら徒歩5分です。

【HP】http://www1.plala.or.jp/ohirune/kunimi.htm

【E-Mail】kunimi_c@mm.neweb.ne.jp

仙台神召基督教会＝仙台グレースチャペル
［アッセンブリー］

〒981-0933　仙台市青葉区柏木2-5-63　Tel.022-234-6582 

Fax.022-717-0373　◇JR仙台駅からバス「教会前」停　

◇創立／1949年（140人）　◇川上 良明、川上 まさ子、

川上 基枝　◇礼拝／10:30,17:00

【E-Mail】sendaigrace@yahoo.co.jp

仙台聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒980-0011　仙台市青葉区上杉3-9-66　Tel.022-222-5027 

Fax.022-222-5035　◇地下鉄仙台駅から徒歩15分［連絡

先：鈴木 茂　〒982-0252　宮城県仙台市太白区茂庭台

4-3-6 410］　◇創立／1950年（92人）　◇鈴木 茂　◇礼

拝／10:30　◇特色／祈り会水曜午前10時半。

仙台聖泉キリスト教会［聖泉基督］

〒980-0811　仙台市青葉区一番町1-11-25　Tel&Fax.022-

266-8773　◇JR仙台駅から徒歩10分　◇創立／1951年

（42人）　◇山本 嘉納、山本 光明、山本 和子、山本 盡子

【E-Mail】eagles7@rk9.so-net.ne.jp
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ヨハン仙台キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒980-0871　仙台市青葉区八幡4-5-24　Tel&Fax.022-

234-3847　◇仙台駅からバス「大崎八幡」停、徒歩1分　

◇創立／2000年　◇韓 承喜、国分 光平　◇礼拝／

10:30,14:00,15:30,17:00　◇外国語／韓国語(14:00),中国語

(15:30)　◇特色／子供たちも、青年たちも、ご婦人方も

皆親しく家庭的で活気溢れる教会です。若者が多く、宣

教も交わりも活発です。

【HP】http://www.yohan.or.jp/sendai/

【E-Mail】sendai@yohan.or.jp

ルーテル同胞神学校教会＝神学校教会［ルー

テル同胞］

〒989-3128　仙台市青葉区愛子中央2-14-11　Tel&Fax. 

022-392-7652 Tel.022-355-6770　◇JR愛子駅から徒歩7

分［連絡先：佐々木 久　〒989-3128　宮城県仙台市青葉

区愛子中央2-14-15］　◇創立／1989年（90人）　◇佐々木 

久、ベンソン，ディーン、ベンソン，リンダ、佐々木 宏

光　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／幼児か

ら高齢者のいる温かな教会。昼食、夕食も共にし、海外の

ゲストも多い国際的、賛美の溢れた教会です。

【E-Mail】hisashisasaki@hotmail.com

仙台市泉区 Sendai-shi, Izumi-ku

旭ヶ丘キリストの教会［キリストの教会］

〒981-8003　仙台市泉区南光台3-1-45　Tel.022-275-

7874　◇地下鉄南北線旭ヶ丘駅から徒歩8分　◇創立／

2003年　◇千田 俊昭　◇礼拝／9:30,11:00　◇特色／ホ

ームページから毎週の礼拝メッセージをお聞きいただけま

す。

【HP】http://www.h5.dion.ne.jp/~biblroom/

【E-Mail】xpistosi@k3.dion.ne.jp

いずみ愛泉教会［日基教団］

〒981-3132　仙台市泉区将監10-12-1　Tel&Fax.022-372-

1712　◇地下鉄南北線泉中央駅　◇創立／1974年（58

人）　◇布田 秀治

泉聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒981-3132　仙台市泉区将監10-38-20　Tel&Fax.022-

373-0645　◇地下鉄南北線泉中央駅からバス5分「泉高校」

停、徒歩1分　◇創立／1988年（43人）　◇中野 正義　

◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時半、午後7時か

ら祈祷会。木曜日午後、ネイティブによる英語教室。

【E-Mail】nakanomh@kne.biglobe.ne.jp

泉高森教会［日基教団］

〒981-3203　仙台市泉区高森5-32-2　Tel&Fax.022-377-

留美子　◇礼拝／9:00,10:30　◇特色／1)豊かな成長と落

ちついた礼拝。2)豊かな実りの福音宣教。3)幼児から老人

まで愛に満ちて助け合う教会です。

【E-Mail】smc-ch@beach.ocn.ne.jp

仙台レムナント教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒980-0804　仙台市青葉区大町2-13-36　Tel.022-797-

2066 Fax.022-797-0701　◇地下鉄広瀬通駅から徒歩10

分　◇李 イザヤ

【HP】http://yaplog.jp/sendairtchurch/

西仙台教会［聖協団］

〒989-3127　仙台市青葉区愛子東3-14-22　Tel&Fax.022-

392-7087　◇JR愛子駅から徒歩20分　◇創立／1975年

（23人）　◇中澤 竜生、中澤 佳子　◇礼拝／10:30　◇特

色／小中高校生と大人と幼児が共に一つの所に集まって

礼拝を行なっております。家庭的な礼拝です。

西仙台教会［日基教団］

〒982-0262　仙台市青葉区西花苑2-3-12　Tel.080-5222-

3360 Fax.022-234-6459　◇JR仙台駅からバス「西花苑団

地」停、徒歩3分［連絡先：早坂 文彦　〒981-0904　宮

城県仙台市青葉区旭ケ丘2-22-20］　◇創立／1970年（29

人）　◇早坂 文彦　◇礼拝／10:30　◇特色／随時、牧師

がカウンセリングを行います。

【E-Mail】songofthebirds@diary.ocn.ne.jp

日本バプテスト尚絅教会［バプ同盟］

〒981-0952　仙台市青葉区中山4-17-25　Tel&Fax.022-

278-2277　◇JR北仙台駅からバス10分「中山不動尊前」停、

徒歩3分［連絡先：日本バプテスト同盟　〒169-0051　東

京都新宿区西早稲田2-3-18-71 Tel.03-3202-0053］　◇創

立／1949年（36人）　◇田所 義郎、宍戸 朗大　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後1時20分から祈祷会。日曜日

午前9時15分から教会学校(幼・小・中・高・青年成人科)。

【HP】http://www2.plala.or.jp/shokei-church/

日本バプテスト仙台基督教会［バプ連盟］

〒980-0801　仙台市青葉区木町通2-1-5　Tel.022-233-

3550 Fax.022-233-3479　◇地下鉄北四番丁駅　◇創立

／1955年（100人）　◇山下 誠也、小林 孝男　◇礼拝／

11:00,18:00　◇外国語／英語(18:00)

フルゴスペル仙台教会［JFGA］

〒981-0911　仙台市青葉区台原4-1-10 ときわビル201　

Tel&Fax.022-718-0273　◇JR東照宮駅から徒歩15分　◇

崔 洙日　◇礼拝／9:00,11:00,13:00

【E-Mail】sooil2007@hanmail.net

プレイズ・コミュニティー・チャーチ＝PCC
［福音の群］

〒980-0821　仙台市青葉区春日町6-18 AX.BLD.3F Music

＆Bar SOUL LIFE内　◇地下鉄南北線勾当台公園から徒

歩10分［連絡先：ＰＣＣ事務局　〒981-8003　宮城県仙

台市泉区南光台7-4-1-301 Tel.022-352-6014］　◇創立／

1995年（15人）　◇阿見 高洋　◇礼拝／10:30　◇特色／

若い世代の人々が中心に集まっています。海外の人も多く

インターナショナルでにぎやかな雰囲気の教会です。

【HP】http://www.pccsendai.com/

【E-Mail】yfgsendai@yahoo.co.jp

http://www.yohan.or.jp/sendai/
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仙台黒松教会［日キ教会］

〒981-8006　仙台市泉区黒松3-6-14　Tel&Fax.022-271-

0610　◇地下鉄南北線黒松駅から徒歩2分　◇創立／

1967年（68人）　◇中家 契介　◇礼拝／10:30

仙台小隊［救世軍］

〒981-8003　仙台市泉区南光台4-16-20　Tel&Fax.022-

273-2368　◇地下鉄南北線旭ヶ丘駅からバス「南光台小

学校前」停、徒歩10分　◇創立／1906年（30人）　◇五

十嵐 光男、五十嵐 朝子　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜

日朝7時20分から早天祈祷会。第3日曜日午後1時から家庭

団(婦人の集い)。日曜学校は毎日曜10時半から。

【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~sa_sndai/

【E-Mail】sendai@salvationarmy.or.jp

仙台松陵教会［日基教団］

〒981-3108　仙台市泉区松陵1-13-1　Tel&Fax.022-375-

0423　◇バス「松陵一丁目」停、徒歩1分　◇創立／

2001年（73人）　◇田尻 真介　◇礼拝／10:30

仙台ベタニヤ教会［聖イエス会］

〒981-8006　仙台市泉区黒松1-14-16　Tel.022-233-

5760　◇中嶋 真輝

仙台めぐみ教会［OPCJM］

〒981-3103　仙台市泉区山の寺2-21-27　Tel&Fax.022-

218-5510　◇バス「山の寺一丁目北」停、徒歩8分　◇創

立／1997年（5人）　◇カミングス，カルビン、尾形 秀夫、

ウオモト，マーレー　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　

◇特色／主の恵みを深く学ぶ、アットホームな雰囲気。子

供会偶数月第1土曜、青年会奇数月第3金曜、学び会水曜

日19時30分。

【HP】http://www.geocities.jp/sendaimegumi/

【E-Mail】uomoto.1@opc.org

TLCCC東シオン教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはホームページでご確認ください

［連絡先：蔵元 英二　〒981-0907　宮城県仙台市青葉区

高松1-4-10 Tel.090-9425-1075］　◇創立／1999年（6人）　

◇蔵元 英二　◇礼拝／9:30,11:00　◇外国語／英語

【HP】http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/3449/

【E-Mail】ea_zi_sendai@yahoo.co.jp

南光台キリスト教会［バプ連盟］

〒981-8003　仙台市泉区南光台5-5-5　Tel&Fax.022-271-

8371　◇地下鉄南北線旭ヶ丘駅からバス「南光台5丁目」

停、徒歩2分　◇創立／1966年　◇井形 英絵

バプテスト仙台北キリスト教会［保守バプ］

〒981-8004　仙台市泉区旭丘堤2-12-24　Tel&Fax.022-

271-0998　◇地下鉄南北線黒松駅から徒歩2分　◇創立

／1967年（44人）　◇佐藤 雅　◇礼拝／11:00　◇特色

／明るく楽しい教会です。聖書を分かりやすく、正しくお

伝えします。

【E-Mail】ma84ch@ybb.ne.jp

3260　◇地下鉄南北線泉中央駅　◇創立／1992年（60

人）　◇清野 久貴　◇礼拝／10:30

【E-Mail】juju@desk.email.ne.jp

泉パークタウンキリスト教会［JECA友好・OMF］

〒981-3203　仙台市泉区高森2-1-3 高森明泉幼稚園フレン

ドセンター内　◇地下鉄南北線泉中央駅からバス「高森3

丁目」停　◇創立／1985年（7人）　◇グレース，ジム、

グレース，てるい　◇礼拝／10:30

【E-Mail】johnelspeth@omf.net

泉福音キリスト教会＝泉福音チャペル［アッ

センブリー］

〒981-3201　仙台市泉区泉ケ丘4-18-20　Tel&Fax.022-

375-2573　◇地下鉄南北線泉中央駅からバス「泉ヶ丘北」

停すぐ　◇創立／1987年（179人）　◇伊藤 博、伊藤 愛

子　◇礼拝／6:00,9:00,11:00,17:15　◇特色／祈りと賛美

と喜びがいつも溢れています。礼拝はインターネットでも

ご覧いただけます。スポーツも盛んです。

【HP】http://chapel.web.infoseek.co.jp/

北中山伝道所［改革派］

〒981-3215　仙台市泉区北中山3-25-1　Tel&Fax.022-

376-4440　◇JR仙台駅からバス「北中山2丁目東」停、徒

歩5分　◇創立／1974年（21人）　◇坂本 紀夫　◇礼拝

／10:40　◇特色／火曜日午前10時30分から入門講座。水

曜日午前10時30分、午後7時30分から祈り会。

【E-Mail】joysakamoto@yahoo.co.jp

聖ペテロ伝道所［聖公会］

〒981-3212　仙台市泉区長命ヶ丘4-3-12　Tel&Fax.022-

378-7615　◇バス「長命ヶ丘二丁目」停　◇創立／1984

年（25人）　◇林 国香、影山 博美、李 賛熙、笹森 伸

児　◇礼拝／7:00,10:30

仙台泉福音自由教会＝仙台泉EFC［福音自由］

〒981-3102　仙台市泉区向陽台4-7-1　Tel&Fax.022-375-

5515　◇地下鉄南北線泉中央駅　◇創立／2004年　◇

モリ，ラリー　◇礼拝／10:00　◇特色／礼拝時間などに

ついてはお電話をください。

【HP】http://www.sendaiefc.com/izumi/

【E-Mail】Larry.Mori@efca.org

仙台北バプテスト教会［バプ連盟］

〒981-3212　仙台市泉区長命ヶ丘3-2-17　Tel&Fax.022-

378-1263　◇地下鉄南北線八乙女駅からバス15分　◇創

立／1984年（30人）　◇古川 明　◇礼拝／10:30　◇特

色／木曜日午前10時30分から祈祷会。

【HP】http://sendaikita.baptist-church.net/

【E-Mail】sendaikita@baptist-church.net

仙台教会［基督兄弟団］

〒981-3125　仙台市泉区みずほ台20-2　Tel&Fax.022-

375-2150　◇地下鉄南北線八乙女駅から徒歩10分　◇創

立／1959年　◇伊藤 諭、伊藤 ゆみ子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ch_send_ai@yahoo.co.jp

仙台キリスト教会［COG］

〒981-3222　仙台市泉区住吉台東2-1-1　Tel&Fax.022-

376-3916　◇田子 正義、田子 典子
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仙台南伝道所［日基教団］

〒982-0814　仙台市太白区山田字清太原18-2 佐藤博子

方　Tel&Fax.022-244-1032　◇地下鉄長町南駅からバス

「竹の内前」停、徒歩3分　◇創立／2004年（12人）　◇

佐藤 義子、平賀 真理子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜

日午後7時から8時まで聖書研究と祈祷会。毎月第2水曜日

の午前10時半からやさしい聖書の学び。

【HP】http://d.hatena.ne.jp/sendai_minami/

TLCCC東フィラデルフィヤ教会［主の十字架］

◇集会場はホームページなどでご確認ください。［連絡先：

蔵元 英二　〒981-0907　宮城県仙台市青葉区高松1-4-10 

Tel.090-9425-1075］　◇蔵元 英二、ヨシア 原田　◇礼拝

／10:00

【HP】http://users.astone.co.jp/tlccc-east-phila/

【E-Mail】east_phila@yahoo.co.jp

西多賀聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒982-0804　仙台市太白区鈎取1-1-20　Tel.022-244-1731 

Fax.022-244-3223　◇バス「鈎取1丁目」停、徒歩2分　

◇創立／1979年（71人）　◇高橋 清、高橋 堅　◇礼拝／

6:00,10:30,18:00　◇外国語／英語　◇特色／賛美に満ち

た礼拝。創造主を知り、創造主を礼拝するリバイバルの

教会です。車イス用トイレ、駐車場完備。

【HP】http://nishitaga-church.org/

【E-Mail】nisitaga@khaki.plala.or.jp

西の平聖パウロミッション［聖公会］

〒982-0803　仙台市太白区金剛沢1-6-36　Tel&Fax.022-

244-3321　◇バス「西の平2丁目」停　◇加藤 博道、涌

井 康福

南仙台キリスト教会［フリーメソ］

〒982-0011　仙台市太白区長町7-19-26　Tel&Fax.022-

248-1760　◇地下鉄長町南駅から徒歩5分　◇創立／

1953年（45人）　◇朴 天命　◇礼拝／10:30　◇特色／

毎週土曜日午後6時30分から伝道会。どなたでもご自由に

お越し下さい。

【HP】http://church.ne.jp/minamisendai/

【E-Mail】jfmmsch@live.jp

南仙台キリスト教会緑ヶ丘集会所［フリーメソ］

〒982-0021　仙台市太白区緑ケ丘3-11-18　Tel.022-249-

2398［連絡先：南仙台キリスト教会　〒982-0011　宮城

県仙台市太白区長町7-19-26 Tel.022-248-1760］　◇礼拝

／10:30

向山基督教会［単立／独立］

〒982-0832　仙台市太白区八木山緑町21-10　Tel.022-

229-7898 Fax.022-228-3060　◇JR仙台駅からバス30分　

◇創立／1953年（10人）　◇木村 徹　◇礼拝／10:45

八木山聖書集会［無教会］

〒982-0027　仙台市太白区大塒町6-6　Tel.022-248-

8591　◇野池 達也

八木山聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒982-0834　仙台市太白区青山1-12-5　Tel&Fax.022-

229-1032　◇バス「八木山神社前」停、徒歩10分［連絡先：

Tel.022-229-2848］　◇創立／1968年（70人）　◇栗田 義

仙台市太白区 Sendai-shi, Taihaku-ku

聖書のつどい［無教会］

〒982-0026　仙台市太白区土手内3-3-7 吉田方　Tel.022-

248-1020［連絡先：市川 寛治　〒981-0924　宮城県仙台

市青葉区双葉ケ丘2-5-10 Tel.022-271-7057］　◇創立／

1985年（17人）　◇市川 寛治　◇礼拝／10:30

仙台インマヌエル教会［単立／独立・イエス教長

老会］

〒982-0032　仙台市太白区富沢3-25-23-303　Tel&Fax. 

022-341-6766　◇地下鉄富沢駅から徒歩15分　◇申 ヨハ

ネ

仙台カナン教会［改革派］

〒982-0804　仙台市太白区鈎取1-3-25　Tel&Fax.022-

245-4960　◇JR仙台駅からバス｢鉤取1丁目」停　◇創立

／1999年（47人）　◇吉岡 契典　◇礼拝／10:20　◇特

色／アットホームな教会です。周辺地域にて、いくつかの

家庭集会も行っています。

【HP】http://sendai-canaan.org

【E-Mail】sendai.canaan@gmail.com

仙台キリスト栄光教会［単立／独立］

〒982-0021　仙台市太白区緑ヶ丘4-14-11　Tel.022-248-

6658 Fax.022-285-9289　◇横山 隆

仙台キリストの教会［キリストの教会］

〒982-0801　仙台市太白区八木山本町2-14-11　Tel& 

Fax.022-229-3745　◇JR仙台駅からバス「八木山本町二

丁目北」停、徒歩5分　◇創立／1957年（46人）　◇安部 

元雄、オズボーン，ジョエル、ストレイカー，ジョナサン、

ベリー，ベン、ランケ，クリムゼン　◇礼拝／11:00

【E-Mail】sendaichurchofchrist@yahoo.co.jp

仙台市民教会［日基教団］

〒982-0822　仙台市太白区若葉町20-1　Tel&Fax.022-

229-3009　◇JR仙台駅　◇創立／1965年（13人）　◇西

間木 一衛　◇礼拝／10:45

仙台富沢伝道所［ナザレン］

〒982-0036　仙台市太白区富沢南2-24-11　◇地下鉄南北

線富沢駅から徒歩12分　◇阿部 頌栄　◇特色／2009年

中ごろに新会堂完成の予定。それまでは、上野山コミュニ

ティセンターなどで日曜のみ集会を行っている。

仙台長町教会［日基教団］

〒982-0011　仙台市太白区長町4-4-26　Tel.022-248-2875 

Fax.022-248-5982　◇地下鉄南北線長町駅北１出口から

徒歩5分　◇創立／1899年（79人）　◇半澤 洋一

仙台福音キリスト教会［JECA・OMF］

〒981-1105　仙台市太白区西中田5-27-40　Tel.022-242-

1398　◇JR南仙台駅から徒歩10分　◇創立／1976年（19

人）　◇トマス，ロッド、トマス，グレンダ、ラブストランド，

ジョエル、ラブストランド，世子　◇礼拝／10:30,15:00　

◇外国語／英語(15：00)

【HP】http://www.sendaichurch.com

【E-Mail】rabusutorando@yahoo.com
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1956年（40人）　◇立石 彰　◇礼拝／10:30

【HP】http://www2.odn.ne.jp/~acm78860

【E-Mail】acm78860@par.odn.ne.jp

宮城野愛泉教会［日基教団］

〒983-0842　仙台市宮城野区五輪1-10-5　Tel&Fax.022-

291-1212　◇JR宮城野原駅から徒歩5分　◇創立／1989

年（33人）　◇國津 信一、國津 里咲

仙台市若林区	 Sendai-shi, Wakabayashi-ku

仙台教会［改革派］

〒984-0061　仙台市若林区南鍛治町111　Tel&Fax.022-

225-0597　◇JR仙台駅からバス「荒町」停　◇創立／

1947年（90人）　◇吉田 隆　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.kaikakuha-sendai.jpn.org/

仙台ラブリ聖書教会［単立／独立］

〒984-0838　仙台市若林区上飯田4-20-31　Tel.022-289-

4587 Fax.022-289-6562　◇JR仙台駅からバス20分　◇

創立／1984年（170人）　◇礼拝／11:00　◇特色／大人

も子どもも聖書を学び、喜びいっぱいです。チャーチスク

ール、リカバリーにも取り組んでいます。

【HP】http://www.slabri.com/

【E-Mail】jim@slabri.com

多賀城市	 Tagajo-shi

塩釜キリスト教会多賀城キリスト伝道所［バ

プ同盟］

〒985-0872　多賀城市伝上山2-14-1　Tel.022-362-8767　

◇千葉 雅司

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~sgmcc/tgj/

塩釜聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒985-0831　多賀城市笠神2-11-45 多賀城エクレシア　

Tel.022-362-7468 Fax.022-362-7497　◇JR下馬駅から徒

歩10分　◇創立／1967年（77人）　◇大友 幸一、大友 幸

証、及川 安丈　◇礼拝／10:00　◇特色／宮城県内の4地

区で信徒家族による開拓伝道をしています。①亘理、②

仙台港南、③仙台岩切、④多賀城中央。

【HP】http://www.geocities.jp/vis7000/

【E-Mail】vis.7000@f4.dion.ne.jp

登米市	 Tome-shi

登米教会［日基教団］

〒987-0702　登米市登米町寺池桜小路64-2　Tel&Fax. 

0220-52-2302　◇JR瀬峰駅からバス60分　◇創立／1892

年（6人）　◇小久保 達之祐　◇礼拝／14:00

錦織バプテスト教会［バプ同盟］

〒987-0903　登米市東和町錦織字芝山16　Tel&Fax. 

0220-44-3776　◇創立／1950年（5人）　◇藤岡 荘一　

◇礼拝／14:30

裕　◇礼拝／10:20　◇特色／サッカーとラーメン大好き

な牧師を中心に、一人ひとりが与えられた賜物を喜んで主

にささげています！

【HP】http://www.geocities.jp/yagiyamabbc

【E-Mail】yagiyamabbc@ybb.ne.jp

仙台市宮城野区	 Sendai-shi, Miyagino-ku

シーサイド	バイブル	チャペル［単立／独立］

〒983-0002　仙台市宮城野区蒲生字町66-1　Tel&Fax. 

022-254-1686　◇バス「蒲生」停、徒歩5分　◇創立／

1983年　◇内藤 智裕　◇礼拝／10:30　◇特色／近くに

は、日本一低い山と称する日和山があり、そこから見渡す

蒲生干潟には沢山の野鳥が生息しています。

【HP】http://yaplog.jp/seasidebc/

【E-Mail】seaside.b.c@topaz.plala.or.jp

仙台愛の教会［単立／独立］

〒983-0836　仙台市宮城野区幸町2-24-30　Tel&Fax. 

022-256-3927　◇JR東仙台駅から車3分　◇創立／2004

年（70人）　◇安 重植、孫 仁子、本城 綾子、井上 珠利、

大場 コウセイ　◇礼拝／11:00,14:30　◇外国語／韓国

語　◇いのち／090-1933-4069　◇特色／弟子訓練、巡

回伝道、小グループ、教会開拓、とりなしの祈りに力を尽

くしています。5つのビジョンによる愛の共同体です。

【E-Mail】pentagonvision@gmail.com

仙台伝道所［東洋ローア］

〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡4-1-8 パルシティ仙台[

仙台市中央市民センター](郵便物の差出不可)　◇JR仙台

駅東口から徒歩5分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道

教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-

1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1969年（16人）　◇近藤 

信二　◇礼拝／10:00　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ

者の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。

音声への通訳はありません。

仙台東教会［日基教団］

〒983-0841　仙台市宮城野区原町5-5-33　Tel&Fax.022-

256-1650　◇JR陸前原ノ町駅から徒歩5分　◇創立／

1895年（48人）　◇中井 利洋　◇礼拝／10:30　◇特色／

子どもたちも一緒に主日礼拝を守っています。子どもたち

と大人が共に生きることのできる教会を目指しています。

【HP】http://www.geocities.jp/eastchurch/

【E-Mail】eastchurch@yahoo.co.jp

鶴ヶ谷教会［福音ルーテル］

〒983-0824　仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-17-2　Tel.022-252-

2700 Fax.022-252-2715　◇地下鉄旭ヶ丘駅からバス「鶴

ヶ谷特別支援学校前」停、徒歩2分　◇創立／1976年（28

人）　◇藤井 邦昭　◇礼拝／11:15　◇特色／小さな教会

ですが、三か所の保育園を運営する「希望園」の基盤教

会としての使命を負っています。

【HP】http://www.jelc-sendai.com/tu/

【E-Mail】k-fujii@jelc.or.jp

東仙台教会［改革派］

〒983-0833　仙台市宮城野区東仙台1-3-10　Tel&Fax. 

022-251-6631　◇JR東仙台駅から徒歩4分　◇創立／
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／礼拝前、午前10時から年代別に教会学校が開かれてい

ます。子どもたちの声が響き渡る元気で明るい教会です。

東北中央教会［福音の群］

〒981-3604　黒川郡大衡村ゴスペルタウン　Tel.022-345-

2991 Fax.022-345-2992　◇創立／1988年（119人）　◇

永井 信義、永井 真理、高森 基信　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/gospeltown/

【E-Mail】gospeltown@infoseek.jp

日本キリスト教富谷教会［単立／独立］

〒981-3302　黒川郡富谷町三ノ関字坂ノ下120-12　Tel. 

022-358-1380 Fax.022-358-1403　◇地下鉄泉中央駅から

バス「富谷ゴルフ場」停、徒歩2分　◇創立／1991年（4

人）　◇辺見 宗邦　◇礼拝／17:00

【E-Mail】munekuni-hemmi@vesta.ocn.ne.jp

柴田郡 Shibata-gun

大河原教会［日基教団］

〒989-1201　柴田郡大河原町大谷字盛22　Tel.0224-52-

7781 Fax.0224-52-7782　◇JR大河原駅から徒歩3分［連

絡先：第2光の子保育園　〒989-1201　宮城県柴田郡大河

原町大谷末広50-2 Tel.0224-52-7781］　◇創立／1889年

（37人）　◇平塚 幹夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/oogawara/

仙台神召基督教会川崎キリスト伝道所［アッ

センブリー］

〒989-1500　柴田郡川崎町裏丁55-1　Tel.0224-84-

4273　◇川上 良明　◇礼拝／19:30

船岡聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒989-1606　柴田郡柴田町船岡字西迫4-2　Tel&Fax. 

0224-55-5342　◇JR船岡駅から徒歩20分　◇創立／1992

年（19人）　◇栗原 隆　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ch_hunabbc@ybb.ne.jp

遠田郡 Tooda-gun

涌谷教会［日基教団］

〒987-0163　遠田郡涌谷町字立町18　Tel.0229-42-2333 

Fax.0229-42-2555　◇JR涌谷駅から徒歩10分　◇創立／

1891年（16人）　◇飯岡 洋介　◇礼拝／10:30

宮城郡 Miyagi-gun

塩釜キリスト教会地区会堂［バプ同盟］

〒981-0111　宮城郡利府町加瀬字南野中沢30　Tel.022-

356-7284　◇JR塩釜駅からバス「野中沢」停、徒歩2分［連

絡先：塩釜キリスト教会 本町会堂　〒985-0052　宮城県

塩竈市本町9-23 Tel.022-362-1031］　◇創立／1888年（146

人）　◇山田 崇浩、長峯 英雄　◇礼拝／10:30　◇特色

／広い園庭、駐車場のある地区会堂で聖日礼拝、教会学校。

便利な本町会堂で夕拝をしています。ＨＰ有。

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~sgmcc/

日本新生キリスト教会新生園［単立／独立］

〒989-4601　登米市迫町新田字上葉野木沢一番地 東北新

生園内　Tel&Fax.0228-38-2121　◇JR瀬峰駅から車10

分　◇尾形 安治

宮城教会［イエス福音］

〒987-0311　登米市米山町桜岡今泉162-2　Tel.0220-55-

3666 Fax.0220-55-3948　◇JR瀬峰駅から車25分　◇創

立／1954年（35人）　◇大原 阿津子　◇礼拝／10:30

名取市 Natori-shi

仙台空港聖山教会［在外国教団教派］

〒981-1231　名取市手倉田字箱塚屋敷7-2　Tel.022-784-

1059　◇JR名取駅　◇創立／2008年（70人）　◇金 良禧、

長瀬 有理世　◇礼拝／11:00　◇特色／早天祈祷会5時30

分より。水曜日午後7時30分から水曜礼拝。金曜日午後8

時より祈祷会。

名取教会［日基教団］

〒981-1224　名取市増田1-12-10　Tel&Fax.022-382-

4396　◇JR名取駅から徒歩10分「名取市農協」隣　◇創

立／1990年（35人）　◇塚本 恭子　◇礼拝／10:30

【HP】http://natori-church.web.infoseek.co.jp/

ニューライフキリスト教会［保守バプ］

〒989-2411　名取市本郷字東六軒215-6　Tel.022-384-

4116 Fax.022-384-4166　◇JR館腰駅西口から徒歩15分　

◇創立／1971年（40人）　◇大沼 孝　◇礼拝／10:00　

◇特色／各種のクラスや集会あります(教会学校・祈祷会・

地区家庭集会・聖書研究・読書会)。お問い合わせください。

東松島市 Higasimatsushima-shi

宮城聖書教会［聖協団］

〒981-0501　東松島市赤井字南新町11-13　Tel&Fax. 

0225-82-9352　◇JR陸前赤井駅から徒歩7分　◇創立／

1951年（36人）　◇田中 時雄、田中 久美子、田中 光　◇

礼拝／10:30

【E-Mail】tokio28@triton.ocn.ne.jp

黒川郡 Kurokawa-gun

仙台新生キリスト教会＝大富チャペル［ルー

テル同胞］

〒981-3622　黒川郡大和町もみじケ丘2-38-9　Tel&Fax. 

022-348-8262　◇地下鉄泉中央駅からバス15分「大富中

央ショッピングセンター前」停、徒歩1分　◇佐藤 弘司　

◇礼拝／10:30　◇特色／カウンセリングを中心にオアシ

スの場として広く地域に呼びかけ利用していただいていま

す。学童保育あり。

【HP】http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Skyblue/2916/

大富キリスト教会［バプ連盟］

〒981-3362　黒川郡富谷町日吉台2-1-5　Tel&Fax.022-

358-0930　◇バス「大富南」停、徒歩6分　◇創立／

1992年（49人）　◇金子 純雄　◇礼拝／11:00　◇特色
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人）　◇松田 牧人　◇礼拝／9:00,10:45　◇特色／丁寧で

深い聖書の学びとリーダー養成に力を入れている教会で

す。若々しさと賛美と笑顔にあふれています！

【HP】http://www.oasis-chapel.com/

【E-Mail】info@oasis-chapel.com

亘理郡 Watari-gun

亘理伝道所［改革派］

〒989-2351　亘理郡亘理町字下小路18-2　Tel&Fax.022-

334-1651　◇JR亘理駅からバス3分、徒歩2分　◇林 茂雄

塩釜キリスト教会松島伝道所＝松島キリス
ト教会［バプ同盟］

〒981-0215　宮城郡松島町高城字町東2-28-21　Tel.022-

354-4761　◇JR高城駅から徒歩1分　◇創立／1920年（19

人）　◇山田 崇浩　◇礼拝／10:30　◇特色／月最初の土

曜日、午後から女性会。水曜日午前10時30分から水曜集会。

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~sgmcc/mtsm/

七ケ浜キリスト教会＝塩釜キリスト教会七
ケ浜伝道所［バプ同盟］

〒985-0821　宮城郡七ケ浜町汐見台3-3-23　Tel&Fax. 

022-357-5270　◇多賀城駅からバス「汐見台」停、徒歩2

分　◇創立／1954年（10人）　◇小山 勝信　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時30分から聖書と祈りの

会。第二主日礼拝後、女性会(奇数月)。野外礼拝も計画。

日本バプテスト利府キリスト教会＝オアシ
スチャペル［バプ同盟］

〒981-0104　宮城郡利府町中央2-5-1　Tel&Fax.022-356-

2494　◇JR利府駅から徒歩1分　◇創立／1932年（60
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秋田県──地域の宣教資料

　宣教人国記：明治の作家で評論家として活躍した青

柳有美（1873〜1945）は、秋田町に生まれた。東京の

共立学校に学んだ後、宣教師ハリソンのバイブルクラ

スで求道し、1887年（明治20）ガルストから受洗。明

治女学校で教えながら、関口教会で牧会も行う。20世

紀に入って雑誌「女の世界」主筆となり、「主婦之友」

誌や「婦人倶楽部」誌で執筆するなど出版界で活躍し

た。『聖霊行伝』の著者である安倍豊造（1891〜1979）

は鹿角郡宮川村に生まれた。医師を志したが、小坂町

の東洋宣教会の伝道館で大沢豊助に導かれ入信。献身

して聖書学院に入学。日本ホーリネス教会の伝道者と

して福島、青森、千葉、仙台、東京で奉仕。戦時中は

ホーリネス系教会への弾圧事件で2年間拘留されたが、

戦後、日基教団更生教会の牧師となった。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【秋田市】河辺郡河辺町・雄和町。【大館市】北秋田郡

比内町・田代町。【男鹿市】男鹿市、南秋田郡若美町。

【潟上市】南秋田郡昭和町・飯田川町・天王町。【北秋

田市】北秋田郡鷹巣町・森吉町・阿仁町・合川町。【仙

北市】仙北郡角館町・田沢湖町・西木村。【大仙市】

大曲市、仙北郡神岡町・西仙北町・中仙町・協和町・

南外村・仙北町・太田町。【にかほ市】由利郡仁賀保町・

金浦町・象潟町。【能代市】能代市、山本郡二ツ井町。

【横手市】横手市、平鹿郡増田町・平鹿町･雄物川町･

大森町･十文字町・山内村・大雄村。【湯沢市】湯沢市、

雄勝郡稲川町・雄勝町・皆瀬村。【由利本荘市】本荘市、

由利郡矢島町･岩城町･由利町･西目町･鳥海町･東由利町

･大内町。【仙北郡美郷町】六郷町・千畑町・仙南村。【山

本郡三種町】琴丘町・山本町・八竜町。【山本郡八峰町】

八森町・峰浜村。

 東 北 地 方 秋 田 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

秋 田 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   A k i t a 　

(有)メガネの千修末広町店
［眼鏡小売］〒017-0896　秋田県大館市字大館47　Tel&

Fax.0186-49-3461　◇市立病院通り　◇創立／1972年　

◇代表取締役社長／佐々木 武義　◇特色／遠近両用メガ

ネのプロショップです。お気軽にご相談ください。

　文書伝道支援

画房・雨楽庵
［イラストレーター］〒011-0931　秋田県秋田市将軍野東

2-16-38　Tel&Fax.018-847-1125　◇JR土崎駅から徒歩15

分　◇代表／金澤 世紀　◇特色／将来に明るさの見えな

い昨今、一筋の光をさしこめればと思います。

　お店・事業

(資)菊宏
［衣料・ファッション］〒016-0804　秋田県能代市万町

6-16　Tel.0185-89-1136　◇代表／菊池 慶隆

ムラサキスポーツ 秋田店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒010-

0874　秋田県秋田市千秋久保田町4-2 秋田フォーラス

7F　Tel.018-836-2945 Fax.018-884-7609　◇代表取締役

会長／金山 良雄

(有)メガネの千修御成町店
［眼鏡小売］〒017-0044　秋田県大館市御成町3-5-56　Te

l&Fax.0186-43-2209 Tel.0186-49-3461　◇JR大館駅から

徒歩10分　◇創立／1972年　◇代表取締役社長／佐々木 

武義
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　幼稚園・保育園・学童

秋田幼稚園
［幼稚園］　［(学)秋田キリスト教学園］〒010-0966　秋田

県秋田市高陽青柳町13-31　Tel.018-862-3542 Fax.018-

862-1992　◇JR秋田駅　◇創立／1950年　◇園長／青砥 

好夫

【HP】http://www.akitayouchien.com/

いづみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)秋田キリスト教学園］〒010-0342　秋田

県男鹿市脇本脇本中野36-2　Tel.0185-25-2585 Fax.0185-

25-2675　◇JR脇本駅から徒歩15分　◇創立／1970年　

◇園長／中西 絵津子　◇特色／自然に恵まれた環境の中

で、キリスト教保育をしている、男鹿市唯一の民間幼稚園

です。

【HP】http://home.if-n.ne.jp/~idumi-yo/

大館カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒017-0043　秋田県大館市有浦1-7-

45　Tel.0186-42-1262

大館幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会聖パウロ学園］〒017-0894　秋田

県大館市裏町11　Tel.0186-42-0534 Fax.0186-42-0553　

◇バス「秋北ターミナル」停、徒歩3分　◇創立／1918

年　◇園長／藤原 久子

鹿角カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒018-5334　秋田県鹿角市十和田毛

馬内下小路25　Tel.0186-35-2063

こひつじ保育園
［保育園］　［(福)こひつじ会］〒010-0041　秋田県秋田市

広面字近藤堰添47-1　Tel.018-835-1227 Fax.018-835-

1270　◇バス「三吉神社前」停、徒歩5分　◇創立／

1978年　◇理事長／小助川 次雄、園長／新田 隆幸　◇

特色／一人ひとりの思いと心の育ちを大事に考え、人間と

して生きる力の基礎を養う保育を行う。

【E-Mail】kohituji@cna.ne.jp

こひつじ幼稚園
［幼稚園］〒019-0500　秋田県横手市十文字町栄町字大野

103-319-1　Tel.0182-42-3881

聖使幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会聖ミカエル学園］〒010-0905　秋

田県秋田市保戸野中町6-36　Tel.018-862-4880 Fax.018-

883-0055　◇JR秋田駅西口からバス「通町」停、徒歩5

分　◇創立／1905年　◇園長／中田 砂和子、理事長／

秋元 辰二　◇特色／子どもたち一人ひとりの個性や創造

力を大切に、教職員も子どもたちといっしょに園生活を楽

しんでいます。

【HP】http://www.seishiyouchien-akita.com/

【E-Mail】info@seishiyouchien-akita.com

聖霊女子短期大学付属幼稚園［聖霊幼稚園］

［カトリック幼稚園］　［(学)聖霊学園］〒010-0012　秋田

県秋田市南通みその町5-3　Tel&Fax.018-835-5692　◇

園長／図司 良子

土崎カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)秋田カトリック学園］〒011-

0943　秋田県秋田市土崎港南3-13-35　Tel.018-845-1786 

Fax.018-845-2080　◇創立／1955年　◇園長／飯野 耕

太郎

認定こども園しゃろーむ(鷹巣保育園・鷹巣
教会幼稚園)

［認定こども園　幼・保連携型］　［(福)鷹巣地の塩会］〒

018-3316　秋田県北秋田市東横町10-34　Tel.0186-62-

1249 Fax.0186-62-1159　◇JR鷹ノ巣駅から徒歩15分　◇

創立／1941年　◇園長／岡村 宣　◇特色／鷹巣保育園

と鷹巣教会幼稚園の連携による認定こども園です。2008

年3月に新園舎が竣工しました！

【HP】http://www5.plala.or.jp/chinosio/

【E-Mail】shalom@plum.plala.or.jp

能代カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒016-0892　秋田県能代市景林町15-

18　Tel.0185-52-2756

ひかり幼稚園
［幼稚園］〒010-0917　秋田県秋田市泉中央3-2-1　Tel.

018-863-4228

保育所 城南園
［保育］　［(福)秋田婦人ホーム］〒010-0026　秋田県秋田

市楢山古川新町41-2　Tel.018-832-3512 Fax.018-832-

3610　◇JR秋田駅からバス「築地下丁」停、徒歩5分　

◇創立／1935年　◇理事長／早川 正明、園長／田岡 

清　◇特色／住宅地にあるが、広い園庭と近隣の公園や

自然に恵まれ、戸外活動の充実をめざしている。

【E-Mail】info@jyonanen.ed.jp

本荘カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒015-0001　秋田県由利本荘市給人

町100　Tel.0184-22-2068

本荘幼稚園
［幼稚園］　［(学)秋田キリスト教学園］〒015-0076　秋田

県由利本荘市東町56　Tel.0184-22-3116 Fax.0184-22-

3226　◇創立／1926年　◇園長／管家 英治　◇特色／

☆こんな日々を目ざしています。①友だちと楽しく遊ぶ②

やってみたいことに挑戦③神さまの恵みを知る。

【HP】http://www.geocities.co.jp/NeverLand/2626/

聖園学園短期大学付属幼稚園
［カトリック幼稚園］〒010-0911　秋田県秋田市保戸野す

わ町1-58　Tel.018-823-2695

ルーテル愛児幼稚園
［幼稚園］　［(学)児童福音学園］〒010-1638　秋田県秋田

市新屋表町8-19　Tel.018-828-3038 Fax.018-828-8185　

◇JR新屋駅から徒歩5分　◇創立／1955年　◇理事長／

片桐 勝也　◇特色／1967年以来統合保育を続けている

幼稚園で、同じ敷地内に難聴幼児通園施設と乳幼児保育

園があります。
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秋 田 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   A k i t a 　

秋田市 Akita-shi

秋田飯島教会［日基教団］

〒011-0947　秋田市飯島新町3-12-10　Tel&Fax.018-857-

1469　◇JR土崎駅　◇創立／1974年（10人）　◇丸田 久

子　◇礼拝／10:15　◇特色／木曜日午後2時と7時に祈祷

会。

【HP】http://www.geocities.jp/akitaiijimachurch/

秋田栄光キリスト教会［ルーテル同胞］

〒010-0816　秋田市泉南1-11-1　Tel&Fax.018-824-

0776　◇JR秋田駅からバス「いすず前」停、徒歩10分　

◇創立／1986年（40人）　◇田口 章　◇礼拝／10:30

秋田カルバリー祈りの家［カルバリーグループ］

〒010-0003　秋田市東通3-7-25　Tel&Fax.018-835-

0090　◇秋田市立東小学校正門前すぐ　◇創立／1997年

（10人）　◇大川 従道、小西 孝宏　◇礼拝／9:00,11:00　

◇特色／毎週礼拝後に手づくりのおいしい料理を食べま

す。コーヒーとお菓子もどうぞ。家庭的で温かい教会です。

【HP】http://akitahopchurch.la.coocan.jp/

【E-Mail】carbandale1966@yahoo.co.jp

秋田カルバリーチャペル［カルバリーグループ］

〒010-0851　秋田市手形十七流100-7　Tel&Fax.018-832-

6683　◇JR秋田駅東口から徒歩15分　◇創立／1996年

（10人）　◇大川 従道、高畑 保之（信徒）　◇礼拝／9:00,

14:00　◇特色／秋田駅前東口から歩いて15分。旅行や出

張で来秋された方が良く訪れてくださいます。気軽にご連

絡ください。

【HP】http://www.yamatocalvarychapel.com/

【E-Mail】calvarychapel@akita.email.ne.jp

秋田北伝道所［日キ教会］

〒011-0936　秋田市将軍野南3-3-17　Tel&Fax.018-845-

5885　◇JR秋田駅からバス「護国神社裏参道」停、徒歩

3分　◇創立／1972年（15人）　◇白井 献　◇礼拝／

17:00

秋田教会［日キ教会］

〒010-0901　秋田市保戸野桜町20-51　Tel&Fax.018-823-

2923　◇JR秋田駅からバス10分「桜町」停、徒歩3分　

◇創立／1892年（55人）　◇白井 献　◇礼拝／10:30　

◇特色／お年寄りから赤ん坊まで、バリアフリー・ゆるや

かな採光・ウッディなヒュッテ風の会堂で、喜びの礼拝を！

【E-Mail】noex@sea.plala.or.jp

秋田キリスト教会［単立／独立］

〒010-1607　秋田市新屋南浜町8-14　Tel&Fax.018-863-

2140　◇JR秋田駅からバス「免許センター」停、徒歩3

分　◇創立／1992年（130人）　◇中野渡 信義、佐藤 祐

明　◇礼拝／7:00,10:30　◇特色／火曜日午前10時、水曜

日午後7時、金曜日午後7時から祈祷会。

【HP】http://www.f8.dion.ne.jp/~wakuwaku/

【E-Mail】wakuwaku@f8.dion.ne.jp

秋田高陽教会［日基教団］

〒010-0966　秋田市高陽青柳町13-31　Tel&Fax.018-823-

2809　◇JR秋田駅　◇創立／1883年（90人）　◇赤田 直

樹

秋田桜教会［日基教団］

〒010-0042　秋田市桜3-4-51　Tel.018-832-9305 Fax.018 

-838-5519　◇JR秋田駅　◇創立／1988年（65人）　◇雲

然 俊美、雲然 真理子　◇礼拝／10:15

秋田聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒010-0044　秋田市横森3-16-18　Tel&Fax.018-834-

9641　◇JR秋田駅　◇創立／1977年（28人）　◇坂本 献

一　◇礼拝／10:30

【E-Mail】akitabbc@yahoo.co.jp

秋田聖救主教会［聖公会］

〒010-0905　秋田市保戸野中町6-36　Tel&Fax.018-883-

0056　◇JR秋田駅からバス「通町」停、徒歩4分　◇創

立／1901年（51人）　◇長谷川 清純　◇礼拝／10:30　

◇特色／聖書入門火曜日午前10時から。結婚式申し込み

随時受け付け。

【E-Mail】sukuinus@cna.ne.jp

秋田中央キリスト教会［ルーテル同胞］

〒010-0041　秋田市広面樋ノ上29-2　Tel&Fax.018-835-

8963　◇JR秋田駅から徒歩15分［連絡先：Tel.018-833-

0617］　◇創立／1951年（70人）　◇若松 史志　◇礼拝

／10:30

秋田デフ・バプテスト集会所［万国デフ］

〒011-0903　秋田市寺内油田3-18-8　Fax.018-845-

3029　◇野尻 忠

http://www.f8.dion.ne.jp/~wakuwaku/
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秋田伝道所［東洋ローア］

〒010-0875　秋田市千秋明徳町2-52 秋田県生涯学習セン

ター分館「ジョイナス」(郵便物の差出不可)　◇JR秋田駅

から徒歩7分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　

〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 

Tel.049-294-6012］　◇創立／1960年（12人）　◇森 玲

子　◇礼拝／9:50　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者

の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。

音声への通訳はありません。

秋田楢山教会［日基教団］

〒010-0011　秋田市南通亀の町12-19　Tel&Fax.018-832-

4938　◇JR秋田駅から徒歩15分　◇創立／1888年（113

人）　◇川島 隆一　◇礼拝／10:10

秋田バプテスト教会［バプ連盟］

〒010-0917　秋田市泉中央3-2-1　Tel&Fax.018-862-

5357　◇JR秋田駅からバス「泉三丁目」停、徒歩1分　◇

創立／1957年（30人）　◇小野寺 裕　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午後7時30分から祈祷会。木曜日午前10時

から第2祈祷会。

秋田福音キリスト教会［アッセンブリー］

〒010-1436　秋田市大住3-9-7　Tel.018-839-8393 Fax. 

018-839-0025　◇バス「大住団地3丁目」停、徒歩1分　

◇創立／1966年（13人）　◇浜崎 峰子　◇礼拝／10:30

秋田ベテル教会［基督兄弟団］

〒010-0861　秋田市手形からみでん3-62　Tel&Fax.018-

831-6774　◇JR秋田駅西口からバス8分「手形田中」停、

徒歩1分　◇創立／1954年（15人）　◇中田 元、中田 公

子　◇礼拝／10:30　◇特色／牧師手造りのステンドグラ

スのある会堂。あたたかい交わりのある教会です。駐車場

は10台まで可能です。

【HP】http://kyodaidan.net/bethel/

【E-Mail】nakada@cna.ne.jp

秋田恵みキリスト教会［ルーテル同胞］

〒010-0041　秋田市広面字近藤堰添46-4　Tel.018-835-

0324 Fax.018-835-0527　◇JR秋田駅から車5分　◇創立

／1974年（100人）　◇越後屋 謙二　◇礼拝／10:30

新屋キリスト教会［ルーテル同胞］

〒010-1638　秋田市新屋表町8-20　Tel&Fax.018-828-

4356　◇JR新屋駅から徒歩10分　◇創立／1967年（29

人）　◇金田 与施夫　◇礼拝／10:30

【E-Mail】metaljoe@cna.ne.jp

インマヌエル秋田キリスト教会［IGM］

〒010-0802　秋田市外旭川字神田519-7　Tel.018-868-

5070 Fax.018-868-5695　◇JR秋田駅からバス「吉学寺」

停、徒歩5分　◇創立／1964年（90人）　◇神谷 光一、

神谷 美津子　◇礼拝／10:30

河辺家の教会［ルーテル同胞］

〒019-2612　秋田市河辺畑谷字蟹沢142-20　Tel&Fax. 

018-886-2070　◇JR秋田駅から車20分［連絡先：和田 

章　〒019-2612　秋田県秋田市河辺畑谷字蟹沢142-21 

Tel.018-886-5090］　◇創立／1994年（25人）　◇片桐 

進　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／英会話

クラス、金曜日午後6時30分から。小さな森の中のアット

ホームな集会です。

シオンの丘秋田キリスト教会［ルーテル同胞］

〒010-0141　秋田市下新城長岡字耳取59-1　Tel.018-873-

6530 Fax.018-870-4312　◇JR追分駅から徒歩10分［連絡

先：小助川 次雄　〒010-0141　秋田県秋田市下新城長岡

字耳取63-3 Tel.018-870-4312］　◇創立／1997年（40人）　

◇小助川 次雄　◇礼拝／10:30　◇いのち／018-873-

6530　◇特色／聖書研究会・祈祷会は、水曜日午前10時

30分からと木曜日午後7時30分から行っています。

下浜教会［日基教団］

〒010-1503　秋田市下浜羽川字二十町41-1　Tel&Fax. 

018-879-2047　◇JR下浜駅　◇創立／1952年（9人）　◇

雲然 俊美

土崎グローリアチャペル［単立／独立］

〒011-0946　秋田市土崎港中央6-16-34　Tel.018-847-

2654 Fax.018-847-2609　◇JR土崎駅から徒歩3分［連絡

先：〒011-0946　秋田県秋田市土崎港中央5-8-51 Tel.018-

845-0489］　◇創立／1950年（112人）　◇松山 裕　◇礼

拝／6:30,10:30

【HP】http://www.gloriachapel.jp

【E-Mail】tvb310@yahoo.co.jp

TLCCC秋田教会［主の十字架］

Tel&Fax.03-6321-3570　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇テモテ 小林

【HP】http://www51.tok2.com/home/tlcccakita/

【E-Mail】ZAP10520@nifty.ne.jp

フルゴスペル秋田教会［JFGA］

〒010-0951　秋田市山王5-12-13 小畑ビル2F　Tel&Fax. 

018-866-0704　◇JR秋田駅からバス「長崎屋」停、徒歩3

分　◇創立／2002年（30人）　◇栗原 敬子　◇礼拝／

9:00,11:00,17:00　◇外国語／韓国語

【E-Mail】khkh1961@yahoo.co.jp

大館市 Oodate-shi

イエス・キリスト緑の牧場教会大館チャペ
ル［単立／独立］

〒017-0046　大館市清水町1-3-34　Tel&Fax.0186-42-

8363　◇JR大館駅　◇創立／1992年（42人）　◇村岡 

昇　◇礼拝／10:30

【E-Mail】makiba@cocoa.ocn.ne.jp

大館教会［日基教団］

〒017-0828　大館市向町25　Tel&Fax.0186-42-4156　◇

JR東大館駅から徒歩10分　◇創立／1887年（60人）　◇

佐々木 久慶　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後2時、

午後7時30分から聖書研究祈祷会。毎月第三日曜午後12時

30分から教会婦人会。

大館聖パウロ教会［聖公会］

〒017-0894　大館市裏町11　Tel.0186-42-2545 Fax.0186-

42-2548　◇JR大館駅　◇創立／1905年（30人）　◇越山 

哲也
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います。ゴスペルクワイヤーの活動もしています。

【E-Mail】grace@coral.plala.or.jp

大曲聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒014-0063　大仙市大曲日の出町1-31-23　Tel&Fax. 

0187-66-2368　◇JR大曲駅　◇創立／1989年（5人）　◇

蒔田 栄　◇礼拝／9:00,10:30

大曲ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］

〒014-0042　大仙市福見町1-20　Tel&Fax.0187-62-

1087　◇JR大曲駅から徒歩15分　◇創立／1961年（38

人）　◇片桐 進　◇礼拝／10:30

秋南教会上野台会堂［日基教団］

〒019-2335　大仙市強首上野台90-2　Tel.0187-78-

1815　◇JR刈和野駅　◇篠崎 勲

秋南教会角間川会堂［日基教団］

〒014-1413　大仙市角間川大浦町138　Tel.0187-65-

2910　◇JR飯詰駅　◇篠崎 勲　◇礼拝／19:30(月)

にかほ市 Nikaho-shi

象潟キリスト教会［単立／独立］

〒018-0135　にかほ市象潟町洗釜字砂山3-24　Tel&Fax. 

0184-46-2846　◇JR上浜駅前　◇創立／2004年　◇佐

藤 祐明、佐藤 和美　◇礼拝／7:00　◇特色／JR羽越線

上浜駅前(象潟駅の隣り)、国道7号線沿い、山形と秋田の

県境に位置する開拓教会です。

【E-Mail】aigaippai@rainbow.plala.or.jp

能代市 Noshiro-shi

能代教会［日基教団］

〒016-0891　能代市西通町3-34　Tel&Fax.0185-52-

2936　◇JR能代駅から徒歩15分　◇創立／1925年（28

人）　◇西川 和子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後

1時30分から聖書と祈りの会。月一回お菓子教室。各種講

演会、コンサートも市民から好評です。

能代キリスト教会［聖公会］

〒016-0816　能代市富町4-41　Tel.0185-55-0640　◇JR

能代駅から徒歩5分　◇創立／1914年（12人）　◇長谷川 

清純

能代ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］

〒016-0844　能代市花園町8-21　Tel&Fax.0185-52-

3729　◇JR能代駅から徒歩20分　◇創立／1951年（21

人）　◇岡部 五百子　◇礼拝／10:30

二ッ井教会［聖協団］

〒018-3113　能代市二ッ井町仁鮒字中台140-8　Tel.0185-

73-3217　◇JR二ツ井駅からバス10分　◇創立／1955年

（9人）　◇大久保 隆伴、大久保 旨子　◇礼拝／19:00

大館ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］

〒017-0012　大館市釈迦内字塚ノ台9-1　Tel&Fax.0186-

48-5919　◇JR大館駅から徒歩10分　◇創立／1955年（67

人）　◇佐々木 武　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後

7時30分からと木曜日午前10時30分から聖書祈り会。

男鹿市 Oga-shi

男鹿教会［日基教団］

〒010-0511　男鹿市船川港船川字化世沢21-113　Tel& 

Fax.0185-24-2037　◇JR男鹿駅から15分　◇創立／1947

年（27人）　◇山口 義人、東島 美穂

脇本教会［日基教団］

〒010-0342　男鹿市脇本中野36-2　Tel.0185-25-2585 

Fax.0185-25-2675　◇JR脇本駅から徒歩15分　◇創立／

1970年（10人）　◇中西 絵津子　◇礼拝／10:30

北秋田市 Kitaakita-shi

合川聖書キリスト教会［ルーテル同胞］

〒018-4272　北秋田市新田目字大野101-1　Tel&Fax. 

0186-78-2471　◇秋田内陸線合川駅から徒歩5分　◇創立

／1985年（25人）　◇小原 博　◇テレホン／0186-78-

4231

北秋田キリスト教会［ルーテル同胞］

〒018-3454　北秋田市脇神字平崎川戸沼119-1　Tel& 

Fax.0186-62-4243　◇JR鷹巣駅から徒歩20分　◇創立／

2001年（9人）　◇ノーダス，アーノルド、佐々木 武　◇

礼拝／15:00

キリスト教北秋田恩寵教会［単立／独立］

〒018-3451　北秋田市小森字タモノ木72-2　Tel.0186-66-

2918 Fax.0186-66-2368　◇JR鷹巣駅から車で15分　◇創

立／2010年　◇三浦 義則　◇礼拝／10:30

鷹巣教会［日基教団］

〒018-3316　北秋田市東横町10-5　Tel&Fax.0186-63-

1712　◇JR鷹ノ巣駅から徒歩15分　◇創立／1931年（19

人）　◇佐々木 久慶　◇礼拝／10:15

仙北市 Senboku-shi

秋南教会生保内会堂［日基教団］

〒014-1201　仙北市田沢湖生保内武蔵野105-748　Tel. 

0187-43-3843　◇JR田沢湖駅から徒歩20分　◇篠崎 

勲　◇礼拝／14:30

大仙市 Daisen-shi

大曲教会［日基教団］

〒014-0061　大仙市大曲栄町4-6　Tel&Fax.0187-62-

2598　◇JR大曲駅から徒歩12分　◇創立／1915年（98

人）　◇飯田 敏勝、飯田 啓子　◇礼拝／10:15　◇特色

／主の日の礼拝を大切にしています。子どもの礼拝をして
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東北聖書バプテスト十文字教会［保守バプ］

〒019-0528　横手市十文字町栄町19-1　Tel.0182-42-3852 

Fax.0182-42-3885　◇JR十文字駅から徒歩7分　◇創立

／1949年（50人）　◇齋藤 伸二　◇礼拝／10:30　◇特

色／日曜日午前9時からジョイフルキッズ(CS)。水曜日午

後7時30分から祈祷会。

【E-Mail】tbbjmjc@zpost.plala.or.jp

横手教会［日基教団］

〒013-0018　横手市本町9-3　Tel&Fax.0182-32-1998　

◇JR横手駅から徒歩20分　◇創立／1911年（70人）　◇

小松 理之　◇礼拝／7:30,10:00,19:00

【HP】http://church.ne.jp/yokote/

横手コイノニアチャペル［単立／独立］

〒013-0005　横手市幸町2-17　Tel&Fax.0182-32-1383　

◇JR横手駅からバス「幸町」停、徒歩1分　◇創立／

1964年（17人）　◇小杉 洋湖　◇礼拝／10:30

雄勝郡	 Ogachi-gun

羽後町聖書教会(伝)［保守バプ］

〒012-1131　雄勝郡羽後町西馬音内字宮廻21　Tel&Fax. 

0183-62-5723　◇JR湯沢駅からバス30分　◇創立／1997

年（2人）　◇福井 潔　◇礼拝／10:30

鹿角郡	 Kazuno-gun

鉛山聖救主礼拝堂［聖公会］

〒018-5511　鹿角郡小坂町十和田湖字十和田　◇JR青森

駅からバス　◇越山 哲也

南秋田郡	 Minamiakita-gun

八郎潟教会［日基教団］

〒018-1622　南秋田郡八郎潟町一日市259-1　Tel&Fax. 

018-875-2359　◇JR八郎潟駅　◇創立／1960年（13人）　

◇東島 美穂、山口 義人

湯沢市	 Yuzawa-shi

湯沢教会［日基教団］

〒012-0824　湯沢市佐竹町5-5　Tel&Fax.0183-73-

2859　◇JR湯沢駅から徒歩10分　◇創立／1957年（30

人）　◇田谷 元義　◇礼拝／10:30

湯沢聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒012-0841　湯沢市大町2-1-18　Tel&Fax.0183-73-

3305　◇JR湯沢駅から徒歩7分　◇創立／1958年（48

人）　◇斎藤 和彦　◇礼拝／10:30

【E-Mail】irenaeus@bz03.plala.or.jp

由利本荘市	 Yurihonjo-shi

本荘教会［日基教団］

〒015-0076　由利本荘市東町56　Tel.0184-22-3116 Fax. 

0184-22-3226　◇JR羽後本荘駅　◇創立／1887年（43

人）　◇菅家 英治　◇礼拝／10:30

本荘ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］

〒015-0889　由利本荘市砂糖畑2-7　Tel&Fax.0184-23-

0879　◇JR羽後本荘駅から車で10分　◇創立／1962年

（19人）　◇佐々木 和子　◇礼拝／10:30

横手市	 Yokote-shi

秋南教会［日基教団］

〒013-0042　横手市前郷字下横山48-3　Tel&Fax.0182-

32-6362　◇JR横手駅から徒歩20分　◇創立／1914年（92

人）　◇篠崎 勲、篠崎 久美子　◇礼拝／10:30

秋南教会浅舞会堂［日基教団］

〒013-0105　横手市平鹿町浅舞福田234-3　Tel.0182-24-

3040　◇JR醍醐駅　◇篠崎 勲　◇礼拝／10:30

秋南教会雄物川会堂［日基教団］

〒013-0202　横手市雄物川町造山　Tel.0182-22-2202　

◇篠崎 勲　◇礼拝／19:30(水)
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山形県──地域の宣教資料

　宣教人国記：鶴岡に旧庄内藩士の子として生まれた

黒崎幸吉（1886〜1970年）は、東京帝国大学在学中

に内村鑑三の聖書研究会に出席し入信。1911年（明治

44）、住友総本店に就職するも、10年後、妻の死を機

会に伝道者への道に進んだ。その旧･新約の聖書注解

書は無教会派以外のクリスチャンにも広く用いられた。

日本プロテスタント聖書信仰同盟（JPC）実行委員長

をつとめた常葉隆興（1897〜1977）は、新庄市生まれ。

1918年（大正7）、富士見町教会で植村正久より受洗し、

東京神学社卒業後はシンガポール日本人教会で奉仕。

帰国し日本での牧会後、1935年（昭和10）に渡米しウ

エストミンスター神学校に留学、改革派信仰に立った。

戦時中は神社参拝を拒否した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【酒田市】酒田市、飽海郡八幡町・松山町・平田町。【鶴

岡市】鶴岡市、東田川郡藤島町・羽黒町・櫛引町・朝

日村、西田川郡温海町。【東田川郡庄内町】立川町・余

目町。

 東 北 地 方 山 形 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

山 形 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   Y a m a g a t a 　

葉をぬくもりある木の素材に書いてます。クリスチャンの

プレゼント・記念品にご利用ください。

米織観光センター
［観光物産店］〒999-2174　山形県東置賜郡高畠町大字福

沢7-1072　Tel.0238-57-4611 Fax.0238-57-4612　◇JR高

畠駅から車5分　◇取締役会長／舟山 仁吉

レストパーラー・マナ
［飲食店］〒992-0031　山形県米沢市大町1-2-30　Tel.

0238-23-1418 Fax.0238-23-1461　◇JR米沢駅から徒歩10

分　◇創立／1988年　◇代表／佐藤 百合子　◇特色／

パフェが20種類、きっとあなたのお気に入りが見つかりま

す。フードメニューも充実！お待ちしております。

　法律・経営相談

(株)安西経営会計事務所
［税務・経営会計事務］〒990-2447　山形県山形市元木

1-5-17　Tel.023-632-1562 Fax.023-642-5551　◇バス(高

松葉山行)「青田」停、2分　◇創立／1981年　◇代表取

締役行政書士・税理士／安西 英雄　◇特色／「貴方(貴社)

にもっと輝いてほしい」と願って、税務・会計のお手伝い

　お店・事業

木川果実店
［果実小売業］〒998-0044　山形県酒田市中町1-10-24　

Tel&Fax.0234-23-4467　◇酒田駅から徒歩15分　◇創立

／1920年　◇代表／木川 純一　◇特色／山形産果物の

最高品を全国に発送。6月のサクランボから12月の紅干柿

まで季節の味と香りをお届けします。

【HP】http://www.kigawa-fruits.com

【E-Mail】kigawa234@net.sfsi.co.jp

相良堂
［和洋菓子店］〒992-0038　山形県米沢市城南2-3-69 山

形大学正門通り　Tel.0238-23-5973　◇JR米沢駅からバ

ス「山大前」停、徒歩3分　◇店主／鈴木 実

竹田農園
［低農薬米］〒992-1202　山形県米沢市三沢6346　Tel

&Fax.0238-22-1998　◇JR米沢駅　◇代表／竹田 敬一

森のアトリエ
［木工クラフト業］〒992-1453　山形県米沢市南原石垣町

2805　Tel&Fax.0238-38-6355　◇JR米沢駅から車15分　

◇創立／1988年　◇代表／森 泉　◇特色／聖書の御言
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をさせて下さい。

【E-Mail】anz-tax@sea.plala.or.jp

川井社会保険労務士事務所［川井社労士事務所］

［経営コンサルタント・社会保険労務士］〒990-0056　山

形県山形市錦町4-32　Tel&Fax.023-623-4877　◇JR山形

駅から徒歩15分　◇創立／1986年　◇所長／川井 巖

中央比較法研究所［CCLI］

［法律全般、教育］〒990-0056　山形県山形市錦町4-32　

Tel&Fax.023-623-4877　◇JR山形駅から徒歩15分　◇創

立／1989年　◇所長／川井 功　◇特色／人権が守られ

平和な世界になることを願う。そのためにも教育を重視し

ています。

【E-Mail】b130@mv.0038.net

　幼稚園・保育園・学童

あゆみこども園
［保育園・学童保育］　［(福)あゆみ会］〒990-1121　山形

県西村山郡大江町藤田401　Tel.0237-62-2496　◇JR左沢

駅から徒歩15分　◇理事長･園長／小関 早苗

大手幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団新庄教会附属］〒996-

0084　山形県新庄市大手町2-10　Tel.0233-22-1553　◇

JR新庄駅西口から徒歩15分　◇園長／多瀬 眞

輝幼稚園
［幼稚園］　［(学)栄光学園］〒995-0033　山形県村山市楯

岡新町1-17-20　Tel.0237-55-2409

酒田双葉幼稚園・酒田双葉託児園
［幼稚園］　［(学)新庄こひつじ学園］〒998-0037　山形県

酒田市日吉町1-1-7　Tel.0234-22-1224　◇JR酒田港駅か

ら徒歩15分　◇園長／山本 博之

さゆり幼稚園
［幼稚園］　［(学)山形キリスト教学園］〒990-0043　山形

県山形市本町2-1-24　Tel.023-642-5042　◇JR山形駅か

ら徒歩15分　◇園長／高橋 栄美子

【HP】http://www5.plala.or.jp/sayuri-k/

荘内教会保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団荘内教会］〒997-0034　山

形県鶴岡市本町3-5-36　Tel&Fax.0235-25-7070　◇JR鶴

岡駅から徒歩25分　◇創立／1941年　◇園長／矢澤 俊

彦

【HP】http://www3.ic-net.or.jp/~shonai-chu/

白百合保育園
［保育園］　［(福)白百合保育園］〒999-1331　山形県西置

賜郡小国町東原470-1　Tel.0238-62-2436　◇責任者／舟

山 まさ

千歳幼稚園
［幼稚園］　［(学)山形つのぶえ学園］〒990-0041　山形県

山形市緑町1-4-20　Tel&Fax.023-631-3382　◇JR北山形

駅　◇創立／1916年　◇理事長・園長／柳谷 明　◇特

色／障害のある子供を受け入れつつ、一人ひとりにあった

保育、互いに助け合いながらともに育つことを志していま

す。

【HP】http://www.chitose-yo.com/

天童みくに幼稚園
［幼稚園］　［(学)みくに学園］〒994-0033　山形県天童市

三日町2-6-29　Tel.023-653-2784 Fax.023-653-2734　◇

JR天童駅から徒歩15分　◇創立／1953年　◇理事長・園

長／髙橋 治男　◇特色／1953年、宣教師に励まされ個人

の家を改築して始められた幼稚園。創立のモットーは「幼

な子をキリストへ」。

【HP】http://www.tmikuni.com

【E-Mail】yochien@tmikuni.com

東原幼稚園
［幼稚園］　［(学)山鳩学園］〒990-0034　山形県山形市東

原町2-3-26　Tel.023-622-4789 Fax.023-622-4790　◇JR

山形駅から徒歩20分　◇創立／1950年　◇理事長／鳥居 

完次、園長／粟野 桂子　◇特色／イエスさまの愛に包ま

れて、いきいきと遊ぶ子どもたち！　賛美と祈りと遊びを

通して、人間力を育てます。

【HP】http://higasi.holy.jp/

【E-Mail】k.higasi@ceres.ocn.me

マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒997-0035　山形県鶴岡市馬場町

7-19　Tel.0235-22-5831

宮内幼稚園
［幼稚園］　［(学)南陽学園］〒992-0472　山形県南陽市宮

内3395-1　Tel.0238-47-7500 Fax.0238-45-2360　◇山形

鉄道宮内駅から徒歩10分　◇創立／1952年　◇園長／近

藤 国親

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~miyayo/

山形聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［双葉学園］〒990-0039　山形県山

形市香澄町2-11-15　Tel.023-632-2558 Fax.023-632-

2576　◇JR山形駅東口から徒歩10分　◇創立／1956年　

◇園長／ピアス・モレン　◇特色／縦割りクラス編成で

モンテッソーリ教育を行っているカトリック幼稚園です。

主体的な活動を通して学びます。

やまべ幼稚園
［幼稚園］　［(学)後藤学園］〒990-0301　山形県東村山郡

山辺町山辺1502-3　Tel&Fax.023-664-6020　◇JR羽前山

辺駅から徒歩15分　◇理事長・園長／後藤 和枝

若葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)キリスト教若葉学園］〒997-0037　山形

県鶴岡市若葉町24-35　Tel.0235-22-2237 Fax.0235-22-

2358　◇JR鶴岡駅から15分　◇創立／1953年　◇園長／

小島富美子

【HP】http://www.hairu.jp/wakaba/
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上山市 Kaminoyama-shi

上山教会［日基教団］

〒990-3157　上山市御井戸丁3-15　Tel.023-672-0285　

◇JRかみのやま温泉駅から徒歩10分［連絡先：日本基督

教団 米沢教会　〒992-0045　山形県米沢市中央2-4-14 

Tel.0238-23-1689］　◇創立／1886年（7人）　◇立花 則

彰　◇礼拝／10:30

上山聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒999-3231　上山市石堂3-46　Tel.023-672-1425 Fax.023 

-673-5046　◇JRかみのやま温泉駅東口から徒歩15分　◇

創立／1952年（42人）　◇伊藤 一寿　◇礼拝／10:30

【E-Mail】gcmt2238@orion.ocn.ne.jp

寒河江市 Sagae-shi

寒河江聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒991-0026　寒河江市山岸町5-2　Tel.0237-84-3827　◇

JR寒河江駅から徒歩10分　◇安食 正一

寒河江伝道所［日基教団］

〒991-0052　寒河江市元町1-11-8　◇左沢線寒河江駅　

◇創立／1949年（7人）　◇原 裕　◇礼拝／14:00(第2)

山形第一聖書バプテスト教会寒河江キリス
ト教会(伝)［保守バプ］

〒991-0043　寒河江市大字島字島東72　Tel&Fax.0237-

85-6255　◇JR南寒河江駅から徒歩3分　◇創立／1996

年　◇津嶋 理道　◇礼拝／10:45　◇特色／楽しい子ど

も会やサークル(英会話、趣味の手作り)等で地域に開かれ

た活動をしています。

酒田市 Sakata-shi

イムマヌエル酒田キリスト教会［IGM］

〒998-0843　酒田市千石町1-5-43　Tel&Fax.0234-23-

6430　◇JR酒田駅から車5分　◇創立／2004年（23人）　

◇茅根 久子　◇礼拝／10:30

酒田教会［日基教団］

〒998-0037　酒田市日吉町1-1-7　Tel.0234-22-1224 Fax. 

0234-22-1237　◇JR酒田港駅から徒歩15分　◇創立／

1898年（27人）　◇佐々木 茂　◇礼拝／10:10

【HP】http://www.dewatabi.com/syounai/sakata/kyoukai.html

酒田暁星教会［日基教団］

〒998-0834　酒田市若竹町1-8-21　Tel&Fax.0234-22-

8374　◇JR酒田駅から徒歩25分　◇創立／1948年（7

人）　◇山本 博之　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/yumeclub/

酒田キリスト教会［COG］

〒998-0061　酒田市光ヶ丘1-5-50　Tel&Fax.0234-33-

6776　◇JR酒田駅から徒歩20分　◇創立／1963年（120

人）　◇高橋 富三、高橋 俊子　◇礼拝／10:30,19:00　◇

特色／パイプオルガンを備え、コンサート開催。カウンセ

リング・クラスは好評で、賛美と祈りの教会。説教も楽し

い。

【HP】http://www3.ic-net.or.jp/~cog-sakata/

【E-Mail】cog-sakata@ic-net.or.jp

酒田のぞみキリスト教会［バプ連盟］

〒998-0842　酒田市亀ケ崎3-2-45　Tel&Fax.0234-23-

4755　◇JR酒田駅から車10分　◇藤井 秀一　◇礼拝／

10:00　◇特色／開拓間もない教会です。温かな交わりが

あります。子どもの英語教室もしています。

【HP】http://nozomikyoukai.com/

【E-Mail】syufujii@gb3.so-net.ne.jp

山 形 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   Y a m a g a t a 　

　祈祷院

祈りの家 鳥海チャペル［鳥海チャペル］

［祈祷院、各種セミナー会場、キャンプ場］　［チャーチ・

オブ・ゴッド酒田キリスト教会］〒999-8302　山形県飽

海郡遊佐町吉出懐の内16　Tel.090-3758-1033［連絡先：

酒田キリスト教会　〒998-0061　山形県酒田市光ケ丘1-5-

50 Tel.0234-33-6776］　◇JR遊佐駅から車10分　◇創立

／1980年　◇責任者、牧師／高橋 富三　◇特色／鳥海

山の麓にあり、日本海に沈む美しい夕日を窓から眺められ

ます。鶯のさえずりで目覚め、雄大な滝も近い。

【E-Mail】tomi3@ic-net.or.jp

http://www3.ic-net.or.jp/~cog-sakata/
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酒田緑ヶ丘聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒998-0052　酒田市緑ヶ丘2-14-6　Tel&Fax.0234-31-

1899　◇JR酒田駅からバス(十里塚行)「老人ホーム前」停、

1分　◇創立／1986年（18人）　◇中野 努　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】joygrace@oregano.ocn.ne.jp

酒田ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］

〒998-0041　酒田市新井田町11-10　Tel&Fax.0234-22-

7834　◇JR酒田駅から車数分　◇創立／1949年（79人）　

◇寺﨑 敏明　◇礼拝／10:30

フルゴスペル酒田教会［JFGA］

〒998-0854　酒田市末広町9-1　Tel&Fax.0234-25-

6551　◇李 仙美

【E-Mail】tkfgtc2004@hanmeil.net

新庄市	 Shinjo-shi

新庄教会［日基教団］

〒996-0084　新庄市大手町2-10　Tel.0233-22-1553 Fax. 

0233-22-1554　◇JR新庄駅西口から徒歩15分　◇創立／

1904年（44人）　◇多勢 眞　◇礼拝／10:30

新庄新生教会［日基教団］

〒996-0071　新庄市小田島町2-35　Tel&Fax.0233-22-

5733　◇JR新庄駅から徒歩13分　◇創立／1929年（13

人）　◇中村 英之、中村 栄美子、西海 満希子　◇礼拝／

10:15,19:00　◇特色／木曜日午前と夕の2回の祈祷会を行

っています。また毎月第1と3の火曜日はゴスペル教室を開

いています。

新庄聖マルコ教会［聖公会］

〒996-0077　新庄市城南町2-13　Tel&Fax.0233-22-

1569　◇JR新庄駅　◇加藤 博道、佐藤 光道

新庄東山教会［保守バプ］

〒996-0002　新庄市金沢1438　Tel&Fax.0233-22-4588　

◇JR新庄駅から徒歩10分　◇創立／1960年（12人）　◇

礼拝／10:00

新庄本町教会［日基教団］

〒996-0027　新庄市本町5-19　Tel&Fax.0233-22-6040　

◇JR新庄駅から徒歩20分　◇創立／1913年（14人）　◇

多勢 眞　◇礼拝／10:30

新庄明星教会［イエス・キリスト］

〒996-0051　新庄市松本266-33　Tel&Fax.0233-22-

4589　◇JR新庄駅から徒歩20分　◇創立／1964年（21

人）　◇小泉 創、小泉 真智子　◇礼拝／10:30　◇特色

／県立神室産業高校の近くにあります。初めての人も歓

迎いたします。

【HP】http://www.gospel.ne.jp/~shinjo/

【E-Mail】shinjo_myojo@yahoo.co.jp

鶴岡市	 Tsuruoka-shi

荘内教会［日基教団］

〒997-0034　鶴岡市本町3-5-37　Tel.0235-22-8196 Fax. 

0235-25-7070　◇JR鶴岡駅から徒歩25分　◇創立／1888

年（24人）　◇矢澤 俊彦　◇礼拝／10:00

【HP】http://www3.ic-net.or.jp/~shonai-chu/

鶴岡教会［日基教団］

〒997-0037　鶴岡市若葉町24-1　Tel&Fax.0235-25-

4229　◇JR鶴岡駅から15分　◇創立／1887年（19人）　

◇藤村 直子

鶴岡キリスト教会［COG］

〒997-0022　鶴岡市切添町9-3　Tel&Fax.0235-25-

7409　◇JR鶴岡駅から徒歩15分　◇創立／1994年（20

人）　◇菅井 より子　◇礼拝／10:30

【HP】http://cog.s63.xrea.com/top_pc.shtml

【E-Mail】y_john_amarume@ybb.ne.jp

鶴岡聖公会［聖公会］

〒997-0034　鶴岡市本町3-5-30　Tel&Fax.0235-23-

2044　◇JR鶴岡駅　◇創立／1911年（11人）　◇影山 博

美、斎藤 雄一

鶴岡みどり町キリスト教会［ルーテル同胞］

〒997-0046　鶴岡市みどり町8-10　Tel&Fax.0235-24-

0647　◇JR鶴岡駅から車10分　◇創立／1951年（24人）　

◇安藤 修一　◇礼拝／10:00

【E-Mail】shu_anjp@ybb.ne.jp

天童市	 Tendou-shi

天童教会［日基教団］

〒994-0046　天童市田鶴町1-7-19　Tel&Fax.023-653-

3749　◇JR天童駅から徒歩10分　◇創立／1880年（35

人）　◇原 裕　◇礼拝／10:00

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~a-nagai/

天童聖書バプテスト教会＝みくに教会［保守

バプ］

〒994-0033　天童市三日町2-6-29　Tel.023-654-3245 

Fax.023-653-2734　◇JR天童駅から徒歩15分［連絡先：

Tel.023-654-3886］　◇創立／1957年（37人）　◇髙橋 治

男　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30分、午

後7時30分からから祈祷会。

【HP】http://www.tmikuni.com/cn16/pg97.html

【E-Mail】mikuni-tkhs@tmikuni.com

山形ウリ教会［KCCJ］

〒994-0027　天童市桜町8-21　Tel.023-651-2868　◇JR

天童駅から徒歩10分　◇創立／1994年（60人）　◇李 明

信　◇礼拝／11:00,13:00(子供),14:00(水)　◇外国語／韓

国語　◇特色／毎日9時から朝の祈り。毎週金曜日20時か

ら祈祷会。韓国語で礼拝しています。日本語の通訳ありま

す。

【E-Mail】solhanhsl@msn.com
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色／日曜日午後5時から夕拝。

ラルク・アン・シエル キリスト教会［保守バプ］

〒999-3711　東根市中央3-5-11　Tel&Fax.0237-42-

5571　◇JRさくらんぼ東根駅から徒歩10分　◇創立／

2008年（7人）　◇名和 英光、名和 信義　◇礼拝／

10:30　◇特色／グループ及び個人の聖書の学び。

【E-Mail】zion_bible@yahoo.co.jp

村山市 Murayama-shi

シオン・キリスト教会楯岡チャペル［保守バプ］

〒995-0033　村山市楯岡新町2-7-23　Tel&Fax.0237-53-

2602　◇JR村山駅から徒歩3分　◇創立／1990年（55

人）　◇坂本 献一　◇礼拝／10:30,17:30　◇特色／子ど

もから老人まで一緒に主を礼拝。グループ及び個人的聖

書の学びを中心に教会形成。

楯岡キリスト教会［ホーリネス］

〒995-0033　村山市楯岡新町1-17-28　Tel.0237-55-

6028　◇JR村山駅から徒歩10分　◇創立／1959年　◇中

上 常助、那須 美保子　◇礼拝／10:15

山形市 Yamagata-shi

あかねヶ丘キリスト教会［保守バプ］

〒990-2481　山形市あかねヶ丘1-1-8　Tel&Fax.023-643-

8154　◇JR山形駅から徒歩15分　◇創立／1978年（24

人）　◇礼拝／10:30

インマヌエル山形キリスト教会［IGM］

〒990-0056　山形市錦町15-24　Tel.023-632-0809 Fax. 

023-632-0803　◇JR北山形駅から徒歩8分　◇創立／

1962年（81人）　◇釣 稔、釣 俊栄　◇礼拝／10:15　◇

特色／恵みの時計塔が設置されチャイムが1日4回鳴る教

会。礼拝に器楽演奏が取り入れられ、温かい家庭的教会。

【E-Mail】igm-turi@if-n.ne.jp

こひつじキリスト教会成沢チャペル［保守バプ］

〒990-2334　山形市蔵王成沢718-9　Tel&Fax.023-688-

8837　◇千葉 顯一

【E-Mail】lamby@df6.so-net.ne.jp

蔵王キリスト教会［保守バプ］

〒990-2323　山形市桜田東2-14-3　Tel.023-632-8416 

Fax.023-632-8419　◇JR山形駅からバス「桜田」停、徒

歩5分　◇創立／1959年（140人）　◇高内 健　◇礼拝／

10:30,18:30　◇特色／聖書の基本原則に基づいた神の家

族としての教会の建て上げをめざしています。

【HP】http://www5.plala.or.jp/zwch/

【E-Mail】zwxch@ivory.plala.or.jp

鈴川キリスト教会［保守バプ］

〒990-0062　山形市鈴川町3-8-19　Tel&Fax.023-622-

2125　◇創立／1968年（14人）

フルゴスペル山形教会［JFGA］

〒990-0832　山形市城西町2-7-13　Tel.023-608-3389　◇

長井市 Nagai-shi

長井教会［ホーリネス］

〒993-0002　長井市屋城町5-16　Tel&Fax.0238-88-

3171　◇創立／1945年（62人）　◇河野 増美、植木 し

ん　◇礼拝／10:30　◇特色／火曜日午前10時から婦人読

書会。水曜日午前7時30分から祈祷会。

長井聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒993-0011　長井市館町北4-34　Tel.0238-88-3334 

Fax.0238-88-4510　◇フラワー長井線長井南駅から徒歩

10分　◇創立／1962年（17人）　◇大橋 不三男　◇礼拝

／10:30

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~ycfhome/dendotai/NAGAIBBC.

htm

【E-Mail】fumio-o@h9.dion.ne.jp

南陽市 Nanyou-shi

赤湯キリスト教会［ホーリネス］

〒999-2211　南陽市赤湯248-4　Tel&Fax.0238-43-

5614　◇JR赤湯駅から徒歩15分　◇創立／1970年（12

人）　◇文屋 百合子、山口 恵、文屋 正道　◇礼拝／

10:30　◇特色／バリアフリーです。

恵泉キリスト教会南陽チャペル［保守バプ］

〒999-2232　南陽市三間通1307-5　Tel&Fax.0238-43-

6853　◇JR赤湯駅から徒歩10分　◇創立／1975年（16

人）　◇須田 勝信　◇礼拝／10:30　◇特色／駐車場完

備。お車で安心しておいで下さい。小さなお子様連れ大

歓迎。子供達の元気な声が響く楽しい教会。

【HP】http://www16.plala.or.jp/k1000cross/

【E-Mail】nan-cha@sea.plala.or.jp

宮内教会［日基教団］

〒992-0472　南陽市宮内3395-1　Tel.0238-47-7500 

Fax.0238-45-2360　◇山形鉄道宮内駅から徒歩10分　◇

創立／1917年（9人）　◇近藤 国親　◇礼拝／10:15

東根市 Higashine-shi

神町聖書集会［無教会］

〒990-3737　東根市若木通4-51　Tel&Fax.0237-47-

0428　◇JRさくらんぼ東根駅　◇創立／1970年（9人）　

◇小関 充

TLCCC山形教会［主の十字架］

〒999-3701　東根市東根甲9199-8　Tel&Fax.050-3606-

4324　◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください　

◇ペテロ 工藤

【HP】http://www51.tok2.com/home/tlcccyamagata/

【E-Mail】rika.s.k@crux.ocn.ne.jp

東根伝道所［日基教団］

〒999-3719　東根市中央西7-8　Tel&Fax.0237-42-

1057　◇JRさくらんぼ東根駅から徒歩20分　◇創立／

1958年（5人）　◇長谷川 衛　◇礼拝／10:15,17:00　◇特
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【HP】http://www.nanbuchurchga.com

【E-Mail】yamagata@nanbuchurchga.com

山形ホーリネス教会［ホーリネス］

〒990-0052　山形市円応寺町13-9　Tel&Fax.023-623-

6331　◇JR北山形駅から徒歩15分　◇菊地 新、菊地 百

合子、菊地 はる　◇礼拝／10:30

山形本町教会［日基教団］

〒990-0043　山形市本町2-1-24　Tel.023-622-4855 Fax. 

023-635-1288　◇JR山形駅から徒歩15分　◇創立／1882

年（44人）　◇石井 佑二、石井 美琴　◇礼拝／10:30　

◇特色／木曜日午前10時30分、午後2時45分、午後5時30

分から祈祷会。

【E-Mail】yamagatahonchou@tuba.ocn.ne.jp

山形六日町教会［日基教団］

〒990-0047　山形市旅篭町3-3-34　Tel&Fax.023-622-

6630　◇JR北山形駅からバス「山形市役所前」停　◇創

立／1887年（70人）　◇柳谷 明　◇礼拝／10:15　◇特

色／主日礼拝。聖書に聞き、祈る会。教会学校。ぶどうの

会。麦の会。

【E-Mail】akyana@nifty.com

山形恵みキリスト教会［同盟基督］

〒990-2423　山形市東青田4-1-15　Tel&Fax.023-673-

9148　◇JR山形駅　◇創立／2009年　◇武藤 正信、武

藤 性子　◇礼拝／10:30

山形聾者キリスト教会［保守バプ］

〒990-2332　山形市飯田5-10-12　Tel&Fax.023-632-

5840　◇JR山形駅からバス15分　◇創立／1981年（31

人）　◇松本 英二　◇礼拝／10:30　◇外国語／日本手

話　◇特色／日本手話で礼拝しています。必要に応じて

日本語の同時通訳あります。

ヨハン山形キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒990-2494　山形市末広町6-18　Tel&Fax.023-633-

2022　◇JR山形駅東口から徒歩15分　◇由 x錫、尹 銀淑

【HP】http://yamagata.yohan.jp/

米沢市 Yonezawa-shi

恵泉キリスト教会米沢チャペル［保守バプ］

〒992-0083　米沢市広幡町成島2107-40　Tel&Fax.0238-

37-2891　◇JR米沢駅［連絡先：福田町チャペル　〒992-

0033　山形県米沢市福田町1-3-67 Tel.0238-23-2211］　◇

創立／1959年（150人）　◇千田 次郎、金野 正義　◇礼

拝／10:45

【HP】http://www16.plala.or.jp/k1000cross/

TLCCC米沢教会［主の十字架］

Tel&Fax.050-3606-4324　◇礼拝・集会場所などはお問

い合わせください　◇ペテロ 工藤 理香

【HP】http://www51.tok2.com/home/tlcccyamagata/ynzw_ind

ex.html

米沢教会［日基教団］

〒992-0045　米沢市中央2-4-14　Tel&Fax.0238-23-

JR山形駅西口から徒歩15分　◇成 基秀

山形教会［基督兄弟団］

〒990-2316　山形市大字片谷地399-69　Tel&Fax.023-

688-6128　◇JR蔵王駅から徒歩15分　◇創立／1979年

（25人）　◇平良 友紀、平良 偕子

山形キリスト教会［バプ連盟］

〒990-0041　山形市緑町2-12-34　Tel.023-623-6749 

Fax.023-623-6471　◇創立／1958年　◇川上 敏夫　◇

礼拝／10:50

山形クリスチャンフェロシップ＝YCF［保守バプ］

〒990-0041　山形市緑町2-15-25　Tel.023-641-2656　◇

バス「千歳公園」停、徒歩3分　◇創立／1999年（25人）　

◇川崎 廣、渋谷 望　◇礼拝／10:00　◇特色／礼拝はヒ

ルズサンピア山形でしています。

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~ycfhome/

【E-Mail】kawasaki@macbase.or.jp

山形城西キリスト教会［ルーテル同胞］

〒990-0832　山形市城西町4-25-14　Tel&Fax.023-644-

3906　◇JR山形駅西口から徒歩30分　◇創立／1980年

（10人）　◇高橋 和彦　◇礼拝／10:30

山形神召キリスト教会［アッセンブリー］

〒990-0823　山形市下条町3-19-10　Tel&Fax.023-643-

0361　◇JR北山形駅から徒歩15分　◇創立／1972年（20

人）　◇布施 勉、布施 トシ枝　◇礼拝／10:30

山形聖書研究会［無教会］

〒990-0034　山形市東原町1-10-23　Tel.023-622-4319　

◇白崎 吉郎

山形聖ペテロ教会［聖公会］

〒990-0044　山形市木の実町9-22　Tel&Fax.023-622-

7328　◇JR山形駅　◇影山 博美

山形第一聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒990-0034　山形市東原町2-3-26　Tel&Fax.023-634-

8853　◇JR山形駅から徒歩20分　◇創立／1950年（182

人）　◇鳥居 完次、紺野 真和、津嶋 理道　◇礼拝／

7:00,10:30

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~ybible63/

山形伝道所［改革派］

〒990-0861　山形市江俣4-15-5　Tel&Fax.023-681-

8112　◇JR山形駅からバス25分「江俣4丁目」停、徒歩2

分［連絡先：八重樫 和彦　〒990-2484　山形県山形市篭

田1-14-12 Tel.023-644-3561］　◇創立／1971年（25人）　

◇八重樫 和彦　◇礼拝／10:30　◇特色／毎水曜夜8時か

ら英語バイブルクラス。第1、第3水曜朝10時半から婦人会。

その他の集会あり。牧師館にご連絡を。

山形南部教会［ウェスレアン］

〒990-2493　山形市美畑町4-20　Tel.023-622-5090 Fax. 

023-622-5098　◇JR山形駅からバス「美畑町」停、徒歩5

分　◇創立／1959年（71人）　◇岡 摂也、岡 好美　◇礼

拝／8:45,10:15,17:30　◇特色／子どもも大人も一緒の家

族的な教会です。どなたでもお気軽にお越し下さい。
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白鷹教会［ホーリネス］

〒992-0832　西置賜郡白鷹町荒砥乙716-2　Tel.0238-85-

0179 Fax.0238-85-4222　◇山本 出、山本 幸子、文屋 百

合子、菊地 ふじ子、文屋 正道

西村山郡 Nishimurayama-gun

大江町キリスト教会［COG］

〒990-1121　西村山郡大江町藤田401　Tel&Fax.0237-

62-2496　◇JR左沢駅から徒歩15分　◇創立／1961年（50

人）　◇大内 秀子、西山 政江、渡辺 恵樹　◇礼拝／

10:30　◇特色／子どもからお年寄りまで集まっています。

歌うことが大好きです。地域に開かれた教会。隣には保

育園があります。

【E-Mail】cog_ooechurch@yahoo.co.jp

東置賜郡 Higashiokitama-gun

恵泉キリスト教会高畠チャペル［保守バプ］

〒999-2174　東置賜郡高畠町福沢636-6-C 福沢テナント

G　Tel&Fax.0238-57-4376　◇JR高畠駅　◇礼拝／

15:00(原則として第4日曜)

【HP】http://www16.plala.or.jp/k1000cross/takahata.htm

【E-Mail】k1000@jan.ne.jp

高畠キリスト教会［福音教団］

〒992-0351　東置賜郡高畠町大字高畠2605-8　Tel.0238-

52-2577　◇JR高畠駅　◇清水 昭宣、清水 和子　◇礼拝

／10:30

東村山郡 Higashiｍurayama-gun

山辺伝道所［日基教団］

〒990-0301　東村山郡山辺町山辺1502-3 やまべ幼稚園気

付　Tel&Fax.023-645-5509,023-664-6020　◇JR羽前山

辺駅　◇創立／1965年（10人）　◇原 裕　◇礼拝／

8:30(第2)

1689　◇JR米沢駅から徒歩25分　◇創立／1890年（9

人）　◇立花 則彰　◇礼拝／10:30

米沢教会［基督兄弟団］

〒992-0026　米沢市東1-2-49　Tel.0238-22-5467 Fax. 

0238-22-5592　◇JR米沢駅から徒歩5分　◇創立／1936

年（71人）　◇馬場 誠一、馬場 公子、加藤 昇、加藤 美

知子　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0238-24-2400　◇

特色／70年の歴史を持つ教会で、あらゆる年齢の兄弟姉

妹がおられます。楽しい教会です。

米沢興譲教会［単立／独立］

〒992-0045　米沢市中央3-5-12　Tel.0238-23-6439 Fax. 

0238-23-6440　◇JR米沢駅から徒歩20分　◇創立／1928

年（233人）　◇高野 昭、高木 裕樹、田中 信生、田中 芳

子　◇礼拝／7:15,10:30,19:30　◇外国語／英語(9:00)　

◇テレホン／0238-22-3636

【HP】http://www.kojochurch.com/

米沢聖ヨハネ教会［聖公会］

〒992-0053　米沢市松が岬3-3-46　Tel&Fax.0238-23-

6152　◇JR米沢駅から徒歩40分　◇涌井 康福、越山 哲

也　◇礼拝／10:30

米沢福音キリスト教会(伝)［アッセンブリー］

〒992-0042　米沢市塩井町塩野1504-2　Tel&Fax.0238-

24-8453　◇JR米沢駅からバス「春日2丁目」停、徒歩15

分　◇創立／1991年（9人）　◇大久保 仁、大久保 尚

子　◇礼拝／10:30

西置賜郡 Nishiokitama-gun

小国キリスト教会［ホーリネス］

〒999-1331　西置賜郡小国町大字東原470-1　Tel&Fax. 

0238-62-5251　◇JR小国駅から徒歩20分　◇創立／1951

年（18人）　◇杉浦 紀明、杉浦 勝江　◇礼拝／10:30
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福島県──地域の宣教資料

　宣教人国記：プロテスタント日本人初代信徒の一人

の井深梶之助（1854〜1940）は、会津藩士宅右衛門

の長男として生まれる。戊辰戦争に加わるが、会津敗

戦の挙藩処刑のもと藩命により東京に遊学、横浜でブ

ラウン宣教師に導かれ入信。明治学院創設に尽力し、

その第二代学院総理となった。会津若松出身の森山諭

（1908〜1996）は、福音学校時代、わが国最初の良心

的兵役拒否者となった矢部喜好牧師の感化を受け、戦

時下に、聖書に立った非戦論を機関誌「待望」で展開。

戦後、荻窪栄光教会を牧会しつつ、韓日教会協議会、

再臨待望同志会、異端との戦いなど様々な超教派活動

にたずさわり日本の福音派の霊的指導者の一人となっ

た。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【会津若松市】河沼郡河東町、北会津郡北会津村。【喜

多方市】喜多方市、耶麻郡熱塩加納村・塩川町・山都

町・高郷村。【白河市】白河市、西白河郡表郷村・東村・

大信村。【須賀川市】岩瀬郡長沼町・岩瀬村。【伊達市】

伊達郡伊達町・梁川町・保原町・霊山町・月舘町。【田

村市】田村郡滝根町・大越町・都路村・常葉町・船引町。

【二本松市】二本松市、安達郡安達町・岩代町・東和町。

【福島市】伊達郡飯野町。【南相馬市】原町市、相馬郡

鹿島町・小高町。【本宮市】安達郡本宮町・白沢村。【大

沼郡会津美里町】会津高田町･会津本郷町･新鶴村。【南

会津郡南会津町】田島町・舘岩村・伊南村・南郷村。

 東 北 地 方 福 島 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

福 島 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   F u k u s h i m a 　

防風林
［喫茶店］〒970-0101　福島県いわき市平下神谷釜の台

27　Tel.0246-34-2987　◇JRいわき駅から車15分　◇創

立／1981年　◇オーナー／木下 満枝

みぎわ靴店
［靴の販売･修理］〒960-8141　福島県福島市渡利字七社

宮15-1　Tel.024-521-1422　◇代表／出雲 武蔵

(有)三代教材店
〒970-1151　福島県いわき市好間町下好間72　Tel.0246-

25-4414　◇三代 彬之

　教育事業・カルチャー

会津若松イングリッシュアカデミー
［英語教室］　［(宗)日本基督教団若松栄町教会］〒965-

0877　福島県会津若松市西栄町8-36　Tel.0242-27-3944 

Fax.0242-27-3972　◇JR七日町駅から徒歩15分　◇創立

／1976年　◇代表／片岡 謁也

　お店・事業

加村洋菓子店［Bread＆Cakeカムラ］

［製造小売業］〒979-1308　福島県双葉郡大熊町大野

242　Tel&Fax.0240-32-2062　◇JR大野駅から徒歩3

分　◇創立／1983年　◇代表／加村 一美　◇特色／福

音メッセージの入ったクッキー“ひとつぶの麦”を製造・

発送してます。

紳士服装ビスポークカンノ
［紳士服オーダーメード］〒960-8041　福島県福島市大町

9 県庁通りNTTビル　Tel.024-522-3131 Fax.024-522-

3133　◇JR福島駅から徒歩10分　◇代表取締役社長／菅

野 重信

【E-Mail】bespoke-kanno@citrus.ocn.ne.jp

パン工房　ぴんぽんぱん
［パン製造小売業］〒960-1101　福島県福島市大森字下原

田21-1　Tel&Fax.024-546-6418　◇JR南福島駅から徒歩

1分　◇店主／寺島 正敏
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福島こひつじ教育センター
［学童保育・英語教育］　［(宗)福島旭町キリスト教会］〒

960-8113　福島県福島市旭町7-12　Tel.024-534-1742　

◇JR福島駅からバス「社会保険所前」停、徒歩3分　◇創

立／2006年　◇運営責任者／小久保 信子　◇特色／教

会学校生徒および教会付属こひつじ幼稚園の卒園者を中

心として学童保育、英会話教育を行っています。

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~facc/kohituji/

【E-Mail】kohituji@cello.ocn.ne.jp

ワールドミッションスクール若枝学園
［チャーチ・スクール］〒960-8157　福島県福島市蓬莱町

6-4-18　Tel.024-549-0331 Fax.024-549-0333　◇JR福島

駅東口からバス「蓬莱南」停、徒歩1分　◇創立／2000

年　◇学園長／佐藤 経夫　◇特色／聖書に基づき、神様

の恵みの中でキリストの弟子となる整えを目指しています。

【HP】http://houraichurch.com/ruo_zhi_you_er_yuan/xue_

yuan.html

　法律・経営相談

星功社会保険労務士事務所［星事務所］

［労務経営管理・社会保険・損保生保代理・パソコン教室］

〒965-0008　福島県会津若松市桧町1-70　Tel.0242-28-

5211 Fax.0242-38ｰ2505［連絡先：ゴスペルハウス　〒

965-0001　福島県会津若松市一箕町松長1-19 Tel.0242-

25-0317］　◇JR会津若松駅から徒歩10分　◇創立／1972

年　◇グループ代表／星 功　◇特色／企業の発展に欠か

せない労務管理の相談・指導・助言・給与計算・就業規則・

社会労働保険・退職金設計の業務。

【E-Mail】humac@violet.plala.or.jp

　文書伝道支援

平福音センター
［キリスト教専門書店］〒970-8026　福島県いわき市平紺

屋町28　Tel&Fax.0246-23-1317　◇店長／松田 敏美

ライフセンター福島書店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒960-8034　福島県福島市置賜町8-30 置賜町郵便局

2F　Tel.024-522-2810 Fax.024-522-2816　◇JR福島駅か

ら徒歩7分　◇店長／小川内 洋子　◇特色／営業時間

12:00〜18:00、定休日：木曜、日曜・祝日。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】fukushima@wlpm.or.jp

　幼稚園・保育園・学童

愛星幼稚園
［幼稚園］　［(学)栄光学園］〒962-0052　福島県須賀川市

西川土橋59　Tel.0248-75-4864 Fax.0248-75-4869　◇JR

須賀川駅　◇創立／1963年　◇園長／森松 民子

【HP】http://eikou-hoikuen.hp.infoseek.co.jp/aiseiHP/

会津高田幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団会津高田教会］〒969-

6262　福島県大沼郡会津美里町法憧寺東甲3655-1　

Tel.0242-54-3888 Fax.0242-54-6059　◇JR会津高田駅か

ら徒歩10分　◇創立／1951年　◇園長代務／石田 龍三

会津若松ザベリオ学園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒965-0877　福島県会津若松市西栄

町1-52　Tel.0242-28-1514

愛隣キンダールーム
［幼児保育］　［(宗)日本基督教団福島荒井教会］〒960-

2156　福島県福島市荒井字弁天前29-1　Tel.024-593-

1043 Fax.024-593-1363　◇JR福島駅からバス(土湯温泉

行)「荒井診療所」停、徒歩3分　◇創立／1983年　◇園

長／辻 陽一　◇特色／午前7時30分から午後6時まで保

育。手づくりおやつや給食、おいしいですよ。

いずみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団喜多方教会］〒966-0069　

福島県喜多方市稲清水2374-4　Tel&Fax.0241-22-1231　

◇磐越西線喜多方駅から徒歩25分　◇創立／1962年　◇

園長／八木原 敬一、主任教諭／原澤 幸子、教諭／伊藤 

静香、教諭／永井 有紀　◇特色／主イエスの愛を子ども

と分ち合い、思い遣りのある心豊かな子供育てを理念とし

た、川の畔りにたつ幼稚園です。

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~k-church/

【E-Mail】izumi-kinder@wing.ocn.ne.jp

小高教会幼稚園
［幼稚園］　［(学)相双キリスト教学園］〒979-2124　福島

県南相馬市小高区本町1-47　Tel.0244-44-2668 Fax. 

0244-44-2730　◇JR小高駅から徒歩4分　◇創立／1941

年　◇園長／大下 正人

【HP】http://kyoukaiyouchien.holy.jp/

小名浜白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］〒971-8162　福島県いわき市小名浜

花畑町13-1　Tel.0246-92-2680

認定子ども園オリーブの木
［認定子ども園］　［(学)栄光学園］〒962-0836　福島県須

賀川市並木町180-3　Tel.0248-73-3067 Fax.0248-73-3367

［連絡先：日本キリスト教団 須賀川教会　〒962-0836　福

島県須賀川市並木町180-4 Tel.0248-75-0773］　◇JR須賀

川駅　◇創立／1949年　◇園長／今野 善郎　◇特色／

神様や人から愛されていると実感できる保育を目指してい

る。広い園庭で思いっきり遊び、心身を解放している。

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~eicou/

鏡石栄光幼稚園
［幼稚園］　［(学)栄光学園］〒969-0401　福島県岩瀬郡鏡

石町前山72　Tel.0248-62-2271 Fax.0248-62-2346　◇JR

鏡石駅から徒歩10分　◇創立／1955年　◇園長／今野 

善郎

【E-Mail】k.eicou@sepia.ocn.ne.jp

川谷保育園
［幼稚園］　［(福)川谷福祉会］〒961-8071　福島県西白河

郡西郷村真船字川谷56-4　Tel.0248-25-0257 Fax.0248-

25-5154　◇JR新白河駅　◇創立／1964年　◇園長／柴

田 彰
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【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~kawatani/

喜多方カトリック千草幼稚園［ちぐさ幼稚園］

［カトリック幼稚園］　［(学)東北カトリック学園］〒966-

0831　福島県喜多方市小田7534　Tel&Fax.0241-22-

2094　◇JR喜多方駅から徒歩10分　◇創立／1965年　

◇園長／佐藤 大

郡山ザベリオ学園幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)ザベリオ学園］〒963-0201　

福島県郡山市大槻町古屋敷102　Tel.024-952-7758 Fax. 

024-952-7873　◇JR郡山西口からバス「自衛隊前」停、

徒歩2分　◇創立／1932年　◇特色／カトリックの価値観

に基づき、モンテッソーリ教育、幼児期からの国際教育を

通して、内から育つ力を育みます。

【HP】http://www.xaverio.ed.jp/

こばと幼児園［こばと園］

［幼児］〒960-8141　福島県福島市渡利字西の内25-26　

Tel.024-523-5172 Fax.024-523-5174　◇JR福島駅から徒

歩10分　◇創立／1965年　◇牧師／渡部 幸雄、渡部 素

子、伊東 美穂、伊東 衛、遠藤 恵美子　◇特色／神と人

を愛していける教育をしている、家庭的な幼稚園です。

【HP】http://rejoicekids.air-nifty.com/blog/

こひつじ幼稚園
［幼稚園］〒967-0004　福島県南会津郡南会津町田島字後

原3566　Tel.0241-62-0532　◇園長／石田 龍三

栄町教会ベビーホーム
［保育施設］　［(宗)日本基督教団若松栄町教会］〒965-

0877　福島県会津若松市西栄町8-36　Tel.0242-27-

3944　◇JR七日町駅から徒歩15分　◇創立／1967年　◇

園長／片岡 謁也、担当者／杉山 恵理子

桜の聖母学院幼稚園
［カトリック幼稚園］〒960-8112　福島県福島市花園町

3-6　Tel.024-535-1301

さゆり幼稚園
［カトリック幼稚園］〒975-0006　福島県南相馬市原町区

橋本町1-15　Tel.0244-23-3439

三育保育園
［保育園］　［(福)創世福祉事業団］〒960-0241　福島県福

島市笹谷字城陽6-2　Tel.024-559-1710 Fax.024-559-

1830　◇福島交通笹谷駅から徒歩15分　◇創立／1981年

【HP】http://www.kosodate-web.com/saniku-h/saniku/

【E-Mail】s.saniku@alto.ocn.ne.jp

三育幼稚園
［幼稚園］　［(学)三育学園］〒960-8202　福島県福島市山

口字高森11　Tel.024-534-9143　◇阿武隈急行瀬上駅　

◇創立／1977年

【HP】http://3iku.com/

【E-Mail】mail@3iku.com

白河カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒961-0957　福島県白河市道場小路

88　Tel.0248-23-3438　◇園長／山崎 輝美

白水のぞみ保育園
［保育園］　［(福)こひつじ会］〒973-8405　福島県いわき

市内郷白水町入山10-18　Tel.0246-26-1002 Fax.0246-26-

1056　◇JR内郷駅からバス「入山駅」停　◇創立／1955

年　◇園長／武 公子　◇特色／少人数定員を生かしたて

いねいな保育。キリスト教の隣人愛を基礎とした全人保育

で心と体の成長を援助します。

信愛幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団

信愛キリスト教会］〒966-0867　福島県喜多方市字扇田

4914　Tel&Fax.0241-22-0882　◇JR喜多方駅から徒歩10

分　◇創立／1952年　◇園長／横山 聖子、副園長／横

山 臨、主任／有田 千里、教諭／坂内 麻衣、教諭／羽金 

美幸　◇特色／木のぬくもりのある園舎と遊具。目の行き

届いた保育。しっかり話を聞ける子どもを育てます。

【HP】http://www.uyou.gr.jp/shinai/

聖心三育保育園
［保育園］　［(学)三育学園］〒960-8202　福島県福島市山

口字梅本11-33　Tel.024-515-2525 Fax.024-528-2525　◇

阿武隈急行瀬上駅　◇創立／2003年　◇園長／渡邉 栄

美

【HP】http://www.kosodate-web.com/seishin/

【E-Mail】seishinsaniku@ca.wakwak.com

聖テモテ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本聖公会小名浜聖テモテ教会］〒971-

8165　福島県いわき市小名浜愛宕町16-2　Tel.0246-92-

4030 Fax.0246-92-4184　◇JR泉駅から車10分　◇創立

／1961年　◇代表役員･園長／越山 健蔵

【HP】http://homepage2.nifty.com/TEMOTE/

清風幼稚園
［幼稚園］　［(学)相双キリスト教学園］〒970-8036　福島

県いわき市平谷川瀬字仲山町25　Tel.0246-25-4024 

Fax.0246-25-4025　◇JRいわき駅から徒歩20分　◇創立

／1927年　◇園長／渡辺 利彦

【HP】http://seihuu.ftw.jp/

【E-Mail】seihuu@piano.ocn.ne.jp

西部三育幼稚園
［幼稚園］　［(学)三育学園］〒960-8055　福島県福島市野

田町字中野町5-1　Tel.024-559-0319　◇JR福島駅から徒

歩20分　◇創立／1980年

【HP】http://www.seibu-saniku.com/

【E-Mail】info@seibu-saniku.com

セントポール幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会頌栄学園］〒963-8876　福島県郡

山市麓山2-11-9　Tel.024-932-3755 Fax.024-932-3799　

◇創立／1975年　◇園長／菊地 温子　◇特色／のびの

び　はつらつ　豊かな心。

【HP】http://www.st-paul.jp/

平幼稚園
［幼稚園］　［(学)信栄学園］〒970-8035　福島県いわき市

明治団地80-7　Tel&Fax.0246-23-5375　◇JRいわき駅　

◇創立／1920年　◇理事長・園長／土屋 修二
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田島カトリック暁の星幼稚園［あけのほし幼稚園］

［カトリック幼稚園］　［(学)東北カトリック学園］〒967-

0004　福島県南会津郡南会津町田島根小屋甲4242　

Tel.0241-62-0568 Fax.0241-62-0595　◇会津鉄道会津田

島駅から徒歩10分　◇創立／1967年　◇園長／板垣 勤

伊達保育園
［幼稚園］〒960-0413　福島県福島市伊達町字宮前7-1　

Tel.024-583-2355　◇園長／菊田 満、理事長／遠藤 道雄

勿来カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒974-8232　福島県いわき市錦町竹

の花76-1　Tel.0246-62-2766

二本松カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒964-0906　福島県二本松市若宮1-

361　Tel.0243-22-0508

二本松幼稚園
［幼稚園］　［(学)二本松幼稚園］〒964-0911　福島県二本

松市亀谷1-28　Tel.0243-22-7473　◇JR二本松駅から徒

歩10分　◇創立／1954年　◇園長／小林 友二郎

【HP】http://www.kosodate-web.com/nihonmatsu/

原町聖愛保育園
［保育園］　［(福)ちいろば会］〒975-0005　福島県南相馬

市原町区二見町1-80-1　Tel.0244-22-5090　◇JR原ノ町

駅から徒歩10分　◇創立／1949年　◇園長／遠藤 美保

子

【HP】http://www.ans.co.jp/n/seiai/

福島愛隣幼稚園
［幼稚園］　［(学)福島愛隣学園］〒960-2156　福島県福島

市荒井弁天前28-3　Tel.024-593-1054 Fax.024-593-

1363　◇JR福島駅からバス(上湯温泉行)「荒井診療所前」

停、徒歩3分　◇創立／1959年　◇園長／木村 恵美子　

◇特色／地域、保護者の要望に応えて、預かり保育も充実。

満三歳児保育もあります。

福島カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒960-8055　福島県福島市野田町

2-7-1　Tel.024-535-0816

福島こひつじ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本バプテスト連盟福島旭町キリスト教

会］〒960-8113　福島県福島市旭町7-12　Tel.024-534-

1742 Fax.024-534-1743　◇JR福島駅からバス(競馬場方

面)「社会保険所前」停、徒歩3分　◇創立／1961年　◇

園長／小久保 多美子　◇特色／毎朝礼拝を基調として身

体・精神・霊的なバランスを保ちながら、人生の基礎づく

りの保育を行っています。

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~facc/

【E-Mail】kohituji@cello.ocn.ne.jp

認定子ども園ポプラの木(聖和幼稚園・聖和
保育園)［ポプラの木］

［認定子ども園］　［(学)栄光学園］〒969-0213　福島県西

白河郡矢吹町本町142-1　Tel.0248-42-3727 Fax.0248-44-

3127　◇JR矢吹駅から徒歩3分　◇創立／1961年　◇施

設長／岡村 宣、幼稚園長／岡村 順子、保育園長／岡村 

道子

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~seiwa/

三春幼稚園
［幼稚園］　［(学)三春学園］〒963-7719　福島県田村郡三

春町貝山岩田100　Tel&Fax.0247-62-2548　◇JR三春

駅　◇創立／1915年　◇理事長・園長／佐々木 威　◇

特色／年中オープン保育。集中力抜群。1700坪の庭に30

種70本の果実。木芽花虫鳥観察。収穫は親子でおやつを

楽しむ。

【HP】http://www.miharuyouchien.com/

本宮幼稚園
［幼稚園］　［(学)本宮幼稚園］〒969-1123　福島県本宮市

東町2　Tel.0243-33-1855 Fax.0243-34-1835　◇JR本宮

駅から徒歩15分　◇創立／1938年　◇園長／安井 潤　

◇特色／キリスト教主義による全人格教育。給食・スクー

ルバス・制服は無し。英語あそび(ラボパーティー)。

【HP】http://motoyo.jfast.net/

霊山三育保育園
［保育園］　［(福)創世福祉事業団］〒960-0801　福島県伊

達市霊山町掛田字北谷津7-3　Tel.024-586-3319 Fax.024-

586-3346　◇阿武隈急行保原駅　◇創立／1983年

【HP】http://www.kosodate-web.com/ryouzen/

【E-Mail】ryozen@ai.wakwak.com

若枝幼児園
［幼稚園］　［(宗)蓬莱キリスト教会］〒960-8157　福島県

福島市蓬莱町6-4-21　Tel.024-549-0331 Fax.024-549-

0333　◇JR福島駅東口からバス「蓬莱南」停、徒歩1分　

◇創立／1984年　◇園長／佐藤 経夫　◇特色／幼い日

に創造主なる神様の大きな愛を一人ひとり体験できるよう

にクリスチャン教師一同、祈り心で保育します。

【HP】http://houraichurch.com/ruo_zhi_you_er_yuan/xue_

yuan.html

若松聖愛幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本聖公会若松諸聖徒教会］〒965-

0035　福島県会津若松市馬場町3-8　Tel&Fax.0242-22-

1777　◇創立／1909年　◇矢萩 栄司

【HP】http://seikoukai-seiai.com

【E-Mail】ZAP13010@nifty.ne.jp

　祈祷院

福島断食祈祷院
［祈祷院］〒960-8202　福島県福島市山口字砥石44　Tel

&Fax.024-922-7676 Tel.024-588-1488　◇JR福島駅から

バス「土屋場」停、徒歩10分　◇創立／1984年　◇主任

牧師／坪井 永人
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福 島 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   F u k u s h i m a 　

会津若松市 Aizuwakamatsu-shi

会津聖書教会［ミッション東北］

〒965-0824　会津若松市北青木2-10　Tel&Fax.0242-27-

9117　◇会津若松駅からバス15分「建福寺前」停、徒歩3

分　◇創立／1949年（17人）　◇舘a 実　◇礼拝／10:30

会津若松教会［日基教団］

〒965-0801　会津若松市宮町9-20　Tel&Fax.0242-27-

7997　◇JR会津若松駅　◇創立／1891年（52人）　◇島 

典英

恵泉キリスト教会会津チャペル［保守バプ］

〒965-0103　会津若松市真宮新町南4-98　Tel&Fax. 

0242-58-2922　◇高速磐越自動車会津ICから車5分　◇創

立／1995年（13人）　◇三留 謙一、三留 光子、三留 陽

子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www17.plala.or.jp/k1000aizu

待望教会［イエス・キリスト］

〒965-0042　会津若松市大町2-5-34　Tel.0242-22-2669 

Fax.0242-23-4767　◇JR会津若松駅から徒歩5分　◇創

立／1941年（105人）　◇上森 泰造、上森 恭子　◇礼拝

／10:30

【E-Mail】taibo-@nifty.com

TLCCC会津若松教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

テモテ 小林　〒165-0034　東京都中野区大和町434-9 サ

トーハイツ Tel.03-6321-3570］　◇テモテ 小林

若松栄町教会［日基教団］

〒965-0877　会津若松市西栄町8-36　Tel.0242-27-3944 

Fax.0242-27-3972　◇JR七日町駅から徒歩15分　◇創立

／1894年（93人）　◇片岡 謁也　◇礼拝／10:30　◇テ

レホン／0242-27-0874

【HP】http://church.jp/aizu/

【E-Mail】ekataoka@nifty.com

若松小隊［救世軍］

〒965-0875　会津若松市米代2-6-31　Tel.0242-28-

9795　◇中川 邦男、中川 八重子

若松諸聖徒教会［聖公会］

〒965-0035　会津若松市馬場町3-8　Tel.0242-22-1777 

Fax.0242-22-1783　◇JR会津若松駅から徒歩15分　◇創

立／1902年（47人）　◇加藤 博道　◇礼拝／10:30

【HP】http://seikoukai-seiai.com/churchtop.htm

【E-Mail】ZAP13010@nifty.ne.jp

いわき市 Iwaki-shi

イエス純福音郷ヶ丘教会［JRL］

〒970-8045　いわき市郷ケ丘2-13-16　Tel&Fax.0246-29-

5657　◇JRいわき駅から車数分［連絡先：リバイバルク

ライストチャーチ　〒971-8131　福島県いわき市常磐上

矢田町山ノ神前15-1 Tel.0246-28-7702］　◇大越 重信、大

越 喬子　◇礼拝／6:30,19:00　◇特色／毎聖日、礼拝前

に聖餐式が、礼拝は幼児、青年、高齢者と幅広く、共に

賛美し、喜びに満ちあふれています。

いわきアッセンブリー教会＝ニュータウン・
プレイズ・チャペル［アッセンブリー］

〒970-8043　いわき市中央台鹿島3-34-1　Tel&Fax.0246-

31-1059　◇JRいわき駅からバス25分　◇創立／1962年

（9人）　◇奥田 冬樹、奥田 由己子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5e.biglobe.ne.jp/~iwakiag/

【E-Mail】fuyuki_okuda@msd.biglobe.ne.jp

いわきカルバリーチャペル［カルバリーグループ］

〒972-8322　いわき市常磐上湯長谷町 湯台堂35　◇JR

湯本駅から徒歩20分［連絡先：大竹 和子　〒972-8322　

福島県いわき市常磐上湯長谷町 湯台堂144-1 Tel.0246-

42-2632］　◇創立／1989年（10人）　◇大川 従道　◇礼

拝／10:30　◇特色／礼拝、祈祷会は母教会大和キリスト

教会のDVDにより行います。

いわき希望教会［保守バプ］

〒973-8402　いわき市内郷御厩町上宿25-11　Tel&Fax. 

0246-27-3362　◇JRいわき駅から車5分　◇創立／1996

年（32人）　◇伊藤 順造　◇礼拝／7:00,10:30,19:30　◇

特色／心の傷ついた人を癒し良きサマリヤ人の心で地域

に仕える教会です。

【HP】http://homepage3.nifty.com/ihc-cbb/

【E-Mail】iwaki-hope-church@nifty.com

磐城教会［日基教団］

〒970-8036　いわき市平谷川瀬字仲山町25　Tel.0246-

21-2145 Fax.0246-25-4025(幼稚園)　◇JRいわき駅から徒
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歩20分　◇創立／1894年（38人）　◇渡辺 利彦　◇礼拝

／10:30

いわきキリスト教会［同盟基督］

〒971-8172　いわき市泉玉露3-10-18　Tel.0246-56-3447 

Fax.0246-56-7045　◇JR泉駅北口から徒歩2分　◇増井 

恵　◇礼拝／10:30

【E-Mail】gracech@m11.alpha-net.ne.jp

いわき伝道所［東洋ローア］

〒970-8026　いわき市平字堂の前22 いわき市労働福祉会

館(郵便物の差出不可)　◇JRいわき駅から徒歩15分［連

絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼

玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　

◇創立／1968年（17人）　◇渡部 清志　◇礼拝／10:30　

◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師によ

る聖書のお話は手話で行われます。音声への通訳はあり

ません。

いわきホームチャペル［福音の群］

〒970-8026　いわき市平字正内町76-11　Tel&Fax.0246-

35-1530　◇JRいわき駅から徒歩13分　◇創立／1995年

（30人）　◇金本 友孝、金本 啓子　◇礼拝／10:15,19:30　

◇テレホン／0246-35-1531　◇特色／主の恵みの中で癒

される教会です。一般のマスコミに何度も取り上げられ、

牧師はNHK教育テレビにも出演。

【HP】http://church.ne.jp/iwaki/

【E-Mail】iwaki@church.ne.jp

いわきホーム・チャペル［カルバリーグループ］

〒972-8324　いわき市桜ケ丘3-25　Tel.0246-44-6655　

◇JR湯本駅　◇本滝 英美(信徒)、本滝 雪子(信徒)

いわき無教会［無教会］

〒970-8026　いわき市平字材木町21　Tel.0246-74-

8090　◇四家 ケイ子

内郷キリスト福音教会［同盟基督］

〒973-8408　いわき市内郷高坂町1-43-1　Tel&Fax.0246-

26-2965　◇JR内郷駅から徒歩15分　◇創立／1968年（34

人）　◇金成 孝悟　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0246-

27-5040

【HP】http://www.geocities.jp/mikeneko_dtk/

小名浜教会［聖協団］

〒971-8163　いわき市小名浜中町境10-1　Tel&Fax.0246-

54-8064　◇草野 進英、草野 洋子

小名浜聖テモテ教会［聖公会］

〒971-8165　いわき市小名浜愛宕町16-2　Tel.0246-92-

4174 Fax.0246-92-4184　◇JR泉駅から車12分　◇創立

／1953年（26人）　◇越山 健蔵　◇礼拝／10:30　◇特

色／聖餐式は毎月第1第2日曜日午前10時30分からです。

日曜学校は毎週日曜日午前9時からです。

【HP】http://nskk.org/tohoku/church/onahama/

小名浜伝道所［日基教団］

〒971-8182　いわき市泉町滝尻字中瀬1-1　Tel.0246-52-

1330　◇JR泉駅［連絡先：〒961-0075　福島県白河市会

津町47 竹迫 方］　◇創立／1962年

郷ヶ丘バプテスト教会［単立／独立］

〒970-8045　いわき市郷ヶ丘2-87-8　Tel&Fax.0246-28-

1017　◇JRいわき駅から車15分　◇創立／1974年（13

人）　◇古賀 和彦　◇礼拝／10:45　◇特色／祈祷会は、

日曜日に行っています。第1日曜日〜第3日曜日は午後。第

4日曜日と第5日曜日は礼拝後。

【HP】http://www.geocities.jp/satogaok/

【E-Mail】satogaok@silver.plala.or.jp

常磐教会［日基教団］

〒973-8403　いわき市内郷綴町大木下10-6　Tel&Fax. 

0246-26-2658　◇JR内郷駅から徒歩10分［連絡先：白水

のぞみ保育園　〒973-8405　福島県いわき市内郷白水町

入山10-18 Tel.0246-26-1002］　◇創立／1952年（15人）　

◇武 公子

平キリスト教会［フリーメソ］

〒970-8026　いわき市平字杉平6-2　Tel&Fax.0246-23-

7511　◇JRいわき駅から徒歩10分　◇創立／1950年（20

人）　◇行川 孝夫　◇礼拝／10:30

【E-Mail】m.kojima@d7.dion.ne.jp

平キリスト福音教会＝グローバル・ミッショ
ン・チャペル［単立／独立］

〒970-8025　いわき市平南白土字2-10-10　Tel.0246-23-

5490 Fax.0246-23-5492［連絡先：森 章　〒970-8035　

福島県いわき市明治団地12-14 Tel.0246-21-5175］　◇創

立／1986年（44人）　◇森 章、森 ステイネゲル・アニケ

ン、岑 正幸　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／時代を超え、

国境を越え、神と人につながるコミュニティー。

【E-Mail】akiranor@m11.alpha-net.ne.jp

平聖ミカエル会衆［聖公会］

〒970-8026　いわき市平字六間門1　Tel.0246-25-6529　

◇JRいわき駅　◇越山 健蔵

平バプテスト教会［バプ同盟］

〒970-8026　いわき市平字材木町22　Tel&Fax.0246-23-

5437　◇JRいわき駅から徒歩10分　◇創立／1886年（59

人）　◇土屋 修二　◇礼拝／10:30

小さき群教会［聖イエス会］

〒971-8185　いわき市泉町4-8-15　Tel.0246-56-8084　◇

井置 浩三

勿来教会［日基教団］

〒974-8232　いわき市錦町作鞍129-1　Tel&Fax.0246-77-

2945　◇JR勿来駅　◇創立／1958年（4人）　◇渡辺 利

彦　◇礼拝／10:30

勿来キリスト福音教会［同盟基督］

〒974-8261　いわき市植田南町1-1-17　Tel&Fax.0246-

62-3756　◇JR植田駅から徒歩7分　◇創立／1953年（22

人）　◇住吉 英治　◇礼拝／10:30

湯本キリスト福音教会［同盟基督］

〒972-8323　いわき市常盤松ヶ台87　Tel&Fax.0246-42- 

3570 Tel.050-1103-8638　◇JR湯本駅から徒歩20分　◇

創立／1956年（18人）　◇礼拝／6:00,10:30　◇特色／水

曜日午後3時から、水曜日と木曜日の午後7時30分から、
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1980年（23人）　◇加藤 智恵　◇礼拝／10:15　◇特色／

水曜日朝10時から聖書研究祈祷会。日曜日朝9時半から聖

書研究会。

【E-Mail】asaka_ch@yahoo.co.jp

インマヌエル郡山キリスト教会［IGM］

〒963-8013　郡山市神明町14-10　Tel&Fax.024-932-

4676　◇JR郡山駅から徒歩15分　◇創立／1965年（48

人）　◇久保 泰昭、久保 以津子　◇礼拝／10:30

キリスト愛の福音教会［単立／独立］

〒963-8004　郡山市中町2-12　Tel&Fax.024-973-5638 

Tel.050-3453-1307　◇JR郡山駅から徒歩10分　◇創立／

1989年（70人）　◇坪井 永光　◇礼拝／6:00,10:15,

18:45　◇いのち／090-7079-5011　◇特色／インターネ

ットを通じたライブ映像配信に力を入れています。世界宣

教センター事務局を兼ねています。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~clgc/

【E-Mail】clgc@wmc-japan.net

郡山教会［日基教団］

〒963-8005　郡山市清水台2-6-4　Tel&Fax.024-922-

1687　◇JR郡山駅　◇創立／1894年（72人）　◇福島 純

雄

郡山キリスト教会＝グレース･ガーデン･チ
ャペル［アッセンブリー］

〒963-0101　郡山市安積町日出山4-14　Tel.024-943-7091 

Fax.024-953-3031　◇JR郡山駅からバス「金屋」停　◇

創立／1955年（62人）　◇三箇 義生、三箇 豊実　◇礼拝

／10:30,14:00　◇外国語／韓国語(第2日曜10:30)、英語・

ブラジル語(第3日曜10:30)　◇特色／Grace Life(キリスト

にある新しい人生)をお伝えします。

【HP】http://gracegarden.web.infoseek.co.jp/

【E-Mail】grace7office@gmail.com

郡山キリスト共同教会［イエス・キリスト］

〒963-0201　郡山市大槻町字下篠林23-5　Tel.024-961-

1567 Fax.024-961-1572　◇JR郡山駅からバス「郡山高校」

停、徒歩5分　◇創立／1947年（79人）　◇福井 文彦、

福井 時子　◇礼拝／10:30　◇特色／幼児から中学生ま

でがたくさんいる、とても家族的な教会です。聖歌隊は盛

んで、賛美に溢れた教会です。

【HP】http://www.geocities.jp/kmhms_ta/kooriyama/

【E-Mail】kyoudou_ch@yahoo.co.jp

郡山キリスト集会［単立／独立］

〒963-8851　郡山市開成2-24-2 郡山キリスト福音館　Tel 

&Fax.024-951-9732　◇JR郡山駅からバス「開成グランド

南口」停、徒歩10分　◇創立／1964年　◇石井 伸守(信徒)

郡山キリスト福音教会［ミッション東北］

〒963-8862　郡山市菜根3-14-3　Tel.024-932-0678 Fax. 

024-932-0685　◇JR郡山駅からバス「三中前」停、徒歩5

分　◇創立／1955年（85人）　◇木田 俊彦　◇礼拝／

10:15,19:00

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~k-church/

【E-Mail】k-church@kym.biglobe.ne.jp

QT祈り会をしています。

【HP】http://www.geocities.jp/yumoto_church_jp/

好間キリスト福音教会［同盟基督］

〒970-1152　いわき市好間町中好間照田6　Tel&Fax. 

0246-36-5100　◇JRいわき駅からバス「中好間」停、徒

歩3分　◇創立／1976年　◇平井 直彦、猪股 俊平　◇

礼拝／10:30　◇特色／木曜日午後2時から祈祷会。

四倉教会［基督兄弟団］

〒979-0201　いわき市四倉町字西3-13-3　Tel&Fax.0246-

32-3711　◇JR四倉駅から徒歩7分　◇創立／1929年（20

人）　◇青山 義恵　◇礼拝／10:20

リバイバルクライストチャーチ［JRL］

〒971-8131　いわき市常磐上矢田町山ノ神前15-1　Tel& 

Fax.0246-28-7702　◇JRいわき駅からバス「若葉台」

停　◇創立／1978年　◇大越 重信、大越 喬子　◇礼拝

／6:30,10:30,19:00　◇特色／礼拝前に聖餐式があります。

礼拝は幼児、青年、高齢者と幅広く、共に賛美し、喜びに

満ちあふれています。

喜多方市 Kitakata-shi

喜多方教会［日基教団］

〒966-0069　喜多方市稲清水2374-4　Tel&Fax.0241-22-

1231　◇JR喜多方駅から徒歩20分　◇創立／1911年（39

人）　◇八木原 敬一　◇礼拝／10:30　◇特色／教会附属

の泉幼稚園があり、幼児教育に力を注いでいます。

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~k-church/

【E-Mail】izumi-kinder@wing.ocn.ne.jp

喜多方待望教会［イエス・キリスト］

〒966-0802　喜多方市桜ガ丘2-112　Tel&Fax.0241-22-

5391　◇JR喜多方駅から徒歩20分　◇創立／1961年（43

人）　◇上森 泰造、小菅 央子　◇礼拝／10:30　◇特色

／水曜日午後2時から祈祷会を行っています。

信愛キリスト教会＝信愛チャペル［アッセンブ

リー］

〒966-0867　喜多方市扇田4914　Tel&Fax.0241-22-

0882　◇JR喜多方駅から徒歩10分　◇創立／1952年（20

人）　◇横山 聖子、横山 臨　◇礼拝／10:30　◇特色／

水曜日午後7時30分から祈祷会を行っています。また満3

歳〜5歳児の「信愛幼稚園」を開いています。

山都教会［日基教団］

〒969-4134　喜多方市山都町葎田967　◇JR山都駅から

徒歩10分［連絡先：八木原 敬一　〒966-0069　福島県喜

多方市稲清水2374-4］　◇創立／1960年（14人）　◇礼拝

／15:30　◇特色／火曜日午後7時30分から聖書研究祈祷

会

郡山市 Koriyama-shi

安積教会［日基教団］

〒963-0102　郡山市安積町笹川字北向53-49　Tel&Fax. 

024-946-2721　◇JR安積永盛駅から車5分　◇創立／
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白河市 Shirakawa-shi

白河栄光教会［イエス・キリスト］

〒961-0963　白河市日影17　Tel.0248-23-3346 Fax.0248-

23-3398　◇JR白河駅から徒歩15分　◇創立／1958年（72

人）　◇船田 肖二、船田 ゆう子　◇礼拝／6:00,10:30,

19:30　◇テレホン／0248-23-3475

【HP】http://homepage3.nifty.com/shirakawa-eikou/

白河教会［日基教団］

〒961-0075　白河市会津町47　Tel&Fax.0248-24-0309　

◇JR白河駅から徒歩10分［連絡先：猿谷恭平　〒961-

0911　福島県白河市桜町25 Tel.0248-21-1721］　◇創立

／1886年（32人）　◇竹迫 之、猿谷 恭平　◇礼拝／

10:30　◇特色／木曜日午前10時から、及び午後7時30分

から聖書研究会。

【HP】http://homepage2.nifty.com/shiractakep/

【E-Mail】cye06301@nifty.com

白河基督聖公会［聖公会］

〒961-0075　白河市会津町34-8　Tel.0248-22-1512　◇

JR白河駅　◇創立／1931年（3人）　◇越山 健蔵

白河チャペル［勝利教会］

〒961-0835　白河市白坂陣馬250-10　Fax.048-623-

1225　◇JR白坂駅から徒歩10分［連絡先：勝利教会本

部　〒330-0856　埼玉県さいたま市大宮区三橋4-64-2 

Tel.048-623-1225］　◇創立／1994年　◇井上 典威　◇

礼拝／14:00　◇特色／来ていただいたすべての方に気持

ちよく過ごしていただきたいと願っています。キャッチフ

レーズは「癒しと寛ぎの時空間」。

【HP】http://www.victorychurch.jp

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

白河バプテスト教会［単立／独立］

〒961-0072　白河市士多町13-3　Tel.0248-24-0057　◇

ウデン，フロイド

聖パウロ教会［単立／独立］

〒961-0835　白河市白坂字愛宕山147-183　Tel.0248-28-

1018　◇JR白坂駅から徒歩15分　◇創立／1955年　◇渡

部 二良　◇礼拝／9:00

須賀川市 Sukagawa-shi

須賀川教会［日基教団］

〒962-0836　須賀川市並木町180-4　Tel.0248-75-0773 

Fax.0248-73-3367　◇JR須賀川駅　◇創立／1896年（44

人）　◇今野 善郎、森松 民子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~sukagawa/

須賀川バプテスト教会＝チャペルハウス［単

立／独立］

〒962-0836　須賀川市並木町267-13　Tel&Fax.0248-73-

4670　◇JR須賀川駅からバス15分　◇創立／1989年　

◇柴田 浩一、柴田 真佐子　◇礼拝／10:45

【E-Mail】chapelhouse01@yahoo.co.jp

郡山コスモス通り伝道所［バプ連盟］

〒963-0201　郡山市大槻町谷地24　Tel&Fax.024-951-

4440　◇バス「静団地」停、徒歩5分　◇創立／1984年（28

人）　◇鈴木 牧人　◇礼拝／11:00

郡山聖ペテロ聖パウロ教会［聖公会］

〒963-8876　郡山市麓山2-9-23　Tel&Fax.024-924-

0444　◇JR郡山駅から徒歩30分［連絡先：セントポール

幼稚園　〒963-8876　福島県郡山市麓山2-11-9 Tel.024-

932-3755］　◇創立／1892年（40人）　◇越山 健蔵　◇

礼拝／10:30

郡山伝道所［日キ教会］

〒963-8862　郡山市菜根1-9-11　Tel&Fax.024-923-

4335　◇JR郡山駅からバス「菜根一丁目」停、徒歩2

分　◇創立／1978年（10人）　◇片野 安久利　◇礼拝／

10:15

郡山バプテスト教会［単立／独立］

〒963-8041　郡山市富田町大徳南8-3　Tel&Fax.024- 

951-0401 Tel.024-951-0509　◇JR郡山駅からバス「希望

ヶ丘入口」停、徒歩5分　◇創立／1970年（36人）　◇田

島 信正、春山 美智子、田島・Ａ・ベバリー　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語　◇特色／第2・4日曜の夜7時か

ら英語の学び。終わった後には茶菓子と交わり。参加は

無料です。

【E-Mail】nobbybev8@tea.ocn.ne.jp

郡山細沼教会［日基教団］

〒963-8015　郡山市細沼町8-12　Tel.024-922-6450 Fax. 

024-922-6474　◇JR郡山駅から徒歩15分　◇創立／1893

年（43人）　◇武藤 清　◇礼拝／10:30　◇特色／「行き

なさい。失われた羊たちのところへ」主の宣教命令に従い、

地域を愛し地域に奉仕する教会でありたいです。

【E-Mail】kmutou@abnet.or.jp

郡山ルーテルキリスト教会［NRK］

〒963-8861　郡山市鶴見坦3-3-5　Tel&Fax.024-923-

3978　◇JR郡山駅からバス「鶴見担交差点」停、徒歩1

分　◇創立／1974年（34人）　◇野村 治　◇礼拝／

10:30

福島デフ・バプテスト集会所［万国デフ］

〒963-0201　郡山市大槻町字西ノ宮西26-11　Fax.024-

951-4936　◇鈴木 祐一

富久山キリスト教会［単立／独立］

〒963-8071　郡山市富久山町久保田字上野112-1　Tel& 

Fax.024-922-7992　◇JR郡山駅から徒歩20分　◇創立／

1985年（20人）　◇菊地 勇一、菊地 あけみ、菊地 愛実　

◇礼拝／10:30

ヨハン郡山キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒963-8022　郡山市西ノ内1-14-18　Tel&Fax.024-954- 

6472 Tel.080-5005-6646　◇JR郡山駅からバス5分「西ノ

内一丁目」停　◇朴 今錫
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田村市 Tamura-shi

船引キリスト教会［単立／独立］

〒963-4300　田村市船引町平館3　Tel.0247-82-0289　◇

牧 公介

美山バプテスト教会［JBBF］

〒963-4433　田村市船引町北鹿又字沼下121-260　Tel. 

0247-82-2737　◇大山 源一郎

二本松市 Nihonmatsu-shi

大平伝道所［日基教団］

〒964-0316　二本松市下長折字荒井58 渡辺健方　Tel. 

0243-55-2992　◇JR二本松駅　◇創立／1945年（9人）　

◇宮崎 新　◇礼拝／18:30(土)

二本松教会［日基教団］

〒964-0911　二本松市亀谷1-28　Tel&Fax.0243-22-

7473　◇JR二本松駅　◇創立／1917年（6人）　◇佐原 

玲子

二本松バプテスト教会［単立／独立］

〒964-0862　二本松市杉田駄子内107-16　Tel&Fax. 

0243-22-2102　◇JR杉田駅から徒歩20分　◇創立／1973

年（17人）　◇平山 紀雄、平山 明美　◇礼拝／10:30　

◇特色／明るく、元気に、生き生きと主イエスとともに歩

みます。ほんとの空の下、二本松から世界へ福音を伝え

ます。

【E-Mail】nihonmatsubc@hotmail.com

二本松福音の家教会［同盟基督］

〒964-0985　二本松市高田267-2　Tel.0243-23-1310 Fax. 

0243-23-1386　◇JR二本松駅からバス「上竹」停、徒歩5

分　◇創立／1977年（31人）　◇中西 行一　◇礼拝／

10:30

福島市 Fukushima-shi

あゆみの家キリスト教会［バプ連盟］

〒960-8133　福島市桜木町3-15-2F　Tel.024-535-4778　

◇渡辺 政友

インマヌエル福島キリスト教会［IGM］

〒960-8071　福島市東中央2-19　Tel&Fax.024-536-

4503　◇JR笹木野駅から徒歩20分　◇創立／1993年（9

人）　◇阪下 美栄子　◇礼拝／10:30

キング・イエス・キリスト教会＝K.J.C.C［単

立／独立］

〒960-8021　福島市霞町1-52 福島市民会館(郵便物の差

出不可)　◇礼拝場所についてはホームページをご覧くだ

さい。［連絡先：寺島 暁　〒960-8154　福島県福島市伏

拝字内田61-5 パレ・ルーブル105 Tel.090-2848-3214］　

◇創立／2008年　◇寺島 暁　◇礼拝／10:30　◇特色／

Jゴスペル中心の賛美礼拝、説教にはレジュメを配布。ユ

ニークな教会・サイト、牧師は元ミュージシャン。

須賀川めぐみキリスト教会［ミッション東北］

〒962-0853　須賀川市前川29-1　Tel&Fax.0248-73-

4532　◇JR須賀川駅から徒歩15分　◇創立／1955年（30

人）　◇舘a 暁美、舘a 実　◇礼拝／10:00,18:00　◇特

色／バリアフリー。水曜日午前10時から祈り会。日曜日午

前9時から教会学校。

【HP】http://homepage2.nifty.com/suka-megu/

堤キリスト教会＝須賀川シオンの丘［イエス・

キリスト］

〒962-0802　須賀川市堤字四戸内202　Tel&Fax.024-953 

-8333　◇JR須賀川駅から徒歩20分　◇創立／1951年（5

人）　◇福井 文彦

中通りコミュニティ・チャーチ［新生連合］

〒962-0001　須賀川市森宿辰根沢74-5　Tel&Fax.0248-

75-5256　◇JR須賀川駅から徒歩15分［連絡先：Tel.090-

6689-6452］　◇創立／1999年（13人）　◇増田 泰司、増

田 美鶴　◇礼拝／10:30,19:15(金)　◇特色／交わりの温

かい、アットホームな教会です。牧師は心理カウンセラー。

ホームページをご覧ください。

【HP】http://www.nakakomi.com

【E-Mail】info@nakakomi.com

牧羊キリスト教会［保守バプ］

〒962-0022　須賀川市丸田町285　Tel&Fax.0248-76-

6357　◇JR須賀川駅から徒歩15分［連絡先：後藤 正嗣　

〒962-0865　福島県須賀川市妙見61 Tel.0248-75-

3459］　◇創立／2002年（12人）　◇後藤 正嗣　◇礼拝

／11:00　◇特色／水曜日午前10時30分から水曜礼拝Ⅰ。

午後7時30分から水曜礼拝Ⅱ。

相馬市 Souma-shi

相馬キリスト福音教会［同盟基督］

〒976-0036　相馬市馬場野字上薬師堂133　Tel&Fax. 

0244-35-3618　◇JR相馬駅から車10分　◇創立／1951年

（16人）　◇後藤 一子　◇礼拝／10:30　◇特色／子ども

と一緒に礼拝を守る、家庭的な雰囲気のある教会です。

中村教会［日基教団］

〒976-0042　相馬市中村字大手先9-1　Tel.0244-35-3378 

Fax.0244-35-3407　◇JR相馬駅から徒歩15分　◇創立／

1886年（22人）　◇生野 碩保

伊達市 Date-shi

福島伊達教会［日基教団］

〒960-0461　伊達市片町34　Tel&Fax.024-583-2066　◇

JR伊達駅　◇創立／1891年（137人）　◇宮崎 新　◇礼

拝／10:15

保原教会［日基教団］

〒960-0632　伊達市保原町大立目字大安寺37-1　Tel& 

Fax.024-575-2542　◇JR伊達駅　◇創立／1947年（21

人）　◇栗田 三郎　◇礼拝／10:30



福
島
県

東
北
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

112
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

【E-Mail】hohoemi1@cello.ocn.ne.jp

福島荒井教会［日基教団］

〒960-2156　福島市荒井字弁天前29-1　Tel.024-593-

1054 Fax.024-593-1363　◇JR福島駅からバス(土湯温泉

行)「荒井診療所前」停、徒歩3分　◇創立／1947年（23人）　

◇岡崎 彰　◇礼拝／10:30

福島いずみルーテル教会［NRK］

〒960-8055　福島市野田町1-2-10　Tel&Fax.024-534-

8503　◇JR福島駅西口から徒歩7分［連絡先：Tel.024-

529-5071］　◇創立／1955年（48人）　◇野村 治、キーン，

ハイディ、チャールトン，シンディ　◇礼拝／10:15　◇

特色／火曜13時30分〜英語聖書会。木曜午前10時〜日本

語聖書会。英会話教室(4才児〜大人クラス)あり。

福島教会［日基教団］

〒960-8011　福島市宮下町1-6　Tel&Fax.024-534-

3787　◇JR福島駅から徒歩15分　◇創立／1886年（73

人）　◇堀江 知己　◇礼拝／10:30,19:30

福島教会［基督兄弟団］

〒960-8057　福島市笹木野小針尻23-20　Tel&Fax.024-

535-6718　◇JR笹木野駅から徒歩5分　◇上代 謙、上代 

安子　◇礼拝／10:00　◇特色／子供と一緒の礼拝後、各

クラスでの学び。初心者からのステップアップコースでの

聖書の学びもあります。

【E-Mail】kenacts18@ybb.ne.jp

福島キリスト集会［単立／独立］

〒960-8073　福島市南中央3-23-1 会津建設(株)306号　◇

福島駅西口からバス20分［連絡先：Tel.024-559-2455］

福島新町教会［日基教団］

〒960-8036　福島市新町8-6　Tel&Fax.024-522-3593 

Fax.024-522-3606　◇JR福島駅から徒歩8分　◇創立／

1898年（60人）　◇瀧山 勝子

福島聖書教会［ミッション東北］

〒960-8074　福島市西中央4-85-1　Tel.024-535-7724 

Fax.024-535-7739　◇JR笹木野駅から徒歩10分　◇創立

／1984年　◇木田 恵嗣　◇テレホン／024-535-7733

福島聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒960-8071　福島市東中央1-28-1　Tel&Fax.024-533-

8109　◇JR福島駅から車5分［連絡先：あだたらバイブル

キャンプ場　〒969-1302　福島県安達郡大玉村玉井字小

高倉122-5 Tel.0243-48-2731］　◇創立／1988年（10人）　

◇高橋 嘉雄　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話(10:30)　

◇特色／木曜日午後1時から婦人会。午後4時から聖書研

究祈祷会。

【E-Mail】fbbc-takahashi@mua.biglobe.ne.jp

福島聖ステパノ教会［聖公会］

〒960-8034　福島市置賜町8-29　Tel&Fax.024-522-

5345　◇JR福島駅から徒歩5分　◇涌井 康福

福島第一バプテスト教会福島ベテルハウス
［単立／独立］

〒960-8202　福島市仲間町9-28 光ビル　Tel.024-531-

【HP】http://king-lord.org/

【E-Mail】pastor@king-lord.org

笹谷教会［イエス・キリスト］

〒960-0241　福島市笹谷字東桜水6-7　Tel&Fax.024-

557-9288　◇桜水駅から徒歩3分　◇原 匡邦、原 かや　

◇礼拝／7:00

信夫教会［日基教団］

〒960-8001　福島市天神町6-2　Tel&Fax.024-534-

5928　◇JR福島駅から徒歩10分　◇創立／1895年（83

人）　◇塚本 一正、塚本 佳奈　◇礼拝／7:00,10:30　◇

特色／水曜日午前10時30分、午後7時30分から祈祷会。そ

の他、読書会、婦人会などの集会があります。

シャローム白百合キリスト教会［単立／独立］

〒960-0211　福島市飯坂町湯野西原3　Tel&Fax.024-

542-1252　◇福島交通飯坂温泉駅から徒歩20分　◇創立

／2004年（5人）　◇佐藤 直正　◇礼拝／11:00

純福音福島キリスト教会［単立／独立］

〒960-8202　福島市山口字砥石44　Tel.024-588-1488　

◇JR福島駅からバス(霊山方面行)「土屋場」停、徒歩10

分　◇創立／1999年（25人）　◇坪井 永人、島田 悦子、

佐藤 サト子　◇礼拝／14:30　◇いのち／090-7079-5011

聖十字架福音教会［同盟基督］

〒960-8204　福島市岡部字姥畑8-10　Tel.024-533-4031 

Fax.024-536-5170　◇JR福島駅からバス20分　◇創立／

1982年（8人）　◇布山 真理子、野田 信光、渋谷 敬一　

◇礼拝／10:00　◇特色／日曜礼拝10時から。火曜聖書研

究18時から。キッズの集い、第2土曜10時から。チャーチ

スクール日曜14時から。

【E-Mail】sps63yg9@waltz.ocn.ne.jp

仙台教会所属福島伝道所［改革派］

〒960-0241　福島市笹谷中屋敷2-17　Tel.024-558-0138 

Fax.023-681-8599　◇飯坂線桜水駅から徒歩8分　◇吉田 

隆

TLCCC恵愛いずみキリスト教会［主の十字架］

〒960-8117　福島市入江町1-1　Tel&Fax.024-531-5141　

◇礼拝・集会場所などはホームページでご確認くださ

い　◇渡辺 悦子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/kaminoreiniyotte/

【E-Mail】kaminoreiniyotte@yahoo.co.jp

TLCCC福島教会［主の十字架］

Tel&Fax.024-553-2352　◇創立／1997年（10人）　◇ヨ

セフ 菱沼　◇礼拝／10:00,10:00(火)

【HP】http://users.astone.co.jp/hosanna-fukushima/

福島旭町キリスト教会［バプ連盟］

〒960-8113　福島市旭町7-12　Tel.024-534-1742 Fax. 

024-534-1743　◇JR福島駅からバス「社会保険所前」停、

徒歩3分　◇創立／1957年（45人）　◇小久保 富成　◇

礼拝／9:00,10:30　◇特色／月-金10時〜30分幼児礼拝。

水曜日19時祈祷会。金曜日19時讃美集会。教育センターで、

学童・英会話など。

【HP】http://www.fkohituji.com/



福
島
県

東
北
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

113
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

南相馬市 Minamisouma-shi

小高教会［日基教団］

〒979-2124　南相馬市小高区本町1-47　Tel.0244-44-

2668 Fax.0244-44-2730　◇JR小高駅［連絡先：Tel.090-

4459-5430］　◇創立／1903年（5人）　◇大下 正人　◇

礼拝／10:30　◇特色／木曜日午後2時30分から祈祷会。

教会学校午前9時。

鹿島栄光教会［日基教団］

〒979-2335　南相馬市鹿島区鹿島御前ノ内87　Tel&Fax. 

0244-46-2645　◇JR鹿島駅から徒歩3分　◇創立／1954

年（9人）　◇柏井 宣夫　◇礼拝／10:40　◇特色／祈祷

会は第2日曜日礼拝後、第1・3水曜日午後2時。婦人会は第

4水曜日午後2時。

原町教会［日基教団］

〒975-0005　南相馬市原町区二見町1-80-1　Tel&Fax. 

0244-23-2562　◇JR原ノ町駅から徒歩10分　◇創立／

1900年（31人）　◇佐藤 健　◇礼拝／10:30

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~bereshit/Kyoukaishoukai.htm

原町キリスト福音教会［同盟基督］

〒975-0031　南相馬市原町区錦町1-76　Tel&Fax.0244-

23-4227　◇金成 孝悟

原町聖書教会［単立／独立］

〒975-0051　南相馬市原町区牛来字出口147-20　Tel. 

0244-23-1202 Fax.0244-23-1199　◇JR原ノ町駅から車10

分　◇創立／1996年（12人）　◇石黒 實　◇礼拝／

10:30　◇特色／毎週火曜日の午後から困り事相談を行な

っています。来談者は電話で予約してください。

福島第一聖書バプテスト教会小高チャペル
［保守バプ］

〒979-2121　南相馬市小高区東町1-119-4　◇JR小高駅　

◇礼拝／17:00

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~f1church/

本宮市 Motomiya-shi

安達太良聖書研究会［無教会］

〒969-1153　本宮市塩田入170　Tel&Fax.0243-33-

4516　◇JR本宮駅　◇創立／1953年（20人）　◇湯浅 鉄

郎

光が丘バイブルチャペル［ミッション東北］

〒969-1204　本宮市糠沢字光が丘2-43　Tel&Fax.0243-

44-4643　◇JR本宮駅　◇創立／1997年（6人）　◇熊田 

和雄　◇礼拝／10:30

本宮教会［日基教団］

〒969-1123　本宮市東町2　Tel.0243-33-1858 Fax.0243-

34-1835　◇JR本宮駅　◇創立／1916年（18人）　◇安井 

潤

5386　◇JR福島駅東口から徒歩15分［連絡先：福島ベテ

ルハウス　〒960-8202　福島県福島市山口字中ノ内38-

1］　◇創立／1990年（18人）　◇渋谷 敬一　◇礼拝／

11:00

福島中央キリスト教会［アッセンブリー］

〒960-8141　福島市渡利字西の内25-26　Tel.024-523-

5172 Fax.024-523-5174　◇JR福島駅からバス「南高校前」

停　◇創立／1956年（37人）　◇伊東 衛、伊東 美穂　◇

礼拝／10:30　◇特色／幼稚園もやっています。月〜金の

9時〜11時30まで園庭を開放しています。いつでも遊びに

来てください。

福島伝道所＝南福島教会［日キ教会］

〒960-8161　福島市郷野目字師々田6-3　Tel&Fax.024-

546-9980　◇JR福島駅東口からバス10分「太平寺」停、

徒歩3分［連絡先：松谷彰夫　〒960-8141　福島県福島市

渡利字鳥谷下町9-1 Tel.024-524-0583］　◇片野 安久利

福島伝道所［東洋ローア］

〒960-8021　福島市霞町1-52 福島市市民会館(郵便物の

差出不可)　◇JR福島駅から徒歩25分［連絡先：東洋ロー

ア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂

山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1998

年（17人）　◇近藤 信二　◇礼拝／10:00　◇外国語／手

話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書のお話

は手話で行われます。音声への通訳はありません。

福島バプテスト教会［保守バプ］

〒960-8132　福島市東浜町4-3　Tel&Fax.024-534-

3612　◇JR福島駅から車10分　◇創立／1955年（24人）　

◇礼拝／10:30

【E-Mail】fbchurch@cameo.plala.or.jp

福島ホーリネス教会［ホーリネス］

〒960-0201　福島市飯坂町字銀杏8-13　Tel&Fax.024-

542-1735　◇福島交通飯坂線花水駅から徒歩5分　◇創

立／1955年（18人）　◇松木 直人、佐藤 信人、山口 明

雄　◇礼拝／10:30

蓬莱キリスト教会［単立／独立］

〒960-8157　福島市蓬莱町6-4-21　Tel.024-549-0331 

Fax.024-549-0333　◇JR福島東口からバス｢蓬莱南｣停、

徒歩1分［連絡先：佐藤 経夫　〒960-1231　福島県福島

市松川町沼袋戸ノ内49-7 Tel.024-567-2925］　◇創立／

1983年（93人）　◇佐藤 経夫、佐藤 律子　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝はタガログ語・英語・韓国語の同時

通訳があります。

【HP】http://houraichurch.com/

【E-Mail】hcc@gol.com

北信カルバリー教会［保守バプ］

〒960-0116　福島市宮代字大屋敷71-1　Tel.024-553-0123 

Fax.024-553-5456　◇JR東福島駅から徒歩7分　◇創立

／1983年（81人）　◇大橋 富男、大橋 パット、久場 政

則　◇礼拝／10:30,20:00　◇外国語／英語、韓国語　◇

特色／青年たちが比較的多く集う活気にあふれた教会で

す。生き生きした賛美と礼拝も特色です。

【HP】http://hokushin.church.jp/

【E-Mail】hokushin@church.email.ne.jp
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伊達郡 Date-gun

川俣教会［日基教団］

〒960-1466　伊達郡川俣町字宮前3　Tel&Fax.024-565-

3275　◇JR福島駅からバス「川俣町役場前」停、徒歩5

分　◇創立／1907年（44人）　◇鈴木 稔久　◇礼拝／

10:15

田村郡 Tamura-gun

小野町教会(伝)［イエス・キリスト］

〒963-3401　田村郡小野町小野新町字中通154　Tel& 

Fax.0247-72-3294　◇JR小野新町駅から徒歩20分［連絡

先：三春新生教会　〒963-7725　福島県田村郡三春町鷹

巣字浜井場20-1 Tel.0247-62-2350］　◇創立／1952年（25

人）　◇船田 肖二　◇礼拝／15:00　◇特色／小野町では

唯一の教会です。なごやかな雰囲気で礼拝が守られ、ど

なたでも温かくお迎えしています。

郡山聖書バプテスト教会＝丘の上チャペル
［保守バプ］

〒963-7731　田村郡三春町下舞木字虫内152　Tel&Fax. 

024-942-1332　◇JR舞木駅から徒歩10分　◇創立／1975

年（12人）　◇大田尾 達三　◇礼拝／10:30　◇特色／地

域に根ざして、様々な手段(英語教室、卓球、アメリカ教

会へのツアー、ウスとキネのもちつき等)を企画。

郡山バプテスト教会ホ・ココス［単立／独立］

〒963-7719　田村郡三春町大字貝山字馬場10-2　Tel. 

0247-62-1817　◇春山 美智子

【E-Mail】nobbybev@coral.ocn.ne.jp

福島ニューホープチャペル［フォースクエア］

〒963-7731　田村郡三春町大字下舞木字石崎52-3　Tel& 

Fax.024-956-1183　◇皆田 親徳、皆田 豊子

三春教会［日基教団］

〒963-7719　田村郡三春町貝山字岩田94-5　Tel&Fax. 

0247-62-2548　◇JR三春駅から徒歩30分　◇創立／1900

年（12人）　◇佐々木 威　◇礼拝／11:00

三春新生教会［イエス・キリスト］

〒963-7725　田村郡三春町鷹巣浜井場20-1　Tel&Fax. 

0247-62-2350　◇JR舞木駅から車10分　◇創立／1972年

（30人）　◇船田 肖二、田代 法嘉、田代 美雪　◇礼拝／

10:30　◇特色／駐車場から礼拝堂まで車いすで入場可。

手すり・トイレ等のバリアフリー設備あり。心やすらぐ空

間があります。

西白河郡 Nishishirakawa-gun

オリーブの集い［単立／独立］

〒969-0101　西白河郡泉崎村大字泉崎字天王山5-87 山岸

壮樹方　Tel&Fax.0248-54-1237　◇JR泉崎駅から徒歩15

分　◇創立／2000年（5人）　◇山岸 壮樹　◇礼拝／

10:00

【E-Mail】yama-so@gamma.ocn.ne.jp

石川郡 Ishikawa-gun

石川伝道所［日基教団］

〒963-7845　石川郡石川町高田176　◇JR磐城石川駅［連

絡先：Tel.024-922-1687］　◇創立／1951年　◇福島 純

雄　◇礼拝／15:00(毎月の最終主日)

石川バプテスト教会［単立／独立］

〒963-7808　石川郡石川町大字双里字川向191-4　Tel. 

0247-26-3004 Fax.0247-26-8434　◇JR磐城石川駅から徒

歩20分　◇阿部 弘　◇礼拝／10:30

岩瀬郡 Iwase-gun

鏡石伝道所［日基教団］

〒969-0401　岩瀬郡鏡石町前山72　Tel.0248-62-2271 

Fax.0248-62-2346　◇JR鏡石駅から徒歩10分［連絡先：

須賀川教会　〒962-0836　福島県須賀川市並木町180-4 

Tel.0248-73-3067］　◇創立／1958年（2人）　◇今野 善

郎

福島中央キリスト教会鏡石伝道所＝牧場の
朝キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒969-0401　岩瀬郡鏡石町字本町230　Tel.0248-62-

7354　◇JR鏡石駅から徒歩3分　◇佐藤 順子　◇礼拝／

10:00

大沼郡 Oonuma-gun

会津高田教会［日基教団］

〒969-6262　大沼郡会津美里町法憧寺東甲3655-1　Tel. 

0242-54-5909 Fax.0242-54-6059　◇JR会津高田駅から徒

歩10分　◇創立／1916年（48人）　◇石田 龍三　◇礼拝

／14:30

会津本郷教会［日基教団］

〒969-6116　大沼郡会津美里町瀬戸町甲3208　Tel.0242-

56-3127　◇JR会津本郷駅　◇創立／1907年（18人）　◇

高橋 真人

河沼郡 Kawanuma-gun

会津坂下教会［日基教団］

〒969-6554　河沼郡会津坂下町字松ノ目1577　Tel&Fax. 

0242-83-2543　◇JR会津坂下駅から徒歩5分　◇創立／

1902年（20人）　◇髙橋 真人　◇礼拝／9:30,19:30(第1週)

【HP】http://homepage3.nifty.com/Maki-Organ/ch-bange.htm

相馬郡 Souma-gun

磯山聖ヨハネ教会［聖公会］

〒979-2701　相馬郡新地町埓木崎埒浜30　◇JR新地駅か

ら2㎞　◇創立／1920年（7人）　◇林 国秀
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福島第一聖書バプテスト教会熊町チャペル
［保守バプ］

〒979-1305　双葉郡大熊町熊町796　Tel.0240-32-2444　

◇礼拝／11:30(水曜･月2回)

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~f1church/

福島第一聖書バプテスト教会桜のチャペル
［保守バプ］

〒979-1101　双葉郡富岡町小良ヶ浜市の沢186-4　Tel& 

Fax.0240-22-6606　◇JR夜ノ森駅から徒歩15分　◇礼拝

／9:30(水)

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~f1church/

南会津郡 Minamiaizu-gun

会津田島教会［日基教団］

〒967-0004　南会津郡南会津町田島字後原甲3566　

Tel.0241-62-0532　◇会津鉄道会津田島駅　◇創立／

1946年（4人）　◇石田 龍三

耶麻郡 Yama-gun

猪苗代教会［日基教団］

〒969-3113　耶麻郡猪苗代町字南半坂5741　Tel.0242-

62-2057　◇JR猪苗代駅　◇創立／1907年（28人）　◇高

橋 真人

川桁伝道所［日基教団］

〒969-2663　耶麻郡猪苗代町大字川桁字稲千原3466-32　  

Tel.0242-66-3850　◇JR川桁駅　◇創立／1959年（3人）　

◇栁沼 政一

グレース・チャーチ猪苗代キリスト教会＝
グレース・チャーチ［単立／独立］

〒969-3122　耶麻郡猪苗代町字塚田4430-1 大友ハイツ

202　Tel&Fax.0242-63-0121　◇JR猪苗代駅　◇創立／

2004年（2人）　◇渡邉 弘治　◇礼拝／10:30

【E-Mail】clay12clay7@ybb.ne.jp

川谷教会［日基教団］

〒961-8071　西白河郡西郷村真船字川谷56-3　Tel.0248-

25-7050 Fax.0248-25-6320　◇JR新白河駅　◇創立／

1965年（23人）　◇柴田 彰、山内 満寿、加藤 恵、藤井 

瑠璃子　◇礼拝／10:30　◇特色／教会の働きの中で、特

に保育園に力を入れながら、地域との関りの中で、キリス

トを証ししています。

【E-Mail】kawatani@seagreen.ocn.ne.jp

矢吹教会［日基教団］

〒969-0213　西白河郡矢吹町本町142　Tel.0248-42-3727 

Fax.0248-42-3127　◇JR矢吹駅から徒歩3分　◇創立／

1945年（8人）　◇岡村 宣

東白川郡 Higashishirakawa-gun

棚倉教会［イエス・キリスト］

〒963-6131　東白川郡棚倉町水白田36-2　Tel.0247-33-

4061 Fax.0247-57-7009　◇JR磐城棚倉駅から徒歩10

分　◇創立／1963年（30人）　◇佐藤 綾子　◇礼拝／

10:00,10:30　◇特色／第1部・第2部礼拝に欠席した方の

補助礼拝、木曜日あるいは水曜日の9時、木曜日17時から。

双葉郡 Futaba-gun

浪江小隊［救世軍］

〒979-1521　双葉郡浪江町権現堂字北深町37　Tel.0240-

35-4328　◇五十嵐 光男、五十嵐 朝子

浪江伝道所［日基教団］

〒979-1521　双葉郡浪江町大字権現堂字鬼久保39　Tel& 

Fax.0240-35-2082　◇JR浪江駅から徒歩10分　◇創立／

1961年（6人）　◇高橋 和人

福島第一聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒979-1308　双葉郡大熊町大野197　Tel.0240-32-2313 

Fax.0240-32-5405　◇JR大野駅から徒歩5分　◇創立／

1948年（150人）　◇佐藤 彰、佐藤 将司、岡部 けい子　

◇礼拝／10:30　◇テレホン／0240-32-5415

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~f1church/

【E-Mail】f1church@beige.ocn.ne.jp
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東海村
那珂市

大子町

鉾田市

潮

美浦村
阿見町

町

かすみ
がうら市

八千代町

境町

守谷市

久慈郡

那珂郡

東茨城郡

東茨城郡

稲敷郡

猿島郡

結城郡

茨城県
●県庁／水戸市
●市町村数／32市10町2村
●人口／2,979,639人
●教会数／172教会
■教会所在地(38)
■教会未設置(6)

嶋
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茨 城 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   I b a t a k i 　

関 東 地 方
茨城県／栃木県／群馬県／埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県

茨城県──地域の宣教資料

　宣教人国記：日本メソジスト教会の波多野伝四郎

（1866〜1926）は土浦の出身。1884年にイービー宣教

師より受洗。1893年に神学校卒業後は上田、金沢、甲

府、静岡、東京で牧会し、日本メソジスト教会の各個

教会自給と大成運動を推進した。日本ホーリネス教団

総理をつとめた車田秋次（1887〜1995）は、東茨城郡

下古内に生まれた。1902年（明治35）、東洋宣教会の

宣教師キルボルンのバイブル・クラスを通して入信。

東京聖書学院、アメリカのテイラー大学に学び、神田

ホーリネス教会を牧会しつつ聖書学院院長をつとめた。

1942年（昭和17）には政府の弾圧を受け2年間拘留され、

敗戦後は日本ホーリネス教団を再建した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【石岡市】石岡市、新治郡八郷町。【潮来市】行方郡牛

堀町。【稲敷市】稲敷郡江戸崎町・新利根町・桜川村・

東町。【宇都宮市】河内郡上河内町・河内町。【小美玉市】

東茨城郡小川町・美野里町、新治郡玉里村。【笠間市】

笠間市、西茨城郡友部町・岩間町。【かすみがうら市】

新治郡霞ヶ浦町・千代田町。【神栖市】鹿島郡波崎町。

【古河市】古河市、猿島郡総和町・三和町。【桜川市】

西茨城郡岩瀬町、真壁郡真壁町・大和村。【下妻市】

結城郡千代川村。【佐野市】佐野市、安蘇郡田沼町･葛

生町。【常総市】結城郡石下町。【筑西市】下館市、真

壁郡関城町・明野町・協和町。【つくば市】稲敷郡茎

崎町。【つくばみらい市】筑波郡伊奈町・谷和原村。【土

浦市】新治郡新治村。【取手市】北相馬郡藤代町。【那

珂市】那珂郡瓜連町。【行方市】行方郡麻生町･北浦町・

玉造町。【坂東市】岩井市、猿島郡猿島町。【日立市】

多賀郡十王町。【常陸大宮市】東茨城郡御前山村、那

珂郡山方町・美和村・緒川村。【常陸太田市】久慈郡

金砂郷町・水府村・里美村。【鉾田市】鹿島郡旭村・

鉾田町・大洋村。【水戸市】東茨城郡内原町。【守谷市】

北相馬郡守谷町。【東茨城郡城里町】東茨城郡常北町・

桂村、西茨城郡七会村。

 関 東 地 方 茨 城 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

料114　Tel.029-293-6100 Fax.029-293-6223

学びの場　あがぺ
［学習塾］〒310-0053　茨城県水戸市末広町3-7-12-2F　

Tel&Fax.029-221-8836［連絡先：内田 真　〒312-0063　

茨城県ひたちなか市田彦1006-11 Tel.029-273-7378］　◇

JR水戸駅からバス「上水戸入口」停、徒歩3分　◇創立／

1998年　◇代表／内田 真　◇特色／学校に行っていない

子の学習支援や受験指導進路相談の他、教育関係者の事

例検討や学習会など行っています。

【HP】http://www.d4.dion.ne.jp/~uchidam/

【E-Mail】uchid@m.mi.to

　お店・事業

ナカジマ学園店
［中古車販売・整備］　［中嶋自動車工業(株)］〒305-

0021　茨城県つくば市古来536-3　Tel.029-857-8211 

Fax.029-857-8212　◇JR土浦駅東口

【HP】http://www.nac-town.co.jp/

【E-Mail】gaku1go@ch.mbn.or.jp

(株)マナ
［漬物工房］〒311-3135　茨城県東茨城郡茨城町海老沢御
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ムラサキスポーツ 内原店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒310-

0305　茨城県水戸市中原町字西135 イオン水戸内原ショ

ッピングセンター3F 314　Tel.029-259-1521　◇代表取

締役会長／金山 良雄

ラーメンとん太
［ 飲 食 店 ］〒311-2102　 茨 城 県 鉾田市 賀山1080-6　

Tel&Fax.0291-39-2435　◇大洗鹿島線新鉾田駅から車15

分　◇創立／1976年　◇代表／飯塚 優

　教育事業・カルチャー

インターナショナル・クリエーション・アカ
デミー［ＩＣＡ］

［チャーチスクール］〒311-3116　茨城県東茨城郡茨城町

長岡3652-171　Tel.029-292-9601 Fax.029-292-9621　◇

北関東自動車道茨城町東ICから車5分　◇創立／2001

年　◇主宰／宇佐神 実、教師／宇佐神 則子、教師／林 

ヤコブ　◇特色／毎日聖書を教え、聖書に基づいた教育

をすべての科目で実施。親子の絆と創造主と人との絆の

確立に力を注ぐ。

シオン学院・カルチャースクール
［英会話教室＆バイブルスタディ］　［取手シオンの丘キリ

スト教会］〒302-0034　茨城県取手市戸頭9-11-33　Tel.

0297-78-5800 Fax.0297-78-5812　◇関東鉄道常総線戸頭

駅から徒歩5分　◇創立／1997年　◇代表／長野 浩一　

◇特色／0〜3歳児キッズイングリッシュ、クッキングス

クール、クラフトなど。

【HP】http://www.geocities.jp/hillofzion/

マスターズ・クリスチャン・スクール
［フリースクール］　［ハーベストチャペル］〒308-0848　

茨城県筑西市幸町2-16-6　Tel&Fax.0296-28-8068　◇創

立／2004年　◇代表／渡辺 亨

【HP】http://www.harvestchapel.jp/macs.htm

【E-Mail】mail@harvestchapel.jp

　法律・経営相談

司法書士 鈴木良明事務所
［司法書士･行政書士］〒310-0836　茨城県水戸市元吉田

町2675-8　Tel.029-304-0052 Fax.029-304-0053　◇JR水

戸駅から車10分　◇所長／鈴木 良明

野武法律事務所
〒300-0044　茨城県土浦市大手町18-9 第5ワイズビル3

階　Tel.029-824-5870 Fax.029-824-2325　◇弁護士／野

武 興一

(有)メディカルプラザ
［動物病院開業・経営支援］〒300-1233　茨城県牛久市南

1-10-44　Tel.029-871-4105 Fax.029-871-6518　◇JR牛久

駅　◇創立／1997年　◇代表取締役社長／西川 芳彦

【HP】http://www.medical-plaza.net/

【E-Mail】medical@opal.plala.or.jp

　文書伝道支援

(株)いなもと印刷
［印刷全般・デザイン］〒300-0007　茨城県土浦市板谷

6-28-8　Tel.029-826-1221 Fax.029-826-1080　◇JR土浦

駅から車10分　◇創立／1963年　◇代表取締役／稲本 

修一　◇特色／卓上カレンダーも製作。

グレイス
［キリスト教専門書店］〒300-0811　茨城県土浦市上高津

489-1 土浦めぐみ教会内　Tel.080-3016-3968 Fax.029-

822-2242　◇JR土浦駅　◇特色／営業時間：日曜11:00〜

11:30、12:30〜13:00、土曜13:00〜16:00。

【HP】http://church-tmc.jp/

　幼稚園・保育園・学童

あさひ幼稚園
［幼稚園］　［(学)あさひ学園］〒310-0826　茨城県水戸市

渋井町254　Tel.029-231-5732 Fax.029-231-5785　◇大

洗鹿島線東水戸駅から徒歩10分　◇創立／1965年　◇園

長／高橋 泉、チャプレン／高橋 仁　◇特色／キリストの

愛に根ざし、神と人とに愛される人格をめざして、一人一

人の個性を大切に日々保育しております。

【HP】http://www.asahi21.net

【E-Mail】info@asahi21.net

いずみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛泉学園］〒308-0841　茨城県筑西市二

木成1273　Tel.0296-22-2843　◇JR下館駅から徒歩10

分　◇創立／1951年　◇園長／川真田 正

【HP】http://www.izumikg.com/

潮来幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖泉学園］〒311-2424　茨城県潮来市潮

来266-1　Tel&Fax.0299-62-2437　◇JR潮来駅から徒歩8

分　◇創立／1955年　◇理事長・園長／小野 慈美　◇

特色／「心を育てる保育」−−自分が大切にされていると

いう経験を積むことによって、自分と隣人を愛する心が育

っていきます。

【HP】http://itakokid.com/

【E-Mail】info@itakokid.com

茨城キリスト教大学附属聖児幼稚園多賀園
［幼稚園］　［(学)茨城キリスト教学園］〒316-0003　茨城

県日立市多賀町1-8-7　Tel.0294-33-1250 Fax.0294-33-

1321　◇JR多賀駅から徒歩3分　◇創立／1946年　◇園

長／佐藤 まき子

【HP】http://www.ii-kids.net/member/hitachi/member02/

茨城キリスト教大学附属聖児幼稚園日立園
［幼稚園］　［(学)茨城キリスト教学園］〒317-0065　茨城

県日立市助川町1-16-1　Tel.0294-24-5111 Fax.0294-21-

8677　◇JR日立駅中央口からバス「保険センター」停、

徒歩3分　◇創立／1947年　◇園長／佐藤 まき子

【HP】http://www.ii-kids.net/member/hitachi/member03/
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牛久教会こどものいえ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団牛久教会］〒300-1222　茨

城県牛久市南2-20-20　Tel.029-872-1326 Fax.029-874-

2780　◇JR牛久駅から徒歩10分　◇創立／1968年　◇

園長／宮島 牧人　◇特色／小さな幼稚園です。はじめて

の集団生活は何より楽しい思いを味わせたくキリスト教保

育に徹底しています。

【HP】http://church.ne.jp/ushiku/kodomonoie/

親子リトミック
［幼児］　［(宗)日本同盟基督教団藤代聖書教会］〒300-

1512　茨城県取手市藤代1148 藤代聖書教会内　Tel& 

Fax.0297-83-1488　◇JR藤代駅から徒歩10分　◇創立／

1995年　◇教会音楽主事／浜田 淳子、唐沢 佐恵子　◇

特色／親子でリズムと楽しいチーム工作＆聖書のお話し。

お母さんのためには子育て教室があります。是非お出かけ

ください。

鹿島幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛育学園］〒314-0031　茨城県鹿嶋市宮

中7-10-7　Tel.0299-82-1907 Fax.0299-84-0151　◇JR鹿

島神宮駅から徒歩20分　◇創立／1956年　◇園長／久保

田 愛策、理事長／青木 敬和　◇特色／こどもを主役に、

こどもがキラリと光る幼稚園をつくっています。

【HP】http://academic4.plala.or.jp/kkg/

勝田保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団勝田教会］〒312-0052　茨

城県ひたちなか市東石川3-5-1　Tel.029-274-0181 Fax. 

029-274-0169　◇JR勝田駅から徒歩12分　◇創立／1948

年　◇園長／二宮 めぐみ　◇特色／3歳4歳5歳いっしょ

の縦割保育を実施。少子化の社会にあって、園内で兄弟

姉妹体験を味わっている。

【HP】http://katsutahoikuen.blog97.fc2.com/

【E-Mail】grace@iris.dti.ne.jp

恵泉保育園
［保育園］　［(福)共愛福祉会］〒311-1311　茨城県東茨城

郡大洗町大貫町1212-72　Tel.029-267-2461　◇鹿島臨海

鉄道大洗鹿島線大洗駅　◇創立／1937年　◇園長／重実 

静枝

【HP】http://keisen-nursery.jp/BLOG/

こばと保育園
［保育園］　［(福)ホザナ園］〒306-0225　茨城県古河市磯

部1648-1　Tel.0280-92-2616 Fax.0280-92-2904　◇JR古

河駅東口からバス｢ネーブルパーク前｣停、徒歩5分　◇創

立／1972年　◇理事長／鍵和田 敏子、園長／工藤 義

人　◇特色／キリスト教保育に立ち、愛の教育、徳育、

体育、食育等、良い人格形成の土台作りに、祈りつつ実

践しています。

【HP】http://www.hosanna.or.jp

【E-Mail】swhozana@maple.ocn.ne.jp

小羊保育園
［(福)水郷めぐみ会］〒311-2411　茨城県潮来市須賀

2907　Tel.0299-66-0744 Fax.0299-66-0719　◇園長／平

山豊治

下館聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒308-0021　茨城県筑西市甲305　

Tel.0296-22-3565

下館幼稚園
［幼稚園］　［(学)下館聖公会学園］〒308-0021　茨城県筑

西市甲375　Tel.0296-22-4115 Fax.0296-25-2311　◇創立

／1912年　◇園長／矢萩 栄司

【HP】http://homepage3.nifty.com/shimodateKG/

【E-Mail】zap13010@nifty.com

下妻小友幼稚園
［幼稚園］　［(学)しょうとも学園］〒304-0067　茨城県下

妻市大字下妻乙269　Tel.0296-44-2810　◇関東鉄道常総

線下妻駅から徒歩5分　◇創立／1927年　◇園長／福西 

基

聖光学園保育部
［保育園］　［(福)聖光学園］〒310-0036　茨城県水戸市新

荘1-4-8　Tel.029-221-3973 Fax.029-221-3975　◇JR水戸

駅からバス「大工町2丁目」停、徒歩１分　◇創立／1949

年　◇理事長・園長／橘 秀紀

【HP】http://seikougakuen-n.or.jp/seikougakuenhoikubu/Top.

html

聖児幼稚園高萩分園
［幼稚園］　［(学)茨城キリスト教学園］〒318-0012　茨城

県高萩市有明町2-1　Tel&Fax.0293-22-3012　◇鈴木 千

里

【HP】http://www.ii-kids.net/member/hitachi/member17/

聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒310-0063　茨城県水戸市五軒町

2-4-22　Tel.029-225-6200 Fax.029-225-6232

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~keyaki/

土浦聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖母学園］〒300-0038　茨城

県土浦市大町9-6　Tel&Fax.029-823-1460　◇JR土浦駅か

ら徒歩10分　◇創立／1952年　◇理事長・園長／コール

マン，マイケル　◇特色／つよく、やさしく、まっすぐに

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/tsuchiuracatholic/

土浦めぐみ教会付属マナ愛児園
［無認可保育・幼児］　［(宗)日本同盟基督教団土浦めぐみ

教会］〒300-0811　茨城県土浦市上高津489-1　Tel&

Fax.029-825-1586 Tel.029-825-1585　◇つくばセンター

から車10分　◇創立／1987年　◇園長／清野 裕子、主

任／宮崎 恵子　◇特色／毎日礼拝し、聖書に基づいたキ

リスト教保育を、クリスチャン教師がおこなっています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/mana-tmc/

【E-Mail】manna.tmc@nifty.com

取手幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛隣学園］〒302-0012　茨城県取手市井

野団地1-2　Tel.0297-72-3160 Fax.0297-72-4917　◇JR取

手駅東口からバス「井野団地」停　◇創立／1969年　◇

園長／小林 祥人

【HP】http://www.torideyochien.jp/

【E-Mail】webmaster-torikin@hotmail.co.jp
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石岡市 Ishioka-shi

石岡教会［日基教団］

〒315-0016　石岡市総社1-3-2　Tel&Fax.0299-22-2682　

◇JR石岡駅から徒歩10分　◇創立／1916年（28人）　◇

舟生 康雄　◇礼拝／10:30　◇特色／ブログをしていま

す。Yahoo!ブログから石岡教会で検索。祈祷会、婦人会、

子ども集会もあります。

【E-Mail】kyodan_ishioka@ybb.ne.jp

石岡教会［基督兄弟団］

〒315-0042　石岡市茨城2-2-2　Tel&Fax.0299-22-

4739　◇JR石岡駅から徒歩20分　◇創立／1961年（30

人）　◇松下 潤子

石岡キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒315-0016　石岡市総社2-5-5　Tel&Fax.0299-22-2001　

◇JR石岡駅から徒歩15分　◇創立／1960年（34人）　◇

持永 伝雄　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0299-22-4891

石岡キリストの教会［キリストの教会］

〒315-0013　石岡市府中4-8-7　Tel.0299-23-3697　◇JR

石岡駅から徒歩20分［連絡先：〒315-0030　茨城県石岡

市池の台10049-11 Tel.0299-24-0080］　◇創立／1953年

（40人）　◇木下 町子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日

午後7時30分から聖研祈祷会。必要に応じて英語の通訳が

つく。

【HP】http://www.mmm.ne.jp/~icc/

【E-Mail】icc@po.mmm.ne.jp

石岡シオン・キリスト教会［シオン・キリスト］

〒315-0001　石岡市石岡14020-15　Tel.0299-22-6336 

Fax.0299-24-5024　◇JR石岡駅から徒歩15分　◇創立／

1967年（115人）　◇渡辺 昌彦、渡辺 純子　◇礼拝／

7:00,10:30,19:00　◇特色／木曜日午前10時30分、午後7時

30分祈祷会。

【HP】http://www.ishioka-zion.com

【E-Mail】zion.masahiko.w@cameo.plala.or.jp

高浜教会［基督兄弟団］

〒315-0045　石岡市大字高浜793　Tel&Fax.0299-22-

4739　◇JR高浜駅［連絡先：石岡教会　〒315-0042　茨

城県石岡市茨城2-2-2］　◇創立／1958年　◇松下 潤子

八郷キリスト教会［JECA］

〒315-0116　石岡市柿岡2269-2　Tel&Fax.0299-43-

6632　◇JR石岡駅からバス20分「下宿」停、徒歩3分　

◇創立／1956年（20人）　◇山口 勝政　◇礼拝／10:00　

◇特色／こころの病、問題にカウンセリングのサービスを

提供。高齢者を大切にする教会です。

潮来市 Itako-shi

潮来教会＝潮来バプテスト教会［バプ同盟］

〒311-2423　潮来市日の出7-11-1　Tel&Fax.0299-66-

1436　◇JR潮来駅から徒歩25分　◇創立／1954年（74

人）　◇小野 慈美　◇礼拝／10:30　◇特色／普段着のあ

なたがそのまま来られる「ほっとする教会」です。エレベ

ーター・身障者トイレ・難聴者用設備。

茨 城 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   I b a r a k i 　

日高幼稚園
［幼稚園］　［(学)茅根学園］〒319-1414　茨城県日立市日

高町2-10-10　Tel.0294-42-4536 Fax.0294-42-4506　◇創

立／1963年　◇理事長／茅根 卓樹

【HP】http://www.net1.jway.ne.jp/hidaka-y/

二葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)水海道教会学園］〒303-0034　茨城県常

総市水海道天満町1712-7　Tel.0297-22-3035 Fax.0297-

23-4477　◇関東鉄道常総線水海道駅から徒歩10分　◇

創立／1946年　◇園長／加藤 久幸

【HP】http://futava.com/pc/

【E-Mail】futabayo@theia.ocn.ne.jp

前渡ふたば保育園
［保育園］〒312-0012　茨城県ひたちなか市馬渡674-2　

Tel.029-272-3814　◇JR勝田駅　◇園長／飛田 しげ子

諸川めぐみ幼稚園［めぐみ幼稚園］

［幼稚園］　［(学)シオン学院］〒306-0126　茨城県古河市

諸川1370　Tel&Fax.0280-76-3522　◇JR古河駅東口から

バス20分　◇園長／若月 健悟

竜ヶ崎幼稚園・竜ヶ崎保育園
［認定子ども園］　［(学)聖和学園］〒301-0843　茨城県龍

ヶ崎市羽原町1366-3　Tel.0297-62-0573 Fax.0297-62-

8505　◇JR佐貫駅からバス「城ノ内1丁目」停、徒歩5

分　◇創立／1930年　◇園長／飯塚 拓也

【HP】http://ryugasaki-k.ed.jp/ry/

　祈祷院

栄光国際祈祷院
［祈祷院］〒315-0125　茨城県石岡市山崎字鳴神2851　

Tel.0299-46-3210 Fax.03-3468-0750　◇JR石岡駅から車

15分　◇院長／金子 信一
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【HP】http://itako.baptist-church.net/

【E-Mail】itako_baptist@yahoo.co.jp

潮来キリスト教会［ホーリネス］

〒311-2448　潮来市須賀2885-2　Tel&Fax.0299-66-

4387　◇JR潮来駅から車5分　◇創立／1918年（55人）　

◇登内 規夫、登内 洋子　◇礼拝／10:00

水郷めぐみ教会［単立／独立］

〒311-2424　潮来市潮来7176-2　Tel.0299-63-2398　◇

JR潮来駅から徒歩10分　◇創立／1993年（30人）　◇平

山 豊治、平山 和子　◇礼拝／10:30　◇特色／私たちの

教会は、日本ホーリネス教団の派遣教会です。

稲敷市 Inashiki-shi

神の愛キリスト伝道所［日基教団］

〒300-0607　稲敷市光葉10-65　Tel&Fax.0299-80-

4700　◇JR下総神崎駅　◇創立／2009年　◇小池 与之

祐

広星キリスト教会［単立／独立］

〒300-0521　稲敷市月出里272-51　Tel.029-892-3996 

Fax.029-892-3986　◇JR荒川沖駅から車20分　◇創立／

1995年（12人）　◇森田 日出夫、宮脇 星児　◇礼拝／

11:00　◇外国語／韓国語、英語

根本教会［基督兄弟団］

〒301-0901　稲敷市下根本1333-1　Tel&Fax.0297-87-

3509　◇JR佐貫駅から車20分　◇創立／1959年（26人）　

◇市川 赳夫、林田 巍、林田 公子　◇礼拝／10:30　◇特

色／第4木曜日は喜楽希楽会を行っています。

【HP】http://www.geocities.jp/nemotoch/nemoto1.html

【E-Mail】nemotoch@yahoo.co.jp

牛久市 Ushiku-shi

牛久開拓＝牛久キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒300-1236　牛久市田宮町231-8　Tel&Fax.029-874-

4607　◇JR牛久駅から徒歩7分　◇創立／1995年（10

人）　◇青木 順也、青木 直美　◇礼拝／11:00

牛久上池台キリスト教会［単立／独立］

〒300-1204　牛久市岡見町2733-35　Tel&Fax.029-874-

1908　◇JR牛久駅からバス15分　◇創立／1986年　◇片

山 証子、片山 ノブ　◇礼拝／10:00

牛久教会［日基教団］

〒300-1222　牛久市南2-20-20　Tel&Fax.029-872-

1326　◇JR牛久駅から徒歩10分　◇創立／1965年（77

人）　◇宮島 牧人　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/ushiku/

牛久グレースチャペル［単立／独立］

〒300-1234　牛久市中央5-11-3　Tel.029-870-5522 Fax. 

04-7174-1903　◇JR牛久駅東口から徒歩７分［連絡先：

沼尻 亨　〒277-0081　千葉県柏市富里2-4-2-804 Tel.04-

7174-1903］　◇創立／2002年（15人）　◇沼尻 亨、青木 

達也　◇礼拝／10:30,または14:00　◇特色／家の教会。

信徒の家持ち回りで主日礼拝をささげる。インターネット・

メッセージを公開。

【HP】http://www.church.jp/ugc/

【E-Mail】numajiri@msi.biglobe.ne.jp

牛久福音キリスト教会［JECA］

〒300-1235　牛久市刈谷町2-113-2　Tel.029-873-8822 

Fax.029-836-1139　◇JR牛久駅から徒歩15分　◇創立／

1982年（33人）　◇今高 一紀　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.mmjp.or.jp/ushiku-fukuin-kyokai/

エターナルライフ・バプテスト教会(伝)＝エ
ターナル［バプ連合］

〒300-1231　牛久市猪子町808-12　Tel&Fax.029-828-

4171　◇国道408号と6号の(学園都市南入口)交差点す

ぐ。　◇創立／2007年（19人）　◇鯉渕 俊男、アーネスト，

ローソン　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.2007elbc.com

【E-Mail】tdllk0613@pdx.ne.jp

恵泉キリスト教会みどり野チャペル［保守バ

プ］

〒300-1214　牛久市女化町1072-3　Tel.029-871-4771 

Fax.029-871-4772　◇JR牛久駅から車10分［連絡先：大

喜多 正洋　〒300-1222　 茨城 県牛久 市南3-27-11 

Tel.029-872-7464］　◇創立／1984年（100人）　◇大喜多 

正洋、大喜多 勝利、ヒル，リアン　◇礼拝／10:30　◇特

色／英語の同時通訳あり。ゴスペル・お茶・英語・韓国語・

子育ての学び等種々のグループあり。つくば市、小平市に

て開拓中。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~midorino/

【E-Mail】midorino@apricot.ocn.ne.jp

つくばひたち野伝道所［日キ教会］

〒300-1206　牛久市ひたち野西3-29-8　Tel&Fax.029-

871-1855　◇JRひたち野うしく駅西口から徒歩3分［連絡

先：山下 廣　〒305-0074　茨城県つくば市高野台3-8-30 

Tel.029-838-1440］　◇創立／2004年（12人）　◇山下 

廣　◇礼拝／10:30　◇特色／第3木曜午前10時45分から

「お話しと絵本を楽しむ会」をしています。

【E-Mail】h.k-yama@kce.biglobe.ne.jp

南つくばキリスト教会［ホーリネス］

〒300-1236　牛久市田宮町466-13　Tel&Fax.029-874-

5232　◇JR牛久駅から徒歩20分　◇創立／1989年（20

人）　◇工藤 章洋、工藤 恵子　◇礼拝／9:15,11:00　◇

外国語／ポルトガル語

小美玉市 Omitama-shi

小川キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒311-3423　小美玉市小川593　Tel&Fax.0299-58-

2923　◇創立／1960年（29人）　◇尾崎 祐司　◇礼拝／

7:00,10:30　◇特色／水曜日午前10時と午後7時30分から

祈祷会。

恵泉キリスト教会小美玉チャペル［保守バプ］

〒311-3434　小美玉市栗又四ケ2421-1　Tel&Fax.0299-
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神栖めぐみキリスト教会［JECA］

〒314-0142　神栖市深芝南2-6-1　Tel&Fax.0299-92-

5740　◇内山 茂生

波崎キリスト教会［同盟基督］

〒314-0256　神栖市若松中央2-24　Tel&Fax.0479-46-

3837　◇バス「波崎工業団地」停、徒歩5分　◇創立／

1985年（66人）　◇石原 伸光　◇礼拝／10:00　◇特色

／礼拝後、子供から大人の教会学校があります。幼児ク

ラス、ハンドベル、コンサート等で地域に伝道しています。

【HP】http://www.geocities.jp/hasakich/top.html

北茨城市 Kitaibaraki-shi

磯原キリスト福音教会［同盟基督］

〒319-1541　北茨城市磯原町磯原5-18　Tel&Fax.0293-

42-1689　◇JR磯原駅から徒歩10分　◇創立／1965年（18

人）　◇生亀 俊一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/isoharachurch/

【E-Mail】swpdh529@yahoo.co.jp

華川キリストの教会［キリストの教会］

〒319-1538　北茨城市華川町内城台496　Tel.0293-43-

5826　◇JR磯原西口駅から車15分　◇創立／1952年（15

人）　◇渡辺 正　◇礼拝／10:30

古河市 Koga-shi

古河教会(伝)［日キ教会］

〒306-0033　古河市中央町2-3-13　Tel.0280-22-7178 

Fax.0280-22-7179　◇JR古河駅から徒歩7分　◇創立／

1927年（37人）　◇斉藤 美万子　◇礼拝／10:30

古河教会［同盟基督］

〒306-0044　古河市新久田478-10　Tel.0280-48-3088 

Fax.0280-48-6710　◇JR古河駅から車10分　◇創立／

1952年（94人）　◇長谷川 望、長谷川 きみえ　◇礼拝／

10:30　◇特色／高齢者から幼児までバランスのとれた教

会です。毎週礼拝後、手造りのおいしい昼食を共にしてい

ます。送迎バスあり。

【HP】http://www.koganet.ne.jp/~kogach/

【E-Mail】kogach@koganet.ne.jp

古河東キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒306-0011　古河市東4-19-11　Tel&Fax.0280-32-1983　

◇JR古河駅東口から徒歩10分［連絡先：〒306-0234　茨

城県古河市上辺見1135-6 Tel.0280-32-3925］　◇創立／

1962年（18人）　◇小此木 正司　◇礼拝／10:30　◇特色

／礼拝後、教会員同志の交わりと祈りの時があります。参

加自由です。家庭的な誰からも愛される教会です。

【E-Mail】e_koga_glorych_1@yahoo.co.jp

総和キリスト教会［同盟基督］

〒306-0205　古河市関戸1759-16　Tel&Fax.0280-98-

1948　◇JR古河駅からバス10分「団地入口」停、徒歩3

分　◇創立／1948年　◇前山 正夫、川田 フミ、前山 正

子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】CQX01121@nifty.ne.jp

27-1215　◇JR高浜駅から車27分［連絡先：Tel.0299-28-

0700］　◇創立／2000年（24人）　◇千田 次郎、金野 正

樹(信徒)、金野 しづ(信徒)　◇礼拝／6:00,10:30　◇特色

／英語通訳あり。リトミック月1回。カナダ、アメリカ、タ

イ、インドネシア、、韓国の方が来ておられます。

【E-Mail】fwnk3443@mb.infoweb.ne.jp

羽鳥教会［基督兄弟団］

〒319-0123　小美玉市羽鳥2631　Tel.0299-46-2273　◇

JR羽鳥駅から徒歩5分　◇創立／1948年（53人）　◇笠見 

滋、笠見 孝子、加奥 祈与美　◇礼拝／10:30

笠間市 Kasama-shi

岩間教会［基督兄弟団］

〒319-0202　笠間市下郷4542-86　Tel.0299-45-6693 

Fax.0294-22-4383　◇JR岩間駅から徒歩10分［連絡先：

Tel.0294-22-4383］　◇創立／1954年（8人）　◇佐藤 恵

一、佐藤 一枝　◇礼拝／14:00

笠間キリスト福音教会［JECA］

〒309-1611　笠間市笠間1742-13　Tel&Fax.0296-72-

0837　◇JR笠間駅から徒歩7分　◇創立／1962年（70

人）　◇霜田 實　◇礼拝／10:30

友部キリストの教会［キリストの教会］

〒309-1704　笠間市美原1-3-6　Tel&Fax.0296-77-8320　

◇JR友部駅から徒歩10分　◇創立／1985年（41人）　◇

レイ，マーリン･E　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語

【HP】http://www12.plala.or.jp/tomobe-church/

【E-Mail】marlinr@lapis.plala.or.jp

鹿嶋市 Kashima-shi

鹿島教会［日基教団］

〒314-0031　鹿嶋市宮中7-10-6　Tel.0299-83-1873 

Fax.0299-83-9559　◇JR鹿島神宮駅から徒歩20分　◇創

立／1951年（88人）　◇久保田 愛策

鹿島福音キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒314-0006　鹿嶋市宮津台2350-10　Tel&Fax.0299-83-

2016　◇高速バス(鹿島神宮駅行)「鹿島市役所」停、徒

歩15分　◇創立／1972年（45人）　◇滝野 晃人　◇礼拝

／10:30

神栖市 Kamisu-shi

イムマヌエル神栖キリスト教会［IGM］

〒314-0128　神栖市大野原中央1-8-46　Tel&Fax.0299-

92-3545　◇高速バス鹿島線「鹿島セントラルホテル」停、

車10分　◇創立／1977年（30人）　◇蔦田 敬子、蔦田 善

子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30分と午

後7時から祈祷会。

鹿島聖オーガスチン礼拝堂［聖公会］

〒314-0134　神栖市賀22-5　◇斎藤 英樹
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【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~shalom/

【E-Mail】shalom@ninus.ocn.ne.jp

高萩市	 Takahagi-shi

高萩キリストの教会［キリストの教会］

〒318-0012　高萩市有明町2-1　Tel.0293-23-1021 Fax. 

0293-24-1081　◇JR高萩駅から徒歩6分［連絡先：谷田部 

庄一　〒318-0021　茨城県高萩市安良川647 Tel.0293-23-

3316］　◇創立／1949年（30人）　◇小岩 豊彦　◇礼拝

／10:45　◇特色／木曜日午前10時から聖書研究会。

高萩キリスト福音教会［同盟基督］

〒318-0033　高萩市本町1-209　Tel&Fax.0293-22-

3088　◇高萩駅から徒歩15分市役所前　◇創立／1961年

（8人）　◇大平 健次　◇礼拝／10:30　◇特色／祈祷会：

毎週水曜日午後7時30分～8時30分

【E-Mail】xmtwk435@yahoo.co.jp

筑西市	 Chikusei-shi

明野キリスト教会［JECA］

〒300-4517　筑西市海老ヶ島1340　Tel&Fax.0296-52-

0230　◇創立／1960年（16人）　◇佐藤 治子　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時30分から聖書の学びと祈

祷会をしています。

シオン・バプテスト教会［バプ連合］

〒308-0847　筑西市玉戸1330-18　Tel&Fax.0296-28-

4250　◇JR玉戸駅　◇創立／2007年（5人）　◇福田 光

洋　◇礼拝／10:45

【HP】http://www8.plala.or.jp/zionbc/

【E-Mail】shalom.to.japan@gmail.com

下館教会［日基教団］

〒308-0841　筑西市二木成1273　Tel.0296-22-2843 Fax. 

0296-25-4060　◇JR下館駅から徒歩10分　◇創立／1906

年（21人）　◇川真田 正　◇礼拝／10:30

下館キリスト教会［JECA］

〒308-0821　筑西市成田642　Tel&Fax.0296-22-3965　

◇JR下館駅から徒歩15分　◇創立／1961年（15人）　◇

礼拝／10:30

【HP】http://www.hpmix.com/home/yrrwc282/

【E-Mail】qqde6uy9k@earth.ocn.ne.jp

下館グローリーチャペル＝下館教会［基督兄

弟団］

〒308-0853　筑西市伊讃美1072　Tel&Fax.0296-28-

7039　◇JR玉戸駅から徒歩3分　◇創立／1979年（75

人）　◇池原 三善、上野 謙一　◇礼拝／10:30　◇特色

／毎週ワーシップソング中心の賛美礼拝を行っています。

また、子ども向けの公園伝道に力を入れています。

【E-Mail】sgchapel@sky.plala.or.jp

下館聖公教会［聖公会］

〒308-0021　筑西市甲375　Tel&Fax.0296-25-2311　◇

JR下館駅から徒歩15分　◇創立／1908年（25人）　◇矢

ホサナ・クリスチャン・ミニストリーズ・イ
ンターナショナル古河グローリーチャペル
＝HCMインターナショナル［単立／独立］

〒306-0204　古河市下大野706-3　Tel&Fax.0280-23-

2528　◇JR古河駅からバス「久能」停、徒歩１０分　◇

創立／1996年（30人）　◇カギワダ，ルパルト・ヴィクト

リア、鍵和田 敏子　◇礼拝／10:00　◇外国語／英語、

タガログ語　◇特色／英語・タガログ語部と日本語部と

同時礼拝を行っています。信仰上の悩み事等ご相談くだ

さい(秘密厳守)。

【E-Mail】hkfxc320@ybb.ne.jp

諸川伝道所［日基教団］

〒306-0126　古河市諸川1216-2　Tel&Fax.0280-76-0340 

Fax.0280-76-3522　◇JR古河駅東口からバス20分　◇創

立／1976年（14人）　◇小倉 奎信

桜川市	 Sakuragawa-shi

岩瀬キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒309-1211　桜川市岩瀬974-2　Tel.0296-75-3807　◇JR

岩瀬駅から徒歩10分　◇創立／1959年（5人）　◇持永 

伝雄　◇礼拝／16:00

下妻市	 Shimotsuma-shi

下妻月会［クエーカー］

〒304-0067　下妻市下妻乙217［連絡先：下妻小友幼稚

園　〒304-0067　茨城県下妻市下妻乙269 Tel.0296-44-

2810］　◇創立／1948年（9人）　◇浅野 房雄　◇礼拝／

10:30

常総市	 Joso-shi

コミュニティー・チャーチ［単立／独立］

〒300-2506　常総市三坂町1418-4　Tel&Fax.0297-42- 

5524 Tel.090-7188-1691　◇常総線三妻駅から徒歩10

分　◇創立／2005年（13人）　◇中田 裕一、中田 愛隣　

◇礼拝／9:30,11:00　◇特色／地域を祝福し、地域を影響

する教会。いのちあふれる礼拝、希望を与えるメッセージ、

地域セルが特色です。

独立水海道キリスト教会［単立／独立］

〒303-0006　常総市小山戸町585-1　Tel&Fax.0297-23-

4375　◇関東鉄道常総線北水海道駅から徒歩10分　◇創

立／1930年（18人）　◇岡本 壽美江　◇礼拝／11:00

水海道教会［日基教団］

〒303-0034　常総市水海道天満町1712　Tel.0297-22-

3035 Fax.0297-23-4477　◇関東鉄道常総線水海道駅から

徒歩10分　◇創立／1899年（68人）　◇加藤 久幸、加藤 

輝勢子

水海道シャローム教会［JECA］

〒303-0033　常総市水海道高野町430-1　Tel&Fax.0297-

23-4606　◇関東鉄道常総線水海道駅から徒歩20分　◇

創立／1958年（30人）　◇吉沢 修平　◇礼拝／10:15
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つくば国際キリスト集会［単立／独立］

〒305-0047　つくば市千現1-20-38 CATI　Tel.029-852-

7577 Fax.029-858-1600［連絡先：大庭 治夫　〒305-

0047　茨城県つくば市千現1-20-20 Tel.029-851-9033］　

◇大庭 治夫

つくばキリスト福音教会［単立／独立］

〒305-0821　つくば市春日3-15-13　Tel.029-855-8313　

◇TXつくば駅からバス5分　◇創立／1998年　◇冨岡 幸

恵　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語(14:00)

つくばグレースチャペル＝恵泉キリスト教
会つくばグレースチャペル［保守バプ］

〒305-0821　つくば市春日2-37-1 つくば春日団地2-101　

Tel.029-851-8038　◇TXつくば駅　◇創立／2005年（7

人）　◇大喜多 正洋、サードラー，ポール　◇礼拝／

15:00

【HP】http://www.tsukubagrace.org/

【E-Mail】info@tsukubagrace.org

つくば聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒305-0051　つくば市二の宮4-1-26-2F　Tel&Fax.029-

852-4539　◇上原 義次

つくば東京教会［KCCJ］

〒305-0001　つくば市栗原3533-49　Tel&Fax.029-857-

3079　◇つくばセンターから車10分［連絡先：Tel.080-

3900-8252］　◇創立／1988年（40人）　◇許 伯基　◇礼

拝／11:30　◇外国語／韓国語　◇特色／礼拝は韓日両言

語で行っています。

【HP】http://www.tsukubatokyo.org

【E-Mail】admin@tsukubatokyo.org

筑波バプテスト教会［バプ連盟］

〒305-0061　つくば市稲荷前23-2　Tel.029-858-0655 

Fax.029-858-0657　◇TXつくば駅からバス「環境研究所」

停、徒歩2分　◇創立／1983年（83人）　◇高橋 秀二郎、

阿部 義孝　◇礼拝／11:00,16:00(第2･4)　◇外国語／イン

ドネシア語(16:00)　◇特色／幼児からお年寄りまで、全年

令層が参加して聖書を学ぶ教会学校と礼拝を中心とした

温かい雰囲気の教会です。

【HP】http://tsukuba.baptist-church.net/

筑波福音基督教会［ブレイド・オブ・ライフ］

〒305-0861　つくば市大字谷田部字藤ヶ入6100-13　

Tel&Fax.0298-36-8406　◇常磐自動車道谷田部ICから車

5分　◇創立／1993年（26人）　◇呂 忠明　◇礼拝／

9:45,11:00　◇外国語／中国語

筑波みことば伝道所［改革派］

〒305-0046　つくば市東2-15-20　Tel&Fax.029-852-

1077　◇TXつくば駅からバス18分「東2丁目」停、徒歩3

分　◇創立／1980年（30人）　◇宮崎 彌男　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後8時から「聖書の学びと祈りの

集い」。

【HP】http://tsukuba-mikotoba.jp/

【E-Mail】miyazaki@mail2.accsnet.ne.jp

萩 栄司　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nskk.org/kitakanto/church/shimodate/

下館伝道所［日キ教会］

〒308-0825　筑西市下中山700-7　Tel&Fax.0296-24-

9122　◇JR下館駅　◇創立／1981年（22人）　◇西橋 直

行　◇礼拝／10:15

ハーベストチャペル［単立／独立］

〒308-0848　筑西市幸町2-16-6　Tel&Fax.0296-28-

8068　◇JR玉戸駅から徒歩20分　◇創立／2000年（56

人）　◇渡辺 亨、渡辺 美帆、秋山 隆紀、隈元 京　◇礼

拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／明るくのびのびし

た教会です。音楽、メディア、セルグループによる自由な

交わりと宣教に力を注いでいます。

【HP】http://www.harvestchapel.jp/

【E-Mail】mail@harvestchapel.jp

つくば市 Tsukuba-shi

シャローム伝道所［日基教団］

〒305-0035　つくば市松代4-431-101 小形方　Tel&Fax. 

029-856-0350　◇TXつくば駅　◇創立／2000年　◇小

形 泰代

自由ヶ丘めぐみ教会［同盟基督］

〒300-1266　つくば市自由ヶ丘449-9　Tel&Fax.029-876-

2789　◇JR藤代駅からバス15分　◇創立／1994年（35

人）　◇阿部 起士　◇礼拝／8:00,10:30　◇特色／つくば

市南端の賛美大好きな教会です。つくばみらい市、竜ヶ

崎市、取手市、牛久市からも近いです。

【HP】http://www.j-megumi.com/

【E-Mail】abe@j-megumi.com

筑波学園教会［日基教団］

〒305-0033　つくば市東新井24-10　Tel.029-851-1713 

Fax.029-858-0235　◇TXつくば駅から徒歩10分　◇創立

／1978年（162人）　◇生地 善人　◇礼拝／10:30　◇外

国語／英語

【HP】http://www.tsukubagakuenchurch.jp/

【E-Mail】bokushi@tsukubagakuenchurch.jp

つくば希望教会［長老教会］

〒300-3261　つくば市花畑1-15-19　◇つくばセンターか

らバス「筑波実験植物園」停、徒歩2分　◇創立／1994

年（25人）　◇朴 権出　◇礼拝／10:00,11:15　◇外国語

／韓国語　◇特色／礼拝は韓国語で行われています。日

本語への通訳があります。水曜日午後7時と、木曜日午前

10時から祈祷会。

【E-Mail】kibou@kibou.org

筑波キリスト教会［JECA］

〒305-0044　つくば市並木3-14-15　Tel&Fax.029-851-

7747　◇TXつくば駅からバス「学園並木」停、徒歩10

分　◇創立／1978年（50人）　◇牧野 友隆　◇礼拝／

10:30

【HP】http://church.ne.jp/tsukuba_ch

【E-Mail】tsukuba_ch@yahoo.co.jp



125
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

茨
城
県

関
東
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

／1959年（48人）　◇鈴木 裕之　◇礼拝／10:30　◇特

色／月曜日午後3時半から公園児童伝道、午後7時から中

高生クラブ。水曜日午後7時半から聖書の学びと祈祷会。

【HP】http://plaza.rakuten.co.jp/arakawaokichurch/

【E-Mail】arakawaoki-church@estate.ocn.ne.jp

土浦教会［基督兄弟団］

〒300-0037　土浦市桜町3-3-13　Tel&Fax.029-821-

5681　◇JR土浦駅から徒歩5分　◇創立／1929年（28

人）　◇広瀬 実、広瀬 杜美子　◇礼拝／10:30

土浦教会［日基教団］

〒300-0054　土浦市西真鍋町12-38　Tel.029-821-6457 

Fax.029-826-1452　◇JR土浦駅からバス10分　◇創立／

1965年（102人）　◇嶋田 恵悟　◇礼拝／10:15

【E-Mail】t-church@beach.ocn.ne.jp

土浦キリストの教会［キリストの教会］

〒300-0069　土浦市東並木3322-2　Tel&Fax.029-821-

4067　◇JR土浦駅からバス(筑波行)「在宅」停、徒歩2分

［連絡先：岩崎 孝志　〒300-1514　茨城県取手市宮和田

531-1-503 Tel.0297-83-3406］　◇創立／1969年（12人）　

◇岩崎 孝志　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時

30分から婦人会。午後7時30分から祈祷会。

【E-Mail】qzp01067@nifty.com

土浦月会［クエーカー］

〒300-0045　土浦市文京町2-20　Tel&Fax.0298-23-

0454　◇川田 敏子

土浦聖バルナバ教会［聖公会］

〒300-0043　土浦市中央1-15-6　Tel&Fax.029-821-

7913　◇JR土浦駅から徒歩20分　◇創立／1902年（72

人）　◇藤井 文宏　◇礼拝／10:30

土浦めぐみ教会［同盟基督］

〒300-0811　土浦市上高津489-1　Tel.029-822-2244 

Fax.029-822-2242　◇JR土浦駅西口からバス「イオンシ

ョッピングセンター」停、徒歩3分　◇創立／1954年（494

人）　◇清野 勝男子、保浦 宏規、箕輪 成美、井上 聡、

洪 豊和、河村 直也、武田 千尋　◇礼拝／8:30,10:00,

11:30,18:00　◇特色／礼拝は英語と韓国語の同時通訳お

よび手話通訳があります。

【HP】http://church-tmc.jp/

【E-Mail】LDN03144@nifty.com

のぞみルーテル福音キリスト教会［LECC］

〒300-0823　土浦市小松3-23-27　Tel&Fax.029-821-

3578　◇JR土浦駅から徒歩30分　◇吉田 忠　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語

【E-Mail】grhieb@jcom.home.ne.jp

ファミリークリスチャンセンター［単立／独立］

〒300-0815　土浦市中高津3-6-9　Tel&Fax.029-821-

6355　◇JR土浦駅からバス「天川団地入口」停、徒歩5

分　◇創立／1994年（24人）　◇石倉 信義、石倉 範

子　◇礼拝／10:30　◇特色／土浦駅から車で約15分の所

にあります。家族的な教会です。礼拝においては賛美礼

拝が盛んです。

【HP】http://www.cam.hi-ho.ne.jp/f-c-c/

東京国際基督教会筑波分会＝筑波国際基督
教会［単立／独立］

〒305-0005　つくば市天久保3-3-5　Tel&Fax.029-858-

0450　◇つくばセンターバス15分、徒歩3分［連絡先：黄 

恵仁　〒300-2622　茨城県つくば市要693 Tel.029-864-

8110］　◇創立／1983年　◇黄 恵仁　◇礼拝／10:30　

◇特色／中日英3ヶ国語通訳付き教会。CSのほか中高生

会を新設し週間に各聖書会がある。料理好き牧師の手料

理お楽しみ！

【HP】http://www.tsukuba-icc.com/

【E-Mail】pastor@taupe.plala.or.jp

ニューシティー・フェロシップ・クライスト・
チャーチつくばライフ・チャペル＝つくばラ
イフ・チャペル［単立／独立］

〒305-0074　つくば市高野台3-8-25 J-ワーシップ・スタジ

オ　Tel.029-837-0103 Fax.029-837-0122　◇JR牛久駅西

口からバス「畜産試験場」停、徒歩10分［連絡先：田中 

悦子　〒305-0074　 茨城 県つくば 市高野台3-8-22 

Tel.080-1075-5628］　◇創立／2003年　◇田中 悦子、池

沢 美智子、田中 久夫(信徒)　◇礼拝／15:30

ビクトリー･チャペル聖書教会［保守バプ］

〒305-0025　つくば市花室432-6　Tel&Fax.029-857-

6596　◇バス「花室観音」停、徒歩3分　◇伊藤 直治　

◇礼拝／10:45　◇特色／MEBIG、スポーツチャンバラ

道場、ボクシングクラブ、野球クラブなどをやっています。

【E-Mail】victory-chapel@r7.dion.ne.jp

谷田部キリスト教会［JECA］

〒305-0861　つくば市谷田部6009　Tel.029-836-2417 

Fax.029-836-2293　◇TXみどりの駅からバス「台町」停

すぐ　◇創立／1963年（64人）　◇岸本 聖司　◇礼拝／

11:00

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~yatabe/

【E-Mail】yatabe28@orion.ocn.ne.jp

ヨハン筑波キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒305-0821　つくば市春日2-31-6 春日カネエーズ203　

Tel&Fax.029-828-8623　◇つくばEXつくば駅　◇蔡 連

培、金 美卿　◇礼拝／10:20,14:30,18:00

【HP】http://tsukuba.yohan.jp/

つくばみらい市 Tsukubamirai-shi

みらい平キリスト教会＝JECA有志教会協力
開拓［JECA］

〒300-2358　つくばみらい市陽光台4-104-1　◇つくばEX

みらい平駅から徒歩3分［連絡先：Tel.0297-44-5445］　◇

創立／2009年　◇シュトラウス，ゲルスト　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~miraida/

土浦市 Tsuchiura-shi

単立 荒川沖教会［単立／独立］

〒300-0872　土浦市沖新田72-6　Tel.029-843-1510 Fax 

.029-846-4117　◇JR荒川沖駅東口から徒歩12分　◇創立
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那珂市 Naka-shi

瓜連キリストの教会［キリストの教会］

〒319-2102　那珂市瓜連573-1　Tel.029-296-1851　◇岡

崎 良夫　◇礼拝／10:00

ときわ聖書教会＝下北沢聖書教会 ときわ会
堂［単立／独立］

〒311-0111　那珂市後台3112　Tel&Fax.029-353-1508　

◇バードライン後台東信号から東200ｍ　◇創立／1997

年（23人）　◇山谷 豊　◇礼拝／10:30

額田キリストの教会［キリストの教会］

〒311-0108　那珂市額田北郷771　Tel.029-298-0661 

Fax.029-298-0660　◇JR東海駅　◇鈴木 信

坂東市 Bando-shi

岩井キリスト教会［JECA］

〒306-0631　坂東市岩井3269-1　Tel&Fax.0297-35-

1448　◇常磐高速バス常総ルート「岩井局」停、徒歩3

分　◇創立／1955年（44人）　◇稲垣 博史、稲垣 緋紗

子　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜日9時から日曜学校。

水曜日10時30分、19時30分から祈祷会。金曜日19時30分

から伝道会。

【HP】http://park21.wakwak.com/~iwaicc/

【E-Mail】iwaichurch1955@aa.wakuwaku.com

常陸太田市 Hitachioota-shi

常陸太田キリストの教会［キリストの教会］

〒313-0064　常陸太田市寿町560　Tel.0294-72-2157 Fax. 

0295-52-2019　◇JR常陸太田駅からバス「西二町」停　

◇創立／1925年（65人）　◇繁国 良明、平山 勝明、藤山 

修、ヴォス，ランドル、小倉 道彦、大森 友、下島 了司、

冨岡 健　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/ota_church/

常陸大宮市 Hitachiomiya-shi

小瀬キリストの教会［キリストの教会］

〒319-2401　常陸大宮市上小瀬1469 堀江方　Tel.0295-

56-2708　◇堀江 賢一(信徒)

勝田教会常陸大宮チャペル［日基教団］

〒319-2256　常陸大宮市田子内町3199-5　Tel&Fax. 

0295-52-3714　◇JR常陸大宮駅から車で5分［連絡先：勝

田教会　〒312-0052　茨城県ひたちなか市東石川3-5-1 

Tel.029-274-0181］　◇創立／2004年（15人）　◇二宮 幸

雄、二宮 めぐみ、鈴木 光　◇礼拝／10:30　◇テレホン

／029-274-4919　◇特色／日曜礼拝。木曜午後3時に聖

書を読む会。月2回木曜夜にパソコン教室。第2金曜に水

彩画教室。第2土曜に腹話術。

【HP】http://www.katsutachurch.jp/kc/

【E-Mail】grace@iris.dti.ne.jp

【E-Mail】437@jcom.home.ne.jp

取手市 Toride-shi

取手教会［シオン・キリスト］

〒302-0015　取手市井野台5-7-12　Tel&Fax.0297-72-

4552　◇JR取手駅西口からバス7分「協同病院」停、徒歩

2分　◇創立／1996年（11人）　◇吉川 あゆみ　◇礼拝

／11:00　◇特色／明るい教会です。子ども礼拝「ジョイ

フルキッズ」は午前9:30〜。聖日礼拝は午前11:00〜。

取手キリスト教会［JECA］

〒302-0013　取手市台宿2-27-39　Tel&Fax.0297-70-5780 

Tel.0297-73-3377　◇JR取手駅からバス「根柄台」停、

徒歩10分　◇創立／1972年（40人）　◇溝口 捷支　◇礼

拝／10:30　◇特色／和風の教会堂に響くパイプオルガン

に合わせて讃美することはすばらしい恵みの時です。おい

でになりませんか。

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~toridech/

【E-Mail】toride-ch@poplar.ocn.ne.jp

取手シオンの丘キリスト教会［単立／独立］

〒302-0034　取手市戸頭9-11-33　Tel.0297-78-5800 Fax. 

0297-78-5812　◇関東鉄道常総線戸頭駅から徒歩5分　

◇創立／1972年（100人）　◇長野 浩一、野口 牧人、長

野 優子、野口 実和子　◇礼拝／10:00　◇特色／英語通

訳可。韓国語通訳可。

【HP】http://homepage2.nifty.com/hill-of-zion/

【E-Mail】hillofzion@ybb.ne.jp

取手聖書教会［同盟基督］

〒302-0023　取手市白山8-4-1　Tel.0297-74-6977 Fax. 

0297-74-3964　◇JR取手駅からバス「キャノン前」停　

◇創立／1976年（100人）　◇山田 洋一、崔 在邱　◇礼

拝／8:00,11:00　◇特色／火曜日朝10時半から婦人学び

会。水曜日夜7時半から祈祷会。

【HP】http://toridebc.skr.jp/

【E-Mail】toridebc@maple.ocn.ne.jp

取手伝道所［日基教団］

〒302-0012　取手市井野団地1-2　Tel.0297-72-3160 Fax. 

0297-72-4917　◇JR取手駅東口からバス「井野団地」

停　◇創立／1980年（14人）　◇小林 祥人、山田 康博　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/toridechurch/

とりでホサナキリスト教会［ワールドミッション］

〒302-0016　取手市中原町6-11-1　Tel&Fax.0297-74-

4801　◇関東鉄道常総線西取手駅から徒歩10分　◇黒須 

淑子

藤代聖書教会＝LOVELY CHAPEL［同盟基督］

〒300-1512　取手市藤代1148　Tel&Fax.0297-83-1488　

◇JR藤代駅から徒歩10分　◇創立／1967年（38人）　◇

唐沢 伝、唐沢 佐恵子、唐沢 愛　◇礼拝／10:30　◇特

色／毎水曜日午前10：00〜婦人会、午後7：30〜祈祷会。

毎日曜夕方にラブリーファミリータイム(子どもと一緒の楽

しいプログラム)。ゴスペルクワイア。牧師は少年院教誨師。
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日立キリスト集会［東京メノナイト］

〒316-0014　日立市東金沢町5-31-14　Tel&Fax.0294-35-

6422　◇JR常陸多賀駅から徒歩25分　◇創立／1980年（7

人）　◇金丸 実宏　◇礼拝／10:30

日立キリストの教会［キリストの教会］

〒317-0065　日立市助川町1-16-1　Tel&Fax.0294-21-

5052　◇JR日立駅からバス5分　◇創立／1948年（50

人）　◇櫛田 猛　◇礼拝／10:30

日立聖アンデレ教会［聖公会］

〒317-0077　日立市城南町1-6-1　Tel.0294-21-3621 Fax. 

0294-24-1697　◇JR日立駅　◇斎藤 英樹

日立バプテスト教会［バプ連盟］

〒316-0033　日立市中成沢町3-17-9　Tel&Fax.0294-37-

4280　◇JR多賀駅からバス10分「成沢」停、徒歩3分　

◇村中 範光　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時

30分、午後7時から祈祷会。日曜日午前10時から教会学校。

第3土曜日午前10時30分子供のつどい。

ひたち光教会［同盟基督］

〒319-1225　日立市石名坂町2-51-15　Tel.0294-32-7773 

Fax.0294-32-7776　◇JR大甕駅から車で15分　◇創立／

1990年（48人）　◇尹 秉甲　◇礼拝／10:30　◇外国語／

韓国語　◇特色／パイプオルガンとハンドベル賛美。光

健康教育院開設。霊肉の福音による救い！ 詳細はホーム

ページで！

【HP】http://www4.plala.or.jp/hitachi_hikari/

【E-Mail】hitachi_hikari@yahoo.co.jp

日立福音キリスト教会［同盟基督］

〒317-0051　日立市滑川本町4-24-15　Tel.0294-22-0249 

Fax.0294-21-4193　◇JR日立駅からバス15分　◇創立／

1962年（65人）　◇郷津 裕　◇礼拝／9:00,11:00　◇特色

／讃美歌中心とプレイズソング中心の2回礼拝。弟子訓練

とセル活動行い喜びの町づくりをめざす教会です。

【HP】http://www.geocities.jp/ncjct248/

【E-Mail】hitachi@kyokai.org

保守バプテスト日立のぞみ教会［保守バプ］

〒319-1221　日立市大みか町4-11-2　Tel&Fax.0294-36- 

2663 Tel.0294-52-2537　◇JR大甕駅から徒歩8分　◇創

立／1982年（19人）　◇礼拝／11:00

マリヤ教会［聖イエス会］

〒319-1221　日立市大みか町4-10-5　Tel.0294-52-5434　

◇藤本 真満

ひたちなか市 Hitachinaka-shi

勝田教会［日基教団］

〒312-0052　ひたちなか市東石川3-5-1　Tel.029-274-

0181 Fax.029-274-0169　◇JR勝田駅から徒歩15分　◇創

立／1947年（116人）　◇二宮 幸雄、二宮 めぐみ、鈴木 

光　◇礼拝／9:30,10:30,14:30　◇テレホン／029-274-

4919　◇特色／日曜9時半に親子一緒の礼拝。午後に賛

美礼拝。夕方5時にゴスペル練習。水曜に祈祷会。小グル

ープ活動あり。

日立市 Hitachi-shi

大みかキリストの教会［キリストの教会］

〒319-1221　日立市大みか町3-6-15　Tel&Fax.0294-53-

7356　◇JR大甕駅から徒歩10分　◇創立／1948年（70

人）　◇安宅 秀樹、鵜沢 淳一　◇礼拝／10:00,18:00

【HP】http://www.geocities.jp/ataka101/

久慈浜キリストの教会［キリストの教会］

〒319-1222　日立市久慈町3-9-30 山形方　Tel.0294-52-

3033　◇JR大甕駅　◇山形 多美子

多賀キリストの教会［キリストの教会］

〒316-0003　日立市多賀町1-8-7　Tel&Fax.0294-38-

0522(田所) Tel.0294-38-3365　◇JR常陸多賀駅から徒歩5

分　◇創立／1947年（38人）　◇斎藤 由治、田所 清夫　

◇礼拝／10:30　◇外国語／英語

【E-Mail】glorycoc@mito.ne.jp

日高キリストの教会［キリストの教会］

〒319-1416　日立市田尻町1-12-16　Tel.0294-43-3309 

Fax.0494-43-3299　◇JR小木津駅から徒歩5分　◇創立

／1949年（25人）　◇茅野根 卓樹　◇礼拝／10:30

日立大久保キリスト教会［フリーメソ］

〒316-0003　日立市多賀町2-12-7　Tel&Fax.0294-36-

2287　◇JR常陸多賀駅から徒歩10分　◇創立／1955年

（52人）　◇真柳 仁　◇礼拝／10:30

日立教会［KCCJ］

〒316-0022　日立市大沼町1-19-10　Tel&Fax.0294-36-

7112　◇鄭 仁和　◇礼拝／10:30,14:00　◇外国語／韓

国語(10:30)　◇特色／10:30の礼拝は韓国語ですが必要に

応じ日本語通訳対応します。

日立教会［日基教団］

〒317-0064　日立市神峰町4-14-7　Tel.0294-21-4565 

Fax.0294-23-3367　◇JR日立駅からバス「神峰公園口」停、

徒歩3分　◇創立／1948年（91人）　◇島田 進、島田 信

子　◇礼拝／10:15　◇特色／会堂は神峰公園の近くで

す。また、るつ記記念基金を設けて27年間、フィリピン人

大学生に奨学金を送っています。

【HP】http://www.justmystage.com/home/hitachi/

日立教会［基督兄弟団］

〒316-0032　日立市西成沢町1-4-38　Tel&Fax.0294-22-

4383　◇JR日立駅　◇創立／1960年　◇佐藤 恵一、佐

藤 一枝、佐藤 栄一、佐藤 香代

【E-Mail】fount@gray.plala.or.jp

http://www.katsutachurch.jp/kc/
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年（26人）　◇登内 規夫、登内 洋子　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午後2時からと午後7時から祈祷会。月一

回家庭集会をしています。

水戸市 Mito-shi

インマヌエル水戸キリスト教会［IGM］

〒311-4141　水戸市赤塚2-2030-24　Tel&Fax.029-251-

1532　◇JR赤塚駅北口から徒歩10分　◇創立／1962年

（83人）　◇阪下 昇、阪下 美智子　◇礼拝／10:30

基督兄弟団水戸教会［基督兄弟団］

〒310-0836　水戸市元吉田町710-8　Tel.029-247-4168 

Fax.029-247-9753　◇JR水戸駅北口からバス｢台町」停、

徒歩5分　◇創立／1946年（109人）　◇大畠 之成、大畠 

百合、志村 誠信、志村 陽子　◇礼拝／10:20

【E-Mail】mito-church@S2.dion.ne.jp

TLCCC生けるいのちの水教会［主の十字架］

Tel&Fax.03-6321-3570　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください［連絡先：テモテ 小林　〒165-0034　東

京都中野区大和町4-34-9 サトーハイツ］　◇テモテ 小

林　◇礼拝／13:00

【HP】http://homepage2.nifty.com/e-ph/

【E-Mail】paul_ishii@ybb.ne.jp

フルゴスペル水戸教会［JFGA］

〒310-0064　水戸市栄町1-10-25 ヤマトビル3F　Tel& 

Fax.029-227-2522　◇朴 昌粉

水戸愛の教会［大韓イエス］

〒310-0063　水戸市五軒町3-1-40　Tel&Fax.029-228-

4212　◇JR水戸駅からバス10分　◇創立／1992年（43

人）　◇宣 明秀、林 t恵　◇礼拝／11:00,13:00　◇外国語

／韓国語(13:00)　◇特色／水曜日午後1時、金曜日午後9

時から祈祷会。毎朝5時から早天祈祷会。日曜日午前11時

から日本語礼拝、午後1時から韓国語礼拝。

【HP】http://www.mitosarang.com/

【E-Mail】sms1324@yahoo.co.jp

水戸教会［日基教団］

〒310-0036　水戸市新荘1-4-8　Tel.029-221-3973 Fax. 

029-221-3975　◇JR水戸駅からバス「大工町2丁目」停、

徒歩１分　◇創立／1890年（76人）　◇橘 秀紀、吉田 

慈　◇礼拝／10:20

【HP】http://church.ne.jp/mito/

水戸キリスト教会［ホーリネス］

〒310-0816　水戸市紺屋町1401-1　Tel&Fax.029-221-

1563　◇JR水戸駅からバス「朝日町」停、徒歩1分　◇創

立／1957年（15人）　◇高橋 仁、高橋 泉　◇礼拝／

10:45　◇特色／子どもたちの笑顔と賛美に溢れた教会。

【HP】http://mitochurch.com

【E-Mail】info@mitochurch.com

水戸キリスト教会(伝)［アッセンブリー］

〒310-0903　水戸市堀町2023-278　Tel&Fax.029-253-

5826　◇JR赤塚駅から徒歩20分　◇新井 龍三、新井 邦

江　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.katsutachurch.jp/kc/

【E-Mail】grace@iris.dti.ne.jp

勝田キリストの教会［キリストの教会］

〒312-0045　ひたちなか市勝田中央10-28　Tel.029-272-

8867　◇JR勝田駅から徒歩5分　◇創立／1949年　◇福

山 次定　◇礼拝／10:30

【E-Mail】fukuinsi@js7.so-net.ne.jp

勝田笹野キリスト教会［フリーメソ］

〒312-0018　ひたちなか市笹野町2-18-2　Tel.029-272-

8451　◇JR勝田駅からバス10分　◇創立／1968年（15

人）　◇大嶋 武郎　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後

7時半から祈祷会。金曜日午後1時から恵み会。

【E-Mail】atsushi_shishi@yahoo.co.jp

勝田聖書教会［単立／独立］

〒312-0052　ひたちなか市東石川28-3　Tel&Fax.029-

274-2684　◇創立／1971年（24人）　◇吉永 輝次　◇礼

拝／10:30　◇テレホン／029-273-9494

【E-Mail】kbc@md.neweb.ne.jp

主イエス・キリスト福音教会＝ジョイフル
チャペル［単立／独立］

〒312-0062　ひたちなか市高場2602-12　Tel&Fax.029-

272-3207　◇加倉井 義忠

那珂湊キリスト教会［JECA］

〒311-1216　ひたちなか市湊泉町10-39　Tel&Fax.029-

262-3742　◇茨城交通湊鉄道那珂湊駅から徒歩10分　◇

創立／1955年（20人）　◇細川 勝利、依田 次雄　◇礼拝

／10:30　◇特色／宣教師による創立以来多くの人材を送

り出す精神を継承し「那珂湊から全世界へ、全世界から

那珂湊へ」が標語

那珂湊キリストの教会［キリストの教会］

〒311-1225　ひたちなか市釈迦町16-8　Tel&Fax.029-

269-3439　◇海浜鉄道那珂湊駅から徒歩10分［連絡先：

関口 純一　〒311-1111　茨城県水戸市小泉町609-2 Tel. 

029-269-3439］　◇創立／1955年（12人）　◇関口 純一　

◇礼拝／10:30

ひたちなか教会［改革派］

〒312-0003　ひたちなか市足崎1474-307　Tel&Fax.029-

272-5017　◇JR勝田駅から徒歩50分　◇創立／1987年

（17人）　◇季 康憲　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/mikotoba/

【E-Mail】hitachinaka@nifty.ne.jp

ひたちなか市伝道所［保守バプ］

〒312-0012　ひたちなか市馬渡2920-181　Tel&Fax.029-

275-3678　◇フレミング，ロバート　◇特色／日曜日に礼

拝は行っていません。土曜日に月2回伝道集会をしています。

鉾田市 Hokota-shi

鉾田キリスト教会［ホーリネス］

〒311-1522　鉾田市塔ケ崎703-14　Tel&Fax.0291-32-

2093　◇鹿島鉄道新鉾田駅から車で8分　◇創立／1951
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水戸伝道所［東洋ローア］

〒310-0805　水戸市中央1-4-6 水戸市民会館(郵便物の差

出不可)　◇JR水戸駅から徒歩10分［連絡先：東洋ローア・

キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町

大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1966年（17

人）　◇椿野 僚子　◇礼拝／11:00　◇外国語／手話　◇

特色／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書のお話は手話

で行われます。音声への通訳はありません。

水戸袴塚キリストの教会［キリストの教会］

〒310-0055　水戸市袴塚町2-2-37　Tel.029-225-1552　◇

菊池 牧夫

水戸バプテスト教会［バプ連盟］

〒310-0836　水戸市元吉田町2158-2　Tel.029-248-6751 

Fax.029-248-6753　◇JR水戸駅からバス「古宿」停、徒

歩3分　◇原田 寛、藤枝 宗浩

水戸福音キリスト教会［同盟基督］

〒310-0844　水戸市住吉町226-1　Tel&Fax.029-247-

5384　◇JR水戸駅南口から車10分　◇創立／1982年（28

人）　◇小林 望、小林 浮早子　◇礼拝／10:30　◇特色

／水戸と近隣に主の愛と救いを願っている家族的で暖か

い教会です。国道6号近くです。

水戸無教会聖書集会［無教会］

〒310-0034　水戸市緑町3-9-36 水戸幼稚園内　Tel.029-

221-6084 Fax.029-226-3572

恵ルーテル福音キリスト教会［LECC］

〒310-0905　水戸市石川1-4022-3　Tel&Fax.029-251-

5204　◇JR赤塚駅北口からバス「石川2丁目」停、徒歩3

分　◇創立／1961年（48人）　◇芳賀 弥男　◇礼拝／

10:15　◇特色／聖書クラスを随時開催。子ども聖書学級。

ベビーの集い、子育て学級、英会話クラス、イベントを随

時開催。

【HP】http://www.megumilecc.com/

【E-Mail】xaris1961@yahoo.co.jp

守谷市 Moriya-shi

守谷キリスト教会［東京FM］

〒302-0117　守谷市野木崎357-1　Tel&Fax.0297-45-

2711　◇TX守谷駅からバス「野木崎郵便局入口」停、徒

歩5分　◇創立／1987年（22人）　◇米澤 隆五、米澤 妙

子　◇礼拝／10:45　◇特色／畑の中にある小さな教会

で、緑の牧場・いこいの水のほとり的な、ホッとする教会

です。

【HP】http://www.tokyofree.net/moriya.html

【E-Mail】moriyachurch@tokyofree.net

守谷聖書教会［同盟基督］

〒302-0110　守谷市百合ヶ丘2-4804-2　Tel&Fax.0297-

45-2507　◇TX守谷駅から徒歩15分　◇鈴木 洋宣　◇礼

拝／10:30　◇特色／子どもからご高齢の方々まで集う温

かな教会です。詳細はホームページで！

【HP】http://www15.plala.or.jp/moriyabc/

【E-Mail】moriyabc@cameo.plala.or.jp

【E-Mail】praiseinmito_arai@yahoo.co.jp

水戸キリストの教会［キリストの教会］

〒310-0062　水戸市大町1-2-35　Tel&Fax.029-231-

1669　◇JR水戸駅から徒歩10分　◇創立／1948年（110

人）　◇恒枝 篤史、オズボーン，ジョエル　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語　◇特色／国際色豊かな教会で英

語聖書クラスを開催しています。

【HP】http://www.mitochurch.org/

水戸恵泉キリスト教会［バプ同盟］

〒310-0803　水戸市城南3-5-8　Tel&Fax.029-291-8040　

◇JR水戸駅南口から徒歩10分［連絡先：潮来教会　〒

311-2423　茨城県潮来市日の出7-11-1 Tel.0299-66-

1436］　◇中村 悦子

【HP】http://mito-keisen.baptist-church.net

水戸月会［クエーカー］

〒310-0024　水戸市備前町5-36　Tel.029-221-0781 Fax. 

029-228-3246　◇巽 保三、人見 守

水戸下市キリスト教会［JECA］

〒310-0841　水戸市酒門町4839-2　Tel&Fax.029-225-

7478　◇JR水戸駅からバス7分　◇創立／1972年（20

人）　◇渡部 和彦、丸井 勇　◇礼拝／10:30　◇特色／

水曜日午後7時30分、祈祷会。第1・第3木曜日午前10時30

分、婦人会。

【HP】http://mitoscc.town-web.net/

【E-Mail】mitoscc@hotmail.com

水戸自由ヶ丘教会［日基教団］

〒310-0042　水戸市自由ヶ丘3-44　Tel.029-231-3629　

◇JR水戸駅からバス「西原一丁目」停　◇創立／1973年

（18人）　◇石坂 幸雄　◇礼拝／10:30

水戸聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒310-0851　水戸市千波町2363-9　Tel&Fax.029-241-

9578　◇JR水戸駅から北口からバス「緑岡中学校入口」停、

徒歩3分　 ◇創立／1964年　 ◇川崎 満　 ◇礼拝／

10:30　◇特色／むつみ会(高齢者の集い)第1金曜日午前11

時〜。ゴスペル・クワイヤー月2回土曜日午後3時〜。希

望の車イス第5主日午後2時〜。

【HP】http://mbbc.jp/

【E-Mail】info@mbbc.jp

水戸聖ステパノ教会［聖公会］

〒310-0021　水戸市南町3-4-44　Tel.029-233-7391 Fax. 

029-233-7395　◇JR水戸駅　◇斎藤 英樹

水戸中央教会［日基教団］

〒310-0062　水戸市大町3-3-18　Tel&Fax.029-221-3256　

◇JR水戸駅からバス「南町3丁目」停　◇創立／1948年（42

人）　◇山本 隆久、山本 英美子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www2u.biglobe.ne.jp/~kirche/index.mito.htm

【E-Mail】kirche@mwb.biglobe.ne.jp

水戸伝道所［KCCJ］

〒310-0026　水戸市泉町3-7-20 太田ビル3F　◇JR水戸駅

からバス10分「大工町交差点」停　◇創立／1985年（15

人）　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語
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久慈郡 Kuji-gun

大子キリストの教会［キリストの教会］

〒319-3526　久慈郡大子町大子371-3　Tel.0295-72-

0371　◇JR大子駅から徒歩10分　◇創立／1968年（12

人）　◇海老根 晴男、鉄留 定夫、佐川 浩美、佐川 美

枝　◇礼拝／14:20

安らぎルーテル福音キリスト教会［単立／独立］

◇創立／1980年（2人）　◇芳賀 弥男　◇礼拝／15:00

猿島郡 Sashima-gun

境キリスト教会［基督兄弟団］

〒306-0433　猿島郡境町住吉町248　Tel&Fax.0280-87-

1140　◇東武日光線東武動物公園駅から車30分　◇創立

／1963年（44人）　◇池原 三善、池原 光江　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜午前10時30分、午後8時に祈祷会。

那珂郡 Naka-gun

東海キリストの教会［キリストの教会］

〒319-1111　那珂郡東海村舟石川747-4　Tel.0294-53-

7356　◇JR東海駅から徒歩10分［連絡先：大みかキリス

トの教会　〒319-1221　茨城県日立市大みか町3-6-15 

Tel.0294-53-7356,6505］　◇創立／1955年（5人）　◇安

宅 秀樹　◇礼拝／15:00

東海伝道所［バプ連盟］

〒319-1114　那珂郡東海村須和間1378-10　Tel&Fax. 

029-306-4116　◇諏訪 正輝

東海福音キリスト教会［同盟基督］

〒319-1117　那珂郡東海村東海1-8-7　Tel.029-282-1036 

Fax.029-282-1510　◇JR東海駅から徒歩10分　◇創立／

1969年（15人）　◇猿田 冨士子　◇礼拝／10:30

東茨城郡 Higashiibaraki-gun

大洗インドネシア福音教会＝大洗福音教会
インドネシア［GIII］

〒311-1301　東茨城郡大洗町磯浜町5116-34　◇鹿島臨海

鉄道大洗鹿島線大洗駅から車5分［連絡先：ウェニ・トゥ

エゲ　〒311-1306　茨城県東茨城郡大洗町五反田543 ジ

ャパンハウス407 Tel.029-264-9501］　◇創立／1993年

（120人）　◇トゥエゲ，ウェニ　◇礼拝／18:30　◇外国

語／インドネシア語(18:30)　◇特色／インドネシア語で礼

拝しています。

【E-Mail】wenny_agustuegeh@yahoo.com

大洗キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒311-1301　東茨城郡大洗町磯浜2507　Tel&Fax.029-

267-3481　◇鹿島臨海鉄道大洗駅から徒歩10分　◇創立

／1959年（16人）　◇尾崎 祐司、岡本 告　◇礼拝／

16:30　◇特色／木曜日午後7時30分から祈り会。日曜日午

後3時30分から教会学校。

守谷バプテスト教会［バプ教会連合］

〒302-0119　守谷市御所ケ丘4-20-6　Tel&Fax.0297-46-

3700　◇関東鉄道常総線新守谷駅から徒歩15分　◇創立

／1988年（21人）　◇佐々木 望　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.moriyabaptist.net/

結城市 Yuuki-shi

関城基督教会＝結城リバイバルチャペル［ア

ッセンブリー］

〒307-0001　結城市結城10035-3　Tel&Fax.0296-32-

4363　◇JR結城駅南口から徒歩7分　◇神戸 真理子　◇

礼拝／10:30

結城基督教会［アッセンブリー］

〒307-0001　結城市結城160　Tel.0296-33-3681 Fax. 

0296-33-5204　◇JR結城駅から徒歩10分　◇創立／1946

年（52人）　◇佐藤 茂助、佐藤 眞知子　◇礼拝／10:15

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~yuchurch/

結城福音キリスト教会［JECA］

〒307-0001　結城市大字結城603　Tel&Fax.0296-33-

4359　◇JR結城駅から徒歩7分　◇創立／1953年（60

人）　◇野村 正雄　◇礼拝／7:00,10:30

龍ケ崎市 Ryugasaki-shi

竜ヶ崎教会［基督兄弟団］

〒301-0826　龍ケ崎市栄町4661-5　Tel&Fax.0297-63-

7383　◇関東鉄道龍ケ崎から徒歩15分　◇創立／1959年

（41人）　◇大塚 望、大塚 純子　◇礼拝／10:30　◇特色

／木曜日午前10時30分から祈祷会。

龍ヶ崎教会［ホーリネス］

〒301-0813　龍ケ崎市新町本町4043　Tel.0297-62-1314

竜ヶ崎教会［日基教団］

〒301-0843　龍ケ崎市羽原町1366-4　Tel.0297-64-

3768　◇JR佐貫駅からバス「城ノ内1丁目」停、徒歩5

分　◇創立／1893年（39人）　◇飯塚 拓也　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.geocities.jp/ryugasakikyoukai/

竜ヶ崎グレイスチャペル［単立／独立］

〒301-0832　龍ケ崎市緑町5　Tel&Fax.0297-64-4227 

Tel.090-6185-9506　◇JR佐貫駅東口からバス「下町下」停、

徒歩5分　◇創立／2005年　◇趙 顯道　◇礼拝／11:00

【E-Mail】ohayo2001@hotmail.com

北相馬郡 Kitasouma-gun

利根キリスト教会［単立／独立］

〒300-1636　北相馬郡利根町羽根野850-151　Tel.0297-

68-9109　◇JR布佐駅　◇創立／1993年（30人）　◇齊藤 

和夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/tonechrist/

【E-Mail】napo@agate.plala.or.jp
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人）　◇宇佐神 正海、宇佐神 実　◇礼拝／10:30　◇特

色／聖書は創造主からの世界観・人生観の説明書です。

天地創造、キリストの救いを証し、創造論を支援します。

【E-Mail】sozoron@sozoron.org

行方市 namekata-shi

吉川キリスト教会［ホーリネス］

〒311-1711　行方市吉川795　Tel&Fax.0291-35-0933　

◇創立／1952年（25人）　◇登内 規夫、登内 洋子　◇礼

拝／10:00

大貫恵泉教会［日基教団］

〒311-1311　東茨城郡大洗町大貫1202　◇鹿島臨海鉄道

大洗鹿島線大洗駅　◇創立／1947年

常北キリストの教会［キリストの教会］

〒311-4303　東茨城郡城里町石塚2394-24 ホームズ方　

Tel&Fax.029-288-5723　◇ホームズ，ジム

水戸第一聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒311-3116　東茨城郡茨城町長岡3652-171　Tel&Fax. 

029-291-0992　◇JR水戸駅からバス「矢頭南」停、徒歩

10分［連絡先：Tel.029-292-9621］　◇創立／1967年（57
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栃木県──地域の宣教資料

　宣教人国記：足尾鉱毒反対運動の指導者として知ら

れる田中正造（1841〜1913）は、1870年に江刺県下

級官吏となるが、上司暗殺の冤罪で投獄された。釈放

後、栃木県議として国会開設運動に従事。足尾銅山鉱

業停止運動でも入獄し、獄中で新約聖書を読んで心機

一転した。だが、キリスト教との接触はそれより古く、

1900年（明治33）頃には自宅に「基督講義所」の看板

をかかげていた。ホーリネス系牧師の森五郎（1887〜

1961）は県立宇都宮農学校の学生の時に福音伝道館で

求道し、中田重治から受洗。1906年（明治39）聖書学

院に入学後、2年の軍隊生活をおくって後、札幌、仙台、

名古屋などで伝道した。以後、きよめ教会の会長にな

った。1946年（昭和21）、基督兄弟団を組織したが、

1958年（昭和33）に脱退し、基督聖協団を組織した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【宇都宮市】河内郡上河内町・河内町。【大田原市】那

須郡湯津上村・黒羽町。【鹿沼市】上都賀郡粟野町。【さ

くら市】塩谷郡氏家町・喜連川町。【下野市】河内郡

南河内町、下都賀郡石橋町・国分寺町。【那須烏山市】

那須郡南那須町・烏山町。【栃木市】下都賀郡大平町・

藤岡町・都賀町。【那須塩原市】黒磯市、那須郡西那

須野町･塩原町。【日光市】日光市、今市市、上都賀郡

足尾町、塩谷郡栗山村・藤原町。【真岡市】芳賀郡二

宮町。【那須郡那珂川町】馬頭町・小川町。

 関 東 地 方 栃 木 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

栃 木 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   T o c h i g i 　

関東平野を望む絶好のロケーションに展開する18ホール。

【HP】http://www.toshoen.co.jp

【E-Mail】info@toshoen.co.jp

(有)ハレルヤ食品
〒321-0166　栃木県宇都宮市今宮1-23-10　Tel.028-645-

9441

(株)パン・アキモト
［パン製造・販売］〒329-3147　栃木県那須塩原市東小屋

295-4　Tel.0287-65-3351 Fax.0287-65-3353　◇JR那須塩

原駅から徒歩10分　◇創立／1965年　◇代表取締役社長

／秋元 義彦、常務取締役／秋元 志津子　◇特色／世界

のはてまで美味しいパンを…。国際飢餓対策機構と協力し、

｢パンの缶詰」を義援物質として送っています。

【HP】http://www.nasuinfo.or.jp/FreeSpace/aki_pan/

【E-Mail】aki_pan@nasuinfo.or.jp

ポモドーロ
［レストラン＆プチホテル］〒321-3535　栃木県芳賀郡茂

木町鮎田1878　Tel&Fax.0285-63-1303　◇代表／高木 

　お店・事業

(株)アイライン
［総合人材サービス］〒321-0925　栃木県宇都宮市東簗瀬

1-5-31　Tel.028-633-2564 Fax.028-610-5060　◇JR宇都

宮駅から車15分　◇営業本部／増山 律子　◇特色／旧

称：富士アウトソーシング

【HP】http://www.i-line.co.jp/

シオン商会
［健康食品］〒321-3311　栃木県芳賀郡芳賀町上延生221-

1　Tel&Fax.028-677-5905　◇JR宇都宮駅から車30分　

◇創立／2002年　◇代表／稲葉 暁友　◇特色／自然に

帰ろう。一人ひとりがもっと学ばなければいけないし、知

ることで対策が生まれ、希望が生まれます。

東松苑ゴルフ倶楽部
［ゴルフ場］　［東松苑(株)］〒329-4217　栃木県足利市駒

場町1234　Tel.0284-91-1661 Fax.0284-91-1667　◇JR富

田駅から徒歩20分　◇創立／1990年　◇代表取締役／中

島 篤志　◇特色／東北道佐野藤岡インターから約20分。
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ひとみ

【HP】http://www.hotel-pomodoro.com/

【E-Mail】info@hotel-pomodoro.com

ムラサキスポーツ FKD宇都宮店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒321-

0962　栃木県宇都宮市今泉町237 福田屋ショッピングプラ

ザ3F　Tel.028-600-1550　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ インターパークビレッジ
宇都宮店

［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒321-

0113　栃木県宇都宮市砂田町88 インターパークショッピ

ングビレッジ　Tel.028-657-6611 Fax.0292-33-1515　◇

代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

　教育事業・カルチャー

宇都宮インターナショナルクリスチャンス
クール［U.I.C.S］

［チャーチスクール］〒321-0942　栃木県宇都宮市峰1-16-

8　Tel.028-636-8663 Fax.028-636-3301　◇JR宇都宮駅

からバス「宇都宮大学前」停、徒歩5分　◇創立／2003

年　◇代表／大角 健一　◇特色／対象は小学生から高校

生。聖書教育、英語教育、教科教育その他を月曜から金

曜授業。(週日校)。

【HP】http://www.uicsjapan.com/UICS/UICS_Home.html

【E-Mail】minemachi@mine.email.ne.jp

佐野インターナショナルスクール
〒327-0003　栃木県佐野市大橋町1617　Tel.0283-24-

9494　◇創立／2006年　◇校長／吉田 浩　◇特色／プ

レスクールから中学校まで。

ノア外語学院
［英語学校］　［ノア・グローバル・コーポレーション(株)］

〒327-0023　栃木県佐野市相生町2816　Tel.0283-24-

9569 Fax.0283-22-4747　◇JR佐野駅から徒歩5分　◇創

立／1995年　◇代表取締役／井川 克彦、学院長／井川 

由美子　◇特色／TOEIC、大学受験、企業研修、英検、

ホームステイを通して生きた英語の習得・実践。生徒数

550名。

【HP】http://www.noahjpn.com/

【E-Mail】noah@sctv.jp

ぶどうの木ICS
［チャーチスクール］〒322-0606　栃木県上都賀郡西方町

本城1238-13　Tel.0282-92-0428　◇東武日光線東武金崎

駅　◇野原 操

ホープ学習塾
［学習塾］〒323-0027　栃木県小山市花垣町2-3-19 松島ビ

ル103　Tel&Fax.0285-22-8084　◇JR小山駅から徒歩10

分　◇創立／2000年　◇万年 宣義　◇特色／本当の学

力をつけることを目指しています。子供に学ぶ楽しさ

を！　小中学生対象。個別指導。基本重視。

【E-Mail】0285228084aaa@ae2.dion.ne.jp

　幼稚園・保育園・学童

愛隣幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会北関東学園］〒320-0043　栃木県

宇都宮市桜2-3-27　Tel&Fax.028-622-3853　◇東武宇都

宮駅から徒歩15分　◇創立／1911年　◇園長／小野寺 

達

【HP】http://homepage2.nifty.com/airinyouchien/

足利みどり幼稚園
［幼稚園］　［(学)小羊学園］〒326-0064　栃木県足利市東

砂原後町1084　Tel.0284-42-5546 Fax.0284-42-5447　◇

JR足利駅から車で5分　◇創立／1954年　◇園長／宮内 

常喜

【HP】http://www.bnet.co.jp/child/yo04_midori.htm

氏家キリスト教会ヒカリ園
［幼稚園］　［(宗)氏家キリスト教会］〒329-1311　栃木県

さくら市氏家3093-2　Tel.028-682-9006　◇JR氏家駅から

徒歩15分　◇創立／1955年　◇園長／水谷 和人

【HP】http://www.bench.co.jp/hikarien/

鹿沼聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒322-0063　栃木県鹿沼市戸張町2-

491　Tel.0289-63-2789

上三川幼児園
［保育園］　［(宗)日本基督教団上三川教会］〒329-0611　

栃木県河内郡上三川町上三川3209　Tel.0285-56-2171　

◇JR石橋駅　◇園長／猪瀬 信彦

烏山聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北関東カトリック学園］〒321-

0627　栃木県那須烏山市南1-9-19　Tel.0287-82-3357 

Fax.0287-82-3374　◇JR烏山駅　◇創立／1959年　◇理

事長／金子 尚志、園長／長内 郁子

【HP】http://www.sei-maria.com/

【E-Mail】karasuyama-seimaria-youtien@ybb.ne.jp

救世軍佐野保育園
［保育園］　［(福)救世軍社会事業団］〒327-0831　栃木県

佐野市浅沼町182　Tel.0283-22-4081 Fax.0283-22-

4200　◇JR佐野駅から徒歩20分　◇創立／1964年　◇

園長／久富 直樹

早蕨幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会北関東学園］〒323-0025　栃木県

小山市城山町2-4-21　Tel&Fax.0285-22-0093　◇創立／

1943年　◇園長／広田 勝一、園長代行／勝田 利子

【HP】http://www.sawarabi.org/

清愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)清愛学園］〒320-0861　栃木県宇都宮市

西3-5-11　Tel.028-636-1588　◇園長／横田 満朗

【HP】http://homepage3.nifty.com/seiai-kinder/

聖アントニオ幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)北関東カトリック学園］〒321-

1403　栃木県日光市下鉢石町969　Tel&Fax.0288-53-
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足利市 Ashikaga-shi

足利教会［日基教団］

〒326-0067　足利市江川町1-14-11　Tel.0284-42-6673 

Fax.0284-42-8841　◇JR足利駅から車で5分　◇創立／

1901年（75人）　◇宮内 常喜　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.yomogi.jp/midorikn/

足利教会［ホーリネス］

〒326-0336　足利市百頭町2363-6　Tel&Fax.0284-71-

0385　◇下山 典子、下山 康登志

足利キリスト教会［福音伝道］

〒326-0822　足利市田中町936-4　Tel&Fax.0284-72-

6546　◇東武線足利市駅から徒歩5分　◇創立／1952年

（40人）　◇吉田 孝　◇礼拝／14:00　◇テレホン／0284-

73-1000

足利聖書バプテスト教会［JBBF］

〒326-0056　足利市大町508　Tel&Fax.0284-41-7940　

◇JR足利駅から徒歩5分　◇創立／1959年（24人）　◇齋

藤 一彦　◇礼拝／11:00

足利聖マリヤ教会［聖公会］

〒326-0048　足利市助戸大橋町1838　Tel&Fax.0282-25-

0355　◇JR足利駅［連絡先：栃木聖アルバン教会　〒

328-0016　栃木県栃木市入舟町4-12］

足利東教会［日基教団］

〒326-0802　足利市旭町847-2　Tel&Fax.0284-41-

7865　◇JR足利駅から徒歩10分　◇創立／1949年（47

人）　◇芦名 守道

平安ルーテル福音キリスト教会［LECC］

〒326-0846　足利市山下町4-2411-3　Tel&Fax.0284-63-

0945　◇仁平 武志

栃 木 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   T o c h i g i 　

4031　◇JR東武日光駅から徒歩20分　◇創立／1951年　

◇園長／金子 尚志

聖家幼稚園
［カトリック幼稚園］〒324-0056　栃木県大田原市中央

1-5-10　Tel.0287-22-3224

聖ヨゼフ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒321-1263　栃木県日光市瀬川199　

Tel.0288-21-0808

西那須野幼稚園
［幼稚園］　［(学)西那須野学園］〒329-2754　栃木県那須

塩原市西大和6-15　Tel.0287-36-0440 Fax.0287-36-

0458　◇JR西那須野駅から徒歩10分　◇創立／1957

年　◇園長／福本 光夫　◇特色／建学の精神「自分を愛

するように他の人をも愛しなさい」。西那須野教会、こひ

つじ託児園が関連団体です。

【HP】http://www.nasuinfo.or.jp/kinder/

【E-Mail】kinder@nasuinfo.or.jp

乳児保育室 こひつじ園［こひつじ園］

［幼児］　［日本基督教団小山教会］〒323-0807　栃木県小

山市城東2-7-21　Tel.0285-23-3979 Fax.0285-23-4012　

◇JR小山駅から徒歩15分　◇創立／1978年　◇園長／竹

花 基成　◇特色／0才からの施設では小山市内最古。人

を育てることに心身両面から心を砕いています。

【HP】http://www.oyama-ch.com/church.html

【E-Mail】info@oyama-ch.com

松ケ峰幼稚園
［カトリック幼稚園］〒320-0807　栃木県宇都宮市松が峰

1-1-5　Tel.028-634-7021　◇東武宇都宮駅から徒歩1分　

◇園長／御前ザビエル

【HP】http://www.matsugamine.jp/

マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)宇都宮海星学園］〒321-

3233　栃木県宇都宮市上籠谷町3776　Tel.028-667-

4122　◇創立／1953年　◇園長／土屋 塩実

みふみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)みふみ学院］〒320-0011　栃木県宇都宮

市富士見が丘4-25-13　Tel.028-624-8838 Fax.028-624-

8261　◇JR宇都宮駅西口からバス「みふみ幼稚園」停　

◇園長／國吉 真理子、理事長／小柳 泰郎　◇特色／神

を愛し、人を愛し、土を愛する。キリスト教精神に基づき

一人一人に対応した保育をめざして。

【HP】http://www.youchien.or.jp/search/01utsu/01-010.html

【E-Mail】mifumi@sky.ucatv.ne.jp

矢板幼稚園
［幼稚園］　［(学)矢板学園］〒329-2164　栃木県矢板市本

町8-13　Tel.0287-43-0470　◇JR矢板駅から徒歩10分　

◇創立／1939年　◇園長／横田 満朗　◇特色／ひとりひ

とりみんなちがってたいせつないのち−「愛されている」

ということを子どもに強く自覚させること。
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宇都宮市 Utsunomiya-shi

泉キリスト教会［JECA］

〒321-0952　宇都宮市泉が丘2-2-45　Tel&Fax.028-661-

1632　◇JR宇都宮駅からバス(越戸柳田車庫行)「泉が丘

小前」停、徒歩3分　◇創立／1951年（36人）　◇奈良崎 

満、後藤 茂光　◇礼拝／10:30

インマヌエル宇都宮キリスト教会［IGM］

〒320-0004　宇都宮市長岡町1258-119　Tel.028-621-

8661 Fax.028-621-8035　◇山田 隆、山田 勢津子

宇都宮上町教会［日基教団］

〒320-0011　宇都宮市富士見が丘4-25-13　Tel&Fax.028-

624-1904　◇JR宇都宮駅西口からバス「みふみ幼稚園」

停　◇創立／1922年（70人）　◇澤田 武、澤田 直子　◇

礼拝／10:30,19:00　◇特色／音楽の捧げものと温かい雰

囲気を大切に、地域に開かれ、祈りと賛美に満たされた教

会を目指しています。

【HP】http://homepage2.nifty.com/naoemi_eguchi/

【E-Mail】uwamachi@crux.ocn.ne.jp

宇都宮栄光キリスト教会＝宇都宮グローリ
ーチャーチ［アッセンブリー］

〒320-0856　宇都宮市砥上町288-3　Tel&Fax.028-648-

4338　◇JR宇都宮駅からバス「砥上車庫」停、徒歩10

分　◇創立／1953年（27人）　◇菊池 亘、菊池 知子、秋

本 幸二、秋本 芙久恵　◇礼拝／10:30　◇特色／アット

ホームな雰囲気で、どなたでも歓迎いたします。

【HP】http://www.chapelglory.com/

【E-Mail】chapel@chapelglory.com

宇都宮教会［日基教団］

〒320-0043　宇都宮市桜4-1-36　Tel&Fax.028-622-

7882　◇JR宇都宮駅からバス「桜通り十文字」停　◇創

立／1997年（67人）　◇木村 太郎　◇礼拝／10:30

宇都宮教会［基督兄弟団］

〒321-0912　宇都宮市石井町3007-15　Tel.028-661-7851 

Fax.028-689-6650　◇JR宇都宮駅からバス「越戸」停、

徒歩2分　◇創立／1962年（40人）　◇市川 赳男、市川 

陽子、初見 司郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://utunomiya-ch.vis.ne.jp/

宇都宮共同教会［イエス・キリスト］

〒321-0977　宇都宮市川俣町61-6　Tel&Fax.028-663-

4552　◇JR宇都宮駅からバス20分「中海道」停、徒歩10

分　◇創立／1969年（36人）　◇笠松 剛　◇礼拝／

10:30　◇特色／毎週金曜日の午後、「青少年の居場所」

として教会施設の大半を開放し、その交わりから導かれる

者を期待中。

宇都宮キリスト教会［福音伝道］

〒320-0043　宇都宮市桜2-5-31 カドヤ一号館2F　Tel& 

Fax.028-622-0703　◇JR宇都宮駅西口から徒歩15分［連

絡先：高木 寛(大間々キリスト教会内) Tel.0277-73-

1190］　◇創立／1936年（45人）　◇高木 寛　◇礼拝／

10:30,16:30　◇特色／水曜日午後7時から聖書研究会。土

曜日午後2時から子ども対象「ハートトレーニングクラブ｣。

伝道会土曜午後7時。

宇都宮キリスト教会［バプ連盟］

〒320-0842　宇都宮市京町15-24　Tel.028-633-1523 Fax. 

028-633-1524　◇JR宇都宮駅からバス「京町西」停、徒

歩1分　◇創立／1958年（44人）　◇天野 英二

宇都宮聖書研究会［無教会］

〒320-0046　宇都宮市西一の沢町9-15　Tel.028-647-

0341　◇JR宇都宮駅からバス「関東自動車整備所前」停、

徒歩10分　◇創立／1950年（30人）　◇竹内 正一

宇都宮聖書バプテスト教会［保守バプ］

〒321-0165　宇都宮市緑3-2-25　Tel&Fax.028-658-

7905　◇東武宇都宮線江曽島駅から徒歩10分［連絡先：

矢吹 徹　〒321-0152　栃木県宇都宮市西川田3-19-14 

Tel.028-658-7258］　◇創立／1975年（22人）　◇矢吹 

徹　◇礼拝／10:30　◇テレホン／028-658-9919

【HP】http://www2.ucatv.ne.jp/~love-j.sea/

【E-Mail】love-j@sea.ucatv.ne.jp

宇都宮聖ヨハネ教会［聖公会］

〒320-0043　宇都宮市桜2-3-27　Tel&Fax.028-622-

3853　◇JR宇都宮駅から徒歩20分　◇創立／1904年（46

人）　◇ヨハネ 小野寺 達　◇礼拝／10:30　◇特色／100

周年を迎えた伝統ある教会です。大谷石の礼拝堂は国の

重要文化財に指定されています。

【HP】http://utsunomiya.seikoukai.org/

【E-Mail】bcl14374@nifty.com

宇都宮伝道所［東洋ローア］

〒320-0845　宇都宮市明保野町7-66 宇都宮市文化会館

(郵便物の差出不可)　◇東武線南宇都宮駅から徒歩2分

［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　

埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-

6012］　◇創立／1958年（24人）　◇渡部 清志　◇礼拝

／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝

道師による聖書のお話は手話で行われます。音声への通

訳はありません。

宇都宮東教会［日基教団］

〒321-0944　宇都宮市東峰町3029-56　Tel&Fax.028-

660-3304　◇JR宇都宮駅西口からバス「峰小学校前」停、

徒歩7分　◇創立／1980年（17人）　◇益 守栄　◇礼拝

／10:30

宇都宮福音キリスト教会［JRL］

〒320-0848　宇都宮市幸町8-2　Tel&Fax.028-634-

3833　◇万年 紀八郎、万年 周子、万年 崇子

宇都宮ホーリネス教会［ホーリネス］

〒320-0852　宇都宮市下砥上町668-2　Tel&Fax.028-

658-1495　◇JR鶴田駅から徒歩10分　◇創立／1982年

（59人）　◇園 謙慈、園 和子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】uhcc@jn5.so-net.ne.jp

宇都宮松原教会［日キ教会］

〒320-0041　宇都宮市松原2-7-43　Tel&Fax.028-622-

1043　◇JR宇都宮駅　◇創立／1953年　◇渡部 静子　

◇礼拝／10:30
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大田原市 Otawara-shi

大田原伝道所［キリスト宣教団］

〒324-0051　大田原市山の手1-1 皇漢堂5F　◇堀田 隆

糸、堀田 紀美子

大田原キリスト教会［保守バプ］

〒324-0047　大田原市美原3-1-19　Tel.0287-23-8317 

Fax.0287-47-6730　◇JR西那須野駅西口から車10分　◇

創立／2004年（57人）　◇大橋 富男、大橋 パット　◇礼

拝／11:00　◇外国語／英語、韓国語　◇特色／一年52

週の礼拝を大切に、できるだけシンプルに、祈りとみこと

ばをベースにすべては神の恵みからがモットーです。

【HP】http://otawara.church.jp/

【E-Mail】ohashi@otawara.church.jp

黒羽キリスト教会［ホーリネス］

〒324-0241　大田原市黒羽向町464-3　Tel.0287-54-0141 

Fax.0287-54-0480　◇JR那須塩原駅から車20分［連絡先：

小代 昇二　〒324-0241　栃木県大田原市黒羽向町465-25 

Tel.0287-54-1366］　◇創立／1953年　◇小代 昇二、小

代 信恵　◇礼拝／10:00,20:00　◇特色／毎聖日に朝の礼

拝、夜の礼拝があり母子室には、モニターを設置してあり

ます。

新フッタライト大輪キリスト教会［単立／独立］

〒324-0236　大田原市大輪1807　Tel.0287-59-0606 Fax. 

0287-59-0882　◇菊田 浮海夫

小山市 Oyama-shi

おやま神の愛伝道所［単立／独立］

〒329-0214　小山市大字乙女673　Tel&Fax.0285-45-

9245　◇大江 茂次

小山教会［日キ教会］

〒323-0024　小山市宮本町2-2-16　Tel&Fax.0285-25-

1250　◇菊地 信光

小山教会［日基教団］

〒323-0807　小山市城東2-7-21　Tel.0285-23-3979 Fax. 

0285-23-4012　◇JR小山駅から徒歩15分　◇創立／1966

年（42人）　◇竹花 基成　◇礼拝／10:30　◇特色／「わ

たしは道であり、真理であり、いのちである。」イエス・キ

リストの救いを全ての方に届ける為に工夫致します。

【HP】http://www.oyama-ch.com/

【E-Mail】info@oyama-ch.com

小山教会＝小山ナザレン教会［ナザレン］

〒323-0828　小山市神山2-6-27　Tel&Fax.0285-27-

2607　◇JR小山駅東口から徒歩12分　◇創立／1975年

（82人）　◇石田 学、石田 摂子　◇礼拝／10:40　◇特色

／親しい交わりを大切にしています。毎週の礼拝説教が

ホームページに掲載されています。

【HP】http://church.jp/oyama/

小山コミュニティチャペル［JRL］

〒323-0027　小山市花垣町2-3-19 松島ビル1F103　Tel& 

岡本キリスト教会［キリスト宣教団］

〒329-1104　宇都宮市下岡本町2417-1　Tel&Fax.028-

673-6483　◇JR岡本駅から車で5分　◇創立／1985年（35

人）　◇新嘉喜 順一、新嘉喜 洋子、篠原 正、篠原 めぐみ、

新嘉喜 昇司　◇礼拝／14:00

待望教会［聖イエス会］

〒321-0131　宇都宮市宮の内1-17-2　Tel.028-655-1107　

◇藤原 輝明

TLCCC宇都宮教会［主の十字架］

Tel&Fax.028-627-2466　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください［連絡先：Tel.028-627-2466］　◇創立／

1997年（30人）　◇ダビデ 佐藤、ベネディクト 佐藤　◇

礼拝／10:30

【HP】http://www10.plala.or.jp/tlccc-utsunomiya/

【E-Mail】david@mbm.ocn.ne.jp

栃城家の教会［カルバリーグループ］

〒329-1105　宇都宮市中岡本町2608-57　Tel.029-842-

9181　◇JR岡本駅　◇横田 洋子(信徒)

フルゴスペル宇都宮教会［JFGA］

〒321-0942　宇都宮市峰2-3-5　Tel.028-633-8682 

Fax.028-633-3404　◇安 良元

ベタニヤの家キリスト教会＝さるやま福音
伝道所［キリスト宣教団］

〒321-0922　宇都宮市さるやま町217-19　Tel&Fax.028-

656-2265　◇新嘉喜 昇司、新嘉喜 幸子

南宇都宮基督教会［単立／独立］

〒320-0061　宇都宮市宝木町2-900-2　Tel&Fax.028-652-

3311　◇東武宇都宮駅　◇穂積 与四郎、小川 暢子

峰町キリスト教会［キリスト宣教団］

〒321-0942　宇都宮市峰1-16-8　Tel.028-636-8663 Fax. 

028-636-3301　◇JR宇都宮駅からバス「宇都宮大学前」停、

徒歩5分　◇創立／1964年（500人）　◇安食 弘幸、大角 

健一、佐藤 夏織、渋沢 憲一、下村 洋子、高山 恵太　◇

礼拝／7:00,9:00,11:00,13:30,19:00(土)　◇外国語／英語　

◇特色／11時の礼拝は英語の同時通訳があります。

【HP】http://www.mccjapan.jp

【E-Mail】minemachi@mine.email.ne.jp

聖光福音ルーテル教会［LECC］

〒321-0138　宇都宮市兵庫塚3-29-6　Tel&Fax.028-653-

6353　◇仁平 武志

四條町教会［日基教団］

〒320-0861　宇都宮市西3-5-11　Tel.028-634-6702 Fax. 

028-634-0315　◇JR宇都宮駅　◇創立／1885年（235

人）　◇平山 正道

【HP】http://homepage3.nifty.com/yojyo-church/

ヨハン宇都宮キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒320-0821　宇都宮市一条4-4-22　Tel.028-635-2030　

◇創立／2002年　◇呉 銀暎、菊地 晋也
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169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-1 Tel.03-3203-

2442］　◇創立／2001年　◇石塚 多美子　◇礼拝／

18:00　◇特色／結婚式場の大聖堂を自由に使わせていた

だいてます。いつでも気軽にいらして下さい。駅前路傍伝

道もしてます。

【HP】http://tpchurch.org/

【E-Mail】opc@tpchurch.org

フルゴスペル小山教会［JFGA］

〒323-0034　小山市神鳥谷1852-16　Tel&Fax.0285-28-

1953　◇JR小山駅東口から、車で15分　◇創立／1995年

（55人）　◇芝田 順吉　◇礼拝／8:30,10:30,3:00　◇特色

／主日学校を10：30から行っています。

MINISTERIO INTERNACIONAL VIDA(伝)［キリ

スト宣教団］

〒323-0819　小山市大字横倉新田425-1　Tel.0285-32-

7623　◇創立／2005年　◇コスタ，クレリスナン、コスタ，

ネイディー

鹿沼市 Kanuma-shi

宇都宮教会［改革派］

〒322-0002　鹿沼市千渡1256-6　Tel&Fax.0289-63-

5499　◇JR宇都宮駅西口からバス30分徒歩5分　◇創立

／1997年（24人）　◇馬 栄烈、片岡 正雄　◇礼拝／

10:30　◇特色／神は愛なり。

【HP】http://www.jc-miya.com/

【E-Mail】jesusyyma@live.jp

鹿沼教会［日基教団］

〒322-0037　鹿沼市中田町1065-1　Tel&Fax.0289-62-

6487　◇東武日光線新鹿沼駅から徒歩15分　◇創立／

1888年（81人）　◇高崎 正芳　◇礼拝／10:00

鹿沼キリスト教会［福音伝道］

〒322-0058　鹿沼市麻苧町1524　Tel&Fax.0289-64-

0067　◇東武日光線新鹿沼駅から徒歩7分　◇創立／

1963年（26人）　◇吉澤 敏夫、グレイ 恵子　◇礼拝／

9:00,10:30　◇特色／信徒自身による小グループ集会を行

っています。

鹿沼キリスト集会＝あさう町チャペル［単立

／独立］

〒322-0058　鹿沼市麻苧町1565　Tel&Fax.0289-62-

3906　◇東武日光線新鹿沼駅から徒歩10分［連絡先：小

俣 喜久男　〒322-0073　栃木県鹿沼市西鹿沼町13 

Tel.0289-62-3906］　◇創立／1940年（12人）　◇小俣 喜

久男、中野 雅之、原田 篤、和氣 巌　◇礼拝／9:30　◇

特色／「Ⅰコリント11:28　一人一人自分を吟味して」常

に自分の信仰を吟味して「キリストとともに！」

さくら市 Sakura-shi

氏家教会［日基教団］

〒329-1311　さくら市氏家3093-2　Tel.028-682-9006　◇

JR氏家駅から徒歩15分　◇創立／1954年（38人）　◇水

谷 和人

Fax.0285-22-8084　◇JR小山駅から徒歩10分　◇万年 宣

義、万年 主実　◇礼拝／10:00,11:15　◇特色／神様から

の素晴らしい愛、神様への心からの賛美と礼拝、神の家族

の愛にあふれた教会を目指しています!

【E-Mail】nobu.motomi-m@syd.odn.ne.jp

小山聖書キリスト教会［福音伝道］

〒323-0811　 小 山 市 犬 塚830-25 コ ー ポ 愛 和1F　

Tel&Fax.0285-28-2633　◇JR小山駅東口から徒歩40分　

◇創立／1992年（12人）　◇田島 直秀　◇礼拝／10:00　

◇特色／第3日曜日はファミリー礼拝(初心者向け)です。

機関紙「ほっとひと息」を発行、地域に配布し喜ばれて

います。

【E-Mail】oyamaseisho.ch@gmail.com

小山聖書浸礼教会［JBBF］

〒323-0034　小山市神鳥谷3-12-10　Tel&Fax.0285-24-

4560　◇JR小山駅から徒歩20分　◇創立／1977年（58

人）　◇浜田 光人、松本 修、道明 夕佳、浜田 光保　◇

礼拝／10:30,16:00　◇特色／教会のない町村に50の開拓

教会をというビジョンを掲げ、魂獲得のために伝道に励ん

でいます。田舎に福音を！！

小山聖泉キリスト教会＝シティ・ハーベス
ト・チャーチ［JRL］

〒323-0827　小山市神鳥谷881-4　Tel&Fax.0285-22-

3428　◇JR小山駅から徒歩25分　◇創立／1954年　◇

新村 眞一、新村 孝、新村 義一　◇礼拝／7:00,10:30　

◇特色／毎週の礼拝では希望に満ちたバイブルメッセー

ジと賛美。ゴスペルワークショップは第4日曜17：00〜開

催しています。

【HP】http://ochc.blog15.fc2.com

【E-Mail】oyamacityharvest@ybb.ne.jp

小山聖ミカエル教会［聖公会］

〒323-0025　小山市城山町2-4-21　Tel.0285-22-0093 

Fax.0285-22-0140　◇JR小山駅から徒歩7分　◇創立／

1935年（25人）　◇広田 勝一、矢萩 栄司　◇礼拝／

10:30　◇特色／併設の早蕨幼稚園は満3歳児から受入れ

ています。日曜9時からの日曜学校にもお気軽にどうぞ！！

詳細HPにて。

【HP】http://www.nskk.org/kitakanto/church/oyama/

小山バプテスト教会［保守バプ］

〒323-0829　小山市東城南5-9-25　Tel&Fax.0285-27-

9105　◇JR小山駅東口からバス「西坪公園東｣停、徒歩2

分　◇創立／1987年（15人）　◇近藤 英治　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後7時から祈祷会。金曜日7時か

ら家庭集会。早天祈祷会。古い伝統と新しい交わりの教会。

小山フォースクエア福音教会［フォースクエア］

〒323-0822　小山市駅南町6-9-1　Tel&Fax.0276-48-

7152　◇JR小山駅　◇創立／2005年　◇フェルナンデ

ス，ロルダノ、フェルナンデス，エロイゼ、石田 クリスチ

アノ

小山平和教会＝東京平和教会小山伝道所［バ

プ同盟］

〒323-0027　小山市花垣町2-3-19-103 小山コミュニティ

チャペル内　◇JR小山駅［連絡先：東京平和教会　〒
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自治医大前キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒329-0403　下野市医大前3-7-1　Tel&Fax.0285-44-

7564　◇JR自治医大駅東口から徒歩3分　◇創立／1991

年（38人）　◇原 雅榮　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日

午前10時から祈り会、聖書を読む会、午後7時30分から聖

書の学び、祈り会をしています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/jichiidaimae/

【E-Mail】jichiidaimae@nifty.com

栃木市 Tochigi-shi

大平聖書浸礼教会［JBBF］

〒329-4404　栃木市大平町富田275-1　Tel&Fax.0282-

43-9610　◇東部伊勢崎線新大平下駅　◇創立／1992年

（20人）　◇吉本 一雄

蔵の街チャペル［単立／独立］

〒328-0037　栃木市倭町11-16　Tel&Fax.0282-25-

1427　◇JR栃木駅から徒歩10分　◇創立／1985年　◇

藤 正信、藤 和子　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇

特色／出席者の都合を考慮した少数礼拝を行います。聖

書の教え全体を基礎から大人の教えにまで体系的に教え

ます。

栃木いこいの泉チャーチ［単立／独立］

〒328-0033　栃木市城内町2-44-38　Tel&Fax.0282-23- 

2487 Fax.0282-43-4097　◇JR栃木駅から車5分［連絡先：

芳賀 功　〒329-4421　栃木県栃木市大平町西野田965 

Tel.0282-43-4097］　◇創立／2006年（15人）　◇芳賀 功、

芳賀 富子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30

分から祈祷会。

【E-Mail】isao-0824@cc9.ne.jp

とちぎ栄光教会［単立／独立］

〒329-4423　栃木市大平町西水代2784-29　Tel&Fax. 

0282-43-4990　◇東武日光線新大平下駅から車5分［連絡

先：久保 亨　〒329-4421　栃木県栃木市大平町西野田

384-4 Tel.0282-43-8792］　◇創立／1997年（15人）　◇

久保 亨、久保 聡、戸野塚 美香、福永 伸広　◇礼拝／

10:30

【HP】http://church.ne.jp/tochigi-glory/

【E-Mail】eiko-trk97@cc9.ne.jp

栃木教会［日キ教会］

〒328-0033　栃木市城内町1-10-6　Tel&Fax.0282-22-

3967　◇JR栃木駅から徒歩15分　◇創立／1933年（56

人）　◇中家 盾　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午前10

時及び午後7時30分から聖書の学び・祈り会。

【HP】http://www.cc9.ne.jp/~tochigi-church/

栃木キリスト教会［福音伝道］

〒328-0044　栃木市富士見町6-16　Tel&Fax.0282-24-

5795　◇東武宇都宮線栃木駅から徒歩15分　◇黒田 明

栃木キリスト教会＝磯山プレイズ・チャペ
ル［ホーリネス］

〒329-4415　栃木市大平町真弓1535-6　Tel&Fax.0282-

44-0955　◇東武日光宇都宮線新大平下駅東口から車5

分　◇創立／1955年（62人）　◇平野 信二、舘野 英紀　

氏家福音キリスト教会［キリスト宣教団］

〒329-1321　さくら市馬場320-8　Tel&Fax.028-682-

5416　◇JR氏家駅から徒歩20分［連絡先：日本キリスト

宣教団岡本キリスト教会　〒329-1104　栃木県宇都宮市

下岡本町2417-1 Tel.028-673-6483］　◇創立／1979年（41

人）　◇新嘉喜 順一、篠原 正、新嘉喜 昇司　◇礼拝／

10:15　◇特色／毎月第2金曜日午前10時30分から女性の

会(プロミスランド)

佐野市 Sano-shi

佐野オリーブ教会［福音伝道］

〒327-0821　佐野市高萩町643-4　Tel&Fax.0283-21-

0603　◇JR佐野駅から徒歩20分　◇創立／1998年（18

人）　◇中林 篤朗、中林 理恵子　◇礼拝／10:20,15:30　

◇特色／聖書に根ざしキリストのいのちの豊かな恵みに生

きることを目指す教会です。子供と一緒の礼拝、夕拝あり。

佐野教会［日基教団］

〒327-0026　佐野市金屋仲町2431　Tel&Fax.0283-22-

1536　◇JR佐野駅から徒歩10分　◇創立／1888年（11

人）　◇三浦 國昭　◇礼拝／10:30

佐野小隊［救世軍］

〒327-0831　佐野市浅沼町182　Tel&Fax.0283-21-

5939　◇JR佐野駅から徒歩20分　◇創立／1919年（38

人）　◇加藤 直子　◇礼拝／10:30　◇特色／保育園と共

に英語教室、オルガン教室、パソコン教室など、地域に

根ざした働きをすすめています。

佐野リバイバルセンター＝ＣＩアジア佐野
キリスト教会［アライズ］

〒327-0003　佐野市大橋町1617　Tel.0283-22-7550 Fax. 

0283-21-3219　◇JR佐野駅　◇創立／1985年（183人）　

◇サーカ，ロナルド、サーカ，テディ、サーカ，マイク、

サーカ，レイチェル、吉田 浩、吉田 勉　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語　◇特色／06年佐野インターナシ

ョナルスクールを開校しました。場所はJR佐野駅から旧

50号道沿いに2㎞です。

【HP】http://www.ciasano.org/

【E-Mail】office@ciasano.org

佐野レインボーチャーチ(伝)［キリスト宣教団］

〒327-0023　佐野市相生町2816-2 ノア外語学院内　Tel. 

0283-24-9569 Fax.0283-22-4747　◇JR佐野駅から徒歩6

分　◇井川 克彦、井川 由美子

下野市 Shimotuke-shi

グリーンタウンチャペル＝自治医大前伝道
所［キリスト宣教団］

〒329-0434　下野市祇園1-3-2 メディカルハイツ101　Tel 

&Fax.0285-44-4607　◇JR自治医大駅から徒歩4分［連絡

先：ニューライフチャーチおもちゃのまち　〒321-0203　

栃木県下都賀郡壬生町幸町1-12-10 Tel.0282-86-1342］　

◇中村 千代子　◇礼拝／19:00　◇特色／英会話教室を

とおして、幼児からシニアクラスまで幅広くチャペルタイ

ムで聖書を英語で学びます。



栃
木
県

関
東
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

140
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

黒磯福音教会［キリスト宣教団］

〒325-0058　那須塩原市錦町10-12　Tel.0287-63-3983 

Fax.0287-64-3240　◇JR黒磯駅から徒歩10分　◇創立／

1960年（69人）　◇阿見 勝洋、阿見 タマ　◇礼拝／

10:30,19:30

那須塩原グレースチャーチ［キリスト宣教団］

〒329-2801　那須塩原市関谷2043-6　Tel&Fax.0287-34-

1017　◇西那須野塩原ICから車5分［連絡先：村松良枝　

〒329-2733　栃木県那須塩原市二区町340-17 Tel.0287-

37-3568］　◇創立／2000年（13人）　◇村松 良枝　◇礼

拝／10:30,19:30　◇特色／外国人講師による英会話教室、

初心者向きパソコン教室など開講中。那須・塩原観光地

入口。

【HP】http://homepage3.nifty.com/nasushiobara-grace/

【E-Mail】nasu-grace@nifty.com

那須塩原伝道所［日基教団］

〒329-3153　那須塩原市大原間前表197-4　Tel&Fax. 

0287-65-2309　◇JR那須塩原駅前　◇創立／1950年（8

人）　◇佐々木 睦子、佐々木 政雄

那須チャペル［勝利教会］

〒329-2732　那須塩原市一区町315-140　Tel.0287-38-

0112 Fax.048-623-1225　◇JR那須塩原駅から車20分［連

絡先：勝利教会本部　〒330-0856　埼玉県さいたま市大

宮区三橋4-64-2 Tel.048-623-1225］　◇創立／1996年　

◇井上 典威　◇礼拝／10:30　◇特色／来ていただいた

すべての方に気持ちよく過ごしていただきたいと願ってい

ます。キャッチフレーズは「癒しと寛ぎの時空間」。

【HP】http://www.victorychurch.jp

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

那須野ヶ原福音キリスト教会［キリスト宣教団］

〒329-2711　那須塩原市石林692-20　Tel.0287-36-5914 

Fax.0287-36-9399　◇JR西那須野駅から徒歩7分　◇創

立／1980年（100人）　◇堀田 隆糸、堀田 活信、堀田 紀

美子

西那須野教会［日基教団］

〒329-2735　那須塩原市太夫塚1-232-438　Tel&Fax. 

0287-36-4820　◇JR西那須野駅から徒歩10分　◇創立／

1893年（133人）　◇福本 光子　◇礼拝／10:30　◇外国

語／英語　◇特色／アジア・アフリカ諸国の留学生が常

時10数名出席。英語同時通訳を行っています。

【HP】http://www.nishinasuno-church.or.jp/

【E-Mail】nnasu-ch@saturn.plala.or.jp

日光市 Nikko-shi

足尾キリスト教会［福音伝道］

〒321-1524　日光市足尾町赤沢18-17　Tel&Fax.0288-93-

2419　◇足尾駅から徒歩5分　◇創立／1906年（16人）　

◇岡部 敬、岡部 順子　◇礼拝／10:30

今市キリスト教会［福音伝道］

〒321-1261　日光市今市363　Tel&Fax.0288-21-1921　

◇JR今市駅から徒歩7分　◇創立／1935年（50人）　◇斉

藤 哲哉　◇礼拝／10:15　◇特色／70年以上の歴史のあ

◇礼拝／10:30　◇特色／毎週木曜日午前10時30分から

「聖書の学びと祈り会｣。木々に囲まれた静かな環境にある

教会。

【HP】http://www.cc9.ne.jp/~jhc-tochigi-ch/

【E-Mail】jhc-tochigi-ch@cc9.ne.jp

栃木聖アルバン教会［聖公会］

〒328-0016　栃木市入舟町4-12　Tel&Fax.0282-25-

0355　◇東武・JR栃木駅から徒歩15分　◇大橋 邦一、岸

本 望　◇礼拝／10:30　◇特色／栃木市役所東隣の素敵

な場所にあります。

那須烏山市 Nasukarasuyama-shi

烏山キリストの教会［キリストの教会］

〒321-0625　那須烏山市宮原132 鉄留方　Tel.0287-83-

0265　◇JR烏山駅から車5分　◇創立／1951年（12人）　

◇鉄留 定夫

烏山福音教会［キリスト宣教団］

〒321-0621　那須烏山市中央1-19-21　Tel&Fax.0287-84-

3602　◇JR烏山駅から徒歩15分　◇創立／1973年（29

人）　◇村岡 清彦、村岡 洋子、村岡 愛　◇礼拝／10:30

【E-Mail】karasuyama-fukuin@lion.zero.ad.jp

那須塩原市 Nasushiobara-shi

青木バイブルチャーチ［単立／独立］

〒325-0103　那須塩原市青木27-2408　Tel.0287-62-1775 

Fax.0287-62-2811

家の教会しおん［JRL］

〒329-2806　那須塩原市横林144-52　Tel&Fax.0287-35-

3804　◇JR那須塩原駅から車10分　◇創立／2000年（15

人）　◇久留生 夏江　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　

◇特色／森の中にある家庭的な教会です。賛美の中で主

に触れられ、いやされ解放され元気の出る教会です。

【HP】http://church-zion.net/

オアシスチャペル［勝利教会］

〒329-2732　那須塩原市一区町315-140　Tel.0287-38-

0112 Fax.048-623-1225　◇JR野崎駅から車7分［連絡先：

勝利教会グループ本部　〒330-0856　埼玉県さいたま市

大宮区三橋4-64-2 Tel.048-623-1225］　◇創立／2004

年　◇井上 典威　◇礼拝／13:00(水)　◇特色／来てい

ただいたすべての方に気持ちよく過ごしていただきたいと

願っています。キャッチフレーズは「癒しと寛ぎの時空間」

【HP】http://www.victorychurch.jp

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

黒磯教会［イエス・キリスト］

〒325-0045　那須塩原市高砂町5-21　Tel&Fax.0287-63-

4512　◇JR黒磯駅から徒歩7分　◇創立／1953年（87

人）　◇井上 義実、井上 賛子　◇礼拝／10:30　◇特色

／木曜日午後7時30分から祈祷会。第2・4木曜日午前10時

から婦人祈祷会。毎月一回CS分校。ほか行事多数。

【E-Mail】kuroiso_church1953@ybb.ne.jp
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2163　栃木県矢板市鹿島町14-32 Tel.0287-44-3616］　◇

創立／1920年（13人）　◇横田 満朗　◇礼拝／10:15　

◇特色／教会幼稚園がこれまで地域社会の中で果たして

きた使命を全うすることの困難の覚える。乞うご加祷。

矢板キリスト教会［VCF.JAPAN・JRL］

〒329-2134　矢板市成田1099-347　Tel&Fax.0287-43-

7068　◇JR矢板駅から徒歩30分　◇創立／1985年（19

人）　◇万年 純一　◇礼拝／10:00

【E-Mail】vcfyaita@yahoo.co.jp

矢板ホーリネス教会［ホーリネス］

〒329-2163　矢板市鹿島町1-20　Tel&Fax.0287-44-

2354　◇田中 敏信、田中 多恵子

矢板めぐみキリスト教会［JRL］

〒329-1572　矢板市安沢1345　Tel.0287-48-1716 Fax. 

0287-48-2504　◇JR片岡駅　◇創立／1988年（7人）　◇

小林 勇治　◇礼拝／11:00

河内郡 Kawachi-gun

上三川教会［日基教団］

〒329-0611　河内郡上三川町上三川3209　Tel.0285-56-

2171 Fax.0285-56-2232　◇JR石橋駅　◇創立／1930年

（17人）　◇繪鳩 彰

塩谷郡 Shioya-gun

塩谷一粒教会［日基教団］

〒329-2221　塩谷郡塩谷町玉生848-2　Tel&Fax.0287-

45-0301　◇JR矢板駅からバス25分「玉生小学校前」停　

◇創立／1950年（21人）　◇稗田 みどり　◇礼拝／

10:30　◇特色／幼稚科ちいろば集会を第2土曜1時半よ

り。夜の中高生集会第3木曜7時より行っています。木曜昼

間祈祷会。

塩谷キリスト教会［ウェスレアン］

〒329-2441　塩谷郡塩谷町船生3197-1　Tel&Fax.0287-

47-1048　◇東武鬼怒川線新高徳駅からバス「佐貫入口」

停、徒歩5分　◇創立／1986年（19人）　◇佃 和男、佃 

篤子　◇礼拝／10:30　◇特色／鬼怒川温泉、オリーブの

里に来られた時は礼拝にお出かけください。車で20分。

連絡くだされば送迎も可能です。

【HP】http://8.pro.tok2.com/~jesusbanzai/shioyacc.html

【E-Mail】shioya.christ.church@cameo.plala.or.jp

高根沢キリスト教会［キリスト宣教団］

〒329-1232　塩谷郡高根沢町光陽台1-10-7　Tel&Fax. 

028-675-6155　◇JR宝積寺駅から徒歩20分［連絡先：エ

バート・クルベリー　〒329-1232　栃木県塩谷郡高根沢

町光陽台1-8-2 Tel.028-680-2580］　◇創立／1991年（73

人）　◇クルベリー，エバート、クルベリー，アンキ　◇

礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／世代、国籍を超

えた人々が集まっています。アットホームな雰囲気の教会

で、礼拝は英語への通訳があります。

【HP】http://takanezawachristchurch.web.officelive.com/

【E-Mail】tsuminoyurushi19@world.odn.ne.jp

る地域に根ざした教会です。どなたでもお気軽におこしく

ださい。

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~kyokai/

【E-Mail】imaichi-kyokai@iris.ocn.ne.jp

今市キリスト教会藤原伝道所［福音伝道］

〒321-2522　日光市鬼怒川温泉大原72-45 タカハシハイ

ムA101号　Tel.0288-76-1914　◇東武会津線小佐越駅か

ら徒歩8分［連絡先：今市キリスト教会　〒321-1261　栃

木県日光市今市363 Tel.0288-21-1921］　◇斉藤 哲哉

大沢バイブルチャーチ［福音伝道］

〒321-2344　日光市猪倉3365-11　Tel&Fax.0288-26-

0732　◇JR下野大沢駅から3.5ｋm　◇創立／2000年（40

人）　◇関根 辰雄　◇礼拝／10:30,10:30(月)　◇特色／日

曜だけでなく「月曜礼拝」を毎週午前10時半より開いてい

ます。

【HP】http://www7.plala.or.jp/obc/

【E-Mail】obc@sea.plala.or.jp

日光真光教会［聖公会］

〒321-1434　日光市本町1-6　Tel&Fax.0288-54-3464　

◇JR・東武日光駅からバス「西参道」停、徒歩2分　◇創

立／1905年（10人）　◇小野寺 達　◇礼拝／10:30,14:30　

◇特色／開かれた教会を目指し、見学だけの来訪者、未

信者の方々の結婚式なども受け入れています。

【HP】http://www.geocities.jp/nskknikko/

日光新生教会［バプ同盟］

〒321-1444　日光市清滝1-8-24　Tel&Fax.0288-54-0787

［連絡先：Tel.045-701-0301］　◇田上 澄子

真岡市 Mooka-shi

真岡カルバリの丘チャペル［単立／独立］

〒321-4362　真岡市熊倉町1-35-16　Tel&Fax.0285-83-

8349　◇創立／1999年（9人）　◇小林 光信、小林 礼

奈　◇礼拝／7:30,10:30　◇特色／日曜日午前9時45分か

らキッズチャペル、水曜日午前10時30分からママさんバイ

ブルカフェ。

【HP】http://www.geocities.jp/m_calvary/

【E-Mail】mohka_calvary@ybb.ne.jp

真岡教会［基督兄弟団］

〒321-4306　真岡市台町2335-2　Tel&Fax.0285-82-

3272　◇真岡鉄道真岡駅から徒歩7分　◇創立／1921年

（65人）　◇長内 のぞみ、橋本 梅子　◇礼拝／10:30　◇

特色／木曜日午後7時30分より聖書の学びとお祈り。第1・

第2木曜日午前10時30分より婦人のための聖書の学びとお

祈り。

【HP】http://www.i-berry.ne.jp/~moka-ch/

【E-Mail】moka-ch@i-berry.ne.jp

矢板市 Yaita-shi

矢板教会［日基教団］

〒329-2164　矢板市本町8-13　Tel&Fax.0287-43-9810　

◇JR矢板駅から徒歩10分［連絡先：横田 満朗　〒329-
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色／砂漠の中のオアシスのような教会を目指しています。

日曜礼拝の後、お時間のある方はご一緒にお食事を。

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~morinoizumi-church/

【E-Mail】pastor-gg.5921@ezweb.ne.jp

那須のぞみキリスト教会［保守バプ］

りんどう湖ロイヤルホテル2Ｆ会議室　◇JR黒磯駅から車

で20分［連絡先：那須のぞみキリスト教会　〒325-

0033　栃木県那須塩原市埼玉2-1172 Tel.0287-74-

3662］　◇創立／2009年（16人）　◇大橋 富男、大橋 パ

ット　◇礼拝／9:00　◇外国語／英語　◇特色／毎週日

曜日の礼拝が中心です。その他、初心者のための聖書の

学びや基礎の学び等を随時開催しています。

【HP】http://ohtawara-nasu.seesaa.net/category/7401162-1.

html

芳賀郡 Haga-gun

益子教会［日基教団］

〒321-4217　芳賀郡益子町大字益子1732-2　Tel&Fax. 

0285-72-2640　◇真岡鉄道益子駅から徒歩10分　◇創立

／1960年（17人）　◇杉村 和子

益子キリスト福音館［福音伝道］

〒321-4216　芳賀郡益子町塙1112-7　Tel&Fax.0285-72-

6943　◇真岡鉄道益子駅から徒歩15分　◇創立／1986年

（13人）　◇吉田 孝　◇礼拝／14:00　◇特色／礼拝は午

後2時から行っております。

【E-Mail】yoshida.takashi@orange.plala.or.jp

茂木キリスト教会［ホーリネス］

〒321-3531　芳賀郡茂木町茂木2118　Tel&Fax.0285-63-

0373　◇真岡鉄道茂木駅から徒歩5分　◇創立／1954年

（20人）　◇池上 智代　◇礼拝／10:00

【E-Mail】ikegami@olive.ocn.ne.jp

下都賀郡 Shimotsuga-gun

ニューライフチャーチおもちゃのまち＝おも
ちゃのまちキリスト教会［キリスト宣教団］

〒321-0203　下都賀郡壬生町幸町1-12-10　Tel&Fax. 

0282-86-1342　◇東武線おもちゃのまち駅から徒歩4分　

◇創立／1973年（73人）　◇中村 千代子、松山 洋子、岡

田 るり子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】new_life_church@poem.ocn.ne.jp

野木聖書浸礼教会(伝)［JBBF］

〒329-0111　下都賀郡野木町丸林593-5　Tel&Fax.0280-

57-9188　◇JR野木駅から徒歩10分［連絡先：小山聖書浸

礼教会　〒323-0034　栃木県小山市神鳥谷3-12-10 

Tel.0285-24-4560］　◇創立／1995年（12人）　◇浜田 光

人、丸山 拓二、浜田 光保　◇礼拝／10:30,15:30　◇特

色／敷地内に老人ホームを建設し、死ぬまで礼拝を献げ

られる教会をめざしている。

那須郡 Nasu-gun

那須高原教会［同盟基督］

〒325-0303　那須郡那須町高久乙586-889　Tel.0287-78-

1247 Fax.0287-78-0724　◇JR黒磯駅からバス15分「広谷

地」停、徒歩8分　◇創立／1982年（21人）　◇近藤 秀

夫　◇礼拝／10:00　◇特色／高原の恵み豊かな教会で、

各地からの移住者、別荘、観光の方達と共に礼拝。隣接

のハウスオブレストで交わり。

【HP】http://www009.upp.so-net.ne.jp/nasuhr/

【E-Mail】nasuhr@jb3.so-net.ne.jp

那須高原森の泉キリスト教会［友愛グループ］

〒325-0304　那須郡那須町高久甲5718-30　Tel&Fax. 

0287-62-3733　◇JR黒磯駅から車で15分(送迎可)　◇創

立／2005年（4人）　◇齋藤 正博　◇礼拝／18:00　◇特
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群馬県──地域の宣教資料

　宣教人国記：日本神の教会連盟の働きを始めた矢島

宇吉（1869〜1932）は、小学校の代用教員をしていた

ころ高崎の教会に出席し、星野光多から洗礼を受けた。

明治学院神学部を卒業後、アメリカ本土に渡り神の教

会運動に入った。W・アレキサンダー宣教師と共に日

本で伝道、武蔵境に日本神の教会のセンターを設立し

た。日本基督教団牧師で新約聖書学者の小塩力（1903

〜1958）は、東大を卒業後、東京神学校に学び、植村

正久より受洗。松江、佐世保教会を牧会した後、日本

基督教団井草教会を設立。文書伝道にも力を入れ、『新

約聖書神学事典』を編集した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【安中市】安中市、碓氷郡松井田町。【伊勢崎市】伊勢

崎市、佐波郡赤堀町・東村・境町。【太田市】太田市、

新田郡尾島町･新田町・藪塚本町。【桐生市】勢多郡新

里村・黒保根村。【渋川市】渋川市、勢多郡北橘村・

赤城村、北群馬郡子持村・小野上村・伊香保町。【高

崎市】群馬郡榛名町・倉渕村・箕郷町・群馬町、多野

郡新町・吉井町。【富岡市】富岡市、甘楽郡妙義町。【沼

田市】利根郡白沢村・利根村。【藤岡市】多野郡鬼石町。

【前橋市】勢多郡大胡町･宮城村･粕川村・富士見村。【み

どり市】勢多郡東村、新田郡笠懸町、山田郡大間々町。

【吾妻郡中之条町】六合村。【吾妻郡東吾妻町】東村・

吾妻町。【多野郡神流町】万場町･中里村。【利根郡み

なかみ町】月夜野町・水上町・新治村。

 関 東 地 方 群 馬 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

群 馬 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   G u n m a 　

店主／福島 彰一

ムラサキスポーツ 太田店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒373-

0808　群馬県太田市石原町81 イオン太田ショッピングセ

ンター 2F　Tel.0276-47-8335　◇代表取締役会長／金山 

良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 高崎店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒370-

3521　群馬県高崎市棟高町1400 イオン高崎ショッピング

センター 3F　Tel.027-310-9710　◇代表取締役会長／金

山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

　法律・経営相談

坂本法律事務所
［弁護士］〒371-0027　群馬県前橋市平和町1-9-6　Tel&

　お店・事業

ゴトウ靴店
［靴店］〒371-0022　群馬県前橋市千代田町4-17-4　Tel.

027-231-9318 Fax.027-231-9955　◇JR前橋駅から徒歩15

分　◇創立／1953年　◇店主／後藤 弘吉　◇特色／足

にぴったりの靴を作る職人の店。

ダビデライフサービス
［冷暖房･空調機クリーニング・ハウスクリーニング・バル

コニーＦＲＰ防水施工］〒377-0204　群馬県渋川市白井

175-10　Tel&Fax.0279-24-2574 Tel.090-1904-9801　◇

関越道渋川ICから17号を沼田方面へ　◇創立／1998年　

◇代表／瀬崎 伸司

【E-Mail】king.of.david_and.ruka@docomo.ne.jp

福島ミシン店
［家庭用・工業用ミシン販売サービス］〒371-0016　群馬

県前橋市城東町2-5-3　Tel&Fax.027-231-5106　◇上毛電

鉄中央前橋駅から徒歩2分　◇創立／1913年　◇三代目
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Fax.027-231-8456　◇JR前橋駅からバス「三中前」停、

徒歩3分　◇創立／1999年　◇代表／坂本 武志　◇特色

／貧しい者ですが、心と力を尽くして、御用に当たりたい

と思っています。

(株)みくに労務管理事務所
［労務管理・保険］〒371-0014　群馬県前橋市朝日町３

-12-20　Tel.027-243-5600 Fax.027-224-4393　◇代表取

締役／峯岸 祥子

【HP】http://www.e-392.com/

　文書伝道支援

ひかり書店
［キリスト教専門書店］〒370-0074　群馬県高崎市下小鳥

町633　Tel&Fax.0273-62-2976　◇JR北高崎駅から徒歩

15分　◇三輪 敬太　◇特色／営業時間：12:30〜18:00.定

休日：日曜･火曜･祝日。

福音企画印刷
［出版物編集・デザイン・印刷、DTP処理］〒370-0852　

群馬県高崎市中居町3-20-7　Tel&Fax.027-360-5292　◇

JR高崎駅東口から車7分　◇創立／1997年　◇代表／藤

原 幸生

　幼稚園・保育園・学童

愛の光幼稚園
［幼稚園］　［(学)竹前学園］〒372-0823　群馬県伊勢崎市

今井町367　Tel.0270-26-4124 Fax.0270-26-1930　◇東

武伊勢崎線新伊勢崎駅　◇創立／1980年　◇園長／竹前 

ま理子　◇特色／心のありったけ、力のありったけ、まご

ころ、いつも明るくよろこんで、相手は神さま。

【HP】http://ainohikari.jp/

赤城育心保育園
［保育園］　［(福)育恵会］〒371-0245　群馬県前橋市市之

関町401　Tel.027-283-4148 Fax.027-283-4681　◇創立

／1971年　◇園長／深町 穣　◇特色／おこころも、から

だも、ちえも、たいせつに、みんななかよくを基本方針に

家庭的な保育を行っています。

【HP】http://www.ikukei.or.jp/

安中二葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)安中二葉幼稚園］〒379-0116　群馬県安

中市安中3-10-33　Tel.027-381-0394 Fax.027-381-3980　

◇JR安中駅から徒歩15分　◇創立／1926年　◇園長／髙

橋 洋一　◇特色／安中二葉幼稚園は『豊かな自然、笑顔

あふれる感性、見えないものを感じる心を育てる』ことを

目標に保育しています。

【HP】http://www.annaka-futaba.com/

甘楽幼稚園
［幼稚園］　［(学)光の子学園］〒370-2343　群馬県富岡市

七日市1157-1　Tel.0274-62-0627 Fax.0274-26-0654　◇

上信電鉄西富岡駅から徒歩6分　◇園長／藤 秀彦

【HP】http://www.kanra.jp/

共愛学園幼稚園
［幼稚園］　［(学)共愛社］〒379-2121　群馬県前橋市小屋

原町1125-1　Tel.027-280-8620 Fax.027-280-8621　◇創

立／1940年　◇園長／白石 由紀子

【HP】http://www.kg.kyoai.ac.jp/

恵泉幼稚園
［幼稚園］　［(学)恵泉学園］〒378-0042　群馬県沼田市西

倉内町663　Tel&Fax.0278-23-3584　◇創立／1954年　

◇園長／渡辺 大修

島村めぐみ保育園
［保育園］　［(福)蚕の群］〒370-0134　群馬県伊勢崎市境

島村2509　Tel&Fax.0270-74-9221　◇JR岡部駅　◇園長

／佐藤 謙吉

赤心幼稚園
［幼稚園］　［(学)赤心幼稚園］〒379-0133　群馬県安中市

原市1-14-16　Tel.027-385-6662 Fax.027-385-1624　◇JR

磯部駅から車10分　◇創立／1903年　◇園長／栗原 武

士、主任／佃 益美、教務主任／黛 裕佳里　◇特色／1ク

ラス24人以内で、全保育者が全児童を知っている。キリ

スト教主義による手作りの保育を行なっている。

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~sekisin/

高崎天使幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)フランシスコ学園］〒370-

1203　群馬県高崎市矢中町159-1　Tel.027-346-5011 Fax. 

027-346-5071　◇JR高崎駅から車15分　◇創立／1954

年　◇理事長／上野 百合子、園長／山内 俊子

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~tensi/

高砂保育園
［保育園］　［(福)桐生牧人会］〒376-0035　群馬県桐生市

仲町1-11-21　Tel.0277-43-0892 Fax.0277-43-0893　◇JR

桐生駅から徒歩15分　◇創立／1935年　◇園長／髙橋 

信子、理事長／小野 團三　◇特色／神と人に愛される子

ども、遊びを通して育ちあう子どもの保育目標をかかげ励

んでいます。

【HP】http://www.takasagohoikuen.ed.jp/

みどり保育園
［保育園］　［(福)地の塩会］〒375-0024　群馬県藤岡市藤

岡845-3　Tel.0274-22-0480 Fax.0274-23-0218　◇JR群

馬藤岡駅から徒歩3分　◇創立／1955年　◇園長／藤田 

基道

　図書館・資料展示館

富弘美術館
［美術博物館］　［みどり市］〒376-0302　群馬県みどり市

東町草木86　Tel.0277-95-6333 Fax.0277-95-6100　◇わ

たらせ渓谷線神戸駅から車7分　◇創立／1991年　◇市

長／石原 条、館長／須藤 泚一郎、事務長補佐／星野 和

弘　◇特色／水彩の詩画を通して生命の尊さ、やさしさ

を語りつづける星野富弘の作品を展示する美術館。

【HP】http://tomihiro.jp

【E-Mail】info@tomihiro.jp
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安中市 Annaka-shi

安中カルバリーチャペル［カルバリーグループ］

〒379-0132　安中市高別当463-1　Tel&Fax.027-381-

4526　◇JR安中駅から車10分　◇創立／1994年（9人）　

◇大高 一郎

安中教会［日基教団］

〒379-0116　安中市安中3-19-10　Tel&Fax.027-381-

0680　◇JR安中駅から車で10分　◇創立／1878年（282

人）　◇五味 一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www8.wind.ne.jp/a-church/

安中聖書教会［同盟基督］

〒379-0127　安中市磯部2-8-5　Tel&Fax.027-385-9464　

◇創立／1988年（20人）　◇三浦 陽子　◇礼拝／10:30

磯部キリスト教会［単立／独立］

〒379-0129　安中市下磯部29-1　Tel&Fax.027-385-

1229　◇JR磯部駅　◇創立／1997年（2人）　◇吉田 博

原市教会［日基教団］

〒379-0133　安中市原市1-14-16　Tel&Fax.027-385-

7632　◇JR磯部駅から車10分　◇創立／1886年（115

人）　◇村田 元　◇礼拝／10:15　◇特色／第2水曜日午

後1時30分から婦人会。第2土曜日午前10時から若婦人会。

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~haraichi-church/

松井田教会［日基教団］

〒379-0221　安中市松井田町新堀1425　Tel&Fax.027-

393-0329　◇JR西松井田駅から徒歩10分　◇創立／1954

年（45人）　◇藤 秀彦　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日

午後7時30分から祈祷会。

伊勢崎市 Isesaki-shi

伊勢崎教会［日基教団］

〒372-0042　伊勢崎市中央町18-15　Tel&Fax.0270-25-

0570　◇東武伊勢崎線新伊勢崎駅から徒歩2分　◇創立

／1878年（91人）　◇竹前 昇

伊勢崎キリスト教会［福音伝道］

〒372-0048　伊勢崎市大手町16-14　Tel.0270-25-4560 

Fax.0270-25-4576　◇JR伊勢崎駅から徒歩10分　◇創立

／1925年（50人）　◇金井 辰雄　◇礼拝／8:30,10:15　

◇特色／明るく、楽しい、あなたの教会。

【HP】http://isesaki.christian.jp/

【E-Mail】isesaki@christian.jp

伊勢崎聖契キリスト教会［NSKK］

〒372-0831　伊勢崎市山王1142-8　Tel.0270-21-0417　

◇JR伊勢崎駅から車10分　◇創立／1988年（11人）　◇

木暮 達也、ジョンソン，ティム、ジョンソン，アンドレ

ア　◇礼拝／10:30

群馬インドネシア福音教会＝高崎インドネ
シア福音教会［GIII］

〒372-0025　伊勢崎市東本町347-1-2F［連絡先：ヒア，

ユスティヌス　〒370-0117　群馬県伊勢崎市境百々東

22-3 大崎ビルⅢA-7 Tel.050-1585-1825］　◇創立／2000

年（80人）　◇ヒア，ユスティヌス　◇礼拝／15:00　◇

外国語／インドネシア語(15:00)　◇特色／インドネシア語

で礼拝しています。日本語の同時通訳あります。

【HP】http://www.geocities.com/giiigunma/

【E-Mail】yustinushia@giii-japan.org

境キリスト教会［福音伝道］

〒370-0123　伊勢崎市境東町86　Tel.0270-74-0546　◇

東武伊勢崎線境町駅から徒歩10分　◇創立／1922年（22

人）　◇田島 正男　◇礼拝／10:30

島村教会［日基教団］

〒370-0134　伊勢崎市境島村2509　Tel&Fax.0270-74-

9550　◇JR岡部駅　◇創立／1887年（55人）　◇佐藤 謙吉

草加神召キリスト教会伊勢崎チャペル＝リ
バーサイドチャペル伊勢崎［アッセンブリー］

〒372-0022　伊勢崎市日乃出町451　Tel&Fax.0270-22-

0227　◇東武伊勢崎線新伊勢崎駅［連絡先：草加神召キ

リスト教会松原チャペル　〒340-0011　埼玉県草加市栄

町2-7-34 Tel.048-932-3419］　◇創立／1998年　◇天野 

弘昌、北岡 リカルド、北岡 アド、ガスパレット，アントニ

オ　◇礼拝／15:30,20:00(水金土)　◇外国語／ポルトガ

ル語　◇特色／ポルトガル語で礼拝をしています。

群 馬 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   G u n m a 　

　祈祷院

榛名山荘
［祈祷院］〒370-3346　群馬県高崎市上室田町3377　Tel.

027-322-9420 Fax.027-325-0345



群
馬
県

関
東
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

147
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

ニューワインスキンキリスト教会＝NWSCC
［単立／独立］

〒372-0005　伊勢崎市乾町75-34　Tel.0270-26-2844 Fax. 

0270-61-5129　◇JR伊勢崎駅から徒歩20分　◇創立／

2005年（25人）　◇金井 くみ恵、朴 ダニエル、金井 まり

江、金井 正弘　◇礼拝／10:30　◇特色／月一回、日曜

夜青年会、木曜日午後7時30分から祈祷会。

【HP】http://church.ne.jp/nws/

【E-Mail】nws@church.ne.jp

太田市 Ota-shi

いずみ教会［聖イエス会］

〒373-0815　太田市東別所町414-6　Tel.0276-46-0870　

◇山根 慎一

太田キリスト教会［福音伝道］

〒373-0036　太田市由良町3168-1　Tel.0276-30-4123 

Fax.0276-30-4141　◇東武伊勢崎線細谷駅から徒歩3

分　◇創立／1924年（130人）　◇吉田 欣司、小澤 聖、

吉田 みつゑ　◇礼拝／10:30

【E-Mail】otafdk@green.ocn.ne.jp

太田聖書バプテスト教会［JBBF］

〒373-0851　太田市飯田町1175　Tel&Fax.0276-46-

6664　◇東武伊勢崎線太田駅南口から徒歩2分　◇創立

／1952年（31人）　◇能 吉雄　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/mark-s/markroom.htm

【E-Mail】y-nou@feel.ocn.ne.jp

太田八幡教会［日基教団］

〒373-0056　太田市八幡町1-14　Tel&Fax.0276-25-

4334　◇東武伊勢崎線太田駅から徒歩10分　◇創立／

1948年（76人）　◇指方 周一　◇礼拝／10:30　◇特色

／聖書の学びと祈りの集い、毎(水)午前10時30分〜。英会

話でパッチワーク、毎月第1・第３(水)午後1時〜。ハーモ

ニカクラブ、毎月第2・第4(火)午後1時〜。

【HP】http://www2.plala.or.jp/ohtahachiman-ch/

尾島キリスト教会［福音伝道］

〒370-0402　太田市阿久津96　Tel.0276-52-0086　◇東

武伊勢崎線木崎駅から徒歩30分　◇創立／1926年（62

人）　◇市川 光男

群馬中央教会［東京中央教会］

〒373-0851　太田市飯田町1042 清水ビル3F　Tel.0276-

48-7109　◇姜 春子

京浜キリスト教会尾島チャペル［単立／独立］

〒370-0417　太田市二ツ小屋町71-1　Tel&Fax.0276-52-

1736　◇東武伊勢崎線木崎駅　◇創立／1979年（6人）　

◇吉井 丈雄、吉井 優香　◇礼拝／10:30　◇特色／月1

回土曜14時から子ども会。月1回日曜12時30分から中高生

昼食会。第2・4月曜16時30分からキッズゴスペル。

【HP】http://www3.point.ne.jp/~ojimach/

【E-Mail】pwd3yi52dr@mc.point.ne.jp

草加神召キリスト教会太田チャペル＝IMDV-
CHURCH［アッセンブリー］

〒370-0347　太田市新田大根町179-1　Tel&Fax.0276-57-

5872　◇東武伊勢崎線世良田駅　◇創立／1998年（50

人）　◇天野 弘昌、北岡 リカルド、北岡 アド、ガスパレ

ット，アントニオ　◇外国語／ポルトガル語

高林聖書バプテスト教会［JBBF］

〒373-0824　太田市高林寿町1809-24　Tel&Fax.0276-

38-0538　◇バス「太田東部」停　◇創立／1961年　◇

竹原 幸雄

日本バプテスト太田キリスト教会［バプ連盟］

〒379-2301　太田市藪塚町1122-1　Tel.027-231-0531 

Fax.027-231-0520　◇東武桐生線藪塚駅から徒歩10分　

◇創立／2009年　◇奥田 稔　◇礼拝／15:30

フルゴスペル太田教会［JFGA］

〒373-0852　太田市新井町520-15　Tel&Fax.0276-45-

7605　◇JR太田駅から徒歩10分［連絡先：Tel.090-8558-

9149］　◇創立／1995年（60人）　◇李 昌雄、郭 陽善

本町キリスト教会(伝)［福音伝道］

〒373-0057　太田市本町10-10　Tel.0276-22-6066　◇東

武伊勢崎線太田駅から徒歩10分［連絡先：太田キリスト

教会　〒373-0036　群馬県太田市由良町3168-1 Tel.0276-

30-4123］　◇吉田 欣司、小澤 聖　◇礼拝／10:30　◇特

色／礼拝は10:30より(太田キリスト教会と合同)。

桐生市 Kiryu-shi

泉町教会［日基教団］

〒376-0035　桐生市仲町2-2-13　Tel&Fax.0277-44-

5586　◇上毛鉄道西桐生駅から徒歩10分　◇創立／1916

年（43人）　◇佐藤 泉

桐生教会［日基教団］

〒376-0023　桐生市錦町1-3-52　Tel.0277-44-3703 Fax. 

0277-44-3706　◇JR桐生駅　◇創立／1878年（28人）　

◇白川 徹

桐生キリスト教会［福音伝道］

〒376-0044　桐生市永楽町2-28　Tel&Fax.0277-22-

7593　◇JR桐生駅から徒歩7分　◇創立／1931年（78

人）　◇杉﨑 弘　◇礼拝／7:00,9:00,11:00　◇テレホン／

0277-43-1225

【HP】http://www.ktv.ne.jp/~kiryu-ch/

桐生キリスト聖書教会＝グレースコミュニ
ティー［単立／独立］

〒376-0031　桐生市本町6-380　Tel&Fax.0277-22-

4241　◇創立／1989年　◇青木 日出巳

http://www.geocities.jp/ota_church4123/
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リバーサイド教会［単立／独立］

〒379-1103　渋川市赤城町津久田1700　Tel.0279-56-

8510 Fax.0279-56-8520　◇JR津々田駅から徒歩20分　◇

山田 二三雄

高崎市 Takasaki-shi

インターナショナル・ファミリーチャーチ伝
道所［アッセンブリー］

〒370-0874　高崎市中豊岡町170-1　Tel&Fax.027-323-

7997　◇JR高崎駅から車10分　◇創立／1996年（25人）　

◇比嘉 正元、比嘉 恵美子　◇礼拝／11:00　◇外国語／

英語

【E-Mail】fami_chape@ybb.ne.jp

インマヌエル高崎泉キリスト教会［IGM］

〒370-0852　高崎市中居町3-29-3　Tel&Fax.027-352-

1970　◇創立／2003年　◇黛 郁子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】takasakiizumi@hotmail.com

上豊岡キリスト教会［友愛グループ］

〒370-0871　高崎市上豊岡町1088-5　Tel&Fax.027-343-

0522　◇JR高崎駅からバス「下台」停、徒歩2分　◇創

立／1988年（9人）　◇小和瀬 勇　◇礼拝／10:30　◇特

色／穏健な福音主義。ログハウスのチャペル。家庭的な

教会。CGNTVに、メッセージあり。

倉賀野キリスト教会［福音伝道］

〒370-0854　高崎市下之城町810-7　Tel&Fax.027-346-

5582　◇JR倉賀野駅から徒歩25分［連絡先：伊勢崎キリ

スト教会　〒372-0048　群馬県伊勢崎市大手町16-14 

Tel.0270-25-4560］　◇創立／2003年（6人）　◇金井 辰

雄　◇礼拝／10:30

群馬町伝道所［日基教団］

〒370-3519　高崎市冷水町73-1　Tel&Fax.027-372-

3883　◇JR高崎駅からバス「金古下宿」停、徒歩5分［連

絡先：大塚佐一郎　〒370-3521　群馬県高崎市棟高町

670-5 Tel.027-372-1180］　◇創立／1989年（14人）　◇

村田 元、大塚 佐一郎　◇礼拝／14:00　◇外国語／英

語　◇特色／さまざまな痛みや悩みをかかえておられる

方に福音により、癒しを与えられる教会を目指しておりま

す。

新町キリスト教会［福音伝道］

〒370-1301　高崎市新町2665-5　Tel&Fax.0274-42-

4946　◇JR新町駅から徒歩10分　◇創立／1980年（12

人）　◇奥倉 芳一　◇礼拝／10:30

新町聖マルコ教会［聖公会］

〒370-1301　高崎市新町1899-2　◇JR新町駅から徒歩10

分［連絡先：前橋聖マッテア教会　〒371-0026　群馬県

前橋市大手町3-10-6 Tel.027-232-7185］　◇創立／1909年

（22人）　◇マタイ 金山 昭夫　◇礼拝／10:30(第二日曜)、

14:00(第四日曜)

高崎カベナント教会［NSKK］

〒370-0063　高崎市飯玉町91　Tel&Fax.027-361-3531　

◇JR高崎駅東口から徒歩25分　◇創立／1962年（15人）　

桐生小隊［救世軍］

〒376-0035　桐生市仲町2-14-15　Tel&Fax.0277-45-

3117　◇JR桐生駅から徒歩8分　◇創立／1902年（32

人）　◇山本 克巳　◇礼拝／10:30　◇特色／地域に根ざ

した救霊牧会を目指して、励んでおります。

桐生東部教会［日基教団］

〒376-0035　桐生市仲町2-11-14　Tel&Fax.0277-44-

4879　◇JR桐生駅から徒歩10分　◇創立／1915年（63

人）　◇小野 團三、金子 健　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ktv.ne.jp/~tobu1915/

渋川市 Shibukawa-shi

あけぼのコミュニティー教会［単立／独立］

〒377-0008　渋川市渋川3644-1　Tel&Fax.0279-25-

0152　◇JR渋川駅からバス「六本松」停、徒歩15分　◇

創立／1968年（47人）　◇山田 二三雄、櫻井 実、櫻井 

典子、池田 澄子　◇礼拝／10:30

堺福音教会三国クリスチャンチャペル［JEC］

〒377-0003　渋川市八木原646　Tel&Fax.0279-24-

7530　◇JR八木原駅から徒歩10分　◇創立／1994年（24

人）　◇西山 勝美　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Cosmos/8543/

【E-Mail】mikuni@jec-net.org

渋川カベナント教会［NSKK］

〒377-0008　渋川市渋川2570　Tel&Fax.0279-22-1080　

◇JR渋川駅から徒歩17分　◇創立／1955年　◇木暮 達

也　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/kogu/sibukawa/

渋川教会［日基教団］

〒377-0008　渋川市渋川2220　Tel&Fax.0279-22-2890　

◇JR渋川駅から徒歩15分　◇創立／1919年（57人）　◇

西上 信義　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~sk1919/

渋川キリスト教会［福音伝道］

〒377-0032　渋川市坂下町928-3　Tel&Fax.0279-22-

1799　◇JR渋川駅から徒歩15分　◇創立／1962年（12

人）　◇松浦 ふさ江　◇礼拝／10:00

ジョイフルチャペル［勝利教会］

〒377-0204　渋川市白井176-9　Tel.090-4203-3058 Fax. 

048-623-1225　◇JR渋川駅から車10分［連絡先：勝利教

会本部　〒330-0856　埼玉県さいたま市大宮区三橋4-64-

2 Tel.048-623-1225］　◇創立／1998年　◇井上 典威　

◇礼拝／14:00　◇特色／来ていただいたすべての方に気

持ちよく過ごしていただきたいと願っています。キャッチ

フレーズは「癒しと寛ぎの時空間」。

【HP】http://www.victorychurch.jp

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

ベネディクション・クリスチャン・チャーチ
＝祈りの家［主の十字架］

〒377-0022　渋川市御蔭3770-5　Tel.0279-25-0711　◇

JR渋川駅からバス「御蔭」停　◇近藤 紀代子
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高崎福音キリスト教会［同盟基督］

〒370-0042　高崎市貝沢町755-2　Tel&Fax.027-362-

1279　◇JR高崎問屋町駅東口から徒歩1分　◇創立／

1977年（23人）　◇宗田 信一　◇礼拝／10:30　◇特色／

子どもから年輩者まで集まり、聖書を読み神様を礼拝して

います。礼拝後に聖書の学びもしています。

高崎南教会［日基教団］

〒370-0835　高崎市竜見町86　Tel&Fax.027-322-8431　

◇上信電鉄南高崎駅から徒歩10分　◇創立／1925年（38

人）　◇倉橋 克人、橘 秀紀

榛名キリスト教会(伝)［福音伝道］

〒370-3347　高崎市中室田町6007　Tel.027-374-2586　

◇バス「榛名荘病院前」停、徒歩1分　◇創立／1996

年　◇川島 孝子

はるなキリストの教会［キリストの教会］

〒370-3334　高崎市本郷町1444-1　Tel.027-340-7131 

Fax.027-340-7130　◇JR高崎駅西口からバス「細谷医院

前」停、徒歩2分　◇創立／2003年（11人）　◇小幡 史朗、

へリントン，ポール、ヘリントン，ステイシー　◇礼拝／

10:30,19:00　◇外国語／英語(通訳つき)　◇特色／キリス

トの体として成熟を祈りながら、地域へのホリスティック

な視点を持って取り組んでいます。

【HP】http://church.jp/haruna-churchofchrist/

【E-Mail】obata.churchofchrist@gunma.email.ne.jp

榛名聖公教会［聖公会］

〒370-3347　高崎市中室田町5989　Tel.027-374-1697 

Fax.027-374-2403　◇バス「榛名荘病院前」停　◇創立

／1951年（90人）　◇秋葉 晴彦、鈴木 育三　◇礼拝／

9:30

日高キリスト教会(伝)［福音伝道］

〒370-0002　高崎市日高町657-2　Tel&Fax.027-361-

2529　◇JR井野駅から徒歩15分　◇創立／1984年（20

人）　◇中村 孝志　◇礼拝／10:30　◇特色／日本人中心

の教会ですが、韓国人、フィリピン人、ブラジル人など外

国人の方も集い、ともに礼拝しています。

箕郷町キリスト集会［単立／独立］

〒370-3104　高崎市箕郷町上芝428-13　Tel&Fax.027-

371-8584　◇バス「箕郷ニュータウン」停、徒歩3分［連

絡先：伊勢崎キリスト集会　〒372-0801　群馬県伊勢崎

市宮子町3288-2 Tel.0270-21-6991］　◇創立／2002年　

◇横手 俊夫(信徒)　◇礼拝／10:00　◇特色／主イエス・

キリストを中心として、兄弟姉妹の交わりを大切にしてい

る、牧師制度のない集会です。

恵みキリスト教会［単立／独立］

〒370-0852　高崎市中居町3-20-7　Tel&Fax.027-353-

3984　◇JR高崎駅東口から車7分　◇創立／1990年（50

人）　◇藤原 幸生、保田 みゆき　◇礼拝／10:30,19:00

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~megumi-c/

【E-Mail】fukuin@aqua.ocn.ne.jp

◇高橋 正行　◇礼拝／10:30

【E-Mail】covenant@vega.ocn.ne.jp

高崎教会［日基教団］

〒370-0045　高崎市東町134-7　Tel.027-323-0876 

Fax.027-328-1784　◇JR高崎駅東口から徒歩10分　◇創

立／1884年（199人）　◇塚本 潤一　◇礼拝／10:15　◇

特色／韓・中・独・英語の通訳がおられます。木曜日午

前10時と午後7時30分から聖書を学ぶ会があります。

【HP】http://www.takasaki-kyokai.com/

【E-Mail】takasaki_kyokai@yahoo.co.jp

高崎キリスト教会［バプ連盟］

〒370-0852　高崎市中居町4-31-11　Tel&Fax.027-353-

6228　◇JR高崎駅から車10分　◇創立／1995年（40人）　

◇宮内 康弘　◇礼拝／11:00

【HP】http://takasaki.holy.jp/

高崎キリスト教会［福音伝道］

〒370-0815　高崎市柳川町95　Tel&Fax.027-322-8033　

◇JR高崎駅から徒歩25分　◇創立／1931年（24人）　◇

中村 孝志、川島 孝子

高崎キリスト福音宣教会［保守バプ］

〒370-0046　高崎市江木町1530-1　Tel&Fax.027-325-

8160　◇JR高崎駅から車で10分　◇創立／2006年　◇

金井 浜夫　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分

から聖書学び会。ネイティブイングリッシュの英会話教室。

キリスト教結婚式、葬儀も行います。

【HP】http://takasaki-cgm.church.jp/

【E-Mail】jeremiah@olive.papa.or.jp

高崎グレイスバイブルチャーチ［エブリネイシ

ョン］

〒370-0018　高崎市新保町42　Tel&Fax.027-353-5892　

◇JR高崎駅から徒歩15分　◇創立／1999年（20人）　◇

ミドルトン，マックス

高崎小隊［救世軍］

〒370-0822　高崎市寄合町5　Tel.027-323-1337 Fax.027-

323-1334　◇JR高崎駅から徒歩15分　◇創立／1901年

（138人）　◇太田 晴久、太田 廣美　◇礼拝／11:00　◇

特色／火曜日午前11時から聖書を読む会及び祈祷会。月

に一度火曜日午後1時30分家庭団例会。月に1度土曜日午

後1時30分子供会。

【E-Mail】takasaki.co@saivationarmy.or.jp

高崎聖オーガスチン教会［聖公会］

〒370-0066　高崎市山田町8　Tel&Fax.027-322-4580　

◇JR高崎駅から徒歩15分　◇創立／1892年（28人）　◇

藤井 文宏　◇礼拝／10:30

高崎中央教会［東京中央教会］

〒370-0815　高崎市柳川町16-21　Tel.027-322-9420 Fax. 

027-372-2512　◇高崎駅西口から徒歩10分　◇創立／

1994年（40人）　◇洪 薫杓、金 仙礼　◇礼拝／11:00　

◇外国語／韓国語

【E-Mail】ytcchp@hotmail.com
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沼田キリスト教会［福音伝道］

〒378-0045　沼田市材木町43　Tel&Fax.0278-22-4505　

◇赤松 弘

沼田キリスト聖書館［単立／独立］

〒378-0002　沼田市横塚町2025-1　Tel.0278-22-3703 

Fax.0278-22-3817　◇創立／1958年（95人）　◇山田 

稔　◇礼拝／10:25　◇特色／「わかりやすい聖書の話(福

音伝道集会)」が毎日曜日午後2時から、毎水曜日午後7時

半からあります。

藤岡市 Fujioka-shi

愛光キリスト集会［単立／独立］

〒375-0024　藤岡市藤岡260-2 サムエル幼稚園内　Tel. 

0274-23-6000　◇水沼 武彦

藤岡キリスト教会［福音伝道］

〒375-0052　藤岡市下大塚7-12　Tel&Fax.0274-23-

1339　◇JR群馬藤岡駅から車10分［連絡先：小林 幸子　

〒375-0024　群馬県藤岡市藤岡1460-8］　◇創立／1960

年（45人）　◇小林 幸子、奥倉 芳一　◇礼拝／10:30　

◇特色／木曜日午後7時30分から初心者会。月一回は高齢

者会、家長会、婦人会、青年会があります。

緑野教会［日基教団］

〒375-0024　藤岡市藤岡845-3　Tel.0274-22-0480 Fax. 

0274-23-0218　◇JR群馬藤岡駅から徒歩5分　◇創立／

1889年（35人）　◇藤田 基道　◇礼拝／10:30　◇特色／

子どもといっしょに礼拝しています。毎月パウンドケーキ

を焼いて(婦人会)喜ばれています。

【HP】http://www.geocities.jp/midono1889/

前橋市 Maebashi-shi

アンテオケ・ゴスペル・チャーチ［単立／独立］

〒371-0801　前橋市文京町1-3-6　Tel.027-223-3694 Fax. 

027-224-8248　◇JR前橋駅から徒歩5分　◇創立／1980

年（70人）　◇青木 恵、主代 圭司、井端 俊郎、小関 記

代子、矢島 利幸　◇礼拝／10:00

【E-Mail】centraljapan@xp.wind.jp

大胡キリスト教会(伝)［福音伝道］

〒371-0231　前橋市堀越町830-8　Tel&Fax.027-283-

9930　◇上毛電鉄大胡駅から徒歩20分　◇高木 寛、松

野 牧人　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜9時からラムキッ

ズ。火曜7時半から祈祷会。土曜1時半からラムティーンズ。

第二第四土曜夕食伝道会。

【HP】http://omama.sakura.ne.jp/ogo/

【E-Mail】ogo@sepia.plala.or.jp

シャロン・ゴスペル・チャーチ前橋［単立／独立］

〒371-0016　前橋市城東町1-16-3　Tel.027-234-6200 

Fax.027-234-6201　◇JR前橋駅から徒歩15分　◇創立／

1990年　◇カルバリー，W　◇礼拝／18:30　◇外国語／

英語

館林市 Tatebayashi-shi

館林教会［日基教団］

〒374-0025　館林市緑町1-7-16　Tel&Fax.0276-73-

0965　◇東武伊勢崎線館林駅から徒歩15分［連絡先：松

谷 好明　〒370-0724　群馬県邑楽郡千代田町下中森188-

1 Tel.050-1507-7775］　◇創立／1948年（11人）　◇松谷 

好明　◇礼拝／10:15

館林キリスト教会［福音伝道］

〒374-0074　館林市高根町426　Tel&Fax.0276-74-

2304　◇東武伊勢崎線館林駅から車7分　◇創立／1926

年（154人）　◇伊藤 英雄、市川 こはる　◇礼拝／

10:00　◇テレホン／0276-74-2253　◇特色／国道122号

線沿い、県立美術館南東にある館林教会は、聖書を通して、

平安と喜びを与える教会です。

【HP】http://tatebayashi-kk.org

【E-Mail】mail@tatebayashi-kk.org

館林聖ルカルーテル教会［NRK］

〒374-0066　館林市大街道1-9-5　Tel&Fax.0276-72-

4222　◇東武伊勢崎線館林駅から徒歩12分　◇創立／

1987年（22人）　◇五十嵐 誠　◇礼拝／11:00

富岡市 Tomioka-shi

甘楽教会［日基教団］

〒370-2343　富岡市七日市1168　Tel.0274-62-6414 Fax. 

0274-62-0654　◇上信電鉄西富岡駅から徒歩6分　◇創

立／1884年（105人）　◇藤 秀彦、藤 知佳　◇礼拝／

10:30

富岡キリスト教会［福音伝道］

〒370-2316　富岡市富岡1215　Tel.0274-63-6249　◇上

信電鉄上州富岡駅から徒歩15分　◇臼田 信興　◇礼拝／

10:30

沼田市 Numata-shi

利根町開拓伝道所［福音伝道］

〒378-0322　沼田市利根町老神564 星野イト方　◇赤松 

弘

沼田教会［日基教団］

〒378-0042　沼田市西倉内町663　Tel&Fax.0278-22-

3350　◇JR沼田駅から徒歩15分　◇創立／1888年（56

人）　◇渡邊 大修　◇礼拝／10:30

http://tatebayashi-kk.org
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荒川 泰子　◇礼拝／8:30,10:00　◇テレホン／027-233-

0022　◇特色／前橋をキリストへのテーマのもとに、1％

の宣教に情熱を注いでいます。

【HP】http://www6.wind.ne.jp/mc/

【E-Mail】m-church@bay.wind.ne.jp

前橋キリスト教会［JECA］

〒371-0014　前橋市朝日町3-20-20　Tel.027-224-5549 

Fax.027-224-5545　◇JR前橋駅から徒歩15分　◇創立／

1928年（205人）　◇内田 和彦、吉永 光生、橋本 千代子、

舟喜 拓生、熊井 裕作、熊井 仁子　◇礼拝／10:30

前橋キリスト教会芳賀チャペル［福音伝道］

〒371-0131　前橋市鳥取町827-6　Tel&Fax.027-269-

5421　◇JR前橋駅からバス20分　◇創立／1978年（80

人）　◇荒川 雅夫、荒川 清子、塚田 直樹　◇礼拝／

10:00　◇テレホン／027-233-0022　◇特色／日曜日午前

9時から教会学校。木曜日午後7時30分から祈祷会。第1・

第3火曜日午後7時から書道教室。

【HP】http://www6.wind.ne.jp/mc/

【E-Mail】hagachapel@ybb.ne.jp

前橋小隊［救世軍］

〒371-0022　前橋市千代田町3-5-16　Tel&Fax.027-231-

9533　◇JR前橋駅から徒歩20分　◇創立／1900年（55

人）　◇本村 大輔、張田 望　◇礼拝／10:30

前橋聖契キリスト教会［NSKK］

〒371-0846　前橋市元総社町152-184　Tel&Fax.027-

251-5249　◇JR新前橋駅から徒歩10分　◇創立／1967年

（25人）　◇松本 芳三　◇礼拝／10:30

【HP】http://www12.wind.ne.jp/art.rinhou/maebashiseikei/

【E-Mail】yoshizoh@alto.ocn.ne.jp

前橋聖マッテア教会［聖公会］

〒371-0026　前橋市大手町3-10-6　Tel&Fax.027-232-

7185　◇金山 昭夫　◇礼拝／10:30

前橋宣教会［日本宣教会］

〒371-0018　前橋市三俣町1-38-18　Tel.027-243-6457　

◇上電三又駅から徒歩1分　◇創立／1979年（15人）　◇

住谷 隆男、住谷 孝子　◇礼拝／10:30

前橋中部教会［日基教団］

〒371-0027　前橋市平和町1-11-13　Tel&Fax.027-233-

1074　◇上毛電鉄中央前橋駅から徒歩15分　◇創立／

1930年（58人）　◇小峰 擁

前橋伝道所［東洋ローア］

〒371-0801　前橋市文京町1-15-3　Fax.027-223-5675　

◇JR前橋駅から徒歩10分［連絡先：東洋ローア・キリス

ト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市

場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1960年（60人）　

◇村上 幹夫　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色

／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行

われます。音声への通訳はありません。

前橋バルナバ聖書教会［単立／独立］

〒371-0812　前橋市広瀬町2-32、HF-582　Tel.027-261-

5956　◇JR前橋駅からバス「群銀前」停、徒歩3分　◇

聖光キリスト教会［単立／独立］

〒379-2144　前橋市下川町27-2　Tel.027-265-3747　◇

JR前橋駅から車10分　◇創立／1982年　◇鎌田 加津子、

石関 ミツヱ　◇礼拝／10:30

セントラルバプテスト教会［JBBF］

〒379-2123　前橋市山王町6-2　Tel&Fax.027-266-

4276　◇JR駒形駅から徒歩15分　◇創立／1976年　◇

鈴木 惠輔、フィンチ，バビー・D　◇礼拝／10:45

【E-Mail】kbs392@hotmail.com

日本バプテスト前橋教会［バプ連盟］

〒371-0034　前橋市昭和町3-12-6　Tel.027-231-0531 

Fax.027-231-0520　◇バス「群病院」停、徒歩3分　◇創

立／1971年（63人）　◇奥田 稔、カリニン，ユーリ　◇

礼拝／10:30　◇特色／日曜礼拝に手話通訳有り。

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/maebc/

富士見四恩キリスト教会［JRL］

〒371-0103　前橋市富士見町小暮1721-1　Tel.027-230-

5030 Fax.027-289-7169　◇JR前橋駅から車20分　◇創

立／1975年（24人）　◇高田 トヨ、高田 泰男　◇礼拝／

10:00　◇特色／水曜日午後7時10分から祈祷会。木曜日

午後午前7時から学び会。

富士見望キリスト教会［福音教会連合］

〒371-0103　前橋市富士見町小暮1589-48　Tel&Fax. 

027-288-9142　◇JR前橋駅から車15分　◇創立／1997年

（8人）　◇鵜沼 芳道、鵜沼 君子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】chfujimi_2006@nifty.com

フルゴスペル群馬教会［JFGA］

〒371-0842　前橋市下石倉町32-14　Tel.027-252-7779 

Fax.027-252-7781　◇金 浩永

前橋上泉町教会［聖書キリスト］

〒371-0007　前橋市上泉町818　Tel&Fax.027-269-

3939　◇上毛電鉄上泉駅から車15分　◇創立／1997年　

◇内田 彰、内田 光子　◇礼拝／10:30,13:30(月)　◇特色

／花と緑、さんびと祈りの教会です。常に聖書の福音に立

ち、世の光、地の塩をめざしています。

前橋教会［日基教団］

〒371-0026　前橋市大手町3-5-18　Tel.027-231-3623 

Fax.027-232-4399　◇JR新前橋駅から徒歩20分　◇創立

／1886年（186人）　◇大賀 幸一、楠元 桃　◇礼拝／

10:30　◇特色／主イエス･キリストによる救いを信じる伝

統的な教会です。パイプオルガンを用いた礼拝、コンサ

ートを開いています。

【HP】http://www7.plala.or.jp/maebashi-ohga/

【E-Mail】maebasik@jmail.plala.or.jp

前橋教会［聖書キリスト］

〒371-0803　前橋市天川原248-12　Tel.027-224-0939　

◇半田 和博

前橋キリスト教会［福音伝道］

〒371-0017　前橋市日吉町2-10-10　Tel&Fax.027-231-

8222　◇JR前橋駅から徒歩25分　◇創立／1951年（110

人）　◇荒川 雅夫、荒川 清子、塚田 直樹、熊井 宏之、
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駅　◇創立／1887年（3人）

邑楽郡 Oura-gun

大泉キリスト教会［福音伝道］

〒370-0521　邑楽郡大泉町住吉30-8　Tel&Fax.0276-63-

2329　◇東武小泉線西小泉駅から徒歩7分　◇創立／

1972年（21人）　◇八町 勇、中川 信嗣　◇礼拝／10:30

大泉聖書教会［JECA］

〒370-0517　邑楽郡大泉町西小泉4-6-14　Tel&Fax.0276-

62-2607　◇東武小泉線西小泉駅から徒歩5分　◇創立／

1978年（11人）　◇山崎 昭宏　◇礼拝／10:30

聖和キリスト教会［単立／独立］

〒370-0532　邑楽郡大泉町坂田7-8-21　Tel&Fax.0276-

62-8555　◇東武小泉線西小泉駅から徒歩10分　◇創立

／1985年（6人）　◇皆川 誠　◇礼拝／10:00　◇特色／

心理カウンセリングをしています。

めぐみバプテスト・テンプル［JBBF］

〒370-0522　邑楽郡大泉町富士3-13-1　Tel.0276-62-

5446　◇東武小泉線西小泉駅　◇創立／1971年　◇フィ

ンチ，D，バビー、澤 愛作、木下 サムエル　◇礼拝／

10:45,19:30　◇外国語／ポルトガル語　◇特色／聖日礼

拝と祈祷会はポルトガル語通訳付き。毎月偶数週の土曜

日19:30よりポルトガル語のみの礼拝。

【E-Mail】pastor@grace-ai.jp

甘楽郡 Kanra-gun

下仁田キリスト教会［同盟福音］

〒370-2606　甘楽郡下仁田町川井137-4　Tel&Fax.0274-

82-6212　◇上信電鉄下仁田駅から徒歩8分　◇創立／

1984年（30人）　◇市川 昇、市川 ジュリー　◇礼拝／

10:30　◇特色／福音派に属する教会です。大自然の中、

天井の高い美しい教会で、神を礼拝しませんか。一度お

寄りください。

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~church/

北群馬郡 Kitagunma-gun

吉岡キリスト教会［NSKK］

〒370-3601　北群馬郡吉岡町漆原1489-30　Tel&Fax. 

0279-54-0701　◇松本 芳三

佐波郡 Sawa-gun

玉村講義所［聖公会］

〒370-1111　佐波郡玉村町南玉758　◇小野寺 達

玉村福音キリスト教会［JECA］

〒370-1127　佐波郡玉村町上之手1788-1　Tel&Fax. 

0270-64-4866　◇JR新町駅から車10分　◇創立／1997年

（25人）　◇小野 光弘　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日

午後7時30分から祈祷会。土曜日午後2時から教会学校。

創立／1986年（12人）　◇柴山 次男　◇礼拝／10:50　

◇特色／水曜日午後8時から祈り会。

みどり市 Midori-shi

大間々キリスト教会［福音伝道］

〒376-0101　みどり市大間々町大間々1970-7　Tel&Fax. 

0277-73-1190　◇東武線赤城駅から徒歩20分［連絡先：

高木 寛　〒376-0101　群馬県みどり市大間々町大間々

1970-5 Tel.0277-72-3549］　◇高木 寛、松野 牧人　◇礼

拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／月一度の子供と共

に守る礼拝、毎土曜日、モグもぐクラブ(遊びを通して創

造性を養う)。第4土曜日、ユースの会。

【E-Mail】omama@christian.jp

吾妻郡 Agatsuma-gun

吾妻教会［日基教団］

〒377-0801　吾妻郡東吾妻町原町444-9　Tel&Fax.0279-

68-4730　◇JR群馬原町駅から徒歩5分　◇創立／1889年

（42人）　◇上林 順一郎　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週

土曜日夜に、中高校生以上の若者たちが10名前後集まり、

聖書の学びや賛美を行っています。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~agatu-ch/

【E-Mail】agatu-ch@cronos.ocn.ne.jp

草津聖バルナバ教会［聖公会］

〒377-1711　吾妻郡草津町大字草津289　Tel&Fax.0279-

88-3640　◇JR長野原草津口駅からバス30分　◇創立／

1916年（15人）　◇松浦 信　◇礼拝／14:00

【HP】http://homepage2.nifty.com/jmm/b/

【E-Mail】dango3k@nifty.ne.jp

聖イエス教会嬬恋教会［単立／独立］

〒377-1521　吾妻郡嬬恋村大字今井仙之入1568-161　Tel 

&Fax.0279-97-2801　◇JR長野原草津口駅(送迎あり)［連

絡先：聖イエス教会　〒351-0115　埼玉県和光市新倉5-9-

1 Tel.048-466-3780］　◇創立／2003年（25人）　◇国分 

早百合　◇礼拝／10:30

聖慰主教会［聖公会］

〒377-1700　吾妻郡草津町乙650 楽泉園内　◇草津温泉

駅から車10分［連絡先：石浦 教良　〒377-1711　群馬県

吾妻郡草津町草津650］　◇創立／1939年（32人）　◇松

浦 信　◇礼拝／9:00

中之条キリスト教会［福音伝道］

〒377-0424　吾妻郡中之条町中之条町946-2　Tel&Fax. 

0279-75-1245　◇JR中之条駅から徒歩15分　◇創立／

1991年（10人）　◇大野 弘巳　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ohno-hiromi@nifty.com

中之条キリスト集会［単立／独立］

〒377-0423　吾妻郡中之条町伊勢町1311-2　Tel.0279-75-

4538

名久多教会［日基教団］

〒377-0701　吾妻郡高山村大字尻高2086-1　◇JR中之条
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0278-75-2066　◇JR水上駅からバス「湯の小屋」停(終点)、

徒歩5分　◇創立／1965年（15人）　◇ティアニー，トマ

ス　◇外国語／英語

【E-Mail】biblhome@po.Kannet.ne.jp

マラナタバプテスト教会＝マラナタ教会［単

立／独立］

〒379-1613　利根郡みなかみ町高日向392-4　Tel.0278-

72-5277　◇JR水上駅からバス［連絡先：ティアニー トマ

ス　〒379-1721　群馬県利根郡みなかみ町藤原6289-14 

Tel.0278-75-2066］　◇創立／1985年（21人）　◇ティア

ニー，トマス　◇礼拝／11:00　◇外国語／英語

みなかみ町開拓伝道所［福音伝道］

〒379-1303　利根郡みなかみ町上牧835 カフェマナ　ベ

ネット昭子方　◇赤松 弘

利根郡 Tone-gun

片品村開拓伝道所［福音伝道］

〒378-0415　利根郡片品村鎌田3952 奈良キミ方　◇赤松 

弘

上馬キリスト教会片品村伝道所［単立／独立］

〒378-0403　利根郡片品村菅沼360 シャレーみのり内　

Tel.0278-58-3954 Fax.0278-58-4413　◇創立／2006年　

◇渡辺 俊彦

猿ケ京キリスト教会［単立／独立］

〒379-1403　利根郡みなかみ町猿ヶ京2668　Tel.0278-

66-0898　◇三浦 真信

バイブルホーム教会［単立／独立］

〒379-1721　利根郡みなかみ町藤原6289-14　Tel&Fax. 
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埼玉県──地域の宣教資料

　宣教人国記：日本で最初の女性医師となった萩野吟

子（1851〜1913）は、大里郡泰村の庄屋の五女として

生まれた。16歳で結婚し、不品行の夫から性病を移され、

この屈辱から女医になる決心をした。1884年（明治

17）、開業医資格試験に女性として初めて合格し、本

郷に萩野病院を開く。1886年（明治19）に海老名弾正

より受洗。1890年（明治23）、青年牧師の志方之善と

再婚、北海道後志に夫妻で開拓伝道に行く。1908年（明

治41）に東京に帰り再び医院を開いた。埼玉県出身の

クリスチャンとして、同志社神学校旧約聖書学教授の

青木澄十郎（1870〜1964）がいる。青木は1904年（明

治34）には教育の場から直接伝道の場へ転身。後年は、

文書伝道を重視し、雑誌「聖書生活」を発行した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【青森市】青森市、南津軽郡浪岡町。【五所川原市】五

所川原市、北津軽郡金木町・市浦村。【つがる市】西

津軽郡木造町･森田村･柏村･稲垣村･車力村。【十和田市】

十和田市、上北郡十和田湖町。【八戸市】三戸郡南郷村。

【平川市】南津軽郡尾上町・平賀町・碇ケ関村。【弘前市】

弘前市、中津軽郡岩木町・相馬村。【むつ市】下北郡

川内町･大畑町・脇野沢村。【上北郡おいらせ町】百石町・

下田町。【上北郡七戸町】七戸町・天間林村。【上北郡

東北町】上北町・東北町。【北津軽郡中泊町】中里町・

小泊村。【三戸郡五戸町】倉石村。【三戸郡南部町】名

川町・南部町・福地村。【西津軽郡深浦町】深浦町・

岩崎村。【東津軽郡外ヶ浜町】蟹田町・平舘村・三厩村。

【南津軽郡藤崎町】藤崎町・常盤村。

 関 東 地 方 埼 玉 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

埼 玉 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   S a i t a m a 　

ガーデンセンターさにべる
〒355-0117　埼玉県比企郡吉見町谷口205　Tel.0493-54-

0566 Fax.0493-54-1580　◇社長／間室 照雄

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~sunyvale/

カラーランド研究所［カラーランド］

［色彩感覚コンサルテーション・教材･機器］　［(有)カラー

ランド］〒336-0931　埼玉県さいたま市緑区原山1-25-25　

Tel.050-3530-9450 Fax.048-811-1912［連絡先：Tel.090-

5307-0018］　◇JR浦和駅から車10分　◇創立／1996年　

◇代表取締役／元呑 昭夫　◇特色／色彩計画、教育、デ

ータ解析と実験応用、人体色の研究を行っています。

【HP】http://www.colorland.co.jp/

【E-Mail】colorlan@colorland.co.jp

JOYモータース
［中古車販売］〒360-0017　埼玉県熊谷市小曽根1008-1　

Tel&Fax.048-524-5006　◇JR熊谷駅からバス｢大幡｣停、

徒歩12分　◇創立／2003年　◇代表／小島 武

　お店・事業

e-church
［教会ホームページ作成］〒350-2222　埼玉県鶴ヶ島市下

新田578-27 イーチャーチ事務所　Tel&Fax.049-271-

2562　◇創立／2004年　◇代表／大薗 弘章

【HP】http://www.e-church.jp/

【E-Mail】info@e-church.jp

(株)近江屋呉服店
［呉服店、卒業式用レンタル、着付け教室］〒335-0001　

埼玉県蕨市北町2-9-29　Tel.048-431-2336 Fax.048-431-

2302　◇JR蕨駅から徒歩10分　◇創立／1931年　◇代

表取締役／北條 浩司

【HP】http://www.kimono-ohmiya.jp/

【E-Mail】omiya@dreamballoon.com
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ちいろば－心を育てるおもちゃ－［ちいろば］

［輸入手造り玩具］〒350-1126　埼玉県川越市旭町2-7-

11　Tel.049-244-5860 Fax.049-244-5874　◇JR川越駅西

口から徒歩12分　◇創立／1980年　◇代表／遠藤 冨美

子　◇特色／よりすぐって輸入されたヨーロッパ最上の

品、手造りの自然素材の玩具は心を育み遊びの質をたか

めます。

【HP】http://www.chiiroba-toys.com/

【E-Mail】hello@chiiroba-toys.com

中華料理店 王華
［飲食店］〒331-0823　埼玉県さいたま市北区日進町

2-811-3　Tel.048-665-2243　◇JR日進駅から徒歩3分　

◇代表／堀川 好

東京海上日動代理店 彩の国保険サービス
［生損保代理店］　［(有)彩の国サービス］〒361-0051　埼

玉県行田市矢場1-1-1　Tel&Fax.048-564-1667 Tel.090-

3690-7261 Fax.048-564-1666　◇秩父鉄道行田市駅から

徒歩7分　◇創立／1996年　◇代表取締役／種 路生　◇

特色／ムダをはぶき、ニーズに合った、お客様本位の損

害保険、生命保険の設計をいたします。

【HP】http://www.tmn-agent.com/sainokuni/

【E-Mail】sainoku1@cameo.plala.or.jp

ドルカス工房
［和紙工芸品(しおり・箸袋)］〒331-0073　埼玉県さいた

ま市西区指扇領別所109-93-1-501　Tel&Fax.048-622-

7097　◇創立／1998年　◇代表／村越 真弓

【HP】http://www.sinsei.org/dorcas.htm

ナカジマ大井店
［中古車販売・整備］　［中嶋自動車工業(株)］〒356-

0053　埼玉県ふじみ野市大井830-1　Tel.049-263-0008 

Fax.049-262-7312　◇東武東上線ふじみの駅

【HP】http://www.nac-town.co.jp/

【E-Mail】nkoi@ch.mbn.or.jp

ナカジマ大宮店
［中古車販売・整備］　［中嶋自動車工業(株)］〒331-

0052　埼玉県さいたま市大宮区三橋2-701　Tel.048-644-

5023 Fax.048-645-5293　◇JR大宮駅西口

【HP】http://www.nac-town.co.jp/

【E-Mail】omiya@ch.mbn.or.jp

ナカジマ春日部店
［中古車販売・整備］　［中嶋自動車工業(株)］〒345-

0037　埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷780-1　Tel.0480-34-

0008 Fax.0480-34-1816　◇東武伊勢崎線北春日部駅

【HP】http://www.nac-town.co.jp/

【E-Mail】kasukabe@ch.mbn.or.jp

ナカジマ越谷店
［中古車販売・整備］　［中嶋自動車工業(株)］〒343-

0805　埼玉県越谷市神明町2-140　Tel.048-965-0008 

Fax.048-965-5891　◇東武伊勢崎線北越谷駅西口

【HP】http://www.nac-town.co.jp/

【E-Mail】nkkoshi@ch.mbn.or.jp

中嶋自動車工業(株)［ナカジマ］

［中古車販売・整備］〒338-0004　埼玉県さいたま市中央

区本町西5-5-7　Tel.048-855-0008 Fax.048-855-3523　◇

JRさいたま新都心駅から車5分　◇創立／1970年　◇特

色／1000台の在庫があなたのお越しを、あなたのアクセ

スを心からお待ちしています。

【HP】http://www.nac-town.co.jp/

【E-Mail】nakajima@nac-town.co.jp

ナカジマ草加店
［中古車販売・整備］　［中嶋自動車工業(株)］〒340-

0051　埼玉県草加市長栄町651-1　Tel.048-943-0008 

Fax.048-943-7378　◇東武伊勢崎線新田駅

【HP】http://www.nac-town.co.jp/

【E-Mail】souka@ch.mbn.or.jp

ナカジマ所沢店
［中古車販売・整備］　［中嶋自動車工業(株)］〒358-

0012　埼玉県入間市東藤沢4-2-5　Tel.04-2962-0008 

Fax.04-2964-9265　◇西武池袋線武蔵藤沢駅

【HP】http://www.nac-town.co.jp/

【E-Mail】tokorozw@ch.mbn.or.jp

(株)南海［K･Kナンカイ］

［シルク印刷、デジタル印刷］〒330-0052　埼玉県さいた

ま市浦和区本太5-39-8　Tel.048-881-1290 Fax.048-886-

2650　◇JR浦和駅　◇創立／1963年　◇代表／大野 健

次郎

ノグチコンピュータサービス(株)［NCS］

［コンピュータ関連］　［ノグチコンピュータサービス(株)］

〒338-0002　埼玉県さいたま市中央区下落合1085-15　

Tel.048-824-1099 Fax.048-824-1090　◇JR与野駅から徒

歩3分　◇創立／1968年　◇代表取締役社長／野口 喜

介　◇特色／共に生き共に育つ。

【HP】http://www.ncsnet.jp/

【E-Mail】y.noguchi@ncsnet.jp

バックアップ
［保険代理店］〒344-0041　埼玉県春日部市増富158 Ｂ−

101 渡邊方　Tel.048-707-7000 Fax.048-707-7001　◇東

武野田線豊春駅　◇代表／渡邊 晴夫

【E-Mail】hoken@backup-net.jp

(株)ひかり塗装
［内外装の塗替え、塗装］〒334-0057　埼玉県川口市安行

原638　Tel.048-296-7865 Fax.048-296-7862　◇東武松

原団地駅からバス「ひかり塗装入口」停、徒歩3分　◇創

立／1965年　◇代表取締役／小渕 暁

【HP】http://www.hikaritoso.com

【E-Mail】kioi@hikaritoso.com

ムラサキスポーツ イオン浦和美園店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒277-

0842　埼玉県さいたま市緑区大字大門3710 イオン浦和美

園ショッピングセンター3F　Tel.048-812-6720　◇代表

取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/
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ムラサキスポーツ 大宮店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒330-

0802　埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ロフト7F　

Tel.048-648-6670 Fax.048-648-3007　◇代表取締役会長

／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 越谷店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒343-

0845　 埼玉県越谷市南越谷1-15-1 南越谷OPA4F　

Tel.048-990-2140 Fax.048-990-2143　◇代表取締役会長

／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 新所沢店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒359-

1111　埼玉県所沢市緑町1-2-1 新所沢パルコ＆レッツ館

3F　Tel.042-998-8322 Fax.042-998-8324　◇代表取締役

会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

らっぷ館
［包装用品、生活雑貨その他］　［(株)ミヤハラ包装］〒

343-0047　埼玉県越谷市弥十郎248-1　Tel.048-970-8600 

Fax.048-970-8601　◇東武伊勢崎線大袋駅　◇代表取締

役／宮原 卓治

　教育事業・カルチャー

英会話教室
［英会話］　［(宗)草加福音自由教会］〒340-0022　埼玉県

草加市瀬崎町548-27 草加福音自由教会　Tel.048-928-

1259 Fax.048-922-7580　◇東武線谷塚駅から徒歩5分　

◇創立／1968年　◇代表／高尾 浩史、英会話宣教師／

ドゥブル，スティーブン　◇特色／アメリカ人の英語教師

によるネイティブな英会話を、楽しく学ぶことができます。

大人も子供も歓迎します。

【HP】http://www.soka-efc.com/eikaiwa.html

【E-Mail】soka-efc@peace.email.ne.jp

グレース・インターナショナル・スクール［Ｇ

ＩＳ］

［ 教 育 ］ 〒343-0047　 埼 玉 県 越 谷 市 弥 十 郎187　

Tel&Fax.048-974-1118　◇東武伊勢崎線大袋駅から徒歩

20分　◇創立／2001年　◇校長／森川 幸紀雄、事務長

／六嶋 正明　◇特色／聖書に基づく教育を行うチャーチ

スクール。ACSI(国際クリスチャンスクール協会)加盟。教

育セミナーなど実施。

【HP】http://www.k3.dion.ne.jp/~gis/

【E-Mail】morikawa-gis@w9.dion.ne.jp

視聴覚まるごと研究所
［音響設備・映像録音制作・視聴覚コンサルタント］〒

352-0031　 埼 玉 県 新 座 市 西 堀1-4-33 町田勝 彦 方　

Tel.090-2748-2791 Fax.0424-56-7804　◇創立／2003

年　◇代表／町田 勝彦　◇特色／視聴覚のことなら何で

もご相談ください。音響設備、難聴者支援機器の開発、

教材・番組などの企画・制作および講師。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/katsuhiko-m/

【E-Mail】katsuhiko-m@jcom.home.ne.jp

シャロームインターナショナルクリスチャン
スクール［SICS］

［チャーチスクール］　［(宗)KFG志木キリスト教会］〒353-

0003　埼玉県志木市下宗岡1-11-5　Tel.048-472-6698 

Fax.048-474-9760　◇JR北朝霞駅から車7分　◇創立／

2003年　◇学園長／久保 眞理、教頭／鎌田 瑞枝、チャ

プレン／松木 充、理事長／古暮 清　◇特色／聖書に土

台した祈りのある全人格教育をクリスチャンスタッフとご

家庭と二人三脚で行っている。

【HP】http://www.kfg-shalom.or.jp/

幼児クラスJoy Joy
［幼児教育］　［(宗)川越福音自由教会］〒350-0034　埼玉

県川越市仙波町3-2-17　Tel.049-225-3750 Fax.049-225-

3190　◇JR川越駅から徒歩12分　◇代表／野瀬 裕志　

◇特色／毎週火曜日午前10時〜12時。お子様と共に憩い

のひと時をどうぞ。レギュラーコーヒーご用意。見学歓迎。

【HP】http://www2.odn.ne.jp/kawagoe-efc/

【E-Mail】kawagoe_efc@nyc.odn.ne.jp

リバーサイド・インターナショナル・スクー
ル(ACSI)［R.I.S］

［チャーチスクール］〒340-0011　埼玉県草加市栄町2-7-

34 シャロームハウス　Tel.048-932-3419 Fax.048-932-

3466　◇東武伊勢崎線松原団地駅から徒歩5分　◇創立

／2004年　◇校長／天野 百合香、教頭／村田 優子　◇

特色／教会付属のチャーチスクールです。聖書に基づい

た全人格的教育。国際的に社会に適応する人材の育成。

リバーサイドチャペル英会話スクール［RES］

［英会話教室］　［草加神召キリスト教会(日本AG)］〒340-

0011　埼玉県草加市栄町2-7-34　Tel.048-932-3419 

Fax.048-932-3466　◇東武伊勢崎線松原団地駅東口から

徒歩5分　◇責任者／天野 百合香、責任者／宮平 道乃、

担当教師／佐々木 景子、担当教師／松尾 美音

　法律・経営相談

佐々木司法書士事務所
〒350-1305　埼玉県狭山市入間川1-22-10　Tel.04-2953-

2390 Fax.04-2953-2834　◇西武新宿線狭山市駅から徒歩

10分　◇代表／佐々木 康

シオンコンサルタントルーム
［ 行政 書士］〒364-0033　 埼玉県北本市本町2-47　

Tel&Fax.048-591-4076　◇JR北本駅から徒歩12分　◇創

立／1992年　◇代表／長谷川 幸男　◇特色／宗教法人、

社会福祉法人、NPO設立諸規程作成など、お気軽にご相

談下さい。

【E-Mail】jbtdy666@yahoo.co.jp

野口行政書士事務所
［行政書士業務一般］〒366-0052　埼玉県深谷市上柴町

西5-7-124　Tel.048-572-7489 Fax.048-574-4729　◇JR深

谷駅から車5分　◇創立／1978年　◇代表・所長／野口 

恒男　◇特色／人間社会を支配するのは神か法か問題で

あるが、法を超越した神の支配によってのみ解決できると
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あたまにある。

【E-Mail】n07102@beige.ocn.ne.jp

　文書伝道支援

新生宣教団
［海外宣教、印刷全般、デザイン］　［(宗)ニューライフミ

ニストリーズ］〒350-0303　埼玉県比企郡鳩山町熊井

170　Tel.049-296-0727 Fax.049-296-6515　◇東武東上

線高坂駅から車20分　◇創立／1954年　◇総支配人／リ

ーダル，ロアルド　◇特色／「みことばを世界へ」全世

界の人々へ聖書をお届けしています。皆様のお祈りとご支

援をありがとうございます。

【HP】http://www.nlljapan.com/

【E-Mail】w-mission21@nlljapan.com

伝道文書販売センター［デンパン］

［図書流通］〒350-0303　埼玉県比企郡鳩山町熊井170　

Tel.049-296-3143 Fax.049-296-3173　◇東武東上線高坂

駅から車15分　◇創立／1977年　◇代表取締役社長／リ

ーダル，ロアルド、部長／志村 博史　◇特色／キリスト

教書籍と用品を取扱う取次会社です。自費出版の販売も

お気軽にお問い合わせ下さい。

【HP】http://www.nlljapan.com/denpan/

【E-Mail】denpan@nlljapan.com

　幼稚園・保育園・学童

愛泉幼児園
［保育園］　［(福)愛の泉］〒347-0056　埼玉県加須市土手

2-15-57　Tel.0480-61-2627 Fax.0480-63-3790　◇東武伊

勢崎線加須駅北口から徒歩15分　◇創立／1946年　◇園

長／森田 弘道　◇特色／本園は創立者の保育理念の根本

であるフレーベルとペスタロッチのお教えに基づき、子ど

もの中心の保育活動を展開しています。

【HP】http://www.ainoizumi.com/hoikusyo/hoikusyo.html

上尾富士見幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団上尾合同教会］〒362-

0041　埼玉県上尾市富士見2-3-33　Tel.048-775-0517 

Fax.048-775-0629　◇JR上尾駅から徒歩8分　◇創立／

1965年　◇園長／秋山 徹、理事長／坂田 雅雄　◇特色

／一人ひとりを大切に、心と心がふれあう保育、キリスト

教保育を基本に、愛されていること愛することを知る。

【HP】http://www5e.biglobe.ne.jp/~fujimiyo/

【E-Mail】ageofujimi@mtf.biglobe.ne.jp

上尾幼稚園
［幼稚園］　［(学)平和学園］〒362-0035　埼玉県上尾市仲

町2-1-14　Tel.048-771-0703 Fax.048-774-6220　◇創立

／1952年　◇理事長・園長／谷川 恵哉

【HP】http://www.ageo.ed.jp/

旭保育園
［保育園］　［(福)世光会］〒367-0041　埼玉県本庄市駅南

1-5-20　Tel.0495-22-3398 Fax.0495-22-3285　◇JR本庄

駅からバス「七軒町」停、徒歩2分　◇創立／1955年　

◇園長／齊藤 繁子

【E-Mail】d03w3koj@komi.ocn.ne.jp

あやめ保育園
［保育園］　［(福)あやめ保育園］〒346-0104　埼玉県久喜

市菖蒲町三箇294　Tel.0480-85-1505 Fax.0480-85-

1796　◇JR久喜駅からバス20分　◇創立／1950年　◇

園長／新井 貴美井

あゆみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖契学園］〒343-0037　埼玉県越谷市恩

間新田221　Tel.048-978-4188　◇東武伊勢崎線せんげん

台駅　◇園長／鈴木 一義

【HP】http://www.ayumi-k.net/

あゆみ第二幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖契学園］〒340-0154　埼玉県幸手市栄

5-80　Tel.0480-42-5119　◇東武日光線杉戸高野台駅か

ら徒歩6分　◇園長／西山 君子

【HP】http://www.ayumi-k.net/

岩槻幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団岩槻教会］〒339-0057　埼

玉県さいたま市岩槻区本町4-3-15　Tel.048-756-0468　◇

東武野田線岩槻駅から徒歩10分　◇園長／川中 真

浦和明の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒336-0922　埼玉県さいたま市北区

大牧770　Tel.048-873-5850

浦和母の会幼稚園
［認定こども園］　［(学)浦和母の会］〒330-0052　埼玉県

さいたま市浦和区本太1-20-10　Tel.048-882-9262 

Fax.048-883-3203　◇JR浦和駅東口から徒歩15分　◇創

立／1947年　◇園長／小林 明代

【HP】http://www.hahanokai.ac.jp/

【E-Mail】info@hahanokai.ac.jp

浦和バプテスト幼稚舎
［幼稚園］　［(宗)日本バプテスト浦和キリスト教会］〒336-

0001　埼玉県さいたま市浦和区常盤7-2-14　Tel.048-832-

9693 Fax.048-831-0532　◇JR北浦和駅西口から徒歩10

分　◇創立／1965年　◇園長／柴田 良行

大宮幼稚園
［幼稚園］　［(学)大宮信愛学園］〒330-0845　埼玉県さい

たま市大宮区仲町3-92　Tel.048-641-1591　◇JR大宮駅

東口から徒歩8分　◇創立／1980年　◇園長／疋田 國麿

呂

【HP】http://www.omiya-yochien.ed.jp/

越生みどり幼稚園
［幼稚園］　［(学)信愛学園］〒350-0416　埼玉県入間郡越

生町大字越生950　Tel.0492-92-2106　◇創立／1954

年　◇園長／山田 嘉三

カトリックみどり幼稚園
［カトリック幼稚園］〒330-0803　埼玉県さいたま市大宮

区高鼻町2-350　Tel.048-644-2196 Fax.048-644-2197　◇

JR大宮駅東口から徒歩15分　◇園長／鈴木 國弘



159
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

埼
玉
県

関
東
地
方

L
IF

E
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

鴻巣教会付属英和幼稚園［英和幼稚園］

［幼稚園］　［(宗)日本基督教団鴻巣教会］〒365-0039　埼

玉県鴻巣市東1-1-27　Tel.048-541-0643 Fax.048-541-

7758　◇JR鴻巣駅東口から徒歩10分　◇創立／1947年　

◇園長／篠原 愛義　◇特色／幼稚園はエデンの園のよう

な楽しい出会いの園。園児たちが多くの友と出会い、また

イエス様と出会う喜びの園。

【HP】http://www015.upp.so-net.ne.jp/kounosu/eiwa_kindergar

ten.html

越谷幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団越谷教会］〒343-0811　埼

玉県越谷市御殿町4-33　Tel.048-962-2743　◇東武伊勢

崎線越谷駅西口からバス「御道橋」停　◇園長／石橋 秀

雄

【HP】http://www.koshigaya.ed.jp/

小羊幼稚園
［幼稚園］　［(学)シオン学園］〒351-0114　埼玉県和光市

本町15-16　Tel&Fax.048-463-3174　◇東武東上線和光

市駅南口から徒歩7分　◇創立／1946年　◇園長／三浦 

修

【HP】http://swakochurch.hp.infoseek.co.jp/p4.htm

三愛保育園
［保育園］　［(福)サマリヤ会］〒344-0062　埼玉県春日部

市粕壁東3-12-16　Tel.048-761-0133 Fax.048-755-1188　

◇東武伊勢崎線春日部駅から徒歩15分　◇創立／1954

年　◇園長／遠藤 亘

【HP】http://www.sann-ai.ed.jp

【E-Mail】info@sann-ai.ed.jp

志木教會附属泉幼稚園［泉幼稚園］

［幼稚園］　［(宗)日本基督教団志木教会］〒353-0004　埼

玉県志木市本町6-5-3　Tel&Fax.048-471-0058　◇東武

東上線志木駅東口から徒歩15分　◇創立／1946年　◇園

長／久田 益子、代表役員／潮 義男　◇特色／キリスト教

保育によって人生の土台である幼児教育を大切にする。

シャローム幼児学園［SYG］

［幼児教育・ナーサリー］　［(宗)ＫＦＧ志木キリスト教会］

〒353-0003　埼玉県志木市下宗岡1-11-5　Tel.048-472-

6698 Fax.048-474-9760　◇東武東上線朝霞台駅から下宗

岡循環バス「宮戸橋」停、徒歩2分　◇創立／1971年　

◇園長／久保 眞理、園長補佐／古暮 恵子、チャプレン／

橋本 悠　◇特色／子どもの心を大切に、祈りのある保育

によって光の子に育てる。小人数制、スクールバスあり。

【HP】http://www.kfg-shalom.or.jp/

【E-Mail】shiki@kfg-shalom.or.jp

白岡天使幼稚園
［幼稚園］　［(学)ヨハネ学園］〒349-0217　埼玉県南埼玉

郡白岡町小久喜618-1　Tel.0480-90-1621 Fax.0480-90-

1624　◇JR白岡駅出口1から徒歩15分　◇創立／1999

年　◇園長／尾崎 正浩

【HP】http://www.geocities.jp/seiga_tenshi/tenshi45.html

【E-Mail】seiga_tenshi@yahoo.co.jp

白百合学園幼稚科
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団深谷教会］〒366-0824　埼

玉県深谷市西島5-5-2　Tel.048-571-0592　◇JR深谷駅南

口から徒歩2分　◇創立／1965年　◇園長／保母 光彦　

◇特色／礼拝で始まり、み言葉を学び祈り、聖書と自然に

親しみ、霊肉共に成長することを目指す。隔週、親子一緒

の礼拝。

しんせい幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本キリスト教団埼玉新生教会］〒338-

0001　埼玉県さいたま市中央区上落合7-9-11　Tel&Fax. 

048-853-1005　◇JR北与野駅から徒歩12分　◇創立／

1950年　◇代表役員／中村 眞、園長／中村 忠明　◇特

色／神を敬い、人を愛することを求めつつ、一人ひとりを

大切にする保育をしています。

【HP】http://www.sinsei.org/youchien.htm

【E-Mail】youchien@sinsei.org

聖愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会北関東学園］〒330-0854　埼玉県

さいたま市大宮区桜木町2-172　Tel.048-643-3410 

Fax.048-643-3521　◇JR大宮駅から徒歩5分　◇創立／

1948年　◇理事長／広田 勝一、園長／木村 直樹

【HP】http://www.seiai-youchien.ed.jp/

聖学院みどり幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖学院］〒331-0045　埼玉県さいたま市

西区内野本郷820　Tel.048-622-3864 Fax.048-625-1822

［連絡先：聖学院大学広報企画部 広報課　〒362-8585　

埼玉県上尾市戸崎1-1 Tel.048-780-1707］　◇JR宮原駅か

ら徒歩20分　◇創立／1978年　◇代表・園長／濱田 辰雄、

副園長／村山 順吉　◇特色／子どもたちの「生きる力」

を遊びを通して育んでいます。聖学院小学校への推薦制

度があります。通園バスあり。

【HP】http://www.seig.ac.jp/midori/

【E-Mail】pr_midori@seig.ac.jp

菁莪幼稚園
［幼稚園］　［(学)ヨハネ学園］〒349-0223　埼玉県南埼玉

郡白岡町下野田831-2　Tel.0480-92-1309 Fax.0480-92-

7530　◇JR白岡駅　◇創立／1964年　◇園長・理事長／

福島 聖二　◇特色／子どもは宝、みんな神の子！お母様

も学ぼう！自主・平等・博愛で世界に平和を！

【HP】http://www.geocities.jp/seiga_tenshi/

【E-Mail】seiga_tenshi@yahoo.co.jp

聖フランソワ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒338-0803　埼玉県さいたま市浦和

区皇山町18-1　Tel.048-831-5556

【HP】http://fransoa.swee.to/

星和幼稚園
［カトリック幼稚園］〒356-0008　埼玉県ふじみ野市元福

岡3-15-1　Tel.049-263-6000

草加藤幼稚園
［カトリック幼稚園］〒340-0041　埼玉県草加市松原4-4-

2　Tel.048-942-1626 Fax.048-942-1655

【HP】http://academic1.plala.or.jp/soka-k-a/fuji/

たねの家保育所
［認定こども園］　［認定こども園母の会］〒330-0052　埼
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玉県さいたま市浦和区本太1-24-16　Tel&Fax.048-883-

3021　◇JR浦和駅東口から徒歩15分　◇創立／2008年　

◇施設長／真﨑 みよ子

【HP】http://www.hahanokai.ac.jp/

【E-Mail】tane@hahanokai.ac.jp

なかよし保育園
［保育園］　［(福)ふじみ野なかよし会］〒356-0004　埼玉

県ふじみ野市上福岡1-12-8　Tel.049-266-6662 Fax.049-

266-2221　◇東武東上線上福岡駅東口から徒歩3分　◇

創立／1963年　◇園長／村上 光男　◇特色／こどもを私

のところに来させなさい。イエスキリスト。こども達の笑

顔を大切に育てたい。

【HP】http://www.aiji.ed.jp/

【E-Mail】murakami@aiji.ed.jp

のぞみ保育園
［保育所］　［(福)望未会］〒366-0811　埼玉県深谷市人見

92-1　Tel.048-551-7717 Fax.048-551-7718［連絡先：(有)

トータルライフケアセンター　〒366-0814　埼玉県深谷

市大谷2369-1］　◇JR深谷駅　◇創立／2006年　◇理事

長／松沢 信広　◇特色／「神に対して信仰、事に対して

希望、人に対して愛」を理念にキリスト教に裏打ちされた

保育を目指します。

のぞみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)サンライズ学園］〒350-1175　埼玉県川

越市笠幡2764　Tel.049-234-5686 Fax.049-234-5749　◇

JR武蔵高萩から車5分　◇創立／1967年　◇園長／三上 

かをり、理事長／三上 友通　◇特色／子どもたち一人ひ

とりの個性と意思を大切にしながら、幼児期にふさわしい

体験を沢山できるよう工夫した保育。

【HP】http://www12.plala.or.jp/nozomi1/

【E-Mail】sonrisefg@agate.plala.or.jp

初雁幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会北関東学園］〒350-0057　埼玉県

川越市大手町8-5　Tel.049-222-5385 Fax.049-228-5010　

◇西武新宿線本川越駅　◇創立／1901年　◇園長／野沢 

達也

【HP】http://homepage2.nifty.com/hatsukari-kg/

【E-Mail】hatsukari-kg@nifty.com

ハレルヤ保育園
［保育園］　［(福)白百合会］〒351-0115　埼玉県和光市新

倉5-9-92　Tel.048-451-5300 Fax.048-451-5330　◇東武

東上線和光市駅北口から徒歩15分　◇創立／2007年

ひかり第２幼稚園
［幼稚園］　［(福)頌栄会ひかり幼稚舎］〒344-0064　埼玉

県春日部市南3-18-22　Tel.048-735-1510 Fax.048-734-

8298　◇東武伊勢崎線一ノ割駅から徒歩12分

ひかり幼稚園
［幼稚園］　［(福)頌栄会ひかり幼稚舎］〒340-0041　埼玉

県草加市松原2-1-1　Tel.048-942-1015 Fax.048-943-

8955　◇園長／谷脇 純子

【HP】http://www.hikari-sg.ed.jp/

放課後子どもタイム
［学童］　［(宗)川越福音自由教会］〒350-0034　埼玉県川

越市仙波町3-2-17　Tel.049-225-3750 Fax.049-225-

3190　◇東武東上線川越駅から徒歩12分　◇創立／1978

年　◇代表／野瀬 裕志　◇特色／火曜日〜土曜日までの

放課後フリースペース。高校生までの子ども達が自由に過

ごしています。会話卓球漫画等

【HP】http://www2.odn.ne.jp/kawagoe-efc/

【E-Mail】kawagoe_efc@nyc.odn.ne.jp

ホザナ幼稚園
［幼稚園］　［(学)ホザナ学園］〒361-0052　埼玉県行田市

本丸11-20　Tel.048-555-2301 Fax.048-554-8969　◇秩父

鉄道行田市駅から徒歩9分　◇創立／1950年　◇園長／

清水 与志雄

【HP】http://www.alpha-net.ne.jp/users2/hosanakg/

【E-Mail】hosanakg@m09.alpha-net.ne.jp

松山聖ルカ幼稚園［聖ルカ］

［幼稚園］〒355-0016　埼玉県東松山市材木町19-11　

Tel.0493-22-0662 Fax.0493-22-6650　◇東武東上線東松

山駅東口から徒歩6分　◇創立／1926年　◇園長／小久

保 勝昭、理事長／田口 弘、チャプレン／浅見 卓司　◇

特色／創立83年目。キリスト教の愛の精神をもとに、神と

人とを愛し感謝する子どもを育成することを目標にしてい

る。

【HP】http://www.seiruka.com

【E-Mail】luke@seiruka.com

みこころ幼児園
［幼児］　［(宗)聖心教会］〒366-0801　埼玉県深谷市上野

台3254　Tel&Fax.048-571-8196 Tel.048-572-3556　◇JR

深谷駅から徒歩20分　◇創立／1977年　◇園長／矢代 

博常　◇特色／園児･保護者・スタッフによる「愛のトラ

イアングル保育」を目指す。

【HP】http://www.micocoro.net/

めぐみ幼児園
［幼児］　［(宗)春日部福音自由教会］〒344-0067　埼玉県

春日部市中央1-51-7　Tel.048-735-4765 Fax.048-735-

4726　◇東武線春日部駅から徒歩3分　◇創立／1974

年　◇主任牧師／高橋 敏夫　◇特色／聖書に基く情操教

育。ひとりひとりを大切にした保育を行なっています。

【HP】http://kefc.jp/kindergarten/09megumiyojien.htm

【E-Mail】kasukabe-efc@nifty.com

麗和幼稚園
［幼稚園］　［(学)麗和幼稚園］〒330-0062　埼玉県さいた

ま市浦和区仲町2-10-19　Tel.048-822-4594 Fax.048-822-

4596　◇創立／1912年　◇理事長・園長／広田 勝一

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~reiwa/

【E-Mail】hirotaz@nifty.com

ろばのこくらぶ
［就園前の子どもと母親教室］〒333-0801　埼玉県川口市

東川口4-20-12　Tel&Fax.048-298-1849　◇JR東川口駅

から徒歩7分　◇牧師／山下 智弘
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埼 玉 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   S a i t a m a 　

上尾市 Ageo-shi

上尾希望教会［単立／独立］

Tel&Fax.048-773-6303　◇創立／1984年（16人）　◇有

田 一郎　◇礼拝／10:30

上尾キリスト教会［バプ連盟］

〒362-0063　上尾市小泉36-66　Tel&Fax.048-726-

2208　◇上尾駅からバス「大久保」停　◇創立／1970年

（50人）　◇秋山 信夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://www2.tbb.t-com.ne.jp/ageobaptest/

上尾キリスト福音教会［JECA］

〒362-0001　上尾市大字上469-2　Tel&Fax.048-771-

5520　◇JR北上尾駅から徒歩20分　◇創立／1970年　

◇猪又 修　◇礼拝／10:30

上尾合同教会［日基教団］

〒362-0041　上尾市富士見2-3-33　Tel.048-771-6549 

Fax.048-775-0629　◇JR上尾駅西口から徒歩10分　◇創

立／1960年（163人）　◇秋山 徹　◇礼拝／10:15,15:00　

◇外国語／中国語(15:00)

【HP】http://www.ageo-church.org/

上尾使徒教会［日基教団］

〒362-0014　上尾市本町1-10-5　Tel&Fax.048-774-

1613　◇JR上尾駅から徒歩7分　◇創立／1970年（41

人）　◇松本 のぞみ　◇礼拝／10:00

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/shito.htm

泉プレイズチャーチ［単立／独立］

〒362-0047　上尾市今泉261-6 平塚方　Tel&Fax.050-

3338-3885　◇JR上尾駅からバス「今泉小学校前」停、徒

歩3分　◇平塚 正弘

希望の丘キリスト教会［福音伝道］

〒362-0061　上尾市藤波2-348-1　Tel&Fax.048-786-

4943　◇JR桶川駅からバス「下日出谷」停、徒歩5分　

◇創立／1973年（29人）　 ◇並木 克友　 ◇礼拝／

10:30　◇特色／木目をいかした優しい雰囲気の教会堂で

す。軟式野球やゴルフなどを通しての伝道も行っています。

【E-Mail】fdkhope_199729@ybb.ne.jp

埼玉中国語礼拝伝道所［日基教団］

〒362-0041　上尾市富士見2-3-33 上尾合同教会内　Tel. 

048-771-6549　◇JR上尾駅西口から徒歩10分　◇創立／

2001年（22人）　◇李 秀雲　◇礼拝／15:00　◇特色／中

国語で礼拝しています。日本語の同時通訳あります。

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/chugoku.htm

聖学院教会［日基教団］

〒362-0053　上尾市戸崎1-1 聖学院大学内　Tel&Fax. 

048-781-2829　◇JR宮原駅から徒歩17分［連絡先：東野 

尚志　〒331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町3-436-1 

ハイツ大宮宮原301 Tel.048-664-1234］　◇創立／1976年

（49人）　◇東野 尚志、菊地 順、濱田 辰雄、相澤 一、柳

田 洋夫　◇礼拝／10:15　◇特色／大学の中にある教会

として学生伝道を担いつつ、地域に開かれた教会として礼

拝の拠点となることを目指す。

【HP】http://www.seigakuin-univ.ac.jp/conts/ryokusei/

【E-Mail】h_higashino@seigakuin-univ.ac.jp

西上尾教会［日基教団］

〒362-0064　上尾市大字小敷谷854-1 誠勇ビル別棟平

屋　Tel&Fax.048-863-9476　◇JR上尾駅西口　◇創立／

1971年（56人）　◇石神 稔　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/nishia.htm

西上尾福音教会［JECA］

〒362-0063　上尾市小泉21-2　Tel&Fax.048-781-3226　

◇JR上尾駅からバス「第一団地入口」停、徒歩5分　◇創

立／1977年（46人）　◇深谷 愛美、兼次 宏枝　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時30分から祈祷会。他にも

数か所で家庭集会があります。若い家族も多く、賑やか

な教会です。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~n-ageo/

【E-Mail】nishiageo@ever.ocn.ne.jp

日野原記念上尾栄光教会［日基教団］

〒362-0021　上尾市原市字９番耕地1534　Tel.048-722-

3471　◇埼玉新都市交通ニューシャトル沼南駅から徒歩5

分　◇創立／1963年（22人）　◇木村 勝則　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/eikoh.htm

朝霞市 Asaka-shi

朝霞教会［日基教団］

〒351-0025　朝霞市三原1-10-22　Tel&Fax.048-465-

8247　◇JR北朝霞駅南口から徒歩10分　◇創立／1950年

（19人）　◇鎌木 順子、韓 泰帥　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/asaka.htm

朝霞キリスト教会［バプ連盟］

〒351-0004　朝霞市根岸257-1　Tel.048-466-0181 Fax. 

048-466-0182　◇江川 博和、江川 雄之助

朝霞聖書教会［同盟基督］

〒351-0023　朝霞市溝沼1261-3　Tel&Fax.048-464-



埼
玉
県

関
東
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

162
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

8575　◇東武東上線朝霞台駅から徒歩7分　◇創立／

1976年（31人）　◇林 俊宏　◇礼拝／10:30

【HP】http://asaka.church.jp/

志木聖母教会［聖公会］

〒351-0025　朝霞市三原2-19-59　Tel&Fax.048-471-

3785　◇東武東上線志木駅から徒歩10分　◇創立／1960

年（64人）　◇輿石 勇　◇外国語／英語

東京仲よしキリスト教会［ホーリネス］

〒351-0015　朝霞市幸町2-18-27　Tel&Fax.048-467-

3566　◇東武東上線朝霞駅からバス「朝霞警察署」停、

徒歩5分　◇創立／1979年（60人）　◇杉浦 紀明　◇礼

拝／15:00　◇特色／朝霞での礼拝のほかに池袋で礼拝を

行っています(午前10時45分より)。JR池袋駅北口下車、山

の手ビル4F

【HP】http://www.nakayoshi-ch.jp/

入間市 Iruma-shi

入間宣教バプテスト教会［バプ連合］

〒358-0006　入間市春日町2-12-21　Tel&Fax.04-2963-

6468　◇小田 洋

入間チャペル［ニューファンテン］

〒358-0053　入間市仏子字上野871-13　Tel.04-2932-

6850　◇創立／2004年　◇高見 幸喜枝

入間福音キリスト教会［ホーリネス］

〒358-0055　入間市新光275-40　Tel&Fax.04-2932-

9561　◇西武池袋線仏子駅北口から徒歩30分　◇創立／

1995年（20人）　◇佐藤 守彰、佐藤 亨子

グリーンヒル福音教会［同盟基督］

〒358-0013　入間市上藤沢494-11　Tel&Fax.04-2963-

1894　◇西武池袋線武蔵藤沢駅からバス(扇町屋行)「西

武グリーンヒル」停、徒歩5分　◇創立／1977年（28人）　

◇越川 壽允、越川 花子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜

日午後8時から祈祷会、木曜日は午前10時半から祈祷会が

あります。

埼玉キリスト教会［単立／独立］

〒358-0014　入間市宮寺2830-4　Tel&Fax.04-2934-

2574　◇西武池袋線入間市駅からバス「二本木」停、徒

歩2分　◇創立／1972年（5人）　◇平田 孝、平田 紘子　

◇礼拝／15:30

【E-Mail】psdxb223@ybb.ne.jp

聖地教会［単立／独立］

〒358-0054　入間市野田字清水上2222-64　Tel.04-2933-

0406　◇創立／1991年（9人）　◇栁川 旭、栁川 ふみ

子　◇礼拝／11:00　◇特色／自給自活伝道連絡協議会会

員

単立バプテスト武蔵聖書教会［単立／独立］

〒358-0003　入間市豊岡4-6-41　Tel&Fax.04-2962-

5045　◇西武池袋線入間市駅から徒歩12分　◇創立／

1962年　◇伊豆 洋一　◇礼拝／11:00　◇特色／聖書66

巻を神の御言葉であると信じ、神を愛し、神にお仕えすべ

く聖徒を建て上げる根本主義の教会です。

【HP】http://www.k5.dion.ne.jp/~mbc/

【E-Mail】musashi-bible-church@r6.dion.ne.jp

ニューライフ・ファミリーチャーチ［NHJA］

〒358-0012　入間市東藤沢7-32-2　Tel&Fax.04-2965-

7475　◇西武池袋線狭山ヶ丘駅から徒歩12分　◇創立／

2000年（35人）　◇飯塚 和義　◇礼拝／13:00　◇特色

／日曜礼拝は入間市内の公共施設を使う場合があります。

事前にHPで確認いただくか、直接問い合わせてください。

【HP】http://nlfc.biz/

【E-Mail】NLFAMILYC@aol.com

原福音イエス・キリスト教会［単立／独立］

〒358-0004　入間市鍵山3-2-4　Tel&Fax.04-2962-

6873　◇木村 進

福音チャペルキリスト教会［福音バプ宣教団］

〒358-0011　入間市下藤沢51-7-303　Tel&Fax.04-2966-

9981　◇西武池袋線武蔵藤沢駅　◇マクドナルド，ドナ

ルド、旭 悦子　◇礼拝／10:30

仏子キリスト教会［長老教会］

〒358-0026　入間市小谷田1518-149　Tel.04-2963-

2066　◇西武池袋線仏子駅から徒歩15分　◇創立／1974

年（102人）　◇永吉 章　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書

のお言葉があなたの人生を変えるをモットーに、落ち着い

た雰囲気で礼拝を守っています。

【HP】http://www5a.biglobe.ne.jp/~bushi-ch/

武蔵豊岡教会［日基教団］

〒358-0008　入間市河原町8-6　Tel&Fax.04-2962-

6191　◇西武池袋線入間市駅から徒歩7分［連絡先：

Tel.04-2965-4348］　◇創立／1889年（155人）　◇栗原 

清　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/toyooka.htm

桶川市 Okegawa-shi

桶川聖書教会［単立／独立］

〒363-0022　桶川市若宮1-8 パークタウン若宮分譲団地

集会所　Tel&Fax.048-789-1325　◇JR桶川駅西口から徒

歩2分［連絡先：加々美 要　〒363-0022　埼玉県桶川市

若宮1-8-8-501 Tel.048-789-1325］　◇創立／2002年　◇

加々美 要　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30

分、午後7時30分聖書を学ぶ会。テレ玉(土)午前8時放送「ラ

イフ・ライン」サポート教会。

【E-Mail】keystone@silk.plala.or.jp

桶川伝道所［日基教団］

〒363-0028　桶川市下日出谷西3-15-34　Tel&Fax.048-

787-5921　◇JR桶川駅からバス｢けやき台」停、徒歩2

分　◇創立／1991年（16人）　◇高橋 悦子、渡辺 久純　

◇礼拝／10:15　◇特色／お年寄りの方の為の集会。公園

伝道。家庭集会。世界に主イエス・キリストの愛と平安を

発信。地域の課題を担う。

【HP】http://www.geocities.jp/okegawa_church/
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／11:00　◇特色／冠婚葬祭、お茶会、研修会などにも、

ご利用いただけます。

【HP】http://kefc.jp

【E-Mail】info@kefc.jp

春日部福音自由教会庄和チャペル［福音自由］

　Tel.048-735-4765 Fax.048-735-4726　◇高橋 敏夫

春日部福音自由教会武里チャペル［福音自由］

〒344-0021　春日部市大場928 リエールビル2F　Tel.048 

-735-4765 Fax.048-735-4726　◇高橋 敏夫、小野 信一

恵泉キリスト教会春日部チャペル［保守バプ］

［連絡先：恵泉キリスト教会関宿チャペル　〒270-0213　

千葉県野田市関宿町桐ケ作568-1 Tel.04-7196-2831］　◇

後平 一　◇特色／日曜の午後に信徒宅で集会をしていま

す。詳細はお問い合わせください。

【E-Mail】k1000_sekiyado@ybb.ne.jp

せんげん台教会［改革派］

〒344-0022　春日部市大畑822-4　Tel&Fax.048-736-

5148　◇東武伊勢崎線せんげん台駅から徒歩13分　◇創

立／1973年（27人）　◇浅野 正紀　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.church.jp/sengendai/

TLCCC恵みの栄光教会［主の十字架］

Tel&Fax.048-689-0048　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇創立／2004年　◇ダニエル 大重、シ

オン 大重

南桜井キリスト教会［バプ教会連合］

〒344-0115　春日部市米島962-35　Tel&Fax.048-746-

2606　◇東武野田線南桜井駅から徒歩7分　◇創立／

1976年（56人）　◇高野 圀昭　◇礼拝／10:30　◇特色／

「俳句の会」「絵手紙の会」「習字の会」「憩いの会」等、趣

味の会があります。あなたも参加してください。

【E-Mail】minamisakurai-k@s7-dion.ne.jp

加須市 Kazo-shi

愛泉教会［日基教団］

〒347-0056　加須市土手2-15-57　Tel.0480-61-7677 Fax. 

0480-62-1687　◇東武伊勢崎線加須駅北口から徒歩15

分　◇創立／1947年（85人）　◇森田 弘道　◇礼拝／

10:00

【HP】http://www.ainoizumi.com/church/church.html

加須教会［日基教団］

〒347-0064　加須市東栄2-11-44　Tel&Fax.0480-65-

3447　◇東武伊勢崎線加須駅から徒歩15分　◇創立／

1947年（12人）　◇浦部 牧子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/kazo.htm

騎西キリスト教会［福音伝道］

〒347-0105　加須市騎西1239-1　Tel&Fax.0480-73-

3813　◇JR鴻巣駅からバス「騎西町1丁目」停、徒歩1分［連

絡先：野田 美代子　〒348-0054　埼玉県羽生市西1-2-36 

Tel.048-561-2917］　◇創立／1983年（6人）　◇野田 美

代子　◇礼拝／10:30

桶川バイブルバプテスト教会［JBBF］

〒363-0021　桶川市泉2-8-12　Tel&Fax.048-787-4969　

◇JR桶川駅西口からバス10分(けやき団地行)「三共理化学

前」停すぐ　◇創立／2001年（8人）　◇内島 隆　◇礼

拝／10:30

桶川福音自由教会［福音自由］

〒363-0001　桶川市加納147-5　Tel&Fax.048-774-

1045　◇JR桶川駅から徒歩30分　◇創立／1976年（63

人）　◇前野 勇、鈴木 弘司　◇礼拝／10:30　◇テレホ

ン／048-772-0063　◇特色／水曜午前10時半より婦人会。

午後7時45分より祈祷会。毎月第4水曜午前11時よりロバ

の子学級(えい児科)。

【HP】http://okefc.ld.infoseek.co.jp/

春日部市 Kasukabe-shi

泉キリスト教会［福音教団］

〒344-0032　春日部市備後東2-1-25　Tel&Fax.048-738-

4573　◇藤村 義親、藤村 章子

春日部・家の教会［ガリラヤ福音］

〒344-0016　春日部市本田町2-94-6　Tel&Fax.048-733-

0176　◇相原 光生

春日部教会［日基教団］

〒344-0062　春日部市粕壁東3-12-16　Tel.048-752-

3867　◇東武伊勢崎線春日部駅から徒歩13分　◇創立／

1896年（178人）　◇白石 多美出　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/kasukabe.htm

【E-Mail】dabide@an.wakwak.com

春日部チャペル［勝利教会］

〒344-0053　春日部市梅田本町1-10-40　Tel.048-755-

8601 Fax.048-623-1225　◇東武伊勢崎線北春日部駅から

徒歩6分［連絡先：勝利教会本部　〒330-0856　埼玉県さ

いたま市大宮区三橋4-64-2 Tel.048-623-1225］　◇創立／

1990年　◇井上 文月　◇礼拝／14:30　◇外国語／英語、

タガログ語　◇特色／来ていただいたすべての方に気持

ちよく過ごしていただきたいと願っています。キャッチフ

レーズは「癒しと寛ぎの時空間」。

【HP】http://www.victorychurch.jp

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

春日部福音自由教会＝中央会堂［福音自由］

〒344-0067　春日部市中央1-51-7　Tel.048-735-4765 

Fax.048-735-4726　◇東武伊勢崎線春日部駅西口から徒

歩3分　◇創立／1963年（147人）　◇高橋 敏夫、山田 豊、

小野 信一、ミルビー，ジム、ウイズナー，ティム　◇礼

拝／9:00,11:00,18:30,19:00　◇外国語／英語　◇特色／

丘の上記念会堂では、お茶会、結婚式、各種研修セミナ

ーなどでも、ご利用いただけます。

【HP】http://kefc.jp

【E-Mail】info@kefc.jp

春日部福音自由教会丘の上記念会堂［福音自

由］

〒344-0045　春日部市道口蛭田15　Tel&Fax.048-754-

7683　◇創立／1986年　◇高橋 敏夫、山田 豊　◇礼拝
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川口キリスト教会［C&MA］

〒333-0861　川口市柳崎5-1-68　Tel.048-269-2691　◇JR

東浦和駅から徒歩12分　◇創立／1995年（40人）　◇元

呑 昭夫(信徒)　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語(18:00)　

◇特色／子供が多い、賛美にみちた、また国際色あふれ

た教会です。

【HP】http://kawaguchichurch.org

【E-Mail】info@kawaguchichurch.org

川口キリスト教会［単立／独立］

〒333-0801　川口市東川口2-22-23　Tel.048-294-9406 

Fax.048-294-9994　◇JR東川口駅から徒歩8分　◇創立

／1994年（12人）　◇平田 真実　◇礼拝／11:00　◇特

色／毎週、礼拝後食事を共にしながら交わりをする家族

的な教会です。バーベキューパーティーも年2回開きます。

【E-Mail】kyoukai2005@pogona.jp

川口小隊［救世軍］

〒333-0847　川口市芝中田2-20-5　Tel&Fax.048-267-

9799　◇JR西川口駅東口からバス「川口工業高校入口(益

子病院前)」停、徒歩5分　◇創立／1970年（25人）　◇

松本 悦子　◇礼拝／10:30　◇特色／小さくてアットホー

ムな教会です。子供達に遊び場を提供する「ぷれいるーむ」

や祈りの会、金管バンドもあります。

川口神召キリスト教会＝オリーブ・チャペ
ル［アッセンブリー］

〒333-0801　川口市東川口4-8-5　Tel&Fax.048-298-

6081　◇JR東川口駅から、徒歩10分　◇創立／1985年（15

人）　◇安田 眞、長屋 勇　◇礼拝／10:30　◇外国語／

英語、ガーナ語　◇特色／礼拝は日本語と英語です。賛

美はコンガのリズムに合わせて歌います。

【HP】http://www2.tba.t-com.ne.jp/agkscc/

【E-Mail】agkscc@tbd.t-com.ne.jp

川口中央福音自由教会［福音自由］

〒333-0844　川口市上青木6-7-17　Tel&Fax.048-267-

8170　◇JR川口駅からバス20分　◇創立／1973年（24

人）　◇金 s浩　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/kawaguchichuo_efc/

川口福音自由教会［福音自由］

〒332-0023　川口市飯塚1-17-4　Tel&Fax.048-253-

0434　◇JR川口駅から徒歩8分　◇創立／1964年（39

人）　◇高尾 利彦　◇礼拝／10:30,19:30

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~kefc1964/

けやき通りキリスト教会［福音自由］

〒333-0801　川口市東川口4-20-12　Tel&Fax.048-298-

1849　◇JR東川口駅から徒歩8分　◇創立／1994年（33

人）　◇西本 一雄　◇礼拝／10:30　◇特色／小・中学生

の多い地域に根ざした教会です。牧師のギターで賛美を

することもあり、心和む礼拝が与えられています。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~keyakicc/

【E-Mail】keyaki_efc@crux.ocn.ne.jp

埼玉国際基督教会［国際福音教団］

〒332-0034　川口市並木3-4-23 石原ビル3F　Tel&Fax. 

048-258-8284　◇JR西川口駅から徒歩5分　◇創立／

2006年（85人）　◇朴 日永　◇礼拝／9:30,11:00　◇外国

北川辺教会［日基教団］

〒349-1211　加須市飯積1106-2　Tel&Fax.0280-62-

1214　◇東武日光線柳生駅　◇創立／1992年（15人）　

◇柳下 仁　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/kawabe.htm

花崎キリスト教会［福音伝道］

〒347-0032　加須市花崎1-16-6　Tel&Fax.0480-66-

2828　◇東武伊勢崎線花崎駅から徒歩3分花崎南公園隣　

◇創立／1993年（10人）　◇佐々木 優　◇礼拝／10:30

東埼玉バプテスト教会［バプ連合］

〒349-1143　加須市生出453　Tel&Fax.0480-72-6919　

◇JR栗橋駅西口から徒歩10分　◇創立／1999年（17人）　

◇木田 浩靖　◇礼拝／10:00,16:00　◇特色／夕礼拝

(16:00)、家庭集会、Lキッズクラブなどもあります。詳し

くはお問い合わせください。

【E-Mail】h_kida@mtf.biglobe.ne.jp

めぐみ福音キリスト教会［福音伝道］

〒347-0014　加須市川口2-20-4　Tel.0480-65-2441　◇

東武伊勢崎線鷲宮駅から徒歩15分［連絡先：福音伝道教

団 久喜キリスト教会　〒346-0005　埼玉県久喜市本町

4-3-9 Tel.0480-21-5769］　◇創立／1992年　◇増田 千

代、安田 洋　◇礼拝／14:00　◇特色／日曜日午後2時か

ら礼拝をしています。

川口市 Kawaguchi-shi

アガペ・チャーチ［単立／独立］

〒332-0015　[集会のみ]リリア川口総合文化センター6F [

郵便物不可]スタジオ3号　◇JR川口駅西口から徒歩1分

［連絡先：鈴木 悟　〒332-0006　埼玉県川口市末広2-15-

16 ベーカリージロー内 Tel.048-437-1286］　◇創立／

2005年（13人）　◇鈴木 悟、鈴木 奈保、井上 二郎、井上 

敏子　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜日午後7時30分から

祈祷会。新しい時代のニーズに答える現代的な教会です。

楽しく礼拝しています。

【HP】http://www.agape-church.info/

【E-Mail】holyholyholy@kmd.biglobe.ne.jp

安行教会［日基教団］

〒334-0057　川口市安行原2562-1　Tel&Fax.048-296-

4002　◇埼玉高速鉄道新井宿駅　◇創立／1950年（42

人）　◇田中 かおる　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/angyo.htm

オリーブの木キリスト教会［単立／独立］

〒332-0034　川口市並木1-2-4　Tel.048-252-7664 Fax. 

048-252-7829　◇JR川口駅東口から徒歩13分　◇創立／

1963年（49人）　◇中野 信行　◇礼拝／11:00　◇特色／

日曜学校／10：00.。聖書の学び／毎水曜7：30PM

【E-Mail】olivetree-church@nifty.com

川口教会［日基教団］

〒332-0032　川口市中青木1-8-10　Tel.048-251-6039 

Fax.048-251-6019　◇JR川口駅　◇創立／1926年（97

人）　◇本間 一秀　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/kawaguti.htm
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れる礼拝があります。集会や特別プログラム等、詳細は

教会ホームページをご覧ください。

【HP】http://church.jp/nishikawaguchi

日本弟子たちの教会［福音教会連合］

〒332-0017　川口市栄町3-2-20-401　Tel.048-251-7011　

◇JR川口駅東口から徒歩5分　◇創立／2008年（20人）　

◇朴 永佶　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語

のぞみ教会［単立／独立］

〒333-0821　川口市東内野56-100　Tel&Fax.048-295-

8643　◇JR東川口駅からバス10分　◇創立／1998年（10

人）　◇松岡 広和　◇礼拝／10:00　◇特色／御言葉に基

づく、真の教会形成を目指しています。

【E-Mail】hareruya624@future.ocn.ne.jp

東川口教会［改革派］

〒333-0802　川口市戸塚東3-34-30　Tel&Fax.048-297-

7252　◇JR東川口駅からバス「戸塚グランド前」停　◇

櫻井 良一　◇礼拝／10:30

東川口キリスト教会［福音伝道］

〒333-0801　川口市東川口1-15-7　Tel.048-298-3484　◇

JR東川口駅から徒歩2分　◇創立／1994年（7人）　◇矢

野 譲、落合 真

【E-Mail】fkktm@air.linkclub.or.jp

東川口福音自由教会［福音自由］

〒333-0807　川口市長蔵3-23-5　Tel&Fax.048-294-

2895　◇埼玉高速鉄道戸塚安行駅から徒歩8分　◇創立

／1988年（37人）　◇礼拝／10:45　◇特色／ひとりひと

りの居場所となる教会を目指します。月2回土曜日にゴス

ペルクワイヤーをやってます。

【HP】http://hefc.web.fc2.com/

【E-Mail】h.efc@f8.dion.ne.jp

フルゴスペル埼玉教会［JFGA］

〒332-0034　川口市並木3-14-25 第2千鶴ビル4F　Tel& 

Fax.048-256-5114　◇襄 f星

南浦和教会［改革派］

〒333-0857　川口市小谷場524　Tel&Fax.048-265-

0653　◇JR南浦和駅東口から徒歩12分　◇創立／1965年

（60人）　◇永沼 猛志　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月第3

火曜日午前10時30分から12時まで教会を開放して「親子

サークル すまいる」を開催中。

【E-Mail】minamiurawa-ch@yacht.ocn.ne.jp

川越市 Kawagoe-shi

霞ヶ関キリスト教会［同盟基督］

〒350-1175　川越市笠幡722　Tel&Fax.049-233-0011　

◇東武東上線鶴ヶ島駅西口からバス「おいせ橋」停、徒

歩5分　◇創立／1968年（78人）　◇池田 勇人、小林 和夫、

山本 弘愛　◇礼拝／10:40　◇特色／祈り会：水曜10時

半、木曜19時半。ナーサリー：木曜10時半。歌う会：第2・

4水曜13時半。短歌会：第2木曜10時。手話。

【HP】http://kasumich.yu-yake.com/

語／中国語　◇特色／中国語で礼拝しています。日本語

の同時通訳あります。

【HP】http://www.ciedj.org/

【E-Mail】hinaga.b@gmail.com

埼玉ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］

〒333-0864　川口市柳根町5-7　Tel&Fax.048-268-

1913　◇JR東浦和駅から徒歩18分　◇創立／2003年（12

人）　◇髙橋 質　◇礼拝／10:30

聖火キリスト教会［福音教団］

〒332-0001　川口市朝日3-11-18　Tel&Fax.048-225-

1767　◇JR川口駅からバス15分、徒歩5分　◇創立／

1967年（18人）　◇青山 恒、青山 恵美子　◇礼拝／

10:30,19:00

【E-Mail】seika_ch@yahoo.co.jp

聖泉キリスト教会［福音教会連合］

〒332-0001　川口市朝日3-1-18　Tel&Fax.048-223-

8426　◇JR赤羽駅東口からバス「ヒノツメ温泉前」停、

徒歩2分　◇創立／1953年（50人）　◇三浦 清重、三浦 

正子、三浦 愛　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語、ポル

トガル語

多摩キリスト教会［福音教会連合］

〒332-0034　川口市並木4-1-1-301　Tel.048-258-8169　

◇JR西川口駅から徒歩8分　◇創立／1992年（90人）　◇

鄭 順葉　◇礼拝／10:00,12:00　◇外国語／韓国語

(12:00)　◇特色／主日礼拝は、日本語(10:00)と韓国語

(12:00)で行われます。同時通訳あります。

【E-Mail】tamachung@hotmail.com

THE CHURCH OF PENTECOST［在外国教団教派］

〒333-0866　川口市芝6906　Tel&Fax.048-262-6223 Tel. 

048-269-7202　◇JR南浦和駅　◇創立／2005年　◇ジア

ンフィ，ジョセフ、ジアンフィ，エドウィナー　◇外国語

／英語、ガーナ語

【E-Mail】cop_japan@yahoo.com

罪人の友 主イエス・キリスト教会＝ジュー
ンブライドチャーチ［単立／独立］

〒333-0845　川口市上青木西4-13-4 居酒屋ジューンブラ

イド内　Tel&Fax.050-1328-4054 Tel.090-9332-1413［連

絡先：進藤 龍也　〒333-0846　埼玉県川口市南前川2-17-

16-102 Tel.090-8345-0269］　◇創立／2005年（18人）　

◇進藤 龍也　◇礼拝／14:30　◇特色／さいたま市整体

院にて(木)午後8：00〜学び会。赤坂のエクレシアカフェ

にて(火)夜7：00〜タツヤカフェ(予約制)

【HP】http://tsumibito.church.org

TLCCCCornerstone教会［主の十字架］

Tel&Fax.048-689-0048　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇創立／2004年　◇ダニエル 大重、シ

オン 大重、アンデレ 嶋村

西川口教会［日基教団］

〒332-0035　川口市西青木1-25-21　Tel.048-252-7036 

Fax.048-258-6630　◇JR西川口駅東口から徒歩7分　◇創

立／1950年（111人）　◇金田 佐久子、永本 慶子　◇礼

拝／9:00,9:30,10:30,15:00　◇特色／子供と一緒に来て帰
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川越バプテスト教会＝フレンドシップチャ
ペル［バプ教会連合］

〒350-1167　川越市大袋新田572　Tel&Fax.049-248-

3771　◇西武新宿線南大塚駅北口から徒歩18分［連絡先：

川田 道行 Tel.090-8315-6833］　◇創立／1985年（11人）　

◇川田 道行　◇礼拝／10:30　◇特色／ゴルフ、卓球等

をとおしての交わり会を持っています。

【E-Mail】mitchie@pop.kcv-net.ne.jp

川越福音自由教会［福音自由］

〒350-0034　川越市仙波町3-2-17　Tel.049-225-3750 

Fax.049-225-3190　◇JR川越駅から徒歩12分　◇創立／

1978年　◇野瀬 裕志　◇礼拝／10:30　◇特色／エレベ

ーター設置バリアフリー会堂。放課後子供達が遊びに来

ています。ハングル講座開講中。駐車場有。

【HP】http://www2.odn.ne.jp/kawagoe-efc/

【E-Mail】kawagoe_efc@nyc.odn.ne.jp

埼玉栄光キリスト教会［単立／独立］

〒350-0031　川越市小仙波貝塚1088-1　Tel&Fax.049-

223-5159　◇東武東上線本川越駅からバス「川越警察署

入口」停、徒歩1分　◇創立／1975年（27人）　◇早川 

衛　◇礼拝／10:30　◇外国語／スペイン語、英語　◇特

色／英語とスペイン語の同時通訳が可能です。千葉県と

米国カリフォルニアに枝教会があります。

【E-Mail】mamoruhayakawa@yahoo.co.jp

サンライズのぞみ教会＝サンライズ・クリ
スチャン・チャーチ［アッセンブリー］

〒350-1175　川越市笠幡2764　Tel.049-234-5653　◇JR

武蔵高萩駅からバス「日高団地」停、徒歩5分　◇創立／

1967年（45人）　◇三上 友通、三上 かをり、杉浦 哲也　

◇礼拝／11:00　◇特色／教会には、幼稚園があり、子育

て中の方々や、若い人たちが多くいます。

【HP】http://www6.plala.or.jp/church1/

【E-Mail】sonrise@hear.to

台湾基督教会川越教会［単立／独立］

〒350-0806　川越市天沼新田321-1　Tel.049-233-6644 

Fax.049-233-6794　◇東武東上線鶴ヶ島駅から徒歩12

分　◇創立／1986年（50人）　◇陳 明星　◇礼拝／

10:30　◇外国語／北京語、台湾語

日本バプテスト川越キリスト教会＝川越バ
プテスト教会［バプ連盟］

〒350-0824　川越市石原町1-32-3　Tel&Fax.049-224-

6281　◇JR川越駅東口からバス「小久保」停、徒歩5分［連

絡先：Tel.049-224-6283］　◇創立／1985年（20人）　◇

加藤 享　◇礼拝／11:00　◇特色／水曜日午後7時30分か

ら祈祷会。日曜日午前10時から教会学校分級。

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/baptist_kawagoe_church

【E-Mail】kawagoe-bc@tbn.t-com.ne.jp

初雁教会［日基教団］

〒350-0041　川越市六軒町2-13-4　Tel&Fax.049-224- 

7594 Tel.049-224-3323 Fax.049-224-3323　◇西武新宿

線本川越駅から徒歩7分　◇創立／1932年（92人）　◇町

田 さとみ、山岡 磐　◇礼拝／10:30,19:30

【HP】http://hatsukari.church.jp/

【E-Mail】joyful@sol.dti.ne.jp

上福岡キリスト教会［福音バプ宣教団］

〒350-1145　川越市清水町16-1　Tel.049-270-2995　◇

東武東上線上福岡駅南口から徒歩10分　◇野村　修、ベ

イリー，ケン

川越教会［日基教団］

〒350-1126　川越市旭町1-19-18　Tel.049-242-4338 

Fax.049-242-4438　◇JR川越駅から徒歩12分　◇創立／

1890年（39人）　◇木ノ内 一雄　◇礼拝／10:30　◇特色

／水曜日午前10時30分から聖書研究･祈祷会。

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/kawagoe.htm

川越教会［改革派］

〒350-0034　川越市仙波町2-1-10　Tel&Fax.049-222-

1529　◇JR川越駅から徒歩5分　◇創立／1955年（60

人）　◇木村 香　◇礼拝／10:30　◇特色／宗教改革の原

点「神中心、聖書中心」の教会です。心の内に深く静かに

燃える信仰、信仰者を目指しています。

【HP】http://www.geocities.jp/kawagoe_ch/

【E-Mail】kawagoe@rcj-net.org

川越基督教会［聖公会］

〒350-0056　川越市松江町2-4-13　Tel.049-222-1429 

Fax.049-222-2056　◇JR川越駅から徒歩25分　◇創立／

1889年（306人）　◇大橋 邦一　◇礼拝／10:00

川越国際キリスト教会＝On The Way Chapel
［東京FM］

〒350-1175　川越市笠幡小山4922-6　Tel.090-7823-

9005　◇JR笠幡駅から徒歩10分　◇創立／1990年（29

人）　◇宮川 浩二　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇

特色／明るいワーシップソングと愛にあふれた教会。諸集

会(祈祷会・愛唱歌を歌う会・ギター教室)あり。

【HP】http://ontheway.qee.jp/

【E-Mail】church@ontheway.qee.jp

川越新生バプテスト教会［単立／独立］

〒350-1147　川越市諏訪町17-15　Tel.049-246-1279　◇

東武東上線上福岡駅から徒歩20分　◇創立／1968年（16

人）　◇臼田 清　◇礼拝／10:45,14:00　◇特色／聖書は

すべて神の霊感によるものと信じ、主の望んでおられる教

会を目指している。

【E-Mail】kawagoeshinseibc@gmail.com

川越聖書教会［JECA］

〒350-1126　川越市旭町3-2-24　Tel.049-244-1091 Fax. 

049-241-7902　◇岸本 紘

川越高階教会［ホーリネス］

〒350-1136　川越市下新河岸74-2　Tel&Fax.049-244-

5392　◇東武東上線新河岸駅　◇創立／1977年（18人）　

◇柿内 和郎、柿内 常盤

川越のぞみ教会［ホーリネス］

〒350-1101　川越市的場2173　Tel&Fax.049-232-1243　

◇東武東上線霜ヶ関駅　◇高橋 武夫、高橋 ひろ子　◇

礼拝／10:30

【HP】http://www.21nozomi.com
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5769　◇JR久喜駅から徒歩20分　◇創立／1958年（49

人）　◇増田 千代、安田 洋　◇礼拝／10:30

久喜キリスト教会［ホーリネス］

〒346-0012　久喜市栗原3-14-13　Tel&Fax.0480-23-

3356　◇東武伊勢崎線幸手駅から徒歩15分　◇創立／

1984年（34人）　◇萩原 馨、萩原 文子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】fwbc3932@infoweb.ne.jp

久喜福音自由教会［福音自由］

〒346-0016　久喜市東5-3-17　Tel&Fax.0480-22-6685　

◇JR久喜駅東口から徒歩7分　◇創立／1984年（68人）　

◇伊藤 僚　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/kuki-efc/

【E-Mail】rsd81957@nifty.com

久喜めぐみキリスト教会［NSKK］

〒346-0016　久喜市東1-18 あけぼの東幼稚園内　◇JR久

喜駅から徒歩8分［連絡先：ジェイ・ヘイワース　〒346-

0002　埼玉県久喜市野久喜394-14 Tel.0480-21-4191］　

◇ヘイワース，ジェイ、小山田 格　◇礼拝／18:00　◇特

色／現在は、日曜日午後6時から礼拝。

【E-Mail】tadashi-oyamada@pfm.nir.jp

栗橋キリスト教会［JECA］

〒349-1104　久喜市栗橋町栗橋1337-8　Tel&Fax.0480-

52-1862　◇JR栗橋駅から徒歩15分　◇創立／1965年　

◇加藤 嘉成　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kuri_church@ybb.ne.jp

菖蒲教会［日基教団］

〒346-0104　久喜市菖蒲町三箇294　Tel&Fax.0480-85-

5411　◇JR久喜駅からバス20分　◇創立／1949年（6

人）　◇細谷 武英　◇礼拝／10:30

熊谷市 Kumagaya-shi

篭原キリスト教会［キリスト伝道隊］

〒360-0853　熊谷市玉井2-56　Tel&Fax.048-532-2282　

◇JR篭原駅から徒歩12分　◇創立／1964年（31人）　◇

丸山 豊　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月第1日曜日には賛

美礼拝。毎週水曜日午前10時30分から祈祷会。

【HP】http://www2.tvkumagaya.ne.jp/~kagoharachurch/

【E-Mail】kagoharachurch@tvkumagaya.ne.jp

熊谷教会［日基教団］

〒360-0044　熊谷市弥生2-17-1　Tel&Fax.048-521-

6018　◇JR熊谷駅から徒歩5分　◇創立／1885年（82

人）　◇布村 伸一　◇礼拝／10:30,19:00

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~kchurch/

熊谷教会［ホーリネス］

〒360-0814　熊谷市桜町1-4-1　Tel&Fax.048-521-3380　

◇JR熊谷駅からバス(6系統)「気象台入口」停、徒歩3

分　◇平野 信二、平野 真理子、鈴木 伸介、鈴木 初恵　

◇礼拝／10:30

熊谷キリスト教会(伝)［福音伝道］

〒360-0824　熊谷市見晴町83　Tel&Fax.048-525-2890　

フルゴスペル川越教会［JFGA］

〒350-1124　川越市新宿町5-1-25　Tel&Fax.049-241-

0767　◇東武東上線川越駅西口から徒歩10分　◇襄 恵英

ベテル栄光キリスト教会［ウェスレアン］

〒350-0023　川越市並木34-3　Tel&Fax.049-235-8347　

◇JR南古谷駅から徒歩5分　◇創立／1998年（10人）　◇

島津 広樹、島津 京子　◇礼拝／10:30　◇特色／JR南古

谷駅より徒歩5分の所にあり、静かな環境の中にあります。

家庭的な教会です。ご来会ください。

北本市 Kitamoto-shi

インマヌエル北本キリスト教会［IGM］

〒364-0023　北本市下石戸下606-9　Tel&Fax.048-591-

1750　◇JR北本駅から西口徒歩20分　◇創立／1990年　

◇小林 富美子　◇礼拝／10:30

北本教会［日基教団］

〒364-0024　北本市石戸1-56　Tel&Fax.048-591-1558　

◇JR北本駅から徒歩25分　◇創立／1971年（36人）　◇

石川 榮一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/kitamoto.htm

北本福音キリスト教会［単立／独立］

〒364-0023　北本市下石戸下1569-6　Tel.048-592-7234 

Fax.048-592-0844　◇JR北本駅から徒歩15分　◇創立／

1983年（133人）　◇小西 直也　◇礼拝／7:30,10:30,20:00

【HP】http://kgcc524.org/

行田市 Gyoda-shi

行田カベナント教会［単立／独立］

〒361-0031　行田市緑町13-31　Tel.048-553-3174 Fax. 

048-553-3178　◇JR吹上駅から車10分　◇創立／1981年

（40人）　◇矢吹 博、矢吹 育代　◇礼拝／10:10　◇テレ

ホン／048-556-4477

【HP】http://www.tvg.ne.jp/covenant-g/

【E-Mail】covenant-g@tvg.ne.jp

行田教会［日基教団］

〒361-0052　行田市本丸11-20　Tel.048-555-2301 Fax. 

048-554-8969　◇秩父鉄道行田市駅から徒歩9分　◇創

立／1941年（27人）　◇清水 与志雄　◇礼拝／9:00,10:30

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~gyoda-church/gyoda01.

html

【E-Mail】joshua_water_of_eternal_life@gyoda-church.jp

行田キリスト教会［福音伝道］

〒361-0071　行田市栄町20-41　Tel&Fax.048-556-

4010　◇秩父線行田市駅から徒歩15分　◇創立／1956年

（15人）　◇赤松 勇二　◇礼拝／10:30

久喜市 Kuki-shi

久喜キリスト教会［福音伝道］

〒346-0005　久喜市本町4-3-9　Tel&Fax.0480-21-
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◇特色／たえず御言葉によって改革される教会でありた

いと願っています。付属英和幼稚園と未就園児クラスを運

営。

【HP】http://www015.upp.so-net.ne.jp/kounosu/

【E-Mail】kounosu@church.emai.ne.jp

鴻巣福音自由教会［福音自由］

〒365-0054　鴻巣市大間4-2-46　Tel&Fax.048-541-

5935　◇JR鴻巣駅西口から徒歩1分　◇創立／1969年

（140人）　◇淀野 誠三　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.geocities.jp/kounosu_efc/

【E-Mail】kounosuch@yahoo.co.jp

吹上キリスト教会［単立／独立］

〒369-0123　鴻巣市榎戸1-5-9　Tel&Fax.048-549-1396　

◇神尾 明夫

越谷市 Koshigaya-shi

インマヌエル越谷キリスト教会［IGM］

〒343-0015　越谷市花田2-14-12　Tel&Fax.048-911-

0351　◇東武伊勢崎線北越谷駅東口からバス7分「小田急

弥栄団地入口」停すぐ　◇創立／1987年（20人）　◇川

村 和臣、川村 宏美　◇礼拝／10:30　◇特色／明るい家

庭的な教会です。宣教師による英会話教室、聖書講座な

どもあります。

【HP】http://www.oak.dti.ne.jp/igm.koshigayach/

【E-Mail】koshigaya@immanuel.or.jp

大袋キリストチャペル［単立／独立］

〒343-0047　越谷市弥十郎187　Tel&Fax.048-974-

1118　◇東武伊勢崎線北越谷駅東口からバス「弥十郎公

園入口」停、徒歩3分［連絡先：森川 幸紀雄　〒343-

0014　埼玉県越谷市宮前1-2-28 Tel.048-962-8224］　◇創

立／2008年（12人）　◇森川 幸紀雄、トーマス，ヒル　

◇特色／聖書に基づく教育セミナー、喜びあふれる賛美、

外国人が多く集う教会。チャーチスクールのグレース・イ

ンターナショナル・スクールを運営。

【HP】http://www.k3.dion.ne.jp/~gis/

【E-Mail】morikawa-gis@w9.dion.ne.jp

ガリラヤ教会［ガリラヤ福音］

〒343-0041　越谷市千間台西3-3 せんげん台パークタウ

ン三番街3-14号棟502　Tel.090-1120-5831 Fax.048-975-

2579　◇東武伊勢崎線せんげん台駅西口から徒歩10分

［連絡先：がリラヤ聖書神学校神田教室　〒101-0041　東

京都千代田区神田須田町2-6-2-403］　◇創立／1992年（31

人）　◇秋山 昇、高橋 章、渡辺 賢、相原 光生　◇礼拝

／10:30

北越谷キリスト教会［アッセンブリー］

〒343-0022　越谷市東大沢5-7-1　Tel.048-966-5590 Fax. 

048-966-5589　◇東武伊勢崎線北越谷駅から徒歩10分　

◇創立／1966年（43人）　◇多田 睦夫、多田 郁子　◇礼

拝／10:30

【E-Mail】kitakoshich@mtd.biglobe.ne.jp

越谷教会［日基教団］

〒343-0811　越谷市御殿町4-33　Tel.048-962-2743 Fax. 

◇JR熊谷駅から徒歩20分　◇創立／1979年（20人）　◇

小澤 聖、吉田 欣司　◇礼拝／11:00　◇特色／1・3水曜

午後5時より祈祷会。2・4水曜ごご1：30より賛美の集い(初

心者向け)

【E-Mail】kumagaya.church@wish.ocn.ne.jp

熊谷小隊［救世軍］

〒360-0044　熊谷市弥生1-78　Tel&Fax.048-522-2477　

◇荒井 好光

熊谷聖パウロ教会［聖公会］

〒360-0041　熊谷市宮町1-139　Tel&Fax.048-521-

1661　◇JR熊谷駅から徒歩15分　◇創立／1885年（30

人）　◇広田 勝一、浅見 卓司　◇礼拝／10:30

【HP】http://kumagaya.seikoukai.org/

【E-Mail】stpaul@kumagaya.office.to

熊谷バイブル・バプテスト教会［JBBF］

〒360-0822　熊谷市宮本町244　Tel.048-522-2668 

Fax.048-522-7663　◇創立／1966年（60人）　◇後藤 守、

横田 啓子

熊谷福音キリスト教会［アッセンブリー］

〒360-0821　熊谷市伊勢町67-3　Tel.048-522-4442 

Fax.048-522-6453　◇JR熊谷駅南口から徒歩13分　◇創

立／1965年（103人）　◇渡辺 正晴、渡辺 睦子、荻野 倫

夫、荻野 チャチャ　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語、

韓国語　◇特色／礼拝は英語通訳および手話通訳あり。

【HP】http://homepage3.nifty.com/kumagaya-ch/

JOYFULグレース・チャーチ［JRL］

〒360-0017　熊谷市小曽根1008-1　Tel&Fax.048-527-

0071　◇JR熊谷駅からバス｢大幡｣停、徒歩4分　◇創立

／1993年（30人）　◇小島 武、小島 洋子、吉岡 公平　

◇礼拝／10:30　◇特色／聖霊様を歓迎し、奇跡の癒し・

心の解放に主イエス・キリストの栄光と生ける水が流れて

いる教会です。

【E-Mail】t-kojima@joy.name

TLCCCMorningstar教会［主の十字架］

　Tel&Fax.048-689-0048　◇礼拝・集会場所などはお問

い合わせください　◇創立／2004年　◇ダニエル 大重、

シオン 大重、吉江 さんび

別府基督伝道館［キリスト伝道隊］

〒360-0852　熊谷市東別府2061-1　Tel&Fax.048-533-

7258　◇JR篭原駅から車15分　◇松浦 愛子

鴻巣市 Kounosu-shi

インマヌエル鴻巣キリスト教会［IGM］

〒365-0037　鴻巣市人形2-2-93　Tel&Fax.048-542-

1367　◇JR鴻巣駅東口から徒歩15分　◇尾崎 隆、尾崎 

清子、西澤 誠、西澤 のぞみ

鴻巣教会［日基教団］

〒365-0039　鴻巣市東1-1-27　Tel.048-541-0643 Fax.048 

-541-7758　◇JR鴻巣駅東口から徒歩8分　◇創立／1920

年（37人）　◇篠原 愛義、篠原 節子　◇礼拝／10:30　
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南越谷コイノニア教会［改革派］

〒343-0845　越谷市南越谷5-26-3　Tel&Fax.048-987-

0755　◇東武伊勢崎線新越谷駅から徒歩5分　◇創立／

1992年（45人）　◇桜井 良一、黒川 豪　◇礼拝／

10:30　◇テレホン／048-987-2794　◇特色／水曜日午後

7時30分から祈祷会。第2火曜日朝10時30分から婦人聖書

研究会。

【HP】http://www.shalomchapel.com/MKKC/MKKC.html

さいたま市岩槻区 Saitama-shi,Iwatsuki-ku

岩槻教会［日基教団］

〒339-0057　さいたま市岩槻区本町4-3-15　Tel.048-756-

0468 Fax.048-756-0479　◇東武野田線岩槻駅から徒歩8

分　◇創立／1889年（127人）　◇川中 真　◇礼拝／

10:30　◇特色／第1･3日曜日午後6時45分より「夕べの集

い」。水曜日午前10時半および午後7時半より聖研祈祷会。

岩槻キリスト教会［長老教会］

〒339-0061　さいたま市岩槻区岩槻5150　Tel&Fax.048-

757-8471　◇東武野田線岩槻駅から徒歩15分　◇創立／

1993年（18人）　◇渡辺 信男　◇礼拝／10:00　◇特色／

100名の礼拝を目指し、日曜日午前10時から礼拝。水曜日

午前10時から祈祷会を行なっています。

岩槻福音自由教会［福音自由］

〒339-0067　さいたま市岩槻区西町3-5-27　Tel&Fax. 

048-758-6164　◇東武野田線岩槻駅から徒歩12分　◇創

立／1992年（18人）　◇伊藤 太郎　◇礼拝／10:30　◇

特色／2008年に、新しい会堂での礼拝をスタートするこ

とができました。アットホームな教会です。

埼玉イエスキリスト聖愛教会［勝利教会］

〒339-0068　さいたま市岩槻区並木1-24-20　Tel.048-

757-9831 Fax.048-623-1225　◇東武東上線岩槻駅から徒

歩15分［連絡先：勝利教会本部　〒330-0856　埼玉県さ

いたま市大宮区三橋4-64-2 Tel.048-623-1225］　◇創立／

1991年　◇山本 潤　◇礼拝／10:30　◇特色／来ていた

だいたすべての方に気持ちよく過ごしていただきたいと願

っています。キャッチフレーズは「癒しと寛ぎの時空間」。

【HP】http://www.victorychurch.jp

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

東岩槻教会［単立／独立］

〒339-0005　さいたま市岩槻区東岩槻4-6-4　Tel.048-

790-5330　◇東武野田線東岩槻駅南口から徒歩1分　◇

創 立 ／ 2005年（17人 ）　 ◇ 安 里 祥　 ◇ 礼 拝 ／

6:30,10:30,14:00(桶川)　◇特色／教会学校、祈祷会、学生

会、家庭集会、聖書の学び会等。

【HP】http://urawa.cool.ne.jp/thiah/

【E-Mail】bbex51954@excite.co.jp

東岩槻キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒339-0051　さいたま市岩槻区南平野1263-205　Tel& 

Fax.048-758-2266　◇東武線東岩槻駅から徒歩15分　◇

創立／1987年（14人）　◇飛田 喜功

ベテル・バプテスト教会［BMMJ］

〒339-0056　さいたま市岩槻区加倉1-1-3 Ｓビル2F　Tel

048-962-2745　◇東武伊勢崎線越谷駅西口からバス「御

道橋」停　◇創立／1889年（229人）　◇石橋 秀雄、棚

橋 知恵美　◇礼拝／7:45,10:40,18:45

【HP】http://www5d.biglobe.ne.jp/~koshi-ch/

【E-Mail】toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp

越谷教会＝西川口キリスト教会越谷伝道所
［バプ連盟］

〒343-0805　越谷市神明町3-250-1　Tel&Fax.048-964-

3306　◇創立／2003年　◇星井 享一

【E-Mail】koshigaya@church.ne.jp

越谷教会＝越谷ナザレン教会［ナザレン］

〒343-0807　越谷市赤山町3-86　Tel&Fax.048-966-

1975　◇東武伊勢崎線越谷駅西口徒歩13分　◇創立／

1971年（30人）　◇頓所 正、頓所 雅子　◇礼拝／

10:30　◇テレホン／048-966-1979

越谷キリストチャペル［単立／独立］

〒343-0835　越谷市蒲生西町1-6-16　Tel.048-986-3849 

Fax.048-987-3577　◇東武伊勢崎線蒲生駅から徒歩10

分　◇創立／1983年（32人）　◇鈴木 博程、ハミルトン，

ノエル　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜・礼拝と子どもク

ラス、月1回の初心者向集い。月曜・月2回の英語クラス。

木曜・月2回の聖書の集い。

越谷福音自由教会［福音自由］

〒343-0851　越谷市七左町1-210-5　Tel&Fax.048-988-

0775　◇東武伊勢崎線新越谷駅西口から徒歩17分　◇創

立／1969年（64人）　◇三橋 与志哉　◇礼拝／10:15　

◇特色／幼児から年配の方まで、共に礼拝します。礼拝

にお越しの際には、新越谷駅から教会への送迎車をご利

用ください。

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~k-efc/

シャロンのばら教会＝武里せんげん台伝道
会［日基教団］

〒343-0037　越谷市恩間新田221 あゆみ幼稚園内　

Tel.048-978-4188　◇東武伊勢崎線せんげん台駅　◇創

立／1992年（93人）　◇鈴木 証一、鈴木 一義　◇礼拝／

8:30　◇特色／毎日曜日に二つの伝道会が同時刻に子ども

と大人の合同礼拝を行っています。教会になる準備を始め

ています。

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/syaron.htm

千間台キリスト教会［C&MA］

〒343-0041　越谷市千間台西1-8-15 和田ビル3F　Tel& 

Fax.048-978-1167　◇東武伊勢崎線せんげん台駅西口か

ら徒歩3分　◇創立／1989年（42人）　◇クロップ，リチ

ャード　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/sengendai_christ_church/

日本バプテスト柏教会越谷伝道所［バプ同盟］

〒343-0846　越谷市登戸町35-24　Tel.048-988-8292　◇

三澤 豊一

フルゴスペル越谷教会［JFGA］

〒343-0821　越谷市瓦曽根1-1-15 中村ビル2F　Tel&Fax. 

048-967-2800　◇東武線越谷駅から徒歩6分　◇創立／

2000年（17人）　◇小島 愛子　◇外国語／韓国語
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10:30

【E-Mail】motoo@rio.odn.ne.jp

大宮教会［KCCJ］

〒336-0001　さいたま市浦和区常盤9-19-6 浦和ＹＭＣＡ

内　Tel&Fax.048-858-7863　◇洪 性完

北浦和・家の教会［ガリラヤ福音］

〒336-0003　さいたま市浦和区元町3-32-28　Tel.048-

886-2163　◇森本 勉

さいたま国際キリスト教会［JECA友好・OMF］

〒330-0061　さいたま市浦和区常盤9-21-21 西村ビル2

Ｆ　Tel&Fax.048-825-6637　◇ドリスコル，ティム、ドリ

スコル，スーザン

さいたま伝道所［東洋ローア］

〒330-0055　[郵便物は不可]浦和コミュニティセンター

9F　◇JR埼京線浦和駅東口から徒歩1分［連絡先：東洋

ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡

毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／

2009年（63人）　◇椿野 僚子　◇礼拝／10:30　◇外国

語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書

のお話は手話で行われます。音声への通訳はありません。

さいたま福音教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒330-0061　さいたま市浦和区常盤9-4-10 福田ビル2F　

Tel&Fax.048-824-5536 Tel.080-3001-6142　◇JR北浦和

駅 西口　 ◇ 創 立 ／ 2001年　 ◇ 秋 山 均　 ◇ 礼 拝 ／

10:30,14:00　◇特色／礼拝時間 午前10時30分。午後2時

より(インターネット)。

【HP】http://www.saitamagospel.org/

【E-Mail】saitamagospel@yahoo.co.jp

日本バプテスト浦和キリスト教会［バプ連盟］

〒330-0061　さいたま市浦和区常盤7-2-14　Tel.048-831-

0532 Fax.048-755-9470　◇JR北浦和駅西口から徒歩10

分　◇創立／1950年（456人）　◇柴田 良行、加藤 誠　

◇礼拝／8:45,11:00　◇特色／全年齢層にわたる教会学校

を大切にしています。11時の礼拝は英語と手話通訳があ

ります。

【HP】http://bp-yochisha.holy.jp/urawa-church/

南浦和バプテスト教会［バプ教会連合］

〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町11-1 パルコ10F 

浦和コミュニティセンター　(都合により会場変更有り)　

◇浦和駅東口から徒歩1分、集会に参加を希望される方は、

あらかじめお問い合わせください。［連絡先：横田 栄　〒

330-0052　埼玉県さいたま市浦和区本太3-4-7 Tel.048-

883-8345］　◇創立／1976年（25人）　◇横田 栄　◇礼

拝／10:30　◇特色／浦和コミュニティーセンターにて礼

拝。スモールグループによる集会もおkなっています。

【HP】http://www.church.ne.jp/minamiurawa/

【E-Mail】minamiurawa@church.ne.jp

南浦和フィリピン人クリスチャンフェローシ
ップ［単立／独立］

　◇創立／2000年（20人）　◇ホセ，ベンソナン・ティ

フ　◇礼拝／14:30　◇外国語／タガログ語

&Fax.048-757-3618 Tel.048-756-8842　◇東武野田線岩

槻駅から徒歩3分　◇創立／1989年（14人）　◇三田 鉱一、

大城 ジョイス、三田 伸子　◇礼拝／10:45　◇特色／木

曜日午後7時30分から祈り会。

さいたま市浦和区 Saitama-shi,Urawa-ku

浦和教会［日キ教会］

〒330-0062　さいたま市浦和区仲町4-8-2　Tel.048-861-

9881 Fax.048-863-6890　◇JR浦和駅西口から徒歩5分　

◇創立／1935年（129人）　◇三輪 地塩　◇礼拝／10:30

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~nikki-ur/

浦和キリスト教会［福音伝道］

〒330-0063　さいたま市浦和区高砂2-3-4-105　Tel&Fax. 

048-822-3031　◇JR浦和駅から徒歩5分　◇創立／1979

年（25人）　◇矢野 譲　◇礼拝／10:30,11:30

浦和キリスト集会［無教会］

さいたま市民会館　Tel.048-886-8400 Fax.048-886-

8412　◇JR浦和駅西口から徒歩8分　◇創立／1991年（25

人）　◇関根 義夫　◇礼拝／10:00

浦和諸聖徒教会［聖公会］

〒336-0062　さいたま市浦和区仲町2-10-19　Tel.048-

833-1332 Fax.048-822-4596　◇JR浦和駅から徒歩7分　

◇創立／1901年（126人）　◇広田 勝一、岸本 望　◇礼

拝／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/allstchurch/

【E-Mail】hirotaz@nifty.com

浦和東教会［日基教団］

〒336-0052　さいたま市浦和区本太5-24-6　Tel&Fax. 

048-882-4851　◇JR浦和駅西口からバス「本太坂下」

停　◇創立／1960年（117人）　◇永井 二三男　◇礼拝

／10:30

【HP】http://church.jp/urawahigashi/

浦和福音教会［単立／独立］

〒330-0062　さいたま市浦和区仲町3-10-15　Tel&Fax. 

048-883-4128　◇JR浦和駅西口から徒歩12分　◇創立／

1993年（18人）　◇後藤 茂未　◇礼拝／10:30　◇特色／

火曜日午後1時30分から祈祷会。水曜日夜7時30分、木曜

日午前10時30分から聖書の学び。

浦和福音自由教会［福音自由］

〒330-0061　さいたま市浦和区常盤10-7-13　Tel.048-822 

-1478 Fax.048-822-1493　◇JR北浦和駅西口から徒歩5

分　◇創立／1950年（350人）　◇坂野 慧吉、齊藤 耕、

森 裕子　◇礼拝／9:30,11:30,19:30　◇外国語／英語　◇

特色／キリストの愛に満たされた交わりの教会を目指して

いる。

【HP】http://urawaefc.web.infoseek.co.jp/

【E-Mail】urawaefc@gb3.so-net.ne.jp

浦和ルーテル教会［NRK］

〒330-0051　さいたま市浦和区駒場1-28-12　Tel&Fax. 

048-886-7360　◇JR北浦和駅東口からバス「上耕地」

停　◇創立／1955年（60人）　◇鈴木 素雄　◇礼拝／
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048-651-7001　◇JR大宮駅からニューシャトル「鉄道博

物館」駅、徒歩2分　◇創立／1992年（20人）　◇井端 

俊郎　◇礼拝／10:00

インマヌエル大宮キリスト教会［IGM］

〒331-0814　さいたま市北区東大成町1-70-2　Tel.048-

664-2483 Fax.048-664-2484　◇ニューシャトル鉄道博物

館駅から徒歩10分　◇創立／1954年（106人）　◇田中 進、

田中 悦子　◇礼拝／10:30　◇特色／第1と第3日曜日は

13時30分から伝道会。水曜日は10時30分と19時30分の朝

夕2回の祈祷会。

大宮教会［基督兄弟団］

〒331-0801　さいたま市北区今羽町518-2　Tel&Fax.048-

666-3043　◇ニューシャトル今羽駅から7分　◇創立／

1951年（27人）　◇池本 潔、山口 勉　◇礼拝／10:30　

◇外国語／手話

大宮シオンルーテル教会［NRK］

〒330-0037　さいたま市北区東大成町1-229　Tel&Fax. 

048-663-0215　◇ニューシャトル大成駅　◇創立／1951

年（40人）　◇梁 煕梅、シャーウィン，キンバリー

【E-Mail】zion@eotown.com

宮原キリスト教会［バプ連盟］

〒331-0823　さいたま市北区日進町3-785　Tel&Fax.048-

652-7481　◇JR宮原駅西口徒歩7分［連絡先：岩波 久

一　〒331-0823　埼玉県さいたま市北区日進町3-99-1 ラ

イオンズガーデン大宮日進505 Tel.048-667-0567］　◇創

立／1994年（32人）　◇岩波 久一　◇礼拝／10:00　◇

特色／礼拝・教会学校の聖書の学びを一体化したプログ

ラムで出席者全員で励んでいます。ゴスペルクワイヤもあ

ります。

【HP】http://www11.plala.or.jp/miyaharach/

【E-Mail】mimasa@sea.plala.or.jp

さいたま市中央区 Saitama-shi,Chuo-ku

インマヌエル浦和キリスト教会［IGM］

〒338-0012　さいたま市中央区大戸5-14-14　Tel&Fax. 

048-832-2580　◇JR北浦和駅から徒歩6分　◇創立／

1960年（30人）　◇松井 元始、松井 牧子、新垣 重夫　

◇礼拝／10:00,19:00

埼大通リ教会［日基教団］

〒338-0013　さいたま市中央区鈴谷4-18-7　Tel&Fax.048 

-852-2735　◇JR南与野駅から徒歩5分　◇創立／1971年

（46人）　◇中村 眞　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/saidai.htm

埼玉新生教会［日基教団］

〒338-0001　さいたま市中央区上落合7-9-11　Tel.048-

852-1379 Fax.048-852-1376　◇JR北与野駅から徒歩12

分　◇創立／1946年（128人）　◇中村 眞、中村 忠明　

◇礼拝／10:30

【HP】http://sinsei.org/

【E-Mail】church@sinsei.org

さいたま市大宮区 Saitama-shi,Oomiya-ku

大宮教会［日基教団］

〒330-0844　さいたま市大宮区下町3-39　Tel.048-641-

6148 Fax.048-641-9347　◇JR大宮駅東口から徒歩8分　

◇創立／1903年（306人）　◇疋田 國磨呂、疋田 勝子、

髙田 輝樹　◇礼拝／10:15,19:30　◇特色／水曜日午後7

時30分から求道者会、木曜日午前10時と午後7時半から聖

書の学びと祈り会。

【HP】http://www.oomiya-kyoukai.net/

大宮教会［改革派］

〒331-0853　さいたま市大宮区上小町396-2　Tel&Fax. 

048-642-5831　◇JR大宮駅からバス5分停歩3分　◇創立

／1967年（32人）　◇永沼 猛志　◇礼拝／10:30,17:00　

◇特色／水曜日午前10時30分から及び午後7時30分から祈

祷会。火曜日8時から求道者会をしています。日曜夕拝は

午後5時開始

【HP】http://kaikakuha-omiya.church.jp/

【E-Mail】omiyarefch@libedoor.com

大宮キリスト教会［アッセンブリー］

〒330-0834　さいたま市大宮区天沼町2-717　Tel&Fax. 

048-642-1752　◇JR大宮駅からバス20分　◇創立／1965

年（20人）　◇江草 忠之、江草 恵美子

大宮聖愛教会［聖公会］

〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町2-172　Tel.048-

641-2923 Fax.048-641-2979　◇JR大宮駅から徒歩3分　

◇創立／1899年（226人）　◇木村 直樹　◇礼拝／8:00,

10:30

【HP】http://www.nskk.org/kitakanto/church/omiya/

大宮バプテスト教会［バプ連盟］

〒330-0842　さいたま市大宮区浅間町2-214　Tel.048-

641-9153 Fax.048-641-9160　◇JR大宮駅東口からバス(天

沼循環)「高校前」停すぐ　◇創立／1969年（89人）　◇

永町 友恵、永田 邦夫　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.geocities.jp/ohmiyabc/

フルゴスペル大宮教会［JFGA］

〒330-0844　さいたま市大宮区下町2-4 畔河ビル2F　

Tel.048-648-3345 Fax.048-731-8879　◇JR大宮駅東口か

ら徒歩8分　◇土肥 淑子

ヨハン埼玉キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒330-0856　さいたま市大宮区三橋3-18-2　Tel&Fax. 

048-646-2430　◇JR大宮駅からバス「三橋３北」停　◇

康 泰栄、蔡 正米、碇 祐輔　◇礼拝／10:30,14:00,

18:00　◇外国語／韓国語(14:00)

【HP】http://saitama.yohan.jp/

【E-Mail】saitama@yohan.or.jp

さいたま市北区 Saitama-shi,Kita-ku

アンテオケ・ゴスペル・チャーチさいたま［単

立／独立］

〒331-0815　さいたま市北区大成町4-36-1　Tel&Fax. 
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1659］　◇創立／1927年（49人）　◇李 秀雲　◇礼拝／

10:00

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/kumiai.htm

のぞみ教会［聖書キリスト］

〒336-0907　さいたま市緑区道祖土2-12-18　Tel&Fax. 

048-885-0888　◇北浦和駅東口からバス8分「教育センタ

ー前」停、徒歩1分　◇創立／2000年　◇李 鍾賢、金 順

愛　◇礼拝／10:00　◇外国語／韓国語

【HP】http://www.nozomichurch.com/

東浦和教会［キリスト合同］

〒336-0926　さいたま市緑区東浦和2-54-27　Tel.048-

874-8248 Fax.048-866-9321　◇JR東浦和駅から徒歩12

分　◇創立／1989年　◇笹山 緑　◇礼拝／10:30　◇特

色／できたてホヤホヤの礼拝堂に新しい聖霊の息吹がふ

いています。

【E-Mail】higashiurawa@godo.or.jp

さいたま市南区 Saitama-shi,Minami-ku

浦和教会［ナザレン］

〒336-0016　さいたま市南区大谷場1-4-15　Tel&Fax.048 

-882-5937　◇関谷 忍

【HP】http://homepage3.nifty.com/urawa-church/

浦和キリスト集会［単立／独立］

〒336-0026　さいたま市南区辻2-25-14 浦和キリストチャ

ペル　Tel.048-861-8703 Fax.048-861-1022　◇JR北戸田

駅から徒歩10分　◇創立／1969年（52人）　◇宍戸 富巳

男、天野 洋行　◇礼拝／10:30

浦和シオンチャペル［聖書キリスト］

〒336-0025　さいたま市南区文蔵1-9-9　Tel&Fax.048-

838-6117　◇JR南浦和駅西口から徒歩10分　◇創立／

2000年　◇財前 尚江　◇礼拝／11:00

【E-Mail】uzionchapel@jcom.home.ne.jp

浦和別所教会［日基教団］

〒336-0021　さいたま市南区別所3-25-2　Tel&Fax.048-

861-4210　◇JR中浦和駅から徒歩10分　◇創立／1934年

（46人）　◇山田 称子　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／木

曜日祈祷会、Ⅰ午前10時30分から。Ⅱ午後7時から。

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/urawabe.htm

南浦和教会［日キ教会］

〒336-0024　さいたま市南区根岸1-23-14　Tel&Fax.048-

861-6410　◇JR南浦和駅から徒歩10分　◇創立／1945年

（97人）　◇小池 創造

さいたま市見沼区 Saitama-shi,Minuma-ku

イエスキリスト福音大和田教会［単立／独立］

〒337-0053　さいたま市見沼区大和田町2-239　Tel.048-

684-8827　◇創立／1968年　◇大塚 伸子　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後7時30分からお祈り会。金曜

日午前10時から婦人会。

さいたま中央伝道所［バプ連盟］

〒338-0002　さいたま市中央区下落合2-11-9　Tel&Fax. 

048-825-3632　◇JR与野駅西口から徒歩5分　◇創立／

2007年　◇朴 銀伊、朴 貞玉

ベツレヘム教会［聖イエス会］

〒338-0002　さいたま市中央区下落合3-15-16　Tel.048-

832-1068　◇川越 舜二

与野キリスト教会［単立／独立］

〒338-0004　さいたま市中央区本町西1-3-6　Tel&Fax. 

048-853-2335　◇JR与野本町駅から徒歩5分　◇創立／

1954年（46人）　◇川井 俊幸、川井 由夏　◇礼拝／

10:40　◇特色／日曜日午前9時30分から教会学校。水曜

日午後7時30分から祈祷会。アットホームな教会です。

【HP】http://web.mac.com/b.peace/church/yonochurch.html

【E-Mail】yono@church.jp

与野伝道教会［単立／独立］

〒338-0013　さいたま市中央区鈴谷7-6 クローバーシティ

与野4-508　Tel&Fax.048-857-4592　◇JR与野本町駅か

ら徒歩2分　◇創立／2002年（3人）　◇中山 史郎　◇礼

拝／10:00　◇特色／カルヴィン主義バプテスト。

【HP】http://home.cilas.net/~msbcsc/

【E-Mail】yonokiri@cilas.net

さいたま市西区 Saitama-shi,Nishi-ku

大宮チャペル［勝利教会］

〒331-0052　さいたま市西区三橋6-86-1　Tel.048-622-

5499 Fax.048-623-1225　◇JR大宮駅からバス15分［連絡

先：勝利教会本部　〒330-0856　埼玉県さいたま市大宮

区三橋4-64-2 Tel.048-623-1225］　◇創立／1980年　◇

井上 典威、井上 文月　◇礼拝／10:00　◇特色／来てい

ただいたすべての方に気持ちよく過ごしていただきたいと

願っています。キャッチフレーズは「癒しと寛ぎの時空間」。

【HP】http://www.victorychurch.jp

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

大宮ホーリネス教会［ホーリネス］

〒331-0046　さいたま市西区宮前町819　Tel&Fax.048-

622-1819　◇JR大宮駅からバス20分　◇創立／1970年

（41人）　◇加賀谷 淳次、加賀谷 喜久江

さいたま市緑区 Saitama-shi,Midori-ku

浦和聖書バプテスト教会［JBBF］

〒336-0931　さいたま市緑区原山3-4-16　Tel&Fax.048-

887-0543　◇JR浦和駅からバス15分　◇創立／1984年

（50人）　◇川島 真理　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日

午後7時から祈祷会。木曜日午前10時から婦人会。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/urawabb/church/

【E-Mail】urawabb@church.email.ne.jp

久美愛教会［日基教団］

〒336-0911　さいたま市緑区三室1431　Tel.048-873-

4566 Fax.048-873-4525　◇JR北浦和駅東口からバス「教

育センター前」停、徒歩5分［連絡先：Tel.048-591-
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七里チャペル［勝利教会］

〒337-0017　さいたま市見沼区風渡野430-8　Tel.048-

682-0009 Fax.048-687-3700　◇東武線七里駅から徒歩3

分［連絡先：勝利教会本部　〒331-0052　埼玉県さいた

ま市大宮区三橋4-64-2 Tel.048-623-1225］　◇創立／2002

年　◇井上 文月　◇礼拝／14:30　◇外国語／英語、タ

ガログ語　◇特色／来ていただいたすべての方に気持ち

よく過ごしていただきたいと願っています。キャッチフレ

ーズは「癒しと寛ぎの時空間」。

【HP】http://www.victorychurch.jp

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

ハーベスト・ロック・チャーチ［HIM］

〒330-0023　さいたま市見沼区大和田町1-1112　Tel.090-

9326-1017　◇東武野田線大和田駅から徒歩8分［連絡先：

田村 安志　〒346-0016　埼玉県久喜市東6-6-10］　◇創

立／1990年（25人）　◇田村 安志、田村 デボラ、高橋 あ

かね、貫井 咲子　◇礼拝／10:30　◇特色／使徒的教会

として、全日本のリバイバルを目的に、五役者の回復を目

ざして、とりなしに重点を置いている。

【HP】http://www.k2.dion.ne.jp/~paga-h.m

東大宮教会［日基教団］

〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮5-40-11　Tel.048-

684-5323 Fax.048-686-3304　◇JR東大宮駅東口から徒歩

2分　◇創立／1971年（135人）　◇山ノ下 恭二　◇礼拝

／10:15

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/hiohmiya.htm

【E-Mail】church-h@estate.ocn.ne.jp

東大宮福音自由教会［福音自由］

〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮6-54-12　Tel.048-

684-3550 Fax.048-687-8139　◇JR東大宮駅から徒歩10

分　◇創立／1969年（101人）　◇清岡 卓生　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝とともに、幼い子供たちとお母さん

のための絵本のクラスや年二回のコンサートを開いていま

す。

【HP】http://www12.plala.or.jp/h-omiya-efc/

ホーリー・チャペル［勝利教会］

〒337-0017　さいたま市見沼区風渡野430-8　Tel.048-

682-0009 Fax.048-687-3700　◇東武線七里駅から徒歩3

分［連絡先：勝利教会グループ本部　〒330-0856　埼玉

県さいたま市大宮区三橋4-64-2 Tel.048-623-1225］　◇創

立／2002年　◇イノウエ，ジョシュア　◇礼拝／14:30　

◇外国語／タガログ語、ビサヤ語、英語　◇特色／フィ

リピン人が自国語で自由に過ごすことができる場です。

【HP】http://www.victorychurch.jp/

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

ホーリー・チャペル2［勝利教会］

さいたま市見沼区　◇JR上尾駅から徒歩20分［連絡先：

勝利教会グループ本部　〒330-0856　埼玉県さいたま市

大宮区三橋4-64-2 Tel.048-623-1225］　◇創立／2006

年　◇イノウエ，ジョシュア　◇礼拝／12:00(火)

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

見沼キリスト教会［東京メノナイト］

〒337-0024　さいたま市見沼区片柳1-86-4　Tel.048-687-

5510 Fax.048-687-3630　◇JR大宮駅からバス「染谷新道」

大宮東伝道所［日キ教会］

〒337-0017　さいたま市見沼区風渡野53　Tel&Fax.048-

683-3272　◇東武野田線七里駅　◇創立／1960年（20

人）　◇林 勵三

片柳福音自由教会［福音自由］

〒337-0032　さいたま市見沼区御蔵1558-6　Tel&Fax. 

048-684-1585　◇JR大宮駅東口からバス「片柳郵便局前」

停、徒歩1分　◇創立／1972年（100人）　◇滝田 新二　

◇礼拝／10:30,18:00　◇特色／「地域に開かれた、誰で

も安心できる教会」のヴィジョンに従い、NPO法人のグル

ープホームを設立し、障害者と共に安心して生きる教会

です。

【HP】http://efcj.org/katayanagi/

【E-Mail】katayanagiefc@yahoo.co.jp

さいたまキリスト教会＝グロリア・チャペル
［単立／独立］

〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮5-34-29-2F　Tel& 

Fax.048-689-2541　◇JR東大宮駅東口から徒歩5分　◇

創立／2002年（20人）　◇山川 良一　◇礼拝／10:30　

◇特色／木曜日午前10時30分から聖書の学び。金曜日午

後7時半から祈り会。その他各年代の集会があります。

【E-Mail】ridaby@infoseek.jp

さいたま福音キリスト教会［単立／独立］

〒337-0003　さいたま市見沼区深作3-10-22　Tel&Fax. 

048-686-9999　◇JR東大宮駅からバス5分　◇創立／

1989年　◇坂下 章太郎、坂下 いずみ　◇礼拝／10:30　

◇特色／子供も多いアットホームな教会。ハレルヤクラブ

あり。福音派聖書信仰、超教派。聖書の学びはしっかりし

ます。

【HP】http://saitamagospel.web.fc2.com/

TLCCC天に登録されている長子たちの教会
＝FRH教会［主の十字架］

〒337-0007　さいたま市見沼区丸ケ崎町14-5-403　Tel& 

Fax.048-689-0048　◇JR東大宮駅からバス「丸ケ崎」

停　◇創立／1996年　◇ダニエル 大重、シオン 大重、

吉江 さんび、アンデレ 恵、ヨシュア 高原、高原 真由

美　◇礼拝／10:00　◇特色／日曜のヤング礼拝(14時〜

16時)では、賜物の学びと実践、ゴスペルの練習などをし

ています。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~frh144/

【E-Mail】frhraimbow@ace.ocn.ne.jp

TLCCCほほえみ教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

天に登録されている長子たちの教会　〒330-0007　埼玉

県さいたま市見沼区丸ヶ崎町14-5-403 Tel.048-689-

0048］　◇創立／2004年　◇ダニエル 大重、シオン 大重、

ヨシュア 高原、高原 真由美

七里教会［日基教団］

〒330-0016　さいたま市見沼区東門前295-13　Tel&Fax. 

048-685-3701　◇東武野田線七里駅から徒歩15分　◇創

立／1987年（20人）　◇風間 直次郎、佐々木 佐余子　◇

礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/nanasato.htm
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療保健大学生への伝道をビジョンに掲げている。

【HP】http://church.ne.jp/satte/

【E-Mail】sattekyokai@yahoo.co.jp

幸手基督教会［聖公会］

〒340-0111　幸手市北2-1-3　Tel&Fax.0480-43-4683　◇

東武日光線幸手駅から徒歩10分　◇木村 直樹、福井 嘉

彦

サンライズ杉戸教会［NLM］

〒340-0113　幸手市幸手5352-2　Tel.0480-43-6299 Fax. 

0480-32-5904　◇東武日光線杉戸高野台駅東口から徒歩

17分　◇創立／1992年（22人）　◇和田 一喜　◇礼拝／

14:30　◇特色／日曜日午後1時30分から教会学校、午後5

時から青年会。火曜日午前10時30分から婦人集会。金曜

日祈り会。

【HP】http://sunrisesugito.fine.to/

【E-Mail】sunrisesugito@hotmail.com

シャロンのばら伝道所＝幸手高野台伝道会
［日基教団］

〒340-0154　幸手市栄5-80 あゆみ第二幼稚園内　Tel. 

0480-42-5119　◇東武日光線杉戸高野台駅　◇創立／

1992年　◇鈴木 証一、鈴木 一義　◇特色／毎日曜日に

二つの伝道会が同時刻に子どもと大人の合同礼拝を行っ

ています。教会になる準備を始めています

狭山市 Sayama-shi

いのちの樹教会［同盟基督］

〒350-1323　狭山市鵜ノ木22-7　Tel&Fax.04-2952-

5080　◇西武池袋線稲荷山公園駅から徒歩7分　◇創立

／1961年（50人）　◇小見 靖彦　◇礼拝／10:15　◇特

色／聖書に立つ教会。まことの神、主の栄光(すばらしさ)

をあらわす教会。人々に主の祝福を祈る教会。

【HP】http://www.geocities.jp/inochinoki55/

入曽キリスト教会［福音バプ宣教団］

〒350-1315　狭山市北入曽576-4　Tel.04-2958-4903　◇

西武新宿線狭山市駅からバス10分「狭山台南」停、徒歩3

分　◇創立／1963年（22人）　◇小島 清志、ベイリー，

ケン　◇礼拝／10:30

【HP】http://jfwb.org/iriso/

【E-Mail】iriso@jfwb.org

インマヌエル狭山キリスト教会［IGM］

〒350-1302　狭山市東三ツ木94-8　Tel&Fax.04-2953-

5318　◇西武新宿線新狭山駅南口から徒歩10分　◇創立

／1977年（46人）　◇岩上 敬人、岩上 真歩子　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後2時より聖句書道教室。木曜

日午前10時30分婦人祈祷会、午後6時30分祈祷会。

狭山栄光キリスト教会［単立／独立］

〒350-1317　狭山市水野281-51　Tel&Fax.04-2959-

7319　◇西武新宿線入曽駅から徒歩20分［連絡先：若林 

章夫　〒350-1316　埼玉県狭山市南入曽185-19］　◇創立

／1999年（8人）　◇若林 章夫　◇礼拝／10:00

停、徒歩20分　◇創立／1985年（15人）　◇稲嶺 純平　

◇礼拝／10:30

坂戸市 Sakado-shi

坂戸いずみ教会［日基教団］

〒350-0231　坂戸市泉町2-16-12　Tel&Fax.049-283-

0330　◇東武東上線坂戸駅北口から徒歩15分　◇創立／

1992年（54人）　◇山岡 創　◇礼拝／10:30,19:30

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~sizumi/

坂戸教会［改革派］

〒350-0223　坂戸市八幡1-8-5　Tel.049-283-9967 Fax. 

049-283-9963　◇東武東上線若葉駅から徒歩15分　◇創

立／1980年（92人）　◇片岡 正雄　◇礼拝／10:30,17:00　

◇テレホン／049-281-1332

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~sakadoch/

【E-Mail】sakadoch@f6.dion.ne.jp

坂戸キリスト教会＝グリーンチャペル［ホー

リネス］

〒350-0234　坂戸市緑町17-8　Tel.049-289-1544 Fax. 

049-282-1690　◇東武東上線坂戸駅南口から徒歩5分　◇

創立／1990年　◇郷家 一二三、郷家 清子、谷口 宇玲、

小林 吏奈、村上 宣道、村上 幸子、篠田 リリアン　◇礼

拝／10:30,19:00　◇特色／坂戸駅南口より徒歩5分の教会

です。毎週日曜夜7時〜8時にチャペルナイト礼拝がもた

れています。

【HP】http://www.sakado-ch.or.jp

【E-Mail】yql02031@nifty.com

坂戸キリスト教会＝ホワイトチャペル［ホー

リネス］

〒350-0209　坂戸市塚越738　Tel.049-281-5540 Fax. 

049-284-5334　◇東武東上線坂戸駅北口から4Km　◇創

立／1954年（390人）　◇郷家 一二三、郷家 清子、秦 宇

玲、小林 吏奈、村上 宣道、村上 幸子　 ◇礼拝／

7:15,9:00,11:00　◇特色／緑に囲まれた中に立つホワイト

チャペルでの礼拝は、明るい歌声にあふれています。説教

は人生の目的を語る。

【HP】http://www.sakado-ch.or.jp/

【E-Mail】YQL02031@nifty.ne.jp

坂戸バプテスト教会［バプ教会連合］

〒350-0257　坂戸市大字小山257-1　Tel&Fax.049-284-

4749　◇東武東上線坂戸駅からバス10分　◇創立／1982

年（13人）　◇北国 哲夫、北国 光　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.sakado-bap-ch.jp/

【E-Mail】sakado_baptist@y9.dion.ne.jp

幸手市 Satte-shi

幸手キリスト教会＝幸手教会［単立／独立］

〒340-0121　幸手市上吉羽97-4　Tel&Fax.0480-42-

1075　◇東武日光線幸手駅からバス「日本医療保健大学」

停、徒歩2分　◇創立／1954年（51人）　◇田沼 和幸、田

沼 晶子、寺田 末治　◇礼拝／10:30　◇特色／2010年4

月から求道者・日曜出勤者の為に夕拝開始。隣地の日本医
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【E-Mail】nozomihasunghae@yahoo.co.jp

世の光教会［聖イエス会］

〒350-1316　狭山市南入曽1047-8　Tel.04-2950-5425　

◇高本 勝美

志木市 Shiki-shi

志木北伝道所［日キ教会］

〒353-0007　志木市柏町2-20-25　Tel&Fax.048-471-

4747　◇東武東上線柳瀬川駅から徒歩15分　◇創立／

1992年（36人）　◇三好 明　◇礼拝／10:15　◇特色／聖

書の御言葉に聴き、御霊に導かれて祈ることを中心にして

いる教会です。

【HP】http://www.church.jp/shikikita/

志木教会［日基教団］

〒353-0004　志木市本町6-5-26　Tel&Fax.048-473-

0024　◇東武東上線志木駅東口から徒歩15分　◇創立／

1945年（105人）　◇潮 義男　◇礼拝／10:15,19:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/shiki.htm

志木キリスト教会［KFG］

〒353-0003　志木市下宗岡1-11-5　Tel.048-472-6725 

Fax.048-474-9760　◇JR北朝霞駅からバス10分「宮戸橋」

停すぐ　◇創立／1971年（145人）　◇久保 眞理、久保 

里枝子、松木 充、橋本 悠史　◇礼拝／9:00,11:00,19:00　

◇特色／木曜日：午前10時30分からと午後7時30分から祈

祷会をしています。

【HP】http://www.kfg-shalom.or.jp

【E-Mail】shiki@kfg-shalom.or.jp

志木新座めぐみ教会［同盟基督］

〒353-0006　志木市館1-5-8　Tel.048-472-8286 Fax.048-

487-5069　◇東武東上線柳瀬川駅から徒歩7分　◇創立

／1975年（22人）　◇松本 恵三　◇礼拝／10:30　◇特

色／水曜日午後7時30分から祈祷会。木曜日午前10時30分

から婦人会。

草加市 Souka-shi

草加教会［日基教団］

〒340-0041　草加市松原2-1-1 ひかり幼稚園内　Tel.048-

942-1029 Fax.048-943-8955　◇東武伊勢崎線松原団地

駅　◇創立／1956年（24人）　◇谷脇 正紀

【HP】http://www007.upp.so-net.ne.jp/soka-church/

【E-Mail】soka-ch@abox23.so-net.ne.jp

草加神召キリスト教会松原チャペル(本部)＝
リバーサイドチャペル松原［アッセンブリー］

〒340-0011　草加市栄町2-7-34　Tel.048-932-3419 

Fax.048-932-3466　◇東武伊勢崎線松原団地駅東口から

徒歩5分　◇創立／1991年　◇天野 弘昌、天野 百合香、

村田 優子、里 美和、アドド，BB、カブレラ，エライジャ 

ベニー、阪本 紀子、杉田 仁、川﨑 庸仁、松尾 美音、宮

平 道乃、アンティニディオス，ロジャー、トレス，レイナル

ド、北岡 リカルド、北岡 アド、ガスパレット，アントニオ 、

紺屋 敏幸　◇礼拝／7:00,9:00,11:00,13:30,15:00,19:00　

狭山キリスト教会［日本宣教会］

〒350-1317　狭山市水野829-21　Tel&Fax.04-2956-

5973　◇西武新宿線入曽駅から徒歩15分　◇創立／1993

年（36人）　◇小坂 嘉嗣、小坂 禮輔、小坂 由紀子、堀口 

容子　◇礼拝／10:30,18:30　◇特色／平日に子ども会、

シルバーの会等。日曜日に武蔵藤沢駅(10:05)、入曽駅東口

(10:10)へ送迎車。

【HP】http://church.ne.jp/sayamach/

【E-Mail】wjddp344@ybb.ne.jp

狭山キリスト教会＝チャペルオアシス狭山
［アッセンブリー］

〒350-1320　狭山市広瀬東2-2-15　Tel&Fax.04-2954-

3967　◇西武新宿線狭山市駅西口からバス「新富士見橋」

停、徒歩1分　◇創立／1973年　◇石原 幸子　◇礼拝／

10:30　◇特色／2009年白く光輝く十字架の新会堂が完成

いたしました。地域のオアシスを目指しています。

【HP】http://www4.point.ne.jp/~sayama-cc/

【E-Mail】sayama-cc@mg.point.ne.jp

狭山シャローム教会［ホーリネス］

〒350-1305　狭山市入間川1282-1　Tel&Fax.04-2957-

9738　◇西武新宿線狭山市駅からバス5分停歩5分　◇創

立／1972年（80人）　◇内藤 達朗　◇礼拝／10:30

狭山伝道所［日基教団］

〒350-1331　狭山市新狭山2-1-6　Tel&Fax.04-2954-

8131　◇西武新宿線新狭山駅から徒歩5分　◇創立／

1989年（17人）　◇森 淑子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/sayama.htm

狭山伝道所＝狭山アライアンス・キリスト
教会［アライアンス］

〒350-1305　狭山市入間川1430-116　Tel&Fax.04-2959-

0800　◇西武新宿線狭山市駅からバス「御狩場」停、徒

歩3分　◇創立／1989年（17人）　◇三好 晴夫、ラブ，ド

ナルド　◇礼拝／10:30　◇特色／ 日曜日午前9時半から

CS.。水曜日午後1時半から聖書学び会。木曜日午後2時祈

祷会。水曜日午前10時半英会話。

【HP】http://sayama.alliance.googlepages.com/

【E-Mail】sayama.alliance@p1.s-cat.ne.jp

狭山バイブル・スタディ［単立／独立］

〒350-1328　狭山市広瀬台1-5-7　Tel.04-2954-4855　◇

西武新宿線狭山市駅西口からバス「日生団地」停、徒歩3

分　◇創立／2009年（4人）　◇鈴木 教純　◇礼拝／

15:00　◇特色／心の病いの方、お祈りします。

新狭山福音教会［同盟基督］

〒350-1301　狭山市青柳318-7　Tel&Fax.04-2953-

3713　◇西武新宿線新狭山駅から徒歩15分　◇創立／

1969年（13人）　◇折戸 正義　◇礼拝／10:45

のぞみ教会＝狭山のぞみ教会［単立／独立］

〒350-1319　狭山市広瀬1-30-9　Tel&Fax.04-2968-

0168　◇西武新宿線狭山市駅からバス7分　◇創立／

1996年（22人）　◇河 成海、梁 忠勲、新井 道子　◇礼

拝／10:45　◇特色／水曜日午前10時30分から祈祷会。金

曜日午後8時30分から祈祷会。土曜日5時から中高生会。

【HP】http://church.ne.jp/nozomi/
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秩父市 Chichibu-shi

秩父教会［日基教団］

〒368-0035　秩父市上町1-8-10　Tel&Fax.0494-22-

2431　◇西武秩父駅から徒歩10分　◇創立／1908年（60

人）　◇都築 英夫　◇礼拝／10:15

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/chichibu.htm

秩父教会［改革派］

〒368-0034　秩父市日野田町1-10-9　Tel&Fax.0494-22-

3060　◇西武秩父駅から徒歩7分　◇創立／1967年（26

人）　◇川瀬 勝次　◇礼拝／10:30

秩父キリスト教会［バプ教会連合］

〒368-0033　秩父市野坂町1-9-16　Tel.0494-22-3954 

Fax.0494-25-3920　◇西武秩父駅から徒歩2分　◇創立

／1954年　◇楮本 新三郎

鶴ケ島市 Tsurugashima-shi

インマヌエル鶴ヶ島キリスト教会［IGM］

〒350-2203　鶴ケ島市上広谷4-4　Tel&Fax.049-287-

6191　◇家城 康生、家城 幸江

川鶴チャペル［JECA］

〒350-2205　鶴ケ島市松ヶ丘1-14-2　Tel&Fax.049-271-

0440　◇東武東上線鶴ヶ島駅から徒歩10分　◇創立／

1992年（30人）

【E-Mail】takino@crux.ocn.ne.jp

CHURCH OF AGAPE［単立／独立］

〒350-2214　鶴ケ島市太田ケ谷947-86　Tel&Fax.049-

285-5298　◇東武東上線鶴ヶ島駅から徒歩20分［連絡先：

CHURCH OF AGAPE関西チャペル　〒639-0226　奈良

県香芝市五位堂2-297-1 Tel.090-8312-6088］　◇創立／

1996年　◇竹居 千惠子　◇礼拝／13:00

【E-Mail】ctakei319@ybb.ne.jp

鶴ヶ島聖書教会［JECA］

〒350-2203　鶴ケ島市上広谷718-20　Tel.049-286-4021 

Fax.049-271-3420　◇東武東上線鶴ヶ島駅から徒歩10

分　◇創立／1967年（60人）　◇鎌田 雅人　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】kamada131@nifty.com

若葉聖書バプテスト教会［JBBF］

〒350-2201　鶴ケ島市富士見2-25-5　Tel&Fax.049-285-

◇外国語／英語、タガログ語、スペイン語、中国語(近日中)、

韓国語、ポルトガル語　◇特色／水曜日午後7時30分から

祈祷会。木曜日午前10時30分から隔週で婦人祈祷会。

【HP】http://www.riversidechapel.info/

【E-Mail】thefire91@yahoo.co.jp

草加神召キリスト教会草加チャペル＝リバ
ーサイドチャペル草加［アッセンブリー］

〒340-0017　草加市吉町1-6-18　Tel.048-927-4458 

Fax.048-932-3419　◇東武伊勢崎線草加駅東口から徒歩

15分［連絡先：リバーサイドチャペル英会話スクール　〒

340-0011　埼玉県草加市栄町2-7-34 Tel.048-932-3419］　

◇創立／1991年　◇天野 弘昌、天野 百合香、里 美和、

松尾 美音、川崎 庸仁、アドド，BB、カブレラ，ベニ−、

村田 優子、宮平 道乃、アンティニディオス，ロジャー、

トレス，レイ、北岡 リカルド 、北岡 アド、ガスパレット，

アントニオ、紺屋 敏幸　◇礼拝／15:00　◇特色／小さ

な家庭的な教会で、あなたも礼拝してみませんか？新たに

小さなチャペルでも礼拝が始まります！案内送付。

【E-Mail】thefire91@yahoo.co.jp

草加神召キリスト教会谷塚チャペル＝リバ
ーサイドチャペル谷塚［アッセンブリー］

［集会のみ］草加市谷塚町コミュニティセンター内　

Tel.080-3094-1294［連絡先：草加神召キリスト教会松原

チャペル　〒340-0011　埼玉県草加市栄町2-7-34 Tel.048 

-932-3419］　◇天野 弘昌、アドド，BB、長谷川 バンジー、

長谷川 ジョエル

草加聖書バプテスト教会［JBBF］

〒340-0002　草加市青柳5-21-9　Tel.0489-35-8896　◇

東武伊勢崎線新田駅からバス「ホクシー前」停、徒歩2

分　◇創立／1991年（9人）　◇佐野 幸司　◇礼拝／

11:00

草加福音自由教会［福音自由］

〒340-0022　草加市瀬崎町548-27　Tel.048-928-1259 

Fax.048-922-7580　◇東武線谷塚駅から徒歩5分　◇創

立／1970年（90人）　◇高尾 浩史、ドゥブル，スティー

ブン、野沢 道世　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜礼拝午

前10時30分。祈祷会10時と19時30分。婦人集会(野の花カ

フェ)第4木曜日10時。英会話教室有。

【HP】http://www.soka-efc.com/

【E-Mail】soka-efc@peace.email.ne.jp

草加松原教会［改革派］

〒340-0044　草加市花栗町4-14-36　Tel&Fax.048-942-

5828　◇創立／1971年　◇千ヶ崎 基

氷川純福音キリスト教会［JRL］

〒340-0034　草加市氷川町147 太田ハウス8号　Tel& 

Fax.048-922-4729　◇東武伊勢崎線草加駅から徒歩7分

［連絡先：湯之上 たか子　〒340-0034　埼玉県草加市氷

川町147 太田ハウス8号 Tel.048-922-4729］　◇創立／

1995年（7人）　◇湯之上 たか子、湯之上 かよ　◇礼拝

／10:30　◇特色／毎火曜｢平和の福音｣ミニストリー：神

癒、救霊、愛の実践で問題解決と回復です。大いなる御

業の神、不可能なし。
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下山口キリスト教会［ホーリネス］

〒359-1145　所沢市山口1253-1　Tel&Fax.04-2926-

3834　◇西武狭山線下山口駅から徒歩2分　◇創立／

1996年（34人）　◇西岡 義行、西岡 まり子、小林 和夫　

◇礼拝／10:30　◇外国語／ポルトガル語　◇特色／駅か

ら見える白い教会。地域に開かれた、心のオアシス。心落

ち着く家族的な教会です。

【HP】http://www.jhc.or.jp/tbsc/

【E-Mail】rrjyk470@ybb.ne.jp

「主の庭」教会［単立／独立］

〒359-1146　所沢市小手指南1-21-3　Tel&Fax.04-2924-

2587　◇西武池袋線西所沢駅から徒歩25分　◇創立／

1995年（10人）　◇嘉陽 芳子　◇礼拝／10:30

新所沢教会［改革派］

〒359-1111　所沢市緑町4-14-1　Tel&Fax.04-2924-

1476　◇西武新宿線新所沢駅　◇創立／1966年（42人）　

◇長石 肇

Celebrate Jesus @ 所沢＝関東ハウスチャー
チネットワーク［OMF］

〒359-0037　［集会のみ］所沢市くすのき台1-9-4 Amagi

ng Graceスタジオ内　◇西武線所沢駅東口から徒歩5分

［連絡先：ウィームズ，スティーブ　〒359-0038　埼玉県

所沢市北秋津739-19 所沢センチュリー303 Tel.04-2936-

8644］　◇創立／2006年　◇ウィームズ，スティーブ、白

石 秀子　◇礼拝／10:30　◇特色／第1日曜日は賛美と証、

第2・3・4日曜は礼拝、聖書の学び、祈りを皆でシェアする

形式を行っています。

【HP】http://www.kantohousechurches.com/

【E-Mail】sweemes@omf.net

所沢教会［イエス福音］

〒359-0023　所沢市東所沢和田3-10-40　Tel&Fax.04-

2945-1887　◇JR東所沢駅から徒歩9分　◇創立／1987年

（37人）　◇下前 勝朗　◇礼拝／10:30

【E-Mail】toko_ch@mbe.nifty.com

所沢教会＝ベテルクリスチャンセンター［聖

書キリスト］

〒359-1141　所沢市小手指町1-39-2 YMCA内(郵便物は連

絡先へ)　◇西武池袋線小手指駅北口から徒歩5分［連絡

先：押久保 良　〒350-1326　埼玉県狭山市つつじ野1-6-

103 Tel.04-2952-9925］　◇創立／1986年（12人）　◇押

久保 良　◇礼拝／11:00

【E-Mail】tokorozawa-ch@bethel.skr.jp

所沢教会福音センター［単立／独立］

〒359-0045　所沢市美原町1-2926-30　Tel&Fax.04-2943-

0153　◇西武新宿線新所沢駅から徒歩7分　◇創立／

1997年（25人）　◇福島 勲　◇礼拝／10:00　◇特色／火

曜集会19時30分、水曜集会14時より。キリストにある兄

弟姉妹の立場で神の恵みを分かち合う家庭的な集会です。

【E-Mail】fukuint@hotmail.com

所沢キリスト教会［バプ連盟］

〒359-1112　所沢市泉町1847-2　Tel&Fax.04-2924-

0812　◇西武新宿線新所沢駅から徒歩8分　◇創立／

1963年（88人）　◇杉山 修一、天野 武男、水上 えりか　

4601　◇東武東上線若葉駅から徒歩7分［連絡先：所 

炎　〒167-0041　東京都杉並区善福寺1-13-6 Tel.03-

3394-8543］　◇創立／1996年（12人）　◇所 炎、スミス，

ジェームズ　◇礼拝／10:30,14:00　◇特色／日曜日午前

10時30分から礼拝、水曜午後7時30分から祈り会。(隔週)

第3木曜日午前10時から婦人会。英語通訳、手話通訳あり。

所沢市 Tokorozawa-shi

秋津福音教会＝秋津ゴスペルチャーチ［フォ

ースクエア］

〒359-0025　所沢市上安松96　Tel&Fax.04-2944-0939　

◇JR新秋津駅から徒歩7分　◇創立／1950年（87人）　◇

小坂 叡華、小坂 忠、秋山 浩、平岡 恵　◇礼拝／

10:30　◇特色／心を込めて生きた賛美と礼拝を捧げ、誰

も傍観者のいない全員参加型の教会を目指しています。

【HP】http://www.hat.hi-ho.ne.jp/fsq-akitsu/

【E-Mail】fsq-akitsu@hat.hi-ho.ne.jp

ヴィンヤード・クリスチャン・フェローシッ
プ所沢［VCF.JAPAN］

〒359-1124　所沢市東住吉11-9 小達ビル3F　Tel&Fax. 

04-2925-0600　◇西部線所沢駅から徒歩3分　◇創立／

1986年（40人）　◇荒木 稔久　◇礼拝／11:00　◇特色

／木曜礼拝午前11時から。ゴスペル講習会。

【HP】http://www.geocities.jp/vcftoko/Vineyard.html

【E-Mail】vcftoko@ybb.ne.jp

オレンジカフェチャーチ［聖書キリスト］

〒359-1151　所沢市若狭1-2620-29　Tel&Fax.04-2949-

2171　◇西武池袋線狭山ヶ丘駅　◇平山 廣恵

カルバリーチャペル所沢［カルバリーチャペル］

〒359-0034　所沢市東新井町5-15　Tel&Fax.04-2992-

9588　◇西武線所沢駅から徒歩15分　◇創立／2003年

（20人）　◇高宮 トラヴィス秀樹　◇礼拝／10:00　◇外

国語／英語

【HP】http://www.calvarytokorozawa.com/

【E-Mail】office@calvarytokorozawa.com

北秋津キリスト教会［同盟基督］

〒359-0038　所沢市北秋津649-1　Tel&Fax.04-2992-

9893　◇西武線所沢駅から徒歩10分　◇創立／1982年

（60人）　◇山村 諭　◇礼拝／10:30,17:00

【HP】http://www32.ocn.ne.jp/~kitaakitsu/

【E-Mail】pastor_yamamura@ybb.ne.jp

小手指アライアンス・キリスト教会［アライアンス］

〒359-1142　所沢市上新井3-51-3　Tel.04-2925-9519　◇

西武池袋線小手先駅から徒歩15分　◇創立／1984年（40

人）　◇久富 昭彦　◇礼拝／10:30　◇特色／私たちの教

会は若い人が多い教会です。また、賛美が好きで、礼拝

にゴスペルを用いて礼拝をしています。

シオンクリスチャンフェロシップ所沢［Z.C.F］

〒359-0024　所沢市下安松1572-10　Tel.04-2945-8345 

Fax.04-2945-8344　◇西武線所沢駅東口からバス10分「安

松」停　◇創立／1987年（90人）　◇湖浜 剛　◇礼拝／

10:30
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所沢ミレニアムチャーチ［聖泉基督］

〒359-1141　所沢市小手指町1-38-10-3F Various Culture 

in Kotesashi　◇西武池袋線小手指駅北口から徒歩5分［連

絡先：長谷川 与志充　〒359-1105　埼玉県所沢市青葉台

1337-1-508 Tel.04-2939-8470］　◇創立／2005年（5人）　

◇長谷川 与志充　◇礼拝／10:30　◇特色／ワーシップ

ソングで心から主をほめたたえ、牧師を通して深く豊かな

メッセージを聞いています。

【HP】http://millenniumchurch.blog11.fc2.com/

【E-Mail】toyoshi@io.ocn.ne.jp

所沢武蔵野教会［日基教団］

〒359-1118　所沢市けやき台2-7-1　Tel&Fax.04-2926-

8225　◇西武池袋線航空公園駅西口から徒歩13分　◇創

立／1952年（88人）　◇三永 旨從　◇礼拝／10:30　◇

特色／第3聖日礼拝後「ハイデルベルクの会」、第4聖日礼

拝後「みことばの会」。

所沢恵み教会［センド国際］

〒359-0023　所沢市東所沢和田2-4-12　Tel.04-2945-9077 

Fax.04-2945-9080　◇JR東所沢駅から徒歩5分［連絡先：

リーズナー，ジョナサン　〒352-0032　埼玉県新座市新

堀1-6-27 Tel.042-472-6547］　◇創立／1994年（15人）　

◇リーズナー，ジョナサン　◇礼拝／10:30　◇特色／

Tea Room、キッズバイブルクラブ等不定期集会あり。

【E-Mail】t.megumi.kyokai@gmail.com

西所沢教会［聖協団］

〒359-1142　所沢市上新井1-32-20　Tel&Fax.04-2922-

4407　◇西武線西所沢駅　◇創立／1973年（24人）　◇

横山 聖司、中村 広子

日本キリスト教所沢教会［単立／独立］

〒359-1111　所沢市緑町2-19-4　Tel.04-2923-6295　◇西

武新宿線新所沢駅から徒歩10分　◇滝口 宣　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.tkrzwchrch.com/

東所沢教会［日基教団］

〒359-0021　所沢市東所沢2-37-2　Tel&Fax.04-2945-

5169　◇JR東所沢駅から徒歩8分　◇創立／1986年（79

人）　◇深見 祥弘　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~ht_ch/

【E-Mail】ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp

ホープチャペル所沢［フォースクエア］

〒359-1125　所沢市南住吉10-8　Tel&Fax.04-2922-

7716　◇西武線所沢駅から徒歩10分　◇創立／1992年　

◇佐藤 成紀、瑠世那 マルコス　◇礼拝／10:30　◇外国

語／英語　◇特色／礼拝は日本語と英語のバイリンガル

で行われています。

【HP】http://hopetoko.org/index_j.html

【E-Mail】askus@hopetoko.org

実りの家教会［単立／独立］

〒359-1147　所沢市小手指元町2-28-67　Tel&Fax.04-

2947-3393　◇西武池袋線小手指駅から徒歩15分　◇創

立／1991年（25人）　◇金 政吉、杉本 千穂、陳 銀玉　

◇外国語／韓国語

◇礼拝／11:00　◇特色／日毎の「聖書日課」での学びか

ら、教会学校での共同学習と、礼拝での神讃美とみことば

への聴従へ。

【HP】http://www9.plala.or.jp/godloves/

【E-Mail】tokobap@grape.plala.or.jp

所沢グレース教会［フリーメソ］

〒359-1145　所沢市山口281-2　Tel&Fax.04-2925-

4880　◇西武池袋線西所沢駅から徒歩7分　◇創立／

1977年（20人）　◇溝木 勝二　◇礼拝／10:30

所沢聖書教会［長老教会］

〒359-1127　所沢市星の宮2-1-22　Tel&Fax.04-2924-

2918　◇西武池袋線西所沢駅から徒歩10分　◇創立／

1958年（79人）　◇柳 吉弥太　◇礼拝／10:30

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~t-bible-ch/

所沢聖書バプテスト教会＝オアシスチャペ
ル［単立／独立］

〒359-0034　所沢市東新井町749-4　Tel&Fax.04-2998-

2604　◇西武線所沢駅からバス「こぶし団地入口」停、

徒歩2分　◇創立／1973年（15人）　◇黒滝 政志　◇礼

拝／10:50,14:00　◇特色／子どもからお年よりまで、年令、

信仰歴にあわせた聖書教育を充実していきます。コーヒ

ーアワーは好評。

【HP】http://www.geocities.jp/tkrbbc_kr/

【E-Mail】tkrbbc_kr@ybb.ne.jp

所沢ニューライフ教会［改革派］

〒359-0037　所沢市くすのき台3-15-6　Tel&Fax.04-

2993-1377　◇西武線所沢駅東口から徒歩4分　◇創立／

1988年（30人）　◇濱 民雄　◇礼拝／10:30　◇特色／

火曜日は聖書の学びとバイブルクラス。

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~tnewlife/Index.html

所沢バプテスト教会［バプ教会連合］

〒359-0041　所沢市中新井3-6-5　Tel.04-2943-7575 Fax. 

04-2943-7565　◇西武新宿線新所沢駅東口からバス「ニ

ュータウン西」停　◇創立／2004年（7人）　◇小川 望　

◇礼拝／11:00　◇特色／日曜日朝10時30分から教会学

校。木曜日朝10時30分からお祈り会。聖書を読む会を随

時実施中です。

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/tokobap/

【E-Mail】tokobap@yahoo.co.jp

所沢福音キリスト教会［ホーリネス］

〒359-1167　所沢市林2-87-22　Tel&Fax.04-2949-

8314　◇西武池袋線狭山ヶ丘駅　◇創立／1986年（76

人）　◇粂川 信夫、粂川 裕子、稲尾 孝子　◇礼拝／

10:30　◇特色／子供礼拝(日)9:00、祈祷会(木)10:30、

19:30。英会話(水)

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/tokorozawakyoukai

【E-Mail】jhc-tokorozawa@jcom.home.ne.jp

所沢みくに教会［日基教団］

〒359-1126　所沢市西住吉11-17　Tel&Fax.04-2929-

0682　◇西武線所沢駅　◇創立／1970年（49人）　◇最

上 光宏　◇礼拝／10:30,18:00(第4)

【HP】http://tokorozawa-mikuni.com/
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訳もあります。

【HP】http://www.grace-net.or.jp/kgc/

【E-Mail】kiyose@grace-net.or.jp

清瀬福音自由教会［福音自由］

〒352-0032　新座市新堀2-11-10　Tel.042-491-2919 

Fax.042-495-2026　◇西武池袋線清瀬駅北口から徒歩10

分　◇創立／1983年（46人）　◇岩井 基雄　◇礼拝／

10:00　◇テレホン／03-3291-9061(金)　◇特色／場所を

移転し、清瀬駅徒歩10分の新会堂です。子供を大切にし、

賛美と笑顔溢れる教会です。60名程集っています。

【HP】http://www.geocities.jp/kiyose_ev_free_church/

【E-Mail】kiyosefc@ybb.ne.jp

クリスチャン・ライフ・センター［単立／独立］

〒352-0012　新座市畑中1-2-3　Tel.048-479-4552 Fax. 

048-479-2317　◇東武東上線志木駅からバス「新座警察

前」停、徒歩5分　◇創立／1976年（60人）　◇峯 義和、

トムソン，アイリーン、峯 グレース ヘザー　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語(第1、第3日曜9:00)　◇特色／セ

ルチャーチです。礼拝はゴスペル中心の元気な賛美を行

なっています。

【E-Mail】ymine3318@ybb.ne.jp

聖泉チャペル［福音伝道］

〒352-0001　新座市東北1-2-4 W202　Tel.048-476-

7048　◇東上線志木駅から徒歩3分　◇創立／1984年（10

人）　◇渡辺 章

【E-Mail】fkktm@air.linkclub.or.jp

新座教会［イエス・キリスト］

〒352-0003　新座市北野2-6-13　Tel&Fax.048-477-

2368　◇東武東上線志木駅からバス7分「富士見ヶ丘」停、

徒歩7分　◇創立／1970年（50人）　◇佐藤 直哉、佐藤 

愛子　◇礼拝／7:00,10:30　◇特色／教会学校：日曜日

9:00-10:00。祈祷会：水曜日10:30-12:00、20:00-21:00。

【HP】http://www.niiza-church.com

【E-Mail】meil@niiza-church.com

新座志木教会［改革派］

〒352-0003　新座市北野3-19-8　Tel&Fax.048-474-

9237　◇東武東上線志木駅から徒歩15分　◇創立／1990

年（40人）　◇長石 肇　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月第

2日曜は、CS礼拝の後、ハッピータイムとして、絵本・ゲ

ーム・工作等、楽しい活動をしています。

【HP】http://www.niizashiki.org/

【E-Mail】niiza-shiki@online21.org

新座志木バプテスト教会［バプ教会連合］

〒352-0002　新座市東3-12-45-101　Tel&Fax.048-476-

2600　◇東武東上線志木駅から徒歩15分　◇創立／2001

年（4人）　◇岸尾 光　◇礼拝／10:40　◇特色／未信者

の方も来会しやすい礼拝です。聖書入門クラスも行ってま

す。

【HP】http://church.ne.jp/nsbc/

【E-Mail】nsbc@church.ne.jp

新座聖書教会［同盟基督］

〒352-0002　新座市東3-3-33　Tel&Fax.048-473-0635　

◇東武東上線志木駅から徒歩10分　◇創立／1986年（10

Youth Church ＠ 所沢＝関東ハウスチャーチ
ネットワーク［OMF］

〒359-0037　[集会のみ]所沢市くすのき台1-9-4 Amuzing 

Grace 音楽スタジオ　Tel&Fax.04-2998-3737　◇西武線

所沢駅東口から徒歩5分　◇創立／2004年　◇ウィーム

ズ，スティーブ　◇礼拝／10:30　◇特色／若者を中心と

した礼拝を家庭的な雰囲気の中で行い、互いの成長のた

めに聖書から学び励まし合う集まりです。

【HP】http://www.kantohousechurches.com/

【E-Mail】zionix2021@yahoo.co.jp

戸田市 Toda-shi

恵泉キリスト教会埼京のぞみチャペル［保守

バプ］

〒335-0022　戸田市上戸田2-27-8-102　Tel&Fax.048-

444-8015　◇JR戸田公園駅から徒歩8分　◇創立／1997

年（28人）　◇播 義也　◇礼拝／8:00,11:15　◇特色／セ

ルグループと礼拝を大切にしている教会です。子育て世

代が多く集う教会です。

【HP】http://church.ne.jp/saikyohope/

戸田キリスト教会［ホーリネス］

〒335-0021　戸田市大字新曽245-3　Tel&Fax.048-443-

2506　◇JR戸田駅から徒歩5分　◇山脇 巌

西川口キリスト教会［バプ連盟］

〒335-0013　戸田市喜沢1-2-13　Tel&Fax.048-442-

3808　◇JR西川口駅から徒歩10分　◇創立／1961年（95

人）　◇内藤 淳一郎、内藤 幹子　◇礼拝／7:00,10:00　

◇特色／2010年4月、新会堂での礼拝が始まります。あら

ゆる世代の方々と共に主を賛美できますように。

【HP】http://www.bap-nishi.com/

新座市 Niiza-shi

明の星教会［聖イエス会］

〒352-0021　新座市あたご2-5-34　Tel.048-477-8749　◇

伊藤 嘉男

大泉ベテル教会［日基教団］

〒352-0014　新座市栄4-6-17　Tel.050-3715-6073 Fax.03 

-3921-4962　◇西武池袋線大泉学園駅からバス「天沼マ

ーケット」停、徒歩2分［連絡先：〒178-0061　東京都練

馬区大泉学園町7-17-30 ベテスダ奉仕女母の家気付 

Tel.03-3924-2238］　◇創立／1961年（29人）　◇伊藤 瑞

男　◇礼拝／10:30　◇特色／社会福祉施設「いずみ寮」

と地域の人々とともに歩んできた。

【HP】http://www004.upp.so-net.ne.jp/bethel/

【E-Mail】ooizumi-bethelchurch@nifty.com

清瀬グレースチャペル＝清瀬教会［聖協団］

〒352-0032　新座市新堀2-16-20 松井ビル2F　Tel&Fax. 

042-496-7277　◇西武池袋線清瀬駅北口から徒歩3分　

◇創立／2000年（83人）　◇菅谷 勝浩、菅谷 京子、林 

t　◇礼拝／10:30　◇外国語／中国語(必要に応じて

10:30)　◇特色／駅近くのビルで平日も老健施設訪問な

ど、小グループ活動や必要に応じた地域礼拝、中国語通
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分　◇創立／1965年（90人）　◇平井 正治　◇礼拝／

10:30

羽生市 Hanyu-shi

羽生栄光教会［改革派］

〒348-0054　羽生市西3-14-9　Tel&Fax.048-563-0241　

◇東武伊勢崎線羽生駅西口徒歩5分　◇創立／1990年（36

人）　◇村田 寿和　◇礼拝／10:30　◇特色／火曜日午前

10時30分からと水曜日午後7時30分から祈祷会がありま

す。どなたでもお気軽にお越しください。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~hanyuei5/

羽生キリスト教会［福音伝道］

〒348-0058　羽生市中央2-3-29　Tel&Fax.048-561-

2915　◇東武伊勢崎線羽生駅から徒歩5分　◇創立／

1927年（36人）　◇舘野 克己　◇礼拝／10:30　◇テレホ

ン／048-562-7505　◇特色／聖書を学び、聖書の教えに

生きることを大切にし、祈り合い、仕え合うことを目指し

ている家庭的な教会です。

【E-Mail】hanyuch6@aioros.ocn.ne.jp

羽生伝道所［日基教団］

〒348-0043　羽生市桑崎1331-2　Tel&Fax.048-561-

7612　◇東武伊勢崎線羽生駅から徒歩15分　◇創立／

1986年（9人）　◇小田原 紀雄、水野 松男、佐々木 俊也、

星山 京子、木谷 英文

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/hanyu.htm

飯能市 Hannou-shi

原市場聖書教会［同盟基督］

〒357-0126　飯能市下赤工396-6　Tel.042-977-0254 

Fax.042-980-6442　◇JR東飯能駅北口からバス20分「下

赤工」停、徒歩2分　◇創立／1998年（13人）　◇吉持 日

輪生、若村 和仁、越川 壽允、越川 花子　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜午前9時から教会学校。水曜午後7時

半から祈り会。第2、4火曜午前10時から手芸クラス。

【HP】http://www.geocities.jp/haraichibaseisyo/

【E-Mail】hibawaka@aol.com

飯能教会［日基教団］

〒357-0035　飯能市柳町23-8　Tel&Fax.042-972-2511　

◇西武池袋線飯能駅前　◇創立／1947年（40人）　◇土

橋 誠　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/hannoh.htm

飯能キリスト教会［単立／独立］

〒357-0023　飯能市岩沢5-2　Tel&Fax.042-972-7348　

◇JR東飯能駅から徒歩10分　◇創立／1966年（24人）　

◇中澤 イサク　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特

色／英会話教室、トールペイント教室を通して地域の人々

に開かれた伝道・牧会を目指します。

【E-Mail】hannocc@cap.ocn.ne.jp

飯能キリスト聖園教会［単立／独立］

〒357-0065　飯能市大河原4-1　Tel&Fax.042-972-

5358　◇西武池袋線飯能駅から徒歩18分　◇創立／1963

人）　◇高氏 博史　◇礼拝／10:30　◇特色／第3日曜日

の礼拝後2時間ほど、有志で訪問伝道を楽しんでいます。

地域の人との出会いを求めて出て行く教会を。

新座ニューライフ・チャペル［NLM］

〒352-0023　新座市堀ノ内3-4-40　Tel&Fax.048-478-

5332　◇西武池袋線ひばりヶ丘駅からバス15分　◇創立

／1992年（20人）　◇クラウストウス，エワルド、有田 睦

美　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.jesuscom.net/newlife/

【E-Mail】nishizumi@mvg.biglobe.ne.jp

西堀キリスト福音教会［JECA］

〒352-0031　新座市西堀1-6-26　Tel.042-471-2448 

Fax.042-471-2443　◇西武池袋線東久留米駅東口からバ

ス「東久留米団地」停、徒歩7分　◇創立／1963年（103

人）　◇須田 毅　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書主義の伝

道的教会。毎週の婦人会、特伝(10月)、コンサート等。教

会学校にも力を入れている。

【HP】http://sites.google.com/site/nishiborichurch/

のびどめキリスト教会［同盟基督］

〒352-0021　新座市あたご3-1-22　Tel&Fax.048-477-

6757　◇西武池袋線清瀬駅からバス10分「団地センター」

停、徒歩1分　◇創立／1971年（58人）　◇西澤 廣美　

◇礼拝／10:30　◇特色／住宅地にある静かな落ち着いた

教会です。家族のような温かさと心安まる主の共同体に加

わりませんか？

フルゴスペル志木教会［JFGA］

〒352-0001　新座市東北2-29-11 石塚ビル3F　Tel&Fax. 

048-475-0733　◇金 英姫

ベウラ教会［日基教団］

〒352-0011　新座市野火止4-6-10　Tel&Fax.048-481-

8275　◇JR新座駅　◇創立／1959年（50人）　◇石川 

喜一

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/beura.htm

立教学院聖パウロ礼拝堂［聖公会］

〒352-0003　新座市北野1-2-25　Tel.048-471-6637　◇

東武東上線志木駅から徒歩15分　◇創立／1963年（52

人）　◇鈴木 伸明、上田 亜樹子、西海 雅彦、香山 洋

人　◇礼拝／11:00(聖餐式)夏休み中閉鎖

【HP】http://niiza-hs.rikkyo.ac.jp/

蓮田市 Hasuda-shi

蓮田キリスト教会［JECA］

〒349-0101　蓮田市黒浜3560ー94　Tel&Fax.048-768-

3085　◇JR蓮田駅からバス10分、徒歩3分　◇創立／

1978年（77人）　◇松元 保羅　◇礼拝／10:45

鳩ケ谷市 Hatogaya-shi

鳩ヶ谷福音自由教会［福音自由］

〒334-0001　鳩ケ谷市桜町6-11-12　Tel.048-285-6060 

Fax.048-286-1658　◇埼玉高速鉄道新井宿駅から徒歩8
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東松山教会［日基教団］

〒355-0017　東松山市松葉町2-5-39　Tel&Fax.049-322-

0985　◇東武東上線東松山駅から徒歩15分　◇創立／

1956年（39人）　◇金岡 秀樹　◇礼拝／10:15,16:30

【HP】http://www.geocities.jp/church_matsuyama/

東松山聖ルカ教会［聖公会］

〒355-0016　東松山市材木町19-6　Tel&Fax.049-323-

4999　◇東武東上線東松山駅から徒歩10分　◇創立／

1888年（66人）　◇福島 忠男、浅見 卓司　◇礼拝／

10:30

東松山フィリピン人クリスチャンフェローシ
ップ［単立／独立］

〒355-0028　東松山市箭弓町1-16-3 東松山マンション

102　Tel&Fax.049-323-9038　◇東松山駅から5分　◇創

立／1999年（20人）　◇ホセ，ベンソナン・ティフ、セシ

リオ，ソリト　◇礼拝／14:30　◇外国語／タガログ語

東松山福音教会［JECA］

〒355-0026　東松山市和泉町1-45　Tel&Fax.049-323-

3308　◇東武東上線東松山駅から徒歩8分［連絡先：岡山 

英雄　〒355-0025　埼玉県東松山市幸町2-22-502 Tel. 

0493-22-6314］　◇創立／1953年（46人）　◇岡山 英雄　

◇礼拝／10:30

【E-Mail】aak02870@pop01.odn.ne.jp

日高市 Hidaka-shi

高麗川教会［聖書キリスト］

〒350-1236　日高市猿田119-27　Tel&Fax.042-978-

5659　◇JR高麗川駅から徒歩15分　◇創立／2005年（4

人）　◇小川 晃、大薗 弘章　◇礼拝／11:00　◇特色／

今もこの地に聖書は成就する。この信仰に立って、聖書の

パワーと命にあふれて、生活と証しをする群れです。

【E-Mail】info_olive@e-church.jp

高麗川キリスト教会［長老教会］

〒350-1205　日高市原宿210-2　Tel.042-989-0442　◇松

本 忠史

高麗聖書教会［同盟基督］

〒350-1245　日高市栗坪174-1　Tel.042-989-3660 Fax. 

042-989-5013　◇JR高麗駅から徒歩20分　◇創立／1966

年（58人）　◇吉持 日輪生、趙 泳相、程 敬淑　◇礼拝／

6:00,10:30,19:30　◇外国語／英語(第2日曜15：30)、韓国

語(第3日曜15：30)　◇特色／火曜日午前10時から親子の

集まり。水曜日午後7時30分から祈り会。木曜日第1、第3

婦人祈り会。

【HP】http://komaseisho.com

【E-Mail】hiwao@komaseisho.com

ベテルキリスト教会［アッセンブリー］

〒350-1205　日高市原宿262-10　Tel&Fax.042-985-

5444　◇JR高麗川駅から徒歩3分　◇創立／1989年（30

人）　◇大坂 太郎、大坂 智子　◇礼拝／10:30　◇特色

／バリアフリーで履物のままでOKです。

年（44人）　◇軍地 光子　◇礼拝／10:30　◇特色／キリ

ストにある自由と主体性を大切にする教会で、週日様々な

集会がもたれています。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~seien/

【E-Mail】sp7c2zd@trad.ocn.ocn.ne.jp

飯能聖書教会［単立／独立］

〒357-0021　飯能市双柳1498-17　Fax.042-972-6598　◇

野口 嘉男

飯能バプテスト教会［バプ連盟］

〒357-0023　飯能市岩沢241-1　Tel&Fax.042-974-

8632　◇西武池袋線元加治駅から徒歩12分　◇創立／

1992年（26人）　◇鎌形 幸雄、榎本 譲　◇礼拝／

11:00　◇特色／全年齢層の教会学校：日曜日午前10時か

ら。聖書研究祈祷会：水曜日午前10時30分より。

【E-Mail】hannobap-kyokai@hanno.jp

飯能美杉バプテスト教会［バプ教会連合］

〒357-0041　飯能市美杉台4-19-1　Tel&Fax.042-974-

5316　◇創立／1991年　◇黒沢 紀子

飯能ルーテル教会［NRK］

〒357-0033　飯能市八幡町20-9　Tel&Fax.042-972-

5774　◇西武飯能駅北口から徒歩10分　◇創立／1950年

（105人）　◇北澤 忠蔵　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/hannoulutheran/

東吾野キリスト教会［長老教会］

〒357-0205　飯能市白子277-5　Tel.042-978-2114 Fax. 

042-973-1243　◇西武池袋線武蔵横手駅から徒歩12分　

◇創立／2001年（10人）　◇古川 和男　◇礼拝／10:30　

◇特色／飯能市北西部唯一の教会です。化学物質過敏症、

「小さないのちを守る会」などと関わりつつ礼拝しています。

【HP】http://www.hanno.jp/iwama/

【E-Mail】iwama-kogawahp@hanno.jp

元加治キリスト教会［アッセンブリー］

〒357-0023　飯能市岩沢768-3　Tel&Fax.042-974-

7656　◇西武池袋線元加治駅から徒歩5分　◇創立／

1993年（28人）　◇神谷 恵美　◇礼拝／10:30

【E-Mail】motokajikyoukai@aol.com

東松山市 Higashimatsuyama-shi

イエス・キリスト東松山教会＝新約の群・
家の教会［単立／独立］

〒355-0018　東松山市松山町3-5-12-3-502　Tel&Fax. 

049-324-5223　◇東武東上線東松山駅　◇創立／2002年

（12人）　◇峰 康人、笠巻 雅司　◇礼拝／15:00(月に1回

10:30から)　◇特色／家の教会を巡回している笠巻さんの

カバーリングと指導のもとセブンキートゥルースの聖書の

学びをしています。

【HP】http://www.higasimatuyamakyoukai.com

【E-Mail】higasimatuyamakyoukai@yahoo.co.jp

大岡講義所光ヶ丘礼拝堂［聖公会］

〒355-0000　東松山市大岡光谷4242-2　◇浅見 卓司
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富士見市 Fujimi-shi

鶴瀬恵みキリスト教会［伝道福音］

〒354-0032　富士見市渡戸2-3-5　Tel&Fax.049-252-

5269　◇東武東上線鶴瀬駅からバス10分　◇創立／1959

年（53人）　◇堀 肇、石原 由美子　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午前10時30分と午後7時30分から聖書研究

祈祷会。金曜日午後に「心の相談室」。

【HP】http://www.tsuruse-church.sakura.ne.jp/

【E-Mail】tsuru-ch@luck.ocn.ne.jp

富士見聖書駅前教会［単立／独立］

〒354-0021　 富 士 見 市 鶴 馬2602 グロリアビル3F　

Tel.049-251-2545　◇三輪 尚吾

富士見聖書教会［単立／独立］

〒354-0021　富士見市鶴瀬西3-16-33　Tel.049-251-

2545　◇三輪 尚吾

ふじみ野バプテスト教会［バプ連盟］

〒354-0031　富士見市大字勝瀬3163　Tel.049-278-5754 

Fax.049-293-1002　◇東武東上線ふじみ野駅東口から徒

歩5分　◇創立／1997年（49人）　◇大島 博幸　◇礼拝

／11:00　◇特色／聖書を基に、感謝と喜びの信仰をわか

ちあい、共に歩みをすすめています。

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~fujibap/

【E-Mail】fujibap@blue.ocn.ne.jp

ふじみ野市 Fujimino-shi

上福岡教会［改革派］

〒356-0045　ふじみ野市鶴ケ岡1-14-7　Tel.049-261-

3179　◇東武東上線上福岡駅から徒歩9分　◇創立／

1965年（85人）　◇熊田 雄二　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.rcj-kamifukuoka.or.jp/

【E-Mail】mail-info@rcj-kamifukuoka.or.jp

上福岡バプテスト教会［バプ教会連合］

〒356-0005　ふじみ野市西1-11-17　Tel&Fax.049-261-

6539　◇東武東上線上福岡駅南口から徒歩7分　◇創立

／1971年（75人）　◇荒木 寛二　◇礼拝／10:30　◇外

国語／英語　◇特色／日曜日午後4時より英語と日本語と

で賛美と証しを中心とした集会(PAWLK)を行っています。

【HP】http://kamibap.hp.infoseek.co.jp/

ふじみ野キリスト教会［単立／独立］

〒356-0059　ふじみ野市桜ヶ丘1-21-29　Tel.049-261-

2192 Fax.049-267-4614　◇東武東上線ふじみ野駅から徒

武蔵台キリスト福音教会［JECA］

〒350-1255　日高市武蔵台1-2-2　Tel&Fax.042-982-

3821　◇西武秩父線高麗駅から徒歩1分　◇創立／1985

年（51人）　◇神田 唯志　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜

日午前10時30分から婦人集会(祈祷会含む)、午後8時から

祈祷会。

【HP】http://www.geocities.jp/musashidaichurch/

【E-Mail】jtkmkfk@water.ocn.ne.jp

深谷市 Fukaya-shi

聖泉教会［聖イエス会］

〒366-0801　深谷市上野台2979-18　Tel.048-571-1520　

◇小田倉 輝行

深谷神の教会［神の教会］

〒366-0026　深谷市稲荷町2-6-11　Tel&Fax.048-573-

6837　◇JR深谷駅から徒歩20分　◇創立／1956年（20

人）　◇太田 良一　◇礼拝／10:30　◇特色／“Praise 

Garden”四季折々の花々にあふれ、神さまを讃美する教会。

【E-Mail】mikudashohta@yahoo.co.jp

深谷教会［日基教団］

〒366-0824　深谷市西島5-5-2　Tel.048-571-0592 Fax. 

048-575-2838　◇JR深谷駅南口から徒歩2分　◇創立／

1916年（123人）　◇保母 光彦　◇礼拝／9:00,10:30,19:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/fukaya.htm

深谷西島教会［日基教団］

〒366-0824　深谷市西島町1-7-3　Tel&Fax.048-575-

2723　◇JR深谷駅から徒歩10分［連絡先：Tel.048-574-

8423］　◇創立／1928年（35人）　◇竹内 紹一郎　◇礼

拝／10:30,18:00　◇特色／乳児から80歳代まで集う家庭

的な教会。バリアフリーの会堂に駐車場を完備。どなたも

気軽にお越しください。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~nishijim/

【E-Mail】fukanishi@yahoo.co.jp

深谷福音キリスト教会［アッセンブリー］

〒366-0825　深谷市深谷町8-33　Tel&Fax.048-574-

9171　◇JR深谷駅から徒歩10分　◇創立／1997年（8

人）　◇井桁 久志、井桁 聖美　◇礼拝／11:00　◇特色

／水曜日午後7時30分より祈祷会。第二・第四金曜日午前

10時30分より聖書の学び。

深谷福音自由教会［福音自由］

〒366-0051　深谷市上柴町東7-18-17　Tel&Fax.048-574-

7866　◇JR籠原駅から車10分　◇創立／1992年（13人）　

◇鈴木 弘司、奥秋 健治、青木 祥子(信徒)　◇礼拝／

10:30　◇特色／木曜日午前10時30分から聖書研究祈祷

会。毎月一回男性の会、ゆりの会(婦人会)。

聖心教会＝深谷聖心教会［単立／独立］

〒366-0801　深谷市上野台3254　Tel&Fax.048-571-

8196　◇JR深谷駅から徒歩25分　◇創立／1964年（34

人）　◇矢代 博常、下城 真理　◇礼拝／10:30　◇特色

／水曜日午前10:30聖学会M。午後7:30聖学会N。日曜午前

9:00みこころキッズ。教会付属みこころ幼児園あり。

【HP】http://www.mikokoro.net/

http://www.tsuruse-church.sakura.ne.jp/
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5823　◇JR三郷駅から徒歩13分　◇創立／1971年（20

人）　◇宮崎 宣洋、宮崎 正雄　◇礼拝／10:30　◇特色

／金曜日14時～17時悩み事相談等「ほっとタイム」。土曜

日10時半～11時半子どもの聖書と英語「小羊クラブ」。

【HP】http://misato-church.com

三郷バプテスト教会［バプ教会連合］

〒341-0034　三郷市新和2-243-3　Tel&Fax.048-949-

1540　◇TX三郷中央駅南口から徒歩10分　◇創立／

1999年（8人）　◇大澤 博己　◇礼拝／10:30,19:00　◇特

色／日曜は夕拝もあります。水曜日に祈祷会、木曜日に聖

書クラス、土曜日に伝道会があります。

【HP】http://misato-baptist.net/

【E-Mail】church@misato-baptist.net

レムナント教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒341-0024　三郷市三郷1-26-10　Tel&Fax.048-954-

0944　◇JR三郷駅から徒歩10分　◇張 寅相　◇礼拝／

10:30,12:00

【HP】http://misatogospel.net/

八潮市	 Yashio-shi

草加神召キリスト教会八潮チャペル＝リバ
ーサイドチャペル八潮［アッセンブリー］

〒340-0816　八潮市中央1-10 八潮メセナ　Tel&Fax.048- 

930-2510 Tel.080-3577-6148　◇東武伊勢崎線草加駅東

口からバス15分［連絡先：草加神召キリスト教会松原チャ

ペル　〒340-0011　埼玉県草加市栄町2-7-34 Tel.048-

932-3419］　◇創立／2004年　◇天野 弘昌、トレス，レ

イナルド、カブレロ，エリシャ・ベニー、アドド，BB、川

﨑 庸仁　◇礼拝／14:00　◇外国語／タガログ語　◇特

色／八潮市でも日本人とフィリピン人の礼拝が始まってい

ます。ぜひどうぞ！！

八潮キリスト教会［ウェスレアン］

〒340-0831　八潮市南後谷696-1　Tel&Fax.048-995-

6079　◇東武伊勢崎線草加駅からバス「南俊谷」停　◇

創立／1980年（44人）　◇桑原 信子　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午後2時と7時から祈祷会。日本語から韓

国語へ通訳をします。第2木曜日午前10時から婦人の集会。

【HP】http://whchurch-yashio.sblo.jp/

八潮ホープフル・チャーチ［福音自由］

〒340-0802　八潮市鶴ヶ曽根61-3　Tel.048-997-0293 

Fax.048-940-7534　◇TX八潮駅からバス15分　◇創立／

1979年（23人）　◇岩崎 徹　◇礼拝／10:45　◇特色／

子ども伝道に力を入れています。牧師がカウンセリングを

いたします。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~y-h-ch/

吉川市	 Yoshikawa-shi

家の教会吉川チャペル［単立／独立］

〒342-0050　吉川市栄町782-1 モアステージ吉川D-505　

Tel&Fax.048-983-7023　◇JR吉川駅北口からバス｢吉川

車庫」停、徒歩1分　◇創立／2001年（10人）　◇柴山 

芳子　◇礼拝／10:30　◇特色／ディボーションを中心と

歩19分［連絡先：矢島 徹郎　〒356-0036　埼玉県ふじみ

野市南台2-7-5-701 Tel.049-267-4614］　◇創立／1995年

（42人）　◇矢島 徹郎、矢島 明子　◇礼拝／10:30　◇特

色／牧師夫婦は自給自活を旨として奉仕しています。信

徒の自主的参加と協力を大切にし、強制はしません。

【HP】http://www.geocities.jp/frwpf955/

【E-Mail】fj_timoothy@yahoo.co.jp

本庄市	 Honjo-shi

児玉福音自由教会［福音自由］

〒367-0217　本庄市児玉町八幡山272-1　Tel&Fax.0495-

72-3934　◇JR児玉駅から徒歩15分　◇創立／1984年（25

人）　◇秦 義治　◇礼拝／10:45　◇特色／温かい、家庭

的な交わりのある教会です。高齢者から幼児まで各年齢

層が集っています。

21世紀愛の教会［単立／独立］

〒367-0023　本庄市寿2-3-32　Tel.0495-23-2400　◇JR

本庄駅　◇ソン・ユンチョン

本庄旭教会［日基教団］

〒367-0041　本庄市駅南1-5-20　Tel.0495-24-0348 

Fax.0495-22-3285　◇JR本庄駅から徒歩10分　◇創立／

1919年（19人）　◇秋山 徹　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/asahi.htm

本庄教会［日基教団］

〒367-0044　本庄市見福3-4-1　Tel&Fax.0495-22-

2785　◇JR本庄駅から徒歩10分　◇創立／1888年（44

人）　◇飯野 敏明　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/honjoh.htm

本庄キリスト教会［福音伝道］

〒367-0027　本庄市五十子3-8-17　Tel&Fax.0495-22-

6753　◇JR本庄駅南口から徒歩20分　◇創立／1957年

（42人）　◇須田 丈夫　◇礼拝／10:00　◇特色／幼児か

ら高齢者まで一緒に礼拝をささげ、各分級を行なっていま

す。幼児と親の集会、子ども集会、子ども英会話。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~fdkhonjo/

三郷市	 Misato-shi

三郷ウェスレーチャペル［ウェスレアン］

〒341-0018　三郷市早稲田2-17-13 早稲田ビル3F　Tel& 

Fax.048-958-9200　◇JR三郷駅北口から徒歩5分　◇峯

野 龍弘

三郷教会［改革派］

〒341-0004　三郷市上彦名666-2　Tel.048-957-0169　◇

JR新三郷駅からバス「テラウエスト北」停　◇創立／

1988年（57人）　◇持田 浩次　◇礼拝／10:30　◇特色／

地域に根ざした教会をめざして、礼拝・日曜学校・カウン

セリングクラスなどを開いてます。

【HP】http://calvin.org/misato/

三郷キリスト教会［東京メノナイト］

〒341-0018　三郷市早稲田4-13-2　Tel&Fax.048-958-
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◇JR蕨駅東口から徒歩15分　◇創立／1980年　◇高野 

裕子、岡村 早苗　◇礼拝／10:30

シオン教会［在日韓国メソジスト］

〒335-0003　蕨市南町2-16-3 五月ビル１Ｆ　Tel&Fax. 

048-433-9770 Tel.080-3177-3745　◇JR西川口駅西口・蕨

駅西口から徒歩10分　◇創立／1997年（35人）　◇韓 王

洙　◇礼拝／11:00,14:00　◇特色／早天礼拝(火〜日)05：

30、水曜祈祷会19：30、教会学校09：30、主日賛美礼拝

14：00.

【E-Mail】king0918@hanmail.net

蕨キリストの教会［キリストの教会］

〒335-0002　蕨市塚越1-11-18　Tel&Fax.048-447-

4458　◇JR蕨駅東口から徒歩5分　◇創立／1956年（30

人）　◇戸村 甚栄　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇

特色／電車から見え、駅から徒歩5分位の場所にある群で

す。お気軽においでください。共に神を礼拝しましょう。

【HP】http://church.jp/warabi/

【E-Mail】warabi@church.jp

蕨福音自由教会［福音自由］

〒335-0001　蕨市北町4-2-3　Tel.048-446-1771 Fax.048-

446-1287　◇JR蕨駅西口から徒歩15分　◇創立／1952年

（152人）　◇明石 愛、西本 一雄　◇礼拝／10:30　◇特

色／毎週日曜日を「主の日」として、子供から大人までパ

イプオルガンに合わせた賛美と礼拝をささげています。

【HP】http://www.warabi.ne.jp/~wefc/

【E-Mail】warabi-efc@warabi.ne.jp

入間郡 Iruma-gun

インマヌエル鶴瀬キリスト教会［IGM］

〒354-0041　入間郡三芳町藤久保230-4　Tel&Fax.049-

258-9397　◇東武東上線鶴瀬駅から徒歩8分　◇創立／

1974年（31人）　◇長井 主恩、長井 牧子　◇礼拝／

10:30

越生教会［日基教団］

〒350-0416　入間郡越生町大字越生950　Tel.049-292-

7447　◇東武越生線越生駅から徒歩10分　◇創立／1951

年（21人）　◇絵鳩 アツヱ　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/ogose.htm

越生教会［聖協団］

〒350-0415　入間郡越生町上野1106-1　Tel&Fax.049-

292-3800　◇東武越生線武州唐沢駅から徒歩7分　◇創

立／1953年（70人）　◇加世田 博人、加世田 美恵子　◇

礼拝／10:00

【E-Mail】chuji416@guitar.ocn.ne.jp

みずほ台キリスト教会［JECA］

〒354-0042　入間郡三芳町みよし台9-2 杼木ビル3F　

Tel.049-259-6765　◇東武東上線みずほ台駅から徒歩7

分　◇創立／1983年（31人）　◇杉山 圭司　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後8時から祈祷会。火曜日午前

10時から婦人会。

した分かち合いと個人のプログラムが充実している教会で

す。

サンライズクリスチャンセンターみさと吉
川教会［NLM］

〒342-0035　吉川市高久1-9-22　Tel.048-981-7821 Fax. 

048-966-3138　◇JR吉川駅南口から徒歩7分［連絡先：金

子 辰己雄　〒343-0015　埼玉県越谷市花田7-12-22 

Tel.080-5021-1792］　◇創立／1981年（50人）　◇金子 

辰己雄、ウッド，ウィリアム　◇礼拝／10:45　◇外国語

／英語　◇特色／毎水曜日朝、若い親子さんたちへの子

育て教室、毎月水金、壮年向けに健康教室。毎金曜、心

病む方へのカウンセリング。

【HP】http://www.sunrisech.org/

【E-Mail】sunrise_cc@nifty.com

東京聖書学校吉川教会［日基教団］

〒342-0045　吉川市木売2-15-3　Tel.048-982-7616 Fax. 

048-982-5094　◇JR吉川駅から徒歩3分　◇創立／1994

年（69人）　◇深谷 春男、深谷 美歌子、片平 貴宣　◇

礼拝／10:30　◇特色／日本基督教団認可神学校である東

京聖書学校のチャペルで礼拝、祈祷会(木)を行なっていま

す。

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/yosikawa.htm

【E-Mail】tbs@t-bs.com

吉川福音教会＝Lilys Chapel［同盟基督］

〒342-0056　吉川市平沼1704-1　Tel&Fax.048-981-

2710　◇JR吉川駅　◇創立／1986年（70人）　◇寺田 祐

一、山本 信義　◇礼拝／10:00

【HP】http://www15.plala.or.jp/lilyschapel/

【E-Mail】lilyschapel@aol.com

和光市 Wakou-shi

埼玉和光教会［日基教団］

〒351-0114　和光市本町15-50　Tel&Fax.048-461-

2177　◇東武東上線和光市駅南口から徒歩7分　◇創立／

1947年（185人）　◇三浦 修　◇礼拝／10:30　◇特色／

水曜日午前10時から祈祷会、午後7時30分から聖書研究会。

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/wakoh.htm

聖イエス教会［単立／独立］

〒351-0115　和光市新倉5-9-1　Tel.048-466-3780 Fax. 

048-467-0500　◇東武東上線和光市駅北口(送迎バスあ

り)　◇創立／1954年（1750人）　◇国分 早百合、国分 

茂　◇礼拝／10:30　◇特色／救霊の働きと聖歌隊、子ど

も聖歌隊、管弦楽団、ゴスペルバンドによる讃美奉仕を熱

心に行っています。

和光・家の教会［ガリラヤ福音］

〒351-0101　和光市白子3-29-64 本座八百吉方　Tel.048-

464-4967　◇本座 八百吉

蕨市 Warabi-shi

インマヌエル蕨キリスト教会［IGM］

〒335-0002　蕨市塚越3-31-6　Tel&Fax.048-444-9471　
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主イエスキリスト聖家族教会＝いな聖家族
教会［単立／独立］

〒362-0804　北足立郡伊奈町本町1-35　Tel&Fax.048-

723-4607　◇埼玉新都市交通ニューシャトル伊奈中央駅

から徒歩10分　◇創立／2002年（25人）　◇永井 馨　◇

礼拝／10:30　◇特色／埼玉県伊奈町の中心部に建つ「ガ

ラスの教会」です。地域に開かれた、心安らぐ教会を目指

しています。

【HP】http://www.geocities.jp/inaseikazoku/

【E-Mail】paulkn-mtvc@seikazoku.name

北葛飾郡 Kitakatsushika-gun

倉松キリスト教会［福音伝道］

〒345-0034　北葛飾郡杉戸町倉松561　Tel.0480-34-

9435　◇東武伊勢崎線東武動物公園駅　◇伊藤 英雄、

村上 隆一

杉戸キリスト教会［同盟基督］

〒345-0025　北葛飾郡杉戸町清地1-1-30　Tel&Fax.0480-

34-3002　◇東武伊勢崎線東武動物公園駅から徒歩8分　

◇創立／1953年（46人）　◇野町 真理　◇礼拝／10:30,

15:00,20:00

【HP】http://sugito.church.jp/

【E-Mail】sugito@church.jp

松伏キリストチャペル＝松伏キリスト集会
［単立／独立］

〒343-0113　北葛飾郡松伏町ゆめみ野5-8-10　Tel.048-

991-7714　◇東武伊勢崎線北越谷駅からバス20分　◇創

立／1996年（30人）　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日午

前10時45分から婦人会。聖書に忠実。

【HP】http://www010.upp.so-net.ne.jp/mb_fukuin/

秩父郡 Chichibu-gun

野上キリスト福音教会［JRL］

〒369-1304　秩父郡長瀞町本野上242-1　◇秩父線野上

駅から徒歩５分［連絡先：中村 準一　〒350-0225　埼玉

県坂戸市日の出町6-26　アトラエンテ坂戸601 Tel.049-

257-7112］　◇創立／1966年（7人）　◇中村 準一　◇礼

拝／10:00　◇特色／日曜日午後6時から第2礼拝。木曜日

午前10時30分から木曜礼拝。

皆野キリスト教会［JECA］

〒369-1412　秩父郡皆野町皆野2315-5　Tel&Fax.0494-

62-2062　◇秩父鉄道親鼻駅から徒歩10分　◇吉永 真　

◇礼拝／10:30

比企郡 Hiki-gun

イエス・キリスト埼玉吉見チャペル［大韓イエス］

〒355-0104　比企郡吉見町地頭方360　Tel&Fax.048-

625-6431　◇東武東上線東松山駅から車10分　◇創立／

2003年　◇山本 潤　◇礼拝／8:30(金),10:00　◇特色／

金曜日礼拝が午前8時30分からあります。

【E-Mail】jesus31saitama@hotmail.com

三芳教会［日基教団］

〒354-0044　入間郡三芳町北永井959-3　Tel&Fax.049- 

258-3766 Fax.049-258-0344　◇東武東上線鶴瀬駅　◇創立

／1972年（25人）　◇中山 弘隆、柿本 俊子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/miyoshi.htm

武蔵野バイブルチャーチ［単立／独立］

〒350-0443　入間郡毛呂山町長瀬1797-30　Tel&Fax. 

049-294-4087　◇山下 輝子

毛呂教会［日基教団］

〒350-0451　入間郡毛呂山町毛呂本郷1507　Tel&Fax. 

049-294-3444　◇JR毛呂駅から徒歩10分　◇創立／1893

年（47人）　◇稲生 勝也　◇礼拝／10:30

毛呂集会［キリスト同信会］

〒350-0451　入間郡毛呂山町毛呂本郷133　Tel.049-294-

3890　◇山口 克巳

毛呂山聖霊教会［聖公会］

〒350-0441　入間郡毛呂山町岩井2668　Tel.049-295-

1146　◇JR毛呂駅から徒歩5分　◇輿石 勇

毛呂山伝道所［東洋ローア］

〒350-0434　入間郡毛呂山町大字市場1132-1 東洋ローア

キリスト伝道教会内　Tel.049-294-6012 Fax.049-295-

2779　◇東武越生線武州長瀬駅から徒歩20分　◇創立／

1987年（67人）　◇渡部 清志、中村 一義、椿野 僚子　

◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧

師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。音声

への通訳はありません。

大里郡 Oosato-gun

野上キリスト福音教会寄居チャペル［JRL］

〒369-1202　大里郡寄居町桜沢387-1　Tel.048-581-1883 

Fax.048-581-9427　◇東武東上線玉淀駅から徒歩3分　

◇ 創 立 ／ 1966年（40人 ）　 ◇ 蘇 漢 焄　 ◇ 礼 拝 ／

10:30,19:00　◇特色／賛美と祈りを重視した礼拝を守っ

ています。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~yorichap/

寄居 主イエス・キリストの教会［単立／独立］

〒369-1203　大里郡寄居町寄居170-11　Tel.048-581-

6773　◇八高線寄居駅から徒歩7分　◇創立／1980年

（100人）　◇中路 登志弘　◇礼拝／10:30　◇外国語／ス

ペイン語、ポルトガル語　◇特色／礼拝出席希望者は、

前もって電話で連絡下さい。

北足立郡 Kitaadachi-gun

伊奈シャロームチャペル［KFG］

〒362-0805　北足立郡伊奈町栄5-227-3　Tel&Fax.048-

723-0312　◇JR蓮田駅から徒歩15分　◇創立／1994年

（34人）　◇渡辺 暁男、渡辺 圭子　◇礼拝／10:30　◇特

色／フルートとピアノの演奏家である牧師と伝道師が、特

集の奉仕や音楽教室も行っています。

【E-Mail】akeo_shalom@yahoo.co.jp
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吉見キリスト集会［単立／独立］

〒355-0137　比企郡吉見町久保田1417-8　Tel&Fax. 

0493-54-8460　◇JR鴻巣駅からバス「久保田」停、徒歩5

分［連絡先：坂口 喜久二　〒355-0002　埼玉県東松山市

東平1249-65 Tel.049-339-3502］　◇創立／2008年（10

人）　◇坂口 喜久二、根岸 三郎、根津 幸雄、山田 悟

志　◇礼拝／10:00,14:00　◇特色／15年前に始め、2008

年に無教会地の吉見町に献堂。ゴスペル、映画会、フラ

ワーアレンジメントなど積極的な伝道。

【E-Mail】kiriakoro@ybb.ne.jp

嵐山チャペル［福音伝道］

〒355-0221　比企郡嵐山町菅谷408-1　Tel&Fax.049-

363-1056　◇東武東上線嵐山駅から徒歩5分　◇創立／

2003年（12人）　◇植木 武、植木 宣子　◇礼拝／

10:00　◇特色／一人でも多くの方に福音を！楽しく賛美

をし、しっかり聖書を学びたい。ハングル講座も行ってい

ます。

南埼玉郡 Minamisaitama-gun

白岡キリスト教会［福音伝道］

〒349-0217　南埼玉郡白岡町小久喜1363-2　Tel&Fax. 

0480-92-7602　◇JR白岡駅から徒歩6分　◇創立／1981

年（11人）　◇増田 千代、安田 洋　◇礼拝／10:30　◇

特色／第1水曜日は子育て会、第3水曜日は婦人会。第2、

4水曜日は祈祷会(いずれも午前10時30分から)

白岡伝道所［日基教団］

〒349-0223　南埼玉郡白岡町下野田831　Tel.0480-92-

1309 Fax.0480-92-7530　◇JR白岡駅　◇創立／1985年

（9人）　◇福島 聖二、福島 英子、山野 忠男、山野 裕

子　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/shiraoka.htm

白岡福音キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒349-0211　南埼玉郡白岡町野牛1235　Tel&Fax.0480-

92-6607　◇JR新白岡駅西口から徒歩3分　◇創立／1972

年（29人）　◇浜田 文夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.k5.dion.ne.jp/~shiraoka/

花咲聖書教会［単立／独立］

〒349-0217　南埼玉郡白岡町小久喜44-11　Tel&Fax. 

0480-93-7622　◇JR白岡駅から徒歩10分［連絡先：鷺谷 

孝一　〒349-0224　埼玉県南埼玉郡白岡町彦兵衛7-215 

Tel.0480-92-5620］　◇創立／1993年（4人）　◇鷺谷 孝

一　◇礼拝／10:30　◇特色／社会人として長い経験を積

んだ牧師の体験を通して、教会の雰囲気もバラエティー

に富んでいます。

【E-Mail】hhcjy443@yahoo.co.jp

宮代のぞみ教会［単立／独立］

〒345-0000　宮代町内の公共施設　◇東武伊勢崎線東武

動物公園駅［連絡先：Tel.048-295-8643］　◇創立／2008

年（7人）　◇松岡 広和　◇礼拝／14:00　◇特色／御言

葉に基づく、真の教会形成を目指しています。

【E-Mail】hareruya624@future.ocn.ne.jp

小川教会［日基教団］

〒355-0321　比企郡小川町小川47-1　Tel&Fax.049-372-

4904　◇JR小川町駅から徒歩10分　◇創立／1896年（48

人）　◇長尾 邦弘　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/ogawa.htm

小川キリスト教会［福音伝道］

〒355-0328　比企郡小川町大字大塚48　Tel.0493-72-

2217 Fax.0493-72-6282　◇東武東上線小川町駅から徒歩

2分［連絡先：〒355-0321　埼玉県比企郡小川町小川719-

15 Tel.0493-72-6282］　◇創立／1945年（52人）　◇山口 

翼　◇礼拝／10:30　◇特色／2005年で60周年を迎えま

した。

小川キリスト教会大豆五駄伝道所［福音伝道］

〒355-0321　比企郡小川町小川719-15　Tel&Fax.049-

372-6282　◇東武東上線小川町駅から徒歩15分　◇創立

／1945年　◇山口 翼　◇特色／聖書研究会は水曜10:15

から。

ときがわ教会［聖協団］

〒355-0366　比企郡ときがわ町大野224 島田方　◇JR明

覚駅から車で30分［連絡先：間々田 秀子　〒350-0416　

埼玉県入間郡越生町越生724-1］　◇創立／2002年（13

人）　◇間々田 秀子　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜日午

前10時から祈祷会(牧師宅)。

鳩山伝道所［日基教団］

〒350-0312　比企郡鳩山町鳩ケ丘5-6-8　Tel&Fax.049-

296-0342　◇東武東上線高坂駅からバス「ニュータウン

中央｣停下車、徒歩10分　◇創立／1991年（18人）　◇藍

田 修　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/hatoyama.htm

鳩山ニューライフチャペル［NLM］

〒350-0303　比企郡鳩山町熊井170　Tel&Fax.049-296-

4007　◇坂戸駅からバス20分(大橋行)徒歩8分［連絡先：

Tel.049-296-1948］　◇創立／1995年（9人）　◇西澤 幸

一　◇礼拝／10:30

鳩山のぞみ教会［ホーリネス］

〒350-0321　比企郡鳩山町赤沼1524-1　Tel&Fax.049-

296-4668　◇東武東上線坂戸駅北口からバス「鳩山中学

校前」停、徒歩5分　◇創立／1988年（47人）　◇宮崎 誉、

宮崎 とわ子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時

15分、午後7時45分から祈祷会。毎月第4日曜日は初めて

の方にも分かりやすい伝道礼拝です。

【HP】http://www.jhc.or.jp/hatoyama/

むさしの神の愛教会鳩山タウンチャペル［単

立／独立］

〒350-0314　比企郡鳩山町楓ケ丘4-18-5　Tel.049-296-

5938 Fax.049-296-5939　◇東武東上線高坂駅からバス

(鳩山ニュータウン行)｢サブセンター前｣停、徒歩2分　◇

長谷川 乃武男、長谷川 保美、大江 茂次　◇礼拝／

10:00,14:00　◇特色／愛と誠実を信条にしている地域に

根ざす教会です。どうぞお気軽にお出かけ下さい。大歓

迎します。
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和戸教会［日基教団］

〒345-0836　南埼玉郡宮代町和戸3-7-5　Tel.0480-32-

2112　◇東武伊勢崎線和戸駅から徒歩10分　◇創立／

1878年（39人）　◇三羽 善次、三羽 敦子　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/wado.htm
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千葉県──地域の宣教資料

　宣教人国記：千葉県金田村に生まれた好地由太郎

（1865〜没年不詳）は、17歳の時に奉公先の女主人を

殺害・放火して捕えられるが、未成年のため無期懲役

となる。鍛冶橋監獄にいた時、安川亨に聖書を贈られ

るが無学のため読めなかった。だが、冤罪で入獄して

いた青年が祈っている姿に心動かされ、求道。模範囚

となって出獄した後は、浅草伝道館で働いた。以後、

全国の刑務所へ伝道に行き、多くの重罪人を導いた。

印旛郡安食町出身で農業を営んでいた大貫文七（1840

〜1911）は、明治初年に上京しアメリカ長老教会のカ

ラゾルスから福音を聞き受洗した。しかし、予定説に

反対してメソジスト派に転会し、故郷に常総教会を建

た。同地をはじめ茨城県へも巡回伝道し、各地で仏教

徒からの迫害を受けるが恐れずに伝道した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【旭市】旭市、香取郡干潟町、海上郡海上町･飯岡町。【い

すみ市】夷隅郡夷隅町・大原町・岬町。【印西市】印

旛郡印旛村・本埜村。【柏市】東葛飾郡沼南町。【香取市】

佐原市、香取郡小見川町・山田町・栗源町。【鴨川市】

鴨川市、安房郡天津小湊町。【山武市】山武郡成東町・

山武町・蓮沼村・松尾町。【白井市】印旛郡白井町。【匝

瑳市】八日市場市、匝瑳郡野栄町。【富里市】印旛郡

富里町。【成田市】香取郡下総町・大栄町。【野田市】

東葛飾郡関宿町。【南房総市】安房郡富浦町・富山町・

三芳村・白浜町・千倉町・丸山町・和田町。【山武郡横

芝光町】山武郡横芝町、匝瑳郡光町。

 関 東 地 方 千 葉 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

千 葉 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   C h i b a 　

台湾食材ベテスダ†柏
［台湾食材・台湾茶］〒277-0061　千葉県柏市東中新宿

4-6-30　Tel&Fax.04-7173-1884　◇JR南柏駅からバス「東

中新宿」停　◇創立／2001年　◇店主／林 佳慧、能瀬 

佳広　◇特色／障碍者作業所設立運営を目指しオリジナ

ルビネガーの販売、手作り水餃子等、台湾食材全般の販

売をしています。

【HP】http://bethesda.zero-yen.com/

【E-Mail】bethesda@joy.ocn.ne.jp

ドリーム・フーズ
［パン製造・販売］〒273-0034　千葉県船橋市二子町600-

3　Tel.047-336-1205　◇JR下総中山駅から徒歩10分　◇

岡田 宜子

ぱっちわーく・ミルトス
［パッチワーク教室］〒270-0101　千葉県流山市東深井

895-3　Tel&Fax.04-7152-7045　◇東武野田線江戸川台

西口駅前　◇代表／平石 加代子　◇特色／パッチワーク

やビーズ教室などを、あなたの教会で開いてみません

　お店・事業

SURF GARDEN
［アパレル・スポーツジム・レストラン］　［(株)ムラサキ

スポーツ］〒299-4303　千葉県長生郡一宮町東浪見7500-

7　Tel.0475-40-0010　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

(株)嵯峨野
［京呉服販売］〒271-0064　千葉県松戸市上本郷2677　

Tel.047-365-9822 Fax.047-369-5849　◇新京成電鉄上本

郷駅から徒歩3分　◇社長／根米 美奈子

THE SUNS 一宮店
［アパレル・スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］

〒299-4303　千葉県長生郡一宮町東浪見7500-7 THE 

SURF GARDEN　Tel.0475-40-0011　◇代表取締役会長

／金山 良雄　◇特色／大人の余暇をプロデュースするシ

ョップ。

【HP】http://www.murasaki.co.jp/
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か？　詳しくはHPをご覧ください♪

【HP】http://homepage1.nifty.com/myrtus/

【E-Mail】myrtus@mb.infoweb.ne.jp

ムラサキスポーツ ららぽーと柏の葉店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒277-

0871　千葉県柏市若柴175 ららぽーと柏の葉 3F　Tel.04-

7135-6855　◇代表取締役会長／金山 良雄

ムラサキスポーツ 千葉店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒260-

0013　千葉県千葉市中央区中央2-2-2 千葉パルコ6F　

Tel.043-222-1516 Fax.043-222-6445　◇代表取締役会長

／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 津田沼店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒274-

0825　千葉県船橋市前原西2-18-1 津田沼パルコB館2F　

Tel.047-493-1005 Fax.047-493-1003　◇代表取締役会長

／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 成田店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒286-

0029　千葉県成田市ウィング土屋24 イオン成田ショッピ

ングセンター 2F　Tel.0476-20-0031　◇代表取締役会長

／金山 良雄

ムラサキスポーツ 舞浜イクスピアリ店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒279-

0031　千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ293　Tel.047-

305-7141　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ ららぽーと船橋店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒273-

8585　千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーと3 3F　Tel.047-

495-1595 Fax.047-495-1597　◇代表取締役会長／金山 

良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

メガネのアイボン
［眼鏡店］　［(株)アイボン］〒273-0031　千葉県船橋市西

船4-24-6　Tel.047-431-3808 Fax.047-432-3099　◇JR西

船橋駅から徒歩10分　◇代表取締役／山口 峻

【HP】http://www.eyebon.com/

(株)ヨーゼフ
［健康・栄養食品の開発・輸入・仕入・販売・本の出版］

〒263-0043　千葉県千葉市稲毛区小仲台6-19-19 MYビ

ル　Tel.043-207-6035 Fax.043-207-6036　◇JR稲毛駅か

ら徒歩3分　◇創立／2004年　◇代表取締役／柏崎 久

雄　◇特色／栄養医学に基づいた会員制サプリメント販

売。出版、喫茶経営。

【HP】http://yozeph.com/

【E-Mail】info@yozeph.com

　教育事業・カルチャー

アトリエ・オクダ
［イラスト・CG･パステル画、水彩画、絵画教室］〒277-

0022　千葉県柏市泉町17-8 第5関東マンション201　Tel 

&Fax.04-7163-2278　◇JR柏駅東口から徒歩10分　◇創

立／1993年　◇イラストレーター　画家／奥田 みえこ　

◇特色／個展中心に水彩画家として活躍。カルチャース

クールと柏市のアトリエで、生涯教育としての絵画指導。

【HP】http://hwsa2.gyao.ne.jp/kuroneko118/

【E-Mail】kuroneko118@sa2.gyao.ne.jp

インターナショナルプレスクール「ひかりの子」
［子育て支援］　［新松戸リバイバルチャーチ］〒270-

0034　千葉県松戸市新松戸4-257-1 ニューホームズ第1マ

ンション1F　Tel.047-346-3345［連絡先：Tel.047-344-

0544］　◇JR新松戸駅から徒歩4分　◇創立／2008年　

◇代表／清沢 さちえ、園長／野中 美幾子　◇特色／少

人数・たて割り保育。思いやり、主体性、創造力、国際性

を育てます。英会話に力を入れています。

【HP】http://www.src-jesus.com/hikarinoko/hikarinoko.html

S.E.I.東大アチーブ
［学習進学塾］　［(有)シモン教育研究所］〒276-0042　千

葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル2F　Tel&F

ax.047-483-0345［連絡先：Tel.090-1618-8811］　◇東葉

高速鉄道八千代中央駅から徒歩5分　◇創立／1988年　

◇代表／船木迫 伸孝、尾形 寛

【HP】http://achieve-net.com/

【E-Mail】nseifunakisako@live.jp

カベナント・コミュニティースクール・イン
ターナショナル

［チャーチスクール］　［CCSI理事会］〒266-0005　千葉県

千葉市緑区誉田町2-2-126 京葉チーム教育館　Tel&Fax. 

043-292-4995　◇創立／2007年　◇代表／堀野 陽二

【E-Mail】YojiHori@aol.com

恵泉インターナショナルスクール
［教育・チャーチスクール］　［(宗)恵泉キリスト教会］〒

278-0213　千葉県野田市桐ヶ作568-1　Tel&Fax.04- 

7196-2831［連絡先：Tel.04-7196-0779］　◇東武野田線川

間駅からバス「二川小学校」停、徒歩8分　◇創立／

2003年　◇校長・牧師／後平 一、教師／後平 真紀子　

◇特色／ホームスクーラーの交流学習の場と、通信高校

のサポートの二本立てのスクールです。

【E-Mail】k1000_sekiyado@ybb.ne.jp

(NPO)子どもの環境を守る会 Ｊワールド
［子育て支援］〒270-0034　千葉県松戸市新松戸4-257-1 

ニューホームズ第1マンション1F　Tel.047-346-3345［連

絡先：新松戸リバイバルチャーチ　〒270-0034　千葉県

松戸市新松戸4-256-1 ＳＲＣビル Tel.047-344-0544］　◇

JR新松戸駅から徒歩4分　◇創立／2008年　◇理事長／

三浦 輝江、副理事長／野中 美幾子　◇特色／すべての

年齢の子どもや親が安心して集まり家族的異年齢交流が

できる居場所を提供し心と体の健全育成を支援。

【HP】http://kosodate-hiroba.com/

【E-Mail】j_loveties@yahoo.co.jp
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モルゲン研修センター
［介護員養成研修］　［(福)愛の友協会］〒299-4332　千葉

県長生郡長生村金田2133　Tel.0475-32-2587 Fax.0475-

32-1345　◇JR八積駅から徒歩15分　◇創立／2001年　

◇理事長／寺門 栄　◇特色／千葉県介護員養成研修2級

課程。

【HP】http://www.ainotomo.or.jp

【E-Mail】ainotomo@ainotomo.or.jp

　法律・経営相談

足達税理士事務所
［税理士］〒260-0021　千葉県千葉市中央区新宿2-8-2 千

葉クリスチャンセンタービル3Ｆ　Tel.043-243-8001 Fax. 

043-243-8012　◇京成千葉中央駅から徒歩4分　◇創立

／1988年　◇所長／足達 裕昭

【HP】http://adachi-office.tkcnf.com

【E-Mail】adachi-family@tkcnf.or.jp

岡本経営労務事務所
［社会保険労務士、行政書士］〒262-0019　千葉県千葉市

花見川区朝日ケ丘2-3-5-304　Tel&Fax.043-274-3657　◇

JR新検見川駅からバス「畑町ホームランド」停、徒歩5

分　◇創立／1999年　◇代表／岡本 基　◇特色／労働

保険、社会保険、就業規則、助成金、給与計算、労働者

派遣事業許可、法人設立、各種許認可申請。

【E-Mail】motoioka@cnc.jp

沖野測量登記事務所
［土地家屋調査士･測量士］〒278-0034　千葉県野田市上

花輪新町16-8　Tel.04-7120-1465 Fax.04-7120-1466　◇

東武野田線野田市駅から徒歩10分　◇土地家屋調査士、

測量士／沖野 和秋

【HP】http://www.geocities.jp/okino510sokuryou/

西森法務事務所［西森事務所］

［行政書士、社会保険労務士］〒273-0048　千葉県船橋

市丸山1-3-1　Tel.047-438-6446 Fax.047-438-6447　◇東

武野田線馬込沢駅から徒歩3分　◇創立／2001年　◇所

長／西森 信行、西森 由香　◇特色／父娘で法人設立、

不動産・法人登記、成年後見、簡裁訴訟手続、相続手続、

社会保険手続等を行なっております。

【E-Mail】nisimori@olive.ocn.ne.jp

法律事務所 大地
［弁護士］〒260-0013　千葉県千葉市中央区中央4-8-8 日

進ビル5階　Tel.043-225-0570 Fax.043-225-0575　◇JR

千葉駅から徒歩20分　◇創立／2000年　◇弁護士／金子 

宰慶

【E-Mail】daichi@abox6.so-net.ne.jp

美保税務会計事務所
［税理士］〒276-0032　千葉県八千代市八千代台東1-28-

12　Tel.047-483-4776　◇京成八千代台駅から徒歩5分　

◇創立／1987年　◇代表／美保 哲夫

【HP】http://www.tkcnf.com/mihokaikei/pc/

　文書伝道支援

アーク福音出版
［伝道文書の編集出版］〒285-0923　千葉県印旛郡酒々井

町東酒々井3-3-34　Tel.043-496-2727 Fax.043-496-

2729　◇JR酒々井駅から徒歩5分　◇創立／2003年　◇

代表／保坂 恭子　◇特色／小説、記念誌、説教集やテキ

ストの編集出版のほか隔月発行のＮＬはこぶねにより聖書

的研究コラムを無料配布。

【E-Mail】ark-plan@cameo.plala.or.jp

(有)愛信書房［アイシン］

［キリスト教専門書店］〒272-0805　千葉県市川市大野町

1-433-10　Tel.047-337-1204 Fax.047-337-1206　◇JR本

八幡駅北口からバス「高塚入口」停　◇創立／1979年　

◇代表取締役／長瀬 至智、長瀬 和子

(有)恵泉書房
［キリスト教専門書店］〒260-0021　千葉県千葉市中央区

新宿2-8-6 千葉クリスチャンセンタービル2F　Tel.043-

238-1224 Fax.043-247-3072　◇JR千葉中央駅から徒歩6

分　◇関 伸枝　◇特色／営業時間：10:00〜19:00、土曜

10:00〜18:00、日曜14:00〜18:00。定休日：祝日。

(有)商業印刷
［印刷全般・デザイン］〒292-0053　千葉県木更津市永井

作1-2-3　Tel.0438-23-6265 Fax.0438-22-5800　◇JR木更

津駅から車10分　◇代表取締役／三木 明

　幼稚園・保育園・学童

愛光保育園
［保育園］　［(福)一粒の麦福祉会］〒299-4312　千葉県長

生郡一宮町宮原69　Tel&Fax.0475-40-1033　◇JR上総一

ノ宮駅から徒歩15分　◇創立／1949年　◇園長／渡邉 

惠之助　◇特色／神の愛を一杯に受けて子ども達は、の

びのびと成長しています。

旭ヶ丘保育園［ノアホーム］

［保育園］　［(福)千葉ベタニヤホーム］〒264-0025　千葉

県千葉市若葉区都賀1-1-1　Tel.043-231-5047 Fax.043-231-

5887［連絡先：旭ヶ丘母子ホーム　〒264-0025　千葉県

千葉市若葉区都賀1-1-1 Tel.043-231-4823］　◇JR都賀駅東

口から徒歩10分　◇創立／1949年　◇園長／友田 優子

【HP】http://www.asahigaoka-n.ed.jp/annai.html

姉ヶ崎幼稚園
［幼稚園］　［(学)黎明学園］〒299-0118　千葉県市原市椎

津1599　Tel&Fax.0436-61-0139 Fax.0436-61-0127　◇

JR姉ヶ崎駅　◇創立／1953年　◇園長／小林 美貴、理

事長／ヴァンフーラ，カーティス　◇特色／緑に囲まれた

園で、子どもたちが楽しい毎日を送っています。

【HP】http://park23.wakwak.com/~anegasakiyoutien/

市川聖マリヤ幼稚園
［幼稚園］〒272-0021　千葉県市川市八幡3-19-11　Tel.

047-323-5371　◇藤林 範子

【HP】http://www.icnet.ne.jp/~saintmary/index.htm
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市原マリア・インマクラダ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒290-0004　千葉県市原市辰巳台西

3-11-3　Tel.0436-74-3631

【HP】http://www.kidslink.jp/cgi-bin/indexcgi/index.

cgi?efldr=ichishiyo-maria&page=10&sub=1

印西しおん幼稚園
［幼稚園］　［(学)西村学園］〒270-1344　千葉県印西市松

崎517　Tel.0476-46-0056 Fax.0476-46-6600　◇北総線

千葉ニュータウン中央駅から車8分　◇創立／1970年　

◇理事長／西村 信　◇特色／風と光をいっぱい体で受け

て、元気な子どもを育てます。幼稚園の畑でも種々の野

菜の収穫が毎月できます。

エンゼル幼稚園
［幼稚園］〒297-0026　千葉県茂原市茂原581　Tel&Fax.

0475-22-3210　◇田中 恵美子

【HP】http://www.angels.ed.jp/

大網ときがね幼稚園
［幼稚園］　［大網教会］〒299-3237　千葉県山武郡大網白

里町仏島74　Tel.0475-72-2076　◇JR大網駅から徒歩20

分　◇創立／1956年　◇園長／榎本 まり

【HP】http://www.citydo.com/prf/chiba/guide/sg/265001020.

html

鹿島台幼稚園
［(学)黎明学園］〒290-0243　千葉県市原市上高根1202-

1　Tel.0436-95-2229　◇小湊鉄道馬立駅から徒歩20分　

◇創立／1982年　◇理事長／ヴァンフーラ，カーティ

ス　◇特色／子どもが主役の幼稚園です。豊かな自然の

中で子どもの興味関心を大事にし、自ら考え行動できる子

に育てます。

【HP】http://park5.wakwak.com/~kasimadai/

柏めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)柏バプテスト学園］〒277-0024　千葉県

柏市若葉町7-17　Tel.04-7167-8743 Fax.04-7167-8745　

◇JR柏駅東口から徒歩15分　◇創立／1964年　◇理事長

／寺田 一郎、園長／衣笠 荘　◇特色／市内で最も小さ

な園ですが、園児一人一人を大切に、きめ細やかな保育

を目指しています。

【HP】http://www.kashiwa-kids.ed.jp/megumi/

久留里カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒292-0421　千葉県君津市久留里市

場696　Tel.0439-27-2055

五井ナザレン教会幼稚部［五井ナザレン幼稚部］

［幼稚園］　［(宗)日本ナザレン教団五井教会］〒290-

0081　千葉県市原市五井中央西3-8-6　Tel.0436-23-3516 

Fax.0436-21-0566　◇JR五井駅から徒歩7分　◇創立／

1956年　◇園長／松本 真平、園長代行／松本 節子

【HP】http://www3.to/goi-church/

【E-Mail】hopeelpis@mars.livedoor.com

こひつじ保育園
［保育園］　［(福)牧の園］〒286-0211　千葉県富里市御料

116-1　Tel.0476-93-1048 Fax.0476-93-8226　◇JR成田

駅　◇創立／1953年　◇園長／内藤 節子

【HP】http://www.ans.co.jp/u/makinosono/kohitsuji_1.html

羔幼稚園
［幼稚園］　［(学)羔学園］〒260-0004　千葉県千葉市中央

区東本町5-1　Tel.043-227-6368 Fax.043-227-6360　◇JR

千葉駅から徒歩15分　◇創立／1929年　◇園長／岸 憲

秀　◇特色／外国籍、ハンディキャップのあるお子さんと

の統合教育をしています。満三歳から入園可能です。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~makito/

相模台放課後児童クラブ
［学童保育］　［(福)ピスティスの会］〒271-0092　千葉県

松戸市松戸2284-1　Tel&Fax.047-362-8604　◇JR松戸駅

東口から徒歩15分　◇施設長／宮越 光

【HP】http://www.heiwa-hoikuen.jp/sagami/

【E-Mail】sagamidai＠heiwa-hoikuen.jp

佐原めぐみ保育園［めぐみ保育園］

［保育園］　［(財)佐原めぐみ保育園］〒287-0003　千葉県

香取市佐原イ1921　Tel&Fax.0478-52-4392 Tel.0478-54-

1181　◇JR佐原駅から徒歩15分　◇創立／1952年　◇理

事長／橋本 隆夫、園長／難波 實

【HP】http://megumi.hoikuen.ac/

【E-Mail】info@megumi.hoikuen.ac

三愛幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団八千代台教会］〒276-

0032　千葉県八千代市八千代台東4-5-15　Tel.047-482-

4846　◇京成線八千代台駅から徒歩10分　◇創立／1964

年　◇園長／金附 正夫

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~yachiyoc/

三里塚幼稚園
［幼稚園］　［(学)ソーパル記念学園］〒286-0116　千葉県

成田市三里塚御料1-674　Tel.0476-35-0139　◇京成成田

線芝山千代田駅　◇園長／川島 正行

シオン幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団船橋教会］〒273-0865　千

葉県船橋市夏見6-6-6　Tel.047-422-5644　◇園長／水沼 

昭子

【HP】http://www.interq.or.jp/green/shion/Kinder/

昭和保育園
［保育園］　［(福)四恩会］〒299-0263　千葉県袖ヶ浦市奈

良輪782-1　Tel&Fax.0438-62-2427 Fax.0438-62-1969　

◇JR袖ヶ浦駅から徒歩10分　◇創立／1953年　◇理事

長・園長／杉谷 望　◇特色／保育園は産休明けから、ほ

かに子育て支援として一時預かり保育、学童保育、子育

て支援センターを実施。

白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)愛心学園］〒287-0003　千葉

県香取市佐原イ402-2　Tel.0478-52-4080 Fax.0478-52-

4060　◇JR佐原駅から徒歩10分　◇園長／柴山 惠美子

神愛幼稚園
［カトリック幼稚園］〒270-0114　千葉県流山市東初石

5-135-14　Tel.04-7154-1259
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(NPO)杉の子会
［学童保育］　［(NPO)学童保育杉の子会］〒270-2231　千

葉県松戸市稔台99 日本福音ルーテル教会　Tel.047-362-

4857　◇新京成線みのり台駅から徒歩1分　◇水原 一郎

聖アンデレ保育園
［保育園］〒294-0045　千葉県館山市北条1677　Tel&

Fax.0470-23-5573　◇JR館山駅から徒歩5分　◇園長／

福原 純子

聖母保育園
［保育園］　［(福)ろばの会］〒288-0815　千葉県銚子市三

崎町1-1858　Tel.0479-25-1121 Fax.0479-25-1153　◇JR

銚子駅からTAXIで10分　◇創立／1978年　◇理事長／

三鍋 裕、園長／宮崎 光子

聖母マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)聖マリア修道女会］〒266-

0007　千葉県千葉市緑区辺田町552　Tel.043-291-1352 

Fax.043-291-1233　◇JR鎌取駅から徒歩10分　◇創立／

1967年　◇理事長／羽場 勝子　◇特色／雑木林の中の自

然に恵まれた環境で、子どもたちが生き生きと過ごせるよ

う願って、保育をおこなっています。

聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック東京大司教区］〒

260-0034　千葉県千葉市中央区汐見丘町11-11　Tel.043-

243-0981 Fax.043-243-8933　◇JR総武線西千葉駅から徒

歩8分　◇創立／1949年

聖ミカエル幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック東京大司教区］〒

271-0092　千葉県松戸市松戸1126　Tel.047-362-0484 

Fax.047-361-8031　◇JR松戸駅東口から徒歩6分　◇創

立／1950年

第一平和保育園
［保育園］　［(福)ピスティスの会］〒271-0076　千葉県松

戸市岩瀬608-6　Tel.047-367-0123 Fax.047-369-1010　◇

JR松戸駅東口から徒歩12分　◇創立／1950年　◇理事長

／石井 錦一、園長／鈴木 由貴子　◇特色／創立以来キ

リスト教主義による児童の福祉と、神と人とに愛される乳

幼児の保育を目標としています。

【HP】http://www.heiwa-hoikuen.jp/heiwa01/

第二姉ヶ崎幼稚園
［幼稚園］　［(学)黎明学園］〒299-0124　千葉県市原市有

秋台東1−3　Tel.0436-66-0191 Fax.0436-66-5554　◇JR

姉ヶ崎駅から車で7分　◇創立／1968年　◇園長／松橋 

雅子、理事長／ヴァンフーラ，カーティス　◇特色／自由

なあそび、さまざまな体験を通し、主体的で創造力あふ

れる生き生きとした子どもの育成をめざしています。

【HP】http://park23.wakwak.com/~dai2anegasaki/

【E-Mail】dai2anegasaki@aj.wakwak.com

第二勝田保育園
［保育園］　［(福)そのえだ］〒276-0028　千葉県八千代市

村上1946　Tel.047-483-0902 Fax.047-483-9559　◇京成

勝田台駅　◇創立／1971年　◇園長／丸山 純

【HP】http://www.daini-katsuta.jp/

【E-Mail】daini-katsuta@sonoeda.or.jp

第二平和保育園
［保育園］　［(福)ピスティスの会］〒271-0092　千葉県松

戸市松戸1394 松戸教会2階　Tel.047-367-0105 Fax.047-

367-0104　◇JR松戸駅から徒歩5分　◇創立／1950年　

◇理事長／石井 錦一、園長／寺木 登美子

【HP】http://www.heiwa-hoikuen.jp/heiwa02/

館山基督教会附属保育園
［保育園］　［(宗)日本同盟基督教団館山教会］〒294-

0037　千葉県館山市長須賀101　Tel.0470-22-1096　◇創

立／1950年　◇園長／島村 秀雄

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~tcc/

中部放課後学童クラブ
［学童保育］　［(福)ピスティスの会］〒271-0063　千葉県

松戸市北松戸2062 市立中部小学校附属幼稚園内　Tel&F

ax.047-364-2625

【HP】http://www.heiwa-hoikuen.jp/chuubu/

【E-Mail】chubu＠heiwa-hoikuen.jp

銚子栄光教会付属萌保育園［萌保育園］

［保育園］〒288-0861　千葉県銚子市芦崎町937-3　Tel&

Fax.0479-33-3677［連絡先：銚子栄光教会　〒288-

0861　千葉県銚子市芦崎町932-1 Tel.0479-33-4441］　◇

JR松岸駅から徒歩25分　◇創立／2007年　◇園長／大川 

佳津子　◇特色／広い園庭と自然環境の中で、主の御手

に守られて、自由闊達な雰囲気の中で過ごします。毎朝礼

拝をもって一日が始まります。

【HP】http://cec.seesaa.net/

つのぶえ保育園
［保育園］　［(福)共励福祉会］〒286-0032　千葉県成田市

上町711-4　Tel.0476-22-0867 Fax.0476-23-2199　◇JR成

田駅から徒歩7分　◇創立／1959年　◇園長／石田 雪

絵　◇特色／「幼な子たちとともにキリストへ」の思いで

日々祈りつつ保育の業に尽くしております！

【HP】http://www.pqnet.co.jp/tsunobue-hoikuen/toppage.html

【E-Mail】info@tsunobue.or.jp

ときがね片貝幼稚園
［幼稚園］　［(学)みぎわ学園］〒283-0104　千葉県山武郡

九十九里町片貝1640　Tel.0475-76-6297　◇JR東金駅か

らバス「幼稚園前」停　◇創立／1959年　◇園長／鶴岡 

恵美子

ときがね幼稚園
［幼稚園］　［(学)東金教会学園］〒283-0802　千葉県東金

市東金1391-2　Tel.0475-52-2733　◇JR東金駅から徒歩6

分　◇創立／1918年　◇園長／中村 征一郎

【HP】http://www1.odn.ne.jp/~aap19850/Tokigane/

【E-Mail】t-yochen@hkg.odn.ne.jp

富里保育園
［保育園］　［(福)牧の園］〒286-0221　千葉県富里市七栄

299-4　Tel.0476-93-0155 Fax.0476-92-4138　◇京成線公

津の杜駅　◇創立／1969年　◇園長／内藤 節子

【HP】http://www.ans.co.jp/u/makinosono/tomisato_1.html
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望みの門方舟乳児園
［乳児院］　［(福)ミッドナイトミッションのぞみ会］〒299-

1607　千葉県富津市湊705　Tel.0439-67-2131 Fax.0439-

67-2134　◇創立／2009年　◇理事長／木下 宣世　◇特

色／のびやかな房総の自然のもと、幼い子どもがすくすく

と心も体も大きく成長していくことと願っています。

ハレルヤ保育園
［保育園］〒286-0043　千葉県成田市大袋356-1　Tel.

0476-29-6200 Fax.0476-29-6228　◇京成線公津之杜駅か

ら徒歩15分　◇創立／2003年　◇園長／青松 葉洙　◇

特色／聖書に基づいたキリスト教教育を中心に、楽しい英

会話授業を実施します。

光の子児童センター
［保育園］　［(福)恵泉福祉会］〒285-0854　千葉県佐倉市

上座1148-1　Tel&Fax.043-462-2654　◇創立／1980年　

◇所長／長島 成幸

光の子保育園
［保育園］　［(福)恵泉福祉会］〒285-0854　千葉県佐倉市

上座1219-4　Tel.043-461-1372 Fax.043-461-1388　◇京

成電鉄ユーカリが丘駅北口から徒歩8分　◇創立／1980

年　◇園長／長島 成幸　◇特色／１キリストの愛に根ざ

した人格を形成する。２人として幼児を尊重する。３社会

の一員となれるよう協力・自主を養う。

【HP】http://www.hikarinoko.ed.jp/

【E-Mail】hikarinoko@proof.ocn.ne.jp

光の子幼稚園
［幼稚園］　［(学)光の子学園］〒290-0003　千葉県市原市

辰巳台東3-11　Tel.0436-74-6680　◇JR八幡宿駅からバ

ス「辰巳台東3丁目」停、徒歩2分　◇園長／山内 弥生

【HP】http://www.kidslink.jp/hikari/

【E-Mail】hikari@kidslink.jp

めばえ幼稚園
［幼稚園］　［(学)めばえ学園］〒270-1154　千葉県我孫子

市白山2-7-5　Tel.04-7184-1313 Fax.04-7184-9696　◇創

立／1953年　◇園長／井上 ミドリ、理事長／井上 圭

司　◇特色／豊かな自然に恵まれた九千平米の園庭で、

子ども達は自由にのびのびと主体的に園生活を創りだして

いる。

【HP】http://www.mebae.ed.jp/

【E-Mail】mail@mebae.ed.jp

茂原聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒297-0029　千葉県茂原市高師

980　Tel.0475-22-4386 Fax.0475-22-1871　◇理事長／

小林 敬三、園長／石井 智恵子

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~maria/

若草児童館
［(福)牧の園］〒286-0221　千葉県富里市七栄299-9　Tel.

0476-93-8226 Fax.0476-92-4138　◇創立／1971年　◇

館長／内藤 節子

【HP】http://www.ans.co.jp/u/makinosono/wakakusa_1.html

　祈祷院

主イエス・キリスト真理谷祈祷院
［祈祷院・キャンプ］〒292-0201　千葉県木更津市真里谷

4244-1　Tel&Fax.0438-53-4155　◇JR馬来田駅から車7

分　◇創立／2001年　◇責任者／松原 永昌　◇特色／

緑豊かな自然の環境の素晴しい場所です。主と祈りの良い

所です。身体と心のリフレッシュにどうぞ。

ミスバ宣教会「祈りの家」［祈りの家］

［祈祷院］　［(宗)希望キリスト教会］〒299-1621　千葉県

富津市竹岡173-32　Tel&Fax.03-3880-0661(権 再南) 

Tel.0439-67-8050　◇JR上総湊駅から車で5分　◇創立／

2003年　◇院長／権 再南

【HP】http://kiboch.com

【E-Mail】kibo@kiboch.com
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我孫子バプテスト教会［バプ連合］

〒270-1144　我孫子市東我孫子1-1-3　Tel.04-7185-0185 

Fax.04-7185-3788　◇JR東我孫子駅　◇創立／1980年

（93人）　◇天利 信司、天利 信勝、中村 光秀、アンコン，

レックス　◇礼拝／10:45　◇外国語／英語　◇特色／水

曜日午後7時30分から祈祷会。木曜日午前10時から婦人会。

英語の通訳あります。

【HP】http://www6.plala.or.jp/abikoch/

【E-Mail】shinji.amari@gmail.com

我孫子福音キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒270-1141　我孫子市栄32-11　Tel&Fax.04-7182-

9468　◇JR天王台駅から徒歩15分　◇創立／1972年（54

人）　◇久保田 周太郎　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝は

子どもと一緒の礼拝です。礼拝前に教会学校(幼稚科〜成

人科)が行われています。

あらき野キリスト教会［NSKK］

〒270-1114　我孫子市新木野2-12-1　Tel&Fax.04-7188-

4885　◇JR新木駅から徒歩13分　◇創立／1990年（14

人）　◇鳥居 光芳、梅谷 養二　◇礼拝／10:30　◇特色

／祈祷会。家庭集会。リハビリのためのパソコン教室。

【HP】http://arakino-church.jpn.org/

【E-Mail】torii2121@palette.plala.or.jp

エリムチャーチ［JRL］

〒270-1164　我孫子市つくし野6-2-17　Tel&Fax.04-

7183-4719　◇中野 正子

柏聖アンデレ教会［聖公会］

〒270-1167　我孫子市台田3-3-8　Tel&Fax.04-7184-

4230　◇JR北柏駅　◇創立／1991年（53人）　◇橋本 克

也、村上 守旦　◇礼拝／10:30

湖北台教会［改革派］

〒270-1132　我孫子市湖北台9-8-15　Tel.04-7188-0006 

Fax.04-7188-0086　◇JR天王台駅からバス8分停歩5分　

◇創立／1983年（76人）　◇岡本 惠　◇礼拝／10:30

【HP】http://blog.goo.ne.jp/kohokudai_church/

聖書のキリスト あびこエクレシア［単立／独立］

〒270-1164　我孫子市つくし野6-18-16　Tel&Fax.04-

7184-6484　◇JR我孫子駅北口から徒歩3分　◇創立／

1999年（25人）　◇廣瀬 正孝　◇礼拝／10:30　◇特色／

木曜日午後1時から、聖書の学び(祈り会)。

天王台伝道所［日基教団］

〒270-1176　我孫子市柴崎台3-4-14　Tel&Fax.04-7184-

4253　◇JR天王台駅北口から徒歩10分　◇創立／1978年

（32人）　◇小友 睦　◇礼拝／10:30

旭市 Asahi-shi

旭キリスト教会［ウェスレアン］

〒289-2516　旭市ロ102-1　Tel.0479-63-2600　◇JR旭駅

から徒歩7分　◇創立／1905年（30人）　◇林部 太郎　

◇礼拝／10:00　◇テレホン／0479-63-2609(電話世の

光)　◇特色／ジョン・ウェスレーの信仰理解に立って教

会形成を目指しています。礼拝前半15分はCS合同礼拝で

す。分級はなし。

【HP】http://asahichurch.no.land.to/

【E-Mail】asahichurch@hotmail.com

我孫子市 Abiko-shi

我孫子栄光教会［イエス・キリスト］

〒270-1128　我孫子市中峠台7-1　Tel&Fax.04-7188-

3679　◇JR湖北駅南口から徒歩5分　◇創立／1983年（39

人）　◇二宮 一朗、二宮 友子　◇礼拝／10:30　◇特色

／牧師と中国語での聖書の学びや礼拝ができます。

【HP】http://www.geocities.jp/abiko_e_c/

【E-Mail】abikoeikoch@ybb.ne.jp

我孫子教会［日基教団］

〒270-1132　我孫子市湖北台5-5-1　Tel&Fax.04-7188-

9753　◇JR天王台駅南口からバス「湖北台5丁目」停、徒

歩2分［連絡先：Tel.047-463-6831］　◇創立／1974年（52

人）　◇和泉 糸子　◇礼拝／10:30　◇特色／バリアフリ

ーの会堂です。教会学校は9時10分から。祈祷会、婦人会、

男性の会などにもご参加ください。

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/abikochurch/

【E-Mail】YFA25895@nifty.com

我孫子教会＝湖北パークサイドチャペル［聖

書キリスト］

〒270-1132　我孫子市湖北台4-7-23　Tel&Fax.04-7149-

1952　◇JR湖北駅から徒歩7分［連絡先：Tel.04-7149-

1995］　◇創立／1981年（48人）　◇宋 均鎬、黒川 知

文　◇礼拝／10:45　◇特色／小グループによる聖書の学

びに力を入れ、一人ひとりが御言葉に変えられ、生き生き

とした信仰生活をしている教会です。

【E-Mail】sarasjsong@hotmail.com

我孫子キリスト教会［キリスト教会同盟］

〒270-1154　我孫子市白山2-7-5　Tel.04-7182-1912 

Fax.04-7184-9696　◇JR我孫子駅から徒歩7分　◇創立

／1953年（53人）　◇井上 圭司　◇礼拝／10:30

【E-Mail】mail@mebae.ed.jp

千 葉 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】
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市川教会［福音ルーテル］

〒272-0034　市川市市川4-1-5　Tel&Fax.047-373-1003　

◇中島 康文

市川教会＝グレースチャペル［聖協団］

〒272-0034　市川市市川1-3-14 山崎製パン企業年金基金

会館６階会議室 [郵便不可]　◇JR市川駅徒歩2分［連絡先：

平塚 修久　〒272-0825　千葉県市川市須和田1-31-4 

Tel.047-373-2436］　◇創立／2006年　◇平塚 修久、槙

田 秀和　◇礼拝／10:30　◇特色／お茶の水OCC5Fで土

曜礼拝を開催(午後6時半)。また、各地で家庭集会やセル

の集いを開いています。

【HP】http://www.gracechapel2006.com

【E-Mail】nobhira52@yahoo.co.jp

市川キリスト教会［アッセンブリー］

〒272-0034　市川市市川1-17-20　Tel&Fax.047-325-

3391　◇JR市川駅から徒歩7分　◇創立／1954年（50

人）　◇青木 三徳、青木 貞子

市川グレース教会［CPC］

〒272-0824　市川市菅野3-19-5　Tel&Fax.047-326-

8675　◇京成市川真間駅から徒歩6分　◇創立／2006年

（14人）　◇増田 保夫　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日

午後7時30分から祈祷会。第2･4･5木曜日午前10時30分か

ら聖書会。

【HP】http://www.k5.dion.ne.jp/~igrace/

市川三本松教会［日基教団］

〒272-0034　市川市市川1-24-9　Tel.047-322-7331 Fax. 

047-323-1479　◇JR市川駅から徒歩5分　◇創立／1915

年（239人）　◇外谷 悦夫、外谷 育子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~sanbonmatsu/

市川聖書集会［無教会］

［集会のみ］市川市文化会館　◇JR本八幡駅から徒歩7分

［連絡先：高木 謙次　〒275-0026　千葉県習志野市谷津

6-16-17-703 Tel.047-478-6815］　◇創立／1976年（25

人）　◇高木 謙次　◇礼拝／10:00　◇特色／礼拝は20

〜25名、会員による司会・講話と主宰者の聖書講義(09年

はマルコ福音書)、月1回の月報、年1回の年報を集会親睦

誌として発行。

市川聖マリヤ教会［聖公会］

〒272-0021　市川市八幡3-19-11　Tel.047-326-3446 Fax. 

047-325-0960　◇JR本八幡駅から徒歩5分　◇創立／

1934年（289人）　◇竹内 一也　◇礼拝／8:00,10:30

【HP】http://www.nskk.org/yokohama/ichikawa/

市川福音キリスト教会［同盟基督］

〒272-0031　市川市平田3-17-3　Tel&Fax.047-378-

0313　◇JR本八幡駅から徒歩13分　◇創立／1988年（25

人 ）　 ◇ 李 至 玄、山口 陽 一、金 文 一　 ◇ 礼 拝 ／

10:30,14:00　◇外国語／韓国語(14:00)　◇特色／水曜日

午後7時30分から祈祷会。金曜日午後9時から祈祷会。日

曜日午後2時から韓国語礼拝。

【HP】http://ichikawafukuin.com/

市川八幡キリスト教会［バプ連盟］

〒272-0021　市川市八幡2-1-10　Tel&Fax.047-332-

【E-Mail】j-kokkos@syd.odn.ne.jp

布佐キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒270-1101　我孫子市布佐3088-1　Tel&Fax.04-7189-

4272　◇JR布佐駅から徒歩10分　◇創立／1986年（50

人）　◇上迫 康二　◇礼拝／10:30

南茨城インドネシア福音教会［GIII］

〒270-1143　我孫子市天王台2-4-10　Tel&Fax.050-1044-

1761　◇JR天王台駅から徒歩10分　◇創立／2003年（35

人）　◇マルパウン，セバスチャン　◇礼拝／10:00　◇

外国語／インドネシア語(16:00)　◇特色／インドネシア語

で礼拝しています。日本語の同時通訳あります。

【HP】http://giii-japan.org/id/about/minami-ibaraki/

【E-Mail】bastian@giii-japan.org

いすみ市 Isumi-shi

イエス・キリスト エゼル聖書教会［単立／独立］

〒298-0111　いすみ市万木105　Tel.0470-80-5117 Fax. 

0470-80-5118　◇いすみ鉄道新田野駅　◇棚木 順　◇礼

拝／11:00

大原北町キリスト教会［NLM］

〒298-0004　いすみ市大原7637　Tel.0470-63-1966 Fax. 

0470-63-0065　◇JR大原駅　◇創立／1951年（23人）　

◇平手 光明　◇礼拝／10:30

上総大原教会［日基教団］

〒298-0004　いすみ市大原9696　Tel&Fax.0470-62-

0097　◇JR大原駅から徒歩7分　◇創立／1910年（20

人）　◇石井 錦一、倉橋 崇

岬キリスト教会［ホーリネス］

〒299-4501　いすみ市岬町椎木187-1　Tel&Fax.0470-87-

5951　◇JR太東駅から徒歩3分　◇創立／1978年（68

人）　◇千葉 和幸、千葉 聖子、岡田 静夫　◇礼拝／

8:00,10:30,18:00　◇特色／火曜日午後8時30分と水曜日午

後1時30分より無料でイングリッシュカフェを開いていま

す(1時間)。

【E-Mail】misaki_church@ybb.ne.jp

市川市 Ichikawa-shi

市川大野キリスト教会［バプ連盟］

〒272-0804　市川市南大野1-11-28　Tel&Fax.047-338-

9269　◇JR市川大野駅から徒歩23分　◇中田 義直、松

倉 治　◇礼拝／11:00

【E-Mail】ichikawaohno_ch@yahoo.co.jp

市川北バプテスト教会［バプ教会連合］

〒272-0805　市川市大野町4-2831-10　Tel.047-338-5354 

Fax.047-338-5260　◇JR市川大野駅からバス5分　◇創

立／1980年（32人）　◇藤原 導夫

【HP】http://homepage2.nifty.com/ichikawakita/

【E-Mail】mfujiwara@nifty.com
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午前10時から準備祈祷会。ＣＳ(教会学校)も日曜日午前10

時30分から。

【HP】http://www.holyhope.net/ch/

【E-Mail】church@holyhope.net

バイブルバプテスト北国分キリスト教会
［JBBF］

〒272-0836　市川市北国分3-21-13　Tel.047-372-8750　

◇北総線北国分駅　◇白根 喜代志

冨貴島教会［日基教団］

〒272-0021　市川市八幡6-12-4　Tel&Fax.047-334-

2835　◇JR本八幡駅から徒歩15分　◇創立／1949年（25

人）　◇池田 季美枝、安増 幸子　◇礼拝／10:30　◇特

色／さまざまな方がほっとできる教会を目指しています。

昨年度(2008年)より点字週報を用意し、点字を学ぶ会を始

めました。

【HP】http://fukijimachurch.21.dtiblog.com/

【E-Mail】starview28@hotmail.com

市原市 Ichihara-shi

姉ヶ崎キリスト教会［長老教会］

〒299-0127　市原市桜台1-1-2　Tel&Fax.0436-66-5303　

◇JR姉ヶ崎駅からバス「桜台1市口」停、徒歩1分　◇創

立／1980年（30人）　◇梶川 登　◇礼拝／10:45　◇特

色／水曜日午後7時30分から祈祷会。木曜日、10時30分か

ら祈祷会。

【E-Mail】CQX05076@nifty.ne.jp

市原教会［国際基督教団］

〒290-0071　市原市北国分寺台3-10-1　◇JR五井駅［連

絡先：代々木教会　〒151-0053　東京都渋谷区代々木

1-29-5 Tel.03-3370-0571］　◇創立／1946年　◇吉本 美

枝、吉本 真理　◇礼拝／9:00

市原シオンの山チャペル［単立／独立］

〒290-0074　市原市東国分寺台2-1-1-101　Tel&Fax. 

0436-23-4182　◇JR五井駅からバス15分　◇創立／1992

年（15人）　◇西川 和久　◇礼拝／10:30　◇特色／市原

市役所の近く(市役所通り沿い)で毎週礼拝しています。

【E-Mail】kazu-nishikawa@icntv.ne.jp

市原シャローム教会［ＭＦＪ］

〒290-0056　市原市五井4871-1　Tel&Fax.0436-23-

7200　◇JR五井駅から徒歩15分［連絡先：ヴァンフーラ・

静江　〒299-0114　千葉県市原市泉台3-22-12 Tel.0436-

66-0557］　◇創立／1991年（100人）　◇ヴァンフーラ，

カーティス、ヴァンフーラ，静江、サルミエント，ニダ　

◇礼拝／10:30,15:00,17:00　◇外国語／タガログ語

(15:00)、ポルトガル語(17:00)　◇特色／明るい雰囲気、

あたたかい交わり、元気な賛美、みことばを中心でメッセ

ージをします。

【HP】http://church.ne.jp/ichiharashalom

【E-Mail】ichiharashalom@church.ne.jp

市原聖書バプテスト教会［JBBF］

〒299-0111　 市 原市 姉崎2061　Tel.0436-61-6701 

Fax.0436-61-7604　◇JR姉ヶ崎駅　◇創立／1984年（15

5197　◇JR本八幡駅から徒歩5分　◇創立／1962年（82

人）　◇高市 和久　◇礼拝／10:30

【HP】http : / /members . jcom.home.ne . jp / jbc-chiws / 

02ichikawayahata.html

【E-Mail】iybpc@coda.ocn.ne.jp

インマヌエル市川キリスト教会［IGM］

〒272-0814　市川市高石神5-2　Tel&Fax.047-335-

1956　◇JR下総中山駅北口から徒歩6分　◇創立／2001

年（54人）　◇梅田 昇、梅田 登志枝　◇礼拝／10:30　

◇特色／木下街道と京成線の交差点近くの白い3階建ての

新会堂です。礼拝は日曜日午前10時30分からです。

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/ichikawaigm/

【E-Mail】ichikawaigm@yahoo.co.jp

インマヌエル新浜キリスト教会［IGM］

〒272-0136　市川市新浜1-8-1　Tel&Fax.047-396-6945　

◇地下鉄東西線行徳駅から徒歩10分　◇創立／1994年

（26人）　◇津村 貴美子　◇礼拝／10:30

OMF ザ・チャペル・オブ・アドレーション［JECA

友好・OMF］

〒272-0035　市川市新田1-16-28　Tel&Fax.047-322-

2676　◇JR市川駅から徒歩10分　◇創立／1979年（110

人）　◇池田 創造、長谷川 佳奈　◇礼拝／10:00,11:30　

◇特色／小さな子どもからお年寄りまで、一緒に聖書のこ

とばに聞き、毎日礼拝者として歩むことを目指しています。

【HP】http://OMFtheChapelofAdoration.org/

【E-Mail】omf-chapel@nifty.com

行徳キリスト教会［同盟基督］

〒272-0107　市川市押切20-7　Tel&Fax.047-395-6925　

◇地下鉄東西線行徳駅から徒歩4分　◇創立／1989年（42

人）　◇山本 真仕　◇礼拝／10:30,17:00　◇特色／ブラ

ックゴスペルメンバー募集中。土曜日夜こひつじくらぶ参

加者募集中。みんなで楽しく子育て。木曜10時30分。

【HP】http://www.gyoutoku-church.com/

【E-Mail】gyotokuch@yahoo.co.jp

キリスト教千葉国際福音教会［国際福音教団］

〒272-0034　市川市市川1-9-11-305　Tel.080-3444-

5670　◇JR市川駅から徒歩5分　◇創立／2008年（50

人）　◇リー，カルヴィン　◇礼拝／10:30　◇外国語／

中国語のみ　◇特色／礼拝は中国語のみで行われていま

す。日本語への個人同時通訳はあります。

【HP】http://www.ciedj.org/

【E-Mail】calvinlee@japan4christ.org

新田キリスト教会［西日本ルーテル］

〒272-0035　市川市新田2-19-20　Tel&Fax.047-378-

7553　◇JR市川駅から徒歩8分　◇創立／1961年（80

人）　◇池上 安　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜日の礼拝

において、チャイルドタイムを持っています。

聖望キリスト教会［単立／独立］

〒272-0034　市川市市川3-37-11 大竹堅固　Tel&Fax. 

047-321-3343　◇京成線国府台駅から徒歩5分　◇創立

／1996年（47人）　◇大竹 堅固、ウォーレン，志保子、

竹下 力、藤崎 信、宮村 武夫、吉枝 隆邦　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前8時30分から朝祷会。日曜日
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【E-Mail】chiharadaicc@yahoo.co.jp

フルゴスペル市原教会［JFGA］

〒297-0056　市原市五井5619-1　Tel&Fax.0436-23-

0881　◇JR五井駅　◇創立／1994年（70人）　◇金 星

圭　◇礼拝／10:30,13:00　◇外国語／韓国語

【E-Mail】fgic@fgcc.or.jp

印西市 Inzai-shi

イエス・キリスト・コミュニティ教会＝ウィ
ングヒル・チャペル［単立／独立］

〒270-1606　印西市平賀学園台2-4-9　Tel&Fax.0476-98-

2342　◇京成線・JR酒々井駅からバス10分〜15分［連絡

先：床井 洋　〒270-1606　千葉県印旛郡印旛村平賀学園

台2-4-12 Tel.0476-98-2333］　◇創立／2005年　◇床井 

洋、床井 知子　◇礼拝／10:00　◇特色／みことばと教理、

賛美と祈り、交わりと宣教に熱心です。分かち合い、英会

話、ホームスクールも特徴です。

【HP】http://j3c.org/

千葉ニュータウン聖書バプテスト教会［JBBF］

〒270-1357　印西市牧の木戸1-8-5　Tel&Fax.0476-46-

3310　◇北総公団線千葉ニュータウン中央駅から徒歩12

分　◇創立／2002年（3人）　◇神田 典幸　◇礼拝／

10:30　◇特色／現在開拓中の教会として福音宣教の働き

をしております。地域に根ざした教会を目指しております。

【HP】http://homepage2.nifty.com/cntbbc/

【E-Mail】noriyuki-kanda@nifty.ne.jp

千葉北総伝道所［日基教団］

〒270-1337　印西市草深天王脇1139-7　◇北総線千葉ニ

ュータウン中央駅　◇創立／2005年（33人）　◇大串 眞

練馬バプテスト教会千葉ニュータウン衛星
教会＝千葉ニュータウン・バプテスト教会［バ

プ教会連合］

〒270-1340　印西市中央南1-10 ホテルマークワンＣＮＴ

会議室アトラスホール　◇北総線千葉ニュータウン中央

駅から徒歩1分［連絡先：木森 隆　〒270-1347　千葉県

印西市内野3-301-5-11 Tel.0476-47-0311］　◇創立／1996

年（11人）　◇木森 隆　◇礼拝／10:45　◇特色／新都市

の地域に開かれた主日礼拝とＣＳ。平日にも様々な場所で

祈祷会や聖書研究会。祝された開拓教会。

【HP】http://www.nerimabaptist.jp/chiba/top.html

【E-Mail】kimoritakash1@yahoo.co.jp

フェロシップバプテスト教会［単立／独立］

〒270-1359　印西市木刈5-19-7　Tel.0476-46-5969　◇吉

田 嘉之

北総大地キリスト教会［同盟基督］

〒270-1337　印西市草深2528-4　Tel.0476-46-5900 Fax. 

0476-47-1249　◇北総線印西牧の原駅から徒歩20分　◇

創立／1989年（48人）　◇藤田 敦　◇礼拝／10:00　◇

特色／子どもから大人まで心一つに礼拝を捧げます。教

会教育を大切にし、幼稚科から成人科までクラスがありま

す。

【HP】http://church.ne.jp/hokuso-daichi

人）　◇渡部 良次

市原福音キリスト教会＝IECC［単立／独立］

〒290-0071　市原市北国分寺台5-6-3 スカイタウン藤井A

−107　Tel&Fax.0436-42-6199　◇JR五井駅　◇創立／

2000年　◇山田 瑞穂　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日

午後8時より祈祷会(聖書研究会)。土曜日午前9時より朝祷

会。

【HP】http://www.geocities.jp/ichihara_ch/

【E-Mail】iecc_yamada@ybb.ne.jp

市原平安教会［同盟基督］

〒290-0003　市原市辰巳台東2-10-20　Tel&Fax.0436-74-

1272　◇JR八幡宿駅東口からバス「東二丁目」停、徒歩1

分［連絡先：信太 紀ニ　〒290-0006　千葉県市原市若宮

1-11-1 Tel.0436-43-2164］　◇創立／1994年（7人）　◇信

太 紀ニ　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前11時から

祈祷会。礼拝･祈祷会とも少人数の集会なので、初心者に

は入りやすい。未信者の葬儀も可能。

【E-Mail】shida@r3.dion.ne.jp

市原めぐみの森キリスト教会［長老教会］

〒290-0073　 市 原 市国 分 寺 台中央2-15-6　Tel&F

ax.0436-41-8211 Tel.0436-41-2254　◇JR五井駅からバス

「市役所前」停、徒歩10分　◇創立／2004年（28人）　◇

韓 ビョンソブ、カーナー，リンダ　◇礼拝／10:15　◇特

色／水曜日午後3時30分からアフタースクール、午後7時

30分から祈祷会。毎週火曜と木曜にGTJ弟子訓練の学び。

【E-Mail】mtjhan4@hotmail.com

京葉中部伝道所［日基教団］

〒290-0003　市原市辰巳台東3-11　Tel&Fax.0436-75-

2455　◇JR八幡宿駅からバス「辰巳台東3丁目」停、徒歩

2分　◇創立／1962年（42人）　◇村上 茂樹

五井ナザレン教会［ナザレン］

〒290-0081　市原市五井中央西3-8-6　Tel&Fax.0436-21-

0566　◇JR五井駅から徒歩7分　◇創立／1946年（78

人）　◇松本 真平、松本 節子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www3.to/goi-church/

【E-Mail】hopeelpis@livedoor.com

光風台キリスト教会［単立／独立］

〒290-0255　市原市光風台2-266　Tel.0436-36-6382　◇

桑原 五郎

千葉バプテスト教会［バプ連盟］

〒290-0066　市原市五所1540　Tel&Fax.0436-41-9846　

◇JR八幡宿駅から徒歩15分　◇創立／1971年（32人）　

◇調 みくに、菊地 正弘、井本 義孝、時田 光彦　◇礼拝

／11:00

ちはら台キリスト教会［長老教会］

〒290-0141　市原市ちはら台東2-18-8　Tel&Fax.0436-

52-2452　◇京成ちはら台駅からバス5分「水の江」停、

徒歩5分［連絡先：明利 篤洋　〒290-0142　千葉県市原

市ちはら台5-1-2 ウッドパークちはら台B-206 Tel.0436-52-

5033］　◇明利 篤洋　◇礼拝／10:30　◇特色／家を用い

た家の教会です。土曜日午前6時から祈祷会。聖書学び会

の希望などがありましたら、ご連絡ください。
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柏・家の教会［ガリラヤ福音］

〒277-0008　柏市戸張964-36 渡辺 方　Tel&Fax.04-

7168-5261　◇渡辺 賢

柏教会［日基教団］

〒277-0843　柏市明原3-12-4　Tel&Fax.04-7144-5512　

◇JR柏駅西口から徒歩10分　◇創立／1952年（283人）　

◇春原 禎光、春原 朱理　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝

出席150人、毎月第1主日に聖餐式と聖歌隊賛美。徒歩困

難な方のために駅から送迎車あり。

【HP】http://www.kc-uccj.jp/

【E-Mail】kashiwa-church@msi.biglobe.ne.jp

柏キリスト教会［ホーリネス］

〒277-0014　柏市東1-3-30　Tel&Fax.04-7166-4021　◇

JR柏駅東口から徒歩15分　◇創立／1963年（34人）　◇

渡部 美智子　◇礼拝／10:30　◇特色／高齢者や病をも

った方々へのケアに重荷を持って奉仕している。教会子ど

も会(幼児〜小学生)第3聖日午後1時から。

柏グレース・インターナショナル・チャー
チ［単立／独立］

　◇高橋 恵介　◇礼拝／9:30,11:15　◇外国語／英語

【E-Mail】kayjapan@cam.hi-ho.ne.jp

柏グローリーチャペル［ルーテル同胞］

〒277-0827　柏市十余二276-301　Tel&Fax.04-7133-

8544　◇JR柏駅からバス「香取台」停、徒歩5分　◇創

立／1986年（40人）　◇佐々木 正幸　◇礼拝／10:30　

◇特色／木曜日午後7時から祈祷会

【HP】http://www.glorychapel.com

柏シャローム教会［長老教会］

〒277-0024　柏市若葉町1-5 グレートマンビル3F　Tel. 

04-7162-5790　◇JR柏駅東口から徒歩10分　◇創立／

1985年（20人）　◇小林 高徳　◇礼拝／10:30　◇特色／

柏駅東口、旧水戸街道沿い。心を一つにして主日礼拝をさ

さげることを第一としている。聖歌隊活動が盛ん。

【HP】http://church.ne.jp/kashiwashalom/

柏ビブリカル・ホーム［聖書キリスト］

〒277-0066　柏市中新宿1-11-10 カルム北小金105　横山 

浩一方　Tel&Fax.04-7175-2951　◇創立／1999年　◇横

山 浩一

柏福音キリスト教会［JECA］

〒277-0841　柏市あけぼの4-3-9-202　Tel&Fax.04-7148-

4919　◇JR柏駅西口から徒歩5分［連絡先：渋谷 公明　

〒277-0921　千葉県柏市大津ケ丘4-5-14-6 340-16 Tel.04-

7192-2117］　◇創立／1991年（23人）　◇渋谷 公明　◇

礼拝／11:00　◇特色／キリストの体である私達の教会は、

礼拝と交わりを通し愛と霊に満たされ、個々の魂を大切に

協力し合う教会です。

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~kecc/

柏福音自由教会［福音自由］

〒277-0863　柏市豊四季低見台643-60　Tel&Fax.04-

7175-1823　◇JR南柏駅から徒歩7分　◇創立／1993年

（14人）　◇牧 岳司　◇礼拝／11:00　◇特色／柏オール

ソウルゴスペルクワイヤーによる定期コンサートが行われ

浦安市 Urayasu-shi

浦安教会［日基教団］

〒279-0042　浦安市東野1-4-33　Tel&Fax.047-351-

1993　◇JR新浦安駅からバス10分　◇創立／1976年（96

人）　◇上原 秀樹　◇礼拝／10:30

浦安国際キリスト教会［JECA友好］

〒279-0012　浦安市入船1-5-2 NBF新浦安タワービル404

号室　◇JR新浦安駅から徒歩5分［連絡先：森 直樹　〒

243-0036　神奈川県厚木市長谷1287-8 Tel.046-248-

6224］　◇創立／1988年（25人）　◇森 直樹　◇礼拝／

10:30

【HP】http://pastors.exblog.jp/i6/

【E-Mail】info@pastors.jp

浦安聖約キリスト教会［聖約］

〒279-0022　浦安市今川2-10-5　Tel&Fax.047-353-

2771　◇JR新浦安駅から徒歩15分　◇創立／1987年（31

人）　◇斉藤 潔　◇礼拝／10:30　◇特色／人生のあらゆ

る問題の答えが神のことばである聖書にあると信じます。

聖書からともに答えを見つけましょう。

【HP】http://www.uccc.jp/

【E-Mail】kiyoshi-saito@w3.dion.ne.jp

新浦安教会［改革派］

〒279-0022　浦安市今川4-1-3　Tel&Fax.047-350-5514　

◇JR新浦安駅から徒歩12分　◇創立／1994年（32人）　

◇芦田 高之　◇礼拝／10:30　◇特色／祈祷会：水曜午

前10時30分、午後7時30分。毎月最終日曜の午後3時30分

から聖書研究会、午後6時から賛美礼拝。

【HP】http://rcjtokyobay.ojaru.jp/

東京ベイ・インターナショナル・チャーチ［単

立／独立］

〒279-0012　浦安市入船4-9-3-2F　Tel&Fax.047-355-

0062　◇JR新浦安駅から徒歩5分　◇創立／2002年　◇

金 寅浩、金 明姫　◇礼拝／10:30,16:00　◇外国語／英

語、韓国語

【HP】http://jesustbic.com

【E-Mail】jmfkih@hotmail.com

ビクトリークリスチャンセンター［単立／独立］

〒279-0002　浦安市北栄1-1-4-201　Tel.047-355-0599 

Fax.047-355-4521　◇東西線浦安駅から徒歩5分　◇創

立／1988年（120人）　◇グナ，M、アチャンポン，直美、

アチャンポン，アンディー、藤原 智子　◇礼拝／9:00,

11:30　◇外国語／英語

【E-Mail】vcc@cba.att.ne.jp

柏市 Kashiwa-shi

恩寵基督教会［同盟基督］

〒277-0831　柏市根戸1858-1　Tel&Fax.04-7133-4544　

◇JR北柏駅から徒歩2分　◇創立／1983年（35人）　◇池

田 勇健　◇礼拝／10:00
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ページでご確認ください［連絡先：テモテ 小林　〒165-

0034　東京都中野区大和町4-34-9 サトーハイツ］　◇テ

モテ 小林、ハンナ 小林　◇礼拝／10:20　◇特色／礼拝

場所：椎名カルチャーホール703、柏市柏3-7-21(JR及び東

武野田線柏駅から徒歩7分)

【HP】http://homepage2.nifty.com/e-ph/

【E-Mail】e144ph@nifty.com

日本バプテスト柏教会［バプ同盟］

〒277-0024　柏市若葉町7-17　Tel&Fax.04-7167-1234　

◇JR柏駅から徒歩15分　◇創立／1959年（50人）　◇大

矢 和男　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30分

から聖書の学びと祈祷会。

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~bkc/

【E-Mail】bkc@m8.dion.ne.jp

野田聖書バプテスト教会［JBBF］

〒277-0941　柏市高柳929　Tel.04-7191-4106　◇水野谷 

躬行

花野井バプテスト教会［バプ連盟］

〒277-0812　柏市花野井103-11　Tel&Fax.04-7133-

9935　◇JR柏駅からバス「花野井入口」停、徒歩1分　

◇創立／1985年（31人）　◇平尾 輝明　◇礼拝／10:50

【HP】http://pws.prserv.net/hbc/

福音シオン柏教会［ホーリネス］

〒277-0825　柏市布施2039-3　Tel&Fax.04-7135-0166　

◇JR我孫子駅からバス5分　◇創立／1986年（26人）　◇

下瀬 隆司、下瀬 幸子

フルゴスペル柏教会［JFGA］

〒277-0025　柏市千代田1-2-48 アネックスビル4F　Tel. 

04-7164-6012 Fax.04-7164-6013　◇尹 龍漢

南柏教会［日キ教会］

〒277-0074　柏市今谷上町40-5　Tel&Fax.04-7169-

0518　◇千代田線南柏駅東口から徒歩8分　◇創立／

1970年（81人）　◇中島 英行　◇礼拝／10:30

みふみバプテスト教会［JBBF］

〒277-0931　柏市藤ケ谷1627　Tel.04-7191-0015 Fax.04-

7191-2759　◇東武野田線高柳駅からバス10分　◇創立

／1954年（14人）　◇外山 一清　◇礼拝／11:00　◇特

色／手話通訳あります。

【E-Mail】mifumi@cd5.so-net.ne.jp

勝浦市 Katsuura-shi

勝浦教会［日基教団］

〒299-5235　勝浦市出水1108　Tel&Fax.0470-73-7354　

◇JR勝浦駅から徒歩7分　◇創立／1950年（30人）　◇中

込 己一郎　◇礼拝／10:15

香取市 Katori-shi

小見川教会［日基教団］

〒289-0314　香取市野田1953-18　Tel&Fax.0478-83-

ています。

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~kefc/

【E-Mail】kefc@efcj.org

柏めぐみのうたキリスト伝道所＝柏カナン
チャペル［アッセンブリー］

〒277-0065　柏市光ヶ丘1-2-19　Tel&Fax.04-7175-

7460　◇JR南柏駅からバス「麗澤(れいたく)大学前」

停　◇創立／1990年　◇色川 悦子　◇礼拝／10:30　◇

特色／英語、手話通訳対応。れいたく大学正門より、徒

歩3分。賛美が豊かでユース活動が活発。外見は民家です

が館内は車椅子対応です。

【HP】http://page.freett.com/megumi2/

【E-Mail】gracioussongs@yahoo.co.jp

亀有キリスト福音教会柏伝道所［単立／独立］

［連絡先：亀有キリスト福音教会　〒120-0003　東京都足

立区東和1-17-20 Tel.03-3605-0908］　◇於保 治樹、於保 

とみ子、高木 輝夫、高木 順子、喜多川 冨貴子

【HP】http://www.kamearikyoukai.jp/

北柏めぐみ教会［日基教団］

〒277-0832　柏市北柏2-3-21　Tel&Fax.04-7167-9960　

◇JR北柏駅南口から徒歩3分［連絡先：鈴木 脩平　〒

270-1164　千葉県我孫子市つくし野3-11-204 Tel.04-7183-

4061］　◇創立／1989年（26人）　◇鈴木 脩平　◇礼拝

／10:30　◇特色／外国人出席者のために英語でメッセー

ジの要旨を毎回配布。

【HP】http://church.jp/megumi/

京葉キリスト教会［単立／独立］

〒277-0862　柏市篠篭田1267-1　Tel.04-7143-0690　◇

JR柏駅からバス15分　◇元木 勝雄　◇礼拝／9:30

沼南キリスト教会［同盟基督］

〒277-0922　柏市大島田60-1　Tel&Fax.04-7193-4773　

◇JR柏駅からバス15分　◇創立／1993年（19人）　◇小

泉 健　◇礼拝／10:30　◇特色／生き生きとした礼拝、

温かい交流、聖書を生活に活かし、キリストを紹介して、

必要ある人々の隣人となる教会。

シロアムキリスト教会［JRL］

〒277-0841　柏市あけぼの3-9-3　Tel&Fax.04-7145-

3012　◇JR柏駅西口から徒歩15分　◇創立／1995年（95

人）　◇鈴木 啓之、加倉井 義忠、石黒 康浩、畠山 普　

◇礼拝／11:00

【HP】http://www.siloamchristchurch.jp

【E-Mail】siloam@siloamchristchurch.jp

ゼカリヤ教会［聖イエス会］

〒277-0823　柏市布施新町3-5-7　Tel.04-7131-7444　◇

山口 紀明

第一宣教バプテスト教会［バプ連合］

〒277-0014　柏市東3-8-34　Tel&Fax.04-7164-9159　◇

JR柏駅から徒歩15分　◇創立／1960年（50人）　◇天利 

武人

TLCCC柏教会［主の十字架］

Tel&Fax.03-6321-3570　◇礼拝・集会場所などはホーム
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ガリラヤの海辺教会［単立／独立］

〒296-0016　鴨川市坂東622-43　Tel.04-7093-0625　◇

増山 豊子

木更津市 Kisarazu-shi

インマヌエル木更津キリスト教会［IGM］

〒292-0053　木更津市永井作267-1　Tel&Fax.0438-23-

2253　◇JR祇園駅から徒歩8分　◇創立／1981年（27

人）　◇宮崎 聖輝、宮崎 和子

木更津教会［日基教団］

〒292-0832　木更津市新田1-10-23　Tel&Fax.0438-22-

2497　◇JR木更津駅から徒歩8分　◇創立／1880年（74

人）　◇村田 重　◇礼拝／10:20

木更津教会［基督兄弟団］

〒292-0052　木更津市祇園3-8-24　Tel.0438-97-0245　

◇JR祇園駅から徒歩15分　◇創立／1980年（21人）　◇

高橋 正行　◇礼拝／11:00

木更津宣教会［日本宣教会］

〒292-0016　木更津市高砂1-7-4　Tel&Fax.0438-41-

8490　◇JR巌根駅から徒歩7分［連絡先：Tel.0438-41-

9921］　◇創立／1985年（18人）　◇重城 博之、重城 美

代子　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜日午前9時からメビ

ック。楽しいおともだち集会をしています。

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/kisaradusen/

畑沢福音キリスト教会［OMF・JECA友好］

〒292-0825　木更津市畑沢3-12-13　Tel.0438-36-2747 

Fax.0439-54-2432　◇JR君津駅　◇創立／1984年（26

人）　◇クラットワージィー，ラルフ、クラットワージィー，

美保、ウェストン，ゲーリー、ウェストン，ルツ　◇礼拝

／10:00　◇特色／賛美豊かな礼拝。グループ・個人・英

語の聖書学び会。ハイキングなどアウトリーチ。教会墓地

あります。

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/hatazawachurch/

【E-Mail】clatworthyralph@omf.net

房総中央キリスト教会［単立／独立］

〒292-0012　木更津市牛袋100-58　Tel.0438-25-9464 

Fax.0439-65-4056　◇JR木更津駅からバス15分　◇創立

／1987年　◇刈込 政弘　◇礼拝／10:30

君津市 Kimitsu-shi

君津伝道所［日基教団］

〒299-1166　君津市陽光台2-1-10　Tel&Fax.0439-50-

8150　◇JR君津駅から徒歩10分［連絡先：高野 茂　〒

299-1144　千葉県君津市東坂田1-8-13 Tel.0439-54-

4188］　◇創立／2003年（2人）　◇高野 茂　◇礼拝／

10:30　◇特色／現在は牧師と公務員の二足のわらじです

が、地域に貢献する準備を整えています。

清和伝道所［日基教団］

〒292-1166　君津市植畑507　Tel.0439-37-3302　◇JR君

津駅からバス「植畑根形」停　◇創立／1948年（5人）　

2055　◇JR小見川駅から徒歩20分　◇創立／1937年（15

人）　◇久保 良行　◇礼拝／10:15

小見川キリスト教会［ホーリネス］

〒289-0338　香取市下小川1281-1　Tel&Fax.0478-82-

3653　◇JR小見川駅から徒歩15分　◇創立／1952年（25

人）　◇溝口 寛、溝口 かね子、久保木 聰子　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜午前10時30分から祈祷会(第2はバイ

ブルフレンズ)。土曜午後1時30分からジョイジョイクラブ。

ちいろば。

【E-Mail】omigawachurch@poppy.ocn.ne.jp

佐原教会［日基教団］

〒287-0003　香取市佐原イ1921　Tel.0478-54-1192 

Fax.0478-54-7484　◇JR佐原駅から徒歩15分　◇創立／

1888年（44人）　◇難波 實　◇礼拝／10:15

佐原教会［ホーリネス］

〒287-0005　香取市佐原ホ1252　Tel&Fax.0478-52-

3749　◇JR佐原駅から徒歩15分　◇創立／1948年（78

人）　◇溝口 寛、溝口 かね子　◇礼拝／9:00　◇外国語

／英語

鎌ヶ谷市 Kamagaya-shi

鎌ヶ谷教会［日基教団］

〒273-0122　鎌ケ谷市東初富5-25-46　Tel&Fax.047-444-

5242　◇新京成線鎌ヶ谷大仏駅から徒歩8分　◇創立／

1972年　◇柏木 英雄　◇礼拝／10:30　◇特色／第4・5

主日は成人合同礼拝式の中で子どもと共に(子どもメッセ

ージあり)礼拝を守っています。

【HP】http://www.aa.alpha-net.ne.jp/kamagaya/

新鎌ヶ谷聖書教会［同盟基督］

〒273-0123　鎌ケ谷市南初富6-1-7 第2谷村ビル3F　

Tel&Fax.047-442-1474　◇新京成電鉄初富駅から徒歩3

分　◇創立／2005年（15人）　◇玉井 邦美、玉井 美穂　

◇礼拝／10:30

第一宣教バプテスト鎌ケ谷教会［バプ連合］

〒273-0123　鎌ケ谷市南初富5-2-60　◇新京成線初富駅

から徒歩3分　◇創立／1996年　◇天利 武人　◇礼拝／

16:00

馬込沢キリスト教会［同盟基督］

〒273-0117　鎌ケ谷市西道野辺15-8　Tel&Fax.047-445-

6535　◇東武野田線馬込沢駅からバス「藤台第二公園」停、

徒歩3分　◇創立／1974年（22人）　◇山本 進　◇礼拝

／10:30

【HP】http://magome.christian.jp/

鴨川市 Kamogawa-shi

鴨川聖フランシス教会［聖公会］

〒296-0002　鴨川市前原251　Tel&Fax.04-7092-2375　

◇JR安房鴨川駅　◇創立／1937年（31人）　◇鎌田 雄

輝　◇礼拝／10:30

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~francis/
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燈ルーテル福音キリスト教会［LECC］

〒285-0858　佐倉市ユーカリが丘1-34-5　Tel.043-461-

5890 Fax.043-487-6490　◇京成本線ユーカリが丘駅から

徒歩20分　◇創立／1957年（25人）　◇吉田 忠　◇礼拝

／10:30　◇外国語／英語(毎月第4午後2時)　◇特色／毎

週水曜日午後1時30分から英語クラス・Bible class　毎月

第4日曜日午後2時から英語礼拝。

【E-Mail】leccty@aries.livedoor.com

ユーカリが丘教会［日基教団］

〒285-0854　佐倉市上座1148-1　Tel.043-487-9490 Fax. 

043-487-9005　◇京成本線ユーカリが丘駅から徒歩7分　

◇創立／1980年（61人）　◇長島 成幸　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.y-church.jpn.org/

【E-Mail】you-church@luck.ocn.ne.jp

山武市 Sanmu-shi

九十九里教会［日基教団］

〒289-1514　山武市松尾町松尾60-1　Tel&Fax.0479-86-

2510　◇JR松尾駅から徒歩10分　◇創立／1883年（22

人）　◇飯田 英章　◇礼拝／10:30

成東伝道所［日基教団］

〒289-1345　山武市津辺266　Tel.0475-82-2267　◇JR成

東駅から徒歩3分　◇創立／1960年（7人）　◇中村 征一

郎

白井市 Shiroi-shi

白井聖書教会［同盟基督］

〒270-1431　白井市根1724-51　Tel&Fax.047-492-

3443　◇北総公団線西白井駅から徒歩8分　◇創立／

1993年（25人）　◇玉垣 資、玉垣 麻美、西 満　◇礼拝

／10:30,17:30(要連絡)　◇特色／みことばを聞くことを大

切にしています。

【HP】http://church.ne.jp/shiroi/

【E-Mail】hieron2008-church@yahoo.co.jp

匝瑳市 Sousa-shi

九十九里ホーム聖マーガレット礼拝堂［聖公会］

〒289-2147　匝瑳市飯倉21　Tel.0479-72-1131　◇JR飯

倉駅から徒歩3分　◇創立／1935年

八日市場神愛教会［単立／独立］

〒289-2136　匝瑳市時曽根270-4　Tel&Fax.0479-73-

7033　◇JR飯倉駅から徒歩15分　◇創立／1991年　◇

藤巻 博文　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月第1と第3木曜

日午後6時から、いやしの集会。

【E-Mail】nrk36795@nifty.com

八日市場聖三一教会［聖公会］

〒289-2144　匝瑳市八日市場イ2557　Tel&Fax.0479-72-

0080　◇JR八日市場駅から徒歩10分　◇創立／1900年

（53人）　◇竹内 一也　◇礼拝／10:30

◇田中 保夫

フルゴスペル君津教会［JFGA］

〒299-1151　君津市中野4-4-14　Tel&Fax.0439-54-

3072　◇李 喆姫

房総君津教会［日キ教会］

〒299-1151　君津市中野5-14-34　Tel&Fax.0439-52-

2415　◇JR君津駅から徒歩10分　◇創立／1951年（90

人）　◇南 純　◇礼拝／10:30

【HP】http://bosokimitukyokai.sakura.ne.jp/

佐倉市 Sakura-shi

イエス・キリスト・グレイス教会［単立／独立］

〒285-0837　佐倉市王子台3-2-8 マキビル王子台Ⅱ2F　

Tel&Fax.043-487-1860　◇京成本線京成臼井駅から徒歩

3分［連絡先：角谷　〒285-0837　千葉県佐倉市王子台

6-25-10］　◇角谷 眞利子

うすいキリスト教会［JCM］

〒285-0837　 佐倉市王子台3-3-1 しのざわビル2F　

Tel&Fax.043-460-9191　◇京成本線京成臼井駅から徒歩

3分　◇創立／1996年（20人）　◇真野 たか子、藤代 み

すず、酒見 恵子　◇礼拝／11:00　◇特色／地域に根差

した教会です。家庭や社会で傷ついた魂が、少しずつい

やされていっています。主に栄光をお返しします。

佐倉教会［日基教団］

〒285-0023　佐倉市新町215　Tel.043-486-4773 Fax. 

043-484-5612　◇京成佐倉駅から徒歩10分　◇創立／

1904年（95人）　◇黒田 直人　◇礼拝／10:30

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~sakurach/

佐倉聖書バプテスト教会［JBBF］

〒285-0817　佐倉市大崎台3-11-10　Tel&Fax.043-485-

3939　◇JR佐倉駅から徒歩5分　◇創立／1965年（40

人）　◇奥村 明郎

佐倉福音キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒285-0861　佐倉市臼井田774-83　Tel&Fax.043-461-

2983　◇京成本線京成臼井駅からバス5分「消防署前」停、

徒歩10分　◇創立／1977年（30人）　◇小倉 泉　◇礼拝

／10:30　◇特色／日曜日午前9時から教会学校。水曜日

午前10時30分、夜7時30分から聖研祈祷会。入門クラス等

随時。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/sakura/fukuin/

【E-Mail】skrfchrch@yahoo.co.jp

聖教会インターハートチャペル＝佐倉聖教
会［単立／独立］

〒285-0811　佐倉市表町1-8-12 長沢アパート2F3号　Tel. 

043-485-9118　◇JR佐倉駅から徒歩3分　◇創立／1987

年（2人）　◇飯村 雅幸　◇礼拝／11:00　◇テレホン／

043-484-4214　◇特色／ホーリネスの流れを汲む、JR佐

倉駅から一番近い教会。毎週説教要旨が配られ、力強い

説教がされます。
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9910　◇JR館山駅東口からバス10分［連絡先：Tel.0470-

22-5842］　◇創立／1997年（40人）　◇原田 史郎、原田 

多恵子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~nanbou/

【E-Mail】nanbo-church@movie.ocn.ne.jp

千葉市稲毛区 Chiba-shi, Inage-ku

稲毛聖書教会［単立／独立］

〒263-0051　千葉市稲毛区園生町159-6　Tel&Fax.043-

252-1490　◇JR稲毛駅からバス10分　◇創立／1973年

（13人）　◇小村 公人、小村 みつ子　◇礼拝／10:30

稲毛聖書バプテスト教会［JBBF］

〒263-0002　千葉市稲毛区山王町157-1　Tel.043-421-

0246　◇JR稲毛駅東口からバス「山王病院入口」停、徒

歩2分　◇創立／1987年（14人）　◇バーリー，ロバー

ト　◇礼拝／11:00　◇外国語／英語　◇特色／英語通

訳あります。礼拝時に10分間英語説教あります。

【HP】http://www.jbbf.org/inage/

【E-Mail】pray4barleysjapan@yahoo.co.jp

学園教会［ナザレン］

〒263-0003　千葉市稲毛区小深町101-3　Tel&Fax.043-

424-0831　◇JR四街道駅　◇創立／1947年（43人）　◇

久米 淳嗣　◇礼拝／10:30

千葉教会［福音ルーテル］

〒263-0032　千葉市稲毛区稲毛台町23-7　Tel.043-244-

8008 Fax.043-244-8018　◇JR稲毛駅から徒歩3分　◇小

泉 嗣　◇礼拝／10:30

千葉キリスト教会＝千葉ナザレン教会［ナザ

レン］

〒263-0024　千葉市稲毛区穴川2-12-13　Tel&Fax.043-

251-9166　◇モノレール天台駅から徒歩4分　◇創立／

1969年（150人）　◇森 稔　◇礼拝／10:30　◇特色／日

曜朝の礼拝(英語通訳付)を中心に水曜夜の祈祷会、金曜朝

の礼拝を守り、家庭集会を重視、市内全教会と協力伝道

を行う。

千葉キリスト教会［同盟基督］

〒263-0022　千葉市稲毛区弥生町4-30　Tel&Fax.043-

284-9116　◇JR西千葉駅から徒歩7分　◇創立／1978年

（21人）　◇後藤 弘　◇礼拝／10:30　◇特色／千葉大正

門徒歩1分。水曜夜7時祈り会。木曜夜7時半英会話教室。

月1回日曜夜賛美集会。聖書の学び会随時。

【HP】http://www.geocities.jp/chiba_cc/

【E-Mail】chiba_cc@yahoo.co.jp

千葉キリスト教会［アライアンス］

〒263-0031　千葉市稲毛区稲毛東5-10-22　Tel&Fax.043-

246-9801　◇京成稲毛駅から徒歩8分　◇創立／1984年

（43人）　◇山中 正雄　◇礼拝／10:00,19:00　◇特色／水

曜日午前10時と午後７時から祈祷会、日曜日午後7時から

夕拝も行われています。

【HP】http://www.alliancechurch.jp/

【E-Mail】ymasao21@gmail.com

若潮教会［聖協団］

〒289-2145　匝瑳市若潮町14-7　Tel&Fax.0479-72-

3021　◇JR八日市場駅から徒歩17分　◇創立／1979年

（24人）　◇児玉 悦寛、児玉 とく　◇礼拝／10:30

袖ヶ浦市 Sodegaura-shi

いのちの泉聖書教会［同盟基督］

〒299-0261　袖ケ浦市福王台4-28-7　Tel&Fax.0438-62-

3535　◇創立／1989年（9人）　◇李 昇炫　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後8時から祈祷会。

【E-Mail】hananimlee@hotmail.com

昭和町教会［ナザレン］

〒299-0263　袖ヶ浦市奈良輪782-1　Tel.0438-62-2427 

Fax.0438-62-1969　◇JR袖ヶ浦駅から徒歩15分　◇創立

／1953年（25人）　◇杉谷 望　◇礼拝／10:30　◇特色

／水曜日午後７時から祈祷会。不定期に有志でマイクロバ

スでお出かけ会を催しています。

袖ヶ浦キリスト教会［ホーリネス］

〒299-0233　袖ヶ浦市岩井343-1　Tel&Fax.0438-75-

7222　◇JR袖ヶ浦駅　◇創立／1951年（50人）　◇杉本 

俊二、杉本 礼子

【HP】http://sodegaura.dee.cc/

【E-Mail】sodegaura@church.e.mail.ne.jp

長浦伝道所［日基教団］

〒299-0246　袖ヶ浦市長浦駅前4-4-9　Tel&Fax.0438- 

62-6292 Tel.080-3023-8889　◇JR長浦駅から徒歩15分　

◇創立／2002年（26人）　◇島田 敬子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.cnc.jp/nagaurach/

館山市 Tateyama-shi

インマヌエル館山キリスト教会［IGM］

〒294-0051　館山市正木1290-1　Tel&Fax.0470-27-

3804　◇JR館山駅からバス10分　◇創立／1962年（50

人）　◇齊藤 園子、齊藤 義信

かにた教会［日基教団］

〒294-0031　 館 山 市 大 賀594　Tel.0470-22-2280 

Fax.0470-24-1562　◇JR館山駅　◇創立／1935年（12

人）　◇礼拝／9:00

館山教会［同盟基督］

〒294-0037　館山市長須賀101　Tel.0470-22-1096 Fax. 

0470-22-1095　◇JR館山駅から徒歩15分　◇創立／1947

年（25人）　◇石川 弘司　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~tcc/

館山聖アンデレ教会［聖公会］

〒294-0045　館山市北条1677　Tel&Fax.0470-22-1357　

◇JR館山駅から徒歩5分　◇創立／1911年（26人）　◇小

林 祐二　◇礼拝／11:00

南房教会［日基教団］

〒294-0038　館山市上真倉1958　Tel&Fax.0470-23-
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信夫、大前 みどり、山田 直司　◇礼拝／10:30

【HP】http://www17.plala.or.jp/chiba-eiko/

千葉教会［KCCJ］

〒260-0021　千葉市中央区新宿2-8-2-5F　Tel.043-301-

0013　◇韓 在文

千葉教会［日基教団］

〒260-0855　千葉市中央区市場町9-20　Tel.043-222-

4475 Fax.042-224-5620　◇JR本千葉駅から徒歩8分　◇

創立／1879年（235人）　◇三吉 信彦、三吉 明、井上 

創　◇礼拝／9:00,10:30

【HP】http://chibachurch.blog40.fc2.com/

千葉教会［聖協団］

〒260-0042　千葉市中央区椿森2-20-5　Tel.043-251-8510 

Fax.043-285-0606　◇モノレール千葉公園前駅　◇創立

／1960年（69人）　◇児玉 悦寛、児玉 とく　◇礼拝／

10:15

千葉聖書バプテスト教会［JBBF］

〒260-0031　千葉市中央区新千葉3-1-2　Tel&Fax. 

043-241-4118 Tel.043-241-1006　◇JR千葉駅西口から徒

歩5分　◇創立／1949年（90人）　◇望月 次郎、石川 安

義　◇礼拝／11:00　◇特色／バリアフリーの教会

【E-Mail】cbbc_y.ishi@biglobe.ne.jp

千葉台湾教会［日基教団］

〒260-0021　千葉市中央区新宿2-8-6 千葉クリスチャンセ

ンター6F　Tel&Fax.043-247-8336　◇JR千葉中央駅西

口から徒歩5分　◇創立／1995年（30人）　◇張 碩恩　

◇礼拝／11:00　◇外国語／台湾語

千葉復活教会［聖公会］

〒260-0027　千葉市中央区新田町5-8　Tel&Fax.043-242-

3172　◇JR千葉駅　◇創立／1899年（276人）　◇河崎 

望

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~nskkchiba/

【E-Mail】e-nskkchiba@mri.biglobe.ne.jp

千葉本町教会［日基教団］

〒260-0004　千葉市中央区東本町1-3　Tel.043-222-1312 

Fax.043-222-3687　◇JR千葉駅から徒歩20分　◇創立／

1929年（81人）　◇岸 憲秀、矢澤 新一郎　◇礼拝／

10:30,19:00

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~honchoch/

千葉南教会［日基教団］

〒260-0806　千葉市中央区宮崎2-6-20　Tel&Fax.043-

261-6989　◇JR蘇我駅から徒歩10分　◇創立／1963年

（55人）　◇松本 希和　◇礼拝／10:30

【HP】http://www21.tok2.com/home/chibaminamichurch/

西千葉教会［日基教団］

〒260-0044　千葉市中央区松波2-7-3　Tel.043-251-6016 

Fax.043-251-3254　◇JR西千葉駅北口から徒歩2分　◇

創立／1904年（506人）　◇木下 宣世、伊藤 智　◇礼拝

／10:15,19:00　◇特色／水曜日午前10時、午後6時30分か

ら聖書研究・祈祷会。

【HP】http://church.jp/nishichiba/

千葉シャローム教会［聖イエス会］

〒263-0005　千葉市稲毛区長沼町194-2　Tel&Fax.043-

298-0780　◇JR稲毛駅東口からバス「京成団地」停、徒

歩8分　 ◇創立／1998年　 ◇山室 契司　 ◇礼拝／

8:00,10:30　◇特色／毎月第1か第2日曜は新しい方向けの

オープン礼拝。水曜日午前10時半、夕8時から祈祷会。

【E-Mail】chiba_shalom@yahoo.co.jp

千葉福音キリスト教会＝クロスロードチャ
ペル［アッセンブリー］

〒263-0043　千葉市稲毛区小仲台8-5-1　Tel.043-255-

1868 Fax.043-255-3897　◇JR稲毛駅から徒歩15分　◇

創立／1984年（80人）　◇柏崎 久雄、柏崎 良子　◇礼拝

／10:30　◇外国語／英語　◇特色／総武線から見える4

階建の教会。第3週は国際食ランチです。HPをご覧下さい。

【HP】http://crossroadchapel.jp

【E-Mail】info@crossroadchapel.jp

千葉みどり台教会［長老教会］

〒263-0041　千葉市稲毛区黒砂台2-15-1　Tel&Fax.043-

246-0967　◇京成みどり台駅から徒歩8分　◇創立／

1973年（106人）　◇板倉 邦雄、沼上 賢一　◇礼拝／

10:00,12:00

宮園キリスト教会［JECA］

〒263-0054　千葉市稲毛区宮野木町1054-12　Tel.043-

256-4044　◇JR稲毛駅からバス10分「園生小入口」停　

◇創立／1977年（28人）　◇戸村 力、三木 貞夫　◇礼拝

／10:30

めぐみイエス・キリスト教会［単立／独立］

〒263-0054　千葉市稲毛区宮野木町835-78　Tel&Fax. 

043-256-0488　◇JR稲毛駅東口からバス「あさま台入口」

停、徒歩3分　◇創立／2010年（6人）　◇鈴木 竜実、鈴

木 ますみ　◇礼拝／18:00　◇特色／聖日礼拝は、午後6

時からです。

千葉市中央区 Chiba-shi, Chuo-ku

インマヌエル千葉キリスト教会［IGM］

〒260-0853　千葉市中央区葛城2-16-6　Tel&Fax.043-

227-2081　◇JR千葉駅からバス「葛城町」停、徒歩5分　

◇創立／1954年（75人）　◇松村 献一、松村 めぐみ　◇

礼拝／10:30　◇特色／会堂は千葉県立青葉の森公園から

徒歩8分の閑静な住宅地にあります。礼拝のあと祈りと交

流のときを持ちます。

AGC千葉チャペル［フォースクエア］

［郵便は不可］三井ガーデンホテル千葉 2階ガーデンチャ

ペル　Tel.043‐224‐1131　◇JR千葉駅東口から徒歩7分

［連絡先：秋津福音教会　〒359-0025　埼玉県所沢市上安

松96 Tel.04-2944-0939］　◇創立／2002年　◇小坂 忠、

小坂 叡華　◇礼拝／19:00

【HP】http://www.hat.hi-ho.ne.jp/~fsq-akitsu/

千葉栄光教会［ホーリネス］

〒260-0801　千葉市中央区仁戸名町502-4　Tel.043-263-

3123 Fax.043-261-4340　◇京成電鉄千葉ちはら台線大森

台駅から徒歩15分　◇創立／1961年（128人）　◇大前 
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1回の「絵本と音楽の会」には近隣の親子が喜んで集って

います。2009年、伝道60周年を迎えました。。

千葉市緑区 Chiba-shi, Midori-ku

あすみが丘福音キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒267-0066　千葉市緑区あすみが丘8-29-2　Tel&Fax. 

043-294-9484　◇JR土気駅南口からバス(あすみが丘南

行)「やすらぎの広場」停、徒歩2分　◇創立／1988年（13

人）　◇竹中 範明、竹中 とし枝　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.asumigaoka-green-chapel.jp/

おゆみ野キリスト教会［長老教会］

〒266-0005　千葉市緑区誉田町2-2-126　Tel&Fax.043-

292-1176　◇JR誉田駅から徒歩10分　◇創立／1992年

（123人）　◇アイバーソン，ダニエル、永田 信昭、出立 

哲也　◇礼拝／10:15,16:30(第2･3･4･5)　◇外国語／英語

(10:45)第1・3　◇特色／誉田、おゆみ野、土気の3つの場

所で礼拝してます。多くの小グループには恵み中心の生き

た交わりがあります。

【HP】http://www.oyuminochurch.jp

【E-Mail】oyuminochurch@gmail.com

千葉カルバリー家の教会［カルバリーグループ］

〒266-0032　千葉市緑区おゆみ野中央6-49-17　Tel&Fax. 

043-292-6050　◇JR鎌取駅から車5分　◇創立／1997

年　◇中村 勝彦(信徒)

千葉キリスト集会［単立／独立］

〒266-0032　千葉市緑区おゆみ野中央1-18-17　Tel.043-

292-2312 Fax.043-300-0332　◇京成千原線学園前駅から

徒歩1分［連絡先：Tel.043-300-0330］　◇創立／1976年（52

人）　◇石浜 義信(信徒)、野本 勉(信徒)、今西 太治(信徒)　

◇礼拝／11:00

【HP】http://gospel-chiba.com

【E-Mail】info@gospel-chiba.com

土気あすみが丘教会［日基教団］

〒267-0066　千葉市緑区あすみが丘2-19-10　Tel.043-

294-3795 Fax.043-306-1144　◇JR土気駅南口から徒歩8

分　◇創立／1984年（59人）　◇萩生田 明　◇礼拝／

10:30　◇特色／駅前からまっすぐに伸びる美しい並木道。

あすなろ公園前の白いチャペルに神の恵みがあふれます。

【HP】http://www.geocities.jp/tokeasumigaoka/

【E-Mail】tokeasumigaokachurch@forest.ocn.ne.jp

誉田キリスト伝道所［ホーリネス］

〒266-0005　千葉市緑区誉田町3-80-5　Tel&Fax.043-

291-1584　◇JR誉田駅から徒歩6分　◇創立／2003年（8

人）　◇山田 直司　◇礼拝／14:30　◇特色／日曜日午後

2時30分から礼拝。日曜日午後5時からジュニアクラス。随

時、聖書を学ぶ会。

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~homare-ch/

【E-Mail】9n8s3s@bma.biglobe.ne.jp

【E-Mail】nishichiba@church.jp

仁戸名聖書バプテスト教会［JBBF］

〒260-0801　千葉市中央区仁戸名町656-15　Tel&Fax. 

043-263-3883　◇京成大森台駅　◇創立／1969年（16

人）　◇小林 秀夫

フルゴスペル千葉教会［JFGA］

〒260-0007　千葉市中央区祐光4-13-14　Tel.043-225-

3172 Fax.043-224-8330　◇JR千葉駅からバス10分　◇創

立／1989年（400人）　◇金 載鉉、韓 泰順　◇礼拝／

8:30　◇外国語／韓国語

【E-Mail】fgcc@fgcc.or.jp

ヨハン千葉キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒260-0044　千葉市中央区松波2-1-14　Tel&Fax.043-

221-0208　◇JR東千葉駅から徒歩3分　◇金 順子、伊藤 

里奈

千葉市花見川区 Chiba-shi, Hanamigawa-ku

検見川聖書バプテスト教会［JBBF］

〒262-0022　千葉市花見川区南花園1-1-5　Tel&Fax.043-

275-3145　◇JR新検見川駅から徒歩15分　◇創立／1982

年（28人）　◇高田 厚、高田 愛、栢下 献、疋田 健次　

◇礼拝／10:30,15:00　◇特色／駐車場は稲毛霊園隣り。

車イス対応トイレとスロープあり。ナースリーあり。手話

通訳と英語通訳付き。

【HP】http://www.kemigawa.org/

【E-Mail】kemigawabbc@qg7.so-net.ne.jp

習志野教会［日基教団］

〒262-0044　千葉市花見川区長作町1630-2　Tel&Fax. 

043-259-4633　◇京成実籾駅から徒歩15分　◇創立／

1947年（47人）　◇柴田 福嗣人　◇礼拝／10:30　◇特色

／毎朝早天祈祷会あり。5時半、6時半、7時半。木曜日午

前10時半から聖書研究祈祷会。

【HP】http://homepage3.nifty.com/narashino-church

花見川キリスト教会［改革派］

〒262-0048　千葉市花見川区柏井1-18-7　Tel.050-7519-

1649 Fax.043-259-0715　◇京成線八千代台駅からバス5

分「第一小」停、徒歩1分　◇創立／1968年（26人）　◇

潮田 祐　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日午後2時から祈

祷会。第2日曜日、礼拝後に婦人会。毎日曜日朝9時から教

会学校。

【E-Mail】church@hanamigawa.sakura.ne.jp

幕張教会［日基教団］

〒262-0032　千葉市花見川区幕張町4-631-7　Tel&Fax. 

043-276-5104　◇JR幕張駅北口から徒歩5分　◇創立／

1976年（67人）　◇下田 洋一、國安 敬二、八木 かおり　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~makuhari/

幕張聖書バプテスト教会［JBBF］

〒262-0032　千葉市花見川区幕張町4-627　Tel&Fax. 

043-273-1737　◇JR幕張駅北口から徒歩2分　◇創立／

1949年（30人）　◇上山 要　◇礼拝／10:30　◇特色／月
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Tel.047-188-6755　◇JR都賀駅東口から徒歩5分　◇新谷 

国義　◇礼拝／10:30

千城台教会［日基教団］

〒264-0005　千葉市若葉区千城台北3-8-3　Tel&Fax.043-

236-3102　◇千葉都市モノレール千城台駅出口2から徒歩

5分　◇創立／1978年（53人）　◇中村 哲信

千城台教会［改革派］

〒264-0004　千葉市若葉区千城台西1-70-1　Tel&Fax. 

043-237-1756　◇モノレール千城台駅から徒歩3分　◇創

立／1980年（31人）　◇高瀬 一夫　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日朝10時30分、午後7時30分から祈祷会。第3

日曜午後男子会。第4日曜午後婦人会。毎週朝9時30分教

会学校あり。

【HP】http://homepage2.nifty.com/chishirodai_c/

【E-Mail】MXC05203@nifty.ne.jp

千葉鎌池キリスト教会［基督兄弟団］

〒264-0021　千葉市若葉区若松町531-304　Tel&Fax. 

043-423-4017　◇JR都賀駅から徒歩15分　◇創立／1973

年（20人）　◇児玉 光、児玉 照恵　◇礼拝／10:30

千葉グレイスチャーチ［日本COG］

〒264-0034　千葉市若葉区原町925-21　Tel.043-253-

1850 Fax.043-312-8656　◇JR都賀駅から徒歩10分(送迎

あり)　◇創立／1975年（70人）　◇小石 泉、小石 美智子、

小石 臨、小石 由紀　◇礼拝／10:40　◇特色／全ての人

に開かれた教会です。ゴスペルクワイヤーや若者向け集

会あり。詳細はホームページご参照ください！

【HP】http://www.chibagrace.org

【E-Mail】chibagrace@hotmail.com

千葉・若葉キリスト教会［バプ連盟］

〒264-0002　千葉市若葉区千城台東2-28-8　Tel&Fax. 

043-236-2305　◇モノレール千城台駅から徒歩7分［連絡

先：内山 幸一　〒264-0004　千葉県千葉市若葉区千城台

西１-42-7］　◇創立／1994年（30人）　◇内山 幸一、石

黒 義信、永田 泰三　◇礼拝／10:30　◇特色／火曜日午

前10時婦人のための聖書会。水曜午前10時から聖書の学

び。金曜日第一・第三コーラス。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/church/chiba-wakaba/

【E-Mail】wakaba@church.email.ne.jp

都賀キリスト教会［JECA］

〒264-0026　千葉市若葉区西都賀4-1-13　Tel&Fax.043-

284-2196　◇JR都賀駅から徒歩5分　◇創立／1981年（24

人）　◇田村 勉　◇礼拝／11:00

【HP】http://church.ne.jp/tsugachurch/

【E-Mail】tsugachurch@aol.com

TLCCC千葉イスラエル教会［主の十字架］

Tel&Fax.047-426-1307　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇エリヤ 漆間　◇礼拝／10:30,13:00

【E-Mail】eliyaur@ybb.ne.jp

千葉市美浜区 Chiba-shi, Mihama-ku

稲毛海岸教会［改革派］

〒261-0011　千葉市美浜区真砂1-7-8　Tel&Fax.043-277-

1781　◇JR稲毛海岸駅から徒歩10分　◇創立／1973年

（66人）　◇三川 栄二　◇礼拝／10:30　◇特色／下は0歳

から上は95歳の教会員から構成されている。あたたかい

家族的な教会形成をめざしております。

【HP】http://www.hat.hi-ho.ne.jp/inagekaigan-chur/

海浜幕張めぐみ教会［長老教会］

〒261-0013　千葉市美浜区打瀬3-4 パティオス20-105　

Tel&Fax.043-211-7288　◇JR海浜幕張駅からバスマリン

ルート「パティオス２１番街」停すぐ　◇創立／2001年（61

人）　◇廣橋 嘉信　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語(第

２　17：00)　◇特色／家の教会です。セルグループによ

る活動と、賜物を生かした小グループによる奉仕活動を

行う。英語礼拝通訳付き。

【HP】http://www.kmgch.com/

【E-Mail】pastorhirohashi@gmail.com

真砂バプテスト教会＝MB-Church［バプ教会連合］

〒261-0011　千葉市美浜区真砂2-21-2　Tel&Fax.043-

277-7360　◇京葉線検見川浜駅から徒歩14分　◇創立／

1978年（53人）　◇倉嶋 新　◇礼拝／10:00　◇特色／子

どもと一緒の礼拝をしています。平日の集会やその他の活

動に関してはホームページをご覧ください。

【HP】http://www.mb-church.com/

【E-Mail】masago_bc@ybb.ne.jp

美浜教会［日基教団］

〒261-0004　千葉市美浜区高洲1-9-13　Tel&Fax.043-

245-9610　◇JR稲毛海岸駅から徒歩10分　◇創立／1982

年（51人）　◇澤崎 弘美　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~mihamach/

美浜集会所［福音教会連合］

〒261-0012　千葉市美浜区磯辺6-1-4-105 大川方　Tel& 

Fax.043-278-4067　◇JR検見川浜駅から徒歩5分

美浜バイブル・バプテスト教会［JBBF］

〒261-0004　千葉市美浜区高洲1-5-11　Tel&Fax.043-

246-5029　◇JR稲毛駅からバス「高洲1丁目」停、徒歩1

分　◇創立／1997年（8人）　◇内藤 俊宏　◇礼拝／

11:00

【HP】http://www.jbbf.org/japanese/mihambbc.html

【E-Mail】webmaster@jbbf.org

千葉市若葉区 Chiba-shi, Wakaba-ku

小倉台キリスト教会［長老教会］

〒264-0007　千葉市若葉区小倉町891-3　Tel&Fax.043-

231-0877　◇千葉都市モノレール小倉台駅から徒歩7分　

◇創立／1977年（70人）　◇大竹 海二　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/oguradaikyoukai/

オリーブ山教会［札幌キリスト召団］

〒264-0025　千葉市若葉区都賀3-24-8 都賀プラザ5F　
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富里市 Tomisato-shi

キリスト教成田真教会［単立／独立］

〒286-0201　富里市日吉台3-29-23　Tel.0476-92-3309　

◇牧野 正昭

富里教会［日基教団］

〒286-0211　富里市御料116-2　Tel&Fax.0476-93-

6748　◇JR成田駅東口から「両国」行きバス　◇創立／

1949年（22人）　◇内田 汎　◇礼拝／10:00　◇特色／教

会の働き、メッセージなどホームページをご覧ください。

富里教会でアクセスできます。

【HP】http://www.tomisato-church.jpn.org/

富里キリスト教会［バプ連盟］

〒286-0221　富里市七栄171-6　Tel&Fax.0476-92-

5750　◇JR成田駅からバス「南七栄ニュータウン」停、

徒歩10分　◇創立／1984年（35人）　◇岡田 久　◇礼拝

／11:00　◇外国語／英語　◇特色／森の中の教会、みこ

とばと祈りから元気に主によって押し出される教会。外国

の友と一緒に礼拝。

成田国際キリスト教会＝Narita International 
Christian Fellowship［単立／独立］

〒286-0211　富里市御料964-20　Tel&Fax.0476-92-

6889　◇JR成田駅から車20分［連絡先：ヘイガー ロイ

ス　〒286-0221　千葉県富里市七栄649-269 Tel.0476-91-

1884］　◇創立／1994年（14人）　◇ヘイガー，ロイス、

飯島 ジョジーナ、菅原 りつ、ピバック，コリン　◇礼拝

／10:30　◇外国語／英語　◇特色／大人のための聖書勉

強会を週に数回、子供のための教会学校は日曜日に行って

います。

【E-Mail】ywamnarita@ybb.ne.jp

成田中央教会［聖書キリスト］

〒286-0201　富里市日吉台5-16-8　Tel&Fax.0476-92-

9511　◇JR成田駅から徒歩15分［連絡先：全 炯九　〒

286-0201　千葉県富里市日吉台5-11-3 Tel.0476-92-

6069］　◇創立／1994年（65人）　◇全 炯九、李 仁淑、

三浦 徳夫、保坂 恭子、全 志勲　◇礼拝／10:00　◇外

国語／韓国語(13:00)、スペイン語(17:00)　◇特色／水曜

日午後1時から礼拝。金曜日午後7時から祈祷会。スペイン

語で礼拝している。

【E-Mail】samueljeon@hotmail.com

フルゴスペル成田教会＝純福音成田教会
［JFGA］

〒286-0201　富里市日吉台1-10-5 桜井ビル3F　Tel&Fax. 

0476-92-9424　◇JR成田駅から徒歩7分　◇創立／1993

年（70人）　◇妹尾 光樹　◇礼拝／11:00,13:00　◇外国

語／韓国語(13:00)　◇特色／日本人と韓国人の国際教会

です。成田空港からも車で10分ほどです。旅行中の方も

歓迎します。

【HP】http://narita.fgcc.or.jp/

【E-Mail】m-senoo@ann.hi-ho.ne.jp

銚子市 Choushi-shi

銚子栄光教会［改革派］

〒288-0861　銚子市芦崎町937-3　Tel&Fax.0479-33-

4441　◇JR松岸駅から徒歩25分［連絡先：小林 義信　

〒288-0861　千葉県銚子市芦崎町932-1 Tel.0479-33-

4440］　◇創立／2007年（41人）　◇小林 義信　◇礼拝

／7:30,10:30　◇特色／毎月第2・第4月曜日、ヤングママ

の会開催中。子育てに悩んでおられる方は、ご連絡くださ

い。

【HP】http://choushi.church.jp/

【E-Mail】choshi-eikou@rcj-net.org

銚子教会［日基教団］

〒288-0036　銚子市西小川町1000　Tel&Fax.0479-22-

4664　◇JR銚子駅から徒歩10分　◇創立／1909年（51

人）　◇米澤 講治、米澤 くみ子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.doihata.jp/choshi/

銚子キリスト教会［同盟基督］

〒288-0814　銚子市春日町3052　Tel&Fax.0479-24-

7775　◇JR銚子駅から徒歩15分［連絡先：Tel.0479-23-

5629］　◇創立／1947年（12人）　◇辻村 潤治　◇礼拝

／10:30

銚子諸聖徒教会［聖公会］

〒288-0815　銚子市三崎町1-1858　◇JR銚子駅からバス

「上野町南」停　◇創立／1921年（45人）　◇片山 謙　

◇礼拝／10:30

東金市 Tougane-shi

東金イエス・キリスト教会［単立／独立］

〒283-0803　東金市日吉台6-1-8　Tel.0475-53-0537　◇

JR東金駅からバス5分　◇創立／1993年（6人）　◇木嶋 

あさ子、岡田 静夫　◇礼拝／10:30

東金教会［日基教団］

〒283-0802　東金市東金1391　Tel&Fax.0475-52-2733　

◇JR東金駅から徒歩6分　◇創立／1889年（82人）　◇中

村 征一郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.odn.ne.jp/t-church/kyokai/

東金伝道所［KCCJ］

〒283-0068　東金市東岩崎1-11-25-1F　Tel&Fax.0475-

55-7712　◇JR東金駅から徒歩5分　◇創立／1999年（10

人）　◇李 應周　◇礼拝／11:00,14:00　◇外国語／韓国

語　◇特色／韓国語で礼拝しています。日本語の同時通

訳あり。

【E-Mail】ungjoor@hamail.net

東金バプテスト教会［バプ教会連合］

〒283-0012　東金市下武射田2927-2　Tel&Fax.0475-58-

8735　◇JR求名駅東口から車5分　◇創立／2001年（7

人）　◇川上 政孝　◇礼拝／11:00　◇特色／水曜午前10

時30分から聖究・祈祷会。

【HP】http://www13.plala.or.jp/baptistchurch/

【E-Mail】church@sea.plala.or.jp
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【HP】http://narashino-bc.com/

初石聖書教会［NSKK］

〒270-0121　流山市西初石4-112-2　Tel&Fax.04-7155-

4950　◇東武野田線初石駅から徒歩4分［連絡先：Tel. 

080-5052-5615］　◇創立／1990年（40人）　◇大友 茂行、

勝本 正實　◇礼拝／10:30　◇特色／障害者の集まり「心

の泉会」を開催。水曜礼拝(午後2時)を実施。高齢者のた

めに「みぎわ会」を開催。

【HP】http://www2s.biglobe.ne.jp/~katsumot/

【E-Mail】ohtomosey@k4.dion.ne.jp

平和台恵教会［同盟基督］

〒270-0176　流山市加6-1287-1　Tel.04-7158-5859 

Fax.04-7159-7237　◇流山線流山駅から徒歩5分［連絡先：

吉持 章　〒270-0176　千葉県流山市加3-6-1 センターコ

ート四番館1104号 Tel.04-7159-7237］　◇創立／1989年

（53人）　◇吉持 章、吉持 節子　◇礼拝／10:30　◇テレ

ホン／04-7158-5049　◇特色／水曜日午前10時半、午後

7時半から「安らぎの集い」(祈祷会)。

【HP】http://homepage2.nifty.com/heiwadai/

【E-Mail】heiwadai-c@nifty.com

ホープチャペル流山［フォースクエア］

〒270-0114　流山市東初石4-135-55　Tel.090-1803-

7423　◇東部野田線初石駅から徒歩5分　◇創立／2005

年　◇樋口 章代、樋口 真文

南柏聖書教会［同盟基督］

〒270-0141　流山市松ケ丘1-462-79　Tel&Fax.04-7143-

5015　◇JR南柏駅西口から徒歩5分［連絡先：菊池 良

一　〒270-0143　千葉県流山市向小金1-378-1 南柏パー

クハウスＢ-803 Tel.04-7145-6385］　◇創立／1959年（31

人）　◇菊池 良一、菊池 真恵美　◇礼拝／10:30　◇特

色／JR南柏駅西口から徒歩5分。駐車場あり。聖書と宣教

を大切にする元気なファミリー教会です。

【E-Mail】mkbible@nifty.com

習志野市 Narashino-shi

津田沼教会［福音ルーテル］

〒275-0016　習志野市津田沼7-14-11　Tel&Fax.047-453-

4192　◇渡邊 賢次

津田沼キリスト教会［バプ連盟］

〒275-0014　習志野市鷺沼4-8-9　Tel&Fax.047-452-

7348　◇京成津田沼駅から徒歩10分　◇創立／1970年

（36人）　◇大塚 恭一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/tsudanuma_b_c/

習志野教会［聖協団］

〒275-0012　習志野市本大久保2-7-21　Tel.047-472-7547 

Fax.047-472-7143　◇京成本線京成大久保駅から徒歩5

分　◇創立／1966年（50人）　◇濱野 好邦、ウォンカム，

シリル、ウォンカム，真謝子　◇礼拝／9:00,10:30　◇特

色／英語メッセージ(日本語つき)もあります。

【HP】http://www.seikyodan.com/~narashino/

【E-Mail】narashino@seikyodan.com

流山市 Nagareyama-shi

運河キリスト教会［バプ同盟］

〒270-0101　流山市東深井454　Tel&Fax.04-7155-

2559　◇東武野田線運河駅から徒歩7分　◇創立／1987

年（32人）　◇山本 美智子、野口 成行　◇礼拝／10:00

江戸川台教会［キリスト合同］

〒270-0111　流山市江戸川台東1-71　Tel&Fax.04-7154-

5070　◇江戸川台駅東口から徒歩1分　◇創立／1977年

（50人）　◇坂井 一富　◇礼拝／10:30　◇特色／主日礼

拝は日曜日午前10時30分から。他に讃美歌とオルガン演

奏の会、ゴスペルワークショップなどあります。

【HP】http://www.godo.or.jp/edogawadai/

江戸川台キリスト教会＝江戸川ホザナチャ
ペル［アッセンブリー］

〒270-0115　流山市江戸川台西4-221-3　Tel&Fax.04-

7152-6307　◇東武野田線江戸川台駅西口から徒歩12

分　◇創立／1969年（28人）　◇重本 操、重本 百合子　

◇礼拝／10:30

江戸川台聖書キリスト教会＝バイブルチャ
ーチ［アッセンブリー］

〒270-0115　流山市江戸川台西2-141 晴光ビル2F　Tel& 

Fax.04-7155-4890　◇東武野田線江戸川台駅西口から徒

歩1分　◇創立／1988年（15人）　◇榎本 勝夫、榎本 優

子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】myrtus@mb.infoweb.ne.jp

シオン・バイブル・スタディー［単立／独立］

〒270-0143　流山市向小金2-219-1-410 山下政勝方　Tel 

&Fax.04-7172-9660　◇JR南柏駅から徒歩10分　◇創立

／2004年（3人）　◇山下 政勝　◇礼拝／18:30　◇特色

／ 04年3月に単立早稲田の森キリスト教会の解散にともな

い以後自宅にて聖書の学びを通して宣教活動を行う。

【E-Mail】ixthus@aa.cyberhome.ne.jp

流山教会［日基教団］

〒270-0176　流山市加4-19-5　Tel&Fax.04-7159-5776　

◇流鉄流山線流山駅から徒歩15分　◇創立／1985年（33

人）　◇与那城 初穂

流山福音自由教会［福音自由］

〒270-0112　流山市青田99-4　Tel.04-7154-1323 Fax.04-

7154-7821　◇東武野田線江戸川台駅からバス「青田大橋」

停、徒歩3分　◇創立／1982年（144人）　◇宗形 和平　

◇礼拝／6:30,9:00,11:00　◇特色／聖日のみ江戸川台駅送

迎あり。駐車場あり。金曜ジョイキッズクラス(幼児クラス)。

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~nefc/

【E-Mail】nagare@mocha.ocn.ne.jp

習志野バプテスト教会流山伝道所［単立／独立］

〒270-0123　流山市若葉台58-54　Tel.047-477-8910　◇

東武野田線初石駅から徒歩6分　◇創立／1989年　◇丸

山 一郎、カクラン，マーサ、松山 英樹　◇礼拝／

11:00(第3)　◇テレホン／047-472-1588　◇特色／毎週

水曜日午前10時30分から婦人集会。第3日曜日午前10時か

ら日曜学校。同日午前11時から礼拝。
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成田市 Narita-shi

三里塚教会［日基教団］

〒286-0116　成田市三里塚御料1-1487　Tel.0476-35-

0139　◇京成成田線芝山千代田駅　◇創立／1891年（9

人）　◇川島 正行

主イエス・キリスト千葉教会［単立／独立］

〒286-0805　成田市南羽鳥1818-1　◇京成成田駅からバ

ス(竜台車庫行)「土地改良区」停　◇創立／2004年　◇

谷 順子　◇礼拝／11:00

【HP】http://chibajesus.church.jp/

成田教会＝ナリタ・コミュニティ・チャーチ
［ホーリネス］

〒286-0846　成田市松崎1924-3　Tel&Fax.0476-28-

3944　◇JR成田駅から車12分　◇創立／1985年（73人）　

◇鈴木 英夫、鈴木 宏子　◇礼拝／10:30　◇外国語／英

語　◇テレホン／0476-28-4355　◇特色／青年対象のフ

ライデーナイトで若者が元気に！3歳以下の子供対象の母

と子の会でリトミックと子育て相談。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/narita/church/

成田教会［日基教団］

〒286-0032　成田市上町711-4　Tel&Fax.0476-22-8403 

Tel.0476-23-0317　◇JR成田駅東口から徒歩8分　◇創立

／1950年（53人）　◇日野 長臣　◇礼拝／10:30,19:00

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~naritach/

成田教会［ナザレン］

〒286-0041　成田市飯田町174-68　Tel&Fax.0476-27-

0646　◇JR成田駅から徒歩15分　◇創立／1979年（29

人）　◇高橋 憲司　◇礼拝／10:30,19:30(第1、第3)　◇特

色／ナザレン教会はイエス・キリストにしっかり結ばれて、

その復活の力によって造り変えられ祝福の源を目指します。

【HP】http://nazarene.or.jp/narita

【E-Mail】takahashi‐narita@infoseek.jp

成田キリスト教会［アッセンブリー］

〒286-0035　成田市囲護台1147-33　Tel&Fax.0476-20-

1922　◇JR成田駅西口から徒歩15分　◇創立／1976年

（24人）　◇粟屋 信吾　◇礼拝／10:30　◇特色／JR成田

駅西口より1ｋｍの距離にある教会です。聖書の教えを基

本とし、家庭的な温かい雰囲気の教会です。

【HP】http://church.ne.jp/ag_narita/

成田福音教会［C&MA］

〒286-0043　成田市大袋356-1　Tel&Fax.0476-29-6228 

習志野教会［日キ教会］

〒275-0026　習志野市谷津2-8-19　Tel&Fax.047-451-

3330　◇JR京成津田沼駅から徒歩10分　◇創立／1968年

（126人）　◇小坂 宣雄　◇礼拝／10:15

習志野キリスト教会［ウェスレアン］

〒275-0017　習志野市藤崎2-2-2　Tel&Fax.047-475-

4747　◇JR津田沼駅から徒歩12分　◇創立／1990年（29

人）　◇山田 祐滋、山田 泉、伊藤 純子　◇礼拝／

10:30　◇特色／木曜日午前10時30分から祈祷会、月曜日

午前10時30分から「ジムさんの英会話」、日曜日午後中高

生集会。

【E-Mail】izumizh@yahoo.co.jp

習志野独立キリスト教会［単立／独立］

〒275-0001　習志野市東習志野6-1-7　Tel.047-472-5926 

Fax.047-478-2502　◇JR津田沼駅からバス「三山車庫」

停　◇創立／1952年（18人）　◇仁平 義勝　◇礼拝／

10:45

習志野バプテスト教会［単立／独立］

〒275-0012　習志野市本大久保4-17-10　Tel.047-477-

8910　◇京成線大久保駅から徒歩5分　◇創立／1963

年　◇松山 英樹、丸山 一郎、カクラン，マーサ　◇礼拝

／10:30　◇テレホン／047-472-1588　◇特色／日曜学校

と海外宣教を伝道の2本柱とし、国内及び25ヶ国の伝道を

支援。ミャンマーとセブに神学校を設立。

【HP】http://narashino-bc.com/

東習志野ルーテル教会［友愛グループ］

〒275-0001　習志野市東習志野6-9-24　Tel&Fax.047-

479-0024　◇JR津田沼駅からバス「三山車庫」停、徒歩7

分　◇創立／1996年（19人）　◇甲斐 征次　◇礼拝／

10:15

【E-Mail】seijiluka@yahoo.co.jp

保守バプテスト津田沼教会［保守バプ］

〒275-0016　習志野市津田沼3-11-16　Tel&Fax.047-477-

1020　◇京成津田沼駅から徒歩3分　◇創立／1975年（67

人）　◇森 恵一　◇礼拝／9:00,10:30,16:00(第3のみ),19:0

0　◇特色／第3日曜は午後4時から青年を意識した礼拝を

行っています。

【HP】http://homepage2.nifty.com/tsudanumachurch/

【E-Mail】tsudanumachurch@nifty.com

みもみキリスト教会＝ハーベストチャペル
［単立／独立］

〒275-0002　習志野市実籾5-27-16　Tel.047-472-0686 

Fax.047-493-5847　◇京成電鉄実籾駅から徒歩10分　◇

創立／1985年（41人）　◇渡辺 ミドリ、佐々木 博　◇礼

拝／10:30　◇特色／テクナ(子供会)地域の子供伝道。ハ

ンナの会、若い母親の会。その他各集会あり。

【HP】http://homepage2.nifty.com/mimomi-church/

【E-Mail】midori_w@nifty.com

http://homepage2.nifty.com/mimomi-church/
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【HP】http://www.harvesttown.com/

【E-Mail】kashima@harvesttown.com

南大阪福音教会梅郷チャペル［JEC］

〒278-0022　野田市山崎952-42　Tel&Fax.04-7123-

7057　◇東武野田線梅郷駅西口から徒歩5分　◇創立／

1999年（6人）　◇福野 正和　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/wwjd_keiko/umesato.html

【E-Mail】umesato@jec-net.org

富津市 Futtsu-shi

青堀教会［日基教団］

〒293-0001　富津市大堀1799　Tel&Fax.0439-87-1292　

◇JR青堀駅から徒歩5分　◇創立／1936年（30人）　◇吉

田 誠二　◇礼拝／10:15　◇特色／吉田誠二

【HP】http://www.aohori-church.org/

大佐和キリスト教会［TPKF］

〒293-0041　富津市上1-5　Tel&Fax.0439-65-3136,045-

789-2912　◇創立／1976年（11人）　◇宮崎 健男、宮崎 

ちか、宮崎 一実　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週の主日

礼拝と教会学校。毎月の合同聖会やCS夏季キャンプ・聖

会の参加。クリスマスなどでの伝道活動。

【HP】http://blog.goo.ne.jp/osawa-church/

【E-Mail】ivine-.t@s5.dion.ne.jp

大貫教会［日基教団］

〒293-0042　富津市小久保2887　◇JR大貫駅から徒歩20

分　◇創立／1912年（2人）　◇長島 成幸

竹岡伝道所［日基教団］

〒299-1621　富津市竹岡4378-1　Tel&Fax.0439-67-

8320　◇JR竹岡駅から徒歩20分［連絡先：勝山 健一郎　

〒136-0072　東京都江東区大島4-15-9 Tel.03-3683-

8590］　◇創立／1892年（11人）　◇勝山 健一郎　◇礼

拝／14:00　◇特色／不敬事件で東京を追われた内村鑑

三によって始められた集会の実りとして、1892年に発足し

た教会です。

西大和田シャロン福音キリスト教会［キリスト

伝道隊］

〒293-0035　富津市西大和田1156-3　Tel&Fax.0439-65- 

5152 Tel.0439-65-4021　◇内房線大貫駅から徒歩25分　

◇創立／1999年（5人）　◇川名 英男　◇礼拝／10:00　

◇特色／月曜日から土曜日まで午前6時から早天祈祷会。

富津教会［同盟基督］

〒293-0001　富津市大堀1020-1　Tel&Fax.0439-87-

9867　◇JR青堀駅から徒歩15分　◇創立／1962年（20

人）　◇井原 安祐　◇礼拝／10:30　◇特色／社会福祉法

人望みの門を母胎とし、1996年に現会堂を献堂した。小

さな群れだが主の愛をあかししています。

【E-Mail】futtu-church@hotmail.co.jp

Tel.090-9344-9133　◇京成線公津の杜駅から徒歩15分

［連絡先：青松 英明　〒286-0044　千葉県成田市不動ケ

岡1716-10 Tel.0476-23-0312］　◇創立／1990年（90人）　

◇青松 英明、青松 葉洙　◇礼拝／10:30　◇特色／主日

礼拝は韓国語と英語の同時通訳があります。

【HP】http://naritagospel.net

【E-Mail】naritafukuin@an.wakwak.com

福田聖公会［聖公会］

〒286-0843　成田市下福田73　Tel&Fax.0476-22-6738　

◇京成成田駅からバス「下福田」停、徒歩5分　◇創立／

1881年（66人）　◇河崎 望　◇礼拝／10:00

野田市 Noda-shi

恵泉キリスト教会関宿チャペル［保守バプ］

〒270-0213　野田市桐ケ作568-1　Tel&Fax.04-7196-

2831　◇東武野田線川間駅からバス「二川小学校前」停、

徒歩5分［連絡先：Tel.04-7196-0779］　◇創立／1986年（45

人）　◇後平 一　◇礼拝／10:30　◇特色／赤ちゃんから

お年寄りまで一緒の楽しい教会です。小グループ活動、

幼児教室、学習教室もあります。

【HP】http://www16.plala.or.jp/k1000cross/

【E-Mail】k1000_sekiyado@ybb.ne.jp

関宿教会［単立／独立］

〒270-0222　野田市木間ヶ瀬9813　◇東武野田線川間駅

から車10分　◇創立／1998年（5人）　◇宇田川 献一

単立東葛宣教教会［単立／独立］

〒278-0031　野田市中根210-7　Tel&Fax.04-7124-

4435　◇東武野田線野田市駅から徒歩7分　◇創立／

2006年（7人）　◇松﨑 久美　◇礼拝／13:30

野田教会［日基教団］

〒278-0035　野田市中野台180　Tel&Fax.04-7122-

4971　◇東武野田線愛宕駅から徒歩20分　◇創立／1899

年（74人）　◇亀井 周二　◇礼拝／10:30

【HP】http://noda-church.com/

野田キリスト福音教会［ホーリネス］

〒278-0037　野田市野田1224-6　Tel&Fax.04-7124-

3792　◇東武野田線愛宕駅から徒歩7分［連絡先：東宣

社(書店) Tel.042-391-3696］　◇創立／1976年（25人）　

◇戸辺 勝則　◇礼拝／7:30,10:00

野田キリストめぐみ教会［ウェスレアン］

〒278-0055　野田市岩名2-63-6　Tel&Fax.04-7129-5010 

Fax.04-7138-5030　◇東武野田線川間駅南口から徒歩14

分　◇創立／1978年（30人）　◇川崎 豊、川崎 和子　◇

礼拝／10:15　◇特色／第2日曜日さんび礼拝。水曜日午

前10時半、午後7時半から祈祷会。

【HP】http://noda-church.holy.jp

【E-Mail】kawachan@sweet.ocn.ne.jp

ハーベストタウンチャーチ［単立／独立］

〒278-0037　野田市野田757-6 石山ビル2F　Tel.04-7125-

6039　◇東武野田線愛宕駅　◇創立／2000年（20人）　

◇加島 千秋　◇礼拝／14:00
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（98人）　◇河野 正之、河野 淑美　◇礼拝／10:30　◇特

色／各年齢層が集う、家庭的な教会です。

【HP】http://nakayamaky.exblog.jp/

習志野台キリスト教会［同盟基督］

〒274-0063　船橋市習志野台4-10-11　Tel.047-461-1577 

Fax.047-461-1573　◇新京成線習志野駅から徒歩3分　◇

創立／1984年（21人）　◇中嶋 基之、森田 好　◇礼拝／

9:30,10:30

【HP】http://narashinodai.christian.jp/

西船橋栄光教会［イエス・キリスト］

〒273-0032　船橋市葛飾町2-380-5 第2山源ビル6F　Tel 

&Fax.047-437-1338　◇JR西船橋駅から徒歩4分［連絡先：

小岩 裕一　〒273-0039　千葉県船橋市印内3-39-17-302 

Tel.047-437-7028］　◇創立／1994年（19人）　◇中島 秀

一、小岩 裕一、小岩 喜代美　◇礼拝／10:30　◇特色／

火曜日午前10時30分から聖書研究祈祷会。木曜日午後7時

30分から聖書研究祈祷会。

【E-Mail】nisifuna@eiko-church.com

西船橋キリスト教会［長老教会］

〒273-0031　船橋市西船5-27-9　Tel&Fax.047-336-

5733　◇JR西船橋駅から徒歩2分　◇創立／1970年（100

人）　◇中台 孝雄　◇礼拝／8:30,10:30

【HP】http://www.nishifunach.org/

【E-Mail】pastor@nishifunach.org

東関東キリスト教会［オープン･バイブル］

〒274-0063　船橋市習志野台4-29-11　Tel&Fax.047-464-

3587　◇新京成線北習志野駅から徒歩13分　◇創立／

1977年（40人）　◇古野 陽一、古野 伊都子、小長光 舞子、

池亀 郁子、真田 裕代　◇礼拝／10:00,19:00　◇特色／

教会学校(日)11時50分。聖書の学び(水)10時。祈祷会(水，

金)19時半。ゴスペル練習第2・4(土)11時半。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~hkchrist/

【E-Mail】obhkcc@wish.ocn.ne.jp

船橋エクレシア・キリスト教会［単立／独立］

〒273-0035　船橋市本中山3-8-14　Tel.047-335-8198　◇

JR下総中山駅から徒歩4分　◇創立／2001年（16人）　◇

小林 智彦、ヒューバー，ティム　◇礼拝／11:00　◇特色

／平日は大人とこども英会話教室を行っています。

【HP】http://www.ekklesia-funabashi.org/

船橋教会［日基教団］

〒273-0865　船橋市夏見6-6-6　Tel&Fax.047-422-

7967　◇JR船橋駅からバス「夏見」停、徒歩7分　◇創

立／1904年（166人）　◇小林 信人　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.interq.or.jp/green/shion/

船橋教会［KCCJ］

〒273-0001　船橋市市場2-3-7　Tel.047-424-5550 Fax. 

047-422-7424　◇JR船橋駅から徒歩15分　◇創立／1952

年（58人）　◇趙 重来　◇礼拝／11:00

船橋聖書バプテスト教会［JBBF］

〒273-0021　船橋市海神3-23-63　Tel.047-433-1763 Fax. 

047-433-1999　◇東葉高速東海神駅から徒歩4分　◇創

立／1972年（87人）　◇三沢 隆男、谷井 涙賀　◇礼拝／

船橋市 Funabashi-shi

愛隣キリスト教会［在外国教団教派］

〒273-0005　船橋市本町3-2-17 サンシャインアポロビル

2F　Tel.047-421-3554　◇JR船橋駅から徒歩7分　◇創

立／2004年　◇金 昌民　◇礼拝／10:00,13:00　◇外国

語／韓国語

インマヌエル高根キリスト教会［IGM］

〒274-0814　船橋市新高根4-16-12　Tel.047-465-2494 

Fax.047-465-2741　◇新京成線高根公団駅から徒歩10

分　◇創立／1968年（50人）　◇井川 正一郎　◇礼拝／

10:30

インマヌエル船橋キリスト教会［IGM］

〒273-0005　船橋市本町1-31-4　Tel.047-422-3843 Fax. 

047-422-4914　◇JR船橋駅から徒歩2分　◇創立／1946

年（450人）　◇林 正弘、林 栄恵、佐藤 信行、佐藤 恭

子　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語、手話　◇特色／

駅の近く、どなたでも入ることができる教会です。神のこ

とば、聖書がまっすぐに伝えられています。

【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~f-church/

小室バイブルチャペル［単立／独立］

〒270-1471　船橋市小室町2685　Tel&Fax.047-457-

0477　◇北総公団鉄道小室駅から徒歩10分　◇創立／

1981年　◇永吉 輝信、永吉 文子　◇礼拝／10:30

新津田沼教会［日基教団］

〒274-0825　船橋市前原西2-40-10　Tel&Fax.047-473-

1896　◇JR津田沼駅北口から徒歩8分　◇創立／1966年

（184人）　◇眞嶋 威　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/shintsudanuma/

新船橋キリスト教会［同盟基督］

〒273-0045　船橋市山手3-2-19　Tel&Fax.047-432-

0630　◇東武野田線新船橋駅から徒歩7分　◇創立／

1987年（22人）　◇下川 羊和　◇礼拝／10:30　◇特色／

日曜9:15ハレルヤタイム(教会学校)他、祈祷会、家庭集会、

婦人会、子育てクラス、聖書研究会など。

【HP】http://funabashi.church.jp/

【E-Mail】47shimokawa@kmh.biglobe.ne.jp

千葉クリスチャングループ［在外国教団教派］

〒274-0072　船橋市三山6-45-2 コーポＹ108号　Tel.047-

455-5608　◇京成本線実籾駅から徒歩25分　◇エルビラ，

ミチコ野田　◇礼拝／10:00　◇外国語／スペイン語　◇

特色／ラテンアメリカの人たちが集まる教会。

【E-Mail】elviranoda@hotmail.com

TLCCC船橋イスラエル教会［主の十字架］

Tel&Fax.047-426-1307　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇創立／1997年　◇エリヤ 漆間　◇礼

拝／10:00

【E-Mail】colheita@md.neweb.ne.jp

中山キリスト教会［ホーリネス］

〒273-0034　船橋市二子町604-1　Tel&Fax.047-335-

4644　◇JR下総中山駅から徒歩10分　◇創立／1932年
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2分　◇創立／1989年（25人）　◇梅田 喜美子、金 聖

顕　◇礼拝／11:00,19:00(水),20:00(金)　◇外国語／韓国

語

松戸市 Matsudo-shi

インターナショナル・バイブル・フェローシ
ップ＝IBF［NSKK］

〒270-0034　松戸市新松戸7-566　Tel&Fax.047-340-

0139　◇JR南流山駅南口から徒歩4分　◇創立／1985年

（50人）　◇伊野 彰一、レイク，ヘンリー、ブライトハップ，

スティーブ、ライディンガー，マイク、シャフレー，オッ

トー、陳 寶如　◇礼拝／10:30,13:47,10:30(金)　◇外国語

／英語　◇特色／バイリンガル礼拝、英会話、ピアノ教

室あり。ワーシップの喜びを分かち合いましょう。

【HP】http://ibf.visithp.jp/

【E-Mail】ibf@visithp.jp

インマヌエル松戸キリスト教会［IGM］

〒270-2266　松戸市常盤平西窪町5-9　Tel&Fax.047-

385-3887　◇JR新八柱駅から徒歩10分　◇創立／1985年

（18人）　◇北田 直人、北田 てい子　◇礼拝／10:30

北松戸希望教会［単立／独立］

〒271-0052　松戸市新作556-2　Tel.047-365-9981 Fax. 

047-367-6730　◇JR北松戸駅から徒歩15分　◇創立／

1984年　◇小野 恵子　◇礼拝／10:45

【HP】http://www.kita-matsudo.com

【E-Mail】letter@kita-matsudo.com

北松戸伝道所［日基教団］

〒271-0065　松戸市南花島253-38　Tel&Fax.047-365-

9462　◇JR北松戸駅出口1から徒歩15分　◇創立／1978

年（20人）　◇久保田 文貞

北松戸福音教会［バプ教会連合］

〒271-0063　松戸市北松戸1-8-10　Tel.047-365-9988　◇

JR北松戸駅　◇佐々木 望

栗ヶ沢バプテスト教会［バプ連盟］

〒270-0021　松戸市小金原2-1-12　Tel.047-341-9459 

Fax.047-345-9564　◇JR北小金駅からバス10分　◇創立

／1974年（78人）　◇吉高 叶、播磨 聡　◇礼拝／10:00

グレイスホーム［聖書キリスト］

〒270-2252　松戸市千駄堀1420-1　Tel.047-384-5421 

Fax.047-384-5466　◇創立／1995年　◇岡野 俊之　◇

礼拝／10:30　◇特色／「恵みによる弟子訓練」によって

教会形成しています。

【E-Mail】meguminiyorudeshiikusei@yahoo.co.jp

小金教会［日基教団］

〒270-0014　松戸市小金174　Tel&Fax.047-345-1851　

◇JR北小金駅から徒歩10分　◇創立／1949年（109人）　

◇今泉 幹夫　◇礼拝／10:15

五香教会［日基教団］

〒270-2251　松戸市金ヶ作408-250　Tel&Fax.047-386-

0416　◇新京成五香駅東口から徒歩3分　◇創立／1973

10:50　◇特色／心の問題に悩む人を支援し、子育てに教

会あげて関わっています。

【HP】http://homepage1.nifty.com/fbbc/

【E-Mail】fbbc.misawa@nifty.com

船橋高根教会［改革派］

〒274-0065　船橋市高根台6-35-4　Tel&Fax.047-465-

6337　◇新京成高根木駅から徒歩6分　◇創立／1963年

（145人）　◇小峰 明　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/funataka

船橋中央教会［東京中央教会］

〒273-0023　船橋市南海神1-1-8　Tel&Fax.047-437-

1856　◇京成線海神駅　◇創立／2004年　◇外山 睦雄

船橋バプテスト教会［バプ連盟］

〒273-0001　船橋市市場1-2-8　Tel&Fax.047-422-

8782　◇JR船橋駅から徒歩15分　◇創立／1965年（130

人）　◇三ッ木 茂　◇礼拝／10:30　◇特色／Praise the 

Lord！　賛美の豊かな教会です。ご来会を心よりお待ち

しております。

【HP】http://baptist.or.jp/

【E-Mail】jcm@baptist.or.jp

船橋ルーテル教会［NRK］

〒274-0063　船橋市習志野台4-59-10 轟様方　Tel&Fax. 

047-464-8947　◇斉藤 衛

フルゴスペル船橋教会［JFGA］

〒273-0005　船橋市本町2-6-13　Tel.047-495-1881 Fax. 

047-495-1882　◇京成本線形成船橋駅西口から徒歩5

分　◇創立／2000年（78人）　◇朴 変亨　◇礼拝／9:00

【E-Mail】fgfch@vega.ocn.ne.jp

ホープチャーチ［単立／独立］

〒273-0033　船橋市本郷町465 WSプラザ3F　Tel.047-

333-5698 Fax.047-300-0567　◇JR西船橋駅南口から徒歩

5分　◇創立／1991年（380人）　◇ケイラー，スティーブ

ン　◇礼拝／10:30,18:00(土)　◇外国語／英語　◇特色

／情熱的でエネルギッシュな礼拝と、力強い聖書からのメ

ッセージを通して、多くの人々の心を潤す新世代教会です。

【HP】http://www.hopechurch.jp/

【E-Mail】info@hopechurch.jp

南三咲キリスト教会［基督兄弟団］

〒274-0813　船橋市南三咲2-17-5　Tel&Fax.047-407-

2630　◇創立／1963年（24人）　◇蒲谷 千春　◇礼拝／

10:30

薬円台教会［日基教団］

〒274-0821　船橋市七林町117-18　Tel&Fax.047-465-

9444　◇新京成線習志野駅から徒歩7分［連絡先：古屋 

朝則　〒274-0821　千葉県船橋市七林町117-18 マートル

コート習志野309］　◇創立／1973年（46人）　◇古屋 朝

則　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~y-church/

山手キリスト教会［単立／独立］

〒273-0045　船橋市山手3-7-19　Tel.047-437-0799 Fax. 

047-434-5855　◇船橋駅からバス「山手3丁目」停、徒歩
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朴 キョンオン

フルゴスペル松戸教会［JFGA］

〒271-0092　松戸市松戸3-1773　Tel&Fax.047-365-

8265　◇松戸駅から徒歩7分　◇創立／1991年（160人）　

◇崔 権能、金 敬子、大橋 康子　◇礼拝／11:00,13:00,

16:00　◇外国語／韓国語

松戸インターナショナルハウスチャーチ＝
関東ハウスチャーチネットワーク［OMF］

〒270-2253　松戸市日暮5-191 ビーンズ八柱502　Tel. 

047-383-2312 Fax.047-394-5858　◇JR新八柱駅から徒歩

5分［連絡先：Tel.047-385-1595］　◇創立／2004年　◇

スティーブ，ウィームス、市川 秀樹　◇礼拝／15:00　◇

外国語／英語(第3)　◇特色／国籍や教団を超え、英語と

日本語を交えながら聖書の学びや異文化交流をしていま

す。

【HP】http://www.kantoeastworship.net/hc/matsudo/

松戸教会［日基教団］

〒271-0092　松戸市松戸1394　Tel.047-367-0101 Fax. 

047-367-0251　◇JR松戸駅から徒歩5分　◇創立／1903

年（332人）　◇石井 錦一　◇礼拝／10:15　◇特色／｢子

どもの教会｣おとなの礼拝も子どもと共に礼拝しています。

保育園二つ、放課後児童クラブ二つも教会に参加。

【HP】http://www.matudo-church.org/

【E-Mail】ml@matudo-church.org

松戸キリストの教会［キリストの教会］

〒271-0065　松戸市南花島3-48-5　Tel.047-362-8858　

◇新京成電鉄上本郷駅から徒歩3分［連絡先：〒271-

0074　千葉県松戸市緑ケ丘1-178-2 Tel.047-367-6134］　

◇創立／1961年（20人）　◇田村 実　◇礼拝／10:30

松戸小金原教会［改革派］

〒270-0021　松戸市小金原7-21-11　Tel&Fax.047-342-

1576　◇JR北小金駅からバス15分「栗ヶ沢小学校」停、

徒歩5分　◇創立／1980年（80人）　◇関口 康　◇礼拝

／10:30

【HP】http://matsudo.reformed.jp/

【E-Mail】ysekiguchi@nifty.com

松戸聖パウロ教会［聖公会］

〒270-2251　松戸市金ヶ作214　Tel.047-387-1550 Fax. 

047-387-1629　◇新京成線常磐平駅　◇創立／1975年

（78人）　◇橋本 克也

松戸福音教会［同盟基督］

〒270-2242　松戸市仲井町2-116　Tel&Fax.047-363-

2682　◇上本郷駅から徒歩5分　◇創立／1952年（129

人）　◇斎藤 成美　◇礼拝／10:30

稔台教会［福音ルーテル］

〒270-2231　松戸市稔台7-1-2　Tel.047-362-4857 Fax. 

047-362-4566　◇新京成線みのり台駅から徒歩1分　◇創

立／1953年（100人）　◇栗原 茂　◇礼拝／10:30

【E-Mail】minoridai@nifty.com

年（42人）　◇山田 怜、藤村 和義、関根 泰代　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.ka1.koalanet.ne.jp/~goko-k1/

ジョイチャペル［単立／独立］

〒270-0035　松戸市新松戸南1-382　Tel&Fax.047-342-

8070　◇JR馬橋駅西口から徒歩10分　◇創立／2002年

（25人）　◇高木 輝夫、高木 順子、木村 勉、木村 純子、

ボーマン，ベアンテ、ボーマン，ルリ子　◇礼拝／

7:00,10:30　◇特色／幼児から高齢者までが喜んで集う、

愛と恵みに満ちた教会です。毎週昼食会あり。土曜日は

子供会もあります。

【E-Mail】joychapel@kfz.biglobe.ne.jp

新松戸幸谷教会［日基教団］

〒270-0034　松戸市新松戸2-169　Tel.047-345-1059 Fax. 

047-345-2735　◇JR新松戸駅から徒歩6分　◇創立／

1984年（101人）　◇吉田 好里　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.kit.hi-ho.ne.jp/ch1059/

新松戸伝道所［日基教団］

〒270-0034　松戸市新松戸6-305-1　Tel&Fax.047-343-

6308　◇JR新松戸駅から徒歩20分　◇創立／1980年（34

人）　◇津村 友昭、津村 悦子、津村 一志

新松戸福音自由教会［福音自由］

〒270-0034　松戸市新松戸6-152　Tel&Fax.047-344-

4807　◇JR新松戸駅から徒歩12分　◇創立／1982年（39

人）　◇谷下 信之　◇礼拝／10:30　◇特色／幼稚園に行

く前の子供達のために「親子であそぼ」を隔週の(火)に、(木)

には「草花を描く会」や「楽しく手編み」も。

【HP】http://park2.wakwak.com/~smefc/

新松戸リバイバルチャーチ［アッセンブリー］

〒270-0034　松戸市新松戸4-256-1　Tel.047-343-1565 

Fax.020-4668-7358　◇JR新松戸駅から徒歩4分　◇創立

／1973年（115人）　◇清沢 さちえ、清沢 光平、野中 美

幾子　◇礼拝／14:30　◇特色／若さと喜び溢れるゴスペ

ル集会、スポーツを楽しむ会、子育てを楽しむ会など若

者が多い。礼拝は英語同時通訳あり。

【HP】http://www.src-jesus.com/

【E-Mail】src-jesus@church.email.ne.jp

ときわ平キリスト教会［JRL］

〒270-2261　松戸市常盤平6-4-9　Tel.047-388-5693 Fax. 

047-388-5838　◇新京成線五香駅から徒歩8分　◇創立

／1966年（30人）　◇南雲 行夫、南雲 洋子　◇礼拝／

10:20　◇特色／水曜日午前10時30分から聖書の学び、午

後7時30分祈祷会。土曜日午後7時30分賛美会。第1火曜日

上野公園伝道。

ハーベスト・クリスチャン・フェロシップ松
戸［エブリネイション］

〒271-0077　松戸市根本79 谷口ビル3F　Tel&Fax.047-

362-6100　◇JR松戸駅西口から徒歩5分　◇ヨー，モー

セ　◇礼拝／11:00,15:30,17:00

磐石ホライズンチャペル［ホライズン］

〒270-0017　松戸市幸谷194-6　Tel&Fax.047-345-

9696　◇JR新松戸駅から徒歩8分　◇創立／2007年　◇
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ます。悔い改めをポイントとして学びます。

フルゴスペル八街教会［JFGA］

〒289-1115　八街市八街ほ33-28　Tel.043-440-7227 

Fax.043-440-7228　◇JR八街駅から徒歩10分　◇金 大

源

八街栄光キリスト教会［ホーリネス］

〒289-1107　八街市八街は1-8　Tel&Fax.043-442-

1960　◇JR榎戸駅から徒歩25分　◇創立／1993年（8

人）　◇大前 信夫、桑原 裕弥　◇礼拝／10:30　◇外国

語／英語

八街伝道所［日基教団］

〒289-1115　八街市八街ほ373　Tel&Fax.043-444-

2061　◇JR八街駅から徒歩10分　◇創立／1954年（8

人）　◇片柳 貞實、長島 成幸

八街西伝道所［日基教団］

〒289-1142　八街市大関177-26　Tel&Fax.043-442-

3766　◇JR榎戸駅から徒歩15分　◇創立／2005年（11

人）　◇植西 光雄　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.yachimatanishi-church.jpn.org/

八街福音キリスト教会［センド国際］

〒289-1104　八街市文違65-115　Tel&Fax.043-443-7996 

Tel.043-443-8472 Fax.043-443-8472　◇JR八街駅から徒

歩25分　◇創立／2006年（9人）　◇角田 淳　◇礼拝／

10:00

八千代市 Yachiyo-shi

勝田台教会［日基教団］

〒276-0028　八千代市村上2090-114　Tel&Fax.047-483-

6114　◇京成本線勝田台駅から徒歩8分　◇創立／1984

年（46人）　◇田中 良一　◇礼拝／10:30

勝田台教会［改革派］

〒276-0028　八千代市村上4498-26　Tel&Fax.047-484-

7195　◇東葉高速線勝田台駅から徒歩2分　◇創立／

1978年（63人）　◇横田 隆　◇礼拝／10:30　◇特色／水

曜日午前10時30分から祈祷会。京成線勝田台駅からは徒

歩5分。

【E-Mail】katsutadai@lime.ocn.ne.jp

勝田台キリスト教会［ホーリネス］

〒276-0023　八千代市勝田台7-27-11　Tel.047-484-

5045　◇京成線勝田台駅から徒歩7分　◇創立／1971年

（127人）　◇中居 豊、中居 栄子　◇礼拝／10:00

高津キリスト教会［単立／独立］

〒276-0046　八千代市大和田新田94-77　Tel.047-450-

1536 Fax.047-473-3925　◇東葉高速鉄道八千代緑ヶ丘駅

から徒歩15分［連絡先：小林政和　〒274-0072　千葉県

船橋市三山2-40-18 Tel.047-473-3925］　◇創立／1996年

（20人）　◇小林 政和　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週土

曜日午後3時から祈祷会。

【HP】http://www.geocities.jp/gpnng725/

【E-Mail】mkobaya@kch.biglobe.ne.jp

南房総市 Minamibousou-shi

安房大貫キリスト教会［聖公会］

〒295-0013　南房総市千倉町大貫336　Tel.0470-44-

3989　◇JR千倉駅　◇創立／1895年（23人）　◇小林 裕

二

南三原聖ルカ教会［聖公会］

〒299-2712　南房総市和田町海発1527　Tel.0470-47-

2053　◇JR南三原駅　◇創立／1926年（6人）　◇鎌田 

雄輝

和田浦カルバリー・チャペル［カルバリーグルー

プ］

〒299-2702　南房総市和田町柴208　Tel&Fax.0470-47-

2680　◇JR和田浦駅　◇創立／2002年（5人）　◇釼持 

美枝子

茂原市 Mobara-shi

大網キリスト教会［ホーリネス］

〒299-4116　茂原市高田528-3　Tel&Fax.0475-34-

1678　◇JR永田駅から徒歩10分　◇創立／1999年（36

人）　◇安井 光、安井 直子　◇礼拝／10:30　◇特色／

教会学校は日曜日午前9時から。水曜日午前10時から祈祷

会。コンサートやバザーなども行っています。

【HP】http://www.jhc.or.jp/ooami/

【E-Mail】ooamich@ybb.ne.jp

茂原教会［日基教団］

〒297-0029　茂原市高師407-5　Tel&Fax.047-522-

2878　◇JR茂原駅東口から徒歩15分　◇創立／1950年

（16人）　◇木下 宣世、広川 恵美子

茂原キリスト教会［ホーリネス］

〒297-0035　茂原市下永吉355-2　Tel.0475-23-0823 Fax. 

0475-23-0837　◇JR茂原駅から徒歩23分　◇創立／1949

年（100人）　◇古川 信一、古川 江利子　◇礼拝／

10:30,18:00

茂原昇天教会［聖公会］

〒297-0026　茂原市茂原581　Tel&Fax.047-522-3074　

◇高田 眞

茂原バプテスト教会［バプ連盟］

〒297-0012　茂原市六ツ野3394-5　Tel&Fax.047-522-

8275　◇JR茂原駅からバス「市ヶ谷」停、徒歩10分　◇

創立／1999年（29人）　◇塩山 宗満

八街市 Yachimata-shi

シオンキリスト教会［JCM］

〒289-1114　八街市東吉田906-36　Tel.043-442-7441 

Fax.043-422-4730　◇JR八街駅　◇創立／2001年（10

人）　◇瀬尾 嘉一、水野谷 悦子、金 玉順　◇礼拝／

11:00　◇外国語／英語,韓国語　◇特色／私たちは終末

の時を迎え、ここの咎の解放ときよめを重要と考えており
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1960年（184人）　◇金附 正夫　◇礼拝／10:15

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~yachiyoc/

八千代福音キリスト教会［C&MA］

〒276-0031　八千代市八千代台北5-8-17　Tel&Fax.047-

486-6210　◇京成本線八千代台駅から徒歩7分　◇創立

／1990年（30人）　◇南谷 明　◇礼拝／10:30　◇外国

語／スペイン語(17:30)　◇特色／礼拝は英語への同時通

訳あり。火曜13時「セル・グループ」あり。

【HP】http://www.geocities.jp/yachiyo_church/

【E-Mail】yachiyo_church@yahoo.co.jp

ゆりのきキリスト教会［長老教会］

〒276-0042　八千代市ゆりのき台3-1-1-202　Tel&Fax. 

047-483-5630　◇東葉高速鉄道八千代中央駅前［連絡先：

小町 誠一　〒276-0042　千葉県八千代市ゆりのき台6-17-

2 フローラＣ203 Tel.090-6652-9541］　◇創立／2006年（9

人）　◇小町 誠一　◇礼拝／10:30　◇特色／千葉県八千

代市で、2006年4月より始められた新しい教会です。

【HP】http://yurinoki.church.jp

【E-Mail】yurinoki@church.jp

四街道市 Yotsukaidou-shi

イエス・キリスト・ファミリー教会［単立／独立］

〒284-0001　四街道市大日2106-13　Tel.043-304-1551 

Fax.043-304-1554　◇京成ユーカリが丘駅南口から車8

分　◇創立／2001年（72人）　◇大橋 由享　◇礼拝／

8:00,10:30　◇特色／子育て奮闘中のファミリー層が多い

教会です。プレイルーム、中庭もありますので、お子さま

とご一緒に！

【HP】http://nttbj.itp.ne.jp/0433041551/

【E-Mail】family@catv296.ne.jp

千葉ホライズンチャペル＝千葉ホライズン
［ホライズン］

〒284-0001　四街道市大日322-5 大日ビル2F　Tel&Fax. 

043-422-6977　◇JR四街道駅　◇創立／2005年　◇勝田 

直人　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日10：30聖書の学び

会、19：30祈祷会

【HP】http://www2.odn.ne.jp/chibahorizon

【E-Mail】chibahorizon@yahoo.co.jp

フルゴスペル四街道教会［JFGA］

〒284-0012　四街道市物井1267-8 もねの里3-116-1-1　

Tel&Fax.043-421-0018　◇織田 宏彦

めぐみの丘チャペル［JECA］

〒284-0044　四街道市和良比504-62　Tel&Fax.043-432-

9432　◇JR四街道駅南口より循環バス「和良比」停、徒

歩１分　◇創立／1977年（54人）　◇大塚 育彦　◇礼拝

／10:30,11:30　◇特色／幼児から中高生、青年、お年よ

りまでが集う、明るく楽しく、新しいことにチャレンジす

る教会です。

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/yotsukaido_christ_church/

【E-Mail】ycc@crux.ocn.ne.jp

四街道教会［日基教団］

〒284-0005　四街道市四街道1522-65　Tel&Fax.043-

千葉アンテオケ教会［同盟基督］

〒276-0004　八千代市島田台1002-20　Tel.047-488-

6703　◇北総線小室駅　◇増田 清世、朴 柱龍

ニューホープ千葉［NHJA］

〒276-0033　八千代市八千代台南1-3-10 CUBE9 1F　Tel 

&Fax.047-481-3786　◇京成八千代台駅から徒歩3分　◇

創立／1986年（50人）　◇角谷 静紀、角谷 奈穂美、津留 

聖弥　◇礼拝／11:00　◇外国語／英語　◇特色／賛美

にあふれた教会。心にしみるメッセージがあなたの心をい

やします。詳細はホームページで。

【HP】http://www.newhope-chiba.org/

【E-Mail】nhc@hyper.ocn.ne.jp

ファミリー教会ホープ・チャペル［単立／独立］

〒276-0032　八千代市八千代台東3-15-15　Tel.047-482-

3284(丸山宅)　◇京成八千代台駅から徒歩10分　◇創立

／1996年　◇大橋 由享　◇礼拝／14:00(第2･第4土曜)　

◇特色／小さな家の教会。アットホームな雰囲気で礼拝

をおささげしています。

緑が丘しおん教会［単立／独立］

〒276-0049　八千代市緑が丘2-31-2　Tel.047-459-8884

［連絡先：〒270-1344　千葉県印西市松崎517 Tel.0476-

46-0056］　◇創立／1998年（50人）　◇西村 信、西村 慶

子、西村 直、加藤 真実、西村 みな子　◇礼拝／10:30

八千代オンヌリキリスト教会［大韓イエス］

〒276-0045　八千代市大和田832-2　Tel&Fax.047-482-

1299　◇京成本線京成大和田駅から徒歩15分［連絡先：

権 寧煥　〒276-0043　千葉県八千代市萱田1607-5-2-207 

Tel.047-752-2500］　◇創立／2001年（70人）　◇権 寧煥、

小川 真　◇礼拝／10:20,14:30　◇外国語／韓国語

(14:30)　◇特色／・主日礼拝後QT分かち合い(全聖徒)。・

6:00早天礼拝(火〜土)、毎週金(11:00)執り成し祈り会。・

Hello Mom(おかあさんたち)聖書勉強会(毎週火11:00〜

14:30)。・水曜礼拝(11:00)後、聖書勉強会(12:30〜13:30)。

【HP】http://yachiyo.onnuri.jp/

【E-Mail】welcomeonnuri@yahoo.co.jp

八千代聖書教会［同盟基督］

〒276-0031　八千代市八千代台北12-10-13　Tel&Fax. 

047-485-8600　◇京成八千代台駅から徒歩13分　◇創立

／1984年（22人）　◇本多 守　◇礼拝／10:30　◇特色

／アットホームな、あたたかい交わりのある教会です。お

越しを心からお待ちしております。

【HP】http://www.geocities.jp/yachiyo_bible

八千代聖書バプテスト教会［JBBF］

〒276-0023　八千代市勝田台2-17-2-1Ｆ　Tel&Fax.047-

482-4910　◇京成本線勝田台駅から徒歩7分　◇創立／

1988年（12人）　◇白石 公章　◇礼拝／11:00　◇特色／

教会学校は日曜日午前10時から。水曜日午後8時から聖書

研究祈祷会。木曜日午前10時30分から婦人会。

【HP】http://www004.upp.so-net.ne.jp/ycybbc/

【E-Mail】ycybbc@jt6.so-net.ne.jp

八千代台教会［日基教団］

〒276-0032　八千代市八千代台東4-5-15　Tel&Fax.047-

484-3237　◇京成線八千代台駅から徒歩10分　◇創立／
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ホサナキリスト教会［福音教団］

〒270-1513　印旛郡栄町酒直1350　Tel&Fax.0476-85-

1701　◇JR安食駅からバス「酒直2丁目」停、徒歩3分　

◇創立／1989年（78人）　◇武石 功　◇礼拝／9:15,

10:00,10:45,14:00,16:00　◇外国語／英語、ポルトガル

語　◇特色／①水曜日10時50分、祈祷会。②土曜日9時30

分、奉仕。③火〜金曜9〜12時、連鎖祈祷。

香取郡 Katori-gun

神崎キリスト教会［ホーリネス］

〒289-0221　香取郡神崎町神崎本宿2396-32　Tel&Fax. 

0478-72-3883　◇JR神崎駅から徒歩25分　◇創立／1954

年（16人）　◇鈴木 英夫　◇礼拝／10:30

山武郡 Sanbu-gun

大網伝道所［日基教団］

〒299-3237　山武郡大網白里町仏島74　Tel&Fax.0475-

73-7773　◇JR大網駅から徒歩20分　◇創立／1956年（8

人）　◇高橋 政子

九十九里みぎわ伝道所＝九十九里みぎわ教
会［ウェスレアン］

〒283-0104　山武郡九十九里町片貝1633-1　Tel&Fax. 

0475-76-0336　◇JR東金駅からバス「ときがね片貝幼稚

園」停、徒歩5分　◇創立／1979年（6人）　◇小寺 隆、

小寺 みぎわ、小倉 昭男　◇礼拝／10:30　◇特色／九十

九里浜の中間に位置する教会です。徒歩10分で海に。夏

はぜひ！

【E-Mail】kujukuri-migiwa@honey.ocn.ne.jp

聖宣教会［単立／独立］

〒299-3211　山武郡大網白里町細草1339-3　Tel.0475-77-

3773　◇大網駅からバス「港屋前」停、徒歩10分　◇創

立／1988年（32人）　◇安藤 俊雄、安藤 いぬ　◇礼拝／

10:30

房総恵みバプテスト教会［単立／独立］

〒299-3263　山武郡大網白里町柳橋835-28　Tel.0475-73-

6005　◇JR福俵駅　◇高木 寿

【E-Mail】bosotakagi@ma.neweb.ne.jp

横芝キリスト教会［ホーリネス］

〒289-1738　山武郡横芝光町鳥喰上2023-3　Tel&Fax. 

0479-82-3439 Tel.0479-82-7067　◇JR横芝駅から徒歩20

分［連絡先：Tel.0479-82-7067］　◇創立／1955年（77人）　

◇宇都宮 賢一、宇都宮 洋子　◇礼拝／10:30　◇外国語

／英語

【E-Mail】yoko123@io.ocn.ne.jp

長生郡 Chousei-gun

一宮クリスチャン・チャーチ［単立／独立］

〒299-4301　長生郡一宮町一宮540-1　Tel&Fax.0475-42 

-8730 Tel.090-9303-4069 Fax.0475-42-1074　◇JR上総一

ノ宮駅から徒歩10分［連絡先：Tel.0475-42-3091］　◇創

423-1653　◇JR四街道駅から徒歩10分　◇創立／1985年

（81人）　◇長倉 望、神崎 典子　◇礼拝／10:30,18:00

【HP】http://yotsukaidou.church.jp/

安房郡 Awa-gun

保田教会［日基教団］

〒299-1903　安房郡鋸南町大帷子419　Tel&Fax.0470-

55-1270　◇JR保田駅から7分　◇創立／1947年（4人）

夷隅郡 Isumi-gun

御宿教会［キリスト合同］

〒299-5102　夷隅郡御宿町久保1800-28　Tel&Fax.0470-

68-3444　◇JR御宿駅から徒歩15分　◇創立／2000年（14

人）　◇大井 尚、穂波 安孝　◇礼拝／10:30　◇特色／

木曜日午後7時30分から8時30分まで祈祷会。

【HP】http://www.godo.or.jp/onjuku/

【E-Mail】onjuku@godo.or.jp

印旛郡 Inba-gun

安食教会［日基教団］

〒270-1521　印旛郡栄町和田278　Tel&Fax.0476-95-

4915　◇JR安食駅から徒歩25分　◇創立／1985年（34

人）　◇阿部 克男　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後

2時聖研祈祷会。第4日曜日礼拝後婦人会。月一回家庭礼拝。

インマヌエル安食キリスト教会［IGM］

〒270-1516　印旛郡栄町安食2135-62　Tel&Fax.0476-

95-8661　◇JR安食駅から徒歩15分　◇創立／1992年（83

人）　◇長谷 美代子　◇礼拝／9:00,10:30　◇特色／十字

架の愛のもとで憩い、主のみ前で互いに仕えあう教会であ

りたいと願っています。

【E-Mail】igm_ajki@ybb.ne.jp

酒々井キリスト教会［保守バプ］

〒285-0922　印旛郡酒々井町中央台1-17-2　Tel.050-

1047-5678 Fax.020-4666-2324　◇JR酒々井駅から徒歩10

分　◇創立／1978年　◇柳原 英範　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.jp/shisui/

【E-Mail】shisui@church.jp

酒々井聖書キリスト教会［単立／独立］

〒285-0923　印旛郡酒々井町東酒々井3-3-38　Tel&Fax. 

043-497-1500　◇JR酒々井駅から徒歩4分　◇創立／

1996年（22人）　◇趙 述培、金 点善　◇礼拝／10:50　

◇外国語／韓国語　◇特色／土曜祈祷会、早天祈祷会、

文化教室(バイオリン、韓国、パソコン聖書読む会、など)

【HP】http://shisuiseisyo.dousetsu.com

【E-Mail】shisuiseisyo@ybb.ne.jp

北総栄キリスト集会［単立／独立］

〒270-1514　印旛郡栄町酒直台2-21-5　Tel&Fax.0476-

95-8371　◇JR安食駅から徒歩20分　◇創立／1993年（9

人）　◇津野 和夫　◇礼拝／10:00
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立／1996年　◇花里 守二　◇礼拝／10:15

長生教会［日基教団］

〒299-4312　長生郡一宮町宮原1148　Tel&Fax.0475-42-

6264　◇JR上総一ノ宮駅から徒歩15分　◇創立／1949年

（35人）　◇中西 碧　◇礼拝／10:10　◇特色／聖書研究・

祈祷会は第2・4水曜日午前10時。
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東京都──地域の宣教資料

　宣教人国記：わが国の最初のプロテスタント信徒の

多くは、没落した武士の家に生まれている。植村正久

（1858〜1925）は旗本の長男として江戸に生まれるが、

大政奉還にともない没落し、横浜で宣教師バラの導き

で入信。日本基督公会に始まり日本基督一致教会、日

本基督教会へと発展する中で指導的役割を果たした。

日本基督教会最初の牧師の小川義綏（1831〜1912）は、

1865年に宣教師タムソンの日本語教師となり、旧約聖

書の和訳を手伝ううちに入信。1872年（明治5）、横浜

居留地にわが国最初のプロテスタント教会、日本基督

公会（現在の横浜海岸教会）を設立。高崎藩士の長男

として江戸に生まれた内村鑑三（1861〜1930）は、札

幌農学校時代にクラーク博士の残した「イエスを信じ

る者の契約」に署名し、メソジスト教会の宣教師ハリ

スより受洗。後に渡米しアーマスト大学のシーリー総

長の感化で回心。日本に帰国後は無教会主義を主張し

独立伝道者、思想家として日本の教育文化、芸術はじ

め多くの方面に深い影響を与えた。日本の女子教育の

草分けとなった津田梅子（1864〜1929）は、1871年（明

治4）に最年少の女子留学生として渡米しオールド・

スウィズ教会で受洗。帰国後は女子英学塾（津田塾大

学）を創設した。日本社会党の創立にかかわった河上

丈太郎（1889〜1965）は、「十字架委員長」と呼ばれ

るクリスチャン政治家として、明確なあかしの足跡を

残した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【西東京市】田無市・保谷市。

 関 東 地 方 東 京 都

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

東 京 都 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   T o k y o 　

(有)アイワ商事
［不動産業・コンサル業務］〒206-0803　東京都稲城市向

陽台4-3-2 ビューステージ 201　Tel.042-378-5533 Fax. 

042-378-5599　◇京王相模原線稲城駅　◇創立／1989

年　◇代表取締役／綾野 茂、綾野 陽子　◇特色／不動

産の活用(売買・管理・相続等)することで神と教会とクリ

スチャンに奉仕いたします。相談は無料です。

【E-Mail】aiwa-1@s2.dione.ne.jp

(株)アサフ
［クリエイティブ事業、ミュージックプロモーション事業］

〒158-0096　東京都世田谷区玉川台2-31-12 大塚ビル

205　Tel.03-6802-5356 Fax.03-6802-5357　◇東急田園都

市線用賀駅から徒歩6分　◇創立／2007年　◇代表／伊

藤 治哉、専務取締役／伊藤 真嗣、専属契約アーティスト

／鶴木 みぎわ　◇特色／教会案内、集会案内、トラクト

など格安デザイン＆プリントパックで、日本の教会をサポ

ートします。

【HP】http://asaph.jp/

【E-Mail】office@asaph.jp

　お店・事業

(株)アークビレッジプラス
［コンピューターソフト開発・販売、映像ソフト企画・製作、

書籍の出版］〒156-0044　東京都世田谷区赤堤4-41-5　

3F　Tel.03-5300-0820 Fax.03-5300-0872　◇京王線下高

井戸駅から徒歩1分　◇創立／1995年　◇代表取締役／

堀井 卓　◇特色／ソフト開発、ホームページ作成、ビデ

オ撮影編集

【HP】http://www.arkvillage.com

【E-Mail】info@arkvillage.com

アールーイープロダクション
［ゴスペル音楽プロダクション］〒142-0064　東京都品川

区旗の台5-13-6-101　Tel.090-9697-3204 Fax.03-6423-

8433　◇東急池上線旗の台駅から徒歩3分　◇五十嵐 義

隆

【E-Mail】ikarashiiesudaisuki@hotmail.com
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浅間自動車部品(株)
［自動車部品、用品］〒105-0003　東京都港区西新橋2-4-

11　Tel.03-3501-0271 Fax.03-3501-8797　◇創立／1947

年　◇代表取締役／宮坂 雅夫

【HP】http://www.asamaap.co.jp/

【E-Mail】cr@asamaap.co.jp

(株)味工房
［業務用食品メーカー］〒182-0024　東京都調布市布田

1-44-3-502　Tel.042-487-1189 Fax.042-487-0814　◇京

王線調布駅から徒歩10分　◇代表取締役社長／三上 勝

久　◇特色／業務用食品メーカー。味工房はお客さまを

「尊いかけがえのないもの」と位置付け、心よりお仕えし

ています。

【HP】http://www.ajiko-bo.co.jp

東庵
［日本そば］〒136-0071　東京都江東区亀戸7-39-5-104　

Tel.03-3683-2888　◇JR亀戸駅から徒歩15分　◇取締役

社長／有村 太、有村 美砂子

アパート　ゴスペルガーデン
［アパート］〒123-0862　東京都足立区皿沼1-2-5　Tel&

Fax.03-3897-5316　◇JR日暮里駅からモノレール谷在家

駅から徒歩3分　◇代表／田辺 誠一

アベ建築ｗｅｂ
［ホームページ制作］〒140-0015　東京都品川区西大井

1-1-2-206 Ｊタワー西大井イーストタワー　Tel.03-6429-

9953 Fax.03-6429-9959　◇JR西大井駅から徒歩1分　◇

創立／2006年　◇代表／阿部 義広　◇特色／自分で更

新できるシステムが入っている安価なホームページを提

供しています。好きな時に自由に更新可能です。

【HP】http://www.it-b.jp/

イーテウォン
［ブティック］〒203-0013　東京都東久留米市新川町1-4-

18 わかさとビル2Ｆ　Tel&Fax.042-475-0049　◇創立／

1990年　◇代表／中村 良子

右近サービス社
［便利屋］〒156-0043　東京都世田谷区松原1-40-4　

Tel.03-3328-2240 Fax.03-3322-7488　◇京王線明大前駅

から徒歩2分　◇代表／右近 勝吉　◇特色／元祖 便利屋。

エクレシア カフェ
［ギャラリー喫茶］〒107-0052　東京都港区赤坂6-6-5 赤

坂ロイヤルビル2F　Tel.03-3584-1161　◇地下鉄千代田

線赤坂駅から徒歩3分　◇創立／2008年　◇代表／福吉 

克史、店長／高橋 奈都子

【HP】http://blog.ecclesiacafe.com/

【E-Mail】info@ecclesiacafe.com

エスティムジャポン(株)
［化粧品、健康サプリメント］〒104-0061　東京都中央区

銀座4-5-1　Tel.03-3567-1655 Fax.03-3567-1656　◇地下

鉄銀座駅から徒歩2分　◇創立／2007年　◇片桐 正慧

【E-Mail】info@estime.jp

MAG
［コンサート集会等の音響、教会音響プランニング］　［(有)

エムエージー］〒123-0864　東京都足立区鹿浜3-7-12　

Tel.03-3897-8385 Fax.03-3899-4564　◇JR王子駅から車

10分　◇創立／1993年　◇代表取締役／鈴木 幹夫、サ

ウンド事業部チーフ／冨田 綾子、サウンド事業部／海村 

豪介、経理／鈴木 直実

【HP】http://mag-music.net/

【E-Mail】office@mag-music.net

大見精密(株)
［精密機器］〒193-0816　東京都八王子市大楽寺町322　

Tel&Fax.042-623-0958　◇JR八王子駅から車20分　◇創

立／1967年　◇代表取締役社長／大見 鎖久也

(有)カリス
［保険代理業］〒135-0052　東京都江東区潮見2-10-10 日

本カトリック会館７F　Tel.03-5632-4449　◇JR潮見駅か

ら徒歩5分　◇創立／1986年

【HP】http://www.calis.co.jp/

【E-Mail】info@calis.co.jp

KICK BACK CAFÉ
［カフェ］〒182-0003　東京都調布市若葉町2-11-1 パーク

スクエア武蔵野1F　Tel.03-5384-1577 Fax.03-5384-

1095　◇京王線仙川駅から徒歩5分　◇創立／1997年　

◇代表／石井 希尚　◇特色／カフェ、ライブハウス、カ

ウンセリング、ウェディングと、複合的価値を創造する新

しい空間を提供している。

【HP】http://www.kickbackcafe.jp/

【E-Mail】info@kickbackcafe.jp

キャリアインキュベーション(株)
［エグゼクティブ サーチ ファーム］〒106-0032　東京都

港区六本木1-7-27 全特ビル3F　Tel.03-5545-8530　◇創

立／2000年　◇代表取締役社長／荒井 裕之

【HP】http://www.careerinq.com/

【E-Mail】arai@careerinq.com

(株)教文館
［書籍・用品販売、出版］〒104-0061　東京都中央区銀座

4-5-1　Tel.03-3561-8448 Fax.03-3563-1288　◇地下鉄丸

の内線銀座駅から徒歩1分　◇創立／1885年

【HP】http://www.kyobunkwan.co.jp/

【E-Mail】xbooks@kyobunkwan.co.jp

(株)クニミツ
［音響映像設備工事、OA機器、オフィス家具・事務用品

全国通販］〒145-0066　東京都大田区南雪谷2-12-10 クニ

ミツビル4F　Tel.03-3726-4101 Fax.03-3728-9733　◇東

急池上線雪谷大塚駅から徒歩1分　◇創立／1938年　◇

代表取締役／橋本 勝　◇特色／メッセージを語る立場、

聴く立場で、音響、映像システムのご提案をさせて頂きま

す。全国出張可。

【E-Mail】info@kunimitsu.jp

クラウンゴルフ
［ゴルフ用品輸入・ゴルフクラブ販売・修理］　［(株)富士

ゴルフ］〒110-0005　東京都台東区上野5-20-6　Tel.03-

3831-1035 Fax.03-3831-5699　◇JR御徒町駅から徒歩0
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分　◇創立／1959年　◇社長／北村 雄二、店長／野々

川 康弘　◇特色／ゴルフは老若男女を問わず楽しめるス

ポーツです。ゴルフで運動し、神の宮である体の健康を

保ちましょう。

【E-Mail】crowngolf@hkg.odn.ne.jp

グリーンボックス
［草花販売］〒142-0041　東京都品川区戸越2-1-20　Tel.

03-3783-6347 Fax.03-3783-6379　◇都営浅草線戸越駅か

ら徒歩3分　◇創立／1977年　◇代表取締役社長／小林 

隆裕

【HP】http://www.kusabana.com/

【E-Mail】greenbox@kusabana.com

(株)クリスタル・ワールド東京営業所
［鉱物・化石・原石・アクセサリー輸入販売］〒141-

0031　東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビルB104　

Tel.03-5435-8766 Fax.03-5435-8767　◇JR五反田駅から

徒歩7分　◇特色／世界のめずらしい鉱物・日本産鉱物・

化石・原石アクセサリー等多種多様に集め販売しています。

【HP】http://www.crystalworld.jp/

【E-Mail】crystlwd@kyoto-sanjo.or.jp

グレイス・ハウス
〒169-0075　東京都新宿区高田馬場4-32-6　Tel.03-5331-

3351 Fax.03-5331-3350　◇金山 梨花

恵安(株)
［コンピュータ関連の開発・販売］〒170-0013　東京都豊

島区東池袋2-18-7　Tel.03-3980-6425 Fax.03-3980-

8419　◇JR大塚駅南口から徒歩3分　◇創立／1991年　

◇代表取締役社長／黄 安信

【HP】http://www.keian.co.jp/

K's Café
［カフェ・スウィーツ、英会話］〒155-0031　東京都世田

谷区北沢2-25-18 佐野ビル2F　Tel.03-5454-0047　◇小

田急小田原線下北沢駅北口から１分

(株)工房スタンリーズ［スタンリーズ］

［家具製造販売］〒153-0063　東京都目黒区目黒4-10-6　

Tel.03-3760-7167 Fax.03-3760-7168　◇創立／1994年　

◇代表取締役／藤元 恒夫　◇特色／職人が一台一台丁

寧に仕上げるカスタムメイドソファー・チェアーの専門店。

オリジナルデザインの至福のソファー。

【HP】http://www.stanleys.co.jp/

【E-Mail】info@stanleys.co.jp

(株)国際ツーリスト
［旅行代理業］〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-7-1 松

岡セントラルビル9Ｆ　Tel.03-5323-3561 Fax.03-5323-

3590　◇中村 政男

(株)国際文化センター［KBC］

［教会用品、英語教室、葬儀司式］〒176-0014　東京都練

馬区豊玉南3-29-19　Tel&Fax.03-3993-4323　◇西武新

宿線野方駅から徒歩14分　◇創立／1977年　◇代表取締

役社長／倉形 彰、取締役副社長／倉形 眞弓　◇特色／

ガウン、燭台、説教台と聖餐台掛けが安くて丈夫です。

楽しい家族的親子と社会人の英会話教室、感動の告別式

【E-Mail】benjamin@ce.mbn.or.jp

(株)コスメランド
［化粧品製造販売・健康食品輸入販売］〒150-0022　東京

都渋谷区恵比寿南1-11-12　Tel.03-5721-0075 Fax.03-

5721-0215　◇JR恵比寿駅から徒歩5分　◇創立／1957

年　◇代表取締役／坂本 仁美、取締役会長／坂本 恵一

郎　◇特色／100年の伝統をもつドイツレホルム製品が充

実。天然自然成分のみを配合した安全で効果的な製品です。

【HP】http://eyehorn.jp/

羔製薬(株)
［製薬会社］〒161-0031　東京都新宿区西落合1-7-4　

Tel.03-3951-0141　◇代表取締役／太田 幸愛

ゴフェル住設(有)
［水まわりトラブル解消］　［ゴフェル住設(有)］〒182-

0035　東京都調布市上石原3-35-74　Tel.042-490-6547 

Fax.042-480-0051　◇京王線西調布駅　◇創立／2000

年　◇代表取締役／井上 倫太郎　◇特色／台所、トイレ、

排水のつまり、水漏れ修理。東京都指定工事店。早期対応！

東京、多摩地区対応。

【HP】http://www.goferu.com/

【E-Mail】rinsun@goferu.com

THE SUNS 神田店
［アパレル・スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］

〒101-0052　東京都千代田区神田小川町2-5-17　Tel.03-

5282-3911　◇代表取締役会長／金山 良雄　◇特色／大

人の余暇をプロデュースするショップ。

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

(株)サロン特機
［業務用機材、電化製品の通信販売］〒141-0022　東京

都品川区東五反田1-7-11 アイオス五反田アネックスビル

4F　Tel.03-5448-9951 Fax.03-5448-9952　◇創立／1984

年　◇代表取締役社長／水野 陽介　◇特色／業務用撮

影機材や教会のビデオシステムその他家電何でもお問い

合わせ下さい。全国どこでもお届けします。

【HP】http://www.salontokki.com/

【E-Mail】info@salontokki.com

(株)ジーザス・コミュニケーションズ［ジーザ

スコム］

［インターネット、グラフィックデザイン］〒170-6001　

東京都豊島区東池袋サンシャイン60-1階 MBE412　Tel. 

090-9303-1911　◇西武池袋線南口から徒歩6分　◇創立

／1994年　◇社長／有田 睦美、スタッフ／パク ジェヒュ

ン　◇特色／キリスト教企業、一般企業のウェブサイト制

作、コンサルティング、システム開発、デザイン制作を行

う。

【HP】http://jesuscom.net/

【E-Mail】matthew-4-christ@jesuscom.net.net

JESUS　SCHOOL
［チャーチスクール］　［LTLキリスト教会］〒194-0041　

東京都町田市玉川学園2-5-2　Tel&Fax.050-5532-5462 

Tel.080-3081-9705　◇小田急線玉川学園前駅から徒歩5

分　◇創立／2001年　◇校長／朝生 能雄　◇特色／信

仰的な学びと英語に重点におきます。科学は創造論を基
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礎として教えます。心の癒しのプログラムもあります。

【HP】http://www.geocities.jp/lovethelordchristchurch/school/

school.htm

【E-Mail】yoshioaso@yahoo.co.jp

シオントラベル
［聖地旅行、海外教会訪問ツアー、国内バス旅行］　［(株)

シオン］〒116-0013　東京都荒川区西日暮里5-30-6 東宝

第2ビル3F　Tel.03-5811-5253 Fax.03-5811-5254　◇JR

西日暮里駅から徒歩3分　◇創立／1999年　◇代表／小

原 一剛　◇特色／聖地旅行、海外教会訪問、文学芸術等、

伝道を目的としたテーマのあるオリジナル旅行のお手伝い

をいたします。

【HP】http://www.zionryokou.com/

【E-Mail】info@zionryokou.com

(有)シモン
［韓国料理］〒106-0045　東京都港区麻布十番1-5-5　Tel

&Fax.03-3470-5889　◇大江戸線麻布十番駅から徒歩3

分　◇創立／1996年　◇代表／永井 茂伸

(株)ジャコアンドワールド・Grace Tour
［旅行業］〒171-0021　東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋ト

ーセイビル8F　Tel.03-5911-1169 Fax.03-5911-1168　◇

JR池袋駅西口から徒歩1分　◇創立／1991年　◇代表取

締役／大木 信一、旅行部マネージャー長／鈴木 正巳　

◇特色／一般的な韓国旅行の他、Grace Tourを新設。ク

リスチャン専門の旅行手配を行っております。

【HP】http://grace.jakotour.co.jp/

【E-Mail】suzuki@jakotour.co.jp

(有)十全堂
［小卸業］〒105-0004　東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋

ビル1F　Tel.03-3501-2903　◇JR新橋駅から徒歩1分　◇

代表取締役社長／山口 貞夫

(株)翔栄クリエイト
［オフィスデザイン、OA機器販売］〒106-0044　東京都

港区東麻布1-26-2　Tel.03-6230-2211 Fax.03-6230-

2212　◇地下鉄大江戸線赤羽橋駅から徒歩1分　◇創立

／1997年　◇代表取締役／宇佐神 慎

【HP】http://www.syouei.net/

新星商事(株)
［理化学機器販売業］〒193-0942　東京都八王子市椚田

町1214-1-1004　Tel&Fax.042-663-2594　◇JR高尾駅か

ら車10分　◇創立／1990年　◇代表取締役／津田 敬久

(株)スリースカンパニー
［コンピュータ関連］〒150-0031　東京都渋谷区桜丘町14-

10-7F　Tel.03-3770-7600 Fax.03-3770-7784　◇JR渋谷

駅から徒歩4分　◇創立／1986年　◇代表取締役／金子 

哲也

【HP】http://www.threes.co.jp/

【E-Mail】info@threes.co.jp

潺画廊(センガロウ)
［画廊］〒158-0081　東京都世田谷区深沢6-4-12　Tel.03-

3703-6255 Fax.03-5706-2770　◇東急新玉川線駒沢大学

駅から徒歩10分　◇創立／1980年　◇代表／郷倉 伸人

【HP】http://www.sengarou.co.jp

ソウル家
［韓国家庭料理］〒169-0075　東京都新宿区高田馬場1-21-

5　Tel.03-5285-0467　◇代表／高 英愛

(株)第一物産
［製造業･卸］〒110-0015　東京都台東区東上野2-15-5　

Tel.03-3837-1913 Fax.03-3836-2694　◇JR上野駅から徒

歩3分　◇創立／1958年　◇代表取締役／黄 恵蘭

【HP】http://d1b.jp/

【E-Mail】info-hp@d1b.jp

中央木材家具(株)
［注文家具販売・修理］〒174-0056　東京都板橋区志村

2-27-17　Tel&Fax.03-3969-8229 Tel.03-3969-8228　◇地

下鉄都営6号線志村坂上駅から徒歩5分　◇代表取締役社

長／小林 三夫

DEAR LAUREL 表参道店
［アパレル・スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前4-19-6 ウエストイース

トビル1-E　Tel.03-5775-5508　◇代表取締役会長／金山 

良雄　◇特色／カリフォルニアスタイルのセレクトショッ

プ。

【HP】http://blog.livedoor.jp/dearlaurel1001/

(有)ティー・エム・シー
［コンピュータ製作販売、Webページ制作、Webアプリケ

ーション制作］　［(有)ティー・エム・シー］〒110-0016　

東京都台東区台東1-37-9 アーバンエッジビル6F　Tel.03-

3832-2325 Fax.03-3832-2587　◇JR秋葉原駅から徒歩10

分　◇創立／1995年　◇代表／津田 仁

【E-Mail】info@tmc-japan.co.jp

Ｄ．Ｃ．Ｆサービス
［ハウスケア］〒183-0011　東京都府中市白糸台4-33-2　

Tel&Fax.042-365-8795　◇京王電鉄武蔵野台駅から徒歩

7分　◇創立／1984年　◇代表／宇佐美 裕

(株)デザイン社東京支店
［グラフィックデザイン・スクリーン印刷］〒169-0074　

東京都新宿区北新宿3-28-7　Tel.03-3361-0009　◇長池 

清隆

(株)トラベルプラン
［旅行代理店］〒104-0031　東京都中央区京橋2-8-5 京橋

富士ビルB1　Tel.03-3561-5050 Fax.03-3561-5051［連絡

先：Tel.090-6528-1087］　◇地下鉄銀座線京橋駅から徒歩

3分　◇創立／1970年　◇社長／八田 稔

【HP】http://www.travelplan.co.jp/

【E-Mail】info@travelplan.co.jp

(株)トラベルメロディ
［旅行代理店］〒169-0073　東京都新宿区百人町2-20-1 

大野屋ビル2F　Tel.03-3362-3949 Fax.03-3362-6900　◇

JR大久保駅北口から徒歩3分　◇創立／1997年　◇代表

取締役／長谷川 惠

【HP】http://travelmelody.co.jp/

【E-Mail】info@travelmelody.co.jp
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９９＋立川
［レンタルスペース］　［(株)９９点］〒190-0023　東京都

立川市柴崎町3-9-18　Tel.042-553-0099 Fax.042-522-

9980　◇JR立川駅南口から徒歩5分　◇創立／2004年　

◇代表取締役社長／黒木 中　◇特色／賛美集会･プレイ

ズダンス・聖餐式風茶会等のためのレンタルスペース。

電話は昼間のみ。

【HP】http://99plus.jp

(株)ナオミ
［教会用品・アカデミックコスチューム］〒104-0061　東

京都中央区銀座4-5-1 聖書館4F　Tel.03-3561-0256 

Fax.03-3561-1522　◇地下鉄銀座駅から徒歩3分　◇創立

／1948年　◇代表取締役／奥野 恵子

【HP】http://www.gown-naomi.co.jp

ナザレン女子学生会館
［女子学生マンション］〒154-0024　東京都世田谷区三軒

茶屋2-19-15　Tel&Fax.03-3795-3390　◇田園都市線三軒

茶屋駅から徒歩3分　◇創立／1989年　◇理事長・館長

／日下部 繁　◇特色／駅からはずっと明るい道路を通り

ますので、夜道の心配はありません。全38室。

ナザレンハイツ三軒茶屋
［マンション］〒154-0024　東京都世田谷区三軒茶屋2-19-

15　Tel&Fax.03-3795-3390　◇田園都市線三軒茶屋駅か

ら徒歩3分　◇創立／1989年　◇理事長／日下部 繁　◇

特色／全28室。

にこまるツアー・Acts企画［にこまるツアー］

［旅行業］　［(株)HMC］〒110-0016　東京都台東区台東

4-30-8 宮地ビル本館7F　Tel.03-5812-7080 Fax.03-5812-

7085　◇JR御徒町から徒歩3分　◇創立／2007年　◇代

表取締役／船原 大作、企画部マネージャー兼チャプレン

／竹下 力、総合旅行業取扱管理者／笹岡 真奈美　◇特

色／イスラエル聖地旅行の他、航空券、ツアー、バス手

配します。お客様の「笑顔」を求めてがんばります。

【HP】http://www.nikomaru.jp/

【E-Mail】tour@nikomaru.jp

ハンダトレーディング(株)
［リース業］〒157-0066　東京都世田谷区成城6-15-14 緑

蔭館3F　Tel.03-3484-1777 Fax.03-3484-3377　◇小田急

線成城学園前駅から徒歩3分　◇創立／1975年　◇代表

／半田 秀夫

【HP】http://www.coinlaundry.co.jp

【E-Mail】info@coinlaundry.co.jp

BLA AUKメディア［AUKメディア］

［映像・ビデオ作品オンライン見本市］　［(株)BLA AUKメ

ディア事業部］〒150-0001　東京都渋谷区神宮前4-1-24 

オフィスイワタ第一2F　Tel.03-4360-5398　◇地下鉄千

代田線・銀座線・半蔵門線表参道駅A2出口から徒歩5

分　◇創立／2008年　◇統括マネージャー／木下 真美、

プレジデント／木下 和好、バイスプレジデント／木下 恵

美子　◇特色／オンライン上の映像等の作品国際見本市

「AUKメディア」を主催！。各メディア会社が新商品等を

紹介できる場を提供しています。

【HP】http://www.auk-media.com/jp/

【E-Mail】info@auk-media.com

ピース プロダクト
〒142-0064　東京都品川区旗の台5-13-6-101　Tel.090-

9697-3204 Fax.03-3431-8878　◇東急池上線旗の台駅か

ら徒歩3分　◇五十嵐 義隆

【E-Mail】peace-product@hotmail.co.jp

日高 恵理子
［ピアノ調律］〒189-0024　東京都東村山市　Tel&Fax.

042-316-5168 Tel.090-1791-1723　◇代表／日高 恵理

子　◇特色／ピアノには定期的な調律・メンテナンスが

必要です。修理のお見積り等、ご相談に応じます。

【E-Mail】gracenote@rio.odn.ne.jp

(有)ビッグ・ワンα
［保険代理店］〒151-0051　東京都渋谷区千駄ケ谷5-16-

16-302　Tel.0120-866-413 Fax.0120-866-414　◇JR代々

木駅から徒歩5分　◇創立／1999年　◇取締役／小林 淳

一、取締役／佐藤 達哉　◇特色／皆様のリスクをプロの

目で診断し、「いざっ」という時に無駄のない『保険設計』

をお手伝いします。

【HP】http://www.bigone-gp.com

【E-Mail】bigone-a@bigone-gp.com

(株)日の出電機
［家電製品小売］〒154-0004　東京都世田谷区太子堂3-14-

3　Tel.03-3419-2458 Fax.03-3418-1973　◇東急新玉川線

三軒茶屋駅から徒歩5分　◇専務取締役／山崎 洋一

【E-Mail】yayoo@livedoor.com

プリスキラ・アーツ
［プロモーター(コンサート制作)］〒105-0001　東京都中

央区銀座5-6-2 銀座七宝ビル3F　Tel.03-3571-0955 

Fax.03-3571-0995　◇地下鉄銀座駅A1から徒歩30秒　◇

創立／1987年　◇代表／西田 晥佑　◇特色／クラッシッ

クやゴスペルはじめ民俗音楽などのチャペルコンサートを

企画・制作いたします。

文悠神楽坂店
［新刊書店］〒162-0825　東京都新宿区神楽坂6-8　Tel.

03-3268-5858 Fax.03-3268-5874　◇地下鉄神楽坂駅から

徒歩2分　◇創立／1949年　◇会長／橘 雅茂、社長／橘 

陽司

(株)松村テクノロジー
［リモコンロック、セキュリティ機器、紙幣貨幣識別機器

など製造･販売］〒111-0052　東京都台東区柳橋2-18-4　

Tel.03-5825-6511 Fax.03-5825-6262　◇地下鉄浅草駅A6

口から徒歩5分　◇創立／2003年　◇代表／松村 喜秀

【HP】http://www.matsumura-tech.com/

ムラサキスポーツ アリオ亀有店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒125-

0061　東京都葛飾区亀有3-49-3 アリオ亀有アリオモール 

3F　Tel.03-5629-2340　◇代表取締役会長／金山 良雄

ムラサキスポーツ 池袋パルコ店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒171-

0022　東京都豊島区南池袋1-82-2 池袋パルコ6F　Tel. 

03-5953-6062　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/
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ムラサキスポーツ 上野店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒110-

0005　東京都台東区上野4-7-2　Tel.03-3832-0078 Fax. 

03-3839-2794　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 神田店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒101-

0052　東京都千代田区神田小川町2-4-8　Tel.03-3295-

7676 Fax.03-3295-7677　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 渋谷スペイン坂店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒150-

0042　東京都渋谷区宇田川町13-8 千歳会館1F　Tel.03-

3770-4140 Fax.03-3770-5320　◇代表取締役会長／金山 

良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 聖蹟桜ヶ丘店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒206-

0011　東京都多摩市関戸1-10-1 京王聖蹟桜ヶ丘SC-B館

5F　Tel.042-337-2460 Fax.042-371-6605　◇代表取締役

会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 八王子店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒192-

0082　東京都八王子市東町12-2　Tel.042-645-1059 Fax. 

042-645-5536　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 原宿店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒150-

0001　東京都渋谷区神宮前1-7-2　Tel.03-3479-5571 Fax. 

03-3479-6826　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ ボーダーズファクト
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒150-

0001　東京都渋谷区神宮前3-22-9　Tel.03-3405-1251 

Fax.03-3405-1255　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

(株)ムラサキスポーツ 本社［ムラスポ］

［スポーツ用品販売］〒110-0005　東京都台東区上野7-14-

5　Tel.03-3842-3361 Fax.03-3842-3427　◇JR上野駅か

ら徒歩5分　◇創立／1973年　◇代表取締役会長／金山 

良雄、代表取締役社長／金山 元一　◇特色／LOVE 

AND PEACE ON THE EARTH

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 本店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒110-

0005　東京都台東区上野4-6-10　Tel.03-3831-1868 Fax. 

03-3831-0097　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 町田店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒194-

0013　東京都町田市原町田6-8-1 109　ＭＡＣＨＩＤＡ　4

Ｆ　Tel.042-739-6023　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ ダイヤモンドシティ武蔵
村山店

［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒208-

0022　東京都武蔵村山市榎1-1-3 ダイヤモンドシティ・ミュ

ー 3F　Tel.042-590-2791　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

(株)メディアテラス
［パソコン出張サポート］〒180-0001　東京都武蔵野市吉

祥寺北町1-5-14　Tel.0422-70-3705 Fax.03-3920-5684　

◇JR吉祥寺駅北口からバス「女子大入口」停　◇創立／

2003年　◇代表／杉本 徳久

【HP】http://www.mediaterrace.com/

矢花インテリアデザイン事務所
［インテリアデザイン］〒188-0002　東京都西東京市緑町

3-5-31　Tel.042-465-4197 Fax.042-468-5532　◇西武池

袋線ひばりヶ丘駅　◇代表／矢花 清一

預言CAFE
［喫茶店］〒162-0041　東京都新宿区早稲田鶴巻町521 完

生堂ビル１Ｆ　Tel.03-3205-0456　◇地下鉄東西線早稲田

駅から徒歩5分　◇代表／吉田 万代　◇特色／火〜金曜

日14:00-18:15営業です。

【HP】http://ciatk.exblog.jp/

芳根電気工事(株)
［電気工事］〒177-0054　東京都練馬区立野町1-26　Tel.

03-3928-1305 Fax.03-3928-9434　◇JR荻窪駅からバス

「立野堺」停　◇代表／芳根 忠

らー麺　楓
［飲食店］〒192-0045　東京都八王子市大和田町5-10-1　

Tel.042-646-6068　◇創立／2003年　◇店長／井ノ川 晴

樹

(株)リブフーズ
［食品販売］〒134-0013　東京都江戸川区江戸川6-19-1　

Tel.03-3689-5241 Fax.03-3689-5266　◇都営新宿線船堀

駅から車10分　◇創立／1991年　◇代表／本田 治幸

【E-Mail】libfoods@aurora.ocn.ne.jp

(株)ルーク19
［ポータルサイト］〒160-0023　東京都新宿区西新宿3-1-5 

新宿嘉泉ビル4F　Tel.03-5909-0190 Fax.03-3340-0190　

◇JR新宿駅南口から徒歩7分　◇創立／2004年　◇代表

取締役／渡辺 明日香　◇特色／企業が提供するサンプル

商品のポータルサイト「サンプル百貨店」を企画運営。

【HP】http://www.luke19.jp/

【E-Mail】info@3ple.jp

ルデヤ(株)
［損生保代理、経営コンサルタント］〒201-0003　東京都

狛江市和泉本町2-2-6　Tel.03-3488-7572 Fax.03-3488-

7607　◇小田急線狛江駅から徒歩10分　◇創立／1985

年　◇代表取締役／阿部 雅恵
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(株)レアリゼ
［人材開発・組織開発のコンサルティング事業］〒105-

0014　東京都港区芝2-2-15 芝2丁目ビル7F　Tel.03-5765-

2676 Fax.03-5442-1139　◇JR浜松町駅から徒歩7分　◇

創立／2001年　◇代表取締役社長／眞田 茂人　◇特色

／選択理論心理学をベースにした教育研修や組織変革プ

ログラムを提供し、組織課題解決をサポートします。

【HP】http://www.realiser.co.jp/

【E-Mail】info@realiser.co.jp

ワーク・ワークス(株)
［バッグ、アイディア用品］〒150-0047　東京都渋谷区神

山町8-2　Tel.03-5478-0195 Fax.03-5478-0635　◇小田急

小田原線代々木八幡駅から徒歩10分　◇代表／亀岡 紀代

子

【HP】http://www.workworks.co.jp/

【E-Mail】info@workworks.co.jp

　教育事業・カルチャー

アーク・アカデミー
［学習塾］〒156-0044　東京都世田谷区赤堤4-41-5 2F　

Tel.03-3321-1707 Fax.03-5300-0872　◇京王線下高井戸

駅から徒歩1分　◇創立／1989年　◇塾長／宮崎 聡　◇

特色／「ひとりひとりを大切に」ひとりひとりの生徒と向

き合い才能を最大限に引き出します(小中高・全教科対応)。

随時入学。

【HP】http://www.arkacademy.com

【E-Mail】info@arkacademy.com

アクツ英語教室
［英語教室］　［カルバリー・バプテスト教会］〒192-

0363　東京都八王子市別所2-11-9-101　Tel.042-674-

6657　◇京王線堀之内駅から徒歩3分　◇主宰／鴨田 

信　◇特色／バイリンガルの日本人講師が英会話を指導

します。英語で聖書を学びたい方はご相談ください。

【HP】http://actsenglishclass.schools.officelive.com

【E-Mail】user-friendly-english@live.jp

アレックス英会話
［英会話教室］　［(有)アルファ・アンド・アソシエイツ］〒

156-0044　東京都世田谷区赤堤4-41-5 アークビレッジ

1F　Tel.03-3323-2224 Fax.03-3324-2270　◇京王線下高

井戸駅から徒歩2分　◇創立／1999年　◇代表取締役／

中村 芳子　◇特色／2歳から大人まで。講師は全員アメ

リカ人。楽しく自然に身につく。月謝制だから安心。無料

のバイブルクラスあり。

【HP】http://www.al-pha.com/alex/

【E-Mail】alexe@al-pha.com

池上ルーテル英会話教室
［英会話］　［池上ルーテル教会］〒146-0082　東京都大田

区池上6-21-18　Tel.03-3751-6812　◇東急池上駅から徒

歩5分　◇責任教職／江本 真理、担当教職／山口 卓也　

◇特色／毎週木曜日に開講しております。見学は自由です。

直接開講日にお越しください。

【HP】http://www.church.ne.jp/ikegami/

上野の森空手クラブ(聖空会)
［空手教室］　［(宗)上野の森キリスト教会］〒110-0015　

東京都台東区東上野5-11-9 上野の森キリスト教会内　

Tel.03-3843-3130 Fax.03-3843-3145［連絡先：花元 浄

一　〒238-0313　神奈川県横須賀市武2-13-27 Tel.046-

857-4042］　◇JR上野駅入谷口から徒歩6分　◇創立／

2004年　◇首席師範／花元 浄一、指導員／堀切 富紀子、

指導員／重田 俊仁　◇特色／古流空手の身体操作によ

り、大会でも実績をあげ、何よりも人間形成及び礼と節、

愛を第一に尊重する会です。

エヴァグリーン英語学院
［語学学校］〒153-0052　東京都目黒区祐天寺1-21-18　

Tel.03-3713-4958　◇東急東横線祐天寺駅から徒歩5分　

◇創立／1949年

【HP】http://www.evergreen.gr.jp/

ガッズキングダム・クリスチャンスクール
［CSOGK］

［チャーチスクール］　［単立・東京バイブルチャーチ］〒

132-0031　東京都江戸川区松島3-40-4-2F　Tel&Fax.03-

3656-7859　◇JR新小岩駅南口から徒歩8分　◇創立／

2001年　◇校長／福田 広司、代表／福田 誠、牧師／嶺

川 源一　◇特色／聖書を土台として信仰・人格・学力の

成長を促し世界宣教のビジョンを与える教育

【HP】http://www.ne.jp/asahi/csogk/net/

【E-Mail】csogk@hotmail.com

グレイス・クリスチャン・インターナショナ
ル・スクール［GCIS］

［チャーチスクール］　［グレイス・クリスチャン・フェロ

ーシップ］〒198-0036　東京都青梅市河辺町7-5-8　

Tel.0428-30-1604 Fax.0428-30-1571　◇JR河辺駅から徒

歩10分　◇創立／2004年　◇校長／ウィルソン，ジョナ

サン、副校長／マックベイド，ベリンダ　◇特色／子供た

ちがキリスト教に基づいた教育を受けられるよう設立され

たインターナショナルスクールです。

【HP】http://gcisjapan.com

【E-Mail】info@gracejapan.com

恵友学園［KU］

［フリースクール］〒110-0015　東京都台東区東上野5-11-

9 上野奉英ビル1F　Tel.03-5246-6730 Fax.03-5246-

6740　◇JR上野駅入谷口から徒歩6分　◇創立／2002

年　◇理事長／金山 良雄、学園長／重田 稔仁　◇特色

／いじめ・不登校など、さまざまな悩みを抱える中高生の

ためのサポート校。ご見学･体験入学を受け付けています。

【HP】http://www.kugakuen.com/

【E-Mail】info@kugakuen.com

こどもセンター
［ナーサリー］〒164-0012　東京都中野区本町6-37-7　

Tel.03-3381-6443 Fax.03-3381-6460　◇代表／藤井 敬

朗　◇特色／幼稚園入園前の幼児へのキリスト教保育。

【E-Mail】ag_shinnakano@yahoo.co.jp

TAC日本語学舎
［語学学校］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-1 

OCC2F　Tel.03-5281-1968　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分
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東京インターナショナルクリスチャンスク
ール

［チャーチスクール］　［東京ゴスペルミッション ひばりが

丘バイブルチャーチ］〒202-0002　東京都保谷市ひばり

が丘北3-6-32　Tel.042-424-5740　◇西武池袋線ひばり

が丘駅から徒歩3分　◇久保江 努

日本語聖書学校
［聖書教育］　［(NPO)日本福祉会・よろこびのこえ］〒124-

0001　東京都葛飾区小菅1-30-5 東京愛宣キリスト教会

内　Tel.03-5650-2595 Fax.03-5650-2596　◇東武伊勢崎

線小菅駅から徒歩3分　◇創立／1998年　◇校長／南雲 

行夫、教務部長／一戸 満　◇特色／神の御言葉に堅く立

ち、神の栄光のために働く奉仕者を育成する。上野公園

での給食伝道など実践的訓練もする。

パックス音楽院　東京教室
［オルガン奏楽指導・講習］　［(株)パックスアーレン］〒

113-0033　東京都文京区本郷3-37-9 本郷中央教会内［連

絡先：(株)パックスアーレン　〒550-0002　大阪府大阪市

西区江戸堀1-25-31 Tel.06-6225-5950］　◇地下鉄丸ノ内

線本郷三丁目駅から徒歩7分　◇創立／1979年　◇院長

／松中 修身、講師／飯 靖子、講師／濱 裕子、講師／桜

谷 真理子　◇特色／オルガン初心者を育成することと、

教会における礼拝賛美に奉仕するオルガニストを養成す

ることを目的に設立。

【HP】http://www.paxallen.com/

【E-Mail】pax@paxallen.com

ボイストレーニング＆ゴスペル
東京都大田区下丸子 (詳しくはブログをご覧ください)　◇

東急多摩川線下丸子駅から徒歩8分　◇創立／2001年　

◇代表／齊藤 直江　◇特色／声出しの方法を具体的にお

教えします。専門はゴスペルですので、歌い方もご伝授し

ます。

【HP】http://blog.goo.ne.jp/naporing_ring/

【E-Mail】napo@agate.plala.or.jp

ボーイスカウト新宿18団
［(宗)日本基督教団戸山教会］〒162-0052　東京都新宿区

戸山2-7-2 戸山教会内　Tel&Fax.03-3203-6834　◇バス

「国立国際医療センター前」停、徒歩3分　◇創立／1971

年　◇育成会長／牧野 好伸　◇特色／教会付属のボーイ

スカウトのため、日曜日には朝9時より10時まで、礼拝に

参加してからスカウト活動をしている。

ホライズン・バイブル・カレッジ
［聖書学校］　［東京ホライズンチャペル町田］〒194-

0013　東京都町田市原町田4-19-5 東京ホライズンチャペ

ル内　Tel.042-721-6999　◇創立／2001年　◇校長／渡

部 伸夫　◇特色／みことばに学び、祈りと奉仕に専念し

ます。キリストの体なる教会を建て上げる人材育成を目指

します。

【HP】http://www.horizon-school.org/

【E-Mail】hbc@horizon-school.org

本郷学生センター
［学生センター］〒113-0033　東京都文京区本郷6-5-13　

Tel.03-3814-0767 Fax.03-3814-6845　◇地下鉄丸の内線

本郷三丁目駅から徒歩10分　◇創立／1956年　◇牧師／

安井 宣生、主事／アルブレクト，アーロン、主事／フォ

ーサイス，ポール　◇特色／英会話を通して人と人との

国際的な交流をはかり、こころの休息を提供する憩いの場

です。

【HP】http://www.h7.dion.ne.jp/~hongo/

【E-Mail】hongo@jelc.or.jp

マスタードシードアカデミー［MSA］

［最難関大学受験・社会人・大学生の特化スクール］　［(株)

マスタードシードアカデミー］〒162-0844　東京都新宿

区市谷八幡町14 市ヶ谷中央ビル8F　Tel.03-5261-5217 

Fax.03-5809-3980　◇JR ・地下鉄市ヶ谷駅　◇創立／

2005年　◇代表取締役社長／臼井 宏文、主任講師・取締

役／中澤 一、専任講師・チャプレン／シェン，イアン、

専任講師／齋藤 直哉　◇特色／最難関大学受験予備校。

中心となる講師が福音派のクリスチャンのキリスト教主義

学校！祈りで生徒を支えます。東京校・静岡校。

【HP】http://www.msaeigo.com

【E-Mail】i-office@mustardseedacademy.com

みくにナーサリー
［子育て支援］　［久我山キリスト教会］〒168-0082　東京

都杉並区久我山3-35-29 久我山キリスト教会　Tel&Fax. 

03-3334-9851　◇京王井の頭線久我山駅から徒歩1分　◇

創立／2003年　◇園長／本間 江偉子　◇特色／0歳から

3歳の子をお持ちのお母さん方の子育て支援をする母と子

の教室。毎週火曜・木曜。

【E-Mail】kugayama@h4.dion.ne.jp

ヨハン日本語学校
［日本語学校］　［(有)ヨハン日本語学校］〒169-0075　東

京都新宿区高田馬場4-41-1　Tel.03-3365-6171 Fax.03-

3365-6170　◇JR高田馬場駅戸山口から徒歩10分　◇理

事長／郭 東烈

【HP】http://yohanschool.com/

【E-Mail】yohanschool@hotmail.com

ヨハン早稲田キリスト教会韓国語教室
［韓国語教室］〒169-0074　東京都新宿区北新宿4-30-2　

Tel.03-5338-6411　◇JR東中野駅から徒歩5分　◇責任者

／李 秀永

　法律・経営相談

あさひリーガルパートナーズ行政書士事務
所　高木 誠司

［福祉法務コンサルタント・行政書士］　［(有)あさひリー

ガルパートナーズ］〒160-0023　東京都新宿区西新宿3-5-

3 西新宿ダイヤモンドパレス313　Tel.03-5339-8456 

Fax.03-5339-8457　◇JR新宿駅から徒歩9分　◇創立／

2000年　◇所長／高木 誠司　◇特色／介護事業の立ち

上げを中心とするコンサルタント、一般許認可、設立、相

続に注力しております。職員募集中。

【HP】http://www.asahi-fukushi.com/

【E-Mail】ok@takagi-office.com

阿部税務会計事務所
［行政書士・税理士］〒157-0067　東京都世田谷区喜多見

8-13-7-205　Tel.03-3417-5400 Fax.03-3417-5401　◇小
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田急線喜多見駅から徒歩3分　◇創立／1974年　◇所長・

税理士／阿部 聖津雄　◇特色／税務・会計・各種法人・

相続など承ります。お困りの際には、お気軽にご相談くだ

さい。

【E-Mail】abezcimu@mx1.alpha-web.ne.jp

井上社会保険労務士事務所
［社会保険労務士］〒179-0071　東京都練馬区旭町3-9-

10,A03　Tel&Fax.03-5997-2708　◇地下鉄有楽町線成増

駅から徒歩10分　◇代表／井上 英治

【E-Mail】sr.e_inoue@nifty.com

井野元事務所
［行政書士］〒106-0032　東京都港区六本木3-4-2 コープ

野村六本木1-105　Tel.03-3582-7482 Fax.03-3582-7510　

◇南北線六本木駅1丁目駅から徒歩3分　◇創立／1987

年　◇行政書士／井野元 一郎

【E-Mail】inomotogyosei@aol.com

宇佐神行政書士事務所
［行政書士］〒116-0002　東京都荒川区荒川1-51-14　

Tel.090-6547-6581 Fax.03-3805-3466　◇都電「荒川区役

所」停、徒歩3分　◇創立／2006年　◇所長／宇佐神 

進　◇特色／建設業許可等各種許認可、外国人在留資格

申請取次ぎ、相続業務を中心とした事務所です。宗教法

人の設立や宣教師の先生の在留資格等お気軽にご相談く

ださい。また、牧師先生のご紹介による相談は１件(１時

間以内・予約制)につき無料で承ります。

【HP】http://usamigyosei.com

【E-Mail】usami@usamigyosei.com

エクセル保険・小堀事務所
［(企業経営士会会員経営コンサルタント)損害保険代理

店］〒132-0035　東京都江戸川区平井4-9-2-1402　Tel.

03-3638ｰ6171 Fax.03-3636-4746　◇創立／1935年　◇

代表／小堀 芳裕

【HP】http://www.excel-ins-kobori.com/

【E-Mail】kobori@blue.ocn.ne.jp

風間会計事務所
［税務士業務］〒115-0042　東京都北区志茂2-1-16　

Tel.03-3598-0602 Fax.03-3598-0607　◇地下鉄南北線志

茂駅から徒歩1分　◇創立／1968年　◇代表社員／風間 

運征

【E-Mail】kazamakaikei@gol.com

岸本定雄税理士事務所
［税理士・経営コンサルタント・社会保険労務士］〒160-

0023　東京都新宿区西新宿7-19-22 新宿ダイカンプラザ

シティ704　Tel.03-3366-8687 Fax.03-3366-4443　◇JR

新宿駅西口から徒歩7分　◇創立／1984年　◇所長／岸

本 定雄　◇特色／税務・会計・経営、FP業務などが専門

です。お気軽にご相談下さい。

【E-Mail】skishi@coffee.ocn.ne.jp

銀座栄光法律事務所
［弁護士・税理士］〒104-0061　東京都中央区銀座8-12-

11 第2サンビル2F　Tel.03-3545-8624 Fax.03-3545-

8694　◇JR新橋駅から徒歩5分　◇所長／佐藤 正八

恵泉国際特許事務所
［特許法律事務所］〒102-0082　東京都千代田区一番町

22-1 一番町セントラルビル８階　Tel.03-3230-1244 Fax. 

03-3230-1245　◇地下鉄半蔵門線半蔵門駅から徒歩5分　

◇創立／1998年　◇弁理士／矢口 太郎、弁理士／佐々

木 義行　◇特色／米国にも支店を有する国際特許事務所

です。知的所有権に関してご質問のある方、遠慮なくどう

ぞ！

【HP】http://keisenassociates.com/japanese/

【E-Mail】keisen_tky@keisenassociates.com

行政書士 今悦子事務所
［行政書士］〒173-0014　東京都板橋区大山東町14-1-

402　Tel.03-3579-8646 Fax.03-3579-8647　◇東武東上

線大山駅から徒歩3分　◇所長／今 悦子

佐々木 満男
［弁護士］〒106-6038　東京都港区六本木1-6-1　泉ガー

デンタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所　Tel. 

03-6888-1030 Fax.03-6888-3030　◇地下鉄六本木一丁目

駅直結　◇パートナー弁護士／佐々木 満男

【HP】http://www.andersonmoritomotsune.com/

【E-Mail】mitsuo.sasaki@amt-law.com

佐藤 丈史
［行政書士］〒168-0065　東京都杉並区浜田山3-33-18　

Tel.03-3304-7788 Fax.03-3304-7730　◇井の頭線浜田山

駅から徒歩1分　◇創立／1991年　◇行政書士／佐藤 丈

史　◇特色／キリスト教会の「証し」として、法人事務の

適正のために相談に応じます。

本多 興輝司法書士事務所
［司法書士・土地家屋調査士］〒192-0051　東京都八王子

市元本郷町2-8-3　Tel.042-627-4035 Fax.042-627-4135　

◇JR八王子駅北口からバス「追分」停、徒歩5分　◇創立

／1995年　◇司法書士、土地家屋調査士／本多 興輝　

◇特色／高齢者、障がい者の権利擁護に重荷を感じ、成

年後見業務を重点に取り組んでいます。

【E-Mail】ohonda@tsknet.or.jp

湊総合法律事務所
［弁護士事務所］〒100-0006　東京都千代田区有楽町1-7-

1 有楽町電気ビルヂング南館4階452区　Tel.03-3216-

8021 Fax.03-3216-8022　◇JR有楽町駅から徒歩1分　◇

所長／湊 信明

【HP】http://www.minatolaw.com/

山崎会計事務所
［税理士、ファイナンシャルプランナー］〒170-0003　東

京都豊島区駒込2-3-3-601　Tel.03-3918-6781 Fax.03-

5974-6231　◇JR駒込駅から徒歩2分　◇創立／1989年　

◇代表／山崎 聡　◇特色／改革派教会長老、メディアミ

ニストリー評議員。税務・法務・保険業務等会社運営全

般のサポートを致します。

【HP】http://www.yamazaki-kaikei.com

【E-Mail】genesis@account.email.ne.jp



228
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

東
京
都

関
東
地
方

L
IF

E
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

　文書伝道支援

(株)アイシーメディックス
［出版物編集、出版社・教育］〒101-0025　東京都千代田

区神田佐久間町3-9-31 第三田中ビル31号　Tel.03-3864-

4005 Fax.03-3864-4060　◇JR秋葉原駅から徒歩5分　◇

創立／1999年　◇代表取締役／堀切 幸治　◇特色／「5

冊のうち1冊がクリスチャンの本を」という思いで社会に

本を送り出している出版社です。

【HP】http://www.icmedix.com/

【E-Mail】horikiri@icmedix.com

(株)アイプレス
［印刷物の企画・制作・印刷］〒162-0814　東京都新宿区

新小川町6-40 入交ビル7階　Tel.03-3235-4351 Fax.03-

3235-4352　◇JR飯田橋駅から徒歩8分　◇創立／1988

年　◇代表取締役／髙木 篤正　◇特色／クリエイティブ

サービスと総合通販サイトサービスを展開。「戦略的に」

かつ「フレキシブルに」サービスを提供します。

【HP】http://www.ipress.jp/

【E-Mail】info@ipress.jp

(株)アガペ
［パンフレット、書籍印刷・製本などプリンティングコー

ディネイタ］〒180-0014　東京都武蔵野市関前5-1-1-

102　Tel.0422-27-8826 Fax.0422-54-8813　◇JR武蔵境

駅から徒歩10分　◇創立／2009年　◇プリンティング・

コーディネータ／古川 裕久　◇特色／アート・宝飾関係

パンフレット類からデザインカード、記念誌、単行本など

の書籍まで印刷全般をお手伝いします。

【E-Mail】hf180@apricot.ocn.ne.jp

(有)イーグレープ［BMP］

［書籍・映像・音楽・Webほか企画・編集・出版・販売］

〒101-0061　東京都千代田区三崎町3-2-9 協栄三崎町ビル

8Ｆ　Tel.03-3261-2141 Fax.03-3261-2147　◇JR水道橋駅

西口から徒歩3分　◇創立／2002年　◇代表取締役社長

／穂森 宏之　◇特色／自費出版をご検討の方は、気軽に

お問い合せ下さい、ご相談は無料です。小社既刊の著者

講演会等も承ります。

【HP】http://bmp.jp/

【E-Mail】info@bmp.jp

憩のみぎわ社
［出版社］　［(宗)久遠キリスト教会］〒166-0001　東京都

杉並区阿佐谷北2-25-8 久遠キリスト教会内　Tel.03-3338-

0600 Fax.03-3336-6007　◇JR阿佐ヶ谷駅から徒歩8分　

◇創立／1968年　◇代表／久田 雄治、佐藤 黎子、上野 

稔高、菅 佐知男、菅 淳子、武井 史、金子 麻美　◇特色

／久遠キリスト教会の丹羽鋹之、三浦真照、三浦真信牧

師の礼拝・祈祷会のメッセージ集を中心に出版する。

【HP】http://www.kuon.or.jp/

【E-Mail】kuon2@kuon.or.jp

いのちのことば社出版事業部
［出版物編集、自費出版］　［(宗)スウェーデン同盟キリス

ト教団］〒164-0001　東京都中野区中野2-1-5　Tel.03-

5341-6920 Fax.03-5341-6921　◇JR中野駅南口から徒歩

10分　◇創立／1950年　◇出版事業部長／峯島 平康

【HP】http://www.wlpm.or.jp

【E-Mail】publish@wlpm.or.jp

ウィングスサービス
［キリスト教書籍用品通信販売専門窓口］　［いのちのこと

ば社ミニストリーズ］〒183-0035　東京都府中市四谷6-8-

1 いのちのことば社流通センター内　Tel.042-354-1222 

Fax.042-354-1212　◇特色／営業時間：9:00〜17:30。定

休日：日曜・土曜・祝日・年末年始。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/wsv/wsv.htm

【E-Mail】wings@wlpm.or.jp

(有)エム・ビー・シー・アート
［デザイン・印刷］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田

3-5-13 大永西早稲田ビル1F　Tel.03-3200-0250 Fax.03-

3200-8255

恩寵社
〒167-0035　東京都杉並区今川2-23-15　Tel.03-3399-

1288　◇西武新宿線上井草駅から徒歩15分　◇代表／杉

本 潔

救世軍出版供給部
［キリスト教専門書店］〒101-0051　東京都千代田区神田

神保町2-17-1　Tel.03-3237-0881 Fax.03-3234-7630

【HP】http://www.salvationarmy.or.jp/

(株)教文館
［キリスト教専門書店］〒104-0061　東京都中央区銀座

4-5-1　Tel.03-3561-8448 Fax.03-3563-1288　◇地下鉄銀

座駅A9出口

【HP】http://www.kyobunkwan.co.jp/

【E-Mail】xbooks@kyobunkwan.co.jp

教文館エインカレム
［キリスト教教会用品販売、企画展示会］　［(株)教文館］

〒104-0061　東京都中央区銀座4-5-1　Tel.03-5250-5052 

Fax.03-5250-5053　◇地下鉄銀座駅A9出口

【HP】http://www.kyobunkwan.co.jp/EinKarem/

【E-Mail】einkarem@kyobunkwan.co.jp

教文館ナルニア国
［子どもの本のみせ、キリスト教書店］　［(株)教文館］〒

104-0061　東京都中央区銀座4-5-1　Tel.03-3563-0730 

Fax.03-3561-7350　◇地下鉄銀座駅A9出口

【HP】http://www.kyobunkwan.co.jp/Narunia/

【E-Mail】narnia@kyobunkwan.co.jp

(宗)クリスチャン文書伝道団［CLC BOOKS］

［出版物編集、書店］〒203-0053　東京都東久留米市本町

4-13-34　Tel.042-471-1527 Fax.042-474-6570　◇西武池

袋線東久留米駅から徒歩10分　◇創立／1951年　◇代表

役員／藤尾 光彦　◇特色／世界54の国々で出版および書

籍販売を通して、教会やクリスチャン・ノンクリスチャン

に必要な文書を頒布。

【HP】http://www.clc-books.com/

【E-Mail】clchq@mtg.biglobe.ne.jp
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Gospel Shop インターネット店［ゴスペルショッ

プネット店］

［キリスト教専門書籍用品通信販売］　［いのちのことば社

ミニストリーズ］〒183-0035　東京都府中市四谷6-8-1 い

のちのことば社通販窓口(ウィングスサービス)　Tel.042-

354-1222 Fax.042-354-1212　◇創立／2006年　◇特色

／聖書、信仰書、音楽・映像、用品カタログなど充実の

品揃え。SSLクレジット決済暗号化対応済。海外購入・プ

レゼント発送可。

【HP】http://www.gospelshop.jp/

【E-Mail】wings@wlpm.or.jp

Gospel Shop オアシス新宿店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-7-7 ヒューマック

ス南新宿ビル6Ｆ　Tel.03-3370-9231 Fax.03-5350-7952　

◇JR新宿駅南口から徒歩3分　◇店長／飛田 雅史　◇特

色／営業時間10:00〜20:00、定休日：日曜。駐車場なし。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】oasis@wlpm.or.jp

Gospel Shop オアシス立川店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒190-0012　東京都立川市曙町1-16-5　Tel.042-524-

5072 Fax.042-524-6104　◇JR立川駅北口から徒歩5分　

◇店長／北山 貴美子、佐藤 高子　◇特色／営業時間

10:00〜18:00、定休日：日曜。有料駐車場・通信販売あり。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】tachikawa@wlpm.or.jp

佐々木 三奈
［出版物編集、チラシポスター・デザイン、DTP処理］〒

154-0015　東京都世田谷区桜新町2-5-20-201　Tel.03-

5451-3475 Fax.03-5451-3476　◇東急田園都市線桜新町

駅　◇佐々木 三奈

CLC BOOKSお茶の水店［CLCお茶の水店］

［キリスト教専門書店］　［(宗)クリスチャン文書伝道団］

〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-1 ＯＣＣビル

内　Tel.03-3294-0775 Fax.03-3233-0976　◇JR御茶ノ水

駅から徒歩3分

【HP】http://www.clc-shop.com/e_shoppy/www/shop/online2/

shop.htm

【E-Mail】ochanomizu@clc-books.com

CLC BOOKS東久留米店［CLC東久留米店］

［キリスト教専門書店］　［(宗)クリスチャン文書伝道団］

〒203-0053　東京都東久留米市本町4-13-34　Tel.042-

475-3225 Fax.042-475-8246　◇西武池袋線東久留米駅か

ら徒歩10分

【HP】http://www.clc-shop.com/e_shoppy/www/shop/online2/

shop.htm

【E-Mail】higashikurume@clc-books.com

(有)シモン企画
［自費出版］〒120-0001　東京都足立区大谷田1-1-7-505(・

506)　Tel.03-3629-6222 Fax.03-3629-8338　◇千代田線

綾瀬駅　◇創立／1980年　◇代表取締役社長／高木 志

門

【E-Mail】simon-t@mua.biglobe.ne.jp

(株)シャローム印刷
［印刷全般・企画・デザイン］〒101-0021　東京都千代田

区外神田2-8-16 さくらビル2F　Tel.03-5298-3170 Fax.03-

5298-0701　◇JR秋葉原駅から徒歩7分　◇創立／1971

年　◇代表取締役／金刺 敬人　◇特色／我と我が社は共

に主に仕えん。

聖公書店
［キリスト教専門書店］〒162-0814　東京都新宿区新小川

町9-5　Tel.03-3235-5681 Fax.03-3235-5682　◇JR飯田橋

駅から徒歩7分　◇書店長／長塚 望　◇特色／全国のお

客様への通信販売のほか、訪問販売にも力を入れており

ます。お気軽にお問い合わせください。

【HP】http://www.seikokai-pub.jp/

【E-Mail】nskk-bookshop@company.email.ne.jp

待晨堂
［キリスト教専門書店］〒167-0053　東京都杉並区西荻南

3-16-1　Tel.03-3333-5778 Fax.03-3333-6378　◇JR西荻

窪駅から徒歩2分　◇創立／1947年　◇市川 義生　◇特

色／新本と古本を販売。営業時間10時〜19時(定休日は日、

祝、第1･3･5月曜日、但し11月と12月は日曜日のみ)

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/taishindo/

【E-Mail】taishindo@jcom.home.ne.jp

大同美術印刷(株)
［印刷］〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-19 クレ

セールビル1F　Tel.03-3851-1101 Fax.03-3851-9647　◇

地下鉄新宿線岩本町駅　◇十亀 耕一郎

ティー・ユー企画
［大文字聖書発行］〒105-0013　東京都港区浜松町2-8-10 

ティー・ユービル2F　Tel&Fax.03-5405-2677　◇JR浜松

町駅から徒歩2分　◇代表／上畠 富惠　◇特色／書き写

して味わうユニークな聖書『写教聖書』の企画・制作・

発売元。大きな文字でなぞり書きが楽しめます。

【HP】http://www.bible-21.net/

(株)デザインコンビビア
［印刷全般・デザイン］〒162-0064　東京都新宿区市ヶ谷

仲之町3-22 ワールドビル1F　Tel.03-3358-1455 Fax.03-

3358-1675　◇都営新宿線曙橋駅から徒歩5分　◇創立／

1981年　◇代表取締役/Director／堀木 一男　◇特色／

雑誌・書籍など編集デザインが主な仕事の業務です。

【HP】http://www.convivia.co.jp/

【E-Mail】mail@convivia.co.jp

(有)デザインマルコ
［印刷全般・デザイン］〒188-0012　東京都西東京市南町

1-5-9-501　Tel.042-463-0272 Fax.042-461-8795　◇西武

新宿線西武柳沢駅から徒歩5分　◇創立／1987年　◇代

表取締役／高橋 均　◇特色／ポスター、チラシ、週報用

紙、教会・大学案内、ロゴマーク、装丁。

【HP】http://www.designmarco.co.jp/

【E-Mail】designmarco@pro.odn.ne.jp

東京以琳書房
［中国語信仰書籍］〒170-0013　東京都豊島区東池袋

1-48-10 25山京ビル710　Tel.03-5954-0299 Fax.03-5960-

1639　◇JR池袋駅から10分　◇代表／張 慶傑
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【HP】http://www.elimbookstore.jp/

【E-Mail】info@elimbookstore.jp

東宣社
［キリスト教専門書店］〒189-0025　東京都東村山市廻田

町1-30-1 東京聖書学院内　Tel.042-391-3696 Fax.042-

391-3656　◇西武新宿線東村山駅より徒歩20分　◇店長

／戸辺 勝則　◇特色／｢祈りの目的」(E.M.バウンズ)発売

中です。

【HP】http://tosensha.holy.jp/

【E-Mail】tosensha55@ybb.ne.jp

日本キリスト教書販売(株)［日キ販］

［図書流通］〒162-0814　東京都新宿区新小川町9-1　Tel.

03-3260-5670 Fax.03-3260-5637　◇JR飯田橋駅から徒歩

7分　◇創立／1967年　◇代表取締役社長／白川 日出男

【HP】http://www.nikkihan.co.jp/

【E-Mail】info@nikkihan.co.jp

HISミニストリーズ
［出版・CD制作］〒176-0021　東京都練馬区貫井1-23-20-

902　◇川口 苑子

プレイズ出版関東事務所
［印刷全般・デザイン］〒113-0033　東京都文京区本郷

3-2-5 丸和ビル902　Tel.03-6801-9597 Fax.03-6801-

9598　◇JR御茶ノ水駅から徒歩5分　◇代表／岡本 信

弘　◇特色／印刷に関してどんな事でもご相談にのりま

す。御連絡ください。

【HP】http://www.praise-jp.com/

【E-Mail】kantou@praise-jp.com

ベーテルフォト印刷(株)［ベーテル］

［印刷全般・出版物編集・デザイン］〒114-0002　東京都

北区王子2-4-9　Tel.03-3914-8805 Fax.03-3914-8807　◇

京浜東北線王子駅から徒歩10分　◇創立／1967年　◇代

表取締役／佐々木 功、経理／佐々木 みふ、営業／宮方 繁、

営業／鈴木 俊一、営業／奥野 愛　◇特色／週報、教会

案内、トラクト、証し集、記念誌、または自費出版など、

お見積り、ご相談は随時、受け賜わります。

【E-Mail】bethel@helen.ocn.ne.jp

(有)友愛書房
［キリスト教専門書店］〒101-0051　東京都千代田区神田

神保町1-44　Tel.03-3291-6327 Fax.03-3296-0405　◇JR

水道橋駅東口から徒歩5分　◇創立／1948年

(有)ロゴス・デザイン
［グラフィックデザイン］〒180-0003　東京都武蔵野市吉

祥寺南町1-25-11 南町パークサイドヴィレッジE棟102　

Tel.0422-42-2824 Fax.0422-42-2829　◇JR吉祥寺駅から

徒歩10分　◇創立／1992年　◇代表取締役／長尾 優

【E-Mail】logos.nagao@nifty.com

　幼稚園・保育園・学童

愛星幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団小石川白山教会］〒112-

0001　東京都文京区白山2-37-3　Tel.03-3813-8617 Fax. 

03-3816-1797　◇都営三田線白山駅から徒歩10分　◇創

立／1902年　◇園長／細井 茂徳　◇特色／いつも喜ん

でいなさい絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさ

い。幼子のようにイエス様と共にいよう。

【HP】http://aisei.holy.jp/

愛の家保育園
［保育園］　［(福)愛の家］〒171-0051　東京都豊島区長崎

4-11-3　Tel.03-3957-2801 Fax.03-3957-2845　◇西武池

袋線東長崎駅北口から徒歩3分　◇創立／1948年　◇理

事長／太田 愛人、園長／長谷川 正子　◇特色／キリスト

教精神を基に、友達と仲良く遊びながら生活習慣や集団

生活の基礎を身につける。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/ainoie/

【E-Mail】ainoie@basil.ocn.ne.jp

愛の園保育園
［保育園］　［(福)雲柱社］〒184-0015　東京都小金井市貫

井北町5-8-1　Tel.042-325-1045 Fax.042-325-5628　◇JR

国分寺駅から徒歩13分　◇創立／1952年　◇園長／小山 

正弘

【HP】http://fukushi.unchusha.com/ainosono/

愛隣保育園
［保育園］　［(福)愛隣団］〒110-0003　東京都台東区根岸

5-15-3　Tel.03-3872-4547　◇地下鉄日比谷線三ノ輪駅か

ら徒歩5分　◇創立／1948年　◇園長／菅原 智子

愛隣保育園
［保育園］　［(福)東京愛隣会］〒121-0063　東京都足立区

東保木間1-10-16　Tel.03-3883-2233 Fax.03-3883-2267　

◇東武伊勢崎線竹ノ塚駅から車20分　◇創立／1977年　

◇理事長／高崎 道子

【HP】http://www.ans.co.jp/n/airinhoikuen/

【E-Mail】ta.airinhoikuen@proof.acn.ne.jp

青山学院幼稚園
［幼稚園］　［(学)青山学院］〒150-8366　東京都渋谷区渋

谷4-4-25　Tel.03-3409-8111 Fax.03-3400-0343　◇地下

鉄表参道駅B1から徒歩5分　◇創立／1941年　◇園長／

今関 公雄

【HP】http://www.aoyamagakuin.jp/kinder/

昭島幼稚園
［幼稚園］　［(学)百羊学園］〒196-0022　東京都昭島市中

神町1232　Tel.042-541-0753 Fax.042-545-0567　◇JR中

神駅から徒歩3分　◇創立／1955年　◇園長／石川 勇　

◇特色／｢自分にはつよい心・ひとにはやさしい心・神様

にはすなおな心」をモットーに保育を行なっています。

【HP】http://www015.upp.so-net.ne.jp/hyakuyou/

【E-Mail】ken-i@da2.so-net.ne.jp

あけぼの幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本バプテスト連盟大井バプテスト教会］

〒140-0014　東京都品川区大井5-10-12　Tel&Fax. 

03-3776-5093　◇創立／1949年　◇主任牧師・園長／大

谷 恵護、副園長／上村 真理子　◇特色／聖書を土台に

愛と正義と平和を求める人材育成を目的として子ども達の

個性を尊重した保育を目指しています。

【HP】http://www.akebonoyouchien.com/
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【E-Mail】ttn3gud2da@mx4.ttcn.ne.jp

阿佐谷幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団阿佐谷東教会］〒166-

0001　東京都杉並区阿佐谷北5-13-2　Tel.03-3339-8401 

Fax.03-3339-8402　◇JR阿佐ヶ谷駅・高円寺駅北口から

徒歩10分　◇創立／1925年　◇園長／坂下 道朗

【HP】http://higashi.church.jp/

麻布みこころ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒106-0031　東京都港区西麻布3-21-

6　Tel.03-3408-8848

【HP】http://www.kidslink.jp/azabumikokoro/

足立サレジオ幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)育英学院］〒123-0872　東京

都足立区江北3-40-27　Tel.03-3899-4497 Fax.03-3899-

4490　◇JR王子駅から車15分　◇創立／1967年　◇園

長／フェリカニ，アッティリオ　◇特色／思いやりと愛の

心を育てることを方針として、小規模である点を生かし一

人ひとりを大切にみる保育を実施する。

アライアンス幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団むさし小山教会付属］〒

142-0062　東京都品川区小山4-4-13　Tel.03-3786-

0379　◇園長／遠藤 忠

安藤記念教会附属幼稚園［安藤記念幼稚園］

［幼稚園］　［(宗)日本基督教団安藤記念教会］〒106-

0046　東京都港区元麻布2-14-16　Tel&Fax.03-3446-

5231　◇地下鉄麻布十番駅から徒歩10分　◇創立／1923

年　◇園長／佐野 英二

井荻聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒167-0021　東京都杉並区井草4-19-

21　Tel.03-3395-4040 Fax.03-3395-4187

【HP】http://www.m-caritas.jp/youchien/06/welcome.html

池袋いづみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団池袋西教会］〒171-0014　

東京都豊島区池袋4-2-10　Tel.03-3982-0026　◇JR池袋

駅西口から徒歩12分　◇創立／1950年　◇園長／森田 

光博、主任教諭／山田 和子

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~ikenishi/izumi/

泉バプテスト教会附属いづみ幼稚園［いづみ

幼稚園］

［幼稚園］　［(宗)泉バプテスト教会］〒154-0002　東京都

世田谷区下馬1-20-4　Tel&Fax.03-3424-3752　◇JR渋谷

駅からバス「下馬一丁目」停、徒歩1分　◇創立／1949

年　◇園長・牧師／坂元 幸子　◇特色／地域に根ざして

50年余、イエス様の愛によって幼な子の心と体を育んで

きました。卒園生は1,800名を越えました。

【HP】http://www.k2.dion.ne.jp/~izumibc

上ノ原幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本同盟基督教団中野教会］〒164-0003　

東京都中野区東中野2-21-7　Tel.03-3365-0492 Fax.03-

3361-1539　◇JR東中野駅から徒歩5分　◇創立／1934

年　◇園長／石川 弘司　◇特色／1)キリスト教精神によ

る保育、2)遊びを中心とした保育、3)少人数のクラス編成。

【HP】http://www1.odn.ne.jp/uenohara/

【E-Mail】uenohara-kg@hkg.odn.ne.jp

栄光乃園幼稚園
［幼稚園］　［(学)武蔵野平安学園］〒180-0022　東京都武

蔵野市境1-24-20　Tel.0422-54-8100　◇JR武蔵境駅から

徒歩13分　◇創立／1951年　◇園長／多古 義信　◇特

色／モンテッソーリー教育をとりいれ、キリスト教の精神

を土台として、教育を行っている。

【HP】http://www.m-heian.com/

江戸川双葉幼稚園［ふたば］

［幼稚園］　［(学)菅原学園］〒133-0051　東京都江戸川区

北小岩2-20-18　Tel.03-3657-1959 Fax.03-5693-4886　◇

JR小岩駅から徒歩8分　◇創立／1940年　◇園長／菅原 

久子、理事長／菅原 祐二　◇特色／神・人・自然を柱と

し幼子一人ひとりの賜物が存分に発揮されるよう願い、磨

きぬかれた絵本に囲まれて育ちます。

【HP】http://www.futaba.ac.jp/

桜美林幼稚園
［幼稚園］　［(学)桜美林学園］〒194-0294　東京都町田市

常盤町3758　Tel.042-797-0796 Fax.042-797-0178　◇JR

淵野辺駅北口からバス「唐沢」停、徒歩1分　◇創立／

1968年　◇理事長／佐藤 東洋士、園長／羽根田 実、教

頭／冨田 恵美子　◇特色／主が幼子一人ひとりに授けら

れた賜物を大切にし、その個性を伸ばしながら、相手を思

いやる優しい心を育てる。

【HP】http://www.obirin.ed.jp/kids

青梅あけぼの幼稚園
［幼稚園］　［(学)あけぼの学園］〒198-0063　東京都青梅

市梅郷3-904-3　Tel.0428-76-1577 Fax.0428-76-1584　◇

JR日向和田駅から徒歩5分　◇創立／1954年　◇園長／

大谷 唯信　◇特色／重苦しい時代に負けずその子らしく

生き生きと成長できるよう、神様の愛と豊かな自然の中で

心と身体を育てます。

【HP】http://www.akebonoyouchien.net/

【E-Mail】info@akebonoyouchien.net

青梅キリスト教会附属もみの木幼児園［もみ

の木幼児園］

［幼稚園］　［(宗)青梅キリスト教会］〒198-0042　東京都

青梅市東青梅6-11-4　Tel&Fax.0428-22-0020　◇JR東青

梅駅から徒歩7分　◇創立／1969年　◇園長／鮫島 茂　

◇特色／ひとりひとりの子どもの存在を喜び、大切にする

保育を目指します。預り保育「ちいろば」をやっています。

【HP】http://www.h5.dion.ne.jp/~fir_tree/

【E-Mail】mominoki@k8.dion.ne.jp

大島新生幼稚園
［幼稚園］〒136-0072　東京都江東区大島3-30-9　Tel.03-

3681-0392 Fax.03-5609-5642

【HP】http://www.ans.co.jp/k/shinsei/

大森聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒143-0016　東京都大田区大森北

2-5-11　Tel.03-3761-5040

【HP】http://www.ans.co.jp/k/oomoriseimaria/
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大森ルーテル幼稚園
［幼稚園］〒143-0023　東京都大田区山王2-18-3　Tel.03-

3772-2905 Fax.03-3772-2909　◇竹田 孝一　◇特色／キ

リスト教保育・自由保育をしています。

【HP】http://www16.big.or.jp/~omori-lt/kg/

奥沢幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団奥沢教会］〒158-0083　東

京都世田谷区奥沢2-36-7　Tel.03-3718-2971 Fax.03-3718-

2998　◇東急東横線自由が丘駅から徒歩5分　◇創立／

1930年　◇園長／八木 浩史　◇特色／幼な子らが「神の

国」を経験できる幼稚園であるよう祈りつつ励んでいます。

【HP】http://www.okusawa-kindergarten.jp

かしのき保育園
［保育園］　［(福)至愛協会］〒206-0024　東京都多摩市諏

訪1-64　Tel.042-372-3475 Fax.042-372-3486　◇小田急

永山駅から徒歩5分　◇創立／1978年　◇園長／福島 真

葛飾こどもの園幼稚園
［幼稚園］　［(学)希望学園］〒124-0012　東京都葛飾区立

石2-29-6　Tel.03-3697-7216 Fax.03-3697-6388　◇京成

線立石駅から徒歩10分　◇創立／1954年　◇園長／加藤 

和成

【HP】http://www.kodomonosono.jp

要町幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団要町教会］〒171-0043　東

京都豊島区要町1-43-15　Tel.03-3957-6450 Fax.03-5995-

5041　◇地下鉄有楽町線要町駅から徒歩10分　◇創立／

1952年　◇園長／野澤 満雄

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~kinder/

蒲田ルーテル幼稚園
［幼稚園］　［福音ルーテル・蒲田教会］〒144-0055　東京

都大田区仲六郷1-40-18　Tel.03-3731-4437 Fax.03-3731-

4465　◇JR蒲田駅　◇創立／1951年　◇園長／渡邉 純

幸

【HP】http://www.geocities.co.jp/jelckama/kamataKG/

神の教会保育園［神教］

［保育園］　［(福)神の教会保育園］〒176-0003　東京都練

馬区羽沢2-12-9　Tel.03-3991-3745 Fax.03-3994-5944　

◇西武有楽町線新桜台駅から徒歩5分　◇創立／1952

年　◇理事長・園長／金本 悟　◇特色／「共に生きる」

保育園を実践しているキリスト教保育園です。コダーイ芸

術教育研究所と深い関わりを持っています。

【E-Mail】kamikyo-hoikuen@kamikyo-hoikuen.or.jp

亀戸教会めぐみ園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団亀戸教会］〒136-0071　東

京都江東区亀戸5-17-8　Tel.03-3681-6920　◇JR亀戸駅

北口から徒歩5分　◇園長／中村 謙一

菊川保育園
［保育園］　［(福)ベタニヤホーム］〒130-0022　東京都墨

田区江東橋5-4-1　Tel.03-3633-1888 Fax.03-5669-2822　

◇都営新宿線住吉駅から徒歩7分　◇創立／1950年　◇

園長／青柳 孝子

北ノ山保育園
［保育園］　［(福)黒潮社］〒100-0101　東京都大島町元町

字地の岡65-10　Tel.04992-2-2382 Fax.04992-2-2574　◇

JR浜松町駅徒歩8分、竹芝桟橋から船「元町港」、車10

分　◇創立／1974年　◇園長／金川 文代　◇特色／い

っぱいの自然の中で神さまといっしょの、楽しい園生活を、

0才から学童まで行っています。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/kitanoyama/

【E-Mail】kitaho@bz01.plala.or.jp

北町カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)つくし野学園］〒179-0081　東

京都練馬区北町3-16-1　Tel.03-3931-1661 Fax.03-3931-

1660　◇地下鉄有楽町線赤塚駅から徒歩7分　◇創立／

1960年　◇特色／一人ひとりを大切にし、命の大切さを

知り、感謝の心を育む。たくさんの遊びの中から生活の知

恵を学ぶ。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~kitakato/

暁星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒102-0071　東京都千代田区富士見

1-2-5　Tel.03-3264-5875　◇JR飯田橋駅西口から徒歩10

分　◇園長／逆井 弘子

【HP】http://www.gyosei.ed.jp

玉成幼稚園
［幼稚園］〒167-0054　東京都杉並区松庵1-9-33　Tel.03-

3332-5954　◇藤田 端子

【HP】http://www.irwin.ac.jp

クリストロア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒202-0015　東京都西東京市保谷町

4-10-26　Tel.042-464-2213

GRACE(グレイス)
［無認可保育園］〒104-0052　東京都中央区月島1-19-1 プ

チビルイースト 2F・3F　Tel&Fax.03-3531-6466　◇地下

鉄有楽町線月島駅から徒歩5分　◇創立／1998年　◇細

矢 達子

恵泉バプテスト教会附属 めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)恵泉バプテスト教会］〒153-0061　東京

都目黒区中目黒3-13-29　Tel.03-3713-1294 Fax.03-3713-

1225　◇JR恵比寿駅西口からバス10分(用賀駅行)「けこ

ぼ坂上」停、徒歩1分　◇創立／1953年　◇園長／松村 

のぞみ

啓明学園幼稚園
［幼稚園］　［(学)啓明学園］〒196-0002　東京都昭島市拝

島町3-8-13　Tel&Fax.042-541-7818［連絡先：斎藤 広

行　〒192-0023　東京都八王子市久保山町1-9-3-402 

Tel.042-692-3966］　◇JR・西武拝島駅からバス10分　◇

創立／1967年　◇園長／斎藤 広行　◇特色／広い園庭

と啓明の森に多くの野鳥や虫たちが生息する自然に恵まれ

た環境の中で伸び伸び自由保育をしています。

【HP】http://www.keimei.ac.jp/

【E-Mail】keimei-k@agatc.pulala.or.jp

光塩女子学院日野幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)光塩女子学園］〒191-0042　
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東京都日野市程久保4-7-10　Tel.042-592-5526　◇創立

／1968年　◇園長／春名 喜代子　◇特色／自分と他者

の価値に目覚め他者に自己を開いてかかわること、このよ

うなキリスト教的人間観にもとづいた教育です。

【HP】http://www.koen-ejh.ed.jp/hino/

光塩女子学院幼稚園
［カトリック幼稚園］〒166-0003　東京都杉並区高円寺南

5-11-35　Tel.03-3315-0512 Fax.03-3315-0527

【HP】http://www.koen-ejh.ed.jp/k/

晃華学園暁星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)晃華学園］〒189-0012　東京

都東村山市萩山町2-17-1　Tel.042-391-0433 Fax.042-392-

8338　◇西武拝島線萩山駅から徒歩7分　◇創立／1958

年

【HP】http://www.kokagakuen.ac.jp/h-gyosei/

興望館保育園
［保育園］　［(福)興望館］〒131-0046　東京都墨田区京島

1-11-6　Tel.03-3611-1866 Fax.03-3611-1895　◇東武伊勢

崎線曳舟駅から徒歩5分　◇創立／1919年　◇理事長／

石原 力、園長／野原 健治　◇特色／キリスト教に基づき

一人一人の内面性と自発性を大切に心身共に健やかな子

どもに育成いたします。

小金井教会幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団小金井教会］〒184-0004　

東京都小金井市本町2-10-10　Tel.042-381-1726 Fax.042-

381-1756　◇JR武蔵小金井駅から徒歩7分　◇創立／

1938年　◇園長／丸山 和則、主任／幅 明子　◇特色／

キリストの教会にあるキリスト教保育の幼稚園です。すべ

ての基本にある神の愛で、私たちは子どもを愛します。

【HP】http://www.kidslink.jp/koganei-church/

【E-Mail】info@koganei-church.com

国際基督教大学教会幼児園
［幼児］　［(宗)国際基督教大学教会］〒181-0015　東京都

三鷹市大沢3-10-4　Tel.0422-33-3574　◇JR武蔵境駅か

ら車15分　◇創立／1962年　◇理事長／永田 竹司、園

長／北中 晶子、主任／櫻井 百合子

【HP】http://www.icuchurch.com/kindergarten.html

小平学園幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団石岡記念教会］〒187-

0043　東京都小平市学園東町1-2-41　Tel&Fax.042-341-

0228　◇西武多摩湖線一橋学園駅から徒歩1分　◇創立

／1950年　◇園長／長谷川 洋介

【HP】http://www2.tbb.t-com.ne.jp/ishiokakinen/

コドモの園幼稚園
［幼稚園］　［(学)東育学院］〒154-0011　東京都世田谷区

上馬4-12-3　Tel.03-3422-1824 Fax.03-3422-2354　◇東

急田園都市線駒沢大学駅から徒歩5分　◇創立／1941

年　◇理事長／長谷川 達郎　◇特色／子ども時代を子ど

もらしくいきいきと。

小羊園
［幼稚園］　［(宗)東京カベナント教会］〒156-0044　東京

都世田谷区赤堤4-27-14　Tel.03-3321-4690　◇京王線下

高井戸駅から徒歩5分　◇創立／1977年　◇園長／土屋 

順一

【HP】http://www.church.gr.jp/kohitujien/

【E-Mail】covenant@church.gr.jp

こひつじ幼児園
［幼児］　［(宗)調布バプテスト・テンプル］〒182-0035　

東京都調布市上石原1-17-1　Tel.042-487-3219　◇京王線

西調布駅から徒歩7分　◇創立／1976年　◇園長／所 

悠　◇特色／園長はイエスさま。聖書を基準にした保育。

複数担任制。教諭はクリスチャン。｢みんな違ってみんな

仲良し｣

【HP】http://www2s.biglobe.ne.jp/~cbt/

こひつじ幼稚園
［幼稚園］〒185-0002　東京都国分寺市東戸倉2-23-9　

Tel.042-321-7213　◇丹羽 喬

こひつじ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団久ケ原教会］〒146-0085　

東京都大田区久が原4-37-14　Tel.03-3751-2072 Fax.03-

3751-2043　◇東急池上線久が原駅から徒歩8分　◇創立

／1948年　◇園長／藤崎 義宣

【HP】http://www.kugahara-church.jp/kohitsuji/

小羊幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団永福町教会］〒168-0064　

東京都杉並区永福2-55-2　Tel.03-3321-3447 Fax.03-

3321-3792　◇京王井の頭線永福町駅から徒歩5分　◇創

立／1949年　◇園長／渡辺 朋子

【HP】http://www.eifukucho.org/1001.php

桜台保育園
［保育園］　［(福)やすらぎ会］〒194-0204　東京都町田市

小山田桜台1-18　Tel.042-797-5131 Fax.042-797-5810　

◇JR矢部駅　◇園長／朝倉 良子　◇特色／「自分を愛す

るようにあなたの隣の人を愛しなさい」(聖書)を基に、ひ

とりひとりの幼子たちが、毎日《明るく、元気に、のびの

びと》過ごせるように願っています。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/sakuradai/

【E-Mail】sakuradai-n@ans.co.jp

さくら保育園
［保育園］　［(福)さくら福祉会］〒174-0074　東京都板橋

区東新町1-17-7　Tel.03-3956-6302 Fax.03-3956-5964　

◇東武東上線上板橋駅から徒歩3分　◇創立／1954年　

◇園長／下竹 敬史　◇特色／キリスト教の精神と児童憲

章をその基とし、「こころの保育」を実践しています。

【HP】http://www.hoiku.net/sakura

【E-Mail】sakura@hoiku.net

左内坂幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団左内坂教会］〒166-0013　

東京都杉並区堀ノ内3-8-4　Tel.03-3313-2521 Fax.03-

5932-8723　◇地下鉄丸ノ内線新高円寺駅から徒歩12分　

◇創立／1950年　◇園長・牧師／花房 康子　◇特色／

年題「親も教師も子供と共に歩み共に成長する」。感受性

豊かでたくましく賢く思いやりのある優しい子供達です。
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サフラン愛児園
［幼稚園］　［(宗)西東京キリスト教会附属］〒202-0015　

東京都西東京市保谷町3-17-5　Tel.042-464-2032 

Fax.042-462-0789　◇西武新宿線西武柳沢駅から徒歩6

分　◇創立／1968年　◇園長／山田 亘　◇特色／日々

の祈りによる、心の教育を行っています。

【HP】http://ntcc.tv/safuran/

小百合幼稚園
［幼稚園］　［(学)小百合学園］〒186-0004　東京都国立市

中1-17-9　Tel&Fax.042-576-0100　◇JR国立駅南口から

徒歩6分　◇創立／1955年　◇理事長／川上 浩

【HP】http://www.sayuri.ac.jp/cgi-bin/sayuri/siteup.cgi?catego

ry=3&page=0

サンシティー聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒174-0064　東京都板橋区中台3-27-

3　Tel.03-3937-8386

【HP】http://www.m-caritas.jp/youchien/08/welcome.html

サンタセシリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒108-0072　東京都港区白金4-7-

23　Tel.03-3446-9884

シオン幼児学園［シオン］

［幼児］　［(宗)東京聖書バプテスト教会］〒132-0035　東

京都江戸川区平井2-16-21　Tel&Fax.03-3685-4800　◇

JR平井駅から徒歩8分　◇創立／1955年　◇園長／斉藤 

弘　◇特色／東京聖書バプテスト教会の附属幼稚園で、

キリスト教保育、少人数制、絵本の読み聞かせを特徴とし

ています。

【HP】http://www.jbbf.org/tokyo/

シオン幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団代々木教会］〒151-0062　

東京都渋谷区元代々木町26-1　Tel&Fax.03-3466-4754　

◇小田急線代々木八幡駅出口4からから徒歩5分　◇創立

／1952年　◇園長／藤崎 三牧

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~shion/

枝光会駒場幼稚園
［カトリック幼稚園］〒153-0041　東京都目黒区駒場3-3-

18　Tel.03-3467-4753

枝光会付属幼稚園
［カトリック幼稚園］〒108-0073　東京都港区三田4-19-

36　Tel.03-3441-8147

枝光学園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒153-0051　東京都目黒区上目黒

3-31-2　Tel.03-3713-5753

品川教会附属幼稚園
［幼稚園］〒140-0001　東京都品川区北品川4-7-40　

Tel.03-3443-1725　◇森理子

渋谷同胞幼稚園
［幼稚園］　［(学)豊沢学園］〒150-0013　東京都渋谷区恵

比寿2-32-18　Tel.03-3441-6592 Fax.03-3442-7498　◇日

比谷線広尾駅から徒歩10分　◇創立／1912年　◇園長／

原 牧人　◇特色／「自由に、自然に、ゆっくりと」をモッ

トーに子どもをありのまま受け入れるキリスト教保育を実

践しています。

【HP】http://www.ans.co.jp/k/douhou/

【E-Mail】douhou-k@ans.co.jp

下落合みどり幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団下落合教会］〒161-0032　

東京都新宿区中落合4-3-1　Tel.03-3953-6112　◇地下鉄

大江戸線落合南長崎駅から徒歩5分　◇園長／秋山 道子

Joy kids.club, Joy Joy Saturday［ジョイサタ］

［保育室］　［(宗)ミッション・オブ・ジーザス・ディサイプ

ル］〒174-0042　東京都板橋区東坂下2-19-2　Tel.03-

5914-0023 Fax.03-5914-0024　◇JR浮間舟渡駅から徒歩

12分　◇創立／2003年　◇代表／閔 大基、鈴木 千絵　

◇特色／英語で遊びながら聖書からのお話を聞いたり、

ゲームをしたり、小学生はサッカーを行っています。

彰栄幼稚園
［幼稚園］　［(学)彰栄学園］〒112-0001　東京都文京区白

山4-14-15　Tel.03-3941-1239 Fax.03-3946-4710　◇都営

三田線千石駅から徒歩6分　◇創立／1896年　◇園長／

佐々木 敏郎　◇特色／キリスト教保育。こどもの個性と

自発性を大切にする保育。

【HP】http://www.shoei.ac.jp/

城西幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団城西教会］〒151-0066　東

京都渋谷区西原1-19-3　Tel.03-3460-4858　◇京王新線

幡ヶ谷駅南口から徒歩5分　◇創立／1949年　◇園長／

安田 俊朗

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~jousaikg/

浄風幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団浄風教会］〒176-0014　東

京都練馬区豊玉南1-7-18　Tel&Fax.03-3993-6010　◇西

武新宿線沼袋駅から徒歩8分　◇創立／1953年　◇園長

／平松 良夫

白百合学園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒102-8185　東京都千代田区九段北

2-4-1　Tel.03-3234-6663

【HP】http://www.shirayurigakuen-yochien.ed.jp/

白百合保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団小松川教会］〒134-0081　

東京都江戸川区北葛西4-3-9　Tel.03-3877-8344 Fax.03-

3877-8346　◇地下鉄東西線西葛西駅から徒歩13分　◇創

立／1951年　◇設置者／佐々木 良子、園長／渡部 裕人

【HP】http://www.shirayuri-creche.ed.jp/

白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］〒145-0064　東京都大田区上池台

4-7-5　Tel.03-3726-7109

【HP】http://www.netlaputa.ne.jp/~sirayuri/

神愛子どもの園
［保育園］〒179-0085　東京都練馬区早宮1-41-5 練馬神愛

教会内　Tel.03-3992-1768　◇地下鉄有楽町線氷川台駅
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から徒歩15分　◇園長／北條 美智江

杉並教会幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団杉並教会］〒166-0012　東

京都杉並区和田3-48-8　Tel.03-3313-7171 Fax.03-3313-

7172　◇丸の内線東高円寺駅から徒歩3分　◇創立／

1951年　◇園長／石田 透　◇特色／人を信頼する力、肯

定的に自分と、この世界を見る子どもを育てたい。「聴き

合う」ことを大切にして歩みたい。

【HP】http://business4.plala.or.jp/skyokai/

砂町友愛園
［保育園］　［(福)砂町友愛園］〒136-0073　東京都江東区

北砂5-14-10　Tel.03-3644-7332 Fax.03-5690-8164　◇地

下鉄新宿線大島駅からバス「北砂5丁目」停、徒歩4分　

◇園長／勝間 よね

【HP】http://www.sunamachi-yuaien.com/

聖学院幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖学院］〒114-8574　東京都北区中里

3-13-2　Tel.03-3917-2725 Fax.03-3917-1739［連絡先：聖

学院大学広報企画部 広報課　〒362-8585　埼玉県上尾

市戸崎1-1 Tel.048-780-1707］　◇JR駒込駅から徒歩7分　

◇創立／1912年　◇園長／村瀬 聰子　◇特色／キリスト

教教育のもと、初めての集団生活の中で一人ひとりの個性

と能力を伸ばし、元気な子どもを育てます。

【HP】http://www.seig.ac.jp/kinda/

【E-Mail】pr_kinda@seig.ac.jp

聖公会八王子幼稚園
［幼稚園］　［日本聖公会東京教区］〒192-0065　東京都八

王子市新町1-11　Tel&Fax.042-642-3564　◇京王八王子

駅西口から徒歩5分　◇創立／1912年　◇園長／岩前 

宏　◇特色／1)キリスト教精神による愛の教育。2)一人ひ

とりを生かす教育。3)保護者とともに育つ教育。4)地域と

ともに歩む教育。

聖コルベ学園まりあ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒189-0002　東京都東村山市青葉町

2-34-3　Tel.042-393-6681　◇園長／平川 兼夫

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~mariacol/mariayou/mariayou.

htm

聖心学園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒166-0003　東京都杉並区高円寺南

2-32-30　Tel.03-3312-5701

聖セシリア喜多見幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)大和学園］〒157-0067　東京都

世田谷区喜多見9-9-5　Tel&Fax.03-3480-1936　◇小田急

線喜多見駅から徒歩3分　◇園長・理事長／伊東 千鶴子

【HP】http://www.cecilia.ac.jp/kitami/

聖泉幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団武

蔵野基督教会］〒180-0013　東京都武蔵野市西久保3-13-

5　Tel.0422-53-3374 Fax.0422-53-3381　◇JR三鷹駅から

徒歩15分　◇創立／1952年　◇園長・牧師／佐藤 孝夫

【HP】http://www.mccag.jp/seisen/

聖ドミニコ学園幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖ドミニコ学園］〒157-0076　

東京都世田谷区岡本1-10-1　Tel.03-3700-0017 Fax.03-

5716-6580　◇田園都市線用賀駅から徒歩15分　◇創立

／1954年　◇学園長／武田 教子

【HP】http://www.dominic.ed.jp

聖パトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック東京大司教区］〒

171-0051　東京都豊島区長崎1-28-22　Tel.03-3955-

2322　◇地下鉄有楽町線要町駅から徒歩5分　◇創立／

1950年　◇代表役員／岡田 武夫、園長／上田 恭子　◇

特色／子供たちが神様の愛の中で安心して生きられるよ

うに!!をモットーに、努めています。

星美学園幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)星美学園］〒115-0053　東京

都北区赤羽台4-2-14　Tel.03-3906-0052 Fax.03-5993-

1601　◇創立／1953年　◇園長／赤木 純子

【HP】http://www.seibi.ac.jp/ki

【E-Mail】ki_info@seibi.ac.jp

聖フランシスコ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒120-0003　東京都足立区東和4-3-

18　Tel.03-3605-1459

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~mariacol/furansyou/furansyou.

htm

聖母の騎士幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖コルベ学園］〒115-0045　

東京都北区赤羽2-1-12　Tel.03-3902-3533 Fax.03-3902-

3570　◇JR赤羽駅から徒歩2分　◇創立／1952年　◇理

事長・園長／永尾 稔　◇特色／宗教教育を通して、子ど

もたちに、他人に対する思いやりの心を育むように、教え

導きます。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~mariacol/

聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒198-0041　東京都青梅市勝沼

1-197-1　Tel.0428-22-4896

【HP】http://www.m-caritas.jp/youchien/09/welcome.html

聖霊幼稚園
［カトリック幼稚園］〒184-0005　東京都小金井市桜町

2-1-43　Tel.042-384-4462

聖和幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団聖和教会］〒120-0022　東

京都足立区柳原1-26-1　Tel.03-3888-6813 Fax.03-3888-

6017［連絡先：Tel.03-3888-6017］　◇東武伊勢崎線牛田

駅から徒歩5分　◇創立／1952年　◇園長・理事長／米

倉 美佐男

【HP】http://seiwach.exblog.jp/i12/

関町白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)白百合学園］〒177-0051　東

京都練馬区関町北4-16-50　Tel.03-3920-1883 Fax.03-

3928-4731　◇西武新宿線武蔵関北口から徒歩5分　◇園

長／米島 幸子
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世田谷聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒158-0081　東京都世田谷区深沢

8-13-16　Tel.03-3702-7334

世田谷幼稚園
［幼稚園］　［(宗)世田谷基督教会］〒154-0004　東京都世

田谷区太子堂4-17-10　Tel.03-3413-3379 Fax.03-3421-

3610　◇東急田園都市線三軒茶屋駅から徒歩5分　◇創

立／1925年　◇園長／高田 昌和　◇特色／一人ひとりの

子どもが主人公です。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~setagaya/

仙川教会子どもの家［子どもの家］

［幼稚園］　［(宗)日本基督教団仙川教会］〒182-0003　東

京都調布市若葉町2-27　Tel&Fax.03-3300-8159　◇京王

線仙川駅から徒歩8分　◇創立／1968年　◇園長／大串 

肇　◇特色／つよく、やさしく、のびのびと。個性を尊重

し、一人ひとりの成長と自立を目指します。キリスト教幼

児保育。

【HP】http://church.jp/sengawa/

善隣幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本同盟基督教団等々力教会］〒158-

0082　東京都世田谷区等々力2-6-19　Tel&Fax.03-3702-

0117　◇創立／1951年　◇園長／井上 直子　◇特色／

少人数制で、一人ひとりを聖書の愛をもって大切に育て、

豊かな活動の中で主体性、社会性、思いやりの心を育む。

【HP】http://www.todoroki-zenrin.org/

【E-Mail】zenrin@todoroki-zenrin.org

雑司ケ谷幼稚園
［幼稚園］　［(宗)雑司ヶ谷キリスト教会］〒171-0032　東

京都豊島区雑司が谷1-25-1　Tel&Fax.03-3987-3537　◇

地下鉄有楽町線東池袋駅から徒歩7分　◇創立／1923

年　◇園長／松田 彌生、理事長・代表役員代務者／高橋 

久美子

【HP】http://homepage2.nifty.com/zoshigaya-kg/

【E-Mail】my-zoshigaya@bz01.plala.or.jp

祖師谷保育園
［保育園］　［(福)雲柱社］〒157-0065　東京都世田谷区上

祖師谷3-20-17　Tel.03-3326-1131 Fax.03-3326-1436　◇

小田急線成城学園前駅からバス「駒大グラウンド」停、徒

歩3分　◇創立／1953年　◇園長／菊池 せい子

【HP】http://fukushi.unchusha.com/soshigaya/index.html

代田幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団代田教会］〒155-0033　東

京都世田谷区代田2-17-14　Tel.03-3412-4893 Fax.03-

3412-4891　◇小田急線世田谷代田駅から徒歩3分　◇創

立／1947年　◇園長／平野 克己　◇特色／一人ひとり

が神の恵みに生かされ神に愛されている子どもの成長を

助けてまいります。2歳児保育もあります。

【HP】http://www5e.biglobe.ne.jp/~daita-k/

瀧乃川学園
［幼稚園］〒186-0011　東京都国立市谷保6312

【HP】http://takinogawagakuen.cocolog-nifty.com/homepage/

立川平和幼稚園
［幼稚園］〒190-0023　東京都立川市柴崎町2-22-13

玉川小羊幼稚園
［幼稚園］　［(宗)玉川神の教会］〒158-0083　東京都世田

谷区奥沢7-12-22　Tel&Fax.03-3701-6508　◇東急東横

線自由が丘駅から徒歩7分　◇創立／1954年　◇園長／

嶋田 幸蔵　◇特色／都会にしては広い園庭にさつまいも

畑があります。少人数保育で、礼拝と自由遊びを大切にし

ています。

小さき花の幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック 聖ヨゼフフランシ

スコ修道会］〒145-0071　東京都大田区田園調布3-30-

25　Tel.03-3721-4181 Fax.03-3721-4771　◇東急東横線

田園調布駅から徒歩5分　◇創立／1946年　◇園長／鶴

田 ヨシ子

【HP】http://www.chiisakihanano.jp/

【E-Mail】info@chiisakihanano.jp

中央会堂幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団本郷中央教会］〒113-

0033　東京都文京区本郷3-37-9　Tel&Fax.03-3812-

0273　◇地下鉄大江戸線から徒歩1分　◇創立／1952

年　◇園長／亀岡 顕　◇特色／早朝や保育後の預かり

は、時間を延長して継続中。園庭にビオトープを作り、黒

メダカや卵からオタマが育った。

【HP】http://www1.tcn-catv.ne.jp/chuokaido-yochen/

【E-Mail】chuokaido-yochen@tcn-catv.ne.jp

調布星美幼稚園
［カトリック幼稚園］〒182-0016　東京都三鷹市深大寺元

町3-21-10　Tel.042-482-3535 Fax.042-482-3563

つくし野天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒194-0001　東京都町田市つくし野

2-18-4　Tel.042-795-5127

【HP】http://udjapan.com/t-tenshi/

角笛幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団高井戸教会付属］〒168-

0071　東京都杉並区高井戸西1-27-18　Tel&Fax.03-3331-

0391　◇井の頭線高井戸駅から徒歩2分　◇創立／1949

年　◇園長／七條 真明　◇特色／キリスト教保育。一人

ひとりを大切に。遊び中心の保育をしています。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/0132339301/tsunobue/

鶴川女子短期大学附属幼稚園
［幼稚園］　［(学)明泉学園］〒195-0054　東京都町田市三

輪町122　Tel.044-988-4074　◇小田急線鶴川駅北口から

バス10分「鶴川高校前」停　◇園長／百瀬 和男

【HP】http://www.meisen.ac.jp/fuzokuyouchien/

田園調布雙葉小学校附属幼稚園
［カトリック幼稚園］〒158-8511　東京都世田谷区玉川田

園調布1-20-9　Tel.03-3721-5112

【HP】http://www.denenchofufutaba.ed.jp/kindergarten/

田園調布幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団田園調布教会］〒145-
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0071　東京都大田区田園調布3-4-6　Tel&Fax.03-3722-

4115　◇東急東横線田園調布駅から徒歩2分　◇創立／

1946年　◇園長／田村 博、主任／大石 恵子　◇特色／

駅のすぐ近くで、かつ閑静な住宅地内。神の愛に基づく、

個性を大切にした、遊び中心の保育が特徴です。

【HP】http://www.e-ojyuken.com/youtien/denentyoufu/index.

html

田園調布ルーテル幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本福音ルーテル田園調布教会］〒145-

0071　東京都大田区田園調布2-37-5　Tel.03-3721-4716 

Fax.03-3722-2894　◇東横線目黒線田園調布駅から徒歩7

分　◇創立／1951年　◇園長／杉本 洋一　◇特色／私

たちは、愛と奉仕の心で保育にあたります。神さまと人に

愛される人間形成を目指します。

天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒146-0085　東京都大田区久が原

4-3-23　Tel.03-3751-2502

【HP】http://www.tenshiyouchien.ed.jp/

東京ユニオンチャーチEarly Learning Center
［幼児］〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-7-7　Tel&Fax.

03-3400-1579　◇地下鉄銀座線表参道駅から徒歩2分

【E-Mail】tucelc@msn.com

同仁美登里幼稚園
［幼稚園］　［キリスト教同仁社団］〒112-0015　東京都文

京区目白台3-10-9　Tel.03-3941-6630 Fax.03-3943-1882　

◇地下鉄有楽町線護国寺駅から徒歩6分　◇創立／1908

年　◇園長／関本 泰子　◇特色／一人ひとりの発達に応

じた遊びを通して円満な心身の発達を図り、生きる力の基

礎を培うことを目的としてます。

【HP】http://www.doujin-midori.ed.jp/

【E-Mail】info@doujin-midori.ed.jp

東星学園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒204-0024　東京都清瀬市梅園3-14-

47　Tel.042-493-3241

【HP】http://www.tosei.ed.jp/k_tosei/

東洋英和幼稚園
［幼稚園］　［(学)東洋英和女学院］〒106-0032　東京都港

区六本木5-6-14　Tel.03-3401-3014 Fax.03-3408-3338　

◇地下鉄六本木駅から徒歩7分　◇創立／1914年　◇園

長／森 眞理　◇特色／自由な遊びと子どもらしい生活の

中で創造性を養い感性を高め、神さまを思う心を育てます。

【HP】http://www.toyoeiwa.ac.jp

徳育幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団中野教会］〒164-0002　東

京都中野区上高田1-35-29　Tel.03-5348-3022 Fax.03-

5348-3021　◇JR東中野駅から徒歩10分　◇創立／1925

年　◇園長／古屋 博規　◇特色／小さな種を養い育てて

くださる神さまに愛され、互いに育ち合うことを願ってい

ます。

【HP】http://homepage3.nifty.com/tokuiku/

【E-Mail】nakano-tokuiku@nifty.com

ともしび保育園
［保育園］　［(福)雲柱社］〒136-0074　東京都江東区東砂

6-2-16　Tel.03-3644-2747 Fax.03-3644-3147　◇地下鉄

東西線南砂町駅から徒歩13分　◇創立／1968年　◇園長

／三幣 典子

【HP】http://fukushi.unchusha.com/tomoshibi/

【E-Mail】tomosibi@mx1.alpha-web.ne.jp

戸山幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団戸山教会］〒162-0052　東

京都新宿区戸山2-7-2　Tel&Fax.03-3203-6834　◇バス

「国立国際医療センター前」停、徒歩3分　◇創立／1952

年　◇園長／山田 斐章　◇特色／都心にありながら四季

の自然環境に恵まれ、この自然を十分に活かす保育を行な

っております。

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~toyama/

中目黒幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団中目黒教会］〒153-0063　

東京都目黒区目黒3-4-5　Tel&Fax.03-3792-2337　◇JR目

黒駅から徒歩15分　◇創立／1955年　◇園長／寺田 進

【HP】http://home.m07.itscom.net/nmgkids/

ナザレン中野教会付属幼稚園［ナザレン幼稚園］

［幼稚園］　［(宗)日本ナザレン教団中野教会］〒164-

0013　東京都中野区弥生町2-39-11　Tel.03-3381-5401 

Fax.03-3381-5404　◇地下鉄丸の内線中野新橋駅から徒

歩5分　◇創立／1950年　◇園長／北村 篤生、主任教諭

(教頭)／関谷 頼子　◇特色／神を信じ人を愛し自然を大

切にする光の子どもを育てる。明るく元気で、正しい事を

一生懸命励む子どもが本園が描く子ども像。

【HP】http://homepage3.nifty.com/nazarene/

【E-Mail】cbl32066@nifty.com

南部坂幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団麻布南部坂教会］〒106-

0047　東京都港区南麻布4-5-6　Tel&Fax.03-3473-

1283　◇創立／1949年　◇園長／芦沼 美知代

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~nbzk-kg/

西新井教会保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団西新井教会］〒123-0845　

東京都足立区西新井本町1-22-5　Tel.03-3896-1425 Fax. 

03-3896-1428　◇東武大師線大師前駅から徒歩7分　◇

創立／1969年　◇代表役員・園長／林 牧人、副園長／山

口 眞智子　◇特色／伝道・教育・奉仕を一体とするメソ

ジストの宣教の具体化として、信仰・愛・道理に基づく保

育を目指します。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/nishiaraichurch/

西荻学園幼稚園
［幼稚園］　［(学)西荻学園］〒167-0042　東京都杉並区西

荻北2-11-3　Tel.03-3399-8757　◇JR西荻窪駅北口から徒

歩3分　◇創立／1950年　◇園長／有馬 尊義　◇特色／

キリスト教精神に基づいて幼児を保育し、自主と共同を体

験しつつ、人間形成の基礎を養う教育を行います。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~ngy/

日本聾話学校幼稚部
［難聴幼稚園］　［(学)日本聾話学校］〒195-0063　東京都



238
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

東
京
都

関
東
地
方

L
IF

E
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

町田市野津田町並木1942　Tel.042-735-2361 Fax.042-

734-8292　◇創立／1920年　◇校長／川田 殖

【HP】http://www.nrg.ac.jp/

のぞみ保育園
［保育園］　［(福)愛隣会］〒153-8516　東京都目黒区大橋

2-19-1　Tel.03-3466-0269 Fax.03-3466-0460　◇井の頭

線駒場東大前駅から徒歩5分　◇創立／1955年　◇園長

／石田 寿満

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~airinkai/nozomi/

のぞみ保育園
［保育園］　［(福)藤の実会］〒196-0003　東京都昭島市松

原町5-7-17　Tel.042-541-1565 Fax.042-541-1866　◇JR

拝島駅から徒歩7分　◇創立／1955年　◇園長／上原 祐

子　◇特色／戸外で充分に遊び自然と親しみ丈夫な体を

つくる。視聴覚に頼らず体験を重視し思いやりの心が育つ

よう援助。

八王子幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団八王子教会］〒192-0074　

東京都八王子市天神町22-1　Tel.042-623-6441 Fax.042-

628-5969　◇JR八王子駅北口から徒歩10分　◇創立／

1949年　◇園長／松木 進　◇特色／一人ひとりの命に神

様が恵を届けてくださっていることを思い、豊かな心の成

長に目を向けています。

【HP】http://www1.ttcn.ne.jp/hachioujiyouchien/

波浮保育園
［保育園］　［(福)愛光社］〒100-0212　東京都大島町波浮

港17　Tel.04992-4-1561　◇東海汽船大島元町港からバ

ス「上の山」停　◇創立／1979年　◇園長／矢島 洋子

羽村善隣幼稚園
［幼稚園］〒205-0022　東京都羽村市双葉町2-10-7　

Tel&Fax.042-551-1675　◇執事長／熊手 祥之

原宿幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団原宿教会］〒150-0001　東

京都渋谷区神宮前3-42-1　Tel&Fax.03-3401-2461　◇地

下鉄銀座線外苑前駅から徒歩6分　◇園長／石田 透

【HP】http://www.ans.co.jp/k/harajuku-k/

原町田幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団原町田教会］〒194-0013　

東京都町田市原町田3-9-16　Tel&Fax.042-722-2454　◇

JR町田駅から徒歩5分　◇創立／1929年　◇園長／田部

井 容子　◇特色／「受け入れられる安心感」を子どもた

ちの心にとどけたい。そう願って80年続けてこれました。

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~hara3916/

【E-Mail】haramachidakindergarten@m6.dion.ne.jp

母親と就園前児の会 パンダの会
［幼児］〒168-0065　東京都杉並区浜田山4-10-25　Tel.03

-3313-7177　◇渡辺典子

【HP】http://jesus.or.jp/~hamadayama/panda.html

光の園保育学校
［保育園］　［(福)雲柱社］〒130-0005　東京都墨田区東駒

形4-6-2　Tel.03-3622-8867　◇地下鉄浅草線本所吾妻橋

駅から徒歩5分　◇園長／酒井 真理子

【HP】http://fukushi.unchusha.com/hikarinosono/

ひこばえ幼稚園
［幼稚園］　［(学)ひこばえ幼稚園］〒167-0021　東京都杉

並区井草1-45-15　Tel.03-3394-6665 Fax.03-3399-1853　

◇西武新宿線下井草駅から徒歩7分　◇創立／1950年　

◇園長／小塩 節　◇特色／①キリスト教保育。②個性尊

重。③年中・年長は異年齢混合(縦割り)クラス。④天野式

幼児リトミック。

【HP】http://www.hikobae.ed.jp/

日野台幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団日野台教会］〒191-0062　

東京都日野市多摩平4-8-1　Tel&Fax.042-581-2615　◇創

立／1959年　◇園長・設置者／稲田 勝之　◇特色／ゆり

の木のある園庭から、隣接した教会の十字架も見え、神様

に守られ、子ども達が伸々と元気に遊んでいます。

碑文谷教会付属幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団碑文谷教会］〒152-0001　

東京都目黒区中央町1-21-10　Tel.03-3712-5758 Fax.03-

3760-4613　◇東急東横線学芸大学駅から徒歩7分　◇創

立／1949年　◇牧師・園長／大三島 義孝

【HP】http://himonyachurch.org/default.aspx

【E-Mail】himonyay@beige.plala.or.jp

ファチマのマリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒156-0044　東京都世田谷区赤堤

3-20-1　Tel.03-3324-4535

フィッシャー幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団南三鷹教会］〒181-0004　

東京都三鷹市新川6-35-4　Tel.0422-46-4334 Fax.0422-

46-4335　◇JR三鷹駅からバス「三鷹農協前」停、徒歩2

分　◇創立／1953年　◇園長／吉岡 喜人　◇特色／キ

リスト教の愛に基づいて自由な保育を実践しています。家

庭的な幼稚園です。

【HP】http://heartland.geocities.jp/minamimitaka/fisher-

kinder/

深川愛隣保育園
［保育園］〒135-0051　東京都江東区枝川2-25-10　Tel. 03-

3645-9900　◇地下鉄東西線木場駅　◇園長／高橋 さとり

福音ルーテル教会大岡山幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本福音ルーテル教会］〒145-0063　東

京都大田区南千束3-16-5　Tel&Fax.03-3729-6500［連絡

先：日本福音ルーテル大岡山教会　〒145-0063　東京都

大田区南千束3-16-5 Tel.03-3726-7317］　◇東急目黒線大

岡山駅から徒歩7分　◇創立／1940年　◇園長／妹尾 悦

子　◇特色／一人ひとりの子どもを、キリストに愛されて

いるかけがえのない人格として大切に保育する。

【HP】http://www.kinder.ne.jp/~ohokayama-k/

【E-Mail】youtien@hs.catv.ne.jp

富士見保育園
［保育園］　［(福)ベタニヤホーム］〒133-0051　東京都江

戸川区北小岩2-15-8　Tel&Fax.03-3657-0515　◇創立／

1953年　◇園長／峯田 みどり
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雙葉小学校付属幼稚園
［カトリック幼稚園］〒102-0085　東京都千代田区六番町

11-1　Tel.03-3261-2982

双百合幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック・スピノラ修道女会］

〒167-0052　東京都杉並区南荻窪1-4-12　Tel.03-3332-

0230 Fax.03-5370-3443　◇JR荻窪駅からバス「川南」

停　◇創立／1956年　◇代表役員／佐藤 英子、園長／

小澤 泉子　◇特色／キリスト教の精神に基づき、心情豊

な、自分で考え行動できるたくましい子どもの育成に力を

注ぐ。

【HP】http://futayuri.jp/top.htm

ぶどうの木幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団東調布教会］〒145-0073　

東京都大田区北嶺町3-25　Tel&Fax.03-3729-5784　◇東

急池上線雪が谷大塚駅から徒歩5分　◇創立／1956年　

◇園長／宮内 慶子

平安幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団世田谷平安教会］〒154-

0002　東京都世田谷区下馬2-41-5　Tel.03-3421-4993 

Fax.03-3421-4084　◇JR渋谷駅からバス「自衛隊中央病

院入り口」停　◇創立／1953年　◇園長／金澤 勤

【HP】http://www.heian-y.ed.jp/

平和保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団中村町教会］〒176-0025　

東京都練馬区中村南2-24-3　Tel.03-3990-6358 Fax.03-

3990-6359　◇西武新宿線都立家政駅から徒歩10分　◇

創立／1954年　◇代表役員／小友 聡、園長／藤川 いつ

子　◇特色／心やさしく、心ゆたかに、生き生きと！を目

標に、神様に愛される子どもとして健やかに育ってほしい

です。

べテル幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団柿ノ木坂教会］〒152-

0022　東京都目黒区柿の木坂1-31-19　Tel&Fax.03-3723-

3870　◇東急東横線都立大学駅　◇創立／1950年　◇

園長／渡邊 義彦

【HP】http://www.ans.co.jp/k/bethel/

保恵学園幼稚園
［幼稚園］　［(学)保恵学園］〒182-0033　東京都調布市富

士見町3-1　Tel&Fax.042-480-2937　◇京王線西調布駅

から徒歩13分　◇創立／1964年　◇理事長／名取 道子、

園長／羽村 真知子　◇特色／キリスト教精神を根底とし、

子供達の知的、道徳的、身体的能力が調和を保って成長

発達する事を助長します。

【HP】http://www.hokei.jp/

本所白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］〒130-0011　東京都墨田区石原4-37-

2　Tel.03-3622-3376

【HP】http://tokyo.catholic.jp/text/welcome/youchien/honjyo.

htm

本町幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック東京大司教区］〒

192-0066　東京都八王子市本町16-3　Tel.042-625-3893 

Fax.042-625-6982　◇JR八王子駅北口から徒歩15分　◇

創立／1930年　◇設置者／岡田 武夫、園長／田倉 敏江

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~honcho-y/

【E-Mail】y-honcho@jasmine.ocn.ne.jp

まこと保育園
［保育園］　［(福)聖救主福祉会］〒135-0041　東京都江東

区冬木16-7　Tel.03-3641-1428 Fax.03-3641-1024　◇地

下鉄東西線門前仲町駅から徒歩10分　◇創立／1979年　

◇園長／佐々木 祐生

マダレナ・カノッサ幼稚園［カノッサ幼稚園］

［カトリック幼稚園］　［(学)明光学園］〒156-0045　東京

都世田谷区桜上水2-5-1　Tel.03-3304-5281 Fax.03-3304-

4203　◇小田急線経堂駅から徒歩15分　◇創立／1955

年　◇理事長／宮脇 窕子、園長／加藤 節子　◇特色／

カトリック教育とモンテッソーリ教育を取り入れております。

【HP】http://homepage2.nifty.com/mcanossakg/

松沢幼稚園
［幼稚園］　［(学)雲柱社］〒156-0057　東京都世田谷区上

北沢3-8-19　Tel&Fax.03-3303-8091　◇創立／1931年　

◇園長／進藤 君枝

【HP】http://edu.unchusha.com/

マリアの園幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)晃華学園］〒182-8550　東京

都調布市佐須町5-28-1　Tel.042-485-0040 Fax.042-482-

8038　◇京王線つつじヶ丘駅からバス「晃華学園」停、

徒歩3分　◇創立／1950年　◇学園長／石上壽美江、園

長／墨田 富美子

【HP】http://www.kokagakuen.ac.jp/kokayochien/

聖園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒112-0014　東京都文京区関口3-16-

15　Tel.03-3941-8580 Fax.03-3941-8597　◇園長／今村 

ふみ子

【HP】http://www.m-caritas.jp/youchien/07/welcome.html

三鷹小鳩幼稚園
［幼稚園］　［(学)恵愛学園］〒181-0002　東京都三鷹市牟

礼4-16-18　Tel&Fax.0422-48-8903　◇JR吉祥寺駅から

徒歩20分　◇創立／1956年　◇理事長／大山 隆成、園

長／及川 みゆき

南砂町保育園
［保育園］　［(福)そのえだ］〒136-0076　東京都江東区南

砂3-10-8　Tel.03-3644-6720 Fax.03-3644-6702　◇創立

／1956年　◇理事長／丸山 弘、園長／染谷 里子

みのり保育園
［保育園］　［みのり愛の会］〒170-0011　東京都豊島区池

袋本町3-29-9　Tel.03-3983-2396 Fax.03-3983-2390　◇

東武東上線下板橋駅から徒歩5分　◇創立／1959年　◇

理事長／清水 孝郎、園長／清水 絵美　◇特色／子ども

たちひとりひとりの笑顔をたやすことなく職員ひとりひと

り心をすませて頑張っております。

【HP】http://minori-toshima.or.jp/

【E-Mail】minori1970@minori-ttoshima.or.jp
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みょうじょう幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖フランシスコ学園］〒154-

0024　東京都世田谷区三軒茶屋2-51-32　Tel.03-3422-

3189 Fax.03-3418-7440　◇東急世田谷線太子堂駅から徒

歩7分　◇創立／1954年　◇園長／松本 巌　◇特色／カ

トリックの人間観に基づき、モンテッソーリ教育法を用い

た幼稚園。

【HP】http://www.myojo.ed.jp/

武蔵野平安幼稚園
［幼稚園］　［(学)武蔵野平安学園］〒180-0022　東京都武

蔵野市境1-24-20　Tel.0422-54-8100 Fax.0422-55-5300　

◇JR武蔵境駅から徒歩5分　◇創立／1949年　◇園長／

多古 義信　◇特色／モンテッソーリー教育をとりいれ、

キリスト教の精神を土台として、教育を行っている。

【HP】http://www.m-heian.com/

めぐみ保育園
［保育園］　［(福)愛隣会］〒158-0081　東京都世田谷区深

沢3-13-8　Tel&Fax.03-3701-3241　◇東横線自由が丘駅

からバス(駒沢学園行)「等々力7」停、徒歩5分　◇創立／

1948年　◇園長／仲村渠 清子、理事長／守永 誠治

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~airinkai/megumi/

めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団大森めぐみ教会］〒146-

0082　東京都大田区池上1-19-35　Tel.03-3751-1440 

Fax.03-3751-4141　◇東急池上線池上駅からバス「税務

署前」停、徒歩7分　◇創立／1927年　◇園長／土戸 

清　◇特色／幼児期から神を敬い人を愛する心を育成す

る。具体的には、祈る心を培う。人間としての強さと優し

さの源泉。

【HP】http://omorimegumi.com/kindergarten/

めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)立川富士見学園］〒190-0013　東京都立

川市富士見町1-7-16　Tel.042-522-4606 Fax.042-522-

4637　◇JR西立川駅から徒歩8分　◇創立／1953年　◇

理事長・園長／藤田 信、副園長／藤田 洋

【HP】http://megumiyouchien.web.fc2.com/

【E-Mail】egoeimitkamik@waltz.ocn.ne.jp

めぐみ幼稚園
［幼稚園］〒174-0071　東京都板橋区常盤台2-3-3　Tel.

03-3960-0449　◇中田 義直

目白ヶ丘幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本バプテストキリスト教目白ヶ丘教会］

〒161-0033　東京都新宿区下落合2-15-11　Tel&Fax.03-

3951-2115　◇JR目白駅から徒歩5分　◇創立／1951年　

◇代表役員／古賀 公一、園長／佐藤 順子　◇特色／愛

されている実感を持ちながら、他者と共存していく為の知

識が付き心と身体が育つように配慮します。

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~mejiroch/

【E-Mail】mejirogaoka-youchien@piano.ocn.ne.jp

目白平和幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団目白教会］〒161-0033　東

京都新宿区下落合3-14-25　Tel.03-3954-0448　◇JR目白

駅から徒歩5分　◇創立／1916年　◇園長／兵頭 悦子

【HP】http://www.mejiro-kyoukai.net/mejiro-heiwa/

雪ヶ谷ルーテル幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本福音ルーテル雪ヶ谷教会］〒145-

0065　東京都大田区東雪谷3-24-10　Tel.03-3727-5419 

Fax.03-3727-5419　◇東急池上線石川町駅から徒歩10

分　◇創立／1953年　◇園長／田島 靖則

弓町本郷幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団弓町本郷教会］〒113-

0033　東京都文京区本郷2-35-14　Tel.03-3811-3075　◇

地下鉄丸ノ内線本郷三丁目駅から徒歩5分　◇創立／

1950年　◇園長／菅原 力

【HP】http://www.yumichohongo.com/aboutchurch/youchien.

html

幼児児童ルーム
［幼児］〒102-0073　東京都千代田区九段北1-15-1　

Tel.03-3265-3463

四谷新生幼稚園
［幼稚園］　［(宗)四谷新生教会］〒160-0004　東京都新宿

区四谷1-14　Tel&Fax.03-3357-7036　◇JR四ツ谷駅から

徒歩7分　◇創立／1952年　◇園長／山鹿 昭明　◇特色

／キリスト教主義に基づく自由保育が特色。緑が豊かで静

かな住宅地に位置し、土の園庭も好評です。

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/yotsuyashinsei/

ライシャワ・クレーマ学園
［難聴幼児通園施設］　［(学)日本聾話学校］〒195-0063　

東京都町田市野津田町並木1942　Tel.042-735-2361 

Fax.042-734-8292　◇小田急線鶴川駅からバス「野津田

車庫」停、徒歩15分　◇創立／1977年　◇園長／鈴木 実、

理事長／奥田 義考　◇特色／補聴器や人工内耳をつけ

て、よい親子関係を築き、よりよい発達ができるよう指導

し援助します。

【HP】http://www.nrg.ac.jp/

立教女学院短期大学附属幼稚園天使園［天使

園］

［幼稚園］　［(学)立教女学院］〒168-8626　東京都杉並区

久我山4-29-23　Tel.03-3334-7939 Fax.03-3247-4774　◇

京王井の頭線三鷹台駅　◇創立／1970年　◇理事長／酒

向 登志郎　◇特色／豊かな自然環境の中で一人ひとりの

子どもの育ちを大切にし「心」を育てる保育を行っていま

す。

【HP】http://www.rikkyo.ne.jp/grp/rittan/facility/tenshien.html

両国子育てひろば
［子育て広場、子育て相談］〒130-0015　東京都墨田区横

網1-2-13　Tel.03-3621-6455　◇JR両国駅西口から徒歩1

分

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/sumida-kosodatecent/

【E-Mail】sumida-kosodatecent@jcom.home.ne.jp

ルーテル羽村幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本福音ルーテル羽村教会］〒205-

0014　東京都羽村市羽東2-19-29　Tel&Fax.042-554-

6351　◇JR羽村駅から徒歩5分　◇創立／1961年　◇園

長／高井 保雄　◇特色／多摩川沿いの丘にある自然に恵
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まれ、子供たちがノビノビと過せる環境と神の愛に基づく

保育をする幼稚園です。

【HP】http://www.kidslink.jp/ruuteru-hamura/

ルーテル保育園
［保育園］　［(宗)日本福音ルーテル小岩教会］〒133-

0056　東京都江戸川区南小岩3-6-8　Tel&Fax.03-3657-

3326　◇JR小岩駅から徒歩13分　◇創立／1940年　◇

園長／松田 繁雄

【HP】http://www.lutheran-koiwachurch.jp/

霊南坂幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団霊南坂教会］〒107-0052　

東京都港区赤坂1-14-3　Tel.03-3582-3995 Fax.03-3582-

3996　◇創立／1918年　◇園長／押川 幸男　◇特色／

自ら遊び、共に育つ。目に見えない大きな存在、神様から

一人ずつが愛されていることを感じ、祈りを覚える。

【HP】http://www.reinanzaka.jp/

黎明保育園
［保育所］　［(福)雲柱社］〒124-0006　東京都葛飾区堀切

3-30-12　Tel.03-3697-0720 Fax.03-5670-0007　◇京成上

野線堀切菖蒲園駅から徒歩10分　◇創立／1949年　◇園

長／秋山 幸美

【HP】http://fukushi.unchusha.com/reimei/index.html

レジナ幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック東京大司教区］〒

133-0057　東京都江戸川区西小岩4-4-1　Tel&Fax.03-

3659-3776　◇JR小岩駅から徒歩8分　◇創立／1956年　

◇特色／子どもが自立できるよう、モンテッソーリ教育を

取り入れています。

【HP】http://www003.upp.so-net.ne.jp/regina_kinder/

レストナック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック聖マリア修道女会］

〒168-0063　東京都杉並区和泉2-41-18　Tel.03-3323-

1666 Fax.03-3325-7282　◇創立／1966年　◇特色／縦

わり保育を主体としたクラスでのモンテッソーリ活動、天

野式リトミックで心を育てる宗教教育を行っています。

【HP】http://www.kosodateweb.net/TKY/resutonakku/

　図書館・資料展示館

賀川豊彦記念・松沢資料館［賀川資料館］

［資料館］　［(財)雲柱社］〒156-0057　東京都世田谷区上

北沢3-8-19　Tel.03-3302-2855 Fax.03-3304-3599　◇京

王線上北沢駅から徒歩3分　◇創立／1982年　◇理事長

／斎藤 宏、常務理事・館長／加山 久夫、学芸員／杉浦 

秀典、調査員／南 香重、研究員／マリンズ，マーク・R、

研究員／濱田 陽　◇特色／集会室、礼拝堂を一般公開し

ています。教会の各会例会等にご利用ください。団体見

学時の解説講義も承ります。

【HP】http://zaidan.unchusha.com/

【E-Mail】zaidan@unchusha.com

聖書図書館
［図書館］　［(財)日本聖書協会］〒104-0061　東京都中央

区銀座4-5-1 聖書館ビル7F　Tel.03-3567-1995 Fax.03-

3562-7227　◇地下鉄銀座駅から徒歩3分　◇創立／1980

年　◇理事長／大宮 溥、総主事／渡部 信　◇特色／聖

書事業の一環として、宣教・教育の働きに資するため世

界の各語の聖書や研究書を収集。「聖書セミナー」を開催。

【HP】http://www.bible.or.jp/

【E-Mail】lib@bible.or.jp

(福)日本点字図書館［日点］

［視覚障害者情報提供施設］〒169-8586　東京都新宿区

高田馬場1-23-4　Tel.03-3209-0241 Fax.03-3204-5641　

◇JR高田馬場駅戸山口から徒歩4分　◇創立／1940年　

◇理事長／田中 徹二、館長／岩上 義則　◇特色／視覚

障害者の文化向上を図るために点字・録音図書の製作・

貸出及び視覚障害者生活用具の斡旋販売等を行う。

【HP】http://www.nittento.or.jp/

【E-Mail】nitten@nittento.or.jp

(財)長谷川町子美術館
［美術館］〒156-0045　東京都世田谷区桜新町1-30-6　

Tel.03-3701-8766 Fax.03-3701-3995　◇東急田園都市線

桜新町駅から徒歩7分　◇創立／1985年　◇館長／長谷

川 毬子

【HP】http://www.hasegawamachiko.jp/

八木重吉記念館
［文学記念館］〒194-0211　東京都町田市相原町4473　

Tel.042-783-1877　◇創立／1984年　◇館長／八木 藤

雄　◇特色／生家の一角にある記念館。見学には電話予

約(午後5時以降)が必要。

山室軍平記念救世軍資料館［救世軍資料館］

［資料館］　［(宗)救世軍］〒166-0012　東京都杉並区和田

2-21-39　Tel&Fax.03-3384-9081　◇丸の内線中野富士見

駅から徒歩10分　◇創立／1985年　◇館長／朝野 洋　

◇特色／当資料館は日本及び各国の救世軍活動に関する

資料と文献の収集保管を行い、必要により公開閲覧に供

する。

　祈祷院

秋川祈祷院
［祈祷院］　［(宗)純福音東京教会］〒190-0173　東京都あ

きる野市戸倉1422-1　Tel.042-595-1353 Fax.042-595-

3977　◇JR武蔵五日市駅からバス「十里木」停、徒歩1

分　◇創立／1996年　◇担任牧師／金 聖水、伝道師／

久保 憲司　◇特色／主に断食中心の祈祷院です。長期不

可。夏期キャンプ受け付けます。秩父多摩甲斐国立公園

入り口にある祈祷院です。

ミツパ祈祷院
［祈祷院］　［(宗)ホサナ福音キリスト教会］〒190-0174　

東京都あきる野市乙津582-1　Tel&Fax.042-596-2420　

◇JR武蔵五日市駅から車10分　◇創立／1999年　◇院長

／朴 エステル、牧師／広瀬 郷一　◇特色／秋川渓谷の

自然に恵まれ、祈りと瞑想に適した場所で修養会・キャン

プ等にもご利用できます。

【E-Mail】mizpah@star.odn.ne.jp
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足立区 Adachi-ku

足立愛の教会［同盟基督］

〒121-0816　足立区梅島3-3-24-102　Tel&Fax.03-3889-

9157　◇東武伊勢崎線梅島駅から徒歩3分　◇創立／

1985年（95人）　◇金 煥、高橋 恵基　◇礼拝／11:00,

14:00　◇外国語／韓国語(14:00)　◇特色／日本人、韓国

人、在日の人々がキリストにあって和解の共同体を形成し

ている家族的な教会。

【E-Mail】adachi_aino@yahoo.co.jp

足立梅田教会［日基教団］

〒123-0851　足立区梅田5-28-9　Tel&Fax.03-3887-

4010　◇東武伊勢崎線西新井駅から徒歩7分　◇創立／

1953年（69人）　◇高橋 陽一　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/tokyo-higashi/annai/adachiumeda.

html

【E-Mail】ume.pastoral@friend.ocn.ne.jp

足立キリスト教会［JECA］

〒121-0076　足立区平野2-8-9　Tel&Fax.03-3858-2846　

◇JR・東武線・地下鉄北千住駅からバス「島根町」停、

徒歩3分　◇創立／1957年（33人）　◇宮村 三郎　◇礼

拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30分・午後7時から

聖書研究祈祷会。教会学校、日曜9時から。会堂は、1階

バリアフリー。

【E-Mail】miyamu@adachi.ne.jp

綾瀬教会［日基教団］

〒120-0005　足立区綾瀬2-5-16　Tel&Fax.03-3690-

7322　◇地下鉄千代田線綾瀬駅　◇創立／1955年（12

人）　◇平田 守

【HP】http://www.adachi.ne.jp/users/revmh01/

綾瀬東部教会［単立／独立］

〒120-0004　足立区東綾瀬1-23-9　Tel&Fax.03-3628- 

8856 Tel.03-5697-7167　◇地下鉄千代田線綾瀬駅から徒

歩7分　◇創立／1971年（150人）　◇魯 學煕、劉 成民　

◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語　◇特色／英語や韓

国語の教室もあり、礼拝でも家族的な雰囲気を満喫するこ

とができる穏やかな教会です。

Yes2イエス@北千住＝関東ハウスチャーチ
ネットワーク［OMF］

〒120-0023　足立区千住曙町41-1-A-2107　Tel.03-5284-

9234　◇創立／2007年　◇オウ，シュウ アン、オウ，テ

ン　◇礼拝／19:00(金)　◇特色／王さん宅での集会。日

常生活に関わるテーマを考えてコースを作り、聖書を一緒

にディスカッションしながら楽しく過ごすグループです。

【HP】http://www.kantohousechurches.com/

【E-Mail】block234tampines@softbank.ne.jp

梅田キリストの教会［キリストの教会］

〒123-0851　足立区梅田2-19-19　Tel.03-3889-7078　◇

東武伊勢崎線五反野駅から徒歩15分　◇高村 耀次

神の家族主イエスキリスト教会［単立／独立］

〒121-0807　足立区伊興本町2-1　Tel.080-3175-0071　◇

東武伊勢崎線竹ノ塚駅西口から徒歩10分　◇創立／1985

年（43人）　◇田島 実　◇礼拝／10:00　◇特色／世界

163カ国で行われているアルファ・コースを実施していま

す。お気軽にお尋ねください。

【HP】http://www.kaminokazoku.com/

【E-Mail】pastor@kaminokazoku.com

亀有キリスト福音教会［単立／独立］

〒120-0003　足立区東和1-17-20　Tel&Fax.03-3605-

0908　◇JR亀有駅から徒歩10分　◇創立／1955年（171

人）　◇於保 治樹、於保 とみ子、高木 輝夫、高木 順子、

喜田川 冨貴子、新美 幸子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.kamearichurch.com

北千住教会［日基教団］

〒120-0026　足立区千住旭町1-20　Tel&Fax.03-3888-

2047　◇JR北千住駅から徒歩5分　◇創立／1949年（18

人）　◇伊藤 大輔　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ne.jp/asahi/kitasenju/church/

北千住キリスト教会［ナザレン］

〒120-0042　足立区千住龍田町3-10　Tel&Fax.03-3888-

7560　◇JR北千住駅西口から徒歩10分　◇樋口 茂　◇

東 京 都 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   T o k y o 　
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礼拝／10:30

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~kitasenj/

希望キリスト教会［長老教会］

〒121-0011　足立区中央本町3-14-3　Tel&Fax.03-3848-

1696　◇東武伊勢崎線五反野駅から徒歩12分　◇創立／

1973年（90人）　◇朴 聖柱　◇礼拝／11:00,14:00

【HP】http://kiboch.com/

【E-Mail】kibocc@adachi.ne.jp

聖愛基督福音教会［単立／独立］

〒120-0026　足立区千住旭町20-16　Tel.03-3881-2390 

Fax.03-3879-2386　◇JR北千住駅東口から徒歩7分　◇

森本 春子、森本 志人、大越 重信　◇礼拝／13:30　◇

特色／木曜日午後7時から祈祷会。2008年3月完成を目標

に新会堂建設へ。

【HP】http://yomigaeri.org/seiai.htm

【E-Mail】ADS18718@nifty.com

聖光キリスト教会［単立／独立］

〒120-0034　足立区千住4-29-2　Tel.03-3888-4470　◇

西岡 清一

聖和教会［日基教団］

〒120-0022　足立区柳原1-26-1　Tel.03-3888-6813 Fax. 

03-3888-6017　◇東武伊勢崎線牛田駅から徒歩5分　◇

創立／1952年（129人）　◇高 承和　◇礼拝／10:30,15:30

【HP】http://seiwach.exblog.jp/i2/

千住キリスト教会［長老教会］

〒120-0024　足立区千住関屋町13-3　Tel&Fax.03-3879-

2184　◇JR北千住駅から徒歩8分　◇創立／1997年（98

人）　◇金 小益、堆朱 敏男　◇礼拝／6:00,11:00,12:30,

15:00　◇外国語／韓国語(12：30)　◇特色／水曜日午前

10時30分より北千住駅近くの(千住新橋下)荒川河川敷にて

ホームレスの方々に給食伝道があります。

【HP】http://senjyu-cc.jp/

【E-Mail】Senjuch@yahoo.co.jp

善隣キリスト教会［単立／独立］

〒120-0045　足立区千住桜木2-8-5　Tel.03-3881-9527　

◇金城 雄子、大谷 さつき　◇特色／JR北千住駅西口か

らバス「千住桜木」停、徒歩1分

竹の塚ルーテル教会［NRK］

〒121-0823　足立区伊興3-18-7　Tel.03-3899-2529 Fax. 

03-3897-3987　◇東武線竹の塚駅から徒歩5分　◇創立

／1960年　◇斉藤 衛、カンファー，ジャスティン

トウキョウ・インターナショナル・クリスチ
ャン・フェローシップ＝TICF［単立／独立］

〒121-0816　足立区梅島1-7-6-103　◇東武線梅島駅から

徒歩5分［連絡先：ブラウン，ウイリアム・J　〒203-

0043　東京都東久留米市下里6-5-28 Tel.042-420-9219］　

◇創立／2007年（30人）　◇ブラウン，ウイリアム・J　

◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／礼拝はフィリ

ピンの牧師が英語でメッセージしています。月2回は日本

人牧師のメッセージです。

【HP】http://www.geocities.jp/ticf_church/

東京中央バプテスト教会［バプ教会連合］

〒121-0813　足立区竹の塚2-8-8　Tel.03-3883-7613 Fax. 

03-3883-7615　◇東武伊勢崎線竹ノ塚駅から徒歩8分　◇

創立／1954年（105人）　◇横山 武　◇礼拝／10:30

【HP】http://www012.upp.so-net.ne.jp/tokyo-bapu-run/

東京羊門教会［聖協団］

〒120-0002　足立区中川2-26-2　Tel&Fax.03-3606-

0248　◇宋 炳讃

【E-Mail】song8813@hotmail.com

東京ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］

〒123-0851　足立区梅田2-11-7 マナハイツ2Ｆ　Tel.090-

3688-5307　◇東武線五反野駅から徒歩10分　◇創立／

1968年（7人）　◇礼拝／10:30(17:00の場合あり)

東明国際キリスト教会＝東明国際クリスチ
ャンセンター［単立／独立］

〒120-0037　足立区千住河原町5-16　Tel&Fax.03-5856-

3777　◇京成本線千住大橋駅から徒歩4分　◇創立／

2005年（80人）　◇金 信鎬、武井 俊孝　◇礼拝／

10:30　◇外国語／韓国語(11:30)

【HP】http://www.tomeichurch.org/

【E-Mail】shinhokim@hotmail.com

中川キリスト福音教会［ホーリネス］

〒121-0053　足立区佐野2-12-7　Tel&Fax.03-3629-

9365　◇JR亀有駅からバス「東淵江庭園」停、徒歩3

分　◇創立／1976年（100人）　◇中村 一彦、中村 良

子　◇礼拝／9:00,10:45,19:30　◇特色／佐野郵便局の向

いです。個人的な悩み相談・結婚式・葬儀・子供の祝福式・

聖書の学び等もいたします。

【HP】http://www.jhc.or.jp/nakagawa/

【E-Mail】nakagawa@jhc.or.jp

中目黒教会足立伝道所［基督兄弟団］

〒121-0073　足立区六町3-10-21　Tel.03-3885-3735　◇

TX六町駅から徒歩5分［連絡先：中目黒教会　〒153-

0051　東京都目黒区上目黒3-42-16 Tel.03-3713-4167］　

◇創立／2010年　◇工藤 公敏　◇礼拝／15:00(第2、第

4日曜)

西新井教会［KCCJ］

〒123-0845　足立区西新井本町4-5-1　Tel&Fax.03-3890-

3365　◇JR北千住駅からバス「興野公団住宅前｣停す

ぐ　◇創立／1952年（50人）　◇韓 聖炫　◇礼拝／

11:00　◇外国語／韓国語　◇特色／礼拝は韓国語と日本

語の両方で行います。日本語教室、韓国語教室があります。

【E-Mail】godlove1953@ybb.ne.jp

西新井教会［日基教団］

〒123-0845　足立区西新井本町1-22-5　Tel.03-3890-1260 

Fax.03-6413-1441　◇東武線大師前駅から徒歩7分　◇創

立／1933年（190人）　◇林 牧人　◇礼拝／9:00,10:30,

19:00　◇特色／教団信仰告白を堅持し、福音主義に堅く

立ち、メソジスト教会の遺産を賜物として、福音宣教に与

る教会です。

【HP】http://nishiarai.church.jp/

【E-Mail】nishiarai@church.jp
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神愛教会［聖公会］

〒116-0014　荒川区東日暮里5-18-8　Tel.03-3802-2455 

Fax.03-3802-2434　◇JR鶯谷駅から徒歩7分　◇創立／

1905年　◇笹森 田鶴　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nskk.org/tokyo/church/shin-ai

千住基督教会［聖公会］

〒116-0003　荒川区南千住5-21-16　Tel.03-3807-9937 

Fax.03-3807-9936　◇地下鉄日比谷線南千住駅から徒歩5

分　◇創立／1914年（47人）　◇木下 量熙

東京イエス愛の教会［JRL］

〒116-0001　荒川区町屋3-2-1-B106　Tel&Fax.03-3809-

4363　◇李 大範

東京カルバリ教会［日基教団］

〒116-0002　荒川区荒川5-47-4　Tel&Fax.03-3894-

7565　◇地下鉄千代田線町屋駅3番出口から徒歩5分　◇

創立／1979年（66人）　◇中沢 譲、中沢 麻貴　◇礼拝／

10:30　◇特色／2006年に、豊島区から荒川区に移転しま

した。

【HP】http://karubari-church.org/

【E-Mail】info@karubari-church.org

東京源泉教会［大韓イエス］

〒116-0003　荒川区南千住1-15-4 トリニテイ三ノ輪4F　

Tel&Fax.03-3805-8480　◇地下鉄日比谷線三ノ輪駅から

徒歩5分　◇創立／1995年（50人）　◇李 聖勲、花沢 房江、

金 妍珍、近藤 崇子　◇礼拝／11:30,19:00　◇外国語／

韓国語

【HP】http://www.tokyowcc.org/

【E-Mail】jkt1324@tokyowcc.org

東京信光教会［福音教団］

〒116-0014　荒川区東日暮里1-40-4-301　Tel.03-6808-

3980　◇地下鉄日比谷線三ノ輪駅から徒歩10分　◇金 元

植

東京日暮里教会［KCCJ］

〒116-0014　荒川区東日暮里3-43-3　Tel&Fax.03-3891-

7571　◇JR三河島駅から徒歩5分　◇創立／1989年　◇

金 東洙　◇外国語／韓国語

東京福音教会［単立／独立］

〒116-0014　荒川区東日暮里2-45-9　Tel.03-3891-0747 

Fax.03-3891-9073　◇JR三河島駅から徒歩9分　◇創立

／1924年（250人）　◇趙 鎬重　◇礼拝／10:00,11:15,

14:00　◇外国語／英語、韓国語

東京ベタニヤチャーチ［ワールドミッション］

〒116-0011　荒川区西尾久4-7-16-2F　Tel&Fax.03-3800-

9990　◇JR田端駅北口から徒歩7分　◇創立／2003年（16

人）　◇小野寺 次郎、小野寺 裕子、谷村 愛子、谷村 勉、

谷村 尚子　◇礼拝／10:30　◇特色／いやし・解放・預

言の働き(メンタルでお悩みの方)。祈祷会は水曜・金曜午

後7時30分から、日曜午後に聖書の学び。

【HP】http://tokyobethanychurch.web.fc2.com/

東京黎明教会［KCCJ］

〒116-0013　荒川区西日暮里5-11-7-2F　Tel.03-3807-

西新井小隊［救世軍］

〒123-0855　足立区本木南町22-10　Tel&Fax.03-3889-

3894　◇北千住駅西口からバス「本木小学校前」停、本

木交番隣り　◇創立／1933年（66人）　◇立石 真崇、立

石 友理恵　◇礼拝／10:30

【E-Mail】nishiarai@salvationarmy.or.jp

福音グローアップチャーチ［フォースクエア］

〒120-0005　足立区綾瀬1-17-6　Tel.03-3604-2291 Fax. 

03-5616-2280　◇地下鉄綾瀬駅西口から徒歩8分　◇大城 

けい子、大城 吉秋

福音聖書教会［福音教団］

〒123-0864　足立区鹿浜8-18-4　Tel&Fax.03-3897-

5316　◇日暮里・舎人ライン谷在家駅から徒歩7分　◇創

立／1985年（16人）　◇田辺 誠一、田辺 良子　◇礼拝／

10:00,19:00

【E-Mail】fukuin_tanabe@yahoo.co.jp

福音の家［福音教団］

〒121-0824　足立区西伊興2-3-25　Tel&Fax.03-3898-

7940　◇舎人ライナー舎人公園駅東口から徒歩10分［連

絡先：日本福音教団　〒123-0864　東京都足立区鹿浜

8-18-4 福音聖書教会 Tel.03-3897-5316］　◇創立／1998

年（20人）　◇吉岡 八惠子　◇礼拝／10:30

炎リバイバル教会［単立／独立］

〒121-0074　足立区西加平2-3-6　Tel.03-3885-6632 Fax. 

03-3883-2368　◇TX六町駅から徒歩5分　◇創立／1993

年　◇篠原 隆、篠原 真佐美　◇礼拝／10:00　◇特色／

聖霊様を心から歓迎し愛する教会です。イエス様の勝利

が満ち溢れる喜びいっぱいの教会です。

【HP】http://www5e.biglobe.ne.jp/~honoorib/

【E-Mail】20051121riva@kca.biglobe.ne.jp

荒川区 Arakawa-ku

荒川教会［日基教団］

〒116-0012　荒川区東尾久2-20-7　Tel&Fax.03-3892-

9401　◇都電荒川線「東尾久三丁目」　◇創立／1953年

（51人）　◇国府田 祐人　◇礼拝／10:45,19:30

【HP】http://www2.plala.or.jp/Arakawa/Jesus.htm

【E-Mail】yuto@indigo.plala.or.jp

荒川聖泉キリスト教会［聖泉基督］

〒116-0002　荒川区荒川3-17-3　Tel.03-3891-0823 Fax. 

03-3805-9678　◇JR三河島駅から徒歩5分　◇創立／

1948年（160人）　◇山本 進、永岡 啓、山本 わか、山本 

雅子、永岡 飾　◇礼拝／10:30

【HP】http://arakawaseisen.com

【E-Mail】nagaoka.satoru@gmail.com

尾久キリスト教会［ホーリネス］

〒116-0011　荒川区西尾久6-4-14　Tel&Fax.03-3894-

7903　◇都電荒川線小台駅から徒歩3分　◇創立／1950

年（50人）　◇山田 智朗、山田 由紀子、高橋 政雄、高橋 

栄子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ogu@jhc.or.jp
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板橋大山教会［日基教団］

〒173-0013　板橋区氷川町47-3　Tel&Fax.03-3964-

4139　◇地下鉄三田線板橋区役所前駅から徒歩5分　◇

創立／1959年（37人）　◇上垣 勝　◇礼拝／10:45　◇

特色／テゼの祈りの集い：第3木曜日午前7時15分、及び

午後7時。平日礼拝：第4火曜日に志村3丁目で。

【HP】http://www.geocities.jp/itabashioyama_ch/

【E-Mail】pastor_uegaki@yahoo.co.jp

板橋教会［キリスト合同］

〒173-0004　板橋区板橋3-32-1　Tel.03-3961-9685 Fax. 

03-3961-7924　◇JR板橋駅西口から徒歩10分　◇創立／

1951年（132人 ）　 ◇ 大 井 満、金 明 瑾　 ◇ 礼 拝 ／

10:30,17:00(第3)　◇テレホン／03-3963-4110　◇特色／

2001年に竣工した礼拝堂は、暖かなイメージです。若者

からお年寄りまで各年齢の方が集っています。

【HP】http://www.godo.or.jp/itabashi

板橋教会［福音ルーテル］

〒173-0004　板橋区板橋2-39-4　Tel&Fax.03-3962-

7345　◇東武東上線下板駅　◇立山 忠浩、汲田 真帆

板橋キリスト教会［ディコンリー］

〒174-0062　板橋区富士見町29-5　Tel.03-5248-3388　

◇東武東上線中板橋駅から徒歩10分　◇創立／1999年　

◇吉田 潤、吉田 千賀子　◇礼拝／10:30　◇特色／アル

ファコースによる聖書の学び、英会話、韓国語教室を楽し

く開いています。

【E-Mail】godislove@pop16.odn.ne.jp

板橋キリスト教会［ホーリネス］

〒173-0033　板橋区大山西町60-11　Tel&Fax.03-3959-

0827　◇東武東上線大山駅から徒歩10分　◇創立／1972

年（43人）　◇竹田 広志、竹田 志保　◇礼拝／10:30　

◇特色／礼拝後ワーシップの賛美集会を行っています。

新しい歌をバンドに合わせ賛美します。

【HP】http://www.geocities.jp/itabashi_ch/

板橋伝道所［バプ連盟］

〒173-0022　板橋区仲町41-7　Tel.090-8801-0111 Fax. 

03-3917-3091　◇東武東上線中板橋駅から徒歩3分　◇創

立／2004年（15人）　◇新保 雅雄　◇礼拝／11:00　◇

特色／日曜日午前10時から聖書教育。第1日曜日午後2時

からバイブルクラス。水曜日午後7時30分から祈り会。

インマヌエル板橋キリスト教会［IGM］

〒173-0026　板橋区中丸町11-15　Tel&Fax.03-3959-

0953　◇JR池袋駅から徒歩15分　◇創立／1956年（99

人）　◇河村 従彦、河村 みち　◇礼拝／10:00

上板橋キリスト教会［単立／独立］

〒174-0075　板橋区桜川3-26-5　Tel&Fax.03-3936-

9463　◇東武東上線上板橋駅から徒歩7分　◇創立／

1981年（27人）　◇石島 弘憲　◇礼拝／10:30,15:00,

18:30　◇外国語／英語、タガログ語

【E-Mail】misijima@aol.com

小竹向原キリスト教会［ディコンリー］

〒173-0037　板橋区小茂根1-9-22　Tel.03-3958-7291 

Fax.03-3958-7298　◇地下鉄有楽町線小竹向原駅から徒

8233　◇創立／1992年　◇黄 貞順　◇礼拝／11:00　◇

外国語／韓国語

ハーベスト・クリスチャン・フェロシップ東
京［エブリネイション］

〒116-0013　荒川区西日暮里2-29-6 秋山ビル4F　Tel& 

Fax.03-6806-6955　◇舎人ライナー日暮里駅から徒歩5

分　◇リュ，デイビッド

ハンサラン教会［KCCJ］

〒116-0002　荒川区荒川5-2-5-201　Tel.03-3806-3579 

Fax.03-3806-5763　◇京成本線新三河島駅から徒歩5

分　◇創立／1994年（242人）　◇金 根湜

福音キリスト教会西日暮里チャペル［福音伝

道］

〒116-0013　荒川区西日暮里4-21-7　Tel&Fax.03-3821-

8424　◇JR西日暮里駅から徒歩3分　◇創立／1972年（24

人）　◇村上 隆一、松山 公要、兵藤 陽子　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】matsuyama7@hotmail.co.jp

フルゴスペル日暮里支教会［JFGA］

〒116-0013　荒川区西日暮里6-47-9 KS小宮ビル1F　Tel 

&Fax.03-3819-9595　◇JR西日暮里駅から徒歩7分　◇崔 

倫栄

町屋新生伝道所［日基教団］

〒116-0001　荒川区町屋1-19-6　Tel.03-3819-3979 Fax. 

03-3895-4784　◇京成本線京成町屋駅から5分　◇創立

／1992年（31人）　◇江口 公一　◇礼拝／11:00

【HP】http://church.ne.jp/tokyo-higashi/annai/machiyashinsei.

html

三河島教会［聖協団］

〒116-0002　荒川区荒川2-53-3　Tel&Fax.03-3802-

2774　◇京成本線町屋駅　◇創立／1959年　◇宮川 武

めぐみ福音キリスト教会［アッセンブリー］

〒116-0013　荒川区西日暮里1-16-9　Tel.03-3801-4973 

Fax.03-3805-5565　◇京成新三河島駅から徒歩2分　◇

創立／1957年（60人）　◇三宅 忠雄、三宅 暁、三宅 規之、

三宅 千香子　◇礼拝／10:30　◇外国語／韓国語

【HP】http://www.f3.dion.ne.jp/~t_miyake/

【E-Mail】t-miyake@f3.dion.ne.jp

板橋区 Itabashi-ku

赤塚バプテスト教会［バプ連盟］

〒175-0092　板橋区赤塚1-18-7　Tel.03-3930-3886 Fax. 

03-3938-3626　◇東武東上線下赤塚駅から徒歩6分　◇

創立／1959年（180人）　◇石堂 雅彦、児玉 振作　◇礼

拝／11:00,19:00

【HP】http://www.geocities.jp/akatsukakyokai/

板橋泉伝道所［日基教団］

〒174-0055　板橋区泉町52-6　Tel&Fax.03-3966-6593　

◇地下鉄三田線本蓮沼駅から徒歩5分　◇勝山 健一郎、

石丸 泰樹
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東京聖マルチン教会［聖公会］

〒175-0083　板橋区徳丸1-44-12　Tel&Fax.03-3932-

2382　◇東武東上線東武練馬駅から徒歩15分　◇創立／

1959年（100人）　◇山野 繁子、中村 淳　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nskk.org/tokyo/church/martin/martin.htm

【E-Mail】st-martin.tko@nskk.org

東京第一教会［KCCJ］

〒174-0043　板橋区坂下2-26-10　Tel.03-3558-4954 Fax. 

03-3558-9644　◇地下鉄三田線蓮根駅から徒歩7分　◇

創立／1966年（104人）　◇張 慶泰　◇礼拝／11:00　◇

外国語／韓国語

【HP】http://tokyojeil.org

【E-Mail】jkt1324@hanmail.net

常盤台バプテスト教会［バプ連盟］

〒174-0071　板橋区常盤台2-3-3　Tel.03-3960-0449 Fax. 

03-3960-8138　◇東武東上線常盤台駅から徒歩3分　◇

創立／1950年（320人）　◇松村 誠一、渡部 信、高地 輝

夫　◇礼拝／10:40　◇特色／教会学校幼稚科、小学科、

中高科(9:30)。英語・日本語同時礼拝(16:00)。

【HP】http://www.tokiwadaikyoukai.com/

徳丸町キリスト教会［同盟基督］

〒175-0083　板橋区徳丸6-24-10　Tel.03-3935-3405 Fax. 

03-3935-3445　◇東武東上線東武練馬駅から徒歩15分　

◇創立／1965年（69人）　◇朝岡 勝　◇礼拝／6:30,

10:30,17:00

【HP】http://church.jp/tokumaru

【E-Mail】tokumaru@fb3.so-net.ne.jp

成増キリスト教会［単立／独立］

〒175-0092　板橋区赤塚3-37-7　Tel&Fax.03-3930-

4818　◇東武東上線成増駅北口徒歩6分　◇創立／1977

年（39人）　◇有馬 味付子　◇礼拝／10:30

蓮沼キリスト教会［長老教会］

〒174-0052　板橋区蓮沼町50-1　Tel&Fax.03-3966-

3081　◇地下鉄三田線本蓮沼駅から徒歩4分　◇創立／

1953年（47人）　◇遠藤 潔、神谷 聰子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~hasunuma/

【E-Mail】hasunumach@r8.dion.ne.jp

蓮根バプテスト教会［バプ連盟］

〒174-0046　板橋区蓮根2-31-10　Tel&Fax.03-3967-

1798　◇地下鉄三田線蓮根駅から徒歩3分　◇創立／1977

年（180人）　◇高木 康俊、堀野 浩嗣、張 仁南、片岡 順子、

天野 五郎、戸上 信義、稲垣 俊也　◇礼拝／10:00,11:10

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~hasunebp/

【E-Mail】hasune-church@lime.ocn.ne.jp

歩2分　◇創立／1983年（60人）　◇上田 富久子、大滝 

俊彦、大滝 佳　◇礼拝／10:30

サンライズカフェ［同盟基督］

〒173-0023　板橋区大山町6-6　2F　Tel.050-3558-

5915　◇東武東上線大山駅北口から徒歩5分　◇創立／

2009年　◇エイムズ，オーエン、バーン，スティーブ、

セドラチェック，ダビデ　◇特色／カフェ営業時間は火・

木・金・土曜11：00〜18：00。水曜11：00〜16：00。

【HP】http://oyamasonrise.blogspot.com/

志村栄光教会［日基教団］

〒174-0053　板橋区清水町81-2　Tel&Fax.03-3961-

9024　◇地下鉄三田線本蓮沼駅から徒歩7分　◇創立／

1951年（78人）　◇清瀬 弘毅、清瀬 證子　◇礼拝／

10:15

志村キリスト教会［アッセンブリー］

〒174-0041　板橋区舟渡2-7-10　Tel.03-3969-7040 Fax. 

03-3969-9164　◇JR浮間舟渡駅から徒歩7分　◇創立／

1948年（20人）　◇内田 信恵　◇礼拝／10:20　◇特色／

木曜日午後7時30分から祈祷会。日曜日午前9時から教会学校。

【E-Mail】jag4mura_kyokai@yahoo.co.jp

志村バプテスト教会［バプ連盟］

〒174-0063　板橋区前野町4-13-6　Tel&Fax.03-3967-

2532　◇地下鉄三田線志村坂上駅　◇創立／1964年（256

人）　◇城倉 啓、岡村 正二、城倉 由布子　◇礼拝／

11:00　◇テレホン／03-3966-1212

高島平キリスト教会［改革派］

〒175-0082　板橋区高島平2-13-11　Tel&Fax.03-3936-

5987　◇地下鉄三田線高島平駅から徒歩12分　◇創立／

1971年（24人）　◇豊川 修司　◇礼拝／10:30,19:00　◇

テレホン／03-3936-6021　◇特色／牧師在宅時教会玄関

開放。バリアフリー。駐車10台可。聖書に忠実な教会。初

心者に親切。母と子のつどいあり。

【HP】http://www.geocities.jp/takashimadaira_ch/

【E-Mail】takashimadaira-ch@nifty.com

東京愛のバプテスト伝道所［バプ連盟］

〒173-0012　板橋区大和町29-12 帝北ビル4Ｆ　Tel.03-

3968-1004　◇創立／2006年　◇権 赫烈

東京韓日バプテスト教会［バプ連盟］

〒173-0004　板橋区板橋4-1-6 バプテストビル　Tel& 

Fax.03-3963-7883　◇地下鉄三田線新板橋駅(A1)から徒

歩1分　◇創立／1991年（72人）　◇黄 洛孝　◇礼拝／

10:30　◇外国語／韓国語

東京キリスト恵み教会［単立／独立］

〒174-0061　板橋区大原町23-1　Tel&Fax.03-5392-

1110　◇地下鉄都営三田線本蓮沼駅　◇創立／1984年

（30人）　◇前田 大度　◇礼拝／10:30　◇特色／不信者

には地獄からの救いの福音を宣言し、信者には恵みによる

歩み・世からの分離・神への献身を説きます。

【HP】http://homepage3.nifty.com/tkygrace/

【E-Mail】tkygrace@nifty.com

http://www14.ocn.ne.jp/~hasunebp/
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小岩栄光キリスト教会［アッセンブリー］

〒133-0051　江戸川区北小岩2-17-13　Tel.03-3657-5505 

Fax.03-3659-3434　◇JR小岩駅から徒歩15分［連絡先：

吉山 宏　〒133-0051　東京都江戸川区北小岩4-40-21 

Tel.03-3657-9658］　◇創立／1954年（900人）　◇吉山 

宏、宮澤 幹彦、土屋 のり子、モンティ，イゾン、グレン，

レボレド、プリンス、ロジャー、マーロン、佐野 ミレー、

ルビー　◇礼拝／7:30,9:00,11:00,13:30,16:30　◇外国語

／英語(13:30)、タガログ語(16:30)、手話(13:00)　◇テレ

ホン／03-3673-3929　◇特色／小岩ろう栄光キリスト教

会・コイワグローリアインターナショナル教会併設

【HP】http://www.koiwa.com/

【E-Mail】info@koiwa.com

小岩教会［ナザレン］

〒133-0056　江戸川区南小岩5-9-20　Tel&Fax.03-3658-

0735　◇JR小岩駅南口から徒歩15分　◇創立／1959年

（77人）　◇坂本 誠　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午

後7時30分から祈祷会。礼拝は手話通訳つき。パワー・ポ

イントによる表示があります。

【HP】http://www012.upp.so-net.ne.jp/marksakamoto/

【E-Mail】smakjcjcc@jg8.so-net.ne.jp

小岩教会［福音ルーテル］

〒133-0056　江戸川区南小岩3-6-8　Tel&Fax.03-3657-

3326　◇JR小岩駅から徒歩15分　◇創立／1949年（40

人）　◇松田 繁雄　◇礼拝／10:30　◇特色／保育園と教

会があります。千葉街道に面しながら、静かな、こじんま

りとした、家族的な教会です。

【HP】http://www.lutheran-koiwachurch.jp/

【E-Mail】kyokai@lutheran-koiwachurch.jp

小岩教会［日基教団］

〒133-0052　江戸川区東小岩3-7-6　Tel.03-3657-4543 

Fax.03-5693-8818　◇JR小岩駅から徒歩10分　◇創立／

1891年（43人）　◇井上 馨　◇礼拝／10:30

小岩四恩キリスト教会［単立／独立］

〒133-0052　江戸川区東小岩6-9-1　Tel.03-3657-5204 

Fax.03-5612-5206　◇JR小岩駅南口から徒歩5分　◇創立

／1927年（290人）　◇西村 虔、西村 恵、西村 裕子、橋

本 昌子、伊地智 文代　◇礼拝／10:25　◇特色／聖書の

教えに従い、地域の中にあって福音を伝えていく教会です。

来会者はいつも歓迎致します。

【HP】http://www.shionkyokai.com

【E-Mail】Shionkyokai@aol.com

小松川教会［日基教団］

〒134-0081　江戸川区北葛西4-3-9　Tel.03-3869-5261 

Fax.03-3869-5262　◇地下鉄東西線西葛西駅から徒歩13

分　◇創立／1926年（204人）　◇佐々木 良子、東海林 

昭雄、原 登　◇礼拝／6:00,9:00,10:30　◇外国語／手話

(10:30)　◇特色／午前6時より礼拝が献げられております。

【HP】http://www.geocities.jp/komatsugawa_church/

篠崎キリスト教会［バプ連盟］

〒133-0065　江戸川区南篠崎町1-28-15　Tel&Fax.03-

3678-5243　◇地下鉄新宿線瑞江駅からバス「王子製紙

裏門前」停、徒歩2分　◇創立／1969年（38人）　◇川口 

通治、水口 仁平　◇礼拝／11:00　◇特色／水曜日10時

ふなど教会＝ふなどコミュニティーチャーチ
［MJD］

〒174-0042　板橋区東坂下2-19-2　Tel.03-5914-0023 

Fax.03-5914-0024　◇JR浮間舟渡駅から徒歩12分　◇創

立／1999年（60人）　◇閔 大基、新井 正、牧野 勝利、

木下 敏行、鈴木 正巳　◇礼拝／11:00　◇特色／毎月最

後の土曜日5時から超教派の合同賛美集会を行っています。

【HP】http://www.mjdtmi.com/

【E-Mail】funadochurch@mjdtmi.com

南板橋伝道所［日基教団］

〒173-0031　板橋区大谷口北町71-8　Tel&Fax.03-3955-

6313　◇地下鉄有楽町線小竹向原駅から徒歩10分　◇創

立／1953年（19人）　◇明星 晃

江戸川区 Edogawa-ku

江戸川教会［日基教団］

〒133-0057　江戸川区西小岩4-14-3　Tel.03-3657-6152　

◇JR小岩駅北口から徒歩5分　◇創立／1948年（109人）　

◇池田 多実男　◇礼拝／10:30　◇特色／祈祷会は水曜

日午後7時30分から。教会学校は日曜日午前9時から。

江戸川松江教会［日基教団］

〒132-0033　江戸川区東小松川2-23-6　Tel.03-3652-3658 

Fax.03-3674-3628　◇地下鉄新宿線船堀駅からバス「東

小松川2丁目」停［連絡先：山下 泰嗣　〒134-0081　東

京都江戸川区北葛西4-18-13-302］　◇創立／1948年（51

人）　◇山下 泰嗣　◇礼拝／10:30　◇特色／新会堂建築

のため2009年4月より仮会堂にて礼拝。

【HP】http://members.edogawa.home.ne.jp/edogawamatsue/

葛西聖書バプテスト教会［JBBF］

〒134-0083　江戸川区中葛西3-26-1 彦田ビル1F　Tel& 

Fax.03-3675-0054　◇高田 稔

【HP】http://www.kasai-bbc.com

グレース＆マーシー・フェローシップ［在外

国教団教派］

〒133-0051　江戸川区北小岩2-5-11　Tel&Fax.03-3672-

9888　◇京成小岩駅から徒歩1分　◇小原 久美子、奥山 

望　◇礼拝／17:30

クロスロード・インターナショナル葛西教会
［OMF・JECA友好］

〒134-0084　江戸川区東葛西6-2-10 モリビル6F　Tel& 

Fax.03-3869-8051　◇創立／1992年（40人）　◇松田 健

太郎　◇礼拝／11:00　◇特色／国際色豊かな家族的な交

わりの教会です。英語の同時通訳があります。元西葛西

国際キリスト教会です。

【HP】http://www.crossroads-church.cc

【E-Mail】pastor@crossroads-church.cc

小岩愛泉教会［日基教団］

〒133-0051　江戸川区北小岩2-20-18　Tel.03-3657-1959 

Fax.03-5693-4886　◇JR小岩駅から徒歩10分　◇創立／

1972年（27人）　◇菅原 祐治　◇礼拝／10:30
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303　Tel&Fax.03-6379-4431　◇地下鉄東西線葛西駅か

ら徒歩15分　◇創立／1998年（10人）　◇村上 隆一、松

山 公要、兵藤 陽子　◇礼拝／11:00

【E-Mail】matsuyama7@hotmail.co.jp

船堀グレースチャペル［単立／独立］

タワーホール船堀にて　◇地下鉄新宿線船堀駅から徒歩2

分［連絡先：若木 末敏　〒132-0025　東京都江戸川区松

江2-19-15-312 Tel.03-3651-9772］　◇創立／1989年　◇

若木 末敏　◇礼拝／10:30

フルゴスペル葛西支教会［JFGA］

〒134-0083　江戸川区中葛西3-15-13 第三新井プレイズ

2F　Tel&Fax.03-3687-4797　◇金 ヨシュア

フルゴスペル小岩支教会［JFGA］

〒133-0057　江戸川区西小岩4-1-22 バリュー西小岩ビル

3F　Tel&Fax.03-5612-9531　◇JR小岩駅北口から徒歩4

分　◇崔 美慶

松江キリスト教会［ウェスレアン］

〒132-0025　江戸川区松江2-24-4　Tel.03-3655-0039　

◇地下鉄新宿線一之江駅　◇創立／1993年（22人）　◇

佐藤 壽啓、佐藤 直美　◇礼拝／10:00,10:40

【HP】http://whchurch-matsu.sblo.jp/

【E-Mail】m-church@mx10.ttcn.ne.jp

大田区 Ota-ku

池上ルーテル教会［NRK］

〒146-0082　大田区池上6-21-18　Tel.03-3751-6812 

Fax.03-6914-4550　◇東急池上駅から徒歩5分　◇江本 

真理、カンファー，ジャスティン　◇礼拝／11:00

【HP】http://church.ne.jp/ikegami/

いのちの泉キリスト教会［単立／独立］

〒145-0064　大田区上池台1-12-5-4F　Tel&Fax.03-3727-

7089　◇東急池上線長原駅から徒歩3分　◇創立／1984

年（30人）　◇劉 天泉(信徒)、藤木 隆(信徒)　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語　◇特色／礼拝は日英2ヶ国語で

行われています。五役者による教会政治、賛美礼拝、聖

書研究を重んじています。

【HP】http://www.geocities.jp/fol_cc/

【E-Mail】yedeemthetime@mac.com

大岡山教会［福音ルーテル］

〒145-0063　大田区南千束3-16-5　Tel.03-3726-7317 

Fax.03-3726-7322　◇東急目黒線大岡山駅から徒歩7分　

◇創立／1934年（119人）　◇松岡 俊一郎　◇礼拝／

9:15,10:00,10:30

【HP】http://www.jelc-ohkayama.org/

【E-Mail】ohkayama@big.or.jp

大森教会［福音ルーテル］

〒143-0023　大田区山王2-18-3　Tel.03-5718-3120 

Fax.03-3772-2909　◇JR大森駅から徒歩5分　◇創立／

1952年（70人）　◇竹田 孝一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www16.big.or.jp/~omori-lt/ch/

半から新約聖書、19時半から旧約聖書の学びの時を持っ

ています。

【HP】http://shinozaki-baptist.jp/

【E-Mail】mk24@mue.biglobe.ne.jp

聖山教会［KCCJ］

〒133-0051　江戸川区北小岩3-13-11　Tel&Fax.03-3671-

4967　◇京成本線江戸川駅から徒歩10分　◇金 秉喆

東京キリスト家の教会［単立／独立］

〒132-0034　江戸川区小松川4-104　Tel.03-3685-8677 

Fax.03-3685-8678　◇JR平井駅から徒歩15分　◇礼拝／

10:30

東京シオン教会［日基教団］

〒132-0013　江戸川区江戸川1-28-8　Tel.03-3670-1194　

◇地下鉄新宿線瑞江駅南口から徒歩10分　◇創立／1954

年（9人）　◇花島 順一郎

東京聖光キリスト教会［単立／独立］

〒133-0051　江戸川区北小岩1-19-2　Tel&Fax.03-5668- 

6768 Tel.03-5668-6315　◇JR小岩駅から徒歩13分　◇創

立／1995年（38人）　◇辛 福圭、辛 賢我、古畑 晋　◇

礼拝／9:30,11:00,14:00　◇外国語／韓国語

東京聖書バプテスト教会［JBBF］

〒132-0035　江戸川区平井2-16-21　Tel&Fax.03-3681-

3035　◇JR平井駅南口から徒歩7分　◇創立／1954年（43

人）　◇斉藤 弘　◇礼拝／11:00,14:00　◇特色／週日集

会は子供造形教室、水曜礼拝、婦人集会、英語聖研、手

話サークル等。附属幼稚園有。礼拝手話通訳有。

【HP】http://www.jbbf.org/tokyo/

【E-Mail】tokyobbc@pop.117.ex

東京バイブルチャーチ［単立／独立］

〒132-0031　江戸川区松島3-40-4-2F　Tel&Fax.03-3656-

7859　◇JR新小岩駅南口から徒歩8分　◇創立／1989年

（100人）　◇福田 誠、福田 広司、嶺川 源一　◇礼拝／

11:00　◇外国語／英語・手話(11:00)　◇特色／賛美とい

のちに溢れたセレブレーション。チャーチスクールを運営

し、次世代教育に力を入れている。

【HP】http://church.ne.jp/tbc/

【E-Mail】tb_church@hotmail.com

西荒川教会［日基教団］

〒132-0034　江戸川区小松川4-88-4　Tel.03-3681-2517 

Fax.03-3681-3340　◇JR平井駅から徒歩15分　◇創立／

1950年（16人）　◇オズバーン，エバート・D　◇礼拝／

10:30

【HP】http://church.ne.jp/tokyo-higashi/annai/nishiarakawa.

html

日本中央福音教会［福音教団］

〒132-0015　江戸川区西瑞江3-32-139　Tel&Fax.03-

3687-9982　◇創立／1990年（50人）　◇金 善弼　◇礼

拝／11:00　◇外国語／韓国語

【E-Mail】k_sunpil@hotmail.com

福音キリスト教会葛西チャペル［福音伝道］

〒134-0087　江戸川区清新町2-7-6 ニューハイムわかくさ
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0038　◇東急池上線蓮沼駅から徒歩5分　◇創立／1927

年（95人）　◇池永 倫明　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書

のみ言葉を共に聞き、主を讃美する礼拝を祈り求めていま

す。

【HP】http://hwm3.gyao.ne.jp/km-ch/

上池キリスト教会［ホーリネス］

〒145-0065　大田区東雪谷5-10-9　Tel&Fax.03-3727-

9532　◇東急池上線洗足池駅からバス「上池上」停　◇

創立／1959年（19人）　◇村岡 清幸、村岡 貞海、神田 

めぐみ　◇礼拝／10:30

キリスト教東京鵜の木教会［単立／独立］

〒146-0091　大田区鵜の木3-12-2　Tel&Fax.03-3750-

0149　◇東急多摩川線鵜の木駅から徒歩5分　◇金子 美

香　◇礼拝／11:00　◇特色／教会学校日曜日午前9時〜

【HP】http://tokyo-unoki-church.blog.so-net.ne.jp

キリストの福音羽田ハンナ教会［単立／独立］

〒144-0034　大田区西糀谷3-1-3　Tel.03-5737-1777 Fax. 

03-5735-5601　◇京浜急行羽田線糀谷駅から徒歩10分　

◇創立／2002年（24人）　◇高橋 悦哉、高橋 選哉、高橋 

勇哉　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜学校は礼拝中。祈祷

会は第1・3木曜日。バイブルスタディーは第1・3日曜日と

第2・4木曜日。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~hhc/

【E-Mail】hhc-info@chorus.ocn.ne.jp

久ヶ原教会［日基教団］

〒146-0085　大田区久が原4-37-14　Tel.03-3751-2072 

Fax.03-3751-2043　◇東急池上線久が原駅から徒歩7

分　◇創立／1939年（236人）　◇藤崎 義宣　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.kugahara-church.jp/

垂穂キリスト教会六郷［単立／独立］

〒144-0045　大田区南六郷2-19-14　Tel.03-3738-8379 

Fax.03-3738-8366　◇京浜急行雑色駅から徒歩10分　◇

創立／1979年（50人）　◇桐山 塁　◇礼拝／10:30　◇

特色／木曜日午前10時より平日集会(祈り会)を開催。

【HP】http://www.tarihochurch.net/

【E-Mail】tariho_church@ybb.ne.jp

田園調布教会［日基教団］

〒145-0071　大田区田園調布3-34-18　Tel&Fax.03-3721-

2811　◇東急東横線田園調布駅から徒歩6分　◇創立／

1931年　◇田村 博、笠間 良　◇礼拝／10:30,19:00

【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~denchrch/

田園調布教会［福音ルーテル］

〒145-0071　大田区田園調布2-37-5　Tel.03-3721-4716 

Fax.03-3722-2894　◇東急東横線田園調布駅から徒歩7

分　◇創立／1951年（306人）　◇杉本 洋一　◇礼拝／

10:30

東京蒲田教会［KCCJ］

〒144-0052　大田区蒲田5-24-9-3F　Tel&Fax.03-3730-

9511　◇創立／1996年（53人）　◇新井 由貴

大森教会［日キ教会］

〒143-0016　大田区大森北4-14-5　Tel.03-3761-9612 

Fax.03-3761-9609　◇JR大森駅から徒歩10分　◇創立／

1915年（193人）　◇佐藤 泰將　◇礼拝／10:00

大森小隊［救世軍］

〒143-0016　大田区大森北1-26-9　Tel&Fax.03-3762-

5864　◇JR大森駅から徒歩10分　◇創立／1930年（68

人）　◇山中 勝、山中 マチ子　◇礼拝／10:30

【HP】http://omori.salvationarmy.or.jp

【E-Mail】omori_sal@jasmine.ocn.ne.jp

大森聖アグネス教会［聖公会］

〒143-0025　大田区南馬込1-58-8　Tel&Fax.03-3771-

3459　◇浅草線西馬込駅から徒歩15分　◇創立／1915年

（127人）　◇神崎 和子　◇礼拝／8:00,10:30

大森福興教会［単立／独立］

〒143-0023　大田区山王2-12-10　Tel&Fax.03-3771-7754 

Fax.03-0776-3399　◇JR大森駅から徒歩2分　◇高橋 聖

子、高橋 道雄　◇礼拝／10:00

大森めぐみ教会［日基教団］

〒146-0082　大田区池上1-19-35　Tel.03-3754-9903 Fax. 

03-5700-3243　◇JR大森駅からバス「税務署前」停、徒

歩7分　◇創立／1927年（489人）　◇土戸 清、シュー，

ポール　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝する教会、伝道す

る教会の形成に集中する。

【HP】http://www.OmoriMegumi.com/

【E-Mail】office@Omorimegumi.com

蒲田教会［日基教団］

〒144-0052　大田区蒲田1-22-14　Tel.03-3732-1796　◇

JR蒲田駅から徒歩5分　◇創立／1927年（81人）　◇林 

巌雄　◇礼拝／10:30　◇外国語／スペイン語

【HP】http://homepage3.nifty.com/KAMATA/

【E-Mail】ibuho@nifty.com

蒲田教会［福音ルーテル］

〒144-0055　大田区仲六郷1-40-18　Tel&Fax.03-3731-

6777　◇創立／1949年（130人）　◇渡邉 純幸　◇礼拝

／9:00,10:30

【E-Mail】jelckama@big.or.jp

蒲田教会・クロスロード・チャペル［シオン・

キリスト］

〒144-0051　大田区西蒲田7-27-3　Tel.03-3731-5939 

Fax.03-3739-3776　◇JR蒲田駅から徒歩2分　◇創立／

1935年（226人）　◇石田 敏則、石田 いつ子、荻野 泰弘、

荻野 久仁子　◇礼拝／9:00,11:00

【HP】http://park22.wakwak.com/~zion/zion-3.htm

【E-Mail】zion@am.wakwak.com

蒲田新生教会［日基教団］

〒146-0094　大田区東矢口1-14-11　Tel&Fax.03-3732-

8925　◇東急池上線蓮沼駅から徒歩5分　◇創立／1946

年（15人）　◇大塩 光　◇礼拝／10:30

蒲田御園教会［日キ教会］

〒144-0051　大田区西蒲田7-22-11　Tel&Fax.03-3738-
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Fax.050-3515-4849　◇東急池上線石川台駅から徒歩10

分　◇創立／1924年（60人）　◇田島 靖則　◇礼拝／

10:45

【HP】http://www.jelc-higashi.org/introduction/church/yukiga

ya.html

ライトハウス田園調布チャペル［単立／独立］

〒145-0071　大田区田園調布2-46-3　Tel.03-3717-2711 

Fax.03-3721-2182　◇東急東横線田園調布駅から徒歩5

分　◇創立／1989年（68人）　◇小田 彰、小田 偕子、森 

きくゑ　◇礼拝／11:00　◇テレホン／03-3717-5108　◇

特色／第1第2木曜日聖書研究会。第3水曜11時水曜礼拝。

第2木曜夜、第3日曜午後メサイア合唱練習あり。

【HP】http://www.cfi.gr.jp/

【E-Mail】webmaster@cfi.gr.jp

葛飾区 Katsushika-ku

青戸教会［日基教団］

〒125-0062　葛飾区青戸3-31-2　Tel.03-3604-0805　◇京

成本線青砥駅から徒歩5分　◇創立／1952年（50人）　◇

川島 貞雄、川島 温美　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月第

1聖日礼拝後に祈祷会。第2聖日礼拝後、聖書を読む会。

第1水曜午前11時30分から水曜コイノーニア。

【HP】http://church.ne.jp/tokyo-higashi/annai/aoto.html

綾瀬キリスト教会［ホーリネス］

〒124-0002　葛飾区西亀有2-3-9　Tel&Fax.03-3838-

8194　◇地下鉄千代田線綾瀬駅東口から徒歩8分　◇創

立／1969年（22人）　◇松島 信人、松島 喜久子　◇礼拝

／10:15　◇特色／ジョイフルキッズ(教会学校)を日曜日

午後2時から、祈祷会を水曜日午前10時15分から行ってい

ます。

【HP】http://church.ne.jp/ayase/

インマヌエル白鳥キリスト教会［IGM］

〒125-0063　葛飾区白鳥3-31-9　Tel&Fax.03-3690-

4626　◇京成お花茶屋駅から徒歩10分　◇内田 啓子　

◇礼拝／10:30

葛飾茨十字教会［聖公会］

〒124-0002　葛飾区西亀有2-35-3　Tel.03-3601-0181　◇

地下鉄千代田線綾瀬駅から徒歩10分　◇創立／1949年

（66人）　◇下条 裕章　◇礼拝／10:30　◇特色／週日は、

葛飾学園のチャペルとして、子どもたちのおいのりの声が

きこえます。日曜日の子ども礼拝は朝9時半。

【HP】http://www.nskk.org/tokyo/

葛飾高砂伝道所［日基教団］

〒125-0054　葛飾区高砂5-48-4 高砂保育園内　Tel.03-

3607-1442　◇JR京成高砂駅　◇創立／1950年（6人）　

◇高橋 義夫　◇特色／隔週の火曜日に集会を行っている。

金町教会［日基教団］

〒125-0041　葛飾区東金町3-17-6　Tel&Fax.03-3607-

3772　◇JR金町駅北口から5分　◇創立／1935年（80

人）　◇高橋 義夫　◇礼拝／10:25

【HP】http://church.ne.jp/tokyo-higashi/annai/kanamachi.html

東京教会［イエス・キリスト］

〒146-0081　大田区仲池上2-28-13　Tel&Fax.03-3751-

4133　◇地下鉄浅草線西馬込駅から徒歩15分　◇創立／

1987年（35人）　◇土屋 開夫、土屋 直子　◇礼拝／

10:30,16:00　◇特色／第1日曜が子どもも一緒のファミリ

ー礼拝。第3日曜は伝道礼拝。午後4時から夕拝。

【HP】http://homepage2.nifty.com/tokyo-kyoukai/

【E-Mail】jcc-tokyo@nifty.com

東京のぞみ教会［単立／独立］

〒144-0052　大田区蒲田4-21-6 みのわビル3階　Tel&F

ax.03-3739-8184 Tel.080-5475-7296　◇JR蒲田駅から徒

歩6分［連絡先：西 聡太郎　〒144-0055　東京都大田区

仲六郷1-6-9 ルネ蒲田204］　◇創立／2003年（15人）　◇

李 相烈、西 典子　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日午後

3時からと6時30分から祈祷会。

東京羽田キリスト教会［単立／独立］

〒144-0034　大田区西糀谷3-12-9　Tel.03-3742-4079　

◇京浜急行空港線糀谷駅から徒歩6分　◇岡野 阿久里

東京ライトハウスチャーチ［日本COG］

〒146-0093　大田区矢口2-1-18　Tel.03-3758-1625 Fax. 

03-3758-1647　◇東急多摩川線矢口渡駅から徒歩7分　◇

創立／1963年（350人）　◇八束 和心、八束 選也、福元 

智代江　◇礼拝／8:30,10:15,13:30(ﾕｰｽ)　◇外国語／タガ

ログ語(16:00)　◇特色／日曜第2礼拝(10:15)では、英語と

タガログ語に同時通訳あります。

【HP】http://www.cog.jp/tlc/

【E-Mail】tlcoffice@cog.jp

長原教会［日基教団］

〒145-0064　大田区上池台1-39-16　Tel.03-3720-6254 

Fax.03-3720-6281　◇東急池上線長原駅から徒歩8分　

◇創立／1932年（146人）　◇野村 和正　◇礼拝／10:30

【HP】http://www008.upp.so-net.ne.jp/nagahara-ch/

東調布教会［日基教団］

〒145-0073　大田区北嶺町3-25　Tel.03-3720-7937 Fax. 

03-3720-7948　◇東急池上線雪が谷大塚駅から徒歩5

分　◇創立／1951年（49人）　◇湯本 春実、隅野 徹、山

口 英希　◇礼拝／10:30

馬込教会［日基教団］

〒143-0025　大田区南馬込4-3-5　Tel&Fax.03-3772-

1597　◇地下鉄浅草線西馬込駅から徒歩8分　◇創立／

1935年（56人）　◇高橋 津賀子　◇礼拝／10:30

南久が原教会［日基教団］

〒143-0023　大田区山王1-14-12 押原典子方　Tel&Fax. 

03-3777-0750　◇JR大森駅北口から徒歩10分　◇創立／

1953年（11人）　◇礼拝／10:30

雪ヶ谷教会［日基教団］

〒145-0066　大田区南雪谷1-19-7　Tel&Fax.03-3729-

5923　◇東急池上線石川台駅から徒歩5分　◇創立／

1912年（107人）　◇森田 武夫　◇礼拝／10:30,19:00

雪ヶ谷教会［福音ルーテル］

〒145-0065　大田区東雪谷3-24-10　Tel.03-3729-0578 
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東京第一聖書浸礼教会［JBBF］

〒125-0053　葛飾区鎌倉3-57-17　Tel.03-3650-8710 Fax. 

03-5694-5443　◇京成小岩駅から徒歩5分　◇創立／

1992年（35人）　◇朴 点得　◇礼拝／11:00　◇外国語／

韓国語　◇特色／水曜日午後1時から祈祷会。礼拝は韓国

語で行なわれ、日本語の同時通訳があります。

東京マンナ教会［聖協団］

〒124-0005　葛飾区宝町1-3-15　Tel&Fax.03-3695-

3556　◇京成本線お花茶屋駅から徒歩10分　◇金 光鉉、

金 美淑

独立新生葛飾教会［単立／独立］

〒124-0012　葛飾区立石2-29-6　Tel&Fax.03-3693-

8365　◇京成線お花茶屋駅から徒歩10分　◇創立／1953

年（63人）　◇峯野 慈朗　◇礼拝／9:00,10:30

【E-Mail】jmineno@dg.mbn.or.jp

堀切教会［日基教団］

〒124-0006　葛飾区堀切3-30-12　Tel.03-3693-5317 Fax. 

03-3693-5327　◇京成本線堀切菖蒲園駅から徒歩10分　

◇創立／1947年（43人）　◇真鍋 孝幸

【HP】http://church.ne.jp/tokyo-higashi/annai/horikiri.html

本田キリスト教会［ホーリネス］

〒124-0013　葛飾区東立石4-48-5　Tel&Fax.03-3691-

2448　◇京成立石駅から徒歩5分　◇創立／1948年（18

人）　◇栗原 義忠、河瀬 愛子　◇礼拝／10:00　◇特色

／礼拝：日曜日午前10時。祈祷会：水曜日午後7時30分。

聖書を読む会：第一金曜日午前10時30分。

【HP】http://www.jhc.or.jp/honden/

【E-Mail】honden@jhc.or.jp

水元教会［日基教団］

〒125-0032　葛飾区水元2-5-9　Tel&Fax.03-3607-0910　

◇JR金町駅北口からバス20分「水元2丁目」停前　◇創立

／1994年（27人）　◇小森 裕之　◇礼拝／10:30　◇特

色／毎月第3日曜日午後1時30分から絵画を楽しむ会。毎

月第4日曜日午後2時から書を学ぶ会。

水元中央教会［東京中央教会］

〒125-0031　葛飾区西水元1-19-17　Tel.03-3608-1487 

Fax.03-3608-1482　◇JR亀有駅　◇金 福仁

北区 Kita-ku

赤羽教会［日基教団］

〒115-0042　北区志茂2-56-4　Tel.03-3901-8939 Fax.03-

3901-8990　◇JR赤羽駅から徒歩10分　◇創立／1951年

（120人）　◇大友 英樹、細川 良枝、吉武 真理　◇礼拝／

7:00(毎朝),9:30,10:45　◇特色／商店街の中にある教会で

す。聖書研究祈祷会は水曜日午後2時と7時半。半徹夜祈

祷会は金曜日午後9時半〜11時です。

【HP】http://home.att.ne.jp/wave/akabane-ch/church/index/

【E-Mail】ch-akaba@tkd.att.ne.jp

赤羽キリスト教会［単立／独立］

〒115-0045　北区赤羽2-57-11　Tel.03-3901-6546　◇JR

赤羽駅　◇東 与三次、東 つる

亀有教会［日基教団］

〒125-0061　葛飾区亀有2-27-3　Tel.03-3601-2730 Fax. 

03-3601-9992　◇JR亀有駅から徒歩10分　◇創立／1949

年（127人）　◇鈴木 靖尋　◇礼拝／9:00,10:30　◇外国

語／中国語　◇テレホン／03-3601-7722　◇特色／祭典

的礼拝。新約聖書的教会。ブラック・ゴスペル毎月曜。

JCMNコーチング。心と体の癒し。

【HP】http://park19.wakwak.com/~kameari/

【E-Mail】kame.suzuki@bh.wakuwaku.com

江東伝道所［日基教団］

〒124-0003　葛飾区お花茶屋1-4-8　Tel&Fax.03-3601-

2855　◇京成本線お花茶屋駅　◇創立／1949年（9人）　

◇高崎 芳輝

柴又教会＝柴又キリスト教会［ホーリネス］

〒125-0052　葛飾区柴又6-12-17　Tel.03-3657-2301 Fax. 

03-3672-2910　◇京成金町線柴又駅から徒歩3分　◇創

立／1955年（152人）　◇栗原 義忠、栗原 園江　◇礼拝

／9:00,10:15　◇テレホン／03-3672-2911　◇特色／水曜

日午後7時30分より祈祷会。その他の集会についてはHP

を参照。初めての方もホッとできる教会です。

【HP】http://cplus.if-n.biz/5001032/

新小岩バプテスト教会［バプ連盟］

〒124-0024　葛飾区新小岩4-11-10　Tel.03-3651-0413 

Fax.03-3655-6455　◇JR新小岩駅南口から徒歩5分　◇

創立／1950年（200人）　◇川口 義雄、川口 由子　◇礼

拝／9:30,13:30　◇外国語／手話

【HP】http://church.ne.jp/shinkoiwa/

【E-Mail】post.yoshio@nifty.com

東京綾瀬教会＝東京ベテスダ教会［KCCJ］

〒124-0001　葛飾区小菅4-14-13-2F　Tel&Fax.03-3838-

5832　◇地下鉄千代田線綾瀬駅から徒歩5分　◇創立／

1996年（24人）　◇曺 泳石　◇礼拝／10:00,11:00,13:30　

◇外国語／韓国語(11:00,13:30)　◇特色／祈祷会は水曜日

午後1時30分と金曜日午後8時30分からです。早天は火曜

日から金曜日の午前6時からです。

【E-Mail】shinacho2003@hanmail.net

東京イエスの家族教会［大韓イエス］

〒124-0001　葛飾区小菅1-30-5　Tel.03-5650-2595 Fax. 

03-5650-2596　◇東武伊勢崎線小菅駅から徒歩5分　◇

創立／1989年（60人）　◇黄 パウロ、裴 鍾根、禹 z煥、

笠井 賢哲、正村 和也、山田 正徳　◇礼拝／5:45,9:00,

12:00　◇外国語／韓国語　◇特色／1997年より、イエス

様の愛によって路上生活を余儀なくされている方々への伝

道・支援を行っています。

【HP】http://aisen.jesuscom.net/

【E-Mail】interactive-4-christ@jesuscom.net

東京インマヌエル教会［大韓イエス］

〒124-0024　葛飾区新小岩1-36-2　Tel.03-5662-4452 

Fax.03-5662-5127　◇JR新小岩駅南口から徒歩5分　◇創

立／1993年（130人）　◇薛 鎮福　◇礼拝／9:00,11:30　

◇外国語／韓国語　◇特色／韓国語で礼拝しています。

日本語の同時通訳があります。

【E-Mail】seljb1957jp@yahoo.co.jp
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特色／賛美のあふれる教会

【HP】http://www.jujochurch.org/

【E-Mail】office@jujochurch.org

十条伝道所［日基教団］

〒114-0032　北区中十条1-22-8　Tel.03-3900-4188　◇JR

東十条駅から徒歩5分　◇創立／1958年（22人）　◇渋川 

孝行、渋川 怜子、渋川 宣行

神召キリスト教会［アッセンブリー］

〒114-0023　北区滝野川6-64-9　Tel.03-3916-0877 Fax. 

03-3916-0875　◇JR板橋駅東口から徒歩3分　◇創立／

1927年（134人）　◇髙橋 正人、田村 敬子　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝(手話通訳つき)、夕拝、祈祷会のほか、

ステンドグラス、フラワーアレンジメント、展示会なども

開きます。

【HP】http://www.shinshochurch.org/

【E-Mail】kyokai@shinshochurch.org

滝野川教会［日基教団］

〒114-0016　北区上中里1-1-12　Tel.03-3910-1997 Fax.03-

3910-1989　◇JR駒込駅から徒歩8分　◇創立／1904年（392

人）　◇深井 智朗、大澤 求、大木 英夫　◇礼拝／10:15

【HP】http://www2.odn.ne.jp/takinogawa/

東京インマヌエル教会＝東京赤羽教会［単立

／独立・イエス教長老会］

〒115-0055　北区赤羽西1-34-2 玉川ビル1F　Tel&Fax. 

03-5993-4598　◇JR赤羽駅西口から徒歩5分　◇創立／

2001年　◇姜 明柱　◇礼拝／11:00,14:00

【HP】http://tokyoakabane.com/

【E-Mail】pastor@tokyoakabane.com

東京北キリスト教会［バプ連盟］

〒115-0045　北区赤羽2-64-15 栃木屋ビル2F　Tel&Fax. 

03-3598-6077　◇JR赤羽駅から徒歩10分　◇創立／1987

年（43人）　◇魯 孝錬、細井 留美　◇礼拝／11:00,

10:30(月･火)　◇特色／子どもと一緒の礼拝を行っていま

す。日曜日以外に月曜礼拝・火曜礼拝も行っています。

【HP】http://www.tokyokita.net/

東京ニューホープチャペル［単立／独立］

〒114-0024　北区西ヶ原1-1-3 井上ビル1F　Tel.03-3918-

9024 Fax.03-3918-9180　◇JR駒込駅から徒歩4分　◇創

立／1990年　◇井上 博元、井上 寿美江、井上 輝夫　◇

礼拝／11:00　◇特色／聖日礼拝、午前11時。木曜集会、

午後7時30分。その他ミニ集会あり。アットホームなファ

ミリー・チャーチ。

【HP】http://www.kitanet.ne.jp/~dream7/

【E-Mail】dream77@kitanet.ne.jp

江東区 Koto-ku

インマヌエル深川キリスト教会［IGM］

〒135-0002　江東区住吉2-27-1　Tel&Fax.03-3633-

0872　◇地下鉄新宿線住吉駅から徒歩1分［連絡先：川嶋 

直行　〒136-0072　東京都江東区大島1-9-8-407 Tel.03-

5626-4580］　◇創立／1956年（152人）　◇川嶋 直行、川

嶋 範子　◇礼拝／10:00　◇特色／猿江恩賜公園に隣接

赤羽聖書教会［同盟基督］

〒115-0055　北区赤羽西2-3-20　Tel&Fax.03-3906ｰ

3371　◇JR赤羽駅から徒歩3分　◇創立／1971年（48

人）　◇野寺 博文、吉枝 隆邦、趙 泳相　◇礼拝／

9:30,11:00,17:00　◇特色／毎日曜日午後2時半から無料の

韓国語講座があります。韓国語、英語の通訳もあります。

【HP】http://www.akabane-bible.com/

【E-Mail】hirobu77777@yahoo.co.jp

赤羽ぶどうの枝キリスト教会［単立／独立］

〒115-0045　北区赤羽1-42-7　Tel.03-5249-0070　◇JR

赤羽駅から徒歩6分　◇相川 親之

イムマヌエル王子キリスト教会［IGM］

〒114-0023　北区滝野川1-41-6　Tel&Fax.03-3910-

4529　◇都電荒川線「西ヶ原4丁目」停、徒歩3分　◇創

立／1956年（55人）　◇高島 俊夫、高島 慶子　◇礼拝／

10:30　◇特色／メソジストの流れを汲み新生・聖化を強

調し、神愛と赦罪、聖霊の慰めを提供！又聖霊の学びは個々

にある(予約制)。

【HP】http://d.hatena.ne.jp/igm-ojichurch/

【E-Mail】immanuel@green.zero.jp

王子北教会［日基教団］

〒114-0003　北区豊島8-16-2　Tel&Fax.03-3912-8600　

◇地下鉄南北線王子神谷駅から徒歩8分　◇創立／1960

年（31人）　◇吉松 繁　◇礼拝／10:45　◇特色／平和と

人権と貧困問題に関心をお持ちの方々のご来会歓迎します。

王子教会［日基教団］

〒114-0022　北区王子本町1-19-2　Tel&Fax.03-3900-

4952　◇JR王子駅から徒歩6分　◇創立／1893年（57

人）　◇大久保 正禎、上林 順一郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://ojichurch.exblog.jp/

北赤羽キリスト教会［同盟基督］

〒115-0051　北区浮間3-19-14　Tel&Fax.03-5994-4364　

◇JR北赤羽駅から徒歩7分　◇創立／1994年（16人）　◇

増田 清世、増田 満喜子、朴 桂龍　◇礼拝／10:45,14:00

【E-Mail】kitaakabane_church@s6.dion.ne.jp

グレース・ミッション・チャーチ［NSKK］

〒114-0034　北区上十条1-4-14　Tel.03-3908-0888 Fax. 

03-3908-9901　◇JR十条駅から徒歩3分　◇創立／1996

年（28人）　◇宮本 俊一、宮本 正子　◇礼拝／10:00,

14:00　◇外国語／英語、中国語、タガログ語

【E-Mail】miyamoto7@aol.com

コイノニア・クリスチャン・チャーチ［単立

／独立］

〒114-0002　北区王子3-16-7　Tel.03-3912-9124 Fax.03-

3912-9660　◇地下鉄南北線王子神谷駅から徒歩5分［連

絡先：日本福音同盟 Tel.03-3295-1765］　◇創立／1980年

（30人）　◇松下 和弘　◇礼拝／11:00

十条キリスト教会＝カテドラル・オブ・プ
レイズ［アッセンブリー］

〒114-0034　北区上十条2-20-9　Tel.03-3907-7100 Fax. 

03-5993-7281　◇JR十条駅から徒歩3分　◇創立／1948

年（185人）　◇細井 眞、細井 純子　◇礼拝／10:30　◇
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城東小隊［救世軍］

〒136-0073　江東区北砂3-31-3　Tel.03-3644-8192　◇都

バス「北砂3丁目」停、徒歩5分　◇田村 信治

砂町教会［日基教団］

〒136-0073　江東区北砂5-14-7　Tel&Fax.03-3699-

0242　◇地下鉄新宿線大島駅からバス「北砂5丁目」停、

徒歩4分　◇創立／1933年（58人）　◇三原 誠　◇礼拝

／10:30　◇特色／水曜日午後3時から祈祷会、聖書研究会。

【HP】http://church.ne.jp/tokyo-higashi/annai/sunamachi.html

聖救主教会［聖公会］

〒135-0041　江東区冬木16-5　Tel.03-3641-3895 Fax.03-

3641-3926　◇地下鉄東西線門前仲町駅から徒歩5分　◇

創立／1894年（41人）　◇神崎 雄二　◇礼拝／10:30

袖ヶ浦ともしび伝道所［日基教団］

〒136-0074　江東区東砂6-2-16 ともしび保育園内　Tel. 

03-3644-2747 Fax.03-3644-3147　◇地下鉄東西線南砂町

駅　◇創立／1951年（8人）　◇山口 隆　◇礼拝／10:30

東京アーバンチャーチ［アッセンブリー］

〒136-0072　江東区大島7-40-6　Tel&Fax.03-3685-

6072　◇地下鉄新宿線東大島駅から徒歩5分　◇創立／

1965年（45人）　◇酒井 知愛、酒井 朗子　◇礼拝／

10:30　◇特色／第2・第4土曜日午後4時からゴスペル教

室を開催しています。リズムにのって楽しく歌おう！

【HP】http://www.kyoukai.org/

【E-Mail】kingschurch@olive.livedoor.com

日本バプテスト深川教会［バプ同盟］

〒135-0021　江東区白河2-13-12　Tel&Fax.03-3641-

0273　◇地下鉄半蔵門線清澄白河駅B2出口すぐ前　◇創

立／1911年（30人）　◇柳澤 嗣世　◇礼拝／10:30　◇

特色／1.水曜日午後7時30分から祈祷会　2.女性のための

集会:火曜日10時、金曜日10時30分

【HP】http://www.fukagawa-kyokai.or.jp/

【E-Mail】fuka_ch@d1.dion.ne.jp

深川愛隣伝道所［日基教団］

〒135-0051　江東区枝川2-25-10　Tel.03-3645-9900 Fax. 

03-3615-2262　◇地下鉄東西線木場駅　◇創立／1955年

（11人）　◇高橋 証仕、高橋 玲二　◇礼拝／10:50

深川教会［日基教団］

〒135-0042　江東区木場6-5-19　Tel&Fax.03-3645-

1438　◇地下鉄東西線木場駅から徒歩5分　◇創立／

1955年（37人）　◇矢吹 一夫、板垣 弘毅　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後7時30分から聖書を学び祈る会。

【HP】http://heartland.geocities.jp/demi9506/

品川区 Shinagawa-ku

栄光教会［聖イエス会］

〒142-0041　品川区戸越5-17-10　Tel.03-3781-9739　◇

根村 誠

大井教会［同盟基督］

〒140-0015　品川区西大井1-10-13　Tel&Fax.03-3771-

する、子どもからお年寄りまで、さんびにあふれた教会です。

【HP】http://www013.upp.so-net.ne.jp/fukagawa/

【E-Mail】nkawa21@yahoo.co.jp

枝川愛の教会［同盟基督］

〒135-0051　江東区枝川1-13-6　Tel&Fax.03-6325-2693 

Tel.03-5683-2852　◇地下鉄有楽町線豊洲駅から徒歩8

分　◇創立／1991年（18人）　◇張 賢國　◇礼拝／

11:00　◇外国語／韓国語　◇特色／礼拝後の食事会とお

茶会は天国の味わいの一時、礼拝を大切にし、一人の魂

を大切にする教会です。

【E-Mail】changha3329@hotmail.com

大島シオン教会［日基教団］

〒136-0072　江東区大島7-19-2　Tel&Fax.03-3636-

2444　◇地下鉄新宿線東大島駅から徒歩3分　◇創立／

1981年（30人）　◇森田 好和　◇礼拝／10:30

【E-Mail】yoshio-matsuyama@muj.biglobe.ne.jp

大島新生教会［バプ同盟］

〒136-0072　江東区大島3-30-9　Tel.03-3681-0392 Fax. 

03-5609-5642　◇地下鉄新宿線西大島駅から徒歩3分　

◇創立／1952年（28人）　◇礼拝／10:30　◇外国語／ミ

ャンマー語

【E-Mail】info＠ojima-shinsei-kyokai.com

亀戸教会［日基教団］

〒136-0071　江東区亀戸5-17-8　Tel.03-3681-6920 Fax. 

03-3681-6924　◇JR亀戸駅北口から徒歩5分　◇創立／

1919年（224人）　◇中村 謙一　◇礼拝／11:00

【HP】http://church.ne.jp/tokyo-higashi/annai/kameido.html

木場深川キリスト教会［ホーリネス］

〒135-0042　江東区木場3-7-12　Tel&Fax.03-3642-

4005　◇地下鉄東西線木場駅から徒歩7分　◇創立／

1925年（120人）　◇錦織 博義、錦織 淑子　◇礼拝／

10:30　◇テレホン／03-3642-0239　◇特色／木曜日午前

10時30分、午後7時30分から祈祷会。第2水曜日午前11時

からグレィス(高齢者の集い)。

【HP】http://www.geocities.jp/kmsakaijp/

【E-Mail】nishi4005@ybb.ne.jp

堺福音教会東京チャペル［JEC］

〒135-0042　江東区木場2-17-10 ハイム木場公園301号　

Tel.03-3642-5242 Fax.03-3642-5479　◇地下鉄東西線木

場駅から徒歩3分　◇創立／1987年（56人）　◇北 秀樹、

ボーマン，ベアンテ、ボーマン，ルリ子　◇礼拝／

8:30,10:30　◇特色／アルファ・コースを開催しています。

開催期間などはお問い合わせください。

【HP】http://www.tokyogospel.jp

http://www.tokyogospel.jp
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品川ベテル教会［アッセンブリー］

〒142-0063　品川区荏原6-9-12　Tel&Fax.03-3783-

4056　◇東急目蒲線武蔵小山駅から徒歩12分　◇創立／

1954年（65人）　◇白石 信之、白石 秀枝　◇礼拝／10:30

【E-Mail】shirasan@cts.ne.jp

城南教会［日基教団］

〒140-0014　品川区大井4-19-9　◇JR大井町駅から徒歩

10分　◇創立／1976年（32人）　◇南部 泰孝

白金教会［日基教団］

〒141-0021　品川区上大崎2-18-18　Tel.03-3492-6070 

Fax.03-3495-2892　◇JR目黒駅から徒歩3分　◇創立／

1918年（250人）　◇浅原 進、浅原 真砂　◇礼拝／

9:00,10:15,18:00

【HP】http://www.green.dti.ne.jp/shirokane-kyokai/

洗足教会［日基教団］

〒142-0064　品川区旗の台2-8-3　Tel.03-3782-4607 

Fax.03-5702-0859　◇池上線旗の台駅東口から徒歩4分　

◇創立／1930年（235人）　◇橋爪 忠夫、洪 徳憙　◇礼

拝／10:00

【HP】http://www.senzoku.org/

ドイツ語福音教会［単立／独立］

〒141-0001　品川区北品川6-5-26　Tel&Fax.03-3441-

0673　◇JR五反田駅から徒歩10分　◇創立／1885年（135

人）　◇ヒュープラー・ウメモト，エリザベト　◇礼拝／

10:30　◇外国語／ドイツ語　◇特色／毎日曜日ドイツ語

で礼拝しています。ドイツ語の合唱隊もあります。ドイツ

語を話す日本の方も歓迎します。

【HP】http://www.kreuzkirche-tokyo.jp

【E-Mail】kreuzkirche_tokyo@gol.com

東京聖マリア教会［聖公会］

〒141-0033　品川区西品川3-12-6　Tel&Fax.03-3492-

2982　◇JR大崎駅から徒歩7分　◇創立／1925年（28

人）　◇山口 千寿、佐久間 恵子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nskk.org/tokyo/church/mariya/

西大井教会［日基教団］

〒140-0015　品川区西大井4-6-18　Tel&Fax.03-3772-

6740　◇JR西大井駅　◇創立／1927年（20人）　◇斎藤 

恵子、斎藤 一男　◇礼拝／10:30

旗の台教会［ホーリネス］

〒142-0064　品川区旗の台5-27-11　Tel&Fax.03-3781-

1967　◇村岡 清幸、村岡 貞海

むさし小山教会［日基教団］

〒142-0062　品川区小山4-4-13　Tel&Fax.03-3783-

3425　◇東急目黒線武蔵小山駅から徒歩5分　◇創立／

1951年（152人）　◇遠藤 忠、田中 英一　◇礼拝／9:00,

10:30

【HP】http://www.musashikoyama-church.jp/

5502　◇JR西大井駅から徒歩3分　◇創立／1928年（22

人）　◇竹内 智之　◇礼拝／6:00,10:30

【HP】http://oi-church.jp/

【E-Mail】oi-church@e-mail.jp

大井バプテスト教会［バプ連盟］

〒140-0014　品川区大井5-10-12　Tel.03-3771-6849 Fax. 

03-3776-4286　◇JR大井町駅から徒歩15分　◇創立／

1931年（350人）　◇佐藤 伸人、菊地 るみ子　◇礼拝／

8:30,11:00,16:00

【HP】http://www.oibaptist-ch.net/

大井町教会［日基教団］

〒140-0011　品川区東大井3-10-3　Tel&Fax.03-3761-

8654　◇JR大井町駅から徒歩10分　◇創立／1877年（184

人）　◇宮崎 和夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~oimachik/

【E-Mail】oimachi-kyoukai@gamma.ocn.ne.jp

北品川教会［聖書友の会］

〒140-0001　品川区北品川2-9-17　Tel.03-3471-4616

キリスト品川教会［単立／独立］

〒140-0001　品川区北品川4-7-40　Tel.03-3443-1721 

Fax.03-3445-1543　◇JR品川駅から徒歩8分　◇創立／

1935年（248人）　◇吉村 和雄、黄 充湜　◇礼拝／

9:30,11:10

【HP】http://www.gloria-chapel.com/

【E-Mail】office@gloria-chapel.com

香蘭女学校礼拝堂［聖公会］

〒142-0064　品川区旗の台6-22-21　Tel.03-3786-1136 

Fax.03-3786-1238　◇高橋 宏幸

五反田教会［日基教団］

〒142-0041　品川区戸越2-1-20　Tel&Fax.03-3784-

6707　◇地下鉄浅草線戸越駅から徒歩3分　◇創立／

1985年（33人）　◇山口 隆康、原田 裕子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.gotanda-church.jp/

【E-Mail】e-post@gotanda-church.jp

三光教会［聖公会］

〒142-0064　品川区旗の台6-22-24　Tel&Fax.03-3781-

2554　◇高橋 宏幸、橋本 守

品川教会［KCCJ］

〒140-0014　品川区大井3-3-4　Tel.03-5746-1651 Fax.03-

5746-1652　◇JR大井町駅から徒歩8分　◇創立／1960年

（30人）　◇慶 恵重、姜 章植　◇礼拝／10:30,11:30,

14:00　◇外国語／韓国語(11：30)　◇特色／日本語の礼

拝もあります。どなたでも国籍を問わず歓迎いたします。

【HP】http://sgch.jp/

【E-Mail】shmpkang@yahoo.co.jp

品川バプテスト教会［バプ連盟］

〒141-0033　品川区西品川2-12-18　Tel&Fax.03-3494-

1578　◇JR大崎駅から徒歩15分　◇創立／1961年（120

人）　◇日隈 光男、岸本 敬子　◇礼拝／11:00　◇特色

／水曜日は午前10時から祈祷会。2週に一回、夜7時半か

ら家庭集会。毎月一回婦人会がバザー準備会。外部に寄付。
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渋谷小隊［救世軍］

〒150-0021　渋谷区恵比寿西1-20-5　Tel.03-3461-8880 

Fax.03-3461-8916　◇地下鉄日比谷線恵比寿駅から徒歩1

分　◇創立／1926年（156人）　◇寺澤 眞由子　◇礼拝

／10:30　◇特色／心は神に手は人に−−月2回、街頭生

活者のための給食を行なっています。

【E-Mail】shibuya@salvationarmy.or.jp

渋谷聖公会聖ミカエル教会［聖公会］

〒150-0012　渋谷区広尾2-1-7　Tel.03-3409-2079 Fax.03-

3409-2938　◇JR恵比寿駅から徒歩7分　◇李 民珠　◇

礼拝／10:30

渋谷日本基督会［基督会］

〒150-0046　渋谷区松涛1-25-6　Tel&Fax.03-3466-

3414　◇JR渋谷駅から徒歩12分　◇創立／1941年（50

人）　◇福間 眞樹、山根 寿、上本 寿美枝　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後6時30分から祈祷会。

【HP】http://homepage3.nifty.com/shibuya_kirisutokai/

【E-Mail】shibuya_kirisutokai@nifty.com

城西教会［日基教団］

〒151-0066　渋谷区西原1-19-3　Tel&Fax.03-3466-

0445　◇京王新線幡ヶ谷駅南口から徒歩5分　◇創立／

1884年（71人）　◇安田 俊朗　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/seinan/seek/church.info/josai.html

聖徒教会［日基教団］

〒150-0022　渋谷区恵比寿南3-11-16　Tel.03-3719-2841 

Fax.03-3719-4510　◇JR恵比寿駅から徒歩5分　◇創立

／1957年（335人）　◇松井 睦

代官山教会［日基教団］

〒150-0034　渋谷区代官山町14-18　Tel&Fax.03-3461-

1061　◇東急東横線代官山駅から徒歩5分　◇創立／

1917年（30人）　◇今村 正夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://daikanyamachurch.com/default.aspx

東京恩寵教会［改革派］

〒150-0021　渋谷区恵比寿西1-33-9　Tel.03-3461-4616 

Fax.03-3461-5822　◇JR恵比寿駅から徒歩7分　◇創立

／1942年（400人）　◇三野 孝一、塩田 隆良、榊原 康

夫　◇礼拝／10:30

東京国際基督教会［単立／独立］

〒150-0021　渋谷区恵比寿西1-19-4　Tel.03-3464-4512 

Fax.03-3464-9225　◇JR恵比寿駅西口から徒歩5分　◇

創立／1957年（300人）　◇姜 寳陞、蔦田 康毅　◇礼拝

／10:30,15:00　◇外国語／中国語、英語

渋谷区 Shibuya-ku

栄光キリスト教会［単立／独立］

〒151-0053　渋谷区代々木5-43-6　Tel.03-3468-3211 

Fax.03-3468-0750　◇小田急小田原線参宮橋駅　◇創立

／1982年　◇金子 信一　◇礼拝／10:00,13:30　◇外国

語／韓国語(13:30)

【E-Mail】shinichi.kaneko@gmail.com

グレイス東京［エブリネイション］

〒150-0042　渋谷区宇田川町31-2 渋谷ビーム7F　◇JR渋

谷駅から徒歩5分　◇ナバレテ，グレン　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.gracetokyo.org/jp/

【E-Mail】info@gracetokyo.org

グレース宣教会千駄ヶ谷チャペル［グレース宣

教会・福音自由］

〒151-0051　渋谷区千駄ヶ谷1-3-9　Tel&Fax.03-5474-

5655　◇JR千駄ヶ谷駅［連絡先：グレース宣教会　〒

581-0866　大阪府八尾市東山本新町1-15-6 Tel.072-997-

4838］　◇創立／1982年　◇堀内 顕、河野 亮平　◇礼

拝／10:30　◇特色／祈祷会は水曜日夕7時半。

【E-Mail】grace@gmi.or.jp

恵約宣教教会［バプ連盟］

〒150-0002　渋谷区渋谷2-22-16 Hi.B.Aセンター　◇渋谷

駅から徒歩3分　◇創立／2004年（23人）　◇藤原 淳

賀　◇礼拝／11:00　◇外国語／英語　◇特色／若者中

心の礼拝。英語同時通訳あり。

【HP】http://www.keiyaku-senkyo.org/

【E-Mail】info@keiyaku-senkyo.org

笹塚キリスト教会＝Jesus’ Disciples Church
［福音伝道］

〒151-0073　渋谷区笹塚1-60-9　Tel&Fax.03-3374-

5866　◇京王線笹塚駅から徒歩5分　◇創立／1999年（25

人）　◇松原 智、松原 安紀子、尹 聖恵、朴 鍾弼、林 美

貞　◇礼拝／9:15,11:00,14:30　◇外国語／韓国語　◇特

色／Jesusと出会い、Jesusと共に生きる神の家族を目指し、

特にユース伝道に力を入れています。

【HP】http://www.geocities.jp/sasazukajdc/

【E-Mail】jesusdisciples@hotmail.com

渋谷教会［日基教団］

〒150-0002　渋谷区渋谷2-14-12　Tel.03-3407-7018 Fax. 

03-3400-3255　◇JR渋谷駅から徒歩5分　◇創立／1929

年（178人）　◇藤村 和義、藤村 光子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.shibuya-church.or.jp/

http://www.shibuya-church.or.jp/
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【HP】http://homepage2.nifty.com/hatagaya_bc/

【E-Mail】hatagaya_bc@nifty.ne.jp

原宿教会［日基教団］

〒150-0001　渋谷区神宮前3-42-1　Tel.03-3401-4263 

Fax.03-3408-2820　◇地下鉄銀座線外苑前駅から徒歩5

分　◇創立／1906年（170人）　◇石田 透、安部 愛樹　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www.harajuku-church.com/home/home.html

聖ヶ丘教会［日基教団］

〒150-0036　渋谷区南平台町9-14　Tel.03-3461-6850 

Fax.03-3476-0390　◇JR渋谷駅南口からから徒歩8分　◇

創立／1889年（483人）　◇山北 宣久、外崎 孝　◇礼拝

／10:30,19:00

【HP】http://www.hijirigaoka.jp/

広尾教会［日基教団］

〒150-0012　渋谷区広尾2-12-12　Tel.03-3400-4970 Fax. 

03-6657-6011　◇地下鉄日比谷線広尾駅出口2から徒歩10

分　◇創立／1899年（99人）　◇佐野 英二　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.hiroo.jp/

ベテル教会［日基教団］

〒151-0063　渋谷区富ヶ谷1-35-9　Tel&Fax.03-3467-

5579　◇小田急線代々木八幡駅から徒歩5分　◇創立／

1952年（27人）　◇網中 彰子　◇礼拝／10:30

本多記念教会［日基教団］

〒150-0034　渋谷区代官山町8-2　Tel.03-3463-6779 Fax. 

03-3463-6780　◇東急東横線代官山駅から徒歩5分　◇

創立／1953年（145人）　◇梅津 裕美　◇礼拝／10:30

【HP】http://home.e03.itscom.net/hondamem/

【E-Mail】hondamem@j03.itscom.net

美竹教会［日基教団］

〒150-0002　渋谷区渋谷1-17-17　Tel.03-3409-7401 Fax. 

03-3498-2941　◇JR渋谷駅から徒歩4分　◇創立／1931

年（327人）　◇上田 光正　◇礼拝／10:30　◇特色／青

年の伝道に努めている。

【HP】http://www.mitake-ch.or.jp/

代々木上原教会［日基教団］

〒151-0064　渋谷区上原3-18-3　Tel&Fax.03-3460-

8499　◇小田急小田原線代々木上原駅から徒歩7分　◇

創立／1997年（85人）　◇村上 伸、廣石 望　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.yoyoue.jpn.org/

代々木教会［国際基督教団］

〒151-0053　渋谷区代々木1-29-5　Tel.03-3370-0571 

Fax.03-3370-4346　◇JR代々木駅西口正面　◇創立／

1946年　◇吉本 美枝、小笠 成美、吉本 真理　◇礼拝／

9:00,10:30

代々木教会［日基教団］

〒151-0062　渋谷区元代々木町26-1　Tel&Fax.03-3460-

9137　◇小田急線代々木八幡駅出口4からから徒歩5分　

◇創立／1932年（99人）　◇藤崎 三牧　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.tic-ebisu.com/

東京渋谷福音教会［C&MA］

〒150-0036　渋谷区南平台町6-17　Tel.03-3463-1364 

Fax.03-3463-1369　◇JR渋谷駅南口から徒歩8分　◇創

立／1983年（100人）　◇金 ダビデ、真島 秀泰　◇礼拝

／10:30　◇外国語／韓国語

【HP】http://shibuyachurch.org/home/

【E-Mail】DSSKIM@hotmail.com

東京バプテスト教会［バプ連盟］

〒150-0035　渋谷区鉢山町9-2　Tel.03-3461-8425 Fax. 

03-3461-8463　◇東急東横線代官山駅　◇創立／1959年

（520人）　◇フォルズ，デニス、金沢 武、オーマン，テッ

ド、クェラー，ジョエル、マカトリー，クリス、渡辺 聡　

◇礼拝／8:30,10:00,11:30,15:00　◇外国語／英語

【HP】http://www.tokyobaptist.org/

【E-Mail】info@tokyobaptist.org

東京山手教会［日基教団］

〒150-0042　渋谷区宇田川町19-5　Tel.03-3463-2971 

Fax.03-3463-1344　◇JR渋谷駅　◇創立／1948年（360

人）　◇長崎 哲夫　◇礼拝／10:15

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~t-y-c/

東京ユニオンチャーチ［単立／独立］

〒150-0001　渋谷区神宮前5-7-7　Tel.03-3400-0047 Fax. 

03-3400-1942　◇地下鉄表参道駅A1出口から徒歩2分　

◇創立／1872年（380人）　◇ドーソン，バリー、ハーデ

ィン，マシュー　◇礼拝／8:30,11:00,16:00(第1)　◇外国

語／英語

【HP】http://www.tokyounion.org/

【E-Mail】tuc@gol.com

豊澤教会［日基教団］

〒150-0013　渋谷区恵比寿2-32-18　Tel&Fax.03-3442-

7497　◇地下鉄日比谷線広尾駅から徒歩5分　◇創立／

1907年（66人）　◇原 牧人　◇礼拝／10:30

中渋谷教会［日基教団］

〒150-0031　渋谷区桜丘町8-22　Tel.03-3461-7088 Fax. 

03-3461-7097　◇JR渋谷駅から徒歩5分　◇創立／1931

年（236人）　◇及川 信　◇礼拝／10:30,18:30

【HP】http://www2.tbb.t-com.ne.jp/nakashibuya/

幡ヶ谷キリスト教会［長老教会］

〒151-0072　渋谷区幡ヶ谷1-29-6　Tel.03-5454-0175 

Fax.03-3460-0958　◇京王新線幡ヶ谷駅から徒歩5分　◇

創立／1977年（9人）　◇住田 裕　◇礼拝／10:30　◇特

色／家族的な教会です。落ち着いて誠実に、忠実に信仰

生活を送ることを心がけています。

【HP】http://www.hatagayapcj.org/

【E-Mail】info@hatagayapcj.org

幡ヶ谷バプテスト教会［バプ連盟］

〒151-0071　渋谷区本町1-60-3 味ノ花ビル1F　Tel& 

Fax.03-3378-9039　◇京王新線初台駅7分［連絡先：山川 

眞司　〒151-0053　東京都渋谷区代々木5-43-5 Tel.03-

3469-7314］　◇創立／1994年（28人）　◇山川 眞司　◇

礼拝／10:30
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大久保キリスト教会［単立／独立］

〒169-0074　新宿区北新宿3-5-19　Tel.03-3371-1556　◇

JR大久保駅から徒歩3分　◇創立／1958年（134人）　◇

田中 主悦、田中 裕子、田中 至高、森光 マチ子、坂本 真

名、松本 千恵　◇礼拝／10:00

大久保キリスト教会＝大久保バプテスト教
会［バプ連盟］

〒160-0022　新宿区新宿7-26-22　Tel&Fax.03-3207-

0307　◇地下鉄大江戸線東新宿駅から徒歩2分　◇創立

／1966年（213人）　◇河野 信一郎、牧野 銈伊　◇礼拝

／11:00

【HP】http://www.okubobc.org/

大久保教会［日基教団］

〒169-0073　新宿区百人町2-23-5 矯風会館B1　Fax.03-

5330-3256　◇JR大久保駅から徒歩1分　◇創立／1967年

（41人）　◇川上 善子　◇礼拝／10:30

大久保無教会集会［無教会］

〒169-0073　新宿区百人町2-23-5 婦人矯風会会館内　

Tel.042-368-1154　◇JR大久保駅から徒歩1分［連絡先：

〒183-0044　東京都府中市日鋼町1-3-28-406 Tel.042-368-

1154］　◇創立／1974年（25人）　◇泉 守彦　◇礼拝／

10:00

落合記念キリスト教会［キリスト伝道隊］

〒169-0075　新宿区高田馬場4-1-7 市川ビル305号　Tel&

Fax.048-591-4752 Tel.080-3150-7921　◇西武新宿線田無

駅から徒歩8分　◇創立／1994年（5人）　◇山口 信枝　

◇礼拝／10:30

柏木教会［日キ教会］

〒169-0074　新宿区北新宿3-1-18　Tel.03-3368-2156 

Fax.03-3363-7355　◇JR大久保駅から徒歩3分　◇創立

／1931年（374人）　◇冨永 憲司、村松 惠美　◇礼拝／

10:00,19:00　◇特色／祈祷会・聖書講解は水曜日午後7時、

木曜日午前10時30分。

上落合キリストの教会［キリストの教会］

〒161-0034　新宿区上落合1-28-2 「アルページュ」内　

Tel&Fax.03-5389-5980　◇地下鉄東西線落合駅から徒歩

3分　◇創立／1930年（10人）　◇戸川 夏子　◇礼拝／

11:00

キングスチャペル東京＝キングスチャペル
ジャパン［単立／独立］

〒169-0051　新宿区西早稲田3-12-4 サンハイツ早稲田B1

「ペトラクラブ」　Tel.090-6409-7455　◇地下鉄東西線早

稲田駅から徒歩13分　◇創立／2008年（6人）　◇中上 真

由美　◇礼拝／11:00(土曜)　◇特色／バイブルスタディ

は金曜日午後7時から。礼拝は土曜日午前11時から。20代

前半の若いクリスチャンたちが集まって開拓中。

【E-Mail】kcij@ybb.ne.jp

信濃町教会［日基教団］

〒160-0016　新宿区信濃町30　Tel.03-3351-4805 Fax.03-

3351-9847　◇JR信濃町駅から徒歩5分　◇創立／1924年

（376人）　◇笠原 義久、稲垣 千世　◇礼拝／10:20

【HP】http://www.shinanomachi-c.jp/

代々木中部教会［日基教団］

〒151-0053　渋谷区代々木2-26-8　Tel&Fax.03-3370-

6363　◇JR代々木駅から徒歩6分　◇創立／1947年（132

人）　◇中村 公一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.h5.dion.ne.jp/~church/

【E-Mail】yoyogichubu@k9.dion.ne.jp

新宿区 Shinjuku-ku

Arise東京キリスト教会［アライズ］

〒169-0075　新宿区高田馬場4-2-38 宏陽ビル1F　Tel.03-

5386-0030　◇JR高田馬場駅戸山口から徒歩5分　◇吉田 

万代、吉田 浩　◇礼拝／15:30　◇特色／日曜礼拝は、

15:30からです。預言CAFEは、火〜金曜日14:00-18:15営

業です。

【HP】http://ciatk.exblog.jp/

【E-Mail】ciatokyo@ciasia.net

市ヶ谷教会［福音ルーテル］

〒162-0842　新宿区市ヶ谷砂土原町1-1　Tel.03-3269-

0609 Fax.03-3269-0853　◇JR市ヶ谷駅から徒歩5分　◇

創立／1952年（200人）　◇浅野 直樹　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午後7時から聖研会。

【HP】http://www.jelc.or.jp/ichigaya

【E-Mail】ichigaya@jelc.or.jp

ヴィジョン・チャーチ［聖書キリスト］

〒161-0033　新宿区下落合1-3-13 工藤ビル3F　Tel.03-

5996-3677 Fax.050-3527-6069　◇JR・西武新宿線高田馬

場駅から徒歩5分　◇創立／2009年　◇李 恵真

牛込キリスト教会［単立／独立］

〒162-0052　新宿区戸山1-7-11　Tel.03-3205-3920 Fax. 

03-3203-5356　◇地下鉄東西線早稲田駅から徒歩7分　

◇創立／1957年（107人）　◇佐藤 順、佐藤 陽二、佐藤 

正子、佐藤 有希子　◇礼拝／9:00,11:00　◇特色／第二

礼拝と同時刻(11時)に乳幼児からの分級もあるのでご家族

揃って礼拝へ！聖書解説と実話で分かりやすい礼拝です。

【HP】http://www.ushigomechurch.or.jp/

【E-Mail】yoji.masako-sato@m3.dion.ne.jp

牛込聖公会聖バルナバ教会［聖公会］

〒162-0805　新宿区矢来町65　Tel.03-3268-8067 Fax.03-

5228-3198　◇地下鉄東西線神楽坂駅から徒歩1分　◇創

立／1878年（69人）　◇石坂 みゑ子

牛込払方町教会［日基教団］

〒162-0841　新宿区払方町24　Tel.03-3260-4631 Fax.03-

3260-4616　◇JR市ヶ谷駅から徒歩15分　◇創立／1877

年（113人）　◇山本 信義　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.snet.tcv.jp/~seit1877/

エパタ教会［日基教団］

〒162-0805　新宿区矢来町25　Tel&Fax.03-3269-7041　

◇地下鉄東西線神楽坂駅から徒歩7分　◇創立／1947年

（6人）　◇西山 崇文　◇礼拝／10:30,13:30　◇外国語／

手話
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【HP】http://www.geocities.jp/sgr_ch/

【E-Mail】sgr_ch@ybb.ne.jp

新東京バプテスト教会［バプ連盟］

〒169-0073　新宿区百人町1-9-3　Tel.03-3360-7791 Fax. 

03-3360-7792　◇JR新大久保駅から徒歩4分　◇創立／

1991年　◇金 東源、李 在浩　◇礼拝／11:00,14:00.

17:00　◇外国語／韓国語

【HP】http://www.tokyobaptist.com/

【E-Mail】new@tokyobaptist.com

高田馬場台湾教会［日基教団］

〒169-0075　新宿区高田馬場2-19-17 タックイレブンビル

1106　Tel&Fax.03-3205-1990　◇JR高田馬場駅［連絡先：

石原 兆魁　〒161-0034　東京都新宿区上落合1-1-15-807 

Tel.03-3364-0592］　◇創立／1978年（30人）　◇石原 兆

魁　◇礼拝／10:30　◇特色／本教会は台湾教会です。

礼拝は台湾語で説教します。2世は日本語で礼拝します。

日曜午後12時から聖書研究会。

中央栄光教会［在外国教団教派］

〒169-0074　新宿区北新宿3-10-5　Tel.03-5330-0090 

Fax.03-5330-0353　◇JR大久保駅から徒歩7分　◇創立

／1994年（250人）　◇李 庸揆　◇礼拝／6:00,9:00,

11:00　◇外国語／韓国語

【HP】http://cgloria.net/

千代田教会［日基教団］

〒160-0002　新宿区坂町10　Tel&Fax.03-3351-4489　◇

JR四ツ谷駅から徒歩10分　◇創立／1947年（55人）　◇

太田 春夫　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.geocities.jp/chiyodachurch/

東京教会［改革派］

〒160-0002　新宿区坂町16　Tel.03-3351-6610 Fax.03-

3351-1083　◇JR四ツ谷駅から徒歩10分　◇創立／1953

年　◇今井 献　◇礼拝／10:30

【HP】http://www005.upp.so-net.ne.jp/tokyo-ch/

東京教会［KCCJ］

〒162-0827　新宿区若宮町24　Tel.03-3260-8891 Fax.03-

3268-6130　◇JR飯田橋駅西口から徒歩5分　◇創立／

1908年（750人）　◇金 君植、金 漢羅、李 明忠、郭 恩

珠　◇礼拝／9:00,10:15,11:30,13:30,15:00　◇外国語／韓

国語　◇特色／朝9時から礼拝が始まります。10時15分か

らは日本語礼拝、11時30分には3部礼拝、13時30分には青

年礼拝。

【HP】http://www.tokyochurch.com/

【E-Mail】tkchurch@circus.ocn.ne.jp

東京教会［福音ルーテル］

〒169-0072　新宿区大久保1-14-14　Tel.03-3209-5702 

Fax.03-3204-5703　◇JR新大久保駅から徒歩4分　◇創

立／1912年（436人）　◇山之内 正俊、関野 和寛　◇礼

拝／7:00,9:30,10:00,11:00,19:00　◇外国語／英語(10:00)　

◇特色／日曜日午前10時からの礼拝は英語による礼拝で

す。水曜日と金曜日午後7時から「聖書の学び」、水曜日午

後7時から「バイブルクラス」。

【HP】http://www.jelc-tokyo.org/

【E-Mail】jelctokyo@mb.infoweb.ne.jp

下落合教会［日基教団］

〒161-0032　新宿区中落合4-3-1　Tel&Fax.03-3951-

0767　◇地下鉄大江戸線落合南長崎駅から徒歩5分　◇

創立／1951年（87人）　◇神保 望　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午後7時から聖書研究祈祷会。

シャローム・クリスチャン・フェローシップ
［NHJA］

〒160-0023　新宿区西新宿7-9-7 新宿シャローム教会内　

Tel.090-9306-7284 Fax.0426-64-7301　◇JR新宿駅から

徒歩5分　◇ホセ，アリンソッド　◇礼拝／14:00

シロアム教会［日基教団］

〒169-0072　新宿区大久保3-10-1-203　Tel.03-3209-4622 

Fax.03-3207-7985　◇JR高田馬場駅から徒歩7分　◇創

立／1948年（23人）　◇船水 牧夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/siloam/

新宿コミュニティー伝道所［日基教団］

◇会場はホームページをご覧ください。［連絡先：中村 吉

基　〒167-0051　東京都杉並区荻窪4-12-15-702 Tel.03-

3393-6680］　◇創立／2004年（8人）　◇中村 吉基　◇

礼拝／11:00　◇特色／性的少数者への宣教に取り組んで

います。

【HP】http://members.ld.infoseek.co.jp/sccmission/

【E-Mail】scc_uccj@yahoo.co.jp

新宿シャローム教会［NHJA］

〒160-0023　新宿区西新宿7-9-7　Tel.03-3371-7558 Fax. 

03-3371-7559　◇JR新宿駅から徒歩5分［連絡先：〒160-

0023　東京都新宿区西新宿7-9-6 寿ビル2階］　◇創立／

1971年（200人）　◇稲福 エルマ、富田 慎吾　◇礼拝／

9:00,11:00,13:30　◇外国語／フィリピン語、英語　◇特

色／力強い賛美とメッセージ、愛の交わり、ダイナミック

なユース礼拝、ゴスペルクワイヤ、ヒップホップダンス。

【HP】http://www.shinjuku-shalom.org/

【E-Mail】info@shinjuku-shalom.org

新宿伝道所［日基教団］

［連絡先：堀光男　〒352-0031　埼玉県新座市西堀1-7-9 

Tel.042-472-2904］　◇創立／1960年（5人）　◇堀 光男

新宿西教会［日基教団］

〒160-0021　新宿区歌舞伎町2-19-11 シャロームビル3F　

Tel.03-3200-5559 Fax.03-3204-5532　◇地下鉄大江戸線

東新宿駅から徒歩5分　◇創立／1954年（69人）　◇杉本 

泉、杉本 和生　◇礼拝／10:30

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~jukunisi/

新宿福興教会＝東京ハッピーチャーチ［友愛

グループ］

〒169-0074　新宿区北新宿3-8-4 シャローム北新宿ビル

2F　Tel&Fax.03-3371-9930　◇JR大久保駅北口から徒歩

4分［連絡先：菅野 直基　〒169-0074　東京都新宿区北

新宿3-8-4 シャローム北新宿ビル3F Tel.03-3371-9930］　

◇創立／2001年（25人）　◇菅野 直基　◇礼拝／11:00,

17:00　◇外国語／英語、韓国語、中国　◇いのち／03-

3371-9930　◇特色／命のある礼拝、家庭的な交わり、定

期的な家庭集会、賛美集会、路上ライブ、路傍伝道。新

宿にあるオアシス。
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東京磐石教会［JRL］

〒169-0072　新宿区大久保1-17-7 メゾン豊ビル4C　Tel. 

03-5291-9417 Fax.03-5291-9418　◇西武新宿線新宿駅北

口から徒歩3分［連絡先：Tel.090-9373-7868］　◇創立／

2000年　◇森沢 蘭、孔 燦k、金 潤亭　◇礼拝／11:00,

14:00,19:00(水)　◇特色／水曜日午後7時から聖書会。日

曜日午後12時30分から韓国語無料講習。礼拝の時、通訳

あり。

【E-Mail】thanksgod21jp@yahoo.co.jp

東京平和教会［バプ同盟］

〒169-0051　新宿区西早稲田2-3-1　Tel&Fax.03-3203-

2442　◇地下鉄東西線早稲田駅から徒歩5分　◇創立／

1981年（106人）　◇石塚 多美子、長谷川 捷紘、久保 親哉、

大矢 直人、丹野 真人　◇礼拝／10:00,11:30,14:00　◇外

国語／英語、カチン語、ミャンマー語(月1)

【HP】http://www.tpchurch.org/

【E-Mail】info@tpchurch.org

東京めぐみ教会［単立／独立］

〒169-0075　新宿区高田馬場4-32-6　Tel&Fax.03-5332-

6716　◇JR高田馬場駅戸山口から徒歩7分　◇創立／

1990年（50人）　◇安海 和宣、安海 靖郎　◇礼拝／

10:30　◇特色／国際色豊かで、世界宣教をビジョンとし

ています。バザーやフラダンス教室、αコースを通しての

地域伝道を目指しています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/megumi_kyokai/

【E-Mail】megumi_kyokai@nifty.com

東京緑洲教会［KCCJ］

〒169-0072　新宿区大久保2-6-16 平安ビル5A　Tel.080-

3355-3890　◇地下鉄東新宿駅B1口から徒歩5分　◇郭 

京煥

東京若葉キリスト教会［キリスト教会同盟］

〒160-0011　新宿区若葉1-16　Tel.03-3357-9238 Fax.03-

3353-3888　◇JR四ッ谷駅から徒歩5分　◇創立／1903年

（50人）　◇山崎 栄(信徒)　◇礼拝／10:30

灯台教会［単立／独立］

〒169-0074　新宿区北新宿1-7-21 高沢ビルB1　Tel.03-

5348-1883 Fax.03-3366-3654　◇JR大久保駅北口から徒

歩3分　◇創立／2003年（40人）　◇金 承範、金 眞暎、

田 炳斗　◇礼拝／11:00,14:00,19:00(水),20:00(金)　◇特

色／水曜日午後7時から賛美礼拝。金曜日午後8時から祈

祷会。日曜日午後2時から聖書勉強会。

【HP】http://church.ne.jp/kernel/toudai/

【E-Mail】naoskim@hotmail.com

東洋宣教団きよめキリスト教会［きよめ教会］

〒169-0073　新宿区百人町2-3-18　Tel&Fax.03-3232-

5505　◇JR新大久保駅から徒歩2分　◇創立／1996年

（100人）　◇加藤 哲男、鈴木喜香

京都福音教会東京伝道所＝KGC［福音ペンテコ

ステ］

〒169-0051　新宿区西早稲田2-3-1 早稲田奉仕園内　

Tel.03-5261-1218　◇地下鉄東西線早稲田駅から徒歩10

分［連絡先：Tel.075-791-4887］　◇中村 澄江

東京基督教会［ホーリネス］

〒162-0842　新宿区市谷砂土原1-2-59　Tel&Fax.03-

3269-6007　◇趙 潭s、朴 必賢、金 規煥、金 基哲

東京シティチャーチ＝シティプレイズチャ
ーチ・インターナショナル［アッセンブリー］

〒161-0033　新宿区下落合2-13-3 第二長束ビル3F　Tel& 

Fax.03-3954-3230　◇JR目白駅から徒歩7分［連絡先：ス

リヤ佐野 一夫　〒424-0806　静岡県静岡市清水区辻1-1-1 

Tel.054-388-9001］　◇創立／1994年（112人）　◇スリヤ

佐野 一夫、スリヤ佐野 ヨハンナ 雪恵、ハンフリーズ，ア

レキサンダー、ハンフリーズ，キャサリン、ダム・スァン・

ムン　◇礼拝／11:00　◇特色／日本文化を基調とした国

際的な教会。シティプレイズと自由な賛美礼拝。セルグル

ープによる家族的な交わり。

【HP】http://www.tokyocitychurch.com/

【E-Mail】tokyocity@church.email.ne.jp

東京信愛教会［日基教団］

〒162-0056　新宿区若松町8-3　Tel&Fax.03-3359-

9539　◇地下鉄大江戸線若松河田駅から徒歩3分　◇創

立／1934年（78人）　◇鈴木 武仁、鈴木 元子　◇礼拝／

10:30,14:00,19:00

【E-Mail】JTSJES@aol.com

東京信安教会［福音教団］

〒169-0072　新宿区大久保2-7-1 フジビル504　Tel&Fax. 

03-3202-5252　◇金 静子

東京聖書読者会［無教会］

〒160-0015　新宿区大京町26　Tel&Fax.03-3715-5226　

◇JR千駄ヶ谷駅から徒歩10分　◇創立／1961年（38人）　

◇山本 政則　◇礼拝／10:00

東京中央教会［東京中央教会］

〒169-0072　新宿区大久保2-18-8　Tel.03-3208-8491 

Fax.03-3208-8438　◇JR新大久保駅から徒歩5分　◇創

立／1990年（2500人）　◇三井 康憲、三井 百合花、福田 

義宣、趙 英美、姜 貞淑、徐 仁淑、吉 永実、新井 道子、

張 星範、洪 正杓　◇礼拝／9:00,11:00,14:00,17:00　◇外

国語／韓国語　◇特色／主日二部礼拝、水曜二部礼拝

(18:00)は手話通訳。主日一部・三部礼拝、水曜一部礼拝

(12:00)は日本語同時通訳があります。

【HP】http://www.tcc.or.jp/

【E-Mail】info@tcc.or.jp

東京中央教会［ホーリネス］

〒169-0074　新宿区北新宿1-24-12　Tel.03-3371-3674 

Fax.03-3371-3685　◇JR大久保駅から徒歩8分　◇創立

／1950年（100人）　◇錦織 寛、錦織 由香　◇礼拝／

9:00,10:30　◇特色／子どものためのドンキークラブは

10:30〜の礼拝と平行してもたれています。礼拝堂は2009

年リニューアル。

【HP】http://www.8008amen.com/

【E-Mail】chuo@8008amen.com

東京忠信教会［JRL］

〒160-0022　 新宿区新宿7-27-16 第2清水ビル201　

Tel.03-3203-4522 Fax.03-5273-8279　◇地下鉄大江戸線

東新宿駅から徒歩5分　◇朴 美玉
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目白教会［日基教団］

〒161-0033　新宿区下落合3-14-25　Tel.03-3951-3260 

Fax.03-3951-2805　◇JR目白駅から徒歩5分　◇創立／

1913年（256人）　◇荒瀬 正彦、朴 貞蓮、篠原 信　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www.mejiro-kyoukai.net/

目白聖公会［聖公会］

〒161-0033　新宿区下落合3-19-4　Tel.03-3951-5010 

Fax.03-3951-5120　◇JR目白駅から徒歩6分　◇創立／

1918年（277人）　◇河野 裕道、関 正勝

余丁町キリスト教会［キリスト教会同盟］

〒162-0056　新宿区若松町12-12　Tel.03-3203-0082　◇

地下鉄大江戸線若松河田駅から徒歩1分　◇渡会 渥美

四谷新生教会［日基教団］

〒160-0004　新宿区四谷1-14　Tel.03-3351-4852 Fax.03-

3357-7036　◇JR四ツ谷駅から徒歩7分　◇創立／1951年

（72人）　◇山鹿 文子　◇礼拝／10:30　◇特色／幼稚園

と教会学校の業を通して、地域への奉仕に努めています。

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/yotsuyashinsei/newpa

ge14.htm

淀橋教会［ウェスレアン］

〒169-0073　新宿区百人町1-17-8　Tel.03-3368-9165 

Fax.03-3368-9298　◇JR新大久保駅から徒歩3分　◇創

立／1904年（582人）　◇峯野 龍弘、新川 代利子、中村 

和司、中村 良恵、市川 牧子、山田 証一、川崎 崇、藤冨 

明子、又吉 里子、山崎 忍　◇礼拝／10:30,16:30　◇外

国語／英語、手話　◇テレホン／03-3368-5524　◇特色

／美しさにおいて随一の定評がある1630坪の聖空間。礼

拝音楽の豊かさと愛の共同体形成の醍醐味は抜群！

【HP】http://www.yodobashi-church.com/

【E-Mail】yodobashi@asahi-net.or.jp

ヨハンChineseキリスト教会［ヨハン教会連合］

〒169-0074　新宿区北新宿4-30-2　Tel.03-5338-6411　◇

JR東中野駅東口から徒歩10分　◇呉 明姫、金 聖娥、郭 

太栄、崔 妍珠

【HP】http://chinese.yohan.jp/

 太栄、崔 妍珠

【HP】http://chinese.yohan.jp/[

ヨハン東京キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒169-0074　新宿区北新宿4-30-2　Tel.03-5338-6411〜3 

Fax.03-5338-6414　◇JR東中野駅から徒歩5分　◇創立

／1988年（1000人）　◇金 圭東、金 明玉、金 聖燮、李 

京訓、呉 明姫、金 栄姫、金 炳秀、文 栄晙　◇礼拝／

9:00,11:30,14:00　◇外国語／中国語、韓国語、英語　◇

特色／賛美と祈りがあふれる教会！宣教に対するビジョン

があり、励ましとチャレンジがあふれる礼拝があります。

戸山教会［日基教団］

〒162-0052　新宿区戸山2-7-2　Tel&Fax.03-3203-6834　

◇バス「国立国際医療センター前」停、徒歩3分　◇創立

／1924年（87人）　◇山田 斐章、鶴田 岬、佐野 公淳　

◇礼拝／10:30

西落合キリスト教会［ホーリネス］

〒161-0031　新宿区西落合4-15-21　Tel&Fax.03-3954-

1032　◇新井薬師前駅からバス3分「哲学堂」停、徒歩5

分　◇創立／1951年（90人）　◇安井 聖　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.ne.jp/asahi/noch/jhc/

西早稲田キリスト教会［長老教会］

〒169-0051　新宿区西早稲田1-8-15　Tel.03-5285-0664　

◇秦 大興

【HP】http://nishiwaseda.jp/

【E-Mail】hata@nishiwaseda.jp

日本バプテストキリスト教目白ヶ丘教会［バ

プ連盟］

〒161-0033　新宿区下落合2-15-11　Tel&Fax.03-3950-

6372　◇JR目白駅から徒歩7分　◇創立／1911年　◇古

賀 公一、松永 九実子　◇礼拝／11:00

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~mejiroch/

日本ベテル教会［福音教団］

〒160-0004　新宿区四谷4-24 中島第一ビル2F　Tel.03-

3356-1168 Fax.03-3356-1193　◇白 均鉉

百人町教会［日基教団］

〒169-0075　新宿区高田馬場1-34-13 愛染堂ビル 東京家

政専門学校２階　◇JR高田馬場駅から徒歩3分。［連絡先：

賈 晶淳　〒162-0066　東京都新宿区市谷台町14-1-701 

Tel.03-3351-0807］　◇創立／1970年（57人）　◇賈 晶淳、

木田 献一、阿蘇 敏文、増田 滋、木村 和基　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語、韓国語　◇特色／日本国の平和

憲法を世界平和の基本として護り続ける事と、異邦人が

暮らしやすい国と教会であるように祈る。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~church/

ぶどうの樹キリスト教会［JECA］

〒160-0008　新宿区三栄町17-14　Tel.03-3341-3946 

Fax.03-6912-6766　◇JR四ツ谷駅四ツ谷口から徒歩5分　

◇創立／1991年（55人）　 ◇牧野 直之　 ◇礼拝／

10:45,14:00　◇特色／聖書講解説教と祈り合う教会。青

年男女が多く明るい。第1と第2礼拝の間に毎週愛餐と暖

かい交わりがある。

【HP】http://www.grapevine-ch.com/

【E-Mail】yotsuya-bkk@nifty.com

フルゴスペル東京教会［JFGA］

〒160-0021　新宿区歌舞伎町2-2-19　Tel.03-3232-0667 

Fax.03-3232-0729　◇JR新宿駅東口から徒歩15分　◇創

立／1978年（2500人）　◇韓 相仁、崔 振鏞、黄 萬龍、

金 度勳、崔 美慶　◇礼拝／7:30,9:00,11:00,13:00,15:00,17

:00,19:00　◇外国語／韓国語、英語、中国語

【HP】http://www.fgtv.jp/

【E-Mail】info@fgtv.jp

http://chinese.yohan.jp/
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【E-Mail】info@waseda-ch.com

杉並区 Suginami-ku

曙教会［日基教団］

〒167-0054　杉並区松庵3-12-13　Tel.03-3332-4676　◇

JR西荻窪駅から徒歩10分　◇創立／1949年（26人）　◇

左近 深恵子　◇礼拝／10:30　◇特色／主日礼拝の前に、

9:15から教会学校があります。主日礼拝の中では、子供の

ためのメッセージもあります。礼拝後、随時祈祷会を持っ

ています。

阿佐ヶ谷教会［日基教団］

〒166-0001　杉並区阿佐谷北5-18-10　Tel.03-3337-5879 

Fax.03-3310-0932　◇JR阿佐ヶ谷駅から徒歩7分　◇創

立／1924年（800人）　◇大村 栄、姜 w米、五十嵐 成

見　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.asagaya-church.com/

阿佐ヶ谷聖公会聖ペテロ教会［聖公会］

〒166-0001　杉並区阿佐谷北2-16-11　Tel.03-3338-4145 

Fax.03-3338-3730　◇JR阿佐ヶ谷駅から徒歩5分　◇創

立／1925年（197人）　◇高橋 顕　◇礼拝／7:30

阿佐谷東教会［日基教団］

〒166-0001　杉並区阿佐谷北5-13-2　Tel.03-3338-4183 

Fax.03-3338-4189　◇JR阿佐ヶ谷駅から徒歩10分　◇創

立／1929年（87人）　◇坂下 道朗　◇礼拝／10:30　◇

特色／創立以来、教会学校と幼稚園を通して福音を宣べ

伝えてきました。高円寺駅からも徒歩10分。

【HP】http://higashi.church.jp/

【E-Mail】CZC00335@nifty.ne.jp

阿佐谷恵み教会(伝)［日基教団］

〒166-0001　杉並区阿佐谷北1-21-43　Tel&Fax.03- 

5932-1547 Tel.090-2481-8275　◇創立／2002年（1人）　

◇星野 憲二　◇礼拝／10:30　◇特色／中国語で礼拝し

ています。

【HP】http://hi.baidu.com/chineseworship/

【E-Mail】kenji19770221@yahoo.co.jp

井荻福音キリスト教会［長老教会］

〒167-0023　杉並区上井草1-28-13　Tel&Fax.03-3396-

1630　◇西武新宿線井荻駅から徒歩5分　◇創立／1959

年（50人）　◇木村 大介　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜

日午前9時30分〜10時15分まで大人と子ども向けの教会学

校。水曜朝に祈り会、ほか。

【HP】http://homepage3.nifty.com/iogichurch/

【E-Mail】pcjiogichurch@nifty.com

井草教会［日基教団］

〒167-0021　杉並区井草1-42-6　Tel.03-3395-3026 Fax. 

03-3395-3969　◇西武新宿線下井草駅から徒歩8分　◇

創立／1947年（128人）　◇道家 紀一　◇礼拝／10:15　

◇特色／礼拝を中心にした静かな教会です。落ち着いて

お祈りなさりたい方はどうぞいつでもおこし下さい。

【HP】http://www2.ttcn.ne.jp/~igusach/

【HP】http://www.yohan.or.jp/

【E-Mail】tokyo@yohan.or.jp

ヨハン早稲田キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒169-0074　新宿区北新宿4-30-2　Tel.03-5338-6411〜3 

Fax.03-5338-6414　◇JR東中野駅から徒歩5分　◇創立

／1995年（500人）　◇金 圭東、柳 廷勲、李 秀永、小倉 

隆志、松原 信幸、金 信慧、堀江 佳奈、小倉 淑子、門野 肇、

辻 太輔、斉藤 真紀、城光寺 亜希、御所 弥生、堤 彩子、

吉浦 和代、實方 秀太、長谷川 理恵、中津川 鮎美　◇礼

拝／7:50,10:00,16:00,18:00　◇外国語／韓国語、中国語

(16:00)、英語(12：00)　◇特色／ゴスペル、証し、ドラマ、

メッセージ。宣教、訓練、賛美する教会！韓国語、中国語、

英語の礼拝もあります。

【HP】http://waseda.yohan.or.jp

【E-Mail】waseda@yohan.jp

ライトハウス新宿チャーチ［日本COG］

〒160-0022　新宿区新宿6-26-6 新宿ハーブビル1F　Tel& 

Fax.03-5285-8295　◇地下鉄大江戸線東新宿駅から徒歩

5分　◇創立／2005年（25人）　◇月城 聖一、月城 美和

子　◇礼拝／10:15　◇特色／子どもたちにイエス様を伝

えることに情熱を燃やしています。親子ゴスペルや土曜学

校にいのちが燃えています。

【HP】http://www.cog.jp/tlc/shinjuku/

【E-Mail】tsukishiro@cog.jp

ロゴスライフ教会＝大久保教会［ホーリネス］

Tel&Fax.03-3825-6554［連絡先：張 元圭　〒176-0025　

東京都練馬区中村南1-9-8 ラ・ウィータ都立家政202］　◇

張 元圭

早稲田教会［日基教団］

〒169-0051　新宿区西早稲田2-3-1　Tel.03-3209-8366 

Fax.03-3209-0567　◇地下鉄東西線早稲田駅から徒歩5

分　◇創立／1939年（227人）　◇古賀 博、飯島 隆輔、

韓 守賢　◇礼拝／9:30,11:00,12:10(水)　◇特色／第1礼

拝(9時30分開始)、続いての教会学校に多くの親子が集う

ようになっています。どうぞご参加ください。

【HP】http://www.waseda-ch.com/

http://waseda.yohan.or.jp
http://www.yohan.or.jp/
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荻窪北教会［日キ教会］

〒167-0032　杉並区天沼2-5-23　Tel&Fax.03-3392-

5091　◇JR荻窪駅から徒歩6分　◇創立／1955年（34

人）　◇小野寺 ほさな　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月第

1木曜日午後1時から蓮見和男教師によるモルトマン読書

会。毎月第2水曜日午後1時から聖書を読む会。

【HP】http://www.sepia.dti.ne.jp/ogikubokita/

【E-Mail】ttn753j2ay@mx9.ttcn.ne.jp

荻窪教会［日基教団］

〒167-0051　杉並区荻窪4-2-10　Tel.03-3398-2104 Fax. 

03-3220-2781　◇JR荻窪駅南口から徒歩7分　◇創立／

1933年（140人）　◇小海 基、龍口 奈里子　◇礼拝／

10:30　◇特色／小さなパイプオルガンのある賛美の盛ん

な教会です。「荻窪音楽祭」の会場として地域の人々にも

開かれています。

【HP】http://www.ogikubo-church.com/

【E-Mail】hitsuji@ogikubo-church.com

荻窪清水教会［日基教団］

〒167-0033　杉並区清水1-25-17　Tel.03-3390-5371 Fax. 

03-3390-6360　◇JR荻窪駅から徒歩10分　◇創立／1964

年（124人）　◇高砂 民毅、高砂 民宣　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.onyx.dti.ne.jp/~oschurch/

【E-Mail】oschurch@onyx.dti.ne.jp

上高井戸教会［日基教団］

〒168-0072　杉並区高井戸東2-3-4 東京家庭学校内　Tel. 

03-3333-8626　◇京王井の頭線高井戸駅　◇創立／1949

年（21人）　◇高井 賢、高井 清

神の川教会［聖イエス会］

〒168-0064　杉並区永福3-31-10　Tel.03-3325-0707　◇

松本 善樹

久遠キリスト教会［単立／独立］

〒166-0001　杉並区阿佐谷北2-25-8　Tel.03-3338-0600 

Fax.03-3336-6007　◇JR阿佐ヶ谷駅から徒歩8分　◇創

立／1940年（435人）　◇三浦 真信、依田 和子、田中 

殉　◇礼拝／9:30,11:00　◇特色／各地域にセル集会、高

崎・猿ケ京・東御・関西に地方集会あり。毎週金曜日にア

ルファ・コースを開催しています。

【HP】http://www.kuon.or.jp/

【E-Mail】kuon2@kuon.or.jp

和泉教会［日基教団］

〒168-0063　杉並区和泉3-27-5　Tel.03-3328-3334 Fax. 

03-3328-3406　◇京王井の頭線永福町駅から徒歩7分　

◇創立／1878年（85人）　◇山下 裕三

【HP】http://www.izumi-church.jp/

和泉福音教会［同盟基督］

〒168-0063　杉並区和泉1-55-4　Tel&Fax.03-3325-

9903　◇京王井の頭線永福町駅から徒歩15分　◇創立／

1966年（104人）　◇日下 健一、遠藤 芳子　◇礼拝／

10:30　◇特色／聖書を誤りの無い神の御言葉と信じ、キ

リストの救いの中心は罪の贖いと永遠の命の約束と信じる

教会です。

【HP】http://church.jp/izumi

永福町教会［日基教団］

〒168-0064　杉並区永福2-55-2　Tel.03-3321-3447 Fax. 

03-3321-3792　◇京王井の頭線永福町駅から徒歩5分　◇

創立／1877年（81人）　◇高柳 竜二　◇礼拝／10:30　

◇特色／教会学校礼拝：幼児～大人まで、日曜日午前9時

30分から。聖書研究・祈祷会：水曜日午後2時から。

【HP】http://www.eifukucho.org/index.php

永福南キリスト教会［JECA］

〒168-0065　杉並区浜田山1-2-19　Tel&Fax.03-5317-

8210　◇京王井の頭線西永福駅から徒歩5分［連絡先：竹

内 豪　〒168-0073　東京都杉並区下高井戸3-37-2 Tel.03-

3290-6339］　◇創立／1985年（69人）　◇竹内 豪、漆原 

淑子　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／浜田山教会の開拓

教会。神田川沿いにあり若者も多く集う活気ある教会。昨

夏LMIよりモンゴルに宣教師派遣。

【HP】http://www.geocities.jp/eifuku_minami/

【E-Mail】eifuku_minami@ybb.ne.jp

エデン福音伝道団久我山宣教会［単立／独立］

〒168-0082　杉並区久我山3-23-18　Tel&Fax.03-5930-

0059　◇京王井の頭線久我山駅から徒歩3分　◇創立／

1965年（173人）　◇中原 待望、中原 みき、山田 誠路、

河野 美紀　◇礼拝／10:00　◇特色／礼拝はポルトガル

語の通訳があります。

【E-Mail】egm.kugayama@gmail.com

大宮前教会［日基教団］

〒168-0081　杉並区宮前2-22-18　Tel&Fax.03-3332-

4077　◇JR荻窪駅西口から徒歩20分　◇創立／1936年

（80人）　◇彌吉 英範

荻窪栄光教会［イエス・キリスト］

〒167-0052　杉並区南荻窪4-6-11　Tel.03-3334-1036 

Fax.03-3334-6331　◇JR荻窪駅から徒歩13分　◇創立／

1958年（334人）　◇中島 秀一、中島 きよ子、小岩 裕一、

小岩 喜代美、楊 慶運、金 仁雅、楠 淳子、黛 藤夫　◇

礼拝／9:10,10:30,14:30,18:00　◇特色／礼拝時間順に1)子

供と一緒の家族礼拝、2)パイプオルガンによる壮厳な礼拝、

3)第1・3主日は賛美礼拝、4)DVD礼拝、です。

【HP】http://www.eiko-church.com/

【E-Mail】ogikubo@eiko-church.com

http://www.eiko-church.com/
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杉並教会［長老教会］

〒166-0013　杉並区堀ノ内2-21-3　Tel&Fax.03-3312-

3071　◇地下鉄丸の内線方南町駅から徒歩12分　◇創立

／1959年（158人）　◇阿部 大　◇礼拝／10:30,16:00　

◇特色／木曜10時半から祈祷会。日曜10時半朝拝で、子

ども向けメッセージ。２階チャペルへの昇降機設置。

【HP】http://hpcgi2.nifty.com/suginami_pcj/

【E-Mail】suginami_pcj@nifty.com

杉並教会［日基教団］

〒166-0012　杉並区和田3-48-8　Tel.03-3313-7171 Fax. 

03-3313-7172　◇地下鉄丸ノ内線東高円寺駅から徒歩3

分　◇創立／1919年（70人）　◇安部 一徳　◇礼拝／

10:30

杉並小隊［救世軍］

〒166-0012　杉並区和田2-21-39　Tel.03-3384-9443 

Fax.03-3384-9070　◇地下鉄丸の内線中野富士見町駅か

ら徒歩10分　◇創立／1942年（244人）　◇吉田 司、吉

田 恭子、加藤 和子　◇礼拝／10:30　◇特色／どなたで

も入りやすい地域の教会となるように、近隣の救世軍諸施

設と共に伝道と奉仕に励んでいます。

杉並聖真ルーテル教会［NRK］

〒167-0023　杉並区上井草2-9-17　Tel.03-3396-9660 

Fax.03-5310-3925　◇JR西荻窪駅からバス「今川2丁目」

停、徒歩2分　◇江本 真理、ハス，マシュー、シャーウィ

ン，キンバリー　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/jlc_suginami/

【E-Mail】suginamichurch@ybb.ne.jp

杉並中通教会［バプ同盟］

〒167-0034　杉並区桃井1-9-6　Tel&Fax.03-3390-4780　

◇JR荻窪駅からバス「四面道」停、徒歩3分　◇創立／

1936年（28人）　◇松岡 正樹、トゥン・カン・クップ　◇

礼拝／10:15

聖書友の会中央教会［聖書友の会］

〒168-0072　杉並区高井戸東4-20-25　Tel.03-3332-3715 

Fax.03-3247-6249　◇京王井の頭線浜田山駅から徒歩15

分　◇相見 一朗　◇礼拝／10:30

聖都教会［福音教団］

〒167-0041　杉並区善福寺1-16-16 善福寺城和ハイツ

205　Tel.03-3399-8451　◇JR荻窪駅からバス「井草八幡

宮」停、徒歩2分［連絡先：井上 一志　〒190-1221　東

京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎483-19］　◇創立／1930年

（52人）　◇田辺 誠一、星野 ヤス、大越 房江、野田 ちか

子　◇礼拝／10:40

【HP】http://seito-ch.269g.net

【E-Mail】seito_ch@yahoo.co.jp

聖マーガレット教会［聖公会］

〒167-0054　杉並区松庵1-12-29　Tel.03-3334-2812 Fax.

03-3334-8461　◇京王井の頭線三鷹台駅から徒歩3分　

◇創立／1947年（400人）　◇田光 信幸、ストーゼンバッ

ク，ジョン　◇礼拝／7:30,11:00

【HP】http://www.nskk.org/tokyo/church/margaret/

【E-Mail】st-margaret.tko@nskk.org

久我山教会［日基教団］

〒168-0082　杉並区久我山2-13-3　Tel&Fax.03-3332-

9661　◇京王井の頭線久我山駅から徒歩5分　◇創立／

1989年（60人）　◇稲垣 裕一　◇礼拝／10:30　◇特色

／新教会堂でお待ちしています。地域のための明るい教

会です。祈り会は水曜夜7時30分から。聖書講座は随時。

【HP】http://church.jp/nishitokyo/

【E-Mail】kugayamach@yahoo.co.jp

久我山キリスト教会［長老教会］

〒168-0082　杉並区久我山3-35-29　Tel&Fax.03-3334-

9851　◇京王井の頭線久我山駅から徒歩1分　◇創立／

1956年（147人）　◇敦賀 章博　◇礼拝／10:30　◇特色

／0〜3歳の子をお持ちのお母さん方の子育て支援をする

ナーサリー(母と子の教室)を行っています。

【HP】http://pcj-kugayama.info

【E-Mail】pcj.kugayama@gmail.com

高円寺教会［日基教団］

〒166-0002　杉並区高円寺北2-35-7　Tel&Fax.03-3330-

0052　◇JR高円寺駅北口から徒歩5分　◇創立／1947年

（23人）　◇草村 美　◇礼拝／10:15

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01113_kouenji.html

桜ヶ丘教会［日基教団］

〒168-0073　杉並区下高井戸3-2-9　Tel&Fax.03-3304-

6447　◇京王線桜上水駅北口から徒歩3分　◇創立／

1923年（54人）　◇朝位 真士、朝位 フミ子　◇礼拝／

10:30,16:30　◇特色／木曜日午前6時30分早天祈祷会、午

後7時30分祈祷会、日曜日午後4時30分夕拝、第二土曜日

ふれあい会。

【HP】http://blog.yahoo.co.jp/sakuragaokakyokai/

左内坂教会［日基教団］

〒166-0013　杉並区堀ノ内3-8-4　Tel.03-3313-2521 Fax. 

03-5932-8723　◇地下鉄丸の内線新高円寺駅から徒歩12

分　◇創立／1932年（63人）　◇花房 康子　◇礼拝／

10:15　◇特色／創立78年になります。主にある安らぎと

暖かい交わりがあります。ご高齢者の方、ＣＳ幼児教育に

心を注いでいます。

新泉教会［日基教団］

〒166-0003　杉並区高円寺南1-5-2-106　Tel&Fax.03-

3315-1684　◇地下鉄丸ノ内線東高円寺駅から徒歩5分　

◇創立／1970年（39人）　◇阿佐 光也　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01119_shinsen.html

http://www.kuon.or.jp/
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東京フリーメソヂスト杉並中部教会［単立／

独立］

〒167-0051　杉並区荻窪4-15-27　Tel&Fax.03-3391-

5531　◇JR荻窪駅から徒歩10分　◇創立／1935年（64

人）　◇金田 譲二　◇礼拝／10:30　◇特色／第1水曜日

午前10時から11時祈祷会と聖書研究会。

成宗教会［日基教団］

〒166-0015　杉並区成田東3-16-2　Tel&Fax.03-3311-

6777　◇JR中野駅からバス(五日市街道営業所行)「善福

寺川緑地公園前」停、徒歩1分　◇創立／1940年（54人）　

◇並木 せつ子　◇礼拝／10:30　◇特色／ただ十字架の

死と復活によって私たちの罪を赦して下さったイエス・キ

リストを礼拝し恵みによって立つ教会です。

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~narimune/

西荻北教会［日基教団］

〒167-0042　杉並区西荻北4-17-7　Tel.03-3390-3073 

Fax.03-5932-3073　◇JR西荻窪駅北口から徒歩10分　◇

創立／1935年（25人）　◇折原 忠

西荻教会［日基教団］

〒167-0042　杉並区西荻北2-11-3　Tel.03-3395-1600 

Fax.03-3395-1604　◇JR西荻窪駅北口から徒歩3分　◇

創立／1879年（84人）　◇有馬 尊義　◇礼拝／10:15

【HP】http://www7.plala.or.jp/nishiogi_ch/

西荻南イエス・キリストの教会［JECA］

〒167-0053　杉並区西荻南4-11-9　Tel&Fax.03-3331-

5879　◇JR西荻窪駅から徒歩10分　◇創立／1949年（36

人）　◇今井 昭三　◇礼拝／10:30　◇特色／教会学校

9:15 祈祷会水曜日19:00 聖書の学び バリアフリーです。

西荻窪キリスト教会［キリスト教会同盟］

〒167-0054　杉並区松庵3-37-14　Tel&Fax.03-3334-

7224　◇JR西荻窪駅から徒歩3分　◇大庭 節朗

浜田山キリスト教会［JECA］

〒168-0065　杉並区浜田山4-10-25　Tel.03-3313-7177 

Fax.03-3313-6568　◇京王井の頭線浜田山駅から徒歩7

分　◇創立／1953年（200人）　◇奥田 健一、滝野 賀

代　◇礼拝／10:30　◇特色／ボーイスカウト杉並9団の

母体です。

【HP】http://www.jesus.or.jp/~hamadayama/

【E-Mail】hamadayama_ch@hotmail.com

福音キリスト教会西荻チャペル［福音伝道］

〒167-0042　杉並区西荻北4-12-12　Tel.03-3395-3957　

◇JR西荻駅から徒歩20分　◇創立／1977年（10人）　◇

村上 隆一、松山 公要、兵藤 陽子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】matsuyama7@hotmail.co.jp

富士見ヶ丘キリスト教会［JECA］

〒168-0071　杉並区高井戸西1-14-5　Tel&Fax.03-3334-

3795　◇京王井の頭線富士見ヶ丘駅から徒歩6分　◇創

立／1947年（36人）　◇雨宮 巍　◇礼拝／10:25　◇特

色／毎月第2日曜日午後3時から、「しおんの花の会」を開

いています。年配者の生きがいの分かち合いのひと時。

高井戸教会［日基教団］

〒168-0071　杉並区高井戸西1-27-18　Tel.03-3333-2465 

Fax.03-3333-2470　◇京王井の頭線高井戸駅から徒歩2

分　◇創立／1899年（151人）　◇七條 真明

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/0132339301/

TLCCC東京アンテオケ教会［主の十字架］

〒166-0002　杉並区高円寺北2-15-1 金田ビル3F　Tel.03-

5327-5612 Fax.03-5373-1970　◇JR高円寺駅から徒歩5分

［連絡先：主の十字架クリスチャンセンター事務局　〒

166-0002　東京都杉並区高円寺北2-15-1 金田ビル405号

室 Tel.03-5327-5612］　◇創立／1984年（150人）　◇パ

ウロ 秋元、パウロ 弓野、エルサレム 杉澤、ペテロ 窪田、

テモテ 小林、ヨハネ 森、橋本 雅子、ダビデ 前田、ヨセ

フ 三本松、モーセ 鈴木、ヨセフ 笹沼、エレミヤ 宮下、

テモテ 山川、加藤 美鈴、萱野 美代子、加藤 順子、ペテ

ロ 真境名 歩む、フィベ 広田、小林 涼子、イスラエル 榊 

全子　◇礼拝／7:00,9:00,10:30,12:10,14:30(ヤング礼拝),

15:00(国際),19:00,10:10(月曜のみ),13:00(月曜のみ),10:00(火

〜土)　◇外国語／英語(15:00),手話通訳(10:30,12:10, 

18:00)　◇特色／賛美、いやし、聖霊の賜物、世界宣教、

女性が用いられる教会。孤児院・イスラエルに重荷、メデ

ィアを使う。

【HP】http://www.tokyo-antioch.org/

【E-Mail】tlccc@crocus.ocn.ne.jp

東京恵約キリスト教会［単立／独立］

〒167-0034　杉並区桃井1-3-4 高橋ビル2F　Tel.080-

3452-3390　◇JR荻窪駅北口からバス「上荻2」停、徒歩

10分　◇創立／2008年（29人）　◇小川 国光、小川 堅　

◇礼拝／10:30

【E-Mail】ogawa-jk@ybb.ne.jp

東京第一キリスト教会［単立／独立］

〒166-0011　杉並区梅里2-25-13 高円寺プラザビル1F、

B1F　Tel.03-5377-9852 Fax.03-5378-9283　◇地下鉄丸

ノ内線新高円寺駅から徒歩7分　◇創立／1998年（110

人）　◇金 宙完　◇礼拝／11:00,15:00,19:00(水),20:00(金)

◇外国語／韓国語、スペイン語、英語

【HP】http://jesus.yu9112.com/

【E-Mail】tokyojeilchurch@isis.ocn.ne.jp

東京台湾教会［日基教団］

〒167-0052　杉並区南荻窪4-25-11　Tel&Fax.03-3331-

3247　◇JR荻窪駅西口から徒歩7分　◇創立／1925年

（107人）　◇李 孟哲　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝は台

湾語のみで行われています。日本語への通訳はあります。

【HP】http://tokyotaiwanchurch.org/

【E-Mail】mengjer1951@yahoo.co.jp

東京中華基督教会［単立／独立］

〒166-0003　杉並区高円寺南5-13-4　Tel&Fax.03-3312-

1837　◇JR中野駅から徒歩10分［連絡先：Tel.070-5456-

6614］　◇創立／1952年（70人）　◇楊 建榮、呉 サムエ

ル　◇礼拝／10:30　◇外国語／北京語　◇特色／中国

語で礼拝しています。日本語の同時通訳があります。金曜

日午後7時30分から祈祷会があります。

【HP】http://www.geocities.jp/tkchnchrist/
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0195　◇東武伊勢崎線鐘ヶ渕駅から徒歩8分　◇創立／

1955年（22人）　◇石川 良男、石川 葉子　◇礼拝／

10:30,19:00(予約制)　◇いのち／03-3619-0195　◇特色／

共に祈り支え合う下町の家庭的教会。ギター教室やアート

イベント、講演会なども行います。

【HP】http://jobsumida.jimdo.com/

聖パウロ教会［福音ルーテル］

〒130-0022　墨田区江東橋5-3-1　Tel.03-3634-7867 

Fax.03-3634-7808　◇地下鉄新宿線菊川駅から徒歩5

分　◇松木 傑

東京オンヌリビジョン教会［在外国教団教派・大

韓イエス］

〒130-0012　墨田区太平2-8-11 SAISEI錦糸町ビル3F　

Tel.03-6658-1530 Fax.03-6658-1531　◇JR錦糸町駅北口

から徒歩5分　◇創立／2001年（450人）　◇張 在潤、徐 

顯　◇礼拝／10:30,12:15,14:00　◇外国語／韓国語

(12:15,14:00)　◇特色／水曜日午前11時からQT分かち合

いがあります。各礼拝に日本語と韓国語の同時通訳ありま

す。

東京聖民教会［福音教団］

〒130-0022　墨田区江東橋4-30-15 三成ビル　Tel.03-

3635-8300 Fax.03-3635-8302　◇野村 正光

東京東部教会［KCCJ］

〒130-0003　墨田区横川3-2-7-2F　Tel&Fax.03-3622-

9772　◇JR亀戸駅から徒歩1分　◇創立／2002年（23

人）　◇鄭 有盛、申 鉉錫　◇礼拝／11:00　◇外国語／

韓国語

東京平和教会［福音教団］

〒130-0013　墨田区錦糸1-10-11 ヤマキドノールビル4F　

Tel.03-3621-4101　◇李 鉉相

東駒形教会［日基教団］

〒130-0005　墨田区東駒形4-6-2　Tel.03-3622-0565 

Fax.03-3622-0594　◇地下鉄浅草線本所吾妻橋駅から徒

歩5分　◇創立／1923年（127人）　◇戒能 信生　◇礼拝

／10:30

曳舟教会［日基教団］

〒131-0041　墨田区八広3-15-2　Tel&Fax.03-3619-

5376　◇京成線京成曵舟駅から徒歩7分　◇創立／1950

年（36人）　◇尾崎 八重子　◇礼拝／10:30

復活之キリスト東京教会［復活之キリスト］

〒130-0014　墨田区亀沢1-20-7 ライオンズマンション両

国第2-204［連絡先：清水 長門　〒276-0046　千葉県八

堀ノ内キリスト教会［長老教会］

〒166-0013　杉並区堀ノ内2-27-11　Tel.03-3311-1802 

Fax.03-5932-3794　◇創立／1947年（64人）　◇佐野 耕

一　◇礼拝／10:30

【E-Mail】horinouchi-church@jcom.home.ne.jp

本郷教会［日基教団］

〒167-0043　杉並区上荻4-24-5　Tel.03-3399-2730 

Fax.03-3399-2743　◇JR西荻窪駅から徒歩11分　◇創立

／1878年（91人）　◇廣田 登　◇礼拝／10:30

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/hongochurchhp/

【E-Mail】hongoh-church@jcom.home.ne.jp

馬橋キリスト教会［単立／独立］

〒166-0002　杉並区高円寺北4-24-11　Tel.03-3330-1533 

Fax.03-3339-8939　◇JR高円寺駅から徒歩10分　◇創立

／1963年（219人）　◇新井 宏二、瀬在 道晴、新井 よし

子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.netlaputa.ne.jp/~mabashi/

むさしの教会［福音ルーテル］

〒167-0022　杉並区下井草1-16-7　Tel.03-3330-8422 

Fax.03-3330-8445　◇JR阿佐谷駅　◇創立／1925年（556

人）　◇大柴 譲治　◇礼拝／10:30

【HP】http://www4.big.or.jp/~joshiba/

【E-Mail】joshiba@big.or.jp

メノナイト方南町キリスト教会［東京メノナイ

ト］

〒168-0062　杉並区方南2-1-18　Tel&Fax.03-3317-

3734　◇地下鉄丸ノ内線方南町駅から徒歩7分　◇創立

／1953年（29人）　◇大野 和子　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/hounan_church/

立教女学院聖マーガレット礼拝堂･聖マリヤ
礼拝堂［聖公会］

〒168-0082　杉並区久我山4-29-60　Tel.03-3334-5105 

Fax.03-3334-8393　◇京王井の頭線三鷹台駅　◇創立／

1877年　◇佐々木 道人

墨田区 Sumida-ku

錦糸町教会［聖書キリスト］

〒130-0022　墨田区江東橋1-9-8 荒川ビル1101号室　

Tel&Fax.03-3846-6026　◇JR錦糸町駅から徒歩5分　◇

創立／2002年（2人）　◇荒川 敦　◇礼拝／10:00

江東小隊［救世軍］

〒130-0012　墨田区太平4-11-3　Tel&Fax.03-5819-

3770　◇藤井 健次、藤井 千明、高橋 暁子

墨田教会［同盟基督］

〒131-0043　墨田区立花4-4-14　Tel&Fax.03-4292-

3916　◇東武亀戸線小村井駅から徒歩2分　◇創立／

1948年（58人）　◇青木 比郎　◇礼拝／10:45,19:00

【E-Mail】gracesumida@church.email.ne.jp

墨田聖書教会［オープン･バイブル］

〒131-0031　墨田区墨田3-19-4　Tel&Fax.03-3619-

http://www.onnuri.jp
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尾山台北教会［日基教団］

〒158-0082　世田谷区等々力4-13-11　Tel&Fax.03-3702-

6378　◇東急大井町線尾山台駅から徒歩5分　◇創立／

1955年（15人）　◇松永 久和　◇礼拝／10:30

【HP】http://oyamadai-kita.com/

尾山台教会［ナザレン］

〒158-0086　世田谷区尾山台2-5-10　Tel&Fax.03-3702-

0585　◇東急大井町線尾山台駅　◇創立／1952年（77

人）　◇梅宮 義信、梅宮 百合子　◇礼拝／10:30

上馬キリスト教会［単立／独立］

〒154-0012　世田谷区駒沢2-18-7　Tel&Fax.03-3421-

9838　◇東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩10分　◇創

立／1987年（50人）　◇渡辺 俊彦　◇礼拝／10:45

【HP】http://home.j01.itscom.net/kamiuma/

【E-Mail】kamiuma-ch@k00.itscom.net

砧教会［日基教団］

〒157-0073　世田谷区砧3-12-1　Tel&Fax.03-3415-

4136　◇小田急線成城学園前駅からバス「NHK技研前」

停、徒歩2分［連絡先：Tel.03-3324-6391］　◇創立／

1961年（106人）　◇秋葉 正二　◇礼拝／10:30

給田キリスト教会＝給田キリスト伝道所［福

音教団］

〒157-0064　世田谷区給田4-14-15　Tel&Fax.03-3308-

0035　◇京王線仙川駅から徒歩15分　◇創立／1979年　

◇平岡 充満子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後2時

から祈祷会。

経堂北教会［日基教団］

〒156-0051　世田谷区宮坂3-21-11　Tel.03-3428-5029 

Fax.03-3428-5038　◇小田急線経堂駅から徒歩7分　◇

創立／1937年（287人）　◇岸 俊彦、片岡 宝子　◇礼拝

／10:15

【HP】http://homepage2.nifty.com/Kyo-doKitaChurch/

【E-Mail】kyodon@mb.infoweb.ne.jp

経堂キリスト集会［単立／独立］

〒156-0052　世田谷区経堂5-29-11　Tel.03-3439-4121　

◇小田急線経堂駅南口から徒歩8分　◇創立／1960年（80

人）　◇三浦 富雄

【HP】http://www1.ttcn.ne.jp/~kca

経堂聖書会［無教会］

◇小田急小田原線経堂駅から徒歩7分［連絡先：月本 昭

男　〒192-0913　東京都八王子市北野台5-45-1 Tel.042-

636-1212］　◇創立／1980年（60人）　◇月本 昭男　◇礼

拝／10:00

【HP】http://members2.tvnet.ne.jp/kishio/

経堂バプテスト教会［バプ連盟］

〒156-0053　世田谷区桜1-64-30　Tel.03-3427-2352 Fax. 

03-3427-0415　◇小田急線経堂駅南口から徒歩7分　◇創

立／1967年　◇間渕 善彦　◇礼拝／10:30

経堂緑岡教会［日基教団］

〒156-0052　世田谷区経堂1-30-21　Tel.03-3428-4067 

Fax.03-3428-3377　◇小田急小田原線経堂駅南口から徒

千代市大和田新田1054-128 Tel.047-450-7796］　◇清水 

長門(信徒)

フルゴスペル錦糸町支教会［JFGA］

〒130-0022　墨田区江東橋4-22-4 第1東永ビル2F　Tel. 

03-5600-6520 Fax.03-3846-8584　◇黄 佑泰

本所緑星教会［日基教団］

〒130-0021　墨田区緑3-13-8　Tel.03-3631-5521 Fax.03-

3631-5463　◇JR両国駅から徒歩10分　◇創立／1891年

（96人）　◇矢吹 一夫　◇礼拝／10:30　◇特色／江戸の

街「両国」、未来都市「錦糸町」の間JR、都営新宿線、半

蔵門線大江戸線各駅より徒歩千歩で教会に！

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~ryokusei/

【E-Mail】yabuki@mwe.biglobe.ne.jp

向島キリスト教会［単立／独立］

〒131-0032　墨田区東向島1-17-1　Tel.03-3611-8664 Fax. 

03-3614-1165　◇東武伊勢崎線曵舟駅から徒歩5分　◇創

立／1924年（203人）　◇加藤 恵司、西村 虔、松村 豪

一　◇礼拝／10:10　◇特色／第2、第4聖日午後、メンタ

ル・ヘルス・ケア・クラブ。第5聖日午後、ゴスペル伝道会。

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~mukojima

【E-Mail】mukoujima-cc@k2.dion.ne.jp

世田谷区 Setagaya-ku

泉バプテスト教会［バプ連盟］

〒154-0002　世田谷区下馬1-20-4　Tel&Fax.03-3424-

3287　◇JR渋谷駅からバス「下馬一丁目」停、徒歩1分　

◇創立／1959年（18人）　◇田中 仁一郎　◇礼拝／

10:30　◇特色／下馬の地にバプテストの灯を掲げて約50

年。幼児教育を通して地域に主イエス様の福音を宣べ伝

えています。

【HP】http://www.k2.dion.ne.jp/~izumibc

梅ヶ丘教会［日基教団］

〒155-0033　世田谷区代田3-37-7　Tel.03-3414-5772 

Fax.03-3414-5778　◇小田急小田原線梅ヶ丘駅南口とか

ら徒歩5分　◇創立／1952年（131人）　◇広田 叔弘　◇

礼拝／10:30

エクレシア桜［オープン･バイブル］

〒154-0016　世田谷区弦巻5-1-33-211 坂川方　Tel&Fax. 

03-3426-4536　◇田園都市線桜新町駅から徒歩10分　◇

創立／2002年　◇坂川 萌子、山口 和正、山口 香代子　

◇礼拝／10:00　◇特色／主の日に備えて、花嫁なる栄光

の教会の完成を目指しています。ダビデの天幕オリジナル

の賛美CDを制作。

【HP】http://www9.plala.or.jp/ekklesia/

【E-Mail】ekklesia@sea.plala.or.jp

奥沢教会［日基教団］

〒158-0083　世田谷区奥沢2-36-7　Tel.03-3717-4316 

Fax.03-3718-2998　◇東急目黒線奥沢駅から徒歩5分　◇

創立／1921年（189人）　◇八木 浩史　◇礼拝／10:30　

◇特色／主日礼拝で子ども説教を行っております。

【HP】http://www.okusawa-church.jp/
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下部 繁　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝はパイプオルガ

ンとバイオリンの伴奏でします。ゴスペルには60人集って

います。女子学生会館も併設。

【HP】http://www.sancha-chapel.com/

【E-Mail】sk-goodnews@palette.plala.or.jp

三軒茶屋教会［日基教団］

〒154-0024　世田谷区三軒茶屋1-31-5　Tel&Fax.03-

3418-4933　◇東急田園都市線三軒茶屋駅南口から徒歩5

分　◇創立／1952年（224人）　◇陣内 厚生　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜日午前10時30分から礼拝。水曜日午

後7時30分から聖書研究祈祷会。牧師面会日時は随時取れ

ます。

【HP】http://sanchurch.jp/

【E-Mail】sancha.church@voice.ocn.ne.jp

使徒教会［日基教団］

〒154-0023　世田谷区若林2-32-11　Tel&Fax.03-3411-

3118　◇東急世田谷線若林駅から徒歩10分　◇創立／

1939年（66人）

渋谷バプテスト教会［バプ連盟］

〒154-0002　世田谷区下馬1-20-4　Tel&Fax.03-5848-

7022　◇東横線祐天寺から徒歩15分　◇創立／1975年

（90人）　◇林 鍾守　◇礼拝／13:00

【HP】http://sbc.jpn.org/

【E-Mail】info@sbc.jpn.org

下馬福音教会［同盟基督］

〒154-0002　世田谷区下馬3-9-10　Tel&Fax.03-3422-

8065　◇東急東横線学芸大学駅から徒歩15分　◇創立／

1952年（38人）　◇武田 順児、武田 夕紀　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝学の学びに力を入れている教会で

す。歴史的・伝統的な教会の持つ優れた点を再発見して

います。

下北沢教会［ナザレン］

〒155-0033　世田谷区代田6-7-21　Tel&Fax.03-3468-2702　

◇京王井の頭線下北沢駅西口から徒歩4分　◇創立／1933

年（80人）　◇諏訪 鋭一郎、諏訪 幸枝　◇礼拝／11:00

【HP】http://www2.odn.ne.jp/~nazarene/

下北沢聖書教会［同盟基督］

〒155-0032　世田谷区代沢4-27-7　Tel.03-3414-1410 

Fax.03-3414-9222　◇小田急線下北沢駅から徒歩12分　

◇創立／1951年（150人）　◇馬場 靖、山谷 豊　◇礼拝

／9:00,10:30

シャロンキリストの教会［キリストの教会］

〒156-0043　世田谷区松原5-2-6 田島ビル3F　Tel.03-

3322-2326　◇京王井の頭線東松原駅0分　◇創立／1986

年（28人）　◇上村 昌次　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/sharon2000jp/

【E-Mail】sharon2000jp@yahoo.co.jp

自由が丘教会［日基教団］

〒158-0082　世田谷区等々力3-28-22　Tel.03-3705-4559 

Fax.03-3705-7893　◇東急大井町線等々力駅から徒歩8分　

◇創立／1940年（69人）　◇阿部 祐治　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/jiyugaokachurch/

歩5分　◇創立／1930年（238人）　◇松本 敏之　◇礼拝

／10:30

【HP】http://www.km-church.or.jp/

【E-Mail】info@km-church.or.jp

経堂めぐみ教会［ECC］

〒156-0051　世田谷区宮坂2-14-12　Tel&Fax.03-3427-

5361　◇小田急線経堂駅南口から徒歩5分　◇創立／

1974年（65人）　◇増田 誉雄、須藤 賢一郎　◇礼拝／

10:30　◇特色／聖書の躍動的講解説教による霊的養い・

主の愛のうちに互いに生かし合う交わり・信仰生活の成長、

聖別、宣教。

【HP】http://www016.upp.so-net.ne.jp/churchkyodo/

【E-Mail】churchkyodo@hotmail.com

キリスト教朝顔教会［JECA］

〒156-0043　世田谷区松原2-29-19　Tel.03-3321-6722 

Fax.03-3321-1428　◇京王井の頭線明大前駅から徒歩3

分　◇創立／1950年（180人）　◇後藤 敏夫、植木 紀夫、

三木 新、湊 晶子、中田 智之、福田 恵子　◇礼拝／

10:30　◇テレホン／03-3322-5982　◇特色／英語の通訳

を希望される方は受付でお申し出ください。パイプオルガ

ンコンサートはお問合せください。

【HP】http://www.asagao.org/

【E-Mail】asagaochurch@csc.jp

駒澤教会［日基教団］

〒154-0011　世田谷区上馬1-17-5　Tel&Fax.03-3422-

5911　◇東急田園都市線三軒茶屋駅から徒歩10分　◇創

立／1926年（57人）　◇北川 美奈子、北川 正弥　◇礼拝

／10:30　◇特色／第2・4水曜日午前10時30分から祈祷会。

礼拝において不定期ですが、聖書講談による説教を行っ

ています。

【HP】http://www.maroon.dti.ne.jp/komazawa-kyoukai/

駒場エデン教会［日基教団］

〒155-0032　世田谷区代沢1-13-2　Tel&Fax.03-3412-

6986　◇京王井の頭線駒場東大前駅から徒歩7分　◇創

立／1970年（139人）　◇笹森 建美、桶谷 忠志　◇礼拝

／9:30,10:50　◇特色／第1礼拝(主として教会学校生徒と

保護者)と第2礼拝(公礼拝)とを守っているが、どちらにも

出席可。

【HP】http://church.ne.jp/seinan/seek/church.info/komabaeden.

html

桜新町教会［日基教団］

〒158-0081　世田谷区深沢8-9-16　Tel&Fax.03-3704-

1213　◇東急田園都市線桜新町駅から徒歩8分　◇創立

／1933年（83人）　◇徳田 宣義　◇礼拝／10:30

【HP】http://yt.com/sakura/

桜新町キリストの教会［キリストの教会］

〒154-0016　世田谷区弦巻3-15-21 アートテラス403　

Tel.090-1708-4652　◇新玉川線桜新町駅から徒歩10分　

◇創立／1977年（30人）　◇諸橋 秀行　◇礼拝／19:00

三軒茶屋教会［ナザレン］

〒154-0024　世田谷区三軒茶屋2-19-15　Tel&Fax.03-

3795-3390　◇田園都市線三軒茶屋駅から徒歩3分［連絡

先：Tel.03-3421-8914］　◇創立／1957年（41人）　◇日
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世田谷中原教会［キリスト合同］

〒155-0033　世田谷区代田4-4-1　Tel.03-3323-0576 Fax. 

03-3328-5829　◇小田急小田原線世田谷代田駅から徒歩3

分　◇創立／1932年（100人）　◇品川 謙一　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜日午前10時30分の主日家族礼拝では

子どもも大人も一緒に礼拝しています。ご家族そろってど

うぞ。

【HP】http://www.godo.or.jp/nakahara/

【E-Mail】nakahara-mail@godo.or.jp

世田谷平安教会［日基教団］

〒154-0002　世田谷区下馬2-41-5　Tel.03-3410-1289,03-

3421-4993 Fax.03-3421-4084　◇JR渋谷駅からバス「自

衛隊中央病院入り口」停　◇創立／1947年（139人）　◇

金澤 勤

【HP】http://www.geocities.jp/setagayaheian/

宣教教会［JECA］

〒157-0072　世田谷区祖師谷4-24-23　Tel&Fax.050- 

7528-8608 Tel.03-3482-2070　◇小田急小田原線祖師谷

大蔵駅から徒歩10分　◇創立／1959年（98人）　◇入月 

英明、福田 崇、小澤 由紀恵　◇礼拝／10:30,19:00

【HP】http://www15.plala.or.jp/senkyokyokai/

【E-Mail】senkyo_kyokai_1967_soshigaya@palette.plala.or.jp

祖師谷教会［日基教団］

〒157-0065　世田谷区上祖師谷3-20-19　Tel&Fax.03-

5384-0777　◇小田急線成城学園前駅からバス「駒大グラ

ンド」停、徒歩3分　◇創立／1978年（27人）　◇小河 由

美子、板橋 満男　◇礼拝／10:45　◇特色／礼拝前の10

時30分から15分間は祈祷会。金曜日午後1時30分から聖書

を読む会。

ソフィア教会［聖イエス会］

〒158-0097　世田谷区用賀2-8-22　Tel.03-3700-7077　◇

山中 彰徳

代田教会［日本宣教会］

〒156-0042　世田谷区羽根木1-19-2　Tel&Fax.03-3327-

1108　◇京王井の頭線新代田駅から徒歩1分　◇創立／

1923年（94人）　◇相田 望、小坂 禮輔、相田 節子　◇

礼拝／10:30　◇特色／月一回第一聖日に子どもと一緒の

礼拝を持っている。若者のための聖書の学びを月二回聖日

の午後持っている。

代田教会［日基教団］

〒155-0033　世田谷区代田2-17-14　Tel.03-3414-4393 

Fax.03-3412-1590　◇小田急線世田谷代田駅から徒歩4

分　◇創立／1938年（291人）　◇平野 克己、小田島 修

治　◇礼拝／10:30,18:00

【HP】http://www5a.biglobe.ne.jp/~daita-c/

【E-Mail】daita-c@mth.biglobe.ne.jp

玉川神の教会［神の教会］

〒158-0083　世田谷区奥沢7-12-22　Tel&Fax.03-3701-

7432　◇東急東横線自由が丘駅から徒歩7分　◇創立／

1953年（62人）　◇バートン，バーナード、藤原 智子、バ

ートン，チェル　◇礼拝／10:30　◇特色／教会学校は幼・

小・中高科とも、大勢集います。

頌栄教会［日基教団］

〒155-0031　世田谷区北沢1-42-10　Tel.03-3467-3664 

Fax.03-3467-8332　◇小田急小田原線下北沢駅南口から

徒歩6分　◇創立／1874年（319人）　◇清弘 剛生　◇礼

拝／10:30,19:00　◇特色／水曜日午前11時および午後7時

15分から祈祷会。ホームページに毎週の説教を掲載(英訳

あり)。

【HP】http://pastor.txt-nifty.com/

【E-Mail】pastor@shoei-ch.org

聖愛教会［聖公会］

〒157-0073　世田谷区砧8-20-1　Tel.03-3416-1819 

Fax.03-3416-1863　◇小田急線成城学園前駅から徒歩10

分　◇創立／1889年（141人）　◇鈴木 裕二、倉澤 一太

郎　◇礼拝／8:00,10:30,16:00　◇外国語／英語

聖公会神学院諸聖徒礼拝堂［聖公会］

〒158-0097　世田谷区用賀1-12-31　Tel.03-3701-0575 

Fax.03-3702-9466　◇創立／1811年　◇広谷 和文、西

原 廉太、小林 史明、成 成鍾

成城キリスト教会［日本福音基督教団］

〒157-0066　世田谷区成城2-6-14　Tel.03-3415-1208 

Fax.03-3749-7539　◇小田急小田原線成城学園前駅から

徒歩6分　◇創立／1947年（102人）　◇臼田 尚樹　◇礼

拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30分から祈祷会。水

曜日には隔週で聖書を学ぶ会と家庭集会があります。手

すり、スロープあり。

【HP】http://seijo.church.jp/

【E-Mail】seijo@church.jp

聖書研究会東京集会［SKK］

〒158-0086　世田谷区尾山台1-2-3　Tel.03-3704-3786 

Fax.03-3704-1790　◇東急大井町線九品仏駅［連絡先：

聖書研究会本部　〒616-8228　京都府京都市右京区常盤

下田町9 Tel.075-861-2619］　◇村岡 丈夫　◇特色／月1

回「聖書を学ぶ会」開催。会場はホームページで確認し

てください。

【HP】http://www.zion-jpn.or.jp/seisho/yotei.htm#tokyo

世田谷基督教会［キリストの教会］

〒154-0004　世田谷区太子堂4-17-10　Tel.03-3421-3655 

Fax.03-3413-3379　◇東急線三軒茶屋駅から徒歩3分　

◇創立／1925年（90人）　◇高田 昌和　◇礼拝／10:45

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~setagaya/church/

世田谷千歳教会［日キ教会］

〒157-0063　世田谷区粕谷4-21-12　Tel&Fax.03-3300- 

2005

世田谷中央教会［同盟基督］

〒154-0015　世田谷区桜新町1-14-22　Tel.03-3428-2388 

Fax.03-3428-2380　◇東急田園都市線桜新町駅から徒歩3

分　◇創立／1947年（252人）　◇安藤 能成、衞藤 愛

希　◇礼拝／7:30,9:00,10:30,19:00　◇特色／帰国信仰者

の方が多数出席しています。礼拝の情報保障があります

(10:30のみ)。聖書研究会多数あり。

【HP】http://www.setachu.jp/
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富美江、ミン，ランドール、ミン，たまみ

【HP】http://www.church.gr.jp/

東京基督伝道館［単立／独立］

〒154-0004　世田谷区太子堂4-9-5　Tel&Fax.03-3421-

3215　◇東急田園都市線三軒茶屋駅から徒歩7分　◇創

立／1944年　◇小田切 弘光、加藤 義人　◇礼拝／

9:00,10:30　◇外国語／英語(10:30)　◇特色／こひつじ

(子どもの日曜学校)、小グループも充実しています。

東京告白教会［日キ教会］

〒157-0061　世田谷区北烏山1-51-12　Tel.03-3300-

6529　◇京王線蘆花公園駅　◇渡辺 信夫、篠塚 予奈　

◇礼拝／10:00　◇特色／水曜日午後7時30分から祈祷会。

【HP】http://homepage3.nifty.com/kokuhakukyoukai/

東京ジェーシー教会［日基教団］

〒158-0093　世田谷区上野毛2-7-7　Tel.03-3704-6945　

◇東急大井町線上野毛駅から徒歩2分　◇創立／1993年

（24人）　◇永野 雅俊　◇礼拝／11:00

【HP】http://church.ne.jp/seinan/seek/church.info/tokyo-jc.html

東京聖三一教会［聖公会］

〒155-0032　世田谷区代沢2-10-11　Tel.03-3421-3646 

Fax.03-3414-9023　◇京王井の頭線池ノ上駅から徒歩5

分　◇創立／1889年（267人）　◇長谷川 正昭　◇礼拝

／8:30,9:30(子供礼拝),10:30,16:30　◇特色／火曜日午前

10:30聖書を読む会、水曜日(第1・3)代沢子供文庫、木曜日

午前10:30聖餐式。

【HP】http://trinity-tokyo.sakura.ne.jp/

【E-Mail】trinity.tko@nskk.org

東京聖十字教会［聖公会］

〒154-0023　世田谷区若林4-18-8　Tel.03-3422-1037 

Fax.03-3422-1078　◇世田谷線松陰神社前駅　◇須賀 義

和

東京都民教会［日基教団］

〒155-0033　世田谷区代田5-35-2　Tel.03-3412-3952 

Fax.03-3412-3906　◇京王井の頭線北沢駅西口から徒歩5

分　◇創立／1918年（127人）　◇亀田 正己　◇礼拝／

10:30

【HP】http://church.ne.jp/seinan/seek/church.info/tokyotomin.

html

東京ホライズンチャペル・世田谷［ホライズン］

〒156-0054　世田谷区桜丘5-21-7　Tel.03-5450-7755 

Fax.03-5450-7756　◇小田急線千歳船橋駅から徒歩5分　

◇創立／1991年（110人）　◇平野 耕一、渡部 伸夫、ベ

ック，ジェレマイア、ロビンソン，アレックス、平野 洋子、

塩崎 大地、宮本 富江　◇礼拝／7:00,10:30,14:00　◇外

国語／英語(10:30)　◇特色／日曜日午前7時から礼拝あ

り。木曜日午後7時30分祈祷会。金曜日午後7時30分から

フライデーナイトほか、毎日学びがある。

【HP】http://www.horizonchapel.jp/

【E-Mail】office@horizonchapel.jp

等々力教会［同盟基督］

〒158-0082　世田谷区等々力2-6-19　Tel&Fax.03-3702-

0118　◇東急大井町線等々力駅から徒歩5分　◇創立／

玉川キリスト教会［バプ教会連合］

〒158-0094　世田谷区玉川4-10-20 B1F　Tel&Fax.03-

3707-5216　◇東急田園都市線二子玉川園駅から徒歩6

分　◇創立／1989年（10人）　◇福井 誠　◇礼拝／

10:15　◇いのち／03-3707-5216

【HP】http://www.tamachape.com/

【E-Mail】information@tamachape.com

玉川キリスト中央教会［ウェスレアン］

〒158-0086　世田谷区尾山台3-28-21　Tel.03-5707-3616 

Fax.03-5707-9717　◇東急大井町線九品仏駅から徒歩7

分　◇創立／1987年（91人）　◇本間 義信、本間 香

玉川平安教会［日基教団］

〒158-0083　世田谷区奥沢6-1-19　Tel.03-3701-2724 

Fax.03-3703-4668　◇東急東横線田園調布駅から徒歩10

分　◇創立／1936年（278人）　◇藤田 義哉、山口 隆

康　◇礼拝／10:30　◇特色／主日礼拝(10：30〜)は子ど

もも共に守ります。また横浜北部副都心で毎主日17：00よ

り夕礼拝を行っています。

【HP】http://tama-hei.jp/

千歳丘教会［日基教団］

〒157-0071　世田谷区千歳台3-2-7　Tel.03-3483-0970　

◇小田急小田原線千歳船橋駅から徒歩8分　◇創立／

1956年（42人）　◇十時 英二

【HP】http://homepage3.nifty.com/chitosegaokachurch/

千歳烏山光の子聖書教会［JECA］

〒157-0062　世田谷区南烏山5-9-11　Tel&Fax.03-3326-

4203　◇京王線千歳烏山駅から徒歩2分　◇創立／1996

年　◇高田 文彦　◇礼拝／10:30　◇特色／子どもを大

切にしている。宣教協力を活動の主軸としている。

【HP】http://chitosehikari.blog59.fc2.com/

【E-Mail】takatakacall1102@yahoo.co.jp

千歳船橋教会［日基教団］

〒156-0054　世田谷区桜丘5-26-16　Tel.03-3428-1918 

Fax.03-3428-7145　◇小田急小田原線千歳船橋駅から徒

歩10分　◇創立／1950年（183人）　◇朴 憲郁　◇礼拝

／10:30　◇特色／月3回月曜日午前10時より讃美歌を歌

う会。水曜日午前10時半より祈り会。第4金曜日午後1時半

より婦人会。

【HP】http://www.aurora.dti.ne.jp/~cfchurch/

弦巻教会［日基教団］

〒154-0017　世田谷区世田谷1-20-2　Tel.03-3429-9803 

Fax.03-3429-2937　◇東急世田谷線上町駅から徒歩5分　

◇創立／1956年（83人）　◇関川 泰寛　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.maroon.dti.ne.jp/tsurumaki-church1956/

【E-Mail】turumaki@kt.rim.or.jp

つるまき聖書会［無教会］

〒154-0016　世田谷区弦巻2-5-4　Tel.03-3426-6116　◇

日暮 よし子　◇礼拝／10:20

東京カベナント教会［単立／独立］

〒156-0044　世田谷区赤堤4-27-14　Tel.03-3321-4690 

Fax.03-5376-7762　◇京王線下高井戸駅から徒歩5分　◇

創立／1950年（158人）　◇土屋 順一、土屋 綾子、南谷 
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台東区 Taito-ku

浅草教会［日基教団］

〒111-0035　台東区西浅草3-4-5　Tel&Fax.03-3844-

6628　◇TX浅草駅から徒歩2分　◇創立／1886年（71

人）　◇小島 仰太　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/asakusa_kyokai/

浅草聖ヨハネ教会［聖公会］

〒111-0051　台東区蔵前2-7-6　Tel.03-3851-9521 Fax.03-

3851-8512　◇地下鉄大江戸線蔵前駅から徒歩3分　◇創

立／1876年（140人）　◇下条 裕章　◇礼拝／7:30,

10:30　◇特色／週日には、心臓病児のための保育活動「こ

ばと園」、その他の地域活動の場としても用いられています。

【HP】http://www.nskk.org/tokyo/

【E-Mail】st-john.tko@nskk.org

浅草橋教会［ウェスレアン］

〒111-0052　台東区柳橋2-16-10　Tel.03-3851-3746 Fax. 

03-3865-0788　◇JR浅草橋駅東口から徒歩5分　◇創立

／1935年（259人）　◇黒木 安信、三輪 保志、具志堅 

聖　◇礼拝／10:30　◇テレホン／03-3865-3307　◇特

色／月1回(第2火曜、12時30分〜13時)に「フレッシュタイ

ム」(パイプオルガンミニコンサート)を行っています。

【HP】http://www.wh-ac.com/

【E-Mail】info@wh-ac.com

浅草北部教会［日基教団］

〒111-0023　台東区橋場1-33-10　Tel&Fax.03-3872-

3995　◇JR南千住駅　◇創立／1920年（38人）　◇芳賀 

慶治　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/tokyo-higashi/annai/asakusahokubu.

html

麻布福音教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒111-0053　台東区浅草橋3-11-8　Tel&Fax.03-3865-

4443　◇地下鉄浅草線浅草橋駅から徒歩10分　◇創立／

1991年　◇申 起燮

【HP】http://azabufukuin.com/bbs/?mid=home

上野教会［ホーリネス］

〒111-0036　台東区松ヶ谷4-12-1　Tel&Fax.03-3841-

0102　◇地下鉄日比谷線入谷駅から徒歩5分　◇創立／

1946年（90人）　◇松本 順、杉本 勉、松本 由美子、中川 

美弥子　◇礼拝／7:00,10:30

【HP】http://church.ne.jp/ueno-ch/

【E-Mail】ueno-ch@church.ne.jp

上野小隊［救世軍］

〒110-0004　台東区下谷3-8-12　Tel&Fax.03-3873-

5386　◇地下鉄日比谷線入谷駅から徒歩5分　◇創立／

1950年（100人）　◇石川 芳子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ueno@salvationarmy.or.jp

上野の森キリスト教会［単立／独立］

〒110-0015　台東区東上野5-11-9　Tel.03-3843-3130 

Fax.03-3843-3145　◇JR上野駅入谷口から徒歩6分　◇

創立／1995年（80人）　◇重田 稔仁、松坂 政広　◇礼拝

／11:00,14:15　◇特色／「都会のオアシス」をめざす教会。

1951年（40人）　◇井上 義、井上 直子　◇礼拝／11:00

【HP】http://church.jp/todoroki/

【E-Mail】todoroki@church.jp

都南教会［福音ルーテル］

〒154-0002　世田谷区下馬6-45-3　Tel&Fax.03-3421-

2411　◇東急東横線学芸大学駅　◇太田 一彦

西経堂伝道所［日キ教会］

〒156-0055　世田谷区船橋5-23-5　Tel&Fax.03-3306-

1198　◇小田急線経堂駅から徒歩15分　◇創立／1970年

（27人）　◇長谷川 晴子　◇礼拝／10:15

日本バプテスト東京第一教会［バプ連盟］

〒158-0095　世田谷区瀬田2-11-11　Tel.03-3700-6725 

Fax.03-3700-7426　◇二子玉川駅から徒歩10分　◇創立

／1947年（67人）　◇渡辺 暢雄　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.shunoai.com/

【E-Mail】tokyodaiichibc@t03.itscom.net

深沢教会［日基教団］

〒154-0012　世田谷区駒沢5-13-12　Tel.03-3701-7251 

Fax.03-3701-7258　◇東急田園都市線駒沢大学駅から徒

歩20分　◇創立／1956年（206人）　◇林 巌雄　◇礼拝

／9:15,11:00,19:00　◇特色／キリストの愛による明るく暖

かい教会です。礼拝賛美は喜びに満ち、神のみことばが

ストレートに語られます。

【HP】http://www.fukasawa-c.com/

【E-Mail】ymiyuki@crocus.ocn.ne.jp

富士見丘教会［日基教団］

〒155-0032　世田谷区代沢2-32-2　Tel.03-3414-1892 

Fax.03-3414-1935　◇小田急小田原線下北沢駅から徒歩7

分　◇創立／1937年（67人）　◇秋葉 恭子、東方 敬信　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~chfujimi/

松沢教会［日基教団］

〒156-0057　世田谷区上北沢3-8-14　Tel.03-3304-5900 

Fax.03-3303-4543　◇京王線上北沢駅から徒歩3分　◇

創立／1931年（389人）　◇愛澤 豊重　◇礼拝／10:10,

19:00　◇特色／水曜日午後7時から祈祷会。金曜日午前6

時から早天祈祷会。

松原教会［日基教団］

〒156-0043　世田谷区松原5-44-12　Tel&Fax.03-3328-

4181　◇京王井の頭線東松原駅出口2から徒歩10分　◇

創立／1949年（70人）　◇生原 美典

【HP】http://www.matubara.church.jp/

宮の坂教会［日基教団］

〒156-0051　世田谷区宮坂1-2-5　◇東急世田谷線宮の坂

駅から徒歩5分　◇創立／1957年

用賀教会［日基教団］

〒158-0096　世田谷区玉川台2-21-8　Tel.03-3700-2417 

Fax.03-3707-4038　◇東急田園都市線用賀駅から徒歩3

分　◇創立／1949年（178人）　◇白 正煥　◇礼拝／

10:30

【HP】http://blog.yoga-church.net/



東
京
都

関
東
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

271
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

草加神召キリスト教会浅草チャペル＝浅草
シティチャーチ［アッセンブリー］

〒111-0032　台東区浅草7-5-1　Tel.090-9837-0971　◇東

武伊勢崎線浅草駅から徒歩10分　◇創立／2004年　◇天

野 弘昌、アドド，BB、アドド，グラディス、里 美和　◇

礼拝／11:00　◇外国語／英語　◇特色／東京の下町浅

草の中心地に、新たに教会がスタートしました。日本語と

英語のバイリンガルチャーチです。

東京愛隣教会［日基教団］

〒110-0003　台東区根岸5-15-3　Tel&Fax.03-3803-

4671　◇地下鉄日比谷線三ノ輪駅から徒歩5分　◇創立

／1949年（22人）　◇須賀 誠二

東京聖書教会［大韓イエス］

〒111-0053　台東区浅草橋4-17-5　Tel.03-3851-5466　◇

李 清吉　◇礼拝／11:30,14:00　◇外国語／韓国語　◇特

色／日本語同時通訳あります。

東京多摩キリスト教会［バルナバ福音］

〒110-0001　台東区谷中3-21-12　Tel&Fax.03-5685-

4956　◇JR西日暮里駅から徒歩3分　◇創立／1969年

（100人）　◇金 鐘基　◇礼拝／12:00,14:00　◇外国語／

韓国語のみ　◇特色／礼拝は韓国語のみです。日本語の

通訳あります。

【HP】http://tcch33.com/

【E-Mail】admin@tcch33.com

東京ホープチャペル［福音宣教会］

〒111-0042　台東区寿2-1-6　Tel.03-3845-1533 Fax.03-

3845-1337　◇地下鉄銀座線田原町駅から徒歩3分　◇創

立／1998年（120人）　◇西田 育生　◇礼拝／9:00,

11:00　◇テレホン／03-3845-1971　◇いのち／03-3845-

0797　◇特色／悩みに優しい教会が私たちのモットーで

す。日曜礼拝午前9時、11時の2回。同時通訳あり。

【HP】http://www.hopechapel.jp/

【E-Mail】way@hopechapel.jp

日本堤伝道所［日基教団］

〒111-0021　台東区日本堤1-25-11　Tel&Fax.03-3876-

7073　◇地下鉄日比谷線南千住駅南口から徒歩7分　◇

創立／1989年（10人）　◇山下 竜嗣

中央区 Chuo-ku

京橋小隊［救世軍］

〒104-0042　中央区入船1-6-8　Tel&Fax.03-3551-0337　

◇日比谷線八丁堀駅から徒歩5分　◇創立／1905年（252

人）　◇眞鍋 安雄、眞鍋 啓子

【HP】http://www.salvationarmy.or.jp/c/kyobashi.html

【E-Mail】gekkyo@galaxy.ocn.ne.jp

銀座教会［日基教団］

〒104-0061　中央区銀座4-2-1　Tel.03-3561-0236 Fax.03-

3561-0242　◇地下鉄丸の内線銀座駅から徒歩3分　◇創

立／1890年（1022人）　◇長山 信夫、宮庄 博、藤井 清

邦　◇礼拝／10:30,18:00

【HP】http://www.ginza-church.com/

礼拝は午前は伝統的な形式、午後はバンド中心のスタイ

ルで行っています。

【HP】http://www.uenonomori.org/

【E-Mail】uenonomori@aol.com

ＭＩＵシオンチャペル［ワールドミッション］

〒111-0021　台東区日本堤2-2-3 ナカヨシテラス307　Tel 

&Fax.06-6648-0201　◇JR・地下鉄南千住駅から徒歩10

分　◇創立／2000年（10人）　◇相川 和範、相川 ユニ　

◇礼拝／10:00　◇いのち／080-5309-8093　◇特色／主

に悩みをかかえている人、特に精神的に苦しんでいる人の

ために祈ります。カウンセリング、心理療法もします。

【E-Mail】zion-ch@ezweb.ne.jp

御徒町キリスト教会［保守バプ］

〒111-0056　台東区小島2-19-16 ＦＫ21ビル2F　Tel& 

Fax.03-3864-7551　◇地下鉄新御徒町駅A4出口から徒歩

2分［連絡先：武藤 哲夫　〒111-0054　東京都台東区鳥

越1-2-2 メゾン高木301 Tel.03-3861-3834］　◇創立／

1973年（37人）　◇武藤 哲夫　◇礼拝／10:45,19:00　◇

特色／夕拝が７時からあります。礼拝メッセージは【途上

の群ミニストリー】のサイトで動画配信しています。

【HP】http://church.ne.jp/okachimachi

【E-Mail】church@onthewayjp.net

源泉教会［KCCJ］

〒110-0015　台東区東上野2-23-23 広田ビル2F　Tel.03-

3833-7447　◇地下鉄大江戸線新御徒町駅A1口から徒歩7

分　◇李 供性

山谷兄弟の家伝道所［日基教団］

〒111-0021　台東区日本堤2-29-2　Tel&Fax.03-3875-

9167　◇JR南千住駅南口から徒歩5分　◇創立／1985年

（6人）　◇菊地 譲　◇礼拝／9:30(木),10:00(土)

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~sanya_brotherhome/

山谷伝道所［日基教団］

〒111-0022　台東区清川2-18-3　Tel&Fax.03-3872-

3976　◇JR南千住駅から徒歩8分　◇創立／1966年（6

人）　◇瀧 栄子、金 正謨　◇礼拝／10:30

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/sanyadendousyo/

下谷教会［日基教団］

〒110-0015　台東区東上野3-37-10　Tel.03-3831-9310 

Fax.03-3831-9377　◇JR上野駅から徒歩5分　◇創立／

1879年（205人）　◇辻 秀治、辻 順子　◇礼拝／10:30,

19:00

【HP】http://www.purple.dti.ne.jp/shitaya/

【E-Mail】shitaya@mb.point..ne.jp

聖川基督福音教会［単立／独立］

〒111-0025　台東区東浅草2-28-6 世界福音教会内　Tel. 

03-3875-8109 Fax.03-3875-8105　◇地下鉄日比谷線三ノ

輪駅から徒歩11分　◇創立／1971年　◇森本 春子、森

本 志人、大越 重信　◇礼拝／10:00,17:30　◇特色／求

道者歓迎。路上生活者中心の教会です。冬季宿泊有り。

月曜から土曜早天祈祷会は聖書通読毎回45分間+ほか45分。

【E-Mail】ADS18718@nifty.com
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【E-Mail】nbchurch@basil.ocn.ne.jp

日本橋キリスト集会［単立／独立］

〒103-0015　中央区日本橋箱崎町43-7 (株)日本陶業ビル

6F　Tel.03-3664-5093　◇地下鉄半蔵門線水天宮前駅か

ら徒歩3分　◇創立／1959年（50人）　◇深谷 敬一(信

徒)　◇礼拝／11:00(第3),13:00

ニューソング・チャーチ東京［単立／独立］

〒104-0043　［集会のみ郵便不可］中央区湊1-1-12 芝本産

業(株)湊ビルB1　Tel.090-7942-3315　◇地下鉄日比谷線

八丁堀駅A2出口から徒歩5分［連絡先：ニューソング・ミ

ニストリーズ　〒329-0100　栃木県下都賀郡野木町野渡

394-3 Tel.0280-54-1089］　◇創立／2010年　◇風間 哲

也、李 芳、マルセ まゆみ、小池 英一　◇礼拝／14:00(土

曜)　◇外国語／中国語(通訳)　◇特色／CD「新歌」を始

め賛美が満ちています。

【HP】http://newsong-jp.info/

【E-Mail】davidkazama@gmail.com

千代田区 Chiyoda-ku

御茶の水キリストの教会［キリストの教会］

〒101-0062　千代田区神田駿河台2-5　Tel.03-3291-0478 

Fax.03-3292-3130　◇JR御茶ノ水駅から徒歩2分［連絡先：

野口 良哉　〒300-0845　茨城県土浦市乙戸南1-11-7 

Tel.029-841-5131］　◇創立／1948年（200人）　◇野口 

良哉　◇礼拝／10:30,18:00　◇外国語／英語　◇特色／

神に喜ばれる聖書的な教会。都会にあるふるさとの教会。

老若男女が集う国際色豊かな教会。恵みに応えて出て行

く教会。私たちはそんな教会を目指しています。

【HP】http://www.ochanomizuco-christ.or.jp/

【E-Mail】info@ochanomizuco-christ.or.jp

神田キリスト教会［聖公会］

〒101-0021　千代田区外神田3-5-11　Tel.03-3251-4981 

Fax.03-3251-3757　◇JR秋葉原駅から徒歩5分　◇創立

／1877年（107人）　◇井口 諭　◇礼拝／7:30

神田小隊［救世軍］

〒101-0051　千代田区神田神保町2-17　Tel&Fax.03-

3263-0848　◇地下鉄半蔵門線神保町駅A6から徒歩3

分　◇創立／1900年（271人）　◇菅井 いずみ　◇礼拝／

10:10

九段教会［日基教団］

〒102-0073　千代田区九段北1-15-1　Tel.03-3265-3463 

Fax.03-3221-0189　◇地下鉄東西線九段下駅から徒歩5

分　◇創立／1875年（78人）　◇佐久本 正志

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~kudan-ch/

東京インドネシア福音教会＝東京福音教会
インドネシア(TFKI)［GIII］

〒101-0064　千代田区猿楽町2-5-5 韓国ＹＭＣＡホテル

内　Tel.03-3233-0611　◇JR水道橋駅東口から徒歩10分

［連絡先：ハレファ，スルヤ　〒174-0043　東京都板橋区

坂下1-6-10 志村MYコーポ306 Tel.03-3966-2790］　◇創

立／1989年（130人）　◇安海 靖郎、ハレファ，スルヤ、

シホンビン 実枝　◇礼拝／10:15　◇外国語／インドネシ

シャローム・メシアニック・エクレシア［友

愛グループ］

〒103-0025　[集会のみ]中央区日本橋茅場町3-8-8 互恵ビ

ルBF　キワジップ　Tel.03-3823-5508　◇地下鉄日比谷

線八丁堀駅(A5)から徒歩2分［連絡先：趙 英埈　〒116-

0013　東京都荒川区西日暮里4-1-20-101］　◇趙 英埈　

◇礼拝／12:00(土)

【HP】http://www.shalom-messianic.org/

【E-Mail】shalom21@excite.co.jp

聖路加国際病院聖ルカ礼拝堂［聖公会］

〒104-8560　中央区明石町10-1　Tel.03-5550-7043 

Fax.03-5550-7070　◇地下鉄日比谷線築地駅から徒歩5

分　◇創立／1902年（551人）　◇上田 憲明、シーバー，

ケビン　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nskk.org/tokyo/church/luke/luke.htm

【E-Mail】chapel@luke.org.jp

月島小隊［救世軍］

〒104-0052　中央区月島2-17-10　Tel&Fax.03-3533-

5654　◇地下鉄月島駅から徒歩3分　◇創立／1958年（50

人）　◇眞鍋 安雄、眞鍋 啓子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】gekkyo@galaxy.ocn.ne.jp

月島聖公会［聖公会］

〒104-0052　中央区月島4-5-8　Tel.03-3533-6021 Fax.03-

3533-6023　◇地下鉄有楽町線月島駅から徒歩7分　◇創

立／1904年（52人）　◇井口 諭、下条 知加子　◇礼拝／

10:30,17:30

東京スプリング オブ ライフ クライスト チ
ャーチ［単立／独立］

〒104-0043　中央区湊1-1-12 芝本産業(株)港ビル地下会

議室　Tel.090-3437-2487　◇JR・地下鉄日比谷線八丁堀

駅から徒歩5分［連絡先：スプリング オブ ライフ クライ

スト チャーチ　〒480-0305　愛知県春日井市坂下町

5-1215-741 Tel.0568-88-1353］　◇村田 雅春　◇礼拝／

10:30　◇特色／ＤＶＤによる礼拝ですが月１回村田雅春

牧師がメッセージを行います。日程等はお問い合わせ下さ

い。

【E-Mail】t_solcc@yahoo.co.jp

東京福音センター［福音宣教会］

〒104-0061　中央区銀座4-5-1 教文館6Ｆ　Tel.03-3561-

0174 Fax.03-3561-0178　◇地下鉄銀座駅A9出口から徒

歩1分　◇創立／1988年（66人）　◇万代 栄嗣、岡 照

芳　◇礼拝／不定期　◇特色／毎月2度、主に木曜日夜7

時からの銀座の集会には、多くの社会人も参加し、活気に

あふれています。

【HP】http://www.mission.or.jp/

【E-Mail】tokyo@mission.or.jp

日本橋教会［日基教団］

〒103-0007　中央区日本橋浜町2-21-4　Tel.03-3661-6382 

Fax.050-3659-1651　◇地下鉄日比谷線人形町駅から10

分　◇創立／1879年（146人）　◇宍戸 基男、宍戸 恵　

◇礼拝／10:30　◇特色／2009年に創立130年を迎えまし

た。礼拝を中心として神の言葉による教会形成に励んで

きました。全年齢層に福音を。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~nbchurch/
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1886年（112人）　◇横野 朝彦、崕下 健一

富士見町教会［日基教団］

〒102-0071　千代田区富士見2-10-38　Tel.03-3261-0633 

Fax.03-3261-0742　◇JR飯田橋駅西口すぐ　◇創立／

1887年（1091人）　◇倉橋 康夫、伊藤 英志、橋本 いず

み　◇礼拝／10:20,18:00

【HP】http://www.fujimicho-kyokai.org/

【E-Mail】fujimicho.church@orion.ocn.ne.jp

三崎町教会［日基教団］

〒101-0061　千代田区三崎町1-3-9　Tel.03-3295-4471 

Fax.03-3295-9300　◇JR水道橋駅　◇創立／1908年（271

人）　◇山田 静夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~misakich/

ミッションエイド・クリスチャン・フェロー
シップ［単立／独立］

〒101-0062　千代田区神田駿河台2-1 OCCビル　◇JR御

茶ノ水駅から徒歩3分　◇関根 一夫　◇礼拝／10:30,

14:00,19:00　◇外国語／英語、タガログ語　◇特色／日

曜日10時30分からOCCビル8階で礼拝、2時から地下アイ

リンホールで英語礼拝、4階でタガログ語礼拝、川口市で

19時から礼拝。

【HP】http://heartland.geocities.jp/mission_aid2006/

豊島区 Toshima-ku

池袋キリスト教会［単立／独立］

［連絡先：大塚 満　〒188-0011　東京都西東京市田無町

7-12-20-206 Tel.080-5646-6333］　◇創立／2001年（50

人）　◇大塚 満、久保 有政　◇礼拝／11:00　◇特色／

聖書信仰に立ち、日本を愛する温かい教会です。気軽に

ご参加下さい。

池袋聖公会［聖公会］

〒171-0021　豊島区西池袋5-24-5　Tel.03-3986-4709 

Fax.03-3986-4180　◇有楽町線要町駅6番出口から徒歩1

分　◇創立／1925年（109人）　◇佐々木 庸　◇礼拝／

10:30　◇外国語／ビルマの祈りの集い(第2日曜15:00)　

◇特色／礼拝はビルマ語のみで行われています。日本語

への通訳はありません。水曜日午後7時から夕の礼拝(日本

語)。

池袋台湾教会［日基教団］

〒171-0014　豊島区池袋3-62-9　Tel.03-5396-2540 Fax. 

03-5396-0797　◇JR池袋駅西口から徒歩10分　◇創立／

1981年（50人）　◇郭 寛城　◇礼拝／11:00　◇外国語／

台湾語

【HP】http://www.ikebukuro-tw-church.org/

池袋西教会［日基教団］

〒171-0014　豊島区池袋4-2-10　Tel.03-3971-0337 Fax. 

03-3971-2563　◇JR池袋駅西口から徒歩12分　◇創立／

1953年（318人）　◇森田 光博、小西 淳　◇礼拝／10:30,

19:00

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~ikenishi/

【E-Mail】ikenishi@iris.ocn.ne.jp

ア語(10:15)　◇特色／インドネシア語で礼拝しています。

日本語の同時通訳あります。CSはインドネシア語と日本語

で行います。

【HP】http://www.giii-japan.org

【E-Mail】surya@giii-japan.org

東京JCF［単立／独立］

〒101-0062　千代田区神田駿河台2-1 国際ナビゲーター集

会室　Tel.03-3295-0146 Fax.03-3219-2840　◇JR御茶ノ

水駅から徒歩3分［連絡先：長谷川 与志充　〒359-

1105　埼玉県所沢市青葉台1337-1-508 Tel.04-2939-

8470］　◇創立／2009年（7人）　◇長谷川 与志充　◇礼

拝／14:30　◇特色／海外JCFなどからの帰国者クリスチ

ャン、三浦綾子ファンが多く集まっている教会です。

【HP】http://d.hatena.ne.jp/tokyojcf/

【E-Mail】toyoshi@io.ocn.ne.jp

東京一粒キリスト教会［単立／独立］

〒101-0022　千代田区神田練塀町45 ライオンズマンショ

ン405　Tel&Fax.03-3253-2680　◇JR秋葉原駅から徒歩5

分　◇創立／2005年（36人）　◇経塚 慧子、中野 雄一

郎　◇礼拝／11:00　◇特色／礼拝日水2回11時より。午

後祈祷会、聖研、人間関係の学び。年6回丸屋真也師のワ

ーシップタイムに協力参加。

東京ルーテルセンター教会［NRK］

〒102-0071　千代田区富士見1-2-32　Tel.03-3264-1989　

◇JR飯田橋駅から徒歩7分　◇斉藤 衛

東京聖書集会［無教会］

〒101-0064　千代田区猿楽町2-5-5 在日本韓国YMCA　

Tel.03-3233-0631(緊急時のみ)　◇JR水道橋駅から徒歩5

分［連絡先：Tel.03-3940-1701］　◇創立／1980年（55人）　

◇中尾 猛　◇礼拝／10:00

ニューホープ・インターナショナル・フェロ
ーシップ東京［NHJA］

〒101-0062　千代田区神田駿河台2-1 OCCビル8F　Tel. 

03-3209-2170 Fax.03-3209-2228　◇JR御茶ノ水駅から徒

歩1分［連絡先：〒169-0051　東京都新宿区西早稲田鶴巻

町308 田澤ビル2F Tel.03-3209-2170］　◇創立／2000年

（400人）　◇サタラカ，タロー、渡辺 真太郎、加藤 以幸、

光田 裕一、マリンズ，ピーター　◇礼拝／14:00,16:00　

◇外国語／英語

【HP】http://www.newhope.jp/

【E-Mail】info@nhift.org

番町教会［日基教団］

〒102-0081　千代田区四番町7-5　Tel.03-3261-5602 

Fax.03-3261-5606　◇地下鉄有楽町線麹町駅　◇創立／

http://www.newhope.jp/


東
京
都

関
東
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

274
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

／1914年（11人）　◇高橋 久美子　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/zoshigaya-kg/

【E-Mail】amen-zoshigaya@bz01.plala.or.jp

中央聖書教会［アッセンブリー］

〒170-0003　豊島区駒込3-15-20　Tel&Fax.03-3918-

5007　◇JR駒込駅北口から徒歩7分　◇創立／1955年

（109人）　◇本田 勝宏、本田 敬子　◇礼拝／10:30　◇

外国語／手話　◇特色／子供から90才を越える大人まで

楽しく賛美を捧げ神を礼拝する教会です。楽しく明るい教

会を目指しています。

【HP】http://www.chuo-seisho.org/

中央福音教会［アッセンブリー］

〒170-0013　豊島区東池袋3-15-9　Tel&Fax.03-3971-

4774　◇JR池袋駅から徒歩6分　◇創立／1953年（141

人）　◇佐布 正義、佐布 トシ子、関口 尚子、大森 囿子　

◇礼拝／10:30

【E-Mail】ikebukuro-c@nifty.com

東京池袋教会［日基教団］

〒171-0021　豊島区西池袋3-5-17　Tel&Fax.03-3982- 

7276 Fax.03-3982-9080　◇JR池袋駅メトロポリタン口か

ら徒歩5分　◇創立／1949年（67人）　◇塚本 洋子　◇

礼拝／10:30

【HP】http://www.toshima.ne.jp/~tichurch/

東京池袋教会［福音ルーテル］

〒171-0014　豊島区池袋3-7-1　Tel&Fax.03-3984-3853　

◇立山 忠浩

東京高円寺教会［MJD］

〒171-0021　豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル8F　

Tel.03-5914-0023 Fax.03-5914-0024　◇創立／1991年（53

人）　◇閔 大基、姜 赫　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓

国語

【HP】http://www.mjdtmi.com/

東京主僕教会［日キ教会］

〒171-0032　豊島区雑司ヶ谷3-4-5　Tel&Fax.03-3982-

6326　◇目白駅　◇真田 泉　◇礼拝／10:40

東京新生教会［基督兄弟団］

〒171-0044　豊島区千早2-1-3　Tel&Fax.03-3530-0502　

◇西武池袋線椎名町駅から徒歩7分　◇創立／1961年（31

人）　◇長内 愛一郎　◇礼拝／10:30

【E-Mail】shinsei@m4.dion.ne.jp

東京中央教会［KCCJ］

〒171-0033　豊島区高田3-2-16　Tel&Fax.03-5272-

7366　◇JR高田馬場駅から徒歩8分　◇創立／1972年

（170人）　◇林 泰鎬

東京仲よしキリスト教会池袋集会場［ホーリ

ネス］

豊島区　◇JR池袋駅［連絡先：東京仲よしキリスト教

会　〒351-0015　埼玉県朝霞市幸町2-18-27 Tel.048-467-

3566］　◇杉浦 紀明　◇礼拝／10:45　◇特色／貸しルー

ムを時間利用のため連絡先にお問い合わせください。

【HP】http://www.nakayoshi-ch.jp/

要町教会［日基教団］

〒171-0043　豊島区要町1-43-15　Tel.03-3957-6450 Fax. 

03-5995-5041　◇地下鉄有楽町線要町駅から徒歩10分　

◇創立／1948年（28人）　◇野沢 満雄、野澤 菜奈　◇礼

拝／10:30

国際クリスチャンセンター［単立／独立］

〒170-0005　豊島区南大塚1-60-20 天翔ビル10F　Tel& 

Fax.03-5976-0823　◇JR大塚駅南口から徒歩1分［連絡先：

Tel.03-5951-8958］　◇創立／1981年（45人）　◇東 泰男、

東 芳子　◇礼拝／10:00　◇特色／日曜午後１時30分よ

り聖書講座。木曜日祈祷会(会員のみ)。婦人会(月１回)、

独身者会(月１回)。

【HP】http://www.int-christian-center.org/

駒込教会［日基教団］

〒170-0003　豊島区駒込2-3-8　Tel.03-3917-5691 Fax.03-

3917-5693　◇JR駒込駅　◇創立／1927年（60人）　◇村

田 重　◇礼拝／10:15

椎名町教会［同盟基督］

〒171-0052　豊島区南長崎4-2-6　Tel&Fax.03-3951-1039 

Fax.03-3951-1044　◇地下鉄12号線落合南長崎駅から徒

歩3分　◇創立／1926年（27人）　◇韓 在国　◇礼拝／

11:00,14:30

【E-Mail】shiinamachi-church@k4.dion.ne.jp

シャロン・ゴスペル・チャーチ［単立／独立］

〒171-0021　豊島区西池袋5-2-1　Tel.03-3980-7930 Fax. 

03-3984-2269　◇JR池袋駅C3出口すぐ　◇創立／1985

年　◇本多 定雄、本多 信行、山本 英夫、榊原 浩、堀 

満　◇礼拝／18:00,19:30　◇外国語／英語(18:00)

【HP】http://www.bridalmission.co.jp/sharon/

【E-Mail】sharon@bridalmission.co.jp

巣鴨教会［日基教団］

〒170-0005　豊島区南大塚1-13-8　Tel&Fax.03-3947-

6431　◇JR大塚駅から徒歩10分　◇創立／1876年（64

人）　◇渡辺 善忠　◇礼拝／10:15　◇特色／ホームペー

ジで行事のお知らせや説教要旨を紹介していますので、

ぜひご覧ください。

【HP】http://blog.sugamo-church.com/

巣鴨聖泉キリスト教会［聖泉基督］

〒170-0002　豊島区巣鴨1-3-19　Tel&Fax.03-3946-

8035　◇JR巣鴨駅南口から徒歩3分　◇創立／1965年（18

人）　◇小嶋 崇、小嶋 極、小嶋 彬夫　◇礼拝／10:30　

◇特色／聖書からじっくり学ぶキリストの弟子たちの群

れ、が目標。個人対象の入門講座、入信講座あり。

【HP】http://www010.upp.so-net.ne.jp/Sugamo-Seisen/

【E-Mail】sugamo-seisen@yahoo.co.jp

巣鴨ときわ教会［日基教団］

〒170-0002　豊島区巣鴨3-3-16　Tel.03-3917-6573 Fax. 

03-3917-4657　◇JR巣鴨駅から徒歩5分　◇創立／1921

年（87人）　◇増田 琴　◇礼拝／10:30

雑司ヶ谷キリスト教会［単立／独立］

〒171-0032　豊島区雑司が谷1-25-1　Tel&Fax.03-3987-

3537　◇地下鉄有楽町線東池袋駅から徒歩7分　◇創立
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江古田教会［日基教団］

〒165-0023　中野区江原町3-19-12　Tel&Fax.03-3951-

1620　◇地下鉄大江戸線新江古田駅A1から徒歩5分　◇

創立／1939年（69人）　◇末留 英夫　◇礼拝／10:30　

◇特色／大都会の小さな教会。

【E-Mail】egotancc@ybb.ne.jp

江古田教会［改革派］

〒165-0022　中野区江古田1-33-10　Tel&Fax.03-3951-

6653　◇JR中野駅からバス10分「れんげ寺」停、徒歩2

分　◇創立／1963年（84人）　◇風間 義信　◇礼拝／

10:15,16:00

【HP】http://egota.web.fc2.com/

【E-Mail】k.egota@nifty.com

キリスト教待晨集会［無教会］

〒165-0035　中野区白鷺2-22-2　Tel.03-3339-0492　◇西

武新宿線鷺ノ宮駅から徒歩7分　◇民谷 嘉輝　◇礼拝／

10:30

更生教会［日基教団］

〒165-0033　中野区若宮2-1-15　Tel.03-3330-2054 Fax. 

03-3330-2064　◇JR高円寺駅　◇創立／1929年（95人）　

◇山岡 磐、安倍 愛子

【HP】http://www.alles.or.jp/~koseich/

桜山キリストの教会［キリストの教会］

〒164-0003　中野区東中野3-7-8　Tel.03-3362-4207 Fax. 

03-5389-4765　◇JR東中野駅から徒歩3分　◇創立／

1960年（10人）　◇石井 章　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5f.biglobe.ne.jp/~sakurayama/

【E-Mail】sakurayama@mub.biglobe.ne.jp

シオンの群中野キリスト教会［単立／独立］

〒164-0002　中野区上高田4-46-9　Tel&Fax.03-3386-

5156　◇西武新宿線新井薬師前駅から徒歩5分　◇創立

／1958年（70人）　◇吉川 直美、石川 學、石川 英子、

内村 伸之　◇礼拝／10:30

【HP】http://shionnakano.dnjonline.org/

十貫坂教会［日基教団］

〒164-0013　中野区弥生町5-11-13　Tel.03-3381-3021　

◇地下鉄丸ノ内線中野富士見台駅から徒歩7分　◇創立／

1946年（139人）　◇関川 泰寛、関川 瑞恵　◇礼拝／

10:15　◇特色／9時より日曜学校の礼拝。幼稚科から高

等科まで子供たちが集まっています。大人の礼拝は10時

15分からです。

【HP】http://homepage3.nifty.com/jikkanzaka-church/

【E-Mail】m7sekikawa@nifty.com

白鷺教会［日基教団］

〒165-0035　中野区白鷺2-47-10　Tel.03-3338-7973 Fax. 

03-3223-1256　◇西武新宿線鷺宮駅から徒歩3分　◇創

立／1946年（144人）　◇岩本 聖史　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01110_shirasagi.html

新生教会［日基教団］

〒164-0003　中野区東中野1-14-23　Tel&Fax.03-3369-

6488　◇JR東中野駅東口から徒歩5分　◇創立／1926年

東京ニューエルサレム教会［単立／独立］

〒170-0011　豊島区池袋本町1-45-6　Tel.03-3971-4040　

◇東武東上線北池袋駅から徒歩5分　◇創立／1981年（60

人）　◇金 炳坤、鳥海 喬子、黄 哲益

豊島北教会［日キ教会］

〒171-0044　豊島区千早3-37-2　Tel&Fax.03-3959-

4052　◇西武池袋線東長崎駅から徒歩10分　◇創立／

1963年（74人）　◇芳賀 繁浩

東長崎ウエスレー教会［日基教団］

〒171-0052　豊島区南長崎5-6-1　Tel&Fax.03-3951-

7044　◇西武池袋線東長崎駅から徒歩5分　◇創立／

1935年（14人）　◇小林 牧子

武蔵野教会［日基教団］

〒171-0031　豊島区目白5-16-3　Tel.03-3953-8344 Fax. 

03-3951-8920　◇西武池袋線椎名町駅から徒歩7分　◇創

立／1929年（286人）　◇佐々木 潤　◇礼拝／10:00,18:30

【HP】http://musashino-church.jp/

目白町教会［日基教団］

〒171-0031　豊島区目白2-20-3　Tel&Fax.03-3971-

0479　◇JR目白駅から徒歩5分　◇創立／1929年（84

人）　◇松木 信、中村 彰　◇礼拝／10:30　◇特色／何

よりも礼拝を重んじ、神の御言葉に導かれて教会員一人

一人が遣わされた場で隣人に仕えて行きます。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~mjrmchur/

立教学院諸聖徒礼拝堂［聖公会］

〒171-0021　豊島区西池袋3-34-1　Tel.03-3985-2698 

Fax.03-3985-4724　◇JR池袋駅西口から徒歩7分　◇創

立／1873年（209人）　◇佐藤 忠男、上田 亜樹子、八木 

正言、柳 時京、香山 洋人、菅原 裕治、柳本 博人　◇礼

拝／10:00

【HP】http://www.rikkyo.ne.jp/

立教学院諸天使礼拝堂［聖公会］

〒171-0021　豊島区西池袋3-36-26　Tel.03-3985-2737 

Fax.03-3590-9085　◇地下鉄有楽町線要駅から徒歩8

分　◇柳本 博人

中野区 Nakano-ku

新井キリスト教会［ホーリネス］

〒165-0026　中野区新井3-3-1　Tel.03-3387-3548 Fax.03-

3386-4465　◇JR中野駅北口から徒歩10分　◇創立／

1939年（76人）　◇水間 照弥、水間 町子　◇礼拝／

7:30,10:30　◇特色／わたしたちは、全人的(全地域的、全

分野的、全生涯的)教会の形成を目指しています。

【HP】http://www.geocities.jp/jhc_ach/

【E-Mail】jhc_ach@nifty.com

いのちのことば社ワードチャペル［SACM］

〒164-0001　中野区中野2-1-5　Tel.03-5341-6911　◇リ

ギア，ドン　◇礼拝／8:25(火),17:30(火)

【HP】http://www.wlpm.or.jp/sacm/word_c/
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03-3361-1743　◇JR中野駅から徒歩12分　◇創立／1889

年　◇吉川 伸夫、持田 勝　◇礼拝／10:30

【HP】http://www3.point.ne.jp/~doushin/

【E-Mail】doushin@mf.point.ne.jp

東京ホサナ教会［長老教会］

〒164-0003　中野区東中野1-57-7 鈴木ビル401　Tel& 

Fax.03-6411-4352　◇JR東中野駅から徒歩4分　◇創立

／2008年　◇金 龍珉

中野教会［日基教団］

〒164-0002　中野区上高田1-35-29　Tel&Fax.03-3361-

9607　◇JR東中野駅から徒歩10分　◇創立／1923年（91

人）　◇古屋 博規　◇礼拝／10:30

【E-Mail】koeda-isahiko@nifty.com

中野教会［同盟基督］

〒164-0003　中野区東中野2-21-7　Tel.03-3365-1907 

Fax.03-3361-1539　◇JR東中野駅から徒歩3分　◇創立

／1907年（80人）　◇石川 弘司、田村 将　◇礼拝／

10:30,17:00

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~nakanoch/

【E-Mail】nakano-ch@muc.biglobe.ne.jp

中野キリスト教会＝中野ナザレン教会［ナザ

レン］

〒164-0013　中野区弥生町2-39-11　Tel.03-3381-5401 

Fax.03-3381-5404　◇地下鉄丸の内線中野新橋駅から徒

歩5分　◇創立／1947年（63人）　◇北村 篤生　◇礼拝

／9:30,11:00　◇特色／日曜午前9時30分第1礼拝、午前11

時第２礼拝。水曜午前10時30分、聖書研究と祈りの集い。

午後7時30分祈祷会。

【HP】http://homepage3.nifty.com/nazarene/

【E-Mail】cbl32066@nifty.com

中野キリスト教会［キリストの教会］

〒165-0026　中野区新井1-37-7　Tel&Fax.03-3389-

3718　◇JR中野駅から徒歩13分　◇板垣 ミヨ子　◇礼

拝／11:00

中野ジョイフル教会［聖書キリスト］

〒164-0001　中野区中野1-50-15　Tel&Fax.03-3369-

1586　◇JR中野駅南口から徒歩15分［連絡先：Tel.090-

5773-3256］　◇創立／2002年（30人）　◇李 英淑　◇礼

拝／11:00　◇特色／御言葉と聖霊の力によって十字架の

福音を悟り、神を愛し人を愛することを実践し、宣教に励

む教会です。

【HP】http://joyfulchurch.jp/

【E-Mail】vvvjdcc@yahoo.co.jp

中野バプテスト教会［バプ連盟］

〒164-0001　中野区中野2-23-8　Tel&Fax.03-3381-

8432　◇JR中野駅から徒歩3分　◇創立／1955年（59

人）　◇礼拝／10:40

中野桃園教会［日基教団］

〒164-0001　中野区中野5-3-14　Tel&Fax.03-3387-

2027　◇JR中野駅北口から徒歩12分　◇創立／1927年

（85人）　◇高柳 富夫　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週日

曜日の礼拝で、包含的で開放的な主の食卓を囲む教会です。

（44人）　◇法亢 聖親　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01102_shinsei.html

【E-Mail】sam-houga@msf.biglobe.ne.jp

新中野キリスト教会［アッセンブリー］

〒164-0012　中野区本町6-37-7　Tel.03-3381-6443 Fax. 

03-3381-6460　◇地下鉄丸ノ内線東高円寺駅から徒歩7

分　◇創立／1953年（60人）　◇藤井 敬朗、藤井 佳子、

岡山 志伸　◇礼拝／9:00,11:00　◇特色／2〜3才児保育、

親子フリースペース、子育ての会、子どもさんの相談受付

けあります。

【HP】http://church.jp/shinnakano/

【E-Mail】ag_shinnakano@yahoo.co.jp

スオミ教会［福音ルーテル］

〒164-0002　中野区上高田1-36-20　Tel.03-3362-1105 

Fax.03-3362-1560　◇JR中野駅　◇ヘイッキネン，パー

ヴォ　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.suomikirkko.org/

聖書之友教会［日基教団］

〒164-0002　中野区上高田4-39-10　Tel&Fax.03-3385-

8917　◇西武新宿線新井薬師前駅南口から徒歩5分［連

絡先：山崎 一郎　〒183-0053　東京都府中市天神町2-19-

1 Tel.042-365-4072］　◇創立／1930年（7人）　◇山崎 一

郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01107_seishonotomo.html

千歳教会［日基教団］

〒165-0032　中野区鷺宮3-29-4　Tel.03-3330-5452　◇西

武新宿線鷺宮駅から徒歩7分　◇創立／1947年（23人）　

◇湯谷 忠興　◇礼拝／10:30

中央キリストの福音教会［単立／独立］

〒164-0001　中野区中野2-29-1 Y田中ビル2F　Tel.090-

3915-2009　◇JR・地下鉄東西線中野駅南口から徒歩4

分　◇創立／1996年（25人）　◇澤畑 明豪、松岡 明、キ

リケッシ，アウレル、ゲノ，ヴァンサン、ラブロ，ステフ

ァン　◇礼拝／18:00　◇外国語／英語(17：00)　◇特色

／学びと憩いが教会のテーマです。都市生活者のオアシ

ス的教会を目指しながら英語礼拝・日本語礼拝を守ってい

ます。

【HP】http://www.kirisutokyokai.com/

【E-Mail】info@kirisutokyokai.com

天門教会［日基教団］

〒165-0027　中野区野方1-55-1　Tel&Fax.03-3385-

7491　◇JR中野駅からバス「大新横町」停　◇創立／

1951年（28人）　◇貴村 かたる、湯浅 つばさ　◇礼拝／

10:30　◇特色／ホーリネス信仰に堅く立つ教会です。

東京シャローム教会［聖書キリスト］

〒165-0027　中野区野方1-1-12 ヒルズ中野111　Tel& 

Fax.03-3388-7639　◇金 福伊　◇礼拝／11:00

東京中野パークサイドチャーチ［キリスト同信

会］

〒164-0001　中野区中野1-45-12　Tel.03-3361-1744 Fax. 
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【E-Mail】ohizumi_church@ybb.ne.jp

大泉聖書教会［同盟基督］

〒178-0061　練馬区大泉学園町6-28-3　Tel&Fax.03-

3921-4323　◇西武池袋線大泉学園駅からバス　◇創立

／1979年（22人）　◇池田 尚広　◇礼拝／10:45,19:00

【E-Mail】izumi3921@msn.com

大泉セントラルチャペル［ニューファンテン］

〒178-0063　練馬区東大泉3-20-11　Tel.03-3924-0520 

Fax.03-3924-4996　◇西武池袋線大泉学園駅北口から徒

歩5分　◇高見 幸喜枝、菊地 順子

大泉バプテスト教会［バプ連盟］

〒178-0063　練馬区東大泉6-42-30　Tel&Fax.03-3921-

5570　◇西武池袋線大泉学園駅から徒歩7分　◇創立／

1963年（100人）　◇木村 一充　◇礼拝／11:00

大泉ファミリー恵み教会［単立／独立］

〒178-0063　練馬区東大泉7-39-6　Tel.03-3922-6402 

Fax.03-3922-7655　◇西武池袋線大泉学園駅から徒歩10

分　◇創立／1970年（30人）　◇ジョセフ，ケニー　◇礼

拝／11:00　◇特色／水曜日午後7時から英会話、8時から

祈祷会。

小竹町聖書教会［同盟基督］

〒176-0004　練馬区小竹町1-53-1　Tel.03-3554-4644　◇

西武池袋線江古田駅から徒歩2分　◇創立／1958年（91

人）　◇北條 輝　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kotake_aki@yahoo.co.jp

桜台教会［単立／独立］

〒176-0012　練馬区豊玉北3-7-13　Tel&Fax.03-3994-1734　

◇西武池袋線桜台駅から徒歩8分　◇創立／1950年（91人）　

◇中川 寛、パルメール，ヤン・オケ　◇礼拝／10:30

桜台恵み平安キリスト教会［単立／独立］

〒176-0011　練馬区豊玉上2-13-11 豊マンション半地下　

Tel&Fax.03-3557-7607　◇西武池袋線桜台駅から徒歩2

分　◇創立／1999年　◇秋山 深雪、秋山 美穂子　◇礼

拝／10:45　◇特色／みことばに養われ、聖霊に導かれる

ということが柱です。賛美あふれる明るい教会です。キリ

ストの恵みと平安を届けていきたい。

下石神井教会［日基教団］

〒177-0042　練馬区下石神井5-4-17　Tel&Fax.03-3995-

2661　◇西武新宿線上井草駅から徒歩15分　◇創立／

1951年（82人）　◇徳田 亮　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/oss/

石神井教会［日基教団］

〒177-0041　練馬区石神井町6-32-9　Tel.03-3997-2593　

◇西武池袋線石神井公園駅から徒歩13分　◇創立／1958

年（214人）　◇大島 一枝、大島 力　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/shakujiikyokai/

石神井バプテスト教会［バプ教会連合］

〒177-0042　練馬区下石神井6-19-8　Tel&Fax.03-5372-

2247　◇西武線石神井公園駅　◇荒牧 素子　◇礼拝／

10:30　◇特色／石神井公園に近く、環境のいい所にあり

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01105_n_momozono.html

野方ウェスレアンメソヂスト教会［単立／独立］

〒165-0027　中野区野方5-7-14　Tel&Fax.03-3330-

3559　◇西武新宿線野方駅から5分　◇岡部 愛子　◇礼

拝／10:10　◇特色／第2礼拝後、婦人会と聖書研究会。

野方町教会［日基教団］

〒165-0027　中野区野方6-26-9　Tel.03-3338-2004 Fax. 

03-3338-9015　◇西武新宿線野方駅から徒歩5分　◇創

立／1937年（125人）　◇寺島 昭二　◇礼拝／10:30,19:00

(第3日曜)

【HP】http://homepage3.nifty.com/nogatamachi/

東中野教会［日基教団］

〒164-0003　中野区東中野3-8-6　Tel&Fax.03-3368-

0020　◇JR東中野駅西口から徒歩2分　◇創立／1910年

（238人）　◇織田 信行　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜日

午前10時10分祈祷会。木・金(隔週)聖書と祈りの会。第2

主日礼拝後婦人・壮年・青年会など。

【HP】http://higashinakanokyoukai.web.fc2.com/

練馬区 Nerima-ku

IFGF GISI TOKYO［IFGF GISI］

Tel.042-444-5557　◇東武東上線成増駅南口から徒歩10

分　◇創立／1989年（75人）　◇スプラトマン，カレブ、

スプラトマン，ルシアナ・Ｂ　◇礼拝／14:30　◇外国語

／インドネシア語　◇特色／英語と日本語の同時通訳あり

ます。

【HP】http://www.ifgfjapan.org/

アガペシップ教会［日基教団］

〒176-0014　練馬区豊玉南3-29-19　Tel.03-3993-4321　

◇西武新宿線都立家政駅駅から徒歩15分　◇倉形 彰

明の星教会［聖書キリスト］

〒176-0011　練馬区豊玉上2-26-17 カスティル松葉　Tel. 

080-5645-7551　◇西武池袋線桜台駅南口から徒歩5分　

◇宇佐美 真知子

インマヌエル富士見台キリスト教会［IGM］

〒177-0034　練馬区富士見台2-9-9　Tel&Fax.03-3990-

5963　◇西武池袋線富士見台駅から徒歩6分　◇創立／

1955年（55人）　◇野田 禎、野田 容子　◇礼拝／

10:30　◇特色／子どもの礼拝は、大人の礼拝と並行して

行われています。家庭的な、あたたかい主にある交わりの

教会です。

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~fujimich/

【E-Mail】fujimidaichurch@ac.auone-net.jp

大泉教会［日基教団］

〒178-0061　練馬区大泉学園町2-23-54　Tel.03-3922-

3214 Fax.03-3922-3614　◇西武池袋線大泉学園駅からバ

ス「住宅前」停、徒歩3分　◇創立／1959年（108人）　

◇山口 雅弘、土田 雅章　◇礼拝／9:30,10:30,19:00(第2日

のみ)

【HP】http://church.ne.jp/ohizumi/
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練馬栄光キリスト教会［単立／独立］

〒176-0001　練馬区練馬1-36-4　Tel.03-3993-8895 Fax. 

03-3993-7508　◇西武池袋線練馬駅から徒歩3分　◇創

立／1987年（65人）　◇佐藤 義高　◇礼拝／10:00　◇

特色／｢わたしは主であって、あなたをいやすものである｣

(聖書)。心とからだが健康になるメッセージです。

【HP】http://www.nerimaeikou.jp

【E-Mail】nerieiko@pp.iij4u.or.jp

練馬神の教会［神の教会］

〒176-0003　練馬区羽沢2-12-9　Tel&Fax.03-3994-

8128　◇西武有楽町線新桜台駅から徒歩5分　◇創立／

1925年（85人）　◇金本 悟、イランガン,テス、水野 節子、

イランガン,サム、韓 宗鎬、石原 ポール　◇礼拝／

10:30,17:00　◇外国語／英語(17:00)月1回　◇特色／｢和

解の福音｣に基づく教会形成。神の教会保育園、キングス

ガーデンと共に歩む教会。

【HP】http://nerimachurch.jp

【E-Mail】ncg@nerimachurch.jp

練馬教会＝練馬グレースチャペル［聖協団］

〒176-0006　練馬区栄町10-2　Tel.03-3991-4940 Fax.03-

3993-9019　◇西武池袋線江古田駅から徒歩4分　◇創立

／1955年（229人）　◇横田 義弥、小笠原 孝、岡田 聡、

横田 知子　◇礼拝／9:00,11:00　◇特色／いのち流れる

セルグループ、臨在に輝く礼拝、愛の関係づくりによる伝

道、変えられる弟子訓練。

【HP】http://www.grace-net.or.jp/

【E-Mail】nerima@grace-net.or.jp

練馬キリスト教会［アッセンブリー］

〒177-0053　練馬区関町南2-24-4　Tel&Fax.03-3920-

9319　◇JR吉祥寺駅北口からバス「関町南2丁目」停、徒

歩3分　◇創立／1957年（23人）　◇長尾 有二、長尾 加

代　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分から祈

祷会。木曜日午前10時30分から聖書教室。

【E-Mail】agnerima@mf.point.ne.jp

練馬神愛教会［バプ同盟］

〒179-0085　練馬区早宮1-41-5　Tel.03-3992-1674 Fax. 

03-3992-1769　◇地下鉄有楽町線氷川台駅から徒歩15

分　◇創立／1966年（28人）　◇北條 昇　◇礼拝／

10:30

練馬聖ガブリエル教会［聖公会］

〒176-0004　練馬区小竹町1-32-6　Tel.03-3955-0682 

Fax.03-3955-9440　◇西武池袋線江古田駅から徒歩6

分　◇創立／1935年（192人）　◇高橋 顕　◇礼拝／

7:30,10:30

ます。礼拝後、毎週一緒に美味しい食事をいただき、交

流を深めています。

石神井福音教会［同盟基督］

〒177-0042　練馬区下石神井4-21-16　Tel.03-3995-7556 

Fax.03-3995ｰ9702　◇西武新宿線上井草駅から徒歩5

分　◇創立／1980年（112人）　◇畑中 洋人、スコット，

クリフ　◇礼拝／10:30,18:00　◇外国語／英語　◇特色

／誰にでも気軽に来ていただけるオープンな教会です。

英語の同時通訳も行っています。詳細はホームページで！

【HP】http://shakujiichurch.com

浄風教会［日基教団］

〒176-0014　練馬区豊玉南1-7-18　Tel&Fax.03-3993-

6010　◇西武新宿線沼袋駅から徒歩7分　◇創立／1942

年（51人）　◇平松 良夫　◇礼拝／10:30

東京教会［聖書キリスト］

〒176-0012　練馬区豊玉北1-12-3　Tel.03-5984-3571 

Fax.03-5984-3572　◇地下鉄大江戸線新江古田駅から徒

歩4分　◇創立／1953年（520人）　◇尾山 清仁、尾山 キ

ャシー、尾山 令仁　◇礼拝／9:00,10:45,18:30　◇外国語

／手話(9:00)　◇特色／英語と韓国語の同時通訳ありま

す。英語日曜学校(9:30,10:45)。西武池袋線江古田駅から

も徒歩6分です。

【HP】http://www.seishokirisuto.com/

東京ドリーム教会［聖書キリスト］

〒176-0023　練馬区中村北1-1-16 ジュネス練馬2F　Tel& 

Fax.03-3926-7077　◇金 鍾銧

東洋宣教教会(伝)［改革派・CRC=CRJM］

〒179-0074　練馬区春日町4-37-26　Tel&Fax.03-3577-

1044　◇地下鉄大江戸線練馬春日町から徒歩7分　◇創

立／1998年（17人）　◇ゴウ，ジョン　◇礼拝／10:15　

◇特色／文化の発信基地としていろいろなプログラムを

計画中。聖書のメッセージがストレートに語られています。

【E-Mail】smile1966@kir.biglobe.ne.jp

中村聖書集会［無教会］

〒176-0025　練馬区中村南3-7-8　Tel.03-3990-9440　◇

関根 俊雄

中村町教会［日基教団］

〒176-0025　練馬区中村南2-24-3　Tel&Fax.03-5241-

1733　◇西武新宿線都立家政駅から徒歩10分　◇創立／

1953年（92人）　◇小友 聡、小友 絹代　◇礼拝／

10:30　◇特色／保育園のある教会です。教会学校は日曜

朝9時から。どなたでも歓迎します。

【E-Mail】knakamuracho@hotmail.com

成増教会［基督兄弟団］

〒179-0071　練馬区旭町3-32-18　Tel.03-3939-0333 Fax. 

03-3939-0443　◇地下鉄有楽町線成増駅　◇創立／1946

年　◇小平 牧生、澤村 信蔵

【E-Mail】churches@anet.ne.jp

日本力行基督教会［単立／独立］

〒176-0004　練馬区小竹町2-43　Tel.03-3972-1151

http://www.grace-net.or.jp/
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小石川明星教会［日基教団］

〒112-0011　文京区千石4-34-3　Tel&Fax.03-3941-

7575　◇JR巣鴨駅から徒歩10分　◇創立／1946年（73

人）　◇坂上 昌二　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/myojo/

【E-Mail】pwd8kwg22d@mf.point.ne.jp

東京諸聖徒教会［聖公会］

〒112-0011　文京区千石2-18-4　Tel.03-3945-2074 Fax. 

03-3941-7104　◇JR巣鴨駅　◇創立／1881年（115人）　

◇山野 繁子

東京聖テモテ教会［聖公会］

〒113-0032　文京区弥生1-3-12　Tel.03-3811-5836 Fax. 

03-5684-4675　◇地下鉄南北線東大前駅から徒歩4分　

◇創立／1903年（223人）　◇笹森 田鶴、竹内 謙太郎　

◇礼拝／8:00,10:30,17:00

【HP】http://nskk.org/tokyo/church/timothy/

豊島岡教会［日基教団］

〒112-0012　文京区大塚5-35-11　Tel&Fax.03-3941-

6082　◇地下鉄丸ノ内線新大塚駅から徒歩5分　◇創立

／1879年（83人）　◇高橋 克樹、中川 知子　◇礼拝／

10:30

西片町教会［日基教団］

〒113-0024　文京区西片2-18-18　Tel.03-3811-3801 Fax. 

03-3811-3985　◇地下鉄南北線東大前駅から徒歩4分　

◇創立／1889年（218人）　◇山本 裕司　◇礼拝／10:30,

18:00　◇特色／水曜日午後7時から聖書研究祈祷会。日

曜日午後6時から夕礼拝も開いています。アジアとの関係

を大切にしています。

【HP】http://nishikatamachi.net/

【E-Mail】nishikatamachi@nifty.com

根津教会［日基教団］

〒113-0031　文京区根津1-19-6　Tel&Fax.03-3821-

6342　◇地下鉄千代田線根津駅1番口から徒歩8分　◇創

立／1899年（67人）　◇鍋谷 憲一　◇礼拝／10:30,18:00

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~nzc/

【E-Mail】nezuchurch04@yahoo.co.jp

ビクトリークリスチャンフェローシップ＝
V.C.F［単立／独立］

〒113-0021　文京区本駒込1-28-14-1001　Tel&Fax.03-

3945-5622　◇地下鉄南北線本駒込駅から徒歩10分　◇創

立／2009年（30人）　◇ヨセフ 奥村 隆、ジョイ 奥村 邦

江　◇礼拝／10:00　◇特色／週のなかばに各地域ごと少

人数での集い聖書の分かち合いや祈りをともにしています。

【HP】http://www3.pf-x.net/~my-own-color/

本郷教会［福音ルーテル］

〒113-0033　文京区本郷6-5-13　Tel.03-3814-0766 Fax. 

03-3814-6845　◇地下鉄丸ノ内線本郷三丁目駅から徒歩8

分　◇創立／1956年（77人）　◇安井 宣生、ハンソン，

エリック、リンデン，マシュー　◇礼拝／10:30,19:00　◇

外国語／英語　◇特色／学生センターから生まれた教会

です。英会話等を通して神と人とが出会う恵みの陽だまり

となりたいと祈ります。

【HP】http://www.jelc.or.jp/hongo/

練馬二丁目伝道所［日基教団］

〒176-0001　練馬区練馬2-23-13　Tel.03-3991-8614 Fax. 

03-3557-7367　◇地下鉄有楽町線練馬駅から徒歩10分　

◇創立／1999年（18人）　◇下里 綾子　◇礼拝／10:30

練馬バプテスト教会［バプ教会連合］

〒176-0002　練馬区桜台5-18-3　Tel.03-3991-7930 

Fax.03-3991-5392　◇西武池袋線練馬駅から徒歩7分　◇

創立／1950年（234人）　◇真田 雅臣、泉田 昭、後藤 朋子、

木森 隆、トム，エリソン、トム，メアリー　◇礼拝／

9:40,10:40　◇外国語／英語　◇特色／水曜日午前10時か

ら、午後6時半から祈祷会。

【HP】http://www.nerimabaptist.jp/

【E-Mail】nerimabpt_ch@ybb.ne.jp

光が丘聖書教会［同盟基督］

〒179-0075　練馬区高松4-16-11　Tel&Fax.03-3970-

9446　◇地下鉄大江戸線光が丘駅から徒歩8分　◇創立

／1982年　◇郭 根佑　◇礼拝／10:30,14:00

【HP】http://mission-discovery.com/church/jp/

【E-Mail】kwakkeunwoo@mission-discovery.com

光が丘バプテスト教会＝光が丘チャペル［バ

プ教会連合］

〒179-0072　練馬区光が丘7-3-7-507　Tel.03-5968-

3187　◇地下鉄大江戸線光が丘駅から徒歩6分　◇創立

／2005年（10人）　◇石井 忠雄　◇礼拝／14:00

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/0389015601/

【E-Mail】hikarigaokabpc05@jcom.home.ne.jp

谷原キリスト教会［同盟基督］

〒177-0032　練馬区谷原5-30-9　Tel&Fax.03-3921-

7113　◇西武池袋線石神井公園駅　◇大嶋 義隆　◇礼

拝／10:45

文京区 Bunkyo-ku

上富坂教会［日基教団］

〒112-0002　文京区小石川2-17-33　Tel&Fax.03-3818-

3774　◇地下鉄南北線後楽園駅から徒歩10分　◇創立／

1887年（52人）　◇礼拝／10:30

小石川教会［福音ルーテル］

〒112-0011　文京区千石2-30-13　Tel.03-3941-4172 Fax. 

03-3947-9621　◇地下鉄三田線千石駅から徒歩5分　◇

創立／1950年（80人）　◇徳野 昌博　◇礼拝／10:30

【HP】http://koishikawa-lutheran.com/

【E-Mail】kenmiura@din.or.jp

小石川白山教会［日基教団］

〒112-0001　文京区白山2-37-3　Tel&Fax.03-3816-1797 

Tel.03-3815-0196 Fax.03-3815-0741　◇都営三田線白山

駅から徒歩10分［連絡先：〒112-0001　東京都文京区白

山2-37-9］　◇創立／1902年（325人）　◇古屋 博規、細

井 茂徳　◇礼拝／10:30　◇特色／福音教会の流れをく

む教会です。神学校献身者も多く、全国各地で活躍され

ています。地域に仕える教会に！

【HP】http://homepage1.nifty.com/hakusanch/

【E-Mail】sdghf@skyblue.ocn.ne.jp
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／1900年（56人）　◇瀬戸口 久美子　◇礼拝／10:30

麻布セント・メアリー教会［単立／独立］

〒106-0046　港区元麻布3-13-10　Tel.03-5411-8838 Fax. 

03-3403-8939　◇地下鉄南北線線麻布十番駅から徒歩7

分　◇創立／1997年　◇三宅 忠雄　◇礼拝／8:20

麻布南部坂教会［日基教団］

〒106-0047　港区南麻布4-5-6　Tel&Fax.03-3473-1276　

◇地下鉄日比谷線広尾駅から徒歩4分　◇創立／1920年

（143人）　◇松谷 祐二　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nanbuzaka.com/

安藤記念教会［日基教団］

〒106-0046　港区元麻布2-14-16　Tel&Fax.03-3442-

4988　◇地下鉄日比谷線広尾駅から徒歩10分　◇創立／

1917年（131人）　◇佐野 英二

【HP】http://ando-kinen.com/

ジーザス ライフハウス インターナショナル 
チャーチ［単立／独立］

〒107-0052　港区赤坂 集会場はホームページを参照　◇

地下鉄溜池山王駅［連絡先：ジーザス ライフハウス　〒

178-0063　東京都練馬区東大泉5-36-12 森川ビル2Ｆ］　

◇創立／2002年（500人）　◇プラマー，ロッド、プラマ−，

ヴィヴ、木村 竜太、ジョセフ，ダニエル、白鞘 慧海　◇

礼拝／11:30,13:30,16:30(日)、18:30(土)、19:30(水:御茶ﾉ水)　

◇外国語／英語,中国語(11:30)　◇特色／土・日の礼拝は

日・英バイリンガル(朝のみ中国語あり)。水曜日はお茶の

水クリスチャンセンター8Fで19時半より礼拝。

【HP】http://www.jesuslifehouse.com/

【E-Mail】contact@jesuslifehouse.com

芝教会［日基教団］

〒105-0001　港区虎ノ門1-20-15　Tel&Fax.03-3591-

4805　◇地下鉄銀座線虎ノ門駅　◇創立／1874年（147

人）　◇松下 恭規

聖アンデレ教会［聖公会］

〒105-0011　港区芝公園3-6-18　Tel.03-3431-2822 Fax. 

03-3434-5698　◇日比谷線神谷町駅から徒歩7分　◇創立

／1879年（776人）　◇大畑 喜道、小野里 俊一、池 星

熙　◇礼拝／7:30,9:15,10:30　◇テレホン／03-3431-

0250　◇特色／9時15分は子どもと祝うユーカリスト、子ど

もも大人もともに主の食卓の交わりの喜びを分ち合います。

【HP】http://st-andrew-tokyo.com

聖オルバン教会［聖公会］

〒105-0011　港区芝公園3-6-25　Tel.03-3431-8534 Fax. 

03-5472-4766　◇地下鉄日比谷線神谷町駅から徒歩7

分　◇ランドルフ，ノーラン　◇礼拝／8:00　◇外国語

／英語

高輪教会［日基教団］

〒108-0074　港区高輪3-15-15　Tel.03-3441-1004 Fax. 

03-3473-3290　◇JR目黒駅からバス「高輪警察前」停す

ぐ　◇創立／1882年（288人）　◇長津 栄　◇礼拝／

10:15　◇テレホン／03-3443-1430　◇特色／日曜日以外

の日に、結婚誓約式をしています。挙式3ヶ月前にお問い

合わせください。教団の牧師の司式も可能。

【E-Mail】hongo@jelc.or.jp

本郷中央教会［日基教団］

〒113-0033　文京区本郷3-37-9　Tel.03-3811-3500 Fax. 

03-5689-5699　◇地下鉄丸ノ内線本郷三丁目駅から徒歩3

分　◇創立／1890年（242人）　◇亀岡 顕　◇礼拝／

10:30,18:30

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~hongo189/

本郷独立キリスト教会［単立／独立］

〒113-0033　文京区本郷2-3-6 聖台講堂内　Tel.03-3811-

0912

茗荷谷キリスト教会［バプ連盟］

〒112-0012　文京区大塚1-1-18　Tel.03-3943-2050 Fax. 

03-5940-9370　◇地下鉄丸ノ内線茗荷谷駅から徒歩1分　

◇創立／1977年（120人）　◇朴 思郁、戸上 信義　◇礼

拝／9:00　◇外国語／英語

【HP】http://www.bekkoame.ne.jp/ha/mcc/

【E-Mail】mcc@ha.bekkoame.ne.jp

弓町本郷教会［日基教団］

〒113-0033　文京区本郷2-35-14　Tel.03-3811-2296 

Fax.03-3811-2707　◇地下鉄丸ノ内線本郷三丁目駅から

徒歩5分　◇創立／1886年（494人）　◇菅原 力、山口 和

憲　◇礼拝／10:30,17:00

【HP】http://www.yumichohongo.com/

【E-Mail】church@yumichohongo.com

港区 Minato-ku

青山教会［日基教団］

〒107-0062　港区南青山4-9-4　Tel&Fax.03-3401-6814　

◇地下鉄銀座線外苑前駅　◇創立／1904年（109人）　◇

増田 将平　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.geocities.jp/aoyamachurch_100/

赤坂教会［日基教団］

〒107-0052　港区赤坂6-9-6　Tel.03-3582-1945 Fax.03-

3586-8535　◇地下鉄千代田線赤坂駅から徒歩7分　◇創

立／1886年（105人）　◇姫井 雅夫　◇礼拝／10:30　◇

特色／教会の理念：①隣人を愛し、②地域に仕え、③世

界宣教に貢献する。

【HP】http://akasakachurch.com/

【E-Mail】tmhgloria@s7.dion.ne.jp

麻布霞町教会［同盟基督］

〒106-0031　港区西麻布4-11-14　Tel&Fax.03-3400-

2948　◇JR渋谷駅から51番バス(新橋駅行)「西麻布」停、

徒歩5分　◇創立／1949年（66人）　◇小林 伊佐美　◇

礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時と木曜日午前10時

30分から祈祷会。日曜日午後5時からゴスペル中心の賛美

集会があります。

【HP】http://azabu-kasumicho.com/

【E-Mail】info@azabu-kasumicho.com

麻布小隊［救世軍］

〒106-0046　港区元麻布3-12-47　Tel&Fax.03-3408-

5616　◇地下鉄南北線麻布十番駅から徒歩7分　◇創立
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ます。数分のものですが、おとなも和む楽しいひと時です。

【HP】http://gyoninzaka-church.jp/

恵泉バプテスト教会［バプ連盟］

〒153-0061　目黒区中目黒3-13-29　Tel.03-3713-1624 

Fax.03-3713-1225　◇東急東横線・地下鉄中目黒駅から

徒歩7分　◇創立／1949年（549人）　◇小河 義伸、松見 

享子、長尾 なつみ　◇礼拝／10:15

【E-Mail】keisen@npyn.ftbb.ne.jp

新栄教会［日基教団］

〒153-0065　目黒区中町1-6-16　Tel&Fax.03-3713-

9276　◇JR目黒駅からバス「目黒消防署」停　◇創立／

1873年（57人）　◇本間 敏雄　◇礼拝／10:30

聖パウロ教会［聖公会］

〒153-0053　目黒区五本木2-20-1　Tel.03-3710-6031 Fax. 

03-3710-6032　◇東急東横線祐天寺駅から徒歩5分　◇

創立／1876年（191人）　◇山口 千寿　◇礼拝／7:30,

10:30

東京聖書教会［単立／独立］

〒152-0023　目黒区八雲2-9-7　Tel&Fax.03-3717-6442　

◇東急東横線自由が丘駅から徒歩10分　◇創立／1957

年　◇竹口 英機、岳藤 照子、鈴木 昌　◇礼拝／11:00,

16:00　◇特色／毎週水曜午後7時から祈祷会。毎月第2水

曜午後1時半から聖書を学ぶ会があります。

【HP】http://church.ne.jp/tokyobible/

【E-Mail】tokyobible@church.ne.jp

中目黒教会［日基教団］

〒153-0063　目黒区目黒3-4-5　Tel.03-3713-4172 Fax.03-

3713-4182　◇JR目黒駅　◇創立／1951年（122人）　◇

寺田 進　◇礼拝／10:15

【HP】http://home.g00.itscom.net/nakame96/church/

碑文谷教会［日基教団］

〒152-0001　目黒区中央町1-21-10　Tel.03-3712-5758,03-

3793-4841 Fax.03-3760-4613　◇東急東横線学芸大学駅

から徒歩7分　◇創立／1936年（289人）　◇大三島 義

孝　◇礼拝／10:30

【HP】http://park1.wakwak.com/~himonya-c/

目黒カベナント教会［NSKK］

〒153-0065　目黒区中町1-34-11　Tel.03-3712-5074 

Fax.03-3712-5421　◇東急東横線学芸大学駅から徒歩10

分　◇創立／1954年（52人）　◇田中 正文　◇礼拝／

10:30　◇特色／賛美チームによるワーシップソング、聖

歌隊の賛美など音楽を中心に若い人から経年者までの交

わりを大切に。

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~mecc5074/

【E-Mail】mecc5074@cyber.ocn.ne.jp

目黒教会［基督兄弟団］

〒153-0051　目黒区上目黒3-42-16　Tel.03-3713-4167 

Fax.03-3715-0204　◇東急東横線中目黒駅から徒歩10

分　◇創立／1951年（91人）　◇工藤 公敏、工藤 頼子　

◇礼拝／9:00,10:30,19:00　◇テレホン／03-3713-0900　

◇特色／愛にあふれた教会を目指して。

【HP】http://www015.upp.so-net.ne.jp/m-church/

【HP】http://www.geocities.jp/takanawachurch/

【E-Mail】taka-ch@dp.u-netsurf.ne.jp

東京愛の教会［聖書キリスト］

〒107-0052　港区赤坂2-13-8 ロイヤルプラザ309　Tel. 

03-3589-2217　◇地下鉄千代田線赤坂駅から徒歩5分　◇

崔 蓮順

東京月会［クエーカー］

〒108-0073　港区三田4-8-19　Tel&Fax.03-3451-7002　

◇地下鉄浅草線泉岳寺駅から徒歩6分　◇創立／1890年

（73人）　◇渡部 康子、田中 良子　◇礼拝／10:30　◇特

色／牧師も長老もプログラムもない沈黙の礼拝を毎週日

曜日行っています。第2、第4水曜は夕拝と話し合いです。

【HP】http://www.kirisutoyuukai.org

鳥居坂教会［日基教団］

〒106-0032　港区六本木5-6-15　Tel.03-3401-8704 Fax. 

03-3401-8289　◇地下鉄大江戸線六本木駅から徒歩7

分　◇創立／1883年（349人）　◇張田 眞　◇礼拝／

11:00

【HP】http://harimako.com/toriizaka.aspx

霊南坂教会［日基教団］

〒107-0052　港区赤坂1-14-3　Tel.03-3583-0403 Fax.03-

3583-6974　◇地下鉄日比谷線神谷町駅　◇創立／1879

年（818人）　◇押川 幸男、西脇 正之、押川 沢江、吉岡 

恵生　◇礼拝／10:15,19:00

【HP】http://www.reinanzaka.jp/

六本木ルーテル教会［NRK］

〒106-0032　港区六本木6-16-44　Tel.03-3405-9972　◇

江本 真理

目黒区 Meguro-ku

インマヌエル中目黒キリスト教会［IGM］

〒153-0051　目黒区上目黒1-12-7　Tel.03-5456-8361 

Fax.03-5456-2310　◇東急東横線中目黒駅から徒歩3分　

◇創立／1948年（393人）　◇竿代 照夫、竿代 皓子、酒

居 美津代、高橋 みづほ、渡辺 寛、山口 民雄　◇礼拝／

10:00,13:30　◇特色／水曜10:30/18:30＝祈祷会。火曜

10:00と金曜17:00＝聖書を読む会。牧会小グループは、19

か所で行われています。

【HP】http://www.igmtokyo.com/

【E-Mail】nakame-church@immanuel.or.jp

柿ノ木坂教会［日基教団］

〒152-0022　目黒区柿の木坂1-31-19　Tel.03-3717-3870 

Fax.03-3717-3916　◇東急東横線都立大学駅　◇創立／

1936年（279人）　◇棟居 勇、柳田 かおり　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.purple.dti.ne.jp/church/

行人坂教会［日基教団］

〒153-0064　目黒区下目黒1-4-1　Tel.03-3491-7365 

Fax.03-5487-4135　◇JR目黒駅西口から徒歩5分　◇創立

／1903年（110人）　◇朝日 研一朗　◇礼拝／10:30　◇

特色／毎週、主日礼拝の中に「子ども祝福」の時間があり
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昭島教会［日基教団］

〒196-0022　昭島市中神町1232-5　Tel&Fax.042-543-

9562　◇JR中神駅から徒歩5分　◇創立／1951年（185

人）　◇石川 献之助　◇礼拝／10:30,19:00(第1のみ)

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~aksch/

昭島キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒196-0014　昭島市田中町2-1-31　Tel.042-544-0769　◇

JR昭島駅から徒歩18分　◇創立／1990年（8人）　◇吉野 

清一郎、吉野 道子　◇礼拝／10:30

昭島めぐみ教会［バプ連盟］

〒196-0032　昭島市郷地町2-20-5　Tel.042-543-3869 

Fax.042-543-5940　◇JR東中野駅から徒歩20分　◇創立

／1970年　◇城倉 良介

関東栄光教会［NTM］

〒196-0003　昭島市松原町3-10-8　Tel.042-541-4211 

Fax.042-541-9275　◇JR拝島駅から徒歩5分　◇三坂 正

治　◇礼拝／8:30,10:30,17:00　◇特色／教会学校、学生

礼拝、聖書研究、祈祷会、婦人礼拝、区域礼拝、聖歌隊、

楽器隊など活発です。

シオンの群森の上キリスト教会＝森の上グ
リーンチャペル［単立／独立］

〒196-0014　昭島市田中町1-9-22　Tel&Fax.042-544-

2967　◇JR昭島駅南口から徒歩15分　◇創立／1987年

（30人）　◇峯島 佑二、峯島 政子　◇礼拝／10:30　◇特

色／木曜日午前10時30分から祈祷会

拝島平安伝道所［日基教団］

〒196-0004　昭島市緑町1-7-2　Tel&Fax.042-544-1461　

◇JR昭島駅南口から徒歩10分　◇創立／1988年（11人）　

◇吉村 謙　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01411_haijimaheian.html

【E-Mail】meguroch@hotmail.com

目黒教会［ナザレン］

〒153-0042　目黒区青葉台4-7-6　Tel.03-3466-2415　◇

JR渋谷駅からバス「大坂上」停、徒歩3分　◇創立／

1937年（82人）　◇松川 卓　◇礼拝／10:30

【HP】http://www22.ocn.ne.jp/~nazaren/

目黒教会［聖協団］

〒152-0002　目黒区目黒本町1-11-8　Tel&Fax.03-3711-

1882　◇JR目黒駅　◇創立／1963年（36人）　◇横山 聖

司、横山 さおり　◇礼拝／10:30

【E-Mail】izumikai@dream.com

目黒伝道所［東洋ローア］

〒153-0063　目黒区目黒2-4-36 目黒区民センター(郵便物

の差出不可)　◇JR目黒駅から徒歩15分［連絡先：東洋ロ

ーア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛

呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1996

年（55人）　◇竹内 つづみ　◇礼拝／10:30　◇外国語／

手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書のお

話は手話で行われます。音声への通訳はありません。

目黒原町教会［日基教団］

〒152-0011　目黒区原町2-3-4　Tel&Fax.03-3712-6635　

◇東急目黒線洗足駅から徒歩7分　◇創立／1933年（38

人）　◇岩居 保久志　◇礼拝／10:30　◇特色／小規模教

会ですので礼拝後、親しく皆さんでお茶会をし、いろいろ

と信仰や日常のことを話し合っています。

【HP】http://www.asahi-net.or.jp/~cd2y-iszk/

【E-Mail】amenhi@hotmail.com

昭島市 Akishima-shi

昭島教会［東京FM］

〒196-0015　昭島市昭和町4-1-13　Tel&Fax.042-541-

8898　◇JR昭島駅から徒歩10分　◇創立／1969年（50

人）　◇甲斐 慎一郎、甲斐 直子　◇礼拝／10:30,19:30　

◇特色／説教集による文書伝道、説教要約のブログ、交

わりを大切にし、明るく温かい教会づくりに力を入れてい

ます。

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~hskhc/akishimachurch.htm

【E-Mail】tfmakai@viola.ocn.ne.jp

http://www015.upp.so-net.ne.jp/m-church/
http://www7.ocn.ne.jp/~hskhc/akishimachurch.htm
http://www2.ocn.ne.jp/~eikou/
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北野キリスト教会もみの木チャペル［神の教会］

〒206-0821　稲城市長峰2-10　Tel&Fax.042-331-7506　

◇京王線稲城駅　◇松沢 信広　◇礼拝／11:00

【E-Mail】onlyone@vesta.ocn.ne.jp

若葉台いずみ教会［イエス・キリスト］

〒206-0822　稲城市坂浜2612-3　Tel&Fax.042-331-

4430　◇京王相模原線若葉台駅から徒歩15分　◇創立／

2001年（20人）　◇長谷川 義朗、長谷川 友子　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝第1部(大人と子どもの合同礼拝)の

後、礼拝第2部(大人のメッセージ)と教会学校に分かれます。

【HP】http://www.geocities.jp/inagi_oasis/

【E-Mail】oasis@righthand.co.jp

青梅市 Ome-shi

ウィングズチャペル＝ウィングズ［聖書キリスト］

〒198-0031　青梅市師岡町3-12-7 アスティ103号室　Tel 

&Fax.0428-21-0124　◇JR河辺駅北口から徒歩8分　◇創

立／2005年（8人）　◇寺林 隆一、寺林 みさ子　◇礼拝

／10:30　◇特色／あたたかい家族という雰囲気で礼拝し

ています。

【E-Mail】jesus100percent@hotmail.com

青梅あけぼのキリスト教会［バプ連盟］

〒198-0063　青梅市梅郷3-904-3　Tel.0428-76-0634 Fax. 

0428-76-1077　◇JR日向和田駅から徒歩5分　◇創立／

1950年（75人）　◇大谷 唯信、森元 国文　◇礼拝／9:30,

11:00,19:30　◇特色／水曜日午前10時、午後8時祈祷会、

壮年、婦人、青年のセルグループ、幼児のためプレイル

ーム。ひよこ教室。

【HP】http://homepage3.nifty.com/Akebono/

青梅教会［日基教団］

〒198-0042　青梅市東青梅3-10-4　Tel&Fax.0428-22-

0590　◇JR東青梅駅から徒歩5分　◇創立／1888年（62

人）　◇有馬 歳弘　◇礼拝／10:30　◇特色／古い会堂で

ゆったりと礼拝をしています。ゆっくり共に、小さな集ま

りもあります。

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~oume001/

青梅教会［聖協団］

〒198-0052　青梅市長淵4-250　Tel&Fax.0428-22-

8839　◇JR河辺駅から徒歩20分　◇創立／1979年（23

人）　◇濱野 好邦、濱野 好枝　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.sam.hi-ho.ne.jp/hamano/

【E-Mail】hamano@seikyodan.com

青梅キリスト教会［東京FM］

〒198-0036　青梅市河辺町4-7-9　Tel.0428-24-9177 

Fax.0428-24-9186　◇JR河辺駅南口から徒歩5分［連絡先：

松永 雅雄　〒198-0036　東京都青梅市河辺町1-817-1-505 

Tel.0428-24-6320］　◇創立／1976年（54人）　◇広瀬 邦

彦、松永 雅雄　◇礼拝／10:30　◇特色／特別養護老人

ホーム2ヵ所で月1回集会をしています。九十九園と御岳園。

盲老人ホーム聖明園では朗読奉仕です。

【HP】http://Park21.wakwak.com/~fmome/

【E-Mail】fmome@ce.wakwak.com

あきる野市 Akiruno-shi

秋川キリスト集会［単立／独立］

〒197-0823　あきる野市野辺491　Tel.042-559-0156 Fax. 

042-559-0159　◇JR東秋留駅　◇有馬 平吉　◇礼拝／

10:30

あきる台バイブルチャーチ［長老教会］

〒190-0144　あきる野市山田735-4　Tel&Fax.042-596-

4983　◇JR武蔵引田駅から徒歩12分　◇創立／1995年

（51人）　◇渡辺 晴山　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~akiru-ch/

五日市伝道所［日基教団］

〒190-0152　あきる野市留原822-5　Tel&Fax.042-595-

0676　◇JR武蔵五日市駅から徒歩10分　◇創立／1945年

（15人）　◇野口 敬　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.5day-ch.com/

キリストの福音秋川集会［単立／独立］

〒197-0825　あきる野市雨間326 赤坂旅館　Tel.042-558-

1515　◇赤坂 律子

シープゲートチャペル東秋留駅前教会＝東
秋留駅前教会［単立／独立］

〒197-0823　あきる野市野辺472-17-3F　Tel.042-532-

4717 Fax.042-532-4741　◇JR東秋留駅北口すぐ　◇創

立／2005年（25人）　◇酒井 優造、酒井 久美子　◇礼

拝／11:00　◇特色／イエス様の花嫁を目指してます。日

本とユダヤの学びや地域の祭りにゴスペルで参加します。

【E-Mail】sheepgate@nifty.com

西多摩キリスト教会［アッセンブリー］

〒197-0802　あきる野市草花3670-151　Tel&Fax.042-

518-7470　◇JR福生駅から徒歩16分　◇創立／1983年

（26人）　◇井野 正人、井野 真由美　◇礼拝／10:00　◇

特色／羽村・横田両伝道所が合併し会堂購入、あきる野

市草花に移転しました。地域に根ざした教会形成を目指

します。

日本バプテスト秋川バプテスト教会［バプ連盟］

〒197-0801　あきる野市菅生646-2　Tel&Fax.042-558-

2343　◇JR秋川駅からバス「菅瀬橋」停、徒歩3分　◇

創立／1995年（10人）　◇福島 勇　◇礼拝／11:00

稲城市 Inagi-shi

稲城教会［日基教団］

〒206-0802　稲城市東長沼1086　Tel.042-377-5559 

Fax.042-377-5609　◇JR稲城長沼駅から徒歩5分　◇創

立／1949年（39人）　◇清水 信浩　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01513_inagi.html

稲城聖書教会［単立／独立］

〒206-0802　稲城市東長沼2114-3　Tel&Fax.042-377-

5546　◇京王相模線稲城駅から徒歩7分　◇創立／1993

年（24人）　◇金 俊起　◇礼拝／11:00
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清瀬信愛教会［日基教団］

〒204-0024　清瀬市梅園2-5-15　Tel.042-491-0851 Fax. 

042-491-0920　◇西武池袋線秋津駅南口から徒歩15分　

◇創立／1948年（103人）　◇本宮 喨、大塚 啓子　◇礼

拝／10:30　◇特色／毎日曜日9時20分から隣接の信愛病

院内でも礼拝しています。

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~ksch/

【E-Mail】kiyose-shin-ai@soleil.ocn.ne.jp

清瀬聖母教会［聖公会］

〒204-0024　清瀬市梅園1-1-25　Tel.042-493-7472 Fax. 

042-491-1239　◇西武池袋線清瀬駅南口からバス「梅園

一丁目」停、目の前　◇創立／1949年（177人）　◇宮﨑 

光　◇礼拝／日曜日7:30,10:30、火~土8:00　◇特色／広い

敷地に恵まれて、静かに心を休ませられる教会です。小

グループの黙想にもお用いください。

清瀬全福音教会［単立／独立］

〒204-0022　清瀬市松山1-27-6　Tel.042-495-8041 Fax. 

042-495-8042　◇西武池袋線清瀬駅南口から徒歩1分　

◇創立／1997年（20人）　 ◇岡田 昌弘　 ◇礼拝／

10:30,15:00　◇特色／水曜日午後7時30分から礼拝(勉強

会)。金曜日午後7時30分から祈祷会。

清瀬バプテスト教会［バプ教会連合］

〒204-0021　清瀬市元町2-12-6　Tel&Fax.042-491-

6432　◇西武池袋線清瀬駅　◇創立／1968年　◇坂本 

博

清瀬みぎわ教会［日基教団］

〒204-0013　清瀬市上清戸2-6-9　Tel.042-491-0450 Fax. 

042-491-9562　◇西武池袋線清瀬駅北口から徒歩8分　

◇創立／1950年（58人）　◇和田 道雄、ヴァンデバーグ，

トーマス　◇礼拝／10:30　◇特色／パイプオルガンコン

サートやオルガン講座を実施。地域に根ざした教会形成

を目指しています。

【HP】http://www2.yui.ac/migiwa/

【E-Mail】migiwa@crocus.ocn.ne.jp

東京新恩恵教会［ホーリネス］

〒204-0004　[集会のみ]清瀬市野塩5-244-9 小山ハイツ2-

102　Tel&Fax.042-494-4599　◇西武池袋線秋津駅から

徒歩5分　◇創立／1927年（50人）　◇李 映旻　◇礼拝

／9:30　◇外国語／韓国語

ニューホープ国際基督教会［単立／独立］

〒204-0003　清瀬市中里2-634-3　Tel.042-492-8901　◇

地下鉄清瀬駅から徒歩18分　◇創立／1983年（50人）　

◇中島 修平　◇礼拝／10:00　◇特色／聖書が聖典の福

音的プロテスタント。地域と世界へ宣教・教育・奉仕。在

宅ホスピス等医療で社会支援を推進。

フルゴスペル清瀬教会［JFGA］

〒204-0021　清瀬市元町1-1-14 常成ビル2F　Tel.042-

492-6125　◇西武池袋線清瀬駅北口から徒歩5分　◇高 

美善

青梅キリスト教会［JECA］

〒198-0042　青梅市東青梅6-11-4　Tel.0428-22-1339 

Fax.0428-22-1409　◇JR東青梅駅から徒歩7分　◇創立

／1949年（95人）　◇林 桂司、横山 昌英、大倉 寧、トビ

アス，シュカト、廉 成俊、崔 惠慶　◇礼拝／10:30　◇

特色／青梅、青梅東、おざく台、大月の各教会が「ぶどう

の木コイノニア」の交わりを築いています。

【HP】http://www.din.or.jp/~khayashi/omech.html

【E-Mail】christ@din.or.jp

青梅恵みキリスト教会［ホーリネス］

〒198-0032　青梅市野上町2-16-24　Tel&Fax.0428- 

24-8692 Fax.042-397-2343　◇JR河辺駅から徒歩20分［連

絡先：Tel.042-397-2343］　◇創立／1974年（68人）　◇

佐藤 義則、佐藤 具子　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日

午前10時30分から祈祷会。第1土曜日午後7時30分より子

育て･教育講座。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~o-megumi/

【E-Mail】oume-megumi-ch@extra.ocn.ne.jp

河辺伝道所［日基教団］

〒198-0036　青梅市河辺町7-2-3　Tel.0428-31-0373 

Fax.0428-31-0334　◇JR河辺駅北口から徒歩10分　◇創

立／1967年（15人）　◇久山 康平　◇礼拝／10:30　◇

特色／幼稚園舎を借りて礼拝を行っている小さな群れで

すが、子ども向けの教会学校(9:20〜)も行っております。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01 

/01413_kabe.html

グレイス・クリスチャン・フェローシップ［単

立／独立］

〒198-0036　青梅市河辺町7-5-8　Tel.0428-30-1604 Fax. 

0428-30-1571　◇JR河辺駅から徒歩10分　◇創立／2001

年（200人）　◇ウィルソン，ジョナサン、ウィルソン，利

恵、ミックベイド，ジョン、ミックベイド，ベリンダ　◇

礼拝／9:00,11:00,19:30　◇外国語／英語、スペイン語　

◇特色／国際色豊かで、家族としての交わりを大切にし

ています。地域との交流にも力を入れています。

【HP】http://www.gracejapan.com/

清瀬市 Kiyose-shi

清瀬旭が丘教会［日基教団］

〒204-0002　清瀬市旭が丘1-278　Tel&Fax.042-493-

1173　◇西武池袋線清瀬駅からバス「旭が丘通り」停、

徒歩2分　◇創立／1958年（38人）　◇礼拝／10:30　◇

特色／家庭集会、バザー、コンサートなど地域に密着し

た伝道をしています。ブログで教会の最新情報を発信し

ています。

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~asahi-ch/

清瀬小隊［救世軍］

〒204-0023　清瀬市竹丘1-17-61　Tel.042-491-7600 Fax. 

042-493-1241　◇西武池袋線清瀬駅からバス5分　◇創

立／1942年（140人）　◇石坂 臣司、石坂 奈緒美　◇礼

拝／10:15　◇特色／日曜学校、ジュニア・クッキング・

クラブ、入門講座、プレイズタイム(祈祷会)、柏寿会(敬老

会)、家庭団(女性の集い)、ブラスバンド練習

【E-Mail】kiyose@salvationarmy.or.jp
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【HP】http://takinogawagakuen.cocolog-nifty.com/

東京中央伝道所［日キ教会］

〒186-0003　国立市富士見台2-25-9　Tel&Fax.042-575-

7439　◇国立駅から徒歩10分　◇久保 義宣

東京メトロチャーチ教会［アッセンブリー］

〒186-0001　国立市北3-16-12　Tel&Fax.042-548-0132　

◇JR立川駅北口からバス「北町」停［連絡先：Tel.090-

7271-5430］　◇創立／1995年（95人）　◇林 幸司、林 恵

美子　◇礼拝／10:30,17:00　◇特色／生活に役立ち、励

まされる雰囲気の教会です。月2回日曜日にゴスペルクワ

イアがあります。帰国者も歓迎します。

【HP】http://www.tokyo-metro-church.jp/

【E-Mail】koji@tokyo-metro-church.jp

小金井市 Koganei-shi

キリスト信愛会小金井教会［ホーリネス］

〒184-0004　小金井市本町3-5-9　Tel&Fax.042-383-

8976　◇JR武蔵小金井駅から徒歩8分　◇創立／1945年

（20人）　◇金 玲淑　◇礼拝／10:30　◇外国語／韓国語

(16:00)　◇特色／礼拝は日本語で、午後4時からは韓国語

礼拝があります。

小金井教会［東京FM］

〒184-0004　小金井市本町5-8-7　Tel.042-384-2764 Fax. 

042-384-2807　◇JR武蔵小金井駅から徒歩3分　◇創立

／1953年（195人）　◇宮川 浩二、野尻 道人、宮川 むつみ、

芳賀 正、芳賀 秋　◇礼拝／9:00,11:10　◇特色／駅から

3分、ほっとするアットホームな教会を目指しています。

国内宣教と世界宣教に貢献する教会です。

【HP】http://www.tokyofree.net

小金井教会［日基教団］

〒184-0004　小金井市本町2-10-10　Tel&Fax.042-385-

2284　◇JR武蔵小金井駅から徒歩7分　◇創立／1938年

（102人）　◇丸山 和則　◇礼拝／10:15　◇特色／この世

の決まりごとや序列とはあべこべの世界のキリストの「温

かさ・やさしさ」を大切にする教会です。

【HP】http://www.koganei-church.com/

【E-Mail】info@koganei-church.com

小金井聖公会［聖公会］

〒184-0003　小金井市緑町4-13-4　Tel.042-381-3256 

Fax.042-381-3266　◇JR武蔵小金井駅からバス10分　◇

創立／1940年（162人）　◇吉野 秀幸　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nskk.org/tokyo/church/koganei/koganei.htm

小金井西ノ台教会［日基教団］

〒184-0004　小金井市本町6-7-3　Tel.042-383-8909 Fax. 

042-383-8912　◇JR武蔵小金井駅から徒歩8分　◇創立／

1956年（49人）　◇青戸 宏史、青戸 歌子　◇礼拝／10:30　

◇特色／改革長老教会として、聖書に忠実で礼拝を大事に

する教会です。祈祷会は毎水曜日に昼と夜の2回あります。

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/nishinodai-church/

【E-Mail】nishinodai-church@jcom.home.ne.jp

国立市 Kunitachi-shi

イエスと歩む会［単立／独立］

〒186-0004　国立市中1-4-23 アミーチ方　Tel.042-544-

7241 Fax.042-549-0958　◇JR国立駅から徒歩7分　◇創

立／1994年　◇橋本 弥古武、三輪 勝司、村上 静男　◇

礼拝／14:00(土)　◇特色／月1回第2土曜日の14時から、

日本語のみで、自由に語り合える集会です。

国立教会［日基教団］

〒186-0004　国立市中1-7-14　Tel.042-572-4026 Fax.042 

-571-1454　◇JR国立駅南口から徒歩6分　◇創立／1946

年（423人）　◇宍戸 達、宍戸 好子　◇礼拝／10:30　◇

特色／第2火曜：若婦人会、第3火曜：婦人会、第4火曜：

方面会、毎週木曜10時30分と19時30分に祈祷会。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01407_kunitachi.html

国立教会［ナザレン］

〒186-0005　国立市西2-26-30　Tel&Fax.042-572-

8786　◇JR国立駅からバス「郵政研修所」停、徒歩2

分　◇創立／1963年（36人）　◇梶原 孝幸　◇礼拝／

10:30

国立キリスト教会［同盟基督］

〒186-0003　国立市富士見台4-39-1　Tel&Fax.042-572-

9269　◇JR矢川駅から徒歩8分　◇創立／1963年（59

人）　◇嵐 時雄、本澤 敬子　◇礼拝／11:00,19:00　◇特

色／落ち着いた街の一角。男女･年令にバランスのとれた

教会です。車いすの方もそのまま礼拝室に。

国立聖書教会［改革派］

〒186-0003　国立市富士見台2-33-6　Tel&Fax.042-575-

7641　◇JR国立駅からバス5分、停歩4分　◇創立／1969

年（10人）　◇野島 邦夫　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kunitachi.bible.church@gmail.com

くにたち聖書研究会［無教会］

国立市公民館　◇JR国立駅から徒歩7分［連絡先：加納 

貞彦　〒166-0013　東京都杉並区堀ノ内2-6-21 パークハ

イム杉並G302］　◇創立／1962年（20人）　◇加納 貞彦

(信徒)　◇礼拝／10:30(第2,第4)　◇特色／毎月第2及び

第4日曜日午前10時30分から12時まで開催しています。

【HP】http://www1.atwiki.jp/test/pages/4319.html

【E-Mail】kano.sadahiko@proof.ocn.ne.jp

国立のぞみ教会［CPC］

〒186-0002　国立市東3-15-9　Tel&Fax.042-572-7616　

◇JR国立駅から徒歩15分　◇創立／1961年（103人）　◇

唐澤 健太　◇礼拝／10:30　◇特色／2005年から子ども

と一緒の礼拝を開始しました。ぜひどうぞ！詳細はホーム

ページをご覧下さい。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~nozomich/

【E-Mail】nozomi-ch@ceres.ocn.ne.jp

滝乃川学園聖三一礼拝堂［聖公会］

〒186-0011　国立市谷保6312　Tel.042-577-0035 Fax. 

042-577-0036　◇JR矢川駅から徒歩8分　◇創立／1892

年　◇加藤 俊彦、吉村 庄司、高瀬 祐二　◇礼拝／10:00
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国分寺バプテスト教会［バプ教会連合］

〒185-0033　国分寺市内藤1-10-77　Tel.042-576-6046 

Fax.042-576-6048　◇JR西国分寺駅から徒歩10分　◇創

立／1965年（120人）　◇米内 宏明、佐竹 十喜雄、平田 

美保、荒井 恵理也、福間 庸平　◇礼拝／10:30　◇外国

語／英語　◇特色／色々な国の人、幅広い世代の人が集

まる、バラエティに富んだオープンな礼拝。賛美の豊かな

明るい教会です。

【HP】http://homepage2.nifty.com/kbch/

国分寺南教会［日基教団］

〒185-0022　国分寺市東元町3-4-18　Tel.042-323-1751 

Fax.042-301-1751　◇JR国分寺駅南口から徒歩8分　◇創

立／1962年（36人）　◇深山 祐、深山 正子　◇礼拝／

10:30,19:00

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01405_kokubunjiminami.html

ジーザス・コミュニティ＝カルバリ－チャペ
ル国分寺［カルバリーチャペル］

〒185-0021　国分寺市南町2-16-21 冨士ビル4F　Tel& 

Fax.042-329-4939　◇JR国分寺駅南口から徒歩3分　◇

創立／1999年　◇桜井 知主夫　◇礼拝／10:30　◇特色

／日曜午後1時30分〜ビジョンタイム。木曜日午前10時30

分〜および金曜日午後7時30分〜バイブルスタディ。英語

の同時通訳あり。

【HP】http://www.calvarykb.org/

【E-Mail】jesus_community@hotmail.co.jp

TLCCCキリストの町教会［主の十字架］

Tel&Fax.042-345-1216 Tel.080-6592-8839　◇礼拝場所

はホームページ、電話にて確認ください。　◇創立／

2000年（12人）　◇ナタン 若山　◇礼拝／9:30　◇特色

／日曜11時30分から30分ほど祈祷会が行われています。

【HP】http://www.city-of-christ.org/

【E-Mail】city_of_christ@oasis.ocn.ne.jp

西国分寺教会［日基教団］

〒185-0032　国分寺市日吉町4-17-44　Tel&Fax.042-323-

2481　◇JR西国分寺駅北口から徒歩10分　◇創立／1979

年（51人）　◇吉田 進

小平市 Kodaira-shi

石岡記念教会＝小平教会［日基教団］

〒187-0043　小平市学園東町1-2-41　Tel&Fax.042-343-

0228　◇西武多摩湖線一橋学園駅前　◇創立／1948年

（98人）　◇長谷川 洋介　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01313_ishiokakinen.html

小川イエス福音教会［単立／独立］

〒187-0032　小平市小川町1-2349　Tel.042-348-8551 

Fax.042-341-3561　◇西武拝島線小川駅から徒歩15分　

◇創立／1954年（200人）　◇中川 博　◇礼拝／10:30　

◇特色／毎週日曜日午前8時50分から教会学校。4歳から

高校生まで。

小金井緑町教会［日基教団］

〒184-0003　小金井市緑町4-16-33　Tel&Fax.042-381-

7961　◇JR武蔵小金井駅北口からバス「小金井北高校」停、

徒歩3分　◇創立／1965年（65人）　◇山畑 謙　◇礼拝

／10:30

【HP】http://km-ch.org/

【E-Mail】koganei.midorichou@gmail.com

東京キリスト教会［アライアンス］

〒184-0015　小金井市貫井北町2-15-9　Tel&Fax.042- 

387-5215 Tel.050-1382-6962 Fax.050-1382-6962　◇JR武

蔵小金井駅北口からバス5分「プール前」停、徒歩3分　

◇創立／1981年（16人）　◇藤井 哲夫　◇礼拝／10:30,

18:00　◇特色／水曜日午前10時30分および午後7時30分

から聖書の学びと祈りの会をしています。

【HP】http://www.geocities.jp/tokyochristchurch/

【E-Mail】tokyochristchurch@ybb.ne.jp

貫井南町キリスト教会＝スプリングチャー
チ［単立／独立］

〒184-0014　小金井市貫井南町4-13-38　Tel&Fax.042-

383-4887　◇JR武蔵小金井駅　◇創立／1965年（38人）　

◇橋本 洽祚　◇礼拝／10:20　◇特色／水曜日午後7時30

分から祈祷会。第3聖日礼拝後ゆりの会。小学生のための

英会話クラス水曜日3時〜5時。

【HP】http://homepage3.nifty.com/nukuichurch/

【E-Mail】nukui-church@nifty.com

東小金井教会［CPC］

〒184-0011　小金井市東町2-14-16　Tel&Fax.0422-31-

1279　◇JR東小金井駅から徒歩10分　◇創立／1964年

（36人）　◇香月 茂　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/higashikoganeichurch/

国分寺市 Kokubunji-shi

恋が窪キリスト教会［同盟基督］

〒185-0002　国分寺市東戸倉2-23-9　Tel&Fax.042-321-

7150　◇西部国分寺線恋ヶ窪駅から徒歩5分　◇創立／

1967年（58人）　◇柿島 文人、丹羽 喬　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時半、午後7時半から祈祷

会。第3木曜日午前10時半から婦人のための聖書の学び会

があります。

【HP】http://homepage3.nifty.com/koigakubo/

国分寺教会［日基教団］

〒185-0012　国分寺市本町1-6-2　Tel.042-322-2017 Fax. 

042-326-3785　◇JR国分寺駅北口から徒歩7分　◇創立

／1947年（300人）　◇定家 修身、望月 麻生　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前6時15分及び、水曜日午後7時

30分より聖書研究祈祷会。第2・第4日曜日午後6時30分よ

り夕礼拝。

【HP】http://www.church.jp/kokubunji/

【E-Mail】kokubunj@juno.ocn.ne.jp

国分寺高木町バプテスト教会［バプ連合］

〒185-0036　国分寺市高木町1-5-19　Tel.042-575-8100　

◇鈴木 夕太　◇礼拝／10:30
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【E-Mail】hanakoganei@gamma.ocn.ne.jp

武蔵野めぐみキリスト教会［単立／独立］

〒187-0011　小平市鈴木町1-447-19　Tel.042-323-7050　

◇JR武蔵小金井駅からバス10分「日立国際電機前」停　

◇創立／2004年　◇志田 正則、志田 利恵　◇礼拝／

11:00

弥生台キリスト教会［キリスト兄弟団・東京メノナ

イト］

〒187-0002　小平市花小金井4-12-6　Tel.042-464-

7429　◇西武新宿線花小金井駅からバス5分［連絡先：

Tel.042-463-7295］　◇創立／1980年（33人）　◇東條 隆

進　◇礼拝／10:30　◇特色／第1第3水曜午後3時半から

親子イングリッシュクラブがあり、家族的雰囲気を大切に

している。

【HP】http://www.yayoidaichurch.com/

狛江市 Komae-shi

和泉多摩川教会［日基教団］

〒201-0013　狛江市元和泉2-19-7　Tel.03-3489-1865　◇

小田急小田原線和泉多摩川駅　◇創立／1969年（22人）　

◇山室 眞平　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01509_izumitamagawa.html

狛江教会［日基教団］

〒201-0003　狛江市和泉本町1-16-12　Tel.03-3489-5044 

Fax.03-3489-5048　◇小田急線狛江駅から徒歩13分　◇

創立／1956年（220人）　◇岩田 昌路　◇礼拝／9:00,

10:30,19:00

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~komae-ch/

【E-Mail】komaekyoukai@themis.ocn.ne.jp

多摩川キリスト教会［バプ連盟］

〒201-0005　狛江市岩戸南4-2-5　Tel&Fax.03-3480-

8457　◇小田急線喜多見駅南口から徒歩15分　◇野口 日

宇満　◇礼拝／11:00　◇特色／日曜日午前10時から教会

学校。水曜日午後7時から祈祷会。木曜日午前10時30分か

ら聖書クラス。

【HP】http://church.ne.jp/tamagawa/

立川市 Tachikawa-shi

インマヌエル立川キリスト教会［IGM］

〒190-0003　立川市栄町2-39-2　Tel.042-537-4531　◇

JR立川駅北口からバス「栄町2丁目」停、徒歩3分　◇創

立／1958年（134人）　◇熊谷 邦男、熊谷 ルツ子　◇礼

拝／10:20

純福音立川教会＝フルゴスペル立川教会
［JFGA］

〒207-0021　東大和市立野2-16-11　Tel&Fax.042-569-

8900　◇多摩モノレール桜街道駅から徒歩5分　◇創立

／1997年（140人）　◇朴 栄玉、泉 パウロ、李 貴蘭、天

野 基美、天野 真信　◇礼拝／10:30,13:00,15:00,17:00　

◇外国語／韓国語、英語、タガログ語、手話　◇いのち

小平学園教会［日基教団］

〒187-0045　小平市学園西町2-25-20　Tel&Fax.042-341-

0387　◇西武多摩湖線一橋学園駅から徒歩8分　◇創立

／1957年（52人）　◇横山 正美　◇礼拝／10:30　◇特

色／神・自分・隣人・教会とこの世を愛する信仰生活であ

りたい。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01314_kodairagakuen.html

小平教会［日キ教会］

〒187-0042　小平市仲町243-5　Tel&Fax.042-344-

6945　◇住谷 眞、住谷 翠

小平キリスト教会［ホーリネス］

〒187-0035　小平市小川西町5-13-20　Tel&Fax.042-344-

2021　◇西武国分寺線小川駅から徒歩7分　◇創立／

1970年（33人）　◇石原 潔、石原 弘子　◇礼拝／7:30

小平聖書キリスト教会［同盟基督］

〒187-0013　小平市回田町136-7　Tel&Fax.042-324-

4850　◇JR武蔵小金井駅北口からバス「小平団地」停、

徒歩5分　◇創立／1966年（38人）　◇遠藤 勝信　◇礼

拝／11:00,18:00　◇特色／聖書信仰に立ち、生ける神の

みことばに基づいて生きる信仰の養いと教会形成を目指し

ています。

【E-Mail】en_chariti@nifty.com

小平キリスト教会［単立／独立］

〒187-0045　小平市学園西町3-28-13　Tel&Fax.042-345-

2401　◇西武多摩湖線青梅街道駅から徒歩7分　◇三井 

陽

シャロームキリスト伝道所［アッセンブリー］

〒187-0043　小平市学園東町3-5-5　Tel&Fax.042-346-

9336　◇山田 喜代子

花小金井教会［日基教団］

〒187-0011　小平市鈴木町2-242-19　Tel.042-462-4360 

Fax.042-462-4369　◇西武新宿線花小金井駅南口から徒

歩15分　◇創立／1970年（83人）　◇原 淑美　◇礼拝／

10:30　◇特色／第3木曜日午後2時30分から聖書研究祈祷

会。第4水曜日午前11時から讃美と手話の会。第4日曜日

礼拝後婦人会。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01309_hanakoganei.html

花小金井教会［改革派］

〒187-0002　小平市花小金井6-32-8　Tel&Fax.042-462-

0818　◇西武新宿線花小金井駅から徒歩5分　◇創立／

1968年（54人）　◇川瀬 勝次　◇礼拝／10:15

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~hnk/

【E-Mail】hanako-c@oregasio.ocn.ne.jp

花小金井キリスト教会［バプ連盟］

〒187-0002　小平市花小金井1-26-33　Tel&Fax.042-465-

8392　◇西武新宿線花小金井駅北口から徒歩4分　◇創

立／1969年（85人）　◇廣島 尚、濱野 道雄　◇礼拝／

10:45　◇特色／早朝礼拝日曜日朝8時より。祈祷会は水

曜日夜7時半と金曜午前10時より。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~hanako/33.html
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5893　◇多摩モノレール泉体育館駅から徒歩6分　◇創

立／1980年（42人）　◇池本 善彦、池本 良子　◇礼拝／

10:30　◇特色／聖日礼拝(午前10時半〜)。聖研祈祷会(木

曜午後1時半〜3時)。勉強会(第4聖日午後1時〜2時『ウェ

スレーの黙想と祈り』)

立川聖書バプテスト教会［JBBF］

〒190-0033　立川市一番町2-11-8　Tel&Fax.042-520-

0207　◇西武拝島線西武立川駅から徒歩15分　◇創立／

1990年（24人）　◇井口 拓志、小山 淳也　◇礼拝／

11:00　◇特色／日曜日午前10時から日曜学校、水曜日午

後7時から祈り会、第３木曜日午前10時30分からドルカス会。

【HP】http://www009.upp.so-net.ne.jp/TachikawaBBC/

立川福音自由教会［福音自由］

〒190-0011　立川市高松町3-13-15　Tel&Fax.042-522-

4363　◇JR立川駅から徒歩8分　◇創立／1989年（61

人）　◇高橋 秀典　◇礼拝／10:15,16:30　◇特色／キリ

ストの愛にやすらぎ、いやされ、成長する。聖書信仰を土

台としながら、多様性を最大限に尊重する教会。

【HP】http://www2.to/efctachi/

【E-Mail】efctachi@f4.dion.ne.jp

西国立神の教会［神の教会］

〒190-0021　立川市羽衣町2-43-4

西多摩バプテスト教会［保守バプ］

〒190-0034　立川市西砂町6-56-8-1F　Tel&Fax.042-531-

5073　◇西武拝島線西武立川駅から徒歩15分［連絡先：

池田 伸夫　〒190-0034　東京都立川市西砂町6-65-3-101 

Tel.042-531-3661］　◇創立／1986年　◇池田 伸夫　◇

礼拝／10:30　◇特色／第2・第4木曜日に平日集会、午前

10時から。

【HP】http://www.maroon.dti.ne.jp/nishitama-church/

【E-Mail】nishitama@livedoor.com

日本バプテスト立川キリスト教会［バプ連盟］

〒190-0023　立川市柴崎町2-22-13　Tel&Fax.042-523-

3612　◇JR立川駅から徒歩10分　◇創立／1962年（101

人）　◇大川 博之

多摩市 Tama-shi

カルバリーチャペル丘の上キリスト教会［単

立／独立］

〒206-0025　多摩市永山6-5-14　Tel.042-338-4518 

Fax.042-338-0726　◇京王線永山駅から徒歩15分［連絡

先：松山 篤夫　〒206-0033　東京都多摩市落合5-3-3-201 

Tel.042-338-0726］　◇創立／1990年（60人）　◇松山 篤

夫　◇礼拝／11:00　◇特色／み言葉を楽しく学ぶ教会で

す。

【E-Mail】sck1946@cello.ocn.ne.jp

桜ヶ丘キリスト教会［東京FM］

〒206-0011　多摩市関戸3-14-12　Tel.042-374-3913 Fax. 

042-339-6803　◇京王線聖蹟桜ヶ丘駅から徒歩10分　◇

創立／1958年（191人）　◇須郷 進、野田 秀、野田 比那

子　◇礼拝／10:30　◇特色／朝の礼拝のほか、午後7時

から夕拝を行っています。月一回、ジョイフルクラブ、青

／042-525-5830　◇特色／明るく楽しい祈りの教会めざ

して頑張ってます。

【HP】http://www.fgtc777.com/

【E-Mail】fgtc777@yahoo.co.jp

上水めぐみキリスト教会［JECA］

〒190-0002　立川市幸町3-28-30　Tel&Fax.042-537-

4228　◇JR立川駅北口からバス「砂川9番」停、徒歩1

分　◇創立／1996年（22人）　◇本田 英一　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日10:30〜婦人向け学び会。13:30〜

昼の祈祷会。19:30〜夜の祈祷会。

【HP】http://www.jousui.org/

【E-Mail】jousuimegumich@gol.com

聖パトリック教会［聖公会］

〒190-0021　立川市羽衣町3-15-24　Tel&Fax.042-523-

1672　◇JR西国立駅から徒歩5分　◇加藤 俊彦

立川駅前キリスト教会［JECA］

〒190-0022　立川市錦町2-1-21　Tel.042-525-2615 Fax. 

042-521-1375　◇JR立川駅から徒歩5分　◇創立／1974

年（139人）　◇高橋 和義、ハリス，ブルース、ハリス，

ローラ、ローエン，ジョエル、ローエン，イレーン、バー

クマン，ディビッド、バークマン，アイリーン　◇礼拝／

10:30、18:00　◇特色／日本語礼拝(英語通訳有)、子ども

と一緒の礼拝です。水曜祈り会(7:00,10:30,19:30)

【HP】http://www.ekimaechurch.org/

【E-Mail】church@ekimaechurch.org

立川神の教会［神の教会］

〒190-0013　立川市富士見町1-7-16　Tel.042-526-2562 

Fax.042-522-4637　◇JR西立川駅から徒歩8分［連絡先：

Tel.042-522-4606］　◇創立／1952年（25人）　◇藤田 信、

藤田 洋　◇礼拝／11:00　◇特色／水曜日午後7時30分か

ら祈祷会。木曜聖書会、午前9時30分。土曜午前6時、祈

祷会。毎月第2日曜、合同礼拝。

【HP】http://open.sesames.jp/solagratia/

【E-Mail】egoemitkamik@waltz.ocn.ne.jp

立川教会［カルバリー・バプ］

〒190-0013　立川市富士見町2-27-2　Tel&Fax.042-524-

3051　◇JR立川駅から徒歩15分　◇創立／1958年（17

人）　◇和田 正廣　◇礼拝／10:30

立川教会［日基教団］

〒190-0022　立川市錦町3-11-9　Tel&Fax.042-523-

2023　◇JR立川駅から徒歩15分　◇創立／1951年（35

人）　◇高田 和彦　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.co.jp/Berkeley-Labo/2967/

立川キリストの教会［キリストの教会］

〒190-0004　立川市柏町1-1-9　Tel.042-536-4667 Fax. 

042-536-4763　◇多摩モノレール泉体育館駅から徒歩3

分　◇創立／1962年（50人）　◇福嶋 正剛　◇礼拝／

11:00

【HP】http://church.jp/tachikawa/

【E-Mail】tachikawacoc@gmail.com

立川栄町教会［ホーリネス］

〒190-0003　立川市栄町6-9-23　Tel&Fax.042-535-
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【HP】http://homepage3.nifty.com/tn-nagayama-ch/

【E-Mail】tncc-hk@nifty.com

多摩ニュータウンバプテスト教会［バプ連盟］

〒206-0031　多摩市豊ケ丘1-60-5-101　Tel.042-357-3304 

Fax.042-357-3306　◇京王線多摩センター駅から徒歩10

分　◇津波 真勇、津波 優子　◇礼拝／15:00

【HP】http://blog.goo.ne.jp/tamanewtown-bpch/

【E-Mail】tamanewtown-bpch@mail.goo.ne.jp

多摩福音伝道所＝多摩福音センター［アッセ

ンブリー］

〒206-0022　多摩市聖ヶ丘4-19-12　Tel&Fax.042-376-

7505　◇京王線永山駅からバス10分停歩3分　◇創立／

1986年　◇綾部 裕子、綾部 昌明　◇礼拝／11:00

【E-Mail】jrm70@hotmail.com

東京復活教会［日基教団］

〒206-0033　多摩市落合2-21-1　◇小田急多摩線小田急

多摩センター駅から徒歩10分［連絡先：田村 信征　〒

182-0017　東京都調布市深大寺元町1-8-1 Tel.042-488-

7366］　◇創立／1948年（4人）　◇田村 信征、福島 真、

田村 靖子、高橋 和彦　◇礼拝／11:00　◇特色／教会の

宣教活動の一環としてNPO法人を立ち上げ、高齢者のた

めのデイケア・ホームを運営している。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01516_tokyofukkatsu.html

【E-Mail】nob54@jcom.home.ne.jp

永山教会［日基教団］

〒206-0014　多摩市乞田1225-1　Tel&Fax.042-374-

4586　◇京王相模原線京王永山駅から徒歩12分　◇創立

／1974年（130人）　◇大塚 忍　◇礼拝／9:00,10:30　◇

特色／毎週水曜日午後7時、毎月第2火曜日午前10時30分

から「聖書と交わりの会」。毎月第3水曜日午前10時30分

から「讃美歌を歌う会」を開催。

【HP】http://nagayamakirche.cocolog-nifty.com/

【E-Mail】nagayama@apricot.ocn.ne.jp

めぐみバプテスト教会［単立／独立］

〒206-0025　多摩市永山6-2-5 永井ビル2F　Tel&Fax. 

042-374-2311　◇京王線京王永山駅からバス10分　◇創

立／1980年　◇湯浅 修　◇礼拝／10:45　◇特色／私た

ちは、家族的教会を目標にしています。キリストを中心と

した教会を建て上げていきたいと思います。

ライフ・ギヴィング・ウォーター・クリスチ
ャン・フェローシップ［単立／独立］

〒206-0011　多摩市関戸4-73 多摩カルチャーセンター4F 

Dスタジオ　◇京王線聖蹟桜ヶ丘駅西口から徒歩1分　◇

創立／2003年（10人）　◇奥村 徹朗　◇礼拝／10:30　

◇外国語／英語　◇特色／賛美をたくさん歌う元気でア

ットホームな教会です。楽しく神様を礼拝しています。

【HP】http://livingwater.web.fc2.com/

調布市 Chofu-shi

Aaise使徒的実現チャーチ［アライズ］

〒182-0026　調布市小島町1-36-3 川口ビル3F　Tel.090-

年賛美集会を行っています。

【HP】http://www.sakuragaokaweb.com/

聖蹟桜ヶ丘教会［日基教団］

〒206-0001　多摩市和田6-9　Tel&Fax.042-374-2503　

◇京王線聖蹟桜ヶ丘駅からバス「東寺方｣停、徒歩3分　

◇創立／1968年（7人）　◇八木 靖之　◇礼拝／10:30,

15:00(第1、第3日曜)

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01514_seisekisakuragaoka.html

聖蹟めぐみキリスト教会［JECA］

〒206-0002　多摩市一ノ宮2-15-27　Tel&Fax.042-338-

9907　◇京王線聖蹟桜ヶ丘駅から徒歩5分　◇創立／

1990年（15人）　◇松岡 義樹、バークマン，デイビッド　

◇礼拝／10:15　◇特色／近くに中央、帝京、明星、多摩

大学などあり。

【HP】http://www2u.biglobe.ne.jp/~match/

多摩キリスト教会［ホーリネス］

〒206-0001　多摩市和田2010-3　Tel&Fax.042-356-

2544　◇聖蹟桜ヶ丘駅からバス10分「中和田」停、徒歩2

分　◇創立／1971年（53人）　◇石田 一敏、石田 摂子　

◇礼拝／10:30　◇特色／教会学校は9時35分から。礼拝

は子供と一緒に。小さなお子様からご年配の方まで集う賛

美にあるれる礼拝。

【HP】http://www.tamajhc.com

多摩聖書教会［同盟基督］

〒206-0033　多摩市落合6-13-17　Tel.042-376-3901　◇

加茂 政幸　◇礼拝／10:30

【E-Mail】my_kamo@ybb.ne.jp

多摩聖書キリスト教会［C&MA］

〒206-0015　多摩市落川1242　Tel&Fax.042-389-6073　

◇創立／1990年（25人）　◇姜 奇豆　◇礼拝／10:30

多摩ニュータウンキリスト教会［単立／独立］

〒206-0042　多摩市山王下1-13-15　Tel&Fax.042-372-

4666　◇京王線小田急線多摩センター駅から徒歩5分　

◇創立／1975年（116人）　◇西田 邦弘　◇礼拝／

10:30　◇特色／いきいきとした明るい教会です。ホーム

ページをのぞいてください。

【HP】http://www1.ttv.ne.jp/~tnc-church/

【E-Mail】tnccp@ttv.ne.jp

多摩ニュータウン永山教会(伝)［日キ教会］

〒206-0025　多摩市永山1-16-11　Tel&Fax.042-376-

9514　◇京王線・小田急線永山駅から4分　◇創立／

1986年（28人）　◇栗田 英昭　◇礼拝／10:30

http://www.sakuragaokaweb.com/
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Fax.042-486-5032　◇京王線西調布駅から徒歩10分　◇

創立／1968年（220人）　◇石川 実、所 悠、辻 恵、笹 妙

子、高木 優佳　◇礼拝／10:45　◇外国語／英語、手

話　◇特色／世界宣教のために祈り捧げます。幼児から

高齢の方々までにぎやかに集う明るい教会です。

【HP】http://www2s.biglobe.ne.jp/~cbt/

【E-Mail】cbt@muc.biglobe.ne.jp

調布バプテスト教会［バプ連盟］

〒182-0031　調布市野水1-4-3　Tel&Fax.0422-31-4724　

◇JR三鷹駅南口からバス「野水一丁目」停　◇創立／

1965年（149人）　◇大谷 信道　◇礼拝／10:15

【HP】http://chofu.ch

【E-Mail】gushiken@chofu.ch

調布南教会［長老教会］

〒182-0023　調布市染地2-2-44　Tel&Fax.042-484-

2430　◇京王線布田駅から徒歩10分　◇創立／1957年

（54人）　◇水越 悦夫、吉村 直紀　◇礼拝／10:30　◇特

色／幼稚園前の親子ルーム・コアラ(第4金曜)やコアラカ

フェ(第1火曜)を開催。教会学校は毎週土曜日に開いてい

ます。

調布南キリスト教会［バプ連盟］

〒182-0022　調布市国領町5-15-31　Tel.042-484-7077 

Fax.042-558-7983　◇京王線布田駅から徒歩3分［連絡先：

〒197-0801　東京都あきる野市菅生434-7 Tel.042-558-

8731］　◇創立／1985年（214人）　◇前田 重雄　◇礼拝

／10:30　◇特色／オープンな教会、シンプルなメッセー

ジ、生きた信仰を目指しています。

【HP】http://www.cmcc.jp/

【E-Mail】info@cmcc.jp

つつじヶ丘キリスト教会［JECA］

〒182-0006　調布市西つつじケ丘3-26-7 アーバンフラッ

ツ205　Tel&Fax.042-444-6008　◇京王線つつじヶ丘駅

北口から徒歩2分　◇創立／1999年（26人）　◇礼拝／

10:30　◇特色／京王線つつじヶ丘駅北口より徒歩2分。

賛美に溢れた家庭的な教会です。青年も多く集っています。

【HP】http://www.jesus.or.jp/~tsutsujigaoka/

つつじヶ丘使徒キリスト教会［使徒キリスト］

〒182-0006　調布市西つつじヶ丘1-41-4　Tel.042-482-

4344　◇井上 昭人、倉臼 アンドリュ

東京教会［栄光の福音］

〒182-0006　調布市西つつじが丘4-2-8　Tel.042-486-

5402　◇阿部 綾子

東京調布教会［KCCJ］

〒182-0025　調布市多摩川2-17-1　Tel&Fax.042-483-

4131　◇京王線多摩川駅から徒歩10分　◇創立／1950年

（24人）　◇金 柄鎬　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語

【E-Mail】kimbyungho57@hotmail.co.jp

中原キリスト教会［同盟基督］

〒182-0012　調布市深大寺東町3-7-3　Tel&Fax.042-487-

9917　◇京王線つつじヶ丘駅北口からバス「上の原小学

校入口」停、徒歩2分　◇創立／1969年（20人）　◇常盤 

馨　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週木曜日午前10時半から

1251-1777　◇京王線調布駅北口から徒歩5分　◇重枝 覚

子　◇礼拝／9:00

【HP】http://blog.apostolic.jp/

【E-Mail】apostolic@gmail.com

コミティッド・ジャパン 東京［カルバリーチャ

ペル］

〒182-0003　調布市若葉町2-11-1 パークスクエア武蔵野

1F　Tel.03-5384-1577 Fax.03-5384-1095　◇京王線仙川

駅から徒歩5分　◇創立／1995年　◇石井 希尚　◇礼拝

／毎月第2,4週目11:00(成田),11:00(調布),毎週水曜日

19:30(東京･京都)　◇外国語／英語　◇特色／若者を対

象に、音楽と形式にとらわれない分かりやすく、バランス

のとれた聖書の教えに力を注いでいる。

【HP】http://www.committed.jp/

【E-Mail】office@committed-jp.com

仙川教会［日基教団］

〒182-0003　調布市若葉町2-27　Tel.03-3300-8150 

Fax.03-3300-3125　◇京王線仙川駅から徒歩8分　◇創立

／1965年（151人）　◇大串 肇　◇礼拝／10:20　◇特色

／陽だまりと安らぎの教会。幼子からシルバー世代まで集

う主の交わりです。

【HP】http://church.jp/sengawa/

多摩川基督教会［アッセンブリー］

〒182-0025　調布市多摩川7-2-4　Tel&Fax.042-483-

1090　◇京王多摩川駅から徒歩4分　◇創立／1950年（42

人）　◇直井 政勝、直井 光代　◇礼拝／10:30　◇外国

語／タガログ語

【E-Mail】naoi182@ybb.ne.jp

調布教会［日基教団］

〒182-0026　調布市小島町1-37-2　Tel&Fax.042-482-

9204　◇京王線調布駅北口から徒歩3分　◇創立／1934

年（120人）　◇河村 博　◇礼拝／10:20　◇特色／水曜

日午後1時30分・午後7時30分から祈祷会。第1と第3木曜

日午前10時30分からキリスト教入門講座。

【E-Mail】chofukyokai@mve.biglobe.ne.jp

調布キリスト教会［ホーリネス］

〒182-0024　調布市布田1-24-2　Tel&Fax.042-483-

0619　◇京王線調布駅から徒歩3分　◇創立／1953年（92

人）　◇荒井 道夫、荒井 なを子、江副 喜介　◇礼拝／

9:00,11:00　◇特色／木曜日午前10時からキング宣教師の

初級英会話クラスがあります(有料)。

【HP】http://www.jhc.or.jp/chofu/

【E-Mail】chofu@knd.biglobe.ne.jp

調布柴崎伝道所［日基教団］

Tel&Fax.0422-53-1390 Tel.0424-84-7854 Fax.0424-82-

2245　◇京王線柴崎駅北口から徒歩7分［連絡先：〒180-

0021　東京都武蔵野市桜堤1-1，7-804。 青木道代方 

Tel.0422-53-1390］　◇創立／1986年（1人）　◇織田 信

行　◇礼拝／10:00(金)

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01511_chofushibazaki.html

調布バプテスト・テンプル［JBBF］

〒182-0035　調布市上石原1-17-1　Tel.042-487-3202 
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東京グレイス福音教会［JEC］

〒188-0012　西東京市南町5-3-2　Tel&Fax.042-467-

8950　◇石坂 孔英

【E-Mail】tokyograce@jec-net.org

東京ベテルチャーチ［単立／独立］

〒202-0002　西東京市ひばりが丘北3-3-14 正育堂書店Ａ

ホール(郵便不可)　Tel.090-8451-0571　◇西武池袋線ひ

ばりヶ丘駅北口から徒歩3分［連絡先：西住 啓　〒204-

0002　東京都清瀬市旭が丘2-6-6-106］　◇創立／2008

年　◇西住 啓　◇礼拝／14:30　◇特色／創立1年弱の若

い教会ですが、神と自分と隣人を愛し、自由を重んじて、

聖書の教えに力を注いでいます。

【E-Mail】nishizumi@mvg.biglobe.ne.jp

東京若枝教会［イエス・キリスト］

〒202-0005　西東京市住吉町6-14-5　Tel.042-421-1192 

Fax.042-421-1150　◇西武池袋線保谷駅南口からバス5分

「保谷庁舎」停、徒歩1分　◇創立／1968年（353人）　◇

飯塚 俊雄、飯塚 美佐子、飯塚 弘道　◇礼拝／7:0010:30

【HP】http://www.righthand.co.jp/wakaeda/

西東京栄光キリスト教会［単立／独立］

〒202-0012　西東京市東町4-14-18 カエデビル2F　Tel. 

042-424-4843　◇西武池袋線保谷駅5分［連絡先：神川 

栄三郎　〒202-0003　東京都西東京市北町4-6-7-107 

Tel.042-424-6952］　◇創立／1999年　◇神川 栄三郎　

◇礼拝／10:30

西東京教会［日基教団］

〒188-0011　西東京市田無町6-7-5　Tel&Fax.042-458-

3555　◇西武新宿線田無駅北口から徒歩15分　◇創立／

1959年（33人）　◇加藤 哲、加藤 基愛　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝の御言葉と音楽を大切にする教会で

す。付属オルガン教室、奏楽、パイプオルガンのレッスン

あり。

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~chnisito/main.html

【E-Mail】church.nisito@jcom.home.ne.jp

西東京教会［聖書キリスト］

〒188-0014　西東京市芝久保町3-4-30 ケルン田無1-036　

Tel.042-497-5536　◇西武池袋線田無駅北口から徒歩15

分　◇創立／2009年　◇添田 志津子

西東京キリスト教会［アッセンブリー］

〒202-0015　西東京市保谷町3-17-5　Tel.042-464-2032 

Fax.042-462-0789　◇西武新宿線西武柳沢駅から徒歩6

分　◇創立／1955年（126人）　◇山田 亘、山田 福子　

◇礼拝／10:30,14:00,19:30　◇外国語／英語

婦人会。

【HP】http://id41.fm-p.jp/6/christchurch/

西調布キリスト教会［日本宣教会］

〒182-0035　調布市上石原2-26-13　Tel&Fax.042-485-

1351　◇京王線西調布駅から徒歩3分　◇創立／1971年

（22人）　◇新澤 昭彦、新澤 幸子　◇礼拝／10:30　◇特

色／聖書より、忠実に神の言を取り次ぐことを志していま

す。

【HP】http://www011.upp.so-net.ne.jp/ncc/

保恵キリスト教会［日本福音基督教団］

〒182-0033　調布市富士見町3-1-1　Tel&Fax.042-485-

5150　◇京王線西調布駅から徒歩12分［連絡先：新澤 昭

彦　〒182-0035　東京都調布市上石原2-26-13 Tel.042-

485-1351］　◇創立／1951年（14人）　◇羽村 真知子　

◇礼拝／10:30

西東京市 Nishitokyo-shi

耶蘇上帝會太秦之宮［単立／独立］

〒188-0002　西東京市緑町1-2-27　Tel.042-469-5052　

◇西武新宿線田無駅から徒歩10分　◇創立／1991年（11

人）　◇塚川 繁　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜日午前11

時から水曜礼拝。

カルバリーチャペル西東京［カルバリーチャペル］

〒188-0012　西東京市南町5-5-3 正育堂ビル2F大ホー

ル　Tel&Fax.042-467-6480 Tel.050-1111-8068　◇西武

新宿線田無駅南口前　◇創立／1988年（50人）　◇山東 

克己、立島 和史　◇礼拝／9:30,11:00　◇特色／礼拝毎

週日曜日午前9時(中高生クラス並行)、11時(小学生クラス、

幼児科並行)、午後交わり。

【HP】http://www.calvarywesttokyo.com

【E-Mail】katsumisanto@calvarychapel.com

西武柳沢キリスト教会［長老教会］

〒202-0022　西東京市柳沢2-11-13　Tel&Fax.042-458-

0251　◇西武新宿線西武柳沢駅から徒歩5分　◇創立／

1958年（40人）　◇星出 卓也　◇礼拝／10:30　◇特色／

老若男女が集うアットホームな教会です。どなたでもいら

してください。主の恵みをご一緒に味わいましょう。

【E-Mail】pcjyagisawa@jcom.home.ne.jp

田無教会［改革派］

〒188-0004　西東京市西原町5-5-15　Tel&Fax.042-463-

0563　◇西武新宿線田無駅からバス｢団地西口」停、徒歩

1分　◇創立／1967年（50人）　◇望月 明　◇礼拝／

10:30　◇特色／韓国語教室(毎週木曜日)、母と子のお話

の部屋(毎月第3金曜日)、などの活動をしています。

【HP】http://tanashi.church.jp/

【E-Mail】a-mochizuki@nifty.com

東京教会［イエス福音］

〒202-0001　西東京市ひばりが丘1-15-26　Tel.042-421-

4847 Fax.042-421-4900　◇西武池袋線ひばりが丘駅南口

から徒歩3分　◇創立／1953年（116人）　◇穐近 祈、穐

近 有子　◇礼拝／9:30

【E-Mail】fwpa2879@mb.infoweb.ne.jp

http://www.righthand.co.jp/wakaeda/
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ホープチャペルウェスト東京［フォースクエア］

〒188-0012　西東京市南町5-5-3 正育堂2階大ホール　◇

西武新宿線田無駅から徒歩1分［連絡先：ヤマウチ，ロ

ス　〒202-0015　東京都西東京市保谷町1-16-7-408 

Tel.042-420-1578］　◇創立／1998年（45人）　◇ヤマウ

チ，ロス、ヤマウチ，久子、杉山 彰宏、杉山 早織　◇礼

拝／18:00(土)　◇特色／土曜日午後6時から礼拝。

【HP】http://hopechapelwesttokyo.blogspot.com/

柳沢教会(伝)［日基教団］

〒202-0015　西東京市保谷町3-9-20　Tel&Fax.042-467-

0118　◇西武新宿線西武柳沢駅北口から徒歩1分　◇創

立／1986年（6人）　◇東 栄　◇礼拝／10:30　◇特色／

小さいながらも、じっくり礼拝を守っています。木曜日午

後7時30分から祈祷会を行っています。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01307_yagisawa.html

八王子市 Hachioji-shi

暁キリスト教会［単立／独立］

〒192-0153　八王子市西寺方町1001-174　Tel.042-651-

7108 Fax.042-651-7129　◇JR高尾駅からバス「宝生寺団

地」停、徒歩2分　◇創立／1989年（40人）　◇能城 一

郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.jbible.net/jcbr/akchurch/

インマヌエル八王子キリスト教会［IGM］

〒192-0906　八王子市北野町525-17　Tel&Fax.042-645-

8813　◇京王線北野駅から徒歩7分　◇創立／1987年（23

人）　◇江藤 博久、江藤 惠子　◇礼拝／10:30　◇特色

／水曜日午前10時30分から婦人の集い。午後7時30分より

祈祷会。

【HP】http://www.ac.auone-net.jp/~igm8/

打越町教会［単立／独立］

〒192-0911　八王子市打越町1312-100　Tel&Fax.042- 

635-3598 Tel.090-2530-6962　◇京王線北野駅南口から徒

歩10分　◇創立／1998年　◇小幡 正明　◇礼拝／

10:30　◇特色／清閑な旭ヶ丘団地内の教会です。『静ま

って、わたしこそ神であることを知れ』詩篇46編10節。聖

書の言葉。

エゼキエル教会［聖イエス会］

〒192-0911　八王子市打越町763-241　Tel.042-636-

5510　◇弘津 誠

片倉教会［日基教団］

〒192-0914　八王子市片倉町1221-56　Tel.042-637-7276 

Fax.042-637-4060　◇JR八王子みなみ野からバス「片倉

台」停、徒歩1分　◇創立／1983年（37人）　◇坂井 賢

治　◇礼拝／9:00,10:30,18:00　◇特色／住宅地にある小

さな教会です。日曜日には午前9時、10時30分、午後6時

から礼拝があります。ご出席下さい。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01611_katakura.html

【E-Mail】Katakurakyoukai@juno.ocn.ne.jp

西東京伝道所［東洋ローア］

〒188-0011　西東京市田無町5-6-11 西東京市田無公民館

(郵便物の差出不可)　◇西武新宿線田無駅から徒歩3分

［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　

埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-

6012］　◇創立／2005年（38人）　◇渡辺 正人　◇礼拝

／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝

道師による聖書のお話は手話で行われます。音声への通

訳はありません。

東伏見福音キリスト教会［単立／独立］

〒202-0021　西東京市東伏見6-2-30　Tel&Fax.042-465-

1980　◇西武新宿線東伏見駅から徒歩7分　◇創立／

1994年（26人）　◇奥村 喜樹　◇礼拝／10:30　◇特色

／子どもの宣教に重荷を持ち、合唱やハンドベルなどの音

楽活動を通して地域との触れ合うことを目指しています。

【HP】http://www.geocities.jp/h_f_church

ひばりが丘北教会［ウェスレアン］

〒202-0002　西東京市ひばりが丘北4-3-13　Tel.042-423-

8377 Fax.042-478-8376　◇西武池袋線ひばりが丘駅から

徒歩3分　◇創立／1988年（55人）　◇小寺 徹、小寺 雅

子　◇礼拝／7:00,9:00,10:30　◇いのち／0424-23-

8377　◇特色／アットホームな交わりによる教会形成。

毎月ゴスペル集会実施中！

【E-Mail】hibarikitach@yahoo.co.jp

ひばりが丘教会［日基教団］

〒188-0001　西東京市谷戸町3-3-5　Tel.042-422-3732 

Fax.042-425-4758　◇西武池袋線ひばりが丘駅から徒歩

10分　◇創立／1962年（149人）　◇深澤 馨　◇礼拝／

10:30　◇特色／教会学校は幼・小・中高・成人の各科に

分かれて礼拝と分級。教会の祝祭日には大人との合同礼

拝があります。

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~hibari/

【E-Mail】hibarigaoka-kyoukai@k9.dion.ne.jp

ひばりが丘グレイス教会［福音宣教会］

〒202-0001　西東京市ひばりが丘2-12-16　Tel&Fax.042-

425-3622　◇西武池袋線ひばりヶ丘駅南口から徒歩10

分　◇創立／2000年（6人）　◇重見 通典　◇礼拝／

11:00

【HP】http://www2.ttcn.ne.jp/~grace/

【E-Mail】grace@mx7.ttcn.ne.jp

ひばりが丘聖書教会［単立／独立］

〒202-0001　西東京市ひばりが丘1-15-8　Tel&Fax.042-

421-6085　◇藤崎 博

ひばりが丘バイブルチャーチ［福音宣教会］

〒202-0002　西東京市ひばりが丘北3-6-32　Tel&Fax. 

042-424-5740　◇西武池袋線ひばりが丘駅から徒歩3

分　◇創立／1985年　◇久保江 節子　◇礼拝／10:30,

15:00　◇外国語／英語、タガログ語

保谷教会［福音ルーテル］

〒202-0022　西東京市柳沢2-13-11　Tel&Fax.042-461-

9765　◇平岡 仁子
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書をよく読むこと、真剣に祈り求めること、豊かな交わり

をもつこと。毎年修養会もしています。お気軽に。

【HP】http://www.kt.rim.or.jp/~myrtus/

【E-Mail】myrtus@kt.rim.or.jp

八王子栄光教会［日基教団］

〒192-0904　八王子市子安町3-22-8　Tel&Fax.042-642-

6701　◇JR八王子駅南口から徒歩6分　◇創立／1948年

（53人）　◇郷 義孝、郷 かしこ　◇礼拝／10:30　◇特色

／水曜日午後7時から祈祷会。日曜日午前9時30分から教

会学校。日曜日午前10時30分から主日礼拝。

【HP】http://www.geocities.jp/wrrpk860/

【E-Mail】a002509@attglobal.net

八王子北教会［日基教団］

〒192-0043　八王子市暁町1-32-14　Tel.042-627-1729　

◇JR八王子駅・京王八王子駅からバス「暁町一丁目」停、

徒歩5分　◇創立／1974年（18人）　◇中堀 仁四郎　◇

礼拝／11:00

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01614_hachioujikita.html

八王子教会［福音ルーテル］

〒192-0045　八王子市大和田町5-24-22　Tel.042-644-

5038 Fax.042-644-5068　◇JR八王子駅からバス「大和田」

停、徒歩3分　◇創立／1970年（113人）　◇中川 俊介　

◇礼拝／10:30　◇特色／英語、中国語、韓国語の通訳が

いますので安心して来会してください。絵画教室、書道教

室、体操教室もあります。

【HP】http://www.h2.dion.ne.jp/~jelhc/

【E-Mail】jelhc@m2.dion.ne.jp

八王子教会＝グリーンチャペル［聖協団］

〒192-0051　八王子市元本郷町1-22-10　Tel.042-622-

9627 Fax.042-622-9613　◇JR西八王子駅から徒歩15分　

◇創立／1949年（57人）　◇濱野 好枝、濱野 直子　◇

礼拝／10:30

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~seikyodanhachioji/

八王子教会［日基教団］

〒192-0074　八王子市天神町22　Tel.042-622-1014 Fax. 

042-628-5969　◇JR八王子駅から徒歩10分　◇創立／

1905年（73人）　◇松木 進　◇礼拝／10:30　◇特色／

2005年に創立100年を迎えました。主による歴史をまた新

たに刻む教会のスタートです。老若男女のバランス良し!!

【HP】http://www14.plala.or.jp/hachioujikyoukai/

【E-Mail】Hachioujikyoukai@mx1.ttcn.ne.jp

八王子キリスト教会＝八王子ホーリネス教
会［ホーリネス］

〒193-0832　八王子市散田町5-14-3　Tel&Fax.042-664-

0585　◇JR西八王子駅から徒歩13分　◇創立／1966年

（164人）　◇松木 従子、安井 巌、安井 恵子、谷川 恵美、

嶋田 栄　◇礼拝／7:15,10:20　◇特色／ママのティータ

イム、クッキング・クラス、書道、絵画、茶道の教室もあり。

子供から90代の方々のための集いあり。

【HP】http://park6.wakwak.com/~sanda-ch/hachiouji.htm

【E-Mail】sanda-ch@aa.wakwak.com

片倉キリストの教会［キリストの教会］

〒192-0914　八王子市片倉町911-69　Tel&Fax.042-632- 

0376 Fax.042-637-8279　◇JR片倉駅南口から徒歩3分　

◇創立／1978年（65人）　◇佐藤 宏明　◇礼拝／10:30　

◇特色／御言と賛美と祈りの中で、御霊の満たしを求めま

す。

【HP】http://katakura.blog.so-net.ne.jp/

【E-Mail】katakura-ch@hotmail.co.jp

カルバリー・バプテスト教会［バプ連合］

〒192-0363　八王子市別所2-11-9-101　Tel.042-674-

6657　◇京王線堀之内駅から徒歩3分　◇創立／1997

年　◇鴨田 信　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜学校、礼

拝、水曜祈祷会、日曜日午後と木曜日午前の聖書研究会、

金曜日午前に婦人集会を開催します。

【HP】http://calvaryjapan.net

【E-Mail】alpha-n-omega@hotmail.co.jp

関東デフ・バプテスト伝道所［万国デフ］

〒192-0911　八王子市打越町1294-15　Fax.0425-44-

3115　◇金子 一郎

北野キリスト教会八王子チャペル［神の教会］

〒192-0046　八王子市明神町4-2-10 クックビル401　

Tel.042-645-2458 Fax.042-662-6735　◇京王線京王八王

子駅から徒歩1分　◇松沢 信広　◇礼拝／10:30

【E-Mail】onlyone@vesta.ocn.ne.jp

シオンの山エルサレム集会［オープン・バイブル］

〒192-0363　八王子市別所2-13-1 コリナス長池506　Tel. 

042-670-0354　◇京王堀之内駅から徒歩5分　◇創立／

2006年　◇阿部 俊弥、阿部 暉美

十字路教会［単立／独立］

〒193-0833　八王子市めじろ台2-21-2　Tel.042-663-

5882　◇原田 龍三

陣馬高原キリスト教会＝八王子キリスト教
会第二教会［ホーリネス］

〒192-0154　八王子市下恩方町1001-1　Tel&Fax.042-

652-1770　◇JR高尾駅からバス「川原宿大橋」停、徒歩

10分　◇創立／1992年　◇松木 従子、安井 巌、安井 恵

子　◇礼拝／10:30　◇特色／歴史的ピアノと影絵原画の

ある落ち着いた礼拝堂。気取らないアットホームな教会。

クッキング、洋裁教室あり。

【HP】http://park21.wakwak.com/~jinma/

【E-Mail】jinma-ch@ac.wakwak.com

高尾キリスト教会［カルバリー・バプ］

〒193-0944　八王子市館町536-1　Tel&Fax.042-667- 

5125 Tel.042-661-6381　◇JR高尾駅から徒歩17分　◇創

立／1962年（60人）　◇藤田 正　◇礼拝／10:30　◇特

色／日曜日午前10時から礼拝一部で、大人のクラスは二ク

ラスで。求道者クラスは牧師が担当し、他は信徒担当。

【HP】http://takao-church.jp

仲田達男聖書研究会ミルトス会［無教会］

〒192-0912　八王子市絹ヶ丘2-20-12　Tel&Fax.042-636-

2266　◇京王線北野駅から徒歩13分　◇創立／1980年

（100人）　◇仲田 達男　◇礼拝／10:00(第2)　◇特色／聖
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1980年（47人）　◇左右田 理　◇礼拝／10:50　◇特色／

水曜日午前10時と午後8時から祈祷会。礼拝後のお茶と讃

美の会、平日に福祉施設での歌奉仕など。

東浅川キリスト教会［アッセンブリー］

〒193-0834　八王子市東浅川町28-43　Tel&Fax.042-661-

2633　◇JR高尾駅からバス5分「高尾警察署前」停、徒歩

1分　◇創立／1968年（29人）　◇桑原 千春、桑原 栄子

フルゴスペル八王子支教会［JFGA］

〒192-0055　八王子市八木町5-7　Tel&Fax.042-655-

3862　◇JR西八王子駅から徒歩15分　◇呉 敏雨

南大沢キリスト教会［オープン･バイブル］

〒192-0364　八王子市南大沢3-9-4-204　Tel&Fax.042-

675-2553　◇京王相模原線南大沢駅から徒歩10分　◇創

立／2006年（20人）　◇渡辺 且子、山口 和正、山口 香

代子　◇礼拝／14:00　◇特色／人を呼んでも、あまり集

まらないので、現在家庭集会みたいにして5ヶ所ぐらいで

やっています。

南大沢チャペル［東京FM］

〒192-0364　八王子市南大沢1-23-1　Tel&Fax.042-676-

2933　◇京王相模原線南大沢駅から徒歩5分　◇創立／

2000年（59人）　◇水口 功　◇礼拝／8:30,10:45　◇特色

／今年度から毎日曜に二回礼拝をささげています。第二

礼拝は大人と子供一緒の礼拝を志し実践中です。

【HP】http://minamiosawa.holy.jp/

【E-Mail】mosawachapel@ybb.ne.jp

みなみ野キリスト教会＝JECA有志教会協力
開拓［JECA］

〒192-0916　八王子市みなみ野5-14-4　◇JR八王子みな

み野駅西口から徒歩15分　◇創立／2006年　◇田辺 証

夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.minamino.sblo.jp/

【E-Mail】ｍａｉｌ@minamino-church.net

めじろ台教会［日基教団］

〒193-0833　八王子市めじろ台3-42-6　Tel&Fax.042-

663-5172　◇京王高尾線めじろ台駅　◇創立／1990年

（29人）　◇小野沢 照夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01615_hachioujimejirodai.html

めじろ台キリストの教会［キリストの教会］

〒193-0833　八王子市めじろ台3-33-8　Tel&Fax.042-

661-4148　◇京王線めじろ台駅から徒歩7分　◇創立／

1970年（50人）　◇吉良 賢一郎　◇礼拝／10:30　◇特色

／毎主日に「聖餐式」が行われます。

【HP】http://www.mejirodai-church.org/

【E-Mail】info@mejirodai-church.org

由木教会［ホーリネス］

〒192-0362　八王子市松木19-16　Tel.042-676-7122 Fax. 

042-678-2751　◇京王線堀ノ内駅から徒歩10分　◇創立

／1972年（67人）　◇小枝 功、小枝 黎子　◇礼拝／10:45

ヨハン八王子キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒192-0062　八王子市大横町1-10　Tel&Fax.0426-45-

八王子基督教会＝めじろ台シオンチャペル
［アッセンブリー］

〒193-0833　八王子市めじろ台4-35-19　Tel.042-663-

1310 Fax.042-663-1319　◇京王線めじろ台駅から徒歩7

分　◇創立／1923年（126人）　◇和田 佳士、和田 実樹子、

上原 和雄、上原 時江、木崎 智之、木崎 オリヴィア、村

上 則之　◇礼拝／8:30,11:00,10:00(火)

【HP】http://zion-chapel.church.jp/

八王子キリスト告白教会［長老教会］

〒192-0032　八王子市石川町2605-3　Tel&Fax.042-646-

1579　◇JR北八王子駅西口から徒歩15分　◇創立／1957

年　◇長石 寛　◇礼拝／11:00　◇特色／水曜夜7時30

分、木曜朝10時30分から祈祷会。聖書的な改革主義信仰

に立ち、温かな交わりと昼食会がある教会です。

八王子キリスト福音教会［JECA］

〒192-0075　八王子市南新町13-6　Tel.042-624-6436 

Fax.042-624-6462　◇JR八王子駅北口から徒歩12分　◇

創立／1951年（38人）　◇山本 正人　◇礼拝／10:30　

◇特色／毎月第3主日礼拝はクリスチャンでない方を歓迎

する礼拝。学びを大切にする教会。駐車場あり。夕礼拝

随時。

【E-Mail】hachiouji_church@yahoo.co.jp

八王子シャロン教会＝西八王子チャペル［ア

ッセンブリー］

〒193-0835　八王子市千人町3-14-6　Tel&Fax.042-665-

6480　◇JR西八王子駅北口から徒歩7分［連絡先：

Tel.042-625-4638］　◇創立／1993年（46人）　◇木下 重

夫、木下 敦子、木下 美紀　◇礼拝／10:30,17:00,10:30

(土)　◇特色／日曜日午後5時から第2礼拝。土曜日午前10

時30分から土曜礼拝。木曜日午前10時30分と午後7時から

祈祷会。

八王子中野キリスト教会［東京FM］

〒192-0042　八王子市中野山王2-5-17　Tel.042-625-3752 

Fax.042-626-5699　◇JR八王子駅北口からバス　◇創立

／1973年（60人）　◇須郷 進、須郷 裕介、須郷 栄子　

◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/tfmhachi/

【E-Mail】tfmhachi@nifty.com

八王子バプテスト教会［単立／独立］

〒193-0802　八王子市犬目町490-1　Tel&Fax.072-784-

4495　◇JR八王子駅から徒歩25分　◇創立／1968年（14

人）　◇エルキンズ，カールトン、エルキンズ，ナタニエ

ル　◇礼拝／7:30

八王子復活教会［聖公会］

〒192-0065　八王子市新町1-11　Tel.042-642-6105 

Fax.042-642-6322　◇京王八王子駅西口から徒歩5分　◇

創立／1908年（98人）　◇加藤 俊彦、岩前 宏、大森 明

彦　◇礼拝／7:30,10:30,16:00　◇特色／毎日午前7時30分

朝の礼拝、午後4時夕の礼拝。日曜日午前10時30分聖餐式。

【E-Mail】fukkatsu-church@gol.com

八王子めじろ台バプテスト教会［バプ連盟］

〒193-0833　八王子市めじろ台2-15-2　Tel&Fax.042-

663-7036　◇京王線めじろ台駅から徒歩8分　◇創立／
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会です。御ことばと聖霊による満たし、キリストの愛によ

る成長を求めています。

【HP】http://park19.wakwak.com/~hmr/

【E-Mail】miw@ap.wakwak.com

東久留米市 Higashikurume-shi

贖ルーテル福音キリスト教会＝贖ルーテル
教会［LECC］

〒203-0052　東久留米市幸町3-2-17　Tel&Fax.042-471-

1855　◇西武池袋線東久留米駅から徒歩10分　◇創立／

1962年（140人）　◇ウォーデル，Ｂ・Ｄ　◇礼拝／

10:15　◇外国語／英語(土曜19:00)　◇特色／聖書を誤り

無き神の言葉と信じ、教会政治と信仰生活に於いてマル

チン・ルターの教義信条を堅持しております。

久留米キリスト教会［単立／独立］

〒203-0053　東久留米市本町2-14-3　Tel.042-474-2300 

Fax.042-474-2296　◇西武池袋線東久留米駅から徒歩5

分　◇創立／1961年（177人）　◇森本 泰三　◇礼拝／

7:30,9:15,11:00　◇外国語／英語　◇特色／49年前に集

会が始まりました。週日教会で開かれる喫茶室グレイスや

ゴスペル・コーラス、英語バイブルクラスに近隣の方々が

集います。

【HP】http://www.kurume-church.jp/

久留米聖書教会［同盟基督］

〒203-0011　東久留米市大門町1-2-35　Tel&Fax.042-

458-7755　◇東久留米駅北口から徒歩4分　◇創立／

1977年（35人）　◇朴 忠勲　◇礼拝／10:30　◇外国語／

韓国語(14：00)　◇特色／ファミリーチャペルとして家族

が一緒の礼拝。午後は韓国語礼拝と無料大人・子どもハ

ングル教室もある。

【HP】http://www.kurumebible.org

【E-Mail】kurumebible@msn.com

恵泉キリスト教会小平チャペル［保守バプ］

〒203-0052　東久留米市幸町3-2-19 吉田コーポ1F　Tel& 

Fax.042-477-1918　◇西武池袋線東久留米駅

滝山聖書バプテスト教会［JBBF］

〒203-0033　東久留米市滝山7-3-16　Tel.042-473-3812 

Fax.042-473-3828　◇西武新宿線花小金井駅北口からバ

ス「団地センター入り口」停、徒歩7分　◇創立／1955年

（100人）　◇大木 英雄、立花 良明、須藤 真砂恵、大木 

愛　◇礼拝／9:00,10:45　◇特色／エレベーターあり。手

話通訳あり。

【HP】http://takiyamabbc.org

【E-Mail】takiyamabbc@yahoo.co.jp

東京新生教会［日基教団］

〒203-0041　東久留米市野火止2-9-15　Tel&Fax.042-

477-5290　◇西武池袋線清瀬駅南口からバス「竹丘南団

地」停、徒歩1分　◇創立／1988年（36人）　◇横山 基生、

横山 義孝、横山 好江　◇礼拝／10:30　◇特色／牧師夫

妻はイギリス・ヨーロッパで日本人伝道に従事。世界に目

を向け、祈りと賛美の豊かな教会。

【HP】http://www012.upp.so-net.ne.jp/tokyoshinsei/

【E-Mail】tokyoshinsei@gmail.com

3921　◇JR八王子駅北口から徒歩15分　◇朴 トクハン、

高 英順

ロゴス教会［日基教団］

〒193-0934　八王子市小比企町1673-2　Tel&Fax.042-

636-2811　◇京王高尾線山田駅から徒歩5分　◇創立／

1889年（41人）　◇山本 俊正　◇礼拝／11:00

【HP】http://logos-hachiouji.com/

羽村市 Hamura-shi

おざく台キリスト教会［JECA］

〒205-0001　羽村市小作台5-6-13 シモーヌ小作台201　

Tel&Fax.042-554-3173　◇JR小作駅西口から徒歩5分［連

絡先：Tel.042-579-4697］　◇創立／1972年（17人）　◇

横山 昌英　◇礼拝／10:30　◇特色／青梅・大月教会と

共に「存在の喜び」による教会形成に従事。青梅との協

力で、青梅東宣教キリスト教会開拓中。

関東プレインズバプテスト教会［バプ連盟］

〒205-0022　羽村市双葉町2-10-7　Tel.042-551-1915 

Fax.042-551-1675　◇JR福生駅からバス10分「松山」

停　◇創立／1960年（100人）　◇スミス，デヴィッド　

◇礼拝／11:00　◇外国語／英語　◇特色／英語と日本語

(同時通訳)。スペイン語の礼拝。

【HP】http://www.kantoplains.org

下北沢聖書教会羽村会堂＝羽村聖書教会［同

盟基督］

〒205-0011　羽村市五ノ神3-17-18　Tel.042-554-0010 

Fax.042-579-1316　◇JR羽村駅から徒歩8分　◇創立／

1995年（27人）　◇馬場 靖、工藤 輝雄　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後7時30分から祈祷会を持って

います。

東京西バプテスト教会［バプ連盟］

［連絡先：福田 祐次　〒196-0001　東京都昭島市美堀町

1-31-9 Tel.042-544-6770］　◇黒瀬 博

バプテスト羽村教会［バプ同盟］

〒205-0011　羽村市五ノ神3-13-2　Tel.042-554-0677 

Fax.042-554-0678　◇JR羽村駅から徒歩3分　◇創立／

1964年（50人）　◇横山 早紀子　◇礼拝／10:45

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~jbhamura/

羽村・家の教会［ガリラヤ福音］

〒205-0016　羽村市羽加美1-18-2　Tel&Fax.042-579-

3673　◇JR小作駅から徒歩12分　◇関根 稔

羽村教会［福音ルーテル］

〒205-0014　羽村市羽東2-16-11　Tel&Fax.042-554-

2214　◇JR羽村駅から徒歩7分　◇創立／1948年（100

人）　◇高井 保雄　◇礼拝／10:30

【E-Mail】jel_hamura_c@nifty.com

羽村キリスト教会［単立／独立］

〒205-0011　羽村市五ノ神1-10-20　Tel&Fax.042-554-

9636　◇JR羽村駅から徒歩1分　◇創立／2003年　◇三

輪 芳光　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書信仰に立った教
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久米川教会［聖書キリスト］

〒189-0013　東村山市栄町2-25-46　Tel&Fax.042-391-

9157　◇西武新宿線久米川駅から徒歩3分　◇創立／

1966年（28人）　◇鄭 然宅　◇礼拝／10:30　◇特色／こ

こにいこいがある。疲れた者をいこわせよ。ここに休みが

ある。いこいとやすらぎのある教会！

新秋津キリスト教会［NSKK］

〒189-0001　東村山市秋津町5-25-1　Tel&Fax.042-394-

5076　◇JR新秋津駅から徒歩7分　◇創立／1971年（25

人）　◇勝本 正實、臼井 勲

聖フランシス･聖エリザベス礼拝堂［聖公会］

〒189-0002　東村山市青葉町4-1-10 多摩全生園内　◇西

武池袋線清瀬駅　◇創立／1947年（36人）　◇宮﨑 光　

◇礼拝／9:00

東京教会東村山支部教会［イエス福音］

〒189-0022　東村山市野口町1-9-6　Tel&Fax.042-390-

3471　◇西武新宿線東村山駅から徒歩4分　◇創立／

1958年（28人）　◇穐近 祈、天野 孝則　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後7時30分から祈祷会。

【E-Mail】h1223jesus@ybb.ne.jp

東京聖書学院教会［ホーリネス］

〒189-8512　東村山市廻田町1-30-1　Tel&Fax.042-394- 

8495 Fax.042-396-8162　◇西武新宿線東村山駅から徒歩

20分　◇創立／1965年（250人）　◇斉藤 善樹、小林 和夫、

小林 永子、斉藤 恵美、渡部 恵　◇礼拝／7:00,10:30　◇

外国語／英語

【HP】http://www.jhc.or.jp/tbsc/

【E-Mail】tbs-ch@yg8.so-net.ne.jp

萩山神の教会［神の教会］

〒189-0012　東村山市萩山町3-26-12　Tel&Fax.042-398-

0430　◇西武新宿線萩山駅から徒歩7分　◇創立／1975

年（59人）　◇緒方 顕孝、バートン，バーナード、バート

ン，チェル　◇礼拝／8:30,10:00　◇特色／第4主日に教

会の庭で「青空喫茶」を行っており、公園通りを行き交う

人に、お茶のサービスをしています。

【E-Mail】hagiyamachurch@livedoor.com

東村山教会［日基教団］

〒189-0013　東村山市栄町2-41-11　Tel&Fax.042-391-

3812　◇西武新宿線久米川駅南口から徒歩6分　◇創立

／1956年（154人）　◇芳賀 力　◇礼拝／10:30

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~hmkyokai/

東村山キリスト教会［JECA］

〒189-0014　東村山市本町3-9-95　Tel&Fax.042-393-

東久留米・家の教会［単立／独立］

〒203-0044　東久留米市柳窪4-12-20　Tel.042-473-

5193　◇上村 武夫

東久留米泉教会［長老教会］

〒203-0004　東久留米市氷川台1-8-13　Tel&Fax.042-

475-9604　◇西武池袋線東久留米駅から徒歩6分　◇創

立／1971年（55人）　◇加藤 正之、久米 のぞみ、井本 

祐介　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／小グループによる

教会形成。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/izumi-ch/hp/index.htm

【E-Mail】izumikyoukai@yahoo.co.jp

東久留米エクレシア＝坂 実雄伝道事務所［単

立／独立］

〒203-0051　東久留米市小山1-2-12　Tel&Fax.042-473-

0280　◇西武池袋線東久留米駅から徒歩4分［連絡先：

坂 実雄　〒203-0051　東京都東久留米市小山2-5-16］　

◇坂 実雄　◇特色／元ジャズピアニスト。教会伝道奉仕。

聖書原語に基づくメッセージ発送。結婚司式。池袋シャロ

ンゴスペル牧師。専属ピアニスト。

【E-Mail】saka.z.y@mx9.ttcn.ne.jp

東久留米教会［日基教団］

〒203-0023　東久留米市南沢3-5-24　Tel&Fax.042-471-

0283　◇西武池袋線東久留米駅から徒歩15分　◇創立／

1961年（50人）　◇石田 真一郎

【E-Mail】zan50643@nifty.com

東久留米バプテスト教会［バプ連盟］

〒203-0013　東久留米市新川町1-16-4　Tel&Fax.042-

476-3570　◇西武池袋線東久留米駅から徒歩5分［連絡先：

白沢 実　〒203-0012　東京都東久留米市浅間町2-8-7］　

◇創立／1969年（15人）　◇白沢 実、チャヌ，ジョン　

◇礼拝／11:00

東村山市 Higashimurayama-shi

愛の川キリスト教会［単立／独立］

〒189-0001　東村山市秋津町3-12-3　Tel.042-391-7809　

◇JR新秋津駅から徒歩15分　◇創立／1990年（20人）

秋津教会［単立／独立］

〒189-0002　東村山市青葉町4-1-10 多摩全生園内　Tel. 

042-395-1101(内線2641)　◇西武池袋線清瀬駅からバス

「全生園前」停　◇創立／1919年（37人）　◇藤田 謹三(信

徒)　◇礼拝／10:00

キリストの栄光教会＝GCC［新生連合］

〒189-0013　東村山市栄町2-9-32 晃正プラザ5Ｆ 505　

Tel&Fax.042-390-2314　◇西武新宿線久米川駅南口から

徒歩1分　◇創立／2003年（80人）　◇川端 光生、川端 

黎子、植野 伸一　◇礼拝／7:30,10:30,18:00　◇特色／水

曜日午前10時半、夜7時半から信徒礼拝。入門クラス、初

心者クラス、弟子訓練、子育て教室などあります。

【HP】http://glorychrist.com/

【E-Mail】gccelpis@ybb.ne.jp

http://www.jhc.or.jp/tbsc/
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東大和純福音聖書教会［単立／独立］

〒207-0015　東大和市中央2-556-2　Tel&Fax.042-562-

0949　◇西武押島線東大和駅からバス10分「康田塚」停、

徒歩5分［連絡先：松尾 真五　〒207-0005　東京都東大

和市高木3-286-26 Tel.042-562-0036］　◇創立／1995年

（33人）　◇松尾 真五　◇礼拝／10:45　◇特色／からだ

と精神と霊が癒やされる教会です。

めぐみ教会［CPC］

〒207-0023　東大和市上北台3-355-4　Tel.042-564-

0593　◇多摩モノレール桜街道駅から徒歩9分　◇創立

／1993年（37人）　◇荒瀬 牧彦　◇礼拝／10:30　◇特

色／こどもの教会アップルは日曜9:45より。礼拝は子ども

大人一緒に。入門講座随時開講。

【HP】http://www.dab.hi-ho.ne.jp/kyokai/

【E-Mail】megumikyokai@gmail.com

日野市 Hino-shi

高幡教会［日基教団］

〒191-0032　日野市三沢4-2-3　Tel&Fax.042-591-6061　

◇京王線高幡不動駅から徒歩6分　◇創立／1968年（100

人）　◇浅原 一泰　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01517_takahata.html

豊田キリスト教会［カルバリー・バプ］

〒191-0053　日野市豊田3-2-3　Tel.042-587-9707 

Fax.042-519-5361　◇JR豊田駅南口から徒歩5分　◇創立

／1961年（46人）　◇能勢 誠　◇礼拝／10:30　◇特色

／2007年10月に新会堂を献堂しました。毎週礼拝後の昼

食は、自家栽培の野菜を使用しており大変好評です。

【E-Mail】toyoda-ch@nifty.com

西東京ルーテル教会［NRK］

〒191-0062　日野市多摩平3-20-9　Tel.042-582-0901 

Fax.042-582-0918　◇JR豊田駅北口から徒歩13分　◇下

舘 正雄　◇礼拝／10:30

日野キリスト教会［単立／独立］

〒191-0061　日野市大坂上1-30-5　Tel.042-583-3680 

Fax.042-581-9970　◇JR日野駅から徒歩5分　◇創立／

1955年（160人）　◇加藤 満　◇礼拝／9:00,11:00　◇特

色／礼拝は手話通訳があります。手話教室、ゴスペルワ

ークショップ、月1回土曜に子供集会(小さな勇士)。

【HP】http://www.hinocatv.ne.jp/~hinocrst/hinok/

日野神明キリスト教会(伝)［バプ連盟］

〒191-0016　日野市神明2-12-4　Tel&Fax.042-581-

3168　◇西武新宿線東村山駅から徒歩8分　◇創立／

1958年（80人）　◇田村 誠喜　◇礼拝／10:30　◇特色／

主のみことばに聞き、御霊によって祈り、主を賛美する教

会。小グループでの聖書の学びに力を入れています。

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~Higashimurayama-Christ-

church/

【E-Mail】higashimurayamacc@xvb.biglobe.ne.jp

東村山福音自由教会＝サンライズチャペル
［福音自由］

〒189-0013　東村山市栄町2-21-5 森田ビル301　Tel& 

Fax.042-394-3096　◇西武新宿線久米川駅南口から徒歩3

分　◇創立／1993年（28人）　◇早坂 恭　◇礼拝／

10:30　◇特色／子どもがたくさんのアットホームな教会。

ほっとカフェ、ママ'ｓカフェなど楽しい平日集会があります。

【HP】http://www.sunrisechapel.net/

【E-Mail】sunrise-efc@k7.dion.ne.jp

無教会キリスト教秋津集会［無教会］

〒189-0001　東村山市秋津町5-11-40 西村裕方　Tel& 

Fax.042-391-1274　◇西武池袋線秋津駅から徒歩5分　

◇創立／1980年（20人）　◇西村 裕　◇礼拝／10:00

東大和市 Higashiyamato-shi

中央キリスト福音教会［センド国際］

〒207-0013　東大和市向原2-1-18　Tel&Fax.042-564-

9931　◇東大和駅から徒歩15分　◇創立／1978年（10

人）　◇千 昞国、金 美蘭　◇礼拝／10:30

東大和刈穂キリスト教会［長老教会］

〒207-0013　東大和市向原6-1199-4　Tel&Fax.042-564-

3562　◇西武拝島線東大和市駅から徒歩5分　◇創立／

1971年（78人）　◇朴 淵国　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/higashiyamatokariho/

【E-Mail】karihodesu@yahoo.co.jp

東大和教会［日基教団］

〒207-0014　東大和市南街2-44-4　Tel&Fax.042-561-

1938　◇西武新宿線東大和市駅から徒歩10分　◇創立／

1965年（63人）　◇春原 鈴子、今井 栄一　◇礼拝／

10:30,19:30　◇特色／キリストにあって、礼拝に生かされ、

聖書を学ぶことを喜び、神の愛が地域にしみこむようにと、

祈ります。

【HP】http://www.m-net.ne.jp/~suno/yamatoch/

【E-Mail】yamatoch@m-net.ne.jp

東大和キリスト教会＝ハレルヤハウス［単立

／独立］

〒207-0015　東大和市中央4-1039-31-205　Tel&Fax.042-

565-4874　◇西武拝島線東大和市駅から徒歩20分　◇創

立／1997年　◇桃原 俊幸　◇礼拝／11:00

東大和シャローム教会［ホーリネス］

〒207-0031　東大和市奈良橋1-321-9　Tel&Fax.042-562-

3209　◇西武線東大和市駅からバス「奈良橋」停、徒歩

10分　◇創立／1981年　◇浅野 孝幸、浅野 礼子　◇礼

拝／10:30

http://www.hinocatv.ne.jp/~hinocrst/hinok/
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物の差出不可]　Tel&Fax.050-3426-0015　◇JR西府駅か

ら徒歩1分［連絡先：多磨教会　〒183-0002　東京都府中

市多磨町1-14-8 Tel.042-334-1564］　◇創立／1999年　◇

間島 直之、瓜生 和彦　◇礼拝／10:30

【HP】http://izumichurch.jugem.jp/

【E-Mail】izumichurch@hotmail.co.jp

キリスト教たんぽぽ教会［JECA］

〒183-0033　府中市分梅町3-67-2　Tel&Fax.042-362-

5678　◇JR西府駅　◇創立／1997年（24人）　◇相山 

扶　◇礼拝／10:00　◇特色／大人と子どもと一緒の礼

拝。礼拝の中での教会学校分級、恵みの分かち合いをグ

ループに分かれて行っている。

聖マルコ教会［聖公会］

〒183-0045　府中市美好町3-8-2　Tel.042-361-7680 Fax. 

042-335-8018　◇JR・京王線分倍河原駅から徒歩4分　◇

創立／1899年（118人）　◇前田 良彦　◇礼拝／10:30　

◇特色／第1水曜日午後6時30分から、平和のための夕べ

の祈り。第4金曜日午後1時から本多哲郎神父訳聖書輪読会。

【E-Mail】st-mark.tko@nskk.org

多磨教会［同盟基督］

〒183-0002　府中市多磨町1-14-8　Tel.042-334-1564 

Fax.042-334-1574　◇西武多摩川線多磨駅から徒歩4

分　◇創立／1964年（80人）　◇間島 直之、瓜生 和彦、

ザイエンガ，カリン　◇礼拝／10:15　◇特色／家族的で

温かい教会です。積極的に開拓伝道に取組んでいます。

【E-Mail】tamakyokai@jcom.home.ne.jp

東京府中教会［日基教団］

〒183-0016　府中市八幡町3-18-10　Tel.042-365-7933 

Fax.042-365-7936　◇京王線東府中駅から徒歩5分　◇

創立／1947年（71人）　◇森下 耕　◇礼拝／10:20

府中キリスト教会［ホーリネス］

〒183-0053　府中市天神町2-13-10　Tel&Fax.042-363-

0061　◇京王線府中駅から徒歩20分［連絡先：Tel.080-

3380-0487］　◇創立／1967年（0人）　◇丁 敏任、蘇 基

昊　◇礼拝／2:00　◇特色／礼拝は日本語のみで行われ

ています。

【E-Mail】jmn5393@hanmail.net

府中中河原伝道所［日キ教会］

〒183-0034　府中市住吉町4-19-13　Tel&Fax.042-354-

3044　◇京王線中河原駅から徒歩5分　◇創立／2009

年　◇大浦 勝

府中西原キリスト教会［長老教会］

〒183-0046　府中市西原町3-13-10　Tel&Fax.042-367-

9908(月〜土) Tel.080-3177-8857(日)　◇JR谷保駅から徒

歩10分［連絡先：Tel.042-367-9908］　◇創立／1989年（12

人）　◇木内 伸嘉、木内 律子　◇礼拝／10:30　◇特色

／第3水曜日午前10時30分から聖書を読む会。

府中バプテスト教会［バプ連盟］

〒183-0054　府中市幸町1-9-7　Tel&Fax.042-362-6329　

◇京王線府中駅から徒歩10分　◇創立／1963年（44人）　

◇古家 良子、古家 克務　◇礼拝／11:00,17:00　◇特色

／日曜日午前10時から教会学校。水曜日午後7時30分から

3955　◇JR日野駅から徒歩15分　◇創立／1985年（22

人）　◇篠原 健治　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前

10時30分、午後7時30分から祈祷会。同日午後9時から「回

復の喜び」(PDJ)を実施中です。

【HP】http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/8097/hinosin

mei.htm

【E-Mail】hinoshinmeic@ybb.ne.jp

日野台教会［日基教団］

〒191-0062　日野市多摩平4-8-4　Tel&Fax.042-581-

0696　◇JR豊田駅から徒歩10分　◇創立／1946年（129

人）　◇稲田 勝之　◇礼拝／10:30　◇特色／緑に囲まれ

た明るい雰囲気の教会です。付属幼稚園も隣接しており、

地域に開かれている教会です。

【HP】http://www.hinodaichurch.com/

日野高幡キリスト教会［ホーリネス］

〒191-0031　日野市高幡475-3　Tel&Fax.042-593-

5393　◇京王高幡不動駅から徒歩5分　◇創立／1998年

（19人）　◇蘇 基昊、丁 敏任　◇礼拝／10:45　◇特色／

礼拝は日本語のみで行われています。第1週目の夜7時よ

り青年たちが中心になって、賛美集会が行われます。

【E-Mail】jhchino@tbe.t-com.ne.jp

日野南平キリスト教会［東京FM］

〒191-0041　日野市南平7-19-13　Tel&Fax.042-593-

0753　◇京王線南平駅から徒歩1分　◇創立／1979年（14

人）　◇永井 逸郎、永井 みよ子　◇礼拝／10:30

めぐみ教会［同盟基督］

〒191-0034　日野市落川1000-1　Tel&Fax.042-592-

6456　◇京王線百草園駅から徒歩1分　◇創立／2001年

（22人）　◇高瀬 真　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝を大

切にし、御言葉に基づき子供から大人まで教会形成に取

り組んでいます。いつでも来てください。

【E-Mail】makotaka1971@yahoo.co.jp

府中市 Fuchu-shi

イエス・キリスト緑の牧場教会［単立／独立］

〒183-0001　府中市浅間町4-15-16　Tel.042-369-6375 

Fax.042-336-3094　◇京王線東府中駅からバス「浅間山

公園」停、徒歩2分　◇創立／1967年（150人）　◇染本 

伸行、染本 ひろ子　◇礼拝／9:00,11:00

【HP】http://www.midori-no-makiba.or.jp/

【E-Mail】church@midori-no-makiba.or.jp

いずみ教会［同盟基督］

〒183-0031　府中市西府町1-10 西府文化センター [郵便

http://www.midori-no-makiba.or.jp/


東
京
都

関
東
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

299
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

横田インターナショナル・クリスチャン・ア
ッセンブリー＝Yokota ICA［アッセンブリー］

〒197-0003　福生市熊川1437　Tel&Fax.042-551-4772　

◇JR拝島駅から徒歩7分　◇創立／1959年（158人）　◇

アルヴァレンズ，ダン　◇特色／祈りの歩行(第四日曜)、

ミッション(宣教師家族のサポート)、水曜礼拝(午後7時)、

ファミリー・サンデー(第一日曜)。

【HP】http://www.yokotaica.org

【E-Mail】Office@yokotaica.org

横田キリストの教会［キリストの教会］

〒197-0003　福生市熊川武蔵野1148-3　Tel.042-552-

7964　◇JR拝島駅から徒歩20分　◇創立／1956年（30

人）　◇野々垣 正信　◇礼拝／10:00,14:30　◇外国語／

英語(10:00)　◇特色／午前10時、アメリカ人礼拝。午後2

時30分、日本人礼拝。聖書の教えに忠実な教会。

【HP】http://www.yokota-church.info/

【E-Mail】kirisutokyoukai@yahoo.co.jp

町田市 Machida-shi

相原キリスト集会＝実りの杜チャペル［単立

／独立］

〒194-0211　町田市相原町547-14　Tel&Fax.042-772-

9691　◇JR相原駅から徒歩13分　◇創立／1989年（57

人）　◇渡辺 二郎　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜日は10

時30分から礼拝(パン裂き)、説教、聖研。終了午後1時30分。

木曜日11時婦人会。夜8時祈祷会聖研。

【HP】http://www.minorinomori-chapel.com/

【E-Mail】jiro@minorinomori-chapel.com

エヴァグリーンキリスト教会＝エヴァグリー
ン・チャペル［アッセンブリー］

〒194-0043　町田市成瀬台2-34-12　Tel&Fax.042-728-

9730　◇JR成瀬駅からバス10分　◇創立／1989年（39

人）　◇内村 義宣、内村 美帆　◇礼拝／10:30

【HP】http://home.a02.itscom.net/egc/

【E-Mail】evergreenchapel@yahoo.co.jp

ＬＴＬキリスト教会［単立／独立］

〒194-0041　町田市玉川学園2-5-2　Tel.080-3081-9705　

◇小田急線玉川学園前駅から徒歩5分　◇創立／1991年

（20人）　◇朝生 能雄　◇礼拝／10:30　◇特色／インタ

ーネットでも活動しています。礼拝ライブや毎日のメッセ

ージがあります。

【HP】http://www.church.jp/ltl/

【E-Mail】yoshioaso@yahoo.co.jp

桜美林教会［日基教団］

〒194-0202　町田市下小山田町3523-1　Tel.042-797-1695 

Fax.042-797-9991　◇JR渕野辺駅北口からバス「桜美林

学園」停、徒歩10分　◇創立／1948年（71人）　◇木村 

智次、柳原 鐵太郎、平本 善一　◇礼拝／10:30　◇特色

／初めは学園教会でしたが、地域にも開かれた教会とし

て歩んでおります。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01610_oubirin.html

聖書の学びと祈り会。

ホサナ福音キリスト教会［単立／独立］

〒183-0005　府中市若松町1-1-3 糸ビル2F　Tel&Fax. 

042-369-8092　◇京王線東府中駅から徒歩2分　◇創立

／1989年（100人）　◇朴 エステル、広瀬 郷一　◇礼拝

／10:40

【E-Mail】hosannahead@yahoo.co.jp

福生市 Fussa-shi

田園キリスト教会［単立／独立］

〒197-0004　福生市南田園2-8-10　Tel.042-552-8065　◇

JR熊川駅　◇金 佑永

拝島バプテスト教会［バプ教会連合］

〒197-0003　福生市熊川1642-6　Tel&Fax.042-551-

1745　◇JR拝島駅北口から徒歩5分　◇創立／1990年（30

人）　◇飯島 勅　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書の釈義に

忠実なメッセージに心がけています。駅から徒歩5分。駐

車場の用意もあります。

【HP】http://homepage2.nifty.com/haijima-bc/

【E-Mail】haijima-bc@nifty.com

福生教会［日基教団］

〒197-0022　福生市本町3　Tel&Fax.042-551-0708　◇

青梅線福生駅西口から徒歩10分　◇創立／1952年（73

人）　◇小原 正　◇礼拝／10:15

【HP】http://www4.point.ne.jp/~fussa-kyokai/

福生長老教会［単立／独立］

〒197-0011　福生市福生2263-5　Tel.042-552-7040 

Fax.042-553-8358　◇JR福生駅から10分　◇創立／1978

年（82人）　◇林 錫潤　◇礼拝／10:00,11:00,14:00　◇外

国語／英語、韓国語

【E-Mail】rheemsy@hotmail.com

福生バプテスト・キリスト教会［バプ連盟］

〒197-0012　福生市加美平1-24-17　Tel.042-552-5188　

◇JR福生駅から徒歩13分　◇創立／1964年（38人）　◇

稲見 元彦　◇礼拝／10:40

【HP】http://www5.plala.or.jp/fussabap_church/

【E-Mail】fussabap.church@ymail.plala.or.jp

福生ベテル教会［JBM］

〒197-0003　福生市熊川1101　Tel&Fax.042-551-1327　

◇JR牛浜駅から徒歩10分　◇創立／1955年（62人）　◇

津坂 良夫　◇礼拝／10:30　◇特色／ワーシップに力を

入れている教会で、ニーズに答えるための多くのミニスト

リ−があります。日曜礼拝10時30分。

フルゴスペル福生教会［JFGA］

〒197-0011　福生市福生637　Tel&Fax.042-530-5787　

◇JR福生駅から徒歩7分　◇創立／2002年（40人）　◇康 

寧煕　◇礼拝／7:00,11:00,15:00,17:00　◇外国語／韓国

語
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鶴川福音教会［JECA］

〒195-0057　町田市真光寺3-24-18　Tel&Fax.042-735-

5197　◇小田急小田原線鶴川駅からバス「真光寺中学入

口」停、徒歩3分　◇創立／1968年（47人）　◇久利 英

二　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後７時30分から祈

祷会。金曜日午前10時30分から婦人祈祷会。

TLCCC町田教会［主の十字架］

　Tel&Fax.042-721-9313　◇礼拝・集会場所などはホー

ムページでご確認ください　◇デボラ 西田 睦、佐々木 

幸恵　◇礼拝／10:30,13:00

【HP】http://web.astone.co.jp/tlccc-machida/

東京ホライズンチャペル・町田［ホライズン］

〒194-0013　町田市原町田4-19-5　Tel.042-721-6999 

Fax.042-721-8440　◇JR町田駅から徒歩4分　◇創立／

1991年（280人）　◇平野 耕一、渡部 伸夫、ベック，ジェ

レマイア、平野 洋子、ロビンソン，アレックス、袴田 

周　◇礼拝／9:00,10:45,15:00　◇外国語／英語(15:00)　

◇特色／水曜日午後7時30分から祈祷会。土曜日午後6時

から土曜礼拝。

【HP】http://www.horizonchapel.jp

【E-Mail】office@horizonchapel.jp

成瀬が丘教会［日基教団］

〒194-0011　町田市成瀬が丘2-12-6　Tel&Fax.042-796-

9897　◇JR成瀬駅南口から徒歩5分［連絡先：梅田 正

二　〒154-0002　東京都世田谷区下馬1-39-3 Tel.03-

3422-8950］　◇創立／1977年（41人）　◇梅田 正二　◇

礼拝／10:30　◇特色／第1・3水曜日午後2時から読書会。

第2・4火曜日午後2時から祈祷会。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01607_narusegaoka.html

成瀬教会［CPC］

〒194-0041　町田市玉川学園7-20-12　Tel&Fax.042-725-

9909　◇小田急小田原線玉川学園前駅からバス「東急台

入口」停、徒歩0分　◇創立／1966年（121人）　◇丹羽 

義正　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/naruse-kyoukai/

【E-Mail】cpc-naruse@nifty.com

成瀬台教会［日基教団］

〒194-0043　町田市成瀬台2-21-47　Tel&Fax.042-726-

7934　◇東急こどもの国線こどもの国駅から徒歩７分　

◇創立／1978年（114人）　◇迫川 道子　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01606_narusedai.html

日本ルーテル告白教会＝ルーテル教会［単立

／独立］

〒194-0001　町田市つくし野3-20-1　Tel&Fax.042-795-

1849　◇東急田園都市線つくし野駅から徒歩10分セント

ラルパーク前［連絡先：Tel.080-5693-2954］　◇創立／

1973年（50人）　◇鈴木 雅雄、鈴木 志保　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝後、コーヒータイムと讃美のひと時

をもっています。バイブルスタディーは希望随時。

【HP】http://www.luther.jp

【E-Mail】info@luther.jp

柿生キリスト教会［JECA］

〒195-0053　町田市能ヶ谷町654-5　Tel&Fax.042-735-

7657　◇小田急線柿生駅から徒歩10分［連絡先：山守 博

昭　〒215-0025　神奈川県川崎市麻生区五力田2-10-1-103 

Tel.044-987-5214］　◇創立／1983年（28人）　◇山守 博

昭　◇礼拝／10:45　◇特色／虫プロ出身の牧師による子

供と大人の絵画まんが教室やヘンリー・ナウエン読書探

検などの集まりがあります。

【HP】http://www.raidway.ne.jp/~kakioch/

【E-Mail】gkbcp218@ybb.ne.jp

真光教会［聖公会］

〒194-0002　町田市南つくし野1-4-3　Tel&Fax.042-795-

6449　◇東急田園都市線すずかけ台駅　◇創立／1875年

（78人）　◇鈴木 裕二　◇礼拝／7:30,10:30

玉川学園バプテスト教会［単立／独立］

〒194-0041　町田市玉川学園3-13-8　Tel&Fax.042-724-

7969　◇小田急小田原線玉川学園前駅から徒歩15分　◇

創立／1955年（55人）　◇大山 繁夫　◇礼拝／10:30

玉川教会［日基教団］

〒194-0041　町田市玉川学園4-5-32　Tel.042-732-9321 

Fax.042-732-9337　◇小田急小田原線玉川学園前駅から

徒歩5分　◇創立／1947年（143人）　◇竹澤 知代志

【HP】http://heartland.geocities.jp/tamagawa_church/

つくし野伝道所［日基教団］

〒194-0002　町田市南つくし野1-11-8　Tel&Fax.042-

795-7805　◇東急田園都市線すずかけ台駅から徒歩15

分　◇創立／1979年（11人）　◇湯浅 初江　◇礼拝／

10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01608_tsukushino.html

鶴川北教会［日基教団］

〒195-0051　町田市真光寺町1338-6　Tel.042-734-5221 

Fax.042-734-5297　◇小田急線鶴川駅からバス「鶴川団

地」停、和光学園中高部正門左横　◇創立／1976年（153

人）　◇秋永 好晴　◇礼拝／10:30,18:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01602_tsurukawakita.html

鶴川教会［日基教団］

〒195-0073　町田市薬師台2-9-7　Tel&Fax.042-734-9361 

Fax.042-734-9367　◇小田急小田原線町田駅からバス「や

くし台センター」停　◇創立／1957年（100人）　◇瀬戸 

英治　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.tsurukawa-ch.jp/

鶴川キリスト教会［単立／独立］

〒195-0061　町田市鶴川2-14-23　Tel&Fax.042-734-

0703　◇小田急小田原線鶴川駅からバス「センター前」

停　◇井上 誠　◇礼拝／10:30

つるかわ台教会［キリスト合同］

〒195-0057　町田市真光寺2-13-20　Tel&Fax.042-737-

7885　◇小田急鶴川駅北口からバス「鶴川台中央」停、

徒歩3分　◇創立／2001年（24人）　◇三浦 寿夫　◇礼

拝／10:15
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【E-Mail】machidachurch@athena.ocn.ne.jp

町田クリスチャンセンター［新生連合］

〒194-0013　町田市原町田4-18-3　Tel.042-732-8341 

Fax.042-732-8340　◇JR町田駅から徒歩8分　◇創立／

1979年（124人）　◇杉本 智俊、杉本 玲子　◇礼拝／

10:30,16:30　◇外国語／英語(16:30)　◇特色／キッズ･ユ

ース･家族･婦人･テア･外国人ミニストリーなどがあり、誰

でも暖かく家族のように歓迎する教会です。

【HP】http://www.mccjapan.org/

【E-Mail】mccjapan@nifty.com

町田グレースチャーチ［単立／独立］

Tel&Fax.042-739-4771　◇JR町田駅　◇創立／2004年（7

人）　◇辻 潤　◇礼拝／10:00,15:00

【HP】http://grace712.sakura.ne.jp/

【E-Mail】hosana@bea.hi-ho.ne.jp

町田純福音教会［TPKF］

〒194-0021　町田市中町1-9-21　Tel.042-728-8520　◇小

田急線町田駅から徒歩10分　◇創立／1952年（70人）　

◇横川 弘子　◇礼拝／11:00　◇特色／日曜日の礼拝は

あふれる賛美。午前9時45分、元気な教会学校。第1・第3

日曜日午後2時青年たちの交わり。

【E-Mail】mfgc-yokokawa@nifty.com

町田聖書教会＝トリニティ・スクエア［オー

プン･バイブル］

〒194-0036　町田市木曽東1-49-22　Tel.042-722-9251 

Fax.042-722-9301　◇JR町田駅からバス10分　◇創立／

1966年（80人）　◇吉永 廣一、吉永 八重子、沼尻 千恵、

吉永 豊、吉永 咲栄、松山 照子　◇礼拝／10:30,20:00　

◇特色／「教会学校」毎週日曜日午前8時40分から。「ゴ

スペルクワイア」毎週日曜日午後5時から。

【HP】http://www.trinity-square.com/

【E-Mail】open_bible@mcn.ne.jp

町田聖書キリスト教会［単立／独立］

〒194-0035　町田市忠生1-8-8　Tel&Fax.042-792-0585　

◇小田急線町田駅からバス「忠生2丁目」停、徒歩2分　

◇創立／1964年（57人）　◇山尾 研一　◇礼拝／10:30,

18:00　◇特色／バリアフリー

【HP】http://www.geocities.jp/machida_bcc/

【E-Mail】machida_bcc@yahoo.co.jp

町田バプテスト教会［単立／独立］

〒194-0001　町田市つくし野2-31-4　Tel&Fax.042-796-

3822　◇東急線つくし野駅から徒歩10分　◇創立／1981

年（60人）　◇松本 俊雄　◇礼拝／10:30,16:00

【HP】http://www.ne.jp/asahi/machida/church/

【E-Mail】machida@church.email.ne.jp

町田福音センター［フリーメソ］

〒194-0031　町田市南大谷983-3　Tel&Fax.042-729-

7331　◇小田急線玉川学園前駅から徒歩20分　◇創立／

1985年（23人）　◇内貴 八郎右衛門、脇 英親　◇礼拝／

10:45

町田ベテル教会［日基教団］

〒194-0021　町田市中町2-4-8　Tel&Fax.042-725-9050　

原町田教会［日基教団］

〒194-0013　町田市原町田3-9-16　Tel.042-723-0207 

Fax.042-707-9702　◇JR町田駅から徒歩5分　◇創立／

1910年（192人）　◇菊池 丈博　◇礼拝／9:00,10:30　◇

特色／前向き肯定的信仰をめざして、きめ細かな対応、

また多くの集会を行っています。

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~hchurch/

日永聖書集会［無教会］

〒194-0041　町田市玉川学園2-10-32　Tel&Fax.042-732-

7060　◇小田急線玉川学園前駅から徒歩5分　◇創立／

1984年（23人）　◇日永 康　◇礼拝／10:30

町田金井バプテスト教会［バプ教会連合］

〒195-0072　町田市金井1-26-8　Tel&Fax.042-708-

9699　◇小田急線町田駅北口からバス「薬師池」停、徒

歩4分　◇創立／2000年（10人）　◇狩野 久子　◇礼拝

／10:30　◇特色／水曜日午前10時から祈祷会。水曜日月

2回午後8時から男性の集い。木曜日月3回英語クラスなど

行っています。

【HP】http://www.bea.hi-ho.ne.jp/mthh-kano/

【E-Mail】machi-kana@sky.hi-ho.ne.jp

町田カルバリー家の教会［カルバリーグループ］

〒195-0063　町田市野津田町2464-1 サニーウェル薬師B

棟　Tel&Fax.042-736-1170　◇小田急線「町田駅」より

バスで15分。　◇創立／2007年（16人）　◇大塚 信頼　

◇礼拝／10:00,14:30　◇特色／日曜、当日の大和カルバ

リーチャペルの礼拝を大スクリーンに映し礼拝。礼拝後の

分かち合いが祝されている。

【HP】http://machidacalvary.com

【E-Mail】nobuyori_1@hotmail.com

町田カルバリ教会［大韓イエス］

〒194-0013　町田市原町田6-18-13 サニーサイドビル5F　

Tel.042-725-4370　◇ウー，チョン・パウロ　◇礼拝／

11:00　◇外国語／韓国語　◇特色／日本語対応できます。

町田教会＝町田ファミリーチャペル［聖書キリ

スト］

〒194-0022　町田市森野2-27-12 高成田ビル2F　Tel& 

Fax.042-725-5027　◇小田急小田原線町田駅から徒歩10

分　◇加藤 裕一　◇礼拝／10:45　◇外国語／英語

町田キリスト教会［単立／独立］

〒195-0074　町田市山崎町2200 山崎団地3-2-501　

Tel.042-792-1790　◇小田急町田駅からバス15分「山崎団

地センター」停、徒歩1分　◇創立／1996年（16人）　◇

小林 儀信　◇礼拝／10:00　◇外国語／中国語　◇特色

／日本人、中国人、台湾人が一つ心となり礼拝しています。

礼拝では中国語の同時通訳があります。

町田キリストの教会［キリストの教会］

〒194-0034　町田市根岸340-5　Tel&Fax.042-791-

4600　◇小田急線町田駅からバス20分「下根岸」停　◇

創立／1981年（40人）　◇ターナー，ティム　◇礼拝／

11:00　◇特色／礼拝中会堂2階で子ども礼拝(0〜15歳対

象)。水曜日午後7時30分からワーシップハウス。男性、女

性の小グループあり。

【HP】http://machida.church.jp
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Fax.0422-33-3372　◇JR武蔵境駅からバス15分　◇創立

／1954年（475人）　◇永田 竹司、ジョンソン，ポール、

北中 晶子　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語

【HP】http://www.icuchurch.com/

【E-Mail】webmaster@icuchurch.com

仙川キリスト教会［バプ連盟］

〒181-0005　三鷹市中原1-24-8　Tel&Fax.03-3309-

1788　◇京王線仙川駅から徒歩12分　◇創立／1962年　

◇山岸 明、紫園 香　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜祈祷

会は19時30分から約1時間。木曜祈祷会は10時30分から約

1時間。

【HP】http://www.sengawac.com/

【E-Mail】yoshirotak@aol.com

相愛教会［日基教団］

〒181-0002　三鷹市牟礼4-3-46　Tel&Fax.0422-43-

1642　◇京王井の頭線井の頭公園駅から徒歩10分　◇創

立／1950年（88人）　◇真壁 巌　◇礼拝／10:15　◇特

色／毎日曜日午前10時15分から礼拝をささげています。三

鷹の森ジブリ美術館より徒歩10分。ぜひお越しください。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01215_souai.html

【E-Mail】souai@parkcity.ne.jp

チャーチ・オブ・グローリー［NHJA］

〒181-0013　三鷹市下連雀3-32-15 CCCセンター2階　

Tel.090-1855-1542　◇JR三鷹駅から徒歩5分［連絡先：

新宿シャローム教会　〒160-0023　東京都新宿区西新宿

7-9-7 新宿シャローム教会内 チャーチ・オブ・グローリー・

オフィス］　◇創立／2000年（35人）　◇田村 淳、田村 

優子　◇礼拝／14:00　◇特色／麗しくパワフルなワーシ

ップ！グレースメッセージ！喜びのフェローシップ！日本

語英語でのバイリンガル！

【HP】http://www.church.ne.jp/glory/

【E-Mail】churchglory@yahoo.co.jp

ナザレ修女会聖家族礼拝堂［聖公会］

〒181-0002　三鷹市牟礼4-22-30　Tel.0422-48-4560 Fax. 

0422-48-4601　◇JR吉祥寺駅　◇創立／1934年　◇順

修女、池原 貞雄

三鷹教会［日基教団］

〒181-0001　三鷹市井の頭3-23-13　Tel&Fax.0422-44-

2041　◇京王井の頭線井の頭公園駅から徒歩5分　◇創

立／1946年（107人）　◇平池 芳樹　◇礼拝／10:00

三鷹教会［基督兄弟団］

〒181-0012　三鷹市上連雀2-20-24　Tel&Fax.0422-45-

0467　◇JR三鷹駅南口から徒歩5分　◇創立／1958年（47

人）　◇池本 潔、池本 ふみ子　◇礼拝／11:00

【E-Mail】ikemoto@diana.dti.ne.jp

三鷹教会［福音ルーテル］

〒181-0015　三鷹市大沢3-10-20 ルーテル学院大学内　

Tel&Fax.0422-33-1122　◇JR武蔵境駅からバス「西野」

停、徒歩5分　◇創立／1988年（70人）　◇李 明生　◇

礼拝／10:30　◇特色／ルーテル学院大学チャペルを用い

て礼拝を守っています。日曜朝9時50分より、キリスト教

を学ぶ会を行っています。

◇JR町田駅からバス「森3丁目」停、徒歩2分　◇創立／

1950年（49人）　◇佐々木 良三　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01605_machidabeteru.html

町田南キリスト教会［同盟基督］

〒194-0012　町田市金森850-3　Tel.042-722-3820 

Fax.042-722-3864　◇小田急町田駅からバス「南中学校」

停、徒歩7分　◇創立／1984年（18人）　◇鈴木 聖仕、

鈴木 美絵、鈴木 七絵　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／

日曜日午前10時30分からの礼拝のために送迎あり。詳細は

HPをご覧下さい。夕拝はワーシップソングで賛美。

【HP】http://www.k3.dion.ne.jp/~mmchurch/

松見ヶ丘キリスト教会［JECA］

〒194-0041　町田市玉川学園8-21-4　Tel&Fax.042-725-

5269　◇小田急小田原線玉川学園前駅から徒歩12分　◇

創立／1972年（97人）　◇辻本 恵一　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午前10時30分、午後7時30分から祈祷会。

日曜日午前9時から教会学校。午前9時55分から幼児クラス。

【HP】http://jesus.or.jp/~matsumigaoka/

【E-Mail】matsumigaoka_t@yahoo.co.jp

南町田教会［日基教団］

〒194-0003　町田市小川1251-17　Tel&Fax.042-796-

0562　◇JR町田駅からバス「南農協前」停　◇創立／

1978年（74人）　◇黄 昌性、西田 浩子　◇礼拝／7:20,

10:30

【HP】http://www.minami-machida-church.com/

【E-Mail】staff@minami-machida-church.com

ユアチャーチ［単立／独立］

〒194-0022　町田市森野1-10-10 ペアシティエンドウビル

1F　◇JR町田駅から徒歩7分［連絡先：ユアチャーチ教会

事務所　〒252-0235　神奈川県相模原市中央区相生1-7-

8-405 Tel.050-7505-4818］　◇創立／1997年　◇永原 

創　◇礼拝／9:30,11:00　◇外国語／英語　◇特色／日

曜日午前11時の礼拝は英語通訳付き。同時刻に子ども礼

拝も行っています。

【HP】http://yourchurch.jp

【E-Mail】contact@yourchurch.jp

三鷹市 Mitaka-shi

池の上キリスト教会［ホーリネス］

〒181-0011　三鷹市井口3-15-6　Tel.0422-33-0018 

Fax.0422-33-0061　◇JR武蔵境駅南口からバス「武蔵境

営業所前」停　◇創立／1960年（232人）　◇千代崎 備道、

千代崎 満子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ikenoue.jp/

希望聖書教会［同盟基督］

〒181-0013　三鷹市下連雀3-6-29　Tel&Fax.0422-43-

0076　◇JR三鷹駅から徒歩7分　◇創立／1990年（14

人）　◇チャールズ，ジョーダン　◇礼拝／10:30　◇特

色／バイリンガル礼拝あり。

国際基督教大学教会［単立／独立］

〒181-0015　三鷹市大沢3-10-2　Tel.0422-33-3323 
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1994年（165人）　◇尾形 守、尾形 洋子　◇礼拝／10:30,

14:00,19:00(金)　◇特色／毎日曜日午前10時30分の礼拝後

ミニストリーあり。毎金曜日午後7時から金曜礼拝。第三

木曜日午後7時「いやしセミナー」。

【HP】http://hopechurch.fc2web.com/

【E-Mail】hopechurch@inter7.jp

東京武蔵野福音自由教会＝武蔵野チャペル
センター［福音自由］

〒180-0001　武蔵野市吉祥寺北町1-2-12　Tel.0422-21-

6458 Fax.0422-22-0504　◇JR吉祥寺駅から徒歩9分　◇

創立／1981年（119人）　◇早矢仕 宗伯、リトル，デール、

神田 英輔、ハワード，プルーサー　◇礼拝／7:30,10:30,

11:00,16:30　◇外国語／英語(11:00)　◇特色／日本語三

礼拝と英語一礼拝が、毎聖日持たれています。幅広い年

令層の方々が集われています。

【HP】http://www003.upp.so-net.ne.jp/mcc/

【E-Mail】mcc@df7.so-net.ne.jp

東美教会［日基教団］

〒180-0004　武蔵野市吉祥寺本町4-14-9　Tel.0422-20-

0084 Fax.0422-20-0092　◇JR・京王井の頭線吉祥寺駅か

ら徒歩10分　◇創立／1910年（97人）　◇今井 敬隆、陣

内 大蔵　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01210_toubi.html

花水木教会［単立／独立］

〒180-0022　武蔵野市境1-11-6 栄光乃園幼稚園気付　

Tel.0422-54-8100 Fax.0422-55-5300　◇JR武蔵境駅から

徒歩5分　◇創立／1948年（20人）　◇多古 義信　◇礼

拝／10:30

三鷹福音教会［在外国教団教派］

〒180-0013　武蔵野市西久保1-12-2　Tel.0422-26-8353 

Fax.0422-56-2840　◇JR三鷹駅北口から徒歩3分　◇創

立／1981年（120人）　◇スミス，ラルフ・A　◇礼拝／

10:30　◇特色／聖日礼拝は講解説教/英・中通訳あり。聖

餐式・愛餐会毎週あり。14：00聖書研究7クラス。18：00

英語聖書勉強会。

【HP】http://www.mec.crecjapan.com/

【E-Mail】mec.crec@gmail.com

武蔵野泉教会［単立／独立］

〒180-0023　武蔵野市境南町1-6-2　Tel.0422-32-5274 

Fax.0422-32-1002　◇JR武蔵境駅から徒歩3分　◇創立

／1960年　◇岩下 幸子　◇礼拝／10::30

武蔵野教会［基督兄弟団］

〒180-0014　武蔵野市関前3-36-9　Tel&Fax.0422-53-

4524　◇JR三鷹駅北口からバス「八幡町」停、徒歩2分　

◇創立／1952年（16人）　◇後藤 妙子　◇礼拝／11:00

【HP】http://joyful.ch/etc/musashino/

【E-Mail】musashino-kyokai@nifty.com

武蔵野基督教会［アッセンブリー］

〒180-0013　武蔵野市西久保3-13-5　Tel.0422-51-8254 

Fax.0422-53-3381　◇JR三鷹駅から徒歩15分　◇創立／

1952年（55人）　◇佐藤 孝夫　◇礼拝／10:30　◇特色／

設立当初から付属幼稚園をスタートさせるなど、地域に根

【HP】http://www5e.biglobe.ne.jp/~mitaka/

【E-Mail】jelc-mitaka@mth.biglobe.ne.jp

三鷹キリスト教会［ホーリネス］

〒181-0002　三鷹市牟礼4-15-7　Tel&Fax.0422-46-

0801　◇JR吉祥寺駅から徒歩15分　◇創立／1956年（46

人）　◇濱 和弘、濱 その枝　◇礼拝／10:30

【E-Mail】BZN04706@nifty.com

三鷹バプテスト教会＝木の十字架の教会［バ

プ連盟］

〒181-0013　三鷹市下連雀4-18-3　Tel.0422-44-0517 

Fax.0422-76-7161　◇JR三鷹駅南口から徒歩10分　◇創

立／1959年（191人）　◇秋山 献一　◇礼拝／10:15　◇

特色／礼拝の中で教会学校をしています。英語で学べる

分級もしています。バリアフリーの教会です。

【HP】http://www.mitakabaptist-c.net

【E-Mail】webmaster@mitakabaptist-c.net

南三鷹教会［日基教団］

〒181-0004　三鷹市新川6-35-4　Tel.0422-46-4334 

Fax.0422-46-4335　◇JR三鷹駅からバス「三鷹農協前」停、

徒歩2分　◇創立／1952年（106人）　◇吉岡 喜人　◇礼

拝／10:20　◇特色／婦人会、青年会、壮年会などの活動

があります。

【HP】http://heartland.geocities.jp/minamimitaka/

武蔵野市 Musashino-shi

吉祥寺教会［日基教団］

〒180-0004　武蔵野市吉祥寺本町2-14-19　Tel.0422-22-

4978 Fax.0422-21-0683　◇JR・京王井の頭線吉祥寺駅か

ら徒歩7分　◇創立／1930年（458人）　◇吉岡 光人、吉

岡 康子　◇礼拝／10:00

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01209_kichijouji.html

吉祥寺キリスト集会［単立／独立］

〒180-0004　武蔵野市吉祥寺本町4-9-11　Tel.0422-22-

2016 Fax.0422-23-1650　◇ベック，G

境南教会［日基教団］

〒180-0023　武蔵野市境南町4-6-16　Tel&Fax.0422-31-

4559　◇JR武蔵境駅から徒歩10分　◇創立／1953年（63

人）　◇千原 創　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/01/ 

01216_kyounan.html

小坂聖書研究会［無教会］

〒180-0006　武蔵野市中町3-24-1　Tel&Fax.0422-51-

6450　◇JR三鷹駅から徒歩15分　◇創立／1938年　◇

小坂 恵児、三戸 元、宮田 光男、小野 精一、三上 律子

東京希望キリスト教会＝キリストいやしセ
ンター［単立／独立］

〒180-0023　武蔵野市境南町2-28-15 マンション峰1F　

Tel&Fax.0422-33-6558　◇JR武蔵境駅南口から徒歩8分

［連絡先：希望の教会　〒409-0133　山梨県上野原市八ツ

沢686 ホープエクレシア3F Tel.0554-63-5316］　◇創立／
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1424 Fax.0428-85-2370　◇JR古里駅から徒歩7分　◇創

立／1981年（18人）　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/okutama_ch/

【E-Mail】okutama_ch@yahoo.co.jp

希望の礎［フォースクエア］

〒190-0211　西多摩郡檜原村2775　Tel&Fax.042-598-

1187　◇バージャ，テモテ、バージャ，ダナ、バージャ，

カデシャ

檜原福音教会［フォースクエア］

〒190-0212　西多摩郡檜原村428　Tel&Fax.042-598-

0149　◇嶋崎 敬子

瑞穂キリスト教会［単立／独立］

〒190-1221　西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2492　Tel.042-

557-0382　◇田辺 恵子

大島町	 Oshima-machi

大島元村教会［日基教団］

〒100-0101　大島町元町1-15-9　Tel&Fax.04992-2-

1307　◇東海汽船大島元町港から徒歩6分　◇創立／

1911年（82人）　◇並河 光雄

波浮教会［日基教団］

〒100-0212　大島町波浮港16　Tel&Fax.04992-4-0134　

◇東海汽船大島元町港からバス「上の山」停　◇創立／

1946年（38人）　◇竹井 真人

小笠原村	 Ogasawara-mura

小笠原聖ジョージ教会［聖公会］

〒100-2101　小笠原村父島字西町35　Tel.04998-2-2033 

Fax.04998-2-2765　◇小笠原二見港徒歩4分　◇創立／

1932年（19人）　◇大畑 喜道、小笠原 愛作

新島村	 Niijima-mura

新島教会［日基教団］

〒100-0402　新島村本村4-2-5　Tel&Fax.04992-5-

0307　◇東海汽船新島黒根港［連絡先：小橋 孝一　〒

236-0043　神奈川県横浜市金沢区大川7-10-413 Tel.080-

5592-0831］　◇創立／1911年（10人）　◇小橋 孝一　◇

礼拝／10:00(夏期間は9:30)

八丈町	 Hachijo-machi

八丈島教会［日基教団］

〒100-1401　八丈町大賀郷2248　Tel&Fax.04996-2-

0776　◇東海汽船八丈島港からバス「大賀郷小学校」

停　◇創立／1914年（44人）　◇一之木 幸男　◇礼拝／

10:30,17:00

【HP】http://church.ne.jp/tokyo-higashi/annai/hachijyoujima.

html

ざし、賛美に満ちた家族的な雰囲気の教会です。

【HP】http://www.mccag.jp/

【E-Mail】info@mccag.jp

武蔵野扶桑教会＝扶桑教会［日基教団］

〒180-0001　武蔵野市吉祥寺北町3-7-11　Tel&Fax.0422-

51-8479　◇JR吉祥寺駅北口からバス「すずかけ小路」

停　◇創立／1958年（82人）　◇定家 修身　◇礼拝／

10:30　◇特色／小さなパイプオルガンがある教会です。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/uccj-nishitokyo/ 

01/01211_musashino_fuso.html

武蔵野緑教会［日基教団］

〒180-0013　武蔵野市西久保1-12-9　Tel&Fax.0422-51-

3737　◇JR三鷹駅北口から徒歩5分　◇創立／1960年（66

人）　◇中村 喜信　◇礼拝／10:30

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~midorich/

ヨハン吉祥寺キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒180-0003　武蔵野市吉祥寺南町1-6-15 吉祥寺コーポ

507　小川方　Tel.090-9818-9910　◇JR吉祥寺駅から徒

歩5分　◇小川 雅裕、小川 里枝

【HP】http://kichijoji.yohan.jp/

【E-Mail】ywccogawa@yohan.or.jp

武蔵村山市	 Musashimurayama-shi

イムマヌエル武蔵村山田園キリスト教会［IGM］

〒208-0035　武蔵村山市中原4-7-31　Tel&Fax.042-520-

3219　◇JR昭島駅からバス15分　◇創立／1956年（60

人）　◇蔦田 崇志、蔦田 美雪、蔦田 公義、蔦田 直子　

◇礼拝／10:30

【E-Mail】samtsutada@mac.email.ne.jp

玉川上水キリスト教会［長老教会］

〒208-0013　武蔵村山市大南4-55-2　Tel&Fax.042-566-

0457　◇西武新宿線玉川上水駅から徒歩8分　◇創立／

1980年（54人）　◇清水 武夫　◇礼拝／10:30　◇特色

／水曜午後7時30分から祈祷会、木曜午前10時30分から聖

書を学ぶ会(第４木曜は祈祷会)があります。

【HP】http://www.hat.hi-ho.ne.jp/ists1970/

【E-Mail】pistis3-elpis7@hat.hi-ho.ne.jp

武蔵村山伝道所［日基教団］

〒208-0013　武蔵村山市大南3-9-5　Tel.042-564-3388　

◇JR立川駅からバス「大南」停、徒歩5分　◇創立／

1976年（6人）　◇荻野 光代　◇礼拝／10:30　◇特色／

破家に近い借家で礼拝をささげています。月末の聖日は坐

禅礼拝です。ただ坐るために近所の人がやってきます。

村山福音教会［フォースクエア］

〒208-0004　武蔵村山市本町1-39-2　Tel&Fax.042-560-

2148　◇金城 達則、太田 圭子

西多摩郡	 Nishitama-gun

奥多摩福音キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒198-0105　西多摩郡奥多摩町小丹波135　Tel.0428-85-
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フルゴスペル八丈島教会［JFGA］

〒100-1511　八丈町三根225-2 富士アパート1号　Tel. 

0499-62-3637 Fax.0499-62-3647　◇織田 裕文

三宅村 Miyake-mura

三宅島伝道所［日基教団］

〒100-1212　三宅村大字阿古172　Tel.0499-45-0937　◇

東海汽船三宅島錆ヶ浜港　◇創立／1955年（2人）　◇倉

橋 康夫　◇礼拝／19:00　◇特色／雄山の噴火(1983年)

で会堂を焼失。以来、会場を借りて礼拝・集会を行って

いる。
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神奈川県──地域の宣教資料

　宣教人国記：神奈川県はプロテスタント教会発祥の

地だが、そこでの回心者はほとんど他県からの青年た

ちで同県出身者は少なかった。日本基督教会牧師の佐

波亘（1881〜1958）は、横須賀の出身で幼少時に漢学

を習い、日曜学校にも通った。東大在学中、日本基督

教会・富士見教会で植村正久より受洗し、大学を中退

して東京神学社に入学。1913年（大正2）、大森伝道教

会に着任し終生同教会を牧した。その編著『植村正久

とその時代』（全9巻）は日本のプロテスタント史の貴

重な資料である。英文学者で、C・S・ルイスの文学と

信仰を紹介した柳生直行（1920〜1986）も神奈川県出

身で、茅ヶ崎湧泉教会牧師の三男として生まれている。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【相模原市】津久井郡城山町・藤野町、津久井町・相

模湖町。（政令指定都市区制実施）。

 関 東 地 方 神 奈 川 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

神 奈 川 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   K a n a g a w a 　

　お店・事業

(株)アイトレス
［ネットサービス事業］〒251-0055　神奈川県藤沢市南藤

沢15-1 沢田ビル3F　Tel.0466-55-1508 Fax.0466-55-

1509　◇JR藤沢駅西口から徒歩7分　◇創立／1998年　

◇代表／沼田 雅義、井村 義武　◇特色／インターネット

での総合予約システム、電子聖書ソフト「ビジュアル・バ

イブル21」などを開発・販売。

【HP】http://www.brain-hills.co.jp

【E-Mail】VB21＠itres.jp

アクアカフェ
［飲食店］　［K2フードサービス］〒235-0033　神奈川県横

浜市磯子区杉田5-32-25 磯子スポーツセンター1F　

Tel&Fax.045-773-5226　◇JR新杉田駅から徒歩5分　◇

統括責任者／鳴海 加奈子　◇特色／ 「食べて、おいしく、

健康になる」ヘルシーフードをどうぞ！

【HP】http://www.k2-inter.com/aqua/

【E-Mail】acqua@k2-inter.com

(有)イクソス
［ITテクノロジー］〒252-0813　神奈川県藤沢市亀井野

358-15　Tel.0466-41-0081 Fax.0466-41-0083　◇地下鉄

湘南台駅　◇創立／2000年　◇CEO兼社長／鈴木 清

嘉　◇特色／日本初のBleutooth&GSM・3G携帯認証代行

会社。

(有)うさぎ屋
［情報処理・DTP組版印刷・web構築・音楽出版・バレエ

教室］〒252-0243　神奈川県相模原市中央区上溝1530-

6　Tel.042-851-3055 Fax.020-4666-7768　◇JR上溝駅　

◇創立／1985年　◇代表取締役／奥村 友規、奥村 圭

子　◇特色／うさぎさんは長いお耳でPC・インターネッ

ト。うさこさんはトンだりハネたりバレエ教室やってます。

【HP】http://usagi-ya.info/

【E-Mail】info@usagi-ya.info

(株)エイブル語学研究社［エイブル］

［英語学習教材］〒241-0801　神奈川県横浜市旭区若葉台

3-11-101-2　Tel.045-924-6061　◇創立／1987年　◇代

表取締役／金子 耕弐　◇特色／バイリンガルの講師によ

るCD付英語教材。新設ジュニアコースは英語を学び直し

たい大人の方にも好評です。

【HP】http://www.ablejapan.com/

【E-Mail】support@ablejapan.com

岡本囲碁教室
［囲碁教室］〒241-0825　神奈川県横浜市旭区中希望が丘

105 野村ビル2F　Tel&Fax.045-362-9469　◇相鉄線希望
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ヶ丘駅から徒歩3分　◇創立／1995年　◇代表／岡本 光

士　◇特色／大人と子どもとなごやか対局。入門コース

から有段者まで楽しく礼儀正しく必ず強くなる囲碁教室で

す。

【E-Mail】kohshi@khaki.plala.or.jp

お好み焼ころんぶす南台駅前店
［飲食店］　［K2フードサービス］〒234-0054　神奈川県横

浜市港南区港南台4-1-1 テスコビル2F　Tel&Fax.045-

835-3053　◇JR港南台駅から徒歩1分　◇統括責任者／

鳴海 加奈子

【E-Mail】okonomiyaki@k2-inter.com

お好み焼ころんぶす根岸店
［飲食店］　［K2フードサービス］〒235-0007　神奈川県横

浜市磯子区西町14-3　Tel&Fax.045-751-9449　◇JR根岸

駅から徒歩2分　◇統括責任者／鳴海 加奈子

【E-Mail】okonomiyaki@k2-inter.com

(株)鴨居電気
［電気工事業］〒226-0002　神奈川県横浜市緑区東本郷

町2-3-19　Tel.045-472-3451 Fax.045-474-0240　◇JR鴨

居駅からバス「東本郷二丁目」停、徒歩2分　◇創立／

1980年　◇代表取締役／栗原 征夫、取締役／栗原 加代

美　◇特色／総合電気設備業者として、新築のビル・工

場等、電気設備の設計・施工・管理をしております。常に

新しい技術を研究・導入してます。

【E-Mail】kamoi@h08.itscom.net

ガリラヤバイブルカレッジ［GBC］

［巡礼企画、航空券販売］　［キブツマーガン］〒236-

0005　 神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 並 木 町1-1-2-302　

Tel&Fax.045-775-4981　◇シーサイドライン鳥浜駅から

徒歩1分　◇創立／2001年　◇代表／鈴木 慎太郎

(有)国東電気商会
［電気工事］〒221-0074　神奈川県横浜市神奈川区白幡西

町20-32　Tel.045-401-4738 Fax.045-402-7077　◇JR東

神奈川駅から徒歩10分　◇代表取締役／渕野 高

Ｋ２インターナショナルグループ
［若者支援］　［(株)K2インターナショナルジャパン］〒

235-0005　 神 奈 川 県 横 浜 市 磯 子 区 東 町18-10-1F　

Tel.045-752-5066 Fax.045-751-9460　◇JR根岸駅から徒

歩3分　◇創立／1996年　◇代表／金森 克雄　◇特色／

ニート・引きこもり・不登校など、様々な生きづらさを抱

える若者達を支援しています。ご相談も承ります。

【HP】http://www.k2-inter.com/

【E-Mail】mami@k2-inter.com

サイクル・ボーイ
［オリジナル自転車製作販売・プロダクトデザイン］〒

253-0054　神奈川県茅ケ崎市東海岸南2-10-2 イーストコ

ート2F　Tel&Fax.0467-58-1244　◇JR茅ヶ崎駅から徒歩

15分　◇創立／1996年　◇代表／谷 信雪　◇特色／自

転車を楽しみましょう。

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~cycleboy/

【E-Mail】cycleboy@s8.dion.ne.jp

(株)佐藤製作所
［自動機の設計・制作・施工］〒230-0021　神奈川県横浜

市鶴見区市場上町9-4　Tel&Fax.045-521-0771

志能精密(株)
［精密金型設計施工］〒245-0016　神奈川県横浜市泉区

和泉町1048-7　Tel.045-719-0560 Fax.045-719-0570　◇

創立／2005年　◇代表取締役／吉原 央能

【HP】http://www.shino-seimitsu.co.jp/

スタジオ・アイ
［婚礼写真撮影、一般写真撮影、記念写真撮影］〒259-

0124　神奈川県中郡二宮町山西661-7 木原 新太郎方　

Tel&Fax.0463-71-6684　◇JR二宮駅南口から徒歩15分　

◇創立／1980年　◇写真家／木原 新太郎　◇特色／婚

礼、記念写真、商業写真等撮影全般を承っております。

聖書の語りべに励んでおります。ライフワークの作品展示。

【HP】http://kihara-web.hp.infoseek.co.jp/

【E-Mail】studioai@hotmail.co.jp

ビーズベリー
［聖句付はんどめいど、クロスアクセサリーのインターネ

ットショップ］〒212-0015　神奈川県川崎市幸区柳町39-

12　Tel.080-3427-1541　◇創立／2004年　◇代表／リ

ー ゆみ子　◇特色／手作りアクセサリーに聖句をプリン

トした台紙を付けてお届けします。励まし＆伝道ツールと

してご利用ください。

【HP】http://www.beadsberry.com/

【E-Mail】info@beadsberry.com

ビューティーパーラー シャロン
［美容室］　［(有)シャネル］〒225-0002　神奈川県横浜市

青葉区美しが丘4-19-19　Tel.045-901-0602　◇田園都市

線たまプラーザ駅から徒歩15分　◇創立／1978年　◇取

締役社長／牧野 裕美子

(株)フィレオ技研
［ITコンサルタント、電子部品の開発・輸出入］〒252-

0804　神奈川県藤沢市湘南台3-22-24　Tel&Fax.0466- 

43-5125 Tel.0466-43-5125　◇小田急江ノ島線湘南台駅か

ら徒歩10分　◇創立／2006年　◇代表取締役社長／江頭 

真彦

【HP】http://fileo-c.co.jp

【E-Mail】egashira.m@fileo-c.co.jp

(株)福音電機
［小売販売業］〒238-0004　神奈川県横須賀市小川町

23-1　Tel.046-823-7711 Fax.046-823-3006　◇京急横須

賀中央駅から徒歩10分　◇代表取締役社長／柴山 哲

【E-Mail】fu6t-sbym@asahi-net.or.jp

ブティック シルバー キャット
［婦人服販売］〒243-0042　神奈川県海老名市中央3-2-5 

ダイエー海老名店2F　Tel.046-234-9849　◇JR海老名駅

から徒歩3分　◇創立／1991年　◇店長／新田 賢二

マスタードシーズ
［雑貨販売］〒251-0861　神奈川県藤沢市大庭5541-12　

Tel.0466-47-6889 Fax.0466-87-8899　◇JR辻堂駅南口か

らバス10分　◇創立／2005年　◇代表／碓井 修司、碓
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井 由希子　◇特色／湘南にあるクリスチャン雑貨＆イン

テリア雑貨店です。アメリカ直輸入クリスチャン雑貨も取

り揃えてます。

【HP】http://www.mustardseeds.jp

【E-Mail】sales@mustardseeds.jp

ムラサキスポーツ 厚木店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒243-

0018　神奈川県厚木市中町2-12-15 厚木パルコ本館

B1F　Tel.046-296-8075 Fax.046-296-8077　◇代表取締

役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 厚木ミロード店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒243-

0018　神奈川県厚木市中町2-2-1 本厚木ミロード 2F　

Tel.046-226-5021　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 川崎店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒210-

0023　神奈川県川崎市川崎区小川町1-18 ラ チッタデッラ

内 ビバーチェ棟2F　Tel.044-245-3371 Fax.044-245-

0549　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 港北店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒224-

0003　神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-3030 モザ

イクモール港北内3F　Tel.045-914-2839 Fax.045-914-

2841　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 相模大野店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒252-

0303　神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 小田急相模

大野ステーションスクエアA館5F　Tel.042-767-3420 

Fax.042-767-3422　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 新百合丘店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒215-

0021　神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1 OPA4F　

Tel.044-965-8241 Fax.044-952-2163　◇代表取締役会長

／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 茅ヶ崎店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒253-

0052　神奈川県茅ケ崎市幸町1-16　Tel.0467-58-3601 

Fax.0467-58-3604　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 藤沢店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒251-

0055　 神 奈 川 県 藤 沢 市 南 藤 沢22-3 藤 沢OPA6F　

Tel.0466-50-0484 Fax.0466-50-0483　◇代表取締役会長

／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 大和店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒242-

0001　神奈川県大和市下鶴間1-2-1 イオン大和ショッピン

グセンター3F　Tel.046-200-0325　◇代表取締役会長／

金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 横浜店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒220-

0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-4 クインズス

クエア横浜［アット！］3RD3F　Tel.045-682-2840 

Fax.045-682-2841　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

森永浅間町ミルクセンター
［乳製品宅配］〒220-0072　神奈川県横浜市西区浅間町

3-178-11　Tel&Fax.045-313-0081　◇JR横浜駅から徒歩

15分　◇代表／大久保 好幸

横浜ろばの店
［障がい者ワークセンター］　［(NPO)レインボータラント

舎］〒235-0021　神奈川県横浜市磯子区岡村4-25-36　

Tel.045-750-0091 Fax.045-750-0092　◇JR根岸駅からバ

ス「天神前」停、徒歩2分　◇創立／2006年　◇代表／

坂本 浩　◇特色／　「環境や人にやさしい」をテーマにフ

ェアトレード･エコ商品を中心に取り扱っていきます。

【HP】http://rainbowtg.com/

【E-Mail】rainbow.t.g@dune.ocn.ne.jp

ルデヤ理容館
［理容］〒254-0807　神奈川県平塚市代官町11-3　Tel.

0463-21-0934 Fax.0463-21-0934　◇JR平塚駅から徒歩3

分　◇店主／臼井 勲

　教育事業・カルチャー

インターナショナル・カルバリー・アカデミー
［ICA］

［チャーチスクール］　［(宗)大和キリスト教会］〒242-

0029　神奈川県大和市上草柳5-2-10　Tel.046-264-9171 

Fax.046-200-3111　◇相鉄線大和駅相鉄口から徒歩20

分　◇創立／2003年　◇理事長／大川 従道、校長／岡

村 ケン、チャプレン・教頭／柴田 順一　◇特色／聖書を

絶対的基盤とした幼稚園から高校までの一貫した人格教

育。すべての授業を英語で行っている。

【HP】http://www.yamatocalvarychapel.com/

Wilson School of Home Education［Wilson School］

［ホームスクーラー支援］　［(宗)相模台キリストの教会］

〒252-0321　神奈川県相模原市南区相模台4-9-11 相模台

キリストの教会　Tel.042-746-4731 Fax.042-749-4580　

◇小田急相模原駅から徒歩13分　◇創立／1950年　◇デ

ィレクター／ウィルソン，メグ　◇特色／家庭をベースに

した学びをするホームスクーラーの支援をします。身分証

明書、在学証明書等要望に応じて発行。

【HP】http://www.geocities.jp/ussjackpot/wilsonschool.html

【E-Mail】jkpt.wilson@dream.com
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親子共育グループ「Jackpot」［JKPT］

［ホームスクール支援］　［(宗)相模台キリストの教会］〒

252-0321　神奈川県相模原市南区相模台4-9-11 相模台キ

リストの教会　Tel.042-746-4731 Fax.042-749-4580　◇

小田急相模原駅から徒歩13分　◇創立／2000年　◇ウィ

ルスン めぐみ　◇特色／いかなる体罰も認めず「ただ主

の愛と赦しを子ども達とおとな達が伝え合うこと」を目指

して集まっています。

【HP】http://www.geocities.jp/jackpothomepage/

【E-Mail】jkpt.wilson@dream.com

心と生活の相談室　シャローム
［心と生活相談］　［鷺沼キリスト教会］〒216-0035　神奈

川県川崎市宮前区馬絹1703-12 鷺沼キリスト教会内　Tel 

&Fax.044-854-1839　◇東急田園都市線宮前平駅から徒

歩13分　◇創立／1998年　◇室長／柳田 弘子　◇特色

／私たちの人生で大切なのは「悩まない」ことではなく「孤

独にならないこと」です。ご一緒に歩んでいきませんか。

【HP】http://www2.tba.t-com.ne.jp/sharo-mu.soudan/

こひつじひろば
［子育て支援］〒223-0064　神奈川県横浜市港北区下田町

1-21-10　Tel&Fax.045-561-4953　◇東横線日吉駅から徒

歩15分　◇特色／子育て支援のための母と子の集い。第1

週を除く木曜日朝10時より。

サッカースクール・エスペランサ
［サッカー教室］　［(NPO)サッカースクール・エスペランサ］

〒244-0842　神奈川県横浜市栄区飯島町2441-10　Tel. 

045-897-4009 Fax.045-897-4019　◇JR本郷台駅から徒歩

20分　◇創立／2003年　◇代表理事／池田 恵賜、監督

／オルテガ，ホルヘ・アルベルト　◇特色／創造するサ

ッカー、表現するサッカーへ。−ひとりひとり最高の技と

心とからだ目指し−。

【HP】http://www.school-esperanza.jp/

【E-Mail】info@school-esperanza.jp

Ｊ.Ｏ.Ｙ.ｃｌｕｂＳ．Ａ．Ｃ
［英会話スクール］〒252-0141　神奈川県相模原市緑区相

原4-15-45　Tel&Fax.0427-73-7775　◇JR橋本駅からバ

ス5分　◇主事／杉浦 友信

高田英語学園
［英語教室］　［(宗)日本キリスト会川崎教会］〒210-

0001　神奈川県川崎市川崎区本町1-4-13　Tel.044-222-

4573　◇京急川崎駅から徒歩5分　◇園長／高橋 誠　◇

特色／幼児から、大学生、そして、おとなやお年寄りまで、

楽しく熱心に英語を学んでいます。

多摩クリスチャンセンター
［語学学校］〒214-0014　神奈川県川崎市多摩区登戸

3209　Tel&Fax.044-935-6241　◇JR登戸駅多摩川口から

徒歩5分　◇創立／1989年　◇特色／コミュニティーサ

ービス機関である語学学校で「登戸エクレシアキリスト教

会」の宣教師が中心となり運営。

【HP】http://www.tamacenter.info/

【E-Mail】learn@tamacenter.info

のあインターナショナルスクール
［チャーチスクール］　［(NPO)ふぁみりーさぽーと のあ］

〒247-0014　神奈川県横浜市栄区公田町438-9　Tel.045-

891-9982 Fax.045-891-9964　◇JR本郷台駅　◇創立／

2005年　◇校長／月井 博　◇特色／聖書に基づき、一人

ひとりの価値を大切にし、保護者との連携の下で教育しま

す。

【HP】http://www.noah-is.jp/

【E-Mail】noah@church.email.ne.jp

ハレルヤインターナショナルクリスチャン
スクール［HICS］

［チャーチスクール］　［みどり野キリスト教会］〒225-

0021　神奈川県横浜市青葉区すすき野2-6-16　Tel.045-

902-7898 Fax.045-902-7843［連絡先：西村 内弘　〒225-

0021　神奈川県横浜市青葉区すすき野1-9-11 Tel.045-

902-7824］　◇田園都市線あざみ野駅から車8分　◇創立

／2001年　◇代表／西村 内弘　◇特色／主の働き手を

育てるスクールです。寮もあって、生活訓練もしています。

【HP】http://www.jesusfamily.jp/School.files/School.html

【E-Mail】hope@tj8.so-net.ne.jp

横浜ミッション・ホール
［展示・集会場］　［(宗)日本基督教団清水ヶ丘教会］〒

232-0006　神奈川県横浜市南区南太田1-37-10　Tel&F

ax.045-711-2993 Tel.045-715-7730　◇京浜急行南太田駅

から徒歩2分　◇創立／1998年　◇事務主事／物袋 充

宏　◇特色／展示、映写設備があり、集会であれば100名

収容可。交通便利。

【HP】http://www.shimizugaoka.com/

レイモンド学園
［チャーチスクール］　［チャーチ・オブ・ゴッド］〒244-

0804　神奈川県横浜市戸塚区前田町507-15　Tel&Fax. 

045-821-2517　◇JR東戸塚駅から徒歩15分　◇創立／

2004年　◇責任者／伊東 美穂　◇特色／英語カリキュラ

ムによる、高等学校までの一貫教育。入学は原則として

小学1年生(4月)からとなります。

【HP】http://www.hi-ho.ne.jp/raymond

　法律・経営相談

弁護士　菊池 博愛
［弁護士］　［川崎総合法律事務所］〒210-0002　神奈川県

川崎市川崎区榎町1-1　川崎センタービル6F 川崎総合法

律事務所　Tel.044-211-7878 Fax.044-211-7877　◇JR川

崎駅東口から徒歩15分　◇創立／2001年　◇特色／法律

事務所には弁護士が複数おります。クリスチャン弁護士を

ご希望の場合には「菊池」をご指名ください。

【E-Mail】kikuchi-hiroyoshi@nifty.com

司法書士鶴木隆夫事務所
［司法書士］〒252-0314　神奈川県相模原市南区南台

3-16-18　Tel.042-743-2031 Fax.042-743-2184　◇小田急

線小田急相模原駅から徒歩3分　◇創立／1969年　◇所

長・司法書士／鶴木 隆夫　◇特色／相続、不動産、会社、

法人などの登記に関する法務諸問題に対応します。

高橋千祐税理士事務所
［税理士］〒214-0036　神奈川県川崎市多摩区南生田

6-26-11　Tel.044-977-4521 Fax.044-977-4512　◇小田急
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線生田駅からバス「長沢団地前」停、徒歩8分　◇税理士

／高橋 千祐

和田明税理士事務所［和田会計］

［税理士・行政書士］〒243-0302　神奈川県愛甲郡愛川町

春日台5-4-8　Tel.046-286-2256 Fax.046-286-2261　◇小

田急線本厚木駅からバス(上三増行)「東中学校前」停、徒

歩10分　◇代表・税理士・行政書士／和田 明　◇特色／

皆様の事業と暮しをささえます。

渡辺労政管理事務所
［社会保険労務士・経営診断士］〒230-0031　神奈川県横

浜市鶴見区平安町1-45-1　Tel.045-503-2719 Fax.045-503-

2896　◇京急鶴見市場駅から徒歩8分　◇所長／渡辺 常

雄　◇特色／｢主イエスを信じなさい。そうしたら、あな

たもあなたの家族も救われます。」(使徒16：31)

　文書伝道支援

アイディア出版部
［伝道図書出版］〒220-0005　神奈川県横浜市西区南幸

2-16-1-1008　Tel.045-320-3744 Fax.045-320-4798　◇JR

横浜駅徒歩5分　◇創立／2006年　◇代表／濱 潔

恵友書房
［書店］〒252-0303　神奈川県相模原市南区相模大野6-9-

13 大野キリスト教会内　Tel.042-743-5674 Fax.042-748-

8680　◇小田急相模大野駅から徒歩7分　◇創立／1999

年　◇松島 邦夫、神津 喜代子、伴 麻子

【E-Mail】kozu@oono.kyokai.org

ダイヤモンドブックセンター
［キリスト教専門書店］　［本郷台キリスト教会］〒244-

0842　神奈川県横浜市栄区飯島町2441-10 本郷台キリス

ト教会内　Tel.045-894-3311 Fax.045-894-2121　◇JR大

船駅からバス「飯島上町」停、徒歩5分　◇特色／営業時

間：13:00〜16:00(日曜・火曜・木曜)。駐車場あり。

ヒズブランド
［キリスト教専門書店］　［(宗)大和キリスト教会］〒242-

0029　神奈川県大和市上草柳6-1-15 大和カルバリーチャ

ペル内　Tel.046-200-1818

平野編集工房
［出版編集］〒230-0011　神奈川県横浜市鶴見区上末吉

1-8-27　Tel&Fax.045-571-7710　◇JR鶴見駅からバス「末

吉小学校前」停、徒歩10分　◇創立／1987年　◇代表／

平野 誠　◇特色／原稿執筆が苦手な方には、テープでお

話しを聞いて本に仕立てます。

【E-Mail】oh.hallelujah@mx6.ttcn.ne.jp

横浜キリスト教書店
［キリスト教専門書店］〒231-0063　神奈川県横浜市中区

花咲町3-96　Tel.045-241-3820 Fax.045-241-5881　◇JR

桜木町駅から徒歩5分　◇特色／営業時間：10:00〜

19:00。定休日：日曜・祝日。

【E-Mail】sksch@mva.biglobe.ne.jp

ライフセンター横浜書店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒221-0835　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-9 

第2伊藤ビル2Ｆ　Tel.045-316-0351 Fax.045-316-0352　

◇JR横浜駅西口から徒歩8分　◇店長／相澤 直実　◇特

色／営業時間10:00〜18:30、金曜20:00、祝日17:00まで。

定休日：日曜。通信販売あり。ぜひ、ご来店下さい。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】yokohama@wlpm.or.jp

　幼稚園・保育園・学童

愛川教会幼児園
［幼児保育］　［日本基督教団愛川教会］〒243-0303　神奈

川県愛甲郡愛川町中津553　Tel.046-285-1646　◇小田急

小田原線本厚木駅からバス「一本松」停、徒歩7分　◇米

田 眞

あけの星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒240-0112　神奈川県三浦郡葉山町

堀内1968　Tel.046-875-2762 Fax.046-875-2535

【HP】http://akenohoshi.sf-net.co.jp/

浅野記念御濠端幼稚園
［幼稚園］　［(学)小田原美以学園］〒250-0014　神奈川県

小田原市城内2-16　Tel.0465-23-2958　◇JR小田原駅東

口から徒歩10分　◇創立／1937年　◇園長／島田 美緒

【HP】http://ohoribata.com/

厚木幼稚園
［幼稚園］　［(学)厚木バプテスト学園］〒243-0012　神奈

川県厚木市幸町6-22　Tel.046-229-0491 Fax.046-229-

0490　◇小田急線本厚木駅から徒歩5分　◇創立／1933

年　◇園長／大谷 佳子

【HP】http://www.ans.co.jp/k/atsugi/

アトンメントの聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒226-0012　神奈川県横浜市緑区上

山2-35-2　Tel.045-931-1522 Fax.045-931-1555

【HP】http://www2.kids-yokohama.or.jp/~kidsyoko/midoriku/a-

seibo/

伊勢原幼稚園
［幼稚園］　［(学)信愛学園］〒259-1131　神奈川県伊勢原

市伊勢原3-10-5　Tel.0463-95-0326 Fax.0463-95-0308　

◇小田急線伊勢原駅から徒歩7分　◇創立／1930年　◇

園長／後藤 和子

【HP】http://isehara.youchien.to./

海の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒259-0123　神奈川県中郡二宮町二

宮88　Tel.0463-73-1513

【HP】http://www.scn-net.ne.jp/~ninomycc/youindex.html

梅が丘天使幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)天使学園］〒227-0052　神奈

川県横浜市青葉区梅が丘39-14　Tel.045-973-5616 Fax. 

045-973-5617　◇田園都市線青葉台駅からバス「つつじ

が丘小学校前」停、徒歩5分　◇創立／1972年　◇特色



312
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

神
奈
川
県

関
東
地
方

L
IF

E
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

／敬天愛人の精神のもと、宗教的情操を育成すると共に、

豊かな人間性を育てる心の教育に力を注いでいます。

【HP】http://umegaoka-tenshi.ac.jp

大船カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船

2-1-34　Tel.0467-46-7395 Fax.0467-46-7501

【HP】http://www.fsinet.or.jp/~ockg/

鍛冶ヶ谷カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒247-0004　神奈川県横浜市栄区柏

陽16-2　Tel.045-892-5588 Fax.045-893-9884

【HP】http://www.m-caritas.jp/youchien/18/welcome.html

片瀬のぞみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団片瀬教会］〒251-0032　神

奈川県藤沢市片瀬4-3-14　Tel&Fax.0466-22-4637　◇江

ノ島電鉄湘南海岸公園駅から徒歩5分　◇創立／1950

年　◇園長／小林 誠治　◇特色／子どもも教師も保護者

も、祈りを中心にしています。

【HP】http://www.cityfujisawa.ne.jp/~youchien/youchien/

youc27.html

神奈川幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団神奈川教会］〒221-0832　

神奈川県横浜市神奈川区桐畑17-8　Tel&Fax.045-324- 

0537 Tel.045-321-5392　◇東急東横線反町駅から徒歩3

分　◇創立／1893年　◇代表役員・牧師・園長／阪口 吉

弘

【HP】http://www.k5.dion.ne.jp/~fuzokuen/

【E-Mail】kanagawakyokai@ac.auone-net.jp

金沢キリスト教会付属よろこび園［よろこび園］

［幼稚園］　［日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団金

沢キリスト教会］〒236-0026　神奈川県横浜市金沢区柳

町35-15　Tel&Fax.045-788-6282 Tel.045-701-3554［連

絡先：金沢キリスト教会英語部　〒236-0031　神奈川県

横浜市金沢区六浦1-12-11 Tel.045-788-6282］　◇京浜急

行金沢八景駅から徒歩10分　◇創立／1985年　◇園長／

セルバラットナム，雅子、理事長／船津 行雄　◇特色／

イエスさまの愛に満たされ、生かされて、日々の生活がよ

ろこびに満ちあふれたものとなりますように！

【HP】http://www.kanazawa-church.net/

【E-Mail】funatsu@seaple.icc.ne.jp

上宮田小羊保育園
［保育園］　［(福)三崎二葉会］〒238-0101　神奈川県三浦

市南下浦町上宮田3190-1　Tel.046-888-5414 Fax.046-

889-0874　◇京急線三浦海岸駅から徒歩5分　◇創立／

1977年　◇園長／生野 多恵子　◇特色／こども一人ひと

りを大切に、遊びを中心に生活経験を豊かに「やる気」と

「おもいやり」の心を育てます。

【HP】http://kamimiyatakohitsuji.hoikuen.ac

カリタス幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)カリタス学園］〒214-0012　神

奈川県川崎市多摩区中野島4-6-1　Tel.044-922-2526 Fax. 

044-900-8846　◇JR登戸駅から車5分　◇理事長／クロ

ーデット・ベルニエ、園長／菅原 けい子、事務主任／奥

富 小夜子　◇特色／自分が大事にされていると実感させ

ることによって、人への愛や信頼を育みます。

【HP】http://www.caritas.or.jp/kd01.html

川崎頌和幼稚園
［幼稚園］　［(学)川崎キリスト教学園］〒210-0023　神奈

川県川崎市川崎区小川町11-13　Tel.044-222-3120 Fax. 

044-211-0608　◇JR川崎駅東口から徒歩8分　◇創立／

1927年　◇園長／滝澤 貢

【HP】http://www.syowa.org/

関東学院野庭幼稚園
［幼稚園］　［(学)関東学院］〒234-0056　神奈川県横浜市

港南区野庭町617-2　Tel&Fax.045-845-0876　◇横浜地

下鉄上永谷駅からバス「天谷」停　◇創立／1976年　◇

園長／帆苅 猛　◇特色／自由遊び・設定遊びが異年齢活

動と織り重なり展開。子どもを中心に保護者と園とが共に

歩む”共育”の場。

【HP】http://www.kanto-gakuin.ac.jp/nkg/

関東学院六浦幼稚園
［幼稚園］　［(学)関東学院］〒236-8503　神奈川県横浜市

金沢区六浦東1-50-1　Tel&Fax.045-781-0170　◇京急金

沢八景駅から徒歩20分　◇創立／1948年　◇園長／根津 

美英子　◇特色／遊びの中で自主性・創造性・思いやり

の心を育み、神さまの大切な一人として豊かに生きること

を願っています。

【HP】http://www.kanto-gakuin.ac.jp/kg/

菊名愛児園
［保育園］　［(宗)日本キリスト教団横浜菊名教会］〒222-

0011　神奈川県横浜市港北区菊名4-5-1　Tel&Fax.045- 

431-6909 Tel.045-401-0431　◇東横線菊名駅から徒歩8

分　◇創立／1942年　◇園長／戸波 義憲　◇特色／地

域で一番古い保育所として親しまれています。キリスト教

保育で心と身体をのびのびと豊かに育てます。

【HP】http://www.kikuna.jpn.org/groupE/syoukai.html

きじばと幼児園
〒236-0022　神奈川県横浜市金沢区町屋町6-9　Tel.045-

701-1296

クリスチャンベビーセンター
［幼児］　［(宗)日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団川

崎中央福音教会］〒210-0844　神奈川県川崎市川崎区渡

田新町3-10-17　Tel.044-322-3492 Fax.044-322-3501　◇

JR川崎新町駅から徒歩3分　◇創立／1970年　◇園長／

佐藤みつ子

高座みどり幼稚園
［幼稚園］　［(学)高座学園］〒242-0006　神奈川県大和市

南林間2-14-8　Tel.046-274-0372 Fax.046-274-0394　◇

小田急江ノ島線南林間駅から3分　◇創立／1949年　◇

理事長／松本 雅弘、園長／鈴木 裕美　◇特色／カンバ

ーランド長老教会信仰告白に基づきキリスト教保育を目指

している。

【HP】http://www.midorikg.net/

港南台キリスト教会付属保育センター
［保育園］〒234-0054　神奈川県横浜市港南区港南台3-4-

35 松田ビル2F、3F　Tel.045-832-9190 Fax.045-831-
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7736　◇JR港南台駅から徒歩5分　◇創立／1976年　◇

牧師／山川 泰司

【HP】http://homepage2.nifty.com/ways/

【E-Mail】ways@nifty.com

高風保育園
［保育園］　［(福)白峰会］〒231-0822　神奈川県横浜市中

区本牧元町72-1　Tel.045-624-0277 Fax.045-624-0540　

◇JR横浜駅からバス「本牧車庫」停、徒歩5分　◇創立

／1949年　◇園長／長谷川 西鳳　◇特色／キリスト教の

精神に基づき、神と人とに愛される、心身ともに健やかな

子どもを育てることを目的としている。

【E-Mail】kofuu-h0277hakuhou@air.ocn.ne.jp

国府幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団国府教会］〒259-0114　神

奈川県中郡大磯町月京長谷川92　Tel.0463-71-0598　◇

園長／坂本 羣子

こひつじ学園
〒250-0854　神奈川県小田原市飯田岡336　Tel.0465-36-

1789　◇藤波 勝正

【HP】http://lamb.sakura.ne.jp/

子安台幼児園
［幼児保育］　［(宗)新子安バプテスト教会］〒221-0012　

神奈川県横浜市神奈川区子安台1-6-21　Tel.045-421-

0778　◇JR新子安駅から徒歩10分　◇創立／1954年　

◇代表役員／高野 進　◇特色／人々と自然を愛する子ど

もたちに育てるようつとめています。

相模白ゆり幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団相模原教会］〒252-0232　

神奈川県相模原市中央区矢部4-1-20　Tel.042-752-2328 

Fax.042-753-3717　◇JR矢部駅から徒歩2分　◇設置者

／辻川 篤、園長／小久保 隆夫

【HP】http://www.sagamishirayuri.ed.jp/

相模翠ヶ丘幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本キリスト教団翠ヶ丘教会附属］〒

252-0312　神奈川県相模原市南区相南2-25-65　Tel.042-

742-1593 Fax.042-742-1393　◇小田急江の島線東林間駅

から徒歩10分　◇創立／1964年　◇園長／井殿 準　◇

特色／本園には目に見えるのものだけではなく、目に見え

ない心の教育を大切にするキリスト教主義保育を実践して

います。

【HP】http://www.midorigaoka.jp/kg/

【E-Mail】info@midorigaoka.jp

桜本保育園
［保育園］　［(福)青丘社］〒210-0833　神奈川県川崎市川

崎区桜本1-8-22　Tel.044-288-2545 Fax.044-288-2546　

◇創立／1969年　◇園長／金 性済

早苗幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団横浜本牧教会］〒231-

0806　神奈川県横浜市中区本牧町1-84　Tel.045-622-

7182　◇JR石川町駅から徒歩4分　◇創立／1880年　◇

園長／菊地 一男

【HP】http://church.ne.jp/honmoku/sanae.html

さゆり幼稚園
［カトリック幼稚園］〒231-0837　神奈川県横浜市中区滝

之上2　Tel.045-622-7076

サレジオ学院幼稚園
［カトリック幼稚園］〒216-0004　神奈川県川崎市宮前区

鷺沼4-13-7　Tel.044-866-0559

【HP】http://www.salesio.ed.jp

サンモール幼稚部
［カトリック幼稚園］〒231-0862　神奈川県横浜市中区山

手町83　Tel.045-641-5751

シャローム保育園
［保育園］　［(福)シャローム会］〒225-0011　神奈川県横

浜市青葉区あざみ野3-11-27　Tel.045-901-7447 Fax.045-

902-8581　◇田園都市線あざみ野駅から徒歩15分　◇創

立／1977年　◇理事長・園長／千葉 明徳　◇特色／「い

つも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに

感謝しなさい。」をモットーに保育に励んでいます。

【HP】http://www.shalom.vu/

【E-Mail】akky@shalom.vu

湘南白百合学園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒251-0035　神奈川県藤沢市片瀬海

岸2-2-30　Tel.0466-22-4432 Fax.0466-26-1035　◇小田

急江ノ島線片瀬江ノ島駅から徒歩3分　◇理事長／深堀 

シヅ子、園長／相馬 たゑ子

【HP】http://www.bpp.jp/sskg/

白百合幼児学園［白百合］

［幼稚園］　［(宗)日本基督教団清水ヶ丘教会］〒232-

0006　神奈川県横浜市南区南太田1-37-10　Tel&F

ax.045-713-8703 Tel.045-711-2990 Fax.045-711-2993　◇

京浜急行南太田駅から山側徒歩3分　◇創立／1959年　

◇園長／島田 勝彦、主任教諭／佐藤 順子　◇特色／桜

の名所となった園庭はさながら自然博物館。親子みんなな

かよし、心を育てるのびのび保育！　自家製完全給食。

【HP】http://www.shimizugaoka.com/

【E-Mail】ymission@shimizugaoka.com

白百合幼児園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団秦野教会］〒257-0055　神

奈川県秦野市鈴張町2-22　Tel.0463-81-2530　◇小田急

小田原線秦野駅からバス「富士見橋・警察署入口」停、

徒歩5分　◇園長／青木 勝次

【HP】http://hatano-church.web.infoseek.co.jp/sirayuri/

新玉幼稚園
［カトリック幼稚園］〒250-0011　神奈川県小田原市栄町

4-6-5　Tel.0465-22-4060

スミレ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒242-0006　神奈川県大和市南林間

7-4-1　Tel.046-274-9222

聖クララ幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)アトンメント会］〒210-0014　

神奈川県川崎市川崎区貝塚2-8-16　Tel.044-244-4980 

Fax.044-233-8754　◇園長／内田 和範
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聖セシリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒242-0006　神奈川県大和市南林間

3-10-1　Tel.046-275-8036　◇創立／1954年　◇園長／

伊東 千鶴子

【HP】http://www.cecilia.ac.jp/yochien/

聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖トマ学園］〒231-0055　神

奈川県 横 浜市中区末吉町1-13　Tel.045-261-7351 

Fax.045-261-7354　◇京浜急行日の出町駅から徒歩5分　

◇創立／1951年　◇理事長／梅村 昌弘、園長／櫻井 つ

た江、主任／酒井 聡子　◇特色／家庭の生活と補い合い

子ども共同体による創造的な社会生活を通し、協調性主

体性を持つ人格の育成を目指す。

【HP】http://www.seibo-y.ed.jp

聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒249-0006　神奈川県逗子市逗子

6-8-47　Tel.046-871-6337 Fax.046-871-6337

【HP】http://www.kidslink.jp/seimaria/

セント・メリー幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)星和学園］〒240-0012　神奈

川県横浜市保土ケ谷区月見台34-6　Tel.045-331-2952　

◇JR保土ヶ谷駅西口から徒歩5分　◇創立／1953年　◇

園長／後藤 千恵　◇特色／神様から愛されていることを

知らせ、愛されている自分と他者、そして自然を大切にす

ることを教えます。

捜真幼稚園
［幼稚園］　［(学)捜真バプテスト学園］〒221-0804　神奈

川県横浜市神奈川区栗田谷42-43　Tel.045-323-1676 

Fax.045-323-1680　◇東横線反町駅から徒歩15分　◇創

立／1955年　◇園長／東間 千鶴子、理事長／森島 牧

人　◇特色／神が一人ひとりの子どもに与えてくださって

いるいのち・人格・個性の尊さを認めつつ、その育成を目

指しています。

【HP】http://www.soshin.or.jp/kg

【E-Mail】kg@soshin.or.jp

大師新生保育園
［保育園］　［日本バプテスト同盟大師新生教会］〒210-

0816　神奈川県川崎市川崎区大師町15-9　Tel.044-288-

7612 Fax.044-288-7613　◇京急大師線東門前駅から徒歩

7分　◇創立／2003年　◇代表役員・牧師／天野 功、園

長／清水 元

【HP】http://www.geocities.jp/daishishinseiyouchien/

【E-Mail】nry@dai-shinsei.jp

大師新生幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本バプテスト同盟大師新生教会］〒

210-0816　神奈川県川崎市川崎区大師町15-9　Tel.044-

288-7612 Fax.044-288-7613　◇京急大師線東門前駅から

徒歩7分　◇創立／1951年　◇代表役員・牧師／天野 功、

園長／清水 元

【HP】http://www.geocities.jp/daishishinseiyouchien/

ちとせ保育園・アガペー学童保育
［保育園］　［(福)ちとせ会］〒241-0033　神奈川県横浜市

旭区今川町60-2　Tel.045-364-6332　◇通木 一成

都筑フレンドシップ・ハウス・クリスチャン
センター［フレンドシップ・ハウス］

［無認可保育施設］〒224-0035　神奈川県横浜市都筑区

新栄町3-6　Tel&Fax.045-593-4529　◇地下鉄3号線仲町

台駅から徒歩10分　◇創立／2005年　◇代表／ハイスボ

ルフ，マルチン

【HP】http://www.heisswolf.net/tsuzuki/

【E-Mail】martin@heisswolf.net

田園江田幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団田園江田教会］〒225-

0013　神奈川県横浜市青葉区荏田町474-1　Tel.045-911-

1362 Fax.045-912-1296［連絡先：Tel.045-912-0930］　◇

田園都市線江田駅から徒歩3分　◇創立／1969年　◇代

表役員・園長／宗野 鏡子

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~eda-yo/

天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒236-0015　神奈川県横浜市金沢区

金沢町48　Tel.045-701-9597

東洋英和女学院大学付属　かえで幼稚園［か

えで幼稚園］

［幼稚園］　［(学)東洋英和女学院］〒225-0002　神奈川県

横 浜市青葉区美しが 丘3-46-8　Tel.045-901-8423 

Fax.045-901-1941　◇田園都市線たまプラーザ駅からバ

ス「平津」停、徒歩3分　◇創立／1973年　◇院長／池

田 守男、園長／森高 ホサナ、学長／飽戸 弘　◇特色／

地域の子どものために、キリスト教を基盤とした保育を実

践し、子どもは愛されていることを感じて生活しています。

【HP】http://www.toyoeiwa.ac.jp/kaede_k/index.html

戸塚ルーテル教会附属幼稚園［戸塚ルーテル幼

稚園］

［幼稚園］　［(宗)日本ルーテル教団戸塚教会］〒244-

0003　 神 奈川県 横 浜 市 戸 塚区 戸 塚町157　Tel&F

ax.045-865-5855 Tel.045-881-0079　◇JR戸塚駅から徒歩

7分　◇創立／1950年　◇園長／清水 臣　◇特色／ナン

バーワンではなくオンリーワンであることを知ろう！

【HP】http://www.h7.dion.ne.jp/~tlchurch/

ドレーパー記念幼稚園
［幼稚園］　［(学)大塚平安学園］〒252-1131　神奈川県綾

瀬市寺尾北2-17-47　Tel.0467-78-1550 Fax.0467-79-

3746　◇相鉄本線かしわ台駅東口から徒歩5分　◇創立

／1962年　◇園長／鈴木 伸治

【HP】http://www.draper.ed.jp/

二宮めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)恵愛学園］〒259-0123　神奈川県中郡二

宮町二宮92　Tel&Fax.0463-71-0570　◇JR二宮駅南口か

ら徒歩2分　◇創立／1949年　◇園長／栗山 明　◇特色

／幼稚園要領に則り、幼児を保育しキリスト教の愛の精神

により、教育的環境を与えその心身の発達を助長します。

【HP】http://www.scn-net.ne.jp/~megumi_n/

二本榎幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団横浜明星教会］〒221-

0813　神奈川県横浜市神奈川区二本榎9-1　Tel.045-491-

3437　◇東急東横線東白楽駅　◇園長／川又 喜恵子
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野毛山幼稚園
［幼稚園］　［(学)野毛山学園］〒220-0032　神奈川県横浜

市西区老松町30　Tel.045-231-0150 Fax.045-251-2455［連

絡先：Tel.045-231-3836］　◇JR桜木町駅から徒歩12分　

◇創立／1951年　◇理事長／金児 栄治、園長／奈良 昌

人　◇特色／一人ひとりの子どもを見つめ、伸び伸びと

健やかな成長を願っています。

【HP】http://www.nogeyama-kg.ed.jp/

【E-Mail】info@nogeyama-kg.ed.jp

花園幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会聖十字学園］〒250-0013　神奈川

県小田原市南町2-2-45　Tel&Fax.0465-22-8702　◇JR小

田原駅から徒歩15分　◇創立／1916年　◇園長／大居 

雅治　◇特色／「心もからだものびやかに」そして愛し

合うこと。一人ひとりの心を大切にすることを遊びの中か

ら学びます。

【HP】http://www.geocities.jp/tdhfj839/

ばらの花幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖トマ学園］〒252-0157　神

奈川県相模原市緑区中野1366　Tel&Fax.0427-84-0181　

◇園長／西村 眞紀子

ハリス記念鎌倉幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日基教団鎌倉教会］〒248-0014　神奈川

県鎌倉市由比ガ浜2-2-33　Tel.0467-23-3207　◇JR鎌倉

駅から徒歩6分　◇創立／1910年　◇園長／森 研四郎

【HP】http://www.harris-yochien.jp/

ひかりの子幼稚園
［幼稚園］　［(学)荻野学園］〒253-0008　神奈川県茅ヶ崎

市芹沢913　Tel&Fax.0467-51-0103　◇JR茅ヶ崎駅から

バス「小出小前」停、徒歩3分　◇創立／1967年　◇園

長／豊嶋 ときわ　◇特色／キリスト教主義、遊びを大切

にした保育、自然を活かし畑作業・料理を通してたくさん

の恵みに感謝する。

【E-Mail】hikarinoko-913@aroma.ocn.jp

ひの木幼児園
［幼稚園］　［日本基督教団ひの木教会］〒230-0076　神奈

川県横浜市鶴見区馬場1-24-21　Tel&Fax.045-572-3393

［連絡先：Tel.045-582-3589］　◇東急東横線菊名駅から車

8分　◇創立／1961年　◇園長／篠崎 将己　◇特色／個

性を尊重して、ひとりひとりをゆっくりと育てます。社会

に適応して集団の中での生活力を身につけます。

【HP】http://home.netyou.jp/gg/hinoki/youjienindex.html

【E-Mail】hinoki@he.netyou.jp

日吉ルーテル同胞教会 星の子ルーム［星の子

ルーム］

［3歳未満保育］　［日本ルーテル同胞教団］〒223-0062　

神奈川県横浜市港北区日吉本町1-5-41　Tel&Fax.045-

563-6095　◇東横線日吉駅から徒歩3分　◇創立／1985

年　◇設置者代表／田口 聖　◇特色／横浜保育室認定保

育所。常勤保育士は全員クリスチャンです。

【HP】http://www.kidslink.jp/hoshinoko/

【E-Mail】hosinoko@gaea.ocn.ne.jp

平塚二葉幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団平塚教会］〒254-0045　神

奈川県平塚市見附町6-18　Tel.0463-31-0864 Fax.0463-

31-0826　◇JR平塚駅から徒歩7分　◇創立／1924年　◇

園長／齋藤 宗三、堀口 由利子、杉崎 未夏、新倉 麻貴、

落合 裕子、山田 美千代、杉崎 文奈

【HP】http://www.hiratsuka-church.com/futaba/

【E-Mail】futabakg@ma.scn-net.ne.jp

ふぁみりーさぽーと　のあ［のあ］

［保育室］　［(NPO)ふぁみりーさぽーとのあ］〒247-

0024　神奈川県横浜市栄区野七里1-37-10　Tel.045-891-

0111 Fax.045-895-3761　◇JR港南台駅からバス「西ヶ谷」

停、徒歩5分　◇創立／2002年　◇理事長／池田 恵賜、

園長／徳武 あさひ　◇特色／一人ひとりが豊かな人格形

成を築けるよう「愛されて育つ」をモットーに取り組んで

います。

【HP】http://www.familysupport-noah.jp/

【E-Mail】noah_family15@yahoo.co.jp

福音幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団川崎境町教会］〒210-

0838　神奈川県川崎市川崎区境町3-12　Tel.044-222-

4525 Fax.044-222-5518　◇JR川崎駅から臨港バス「さつ

き橋」停、徒歩1分　◇創立／1927年　◇園長／佐竹 拓

平　◇特色／幼稚園見学をご希望の方はいつでもおいで

ください。

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~fukuin/

二ツ橋愛隣幼稚園
［幼稚園］　［(学)横浜二ツ橋愛隣学園］〒246-0021　神奈

川県横浜市瀬谷区二ツ橋町144　Tel.045-364-5296 

Fax.045-365-1357　◇創立／1954年　◇理事長・園長／

梅澤 忠実　◇特色／自然の中で、人間らしく。野あそび、

基地あそび、ドロ団子、どろんこあそび、楽しさから学ぶ

幼稚園です。

【HP】http://www.airin.ed.jp/

平和学園幼稚園
［幼稚園］　［(学)平和学園］〒253-0031　神奈川県茅ケ崎

市富士見町5-2　Tel.0467-87-1661 Fax.0467-87-0176　◇

JR辻堂駅から車5分　◇創立／1940年　◇学校長／中山 

洋司、理事長・学園長／夏村 充　◇特色／たっぷり遊ぶ、

知恵を出し合い皆で創り出す、神様に祈り感謝することを

三つの大切として保育を行なっている。

【HP】http://www.h.aletheia.ac.jp/

本牧めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団本牧めぐみ教会］〒231-

0824　神奈川県横浜市中区本牧三之谷26-9　Tel.045-

621-0550 Fax.045-625-1248　◇JR根岸駅からバス「三の

谷」停、徒歩3分　◇創立／1954年　◇園長／相吉 達男

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~gratia/

三笠幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖トマ学園］〒238-0003　神

奈川県横須賀市稲岡町82-9　Tel.046-823-1273 Fax.046-

825-2165　◇京急横須賀中央駅から徒歩7分　◇創立／

1953年　◇園長／浅羽 裕子　◇特色／キリスト教の精神

に基づく保育、遊びを中心とした保育の中からやさしさ思
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いやり、神様を通じて感謝する心を学ぶ。

【HP】http://www.maroon.dti.ne.jp/mikasa-youchien/

御国幼稚園
［幼稚園］　［(学)ステパノ佐伯学園］〒240-0114　神奈川

県三浦郡葉山町木古庭1768　Tel.046-852-6633 Fax.046-

852-6632　◇横浜横須賀道路横須賀ICから車3分　◇創

立／1960年　◇園長・理事長／佐伯 陽二　◇特色／ど

この幼稚園も同じだと思ってはいませんか？　太陽と緑と

元気一杯の当園に、いつでも遊びにいらして下さい！

【HP】http://www.mikuni.ed.jp/

みくに幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団藤沢教会］〒251-0023　神

奈川県藤沢市鵠沼花沢町2-5　Tel.0466-23-1893　◇JR藤

沢駅南口から徒歩5分　◇創立／1934年　◇園長／国尾 

雪　◇特色／主イエスの愛に倣い、一人ひとりのその子ら

しさを慈しみ育て、のびのびと遊ぶことを大切に保育して

います。

【HP】http://www.fujisawachurch.com/mikuni_kg/

【E-Mail】mikunikg@ybb.ne.jp

三崎二葉保育園
［保育園］　［(福)三崎二葉会］〒238-0235　神奈川県三浦

市城山町4-4　Tel.046-881-2359 Fax.046-881-7902［連絡

先：日本基督教団三崎教会　〒238-0235　神奈川県三浦

市城山町4-4 Tel.046-881-7923］　◇京急三崎口駅からバ

ス「東岡」停、徒歩3分　◇創立／1954年　◇園長／生

野 隆彦　◇特色／「愛と奉仕」の精神でやっています。

【HP】http://misakifutaba.hoikuen.ac/

聖園マリヤ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒251-0871　神奈川県藤沢市善行

7-1-4　Tel.0466-81-4141

聖園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒251-0053　神奈川県藤沢市本町

4-8-7　Tel.0466-22-2636

聖鳩幼稚園
［幼稚園］　［(学)賜恩学園］〒253-0053　神奈川県茅ヶ崎

市東海岸北3-10-4　Tel.0467-82-2573　◇JR茅ヶ崎駅から

徒歩12分　◇創立／1953年　◇園長／林 光

【HP】http://www.mihato.ac.jp/

宮の台幼稚園
［幼稚園］　［(学)宮の台幼稚園］〒245-0012　神奈川県横

浜市泉区中田北3丁目29-1　Tel.045-802-0266 Fax.045-

801-5111　◇地下鉄中田駅から15分　◇創立／1963年　

◇園長／笹野 信治

【HP】http://www.miyanodai-yochien.ed.jp/

【E-Mail】mkg@miyanodai-yochien.ed.jp

めぐみ愛児園
［保育］　［(宗)日本基督教団相模原南教会］〒252-0314　

神奈川県相模原市南区南台1-4-36　Tel.042-746-4055　

◇小田急線小田急相模原駅から徒歩10分　◇創立／1961

年　◇園長／前田 真孝

【HP】http://sagamihara-minami.jp/megumiaijien/

めぐみ幼児園
［幼稚園］　［CPC・希望が丘教会］〒241-0825　神奈川県

横浜市旭区中希望が丘72-2　Tel.045-391-6038 Fax.045-

391-6653　◇相鉄線希望が丘駅から徒歩3分　◇創立／

1968年　◇園長／田名網 仁　◇特色／一人一人の個性を

大切にしたキリスト教保育を行っております。

元住吉こばと幼稚園
［幼稚園］　［(学)敬愛学園］〒211-0025　神奈川県川崎市

中原区木月3-59-20　Tel.044-411-1458 Fax.044-422-

6555　◇東急東横線元住吉駅から徒歩10分　◇創立／

1956年　◇園長／三宅 悦子　◇特色／遊ぶことを通し

て、生きる力、友だちとかかわる力を身につけて行きます。

【HP】http://www.kobato-kg.ed.jp/

モンタナ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒248-0032　神奈川県鎌倉市津

550　Tel.0467-32-5741 Fax.0467-39-3650

【HP】http://www.kidslink.jp/montana-youchien/

モンテッソーリ鎌倉こどもの家［鎌倉こどもの家］

［幼児教室・保育園］　［湘南ホライズンファミリーチャー

チ］〒247-0063　神奈川県鎌倉市梶原58-3　Tel&Fax.

0467-47-0295　◇湘南モノレール湘南深沢駅から徒歩5

分　◇創立／2002年　◇責任者／加藤 喜代子、スタッ

フ／加藤 真喜　◇特色／モンテッソーリ教育、キリスト

教教育、自然教育、英語リトミックなどを取り入れ、自主

の精神を養うことを大切に、お手伝いします。

【HP】http://www.shonanhorizon.com/monte.htm

【E-Mail】monte@shonanhorizon.com

百合丘めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)百合丘キリスト教会］〒215-0011　神奈

川県川崎市麻生区百合丘1-12　Tel&Fax.044-954-4665　

◇小田急百合丘駅から徒歩7分　◇創立／1964年　◇代

表役員／川井 信雄　◇特色／神と人とに愛されているこ

とを知り、また愛することのできる子どもになることを願

って保育しています。

【HP】http://www.y-megumi.jp/

横須賀上町教会付属めぐみ幼稚園［めぐみ幼

稚園］

［幼稚園］　［(宗)日本基督教団横須賀上町教会］〒238-

0017　神奈川県横須賀市上町2-43　Tel.046-822-2594 

Fax.046-822-2595　◇京急線横須賀中央駅西口から徒歩

10分　◇創立／1932年　◇代表役員・園長／森田 裕明

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~megumi.y/

【E-Mail】charis@f4.dion.ne.jp

横浜愛隣幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団横浜上原教会］〒220-

0046　神奈川県横浜市西区西戸部町2-144　Tel.045-231-

8065　◇京急本線戸部駅から徒歩10分　◇創立／1931

年　◇園長／古旗 誠

【HP】http://www.d1.dion.ne.jp/~church/airin.html

横浜英和幼稚園
［幼稚園］　［(学)横浜英和学院］〒232-0043　神奈川県横

浜市南区蒔田町会下937-6　Tel&Fax.045-731-2864［連

絡先：(学)横浜英和学院事務所　〒232-0043　神奈川県
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厚木市 Atsugi-shi

アガペーコミュニティチャーチ［単立／独立］

〒243-0037　厚木市毛利台3-11-16　Tel&Fax.046-247-

8510　◇小田急線本厚木駅からバス「毛利台団地」停、

徒歩3分　◇創立／2007年（12人）　◇門谷 晥一、門谷 

邦子　◇礼拝／10:00　◇特色／夫婦で協力牧会。主イエ

スへの愛と献身基づくみからだ共同体の建て上げと福音

宣教。ビジネスマン伝道。

厚木上教会［日基教団］

〒243-0018　厚木市中町3-17-22　Tel&Fax.046-221-

0932　◇小田急小田原線本厚木駅から徒歩7分　◇創立

／1932年（65人）　◇柴 適　◇礼拝／10:30

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~atsugikm/

厚木キリスト教会［ホーリネス］

〒243-0812　厚木市妻田北4-7-7　Tel&Fax.046-222-

3379　◇小田急小田原線本厚木駅からバス10分　◇創立

／1970年（80人）　◇齋藤 孝志、齋藤 満江、石塚 孝　

◇礼拝／10:30

【HP】http://jhc-atsugi.org/

厚木国際バプテスト教会(伝）［バプ連盟］

〒243-0014　厚木市旭町3-25-8　Tel&Fax.046-239-

神 奈 川 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   K a n a g a w a 　

横浜市南区蒔田町124 Tel.045-731-1901］　◇地下鉄蒔田

駅から徒歩8分　◇創立／1880年　◇園長／菰田 とみ子、

理事長／永井 輝男、学院長／森山 みね子　◇特色／安

心して自分らしく。いろいろな人や「もの」に出会い、表

現する。仲間と共につくりだす喜びをあじわう。

【HP】http://www.yokohama-eiwa.ac.jp/kindergarten/

横浜白山道教会付属幼稚舎「光の園」［光の園］

［認可外保育施設］　［日本同盟基督教団横浜白山道教会］

〒236-0045　神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-23-2　Tel

&Fax.045-789-0375［連絡先：横浜白山道教会　〒236-

0045　神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-17-10 Tel.045-

701-1623］　◇京浜急行金沢文庫駅から徒歩15分　◇創

立／2003年　◇園長／松下 信　◇特色／「真の教育と

は人間を人格者として育てることです。」人格の基礎作り

に力を注ぐ、子どもも親も共に育つ園です。

【HP】http://www.geocities.jp/yhakusandoch/

横浜みこころ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒231-0862　神奈川県横浜市中区山

手町44　Tel.045-641-0902

YMCAマナ保育園
［保育園］　［(福)横浜YMCA福祉会］〒236-0058　神奈川

県横浜市金沢区能見台東1-1 ビーコンヒル能見台イースト

プラザ内　Tel.045-790-3588 Fax.045-790-3599　◇京浜

急行能見台駅から徒歩3分　◇創立／1884年　◇園長／

木島 浩　◇特色／ロンドンで生まれ、160年以上展開さ

れているＹＭＣＡ運動の一環として、開放的なキリスト教

教育を実施。

【HP】http://www.yokohamaymca.org/childcare/mana.html

【E-Mail】hiroshi_kijima@is.yokohama-ymca.or.jp

　図書館・資料展示館

青山学院資料センター
［資料館］　［(学)青山学院］〒252-5258　神奈川県相模原

市中央区淵野辺5-10-1 青山学院大学相模原キャンパス

内　Tel.03-3409-6742(転送) Fax.03-3409-8134　◇JR淵

野辺駅から徒歩7分　◇創立／1978年　◇事務長／傳農 

和子、上野 裕美　◇特色／学院歴史資料のほか、明治期

キリスト教関係資料等も収集・供覧している。現在仮事務

室のため展示はしていない。

【HP】http://www.aoyamagakuin.jp/mcenter/

横浜開港資料館
［資料館］　［(財)横浜市ふるさと歴史財団］〒231-0021　

神奈川県横浜市中区日本大通3　Tel.045-201-2100 Fax. 

045-201-2102　◇みなとみらい線日本大通り駅から徒歩2

分　◇創立／1981年　◇館長／高村 直助　◇特色／明

治初頭に横浜で刊行された聖書をいくつか収蔵しており、

閲覧室で閲覧が可能。

【HP】http://www.kaikou.city.yokohama.jp/

　祈祷院

ベツレヘム祈祷院
［祈祷院］　［単立カナン・キリスト教会］〒240-0053　神

奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町542-50［連絡先：単立カ

ナン・キリスト教会　〒231-0025　神奈川県横浜市中区

松影町3-11-2 三和ビル6Ｆ Tel.045-664-4710］　◇相鉄線

西谷駅からバス10分　◇創立／2009年　◇代表／佐藤 

敏
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54 Tel.090-4848-3335］　◇創立／2005年（50人）　◇片

山 ルイス、北野 イギベルト、橋詰 ブラジリオ　◇礼拝／

18:30　◇外国語／ポルトガル語　◇特色／月曜から日曜

まで全日教会で活動があります。礼拝、勉強会、婦人会、

青年会等もあります。

【HP】http://www.ad-japao.com/

【E-Mail】marine-tomo-amor@hotmail.co.jp

綾瀬教会［イエス福音］

〒252-1131　綾瀬市寺尾北2-17-29　Tel&Fax.0467-77-

3594　◇相鉄線かしわ台駅から徒歩6分　◇創立／1982

年（46人）　◇泉田 栄二　◇礼拝／10:30

綾瀬小園キリスト教会［バプ連盟］

〒252-1122　綾瀬市小園南2-18-6　Tel&Fax.0467-79-

2745　◇小田急線海老名駅からバス10分［連絡先：江原 

淳　〒243-0432　神奈川県海老名市中央1-2-7-1001 

Tel.046-233-8735］　◇創立／1988年（37人）　◇江原 淳、

岩瀬 礼　◇礼拝／10:20

【HP】http://ayasekozonochurch.blog.ocn.ne.jp/blog/

【E-Mail】akcc@cure.ocn.ne.jp

大塚平安教会［日基教団］

〒252-1131　綾瀬市寺尾北2-17-44　Tel.0467-78-3017 

Fax.0467-79-3746　◇相鉄本線かしわ台駅東口から徒歩5

分　◇創立／1949年（100人）　◇礼拝／10:15　◇テレ

ホン／0467-78-0374

【E-Mail】nobuharu@f8.dion.ne.jp

伊勢原市 Isehara-shi

愛のキリスト教会［同盟基督］

〒259-1137　伊勢原市笠窪461-6　Tel&Fax.0463-63-

1015　◇小田急小田原線鶴巻温泉駅から徒歩15分　◇創

立／1992年（15人）　◇影山 範文　◇礼拝／10:30

厚木教会［改革派］

〒259-1116　伊勢原市石田254-3　Tel&Fax.0463-91-

6629　◇小田急小田原線愛甲石田駅から徒歩10分　◇創

立／1986年　◇佐藤 弘之

伊勢原イエス・キリスト教会バイブル・チ
ャペル［単立／独立］

〒259-1132　伊勢原市桜台5-23-27　Tel.0463-94-6118 

Fax.0463-94-9605　◇小田急線伊勢原駅から徒歩15分　

◇創立／1984年（119人）　◇中川 義也、中川 美恵子　

◇礼拝／8:45,10:30,18:00

伊勢原ガーデンチャペル［日本COG］

〒259-1135　伊勢原市岡崎6871-5　Tel&Fax.0463-96-

1403　◇小田急線伊勢原駅南口からバス「団地南口」停、

徒歩3分　◇創立／2001年（33人）　◇伊藤 正登、伊藤 

伸子　◇礼拝／13:30　◇特色／主の園をイメージした素

敵なチャペルです。賛美が盛んで主の臨在と交わりの中

で癒しと回復がなされます。

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/garden_chapel/

【E-Mail】fellow@ac.mbn.or.jp

4454　◇創立／1999年　◇李 東柱　◇礼拝／11:00,

14:00　◇外国語／韓国語　◇特色／水曜日12時から祈祷

会。金曜日夜8時から祈祷会。韓国語で礼拝しています。

日本語の同時通訳あります。

【E-Mail】djdaniel@naver.com

厚木聖書家庭集会［単立／独立］

〒243-0035　厚木市愛甲223-13　Tel&Fax.046-247-

1533　◇岩崎 浩清

厚木聖ヨハネ教会［聖公会］

〒243-0032　厚木市恩名1-13-7　Tel&Fax.046-222-

2826　◇小田急線本厚木駅　◇創立／1997年（30人）　

◇小林 進

厚木福音自由教会［福音自由］

〒243-0003　厚木市寿町3-13-10　Tel&Fax.046-223-4477 

Tel.050-3504-9207　◇小田急小田原線本厚木駅から徒歩

15分　◇創立／1975年（45人）　◇清水 吉雄　◇礼拝／

10:30,15:30　◇特色／教会学校（日曜9:00〜10:15）、水曜

祈祷会（10:00〜12:00、19:00〜21:00）、木曜婦人会（10:00

〜12:00）、青年会（土曜13:00〜15:00）、大学生会（女子）

（土曜10:00〜12:00）

【HP】http://www.geocities.jp/atsugi_efc/

【E-Mail】efc_atsugi@yahoo.co.jp

厚木緑ヶ丘キリスト教会［JECA］

〒243-0041　厚木市緑ヶ丘1-11-6　Tel&Fax.046-223-

5628　◇小田急小田原線本厚木駅からバス10分、徒歩2

分　◇創立／1971年（42人）　◇山里 将之　◇礼拝／

10:20　◇特色／水曜午前10時から婦人会。木曜午後8時

から聖書研究祈祷会。

【HP】http://www.jeca-amcc.church.jp/

【E-Mail】amcc2010jeca@yahoo.co.jp

TLCCC厚木教会［主の十字架］

Tel&Fax.03-3973-1550　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください［連絡先：モーセ 小野島　〒171-0041　

東京都豊島区千川2-38-8］　◇創立／2003年（7人）　◇モ

ーセ 小野島、イスラエル 小野島　◇礼拝／10:15　◇特

色／火曜日午後3時30分からゴスペルと祈祷会。

【HP】http://users.astone.co.jp/tlcccatsugi/

【E-Mail】rejoicealways@u01.gate01.com

日本バプテスト厚木教会［バプ同盟］

〒243-0012　厚木市幸町6-22　Tel&Fax.046-228-0471　

◇並木 裕忠

平和教会［聖イエス会］

〒243-0014　厚木市旭町1-20-15　Tel.046-228-4679　◇

岸野 満

綾瀬市 Ayase-shi

ASSEMBLEIA DE DEUS キリスト教会［単立／

独立］

〒252-1133　綾瀬市寺尾本町3-14-14　Tel&Fax.0467-77-

7504　◇バス「寺尾台入り口」停、目の前［連絡先：高

間智浩　〒252-0153　神奈川県相模原市緑区根小屋2739-
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Fax.046-234-9919,9913　◇相鉄線さがみ野駅から徒歩7

分　◇創立／1997年（140人）　◇禹 昌煕、チョン アンナ、

徐 明煥　◇礼拝／9:00,12:00　◇外国語／韓国語　◇特

色／礼拝は韓国語で行われていますが、日本語の同時通

訳があります。

【HP】http://www.geocities.jp/j_ztiancun/mainpageindex.html

【E-Mail】yawoo_2008@hotmail.com

小田原市 Odawara-shi

インマヌエル小田原教会［単立／独立］

〒250-0001　小田原市扇町5-14-12-150　Tel.0465-32-

2512 Fax.0465-35-7522　◇伊豆箱根鉄道大雄山線五百羅

漢駅から徒歩5分　◇創立／1986年（70人）　◇黒田 静

安　◇礼拝／10:30,14:00　◇外国語／韓国語、英語　◇

特色／韓国語で礼拝しています。日本語通訳があります。

【E-Mail】immanuel137jp@yahoo.co.jp

小田原荻窪キリスト教会［単立／独立］

〒250-0042　小田原市荻窪587　Tel.0465-34-2525　◇JR

小田原駅からバス10分　◇創立／1980年（16人）　◇楢

原 綾子　◇礼拝／10:30

小田原教会［日基教団］

〒250-0011　小田原市栄町4-9-43　Tel.0465-22-2076 

Fax.0465-22-8734　◇JR小田原駅東口から徒歩10分　◇

創立／1887年（121人）　◇島 耕一、東 のぞみ　◇礼拝

／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/uccjo/xiao_tian_yuan_jiao_

hui/youkoso.html

【E-Mail】uccj-odawara@mbp.nifty.com

小田原教会［福音ルーテル］

〒250-0878　小田原市下新田187　Tel&Fax.0465-47-

4416　◇JR鴨宮駅から徒歩12分　◇創立／1955年（26

人）　◇池谷 孝史　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.jelc.or.jp/odawara

小田原教会［基督兄弟団］

〒250-0854　小田原市飯田岡336　Tel.0465-36-1128 Fax. 

0465-36-1240　◇小田急小田原線蛍田駅から徒歩10分　

◇創立／1965年（47人）　◇藤波 勝正、藤波 喜久子　

◇礼拝／10:30

小田原クリスチャンセンター［NSKK］

〒250-0045　小田原市城山1-6-18　Tel&Fax.0465-34-

2796　◇小田原駅西口から徒歩3分　◇創立／1976年　

◇清水 康　◇特色／小田原クリスチャンセンターは地域

や近隣教会への奉仕を通して神様の愛をお伝えしています。

【E-Mail】occ_office@yahoo.co.jp

小田原十字町教会［日基教団］

〒250-0013　小田原市南町2-2-59　Tel&Fax.0465-22-

4827　◇JR小田原駅から徒歩15分　◇創立／1897年（107

人）　◇馬場 康夫　◇礼拝／10:00　◇特色／すべての世

代にわたって届くみ言葉の説教による礼拝！改革長老教会

の伝統に従った教会形成。

【HP】http://www.odj-ch.com/

【E-Mail】baba-yasuo@beach.ocn.ne.jp

伊勢原教会［ホーリネス］

〒259-1112　伊勢原市東富岡779-2　Tel&Fax.0463-93-

5099　◇小田急線伊勢原駅　◇創立／1978年（14人）　

◇富田 京子　◇礼拝／10:30

伊勢原教会［日基教団］

〒259-1131　伊勢原市伊勢原3-10-5　Tel&Fax.0463-93-

9104　◇小田急線伊勢原駅から徒歩7分　◇創立／1904

年（96人）　◇服部 能幸、新井 美穂　◇礼拝／10:15

【HP】http://homepage3.nifty.com/isehara-ch/

【E-Mail】isehara-church@mbk.nifty.com

伊勢原聖書キリスト教会［TPKF］

〒259-1131　伊勢原市伊勢原3-7-2　Tel&Fax.0463-93-

4697　◇小田急線伊勢原駅から徒歩10分［連絡先：藤原 

正臣　〒259-1145　神奈川県伊勢原市板戸479-1 ハイツ

平野102 Tel.0463-96-0692］　◇創立／1983年　◇藤原 

正臣、藤原 孝子　◇礼拝／10:45

山王原キリストの教会［キリストの教会］

〒259-1141　伊勢原市上粕屋1210　Tel&Fax.0463-96-

1192　◇小田急線伊勢原駅からバス10分　◇創立／1966

年（36人）　◇西山 均　◇礼拝／11:00　◇特色／緑豊か

な所にあります。家庭的な雰囲気で、子供から高齢者、障

害者も集まります。家庭文庫活動が活発。好評。

高森キリスト教会［JECA］

〒259-1114　伊勢原市高森1748-1　Tel&Fax.0463-94-

5952　◇小田急小田原線愛甲石田駅から徒歩20分（バス

5分）　◇創立／1973年（32人）　◇矢島 隆行　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www2.tba.t-com.ne.jp/takamori/

海老名市 Ebina-shi

海老名教会［日基教団］

〒243-0413　海老名市国分寺台1-12-17　Tel&Fax.046-

232-5677　◇小田急線海老名駅からバス「国分寺台第4」

停すぐ　◇創立／1977年（76人）　◇寺田 信一　◇礼拝

／10:30　◇特色／日本基督教団改革長老教会協議会事務

局。神奈川連合長老会加盟教会。

【HP】http://homepage3.nifty.com/ebinakyokai/

海老名キリスト教会［単立／独立］

〒243-0405　海老名市国分南4-8-9　Tel.046-232-2161 

Fax.046-232-2162　◇小田急線海老名駅からバス「第一」

停、徒歩3分　◇創立／1971年（60人）　◇水上 祥蔵

海老名シオンの丘教会［CPC］

〒243-0422　海老名市中新田3-17-57　Tel&Fax.046-234-

3426　◇JR厚木駅から徒歩13分　◇創立／1994年（160

人）　◇玉井 幸男　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／子ど

もと大人の礼拝。中高生バイブルクラス。青年の集い。各

地域における祈り会。小学生サッカー教室。

【HP】http://www.ebinazion.com

【E-Mail】yukiotamai@ybb.ne.jp

フルゴスペル大和教会［JFGA］

〒243-0401　海老名市東柏ケ谷2-11-3 恵みビル　Tel& 
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合わせください　◇ヨハネ 塚越 聡

【E-Mail】akira7340@nifty.com

平塚バプテスト教会小田原伝道所［バプ連盟］

〒250-0853　小田原市堀之内359-2　Tel&Fax.0465-38-

2522　◇小田急線富水駅から徒歩3分　◇創立／1993年

（11人）　◇川上 直之　◇礼拝／10:30

鎌倉市 Kamakura-shi

大船教会［日基教団］

〒247-0061　鎌倉市台2-10-10　Tel&Fax.0467-46-

3229　◇JR大船駅東口から徒歩10分　◇創立／1950年

（140人）　◇松下 道成　◇礼拝／10:30

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/oohunakyoukai/

大船神召キリスト教会［アッセンブリー］

〒247-0056　鎌倉市大船5-11-12　Tel.0467-46-1325 

Fax.0467-48-0431　◇菊山 和夫、菊山 サチコ

鎌倉栄光教会［日キ教会］

〒248-0011　鎌倉市扇ガ谷1-7-17　Tel.0467-25-2288　◇

金田 聖治

鎌倉恩寵教会［日基教団］

〒248-0017　鎌倉市佐助1-9-3　Tel&Fax.0467-22-

5564　◇JR鎌倉駅西口から徒歩徒歩8分　◇創立／1968

年（152人）　◇荒井 仁　◇礼拝／10:30

【HP】http://kamakuraoncho.com/

鎌倉教会［日基教団］

〒248-0014　鎌倉市由比ガ浜2-2-6　Tel.0467-22-1346 

Fax.0467-23-8631　◇JR鎌倉駅から徒歩6分　◇創立／

1896年（154人）　◇森 研四郎、遠藤 亮　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時、午後7時30分から祈祷

会。第2木曜日午前10時から婦人会。ハンドベルの会第2・

3月曜日。

【HP】http://鎌倉教会.jp/

鎌倉聖ミカエル教会［聖公会］

〒248-0006　鎌倉市小町2-7-24　Tel.0467-22-3090 

Fax.0467-23-5655　◇JR鎌倉駅から徒歩6分　◇入江 

修　◇礼拝／10:30

鎌倉泉水教会［日基教団］

〒248-0003　鎌倉市浄明寺5-4-2　Tel&Fax.0467-22-

7644　◇JR鎌倉駅からバス「泉水橋」停すぐ　◇創立／

1963年（46人）　◇日野 宝子　◇礼拝／10:15　◇特色／

毎月第3日曜日は、メッセージのわかりやすい伝道礼拝で

す。詳細はホームページをご覧ください。

【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~sensui/

鎌倉台伝道所［バプ連盟］

〒247-0056　鎌倉市大船6-9-29 ミスノビル302　Tel. 

0467-45-8247　◇JR大船駅から徒歩20分　◇創立／1988

年（9人）　◇岡坂 建史　◇礼拝／10:30

鎌倉深沢教会［イエス・キリスト］

〒248-0022　鎌倉市常盤161-1　Tel&Fax.0467-32-0879　

小田原聖十字教会［聖公会］

〒250-0013　小田原市南町2-2-45　Tel&Fax.0465-22-

8026　◇JR小田原駅から徒歩15分　◇創立／1909年（83

人）　◇大野 清夫、大居 雅治　◇礼拝／7:00,10:30　◇

特色／築81年、宮大工による小さな木造礼拝堂で祈りを

共にしています。礼拝堂を見る価値もありそうです。

小田原聖書バプテスト教会［JBBF］

〒250-0857　小田原市柳新田40-1　Tel&Fax.0465-38-

1537　◇小田急小田原線富水駅から徒歩8分　◇創立／

1999年　◇小泉 崇　◇礼拝／11:00,14:00　◇特色／アッ

トホームな教会です。お気軽にお問い合わせください。

【HP】http://homepage2.nifty.com/YBBC/

【E-Mail】odawarabbc@yahoo.co.jp

小田原中央教会［東京中央教会］

〒250-0011　小田原市栄町2-13-10 タカナシビル2F　Tel 

&Fax.0465-24-6190　◇JR小田原駅東口から徒歩5分　◇

創立／2002年（28人）　◇福田 裕、福田 瑠美子　◇礼拝

／13:50　◇特色／教会は小田原市の中心地栄町銀座通り

にあります。主日礼拝は午後1時50分。

小田原友愛キリスト教会［友愛グループ］

〒256-0874　小田原市鴨宮18　◇JR鴨宮駅北口から徒歩

1分　◇創立／1998年（3人）　◇レジャイアン，アリ・レ

ザー　◇礼拝／18:00

栢山キリスト教会［単立／独立］

〒250-0852　小田原市栢山2500-28-103　Tel.0465-37-

0195 Fax.0465-37-0670　◇小田急線栢山駅から徒歩3

分　◇創立／1987年（30人）　◇西田 利子、西田 安邦　

◇礼拝／11:00　◇特色／金曜日19時から祈祷会。日曜日

9時30分から子供集会。

国府津キリスト教会［単立／独立］

〒256-0812　小田原市国府津4-2-13　Tel&Fax.0465-47-

2763　◇JR国府津駅前　◇創立／1930年（44人）　◇水

田 眞佐子　◇礼拝／10:30

酒匂キリスト教会［NSKK］

〒256-0816　小田原市酒匂3-13-8　Tel&Fax.0465-47-

3282　◇JR小田原駅からバス10分「酒匂三丁目」停、徒

歩1分　◇創立／1964年（54人）　◇勝俣 慶信　◇礼拝

／9:20,10:30　◇特色／水曜日午後7時からと木曜日午前

10時から聖書研究祈祷会。他に親子の活動、小学生の集い、

英会話などあり。

【HP】http://www4.zero.ad.jp/sakawakyoukai/

【E-Mail】sakawa_christ_church@yahoo.co.jp

城山キリスト教会［単立／独立］

〒250-0045　小田原市城山3-25-33　Tel&Fax.0465-24-

6470　◇JR小田原駅から徒歩12分　◇創立／1982年（106

人）　◇関根 弘興　◇礼拝／9:00,11:00,19:00　◇特色／

礼拝の様子はインターネットでご覧いただけます。キリス

ト教番組「世の光」「ライフライン」の協力教会です。

【HP】http://jly.jp/

【E-Mail】church@jly.jp

TLCCC小田原教会［主の十字架］

Tel&Fax.0466-45-7340　◇礼拝・集会場所などはお問い
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特色／賛美と聖書講解を大切に礼拝している家庭的な教

会です。明るく温かい教会を皆で創っていきたいです。

【HP】http://www.shonanhorizon.com/

【E-Mail】office@shonanhorizon.com

西鎌倉教会［改革派］

〒248-0034　鎌倉市津西1-19-2　Tel&Fax.0467-31-

2059　◇JR大船駅からバス15分停、徒歩1分　◇創立／

1989年　◇林 豊彦

川崎市麻生区 Kawasaki-shi, Asao-ku

麻生キリスト教会［アッセンブリー］

〒215-0011　川崎市麻生区百合丘2-9-1　Tel&Fax.044-

966-3608　◇岩田 明美

川崎惠泉塾［札幌キリスト召団］

〒215-0027　川崎市麻生区岡上1025　Tel&Fax.044-986-

8045　◇小田急線鶴川駅から徒歩15分　◇創立／2004年

（10人）　◇高松 京子　◇礼拝／10:30　◇特色／月曜日

から金曜日、朝5時よりデポーション。月曜日から金曜日の

午前中まで農作業があります。

栗平教会［日基教団］

〒215-0032　川崎市麻生区栗木台1-4-14　Tel&Fax.044-

987-8029　◇小田急多摩線栗平駅から徒歩5分　◇創立

／1979年（76人）　◇高橋 圭子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www6.plala.or.jp/kurihira-ch/

【E-Mail】kurihira-ch@nifty.com

主都福音キリスト教会［JECA］

〒215-0011　川崎市麻生区百合丘1-18-8　Tel.044-966-

5344 Fax.044-954-3723　◇小田急線百合ヶ丘駅から徒歩

3分　◇創立／1985年（490人）　◇小坂田 環暢　◇礼拝

／7:00,9:00,11:00　◇特色／「キリストの愛による成長」 

私たちの教会は、聖書に基づき福音を宣べ伝え、ご聖霊

を人格としてあがめ交わりを重んじます。

【HP】http://www.shutochurch.com/

垂穂キリスト教会岡上［単立／独立］

〒215-0027　川崎市麻生区岡上1030　Tel&Fax.044-987-

4391　◇小田急小田原線鶴川駅から徒歩15分　◇創立／

1979年（20人）　◇桐山 塁　◇礼拝／10:30　◇特色／金

曜日午前10時より聖書の学びと祈りの集会があります。

【HP】http://www.tarihochurch.net/

【E-Mail】tariho_church@ybb.ne.jp

まぶね教会［日基教団］

〒215-0022　川崎市麻生区下麻生2-27-30　Tel&Fax.044-

◇湘南モノレール湘南深沢駅から徒歩6分　◇創立／

1990年（55人）　◇岩田 扶美二　◇礼拝／10:30　◇特色

／木曜日午前10時30分から聖書を学ぶ会。金曜日午後7時

30分から聖書研究祈祷会。三浦市三崎でも集会と礼拝。

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~kfuka/

【E-Mail】fukasawa.church@gmail.com

鎌倉雪ノ下教会［日基教団］

〒248-0006　鎌倉市小町2-15-36　Tel.0467-23-0652 Fax. 

0467-23-0697　◇JR鎌倉駅東口から徒歩4分　◇創立／

1917年（807人）　◇落合 建仁、荒木 かおり　◇礼拝／

8:30,10:15,18:00　◇特色／礼拝を大切にする、連合長老

会に属する教会です。平日にも各種の集会があります。ホ

ームページをご覧ください。

【HP】http://www.yukinoshita.or.jp/

【E-Mail】church@yukinoshita.or.jp

カルバリーチャペル鎌倉［カルバリーチャペル］

〒248-0014　鎌倉市由比ガ浜2-17-29 山口ビル 1F　Tel. 

0467-23-7336　◇江ノ島電鉄和田塚駅から徒歩5分　◇ベ

ル，ジャック　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.calvarykamakura.com/

腰越独立教会［単立／独立］

〒248-0033　鎌倉市腰越1-4-17　Tel&Fax.0467-31-

6489　◇江ノ島電鉄鎌倉高校前駅から徒歩3分　◇創立

／1950年（55人）　◇戸川 偕生、今村 志津子　◇礼拝／

10:15　◇特色／鎌倉の七里ヶ浜の浜辺に建つ、聖書信仰

により歩むアットホームな教会です。

【HP】http://www1.kamakuranet.ne.jp/kosigoe/

シオンの礎石湘南教会［単立／独立］

[集会場]レイ・ウェル鎌倉　Tel.070-6659-4433 Fax.045-

213-3931　◇JR大船駅からバス「勤労会館（レイ・ウェ

ル鎌倉）前」停　◇創立／2002年（20人）　◇宗原 伸貴、

菱倉 孝昌　◇礼拝／10:00

湘南のぞみキリスト教会［JECA］

〒247-0072　鎌倉市岡本1-12-1　Tel&Fax.0467-44-

2080　◇JR大船駅西口から徒歩10分　◇創立／1977年

（38人）　◇山中 直義　◇礼拝／10:00　◇特色／「真理

の柱また土台」としての教会となることを切に願いつつ、

主にあって歩ませていただいている教会です。

【E-Mail】yamanakanaoyoshi@yahoo.co.jp

湘南ホライズンファミリーチャーチ［単立／独立］

礼拝は「鎌倉カルチャーセンター」で　◇湘南モノレー

ル湘南深沢駅から徒歩5分［連絡先：〒247-0063　神奈川

県鎌倉市梶原58-3 Tel.0467-47-0295］　◇創立／2002年

（23人）　◇加藤 允基、加藤 喜代子　◇礼拝／10:30　◇

http://www1.kamakuranet.ne.jp/kosigoe/
http://www.shutochurch.com/
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川崎南部キリスト教会［COG］

〒210-0025　川崎市川崎区下並木66　Tel&Fax.044-233-

3648　◇京急八丁畷駅から徒歩3分　◇創立／1962年（63

人）　◇橋本 幸夫、橋本 文子、古波津 美嗣、古波津 百

代　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／子ども礼拝を日曜午

前9時、土曜午後2時半から、ユース礼拝（中高大生向け）

を日曜午後4時から開催。

【HP】http://homepage2.nifty.com/nanbukyokai/

【E-Mail】nanbu-kyokai@nifty.com

川崎元木町キリスト教会［NRK］

〒210-0021　川崎市川崎区元木1-10-6 シルバーマンショ

ン内　Tel&Fax.044-244-1140　◇松川 和照

桜本教会［日基教団］

〒210-0831　川崎市川崎区観音1-1-19　Tel&Fax.044-

288-2205　◇京急大師線川崎大師駅から徒歩15　◇創立

／1957年（85人）　◇藤原 繁子、鈴木 文治

使徒の信仰伝道団川崎教会［単立／独立］

〒210-0804　川崎市川崎区藤崎1-27-7　Tel&Fax.044-

233-0829　◇京急川崎大師駅から徒歩7分　◇創立／

1962年（80人）　◇大内 英宏　◇礼拝／10:30

シャインジーザスチャーチ［フォースクエア］

〒210-0845　川崎市川崎区渡田山王町25-11　Tel&Fax. 

044-333-7056　◇福治 友輝、ロケ，ロランド・ジュニア、

ロケ，証子

招待キリスト教会＝招待教会［同盟基督］

〒210-0005　川崎市川崎区東田町4-4　Tel.044-272-5670 

Fax.044-272-5671　◇JR川崎駅東口から徒歩5分　◇創

立／1988年（185人）　◇趙 南洙、本多 民生　◇礼拝／

10:30,14:00　◇外国語／韓国語（14:00）　◇特色／礼拝

は1部（日本語）、2部（韓国語）があり、どちらも同時通

訳があります。

【HP】http://shoutai.missionjapan.org/

大師新生教会［バプ同盟］

〒210-0816　川崎市川崎区大師町15-9　Tel.044-288-7612 

Fax.044-288-7613　◇京急大師線東門前駅から徒歩7

分　◇創立／1948年（43人）　◇天野 功、清水 正、藤本 

忍　◇礼拝／9:15,10:30

【HP】http://www.e-daishi.net/0442887612.htm

【E-Mail】church@dai-shinsei.ne.jp

TLCCC川崎アンテオケ教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

〒214-0014　神奈川県川崎市多摩区登戸2539 サンハイツ

105］　◇ペテロ 掛本、中川 須美子　◇礼拝／16:30(木)

【HP】http://web.astone.co.jp/tlccckawasaki/

日本キリスト会川崎教会［単立／独立］

〒210-0001　川崎市川崎区本町1-4-13　Tel.044-222-

4573　◇京急川崎駅から徒歩5分　◇創立／1948年（40

人）　◇高橋 秀良、高橋 誠　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.asahi-net.or.jp/~de7m-tkhs/01_kawasakaki_

church/01_00_top_page.html

【E-Mail】makototea@aol.com

988-1104　◇小田急線柿生駅からバス「麻生不動入口」停、

徒歩1分　◇創立／1966年（92人）　◇石井 智恵美、飯

川 雅孝　◇礼拝／10:30　◇特色／ループアンテナで難

聴の方も聞きやすい会堂。バリアフリーを心がけた施設。

毎週、礼拝後に昼食会。

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/4621641401/

【E-Mail】mabune@jcom.home.ne.jp

百合丘キリスト教会［バプ連盟］

〒215-0011　川崎市麻生区百合丘1-12　Tel.044-966-0052 

Fax.044-953-5495　◇小田急線百合ヶ丘駅から徒歩7分　

◇創立／1964年（145人）　◇川井 信雄、鉄井 三千夫、

宮原 淑子　◇礼拝／10:45　◇特色／英語の同時通訳あ

ります。

【HP】http://www.yurigaokakyokai.jp/

百合ヶ丘バプテスト教会［バプ教会連合］

〒215-0012　川崎市麻生区東百合ヶ丘2-18-23　Tel&Fax. 

044-272-3106　◇小田急線百合丘駅からバス「原店前」停、

徒歩2分　◇創立／1983年（21人）　◇高橋 道枝　◇礼

拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/yurigaoka-bc/

【E-Mail】yurigaoka-bc@church.ne.jp

川崎市川崎区 Kawasaki-shi, Kawasaki-ku

川崎教会［日基教団］

〒210-0023　川崎市川崎区小川町11-13　Tel&Fax.044-

211-2335　◇JR川崎駅東口から徒歩8分　◇創立／1897

年（48人）　◇滝澤 貢　◇礼拝／9:00,10:30

【HP】http://kawasakich.exblog.jp/

川崎教会［KCCJ］

〒210-0833　川崎市川崎区桜本1-8-22　Tel&Fax.044-

288-2930　◇JR川崎駅からバス「桜本」停、徒歩5分　

◇創立／1947年　◇金 健　◇礼拝／11:00　◇外国語／

韓国語　◇特色／日韓国語の同時礼拝です。比較的若い

人の多い教会です。

川崎境町教会［日基教団］

〒210-0838　川崎市川崎区境町3-12　Tel&Fax.044-244-

7755　◇JR川崎駅東口からバス「さつき橋」停、徒歩1

分　◇創立／1927年（48人）　◇佐竹 拓平、相見 宗郎　

◇礼拝／10:30

川崎聖パウロ教会［聖公会］

〒210-0013　川崎市川崎区新川通9-4　Tel&Fax.044-244-

2518　◇JR川崎駅から徒歩15分　◇創立／1925年（98

人）　◇岡野 保信、八城 晃　◇礼拝／10:30

【HP】http://nskk.org/yokohama/kawasaki/

川崎中央福音教会［アッセンブリー］

〒210-0844　川崎市川崎区渡田新町3-10-17　Tel.044-

322-3492 Fax.044-322-3501　◇JR川崎駅からバス「渡田

新町」停、徒歩5分　◇創立／1949年（70人）　◇佐藤 昭

雄、佐藤 みつ子　◇礼拝／10:30　◇いのち／044-355-

3714　◇特色／毎朝6時半より早天祈祷会あり。毎週水曜

日午後6時版より聖書研究または祈祷会が行われている。

【E-Mail】kawasaki-gospel-schurch@rainbow.dti.ne.jp
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役を育てる為にチャーチスクールと毎月第3週目にWLI日

本校をやっています。

【HP】http://www.liwana.org

【E-Mail】daniellee@hotmail.co.jp

川崎市高津区 Kawasaki-shi, Takatsu-ku

愛隣ホームチャーチ［単立／独立］

〒213-0004　川崎市高津区諏訪2-9-22-106　Tel&Fax. 

044-812-4339　◇東急田園都市線二子新地駅から徒歩10

分　◇花田 成一

インマヌエル高津キリスト教会［IGM］

〒213-0001　川崎市高津区溝口4-3-18　Tel.044-822-4084 

Fax.044-571-9535　◇田園都市線高津駅から徒歩1分　◇

創立／1947年（210人）　◇藤本 満、藤本 圭子、古川 恵

子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.tkchurch.com/

【E-Mail】fujimoto@immanuel.or.jp

上作延キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒213-0034　川崎市高津区上作延906　Tel&Fax.044-

866-6950　◇東急田園都市線宮崎台駅から徒歩13分　◇

創立／1983年（31人）　◇野村 卓一　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午後7時30分から祈祷会。木曜日午前10時

30分から聖書を読む会。随時、入門クラス。

【HP】http://www004.upp.so-net.ne.jp/kamisakunobe_cc/

【E-Mail】kamisaku@cj9.so-net.ne.jp

子母口キリスト教会［同盟基督］

〒213-0023　川崎市高津区子母口776　Tel.044-766-0181 

Fax.044-766-2157　◇JR武蔵新城駅からバス15分「子母

口住宅前」停、徒歩3分　◇創立／1955年（38人）　◇小

岩井 信、シグリスト，W　◇礼拝／10:30,19:30

【HP】http://shibokuchi.church.jp/

【E-Mail】shibokuchi@church.jp

田園グレース・チャペル［保守バプ］

〒213-0001　川崎市高津区溝口3-11-15 糀ホール地下集会

室　◇東急田園都市線溝口駅から徒歩7分［連絡先：レイ

バーマン・ケビン　〒213-0002　神奈川県川崎市高津区

二子4-14-24-1 Tel.044-833-8791］　◇創立／2001年（25

人）　◇近藤 泉、レイバーマン，ケビン　◇礼拝／

11:00　◇外国語／英語　◇特色／暖かい交わりと力強い

賛美に溢れた教会です。国際的な雰囲気を持ち、帰国者

を多く受け入れています。

【HP】http://www.denengracechapel.org/

【E-Mail】info@denengracechapel.org

溝ノ口教会［日基教団］

〒213-0033　川崎市高津区下作延2-34-22　Tel.044-866-

8031 Fax.044-853-4360　◇東急田園都市線梶ヶ谷駅から

徒歩6分　◇創立／1962年（137人）　◇竹島 敏　◇礼拝

／9:00,10:30

【HP】http://www12.plala.or.jp/kyokai/

溝の口キリスト教会＝ウィンディ・チャペル
［アッセンブリー］

〒213-0033　川崎市高津区下作延2011-15　Tel&Fax. 

フルゴスペル川崎支教会［JFGA］

〒210-0012　川崎市川崎区宮前町10-10　Tel.044-222-

9368 Fax.044-233-9429　◇裴 三漢

川崎市幸区 Kawasaki-shi, Saiwai-ku

川崎キリスト教会［COG］

〒212-0012　川崎市幸区中幸町4-21-3　Tel.044-511-0641 

Fax.044-511-0674　◇JR川崎駅西口から徒歩8分　◇創

立／1951年（145人）　◇古波津 保秀、シエルホン，美智

子、古波津 光子、古波津 真琴　◇礼拝／6:30,10:30　◇

特色／日曜日午後2時30分からは、ユース･ワーシップもも

たれています。

【HP】http://cogkcc.web.infoseek.co.jp/

【E-Mail】kcc@kw.netlaputa.ne.jp

川崎戸手教会［日基教団］

〒210-0905　川崎市幸区戸手4-12-25　Tel&Fax.044-555-

2827　◇JR川崎駅から徒歩20分　◇創立／1976年（61

人）　◇孫 裕久　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/Tode_chruch/

【E-Mail】Tode_church@ybb.ne.jp

川崎ホーリネス教会［ホーリネス］

〒212-0024　川崎市幸区塚越2-152-14　Tel.044-511-7406 

Fax.044-511-7516　◇JR矢向駅から徒歩6分　◇創立／

1946年（62人）　◇小林 重昭、小林 恒子　◇礼拝／

10:30　◇特色／私たちは、やすらぎに生きる教会をめざ

しています。

京浜福音キリスト教会［KFG］

〒212-0016　川崎市幸区南幸町3-34　Tel.044-511-7597 

Fax.044-522-6240　◇JR川崎駅西口から徒歩12分　◇創

立／1959年　◇久保 眞理、髙井 卿介、髙井 秋子、天野 

かつみ　◇礼拝／9:15,10:45,18:30　◇特色／Ⅰ礼拝（日）

9時15分〜。Ⅱ礼拝（日）10時45分〜。Ⅲ礼拝（日）18時

30分〜。各集会で、心からお待ちしています。

【HP】http://www.kfg-shalom.or.jp

【E-Mail】safe7@vanilla.ocn.ne.jp

御幸キリスト教会［COG］

〒212-0005　川崎市幸区戸手1-2-4　Tel&Fax.044-522-

5398　◇JR川崎駅からバス「戸手1丁目」停、徒歩3分　

◇創立／1973年（24人）　◇石川 満、石川 紀和子

リジョイス！プレイ！ミッションズ＝RPM［単

立／独立］

〒212-0053　川崎市幸区下平間24 野口正彦方　Tel& 

Fax.044-544-1539　◇JR鹿島田駅　◇創立／2004年（15

人）　◇野口 正彦　◇礼拝／11:00,23:00

【HP】http://aloha2004.hp.infoseek.co.jp/

【E-Mail】noguchi_d@msn.com

Living Water Church＝旧称：ベテル教会［JRL］

〒212-0016　川崎市幸区南幸町1-5　Tel.044-511-1262 

Fax.044-522-0842　◇JR川崎駅から徒歩10分　◇創立／

1994年（310人）　◇李 ダニエル、金 千載、鄭 エステル、

工藤 由紀子、李 哉浩　◇礼拝／10:00,13:00,17:00　◇外

国語／韓国語、中国語　◇特色／日本のリバイバルの主
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登戸教会［同盟基督］

〒214-0014　川崎市多摩区登戸714-11　Tel&Fax.044-

911-2471　◇小田急小田原線登戸駅から徒歩15分　◇創

立／1928年（40人）　◇松原 洋満　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.e-mominoki.com/noborito-church/

登戸新約バプテスト教会［単立／独立］

〒214-0014　川崎市多摩区登戸2659-2 リヴェリット向ヶ

丘遊園104　Tel.044-911-5219 Fax.044-935-2262　◇JR

登戸駅から徒歩4分　◇創立／1955年（30人）　◇田嶋 

郁雄、篠原 せつ　◇礼拝／10:45

三田教会［日基教団］

〒214-0034　川崎市多摩区三田1-1-20　Tel.044-900-

0900　◇小田急小田原線生田駅　◇創立／1978年（97

人）　◇星野 健　◇礼拝／10:30

川崎市中原区 Kawasaki-shi, Nakahara-ku

川崎バプテスト教会［バプ連盟］

〒211-0044　川崎市中原区新城5-8-27　Tel.044-777-1795 

Fax.044-799-7517　◇JR武蔵新城駅から徒歩2分　◇創

立／1958年（130人）　◇伊藤 光雄　◇礼拝／11:00,

18:30　◇外国語／手話

シオンの丘クリスチャンセンター＝クリスチ
ャンインターナショナルアジアネットワーク

［単立／独立・アライズ］

［集会のみ］川崎市総合自治会館小会議室　◇JR武蔵小杉

駅から徒歩6分［連絡先：畑山 光代　〒215-0015　神奈

川県川崎市麻生区虹ケ丘2-3-5-501 Tel.044-989-1158］　◇

創立／1998年　◇畑山 光代　◇礼拝／9:50　◇特色／

第1第2第3水曜日13時から16時聖霊セミナー・癒し解放ミ

ニストリーあり。カウンセリングの方は予約必要。

新丸子教会［日基教団］

〒211-0005　川崎市中原区新丸子町744　Tel&Fax.044-

733-7333　◇東急東横線新丸子駅から徒歩1分　◇創立

／1953年（73人）　◇高橋 博　◇礼拝／10:15　◇特色

／主日礼拝を重んじ、他者のために祈る信仰共同体として

の自覚を持って、地域での宣教を果たす教会を目ざす。

【HP】http://www014.upp.so-net.ne.jp/simrk-ch/

中原キリスト教会［NSKK］

〒211-0053　川崎市中原区上小田中5-4-13　Tel&Fax. 

044-777-7593 Tel.044-777-7599 Fax.044-777-7509　◇JR

武蔵中原駅から徒歩3分［連絡先：〒211-0053　神奈川県

川崎市中原区上小田中5-5-6-111］　◇創立／1998年（22

人）　◇佐々木 炎　◇礼拝／10:30　◇特色／地域福祉で

ある「ホッとスペース中原」で介護を高齢者や障がい者に

提供し、共生社会を目指しています。

ぶどうの枝教会（伝）［日基教団］

〒211-0051　川崎市中原区宮内2-23-9　Tel.044-752-

3090　◇JR武蔵新城駅からバス「西下橋」停、徒歩2分［連

絡先：村田 信一　〒211-0053　神奈川県川崎市中原区上

小田中2-9-8-208 Tel.044-798-0150］　◇創立／2000年（17

人）　◇村田 信一　◇礼拝／10:00

【HP】http://home.c02.itscom.net/budouch/

044-811-3235　◇JR津田山駅から徒歩5分　◇創立／

1975年（113人）　◇仁井田 義政、仁井田 幸子、峯岸 邦子、

楠 亜紀子　◇礼拝／9:00,11:50,19:30

【HP】http://windychapel.com/

【E-Mail】mcc@windychapel.com

川崎市多摩区 Kawasaki-shi, Tama-ku

生田丘の上キリスト教会［JECA］

〒214-0038　川崎市多摩区生田6-2-16　Tel&Fax.044-

955-1941　◇小田急線生田駅から徒歩7分　◇創立／

1961年（124人）　◇山口 康友　◇礼拝／11:00　◇特色

／子供から大人まで年代別の教会学校があり、礼拝は子

供と一緒です。バリアフリーの会堂です。

【HP】http://www.ikutaokanoue.com/

生田教会［日基教団］

〒214-0037　川崎市多摩区西生田4-9-3　Tel.044-955-

2923 Fax.044-955-2925　◇小田急小田原線読売ランド駅

南口から徒歩10分　◇創立／1957年（204人）　◇禿 準

一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ikuta-ch.com/

稲田堤伝道所［日キ教会］

〒214-0003　川崎市多摩区菅稲田堤1-15-19　Tel&Fax. 

044-944-4346　◇JR稲田堤駅から徒歩2分　◇創立／

1967年（57人）　◇宇田 達夫　◇礼拝／10:30

宿河原教会［日基教団］

〒214-0022　川崎市多摩区堰1-27-23　Tel&Fax.044-822-

3520　◇JR久地駅から徒歩8分　◇創立／1967年（37

人）　◇石川 兼子　◇礼拝／10:20　◇特色／水曜日午前

10時から聖書研究祈祷会。第3水曜日午後1時30分から「う

たう会」。第4金曜日午前10時からアーモンドの会

菅キリスト教会［JECA］

〒214-0008　川崎市多摩区菅北浦3-4-20　Tel&Fax.044-

945-2502　◇京王線京王稲田堤駅から徒歩5分　◇創立

／1983年（60人）　◇岩松 康宣　◇礼拝／10:30

中野島キリスト教会［JECA］

〒214-0012　川崎市多摩区中野島6-14-3　Tel&Fax.044-

911-6174　◇JR中野島駅から徒歩4分　◇創立／1952年

（105人）　◇國分 広士、高松 和代　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午前6時から早天祈祷会、午前10時から婦人

礼拝、午後７時から聖書の学びと祈り会。土曜日卓球クラブ。

【HP】http://www.naka-ch.com/

【E-Mail】pastor@naka-ch.com

登戸エクレシアキリスト教会［単立／独立］

〒214-0014　川崎市多摩区登戸3209　Tel&Fax.044-935-

6241　◇JR登戸駅から徒歩6分　◇創立／1989年　◇ヒ

ューバー，ティム、青木 靖　◇礼拝／9:15,11:00,17:00　

◇特色／ゴスペルクワイア、子育てママサークル、日曜学

校、聖歌隊、セレブレイトリカバリー

【HP】http://www.ekklesia.cc/

【E-Mail】noborito.ekklesia@plala.or.jp
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神木イエス・キリスト教会宮前チャペル［単

立／独立］

〒216-0032　川崎市宮前区神木1-2-24　Tel.044-855-

1321　◇東急田園都市線宮前平駅から徒歩13分［連絡先：

神木イエス・キリスト教会青葉チャペル　〒225-0003　

神奈川県横浜市青葉区新石川4-22-7 Tel.045-914-5455］　

◇創立／1984年　◇三谷 和司、石橋 一嘉　◇礼拝／

17:00　◇特色／青葉チャペルに本部が移転しました。宮

前チャペルでは、夕拝と子ども向けの集会を行っています。

【HP】http://www.shiboku.net/

【E-Mail】info@shiboku.net

菅生キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒216-0014　川崎市宮前区菅生ヶ丘3-17　Tel&Fax.044-

977-8053　◇小田急線新百合ヶ丘駅からバス「聖マリア

ンナ医大下」停、徒歩3分　◇創立／1965年（28人）　◇

中山 信児　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/ptl150/

【E-Mail】sugao-ch@nyc.odn.ne.jp

田園宮前チャペル［オープン･バイブル］

〒216-0011　川崎市宮前区犬蔵1-7-7　Tel&Fax.044-976-

9878　◇東急田園都市線宮前平駅からバス5分「犬蔵」停、

徒歩2分　◇創立／1994年（32人）　◇山口 和正、山口 

香代子、渡辺 且子、坂川 萌子、高村 昌昭　◇礼拝／

10:30,15:30　◇特色／路傍伝道、公園伝道、文書配布伝

道など外での伝道をしています。アルファコース、ISOM

を常時用意しています。

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~denen-ch/

【E-Mail】denen-chapel@mpd.biglobe.ne.jp

恵みの丘キリスト教会［MB］

〒216-0002　川崎市宮前区東有馬4-20-31　Tel&Fax.044-

857-3362　◇東急線鷺沼駅からバス「有馬変電所」停、

徒歩3分　◇創立／1986年（39人）　◇不破 勝美　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www.meguminooka.net

【E-Mail】fuwa@meguminooka.net

相模原市中央区 Sagamihara-shi, Chuou-ku

青葉キリスト教会［同盟基督］

〒252-0224　相模原市中央区市青葉1-3-2　Tel&Fax.042-

754-9540　◇JR淵野辺駅からバス「青葉一丁目」停　◇

創立／1970年（47人）　◇漆間 一英　◇礼拝／10:30　

◇特色／第2・第4日曜日午後、障がい者中心の礼拝。フィ

リピン人によるタガログ語礼拝9時から。

【HP】http://www.aoba-church.com/

【E-Mail】uruma@jcom.home.ne.jp

上溝伝道所［日キ教会］

〒252-0243　相模原市中央区上溝7-9-10　Tel&Fax.042-

763-3534　◇木村 治男

キリストグレース教会相模原チャペル［単立

／独立］

〒252-0216　相模原市中央区清新3-14-1　Tel&Fax.042-

755-2866　◇JR相模原駅南口から15分　◇創立／1991年

（50人）　◇薄井 悦子、薄井 絵美　◇礼拝／11:00　◇特

【E-Mail】budouch2@d06.itscom.net

向河原教会［日基教団］

〒211-0002　川崎市中原区上丸子山王町2-1335-2　Tel& 

Fax.044-422-0953　◇JR向河原駅から徒歩7分　◇創立

／1951年（55人）　◇平澤 基幸

【HP】http://home.m03.itscom.net/mkg/

元住吉教会［日基教団］

〒211-0025　川崎市中原区木月3-60-3　Tel.044-411-8500 

Fax.044-433-9666　◇東急東横線元住吉駅から徒歩15

分　◇創立／1955年（136人）　◇三宅 宣幸、三宅 悦

子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.aksnet.ne.jp/~church/

元住吉キリスト教会［ホーリネス］

〒211-0032　川崎市中原区木月伊勢町8-27　Tel.044-422-

5528　◇東急東横線元住吉駅から徒歩5分　◇創立／

1954年（28人）　◇上中 栄、上中 光江、深佐 隆英　◇

礼拝／10:15　◇特色／コーラスグループの活動が活発。

【HP】http://home.f07.itscom.net/mskk/

【E-Mail】chu-ark@j00.itscom.net

横浜伝道所［東洋ローア］

〒211-0025　川崎市中原区木月祇園町2-2 川崎市国際交

流センター(郵便物の差出不可)　◇東急東横線元住吉駅

から徒歩10分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　

〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 

Tel.049-294-6012］　◇創立／1987年（21人）　◇渡辺 正

人　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者

の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。

音声への通訳はありません。

川崎市宮前区 Kawasaki-shi, Miyamae-ku

イエスキリストもみの木宮前教会［単立／独立］

〒216-0012　川崎市宮前区水沢3-13-6　Tel&Fax.044-

975-4130　◇JR東急溝の口駅からバス「天王下」停、徒

歩2分　◇小室 真、中川 智子　◇礼拝／11:30

鷺沼キリスト教会［NSKK］

〒216-0035　川崎市宮前区馬絹1703-12　Tel&Fax.044-

855-3261　◇東急田園都市線宮前平駅・宮崎台駅から徒

歩13分［連絡先：渡辺 啓二　〒216-0035　神奈川県川崎

市宮前区馬絹1703-33-406 Tel.044-852-1776］　◇創立／

1980年（38人）　◇渡辺 啓二、菅田 広子　◇礼拝／

10:45　◇特色／日曜日9時30分から教会学校。水曜日19

時30分から祈り会。個人的な学びにも応じています。

【E-Mail】watanabe-1776@w8.dion.ne.jp

鷺沼キリスト福音教会［JECA］

〒216-0004　川崎市宮前区鷺沼1-2-10　Tel&Fax.044-

877-6664　◇東急田園都市線鷺沼駅から南へ徒歩2分　

◇創立／1985年（35人）　◇メイ，ジム　◇礼拝／10:30

【HP】http://saginumachurch.christian.jp/

【E-Mail】saginumachurch@yahoo.co.jp
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相模南橋本キリスト教会［ホーリネス］

〒252-0253　相模原市中央区南橋本2-4-16 アブレ南橋本

105　◇JR南橋本駅から徒歩1分　◇土屋 和彦、李 井

煕　◇礼拝／14:00

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~christ/

緑の牧場キリスト教会［単立／独立］

〒252-0205　相模原市中央区小山3-31-3 シャロンハイツ

1F　Tel&Fax.042-772-8910　◇JR相模原駅からバス5

分　◇創立／1989年（20人）　◇石出 佳代子　◇礼拝／

10:30　◇特色／無料電話カウンセリング毎週木曜午前9

時から12時まで。Tel.042-770-1882

【HP】http://www.geocities.jp/midorinomakibacc/

【E-Mail】midorinomakibacc@ybb.ne.jp

相模原市緑区 Sagamihara-shi, Midori-ku

恵泉伝道所［日キ教会］

〒220-0114　相模原市緑区葉山島705-3　Tel&Fax.042-

783-4522　◇JR橋本駅南口からバス25分　◇創立／1967

年（30人）　◇礼拝／10:30

相模原神召教会［アッセンブリー］

〒252-0141　相模原市緑区相原4-15-45　Tel&Fax.042-

773-7775　◇JR橋本駅からバス「二本松」停、北側入

る　◇創立／1991年（22人）　◇杉浦 友信、杉浦 晴美、

杉浦 麗美　◇礼拝／10:15　◇特色／どなたでも、神を

信じ楽しく人と交わることができる教会です。

【HP】http://www.agz.jp/~niasac23/

【E-Mail】sagamihara_ag_sugiura@ybb.ne.jp

十字架福音キリスト教会［単立／独立］

〒252-0143　相模原市緑区橋本3-15-2 ダイアパレスステ

ーションプラザ橋本303　Tel&Fax.042-771-0212　◇JR

橋本駅北口から徒歩4分　◇創立／2010年（7人）　◇武

藤 和夫　◇礼拝／11:00　◇特色／現在は日曜日の午後

に聖書の学びと祈り会をしています。御言葉と賛美と祈り

を大切にする家族的な教会です。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~jyujika/401.html

【E-Mail】hesed-kazu.610@celery.ocn.ne.jp

津久井キリスト栄光教会［オープン･バイブル］

〒252-0153　相模原市緑区根小屋2720-2　Tel&Fax.042-

784-5758　◇JR京王橋本駅からバス「津久井日赤病院前」

停、徒歩20分　◇創立／1982年（50人）　◇後藤 光男、

後藤 悟　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月第3土曜、ジョイ

キッズ（子供お楽しみ集会）。水曜集会10：30〜、19：30〜。

津久井みのりキリスト教会［ホーリネス］

〒252-0159　相模原市緑区三ヶ木412-8　Tel&Fax.042-

784-9345　◇JR相模湖駅からバス「神奈川サービスセン

ター」停、徒歩2分　◇創立／1991年（12人）　◇盧 俊煥、

申 孝淑　◇礼拝／9:30,10:30　◇外国語／韓国語（9:30）

【HP】http://www2u.biglobe.ne.jp/~church/

【E-Mail】njh817@kxa.biglobe.ne.jp

橋本教会［日基教団］

〒252-0143　相模原市緑区橋本3-10-13　Tel&Fax.042-

771-4935　◇JR橋本駅から徒歩5分　◇創立／1970年（82

色／水曜祈祷会①午前10時30分から②午後8時から。

【HP】http://www.ab.auone-net.jp/~kirigure/

京浜キリスト教会［単立／独立］

〒252-0203　相模原市中央区東淵野辺1-6-5　Tel&Fax 

.042-754-9404　◇JR古淵駅から徒歩15分［連絡先：吉井 

丈雄、優香　〒370-0417　群馬県太田市二ツ小屋71-1 尾

島チャペル Tel.0276-52-1736］　◇創立／1968年（38人）　

◇沼澤 克巳、吉井 丈雄、吉井 優香　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.ttcn.ne.jp/~keihinch/

【E-Mail】keihin-ch@mx5.ttcn.ne.jp

相模聖書キリスト教会［単立／独立］

〒252-0235　相模原市中央区相生3-1-13　Tel&Fax.042-

769-1433　◇JR淵野辺駅から徒歩15分［連絡先：Tel.042-

755-3579］　◇山岡 文彦　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜

日午後7時30分から祈祷会、第2・第3水曜午前10時から絵

手紙と聖書の学び。

相模原教会［聖協団］

〒252-0242　相模原市中央区横山6-6-3　Tel.042-752-

7150 Fax.042-755-3020　◇JR上溝駅から徒歩7分　◇創

立／1965年（63人）　◇石川 洋一、石川 芙美子　◇礼拝

／9:00,10:30　◇テレホン／042-757-4353

【E-Mail】c-sgmhr@sakura.ne.jp

相模原教会［日基教団］

〒252-0232　相模原市中央区矢部4-1-20　Tel.042-752-

2204 Fax.042-753-3717　◇JR矢部駅から徒歩2分　◇創

立／1947年（241人）　◇辻川 篤　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.sagamishirayuri.ed.jp/kyoukai.html

相模原キリスト教会［ホーリネス］

〒252-0211　相模原市中央区宮下本町2-32-26　Tel.042-

758-4440 Fax.042-769-7303　◇JR相模原駅北口から徒歩

20分　◇創立／1980年（76人）　◇土屋 和彦、土屋 淳

子　◇礼拝／10:30　◇テレホン／042-769-7277　◇特

色／毎週木曜午前未就園児、乳児を対象とした親子の交

流の場「子ひつじクラブ」を行っています。詳細はHPで！

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~christ/

【E-Mail】church@athena.ocn.ne.jp

相模原キリスト教会宣教センター［ホーリネス］

〒252-0215　相模原市中央区氷川町8-16　Tel.042-757-

0707　◇JR相模原駅南口から徒歩5分［連絡先：Tel.042-

758-4440］　◇創立／1980年　◇土屋 和彦、土屋 淳

子　◇礼拝／9:00,19:00　◇外国語／韓国語　◇テレホ

ン／042-769-7277

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~christ/

【E-Mail】church@athena.ocn.ne.jp

相模原信仰バプテスト教会［単立／独立］

〒252-0243　相模原市中央区上溝2525-2　Tel.042-762-

8052　◇JR相模原駅　◇コンラッド，リチャード

相模原福音キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒252-0216　相模原市中央区清新7-3-17　Tel.042-754-

8454 Fax.042-754-8431　◇JR相模原駅から徒歩15分　

◇創立／1962年（35人）　◇礼拝／10:30
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国際キリスト教会＝ICF［バプ教会連合］

〒252-0333　相模原市南区東大沼4-21-23 かもめスタジオ

内　Tel.070-5454-3527 Fax.042-810-3463　◇小田急線

相模大野駅からバス「上原団地」停、徒歩10分　◇創立

／1995年（10人）　◇ボンド，ダビデ　◇礼拝／10:00　

◇特色／礼拝の中でこども礼拝を取り入れています。今、

中学生から就学前まで6名います。

【E-Mail】baptistchurch316@wm.pdx.ne.jp

古淵伝道所［ECC］

〒252-0331　相模原市南区大野台6-3-25　Tel&Fax.042-

712-6051　◇JR古淵駅から徒歩10分　◇創立／2003年（7

人）　◇有田 貞一、有田 美榮子　◇礼拝／10:30　◇特

色／家庭的な暖かい雰囲気の教会です。琴の賛美歌教室

もあります。

【E-Mail】arita-pe@jcom.home.ne.jp

サーバンツ・オブ・クライスト・チャーチ［バ

プ教会連合］

〒252-0317　相模原市南区御園5-14-8　Tel.042-741-

4998　◇小田急線相模大野駅からバス10分　◇創立／

1994年（10人）　◇ウマリ，マリオ・Ｖ　◇外国語／英語、

タガログ語

【E-Mail】umalimario@yahoo.com

相模キリスト教会［日本宣教会］

〒252-0332　相模原市南区西大沼5-21-4　Tel&Fax.042-

733-3773　◇小田急線相模大野駅からバス「大野台入口」

停、徒歩8分　◇創立／1989年（11人）　◇世良田 湧侍、

世良田 みぎは　◇礼拝／10:30　◇特色／近くに木もれ

日の森があり緑に囲まれた心やすらぐ環境で日曜ごとに礼

拝を行います。お気軽にお出かけ下さい。

【HP】http://www.asahi-net.or.jp/~hn3y-srt/

【E-Mail】hn3y-srt@asahi-net.or.jp

相模台キリストの教会［キリストの教会］

〒252-0321　相模原市南区相模台4-9-11　Tel.042-745-

1039 Fax.042-749-4580　◇小田急線小田急相模原駅から

徒歩12分　◇創立／1964年（32人）　◇ウィルスン，ジャ

ン・ウェスリ、キャロル，スティーブ、ウィルソン，不二雄、

オセイ，ジョージ　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語、フ

ランス語、スペイン語、タイ語、韓国語　◇特色／ホー

ムスクーラーを応援しています。小さい子を持つお母さん

お父さんたちの子育てを支援する憩いの場です。

【HP】http://www.geocities.jp/ussjackpot/churchofchrist/saga

midai.html

【E-Mail】jmwilson@dream.com

さがみ野教会［聖書友の会］

〒252-0311　相模原市南区東林間1-10-15　Tel.042-744-

0578

さがみのキリスト教会［長老教会］

〒252-0321　相模原市南区相模台5-10-5　Tel&Fax.042-

748-8848　◇小田急線小田急相模原駅から徒歩15分　◇

創立／1992年（33人）　◇中村 信哉　◇礼拝／10:30　

◇外国語／韓国語（13:00）　◇特色／日本人と韓国人が

共に集う教会です。早天祈祷会、祈祷会、聖書の学び会

を週日に行っています。

【HP】http://ofgod.org

人）　◇須田 拓　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.hashimoto-church.org/

橋本キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒252-0102　相模原市緑区原宿5-8-4　Tel&Fax.042-782-

6223　◇JR橋本駅からバス15分「原宿」停、徒歩2分　

◇創立／1967年（47人）　 ◇牧野 広隆　 ◇礼拝／

10:30　◇特色／子どもとの礼拝を大切にしています。常

時10名以上の子ども達が一緒に礼拝を捧げています。

【HP】http://church.ne.jp/hashimotocc/

【E-Mail】hashimoto.ch@gmail.com

橋本南キリスト伝道所［改革派］

〒252-0146　相模原市緑区大山町10-4　Tel&Fax.042-

774-6525　◇JR橋本駅から徒歩15分　◇創立／1989年（4

人）　◇大林 稔　◇礼拝／10:30

相模原市南区 Sagamihara-shi, Minami-ku

麻溝台キリスト教会［JECA］

〒252-0328　相模原市南区麻溝台6-23-4　Tel&Fax.042-

746-0452　◇小田急線相模原駅からバス「麻溝台」停、

徒歩3分　◇創立／1973年（61人）　◇山村 英夫、佐藤 

浩之、佐藤 文代　◇礼拝／10:30　◇特色／幼な子から

年輩者に至るまで、さまざまな人々が集うことのできる教

会をめざしています。

【E-Mail】yamamura@ci.mbn.or.jp

大野キリスト教会［バプ教会連合］

〒252-0303　相模原市南区相模大野6-9-13　Tel.042-743-

5674 Fax.042-748-1959　◇小田急線相模大野駅から徒歩

5分　◇創立／1964年（206人）　◇中澤 信幸、中澤 啓介、

石井 美恵子、神津 喜代子　◇礼拝／6:00,8:30,10:00,

11:30　◇テレホン／042-744-4848　◇特色／新来会の方

を心から歓迎します。4つの特色ある礼拝と子どもたちの

ＣＳが活発に活動しています。

【HP】http://oono.kyokai.org/

【E-Mail】oono@kyokai.org

キリスト公会相模大野教会＝相模大野キリ
スト教会［単立／独立］

〒252-0302　相模原市南区上鶴間6-1-27　Tel&Fax.042-

747-5726　◇小田急線相模大野駅から徒歩10分［連絡先：

Tel.042-747-5703］　◇創立／1981年（74人）　◇皆川 尚

一　◇礼拝／10:15　◇特色／木曜日午前10時15分から祈

祷会。第1、第3木曜日午後1時から聖書講座。

【HP】http://www.christ-ch.or.jp

【E-Mail】jhm22@christ-ch.or.jp

クロスロードバプテスト教会［バプ教会連合］

〒252-0344　相模原市南区古淵5-10-11　Tel&Fax.042-

860-4387　◇JR古淵駅から徒歩8分　◇創立／1995年（23

人）　◇中野 拓哉　◇礼拝／11:00　◇特色／各年齢層の

方が集うアットホームな教会です。英語での聖書研究や、

子育て中の母の会などの集会もあります。

【HP】http://www5c.biglobe.ne.jp/~crosroad/

【E-Mail】cross_nakano@yahoo.co.jp
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Fit教会［単立／独立］

〒252-0311　相模原市南区東林間5-3-1 鳥海ビル2Ｆ　Tel 

&Fax.042-793-1808　◇小田急江ノ島線東林間駅西口から

徒歩1分　◇創立／1998年　◇宮本 正澄　◇礼拝／

10:45　◇特色／小さい集まり（ミニチャーチ）を大切に

しています。新しい歌と自由なムード。ゆっくりのんびり

焦りません。

【HP】http://hello.sh/fitc/

【E-Mail】pmmiya@k3.dion.ne.jp

御園バプテスト教会［バプ教会連合］

〒252-0317　相模原市南区相模台2-3-7　Tel&Fax.042-

766-0805　◇小田急相模原駅から徒歩3分　◇創立／

1990年（40人 ）　 ◇ 丸山 悟司、崔 A允　 ◇ 礼拝／

8:00,10:30　◇特色／駅から便利なビルの教会です。国際

色豊かな教会で、お子様連れにやさしい家庭的な教会です。

【HP】http://www.d4.dion.ne.jp/~misonobc/

【E-Mail】misonobc@d4.dion.ne.jp

翠ヶ丘教会［日基教団］

〒252-0312　相模原市南区相南2-25-65　Tel.042-742-

1593 Fax.042-742-1393　◇小田急江の島線東林間駅から

徒歩10分　◇創立／1964年（136人）　◇井殿 準　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www.midorigaoka.jp/

恵みバプテスト教会［単立／独立］

〒252-0321　相模原市南区相模台4-2-13　Tel.042-742-

8302 Fax.042-747-9445　◇小田急相模原駅から徒歩15

分　◇創立／1964年（18人）　◇荒木 義雄　◇礼拝／

10:30

林間聖バルナバ教会［聖公会］

〒252-0311　相模原市南区東林間1-26-3　Tel&Fax.042-

742-8360　◇小田急線東林間駅　◇創立／1964年（185

人）　◇小林 進

座間市 Zama-shi

さがみ野教会［CPC］

〒252-0004　座間市東原4-13-24　Tel&Fax.046-255-

6441　◇相鉄線さがみ野駅から徒歩5分　◇創立／1976

年（56人）　◇宮井 岳彦　◇礼拝／10:30,14:30　◇外国

語／英語、スペイン語(14:30)　◇特色／子どもと一緒の

礼拝、英会話、塾開催。赤ちゃんから御高齢の方まで安

心できる家庭的な教会です。

【HP】http://sagamino.church.jp/

【E-Mail】sagamino@church.jp

相模原グレース・チャペル［ECC］

〒252-0328　相模原市南区麻溝台1519-8　Tel&Fax.042-

777-5828　◇小田急線相模大野駅からバス17分　◇創立

／1983年（46人）　◇阿部 信夫、阿部 恵子、阿部 知

幸　◇礼拝／8:00,11:00

【E-Mail】sgchapel01@ybb.ne.jp

相模原ホープチャーチ［新生連合］

〒252-0336　相模原市南区当麻888-16　Tel&Fax.042-

703-8603　◇JR原当麻駅から徒歩10分　◇創立／2007年

（26人）　◇佐藤 聡　◇礼拝／10:30　◇特色／2007年7

月にできたばかりの新しい教会です。

【HP】http://hope-church.jp/public_html/html/

【E-Mail】hopechurch@sky.plala.or.jp

相模原南教会［日基教団］

〒252-0314　相模原市南区南台1-4-36　Tel&Fax.042-

746-4055　◇小田急線小田急相模原駅から徒歩10分　◇

創立／1958年（46人）　◇前田 真孝　◇礼拝／10:30

【HP】http://sagamihara-minami.jp/

三・一教会［日基教団］

〒252-0314　相模原市南区南台6-4-2　Tel&Fax.042-712-

1689　◇小田急線相模大野駅北口からバス「双葉入口」停、

徒歩1分　◇創立／1974年（44人）　◇平良 愛香、小田

部 進一　◇礼拝／10:30,19:30(第1)　◇特色／セクシュア

リティーを含め一人ひとりがありのままで大切にされる教

会を目指しています。HPをご覧ください。

【HP】http://church.jp/31/

主の牧場キリスト教会［単立／独立］

〒252-0302　相模原市南区上鶴間2-8-17　Tel.042-741-

5718 Fax.042-746-8958　◇小田急江ノ島線東林間駅から

徒歩10分　◇創立／1995年（15人）　◇渡辺 ますみ、渡

辺 彰

相武台教会［日基教団］

〒252-0324　相模原市南区相武台1-21-5　Tel&Fax.046-

255-3740　◇小田急線相武台前駅から徒歩5分　◇創立

／1969年（55人）　◇高塚 陽一　◇礼拝／10:30　◇特

色／毎週日曜日午前9時40分から求道者会。毎週日曜日礼

拝後には聖書輪読会とコーヒータイムがあります。

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/soubudai-church/

【E-Mail】soubudai-church@abox3.so-net.ne.jp

田園教会［CPC］

〒252-0318　相模原市南区上鶴間本町9-41-2　Tel&Fax. 

042-744-6804　◇小田急線相模大野駅からバス「上鶴間

本町9丁目」停、徒歩2分　◇創立／1994年（32人）　◇

丹羽 義正、鈴木 手以　◇礼拝／10:30　◇特色／地域の

子どもたちが、たくさんつながっています。中高生、英会

話、育児サークルなどの活動にも力を注いでいます。

【HP】http://church.ne.jp/den-en/

【E-Mail】den-en@church.ne.jp

東林聖書キリスト教会［単立／独立］

〒252-0302　相模原市南区上鶴間4-19-40　Tel&Fax. 

042-745-9325　◇小田急線東林間駅から徒歩10分　◇創

立／1973年（35人）　◇山口 繁　◇礼拝／10:30

【HP】http://www2.tbb.t-com.ne.jp/torin/

http://sagamino.church.jp/


神
奈
川
県

関
東
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

329
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

茅ヶ崎市 Chigasaki-shi

インマヌエル湘南中央キリスト教会［IGM］

〒253-0006　茅ヶ崎市堤89-5　Tel.0467-54-7740 Fax. 

0467-54-8303　◇徳竹 信雄、徳竹 憲子、植木 英次、植

木 昌恵

恵泉キリスト教会湘南グレースチャペル［保

守バプ］

〒253-0054　茅ヶ崎市東海岸南6-1-20　Tel&Fax.0467-

86-5084　◇JR茅ヶ崎駅から徒歩20分　◇創立／1995年

（16人）　◇土志田 貞一（信徒）

湘南恩寵教会［改革派］

〒253-0053　茅ヶ崎市東海岸北2-3-38　Tel&Fax.0467-

58-8040　◇JR茅ヶ崎駅南口から徒歩7分　◇創立／1993

年（38人）　◇鈴木 牧雄　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書

の教えを中心とした礼拝を守っています。朝9時から子ど

もの日曜学校もあります。他の集いは電話かHPで。

【HP】http://www.shonanoncho.jp/

【E-Mail】info@shonanoncho.jp/

湘南キリストの愛の教会［単立／独立］

Tel.0467-88-7636　◇創立／2002年　◇深田 日出男

茅ヶ崎香川教会［日基教団］

〒253-0082　茅ヶ崎市香川1-34-35　Tel&Fax.0467-51-

4797　◇JR茅ヶ崎駅からバス「香川小学校入口」停、徒

歩3分　◇創立／1978年（70人）　◇船窪 健　◇礼拝／

10:15

【HP】http://www.justmystage.com/home/kagawachurch/

茅ヶ崎教会［日基教団］

〒253-0055　茅ヶ崎市中海岸4-2-18　Tel&Fax.0467-57-

8180　◇JR茅ヶ崎駅南口から徒歩12分［連絡先：櫻井 重

宣　〒253-0056　神奈川県茅ヶ崎市共恵2-7-5 Tel.0467-

88-5814］　◇創立／1927年（98人）　◇櫻井 重宣　◇礼

拝／10:15　◇特色／60年前に会員が松林を整地し、13

年かけてブロックを積んで造った手造りの教会堂です。

【HP】http://www.chigasaki-church.com/

茅ヶ崎教会［聖書友の会］

〒253-0025　茅ヶ崎市松が丘2-10-28　Tel.0467-58-7321

茅ヶ崎恵泉教会［日基教団］

〒253-0056　茅ヶ崎市共恵2-7-1　Tel.0467-82-6579 Fax. 

0467-87-4312　◇JR茅ヶ崎駅から徒歩10分　◇創立／

1951年（141人）　◇坐間 豊　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.keisenchurch.org/

茅ヶ崎シオン・キリスト教会［シオン・キリスト］

〒253-0053　茅ヶ崎市東海岸北3-10-4　Tel&Fax.0467-

59-1613　◇JR茅ヶ崎駅から徒歩12分　◇創立／1953年

（120人）　◇岸田 悟、岸田 とし子　◇礼拝／10:30　◇特

色／聖鳩（みはと）幼稚園とともに茅ヶ崎の地で親しまれ

て半世紀。

【HP】http://www.chigasaki-zion.info/

【E-Mail】chigasaki-zion-ch@nifty.com

座間キリスト教会［同盟基督］

〒252-0001　座間市相模が丘4-60-20　Tel.046-251-

4139　◇小田急線小田急相模原駅　◇加藤 富江　◇礼

拝／11:00,17:00

【E-Mail】nskang1004@hotmail.com

座間バプテストエクレシア［単立／独立］

〒252-0023　座間市立野台2-26-3　Tel&Fax.046-254-

7683　◇小田急線座間駅から徒歩12分　◇創立／1980年

（9人）　◇深野 昭仁　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午

後7時30分から祈り会。日曜日午前9時30分から朝の賛美

の集い。同午前10時30分から教会学校。

【HP】http://www.sepia.dti.ne.jp/baptist-ecclesia/

座間バプテストキリスト伝道所［バプ連盟］

〒252-0024　座間市入谷4-2741-16　Tel.046-256-8866　

◇小田急座間駅から徒歩10分　◇内藤 玲緒奈　◇礼拝／

10:30

ひばりが丘キリスト教会［ホーリネス］

〒252-0003　座間市ひばりが丘3-46-2　Tel&Fax.046-

256-8851　◇相鉄線さがみ野駅から徒歩18分　◇創立／

1985年（32人）　◇中西 雅裕、井下 泰文　◇礼拝／

10:30　◇特色／子どもからお年を召した方まで、楽しく

集っています。子どもおたのしみ会とお料理会を月1回開

いています。

【E-Mail】hibarigaoka@jhc-kanagawa.jp

逗子市 Zushi-shi

逗子教会［日基教団］

〒249-0006　逗子市逗子5-12-15　Tel.046-873-8724 Fax. 

046-854-7712　◇京浜急行線新逗子駅南口から徒歩1

分　◇創立／1947年（180人）　◇荒井 仁　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.zushikyokai.or.jp/

【E-Mail】kyokai@zushikyokai.or.jp

逗子集会［キリスト同信会］

〒249-0004　逗子市沼間5-13-2　Tel.046-873-2887　◇

中村 直

逗子聖ペテロ教会［聖公会］

〒249-0006　逗子市逗子6-5-2　Tel&Fax.046-871-

2764　◇JR逗子駅表口から徒歩8分　◇創立／1915年

（290人）　◇入江 修　◇礼拝／7:30,10:30,17:00　◇特色

／日曜10時30分は聖餐式。平日（月曜日を除く）午前7時

から朝の礼拝、午後6時から夕の礼拝。

【HP】http://www.nskk.org/yokohama/zushi/

逗子第一バプテスト教会［バプ連盟］

〒249-0006　逗子市逗子3-3-13　Tel&Fax.046-873-

8604　◇佐藤 清一

逗子福音教会［センド国際］

〒249-0006　逗子市逗子4-7-28　Tel.046-871-2978　◇

京浜急行逗子線新逗子駅から徒歩7分　◇創立／1948年

（18人）　◇村松 登志雄　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5f.biglobe.ne.jp/~zushi_gospel_church/
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（50人）　◇平田 一吉　◇礼拝／10:30

茅ヶ崎ホーリネス教会［ホーリネス］

〒253-0042　茅ヶ崎市本村1-2-44　Tel&Fax.0467-51- 

4290（兼牧師館） Tel.0467-51-3525　◇JR茅ヶ崎駅から

徒歩8分　◇創立／1949年（80人）　◇中道 善次、中道 

由子、ウエスト，ケビン、ウエスト 望　◇礼拝／10:30　

◇特色／宣教師が英語の同時通訳をしてくれます。国際

色豊かな、元気な教会です。

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~jhc/chigasaki/

【E-Mail】chigasaki@mocha.ocn.ne.jp

ニューソング・チャーチ茅ヶ崎＝主イエス
の恵み教会［単立／独立］

〒253-0002　茅ヶ崎市高田4-8-11　Tel&Fax.0467-54-

1437　◇JR茅ヶ崎駅からバス「ニュータウン入り口」停

前［連絡先：Tel.090-7942-3315］　◇創立／2009年（12

人）　◇小池 早苗、小池 英一　◇礼拝／10:00　◇特色

／賛美あふれる教会です。

【HP】http://newsong-jp.info

【E-Mail】a137e193c@chime.ocn.ne.jp

秦野市 Hadano-shi

大秦野バプテスト教会［バプ連盟］

〒257-0046　秦野市ひばりヶ丘1-15　Tel&Fax.0463-81-

0435　◇小田急線秦野駅からバス「警察署前」停、徒歩

7分　◇創立／1953年（28人）　◇山本 龍一郎

渋沢教会［CPC］

〒259-1321　秦野市曲松1-8-50　Tel&Fax.0463-87-

1203　◇小田急小田原線渋沢駅から徒歩5分　◇創立／

1957年（107人）　◇浜崎 孝　◇礼拝／10:15

【HP】http://www009.upp.so-net.ne.jp/shibusawachurch/

聖霊キリスト会［福音教団］

〒257-0024　秦野市名古木386-2　Tel&Fax.0463-81-

6598　◇小田急線秦野駅から車10分　◇創立／1988年

（25人）　◇徳村 茂雄

つるまき聖書チャペル＝大根バプテスト教会
［単立／独立］

〒257-0002　秦野市鶴巻南2-17-12　Tel.0463-69-1212 

Fax.0463-69-1213　◇小田急線鶴巻温泉駅から徒歩10

分　◇創立／1980年（33人）　◇関 修司、野田 容幸、野

村 文夫、大山 晃平　◇礼拝／11:00

【HP】http://www8.plala.or.jp/tsuru316/

【E-Mail】tsurumakichapel@titan.ocn.ne.jp

秦野教会［日基教団］

〒257-0055　秦野市鈴張町2-22　Tel.0463-81-2530 Fax. 

0463-81-2534　◇小田急小田原線秦野駅からバス「富士

見橋・警察署入口」停、徒歩5分　◇創立／1951年（39人）　

◇堀 光雄　◇礼拝／10:30

【HP】http://hatano-church.web.infoseek.co.jp/hadano_church/

秦野教会［ホーリネス］

〒257-0032　秦野市河原町2-56　Tel&Fax.0463-82-

6490　◇小田急線秦野駅から徒歩15分［連絡先：秦野教

茅ヶ崎集会［キリスト同信会］

〒253-0056　茅ヶ崎市共恵2-8-18　Tel&Fax.0467-85-

2809　◇JR茅ヶ崎駅から徒歩15分　◇創立／1911年　◇

浜田 耕司郎　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0467-85-

6646

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/doushinkai/

【E-Mail】hamadou@jcom.home.ne.jp

茅ヶ崎聖契キリスト教会赤羽根チャペル
［NSKK］

〒253-0001　茅ヶ崎市赤羽根3148　Tel.0467-50-1425 

Fax.0467-50-1426　◇JR辻堂駅から徒歩25分［連絡先：

ひばりが丘チャペル　〒253-0027　神奈川県茅ケ崎市ひ

ばりが丘7-23 Tel.0467-86-1166］　◇創立／1998年（10

人）　◇丸山 光　◇礼拝／14:30

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/ccc-church/

【E-Mail】ccc-church@jcom.home.ne.jp

茅ヶ崎聖契キリスト教会ひばりが丘チャペル
［NSKK］

〒253-0027　茅ヶ崎市ひばりが丘7-23　Tel.0467-86-1166 

Fax.0467-87-8144　◇JR茅ヶ崎駅から徒歩25分　◇創立

／1957年（80人）　◇丸山 光　◇礼拝／7:00,10:30,18:00

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/ccc-church/

【E-Mail】ccc-church@jcom.home.ne.jp

茅ヶ崎堤伝道所［日基教団］

〒253-0006　茅ヶ崎市堤19-6　Tel&Fax.0467-54-1300　

◇JR辻堂駅北口からバス「滝の沢」停、徒歩10分　◇創

立／1999年（10人）　◇三原 信惠　◇礼拝／10:30

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/nobue117mihara/

茅ヶ崎同盟教会［同盟基督］

〒253-0054　茅ヶ崎市東海岸南2-11-17　Tel&Fax.0467-

82-3076　◇JR茅ヶ崎駅南口からバス「駐在所前」停、徒

歩1分　◇創立／1959年（147人）　◇熊谷 徹　◇礼拝／

10:30　◇特色／教会学校、祈祷会、ハンドベル、聖歌隊、

聖書を学ぶ会、絵本大好きの会、家庭集会、各会などが

あります。

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/chigasaki-doumei-

kyoukai/

【E-Mail】chigasakidoumei@hotmail.co.jp

茅ヶ崎南湖教会［日基教団］

〒253-0061　茅ヶ崎市南湖6-17-8　Tel&Fax.0467-85-

2663　◇JR茅ヶ崎駅南口からバス｢仲町｣停、徒歩7分　◇

創立／1993年（47人）　◇秋間 文子　◇礼拝／10:30　

◇特色／聖書研究祈祷会は毎週水曜午前10時より、第2水

曜は婦人部例会に変わります。アットホームな教会です。

茅ヶ崎東教会［日キ教会］

〒253-0021　茅ヶ崎市浜竹3-5-58　Tel&Fax.0467-82-

1379　◇JR辻堂駅から徒歩7分　◇創立／1946年（116

人）　◇五十嵐 喜和　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.h7.dion.ne.jp/~church/

【E-Mail】church_chigasaki_higashi@yahoo.co.jp

茅ヶ崎平和教会［日基教団］

〒253-0028　茅ヶ崎市出口町4-71　Tel&Fax.0467-85-

2815　◇JR辻堂駅西口から徒歩20分　◇創立／1948年
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湘南グレースチャペル［キリスト伝道隊］

〒254-0826　平塚市唐ヶ原152-1　Tel&Fax.0463-61-

8642　◇JR平塚駅からバス（西海岸行）「下花水橋」停、

徒歩5分　◇創立／1987年（61人）　◇高橋 一樹、岩井 

清　◇礼拝／10:00,17:00　◇特色／子どもたちの礼拝、

中高生クラス日曜9時15分〜。みことばの恵みを分かち合

える祈り会、水曜10時〜。

【HP】http://www.geocities.jp/shounan_gc/

【E-Mail】shounan_grace_chapel@yahoo.co.jp

湘南見附キリスト教会［単立／独立］

〒254-0045　平塚市見附町14-10　Tel.0463-33-8979 

Fax.0463-33-8984　◇JR平塚駅西口から徒歩7分　◇創

立／1987年　◇柿谷 正期　◇礼拝／10:30　◇特色／自

らがキリストの弟子となり、弟子づくりをするキリスト者

になりたい。

【HP】http://www.choicetheory.net/smcc/

【E-Mail】smcc@choicetheory.net

神言教会［聖イエス会］

〒254-0911　平塚市山下字高畑184-1　Tel.0463-33-

0672　◇松﨑 真慈

平塚教会［日基教団］

〒254-0045　平塚市見附町6-18　Tel.0463-32-8831　◇

JR平塚駅から徒歩10分　◇創立／1916年（198人）　◇阿

部 雄次　◇礼拝／10:30　◇特色／牧師の交代を機会に、

さらに地域に根ざした教会となるよう願っています。

【HP】http://www.hiratsuka-church.com/

平塚聖契キリスト教会［NSKK］

〒254-0812　平塚市松風町7-9　Tel.0463-21-4201 

Fax.0463-21-4203　◇JR平塚駅から徒歩10分　◇創立／

1951年（46人）　◇北澤 正明、臼井 勲　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ikeakira@mb.scn-net.ne.jp

平塚聖書バプテスト教会［JBBF］

〒254-0804　平塚市幸町26-44　Tel&Fax.0463-22-

9130　◇JR平塚駅南口からバス「新地」停、徒歩3分　

◇創立／1995年（14人）　◇三谷 浩司　◇礼拝／11:00

【HP】http://www6.plala.or.jp/hiratsukabbc/

【E-Mail】jesus@love.plala.or.jp

平塚聖マリヤ教会［聖公会］

〒254-0811　平塚市八重咲町23-7　Tel.0463-22-1124 

Fax.0463-22-1099　◇JR平塚駅　◇創立／1926年（173

人）　◇田澤 利之

平塚中原教会［日基教団］

〒254-0061　平塚市御殿3-14-3　Tel&Fax.0463-31-

3568　◇JR平塚駅からバス「中原上宿」停　◇創立／

1971年（24人）　◇山口 俊明　◇礼拝／10:30　◇特色／

日曜日10時半より礼拝。水曜日午後2時より聖書研究会と

祈祷会。

【HP】http://nakahara.church.jp/

【E-Mail】nakahara@church.jp

平塚バプテスト教会［バプ連盟］

〒254-0051　平塚市豊原町4-5　Tel&Fax.0463-33-

2320　◇JR平塚駅から徒歩15分　◇創立／1950年（90

会別館　〒257-0051　神奈川県秦野市今川町7-28-202 

Tel.050-3047-4930］　◇創立／2003年（14人）　◇中道 

善次、櫻井 博之　◇礼拝／10:30　◇外国語／ポルトガ

ル語（10:30）、スペイン語（15:00）　◇特色／2008年秋

から新会堂に移転し、従来どおりポルトガル語、スペイン

語、日本語の3つの礼拝を行っています。

【HP】http://hadano.org

【E-Mail】church@hadano.org

秦野クリスチャンセンター［TPKF］

〒259-1307　秦野市横野174-4　Tel&Fax.0463-75-

2700　◇小田急小田原線渋沢駅からバス51番「戸沢入口」

停、徒歩10分　◇創立／1987年（90人）　◇芳 三容子、

稲葉 基夫　◇礼拝／11:00　◇外国語／ポルトガル語、

英語、タガログ語、スペイン語

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~hatanocc/

秦野詩音キリスト教会［JECA］

〒257-0003　秦野市南矢名2033-8　Tel&Fax.0463-76-

9337　◇小田急小田原線東海大学前駅から徒歩15分　◇

創立／1976年（35人）　◇高本 現、鞭木 由行　◇礼拝／

10:30

【HP】http://hadanozion.church.jp/

秦野聖ルカ教会［聖公会］

〒257-0035　秦野市本町1-7-17　Tel&Fax.0463-81-0600　

◇小田急小田原線泰野駅　◇前田 浩　◇礼拝／10:30

秦野西教会［日基教団］

〒259-1312　秦野市春日町1-1　Tel&Fax.0463-87-2216　

◇小田急小田原線渋沢駅から徒歩6分　◇創立／1966年

（25人）　◇貞弘 範行　◇礼拝／10:30

恵みの家キリスト教会［単立／独立］

〒257-0024　秦野市名古木1022-3　Tel&Fax.0463-82-

8070　◇小田急線秦野駅からバス「弘法山入口」停、徒

歩5分　◇創立／1998年（20人）　◇秋山 利一、秋山 絢

子　◇礼拝／10:30,18:30

平塚市 Hiratsuka-shi

アッセンブリー平塚キリスト教会（伝）＝
たにのゆりチャペル［アッセンブリー］

〒254-0016　平塚市東八幡1-8-28　Tel&Fax.0463-22-

5072　◇JR平塚駅　◇創立／1989年　◇阿部 栄子　◇

礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分からお祈り会。

金曜日午前10時30分からシャローム会（婦人会）

金目伝道所［日キ教会］

〒259-1201　平塚市南金目2345-6　Tel&Fax.0463-58-

7587　◇JR平塚駅

湘南教会［日キ教会］

〒254-0811　平塚市八重咲町11-14　Tel&Fax.0463-22-

7213　◇JR平塚駅西口から徒歩2分　◇創立／1946年

（100人）　◇山口 浩　◇礼拝／10:15

【HP】http://syounan.church.jp/
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立／1950年（28人）　◇小林 誠治　◇礼拝／10:15

【E-Mail】romkolgal@yahoo.co.jp

キリスト教横浜集会［無教会］

〒251-0052　藤沢市藤沢575 クリオマンション一番館

404　Tel.0466-22-7513　◇堤 道雄

鵠沼教会［ホーリネス］

〒251-0037　藤沢市鵠沼海岸7-11-10　Tel.0466-36-6438 

Fax.0466-36-6452　◇小田急江ノ島線鵠沼海岸駅から徒

歩7分　◇創立／1954年（31人）　◇上中 栄、上中 光

枝　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.jhc.or.jp/kugenuma/

【E-Mail】jhc-kugenuma@xg7.so-net.ne.jp

鵠沼めぐみルーテル教会［NRK］

〒251-0038　藤沢市鵠沼松が岡1-1-6　Tel&Fax.0466-50-

2400　◇江ノ電鵠沼駅から徒歩3分　◇創立／1949年

（120人）　◇高野 公雄　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日

午後2時から聖書研究会。土曜日午後2時30分から教理入

門講座。

【HP】http://www.church.ne.jp/kugenuma/

【E-Mail】kimio.takano@nifty.com

湘南教会［福音教会連合］

〒251-0027　藤沢市鵠沼桜が岡3-18-3　Tel&Fax.0466-

22-1507　◇小田急江ノ島線本鵠沼駅から徒歩5分　◇創

立／1955年（56人）　◇加藤 信治、加藤 育代、加藤 篤

子　◇礼拝／10:10

【HP】http://www5e.biglobe.ne.jp/~shonanch/

【E-Mail】nobukato@mse.biglobe.ne.jp

湘南キリスト教会［JECA］

〒251-0045　藤沢市辻堂東海岸4-5-8　Tel&Fax.0466-34-

5289　◇JR辻堂駅南口からバス「辻堂海浜公園前」停、

徒歩2分　◇創立／1964年（53人）　◇古屋 順史　◇礼

拝／10:30　◇特色／教会学校/9：00。祈祷会/火9：30.子

育て中の親子向「こひつじくらぶ」詳細はお問い合わせく

ださい。

【HP】http://www013.upp.so-net.ne.jp/shonanchurch/

湘南グリーンベルトキリスト教会［単立／独立］

〒252-0804　藤沢市湘南台2-14-3 パシフィック湘南305　

Tel&Fax.0466-45-9093　◇小田急江ノ島線湘南台駅西口

から徒歩3分　◇創立／1987年（20人）　◇渋谷 美智

子　◇礼拝／10:30,17:00　◇特色／火曜日午前10時から

思春期子女の母の会。水曜午前10時と午後7時30分から祈

祷会。水曜午後2時、新約原書講読会。

湘南セントラルチャーチ［日本COG］

〒252-0804　藤沢市湘南台4-1-11　Tel&Fax.0466-43-

0600　◇小田急江ノ島線湘南台駅から徒歩2分　◇創立

／1987年（100人）　◇伊藤 正登、伊藤 伸子、吉田 博子、

吉田 祝子、柴田 晃　◇礼拝／10:00,13:00,16:00,19:00(第

4土)　◇外国語／英語(13:00)、スペイン語(16:00)、ポルト

ガル語(第4土19:00)　◇特色／様々な国の人たちが言葉や

習慣を超えて礼拝し交わりをもっています。主の臨在と御

国の幸いが感じられます。

【HP】http://www.central.church.jp/

【E-Mail】central@church.jp

人）　◇杉野 省治　◇礼拝／11:00

【HP】http://www1.odn.ne.jp/hiratsukabap/

【E-Mail】hiratsukabap@pro.odn.ne.jp

平塚福音キリスト教会［キリスト伝道隊］

〒254-0806　平塚市夕陽ヶ丘31-8　Tel.0463-22-2384 

Fax.0463-21-1901　◇JR平塚駅から徒歩8分　◇創立／

1928年（220人）　◇山口 耕司、岩井 清、小林 享子　◇

礼拝／9:00,10:20,19:00　◇外国語／ポルトガル語

（16:00）　◇特色／聖日礼拝の他に、水曜日10:00、19:30に

祈祷会をしています。その他各集会もあります。お気軽に

お越し下さい。

【HP】http://www.geocities.jp/hiratukafukuincc/

【E-Mail】church@msc.biglobe.ne.jp

平塚富士見町教会［日基教団］

〒254-0062　平塚市富士見町2-15　Tel&Fax.0463-32-

0483　◇JR平塚駅北口からバス「追分」停、徒歩3分　

◇創立／1930年（214人）　◇増田 志郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.scn-net.ne.jp/~hfchurch/

【E-Mail】hfchurch@ma.scn-net.ne.jp

平塚ベテルキリスト教会［JRL］

〒259-1201　平塚市南金目378-1　Tel.0463-59-8007 

Fax.0463-59-6010　◇創立／1995年（34人）　◇石川 愛

人、石川 京子　◇礼拝／10:30,19:00

【HP】http://bethel.sblo.jp/

【E-Mail】hiratsukabethel@nifty.com

ふじみキリスト教会［バプ連盟］

〒259-1206　平塚市真田474-4　Tel&Fax.0463-59-

6922　◇小田急線東海大学前駅から徒歩10分　◇創立／

1972年（133人）　◇犬塚 修、犬塚 契　◇礼拝／7:00,

10:30

【HP】http://www.f-cc.jp/

【E-Mail】pastor@f-cc.jp

フルゴスペル平塚教会［JFGA］

〒254-0043　平塚市紅谷町11-9 片野屋3F　Tel&Fax. 

0463-23-3999　◇李 鎬慶

藤沢市 Fujisawa-shi

アメージング・グレース・チャーチ＝Amazing 
Grace Church［単立／独立］

〒251-0021　藤沢市鵠沼神明4-6-5 シルバー教室　Tel& 

Fax.0466-50-6587　◇小田急藤沢本町駅から徒歩15分［連

絡先：ジョン・ステモンス　〒251-0021　神奈川県藤沢

市鵠沼神明2-11-5 Tel.0466-50-6587］　◇創立／2006年

（30人）　◇ステモンス，ジョン、ステモンス，博美、湯浅 

葉子　◇礼拝／10:00　◇外国語／英語　◇特色／礼拝

は通常英語で日本語通訳付きです。聖書クラスはほぼ毎

日あります。ホームページをご覧ください。

【HP】http://zingchurch.com/Japanese.htm

【E-Mail】stemmons@mx9.ttcn.ne.jp

片瀬教会［日基教団］

〒251-0032　藤沢市片瀬4-3-14　Tel&Fax.0466-26-

1816　◇江ノ島電鉄湘南海岸公園駅から徒歩3分　◇創
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花の木キリスト教会［JECA］

〒251-0874　藤沢市花の木2-12　Tel.0466-34-8030　◇

小田急線藤沢本町駅から徒歩8分　◇伊東 道夫　◇礼拝

／10:00

【E-Mail】michi-grace@jcom.home.ne.jp

藤沢大庭教会［日基教団］

〒251-0861　藤沢市大庭5319-3　Tel.0466-88-3796　◇

JR辻堂駅からバス「西高校前」停、徒歩5分　◇創立／

1989年（26人）　◇池迫 直人　◇礼拝／10:30

藤沢北教会［日基教団］

〒252-0813　藤沢市亀井野1-25-3　Tel.0466-81-0893 

Fax.0466-82-0006　◇小田急線六会日大前駅から徒歩4

分　◇創立／1936年（129人）　◇寺田 信一　◇礼拝／

10:30　◇特色／改革長老教会の信仰と伝統を継承し、礼

拝を中心とした伝道に励んでいる教会です。

【HP】http://homepage3.nifty.com/fkc/

【E-Mail】fujisawa-kita@nifty.com

藤沢教会［日基教団］

〒251-0023　藤沢市鵠沼花沢町2-5　Tel.0466-22-2836 

Fax.0466-22-3068　◇JR藤沢駅南口から徒歩5分　◇創

立／1918年（274人）　◇村上 実基、村上 真理子、上竹 

裕子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.fujisawachurch.com/

【E-Mail】office@fujisawachurch.com

藤沢教会＝藤沢ナザレン教会［ナザレン］

〒251-0871　藤沢市善行2-7-5　Tel.0466-81-5510 Fax. 

0466-81-2033　◇小田急線善行駅から北へ徒歩5分　◇創

立／1968年（38人）　◇土肥 千保　◇礼拝／11:00

【HP】http://blog.drecom.jp/nazarene/

【E-Mail】yokoya_2000@yahoo.co.jp

藤沢聖マルコ教会［聖公会］

〒251-0037　藤沢市鵠沼海岸7-10-20　Tel&Fax.0466-36-

2331　◇小田急線鵠沼海岸駅　◇創立／1952年（227

人）　◇宇津山 武志

藤沢羽鳥福音教会［単立／独立］

〒251-0056　藤沢市羽鳥5-4-10　Tel&Fax.0466-34-

2059　◇JR藤沢駅からバス｢高山車庫｣停、徒歩3分　◇

創立／1982年（39人）　◇高梨 恒一郎　◇礼拝／9:00　

◇いのち／090-4138-5496

藤沢バプテスト教会［バプ連盟］

〒251-0028　藤沢市本鵠沼5-10-29　Tel&Fax.0466-23-

1088　◇JR藤沢駅からバス7分「鵠沼小学校前」停、徒

歩3分　◇創立／1962年　◇坂元 幸子　◇礼拝／11:00

【HP】http://www2s.biglobe.ne.jp/~kurobe56/fbc/fbc.htm

【E-Mail】fujiwasa_bapch@w6.dion.ne.jp

藤沢福音キリスト教会＝藤沢オリーブチャ
ペル［アッセンブリー］

〒251-0052　藤沢市藤沢545-48 パークノヴァ藤沢101　

Tel.0466-54-2232 Fax.020-4623-4371　◇JR藤沢駅北口

から徒歩6分　◇創立／1997年（140人）　◇藤村 良彦、

藤村 真知子　◇礼拝／9:00,11:00,17:00　◇外国語／英語

（14:00）　◇特色／ゴスペル教室（金曜19時）、英語教室（土

湘南台キリスト教会［NSKK］

〒252-0804　藤沢市湘南台4-1-5　Tel&Fax.0466-43-

0412　◇小田急湘南台駅西口から徒歩2分　◇創立／

1972年（12人）　◇河村 紀子、河村 昭夫、カールソン，

ギャリー、カールソン，ポリーン　◇礼拝／10:30　◇特

色／アットホームな教会です。

湘南台バプテスト教会［バプ連盟］

〒252-0804　藤沢市湘南台1-11-8　Tel&Fax.0466-43-

7488　◇小田急線湘南台駅から徒歩1分　◇坂元 俊郎、

野村 義雄

【HP】http://www.geocities.jp/sbc_christ/

湘南ニューホープキリスト教会［バプ連盟］

〒252-0813　藤沢市亀井野3-30-6　Tel&Fax.0466-83-

6500　◇小田急江ノ島線六会日大前駅東口から徒歩10

分　◇創立／2004年　◇李 キョンヨル　◇礼拝／10:00,

11:15　◇外国語／韓国語（10:00）

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/jbc-chiws/02shounan_

nh.html

【E-Mail】nh_jesus@ybb.ne.jp

湘南ライフタウンキリスト教会［JECA］

〒252-0815　藤沢市石川4-29-15　Tel&Fax.0466-87-

3245　◇JR辻堂駅からバス「駒寄」停、徒歩5分　◇創

立／1983年（44人）　◇伊藤 暢人、伊東 道夫　◇礼拝／

10:30　◇特色／月に一度、子ども会（幼小）とナーサリ

ー（0〜3歳児）をおこなっています。教会学校成人科ク

ラスもあります。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~slcc/

【E-Mail】slcc@marble.ocn.ne.jp

辻堂教会［日基教団］

〒251-0047　藤沢市辻堂4-7-38　Tel&Fax.0466-36-

3623　◇JR辻堂駅から徒歩6分　◇創立／1949年（62

人）　◇夏村 充　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.cityfujisawa.ne.jp/~tujidoky/menu.htm

【E-Mail】tujidoky@shonanbayarea.com

辻堂キリスト教会［ホーリネス］

〒251-0056　藤沢市羽鳥1-3-21　Tel&Fax.0466-36-

0983　◇JR辻堂駅北口から徒歩12分　◇創立／1951年

（55人）　◇島津 吉成、島津 g子　◇礼拝／7:30,10:30,

19:00

【HP】http://tujidou-ch.sakura.ne.jp/

【E-Mail】tujidou-ch@kki.biglobe.ne.jp

TLCCC湘南エルサレム教会［主の十字架］

Tel&Fax.0466-45-7340　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください［連絡先：ヨハネ 塚越 聡　〒252-0801　

神奈川県藤沢市長後2450-3-103 Tel.080-5027-0914］　◇

創立／1995年（35人）　◇ヨハネ 塚越 聡、デボラ 塚越 

玲子、吉野 浩美、奥脇 宏子、原田 和代　◇礼拝／

10:45　◇いのち／0466-45-7340　◇特色／第3日曜日午

後1時から湘南ゴスペル同好会、希望の光心の相談室。毎

週火曜日午前10時から茅ヶ崎礼拝。

【HP】http://homepage3.nifty.com/TlcccFujisawa/

【E-Mail】akira7340@nifty.com
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南足柄市 Minamiashigara-shi

南足柄キリスト福音教会＝心のレストラン
［単立／独立］

〒250-0105　南足柄市関本987-6　Tel&Fax.0465-74-

5962　◇伊豆箱根鉄道大雄山線大雄山駅から徒歩7分　

◇創立／1979年（51人）　◇野木 朗　◇礼拝／10:30　

◇特色／主の御臨在の内に、御言葉と祈りと交わりを通し

て養われ、もてなしのミニストリーでこの地に仕えています。

【HP】http://www.ashigara-church.net/

【E-Mail】ashigara@church.email.ne.jp

大和市 Yamato-shi

高座教会［CPC］

〒242-0006　大和市南林間2-14-1　Tel.046-274-1370 

Fax.046-276-9685　◇小田急江ノ島線南林間駅から徒歩2

分　◇創立／1947年（1206人）　◇松本 雅弘、大井 啓

太郎、元栄 信一、柴田 裕、加藤 由美子、小出 久雄　◇

礼拝／9:10,11:00,19:00　◇外国語／ポルトガル語、スペ

イン語、カンボジア語

【HP】http://www.koza-church.jp/

高座渋谷教会［日基教団］

〒242-0024　大和市福田1955　Tel&Fax.046-269-3411　

◇小田急江ノ島線高座渋谷駅から｣徒歩5分　◇創立／

1980年（41人）　◇君島 洋三郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://t-sion.org/kozashibuya-ch/contents/ks_index.html

草加神召キリスト教会大和チャペル＝リバ
ーサイドチャペル大和［アッセンブリー］

〒242-0025　大和市代官1-1-11　Tel&Fax.046-268-

0390　◇小田急江ノ島線桜ケ丘駅［連絡先：草加神召キ

リスト教会松原チャペル　〒340-0011　埼玉県草加市栄

町2-7-34 Tel.048-932-3419］　◇創立／1998年　◇天野 

弘昌、北岡 リカルド、北岡 アド、紺屋 敏幸　◇礼拝／

15:30,20:00(水金土)　◇外国語／ポルトガル語　◇特色

／ブラジル人の礼拝をしています。ポルトガル語のできる

方、ぜひどうぞ！

TLCCC大和教会［主の十字架］

〒242-0016　大和市大和南1-12-22　Tel&Fax.046-273-

1802　◇小田急江ノ島線大和駅から徒歩5分［連絡先：ヨ

シュア 苫米地　〒242-0001　神奈川県大和市下鶴間

2777-5，4-503］　◇創立／1988年（15人）　◇ヨシュア 

苫米地、カリス 苫米地　◇礼拝／9:15,10:30,17:00　◇外

国語／英語

【HP】http://www.geocities.jp/tlccc_yamato/000/

【E-Mail】sjhkm026@ybb.ne.jp

日本バプテスト相模中央キリスト教会［バプ

連盟］

〒242-0007　大和市中央林間4-24-6　Tel&Fax.046-274-

3708　◇東急田園都市線中央林間駅から徒歩5分　◇創

立／1969年（138人）　◇福永 保昭、江原 美歌子　◇礼

拝／10:40　◇テレホン／046-272-4422

【HP】http://www013.upp.so-net.ne.jp/ccsagami/

曜10時）。礼拝は英語通訳付。水曜礼拝（10時半〜、19時

〜）あります。

【HP】http://olive-chapel.hp.infoseek.co.jp/

【E-Mail】f-olive@d3.dion.ne.jp

藤沢福音自由教会［福音自由］

〒251-0011　藤沢市渡内4-1-25　Tel&Fax.0466-27-

9897　◇JR藤沢駅からバス「渡内」停、徒歩0分　◇創

立／1986年（42人）　◇相島 功　◇礼拝／10:30　◇特

色／白い十字架塔のそびえたつ素敵な教会です。バリア

フリーの設備もあり、一般の方々の冠婚葬祭も行ないます。

【HP】http://www.geocities.jp/fujiefc/

藤沢ベテル伝道所［日基教団］

〒251-0871　藤沢市善行2-23-10　Tel.0466-81-3480　◇小

田急江ノ島線善行駅からバス「善行団地入口｣停、徒歩2

分　◇創立／1985年（10人）　◇飯塚 光喜　◇礼拝／10:30

【HP】http://sakura-hp.com/bethelindex.htm

フルゴスペル藤沢支教会［JFGA］

〒251-0052　藤沢市藤沢462 吉塚ビル4F　Tel&Fax. 

0466-24-6388　◇李 玉子

やすらぎキリスト教会［単立／独立］

〒251-0025　藤沢市鵠沼石上2-8-12　Tel.0466-50-2612　

◇JR藤沢駅から徒歩7分［連絡先：山﨑 巌　〒251-0015　

神奈川県藤沢市川名181-18-B910 Tel.0466-26-0172］　◇

創立／1970年（30人）　◇山﨑 巌　◇礼拝／10:30

ヨハン藤沢キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒251-0026　藤沢市鵠沼東3-1 東急ドエルフェニックス

211　Tel&Fax.046-647-2513　◇JR・江ノ島電鉄藤沢駅

南口から徒歩10分　◇金 貞男、元 仙子

【HP】http://fujisawa.yohan.jp/

ライフ・チャペル・インターナショナル［単

立／独立］

〒252-0813　藤沢市亀井野359-15　Tel&Fax.0466-45-

5651　◇小田急線湘南台駅から徒歩15分　◇創立／1966

年（50人）　◇鈴木 ポール、阿賀 恵太郎、太田 亮平、飯

島 洋太、荻野 宏之　◇礼拝／9:30,11:00　◇特色／第2

礼拝（11時）はバイリンガル（日英）の礼拝です。

【HP】http://www.lifechapel.jp/

【E-Mail】info@lifechapel.jp

三浦市 Miura-shi

三浦聖書教会［同盟基督］

〒238-0112　三浦市初声町三戸238-6　Tel&Fax.046-

889-3414　◇京浜急行三崎口駅から徒歩4分　◇創立／

1991年（18人）　◇田辺 直人　◇礼拝／10:30　◇特色／

祈祷会、家庭集会、子育てクラス等、各種集会が用意さ

れています。お電話でお問い合わせください。

【E-Mail】nyyiss-injesus@gol.com

三崎教会［日基教団］

〒238-0235　三浦市城山町4-4　Tel.046-881-7923 Fax. 

046-881-7902　◇京急久里浜線三崎口駅　◇創立／1954

年（60人）　◇生野 隆彦　◇礼拝／10:30
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追浜聖書教会［同盟基督］

〒237-0067　横須賀市鷹取2-4-14　Tel&Fax.046-866-

5160　◇京浜急行追浜駅から徒歩3分　◇創立／1989年

（40人）　◇石川 新　◇礼拝／9:00,10:30,15:00　◇外国語

／英語　◇特色／聖書信仰に立った明るく家庭的な教会

です。国際的にバイリンガルの礼拝も行っています。

【E-Mail】obchurch@hotmail.com

鴨居キリスト教会［単立／独立］

〒239-0813　横須賀市鴨居1-7-9　Tel.046-842-6358　◇

京浜急行浦賀駅からバス「山田口」停、徒歩3分　◇創立

／1974年　◇竹井 健三、竹井 治子、竹井 聖実　◇礼拝

／10:30

【HP】http://kamoi2chu.hp.infoseek.co.jp

衣笠中央キリスト教会［同盟基督］

〒238-0026　横須賀市小矢部4-8-10　Tel&Fax.046-853-

3160　◇京浜急行横須賀中央駅からバス15分　◇創立／

1960年（94人）　◇三浦 峰人　◇礼拝／10:30,19:00

衣笠病院教会［日基教団］

〒238-0026　横須賀市小矢部2-23-1　Tel&Fax.046-853-

3351　◇JR衣笠駅から徒歩5分　◇創立／1948年（85

人）　◇宮原 晃一郎

久里浜教会［日基教団］

〒239-0831　横須賀市久里浜6-13-2　Tel.046-836-8709 

Fax.046-844-1880　◇京急線久里浜駅から徒歩10分　◇

創立／1952年（79人）　◇窪田 秀幸　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~kch/

【E-Mail】kurihama-church@diary.ocn.ne.jp

久里浜福音教会［同盟基督］

〒239-0831　横須賀市久里浜3-13-5　Tel.046-835-7441 

Fax.046-835-8769　◇京急線久里浜駅から徒歩12分　◇

創立／1959年（52人）　◇深澤 健一　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜祈祷会。第二第四土曜に小学生英会話クラ

ス、第二火曜に絵本読み聞かせの会があります。

【HP】http://church.ne.jp/kurihama_fch/

田浦教会［日基教団］

〒237-0075　横須賀市田浦町2-82　Tel&Fax.046-861-

5778　◇JR田浦駅から徒歩5分　◇創立／1948年（152

人）　◇下田尾 治郎　◇礼拝／10:30

武山教会［日基教団］

〒238-0315　横須賀市林1-20-2　Tel&Fax.046-857-

8748　◇JR衣笠駅からバス「一騎塚」停、徒歩2分　◇

創立／1952年（33人）　◇楠原 彰子　◇礼拝／10:30

【HP】http://takeyamainfomation.seesaa.net/

長井バプテスト伝道所［バプ連合］

〒238-0316　横須賀市長井3-10-28　Tel&Fax.046-856-

7793　◇JR岬口駅からバス「長井」停　◇三宅 尚道

野比伝道所［日基教団］

〒239-0841　横須賀市野比1-20-7　Tel&Fax.046-847-

3883　◇京浜急行久里浜線ＹＲＰ野比駅から徒歩3分　

◇創立／1999年（24人）　◇高 和熙

大和あがないの丘キリスト教会［TPKF］

〒242-0023　大和市渋谷2-1-4　Tel.046-269-7372 Fax. 

046-269-7392　◇荒井 恒男、荒井 よしえ

大和カルバリーチャペル［カルバリーグループ］

〒242-0029　大和市上草柳6-1-15　Tel.046-200-1010 

Fax.046-264-5207　◇相鉄線大和駅相鉄口から徒歩20

分　◇創立／1955年（1690人）　◇大川 従道、大川 道子、

小崎 淳広、川村 哲夫、岡村 ケン、柴田 順一、倉知 契、

梶山 直樹　◇礼拝／7:00,9:00,11:00,16:00　◇外国語／英

語(9:00,11:00)、手話（11:00）　◇特色／日曜朝3回の礼拝

とバラエティに富んだ集会。インターネットでライブ中継

もしています。

【HP】http://www.yamatocalvarychapel.com/

【E-Mail】wwjd@yamatocalvarychapel.com

大和教会［日基教団］

〒242-0014　大和市上和田1081-3　Tel&Fax.046-269-

5434　◇小田急江ノ島線桜ヶ丘駅から10分　◇創立／

1955年（39人）　◇安田 治夫　◇礼拝／10:30

大和教会［日キ教会］

〒242-0021　大和市中央7-1-22　Tel&Fax.046-261-

3957　◇小田急線大和駅から　◇松田 真二

大和リバイバル教会＝大和リバイバルチャ
ーチ［アッセンブリー］

〒242-0015　大和市下和田840-14　Tel&Fax.046-267-

7845　◇小田急江ノ島線高座渋谷駅から徒歩8分　◇創

立／1933年（19人）　◇杉浦 明子、杉浦 勉　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後7時から祈祷会。金曜日午前

11時から婦人祈祷会を行っています。

【E-Mail】yamato_revival_ch@yahoo.co.jp

林間つきみ野教会［日基教団］

〒242-0001　大和市下鶴間1598-10　Tel&Fax.046-276-

7668　◇東急田園都市線･小田急線中央林間駅から徒歩5

分　◇創立／1983年（30人）　◇北村 裕樹　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時30分、午後7時から祈祷会。

【HP】http://www2.odn.ne.jp/tsukimino/

【E-Mail】tsukimino@par.odn.ne.jp

横須賀市 Yokosuka-shi

インマヌエルチャーチ［フォースクエア］

〒239-0805　横須賀市舟倉1-32-1 コーエイマンション

116　Tel&Fax.046-837-3458　◇JR久里浜駅真正面　◇

創立／1999年　◇カポンポン，デロン、カポンポン，奈

央子　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語、タガログ語

浦賀教会［日基教団］

〒239-0815　横須賀市浦上台3-11-13　Tel&Fax.046-841-

6912　◇京浜急行浦賀駅から徒歩3分　◇創立／1955年

（24人）　◇楠原 博行　◇礼拝／10:30　◇特色／第1・3・

４水曜日午前10時30分と第2火曜日午後7時より祈祷会。

求道者会、家庭集会を随時行っています。

【HP】http://www.ab.auone-net.jp/~u-church/
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5007　◇京急久里浜線YRP野比駅　◇創立／1978年　

◇竹入 悦夫、竹入 壽美代

横須賀キリスト教会［アッセンブリー］

〒239-0807　横須賀市根岸町4-39-7　Tel.046-836-3273 

Fax.046-833-6088　◇京浜急行線北久里浜駅から徒歩8

分　◇創立／1965年（22人）　◇柿崎 昭司、柿崎 正枝、

柿崎 光一、柿崎 幸子　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/yokosuka/

【E-Mail】yokosuka@church.ne.jp

横須賀クリスチャンセンター［TPKF］

〒238-0043　横須賀市坂本町4-12　Tel&Fax.046-822-

0539　◇山田 すみれ

ヨコスカ・クリスチャン・フェローシップ［単

立／独立］

Tel.050-1306-1747　◇礼拝・集会場所などはお問い合わ

せください　◇吉田 誠二　◇礼拝／10:30

【E-Mail】isaiah_yo@ybb.ne.jp

横須賀グレイスバイブルチャーチ［エブリネイ

ション］

〒238-0014　横須賀市三春町2-11 三春商会ビル4F　Tel 

&Fax.046-825-5395　◇京浜急行堀ノ内駅から徒歩10

分　◇創立／2006年　◇マーサー，レイモンド　◇礼拝

／10:30　◇特色／英語・日本語バイリンガル。通訳あり

ます。

【HP】http://yokosukachurch.com

【E-Mail】info@yokosukachurch.com

横須賀第一協同教会［単立／独立］

〒238-0033　横須賀市阿部倉25-19　Tel&Fax.046-852-

8233　◇横浜横須賀道路横須賀出口から車2分　◇創立

／1957年（45人）　◇佐伯 陽二　◇礼拝／10:45　◇特

色／子どもたちとその保護者への伝道が盛んな教会です。

ゲストを招いてのクリスマスコンサートも毎年好評開催

中！

横須賀第一キリストの教会［キリストの教会］

〒238-0022　横須賀市公郷町3-6　Tel&Fax.046-853-

8224　◇JR衣笠駅から徒歩10分　◇創立／1950年（20

人）　◇横溝 健正

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/ymegu/

横須賀中央教会［同盟基督］

〒238-0017　横須賀市上町1-43　Tel.046-827-0216 Fax. 

046-827-1012　◇京浜急行横須賀中央駅西口から徒歩5

分　◇創立／1948年（165人）　◇荒井 隆則、宮地 宏一、

田代 泰成　◇礼拝／9:00,10:30,19:00　◇特色／礼拝で

は、わかりやすいメッセージが語られています。どなたで

もご自由におこしください。

【HP】http://web.mac.com/gospel_ycc/

【E-Mail】gospel_ycc@ybb.ne.jp

横須賀長沢キリスト教会［バプ連盟］

〒239-0842　横須賀市長沢1-31-1　Tel&Fax.046-849-

7327　◇京急線長沢駅から徒歩3分　◇創立／1984年（71

人）　◇富田 愛世　◇礼拝／11:00　◇特色／夏は海まで

5分、秋はミカン山まで10分。山と海に囲まれた素晴らし

ハイランド・キリスト教会［長老教会］

〒239-0833　横須賀市ハイランド2-30-11　Tel&Fax.046-

848-9631　◇京急線久里浜駅からバス「ハイランド」停、

徒歩3分　◇創立／1980年（19人）　◇赤星 典徳　◇礼

拝／11:00

船越教会［日基教団］

〒237-0076　横須賀市船越町7-60　Tel&Fax.046-861-

6861　◇京急本線京急田浦駅から徒歩15分　◇創立／

1954年（20人）　◇田中 牧子　◇礼拝／10:30

馬堀聖書教会［同盟基督］

〒239-0803　横須賀市桜が丘2-28-3　Tel&Fax.046-834-

4377　◇京浜急行京急本線馬堀海岸駅から徒歩10分　◇

創立／1982年（32人）　◇徳梅 陽介　◇礼拝／9:00,

10:30,19:30　◇特色／礼拝、祈祷会、教会学校の他に韓

国語、英会話、子ども英会話クラスを開講。毎週子育て

サークルも開く。

【HP】http://www.mabori.com/

【E-Mail】mabori.bible.ch@tbf.t-com.ne.jp

武蔵野横須賀伝道所［日基教団］

〒239-0833　横須賀市ハイランド3-2-4　Tel.046-849-

4208　◇JR京急久里浜駅からバス「ハイランド」停、徒

歩3分　◇創立／1978年（21人）　◇吉川 幸子　◇礼拝

／10:30

横須賀上町教会［日基教団］

〒238-0017　横須賀市上町2-43　Tel.046-822-2594 Fax. 

046-822-2595　◇京急線横須賀中央駅西口から徒歩10

分　◇創立／1906年　◇森田 裕明　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ab.auone-net.jp/~church12/

【E-Mail】uwamachi_kyokai@yahoo.co.jp

横須賀小川町教会［日基教団］

〒238-0004　横須賀市小川町７　Tel.046-822-2463 

Fax.046-822-2474　◇京急本線横須賀中央駅から徒歩7

分　◇創立／1952年（117人）　◇長村 亮介　◇礼拝／

10:30　◇特色／信仰告白に基き、聖書に忠実な教会形成

を志しています。

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~church/

横須賀教会［日キ教会］

〒238-0016　横須賀市深田台29　Tel&Fax.046-822-

7034　◇京急横須賀中央駅から徒歩10分　◇創立／1886

年（81人）　◇濱田 京子　◇礼拝／10:00

横須賀教会［KCCJ］

〒238-0006　横須賀市日の出町2-1　Tel&Fax.046-822-

2664　◇京急横須賀町駅から徒歩7分　◇創立／1932年

（60人）　◇外国語／韓国語

横須賀教会［福音ルーテル］

〒238-0014　横須賀市三春町3-20　Tel&Fax.046-823-

3852　◇京急線堀ノ内駅から徒歩2分　◇創立／1954年

（28人）　◇東 和春　◇礼拝／10:30

【E-Mail】jelcyokosuka@tba.t-com.ne.jp

横須賀キリスト教会［ホーリネス］

〒239-0845　横須賀市粟田2-24-6　Tel&Fax.046-849-
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子どもから大人まで各世代が集い、一人ひとりが自立を目

指す教会。

【HP】http://www.shiboku.net/

【E-Mail】info@shiboku.net

シャローム福音教会［単立／独立］

〒225-0011　横浜市青葉区あざみ野3-11-27　Tel&Fax. 

045-901-1473　◇東急田園都市線あざみ野駅から徒歩2

分　◇創立／1969年（180人）　◇木田 仁逸、千葉 明

徳　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝は駅前会堂で、教会

学校は9時からシャローム保育園で行っています。どなた

でも歓迎致します。

【HP】http://church.shalom.vu/

【E-Mail】shalom.j.k@amail.plala.or.jp

たまプラーザキリスト教会［JECA］

〒225-0013　横浜市青葉区荏田町235-2　Tel&Fax.045-

912-0648　◇東急田園都市線たまプラーザ駅からバス「荏

田新道」停、徒歩1分　◇創立／1970年（50人）　◇佐久

間 章、トリーベル，ベンハード　◇礼拝／10:30　◇特色

／教会学校に20名〜30名参加あり。毎月第2・第4金曜日

に幼児教室「ハレルヤ親子の会」を行い祝されている。

【HP】http://www.geocities.jp/tamapla7/

【E-Mail】tamapla7@ybb.ne.jp

田園江田教会［日基教団］

〒225-0013　横浜市青葉区荏田町474-1　Tel.045-912-

0930 Fax.045-912-0931　◇東急田園都市線江田駅西口か

ら徒歩8分　◇創立／1968年（343人）　◇宗野 鏡子、高

陽 鐘翼　◇礼拝／10:30,17:00(第3),19:00(第1)　◇特色／

附属幼稚園と協力し地域の子育て支援をしています。第1

と3日曜夕拝も行っています。

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~eda-ch/

藤が丘教会［福音ルーテル］

〒227-0043　横浜市青葉区藤が丘2-31-21　Tel&Fax.045-

973-2729　◇東急田園都市線藤が丘駅から徒歩5分　◇

創立／1983年（100人）　◇小副川 幸孝　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5a.biglobe.ne.jp/~fjelc/

みどり野キリスト教会［単立／独立］

〒225-0021　横浜市青葉区すすき野2-6-16　Tel.045-902-

7898 Fax.045-902-7843　◇東急田園都市線あざみ野駅か

らバス7分［連絡先：西村 内弘　〒225-0021　神奈川県

横浜市青葉区すすき野1-9-11 Tel.045-902-7824］　◇創立

／1985年（90人）　◇西村 内弘、西村 希望、西村 通

子　◇礼拝／10:30,14:00,15:00　◇外国語／フィリピン語

（15:00）　◇特色／子ども礼拝（JFキッズ）、ユース礼拝、

成人礼拝があり、小グループ（セル）の交わりも大切にし

ています。

【HP】http://www.jesusfamily.jp

【E-Mail】hope@tj8.so-net.ne.jp

横浜市旭区 Yokohama-shi, Asahi-ku

あさひ教会＝あさひ伝道所［CPC］

〒241-0021　横浜市旭区鶴ケ峰本町1-19-21 ミヤビビル

1F　Tel.045-489-3720 Fax.045-953-2588　◇相鉄鶴ケ峰

駅から徒歩15分　◇創立／2008年　◇鈴木 淳　◇礼拝

い環境で造り主を礼拝しています。

【HP】http://www.geocities.jp/yokosukacc/

【E-Mail】pastor@church.email.ne.jp

横浜小隊横須賀分隊［救世軍］

〒238-0012　横須賀市安浦町1-10　Tel.046-822-4253　

◇京浜急行横須賀中央駅から徒歩10分　◇創立／1900

年　◇山谷 昌子　◇礼拝／10:30

横浜市青葉区 Yokohama-shi, Aoba-ku

青葉キリスト教会［バプ連盟］

〒227-0054　横浜市青葉区しらとり台19-7　Tel&Fax. 

045-981-8822　◇田園都市線青葉台駅から徒歩15分　◇

創立／1990年（51人）　◇小田 衛　◇礼拝／10:30　◇

特色／小さいけれど大人から赤ちゃんまで、幅広い層の

人々が集まり、学び、分かち合う場のある教会です。

【HP】http://www5e.biglobe.ne.jp/~aobacc/

【E-Mail】aobacc@love.memail.jp

青葉台キリスト教会［改革派］

〒227-0062　横浜市青葉区青葉台2-8-13　Tel&Fax.045-

981-4152　◇東急田園都市線青葉台駅から徒歩3分　◇

創立／1979年（131人）　◇臼井 弘　◇礼拝／10:15,16:00

青葉台ナザレン教会［ナザレン］

〒227-0062　横浜市青葉区青葉台1-15-17　Tel.045-981-

3694 Fax.045-981-5721　◇東急田園都市線青葉台駅から

徒歩7分　◇創立／1968年（232人）　◇江上 環、江上 ひ

とみ　◇礼拝／10:30

【E-Mail】egami33@mtf.biglobe.ne.jp

市ヶ尾キリスト教会［保守バプ］

〒225-0024　横浜市青葉区市ヶ尾町1153-2 ライオンズプ

ラザ市ケ尾204号　Tel&Fax.045-971-3740　◇東急田園

都市線市が尾駅西口から徒歩2分［連絡先：白畑 司　〒

215-0016　神奈川県川崎市麻生区早野243-3 Tel.044-986-

8510］　◇創立／1984年（63人）　◇白畑 司、白畑 美知

子　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書と十字架の力、聖霊、

賛美のすばらしさを味わい、リーダーたちを作るリーダー

たちを作り、福音を広めている。木曜礼拝10:30。

【HP】http://church.ne.jp/bible/

【E-Mail】jesuslov@sc4.so-net.ne.jp

こどもの国キリスト教会［JECA］

〒227-0038　横浜市青葉区奈良5-16-7　Tel&Fax.045-

960-1630　◇横浜高速鉄道こどもの国線こどもの国駅か

ら徒歩7分　◇創立／1998年（44人）　◇金子 昭彦　◇

礼拝／10:30

【HP】http://www.maroon.dti.ne.jp/kodomonokuni/

【E-Mail】kodomonokuni@dream.jp

神木イエス・キリスト教会青葉チャペル［単

立／独立］

〒225-0003　横浜市青葉区新石川4-22-7　Tel.045-914-

5455 Fax.045-914-5508　◇東急田園都市線たまプラーザ

駅から徒歩15分　◇創立／1984年　◇三谷 和司、石原 

保彦、若林 喜久夫、若林 佳子、石橋 一嘉　◇礼拝／

10:30　◇特色／わかりやすい聖書のメッセージと賛美。
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2441 Fax.045-951-2074　◇相鉄線鶴ヶ峰駅からバス｢都

岡町｣停　◇三井 尚子　◇礼拝／10:30

【HP】http://tsuoka-church.com

二俣川キリスト伝道所［ウェスレアン］

〒241-0821　横浜市旭区二俣川2-87-1 湯澤宣道方　Tel& 

Fax.045-391-4860　◇相鉄線二俣川駅から徒歩5分　◇

創立／1997年（12人）　◇湯澤 宣道、湯澤 鈴世　◇礼拝

／10:40　◇テレホン／045-391-5003　◇特色／水曜日午

前11時からと、午後7時30分から祈祷会。

【E-Mail】yuzawanor@yahoo.co.jp

横浜さちが丘キリスト教会＝さちが丘キリ
スト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒241-0822　横浜市旭区さちが丘136-17　Tel&Fax.045-

364-7311　◇相鉄線二俣川駅から徒歩6分　◇創立／

1969年（21人）　◇神谷 典孝　◇礼拝／10:30　◇特色／

救われていない魂に福音を伝え救いに導き、主の弟子と

して訓練し宣教のため派遣する教会を目指しています。

【E-Mail】psalm84@muse.ocn.ne.jp

横浜JOYバプテスト教会＝JOYチャペル［バ

プ連盟］

〒241-0823　横浜市旭区善部町100-6　Tel&Fax.045-

362-3653　◇相鉄いずみ野線南万騎が原駅から徒歩12分

［連絡先：石田 政美　〒245-0053　神奈川県横浜市戸塚

区上矢部町3521-4 スペースイン鳥ヶ丘401 Tel.045-383-

9461］　◇創立／1999年（60人）　◇石田 政美、神山 

武　◇礼拝／10:30　◇特色／2010年より新会堂で。◇

礼拝／10:30◇特色／水曜日午後8時、木曜日午前10:30よ

り「聖書の学びと祈り会」

【HP】http://www.joychapel.com/

横浜市泉区 Yokohama-shi, Izumi-ku

泉教会［CPC］

〒245-0016　横浜市泉区和泉町4194-13　Tel.045-803-

1749 Fax.045-361-4351　◇相鉄線いずみ中央駅から徒歩

13分　◇創立／1997年（25人）　◇潮田 健治　◇礼拝／

10:30　◇テレホン／045-364-4041　◇特色／傾聴講座の

ために牧師を地域に送り出し、地域と広い関わりを持つ教

会です。

【HP】http://izumi.kyokai.org/

【E-Mail】izumi@kyokai.org

泉中央キリスト教会［単立／独立］

〒245-0018　横浜市泉区上飯田町2049-12　Tel.045-805-

5610　◇相鉄いずみ野線いずみ中央駅から徒歩10分　◇

創立／1988年（23人）　◇白岩 一夫　◇礼拝／10:30　

◇特色／金曜日午前10時30分から祈祷会。

【HP】http://iccc-jp.hoops.jp/

白百合福音教会［同盟基督］

〒245-0013　横浜市泉区中田東2-7-9　Tel&Fax.045-803-

3310　◇地下鉄中田駅から徒歩3分　◇創立／1969年（37

人）　◇河村 冴、河村 迪男　◇礼拝／10:30　◇特色／

白百合公園の向かいにあります。赤ちゃんからお年寄りま

で集うアットホームな教会。横浜西部・県央・湘南からも

近い。

／11:00　◇特色／宣教の特徴は、介護保険の指定を受け

たデイサービスを運営して、神と人とにお仕えすることです。

【HP】http://www.alpha-net.ne.jp/users2/asyuwa98/cpcj%20

asahi-church.htm

【E-Mail】asahi_ch@yahoo.co.jp

いずみ教会［改革派］

〒241-0822　横浜市旭区さちが丘18-1 和田ビル202　

Tel&Fax.045-367-1644　◇相鉄線二俣川駅から徒歩10

分　◇創立／1992年（27人）　◇小堀 昇　◇礼拝／

10:30　◇特色／神の御言葉がまっすぐに語られているア

ットホームな教会です。大きな声の賛美が特徴です。どう

ぞおいで下さい。

【HP】http://www.geocities.jp/ch_izumi1992/

インマヌエル横浜教会［単立／独立・イエス教長

老会］

〒241-0821　横浜市旭区二俣川2-35-4 アベニュー二俣川

301　Tel&Fax.045-366-7099　◇相鉄線二俣川駅　◇朴 

済根

霞ヶ丘教会若葉台集会所［バプ同盟］

〒241-0801　横浜市旭区若葉台2-22-211 木村誠甫方　

Tel&Fax.045-921-8212　◇JR十日市場駅からバス「若葉

台中央」停、徒歩3分　◇創立／1989年（7人）　◇村椿 

真理、木村 誠甫　◇礼拝／10:00　◇特色／礼拝をミニ

FMで中継しています。また、老人ホーム、児童相談所な

どで琴演奏と朗読奉仕などをしています。

希望が丘教会［CPC］

〒241-0825　横浜市旭区中希望が丘72-2　Tel.045-391-

6038 Fax.045-391-6653　◇相鉄線希望ヶ丘駅から徒歩5

分　◇創立／1961年（335人）　◇松矢 龍造　◇礼拝／

9:00,10:30,19:30

シティビジョン･グローリーチャーチ［アッセ

ンブリー］

〒241-0802　横浜市旭区上川井町253-2　Tel.045-342-

4201 Fax.045-342-4202　◇相鉄線鶴ヶ峰駅からバス「上

川井町」停　◇創立／1985年（230人）　◇増田 哲之、

増田 篤子　◇礼拝／8:45,11:00　◇特色／明るく活気に

満ちた教会です。エリヤハウスミニストリー、アルファコ

ースを行っています。

【HP】http://www.cityvisionglory.com/

【E-Mail】office@cityvisionglory.com

自由キリスト教会［単立／独立］

〒241-0033　横浜市旭区今川町60-2　Tel.045-364-6332 

Fax.045-364-6691　◇相鉄本線鶴ヶ峰駅から徒歩15分　

◇通木 一成、通木 光男

白根福音教会［JECA］

〒241-0005　横浜市旭区白根4-5-4　Tel&Fax.045-953-

9995　◇相鉄線鶴ヶ峰駅から徒歩12分　◇創立／1959

年　◇倉嶋 聡生　◇礼拝／10:00　◇特色／CS・各会（日

曜11:30〜）、聖書と祈りの会（水曜10：30〜、木曜13：00〜）

【HP】http://homepage2.nifty.com/shirane-church/

都岡キリスト教会［日本COG］

〒241-0805　横浜市旭区都岡町22　Tel&Fax.045-953- 
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ジャパニーズ・ゴスペル・チャーチ横浜＝
JGC横浜［単立／独立］

〒235-0007　[集会のみ]横浜市磯子区西町14-3 横浜市畜

産協会ビル2階　◇JR根岸駅から徒歩3分［連絡先：(株）

K2インターナショナル内｢ジャパニーズゴスペルチャー

チ」　〒235-0005　神奈川県横浜市磯子区東町18-10-1Ｆ 

Tel.045-752-5066］　◇創立／2001年（20人）　◇坂本 牧

裕、金森 克雄、田上 理恵子　◇礼拝／10:30　◇特色／

JGCオークランドで信仰を持った者たちが、帰国後もJGC

での集まりを持ちたいと願い、礼拝をもつようになりました。

【E-Mail】jgc_info@bigpond.com

杉田キリスト教会［アッセンブリー］

〒235-0036　横浜市磯子区中原4-24-1　Tel.045-772-1716 

Fax.045-772-1743　◇京浜急行線杉田駅から徒歩3分　

◇創立／1964年（120人）　◇久保田 潔、久保田 説子、

武石 喜光　◇礼拝／7:00,11:00　◇特色／すべての年齢

層の方々が集い、聖書がわかりやすく話される明るい雰囲

気の教会です。詳細はホームページを！

【HP】http://homepage2.nifty.com/sugitachurch/

【E-Mail】sugita@mbg.nifty.com

杉田キリスト平安教会［単立／独立］

〒235-0033　横浜市磯子区杉田3-8-17　Tel.045-773-

1597　◇北 リサ

洋光台キリスト教会［バプ連盟］

〒235-0041　横浜市磯子区栗木1-22-3　Tel.045-774-9861 

Fax.045-774-9859　◇創立／1974年（188人）　◇蛭川 

明男　◇礼拝／11:00,19:00　◇特色／水曜日午前10時か

らと午後7時から祈祷会。

【HP】http://www17.plala.or.jp/yokodai/

洋光台のぞみキリスト教会［JECA］

〒235-0045　横浜市磯子区洋光台3-22-21-102　Tel&Fax. 

045-833-6263　◇JR洋光台駅から徒歩3分［連絡先：吉田 

鋼志　〒214-0014　神奈川県川崎市多摩区登戸3313-2-

305 Tel.044-589-2550］　◇創立／1993年（18人）　◇吉

田 鋼志　◇礼拝／10:45　◇特色／礼拝の前半は子ども

も一緒に礼拝し、ギターによる賛美や子ども向けのショー

トメッセージが好評です。

【HP】http://www.yokodai.org/

【E-Mail】hyoshida@mvj.biglobe.ne.jp

横浜磯子教会［日基教団］

〒235-0023　横浜市磯子区森3-17-7　Tel&Fax.045-751-

5872　◇京急本線屏風浦駅から徒歩3分　◇創立／1964

年（159人）　◇中村 清、鳴坂 明人　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.yokohama-isogokyokai.join-us.jp/

横浜岡村教会［日基教団］

〒235-0021　横浜市磯子区岡村4-25-39　Tel&Fax.045-

751-3917　◇JR根岸駅からバス「天神前」停、徒歩2分　

◇創立／1949年（79人）　◇安藤 脩　◇礼拝／10:30　

◇特色／日曜のCS、一般礼拝。祈祷会は水曜夜、木曜朝、

土曜早朝。知的障がい者のNPO法人レインボータラント

舎を開設。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~okamurac/

【E-Mail】okamura-ch@cello.ocn.ne.jp

【HP】http://shirayuri.ch/

【E-Mail】shirayuri@church.jp

単立　ベテル教会［単立／独立］

〒245-0015　横浜市泉区中田西3-27-45　 愛宕ビル102　

Tel&Fax.045-805-6005　◇地下鉄ブルーライン立場駅か

ら徒歩10分　◇創立／1977年　◇久保田 晧之、屋宜 泰

子　◇礼拝／10:30

横浜いずみキリスト教会［ホーリネス］

〒245-0016　横浜市泉区和泉町336-4　Tel&Fax.045-

804-0903　◇JR戸塚駅からバス「ドリーム・ハイツ」停、

徒歩1分　◇福島 雅則　◇礼拝／10:45　◇外国語／米英

語

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~izumich/

【E-Mail】yizumich@cello.ocn.ne.jp

横浜聖クリストファー教会［聖公会］

〒245-0004　横浜市泉区領家3-13-7　Tel&Fax.045-812-

7919　◇相鉄線弥生台駅　◇創立／1993年（55人）　◇

三鍋 裕、竹内 弘　◇礼拝／11:00

横浜緑園キリスト教会［JECA］

〒245-0002　横浜市泉区緑園2-19-11　Tel.045-811-7576 

Fax.045-814-3897　◇相鉄いずみ野線緑園都市駅から徒

歩5分　◇創立／1964年（160人）　◇原田 憲夫　◇礼拝

／10:30,19:00　◇特色／教会学校、祈祷会、めぐみ会（高

齢者の集い）、シャローム会（心が疲れている方の集い）

などもある。

【HP】http://church.jp/ryokuen/

【E-Mail】ryokuenkyokai@hotmail.co.jp

横浜市磯子区 Yokohama-shi, Isogo-ku

磯子の丘教会［バプ同盟］

〒235-0016　横浜市磯子区磯子7-18-10　Tel&Fax.045-

751-2870　◇JR磯子駅から徒歩20分　◇創立／1956年

（31人）　◇山本 富二　◇礼拝／10:30　◇特色／海の見

える丘の上の小さな教会です。

【HP】http://isogonooka.org/

【E-Mail】sogonooka@ytv.home.ne.jp

磯子フィラデルフィヤ教会［TPKF］

〒235-0015　横浜市磯子区久木町13-10　Tel&Fax.045-

751-2740　◇JR根岸駅からバス「磯子警察前」停、徒歩

2分　◇創立／1959年（60人）　◇米川 猛、アーネセン，

ヤコブ、芳 三容子、米川 繁子　◇礼拝／10:00,11:30　

◇外国語／ポルトガル語

上大岡教会［日基教団］

〒235-0024　横浜市磯子区森が丘1-4-27　Tel.045-843-

6086 Fax.045-843-9030　◇京急本線上大岡駅から徒歩12

分　◇創立／1959年（86人）　◇原 宝　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/kamiooka-church/

シオンクリスチャンフェロシップ横浜［Z.C.F］

〒235-0045　横浜市磯子区洋光台2-17-33　Tel&Fax.045 

-832-7517　◇JR洋光台駅から徒歩7分　◇創立／1988年

（42人）　◇川越 繁敏　◇礼拝／10:30
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◇礼拝／10:15

新横浜キリスト教会（伝）［アッセンブリー］

〒221-0801　横浜市神奈川区神大寺2-37-25 ドミール北栄

103　Tel&Fax.045-413-3572　◇地下鉄ブルーライン片

倉町駅から徒歩7分　◇創立／2004年（12人）　◇西川 

幸司、西川 栄　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時

から聖書の学びと祈祷会。金曜日午後8時から9時までフ

ライディナイト集会。

【E-Mail】godblessyou-1@u01.gate01.com

捜真バプテスト教会［バプ同盟］

〒221-0804　横浜市神奈川区栗田谷42-43　Tel.045-323-

2967 Fax.045-323-3979　◇横浜駅西口からバス「県営栗

田谷住宅前」停　◇創立／1948年（219人）　◇森島 牧人、

森島 惠　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語

【HP】http://www.soshin.or.jp

【E-Mail】church@soshin.or.jp

羽沢伝道所［日基教団］

〒221-0863　横浜市神奈川区羽沢町1507　Tel&Fax.045- 

902-6901（福田）　◇JR小机駅　◇創立／1981年（7人）　

◇福田 栄　◇礼拝／10:30

横浜泉ルーテル教会［NRK］

〒221-0057　横浜市神奈川区青木町4-11　Tel&Fax.045-

441-9647　◇樫木 芳昭

横浜教会［福音ルーテル］

〒221-0843　横浜市神奈川区松ヶ丘8　Tel.045-323-

1820　◇東 和春　◇礼拝／10:30

【HP】http://www2.tba.t-com.ne.jp/jelcyokosuka/

横浜キリスト福音教会［JECA］

〒221-0065　横浜市神奈川区白楽110　Tel&Fax.045-

432-0507　◇東急東横線東白楽駅から徒歩7分　◇創立

／1955年　◇中上 勝雄　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月

第3日曜日15時から賛美礼拝。毎週木曜日10時30分から婦

人会・毎週土曜日16時30分から祈祷会。

【HP】http://www2.ttcn.ne.jp/~ycgc/

【E-Mail】ycgc110@island.dti.ne.jp

横浜シオン教会［日本COG］

〒221-0002　横浜市神奈川区大口通124　Tel.045-421-

5125　◇田畑 肇、田畑 和子

横浜聖アンデレ教会［聖公会］

〒221-0852　横浜市神奈川区三ッ沢下町14-57　Tel.045-

321-4989 Fax.045-321-4992　◇地下鉄三ッ沢下町駅　◇

創立／1885年（333人）　◇春日 隆、中山 統永、友寄 景方

横浜聖書教会［アライアンス］

〒235-0033　横浜市磯子区杉田5-23-10　Tel&Fax.045-

773-3513　◇JR新杉田駅から徒歩8分　◇創立／1961年

（64人）　◇伊藤 亮三　◇礼拝／10:30

【E-Mail】i-ryo@muh.biglobe.ne.jp

横浜市神奈川区 Yokohama-shi, Kanagawa-ku

イエスキリスト聖霊の教会［福音教団］

〒221-0825　横浜市神奈川区反町2-14-4　Tel&Fax.045-

312-5538　◇東急東横線反町駅から5分　◇u 宗宇

片倉キリスト教会［単立／独立］

〒221-0865　横浜市神奈川区片倉5-10-25 ベルテ片倉

104　Tel&Fax.045-481-0471　◇地下鉄片倉町駅から徒

歩5分　◇創立／1984年　◇高山 清彦、高山 星子　◇

礼拝／10:30　◇特色／キャベツ畑の近くの教会です。礼

拝を中心とした聖書の言葉に生きる教会です。長老主義

をとっています。

【HP】http://www.geocities.jp/churchkatakura/

【E-Mail】f-taka@dp.u-netsurf.ne.jp

神奈川教会［日基教団］

〒221-0832　横浜市神奈川区桐畑17-8　Tel&Fax.045- 

324-0537 Tel.045-321-5392　◇東急東横線反町駅から徒

歩3分　◇創立／1875年（115人）　◇阪口 吉弘　◇礼拝

／10:15

【HP】http://www.ab.auone-net.jp/~kyokai/

神大寺キリスト教会［キリストの教会］

〒221-0802　横浜市神奈川区六角橋4-17-30　Tel.045-

413-2200　◇東急東横線東白楽駅から徒歩25分　◇創立

／1990年（10人）　◇礼拝／10:30

キリスト教横浜福音教会［福音教団］

〒221-0045　横浜市神奈川区神奈川2-12-1 オノトービル

3F　Tel.045-451-2788 Fax.045-451-0523　◇創立／1976

年（70人）　◇林 道信、林 貞子

キングダム・フェロシップ・チャペル［在外

国教団教派］

〒221-0823　横浜市神奈川区二ツ谷町10-1　Tel&Fax. 

045-315-0373　◇JR東神奈川駅から徒歩10分　◇創立／

2001年（70人）　◇カラサワ，ルーク　◇礼拝／13:30　

◇特色／セレブレーション形式でキリストの霊の流れを楽

しみます。主日午前は聖書学び会、午後よりセレブレーシ

ョン礼拝。

【HP】http://www.kingdomfellowship.com/

【E-Mail】info@kingdomfellowship.com

新子安バプテスト教会［バプ同盟］

〒221-0012　横浜市神奈川区子安台1-6-21　Tel.045-421-

0778　◇JR新子安駅から徒歩10分　◇創立／1952年（30

人）　◇高野 進、山本 志保、石渡 浩司　◇礼拝／10:30

新横浜教会［日基教団］

〒221-0864　横浜市神奈川区菅田町2851　Tel&Fax.045-

473-7191　◇市営地下鉄片倉町駅からバス「菅田町入口」

停、徒歩3分　◇創立／1986年（33人）　◇河合 裕志　

http://www2.ttcn.ne.jp/~ycgc/
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駅から徒歩3分　◇創立／1947年　◇宮崎 健男、宮崎 ち

か、宮崎 一実　◇特色／婦人会：木曜日午後1時半〜3

時　祈祷会：夕7時半〜。

【HP】http://www.k2.dion.ne.jp/~kpc-joy/

【E-Mail】ivine-.t@s5.dion.ne.jp

金沢文庫教会［バプ同盟］

〒236-0046　横浜市金沢区釜利谷西3-36-20　Tel&Fax. 

045-783-5475　◇京急線金沢文庫駅からバス15分　◇創

立／1954年（56人）　◇白根 新治、山林 義弘　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語

【HP】http://www.church.ne.jp/bunko/

関東学院教会［バプ同盟］

〒236-5801　横浜市金沢区六浦東1-50-1　Tel&Fax.045-

784-3532　◇京急線金沢八景駅から20分　◇創立／1946

年（122人）　◇松田 和憲、天野 享　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.k5.dion.ne.jp/~kgc/

【E-Mail】kgc@kantogakuin-church.org

聖路教会［バプ同盟］

〒236-0023　横浜市金沢区平潟町17-1 聖星保育園内　

Tel&Fax.045-785-6284　◇シーサイドライン野島公園駅

から徒歩2分　◇創立／1991年（25人）　◇戸田 幸子　

◇礼拝／10:30　◇特色／第1、第2水曜、第4木曜午前10

時30分から聖書の学び・祈祷会。第3日曜礼拝後聖書の学

び。

【HP】http://www.geocities.jp/seiro_kyohkai/

【E-Mail】seiro_pastor@ybb.ne.jp

フルゴスペル金沢教会［JFGA］

〒236-0026　横浜市金沢区柳町26-9-2F　Tel&Fax.045-

781-1025　◇京浜急行線金沢八景駅から徒歩10分　◇創

立／1993年（40人）　◇多田 明子

横浜金沢文庫キリスト教会［長老教会］

〒236-0021　横浜市金沢区泥亀2-1-8 筒井ビル2F　Tel. 

045-701-3715　◇京浜急行線金沢文庫駅から徒歩6分　

◇小高 政宏　◇礼拝／10:30

横浜教会［改革派］

〒236-0052　横浜市金沢区富岡西7-25-17　Tel&Fax.045-

774-0228　◇京急本線京急富岡駅から徒歩10分　◇創立

／1971年（78人）　◇林 豊彦

横浜白山道教会［同盟基督］

〒236-0045　横浜市金沢区釜利谷南2-17-10　Tel&Fax. 

045-701-1623　◇京浜急行線金沢文庫駅からバス（高舟

台行）「白山道公園」停、徒歩2分　◇創立／1960年（84

人）　◇松下 信、佐藤 賢祐、松下 景子　◇礼拝／10:00　

◇特色／子どもからお年寄りまで共に集い、主を賛美しま

す。地域に根ざした教会を目指しています。

【HP】http://www.geocities.jp/yhakusandoch/

【E-Mail】yhc_1960@ybb.ne.jp

横浜市港南区 Yokohama-shi, Konan-ku

泉宣教バプテスト教会［バプ連合］

〒233-0012　横浜市港南区上永谷3-11-4　Tel&Fax.045-

横浜長老教会［日キ教会］

〒221-0832　横浜市神奈川区桐畑10-8　Tel.045-321-5675 

Fax.045-321-5684　◇JR東神奈川駅　◇創立／1951年

（113人）　◇登家 勝也

横浜明星教会［日基教団］

〒221-0813　横浜市神奈川区二本榎9-1　Tel&Fax.045-

491-3437　◇東急東横線東白楽駅から徒歩10分　◇創立

／1910年（70人）　◇川又 志朗

六角橋教会［日基教団］

〒221-0802　横浜市神奈川区六角橋1-26-8　Tel.045-432-

0694 Fax.045-432-0194　◇東急東横線白楽駅から徒歩10

分　◇創立／1902年（448人）　◇加山 真路、菊地 恵美

香　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.rokkakubashi.org

【E-Mail】church@rokkakubashi.org

六角橋キリストの教会［キリストの教会］

〒221-0802　横浜市神奈川区六角橋3-18-3　Tel.045-481-

3718　◇東急東横線白楽駅　◇畠山 竜郎

横浜市金沢区 Yokohama-shi, Kanazawa-ku

金沢キリスト教会［アッセンブリー］

〒236-0026　横浜市金沢区柳町35-15　Tel.045-701-7797 

Fax.045-788-1485　◇京浜急行線金沢八景駅から徒歩10

分　◇創立／1956年（942人）　◇船津 行雄、船津 恭子、

船津 信成、船津 美穂子、セルバラトナム，ロイ、セルバ

ラトナム，雅子　◇礼拝／10:30,14:30,18:00　◇外国語／

英語　◇特色／英語圏・若者伝道・ホームレスの人たち

への伝道を力強く行っている。また保育の為よろこび園を

経営している。

【HP】http://www.kanazawa-church.net/

【E-Mail】info@kanazawa-church.net

金沢キリスト教会英語礼拝部［アッセンブリー］

〒236-0031　横浜市金沢区六浦1-12-11　Tel.045-788-

6282　◇京浜急行線金沢八景駅から徒歩10分　◇創立／

2000年（50人）　◇船津 行雄、セルバラトナム，ロイ、セ

ルバラトナム，雅子　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語

【E-Mail】kcces@seaple.icc.ne.jp

金沢キリストの教会［キリストの教会］

〒236-0022　横浜市金沢区町屋町6-9　Tel&Fax.045-701-

1296　◇京急線金沢八景駅から徒歩13分　◇天野 智允

金沢八景教会［日基教団］

〒236-0024　横浜市金沢区乙舳町17-1　Tel&Fax.045-

781-2394　◇シーサイドライン野島公園駅から徒歩7分　

◇創立／1956年（71人）　◇井上 喜雄　◇礼拝／10:30　

◇特色／こどもと一緒に礼拝を守る。こども説教後、子ど

もは退堂、別室にて分級。献金時に再入堂、祈祷を受ける。

【HP】http://heartland.geocities.jp/hakkeikyokai/

【E-Mail】yo-ta@seaple.icc.ne.jp

金沢フィラデルフィヤ教会［TPKF］

〒236-0023　横浜市金沢区平潟町26-22　Tel&Fax.045-

781-8242,045-789-2912　◇シーサイド・ライン野島公園
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【E-Mail】cog_ykcc@hotmail.com

横浜港南台教会［日基教団］

〒234-0054　横浜市港南区港南台7-8-29　Tel.045-833-

5323 Fax.045-833-6616　◇JR洋光台駅から徒歩8分　◇

創立／1980年（162人）　◇秋吉 隆雄　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~ykchurch/

【E-Mail】hyasutomi@mug.biglobe.ne.jp

横浜聖書バプテスト教会［JBBF］

〒233-0016　横浜市港南区下永谷4-23-5　Tel&Fax.045- 

824-1928 Tel.045-824-1913　◇地下鉄下永谷駅から徒歩

2分［連絡先：山宮 利忠　〒233-0015　神奈川県横浜市

港南区日限山1-59-28-501 Tel.045-826-0962］　◇創立／

1960年（250人）　◇山宮 利忠、山宮 治子、安藤 修司、

安藤 倫子、大嶋 かおり、福田 敬三、福田 文子、須山 

愛　◇礼拝／11:00,16:00　◇外国語／英語、手話　◇特

色／幼児から熟年に至るまで18クラスの教会学校が毎聖

日午前9時45分から行なわれています。その他、信徒神学

校あり。

【HP】http://homepage2.nifty.com/YBBC/

【E-Mail】yokohamabbc@nifty.com

横浜永谷キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒233-0016　横浜市港南区下永谷6-7-54　Tel&Fax.045-

822-7487　◇JR東戸塚からバス「平戸」停、徒歩5分　

◇創立／1987年（20人）　 ◇栗原 喜義　 ◇礼拝／

10:30　◇特色／子どもと一緒の礼拝（牧師メッセージの

時、子どもは別室で分級）

【HP】http://nagayach.net

横浜市港北区	 Yokohama-shi, Kohoku-ku

イエス･キリスト	リバイバル教会［単立／独立］

〒223-0061　横浜市港北区日吉2-2-16 山新ビル3F　

Tel&Fax.045-561-9100　◇東急東横線・地下鉄日吉駅か

ら徒歩1分　◇瀬尾 恵美

【HP】http://www.jcr-church.jp/

【E-Mail】revival@jcr-church.jp

大倉山キリスト福音教会［センド国際］

〒222-0037　横浜市港北区大倉山1-17-24 吉原第3ビル

301　Tel&Fax.045-546-3284　◇東急東横線大倉山駅か

ら徒歩1分［連絡先：Tel.045-402-2532］　◇創立／1988

年（48人）　◇稲福 一之　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜

日午後8時から祈祷会。

844-0036　◇地下鉄上永谷駅から徒歩10分　◇創立／

1987年（35人）　◇河原 陸夫　◇礼拝／11:00

【E-Mail】Mitch7k@aol.com

上大岡聖書教会［同盟基督］

〒234-0052　横浜市港南区笹下7-13-2　Tel&Fax.045-

845-4536　◇京急上大岡駅からミニバス（毎時00、30分発）

「笹下南保育園」停、すぐ　◇創立／1979年（50人）　◇

徳梅 陽介、鈴木 大輝　◇礼拝／10:30　◇特色／牧師は

TCU教師（聖書考古学）。子どもからお年寄りまで家庭的

なお交わりのある教会。教会学校9時から幼小科、中高科。

【E-Mail】hzc01767@nifty.com

港南希望教会［日基教団］

〒233-0015　横浜市港南区日限山4-50-18　Tel&Fax.045-

841-7127　◇JR戸塚駅からバス「西洗」停、徒歩1分　◇

創立／1980年（68人）　◇鈴木 義嗣　◇礼拝／10:30　◇

特色／聖書の真理と恵みを、毎週の礼拝において、現代人

への言葉として、わかりやすく温かく語り、解き明かす。

【HP】http://homepage3.nifty.com/elpis/

港南シオンキリスト教会［アッセンブリー］

〒234-0054　横浜市港南区港南台4-39-3　Tel&Fax.045-

831-9345　◇JR港南台駅からバス「港南車庫入口」停、

徒歩2分　◇創立／1989年（65人）　◇野川 悦子　◇礼

拝／11:00　◇外国語／英語　◇特色／神の御言を忠実に

伝える、賛美の豊かな、生きた、喜びと祈りの教会です。

日曜午後のゴスペル集会(隔週）もお気軽に！

【HP】http://www.geocities.jp/kohnanzionchrist/

【E-Mail】kohnanzion@dream.com

港南台キリスト教会［単立／独立］

〒234-0054　横浜市港南区港南台6-33-20　Tel&Fax.045 

-835-0994　◇JR港南台駅から徒歩12分　◇創立／1977

年（50人）　◇油井 恵二、油井 英子　◇礼拝／10:30　

◇特色／木曜朝10時から聖書を学ぶ会。退職者や主婦な

どが中心にコーヒーを飲みながら毎回充実した学びをして

います。

【HP】http://sky.geocities.jp/konandaichurch/

港南めぐみキリスト教会［バプ連盟］

〒234-0055　横浜市港南区日野南5-33-21　Tel&Fax.045-

845-2480　◇JR港南台駅から徒歩15分　◇創立／1986年

（58人）　◇本多 英一郎　◇礼拝／10:50

【HP】http://www2.ttcn.ne.jp/~jesus/

【E-Mail】kohnan.mgm@mx1.ttcn.ne.jp

地の塩港南キリスト教会［単立／独立］

〒233-0012　横浜市港南区上永谷5-22-2　Tel&Fax.045-

844-8421　◇地下鉄上永谷駅から徒歩7分　◇真部 明

光キリスト教会［フォースクエア］

〒233-0016　横浜市港南区下永谷3-52-15　Tel&Fax.045-

823-9267　◇地下鉄下永谷駅　◇有馬 万千子

横浜港南キリスト教会［COG］

〒234-0056　横浜市港南区野庭町847-5　Tel&Fax.045-

843-4893　◇京急上大岡駅からバス15分　◇創立／1970

年（50人）　◇高橋 香世　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.yo.rim.or.jp/~ykcc/

http://www.jcr-church.jp/
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【HP】http://www.jelc.or.jp/hiyoshi/

日吉ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］

〒223-0062　横浜市港北区日吉本町1-5-41　Tel.045-563-

6095 Fax.045-563-7044　◇東急東横線日吉駅西口から徒

歩3分　◇創立／1969年（98人）　◇田口 聖　◇礼拝／

10:30

港キリスト教会［キリストの教会］

〒223-0061　横浜市港北区日吉2-11-26　Tel&Fax.045-

561-6235　◇東急東横線日吉駅から徒歩4分［連絡先：井

熊 孝司　〒194-0041　東京都町田市玉川学園4-23-2 Tel. 

042-726-9213］　◇創立／1948年（60人）　◇飯島 正久、

柴田 年世、小島 進、井熊 孝司　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ne.jp/asahi/minato/church/

【E-Mail】minato@church.email.ne.jp

横浜菊名教会［日基教団］

〒222-0011　横浜市港北区菊名4-6-1　Tel.045-401-9726 

Fax.045-401-9725　◇JR菊名駅から徒歩5分　◇創立／

1935年（188人）　◇戸波 義憲　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.kikuna.jpn.org/

横浜恵みキリスト教会［単立／独立］

〒223-0052　横浜市港北区綱島東3-2-7　Tel.045-532-

0340　◇東急東横線綱島駅から徒歩8分　◇創立／1995

年　◇桜井 琢也　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書から福

音の真理をまっすぐに語り、常に神様に忠実でありたいと

願っています。新会堂に移転しました。

【HP】http://www.geocities.jp/yokohama_megumi/

【E-Mail】yokohamamegumi@gmail.com

横浜市栄区 Yokohama-shi, Sakae-ku

インマヌエル桂町キリスト教会［IGM］

〒247-0005　横浜市栄区桂町674-5　Tel.045-894-3328 

Fax.045-894-3397　◇JR本郷台駅から徒歩10分　◇創立

／1982年（50人）　◇矢木 良雄、矢木 洋子、福田 範

大　◇礼拝／10:30

大船ルーテル教会［NRK］

〒247-0007　横浜市栄区小菅ヶ谷2-26-3　Tel.045-892-

2366 Fax.045-892-7825　◇松川 和照、松川 和義

栄シャローム福音教会［TPKF］

〒247-0013　横浜市栄区上郷町107-1　Tel&Fax.045-891-

5333　◇JR港南台駅からバス「中野町」停、徒歩1分　

◇創立／1982年（43人）　◇小山 英児、与那嶺 ルイス・

アルバート　◇礼拝／9:00,10:30,18:00　◇特色／賛美を

大切にしている教会。聖書全体のメッセージ。教会学校

は礼拝と並行。アルファ・コース年2回開催。

【HP】http://www.sakaeshalom.org/

【E-Mail】sakaeshalom@ttmy.ne.jp

本郷台キリスト教会［JECA］

〒244-0842　横浜市栄区飯島町2441-10　Tel.045-894-

3311 Fax.045-894-2121　◇JR本郷台駅から徒歩20分（礼

拝の送迎バスあり）　◇創立／1964年（489人）　◇池田 

博、池田 登喜子、月井 博、木島 正敏、池田 恵賜、佐藤 

菊名西教会［長老教会］

〒222-0021　横浜市港北区篠原北1-3-22　Tel&Fax.045-

433-5275　◇東急東横線菊名駅から徒歩3分　◇創立／

1970年（128人）　◇平林 知河　◇礼拝／9:00.11:15,17:00

【HP】http://homepage3.nifty.com/kwc/

【E-Mail】kwc@nifty.com

キリスト福音会館［信徒の集会］

〒223-0053　横浜市港北区綱島西4-2-6　Tel&Fax.045- 

541-1870 Tel.045-543-3599　◇東急東横線綱島駅から徒

歩15分　◇創立／1955年（62人）　◇藤城 正勝、山口 登、

藤城 守　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分か

ら祈祷会。第2・第4金曜日午後1時30分から婦人会。

港北聖書教会［単立／独立］

〒223-0062　横浜市港北区日吉本町4-16-36　Tel.045-

562-0510　◇東急東横線日吉駅からバス「東芝独身寮前」

停　◇高田 春義　◇礼拝／10:30

ジーザス・クライストチャーチ［単立／独立］

〒222-0021　横浜市港北区篠原北1-6-22　Tel&Fax.045-

402-5475　◇東急東横線菊名駅から徒歩5分　◇創立／

1997年（30人）　◇刈田 範博、刈田 瑛子　◇礼拝／

11:00　◇特色／一人芝居「マグダラのマリア」公演（麻

生瑛子）は、2008年NY&ワシントン公演。国内外で活動中。

【HP】http://www.m-magdalene.net/

【E-Mail】mary_magdalene@kyi.biglobe.ne.jp

篠原教会［アッセンブリー］

〒222-0022　横浜市港北区篠原東1-1-33　Tel.045-421-

5405 Fax.045-421-5408　◇東急東横線妙蓮寺駅から徒歩

4分　◇創立／1937年（443人）　◇小田島 幹彦、小田島 

和子、久保田 顕　◇礼拝／11:00,18:00　◇外国語／英語、

タガログ語（11:30）、ポルトガル語（18:00）　◇特色／ポ

ルトガル語、タガログ語礼拝があります。無料英会話、ア

ルファコース、賛美集会を定期的に行っています。

【HP】http://shinohara-church.main.jp/

篠原教会サテライト・チャーチ高田［アッセン

ブリー］

〒223-0065　横浜市港北区高田東1-31-10 サンヴィレッジ

13　Tel&Fax.045-421-5405［連絡先：篠原教会　〒222-

0022　神奈川県横浜市港北区篠原東1-1-33］　◇小田島 

幹彦　◇礼拝／18:00　◇外国語／ポルトガル語(18:00)　

◇特色／礼拝、祈祷会はポルトガル語で行っています。

日本語通訳があります。

綱島教会［改革派］

〒222-0003　横浜市港北区大曽根2-43-16　Tel&Fax.045-

541-9407　◇東急東横線綱島駅から徒歩8分　◇創立／

1987年（63人）　◇川杉 安美　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~tunasima/

【E-Mail】kawasugi@mxq.mesh.ne.jp

日吉教会［福音ルーテル］

〒223-0064　横浜市港北区下田町1-21-10　Tel&Fax.045-

561-4953　◇東急東横線日吉駅から徒歩15分　◇創立／

1962年（82人）　◇斎藤 忠碩　◇礼拝／9:00,10:30　◇

特色／やすらぎの泉がここにあります。ご年配から赤ちゃ

んまで、幅広く集う元気でアットホームな教会です。
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横浜シオン・キリスト教会［シオン・キリスト］

〒246-0031　横浜市瀬谷区瀬谷1-8-8　Tel.045-303-0402 

Fax.045-303-2626　◇相鉄線瀬谷駅から徒歩10分　◇創

立／1971年（94人）　◇穗谷 弘二、浅海 幸弘、浅海 和

子　◇礼拝／10:15

【HP】http://www2.tbb.t-com.ne.jp/yokohama-zion/

【E-Mail】yh_zion@kg7.so-net.ne.jp

横浜二ッ橋教会［日基教団］

〒246-0021　横浜市瀬谷区二ッ橋町144　Tel&Fax.045-

363-8654　◇JR三ツ境駅　◇創立／1953年（43人）　◇

牧野 邦久、梅沢 信生

横浜市都筑区 Yokohama-shi, Tsuzuki-ku

川和教会［日基教団］

〒224-0057　横浜市都筑区川和町947　Tel&Fax.045-

931-1619　◇JR中山駅北口からバス「川和団地下」停す

ぐ　◇創立／1926年（57人）　◇兼清 啓司　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.geocities.jp/kawawa_kyokai/

【E-Mail】kawawa_kyokai@yahoo.co.jp

港北ニュータウン聖書バプテスト教会［JBBF］

〒224-0036　横浜市都筑区勝田南2-15-5　Tel&Fax.045- 

516-1519 Tel.045-593-2556　◇地下鉄仲町台駅から徒歩8

分　◇創立／1984年（65人）　◇鹿毛 独歩、鹿毛 愛喜、

重村 言葉、入江 なおみ　◇礼拝／10:30,16:00(第1、3)　

◇外国語／手話（第2日曜14:00）　◇特色／すべての集会

において牧師が口話と手話でメッセージをします。中途失

聴、難聴の方も集える教会です。

【HP】http://www.chinoshio.com/kouhoku_nt_bbc/

【E-Mail】kage@j02.itscom.net

主都福音都筑キリスト教会［JECA友好・OMF］

〒224-0032　横浜市都筑区茅ケ崎中央31-12 ネオプラザ

プリッツ202　Tel&Fax.045-942-2999　◇地下鉄3号線セ

ンター南駅から徒歩5分　◇創立／1994年（11人）　◇ト

ンプソン，ブライアン、トンプソン，ジャネット　◇礼拝

／10:45　◇特色／主日礼拝は全世界が一緒に礼拝しま

す。恵みの福音で横浜を満たすというビジョンを抱き共に

喜びともになく弟子共同体。

【HP】http://marshy.net/~n-chie/

センター北伝道所＝センター北駅前礼拝堂
［日基教団］

〒224-0003　横浜市都筑区中川中央1-20-17 マイキャッス

ルセンター北Ⅲ-2F　Tel.045-914-6301 Fax.045-914-

6302　◇地下鉄センター北駅から徒歩12分　◇創立／

2008年（2人）　◇小泉 健　◇礼拝／10:30,17:00　◇特

色／日曜日午前9時30分より第1礼拝（教会学校）。木曜日

朝10時30分と夕7時より聖書会。

【HP】http://centerkita-church.jp/

都筑コミュニティ教会［単立／独立］

〒224-0062　横浜市都筑区葛が谷7-113　Tel&Fax.045-

942-9582　◇横浜市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」駅か

ら徒歩５分　◇創立／2001年（5人）　◇木下 仁　◇礼拝

／10:30

賢二、難波 たみ子、堀江 恵　◇礼拝／7:00,10:00,14:30,

19:30　◇特色／地域に仕え、人々のニーズに応え、人と

の信頼のパイプをつなぐことをとおして、地に足をつけた

伝道をしていく。

【HP】http://www.hongodai.org/

【E-Mail】hongodai@church.email.ne.jp

横浜本郷台伝道所［日基教団］

〒247-0008　横浜市栄区本郷台1-1-9　Tel&Fax.045-896-

2495　◇JR本郷台駅から徒歩10分　◇創立／1993年（26

人）　◇依田 康子、佐野 匡

横浜市瀬谷区 Yokohama-shi, Seya-ku

Arise横浜キリスト教会［アライズ］

〒246-0013　横浜市瀬谷区相沢1-37-17　Tel&Fax.045-

303-6016　◇相模鉄道本線瀬谷駅南口から徒歩8分　◇

車谷 喜江　◇礼拝／10:00,10:00(火曜)

【HP】http://blog.bethany.holy.jp/

瀬谷キリスト教会［日本COG］

〒246-0036　横浜市瀬谷区北新29-16　Tel.045-302-2937 

Fax.045-301-5362　◇相模鉄道瀬谷駅から徒歩23分　◇

創立／1966年（105人）　◇中川 タヱ子、中川 正利、富

安 敦、村上 京子　◇礼拝／10:30　◇テレホン／045-

301-9556　◇特色／賛美と祈りとみことばで神にお会い

できる愛にあふれた、若者の多い教会です。ゴスペルも

あります。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~seyachrt/

【E-Mail】seyachrt@aqua.ocn.ne.jp

三ツ境キリスト教会［基督兄弟団］

〒246-0021　横浜市瀬谷区二ッ橋町362-6　Tel&Fax.045 

-362-2725 Fax.045-362-2507　◇相鉄線三ッ境駅から徒

歩7分　◇創立／1970年（111人）　◇重村 正己、重村 真

理子　◇礼拝／7:30,10:30

【E-Mail】m-shigemura@nifty.com

http://www.hongodai.org/
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［連絡先：武藤 功　〒236-0044　神奈川県横浜市金沢区

高舟台2-14-18 Tel.045-782-0255］　◇創立／1958年（8

人）　◇吉田 明美　◇礼拝／11:00　◇特色／小さな教会

ですが、アットホーム的な交わりを大切にしております。

集会案内は、ホームページでご覧下さい。

【HP】http://www.geocities.jp/iglesiatsurumi01/

鶴見純福音教会［TPKF］

〒230-0061　横浜市鶴見区佃野町34-11　Tel.045-581-

2433 Fax.045-581-7600　◇JR鶴見駅西口から徒歩15分

［連絡先：〒230-0016　神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台

19-2-B-106 Tel.045-570-5955］　◇創立／1954年（105

人）　◇角和 正毅　◇礼拝／11:00　◇特色／水曜日午後

7時30分聖書勉強会、木曜日午前10時30分ユニケ・女性の

集い。

【HP】http://www.tsurumichurch.org

鶴見聖契キリスト教会［NSKK］

〒230-0074　横浜市鶴見区北寺尾1-16-7　Tel.045-572-

0857　◇鶴見駅から臨海バス東寺尾循環「三ッ池口」

停　◇創立／1966年（33人）　◇関野 祐二、酒井 滋　◇

礼拝／10:30

鶴見福音教会［アッセンブリー］

〒230-0047　横浜市鶴見区下野谷町3-104-4　Tel&Fax. 

045-521-5843　◇前田 実隆、前田 睦見

鶴見ホーリネスキリスト教会［ホーリネス］

〒230-0031　横浜市鶴見区平安町2-7-19　Tel&Fax.045-

511-5524　◇京急鶴見市場駅から徒歩13分　◇創立／

1953年（41人）　◇竹田 フジ子　◇礼拝／10:30

ひの木教会［日基教団］

〒230-0076　横浜市鶴見区馬場1-24-21　Tel&Fax.045-

582-3589　◇JR鶴見駅西口からバス東高校入口」停、徒

歩10分　◇創立／1961年（20人）　◇石井 勝男　◇礼拝

／10:30　◇特色／礼拝の中で「こどものための信仰のす

すめ」10分未満で行っています。

【HP】http://home.netyou.jp/gg/hinoki/church.html

横浜教会＝丘の上の教会［基督兄弟団］

〒230-0077　横浜市鶴見区東寺尾6-6-1　Tel.045-581-

9914 Fax.045-581-9925　◇JR鶴見駅からバス15分　◇創

立／1957年（104人）　◇小野寺 従道、小野寺 その枝　

◇礼拝／10:00,11:00

【E-Mail】yokohama-ch@joyfulnet.com

横浜クリスチャンの集い［CCNZ日本］

［集会場］横浜市鶴見区鶴見会館　◇JR鶴見駅から徒歩7

分［連絡先：ニュージーランド大阪教会　〒565-0836　

大阪府吹田市佐井寺4-53-3 Tel.06-6387-8178］　◇創立／

1993年　◇長田 一郎　◇礼拝／11:00　◇特色／お問合

せ先は大阪教会へ（〒565-0836大阪府吹田市佐井寺4-53-

3 Tel:06-6387-8178）。

【E-Mail】yokohama@ccnz.jp

横浜コミュニティチャーチ［単立／独立］

〒230-0076　横浜市鶴見区馬場3-29-3　Tel&Fax.045-

571-7505　◇荒川 裕作、荒川 伸子

【HP】http://church.ne.jp/tsuzuki-cc/

【E-Mail】tsuzuki-cc@church.ne.jp

都筑讃美教会［日基教団］

〒224-0012　横浜市都筑区牛久保2-18-9　Tel&Fax.045-

910-1811　◇地下鉄3号線中川駅から徒歩10分　◇創立

／1997年（54人）　◇園川 公俊　◇礼拝／9:30,10:45,

17:00(第4週を除く)

都筑フレンドシップ・ハウスキリスト教会［同

盟基督］

〒224-0035　横浜市都筑区新栄町3-6　Tel&Fax.045-

593-4529　◇地下鉄3号線仲町台駅から徒歩10分　◇創

立／2006年（11人）　◇ハイスボルフ，マーティン　◇礼

拝／10:00　◇外国語／英語(17:00、毎月最終日曜)、ドイ

ツ語（17:00、第一日曜）　◇特色／保育室：平日7:30〜

18:00。お料理教室：第二木曜日10:00。英会話・ドイツ語

あり。

【HP】http://www.heisswolf.net/tsuzuki/

【E-Mail】martin@heisswolf.net

田園都筑教会［日基教団］

〒224-0033　横浜市都筑区茅ケ崎東2-3-11　Tel&Fax. 

045-949-6310　◇地下鉄センター南駅から徒歩12分　◇

創立／2004年（45人）　◇相賀 昇　◇礼拝／11:00,17:00

(第4)

【HP】http://www015.upp.so-net.ne.jp/tsuzukich/

【E-Mail】tzk-ch@zg8.so-net.ne.jp

横浜ニューライフバプテスト教会［バプ連盟］

〒224-0037　横浜市都筑区茅ケ崎南3-18-39　Tel&Fax. 

045-944-1081　◇地下鉄仲町台駅からバス「向原」停、

徒歩2分　◇創立／1992年（61人）　◇田坂 元彦　◇礼

拝／6:00,9:30,11:00　◇特色／祈祷会毎朝6時25分、水曜

午後8時、木曜午前10時。ゴスペルクワイア練習木曜午後

7時30分、金曜午前10時。センター南駅12分。

【HP】http://www.yokohama-newlife.com/

【E-Mail】newlife_kyokai@yahoo.co.jp

レインボーチャペル港北［同盟基督］

〒224-0007　横浜市都筑区荏田南2-17-1 サンライズビル

101　Tel&Fax.045-974-2882　◇東急田園都市江田駅か

らバス5分　◇創立／1998年（25人）　◇柴田 智悦、金 

善州　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日午前10時30分から

学び会、祈祷会。

【HP】http://www.iinodot.com/~rainbow/

横浜市鶴見区 Yokohama-shi, Tsurumi-ku

鶴見教会［日キ教会］

〒230-0062　横浜市鶴見区豊岡町31-9　Tel.045-582-

8694 Fax.045-582-3997　◇JR鶴見駅から徒歩6分　◇創

立／1926年（260人）　◇高松 牧人　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/tsurumichurch/

【E-Mail】turumi31@mb.infoweb.ne.jp

鶴見教会［日基教団］

〒230-0037　横浜市鶴見区向井町3-78-4　Tel.045-521-

3838　◇JR鶴見駅東口からバス「向井町3丁目」停、すぐ。
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821-2517　◇JR東戸塚駅から徒歩15分　◇創立／1972年

（69人）　◇伊東 宏明、伊東 献仁、伊東 博子、伊東 美穂、

鈴木 奈美希　◇礼拝／10:15,18:00　◇いのち／045-821-

2517　◇特色／駅から送迎あり（9:50発）。

【HP】http://www.coghcc.org/

横浜上倉田教会［日基教団］

〒244-0816　横浜市戸塚区上倉田町1652-14　Tel&Fax. 

045-864-6251　◇JR戸塚駅東口からバス「小田急分譲地

中央」停、徒歩1分　◇創立／1985年（29人）　◇加山 久

夫、挽地 茂男　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.ttcn.ne.jp/~kamikurata/

横浜戸塚教会［聖イエス会］

〒244-0004　横浜市戸塚区小雀町1861-3　Tel.045-852-

2540　◇植村 輝夫

横浜戸塚バプテスト教会［バプ連盟］

〒244-0002　横浜市戸塚区矢部町251　Tel.045-864-1059 

Fax.045-866-3989　◇JR戸塚駅西口から徒歩12分　◇創

立／1984年（100人）　◇城 俊幸、相澤 庄一、瀧本 恒丸、

水口 憲子、かく のぶえ　◇礼拝／9:00,11:00　◇特色／

第1礼拝ではプレイズ、第2礼拝では賛美歌。明るく楽し

い教会です。ぜひお越しください、歓迎します。

【HP】http://totsuka.church.jp/

横浜中田教会［日基教団］

〒245-0061　横浜市戸塚区汲沢7-1-16　Tel&Fax.045-

861-8418　◇地下鉄踊場駅から徒歩5分　◇創立／1968

年（50人）　◇笹野 陽子　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月

最終の日曜日は、新来会者の方を覚えての伝道礼拝が行

われています。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~nakada-c/

横浜市中区 Yokohama-shi, Naka-ku

新契約バプテスト教会［バプ連合］

〒231-0806　横浜市中区本牧町2-440　Tel&Fax.045-

621-7628　◇根岸線山手駅から徒歩30分　◇創立／1953

年（21人）　◇宗像 光夫　◇礼拝／10:45

【E-Mail】sha24@ezweb.ne.jp

単立カナン・キリスト教会［単立／独立］

〒231-0025　横浜市中区松影町3-11-2 三和ビル6Ｆ　Tel

&Fax.045-664-4710 Tel.045-662-2237　◇JR石川町駅か

ら徒歩5分　◇創立／1993年（40人）　◇佐藤 敏、徐 蓮

煕　◇礼拝／11:00,16:00,19:00　◇外国語／韓国語　◇

特色／火曜19時聖研弟子訓練、20時半パトロール。木曜

12時路傍伝道集会、19時ゴスペルアワ。土曜7時路傍伝道

集会。

TLCCC横浜教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはホームページでご確認ください

［連絡先：Tel.045-351-8332］　◇ハンナ 大貫　◇礼拝／

10:00,13:00

【HP】http://web.astone.co.jp/tlccc-yokohama/

なか伝道所［日基教団］

〒231-0026　横浜市中区寿町3-10-13 金岡ビル305　Tel& 

横浜市戸塚区 Yokohama-shi, Totsuka-ku

聖イエス横浜教会［単立／独立］

〒245-0061　横浜市戸塚区汲沢3-35-18　Tel.045-881-

6560　◇JR戸塚駅からバス「五霊神社前」停、徒歩5

分　◇創立／1959年（27人）　◇伊藤 綱俊　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後７時３０分から祈祷会。

聖ヒルダ礼拝堂［聖公会］

〒245-0062　横浜市戸塚区汲沢町1060 ベタニヤホーム　

Tel.045-864-5933 Fax.045-862-1914　◇JR戸塚駅からバ

ス「新道大阪上」停、徒歩3分　◇石川 雄基

戸塚カルバリ純福音教会［TPKF］

〒245-0066　横浜市戸塚区俣野町1403 ドリームハイツ

12-1403　Tel.045-851-5908　◇上原 功、上原 裕美

戸塚教会［日基教団］

〒244-0003　横浜市戸塚区戸塚町2494-1　Tel&Fax.045-

881-3416　◇JR戸塚駅からバス「下郷」停　◇創立／

1954年（55人）　◇尾毛 佳靖子、黒鳥 栄

戸塚キリスト教会＝大師新生教会戸塚伝道
所［バプ同盟］

〒245-0061　横浜市戸塚区汲沢1-24-9　Tel&Fax.045-

881-0032　◇地下鉄踊場駅から徒歩10分　◇創立／1964

年（24人）　◇阪井 隆　◇礼拝／11:00　◇特色／小まわ

りのきく、地域に働きかける教会。教会HPをごらん下さい。

【HP】http://www.totsuka-kyokai.jp/

【E-Mail】sakai@totsuka-kyokai.jp

戸塚めぐみキリスト教会［福音伝道］

〒244-0003　横浜市戸塚区戸塚町157-16 坂間ビル3F　

Tel&Fax.045-864-2423　◇JR戸塚駅西口徒歩8分　◇創

立／1999年（27人）　◇鈴木 真　◇礼拝／10:30　◇特

色／戸塚小学校向い

【E-Mail】john3-16@yha.att.ne.jp

戸塚ルーテル教会［NRK］

〒244-0003　横浜市戸塚区戸塚町157　Tel&Fax.045- 

865-5855 Tel.045-881-0079　◇JR戸塚駅から徒歩7分　

◇創立／1950年（50人）　◇清水 臣　◇礼拝／10:30

東戸塚エルシオン教会［ウェスレアン］

〒244-0802　横浜市戸塚区平戸4-29-15　Tel&Fax.045-

822-6512　◇JR東戸塚駅から徒歩15分　◇創立／1984年

（20人）　◇藤冨 明子　◇礼拝／10:30

東戸塚教会［日基教団］

〒245-0052　横浜市戸塚区秋葉町266-24　Tel&Fax.045-

812-4136　◇JR東戸塚駅からバス「秋葉」停、3分［連絡

先：藤田 穣　〒244-0812　神奈川県横浜市戸塚区柏尾町

1142-4 Tel.045-825-8025］　◇創立／1972年（50人）　◇

藤田 穣　◇礼拝／11:00　◇特色／一人一人のためにと

りなし合う家族的雰囲気の教会です。

【HP】http://www.ht-church.org/

東戸塚キリスト教会［COG］

〒244-0804　横浜市戸塚区前田町507-15　Tel&Fax.045-
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横浜華僑基督教会［単立／独立］

〒231-0023　横浜市中区山下町82-8　Tel&Fax.045-641-

3974　◇みなとみらい線中華街駅3番出口から徒歩1分　

◇創立／1957年（120人）　◇礼拝／9:30,11:00　◇外国

語／中国語　◇特色／11時からの中国語礼拝では日本語

の同時通訳があります。

【HP】http://www.yoccc.jp/

【E-Mail】yoccc1957@hotmail.com

横浜教会［KCCJ］

〒231-0867　横浜市中区打越39　Tel.045-251-9137 Fax. 

045-261-4196　◇JR石川町駅から徒歩10分　◇李 根秀

横浜クライスト･チャーチ［聖公会］

〒231-0862　横浜市中区山手町235　Tel&Fax.045-641-

6684　◇JR石川町駅　◇創立／1862年　◇岡野 保信、

マッディ，ケヴィン

横浜グレイスバイブルチャーチ［エブリネイシ

ョン］

〒231-0023　横浜市中区山下町273 JPT元町ビル2Ｆ　

Tel.045-663-2402 Fax.045-663-4653　◇JR石川町駅から

徒歩3分　◇創立／1986年（400人）　◇ダウマ，スコット

･R、川股 勝己、カワバタ，テッド・Y、コボー，ジェームズ・

D　◇礼拝／10:30,17:00,10:30(水)　◇外国語／英語

【HP】http://www.ygbc.org/

【E-Mail】ygbc@ygbc.org

横浜国際バプテスト教会＝YIBC［バプ連盟］

〒231-0839　横浜市中区仲尾台60　Tel.045-621-6431 

Fax.045-621-6705　◇JR山手駅からバス「滝の上」停、

徒歩2分　◇創立／1960年（160人）　◇ロウ，テリー、ウ

ェイド，ジョン、リード，ジェフ　◇礼拝／9:30,12:00　

◇外国語／英語　◇特色／国際色豊かなインターナショ

ナル教会です。礼拝には日本語通訳あり。タガログ語、ド

イツ語聖書の学びなど。

【HP】http://www.yibc.org/

【E-Mail】office@yibc.org

横浜集会［キリスト同信会］

〒231-0852　横浜市中区西竹之丸88　Tel&Fax.045-662-

2508　◇JR山手駅から徒歩13分　◇創立／1975年（8

人）　◇横山 哲夫　◇礼拝／14:00(第3)

横浜ジョイフル教会［単立／独立］

〒231-0028　横浜市中区翁町1-5-14 新見翁ビル4階　Tel 

&Fax.045-651-1950　◇JR関内駅南口から徒歩3分　◇創

立／1998年（10人）　◇イスラエル 佐渡　◇礼拝／

11:00　◇特色／神様を愛し、互いに愛し仕え合う小さな

教会です。

【HP】http://www13.plala.or.jp/liverside/

【E-Mail】joyful@silver.plala.or.jp

横浜指路教会［日基教団］

〒231-0015　横浜市中区尾上町6-85　Tel.045-681-3804 

Fax.045-681-3588　◇JR関内駅から徒歩5分　◇創立／

1874年（525人）　◇藤掛 順一、宍戸 ハンナ　◇礼拝／

10:30,18:00　◇特色／木〜土の午前10時〜午後4時、会堂

開放を行っています。ホームページに毎週の説教全文掲載中。

【HP】http://www.yokohamashiloh.or.jp/

Fax.045-671-1109　◇JR石川町駅から徒歩5分［連絡先：

Tel.045-262-4599］　◇創立／1987年（36人）　◇渡辺 英

俊、石倉 夕子　◇礼拝／10:30　◇特色／「貧しい人々

への福音に共にあずかる」を基本方針に、寄せ場寿町で

礼拝を守り、聖書を読みなおしています。

【HP】http://church.jp/naka/

【E-Mail】naka@church.jp

日本バプテスト横浜教会［バプ同盟］

〒231-0026　横浜市中区寿町2-5-8　Tel&Fax.045-681-

8926　◇創立／1873年（85人）　◇大矢 誉生　◇礼拝／

10:30　◇特色／初め黒船に水平として来日したJ・ゴーブ

ルが、宣教師として再び日本の神奈川に来られて150年に

なります。

【HP】http://www.yokohama-baptist-church.org/

ニューホープ・インターナショナル・フェロ
ーシップ横浜［在外国教団教派・NHJA］

Tel.090-4439-1901　◇桜木町駅周辺で礼拝しています。

レンタル会場を利用している為、場所が変わる事がある為

ホームページで確認していらしてください。［連絡先：真

島 亨　〒247-0035　神奈川県横浜市栄区桂台西2-13-7 

Tel.090-4439-1901］　◇創立／2004年（180人）　◇真島 

亨、山口 武春、大川 浩、真島 こずえ、マティアス，ブル

キ　◇礼拝／12:30、14:30　◇外国語／英語　◇特色／

ダンス、ドラマ、映像、ゴスペルソングなど芸術を持って

分かりやすく楽しいバイリンガル礼拝をしています。

【HP】http://www.newhope-yokohama.org/

【E-Mail】info@newhope-yokohama.org

本牧めぐみ教会［日基教団］

〒231-0824　横浜市中区本牧三之谷26-9　Tel&Fax.045-

625-1248　◇JR根岸駅からバス10分「三の谷」停、徒歩

3分　◇創立／1950年（35人）　◇増田 志郎　◇礼拝／

10:30

横浜上野町教会［同盟基督］

〒231-0842　横浜市中区上野町2-54　Tel&Fax.045-622-

8330　◇JR山手駅から徒歩10分［連絡先：Tel.090-6191-

1761］　◇創立／1953年（103人）　◇柴田 智悦　◇礼拝

／10:20　◇特色／主日9：55JR山手駅より送迎車。第1・

第3火曜10：30から子育て支援「どんぐりの会」。水曜19：

30木曜10：30から祈祷会。

【HP】http://www.church.ne.jp/uenomachi/

【E-Mail】uenomachi@church.ne.jp

横浜オンヌリ・キリスト教会［在外国教団教派］

〒231-0012　横浜市中区相生町3-63 ヤオマサビル4F　

Tel&Fax.045-641-6468　◇JR関内駅から徒歩5分　◇創

立／2003年（130人）　◇金 喆熙　◇礼拝／11:00,13:00

(子供),14:30　◇外国語／韓国語（14:30）　◇特色／礼拝・

小グループ・QT・一対一聖研・家庭礼拝・個人伝道を通し、

自己変革と社会変革を目指します。

【HP】http://www.yokohamaonnuri.org/

【E-Mail】kimchari@yahoo.co.jp

横浜海岸教会［日キ教会］

〒231-0021　横浜市中区日本大通８　Tel.045-201-3740 

Fax.045-212-0260　◇JR関内駅から徒歩8分　◇創立／

1872年（343人）　◇上山 修平　◇礼拝／10:20
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0074　◇京浜急行黄金町駅から徒歩20分　◇創立／1966

年（16人）　◇菅原 登志子

シオンの礎石ゴスペルジョイ横浜教会［単立

／独立］

〒220-0042　横浜市西区戸部町4-129　Tel.070-5592-

9189 Fax.045-262-3949　◇JR桜木町駅［連絡先：菱倉 

孝昌　〒220-0042　神奈川県横浜市西区戸部町4-141 

Tel.045-231-7953］　◇創立／2003年（10人）　◇菱倉 孝

昌、宗原 伸貴　◇礼拝／13:30

【E-Mail】cby10410@pop01.odn.ne.jp

野毛山キリストの教会［キリストの教会］

〒220-0032　横浜市西区老松町30　Tel.045-231-3836 

Fax.045-251-2455　◇JR桜木町駅から徒歩10分　◇創立

／1951年（65人）　◇奈良 昌人、金児 栄治　◇礼拝／

10:30　◇特色／「21世紀・・・子どもと共に、この地上

に神の国を建設しよう！」をテーマに、宣教活動を行って

います。

【HP】http://www.nogeyama-church.jp/

【E-Mail】info@nogeyama-church.jp

フェイス＆ビクトリー国際教会＝FAVIC［FICW

FM/CBFM］

〒220-0005　横浜市西区南幸2-16-20 オーチュー横浜ビ

ル9F　Tel.045-479-5060 Fax.045-479-5061　◇横浜駅西

口から徒歩5分［連絡先：Tel.090-9813-3545］　◇創立／

1996年　◇愛多妥 直喜　◇礼拝／15:00　◇外国語／英

語　◇特色／ゴスペル教室、Hip Hopダンス教室、臨床

心理学によるカウンセリング（有料）、徹夜祈祷会、楽し

い礼拝。

【HP】http://www.favic.church.jp/

【E-Mail】naokiatanda.jp@yahoo.co.jp

フルゴスペル横浜教会［JFGA］

〒220-0053　横浜市西区藤棚町2-208-8　Tel.045-253-

1605 Fax.045-253-1611　◇李 鎬慶　◇礼拝／10:00,

13:00,17:00　◇外国語／韓国語

紅葉坂教会［日基教団］

〒220-0031　横浜市西区宮崎町1　Tel.045-231-1290 Fax. 

045-253-8713　◇JR桜木町駅から徒歩7分　◇創立／

1893年（306人）　◇北村 慈郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://www2.odn.ne.jp/momijizaka/Toppage01.html

山の上教会＝グレイスチャペル［長老教会］

〒220-0051　横浜市西区中央1-22-3　Tel&Fax.045-324-

8225　◇京急線戸部駅から徒歩4分　◇創立／1958年

（100人）　◇原 浩一郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/yamanoue_ch/

横浜宣教教会［大韓イエス］

〒231-0856　横浜市中区蓑沢12-4　Tel&Fax.045-641- 

1012 Tel.090-6935-1220　◇石川駅からバス「根岸台」停、

徒歩5分　◇創立／1997年（20人）　◇金 梅姫　◇礼拝

／9:30,11:00(水),15:00(水),14:00　◇外国語／韓国語

（14:00）　◇特色／毎金曜、夜11時に石川駅を出発し、横

須賀観音崎で12〜4時まで「海のお祈り会」をしています。

【E-Mail】fujita@yokohama.email.ne.jp

横浜磐石教会［JRL］

〒231-0053　横浜市中区初音町3-45-1F　Tel&Fax.045-

231-2528　◇石野 昌志

横浜フィラデルフィヤ教会［TPKF］

〒231-0823　横浜市中区本牧大里町10-12　Tel.045-621-

0988　◇バス「三渓園前」停、徒歩1分　◇創立／1950

年（70人）　◇鈴木 寿々男　◇礼拝／10:30

横浜本牧教会［日基教団］

〒231-0806　横浜市中区本牧町1-84　Tel.045-622-0261 

Fax.045-623-0145　◇JR石川町駅から徒歩4分　◇創立

／1886年（90人）　◇鈴木 伸治（代務）　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/honmoku/

横浜山手キリスト教会［長老教会］

〒231-0862　横浜市中区山手町14　Tel.045-651-2686 

Fax.045-651-2684　◇JR石川町駅南口から徒歩5分　◇

三浦 譲

横浜山手聖公会［聖公会］

〒231-0862　横浜市中区山手町235　Tel.045-622-0228 

Fax.045-621-3445　◇JR石川町駅　◇創立／1947年（154

人）　◇岡野 保信、マッディ，ケヴィン

横浜山手バプテスト教会［バプ連盟］

〒231-0839　横浜市中区仲尾台60　Tel.045-621-6531 

Fax.045-479-9411　◇JR山手駅から徒歩10分　◇創立／

1978年（45人）　◇礼拝／9:45,10:45,14:00　◇特色／根

岸森林公園の前にあります。韓国語通訳も行っています。

【E-Mail】office@yybc.org

横浜山手ロイストンチャーチ［単立／独立］

〒231-0862　横浜市中区山手町241-1　◇菊池 良市

横浜ユニオンチャーチ［単立／独立］

〒231-0862　横浜市中区山手町66-2　Tel.045-651-5177 

Fax.045-651-5191　◇東急東横/みなとみらい線元町中華

街町駅元町出口から徒歩6分　◇創立／1863年（36人）　

◇斉藤 顕、シュミット，リンダ　◇礼拝／10:30　◇外国

語／英語　◇特色／英語圏外国人が多い超教派プロテス

タント。子どもと一緒の礼拝は140年の歴史。英語と日本

語の聖書会な日曜と金曜。

【HP】http://www.yokohamaunionchurch.org/

【E-Mail】yoc@yokohamaunionchurch.org

横浜市西区 Yokohama-shi, Nishi-ku

境の谷めぐみ教会［ウェスレアン］

〒220-0054　横浜市西区境之谷74-7　Tel&Fax.045-243-
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西谷キリスト教会［バプ同盟］

〒240-0052　横浜市保土ヶ谷区西谷町737-2　Tel&Fax. 

045-381-1044　◇相模鉄道西谷駅から徒歩5分　◇創立

／1962年（15人）　◇渡邉 晋作　◇礼拝／10:45

羊の群教会［単立／独立］

〒244-0802　横浜市戸塚区平戸2-33-58-503　Tel&Fax. 

045-824-6276　◇JR保土ヶ谷駅からバスで15分　◇創立

／1998年（12人）　◇金 善一　◇礼拝／11:00,14:00　◇

特色／韓国語教室とゴスペルソング時間もあります。（木

曜日13時）。

【E-Mail】hitszi12@yahoo.co.jp

保土ヶ谷純福音教会＝神の愛チャペル［TPKF］

〒240-0004　横浜市保土ヶ谷区岩間町2-122　Tel&Fax. 

045-333-8965　◇JR保土ヶ谷駅から徒歩5分　◇創立／

1951年（70人）　◇岡本 勝也　◇礼拝／7:00,11:00　◇外

国語／手話(11:00)　◇特色／駅から近く、環状1号線沿い

の交通の便が良い所です。いやしのコミュニティとしての

教会を目指しています。

【HP】http://park5.wakwak.com/~kaminoai

【E-Mail】kaminoai-chapel@ca.wakwak.com

横浜中央教会［改革派］

〒240-0003　横浜市保土ケ谷区天王町1-4-5　Tel&Fax. 

045-331-0343　◇相模鉄道線天王町駅から徒歩3分　◇

創立／1988年（44人）　◇立石 章三　◇礼拝／10:30,

16:00　◇特色／第4土曜日午後1時半から子供会。工作教

室をしています。

【HP】http://www.church.ne.jp/yokochu/

横浜市緑区 Yokohama-shi, Midori-ku

イムマヌエル聖宣神学院キリスト教会［IGM］

〒226-0024　横浜市緑区西八朔町1194-2　Tel.045-931-

3533 Fax.045-511-7263　◇JR十日市場駅からバス5分　

◇創立／1982年（170人）　◇小川 宣嗣、小川 伴子、加

藤 光　◇礼拝／9:30　◇特色／JR十日市場駅と東急藤

が丘駅から送迎バス

【HP】http://www.bt-church.com/

かもい聖書教会［JECA］

〒226-0003　横浜市緑区鴨居2-29-4　Tel&Fax.045-931-

3312　◇JR鴨居駅から徒歩9分　◇創立／1977年（53

人）　◇熊久保 公義　◇礼拝／9:30,19:15　◇特色／礼拝

は家族で、子供連れでも安心。毎月第4日曜初心者向け礼

拝。教会学校、入門クラス、聖研、3歳児クラスあり。

横浜上原教会［日基教団］

〒220-0046　横浜市西区西戸部町2-144　Tel.045-231-

8066 Fax.045-241-2411　◇京急本線戸部駅から徒歩10

分　◇創立／1875年（224人）　◇古旗 誠　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.yokohamauehara-church.com/

横浜教会［ホーリネス］

〒220-0002　横浜市西区南軽井沢61　Tel.045-311-3584 

Fax.045-320-5688　◇JR横浜駅からバス「浅間下」停、

徒歩1分　◇創立／1914年（329人）　◇中西 雅裕、藤巻 

充、尾花 美歌子　◇礼拝／9:10,10:45,19:00　◇テレホン

／045-316-6000　◇特色／0歳から98歳までの人々が集

う大家族のようなきょうかいです。誰でも自分の居場所を

見つけることができる教会です。

【HP】http://www.jhc.or.jp/yokohama/

【E-Mail】holyoko@poppy.ocn.ne.jp

横浜教会［ナザレン］

〒220-0035　横浜市西区霞ヶ丘51　Tel.045-231-7482 

Fax.045-253-8422　◇喜田川 信

ヨハン神奈川キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒220-0055　横浜市西区浜松町11-28 バビリオーテ西横

浜2F　Tel&Fax.045-262-0535　◇相鉄線西横浜駅から徒

歩5分　◇道譯 加寿子、田中 甲子郎

【HP】http://yokohama.yohan.jp/

ヨハン横浜キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒220-0055　横浜市西区浜松町11-28 パピリオーテ西横

浜2F　Tel&Fax.045-262-0535　◇相鉄線西横浜駅から徒

歩2分　◇創立／2001年　◇林 東琥、趙 仁卿、金 貞

男　◇礼拝／10:30,14:00,16:00,18:00　◇外国語／韓国語、

中国語、英語

【HP】http://yokohama.yohan.jp/

横浜市保土ケ谷区 Yokohama-shi, Hodogaya-ku

インマヌエル横浜キリスト教会［IGM］

〒240-0052　横浜市保土ヶ谷区西谷町1045-6　Tel&Fax. 

045-373-1500　◇相鉄線西谷駅から徒歩2分　◇創立／

1963年（80人）　◇宮崎 実彦、宮崎 武子

上星川教会［日基教団］

〒240-0042　横浜市保土ヶ谷区上星川1-8-16　Tel&Fax. 

045-333-3052　◇相鉄本線上星川駅北口から徒歩5分　◇

創立／1950年（119人）　◇牧野 信次　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/kamihoshikawa_church/

【E-Mail】kamihoshikawa_church@church.ne.jp

http://www.jhc.or.jp/yokohama/
http://www.bt-church.com/
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西村 信子　◇礼拝／9:00,10:30,18:30,14:30(第1)　◇特色

／会堂施設はコンサート、展示、映画会、ほか同好の集

会等に利用いただけます。視覚障害者の礼拝中介助あり

ます。個人的に英語、韓国語の通訳者がいます。

【HP】http://www.shimizugaoka.com/

【E-Mail】ymission@shimizugaoka.com

蒔田教会［日基教団］

〒232-0018　横浜市南区花之木町3-49　Tel.045-731-

2329 Fax.045-713-9693　◇地下鉄1号線蒔田駅から徒歩5

分　◇創立／1895年（292人）　◇古谷 正仁、成田 顕

靖　◇礼拝／10:30　◇特色／日本語礼拝と併行して英語

礼拝。

六ッ川教会［日基教団］

〒232-0066　横浜市南区六ッ川2-125-13　Tel.045-713-

5563　◇京急本線弘明寺駅西口　◇創立／1969年（28

人）　◇岩﨑 隆

横浜栄光教会［イエス・キリスト］

〒232-0061　横浜市南区大岡3-25-8　Tel.045-731-5645 

Fax.045-731-6854　◇京浜急行上大岡駅から徒歩15分　

◇創立／1960年（78人）　◇仁科 真人、仁科 早苗　◇礼

拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分、木曜日午前10

時30分から聖書研究祈祷会。

【HP】http://church.ne.jp/yokohamaeiko/

横浜大岡教会［日基教団］

〒232-0064　横浜市南区別所2-4-11　Tel&Fax.045-741-

2225　◇京急本線上大岡駅からバス「最戸町」停　◇創

立／1936年（85人）　◇宇野 信二郎　◇礼拝／10:30　

◇特色／子どもの礼拝は毎聖日午前9時より（終了は10

時）。神奈川連合長老会加盟教会。

【HP】http://members.ytv.home.ne.jp/y.o-oka/

【E-Mail】y.o-oka@ytv.home.ne.jp

横浜小隊［救世軍］

〒232-0053　横浜市南区井土ヶ谷下町28-33　Tel&Fax. 

045-714-6060　◇京急線井土ヶ谷駅から徒歩7分　◇創

立／1896年（77人）　◇山谷 昌子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】sa-yokohama@nifty.com

横浜ミショナリーバプテスト教会［バプ連合］

〒232-0066　横浜市南区六ッ川4-1137　Tel&Fax.045-

822-2586　◇JR東戸塚駅　◇創立／1960年　◇金生谷 

繁雄

横浜南キリスト教会［バプ同盟］

〒232-0066　横浜市南区六ッ川2-1-14　Tel&Fax.045-

712-9478　◇京浜急行弘明寺駅から徒歩15分　◇創立／

1985年（62人）　◇桜井 淳、矢野 伸雄、矢野 清美、矢田

部 康夫　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜奉仕と聖研が毎

週あります。10時〜清掃、11時〜聖研です。

【HP】http://yokohamaminami.baptist-church.net/

【E-Mail】ymcc@baptist-church.jp

横浜三春台教会［アッセンブリー］

〒232-0002　横浜市南区三春台111-6　Tel&Fax.050-

3683-2766　◇京急線黄金町駅からバス「久保山」停、徒

歩5分　◇創立／1990年（14人）　◇横山 唯一　◇礼拝

霧が丘ニューライフチャーチ［日本COG］

〒226-0016　横浜市緑区霧が丘2-18-5　Tel&Fax.045-

922-4959　◇祖母仁田 ヒロミ

長津田キリスト教会［JECA］

〒226-0027　横浜市緑区長津田4-6-9　Tel.045-981-3349 

Fax.045-981-3312　◇JR長津田駅北口から徒歩3分　◇創

立／1957年（136人）　◇油井 義昭、青山 潤　◇礼拝／

7:00,9:00,10:30　◇特色／金曜の幼児クラス（2〜4歳）、

水曜子供会、パッチワーク、料理教室などを開いています。

【HP】http://www14.plala.or.jp/ngt-christ-chr/

【E-Mail】nagatsuta-christ-chr@zpost.plala.or.jp

中山キリスト教会［JECA］

〒226-0011　横浜市緑区中山町796-70　Tel&Fax.045-

931-2120　◇JR中山駅から徒歩20分　◇創立／1966年

（46人）　◇櫛田 信　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／教会

学校、礼拝、祈祷会等地道に楽しくやってます。聖書研究、

子供行事、クリスマス諸集会も盛んです。

【HP】http://church.ne.jp/nakayama

【E-Mail】nakayama-christ@maroon.plala.or.jp

横浜カルバリー・チャペル［カルバリーグループ］

〒226-0003　横浜市緑区鴨居1-8-1 第一マルタカビル　

Tel&Fax.045-937-0311　◇JR鴨居駅南口から徒歩1分　

◇創立／1999年（115人）　◇武井 博　◇礼拝／11:00　

◇外国語／手話　◇特色／礼拝には手話通訳がつきます。

水曜日午後7時30分からと金曜日午前10時から「聖書を学

ぶ会」があります。

【HP】http://www5a.biglobe.ne.jp/~Km-sm/yokohamacalvaryc

hapel/

横浜十日市場伝道所［日基教団］

〒226-0017　横浜市緑区新治町701　Tel.045-932-2597　

◇小林 勝二

横浜市南区 Yokohama-shi, Minami-ku

井土ヶ谷キリスト教会［ホーリネス］

〒232-0053　横浜市南区井土ヶ谷下町4-11　Tel.045-731-

3957 Fax.045-721-5754　◇地下鉄蒔田駅から徒歩5分　

◇創立／1970年（101人）　◇工藤 良一、工藤 瑠美子　

◇礼拝／10:45

霞ヶ丘教会［バプ同盟］

〒232-0002　横浜市南区三春台4-1　Tel.045-231-1353 

Fax.045-231-1361　◇京浜急行黄金町駅から徒歩5分　◇

創立／1922年（90人）　◇村椿 真理　◇礼拝／10:40

キリスト教横浜福音教会［友愛グループ］

〒232-0033　横浜市南区中村町2-125-1　Tel.045-252-

5937 Fax.045-251-5768　◇地下鉄阪東橋駅から徒歩10

分　◇創立／1949年（50人）　◇笹山 正、笹山 光子　◇

礼拝／10:00(月),10:30

清水ヶ丘教会［日基教団］

〒232-0006　横浜市南区南太田1-37-10　Tel.045-711-

2990 Fax.045-711-2993　◇京浜急行南太田駅から徒歩3

分　◇創立／1947年（278人）　◇島田 勝彦、柏 明史、
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湯河原教会［日基教団］

〒259-0305　足柄下郡湯河原町城堀299-3　Tel&Fax. 

0465-64-1810　◇JR湯河原駅から徒歩5分　◇創立／

1949年（21人）　◇金子 信一　◇礼拝／10:30　◇特色／

水曜日午後1時から神学読書会、2時より祈祷会。続いて

聖書研究、または聖書通読会、茶話会を行っています。

【E-Mail】kyoudanyugawara@hb.tp1.jp

高座郡 Kouza-gun

寒川キリスト教会［NSKK］

〒253-0105　高座郡寒川町岡田3-23-41　Tel.0467-75-

0542 Fax.0467-74-0345　◇JR寒川駅から徒歩10分　◇

創立／1964年（35人）　◇長谷川 義信、長谷川 ミノル、

嘉山 真一　◇礼拝／10:00　◇特色／木曜日午前10時か

ら婦人聖研、夕7時半から聖研祈祷会があります。日曜日

朝8時半からCS（子供）の集まり。

【E-Mail】apollos-318@jcom.home.ne.jp

萩園キリスト教会［ホーリネス］

〒253-0114　高座郡寒川町田端1480-8　Tel&Fax.0467-

74-7799　◇JR茅ヶ崎駅北口からバス（寒川駅行）｢神の

倉｣停、徒歩3分［連絡先：菊地 徹　〒183-0041　東京都

府中市北山町3-24-6 Tel.042-572-8102］　◇創立／1993年

（40人）　◇中道 善次、菊地 徹　◇礼拝／9:00　◇特色

／若い人が中心の明るい教会です。賛美を大切にしてい

ます。初めての方でも直ぐに溶け込める雰囲気が特徴です。

【HP】http://www.jhc.or.jp/hagizono/

【E-Mail】church@hagizono.org

中郡 Naka-gun

大磯教会［日基教団］

〒255-0003　中郡大磯町大磯1348　Tel&Fax.0463-61-

0748　◇JR大磯駅から徒歩10分　◇創立／1900年（57

人）　◇鈴木 憲二、鳥羽 和雄、鳥羽 徳子　◇礼拝／

10:15　◇特色／火曜日午前10時から聖書の勉強と祈祷

会。毎月第4金曜日午前10時から婦人会。

大磯キリスト教会［JECA］

〒255-0003　中郡大磯町大磯930-10　Tel&Fax.0463-61-

0188　◇JR大磯駅から徒歩5分　◇創立／1963年（68

人）　◇伊東 健一、横手 有子　◇礼拝／10:30

大磯聖ステパノ礼拝堂［聖公会］

〒255-0003　中郡大磯町大磯1152　Tel.0463-61-0007 

Fax.0463-61-7000　◇JR大磯駅から徒歩3分　◇創立／

1987年　◇田澤 利之

オリーブの木キリスト教会［単立／独立］

〒259-0131　中郡二宮町中里567-1　Tel&Fax.0463-71-

3913　◇JR二宮駅からバス「中里」停、徒歩8分　◇創

立／2002年（8人）　◇新庄 ポーラ　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.oribunoki-christ-church.jp/

【E-Mail】pulimu567@cosmos.ocn.ne.jp

国府教会［聖イエス会］

〒259-0111　中郡大磯町国府本郷1089　Tel.0463-72-

／11:00　◇特色／教会学校：毎週日曜12：30〜

【HP】http://church.jp/miharudai/

【E-Mail】miharudai.ag@gmail.com

愛甲郡 Aiko-gun

愛川伝道所［日基教団］

〒243-0303　愛甲郡愛川町中津553　Tel&Fax.046-285-

1646　◇小田急小田原線本厚木駅からバス「一本松」停、

徒歩7分　◇創立／1968年（16人）　◇米田 眞　◇礼拝

／10:30

半原教会［日基教団］

〒243-0307　愛甲郡愛川町半原4457　Tel&Fax.046-281-

0673　◇小田急線本厚木駅からバス「半原」停（終点）、

徒歩2分　◇創立／1948年（25人）　◇横山 望　◇礼拝

／10:30　◇特色／水曜日午後1時から聖書研究祈祷会。

その後2時より教理の学びを行っています。

【HP】http://hanbarachurch.seesaa.net/

【E-Mail】hanbarachurch@gmail.com

足柄上郡 Ashigarakami-gun

大井伝道所［日基教団］

〒258-0019　足柄上郡大井町金子新宿1122　Tel&Fax. 

0465-82-0046　◇JR相模金子駅から徒歩15分　◇創立／

1966年（16人）　◇阿部 米男、一宮 秀禎　◇礼拝／

10:30

開成バプテスト教会［単立／独立］

〒258-0021　足柄上郡開成町吉田島2976　Tel.0465-82-

6553　◇野田 容幸

松田聖契キリスト教会［NSKK］

〒258-0003　足柄上郡松田町松田惣領 2060-8　Tel& 

Fax.0465-82-5858　◇小田急線新松田駅から徒歩5分　◇

創立／1950年（25人）　◇清水 康　◇特色／水曜日午前

10時30分から「聖書を読む会」。第2木曜日午前10時30分

から子育て支援サークル活動

友愛キリスト教会［友愛グループ］

〒259-0151　足柄上郡中井町井ノ口2830-4　Tel&Fax. 

0465-81-3317　◇小田急線秦野駅から徒歩7分［連絡先：

武間 恵洋　〒259-0145　神奈川県足柄上郡中井町田中

918-42 Tel.0465-81-8376］　◇創立／1983年（47人）　◇

武間 恵洋　◇礼拝／10:30

【HP】http://godspeller59@cure.ocn.ne.jp

【E-Mail】godspeller@hb.tp1.jp

足柄下郡 Ashigarashimo-gun

湯河原教会［福音ルーテル］

〒259-0313　足柄下郡湯河原町鍛冶屋193-2　Tel.0465-

62-7668 Fax.0465-62-2780　◇JR湯河原駅から徒歩10

分　◇創立／1995年　◇池谷 孝史　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.jelc.or.jp/yugawara/
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二宮教会［日基教団］

〒259-0123　中郡二宮町二宮92　Tel&Fax.0463-72-

1680　◇JR二宮駅から徒歩2分　◇創立／1938年（45

人）　◇伊早坂 貴宏　◇特色／水曜日10時から聖書を読

み祈る会。第2主日朝、ティーンズの会。午後ガリラヤ会。

第3火曜日10時わたの実会。

二宮山西キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］

〒259-0124　中郡二宮町山西358　Tel&Fax.0463-71-

2167　◇JR二宮駅からバス「押切坂上」停、徒歩1分［連

絡先：岡田 徳厚　〒259-0124　神奈川県中郡二宮町山西

287-8-2-101 Tel.0463-73-3497］　◇創立／1966年（39

人）　◇岡田 徳厚　◇礼拝／10:30

三浦郡 Miura-gun

葉山教会［日基教団］

〒240-0112　三浦郡葉山町堀内1882 ピスガ台　Tel& 

Fax.0468-75-0648　◇JR逗子駅からバス「風早橋」停、

徒歩5分　◇創立／1924年（134人）　◇中村 健一　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/hayama_church/whatishc.html

0001　◇諏訪 正仁

国府教会［日基教団］

〒259-0114　中郡大磯町月京26-2　Tel.0463-71-0598　

◇JR二宮駅からバス「月京」停　◇創立／1880年　◇坂

本 羣子、坂本 竜五郎

国府福音キリスト教会＝大磯キリスト教会
伝道所［JECA］

〒259-0112　中郡大磯町国府新宿504-21　Tel&Fax. 

0463-73-1995　◇JR二宮駅からバス「国府新宿」停、徒

歩1分　◇創立／1979年（20人）　◇伊東 健一　◇礼拝

／10:30　◇特色／海まで歩いて15分の教会。だれでも、

どなたでも来ていただけるように、建物はバリアフリーと

なっています。

【E-Mail】oisochurch@email.ne.jp

サンチャペル＝にのみや聖書教会［単立／独立］

〒259-0123　中郡二宮町二宮1126-2-3F　Tel.0463-71-

7445 Fax.0463-71-7922　◇JR二宮駅から徒歩5分［連絡

先：木村 公繁　〒259-0121　神奈川県中郡二宮町松根

3-11 Tel.0463-71-7922］　◇創立／2003年（12人）　◇木

村 公繁、木村 基一　◇礼拝／10:45　◇外国語／英語　

◇特色／水曜日午後1時から3時、学び会。年1回秋にデボ

ーションセミナーキャンプをしています。
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新 潟 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   N i i g a t a 　

中 部 地 方
新潟県／富山県／石川県／福井県／山梨県／長野県／岐阜県／静岡県／愛知県

新潟県──地域の宣教資料

　宣教人国記：20世紀初頭の巡回伝道者を代表する木

村清松（1874〜1958）は、日本組合・新潟教会で受洗。

米国のムーディ聖書学院に学び、帰国後、文字通り全

国巡回伝道を行い、多くの教会の設立にかかわった。

浄土真宗西光寺の長男として生まれた柏木義園（1860

〜1938）は、安中で海老名弾正の伝道で入信。後に、

安中教会の牧師として奉仕し、主筆の「上毛教界月報」

では正統主義の教説と共に、反権力ジャーナリストと

しての発言を続けた。あかしする信徒として名をなし

た五十嵐健治（1877〜1972）は、日本で初のドライク

リーニングの「白洋舎」を設立。信仰を土台とした経

営を実施し、聖書の学びと宣教に献身した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【阿賀野市】北蒲原郡安田町･京ヶ瀬村･水原町･笹神村。

【糸魚川市】糸魚川市、西頸城郡能生町・青海町。【魚

沼市】北魚沼郡堀之内町・小出町・湯之谷村・広神村・

守門村・入広瀬村。【柏崎市】刈羽郡高柳町・西山町。

【五泉市】五泉市、中蒲原郡村松町。【佐渡市】両津市、

佐渡郡相川町･佐和田町・金井町･新穂村･畑野町･真野

町･小木町･羽茂町･赤泊村。【三条市】三条市、南蒲原

郡下田村・栄町。【新発田市】北蒲原郡加治川村・紫

雲寺町・豊浦町。【上越市】東頸城郡安塚町・浦川原村・

大島村・牧村、中頸城郡柿崎町・大潟町・頸城村・吉

川町・中郷村・板倉町・清里村・三和村、西頸城郡名

立町。【燕市】燕市、西蒲原郡分水町・吉田町。【十日

町市】十日町市、中魚沼郡川西町・中里村、東頸城郡

松代町・松之山町。【長岡市】栃尾市、北魚沼郡川口町、

三島郡与板町・和島村・寺泊町、南蒲原郡中之島町、

三島郡越路町・三島町、古志郡山古志村､刈羽郡小国町。

【新潟市】新津市、白根市、豊栄市、中蒲原郡小須戸町・

横越町・亀田町、西蒲原郡岩室村・西川町・味方村・

潟東村・月潟村・中之口村・巻町、黒埼町、政令市（区

制）施行。【妙高市】中頸城郡妙高高原町・妙高村。【南

魚沼市】南魚沼郡塩沢町・六日町・大和町。【村上市】

岩船郡荒川町・神林村・朝日村・山北町。【北蒲原郡

胎内市】中条町・黒川村。【東蒲原郡阿賀町】津川町・

鹿瀬町・上川村・三川村。

 中 部 地 方 新 潟 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

　お店・事業

フラワーデザイン花詩音
［フラワーデザイン一般・フラワーアレンジメント教室］

〒950-2045　新潟県新潟市西区五十嵐東3-3-8　Tel& 

Fax.025-268-5327　◇JR新潟大学前駅　◇創立／1998

年　◇代表／藤田 美保　◇特色／人生の大切な行事のワ

ンシーンを美しい花々に囲まれる、お手伝いをさせていた

だきます。

ベイリーブス
［飲食店・雑貨］〒949-6600　新潟県南魚沼郡六日町余川

1321-1　Tel.025-770-0059 Fax.025-770-0137　◇オーナ

ー／剱持 滋子

マリリンズ アカデミー
［英語・英会話・学習塾］〒957-0000　新潟県新発田市下

飯塚31　Tel&Fax.0254-24-4121　◇JR中浦駅から徒歩3

分　◇創立／1995年　◇代表／鈴木 正
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ムラサキスポーツ 新潟店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒950-

0909　新潟県新潟市中央区八千代2-1-2 万代シティビル

ボードプレイズ4F　Tel.025-240-4663 Fax.025-240-

4664　◇代表取締役会長／金山 良雄

　教育事業・カルチャー

学生聖句書道センター［ろごす］

［聖句書道伝道･宣教］〒951-8053　新潟県新潟市中央区

川端町3-15-1 A509　Tel&Fax.025-228-2948［連絡先：

Tel.090-2951-7663］　◇JR新潟駅から車10分　◇創立／

2001年　◇主宰／佐藤 望雲、編集／木下 慶子　◇特色

／隔月月刊誌「ろごす」に出品者の習字作品講評、イラス

トなど掲載し、子どもたちが聖書の言葉に親しんで成長す

ることを願っています。

【HP】http://www.logos-seiku.net/

【E-Mail】logosseiku@car.ocn.ne.jp

　文書伝道支援

小野塚印刷（株）
［出版物編集・デザイン・印刷、DTP処理、製本］〒950-

1102　新潟県新潟市西区善久699　Tel.025-377-7131 

Fax.025-370-1130　◇JR新潟駅から車40分　◇創立／

1903年　◇代表取締役社長／小野塚 宏基　◇特色／重

度障害者多数雇用企業。いつまでも残るものは、信仰と

希望と愛です。

【HP】http://www.onozuka.co.jp/

【E-Mail】honsya@onozuka.co.jp

（有）小林印刷所
［印刷］〒951-8028　新潟県新潟市中央区東湊町通三ノ町

2569　Tel.025-222-8725　◇小林 則夫

ライフセンター新潟書店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ ］〒950-1147　 新 潟 県 新 潟 市中央区 高美町2-7　

Tel.025-283-2749 Fax.025-283-2748　◇JR新潟駅からバ

ス「高美町」停、徒歩1分　◇店長／永井 美智代　◇特

色／営業時間10:00〜18:00（水曜のみ13:00〜16:00）、定

休日：日曜。駐車場・通信販売あり。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】niigata@wlpm.or.jp

　幼稚園・保育園・学童

あやめ幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛生学園］〒957-0052　新潟県新発田市

大手町3-2-30　Tel&Fax.0254-22-5828　◇JR新発田駅か

ら車5分　◇創立／1933年　◇理事長・園長／嶋田 律

之　◇特色／毎朝の礼拝を通して神さまの愛を知り、心

豊かになって活き活きと過ごしています。

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~ayame-kg/

糸魚川カトリック天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒941-0062　新潟県糸魚川市中央

2-1-40　Tel.0255-52-1216

インマヌエル・ルーテル幼稚園
［幼稚園］　［(学)新潟ルーテル学園］〒955-0046　新潟県

三条市興野1-4-15　Tel.0256-32-3651 Fax.0256-32-

3312　◇JR東三条駅から徒歩10分　◇創立／1953年　

◇園長／芝 亨　◇特色／「一人ひとりが豊かに自分を生

きる」保育を目指しています。

【HP】http://www.ginzado.ne.jp/~lutheran/

おひさま保育園
［保育園］〒959-3431　新潟県村上市平林1958　Tel&

Fax.0254-66-5043　◇創立／1990年　◇園長／日高 ひと

み

海星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖母学園］〒952-0011　新潟

県佐渡市両津夷249　Tel.0259-27-2306 Fax.0259-27-

7373

柏崎カトリック白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］〒945-0831　新潟県柏崎市柳橋町

3-10　Tel.0257-23-6906

亀田カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒950-0153　新潟県新潟市江南区船

戸山4-5-7　Tel.025-382-7766

加茂白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］〒959-1384　新潟県加茂市寿町

6-22　Tel.0256-52-2248

加茂テモテ・ルーテル幼稚園
［幼稚園］〒959-1354　新潟県加茂市新町2-11-17　Tel.

0256-52-0348　◇川瀬 彰吾

北新潟キリスト教会 附属さんび園
［幼児］〒950-3126　新潟県新潟市北区松浜3-16-20　Tel

&Fax.025-259-3037　◇JR新崎駅から車7分　◇園長／鯉

渕 千者也

五泉いずみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)五泉いずみ学園］〒959-1863　新潟県五

泉市東本町2-8-41　Tel&Fax.0250-42-3366　◇JR五泉駅

から徒歩10分　◇創立／1959年　◇園長／玉城 豊

【HP】http://www.geocities.jp/gosen_izumiyouchien/

【E-Mail】gosenizumikinder@onyx.ocn.ne.jp

小羊園
［幼稚園］　［日本同盟基督教団・新津福音キリスト教会］

〒956-0024　新潟県新潟市秋葉区山谷町3-2-8　Tel.0250-

22-3398 Fax.0250-22-3663　◇新津駅西口から徒歩10

分　◇創立／1975年　◇園長／松永 堡智、松永 歳子、

斉藤 孝子、小池 紀子

三条白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖母学園］〒955-0046　新潟

県三条市興野1-5-18　Tel.0256-33-1359 Fax.0256-33-

1309　◇創立／1961年　◇理事長／川崎 久雄、園長／

石黒 晃泰
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【HP】http://www.sanjo-shirayuri.com/

【E-Mail】kids@sanjo-shirayuri.com

新発田聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖母学園］〒957-0053　新潟

県新発田市中央町4-10-18　Tel&Fax.0254-22-2045　◇

JR新発田駅から徒歩15分　◇創立／1954年　◇園長／佐

藤 允広

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~shibata-seibo/

上越カトリック天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒943-0834　新潟県上越市西城町

2-3-20　Tel.025-523-5071

白根カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒950-1213　新潟県新潟市南区能登

2-7-30　Tel.025-372-1843

聖公会聖上智幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公会学園］〒942-0061　新潟県上越市

春日新田2-9-7　Tel.025-543-3804 Fax.025-543-3931　◇

JR直江津駅から車7分　◇園長／田中 誠

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~ssy/

聖公会聖母幼稚園［聖母幼稚園］

［幼稚園］　［(学)聖公会聖母学園］〒955-0803　新潟県三

条市月岡2-11-4　Tel.0256-33-2433 Fax.0256-33-0591　

◇信越線三条駅から車7分　◇創立／1940年　◇園長／

渡辺 龍子

【HP】http://www.soho-net.ne.jp/~seibo/

(学)聖公会紅葉幼稚園
［幼稚園］〒943-0834　新潟県上越市西城町3-9-17　Tel.

025-523-2463 Fax.025-522-6468　◇JR高田駅から徒歩6

分　◇創立／1926年　◇理事長／渋澤 一郎、園長／田

中 誠

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~smy/

【E-Mail】momiji@proof.ocn.ne.jp

清心保育園
［保育園］　［(福)清心保育園］〒946-0007　新潟県魚沼市

四日町277-1　Tel&Fax.025-792-5144　◇JR小出駅から

徒歩10分　◇創立／1976年　◇園長／新井 克己、副園

長／清水 明次　◇特色／遊びを大切にし、子どもが、や

さしくたくましく、その子らしくのびのび育ち、真理に生

きることを目指しています。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/seishinhoikuen/

聖ラファエル幼稚園
［カトリック幼稚園］〒950-0086　新潟県新潟市中央区花

園2-6-7　Tel.025-241-2307

十日町カトリック天使幼稚園［天使幼稚園］

［カトリック幼稚園］　［(学)聖母学園］〒948-0051　新潟

県十日町市寿町4-4-7　Tel.025-752-3466 Fax.025-752-

3376　◇JR十日町駅から徒歩10分　◇創立／1962年　◇

園長／シルヴィオ・レオ・バッシ　◇特色／全園児を全

教職員で、いつくしみ育てています。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~angel-kg/

【E-Mail】tenshi7@soleil.ocn.ne.jp

十日町幼児園
［保育園］　［(福)おりいぶ会］〒948-0083　新潟県十日町

市本町西1　Tel.025-752-2068 Fax.025-752-2189　◇ほく

ほく線十日町駅から徒歩10分　◇創立／1944年　◇園長

／新井 純　◇特色／いろんな経験、たくさんチャレンジ。

子どもも大人も、みんな輝けますように。

【HP】http://www.tiara.or.jp/~yojien/

栃尾天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒940-0135　新潟県長岡市金沢2-1-

36　Tel.0258-52-2226

長岡カトリック天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒940-0071　新潟県長岡市表町4-2-

10　Tel.0258-32-4727

長岡聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒940-0034　新潟県長岡市福住3-5-

30　Tel.0258-32-4947

中条聖心幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖心学園］〒959-2646　新潟県胎内市西

栄町9-46　Tel&Fax.0254-43-3650　◇JR中条駅から徒歩

10分　◇創立／1940年　◇園長／高橋 稔

【HP】http://www.seishinkg.com/

新津カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒956-0863　新潟県新潟市秋葉区日

宝町2-1　Tel.0250-22-0587

ノートルダム幼稚園
［カトリック幼稚園］〒950-2064　新潟県新潟市西区寺尾

西3-36-50　Tel.025-269-2406

聖園マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒950-2002　新潟県新潟市西区青山

6-10-5　Tel.025-266-2623

見附天使幼稚園［ミツケテンシ］

［カトリック幼稚園］　［(学)聖母学園］〒954-0052　新潟

県見附市学校町2-14-4　Tel.0258-62-1911 Fax.0258-62-

7531　◇JR見附駅から徒歩20分

みどり幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団東中通教会］〒951-8116　

新潟県新潟市中央区東中通一番町86　Tel.025-222-7429 

Fax.025-222-7439　◇JR新潟駅から車10分　◇創立／

1941年　◇園長／福井 博文、主任／土屋 さおり、大竹 

智子、白沢 典子　◇特色／年長年中年少みんな一緒にた

っぷり遊びこむ、家庭のような幼稚園です。週1回楽しい

おでかけもあります。

【HP】http://www.k3.dion.ne.jp/~midori-k/

【E-Mail】higashinakadoori-c@r8.dion.ne.jp

村上いずみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)村上恵泉学園］〒958-0853　新潟県村上

市山居町2-10-23　Tel.0254-52-4431 Fax.0254-53-6595　

◇JR村上駅から徒歩7分　◇園長／真鍋 佑一

【HP】http://www.murakami-izumi.ed.jp/
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糸魚川市 Itoigawa-shi

糸魚川キリスト教会［伝道福音］

〒941-0062　糸魚川市中央2-13-22　Tel&Fax.0255-52-

1591　◇JR糸魚川駅から徒歩7分　◇創立／1956年（22

人）　◇三田 博樹　◇礼拝／10:30

魚沼市 Uonuma-shi

小出教会［日基教団］

〒946-0007　魚沼市四日町135　Tel&Fax.025-792-1029 

Tel.025-792-0774　◇JR小出駅から徒歩10分［連絡先：（社

福）清心保育園　〒946-0007　新潟県魚沼市四日町277-1 

Tel.025-792-5144］　◇創立／1914年（18人）　◇清水 明

次　◇礼拝／10:30　◇特色／2008年春に移転先で新会

堂建築を着工の予定。礼拝および連絡先は、清心保育園へ。

小出福音キリスト教会［伝道福音］

〒946-0011　魚沼市小出島1192-3　Tel&Fax.025-792-

1747　◇JR小出駅から徒歩20分　◇創立／1964年（25

人）　◇星野 公寛　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前

10時30分・午後7時30分に祈祷会をもっています。

【E-Mail】koide_gch@nexyzbb.ne.jp

フルゴスペル新潟教会［JFGA］

〒946-0043　魚沼市青島801-9　Tel&Fax.025-792-

9277　◇JR浦佐駅から車15分　◇創立／2002年　◇大

森 和子　◇礼拝／10:30

小千谷市 Ojiya-shi

小千谷福音キリスト教会［伝道福音］

〒947-0028　小千谷市城内町4-6-2　Tel&Fax.0258-82-

5847　◇JR小千谷駅からバス「土川」停、徒歩5分　◇

創立／1968年（24人）　◇小平 悟嗣　◇礼拝／10:30

小千谷キリスト宣教会［日本宣教会］

〒947-0011　小千谷市栄町10-17　Tel&Fax.0258-82-

1248　◇創立／1970年　◇丸山 旭、丸山 幸子

柏崎市 Kashiwazaki-shi

柏崎キリスト教会［伝道福音］

〒945-0051　柏崎市東本町1-6-26　Tel&Fax.0257-23-

4632　◇JR柏崎駅から徒歩10分　◇創立／1951年（41

人）　◇吉澤 昭男　◇礼拝／10:00　◇特色／新しい会堂

で親子一緒の礼拝を守っています。第2聖日はファミリー

礼拝を行っています。

【E-Mail】kashiwazaki-ch@yahoo.co.jp

柏崎聖光キリスト教会［ホーリネス］

〒945-0061　柏崎市栄町4-20　Tel&Fax.0257-22-5432　

◇片桐 宣嗣

柏崎伝道所［日基教団］

〒945-0051　柏崎市東本町3-10-16　Tel&Fax.0257-21-

6992　◇JR柏崎駅から徒歩20分　◇創立／1953年（7

人）　◇臼田 宣弘　◇礼拝／10:15

【HP】http://blog.goo.ne.jp/uccjkd/

【E-Mail】uccjkc@ybb.ne.jp

TLCCC柏崎教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください。［連絡先：

中村 多喜夫　〒940-0087　新潟県長岡市千手2-12-11 

Tel.0258-33-4663］　◇創立／2004年（14人）　◇中村 多

喜夫、中村 由子　◇礼拝／10:00,13:00　◇外国語／英

語　◇特色／聖書通りに預言やいやしなどの御霊の賜物

を用い、海外宣教、ゴスペル、神学校、預言者学校もし

ています。

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~tlccckashiwazaki/

【E-Mail】takion@khc.biglobe.ne.jp

加茂市 Kamo-shi

加茂キリストの教会［キリストの教会］

〒959-1312　加茂市石川2-2-56　Tel&Fax.0256-52-

9412　◇JR加茂駅西口から徒歩15分　◇創立／1965年

（16人）　◇青野 百代（信徒）、モルト，ジェリー、モルト，

ローラ、ブリット，ロビネット　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kcc@fsinet.or.jp

新 潟 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   N i i g a t a 　

山本愛泉保育園
［保育園］　［(福)山本愛泉保育園］〒948-0031　新潟県十

日町市山本町975　Tel&Fax.0257-57-0133　◇JR十日町

駅　◇創立／1973年　◇園長／吉楽 敬子

【HP】http://www.ans.co.jp/n/yamamotoaisen/
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5861　◇JR北三条駅から徒歩10分　◇創立／1948年（18

人）　◇西川 幸作

三条聖母マリア教会［聖公会］

〒955-0803　三条市月岡2-11-4　Tel.0256-33-2433 

Fax.0256-33-0591　◇JR三条駅　◇創立／1931年（36

人）　◇中尾 志朗、鈴木 光信　◇礼拝／10:30

三条福音キリスト教会［伝道福音］

〒955-0864　三条市曲渕3-16-11-1　Tel&Fax.0256-32-

5586　◇JR三条駅から徒歩15分　◇創立／1953年（44

人）　◇佐々木 顕

中越ルーテルキリスト教会［NRK］

〒955-0047　三条市東三条2-5-17　Tel&Fax.0256-33-

1857　◇JR東三条駅から徒歩5分　◇創立／1975年（40

人）　◇芝 亨　◇礼拝／10:10　◇特色／水曜日、聖書研

究会午前10時から。土曜日、聖書祈祷会午前10時から。

新発田市	 Shibata-shi

いのちのパンクリスチャンセンター＝新発
田開拓［アッセンブリー］

〒957-0018　新発田市緑町2-12-25　Tel&Fax.0254-21-

2121　◇JR新発田駅から徒歩30分　◇創立／1999年（3

人）　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.asahi-net.or.jp/~YV5K-TCY/

新発田教会［日基教団］

〒957-0052　新発田市大手町3-2-30　Tel&Fax.0254-22-

3495　◇JR新発田駅　◇創立／1888年（46人）　◇森岡 

高康　◇礼拝／10:30　◇特色／子どもと一緒に礼拝を守

っています。

新発田キリスト教会［同盟基督］

〒957-0058　新発田市西園町2-2-18　Tel&Fax.0254-24-

2511　◇JR新発田駅からバス「西園町一丁目西」停、徒

歩5分　◇創立／2003年（10人）　◇本間 羊一　◇礼拝

／10:30　◇特色／中曽根1号幼児公園の近くです。普通

の民家で日曜礼拝や土曜子ども会を持ちつつ家庭的交わ

りをしています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/tgs/

【E-Mail】shibata_christ@yahoo.co.jp

新発田ルーテルキリスト教会［NRK］

〒957-0016　新発田市豊町2-9-20　Tel&Fax.0254-23-

2014　◇JR新発田駅から徒歩4分　◇士反 賢一　◇礼拝

／10:30

【HP】http://www.e-slkk.com/

【E-Mail】kshitan@poplar.ocn.ne.jp

上越市	 Joetsu-shi

上越聖書バプテスト教会［JBBF］

〒943-0814　上越市岩木2380　Tel.025-526-4703　◇バ

ス「岩木」停から徒歩10分　◇創立／2004年　◇加治佐 

清也　◇礼拝／11:00,17:00

【HP】http://www.joetsubbc.org/

加茂福音キリスト教会［伝道福音］

〒959-1371　加茂市穀町6-15　Tel&Fax.0256-52-2672　

◇JR加茂駅東口から徒歩5分　◇創立／1953年（64人）　

◇神山 良信　◇礼拝／10:00

東加茂聖書教会［イエス・キリスト］

〒959-1333　加茂市八幡3-2-23　Tel.0256-53-0232 

Fax.0256-53-0336　◇JR加茂駅から車5分　◇創立／

1977年（30人）　◇内間 廣子　◇礼拝／11:00　◇特色／

ＭＥＢＩＧ（メビック）でお友だち伝道を中心としています。

【E-Mail】mebig@seagreen.ocn.ne.jp

五泉市	 Gosen-shi

五泉教会［日基教団］

〒959-1863　五泉市東本町2-8-41　Tel&Fax.0250-42-

3366　◇JR五泉駅から徒歩10分　◇創立／1916年（14

人）　◇玉城 豊　◇礼拝／10:30

五泉福音キリスト教会［伝道福音］

〒959-1836　五泉市南本町1-1-17　Tel&Fax.0250-42-

2465　◇JR五泉駅から徒歩3分　◇創立／1955年（24

人）　◇赤松 望　◇礼拝／10:30

佐渡市	 Sado-shi

相川教会［ホーリネス］

〒952-1564　佐渡市相川四町目27　Tel&Fax.0259-74-

2417　◇バス「佐渡会館前」停、徒歩2分［連絡先：小野 

弘　〒952-1581　新潟県佐渡市相川下戸炭屋町22-112 

Tel.0259-74-2610］　◇創立／1997年（10人）　◇小野 弘、

小野 タキ子　◇礼拝／10:00　◇特色／毎週日曜日朝10

時から聖書と賛美と証の礼拝があります。

佐渡金井キリスト教会［同盟基督］

〒952-1209　佐渡市千種丙118-1　Tel&Fax.0259-63-

2777　◇バス「金井学校前」停、徒歩5分　◇創立／

1954年（27人）　◇原山 康伸　◇礼拝／10:30

佐渡教会［日基教団］

〒952-1313　佐渡市八幡町256　Tel&Fax.0259-57-

2359　◇佐渡汽船両津港からバス「八幡町」停　◇創立

／1891年（11人）　◇三村 修、荒井 眞理　◇礼拝／

10:30　◇特色／日本の初期女性牧師の一人高橋久野が誕

生した教会です。（1933年12月）

【HP】http://www8.plala.or.jp/SadoChurch/

三条市	 Sanjo-shi

加茂キリストの教会三条E.C.S.バイブルクラ
ス［キリストの教会］

〒955-0046　三条市興野2-2-31　Tel.0256-35-3265 

Fax.0256-32-7305　◇JR東三条駅から徒歩7分　◇ブリッ

ト，ロビン　◇礼拝／19:30　◇外国語／英語

三条教会［日基教団］

〒955-0071　三条市本町6-3-45　Tel&Fax.0256-34-
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2503　◇JR燕駅から徒歩3分　◇創立／1931年（37人）　

◇松井 初　◇礼拝／10:30,19:30(第1)　◇特色／日曜日は

教会学校と主日礼拝、毎月第1日曜は夕礼拝、水曜と木曜

は聖書を読み祈る会、月〜土の朝は祈り会を行っています。

十日町市 Tokamachi-shi

田沢伝道所［日基教団］

◇JR越後田沢駅［連絡先：上原 武　〒949-8400　新潟県

十日町市い42 Tel.025-763-2323］　◇創立／1942年（7

人）　◇新井 純　◇特色／夕礼拝のみ。

TLCCC十日町教会［主の十字架］

Tel.080-5470-0159　◇礼拝・集会場所などはお問い合わ

せください　◇柳 ユキイ　◇礼拝／19:00

【HP】http://web.astone.co.jp/tlccc-tokamachi/

【E-Mail】yanagiyukii@yahoo.co.jp

十日町教会［日基教団］

〒948-0083　十日町市本町西1　Tel.0257-52-2068 Fax. 

0257-52-2189　◇北越急行ほくほく線十日町駅から徒歩

10分　◇創立／1917年（55人）　◇新井 純、新井 克己　

◇礼拝／10:15

十日町きよめキリスト祈の家［きよめ教会］

〒948-0083　十日町市本町東1 高木方　Tel.0257-57-5355 

Fax.0258-23-2263　◇長岡駅からバス30分　◇創立／

1984年　◇高木 淑子　◇礼拝／9:00

長岡市 Nagaoka-shi

インマヌエル長岡キリスト教会［IGM］

〒940-0024　長岡市西新町2-5-49　Tel.0258-32-7150 

Fax.0258-32-7174　◇勝間田 充夫、勝間田 朝子

TLCCC長岡教会［主の十字架］

Tel&Fax.0258-27-7647　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇谷口 真理子、野中 久野、高橋 ツキ

イ　◇礼拝／10:00,15:00

【HP】http://park6.wakwak.com/~tlccc.nagaoka/

【E-Mail】tlccc.nagaoka@aj.wakwak.com

栃尾教会［日基教団］

〒940-0205　長岡市栄町3-5-15　Tel.0258-52-3746 Fax. 

0258-53-3313　◇JR長岡駅からバス「栃尾警察署前」停、

徒歩1分　◇創立／1964年（69人）　◇手束 信吾　◇礼

拝／10:30,19:00　◇特色／水曜日午前10時30分〜と午後

7時30分〜「学びと祈り会」を行っています。

【HP】http://www.tochio-church.com/

長岡教会［日基教団］

〒940-0081　長岡市南町3-9-9　Tel&Fax.0258-33-7463　

◇JR長岡駅から徒歩15分　◇創立／1888年（42人）　◇

奥村 益良　◇礼拝／10:15　◇特色／木曜日午前10時か

らデボーション。聖書講座を6月と10月に開講。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/uccj/nagaoka-church/

【E-Mail】uccjnagaokachurch@yahoo.co.jp

【E-Mail】kajisa@joetsubbc.org

上越ピープルズチャーチ（伝）［アッセンブリー］

〒957-0018　　Tel&Fax.025-421-2121　◇JR春日山駅　

◇創立／2004年（5人）　◇サリスベリー，トニー　◇特

色／集会場所は上越市民プラザです。

【HP】http://www.asahi-net.or.jp/~YV5K-TCY/

【E-Mail】tony.Salisbury@agmd.org

高田教会［日基教団］

〒943-0838　上越市大手町5-4　Tel&Fax.025-523-

7009　◇JR高田駅から徒歩10分　◇創立／1891年（49

人）　◇落合 千衣子　◇礼拝／10:20

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~takadach/

【E-Mail】takada-hymn@oregano.ocn.ne.jp

高田降臨教会［聖公会］

〒943-0834　上越市西城町3-9-17　Tel.025-523-2463 

Fax.025-522-6468　◇JR高田駅から徒歩6分　◇創立／

1927年（61人）　◇田中 誠　◇礼拝／10:30　◇特色／毎

月第1・3主日は聖餐式。第2・4主日は信徒による「御言葉

の礼拝」をしています。教会学校は9時から。

【HP】http://www.nskk.org/chubu/church/24takada.html

高田聖書教会［伝道福音］

〒943-0823　上越市高土町2-9-13　Tel&Fax.025-523-

7093　◇JR高田駅からバス「栄町入口」停、徒歩10分　

◇創立／1958年（48人）　◇塚田 泰司

TLCCC上越教会［主の十字架］

Tel&Fax.0258-27-7647　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇創立／2004年　◇谷口 真理子

【E-Mail】tlccc.nagaoka@aj.wakwak.com

直江津愛真教会［イエス・キリスト］

〒942-0081　上越市五智1-23-14　Tel.025-543-4844 Fax. 

025-543-4820　◇JR直江津駅から徒歩10分　◇創立／

1947年（62人）　◇鎌野 幸　◇礼拝／10:30　◇特色／

子どもからお年寄りまで楽しく集える和やかな教会です。

直江津聖上智教会［聖公会］

〒942-0061　上越市春日新田2-9-7　Tel.025-543-3976 

Fax.025-543-3931　◇JR直江津駅から車7分　◇創立／

1911年（30人）　◇田中 誠　◇礼拝／10:30　◇特色／教

会学校は9時から。第1・3主日は信徒による御言葉の礼拝。

第2・4主日は聖餐式です。

胎内市 Tainai-shi

中条教会［日基教団］

〒959-2646　胎内市西栄町9-46　Tel.0254-43-3650 Fax. 

0254-43-6710　◇JR中条駅から徒歩10分　◇創立／1880

年（63人）　◇高橋 稔

燕市 Tsubame-shi

燕教会［日基教団］

〒959-1244　燕市中央通2-3361　Tel&Fax.0256-63-
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新潟市北区 Niigata-shi,Kita-ku

北新潟キリスト教会［同盟基督］

〒950-3112　新潟市北区太夫浜2040-1　Tel&Fax.025-

259-4491　◇バス「太夫浜」停、徒歩1分［連絡先：〒

950-3126　新潟県新潟市北区松浜3-16-20］　◇創立／

1963年（50人）　◇鯉渕 千者也　◇礼拝／10:30

豊栄キリスト教会［同盟基督］

〒950-3322　新潟市北区嘉山3-11-15　Tel&Fax.025-387-

4934　◇JR豊栄駅から徒歩15分　◇創立／1972年（33

人）　◇近 伸之　◇礼拝／8:00,10:30　◇特色／礼拝・祈

り会・家庭集会が祝福されており、隣接市での開拓も目下

の課題として祈り続けています。

新潟主の港キリスト教会［バプ連盟］

〒950-3306　新潟市北区内島見168-2　Tel&Fax.025-388-

5468　◇JR豊栄駅から車5分　◇創立／1958年（23人）　

◇篠谷 輝俊　◇礼拝／11:10

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/jbc-chiws/04niigata.

html

新潟市江南区 Niigata-shi,Kounan-ku

亀田キリスト教会［同盟基督］

〒950-0165　新潟市江南区西町5-4-41　Tel&Fax.025-

381-4482　◇JR亀田駅から徒歩7分　◇創立／1965年（50

人）　◇大瀧 恵理也　◇礼拝／6:30,10:30　◇特色／水曜

日午前10時30分、午後7時30分から祈祷会。入門の学び、

信徒の学び会、教会学校も開催中。

【E-Mail】kamedach1@ybb.ne.jp

新潟市中央区 Niigata-shi,Cyuo-ku

インマヌエル新潟キリスト教会［IGM］

〒950-0921　新潟市中央区京王2-6-1　Tel&Fax.025-286-

2407　◇JR新潟駅からバス「原の台」停、徒歩10分　◇

創立／1974年（44人）　◇蔦田 直毅、蔦田 順子　◇礼拝

／10:30　◇特色／静かな住宅地にある、家庭的な教会で

す。聖言を愛し、聖言に仕えることを目指しています。

【E-Mail】niigata@immanuel.or.jp

TLCCCいのちの水の川教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

エゼキエル 北島　〒951-8063　新潟県新潟市中央区古町

通11-1699］　◇創立／1994年（50人）　◇エゼキエル 北

島、北島 美世子、長谷川 正信、長谷川 恵美子、笠原 

博　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／聖書通りに預言やい

やし等の御霊の賜物の学びと実践を行い、海外宣教、ゴ

スペル教室、神学校もしています。

【HP】http://on-the-river.net/

【E-Mail】on-the-river@nifty.com

新潟愛泉伝道所［日基教団］

〒950-0911　新潟市中央区笹口2-12-1 まるよし第5ビル

301　◇JR小針駅から徒歩5分　◇創立／1985年（15人）　

◇加藤 久孝

長岡きよめキリスト祈の家［きよめ教会］

〒940-1106　長岡市宮内8-3-16 蕪木方　Tel.0258-31-

8521 Fax.0258-31-8522　◇長岡駅から徒歩30分　◇創立

／1984年（6人）　◇蕪木 晃　◇礼拝／10:30

長岡聖契キリスト教会［NSKK］

〒940-0041　長岡市学校町1-10-31　Tel.0258-32-8346 

Fax.0258-39-3898　◇JR長岡駅から徒歩15分　◇創立／

1950年（52人）　◇日吉 俊泰、日吉 真実、日吉 宰子　◇

礼拝／9:00,10:00,19:30　◇特色／水曜日午前10時と午後7

時30分の2回祈祷会。礼拝は英語、ポルトガル語の同時通

訳があります。

【E-Mail】makotoh@seagreen.ocn.ne.jp

長岡聖ルカ教会［聖公会］

〒940-0094　長岡市中島5-12-5　Tel&Fax.0258-33-

3078　◇長岡駅からバス「中島5丁目」停　◇創立／

1910年（24人）　◇中尾 志朗、鈴木 光信　◇礼拝／

10:30

長岡福音キリスト教会［伝道福音］

〒940-2105　長岡市緑町1-38-50　Tel&Fax.0258-27-

6494　◇バス「大島三丁目」停、徒歩5分　◇創立／

1954年（55人）　◇大地 一弘　◇礼拝／10:30　◇特色

／木曜日午後7時30分から祈り会。

【E-Mail】nagaoka-church@hotmail.co.jp

長岡ルーテルキリスト教会［NRK］

〒940-1151　長岡市三和3-3-16　Tel&Fax.0258-33-

8067　◇芝 亨

美園カルバリチャペル［伝道福音］

〒940-0866　長岡市美園2-6-16　Tel&Fax.0258-33-

8522　◇JR長岡駅からバス「新保」停、徒歩1分　◇創

立／1989年（12人）　◇真島 香織　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午前10時〜、午後7時30分から祈祷会。土曜

日午後1時30分から子ども会。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~misono07/

新潟市秋葉区 Niigata-shi,Akiha-ku

新津教会［日基教団］

〒956-0835　新潟市秋葉区朝日144-4　Tel&Fax.0250-

24-7076　◇JR古津駅から徒歩1分　◇創立／1954年（58

人）　◇熊江 秀一、熊江 知恵

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~niitsuch/

新津福音キリスト教会［同盟基督］

〒956-0024　新潟市秋葉区山谷町3-2-8　Tel.0250-22-

3398 Fax.0250-22-3663　◇JR新津駅西口から徒歩10分　

◇創立／1964年（110人）　◇松永 堡智、小池 宏明　◇

礼拝／10:00

【HP】http://niitsu.moo.jp/

新津ルーテルキリスト教会［NRK］

〒956-0832　新潟市秋葉区新津秋葉1-8-10　Tel.0250-22-

0578　◇JR新津駅から徒歩3分　◇士反 賢一
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新潟のぞみルーテル教会［NRK］

〒951-8161　新潟市中央区関屋松波町2-83　Tel.025-266-

1525 Fax.025-231-5735　◇宮澤 重徳、シーバス，ジャネ

イ、ファーフ，ピーター

新潟福音教会［同盟基督］

〒950-1147　新潟市中央区高美町1-15　Tel.025-280-0722 

Fax.025-280-0723　◇JR新潟駅万代口からバス「高美町」

停、徒歩1分　◇創立／1955年（118人）　◇笹川 雅弘、

木村 愛　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／木曜日午前10時

30分からと午後7時30分から祈祷会。第2・第4火曜日午前

10時30分から未就園児向け親子教室。

【HP】http://www.alles.or.jp/~nigatach/

東中通教会［日基教団］

〒951-8116　新潟市中央区東中通一番町86　Tel.025-222-

7429 Fax.025-222-7439　◇JR新潟駅から車10分　◇創

立／1875年（279人）　◇福井 博文　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ac.auone-net.jp/~higashic/

【E-Mail】higashinakadoori-c@r8.dion.ne.jp

東新潟教会［日基教団］

〒950-0075　新潟市中央区沼垂東2-11-13　Tel&Fax.025-

247-0058　◇JR新潟駅　◇創立／1955年（49人）　◇小

池 正造　◇礼拝／10:30

【HP】http://higashiniigata.hp.infoseek.co.jp/

新潟市西蒲区 Niigata-shi,Nishikan-ku

巻キリスト教会［伝道福音］

〒953-0041　新潟市西蒲区巻甲1584　Tel&Fax.0256-72-

7192　◇JR巻駅から徒歩30分［連絡先：佐藤 浩昭　〒

953-0041　新潟県新潟市西蒲区巻甲1547-1 Tel.070-5469-

3001］　◇創立／1975年（25人）　◇佐藤 浩昭、佐藤 乃

里子、小林 美樹子　◇礼拝／9:00,10:30　◇特色／毎週

土曜午前10時30分より子供会があります。礼拝は信徒向

けが日曜朝9時から、一般向けが10時30分からです。

【HP】http://www.praisechapel.net

【E-Mail】sugar_pastor@kiu.biglobe.ne.jp

巻祝福教会［日基教団］

〒950-0000　新潟市西蒲区赤鏥801-9 亀倉方　Tel& 

Fax.0256-72-6860　◇JR巻駅から徒歩20分　◇創立／

2003年（30人）　◇手束 信吾　◇礼拝／10:30　◇特色

／毎週日曜日は教会学校10:00、祈祷会 20:00。

巻聖泉キリスト教会［単立／独立］

〒953-0041　新潟市西蒲区巻甲423 桑原医院内　Tel& 

Fax.0256-72-1977　◇JR巻駅から徒歩10分［連絡先：桑

原医院 Tel.0256-72-2221］　◇創立／1973年（19人）　◇

平野 一郎　◇礼拝／10:30

新潟市西区 Niigata-shi,Nishi-ku

アッセンブリー新潟キリスト教会＝グレイ
スチャペル［アッセンブリー］

〒950-2037　新潟市西区大野164-1　Tel.025-261-5522 

Fax.025-261-6077　◇JR新潟大学前駅から徒歩7分　◇

新潟教会［KCCJ］

〒950-0951　新潟市中央区鳥屋野431-56 ベテルハウス

1F　Tel&Fax.025-283-8304　◇高速女池ICすぐ　◇創立

／1990年（36人）　◇外国語／韓国語

【E-Mail】niigata@hosanna.net

新潟教会［日基教団］

〒951-8114　新潟市中央区営所通二番町709-2　Tel.025-

222-3420 Fax.025-222-3428　◇JR新潟駅からバス「東中

通」停　◇創立／1886年（294人）　◇上島 一高

新潟きよめキリスト祈の家［きよめ教会］

〒950-0912　新潟市中央区南笹口1-9-17 笹口グリーンハ

イツ503号　山崎方　Tel.025-247-2293　◇山崎 芳男

新潟信濃町教会［日基教団］

〒951-8152　新潟市中央区信濃町17-4　Tel&Fax.025-

231-4868　◇JR関屋駅から徒歩5分　◇創立／1988年（58

人）　◇小淵 康而　◇礼拝／10:30　◇特色／小グループ

（3人〜8人）の祈りの交わり。第2金曜日夕賛美礼拝。水

と金の午後毎週子供グループ会。

【HP】http://www.nsch.jp/

新潟小隊［救世軍］

〒950-0000　新潟市中央区古町通十番町1724-1　Tel& 

Fax.025-229-2003　◇JR新潟駅からバス20分　◇創立／

1919年　◇中川 邦男、中川 八重子

新潟聖書教会［伝道福音］

〒950-0973　新潟市中央区上近江3-37-28　Tel&Fax.025-

283-8324　◇バス「上近江」停、徒歩5分［連絡先：吉澤 

恵一郎　〒956-0805　新潟県新津市中野5-3-8 Tel.0250-

23-2697］　◇創立／1970年（26人）　◇吉澤 恵一郎　◇

礼拝／10:30　◇特色／若者が多く、賛美の好きな教会で

す。

新潟聖書研究会＝二七教会［無教会］

〒951-8133　新潟市中央区川岸町1-38-3 土地改良会館　

Tel.025-265-1111　◇JR白山駅から徒歩2分［連絡先：山

口 賢一　〒950-0052　新潟県新潟市東区秋葉通2-3722 

Ｒ3-403 Tel.025-275-6192］　◇創立／1895年（18人）　

◇礼拝／10:00　◇特色／草の根の平信徒が集まり、共に

聖書を学び、日々支え合い、神と隣人・社会に仕えること

を目指している。

新潟聖パウロ教会［聖公会］

〒951-8124　新潟市中央区医学町通二番町74　Tel&Fax. 

025-222-0474　◇JR新潟駅からバス「市役所前」停、徒

歩1分　◇創立／1952年（82人）　◇中尾 志朗　◇礼拝

／7:00,10:30

新潟伝道所［東洋ローア］

〒951-8131　新潟市中央区白山浦2-180-3 白新地区コミュ

ニティハウス(郵便物の差出不可)　◇JR白山駅から徒歩10

分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-

0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-

294-6012］　◇創立／1975年（55人）　◇竹内 つづみ　

◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧

師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。音声

への通訳はありません。
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山の下福音教会［同盟基督］

〒950-0028　新潟市東区小金台17-2　Tel.025-275-4631 

Fax.025-272-3037　◇JR新潟駅からバス「浜谷町」停、

徒歩2分　◇創立／1966年（21人）　◇長谷部 愛実　◇

礼拝／10:30

新潟市南区 Niigata-shi,Minami-ku

白根ルーテルキリスト教会［NRK］

〒950-1214　新潟市南区上下諏訪木1148-4　Tel&Fax. 

025-372-3916　◇JR新潟駅万代口からバス「（白根）横町」

停、徒歩15分　◇創立／1950年（29人）　◇若林 学　◇

礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30分から週日礼

拝。木曜日午前10時から聖書会。メルマガ毎週配信中。

登録はホームページより。

【HP】http://church.ne.jp/shirone/

【E-Mail】sirone-r@apost.plala.or.jp

見附市 Mitsuke-shi

見附教会［日基教団］

〒954-0056　見附市南本町2-7-4　Tel&Fax.0258-62-

1958　◇JR見附駅　◇創立／1953年（32人）　◇柳田 剛

行　◇礼拝／10:15

【E-Mail】takeyappy@yahoo.co.jp

南魚沼市 Minamiuonuma-shi

浦佐キリスト教会［伝道福音］

〒949-7302　南魚沼市浦佐917-3　Tel&Fax.025-777-

4632　◇浦佐駅から徒歩3分　◇創立／1983年（14人）　

◇佐藤 勇　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分

から祈祷会。主日礼拝は地元の日本人と、国際大学の留

学生たちによって同時に持たれる。

【E-Mail】urasa-ch@samba.ocn.ne.jp

TLCCC主の町シオン教会［主の十字架］

〒949-6626　南魚沼市六日町87-10 金井ビル2F　Tel.090-

5589-1086　◇JR六日町駅から徒歩3分　◇創立／1994年

（9人）　◇ハンナ 常山、上村 千恵子、星 ユキ　◇礼拝／

10:00

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~shunomac/

六日町キリスト教会［伝道福音］

〒949-6623　南魚沼市六日町1299-3　Tel&Fax.025-772-

3321　◇JR六日町駅から徒歩15分　◇創立／1963年（16

人）　◇渡辺 不二夫、安田 恵梨　◇礼拝／10:30　◇特

色／大清水トンネルを抜けて、新潟県にはいると最初にあ

る教会です。越後湯沢から車で30分です。

妙高市 Myoko-shi

新井教会［日基教団］

〒944-0044　妙高市栄町3-16　Tel.0255-72-2857　◇JR

新井駅から徒歩5分　◇創立／1908年（9人）　◇落合 千

衣子　◇礼拝／14:30

創立／1981年（80人）　◇土屋 潔、土屋 康　◇礼拝／

10:30,14:30　◇外国語／英語　◇特色／木曜日午前10時

30分、午後7時から祈祷会。礼拝で英語通訳があります。

【HP】http://www.asahi-net.or.jp/~yv5k-tcy/

【E-Mail】grace-chapel@niigata.email.ne.jp

五十嵐キリスト教会［同盟基督］

〒950-2102　新潟市西区五十嵐二の町7492-78　Tel& 

Fax.025-262-0551　◇JR新潟大学前駅から徒歩20分　◇

創立／1975年（17人）　◇山岸 直生　◇礼拝／10:30

宇都宮教会所属新潟伝道所［改革派］

〒950-2003　新潟市西区東青山1-9-8　Tel.050-3006-

4522　◇JR青山駅から徒歩15分［連絡先：宇都宮教会　

〒322-0002　栃木県鹿沼市千渡1256-6 Tel.0289-63-

5499］　◇創立／1998年（5人）　◇片岡 正雄、馬 栄烈　

◇礼拝／10:30,17:00

小針キリスト教会［伝道福音］

〒950-2042　新潟市西区坂井617-5　Tel&Fax.025-260-

2668　◇JR新大前駅から徒歩25分　◇創立／1972年（15

人）　◇荒井 信一　◇礼拝／10:30

シオンが丘キリスト教会［同盟基督］

〒950-2076　新潟市西区上新栄町4-5-71　Tel&Fax.025-

268-3712　◇JR寺尾駅から徒歩15分［連絡先：Tel.025-

268-6681］　◇創立／1975年（33人）　◇児玉 幸　◇礼

拝／10:15,19:30　◇特色／水曜日午前10時30分から婦人

会、午後7時30分から祈祷会。日曜日午前9時15分からキ

ッズアワー。

新潟グローリーチャペル［単立／独立］

〒950-2053　新潟市西区寺尾前通1-14-16　Tel.025-233-

2278　◇JR寺尾駅　◇坪井 永人

新潟シャロームキリスト教会［ルーテル同胞］

〒950-1111　新潟市西区大野町3357-1　Tel&Fax.025-

379-1449　◇バス「大野仲町」停、徒歩3分　◇創立／

1992年（15人）　◇高山 典久　◇礼拝／10:30　◇特色／

通常の宗教活動の他にボランティア活動で保育園やその

他施設訪問を始めました。

新潟めぐみ教会［JCM］

〒950-0000　新潟市西区小針6-53-6　Tel&Fax.025-267-

0525　◇JR小針駅から徒歩15分　◇北 洋子

ヨハン新潟キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒950-0000　新潟市西区坂井792 オーパスラフィーネ

106　Tel&Fax.025-201-7533　◇JR新潟大学前駅から徒

歩5分　◇権 寧満、安 昭永

【HP】http://niigata.yohan.jp/

新潟市東区 Niigata-shi,Higashi-ku

新潟松園キリスト教会［ホーリネス］

〒950-0023　新潟市東区松園2-8-22　Tel&Fax.025-275-

1637　◇バス「有楽1丁目」停、徒歩2分　◇小林 真理子
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のみ)　◇特色／別荘地に在る教会ゆえに、礼拝は夏季の

み守る。無牧のため、礼拝の説教者選定が課題。

【HP】http://www.geocities.jp/avant_garde_miru/INDEX.HTM

村上市 Murakami-shi

村上教会［日基教団］

〒958-0853　村上市山居町2-10-22　Tel.0254-52-4431 

Fax.0254-53-6595　◇JR村上駅から徒歩7分　◇創立／

1878年（36人）　◇真鍋 佑一

村上福音キリスト教会［同盟基督］

〒958-0864　村上市肴町14-1　Tel&Fax.0254-53-1908　

◇JR村上駅から徒歩8分　◇宮本 直洋、宮本 克子　◇礼

拝／11:00

新井聖書教会＝ヘブンズゲート・チャペル［伝

道福音］

〒944-0008　妙高市柳井田町1-11-12　Tel&Fax.0255-72-

3826　◇JR北新井駅から徒歩3分　◇創立／1963年（26

人）　◇早津 栄　◇礼拝／10:30

聖和会　新井教会［単立／独立］

〒944-0017　妙高市中央町9-3　Tel.0255-72-9179　◇JR

新井駅から徒歩13分　◇創立／1945年（33人）　◇笹川 

英子　◇礼拝／9:30　◇特色／子供から高齢者まで集う

小さな教会礼拝の時と場を共有させて下さる主に在りて、

信仰継承の導きが願われます。

妙高高原教会［日基教団］

〒949-2112　妙高市関川字平石2245-2　◇JR妙高高原駅

からバス｢妙高高原ビジターセンター入口｣停、徒歩3分　

◇創立／1965年（6人）　◇小友 聡　◇礼拝／9:30(夏季



新
潟

長
野

山
梨

静
岡

富
山

石
川

岐
阜 愛
知

福
井

富
山
県

●
県
庁
／
富
山
市

●
市
町
村
数
／
10
市
4町
1村

●
人
口
／
1,
10
1,
63
7人

●
教
会
数
／
41
教
会

■
教
会
所
在
地
(1
3)

■
教
会
未
設
置
(2
)

高
岡
市

射
水
市

滑
川
市

氷
見
市

黒
部
市

小
矢
部
市

中
新
川
郡

舟
橋
村

魚
津
市

上
市
町 立
山
町

入
善
町

朝
日
町

富
山
市

中
新
川
郡

下
新
川
郡

南
砺
市

砺
波
市

富
山
県

中
部
地
方

364
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

MAP



富
山
県

中
部
地
方

L
IF

E
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

365
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

富山県──地域の宣教資料

　宣教人国記：富山の浄土真宗寺院に生まれた亀谷凌

雲（1888〜1973）は、仏教僧侶よりキリスト教の牧師

になった。東大哲学科卒業後、小樽中学教諭となった

頃に求道心を起こし金森通倫により導かれて、メソジ

スト宣教師から受洗した。東京神学社に学び、キリス

ト教は仏教の破壊者でなく完成であるとして、郷里の

新庄に教会を設立。終生、新庄教会での伝道牧会にあ

たった。その著『仏教から基督へ』はベストセラーと

なった。伝道師で画家の石川熊太郎（1844〜1917）は、

ウィン宣教師に導かれて富山で最初の信徒となった。

南画を描いたが耶蘇（ヤソ）のレッテルを張られ絵は

売れなかった。後に、伝道者としても活動した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【射水市】新湊市、射水郡小杉町・大門町・下村・大

島町。【黒部市】黒部市、下新川郡宇奈月町。【高岡市】

高岡市、西礪波郡福岡町。【砺波市】砺波市、東礪波

郡庄川町。【富山市】富山市、上新川郡大沢野町・大

山町、婦負郡八尾町・婦中町・山田村・細入村。【南砺

市】東礪波郡城端町・平村・上平村・利賀村・井波町・

井口村・福野町、西礪波郡福光町。

 中 部 地 方 富 山 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

富 山 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   T o y a m a 　

0083　富山県富山市総曲輪4-4-1　Tel.076-421-4090 Fax. 

076-421-5168　◇富山地方鉄道丸の内駅から徒歩3分　◇

創立／1910年　◇園長／奥原 望　◇特色／カナダ・メソ

ジスト教会婦人宣教師マーガレット・Ｅ・アームストロン

グが創立した富山県最初の私立幼稚園です。

【HP】http://www.aoba-yochien.jp/

【E-Mail】kurosawa@tam.ne.jp

愛護幼稚園
［カトリック幼稚園］〒930-0064　富山県富山市山王町

4-49　Tel.076-423-4342

石動青葉保育園
［保育園］　［（福）石動青葉福祉会］〒932-0046　富山県

小矢部市観音町5-4　Tel&Fax.0766-67-0833　◇JR石動

駅から徒歩10分　◇創立／1912年　◇園長／井幡 清志

【HP】http://aobahoikuen.com/

小矢部カトリック明星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒932-0836　富山県小矢部市埴生

1581　Tel.0766-67-0991

坂ノ下保育園
［保育園］　［(福)坂ノ下福祉会］〒933-0039　富山県高岡

　お店・事業

シオン音楽教室
［ピアノ・オルガン教室・ゴスペル指導・ボイストレーニ

ング］〒931-8305　富山県富山市豊若町2-7-53　Tel&

Fax.076-437-5641　◇国道8号線豊田西から車3分　◇代

表／高城 三千子　◇特色／「音楽、って素敵」という生

徒達の声。子どもから年配の方まで、毎日音楽のある暮ら

ししませんか？

【E-Mail】wwjdmichi@grape.or.jp

ムラサキスポーツ 高岡店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒933-

0813　富山県高岡市下伏間江383 イオン高岡ショッピン

グセンター 3F　Tel.0766-27-7674　◇代表取締役会長／

金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

　幼稚園・保育園・学童

アームストロング青葉幼稚園［青葉幼稚園］

［幼稚園］　［(学)アームストロング青葉幼稚園］〒930-
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射水市 Imizu-shi

単立バプテスト足洗キリスト教会［単立／独立］

〒933-0243　射水市本江足洗2311-2　Tel&Fax.0766-86-

4227　◇バス「足洗」停、徒歩3分　◇創立／2002年　

◇菅野 ヨシュア　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.geocities.jp/asiarai_kyoukai/

【E-Mail】koinonia@hotmail.co.jp

歌の森聖書バプテスト教会＝小杉バプテス
ト教会［単立／独立］

〒939-0351　射水市戸破1536-1　Tel&Fax.0766-56-

6503　◇JR小杉駅から徒歩30分　◇創立／1983年（45

人）　◇斎藤 秀文、秋山 和雄　◇礼拝／10:30,14:00

【HP】http://www.geocities.jp/utanomoribaptist/

新湊キリスト教会［単立／独立］

〒934-0053　射水市朴木86-3　Tel&Fax.0766-84-3514　

◇カウフマン，ジョエル、リルジャクイスト，リンダ、星

野 弘治　◇礼拝／10:30

【E-Mail】jkaufman@teamjapan.org

魚津市 Uozu-shi

魚津教会［日基教団］

〒937-0806　魚津市友道1863-7　Tel.0765-24-5856 Fax. 

0765-24-5803　◇JR魚津駅　◇創立／1906年（24人）　

◇ウェラー，ルツ・エステル　◇礼拝／10:30,15:00　◇

外国語／英語（15:00第3）　◇特色／礼拝の中に児童説教

あり。車イスあります。英語やドイツ語の方も大歓迎です。

【E-Mail】uozuc100@nice-tv.jp

小矢部市 Oyabe-shi

石動教会［日基教団］

〒932-0046　小矢部市観音町5-4　Tel&Fax.0766-67-

0833　◇JR石動駅から徒歩10分　◇創立／1912年（36

人）　◇井幡 清志　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.isurugi.org/

小矢部キリスト教会＝北陸オアシスチャペ
ル［アッセンブリー］

〒932-0053　小矢部市石動町4-9　Tel&Fax.0766-67-

3321　◇JR石動駅から徒歩1分　◇創立／1994年（10

人）　◇稲葉 隆子　◇礼拝／10:30　◇特色／｢北陸オア

シスチャペル｣と愛称を与えられ、多くの人達が人生の港

のごとく慰められ新しくされています。

富 山 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   T o y a m a 　

市大手町17-17　Tel.0766-24-4422 Fax.0766-24-4151　◇

JR高岡駅から徒歩10分　◇創立／1913年　◇園長／風間 

宣夫　◇特色／0才〜就学前まで。様々な保育サービスを

「愛されていることを知り、愛する者となるために」を理

念に行う。

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~i-hoiku/

【E-Mail】i-hoiku@peach.ocn.ne.jp

高岡カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒933-0055　富山県高岡市中川園町

8-37　Tel.0766-22-6535

出町青葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)出町青葉幼稚園］〒939-1377　富山県砺

波市寿町3-10　Tel.0763-32-2848 Fax.0763-32-2857　◇

JR砺波駅から徒歩10分　◇創立／1916年　◇理事長／大

橋 孝子、園長／佐野 治

【HP】http://www6.nsk.ne.jp/~demachi-aoba/youchien

【E-Mail】demachi-aoba@po6.nes.ne.jp

富山聖マリア保育園
［保育園］　［(福)富山聖マリア会］〒930-0065　富山県富

山市星井町2-5-4　Tel.076-421-6962 Fax.076-421-6939　

◇創立／1950年　◇園長／谷 市三

福光青葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)福光キリスト教学園］〒939-1732　富山

県南砺市荒木1301-1 939-1732　Tel.0763-52-1008 Fax. 

0763-52-5423　◇JR福光駅から徒歩10分　◇創立／1926

年　◇園長／横山 秀紀

【HP】http://fuku3aoba.group.nanto-e.com/

【E-Mail】fuku3aoba@nanto-e.com

福野青葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)福野青葉幼稚園］〒939-1561　富山県南

砺市福野1071　Tel&Fax.0763-22-2530　◇JR福野駅から

徒歩10分　◇創立／1927年　◇園長／木俣 修

【HP】http://www6.nsk.ne.jp/~k036/

明星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック名古屋教区］〒937-

0803　富山県魚津市本江新町2-12　Tel&Fax.0765-24-

1449　◇JR魚津駅から徒歩10分
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福岡町キリスト教会(伝)［アッセンブリー］

〒939-0117　高岡市福岡町福岡新663-1　Tel&Fax.0766-

64-5298　◇JR福岡駅から徒歩8分　◇創立／1982年（16

人）　◇三浦 金一郎、三浦 ミセ　◇礼拝／10:30

伏木キリスト教会（伝）［アッセンブリー］

〒933-0105　高岡市伏木錦町15-4　Tel&Fax.0766-44-

4843　◇JR伏木駅から徒歩3分　◇創立／1970年（10

人）　◇安斎 来、安斎 供栄

砺波市 Tonami-shi

出町教会［日基教団］

〒939-1377　砺波市寿町3-10　Tel.0763-32-2848 Fax. 

0763-32-2857　◇JR砺波駅から徒歩10分　◇創立／1911

年（19人）　◇佐野 治　◇礼拝／10:30

【HP】http://www6.nsk.ne.jp/~demachi-aoba/kyoukai

【E-Mail】demachi-aoba@po6.nes.ne.jp

富山市 Toyama-shi

活けるキリスト富山一麦教会［単立一麦の群］

〒930-0875　富山市寺町けやき台75　Tel&Fax.076-431-

1764　◇JR西富山駅から徒歩4分　◇創立／1973年（36

人）　◇小林 松枝　◇礼拝／10:15

インマヌエル富山キリスト教会［IGM］

〒930-0966　富山市石金3-4-22　Tel.076-421-1357　◇

JR富山駅からバス20分　◇創立／1973年　◇西田 价宏、

西田 靖子　◇礼拝／10:30

呉羽キリスト教会［伝道福音］

〒930-0127　富山市呉羽丸富町7187-29　Tel&Fax.076-

434-3313　◇JR呉羽駅から徒歩20分　◇創立／1988年

（17人）　◇一重 実　◇礼拝／10:30

TLCCC富山教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

エゼキエル 北島　〒951-8063　新潟県新潟市中央区古町

通11-1699 Tel.025-249-6422］　◇創立／1999年（5人）　

◇エゼキエル 北島、北島 美世子　◇特色／聖書通りに

預言やいやし等の御霊の賜物を用い、海外宣教、ゴスペ

ル教室、神学校もしています。

【E-Mail】on-the-river@nifty.com

富山愛真教会［イエス・キリスト］

〒939-8073　富山市大町２区208-2　Tel&Fax.076-422-

5338　◇JR富山駅から市電「南富山」停、徒歩1分　◇

創立／1989年（13人）　◇久保田 忍、久保田 昌子　◇礼

拝／10:30　◇特色／若い母親の幼児教育支援のために、

すばらしい聖書的幼児教育要領「母のために」（髙崎能樹

著）の学びあり。

富山鹿島町教会［日基教団］

〒930-0086　富山市鹿島町2-2-10　Tel.076-421-1610 

Fax.076-421-6409　◇JR富山駅から市電「諏訪川原」停、

徒歩3分　◇創立／1883年（172人）　◇小堀 康彦　◇礼

拝／10:20,19:00　◇特色／改革・長老教会の伝統に立つ

黒部市 Kurobe-shi

黒部キリスト教会［同盟基督］

〒938-0031　黒部市三日市717-12　Tel&Fax.0766-21-

5444　◇電鉄東三日市駅から徒歩2分　◇創立／1971年

（7人）　◇木谷 信三　◇礼拝／15:00

黒部バプテスト教会［単立／独立］

〒938-0027　黒部市中新224-3　Tel.0765-54-2553 Fax. 

0765-57-2308　◇JR黒部駅から車5分　◇創立／1982年

（15人）　◇泉 成男　◇礼拝／10:30　◇特色／子どもの

集会が14：00から。ほかの曜日も集会があります。お問い

合わせください。

【HP】http://kurobe505.chu.jp

【E-Mail】kurobe505@olive.plala.or.jp

高岡市 Takaoka-shi

シオンクリスチャンフェロシップ富山［Z.C.F］

〒933-0837　[郵便不可]高岡市上北島241 高岡セントマリ

ーズ教会（結婚式場）［連絡先：高松 四十七　〒930-

0972　富山県富山市長江新町1-4-7 Tel.076-424-4800］　

◇高松 四十七　◇礼拝／18:30

【HP】http://www.geocities.jp/zcft1470/

高岡教会［日基教団］

〒933-0039　高岡市大手町16-12　Tel&Fax.0766-22-

2454　◇JR高岡駅から徒歩10分　◇創立／1881年（101

人）　◇風間 宣夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://takaoka-ch.asablo.jp/blog/

高岡キリスト恵み教会［単立／独立］

〒933-0016　高岡市大野659　Tel&Fax.0766-26-2387　

◇JR高岡駅から徒歩10分　◇創立／1988年（11人）　◇

古川 正博　◇礼拝／10:30

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~kyokai/

【E-Mail】t-church@rapid.ocn.ne.jp

高岡バイブル・バプテスト教会［JBBF］

〒933-0983　高岡市守護町2-4-2　Tel.0766-23-3938　◇

JR高岡駅　◇創立／1988年　◇本江 正平　◇礼拝／

10:30

高岡バプテスト教会［福音バプ連合］

〒933-0013　高岡市三女子26　Tel&Fax.0766-21-6029　

◇JR高岡駅からバス10分　◇創立／1955年（104人）　◇

渡部 敬直、渡部 勝実、シルバ，シモニダス　◇礼拝／

10:45　◇外国語／タガログ語　◇特色／青少年児童伝

道、タガログ語集会等があり、海外にある日本人教会のよ

うな超教派的な特色があります。

高岡福音キリスト教会［同盟基督］

〒933-0866　高岡市清水町2-1-3　Tel.0766-25-6289 Fax. 

0766-21-5444　◇JR高岡駅から徒歩10分　◇創立／1965

年（10人）　◇木谷 信三　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜

日の午後7時から聖書の学びと祈り会。
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富山二番町教会［日基教団］

〒930-0061　富山市一番町3-4　Tel.076-421-9603 Fax. 

076-421-9609　◇JR富山駅から市電環状線「グランドプ

ラザ」停、徒歩1分　◇創立／1891年（129人）　◇小宮

山 剛　◇礼拝／10:15,19:30　◇特色／水曜日午前10時30

分、および午後7時30分から祈祷会。

【HP】http://www.nibanmati.jp/

【E-Mail】nibanmachi@m3.dion.ne.jp

富山福音キリスト教会［伝道福音］

〒930-0852　富山市奥田寿町2-23　Tel.076-431-7254 

Fax.076-431-7978　◇JR富山駅から徒歩10分　◇創立／

1966年（67人）　◇大内 正

水橋バイブル・チャーチ［福音バプ連合］

〒939-0526　富山市水橋舘町63-12　Tel&Fax.076-478-

2385　◇JR水橋駅から車5分［連絡先：ヨシュア・バウテ

ィスタ　〒931-8333　富山県富山市蓮町2-4-25 Tel.076-

411-4475］　◇創立／1984年（58人）　◇バウティスタ，

ヨシュア、本郷 雅美、飯久保 ゾーエ、鍾 ジョイス、張 

チーケイ、楊 シウミン、徐 メリー　◇礼拝／10:30　◇

外国語／英語、タガログ語、中国語　◇特色／英語・タ

ガログ語・中国語の通訳あり。国際色豊かな、元気でアッ

トホームな教会です。

【HP】http://mizubc.otto.to/

【E-Mail】mizubc@hotmail.co.jp

恵みバプテスト教会［福音バプ連合］

〒939-8073　富山市大町二区240　Tel&Fax.076-425-

6861　◇大町駅から徒歩5分　◇創立／1960年（35人）　

◇今井 暢彦　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30

分から祈祷会。日曜日午前6時45分からKNBラジオの「聖

書の話」

滑川市 Namerikawa-shi

活けるキリスト滑川一麦教会＝プレイヤー・
ヒルズ・チャーチ［単立一麦の群］

〒936-0835　滑川市開559　Tel&Fax.076-474-0037　◇

北陸自動車道滑川ICから車2分　◇創立／2004年（11

人）　◇金子 昭典、金子 まゆみ　◇礼拝／8:30(月〜土),

9:00　◇特色／礼拝は365日、毎日行っています。ホーム

スクールリングを支援するチャーチスクール（小学生〜高

校生）を行っています。

【HP】http://plaza.rakuten.co.jp/phcnamerikawa

南砺市 Nanto-shi

福野伝道所［日基教団］

〒939-1561　南砺市福野町1071　Tel.0763-22-2530 Fax. 

0763-22-7399　◇JR福野駅から徒歩10分　◇創立／1927

年（12人）　◇木俣 修　◇礼拝／10:00

福光教会［日基教団］

〒939-1654　南砺市福光町1006　Tel&Fax.0763-52-

0443　◇JR福光駅［連絡先：福光青葉幼稚園　〒939-

1732　富山県南砺市荒木1301-1 Tel.0763-52-1008］　◇創

立／1914年（14人）　◇横山 秀紀

教会。リードオルガンの奏楽は一級品。讃美の声の大きさ

は特大。託児もあります。

【HP】http://w2322.nsk.ne.jp/~tkchurch/

【E-Mail】tkasm-ch@plum.ocn.ne.jp

富山キリスト教会［アッセンブリー］

〒939-8062　富山市上堀南町66-2　Tel&Fax.076-491-

4622　◇JR富山駅から車20分　◇創立／1985年（11人）　

◇佐野 兼司、佐野 里美　◇礼拝／10:30

【HP】http://agtoyama.at.webry.info/

【E-Mail】toyama-ag@nifty.com

富山小泉町キリスト教会［バプ連盟］

〒939-8081　富山市堀川小泉町681　Tel&Fax.076-491-

2273　◇市電「小泉町」停、徒歩3分　◇創立／1960年（38

人）　◇閔 丙俊　◇礼拝／10:30　◇外国語／韓国語　◇

特色／感動あふれた礼拝と家族的な交わりのある教会で

す。韓国語通訳あります。

【E-Mail】toyama-bap@live.jp

富山ゴスペルチャーチ＝ゴスペルチャーチ
［単立／独立］

〒939-8003　富山市西公文名町10-42　Tel&Fax.076-493 

-4535　◇富山地鉄大泉駅から徒歩5分　◇創立／1999年

（13人）　◇春藤 伸一、本郷 雅美　◇礼拝／18:00　◇特

色／結婚式場で毎週日曜日午後6時より礼拝。ゴスペル月

3回午後7時。セルチャーチとして開拓中。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~shunto/

【E-Mail】st.mary-shunto@juno.ocn.ne.jp

富山新庄教会［日基教団］

〒930-0982　富山市荒川5-6-15　Tel&Fax.076-423-

1539　◇富山地鉄本線東新庄駅　◇創立／1919年（77

人）　◇坪内 克浩　◇礼拝／10:15　◇特色／子どもと大

人が合同で主日礼拝を守り、礼拝後、「子ども会」の活動

をしています。

【HP】http://www.geocities.jp/toyamashinjoch/

【E-Mail】tsubo@f2.dion.ne.jp

富山聖書教会［同盟基督］

〒939-2745　富山市婦中町広田5751　Tel.076-465-4056 

Fax.076-411-7056　◇JR富山駅からバス「広田」停、徒

歩3分　◇創立／1995年（12人）　◇北林 行雄　◇礼拝

／10:30　◇外国語／英語　◇特色／毎週の平日礼拝と、

英語の聖書をわかりやすく解説する青年向けのバイブル・

スタデイを毎月実施しています。

富山聖マリア教会［聖公会］

〒930-0065　富山市星井町2-5-4　Tel.076-421-6962 Fax. 

076-421-6939　◇創立／1900年（47人）　◇矢萩 新一、

谷 市三　◇礼拝／10:30

富山伝道所［東洋ローア］

〒930-0862　富山市有沢44-2　◇JR富山駅からバス「有

沢」停［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-

0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-

294-6012］　◇創立／1965年（36人）　◇砂川 昇一　◇

礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧

師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。音声

への通訳はありません。
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中新川郡 Nakaniikawa-gun

上市クリスチャンセンター伝道所［アッセンブリー］

〒930-0353　中新川郡上市町法音寺31　Tel&Fax.076-

472-5373　◇富山地方鉄道上市駅から徒歩5分　◇創立

／1995年（10人）　◇大引 毅代史　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午前10時30分から祈祷会。金曜午前11時か

らバイブルスタディ。月曜日午後2時からKid's Church。

【E-Mail】axl@oboe.ocn.ne.jp

ゆり（教会）友の会［単立／独立］

〒930-0275　中新川郡立山町利田84　Tel.090-7748-

3385　◇富山地方鉄道越中三郷駅から徒歩20分　◇創立

／2000年（3人）　◇ウェラー，ルツ・エステル　◇礼拝

／20:00(金)　◇特色／家庭的な集会です。第1・3の金曜

日午前10時半より聖書の学びがあります。ウェスレアンホ

ーリネス系。

【E-Mail】wahrer.ruthester@rouge.plala.or.jp

氷見市 Himi-shi

氷見キリスト教会［アッセンブリー］

〒935-0025　氷見市鞍川1486-2　Tel.0766-74-3993 Fax. 

0766-74-3986　◇JR氷見駅からバス5分　◇創立／1979

年（31人）　◇大引 毅代史、大引 巻代　◇礼拝／10:30

下新川郡 Shimoniikawa-gun

入善キリスト教会［アッセンブリー］

〒939-0624　下新川郡入善町青島652-2　Tel.0765-72-

2118 Fax.0765-72-0960　◇JR入善駅から徒歩15分　◇創

立／1975年（59人）　◇込尾 隆義、込尾 清子　◇礼拝／

10:15,19:15

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~newzench

【E-Mail】newzenchurch@wish.ocn.ne.jp
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石川県──地域の宣教資料

　宣教人国記：弁崎外彦（1892〜1976）は、金沢市

郊外の名刹大源寺の後継者となるため修学をつむも、

十代半ばで人生の問題に悩み自殺を考えた時、救世軍

の集会によってキリストに導かれた。救世軍軍人とし

て廃娼運動に尽力し、賀川豊彦との出会いの後は、農

村伝道運動に参加、全国に伝道活動を続けた。YMCA

食堂経営者の中富外一（1890〜1977）は小松市出身。

1910年（明治43）、東京に出て青山学院構内の宣教師

のハウスコックとなったことがきっかけで入信。1920

年（大正9）より修養会・研修会などの施設として知ら

れる御殿場・東山荘の食堂経営にあたった。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【加賀市】加賀市、江沼郡山中町。【かほく市】河北郡

高松町･七塚町･宇ノ気町。【白山市】松任市、石川郡美

川町・鶴来町・河内村･吉野谷村･鳥越村･尾口村･白峰村。

【七尾市】七尾市、鹿島郡田鶴浜町・中島町・能登島町。

【能美市】能美郡根上町･寺井町･辰口町。【輪島市】輪

島市、鳳珠郡門前町。【鹿島郡中能登町】鳥屋町・鹿

島町・鹿西町。【羽咋郡志賀町】富来町・志賀町。【羽

咋郡宝達志水町】志雄町･押水町。【鳳珠郡穴水町】鳳

至郡・珠洲郡を統合。【鳳珠郡能登町】鳳至郡能都町･

柳田村、珠洲郡内浦町。

 中 部 地 方 石 川 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

石 川 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   I s h i k a w a 　

　文書伝道支援

（株）栄光プリント
［印刷全般・デザイン・ホームページ制作］〒920-0806　

石川県金沢市神宮寺3-4-17　Tel.076-251-3076 Fax.076-

252-2917　◇JR金沢駅から車5分　◇創立／1971年　◇

代表取締役社長／出村 明　◇特色／教会の記念誌や自費

出版が得意です。どうぞ信仰生活を記録として残しませ

んか？祈りをもってご協力致します。

【HP】http://www.eiko-p.co.jp/

【E-Mail】soumu@eiko-p.co.jp

CLC BOOKS金沢店［CLC金沢店］

［キリスト教専門書店］　［(宗)クリスチャン文書伝道団］

〒920-0935　石川県金沢市石引2-1-6　Tel.076-262-6307 

Fax.076-222-7665　◇JR金沢駅からバス「石引町」停　

◇店長／藤尾 光彦、中橋 弥生

【HP】http://www.clc-shop.com/e_shoppy/www/shop/online2/

shop.htm

【E-Mail】kanazawa@clc-books.com

　お店・事業

ムラサキスポーツ 金沢店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒920-

0849　石川県金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス 5F　

Tel.076-222-6661 Fax.076-222-6778　◇代表取締役会長

／金山 良雄

　教育事業・カルチャー

ノア英会話クラス
［英会話教室］　［輪島聖書教会］〒928-0001　石川県輪島

市河井町21-1-11　Tel&Fax.0768-22-2620　◇代表／荒川 

康司　◇特色／2歳児から母子クラス、小中学生、大人の

各クラスがあります。
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プチデザイン
［デザイン一般］〒921-8034　石川県金沢市泉野町4-12-

20-102　Tel.090-5057-0785　◇北陸鉄道石川線野町駅　

◇代表／宮下 摂子

　幼稚園・保育園・学童

愛香南部幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛香学園］〒921-8035　石川県金沢市泉

が丘１丁目16-8　Tel.076-241-3860 Fax.076-241-341　◇

JR金沢駅東口からバス「泉が丘」停、徒歩5分　◇園長／

土肥 聡

【HP】http://www.spacelan.ne.jp/~aikou/

海の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒928-0001　石川県輪島市河井町十

三部29-4　Tel.0768-22-2087

金沢めぐみ幼稚園
［幼稚園］〒920-0965　石川県金沢市笠舞2-6-28　Tel.

076-221-7970 Fax.076-221-7983　◇JR金沢駅からバス

「猿丸神社」停、徒歩5分　◇創立／1955年　◇園長・理

事長／田口 昭典　◇特色／定員85名の幼稚園。木の香り

が漂う円形絵本室や吹き抜けホール。子どもの遊び場と

しての幼稚園は神の恵の園。

【HP】http://www.kanazawa-megumi.jp/

【E-Mail】megumi@kanazawa-megumi.jp

カルメン幼稚園
［カトリック幼稚園］〒921-8162　石川県金沢市三馬3-32

4　Tel.076-247-0011

川上幼稚園
［幼稚園］　［(学)川上幼稚園］〒920-0968　石川県金沢市

幸町17-34　Tel&Fax.076-231-1521　◇金沢駅からバス「幸

町」停、徒歩5分　◇創立／1912年　◇園長／改田 陽子

【HP】http://www2.spacelan.ne.jp/~kawakami7/

桜木幼稚園
［幼稚園］　［(学)桜木幼稚園］〒921-8033　石川県金沢市

寺町2-12-12　Tel.076-241-0059 Fax.076-241-0120　◇JR

金沢駅東口からバス「寺町二丁目」停、徒歩2分　◇創立

／1916年　◇園長／鈴木 眞知子

【HP】http://www.spacelan.ne.jp/~kodom118/

白銀幼稚園
［幼稚園］　［（学）白銀幼稚園］〒920-0862　石川県金沢

市芳斉2-2-24　Tel.076-221-6524　◇園長／松本 征子

聖愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖愛幼稚園］〒923-0937　石川県小松市

本町3-13-1　Tel&Fax.0761-22-6087　◇JR小松駅から徒

歩10分　◇創立／1949年　◇園長／南 とし子

【HP】http://www.seiai-kg.ed.jp/

清泉幼稚園
［幼稚園］　［(学)清泉幼稚園］〒920-0911　石川県金沢市

橋場町13-17　Tel&Fax.076-231-0764　◇創立／1926

年　◇園長／新谷 裕美　◇特色／神様に愛されみんな仲

よし、もう一つのお家の様な小さな楽しい幼稚園。卯辰山、

浅野川へ散歩も大好きです。

【E-Mail】kodom123@spacelan.ne.jp

聖テレジア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒923-0907　石川県小松市浜田町ロ

42-2　Tel.0761-21-6684

聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒926-0813　石川県七尾市南藤橋町

子部58　Tel.0767-53-4585

聖ヨゼフ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒920-0962　石川県金沢市広坂1-1-

54　Tel.076-232-0720

聖ヨハネ乳児保育園
［保育園］　［(福)聖ヨハネ会］〒920-0935　石川県金沢市

石引4-3-1　Tel.076-264-2006 Fax.076-264-2086　◇JR金

沢駅からバス「出羽町」停　◇創立／1970年　◇理事長

／側垣 二也、園長／矢萩 新一　◇特色／乳児にとって

心身ともに安心して生活できる、家庭的で温かい保育園

です。

【HP】http://www.st-yohane.jp/nyuji/

長町幼稚園
［幼稚園］　［（学）長町幼稚園］〒920-0981　石川県金沢

市片町2-10-23　Tel.076-231-4881　◇JR金沢駅からバス｢

香林坊｣停、徒歩5分　◇園長／佐藤 誠司

七尾幼稚園
［幼稚園］　［(学)七尾学院］〒926-0818　石川県七尾市馬

出町75-19　Tel.0767-52-2869 Fax.0767-52-1539　◇JR七

尾駅から徒歩5分　◇創立／1916年　◇園長／釜土 達

雄　◇特色／能登半島で最も歴史のある幼稚園です。

【HP】http://www.incl.ne.jp/nanayou/

【E-Mail】nanayou@po.incl.ne.jp

羽咋白百合幼稚園
［幼稚園］　［(学)羽咋白百合幼稚園］〒925-0048　石川県

羽咋市松ヶ下町松ヶ下28-1　Tel.0767-22-0498 Fax.0767-

22-9612　◇JR羽咋駅から徒歩15分　◇園長／釜土 達雄

【HP】http://www.incl.ne.jp/sirayuri/index2.htm

【E-Mail】sirayuri@po.incl.ne.jp

（学）馬場幼稚園
［幼稚園］〒920-0844　石川県金沢市小橋町4-12　Tel.

076-221-6524

ひかり教育園
［金沢独立キリスト教会］〒920-0942　石川県金沢市小立

野4-5-1　Tel.076-231-4593 Fax.076-221-8084［連絡先：

金沢独立キリスト教会　〒920-0942　石川県金沢市小立

野4-4-18］　◇北鉄バス小立野から徒歩5分　◇創立／

1965年　◇理事長／岡田 意、副理事長／岡田 仰、園長

／道下 清子　◇特色／幼子をキリストへという使命に立

ち、神を愛し、隣人に仕える子供の育成に努めている家庭

的な教育園です。

【HP】http://www2.nsknet.or.jp/~une/kyoikuen/index2.html

【E-Mail】hikarich@yacht.ocn.ne.jp
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加賀市 Kaga-shi

加賀中央キリスト教会［同盟基督］

〒922-0821　加賀市南郷町51-10　Tel&Fax.0761-72-

3227　◇JR大聖寺駅から徒歩12分　◇創立／1953年（22

人）　◇大橋 留蔵、大橋 映子　◇礼拝／9:30　◇テレホ

ン／0761-72-2900　◇特色／喜びと力にあふれた賛美、

平安と希望に満ちた礼拝。聖徒が聖霊次元のメカニズム

で生きる霊性を指導している。

【E-Mail】kaga2001@church.mail.ne.jp

金沢市 Kanazawa-shi

泉野聖書教会［聖書教会連盟］

〒921-8034　金沢市泉野町6-2-2　Tel&Fax.076-243-

3907　◇JR金沢駅からバス「泉が丘」停、徒歩5分　◇

創立／1963年（43人）　◇中西 明、中西 殉子　◇礼拝／

10:30　◇特色／聖句書道サークル10:00（第1金曜）、英会

話サークル10:30（第2金曜）。

【E-Mail】izuminoch@yahoo.co.jp

イムマヌエル金沢泉キリスト教会［IGM］

〒921-8163　金沢市横川5-258-1　Tel&Fax.076-280-

7259　◇バス「伏見橋」停、徒歩1分　◇創立／1989年（32

人）　◇高桑 信雄、高桑 晴子　◇礼拝／10:30

石 川 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   I s h i k a w a 　

光の子保育園
［保育園］〒926-0016　石川県七尾市大和町チ部18-1　

Tel&Fax.0767-53-0094　◇近江 龍子

双葉保育園
［保育園］　［(福)聖ヨハネ会］〒920-0961　石川県金沢市

香林坊2-5-24　Tel.076-231-3456 Fax.076-231-4567　◇

バス「香林坊」停、徒歩5分　◇創立／1949年　◇理事

長／側垣 二也、園長／白神 雄、双葉第二保育園園長／

北野 克治　◇特色／キリスト教精神をもって養護・教育

にあたり、豊かな人間性を持った子どもを育ててます。

【HP】http://www.st-yohane.jp/futaba

【E-Mail】futaba@st-yohane.jp

北陸学院扇が丘幼稚園
［幼稚園］　［(学)北陸学院］〒921-8815　石川県石川郡野々

市町本町5-6-23　Tel.076-248-1501 Fax.076-248-1919　

◇JR金沢駅からバス「太平寺」停、徒歩3分　◇創立／

1976年　◇園長／楠本 史郎　◇特色／キリスト教精神に

基き一人ひとりが「神と人から愛される人となるように」

と心こめて保育しています。

【HP】http://www.hokurikugakuin.ac.jp/kindergarten/

北陸学院第一幼稚園［第一幼稚園］

［幼稚園］　［(学)北陸学院］〒920-1396　石川県金沢市三

小牛町ハ1-1　Tel.076-242-0209 Fax.076-242-0302　◇JR

金沢駅から車40分　◇創立／1886年　◇園長／楠本 史

郎、副園長／出村 るり子　◇特色／ミスポートルによっ

て創設され、日本に現存する最古の私立幼稚園として、

一貫したキリスト教保育を行っている。

【HP】http://www.hokurikugakuin.ac.jp/kindergarten/blog_daii

chi/index.php

【E-Mail】daiichi@hokurikugakuin.ac.jp

ゆりっこ児童クラブ
［学童保育］　［(学)羽咋白百合幼稚園］〒925-0035　石川

県羽咋市本町コ118　Tel.0767-22-7835 Fax.0767-22-

7836　◇七尾線羽咋駅から徒歩5分　◇創立／2003年　

◇施設長／釜土 達雄

【HP】http://www.incl.ne.jp/yurikko/

【E-Mail】yurikko@po.incl.ne.jp

よしたけ保育園
［保育園］　［(福)吉竹福祉会］〒923-0835　石川県小松市

吉竹町ぬ47　Tel.0761-24-6763 Fax.0761-24-0670　◇JR

小松駅から車10分　◇創立／1982年　◇園長／長戸 英

明

若草幼稚園
［幼稚園］　［(学)若草幼稚園］〒921-8111　石川県金沢市

若草町13-41　Tel.076-280-4840　◇JR金沢駅からバス

「寺町一丁目」停、徒歩3分　◇創立／1953年　◇園長／

勇 文人

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~waka-kg/

　図書館・資料展示館

北陸学院大学ヘッセル記念図書館
［図書館］　［(学)北陸学院］〒920-1396　石川県金沢市三

小牛町イ１１　Tel.076-280-3852 Fax.076-280-3853　◇

バス「北陸学院大学前」停、徒歩3分

【HP】http://www.hokurikugakuin.ac.jp/
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金沢聖書教会［アッセンブリー］

〒921-8003　金沢市玉鉾イ14-6　Tel&Fax.076-291-

2742　◇JR金沢駅からバス30分　◇創立／1971年（15

人）　◇藤川 トミ子　◇礼拝／10:30

金沢聖書バプテスト教会［JBBF］

〒921-8102　金沢市西大桑町1-18　Tel.076-247-2860 

Fax.076-247-2862　◇創立／1985年（26人）　◇斉藤 秀

文　◇礼拝／10:30,15:30　◇特色／障害（精神障害含）

問題と異端問題（特にエホバの証人）関係への取り組が

あります。

【HP】http://www.kanazawabbc.org/

金沢聖ヨハネ教会［聖公会］

〒920-0935　金沢市石引4-3-1　Tel&Fax.076-221-6715　

◇JR金沢駅東口からバス「石引町」停、徒歩3分　◇創立

／1898年（80人）　◇矢萩 新一　◇礼拝／10:30

【HP】http://nskk.org/kyoto/kanazawa/

金沢中央教会［同盟基督］

〒920-1167　金沢市もりの里3-38　Tel.076-261-0516 

Fax.076-261-0517　◇JR金沢駅東口からバス「鈴見台2丁

目」停、徒歩3分　◇創立／1952年（164人）　◇川口 昌英、

片山 修司　◇礼拝／10:30,19:00

【E-Mail】kanazawa_church@yahoo.co.jp

金沢伝道所［改革派］

〒920-0355　金沢市稚日野町北326-1　Tel.076-267-8113 

Fax.076-267-8114　◇JR金沢駅からバス「稚日野」停、

徒歩3分　◇創立／1989年（24人）　◇漆崎 英之　◇礼

拝／10:30

【E-Mail】rkc942@spacelan.ne.jp

金沢独立キリスト教会［単立／独立］

〒920-0942　金沢市小立野4-5-1　Tel.076-231-4593 

Fax.076-221-8084　◇JR金沢駅からバス「小立野」停、

徒歩4分［連絡先：岡田 仰　〒920-0942　石川県金沢市

小立野3-7-15-601 Tel.076-232-7318］　◇創立／1964年

（105人）　◇岡田 意、影山 真知子、岡田 仰　◇礼拝／

10:00,19:30　◇特色／実を結ぶ教会−主の恵みによって、

人生に、教会に、社会に実を結びます。

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~hikarich/

【E-Mail】hikarich@yacht.ocn.ne.jp

金沢長町教会［日基教団］

〒920-0981　金沢市片町2-10-23　Tel&Fax.076-232-

1362　◇JR金沢駅からバス｢香林坊｣停、徒歩5分　◇創

立／1889年（112人）　◇佐藤 誠司　◇礼拝／10:30　◇

特色／主の福音にすこやかに立つ明るい教会です。金沢

の中心街にある教会としてどなたの来会も歓迎しています。

【HP】http://www.nagamachikyoukai.com/

【E-Mail】s-sato@viola.ocn.ne.jp

金沢南部教会［日基教団］

〒921-8035　金沢市泉が丘1-16-8　Tel&Fax.076-241-

1126　◇JR金沢駅東口からバス「泉が丘」停、徒歩5分　

◇創立／1959年（76人）　◇土肥 聡　◇礼拝／10:45

【HP】http://homepage3.nifty.com/knchurch/

【E-Mail】kn-church@nifty.com

インマヌエル金沢キリスト教会［IGM］

〒921-8036　金沢市弥生1-19-8　Tel&Fax.076-247-

3711　◇JR金沢駅からバス15分「泉野3丁目」停、3分　

◇創立／1950年（102人）　◇萩原 雄介、萩原 恵子　◇

礼拝／10:00　◇特色／聖日午後1時からの聖書と讃美集

会は、道を求める人にキリストの救いと希望、福音を発信

し続けています。

【HP】http://www2s.biglobe.ne.jp/~IGM-knzw/

【E-Mail】kanazawa@immanuel.or.jp

金沢あおぞら教会［聖書教会連盟］

〒921-8145　金沢市額谷1-16-2　Tel&Fax.076-296-

0996　◇バス「大額三丁目」停、徒歩5分　◇創立／

1982年（20人）　◇滝能 章夫　◇礼拝／10:30　◇特色

／賛美と笑いに溢れている明るい教会です。火曜日午前

10時から歌声喫茶、水曜日午前10時からサフラン会。

【E-Mail】nbc@royal.ocn.ne.jp

金沢教会［日基教団］

〒920-0999　金沢市柿木畠5-2　Tel.076-221-5396 Fax. 

076-263-3951　◇JR金沢駅からバス「香林坊」停、徒歩5

分　◇創立／1881年（173人）　◇横井 伸夫、阿部 倫太

郎　◇礼拝／10:15,19:45　◇特色／改革長老教会の伝統

に立ち、御言葉と聖礼典による教会形成。パイプオルガ

ンによる伝道集会も行なっている。

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~church-k/c-kanazawa.html

【E-Mail】kanazawa-kyokai@gpo6.nsk.ne.jp

金沢教会［聖イエス会］

〒920-0803　金沢市神宮寺町1-15　Tel.076-252-7819　

◇伊丹 満

金沢キリスト教会［バプ連盟］

〒920-0965　金沢市笠舞2-6-28　Tel.076-234-0880　◇

JR金沢駅からバス「猿丸神社」停、徒歩5分　◇創立／

1953年（48人）　◇田口 昭典、北 芳正　◇礼拝／10:30　

◇特色／毎月第3日曜の午後5時から青年を中心とした賛

美礼拝と食事の交わり「サンデーナイト」を開いています。

【HP】http://kanazawa.baptist-church.net/

金沢キリスト福音教会［単立／独立］

〒920-0343　金沢市畝田中1-86　Tel&Fax.076-268-

4608　◇バス「畝田」停、徒歩5分　◇創立／1974年（30

人）　◇塚田 良一、塚田 安喜　◇礼拝／10:30　◇特色／

金曜日午後4時から5時フライデークラブ（小学生・幼児対象）。

【HP】http://www.church.ne.jp/kanazawa/

【E-Mail】kanazawa@church.ne.jp

金沢グレイスチャペル［シオン宣教団］

〒920-0806　金沢市神宮寺3-1-1　Tel&Fax.076-252-

3589　◇JR金沢駅からバス5分「東警察署前」停、徒歩3

分［連絡先：辻本 眞悟　〒920-0816　石川県金沢市山の

上町26-48 Tel.076-253-1790］　◇創立／1992年（70人）　

◇辻本 眞悟、辻本 真三子、庄田 悦子、能登 久美、西川 

裕美　◇礼拝／9:00,10:30,19:00　◇外国語／英語（14：

00）　◇特色／情熱的でかつユーモアのある説教、様々な

楽器で喜びあふれる賛美礼拝。子どもやユースがたくさ

ん集まる聖霊派の教会。

【HP】http://www2u.biglobe.ne.jp/~ka-grace/

【E-Mail】kgcst@mug.biglobe.ne.jp



石
川
県

中
部
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

375
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

かほく市 Kahoku-shi

金沢独立キリスト教会高松伝道所［単立／独立］

〒929-1200　かほく市中町ツ五　Tel.076-231-4593　◇

JR高松駅から徒歩　◇岡田 仰、岡田 万里子　◇特色／

聖書と祈りと讃美によるナチュラルな教会を目指していま

す。礼拝は手話付きです。

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~hikarich/

【E-Mail】hikarich@shift.ne.jp

恵泉教会［日基教団］

〒929-1174　かほく市浜北ハ37-10　Tel&Fax.076-283-

0697　◇JR宇ノ気駅から徒歩15分　◇創立／1945年（27

人）　◇岡田 はるみ　◇礼拝／10:30

小松市 Komatsu-shi

インマヌエル小松キリスト教会［IGM］

〒923-0835　小松市吉竹町3-203　Tel&Fax.0761-24-

1415　◇JR小松駅から徒歩30分　◇創立／1977年（24

人）　◇山田 磨、山田 公子　◇礼拝／10:30

小松教会［日基教団］

〒923-0937　小松市本町3-13-3　Tel.0761-24-0493 Fax. 

0761-24-0446　◇JR小松駅から徒歩10分　◇創立／1885

年（73人）　◇松島 保真　◇礼拝／10:15

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~church/index2.html

【E-Mail】church@lilac.ocn.ne.jp

小松キリスト教会（伝）［アッセンブリー］

〒923-0954　小松市八幡町117　Tel&Fax.0761-21-

3591　◇JR小松駅から車5分　◇創立／1995年（5人）　

◇竹田 和則、竹田 寿美　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ktakekcc@aqua.ocn.ne.jp

小松中央教会［同盟基督］

〒923-0854　小松市大領町ロ82-3　Tel&Fax.0761-24-

5827　◇JR小松駅から徒歩20分　◇創立／1973年（25

人）　◇大畑 士郎　◇礼拝／9:50,10:30

小松ベタニヤ福音教会［TPKF］

〒923-0806　小松市小寺町戌12-1　Tel&Fax.0761-22-

7808　◇JR小松駅から徒歩10分［連絡先：鈴木 勉　〒

923-0801　石川県小松市園町ハ72-1］　◇創立／1965年

（45人）　◇鈴木 勉、鈴木 啓子　◇礼拝／10:30　◇特色

／婦人会、火曜午前10:30〜。青年祈祷会、水曜午後7:30〜。

祈祷会、木曜午後7:30〜。チャーチスクール、各週土曜

午前10:30〜。

シャロン教会［聖イエス会］

〒923-0964　小松市今江町7-297　Tel.0761-21-5519　◇

小西 達三

TLCCC小松教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

エゼキエル 北島　〒951-8063　新潟県新潟市中央区古町

通11-1699 Tel.025-249-6422］　◇創立／2002年（14人）　

◇エゼキエル 北島、北島 美世子　◇礼拝／11:00　◇特

金沢東聖書教会［聖書教会連盟］

〒920-0003　金沢市疋田2-103　Tel&Fax.076-257-

3839　◇JR金沢駅から車15分　◇創立／1975年（30人）　

◇浜松 ともみ　◇礼拝／10:30

金沢めぐみ教会［同盟基督］

〒920-0811　金沢市小坂町中89 ピュア小坂2　Tel&Fax. 

076-253-1581 Tel.090-4320-8950　◇JR東金沢駅から徒歩

15分［連絡先：船越 愛郎　〒920-0811　石川県金沢市小

坂町中26-2 出島ハイツ21号室 Tel.090-4320-8950］　◇創

立／2000年（30人）　◇片山 修司　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午後7時30分から祈祷会。子育て会、子ども

会もしています。小さいですが、あたたかい教会です。

【E-Mail】airo.f@docomo.ne.jp

金沢元町教会［日基教団］

〒920-0842　金沢市元町2-13-11　Tel.076-252-7963 Fax. 

076-252-7923　◇JR金沢駅から徒歩15分　◇創立／1886

年（108人）　◇堀江 明夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~kmc/

桜木教会［日基教団］

〒921-8033　金沢市寺町2-12-12　Tel&Fax.076-247-

7131　◇JR金沢駅東口からバス「寺町二丁目」停、徒歩2

分　◇創立／1917年（53人）　◇山上 清之　◇礼拝／

10:30

殉愛キリスト教会［単立／独立］

〒920-0804　金沢市鳴和タ210　Tel.076-251-2247　◇山

縣 実

白銀教会［日基教団］

〒920-0862　金沢市芳斉2-2-24　Tel.076-221-6524 Fax. 

076-221-4401　◇JR金沢駅から徒歩12分　◇創立／1908

年（124人）　◇野崎 卓道　◇礼拝／10:30

TLCCC金沢教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

エゼキエル 北島　〒951-8063　新潟県新潟市中央区古町

通11-1699 Tel.025-249-6422］　◇創立／1999年（5人）　

◇エゼキエル 北島、北島 美世子　◇礼拝／10:30　◇特

色／聖書通りに預言やいやし等の御霊の賜物を用い、海

外宣教、ゴスペル教室、神学校もしています。

【E-Mail】on-the-river@nifty.com

ヨハン金沢キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒920-0867　金沢市長土塀2-1-22　Tel&Fax.076-233-

0435　◇JR金沢駅東口から徒歩20分　◇創立／2008

年　◇朴 鍾国、李 貞淑

【HP】http://kanazawa.yohan.jp/

若草教会［日基教団］

〒921-8111　金沢市若草町13-44　Tel&Fax.076-242-

4626　◇JR金沢駅からバス「寺町一丁目」停、徒歩3

分　◇創立／1952年（121人）　◇勇 文人　◇礼拝／

10:20　◇特色／会堂は1891年に建築されたもので国の登

録有形文化財。

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~wakakusa/
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羽咋市 Hakui-shi

羽咋教会［日基教団］

〒925-0035　羽咋市本町コ118　Tel&Fax.0767-22-3136　

◇JR羽咋駅から徒歩5分　◇創立／1919年（29人）　◇内

城 恵　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後8時から祈祷

会。第3木曜日午後5時30分から押水集会（家庭集会）。

【HP】http://web2.incl.ne.jp/hakuich/

【E-Mail】hakuich@yu.incl.ne.jp

羽咋聖書教会［聖書教会連盟］

〒925-0032　羽咋市東川原町チ39-14　Tel&Fax.0767-22-

5902　◇JR羽昨駅から徒歩5分　◇創立／1977年（23

人）　◇梶山 献一　◇礼拝／10:30

白山市 Hakusan-shi

白山めぐみキリスト教会［同盟基督］

〒920-2162　白山市道法寺町イ33-1　Tel&Fax.076-273-

3358　◇北陸鉄道石川線曽谷駅から徒歩3分　◇創立／

1956年（53人）　◇矢田 幹太、矢田 妃出実　◇礼拝／

7:00,10:30　◇特色／分かりやすいメッセージを心がけて

います。礼拝と並行して教会学校が行われています。バ

リヤフリー駐車場有り。

【HP】http://www.megumi50.jp/

松任キリスト教会＝パークサイド・チャペ
ル［アッセンブリー］

〒924-0804　白山市徳丸町467-1　Tel&Fax.076-276-

0539　◇JR松任駅から徒歩15分　◇創立／1980年（52

人）　◇高木 順一、高木 由香　◇礼拝／11:00　◇特色

／金曜日午前10時30分から祈り会。木曜日午前10時30分

から月1回４ヶ所で家庭集会。日曜日午前10時15分。

【E-Mail】parkside-chapel@cotton.ocn.ne.jp

松任聖書教会［聖書教会連盟］

〒924-0075　白山市米永町279-16　Tel&Fax.076-275-

8449　◇バス「千代野東」停、徒歩10分　◇創立／1988

年（43人）　◇土屋 繁　◇礼拝／10:30

松任伝道所［ナザレン］

〒924-0881　白山市八ッ矢新町39　Tel&Fax.076-276-

9671　◇JR松任駅から徒歩5分　◇創立／1982年（8人）　

◇酒井 勲、酒井 恵　◇礼拝／10:30　◇特色／ホッとで

きる、安心できる教会です。牧師である、クリスチャンで

あることにとらわれず正直になれます。

輪島市 Wajima-shi

門前聖書教会［聖書教会連盟］

〒927-2151　輪島市門前町走出5-44　Tel.0768-42-1153　

◇のと鉄道穴水駅から車15分［連絡先：平井 勝　〒926-

0014　石川県七尾市矢田町4-11-4 Tel.0767-52-9594］　◇

創立／1957年（10人）　◇平井 勝（信徒）、平井 富子、

荒品 光一、マハー，ジョン　◇礼拝／10:30　◇特色／

教会指標「小さくても・生きている教会・与える教会・出

て行く教会（大きな夢見る小さな教会です）」

色／聖書通りに預言やいやし等の御霊の賜物を用い、海

外宣教、ゴスペル教室、神学校もしています。

【E-Mail】on-the-river@nifty.com

南部キリスト教会［TPKF］

〒923-0343　小松市矢沢町二-142-1　Tel&Fax.0761-43-

2807　◇JR栗津駅から徒歩10分　◇鈴木 啓子　◇礼拝

／10:00

【E-Mail】suzukis@iris.ocn.ne.jp

珠洲市 Suzu-shi

珠洲クリスチャンセンター［単立／独立］

〒927-1215　珠洲市上戸町北方い-1　Tel.0768-82-6151　

◇バス「珠洲市役所前」停、徒歩3分　◇創立／1954年（9

人）　◇長尾 和子、松村 佳子　◇礼拝／10:30

七尾市 Nanao-shi

インマヌエル七尾キリスト教会［IGM］

〒926-0021　七尾市本府中町ニ部34-1　Tel&Fax.0767-

53-6605　◇JR七尾駅　◇創立／1983年（17人）　◇高桑 

信雄　◇礼拝／10:30

七尾教会［日基教団］

〒926-0818　七尾市馬出町75-20　Tel.0767-53-6659 

Fax.0767-52-1539　◇JR七尾駅から徒歩5分　◇創立／

1896年（76人）　◇釜土 達雄　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.incl.ne.jp/nanaoch/

【E-Mail】nanaoch@po.incl.ne.jp

七尾聖書教会［聖書教会連盟］

〒926-0016　七尾市大和町チ部18-1　Tel&Fax.0767-52-

1009　◇JR七尾駅から徒歩10分　◇創立／1965年（94

人）　◇永井 仁志、永井 真衣子　◇礼拝／6:30,9:00,

10:20　◇特色／礼拝は主日3回行われていますが、朝9時

からの礼拝は子供中心の家族礼拝のスタイルです。

【HP】http://www.geocities.jp/nanaobc

【E-Mail】krpfy773@ybb.ne.jp

能美市 Nomi-shi

金沢独立キリスト教会辰口伝道所［単立／独立］

〒923-1246　能美市倉重甲33 辰島善清方　Tel.0761-51-

2046　◇バス「倉重」停横［連絡先：岡田 仰　〒920-

0942　石川県金沢市小立野3-7-15-601 Tel.076-232-

7318］　◇岡田 仰、岡田 万里子　◇礼拝／19:30(木)　◇

特色／イエス様のように考え、生き、祈る人を目指します。

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~hikarich/

【E-Mail】hikarich@yacht.ocn.ne.jp

辰口キリスト教会［長老教会］

〒923-1226　能美市緑が丘8-129　Tel&Fax.0761-51-

5676　◇JR小松駅からバス25分　◇創立／1986年（16

人）　◇山崎 俊彦、加藤 真喜男、藤田 文美子　◇礼拝／

10:30　◇特色／木曜朝10時から祈祷会

【HP】http://church.ne.jp/tatunokuti/
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1971年（187人）　◇横山 幹雄、松井 真実、酒井 信也、

スミスドルフ，スティーブン　◇礼拝／7:00,10:30,15:00　

◇特色／子どもから年配までいつも笑顔が群れている。ア

ワナ・クラブは子どもが大好きです。

【HP】http://kyoukai.com/

【E-Mail】ubc@kyoukai.com

津幡キリスト教会［COG］

〒929-0342　河北郡津幡町北中条11-71　Tel&Fax.076-

289-3691　◇JR津幡駅から徒歩10分　◇創立／1962年

（30人）　◇及川 恭顕、及川 香織

羽咋郡 Hakui-gun

聖霊教会［聖イエス会］

〒925-0446　羽咋郡志賀町富来地頭町4-185　Tel.0767-

42-0553　◇岩谷 潤

富来伝道所［日基教団］

〒925-0446　羽咋郡志賀町富来地頭町7-59　Tel&Fax. 

0767-22-3136［連絡先：羽咋教会　〒925-0035　石川県

羽咋市本町コ118 Tel.0767-22-3136］　◇創立／1951年（2

人）　◇内城 恵　◇礼拝／17:00　◇特色／毎日曜日、夕

方5時から礼拝。

【HP】http://web2.incl.ne.jp/hakuich/togi.htm

鳳珠郡 Housu-gun

活けるキリスト栄光教会［単立／独立］

〒927-0026　鳳珠郡穴水町大町い-79　Tel&Fax.0768-52-

1191　◇創立／2005年（3人）　◇井上 金子　◇礼拝／

10:30

能都聖書教会［聖書教会連盟］

〒927-0431　鳳珠郡能登町宇出津山分イ30　Tel.0768-

62-2875　◇のと鉄道能登線宇出津駅　◇創立／1964年

（5人）　◇ニッカーソン，ドン　◇礼拝／10:00

輪島教会［日基教団］

〒928-0001　輪島市河井町３部29　Tel&Fax.0768-22-

2656　◇JR金沢駅からバス「輪島」停　◇創立／1913年

（18人）　◇滝瀬 一　◇礼拝／10:30,20:00　◇特色／奥能

登・輪島の地でキリストの香りを伝える教会です。

【HP】http://www.incl.ne.jp/wajima-ch/

輪島聖書教会［聖書教会連盟］

〒928-0001　輪島市河井町21-1-11　Tel&Fax.0768-22-

2620　◇バスターミナル「ぷらっと訪夢」から徒歩3分　

◇創立／1956年（27人）　 ◇荒川 康司　 ◇礼拝／

10:30,15:00(第4)　◇外国語／英語（15:00第4）　◇特色／

第4聖日の午後3〜4時は英語礼拝、通訳はありません。そ

の後、パーティーをしています。

【E-Mail】arakawa811@ybb.ne.jp

石川郡 Ishikawa-gun

金沢西聖書教会［聖書教会連盟］

〒921-8801　石川郡野々市町御経塚2-258　Tel&Fax. 

076-249-1763　◇JR野々市駅から徒歩7分　◇創立／

1984年（49人）　◇佐藤 勝彦、マハー，ジョン　◇礼拝

／10:30　◇特色／地域に仕える教会を目指した活動をし

ています。

【E-Mail】komukai@spacelan.ne.jp

河北郡 Kahoku-gun

内灘教会［日基教団］

〒920-0273　河北郡内灘町アカシア2-10　Tel&Fax.076-

238-3471　◇北陸鉄道内灘駅から徒歩5分　◇創立／

1984年（40人）　◇有田 典生

【HP】http://nohboh.cside.com/uchinada/

内灘聖書教会［聖書教会連盟］

〒920-0277　河北郡内灘町千鳥台3-13　Tel&Fax.076-

237-7967　◇浅野川線内灘駅から徒歩7分　◇創立／
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福井県──地域の宣教資料

　宣教人国記：初めて聖書を原語から和訳した日本人

のひとり左近義弼（1865〜1944）は、杉津に生まれた。

慶応義塾で福沢諭吉に師事。アメリカで入信し、聖書

の和訳を志してドルー神学校を卒業後も諸大学で聖書

を研究した。翻訳したものの中に「マタイの伝えし福音」

「詩篇」「創世記」「四福音書」「使徒行伝」などがある。

日本聖書神学校の創立にかかわり校長となった岡田五

作（1900〜1977）は、1928年（昭和3）青山学院神学

部を卒業後、アメリカに留学、プリンストン大学ほか

に学びM.Aの学位を受ける。帰国後は開拓伝道で現在

の日本基督教団田園調布教会を設立し、長く牧会した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【あわら市】坂井郡芦原町･金津町。【越前市】武生市、

今立郡今立町。【大野市】大野郡和泉村。【坂井市】坂

井郡三国町・丸岡町・春江町・坂井町。【福井市】足

羽郡美山町、丹生郡越廼村・清水町。【大飯郡おおい町】

大飯町、遠敷郡名田庄村。【南条郡南越前町】南条町･

今庄町･河野村。【丹生郡越前町】朝日町･宮崎村･越前

町･織田町。【三方上中郡若狭町】三方郡三方町、遠敷

郡上中町。【吉田郡永平寺町】松岡町・永平寺町・上

志比村。

 中 部 地 方 福 井 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

福 井 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   F u k u i 　

【HP】http://www2.fctv.ne.jp/~eikan-kg/

【E-Mail】eikan-kg@mx2.fctv.ne.jp

城之橋幼稚園
［幼稚園］　［(学)福井城之橋学園］〒910-0859　福井県福

井市日之出3-3-16　Tel&Fax.0776-22-4859　◇創立／

1907年　◇園長／松村 勇

聖三一幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖三一学園］〒910-0004　福井県福井市

宝永2-5-7　Tel.0776-22-3347 Fax.0776-22-3138　◇創立

／1929年　◇理事長／門脇 光禅

【HP】http://www.trinity.ed.jp/

聖ルカ乳児保育園
［保育園］　［（福）聖ルカ乳児保育園］〒917-0072　福井

県小浜市千種2-4-12　Tel.0770-53-1538 Fax.0770-53-

1822　◇創立／1974年　◇理事長／佐保 靖幸

聖ルカ幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖ルカ学園］〒917-0072　福井県小浜市

千種2-9-22　Tel&Fax.0770-53-0055 Tel.0770-52-0995　

◇JR小浜駅から徒歩10分　◇創立／1918年　◇園長／木

　お店・事業

ヘアーサロン ナカヤ
［理容］〒910-0273　福井県坂井市丸岡町長畝75-12-5　

Tel.0776-66-6165　◇オーナー／大崎 浩美

　幼稚園・保育園・学童

旭幼稚園
［幼稚園］　［(学)頌恵学園］〒912-0025　福井県大野市本

町10-7　Tel.0779-66-4235 Fax.0779-66-4236　◇JR越前

大野駅から徒歩15分　◇創立／1919年　◇園長・理事長

／谷口 繁一

栄冠幼稚園
［幼稚園］　［(学)福井栄冠学園］〒910-0005　福井県福井

市大手3-15-16　Tel.0776-22-4598 Fax.0776-22-2207　◇

JR福井駅から徒歩12分　◇創立／1908年　◇園長／稲葉 

初代　◇特色／2008年度、創立百周年を迎えました。福

井県下で最も長い歴史を持ち、キリスト教主義幼稚園とし

て歩んできました。
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あわら市 Awara-shi

金津福音キリスト教会［TPKF］

〒919-0621　あわら市市姫2-17-15　Tel&Fax.0776-73-

0819　◇JR芦原温泉駅から徒歩10分［連絡先：菅原 純

次　〒923-0801　石川県小松市園町ｲ214-2 Tel.0761-22-

7440］　◇創立／1955年（17人）　◇菅原 純次　◇礼拝

／10:30　◇特色／氏曜日午後7時30分から祈祷会。土曜

日午後2時から土曜礼拝。木曜日午後1時より英語クラスと

ピアノクラス。

【E-Mail】kanazufukuinkirisutokyokai@yahoo.co.jp

越前市 Echizen-shi

武生教会［日基教団］

〒915-0062　越前市姫川1-5-35　Tel&Fax.0778-22-

2873　◇JR武生駅から徒歩20分　◇創立／1928年（47

人）　◇五味 明子　◇礼拝／10:30,19:30(第4)　◇特色／

水曜日午前10時からと午後7時30分から祈祷会。第4日曜

日午後7時30分から夕拝。

武生自由キリスト教会［TPKF］

〒915-0072　越前市万代町5-21　Tel&Fax.0778-22-

1064　◇JR武生駅から徒歩5分　◇鈴木 新一、鈴木 豊

美　◇礼拝／10:30,19:30

大野市 Ono-shi

大野教会［日基教団］

〒912-0025　大野市本町10-15　Tel.0779-66-4235 Fax. 

0779-66-4236　◇JR大野駅から徒歩10分　◇創立／1911

年（13人）　◇高見 伊三男　◇礼拝／10:15　◇いのち／

0779-66-4235　◇特色／主イエス･キリストを信仰の土台

とする、エキュメニカル（世界教会的）な立場。

【HP】http://www.fukui-kids.jp/asahi/oonokyoukai-1.htm

【E-Mail】gr88p8p8@sr.incl.ne.jp

大野キリスト恵み教会［単立／独立］

〒912-0053　大野市春日93-10-1　Tel&Fax.0779-65-

3041　◇JR越前大野駅　◇土成 太郎

小浜市 Obama-shi

小浜キリスト福音教会［TPKF］

〒917-0024　小浜市和久里23-5-2　Tel&Fax.0770-56-

4929　◇JR小浜駅から徒歩10分　◇創立／1959年（83

人）　◇岡部 光雄、大宅 昭子、島津 清子、岸本 あさ

子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.obama-christ.kyokai.info/

小浜聖ルカ教会［聖公会］

〒917-0072　小浜市千種2-9-22　Tel&Fax.0770-53-

0055　◇JR小浜駅から徒歩10分　◇創立／1887年（13

人）　◇古賀 久幸　◇礼拝／10:30

TLCCC福井教会［主の十字架］

Tel&Fax.072-795-1517　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください［連絡先：Tel.072-795-1517］　◇創立／

1995年（10人）　◇ヨハネ 森 啓一　◇礼拝／10:30

【E-Mail】john7m@jttk.zaq.ne.jp

勝山市 Katsuyama-shi

勝山自由キリスト教会［TPKF］

〒911-0802　勝山市昭和町1-10-5　Tel&Fax.0779-88-

福 井 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   F u k u i 　

崎 美礼、チャプレン／古賀 久幸　◇特色／毎朝の礼拝を

通して神様に愛されている事を感じ、人を愛する事ができ、

リズムを通して心と身体を強くする。

【HP】http://www.seiruka.ed.jp/

敦賀教会幼稚園
［幼稚園］　［(学)栄光学園］〒914-0051　福井県敦賀市本

町2-2-25　Tel.0770-25-0452 Fax.0770-25-0223　◇JR敦

賀駅から徒歩7分　◇創立／1915年

【HP】http://19.pro.tok2.com/~happychildren2007/

【E-Mail】kyokaikinder@rm.rcn.ne.jp

光の子幼稚園
［幼稚園］　［(学)光の子学園］〒910-0029　福井県福井市

日光2-10-10　Tel&Fax.0776-21-2041 Tel.0776-29-1214 

Fax.0776-21-2041　◇JR福井駅から5ｋｍ　◇創立／

1968年　◇園長／中島 聡、理事長／三崎 四郎　◇特色

／｢愛されて愛する子に｣毎朝一人一人のお名前を挙げて

お祈りします。英語、水泳、ゴスペル、野菜作り、楽しさ

一杯！

【HP】http://hikari-egao1.kir.jp/

【E-Mail】hikari-25joshu@blue.plala.or.jp

緑幼稚園
［幼稚園］〒910-0231　福井県坂井市丸岡町霞町1-5　Tel.

0776-66-1194　◇園長／中島 信義
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敦賀市 Tsuruga-shi

敦賀教会［日基教団］

〒914-0051　敦賀市本町2-2-25　Tel.0770-22-0043 

Fax.0770-22-0223　◇JR敦賀駅から徒歩7分　◇創立／

1950年（89人）　◇木谷 誠　◇礼拝／10:15

【HP】http://www1.rcn.ne.jp/~goodnews/

敦賀教会［聖イエス会］

〒914-0058　敦賀市三島町1-8-40　Tel.0770-22-4676　

◇青山 好一

敦賀基督教会［聖公会］

〒914-0062　敦賀市相生町14-3　Tel.0770-22-1460　◇

JR敦賀駅　◇創立／1889年（5人）　◇門脇 光禅

敦賀自由キリスト教会［TPKF］

〒914-0811　敦賀市中央町1-1-38　Tel&Fax.0770-22-

5138　◇JR敦賀駅から徒歩20分　◇創立／1965年（27

人）　◇札場 斉、札場 栄子、札場 緑　◇礼拝／10:30

【HP】http://red.zero.jp/gospel/

【E-Mail】tsuruga530@tulip.ocn.ne.jp

敦賀宣教教会［単立／独立］

〒914-0046　敦賀市長沢13-13-2　Tel&Fax.0770-24-

2877　◇JR敦賀駅　◇創立／2001年　◇陳 永敏　◇礼

拝／11:00

敦賀バプテスト教会［単立／独立］

〒914-0131　敦賀市公文名58-1-1　Tel&Fax.0770-22-

6515　◇西敦賀駅から徒歩20分　◇創立／1990年（62

人）　◇釜井 良幸　◇礼拝／10:00　◇特色／喜んで礼拝

をささげる・機会を生かして証する・賜物を用いて仕え合

うを目標とし、礼拝、宣教、交わりに励む。

【E-Mail】tsurugab_c@ybb.ne.jp

フルゴスペル敦賀教会［JFGA］

〒914-0051　敦賀市本町2-2-9 第一不動産ビル2F　Tel& 

Fax.0770-24-4272　◇趙 賢雄

福井市 Fukui-shi

インマヌエル福井教会［IGM］

〒918-8152　福井市今市町63-10-3　Tel&Fax.0776-37-

319　◇JR福井駅からバス「足羽」停、徒歩2分　◇創立

／1971年（27人）　◇中川 由一、中川 たかね　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜日午後1時30分から伝道会（第3はフ

リータイム）。水曜日午後7時30分から祈祷会。

希望の丘聖書バプテスト教会＝金沢聖書バ
プテスト教会・福井伝道所［JBBF］

〒918-8004　福井市西木田4-4-33　Tel&Fax.0776-34-

7798　◇JR福井駅から徒歩15分　◇創立／2008年　◇

白井 清之　◇礼拝／10:30,15:00　◇特色／日曜日午前9

時から日曜学校を行っています。また、水曜日は10時30分

よりオリーブの会、夜7時より祈祷会が毎週行われています。

【HP】http://fukuidendou.kanazawabbc.org/

【E-Mail】fbbcshirai@fuga.ocn.ne.jp

2148　◇越前鉄道越前線勝山駅から徒歩20分　◇創立／

1951年（32人）　◇山本 淳　◇礼拝／10:30

【E-Mail】katsuyamafcchurch@sky.plala.or.jp

吹田聖書福音教会勝山聖愛チャペル［単立／

独立］

〒911-0803　勝山市旭町1-5-7　Tel.0779-88-4173 Fax. 

0779-88-4233　◇JR福井駅から徒歩3分　◇創立／1998

年（16人）　◇辻 真一（信徒）

坂井市 Sakai-shi

春江教会［聖イエス会］

〒919-0448　坂井市春江町中筋北浦24　Tel.0776-51-

0548　◇渡辺 明美

丸岡教会［日基教団］

〒910-0231　坂井市丸岡町霞1-5　Tel.0776-66-7127 Fax. 

0776-66-1194　◇JR福井駅からバス「本丸岡」停　◇創

立／1915年（12人）　◇中島 信義

丸岡福音キリスト教会［TPKF］

〒910-0242　坂井市丸岡町西里丸岡10-6　Tel&Fax. 

0776-66-1394　◇JR芦原温泉駅からバス20分　◇創立／

1978年（104人）　◇森田 令信　◇礼拝／10:30　◇いの

ち／0776-21-5943

三国自由キリスト教会［TPKF］

〒913-0046　坂井市三国町北本町1-3-14　Tel.0776-81-

2915　◇京福三国芦原線三国駅から徒歩3分　◇創立／

1950年（20人）　◇川瀬 清文

鯖江市 Sabae-shi

鯖江キリスト教会［単立／独立］

〒916-0023　鯖江市西山町1303　Tel.0778-54-7605　◇

創立／1993年（13人）　◇マーチン 冨美子　◇礼拝／

10:30

鯖江福音キリスト教会［単立／独立］

〒916-0024　鯖江市長泉寺町2-7-33　Tel&Fax.0778-51-

9195　◇福井鉄道福武線西山公園駅から徒歩7分　◇創

立／1995年（6人）　◇福田 邦男　◇礼拝／10:30

純福音鯖江教会＝ザ・ロード・グローリー・
チャーチ［単立／独立］

〒916-0015　鯖江市御幸町3-5-14-2　Tel&Fax.0778-51-

1242　◇福井鉄道鳥羽中駅［連絡先：〒916-0015　福井

県鯖江市御幸町3-1-K1-1075 Tel.090-8266-9076］　◇創立

／1998年（50人）　◇廉 順福、武本 炫延　◇礼拝／

10:30　◇外国語／韓国語　◇特色／子供礼拝、日曜午前

9時30分から。中高生礼拝日曜午後8時から。水曜日ゴス

ペル、午後10時30分から。

【E-Mail】sabae-f.g-church@plum.plala.or.jp
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で行われます。音声への通訳はありません。

福井宝永教会［日キ教会］

〒910-0004　福井市宝永3-7-8　Tel&Fax.0776-23-

4078　◇中村 静郎

ブンキョーゴスペルセンター［TPKF］

〒910-0018　福井市田原町2-25-22　Tel.0776-22-6315 

Fax.0776-28-3433　◇JR福井駅から車で5分　◇創立／

1989年（60人）　◇ハンセン，オラウグ、ランゴスダーレン，

アスラウグ、小野山 千華　◇礼拝／10:30,16:30　◇外国

語／英語（16：30）　◇特色／バイブルスタディ毎週木と

土曜日。祈り会毎土曜日。礼拝で英語通訳あり。夕拝4時

30分から英語のみ。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~wwjd/

【E-Mail】bunkyo@tiara.ocn.jp

大飯郡 Oi-gun

高浜教会［聖イエス会］

〒919-2215　大飯郡高浜町南団地1-7-6　Tel.0770-72-

3870　◇植村 卓也

三方上中郡 Mikatakaminaka-gun

小浜キリスト福音教会三方伝道所［TPKF］

〒919-1316　三方上中郡若狭町井崎48号千本1木19　

Tel.0770-45-2661　◇JR十村駅から徒歩8分　◇創立／

1983年　◇岡部 光雄　◇礼拝／15:00

三方郡 Mikata-gun

美浜ベテルキリスト教会［単立／独立］

〒919-1202　三方郡美浜町竹波19-57-1　Tel.0770-39-

1700　◇北中 淳

吉田郡 Yoshida-gun

恵泉教会所属福井伝道所［改革派］

〒910-1142　吉田郡永平寺町松岡兼定島24-28　Tel.0776 

-61-2531 Fax.0779-87-2160　◇JR福井駅からバス「兼定

島」停［連絡先：山本 怜　〒911-0034　福井県勝山市滝

波町5-401 Tel.0779-87-2160］　◇大場 康司　◇礼拝／

10:30　◇特色／神戸市所在「日本キリスト改革派恵泉教

会」の所属集会所として主日礼拝と水曜祈り会が中心。

【HP】http://keisen.church.jp/

松岡福音キリスト教会［TPKF］

〒910-1132　吉田郡永平寺町松岡葵3-122　Tel&Fax. 

0776-61-2233 Tel.0776-61-0053　◇京福勝山線松岡駅か

ら徒歩5分　◇江守 哲雄　◇礼拝／10:30

城之橋教会［日基教団］

〒910-0859　福井市日之出3-3-16　Tel&Fax.0776-22-

4859　◇JR福井駅　◇創立／1907年（34人）　◇浦上 

充　◇礼拝／10:30

【E-Mail】jonohashi.church@gmail.com

如鷲教会［日基教団］

〒910-0029　福井市日光2-10-10　Tel&Fax.0776-21-

2041　◇JR福井駅から5km　◇創立／1923年（66人）　

◇中島 聡　◇礼拝／10:30　◇特色／光の子幼稚園、ゴ

スペル賛美、壮年・婦人、交わりと奉仕は様々ですが皆

礼拝で1つです！

【HP】http://www.holiness.gr.jp

福井教会［聖イエス会］

〒910-0016　福井市大宮4-14-5　Tel.0776-24-4537　◇

大槻 文彦

福井キリスト教会［バプ連盟］

〒910-0002　福井市町屋3-20-1　Tel&Fax.0776-23-

8189　◇JR福井駅からバス「松本小学校前」停、徒歩2

分　◇創立／1968年（10人）　◇西條 由紀夫　◇礼拝／

11:00

福井自由キリスト教会［TPKF］

〒918-8106　福井市木田町2617　Tel.0776-36-6762 Fax. 

0776-36-9618　◇JR福井駅からバス「南福井駅裏口」停、

徒歩2分　◇創立／1955年（114人）　◇川瀬 清文、吉岡 

鋭明　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇テレホン／

0776-33-5943　◇特色／子どもから大人まで安心して集

える教会です。第2、第4金曜日は教会カフェ「オリーブ」

を開いています。

【HP】http://www10.plala.or.jp/ffcc/

【E-Mail】ffcc@orange.plala.or.jp

福井神明教会［日基教団］

〒910-0005　福井市大手3-15-20　Tel.0776-22-5166 

Fax.0776-22-2207　◇JR福井駅　◇創立／1891年（80

人）　◇稲葉 信一、稲葉 初代　◇礼拝／10:30,19:30

【E-Mail】sinme-ch@mx2.fctv.ne.jp

福井聖三一教会［聖公会］

〒910-0019　福井市春山1-4-13　Tel.0776-23-6194 Fax. 

0776-25-6194　◇JR福井駅から徒歩15分　◇創立／1896

年（51人）　◇門脇 光禅　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.trinity.or.jp

福井中央キリスト教会［同盟基督］

〒910-0804　福井市高木中央2-2811-5　Tel.0776-53-

0326　◇JR福井駅からバス「福井トヨペット前」停、徒

歩15分　◇創立／1982年（9人）　◇比嘉 康秀　◇礼拝

／10:30

福井伝道所［東洋ローア］

〒910-0858　福井市手寄1-4-1 アオッサ(郵便物の差出不

可)　◇JR福井駅東口から徒歩1分［連絡先：東洋ローア・

キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町

大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1967年（41

人）　◇垣尾 宣夫　◇礼拝／10:15　◇外国語／手話　◇

特色／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書のお話は手話
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山梨県──地域の宣教資料

　宣教人国記：教育家の雨宮敬作（1879〜1964）は、

七田市場に生まれる。1905年（明治38）からカナダ・

メソジスト教会系の山梨英和女学校に勤務。1939年（昭

和14）、教育的経営的にミッションから独立を求められ

た困難の時期に、日本人として最初の校長に就任した。

20世紀初めから37年にわたり日本基督教団聖ヶ丘教会

牧師であった松野菊太郎（1868〜1952）は、甲斐国（山

梨県八代郡下曽根村）に生まれた。1888年（明治21）

にアメリカに渡り、回心。1891年（明治24）、サンフラ

ンシスコでリバイバルを体験して献身した。帰国後、

笹尾鉄三郎ら純福音派の人々と「小さき群」を名のり

東京で伝道、後に牧会と同時に結核患者の救済や超教

派の活動に従事した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【上野原市】南都留郡秋山村、北都留郡上野原町。【甲

斐市】中巨摩郡竜王町・敷島町、北巨摩郡双葉町。【甲

州市】塩山市、東山梨郡勝沼町・大和村。【甲府市】

東八代郡中道町、西八代郡上九一色村（分村：梯・古

関）。【中央市】東八代郡豊富村、中巨摩郡玉穂町・田

富町。【笛吹市】東八代郡芦川村、東山梨郡春日居町、

東八代郡石和町・御坂町・一宮町・八代町・境川村。【北

杜市】北巨摩郡小淵沢町・明野村・須玉町・高根町・

長坂町・大泉村・白州町・武川村。【南アルプス市】中

巨摩郡八田村･白根町･芦安村･若草町･櫛形町･甲西町。

【山梨市】山梨市、東山梨郡牧丘町・三富村。【西八代

郡市川三郷町】三珠町・市川大門町・六郷町。【南都

留郡富士河口湖町】西八代郡上九一色村（分村：富士

ケ嶺・本栖・精進）・留郡河口湖町･勝山村･足和田村。

【南巨摩郡富士川町】南巨摩郡増穂町・鰍沢町。【南巨

摩郡身延町】西八代郡下部町、南巨摩郡中富町・身延

町。【南巨摩郡南部町】南部町･富沢町。

 中 部 地 方 山 梨 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

山 梨 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   Y a m a n a s h i 　

白金工房
［貴金属製作・小売］〒400-0017　山梨県甲府市屋形2-2-

33　Tel.055-220-1611 Fax.055-220-1616　◇JR石和駅　

◇代表／堀内 利之

BLA英語クリニック［BLA］

［留学指導、英語習得法の指導、著作、講演、英語ソフト

等の開発、販売］　［(株)BLA］〒408-0315　山梨県北杜市

白州町白須8666-1　Tel.0551-35-3621 Fax.0551-35-

3818　◇JR小淵沢駅から車10分　◇創立／1977年　◇プ

レジデント／木下 和好、バイス プレジデント／木下 恵美

子　◇特色／元NHK英語教授Dr.木下開発のWebシステ

ムYouCanSpeak（特許出願中）関連教材で確実な英語習

得を強力に支援する。

【HP】http://www.youcanspeak.net/

【E-Mail】info@youcanspeak.net

　お店・事業

Ａ・グレース音楽教室
［チェロ・ピアノ教室］〒405-0033　山梨県山梨市落合

292-8 山梨キリスト恵み教会内　Tel&Fax.0553-22-

5371　◇JR山梨市駅から徒歩15分　◇創立／2000年　

◇責任者／矢野 新　◇特色／クラシックからゴスペルま

で演奏法をお教えしています。共に学びましょう。生徒募

集。責任者は東京音大チェロ科卒です。

【E-Mail】christ@fine.ocn.ne.jp

グラスハウス・NEN＆Musica Noel
［ガラス工芸・音楽教室］〒409-0135　山梨県上野原市芦

垣592　Tel&Fax.0554-66-2204　◇JR上野原駅からバス

「和見入口」停、徒歩3分　◇代表／尾崎 稔、尾崎 瑠美
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BLA留学センター［BLA］

［留学指導、英語習得法の指導、著作、講演。英語ソフト

等の開発、販売］　［(株)BLA］〒408-0315　山梨県北杜市

白州町白須8666-1　Tel.0551-35-3621 Fax.0551-35-

3818　◇JR小淵沢駅から車15分　◇創立／1977年　◇プ

レジデント／木下 和好、バイス プレジデント／木下 恵美

子　◇特色／NHK等でおなじみの英語教授Dr.木下が、

あなたの留学を完全指導。高校・大学・大学院・語学など、

入学率100％！

【HP】http://bla-jp.com/

【E-Mail】info@bla-jp.com

Mt.Zion篠原農園
［果実野菜栽培での福祉農園］　［(宗)明け野キリスト教会］

〒407-0204　山梨県北杜市明野町上手8164　Tel.0551-

25-2458 Fax.0551-25-5272　◇JR穴山駅から車10分　◇

創立／2003年　◇代表／篠原 宣男、牧師／篠原 幸子　

◇特色／自然豊かな中で、農業体験を通して心の病の回

復を必要とする人をサポートするための農園。

【E-Mail】sinohara8359@mail.goo.ne.jp

　幼稚園・保育園・学童

石和英和幼稚園
［幼稚園］　［(学)山梨英和学院］〒406-0036　山梨県東八

代郡石和町窪中島190-2　Tel.055-262-3880 Fax.055-262-

1590　◇創立／1968年　◇園長／田草川 すみ江

市川幼稚園
［幼稚園］　［(学)市川幼稚園］〒409-3600　山梨県西八代

郡市川三郷町市川大門1782　Tel&Fax.055-272-0156　◇

JR市川本町駅から徒歩10分　◇創立／1971年　◇代表／

三井 賢

【HP】http://www.ichikawa-youchien.ed.jp/

【E-Mail】info@ichikawa-youchien.ed.jp

塩山カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖テレジア学園］〒404-

0042　山梨県甲州市塩山上於曽1351　Tel.0553-33-

2748　◇JR塩山駅から徒歩5分

【HP】http://www.therese.jp/

【E-Mail】info@therese.jp

峡南幼稚園
［幼稚園］　［(学)峡南学園］〒400-0501　山梨県南巨摩郡

増穂町青柳町160　◇JR市川大門駅　◇創立／1932年　

◇園長／徳田 隆二

【HP】http://kyonan.ed.jp/

小さき花幼稚園
［カトリック幼稚園］　［聖テレジア学園］〒403-0005　山

梨 県 富 士 吉 田 市 上 吉 田3-5-7　Tel.0555-22-1409 

Fax.0555-24-4489［連絡先：富士吉田カトリック教会　〒

403-0005　山梨県富士吉田市上吉田3-5-7 Tel.0555-22-

3199］　◇富士急行線富士吉田駅から徒歩5分　◇創立／

1955年　◇園長／ゴーチェ，ミシェル

【HP】http://chiisakihana-youchien.ed.jp/

【E-Mail】chiisaki@ia8-itkeeper.ne.jp

小さなおてて
［幼児］　［富士吉田バプテスト教会］〒403-0005　山梨県

富士吉田市上吉田5-5-15　Tel&Fax.0555-22-2027　◇富

士急行富士吉田駅から徒歩10分　◇創立／1994年　◇牧

師／伊藤 世里江　◇特色／就園前の1〜3歳児とお母さ

んたちで一緒に音楽遊びや富士山麓の公園での外遊びな

ど行っています。

【HP】http://www.fgo.jp/~fujibap/

【E-Mail】fujibap_2000_5_5@fgo.jp

韮崎英和幼稚園
［幼稚園］　［(学)山梨英和学院］〒407-0014　山梨県韮崎

市富士見2-2-25　Tel.0551-22-0707 Fax.0551-23-1676　

◇JR韮崎駅から徒歩3分　◇創立／1950年　◇園長／田

草川 すみ江、副園長／輿水 かづ子

韮崎カトリック白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］〒407-0015　山梨県韮崎市若宮3-10-

1　Tel.0551-22-2455

山梨英和幼稚園
［幼稚園］　［(学)山梨英和学院］〒400-0831　山梨県甲府

市上町1740　Tel.055-241-2801 Fax.055-243-5261　◇創

立／1911年　◇園長／田草川 すみ江　◇特色／甲府市

の南、住宅と果樹園の閑静な地に、子どもたちの心がひ

びき合うアカデミックな幼稚園。

　図書館・資料展示館

フィリア美術館
［美術館］〒408-0041　山梨県北杜市小淵沢町上笹尾

3476-76　Tel&Fax.0551-36-4221　◇JR小淵沢駅から徒

歩25分　◇創立／1990年　◇代表／中山 妙子

【HP】http://www.philia-museum.jp/

【E-Mail】ph90@peach.ocn.ne.jp
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山 梨 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   Y a m a n a s h i 　

上野原市	 Uenohara-shi

上野原キリストの教会［キリストの教会］

〒409-0112　上野原市上野原4091　Tel.0554-63-0251 

Fax.0554-63-2285　◇JR上野原駅からバス「本町三丁目」

停、徒歩3分［連絡先：山口 正夫　〒193-0935　東京都

八王子市大船町90-34 Tel.042-666-3244］　◇創立／1951

年（14人）　◇山口 正夫　◇礼拝／10:30

希望の教会上野原希望キリスト教会［単立／

独立］

〒409-0133　上野原市八ツ沢686 ホープエクレシア3F　

Tel&Fax.0554-63-5316　◇JR上野原駅から車5分　◇創

立／1997年（30人）　◇尾形 守、尾形 洋子　◇礼拝／

16:00　◇特色／毎日曜の礼拝後、いやし、インナーヒー

リングカウンセリングのミニストリーがあります。

【HP】http://hopechurch.fc2web.com/

【E-Mail】hopechurch@inter7.jp

大月市	 Otsuki-shi

大月キリストの教会［キリストの教会］

〒401-0011　大月市駒橋1-9-14　Tel&Fax.0554-23-

4224　◇清水 光雄

大月新生教会［日基教団］

〒401-0012　大月市御太刀1-4-10　Tel&Fax.0554-22-

4458　◇JR大月駅から徒歩5分　◇創立／1928年（12

人）　◇船戸 良隆　◇礼拝／10:15,18:30

【HP】http://www5a.biglobe.ne.jp/~tkyouku/otsuki.html

大月福音キリスト教会［JECA］

〒409-0502　大月市富浜町鳥沢437-1　Tel&Fax.0554-

26-2664　◇JR鳥沢駅から徒歩3分［連絡先：Tel.0428-22-

1339］　◇創立／1992年（14人）　◇大倉 寧、林 桂司　

◇礼拝／10:40

【HP】http://otsuki.o-bc.net

【E-Mail】otsuki@o-bc.net

甲斐市	 Kai-shi

甲府エシコル教会［聖イエス会］

〒400-0111　甲斐市竜王新町870-5　Tel.055-279-2777　

◇香西 良建

山梨栄光教会［改革派］

〒400-0123　甲斐市島上条1686-5　Tel&Fax.055-277-

3532　◇JR甲府駅からバス20分　◇創立／1975年（28

人）　◇石本 耕一　◇礼拝／10:30　◇特色／未就学・未

就園児対象の土曜学校「バンビくらぶ」開設。うた・ゆう

ぎなどの身体活動と母親たちの交流の場。

【E-Mail】yamanashi@rcj-net.org

山梨チャペル［単立／独立］

〒407-0105　甲斐市下今井2405-2　Tel&Fax.0551-28-

6102　◇JR竜王駅　◇創立／1995年　◇佐野 鐘悦

山梨希望キリスト教会［単立／独立］

〒400-0126　甲斐市大下条23-6　Tel&Fax.055-277-

5538　◇創立／1978年（60人）　◇池戸 恒嗣、池戸 愛一、

巽 聡　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.yamanashi-nozomi.net/

甲州市	 Koshu-shi

勝沼教会［日基教団］

〒409-1316　甲州市勝沼町勝沼1410　Tel&Fax.0553-44-

0829　◇JR勝沼ぶどう郷駅　◇創立／1882年（39人）　

◇坂元 高　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／ぶどう園に囲

まれた、小さな、しかし創立128年の教会です。夕礼拝を

19時30分から開いています。

ハーベスト・チャーチ山梨＝塩山純福音教
会［TPKF］

〒404-0043　甲州市塩山下於曽565　Tel&Fax.0553-20-

2777　◇JR塩山駅から徒歩7分　◇創立／1960年（50

人）　◇佐野 鐘悦　◇礼拝／15:00

甲府市	 Kofu-shi

愛宕町教会［日基教団］

〒400-0024　甲府市北口3-4-23　Tel.055-253-3150 Fax. 

055-252-8484　◇JR甲府駅北口から徒歩5分　◇創立／

1947年（152人）　◇北 紀吉　◇礼拝／10:30　◇特色／

祈祷会は毎木曜日13時30分からと20時から。夕礼拝が19

時30分から（第2～4主日）、早朝礼拝が7時30分から第1

主日）。

【HP】http://www.geocities.jp/atagomachikyoukai/

インマヌエル甲府キリスト教会［IGM］

〒400-0861　甲府市城東2-9-16　Tel&Fax.055-233-

1420　◇JR甲府駅からバス「中央三丁目」停、徒歩2分　

◇創立／1978年（50人）　◇長倉 真理、熊谷 邦男　◇礼

拝／10:30
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4560　◇JR甲府駅から徒歩10分　◇創立／1955年（68

人）　◇松村 識　◇礼拝／7:00,10:30　◇特色／山梨大学

近く。ハンドベルクワイヤがあります。詳細はホームペー

ジで！

【HP】http://kofu.church.jp

【E-Mail】kofucgc@yahoo.co.jp

甲府シオン教会［大韓イエス］

〒400-0831　甲府市上町1911-2　Tel.055-232-3933　◇

JR南甲府駅　◇金 基鎬　◇礼拝／9:30,11:00　◇外国語

／韓国語

甲府聖オーガスチン教会［聖公会］

〒400-0016　甲府市武田3-1-14　Tel&Fax.055-252-5276 

Fax.055-267-7555　◇JR甲府駅　◇創立／1934年（66

人）　◇三鍋 裕、清家 智光

甲府聖書バプテスト教会［JBBF］

〒400-0803　甲府市桜井町500-3　Tel&Fax.055-225- 

0434 Tel.055-226-7785　◇JR石和駅からバス「英和短大

前」停、徒歩3分　◇創立／1990年（26人）　◇藤田 正彦、

藤田 ますみ　◇礼拝／10:45　◇特色／水曜日朝10時30

分からレディースミーティング、夜7時30分からバイブル

クラス。金曜・土曜はゴスペルの練習。

【HP】http://homepage3.nifty.com/kids-gospel-church/

【E-Mail】amazing-gospel@nifty.com

甲府中央教会［日基教団］

〒400-0032　甲府市中央2-7-21　Tel.055-233-6535 Fax. 

055-233-6507　◇JR甲府駅から徒歩6分　◇創立／1984

年（69人）　◇白鳥 彰　◇礼拝／10:30　◇特色／若いお

母さんと幼児を対象とした集いを始めました。子育ての喜

びを共有しています。月1回ですが。

甲府中央教会南西望みの家［日基教団］

〒400-0046　甲府市下石田2-2-10　Tel.055-222-3342　

◇白鳥 彰

甲府めぐみキリスト教会［単立／独立］

〒400-0041　甲府市上石田4-17-22　Tel&Fax.055-222-

7621　◇JR甲府駅から車10分　◇創立／1971年　◇加藤 

満、岩崎 義幸　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日と土曜

日各午後7時から祈祷会。木曜日午前10時から婦人会を行

っています。

【HP】http://church.ne.jp/kofu/

【E-Mail】kofugracechurch@gmail.com

国際聖愛甲府教会＝インターナショナル・
アガペー・チャーチ［単立／独立］

〒400-0865　甲府市太田町23-7　Tel.090-7636-3279　◇

太田町キリスト教会［長老教会］

〒400-0865　甲府市太田町3-9 エデンビル1F　Tel&Fax. 

055-288-1914　◇甲府駅南口から徒歩20分　◇創立／

1980年（19人）　◇横田 俊樹　◇礼拝／10:30　◇特色／

水曜日午後7時30分から祈祷会。聖書を学びたい方はご相

談に応じます。

【E-Mail】pcj.kofu@gmail.com

神の愛キリスト教会［ペンテコステ教団］

〒400-0867　甲府市青沼2-3-3　Tel.055-233-7802　◇JR

甲府駅からバス「琢美小学校前」停　◇創立／1992年　

◇有泉 弘

甲府ウリ教会［KCCJ］

〒400-0856　甲府市伊勢4-41-14-202　Tel&Fax.050-

3334-6114　◇JR甲斐住吉駅から徒歩5分　◇創立／1997

年（13人）　◇呉 聖薫　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国

語

甲府カルバリ純福音教会［TPKF］

〒400-0858　甲府市相生2-15-10　Tel&Fax.055-232-

6407　◇JR甲府駅から徒歩15分　◇与久田 幸春、与久

田 太美　◇礼拝／10:15

【E-Mail】karubari1415@ybb.ne.jp

甲府教会＝甲府ルーテル教会［福音ルーテル］

〒400-0867　甲府市青沼2-8-15　Tel.055-233-0812 Fax. 

055-233-0813　◇JR甲府駅から1.5Km　◇創立／1953年

（35人）　◇大柴 譲治、中村 圭助　◇礼拝／10:30　◇特

色／水曜日午前10時30分、午後7時30分、聖書を学び祈る

会−自由討論形式。

【HP】http://park19.wakwak.com/~kofu/

【E-Mail】kofu@jelc.or.jp

甲府教会［日基教団］

〒400-0032　甲府市丸の内2-32-3　Tel.055-222-4110 

Fax.055-222-4135　◇JR甲府駅南口から徒歩10分　◇創

立／1878年（257人）　◇松木田 博、金 明淑　◇礼拝／

10:20

【E-Mail】kofu_church@yahoo.co.jp

甲府教会［JRL］

〒400-0862　甲府市朝気3-18-4　Tel&Fax.055-237-

0993　◇JR南甲府駅から徒歩10分　◇創立／1996年（110

人）　◇洪 昌憙　◇礼拝／10:00　◇外国語／韓国語

（11:40）　◇特色／第1部礼拝（10:20）は日本語、第2部礼

拝（11:40）は韓国語で日本語の通訳あり。水曜礼拝は

11:40から。金曜祈り会は20:30から。

【HP】http://www.kofu1004.com/

【E-Mail】kofujp1@yahoo.co.jp

甲府キリスト教会＝甲府シティチャーチ［ア

ッセンブリー］

〒400-0024　甲府市北口1-1-4　Tel&Fax.055-253-0990　

◇JR甲府駅北口から徒歩3分　◇創立／1931年（28人）　

◇丸山 綾子、丸山 義宣　◇礼拝／10:20

【E-Mail】assekofu@maple.ocn.ne.jp

甲府キリスト福音教会［JECA］

〒400-0016　甲府市武田3-17-4　Tel&Fax.055-253-

http://church.ne.jp/kofu/
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山梨バプテスト教会［バプ連盟］

〒400-0025　甲府市朝日5-13-12　Tel&Fax.055-252-

4644　◇JR甲府駅から徒歩15分　◇創立／1958年（35

人）　◇礼拝／11:00

ヨハン甲府キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒400-0025　甲府市朝日1-5-3　Tel&Fax.055-262-6119 

Tel.090-9377-1465　◇JR甲府駅北口から徒歩10分　◇李 

政美、藤池 舞

【HP】http://kofu.yohan.jp/

【E-Mail】kofu@yohan.or.jp

中央市 Chuuou-shi

中央フォースクエア福音教会［フォースクエア］

〒409-3841　中央市布施3308　Tel&Fax.055-274-0757　

◇JR小井川駅から徒歩10分　◇創立／1998年（85人）　

◇メロ，フランシスコ・デ･アシス・サンタナ、メロ，ジョ

セリセ・セルケイラ、當眞 ジェニイ　◇礼拝／10:30,

18:00　◇外国語／ポルトガル語　◇特色／日本人、ブラ

ジル人、ペルー人等が一緒に集い、賛美が元気な明るく

開放的な教会です。礼拝時通訳あります。

【E-Mail】ieqtatomi@yacht.ocn.ne.jp

都留市 Tsuru-shi

谷村教会［日基教団］

〒402-0053　都留市上谷2-1-25　Tel&Fax.0554-43-

4683　◇富士急行谷村町駅から徒歩5分　◇創立／1896

年（35人）　◇玉田 真　◇礼拝／10:15　◇特色／礼拝の

年間平均出席者数が25名と増えました。大学生も4〜5名

常時出席し、教会全体として活気があります。

【HP】http://church.jp/yamura/

韮崎市 Nirasaki-shi

韮崎教会［日基教団］

〒407-0024　韮崎市本町1-5-16　Tel&Fax.0551-22-

2119　◇JR韮崎駅から徒歩5分　◇創立／1888年（102

人）　◇平澤 昇　◇礼拝／10:20

【HP】http://www.geocities.jp/nirasaki_church/

笛吹市 Fuefuki-shi

石和教会［日基教団］

〒406-0036　笛吹市石和町窪中島240-3　Tel&Fax.055-

262-4788　◇JR石和温泉駅から徒歩16分　◇創立／1960

年（12人）　◇田邉 優子　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜

午前9時から教会学校。木曜日午後8時15分から祈祷会。

毎月第4金曜日に聖書に親しむお母さんの集い。

塩田日本使徒キリスト教会［使徒キリスト］

〒405-0064　笛吹市一宮町塩田692-2　Tel&Fax.0553-

47-1177　◇JR山梨市駅から車15分　◇創立／1955年（7

人）　◇倉臼 あんどりゅ、エンリー，ウィリス　◇礼拝／

10:30

JR甲府駅南口から徒歩25分　◇創立／1997年（20人）　

◇新村 真、笠井 賢明、李 奉子、新村 良雄、小澤 幸二郎、

松永 信行　◇礼拝／7:00,10:30,14:00,17:00　◇いのち／

090-7636-3279,080-3440-5119　◇特色／いやしと奇跡の

教会。礼拝後、食事出します。どのような相談事もお受け

いたします。神に選ばれた教会です。

サンタリア聖書教会［単立／独立］

〒400-0811　甲府市川田町アリア206 ルオゴ．デル．サン

タリア内　Tel.055-220-1511 Fax.055-220-1513　◇JR石

和温泉駅からバス「勤労青年センター」停［連絡先：山

梨希望キリスト教会　〒400-0126　山梨県中巨摩郡敷島

町大下条23-6 Tel.055-277-5538］　◇創立／1997年（22

人）　◇池戸 愛一　◇礼拝／10:45

TLCCC甲府教会［主の十字架］

Tel&Fax.055-225-0844　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください［連絡先：主の十字架クリスチャンセンタ

ー甲府教会　〒400-0035　山梨県甲府市飯田5-17-35 ハ

イツふじ102 Tel.055-225-0844］　◇創立／1996年（12

人）　◇ヨハネ 谷口、谷口 素子　◇礼拝／10:00　◇特色

／日曜と月曜に礼拝。神学校や一般向けのゴスペル教室、

いやしの集いなども行われています。

【HP】http://www.geocities.jp/tlccc_kofu/

【E-Mail】taniyoha@ybb.ne.jp

西甲府キリスト福音教会［JECA］

〒400-0075　甲府市山宮町920　Tel&Fax.055-251-

1415　◇JR甲府駅からバス「山宮上町」停　◇創立／

1970年（12人）　◇藤原 孝行　◇礼拝／10:30

フルゴスペル甲府教会［JFGA］

〒400-0031　甲府市丸の内3-10-16 小野ビル2F　Tel& 

Fax.055-221-8826　◇創立／2003年（30人）　◇高 福

徳　◇礼拝／11:00,13:40,16:00　◇外国語／韓国語

南甲府教会［日基教団］

〒400-0863　甲府市南口町4-11　Tel&Fax.055-231-

1283　◇JR南甲府駅から徒歩6分　◇創立／1952年（107

人）　◇小林 恵　◇礼拝／10:30

山梨教会［日基教団］

〒400-0043　甲府市国母1-24-16　Tel&Fax.055-226-

5686　◇JR甲府駅からバス15分　◇創立／1903年（157

人）　◇西堀 俊和　◇礼拝／10:20　◇特色／信仰告白は

明確に、宣教は広く豊かに、交わりは暖かに、説教は力強

く、長老会は堅実に、牧師は謙遜に。

【HP】http://yamanashi.church.jp/

【E-Mail】yamanashi@church.jp

山梨中央教会［単立／独立］

〒400-0064　甲府市下飯田4-5-24　Tel.055-228-2373 

Fax.055-244-7322　◇JR甲府駅南口からバス「貢川」停、

徒歩7分　◇創立／1993年（150人）　◇井上 昌煕、井上 

佳代子　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語　◇特色／

年3回ゴスペル祭を行っており、自由に参加できます。ピ

アノ教室、ギター教室、韓国語・英語教室もあります。

【HP】http://central.blogdns.net:443/

【E-Mail】visionnews21c@hotmail.com
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立／1948年（120人）　◇島田 征吾　◇礼拝／6:00,10:30,

18:00　◇特色／礼拝は週日（月曜を除く）：6時（聖さん式）、

18時。主日：6時、10時30分（聖さん式）、18時。

桜新町キリストの教会小淵沢伝道舘［キリスト

の教会］

〒408-0041　北杜市小淵沢町上笹尾戌亥原3486-313　

Tel.090-1708-4652　◇創立／2000年　◇諸橋 秀行

長坂聖マリヤ教会［聖公会］

〒408-0021　北杜市長坂町長坂上条2056-11　Tel&Fax. 

0551-32-2441　◇JR長坂駅から徒歩20分　◇創立／1962

年（31人）　◇島田 征吾　◇礼拝／10:30　◇特色／平日

は、月曜日を除いて毎日朝夕6時に礼拝をしています。

八ヶ岳キリスト教会［アッセンブリー］

〒408-0012　北杜市高根町箕輪3219-2　Tel&Fax.0551-

47-6205　◇中央道須玉ICから車5分　◇創立／1986年

（21人）　◇中山 洋雄、中山 いさ子　◇礼拝／11:00　◇

特色／水曜日午前10時30分から祈祷会。午後8時から祈祷

会。

【HP】http://www.yatugatake.org

八ヶ岳伝道所［日基教団］

〒408-0205　北杜市明野町浅尾新田1324 山本方　Tel& 

Fax.0551-25-4008　◇JR穴山駅　◇創立／2008年（16

人）　◇山本 護　◇礼拝／10:30　◇特色／15年間の開拓

伝道を経て2008年に設立されました。会員手造りの会堂

を夢見つつ三か所で礼拝を守る家の教会

南アルプス市 Minami-Arupusu-shi

キリストグレース教会白根チャペル［単立／

独立］

〒400-0223　南アルプス市曲輪田新田708-21　Tel&Fax. 

055-283-5956　◇中央高速自動車道「白根」インターか

ら車で5分　◇創立／2008年（10人）　◇薄井 悦子、若

林 拓、若林 美加　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後

7時30分から祈祷会。木曜日午前10時30分から聖書研究会。

日曜日午前10時から子供礼拝。

櫛形キリスト教会［同盟基督］

〒400-0301　南アルプス市桃園812-24　Tel&Fax.055-

284-4911　◇JR甲府駅から車30分　◇創立／1989年（22

人）　◇茅場 玲　◇礼拝／10:30,18:00

【HP】http://www5c.biglobe.ne.jp/~ksgt-ch/

【E-Mail】caiaphas@mtd.biglobe.ne.jp

ハレルヤ・バプテスト教会［JBBF］

〒400-0214　南アルプス市百々1771-26　Tel&Fax.055-

285-3967　◇創立／1999年（11人）　◇谷井 悟

南アルプスグローバルチャーチ＝小笠原純
福音教会［TPKF］

〒400-0306　南アルプス市小笠原434-1　Tel&Fax.055-

280-3055　◇JR東花輪駅から車15分　◇創立／1958年　

◇ポールソン，インゲル、岡田 玉　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ehnlelois@ybb.ne.jp

山梨八代教会［日基教団］

〒406-0821　笛吹市八代町北1984-18　Tel&Fax.055-

265-3834　◇JR石和温泉駅から車10分　◇創立／1947年

（17人）　◇大矢 真理　◇礼拝／10:30

富士吉田市 Fujiyoshida-shi

富士吉田教会［日基教団］

〒403-0004　富士吉田市下吉田47　Tel&Fax.0555-22-

6565　◇富士急行月江寺駅から徒歩10分　◇創立／1917

年（16人）　◇平松 実人　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.geocities.jp/fujiyoshida_kyokai/

【E-Mail】fujiyoshida_church@hotmail.co.jp

富士吉田キリストの教会［キリストの教会］

〒403-0012　富士吉田市旭4-3-18　Tel.0555-22-0907　◇

富士急行月江寺駅から徒歩20分　◇舩山 勝彦（信徒）　

◇礼拝／10:30

富士吉田純福音キリスト教会＝いのちのパ
ンの家［TPKF］

〒403-0007　富士吉田市中曽根1-2-14　Tel.0555-24-7745 

Fax.0555-62-3060　◇富士急行富士吉田駅から徒歩5分　

◇創立／1993年（23人）　◇高橋 敏雄、高橋 洋子　◇礼

拝／10:30　◇テレホン／0555-24-5117

【HP】http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Tachibana/3181/

【E-Mail】inochinopan@yahoo.co.jp

富士吉田バプテスト教会［バプ連盟］

〒403-0005　富士吉田市上吉田5-5-15　Tel&Fax.0555-

22-2027　◇富士急行富士吉田駅から徒歩10分　◇創立

／1992年（57人）　◇伊藤 世里江　◇礼拝／11:00　◇

特色／ゴスペルクワイヤや保育サークルがあります。子ど

もと一緒の礼拝を行っています。障害者用トイレあり。

【HP】http://www.fgo.jp/~fujibap/

【E-Mail】fujibap_2000_5_5@fgo.jp

北杜市 Hokuto-shi

明け野キリスト教会［単立／独立］

〒407-0204　北杜市明野町上手8164　Tel&Fax.0551- 

25-5272 Tel.090-1885-7275　◇JR穴山駅から車10分　◇

創立／1996年（13人）　◇篠原 幸子、後藤 圭子、後藤 

園　◇礼拝／10:00　◇特色／心病める人、社会的に弱い

立場の人、あなたの居場所、いやしの場、あなたを必要と

する場所があります。

甲斐小泉キリストの教会［キリストの教会］

〒408-0031　北杜市長坂町小荒間1381　Tel.0551-32-

5579　◇JR甲斐小泉駅から1.2キロ　◇創立／1986年（6

人）　◇野村 基之　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.bethanyhome.net/

清里聖アンデレ教会［聖公会］

〒407-0301　北杜市高根町清里3545　Tel.0551-48-2113 

Fax.0551-48-3123　◇小海線清里駅から徒歩10分　◇創
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西八代郡 Nishiyatsushiro-gun

市川教会［日基教団］

〒409-3601　西八代郡市川三郷町市川大門907　Tel.055-

272-0786 Fax.055-272-2920　◇JR市川本町駅から徒歩10

分　◇創立／1888年（45人）　◇三井 賢　◇礼拝／

10:30　◇特色／教会堂は1897年献堂され登録文化財の指

定。市川幼稚園、障がい児通園施設ひかりの家学園との

関係強化。

南巨摩郡 Minamikoma-gun

インマヌエル鰍沢キリスト教会［IGM］

〒400-0502　南巨摩郡富士川町最勝寺1451　Tel&Fax. 

0556-22-4052　◇JR鰍沢口駅からバス「小室山口」停、

停歩3分　◇創立／1964年（13人）　◇加藤 初穂　◇礼

拝／10:30

峡南教会［日基教団］

〒409-3304　南巨摩郡身延町切石554　Tel&Fax.0556-

42-2052　◇JR甲斐岩間駅　◇創立／1958年（10人）　◇

福富 秀明　◇礼拝／10:00

峡南キリスト教会［JECA］

〒409-2212　南巨摩郡南部町南部8312　Tel.0556-64-

3612　◇JR内船駅から徒歩15分［連絡先：佐々木 弘幸　

〒409-2103　山梨県南巨摩郡南部町万沢4075 Tel.0556-

67-3036］　◇創立／1986年（28人）　◇佐々木 弘幸　◇

礼拝／10:30

巨摩教会［日基教団］

〒400-0501　南巨摩郡富士川町青柳167　Tel.0556-22-

0604 Fax.0556-22-0795　◇JR市川大間駅　◇創立／

1898年（16人）　◇徳田 隆二

南アルプスフォースクエア福音教会［フォース

クエア］

〒400-0306　南アルプス市小笠原323-5　Tel&Fax.055-

268-3538　◇創立／2002年（50人）　◇ドオ，ルイス・カ

ルロス、ドオ，マルガレチ　◇礼拝／18:00,20:00(水、土),

10:00(第3日)　◇外国語／ポルトガル語、スペイン語　◇

特色／第3日曜日午前10時から日本語の礼拝。日曜午後6

時、水曜日午後8時、土曜日午後8時は同時通訳。

山梨市 Yamanashi-shi

日下部教会［日基教団］

〒405-0018　山梨市上神内川1113-1　Tel.0553-22-

0088　◇JR山梨市駅から徒歩10分　◇創立／1884年（154

人）　◇宍戸 俊介　◇礼拝／10:30

山梨キリスト恵み教会［単立／独立］

〒405-0033　山梨市落合292-8　Tel&Fax.0553-22-

5371　◇JR春日居町駅から徒歩10分　◇創立／1998年　

◇矢野 新　◇礼拝／10:30　◇特色／永遠の滅び地獄か

らの救い主であるキリストの十字架と復活をお伝えしてい

ます。車いす対応のバリアフリーです。

【E-Mail】christ@fine.ocn.ne.jp

中巨摩郡 Nakakoma-gun

昭和町キリスト教会［JECA］

〒409-3862　中巨摩郡昭和町上河東738-15　Tel&Fax. 

055-275-0445　◇JR常永駅から徒歩10分　◇創立／1995

年（15人）　◇福田 和広　◇礼拝／10:30　◇特色／主の

大命令に従った教会形成をしていきます。

【HP】http://www005.upp.so-net.ne.jp/jacob/

【E-Mail】neko-net@nifty.com
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長野県
●県庁／長野市
●市町村数／19市23町35村
●人口／2,168,926人
●教会数／154教会
■教会所在地(38)
■教会未設置(39)
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長野県──地域の宣教資料

　宣教人国記：初期のプロテスタント信徒である鈴木

親長（1830〜没年不詳）は、1872年（明治5）、役人と

して学校係に就任した折りに購入した書籍の中に旧新

約聖書を見出して求道。その後、旧藩主の松平忠厚が

受洗したことを聞きキリスト教入信を表明。横浜に移

転後は聖書の販売にも従事した。聖書翻訳者の永井直

治（1864〜1945）は、1890年（明治23）に明治学院

神学部卒後、浅草教会牧師となる。だが、早くより新

約聖書本文を研究し、いわゆる「永井訳新約聖書」を

出版した。金井為一郎（1887〜1963）は、一高時代に

校長・新渡戸稲造の感化を受けて求道し、その後、山

室軍平の説教にも感動して松本日本基督教会で受洗。

伝道師として高知教会、また牧師として山梨教会や市

谷教会（後の池袋西教会）を牧会。日本聖書神学校の

創設にも参加した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【安曇野市】東筑摩郡明科町、南安曇郡豊科町・穂高町・

三郷村・堀金村。【飯田市】下伊那郡上村・南信濃村。

【伊那市】伊那市、上伊那郡高遠町・長谷村。【上田市】

上田市、小県郡丸子町･真田町･武石村。【大町市】北

安曇郡八坂村・美麻村。【佐久市】佐久市、南佐久郡

臼田町、北佐久郡望月町・浅科村。【長野市】更級郡

大岡村、上水内郡豊野町・戸隠村・鬼無里村。【塩尻市】

木曽郡楢川村。【千曲市】更埴市、更級郡上山田町、

埴科郡戸倉町。【東御市】北佐久郡北御牧村、小県郡

東部町。【中野市】中野市、下水内郡豊田村。【長野市】

上水内郡信州新町・中条村。【松本市】東筑摩郡四賀村、

南安曇郡奈川村・安曇村・梓川村・波田町。【上水内

郡飯綱町】牟礼村･三水村。【木曽郡木曽町】木曽福島町・

日義村・開田村・三岳村。【下伊那郡阿智村】浪合村・

清内路村・。【小県郡長和町】長門町・和田村。【東筑

摩郡筑北村】本城村･坂北村･坂井村。【南佐久郡佐久

穂町】佐久町･八千穂村。【南巨摩郡南部町】南部町･

富沢町。

 中 部 地 方 長 野 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

長 野 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   N a g a n o 　

　お店・事業

工房 YAS
［コカリナ製作・販売］〒391-0115　長野県諏訪郡原村原

山17217-315　Tel&Fax.0266-75-3533　◇代表／安川 誠

【HP】http://www.i-honky.com/yas/

【E-Mail】yasukawa_m@lapis.plala.or.jp

(株)サンクゼール
［レストラン、ワインワイナリー、食品製造販売］〒389-

1201　長野県上水内郡飯綱町芋川1260　Tel.026-253-

7002 Fax.026-253-6877　◇代表取締役社長／久世 良三

【HP】http://www.stcousair.co.jp/

中華菜 竹房 エレミヤ
［中華レストラン］〒380-0942　長野県長野市小柴見441-

3　Tel.026-228-4493　◇JR長野駅から徒歩20分　◇創

立／1995年　◇房主／宮川 哲夫　◇特色／店舗を緑豊

かな地に移転し、より一層お食事をたのしんでいただける

ようになりました。禁酒・禁煙です。

天恵製菓（株）
［半生菓子企画・製造・販売・卸］〒399-3202　長野県下

伊 那 郡 豊 丘 村 大 字 神 稲6855　Tel.0265-35-2160 

Fax.0265-35-7827　◇JR市田駅から徒歩25分　◇創立／

1966年　◇代表取締役／片桐 裕

パン工房「パパゲーノ」
［パン製造・販売］〒391-0104　長野県諏訪郡原村5704-

1　Tel.0266-79-6631 Fax.0266-79-6637　◇JR茅野駅から

車30分　◇創立／1995年　◇代表／小倉 輝久　◇特色

／〜八ヶ岳の自然の恵み〜より良い健康作りを目指し、厳
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選された素材本来のおいしさを追求しています。

【HP】http://www.lcv.ne.jp/~papageno/

【E-Mail】papageno@po23.lcv.ne.jp

文柳かつら
［日本髪かつら専門店］〒399-0022　長野県松本市松原

35-15　Tel&Fax.0263-58-7508　◇国道19号線村井信号

から車10分　◇結髪師／川崎 健史

レストラン MASAA's
［フランス料理］〒389-0102　長野県北佐久郡軽井沢町軽

井沢1178-161 軽井沢プリンスショッピングプラザ イース

ト内　Tel.0267-41-4630　◇JR軽井沢駅　◇オーナーシ

ェフ／植木 将仁

【HP】http://www.eatpia.com/masaas/

ムラサキスポーツ 松本店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒390-

0811　長野県松本市中央2-2-28 松本パルコ4F　Tel.0263 

-38-2230 Fax.0263-38-2232　◇代表取締役会長／金山 良

雄

　教育事業・カルチャー

ホライズン・インターナショナル・スクー
ル軽井沢

［チャーチスクール］　［軽井沢ホライズンチャペル］〒

389-0113　長野県北佐久郡軽井沢町発地1061-54 軽井沢

フェローシップバイブルキャンプ内　Tel&Fax.0267-46-

3319　◇しなの鉄道信濃追分駅から車5分　◇創立／

2002年　◇責任者／西岡 樹久雄　◇特色／緑の美しい

大自然の中で主を賛美する国際色豊かな学校です。幼稚

科〜高校生対象。バイリンガル教育あり。

【E-Mail】karuizawahorizon@yahoo.co.jp

　文書伝道支援

上田バイブルセンター
［キリスト教専門書店］〒386-0152　長野県上田市大屋

6-1 みすず台南の区内　Tel&Fax.0268-36-2020　◇JR上

田駅よりバス10分　◇創立／1961年　◇代表／松山 悦子

Ｃ２Ｃ Ｍｅｄｉａ
［出版］〒399-8304　長野県南安曇郡穂高町柏原502-1　

Tel&Fax.0263-82-1144　◇JR柏矢町駅から徒歩5分　◇

ジャンカー，ジョナサン・エドワード　◇特色／年代順聖

書研究の普及を通して、聖書の背景の無い日本人に福音

のスゴさ、素晴らしさを伝えることを目指す。

【E-Mail】abundantlifebbs@yahoo.co.jp

恵みシャレー軽井沢店
［キリスト教専門書店］　［(宗)スウェーデン同盟キリスト教

団］〒389-0102　長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1374-

5　Tel.0267-42-2302 Fax.0267-42-4113　◇JR長野新幹

線軽井沢駅北口から車5分　◇創立／1951年

【HP】http://www.wlpm.or.jp/mck/

【E-Mail】mck@wlpm.or.jp

豊かな命聖書書店
［キリスト教専門書店］　［豊かな命聖書会］〒399-8202　

長野県安曇野市豊科光2073-15　Tel&Fax.0263-73-

5744　◇JR田沢駅から1.5ｋｍ　◇店長／吉野 冨貴子

　幼稚園・保育園・学童

暁の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒384-0028　長野県小諸市田町乙

294　Tel.0267-22-0693

旭幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団長野県町教会附属］〒380-

0803　長野県長野市三輪4-1-32　Tel.026-232-4363　◇

長野電鉄長野線本郷駅から徒歩5分　◇創立／1898年　

◇園長／多田 裕志

【HP】http://www.dia.janis.or.jp/~asahi-k/

飯田子供の園保育園［子供の園］

［保育園］　［(福)子供の園］〒395-0027　長野県飯田市馬

場町3-501-1　Tel.0265-22-1389 Fax.0265-53-5913　◇JR

伊那上郷駅から徒歩11分　◇創立／1947年　◇園長／赤

羽 譲治

飯田ルーテル幼稚園
［ 幼 稚 園 ］〒395-0021　 長 野 県 飯 田 市 仲 之 町1-7　

Tel.0265-22-2213

伊那福音教会ディリーチャーチ
［ディリーチャーチ］〒396-0011　長野県伊那市伊那部

352-1　Tel.0265-76-1224 Fax.0265-76-1230　◇代表／水

野 晶子

稲荷山幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖十字学園］〒387-0021　長野県千曲市

稲荷山198　Tel&Fax.026-272-1215　◇しなの鉄道　屋

代駅から車で10分　◇創立／1925年　◇園長／西澤 誠

太郎　◇特色／毎週礼拝堂でのお祈りから始まり、お誕

生日会や他の行事を通して父母との交流を深める家庭的

な幼稚園です。

入舟幼稚園・入舟保育園
［認定こども園］　［(学)信濃キリスト教学園］〒395-

0051　長野県飯田市高羽町3-2-4　Tel&Fax.0265-24-

5350　◇JR飯田駅から徒歩5分　◇創立／1951年　◇園

長／福澤 生子

【HP】http://www.irifune.org/outline/

大町幼稚園
［幼稚園］　［(学)信濃キリスト教学園］〒398-0002　長野

県大町市大町1053-1　Tel&Fax.0261-22-0604 Tel.0261-

23-2299［連絡先：関 英晴　〒398-0002　長野県大町市

大町1052-2 Tel.0261-23-2299］　◇JR信濃大町駅から徒歩

8分　◇創立／1933年　◇園長（牧師）／関 英晴、主任

／久保田 佳代子、常任顧問／古平 直子、事務／岑村 広

美　◇特色／卒園生4080名、長野県で一番多く大町市の

誇りです。教会は来る2011年9月1日に100周年を迎える。

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~omachi-y/

【E-Mail】omachi-yochien@heart.ocn.ne.jp
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カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒385-0043　長野県佐久市取出町

185-1　Tel.0267-62-0945

軽井沢幼稚園
［幼稚園］　［(学)ダニエル・ノルマン記念学園］〒389-

0102　長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢786-1　Tel.0267-

42-3071 Fax.0267-42-9201　◇JR軽井沢駅から徒歩20

分　◇創立／1916年　◇園長／西村 義臣

小雀保育園
［保育園］　［(福)湧泉会］〒385-0022　長野県佐久市岩村

田西本町1158-10　Tel.0267-67-2287 Fax.0267-67-6644　

◇JR岩村田駅から徒歩5分　◇創立／1948年　◇園長／

鷹野 禮子

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~kosuzume/

小諸幼稚園
［幼稚園］　［(学)信濃キリスト教学園］〒384-0017　長野

県小諸市三和1-5-16　Tel.0267-22-0355 Fax.0267-22-

0525　◇しなの鉄道小諸駅から徒歩15分　◇創立／1904

年　◇園長／山田 伸

【HP】http://www.komoroyouchien.ed.jp/

塩尻めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)アイオナ学園］〒399-0738　長野県塩尻

市大門七番町13-24　Tel.0263-54-0748　◇JR塩尻駅から

徒歩5分　◇創立／1952年　◇園長／原 和夫

【HP】http://www.geocities.jp/shiojirimegumikindergarten/

白鳩幼稚園
［幼稚園］　［(学)信望学園］〒384-2204　長野県佐久市協

和2322-1　Tel.0267-53-2611 Fax.0267-53-2878　◇創立

／1970年　◇理事長／小林 一正、園長／小林 クミ子

鈴蘭幼稚園
［幼稚園］　［(学)鈴蘭幼稚園］〒390-0812　長野県松本市

県1-4-23　Tel.0263-36-2094 Fax.0263-36-2264　◇JR松

本駅お城口からバス「四ツ谷」停、徒歩1分　◇創立／

1922年　◇理事長／横井 悦子、園長／三沢 真紀　◇特

色／この時期ならではの遊びを大切にし、のびやかに過ご

す中で、自分らしく自ら考え行動できる子どもを育みます。

【HP】http://www.suzuran-kg.jp/

【E-Mail】suzuran-kg@bz03.plala.or.jp

諏訪聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒392-0027　長野県諏訪市湖岸通り

4-1-36　Tel.0266-52-2339

聖十字幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖十字学園］〒390-0876　長野県松本市

開智1-6-25　Tel.0263-32-4688 Fax.0263-37-5525　◇JR

松本駅から徒歩15分　◇創立／1913年　◇園長／住田 

季代雄、理事長／森 紀旦　◇特色／子どもの望ましい姿

として「愛のうちに喜んで生き自分の力で発見し仲間とと

もに伸びていく」を目標とする。

聖テレジア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［カトリック横浜司教区］〒390-

0873　長野県松本市丸の内9-32　Tel.0263-33-8206 

Fax.0263-36-6068　◇創立／1932年　◇理事長／梅村 

昌弘、園長　／中村 典子

聖パウロ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒389-0111　長野県北佐久郡軽井沢

町長倉3324-3　Tel.0267-45-5262

聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)マリア学園］〒386-0018　長

野県上田市常田2-2-1　Tel.0268-22-1398 Fax.0268-22-

9859　◇園長／白木 信一、主任／小松 瞳　◇特色／カ

トリック理念にもとづき「豊かな子を育てる」を保育のね

らいとしています。

【HP】http://www.geocities.jp/nagano_ueda_maria/

聖マルチン幼稚園
［カトリック幼稚園］〒399-4111　長野県駒ヶ根市北町

9-11　Tel.0265-83-5766

聖ミカエル保育園
［保育園］　［(福)聖公会上田福祉会］〒386-0012　長野県

上田市中央3-16-1　Tel.0268-22-1361 Fax.0268-22-3967　

◇JR・しなの鉄道上田駅から徒歩10分　◇創立／1944

年　◇園長／渋澤 一郎

聖ヨゼフ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒399-0428　長野県上伊那郡辰野町

伊那富2792-1　Tel.0266-41-0633

茅野聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒391-0005　長野県茅野市仲町

14-7　Tel.0266-72-3512

常田保育園
［保育園］　［(福)カルディア会］〒386-0018　長野県上田

市常田2-30-17　Tel.0268-22-1520 Fax.0268-22-1785　◇

創立／1978年　◇園長／表 祥子、理事長／表 秀孝

豊科シオン幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本キリスト教団豊科教会］〒399-

8205　長野県南安曇郡豊科町豊科4910　Tel&Fax.0263-

72-2416　◇JR豊科駅から徒歩1分　◇創立／1950年　◇

園長／丸山 文雅　◇特色／北アルプスの麓、安曇野にあ

る犬のいる小さな幼稚園。十字架の立つ『ジョンのいる幼

稚園』です。

中野マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)マリア学園］〒383-0022　長

野県中野市中央2-6-4　Tel.0269-22-3503 Fax.0269-23-

4411　◇長野電鉄信州中野駅から徒歩15分　◇創立／

1966年　◇理事長／武田 三明、園長／湯本 美奈子　◇

特色／「神と人に愛され、神と人を愛する子ども」を教育

目標に、毎日祈りながら保育しています。

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~n-maria/

【E-Mail】n.maria@abeam.ocn.ne.jp

認定こども園 聖クララ幼稚園［聖クララ幼稚園・

サンタクララ保育園］

［カトリック幼稚園・保育園］　［(学)マリア学園］〒395-

0812　長野県飯田市松尾代田1420-1　Tel.0265-22-2916 
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安曇野市 Azumino-shi

あずみ野ファミリーチャペル［単立／独立］

〒399-8304　安曇野市穂高柏原502-1　Tel&Fax.0263-

82-1144　◇JR柏矢町駅から徒歩5分　◇創立／1964年

（50人）　◇小岩井 健、ジャンカー，ジョナサン・エドワ

ード　◇礼拝／10:30,18:00　◇特色／子どもが多く家族

的でインターナショナルな雰囲気の教会です。礼拝では

ワーシップソングを用いています。

グレイス安曇野［福音の群］

〒399-8301　安曇野市穂高有明8773　Tel&Fax.0263-83-

7397　◇JR穂高駅から5㎞　◇創立／2000年（20人）　

◇須佐 ニ三子　◇礼拝／10:30　◇特色／憩いにお出か

けください。

豊科教会［日基教団］

〒399-8205　安曇野市豊科4910　Tel&Fax.0263-72-

2416　◇JR豊科駅から徒歩1分　◇創立／1892年（36

人）　◇丸山 文雅　◇礼拝／10:15　◇テレホン／0263-

72-2586　◇特色／光の子讃美グループ活動も行っていま

す。英語への同時通訳での礼拝も可能です（事前にご連

絡ください）。

【HP】http://www2.plala.or.jp/sion60/

長野フォースクエア福音教会［フォースクエア］

〒399-8205　安曇野市豊科5745-3　Tel.090-1104-6283　

◇テレス，ジョアン・ルイス、テレス，ルシマー

復活之キリスト穂高教会［復活之キリスト］

〒399-8303　安曇野市穂高4639　Tel&Fax.0263-82-

2650　◇JR穂高駅から徒歩8分　◇創立／1946年（107

人）　◇毛見 昇　◇礼拝／10:00

飯田市 Iida-shi

飯田吾妻町教会＝吾妻町教会［日基教団］

〒395-0085　飯田市吾妻町113-1　Tel&Fax.0265-22-

5009　◇JR飯田駅から徒歩10分　◇創立／1880年（34

人）　◇川上 寧　◇礼拝／10:15　◇特色／日曜日午前9

時より教会学校。水曜日午後1時45分より聖書研究祈祷会。

改革派とメソジストの合併教会。

【E-Mail】iida_azuma_ch@si9.so-net.ne.jp

飯田入舟教会［日基教団］

〒395-0051　飯田市高羽町3-2-4　Tel&Fax.0265-22-

5612　◇JR飯田駅から徒歩5分　◇創立／1934年（92

人）　◇丸大 勝　◇礼拝／10:15,19:30(第2･第4)　◇特色

／ゴスペルクワイア「オーハッピーボイス」が活動してい

ます。参加希望者の方はお問い合わせください。

【HP】http://web.mac.com/irifune.church/

【E-Mail】glwosbel@valley.ne.jp

飯田教会［聖協団］

〒395-0242　飯田市竹佐97-5　Tel&Fax.0265-25-7086　

◇JR飯田駅からバス「南平」停、徒歩3分　◇創立／

1938年（20人）　◇倉岡 健二　◇礼拝／10:00　◇特色／

伊那谷地域伝道のため改めて教会員一同、立ち上がらせ

ていただいております。

【E-Mail】iida@seikyodan.com

飯田教会［福音ルーテル］

〒395-0021　飯田市仲之町1-7　Tel.0265-22-2213 Fax. 

0265-53-6853　◇JR飯田駅から徒歩10分　◇創立／1908

長 野 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   N a g a n o 　

Fax.0265-22-4007　◇JR毛賀駅から徒歩11分　◇理事長

／武田 三明、園長／塚田 寛子

梅花幼稚園
［幼稚園］　［(学)梅花学園］〒386-0024　長野県上田市大

手2-2-8　Tel.0268-22-0009 Fax.0268-22-9510　◇JR上田

駅から徒歩10分　◇創立／1900年　◇園長／宮口 真

理　◇特色／異年令保育に重点を置いています。あそび

を通して豊かな心と交わりに生きる力の成長を願っていま

す。

【E-Mail】baika@rose.plala.or.jp

松代幼稚園
［幼稚園］　［(学)信州キリスト教学園］〒381-1231　長野

県長野市松代町松代167　Tel.026-278-2041 Fax.026-278-

1191　◇長野電鉄河東線松代駅から徒歩5分　◇創立／

1930年　◇園長／木原 盛行

【HP】http://www.matsushiro-kids.com/

【E-Mail】info@matsushiro-kids.com

松本いずみ幼稚園
［幼稚園］　［神愛学園］〒390-0871　長野県松本市桐1-4-

7　Tel.0263-33-2553 Fax.0263-32-9903　◇JR松本駅か

らバス「元原町」　◇創立／1971年　◇理事長・園長／田

所 賢二

吉田マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒380-0043　長野県長野市吉田1-16-

24　Tel.026-241-3897
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飯山駅　◇創立／1933年（7人）　◇松本 正俊、島田 公

博

伊那市 Ina-shi

伊那基督伝道館［単立／独立］

〒396-0021　伊那市坂下区旭町1893　Tel.0265-78-

0140　◇JR伊那北駅から徒歩5分　◇創立／1945年（50

人）　◇礼拝／10:00

伊那坂下教会［日基教団］

〒396-0021　伊那市伊那3293　Tel&Fax.0265-78-3218　

◇JR伊那市駅から徒歩5分　◇創立／1884年（71人）　◇

菊地 啓示　◇礼拝／10:15

伊那聖書教会［同盟基督］

〒396-0014　伊那市狐島4492　Tel&Fax.0265-72-5564　

◇JR伊那市駅から徒歩5分　◇創立／1952年（35人）　◇

大杉 至　◇礼拝／10:30　◇特色／JOYフレンズ毎日曜9

時。祈祷会毎水曜10時半、19時半。レインボーキッズ毎

月第3土曜10時。

【HP】http://www13.plala.or.jp/inabible/

【E-Mail】inabible@amber.plala.or.jp

伊那福音教会［イエス・キリスト］

〒396-0009　伊那市日影352-1　Tel.0265-76-1224 Fax. 

0265-76-1230　◇JR伊那北駅からバス5分　◇創立／

1977年（72人）　◇水野 晶子　◇礼拝／9:00,10:30,

19:00　◇テレホン／0265-73-9779

【HP】http://www.valley.ne.jp/~morinaga/kyoukai.htm

高遠聖教会［単立／独立］

〒396-0216　伊那市高遠町下山田991　Tel.0265-94-4774 

Fax.0265-94-4885　◇青山 千鶴子、登内 稔　◇礼拝／

10:30

御園教会［単立／独立］

〒396-0022　伊那市御園区白山860-1　Tel.0265-73-

3670　◇JR伊那北駅から徒歩20分　◇創立／2009年　

◇松田 弘

上田市 Ueda-shi

インマヌエル上田キリスト教会［IGM］

〒386-0014　上田市材木町1-2-21　Tel&Fax.0268-23-

2962　◇JR上田駅から徒歩20分　◇創立／1962年（100

人）　◇横山 容子、深谷 きみゑ　◇礼拝／10:30　◇特

色／第3日曜：新しい方歓迎礼拝。水曜10:30、19:30に祈

祷会。

上田オンヌリキリスト教会［在外国教団教派］

〒386-0032　上田市諏訪形1377-64　Tel&Fax.0268-21-

4566　◇上田交通別所線三好町駅から徒歩10分［連絡先：

Tel.080-5143-6389］　◇創立／2001年（50人）　◇山口 

精孝　◇礼拝／11:00　◇特色／生きた礼拝と共に養育と

分かち合い重視。チャーチスクールと共に他教会との協力

の働きと日韓の教会交流推進。

年（47人）　◇大宮 陸孝　◇礼拝／10:30

飯田キリスト集会［単立／独立］

〒395-0025　飯田市東中央通3244　Tel&Fax.0265-24-

7446　◇JR飯田駅から徒歩20分　◇高柳 三彦（信徒）、

石川 潔（信徒）

飯田聖アンデレ教会［聖公会］

〒395-0071　飯田市今宮町4-49　Tel&Fax.0265-53-

1630　◇JR飯田駅から徒歩10分　◇創立／1934年（8

人）　◇ペテロ 渋澤 一郎、ビンセント 高澤 登　◇礼拝

／10:30　◇特色／第3日曜礼拝は午後3時から。入りやす

い教会を目ざしている、きれいな教会。

【HP】http://andrews.holy.jp/qhm_open335/index.php?FrontPa

ge

【E-Mail】npgmj724@ybb.ne.jp

飯田知久町教会［日基教団］

〒395-0056　飯田市大通1-96　Tel&Fax.0265-22-3092　

◇JR飯田駅から徒歩7分　◇創立／1924年（54人）　◇菅

原 正夫

飯田中央キリスト教会［単立／独立］

〒395-0804　飯田市鼎名古熊2019-2　Tel&Fax.0265-24-

2191　◇JR鼎駅から徒歩15分［連絡先：吉川 八重子　〒

395-0808　長野県飯田市鼎上茶屋4230-1］　◇創立／

1991年（40人）　◇吉川 八重子　◇礼拝／9:30　◇特色

／日曜日午前11時から子供集会。日曜日夜7時から賛美礼

拝。木曜日夜8時から賛美と祈り会。

【HP】http://www.geocities.jp/iidachuo/

【E-Mail】iidachuo@gmail.com

飯田馬場町教会＝東中央グレースチャペル
［日基教団］

〒395-0025　飯田市東中央通り3040-1　Tel.0265-24-1105 

Fax.0265-53-5913　◇JR飯田駅から徒歩25分　◇創立／

1948年（56人）　◇赤羽 章　◇礼拝／10:00　◇特色／

全世代が共に集い、礼拝をささげています。礼拝後は自由

な分かち合いをしています。家族伝道を重んじています。

竜丘基督伝道館［単立／独立］

〒399-2562　飯田市長野原166　Tel.0265-26-9099　◇JR

駄科駅から徒歩10分　◇礼拝／10:00

復活之キリスト飯田教会［復活之キリスト］

〒395-0001　飯田市座光寺2881-1　Tel.0265-23-4497　

◇JR元善光寺駅から徒歩10分　◇創立／1966年（14人）　

◇久保田 愛子

飯山市 Iiyama-shi

飯山聖書センター［単立／独立］

〒389-2254　飯山市南町12-7 鈴木ビル3F　Tel.0269-63-

2889 Fax.0269-67-2575　◇JR飯山駅から徒歩1分　◇創

立／1994年（17人）　◇クリフト，ピーター、クリフト，

メアリー　◇礼拝／10:00　◇外国語／英語

飯山復活教会［聖公会］

〒389-2253　飯山市飯山2278　Tel.0269-62-3078　◇JR
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ガリラヤ丸子町キリスト教会＝丸子町チャ
ペル［アッセンブリー］

〒386-0404　上田市上丸子1719-1　Tel&Fax.0268-42-

5264　◇JR大屋駅から車13分　◇創立／1981年（25人）　

◇田中 義信、田中 久美子　◇礼拝／10:30　◇特色／ア

ットホームな教会。いつでも、誰でもおいで下さい。毎木

曜は聖書を読む会PM2:00。結婚相談、登校拒否相談あり。

堺福音教会信濃チャペル［JEC］

〒386-0413　上田市東内2499-5　Tel&Fax.0268-43-

4111　◇JR上田駅からバス「郷土博物館前」停　◇創立

／1993年（15人）　◇斎藤 邦夫　◇礼拝／10:30

【E-Mail】shinano@jec-net.org

TLCCCいのちの泉上田教会［主の十字架］

〒389-0515　東御市常田402-3　Tel.0268-62-0481　◇礼

拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

Tel.090-5544-8801］　◇創立／2001年（12人）　◇常山 

輝夫　◇礼拝／10:00　◇特色／やすらぎの歌による賛

美、霊の歌、預言、聖書からのメッセージ、癒しの祈りが

礼拝の内容です。

【HP】http://www.inochinoizumi.com/

【E-Mail】inochinoizumi@hotmail.co.jp

大町市 Omachi-shi

大町教会［日基教団］

〒398-0002　大町市大町1053-1　Tel&Fax.0261-23-

2299　◇JR信濃大町駅から徒歩8分　◇創立／1886年（36

人）　◇関 英晴　◇礼拝／10:30　◇特色／こどもの礼拝

日曜日午前9時30分から。祈祷会水曜日午後1時30分から。

聖歌隊・ワーシップ。

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~omachi-k/

【E-Mail】omachi-kyoukai@gaea.ocn.ne.jp

大町めぐみキリスト教会［単立／独立］

〒398-0002　大町市大町4304-7　Tel&Fax.0261-22-

4737　◇JR信濃大町駅から車3分　◇創立／1959年（10

人）　◇田中 一男　◇礼拝／10:30

岡谷市 Okaya-shi

岡谷教会［イエス・キリスト］

〒394-0026　岡谷市塚間町2-3-2　Tel&Fax.0266-23-

4575　◇JR岡谷駅からバス「アピタ前」停、徒歩1分［連

絡先：Tel.090-4675-3389］　◇創立／1950年（83人）　◇

森本 正之、森本 小夜　◇礼拝／10:15　◇外国語／イン

ドネシア語（14:00）　◇特色／水曜日午前10時からと午後

7時30分から祈祷会を行っています。

【E-Mail】masamori@po25.LCV.ne.jp

岡谷聖バルナバ教会［聖公会］

〒394-0028　岡谷市本町4-12-20　Tel&Fax.0266-22-

3604　◇JR岡谷駅　◇創立／1923年（28人）　◇西原 廉

太

岡谷めぐみ教会［JECA］

〒394-0041　岡谷市山手町2-14-10　Tel&Fax.0266-23-

上田カルバリーチャペル［カルバリーグループ］

〒386-1106　上田市小泉3534-1　Tel&Fax.0268-25-

9331　◇長野自動車道坂城ICから車7分　◇創立／1991

年（40人）　◇大川 従道、石井 潤　◇礼拝／9:00,11:00　

◇特色／第1日曜午後：中高生礼拝、第3日曜午後：聖書

の学び会、第4日曜午後：聖歌隊の練習。

【HP】http://www.ued.janis.or.jp/~ued-cal/

【E-Mail】ued-cal@ued.janis.or.jp

上田教会［基督兄弟団］

〒386-0018　上田市常田3-2-55　Tel.0268-23-2038 

Fax.0268-26-2789　◇JR上田駅から徒歩20分　◇創立／

1946年（95人）　◇備後 章、備後 禎子　◇礼拝／10:00

上田教会［日キ教会］

〒386-0024　上田市大手1-6-1　Tel&Fax.0268-24-1649　

◇JR上田駅から徒歩6分　◇創立／1876年（40人）　◇田

中 伊作　◇礼拝／10:15　◇特色／イラク戦争反対など

あなたは殺してはならないとの神の言葉を伝える教会とし

て進む。

【E-Mail】shepherd@janis.or.jp

上田キリスト教会［聖協団］

〒386-0033　上田市御所53-14　Tel&Fax.0268-22-

8742　◇JR上田駅から徒歩15分　◇創立／1959年（53

人）　◇福島 七郎、福島 晶子、アリエル，ブルーメンソ

ール　◇礼拝／10:30　◇特色／母親と子どもを育て、夫

婦の回復と成長を助けるプログラムがそれぞれあります。

英語の同時通訳あり。

【HP】http://www.uedacc.com/

【E-Mail】gosyoakaiwa5314@hotmail.com

上田新参町教会［日基教団］

〒386-0024　上田市大手2-1-3　Tel&Fax.0268-22-1977　

◇JR上田駅から徒歩7分　◇創立／1892年（91人）　◇吉

田 弘　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝は喜びと感謝に満

たされた礼拝を目指しています。

【HP】http://white.ap.teacup.com/shinzan/

上田聖書教会［同盟基督］

〒386-0002　上田市住吉218-3　Tel.0268-27-3860　◇創

立／1977年（25人）　◇菅原 正道　◇礼拝／10:30,17:00

上田聖ミカエル及諸天使教会［聖公会］

〒386-0012　上田市中央3-16-1　Tel.0268-22-1361 Fax. 

0268-22-3967　◇JR上田駅から徒歩15分　◇創立／1904

年（71人）　◇渋澤 一郎　◇礼拝／7:00,10:30

【HP】http://www.nskk.org/chubu/church/15ueda.html

上田福音自由教会［福音自由］

〒386-0152　上田市大屋518-42　Tel&Fax.0268-36-

3505　◇しなの鉄道大屋駅から徒歩3分　◇創立／1990

年（41人）　◇鈴木 義明　◇礼拝／10:50　◇特色／水曜

日午前10時から祈祷会。午後7時半から祈祷会。長野大学

留学生のためクリスチャン学寮を運営しています。

【HP】http://www.efcj.org/uedaefc/

【E-Mail】ueda@efci.org
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信州キリスト召団［単立／独立］

〒384-0032　小諸市古城1-5-17　Tel&Fax.0267-22-

1015　◇しなの鉄道小諸駅から徒歩10分　◇創立／1983

年（10人）　◇小山 文夫　◇礼拝／10:00

【E-Mail】xaris@ ctknet.ne.jp

復活之キリスト小諸教会［復活之キリスト］

〒384-0801　小諸市中松井甲3895-3　Tel&Fax.0267-23-

5310　◇しなの鉄道小諸駅　◇岩田 悦子　◇礼拝／

10:30

佐久市 Saku-shi

岩村田教会［日基教団］

〒385-0022　佐久市岩村田1158-10　Tel&Fax.0267-67-

7398　◇JR岩村田駅から徒歩5分　◇創立／1895年（64

人）　◇濱田 政秀

【E-Mail】atusi@titan.ocn.ne.jp

佐久教会［日基教団］

〒384-0301　佐久市臼田字下ノ宮2068-5　◇JR臼田駅　

◇創立／1888年（11人）　◇宇田 真　◇礼拝／10:00

佐久中央キリスト教会［単立／独立］

〒385-0051　佐久市中込3241-12　Tel&Fax.0267-67-

7878　◇JR北中込駅から徒歩1分　◇創立／1984年（21

人）　◇南雲 星子　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜午前10

時からと午後7時30分から祈祷会。日曜日午前9時30分か

ら教会学校。

佐久伝道所［改革派］

〒385-0051　 佐久市中込3-9-1　Tel.0267-62-2409 

Fax.0267-63-7315　◇JR中込駅から徒歩5分　◇創立／

1954年（16人）　◇片岡 正雄　◇礼拝／10:30

野沢福音教会［同盟基督］

〒385-0041　佐久市鍛冶屋町20-4　Tel&Fax.0267-62-

2403　◇JR中込駅から徒歩15分　◇創立／1959年（35

人）　◇小寺 肇　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10

時30分から祈祷会。木曜日午後7時30分から祈祷会。

復活之キリスト春日教会［復活之キリスト］

〒384-2205　佐久市春日2934-10　Tel&Fax.0267-53-

4554　◇JR佐久平駅から車30分［連絡先：復活之キリス

ト教団　〒380-0867　長野県長野市往生地1253-1 Tel. 

026-233-3066］　◇創立／1952年（25人）　◇阿部 守夫（信

徒）　◇礼拝／10:00

望月教会［同盟基督］

〒384-2204　佐久市協和2322-1　Tel.0267-53-2611 Fax. 

0267-53-2878　◇JR佐久平駅から車20分　◇小林 一

正　◇礼拝／10:30

塩尻市 Shiojiri-shi

塩尻アイオナ教会［日基教団］

〒399-0738　塩尻市大門七番町13-24　Tel&Fax.0263-

52-1889　◇JR塩尻駅　◇創立／1963年（28人）　◇横田 

5036　◇JR岡谷駅から徒歩20分　◇創立／1953年（23

人）　◇武田 慎治　◇礼拝／10:30

駒ヶ根市 Komagane-shi

赤穂キリスト教会［単立／独立］

〒399-4114　駒ケ根市上穂南18-29　Tel&Fax.0265-83-

1461　◇JR駒ヶ根駅から徒歩10分　◇創立／1940年（18

人）　◇堀内 友幸、堀内 貴子　◇礼拝／10:00,16:30　◇

外国語／英語（16:30）、スペイン語　◇特色／英語、ス

ペイン語の同時通訳あります。日曜午後4時30分から英語

礼拝があります。

【E-Mail】akahochurch@hotmail.co.jp

駒ヶ根アルプスシオン教会（伝）［アッセンブ

リー］

〒399-4117　駒ケ根市赤穂1490-19　Tel&Fax.0265-81-

5389　◇JR駒ヶ根駅から徒歩10分　◇創立／1994年（27

人）　◇細田 裕介、細田 紗友里　◇礼拝／10:30

駒ヶ根パノラマエルシオン・チャペル［ウェ

スレアン］

〒399-4321　駒ケ根市東伊那7788　Tel&Fax.0265-83-

1909　◇JR駒ヶ根駅　◇創立／2006年（5人）　◇峯野 

龍弘、今村 都　◇礼拝／10:30

【E-Mail】komagane-ainoie@star.ocn.ne,jp

駒ヶ根高原教会［単立／独立］

〒399-4117　駒ケ根市赤穂24-391　Tel.0265-83-7521 

Fax.0265-83-7621　◇中央道駒ヶ根ICから車で3分　◇創

立／2002年（17人）　◇城村 義人　◇礼拝／15:00　◇

特色／教会としてブライダルと福祉の働きに力を入れ地

域に仕えています。若くて明るい、家庭的な教会です。

【HP】http://www.komagane-church.com/

【E-Mail】info@komagane-church.com

小諸市 Komoro-shi

小諸赤坂教会［単立／独立］

〒384-0011　小諸市赤坂1-11-16

小諸教会［日基教団］

〒384-0017　小諸市三和1-5-16　Tel&Fax.0267-24-

1140　◇しなの鉄道小諸駅から徒歩15分　◇創立／1893

年（27人）　◇山田 伸　◇礼拝／10:15　◇特色／こども

礼拝は9時10分から。英語であそぼうが大人気。主日礼拝

では分かりやすい説教が好評。来会歓迎！

【E-Mail】kuma-chin@s6.dion.ne.jp

小諸聖書教会［単立／独立］

〒384-0061　小諸市加増源太谷地711-1　Tel.0267-22-

6387　◇清水 修

小諸聖書研究会［無教会］

〒384-0027　小諸市六供2-2-5 社会福祉会館　Tel.0267-

23-2076　◇JR小諸駅から徒歩12分　◇村上 聡
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人）　◇田邉 良三　◇礼拝／10:00　◇特色／木曜日午前

10時、午後7時から聖書研究祈祷会。第3日曜日の礼拝後、

婦人会。

諏訪基督伝道館［単立／独立］

〒392-0001　諏訪市大和3-19-3　Tel.0266-52-6584　◇上

諏訪駅から徒歩18分　◇創立／1951年（28人）　◇小林 

元江　◇礼拝／10:00

草加神召キリスト教会諏訪チャペル＝リバ
ーサイドチャペル諏訪［アッセンブリー］

〒392-0013　諏訪市沖田町 サンジルシビル3-26　Tel. 

0266-57-0771［連絡先：草加神召キリスト教会松原チャペ

ル　〒340-0011　埼玉県草加市栄町2-7-34 Tel.048-932-

3419］　◇天野 弘昌、北岡 リカルド、北岡 アド、ガスパ

レット，アントニオ

千曲市 Chikuma-shi

雨宮キリスト教会［単立／独立］

〒387-0001　千曲市大字雨宮174　Tel.026-274-0387　◇

雨宮駅から徒歩10分　◇創立／1996年（20人）　◇半田 

達、半田 貞子　◇礼拝／10:30

杏の里教会［基督兄弟団］

〒387-0004　千曲市大字倉科古屋101-2　Tel&Fax.026-

273-0210　◇創立／1971年（39人）　◇松橋 芳一、松橋 

和子　◇礼拝／10:30

稲荷山諸聖徒教会［聖公会］

〒387-0021　千曲市稲荷山198　Tel&Fax.026-273-

2051　◇しなの鉄道屋代駅から車10分［連絡先：〒388-

8012　長野県長野市篠ノ井二ツ柳1149 Tel.026-293-

0618］　◇創立／1933年（27人）　◇丁 胤植、西澤 誠太

郎　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝は毎日曜日午前10時30

分から。付属の学校法人稲荷山幼稚園があります。

シオンクリスチャンフェロシップ長野［Z.C.F］

〒387-0013　千曲市小島2975-18　Tel&Fax.026-273-

3737　◇神谷 光匡

戸倉キリスト教会［在外国教団教派］

〒389-0806　千曲市磯部578-1　Tel&Fax.026-275-

2143　◇しなの鉄道戸倉駅から徒歩15分　◇創立／1991

年（35人）　◇ロビンズ，ダビデ・A、ロビンズ，ナオミ・

Ｅ　◇礼拝／10:30　◇特色／第2、4水曜日賛美礼拝。第

3木曜日家庭集会。第1、2、4木曜日午後1時30分〜マリア

会

【E-Mail】tcc_jesus_loves_you@hotmail.com

フルゴスペル上山田支教会［JFGA］

〒387-0000　千曲市温泉3-20-12　Tel&Fax.026-275-

4188　◇鄭 興教

屋代教会［キリスト合同］

〒387-0007　千曲市屋代2091-1　Tel&Fax.026-272-

0620　◇しなの鉄道屋代駅から徒歩5分　◇創立／1892

年（19人）　◇石坂 和久　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月

第4日曜日午後1時30分から教会学校。木曜日午後7時から

幸子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5a.biglobe.ne.jp/~tkyouku/iona.html

塩尻教会＝塩尻キリスト教会［イエス・キリスト］

〒399-0731　塩尻市大門六番町3-14　Tel&Fax.0263-52-

0563　◇JR塩尻駅から徒歩7分　◇創立／1938年（55

人）　◇高田 紅實、田中 裕明、田中 愛子　◇礼拝／

10:15　◇特色／水曜日午前10時から祈祷会。午後7時か

ら聖書の学び会。

【E-Mail】shiojiri_ch@ybb.ne.jp

塩尻聖書教会＝広丘めぐみチャペル［同盟基

督］

〒399-0701　塩尻市広丘吉田2903-5　Tel&Fax.050-

3006-6532　◇JR広丘駅東口から徒歩17分［連絡先：廣田 

具之　〒399-0701　長野県塩尻市広丘吉田282-3 Tel. 

0263-86-0679］　◇創立／2009年（2人）　◇廣田 具之　

◇礼拝／10:00　◇特色／開拓一年目の教会。主に呼び出

されるすべての人に開かれている教会。水曜の集会は10

時半と19時半。

【HP】http://shiojiribc.org/

【E-Mail】ocean-t@msf.biglobe.ne.jp

須坂市 Suzaka-shi

須坂教会［日基教団］

〒382-8511　須坂市大字須坂東横町405　Tel&Fax.026-

245-2262　◇長野電鉄長野線須坂駅正面口から徒歩10

分　◇創立／1911年（56人）　◇服部 尚子　◇礼拝／

10:30

須坂聖書教会［同盟基督］

〒382-0028　須坂市臥竜4-4-11　Tel&Fax.026-246-

5044　◇長野電鉄須坂駅から徒歩12分　◇創立／1990

年（31人）　◇奥山 信　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日

10時30分から婦人会。木曜日午後7時45分から祈り会。

諏訪市 Suwa-shi

上諏訪教会［日基教団］

〒392-0026　諏訪市大手2-5-7　Tel&Fax.0266-52-

3887　◇JR上諏訪駅から徒歩10分　◇創立／1906年（50

人）　◇鈴木 佳子　◇礼拝／10:20　◇特色／祈祷会（水）

午後1時30分、7時30分。太一君のおうちの家庭集会（乳

幼児と親の会）ほか家庭集会など。

上諏訪湖畔教会［改革派］

〒392-0027　諏訪市湖岸通り1-11-2　Tel&Fax.0266-58-

5352　◇JR上諏訪駅から徒歩15分　◇創立／1948年（17

人）　◇足立 正範　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後

7時から祈祷会。第1と第3木曜日午前10時30分から聖書を

学ぶ会。

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~rcjsuwa/

【E-Mail】kamisuwakohan@w8.dion.ne.jp

諏訪教会［日基教団］

〒392-0004　諏訪市諏訪2-4-8　Tel&Fax.0266-52-

3873　◇JR上諏訪駅から徒歩7分　◇創立／1910年（51



長
野
県

中
部
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

400
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

と共に礼拝をしている。

中野キリスト教会［同盟基督］

〒383-0052　中野市安源寺530-8　Tel&Fax.0269-23-

0633　◇JR立ヶ花駅から徒歩20分　◇創立／1989年（14

人）　◇廣田 信之　◇礼拝／10:00,19:00　◇特色／窓か

ら志賀高原、北信五岳を望み、創造主をたたえ、子ども

から大人まで一緒に礼拝し、みことばに生きています。

【HP】http://nakanokirisuto.hp.infoseek.co.jp/

長野市 Nagano-shi

篠ノ井教会［日基教団］

〒388-8004　長野市篠ノ井会671　Tel&Fax.026-292-

1270　◇しなの鉄道篠ノ井駅から徒歩15分　◇創立／

1921年（35人）　◇山本 将信、山本 愛子　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www5a.biglobe.ne.jp/~tkyouku/shinonoi.html

信州教会［日基教団］

〒380-0904　長野市鶴賀七瀬中町1045-3　Tel&Fax.026-

226-1841　◇JR長野駅東口から徒歩5分　◇創立／1935

年（72人）　◇鷹澤 匠　◇礼拝／10:15　◇特色／新しい

教会堂が建ちました。是非ホームページをご覧ください。

一見に価します。

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~s-church/

新町教会［同盟基督］

〒381-2404　長野市上条96-3　Tel&Fax.026-262-4533　

◇JR長野駅末広町からバス「新町美術館前」停、徒歩1

分　◇創立／1950年（7人）　◇小宮 ひとみ　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】kohituji@f8.dion.ne.jp

TLCCC長野教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

エゼキエル 北島　〒951-8063　新潟県新潟市中央区古町

通11-1699 Tel.025-249-6422］　◇創立／1999年（3人）　

◇エゼキエル 北島、北島 美世子　◇特色／聖書通りに

預言やいやし等の御霊の賜物を用い、海外宣教、ゴスペ

ル教室、神学校もしています。

【E-Mail】on-the-river@nifty.com

長野県町教会［日基教団］

〒380-0838　長野市県町525-17　Tel.026-232-0733 

Fax.026-232-0734　◇長野電鉄長野線権堂駅から徒歩10

分　◇創立／1892年（144人）　◇多田 裕志　◇礼拝／

7:00,9:00,10:25

【HP】http://park21.wakwak.com/~agata-chu/

【E-Mail】agata-chu@ap.wakwak.com

長野栄光キリスト教会［単立／独立］

〒380-0911　長野市稲葉上千田136-7　Tel.026-226-

5573　◇JR長野駅　◇杢尾 義範

長野教会［福音ルーテル］

〒380-0802　長野市上松4-29-7　Tel&Fax.026-241-3781　

◇JR長野駅　◇創立／1961年　◇中島 康文　◇礼拝／

10:30

祈祷会。

【HP】http://www.godo.or.jp/yasiro.html

【E-Mail】takayouji@hotmail.com

茅野市 Chino-shi

諏訪キリスト伝道所＝すわシオンキリスト
教会［アッセンブリー］

〒391-0215　茅野市中大塩17-16　Tel&Fax.0266-73-

0590　◇JR茅野駅からバス「中大塩」停、徒歩3分　◇

創立／1991年（28人）　◇山本 憲治、山本 敦子　◇礼拝

／10:15,12:00　◇特色／礼拝は賛美と祈りと御言葉を大

切にし、家族で出席することをすすめています。詳しい情

報はHPにて。

【HP】http://web.mac.com/j_christ_01

【E-Mail】j_christ_01@mac.com

蓼科キリスト教会［ウェスレアン］

〒391-0301　 茅 野 市 北 山5522-441 滝 見 平136号　

Tel&Fax.0266-67-6491　◇JR茅野駅からメルヘン街道バ

ス「蓼科ビレッジ入口」停、徒歩3分　◇創立／1999年（11

人）　◇石川 明吉、石川 光子　◇礼拝／14:00　◇特色

／ほっとする＋力を得る＋スローで歩み出す⇒こんな礼拝

を中心にした教会です。連絡下されば送迎もします。

茅野キリスト教会［ウェスレアン］

〒391-0005　茅野市仲町11-21　Tel&Fax.0266-72-

4326　◇JR茅野駅東口から徒歩5分　◇創立／1925年（15

人）　◇河野 博好、河野 智穂世　◇礼拝／10:30　◇特

色／築80年のレトロ風な赤い三角屋根の白い建物です。

木曜日午後1時30分と7時30分から2回祈祷会があります。

【HP】http://chinochrist.ftw.jp/

【E-Mail】chinochrist-ch@if-n.ne.jp

東御市 Tomi-shi

東部ホームチャーチ［単立／独立］

〒389-0512　東御市滋野乙1060-1　Tel&Fax.0268-64-

4031　◇JR滋野駅から徒歩8分　◇創立／1989年（20

人）　◇大槻 計佐美　◇礼拝／10:15

【E-Mail】tobu-ch@lapis.plala.or.jp

東御キリスト教会［同盟基督］

〒389-0516　東御市田中800-20　Tel&Fax.0268-64-

2769　◇しなの鉄道田中駅から徒歩10分　◇創立／1982

年（35人）　◇辻浦 信生　◇礼拝／10:00,20:00　◇特色

／車イスでの移動およびトイレの使用が可能です。宣教

師による英会話クラスを開催しています。

中野市 Nakano-shi

信州中野教会［日基教団］

〒383-0025　中野市三好町1-2-19　Tel&Fax.0269-22-

2428　◇長野電鉄線信州中野駅から徒歩5分　◇創立／

1910年（31人）　◇津布楽 幸八　◇礼拝／10:15,19:30　

◇外国語／ポルトガル語　◇特色／長野県北信地域にキ

リストの福音を伝える教会。こども・障害者・外国の人々
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◇創立／1985年（41人）　◇馬場 善鶴、馬場 菜穂子　◇

礼拝／10:30,14:00　◇外国語／中国語、英語　◇特色／

平日、個人的聖書の学び可能、要予約…午前9時〜午後10

時随時。日曜学校幼児〜中高生まで4クラスあり。

【HP】http://nbc-net.org

【E-Mail】pastor@nbc-net.org

長野福音教会［同盟基督］

〒381-0057　長野市浅川西条463-4　Tel.026-295-0168 

Fax.026-295-0185　◇JR長野駅からバス「若槻東条」停（終

点）、徒歩1分　◇創立／1960年（126人）　◇高橋 宣

広　◇礼拝／7:00,10:30,19:30　◇特色／長野市北部の自

然豊かな場所にあります。福音の豊かさに感動し、福音を

証しし続ける教会を目指します。

【HP】http://www16.plala.or.jp/n-fukuin/

【E-Mail】n.fukuin@agate.plala.or.jp

長野本郷教会［日基教団］

〒380-0803　長野市三輪3-10-11　Tel&Fax.026-241-

4362　◇長野電鉄長野線本郷駅　◇創立／1994年（48

人）　◇三和 紀夫　◇礼拝／10:25　◇特色／教会学校　

日曜日9:00〜10:15、聖研祈り会　水曜日10:30〜12:00

【HP】http://w1.avis.ne.jp/~nhchurch

【E-Mail】nhchurch@mx1.avis.ne.jp

長野めぐみ教会［同盟基督］

〒380-0803　長野市三輪6-8-3　Tel&Fax.026-232-1122　

◇長野電鉄長野線善光寺下駅から徒歩5分　◇創立／

1989年（21人）　◇平島 誠　◇礼拝／10:30　◇特色／水

曜日午後7時30分から聖書の学びと祈祷会。第2、第4火曜

日午前10時からドルカス会（婦人会）。

復活之キリスト往生地教会［復活之キリスト］

〒380-0867　長野市往生地1253-1　Tel&Fax.026-233-

3066　◇JR長野駅から徒歩30分　◇創立／1983年（53

人）　◇鹿川 長久、鹿川 招子　◇礼拝／10:15　◇特色

／ワーシップで礼拝。（水）午前セル集会。（水）午後ハ

イナイト祈り会。

【E-Mail】takehisa@coral.plala.or.jp

復活之キリスト長野教会［単立／独立］

〒380-0871　長野市西長野416-2　Tel.026-232-0900　◇

JR長野駅から車15分　◇創立／1947年（30人）　◇四柳 

関郎（信徒）　◇礼拝／10:30

フルゴスペル長野教会［JFGA］

〒380-0812　長野市早苗町41-4-3F　Tel.026-232-4033　

◇魯 眞子

松代教会［日基教団］

〒381-1231　長野市松代町松代167　Tel.026-278-8252 

Fax.026-278-1191　◇長野電鉄河東線松代駅から徒歩5

分　◇創立／1880年（70人）　◇木原 盛行

マラナサ・グレイス・フェローシップ＝MGF
［単立／独立］

〒381-0084　長野市若槻東条541-2 フカサワビル2F　長

野クリスチャンセンター内　Tel&Fax.026-285-4713　◇

JR長野駅からバス25分「徳間北」停、徒歩2分　◇創立

／2004年　◇菊地 一徳、菊地 有基子　◇礼拝／16:30　

長野教会［KCCJ］

〒380-0934　長野市中御所4-3-1　Tel&Fax.026-226-0830 

Tel.026-227-1909　◇JR長野駅西口から徒歩7分　◇創立

／1991年（33人）　◇張 元世　◇礼拝／7:00,11:00,

14:00　◇外国語／韓国語　◇特色／水曜日礼拝：午後2

時、朝天礼拝：6時から7時。

【E-Mail】ixtus21@hotmail.com

長野教会［日基教団］

〒380-0838　長野市県町477-1　Tel&Fax.026-232-

3808　◇長野電鉄長野線権堂駅から徒歩15分、市立図書

館前　◇創立／1890年（61人）　◇岩淵 正樹

長野キリスト集会［単立／独立］

〒381-0082　長野市上駒沢918-8　Tel&Fax.026-295-

6705　◇JR三才駅から徒歩10分　◇創立／1971年（59

人）　◇尾崎 富雄、岡本 寿、金子 量昭、吉野 精一　◇

礼拝／9:20

長野小隊［救世軍］

〒380-0811　長野市東鶴賀町1906　Tel&Fax.026-232-

2901　◇長野電鉄権道駅東口から徒歩5分　◇創立／

1920年（70人）　◇礼拝／10:45

長野聖救主教会［聖公会］

〒380-0871　長野市西長野町6　Tel.026-232-6043 Fax. 

026-232-6051　◇JR長野駅から徒歩20分、信大入り口　

◇創立／1898年（95人）　◇丁 胤植

長野聖書教会＝トリニティチャペル［同盟基督］

〒380-0935　長野市中御所5-4-14　Tel&Fax.026-224-

4670　◇JR長野駅からバス（松岡、篠ノ井、松代方面行）

「荒木」停、徒歩1分　◇創立／1964年（25人）　◇北村 

喜彦、バランスキー，ジョン、バランスキー，キム　◇礼

拝／10:30,16:00　◇外国語／英語（16:00）　◇特色／日

曜午後4時より英語礼拝をしています。

【HP】http://nbc-trinity.net

【E-Mail】yktmr5414@yahoo.co.jp

長野聖書バプテスト教会［JBBF］

〒381-0043　長野市吉田4-10-18-4　Tel&Fax.026-244-

6256　◇JR北長野駅から徒歩3分　◇創立／1986年（8

人）　◇西 勇人　◇礼拝／11:00,14:00

【HP】http://www.naganobbc.org/

【E-Mail】pastor@naganobbc.org

長野伝道所＝日本キリスト改革派長野教会
［改革派］

〒381-0012　長野市柳原2019-4　Tel&Fax.026-244-

6597　◇長野電鉄柳原駅から徒歩3分［連絡先：松田克

己　〒381-0012　長野県長野市柳原2025-4 Tel.026-244-

5697］　◇創立／1981年（10人）　◇塩田 隆良　◇礼拝

／10:30　◇特色／水曜日午後8時から祈祷会。木曜日午

前10時から聖書勉強会。

【HP】http://www.calvin.org/nagano/

【E-Mail】rcj-nagano@nifty.com

長野バプテスト教会［単立／独立］

〒381-2241　長野市青木島町青木島乙259-1　Tel&Fax. 

026-284-0258　◇JR長野駅からバス15分「青木島」停　
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松本キリスト集会［単立／独立］

〒399-0002　松本市芳野11-10　Tel&Fax.0263-26-

3933　◇JR南松本駅から徒歩5分　◇創立／1988年（32

人）　◇礼拝／13:00

松本聖十字教会［聖公会］

〒390-0876　松本市開智1-6-25　Tel.0263-33-3413 Fax. 

0263-37-5525　◇JR松本駅から徒歩15分　◇創立／1889

年（145人）　◇渋澤 一郎、金 善姫　◇礼拝／10:30　◇

特色／松本城の近くにある教会です。礼拝堂内は静かで

落ち着ける場所です。

松本聖書福音教会［JECA］

〒390-0221　松本市里山辺北小松3697　Tel&Fax.0263-

32-4450　◇JR松本駅から東へ3ｋm　◇創立／1967年

（23人）　◇高橋 稔　◇礼拝／10:45　◇特色／第1・3金

曜日午前10時30分から「聖書入門クラス」。

【E-Mail】m_38tak_19@ybb.ne.jp

松本筑摩野伝道所［日基教団］

〒399-0035　松本市村井町北2-14-20　Tel&Fax.0263-57-

8982　◇JR村井駅から徒歩20分　◇創立／1991年（14

人）　◇島津 晃　◇礼拝／10:30　◇特色／家族的交わり

で互いの弱さを補い合える交わり。毎月第4日曜、子供と

合同礼拝。バリアフリー会堂、電話相談。

【HP】http://plaza.rakuten.co.jp/thanksjesuslove/5000

【E-Mail】akotozakura@yahoo.co.jp

松本中央教会［同盟基督］

〒390-0806　松本市女鳥羽2-2-4　Tel&Fax.0263-33-

0467　◇JR松本駅からバス「桜町」停、徒歩4分　◇創

立／1960年（12人）　◇原山 伊作　◇礼拝／10:30

松本バプテスト教会［バプ同盟］

〒390-0871　 松 本 市 桐1-4-7　Tel.0263-33-2553 

Fax.0263-32-9903　◇JR松本駅からバス15分「元原町」

停　◇創立／1886年　◇田所 賢二　◇礼拝／10:30

松本東教会［日基教団］

〒390-0806　松本市女鳥羽2-5-15　Tel&Fax.0263-36-

4955　◇JR松本駅からバス「横田」停、徒歩5分　◇創立

／1924年（66人）　◇本城 仰太　◇礼拝／10:30,19:00　

◇特色／夕礼拝を毎週日曜日19時より行っています。また、

信仰入門講座「アルファ・コース」を随時行っています。

【HP】http://www.geocities.jp/matsumoto_higashi/

【E-Mail】kohekwsk@ybb.ne.jp

松本福音村伝道所［バプ連盟］

〒390-0874　松本市大手5-6-3　Tel&Fax.0263-39-3505　

◇JR松本駅　◇創立／2004年　◇黄 基英

松本福音めぐみ教会［イエス・キリスト］

〒390-1131　松本市今井3245-4　Tel&Fax.0263-59-

2606　◇JR松本駅からバス40分「信州スカイパーク体育

センター前」停、徒歩7分　◇創立／1995年（39人）　◇

山田 和幸、山田 みち代　◇礼拝／10:30

豊かな命教会［JECA］

〒390-0827　松本市出川2-22-14　Tel&Fax.0263-28-

9836　◇松本電鉄バス「出川局前」停、徒歩1分　◇創

◇特色／講解説教と賛美を基調とするアット・ホームな礼

拝。平日の聖書の学びにも参加自由。

【HP】http://www.mgf-jc.com

【E-Mail】mgfchurch@ybb.ne.jp

松本市 Matsumoto-shi

TLCCC松本教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

エゼキエル 北島　〒951-8063　新潟県新潟市中央区古町

通11-1699 Tel.025-249-6422］　◇創立／1999年（3人）　

◇エゼキエル 北島、北島 美世子　◇特色／聖書通りに

預言やいやし等の御霊の賜物を用い、海外宣教、ゴスペ

ル教室、神学校もしています。

【E-Mail】on-the-river@nifty.com

波田教会［日基教団］

〒390-1401　松本市波田10186-3　Tel&Fax.0263-92-

8815　◇松本電鉄波田駅から徒歩10分　◇創立／1958年

（13人）　◇川本 恵子　◇礼拝／15:00　◇特色／少人数

の集いですが、集うひとりひとりが主に出会い、ほっとして、

希望をもって歩む教会でありたいです。

フルゴスペル松本教会［JFGA］

〒390-0805　松本市清水1-7-8　Tel&Fax.0263-36-6242　

◇JR松本駅から徒歩15分　◇創立／1994年（70人）　◇

鄭 興教、尹 慶姫　◇礼拝／11:00,13:00,16:00　◇いのち

／0263-36-6242

【HP】http://www.church.ne.jp/fgmc/

【E-Mail】yoro469@hotmail.com

松本蟻ヶ崎キリスト教会＝蟻ヶ崎のバプテ
スト教会［バプ連盟］

〒390-0861　松本市蟻ヶ崎6-4-3　Tel&Fax.0263-35-

0245　◇JR松本駅からバス10分　◇創立／1959年（27

人）　◇長 和男　◇礼拝／10:30　◇特色／三百年の歴史

を持つ伝統的教派の流れをくみ、蟻ヶ崎で唯一の正統派

教会です。青年と子供が多く集います。

松本教会［福音ルーテル］

〒390-0862　松本市宮淵1-4-9　Tel&Fax.0263-33-5242　

◇JR松本駅から徒歩20分　◇創立／1959年（41人）　◇

徳野 昌博　◇礼拝／10:30

松本教会［日基教団］

〒390-0876　松本市開智2-3-45　Tel&Fax.0263-33-

4653　◇JR松本駅から徒歩15分　◇創立／1878年（137

人）　◇柳谷 知之　◇礼拝／10:20　◇特色／日曜日午前

9時から子どもの礼拝、水曜午前10時から祈り会、木曜午

後7時半から祈り会。

【HP】http://space.geocities.jp/matsumotochurch/

松本キリスト教会［ホーリネス］

〒390-0871　松本市桐2-4-26　Tel&Fax.0263-33-1562　

◇JR松本駅からバス15分「信大西門前」停、徒歩5分　◇

創立／1955年（51人）　◇時枝 哲也、時枝 恵　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】t-toki-comp@matsumoto.ne.jp
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北安曇郡 Kitaazumi-gun

池田キリスト教会［単立／独立］

〒399-8601　北安曇郡池田町大字池田1032-5　Tel&Fax. 

0261-62-8095　◇JR松川駅　◇創立／1968年（20人）　

◇縣 満　◇礼拝／10:30

白馬国際キリスト福音センター［TPKF］

〒399-9301　北安曇郡白馬村北城1307　Tel&Fax.0261-

72-6407　◇JR白馬駅から徒歩15分［連絡先：Tel.055-

280-3055］　◇創立／1999年　◇ポールソン，インゲル、

岡田 玉　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝後みなで楽しく

ランチタイム。カウンセリング、ギターレッスン、英会話（希

望により）。

北佐久郡 Kitasaku-gun

イエス・キリスト誠心教会［単立／独立］

〒389-0100　北佐久郡軽井沢町離山3704　Tel&Fax. 

0267-42-6544　◇JR軽井沢駅から車10分　◇創立／1995

年（10人）　◇李 光雨、李 エリカ　◇礼拝／18:30

【E-Mail】qwt03207@nifty.ne.jp

軽井沢追分教会［日基教団］

〒389-0115　北佐久郡軽井沢町大字追分51-37　Tel.0267 

-46-3312 Fax.0267-46-2296　◇しなの鉄道御代田駅から

車5分　◇創立／1993年（38人）　◇稲垣 壬午　◇礼拝

／14:30　◇特色／パイプオルガンを中心とした礼拝コン

サートが年8回、賛美礼拝が7回。希望者には日程表送付可。

【HP】http://www.oiwake-church.com/

軽井沢教会［日基教団］

〒389-0102　北佐久郡軽井沢町軽井沢786-1　Tel.0267-

42-1008 Fax.0267-42-9201　◇JR軽井沢駅から徒歩20

分　◇創立／1905年（24人）　◇西村 義臣　◇礼拝／

10:30

【HP】http://ymst.org/sub_001.htm

軽井沢キリスト教会［同盟基督］

〒389-0102　北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-1268　Tel& 

Fax.0267-42-6377　◇JR軽井沢駅から徒歩15分　◇創立

／1954年（54人）　◇八木 隆之　◇礼拝／10:30,19:30

軽井沢ショー記念礼拝堂［聖公会］

〒389-0102　北佐久郡軽井沢町大字軽井沢57-1　Tel& 

Fax.0267-42-4740　◇JR軽井沢駅からバス「旧軽井沢」停、

徒歩10分　◇創立／1895年（30人）　◇土井 宏純、箭野 

直路　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.nskk.org/chubu/

軽井沢中央教会［単立／独立］

〒389-0111　北佐久郡軽井沢町中軽井沢2859-7　Tel. 

0267-46-0241 Fax.0267-42-1831　◇中軽井沢駅から徒歩

5分［連絡先：中田 秀雄　〒389-0102　長野県北佐久郡

軽井沢町大字軽井沢1374-5 Tel.0267-42-7762］　◇創立／

1965年（25人）　◇中田 秀雄　◇礼拝／10:30

立／1978年（15人）　◇礼拝／10:30　◇外国語／インド

ネシア語

上伊那郡 Kamiina-gun

辰野教会＝辰野キリスト教会［イエス・キリスト］

〒399-0428　上伊那郡辰野町伊那富2647-1　Tel&Fax. 

0266-41-1614　◇JR宮木駅から徒歩1分　◇創立／1949

年（75人）　◇長谷川 和雄、長谷川 ひさい　◇礼拝／

10:30　◇特色／教会学校・中学生会を日曜午前9時半か

ら。祈祷会を水曜午後1時半と7時半から。随時土曜午後

に子ども会。

【HP】http://www.lcv.ne.jp/~tatunoch/

【E-Mail】tatunocc@po20.lcv.ne.jp

上高井郡 Kamitakai-gun

新生礼拝堂［聖公会］

〒381-0201　上高井郡小布施町小布施851 新生病院内　

Tel.026-247-2033 Fax.026-247-4727　◇長野電鉄小布施

駅から徒歩20分　◇創立／1934年（50人）　◇松本 正

俊　◇礼拝／10:30

上水内郡 Kamiminochi-gun

サンクゼールチャペル［単立／独立］

〒389-1204　上水内郡飯綱町倉井188-4　Tel.026-253-

3900 Fax.026-253-6877　◇創立／2001年　◇久世 まゆ

み　◇礼拝／14:00

【HP】http://www.stcousair.co.jp/chapel/

信濃村伝道所［日基教団］

〒389-1305　上水内郡信濃町柏原369-2　Tel&Fax.026-

255-2075　◇JR黒姫駅から徒歩15分　◇創立／1956年

（25人）　◇稲垣 真実　◇礼拝／10:30

木曽郡 Kiso-gun

木曽キリスト教会［単立／独立］

〒397-0002　木曽郡木曽町新開125-22　Tel.0264-23-

8085　◇JR木曽福島駅　◇創立／1979年（15人）　◇小

山 正敏　◇礼拝／10:00　◇特色／木曽郡内の唯一のキ

リスト教会です。礼拝会場が変わる時もあります。御来会

の時は御一報下さい。御案内します。

福島教会［聖公会］

〒397-0001　木曽郡木曽福島5826　Tel.0264-24-2751　

◇JR木曽福島駅から徒歩10分　◇創立／1913年（7人）　

◇下原 太介

御岳教会修養場［カナン教団］

〒397-0201　木曽郡王滝村3159-34　Tel&Fax.0264-48-

2256　◇JR木曽福島駅からバス60分停歩15分　◇創立／

1973年
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創立／1947年（63人）　◇伊奈 聡、伊奈 ちさこ　◇礼拝

／10:30,19:30　◇特色／朝は伝統的な礼拝で、夜はワー

シップソングの礼拝です。

【HP】http://takagi-church.org/

【E-Mail】info@takagi-church.org

名古屋キリスト教会南信州チャペル［アライア

ンス］

〒395-0302　下伊那郡阿智村伍和70-1　Tel&Fax.0265-

43-2739　◇バス「阿智」停、徒歩15分　◇創立／2007

年　◇田中 忍　◇礼拝／16:30(第2)　◇特色／2006年に

会堂を建築しました。エコチャーチとして地球環境問題に

取り組んでいます。

【HP】http://www5c.biglobe.ne.jp/~nagoyac/mypage121.htm

【E-Mail】nagoyac@kuc.biglobe.ne.jp

諏訪郡 Suwa-gun

下諏訪キリスト教会［単立／独立］

〒393-0074　諏訪郡下諏訪町緑町328　Tel&Fax.0266-

27-3862　◇JR下諏訪駅から徒歩7分　◇創立／1935年

（60人）　◇清野 基　◇礼拝／10:30　◇特色／「家族と

伝道」をキーワードに、全力で主を愛する教会を目指して

います。

【HP】http://shimosuwachurch.com

【E-Mail】shimosuwa_church@ybb.ne.jp

日本福音ルーテル諏訪教会［福音ルーテル］

〒393-0025　諏訪郡下諏訪町本郷6595　Tel&Fax.0266-

27-1856　◇JR下諏訪駅から徒歩20分　◇創立／1905年

（50人）　◇大宮 陸孝、中村 圭助　◇礼拝／15:00　◇特

色／日曜礼拝：午後3時。聖書教室：毎月第4金曜日午後1

時半。

【E-Mail】miraisan@po.lcv.ne.jp

富士見高原教会［日基教団］

〒399-0211　諏訪郡富士見町富士見3679　Tel.0266-62-

2205　◇JR富士見駅から徒歩8分　◇創立／1950年（108

人）　◇白砂 誠一　◇礼拝／10:00

【HP】http://www5a.biglobe.ne.jp/~tkyouku/fujimi.html

八ヶ岳中央高原キリスト教会［NLM］

〒391-0115　諏訪郡原村原山1077-142　Tel.0266-74-

1062 Fax.0266-74-1061　◇JR茅野駅からバス30分　◇創

立／1999年（55人）　◇フロイラン，エリック、フロイラン，

規子、横手 征彦　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語、ド

イツ語、北欧3ヶ国語　◇特色／木の香りがすがすがしく、

聖壇背後の窓には森が広がる教会。個人及びグループカ

ウンセリングも行っています。

【HP】http://www.lcv.ne.jp/~nmajapan/

埴科郡 Hanishina-gun

坂城栄光教会［日基教団］

〒389-0604　埴科郡坂城町網掛378-1　Tel&Fax.0268-

82-8044　◇しなの鉄道坂城駅かｔら徒歩30分　◇創立／

1947年（35人）　◇溝口 賢次　◇礼拝／10:30　◇特色／

水曜日午後8時〜9時聖書を学び祈る会

軽井沢ペヌエル・チャーチ［単立／独立］

〒389-0103　北佐久郡軽井沢町軽井沢1307-11　Tel& 

Fax.0267-42-4597　◇JR軽井沢駅北口から徒歩20分　◇

創立／2002年　◇高田 威作　◇礼拝／7:00,10:30,19:00

(第1日曜のみ)

【HP】http://www.geocities.jp/k_penielchurch/

【E-Mail】godsoloved@hotmail.co.jp

軽井沢ホライズンチャペル［ホライズン］

〒389-0113　北佐久郡軽井沢町発地1061-54 軽井沢フェ

ローシップバイブルキャンプ内　Tel&Fax.0267-46-

3319　◇しなの鉄道信濃追分駅から車5分　◇創立／

2001年（15人）　◇西岡 樹久雄　◇礼拝／9:00,10:30　◇

特色／さわやかな緑に囲まれたキャンプ場にある教会で

す。ゴスペル・チャーチスクール・英会話等の活動もあり

ます。

【E-Mail】karuizawahorizon@yahoo.co.jp

軽井沢南教会［日基教団］

〒389-0113　北佐久郡軽井沢町発地296　Tel.0267-48-

3193 Fax.0267-48-3228　◇JR軽井沢駅から車5分　◇創

立／1987年（15人）　◇宮澤 豊、船本 弘毅、宮内 教

司　◇礼拝／10:00　◇特色／礼拝や祈祷会が中心です

が希望者には結婚式パーティーなど出来ます。また結婚

式関係一式用意しています。

【HP】http://homepage2.nifty.com/karuizawa_minami/ch/

【E-Mail】karuizawaminamikyokai@nifty.com

立科希望高原教会［単立／独立］

〒384-2307　北佐久郡立科町山部1454-1　Tel&Fax. 

0267-56-3140　◇JR佐久平駅から車30分　◇アレキサン

ダー，エロル、アレキサンダー，塩子　◇礼拝／10:00　

◇外国語／英語

【E-Mail】tateshinakiboukogenkyoukai@yahoo.co.jp

西軽井沢国際福音センター［単立／独立］

〒389-0201　北佐久郡御代田町塩野450-15　Tel.0267-

32-6400 Fax.0267-32-6402　◇しなの鉄道御代田駅から

車5分　◇創立／1992年　◇ベック，ゴットホルド　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www.christ-shukai.net/

御代田聖書バプテスト教会［JBBF］

〒389-0206　北佐久郡御代田町御代田4108-1556　Tel& 

Fax.0267-32-7689　◇しなの鉄道御代田駅から車7分　◇

ラージャス，ラバン、入江 義雄　◇礼拝／11:00　◇外国

語／英語、インドネシア語

【E-Mail】irie-129@mb.kcom.ne.jp

下伊那郡 Shimoina-gun

聖十字架復活イエス・キリスト福音教会［単

立／独立］

〒399-3202　下伊那郡豊丘村神稲4341　Tel.0265-35-

4145　◇JR市田駅　◇渥美 力

喬木教会［日基教団］

〒395-1101　下伊那郡喬木村阿島277-3　Tel.0265-33-

4014 Fax.0265-33-4216　◇中央道松川ICから車20分　◇
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南佐久郡 Minamisaku-gun

小海キリスト教会［同盟基督］

〒384-1102　南佐久郡小海町小海4355-27　Tel&Fax. 

0267-92-4776　◇JR小海駅から徒歩5分　◇創立／1993

年（31人）　◇水草 修治　◇礼拝／10:00,19:30　◇特色

／幼児から大人まで共にささげる礼拝を大切にし、南佐久

郡全域への福音宣教を使命としています。

【HP】http://church.ne.jp/koumi_christ/
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岐阜県──地域の宣教資料

　宣教人国記：大垣藩主氏正の子として生まれた戸田

欽堂（1850〜1890）は、幼名唯之助のちに三郎四郎と

称し3500石を受ける。1871年、知藩事であった父に同

行して渡米、帰国後の1874に宣教師カラゾルスより受

洗し、東京第一長老教会の建設に加わった。原胤昭と

共に出資して東京銀座通にキリスト教書店「十字屋」

を開店。1876年（明治9）、ミッションを離れ、銀座三

丁目に日本独立長老教会を設立し、幸福安全社という

自由民権運動の拠点とした。1887年（明治10）、岐阜

に聖公会最初の宣教師として来た宣教師チャペルの伝

道によって、後に県会議長となる佐久間国三郎が入信。

その長男・武藤山治はクリスチャン実業家（鐘紡社長）

として活躍した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【恵那市】恵那市、恵那郡岩村町・山岡町・明智町・串

原村・上矢作町。【大垣市】養老郡上石津町、安八郡

墨俣町。【海津市】海津郡海津町･平田町･南濃町。【各

務原市】羽島郡川島町。【可児市】可児郡兼山町。【岐

阜市】羽島郡柳津町。【郡上市】郡上郡八幡町･大和町

･白鳥町･高鷲村･美並村･明宝村･和良村。【下呂市】益

田郡萩原町・小坂町・下呂町・金山町・馬瀬村。【関市】

武儀郡洞戸村・板取村・武芸川町・武儀町・上之保村。

【高山市】大野郡丹生川村･清見村･荘川村･宮村･久々野

町･朝日村･高根村、吉城郡国府町･上宝村。【多治見市】

土岐郡笠原町。【中津川市】木曽郡山口村、恵那郡坂

下町・川上村・加子母村・付知町・福岡町・蛭川村。【飛

騨市】吉城郡古川町･河合村･宮川村･神岡町。【瑞穂市】

本巣郡穂積町･巣南町。【本巣市】本巣郡本巣町･真正

町･糸貫町･根尾村。【山県市】山県郡高富町･美山町･伊

自良村。【揖斐郡揖斐川町】揖斐川町・谷汲村・春日村・

久瀬村・藤橋村・坂内村。

 中 部 地 方 岐 阜 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

岐 阜 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   G i f u 　

　お店・事業

アウトレットムラサキ岐阜店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒501-

0471　岐阜県本巣市政田字下西浦1938 リバーサイドモー

ル シンセイY棟1F　Tel.058-320-1574　◇代表取締役会

長／金山 良雄

キッズギャラリー トムテ
［ヨーロッパ玩具、絵本専門店（木のおもちゃ、絵本専門店）］

〒509-0237　岐阜県可児市桂ケ丘1-157　Tel&Fax.0574-

64-3623　◇JR多治見駅からバス「帝京高校前」停、徒歩

1分　◇創立／1999年　◇代表／山本 直起　◇特色／子

育てに木のおもちゃと絵本を！丈夫で安全な玩具は、お子

さんの育ちを、親子のかかわりを豊かにします。

【HP】http://www.kidsgallery-tomte.com

【E-Mail】info@kidsgallery-tomte.com

グレース・ファニチャーミノタ
［家庭・業務用家具、カーテン］〒509-5117　岐阜県土岐

市肥田浅野朝日町1-7-1　Tel&Fax.0572-54-6868　◇代表

取締役／後藤 政民

Zion（シオン）
［保険代理店］〒509-5122　岐阜県土岐市土岐津町土岐口

33-67　Tel.090-8323-4038　◇創立／1994年　◇代表／

安藤 和敏

リバーズプロジェクト
［キリスト教用品、聖会テープ、PA関係リース］〒509-

6125　岐阜県瑞浪市上野町3-3　Tel&Fax.0572-68-

8715　◇JR瑞浪駅から徒歩10分　◇創立／1997年　◇

代表／水野 明広、中岡 茂一　◇特色／信仰生活を支え

るお手伝いをさせて頂きます。ご相談下さい。

【E-Mail】rivers@jade.dti.ne.jp
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恵那市 Ena-shi

岩村キリスト教会［JRL］

〒509-7403　恵那市岩村町1678-5　◇小川 すき子

恵那教会［改革派］

〒509-7205　恵那市長島町中野268　Tel&Fax.0573-25-

2288　◇JR恵那駅から徒歩8分　◇創立／1925年（40

人）　◇草野 誠　◇礼拝／10:30.17:00

【E-Mail】e-church@enat.org

恵那クリスチャンセンター［単立／独立］

〒509-7201　恵那市大井町1605-35　Tel&Fax.0573-25-

8237　◇JR恵那駅から1.4ＫＭ　◇創立／1995年（20

人）　◇徐 起源　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書が理解で

きるように教える教会。みことば中心の教会です。

【HP】http://ermbible.net/

【E-Mail】info@ermbible.net

東濃純福音キリスト教会［神の家族］

〒509-7201　恵那市大井町鏡山2017-125　Tel&Fax. 

0573-26-2977　◇JR恵那駅から徒歩20分　◇創立／1981

年（20人）　◇大山 哲夫、大山 妙子　◇礼拝／10:30

岐 阜 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   G i f u 　

（有）ロゴス
［コンピュータ］〒500-8388　岐阜県岐阜市今嶺1-19-14　

Tel.058-276-6422　◇川村 英明

　教育事業・カルチャー

リトルシーズ・インターナショナル・モンテ
ッソーリスクール

［幼児教室、育児セミナー］〒509-0135　岐阜県各務原市

鵜沼羽場町5-163　Tel&Fax.058-370-8367［連絡先：

Tel.058-384-4753］　◇名鉄各務原線鵜沼駅から徒歩8

分　◇創立／2007年　◇教師／橋本 麻里衣　◇特色／

英語によるモンテッソーリ教育。1歳から6歳児対象。ロン

ドンにおいて国際モンテッソーリ教師資格を取得。

　法律・経営相談

加藤司法書士事務所
［司法書士］〒500-8232　岐阜県岐阜市前一色1-2-18　

Tel.058-259-7347 Fax.058-259-7348　◇名鉄各務原線切

通駅から徒歩15分　◇代表／加藤 正文

　幼稚園・保育園・学童

中部学院大学短期大学部附属桐が丘幼稚園
［幼稚園］　［(学)岐阜済美学院］〒501-3936　岐阜県関市

倉知2939-1　Tel.0575-24-0628 Fax.0575-24-7911　◇創

立／1980年　◇塚原 利夫

中部学院大学短期大学部附属幼稚園
［幼稚園］　［(学)岐阜済美学院］〒502-0803　岐阜県岐阜

市上土居字長池97　Tel.058-233-2254　◇小野島 建一

天使幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)天使学園］〒500-8881　岐阜

県岐阜市青柳町3-22　Tel.058-253-2759 Fax.058-255-

1206　◇岐阜バス「西野町」停、徒歩3分　◇創立／

1930年　◇園長／テーラー，ブライアン・ジョージ

【HP】http://www.mirai.ne.jp/~tenshi/

光の子保育園
［保育園］〒509-1113　岐阜県加茂郡白川町三川1210-2　

Tel.0574-72-2200　◇JR白川口駅からバス「三川市屋」

停　◇園長／神戸 秀子

ベテル教育研究所
〒509-0207　岐阜県可児市今渡1732-1　Tel.0574-62-

6272　◇細江幸子　◇特色／地域に根ざした小中学生進

学塾です。音楽部門はピアノ、声楽、管楽器個人レッス

ン教室。

芽含幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖愛学園］〒500-8821　岐阜県岐阜市鷹

見町5　Tel&Fax.058-266-0185　◇バス「岐阜市役所」停、

徒歩1分　◇創立／1926年　◇園長／須藤 茂明　◇特色

／教会併設、少人数で目の行き届いた保育。岐阜市で最

も歴史と伝統があり、全職員がクリスチャンです。

【HP】http://www.ccom.or.jp/megumikg/

【E-Mail】megumikg@ccom.or.jp

　祈祷院

カナン武並祈祷院
［祈祷院］〒509-7124　岐阜県恵那市三郷町佐々良木外ヶ

沢2188-17　Tel.052-842-5175(瑞穂キリスト福音教会)、

0573-28-3046（祈祷院）　◇代表／川染 茂逸
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美濃ミッション大垣聖書教会［美濃ミッション］

〒503-0923　大垣市船町5-26　Tel&Fax.0584-78-3007　

◇JR大垣駅からバス7分「船町港跡」停、徒歩1分　◇創

立／1918年　◇石黒 イサク、関久 多智子　◇礼拝／

10:30,13:30　◇外国語／英語、中国語、ポルトガル語　

◇特色／国籍・言語を問わず老若男女が共に聖書を学び、

福音宣教に励んでいます。礼拝は、必要に応じて外国語

に通訳。

【HP】http://www.cty-net.ne.jp/~mmi/

【E-Mail】minomi@pop21.odn.ne.jp

美濃ミッション高田聖書教会［美濃ミッション］

〒503-0923　大垣市船町5-26　Tel&Fax.0584-78-3007　

◇JR大垣駅から徒歩20分［連絡先：美濃ミッション本

部　〒510-8008　三重県四日市市富田浜町10-4 Tel.059-

365-0096］　◇創立／1949年　◇石黒 イサク、関久 多智

子　◇礼拝／19:00(水)　◇特色／西・南濃地域に伝道し

ています。訪問・家庭集会に力を入れています。

海津市	 Kaizu-shi

海津キリスト教会［同盟福音］

〒503-0646　海津市海津町萱野65　Tel.0584-53-0473 

Fax.0584-53-1540　◇近鉄養老線駒野駅から車8分　◇

創立／1966年（69人）　◇野田 喜裕　◇礼拝／10:00　

◇特色／イエス・キリストを知り、イエス・キリストに満

たされ、イエス・キリストを伝える教会です。

各務原市	 Kakamigahara-shi

おがせキリスト教会ゴスペルハウス［イエス・

キリスト］

〒509-0105　各務原市各務山の前町4-564　Tel&Fax. 

058-370-4919　◇創立／1985年（4人）　◇船田 献一、菊

池 剛聡　◇礼拝／10:30　◇特色／個人的なカウンセリ

ングを実施しております。

【E-Mail】kikuchitaketoshi@nifty.com

尾崎キリスト教会＝長良キリスト教会第二
会堂［同盟基督］

〒504-0004　各務原市尾崎西町2-16　Tel.058-383-6489 

Fax.058-382-9004　◇バス「尾崎アパート前」停、徒歩2

分　◇創立／1983年（25人）　◇増田 由夫、三谷 義也　

◇礼拝／10:00

各務原教会［日基教団］

〒504-0827　各務原市蘇原沢上町1-34　Tel&Fax.058-

382-8720　◇名鉄六軒駅から徒歩5分　◇創立／1962年

（69人）　◇宗像 亮二　◇礼拝／10:30　◇特色／会衆派

（組合教会）の伝統に立つ、教会員一人ひとりの自由を尊

重する教会です。

各務原バプテスト教会［バプ連盟］

〒504-0922　各務原市前渡東町4-161　Tel.058-386-9609 

Fax.058-383-5379　◇創立／1997年（60人）　◇ジアス，

フェルナンド・フェリス、戸上 信義　◇外国語／ブラジ

ルポルトガル語

大垣市	 Ogaki-shi

大垣荒尾教会［日キ教会］

〒503-0034　大垣市荒尾町17-1　Tel&Fax.0584-91-1047　

◇荒尾線荒尾駅　◇創立／1961年（34人）　◇石束 岳士

大垣教会［改革派］

〒503-0996　大垣市島町283　Tel&Fax.0584-91-3538　

◇JR垂井駅から車10分　◇創立／1975年（15人）　◇辻 

幸宏　◇礼拝／10:30,13:30(第2･第4主日)　◇特色／周囲

には田圃が残る長閑な教会です。しかしホームページを開

設し、宣教の視野は日本全国に向いています。

【HP】http://ogaki-ch.com

【E-Mail】yukihiro.tsuji@nifty.com

大垣教会［日キ教会］

〒503-0888　大垣市丸の内2-41　Tel&Fax.0584-78-

4879　◇JR大垣駅から徒歩12分　◇創立／1940年（46

人）　◇有賀 文彦　◇礼拝／10:20

大垣教会［福音ルーテル］

〒503-0015　大垣市林町7-141　Tel.0584-78-1580　◇JR

大垣駅　◇創立／1965年（80人）　◇齋藤 幸二　◇礼拝

／10:30

【E-Mail】timitaas@msn.com

大垣教会［KCCJ］

〒503-0932　大垣市本今町75-12　Tel&Fax.0584-73-

2055　◇養老鉄道西大垣駅から徒歩13分　◇崔 和植　

◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語

大垣キリスト教会［同盟福音］

〒503-0827　大垣市恵比寿町南7-1-11　Tel&Fax.0584-

75-5386　◇JR大垣駅から徒歩30分　◇創立／1977年（28

人）　◇内山 光生　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0584-

75-5788

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~ogaki/

大垣神愛キリスト伝道所＝大垣サンライズ
チャペル［アッセンブリー］

〒503-0858　大垣市世安町1-100-11　Tel&Fax.0584-82-

2202　◇JR大垣駅から徒歩20分　◇創立／1995年（20

人）　◇小林 章弘、小林 恵子　◇礼拝／10:30　◇特色

／礼拝後、親子で来られた方のため、約15分のＣＳを行っ

ています。また、夕拝が16時30分～17時30分にあります。

【E-Mail】oogakisunrise@s7.dion.ne.jp

大垣聖ペテロ教会［聖公会］

〒503-0872　大垣市新町1-46　Tel&Fax.0584-81-2414　

◇JR東海道大垣駅　◇創立／1892年（12人）　◇下原 太

介　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nskk.org/chubu/

ベタニヤホーム［信徒の集会］

〒503-0911　大垣市室本町3-16　Tel.0584-78-4548　◇

JR大垣駅から西へ10分［連絡先：五十川 武次　〒503-

0911　岐阜県大垣市室本町2-29 Tel.0584-75-0460］　◇

創立／1946年（53人）　◇五十川 武次、市原 紀一、鈴木 

弘秀、佐合 敏武、鈴木 秀也　◇礼拝／10:20
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岐阜純福音大森チャーチ［TPKF］

〒509-0238　可児市大森1926-8　Tel&Fax.0574-62-

0502　◇太多線下切駅から徒歩8分　◇創立／1997年（13

人）　◇小山 大三　◇礼拝／15:00

西可児家の教会［カルバリーグループ］

〒509-0264　可児市鳩吹台4-67　Tel&Fax.0574-65-

0457　◇名鉄広見線西可児駅　◇長谷川 真一

ファーストビンヤードチャーチ可児福音教
会［VCF.JAPAN］

〒509-0207　可児市今渡1732-1　Tel.0574-62-6272 Fax. 

0574-63-6304　◇名鉄日本ライン今渡駅から徒歩7分　◇

創立／1972年（170人）　◇細江 和弥、細江 幸子、藤原 

直美、細江 真木子、細江 誠貢　◇礼拝／10:00　◇外国

語／英語

【HP】http://www.fvc-kani.jp/

【E-Mail】church@vcfkani.org

ペンテコスタルジナムス福音教会［JRL］

〒509-0203　可児市下恵土5507-2　Tel&Fax.0574-25-

8890　◇名鉄新可児駅　◇創立／1997年（355人）　◇吉

田 ペドロ 一郎、吉田 イザウラ、中村 キミエ、吉田 エリ

キ 英二、吉田 トミコ　◇礼拝／16:00　◇外国語／ポル

トガル語

岐阜市 Gifu-shi

芥見キリスト教会［同盟福音］

〒501-3133　岐阜市芥見南山1-8-8　Tel.058-243-5798 

Fax.058-241-8625　◇創立／1981年（55人）　◇鴨下 直

樹　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝において同時手話通訳

を行っています。毎月第1土曜日午前10時から俳句の句会

を行っています。

アメージング・グレイス・キリスト教会［長老教会］

〒500-8876　岐阜市日ノ出町2-5-6　Tel.080-5104-0966　

◇JR岐阜駅から北へ徒歩10分［連絡先：江崎 公二　〒

480-1102　愛知県愛知郡長久手町大字前熊字西脇14-

13］　◇創立／2006年（5人）　◇江崎 公二　◇礼拝／

13:30　◇特色／礼拝メッセージを日本語と英語の原稿で

もお渡ししています。

【HP】http://amazinggracech.googlepages.com/

【E-Mail】amazinggracech@gmail.com

インマヌエル岐阜キリスト教会［IGM］

〒500-8261　岐阜市茜部大野1-10　Tel&Fax.058-271-

2184　◇JR岐阜駅南口から徒歩20分　◇創立／1970年

（30人）　◇内山 勝、渡辺 真理　◇礼拝／10:30　◇特色

／水曜日午前10時30分から婦人祈祷会。

【HP】http://www.immanuel.or.jp/church_pages/065_gifu.html

華陽教会［日基教団］

〒500-8821　岐阜市鷹見町5　Tel&Fax.058-262-8546　

◇JR岐阜駅北口からバス「岐阜市役所前」停、徒歩1分　

◇創立／1891年（58人）　◇須藤 茂明　◇礼拝／10:15　

◇特色／唯一プロテスタントの幼稚園である芽含（メグミ）

幼稚園を併設。十字架と復活のもと、保育者は全員クリス

チャンです。

岐阜純福音教会［TPKF］

〒509-0141　各務原市鵜沼各務原町4-406-11　Tel&Fax. 

058-384-3941 Tel.058-385-0670　◇JR各務原駅から徒歩

6分　◇創立／1957年（184人）　◇小山 大三、小山 芳枝、

辛 海雄　◇礼拝／9:00,10:30　◇特色／英語、韓国語、

ポルトガル語の通訳あり。国際的な教会です。

【HP】http://www.gifujun.com/

【E-Mail】mail@gifujun.com

那加教会［改革派］

〒504-0912　各務原市那加桜町2-364　Tel&Fax.058-382-

3755　◇名鉄各務原市役所前駅から徒歩3分　◇創立／

1955年（61人）　◇中根 汎信　◇礼拝／10:30,15:30　◇

特色／若さいっぱい！ 幼児から高齢者まで、一人ひとり

が大切にされる教会！ 神の言葉への熱心と忠実さを！

【HP】http://www8.plala.or.jp/Naka-church/

【E-Mail】nakachurch@sky.plala.or.jp

ハーベストクライストチャーチ＝岐阜アラ
イアンス・キリスト教会［単立／独立］

〒509-0135　各務原市鵜沼羽場町5-163　Tel&Fax.058-

370-8367　◇名鉄各務原線鵜沼宿から徒歩5分　◇創立

／1992年（70人）　◇橋本 智樹　◇礼拝／10:00　◇特

色／お年寄りから若者、こどもたちが集い、明るく賛美に

あふれている教会です。英語の同時通訳もあります。

【HP】http://www.harvest-christ-church.org

友愛キリスト教会［友愛グループ］

〒504-0802　各務原市蘇原持田町1-66-1　Tel&Fax. 

058-371-8047 Tel.058-382-8822　◇名鉄三柿野駅からバス

「各務原団地」停、徒歩10分［連絡先：兼松 一二　〒504-

0807　岐阜県各務原市蘇原清住町4-56 Tel.058-371-

8047］　◇創立／1998年（32人）　◇兼松 一二　◇礼拝／

10:45　◇特色／水曜日午後7時30分から聖研祈祷会。金曜

日午前10時30分から聖研祈祷会、第2火曜日マミークラス

【HP】http://www.ab.auone-net.jp/~yuai/

可児市 Kani-shi

いのちの泉キリスト教会＝スプリング・オ
ブ・ライフ・クライスト・チャーチ［単立／独立］

〒509-0248　可児市清水ケ丘3-8　Tel.0574-63-3938 Fax. 

0574-63-6623　◇JR下切駅から車4分　◇創立／1980年

（25人）　◇村田 光明　◇礼拝／19:00　◇特色／信仰と

御霊の実、心と体の健康を重視する教会です。

【HP】http://www.faith-of-god.com/

【E-Mail】pastormm@ob2.aitai.ne.jp

可児キリスト教会＝希望の丘チャペル［同盟

福音］

〒509-0204　可児市禅台寺1-23　Tel.0574-63-1723 Fax.

0574-61-1938　◇JR可児駅から徒歩15分　◇創立／1981

年　◇後藤 喜良、黒木 昭江　◇礼拝／10:00　◇外国語

／スペイン語、ポルトガル語（16:00）　◇テレホン／

0574-61-1939　◇特色／神の栄光のために、神の愛の中

を、キリストに似た者とされる目標に向かってキリストと

共に旅する人の集い。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/feg-kani.c.c/f.h.l

【E-Mail】feg-kani.c.c@gifu.email.ne.jp
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岐阜聖パウロ教会［聖公会］

〒500-8842　岐阜市金町4-27　Tel&Fax.058-262-1400　

◇JR岐阜駅から徒歩15分　◇創立／1889年（68人）　◇

下原 太介　◇礼拝／10:30　◇特色／岐阜市内唯一の聖

公会。

岐阜バプテスト教会［バプ連盟］

〒500-8184　岐阜市西駒爪町21　Tel&Fax.058-265-

0881　◇名鉄新岐阜駅から徒歩10分　◇創立／1957年

（67人）　◇長谷 幸雄　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ccn.aitai.ne.jp/~gibap/

【E-Mail】gifu1957@ccn5.aitai.ne.jp

クリスチャン・コミュニティー・チャーチ［JRL］

〒502-0843　岐阜市早田東町6-48　Tel.058-233-2531　

◇バス「早田本郷」停、徒歩3分　◇創立／1986年（45人）　

◇野村 正幸、野村 三千代　◇礼拝／10:30

グレイスチャペル＝長良キリスト教会伝道所
［同盟基督］

〒501-1132　岐阜市折立835-19　Tel.058-234-1443　◇

名鉄新岐阜駅からバス「岐口」停、徒歩5分［連絡先：日

本同盟基督教団長良キリスト教会　〒502-0813　岐阜県

岐阜市福光東3-7-19 Tel.058-232-8572］　◇創立／2004年

（6人）　◇増田 由夫　◇礼拝／11:00　◇外国語／英語　

◇特色／青年、大学生、留学生が多く集うアットホームな

教会です。毎週水曜日夜は楽しいコーヒーハウスが開か

れます。

聖泉キリスト教会［同盟基督］

〒502-0932　岐阜市則武中4-7-5　Tel&Fax.058-232-

5693　◇JR岐阜駅からバス「則武」停、徒歩7分　◇創

立／1970年（12人）　◇村松 宏二、村松 ヒデ　◇礼拝／

10:30,19:00　◇特色／水曜日午前9時から聖書の学びをし

ています。

TLCCC岐阜教会［主の十字架］

Tel&Fax.058-294-4283　◇JR岐阜駅東側のハートフルス

クエアーＧ［連絡先：河野 祐子　〒484-0894　愛知県犬

山市羽黒字水井戸29］　◇創立／1995年（11人）　◇河野 

祐子　◇礼拝／10:00　◇特色／土曜日午前10時から12時

まで「エクレシアの会」で祈祷会及びいやしの祈り会をも

っています。

【E-Mail】tlccc-gifu@water.sannet.ne.jp

長良キリスト教会［同盟基督］

〒502-0813　岐阜市福光東3-7-19　Tel&Fax.058-232-

8572　◇JR岐阜駅からバス「長良上天神前」停、徒歩3

分　◇創立／1953年（130人）　◇増田 由夫、三谷 義

也　◇礼拝／10:30,19:00　◇外国語／英語

三田純福音教会＝風と水の教会［TPKF］

〒500-8207　岐阜市日野北6-19-1　Tel&Fax.058-247-

7999　◇新岐阜駅からバス「古津」停、徒歩5分［連絡先：

金森 洋三　〒501-2101　岐阜県山県市大桑2911-3 

Tel.0581-27-3305］　◇創立／1988年（14人）　◇金森 洋

三、金森 万理子　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0985-

28-9977　◇特色／日曜日礼拝午前10時半。水曜日祈祷会

午前10時半。水曜日祈祷会午前10時半。ブライダル宣教

に力を入れている教会です。

岐阜加納教会［改革派］

〒500-8453　岐阜市加納鉄砲町2-2　Tel&Fax.058-271-

7752　◇JR岐阜駅から徒歩10分　◇創立／1952年（190

人）　◇小峯 明　◇礼拝／10:30,18:30

岐阜教会［聖イエス会］

〒502-0082　岐阜市長良東3-175　Tel.058-294-1979　◇

磯部 真也

岐阜教会［福音ルーテル］

〒502-0851　岐阜市鷺山緑ヶ岡新町1768-92　Tel&Fax. 

058-231-7897　◇齋藤 幸二

岐阜教会［KCCJ］

〒502-0041　岐阜市長良海用町1-27　Tel&Fax.058-232-

0925　◇JR岐阜駅からバス「長良小学校前」停、徒歩5

分　◇創立／1953年（41人）　◇金 仁果、金 鍾吉　◇礼

拝／11:00　◇外国語／韓国語

【E-Mail】jongkil@lilac.ocn.ne.jp

岐阜教会［日キ教会］

〒500-8811　岐阜市端詰町21　Tel.058-262-4439 Fax. 

058-262-4435　◇JR岐阜駅からバス「市役所前」停、徒

歩5分　◇創立／1891年（90人）　◇多田 滉　◇礼拝／

10:30

【HP】http://gifukyokai.church.jp/

【E-Mail】atada@js2.so-net.ne.jp

岐阜キリスト教会［同盟福音］

〒500-8317　岐阜市島田西町54番地　Tel.058-252-0875 

Fax.058-252-0906　◇JR岐阜駅からバス「本荘」停、徒

歩3分　◇創立／1963年（80人）　◇川村 真示、川村 江弥、

川村 桂　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語（月1）　◇特

色／日曜8時45分・日曜学校。9時ジュニアクラス。水曜

19時30分と木曜10時から祈祷会。

【HP】http://www.logosjp.com/gfch/

【E-Mail】kamuran90@hotmail.com

岐阜賛美チャーチ［福音ペンテコステ］

〒500-8351　岐阜市清本町8-70　Tel&Fax.058-273-

4461　◇JR岐阜駅からバス8分　◇創立／1974年（30

人）　◇大石 英城、大石 スミエ　◇礼拝／10:30　◇いの

ち／058-273-4461

岐阜小隊［救世軍］

〒500-8116　岐阜市殿町2-25-2　Tel&Fax.058-245-

8613　◇JR岐阜駅からバス10分「柳が瀬」停、徒歩7分　

◇創立／1919年（20人）　◇桜庭 豪　◇礼拝／10:30　

◇特色／家族的な教会として一人一人を大事にお導きし

たいと願っています。地域への社会奉仕も主の愛の業とし

て行ないます。

岐阜聖書バプテスト教会［JBBF］

〒500-8258　岐阜市西川手2-108　Tel&Fax.058-274-

5553　◇JR岐阜駅からバス（茜部行）「上茜部」停、徒歩

5分　◇創立／1993年（8人）　◇市村 宣夫　◇礼拝／

10:45

【E-Mail】gbbc@par.odn.ne.jp
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多治見教会［改革派］

〒507-0023　多治見市小田町2-32　Tel.0572-22-6680 

Fax.0572-22-6848　◇JR多治見駅から徒歩12分　◇創立

／1903年（84人）　◇小野 静雄　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ob2.aitai.ne.jp/~tajimi-c/

多治見クライストチャーチ［単立／独立］

〒507-0072　多治見市明和町5-11-1 メイワプラザ　Tel& 

Fax.0572-27-2431　◇JR小泉駅から徒歩15分　◇創立／

2006年（10人）　◇若杉 桂一、若杉 さやか　◇礼拝／

11:00　◇特色／水曜日午後7時から祈祷会。ゴスペル教

室（第1〜3金曜日午後7時から）。ラジオ伝道やゴスペル

フラなど。

【HP】http://tajimicc.com/

【E-Mail】tajimicc@gmail.com

多治見中央キリスト教会［同盟基督］

〒507-0065　多治見市根本町3-66　Tel&Fax.0572-29-

4885　◇JR根本駅から徒歩3分　◇創立／1961年（45

人）　◇山本 陽一郎　◇礼拝／10:30　◇特色／小さな子

どもから若い人、壮年・婦人、ご高齢の方々まで、みんな

活き活き。とてもあたたかい教会です。

土岐市 Toki-shi

アガペチャーチ土岐［神の家族］

〒509-5144　土岐市泉池ノ上町1-11-2　Tel.0572-54-7315 

Fax.0572-55-0452　◇JR土岐市駅から徒歩10分　◇創立

／1975年　◇大橋 健治、栗崎 暁枝、中村 幾枝　◇礼拝

／7:00,10:30,17:00　◇外国語／英語、手話

【HP】http://agape-c.net/

中津川市 Nakatsugawa-shi

坂下教会［日基教団］

〒509-9232　中津川市坂下856　Tel&Fax.0573-75-

4673　◇JR坂下駅から徒歩3分　◇創立／1915年（28

人）　◇木下 忠司　◇礼拝／10:30

【E-Mail】bryn-kinoshita@muc.biglobe.ne.jp

田瀬教会［日基教団］

〒508-0201　中津川市田瀬587-154　Tel.0573-72-3496　

◇JR中津川駅からバス「下野」停、徒歩15分［連絡先：

坂 下教 会　〒509-9232　 岐 阜 県中津 川市 坂 下856 

Tel.0573-75-4673］　◇創立／1948年（30人）　◇木下 忠

司　◇礼拝／10:30

付知教会［日基教団］

〒508-0351　中津川市付知町6780-1　Tel&Fax.0573-82-

3043　◇JR坂下駅からバス「秋津」停　◇創立／1955年

（7人）　◇伊藤 幸雄

中津川教会［改革派］

〒508-0041　中津川市本町2-5-6　Tel&Fax.0573-65-

2475　◇JR中津川駅から徒歩15分　◇創立／1891年（178

人）　◇大塚 喜久蔵　◇礼拝／10:15

郡上市 Gujo-shi

岐阜純福音白鳥教会［TPKF］

〒501-5121　郡上市白鳥町白鳥354-1　Tel.0575-82-

5077　◇長良川鉄道美濃白鳥駅から徒歩10分［連絡先：

小山 大三　〒509-0141　岐阜県各務原市鵜沼各務原町

4-406-11 Tel.058-385-0670］　◇創立／1980年（12人）　

◇小山 大三　◇礼拝／10:30

【E-Mail】Koyamad@ylw.mmtr.or.jp

下呂市 Gero-shi

下呂聖書教会［同盟基督］

〒509-2205　下呂市少ヶ野279-6　Tel&Fax.0576-25-

2920　◇JR下呂駅から徒歩15分　◇創立／1982年（7

人）　◇茂木 幸雄　◇礼拝／14:00　◇特色／下呂温泉に

あるアットホームな教会です。旅で来られる時はお寄り下

さい。

【HP】http://gero-church.com

関市 Seki-shi

関キリスト教会［改革派］

〒501-3844　関市美和町8　Tel.0575-22-0096 Fax.0575-

22-0112　◇バス（関東山行）｢本町1丁目」停、徒歩2

分　◇創立／1891年（123人）　◇西堀 則男　◇礼拝／

10:15,19:00

【HP】http://www.seki-church.or.jp

高山市 Takayama-shi

高山祝福教会［同盟基督］

〒506-0031　高山市西之一色町1-8-29　Tel.0577-32-1788 

Fax.0577-34-6437　◇JR高山駅から徒歩13分　◇創立／

1894年（55人）　◇奥深山 井作、奥深山 頼義　◇礼拝／

10:00　◇テレホン／0577-34-3406

【HP】http://blessyou.hida-ch.com/

飛騨高山教会［日基教団］

〒506-0035　高山市新宮町2276　Tel.0577-32-4640 

Fax.0577-32-4641　◇JR高山駅からバス10分　◇創立／

1968年（39人）　◇大塚 信明　◇特色／礼拝開始時間は

10時または19時30分。

多治見市 Tajimi-shi

イエスの御霊キリスト教会［JRL］

［連絡先：村田 真吾　〒507-0064　岐阜県多治見市北丘

町7-6-1100 Tel.0572-29-3820］　◇創立／2002年（30人）　

◇村田 真吾、玉木 美和子、村田 哲三　◇礼拝／

10:30,18:00　◇特色／第2日曜午後2時30分「癒しの集会」、

第3日曜午後2時「賛美集会」、毎週金曜午前10時30分「聖

書学校」、毎朝午前9時「とりなしの祈り会」。

【HP】http://www.mitama.info/framepage1.htm

【E-Mail】temote12@ck2.so-net.ne.jp
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9435　◇JR穂積駅からバス「本田」停、徒歩5分　◇創

立／1994年　◇川村 真示、川村 江弥、川村 桂　◇礼拝

／10:30　◇特色／入門クラス（第2金曜）、子育て講座（第

3金曜）、ドイツ語クラス（毎週火曜）、ゴスペル（第2・4

金曜）

【HP】http://www.logosjp.com/gfch/

【E-Mail】kamuran90@hotmail.com

美濃加茂市 Minokamo-shi

太田伝道所［改革派］

〒505-0041　美濃加茂市太田町宝田1734-2　Tel&Fax. 

0574-25-3788　◇JR美濃太田駅から徒歩5分　◇創立／

1926年（35人）　◇村手 淳　◇礼拝／10:15

可児キリスト教会美濃加茂集会＝美濃加茂
ホープチャペル［同盟福音］

〒505-0046　美濃加茂市西町3-146　Tel.0574-63-1723 

Fax.0574-61-1938［連絡先：可児キリスト教会　〒509-

0204　岐阜県可児市禅台寺1-23］　◇後藤 喜良、黒木 昭

江

山県市 Yamagata-shi

山県めぐみバプテスト教会［単立／独立］

〒501-2101　山県市大桑東市場2855-1　Tel&Fax.0581-

27-0304　◇創立／1994年（8人）　◇メルトン，パトリッ

ク　◇礼拝／11:00

【E-Mail】PMJapan@AOL.com

揖斐郡 Ibi-gun

揖斐キリスト教会［JECA］

〒501-0619　揖斐郡揖斐川町三輪1039-4　Tel&Fax. 

0585-22-0857　◇近鉄揖斐駅からバス「上新町」停、徒

歩1分　 ◇創立／1962年　 ◇中出 雄三　 ◇礼拝／

10:30　◇特色／郡内でただ一つの教会です。全年齢層に

対してみことばが親しみやすくなるよう努めています。

【HP】http://www.geocities.jp/ibichristchurch/

【E-Mail】ibichristchurch@yahoo.co.jp

可児郡 Kani-gun

ファーストビンヤードチャーチみたけチャペ
ル［VCF.JAPAN］

〒505-0100　可児郡御嵩町1579-1　Tel.0574-62-6272　

◇名鉄御嵩駅から徒歩10分　◇創立／1994年　◇細江 

和弥　◇礼拝／15:00

【HP】http://www.fvc-kani.jp/

【E-Mail】info@vcfkani.org

加茂郡 Kamo-gun

蘇原教会［日基教団］

〒509-1112　加茂郡白川町赤河1579-2　Tel&Fax.0574-

羽島市 Hashima-shi

羽島キリスト教会［同盟福音］

〒501-6241　羽島市竹鼻町211　Tel&Fax.058-391-4078 

Tel.058-391-4055　◇名鉄羽鳥市役所前駅から徒歩2分　

◇創立／1956年（66人）　 ◇隈上 正敏　 ◇礼拝／

10:00,19:30　◇特色／水曜午前10時と午後8時より聖研祈

祷会。毎週日曜日夜7時30分より夕礼拝。

【E-Mail】jwdhm641@ccn4.aitai.ne.jp

羽島福音教会＝一宮福音教会伝道所［JECA］

〒501-6311　羽島市上中町長間617　Tel.058-392-9643　

◇名鉄羽島線江吉良駅［連絡先：〒491-0842　愛知県一

宮市公園通3-15 Tel.0586-72-5118］　◇創立／1985年　

◇山路 弘幸　◇礼拝／14:00(第2)

飛騨市 Hida-shi

神岡キリスト教会［同盟基督］

〒506-1161　飛騨市神岡町船津1337　Tel&Fax.0578-82-

1167　◇JR飛騨古川駅から車30分　◇創立／1895年（31

人）　◇古川 弘幸　◇礼拝／10:30　◇特色／お友だちへ

の伝道に力を注いでいるアットホームな教会です。

【HP】http://kamioka-ch.cocolog-nifty.com/blog/

【E-Mail】name.h.furukawa@nifty.ne.jp

古川教会＝古川キリスト教会［同盟基督］

〒509-4221　飛騨市古川町若宮2-6-45　Tel&Fax.0577-

73-3802　◇JR飛騨古川駅から徒歩5分　◇創立／1904年

（45人）　◇高橋 愛一郎　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／

百年を超える歴史がありながらも、アットホームな教会で

す。高山で家庭集会を月に二度行っています。

【HP】http://furukawa.mo-blog.jp/

【E-Mail】fcc100@iris.ocn.ne.jp

瑞浪市 Mizunami-shi

アガペチャーチ瑞浪［神の家族］

〒509-6125　瑞浪市上野町3-3　Tel.0572-68-4332 Fax 

0572-68-8715　◇JR瑞浪駅から徒歩10分　◇創立／1967

年（23人）　◇中岡 茂一、中岡 真弓、井野口 靖久　◇礼

拝／11:00

【HP】http://www.agapechu.com/

【E-Mail】agapechu@gmail.com

瑞浪伝道所［改革派］

〒509-6101　瑞浪市土岐町26-33　Tel&Fax.0572-68-

9698　◇JR瑞浪駅　◇創立／1961年（26人）　◇杉山 昌

樹　◇礼拝／10:30　◇特色／主日礼拝、CS礼拝、祈祷会、

土曜子ども映画会、その他諸集会。

【E-Mail】rcj-mizumami@plala.to

瑞穂市 Mizuho-shi

岐阜キリスト教会瑞穂チャペル(伝）［同盟福音］

〒501-0236　瑞穂市本田小橋西173-1　Tel.058-327-
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本巣郡	 Motosu-gun

北方キリスト教会［JECA］

〒501-0425　本巣郡北方町加茂73-4　Tel&Fax.058-324-

5660　◇名鉄揖斐線北方東口駅から徒歩3分　◇臼井 信

博　◇礼拝／10:30　◇テレホン／058-324-5652

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~fyuji/

【E-Mail】kitagata@nyc.odn.ne.jp

養老郡	 Yoro-gun

岐阜純福音養老教会［TPKF］

〒503-1314　養老郡養老町高田961-5 森方　Tel.058-385-

0670 Fax.058-384-7230　◇小山 大三

【E-Mail】Koyamad@ylw.mmtr.or.jp

恵みの福音キリスト教会［単立／独立］

〒503-1264　養老郡養老町一色1227-2　Tel&Fax.0584-

32-3146　◇近鉄養老線養老駅から車5分　◇創立／1994

年　◇永田 鉦二、松下 エリサ、永田 ヨハネ、永田 ゆり　

◇礼拝／11:00

73-1055　◇JR白川口駅からバス「教会前」停［連絡先：

日高 伴子　〒480-0102　愛知県丹羽郡扶桑町高雄定光寺

92-2 Tel.0587-92-1371］　◇創立／1952年（13人）　◇日

高 伴子

【HP】http://uccj-sohara-church.hp.infoseek.co.jp/

中濃教会［日基教団］

〒505-0071　加茂郡坂祝町黒岩1412　Tel&Fax.0574-26-

7265　◇長良川鉄道前平公園駅　◇創立／1946年（32

人）　◇小田部 正一　◇礼拝／10:30

東白川教会［基督兄弟団］

〒509-1302　加茂郡東白川村神土平　Tel.0574-78-2317　

◇白川駅からバス30分（大明神行）「神土」停　◇創立／

1995年（10人）　◇中島 真実、中島 一碩、中島 待子　◇

礼拝／10:30

羽島郡	 Hashima-gun

笠松キリスト教会［同盟福音］

〒501-6043　羽島郡笠松町県町117-6　Tel&Fax.058-387-

3655　◇名鉄名古屋本線笠松駅から徒歩7分　◇創立／

1957年（69人）　◇土屋 繁、土屋 一美、ストラスブルガー，

マレーネ　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0574-61-1939

【HP】http://www.geocities.jp/kasamatukyoukai/

【E-Mail】kasamatsuch@ybb.ne.jp

岐阜神愛キリスト教会（伝）［アッセンブリー］

〒501-6002　羽島郡岐南町三宅2-121　Tel&Fax.058-245-

0361　◇名鉄各務原線切通駅から徒歩10分　◇創立／

1991年（10人）　◇渋沢 道忠、渋沢 清子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ccn5.aitai.ne.jp/~ribeka/

【E-Mail】ribeka@ccn5.aitai.ne.jp
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静岡県──地域の宣教資料

　宣教人国記：日本最初のプロテスタント教会・横浜

公会の設立者の一人、篠崎桂之助（1852〜1876）は、

神道大成教の創立者平山省斎について漢学を学ぶが、

1870年（明治3）横浜にてバラ宣教師の下で英語を学び、

漢学の聖書を読んで1872年（明治5）に受洗した。草

創期の公会における有力信徒として活動するが肺病で

24歳で死去。聖書学者・神学者の渡辺善太（1885〜

1978）は、1904年（明治37）に東京神田にあった東洋

宣教会福音伝道館で入信し、翌年に受洗。一時、救世

軍に入隊したが、明治学院神学部を中退後、再び東洋

宣教会に加わり、ナザレン大学、太平洋神学校で学ん

だ。1916年（大正5）に帰国後は、同志社大学などで

旧約聖書を教えた。主著『聖書論』では、正典として

の聖書を統一的に解釈する方法論を確立した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【伊豆市】田方郡修善寺町･土肥町･天城湯ヶ島町･中伊

豆町。【伊豆の国市】田方郡伊豆長岡町・韮山町・大

仁町。【磐田市】磐田市、磐田郡福田町･竜洋町･豊田町

･豊岡村。【御前崎市】榛原郡御前崎町、小笠郡浜岡町。

【掛川市】掛川市、小笠郡大須賀町・大東町。【菊川市】

小笠郡小笠町･菊川町。【湖西市】浜名郡新居町。【静

岡市】浜松市（天竜市、浜北市、周智郡春野町、磐田

郡龍山村・佐久間町・水窪町、浜名郡舞阪町・雄踏町、

引佐郡細江町・引佐町・三ヶ日町）、庵原郡蒲原町・由

比町。政令市（区制）施行。【島田市】島田市、榛原

郡金谷町・川根町。【沼津市】田方郡戸田村。【袋井市】

袋井市、磐田郡浅羽町。【富士市】庵原郡富士川町。【藤

枝市】志太郡岡部町。【富士宮市】富士郡芝川町。【牧

之原市】榛原郡相良町・榛原町。【焼津市】志太郡大

井川町。【賀茂郡西伊豆町】西伊豆町・賀茂村。【榛原

郡川根本町】中川根町・本川根町。

 中 部 地 方 静 岡 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

静 岡 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   S h i z u o k a 　

伊東駅から徒歩15分　◇創立／1961年　◇代表取締役／

川口 信之、専務取締役／菰田 匡四郎、マネージャー／川

口 奈緒美　◇特色／伊豆の海の幸をお届け。安くて、新鮮。

活魚・魚貝の直売店。おみやげ、地方発送もできます。

伊東市魚市場前。

【HP】http://www.ito-katugyo.co.jp/

(株)伊東活魚静海活魚センター［イトウカツギョ］

［活魚卸センター］　［(株)伊東活魚］〒414-0042　静岡県

伊東市静海町11-13　Tel.0557-38-8688 Fax.0557-38-

1551　◇JR伊東駅から徒歩15分　◇創立／1961年　◇代

表取締役／川口 信之、専務取締役／菰田 匡四郎、マネー

ジャー／川口 奈緒美　◇特色／活魚、魚介類の卸販売。

伊豆一円を活魚トラックにて配達いたします。活魚の加工、

冷凍品も扱っております。

【HP】http://www.ito-katugyo.co.jp/

　お店・事業

あさぎりハーブ シオン
［アロマテラピー・ハーブ･ドライフラワー］〒418-0103　

静岡県富士宮市上井出3472-66　Tel&Fax.0544-54-

2777　◇新富士から車30分　◇代表／野田 豊

（有）伊豆塗装
［金属製品塗装業］〒411-0906　静岡県駿東郡清水町八幡

23　Tel.055-972-1367 Fax.055-973-3184　◇バス「八幡

西」停、徒歩3分　◇創立／1956年　◇代表取締役／岩

崎 祥一郎

【E-Mail】izu-toso@h4.dion.ne.jp

(株)伊東活魚新井直売センター［伊東活魚］

［活魚販売］　［(株)伊東活魚］〒414-0043　静岡県伊東市

新井2-1-18　Tel.0557-38-6588 Fax.0557-38-6533　◇JR
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(株)伊東活魚本社・設備部
［活魚卸、直販センター、活魚水槽設備・施工］　［(株)伊

東活魚］〒414-0024　静岡県伊東市和田1-11-1　Tel.

0557-37-4988 Fax.0557-37-4991　◇JR伊東駅から徒歩15

分　◇創立／1961年　◇代表取締役／川口 信之、専務

取締役／菰田 匡四郎、マネージャー／川口 奈緒美　◇特

色／活魚水槽設備は30年以上の歴史とノウハウがあり、

旅館ホテル、飲食店、水産会社などご利用頂いております。

【HP】http://www.ito-katugyo.co.jp/

【E-Mail】pietero@ito-katugyo.co.jp

(有)三協アルファ企画
［ビデオ制作・企画］〒433-8112　静岡県浜松市北区初生

町1356-8　Tel.053-439-0617 Fax.053-439-0153　◇代表

取締役／安間 孝明　◇特色／ビデオ教会史、各種催しビ

デオ撮影

【E-Mail】s-alpha@d5.dion.ne.jp

ナザレうどん 浜松店
［うどんそば丼物店］〒430-0904　静岡県浜松市中区中沢

町8-14　Tel.053-471-8980　◇代表／松坂 征豊

ナザレうどん 浜北店
［うどんそば丼物店］〒434-0003　静岡県浜松市浜北区新

原1054-10　Tel&Fax.053-587-3023　◇遠州鉄道西鹿島

線小林駅から徒歩5分　◇創立／1984年　◇店主／平出 

芳伸、平出 富士子、平出 芳香　◇特色／一杯のうどんに

も真心こめて、ご提供！身体も心もあったまりますよー。

癒し系のお店と言われています。

【HP】http://nazare-udon-hamakita.com/

浜北クリスチャンブックストアー＆カフェ
［書店＆カフェ］　［ライフリバーチャーチ浜北］〒434-

0017　静岡県浜松市浜北区豊保157-17　Tel.053-588-

3170 Fax.053-588-4625　◇遠州鉄道芝本駅から徒歩5

分　◇創立／2004年　◇店長／田中 恒喜　◇特色／ク

リスチャン書籍や雑貨はもちろん、オリジナルグッズも扱

っています。お気軽にお立ち寄り下さい。

【HP】http://hamakitachurch.com/

（有）まるたま製茶
［製茶・販売］〒426-0025　静岡県藤枝市藤枝3-12-2　

Tel.054-641-0629 Fax.054-641-0548

ムラサキスポーツ 静岡店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒422-

0852　静岡県静岡市葵区紺屋町6-7 静岡パルコ 5F　Tel. 

054-653-0680　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

　教育事業・カルチャー

学研教室［よっかまち教室］

〒410-2123　静岡県伊豆の国市四日町1074-9 韮山ホーム

チャペル　Tel&Fax.055-949-5487　◇伊豆箱根鉄道韮山

駅から徒歩5分　◇創立／2001年　◇責任者／大山 晴

美　◇特色／「教室」活動を通して、町の人々と触れあい、

時々パーティーをして、家族の方々も誘い、福音を伝えて

います。

グレイス・ゴスペル・クワイヤー
［音楽教室］　［単立・遠州中央浜北教会］〒434-0017　静

岡県浜松市浜北区豊保157-17　Tel.053-588-3070 Fax. 

053-588-4625　◇遠州鉄道芝本駅から徒歩3分　◇創立

／2000年　◇代表／田中 進、クワイヤーディレクター／

田中 貴代　◇特色／ゴスペルの本当の意味を伝えたいと

いう願いから発足。各種イベントや結婚式、施設訪問など

多方面で活躍。

【HP】http://www.wa.commufa.jp/~ggc/

【E-Mail】su2@na.commufa.jp

浜松インターナショナル・クリスチャン・ス
クール［HICS］

［チャーチスクール］　［ライフリバーチャーチ浜北］〒

434-0017　静岡県浜松市浜北区豊保157-17　Tel.053-

588-3070 Fax.053-588-4625　◇遠州鉄道芝本駅から徒歩

5分　◇創立／2004年　◇代表／田中 恒喜、教師／神戸 

輝明、教師／石田 保　◇特色／日本のリバイバルと世界

宣教のために、あらゆる分野で活躍する働き人を育成して

います。

【HP】http://hamakitachurch.com

浜松インターナショナル・クリスチャン・プ
レスクールぶどうの木［ぶどうの木］

［3歳～5歳児教育］　［ライフリバーチャーチ浜北］〒434-

0017　静岡県浜松市浜北区豊保157-17　Tel.053-588-

3070 Fax.053-588-4625　◇遠州鉄道芝本駅から徒歩5

分　◇創立／2004年　◇代表／田中 恒喜、教師／神戸 

清恵　◇特色／日本のリバイバルと世界宣教のために、

あらゆる分野で活躍する働き人を育成しています。

【HP】http://hamakitachurch.com

ムラサキスポーツ 浜松店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒432-

8066　静岡県浜松市西区志都呂町5605 イオン浜松志都

呂ショッピングセンター 3F　Tel.053-415-2115　◇代表

取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

リトル・シャロン音楽教室
［ピアノ教室］〒434-0017　静岡県浜松市浜北区豊保157-

17　Tel.053-588-3070 Fax.053-588-4625　◇遠州鉄道西

鹿島線芝本駅から徒歩3分　◇創立／1994年　◇講師／

松井 房子　◇特色／礼拝堂でレッスン出来る祝福に満ち

たピアノ教室です。幼児〜72歳の方が楽しくピアノを弾

いています。

　文書伝道支援

クリスチャン書店 大空
［クリスチャン書店］〒430-0925　静岡県浜松市中区寺島

町58-3　Tel.053-456-3082 Fax.053-456-3093［連絡先：

Tel.090-9026-4601］　◇JR浜松駅南口から徒歩7分　◇代

表／杉野 尚一

静岡聖文舎
［キリスト教専門書店］〒420-0812　静岡県静岡市葵区古

庄3-18-12 ルーテルひかりセンター内　Tel.054-264-0264 

Fax.054-264-4416　◇創立／1982年　◇代表取締役社長
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／増田 直秀

【HP】http://www.s-seibun.co.jp/

【E-Mail】s_seibun@yahoo.co.jp

ライフセンター静岡書店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒420-0031　静岡県静岡市葵区呉服町2-2 呉服町ビ

ル3Ｆ　Tel.054-253-3410 Fax.054-253-3422　◇JR静岡

駅から徒歩8分　◇店長／相澤 直実　◇特色／営業時間

10:00〜18:00、定休日：日曜・水曜。祝日も営業。通信販

売も承っております。ぜひ、ご利用下さい。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】shizuoka@wlpm.or.jp

　幼稚園・保育園・学童

相生保育園
［保育園］　［(福)愛隣会］〒424-0901　静岡県静岡市清水

区三保16-2　Tel.054-334-0309 Fax.054-334-0509　◇JR

清水駅からバス「白浜町」停、徒歩3分　◇創立／1936

年　◇理事長・園長／吉野 田鶴子、法人理事／青木 信次、

法人理事／青木 千恵子　◇特色／神様から生をうけたお

さなごのたのしい子育てをお手伝いしています。

アガペーチャイルドルーム保育園
［保育園］　［日本福音教団伊豆吉田キリスト教会］〒414-

0051　静岡県伊東市吉田965-69　Tel&Fax.0557-44-0830

［連絡先：宮平 勉　〒414-0053　静岡県伊東市荻556-1 

1-708号室 Tel.0557-45-1712］　◇JR伊東駅から車20分　

◇園長／宮平 勉　◇特色／児童虐待防止の為24時間虐

待相談受付中

一番町保育園
［保育園］　［(福)牧羊会］〒420-0071　静岡県静岡市葵区

一番町36　Tel.054-252-8889 Fax.054-252-8890　◇JR静

岡駅からバス「一番町」停、徒歩3分　◇園長／海野 美

代子

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~sizhoiku/itiran/itiban/en7_1.htm

海の星鷺の宮幼稚園
［カトリック幼稚園］〒431-3113　静岡県浜松市東区大瀬

町27-32　Tel.053-434-0051

岡部聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒421-1131　静岡県志太郡岡部町内

谷1327-1　Tel.054-667-0261

かえで幼稚園
［幼稚園］　［(学)かえで学園］〒420-0001　静岡県静岡市

葵区井宮町207　Tel.054-271-0525 Fax.054-271-0552　

◇JR静岡駅西口からバス「」妙見下」停、徒歩2分　◇創

立／1908年　◇園長／宮澤 ひろ子

【HP】http://plaza.across.or.jp/~kaede/aboutus/

柏久保幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団修善寺教会］〒410-2407　

静岡県伊豆市柏久保455-1　Tel.0558-72-2300　◇伊豆箱

根鉄道修善寺駅から徒歩5分　◇園長／銘苅 敏昭

蒲原聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒421-3215　静岡県静岡市清水区蒲

原神沢135　Tel.054-385-3319

こうのとり保育園
［保育園］　［(福)聖隷福祉事業団］〒438-0077　静岡県磐

田市国府台84-3　Tel.0538-32-4732 Fax.0538-33-0023　

◇JR磐田駅から徒歩20分　◇創立／1971年　◇園長／内

藤 かず子

【HP】http://www.seirei.or.jp/nurseryschool/kounotori/

【E-Mail】kounotori@sis.seirei.or.jp

御殿場聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒412-0043　静岡県御殿場市新橋

1591　Tel.0550-84-1215

こばと保育園
［保育園］　［(福)こばと会］〒427-0056　静岡県島田市大

津通12-2　Tel.0547-35-5177 Fax.0547-35-5178　◇園長

／萩原 敦子

【HP】http://www.shimada-kobato.com/

【E-Mail】kobato.sha-lom@aioros.ocn.ne.jp

さゆり幼稚園
［幼稚園］　［(学)かわね学園］〒428-0301　静岡県榛原郡

川根本町徳山845　Tel.0547-57-2233 Fax.0547-57-

2239　◇駿河徳山駅から徒歩7分　◇創立／1948年　◇

理事長／松下 正巳、園長／松下 文代　◇特色／南アル

プスの麓に位置する山合いの小さな幼稚園ですが、百合

の花のように香り高い幼児教育を目ざしています。

静岡星美学園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒422-0888　静岡県静岡市清水区中

之郷530　Tel.054-345-2296

静岡聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒420-0854　静岡県静岡市葵区城内

町1-2　Tel.054-253-1220

静岡バプテスト幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本バプテスト静岡キリスト教会附属］

〒420-0882　静岡県静岡市葵区安東2-12-39　Tel.054-

248-1420 Fax.054-248-1421　◇しずてつバス「安東2丁

目」停、徒歩2分　◇創立／1954年　◇園長／渡辺 信一

【HP】http://www.shizuoka-baptist.jp

【E-Mail】shizubaptist@yahoo.co.jp

しょうえい幼稚園
［幼稚園］　［(学)沼津頌栄学園］〒410-0306　静岡県沼津

市大塚812-2　Tel.055-967-4521 Fax.055-967-4572　◇JR

片浜駅から徒歩15分　◇創立／1985年　◇園長／石川 

望

【HP】http://www.d2.dion.ne.jp/~99shouei/

裾野聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒410-1101　静岡県裾野市岩波下の

田35-12　Tel.055-997-3966

聖和保育園
［保育園］　［(福)ベテスダ会］〒410-3611　静岡県賀茂郡
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松崎町江奈470　Tel.0558-42-0156　◇創立／1930年　

◇責任者／星野 正興

【HP】http://www.d2.dion.ne.jp/~rural/seiwa/

沼津聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒410-0817　静岡県沼津市本郷町18-

31　Tel.055-932-9911

のぞみ保育園
［保育園］　［(福)愛泉会］〒424-0826　静岡県静岡市清水

区万世町2-8-13　Tel.054-353-1956 Fax.054-353-5642　

◇JR清水駅から徒歩10分　◇創立／1977年　◇園長／青

木 千恵子

浜松海の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒432-8018　静岡県浜松市中区蜆塚

3-14-3　Tel.053-455-3641

藤枝聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒426-0023　静岡県藤枝市茶町1-2-

51　Tel.054-641-0710

富士宮聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒418-0076　静岡県富士宮市錦町

2-34　Tel.0544-26-4460

星園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒411-0848　静岡県三島市緑町

6-14　Tel.055-975-7535

松城幼稚園
［幼稚園］　［(学)松城幼稚園］〒432-8014　静岡県浜松市

中区鹿谷町1-1　Tel.053-452-2088　◇JR浜松駅前からバ

ス「美術館」停、徒歩1分。　◇創立／1926年　◇園長

／三輪 信子

【HP】http://plaza.across.or.jp/~matsushiro/

【E-Mail】matsushiro@po4.across.or.jp

みどりご保育園
［保育園］　［(福)旭福祉会］〒416-0901　静岡県富士市岩

本2035　Tel.0545-61-2381 Fax.0545-64-5562　◇バス停、

徒歩3分　◇創立／1971年　◇理事長／望月 耕二郎、総

括園長／村上 幸代、園長／甲斐 幸子、園長／望月 まり

子　◇特色／｢愛と奉仕｣の精神で思いやりの心を育てて

います。

【HP】http://midorigo.com/

【E-Mail】info@midorigo.com

めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)めぐみ幼稚園］〒424-0838　静岡県静岡

市清水区淡島町2-9　Tel.054-366-2519 Fax.054-366-

2576　◇JR桜橋駅から徒歩3分　◇創立／1947年　◇園

長／山田 典子　◇特色／一人ひとりの子どものよさを生

かし、その子らしさが発揮できるように、遊ぶ楽しさから

学ぶ喜びを見出す保育。

【HP】http://plaza.across.or.jp/~megumi-yo/

八幡聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒422-8076　静岡県静岡市駿河区八

幡4-10-14　Tel.054-285-1420

ゆたか保育園
［保育園］　［(福)こばと会］〒427-0046　静岡県島田市若

松町2538-1　◇JR島田駅から徒歩20分　◇園長／伊藤 茂

美

【HP】http://www.seirei.or.jp/nurseryschool/kounotori/

吉原聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)静岡聖母学園］〒417-0026　

静岡県富士市南町1-30　Tel.0545-51-6178 Fax.0545-51-

6244［連絡先：小林 歌子　〒417-0026　静岡県富士市南

町8-25］　◇岳南鉄道吉原本町駅から徒歩5分　◇理事長

／梅村 昌弘、園長／小林 歌子

【HP】http://www.yoshiwaraseibo.jp/

わかくさ保育園
［保育園］　［(福)旭福祉会］〒416-0946　静岡県富士市五

貫島704-221　Tel.0545-63-5596 Fax.0545-64-5598　◇

JR新富士駅から車5分　◇創立／1980年　◇園長／望月 

まり子

【HP】http://www.wakakusa-hoikuen.com/

　図書館・資料展示館

静岡改革派キリスト教盲人伝道センター附
属盲人図書館［静岡盲人伝道センター］

［図書館］　［(宗)日本基督改革派静岡教会］〒422-8041　

静岡県静岡市駿河区中田1-5-21　Tel.054-285-0496 

Fax.054-285-0746　◇JR静岡駅から徒歩10分　◇創立／

1969年　◇理事長／末木 宏昌　◇特色／全国の盲人の

方に、無料でキリスト教図書の点字、デイジー図書を貸し

出しします。点訳音訳編集奉仕者募集中。

【HP】http://www.wbs.ne.jp/cmt/shizumouden/

【E-Mail】shizumouden@mail.wbs.ne.jp
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静 岡 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   S h i z u o k a 　

【E-Mail】danielsk@d2.dion.ne.jp

韮山ホームチャペル［単立／独立］

〒410-2123　伊豆の国市四日町1074-9　Tel.055-949-

5487　◇伊豆箱根鉄道韮山駅から徒歩5分　◇創立／

1996年（11人）　◇大山 郁夫、大山 晴美　◇礼拝／

10:30　◇特色／種播きの教会で、救われては他県へ、外

国へと送りだして実を結んでいます。「村のちいさい教会」

です。

伊東市 Ito-shi

伊豆白木原キリスト教会［単立／独立］

〒414-0052　伊東市十足字白木原607-58　Tel&Fax. 

0557-44-0830 Tel.0557-44-1452　◇伊豆急川名駅から徒

歩20分［連絡先：宮平 勉　〒414-0053　静岡県伊東市荻

556-1 1-708号室］　◇創立／1986年（15人）　◇宮平 

勉　◇礼拝／10:00

伊豆聖マリヤ教会［聖公会］

〒414-0026　伊東市竹の台6-13　Tel&Fax.0557-37-

3025　◇JR伊東駅から徒歩15分　◇創立／1952年（42

人）　◇大野 清夫　◇礼拝／10:30

伊豆八幡野教会［日基教団］

〒413-0232　伊東市八幡野947-48　Tel&Fax.0557-54-

2850　◇伊豆急行伊豆高原駅から徒歩15分　◇創立／

1984年（43人）　◇久保島 泰、久保島 理恵　◇礼拝／

10:30

【HP】http://izuyawatano.church.jp/

伊豆吉田キリスト教会［福音教団］

〒414-0051　伊東市吉田965-69　Tel&Fax.0557-44-0830 

Tel.0557-45-1712 Fax.0557-44-0835　◇JR伊東駅から車

20分［連絡先：宮平 勉　〒414-0053　静岡県伊東市荻

556-1 1-708号室］　◇創立／1991年（50人）　◇宮平 

勉　◇礼拝／13:00,19:00　◇特色／児童虐待防止に取り

くんでいる教会です。24時間のオープンチャーチです。

アガペー保育園も併設活動中です。

【E-Mail】beinlove@i-younet.ne.jp

伊東教会［日基教団］

〒414-0011　伊東市松川町5-6　Tel.0557-37-5248　◇JR

伊東駅から徒歩7分　◇創立／1907年（124人）　◇内田 

知　◇礼拝／10:20,19:00

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~ito-ch/

伊東キリスト教会［ホーリネス］

〒414-0045　伊東市玖須美元和田716-180　Tel&Fax. 

熱海市 Atami-shi

熱海教会［日基教団］

〒413-0018　熱海市上宿町11-20　Tel&Fax.0557-81-

4817　◇JR来の宮駅から徒歩3分　◇創立／1919年（47

人）　◇奥田 聖幸　◇礼拝／10:30,19:30

フルゴスペル熱海オリーブ教会［JFGA］

〒413-0032　熱海市梅園町17-10　Tel&Fax.0557-82-

5503　◇JR来宮駅から徒歩10分　◇創立／2003年（14

人）　◇朴 英伊、芹沢 市展　◇礼拝／11:00　◇いのち

／090-3553-6687　◇特色／貧しい人、病気の人、傷つけ

られた人を中心に伝道しています。皆が救われて、聖書

勉強ができますように！

伊豆市 Izu-shi

佐野キリスト教会［単立／独立］

〒410-3201　伊豆市佐野124-2　Tel&Fax.0558-87-0821　

◇修善寺駅からバス「佐野川端」停、徒歩7分　◇創立／

1972年（20人）　◇武田 令子

修善寺教会［日基教団］

〒410-2407　伊豆市柏久保455-1　Tel&Fax.0558-72-

2300　◇伊豆箱根鉄道修善寺駅から徒歩5分　◇創立／

1894年（32人）　◇銘苅 敏昭

ホープインターナショナルフェロシップ［エ

ブリネイション］

〒410-2407　伊豆市柏久保616-1　Tel&Fax.0558-72-

3844　◇伊豆箱根鉄道伊豆線修善寺駅から徒歩3分　◇

創立／1993年（78人）　◇セイガー，デニス　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後7時から祈祷会。英語、ポル

トガル語の礼拝あり。

【HP】http://www.hifjapan.org/

伊豆の国市 Izunokuni-shi

伊豆長岡教会［日基教団］

〒410-2211　伊豆の国市長岡1343　Tel.055-948-0806　

◇伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅　◇創立／1952年（21人）　

◇長倉 勉

大仁キリスト教会［東洋福音教団］

〒410-2323　伊豆の国市大仁141-15　Tel.0558-76-1091　

◇伊豆箱根鉄道大仁駅から徒歩3分　◇創立／1952年（20

人）　◇近藤 一雄、近藤 美江　◇礼拝／10:30
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3分　◇創立／1939年（24人）　◇桑 満欣、桑 渚　◇礼

拝／10:15,19:30　◇特色／毎週日曜日10時15分および19

時30分から礼拝。ホームページで礼拝説教全文と音声を

聞くことができます。

【HP】http://saganan.hp.infoseek.co.jp

【E-Mail】saganan@jb3.so-net.ne.jp

掛川市 Kakegawa-shi

掛川・菊川教会掛川集会所［福音ルーテル］

〒436-0094　掛川市喜町3-4　Tel&Fax.0537-22-7760　

◇内藤 新吾

掛川教会［日基教団］

〒436-0079　掛川市掛川502　Tel&Fax.0537-22-5746　

◇JR掛川駅から徒歩10分　◇創立／1886年（55人）　◇

高桑 義雄　◇礼拝／10:15

【HP】http://kakegawa.lolipop.jp/kyokai/

掛川聖書バプテスト教会［JBBF］

〒436-0038　掛川市領家1080-1　Tel&Fax.0537-23-

1344　◇JR愛野駅　◇創立／1986年　◇榎本 昌博　◇

礼拝／10:30　◇特色／礼拝時のみ同時通訳有り。最寄り

駅への送迎有り。第2日曜夜7時より藤枝文化センターで

集会。

【HP】http://www.kakegawa.org/

掛川フォースクエア福音教会［フォースクエア］

〒437-1303　掛川市沖之須1765-1　Tel&Fax.053-442-

0443　◇創立／2005年　◇山田 フラビオ

桜木クリスチャンセンター［単立／独立］

〒436-0224　掛川市富部625-1　Tel.0537-24-3614 Fax. 

0537-24-6219　◇天竜浜名湖鉄道桜木駅　◇創立／1978

年（80人）　◇ボストロム，P

神木イエス・キリスト教会掛川チャペル［単

立／独立］

〒436-0083　掛川市薗ヶ谷917-6　Tel&Fax.0537-23-

8833　◇JR掛川駅から車5分　◇創立／1993年（15人）　

◇石原 保彦、石原 紀恵　◇礼拝／10:30

ニューホープチャーチ＝掛川福音自由教会
［福音自由］

〒436-0021　掛川市緑ケ丘1-4-3　Tel.0537-24-6669 Fax. 

0537-24-6960　◇JR掛川駅南口から徒歩5分［連絡先：ニ

ューホープチャーチ事務局　〒436-0094　静岡県掛川市

喜町2-3］　◇創立／1993年（35人）　◇宮内 賢三、宮内 

真実　◇礼拝／9:30(ﾋ ﾃ゙ ｵ゙礼拝),11:00　◇特色／カウンセ

リング伝道および若者向けの音楽伝道に力を入れていま

す。カウンセラー養成講座も随時開講しています。

【E-Mail】nhckm@yahoo.co.jp

菊川市 Kikugawa-shi

掛川・菊川教会菊川集会所［福音ルーテル］

〒439-0018　菊川市本所1200　Tel.0537-35-3871　◇内

藤 新吾

0557-37-0351　◇JR伊東駅からバス「南中」停、徒歩3

分　◇創立／1955年（30人）　◇千代崎 聖子　◇礼拝／

10:30

宇佐美教会［日基教団］

〒414-0001　伊東市宇佐美1719-5　Tel&Fax.0557-48-

9526　◇JR宇佐美駅から徒歩15分　◇創立／1931年（25

人）　◇畠澤 かおり、畠澤 美雄　◇礼拝／10:30　◇特色

／日曜日午前9時30分から子どもの礼拝。第3主日のみ大

人と合同。水曜日午後1時30分祈祷会。海の近く。

大室高原キリスト教会［単立／独立］

〒413-0235　伊東市大室高原5-242　Tel.0557-51-3716 

Fax.0557-51-3717　◇JR伊東線伊豆駅からバス「初島台」

停、徒歩1分　◇創立／1986年（30人）　◇長野 雅枝　

◇礼拝／10:30

川奈聖書教会［同盟基督］

〒414-0044　伊東市川奈1185-321　Tel.0557-44-1728 

Fax.0557-44-1738　◇伊豆急行川奈駅から徒歩10分　◇

創立／1988年（25人）　◇山口 光仕　◇礼拝／10:30　◇

特色／毎月第2・4日曜日午後に聖歌隊の練習をしています。

【HP】http://www.geocities.jp/kawanachurch/

【E-Mail】kawanachurch@ybb.ne.jp

磐田市 Iwata-shi

磐田キリスト教会［同盟基督］

〒438-0078　磐田市坂上町2979-3　Tel&Fax.0538-32-

8063　◇JR磐田駅から徒歩5分　◇創立／1951年（50

人）　◇蓮井 康人　◇礼拝／10:30,19:30

【HP】http://www.geocities.jp/jbanzai521/

【E-Mail】iwatach@hotmail.com

磐田西教会［日キ教会］

〒438-0811　磐田市一言2831-4　Tel&Fax.0538-32-

0675　◇齋藤 修

インマヌエル磐田教会［IGM］

〒438-0071　磐田市今之浦4-14-1　Tel.0538-32-1812 

Fax.0538-32-2789　◇竿代 忠一、竿代 まきば

中遠教会［日基教団］

〒438-0086　磐田市見付3037-2　Tel&Fax.0538-32-

7006　◇JR磐田駅から徒歩10分　◇創立／1954年（57

人）　◇兵藤 辰也

TLCCC磐田集会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはホームページでご確認くださ

い　◇谷口 聖子　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.geocities.jp/yoshua_1984/

【E-Mail】yoshua_1984@yahoo.co.jp

御前崎市 Omaezaki-shi

南遠教会［日基教団］

〒437-1612　御前崎市池新田4034-1　Tel&Fax.0537-86-

2552　◇JR菊川駅からバス35分「浜岡営業所」停、徒歩
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◇礼拝／10:10　◇特色／賛美にあふれた教会、メッセー

ジも聖書的でありながら心燃えるものです。

大岩キリストの教会［キリストの教会］

〒420-0884　静岡市葵区大岩本町17-13　Tel&Fax.054-

245-1488　◇JR静岡駅からバス30分　◇創立／1918年

（41人）　◇豊島 作太、牧野 切正　◇礼拝／10:30　◇外

国語／英語　◇いのち／054-245-1488

ゴスペルハウス静岡＝GHS［JEC］

〒420-0803　静岡市葵区千代田1-12-10　Tel&Fax.054-

248-3441　◇JR静岡駅からバス15分「市立高校前」停　

◇創立／2004年（18人）　◇エデフォス，ケント、エデフ

ォス，かおり　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色

／家庭的でアットホーム。賛美あふれる礼拝。元気と希

望をもたらす教会。

【HP】http://www.gospelhouse.jp

【E-Mail】shizuoka@jec-net.org

静岡一番町教会［日基教団］

〒420-0071　静岡市葵区一番町36　Tel.054-255-8434 

Fax.054-255-8443　◇JR静岡駅から車5分　◇創立／

1897年（78人）　◇加藤 誠、加藤 豊子

静岡梅屋町キリスト教会［単立／独立］

〒420-0038　静岡市葵区梅屋町4-6　Tel.054-253-7359 

Fax.054-253-7388　◇JR静岡駅から徒歩20分　◇創立／

1960年（94人）　◇渡辺 義也、渡辺 忍、渡辺 和子　◇

礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/umeyachochurch

【E-Mail】umeyachoch@yahoo.co.jp

静岡教会［単立／独立］

〒420-0805　静岡市葵区城北160-1　Tel&Fax.054-247-

3477　◇JR静岡駅から車15分　◇創立／1975年（119

人）　◇見城 和人　◇礼拝／10:30

静岡教会［日基教団］

〒420-0866　静岡市葵区西草深町15-25　Tel.054-252-

4913 Fax.054-251-7710　◇JR静岡駅西口からバス10分　

◇創立／1874年（297人）　◇佐々木 美知夫、佐藤 進　

◇礼拝／8:45,10:15,19:00　◇特色／大人と子供の礼拝時

刻が同じ。

【HP】http://www.h2.dion.ne.jp/~s-church/

【E-Mail】shizuoka-church@h6.dion.ne.jp

静岡教会音羽町礼拝所［福音ルーテル］

〒420-0834　静岡市葵区音羽町8-16　Tel&Fax.054-245-

2517　◇静岡鉄道静岡清水線音羽町駅から徒歩5分　◇

創立／1952年（102人）　◇藤井 邦夫　◇礼拝／10:30

静岡教会ひかり礼拝所［福音ルーテル］

〒420-0812　静岡市葵区古庄3-18-12　Tel&Fax.054-261-

5566　◇静岡鉄道静岡清水線古庄駅から徒歩1分　◇創

立／1950年（93人）　◇藤井 邦夫

静岡草深教会［日基教団］

〒420-0866　静岡市葵区西草深町4-6　Tel.054-254-5949 

Fax.054-254-1585　◇JR静岡駅からバス「ＮＨＫ前」停、

徒歩1分　◇創立／1890年（165人）　◇小出 望、田中 従

湖西市	 Kosai-shi

湖西キリスト教会［同盟基督］

〒431-0428　湖西市ときわ3-11-88　Tel&Fax.053-572-

3103　◇JR新所原駅から徒歩12分　◇創立／1982年（13

人）　◇尾崎 邦彦　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前

10時30分から祈祷会。

新所原教会［イエス福音］

〒431-0424　湖西市新所原2-9-3　Tel&Fax.053-577-

3026　◇JR新所原駅から徒歩3分　◇創立／2000年（12

人）　◇河本 利樹　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.saturn.dti.ne.jp/~jesus/

【E-Mail】jesus@saturn.dti.ne.jp

御殿場市	 Gotenba-shi

神山教会［日基教団］

〒412-0033　御殿場市神山1915　◇御殿場線岩波駅　◇

創立／1951年（12人）　◇高橋 爾

御殿場教会［日基教団］

〒412-0021　御殿場市二枚橋298-17　Tel.0550-82-

2869　◇JR御殿場駅から徒歩15分　◇創立／1879年（47

人）　◇中島 善子　◇礼拝／10:30　◇特色／バリヤーフ

リーで駐車場あり

【HP】http://www.jyuji.ne.jp/gotenba-church/

御殿場純福音キリスト教会＝ニューホープ
チャペル［TPKF］

〒412-0024　御殿場市東山711-24　Tel.0550-82-2872 

Fax.0550-82-7233　◇JR御殿場駅から車8分　◇創立／

1957年（107人）　◇中見 透、中見 薫、岩田 新　◇礼拝

／10:30　◇特色／礼拝での英語通訳、アルファ・コース、

ゴスペルワークショップがあります。

【HP】http://www4.tokai.or.jp/gotembanewhope/

【E-Mail】gotenba-nhc@ny.tokai.or.jp

トマス教会［聖イエス会］

〒412-0021　御殿場市二枚橋46-9　Tel.0550-83-4148　

◇植村 満

フルゴスペル御殿場教会［JFGA］

〒412-0000　御殿場市ぐみ沢1310　Tel&Fax.0550-82-

2383　◇孫 範碩

静岡市葵区	 Shizuoka-shi,Aoi-ku

アライアンス静岡教会［アライアンス］

〒421-1215　静岡市葵区羽鳥1-15-7　Tel&Fax.054-278-

3268　◇JR静岡駅からバス「服織（ﾊﾄﾘ）中学前」停、徒

歩5分　◇布施 隆三　◇礼拝／10:00

インマヌエル静岡キリスト教会［IGM］

〒420-0068　静岡市葵区田町3-6　Tel&Fax.054-254-

3066　◇JR静岡駅からバス20分「田町三丁目」停、徒歩1

分　◇創立／1946年（70人）　◇尾澤 拓也、尾澤 潤　
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松本キリスト教会［単立／独立］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

岡部 淳　〒420-0914　静岡県静岡市葵区西瀬名町24-57-

303 Tel.054-261-8920］　◇創立／2009年（8人）　◇岡部 

淳、岡部 真由美　◇礼拝／10:30　◇いのち／054-261-

8920　◇特色／子供から大人まで集う、家庭的で温かい

教会です。

ヨハン静岡キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒420-0011　静岡市葵区安西1-25　Tel&Fax.054-254-

9033　◇JR静岡駅北口からバス「安西1丁目」停、徒歩20

分　◇沈 昌炫、金 南美

リビングウェイ・クリスチャン教会［単立／独立］

〒420-0923　静岡市葵区川合3-13-14　Tel&Fax.054-264-

2265　◇JR静岡駅北口からバス「スポーツクラブセイシ

ン前」停、徒歩3分［連絡先：リッキー＆サラ ゴードン　

〒420-0937　静岡県静岡市葵区唐瀬2-13-7 Tel.054-247-

9411］　◇創立／1988年（100人）　◇ゴードン，リッキー、

ゴードン，サラ　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特

色／礼拝は日本語、英語の二か国語で行われています。

【HP】http://www.lwcshizuoka.com/

静岡市清水区 Shizuoka-shi,Shimizu-ku

アルファ・キリスト教会［単立／独立］

〒424-0821　静岡市清水区相生町9-25 ワタナベビル　

Tel.054-355-0580 Fax.054-355-0581　◇静岡鉄道新清水

駅から徒歩1分　◇創立／2009年（11人）　◇遠藤 剛

史　◇礼拝／10:30,14:00

【E-Mail】a-church@nifty.com

インマヌエル清水キリスト教会［IGM］

〒424-0917　静岡市清水区駒越東町8-14　Tel&Fax.054-

334-4068　◇土屋 思乃扶

興津キリストの教会［キリストの教会］

〒424-0205　静岡市清水区興津本町284　Tel&Fax.054-

369-7207　◇JR興津駅から徒歩2分　◇創立／1926年（9

人）　◇鈴木 政夫、ハイステン，ケン　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午後7時から聖書の学びと祈祷会。火曜〜

木曜日、英語聖書クラス（随時)。

カルバリの丘バプテスト教会［JBBF］

〒424-0926　静岡市清水区村松680-8 メゾン駿河202　

Tel&Fax.054-260-9521　◇創立／2006年（16人）　◇西

原 智彦　◇礼拝／11:15　◇特色／静岡県推進の子育て

支援事業に協賛中です。クリスチャン子育てサークルを

全面支援しています。

【HP】http://www.calvary.ne.jp/

【E-Mail】pastor@calvary.ne.jp

蒲原教会［日基教団］

〒421-3203　静岡市清水区蒲原4-24-1　Tel&Fax.054-

385-4622　◇JR新蒲原駅から徒歩5分　◇創立／1916年

（25人）　◇仲野 隆介　◇礼拝／10:15

【HP】http://homepage2.nifty.com/west_garden/

子　◇礼拝／10:00,19:00　◇特色／教会のホームページ

を通しても教会の様子が一目でわかります。毎週の礼拝

説教がご覧になれます。

【HP】http://kusabuka.cool.ne.jp/

【E-Mail】kusabuka_church@yahoo.co.jp

静岡サミル聖書教会［単立／独立］

〒420-0875　静岡市葵区美川町4-23　Tel.054-254-0262 

Fax.054-254-0269　◇バス（桜町行）「安倍川スポーツ広

場」停、徒歩3分　◇創立／1985年（60人）　◇李 英

洙　◇礼拝／7:00,10:30,19:00　◇特色／セルチャーチ、

インナーヒーリングを取り入れています。

【HP】http://www.geocities.jp/arrow_stbc/

【E-Mail】arrow04stbc@ybb.ne.jp

静岡小隊［救世軍］

〒420-0866　静岡市葵区西草深町30-8　Tel&Fax.054-

246-4550　◇JR静岡駅からバス10分停歩5分　◇創立／

1910年（70人）　◇石川 和男、石川 節子

静岡聖ペテロ教会［聖公会］

〒420-0865　静岡市葵区東草深町1-14　Tel&Fax.054-

246-8013　◇JR静岡駅からバス10分　◇創立／1898年

（82人）　◇長野 睦　◇礼拝／11:00

静岡その枝キリスト教会［単立／独立］

〒420-0816　静岡市葵区沓谷1-25-5　Tel&Fax.054-245-

3241　◇バス「巴町」停、徒歩6分　◇創立／1923年（67

人）　◇飯野 優、飯野 弥生　◇礼拝／9:30,11:15,19:00　

◇特色／市街地にありつつ、緑豊かな静かな環境。駐車

場あり。日曜日の礼拝も、午前2回、夕拝と、3回行ってい

ます。

【HP】http://homepage2.nifty.com/sonoeda/

【E-Mail】fwhv6125@mb.infoweb.ne.jp

駿河キリスト教会［アッセンブリー］

〒420-0913　静岡市葵区瀬名川3-18-70　Tel&Fax.054-

261-8267　◇JR静岡駅からバス「瀬名川西」停、徒歩7

分　◇創立／1958年（30人）　◇渡辺 岳見、渡辺 礼子　

◇礼拝／10:40　◇特色／主を賛美することが大好きなア

ットホーム的な教会です。はじめての方もお気軽においで

下さい。

【E-Mail】suruga@h4.dion.ne.jp

駿府教会［日基教団］

〒420-0838　静岡市葵区相生町15-1　Tel&Fax.054-255-

0001　◇JR静岡駅　◇創立／1901年（104人）　◇瀬谷 

寛　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.sunpukyokai.org/

日本バプテスト静岡キリスト教会＝静岡バ
プテスト教会［バプ連盟］

〒420-0882　静岡市葵区安東2-12-39　Tel.054-246-6632 

Fax.054-209-4859　◇バス「安東2丁目」停、徒歩5分　

◇創立／1951年（21人）　◇渡辺 信一　◇礼拝／10:30　

◇特色／設立50余年を経た会堂と園舎は、閑静な安東二

丁目の町によくなじむ光景となりました。四季折々お出か

けください。
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【HP】http://www.tokyocitychurch.com/

【E-Mail】shimizucity@church.email.ne.jp

清水シャローム教会［単立／独立］

〒424-0814　静岡市清水区本郷町5-8-1103　Tel&Fax. 

054-367-3130　◇JR清水駅から徒歩10分　◇創立／1996

年（10人）　◇木村 賢治　◇礼拝／10:00

清水小隊［救世軍］

〒424-0818　静岡市清水区江尻町14-52　Tel&Fax.054-

365-8270　◇石川 節子、石川 和男

清水聖書教会［同盟基督］

〒424-0827　静岡市清水区上1-13-13　Tel&Fax.054-352-

5696　◇バス「八分団前」停、徒歩3分　◇創立／1953

年（32人）　◇面 曻　◇礼拝／10:00　◇特色／聖書信仰、

十字架・復活、聖なる義なる歩み、日本のリバイバルを祈

る。以上を目指して前進する教会。

清水聖書バプテスト教会［JBBF］

〒424-0832　静岡市清水区入江南町7-11　Tel&Fax.054-

366-3804　◇JR清水駅から徒歩25分　◇創立／1957年

（50人）　◇道下 常弘、辻 昌江　◇礼拝／10:30

清水聖ヤコブ教会［聖公会］

〒424-0831　静岡市清水区入江3-1-24　Tel&Fax.054-

363-0180　◇JR清水駅から徒歩20分［連絡先：長野 睦　

〒420-0865　静岡県静岡市葵区東草深町1-14 Tel.054-

246-8013］　◇創立／1928年（10人）　◇長野 睦　◇礼

拝／9:00

清水ホーリネス教会［ホーリネス］

〒424-0873　静岡市清水区有東坂2-312-9　Tel&Fax.054-

346-8191　◇JR草薙駅からバス「有東坂」停、徒歩2分　

◇創立／1980年（20人）　◇酒井 有希子　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝の中で紙芝居をしています。

神愛教会［日基教団］

〒424-0935　静岡市清水区沼田町8-5　Tel&Fax.054-334-

8305　◇JR桜橋駅から徒歩25分　◇創立／1914年（35

人）　◇ジャクソン，F･ノブ

静岡市駿河区 Shizuoka-shi,Suruga-ku

栄光キリスト教会［単立／独立］

〒422-8026　静岡市駿河区富士見台1-16-18　Tel.054-

286-6538 Fax.054-659-0768　◇JR静岡駅からバス「富士

見台」停、徒歩5分　◇創立／2004年（25人）　◇千 受

京　◇礼拝／10:30　◇特色／主日礼拝は午前10時30分。

毎日早天祈祷午前5時。聖書勉強会は日曜午後1時30分か

ら2時30分、韓国語の通訳あり。

【E-Mail】chun220sk@yahoo.co.jp

小鹿教会［福音ルーテル］

〒422-8021　静岡市駿河区小鹿1-18-11　Tel&Fax.054-

285-7725　◇JR静岡駅からバス「小鹿局前」停、徒歩3

分　◇創立／1953年（49人）　◇明比 輝代彦　◇礼拝／

11:00,19:00　◇特色／教会学校は日曜朝9時30分。水曜朝

10時30分と夜7時30分から「ヨハネ黙示録」講解。日曜夜

清水栄光キリスト教会［バプ連盟］

〒424-0025　静岡市清水区八坂西町15-6　Tel&Fax.054-

364-1680　◇JR清水駅から徒歩20分　◇萩原 永子　◇

礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/jbc_simizu/

清水教会［日基教団］

〒424-0813　静岡市清水区宝町2-21　Tel.054-366-6333 

Fax.054-367-6959　◇JR清水駅から徒歩7分　◇創立／

1900年（97人）　◇小出 望　◇礼拝／10:30　◇特色／教

会祈祷会・家庭集会・組会及び特別伝道礼拝を行っている。

地域に開かれた教会として諸活動を行っている。

【HP】http://www.suruga.co.jp/church/shimizu/

清水教会［福音ルーテル］

〒424-0844　静岡市清水区西高町16-10　Tel&Fax.054-

352-8910　◇JR清水駅・新静岡駅からバス「堂林」停、

徒歩3分［連絡先：小鹿教会　〒422-8021　静岡県静岡市

駿河区小鹿1-18-11 Tel.054-285-7725］　◇創立／1965年

（46人）　◇明比 輝代彦　◇礼拝／7:00,9:00　◇特色／日

曜朝7時から「詩編」の連続講解。9時からの主日礼拝で

毎週聖餐式。木曜昼1時30分から「ヨハネ黙示録」。

清水キリスト伝道所＝清水ゴスペルチャー
チ［アッセンブリー］

〒424-0067　静岡市清水区鳥坂473-6　Tel&Fax.054-

346-1662　◇JR草薙駅から車10分　◇創立／2000年（4

人）　◇別宮 健一、別宮 恵子　◇礼拝／10:30　◇特色

／木曜日午前10時30分から祈祷会、午後7時30分からばい

ぶる＆コーヒーサークル。

【HP】http://www.geocities.jp/shimizu_gospelchurch

【E-Mail】shimizu_gospelchurch@yahoo.co.jp

清水基督之教会＝清水キリストの教会［キリ

ストの教会］

〒424-0809　静岡市清水区天神2-5-25　Tel.054-366-

4751　◇JR清水駅西口から徒歩13分［連絡先：鷺谷 正

巳　〒424-0806　静岡県静岡市清水区辻2-6-26 ジクト井

出ビル302号 Tel.054-364-4741］　◇創立／1950年（16

人）　◇鷺谷 正巳　◇礼拝／10:00

【E-Mail】sami@mba.ocn.ne.jp

清水草薙キリスト教会［フリーメソ］

〒424-0885　静岡市清水区草薙杉道3-2-26　Tel&Fax. 

054-345-4070　◇JR草薙駅から徒歩10分　◇創立／1953

年（30人）　◇村上 定幸　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色

／礼拝式10:30〜、19:00〜.教会学校9：00〜、祈祷会、水

10:30〜、19:00〜

【HP】http://kusanagi.church.jp/

【E-Mail】grace@big.jp

清水シティチャーチ＝シティプレイズチャ
ーチ・インターナショナル［アッセンブリー］

〒424-0806　静岡市清水区辻1-1-1　Tel&Fax.054-388-

9000　◇JR清水駅西口右手すぐ　◇創立／2009年（12

人）　◇スリヤ佐野 一夫、スリヤ佐野 ヨハンナ雪恵、ハ

ンフリーズ，アレックス、ハンフリーズ，キャサリン　◇

礼拝／10:30,17:00　◇特色／シティプレイズチャーチ・

インターナショナル清水サイト。シティプレイズと自由な

賛美礼拝。セルグループ。
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中田キリストの教会［キリストの教会］

〒422-8041　静岡市駿河区中田3-4-3　Tel.054-286-

0968　◇JR静岡駅から徒歩17分　◇前田 文夫　◇礼拝

／10:30

島田市 Shimada-shi

イムマヌエル島田キリスト教会［IGM］

〒427-0024　島田市横井4-16-27　Tel&Fax.0547-36-

2933　◇JR島田駅から徒歩10分　◇創立／1956年（93

人）　◇浜田 耕三、浜田 真弓　◇礼拝／10:00　◇特色

／春と秋特別伝道集会。小学生、幼稚科を対象に土曜教

会学校、夏CSキャンプ！

インマヌエル金谷キリスト教会［IGM］

〒428-0021　島田市金谷河原2216-4　Tel&Fax.0547-45-

3540　◇JR金谷駅から徒歩10分　◇創立／1950年（29

人）　◇渡辺 芳子　◇礼拝／10:00　◇特色／お茶畑を見

ながら地域の方々が集っている家庭的な教会です。

栄光教会島田礼拝堂［福音ルーテル］

〒427-0041　島田市中河町3-8677-1　Tel&Fax.0547-37-

2680　◇角本 浩

希望キリスト教会＝希望クリスチャンセン
ター［アッセンブリー］

〒427-0011　島田市東町254-1　Tel&Fax.0547-35-

6278　◇JR六合駅から徒歩20分　◇創立／1983年（19

人）　◇田中 清人、田中 友美　◇礼拝／10:00

【E-Mail】gcsjireh@ca.thn.ne.jp

島田教会［イエス福音］

〒427-0018　島田市旭2-24-3　Tel&Fax.0547-37-5143　

◇JR六合駅から徒歩10分　◇創立／1990年（13人）　◇

金子 一成　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分

から家庭集会。

【E-Mail】sky-sea@po3.across.or.jp

島田教会［日基教団］

〒427-0056　島田市大津通り8328-5　Tel&Fax.0547-37-

4354　◇JR島田駅　◇創立／1887年（59人）　◇岩見 誠

司、岩見 朋子　◇礼拝／10:15,19:30

島田伝道所［聖公会］

〒427-0018　島田市旭町1-10-22 森信也方　Tel.0547-36-

3078　◇創立／1903年（15人）　◇長野 睦

リビングウォーターフェロシップ［エブリネイ

ション］

〒427-0110　島田市東町2697-1　Tel&Fax.0547-35-

6195　◇JR六合駅　◇創立／1991年　◇ジャスタス，リ

ック、河崎 式子、コイ，キャシー　◇礼拝／10:30

【HP】http://lwfshimada.multiply.com/

下田市 Shimoda-shi

インマヌエル下田キリスト教会［IGM］

〒415-0018　下田市西中23-20　Tel&Fax.0558-22-5333　

7時から詩篇講解。

【HP】http://homepage2.nifty.com/jelc_oshika/

【E-Mail】laos3_bambi_eva@nifty.com

静岡池田伝道所［日キ教会］

〒422-8008　静岡市駿河区栗原34-8　Tel&Fax.054-262-

0836　◇細田 眞

静岡教会［改革派］

〒422-8041　静岡市駿河区中田1-5-21　Tel.054-285-0497 

Fax.054-285-0746　◇JR静岡駅から徒歩10分　◇創立／

1967年（67人）　◇遠山 信和　◇礼拝／10:30,13:15　◇

特色／心のパートナーとしての教会・カウンセリング。静

岡盲人伝道センター（キリスト教図書・月刊誌の音訳・点

訳）併設。

【HP】http://www13.plala.or.jp/Reformedshizuoka/

【E-Mail】dct@heteml.jp

静岡教会［聖イエス会］

〒421-0113　静岡市駿河区下川原1-18-18　Tel.054-257-

2151　◇小林 厚夫

静岡聖書集会［無教会］

〒421-0103　静岡市駿河区丸子3544-1　Tel.054-259-

2863 Fax.054-259-2867　◇JR安倍川駅北口から徒歩10

分　◇創立／1979年（20人）　◇石川 昌治　◇礼拝／

10:30

静岡バイブルバプテスト教会［JBBF］

〒422-8063　静岡市駿河区馬淵1-11-37　Tel&Fax.054-

286-4424　◇JR静岡駅　◇創立／1959年　◇足立 茂

静岡中央キリストの教会［キリストの教会］

〒422-8071　静岡市駿河区豊原町9-25　◇静岡鉄道静岡

清水線春日町駅から徒歩10分　◇創立／1960年（30人）　

◇中原 道也　◇礼拝／10:30

静岡ホーリネス教会［ホーリネス］

〒422-8043　静岡市駿河区中田本町13-30　Tel.054-286-

8323 Fax.054-286-8347　◇静岡駅から車5分　◇創立／

1953年（120人）　◇杉本 守、杉本 敬子　◇礼拝／

7:30,9:00,10:30,19:30

静岡めぐみ教会［同盟基督］

〒422-8035　静岡市駿河区宮竹1-18-9　Tel&Fax.054-

237-6787　◇静岡駅からバス「宮竹1丁目」停、徒歩1

分　◇創立／1976年（59人）　◇増山 毅　◇礼拝／

11:00　◇特色／礼拝、伝道会、祈祷会を中心とし、CSに

力を入れている。伝道会は若者たちがバンドで賛美をリー

ドしている。

【HP】http://s-m-church.hp.infoseek.co.jp/

【E-Mail】shizuoka.megumi@orchid.plala.or.jp

TLCCC静岡教会［主の十字架］

Tel&Fax.0545-60-7044　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇谷口 聖子

【HP】http://cat.zero.ad.jp/~zak26932/

【E-Mail】zak26932@cat.zero.ad.jp
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沼津イエス教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒410-0057　沼津市高島町28-6 KIビル4F　Tel&Fax. 

055-926-4687　◇JR沼津駅から徒歩5分　◇金 柱坤　◇

礼拝／11:00　◇外国語／フィリピン語、韓国語

沼津大岡教会［日基教団］

〒410-0022　沼津市大岡880-6　Tel.055-920-0347　◇御

殿場線大岡駅から徒歩10分　◇創立／1916年（13人）　

◇平良 みほ　◇礼拝／10:00

【E-Mail】m-endo1943@nifty.com

沼津岳南教会［日基教団］

〒410-0306　沼津市大塚866-2　Tel.055-968-2336 Fax. 

055-967-4572　◇JR片浜駅から徒歩15分　◇創立／1895

年（51人）　◇石川 望　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.d2.dion.ne.jp/~99shouei/kyoukai.htm

【E-Mail】99shouei@d2.dion.ne.jp

沼津教会［福音ルーテル］

〒410-0832　沼津市御幸町10-1　Tel&Fax.055-931-

2856　◇JR沼津駅からバス「西黒瀬」停　◇創立／1952

年（31人）　◇渡邉 進　◇礼拝／10:30

沼津教会［聖書友の会］

〒410-0822　沼津市下香貫塚田2296-6　Tel.055-221-

8796 Fax.055-931-0654

沼津教会［日基教団］

〒410-0888　沼津市末広町95　Tel&Fax.055-963-5657　

◇JR沼津駅から徒歩12分　◇創立／1877年（131人）　◇

宮本 義弘　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.ne.jp/asahi/homepage/numazu-church/

【E-Mail】gg6y-mymt@asahi-net.or.jp

沼津キリストの教会［キリストの教会］

〒410-0853　沼津市常盤町2-3　Tel&Fax.055-962-

6044　◇JR沼津駅南口からバス（沼津港行）「第二小学

校前」停、徒歩1分　◇創立／1953年（35人）　◇篠崎 

智行　◇礼拝／10:30

【E-Mail】shinoza@po.across.or.jp

沼津シオン・キリスト教会［シオン・キリスト］

〒410-0046　沼津市米山町2-22　Tel&Fax.055-921-

4871　◇JR沼津駅北口から東へ徒歩5分　◇創立／1959

年（70人）　◇荻野 倍弘、荻野 まり子、尾形 恵美子

沼津聖ヨハネ教会［聖公会］

〒410-0038　沼津市三芳町3-14　Tel.055-962-5471 Fax. 

020-4662-7241　◇JR沼津駅　◇武藤 謙一

沼津宣教バプテスト教会［バプ連合］

〒410-0011　沼津市岡宮109　Tel&Fax.055-922-4625　

◇JR沼津駅南口からバス15分「宮下」停、徒歩2分　◇創

立／1955年（9人）　◇吉岡 秀夫

沼津港町教会［単立／独立］

〒410-0848　沼津市千本西町18-2 佐吾七水産3Ｆ　Tel& 

Fax.055-962-5008　◇JR沼津駅南口からバス「勝呂病院

前」停［連絡先：Tel.0559-33-2052］　◇創立／1991年（20

人）　◇有野 哲雄、若林 道子　◇礼拝／10:30　◇特色

◇伊豆急下田駅から徒歩15分　◇創立／1954年（70人）　

◇俣野 信幸、俣野 邦子　◇礼拝／10:15

下田教会［日基教団］

〒415-0024　下田市四丁目8-4　Tel&Fax.0558-22-

1097　◇伊豆急行下田駅から徒歩10分　◇創立／1890年

（27人）　◇的場 恵美子　◇礼拝／10:30　◇特色／主の

平和の実現を課題に聖書を学ぶ会ほか、水曜にコーラス、

土曜に子ども達への読み聞かせをしています。

裾野市 Susono-shi

裾野キリスト召団［単立／独立］

〒410-1102　裾野市深良2386　Tel.055-992-0167 Fax. 

055-992-0259　◇JR裾野駅からバス7分　◇創立／1979

年（10人）　◇松井 康男　◇礼拝／10:30　◇特色／プロ

の牧師なしに信徒が主キリストに直結し、十字架と聖霊の

愛を聖書から生活的に体得する家庭集会の実験集会。

裾野純福音キリスト教会［TPKF］

〒410-1127　裾野市平松502-2　Tel&Fax.055-993-

0526　◇JR裾野駅から徒歩5分　◇創立／1987年　◇横

山 勝彦、横山 由紀子　◇礼拝／10:30　◇外国語／スペ

イン語　◇特色／明るく、楽しいがモットーの教会です。

【HP】http://jcc-fgc.net/

沼津市 Numazu-shi

泉キリスト教会＝沼津泉キリスト教会［東洋

福音教団］

〒410-0044　沼津市五月町16-7　Tel&Fax.055-921-

7132　◇JR沼津駅から徒歩20分　◇創立／1962年（28

人）　◇新村 隆、新村 紅子　◇礼拝／10:30

【HP】http://numazuizumi.church.jp/

【E-Mail】numazuizumi@church.jp

インマヌエル沼津キリスト教会［IGM］

〒410-0875　沼津市今沢34　Tel&Fax.055-966-2612　◇

JR片浜駅から徒歩15分　◇創立／1968年（30人）　◇広

瀬 邦男、広瀬 善子　◇礼拝／10:30　◇特色／家庭的で

明るい礼拝が行われています。祈祷会は毎週水曜日午後2

時からと7時からです。

エペソ教会［聖イエス会］

〒410-0817　沼津市本郷町3-18　Tel.055-933-6722　◇

井伊 英夫

香貫教会［日基教団］

〒410-0813　沼津市上香貫宮原町1515　Tel&Fax.055-

931-5019　◇JR沼津駅からバス「宮原町」停、徒歩3分　

◇創立／1928年（52人）　◇高橋 爾、高橋 信　◇礼拝／

10:10　◇特色／住宅地の中にある落ちついた教会です。

母子室、託児（礼拝中）等あります。

北沼津キリスト伝道所［改革派］

〒410-0004　沼津市本田町2-44　Tel.055-921-9918　◇

JR沼津駅から徒歩12分　◇川杉 安美、スチュアート，ラ

ウア　◇礼拝／10:30
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ライフリバーチャーチ北遠［単立／独立］

〒431-3906　浜松市天竜区佐久間町浦川2820-53　Tel& 

Fax.0539-67-2711　◇JR浦川駅から徒歩2分［連絡先：ラ

イフリバーチャーチ浜北　〒434-0017　静岡県浜松市浜

北区豊保157-17 Tel.053-588-3070］　◇創立／1959年（10

人）　◇田中 芙美子、田中 進、田中 恒喜　◇礼拝／

10:00　◇特色／山間地の宣教に励んでいます。

ライフリバーチャーチ水窪［単立／独立］

〒431-4100　浜松市天竜区水窪町大里2525　◇JR水窪駅

から徒歩15分［連絡先：ライフリバーチャーチ浜会　〒

434-0017　静岡県浜松市浜北区豊保157-17 Tel.053-588-

3070］　◇創立／1969年（5人）　◇田中 芙美子、田中 進、

田中 恒喜　◇礼拝／14:30　◇特色／山間地の宣教に励

んでいます。

浜松市中区 Hamamatsu-shi,Naka-ku

遠州教会［日基教団］

〒430-0938　浜松市中区紺屋町301-15　Tel.053-453-4590 

Fax.053-453-4040　◇JR浜松駅から徒歩15分　◇創立／

1923年（268人）　◇小林 眞、関谷 慶太　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.wb.commufa.jp/enshuk/

遠州栄光教会［日基教団］

〒430-0906　浜松市中区住吉2-35-14　Tel.053-473-1400 

Fax.053-473-1472　◇JR浜松駅からバス「聖隷健診セン

ターバス」停　◇創立／1923年（389人）　◇森田 恭一郎、

平野 芳子、野村 稔

【HP】http://www.geocities.jp/enshueikou/

静岡レムナント教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒433-8109　浜松市中区花川町162-3　Tel&Fax.053-439-

4551　◇遠州鉄道気賀高校前駅　◇李 イザヤ

ニューホープチャーチ浜松［福音自由］

〒432-8033　浜松市中区海老塚1-3-6　Tel.053-454-

6160　◇JR浜松駅から徒歩5分［連絡先：ニューホープチ

ャーチ事務局　〒436-0094　静岡県掛川市喜町2-3 

Tel.0537-24-6669］　◇創立／1994年（25人）　◇宮内 賢

三　◇礼拝／9:30,14:00　◇外国語／英語、インドネシア

語（14:00）　◇特色／地域の人々のニーズに応えてカウン

セリング伝道に力を注いでいます。カウンセラー養成講座

も随時開講中です。

【E-Mail】nhckm@yahoo.co.jp

浜松イエウォン教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒432-0000　浜松市中区春日町116　Tel&Fax.053-443-

2728　◇JR浜松駅　◇林 玄基、朴 慶子　◇礼拝／

11:00,14:30,16:30,20:30

【HP】http://japan.iyewon.org/about/introduce.asp

浜松インドネシア福音教会［GIII］

〒432-8045　[集会のみ]浜松市中区西浅田2-2-1 在日大韓・

浜松教会気付　◇JR浜松駅から徒歩10分［連絡先：ミン

バル，ヘンリー　〒513-0828　三重県鈴鹿市阿古曽町

26-5 マンテロマンション2-202 Tel.059-367-7162］　◇創

立／2003年（60人）　◇ミンバル，ヘンリー　◇礼拝／

15:30　◇外国語／インドネシア語(15:30)　◇特色／イン

／毎月第2・4土曜日夜7時30分よりCOAST FM76.7MHzに

て“潮風の中で”放送

フルゴスペル沼津教会［JFGA］

〒410-0054　沼津市北高島町4-11 地建ビル3F　Tel& 

Fax.055-926-4266　◇朴 大薫

浜松市北区 Hamamatsu-shi,Kita-ku

遠州キリスト教会［ウェスレアン］

〒431-1304　浜松市北区細江町中川6946-2　Tel&Fax. 

053-523-2494　◇JR浜松駅からバス「祝田南」停、徒歩2

分　◇創立／1984年（41人）　◇三輪 保志　◇礼拝／

10:30,19:30　◇特色／唱歌と昼食の会、健康ヨガ体操、

料理教室、施設への訪問(賛美歌とお話)などやっています。

【HP】http://whchurch-ens.sblo.jp/

気賀教会［日基教団］

〒431-1305　浜松市北区細江町気賀47-24　Tel&Fax. 

053-523-0455　◇天竜浜名湖鉄道気賀駅から徒歩15分　

◇創立／1899年（35人）　◇岩本 二郎　◇礼拝／10:15

コミティッド・ジャパン浜松［カルバリーチャペ

ル］

〒433-8105　浜松市北区三方原町2041-3　Tel&Fax.053-

414-5202　◇JR浜松駅からバス「豊岡」停［連絡先：

Tel.090-4793-7065］　◇創立／1994年（60人）　◇安間 

孝明　◇礼拝／13:30　◇特色／NPO法人トータルケア

センターを教会の全面支援により運営し、障害を負う方の

自立支援を行っています。

【HP】http://www.calvarychapel.com/hamamatsu/

【E-Mail】webservant-hamamatsu@calvarychapel.com

日本福音ルーテル浜名教会＝浜名教会［福音

ルーテル］

〒431-1415　浜松市北区三ケ日町岡本字堂田1888-5　Tel 

&Fax.053-525-2200　◇天竜浜名湖鉄道三ケ日駅、徒歩

10分　◇創立／1953年（35人）　◇三浦 知夫、山本 裕　

◇礼拝／10:30　◇特色／日曜礼拝：午前10時30分より。

学童クラブ「こどもひろば」：春夏冬の休み期間中。

浜松バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒433-8112　浜松市北区初生町430-6　Tel&Fax.053-

439-3355　◇バス「JA初生店」停、徒歩8分　◇創立／

1992年（20人）　◇川口 恭生　◇礼拝／10:30

浜松市天竜区 Hamamatsu-shi,Tenryu-ku

天竜めぐみキリスト教会＝グレイスチャペル
［単立／独立］

〒431-3311　浜松市天竜区二俣町阿蔵118-9　Tel.053-

925-0838(日曜のみ)　◇天竜浜名湖鉄道遠江二俣駅から

徒歩3分［連絡先：久志目 栄司　〒431-3311　静岡県浜

松市天竜区二俣町阿蔵88 Tel.0539-25-4575］　◇創立／

1958年（50人）　◇久志目 栄司、久志目 敏江　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後8時から聖書の学び。金曜日

午前10時30分から婦人会。手話通訳があります。

【HP】http://www.geocities.co.jp/pithgam/
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浜松聖書集会［無教会］

〒430-0929　浜松市中区中央3-9-1 浜松市研修交流センタ

ー（郵便物不可）　Tel.053-451-1111　◇JR浜松駅から徒

歩10分　◇創立／1954年（40人）　◇武井 陽一、水戸 

潔　◇礼拝／10:00　◇特色／第三日曜日は、訪問礼拝。

浜松聖書バプテスト教会［JBBF］

〒432-8111　浜松市中区葵西5-18-17　Tel&Fax.053-439-

6486　◇JR浜松駅　◇有馬 和茂　◇礼拝／10:30

浜松伝道所［東洋ローア］

〒433-8123　浜松市中区幸2-5-16　◇JR浜松駅からバス

「幸南」停、徒歩15分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝

道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場

1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1975年（10人）　◇

今野 善春　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／

ろうあ者の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行わ

れます。音声への通訳はありません。

浜松伝道所［改革派］

〒432-8022　浜松市中区山手町45-3　Tel&Fax.053-453-

1694　◇JR浜松駅からバス20分停歩5分　◇創立／1967

年（100人）　◇相馬 伸郎、金 起泰　◇礼拝／10:30

浜松中沢教会［同盟基督］

〒430-0904　浜松市中区中沢町24-6　Tel.053-471-3744 

Fax.053-488-8061　◇JR浜松駅からバス6分［連絡先：小

川 幸男　〒430-0904　静岡県浜松市中区中沢町60-11 

Tel.053-473-7708］　◇創立／1955年（70人）　◇小川 幸

男　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時、午後7時

30分から祈祷会。

【HP】http://homepage2.nifty.com/church_nakazawa/

浜松バプテスト教会［バプ連盟］

〒432-8012　浜松市中区布橋2-1-9　Tel&Fax.053-452-

5552　◇JR浜松駅からバス20分　◇創立／1972年（52

人）　◇伊藤 勝彦　◇礼拝／11:00　◇特色／主日の10時

から教会学校・各科で聖書を学びます。第4週の礼拝で賛

美の時を行なっています。

浜松福音自由教会［福音自由］

〒432-8003　浜松市中区和地山2-35-16　Tel&Fax.053-

473-9368　◇JR浜松駅からバス「和地山上」停、徒歩1

分　◇創立／1977年（55人）　◇吉井 寛昌　◇礼拝／

10:00,19:30　◇外国語／英語(9:00)　◇テレホン／053-

471-2000（希望のダイヤル）　◇特色／聖日礼拝、月に1

回ワーシップ礼拝を指定mす。水曜日午後7時30分、木曜

日午前10時30分より祈り会です。

【HP】http://heartland.geocities.jp/hamamatsuefc/top.htm

【E-Mail】hamamatsu-efc@vc.tnc.ne.jp

浜松ホーリネス教会［ホーリネス］

〒435-0055　浜松市中区十軒町43　Tel&Fax.053-472-

4850　◇遠州鉄道遠州曳馬駅から徒歩3分　◇創立／

1955年（70人）　◇火物 喜代枝、古谷 晃　◇礼拝／

10:15

浜松汀キリスト教会［単立／独立］

〒433-8113　浜松市中区小豆餅4-5-17　Tel&Fax.053-

474-0054　◇JR浜松駅からバス20分停歩10分　◇創立／

ドネシア語で礼拝しています。

【HP】http://giii-hamamatsu.da.ru/

【E-Mail】henry@giii-japan.org

浜松ウエスレアン伝道所［ウェスレアン］

〒430-0807　浜松市中区佐藤1-38-11　Tel&Fax.053-467-

3287　◇JR浜松駅から徒歩20分　◇創立／1997年（1

人）　◇小林 悦治、小林 久仁子

浜松教会＝浜松グレイス［KCCJ］

〒432-8045　浜松市中区西浅田2-2-1　Tel&Fax.053-458-

1194　◇JR浜松駅南口から徒歩15分　◇創立／1956年

（50人）　◇権 潤日、朴 茂樹、武田 喜久子　◇礼拝／

10:30(水),11:00,13:30,20:00(金)　◇外国語／韓国語

（11:00)　◇特色／水曜集会は午前10時30分から、土曜午

後3時から子ども集会、ジュニア集会は日曜午後1時30分

からです。

【E-Mail】hahaha7272001@yahoo.co.jp

浜松教会［福音ルーテル］

〒432-8011　浜松市中区城北2-16-18　Tel&Fax.053-473-

6983　◇JR浜松駅からバス15分　◇創立／1951年（45

人）　◇花城 裕一朗　◇礼拝／14:00

浜松教会［日基教団］

〒432-8015　浜松市中区高町105　Tel.053-453-5353 Fax. 

053-453-1033　◇遠州鉄道遠州病院駅から徒歩15分　◇

創立／1884年（151人）　◇勝田 英嗣

【HP】http://www1a.biglobe.ne.jp/hama-ch/

浜松キリスト教会［アッセンブリー］

〒430-0947　浜松市中区松城町106-1　Tel.053-452-2337 

Fax.053-452-2363　◇JR浜松駅からバス7分　◇創立／

1933年（95人）　◇菊地 和博、菊地 恵子　◇礼拝／

10:30

【HP】http://homepage1.nifty.com/hamamatsu-AG/

浜松グレイスチャーチ［フォースクエア］

〒432-8041　浜松市中区菅原町6-18　Tel.090-9261-

3295　◇JR浜松駅から徒歩15分　◇ガルボン，エドゥア

ルド　◇外国語／ポルトガル語

浜松小隊［救世軍］

〒430-0923　浜松市中区北寺島町127　Tel&Fax.053-

452-6717　◇JR浜松駅から徒歩13分　◇創立／1911年

（33人）　◇川口 綾子　◇礼拝／10:30　◇特色／貧しい

方の教会です。

浜松真愛教会［イエス・キリスト］

〒433-8118　浜松市中区高丘西3-10-18　Tel&Fax.053-

438-4757　◇バス「瑞穂小学校」停、徒歩5分　◇創立

／1997年（30人）　◇今田 好一、今田 雅子　◇礼拝／

10:30,19:30　◇特色／水曜日午前10時、木曜日午前10時

に祈祷会。

浜松聖アンデレ教会［聖公会］

〒432-8022　浜松市中区山手町6-14　Tel&Fax.053-453-

4376　◇JR浜松駅からバス「山手町入口」停、徒歩1分　

◇創立／1901年（112人）　◇宮崎 仁　◇礼拝／10:30

【HP】http://nskk.org/yokohama/hamamats/
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徒歩5分　◇創立／1974年（180人）　◇田中 芙美子、田

中 進、田中 恒喜、田中 貴代、田中 真理、石田 保、神戸 

輝明　◇礼拝／7:30,10:00,19:00　◇外国語／ポルトガル

語（18:00）　◇特色／あらゆる年齢層が集う家庭的な雰囲

気の教会です。日本のリバイバルと世界宣教のために祈り

仕えています。

【HP】http://hamakitachurch.com/

【E-Mail】hamakitachurch@yahoo.co.jp

浜松市東区	 Hamamatsu-shi,Higashi-ku

インマヌエル浜松キリスト教会［IGM］

〒435-0052　浜松市東区天王町1414-1　Tel.053-421-

8887 Fax.053-421-8880　◇JR浜松駅からバス30分「JA

天王」停、徒歩5分　◇創立／1954年（134人）　◇田辺 

岩雄、田辺 なおみ、鮫島 建　◇礼拝／10:15

【HP】http://church.ne.jp/igm_hmmt/

【E-Mail】igm_hmmt@church.jp

浜北伝道所［アライアンス］

〒431-3113　浜松市東区大瀬町1773-2 布施方　Tel.053-

433-6186　◇布施 隆三

浜松北キリスト教会［アッセンブリー］

〒431-3121　浜松市東区有玉北町635-1　Tel.053-433-

6314 Fax.053-435-1210　◇遠州鉄道積志駅から徒歩15

分　◇創立／1984年（40人）　◇木村 幸広、木村 節

子　◇礼拝／10:30,20:00　◇特色／木曜日の聖書研究・

祈祷会は午前10時30分と夕7時30分から。

【HP】http://www2s.biglobe.ne.jp/~kitakyo/

浜松恵みキリスト教会［単立／独立］

〒430-0803　浜松市東区植松町57-20 コーポ桂1F　Tel& 

Fax.053-463-6939　◇JR浜松駅からバス「西遠学園入口」

停、徒歩3分　◇創立／1989年（20人）　◇井上 英光　

◇礼拝／10:30

【E-Mail】h-tsuge@mte.biglobe.ne.jp

浜松市南区	 Hamamatsu-shi,Minami-ku

イブレック教会［在外国教団教派］

〒435-0035　浜松市南区西伝寺町6-10　Tel&Fax.053-

411-3204　◇バス「西伝寺東」停、徒歩3分［連絡先：

Tel.090-3423-0739(新見)］　◇創立／1994年（150人）　

◇新見 マルセロ、新見 ジャネテ　◇礼拝／17:00　◇外

国語／ポルトガル語　◇特色／人の獲得、家族の回復、

若者の回復、心のいやしと解放のために働いています。ク

リスチャンストアーがあります。土曜礼拝20時～

豊橋ホサナキリスト教会浜松チャペル［同盟

基督］

〒430-0816　浜松市南区参野町391-1 吉川団地3-102　

Tel.053-426-3590　◇JR浜松駅　◇林 明信、コガケ，マ

ルチンス・アピオ　◇特色／豊橋ホサナキリスト教会の日

系ブラジルの方々の集会です。

浜松救い主教会＝HSK［単立／独立］

〒430-0853　浜松市南区三島町522　Tel.053-442-5080 

1978年（35人）　◇荒川 三樹雄、荒川 和子、荒川 聖志　

◇礼拝／10:30

【E-Mail】mkmaky@ny.tokai.or.jp

浜松元城教会［日基教団］

〒430-0946　浜松市中区元城町216-14　Tel&Fax.053-

456-3789　◇JR浜松駅からバス「元城町」停　◇創立／

1898年（48人）　◇清水 義彦

浜松レムナント教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒433-8125　浜松市中区和合町220-1173　Tel&Fax.053-

472-4120　◇遠州鉄道遠州上島駅　◇李 イザヤ

フルゴスペル浜松教会［JFGA］

〒432-8041　浜松市中区菅原町8-25　Tel.053-451-7031 

Fax.053-451-7032　◇申 昇鎬

ヨハン浜松キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒430-0942　浜松市中区元浜町239-1　Tel&Fax.053-

488-5264　◇遠州鉄道八幡駅から徒歩10分　◇巌 善一、

権 彦眞

浜松市西区	 Hamamatsu-shi,Nishi-ku

浜松めぐみバプテスト教会［バプ教会連合］

〒432-8061　浜松市西区入野町16111-6　Tel&Fax.053-

440-3566　◇JR浜松駅からバス「南平」停、徒歩8分　

◇創立／1993年（17人）　◇礼拝／10:45　◇外国語／英

語、タガログ語　◇特色／日本人だけではなくて、フィリ

ピン人や韓国人も一緒に礼拝しています。

【E-Mail】km-0313@ka.tnc.ne.jp

浜松市浜北区	 Hamamatsu-shi,Hamakita-ku

天竜キリスト福音教会［同盟基督］

〒434-0002　浜松市浜北区尾野1556　Tel&Fax.053-582-

3673　◇天竜浜名湖鉄道宮口駅から徒歩7分　◇創立／

1960年（49人）　◇布施 恒夫　◇礼拝／10:30　◇特色

／礼拝後、グループに分かれて交わりが持たれます。クリ

スチャンホームが多く、あたたかな交わりがあります。

【E-Mail】tenryu.ks.ch@hw.tnc.ne.jp

浜北教会［日基教団］

〒434-0035　浜松市浜北区寺島2849　Tel&Fax.053-586-

3542　◇遠鉄西鹿島線浜北駅から徒歩20分　◇創立／

1949年（51人）　◇佐伯 恒道　◇礼拝／10:10　◇特色／

礼拝は日曜日午前10時10分から。祈祷会は水曜日午前11

時からと午後7時から。日曜学校は日曜日午前9時20分から。

浜北キリスト教会［単立／独立］

〒434-0041　浜松市浜北区平口1541　Tel&Fax.053-586-

1972　◇遠州鉄道浜北駅から徒歩20分　◇創立／1996年

（10人）　◇大木 彰　◇礼拝／10:00

【E-Mail】grace-peace@ja2.so-net.ne.jp

ライフリバーチャーチ浜北教会［単立／独立］

〒434-0017　浜松市浜北区豊保157-17　Tel.053-588-

3070 Fax.053-588-4625　◇遠州鉄道西鹿島線芝本駅から
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清水ゴスペルファミリー［エブリネイション］

〒426-0065　藤枝市末広3-6-13　Tel&Fax.054-637-

1616　◇JR清水駅　◇創立／1999年（14人）　◇クリス

テンソン，ビヨン　◇礼拝／10:30

【E-Mail】sevenservants@hb.tp1.jp

藤枝教会［日基教団］

〒426-0025　藤枝市藤枝3-12-4　Tel&Fax.054-641-

9541　◇JR藤枝駅からバス「上伝馬」停、徒歩3分　◇

創立／1888年（46人）　◇松田 伸　◇礼拝／10:10

藤枝中央キリスト教会［同盟基督］

〒426-0006　藤枝市藤岡3-21-30　Tel&Fax.054-638-

2252　◇JR藤枝駅からバス20分「藤岡入口」停、徒歩15

分　◇創立／1983年（29人）　◇園 信吾　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.geocities.jp/fujieda_c_ch/

富士市 Fuji-shi

今泉キリスト福音教会［JECA］

〒417-0001　富士市今泉2640-15　Tel&Fax.0545-52-

6382　◇吉原中央駅からバス「木の宮下」停、徒歩8分　

◇創立／1965年（18人）　◇岡本 昭世　◇礼拝／10:30　

◇特色／子どもと一緒の礼拝、礼拝の中に「子どもメッセ

ージ」あり。礼拝後は分級とコーヒータイムがあります。

【HP】http://christ.jpn.org/

【E-Mail】bible@christ.jpn.org

岩本教会［日基教団］

〒416-0901　富士市岩本87-13　Tel&Fax.0545-61-6794　

◇JR富士駅　◇創立／1877年（78人）　◇齋藤 篤　◇礼

拝／10:00,19:00　◇特色／聖書研究祈祷会は水曜日10時、

19時から。教会学校は日曜日10時から行われます。

【HP】http://www.geocities.jp/iwamoto_ch/

【E-Mail】iwamoto_ch@yahoo.co.jp

TLCCC富士フィラデルフィア教会［主の十字架］

Tel&Fax.0545-60-7044　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇谷口 聖子、エノク 杉澤、杉澤 由

佳　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.geocities.jp/fuji_philadelphia/

【E-Mail】tlccc_fuji@ybb.ne.jp

富士川教会［同盟基督］

〒421-3303　富士市南松野1978　Tel&Fax.0545-85-

3324　◇JR富士川駅からバス10分　◇創立／1993年（21

人）　◇吉永 功一、園 眞治　◇礼拝／10:30

【E-Mail】fujikawa_ch@yahoo.co.jp

富士教会［日基教団］

〒416-0909　富士市松岡1193-18　Tel.0545-61-3516 

Fax.0545-63-6510　◇JR富士駅から徒歩15分　◇創立／

1951年（72人）　◇桑原 睦彦　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.fujikyokai.jp

富士教会［ホーリネス］

〒417-0073　富士市浅間本町1-51　Tel&Fax.0545-53-

1565　◇張 友榮

Fax.053-442-5186　◇JR浜松駅からバス「神社西」停、

徒歩5分［連絡先：ファウラー，ベン　〒430-0817　静岡

県浜松市南区頭陀寺町353-10 Tel.053-465-7297］　◇創立

／1965年（40人）　◇ファウラー，ベン　◇礼拝／9:55　

◇外国語／英語　◇特色／英語で礼拝しています。日本

語の同時通訳はもちろん、ポルトガル語の通訳もあります。

【HP】http://www.hskchurch.org/

【E-Mail】hsk.churc@agate.plala.or.jp

袋井市 Fukuroi-shi

新霊山教会［福音ルーテル］

〒437-1311　袋井市山崎字三沢5914-367　Tel&Fax. 

0538-23-4101　◇創立／1964年　◇白川 道生

袋井北教会［日キ教会］

〒437-0026　袋井市袋井225-6　Tel&Fax.0538-42-

4597　◇JR袋井駅から徒歩10分　◇創立／1964年（40

人）　◇金 山徳　◇礼拝／10:30　◇外国語／韓国語、英

語、ブラジル語　◇特色／讃美礼拝をささげています。

【HP】http://www.fukuroikita.com/

【E-Mail】fukuroikita@hotmail.com

袋井教会［日基教団］

〒437-0025　袋井市栄町2-1　Tel&Fax.0538-42-4832　

◇JR袋井駅から徒歩3分　◇創立／1886年（22人）　◇野

村 稔　◇礼拝／10:15

藤枝市 Fujieda-shi

インマヌエル藤枝キリスト教会［IGM］

〒426-0014　藤枝市若王子2-1-10　Tel&Fax.054-644-

7242　◇JR藤枝駅からバス「蓮華寺池公園入口」停、徒

歩7分　◇創立／1978年（52人）　◇市川 信子　◇礼拝

／10:00

栄光教会藤枝礼拝堂［福音ルーテル］

〒426-0075　藤枝市瀬戸新屋296-1　Tel&Fax.054-641-

9065　◇角本 浩

静岡梅屋町キリスト教会藤枝チャペル［単立

／独立］

〒426-0017　藤枝市大手1-17-14　Tel&Fax.054-643-

7082　◇藤枝駅からバス「大手」停［連絡先：静岡梅屋

町キリスト教会　〒420-0038　静岡県静岡市葵区梅屋町

4-6 Tel.054-253-7359］　◇創立／1976年　◇渡辺 義也、

渡辺 忍、渡辺 和子　◇礼拝／10:30　◇特色／家庭的雰

囲気の教会です。

【HP】http://www.geocities.jp/umeyachochurch/

志太聖書研究会［無教会］

〒426-0009　 藤 枝 市八幡875 きぼう園内　Tel&F

ax.054-646-5383 Tel.054-643-9100　◇JR藤枝駅からバス

25分（新静岡行）「家具団地前」停、徒歩15分　◇創立／

1947年　◇村松 省吾　◇礼拝／13:30(月)　◇特色／第2

及び第4月曜日午後1時半より例会、第2土曜日午後7時よ

り祈祷会。
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神田川キリスト教会［イエス・キリスト］

〒418-0031　富士宮市神田川町10-11　Tel&Fax.0544-27-

9400　◇JR富士宮駅南口から徒歩10分　◇創立／1981年

（25人）　◇村上 資朗　◇礼拝／10:15　◇特色／毎月の

第三木曜日「日本のうたを歌う集い」午前10時より。一般

向け (無料)。

【E-Mail】okmurakami@yahoo.co.jp

城山キリスト教会［東洋福音教団］

〒418-0064　富士宮市元城町30-7　Tel&Fax.0544-26-

4556　◇JR富士宮駅から徒歩10分　◇藤田 康江

富士宮教会［日基教団］

〒418-0065　富士宮市中央町10-16　Tel&Fax.0544-26-

5908　◇JR富士宮駅から徒歩5分　◇創立／1884年（66

人）　◇福永 秀光　◇礼拝／10:30

【HP】http://www3.tokai.or.jp/mana/top.html

富士宮キリスト教会［JECA］

〒418-0043　富士宮市泉町207　Tel&Fax.0544-26-5360　

◇JR西富士宮駅から徒歩7分　◇創立／1966年（33人）　

◇軍地 和広、村岡 泰右

富士宮栄光キリスト教会＝富士宮栄光キリ
スト伝道所［アッセンブリー］

〒418-0103　富士宮市上井出2146-7　Tel&Fax.0544-54-

2082　◇JR富士宮駅からバス「上井出支所前」停、徒歩

5分　◇創立／1989年　◇萩原 清、萩原 清子　◇礼拝

／10:15　◇特色／日本一の山、富士山にいちばん近い教

会です。

【E-Mail】fujinomiya0316@ybb.ne.jp

牧之原市 Makinohara-shi

相良教会［日基教団］

〒421-0522　牧之原市相良262　Tel.0548-87-2163　◇JR

金谷駅からバス「相良営業所」停、徒歩5分　◇創立／

1887年（16人）　◇桑 渚、桑 満欣　◇礼拝／14:00　◇

特色／聖書を読む会：毎週火曜日午後1時30分

【HP】http://saganan.hp.infoseek.co.jp/

【E-Mail】saganan@jb3.so-net.ne.jp

榛原教会［日基教団］

〒421-0422　牧之原市静波753　Tel&Fax.0548-22-1252　

◇JR藤枝駅南口からバス「榛原高校入口」停　◇創立／

1922年（61人）　◇河野 信広　◇礼拝／10:15

三島市 Mishima-shi

加茂川キリスト教会［東洋福音教団］

〒411-0034　三島市加茂川町22-32　Tel.055-971-8123 

Fax.055-971-7274　◇JR三島駅から徒歩10分　◇創立／

1986年（111人）　◇三上 明、三上 静江、澤野 祐樹　◇

礼拝／10:30,19:30　◇特色／日曜午前8時45分よりメビッ

ク、午後1時半より中高科礼拝。水曜午前10時半より婦人

会を行っています。

【HP】http://church.jp/kamogawa/

【E-Mail】kamogawa_c@hotmail.com

富士教会＝シオンチャペル［イエス福音］

〒416-0948　富士市森島234-2　Tel&Fax.0545-62-

4456　◇創立／1990年（28人）　◇望月 雅治　◇礼拝／

10:30

富士教会［福音ルーテル］

〒416-0912　富士市加島町7-14　Tel&Fax.0545-64-

0553　◇JR富士駅から徒歩15分　◇創立／1952年（32

人）　◇渡邉 進　◇礼拝／10:30

【E-Mail】BOFAFA.SUMIMOTO@nifty.ne.jp

富士教会田子浦集会所［日基教団］

〒416-0933　富士市中丸中の浦361-4　Tel.0545-63-

2371　◇東海道新幹線新富士駅から徒歩10分　◇創立／

1974年　◇桑原 睦彦

富士クリスチャンセンター鷹岡チャペル
［EEAM］

〒419-0202　富士市久沢820-10　Tel&Fax.0545-72-3376 

Tel.0545-72-3375　◇JR入山瀬駅から徒歩15分　◇創立

／1994年（105人）　◇デルミン，ブー・ハラルド、デル

ミン，ケルスティン、望月 孝　◇礼拝／9:00,10:30

【HP】http://www2.wbs.ne.jp/~t-chapel/

富士純福音キリスト教会＝グレイスチャーチ
［TPKF］

〒417-0071　富士市国久保1-1-36　Tel&Fax.0545-51-

3473　◇吉原中央バスターミナルから徒歩5分　◇河西 

ヨルゲン　◇礼拝／10:00

フルゴスペル富士教会［JFGA］

〒417-0035　富士市津田町179-4　Tel.0545-54-5344 Fax. 

0545-54-5345　◇JR富士駅東口から車10分　◇創立／

1998年（60人）　◇川戸 雅司、安 貞実、遠藤 剛史、安 

京美　◇礼拝／9:00,11:30　◇特色／主日の礼拝は日本語

と韓国語を同時通訳でしています。ヨイド教会チョー先生

のメッセージです。

【E-Mail】fgfc@park.zero.ad.jp

吉原教会［日基教団］

〒417-0051　富士市吉原5-7-10　Tel&Fax.0545-51-5109　

◇岳南鉄道吉原本町駅から徒歩15分　◇創立／1881年

（89人）　◇芳賀 正治、野村 史子

吉原富士見伝道所＝吉原富士見教会［改革派］

〒417-0061　富士市伝法114-2　Tel&Fax.0545-21-6423　

◇JR富士駅から車20分　◇創立／1975年（26人）　◇羽

野 浩雪　◇礼拝／10:30　◇特色／点字聖書があります。

玄関はスロープになっています。トイレは車いすでも入れ

ます。

富士宮市 Fujinomiya-shi

大宮共立教会［日基教団］

〒418-0058　富士宮市穂波町8-6　Tel.0544-26-4827 Fax. 

0544-26-4984　◇JR西富士宮駅から徒歩20分　◇創立／

1929年（46人）　◇成川 晃　◇礼拝／10:00
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焼津市 Yaizu-shi

栄光教会焼津礼拝堂［福音ルーテル］

〒425-0027　焼津市栄町5-16-27　Tel&Fax.054-628-

6762　◇JR焼津駅から徒歩7分　◇創立／1954年（32

人）　◇角本 浩　◇礼拝／10:30

大井川キリストの教会［キリストの教会］

〒421-0212　焼津市利右衛門810　Tel.054-622-0658　◇

JR藤枝駅からバス「上島」停　◇創立／1950年（18人）　

◇川崎 浩義、吉田 定秋　◇礼拝／10:00　◇特色／わた

したちは人数は少ないのですが、この地域にリバイバルが

起こることをお祈りしています。

【E-Mail】joyful@jn4.so-net.ne.jp

聖化教会大井川教会［単立／独立］

〒421-0204　焼津市高新田288-18　Tel&Fax.054-622-

7220　◇JR焼津駅からバス「田中橋」停、徒歩1分　◇

池田 友蔵　◇礼拝／9:45

焼津教会［日基教団］

〒425-0071　焼津市三ヶ名1339　Tel&Fax.054-628-

9432　◇JR焼津駅　◇創立／1949年（48人）　◇松田 伸

焼津教会［聖協団］

〒425-0077　焼津市五ケ堀之内789 渡村方　Tel.054-

627-5938　◇岡本 伸之

焼津教会＝グレイスチャペル［イエス福音］

〒425-0091　焼津市八楠3-2-12　Tel&Fax.054-628-

5706　◇JR焼津駅　◇創立／1988年（20人）　◇見城 

悟　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kenjoh43@ybb.ne.jp

焼津フォースクエア福音教会［フォースクエア］

〒425-0063　焼津市本中根376-1　Tel.090-6087-9943　

◇JR西焼津駅　◇ガルボン，カルラ

賀茂郡 Kamo-gun

伊豆教会［聖協団］

〒413-0303　賀茂郡東伊豆町片瀬563-6　Tel&Fax.0557-

23-3392　◇伊豆急行片瀬白田駅から徒歩5分　◇創立／

1970年（15人）　◇滝澤 晴男、滝澤 裕美子　◇礼拝／

10:00

伊豆リバイバルキリスト教会［単立／独立］

〒415-0303　賀茂郡南伊豆町下賀茂720-216　Tel&Fax. 

0558-62-1973　◇伊豆急下田駅から車15分　◇創立／

1998年（23人）　◇松本 とく子　◇礼拝／10:30,16:00

稲取教会［日基教団］

〒413-0503　賀茂郡河津町見高1253-6　Tel.0558-34-

0262　◇伊豆急行今井浜駅から徒歩20分　◇創立／1950

年（7人）　◇的場 恵美子　◇礼拝／14:30

南豆教会［日基教団］

〒415-0306　賀茂郡南伊豆町石井23-1　Tel.0558-62-

三島教会［日基教団］

〒411-0838　三島市中田町12-10　Tel.055-975-1245 Fax. 

055-941-6788　◇伊豆箱根鉄道三島田町駅から徒歩3

分　◇創立／1883年（158人）　◇新里 正英　◇礼拝／

10:10　◇特色／水曜日午前10時祈祷会。水曜日午後7時

30分祈祷会。

【HP】http://mishima-church.hp.infoseek.co.jp/

三島キリスト教会［単立／独立］

〒411-0035　三島市大宮町1-4-50　Tel&Fax.055-971-

7221　◇JR三島駅から徒歩10分　◇創立／1966年（30

人）　◇柴田 幸士

三島聖書バプテスト教会［JBBF］

〒411-0033　三島市文教町1-11-18　Tel&Fax.055-989-

3429　◇JR三島駅北口から徒歩2分　◇創立／1997年（6

人）　◇稲野 信行　◇礼拝／10:30

三島高台キリスト教会［ホーリネス］

〒411-0841　三島市南本町10-25　Tel.055-975-4037 

Fax.055-981-9900　◇JR三島駅から徒歩17分　◇創立／

1987年（62人）　◇永山 進、永山 千恵子　◇礼拝／

10:30　◇特色／幼児からお年寄りまでバランス良く集っ

ています。とっても親しみ易い、明るい教会です。

【HP】http://web.thn.jp/mishimatakadai/

【E-Mail】paul@thn.ne.jp

三島西キリスト教会［ウェスレアン］

〒411-0038　三島市西若町7-8　Tel&Fax.055-972-

1963　◇JR三島駅から徒歩15分　◇創立／1925年（20

人）　◇山口 秀樹、山口 紀和子　◇礼拝／10:45,19:00　

◇特色／祈り会は水曜日午前10時45分と夜7時00分から持

っています。

【HP】http://mnc.holy.jp

【E-Mail】misimanisi@sea.plala.or.jp

三島バプテスト教会［バプ連盟］

〒411-0044　三島市徳倉4-34-9　Tel&Fax.055-986-

2584　◇JR三島駅　◇創立／1970年（50人）　◇中條 譲

治、中條 智子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www2.wbs.ne.jp/~mishibap/

三島フォースクエア福音教会［フォースクエア］

〒411-0847　三島市西本町4-6 三島ビル4F　Tel&Fax. 

055-972-5286　◇三島広小路駅から徒歩5分　◇創立／

2003年（25人）　◇仲本 セサル、仲本 マリサ、デオリベ

イラ，セバスチャン　◇礼拝／10:30　◇外国語／ポルト

ガル語　◇特色／ポルトガル語で礼拝しています。日本

語の同時通訳あります。

【E-Mail】mishimafoursquare@ybb.ne.jp

三島めぐみチャーチ［同盟基督］

〒411-0024　三島市若松町4383-1　Tel&Fax.055-989-

7802　◇三島駅から徒歩20分　◇創立／1950年（34人）　

◇下山田 耕一　◇礼拝／10:00,14:30
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羊之舎教会［日基教団］

〒411-0917　駿東郡清水町徳倉1664-2　Tel&Fax.055-

931-6356　◇JR三島駅南口からバス「下徳倉」停、徒歩3

分　◇創立／1947年（34人）　◇外山 志都子　◇礼拝／

10:15　◇特色／水曜日午前10時15分より祈祷会。礼拝は

日曜日午前10時15分より行われます。是非おいで下さい。

田方郡 Tagata-gun

伊豆仁田キリスト教会［アッセンブリー］

〒419-0114　田方郡函南町仁田229-28　Tel&Fax.055-

978-9911　◇伊豆箱根鉄道伊豆仁田駅から徒歩3分　◇

創立／1979年（25人）　◇森田 聰、森田 さゑ子　◇礼拝

／10:15　◇特色／カウンセリングを行っています（要・

予約）。

【E-Mail】izumirisat@movie.ocn.ne.jp

榛原郡 Haibara-gun

神の恵みキリスト教会［単立／独立］

〒421-0301　榛原郡吉田町住吉2599-1　Tel&Fax.0548-

33-3827　◇バス「住吉3丁目」停　◇創立／2008年　◇

杉山 裕、杉山 きみ江、杉山 さふらん　◇礼拝／10:30　

◇特色／英語の同時通訳あります。

【HP】http://grace-of-god-church.com

【E-Mail】saffron@grace-of-god-church.com

川根バプテスト教会［バプ連盟］

〒428-0301　榛原郡川根本町徳山845　Tel.0547-57-2233 

Fax.0547-57-2239　◇大井川鉄道金谷駅から「徳山」停、

徒歩5分　◇松下 正巳

1859　◇伊豆急行下田駅からバス「下賀茂」停　◇創立

／1879年（5人）　◇星野 正興　◇礼拝／14:30

松崎教会［日基教団］

〒410-3611　賀茂郡松崎町松崎186　Tel&Fax.0558-42-

2452　◇伊豆急行下田駅からバス「松崎」停　◇創立／

1888年（42人）　◇星野 正興　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.d2.dion.ne.jp/~rural/

【E-Mail】rural@d2.dion.ne.jp

周智郡 Shuchi-gun

森聖泉キリスト教会［聖泉基督］

〒437-0215　周智郡森町森630　Tel&Fax.0538-85-

2531　◇天浜線森駅から徒歩10分　◇創立／1955年（35

人）　◇太田 邦恵、太田 葉子　◇礼拝／10:30

駿東郡 Suntou-gun

小山教会［聖イエス会］

〒410-1305　駿東郡小山町湯船102-1　Tel.0550-76-

0428　◇下谷 正道

シオンクリスチャンフェロシップ伊豆［Z.C.F］

〒411-0906　駿東郡清水町八幡165 アーク・ヴィラ1F　

Tel.055-972-1367 Fax.055-973-3184　◇バス「八幡」停、

徒歩3分　◇創立／1989年（9人）　◇岩崎 祥一郎　◇礼

拝／10:30

チャペル・マラナタ［同盟基督］

〒410-1325　駿東郡小山町一色2044　Tel&Fax.0550-78-

0191　◇JR御殿場駅から車で15分　◇創立／2003年　

◇金 桓基　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜日午前10時30

分から主日礼拝(日本語）。韓国語への通訳をしている。

【E-Mail】jpkhg@yahoo.co.jp
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愛知県──地域の宣教資料

　宣教人国記：1875年（明治8）、尾張藩出身の尾原英

吉は、横浜で宣教師マクレーから受洗して帰郷。翌年

に開かれた西尾講義所（西尾教会）で、兄の拙郎も受

洗した。裁判官の鈴木鉀次郎（1835〜1907）は、1869

年（明治2）に横浜で宣教師タムソンから受洗、日本基

督公会に入会した。司法省の役人であったが一時、伝

道者を志したこともあった。名古屋区裁判所判事に赴

任して部下を信仰に導いたのを機会に、日本基督教会

による名古屋伝道を要請している。わが国における婦

人解放運動の指導者として知られる市川房江（1893〜

1981）は、若い日に名古屋新聞の記者となった後、日

本組合基督教会愛知教会の牧師金子卯吉らの文化人グ

ループ木曜会に出席、それをきっかけに教会に通い、

1916年（大正5）頃受洗している。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【愛西市】海部郡佐屋町・立田村・八開村・佐織町。【あ

ま市】海部郡七宝町・美和町・甚目寺町。【一宮市】尾

西市、葉栗郡木曽川町。【稲沢市】中島郡祖父江町・

平和町。【岡崎市】額田郡額田町。【北名古屋市】西春

日井郡師勝町・西春町。【清須市】西春日井郡西枇杷

島町・清洲町・新川町・春日町。【新城市】新城市、南

設楽郡鳳来町・作手村。【田原市】渥美郡渥美町・赤

羽根町。【豊川市】宝飯郡一宮町・音羽町・御津町・

小坂井町。【豊田市】西加茂郡藤岡町・小原村、東加

茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町。【みよし市】西

加茂郡三好町。【弥富市】海部郡十四山村。【北設楽郡

設楽町】設楽町・津具村。【北設楽郡豊根村】富山村。

【東加茂郡稲武町】北設楽郡稲武町。

 中 部 地 方 愛 知 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

愛 知 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   A i c h i 　

屋と教室を開きました。

【HP】http://sky.geocities.jp/shiperas/

喫茶マノン
［喫茶店］〒470-1151　愛知県豊明市前後町大代1605-

44　Tel.0562-97-0325　◇名鉄前後駅から徒歩3分　◇代

表／真野 正夫

（有）協永自動車工業所
［自動車鈑金塗装］〒463-0024　愛知県名古屋市守山区脇

田町314　Tel.052-768-2557 Fax.052-768-2558　◇名鉄瀬

戸線大森・金城学院前[駅から徒歩15分　◇創立／1963

年　◇代表取締役／仙敷 公司

【E-Mail】kyaet@world.ocn.ne.jp

（有）熊沢洋服
［注文紳士服製造・販売］〒453-0862　愛知県名古屋市中

村区岩塚町1-94　Tel.052-412-2761 Fax.052-412-2778　

◇地下鉄東山線岩塚駅から徒歩2分　◇代表／熊沢 早苗

　お店・事業

イザヤ工房
［ガラス製品全般の製作］〒444-0316　愛知県西尾市羽

塚町北側65　Tel&Fax.0563-59-3332　◇名鉄西尾駅から

車15分　◇創立／1974年　◇主宰／井上 イザヤ（台

司）　◇特色／ガラス製品を日本一の安価で作らせて頂い

ています。どんな事でもご相談ください。価格応談です。

【E-Mail】12375902.dai@ezweb.ne.jp

かやはなフラワースタジオ
［フラワーアレンジ教室、花店］〒450-0003　愛知県名古

屋市中村区名駅南1-8-16　Tel&Fax.052-586-0008［連絡

先：茅花　〒450-0003　愛知県名古屋市中村区名駅南

4-10-20 Tel.052-586-1011］　◇近鉄名古屋駅ミヤコ地下

街4出口から5分　◇創立／1988年　◇経営者／茅花 りょ

うこ　◇特色／教会の花装飾・出張レッスンなどお気軽に

相談してください。2009年から名古屋駅近くの柳橋に花
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【E-Mail】sanae-@nifty.com

河野商店
［発泡スチロール粉砕加工業］〒484-0894　愛知県犬山

市羽黒水井戸29　Tel&Fax.0568-67-0695　◇名鉄小牧線

羽黒駅から徒歩10分　◇代表／河野 貞泰

高麗苑
［焼肉料理店］〒444-0854　愛知県岡崎市六名本町20-2　

Tel.0564-52-6810 Fax.0564-52-6818　◇愛知環状鉄道六

名駅から徒歩2分　◇代表／洪 仁徳

（有）コムハート
［Web制作・更新、レンタルサーバ］〒453-0067　愛知県

名古屋市中村区宿跡町3-55-4　Tel&Fax.052-413-1064　

◇地下鉄中村公園駅　◇創立／2002年　◇代表／上田 

栄一　◇特色／今やお店も教会もインターネットで検索

する時代です。ホームページは教会の伝道、お店のＰＲに

不可欠です

【HP】http://www.comheart.co.jp/

【E-Mail】info@comheart.jp

沙蘭蛮
［韓国料理店］〒471-0026　愛知県豊田市若宮町6-80　

Tel.0565-34-4524　◇代表／佐藤 順子

自家培養天然酵母パン モネラ
［パン製造販売］〒480-1114　愛知県愛知郡長久手町長配

1-106　Tel.0561-62-9538 Fax.0561-62-9538　◇地下鉄東

山線藤ヶ丘駅から車15分　◇代表／岡田 正美

ジャパンピアノクリニック［J.P.C］

［ピアノ調律・楽器販売修理・音楽教室］〒446-0056　愛

知県安城市三河安城町2-19-4　Tel&Fax.0566-74-

4846,4600　◇JR三河安城駅から徒歩8分　◇創立／1980

年　◇ピアノ調律師／田村 誠　◇特色／あなたのピアノ、

お元気ですか。大切なピアノ一度調律してみませんか。

【E-Mail】piano-tamura@katch.ne.jp

スーパー　マルイチ
［スーパー］　［(有)マルイチ］〒441-1344　愛知県新城市

字東沖野20-1　Tel.0536-23-7770 Fax.0536-23-2545　◇

JR東新町駅から徒歩10分　◇創立／1970年　◇代表取締

役／岡本 正広、専務／鶴田 けい子　◇特色／イエス様

の証しが出来る、ビジネスがしたいです。今はスーパーが

3店、パン屋が1店コインランドリーが1店頑張ってます。

スーパー　マルイチ野田店
［スーパー］〒441-1344　愛知県新城市野田字上市場25-

15　Tel.0536-23-0961 Fax.0536-23-5701　◇JR東新町駅

から徒歩20分　◇代表取締役／岡本 正広

朝光テープ（有）
［製造業］〒440-0825　愛知県豊橋市瓦町113　Tel.0532-

61-7673 Fax.053-261-3323　◇JR豊橋駅から市電「東田」

停、徒歩15分　◇創立／1955年　◇代表取締役／朝倉 

照勝、取締役／朝倉 駸(通称：照雅)

デッキプランニング
［木工設計施工］〒480-1114　愛知県愛知郡長久手町長配

2-411　Tel.0561-63-9096 Fax.0561-63-0028　◇県道、名

古屋長久手線杁ｹ池信号から車5分　◇代表／米倉 修

鉄の造形工房 NOBUクラフト
［鉄工房］〒483-8208　愛知県江南市古知野町花霞5　

Tel.0587-56-2671 Fax.0587-55-8966　◇名鉄江南駅から

徒歩20分　◇創立／1998年　◇代表／加藤 信義　◇特

色／満ち溢れるキリストの恵み、我にさえ及べりの喜びを

持ち仕事をしています。

ナザレうどん
［麺類飯店］〒440-0046　愛知県豊橋市仲ノ町80-1　

Tel&Fax.0532-61-0530　◇バス「三ノ輪」停、徒歩5分　

◇創立／1964年　◇代表／松坂 征豊

ナザレうどん 新城店
［麺類飯店］〒441-1362　愛知県新城市平井字原32-2　

Tel.0536-23-2353　◇代表／松坂 征豊

日本ミニテック（株）
［コンピューター関連］　［日本ミニテック］〒464-0850　

愛知県名古屋市千種区今池町3-12-13 プリンセス今池ビル

8F　Tel.052-741-3571 Fax.052-741-3885　◇地下鉄東山

線今池駅から徒歩5分　◇創立／1990年　◇代表取締役

／吉田 和夫

（株）パトモス社［パトモス］

［祈りの家マナ運営母体・出版］〒444-2608　愛知県豊田

市五反田町栃平39　Tel.0565-67-2887 Fax.0565-67-

2888　◇バス「百年草」停（常時送迎）　◇創立／1995

年　◇代表取締役社長／安田 由久、取締役副社長／安田 

智子、社員／大成 徹　◇特色／断食道場、断食祈祷院運

営。断食に関する書籍、健康に関する書籍出版発行。キ

リスト教信仰書籍発行、出版。

【HP】http://www.patomos.co.jp/

【E-Mail】yoshi@patomos.co.jp

（株）ハヤカワカンパニー
［床暖房・アルミ鋳造・鉄鋼問屋］〒451-0042　愛知県名

古屋市西区那古野2-22-8　Tel.052-551-3101 Fax.052-571-

2906　◇JR名古屋駅　◇創立／1930年　◇代表取締役

社長／早川 東助、代表取締役副社長／早川 元章　◇特

色／鉄・非鉄の製造販売

（株）フェイスゴルフ東海
［ゴルフ会員権売買業］〒468-0012　愛知県名古屋市天白

区向が丘1-1301 グリーンヒルズ102　Tel.052-807-5535　

◇地下鉄平針駅から徒歩7分　◇代表取締役／村瀬 稔

まいむ水道設備
〒463-0033　愛知県名古屋市守山区森孝東2-703　Tel. 

052-778-3676　◇松本 吉充

ムラサキスポーツ 熱田店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒456-

0023　愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11　イオン熱田 シ

ョッピングセンター3F　Tel.052-884-3860　◇代表取締

役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki-sp.com/
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ムラサキスポーツ ダイヤモンドシティ木曽川店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒493-

0001　愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 ダイ

ヤモンドシティ・キリオ 3F 339　Tel.0586-84-2834　◇

代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 名古屋ドーム前店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒461-

0048　愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 イオン名古屋

ドーム前ショッピングセンター 3F　Tel.052-725-2470　

◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

明三堂印舗
［印章業］〒462-0023　愛知県名古屋市北区安井1-8-18　

Tel.052-991-4587 Fax.052-991-4595　◇市バス「安井町

西」（終点）停、徒歩5分　◇創立／1962年　◇代表／久

米 j平、久米 寿美子

山田音調
［ピアノ調律師］〒470-1154　愛知県豊明市新栄町6-15

9　Tel.0562-98-8455 Fax.0562-98-8473　◇名古屋鉄道

前後駅から徒歩20分　◇創立／1965年　◇代表者／山田 

義　◇特色／地域の教会や家庭のピアノを調律していま

す。足踏みリードオルガンも修理・修復を手がけています。

【E-Mail】yamadapiano@mac.com

　教育事業・カルチャー

英会話CESA［セサ］

［英会話スクール］　［(有)ジェイ アンド エフ］〒472-

0022　愛知県知立市山屋敷町山屋敷22-38　Tel&Fax. 

0566-83-2258　◇名鉄知立駅から徒歩25分　◇創立／

1992年　◇代表／馬場 純平　◇特色／外国人講師、少人

数制の家庭的な英会話スクールです。毎月第2第4日曜日

午後7時にはゴスペル集会があります。

【E-Mail】eikaiwacesa@hotmail.com

オープンハウス英会話教室
［英会話］　［長老教会・日進キリスト教会］〒470-0131　

愛知県日進市岩崎町竹ノ山37-106 日進キリスト教会内　

Tel&Fax.0561-73-5256　◇地下鉄杁ケ池公園駅から徒歩

25分　◇代表／ウェイン・ニューサム

希望センター
［ワークショップ、カウンセリング］〒492-8145　愛知県

稲沢市正明寺1-1-8　Tel&Fax.0587-23-8814　◇責任者／

ヘルガ・タイス　◇特色／体の不自由な人、心に傷を持

つ人、疲れている現代人のための「オアシス」として全人

的なアプローチ。女性のためのカウンセリング。

Sounds Grace
［音楽］〒444-2122　愛知県岡崎市鴨田本町8-23　Tel.

0564-28-3803 Fax.0564-22-5943　◇バス「大樹寺」停、

徒歩3分　◇創立／2004年　◇代表／磯村 修司　◇特色

／キリスト教ラジオ、インターネット放送などで利用。オ

リジナルピアノ曲ＣＤ『さわやかな癒し』をご提供！

【HP】http://www.sounds-grace.com/

【E-Mail】grace@sinfonia.or.jp

HOPE ユースセンター
［若い世代の交流の場］〒492-8145　愛知県稲沢市正明寺

1-1-8　Tel&Fax.0587-23-8814　◇名鉄国府宮駅から徒歩

7分　◇宣教師／アイマン・ヨーグ、宣教師／アイマン・

ドロテア　◇特色／ホープとは、若い人向けのプログラム

を用意しているインターナショナル・フレンドシップ・セ

ンターです。

【HP】http://www.hope-youthcenter.com/

　法律・経営相談

青木・成瀬法律事務所
［弁護士］〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内3-5-35 

弁護士ビル604号　Tel.052-951-4889　◇弁護士／青木 

栄一

磯村修司行政書士事務所［磯村事務所］

［行政書士］〒444-2122　愛知県岡崎市鴨田本町8-23　

Tel.0564-26-5755 Fax.0564-22-5943　◇名鉄東岡崎駅か

らバス「大樹寺」停、徒歩3分　◇創立／1972年　◇行

政書士／磯村 修司　◇特色／牧師兼務。神様に栄光が帰

されるよう祈りつつ、教会と教会員の皆様のための諸手続

等を進めます。

【E-Mail】grace@sinfonia.or.jp

司法書士 桜井清事務所
［司法書士、行政書士］〒441-1388　愛知県新城市字橋向

33-7　Tel.0536-22-0217　◇JR新城駅から徒歩10分　◇

創立／1969年　◇代表・司法書士／桜井 清

瀧合同事務所
［行政書士・土地家屋調査士］〒454-0946　愛知県名古

屋市中川区一色新町2-108　Tel.052-303-3550 Fax.052-

303-2029　◇近鉄伏屋駅から徒歩10分　◇創立／1976

年　◇代表／瀧 秀隆、土地家屋調査士／瀧 裕太、平野 

雅之、土地家屋調査士／岩本 敏幸、瀧 康子、藤井 君

代　◇特色／誠実・正確・迅速をモットーに、クリスチャ

ンとしての証しを立てたいと思います。

【E-Mail】h-taki@viola.ocn.ne.jp

　文書伝道支援

生ける水の川
［出版］〒480-1131　愛知県愛知郡長久手町長湫池田63　

Tel.0561-62-5516 Fax.0561-63-0766　◇地下鉄藤ヶ丘駅

から徒歩15分　◇創立／1971年　◇代表／水野 明廣　

◇特色／あなたの信仰生活の良きお手伝いをさせていた

だきます。

【HP】http://www32.ocn.ne.jp/~rivers

【E-Mail】rivers@dream.com

CLC BOOKS名古屋店［CLC名古屋店］

［キリスト教専門書店］　［(宗)クリスチャン文書伝道団］

〒460-0022　愛知県名古屋市中区金山2-1-3 金山クリスチ

ャンセンター2Ｆ　Tel.052-324-7550 Fax.052-323-5599　

◇JR金山駅から徒歩6分　◇特色／名古屋駅から金山駅ま
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で電車で約3分です。皆様のご来店を心よりお待ちしてお

ります。

【HP】http://www.clc-shop.com/e_shoppy/www/shop/online2/

shop.htm

【E-Mail】nagoya@clc-books.com

名古屋聖文舎
［キリスト教専門書店］　［(有)聖文舎］〒464-0850　愛知

県名古屋市千種区今池5-28-4　Tel.052-741-2416 Fax. 

052-733-2648　◇地下鉄今池駅8番出口から徒歩7分　◇

創立／1957年

【HP】http://homepage3.nifty.com/seibunsha/

【E-Mail】nagoya-seibunsya@nifty.com

ノア・デジタル［ノア］

［デザイン印刷全般、Web、デジタルブック（電子書籍）］　

［(株)ノア］〒454-0023　愛知県名古屋市中川区石場町

2-51　Tel.052-362-6537 Fax.052-362-6759［連絡先：

Tel.090-8475-5510］　◇JR尾頭橋駅から徒歩8分　◇創立

／1997年　◇代表取締役／近藤 高史　◇特色／デジタ

ルブックを作りませんか？デザイン・印刷に加えてホーム

ページやCDで本を丸ごと一冊作れます。

【HP】http://www.noah-digital.co.jp/

【E-Mail】kondo@noah-digital.co.jp

プレイズ出版
［印刷全般・デザイン・出版］〒441-1307　愛知県新城市

富沢407-1　Tel.0536-23-6195 Fax.0536-23-6699　◇飯田

線茶臼山駅から徒歩1分　◇創立／1990年　◇代表／滝

元 順、責任者／岡本 信弘　◇特色／名刺からチラシ、ポ

スター、書籍まで福音文書をお値打ちに制作・印刷。あ

なたの教会をサポートします。

【HP】http://www.praise-jp.com/

【E-Mail】info@praise-jp.com

ライフセンター豊橋書店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒440-0052　愛知県豊橋市住吉町160 豊橋ホサナキ

リスト教会内　Tel&Fax.0532-62-2776　◇市電東田坂上

駅から徒歩3分　◇特色／営業時間：月曜・水曜13:00〜

18:00、土曜。10:30〜18:00。定休日：日曜・火曜・木曜・

金曜・祝日。駐車場なし。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】toyohashi@wlpm.or.jp

ライフセンター名古屋書店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦3-17-24 鬼頭ビ

ル2Ｆ　Tel.052-961-4846 Fax.052-955-0851　◇地下鉄栄

駅1番出口から徒歩1分　◇店長／本多 崇

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】nagoya@wlpm.or.jp

　幼稚園・保育園・学童

あけの星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)名古屋カトリック学園］〒458-

0013　愛知県名古屋市緑区ほら貝1-52　Tel.052-877-

1234 Fax.052-877-1276　◇桜通線野並駅から車10分

一宮聖光幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖公学園］〒491-0867　愛知県一宮市古

金町1-40　Tel.0586-24-4028 Fax.0586-24-8875　◇創立

／1930年　◇園長／渋澤 一郎

【E-Mail】yochien@ci.mbn.or.jp

内田橋聖アントニオ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒456-0034　愛知県名古屋市熱田区

伝馬2-28-14　Tel.052-671-8338

永信保育園
［保育園］　［(福)永信会］〒450-0002　愛知県名古屋市中

村区名駅2-39-11　Tel.052-571-0924 Fax.052-571-0921　

◇JR名古屋駅から徒歩7分　◇創立／1973年　◇園長／

趙 尚浩

堅磐信誠幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団熱田教会］〒456-0025　愛

知県名古屋市熱田区玉の井町9-28　Tel&Fax.052-681-

4057　◇JR熱田駅から徒歩5分　◇創立／1897年　◇設

置者／小林 光、園長／伊藤 みどり　◇特色／見つけ、さ

わり、考え、協力し、遊びの中で大切なものを学んでゆき

たい。あなたも私も、大切な一人として。

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~kakiwa55/

【E-Mail】kakiwa8@beach.ocn.ne.jp

春日マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒486-0839　愛知県春日井市六軒屋

町西3-9-6　Tel.0568-81-5764

暁星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)名古屋カトリック学園］〒448-

0842　愛知県刈谷市東陽町4-37　Tel.0566-21-1850 Fax. 

0566-27-8133　◇JR刈谷駅から徒歩10分　◇創立／1961

年　◇園長／柴田 雅子　◇特色／キリスト教的世界観、

人間観に基づき、適切な環境とカトリック的な雰囲気の中

で心身と情操の健全な発達を促す。

【E-Mail】gyosei@kg@sand.ocn.ne.jp

金城学院幼稚園
［幼稚園］　［(学)金城学院］〒463-0021　愛知県名古屋市

守山区大森2-1724　Tel.052-798-0053 Fax.052-798-

0168　◇名鉄瀬戸線　大森金城学院前　◇創立／1972

年　◇理事長／野村 秋博

【HP】http://www.kinjo-u.ac.jp/kindergarten/

こひつじ保育園
［保育園］　［（福）聖育会］〒446-0066　愛知県安城市池

浦町丸田12-3　Tel.0566-76-8262 Fax.0566-76-0340　◇

布目 孟、布目 カヨ子

小牧幼稚園
［幼稚園］　［(学)つくし学園］〒485-0029　愛知県小牧市

中央2-200　Tel.0568-76-2736 Fax.0568-71-3844　◇名鉄

小牧駅から徒歩3分　◇創立／1929年　◇園長／秋重 

召　◇特色／教育目標「神を敬い、人を愛し、平和を造

り出す子どもを」

【HP】http://www.netcom-net.com/komakiyouchien/
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挙母ルーテル幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛知ルーテル学院］〒471-0029　愛知県

豊田市桜町1-79　Tel.0565-32-1764 Fax.0565-32-5072　

◇名鉄豊田市駅から徒歩6分　◇創立／1953年　◇園長

／梅村 隆二

サンタ・マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒491-0051　愛知県一宮市今伊勢町

馬寄桑屋敷34-2　Tel.0586-71-1331

シャローム保育園
［保育園］　［(福)天成園］〒468-0026　愛知県名古屋市天

白区土原2-209　Tel.052-803-0200 Fax.052-804-4050　◇

名鉄豊田線原駅駅からバス「松和花壇」停、徒歩5分　◇

創立／1978年　◇園長／渡辺 さゆり

ジョイクラブ
［幼児、学童］　［(宗)名古屋めぐみ教会］〒455-0843　愛

知県名古屋市港区錦町19-11　Tel.052-381-9891 Fax.052-

381-9933　◇あおなみ線「稲永駅」から徒歩15分　◇創

立／1998年　◇牧師／石川 正、牧師夫人／石川 真知

子　◇特色／毎週水曜日10時〜14時おやこひろば子育て

中のお母さんを応援します。一時預かり保育等気軽にご

相談ください。

新生保育園
［保育園・障害児保育］　［（福）名古屋新生福祉会］〒

451-0065　愛知県名古屋市西区天神山町3-7　Tel.052-

522-7608 Fax.052-524-3972　◇バス「押切」停、徒歩5

分　◇創立／1948年　◇園長／林 小夜子　◇特色／キ

リスト教精神に基づく保育活動を通して「愛に満ち、創造

する保育園」を目指す。

【HP】http://www4.plala.or.jp/shinseihoikuen/

【E-Mail】sinsei.hoikuen@sepia.plala.or.jp

聖カタリナ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒444-0871　愛知県岡崎市大西町奥

長入52　Tel.0564-51-7127 Fax.0564-58-9535

聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒464-0812　愛知県名古屋市千種区

園山町1-59　Tel.052-781-1696

世真留愛敬幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団世真留教会］〒478-0036　

愛知県知多市新舞子字竜50-1　Tel&Fax.0569-42-0958　

◇名鉄常滑線新舞子駅から徒歩6分　◇園長／川崎 美穂子

【HP】http://www.aichishiyo.or.jp/en/chita/semaruaikei/

知立キリスト教会附属ハレルヤ愛児園［ハレ

ルヤ愛児園］

［幼児園類似施設］　［日本同盟基督教団］〒472-0007　愛

知県知立市牛田町尼子田8-4　Tel&Fax.0566-82-6194　

◇名鉄牛田駅から徒歩7分　◇創立／2000年　◇園長／

原田 和典、主任／原田 朗子、担任／宮川 さやか　◇特

色／聖書を土台に少人数モンテッソーリー教育。良い環境。

毎日の礼拝と日曜登園。母子教室プレからの一貫教育。

【HP】http://chiryuaijien.hp.infoseek.co.jp

【E-Mail】hllj_aijien@yahoo.co.jp

つぼみ会
〒465-0097　愛知県名古屋市名東区平和が丘4-294　Tel. 

052-771-7357　◇岩崎暁子

豊田聖霊幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖霊会］〒471-0844　愛知県

豊田市聖心町4-10-6　Tel.0565-28-2178 Fax.0565-24-

8798　◇名鉄三河線土橋駅から15分　◇園長／児玉 昌子

豊橋旭幼稚園
［幼稚園］　［(学)向山学園］〒440-0864　愛知県豊橋市向

山町字七面89-2　Tel.0532-53-7765 Fax.0532-53-7462　

◇渥美線柳生橋駅から徒歩8分　◇創立／1907年　◇理

事長／山本 昭夫、園長／富川 修子

【HP】http://www.toyohashiasahi.ed.jp

豊橋ホサナキリスト教会付属愛児舎［愛児舎］

［幼児］　［(宗)日本同盟基督教団豊橋ホサナキリスト教会］

〒440-0052　愛知県豊橋市住吉町160　Tel.0532-63-6247 

Fax.0532-63-3970［連絡先：Tel.0532-61-8984］　◇路面電

車「東田坂上」停、徒歩5分　◇創立／1966年　◇園長・

主任牧師／林 明信、牧師／加藤 一也、伝道師／林 明菜、

教師／阿部 真和、保育士／岩月 美穂、保育士／佐々木 

恵　◇特色／心の教育。神の愛と訓育に基づく教育。少人

数制、縦割り保育。自由遊びを重視し、創造性を育みます。

【HP】http://www.thcc.jp/

【E-Mail】hosanna@thcc.jp

長浦聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒478-0042　愛知県知多市長浦

3-29　Tel.0562-55-2126

名古屋教会幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団名古屋教会］〒460-0002　

愛知県名古屋市中区丸の内3-4-5　Tel.052-962-4955　◇

福嶌英子

名古屋教会留守家庭児童育成会 はこぶね
［幼児・学童］〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内

3-4-5　Tel.052-962-4955　◇中川恵美子

ナザレ保育園
［保育園］　［(福)こひつじ会］〒460-0012　愛知県名古屋

市中区千代田5-15-2　Tel.052-241-6590 Fax.052-241-

6602　◇JR鶴舞駅名大病院口から徒歩3分　◇創立／

1954年　◇理事長・園長／久米 淑子

日進ベタニヤ幼稚園
［幼稚園］　［(学)ベタニヤ学園］〒470-0131　愛知県日進

市岩崎町石兼37　Tel.0561-73-5323 Fax.0561-73-9040　

◇地下鉄星ヶ丘駅から車15分　◇創立／1981年　◇理事

長／マグヌソン・マーク

【HP】http://church.ne.jp/bethany/kid/

のぞみ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒454-0033　愛知県名古屋市中川区

五女子1-5-5　Tel.052-361-0322

野並のぞみ園
［幼児教育］　［バプ同盟・野並キリスト教会］〒468-
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0045　愛知県名古屋市天白区野並4-49　Tel.052-895-

3200　◇園長／天野 亨

【HP】http://homepage3.nifty.com/nozomien/

【E-Mail】Nonami.Nozomien@nifty.com

光の園
［無認可保育所］　［単立・蒲郡バプテスト教会］〒443-

0002　愛知県蒲郡市清田町小栗見1-99　Tel.0533-68-

6259 Fax.0533-67-7046　◇JR蒲郡駅北口から車10分　◇

創立／1971年　◇園長／浅田 朗、名誉園長／ローランド・

Ａ・シメオンソン　◇特色／神様が与えられた人格と個

性を大切にしつつ賛美や聖書を中心とした礼拝、英語や

音楽・運動により心を育む。

【HP】http://hikarinosono.kyokai.info

【E-Mail】gracea@love.christ.ne.jp

ひよこ教室
［自由保育］　［日本キリスト教団　名古屋桜山教会］〒

466-0044　愛知県名古屋市昭和区桜山町1-12　Tel.052-

851-1398 Fax.052-842-2531　◇地下鉄御器所駅から徒歩

5分　◇創立／1985年　◇特色／育児に疲れたおかあさ

んや元気いっぱいの子ども達に、楽しくほっとできる場を

提供したいと願っています。

枇杷島幼稚園
［幼稚園］　［(学)枇杷島キリスト教学園］〒451-0053　愛

知県名古屋市西区枇杷島4-8-2　Tel.052-531-4131 Fax. 

052-531-4134　◇名鉄東枇杷島駅からバス「白菊町」

停　◇園長／坂野 加代子

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~biwajima/

マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)マリア学園］〒489-0983　愛

知県瀬戸市苗場町8　Tel.0561-82-9749 Fax.0561-82-

9435　◇名鉄瀬戸線新瀬戸駅から徒歩5分　◇創立／

1968年　◇理事長・園長／櫻本 好美　◇特色／子どもた

ち一人ひとりを愛情込めて抱きしめる教育と共に生きるた

めに必要な心の教育に力を入れています。

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~maria-y/index.htm

聖心幼稚園
［カトリック幼稚園］〒462-0847　愛知県名古屋市北区金

城1-1-57　Tel.052-981-8816

聖園マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒444-0864　愛知県岡崎市明大寺町

向山2-120　Tel.0564-51-4046

美園幼稚園
［幼稚園］〒486-0844　愛知県春日井市鳥居松町7-41-1　

Tel.0568-81-4455　◇JR春日井駅から徒歩13分　◇園長

／鈴木 豊子

みそのラファエル幼稚園
［カトリック幼稚園］〒458-0801　愛知県名古屋市緑区鳴

海町乙子山１　Tel.052-891-0648

明星幼稚園
［幼稚園］　［(学)明星学園］〒461-0002　愛知県名古屋市

東区代官町22-12　Tel&Fax.052-936-2053　◇地下鉄桜

通線車道駅１番出口から徒歩10分　◇創立／1913年　◇

園長／荒川 恒子

【HP】http://academic1.plala.or.jp/myoujyou/

【E-Mail】myoujyou2001@hotmail.com

八事聖霊幼稚園
［カトリック幼稚園］〒466-0825　愛知県名古屋市昭和区

八事本町1　Tel.052-832-0759

雪の聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)名古屋カトリック学園］〒489-

0871　愛知県瀬戸市東長根町91　Tel.0561-82-6409 

Fax.0561-82-6066　◇園長／深田 逸子

柳城幼稚園
［幼稚園］　［(学)柳城学院］〒461-0011　愛知県名古屋市

東区白壁1-31　Tel.052-951-5080 Fax.052-951-5090　◇

創立／1900年　◇園長／小松 伯子

ルーテル幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本福音ルーテル教会］〒464-0850　愛

知県名古屋市千種区今池3-5-19　Tel&Fax.052-731-

4734　◇地下鉄桜通線今池駅9番から徒歩3分　◇創立／

1916年　◇園長／嶋 昭江　◇特色／キリスト教による人

間形成を重んじる・自主性と個性を尊重する・家庭との連

携を大切にする・三位一体保育

【HP】http://www.h2.dion.ne.jp/~l-kinder/

【E-Mail】lutheran_kindergarden@k2.dion.ne.jp

　祈祷院

カナ共同体・祈りの家マナ［祈りの家マナ］

［祈祷院］　［(株)パトモス社］〒444-2608　愛知県豊田市

五反田町栃平39　Tel.0565-67-2895 Fax.0565-67-2888　

◇バス「百年草」停（常時送迎）　◇創立／1995年　◇

牧師／安田 由久、牧師／安田 智子、献身者／大成 徹　

◇特色／バイブル食養、酸素断食を中心に健康にも配慮

した断食祈祷院。最近、未信者の利用が急増。伝道の場

でもある。

【HP】http://www.patomos.co.jp/

【E-Mail】yoshi@patomos.co.jp

三箇の森祈祷院
［祈祷院］　［愛知聖霊教会］〒470-0402　愛知県豊田市三

箇町秋ヶ入3-1　Tel.080-5134-1402　◇リニモ八草駅から

車20分　◇創立／1997年　◇牧師（司祭）／稲原 良英

新古有 祈りの家ヘルモン荘
［祈りの家］〒466-0835　愛知県名古屋市昭和区南山町

3-4 グランドメゾンみなみ山町D-1　Tel&Fax.052-834-

9557　◇地下鉄鶴舞線杁中駅2番口から徒歩7分　◇代表

／松田 一路　◇特色／金曜午後3時祈り会。
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愛 知 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   A i c h i 　

愛西市	 Aisai-shi

津島福音教会［NTM］

〒496-0904　愛西市柚木町西田面196-1　Tel&Fax.0567-

24-8030　◇名鉄津島線日比野駅から徒歩7分　◇渡辺 昭

男　◇礼拝／10:30　◇特色／健全な家庭づくりのため若

いお母さん方を対象に家庭セミナーを行っている。毎朝5

時より早天祈り会を行っている。

名古屋南福音自由教会［福音自由］

〒496-0924　愛西市善太新田町十一下110　Tel.0567-31-

3800 Fax.0567-31-4481　◇近鉄名古屋線富吉駅から徒歩

12分　◇創立／1979年（43人）　◇山田 良輝　◇礼拝／

10:00

あま市	 Ama-shi

名古屋西福音自由教会［福音自由］

〒497-0001　あま市七宝町沖之島間曽64-1　Tel.052-441-

1416　◇名鉄津島線七宝駅から徒歩5分　◇創立／1975

年（49人）　◇服部 真光　◇礼拝／10:00,17:00　◇外国

語／ポルトガル語

【E-Mail】nagoya24@mub.biglobe.ne.jp

安城市	 Anjo-shi

安城教会［日基教団］

〒446-0065　安城市大東町16-2　Tel&Fax.0566-76-

4391　◇JR安城駅　◇創立／1956年（25人）　◇武岡 洋

治　◇礼拝／10:30

安城キリスト教会［ホーリネス］

〒446-0066　安城市池浦町池西69　Tel&Fax.0566-76-

8870　◇JR三河安城駅から徒歩15分　◇創立／1959年

（40人）　◇檀原 久由、檀原 真理子　◇礼拝／10:15　◇

外国語／タガログ語（15:00）　◇特色／祈祷会は水曜日

の朝と木曜の夜にあります。子育てサークルは木曜日。ス

ペイン語集会は土曜夜6時から。

【HP】http://www.katch.ne.jp/~suzuran-3050/

安城中央キリスト教会［同盟基督］

〒446-0034　安城市南町5-18　Tel&Fax.0566-76-4033　

◇名鉄南安城駅から徒歩3分　◇創立／1963年（50人）　

◇吉兼 剛　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書の学び、交わ

り、祈り、賛美を大切にする教会。

【HP】http://www17.plala.or.jp/anjochuo/

今村キリスト教会［同盟基督］

〒446-0001　安城市里町大道畑1-140 石橋団地202　Tel 

&Fax.0566-97-8934　◇名鉄線新安城駅から徒歩20分　

◇創立／1975年（19人）　◇近藤 幸子　◇礼拝／10:30　

◇特色／祈祷会が水曜日午前10時30分からと午後7時30

分から。

グレースコミュニティ国際教会＝安城バプ
テスト教会［在外国教団教派］

〒446-0017　安城市大岡町船人15　Tel.0566-71-3633 

Fax.0566-76-1006　◇バス「唐津」停　◇創立／2000年

（160人）　◇武藤 功史、武藤 エディレーニ、エバニル，

ミツオ　◇礼拝／10:30,15:00,17:30　◇外国語／ポルトガ

ル語　◇いのち／090-6096-8689　◇特色／ブラジル人の

多い礼拝が中心です。

【HP】http://www.cgjp.com/

【E-Mail】prmuto@cgjp.com

西尾インドネシア福音教会［GIII］

〒446-0017　安城市大岡町船人15［連絡先：ブイリマ，

アユブ　〒444-0521　愛知県幡豆郡吉良町上横須賀字池

端48 アーバンアパート101 Tel.050-1498-7599］　◇創立

／2002年（100人）　◇ブイリマ，アユブ　◇礼拝／9:30　

◇外国語／インドネシア語(9:30)　◇特色／インドネシア

語で礼拝しています。

【E-Mail】ayub@giii-japan.org

南安城キリスト教会［単立／独立］

〒446-0033　安城市日の出町2-25　Tel.0566-74-1081　

◇名鉄安城駅から徒歩3分　◇創立／1977年（10人）　◇

大見 節子

一宮市	 Ichinomiya-shi

一宮キリスト教会［同盟福音］

〒491-0037　一宮市貴船2-4-8　Tel&Fax.0586-73-1444　

◇JR尾張一宮駅からバス10分「市民病院前」停、徒歩3

分　◇創立／1967年（35人）　◇岡本 真紀　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝10:30。障害者用トイレ、手すりがあ

ります。絵本の読み聞かせの会を始めました。

【HP】http://ichinomiyacc.web.fc2.com/

【E-Mail】evdqv0yy@wh.commufa.jp

一宮教会［基督兄弟団］

〒491-0862　一宮市緑2-7-10　Tel.0586-73-0382 Fax. 

0586-73-0366　◇JR一宮駅からバス「印田」停、徒歩2分　  

◇創立／1946年（229人）　◇中島 真実、中島 一碩、中

島 待子、石井 努　◇礼拝／10:15　◇外国語／手話　◇

いのち／0586-73-0382
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人）　◇ベルンス，ラインハード、ベルンス，ウリケ　◇

礼拝／10:30　◇特色／家庭的。英語、ドイツ語通訳可能。

子どものプログラム：礼拝と平行。ゴスペルカフェ、ユー

スセンター、など。

【HP】http://www.inazawa-church.com/

【E-Mail】church@inazawa-church.com

稲沢バプテスト教会［バプ宣教団］

〒492-8137　稲沢市国府宮1-15-18　Tel.0587-24-0512 

Fax.0587-23-0279　◇名鉄国府宮駅から徒歩10分　◇創

立／1997年（13人）　◇松浦 茂　◇礼拝／10:00　◇特

色／第2・4土曜日午前に、子供集会をしています。又、小

学生対象の英会話教室もしています。

【E-Mail】MLD46607@nifty.com

クリスチャン　ファミリー［神の家族］

〒492-8218　稲沢市西町1-17-17　Tel.080-3681-1561　◇

奈良崎 克美、奈良崎 勝美

祖父江キリスト教会［同盟福音］

〒495-0033　稲沢市祖父江町四貫字堤外69-2　Tel&Fax. 

0587-97-2833　◇土肥 史郎、土肥 澄子

犬山市 Inuyama-shi

犬山教会［改革派］

〒484-0086　犬山市松本町2-45　Tel&Fax.0568-61-

3324　◇名鉄犬山線犬山駅から徒歩5分　◇創立／1948

年（54人）　◇井上 二郎　◇礼拝／10:30,15:30　◇テレ

ホン／0568-61-3554

【HP】http://www.mmjp.or.jp/inuyama-church/

【E-Mail】kn4a-tkg@asahi-net.or.jp

犬山キリスト純福音教会［ベタニヤ］

〒484-0094　犬山市塔野地大畔36-37　Tel.0568-61-

4676　◇名鉄広見線富岡前駅　◇杉浦 和子、山田 てる美

犬山グレイス教会［単立／独立］

〒484-0092　犬山市富岡字片洞1072-18　Tel.0568-65-

1577 Fax.0568-61-6904　◇名鉄広見線富岡前駅　◇創立

／1997年（12人）　◇金井 恵史

犬山聖書研究会［無教会］

〒484-0081　犬山市高見町11 松浦病院内　◇合田 初太郎

堺福音教会チャペル犬山［JEC］

〒484-0902　犬山市追分28-1　Tel&Fax.0568-69-0548　

◇名鉄上飯田線楽田駅　◇我喜屋 明、吉田 昭子　◇礼

拝／10:30

【E-Mail】inuyama@jec-net.org

全日本ローア福音教会［NTM］

〒484-0081　犬山市大字犬山字妙覚1-1　Tel.0568-62-

8017 Fax.0568-61-1536　◇名鉄犬山駅から徒歩15分　◇

創立／1974年　◇牧野 正己、牧野 礼子　◇外国語／手

話

フロントライン犬山キリスト教会［単立／独立］

〒484-0094　犬山市塔野地南ノ切119の1　Tel.0568-65-

【E-Mail】christ@d1.dion.ne.jp

一宮聖光教会［聖公会］

〒491-0867　一宮市古金町1-41　Tel&Fax.0586-24-

3666　◇JR尾張一宮駅から東へ1.5ｋｍ　◇創立／1891

年（83人）　◇伊藤 幸雄　◇礼拝／7:00,10:30

一宮伝道所［KCCJ］

〒493-8001　一宮市北方町北方宮浦44-1　Tel.0586-86-

9355　◇洪 領晃　◇外国語／韓国語

一宮福音教会［JECA］

〒491-0842　一宮市公園通3-15　Tel&Fax.0586-72-

5118　◇名鉄新一宮駅から徒歩5分　◇創立／1958年（57

人）　◇山路 弘幸　◇礼拝／10:30,19:15

尾張一宮教会［日基教団］

〒491-0905　一宮市平和1-5-4　Tel&Fax.0586-45-8297　

◇JR尾張一宮駅から徒歩7分　◇創立／1953年（63人）　

◇矢部 節　◇礼拝／10:30　◇特色／神にのみ栄光を帰

す教会。

木曽川キリスト教会［同盟福音］

〒493-0001　一宮市木曽川町黒田東針口82　Tel&Fax. 

0586-86-4708　◇JR木曽川駅から徒歩2分　◇創立／

1957年（33人）　◇大橋 修一　◇礼拝／10:30　◇特色／

聖書の学びと祈り会、毎週水曜午後7時30分から。木曜集

会（聖書の学びと交わり）毎週木曜午前10時30分から。

クリスチャン親和会［単立／独立］

〒491-0905　一宮市平和1-9-22　Tel.0586-45-0339 Fax. 

050-1449-0339　◇JR尾張一宮駅から徒歩5分　◇創立／

2000年（30人）　◇上石 真也　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/shinwakai24/

尾西キリスト教会［同盟福音］

〒494-0003　一宮市三条字墓北56　Tel&Fax.0586-62-

1462　◇バス「尾西市役所前」停、徒歩1分　◇創立／

1957年（35人）　◇浅野 康　◇礼拝／10:30　◇特色／水

木・聖書研究会、土・子ども英会話や兄弟会、第三日・

女性の集いあり。家庭的な雰囲気の教会です！

【HP】http://www.logosjp.com/dmf/

【E-Mail】yasushibisai@ybb.ne.jp

稲沢市 Inazawa-shi

稲沢キリスト教会［同盟福音］

〒492-8181　稲沢市日下部北町1-98-1　Tel.0587-23-0722 

Fax.0587-24-7161　◇JR清洲駅　◇創立／1985年（34
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アットホームで日本語・ハングル自由な賛美の礼拝です。

【E-Mail】makariosmanna@yahoo.co.jp

岡崎教会［KCCJ］

〒444-0071　岡崎市稲熊町字後田14-8　Tel&Fax.0564-

22-7025　◇名鉄東岡崎駅から車10分　◇創立／1936年

（105人）　◇朴 恩聖　◇礼拝／10:40,14:00　◇外国語／

韓国語　◇特色／いつも通訳あり。火曜聖書勉強会10時

半。水曜礼拝10時半。執り成し祈り会10時半。朝祈祷会

午前6時から。韓国語教室あり。　

【HP】http://okazakichurch.com

【E-Mail】okazakiparkes@yahoo.co.jp

岡崎教会［福音ルーテル］

〒444-0038　岡崎市伝馬通4-54　Tel&Fax.0564-21-

7003　◇名鉄東岡崎駅から徒歩13分　◇創立／1952年

（40人）　◇中村 朝美　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日

午前10時祈り会、午後7時、聖書を読む会。金曜日午後7時、

主日の日課を読む会。

【HP】http://okazakikyoukai.blog20.fc2.com/

岡崎教会［日基教団］

〒444-0047　岡崎市八幡町1-36　Tel&Fax.0564-21-

7359　◇名鉄名古屋本線東岡崎駅からバス7分（徒歩15

分）　◇創立／1879年（119人）　◇柳本 秀良　◇礼拝／

10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/okazaki-church/

岡崎キリスト教会［同盟福音］

〒444-0840　岡崎市戸崎町越舞26-3　Tel&Fax.0564-54-

7610　◇バス「東戸崎」停、徒歩2分　◇創立／1988年（48

人）　◇小森 文雄、小森 久美代　◇礼拝／10:30　◇特

色／水曜日午後7時30分と木曜日午前10時30分から｢聖書

学び会｣。

【HP】http://homepage1.nifty.com/look/

【E-Mail】komori230jp@yahoo.co.jp

岡崎神召教会［アッセンブリー］

〒444-0834　岡崎市柱町東荒子74　Tel&Fax.0564-52-

3727　◇JR岡崎駅から徒歩12分　◇創立／1962年（25

人）　◇佐野 敏和、佐野 徳子　◇礼拝／10:30,14:30　◇

外国語／ポルトガル語

岡崎聖書バプテスト教会［JBBF］

〒444-0918　岡崎市日名中町12-7　Tel&Fax.0564-26- 

1432 Tel.0564-25-8321　◇愛知環状鉄道北岡崎駅から徒

歩3分　◇創立／1994年（28人）　◇上田 晃、岩尾 章、

中川 克巳、上田 欣子　◇礼拝／11:00,14:00　◇外国語

／英語、手話　◇特色／日曜午前10時日曜学校（幼稚科

〜成人科）。日曜礼拝午前11時と午後2時。木曜日午後7時

30分祈祷会。

岡崎伝道所［日キ教会］

〒444-0864　岡崎市明大寺町銭堤8-14　Tel&Fax.0564-

51-4132　◇創立／1983年　◇平岡 昌子

岡崎茨坪伝道所［日基教団］

〒444-0077　岡崎市井田町茨坪34-320 森山方　Tel& 

Fax.0564-23-3882　◇名鉄名古屋本線東岡崎駅からバス

20分、徒歩5分　◇創立／1981年（25人）　◇三好 鐵

3032　◇名鉄犬山線富岡駅から徒歩15分　◇創立／1987

年（50人）　◇長谷川 真実、長谷川 美津子　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語、ポルトガル語、タガログ語　◇

特色／土曜日午後8時から聖書研究。第3土曜のみコンサ

ート。

岩倉市 Iwakura-shi

岩倉キリスト教会［同盟福音］

〒482-0026　岩倉市大地町東小柳4　Tel&Fax.0587-66-

0392　◇名鉄犬山線岩倉駅から徒歩10分　◇創立／1971

年（67人）　◇渡辺 睦夫、渡辺 多恵子　◇礼拝／10:30　

◇特色／「弟子となり、弟子として成長し、弟子とする」

教会を目ざしています。スモールグループ、英語通訳があ

ります。

【HP】http://iwakura.church.jp/

【E-Mail】wordanspirit@nifty.com

大府市 Oobu-shi

大府キリスト教会［単立／独立］

〒474-0022　大府市若草町3-37　Tel.0562-46-2191 Fax. 

0562-46-7682　◇JR大府駅から徒歩7分　◇創立／1984

年　◇田村 博人

神の家キリスト教会［単立／独立］

〒474-0027　大府市追分町1-212　Tel&Fax.0562-44-

5504　◇JR共和駅から徒歩10分［連絡先：上野 定雄　〒

474-0023　愛知県大府市大東町1-160 Tel.0562-47-

8344］　◇創立／1974年（70人）　◇上野 定雄、上野 哲代、

柿本 満、柿本 ひかる、村岡 はるみ　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.kaminoie.jp

希望キリスト教会［JECA］

〒474-0073　大府市東新町2-55-1　Tel&Fax.0562-47-

9072　◇JR共和駅から徒歩15分　◇創立／1972年（28

人）　◇三村 光、中島 祺宣、三村 道子　◇礼拝／10:30　

◇特色／みことばに感動し、みことばに従う教会でありた

いと願っています！ 聖書のすばらしさをご一緒に味わいま

しょう。

岡崎市 Okazaki-shi

愛宕山教会［同盟基督］

〒444-0075　岡崎市伊賀町地蔵ヶ入12-3　Tel&Fax. 

0564-21-6458　◇名鉄東岡崎駅からバス10分　◇創立／

1951年（55人）　◇武安 宏樹　◇礼拝／10:30　◇特色／

水曜日午前10時30分、婦人祈祷会。水曜日午後7時30分、

聖書と祈り会。

【HP】http://church.jp/atagoyama/

【E-Mail】fatagoyama@yahoo.co.jp

いちじくキリスト教会［福音教団］

〒444-0943　岡崎市矢作町字神居5-2-4　Tel&Fax.0564-

32-3326　◇名鉄名古屋本線矢作駅から徒歩3分　◇創立

／1998年（15人）　◇柴田 京子　◇礼拝／10:30　◇特

色／或る男性の出席がきっかけで、男女ほぼ同人数になり
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年（38人）　◇鈴木 和憲、鈴木 竜生、鈴木 雅子、鈴木 

初音　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜礼拝（10:00,19:30）

みことばを大切にし、賛美の大好きな教会です。力と平安

と喜びにあふれる教会です。

【HP】http://web.mac.com/jc.rockchurch/iweb/

【E-Mail】rockchurch@w6.dion.ne.jp

尾張旭教会［改革派］

〒488-0801　尾張旭市東大道町原田2672-333　Tel&Fax. 

0561-54-9033　◇名鉄瀬戸線尾張旭駅から徒歩5分　◇

創立／1980年（50人）　◇大西 敏雄　◇礼拝／10:30　

◇テレホン／0561-54-9042　◇特色／改革派信仰に基づ

き御言葉を忠実に語り、御言葉に生かされて歩む教会です。

【E-Mail】rcj21owari@yahoo.co.jp

尾張旭福音自由教会［福音自由］

〒488-0853　尾張旭市旭前町広久手4829-4　Tel&Fax. 

0561-52-1941　◇名鉄瀬戸線旭前駅から徒歩3分　◇創立

／1987年（26人）　◇野口 恭一　◇礼拝／10:00　◇特

色／温かく家庭的な教会です。ぜひお立寄り下さい。

【HP】http://homepage2.nifty.com/owariasahiefc/

東名古屋キリスト教会＝パークサイド･チャ
ペル［単立／独立］

〒488-0008　尾張旭市柏井町弥栄229　Tel&Fax.0561-

54-8853　◇名鉄瀬戸線三郷駅から徒歩15分　◇創立／

2001年（60人）　◇小池 富雄、小池 牧雄、ヒューズ，マ

ット　◇礼拝／11:00　◇外国語／英語　◇特色／赤ちゃ

んから若者、ご年配の方まで、様々な人々が集う教会です。

詳細はホームページで。

【HP】http://www.parksidechapel.net/

【E-Mail】parksidechapel@ybb.ne.jp

春日井市 Kasugai-shi

愛知福音キリスト教会＝AGCC［単立／独立］

〒486-0927　春日井市柏井町7-2-6　Tel&Fax.0568-29- 

8539 Tel.090-3955-7955　◇JR勝川駅から徒歩15分　◇

創立／2008年　◇三浦 茂、川口 一彦　◇礼拝／10:30　

◇特色／主にある温かい交わりです。主日礼拝（日）、家

庭集会（木）はともに10時半〜12時。絵と書の教室開催。

春日井栄光キリスト教会［COG］

〒480-0305　春日井市坂下町5-1215-480　Tel&Fax.0568-

88-0341　◇JR高蔵寺駅からバス「坂下5丁目」停、徒歩3

分　◇創立／1989年（24人）　◇関 昌宏、関 なおみ　◇

礼拝／10:30　◇特色／心からの礼拝をささげ、あたたか

い交わりのある教会を目指しています。小さな子を持つ親

の会もあります。

雄　◇礼拝／10:30

【HP】http://fusekimoto.web.fc2.com/baratubo/

岡崎ブラジルキリスト教会［在外国教団教派］

〒444-0843　岡崎市江口3-7-9　Tel&Fax.0564-55-

3349　◇JR岡崎駅　◇シルバ，ダ　◇礼拝／17:00　◇

外国語／ポルトガル語のみ

【HP】http://www.logosjp.com/dmf/brasil.html

【E-Mail】igrejajp@hotmail.com

岡崎南キリスト教会［ホーリネス］

〒444-0823　岡崎市上地3-49-2　Tel&Fax.0564-71-

1322　◇JR岡崎駅から徒歩25分　◇創立／1997年（29

人）　◇小林 光生、小林 和子、遠藤 京子　◇礼拝／

10:00

【HP】http://www.jhc.or.jp/okazaki/

岡崎恵みキリスト教会［単立／独立］

〒444-0878　岡崎市竜美東3-7-1　Tel.0564-53-4578　◇

名鉄名古屋本線男川駅から徒歩3分　◇山本 啓之　◇礼

拝／10:45,18:00

【HP】http://www.geocities.jp/church_in_okazaki/

グレイス・チャペル［単立／独立］

〒444-2122　岡崎市鴨田本町8-23　Tel.0564-28-3803 

Fax.0564-22-5943　◇バス「大樹寺」停、徒歩3分　◇創

立／1994年（7人）　◇磯村 修司　◇礼拝／10:30　◇テ

レホン／0564-26-0555　◇特色／ 牧師と行政書士兼務。

相続・遺言等、教会及び信者のための各種法務サポート

を新伝道分野として支援します。

【E-Mail】grace@sinfonia.or.jp

矢作キリスト教会［同盟基督］

〒444-0902　岡崎市舳越町字神道40　Tel&Fax.0564-31-

4270　◇名鉄名古屋本線矢作橋駅から徒歩25分　◇創立

／1957年（39人）　◇神尾 鋼行　◇礼拝／10:30

【HP】http://yahagi.church.jp/

【E-Mail】k-kamio@m2.catvmics.ne.jp

尾張旭市 Owariasahi-shi

愛知泉キリスト教会［同盟基督］

〒488-0876　尾張旭市平子ヶ丘町2-7-4　Tel.0561-52-

7747 Fax.0561-52-7746　◇名鉄瀬戸線印場駅から徒歩20

分　◇創立／1969年（75人）　◇坂本 誠、坂本 美恵子　

◇礼拝／10:30　◇特色／聖書にもとづいた説教と聖礼典

を重んじます。乳幼児が多くいて、にぎやかです。祈祷会

は木曜日の朝と夕。

愛知聖ルカ教会［聖公会］

〒488-0801　尾張旭市東大道町原田68　Tel.0561-53-8937 

Fax.0561-52-7657　◇名鉄瀬戸線尾張旭駅から徒歩3分　

◇創立／1995年（50人）　◇野村 潔　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nskk.org/chubu/alc/

【E-Mail】alc.chubu@nskk.org

イエスキリスト・ロックチャーチ［単立／独立］

〒488-0024　尾張旭市井田町2-72　Tel&Fax.0561-55-

3212　◇名鉄瀬戸線三郷駅から徒歩10分　◇創立／2002
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高蔵寺教会［福音ルーテル］

〒487-0033　春日井市岩成台10-3-5　Tel.0568-91-2025 

Fax.0568-91-0244　◇土井 洋

高蔵寺ニュータウン教会［日基教団］

〒487-0032　春日井市高森台1-11-11　Tel&Fax.0568-91-

1569　◇JR高蔵寺駅からバス「高森台」停　◇創立／

1968年（92人）　◇中山 実　◇礼拝／10:30

主イエス恵愛教会＝マカリオスチャペル
［NTM］

〒486-0841　春日井市南下原町98　Tel&Fax.0568-85-

9632　◇JR春日井駅からバス15分「市民病院｣停、徒歩2

分　◇創立／1991年（25人）　◇高橋 務、高橋 幸子、高

橋 満　◇特色／英語・中国語・手話通訳可。英会話教室

あり。バリアフリー。地域と家族ぐるみの教会を目指す命

溢れる教会。

【E-Mail】keiaichurch@ybb.ne.jp

神明キリスト教会［単立／独立］

〒487-0021　春日井市東神明町486-2　Tel.0568-51-

0850　◇バス「東神明」停、徒歩3分　◇創立／1977年（7

人）　◇福田 義男　◇礼拝／10:30

スプリング・オブ・ライフ・クライスト・チ
ャーチ＝いのちの泉キリスト教会［単立／独立］

〒480-0305　春日井市坂下町5-1215-741　Tel.0568-88-

1353 Fax.0572-23-4109　◇JR高蔵寺駅からバス「坂下5

丁目」停、徒歩2分　◇創立／2005年（40人）　◇村田 

雅春　◇礼拝／10:30　◇特色／東京都中央区、高槻市、

福岡市、北九州市門司区にDVDによる礼拝を行っている

教会があります。

【HP】http://www.faith-of-god.com/

【E-Mail】pastormm@ob2.aitai.ne.jp

Baptist春日井恵みキリスト教会［JBBF］

〒486-0849　春日井市八田町8-8-22　Tel&Fax.0568-84-

4505　◇JR春日井駅からバス10分「春日井農協前」停、

徒歩1分［連絡先：長谷川 幹伸　〒486-0806　愛知県春

日井市大手田酉町2-4-13 Tel.0568-81-7400］　◇創立／

1975年　◇長谷川 幹伸、遠藤 ヒロミ、長谷川 満徳、長

谷川 恵従、長谷川 献一　◇礼拝／10:30,17:30　◇特色

／毎週更新されているホームページを是非ご覧下さい。

（教会名で検索）バイブルランド構想と創造博物館建設構

想。

【HP】http://www.mc.ccnw.ne.jp/baptist.k.g.c.c/

【E-Mail】baptist.k.g.c.c@mc.ccnw.ne.jp

ホサナ・キリスト教会［単立／独立］

〒487-0033　春日井市岩成台1-15-7　Tel&Fax.0568-92-

【E-Mail】BZC04231@nifty.ne.jp

春日井教会［改革派］

〒486-0927　春日井市柏井町1-22-1　Tel.0568-31-4403 

Fax.0568-34-9403　◇JR勝川駅から徒歩5分　◇創立／

1952年（169人）　◇村手 淳　◇礼拝／10:15,19:30　◇特

色／水曜日朝10時と夕7時30分、祈祷会。地区集会を4ヶ

所で定期的に行っております。詳細はお問い合わせくださ

い。

春日井教会［日基教団］

〒486-0825　春日井市中央通2-73　Tel&Fax.0568-84-

5582　◇JR春日井駅　◇創立／1963年（36人）　◇河野 

言使

春日井神領キリスト教会［バプ宣教団］

〒487-0025　春日井市出川町6-3-6　Tel&Fax.0568-52-

3836　◇JR神領駅から徒歩15分［連絡先：稲沢バプテス

ト教会　〒492-8137　愛知県稲沢市国府宮1-15-18 

Tel.0587-24-0512］　◇創立／1994年（17人）　◇松浦 

茂　◇礼拝／10:15

春日井聖書教会［JECA］

〒486-0812　春日井市大泉寺町292-490　Tel&Fax.0568-

85-8314　◇JR春日井駅からバス20分［連絡先：沢口 周

一　〒486-0811　愛知県春日井市東山町5-8-24 Tel.0568-

56-9030］　◇創立／1996年（50人）　◇沢口 周一、早川 

恵三　◇礼拝／9:30　◇外国語／手話、英語、韓国語　

◇特色／小学生やユースの賛美チームがあり、メンズクワ

イアも礼拝奉仕しています。特にゴスペルクワイヤーが盛

んです。

【HP】http://church.ne.jp/kbc/

【E-Mail】scyhd324@ybb.ne.jp

春日井福音キリスト教会［JECA］

〒486-0903　春日井市前並町1-4-25　Tel.0568-32-0966 

Fax.0568-32-0963　◇名鉄小牧線春日井駅から徒歩15

分　◇創立／1970年　◇梶 典之（信徒）、安藤 秀世　◇

礼拝／10:30　◇特色／礼拝は日本語・ポルトガル語合同

です。日本語説教はポルトガル語に、ポルトガル語説教

は日本語に同時通訳あり。

【HP】http://www.kasugaifukuin.com/

春日井福音自由教会［福音自由］

〒487-0035　春日井市藤山台9-1-11　Tel.0568-92-8055 

Fax.0568-92-6508　◇JR高蔵寺駅からバス「高森台西」停、

徒歩5分　◇創立／1973年（37人）　◇中村 守　◇礼拝

／10:00　◇特色／礼拝は聖書の連続講解説教を中心に行

っています。障害者設備にエレベータ、スロープほか有り。

【HP】http://www4.plala.or.jp/kefc/

【E-Mail】ksgefc@re.cmmufa.jp

高蔵寺教会［改革派］

〒487-0013　春日井市高蔵寺町3-5-2　Tel.0568-51-0011 

Fax.0568-51-7411　◇JR高蔵寺駅から徒歩1分　◇創立／

1989年（35人）　◇望月 信　◇礼拝／9:00,10:15,19:30　

◇特色／歴史的改革派信仰を継承する教会です。主日朝・

夕の礼拝、子ども礼拝のほか、聖書の学び会などがありま

す。

【E-Mail】kozoji@rcj-net.org

http://www.faith-of-god.com/
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刈谷キリスト教会［アドベント］

〒448-0806　刈谷市松栄町2-5-2　Tel&Fax.0566-23-

7948　◇JR野田新町駅から徒歩5分　◇創立／1974年（21

人）　◇藤永 康、藤永 芳美　◇礼拝／10:30

刈谷キリスト公同教会［キリスト公同］

〒448-0845　刈谷市銀座2-41　Tel.0566-21-4263　◇名

鉄三河線刈谷市駅から徒歩15分　◇創立／1953年（43

人）　◇柴川 秀夫、柴川 理一郎　◇礼拝／10:15

【E-Mail】kariya.c.c.c@fancy.ocn.ne.jp

刈谷福音キリスト教会［単立／独立］

〒448-0011　刈谷市築地町4-3-3　Tel&Fax.0566-22-

6156　◇名鉄一ツ木駅から徒歩15分　◇創立／1980年（9

人）　◇前澤 源次、前澤 美恵子　◇礼拝／11:00

希望キリスト教会刈谷伝道所［JECA］

〒448-0801　刈谷市板倉町1-14-5 サンシャイン板倉

402　Tel&Fax.0566-24-3730　◇JR東刈谷駅北口から徒

歩4分　◇創立／2000年（7人）　◇中島 祺宣　◇礼拝／

10:30　◇特色／木曜（祝日休）19:30聖書入門クラスと祈

祷会。日曜礼拝後の昼食、それに続くディボーションはと

ても楽しい交わりです。

【HP】http://socj.org/kariya/

【E-Mail】nakashima@socj.org

北名古屋市 Kitanagoya-shi

北名古屋キリスト教会［同盟福音］

〒481-0004　北名古屋市鹿田字栄231-4　Tel.0568-23-

0803 Fax.0568-23-0861　◇名鉄西春駅から徒歩5分　◇

創立／1975年（34人）　◇井上 正彦　◇礼拝／10:30

西春日井フィリピン人クリスチャンフェロー
シップ＝FNCF［単立／独立］

〒481-0006　北名古屋市熊之庄字堤下154　Tel&Fax. 

052-625-2248　◇名鉄犬山線徳重駅から徒歩20分　◇創

立／2002年（34人）　◇大岡 潤、ルイシト，ディアス、

テリンド，エラン、ナジャ，デロス・レイエス、ベンジャ

ミン，ナション、ラバピエ，マーク、ラバピエ，エフラン・

ジュニア　◇礼拝／15:00　◇外国語／タガログ語、英語、

セブアノ語

【E-Mail】jun@tokaidoken.com

清須市 Kiyosu-shi

愛隣教会［KCCJ］

〒452-0037　清須市枇杷島駅前東1-1-5　Tel&Fax.052-

502-8180　◇JR枇杷島駅東口から徒歩2分　◇創立／

2004年（14人）　◇趙 尚浩　◇礼拝／11:00　◇特色／地

域に奉仕する教会−礼拝は日本語で行われています。愛

神愛隣の精神でひとりの魂を大切にする教会です。

【E-Mail】cross-road-cho@kf7.so-net.ne.jp

4576　◇JR高蔵寺駅北口から徒歩10分　◇創立／1995年

（40人）　◇高島 顕、山口 亜希子　◇礼拝／10:40　◇特

色／ステンドグラスと漆喰の美しい伝道所アトリエ ホサ

ナで美術を中心とした伝道活動をしています。教会学校

は日曜9時から。

【E-Mail】church@j-hosanna.org

桃山教会［日基教団］

〒486-0802　春日井市桃山町1-28-1　Tel&Fax.0568-81-

3620　◇名鉄小牧線間内駅　◇創立／1955年（45人）　

◇田中 孝博、田中 ケイ子　◇礼拝／10:15

蒲郡市 Gamagori-shi

蒲郡キリスト教会［ホーリネス］

〒443-0055　蒲郡市八百富町1-12　Tel&Fax.0533-69-

1911　◇JR蒲郡駅北口から徒歩8分　◇創立／1956年（89

人）　◇小林 光生、小林 和子　◇礼拝／10:10　◇テレ

ホン／0533-69-9674　◇特色／親子で礼拝できます。朝

10時10分より。

【HP】http://www.jhc.or.jp/gamagori/

【E-Mail】kobamitu@js4.so-net.ne.jp

蒲郡バプテスト教会［単立／独立］

〒443-0002　蒲郡市清田町小栗見1-99　Tel.0533-68-

6259 Fax.0533-67-7046　◇JR蒲郡駅北口から車10分　◇

創立／1960年（50人）　◇浅田 朗、小林 勝彦、シメオン

ソン，Ｒ　◇礼拝／11:00　◇外国語／英語　◇テレホン

／0564-62-0499　◇特色／聖書の学びを中心に、「健全」

と「成長」を目指しつつ保育所や子どもの活動を通して地

域に証ししています。

【HP】http://www17.plala.or.jp/gbc/

【E-Mail】godslove@s3.dion.ne.jp

国際クリスチャンバプテスト教会＝ICBC［単

立／独立］

〒443-0013　蒲郡市大塚町伊賀久保100-2　Tel.0533-59-

8325 Fax.0533-59-8772　◇JR三河三谷駅から徒歩20

分　◇創立／1977年（100人）　◇石原 良人、遠藤 一則、

永吉 雄、村田 信義　◇礼拝／10:30　◇特色／ありのま

まで受け入れられる人間関係を通して天の父の愛が流れ

真の共同体とクリスチャンが育成されている。

【HP】http://www.icbc.net/

【E-Mail】office@icbc.net

刈谷市 Kariya-shi

刈谷教会［福音ルーテル］

〒448-0856　刈谷市寿町4-219　Tel&Fax.0566-21-

7129　◇JR刈谷駅から徒歩10分　◇田中 博二　◇礼拝

／10:30

刈谷教会［日基教団］

〒448-0845　刈谷市銀座6-68　Tel&Fax.0566-21-4506　

◇名鉄三河線刈谷市駅　◇創立／1954年（77人）　◇平

井 克也
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新城市 Shinshiro-shi

新城教会［単立／独立］

〒441-1307　新城市富沢407-1　Tel.0536-22-1044 Fax. 

0536-23-4883　◇JR茶臼山駅　◇創立／1950年（498

人）　◇滝元 順、滝元 明、岡本 信弘、上條 実、滝元 清子、

四元 雅也　◇礼拝／10:30　◇外国語／スペイン語、ポ

ルトガル語

【HP】http://www.shinshiro-church.or.jp/

【E-Mail】mail@shinshiro-church.or.jp

新城第一教会［イエス福音］

〒441-1331　新城市庭野字八名井田2-1　Tel&Fax.0536- 

23-6700 Fax.0536-23-8600　◇JR新城駅から車5分　◇創

立／1951年（112人）　◇坂田 久司　◇礼拝／10:00

瀬戸市 Seto-shi

活けるキリスト瀬戸一麦教会［単立一麦の群］

〒489-0861　瀬戸市八幡台1-120-1　Tel&Fax.0561-84-

4785　◇創立／1989年（21人）　◇伊藤 恵一　◇礼拝／

10:00

瀬戸永泉教会［日基教団］

〒489-0822　瀬戸市杉塚町5　Tel&Fax.0561-82-2314　

◇名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅から徒歩10分　◇創立／1888年

（89人）　◇高岡 清　◇礼拝／10:30　◇特色／Jバラ宣教

師以来の改革長老派の信仰によって創建され、伝道は122

年に及ぶ。瀬戸物の町の歴史とともに歩む。

【HP】http://www11.plala.or.jp/eisen/

瀬戸カルバリー・チャペル［カルバリーグループ］

〒489-0909　瀬戸市みずの坂5-64　Tel.0561-48-8899 

Fax.0561-48-8890　◇愛知環状鉄道中水野駅から徒歩15

分　◇創立／1994年（34人）　◇大川 従道、山本 土生

夫　◇礼拝／7:00,11:00,19:00　◇特色／明るく元気での

びのびと」がモットー。公園の隣で、新興住宅集団の中に

あるオシャレな教会です。

【HP】http://setocalvarychapel.in.coocan.jp/

【E-Mail】setocalvarychapel@setocalvarychapel.in.coocan.jp

瀬戸サレム教会［TPKF］

〒489-0986　瀬戸市南山町1-164　Tel.0561-82-6348 

Fax.0561-82-7066　◇名鉄瀬戸線水野駅から徒歩5分　◇

創立／1955年（78人）　◇奥田 昭　◇礼拝／10:30

瀬戸聖書バプテスト教会［JBBF］

〒489-0883　瀬戸市東権現町54-10　Tel&Fax.0561-83-

4538　◇名鉄尾張瀬戸駅から徒歩20分　◇創立／1976年

（35人）　◇濱谷 勉　◇礼拝／11:00,13:30

高浜市 Takahama-shi

高浜キリスト公同教会［同盟基督］

〒444-1332　高浜市湯山町6-6-8　Tel&Fax.0566-52-

2732　◇名鉄三河線三河高浜駅から徒歩10分　◇創立／

1984年（12人）　◇原 敏夫、原 ユミ子　◇礼拝／10:30　

江南市 Kounan-shi

江南ミッションセンター［神の家族］

〒483-8055　江南市山王町本郷183　Tel&Fax.0587-54-

9655　◇名鉄犬山線柏森駅［連絡先：Tel.090-8862-

8189］　◇創立／2006年（10人）　◇永井 敏彦、永井 智

子　◇礼拝／10:30,17:30　◇外国語／ポルトガル語　◇

特色／日曜午前10時30分から礼拝。日曜午後5時30分から

ポルトガル語で礼拝。午前は日本語のみ、午後は通訳あり。

【HP】http://fhp.jp/kmc/

【E-Mail】konan-mission@viola.ocn.ne.jp

古知野キリスト教会［同盟福音］

〒483-8279　江南市古知野町宮裏131　Tel.0587-55-1590 

Fax.0587-55-4766　◇名鉄江南駅から徒歩15分　◇創立

／1968年（43人）　◇木村 英樹

【HP】http://church.ne.jp/kochino/

小牧市 Komaki-shi

大阪新生教会小牧味岡伝道所［バプ同盟］

〒485-0828　小牧市小松寺上仲田652-4　Tel&Fax.0568- 

75-0073 Tel.050-3602-1667　◇名鉄味岡駅から徒歩5分　

◇創立／1981年（4人）　◇竹内 英和

クリスチャンウェイ［神の家族］

〒485-0803　小牧市高根2-154-1　Tel.0568-78-1212 Fax. 

0568-78-1218　◇JR春日井駅から車20分　◇創立／1972

年（250人）　◇和田 天平、和田 栄子、和田 基　◇礼拝

／10:30　◇特色／第2･4金曜日PM8:00リバイバル祈祷会。

日曜学校（CS）あり。

【HP】http://c-way.jp/

小牧教会［日基教団］

〒485-0029　小牧市中央2-199　Tel&Fax.0568-73-

5009　◇名鉄小牧線小牧駅から徒歩3分　◇創立／1892

年（38人）　◇庄司 宣充　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/sho501010311208/

小牧ホープチャペル［MB］

〒485-0822　小牧市上末3675-4　Tel&Fax.0568-78-

2810　◇小牧駅からバス「古雅4丁目」停、徒歩2分　◇

阿部 克己　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午後6時から

祈祷会。午前10時から聖書の学び。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~nikodemo/

草加神召キリスト教会小牧チャペル［アッセン

ブリー］

〒485-0073　小牧市舟津41-1　Tel.0568-76-3181　◇名

鉄小牧線小牧駅［連絡先：草加神召キリスト教会松原チ

ャペル　〒340-0011　埼玉県草加市栄町2-7-34 Tel.048-

932-3419］　◇創立／2007年　◇天野 弘昌、北岡 リカル

ド、北岡 アド

桃花台伝道所［日基教団］

〒485-0814　小牧市古雅4-17-2　Tel&Fax.0568-78-2155　

◇創立／1993年（8人）　◇前川 昌之　◇礼拝／10:30
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知立キリスト教会［同盟基督］

〒472-0007　知立市牛田町尼子田8-4　Tel&Fax.0566-82-

6194　◇牛田駅から徒歩7分　◇創立／1975年（55人）　

◇原田 和典、原田 朗子　◇礼拝／10:20,11:10(第4)　◇特

色／みんな一緒の礼拝から始まる日々に神の恵みが溢れ、

賛美と祈りと御言葉の分かち合いに平安と喜びが満ちます。

【HP】http://www.geocities.jp/cc_church

【E-Mail】ccc_ikoi@yahoo.co.jp

知立伝道所［日基教団］

〒472-0021　知立市逢妻町錦14-2　Tel.0566-81-3336 

Fax.0566-81-3526　◇名鉄線知立駅から徒歩20分　◇創

立／1993年（29人）　◇小椋 実央　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午前10時30分から祈祷会。

津島市 Tsushima-shi

津島教会［改革派］

〒496-0038　津島市橘町2-30-4　Tel&Fax.0567-26-

4221　◇名鉄津島線津島駅から徒歩7分　◇創立／1928

年（48人）　◇高内 義宣　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜

日午前10時と午後7時30分から聖書研究・祈祷会。第4日

曜日午後に男子会、婦人会、青年会の各部会を開催。

【HP】http://www2.odn.ne.jp/tsushima/

【E-Mail】hbd97560@wind.odn.ne.jp

津島佐織キリスト教会［同盟福音］

〒496-0829　津島市寿町41-3　Tel&Fax.0567-26-5059　

◇名鉄津島駅から徒歩10分　◇創立／1981年（28人）　

◇犬飼 三郎、犬飼 孝江　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kyou228@topaz.ocn.ne.jp

津島日光川教会（伝）［日基教団］

〒496-0025　津島市中一色町下山58　Tel.0567-32-

0183　◇名鉄津島駅からバス「永宝団地」停、徒歩1分　

◇創立／1984年（23人）　◇青野 清　◇礼拝／10:30

東海市 Tokai-shi

インタークリスチャンフェローシップ＝ICF
［単立／独立］

◇名鉄線聚楽園駅から徒歩5分　◇創立／1999年（40

人）　◇大岡 潤、カビンタ，アルメル　◇礼拝／10:00　

◇外国語／タガログ語、イロカノ語、英語　◇特色／集

会は主にしあわせ村の施設を利用しています。日本語の子

ども礼拝も実施しています。カウンセラーの相談あり。

【E-Mail】icf@yahoo.co.jp

カナン福音教会［単立／独立］

〒477-0032　東海市加木屋町冬至池4-319　Tel&Fax. 

0562-34-5667　◇名鉄河和線八幡新田駅から徒歩10分　

◇創立／1989年（42人）　◇松下 純、ハルトノ，ジョン・

P　◇礼拝／10:30,15:00　◇外国語／英語

【HP】http://kanan-ai.jp/

【E-Mail】kgc_jm1987@yahoo.co.jp

東海キリスト教会［同盟福音］

〒477-0032　東海市加木屋町旭18　Tel.0562-32-2065 

◇特色／市で唯一のプロテスタント教会。市民会館とブッ

クオッフの間の黄色い建物。少ないけれど温かい交わりです。

田原市 Tahara-shi

渥美キリスト教会［イエス福音］

〒441-3603　田原市村松町段土6-1　Tel&Fax.0531-

37-0309　◇豊橋鉄道渥美線田原駅からバス「新江比

間」停、徒歩20分　◇創立／1976年（17人）　◇加藤 

信雄　◇礼拝／10:00

【E-Mail】1peter57.kato@gmail.com

田原吉胡伝道所［日基教団］

〒441-3402　田原市吉胡町蔵王97　Tel.0531-22-4419　

◇豊鉄渥美線三河田原駅から徒歩30分［連絡先：加藤 久

雄　〒457-0035　愛知県名古屋市南区貝塚町49 Tel.052-

821-0823］　◇創立／1975年（15人）　◇加藤 久雄　◇

礼拝／10:30

みのり教会田原礼拝所［福音ルーテル］

〒441-3421　田原市田原町殿町45-1　Tel.0531-22-

1418　◇三浦 知夫

知多市 Chita-shi

世真留教会［日基教団］

〒478-0036　知多市新舞子字竜50-1　Tel&Fax.0569-42-

0958　◇名鉄常滑線新舞子駅から北へ300ｍ　◇創立／

1946年（19人）　◇川崎 献一　◇礼拝／10:30

知多教会［イエス・キリスト］

〒478-0054　知多市つつじが丘4-25-16　Tel&Fax.0562-

55-2472　◇名鉄常滑線朝倉駅からバス「つつじヶ丘4丁

目」停、徒歩2分　◇創立／1954年（55人）　◇中島 啓一、

中島 涼子　◇礼拝／10:30

知多のぞみキリスト教会［バプ宣教団］

〒478-0021　知多市岡田字庄太郎脇39-1　Tel.0562-56-

7526　◇名鉄常滑線朝倉駅からバス「東岡田」停（終点）、

徒歩2分　◇創立／2004年（10人）　◇東 正明、ストーラ

ー，ロン、ストーラー，ジョーン　◇礼拝／7:30,10:00　

◇特色／第2日曜日午後4時からバイリンガルで集会をし

ています。

【HP】http://www.church-chita-nozomi.com/

知立市 Chiryu-shi

刈谷知立キリスト教会［単立／独立］

〒472-0057　知立市西2-6-9　Tel&Fax.0566-83-9050　

◇名古屋鉄道本線知立駅から徒歩10分　◇創立／1988年

（12人）　◇飯沼 智、飯沼 洋子　◇礼拝／10:30,19:00　

◇特色／参加されるすべての人が、主に受け入れていた

だいていることを実感できる集まりを目指して礼拝してい

ます。

【HP】http://www.katch.ne.jp/~iinuma-5/

【E-Mail】kariyachiryu.christchurch@gmail.com
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92-9521　◇名鉄名古屋本線前後駅から徒歩10分　◇創

立／1998年（23人）　◇河合 佐紀　◇礼拝／10:30　◇

特色／聖書は新共同訳、讃美歌は54年版を使用しています。

豊川市 Toyokawa-shi

シオン希望教会［単立／独立］

〒442-0857　豊川市八幡町西六光寺18-10　Tel&Fax. 

0533-88-7581　◇名鉄本線国府駅東口から徒歩12分　◇

創立／1998年（10人）　◇山中 岩雄　◇礼拝／8:00,15:00

【E-Mail】sion18-10@nifty.com

信愛キリスト教会［単立／独立］

〒442-0884　豊川市光明町2-50-1　Tel&Fax.0533-89-

3295　◇名鉄諏訪駅から徒歩15分　◇創立／1989年（85

人）　◇世古 篤子　◇礼拝／10:15　◇特色／毎週火曜日

に在宅高齢者向けの無料弁当80食を配布して喜ばれ、そ

の中から受洗者も出ました。

【E-Mail】shin_ai_church@ybb.ne.jp

聖都福音教会［単立／独立］

〒442-0819　豊川市住吉町1-18　Tel&Fax.0533-85-

1977　◇JR豊川駅東口から徒歩15分　◇創立／2000年（9

人）　◇渡邊 和郎、鳥居 真悟　◇礼拝／10:30　◇特色

／ホームレスの方々への支援活動を行っています。

【E-Mail】watanabe40@clsjp.net

豊川教会［同盟基督］

〒442-0044　豊川市二見町59　Tel.0533-86-8806　◇名

鉄豊川線稲荷口駅から徒歩5分　◇創立／1954年（29

人）　◇近藤 光生　◇礼拝／10:30

【E-Mail】yy.okumi@f7.dion.ne.jp

豊川キリスト教会［アッセンブリー］

〒442-0055　豊川市金屋橋町117　Tel.0533-86-7028 

Fax.0533-86-7339　◇名鉄豊川線諏訪町駅から徒歩5分　

◇創立／1954年（25人）　◇カマチョ，グレンダ　◇礼拝

／10:30

豊川キリスト恵み教会［単立／独立］

〒442-0025　豊川市東豊町2-187　Tel&Fax.0533-89-

7605　◇JR豊川駅から徒歩15分　◇創立／1995年（45

人）　◇畑川 洋一郎　◇礼拝／10:30

【E-Mail】toyokawacgc@gmail.com

豊川中央キリスト教会［同盟基督］

〒441-0211　豊川市御油町東沢13-5　Tel&Fax.0533-88-

3308　◇名鉄御油駅から徒歩5分　◇創立／1965年（50

人）　◇樋口 邦彦　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.jp/toyokawa-c/

【E-Mail】toyochuu.c@gmail.com

豊橋ホサナキリスト教会小坂井チャペル［同

盟基督］

〒442-0000　豊川市小坂井町美園3-9-10　Tel&Fax.0533-

72-7990　◇名鉄伊奈駅から徒歩15分　◇創立／1998

年　◇林 明信

Fax.0562-32-2655　◇名鉄太田川駅からバス「姫島」停、

徒歩15分　◇創立／1971年（90人）　◇小林 剛男、小林 

清美　◇礼拝／10:00

【HP】http://www3.to/tokai-christ

常滑市 Tokoname-shi

知多教会常滑礼拝所［福音ルーテル］

〒479-0825　常滑市山方町6-27　Tel.0569-35-3789［連

絡先：知多教会　〒475-0851　愛知県半田市堀崎町1-29 

Tel.0569-21-2206］　◇神﨑 伸　◇礼拝／19:00(第1･3)

【HP】http://jelcchita.fc2web.com/

豊明市 Toyoake-shi

桶狭間キリスト教会［アッセンブリー］

〒470-1168　豊明市栄町南舘18-8　Tel&Fax.0562-97-

3002　◇名鉄中京競馬場前駅南口から徒歩5分　◇創立

／1966年（34人）　◇宮下 鶴千代、宮下 迪子　◇礼拝／

10:15

中京聖泉キリスト教会［聖泉基督］

〒470-1154　豊明市新栄町7-5　Tel&Fax.0562-97-

6468　◇名鉄本線前後駅から徒歩8分　◇創立／1969年

（56人）　◇秋山 直光、秋山 みさ、秋山 光雄、秋山 継

実　◇礼拝／10:00　◇特色／礼拝賛美はワーシップ曲も

加えて。後半は祈り・学び・証し・賛美・年齢別等、多

彩なプログラムが週替わりで。

【HP】http://efesano.googlepages.com/home

【E-Mail】chukyo.ch@mac.com

豊明希望チャペル［JECA］

〒470-1126　豊明市三崎町高鴨9-11　Tel.0562-95-2258 

Fax.0562-77-2961　◇名鉄前後駅から車5分　◇創立／

2000年（20人）　◇杉本 博徳、ニールセン，ジム　◇礼

拝／10:30

【HP】http://socj.org/toyoake/

【E-Mail】email@socj.org

豊明教会［改革派］

〒470-1125　豊明市三崎町中ノ坪12-11　Tel&Fax.0562-

92-7345　◇名鉄本線前後駅からバス10分、停歩5分　◇

創立／1981年（42人）　◇梶浦 和城　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午前10時からと午後7時30分から祈祷会。

豊中市役所のすぐ近く、町の真中にある若い教会です。

【HP】http://www.toyoake.kyokai.info/

豊明キリスト教会［単立／独立］

〒470-1131　豊明市二村台2-17-8 プラザ二村台1B　

Tel&Fax.0562-93-8980　◇名鉄前後駅からバス「センタ

ー前」停、徒歩1分［連絡先：中川 幸　〒446-0031　愛

知県安城市朝日町10-8 Tel.0566-77-6383］　◇創立／1993

年（16人）　◇中川 幸　◇礼拝／10:30,10:30(水)　◇特色

／主イエス様のみことばを大切にする聖書的な教会です。

【E-Mail】miyuki-n@d6.dion.ne.jp

豊明新生教会［日基教団］

〒470-1127　豊明市三崎町ゆたか台27-2　Tel&Fax.0562-
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Tel.0565-88-0036］　◇創立／1981年（21人）　◇礼拝／

10:30または14:15　◇特色／宗教改革のルーツを汲みつつ

日曜礼拝を大切にする教会です。

【HP】http://toyotabible.web.fc2.com/

【E-Mail】arks.kanamori@ec3.technowave.ne.jp

豊田聖ペテロ聖パウロ教会［聖公会］

〒471-0036　豊田市広久手町3-40　Tel&Fax.0565-32-

5721　◇バス「宮町」停　◇創立／1967年（36人）　◇

箭野 眞理、中西 庄之助

豊田伝道所［バプ連盟］

〒471-0033　［連絡先：各務原バプテスト教会　〒504-

0922　岐阜県各務原市前渡東町4-161 Tel.058-386-

9609］　◇創立／2008年（5人）　◇長岡 カルロス・ロベ

ルト

豊田バプテスト教会［単立／独立］

〒470-1215　豊田市広美町上ノ切3-5　Tel&Fax.0565-21-

1087　◇名鉄本線新安城駅　◇創立／1976年（50人）　

◇薗田 基、高野 亜紀子　◇礼拝／10:45

【HP】http://toyotabc.org/

豊田東キリスト教会［MB］

〒471-0803　豊田市泉町3-1-11　Tel&Fax.0565-88-

3126　◇豊田駅からバス「泉町」停、徒歩3分　◇創立／

1992年（32人）　◇ヒーバート，ローレンス、ヒーバート，

リオナ　◇礼拝／10:15

豊田ホープチャペル［ベタニヤ］

〒471-0013　豊田市高上1-8-12　Tel&Fax.0565-80-

7520　◇名鉄三河線豊田市駅からバス「高橋町」停、徒

歩3分　◇創立／1972年　◇山本 孝次、山本 容子、山本 

愛　◇礼拝／10:30　◇外国語／ポルトガル語（17:00）　

◇特色／子ども礼拝、岡崎での礼拝、ポルトガル語礼拝

あり。英語通訳可。豊田ゴスペルクワイア練習会場。

【HP】http://www.thc-family.jp/

【E-Mail】thc@hm.aitai.ne.jp

豊田みのりキリスト教会［バプ教会連合］

〒471-0823　豊田市今町6-19-6　Tel.090-6586-5248 Fax. 

050-5201-8999　◇創立／2003年（18人）　◇井森 隆

司　◇礼拝／10:45

豊田めぐみ伝道所［KCCJ］

〒470-0344　豊田市保見町南山275-1　Tel&Fax.0565-48 

-2551 Tel.090-2771-0109　◇創立／2004年（30人）　◇

許 光渉　◇礼拝／11:00,13:30　◇外国語／韓国語

【E-Mail】ksheo69@yahoo.co.jp

名古屋バプテスト教会希望キリスト伝道所
＝豊田集会［バプ連盟］

〒471-0032　豊田市日南町1-1-1 ハイツMORI101 堀まゆ

み方　Tel&Fax.0565-35-4161　◇名鉄豊田駅から徒歩10

分　◇創立／1993年（15人）　◇堀 まゆみ　◇礼拝／

14:00　◇外国語／英語

保見キリスト教会［ベタニヤ］

〒470-0353　豊田市保見ヶ丘1-78　Tel&Fax.0565-48-

3562　◇愛知環状線保見駅から徒歩15分　◇創立／1988

豊田市 Toyota-shi

インマヌエル豊田キリスト教会［IGM］

〒471-0065　豊田市平芝町2-6-6　Tel&Fax.0565-33-

5391　◇名鉄豊田新線豊田市駅から徒歩13分　◇創立／

1976年（68人）　◇内山 繁実、内山 和恵、高山 清和　◇

礼拝／10:30

【E-Mail】toyota@immanuel.or.jp

カナ共同体・トヨタ・セントラル・チャーチ
＝TCC［単立／独立］

〒444-2608　豊田市五反田町栃平39　Tel.0565-67-2887 

Fax.0565-67-2888　◇名鉄東岡崎駅からバス「足助バス

センター」停（出迎あり）　◇創立／1994年（20人）　◇

安田 由久、安田 智子　◇礼拝／9:00　◇特色／未信者

向けのバイブルスタディを毎日開催。毎朝9時から礼拝を

持ち、伝道集会、カウンセリングを開催。

【E-Mail】yoshi@npo-comecome.com

挙母教会桜町礼拝所［福音ルーテル］

〒471-0029　豊田市桜町1-79　Tel&Fax.0565-32-0770　

◇名鉄三河線豊田市駅から徒歩5分　◇創立／1950年（62

人）　◇鈴木 英夫　◇礼拝／10:30

挙母教会元町礼拝所［福音ルーテル］

〒471-0855　豊田市柿本町5-31-1　Tel&Fax.0565-28-

0567　◇名鉄三河線土橋駅から徒歩15分　◇創立／1982

年（40人）　◇鈴木 英夫

豊田神池キリスト教会［同盟基督］

〒471-0805　豊田市美里3-16-16　Tel&Fax.0565-88-

6894　◇名鉄豊田市駅からバス「神池台」停すぐ　◇創

立／1987年（32人）　◇入川 達夫、佐野 慶　◇礼拝／

10:45　◇特色／バス通りに面したアイボリーとピンクの

外壁とシャッターの絵がとてもかわいい、外も内も明るい

教会です。

豊田教会［日基教団］

〒470-0342　豊田市大清水町大清水37-6　Tel.0565-46-

8737 Fax.0565-46-8738　◇名鉄豊田線上豊田駅から徒歩

5分　◇創立／1962年（63人）　◇金井 俊宏　◇礼拝／

10:30　◇特色／教会は静かな豊田市郊外にあります。HP

で場所をご覧になってお越しください。お車で来られても

大丈夫です。

【HP】http://www.hm9.aitai.ne.jp/~toyotach/

【E-Mail】toyotach@hm9.aitai.ne.jp

豊田キリスト教会［イエス福音］

〒471-0848　豊田市本地町2-96-2　Tel&Fax.0565-26-

6993　◇バス「本新町」停、徒歩15分　◇創立／1999年

（11人）　◇佐々木 義宣　◇礼拝／11:00　◇特色／家庭

的なほっとするような教会です。

【HP】http://www.geocities.jp/toyota_church/

【E-Mail】tyt_sskysnb@ybb.ne.jp

豊田聖書教会［JECA］

〒471-0813　豊田市野見山町4-15-1　Tel&Fax.0565-89-

6106　◇名鉄豊田市駅から車10分［連絡先：金森 康世　

〒471-0803　愛知県豊田市泉町山田440 （株）アークス 
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豊橋シオンチャーチ＝ワールドミッションコ
ミュニティ［単立／独立］

〒440-0012　豊橋市東小鷹野4-21-27　Tel&Fax.0532-63-

0335　◇豊橋鉄道東田線赤岩口駅から徒歩10分　◇金 勇

基、金 智満

豊橋中部教会［日基教団］

〒440-0864　豊橋市向山町七面89-1　Tel&Fax.0532-52-

6894　◇豊橋鉄道渥美線柳生橋駅から徒歩15分　◇創立

／1896年（59人）　◇山本 昭夫　◇礼拝／10:15　◇特

色／水曜日午前10時と午後7時30分より祈り会。

【HP】http://homepage3.nifty.com/toyohashi_chubu/

【E-Mail】toyohashi_chubu@nifty.com

豊橋のぞみキリスト教会［バプ教会連合］

〒441-8062　豊橋市東小浜町147-1　Tel&Fax.0532-46-

4398　◇南栄駅から徒歩10分　◇松井 英幸

豊橋ひかり聖書バプテスト教会［JBBF］

〒440-0034　豊橋市豊岡町199　Tel&Fax.0532-62-

8731　◇JR豊橋駅から市電「運動公園」停、徒歩3分　

◇創立／1984年（4人）　◇栗原 睦　◇礼拝／10:45　◇

特色／日本語と英語の二言語で礼拝をささげています。日

系フィリピン人クリスチャンが出席しています。

【HP】http://www012.upp.so-net.ne.jp/toyohashihbbc/

【E-Mail】t_hikaribbc@yahoo.co.jp

豊橋福音聖書教会［同盟基督］

〒441-8016　豊橋市新栄町一本木29　Tel.0532-31-0377 

Fax.0532-37-6004　◇JR豊橋駅から車5分　◇創立／

1953年（56人）　◇水上 勲　◇礼拝／6:30,10:30,15:30

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~tgbc-hp/

【E-Mail】toyohashi_g_b_church@ybb.ne.jp

豊橋ホサナキリスト教会［同盟基督］

〒440-0052　豊橋市住吉町160　Tel.0532-61-8984 Fax. 

0532-63-3970　◇路面電車「東田坂上」停、徒歩5分　◇

創立／1950年（246人）　◇林 明信、加藤 一也、林 明菜、

阿部 真和　◇礼拝／9:00,10:40　◇外国語／ポルトガル

語（17:30）　◇特色／第1礼拝は讃美歌、第2礼拝はワー

シップソングで主を賛美しています。子どもからお年寄り

まで集います。

【HP】http://www.thcc.jp/

【E-Mail】hosanna@thcc.jp

豊橋ホサナキリスト教会東田チャペル＝日
系ブラジル人教会［同盟基督］

〒440-0066　豊橋市東田町80　Tel.0532-61-8355　◇路

面電車「競輪場」停、徒歩5分　◇林 明信、喜屋武 エリ

ーザ みどり　◇礼拝／17:00　◇外国語／ポルトガル語

【HP】http://www.thcc.jp/meetinginfo.html

豊橋恵みバプテスト教会［単立／独立］

〒441-8061　豊橋市藤沢町11-10　Tel.0532-48-3400　◇

JR豊橋駅から徒歩20分　◇創立／1978年（40人）　◇山

崎 拓治、山添 浩二　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　

◇特色／礼拝では英語の同時通訳あります。SLM聖書通

信講座、中日本聖書神学校を開設しています。

【HP】http://www.bcjapan.com

【E-Mail】church@bcjapan.com

年　◇高橋 吉晴、高橋 恵子　◇礼拝／10:30　◇外国語

／ポルトガル語、スペイン語、英語　◇特色／礼拝の中

でチルドレンタイムを行なっています。

豊橋市 Toyohashi-shi

大清水キリスト教会［単立／独立］

〒441-8132　豊橋市南大清水町字元町375　Tel.0532-25-

2752(原医院兼用） Fax.0532-25-5706　◇渥美線大清水駅

から徒歩5分　◇創立／1967年（3人）　◇原 豊　◇礼拝

／10:30

TLCCC豊橋教会［主の十字架］

Tel&Fax.0532-45-6360　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇前田 慶子　◇礼拝／9:30

【HP】http://www.astone.co.jp/tlccctoyohashi/

豊橋東田教会［日基教団］

〒440-0055　豊橋市前畑町112　Tel&Fax.0532-54-

3435　◇JR豊橋駅　◇創立／1907年（24人）　◇細川 修

豊橋教会［イエス福音］

〒441-3147　豊橋市大岩町黒下42-2　Tel.0532-41-9881 

Fax.0532-41-7191　◇JR二川駅から徒歩10分　◇創立／

1972年（70人）　◇見城 孝志　◇礼拝／10:00　◇特色

／豊橋総合動植物公園のすぐそば。交通の便が良く、広

い駐車場有。礼拝は英語の同時通訳有。詳細はホームペ

ージで。

【HP】http://www.inori.org/

【E-Mail】joy-joy-joy@inori.org

豊橋教会［日基教団］

〒440-0806　豊橋市八町通4-67　Tel&Fax.0532-52-

0756　◇市電「豊橋公園前」停、徒歩2分　◇創立／

1885年（53人）　◇金子 敏明　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.toyohashi-church.org/

豊橋教会［基督兄弟団］

〒440-0026　豊橋市多米西町2-8-20　Tel&Fax.0532-62-

8445　◇川津 旭、川津 すみ、川津 良知、川津 静香　◇

礼拝／10:00

【E-Mail】kawatu@pop07.odn.ne.jp

豊橋教会［KCCJ］

〒440-0081　豊橋市大村町字花次85-1　Tel&Fax.0532-

54-7019　◇朴 太元

豊橋キリスト教会［バプ連盟］

〒440-0863　豊橋市向山東町4-1　Tel&Fax.0532-61-

2550　◇豊橋駅からバス「東高校」停、徒歩1分　◇創立

／1966年（70人）　◇坪井 通秦　◇礼拝／11:00

豊橋キリスト教会［アッセンブリー］

〒441-8141　豊橋市草間町平東198-8　Tel&Fax.0532-45 

-5889　◇渥美線南栄駅から徒歩6分［連絡先：Tel.0532-

37-6939］　◇小石 豊、小石 崎子、小石 雅枝　◇礼拝／

10:45

【E-Mail】sharomsenkyoukai@ybb.ne.jp
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3分　◇創立／1932年（157人）　◇渡部 和使、渡部 信子

名古屋城北教会［ホーリネス］

〒462-0037　名古屋市北区志賀町2-45　Tel&Fax.052-

912-2728　◇地下鉄名城線黒川駅から徒歩10分　◇創立

／1956年　◇新田 栄一、新田 貴美子　◇礼拝／10:30　

◇いのち／052-912-2728　◇特色／聖日夕方に伝道会。

牧師は専任･専業･定住で常時相談対応可能。路傍やクリ

ス等の伝道に積極的に挑戦。

【HP】http://www.jhc.or.jp/chukyo/nagoya.html

【E-Mail】jhc-nagoya@ybb.ne.jp

名古屋聖成キリスト教会［聖成基督］

〒462-0845　名古屋市北区柳原2-2-9　Tel.052-912-

0396　◇地下鉄名城公園駅から徒歩5分　◇創立／1962

年　◇毛利 豪、毛利 幸子　◇礼拝／10:00,19:00

名古屋市昭和区 Nagoya-shi, Showa-ku

御器所教会［日基教団］

〒466-0015　名古屋市昭和区御器所通2-15　Tel&Fax. 

052-731-5756　◇地下鉄鶴舞線御器所駅　◇創立／1909

年（174人）　◇渡部 信子

東海教会［日基教団］

〒466-0045　名古屋市昭和区丸屋町3-16　Tel&Fax.052-

841-0929　◇地下鉄桜通線桜山駅から徒歩7分　◇創立

／1925年（85人）　◇岡 健介　◇礼拝／10:15

【E-Mail】PXN10312@nifty.ne.jp

名古屋キリスト教会［アライアンス］

〒466-0823　名古屋市昭和区八雲町81-14　Tel&Fax. 

052-837-1847　◇地下鉄名城線名古屋大学駅から徒歩5

分　◇創立／1983年（60人）　◇田中 忍　◇礼拝／

10:30　◇外国語／中国語（15:30)　◇特色／教会学校は

日曜日午前11時45分から行なっています。祈祷会は水曜日

の午後7時30分からです。

【HP】http://www5c.biglobe.ne.jp/~nagoyac/

【E-Mail】nagoyac@kuc.biglobe.ne.jp

名古屋クリスチャン・セル・チャーチ［単立

／独立］

〒466-0822　名古屋市昭和区楽園町19-1　Tel&Fax.052-

837-8602　◇地下鉄名城線名古屋大学前から徒歩7分　

◇創立／1998年（40人）　 ◇山下 武彦　 ◇礼拝／

14:00　◇外国語／英語、中国語　◇特色／セル・グルー

プを礼拝と平日に行っています。聞き屋ミニストリーを野

外で行っています。若者が多い教会です。

名古屋桜山教会［日基教団］

〒466-0044　名古屋市昭和区桜山町1-12　Tel.052-851-

1398　◇地下鉄桜通線桜山駅から徒歩5分　◇創立／

1927年（79人）　◇田口 博之　◇礼拝／10:30

名古屋神召キリスト教会［アッセンブリー］

〒466-0003　名古屋市昭和区曙町3-18-1　Tel&Fax.052-

732-6351　◇地下鉄桜通線吹上駅から徒歩6分　◇創立

／1955年（193人）　◇内村 撒母耳、内村 順子、ゲリー，

ホール夫妻、鈴木 マリー、ツイキ ヒロミ、バロン，カル

みのり教会豊橋礼拝所［福音ルーテル］

〒440-0813　豊橋市舟原町269　Tel&Fax.0532-54-

2040　◇バス「船原」停前　◇創立／1953年　◇三浦 

知夫　◇礼拝／10:30

ライトハウス［単立／独立］

〒441-8151　豊橋市曙町測点93-12　Tel.090-8076-8480 

Fax.053-524-2007　◇JR豊橋駅からバス20分「南消防署

前」停、徒歩5分　◇創立／2004年（48人）　◇御子柴 

泰徳、今井 あゆみ　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　

◇特色／ビーチをイメージした会堂と現代的な礼拝。多

人種でユースが多い。英語ほか通訳有。ネット礼拝放送中。

【HP】http://church.ne.jp/lighthouse/

【E-Mail】lighthouse@church.ne.jp

名古屋市熱田区 Nagoya-shi, Atsuta-ku

熱田教会［日基教団］

〒456-0025　名古屋市熱田区玉の井町9-28　Tel.052-671-

4009 Fax.052-671-4035　◇JR熱田駅から徒歩5分　◇創

立／1905年（164人）　◇小林 光　◇礼拝／10:30　◇外

国語／インドネシア（18:30）　◇特色／礼拝をと祈祷会を

大切にしています。未就園児教室、幼稚園、教会学校が

充実しています。HPを是非ご欄ください。

【HP】http://www.wa.commufa.jp/~atsuta-c/

名古屋市北区 Nagoya-shi, Kita-ku

かしの木味鋺キリスト教会［単立／独立］

〒462-0016　名古屋市北区西味鋺3-502　Tel&Fax.052-

901-7995　◇バス「味鋺住宅」停、徒歩5分　◇創立／

1991年（20人）　◇池田 和幸、池田 道子　◇礼拝／

10:30　◇外国語／タガログ語　◇特色／障害者・健常者

の隔たりなく、設備的にも精神的にもバリアフリーの教会

です。

志賀キリスト教会［長老教会］

〒462-0058　名古屋市北区西志賀町4-79-2　Tel&Fax. 

052-914-9626　◇地下鉄名城線黒川駅からバス「志賀公

園前」停、徒歩2分　◇創立／1970年（28人）　◇青木 

稔　◇礼拝／8:00,10:30　◇特色／平日に機織り・手話・

子育て・ゴスペルの各教室を開講中。お問い合わせは電話、

メール等でどうぞ。

【E-Mail】shigakyoukai@yahoo.co.jp

名古屋北教会［日基教団］

〒462-0835　名古屋市北区杉村1-6-4　Tel.052-981-6413 

Fax.052-931-8440　◇名鉄瀬戸線尼ヶ坂駅出口2から徒歩

http://www.wa.commufa.jp/~atsuta-c/
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【E-Mail】info@christian-life.jp

グレース・トゥース・チャーチ［イエス教長老会］

〒464-0076　名古屋市千種区豊年町8-3　Tel.052-725-

3003 Fax.052-725-3103　◇地下鉄東山線千種駅3番出口

から徒歩15分　◇創立／1989年（140人）　◇李 鍾河　

◇礼拝／10:30,14:30　◇外国語／韓国語（14:30）

【HP】http://www.mikunichurch.com/jp/mikuni_jp.htm

自由ヶ丘キリスト教会［JECA］

〒464-0044　名古屋市千種区自由ヶ丘2-10-41　Tel.052-

762-2196 Fax.052-762-0064　◇名城線自由ヶ丘駅から徒

歩3分　◇創立／1958年（73人）　◇羽鳥 頼和　◇礼拝

／10:30　◇テレホン／052-763-4090

千種キリスト教会［同盟基督］

〒464-0013　名古屋市千種区汁谷町13-3　Tel&Fax.052-

711-0403　◇地下鉄名城線茶屋ヶ坂駅2番出口から徒歩10

分　◇創立／1956年（15人）　◇入川 達夫　◇礼拝／

10:30

なごや希望教会今池礼拝堂［福音ルーテル］

〒464-0850　名古屋市千種区今池3-5-19　Tel&Fax.052-

732-5545　◇地下鉄桜通線今池駅から徒歩3分　◇創立

／1916年（110人）　◇末竹 十大、佐々木 赫子、フレデ

リクソン，C　◇礼拝／10:30

なごや希望教会自由ヶ丘礼拝堂［福音ルーテル］

〒464-0015　名古屋市千種区富士見台4-100　Tel.052-

722-5796　◇佐々木 赫子、末竹 十大、フレデリクソン，

C

名古屋教会［聖書友の会］

〒464-0039　名古屋市千種区日和町5-2　Tel.052-751-

7161　◇地下鉄東山線本山駅から徒歩10分

名古屋集会［キリスト同信会］

〒464-0033　名古屋市千種区鹿ノ子町7-17　Tel.052-781-

2757 Fax.052-781-2728　◇池田 睦

名古屋東教会［イエス・キリスト］

〒464-0006　名古屋市千種区光が丘1-2-23　Tel&Fax. 

052-723-5358　◇地下鉄名城線茶屋ケ坂駅から徒歩15

分　◇創立／1997年（12人）　◇船田 献一、清水 百合　

◇礼拝／10:30

名古屋メサイアチャペル［単立／独立］

〒464-0006　名古屋市千種区光が丘1-19-21　Tel&Fax. 

052-723-2695　◇バス「竹越」停、徒歩3分　◇創立／

1999年（17人）　◇柳田 令子、柳田 滋　◇礼拝／

10:30　◇特色／静かな住宅地の、とてもアットホームな

教会です。主日礼拝と平日にはリカバリークラスを持って

います。

日本バプテスト名古屋キリスト教会＝名古
屋バプテスト教会［バプ連盟］

〒464-0850　名古屋市千種区今池1-6-25　Tel.052-733-

3855 Fax.052-733-3857　◇地下鉄今池駅から徒歩5分　

◇創立／1952年（104人）　◇森 淳一、池田 巍義、西久

保 健二　◇礼拝／10:00　◇特色／赤ちゃんから高齢の

ロス　◇礼拝／7:00,8:30,10:00,10:30,12:00,16:00,16:30,19:

00　◇外国語／英語(8:30)、手話(10:30)、ポルトガル語

(12:00)、タガログ語(16:00)、スペイン語(16:00)、スワヒリ

語(16:30)　◇特色／日曜日は朝7時から夜9時まで2階か3

階で礼拝をしています。

【HP】http://www.jaog.org/nagoya/

【E-Mail】s-uchimura@jaog.org

名古屋聖書バプテスト教会［JBBF］

〒466-0842　名古屋市昭和区壇渓通り1-25　Tel.052-832-

1936 Fax.052-832-1989　◇地下鉄川名駅　◇創立／

1959年　◇上田 廣行、上田 晃　◇礼拝／10:00,14:30　

◇外国語／英語、手話

名古屋聖ステパノ教会＝名古屋学生青年セ
ンター［聖公会］

〒466-0804　名古屋市昭和区宮東町260　Tel.052-781-

0165 Fax.052-781-4334　◇地下鉄名城線名古屋大学駅か

ら徒歩10分　◇創立／1990年（41人）　◇野村 潔　◇礼

拝／11:00　◇特色／地域の小さくされた人々と常に共に

ありたいと願い、名古屋学生青年センターとの協働でさま

ざまな活動をしています。

【HP】http://www.nskk.org/chubu/

名古屋聖マタイ教会［聖公会］

〒466-0034　名古屋市昭和区明月町2-53-1　Tel.052-841-

5779 Fax.052-841-5795　◇地下鉄御器所駅4番出口から

徒歩5分　◇創立／1951年（306人）　◇渋澤 一郎、後藤 

香織、野村 潔、市原 信太郎　◇礼拝／7:00,10:30,16:00　

◇外国語／英語（第2 17:00）

【HP】http://www.nskk.org/chubu/church/01matthew.html

広路教会［日基教団］

〒466-0834　名古屋市昭和区広路町梅園53　Tel&Fax. 

052-831-1501　◇地下鉄鶴舞線八事駅4番出口から徒歩8

分　◇創立／1887年（48人）　◇長田 康志、長田 圭子　

◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/hiroji-c/

八事伝道所［改革派］

〒466-0831　名古屋市昭和区花見通1-20-1　Tel&Fax. 

052-751-8360　◇地下鉄鶴舞線川名駅から徒歩6分　◇

創立／1953年（31人）　◇鳥井 一夫　◇礼拝／10:30　

◇特色／第2主日の午後2時にキリスト教講座を行ってい

る。但し、年6〜7回程度の開催。

【HP】http://www.yagoto.org/

名古屋市千種区 Nagoya-shi, Chikusa-ku

クリスチャンライフ［神の家族］

〒464-0094　名古屋市千種区赤坂町4-64　Tel.052-721-

7831 Fax.052-721-7625　◇地下鉄名城線茶屋ヶ坂駅から

徒歩10分　◇創立／1966年（280人）　◇水野 明廣、水

野 マージョリ、禹 浩鉉、大矢 頭、神戸 京子、川本 泰彦、

加藤 寛子　◇礼拝／8:00,9:30,11:00,14:00,18:00　◇外国

語／英語（9:30）　◇特色／9時30分の礼拝は英語、14時

の礼拝は中高生向け、どなたも歓迎します。詳細はホーム

ページをご覧下さい。

【HP】http://www.christian-life.jp/
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駅徒歩10分　◇創立／1997年（25人）　◇吉田 三喜夫、

吉田 由美子、宮下 優子　◇礼拝／10:50

【HP】http://www5f.biglobe.ne.jp/~newlifehp/

【E-Mail】yoshida3000@nifty.com

野並キリスト教会［バプ同盟］

〒468-0045　名古屋市天白区野並4-49　Tel.052-895-

3200 Fax.052-895-3207　◇地下鉄桜通線野並駅から徒歩

6分　◇創立／1959年（23人）　◇柴田 宏　◇礼拝／

10:30　◇特色／あそびを通して、心を育てる教会付属“野

並のぞみ園”があります。3〜5才児です。少人数、縦割

保育です。

【HP】http://homepage3.nifty.com/nozomien/

ヒズコールチャーチ［単立／独立］

〒468-0051　名古屋市天白区植田3-1601 日映文化ホー

ル　Tel.052-807-0966 Fax.052-807-0967　◇地下鉄鶴舞

線植田駅から徒歩1分［連絡先：〒468-0011　愛知県名古

屋市天白区平針2-1406 エスポワール平針1F Tel.052-807-

0966］　◇創立／2004年　◇細江 政人、細江 由美、越中 

秀起、越中 美佳、藤澤 小百合　◇礼拝／14:00　◇特色

／礼拝は英語の同時通訳があります。

【HP】http://www.hiscallchurch.com/

【E-Mail】info@hiscallchurch.com

平針キリスト教会［バプ連盟］

〒468-0012　名古屋市天白区向が丘1-617　Tel&Fax.052-

802-7077　◇地下鉄鶴舞線平針駅から徒歩12分　◇創立

／1984年（20人）　◇斎藤 信一郎、今村 幸文　◇礼拝／

11:00　◇特色／生ける神の御言葉である聖書中心のメッ

セージを求めている方は是非、平針教会へおでかけ下さい。

緑バプテスト･キリスト教会相生チャペル［バ

プ教会連合］

〒468-0034　名古屋市天白区久方3-88 雀庵　◇バス「ほ

ら貝」停、徒歩5分［連絡先：Tel.052-622-5006］　◇創立

／2000年　◇河野 勇一、松田 健志　◇礼拝／10:00

(水)　◇特色／現在は水曜日の朝のみ礼拝を行っていま

す。月に一度、休会がありますので、HPでお確かめくだ

さい。

【HP】http://www.midori-church.net/

恵の泉教会［長老教会］

〒468-0009　名古屋市天白区元植田2-1911　Tel&Fax. 

052-806-1131　◇地下鉄鶴舞線植田駅から徒歩10分　◇

創立／1990年（16人）　◇光本 高敏

名古屋市中川区 Nagoya-shi, Nakagawa-ku

昭和橋キリスト教会［単立／独立］

〒454-0852　名古屋市中川区昭和橋通1-2　Tel&Fax.052 

-361-3778　◇バス「昭和橋」停、徒歩1分　◇創立／

1982年（55人）　◇木下 信行、木下 政　◇礼拝／10:30

【E-Mail】3210nk@rose.odn.ne.jp

中川教会［聖協団］

〒454-0926　名古屋市中川区打出1-68-1-602　Tel&Fax. 

052-354-2557　◇地下鉄高畑駅から徒歩10分　◇創立／

1980年（11人）　◇井上 民子　◇礼拝／10:30

方を含め、各層の渾然として均衡のとれた、明るく伸びや

かな教会です。HPを御覧下さい。

【HP】http://www.nagoya-bap-church.com

【E-Mail】nbc@nagoya-bap-church.com

東山キリスト教会［バプ連盟］

〒464-0822　名古屋市千種区穂波町2-50　Tel&Fax.052-

762-8363　◇地下鉄本山駅から徒歩10分　◇創立／1967

年（36人）　◇鈴木 直哉　◇礼拝／10:30　◇特色／第2

金曜日午前11時から婦人会。隔月第3土曜日に証しの文章

教室。

【E-Mail】nishiki@ah.wakwak.com

フルゴスペル名古屋教会［JFGA］

〒464-0850　名古屋市千種区今池1-23-1　Tel.052-731-

1733 Fax.052-731-1732　◇JR・地下鉄東西線千種駅4番

出口から徒歩3分　◇創立／1989年（250人）　◇金 有

東　◇礼拝／9:00,11:00,14:00　◇外国語／韓国語

(9:00,11:00)　◇特色／主日は、9時ヨイド衛星生中継礼拝、

11時韓国語礼拝、2時日本語礼拝。他にも礼拝あり、全礼

拝に通訳付。

【HP】http://www.nfgc.org/

【E-Mail】nfgc@nfgc.org

めぐみキリスト教会［オープン･バイブル］

〒464-0833　名古屋市千種区大島町2-56　Tel&Fax.052-

752-1967　◇地下鉄覚王山駅から徒歩13分　◇創立／

1998年（16人）　◇山口 春雄、山口 智美　◇礼拝／

10:30　◇外国語／インドネシア語

【E-Mail】haruo@jade.dti.ne.jp

名古屋市天白区 Nagoya-shi, Tenpaku-ku

カルバリバプテスト教会［単立／独立］

〒468-0026　名古屋市天白区土原5-115　Tel&Fax.052-

801-8064　◇バス「島田一ツ山」停、徒歩5分　◇ボード

マン，ランディ

天白キリスト教会［同盟福音］

〒468-0029　名古屋市天白区島田が丘707　Tel.052-802-

4949 Fax.052-802-4951　◇バス「島田住宅」停、徒歩1

分　◇創立／1985年（57人）　◇背戸 明　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後7時30分、木曜日午前10時30

分から聖研祈り会があります。

天白伝道所［日基教団］

〒468-0026　名古屋市天白区土原2-209　Tel.052-803-

0200　◇名鉄豊田線原駅駅　◇創立／1978年（9人）　◇

渡辺 徹朗

名古屋グローリアスチャペル［聖協団］

〒468-0066　名古屋市天白区元八事5-116　Tel&Fax.052 

-833-1092　◇名古屋市営鶴舞線釜口駅から徒歩3分　◇

岡本 伸之、岡本 節子　◇礼拝／10:00,14:00

【E-Mail】ngcnobu@mb.infoweb.ne.jp

ニューライフ・チャーチ・原チャペル［神の家族］

〒468-0015　名古屋市天白区原4-108 水野マンション

106　Tel.052-804-8899 Fax.052-760-2661　◇地下鉄原
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特色／大須観音のアーケード街の中にある小さな教会で

す。大人も子どもも一緒に礼拝を守り、祈りと賛美を大切

にしています。

【HP】http://nagoya052.jp/2217196/

【E-Mail】izhak.kenji@nagoya052.jp

福音宣教教会［イエス教長老会］

〒460-0008　名古屋市中区栄5-23-8　Tel.052-238-6003

〜4 Fax.052-238-6017　◇JR鶴舞駅から徒歩5分　◇創

立／1987年（500人）　◇李 イザヤ、宋 馨子、清水 真児、

鈴木 敦子、大津 英一、小松 優、田内 牧仁、朱 恵子、金 

善源、久保 優佳、金本 英美　◇礼拝／10:00,12:00,

14:30　◇外国語／韓国語（12:00,14:30）、中国語（10:00, 

12:00,14:30）

【HP】http://mission.jpn.org/

【E-Mail】missionnagoya@yahoo.co.jp

ヨハン名古屋キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒460-0012　名古屋市中区千代田5-16-13　Tel&Fax.052-

261-1388　◇創立／2001年　◇曺 乙用、鄭 裕嬢、石川 

恵美

名古屋市中村区 Nagoya-shi, Nakamura-ku

インマヌエル名古屋キリスト教会［IGM］

〒453-0053　名古屋市中村区中村町7-46 福音センタービ

ル　Tel.052-411-0687 Fax.052-413-2033　◇地下鉄東山

線中村公園駅から徒歩4分　◇創立／1951年（100人）　

◇内山 勝、内山 範子　◇礼拝／10:00　◇特色／毎月第

3主日午前10時から、ジョイフル・サンデー礼拝を行って

います。初めての方を歓迎します。

【HP】http://igm758.blogspot.com/

【E-Mail】nagoya@igm21.com

名古屋教会［KCCJ］

〒450-0002　名古屋市中村区名駅2-39-11　Tel.052-541-

1980 Fax.052-541-1982　◇JR名古屋駅から徒歩8分　◇

創立／1928年（232人）　◇金 性済、黄 義生、金 智一　

◇礼拝／10:00,11:15,15:00　◇外国語／韓国語（10:00）　

◇特色／午前10時より韓国語、午前11時15分より日本語

礼拝をささげ、どちらも同時通訳がなされています。

【HP】http://www.kccj-nagoya.or.jp

【E-Mail】ngyc1928kccj@yahoo.co.jp

名古屋教会［イエス・キリスト］

〒453-0063　名古屋市中村区東宿町2-102　Tel.052-411-

5367 Fax.052-411-4967　◇地下鉄東山線中村公園駅から

徒歩7分　◇創立／1969年（72人）　◇松浦 剛、松浦 み

ち子　◇礼拝／10:30

中花キリスト教会［単立／独立］

〒454-0931　名古屋市中川区中花町21-2　Tel.052-361-

6417 Fax.052-354-7727　◇バス「一柳中学校」停、徒歩

1分　◇創立／1996年（6人）　◇加藤 栄一、三浦 竜一　

◇礼拝／10:30

名古屋キリスト教会富田教会＝富田教会［同

盟福音］

〒454-0983　名古屋市中川区東春田3-132　Tel&Fax.052 

-303-1412　◇JR春田駅から徒歩7分　◇創立／1971年　

◇浅野 康、小林 秀臣、シュミッツ，エルケ　◇礼拝／

10:30　◇特色／教会学校とは別に礼拝の中で手造り紙芝

居が上演されます。

伏屋キリスト教会［長老教会］

〒454-0996　名古屋市中川区伏屋3-205　Tel&Fax.052-

303-4248　◇近鉄伏屋駅から徒歩5分　◇創立／1993年

（16人）　◇石川 和男　◇礼拝／10:30　◇特色／笑顔の

絶えないアットホームな教会です。英会話クラスを通して

地域の子供たちへの伝道を目指しています。

【E-Mail】fushiya_church@yahoo.co.jp

名古屋市中区 Nagoya-shi, Naka-ku

シティ・リジョイス・チャーチ［単立／独立］

〒460-0002　名古屋市中区丸の内3-18-7 クレステージ久

屋大通り302　Tel&Fax.052-961-6639　◇地下鉄久屋大

通駅　◇創立／2004年（18人）　◇榊原 康成　◇礼拝／

10:30,14:00　◇特色／名古屋の中心地である栄にある教

会です。次の時代を担う青年への宣教を大切な活動とし

ています。

【HP】http://www.cityrejoice-ch.jp/

【E-Mail】cityrejoice-ch@kcf.biglobe.ne.jp

名古屋教会［ナザレン］

〒460-0012　名古屋市中区千代田5-15-2　Tel.052-251-

0564　◇JR鶴舞駅名大病院口から徒歩3分　◇創立／

1954年（27人）　◇篠澤 忠俊　◇礼拝／10:00

名古屋教会［日基教団］

〒460-0002　名古屋市中区丸の内3-4-5　Tel&Fax.052- 

971-4940 Fax.052-971-4941　◇地下鉄名城線役所駅から

徒歩5分　◇創立／1884年（267人）　◇早乙女 哲自、中

村 告　◇礼拝／10:30

【HP】http://www14.plala.or.jp/nagoyach/

名古屋キリスト教会金山教会＝金山教会［同

盟福音］

〒460-0022　名古屋市中区金山2-1-3　Tel&Fax.052-331-

4058　◇JR・名鉄・地下鉄金山駅北口から徒歩7分　◇創

立／1971年（41人）　◇小林 秀臣、浅野 康、シュミッツ，

エルケ　◇礼拝／10:30　◇特色／金山クリスチャンセン

ターとして名古屋市の教会、宣教活動に金山教会が活用

されている。

名古屋福音伝道教会［同盟基督］

〒460-0011　名古屋市中区大須2-30-3　Tel&Fax.052-

221-7196　◇地下鉄大須観音駅から徒歩4分　◇創立／

1952年（68人）　◇三川 献児　◇礼拝／1030,19:00　◇

http://mission.jpn.org/
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学校。毎月第2、第3水曜日午後1時30分より聖書研究祈祷

会。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~nsin/

名古屋西教会［日基教団］

〒451-0032　名古屋市西区数寄屋町7-3　Tel&Fax.052-

524-5413　◇地下鉄鶴舞線浄心駅から徒歩15分　◇創立

／1952年（32人）　◇川﨑 信ニ、川﨑 理子　◇礼拝／

10:30　◇特色／木曜日午前9時半、午後1時半、7時半に

祈祷会。日曜日午前9時20分から教会学校（幼少、小学、

中高科）。

名古屋福音自由教会［福音自由］

〒452-0802　名古屋市西区比良1-75　Tel.052-501-8651 

Fax.052-503-8273　◇地下鉄鶴舞線上小田井駅　◇創立

／1967年（52人）　◇伊藤 僚　◇礼拝／10:30　◇特色

／みことばの宣教と分かち合いを中心に、一人ひとりの成

長を励まし、仕え合う交わりです。

【E-Mail】nagoya_evfree@ybb.ne.jp

名古屋リバイバルチャーチ［福音宣教会］

〒451-0042　名古屋市西区那古野2-20-19　Tel.052-587-

5060 Fax.052-587-5061　◇JR名古屋駅から徒歩12分　◇

創立／1995年（140人）　◇中西 幸輝　◇礼拝／10:00

【E-Mail】david@revival.jp

枇杷島教会［日基教団］

〒451-0053　名古屋市西区枇杷島5-20-20　Tel&Fax.052-

522-2931　◇名鉄東枇杷島駅から徒歩10分　◇創立／

1960年（29人）　◇片山 博喜　◇礼拝／10:30　◇特色／

近くに教会関係の枇杷島幼稚園があります。礼拝は日曜午

前10時30分より。祈り会は水曜午後7時30分より。

名古屋市東区 Nagoya-shi, Higashi-ku

いのちの樹キリスト教会［単立／独立］

〒461-0043　名古屋市東区大幸3-16-20　Tel&Fax.052-

938-7152　◇地下鉄砂田橋駅から徒歩3分　◇創立／

1985年（20人）　◇相馬 矗　◇礼拝／10:30　◇特色／木

曜日午後7時から祈祷会を行っています。家庭集会も行っ

ています。OM日本名古屋オフィスも兼ねています。

神の愛シャローム教会［単立／独立］

〒461-0004　名古屋市東区葵3-25-15-1206　Tel&Fax. 

052-937-7797 Tel.080-1618-7077　◇JR・地下鉄東山線千

種駅から徒歩1分　◇創立／2009年（7人）　◇榊原 浩　

◇礼拝／10:00(土)　◇特色／神の愛と祝福を多くの方々

にお伝えしたいと願っています。

【HP】http://shalomagape.ddo.jp

【E-Mail】shalom777@cosmos.ocn.ne.jp

金城教会［日基教団］

〒461-0002　名古屋市東区代官町22-12　Tel.052-936-

9090 Fax.052-936-9127　◇地下鉄桜通線車道駅１番出口

から徒歩10分　◇創立／1893年（275人）　◇木下 喜

也　◇礼拝／9:00,10:30,19:00　◇外国語／英語　◇特色

／ハングル聖書講座及びハングル語入門の会を新しく始

めました。

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~kinjotk/

名古屋中村教会［日基教団］

〒453-0053　名古屋市中村区中村町6-43-2　Tel&Fax. 

052-411-8024　◇地下鉄東山線中村公園駅から徒歩15

分　◇創立／1956年（63人）　◇岩本 和則　◇礼拝／

10:30

名古屋西教会［ナザレン］

〒453-0825　名古屋市中村区沖田町318　Tel.052-471-

1082　◇義川 美玉

名古屋西キリストの教会［キリストの教会］

〒453-0845　名古屋市中村区宮塚町76　Tel&Fax.052-

411-2933　◇湯瀬 誠

ホープチャーチ名古屋［神の家族］

〒453-0851　名古屋市中村区畑江通7-10-1 2F　Tel&Fax. 

052-471-6780　◇地下鉄東山線岩塚駅から徒歩10分　◇

創立／2007年　◇浅井 信子　◇礼拝／10:30　◇特色／

手話通訳があります。

名古屋市西区 Nagoya-shi, Nishi-ku

天塚基督教会［アッセンブリー］

〒451-0021　名古屋市西区天塚町3-7　Tel&Fax.052-531-

5485　◇地下鉄浄心駅から徒歩10分　◇創立／1950年　

◇相原 健二、相原 克子、相原 恵子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ne.jp/asahi/amatsuka/happy/

Nagoya English Fellowship［単立／独立］

〒451-0066　名古屋市西区児玉2-17-29　Tel.052-523-

1775 Fax.052-523-1776　◇地下鉄鶴舞線浄心駅6番出

口　◇創立／1996年（30人）　◇ゴンザレス，ウィルフリ

ド　◇礼拝／11:00　◇外国語／英語

【E-Mail】wimigonz@japan-net.ne.jp

名古屋教会［改革派］

〒451-0073　名古屋市西区浄心本通3-37-1　Tel.052-531-

9768 Fax.052-523-4360　◇JR名古屋駅からバス「秩父通」

停、徒歩2分　◇創立／1946年（76人）　◇木下 裕也　

◇礼拝／10:30,15:00,19:00

【HP】http://nagoyakyokai.hp.infoseek.co.jp/

【E-Mail】ncjkino@ybb.ne.jp

名古屋グレイスキリスト教会［JEC］

〒452-0815　名古屋市西区八筋町291　Tel&Fax.052-

504-4023　◇地下鉄上小田井駅南口　◇創立／1994年

（105人）　◇藤田 耕史、藤田 恵子　◇礼拝／10:30,

19:30　◇特色／駅前に立つ教会で、幼児からお年寄りま

で幅広い年齢層の方々が集まっています。ゴスペル教室

もあります。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~ngcc/

【E-Mail】nagoya@jec-net.org

名古屋新生教会［日基教団］

〒451-0065　名古屋市西区天神山町3-7　Tel&Fax.052-

531-1820　◇JR名古屋駅からバス「押切町」停、徒歩7分

［連絡先：寺田 仁計　〒470-1131　愛知県豊明市二村台

4-16-4 Tel.0562-93-1759］　◇創立／1927年（29人）　◇

寺田 仁計　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜日9時より教会
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尾陽教会［日基教団］

〒467-0065　名古屋市瑞穂区松園町2-4　Tel&Fax.052-

832-5952　◇地下鉄名城線瑞穂運動場東駅から徒歩6

分　◇創立／1926年（59人）　◇石田 聖実　◇礼拝／

10:30　◇特色／子どもからお年寄りまで一つになって礼

拝します。

【HP】http://www.justmystage.com/home/agios/

【E-Mail】agios-biyo@memoad.jp

瑞穂キリスト教会［バプ連盟］

〒467-0822　名古屋市瑞穂区大喜町1-13-3　Tel.052-882-

4053 Fax.052-882-4081　◇名鉄堀田駅から徒歩10分　◇

創立／1963年（52人）　◇山田 幸男　◇礼拝／11:00　◇

特色／全年齢層をカバーする教会学校を礼拝前に行なっ

ています。牧師面談日は木曜日です。

【HP】http://www3.starcat.ne.jp/~bp-mbc/

【E-Mail】mizuho-church@mediacat.ne.jp

名古屋市緑区 Nagoya-shi, Midori-ku

グリーンチャペル［単立一麦の群］

〒458-0003　名古屋市緑区黒沢台5-1208　Tel.052-877-

9979 Fax.052-878-9287　◇バス「緑黒石」停、徒歩3

分　◇創立／1998年　◇青木 裕　◇礼拝／11:00　◇特

色／親子礼拝第4日曜日。ゴスペル（子連れOK）第2・4

火曜日午前10時。

【HP】http://www.greenchapel.org/

名古屋岩の上伝道所［改革派］

〒458-0021　名古屋市緑区滝ノ水2-2012　Tel&Fax.052-

895-6701　◇名古屋鉄道鳴海駅からバス「小坂」停、徒

歩1分　◇創立／1994年（51人）　◇相馬 伸郎　◇礼拝

／10:30　◇特色／教師14名が、平均30名の子ども達と楽

しく日曜学校を行っています。聖霊の力あふれる改革派教

会です。

【HP】http://blog.livedoor.jp/iwanoue/

【E-Mail】iwanob@nifty.com

名古屋グリーンキリストチャーチ［神の家族］

〒458-0047　名古屋市緑区古鳴海1-382　Tel&Fax.052-

895-4815　◇地下鉄野並駅から徒歩6分　◇奈良崎 勝美、

加納 久永　◇礼拝／10:30,15:30

【HP】http://nagoyagreen.org/

【E-Mail】postmaster@nagoyagreen.org

名古屋サウスサイド・バイブル・バプテス
ト教会［JBBF］

〒458-0041　名古屋市緑区鳴子町2-175　Tel&Fax.052-

891-6425　◇地下鉄野並駅からバス「鳴子住宅北口」停、

徒歩2分　◇創立／1968年（42人）　◇依田 忠克、藤野 

千郷　◇礼拝／11:00

名古屋緑福音教会［キリスト兄弟団］

〒458-0817　名古屋市緑区諸の木83-191　Tel.052-877-

8371 Fax.052-877-8379　◇バス「諸の木」停［連絡先：

増田 育生　〒458-0817　愛知県名古屋市諸ノ木83-200 

Tel.052-877-4429］　◇創立／1982年（61人）　◇増田 育

生、若松 健太郎　◇礼拝／10:30　◇特色／お料理クラ

ブ、子どもの集会サタＪクラブ、礼拝前には大人も子供も

中京教会［日基教団］

〒461-0011　名古屋市東区白壁3-23-4　Tel.052-931-6687 

Fax.052-934-3234　◇地下鉄市役所駅からバス「白壁」

停　◇創立／1898年（126人）　◇高橋 潤　◇礼拝／

10:30　◇特色／名古屋学院の礼拝堂として始まり、現在

は金城学院中学の隣りにあり学生伝道の使命を与えられ

ています。

【E-Mail】taktak.jun@nifty.com

TLCCC名古屋教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください　◇エリ

ヤ 松田、エルサレム 松田　◇礼拝／9:10,11:00,15:30

【E-Mail】matsuda.takaaki@coral.plala.or.jp

名古屋小隊［救世軍］

〒461-0023　名古屋市東区徳川町1401　Tel&Fax.052-

935-7875　◇名古屋駅からバス「山口町」停、徒歩3分　

◇創立／1906年　◇熊田 光子　◇礼拝／10:30

名古屋聖マルコ教会［聖公会］

〒461-0011　名古屋市東区白壁1-32　Tel.052-971-7007 

Fax.052-971-7006　◇地下鉄市役所前から徒歩10分　◇

創立／1951年（183人）　◇野村 潔、大和田 康司　◇礼

拝／8:00,10:30

名古屋中央教会［日基教団］

〒461-0009　名古屋市東区久屋町8-6　Tel.052-971-9012 

Fax.052-953-3291　◇地下鉄東山線栄」駅5番出口すぐ

前　◇創立／1879年（389人）　◇森田 喜之、森田 香代、

渡邊 宣博　◇礼拝／10:30,19:00(金)　◇特色／水曜日午

後7時から祈祷会。金曜日午後7時から夕礼拝。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~chuo.ch/

名古屋ユニオンチャーチ［単立／独立］

〒461-0002　名古屋市東区代官町22-12 日本キリスト教団

金城教会　Tel.090-4441-0011　◇地下鉄東西線新栄駅か

ら徒歩10分　◇創立／1964年　◇礼拝／16:00

【HP】http://nagoyaunionchurch.com/

復活教会［福音ルーテル］

〒461-0023　名古屋市東区徳川町2303　Tel&Fax.052-

935-7716　◇田中 博二、戸田 裕

名古屋市瑞穂区 Nagoya-shi, Mizuho-ku

名古屋教会［聖イエス会］

〒467-0043　名古屋市瑞穂区岳見町5-25-1　Tel.052-832-

6448　◇宮本 博文

名古屋新生キリスト教会［単立／独立］

〒467-0841　名古屋市瑞穂区苗代町16-16 苗代コーポ

内　Tel&Fax.052-824-4714　◇名鉄堀田駅から徒歩5

分　◇相原 良弘

名古屋聖ヨハネ教会［聖公会］

〒467-0058　名古屋市瑞穂区関取町146　Tel&Fax.052-

831-9823　◇バス「弥富3丁目」停、徒歩7分　◇創立／

1960年（37人）　◇後藤 香織
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名古屋堀川伝道所［日基教団］

〒457-0861　名古屋市南区明治1-5-12 みどりファミリー

方　Tel.052-698-2103 Fax.052-698-2106　◇地下鉄名城

線伝馬町駅からバス「内田橋」停、徒歩2分　◇創立／

1969年（21人）　◇島 しづ子　◇礼拝／10:30

名古屋南教会［ナザレン］

〒457-0845　名古屋市南区観音町4-23　Tel.052-691-

7682 Fax.052-823-5632　◇名鉄道徳駅から徒歩10分　◇

創立／1959年（25人）　◇滝本 文明

名古屋めぐみ教会恵礼拝所［福音ルーテル］

〒457-0006　名古屋市南区鳥栖1-15-32　Tel&Fax.052-

821-3531　◇田中 博二

南名古屋キリスト教会＝南名古屋教会［バプ

連盟］

〒457-0043　名古屋市南区戸部町4-5-1　Tel&Fax.052-

822-7526　◇JR笠寺駅から徒歩12分　◇創立／1975年

（52人）　◇山川 明美、山川 高平　◇礼拝／10:40,19:00

(土)　◇特色／毎朝6時から早天祈祷会。土曜日午後7時

から夕拝。

【HP】http://www.minami-nagoya.com/

友愛チャペル［単立／独立］

〒457-0014　名古屋市南区呼続1-11-17 グリーンコーポ

1403　Tel&Fax.052-823-3559　◇地下鉄名城線妙音駅か

ら徒歩10分　◇創立／2002年　◇小坂井 勉　◇礼拝／

10:30　◇特色／毎月第2・4火曜日に「聖書」のことを楽

しく考える集いがあります（昼食付）。

【E-Mail】yuai2002@hotmail.co.jp

名古屋市名東区 Nagoya-shi, Meito-ku

愛知教会［日基教団］

〒465-0097　名古屋市名東区平和が丘4-294　Tel.052-

771-7357 Fax.052-771-7060　◇地下鉄東山線一社駅から

徒歩8分　◇創立／1892年（155人）　◇吉澤 永　◇礼拝

／10:30

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~aich_ch/toppage.htm

朝日聖書教会［JECA］

〒465-0041　名古屋市名東区朝日ヶ丘75-2　Tel&Fax. 

052-774-6430　◇地下鉄藤が丘駅から徒歩5分　◇創立

／1982年（30人）　◇岩田 雄之　◇礼拝／10:30

【E-Mail】asahi.jeca.info

活けるキリスト名古屋一麦教会［単立一麦の群］

〒465-0094　名古屋市名東区亀の井2-102　Tel.052-701-

4221 Fax.052-701-4498　◇地下鉄東山線一社駅から徒歩

8分　◇創立／1941年（283人）　◇河原 智恵子、古田 大

展、菅家 庄一郎、菅家 容子　◇礼拝／10:00

【E-Mail】ichibaku@aimnet.ne.jp

楽しく聖書の学び。是非ホームページを。

【HP】http://www.primeark.co.jp/fukuin/

【E-Mail】jbicmidori@yahoo.co.jp

鳴海教会［日基教団］

〒458-0801　名古屋市緑区鳴海町光正寺39-1　Tel&Fax. 

052-891-0426　◇名鉄鳴海駅から徒歩15分　◇創立／

1957年（53人）　◇大友 信一　◇礼拝／10:20

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~marimich/

緑バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒458-0902　名古屋市緑区有松三丁山310　Tel&Fax.052 

-622-5006　◇名鉄有松駅から徒歩4分　◇創立／1975年

（111人）　◇河野 勇一、松田 健志　◇礼拝／9:00,10:30,

19:30(水)　◇特色／主日に2回の礼拝とともに水曜夜の礼

拝をも行って、できるだけ多くの人が教会に来られるよう

にしています。

【HP】http://www.midori-church.net/

南名古屋キリスト教会神の倉伝道所［バプ連

盟］

〒458-0813　名古屋市緑区藤塚3-712　Tel&Fax.052-876-

1766　◇地下鉄鶴舞線平針駅からバス「緑車庫」停、徒

歩10分　◇創立／1982年（17人）　◇山川 明美

名古屋市港区 Nagoya-shi, Minato-ku

名古屋南教会［KCCJ］

〒455-0055　名古屋市港区品川町2-65　Tel&Fax.052-

653-0171　◇JR名古屋駅からバス「寛政町」停　◇創立

／1990年　◇全 炳玉　◇礼拝／9:30,11:00,13:30　◇外

国語／韓国語（11:00）　◇特色／11時の礼拝は韓国語、

日本語通訳あり。1時30分は賛美礼拝、韓日両方。

名古屋めぐみ教会稲永チャペル［同盟基督］

〒455-0843　名古屋市港区錦町19-11　Tel.052-381-9891 

Fax.052-381-9933　◇バス「稲永（イナエイ）町」停、

徒歩5分　◇創立／1965年（13人）　◇石川 正　◇礼拝

／6:00,10:30

名古屋市南区 Nagoya-shi, Minami-ku

クリスチャンバプテスト教会［単立／独立］

〒457-0055　名古屋市南区星宮町292　Tel&Fax.052-

821-5245　◇名古屋鉄道本線本星崎駅から徒歩2分　◇

創立／1987年（20人）　◇水越 慶一　◇礼拝／11:00　

◇特色／水曜日午後7時30分から祈祷会。月の最終水曜日

は賛美集会です。

【HP】http://www.geocities.jp/cbcngy/

【E-Mail】cbcngy@ybb.ne.jp

名古屋教会［基督兄弟団］

〒457-0846　名古屋市南区道徳通2-59　Tel&Fax.052- 

692-8073 Tel.052-691-7615　◇名鉄道徳駅から徒歩7分　

◇創立／1953年（204人）　◇川津 良知、川津 静香、毛

戸 健二、毛戸 麗子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】agape@yk.commufa.jp
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名東教会［日キ教会］

〒465-0093　名古屋市名東区一社1-164-2　Tel&Fax.052-

703-5920　◇地下鉄東山線一社駅から徒歩5分　◇創立

／1955年（133人）　◇井上 一雄　◇礼拝／10:15

【HP】http://meito-ch.net/

名古屋市守山区 Nagoya-shi, Moriyama-ku

愛知守山教会［日基教団］

〒463-0057　名古屋市守山区中新17-6　Tel&Fax.052-

793-9661　◇名鉄瀬戸線小幡駅から徒歩10分　◇創立／

1959年（42人）　◇鎌田 在弥　◇礼拝／10:15

活けるキリスト守山一麦教会［単立一麦の群］

〒463-0013　名古屋市守山区小幡中3-24-10　Tel&Fax. 

052-791-4712　◇名鉄瀬戸線小幡駅から徒歩10分　◇創

立／1964年（40人）　◇無関 エツ　◇礼拝／10:15

礎キリスト教会［長老教会］

〒463-0003　名古屋市守山区下志段味長廻間2275-2　

Tel.052-736-6159 Fax.052-763-6210　◇ガイドウェイバス

「サイエンスパーク前」停　◇創立／2000年（4人）　◇佐々

木 保雄　◇礼拝／10:30　◇特色／官・学・産の三者合

同の総合研究所であるサイエンスパークを中心に現在な

お造成中の場所で開拓伝道中！

【E-Mail】YHE06301@nifty.com

名古屋守山教会［フリーメソ］

〒463-0011　名古屋市守山区小幡3-2-14　Tel&Fax.052-

792-1314　◇名鉄小幡駅から徒歩10分　◇創立／1959年

（61人）　◇古木 英男　◇礼拝／10:30

本地ヶ原自由キリスト教会［TPKF］

〒463-0032　名古屋市守山区白山3-907　Tel&Fax.052-

773-9582　◇地下鉄東山線藤が丘駅からバス「西本地」停、

徒歩5分　◇山田 文男　◇礼拝／10:30

【E-Mail】fyam@jade.dti.ne.jp

守山キリスト教会［長老教会］

〒463-0063　名古屋市守山区八反11-44　Tel&Fax.052-

792-6229　◇名鉄瀬戸線ひょうたん山駅から徒歩8分　◇

創立／1964年（35人）　◇佐々木 保雄　◇礼拝／10:30

ゆうあい・ちゃぺる［単立／独立］

〒463-0003　名古屋市守山区下志段味字東新田1325-1　

Tel&Fax.052-736-0320　◇JR高蔵寺駅から車10分　◇創

立／1991年（7人）　◇船戸 正雄、船戸 頼子　◇礼拝／

10:30

西尾市 Nishio-shi

西尾教会［日基教団］

〒445-0831　西尾市大給町36-1　Tel.0563-56-2825 Fax. 

0564-28-1158　◇名鉄西尾線西尾駅　◇創立／1875年

（31人）　◇杉本 誠　◇礼拝／10:30

西尾聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒445-0047　西尾市細池町北高州12-2　Tel.0563-54-

栄光聖書教会［JECA］

〒465-0062　名古屋市名東区松井町319　Tel&Fax.052-

703-2619　◇地下鉄東山線上杜駅　◇柏岡 昭治　◇礼

拝／10:30

【E-Mail】shouji-k@d7.dion.ne.jp

上社福音キリスト教会［JECA］

〒465-0025　名古屋市名東区上社4-260　Tel&Fax.052-

703-2266　◇上社駅から徒歩5分　◇創立／1979年（20

人）　◇重岡 仁志　◇礼拝／10:30

名古屋猪子石キリスト教会［バプ宣教団］

〒465-0012　名古屋市名東区文教台1-110　Tel&Fax.052-

772-9934　◇地下鉄東山線上社駅からバス「名東図書館

前」停、徒歩3分　◇創立／1969年（67人）　◇馬場 茂

寿（信徒）　◇礼拝／10:15　◇特色／子供から大人まで

の教会学校の後、子供から大人まで一緒に礼拝をささげ

ます。詳しくはＨＰをご覧ください。

【HP】http://church.ne.jp/inokoshi/

なごや希望教会名東礼拝所［福音ルーテル］

〒465-0034　名古屋市名東区高柳町708　Tel&Fax.052-

771-5267　◇地下鉄東山線藤が丘駅から徒歩5分　◇

佐々木 赫子、末竹 十大、フレデリクソン，C　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~kibou

名古屋東教会［日基教団］

〒465-0082　名古屋市名東区神里2-33　Tel&Fax.052-

701-3791　◇地下鉄東山線星ヶ丘駅からバス「山の神」停、

徒歩2分　◇創立／1963年（57人）　◇林 比佐雄　◇礼

拝／10:30

虹ヶ丘聖書教会［単立／独立］

〒465-0094　名古屋市名東区亀ノ井1-188　Tel&Fax.052 

-701-4177　◇地下鉄東山線星ヶ丘駅から徒歩10分　◇創

立／1961年（33人）　◇池上 泉、池上 直子　◇礼拝／

10:30,19:00

【HP】http://www.hfj.com/nbc

【E-Mail】rainbowhill-5109@xj.commufa.jp

藤ヶ丘キリスト教会［MB］

〒465-0047　名古屋市名東区小池町458　Tel&Fax.052-

771-0332　◇地下鉄東山線藤ヶ丘駅から徒歩8分　◇創

立／1970年（39人）　◇服部 尚　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.geocities.jp/mb_fujigaoka/

【E-Mail】hhbible7@mac.com
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南山教会［日基教団］

〒470-0111　日進市米野木町南山983-16　Tel&Fax.0561-

73-6781　◇名鉄豊田新線黒笹駅から徒歩8分　◇創立／

1947年（198人）　◇大島 純男、杉本 和道　◇礼拝／

11:00

【HP】http://www.mb.ccnw.ne.jp/minamiyama/

友愛ホサナ教会［友愛グループ］

〒470-0131　日進市岩崎町石兼56-511　Tel&Fax.0561-

73-6814　◇バス「石神」停、徒歩10分　◇池田 操

【E-Mail】debrah@mb.ccnw.ne.jp

半田市 Handa-shi

知多教会［福音ルーテル］

〒475-0851　半田市堀崎町1-29　Tel&Fax.0569-21-

2206　◇名鉄河和線知多半田駅から徒歩10分　◇創立／

1952年（45人）　◇神﨑 伸　◇礼拝／10:30　◇特色／

木曜日午前10時から聖書の学び会。第1・3日曜日午後7時

から夕礼拝（常滑礼拝所）。

【HP】http://jelcchita.fc2web.com/

知多半島中央キリスト教会［単立／独立］

〒475-0836　半田市青山3-28-11　Tel.0569-21-4855 Fax. 

0569-22-1623　◇名鉄青山駅から徒歩5分　◇創立／

1960年（100人）　◇向井 芳太郎、向井 嗣業　◇礼拝／

7:30,10:30　◇特色／知多半島全域に福音を伝えることが

目標です。教会歌のあるユニークな教会です。新しく来ら

れる方大歓迎。

【HP】http://www.cac-net.ne.jp/~cccc/

半田教会［日基教団］

〒475-0916　半田市柊町1-215-17　Tel.0569-21-3761 

Fax.0569-23-4317　◇名鉄河和線住吉町駅　◇創立／

1904年（153人）　◇横山 良樹、横山 ゆずり　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~handa-ch/

碧南市 Hekinan-shi

碧南教会［日基教団］

〒447-0056　碧南市千福町1-71　Tel&Fax.0566-41-

5509　◇名鉄三河線新川町駅から徒歩5分　◇創立／

1962年（55人）　◇加藤 久雄　◇礼拝／10:15　◇外国語

／英語　◇特色／木曜日午前10時祈祷会、午後2時婦人

会を開催。習字、絵手紙の学びを月1回、日曜の午後開催。

その他バザー、音楽会を年1回。

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/hekinankyoukai/

碧南聖書教会［同盟基督］

〒447-0033　碧南市天神町2-19-5　Tel&Fax.0566-42- 

8539 Tel.090-2138-8326　◇名鉄三河線碧南中央駅から

バス「城山町」停3分　◇創立／1978年（44人）　◇菊池 

充　◇礼拝／7:00,10:30　◇特色／日曜日朝7時より早朝

礼拝。碧南ゴスペルクワイア練習場(月2回）見学可。

【E-Mail】joyclub@wine.plala.or.jp

2502 Fax.0563-56-5031　◇名鉄西尾駅から車6分　◇創

立／1982年　◇伊藤 常吉　◇礼拝／7:00,10:30

西尾同盟キリスト教会［同盟基督］

〒445-0075　西尾市戸ケ崎3-13-2　Tel.0563-56-5627　◇

名鉄西尾線桜町前駅から徒歩3分　◇創立／1974年（31

人）　◇佐藤 博　◇礼拝／10:30,19:30

【HP】http://www.katch.ne.jp/~h-310/

日進市 Nisshin-shi

赤池教会［日基教団］

〒470-0125　日進市赤池町箕ノ手2-1334　Tel&Fax.052-

801-6119　◇地下鉄鶴舞線赤池駅から徒歩5分　◇創立

／1994年（27人）　◇長田 圭子　◇礼拝／10:30

栄聖書教会［JECA］

〒470-0115　日進市折戸町孫三ヶ入86　Tel&Fax.0561-

72-8339　◇名鉄日進駅から徒歩7分　◇創立／1969年

（135人）　◇末松 隆太郎、朴 祥濬　◇礼拝／10:00　◇

特色／小グループの活動が各種備えられています。

【HP】http://www.mmjp.or.jp/sakaebc/

【E-Mail】sakaebc@church.email.ne.jp

日進教会［日基教団］

〒470-0121　日進市本郷字古郷1328　Tel.0561-72-

2413　◇名鉄豊田新線日進駅　◇創立／1935年（13人）　

◇田口 博之

日進キリスト教会［長老教会］

〒470-0131　日進市岩崎町竹ノ山37-106 日進クリスチャ

ンセンター内　Tel&Fax.0561-73-5256　◇創立／2001年

（24人）　◇ウェイン，ニューサム　◇礼拝／10:30

【E-Mail】NisshinChristChurch@hotmail.com

New Life Chapel［NTM］

〒470-0112　日進市藤枝町向イ山788-8　Tel&Fax.0561-

74-1477　◇名鉄豊田線日進駅から徒歩15分［連絡先：日

野 邦昭　〒470-0116　愛知県日進市東山1-2602 Tel. 

0561-72-0974］　◇創立／1988年　◇日野 邦昭、日野 き

みの　◇礼拝／10:00　◇特色／結婚式、子育て相談して

います。

【E-Mail】newlife-c@tg.cmmufa.jp

復活之キリスト日進教会［復活之キリスト］

〒470-0124　日進市浅田町東田面52-2 岩田玲子方　Tel&

Fax.0572-27-9152［連絡先：往生地教会　〒380-0867　

長野県長野市往生地1253-1 Tel.026-233-3066］　◇創立／

1979年（7人）　◇鹿川 長久、滝沢 覚（信徒）　◇礼拝／

10:30

ベタニヤチャペル［ベタニヤ］

〒470-0131　日進市岩崎町石兼36-3　Tel.0561-72-1166, 

73-5323,56-1059 Fax.0561-73-9040　◇地下鉄星ヶ丘駅か

らバス20分　◇創立／1964年（93人）　◇マグヌソン，マ

ーク　◇礼拝／9:00(子ども),10:30　◇特色／水曜日午前

10時30分から婦人会。木曜日午後7時30分から聖書研究会。

土曜日午後7時30分から祈祷会。

【HP】http://church.ne.jp/bethany/
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なことに心を込めること、分かち合うことを大切に歩んで

いる家族的な教会です。

蟹江シャロームチャーチ［神の家族］

〒497-0053　海部郡蟹江町平安2-19　Tel&Fax.0567-95-

6661　◇JR永和駅　◇戸塚 悦子

名古屋伝道所［東洋ローア］

〒490-1144　海部郡大治町大字西條字狐海道226　Fax. 

052-445-1881　◇JR名古屋駅からバス「大治西条」停、

徒歩1分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒

350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel. 

049-294-6012］　◇創立／1956年（43人）　◇今野 善

春　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者

の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。

音声への通訳はありません。

北設楽郡 Kitaｓhitara-gun

設楽教会［イエス福音］

〒441-2301　北設楽郡設楽町田口字大西34-9　Tel&Fax. 

0536-62-0843　◇JR豊橋駅からバス「本長篠」停、バス（後

田口行）に乗換　◇創立／1960年（12人）　◇穐近 祈、

菅沼 志保　◇礼拝／10:00　◇特色／過疎地の平均年齢

60歳位の田舎の小さな、とても家族的な教会です。

東栄キリスト教会［単立／独立］

〒449-0214　北設楽郡東栄町本郷字赤谷44-1　Tel.0536-

76-1069　◇バス「本郷」停、徒歩10分　◇創立／1978

年（8人）　◇中村 一夫　◇礼拝／10:30

【E-Mail】jesuslm@viola.ocn.ne.jp

知多郡 Chita-gun

グレースチャペル武豊［同盟福音］

〒470-2303　知多郡武豊町祠峯1-47　Tel&Fax.0569-72-

9110　◇名鉄知多新線青山駅から徒歩15分　◇創立／

1986年（20人）　◇小林 剛男、高橋 義広

シオンライフチャーチ［NTM］

〒470-2362　知多郡武豊町六貫山5-6　Tel.0569-72-3770 

Fax.0569-72-7570　◇名鉄知多武豊駅から徒歩15分　◇

創立／1968年（200人）　◇前川 一郎、前川 時子　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/zionlife56/

【E-Mail】zionlife56@ybb.ne.jp

知多シオン・キリスト教会［長老教会］

〒470-2201　知多郡阿久比町白沢字北石根4-29　Tel& 

Fax.0569-48-4520　◇名鉄河和線巽ヶ丘駅から徒歩5分

［連絡先：黒川 雄三　〒475-0048　愛知県半田市乙川稗

田町51-1 ネオシティ半田N-611 Tel.0569-25-1661］　◇創

立／1998年（31人）　◇黒川 雄三　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/chita-zion/

【E-Mail】kurokawayy@yahoo.co.jp

みよし市 Miyoshi-shi

豊田教会［聖イエス会］

〒470-0206　みよし市莇生町南池の上257-2　Tel.0561-

32-0829　◇宮本 道宣

日本キリスト告白教会［超教派］

〒470-0207　みよし市福谷字根浦27-102　Tel&Fax.0561 

-36-9439　◇名鉄豊田線黒笹駅から車で5分　◇創立／

1987年　◇村田 和子、上田 圭三、上田 恵子、村田 真知

子、村田 優子、上田 ヨベル賢　◇礼拝／10:00　◇いの

ち／0561-36-9439　◇特色／１．ブラジル人のための通

訳あり（ポルトガル語）。２．英語の通訳あり。

【E-Mail】proverbs22vll@yahoo.co.jp

三好キリスト教会［同盟福音］

〒470-0224　みよし市三好町蜂ヶ池22-18　Tel&Fax. 

0561-32-1110　◇創立／2002年（12人）　◇フーアマン，

ゲルハルト、フーアマン，バーバラ　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午後８時祈祷会、金曜日午前１０時英語のバ

イブルスタディ、など

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~wasmacht/kyoukai.htm

【E-Mail】gerhard@hyper.ocn.ne.jp

愛知郡 Aichi-gun

ソフィアキリスト教会［単立／独立］

〒480-1131　愛知郡長久手町長鍬字野田農85-1　Tel. 

0561-62-7208　◇愛知高速交通東部丘陵線（リニモ）は

なみずき通駅　◇新井 英子

長久手キリスト教会［長老教会］

〒480-1103　愛知郡長久手町岩作字隅田75-2　Tel&Fax. 

0561-61-5164　◇愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)はなみ

ずき通駅から北へ徒歩15分　◇創立／1987年（28人）　

◇久野 正人　◇礼拝／10:30　◇特色／家族そろっての

礼拝を進めています。教会学校は日曜日9:15から。祈祷会

は水曜日19:30から。

【HP】http://sky.geocities.jp/nagakute_church/

【E-Mail】nagakutepc@gmail.com

和合キリスト教会［MB］

〒470-0155　愛知郡東郷町白鳥2-21-1　Tel&Fax.0561-

38-2062　◇名鉄豊田線日進駅から徒歩10分　◇創立／

1970年（60人）　◇森 昌直　◇礼拝／10:15　◇特色／礼

拝は日曜日10時15分からですが、10時から礼拝準備賛美

の時をもって備えています。

【E-Mail】wagochurch@aol.com

海部郡 Ama-gun

蟹江基督教会［単立／独立］

〒497-0031　海部郡蟹江町大字須成字乗田1923-10　

Tel.0567-95-4106　◇JR蟹江駅から徒歩7分［連絡先：布

目 博久　〒455-0851　愛知県名古屋市港区東茶屋1-591 

Tel.052-301-8089］　◇創立／1972年（16人）　◇布目 博

久　◇礼拝／10:30　◇特色／神の前に静まること、小さ
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特色／当教会は尾北地区唯一の日本基督教団の教会です。

教会学校に力を入れており，毎週9時15分から礼拝してい

ます。

ファーストビンヤードチャーチ扶桑ゴスペ
ルセンター［VCF.JAPAN］

〒480-0104　丹羽郡扶桑町斉藤北屋敷143　Tel&Fax. 

0587-92-9189　◇名鉄扶桑駅から徒歩15分　◇創立／

2000年（8人）　◇澤田 満　◇礼拝／10:30

【E-Mail】mtsawada@y8.dion.ne.jp

扶桑教会＝チャペル扶桑［基督兄弟団］

〒480-0104　丹羽郡扶桑町斎藤北山58　Tel&Fax.0587-

93-8525　◇名鉄犬山線柏森駅から徒歩18分　◇創立／

1980年（31人）　◇工藤 公義　◇礼拝／10:30　◇特色／

地域に根ざした神の家族、神の愛にあふれた教会を目ざ

しています。

額田郡 Nukata-gun

幸田バプテスト教会［単立／独立］

〒444-0113　額田郡幸田町菱池錦田73-1　Tel&Fax.0564 

-77-3712　◇JR幸田駅から徒歩5分　◇創立／1982年（5

人）　◇今井 勝利　◇礼拝／10:30　◇特色／火曜日午後

7時30分から聖書の学びと祈祷会。個人的な聖書の学び及

びカウンセリングを実施。

【E-Mail】kota-bc@sk3.aitai.ne.jp

西春日井郡 Nishiｋasugai-gun

愛知新生キリスト教会［バプ連盟］

〒480-0201　西春日井郡豊山町青山東栄204　Tel.0568-

28-6056 Fax.052-823-1399　◇名古屋空港から徒歩20分　

◇創立／1992年（42人）　◇坂田 世津子　◇礼拝／

10:00　◇特色／聖書による母親教室、ハンドベル、いろい

ろな楽器を使っての賛美など盛んです。駐車場もあります。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/jbc-chiws/04aichisinsei.

html

【E-Mail】yoshisetsu@mwc.ne.jp

豊山教会［日基教団］

〒480-0202　西春日井郡豊山町豊場高前108　Tel.0568-

28-6063　◇名鉄犬山線西春駅からバス「伊勢山西」停、

徒歩2分［連絡先：大住 元　〒480-0201　愛知県西春日

井郡豊山町青山高添26-2 Tel.0568-28-1764］　◇創立／

1946年（39人）　◇大住 元　◇礼拝／10:30　◇特色／

水曜日午後7時30分、木曜日午前10時から聖書研究会。

丹羽郡 Niwa-gun

愛北教会［日基教団］

〒480-0102　丹羽郡扶桑町高雄米ノ山123　Tel&Fax. 

0587-93-7639　◇名鉄犬山線木津用水駅から徒歩3分　◇

創立／1957年（17人）　◇大住 元　◇礼拝／10:30　◇
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三 重 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   M i e 　

近 畿 地 方
三重県／滋賀県／京都府／大阪府／兵庫県／奈良県／和歌山県

三重県──地域の宣教資料

　宣教人国記：伊勢の士族の家に生まれた本間重慶

（1856〜1933）は、神戸でアメリカン・ボードの宣教

師デービスの英学校の教師となった。1875年（明治8）、

同志社に入学、助教授となり、平安教会設立に加わった。

後に実業界に転じたが、YMCA運動に参画した。純福

音派の伝道者として20世紀初頭に活躍した笹尾鉄三郎

（1868〜1914）は、慶應義塾大学に学んだ後、1888年（明

治21）渡米、寄宿先の牧師夫人の導きで入信。当時、

サンフランシスコで起っていたリバイバルを体験、

1894年（明治27）に帰国し、「小さき群」として伝道

活動。松江でバックストンの指導を受け、後に、中田

重治と共に聖書学校を開設し、神学生に霊的感化を与

えた。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【伊賀市】上野市、阿山郡伊賀町・島ヶ原村・阿山町・

大山田村、名賀郡青山町。【伊勢市】伊勢市、度会郡

二見町・小俣町・御薗村。【いなべ市】員弁郡北勢町･

員弁町･大安町･藤原町。【亀山市】亀山市、鈴鹿郡関町。

【熊野市】熊野市、南牟婁郡紀和町。【桑名市】桑名市、

桑名郡多度町・長島町。【志摩市】志摩郡浜島町・大

王町・志摩町・阿児町・磯部町。【津市】津市、久居市、

安芸郡河芸町･芸濃町･美里村･安濃町、一志郡香良洲

町･一志町･白山町・美杉村。【松阪市】松阪市、一志郡

嬉野町･三雲町、飯南郡飯南町･飯高町。【四日市市】三

重郡楠町。【北牟婁郡紀北町】紀伊長島町・海山町。【多

気郡多気町】多気町・勢和村。【多気郡大台町】大台町・

宮川村。【度会郡大紀町】大宮町・紀勢町・大内山村。

【度会郡南伊勢町】南勢町・南島町。【南牟婁郡紀宝町】

紀宝町・鵜殿村。

 近 畿 地 方 三 重 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

店主がクリスチャンに替わりました。

ムラサキスポーツ 桑名店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒511-

0863　三重県桑名市新西方1-22 マイカル桑名1番街3F ビ

ブレ内　Tel.059-324-2281 Fax.0594-24-2284　◇代表取

締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 鈴鹿店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒513-

0834　三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 イオン鈴鹿ショッピン

グセンター・ベルシティウェスト 1F　Tel.059-375-5501　

◇代表取締役会長／金山 良雄

　お店・事業

かとうレンタカー
［レンタル業］〒511-1122　三重県桑名郡長島町松ケ島字

南島490-4　Tel.059-342-1230 Fax.0594-42-3284　◇近

鉄長島駅から徒歩20分　◇創立／1970年　◇代表取締役

会長／加藤 良雄

韓流館
［雑貨商］〒510-0086　三重県四日市市諏訪栄町11-1　

Tel&Fax.059-355-3877　◇近鉄名古屋線近鉄四日市駅か

ら徒歩3分　◇店主／高澤 みゆき、高澤 規歓　◇特色／

韓国の雑貨を中心に、乾物も扱う小売店です。2008年に
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【HP】http://www.murasaki.co.jp/

（株）めぐみ堂三重工場
［将棋・碁盤製造販売］〒518-0033　三重県上野市大野木

喜撰戸2112-21　Tel.0595-20-1136 Fax.0595-20-1980

　教育事業・カルチャー

クリスチャン教育センター
［会館・学生寮］〒514-0001　三重県津市江戸橋1-117-

2　Tel.059-232-6579 Fax.059-233-0104　◇近鉄江戸橋

駅から徒歩10分　◇創立／1980年　◇理事長／村上 久、

主事／レンゲフェルド・ビル　◇特色／3階に「クリスチ

ャン学生寮」を設け、留学生や交換教授の宿舎を提供し

ている。各種研修会場としても提供。

　幼稚園・保育園・学童

暁の星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)マリヤ学園］〒519-0505　三

重県伊勢市小俣町本町1336　Tel.0596-22-0689 Fax.0596-

22-0691　◇JR宮川駅から徒歩3分　◇創立／1969年　◇

園長／滝沢 秀守

【HP】http://www.akenohoshi.com/

海の星第一カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリックエスコラピオス修道

会］〒510-0063　三重県四日市市十七軒町2-4　Tel&

Fax.059-354-1726　◇近鉄四日市駅東口から徒歩7分　◇

園長／神馬 久美

聖ヤコブ幼稚園
［幼稚園］　［(学)日本聖公会三重学園］〒514-0033　三重

県津市丸之内34-16　Tel.059-228-3637 Fax.059-228-

3668　◇近鉄津新町駅から徒歩15分　◇創立／1912年　

◇園長／大川 誠

【HP】http://www.yakobu-kindergarten.ed.jp/

常盤幼稚園［ときわ］

［幼稚園］　［(学)山田常盤学園］〒516-0037　三重県伊勢

市岩渕1-6-32　Tel&Fax.0596-28-4420　◇近鉄宇治山田

駅から徒歩5分　◇創立／1913年　◇理事長／中北 喜彦、

園長／井ノ川 勝　◇特色／一人ひとりの子供に神から与

えられた賜物に目を留め、心を豊かに育む、小人数の家庭

的な保育を行っています。

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~tokiwa24/

双葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)双葉学園］〒510-0068　三重県四日市市

三栄町5-3　Tel&Fax.059-352-3452　◇JR四日市から徒

歩７分　◇代表／水野 優

まきば幼稚園
［幼稚園］　［(学)まきば学園］〒510-0836　三重県四日市

市松本3-1-37　Tel.059-353-0612 Fax.0593-51-0634　◇

近鉄湯の山線伊瀬松本駅から徒歩2分　◇創立／1971

年　◇理事長／藤沢 徳治、園長／井柳 みどり

【E-Mail】makiba@d7.dion.ne.jp

めぐみの園
［グレース学園］〒510-0948　三重県四日市市室山町466-

2　Tel.059-321-0305　◇堀越 暢治

ルーテル二葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)近畿福音ルーテル学園］〒514-0822　三

重県津市南が丘1-17　Tel&Fax.059-226-9945　◇近鉄名

古屋線南が丘駅から徒歩5分　◇創立／1954年　◇理事

長／松田 信義、園長／須田 博之、副園長／三ヶ嶋 一美、

チャプレン／三ヶ嶋 徹　◇特色／個性を大切にしながら、

聖書の教えを通して、感謝と思いやりの心を明るく楽しい

環境の中で育てています。

【HP】http://luteru-futaba.agape.gr.jp/advice/advice.html

　図書館・資料展示館

いのちありがとう展示館
［エターナルライフ･プロジェクト資料展示］　［創愛キリス

ト教会併設］〒512-1101　三重県四日市市内山町8073-16 

創愛キリスト教会内　Tel&Fax.059-322-6560　◇四日市

駅からバス「内山道」停、徒歩3分　◇創立／1999年　

◇代表／堀越 暢治　◇特色／ノアの洪水を立証する地層

や化石類など聖書の創造論に立ち、いのちの尊さ、大切さ

を教えるための資料展示館。

【HP】http://soaikirisutokyoukai.com/

【E-Mail】info@soaikirisutokyoukai.com



三
重
県

近
畿
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

466
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

三 重 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   M i e 　

【E-Mail】ise@church.ne.jp

伊勢福音教会［NTM］

〒516-0035　伊勢市勢田町726-18　Tel&Fax.0596-25-

1724　◇近鉄宇治山田駅から徒歩7分　◇今林 トキ子　

◇礼拝／10:00

【HP】http://www.amigo2.ne.jp/~itokiko/

【E-Mail】itokiko@amigo2.ne.jp

山田教会［日基教団］

〒516-0037　伊勢市岩渕1-6-32　Tel&Fax.0596-28-

4420　◇近鉄宇治山田駅から徒歩5分　◇創立／1897年

（130人）　◇井ノ川 勝　◇礼拝／9:30,10:15,19:30　◇特

色／教会関連幼稚園の常盤幼稚園と教会学校を通して、

一貫したキリスト教を土台とした教育を行なっています。

尾鷲市 Owase-shi

尾鷲教会＝尾鷲キリスト教会［日基教団］

〒519-3616　尾鷲市南陽町8-36　Tel&Fax.0597-22-

2163　◇JR尾鷲駅　◇創立／1946年（46人）　◇荒又 敏

徳　◇礼拝／10:10　◇特色／アットホームな教会です。

尾鷲キリスト恵み教会［単立／独立］

〒519-3605　尾鷲市中井町9-6　Tel.0597-22-4123　◇JR

尾鷲駅から徒歩5分　◇創立／1995年（6人）　◇今藤 禎

之　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分から祈

祷会。木曜日午前10時から聖書学び会。

【E-Mail】yo-imafuji@nifty.com

希望の家キリスト教会［ウェスレアン］

〒519-3653　尾鷲市上野町4-15　Tel.0597-22-3136　◇

JR尾鷲駅から徒歩11分　◇創立／1992年（10人）　◇世

古 海平、世古 キミ子　◇礼拝／14:00　◇特色／小さな

「家の教会」です。普通の家庭がそのまま教会ですので気

軽に出入り出来ます。心の癒しと憩いの場です。

亀山市 Kameyama-shi

亀山教会［日キ教会］

〒519-0159　亀山市西丸町537　Tel&Fax.0595-82-0137　

◇JR亀山駅　◇小田 朝美

熊野市 Kumano-shi

木本バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒519-4323　熊野市木本町813-17　Tel&Fax.0597-89-

伊賀市 Iga-shi

愛農聖書研究会［無教会］

〒518-0026　伊賀市阿保1796-56 聖霊社　Tel&Fax.0595 

-52-0592　◇近鉄青山駅から徒歩15分　◇創立／1945

年　◇小谷 純一

IGA上野福音キリスト教会［単立／独立］

〒518-0845　伊賀市上野木興町15-65　Tel&Fax.0595-23-

2340　◇JR伊賀上野駅からバス「木興団地」停、徒歩3

分　◇創立／1969年（50人）　◇藤江 士善、藤江 良嗣　

◇礼拝／10:15　◇テレホン／0595-23-2466　◇いのち／

0595-23-2466

上野教会［日基教団］

〒518-0873　伊賀市上野丸の内117-17　Tel&Fax.0595-

21-3792　◇近鉄伊賀線上野市駅から徒歩10分　◇創立

／1890年（33人）　◇米田 芳生　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ict.ne.jp/~ueno-ch/

上野聖ヨハネ教会［聖公会］

〒518-0854　伊賀市上野忍町2701　Tel&Fax.0595-21-

4141　◇近鉄伊賀線上野市駅から徒歩10分　◇創立／

1890年（29人）　◇加納 嘉人　◇礼拝／10:30,17:00

【E-Mail】ue-yoha@ict.ne.jp

上野緑ヶ丘教会［改革派］

〒518-0835　伊賀市緑ヶ丘南町3945-2　Tel&Fax.0595-

21-6775　◇伊賀鉄道茅町駅から徒歩10分　◇創立／

1960年（42人）　◇小野田 雄二　◇礼拝／10:30,19:00　

◇特色／｢エホバの証人｣をはじめ、他の宗教で悩んでい

る方々との対話を願い、行っています。

【E-Mail】midorigaoka@grace.ocn.ne.jp

伊勢市 Ise-shi

伊勢聖マルコ教会［聖公会］

〒516-0071　伊勢市一之木1-8-3　Tel.0596-28-5310 Fax. 

0596-28-5319　◇JR・近鉄伊勢市駅から徒歩15分　◇創

立／1916年（10人）　◇三浦 恒久

伊勢バプテスト教会［バプ宣教団］

〒516-0066　伊勢市辻久留1-16-6　Tel&Fax.0596-28-

4846　◇宇治山田駅からバス「上社」停、徒歩1分　◇創

立／1953年（61人）　◇谷口 峰夫　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午後7時30分から祈祷会。木曜日午前10時か

ら祈祷会。日曜日午前9時30分から教会学校。

【HP】http://church.ne.jp/ise/
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四日市教会所属桑名伝道所＝桑名教会［改革派］

〒511-0902　桑名市松ノ木6-8-12　Tel.0594-32-6280　◇

近鉄桑名駅からバス「大山田市民センター」停、徒歩5分［連

絡先：日本キリスト改革派 四日市教会　〒510-0836　三

重県四日市市松本3-2-16 Tel.059-353-1764］　◇創立／

1998年（17人）　◇長谷川 潤　◇礼拝／10:30　◇特色／

牧師面談日/毎週木曜日午後1時〜4時

【HP】http://church.bona.jp/kuwana/

【E-Mail】kaikakuy@ruby.ocn.ne.jp

志摩市 Shima-shi

鵜方教会［日基教団］

〒517-0501　志摩市阿児町鵜方2954-4　Tel.0599-43-

0088 Fax.0599-43-0167　◇近鉄鵜方駅から徒歩20分　◇

創立／1955年（35人）　◇三坂 幸英　◇礼拝／10:30　

◇特色／赤ちゃんのクラスから年長者のクラスまで、多く

の集会があります。一度問い合わせてみてください。

【HP】http://www010.upp.so-net.ne.jp/ugata_church/

志摩キリスト教会［近畿教会］

〒517-0603　志摩市大王町波切1202-1　Tel&Fax.0599-

72-0673　◇近鉄鵜駅からバス「大王小坂」停　◇大杉 

常人　◇礼拝／10:30

聖書日本キリスト教会＝家の教会 登茂山［単

立／独立］

〒517-0604　志摩市大王町船越2900-32　Tel&Fax.0599-

72-0036　◇近鉄鵜方駅　◇創立／1996年（10人）　◇畠

田 秀生　◇礼拝／10:30　◇特色／ニュージーランドのラ

イフウェイカレッジと提携し、聖書コースを紹介。

【E-Mail】info@h-newlife.jp

テベリヤ教会［聖イエス会］

〒517-0503　志摩市阿児町立神叶小路167-23　Tel.0599-

45-3990　◇宮本 博文

鈴鹿市 Suzuka-shi

鈴鹿インドネシア福音教会［GIII］

〒513-0806　鈴鹿市算所3-7-21　◇近鉄鈴鹿線平田町駅

から徒歩3分［連絡先：ヘンリ･ミンバル　〒513-0828　三

重県鈴鹿市阿古曽町26-5 マンテロマンション2-202 

Tel.059-367-7162］　◇創立／1999年（150人）　◇ミンバ

ル，ヘンリー　◇礼拝／13:00　◇外国語／インドネシア

語（13:00）　◇特色／インドネシア語で礼拝しています。

【E-Mail】henry@giii-japan.org

鈴鹿オリーブチャペル［単立／独立］

〒510-0244　鈴鹿市白子町字深田56-2 銀座ビル3F　Tel 

&Fax.059-368-0355　◇近鉄名古屋線白子駅から徒歩3

分　◇創立／2005年　◇小林 茂幸　◇礼拝／10:45　◇

特色／恵みと希望の花咲く教会。

【E-Mail】suzuka_jesus@ybb.ne.jp

鈴鹿ルーテル教会［近畿教会］

〒513-0806　鈴鹿市算所1-11-14　Tel&Fax.059-378-

2211　◇近鉄鈴鹿線平田町駅から徒歩5分　◇創立／

0145　◇JR熊野市駅から徒歩10分　◇創立／1968年（28

人）　◇中橋 修　◇礼拝／10:30,19:30

【HP】http://www.church.ne.jp/kinomoto/

【E-Mail】osamumairi@za.ztv.ne.jp

熊野伝道所［日キ教会］

〒519-4323　熊野市木本町163-2　Tel.05978-5-3535 Fax. 

05978-5-4015　◇JR熊野市駅から徒歩10分［連絡先：Tel. 

0597-85-4015］　◇創立／1955年（31人）　◇名嘉 早苗　

◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日12時30分から祈祷会で

す。夜の祈祷会はありません。

桑名市 Kuwana-shi

大山田キリスト教会［同盟福音］

〒511-0912　桑名市星見ヶ丘7-114　Tel&Fax.0594-31-

0107　◇バス「星見ヶ丘6丁目」停、徒歩3分　◇創立／

1986年（49人）　◇ヴォルケ，グンター、ヴォルケ，バー

バラ　◇礼拝／10:00　◇外国語／ポルトガル語（18:00）、

英語（第3日曜13:00)　◇特色／水曜聖書学び会。木曜英

語ドイツ語クラス。第1土曜子供クラブ。礼拝で英語への

通訳あります。バリアフリー。

【HP】http://homepage1.nifty.com/oyamada-church/

【E-Mail】oyamada-church@nifty.com

桑名エピファニー教会［聖公会］

〒511-0046　桑名市一色町63　Tel&Fax.0594-22-4686　

◇JR桑名駅　◇創立／1893年（27人）　◇池本 則子

桑名教会［日基教団］

〒511-0064　 桑名市新築町52　Tel.0594-22-4793 

Fax.0594-23-0274　◇JR桑名駅から徒歩13分　◇創立／

1949年（62人）　◇池田 春善、池田 康代　◇礼拝／

10:20

【HP】http://www.cty-net.ne.jp/~nonrun/

【E-Mail】susakuwa@bg7.so-net.ne.jp

桑名キリスト教会［MB］

〒511-0811　桑名市東方1894　Tel&Fax.0594-22-7588　

◇JR桑名駅西口から徒歩5分　◇創立／1960年（70人）　

◇中島 若樹、倉 明義　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/mbkuwana/

【E-Mail】wk_nakajima@nifty.com

ジョイ・フェローシップ聖書交わりの家＝リ
カバリー・ミニストリーズ［単立／独立］

〒511-0837　桑名市小泉151-1　Tel&Fax.0594-23-

5529　◇近鉄名古屋線桑名駅からバス「ヨナハ病院」

停　◇創立／2001年（12人）　◇向 敏夫、向 清子　◇礼

拝／10:00　◇いのち／0594-23-5529　◇特色／ホームチ

ャーチを中心に週日いつでも出かけます。電話申し込みく

ださい。

【E-Mail】mm-33@cameo.plala.or.jp

TLCCC桑名教会［主の十字架］

Tel.0594-23-1388　◇礼拝・集会場所などはお問い合わせ

ください　◇創立／1997年（3人）　◇蛭川 道子　◇礼拝

／10:30

【HP】http://www.astone.co.jp/tlccc-kuwana/
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礼拝／10:30　◇特色／三重県を拠点に地域の人に広くキ

リストの福音を宣べ伝え、特に若い人たちに伝道する重荷

を負っている。郵便物は連絡先へ。

【HP】http://church.ne.jp/million/

【E-Mail】million@m7.cty-net.ne.jp

河芸ルーテル教会［近畿教会］

〒510-0302　津市河芸町千里ヶ丘40-14　Tel&Fax.059-

245-3211　◇近鉄千里駅から徒歩15分［連絡先：トップ

ラン，ルツ　〒510-0302　三重県津市河芸町千里ケ丘31-

12 Tel.059-202-0810］　◇創立／1995年（15人）　◇アス

ケ，イングリット、トップラン，ルツ、トップラン，クヌー

ト　◇礼拝／15:00　◇特色／家族向け礼拝日曜午後3時。

毎月最後の日曜は6時から持ち寄り食事会！子どもゴスペ

ル、ノルウェー刺繍、英語あり。

【HP】http://kawage-lk.net/

【E-Mail】ruth@topland.net

近畿福音ルーテル津教会［近畿教会］

〒514-0822　津市南が丘1-17-5　Tel&Fax.059-228-2814 

Fax.059-246-5771　◇近鉄南が丘駅から徒歩5分　◇創立

／1952年（104人）　◇三ヶ嶋 徹　◇礼拝／10:30

津教会［日基教団］

〒514-0036　津市丸之内養正町9-11　Tel&Fax.059-228-

4293　◇近鉄線津新町駅　◇創立／1946年（75人）　◇

前田 和之　◇礼拝／10:15　◇特色／木曜日午前10時30

分、午後7時30分から祈祷会。

【HP】http://www.wa.commufa.jp/~tsu-ch/

津示路教会［日基教団］

〒514-0815　津市藤方1048　Tel&Fax.059-226-8037　◇

JR津駅からバス「米津」停、徒歩5分　◇創立／1967年（80

人）　◇下村 徹嗣　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.wb.commufa.jp/tsushiro/

【E-Mail】tsushiro@ymail.plala.or.jp

津聖ヤコブ教会［聖公会］

〒514-0033　津市丸ノ内34-15　Tel.059-224-3890 Fax. 

059-228-3668　◇近鉄名古屋線津新町駅　◇創立／1895

年（40人）　◇大川 誠　◇礼拝／10:30

津豊ヶ丘キリスト教会［バプ宣教団］

〒514-2221　津市高野尾町2401-2　Tel.059-230-2317 

Fax.059-230-2606　◇JR津駅からバス「教会前」停、徒

歩1分　◇創立／1965年（150人）　◇服部 滋樹　◇礼拝

／9:00,10:30　◇外国語／英語　◇特色／水曜日午後7時

半から祈り会・信徒生涯教育講座、木曜日午前10時から

聖書を学ぶ会、福祉部の喫茶ノア（第1木曜日）。

【HP】http://www.toyogaoka.or.jp/

【E-Mail】via.veritas.vita.14-6@nifty.com

日本バプテスト宣教団クリスチャン教育セ
ンター［バプ宣教団］

〒514-0001　津市江戸橋1-117-2　Tel.059-232-6579 Fax. 

059-233-0104　◇近鉄江戸橋駅から徒歩10分　◇創立／

2000年　◇ユーイング，ポール、レンゲフェルド，ビル　

◇礼拝／19:00(第2･第4日曜)　◇外国語／英語　◇特色

／夕礼拝。学生寮（女子）。イングリッシュ・センター。

研修所の提供。KGK聖書研究会場の提供。

1971年（58人）　◇栗﨑 学　◇礼拝／10:30　◇特色／聖

書の学びと祈り会、聖書入門講座を行っています。若い

牧師がお迎えします。詳細はホームページにて。

【HP】http://www.geocities.jp/suzukakyoukai/

鈴鹿教会［日基教団］

〒510-0216　鈴鹿市野町中3-2-6　Tel.059-386-1868 Fax. 

059-386-2022　◇近鉄名古屋線白子駅西口からバス「野

町」停　◇創立／1957年（88人）　◇滝口 洋子　◇礼拝

／10:30

【HP】http://www.suzuka-church.or.jp/

鈴鹿キリスト教会［長老教会］

〒513-0801　鈴鹿市神戸9-8-13　Tel&Fax.059-382-0805　

◇近鉄鈴鹿市駅から徒歩2分　◇創立／1981年（10人）　

◇白井 仁　◇礼拝／10:30

鈴鹿キリスト福音教会［NTM］

〒513-0035　鈴鹿市矢橋町471-2　Tel.059-383-5145 

Fax.059-369-2424　◇JR鈴鹿駅から徒歩2分　◇創立／

1967年（85人）　◇岩井 繁信　◇礼拝／10:00

【E-Mail】elim@mecha.ne.jp

鈴鹿ベテル福音教会［在外国教団教派］

〒513-0828　鈴鹿市阿古曽町23-5　Tel&Fax.059-370-

3264　◇近鉄鈴鹿線平田駅から徒歩10分　◇創立／1997

年（80人）　◇平松 浩　◇礼拝／10:00,15:30　◇外国語

／ポルトガル語　◇特色／日本、ブラジル、ペルーの人

たちが集まっています。現代的な賛美をささげます。

【HP】http://pub.ne.jp/john316/

【E-Mail】jesuslovesme650128@yahoo.co.jp

TLCCC鈴鹿フィラデルフィア教会［主の十字架］

Tel&Fax.059-368-3605　◇集会場所はお問い合わせくだ

さい。　◇デボラ 坂口

TLCCC三重教会［主の十字架］

〒510-0241　鈴鹿市白子駅前27-12 白子センタービル

3F　Tel&Fax.059-386-5070　◇近鉄名古屋線白子駅から

徒歩1分　◇創立／1993年（15人）　◇ヨセフ 益田 良美、

益田 愛　◇礼拝／8:45,11:00,18:45

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~tlcccmie/

【E-Mail】tlcccmie@basil.ocn.ne.jp

津市 Tsu-shi

阿漕教会［日基教団］

〒514-0805　津市下弁財町津興1267　Tel.059-228-0407 

Fax.059-202-0160　◇JR阿漕駅から徒歩15分　◇創立／

1953年（60人）　◇加藤 幹夫　◇礼拝／10:15

【HP】http://akogi.church.jp/

【E-Mail】akogichurch@hotmail.com

大三ミリオンチャーチ＝ミリオンチャーチ
［みえ洗足キリスト］

〒515-2602　津市白山町二本木1001-49　Tel&Fax.050-

7001-1970　◇近鉄大三駅から徒歩10分［連絡先：野田 

英敏　〒510-8027　三重県四日市市茂福226-1 Tel.059-

363-5575］　◇創立／1974年（16人）　◇野田 英敏　◇
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4049　◇近鉄志摩赤崎駅から徒歩7分　◇創立／1948年

（21人）　◇尾﨑 公明　◇礼拝／10:15　◇特色／障害者

用トイレ、補聴器、点訳聖書、図書室あり。談話室育児室

ロビーなどどこでも説教が聞けます。

名張市 Nabari-shi

カリスチャペル名張［単立／独立］

〒518-0463　名張市赤目町檀613-2　Tel&Fax.0595-63-

7883　◇近鉄赤目口駅から徒歩15分［連絡先：京阪中央

教会カリスチャペル　〒576-0053　大阪府交野市郡津

3-73-5 Tel.072-893-8517］　◇創立／2007年　◇村上 好

伸、村上 民子、中村 友紀　◇礼拝／11:00(土曜)

【HP】http://www.charis.or.jp

【E-Mail】direct@charis.or.jp

桔梗が丘伝道所［日基教団］

〒518-0623　名張市桔梗が丘３番町1-71　Tel&Fax.0595-

65-0581　◇近鉄大阪線桔梗が丘駅東口から徒歩6分　◇

創立／1971年（12人）　◇内田 伊三雄

桔梗ヶ丘ルーテル教会［近畿教会］

〒518-0623　名張市桔梗が丘３番町1-91　Tel.0595-65-

0591　◇山岡 由紀子

名張教会［日基教団］

〒518-0441　名張市夏見3361　Tel&Fax.0595-64-1982　

◇近鉄名張駅東口から徒歩10分　◇創立／1957年（50

人）　◇小松 博士、小松 愛子　◇礼拝／10:30　◇特色

／木曜日午前10時から聖書研究祈祷会。日曜日午前9時15

分から教会学校礼拝。

名張キリスト神愛教会［アッセンブリー］

〒518-0603　名張市西原町2650-6　Tel&Fax.0595-66-

3699　◇近鉄大阪線桔梗が丘駅からバス5分「西原町」停、

徒歩3分　◇創立／1997年　◇津島 敏宏、津島 久美　

◇礼拝／10:30　◇特色／アメリカでよく見かけるような

西洋風の綺麗でお洒落なチャペル。ダイナミックなメッセ

ージと麗しい賛美。

【E-Mail】nabariagape@yahoo.co.jp

八尾福音教会つつじが丘チャペル［JEC］

〒518-0433　名張市つつじが丘北3-104　Tel&Fax.0595-

68-3044　◇近鉄名張駅からバス「南8番町」停、徒歩3

分　◇創立／1983年（40人）　◇伊藤 信行　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】tsutsujigaoka@jec-net.org

松阪市 Matsusaka-shi

新生ルーテル教会［単立／独立］

〒515-0012　松阪市東町259-121　Tel.0598-51-2962 Fax. 

0598-52-2804　◇近畿日本鉄道松坂駅から徒歩15分　◇

創立／1982年（50人）　◇松本 光二、松本 太郎　◇礼拝

／10:30,19:30　◇特色／副牧師松本太郎は漫画家（講談

社モーニング連載歴あり）

白山ミリオンチャーチ＝ミリオンチャーチ
［みえ洗足キリスト］

〒515-2617　津市グリンタウン榊原9-263　Tel&Fax.050-

7001-1970　◇近鉄榊原温泉口駅から車5分［連絡先：野

田 英 敏　〒510-8027　 三重 県四日市市茂福226-1 

Tel.059-363-5575］　◇創立／1972年（16人）　◇野田 英

敏　◇礼拝／10:30　◇特色／三重県を拠点に地域の人に

広くキリストの福音を宣べ伝え、特に若い人たちに伝道す

る重荷を負っている。郵便物は連絡先へ。

【HP】http://church.ne.jp/million/

【E-Mail】million@m7.cty-net.ne.jp

久居新生教会［日基教団］

〒514-1118　津市久居新町1057-1　Tel&Fax.059-255-

4545　◇近鉄名古屋線久居駅から徒歩5分　◇創立／

1978年（42人）　◇水田 雅敏　◇礼拝／10:05

久居聖書教会［JECA］

〒514-1138　津市戸木7837-3　Tel&Fax.059-256-2865　

◇久居駅からバス「戸木神社前」停、徒歩2分　◇創立／

1978年（53人）　◇池田 多久造　◇礼拝／9:45,20:00　

◇特色／英会話教室、母子の子育て支援あります。

【HP】http://www.geocities.jp/hisaibc/

【E-Mail】hisaibc@yahoo.co.jp

ベテルセンター　ベテルローア教会［単立／

独立］

〒514-0005　津市鳥居町191-9　Tel.059-292-4588 Fax. 

059-292-3161　◇JR津駅から徒歩15分［連絡先：ベテル・

リバーサイドチャペル　〒514-0326　三重県津市香良洲

町2988-1］　◇創立／2008年（7人）　◇原 正幸、原 勝

子　◇礼拝／10:00　◇外国語／手話　◇特色／2008年1

月よりローア教会発足。毎日曜10時より礼拝、毎金曜20時

より祈祷会。ベテルセンターにはローア教会、FGB事務局

が設けられている。

【HP】http://www.f3.dion.ne.jp/~tufukuin/

【E-Mail】tufukuin@f3.dion.ne.jp

ベテル・リバーサイドチャペル＝ベテルセ
ンター［単立／独立］

〒514-0326　津市香良洲町2988-1　Tel.059-292-4588 

Fax.059-292-3161　◇近鉄津駅からバス「北浦」停すぐ［連

絡先：原 正幸　〒514-0304　三重県津市雲出本郷町

1399-8 Tel.059-234-1250］　◇創立／1973年（70人）　◇

原 正幸、原 勝子　◇礼拝／10:00　◇外国語／英語（同

時通訳）、手話　◇特色／（宗）ベテルセンターのもと当

チャペル、ベテルローアチャぺルが活動。ベテル実践神

学校も開校。大宣教命令の使命に立っている。

【HP】http://www.f3.dion.ne.jp/~tufukuin/

【E-Mail】tufukuin@f3.dion.ne.jp

美杉ルーテル教会［近畿教会］

〒515-3531　津市美杉町奥津　Tel.059-274-0304　◇山

岡 由紀子

鳥羽市 Toba-shi

鳥羽教会［日基教団］

〒517-0023　鳥羽市大明西町11-6　Tel&Fax.0599-25-
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北四日市キリスト教会［長老教会］

〒510-8027　四日市市茂福丸の内153-1　Tel&Fax.059-

364-0753　◇近鉄富田駅から徒歩10分　◇創立／1979年

（30人）　◇光本 高敏、大庭 貴宣　◇礼拝／10:45,17:00　

◇特色／みことばの講解説教による礼拝を重視。温かい

交わりのある教会です。

幸町教会［日基教団］

〒510-0087　四日市市西新地13-13 三重YMCA会館内　

Tel&Fax.059-352-3727　◇近鉄四日市駅から徒歩5分［連

絡先：町田 久子　〒510-0075　三重県四日市市安島2-3-5 

ライオンズシティ四日市804 Tel.059-355-3440］　◇創立

／1909年（94人）　◇町田 久子　◇礼拝／10:15　◇特

色／日曜日午前9時15分から教会学校。水曜日午後1時か

ら聖書研究祈祷会。第3日曜日礼拝後、地塩会（壮年・婦

人合同）

創愛キリスト教会［単立／独立］

〒512-1101　四日市市内山町8073-16　Tel&Fax.059-322-

6560　◇近鉄四日市駅からバス「内山道」停、徒歩3分［連

絡先：Tel.059-320-2286］　◇創立／1999年（96人）　◇

堀越 暢治、堀越 葉満、髙桑 照雄　◇礼拝／11:00　◇特

色／1.神を創造主とお呼びする教会。2.生命の尊さを教え

る。3.子どもを大切に育てる。

【HP】http://soaikirisutokyoukai.com/

【E-Mail】info@soaikirisutokyoukai.com

TLCCC四日市シオン教会［主の十字架］

〒510-0073　四日市市西浜田町1-3　Tel&Fax.059-355- 

2201 Fax.059-332-1557　◇近鉄四日市駅から徒歩7分　

◇創立／1992年（80人）　◇フィベ 太田 久美子、太田 

早苗、匹田 千久美、三浦 栄子、山本 恵子、山下 敦史、

山下 令子、今井 加奈子、内田 弘子、安田 幸代、中島 晃

子　◇礼拝／8:20,10:00,13:30,17:00　◇外国語／英語

（13:30）　◇特色／火曜礼拝を午前10時から行っています。

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~praise3/

【E-Mail】phoebe@poplar.ocn.ne.jp

日本バプテスト四日市教会＝ブレッシング
チャーチ［バプ連盟］

〒510-0815　四日市市野田1-1-27　Tel.059-334-7755 Fax. 

059-334-7707　◇近鉄川原町駅から徒歩8分　◇創立／

1959年（41人）　◇後藤 健　◇礼拝／10:15　◇特色／牧

師辞任にともない、4月より会衆の教会として新しい歩み

を始めます。

緑の牧場グレースクリスチャンフェローシ
ップ［単立／独立］

◇礼拝・集会場所などはホームページでご確認くださ

い　◇創立／2004年（27人）　◇股村 大　◇礼拝／

10:00

【E-Mail】gracechristianfellowship3@msn.com

美濃ミッション追分聖書教会［美濃ミッション］

〒510-0958　四日市市小古曽4-2-1　Tel&Fax.059-345-

0008　◇近鉄内部線追分駅から徒歩3分　◇創立／1947

年　◇石黒 次夫、石黒 曙子　◇礼拝／15:00　◇特色／

聖書を学び、福音を伝える、純粋なキリスト教会。火曜日

午後7時30分から祈祷会。

【HP】http://www.cty-net.ne.jp/~mmi/

TLCCC松阪教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

Tel.0598-52-1684］　◇創立／1998年（5人）　◇斎藤 

都　◇礼拝／10:00

【HP】http://web.astone.co.jp/tlccc-matsusaka/

松阪教会［日基教団］

〒515-0073　松阪市殿町1224　Tel&Fax.0598-21-7018　

◇JR松阪駅から徒歩10分　◇創立／1928年（73人）　◇

丹羽 利夫　◇礼拝／10:15

【HP】http://church.jp/matsusaka/

【E-Mail】matsusaka_kyoukai@hotmail.com

松阪キリスト教会［COG］

〒515-0044　松阪市久保町1445-7　Tel.0598-29-1780 

Fax.0598-29-1791　◇松阪駅からバス13分「三重中京大

学口」停、徒歩1分　◇創立／1976年（43人）　◇渡邉 

貞雄、渡邉 賴子　◇礼拝／11:00　◇特色／2004年11月

に「新教会堂」が完成。バリアフリー（エレベーター設置）

で、どなたもお出で戴ける様に心しました。

【HP】http://matukyo.com

【E-Mail】matu-ch@mctv.ne.jp

松阪キリスト福音教会［NTM］

〒515-0812　松阪市船江町452　Tel&Fax.0598-23-0219 

Tel.0598-23-9648　◇JR松阪駅からバス5分「川井町2丁

目」停、徒歩3分　◇創立／1968年（60人）　◇藤田 光康、

藤田 耐子　◇礼拝／10:00　◇特色／１．地区礼拝。２．

水曜午後7時、聖書研究。３．日曜午前9時、日曜学校。

【HP】http://www.church.ne.jp/mate/

松阪コミュニティ・チャーチ＝津豊ヶ丘キリ
スト教会松阪チャペル（伝）［バプ宣教団］

〒515-0831　松阪市岡本町430　Tel&Fax.059-230-

3006　◇JR松阪駅からバス「駅部田」停、徒歩1分［連絡

先：村上 久　〒514-2221　三重県津市高野尾町4762-11 

Tel.059-230-1541］　◇創立／2004年（9人）　◇村上 

久　◇礼拝／10:00　◇特色／礼拝10時。木曜日午前10時

から聖書を学ぶ会。日曜日午前11時20分から交わり分かち

合い。

【HP】http://www.toyogaoka.or.jp/

【E-Mail】h-murakami@ztv.ne.jp

松阪ルーテル教会［近畿教会］

〒515-0073　松阪市殿町1331　Tel&Fax.0598-21-2582　

◇JR松阪駅からバス「市役所前」停、徒歩1分　◇創立／

1951年（115人）　◇橋本 昭夫　◇礼拝／10:30

【E-Mail】hi.suda@h4.dion.ne.jp

四日市市 Yokkaichi-shi

インマヌエル四日市キリスト教会［IGM］

〒510-0064　四日市市新正4-15-12　Tel&Fax.059-351-

7909　◇近鉄名古屋線新正駅から徒歩3分　◇創立／

1972年（53人）　◇佐藤 道直　◇礼拝／10:30　◇特色／

心に神の愛を注がれて生きる喜びを、ともに求めて集まり

ましょう。若い人、歓迎！

【E-Mail】yynsd2@m2.cty-net.ne.jp
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四日市神召キリスト教会＝四日市コミュニテ
ィチャーチ［アッセンブリー］

〒510-0068　四日市市三栄町1-1　Tel&Fax.059-357-

4925　◇近鉄四日市駅から徒歩7分　◇創立／1999年　

◇藤本 幸雄、藤本 多恵子　◇礼拝／10:30　◇外国語／

ポルトガル語

【HP】http://www.geocities.jp/aogyokkaichi/church

【E-Mail】aogyokkaichi@ybb.ne.jp

四日市信頼教会［ペンテコステ教団］

〒510-0067　四日市市浜田町14-10 シャンピアSUZUKI 

2F　Tel&Fax.059-356-1090　◇近鉄四日市駅から徒歩7

分　◇創立／2004年　◇金泉 正、金泉 知子　◇礼拝／

11:00

【E-Mail】sinrai.t.t@na.commufa.jp

四日市聖アンデレ教会［聖公会］

〒510-0084　四日市市栄町4-9　Tel&Fax.059-353-2541　

◇JR四日市駅　◇創立／1895年（23人）　◇池本 則子

四日市ミリオンチャーチ＝ミリオンチャーチ
［みえ洗足キリスト］

〒510-0075　四日市市安島1-3-18 じばさん三重5階小研修

室　Tel&Fax.059-363-5575　◇近鉄四日市駅西口から徒

歩7分［連絡先：野田 英敏　〒510-8027　三重県四日市

市茂福226-1］　◇創立／1972年（16人）　◇野田 英敏　

◇礼拝／10:30　◇特色／三重県を拠点に地域の人に広く

キリストの福音を宣べ伝え、特に若い人たちに伝道する重

荷を負っている。郵便物は連絡先へ。

【HP】http://church.ne.jp/million/

【E-Mail】million@m7.cty-net.ne.jp

四日市ルーテル教会［近畿教会］

〒510-0833　四日市市中川原2-4-29　Tel&Fax.059-352-

4597　◇近鉄湯の山線中川原駅から徒歩2分　◇創立／

1960年（22人）　◇栗﨑 和重　◇礼拝／10:30

四日市レムナント教会［単立／独立・イエス教長

老会］

〒512-1212　四日市市智積町字御所垣内655-3　Tel& 

Fax.059-399-7177　◇近鉄湯ノ山線桜駅　◇李 イザヤ

員弁郡 Inabe-gun

純福音キリストネオポリス教会［単立／独立］

〒511-0233　員弁郡東員町城山3-19-15　Tel&Fax.0594-

76-8125　◇JR桑名駅からバス「城山3丁目」停、徒歩5

分　◇創立／1994年　◇平沢 薫

北牟婁郡 Kitamuro-gun

紀伊長島教会［日基教団］

〒519-3204　北牟婁郡紀北町紀伊長島区 東長島2484-1　

Tel&Fax.0597-47-0496　◇JR紀伊長島駅　◇創立／

1954年（79人）　◇中山 忍、中山 倫子　◇礼拝／

10:00　◇特色／会堂への昇降機を設置・スロープ・手すり。

御言葉大切にし、地域に開かれたオアシスとしての教会

形成を目指す。

美濃ミッション富田浜聖書教会［美濃ミッショ

ン］

〒510-8008　四日市市富田浜町10-4　Tel.059-365-0096 

Fax.059-365-9399　◇JR富田浜駅から徒歩3分　◇創立

／1946年　◇石黒 次夫、中西 弘子　◇礼拝／10:30,

19:00　◇特色／聖書を学び、福音を伝える、純粋なキリ

スト教会。

【HP】http://www.cty-net.ne.jp/~mmi/

【E-Mail】mmi@cty-net.ne.jp

四日市教会［改革派］

〒510-0836　四日市市松本3-2-16　Tel.059-353-1764 

Fax.059-353-1788　◇近鉄湯の山線伊瀬松本駅から徒歩2

分　◇創立／1888年（41人）　◇長谷川 潤　◇礼拝／

10:30　◇特色／主の日の礼拝式を中心に御言葉による魂

への配慮に心と力を尽くします。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~kaikaku/

【E-Mail】kaikakuy@ruby.ocn.ne.jp

四日市教会［KCCJ］

〒510-0042　四日市市高砂町8-5　Tel&Fax.059-357-

1406　◇創立／1998年（25人）　◇康 興富　◇礼拝／

11:00,13:00　◇外国語／韓国語　◇特色／礼拝は日本語

への同時通訳があります。

【E-Mail】hbkangjp@yahoo.co.jp

四日市教会［日基教団］

〒510-0095　四日市市元新町7-18　Tel&Fax.059-352-

6693　◇JR四日市駅から徒歩8分　◇創立／1890年（55

人）　◇児玉 義也、児玉 慈子　◇礼拝／10:30

【HP】http://heartland.geocities.jp/yokkaichi1890/

四日市キリスト教会［長老教会］

〒510-0948　四日市市室山町466-2　Tel.059-322-2795 

Fax.059-322-2798　◇近鉄四日市駅からバス15分　◇創

立／1949年（282人）　◇山崎 俊彦、大竹 護　◇礼拝／

9:00,10:50　◇特色／子どもと一緒の礼拝、教会学校、ア

ワナクラブに大勢の子ども達が集まっている。また、英会

話教室もあり。

【HP】http://www.cty-net.ne.jp/~y-christ/

【E-Mail】y-christ@cty-net.ne.jp

四日市キリスト教会［同盟福音］

〒510-0811　四日市市みゆきヶ丘2-1504-146　Tel.059-

331-2876　◇近鉄本線阿倉川駅 からバス「大谷台」停、

徒歩6分　◇創立／1988年（29人）　◇礼拝／10:00　◇

特色／乗鞍のノーススターと協力し青年伝道をしていま

す。幼児から90代の方まで集う、賛美に溢れる教会です。

【E-Mail】h-craft@cty-net.ne.jp

四日市キリスト福音教会［単立／独立］

〒510-0961　四日市市波木町816-205　Tel&Fax.059-321-

8730　◇バス「笹川テニス場」停、徒歩7分　◇創立／

1977年（24人）　◇中村 信子、紙屋 八千代　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜日は家族で教会へ　キリストはかし

ら　私たちはそのみからだです。どなたもどうぞ歓迎しま

す。
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大里教会［カナン教団］

〒519-5835　南牟婁郡紀宝町大里　◇登立 元吉

熊野恵泉塾［札幌キリスト召団］

〒519-5701　南牟婁郡紀宝町鵜殿3991　◇JR鵜殿駅　◇

五十嵐 昇、山上 博司　◇礼拝／10:00　◇特色／開塾式

9月、閉塾式7月。

度会郡 Watarai-gun

伊勢バプテスト教会南伊勢道方チャペル［バ

プ宣教団］

〒516-1301　度会郡南伊勢町道方470-3　Tel.0596-28-

4846　◇谷口 峰夫　◇礼拝／16:30

【HP】http://church.ne.jp/ise/

【E-Mail】ise@church.ne.jp

グレース宣教会紀勢チャペル［グレース宣教会・

福音自由］

〒519-2802　度会郡大紀町崎1362　Tel.0598-74-1644　

◇JR紀勢柏崎駅から車10分　◇創立／1991年（29人）　

◇堀内 顕　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ma.mctv.ne.jp/~gm-kisei/

【E-Mail】gm-kisei@ma.mctv.ne.jp

錦キリスト教会［COG］

〒519-2911　度会郡大紀町錦346-37　Tel&Fax.0598-73-

3060　◇JR紀伊長島駅からバス20分　◇創立／1973年

（44人）　◇渡辺 重光、渡辺 恵美

多気郡 Taki-gun

大台めぐみ教会［日基教団］

〒519-2404　多気郡大台町佐原1057-1　Tel&Fax.0598-

82-1317　◇JR三瀬谷駅から徒歩5分　◇創立／1947年

（14人）　◇丹羽 利夫　◇礼拝／10:15　◇特色／毎月第2

土曜日は、日本語・英語による「交友会」あり。性別年齢

制限なし。正午から。軽食付（無料）。

【HP】http://church.jp/odai/

グレース宣教会大台チャペル［グレース宣教会・

福音自由］

〒519-2421　多気郡大台町千代997 大台共生園内　Tel& 

Fax.0598-84-6521　◇JR栃原駅　◇創立／2004年　◇堀

内 顕　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.gracemission.jp/modules/pico/index.php?con

tent_id=73

三重郡 Mie-gun

菰野聖マリア教会伝道所［聖公会］

〒510-1232　三重郡菰野町宿野1433-69 菰野聖十字の家

内　Tel.059-394-2511 Fax.059-394-0081　◇近鉄湯ノ山

線菰野駅　◇創立／1998年（28人）　◇高地 敬、小松 幸

男　◇礼拝／10:00

南牟婁郡 Minamimuro-gun

鵜殿教会［カナン教団］

〒519-5701　南牟婁郡紀宝町鵜殿　◇登立 元吉
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滋賀県──地域の宣教資料

　宣教人国記：日本基督教会の開拓伝道者・外村義郎

（1872〜1939）は彦根の出身。1888年（明治21）上京、

銀行勤務のかたわら東京商業学校に通学、翌年キリス

ト教に接し、90年に受洗。ムーディとサンキーの伝記

を読んで伝道者に献身し埼玉県下で巡回伝道をした。

後に神戸、岐阜、名古屋、東京で無産労働者伝道を行

った。1967年（昭和42）から74年（昭和49）まで参議

院議員を務めた西村関一（1900〜1979）は、大津市三

井寺下にある侠客常世川の長男として生まれる。開拓

事業のかたわらで山口県秋吉台に本間俊平を訪れ信仰

的励ましを受け、岡山香登教会の佐藤邦之助牧師や武

用しげに感化を受けて献身。大阪メソジスト神学校を

卒業後、堅田教会を終生、牧会した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【近江八幡市】蒲生郡安土町。【大津市】滋賀郡志賀町。

【甲賀市】甲賀郡水口町・土山町・甲賀町・甲南町・信

楽町。【湖南市】甲賀郡石部町・甲西町。【高島市】高

島郡マキノ町・今津町・朽木村・安曇川町・高島町・

新旭町。【長浜市】長浜市、東浅井郡浅井町・びわ町・

虎姫町・湖西町、伊香郡高月町・木之本町・余呉町・

西浅井町。【東近江市】八日市市、蒲生郡蒲生町、神

崎郡能登川町・永源寺町・五個荘町、愛知郡愛東町・

湖東町。【米原市】坂田郡近江町・山東町・伊吹町・

米原町。【野洲市】野洲郡中主町・野洲町。【栗東市】

栗太郡栗東町。【愛知郡愛荘町】秦荘町・愛知川町。

 近 畿 地 方 滋 賀 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

滋 賀 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   S h i g a 　

0806　滋賀県大津市打出浜14-30 大津パルコ4F　Tel.077 

-527-7186 Fax.077-527-7189　◇代表取締役会長／金山 

良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

　幼稚園・保育園・学童

愛光幼稚園
［幼稚園］　［(学)大津愛光学園］〒520-0056　滋賀県大津

市末広町6-6　Tel.077-524-4751 Fax.077-527-1415　◇JR

大津駅から徒歩3分　◇創立／1918年　◇園長／望月 修

治

【HP】http://www.aiko-youchien.ed.jp/

愛隣保育園
［保育園］　［(福)近江愛隣会］〒520-1613　滋賀県高島市

今津町上弘部438-2　Tel.0740-22-2339 Fax.0740-22-

1771　◇JR近江今津駅　◇創立／1951年　◇園長／桑

原 栄子　◇特色／キリストの「愛の精神」を基とした感

　お店・事業

信峰陶房［信峰］

［陶芸工房・茶器、花器製造・直接販売］〒520-3413　滋

賀県甲賀市甲賀町油日1904　Tel&Fax.0748-88-3909［連

絡先：Tel.090-8203-2869］　◇JR油日駅から徒歩10分　◇

創立／1978年　◇代表／廣田 忠美

みのる窯
［陶芸・ギャラリー主宰］〒529-1851　滋賀県甲賀郡信楽

町長野676-1　Tel&Fax.0748-82-2548 Tel.0748-82-2548　

◇帝産バス終点から徒歩1分　◇創立／1981年　◇陶芸

家／松川 実、陶芸家／松川 京子　◇特色／滋賀県信楽

町で夫婦で陶芸家。自作＆他作家の器を展示販売。工房

見学OK。みのる窯と甲賀市で陶芸教室開催。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~minorugama/

【E-Mail】minorugama@leto.eonet.ne.jp

ムラサキスポーツ　大津店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒520-
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謝の心、愛の心を育てる　保育を心がけています。

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~airin/

【E-Mail】airin-h@mist.ocn.ne.jp

安曇川はこぶね保育園
［保育園］　［(福)はこぶね会］〒520-1233　滋賀県高島市

安曇川町南船木470　Tel.0740-34-0166 Fax.0740-34-

1356　◇JR安曇川駅からバス　◇創立／1957年　◇園長

／今西 拓也

【HP】http://hakobune.hoikuen.to/

今津幼稚園
［幼稚園］　［(学)恵の園］〒520-1621　滋賀県高島市今津

町今津1650-1　Tel.0740-22-2214 Fax.0740-22-2480［連

絡先：日本基督教団今津教会　〒520-1621　滋賀県高島

市今津町今津1621 Tel.0740-22-2214］　◇JR近江今津駅

から徒歩5分　◇創立／1932年　◇理事長／上森 俊明　

◇特色／神に愛されている喜びの中で、隣人を思いやる

優しい心を育む教育を心がけています。

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~imazu-kg/

近江兄弟社幼稚園
［幼稚園］　［(学)近江兄弟社学園］〒523-0821　滋賀県近

江八幡市多賀町557　Tel.0748-32-0301 Fax.0748-32-0309

［連絡先：近江兄弟社学園　〒523-0851　滋賀県近江八幡

市市井町177 Tel.0748-32-3444］　◇JR近江八幡駅から車

10分　◇創立／1920年　◇園長／菅井 恵子

【HP】http://www.ob-sch.ac.jp

【E-Mail】ejh@ob-sch.ac.jp

草津カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒525-0034　滋賀県草津市草津1-9-

21　Tel.077-562-0315 Fax.077-569-0931

【HP】http://kusatsucatholic.youchien.to/

信愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)草津キリスト教学園］〒525-0032　滋賀

県草津市大路1-17-11　Tel.077-562-1064 Fax.077-565-

4082　◇創立／1922年　◇理事長・園長／宮田 誉夫

【HP】http://www.k2.dion.ne.jp/~shin-ai/

聖愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖愛学園］〒520-0837　滋賀県大津市中

庄1-2-1　Tel.077-522-1204 Fax.077-525-5000　◇京阪中

ノ庄駅前　◇創立／1916年　◇園長／大山修司　◇特色

／すべての幼児が神さまに愛されている尊い人格である

ことを覚えて保育にあたります。

【HP】http://www.ex.biwa.ne.jp/~zz-cak/

【E-Mail】zz-cak@ex.biwa.ne.jp

聖パウロ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒520-0004　滋賀県大津市見世1-1-

35　Tel.077-524-7369

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~seipauro/

聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)滋賀カトリック学園］〒520-

0802　滋賀県大津市馬場2-6-62　Tel&Fax.077-523-

0480　◇JR膳所駅から徒歩5分　◇創立／1966年　◇園

長／井上 美幸　◇特色／モンテッソーリ教育を導入し、

縦割クラス編成で1クラスに3才から5才がともにすごして

います。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~seibo/

聖ヨゼフ幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)滋賀カトリック学園］〒522-

0062　滋賀県彦根市立花町2-24　Tel&Fax.0749-22-

5376　◇JR彦根駅から徒歩10分　◇創立／1959年　◇

園長／大原 友代

【HP】http://stjoseph.youchien.to/

清和幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖和学園］〒520-0855　滋賀県大津市栄

町18-5　Tel.077-537-0456 Fax.077-537-0494　◇JR石山

駅から徒歩10分　◇創立／1954年　◇園長／内藤 暁

【HP】http://www.k3.dion.ne.jp/~seiwa/

ノゾミ保育園
［保育園］　［(福)ノゾミ会］〒522-0064　滋賀県彦根市本

町1-8-20　Tel.0749-22-6011 Fax.0749-22-6013　◇JR彦

根駅から徒歩15分　◇創立／1946年　◇園長／小西 直

人　◇特色／本園は「キリスト教」をもって、保育の基本

としております。イエス様が子どもを愛された姿が、お手

本です。

ベテルホーム
［保育園］　［(宗)守山キリスト福音教会付属］〒524-

0022　滋賀県守山市守山1-13-2　Tel&Fax.077-583-2332

［連絡先：Tel.077-583-2262］　◇JR守山駅から徒歩7分　

◇創立／1979年　◇園長／上田 勇矢　◇特色／キリスト

の愛を基調にしたアットホームな保育をしています。赦す

喜び、赦される喜び、少人数保育。

【HP】http://geocities.yahoo.co.jp/gl/bethel_h

【E-Mail】mcg-church@sky.plala.or.jp

水口幼稚園
［幼稚園］　［(学)近江聖書学園］〒528-0028　滋賀県甲賀

市水口町城東3-21　Tel.0748-62-0329 Fax.0748-62-

0334　◇近江鉄道本線水口石橋駅から徒歩5分　◇創立

／1937年　◇園長／谷村 徳幸

【HP】http://www.minakuchi.jp/youchien/top01.shtml

八日市めぐみ保育園
［保育園］　［(福)めぐみ会］〒527-0029　滋賀県東近江市

八日市町3-23　Tel.0748-22-0659 Fax.0748-22-0752　◇

近江鉄道八日市駅から徒歩5分　◇創立／1953年　◇園

長／川上 信

【E-Mail】527megumihoikuen@if-u.ne.jp

　祈祷院

福地祈祷院
［祈祷院］〒520-1821　滋賀県高島市マキノ町沢2049-5［連

絡先：世界宣教教会 Tel.078-511-9191］　◇JR近江中庄

駅　◇代表／姜 鐘仁
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滋 賀 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   S h i g a 　

熟年者まで、さまざまのプログラムがあります。祈りとみ

ことばの群れを目指して歩んでいます。

【HP】http://www.biwa.ne.jp/~ohmi-efc/

【E-Mail】ohmi-efc@mx.biwa.ne.jp

大津韓国福音教会［TPKF］

〒520-0043　大津市中央4-10-11　Tel.077-525-4688　◇

JR大津駅北出口から北方向800m　◇創立／1955年　◇

李 虎雄　◇礼拝／10:30

大津教会［日基教団］

〒520-0056　大津市末広町6-6　Tel.077-522-3634 

Fax.077-527-1415　◇JR大津駅から徒歩3分　◇創立／

1946年（184人）　◇江守 秀夫、高田 太　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ex.biwa.ne.jp/~otsuchurch/

大津キリスト教会＝アッセンブリー大津キ
リスト教会［アッセンブリー］

〒520-0832　大津市栗津町2-63 CS石山ビル102　Tel.077 

-537-7220 Fax.077-525-1997　◇JR石山駅から徒歩3分　

◇創立／1994年（35人）　◇野口 一郎、野口 友代　◇礼

拝／10:30　◇特色／英会話・大学生伝道・セルグループ

を行なっています。統一協会をはじめ、宗教問題の相談

窓口開設しています。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~aocc-otsu-church/

【E-Mail】inoguchi@v004.vaio.ne.jp

大津キリスト教会［イエス・キリスト］

〒520-0025　大津市皇子が丘1-2-29　Tel.077-524-9105 

Fax.077-510-1553　◇JR西大津駅から徒歩5分　◇創立

／1985年（25人）　◇尾迫 貴永　◇礼拝／10:45　◇特

色／献身者により介護事業が行われ、礼拝に高齢者が多

く加えられ、当教会の使命が明らかにされています。

大津キリスト福音教会［TPKF］

〒520-0822　大津市秋葉台3-15　Tel.077-523-2751　◇

JR石山駅からバス「湖城丘」停、徒歩3分　◇創立／

1962年（50人）　◇四方 秋男、田中 由美子、太田 ともえ

大津コイノニア教会［福音ペンテコステ］

〒520-0232　大津市真野3-22-15　Tel&Fax.077-573-

7533　◇JR堅田駅からバス5分、徒歩2分　◇創立／1988

年（15人）　◇小菅 憲一　◇礼拝／10:30　◇特色／温か

い交わりのある教会。

大津聖マリア教会［聖公会］

〒520-0044　大津市京町1-2-21　Tel.077-522-6144 Fax. 

077-524-8343　◇JR大津駅　◇創立／1892年（70人）　

◇小林 聡　◇特色／主日子どもの礼拝10：00、聖餐式10：

30.牧師の気まぐれカフェ、カフェ＠マリア不定期

近江八幡市 Omihachiman-shi

安土教会［日基教団］

〒521-1341　近江八幡市安土町上豊浦1633　Tel.0748-

46-2251　◇JR安土駅から徒歩5分　◇創立／1912年（16

人）　◇奥村 直彦　◇礼拝／10:30　◇特色／安土町にあ

る唯一のプロテスタント教会です。

近江金田教会［日基教団］

〒523-0891　近江八幡市鷹飼町1575　Tel&Fax.0748-33-

2271　◇JR近江八幡駅から徒歩1分　◇創立／1948年（76

人）　◇横田 明典、佐伯 昌祥　◇礼拝／10:15

【HP】http://homepage3.nifty.com/oumikaneda/

近江希望キリスト教会［単立／独立］

〒523-0082　近江八幡市土田町828-2　Tel&Fax.0748-

32-3623　◇JR近江八幡駅からバス10分　◇創立／1974

年（40人）　◇高村 昌彦（信徒）　◇礼拝／10:30

近江八幡教会［日基教団］

〒523-0865　近江八幡市為心町中1　Tel.0748-32-2480 

Fax.0748-32-2530　◇JR近江八幡駅北口から徒歩25分　

◇創立／1901年（222人）　◇美藤 章、北川 博司、仁村 

真司、鈴木 貴博　◇礼拝／10:30

八幡福音教会［イエス・キリスト］

〒523-0892　近江八幡市出町660　Tel.0748-32-5650 

Fax.0748-36-6734　◇JR近江八幡駅から徒歩15分　◇創

立／1961年（124人）　◇唐木 照雄、唐木 冴子、才脇 弘

道　◇礼拝／7:00,10:15

大津市 Otsu-shi

石山教会［日基教団］

〒520-0855　大津市栄町18-5　Tel&Fax.077-537-8068　

◇JR石山駅から徒歩10分　◇創立／1951年（68人）　◇

内藤 暁　◇礼拝／10:30

石山キリスト教会［世界福音］

〒520-0862　大津市平津2-12-3　Tel.077-534-1520　◇

JR石山駅からバス「滋賀大前」停、徒歩10分　◇創立／

1974年（15人）　◇松原 茂朗、フェルト，リタ　◇礼拝／

10:30

近江福音自由教会［福音自由］

〒520-0106　大津市唐崎2-3-19　Tel&Fax.077-579-

3308　◇JR唐崎駅から徒歩4分　◇創立／1986年（58

人）　◇浜岡 正年　◇礼拝／10:45　◇特色／子どもから
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年（82人）　◇大山 修司　◇礼拝／10:30

びわこキリスト教会［ホーリネス］

〒520-0248　大津市仰木の里東5-10-2　Tel&Fax.077-

572-1374　◇JR雄琴駅からバス「御呂戸川緑地前」停　

◇創立／1996年（32人）　◇岡田 宣道、岡田 綾　◇礼拝

／10:30,19:00　◇特色／奉仕は？「楽しい！！」　賛美は？

「うれしい！！」　今日も元気に「主よ、感謝します！！」。

【HP】http://www.jhc.or.jp/biwako/

【E-Mail】biwako@jhc.or.jp

富士見台教会［日基教団］

〒520-0846　大津市富士見台26-36　◇JR石山駅からバ

ス「上別保」停　◇創立／1952年（4人）　◇松本 瑞

江　◇礼拝／10:15

草津市 Kusatsu-shi

インマヌエル草津キリスト教会［IGM］

〒525-0054　草津市東矢倉2-34-30　Tel&Fax.077-566-

1044　◇渡辺 みふみ、伊藤 正泰

近江草津伝道所［日キ教会］

〒525-0027　草津市野村5-3-5　Tel&Fax.077-562-1641

近江聖書教会［同盟基督］

〒525-0051　草津市木川町894-1　Tel&Fax.077-575-

4359　◇JR草津駅西口から徒歩15分　◇創立／2006年

（16人）　◇石川 秀和　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日

午前10時30分、祈り会。第1・2・3木曜日午後7時30分から

聖書の学び。第2・4木曜日午後7時30分から聖書学校。

【HP】http://www.geocities.jp/ohmibible/

【E-Mail】ishimakura@aol.com

関西福音チャペル［単立／独立］

〒525-0035　草津市西草津1-7-21　Tel.077-562-4123 

Fax.077-562-9923　◇JR草津駅から徒歩12分［連絡先：　

ゴスペルミッション Tel.077-562-4155］　◇創立／1987年

（100人）　◇高村 善雄、伊藤 俊明、ミルス，アントニー・

スプージーオン　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／水曜日

午前11時から祈祷会。木曜日午前11時からエデンの会（婦

人会）。

草津教会［日基教団］

〒525-0032　草津市大路1-17-11　Tel.077-562-1064 Fax. 

077-565-4082　◇JR草津駅東口から徒歩5分　◇創立／

1899年（103人）　◇宮田 誉夫、北脇 真紀、宮田 登貴

子　◇礼拝／10:30

草津キリスト教会［世界福音］

〒525-0027　草津市野村4-13-20　Tel&Fax.077-564-

6605　◇JR草津駅西口から徒歩20分　◇創立／1980年

（19人）　◇ガウブ，ユルゲン、カウブ，ギゼラ　◇礼拝

／10:30

【HP】http://www.sfddchurch.com/church/kusatu.html

【E-Mail】JGaub75@gmail.com

滋賀摂理伝道所［改革派］

〒525-0023　草津市平井1-19-5　Tel&Fax.077-563-

【HP】http://www.nskk.org/kyoto/otsumaria/

【E-Mail】otsumaria.kyoto@nskk.org

大津バプテスト教会［バプ連盟］

〒520-0812　大津市木下町9-5　Tel.077-522-0492 Fax. 

077-522-5446　◇JR石山駅からバス「丸の内町」停、徒

歩1分　◇創立／1975年（490人）　◇上田 益之、浜崎 英

一　◇礼拝／8:15,10:30,10:30(子供),18:30(第1)　◇外国語

／フィリピン（13：30第4土）　◇特色／セルチャーチとし

て地域に展開しています。

【HP】http://www.e-obc.jp/

【E-Mail】obc@dance.ocn.ne.jp

大津東教会［日基教団］

〒520-2141　大津市大江5-31-8　Tel&Fax.077-545-

0392　◇JR瀬田駅南口から徒歩20分　◇創立／1931年

（30人）　◇関 雅人　◇礼拝／10:30

大津福音教会［世界福音］

〒520-0112　大津市日吉台2-35-2　Tel.077-579-4967 

Fax.077-578-6822　◇JR比叡山坂本駅からバス「2丁目北」

停、徒歩5分　◇創立／1956年（67人）　◇田中 隆裕、田

中 玲子　◇礼拝／6:00,10:30,20:00

【HP】http://www.sfddchurch.com/otsu/

【E-Mail】sfdd.tanaka@gmail.com

大津福音自由教会［福音自由］

〒520-2153　大津市一里山4-1-26　Tel&Fax.077-545-

5370　◇JR瀬田駅から徒歩10分　◇創立／1974年（39

人）　◇渕野 弘司　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/otsuefc

【E-Mail】otsuefc@ybb.ne.jp

大津ベテル伝道所［単立／独立］

〒520-0105　大津市下阪本5-5-33-103　Tel&Fax.077-

579-7873　◇JR比叡山坂本駅から徒歩10分　◇創立／

1980年（2人）　◇福吉 英一　◇礼拝／10:30　◇特色／

アパートの一部屋を開放して集会中。聖日礼拝、祈祷会、

聖書の学び会を行っています。メルマガ配信中。

【E-Mail】tbm-otsu-bethel@basil.ocn.ne.jp

香りキリスト教会（伝）［世界福音］

〒520-0528　大津市和邇高城29-2　Tel&Fax.077-594-

0489　◇JR和邇駅から徒歩3分　◇創立／1999年（3人）　

◇ウィルソン，ピーター、ウィルソン，イーディ、ペシブ

リッジ，ジョスリン　◇礼拝／10:00

【E-Mail】kaori@wec-japan.org

堅田教会［日基教団］

〒520-0242　大津市本堅田町3-18-6　Tel.077-572-0069 

Fax.077-572-0229　◇JR堅田駅　◇創立／1931年（39

人）　◇竹内 宙　◇礼拝／10:30

ガリラヤ教会［聖イエス会］

〒520-0232　大津市真野1-10-14　Tel.077-574-3155　◇

中川 益恵

膳所教会［日基教団］

〒520-0837　大津市中庄1-2-1　Tel&Fax.077-522-2451　

◇京阪石山坂本線中ノ庄駅から徒歩1分　◇創立／1915
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ポルトガル語　◇特色／ひよこくらぶ親子会（幼稚）、ら

みいくらぶ（小学生）、OneWay青年会（中高生〜）、木曜

会（主婦）

【HP】http://nttbj.itp.ne.jp/0748625933/index.html

【E-Mail】minakuchi.church@nike.eonet.ne.jp

水口キリスト恵み教会［単立／独立］

〒528-0035　甲賀市水口町名坂1251-6　Tel.0748-62-

5885　◇近江鉄道水口駅　◇船木 登　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/minakuchi_funaki/

湖南市 Konan-shi

甲西キリスト福音教会［TPKF］

〒520-3234　湖南市中央1-44-1 市兵衛第2ビル1Ｆ　Tel 

&Fax.0748-72-5081　◇JR甲西駅から徒歩10分　◇創立

／1981年（22人）　◇松本 よしゆき　◇礼拝／10:00

甲西伝道所［日基教団］

〒520-3242　湖南市サイドタウン1-4-24 後宮俊夫方　Tel 

&Fax.0748-74-3668　◇JR野洲駅からバス「イワタニラン

ド」停　◇創立／1995年（22人）　◇後宮 俊夫、清島 恒

徳　◇礼拝／10:30

高島市 Takasima-shi

安曇川キリスト福音教会［TPKF］

〒520-1217　高島市安曇川町田中185-1　Tel&Fax.0740-

32-1210　◇JR安曇川駅から徒歩5分　◇創立／1994年　

◇土屋 紀子　◇礼拝／10:30

安曇川伝道所［日基教団］

〒520-1233　高島市安曇川町南船木470　Tel.0740-34-

0166 Fax.0740-34-1356　◇JR安曇川駅からバス「南船木」

停、徒歩3分　◇創立／1957年（15人）　◇関 雅人　◇

礼拝／15:00

今津教会［日基教団］

〒520-1621　高島市今津町今津1650-1　Tel.0740-22-

2214 Fax.0740-22-2480　◇JR近江今津駅東口から徒歩10

分　◇創立／1938年（53人）　◇上森 俊明　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝堂は日本近代名建築であり、また登

録有形文化財でもあります。ヴォーリズ建築の教会で共に

礼拝しませんか。

大溝教会［日基教団］

〒520-1121　高島市勝野1242　◇JR近江高島駅から徒歩

7分［連絡先：久保田暁一　〒520-1121　滋賀県高島市勝

野591 Tel.0740-36-0138］　◇創立／1908年（7人）　◇竹

内 宙、浅見 文博　◇礼拝／10:30　◇特色／隠退牧師浅

見文博師の協力も得て、日曜の聖日礼拝を守り、教会運営

の充実を期している。歴史ある教会を守るため。

湖西教会［イエス・キリスト］

〒520-1511　高島市新旭町藁園1198-1　Tel&Fax.0740-

25-5144　◇JR新旭駅　◇創立／1946年（33人）　◇伊

藤 初、伊藤 有美　◇礼拝／10:15　◇特色／毎月第1日

曜日は教会学校のお誕生会。第3日曜日は礼拝後婦人会の

5665　◇JR草津駅から徒歩18分　◇創立／1977年（34

人）　◇大西 良嗣　◇礼拝／10:30　◇特色／アフリカの

ガンビアで奉仕している川島利子姉（教会員）を支援し

ています。

【HP】http://rcj-shiga.church.jp/

【E-Mail】rcj-shiga@iris.eonet.ne.jp

玉川キリスト教会［TPKF］

〒525-0071　草津市南笠東3-11-30　Tel&Fax.077-566-

2052　◇JR瀬田駅からバス7分「国道南笠」停、徒歩1

分　◇創立／1993年　◇瓦 政史、恒松 勇、瓦 弘子、恒

松 睦美　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kawararara@hotmail.co.jp

甲賀市 Koka-shi

神のキリスト宣教教会［単立／独立］

〒520-3402　甲賀市甲賀町小佐治222　Tel&Fax.0748-

88-5379　◇JR甲賀駅から車5分　◇創立／1992年（15

人）　◇山本 侑三　◇特色／御父と御子が一つの神であ

ること。神を畏れ、主の戒めを守ることを旨とし、形式、

および儀式礼拝は行わない。

希望ヶ丘キリスト教会［単立／独立］

〒520-3332　甲賀市甲南町希望ケ丘本町2-2501-71　Tel

&Fax.0748-86-5290 Tel.090-8757-1225　◇JR貴生川駅か

ら徒歩30分　◇創立／1983年（15人）　◇谷口 鉄男

【HP】http://ha3.seikyou.ne.jp/home/taniguchi/

雲井キリスト福音教会［TPKF］

〒529-1803　甲賀市牧906-1　Tel.0748-83-0079　◇森田 

繁雄、森田 千鶴子

甲賀キリスト福音教会［TPKF］

〒520-3435　甲賀市相模179-2　Tel&Fax.0748-88-

2564　◇サロカンガス，イザヤ

信楽キリスト教会［キリスト伝道隊］

〒529-1851　甲賀市信楽町長野845-2　Tel&Fax.0748-82-

1059　◇JR石山駅からバス「栄町」停、徒歩7分［連絡先：

大橋 宣子　〒529-1851　滋賀県甲賀市信楽町長野847-1 

Tel.0748-82-1769］　◇創立／1949年（32人）　◇饗庭 

恵　◇礼拝／10:30　◇特色／午後4時30分から子供を対

象としたギター、ドラム、英語で遊ぼうの教室を開催して

います。

水口教会［日基教団］

〒528-0028　甲賀市水口町城東3-21　Tel.0748-62-0329 

Fax.0748-62-0334　◇近江鉄道水口石橋駅から徒歩5

分　◇創立／1890年（45人）　◇谷村 徳幸　◇礼拝／

10:30　◇特色／毎週日曜日9:10から子どもの教会。築75

年を経たヴォーリズ建築。詳細はホームページで！

【HP】http://www.minakuchi.jp/church/

水口キリスト福音教会［TPKF］

〒528-0073　甲賀市水口町古城が丘4-31　Tel&Fax. 

0748-62-5933　◇近江鉄道水口駅から徒歩5分　◇創立

／1975年（40人）　◇オリカイネン，マルク、福本 早

苗　◇礼拝／10:00　◇外国語／英語（第3日曜日15:00）、
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午前7時から午後9時まで日本語、英語、スペイン語で計6

回の礼拝が持たれています。

【HP】http://www.geocities.jp/sfdd_nch/index.htm

【E-Mail】sfdd_nch@ybb.ne.jp

長浜キリスト伝道館［単立／独立］

〒526-0056　長浜市朝日町12-23　Tel.0749-63-0390

長浜純福音キリスト教会［単立／独立］

〒526-0804　長浜市加納新町122　Tel&Fax.0749-63-

1231　◇西海 栄悦

日本開拓伝道団長浜教会［単立／独立］

〒526-0057　長浜市北船町1-24　Tel&Fax.0749-63-

8556　◇JR長浜駅から徒歩2分　◇創立／1950年　◇長

原 武夫　◇礼拝／10:30　◇特色／ケネディ創立者の精

神を継承する教会。写心文書伝道・ことづて舎、押し花

伝道。イエスの友会、JCP所属。

東近江市 Higashiomi-shi

シオンキリスト教会［JBC］

〒527-0038　東近江市聖徳町4-10　Tel&Fax.0748-22-

4623　◇西池 正春

能登川教会［日基教団］

〒521-1221　東近江市垣見町721　Tel.0748-42-1706　◇

JR能登川駅東口から徒歩5分［連絡先：松井泰子　〒521-

1222　滋賀県東近江市佐野町885 止揚学園内 Tel.0748-

42-0635］　◇創立／1938年（73人）　◇吉住 英和　◇礼

拝／10:30　◇特色／いつも障害をもった人たちの笑いが

あふれている教会です。そして洗礼を受けている人も毎

年あります。

東近江キリスト福音教会［世界福音］

〒527-0033　東近江市東沖野4-16-5　Tel.0748-22-4676 

Fax.0748-26-7015　◇近江鉄道八日市駅からバス「札の

辻」停、徒歩2分　◇創立／1954年（123人）　◇中沢 隆一、

千 弘倫　◇礼拝／6:00,9:00,10:00(第1聖日),10:40,16:00(第

2聖日)　◇外国語／英語　◇特色／水曜日午後7時30分か

らと、金曜日午前10時から聖書祈り会があります。英語教

室、ゴスペル教室はお尋ねください。

【E-Mail】gospel-wave8@zeus.econet.ne.jp

八日市教会［日基教団］

〒527-0029　東近江市八日市町3-23　Tel.0748-22-0659 

Fax.0748-22-0752　◇近江鉄道八日市駅から徒歩5分　◇

創立／1946年（19人）　◇川上 信　◇礼拝／10:15

ろばの子キリスト教会［単立／独立］

〒529-1444　東近江市五個荘石塚町115-3　◇近江鉄道

五個荘駅［連絡先：Tel.0748-48-6162］　◇池田 健次　◇

礼拝／10:30　◇特色／礼拝後愛餐、交わり。

彦根市 Hikone-shi

インマヌエル彦根キリスト教会［IGM］

〒522-0087　彦根市芹橋2-3-26　Tel&Fax.0749-23-

交わり会。

【E-Mail】kosei@mountain.ocn.ne.jp

新儀教会［KCCJ］

〒520-1522　高島市新旭町新庄437　Tel&Fax.0740-25-

5258　◇湖西線新旭駅から徒歩20分　◇創立／1948年　

◇崔 炳d　◇礼拝／10:30

西近江カナン・チャペル＝西近江伝道所［ホ

ーリネス］

〒520-1512　高島市新旭町太田2454-2　Tel&Fax.0740-

25-6223　◇JR新旭駅からバス「新旭養護学校前」停、徒

歩3分　◇創立／2006年（2人）　◇新谷 正明、新谷 道

子　◇礼拝／11:00　◇特色／開拓スタートして間もない

教会です。少人数ながらも、アットホームな教会です。

【E-Mail】nishioumi-ch06@grape.plala.or.jp

長浜市 Nagahama-shi

朝日教会［日基教団］

〒529-0367　長浜市湖北町海老江248　Tel&Fax.0749-

27-3385　◇JR虎姫駅　◇創立／1931年（14人）　◇坂井 

虔

イエス・キリスト・ファミリー・エクレシア
［単立／独立］

〒526-0831　長浜市宮司町617　Tel&Fax.0749-64-

2579　◇JR長浜駅　◇創立／1997年　◇黒木 貴昭　◇

礼拝／11:00　◇特色／キリストを家長とする「神の家族」

として、聖霊の賜物をもって互いに愛し仕え合う家族的な

集まりです。

【HP】http://jesus-alive.blog.eonet.jp

【E-Mail】jesus-alive@gaia.eonet.ne.jp

木之本キリスト教会（伝）［世界福音］

〒529-0425　長浜市木之本町木之本1182　Tel&Fax. 

0749-82-3035　◇JR木之本駅から徒歩7分　◇創立／

1952年（5人）　◇北村 修一、北村 イレイン　◇礼拝／

10:00　◇外国語／英語（14：00月2回）　◇特色／国際色

ある、家庭的な教会です。大人英会話・中学英語教室、

小学校英語ALTなど地域から歓迎されています。

【HP】http://www.ex.biwa.ne.jp/~shu-ela/

【E-Mail】shu-ela@ex.biwa.ne.jp

長浜教会［日基教団］

〒526-0831　長浜市宮司町1089-2　Tel&Fax.0749-62-

4064　◇JR長浜駅からバス「市民会館前」停、徒歩1

分　◇創立／1885年（28人）　◇川上 幹太　◇礼拝／

10:30　◇特色／反戦運動を中心に、祈り、行動する教会

です。

【HP】http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Oak/9045/

【E-Mail】kantak@mx.biwa.ne.jp

長浜キリスト教会［世界福音］

〒526-0021　長浜市八幡中山町721　Tel.0749-62-8019 

Fax.0749-65-1852　◇JR長浜駅からバス「八幡中山」停、

徒歩3分　◇創立／1953年（90人）　◇高橋 博、高橋 朝

世　◇礼拝／7:00,9:30,10:30,16:00,17:30,20:00　◇外国語

／英語（16:00）、スペイン語（17:30）　◇特色／日曜日は、
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守山キリスト福音教会［TPKF］

〒524-0022　守山市守山1-13-2　Tel.077-583-2262 Fax. 

077-583-6061　◇JR守山駅から徒歩6分　◇創立／1971

年（119人）　◇上田 勇矢、上田 正美、西川 道子　◇礼

拝／10:15,10:30(水)　◇特色／すべての世代がキリストに

根ざし、世に影響を与える教会を目標に。ユース、子ども、

ゴスペル、父の集い、他。

【HP】http://pub.ne.jp/Shininglights/

【E-Mail】mcg-church@sky.plala.or.jp

野洲市 Yasu-shi

近江野田教会［日基教団］

〒520-2421　野洲市野田1819　◇JR野洲駅［連絡先：

Tel.077-586-5416］　◇創立／1910年（6人）　◇川上 潔

近江平安教会［日基教団］

〒520-2331　野洲市小篠原1082-1　Tel.077-588-0538 

Fax.077-586-3064　◇JR野洲駅から徒歩8分　◇創立／

1972年（21人）　◇谷本 一広　◇礼拝／10:30

野州キリスト教会［単立／独立］

〒520-2362　野洲市三宅1561-7　Tel.077-588-2967　◇

JR野州駅から徒歩15分　◇創立／1986年（20人）　◇荒

川 義治

野洲福音自由教会［福音自由］

〒520-2351　野洲市冨波甲880-7　Tel&Fax.077-587-

6276　◇JR野州駅から車5分　◇創立／1990年（20人）　

◇神 明宏　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.j-vision.jp/yasuefc.html/

栗東市 Rittou-shi

栗東キリスト教会［世界福音］

〒520-3047　栗東市手原3-4-10　Tel&Fax.077-553-

1569　◇JR手原駅から徒歩3分［連絡先：菅原 義久　〒

520-3047　滋賀県栗東市手原7-2-4 Tel.077-554-0693］　

◇創立／1963年（44人）　◇菅原 義久、菅原 早樹　◇

礼拝／10:30　◇特色／第1日曜・水曜の、それぞれ午後1

時より聖書研究会。第2・４水曜の、それぞれ午後よりオ

カリナ同好会。

【HP】http://www.tv-lifeline.com/shiga/page_21.html

【E-Mail】gikyu@nike.eonet.ne.jp

4068　◇JR彦根駅から「彦根城京橋南」停、徒歩5分　

◇創立／1965年（34人）　◇平瀬 聡樹、平瀬 理江　◇礼

拝／10:30

ニューホープチャペル［単立／独立］

〒522-0038　彦根市山之脇町27-1　Tel.0749-22-8352 

Fax.0749-22-8359　◇JR南彦根駅から徒歩10分　◇創立

／1964年（1000人）　◇豊田 信行、森本 英治、森本 美

古都、下澤 賢司　◇礼拝／8:30,10:00,20:30

【HP】http://www.new-hope-chapel.org/

【E-Mail】nhc@sings.jp

彦根教会［日基教団］

〒522-0064　彦根市本町1-8-20　Tel&Fax.0749-22-

1791　◇JR彦根駅からバス「四番町スクエア」停すぐ　

◇創立／1879年（60人）　◇小西 直人　◇礼拝／10:30　

◇特色／創立130年を迎え、新たな気持ちで、地域に根差

した教会を目指して、歩みを進めていくことが目標です。

【HP】http://www.ex.biwa.ne.jp/~nozomi1946/

彦根聖愛教会［聖公会］

〒522-0068　彦根市城町1-1-52　Tel&Fax.0749-24-

4914　◇JR彦根駅から徒歩20分　◇創立／1997年（18

人）　◇小林 聡　◇礼拝／10:30

めぐみキリスト教会［世界福音］

〒522-0086　彦根市後三条町602　Tel&Fax.0749-26-

1839　◇JR彦根駅　◇クローハースト，マーティン、ク

ローハースト，ジュリー、小森 美穂　◇礼拝／15:00　◇

特色／第2日曜の午後7時から英語礼拝（日本語通訳あり）

【HP】http://www.wec-japan.org/megumi/

【E-Mail】megumi@wec-japan.org

守山市 Moriyama-shi

ジーザスハウス［単立／独立］

〒524-0045　守山市金森町776　Tel&Fax.077-582-

9431　◇JR守山駅から西へ2Km　◇創立／1991年　◇

山本 祐造　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.e-jesus-h.com/

【E-Mail】moriyama@e-jesus-h.com

びわこシャロームチャペル［バプ連盟］

〒524-0033　守山市浮気町300-15-5-131　Tel.077-581-

8567　◇JR守山駅東口すぐ　◇創立／1998年（80人）　

◇桶田 紀夫　◇礼拝／7:00,8:30,10:30　◇特色／神様に

礼拝をささげることを第一としています。日々新しいこと

を期待しています。

【E-Mail】shalom@lily.ocn.ne.jp

守山キリスト教会（伝）［世界福音］

〒524-0036　守山市伊勢町310-3　Tel.090-3874-1293　

◇JR守山駅から徒歩20分［連絡先：長沢 敏雄　〒529-

1405　滋賀県東近江市五個荘金堂町569 Tel.0748-48-

2663］　◇創立／1957年（9人）　◇長沢 敏雄、長沢 信

子　◇礼拝／10:30　◇特色／温かい家庭的な交わりの中

で賛美と宣教に励む教会。毎水曜日午後1時から家庭集会。

守山市播磨田町甲斐幹人。

【E-Mail】nmscb242@yahoo.co.jp
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京都府──地域の宣教資料

　宣教人国記：南湖院院長の高田畊安（1861〜1945）

は中筋村の生まれ。同志社在学中に入信し、宣教師ラ

ーネッドから1877年（明治10）に受洗した。1890年（明

治23）東大医学部を卒業後、医師の道を進む。自ら結

核にかかり、生涯を結核治療のために捧げ、1899年（明

治22）に茅ヶ崎・南湖院を設立した。20世紀初頭を代

表する日本の神学者の一人・高倉徳太郎（1885〜

1934）は、東大在学中、植村正久に導かれて受洗。東

大を中退して東京神学社に入学した。卒業後は富士見

教会、京都吉田教会、札幌北辰教会で奉仕し、東京神

学社で教鞭をとった。英国留学後は、戸山教会、日本

神学校、福音同志会を設立するが、激務で鬱状態とな

り自ら命を絶った。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【木津川市】相楽郡山城町・木津町・加茂町。【京都市

右京区】北桑田郡京北町。【京丹後市】中郡峰山町･大

宮町、竹野郡網野町･丹後町･弥栄町、熊野郡久美浜町。

【南丹市】北桑田郡美山町、船井郡園部町・八木町・

日吉町。【福知山市】天田郡三和町・夜久野町、加佐

郡大江町。【船井郡京丹波町】丹波町・瑞穂町・和知町。

【与謝郡与謝野町】加悦町･岩滝町･野田川町。

 近 畿 地 方 京 都 府

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

京 都 府 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   K y o t o 　

特色／化石・鉱物・アクセサリーの販売。水晶等100円よ

り有。CSプレゼントにも好評。東京営業所（五反田）。

【HP】http://www.crystalworld.jp/

【E-Mail】info@crystalworld.jp

工房南十字星
［装飾品制作販売］〒620-0813　京都府福知山市南平野町

81　Tel.0773-27-7336　◇JR石原駅　◇代表／春日井 利

光　◇特色／クロスと星をテーマに手作りアクセサリーを

制作販売しています。結婚指輪などのオーダーも承って

おります。

【HP】http://www.cross-star.jp/

小林保険サービス
［保険代行業］〒606-0022　京都府京都市左京区岩倉三

宅町321-2　Tel&Fax.075-724-0317　◇叡山電鉄鞍馬線

八幡前駅から徒歩5分　◇代表／小林 雷三

(株)城南電器工業所
［電子技術開発、福祉・環境関連事業］〒611-0033　京都

府宇治市大久保町成手1-28　Tel.0774-43-1369 Fax.0774-

43-1679　◇近鉄線「大久保」駅から徒歩10分　◇創立

／1962年　◇代表取締役社長／山本 高春

　お店・事業

かねまた
［宇治茶製造販売］〒610-0255　京都府綴喜郡宇治田原町

郷ノ口田中3　Tel.0774-88-2040 Fax.0774-88-4747　◇JR

宇治駅からバス「郷ノ口」停、徒歩5分　◇代表／谷口 郁

男

カフェテラス オリーブ山
［飲食店］〒603-8161　京都府京都市北区小山北大野町

16　Tel&Fax.075-493-3792　◇地下鉄烏丸線北大路駅か

ら徒歩7分　◇創立／1998年　◇マスター／辻 潮　◇特

色／一日の栄養バランスも考慮した日替りランチはボリュ

ーム満点でリーズナブル！ コーヒーやカレーもおいしいヨ。

【HP】http://www.geocities.jp/olivetcafe/

【E-Mail】olivetcafe@yahoo.co.jp

（株）クリスタル・ワールド
［鉱物･化石･原石アクセサリー輸入販売］〒604-8036　京

都府京都市中京区三条通河原町西入石橋町14-7　Tel. 

075-257-3814 Fax.075-257-3815　◇阪急河原町駅から徒

歩7分　◇創立／1993年　◇代表取締役／湯山 廣敏　◇
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【HP】http://www.jyonan.co.jp/

操山工房
［七宝焼アクセサリー製作・販売］〒616-8153　京都府京

都市右京区太秦面影町11　Tel&Fax.075-861-4385　◇代

表／大西 泰子

（株）デザインスタジオ夢屋
［デザイン事務所］〒600-8176　京都府京都市下京区北町

182 （烏丸通六条西入）　Tel&Fax.075-344-1775　◇地下

鉄五条駅から徒歩5分　◇創立／1978年　◇代表取締役

／堤 重和

【E-Mail】eastwood@pop12.odn.ne.jp

藤寿苑
［呉服卸］〒606-0813　京都府京都市左京区下鴨貴船町

101　Tel&Fax.075-781-0851　◇地下鉄鞍馬口駅から徒

歩18分　◇創立／1988年　◇代表／藤山 和子　◇特色

／民謡踊り衣裳と小物。伴天、祝着等。カタログにて注

文承ります。和服を愛し平和を愛し世界の平和を祈ります。

みんなのカフェ　ちいろば
［喫茶店］〒612-0889　京都府京都市伏見区深草直違橋4-

370　Tel.075-643-2476 Fax.075-646-3686　◇京阪本線

藤森駅から徒歩3分　◇君村 千代子　◇特色／緑豊かな

庭とフリースペース（ホザナハウス）があるカフェ。

【HP】http://cafe-lil-donkey.blogspot.com/

【E-Mail】info@oozu.co.jp

ムラサキスポーツ 京都河原町店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒604-

8027　京都府京都市中京区河原町通四条上ル 河原町OP

A8F　Tel.075-255-8381 Fax.075-231-3007　◇代表取締

役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

　教育事業・カルチャー

Lemuel和束自然学校
［自然学校、チャーチスクール、オートキャンプ場］　［レ

ムエル・キリスト教会］〒619-1203　京都府相楽郡和束

町大字湯船小字岩坂尻9-1　Tel&Fax.0774-78-5210［連

絡先：レムエル・キリスト教会　〒579-8058　大阪府東

大阪市神田町15-18 サンプラザビル2階 Tel.0729-82-

8779］　◇JR加茂駅より車で25分　◇創立／2003年　◇

代表／岡本 俊樹　◇特色／自然の中でクリスチャンが交

わったり、トレーニングする場所です。キャンプ場、ＣＳ

としても使用しています。

　法律・経営相談

大野事務所　町の法律家・許認可・代願
［京都許認可申請代理センター・行政書士・宅地建物取引

主任者・経営コンサルタント・経営診断士・社会保険労

務士・F.Pファイナンシャルプランナー・簿記経理業務・

賃貸不動産経営管理士］〒616-8345　京都府京都市右京

区嵯峨折戸町2-7　Tel&Fax.075-862-7500 Tel.090-5650-

4722　◇京福電鉄嵐山線車折駅から徒歩2分　◇創立／

1970年　◇代表者／大野 昭、常務／大野 眞理子、営業

部長／大野 広志　◇特色／役所の許認可、代願、代理、

株式会社設立、社会労働保険申請、営業許可、農地転用

ほかの手続き。

　文書伝道支援

CLC BOOKS京都店［CLC京都店］

［キリスト教専門書店］　［(宗)クリスチャン文書伝道団］

〒602-0873　京都府京都市上京区河原町通り丸太町下ル 

ルイシャトレ2F　Tel.075-231-3967 Fax.075-231-3970　

◇京阪丸太町駅から徒歩5分

【HP】http://www.clc-shop.com/e_shoppy/www/shop/online2/

shop.htm

【E-Mail】kyoto@clc-books.com

宣教メディアセンター
［印刷全般・デザイン］〒613-0905　京都府京都市伏見区

淀下津町129-1　Tel.075-633-6934 Fax.075-633-6935　◇

京阪淀駅から徒歩5分　◇代表／大同 裕一郎

【E-Mail】senkyo@mbox.kyoto-inet.or.jp

福音の家 KYOTO
［キリスト教専門書店］〒604-8035　京都府京都市中京区

新京極六角西入ル　Tel&Fax.075-211-7867　◇杉山 睦

生

ミズタニデザインワーク
［フライヤー（チラシ）ポスター、パンフレットなど印刷

デザイン全般］〒600-8388　京都府京都市下京区坊門町

809　Tel.075-334-7020 Fax.075-811-4491　◇京福電鉄

嵐山線四条大宮駅から徒歩5分　◇創立／2006年　◇代

表／水谷 敏宏

【HP】http://www.mizutani-dw.com/

【E-Mail】mizutani-dw@nifty.com

ヨルダン社京都店
［キリスト教専門書店］〒602-0854　京都府京都市上京区

荒神口通河原町東入ル　Tel.075-211-6675 Fax.075-211-

2834

　幼稚園・保育園・学童

愛光保育園
［保育園］　［（福）愛光福祉会］〒619-0214　京都府木津

川市木津清水74-7　Tel.0774-72-0167 Fax.0774-73-

3586　◇JR木津駅から徒歩5分　◇創立／1925年　◇園

長／林 洋子　◇特色／木津キリスト教会100年の歴史の

歩みのもと愛と光を基本として乳幼児保育を進めている。

【HP】http://www.aikouhoikuen.com/

アヴェ・マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒607-8415　京都府京都市山科区御

陵中筋町3　Tel.075-592-6404

【HP】http://www.ans.co.jp/k/avemaria/

青谷聖家族幼稚園
［カトリック幼稚園］〒610-0113　京都府城陽市中向河原
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11　Tel.0774-53-9303　◇園長／畑中 美智子

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/1110/

朝日幼稚園
［幼稚園］　［(学)舞鶴基督学園］〒625-0036　京都府舞鶴

市浜796　Tel.0773-62-1874 Fax.0773-62-7033　◇JR東

舞鶴駅北口から徒歩7分　◇理事長・園長／沖崎 学

宇治教会附属愛児園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団宇治教会］〒611-0021　京

都府宇治市宇治山本32　Tel.0774-21-2896 Fax.0774-21-

2810　◇京阪宇治駅から徒歩7分　◇創立／1967年　◇

園長／大塚 愼　◇特色／遊びを中心とした保育を行い、

一人ひとりを大切にする｢積極的小規模園（全園児50名ま

で）」です。園児募集中。

【HP】http://www2.odn.ne.jp/uji-church/aijien.html

【E-Mail】uji-church1950@angel.odn.ne.jp

円町隣保園
［保育園］　［(宗)日本フリーメソジスト京都西教会］〒604-

8462　京都府京都市中京区西ノ京北円町50　Tel.075-

462-8829 Fax.075-462-9095　◇バス「円町」停、徒歩5

分　◇創立／1943年　◇理事長／重富 勝己　◇特色／

しぜんだいすき！

【HP】http://www15.plala.or.jp/enmachi50/

【E-Mail】enmachi@amber.plala.or.jp

鴨東幼稚園
［幼稚園］　［(学)鴨東キリスト教学園］〒606-8242　京都

府京都市左京区田中高原町24　Tel.075-781-4947 Fax. 

075-723-0849　◇叡山電鉄茶山駅から徒歩2分　◇創立

／1935年　◇理事長／郷原 憲一、園長・牧師／西村 二

朗　◇特色／1.キリスト教に基づく愛の保育。2.一人ひと

りに目の届く少人数の保育。3.一つの型にはまらない手作

りの保育。

【HP】http://www.oto.ed.jp/

大住保育園
［保育園］　［(福)大住福祉会］〒610-0343　京都府京田辺

市大住下西野77　Tel.0774-62-0468　◇近鉄京都線新田

辺駅からバス「八小路」停、徒歩2分　◇園長／関根 眞

治

桂保育園
［保育園］　［(福)京都基督教福祉会］〒615-8073　京都府

京都市西京区桂野里町5　Tel.075-391-6105　◇阪急京都

線桂駅東口から徒歩3分　◇園長／中江 潤

兜台保育園
［保育園］　［（福）愛光福祉会］〒619-0224　京都府木津

川市兜台5-1-7　Tel.0774-72-6500 Fax.0774-72-4454　◇

近鉄京都線高の原駅から徒歩15分　◇創立／1994年　◇

理事長／林 宣雄、園長／藤田 実　◇特色／愛光保育園

の長い歴史の歩みから、姉妹園としてスタートして16年に

なります。

【HP】http://www.kabutodai.com/

【E-Mail】info@kyotokeikyo.or.jp

北小倉こひつじ保育園
［保育園］　［（福）同胞会］〒611-0042　京都府宇治市小

倉町堀池94　Tel.0774-20-1295 Fax.0774-20-1296　◇京

阪宇治交通バス 「堀池」 停、徒歩10 分　◇創立／2005

年　◇園長／小南 進

【HP】http://www.kohituji-ho.jp/

【E-Mail】kohituji-ho@tea.ocn.ne.jp

向上社保育園
［0歳児からの就学前保育］　［(福)向上社］〒615-0026　

京都府京都市右京区西院北矢掛町22　Tel.075-311-3606 

Fax.075-321-2530　◇阪急河原町線西院駅から徒歩5分　

◇創立／1933年　◇理事長／朴 龍洙　◇特色／はばた

け未来へ、めざそう世界市民。キリスト教精神で、保育園・

児童館（Tel.075-313-0939）を運営しています。

さふらん保育園
［保育園］　［(福)聖泉福祉会］〒610-1146　京都府京都市

西京区大原野西境谷町2-7　Tel.075-331-7622 Fax.075-

333-3161　◇市バス「新林公団住宅前」停、徒歩3分　◇

創立／1979年　◇園長／尾堂 隆哉

シオン幼稚園
［幼稚園］　［(学)京都聖パウロ学園］〒625-0036　京都府

舞鶴市浜40　Tel&Fax.0773-62-1438　◇JR東舞鶴駅から

徒歩10分　◇園長／柳原 義之

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/1307/

下鴨幼稚園
［幼稚園］　［(学)下鴨学園］〒606-0811　京都府京都市左

京区下鴨中川原町75　Tel.075-781-0989 Fax.075-781-

4353　◇地下鉄烏丸線北大路駅から徒歩10分　◇創立／

1928年　◇理事長・園長／黒田 裕　◇特色／加茂川の近

く、植物園もあり、環境に恵まれています。是非、教会・

幼稚園へお越しください。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~simogamo/index.html

心臓病児保育所｢パンダ園｣［パンダ園］

［幼児・心臓病児他］　［心臓病の子どもを守る京都父母の

会］〒606-0803　京都府京都市左京区下鴨下川原町30 京

都葵教会内　Tel&Fax.075-712-5949（火・金のみ）［連絡

先：佐原 良子　〒602-8288　京都府京都市上京区田丸町

375-2-402 Tel.075-451-5467］　◇バス｢一本松｣停、7分　

◇創立／1975年　◇園長／杉本 寿一　◇特色／心臓病

児とほかの病児と健常児がいきいきと遊んでいます。病児

や親が周りの皆に元気と愛を振りまいています！

【HP】http://panda-en.hp.infoseek.co.jp/

【E-Mail】panda_en@infoseek.jp

聖愛幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)京都南カトリック学園］〒610-

0334　京都府京田辺市田辺中央2-1-9　Tel.0774-63-5506 

Fax.0774-63-5559　◇近鉄新田辺駅西口から徒歩5分　◇

創立／1956年　◇園長／玉井 はな子

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/1119/

精華聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)京都南カトリック学園］〒619-

0243　京都府相楽郡精華町南稲八妻丸山2　Tel.0774-94-

2059 Fax.0774-94-2274　◇近鉄線新祝園駅西口から徒歩

5分　◇園長／岸 禮子

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/1122/
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聖家族幼稚園
［カトリック幼稚園］〒622-0002　京都府南丹市園部町美

園町1-78　Tel.0771-62-1674

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/1205/

聖光幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖光学園］〒606-0942　京都府京都市左

京区松ヶ崎樋ノ上町2　Tel.075-791-7481 Fax.075-781-

5781　◇叡山電鉄修学院駅から徒歩5分　◇創立／1931

年　◇園長／宮嶋 眞　◇特色／のびのびたのしい幼稚

園、よろこびはげむ聖光の子。

【HP】http://www.nskk.org/kyoto/seiko/youchien/

聖三一幼稚園
［幼稚園］　［(学)京都聖三一学園］〒604-8403　京都府京

都市中京区聚楽廻中町45　Tel.075-841-3281 Fax.075-

841-3274　◇JR二条駅から徒歩10分　◇創立／1931年　

◇理事長・園長／井田 泉　◇特色／キリスト教幼稚園で

す。今の時期にこそ大切な経験をしてすくすくと育ってほ

しいと願っています。

【HP】http://holy-trinity.ed.jp

【E-Mail】info@holy-trinity.ed.jp

聖テレジア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒620-0891　京都府福知山市岡ノ上

町120　Tel.0773-23-5768

聖ドミニコ学院京都幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック聖ドミニコ女子修道

会］〒602-0841　京都府京都市上京区河原町通 今出川下

ル東入ル梶井町448　Tel.075-256-2128 Fax.075-256-

2138　◇代表役員／大沼 トモ子

【HP】http://dominic.or.jp/

聖母学院幼稚園
［カトリック幼稚園］〒612-0878　京都府京都市伏見区深

草田谷町1　Tel.075-645-8101 Fax.075-645-8109

【HP】http://www.seibo.ed.jp/kinder/

聖マリア幼稚園
［幼稚園］　［(学)京都聖マリア学園］〒606-8322　京都府

京都市左京区岡崎入江町84　Tel.075-761-4529 Fax.075-

751-8989　◇創立／1911年　◇理事長／藤原 健久、園

長／菅原 さと子

【HP】http://nskk.org/kyoto/stmaria/kdg/

【E-Mail】stmaria-kdg.kyoto@nskk.org

世光保育園
［保育園］　［(福)世光福祉会］〒612-8033　京都府京都市

伏見区桃山町松平武蔵2-2　Tel.075-621-2739 Fax.075-

623-5432　◇JR桃山駅から徒歩5分　◇創立／1948年　

◇園長／榎本 榮次

其枝幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団京都復興教会］〒607-

8405　京都府京都市山科区御陵田山町35　Tel.075-581-

9294 Fax.075-581-9299　◇JR京阪山科駅から徒歩4分　

◇創立／1954年　◇理事長・代表役員・園長／清水 潔

【HP】http://web.kyoto-inet.or.jp/people/sonoeda/

小さき花幼稚園
［カトリック幼稚園］〒620-0002　京都府福知山市報恩寺

中才１　Tel.0773-32-0092

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/1302/

つくし保育園
［保育園］　［(福)京都地の塩会］〒601-1336　京都府京都

市伏見区醍醐柏森町25　Tel.075-571-7673　◇JR山科駅

からバス「一言寺」停　◇創立／1970年　◇園長／山下 

茂雄

【HP】http://www.tsukushikko.com/

同志社幼稚園
［幼稚園］　［(学)同志社］〒602-0836　京都府京都市上京

区今出川通寺町西入常盤井殿町543-1　Tel.075-251-

4391　◇杉野 徹

【HP】http://www1.doshisha.ac.jp/~kinder/

同胞保育園
［保育園］　［(福)同胞会］〒611-0033　京都府宇治市大久

保町旦椋72-2　Tel.0774-44-3632 Fax.0774-44-8070　◇

近鉄大久保駅から徒歩15分　◇創立／1976年　◇園長／

堀井 忠　◇特色／御言葉を拠りどころとして、幼子の心

に寄り添い、愛情あふれた温かな保育を目指します。

【HP】http://www.douhou-h.ed.jp/

【E-Mail】info@douhou-h.ed.jp

桃陵乳児保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒612-8104　京都府京都市伏

見区西奉行町1　Tel.075-611-3307　◇近鉄奈良線桃山御

陵前から徒歩3分　◇創立／1975年　◇園長／木村 量好

桃陵保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒612-8107　京都府京都市伏

見区桃陵町1　Tel.075-612-1429　◇近鉄奈良線桃山御陵

前駅から徒歩5分　◇園長／宇野 豊

長岡カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)カトリツク京都教区学園］〒

617-0814　京都府長岡京市今里南平尾17　Tel.075-951-

9805 Fax.075-957-6272　◇阪急京都線長岡天神駅から徒

歩18分　◇創立／1966年　◇理事長／花井 拓夫

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/1006/

光の子保育園
［保育園］　［(福)京都地の塩会］〒601-1463　京都府京都

市伏見区小栗栖中山田町59　Tel.075-571-6845 Fax.075-

571-6876　◇地下鉄東西線石田駅徒歩10分　◇創立／

1973年　◇園長／高杉 久美子

福知山丹陽保育園
［保育園］　［(福)丹陽福祉会］〒620-0044　京都府福知山市

南栄町8　Tel.0773-22-3284 Fax.0773-23-2907　◇JR福知

山駅から徒歩7分　◇創立／1948年　◇園長／野波 志都子

【HP】http://hoiku-info.com/m/serch/hoikuen/Kyoto/24394.html

復活幼稚園
［幼稚園］　［(学)復活学園］〒603-8165　京都府京都市北

区紫野西御所田町63　Tel.075-451-2176 Fax.075-441-

8885　◇地下鉄北大路駅から徒歩10分　◇創立／1930
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年　◇園長／前田 康子　◇特色／キリスト教精神にもと

づき、ひとりひとりを大切にすることを目指しています。

ぶどうの木保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒614-8362　京都府八幡市男

山美桜6-5　Tel.075-982-9013　◇京阪樟葉駅からバス「北

センター」停、徒歩5分　◇園長／木村 耕

平安愛児園
［幼児］　［(宗)日本基督教団平安教会］〒606-0007　京都

府京都市左京区岩倉東五田町23　Tel.075-721-0711　◇

地下鉄烏丸線国際会館駅から徒歩5分　◇創立／1976

年　◇園長／渡辺 誉一

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~heian/aijien.htm

ペスタロッチ保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団錦林教会］〒606-8306　京

都府京都市左京区吉田中阿達町20-3　Tel.075-771-

4944　◇園長／明石 義信

【HP】http://kinrinch.ld.infoseek.co.jp/pestaindex.html

舞鶴聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒624-0913　京都府舞鶴市上安久

381　Tel.0773-75-1007　◇園長／内海 満智子

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/1313/

マクリン幼稚園
［幼稚園］　［(学)マクリン幼稚園］〒606-0816　京都府京

都市左京区下鴨松ノ木町64　Tel.075-701-2931 Fax.075-

701-2172　◇創立／1919年　◇理事長・園長／末光 清子

【HP】http://www.ans.co.jp/k/makurin/

まこと幼稚園
［幼稚園］　［(学)真善美三一学園］〒617-0004　京都府向

日市鶏冠井町山畑25　Tel&Fax.075-921-2229　◇阪急電

車京都線西向日駅から徒歩3分　◇創立／1937年　◇理

事長／小田 照巳、園長／宮地 健一　◇特色／いのちの

根源へつながっていける子どもに育てることを願っていま

す。

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/1003/

【E-Mail】makotokg@yahoo.co.jp

みどり保育園
［保育園］　［(福)丹陽福祉会］〒620-0947　京都府福知山

市旭が丘53　Tel.0773-22-8637　◇JR福知山駅南口から

徒歩15分　◇園長／野波 洋

宮津暁星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒626-0023　京都府宮津市宮本

470　Tel.0772-22-2216　◇園長／松崎 政好

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/1303/

夢窓幼稚園
［幼稚園］　［(学)むそう学園］〒616-8224　京都府京都市

右京区常盤窪町1-16　Tel.075-871-0709 Fax.075-861-

8895　◇JR太秦駅から徒歩10分　◇創立／1954年　◇

園長／升光 泰雄　◇特色／ゆっくり、のんびり一人ひと

りのもち味が生かされ、出会いを深めることのできる場を

目指しています。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~musou/

紫野幼稚園
［幼稚園］　［(学)紫野キリスト教学園］〒603-8114　京都府

京都市北区紫竹下高才町1　Tel.075-491-7641 Fax.075-

491-7643　◇バス「上堀川」停、徒歩3分　◇創立／1950

年　◇園長／大澤 宣　◇特色／ひとりひとりを大切に

【HP】http://www.kyoshiyoh.com/data/108/

メグミ幼児園
［保育園］　［(宗)日本福音ルーテル京都教会］〒606-

8203　京都府京都市左京区田中関田町22　Tel.075-791-

0578 Fax.075-712-6324　◇京浜出町柳駅から徒歩3分　

◇創立／1941年　◇園長／安藤 百合子

【HP】http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/9416/kyo

to/megumiyojien.html

めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)めぐみ学園］〒617-0844　京都府長岡京

市調子1-1-19　Tel&Fax.075-954-7878　◇JR長岡京駅か

ら徒歩15分　◇創立／1961年　◇理事長・園長／藤田 

華子　◇特色／「キリストのからだ」ですから、互いに受

け入れ、とりなし合う柔和な心を育てます。

【HP】http://www.megumi-gakuen.ac.jp/

【E-Mail】postmaster@megumi-gakuen.ac.jp

桃山幼稚園
［幼稚園］　［(学)桃山キリスト学園］〒612-8039　京都府

京都市伏見区御香宮門前町184　Tel&Fax.075-622-

1425　◇近鉄京都線桃山御陵前駅から徒歩3分　◇創立

／1941年　◇理事長・園長／三浦 恒久　◇特色／「神

様に愛されていることを感じながら明るくまっすぐに歩む

子供に育てる」を教育目標にしています。

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~momoyama

洛南幼児園
［保育所］　［(宗)日本基督教団洛南教会］〒601-8067　京

都府京都市南区東九条北烏丸町20　Tel.075-691-6898 

Fax.075-682-3588　◇JR京都駅八条口から徒歩3分　◇

創立／1949年　◇園長／井上 勇一

　祈祷院

谷川の流れ祈祷院
［祈祷院］〒601-0262　京都府京都市右京区京北細野町小

字坪ヶ池2-3　Tel&Fax.0771-55-1537　◇バス「滝ノ町」

停、徒歩20分　◇創立／2002年　◇代表・牧師／吉田 

義則、牧師／吉田 あんな　◇特色／教団教派、国籍を超

えて多くの方が祈りに来ておられます。静かなたたずまい

の京都にある祈祷院です。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~uzumasa/
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京 都 府 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   K y o t o 　

綾部市 Ayabe-shi

綾部教会［聖イエス会］

〒623-0011　綾部市青野町鳩瀬87　Tel.0773-42-6079　

◇篠田 博

綾部キリスト福音教会［TPKF］

〒623-0026　綾部市神宮寺町東谷21　Tel&Fax.0773-42-

5359　◇JR綾部駅から徒歩6分　◇創立／1960年（25

人）　◇朝子 孝一　◇礼拝／10:00　◇テレホン／0773-

42-7867

綾部ベタニヤチャーチ［ワールドミッション］

〒623-0046　綾部市大島町沓田27-4-2F　Tel.090-1717-

7065　◇JR綾部駅からバス10分「鳥が坪」停、徒歩1分［連

絡先：Tel.0773-76-5310］　◇創立／2002年（19人）　◇

進藤 恵美子　◇礼拝／9:00　◇特色／キリスト教司式、

冠婚葬祭、出産、誕生、起工、記念などの祭礼・祝福式

をご希望の方、ご相談承ります。

【E-Mail】ayabe_bethany@hotmail.com

丹陽教会［日基教団］

〒623-0023　綾部市新町3-4　Tel&Fax.0773-42-2883 

Tel.0773-42-9674　◇JR綾部駅南口から徒歩15分　◇創

立／1893年（35人）　◇片岡 広明　◇礼拝／10:30

物部教会［日基教団］

〒623-0362　綾部市物部町南前田７　Tel&Fax.0773-49-

0606　◇JR綾部駅からバス「物部」停、徒歩5分　◇創

立／1947年（33人）　◇河原 嶺子　◇礼拝／8:30

【E-Mail】ayabe_monobech7@ybb.ne.jp

宇治市 Uji-shi

宇治大久保伝道所［日基教団］

〒611-0033　宇治市大久保町平盛5-145　Tel&Fax.0774-

43-9270　◇近鉄京都線大久保駅から徒歩20分　◇創立

／1995年（10人）　◇熊本 絹江　◇礼拝／10:30　◇特

色／第4木曜日午前10時から地域の高齢者の集い。第4ま

たは第5日曜日の午後1時半から高齢者の｢歌おう会｣。

宇治教会［日基教団］

〒611-0021　宇治市宇治山本32　Tel.0774-21-2896 Fax. 

0774-21-2810　◇京阪宇治線宇治駅から徒歩7分　◇創

立／1950年（120人）　◇大塚 愼、前川 裕、大塚 泰恵、

安森 智司　◇礼拝／10:30,17:00(第4)　◇特色／附属愛

児園は定員45名の幼稚園タイプの教育施設です。自然豊

かな環境に恵まれ、自由に遊べます。園児募集中。

【HP】http://www2.odn.ne.jp/uji-church/

【E-Mail】uji-church1950@angel.odn.ne.jp

宇治キリスト教会［ホーリネス］

〒611-0000　宇治市莵道谷下り6-3　Tel&Fax.0774-26-

0804　◇京阪三室戸駅から徒歩5分　◇創立／1968年（60

人）　◇荒木 功、荒木 弥生　◇礼拝／10:30　◇特色／

小さな子から高齢者までが集うアットホームな教会です。

月1回親子礼拝もあり。詳細はホームページで！

【HP】http://www.jhc.or.jp/uji/

宇治キリストペンテコステ教会［TPKF］

〒611-0042　宇治市小倉町西山11-20　Tel.0774-21-4635 

Fax.0774-22-0864　◇京都近鉄線小倉駅から徒歩2分　

◇創立／1988年　◇松村 寿子、ペウフクリネン，エーバ、

中原 恵子　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0774-22-5230

宇治コミュニティ教会［聖イエス会］

〒611-0002　宇治市木幡花揃29-18　Tel.0774-38-0081　

◇中村 義日出

宇治バプテスト教会［バプ教会連合］

〒611-0042　宇治市小倉町堀池7-55　Tel&Fax.0774-22-

6088　◇近鉄小倉駅から徒歩7分　◇創立／1983年（41

人）　◇小出 隆　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0774-22-

6091　◇特色／あたたかい交わりが特徴です。子供も共

にささげる礼拝を大切にしています。多くの自主グループ

があります。

【HP】http://www5b.biglobe.ne.jp/~baptist/

【E-Mail】ta-koide@mvf.biglobe.ne.jp

宇治福音自由教会［福音自由］

〒611-0028　宇治市南陵町2-1-18　Tel.0774-23-2051 

Fax.0774-20-1317　◇JR小倉駅から徒歩7分　◇創立／

1972年（79人）　◇高橋 正則　◇礼拝／10:30　◇特色／

分かりやすい御言葉の説教。ゴスペル教室隔週木曜、親

子教室隔週金曜、英会話火曜。どれもとても好評です。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~ujiefc/

【E-Mail】ujiefc@maｉa.eoｎet.ne.jp

京都ニューライフキリスト教会［単立／独立］

〒614-8272　八幡市美濃山御幸1-12　◇JR松井山手駅　

◇創立／2005年（25人）　◇ドウゲン，ジャン　◇礼拝／

10:30　◇特色／京都府南部にできたカルトや宗教問題に

お悩みの方のための教会。礼拝と充実した聖書の学びに

よって心の整理を手助けする。

【HP】http://www.kyoto-newlife.com/

【E-Mail】jwdugan@m4.kcn.ne.jp
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0524　◇新山 勇

カリスチャペル京阪奈［単立／独立］

〒619-0222　木津川市相楽清水2-1　Tel.0774-72-7757 

Fax.0774-72-8572　◇JR西木津駅から徒歩5分　◇創立

／1986年　◇村上 好伸、村上 勝利、村上 裕和子、李 

相九、韓 星姫　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝:日曜日＆

木曜日午前10:30。キッズ礼拝:日曜日午後1:30。韓国料理

教室、詩吟、その他。

【HP】http://www.charis.or.jp/keihanna/

【E-Mail】keihanna@charis.or.jp

木津キリスト教会［バプ同盟］

〒619-0214　木津川市木津清水74　Tel.0774-72-2881 

Fax.0774-72-9897　◇JR木津駅から徒歩2分　◇創立／

1908年（24人）　◇林 宣雄　◇礼拝／10:00　◇特色／こ

どもたちへの伝道をずっとしてきました。様々な活動はホ

ームページをご覧ください。

【HP】http://kcc.baptist-church.net/

【E-Mail】jbukcc@hotmail.com

単立シオンキリスト教会［単立／独立］

〒619-0214　木津川市木津池田96-6　Tel.090-9992-

2796　◇JR木津駅から徒歩4分［連絡先：新川 なおみ　

〒631-0803　奈良県奈良市山陵町718 Tel.0742-33-

7181］　◇創立／2000年（18人）　◇新川 なおみ　◇礼

拝／10:30　◇いのち／090-9992-2796　◇特色／礼拝と

CSは日曜日午前10時30分〜12時。愛餐会。バイブルタイ

ムは水曜日午前11時〜12時。親睦と愛餐会。

京田辺市 Kyotanabe-shi

大住世光教会［日基教団］

〒610-0343　京田辺市大住下西野77　Tel.0774-62-0468 

Fax.0774-63-7574　◇近鉄京都線新田辺駅からバス「八

小路」停、徒歩2分　◇創立／1952年（7人）　◇難波 

巌　◇礼拝／10:00

大津バプテスト教会新田辺伝道所［バプ連盟］

〒610-0361　京田辺市河原御影15　Tel.0774-65-3696［連

絡先：永藤 裕幸　〒610-0341　京都府京田辺市薪長尾谷

57-40 Tel.0774-62-7541］　◇永藤 裕幸

京都インターナショナルチャペル［ICM］

〒610-0311　京田辺市草内一ノ坪1-1　Tel.0774-64-0754 

Fax.0774-64-0805　◇近鉄京都線新田辺駅から徒歩15分

（日曜日は送迎バスあり）　◇創立／1981年（40人）　◇モ

モセ，クリス、ハットン，グレッグ　◇礼拝／11:00　◇

外国語／英語　◇特色／聖書の教えを実生活に生かす分

かりやすいお話と元気な賛美、様々な国や年代の人々が

集う教会です。

【HP】http://www.icmjapan.org/

【E-Mail】info@icmjapan.org

京都シオンの丘キリスト教会［単立／独立］

〒610-0312　京田辺市飯岡南原10　◇創立／1959年（115

人）　◇後藤 利昭、後藤 ヨシ子　◇礼拝／10:30　◇特

色／ボーンアゲイン・チャーチ。神の臨在の中で賛美礼拝、

聖霊の喜びを経験します。

国際シャロームキリスト教会［キリスト伝道隊］

〒611-0033　宇治市大久保町田原26-8　Tel&Fax.0774- 

45-1892 Fax.0774-46-2585　◇近鉄京都線大久保駅から

徒歩11分　◇創立／1992年（38人）　◇林 茂宏、林 珠

美　◇礼拝／10:25　◇特色／海外宣教に重荷を負うと同

時に、海外からの伝道者や留学生をも受け入れる。

【HP】http://www.church.ne.jp/kokusai_shalom/

【E-Mail】lin_shalom@yahoo.co.jp

木幡キリスト福音教会［TPKF］

〒611-0002　宇治市木幡桧尾33-7　Tel.0774-32-7911　

◇JR木幡駅から徒歩5分　◇中坊 久行、中坊 洋子

西小倉めぐみ教会［日基教団］

〒611-0042　宇治市小倉町西浦33-36　Tel&Fax.0774-

20-3071　◇近鉄京都線小倉駅から徒歩7分　◇創立／

1981年（25人）　◇倉橋 剛　◇礼拝／10:30　◇特色／毎

月曜日の午後2時から5時まで、不登校、ひきこもりの青少

年対象のフリースペース「おやすみ」をやっています。

【HP】http://www.n-megumi.com/

【E-Mail】nmk@n-megumi.com

亀岡市 Kameoka-shi

亀岡聖書バプテスト教会［JBBF］

〒621-0822　亀岡市篠町野条上又18-2　Tel&Fax.0771-

22-4743　◇JR亀岡駅　◇創立／1990年（12人）　◇西牟

田 修一

亀岡福音教会［福音ペンテコステ］

〒621-0013　亀岡市大井町並河2-23-8　Tel.0771-23-0396 

Fax.0771-24-8324　◇JR並河駅から徒歩10分　◇創立／

1982年（51人）　◇山本 秀子　◇礼拝／10:30

亀岡ベタニヤ教会［TPKF］

〒621-0861　亀岡市北町1番地　Tel&Fax.0771-23-

1735　◇JR亀岡駅から徒歩10分　◇創立／1969年（15

人）　◇ハマライネン，J　◇礼拝／10:30

亀岡リベカ教会［聖イエス会］

〒621-0835　亀岡市篠町浄法寺土取57-5　Tel.0771-25-

6794　◇藤代 信

丹波新生教会［日基教団］

〒621-0844　亀岡市河原町165-2　Tel.0771-23-0596 Fax. 

0771-23-2475　◇JR亀岡駅から徒歩15分　◇創立／1970

年（137人）　◇竹ヶ原 政輝、足立 麻子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/t_shinsei/

木津川市 Kizugawa-shi

泉伝道所［日基教団］

〒619-1152　木津川市加茂町里中森67 角方　Tel&Fax. 

0774-76-2446　◇JR加茂駅西口から徒歩10分　◇創立／

1952年（2人）　◇難波 巌

梅美台キリスト・チャーチ［NTM］

〒619-0215　木津川市梅美台5-8-10　Tel&Fax.0774-71-
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下さい。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~uzumasa/

【E-Mail】john223@aurora.ocn.ne.jp

京都シェキナー教会［単立／独立］

〒616-8313　京都市右京区嵯峨野開町24-20　Tel&Fax. 

075-862-7500 Tel.090-5650-4722　◇京福電鉄帷子ノ辻駅

から徒歩4分　◇創立／1974年（10人）　◇大野 昭　◇

礼拝／10:30

京都東山伝道所［KCCJ］

〒615-0022　京都市右京区西院平町34 羅曽男方　Tel& 

Fax.075-311-1130　◇創立／1994年（13人）　◇羅 曽

男　◇礼拝／14:00　◇外国語／韓国語

京都ミレニアムチャーチ＝GEM.MJ［単立／独

立］

〒616-8011　京都市右京区龍安寺斉宮町21-1 紫苑国際文

化院内　Tel.075-463-6756 Fax.075-463-5598　◇市川 克

彦

京都めぐみ教会［同盟基督］

〒615-0835　京都市右京区西京極堤下町18-7　Tel&Fax. 

075-311-2838　◇阪急京都線西京極駅から徒歩15分　◇

創立／1987年（15人）　◇丸山 園子　◇礼拝／10:30　

◇外国語／英語（17:00、第4日曜のみ）　◇特色／祈祷会

は水曜午前10時30分〜と午後7時30分〜。毎月第2日曜午

後2時から賛美とみととばの分かち合いです。

【HP】http://www.geocities.jp/kyomeg_ch/

【E-Mail】kyomeg_ch@ybb.ne.jp

嵯峨キリスト教会［ナザレン］

〒616-8366　京都市右京区嵯峨天竜寺今堀町2-10　Tel& 

Fax.075-871-2503　◇JR嵯峨嵐山から徒歩1分　◇創立／

1950年（32人）　◇宮城 周子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】s-jonah@mbox.kyoto-inet.or.jp

嵯峨野教会［聖イエス会］

〒616-8207　京都市右京区宇多野長尾町9　Tel.075-461-

6863　◇大塚 信

聖書研究会京都集会［SKK］

〒616-8228　京都市右京区常盤下田町9　Tel.075-861-

2619 Fax.075-861-2750　◇京福電鉄北野線常盤駅　◇創

立／1952年　◇坂本 進　◇特色／超教派の「聖書に学

ぶ会」を月1回東京･京都・大阪で開催。詳しくはHPで。

【HP】http://www.zion-jpn.or.jp/seisho

天授ヶ岡教会［イエス・キリスト］

〒616-8021　京都市右京区花園天授ヶ岡町10-28　Tel& 

Fax.075-463-3209　◇バス「妙心寺駅前」停、徒歩3分　

◇創立／1953年（36人）　◇吉田 美穂　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午後2時から祈祷会。日曜日午前9時から

教会学校。

花園キリスト教会［ナザレン］

〒616-8076　京都市右京区太秦安井辻ノ内町10　Tel. 

075-812-1177 Fax.075-812-1418　◇JR花園駅　◇篠澤 

俊一郎、篠澤 美香　◇礼拝／10:30

【HP】http://hanazono-church.net/

【E-Mail】goto-uji@uji-gospel.com

京都ベタニヤチャーチ［ワールドミッション］

〒610-0354　京田辺市山手南4-6-6　Tel&Fax.0774-63-

5471　◇JR松井山手駅から徒歩15分　◇笠原 ナミ子、笠

原 浩和

興戸キリスト教会［JECA］

〒610-0332　京田辺市興戸下川原74-7　Tel&Fax.0774-

62-6729　◇近鉄興戸駅から西へ徒歩4分　◇創立／1981

年（41人）　◇山田 昌昭、戸井田 良人　◇礼拝／10:30　

◇特色／若者の多い、家庭的な明るい教会です。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~koudoch/

田辺聖書教会［FKK］

〒610-0343　京田辺市大住虚空蔵谷2-12　Tel&Fax.0774 

-65-5085　◇JR松井山手駅から徒歩10分　◇中村 徹　◇

礼拝／10:30

福音教会［聖イエス会］

〒610-0343　京田辺市大住関屋11-6　Tel.0774-62-

3214　◇池上 輝也

京丹後市 Kyotango-shi

北丹峰山教会［日基教団］

〒627-0041　京丹後市峰山町菅山王谷44-28　◇北近畿

タンゴ鉄道宮津線峰山駅　◇創立／1891年（1人）　◇上

森 俊明

峰山教会［イエス・キリスト］

〒627-0012　京丹後市峰山町杉谷894　Tel.0772-62-1401 

Fax.0772-62-1480　◇北近畿タンゴ鉄道峰山駅から徒歩

10分　◇創立／1926年（94人）　◇水川 武志、水川 登志

子　◇礼拝／9:00,10:00　◇特色／京丹後市役所前に新

会堂を完成させ、山の中腹に希望の園（大納骨堂）を有

する丹後唯一のプロテスタント教会。

京都市右京区 Kyoto-shi, Ukyo-ku

栄光キリスト教会［単立／独立］

〒616-8186　京都市右京区太秦堀池町52　Tel.075-881-

4454　◇JR太秦駅から徒歩20分　◇創立／1989年　◇

橋本 實、橋本 律子　◇礼拝／10:00

京都教会［KCCJ］

〒615-0026　京都市右京区西院北矢掛町20　Tel.075-

311-5051 Fax.075-313-3778　◇阪急西院駅から徒歩4

分　◇創立／1925年（200人）　◇朴 龍洙、韓 世一　◇

礼拝／6:00　◇外国語／韓国語

【E-Mail】kyoto@church.co.kr

京都グローリーチャーチ［単立／独立］

〒615-0036　京都市右京区西院太田町2-1　Tel&Fax.075-

315-1580　◇阪急京都線西院駅から徒歩8分　◇創立／

1992年（80人）　◇吉田 義則、吉田 あんな、山本 牧子、

鳥谷部 祐之　◇礼拝／10:30　◇特色／元気で楽しく神

様を礼拝しております。礼拝の様子をホームページでご覧
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512　Tel&Fax.075-451-2360　◇京都市営地下鉄烏丸線

今出川駅から徒歩15分　◇創立／1951年（44人）　◇俣

田 浩一、田代 英樹、前川 佳徳　◇礼拝／10:30

日本バプテスト京都教会［バプ連盟］

〒602-0854　京都市上京区荒神口通河原町 東入亀屋町

122-1　Tel.075-231-1351 Fax.075-231-4327　◇バス「荒

神口」停、徒歩1分　◇創立／1952年（150人）　◇大谷 

心基　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／子ど

もと一緒の礼拝（子どもメッセージと讃美あり）。全年齢

層の教会学校。ホームレス支援活動も。

【E-Mail】shinki@d3.dion.ne.jp

フルゴスペル京都教会＝京都純福音教会
［JFGA］

〒602-8441　京都市上京区大宮通今出川上る139　Tel. 

075-441-7577 Fax.075-441-7570　◇地下鉄烏丸線今出川

駅から徒歩15分　◇創立／1989年（230人）　◇崔 ヨハネ、

安 恵淑　◇礼拝／11:00,14:00,16:00　◇外国語／韓国語

（11:00通訳あり）

【HP】http://www.geocities.jp/fgkyoto/sub_01_jp.htm

【E-Mail】che-johne@wine.ocn.ne.jp

平安女学院礼拝堂［聖公会］

〒602-8021　京都市上京区烏丸通下立売角　Tel.075-

414-8133　◇地下鉄丸太町駅から徒歩3分　◇小林 聡、

奥 晋一郎

室町教会［日基教団］

〒602-8024　京都市上京区室町通丸太町上ル 大門町

270　Tel.075-231-3343 Fax.075-231-1534　◇地下鉄烏

丸線丸太町駅から徒歩5分　◇創立／1894年（122人）　

◇広瀬 規代志　◇礼拝／10:15

洛陽教会［日基教団］

〒602-0867　京都市上京区寺町通荒神口下ル 松陰町141-

2　Tel.075-231-1276 Fax.075-252-1276　◇JR京都駅から

バス「河原町丸太町」停　◇創立／1890年（167人）　◇

府上 征三　◇礼拝／10:30

【HP】http://rakuyo-church.sakura.ne.jp/

京都市北区 Kyoto-shi, Kita-ku

上賀茂伝道所［日基教団］

〒603-8071　京都市北区上賀茂北大路町17-4　Tel&Fax. 

075-723-7408　◇市バス「上賀茂神社前」停　◇創立／

1971年（32人）　◇兼松 豊、浜本 京子、粟津原 淳、生田 

香緒里、張 悦子、西田 絹、高橋 潔　◇礼拝／10:30

賀茂川教会［福音ルーテル］

〒603-8132　京都市北区小山下内河原町14　Tel.075-

491-1402 Fax.075-492-8944　◇髙塚 郁男

北山バプテスト教会［バプ連盟］

〒603-8053　京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町37　Tel&Fax. 

075-791-8091　◇地下鉄烏丸線北山駅から徒歩1分　◇創

立／1968年（23人）　◇礼拝／10:30

【E-Mail】info@hanazono-church.net

京都市上京区 Kyoto-shi, Kamigyo-ku

ウイリアムス神学館［聖公会］

〒602-8011　京都市上京区烏丸通下立売上る 桜鶴円町

380　Tel.075-431-5406 Fax.075-431-5445　◇吉田 雅人、

大塚 勝

上京教会［ナザレン］

〒602-0913　京都市上京区中立売通鳥丸西入東町483　

Tel&Fax.075-451-4589　◇地下鉄今出川駅から徒歩4

分　◇創立／1920年（49人）　◇川村 哲嗣　◇礼拝／

10:30　◇特色／子どもと一緒の礼拝を毎礼拝行っていま

す。

【HP】http://www.geocities.jp/kamigyokyokai/

京都キリスト召団［単立／独立］

〒602-0865　京都市上京区東三本木通丸太町上ル南町

525　Tel&Fax.075-221-6887　◇京阪電車神宮丸太町駅

から徒歩5分　◇奥田 昌道

京都バプテスト教会［バプ同盟］

〒602-0861　京都市上京区新烏丸頭町195　Tel&Fax.075 

-211-6756　◇京阪丸太町駅から徒歩7分　◇創立／1897

年（31人）　◇今野 覚

京都ベタニヤホーム［信徒の集会］

〒602-8144　京都市上京区松屋町通 丸太町下ル二筋目西

入る　Tel.075-801-0937　◇バス「堀川丸太町」停、徒歩

10分　◇創立／1953年（25人）　◇杉田 宏、西村 一郎、

北村 良三、三浦 幸雄　◇礼拝／10:30

聖アグネス教会［聖公会］

〒602-8021　京都市上京区烏丸通下立売角　Tel.075-

432-3015 Fax.075-432-3045　◇地下鉄烏丸線丸太町駅か

ら北へ徒歩5分　◇創立／1923年（104人）　◇黒田 裕、

大塚 勝　◇礼拝／7:00,8:30,10:30　◇外国語／英語

清和キリスト教会［キリスト伝道隊］

〒602-8003　京都市上京区室町通上長者町下ル清和院町

561　Tel&Fax.075-432-4361　◇地下鉄烏丸線丸太町駅

から徒歩8分　◇創立／1924年（104人）　◇宗 真理子、

小林 泰輔　◇礼拝／10:30(日曜),19:00(金曜)　◇特色／

京都観光の際にお立寄り下さい。学生の町京都での礼拝

生活を「清和」で。金曜午後7時ゴスペル礼拝始めます。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~seiwachurch/

【E-Mail】seiwa.ch@iris.eonet.ne.jp

同志社教会［日基教団］

〒602-0898　京都市上京区相国寺門前町636-5　Tel& 

Fax.075-256-1067　◇地下鉄烏丸線今出川駅3番口から徒

歩5分　◇創立／1876年（164人）　◇望月 修治、野口 智、

田中 紀子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www012.upp.so-net.ne.jp/doshi-ch/

【E-Mail】doshi-ch@jg8.so-net.ne.jp

西陣教会［日基教団］

〒602-8412　京都市上京区堀川通上立売上ル 芝之町
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【HP】http://www.gsph.org/

西都教会［日キ教会］

〒603-8345　京都市北区平野八丁柳町71　Tel.075-462-

2951 Fax.075-462-1396　◇バス「衣笠校前」停、徒歩1

分　◇創立／1905年（85人）　◇田部 郁彦　◇礼拝／

10:00

TLCCC京都シオン教会［主の十字架］

Tel&Fax.075-921-8805　◇礼拝・集会場所などはホーム

ページでご確認ください　◇エリヤ 野中、野中 えり子　

◇礼拝／10:00

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/%7Ekyotozion/

【E-Mail】elijah-eriko@kih.biglobe.ne.jp

紫野教会［日基教団］

〒603-8114　京都市北区紫竹下高才町1　Tel.075-493-

1992 Fax.075-493-2002　◇地下鉄烏丸線北大路駅からバ

ス「上堀川」停、徒歩3分　◇創立／1936年（152人）　

◇大澤 宣、月下 星志　◇礼拝／10:30

洛西教会［日基教団］

〒603-8332　京都市北区大将軍川端町95　Tel&Fax.075-

462-7654　◇バス「大将軍」停、徒歩3分　◇創立／

1909年（83人）　◇柳井 一朗　◇礼拝／10:30

洛北教会［日基教団］

〒603-8146　京都市北区鞍馬口通寺町西入下ル 新御霊口

町285-83　Tel.075-231-6676 Fax.075-223-5505　◇地下

鉄烏丸線鞍馬口駅から徒歩5分　◇創立／1907年（206

人）　◇北川 善也　◇礼拝／10:45　◇特色／福音主義に

堅く立ち、讃美豊かな教会です。教会学校を大切にし、

信仰の継承に努めています。お招きします。

【HP】http://rakuhoku-church.com/

【E-Mail】rakuhoku@eos.ocn.ne.jp

洛陽バプテスト教会［バプ宣教団］

〒603-8364　京都市北区平野桜木町25-12　Tel&Fax.075 

-462-3546　◇バス「桜木町」停　◇創立／1960年　◇

青木 友邦　◇礼拝／10:15

【E-Mail】rakuyoubpt@yahoo.co.jp

京都市左京区 Kyoto-shi, Sakyo-ku

活けるキリスト京都一麦教会［単立一麦の群］

〒606-0917　京都市左京区松ケ崎堂ノ上町13-4　Tel& 

Fax.075-712-0502　◇地下鉄烏丸線松ヶ崎駅から徒歩5

分　◇創立／1957年（20人）　◇早川 和生　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時半から祈祷会。

鴨東教会［日基教団］

〒606-8242　京都市左京区田中高原町24　Tel.075-781-

4947 Fax.075-723-0849　◇叡山電鉄茶山駅から徒歩2

分　◇創立／1927年（70人）　◇西村 二朗　◇礼拝／

10:30

加茂川教会［日基教団］

〒606-8205　京都市左京区田中上柳町59　Tel.075-791-

3313 Fax.075-722-6314　◇京阪鴨東線出町柳駅から徒歩

京都聖書教会［FKK］

〒603-8425　京都市北区紫竹下緑町80　Tel&Fax.075-

492-2384　◇バス「上堀川」停、徒歩5分　◇創立／

1952年（75人）　◇閨谷 欣也　◇礼拝／10:30　◇特色／

主日礼拝の充実を第一とし、奏楽者や聖書朗読者の会、

幼児から成人までの教会学校などグループ活動を重視。

【HP】http://heartland.geocities.jp/kyoto1952/

【E-Mail】kyoto1952@ybb.ne.jp

京都信愛教会［イエス・キリスト］

〒603-8335　京都市北区大将軍坂田町21-12　Tel&Fax. 

075-461-1938　◇JR円町駅から徒歩15分　◇創立／1947

年（91人）　◇加藤 郁生、加藤 順子　◇礼拝／10:15,

19:00　◇特色／火曜日午前10時30分、水曜日午後7時30

分から祈祷会。」月三回英語聖書クラス。

【HP】http://shin-ai.net

京都聖徒教会［イエス・キリスト］

〒603-8143　京都市北区小山上総町50-1　Tel.075-451-

2363 Fax.075-451-3124　◇地下鉄南北線北大路駅から徒

歩1分　◇船田 献一、船田 武雄、船田 文子　◇礼拝／

7:00,10:30

【E-Mail】seito@mbox.kyoto-inet.or.jp

京都福音教会＝KGC［福音ペンテコステ］

〒603-8047　京都市北区上賀茂本山365　Tel.075-791-

4887 Fax.075-781-9193　◇地下鉄烏丸線北山駅から徒歩

15分　◇小平 元昭、九里 正明、平田 きぬ、小平 外茂栄、

坂井 照代、中村 澄江　◇礼拝／10:15　◇テレホン／

075-781-9191

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~goodnews/

京都福音自由教会［福音自由］

〒603-8162　京都市北区小山東大野町33-2　Tel.075-432-

1374 Fax.075-432-1544　◇地下鉄北大路駅　◇創立／

1951年（77人）　◇山下 智弘　◇礼拝／10:30,19:30　◇

特色／礼拝は英語通訳が可能です。

【E-Mail】kyoto-e.f.c@leto.eonet.ne.jp

京都復活教会［聖公会］

〒603-8165　京都市北区紫野西御所田町63　Tel.075-

441-6468 Fax.075-441-8885　◇地下鉄烏丸線北大路駅か

ら徒歩10分　◇創立／1914年（134人）　◇高地 敬、吉

田 雅人、出口 崇　◇礼拝／8:00,10:30

【HP】http://nskk.org/kyoto/church/k-fkt.html

【E-Mail】fukkatsu.kyoto@nskk.org

京都紫野ホーリネス教会［ホーリネス］

〒603-8175　京都市北区紫野下鳥田町22　Tel&Fax.075-

491-5937　◇地下鉄北大路駅出口2番から徒歩10分　◇

創立／1953年（68人）　◇宮氏 努　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午前10時30分から祈祷会。他英会話クラス

（有料）・オカリナクラスがあります。

【E-Mail】kyoto-murasakino@jhc.or.jp

ゴスペルハウス［日基教団］

〒603-8832　京都市北区大宮南田尻町29-2　Tel.075-492-

2633　◇地下鉄 京都駅からバス「大宮田尻町」停、徒歩

2分　◇創立／2009年（8人）　◇金 度亨　◇礼拝／

10:30,14:00(韓国語)　◇外国語／韓国語
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◇創立／1982年（90人）　◇相馬 浩、バレラ，トニー　

◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／英語通訳が

あります。現在、10ヶ国以上の国の人たちが集っています。

中高生礼拝も持っています。

【HP】http://www.k-cfc.net

【E-Mail】kyoto@jec-net.org

京都賛美キリスト教会［単立／独立］

〒606-8116　京都市左京区一乗寺宮ノ東町26-6　Tel& 

Fax.075-703-7877　◇叡山電鉄一乗寺駅から徒歩5分　◇

創立／1997年（7人）　◇大菅 京子　◇礼拝／10:30

京都聖マリア教会［聖公会］

〒606-8322　京都市左京区岡崎入江町84　Tel.075-771-

2581 Fax.075-751-8989　◇京阪本線丸太町駅から徒歩15

分　◇創立／1903年（361人）　◇藤原 健久　◇礼拝／

8:00,10:45　◇外国語／英語

【HP】http://www.nskk.org/kyoto/stmaria/

京都西田町教会［日基教団］

〒606-8417　京都市左京区浄土寺西田町34　Tel.075-

761-0417　◇比叡山鉄道比叡山本線元田中駅　◇創立／

1920年（28人）　◇中川 好幸　◇礼拝／10:30

京都丸太町教会［日基教団］

〒606-8395　京都市左京区丸太町通 川端東入東丸太町

24-2　Tel.075-771-2086 Fax.075-771-0733　◇京阪電車

丸太町駅から徒歩2分　◇創立／1904年（456人）　◇佐

藤 博、樋口 和彦、渡辺 圭一郎、工藤 尚子　◇礼拝／

10:15

【HP】http://www.kyoto.zaq.ne.jp/logtown1904/

京都みぎわキリスト教会［単立／独立］

〒606-0831　京都市左京区下鴨北園町22　Tel.075-701-

7951　◇地下鉄北山駅から徒歩7分［連絡先：原田 博

充　〒606-0843　京都府京都市左京区下鴨水口町10-5 

Tel.075-701-6077］　◇創立／1966年（50人）　◇原田 博

充　◇礼拝／10:45

京北教会［日基教団］

〒606-0835　京都市左京区下鴨神殿町17-3　Tel&Fax. 

075-781-1217　◇地下鉄烏丸線北山駅から徒歩7分　◇創

立／1909年（47人）　◇今井 牧夫　◇礼拝／10:30

錦林教会［日基教団］

〒606-8306　京都市左京区吉田中阿達町20-3　Tel.075-

771-4944 Fax.075-771-4972　◇京阪鴨東線神宮丸太町駅

から徒歩10分　◇創立／1951年（38人）　◇明石 義信、

山本 真司　◇礼拝／10:30

左京キリスト教会［キリストの教会］

〒606-0845　京都市左京区下鴨南 茶の木町29の1　Tel. 

075-781-9640　◇田中 志郎

下鴨基督教会［聖公会］

〒606-0811　京都市左京区下鴨中川原町75　Tel.075-781-

0989 Fax.075-781-4353　◇地下鉄烏丸線北大路駅から徒

歩10分　◇創立／1926年（43人）　◇黒田 裕　◇礼拝／

10:30

3分　◇創立／1929年（26人）　◇上林 ルツ子、上林 

護　◇礼拝／10:30　◇特色／聖日礼拝の厳守、日曜日は

教会へ。礼拝後、英語による聖書クラスあり（英語は初級

程度）。

鴨川福音教会［在外国教団教派］

〒606-8304　京都市左京区吉田下阿達町16　Tel.090-

2045-3888 Fax.075-723-2125　◇創立／2003年　◇アラ

ケリアン，ダニエル・P　◇礼拝／19:30　◇特色／「福

音伝道、御言の学び、地域社会への奉仕」を3本の柱にし

た教会形成を目指しています。

【HP】http://www.kamogawachurch.com/

【E-Mail】kamogawakyokai@yahoo.co.jp

賀茂教会［日基教団］

〒606-0816　京都市左京区下鴨松ノ木町64　Tel.075-

701-2931 Fax.075-701-2172　◇JR京都駅からバス「一本

松」停　◇創立／1938年（39人）　◇野本 真也　◇礼拝

／10:15

北白川教会［日基教団］

〒606-8266　京都市左京区北白川久保田町3-3　Tel& 

Fax.075-722-1340　◇京阪鴨東線出町柳駅からバス「北

白川」停　◇創立／1935年（101人）　◇佐伯 勲　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~kitas-kyokaihp/Hajimeni.html

北白川集会［無教会］

近隣施設を借用（京都市国際交流会館など）　Tel.077-

529-2117　◇京都市地下鉄捉上　◇遠山 俊六　◇礼拝

／10:30

北白川バプテスト教会［バプ連盟］

〒606-8273　京都市左京区北白川山ノ元町76-1　Tel& 

Fax.075-791-6443　◇バス「仕伏町」停（終点）、前　◇

創立／1956年（13人）　◇岡部 元英　◇礼拝／10:30

京都葵教会［日基教団］

〒606-0803　京都市左京区下鴨下川原町30　Tel.075-

781-1208 Fax.075-723-9374　◇地下鉄烏丸線北大路駅か

ら徒歩15分　◇創立／1907年（168人）　◇西岡 裕芳　

◇礼拝／10:30

京都教会［福音ルーテル］

〒606-8203　京都市左京区田中関田町22　Tel.075-781-

3903 Fax.075-712-6324　◇京阪出町柳駅から徒歩3分　

◇創立／1924年（143人）　◇沼崎 勇　◇礼拝／10:30　

◇外国語／英語

【E-Mail】kyoto@jelc.or.jp

京都キリスト福音教会［TPKF］

〒606-8274　京都市左京区北白川大堂町4-3　Tel&Fax. 

075-791-3469　◇バス「別当町」停　◇創立／1950年（40

人）　◇置田 信也、吉田 隆、吉田 恵利子　◇礼拝／

10:30,19:30

【E-Mail】sokita@mbox.kyoto-inet.or.jp

京都クリスチャンフェロシップセンター［JEC］

〒606-8161　京都市左京区一乗寺木ノ本町20　Tel&Fax. 

075-722-6993　◇バス「一乗寺木ノ本町」停、徒歩2分　
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五条教会［ナザレン］

〒600-8804　京都市下京区中堂寺前田町39　Tel.075-

371-6781 Fax.075-351-3990　◇貝沼 強

七條基督教会＝アッセンブリー京都教会［ア

ッセンブリー］

〒600-8896　京都市下京区西七条西石ヶ坪町38　Tel& 

Fax.075-311-5193　◇JR西大路駅から徒歩15分　◇創立

／1947年（162人）　◇村上 密、村上 恵子、長澤 聖志、

沼田 千晴、大塚 正弘、リコヘルモーソ，ジョセフ、リコ

ヘルモーソ，ジョアン、井上 隆晴　◇礼拝／10:30,15:00,

17:00　◇外国語／英語（17:00）　◇特色／国際色豊かな

教会です。現代の社会問題であるカルト問題にも取り組み

信頼される教会として、よく紹介さています。

【HP】http://ag-kyoto.com/

【E-Mail】sasshi-n@galaxy.ocn.ne.jp

ヨハン京都キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒600-8028　京都市下京区寺町通松原下る植松町717-2　

Tel&Fax.075-365-8422　◇京阪本線五条駅から徒歩5

分　◇盧 明淑、小林 学、小林 真秀

京都市中京区 Kyoto-shi, Nakagyo-ku

太秦キリスト教会［世界福音］

〒604-8856　京都市中京区壬生西大竹町6-2　Tel&Fax. 

075-822-0991　◇阪急京都本線西院駅から徒歩7分　◇

創立／1963年（42人）　◇上田 正次、上田 恵美子　◇礼

拝／10:30

北山シャローム教会［単立／独立］

〒604-8466　京都市中京区西ノ京南大炊御門町32-13　

Tel&Fax.075-463-1584　◇JR円町駅から徒歩3分　◇創

立／2004年（15人）　◇坪倉 正史、坪倉 真智子　◇礼拝

／13:30　◇特色／礼拝後にスモールグループの学び。毎

水曜祈り会。バイブルスタディ、いやしと解放のためのカ

ウンセリング個別。毎土曜とりなしの祈り会。

京都大宮教会［日基教団］

〒604-8804　京都市中京区壬生坊城町8-1　Tel.075-841-

4443 Fax.075-841-7737　◇阪急京都線大宮駅から徒歩3

分　◇創立／1914年（65人）　◇渡邊 宣一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~kyoto038/omiyatop.html

【E-Mail】kyoto.omiya.ch@chime.ocn.ne.jp

京都教会［日基教団］

〒604-0952　京都市中京区富小路通 二条下ル俵屋町

197　Tel.075-231-2598 Fax.075-212-7598　◇地下鉄東西

線京都市役所前駅　◇創立／1885年（587人）　◇入 治

彦、入 順子、安部 勉、古森 敬子　◇礼拝／10:15

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~kyoto_c/

【E-Mail】kyoto-church@cello.ocn.ne.jp

京都御幸町教会［日基教団］

〒604-0933　京都市中京区御幸町通二条下ル 山本町

434　Tel&Fax.075-231-3441　◇地下鉄東西線市役所前

駅から徒歩3分　◇創立／1898年（124人）　◇美濃部 賢

次　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ne.jp/asahi/kyoto/gokomachi/

修学院教会［福音ルーテル］

〒606-8021　京都市左京区修学院沖殿町20　Tel.075-

791-7313　◇叡山電鉄修学院駅から徒歩7分　◇創立／

1958年（48人）　◇三浦 謙　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.Jelc.or.jp/

聖光教会［聖公会］

〒606-0942　京都市左京区松ヶ崎樋ノ上町2　Tel.075-

781-5775 Fax.075-781-5781　◇叡山電鉄修学院駅から徒

歩5分　◇創立／1953年（147人）　◇宮嶋 眞　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜日午前9時から子ども礼拝、日曜学校

を行っています。

【HP】http://www.nskk.org/kyoto/seiko/

【E-Mail】seiko77@poppy.ocn.ne.jp

日本開拓伝道教会・京都教会［単立／独立］

〒606-0863　京都市左京区下鴨東本町3　Tel&Fax.075-

791-0050　◇バス「洛北高校」停、徒歩5分　◇創立／

1933年（15人）　◇大槻 紀夫、猶原 宏　◇礼拝／

10:30　◇特色／子どもと一緒の礼拝。子どもへのお話が

あります。四季折々の自然・花々に包まれた安らぎも体験

出来ます。

【E-Mail】naohara@rock.email.ne.jp

平安教会［日基教団］

〒606-0007　京都市左京区岩倉東五田町23　Tel.075-

724-0711 Fax.075-724-0713　◇地下鉄烏丸線国際会館駅

から徒歩5分　◇創立／1876年（332人）　◇渡辺 誉一、

芹野 創　◇礼拝／10:30

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~heian/

【E-Mail】heian.ch@crux.ocn.ne.jp

吉田教会［日キ教会］

〒606-8304　京都市左京区吉田下阿達町45　Tel&Fax. 

075-771-5113　◇京阪電鉄丸太町駅から徒歩5分　◇創立

／1908年（220人）　◇鈴木 和哉　◇礼拝／10:30

【HP】http://web.kyoto-inet.or.jp/people/forworld

洛東教会［日基教団］

〒606-8344　京都市左京区岡崎円勝寺町91　Tel.075-

771-6256　◇地下鉄東西線東山駅1番出口から徒歩7分　

◇創立／1910年（15人）　◇中村 悦也、中村 充時　◇礼

拝／10:30

【HP】http://bitmedia.hp.infoseek.co.jp/church/

京都市下京区 Kyoto-shi, Shimogyo-ku

京都小隊［救世軍］

〒600-8051　京都市下京区富小路通四条下る徳正寺町

37　Tel&Fax.075-343-3726　◇阪急河原町駅⑩⑪上ル　

◇惣賀 靖雄、惣賀 美恵子　◇礼拝／10:30

京都聖ヨハネ教会［聖公会］

〒600-8119　京都市下京区本塩竃町582　Tel.075-351-

3655 Fax.075-351-8682　◇京阪本線五条駅　◇創立／

1889年　◇韓 相敦　◇礼拝／10:30

【E-Mail】st-john@kyoto.zaq.ne.jp
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京都クリスチャンコミュニティチャーチ［単

立／独立］

〒610-1113　京都市西京区大枝南福西町1-1-44-505　

Tel&Fax.075-333-6450　◇阪急京都線洛西口駅　◇柿鶴 

正、柿鶴 千代子

京都さふらん教会［日基教団］

〒610-1146　京都市西京区大原野西境谷町2-7 さふらん

保育園内　Tel.075-331-6918 Fax.075-331-9730　◇市バ

ス「新林公団住宅前」停、徒歩3分　◇創立／1961年（51

人）　◇尾堂 隆哉、稲野 琢也　◇礼拝／10:30

京都シャロームチャーチ［HIM］

〒615-8072　京都市西京区桂木ノ下町26-61 山本様方　

Tel.075-382-2425 Fax.075-382-2426　◇阪急桂駅東口か

ら徒歩5分　◇創立／1999年（40人）　◇山本 毅、山本 

由美子　◇礼拝／14:30,19:00　◇特色／牧師宅リビング

で礼拝しています。讃美あふれるアットホームな礼拝共同

体です。霊とまことによる礼拝を！

【HP】http://blog.goo.ne.jp/logos365/

【E-Mail】k.shalom@nike.eonet.ne.jp

京都聖ステパノ教会［聖公会］

〒615-8196　京都市西京区川島尻堀町38-9　Tel&Fax. 

075-391-1393　◇阪急京都線桂駅　◇創立／1982年（26

人）　◇井田 泉、奥 晋一郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nskk.org/kyoto/church/k-stp.html

西京福音教会［単立／独立］

〒615-8082　京都市西京区桂上豆田町2-42　Tel&Fax. 

075-381-7771　◇松本 圭剛

洛西上里チャペル［グレース宣教会・福音自由］

〒610-1121　京都市西京区大原野上里北ノ町767　Tel& 

Fax.075-331-4825　◇JR向日駅　◇創立／1985年（25

人）　◇金 昇容　◇礼拝／10:30　◇特色／生きておられ

る神様を礼拝し、楽しい信仰の道を歩もうとする群れです。

ハングル教室、書道、料理教室などがあります。

【E-Mail】kimgodwisdom16@yahoo.co.jp

洛西キリスト教会［世界福音］

〒615-8013　京都市西京区桂清水町103　Tel&Fax.075-

391-0044　◇阪急桂駅から徒歩15分［連絡先：Tel.075-

381-2265］　◇創立／1969年（50人）　◇奥村 拓也、奥

村 みちよ　◇礼拝／7:00,10:30,19:30　◇特色／水曜午後

8時〜祈祷会。木曜午後7時半〜ゴスペルの練習。毎月第一・

第三日曜午後1時半〜ゴスペル礼拝。

【HP】http://heartland.geocities.jp/sfddrcc/

【E-Mail】sfddrcc@yahoo.co.jp

洛西ニュータウン福音キリスト教会［世界福音］

〒610-1141　京都市西京区大枝西新林町6-8-18　Tel& 

Fax.075-331-3135　◇阪急桂駅からバス「新林センター

前」停、徒歩3分　◇創立／1980年（72人）　◇田中 隆

裕　◇礼拝／10:15　◇特色／諸礼拝（早朝、子ども、主

日、ヤング）の他、土曜キッズクラブ、日曜午後ヤングプ

ラザと盛りだくさんです！

【E-Mail】rntecc2002@ybb.ne.jp

京都聖三一教会［聖公会］

〒604-8403　京都市中京区聚楽廻中町45　Tel.075-841-

3281 Fax.075-841-3274　◇バス「千本丸太町」停、徒歩

3分　◇創立／1898年（90人）　◇井田 泉　◇礼拝／

10:30　◇特色／あたたかい光の射す木造の礼拝堂です。

献堂80年を迎えます。登録有形文化財に指定されています。

【HP】http://www.nskk.org/kyoto/trinity/

【E-Mail】trinity.kyoto@nskk.org

京都中央チャペル＝KGC［福音ペンテコステ］

〒604-0845　京都市中京区鳥丸御池上る二条殿町540　

Tel.075-229-3058 Fax.075-229-3059　◇地下鉄鳥丸線鳥

丸御池駅から徒歩2分　◇創立／1957年（150人）　◇藤

林 イザヤ、藤林 コト、野田 勝利、青木 保憲、藤林 波映、

今井 直喜、今井 久美子、野田 菜穂子　◇礼拝／7:00,

8:30,10:00,18:30　◇外国語／英語　◇特色／日曜日は四

回の礼拝が行われており、木曜日に祈祷会があります。毎

朝5時と6時にディボーションがあります。

【HP】http://www.chuochapel.com/

【E-Mail】admin@chuochapel.com

京都西教会［フリーメソ］

〒604-8462　京都市中京区西ノ京北円町50　Tel.075-

462-8829 Fax.075-462-9095　◇バス「西の京円町」停、

徒歩3分　◇創立／1929年（23人）　◇重富 勝己、塚本 

恵

京都洛西教会＝洛西バプテスト教会［バプ連

盟］

〒604-8457　京都市中京区西ノ京馬代町16-9　Tel&Fax. 

075-463-5288　◇JR円町駅から徒歩5分　◇創立／1967

年（49人）　◇礼拝／11:00

【HP】http://www1.linkclub.or.jp/~dts/rakusai/

京都市西京区 Kyoto-shi, Nishikyo-ku

活けるキリスト京都一麦桂教会［単立一麦の群］

〒615-8252　京都市西京区御陵北山下町22-18　Tel& 

Fax.075-392-0104　◇阪急桂駅から徒歩15分　◇創立／

1973年（51人）　◇早川 和生　◇礼拝／7:00,10:30,20:00

【HP】http://www.geocities.jp/kyoto1k/

【E-Mail】itibakukatura@ybb.ne.jp

桂教会［日基教団］

〒615-8073　京都市西京区桂野里町5-36　Tel&Fax.075-

394-2009　◇阪急京都線桂駅東口から徒歩3分　◇創立

／1950年（58人）　◇池谷 明高　◇礼拝／7:00,10:30　

◇特色／毎週日曜日朝7時より聖日早天礼拝を守っていま

す。

京都上桂伝道所［日基教団］

〒615-8266　京都市西京区山田南山田町22-20　Tel.075-

391-6288 Fax.075-757-9772　◇阪急京都線上桂駅から徒

歩15分　◇創立／1978年（4人）　◇奈良 いずみ　◇礼

拝／14:00

【HP】http://www.ac.auone-net.jp/~i-zum-i/
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歩20分　◇創立／2006年（25人）　◇桐山 能幸、桐山 美

奈子、明日香 範範　◇礼拝／10:30　◇特色／私たちの

教会は、教理的にはカリスマ派(聖霊派)の流れにあり、新

約教会または使徒的新約教会と呼ばれている教会の1つで

す。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~shalowm-cc/

【E-Mail】yk7agape@maia.eonet.ne.jp

世光教会［日基教団］

〒612-8034　京都市伏見区桃山町泰長老175-1 シャルム

世光7F　Tel.075-622-0409 Fax.075-622-9804　◇京阪宇

治線観月橋駅から徒歩3分　◇創立／1949年（96人）　◇

榎本 栄次　◇礼拝／10:30

醍醐教会［日基教団］

〒601-1336　京都市伏見区醐醍柏森町25　Tel.075-571-

7673 Fax.075-573-7331　◇JR山科駅からバス「一言寺」

停　◇創立／1966年（36人）　◇山下 茂雄

長岡福音自由教会京都南チャペル［福音自由］

〒612-8485　京都市伏見区羽束師志水町137-2　Tel.075-

932-5195 Fax.075-932-4163　◇バス「久我の杜」停　◇

創立／1999年（23人）　◇吉川 明雄、木村 裕彦　◇礼拝

／10:30　◇特色／水曜日午前10時から祈祷会。

深草キリスト福音教会［TPKF］

〒612-8437　京都市伏見区深草小久保町413　Tel.075-

642-3277 Fax.075-643-1876　◇地下鉄竹田駅から徒歩10

分　◇創立／1968年　◇杉山 睦生　◇礼拝／10:30　◇

テレホン／075-645-2216

深草ヨハネ教会［聖イエス会］

〒612-0029　京都市伏見区深草西浦町4-22　Tel.075-

642-1636　◇近藤 新

伏見教会［日基教団］

〒612-8081　京都市伏見区新町6-483　Tel&Fax.075-601-

3646　◇奈良線桃山駅　◇創立／1906年（37人）　◇宮

川 經裕

伏見東教会［日基教団］

〒612-0067　 京 都 市 伏 見 区 桃 山 羽 柴 長 吉 西 町10　

Tel.075-601-1092　◇近鉄京都線近鉄丹波橋駅出口4から

徒歩3分　◇創立／1915年（36人）　◇樋口 進

みたまキリスト教会［キリスト伝道隊］

〒601-1361　京都市伏見区醍醐御霊ヶ下町38-11　Tel. 

075-573-8117 Fax.075-573-8175　◇地下鉄東西線醍醐駅

から徒歩7分　◇創立／1994年（35人）　◇岩井 満　◇

礼拝／10:30　◇特色／渡来人として日本に定着された秦

氏たちのキリスト信仰を受け止めて生かす教会

向島伝道所［日基教団］

〒612-8141　京都市伏見区向島二の丸町151-34 愛隣館研

修センター内　Tel.075-621-3849 Fax.075-621-1579　◇

近鉄京都線向島駅から徒歩5分　◇創立／1995年（7人）　

◇黒多 健、平田 義、金 徳煥

向島福音自由教会［福音自由］

〒612-8131　京都市伏見区向島丸町16-13　Tel&Fax.075-

洛西ミズラ教会［聖イエス会］

〒610-1121　京都市西京区大原野上里北ノ町532-4　Tel. 

075-332-2052　◇矢野 亨

京都市東山区 Kyoto-shi, Higashiyama-ku

本町教会［ナザレン］

〒605-0981　京都市東山区本町7-32　Tel&Fax.075-561-

3907　◇京阪電車七条駅から徒歩5分　◇創立／1923年

（84人）　◇尾添 俊幸　◇礼拝／10:30

京都市伏見区 Kyoto-shi, Fushimi-ku

アッセンブリー伏見キリスト教会［アッセンブ

リー］

〒612-8366　京都市伏見区京橋町308　Tel&Fax.075-

612-3854　◇京阪中書島駅から徒歩5分　◇創立／1998

年　◇東 裕雅、東 陽子　◇礼拝／15:00

活けるキリスト伏見一麦教会［単立一麦の群］

〒612-8438　京都市伏見区深草フチ14-61　Tel.075-641-

1155　◇近鉄竹田駅から徒歩10分　◇竹川 満里子

インマヌエル京都伏見キリスト教会［IGM］

〒612-0052　京都市伏見区深草墨染町40-1　Tel.075-645-

9035 Fax.075-645-9150　◇京阪墨染駅から徒歩5分　◇

創立／1927年（102人）　◇伊藤 正泰、伊藤 順子、鍋島 

泰雄　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.igmkyoto.com/

【E-Mail】kyosumi@msj.biglobe.ne.jp

小栗栖伝道所［日基教団］

〒601-1463　京都市伏見区小栗栖中山田町59 光の子保育

園内　Tel.075-573-0103 Fax.075-571-6876　◇地下鉄東

西線石田駅徒歩10分　◇創立／1973年（7人）　◇前川 裕、

所 久雄　◇礼拝／10:30　◇特色／府営団地の中にある

伝道所です。伝道所の固有の土地建物はなく、光の子保

育園の一室で礼拝をしています。

京都集会［キリスト同信会］

〒612-0067　京都市伏見区桃山羽柴長吉西町18　Tel.075 

-621-7750 Fax.075-621-7772　◇京阪電車円波橋駅から徒

歩3分　◇創立／1953年（42人）　◇斎藤 正學　◇礼拝

／10:30

シャローム・キリスト教会［単立／独立］

〒601-1331　京都市伏見区醍醐南端山22-80　Tel&Fax. 

075-572-9655　◇市営地下鉄東西線石田駅2番出口から徒

http://www.igmkyoto.com/
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11:00,15:00

洛南教会［日基教団］

〒601-8017　京都市南区東九条北烏丸町20　Tel.075-

691-6898 Fax.075-682-3588　◇地下鉄烏丸線九条駅から

徒歩3分　◇創立／1946年（31人）　◇井上 勇一　◇礼

拝／10:30

京都市山科区 Kyoto-shi, Yamashina-ku

大宅いつくしみキリスト教会（伝）［世界福音］

〒607-8182　京都市山科区大宅坂ノ辻町41-96　Tel& 

Fax.075-595-5753　◇地下鉄椥辻駅から徒歩7分　◇創

立／1985年（6人）　◇玉田 耕治、玉田 陽子　◇礼拝／

10:40　◇特色／水曜日午前10時から聖書の学び祈祷会。

土曜日午前10時30分から光の子ども会。

【HP】http://www.geocities.jp/itsukushimi_ch/

【E-Mail】tamakou23@ybb.ne.jp

京都葵教会瀬戸口集会［日基教団］

〒607-8494　京都市山科区日ノ岡堤谷町1-5　◇佐原 英

一

京都キリスト恵み教会［単立／独立］

〒607-8143　京都市山科区東野南井ノ上町4-5　Tel.075-

593-3277　◇地下鉄東西線なぎ辻駅から徒歩8分　◇増

山 康友　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/ilovejesus900/

京都グレースバイブルチャーチ［単立／独立］

〒607-8221　京都市山科区勧修寺西金ケ崎212-6　Tel& 

Fax.075-502-8126　◇地下鉄東西線椥辻駅から徒歩13

分　◇創立／1996年（60人）　◇関 誠、関 美淑、梁 太

仙　◇礼拝／10:30,18:30　◇特色／駅前でライブ活動有

り日曜学校は子供お楽しみ会でケーキやクッキー作り、良

本の読み聞かせ、若婦人会はほっこりお茶会で講演会映

画会が好評！

【HP】http://kgbc.jimdo.com

京都聖書バプテスト教会［JBBF］

〒607-8134　京都市山科区大塚北溝町72-5　Tel&Fax. 

075-592-9562　◇JR山科駅［連絡先：Tel.075-592-

8786］　◇創立／1957年（42人）　◇近松 満、辻村 亜

子　◇礼拝／11:00

京都復興教会［日基教団］

〒607-8405　京都市山科区御陵田山町35　Tel.075-591-

3921 Fax.075-581-9299　◇JR京阪山科駅から徒歩4分　

◇創立／1946年（129人）　◇清水 潔、深谷 与那人、市

原 順、小川 文子　◇礼拝／10:45

【HP】http://web.kyoto-inet.or.jp/org/church/

京都恵みキリスト教会［単立／独立］

〒607-8143　京都市山科区東野南井ノ上町4-5　Tel& 

Fax.075-593-3277　◇地下鉄東西線東野駅から徒歩10分

［連絡先：〒607-8231　京都府京都市山科区勧修寺堂田

13-1 西野山市営住宅9棟305 Tel.075-592-0083］　◇増山 

康友、三原 祥平　◇礼拝／10:30

602-0336　◇近鉄京都線向島駅から徒歩10分　◇創立／

1983年（52人）　◇小林 久実　◇礼拝／10:30　◇特色／

念願だった会堂を取得し、バリアフリーとなった1階で礼

拝を献げられるようになりました。

【HP】http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mjefc/

【E-Mail】mjefc@m14.alpha-net.ne.jp

桃山基督教会［聖公会］

〒612-8039　京都市伏見区御香宮門前町184　Tel&Fax. 

075-611-2790　◇近鉄線桃山御陵前駅から徒歩1分　◇創

立／1918年（108人）　◇三浦 恒久　◇礼拝／10:30　◇

特色／和風木造の礼拝堂で、なつかしさの漂う中で、礼

拝をおささげしましょう。

京都市南区 Kyoto-shi, Minami-ku

上鳥羽教会［日基教団］

〒601-8183　京都市南区上鳥羽南島田町50　Tel&Fax. 

075-661-3619　◇近鉄京都線上鳥羽口駅から徒歩15分　

◇創立／1935年（27人）　◇山田 真理　◇礼拝／10:30

唐橋神愛キリスト教会［アッセンブリー］

〒601-8454　京都市南区唐橋経田町27-1　Tel&Fax.075-

671-4635　◇JR京都駅からバス15分「羅城門」停、徒歩

2分　◇創立／1952年（20人）　◇伊藤 正躬、伊藤 志真

子　◇礼拝／10:30

京都教会［聖協団］

〒601-8015　京都市南区東九条上御霊町12-13　Tel& 

Fax.075-672-3810　◇JR京都駅から徒歩5分　◇創立／

1950年（12人）　◇佐藤 光子　◇礼拝／10:30

京都第一長老教会［大韓イエス］

〒601-8046　京都市南区九条西山町6　Tel&Fax.075- 

681-8290 Tel.075-662-3918　◇JR京都駅から徒歩15分　

◇創立／1982年　◇李 承烈　◇礼拝／11:00,14:00　◇

外国語／韓国語、日本語

【E-Mail】namoxa@hotmail.com

京都南部教会［KCCJ］

〒601-8022　京都市南区東九条北松ノ木町38　Tel&Fax. 

075-671-4922　◇JR京都駅から徒歩20分　◇創立／1928

年（100人）　◇李 教錫　◇礼拝／11:00,14:00　◇外国語

／韓国語(11:00,14:00)　◇特色／毎週日曜日午前11時から

日本語の伝統的な静かな礼拝を行い、午後2時から韓国語

の現代的な賛美礼拝を行う。

【HP】http://kyotonambuch.onmam.com/

京都西大路教会［日基教団］

〒601-8468　京都市南区唐橋西平垣町32-3　Tel&Fax. 

075-672-5603　◇JR西大路駅から徒歩1分　◇創立／

1960年（38人）　◇武 俊彦　◇礼拝／10:30　◇特色／

JR西大路駅のホームから教会が見えます。水曜日の聖書

を読む会（午後3時）、ミニバザー（随時）もどうぞ。

【E-Mail】nishiooji_church@nike.eonet.ne.jp

京都平和キリスト教会［単立／独立］

〒601-8003　京都市南区東九条西山王町12　Tel.075-

682-3005　◇JR京都駅八条口アバンティ南側　◇礼拝／
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長岡京市	 Nagaokakyo-shi

神足キリスト教会［単立／独立］

〒617-0836　長岡京市勝竜寺二ノ坪3-4　Tel&Fax.075-

951-0287　◇JR長岡京駅からバス「落合い橋」停、徒歩2

分　◇創立／2002年（35人）　◇齋藤 惠子　◇礼拝／

10:30　◇外国語／韓国語　◇特色／ベテル聖書研究での

学び。フランネルを用い年齢に関係なく聖書を楽しく視覚

で学ぶ。定期的祈りの歩行。

【E-Mail】kotari_christ_ch@snow.ocn.ne.jp

チャペル福音館伝道所［日基教団］

〒617-0833　長岡京市神足1-3-20 福音館ビル2F　Tel 

&Fax.075-959-4858　◇JR長岡京駅西口から徒歩2分　◇

創立／2006年（16人）　◇廣畑 涙嘉　◇礼拝／11:00　

◇特色／社会の差別構造の中で傷ついておられる人たち

と共に生きる教会、そして典礼を重要視した教会形成をし

ている。

【HP】http://www.ch-fukuinkan.com/

【E-Mail】info@ch-fukuinkan.com

長岡京アッセンブリー教会＝長岡京開拓［ア

ッセンブリー］

〒617-0824　長岡京市天神1-21-25 モーニングテラス

1-A　Tel&Fax.075-874-6502　◇阪急京都線長岡天神駅

から徒歩3分　◇創立／1996年（5人）　◇原 和章、原 貴

子　◇礼拝／10:30　◇特色／アットホームな雰囲気の教

会です。教会学校では、ダンスやゲームを取り入れて、

いつも笑顔いっぱいです。

【E-Mail】ag-nonohana@m3.gyao.ne.jp

長岡京教会［日基教団］

〒617-0833　長岡京市神足1-18-28　Tel&Fax.075-951-

2207　◇JR長岡京駅から徒歩5分　◇創立／1974年（59

人）　◇韓 守信　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10

時30分から祈祷会、午後7時から聖書を学ぶ会。地域に根

ざした教会形成に全力を注いでいます。

長岡キリスト恵み教会［単立／独立］

〒617-0823　長岡京市長岡1-2-6　Tel&Fax.075-955-

4582　◇阪急長岡天神駅から徒歩3分　◇創立／1984年

（35人）　◇増山 康友　◇礼拝／10:30

長岡福音自由教会＝長岡チャペル［福音自由］

〒617-0824　長岡京市天神5-11-2　Tel.075-952-3439 

Fax.075-956-4955　◇阪急長岡天神駅から徒歩12分　◇

創立／1968年（140人）　◇吉川 明雄、木村 裕彦　◇礼

拝／8:00,11:00,16:00　◇特色／長岡チャペルと京都南チ

ャペルの二ヶ所で礼拝をしています。16:00のu-Hiは中・

高生中心の元気な礼拝です。

【HP】http://www.nagaoka-efc.net/

南丹市	 Nantan-shi

丹波新生教会胡麻会堂［日基教団］

〒629-0311　南丹市日吉町胡麻才本1-41　Tel.0771-74-

0296　◇JR胡麻駅から徒歩3分　◇足立 麻子　◇礼拝／

20:00

山科キリスト福音教会［TPKF］

〒607-8111　京都市山科区小山南溝町7　Tel&Fax.075-

591-3066　◇地下鉄東西線東野駅から徒歩10分［連絡先：

レフトサーリ，サミペッカ・神之助　〒520-2118　滋賀県

大津市大鳥居8-5 Tel.077-549-0238］　◇創立／1970年（15

人）　◇レフトサーリ，サミペッカ・神之助　◇礼拝／

10:30　◇特色／木曜日、午前10時30分から婦人会。土曜

日、午前10時から英語サークルがあります。

【E-Mail】yamashina-church@live.jp

城陽市	 Joyo-shi

Ｊホープ・グレース・チャーチ［福音ペンテコステ］

〒610-0121　城陽市寺田深谷64-8　Tel&Fax.0774-55-

4152　◇JR城陽駅東口から徒歩18分　◇創立／2003年

（12人）　◇小山 均、小山 美恵子　◇礼拝／10:30

城陽教会［日基教団］

〒610-0117　城陽市枇杷庄鹿背田27-3　Tel&Fax.0774-

55-0338　◇近鉄京都線富野荘駅から徒歩3分　◇創立／

1979年（53人）　◇近藤 十郎、岸本 兵一　◇礼拝／

10:30　◇特色／若者たちが集いやすいアットホームな教

会づくりをめざしています。詳細はホームページで。

【HP】http://joyo-kyokai.jp/

城陽キリスト栄光教会［単立／独立］

〒610-0121　城陽市寺田東ノ口44-28　Tel&Fax.0774-52-

6873　◇近鉄京都線寺田駅から徒歩7分　◇創立／2002

年（50人）　◇松本 末子　◇礼拝／10:30　◇特色／主の

臨在と愛にあふれ宣教する教会。水曜・金曜賛美礼拝、

日曜子ども礼拝。子育て相談カウンセリングあり。

城陽キリスト教会［イエス・キリスト］

〒610-0101　城陽市平川大将軍76-20　Tel&Fax.0774-55-

2820　◇近鉄久津川駅から徒歩8分　◇創立／1994年（26

人）　◇船田 献一、井上 雄三、井上 恵津子　◇礼拝／

10:30

城陽ナザレン教会［ナザレン］

〒610-0121　城陽市寺田市ノ久保33-167　Tel&Fax.0774-

52-3513　◇JR城陽駅から徒歩6分　◇末吉 貞雄、末吉 

百合香　◇礼拝／10:40

【HP】http://church.jp/nazarenjoyo/

【E-Mail】almeria41@yahoo.co.jp

城陽バプテスト教会［バプ同盟］

〒610-0121　城陽市寺田大谷26-20　Tel&Fax.0774-54-

2962　◇JR城陽駅から徒歩15分　◇創立／1978年（29

人）　◇小原 富男、中村 隆治郎　◇礼拝／10:30　◇特

色／ベビーソングはひきつづき地域への働きかけとして

続けています。

ファーストラブチャーチ［ワールドミッション］

〒610-0102　城陽市久世八丁18-3　Tel.0774-55-6478 

Fax.0774-52-8983　◇近鉄京都線久津川駅　◇伴 真弓
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舞鶴教会［聖イエス会］

〒624-0912　舞鶴市上安382-2　Tel.0773-77-1909　◇植

村 聖名子

舞鶴教会［カナン教団］

〒624-0905　舞鶴市字福来1028-6［連絡先：山名 潤　〒

590-0943　大阪府堺市堺区車之町東2-1-1-601号 Tel.072-

233-1631］　◇山名 潤

宮津市 Miyazu-shi

天橋立教会［イエス・キリスト］

〒629-2251　宮津市須津950-27　Tel&Fax.0772-46-

2703　◇北近畿タンゴ鉄道岩滝口駅から徒歩5分　◇創

立／1963年（21人）　◇水川 武志、平田 隆啓　◇礼拝／

10:30

丹後宮津教会［日基教団］

〒626-0044　宮津市吉原2546　Tel.0772-22-4506　◇北

近畿タンゴ鉄道宮福線宮津線宮津駅出口1から徒歩5分　

◇創立／1891年（23人）　◇信岡 茂浩　◇礼拝／10:30

宮津聖アンデレ教会［聖公会］

〒626-0017　宮津市島崎2036　◇北近畿宮津線宮津駅　

◇創立／1896年（2人）　◇柳原 義之

向日市 Muko-shi

インマヌエル京都西キリスト教会［IGM］

〒617-0002　向日市寺戸町渋川11-3　Tel&Fax.075-921-

1425　◇JR向日町駅から徒歩4分　◇創立／1987年（15

人）　◇吉村 和記、吉村 百合恵　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kyoto617@oak.ocn.ne.jp

向陽聖書教会［FKK］

〒617-0001　向日市物集女町出口5-15　Tel&Fax.075-

933-0659　◇阪急京都線洛西口駅から徒歩10分　◇創立

／1976年（33人）　◇杉山 敏夫　◇礼拝／10:30

東向日キリスト教会［バプ宣教団］

〒617-0003　向日市森本町下森本6-5　Tel&Fax.075-931-

5934　◇JR向日町駅から徒歩6分　◇創立／1970年（20

人）　◇湯沢 英房　◇礼拝／10:30　◇特色／ゆったりし

た礼拝堂。2階へのリフターおよび駐車場があります。駅

に近い教会です。

【HP】http://www.h-mukou-ch.jp/

向日町教会［日基教団］

〒617-0004　向日市鶏冠井町山畑25　Tel&Fax.075-921-

2240　◇阪急京都線西向日駅から徒歩3分［連絡先：

Tel.075-921-2229］　◇創立／1936年（95人）　◇宮地 健

一　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時15分、午後

7時30分から祈祷会。

【E-Mail】imakoko@ybb.ne.jp

和光新エルサレム教会［復活之キリスト］

〒617-0002　向日市寺戸町東の段30

【HP】http://www.geocities.jp/t_shinsei/

丹波新生教会園部会堂［日基教団］

〒622-0002　南丹市園部町美園町3-13-2　Tel&Fax.0771-

63-0165　◇JR園部駅西口から徒歩20分　◇足立 麻子　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/t_shinsei/

福知山市 Fukuchiyama-shi

大江野の花教会［日基教団］

〒620-0341　福知山市大江町北有路2238　Tel&Fax. 

0773-57-0851　◇北近畿タンゴ鉄道宮福線大江高校前

駅　◇創立／1998年（13人）　◇人見 勝　◇礼拝／

10:30

福知山教会［聖イエス会］

〒620-0945　福知山市広峯町83　Tel.0773-22-5489　◇

橋本 正彦

福知山教会［日基教団］

〒620-0044　福知山市南栄町8　Tel.0773-22-1619　◇JR

福知山駅から徒歩7分　◇創立／1890年（81人）　◇野波 

洋

福知山福音自由教会［福音自由］

〒620-0038　福知山市西中ノ町100-4　Tel&Fax.0773-22-

5551　◇JR福知山駅から徒歩15分　◇創立／1961年（65

人）　◇安 孝明　◇礼拝／10:30

夜久野教会［日基教団］

〒629-1303　福知山市夜久野町井田887　Tel.0773-37-

0159　◇JR下夜久野駅から徒歩10分　◇創立／1946年

（18人）　◇辻中 昭一　◇礼拝／10:30または13:30(第2)

舞鶴市 Maizuru-shi

西舞鶴教会［イエス・キリスト］

〒624-0841　舞鶴市引土246　Tel&Fax.0773-75-1584　

◇西舞鶴駅から徒歩5分　◇三村 克夫、三村 百合子　◇

礼拝／10:15

東舞鶴教会［日基教団］

〒625-0036　舞鶴市浜802　Tel.0773-62-1874 Fax.0773-

62-7033　◇JR東舞鶴駅北口から徒歩7分　◇創立／1935

年（62人）　◇川﨑 一路　◇礼拝／10:30,19:00

東舞鶴聖パウロ教会［聖公会］

〒625-0036　舞鶴市字浜40　Tel&Fax.0773-63-5441　◇

JR東舞鶴駅から徒歩10分　◇創立／1989年（7人）　◇柳

原 義之　◇礼拝／10:30

【E-Mail】paul-shion@herb.ocn.ne.jp

舞鶴福音教会［イエス・キリスト］

〒625-0042　舞鶴市溝尻町3-12　Tel&Fax.0773-64-

5568　◇JR東舞鶴駅　◇創立／1987年（39人）　◇高橋 

頼男、高橋 好江　◇礼拝／10:15,19:30
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福音自由祝園チャペル［福音自由］

〒619-0241　相楽郡精華町大字祝園小字榊ヶ坪53-5　Tel 

&Fax.0774-93-3777　◇近鉄京都線祝園駅から徒歩6分　

◇創立／1995年　◇正田 眞也

船井郡 Funai-gun

丹波新生教会須知会堂［日基教団］

〒622-0213　船井郡京丹波町須知本町29　◇JR日吉駅　

◇足立 麻子　◇礼拝／10:30(第2･第4火曜)

【HP】http://www.geocities.jp/t_shinsei/

ロゴス教会［聖イエス会］

〒622-0332　船井郡京丹波町質美西丸尾20　Tel.0771-

86-1782　◇近藤 彰

与謝郡 Yosa-gun

加悦聖三一教会［聖公会］

〒629-2402　与謝郡与謝野町算所518　Tel&Fax.0772-

43-0363　◇北近畿タンゴ鉄道野田川駅　◇創立／1901

年（4人）　◇柳原 義之

丹後キリスト教会（伝）［世界福音］

〒629-2404　与謝郡与謝野町後野877　Tel&Fax.0772-

42-6631　◇北近畿タンゴ鉄道野田川駅から車10分［連絡

先：太秦キリスト教会　〒604-8856　京都府京都市中京

区壬生西大竹町6-2 Tel.075-822-0991］　◇創立／1998年

（8人）　◇上田 正次、上田 恵美子　◇礼拝／10:30(月1回

のみ)

ベテル教会［聖イエス会］

〒629-2262　与謝郡与謝野町岩滝1188　Tel.0772-46-

6011　◇中嶋 白百合

四辻伝道所［聖公会］

〒629-2312　与謝郡与謝野町四辻743　◇北近畿タンゴ

鉄道野田川駅　◇創立／1903年

八幡市 Yawata-shi

明野キリスト教会［イエス・キリスト］

〒614-8346　八幡市橋本塩釜29-13　Tel&Fax.075-983-

5503　◇京阪電車橋本駅から徒歩10分　◇創立／1996年

（51人）　◇大頭 眞一　◇礼拝／7:30,10:15,19:00　◇特色

／水曜日午前10時、木曜日午前10時と午後8時から聖書の

学びと祈り会を行っています。どなたでもどうぞ。

【HP】http://church.ne.jp/akeno/

【E-Mail】akeno@church.ne.jp

男山教会［改革派］

〒614-8366　八幡市男山泉13-15　Tel&Fax.075-983-

1715　◇京阪線くずは駅からバス8分、徒歩3分　◇創立

／1972年（44人）　◇禰津 省一　◇礼拝／10:30　◇特

色／主日の礼拝と祈祷会（水曜午前10時30分、午後7時30

分）を中心とした堅実で温かい教会です。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~otokoyama-church/

【E-Mail】otkymc@maia.eonet.ne.jp

八幡キリスト教会［バプ宣教団］

〒614-8093　八幡市八幡三本橋18-169 若ビル内　Tel. 

075-462-3546　◇京阪本線八幡駅［連絡先：洛陽バプテ

スト教会　〒603-8364　京都府京都市北区平野桜木町25-

12 Tel.075-462-3546］　◇青木 友邦　◇礼拝／14:00

八幡ぶどうの木教会［日基教団］

〒614-8362　八幡市男山美桜6-5　Tel.075-981-2527 Fax. 

075-982-9013　◇京阪樟葉駅からバス「北センター」停、

徒歩5分　◇創立／1955年（23人）　◇千葉 宣義　◇礼

拝／10:30

乙訓郡 Otokuni-gun

西が丘教会［日基教団］

〒618-0091　乙訓郡大山崎町円明寺脇山1-184　Tel&Fax. 

075-954-1131　◇阪急京都線長岡天神駅東口［連絡先：

延原 正海　〒618-0024　大阪府三島郡島本町若山台1-3-

5-406 Tel.075-962-5557］　◇創立／1986年（17人）　◇

工藤 弘志、河村 達也、延原 正海　◇礼拝／10:30

【E-Mail】westhill-church@tea.ocn.ne.jp

相楽郡 Souraku-gun

サクラ・キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒619-0246　相楽郡精華町菱田山ノ下16-1　Tel&Fax. 

0774-93-4398　◇JR下狛駅から徒歩5分　◇創立／1993

年（10人）　◇山田 隆子　◇礼拝／10:30　◇特色／賛美

と祈りのサクラキリスト教会は、年4回のオープンチャペ

ルをします。大人英会話教室は6年目です。

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~sakura39/

【E-Mail】sakura-39@oboe.ocn.ne.jp
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大阪府──地域の宣教資料

　宣教人国記：俳人の玉木愛子（1887〜1969）は、7

歳の春にハンセン病の初期症状が現われた。旧制女学

校一年の秋、校医に症状を発見されて退校、17歳の春

に宣教師リデル経営の熊本回春病院に入院し、そこで

回心する。42歳で右足切断、1933年（昭和8）に長島

愛生園に転院後、失明。苦難の中で神を賛美する多く

の句を残した。関西地域の超教派活動に多大の貢献を

残した西村次郎（1900〜1981）は、大阪高商時代に入

信。山口銀行入行5年目に伝道者になる決心をした。

その後、大阪女学院に奉職し、1960年（昭和35）には

院長となった。信徒伝道者として全国で奉仕し、朝祷

会運動、大阪クリスチャンクルセード、大阪万博での

キリスト教館など様々な超教派活動の企画・運営にあ

たった。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【堺市】南河内郡美原町。政令市（区制）施行。

 近 畿 地 方 大 阪 府

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

大 阪 府 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   O s a k a 　

Tel.06-6231-5210［連絡先：Tel.06-6231-7214］　◇地下鉄

淀屋橋駅から徒歩3分　◇創立／1830年　◇代表取締役

／徳光 正子、店長／田村 直樹　◇特色／大正時代の名

建築。挙式から格調あるご披露宴、英国風ハウスウェディ

ングも好評。老舗花外楼の経営。

【HP】http://www.kagairo.co.jp/

オーサカ・ユニーク(株)
［建物総合管理、警備保障］〒542-0072　大阪府大阪市中

央区高津1-3-5 梶本ビル2F　Tel.06-6768-6861 Fax.06-

6768-6867　◇地下鉄谷町九丁目駅から徒歩5分　◇創立

／1968年　◇代表取締役社長／田路 朋子　◇特色／会

長、社長を始め、本部社員の多くはクリスチャン。生活支

援産業を通じて、主の栄光を現したいと願います。

【HP】http://o-unique.co.jp/

【E-Mail】info@o-unique.co.jp

（有）大阪早稲田速記
［速記］　［（有）大阪早稲田速記］〒540-0033　大阪府大

阪市中央区石町2-1-7　Tel&Fax.06-6920-1461　◇地下鉄

谷町線天満橋駅から徒歩3分　◇創立／1997年　◇代表

取締役社長／山尾 政子　◇特色／各種専門分野の速記

河本商店
［きのこ佃煮製造小売］〒579-8036　大阪府東大阪市鷹殿

　お店・事業

アトリエＪＯＹ
［絵画教室・美術研究所］〒590-0522　大阪府泉南市信達

牧野820-4　Tel&Fax.0724-82-7332 Tel.072-483-0590　

◇JR和泉砂川駅西口から徒歩6分　◇創立／1962年　◇

代表者／上田 早紀　◇特色／壁画、ステンドグラス、画

廊があり、牧師でもある画家と講師が指導します。写生会、

造形工作もあります。

【HP】http://homepage2.nifty.com/sennan-bible/

【E-Mail】sennan-bible@nifty.com

インマヌエル システム
［音響・映像設備、設計・施工・販売］〒574-0072　大阪

府大東市深野4-17-11　Tel&Fax.072-874-0239　◇JR野

崎駅から徒歩5分　◇創立／1997年　◇代表／齋藤 洋

三　◇特色／音響映像システム工事、出張コンサート音

響・オペ、音声・映像の収録編集、メディア複製等を行っ

ています。

【HP】http://www.shop-kansai.com/immanuel/

【E-Mail】immanuel_system@par.odn.ne.jp

大阪倶楽部食道部
［結婚式、ウェディング全般、各種パーティー］　［(株)花

外楼］〒541-0042　大阪府大阪市中央区今橋4-4-11　
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町2-12　Tel&Fax.0729-82-5125　◇近鉄奈良線瓢箪山駅

から徒歩12分　◇創立／1974年　◇店主／河本 育郎　

◇特色／手づくりで、きのこ佃煮を製造販売しています。

食卓のおともや、ご贈答にご利用ください。

【HP】http://surf.upper.jp/tukudani/index

【E-Mail】ikuodesu@hct.zaq.ne.jp

CAM・Books
［通信売買キリスト教古書］〒565-0848　大阪府吹田市千

里山高塚8-1-408 関西総合保険CAM内　Tel.06-6389-

5208　◇創立／1995年　◇代表／西田 雄一郎　◇特色

／年に5回、古書目録を発行しておりますので、ご希望の

方はメールや電話などで、お気軽にご請求ください。

【HP】http://hb7.seikyou.ne.jp/home/cam-box/public_html/

【E-Mail】cam-box@mb7.seikyou.ne.jp

ギャラリー ペルソナ
［画廊］〒590-0522　大阪府泉南市信達牧野820-4　Tel&

Fax.0724-82-7332 Tel.072-483-0590　◇JR和泉砂川駅西

口から徒歩7分　◇創立／1997年　◇代表／上田 早紀　

◇特色／個展グループ展にどうぞ。クリスチャン美術研

究会毎月第三日曜午後3時。年1回B&A代表町田俊之師も

参加。

【HP】http://homepage2.nifty.com/sennan-bible/

【E-Mail】sennan-bible@nifty.com

グレイスプランニング
［企画コンサルタント］〒540-0004　大阪府大阪市中央区

玉造2-26-47 大阪クリスチャンセンター4F　Tel.06-6965-

0086 Fax.06-6965-0048　◇JR玉造駅から徒歩10分　◇

代表／関 恵嗣　◇特色／教会の伝道後方支援部隊とし

て、教会のアピール、諸工事、備品から特別集会の企画

まで幅広くお手伝いします。

【HP】http://www.graceplanning.com/

【E-Mail】office@graceplanning.com

（有）グレースシステム
［コンピューター関連］〒561-0802　大阪府豊中市曽根東

町5-17-12　Tel.06-6863-2526 Fax.06-6866-1425　◇阪急

服部駅から徒歩7分　◇創立／1991年　◇代表取締役／

吉本 慎二

【E-Mail】yoshimoto@gracesystem.co.jp

桑田ピアノ調律事務所
［ピアノ調律・修理・販売］〒583-0861　大阪府羽曳野市

西浦4-758-6　Tel&Fax.0729-58-7093［連絡先：Tel.090-

3037-2023］　◇近鉄古市駅　◇創立／1975年　◇代表／

桑田 隆男　◇特色／平均率から古典調律（ヴェルクマイ

スター第三法）まで！

【E-Mail】pianomandolin1949@yahoo.co.jp

（有）コスモス奉仕会
［介護用品・事務機器・事務用品］〒583-0864　大阪府羽

曳野市羽曳が丘3-21-7　Tel.072-956-1280 Fax.072-956-

1290　◇創立／1991年　◇代表取締役社長／大山 高志

酒井羊一写真事務所
［写真撮影］〒540-0004　大阪府大阪市中央区玉造2-26-

47 大阪クリスチャンセンター内　Tel&Fax.06-6767-

1021　◇創立／1995年　◇代表／酒井 羊一　◇特色／

広告写真・ブライダル写真・その他写真の事ならお気軽

にお問い合わせ下さい。

(株)ＪＣＳ
［輸出入貿易、クリスチャングッズ販売、医療系人材紹介

業］〒583-0854　大阪府羽曳野市軽里3-2-24　Tel.072-

959-0072 Fax.072-959-0073　◇近鉄長野線古市駅から徒

歩10分　◇創立／2008年　◇代表取締役／中谷 婉玲　

◇特色／しゃべる聖書「バイブルマン」、手ぶらスピーカ

ー「グッドニュース」のグッズ販売や、キリスト者医療関

係の人材紹介をお手伝い。

【HP】http://www.biblemanjcs.com/

【E-Mail】bibleban@jcsco.jp

シャンブルゥ・ドュ・インマヌエル
［ギフト、雑貨、本、CDの小売業および企画・制作・販売

業］〒583-0854　大阪府羽曳野市軽里3-2-24　Tel&Fax.

072-973-7717　◇近鉄長野線古市駅から徒歩10分　◇代

表／倉橋 久美子

シロアム企画
［イベント・CDなど企画全般］〒540-0004　大阪府大阪市

中央区玉造2-26-47 大阪クリスチャンセンター4F　Tel& 

Fax.06-6763-4686　◇JR玉造駅　◇代表／胎中 規久

馬　◇特色／イベント企画から音楽CD企画制作などあら

ゆる企画のお手伝い。液晶プロジェクターなどの備品も販

売。

シンカワピアノセンター
［オルガン・ピアノ(レンタル～販売)］〒533-0012　大阪

府大阪市東淀川区大道南3-7-5　Tel&Fax.06-6329-0517　

◇地下鉄今里筋線「だいどう豊里」駅から徒歩1分　◇創

立／1971年　◇代表／新川 寛　◇特色／教会専用オル

ガンの「レンタル、販売、演奏会、奏楽研修、レッスン」。

ピアノ「調律、販売」専門店。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~sinkawap/

【E-Mail】shinkawa.p@ninus.ocn.ne.jp

（有）新生スリッター
［フイルムスリッター業］〒547-0002　大阪府大阪市平野

区加美東5-2-13　Tel.06-6794-5033 Fax.06-6794-5044　

◇JR加美駅から徒歩8分　◇創立／1996年　◇代表取締

役／鈴本 誠　◇特色／ただ出来ることを。

【HP】http://slitter.co.jp/

【E-Mail】info@slitter.co.jp

（有）杉山製袋
［封筒製造業］〒582-0005　大阪府柏原市法善寺1-11-

29　Tel.072-972-1517 Fax.072-972-1014　◇近鉄大阪線

法善寺駅から徒歩3分　◇代表取締役／佐藤 清

（有）聖永
［駐車場経営］〒598-0045　大阪府泉佐野市松原2-4-57　

Tel.072-469-0775 Fax.072-469-0776　◇創立／2001年　

◇代表取締役／岩井 辰磨

【HP】http://www.startpage.co.jp/kanku-vip

セ・モン・クロア
［マリンスポーツ］〒579-8036　大阪府東大阪市鷹殿町

2-12　Tel&Fax.0729-82-5915　◇近鉄奈良線瓢箪山駅か
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ら徒歩12分　◇創立／1983年　◇代表／河本 育郎　◇

特色／オリジナルサーフボードやウェットスーツ、ウエア

ーのお店です。格安のオーダーボードは約3週間でOKです。

【HP】http://www.hct.zaq.ne.jp/92longsurf/surf.htm

【E-Mail】ikuodesu@hct.zaq.ne.jp

(株)トゥルース
［インターネット］〒546-0043　大阪府大阪市東住吉区駒

川3-20-18-1102　Tel.06-4256-6359［連絡先：Tel.090-

3491-3911］　◇地下鉄谷町線駒川中野駅から徒歩2分　◇

創立／2006年　◇代表取締役／服部 哲也　◇特色／ア

クセスされるホームページを制作！　SEO、コンテンツ制

作・映像制作などインターネットに関連はお任せ！

【HP】http://www.truth-inc.com/

【E-Mail】biz@truth-inc.com

(株)トライアート
［デジタル映像クリエーター］〒530-0022　大阪府大阪市

北区浪花町1‐18‐503　Tel&Fax.06-7175-5244　◇地下

鉄東梅田駅から徒歩3分　◇創立／2006年　◇代表取締

役／背野 康弘　◇特色／映像撮影編集・写真関連・健康

増進関連・美容関連。

【HP】http://tryart.biz/

【E-Mail】art@tryart.biz

（株）中島大祥堂
［和洋菓子製造業］〒581-0071　大阪府八尾市北久宝寺

2-2-1　Tel.072-990-1120 Fax.072-990-1121［連絡先：中

島 孝夫　〒581-0085　大阪府八尾市安中町2-1-47 Tel. 

072-994-9141］　◇近鉄大阪線久宝寺駅から徒歩7分　◇

創立／1956年　◇取締役会長／中島 孝夫

【HP】http://www.danke-net.co.jp/

【E-Mail】danke@gold.ocn.ne.jp

（株）中之島翻訳センター［NTC］

［翻訳・通訳サービス］〒530-0005　大阪府大阪市北区中

之島5-3-101　Tel.06-6443-7248 Fax.06-6444-3131　◇JR

福島駅から徒歩8分　◇創立／1987年　◇代表取締役社

長／山川 泰朗

【HP】http://www.n-tc.co.jp

【E-Mail】yamakawa@n-tc.co.jp

南大門
［飲食店］〒595-0804　大阪府泉北郡忠岡町馬瀬2丁目　

Tel.0725-21-7220 Fax.0725-23-1330　◇南海電車忠岡駅

から徒歩10分　◇代表／南條 広章

（有）日新ドキュメントサービス
［翻訳業］〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜2-3-10 

VIP関西センター3F　Tel.06-6233-8566 Fax.06-6233-

8567　◇大阪市地下鉄堺筋線北浜駅2番すぐ　◇創立／

1992年　◇代表取締役／今井 和典　◇特色／機械、製

造設備等の技術翻訳。海外向け多国語翻訳を行います。

【E-Mail】k.imai@nisshin-ds.co.jp

のぞみサービス
［聖会テープ販売、CD製作］〒572-0083　大阪府寝屋川

市郡元町10-10　Tel.072-837-2074 Fax.072-837-2075　◇

京阪線香里園駅から徒歩2分　◇創立／1998年　◇代表

／川口 友代　◇特色／あなたの音声をCDに！ 1枚から製

作可能。礼拝のメッセージをCDに。学生会、青年会のコ

ンサートをCDに。

【E-Mail】cd@chapel.tv

（株）橋岡友商店
［繊維製品卸売業］〒541-0054　大阪府大阪市中央区南本

町2-4-9　Tel.06-6262-3927 Fax.06-6261-2887　◇創立／

1959年　◇代表取締役／橋岡 忠司

パックス音楽院
［オルガン奏楽指導・講習］　［(株)パックスアーレン］〒

550-0002　大阪府大阪市西区江戸堀1-25-31 ＭＹ江戸堀

ビル101号　Tel.06-6225-5950 Fax.06-6225-5952　◇地下

鉄四ツ橋線肥後橋駅から徒歩5分　◇創立／1979年　◇

院長／松中 修身、講師／高橋 明子、講師／中山 幾美子、

講師／久保田 真矢　◇特色／オルガン初心者を育成する

ことと、教会における礼拝讃美に奉仕するオルガニストを

養成することを目的に設立。

【HP】http://www.paxallen.com/

【E-Mail】pax@paxallen.com

光消防機材(株)
［消火栓、消火栓金具、消防用・散水用ホース、ホース格

納箱ほか。］〒574-0043　大阪府大東市灰塚5-6-21　

Tel.072-873-3811 Fax.072-872-8245　◇JR鴻池新田駅　

◇創立／1968年　◇代表取締役社長／田渕 正

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~hikarisk/

【E-Mail】hikarisyouboukizai@h6.dion.ne.jp

編集プロダクションフジイ企画［フジイ企画］

［編集プロダクション］〒590-0933　大阪府堺市堺区柳之

町東1-1-7 KOKOレヂデンスA-203　Tel.072-227-2790 

Fax.072-227-2791　◇阪堺電軌阪堺線神明駅から徒歩3分　  

◇創立／1990年　◇代表／藤井 寛、コーディネーター／

藤沢 麻由子　◇特色／コミュニケーションを最も重視し

て永続きする機関紙・会報づくりをサポート。伝えたいこ

とを伝えられる形に。

【HP】http://www.fujii-net.com/

【E-Mail】info@fujii-net.com

(株)ホーリーランド・ツーリストセンター
［聖地旅行企画］〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜

2-3-10 VIP関西センター5F JEEQ内　Tel.06-6226-1307 

Fax.06-6226-1308　◇大阪市地下鉄堺筋線北浜駅2番す

ぐ　◇代表／石田 展久

【HP】http://htcjrm.com

【E-Mail】htcjrm@nifty.com

マックプラン
［ＯＡ機器販売］〒581-0873　大阪府八尾市黒谷2-169　

Tel.072-940-1827 Fax.072-940-1828［連絡先：重山 正信　  

〒581-0873　大阪府八尾市黒谷2-169 Tel.090-5649-

0146］　◇近鉄信貴線山口駅から徒歩5分　◇創立／2001

年　◇代表／重山 正信　◇特色／キリスト教会様へは、

特別価格にて、経費節約のお手伝いをさせていただいて

おります。

【E-Mail】macplan.shige1125@nifty.com

ミクニキカイ(株)
［膜分離装置、LGPプラント機器製造販売］〒532-0033　



大
阪
府

近
畿
地
方

L
IF

E
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

504
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

大阪府大阪市淀川区新高3-7-9　Tel.06-6394-0671 Fax. 

06-6394-4896　◇阪急宝塚線三国駅から徒歩2分　◇創

立／1936年　◇代表取締役／坂本 旭、専務取締役／法

花 義寿　◇特色／“真の豊かさ”への歩み―自然との調

和―私たちの心が真理を受け入れたとき私たちは自由に

される。

【HP】http://www.mikunikikai.com

アウトレットムラサキ岸和田店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒596-

0014　大阪府岸和田市港緑町3-1 岸和田カンカンベイサ

イドモール　1F　Tel.072-436-9481　◇代表取締役会長

／金山 良雄

ムラサキスポーツ 茨木店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒567-

0033　大阪府茨木市松ケ本町8-30-4 マイカル茨木サティ

2F　Tel.072-620-1305　◇代表取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 大阪心斎橋店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒542-

0086　大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋OPA5F　  

Tel.06-6258-3780 Fax.06-6258-3783　◇代表取締役会長

／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ なんばシティー店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒542-

0076　大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばCTIY南館

B1F　Tel.06-6635-0051　◇代表取締役会長／金山 良雄

ムラサキスポーツ イオン大日店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒570-

0016　大阪府守口市大日東町1-18 イオン大日ショッピン

グセンター 3F　Tel.06-6904-0091　◇代表取締役会長／

金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 梅田店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒530-

0013　大阪府大阪市北区茶屋町16-7 梅田ロフト 7F　

Tel.06-6292-2712　◇代表取締役会長／金山 良雄

ムラサキスポーツ 泉南店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒590-

0535　大阪府泉南市りんくう南浜3-1 イオンりんくうショ

ッピングセンター 2F　Tel.072-480-6510　◇代表取締役

会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ ダイヤモンドシティ堺店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒591-

8008　大阪府堺市北区東浅香山4-1-12 ダイヤモンドシテ

ィ・プラウ3F-3015　Tel.072-246-5010　◇代表取締役会

長／金山 良雄

ムラサキスポーツ ダイヤモンドシティ鶴見店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒538-

0053　大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1-339 ダイヤモンド

シティ・リーファ 3F　Tel.06-6915-2891　◇代表取締役

会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

（株）めぐみ堂
［将棋・碁盤製造販売、アイデア企画］〒530-0001　大阪

府大阪市北区梅田1-11-4-100 大阪駅前第4ビル1F41号　

Tel.06-6343-1070 Fax.06-6343-2538　◇創立／1963年　

◇代表／西本 誠一郎、常務取締役／西本 誠作　◇特色

／「伝道の一手」に囲碁将棋を〜心を開き、つなぎます。

心の癒し・健康を主体に新商品・新事業立案もします！

【HP】http://www.megumido.co.jp/e-goshogi/

【E-Mail】info@megumido.co.jp

レストラン一粒の麦
［洋食レストラン］〒532-0005　大阪府大阪市淀川区三国

本町2-5-12　Tel.06-6396-4148　◇阪急三国駅から徒歩10

分　◇創立／1987年　◇代表／梶川 秀三　◇特色／禁

酒禁煙のお店で昔ながらの洋食の味を味わってください。

　教育事業・カルチャー

鮎ヶ瀬ピアノ教室
［ピアノ教室］〒564-0052　大阪府吹田市広芝町13-12 第

2松田マンション201　Tel&Fax.06-6384-2035 Tel.090-

7485-6024　◇地下鉄御堂筋線江坂駅から徒歩5分　◇創

立／2001年　◇代表者／鮎ヶ瀬 真由美　◇特色／クラシ

ック、作曲も可。奏楽コースのみ無料（FAX通信教育可）

自由献金制、初歩から親切指導。

【E-Mail】ayu.mayu-1105@docomo.ne.jp

梅田インターナショナルスクール 高等部
［インターナショナルスクール］〒530-0012　大阪府大阪

市北区芝田2-8-31 第3東洋ビル　Tel.06-6485-5588 Fax. 

06-6485-5599　◇JR大阪駅から徒歩5分　◇創立／2006

年　◇学園長／深井 晃　◇特色／大阪希望学園高等部の

併設校。英語が苦手な方でも入学することができる。日

本とアメリカの高卒を同時に修得。

【HP】http://www.umeda-international-school.com/

栄光塾
［学習塾］〒582-0005　大阪府柏原市法善寺1-11-29　

Tel&Fax.0729-71-1092　◇近鉄大阪線法善寺駅から徒歩

5分　◇塾長／杉山 信良

グレース・コミュニティ・サービス
［英会話］　［(宗)グレース宣教会］〒581-0866　大阪府八

尾市東山本新町1-15-6 グレース宣教会GMセンター内　

Tel.050-1087-1998 Fax.072-996-45-951　◇近鉄大阪線河

内山本駅から徒歩10分

【E-Mail】gcoms@gmi.or.jp

Gospel Believers
［聖書講座］〒546-0035　大阪府大阪市東住吉区山坂3-4-

2　Tel&Fax.06-6628-0879　◇JR南田辺駅から徒歩5分　

◇代表／須浪 秀男　◇特色／信仰を確立するための聖書

講座です。
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Jzs（ジェイズ）聖書研究講座事務局
［聖書通信講座］　［Christ Company Jzs］〒573-1141　大

阪府枚方市養父西町27-10　Tel.072-855-4919 Fax.072-

855-4924　◇京阪本線牧野駅から徒歩15分　◇創立／

2003年　◇事務局長／高井 里子、事務／築山 美智子　

◇特色／SOL聖書通信講座日本支部の協力学校です。貴

方にあった聖書の学びをはじめられませんか。

【HP】http://church.ne.jp/jzs/

【E-Mail】jzs@church.ne.jp

生涯学習 Ｊステーション
［手話サークル、キッズステーション、聖書研究講座、聖

書通信講座］　［Christ Company Jzs］〒573-1141　大阪府

枚方市養父西町27-10　Tel.072-855-4974 Fax.072-855-

4970　◇京阪本線牧野駅から徒歩15分　◇創立／2003

年　◇事務局長／高井 里子、事務／築山 美智子　◇特

色／信じる者にはどんな事でも出来るのです。サークル、

学びを通して自分の可能性にチャレンジして参りましょう。

【HP】http://church.ne.jp/jzs/

【E-Mail】jzs@church.ne.jp

青少年更正寮リバイブハウス
［更正寮］〒542-0072　大阪府大阪市中央区高津1-3-6 J・

ディサイプルチャーチビル　Tel.06-6191-6701 Fax.06-

6191-6702　◇地下鉄谷町線谷町九丁目駅から徒歩2分　

◇創立／2003年　◇代表／金沢 泰裕　◇特色／非行や

薬物などから更正したいと願う方に御言葉によって回復を

手助けするための施設です。

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~d.c/

【E-Mail】d.c@crest.ocn.ne.jp

聖憐学院
［チャーチスクール］　［単立・ブレッシングチャーチイン

ターナショナル］〒532-0012　大阪府大阪市淀川区木川

東2-5-17　Tel.06-6885-1521　◇阪急南方駅から徒歩10

分　◇代表／オ，ナオミ　◇特色／キリスト教主義主義

教育により豊な人格を形成する。基礎学力を徹底して身

につけさせ、応用力を育成する。

【E-Mail】seirengakuin@yahoo.co.jp

NOAH・CLUB
［英会話教室］　［(宗)日本基督教団大阪西野田教会］〒

553-0004　大阪府大阪市福島区玉川4-2-3　Tel.06-6445-

3153　◇JR線野田駅から徒歩7分　◇牧師／高橋 順　◇

特色／宣教師によるネイティブ英語をリーズナブルなお

値段で学べます。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~nishinoda-ch/eigo.html

バリアフリーコンサート企画
［クラシックコンサート企画］〒567-0888　大阪府茨木市

駅前4-1-17　Tel.072-622-9928　◇JR茨木駅から徒歩8

分　◇代表／石原 光世　◇特色／障害のある人もない人

も、大人も子どもも一緒に生の音楽に親しんでいただこう

と、企画しているクラシックコンサートです。

【HP】http://www.bf-concert.com/

【E-Mail】info＠bf-concert.com

ホザナ手話研究会
［教育、啓発活動］〒536-0025　大阪府大阪市城東区森之

宮1-1-1004　Tel&Fax.06-6968-7688　◇地下鉄森ノ宮駅

出口1から徒歩8分　◇代表／秋山 締子

めぐみ幼児教室
［幼児保育・就学前幼児園］　［(宗)グレース宣教会］〒

581-0866　大阪府八尾市東山本新町1-15 グレース宣教会

GMセンター内　Tel.072-997-4838 Fax.072-996-4951　◇

近鉄大阪線高安駅から徒歩8分　◇責任者／木村 裕彦

【HP】http://www.gracemission.jp/modules/ministry/index.php

?content_id=5

【E-Mail】grace@gmi.or.jp

リビング・ジーザス・チャーチ・ゴスペル教室
［ゴスペル音楽］〒543-0015　大阪府大阪市天王寺区真田

山町1-1 真田山ビル2F　Tel.06-4304-8061 Fax.06-4304-

8060　◇JR玉造駅から徒歩7分　◇講師／永田 優子　◇

特色／第1・3金曜19:00から、第2・4土曜13:00から。入会

金2千円、月謝3千円。

　法律・経営相談

石井誠特許事務所
［弁理士］〒530-0036　大阪府大阪市北区与力町4-8 末広

センタービル506　Tel.06-6354-2440 Fax.06-6354-2633　

◇JR天満駅から徒歩5分　◇弁理士／石井 誠

梅津公認会計士事務所
［公認会計士］〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜2-3-

10 VIP関西センター6F　Tel.06-6232-1185 Fax.06-6232-

1184　◇大阪地下鉄北浜駅2番すぐ　◇創立／1989年　

◇所長／梅津 善一

エステール北浜法律事務所
［弁護士］〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜2-3-10 

VIP関西センター7F　Tel.06-6233-0492 Fax.06-6233-

0493　◇京阪・地下鉄堺筋線北浜駅2番出口正面　◇創

立／1997年　◇弁護士／持田 明広　◇特色／債務整理・

相続・家庭問題、その他各種法律相談・お気軽にご相談

下さい。相談料―30分5250円より。

【E-Mail】esther@k7.dion.ne.jp

白木事務所
〒540-0012　大阪府大阪市中央区谷町3-1-24 エルデ大手

前903　Tel.06-6943-0864 Fax.06-6267-2346　◇宮永 尭

税理士法人ノア
［税理士］〒550-0002　大阪府大阪市西区江戸堀1-23-19 

グラン・ビルド江戸堀304　Tel.06-6445-6360 Fax.06-

6445-6370　◇地下鉄四谷橋線肥後橋駅から徒歩3分　◇

創立／1989年　◇所長／森谷 昭子　◇特色／あなたの

繁栄は私たちのよろこびです。相続・贈与・会計・税務・

経営等のご相談。

【HP】http://www.h7.dion.ne.jp/~moritani/

【E-Mail】noah@r9.dion.ne.jp

忠岡税務会計事務所
［税理士］〒590-0077　大阪府堺市堺区中瓦町1-4-26　

Tel.072-233-1021 Fax.072-233-1022　◇南海高野線堺東

駅から徒歩2分、堺税務署前　◇創立／1950年　◇所長

／忠岡 博　◇特色／税金と会計のホームドクターとして、
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身近で気軽な「町医者」のような感覚でご利用ください。

【HP】http://www.tadaoka.com/

【E-Mail】hiroshi@tadaoka.com

中山敬一郎司法書士事務所
［司法書士］〒530-0041　大阪府大阪市北区天神橋3-2-28-

401　Tel.06-6354-0773 Fax.06-6354-2346　◇地下鉄堺

筋線南森町駅から徒歩3分　◇代表／中山 敬一郎

【E-Mail】n-shihou@bear.odn.ne.jp

松野英親税理士事務所
［税理士］〒530-0041　大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若

杉グランドビル3F B号　Tel.06-6881-0485 Fax.06-6881-

0486　◇地下鉄谷町線南森町駅から徒歩2分　◇創立／

1995年　◇代表／松野 英親

【E-Mail】matsuno@lily.ocn.ne.jp

マネジメントスタッフ(株)
［経営コンサルタント］〒541-0041　大阪府大阪市中央区

北浜2-3-10　Tel.06-6232-1185 Fax.06-6232-1184　◇地

下鉄北浜駅　◇代表取締役／梅津 善一

　文書伝道支援

大阪キリスト教書店
［キリスト教専門書店］〒530-0002　大阪府大阪市北区曽

根崎新地2-1-15 長滝ビル2F　Tel.06-6345-2928 Fax.06-

6345-2187　◇地下鉄西梅田駅から徒歩3分　◇特色／営

業時間：9:30〜18:30、祝日10:00〜17:00。定休日：日曜。

【E-Mail】ochrbook@river.ocn.ne.jp

Gospel Shop オアシス梅田店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第

二ビル2F　Tel.06-6344-3948 Fax.06-6344-3850　◇JR北

新地駅西口から徒歩5分　◇店長／本多 崇　◇特色／営

業時間10:00〜19:00、土曜10:00〜18:00、祝日10:00〜

17:00。定休日：日曜。駐車場なし、通信販売あり。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】osaka@wlpm.or.jp

ゴスペル・ライト・ストア［ＧＬＳ］

［キリスト教書店］　［合資会社］〒594-0031　大阪府和泉

市伏屋町4-3-83 泉キリスト栄光教会内　Tel&Fax.0725-

56-7276　◇泉北高速鉄道光明池駅から徒歩15分　◇創

立／2000年　◇井上 章美、藤原 惣一　◇特色／流行の

直輸入CDやイスラエルグッズに自信あり！HPもご覧くだ

さい。クリスチャンの新しい形です！！

【HP】http://www.gospel-light.info/

【E-Mail】info@gospel_light_store

堺キリスト教書店
［キリスト教専門書店］〒591-8044　大阪府堺市北区中長

尾町2-1-18　Tel.072-257-0909 Fax.072-253-6132　◇JR

堺市駅から徒歩7分　◇創立／1970年　◇店長／森永 幸

雄　◇特色／古書扱い有り

【E-Mail】sakai-x@topaz.plala.or.jp

ジョイフル Books & Gifts［ジョイフル］

［キリスト教専門書店］〒591-8023　大阪府堺市北区中百

舌鳥町2-87 チャペル・こひつじ2F　Tel.072-255-4970 

Fax.072-255-4971　◇地下鉄なかもず駅から徒歩1分　◇

創立／2004年　◇中山 輝夫、中山 美代子　◇特色／営

業時間：10am〜7pm。定休日：日曜・火曜（祝日営業）

外国製ギフト商品。国内外通信販売。駐車場有。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~joyful04/

【E-Mail】joyfulnakamozu@aol.com

STUDIO・SHIRO
［商業広告・デザイン・撮影全般］〒540-0004　大阪府大

阪市中央区玉造2-26-47 大阪クリスチャンセンター410　

Tel.090-8122-2053 Fax.06-6720-5852　◇JR玉造駅から徒

歩12分　◇創立／1985年　◇カメラマン・デザイナー／

吉野 史郎　◇特色／商業写真撮影全般・広告デザイン全

般。一般向、教会向問いません。

【E-Mail】stshiro@d1.dion.ne.jp

ホサナ印刷
［出版物編集・チラシポスターのデザイン・印刷］〒590-

0026　大阪府堺市堺区向陵西町4-11-15　Tel&Fax. 

072-238-7044［連絡先：辻川 宏　〒590-0025　大阪府堺

市堺区向陵東町3-8-1-709 Tel.072-203-7123］　◇南海三国

ヶ丘駅西口前　◇創立／1998年　◇代表／辻川 宏　◇

特色／教会の地域に密着したオリジナル・トラクトの作成。

記念誌、自費出版物など心を込めてさせていただきます。

増田印刷社
［印刷］〒537-0003　大阪府大阪市東成区神路3-15-27　

Tel&Fax.06-6972-8776

　幼稚園・保育園・学童

愛輝幼稚園
［幼稚園］　［(学)大阪福島キリスト教学園］〒553-0003　

大阪府大阪市福島区福島7-19-16　Tel.06-6451-0320 

Fax.06-6451-0400　◇JR福島駅から徒歩5分　◇創立／

1919年　◇園長／海老原 道宣

【HP】http://homepage2.nifty.com/aikiyochien/

愛光保育園
［保育園］　［(福)十三愛光会］〒532-0023　大阪府大阪市

淀川区十三東1-13-29　Tel.06-6303-4767 Fax.06-6303-

8064［連絡先：Tel.06-6301-4019］　◇阪急京都本線十三

駅から徒歩5分　◇創立／1971年　◇園長／新家 安代、

主任／奥野 恵

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~aikou-n/

愛信保育園
［保育園］　［(福)愛信福祉会］〒544-0032　大阪府大阪市

生野区中川西2-5-15　Tel&Fax.06-6712-2020　◇地下鉄

今里駅から徒歩8分　◇創立／1979年　◇園長／金 勇聖　  

◇特色／「一人ひとりが大切にされ、共に生きる心を育て

る」

【HP】http://www.ans.co.jp/n/aishin/

【E-Mail】aishin-hotmail.com@giga.ocn.ne.jp
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愛和保育園
［保育園］　［(福)日本コイノニア福祉会］〒573-0057　大

阪府枚方市堤町3-7-205　Tel.072-844-6234　◇京阪本線

枚方公園駅出口1前　◇園長／泉 淳子

【HP】http://www.aiwa-hoiku.com/

あけのほし幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)クラレット学院］〒535-0001　

大阪府大阪市旭区太子橋1-1-27　Tel.06-6951-2633 Fax. 

06-6955-6988　◇谷町線太子橋駅6番出口から徒歩3分　

◇創立／1954年　◇園長／フェリックス・マルティネ

ス　◇特色／のびのびとした雰囲気の中で、神様と人に

感謝し、たくましくやさしい心のこどもを育てたいです。

【HP】http://www.ans.co.jp/k/akenohoshikg/top.htm

【E-Mail】akenoko@sun-inet.or.jp

旭丘まぶね保育園
［保育園］　［（福）日本コイノニア福祉会］〒582-0026　

大阪府柏原市旭ケ丘3-13-43　Tel.072-976-1912 Fax.072-

975-3636　◇近鉄大阪線大阪教育大前駅から徒歩10分　

◇創立／1982年　◇園長／阿瀬 みな子　◇特色／“子

育てに笑顔とゆとりを”　親育てにも心を注ぎ、光の子ら

と共に歩みます。

【HP】http://www.mabune.com

【E-Mail】amabune@mabune.com

あびこひかり保育園［あびこひかり］

［保育園］　［（福）我孫子バプテスト福祉会］〒558-0015　

大阪府大阪市住吉区我孫子西1-11-7　Tel.06-6691-0383 

Fax.06-6691-0386　◇JR我孫子町駅から徒歩7分　◇創

立／1986年　◇園長／石森 弥生　◇特色／子ども達が、

ありのままの自分で、安心して過ごせる居場所でありたい

と思っています。

【HP】http://www.abikohikari.jp/

あやめ保育園
［保育園］　［（福）愛の園］〒565-0862　大阪府吹田市津

雲台4-9-1　Tel.06-6871-0061　◇橋本 通

池田五月山教会幼稚園
［幼稚園］　［(学)池田五月山教会学園］〒563-0029　大阪

府池田市五月丘2-7-19　Tel.072-751-5130 Fax.072-751-

1460　◇阪急宝塚線池田駅からバス「五月丘小学校前」停、

徒歩5分　◇創立／1964年　◇園長／藤原 睦子、主任／

山地 聖美　◇特色／キリストに倣って一人ひとりを愛し、

あるがままの子どもを受け入れていきながら他の人の事も

思いやれる子どもを育てたい。

【HP】http://www.astok.com/~siyosaka/osaka/ikedasi/ikedasat

uki/

和泉カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)和泉マリア学園］〒594-0061　

大阪府和泉市弥生町2-7-1　Tel&Fax.0725-43-0807　◇泉

北高速線和泉中央駅からバス「弥生町自治会館」停、徒

歩3分　◇創立／1970年　◇理事長／アリゴーニ，マリア

【HP】http://www.izumi-maria.net/Default.aspx?tabid=36

泉佐野ルーテル保育園
［保育園］　［(福)泉佐野ルーテル保育会］〒598-0063　大

阪府泉佐野市湊3-13-11　Tel&Fax.0724-63-1436　◇南海

線泉佐野駅から徒歩15分　◇園長／小宮 恵一

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~iz-luthe/

うみのほし幼稚園
［カトリック幼稚園］〒573-0033　大阪府枚方市岡南町

3-46　Tel.0720-45-0550

宇山光の子保育園
［保育園］　［(福)いえす団］〒573-1136　大阪府枚方市宇

山東町8-30　Tel.072-851-0560　◇京阪本線牧野駅から

徒歩10分　◇園長／市川 潤子

ＭＪＤ恵美須保育室
［保育室］　［(宗)ミッション・オブ・ジーザス・ディサイプル］

〒556-0003　大阪府大阪市浪速区恵美須西1-3-4 坂本ビ

ル1F　ジャコツアー　Tel.06-6647-4400 Fax.06-6647-

4800　◇創立／2002年　◇代表／閔 大基、李 成淑　◇

特色／聖書に基づいたキリスト教保育及び各種イベント

を行なっています。

扇町同胞幼稚園
［幼稚園］　［(学)扇町同胞学園］〒530-0026　大阪府大阪

市北区神山町9-19　Tel&Fax.06-6361-1235　◇JR天満駅

から徒歩10分　◇創立／1942年　◇園長／山田 富美　

◇特色／キリストの教えを基に神を敬い、人を大切にする

ことを教え学び合っている。のびのびゆったり保育を目指

す。

【HP】http://www.hanshiyo.or.jp/kita/douho/

大阪愛徳幼稚園
［カトリック幼稚園］〒571-0057　大阪府門真市元町

5-16　Tel.06-6908-2266 Fax.06-6908-2267

【HP】http://www.osaka-aitoku.ednet.jp/

大阪信愛女学院幼稚園
［カトリック幼稚園］〒536-0001　大阪府大阪市城東区古

市2-7-30　Tel.06-6939-4391 Fax.06-6939-4587

【HP】http://www.osaka-shinai.ac.jp/kinder/

大阪聖和保育園
［保育園］　［(福)聖和共働福祉会］〒544-0034　大阪府大

阪市生野区桃谷5-10-29　Tel.06-6731-6112 Fax.06-6718-

2595　◇JR桃谷駅から徒歩17分　◇創立／1931年　◇

園長／森本 宮仁子　◇特色／キリスト教精神に基づき運

営され、地域の人々の「出会い」と「共生」の場となるこ

とを願っています。

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~o-seiwa/

【E-Mail】osakaseiwahoikuen@orion.ocn.ne.jp

開花幼稚園
［幼稚園］　［(学)堺キリスト学園］〒590-0959　大阪府堺

市堺区大町西3-1-13　Tel&Fax.072-223-4410　◇南海本

線堺駅南口から徒歩5分　◇創立／1913年　◇園長／平

山 ひろ好

【HP】http://www2.kaika.ed.jp/~kaika/

海星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒599-0303　大阪府泉南郡岬町深日

2240-2　Tel.072-492-0059　◇園長／中田 信子

【HP】http://home.interlink.or.jp/~zabieru/html/Kaisei/KaiseiHo

http://home.interlink.or.jp/~zabieru/html/Kaisei/KaiseiHome.html
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貝塚カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒597-0071　大阪府貝塚市加神1-3-

12　Tel.072-432-3974

春日荘聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)善き牧者聖母学院］〒560-

0052　大阪府豊中市春日町3-8-15　Tel.06-6857-8151 

Fax.06-6854-6990　◇バス「春日町2丁目」停、徒歩3

分　◇創立／1960年　◇理事長／津田 玲子、園長／砂

場 由行

【HP】http://ks-maria.org/

門真キリスト教愛児園
［幼児］〒571-0078　大阪府門真市常盤町25-29　◇園長

代行／松木 美知雄

カトリックさゆり幼稚園
［カトリック幼稚園］〒565-0874　大阪府吹田市古江台

1-17-1　Tel.06-6872-3230 Fax.06-6872-4027

【HP】http://www.sac.ac.jp/

カトリック聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)カトリック聖マリア学園］〒

563-0041　大阪府池田市満寿美町9-26　Tel.072-751-

4428 Fax.072-751-4514　◇阪急宝塚線池田駅から徒歩5

分　◇創立／1966年　◇理事長／マックゴワン，デニ

ス　◇特色／「きよく、あかるく、げんきな子どもになれ

ますように」を祈りのことばとし、子ども一人ひとりの良

さを大切にします。

【HP】http://www.wombat.zaq.ne.jp/catholic_ikeda/

カトリック天使幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)ザビエル学園］〒598-0004　

大阪府泉佐野市市場南2-69　Tel.072-462-1188 Fax.072-

462-5669　◇JR熊取駅から徒歩20分　◇創立／1955年　

◇園長／フラビオ，ベスコ

【HP】http://www.rinku.zaq.ne.jp/tenshi

望之門保育園
［保育園］　［(福)阿望仔］〒545-0052　大阪府大阪市阿倍

野区阿倍野筋5-13-17　Tel.06-6651-7741　◇地下鉄谷町

線阿倍野駅6番出口から徒歩5分　◇園長／金 恵栄

【HP】http://www.aboshi.or.jp/

【E-Mail】nozominomon@aboshi.or.jp

久宝まぶね保育園
［保育園］　［(福)日本コイノニア福祉会］〒581-0072　大

阪府八尾市久宝寺6-7-10　Tel.072-992-2033 Fax.072-

990-6801　◇近鉄大阪線久宝寺駅から徒歩15分　◇創立

／1963年　◇園長／五十嵐 宏枝

【HP】http://www.mabune.com/kyuho/

くずは光の子保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒573-1111　大阪府枚方市楠

葉朝日1-22-10　Tel.072-856-8882 Fax.072-856-8895　◇

京阪本線樟葉駅　◇創立／1974年　◇園長／石田 正弘

【HP】http://www.ans.co.jp/n/kuzuhahikarinoko/

グレース幼稚園
［幼稚園］　［(学)大阪キリスト教学院］〒545-0011　大阪

府大阪市阿倍野区昭和町4-3-19　Tel&Fax.06-6622-

1008　◇JR南田辺駅から徒歩3分　◇創立／1952年　◇

理事長／有安 富雄、園長／加藤 鉄三郎　◇特色／自ら

遊びをみつけて、のびのびと遊ぶことのできる幼稚園です。

見たい、聞きたい、やってみたい、の探究心旺盛な園です。

【HP】http://www.grace-kindergarten.jp/

【E-Mail】grace@alpha.ocn.ne.jp

恵泉幼稚園
［幼稚園］　［(学)恵泉学園］〒535-0003　大阪府大阪市旭

区中宮4-3-18　Tel.06-6951-6700 Fax.06-6953-2722　◇

JR大阪駅からバス「城北公園前」停、徒歩2分　◇創立／

1924年　◇理事長・園長／辻中 昭一、園長補佐／大庭 

弥須子　◇特色／神様が与えてくださった命を尊び、一

人ひとりを大切にする保育を目指しています。

賢明学院幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)賢明学院］〒590-0812　大阪

府堺市堺区霞ケ丘町4-1-9　Tel&Fax.072-241-5605　◇

JR上野芝駅から徒歩30分　◇理事長／松田 郁子

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~kenmei49/

香里ヶ丘愛児園［あいじえん］

［保育園］　［(福)信愛社］〒573-0046　大阪府枚方市宮之

下町8-16　Tel.072-854-7858 Fax.072-853-1604　◇バス

「桑ヶ谷」停、徒歩5分　◇創立／1964年　◇理事長／谷

口 成之、園長／森 さよ子　◇特色／愛と信頼に満ちたキ

リスト教精神を基にして一人ひとりを大切にしながら伸び

伸びとした保育を目指しています。

香里幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)百合の園学院］〒572-0081　

大阪府寝屋川市東香里園町31-3　Tel.072-832-5241 

Fax.072-832-5242　◇京阪線香里園駅から徒歩8分　◇

創立／1932年　◇特色／一人ひとりがかけがえのない“神

様の宝物”として大切にされ、心豊かに、自分も周りの人

たちも大切にする。

こひつじ園
［幼稚園］　［(宗)日基教団茨木東教会］〒567-0823　大阪

府茨木市寺田町20-16　Tel.072-634-2570　◇阪急京都線

茨木市駅南口からバス「中津町東」停、徒歩1分　◇園長

／松尾 文子

小羊園
［保育園］〒596-0061　大阪府岸和田市大北町12-7　

Tel.072-431-2821

こひつじ乳児保育園
［保育園］　［（福）博愛社］〒544-0003　大阪府大阪市生

野区小路東1-17-28　Tel.06-6754-4355 Fax.06-6754-

4357　◇地下鉄干日前線小路駅から徒歩7分　◇創立／

1992年　◇園長／齊藤 祥子　◇特色／木のおもちゃ、絵

本などを取り入れ家庭的な雰囲気の中で、一人一人を大

切に保育します。

【HP】http://www.hakuaisha-welfare.net
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こひつじ保育園
［保育園］　［（福）地球の園］〒590-0105　大阪府堺市南

区竹城台2-2-1　Tel&Fax.072-291-3222　◇泉北高速鉄道

泉ヶ丘駅から徒歩7分　◇創立／1971年　◇理事長／渡

邉 敏雄、園長／渡邉 のゆり　◇特色／園をすっぽり包み

込む樹々の緑は、キリストの愛に包まれてある園の幸いを

示しているかのようです。

【HP】http://www1.odn.ne.jp/senboku-ntc/hoiku/

【E-Mail】kohituji@pop21.odn.ne.jp

堺金岡幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団堺教会］〒591-8043　大阪

府堺市北区北長尾町2-5-5　Tel.072-252-1948　◇阪和線

堺市駅から徒歩2分　◇創立／1948年　◇園長／石黒 悦

雄

【HP】http://www2u.biglobe.ne.jp/~sakai-ch/

下田部保育園
［保育園］　［（福）聖ヨハネ学園］〒569-0046　大阪府高

槻市登町１-１　Tel.072-671-9960　◇施設長／上村 サト

子

ジョイファミリー幼児園
［幼児］　［(宗)日本同盟基督教団松原聖書教会附属］〒

580-0016　大阪府松原市上田1-6-10　Tel.072-336-3858 

Fax.072-336-7222　◇地下鉄南大阪線河内松原駅から徒

歩3分　◇創立／2001年　◇園長／野口 富久　◇特色／

たて割りクラスによるモンテッソリー教育。ヒップホップ

ダンスなども取り入れています。

【HP】http://www013.upp.so-net.ne.jp/jfc/katudou/yojien/yojien

top.html

城星学園幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)城星学園］〒540-0004　大阪

府大阪市中央区玉造2-23-26　Tel.06-6941-5977 Fax.06-

6944-2662　◇JR玉造駅から徒歩10分　◇園長／吉野 君

江

【HP】http://www.josei.ed.jp

新生保育園
［保育園］　［（福）大阪新生福祉会］〒546-0033　大阪府

大阪市東住吉区南田辺3-4-26　Tel.06-6696-5525 Fax.06-

6696-5829　◇地下鉄御堂筋線西田辺駅から徒歩15分　

◇創立／1978年　◇園長／本田 久美子　◇特色／「や

ってみよう！」をモットーにいろんな体験ができる保育を

しています。子供たちは、元気一杯！

【HP】http://shinseihoikuen.net

真生幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本福音ルーテル教会］〒543-0041　大

阪府大阪市天王寺区真法院町15-15　Tel&Fax.06-6771- 

0153［連絡先：ルーテル天王寺教会　〒543-0041　大阪

府大阪市天王寺区真法院町15-15 Tel.06-6772-3514］　◇

JR桃谷駅から徒歩10分　◇創立／1952年　◇園長／矢木 

一美　◇特色／キリスト教の精神に基づく環境の下で、

子どもが子どもの時代に子どもとして子どもらしく生きら

れる幼稚園です。

【E-Mail】shinsei-youchien@kit.hi-ho.ne.jp

住道一粒保育園
［保育園］　［（宗）日本基督教団住道一粒保育園］〒574-

0072　大阪府大東市深野4-3-4　Tel.072-872-0593 Fax. 

072-872-5434　◇JR野崎駅駅から徒歩10分　◇園長／高

橋 三郎

聖愛保育園
［保育園］〒586-0023　大阪府河内長野市野作町11-46　

Tel.0721-52-2973　◇南海高野線河内長野駅から15分　

◇園長／中辻 邦子

聖愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)大阪キリスト教学院］〒545-0042　大阪

府大阪市阿倍野区丸山通1-3-61　Tel&Fax.06-6651-8039　  

◇阪堺上町線松虫駅から徒歩3分　◇創立／1952年　◇

園長／加藤 鉄三郎、大阪キリスト教学院理事長／有安 富

雄　◇特色／太陽がいっぱいの園庭で、のびのび、いき

いき、おもいっきり遊べる環境、園外活動も盛ん。未就園

児の親子サークルもあり。

【HP】http://www.occ.ac.jp/seiai/

【E-Mail】seiai@arion.ocn.ne.jp

聖化保育園
［保育園］　［(宗)日本フリーメソジスト岸之里キリスト教

会］〒557-0054　大阪府大阪市西成区千本中2-7-9　Tel.

06-6659-1700 Fax.06-6653-0701　◇地下鉄四ツ橋線岸里

駅から徒歩9分　◇創立／1947年　◇園長／畑野 順一

【HP】http://www.ans.co.jp/n/seika/

【E-Mail】seika@iris.ocn.ne.jp

清教学園幼稚園
［幼稚園］　［(学)清教学園］〒586-0016　大阪府河内長野

市西代町9-11　Tel.0721-53-3917 Fax.0721-62-0123　◇

南海高野線河内長野駅から徒歩10分　◇創立／1934年　

◇理事長／中尾 恒夫、園長／廣田 三ヱ子　◇特色／か

みさまありがとうのいえる子、ちからいっぱいがんばる子、

みんなといっしょにてをつなぐ子。

【HP】http://www.seikyo.ed.jp/

聖浄保育園
［保育園］　［（福）イエス団］〒544-0022　大阪府大阪市

生野区舎利寺3-9-10　Tel.06-6731-5713 Fax.06-6712-6389　  

◇バス13番「舎利寺」停、徒歩2分　◇創立／1937年　

◇施設長／谷口 浩美　◇特色／明日咲く花を思い、祈り

をもって、子ども達の育ちのお手伝いとしての日々の歩み

をしています。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/seijyo/

【E-Mail】seijyo-r@ans.co.jp

聖母被昇天学院幼稚園
［カトリック幼稚園］〒562-0011　大阪府箕面市如意谷

1-10-11　Tel.072-722-3933

聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)ザビエル学園］〒596-0057　

大阪府岸和田市筋海町18-17　Tel.072-437-1687 Fax.072-

439-1790　◇南海電鉄岸和田駅から徒歩10分　◇創立／

1930年　◇特色／モンテッソリー教育を手立てとした「キ

リスト教教育」。縦割り保育。

【HP】http://home.interlink.or.jp/~zabieru/
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清和保育園
［保育園］　［(福)清和会］〒598-0012　大阪府泉佐野市高

松東1-10-16　Tel.072-462-0972 Fax.072-462-4613　◇創

立／1969年　◇園長／池田 清樹

関目聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒536-0007　大阪府大阪市城東区成

育4-8-12　Tel.06-6932-4779　◇園長／大橋 冨美代

全愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)全愛学園］〒536-0014　大阪府大阪市城

東区鴫野西3-6-2　Tel.06-6961-1627 Fax.06-6961-1688　

◇JR京橋駅南口から徒歩10分　◇創立／1950年　◇理事

長／内貴 八郎右衛門、園長／篠原 恵　◇特色／本園の

教育目標、一人ひとりを大切にし、心も体も豊かに、のび

のびと成長する保育。

【E-Mail】zennaiyoutien@gaia.eonet.ne.jp

千里聖愛保育センター
［保育園］　［(福)千里聖愛保育センター］〒565-0863　大

阪府吹田市竹見台1-2-1　Tel.06-6871-0726　◇阪急千里

線南千里駅から徒歩10分　◇園長／石橋 保子

【HP】http://www.senri-ch.com/

【E-Mail】seiaihoriku@opal.plala.or.jp

高槻マリア・インマクラダ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒569-0077　大阪府高槻市野見町

2-15　Tel.072-675-1278

【HP】http://www.astok.com/kinder/TAKATSUKI/maria/

天使保育センター
［(福)イエス団］〒554-0022　大阪府大阪市此花区春日出

中1-15-13　Tel.06-6461-3713 Fax.06-6462-1072　◇JR西

九条駅からバス「春日出」停、徒歩3分　◇園長／山口 房

江

【HP】http://www.ans.co.jp/n/tenshi/

豊中愛光幼稚園
［幼稚園］　［(学)豊中キリスト教会学園］〒560-0024　大

阪府豊中市末広町1-2-28　Tel&Fax.06-6853-9677　◇創

立／1924年　◇園長／後藤 正敏

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~toyonaka-church/aiko01.htm

長居保育園
［保育園］　［(福)柿の木福祉の園］〒558-0004　大阪府大

阪市住吉区長居東4-11-16　Tel.06-6691-3669 Fax.06-

6691-8292　◇創立／1952年　◇理事長／勝田 重春、園

長／宮川 ヒサ

【HP】http://www.kakinoki.or.jp/

梅花幼稚園
［幼稚園］　［(学)梅花学園］〒560-0011　大阪府豊中市上

野西1-5-30　Tel&Fax.06-6854-1320　◇阪急電車豊中駅

からバス「梅花学園前」停、徒歩3分　◇創立／1930

年　◇園長／上田 規容子　◇特色／身近な自然を保育の

主材に取り入れ良く見、良く思い、自ら立つ子を育む心を

育てる保育を目標としています。

【HP】http://www.baika-jh.ed.jp/kindergarten/

花田口聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒590-8191　大阪府堺市堺区北三国

ケ丘1-1-50　Tel.072-233-3479

【HP】http://www.m-caritas.jp/youchien/21/welcome.html

浜寺聖書幼稚園
［幼稚園］　［福音交友会］〒592-8345　大阪府堺市西区浜

寺昭和町1-63　Tel&Fax.072-261-2544　◇南海本線浜寺

公園駅東口から徒歩10分　◇園長／田付 達子

春木カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)ザビエル学院］〒596-0002　

大阪府岸和田市吉井町1-6-15　Tel.072-443-5225 Fax. 

072-444-7664　◇南海本線春木駅から徒歩10分　◇創立

／1961年

【HP】http://www2.sensyu.ne.jp/harukato/

ハレルヤ保育園
［保育園］　［(福)日本コイノニア福祉会］〒573-1155　大

阪府枚方市招提南町1-3-18　Tel&Fax.072-868-5541　◇

園長／曽我部 千代子

【HP】http://www.haleruya.com/

ひかりの子幼稚園
［幼稚園］　［(学)ひかりの子学園］〒576-0061　大阪府交

野市東倉治4-2-13　Tel.072-891-9000 Fax.072-891-9021　  

◇JR津田駅から徒歩5分　◇創立／1967年　◇園長／赤

崎 ユリ子

【HP】http://www1a.biglobe.ne.jp/hikari1/

ひかり保育園
［保育園］　［(宗)日本バプテスト同盟曽根キリスト教会］

〒561-0804　大阪府豊中市曽根南町1-6-7　Tel&Fax.06-

6864-5028　◇阪急曽根駅から徒歩5分　◇創立／1972年　  

◇園長／安達 晴子、理事長／渡邊 さゆり　◇特色／キリ

ストの愛の精神に基づいて、一人ひとりの個性を大切に、

やる気意欲を育てます。少人数の家庭的な保育園。

【HP】http://toyonaka.minporen.jp/?pid=3898

【E-Mail】sone.hikarihoikuen@yellow.plala.or.jp

枚岡カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒579-8061　大阪府東大阪市六万寺

町3-6-14　Tel.072-981-5316

福音幼稚園
［幼稚園］　［(学)大阪九条キリスト教学園］〒550-0025　

大阪府大阪市西区九条南2-13-8　Tel.06-6584-2469 Fax. 

06-6584-2484　◇阪神なんば線九条駅から徒歩3分　◇

創立／1913年　◇理事長・園長／水嶋 多子、チャプレン

／津田 一夫　◇特色／キリスト教精神である信・望・愛

を大切にする、心豊かな人間性をそなえた人を育てる幼

稚園

【HP】http://www.hanshiyo.or.jp/nishi/fukuin/

【E-Mail】bcd01033@nifty.com

藤井寺カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒583-0021　大阪府藤井寺市御舟町

11-1　Tel.072-938-8878

【HP】http://www.m-caritas.jp/youchien/22/welcome.html
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藤ヶ丘幼稚園
［幼稚園］　［(学)大阪城北学園］〒564-0081　大阪府吹田

市藤が丘町9-23　Tel&Fax.06-6385-4844　◇JR吹田駅か

ら徒歩10分　◇園長／大村 清

【HP】http://www.fujigaoka-jyouhoku.ac.jp/

布施カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒577-0809　大阪府東大阪市永和

1-10-10　Tel.06-6724-7896

双百合幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)スピノラ学園］〒594-1151　大

阪府和泉市唐国町4-4-11　Tel.0725-54-1770 Fax.0725-53-

2874　◇泉北高速和泉中央駅からバス「グリンポリス」停、

徒歩5分　◇創立／1971年　◇理事長／東條 洋子、園長・

理事／林 友子　◇特色／☆愛する心☆祈る心☆感謝する

心☆がんばる心をモットーに、喜びにあふれ、輝いて生き

るこどもを育みたい。

【HP】http://www.ans.co.jp/k/izumifutayuri/

船尾幼稚園
［幼稚園］　［(学)三宅学園］〒592-8349　大阪府堺市西区

浜寺諏訪森町東2-141　Tel&Fax.072-261-1965　◇南海

電鉄諏訪ノ森駅から徒歩7分　◇創立／1933年　◇園長

／三宅 育

【HP】http://funao-kg.com

平安女学院幼稚園
［幼稚園］　［(学)平安女学院］〒569-1042　大阪府高槻市

南平台5-81-1　Tel&Fax.072-696-4901　◇JR高槻駅から

車15分　◇創立／1915年　◇理事長／山岡 景一郎、園

長／磯野 眞紀子　◇特色／自然と触れ合う中で、自分の

力で考え、心を動かし、探求し、判断し、想像力や創造力

を持って生き生きと活動する。

【HP】http://www.heian.ac.jp/

保育所聖愛園
［保育園］　［(福)路交館］〒533-0023　大阪府大阪市東淀

川区東淡路2-7-5　Tel.06-6321-3955　◇阪急京都線淡路

駅から徒歩5分　◇園長／野島 千恵子

ミード保育園
［保育園］　［(福)キリスト教ミード社会舘］〒532-0028　

大阪府大阪市淀川区十三元今里1-1-52　Tel.06-6309-7121 

Fax.06-6309-7123　◇阪急十三駅から徒歩10分　◇創立

／1953年　◇園長／岩佐 美奈子

【HP】http://www.mead-jp.com/

【E-Mail】hoiku-en@mead-jp.com

南大阪幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団南大阪教会］〒545-0021　

大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-30-5　Tel.06-6622-2013 

Fax.06-6622-2048［連絡先：Tel.06-6622-2011］　◇地下

鉄御堂筋線昭和町駅から徒歩5分　◇創立／1930年　◇

園長／岩橋 常久、主任／桑原 明美　◇特色／祈りの大

切さを伝えています。長期休暇保育や午後6時までの預か

り保育をしています。明るい幼稚園です。

【HP】http://www.h5.dion.ne.jp/~mokinder/

【E-Mail】mokinder@h6.dion.ne.jp

箕面天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒562-0005　大阪府箕面市新稲7-1-9　

Tel.072-721-2702

聖花保育園
［保育園］　［(福)聖花福祉会］〒555-0023　大阪府大阪市

西淀川区花川1-6-2　Tel.06-6471-6224 Fax.06-6471-6281　  

◇JR塚本駅西口から徒歩10分　◇創立／1953年　◇理事

長／渡嘉敷 直豊、園長／渡嘉敷 恵、保育士／荒井 富子

【HP】http://www.cwo.zaq.ne.jp/mihana/

【E-Mail】mihana@cwo.zaq.ne.jp

めぐみ保育園
［保育園］　［(福)大阪キリスト教社会館］〒551-0011　大

阪府大阪市大正区小林東2-3-5-101　Tel.06-6535-4025 

Fax.06-6535-5005　◇JR大正駅からバス「小林」停、徒

歩5分　◇創立／1971年　◇理事長／小島 勇、園長／奥

田 輝代　◇特色／戦争のない世界を実現する道を、子ど

もの心に植えつけたい。多様性の中で、一致を見出し得る

知恵を探し求めたい。

【HP】http://www.megumi-hoikuen.jp/

めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団茨木教会］〒567-0031　大

阪府茨木市春日3-12-8　Tel.072-622-2739 Fax.072-626-

0289　◇JR茨木駅から徒歩8分　◇創立／1947年　◇園

長／田邊 由紀夫

幼児教室・ナーサリー
［幼児］〒581-0866　大阪府八尾市東山本新町1-15-6　

Tel.072-999-2302
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大 阪 府 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   O s a k a 　

池田市 Ikeda-shi

池田教会［日キ教会］

〒563-0048　池田市呉服町2-6　Tel&Fax.072-751-3580　  

◇西村 ひかり

池田キリスト教会［バプ宣教団］

〒563-0043　池田市神田1-7-1　Tel.072-751-7533　◇阪

急池田駅　◇創立／1970年（7人）　◇青木 友邦、湯沢 

英房　◇礼拝／10:30

池田五月山教会［日基教団］

〒563-0029　池田市五月丘2-7-19　Tel.072-751-1187 Fax. 

072-751-1460　◇阪急宝塚線池田駅からバス「五月丘小

学校前」停　◇創立／1957年（146人）　◇山田 謙　◇

礼拝／10:30

【HP】http://www1a.biglobe.ne.jp/satsukiyamachurch/

池田チャペル［単立／独立］

〒563-0025　池田市城南2-3-14　Tel.072-752-9178 Fax. 

072-752-9194　◇阪急宝塚線池田駅から徒歩10分　◇高

杉 正英、高杉 桂子

池田中央教会［イエス・キリスト］

〒563-0024　池田市鉢塚1-6-8　Tel.072-761-8639 Fax. 

072-761-8660　◇阪急宝塚線池田駅から徒歩15分　◇創

立／1928年（140人）　◇鎌野 善三、鎌野 喜恵子、山下 

大喜　◇礼拝／9:00,10:30　◇テレホン／072-763-1640　

◇特色／幼児から高齢者まで、助け合い、祈り合う教会

です。牧師のお話しはわかりやすく楽しく、しかも深い内

容です。

【HP】http://www.ikedachuochurch.com/

【E-Mail】chuochurch@yahoo.co.jp

池田バプテスト教会［バプ同盟］

〒563-0027　池田市上池田1-2-25　Tel&Fax.072-751-

9853　◇阪急宝塚線池田駅から徒歩8分　◇創立／1915

年（65人）　◇田島 慶康　◇礼拝／10:30

【HP】http://ikeda-ch.com/

【E-Mail】infoi@ikeda-ch.com

石橋教会［日基教団］

〒563-0022　池田市旭丘1-1-19　Tel.072-762-3536 Fax. 

072-762-3744　◇阪急宝塚線石橋駅から徒歩15分　◇創

立／1939年（74人）　◇横山 順一　◇礼拝／10:30　◇

特色／CS礼拝は日曜9時。聖研祈祷会は水曜。その他各

会活動。

【HP】http://www.wombat.zaq.ne.jp/ch-1484/

【E-Mail】ch-1484@wombat.zaq.ne.jp

石橋キリスト教会［MB］

〒563-0038　池田市荘園1-6-17　Tel.072-762-0048 Fax. 

072-762-0042　◇阪急宝塚線石橋駅から徒歩10分　◇創

立／1951年（270人）　◇船橋 誠、小浜 寛行、真鍋 孝　

◇礼拝／9:30,11:15　◇外国語／英語　◇特色／子どもか

ら熟年者に至る幅広い層で礼拝し、各年齢層の交わり、教

会学校、英会話教室に多数が集っている。

【HP】http://www.mbishibashi.com/

北大阪インマヌエル教会［単立／独立・イエス教

長老会］

〒563-0032　池田市石橋1-5　Tel.080-7028-3157　◇阪

急宝塚線石橋駅から徒歩5分　◇朴 在圭

神愛基督教会＝石橋神愛キリスト教会［アッ

センブリー］

〒563-0032　池田市石橋3-11-7　Tel.072-761-9014 Fax. 

072-762-0480　◇阪急宝塚線石橋駅から徒歩7分　◇創

立／1949年（50人）　◇市川 俊一、市川 純子、市川 

牧　◇礼拝／10:30

【HP】http://shin-ai-church.jp/

【E-Mail】shinai@osk4.3web.ne.jp

チャーチ・オブ・プレイズ・インターナショ
ナル［アライズ］

〒563-0043　池田市神田2-11-5　Tel&Fax.072-751-5181　  

◇阪急宝塚線池田駅から徒歩15分　◇創立／2002年（50

人）　◇ローレンス，ゲアス、ローレンス，ジェイシー　

◇礼拝／11:00　◇特色／バイリンガル礼拝です。教会の

他、使徒的センター（バイブルスクール）とクリスチャン

スクールもあります。

【HP】http://churchofpraise.jp

【E-Mail】church@churchofpraise.jp

フルゴスペル池田教会［JFGA］

〒563-0033　池田市住吉1-4-8　Tel.072-763-1110 Fax. 

072-763-0016　◇阪急宝塚線石橋駅西口から徒歩10分　

◇李 美淑
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／10:30,19:30

【HP】http://www.izumichurch.com/

【E-Mail】pastor@izumichurch.sakura.ne.jp

泉キリスト栄光教会［オープン・バイブル］

〒594-0031　和泉市伏屋町4-3-83　Tel&Fax.0725-56-

7277　◇泉北高速鉄道光明池駅から徒歩15分　◇創立／

1988年（54人）　◇楠堂 史昌、楠堂 由美、桃井 藍　◇

礼拝／11:00　◇外国語／英語　◇特色／賛美のレベルが

高い。また毎週聖餐式を行っています。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~izumikirisutoeik/

【E-Mail】fkusudo@hotmail.com

いずみシオン教会［日基教団］

〒594-0062　和泉市寺田町1-8-19　Tel&Fax.0725-43-

3105　◇泉北高速鉄道和泉中央駅　◇創立／1984年（39

人）　◇田中 和三郎　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午

前10時30分から聖書研究・祈祷会。

和泉神愛キリスト教会［アッセンブリー］

〒594-0023　和泉市伯太町6-11-18　Tel&Fax.0725-41-

5123　◇JR信太山駅から徒歩5分　◇平松 慶次、平松 百

合子　◇礼拝／10:30

和泉聖書教会［FKK］

〒594-0032　和泉市池田下町1918-9　Tel&Fax.0725-56-

9354　◇泉北高速鉄道和泉中央駅から徒歩15分　◇創立

／1998年（21人）　◇菅原 茂　◇礼拝／10:30　◇特色

／みことばに堅く立ち、礼拝を大切にし、地域に根ざすこ

とを目指している、福音的な教会です。

【E-Mail】wjppc238@ybb.ne.jp

和泉中央キリスト教会［バプ教会連合］

〒594-0032　和泉市池田下町79-10　Tel&Fax.0725-55-

7080　◇泉北高速鉄道和泉中央駅から徒歩15分　◇創立

／1999年（20人）　◇竹井 祐一、竹井 信子　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝の中で腹話術の人形が登場します。

第3日曜午後賛美集会をしています。牧師教師はhi-b.aス

タッフです。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~izumityu/

【E-Mail】izumichuo@kyokai.org

いずみホープチャペル［MB］

〒594-0076　和泉市肥子町2-6-24　Tel&Fax.0725-46-

8113　◇JR和泉府中駅から徒歩7分　◇創立／1998年（26

人）　◇田畑 雅紀　◇礼拝／9:00,10:30,19:00　◇テレホ

ン／0725-54-9007　◇特色／日曜礼拝を3回、水曜礼拝も

行っています。カウンセリングセンターも併設しています。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~izhopech/

【E-Mail】tabaizm@cotton.ocn.ne.jp

ジーザス・カフェ・ハウス［フォースクエア］

〒594-0031　和泉市伏屋町4-9-55 A-205　Tel&Fax.0725-

24-6363　◇泉北高速鉄道光明池駅から徒歩15分［連絡先：

一般社団法人キングダム　〒594-0031　大阪府和泉市伏

屋町4-3-82 Tel.0725-24-2598］　◇創立／2009年（24人）　

◇桃井 亮　◇特色／主を中心としたカフェのような自由

な雰囲気の礼拝。託児やKidsミニストリーも充実していま

す。

【HP】http://church.ne.jp/jcafe/

泉大津市 Izumiotsu-shi

泉大津教会［日基教団］

〒595-0072　泉大津市松之浜町2-10-27　Tel&Fax.0725-

32-6678　◇南海本線松之浜駅から徒歩4分　◇創立／

1936年（52人）　◇宮島 星子　◇礼拝／10:30　◇特色／

「こどももおとなも共に公同礼拝」を主要教会暦行事と第1

主日に行っています。他こどもの教会と礼拝（10:00から）

あり。

南大阪聖書教会［単立／独立］

〒595-0026　泉大津市東雲町9-39　Tel.0725-22-3585 

Fax.0725-32-5996　◇南海本線泉大津駅から徒歩7分　

◇創立／1973年（183人）　◇古林 寿真子　◇礼拝／

6:45,8:15,11:00,17:00

【HP】http://www.sobc.jp/

泉佐野市 Izumisano-shi

泉佐野教会［日基教団］

〒598-0012　泉佐野市高松東1-10-16　Tel.072-462-3237 

Fax.072-462-4613　◇南海本線泉佐野駅東出口から徒歩3

分［連絡先：清和保育園　〒598-0012　大阪府泉佐野市

高松東1-10-16 Tel.072-462-0972］　◇創立／1897年（30

人）　◇池田 清樹　◇礼拝／10:30　◇特色／火曜日午前

10時30分から聖書研究祈祷会。

【HP】http://church.ne.jp/izumisanokyokai/

泉佐野聖書教会［単立／独立］

〒598-0006　泉佐野市市場西3-6-21　Tel.072-462-1778 

Fax.072-464-4412　◇南海本線泉佐野駅から徒歩7分　

◇創立／1991年（13人）　◇近藤 修司、曽我 真人　◇礼

拝／15:00　◇特色／キッズ英会話、車イスの対応可。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~izumisano-bc/

【E-Mail】izumisano-bc@leto.eonet.ne.jp

泉佐野福音教会［アッセンブリー］

〒598-0031　泉佐野市東羽倉崎町7-1　Tel.072-465-5159 

Fax.072-465-2105　◇重本 基、重本 美香　◇礼拝／

10:30

泉佐野ルーテル教会［近畿教会］

〒598-0063　泉佐野市湊3-13-11　Tel&Fax.072-463-1436　  

◇南海本線井原里駅から徒歩15分　◇創立／1955年（32

人）　◇杉岡 直樹　◇礼拝／10:30(第1・2),14:00(第3・4)

関空伝道所［KCCJ］

〒598-0045　泉佐野市松原2-5-6　Tel.072-464-3719 Fax. 

072-464-3503　◇JRりんくうタウン駅から徒歩10分　◇

創立／1995年（7人）　◇礼拝／15:00

和泉市 Izumi-shi

いずみ教会［日基教団］

〒590-0023　和泉市伯太町1247-7　Tel&Fax.0725-43-

1047　◇JR信太山駅から北へ徒歩5分　◇創立／1935年

（87人）　◇安田 和人、福田 智之、岡本 万紀好　◇礼拝



大
阪
府

近
畿
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

514
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

0740　◇阪急茨木市駅から徒歩5分　◇パイエット，ボブ、

大越 聡、大越 ひとみ　◇礼拝／10:45

【HP】http://www.jbbf.org/tbbc/ibaraki.html

【E-Mail】bobpiaTT@asahi-net.ne.jp

茨木東教会［日基教団］

〒567-0823　茨木市寺田町20-16　Tel.072-634-2570 Fax. 

072-634-0302　◇阪急京都線茨木市駅南口からバス「中

津町東」停、徒歩1分　◇創立／1963年（76人）　◇下村 

邦夫、筧 伸子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.muse.dti.ne.jp/~ihk/

総持寺キリスト教会［MB］

〒567-0805　茨木市橋の内3-26-19　Tel&Fax.072-634-

1630　◇阪急京都線総持寺駅から徒歩10分　◇創立／

1965年（64人）　◇北嶋 和之　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.mbsoujiji.com

【E-Mail】mbsoujijich@yahoo.co.jp

高槻バプテスト教会茨木恵伝道所［バプ同盟］

〒567-0881　茨木市上中条1-1-39　Tel&Fax.072-623-

3233　◇JR茨木駅から徒歩10分　◇創立／1987年（20人）　  

◇澤野 寛　◇礼拝／10:30

【HP】http://ibarakichurch.web.fc2.com/

フルゴスペル茨木教会［JFGA］

〒567-0824　茨木市中津町6-26 ダイドーシティ茨木1F　

Tel&Fax.072-633-7723　◇阪急京都線茨木市駅東口から

徒歩8分　◇創立／2002年（30人）　◇全 花耶　◇礼拝

／10:30,14:00　◇特色／主日礼拝朝10:30、昼2:00。主日

学校朝9:30、水曜・金曜昼1:00礼拝と祈り会。韓国語・日

本語同時通訳です。

【E-Mail】fgic.777@nike.eonet.ne.jp

北摂賛美教会［単立／独立］

〒567-0021　茨木市三島丘2-28-17　Tel&Fax.072-627-

7660　◇阪急総持寺駅から徒歩10分　◇創立／1992年

（22人）　◇野村 淳　◇礼拝／10:30　◇特色／賛美にあ

ふれた自由で家庭的な教会です。

【HP】http://park14.wakwak.com/~sanbi/

【E-Mail】sanbikyoukai@ae.walwal.com

大阪狭山市 Osaka-Sayama-shi

大阪狭山聖書集会［無教会］

〒589-0004　大阪狭山市東池尻1-2147-1 狭山コーポ1-114　  

Tel.072-367-1624　◇南海高野線大阪狭山市駅　◇宮田 

咲子　◇礼拝／10:00

【E-Mail】saiwai1950@yahoo.co.jp

葛城キリスト教会［自由メソ］

〒589-0011　大阪狭山市半田6-1131-7　Tel.072-368-2518　  

◇山崎 光夫

金剛キリスト望み教会［アドベント］

〒589-0013　大阪狭山市茱萸木1-269-6　Tel&Fax.072-

368-2526　◇南海高野線金剛駅から徒歩15分　◇創立／

1972年（20人）　◇押方 恵　◇礼拝／10:30　◇特色／生

け花教室を月1回行っています。どなたでもご参加下さい。

【E-Mail】jcafe@church.ne.jp

高石聖書教会北信太チャペル［FKK］

〒594-0002　和泉市上町682-13　◇清水 昭三

プレイズ・チャペル・いずみ［単立／独立］

〒594-1153　和泉市青葉台3-33-20　Tel&Fax.0725-56-

1381　◇泉北高速鉄道和泉中央駅から車10分　◇創立／

1991年（12人）　◇鷹取 裕成　◇礼拝／10:30　◇テレホ

ン／0722-55-0944

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~bible/pci1/

桃山学院大学聖救主礼拝堂［聖公会］

〒594-1152　和泉市まなび野1-1　Tel.0725-54-3131 Fax. 

0725-54-3210　◇泉北高速和泉中央駅から徒歩15分　◇

松平 功　◇礼拝／現在不定期(要問い合わせ)

茨木市 Ibaraki-shi

安威キリスト教会［単立／独立］

〒567-0001　茨木市安威2-11-7　Tel.072-643-6979　◇阪

急茨木市駅からバス「安威南口」停、徒歩3分　◇創立／

1948年（60人）　◇森 義人　◇礼拝／10:45　◇特色／イ

ギリス人ペニー・フローレンス先生が開設された教会で大

変家族的な教会です。

茨木春日丘教会［日基教団］

〒567-0048　茨木市北春日丘4-3-50　Tel.072-627-0071 

Fax.072-627-7716　◇JR茨木駅からバス「春日丘公園」停、

徒歩1分　◇創立／1972年（126人）　◇軽込 昇　◇礼拝

／10:30

【HP】http://www.asahi-net.or.jp/~nv3n-krkm/

茨木教会［日基教団］

〒567-0031　茨木市春日3-12-8　Tel&Fax.072-622-5005　  

◇JR茨木駅から徒歩8分　◇創立／1895年（211人）　◇

田邊 由紀夫、米山 恭平　◇礼拝／10:30

茨木キリスト福音教会［福音の群］

〒567-0815　茨木市竹橋町15-37　Tel.072-622-5367 Fax. 

072-622-5420　◇阪急京都線茨木市駅から徒歩5分　◇

創立／1962年（180人）　◇永井 基呼、米川 明彦、松田 

祐子、中川 民子　◇礼拝／8:00,10:00,11:30　◇テレホン

／072-623-4111　◇特色／ユース礼拝、金曜礼拝もあり

ます。聖書入門、手話、パッチワーク、トールペイント、

料理等の教室開催中。

【HP】http://church.or.jp/

【E-Mail】ibaraki@church.or.jp

茨木聖書教会［同盟基督］

〒567-0891　茨木市水尾2-7-17　Tel&Fax.072-635-4074　  

◇阪急京都線茨木市駅から徒歩15分　◇創立／1965年

（184人）　◇笠川 徹三、山下 亘、李 相勲　◇礼拝／

10:30　◇いのち／072-634-4104

【HP】http://www.ne.jp/asahi/ibaraki/church/

【E-Mail】ibaraki@church.email.ne.jp

茨木聖書バプテスト教会［JBBF］

〒567-0825　茨木市園田町19-16　Tel&Fax.072-635-
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阿倍野教会＝あべのチャペル［ナザレン］

〒545-0052　大阪市阿倍野区阿倍野筋5-8-23　Tel&Fax. 

06-6622-6876　◇地下鉄谷町線あべの駅出口5から徒歩8

分　◇創立／1949年（51人）　◇横山 司郎　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後3時から英会話教室。木曜日

午前10時30分、午後7時30分から祈祷会。第3聖日午後1時

から聖歌隊練習。

【HP】http://abenochapel.com/

【E-Mail】abenochapel@sand.ocn.ne.jp

大阪キリスト教学院教会［フリーメソ］

〒545-0042　大阪市阿倍野区丸山通1-3-7　Tel&Fax.06-

6652-3466　◇阪堺電軌上町線松虫駅から徒歩5分［連絡

先：Tel.072-221-0738］　◇創立／1966年（86人）　◇中

江 松二　◇礼拝／11:00　◇特色／大阪キリスト教学院

（短期大学）のキャンパスにある教会です。明るく開放的

な雰囲気。幼稚園園庭あり。

【HP】http://www013.upp.so-net.ne.jp/occchurch/

【E-Mail】j.s.nakae-ym0507@js5.so-net.ne.jp

大阪聖アンデレ教会［聖公会］

〒545-0011　大阪市阿倍野区昭和町3-1-57　Tel.06-6628-

4757 Fax.06-6621-8332　◇地下鉄筋御堂筋線昭和町駅　

◇創立／1890年（224人）　◇竹林 徑一

大阪聖書エクレシア［無教会］

〒545-0053　大阪市阿倍野区松崎町3-3-13-516　Tel.06-

6624-2516 Fax.06-6624-2525　◇近鉄南大阪線阿倍野駅

から徒歩6分　◇創立／2010年（350人）　◇松田 義雄　

◇特色／教会や聖書集会に出席できにくい人々のための

通信文書伝道「大阪聖書エクレシア」誌発行とギリシア

語原典による聖書講解。

大阪常磐教会［日基教団］

〒545-0053　大阪市阿倍野区松崎町3-10-7　Tel&Fax.06-

6623-3012　◇地下鉄御堂筋線文の里駅2番出口から徒歩

6分　◇創立／1918年（26人）　◇牧浦 昇

大阪姫松教会［日キ教会］

〒545-0037　大阪市阿倍野区帝塚山1-2-14　Tel.06-6621-

0586 Fax.06-6623-0596　◇阪堺電軌上町線姫松駅から徒

歩1分　◇創立／1930年（200人）　◇野木 虔一　◇礼拝

／10:15　◇特色／主日礼拝を中心に、聖書研究・祈祷会、

日曜学校、文庫など。詳細はホームページをごらんくださ

い。

【HP】http://www5d.biglobe.ne.jp/~himematu/

大阪連絡所［ペンテコステ神之教会］

〒545-0052　大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベル

タ中棟1414　◇地下鉄御堂筋線天王寺駅　◇丸山 巳喜

男、丸山 和子

ジーザス・ファミリー［単立／独立］

〒545-0014　大阪市阿倍野区西田辺町1-2-2　Tel.06-

6697-3502 Fax.06-6697-3504　◇地下鉄御堂筋線西田辺

駅から東へ50m　◇創立／1986年（150人）　◇平尾 政信、

山下 光、萱原 嘉之、松下 ダニエル　◇礼拝／11:00,

18:30(土)　◇特色／三つの愛に生きるを理念とし、神様、

家族、隣人を愛し、地域社会に積極的に仕えていくことを

目指しています。

金剛聖書教会［バプ宣教団］

〒589-0006　大阪狭山市金剛2-4-8　Tel&Fax.072-367-

5458　◇南海高野線金剛駅から徒歩10分　◇創立／1993

年（13人）　◇ウォイキ，ダグラス　◇礼拝／10:30

狭山福音教会［JEC］

〒589-0032　大阪狭山市岩室3-296-3　Tel&Fax.072-366-

2774　◇南海高野線金剛駅からバス「岩室」停、徒歩2

分　◇創立／1976年（60人）　◇川﨑 豊信、川﨑 綾子　

◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝・伝道・交わり・弟子訓練・

奉仕の５つを大切に、子どもとお年寄りを大切に、ベッド

タウンの教会です。

【HP】http://www.sayamaec.com/

【E-Mail】sayama@jec-net.org

大阪市旭区 Osaka-shi, Asahi-ku

旭基督教会［キリストの教会］

〒535-0003　大阪市旭区中宮4-3-18　Tel&Fax.06-6955-

0966　◇JR大阪駅からバス「城北公園前」停、徒歩2

分　◇創立／1924年（35人）　◇岸本 大樹、ベックマン，

ジョナサン　◇礼拝／10:30　◇特色／御言葉と聖餐を中

心に、救いの喜びと感謝にあふれた礼拝を心がけています。

【E-Mail】kishimotod@church.ne.jp

大阪キリスト教会中宮チャペル［単立／独立］

〒535-0003　大阪市旭区中宮4-13-9　Tel.06-6951-5755 

Fax.06-6951-2617　◇地下鉄千林大宮駅から徒歩10分　

◇創立／1978年（40人）　◇松村 喜代子　◇礼拝／

10:45

北大阪教会［イエス・キリスト］

〒535-0031　大阪市旭区高殿3-19-23　Tel.06-6952-0456 

Fax.06-6955-2325　◇地下鉄谷町線野江内代駅2号出口か

ら北へ徒歩7分　◇創立／1955年（200人）　◇山本 敬夫、

山本 美雪、北尾 欣三、北尾 和子　◇礼拝／6:30,8:30,

10:40

日本バプテスト大阪教会大阪旭伝道所［バプ

連盟］

〒535-0022　大阪市旭区新森7-1-5 平和の子保育園　◇

創立／1996年（7人）　◇中島 義和　◇礼拝／10:00

森小路教会［日基教団］

〒535-0011　大阪市旭区今市2-15-4　Tel.06-6952-6213 

Fax.06-6952-6232　◇地下鉄谷町線太子橋今市駅5番出

口から徒歩5分　◇創立／1940年（173人）　◇黒米 忠一、

黒米 理恵　◇礼拝／10:15

大阪市阿倍野区 Osaka-shi, Abeno-ku

阿倍野教会［日基教団］

〒545-0052　大阪市阿倍野区阿倍野筋5-13-17　Tel&Fax. 

06-6653-6666　◇地下鉄谷町線阿倍野駅6番出口から徒歩

5分　◇創立／1924年（92人）　◇平井 文則　◇礼拝／

10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/abeno-ch1924/

【E-Mail】nrh03784@nifty.com
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大阪生野教会［日基教団］

〒544-0022　大阪市生野区舎利寺3-9-10　Tel&Fax.06-

6731-5930　◇大阪環状線寺田町駅からバス「舎利寺」停　  

◇創立／1930年（22人）　◇小林 明　◇礼拝／10:30

大阪聖和教会［日基教団］

〒544-0034　大阪市生野区桃谷5-10-32　Tel.06-6712-

5239 Fax.050-1098-5239　◇JR桃谷駅から徒歩15分　◇

創立／1950年（84人）　◇向井 希夫、榛木 恵子　◇礼拝

／10:30

【HP】http://sky.geocities.jp/osaka_seiwa_church/

【E-Mail】osaka_seiwa_church@ybb.ne.jp

大阪伝道所［東洋ローア］

〒544-0032　大阪市生野区中川西2-6-10 KCC会館内(郵便

物の差出不可)　◇地下鉄千日前線今里駅から徒歩10分

［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　

埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-

6012］　◇創立／1973年（51人）　◇田中 久祥　◇礼拝

／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝

道師による聖書のお話は手話で行われます。音声への通

訳はありません。

大阪みぎわチャペル［単立／独立］

〒544-0021　大阪市生野区勝山南1-1-10　Tel&Fax. 

06-6741-1005 Fax.06-6741-1015　◇JR桃谷駅から徒歩7

分　◇創立／1998年（80人）　◇谷 清志、谷 志朗、二口 

博美　◇礼拝／10:15,19:30(土),13:30(土、キッズ)　◇特

色／土曜日午後にキッズ礼拝。幼児からユース、お年寄り

まで全年齢層がメンバーです。鶴見区の開拓も始まって

います。

【HP】http://osakamigiwa.blog19.fc2.com/

【E-Mail】osakamigiwa@hotmail.co.jp

主イエス・キリスト教会［単立／独立］

〒544-0034　大阪市生野区桃谷1-7-11　Tel.06-6718-2255　  

◇JR桃谷駅から徒歩5分　◇創立／1974年（40人）　◇西

條 初栄　◇礼拝／10:30

小路キリスト教会［単立／独立］

〒544-0001　大阪市生野区新今里7-10-26　Tel.06-6751-

1542 Fax.06-6752-5834　◇地下鉄千日前線小路駅から徒

歩5分　◇創立／1991年（60人）　◇趙 恒碩　◇礼拝／

11:00　◇外国語／韓国語

【E-Mail】chohangseok@hotmail.com

聖ガブリエル教会［聖公会］

〒544-0003　大阪市生野区小路東1-17-28　Tel.06-6754-

1236 Fax.06-6754-4357　◇地下鉄千日前線小路駅から徒

歩5分　◇創立／1925年（25人）　◇齊藤 壹、松山 龍

二　◇礼拝／10:30

巽教会＝和解の家［KCCJ］

〒544-0012　大阪市生野区巽西4-8-20 和解の家　Tel& 

Fax.06-6752-1813　◇地下鉄千日前線南巽駅から徒歩5

分　◇創立／1982年（45人）　◇李 炳h　◇礼拝／

10:00,13:00　◇外国語／韓国語　◇特色／水曜日午後7時

30分から祈祷会。すべての礼拝は韓国語で行なわれてい

ます。日本語の同時通訳あります。

【HP】http://www.kccj.net/

【HP】http://www.jesus-family.jp/

【E-Mail】jesusfamily@k2.dion.ne.jp

聖書研究会大阪集会［SKK］

〒545-0035　大阪市阿倍野区北畠3-1-28　Tel.06-6653-

4963　◇阪堺電軌阪堺線天神ノ森駅から徒歩6分［連絡

先：聖書研究会本部　〒616-8228　京都府京都市右京区

常盤下田町9 Tel.075-861-2619］　◇特色／月1回「聖書を

学ぶ会」開催。会場はホームページで確認してください。

【HP】http://www.zion-jpn.or.jp/seisho/yotei.htm#osaka

田辺キリスト教会［バプ連盟］

〒545-0022　大阪市阿倍野区播磨町2-6-12　Tel&Fax.06-

6693-3927　◇喜多村 やよい

西田辺伝道所［フリーメソ］

〒545-0014　大阪市阿倍野区西田辺町1-12-28　Tel&Fax. 

06-6695-1660　◇地下鉄御堂筋線西田辺駅から徒歩5分　

◇創立／1986年（15人）　◇岩本 助成、秋山 光恵　◇礼

拝／11:00

【E-Mail】samiwamo@oct.zaq.ne.jp

南大阪教会［日基教団］

〒545-0021　大阪市阿倍野区阪南町1-30-5　Tel.06-6622-

2011 Fax.06-6622-2048　◇地下鉄御堂筋線昭和町駅から

徒歩5分　◇創立／1926年（353人）　◇岩橋 常久、岩橋 

田鶴子、中村 奈津子　◇礼拝／10:15　◇特色／毎日曜

日午後7時から夕拝式。楽しい雰囲気でさんびかを歌い、

聖書の話を聞き、交わりをもっています。

【HP】http://www.h5.dion.ne.jp/~mochurch/

【E-Mail】mochurch@h6.dion.ne.jp

桃山学院聖アンデレ礼拝堂［聖公会］

〒545-0011　大阪市阿倍野区昭和町3-1-64　Tel.06-6621-

1181 Fax.06-6629-6111　◇御堂筋線昭和町駅　◇竹林 

徑一

大阪市生野区 Osaka-shi, Ikuno-ku

大阪教会［KCCJ］

〒544-0032　大阪市生野区中川西2-5-11　Tel.06-6712-

3377 Fax.06-6712-3378　◇地下鉄千日前線今里筋線今里

駅から徒歩8分　◇創立／1921年（400人）　◇鄭 然元、

朴 時永、崔 浅子　◇礼拝／9:40,11:00　◇外国語／韓国

語　◇特色／教会学校中高科礼拝日曜午前9時30分。幼

少科礼拝午前11時

【HP】http://www.osakachurch.or.jp/

http://www.osakachurch.or.jp/


大
阪
府

近
畿
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

517
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

大阪聖書研究会［無教会］

〒530-0001　大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪市立総合生涯

学習センター（郵便不可）　Tel.06-6345-5000 Fax.06-

6345-5019　◇JR北新地駅［連絡先：松田 義雄　〒545-

0053　大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-3-13-516 Tel.06-

6624-2516］　◇創立／1965年（30人）　◇松田 義雄　◇

礼拝／10:00　◇特色／礼拝の時に新約聖書と旧約聖書を

学んでいます。「大阪聖書エクレシア」誌を発行。

大阪北部教会［KCCJ］

〒531-0074　大阪市北区本庄東2-11-6　Tel.06-6371-1914 

Fax.06-6371-1918　◇地下鉄天神橋六丁目駅から徒歩8分　  

◇創立／1925年（136人）　◇趙 永哲、金 B植　◇礼拝

／10:00,11:15,14:00　◇外国語／韓国語(11:15)　◇特色／

聖日の午前礼拝は日本語礼拝（第1部10:00）と韓国語礼拝

（第2部11:15、日本語の同時通訳あり）があります。

【E-Mail】choyco705@yahoo.co.jp

基督教大阪生命堂［単立／独立］

〒530-0041　大阪市北区天神橋3-9-12　Tel.06-4800-6300 

Fax.06-4800-6305　◇地下鉄堺筋線扇町駅から徒歩1分

［連絡先：石井 豊　〒530-0031　大阪府大阪市北区菅栄

町10-12 Tel.06-6357-3400］　◇創立／2002年　◇石井 

豊　◇礼拝／14:00　◇特色／火曜日午後8時半から祈祷

会及び聖書研究会。土曜日午後7時から青年会。8時半か

ら聖書研究会。

J-House［単立／独立］

〒530-0047　大阪市北区西天満5-11-9　Tel.06-4709-7040 

Fax.06-4709-7041　◇地下鉄南森町駅から徒歩5分　◇

創立／1999年（200人）　◇飯田 克弥、飯田 美貴子、多

村 明子　◇礼拝／10:00,13:30　◇外国語／英語、韓国

語　◇特色／国際色豊かな教会です。ゴスペル教室、英

会話教室もあります。伝道礼拝FunkyParty（金曜19：00）

が特徴的です。

【HP】http://www.jhouse.tv

【E-Mail】office@jhouse.tv

主イエス・キリスト教会［単立／独立］

〒530-0046　大阪市北区菅原町3-6　Tel.06-6365-7932 

Fax.06-6314-9632　◇地下鉄堺筋線北浜駅　◇創立／

1988年（500人）　◇大久保 みどり、谷 順子、山内 博子、

田村 光代、宋 志雄、浦野 登子、岸本 克之、有水 洋一

郎　◇礼拝／8:30,11:00,15:30,19:00　◇外国語／手話

（11:00）　◇特色／JCチャーチスクール：一人ひとりを大

事にし、与えられた個性・能力をのばす教育を豊かな講

師陣の元で！

【HP】http://www.i-i-i.co.jp/jesus/

【E-Mail】god@mb1.kisewb.ne.jp

ディアコニア大阪教会［単立／独立］

〒530-0041　大阪市北区天神橋1-3-2 セレッソコート中之

島公園601　Tel&Fax.06-4800-3287　◇地下鉄南森町駅

4B出口から徒歩5分　◇創立／1995年（120人）　◇テト

ス 山口 光、マルコ 大畑 智、ダビデ 原田 治　◇礼拝／

11:00(金)　◇外国語／英語　◇特色／金曜午前11時から

大阪国際朝祷会開催。聖餐式礼拝後昼食会。ソロモン治

療院併設、ブライダル伝道、司式担当。

【E-Mail】kingsolomon@ezweb.ne.jp

【E-Mail】numjp@hanmail.net

鶴橋小隊［救世軍］

〒544-0031　大阪市生野区鶴橋5-19-13　Tel&Fax.06-

6716-8464　◇地下鉄千日前線今里駅から徒歩15分　◇

平本 宣広、齋藤 丈夫　◇特色／毎週金曜日午後2時、「聖

書を読む会」「祈祷会」。第2・4・5日曜日午後3時、スペイ

ン語の集会。

鶴橋新生キリスト教会［単立／独立］

〒544-0031　大阪市生野区鶴橋2-15-31　Tel&Fax.06-

6717-3800　◇JR鶴橋駅から徒歩10分　◇創立／1973

年　◇川村 政行、川村 勝代　◇礼拝／10:30　◇特色／

日曜日は通常礼拝を午前10時30分から12時まで。水曜日

は賛美・聖書の学びを午後7時から9時まで。

【HP】http://tskkyoukai.blog96.fc2.com/

布施教会［KCCJ］

〒544-0003　大阪市生野区小路東2-7-5　Tel.06-6754-

0972 Fax.06-6754-8846　◇地下鉄千日前線小路駅から徒

歩1分［連絡先：全 聖三　〒544-0002　大阪府大阪市生

野区小路2-20-3 Tel.06-6751-5703］　◇創立／1958年（54

人）　◇全 聖三　◇礼拝／11:00,13:30　◇特色／聖歌隊

と女性会は布施教会の誇りです。礼拝時の讃美のすばら

しさ、礼拝後に提供される食事。一度お越し下さい。

【E-Mail】sungsam7@hotmail.com

桃谷神愛キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒544-0034　大阪市生野区桃谷1-5-6　Tel&Fax.06-6712-

0578　◇JR桃谷駅から徒歩3分　◇創立／2008年（10人）　  

◇大江 励

【E-Mail】momodani-ooe@gaia.eonet.ne.jp

大阪市北区 Osaka-shi, Kita-ku

扇町教会［日基教団］

〒530-0026　大阪市北区神山町9-19　Tel.06-6312-2390 

Fax.06-6363-3153　◇JR天満駅から徒歩10分　◇創立／

1910年（229人）　◇内山 宏、望月 達朗　◇礼拝／

10:30,19:00(第1)

【HP】http://homepage3.nifty.com/ougimachich/

大阪北教会［日キ教会］

〒530-0005　大阪市北区中之島4-3-13　Tel&Fax.06-

6441-4466　◇地下鉄四橋線肥後橋駅　◇創立／1885年

（163人）　◇森田 幸男　◇礼拝／10:10　◇特色／毎月第

一、第三水曜日に教会近くの中之島公園で炊き出しを行っ

ています。

【HP】http://homepage1.nifty.com/kita-kyokai/

大阪聖パウロ教会［聖公会］

〒530-0013　大阪市北区茶屋町2-30　Tel&Fax.06- 

6376-0661 Tel.06-6371-0170　◇阪急梅田駅茶屋町口から

徒歩2分　◇創立／1886年（131人）　◇山野上 素充、坪

井 克巳　◇礼拝／9:30,10:30　◇外国語／英語

【HP】http://www.nskk.org/osaka/church/paul/

【E-Mail】osakapaul@hotmail.com
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創立／1925年（56人）　◇水谷 憲　◇礼拝／10:30　◇

特色／心の疲れている人、ぜひ心を休めに来てみて下さ

いね！！

【HP】http://shikanjima.ld.infoseek.co.jp/

【E-Mail】shikanjima@olive.livedoor.com

西九条教会［日基教団］

〒554-0012　大阪市此花区西九条3-13-15　Tel&Fax.06-

6462-3438　◇大阪環状線西九条駅から徒歩3分　◇創立

／1931年（10人）　◇杉山 謙治　◇礼拝／10:30　◇特

色／水曜日午前11時から聖書研究祈祷会。

大阪市城東区	 Osaka-shi, Joto-ku

今福教会［KCCJ］

〒536-0004　大阪市城東区今福西5-6-20　Tel.06-6934-

4361 Fax.06-6934-0153　◇地下鉄鶴見長堀線蒲生4丁目

駅5番出口から300ｍ　◇創立／1978年（54人）　◇李 炳

球、朴 愛仙　◇礼拝／10:30　◇外国語／韓国語

【E-Mail】bklee34@pearl.ocn.ne.jp

大阪栄光キリスト教会＝城東キリスト教会
［ホーリネス］

〒536-0013　大阪市城東区鴫野東2-21-11　Tel.06-6961-

4726 Fax.06-6963-8538　◇地下鉄今里筋線鴫野駅1番出

口から徒歩2分　◇創立／1958年（137人）　◇松沢 力男、

松沢 道子　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／

カルト問題に取り組んでいます。子供と一緒の礼拝です。

手話通訳があります。

【HP】http://www.kinpouden.com/oeiko/

大阪城東教会［フリーメソ］

〒536-0014　大阪市城東区鴫野西3-6-2　Tel&Fax.06-

6961-1619　◇JR京橋駅から徒歩7分　◇創立／1950年

（32人）　◇篠原 利治　◇礼拝／10:30

【HP】http://plaza.rakuten.co.jp/jfmojc/

【E-Mail】jfnwin@sannet.ne.jp

大阪城東福音教会［単立／独立］

〒536-0016　大阪市城東区蒲生1-3-12　Tel.06-6932-7412 

Fax.06-6932-7557　◇JR京橋駅北口から東へ徒歩7分　

◇創立／1981年　◇大倉 昭元、大倉 福子　◇礼拝／

10:30　◇いのち／06-6932-7411(大阪ハート・クリニック・

センター)　◇特色／毎週の礼拝説教はハガキ・サイズに

まとめられ、ホームページに記載されています。

【HP】http://www32.ocn.ne.jp/~doreamrevokura/

【E-Mail】revokura@aurora.ocn.ne.jp

蒲生教会［日基教団］

〒536-0005　大阪市城東区中央2-10-18　Tel&Fax.06-

6930-3216　◇地下鉄長堀鶴見緑地線蒲生4丁目駅1番出

口から徒歩5分　◇創立／1926年（34人）　◇伊藤 義経

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~gamow/

大阪市住之江区	 Osaka-shi, Suminoe-ku

大阪加賀屋キリスト教会［単立／独立］

〒559-0016　大阪市住之江区西加賀屋2-8-20　Tel&Fax. 

天満教会［日基教団］

〒530-0045　大阪市北区天神西町4-15　Tel.06-6361-6767 

Fax.06-6361-9897　◇東西線大阪天満宮駅　◇創立／

1879年（323人）　◇村山 盛芳、南 豊、宮部 素子　◇礼

拝／10:30,18:00(毎月第1日曜日)

【HP】http://homepage1.nifty.com/temma/

天満小隊［救世軍］

〒530-0041　大阪市北区天神橋3-6-20　Tel&Fax.06-

6358-6679　◇JR天満駅から徒歩5分　◇創立／1984年

（80人）　◇平本 宣広、平本 保子　◇礼拝／10:45

東梅田教会［日基教団］

〒530-0055　大阪市北区野崎町9-6　Tel.06-6311-8894 

Fax.06-6314-9130　◇JR大阪駅から徒歩8分　◇創立／

1889年（219人）　◇小豆 真人、満仲 弘　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.odn.ne.jp/higashiumeda/

【E-Mail】higashiumeda@pop02.odn.ne.jp

ホープチャペルキタ［フォースクエア］

〒530-0012　大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル17

階　◇阪急梅田駅　◇創立／2005年　◇吉村 健、ヒル，

クリス　◇礼拝／10:30　◇特色／阪急梅田駅直結という

好アクセスの日英バイリンガル教会です。

【HP】http://www.hopekita.com

【E-Mail】ask@hopekita.com

大阪市此花区	 Osaka-shi, Konohana-ku

インマヌエル大阪伝法キリスト教会［IGM］

〒554-0002　大阪市此花区伝法2-5-5　Tel.06-6463-5960 

Fax.06-6462-4159　◇朝比奈 悦也、朝比奈 啓子、岡 孝子、

佐藤 千恵

インマヌエル大阪キリスト伝法教会高見チ
ャペル［IGM］

〒554-0001　大阪市此花区高見2-1-3　Tel.06-6463-7010　  

◇朝比奈 悦也、朝比奈 啓子

大阪暁明館病院伝道所［日基教団］

〒554-0022　大阪市此花区春日出中1-22-12　Tel.06-

6462-0261 Fax.06-6462-0362　◇阪神電鉄なんば線千鳥

橋駅から徒歩10分　◇創立／1964年（1人）　◇岸本 光

子　◇礼拝／8:30,12:15

大阪四貫島教会［日基教団］

〒554-0022　大阪市此花区春日出中1-15-13　Tel&Fax. 

06-6464-6016　◇JR西九条駅からバス「春日出」停　◇
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大阪第一キリスト教会［単立／独立］

〒558-0011　大阪市住吉区苅田6-11-19　Tel.06-6697-

1191　◇地下鉄御堂筋線あびこ駅から徒歩10分　◇創立

／2008年（45人）　◇金 宙完、金 漢順　◇礼拝／10:00,

11:00,15:00,19:30(水・金)　◇外国語／韓国語（11:00, 

15:00）　◇特色／聖霊様の油注ぎを受け、イエス様のみこ

とばに従い弟子を訓練し日本と世界に聖霊の火をつける教

会です。

【HP】http://jesus.yu9112.com/

【E-Mail】osakadaiichi@hotmail.co.jp

大阪中央福音教会［アッセンブリー］

〒558-0051　大阪市住吉区東粉浜2-4-8　Tel.06-6671-

3408 Fax.06-6671-3473　◇南海電鉄南海線粉浜駅から徒

歩5分　◇創立／1923年（101人）　◇大塚 学、大塚 ハツ

枝　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜礼拝で手話通訳あり。

第2・4水曜日午後2時からろう者集会。第2・4火曜日午後2

時から手話講習会。

【HP】http://oc-fukuin.ftw.jp/

【E-Mail】oc-hukuin@oct.zaq.ne.jp

大阪東南キリスト教会＝大阪東南教会［自由

メソ］

〒558-0013　大阪市住吉区我孫子東2-2-12　Tel&Fax.06-

6697-6358　◇地下鉄御堂筋線我孫子駅から徒歩5分［連

絡先：古川 富也　〒558-0014　大阪府大阪市住吉区我孫

子2-1-1-406 Tel.06-6699-6238］　◇創立／1952年（36人）　  

◇古川 富也　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時

から「聖書を学ぶ会」。第3日曜日礼拝後壮年部・女性部

例会。

【HP】http://homepage3.nifty.com/tohnankyokai/

大阪キリスト教会［長老教会］

〒558-0055　大阪市住吉区万代2-6-23　Tel&Fax.06-

6673-5376　◇バス「播磨町」停、徒歩1分　◇創立／

1976年（28人）　◇若生 秋夫　◇礼拝／10:30　◇特色／

水曜日午後7時から祈り会。木曜日午後1時30分から聖書

を読む会。

【HP】http://www.geocities.jp/pcjosaka/

【E-Mail】osakacristpcj@yahoo.co.jp

単立キリスト福音教会［単立／独立］

〒558-0001　大阪市住吉区大領5-7-4　Tel&Fax.06-6694-

0987　◇JR長居駅から徒歩10分　◇創立／1979年（25

人）　◇犬童 幸二

帝塚山ルーテル教会［近畿教会］

〒558-0052　大阪市住吉区帝塚山西2-2-12　Tel.06-6671-

6320　◇南海電鉄高野線帝塚山駅から徒歩1分　◇創立

／1952年（74人）　◇近藤 幸一　◇礼拝／10:30(第1・4・

5),14:30(第2・3・5)

【HP】http://www.kelc.net

長居教会［日基教団］

〒558-0004　大阪市住吉区長居東3-13-28　Tel.06-6691-

2435 Fax.06-6697-5774　◇地下鉄御堂筋線長居駅4号出

口から徒歩5分　◇創立／1969年（59人）　◇福島 義也、

市川 和恵　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／2003年秋に

新会堂献堂。第二種教会として新に力強く出発。主日夕

礼拝を落ち着いた聖堂でささげている。

06-6681-0325　◇地下鉄四つ橋線北加賀屋駅から徒歩5分

［連絡先：聖花保育園　〒555-0023　大阪府大阪市西淀川

区花川1-6-2 Tel.06-6471-6224］　◇創立／1953年（36人）　  

◇渡嘉敷 直豊、渡嘉敷 恵、上間 スミ、荒井 富子　◇礼

拝／11:00

真イエス教会・大阪教会［単立／独立］

〒559-0011　大阪市住之江区北加賀屋1-2-18　Tel&Fax. 

06-6681-9488　◇地下鉄四つ橋線北加賀屋駅2番出口から

徒歩3分［連絡先：森嶋 寛　〒559-0011　大阪府大阪市

住之江区北加賀屋1-4-26 1021号 Tel.06-6686-7245］　◇

創立／1955年（120人）　◇森嶋 寛、森嶋 眞　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語　◇特色／一人ひとりを大切にす

る小さな教会ですが、海外教会とも交流しています。また、

地域に根ざした伝道もしています。

【HP】http://www.tjc-osaka.com/

【E-Mail】makoto-church@uu.openbit.net

住之江基督教会［アッセンブリー］

〒559-0003　大阪市住之江区安立町1-12-29　Tel&Fax. 

06-6673-7385　◇南海電鉄住之江駅から徒歩6分　◇創

立／1960年　◇大野 まち子

阪南キリスト教会［フリーメソ］

〒559-0005　大阪市住之江区西住之江3-6-17　Tel&F

ax.06-6671-6156 Fax.06-6671-6157　◇南海電鉄住之江駅

から徒歩5分　◇創立／1948年（102人）　◇東 隆　◇礼

拝／10:30

大阪市住吉区 Osaka-shi, Sumiyoshi-ku

我孫子バプテスト教会［バプ同盟］

〒558-0015　大阪市住吉区我孫子西1-11-7　Tel&Fax.06-

6691-5611　◇JR我孫子町駅から徒歩5分　◇創立／1959

年（40人）　◇熊谷 稔　◇礼拝／10:30　◇特色／青年の

多いにぎやかな教会です。ピアノ、バイオンリン、書道、

絵画教室もあります。教会の建物も大きいです。

【HP】http://church.ne.jp/jbu-abc/

【E-Mail】jbu-abc@bear.odn.ne.jp

阿倍野キリスト集会＝阿倍野キリスト福音
センター［単立／独立］

〒558-0056　大阪市住吉区万代東1-1-1　Tel&Fax.06-

6692-0477　◇地下鉄西田辺駅から徒歩10分　◇創立／

1948年（90人）　◇老松 秀夫、田口 望　◇特色／日曜学

校（小学生以下対象）日曜9:00〜、バイブルクラス（中高

生対象）第2・4土曜15:00〜。日曜の午後礼拝は初心者向き。

【HP】http://psalms.ddo.jp/~abeno/

大阪住吉教会［日基教団］

〒558-0051　大阪市住吉区東紛浜2-21-3　Tel&Fax.06-

6673-2750　◇南海電鉄南海線粉浜駅から徒歩2分［連絡

先：脇田 眞一　〒575-0003　大阪府四條畷市岡山東5-3-

33 Tel.072-878-7005］　◇創立／1905年（35人）　◇脇田 

眞一　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後2時から聖書

入門講座。木曜日午後2時から聖書研究祈祷会。

【HP】http://www.hpmix.com/home/tanakat/T1.htm

【E-Mail】m-wakita@zeus.eonet.ne.jp
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（100人）　◇エルリック，ダニエル　◇礼拝／10:00,

18:30(土)　◇外国語／英語　◇特色／国際的な英語礼拝

（約15ヶ国籍）。日本語および手話の同時通訳あり。アルフ

ァ・コースや聖書の学びの小集会などあり。

【HP】http://www.oicjapan.org

【E-Mail】oic@oicjapan.org

大阪オンヌリ・キリスト教会［在外国教団教派］

〒542-0083　大阪市中央区東心斎橋1-3-19　Tel.06-6121-

2015 Fax.06-6121-2016　◇地下鉄長堀橋駅⑦番出口から

徒歩1分［連絡先：Tel.06-4304-2243］　◇創立／2000年

（400人）　◇山中 友義、金 貞玉、金 仁景　◇礼拝／

9:00(衛星),11:00,13:30,15:15(青年)　◇外国語／韓国語

（13:30）　◇特色／聖霊により行動する教会、信徒が中心

となって行動する教会、ヴィジョンにより行動する教会。

【HP】http://osakaonnuri.org/

【E-Mail】lys@onnuri.or.kr

大阪教会［福音ルーテル］

〒540-0012　大阪市中央区谷町3-1-6　Tel.06-6941-3067 

Fax.06-6941-6872　◇地下鉄谷町四丁目駅1B出口　◇創

立／1917年（140人）　◇滝田 浩之　◇礼拝／10:30　◇

特色／大阪官庁街にたつ都会の教会です。

【E-Mail】jelc-osaka@jnb.odn.ne.jp

大阪京郷教会［単立／独立］

〒542-0072　大阪市中央区高津2-3-20 ホウジョウビル103　  

Tel.06-6213-5953　◇宋 基汀

大阪シオン教会［KCCJ］

〒542-0012　大阪市中央区谷町7-1-44-501　Tel&Fax.06-

4305-3500　◇金 容辰

大阪集会［キリスト同信会］

〒540-0016　大阪市中央区神崎町4-5　Tel.06-6762-2260　  

◇地下鉄長堀鶴見緑地線松屋町駅から徒歩3分　◇創立

／1891年（50人）　◇河原 愼一　◇礼拝／10:30

大阪聖ヨハネ教会［聖公会］

〒540-0022　大阪市中央区糸屋町2-1-11　Tel.06-6941-

5820 Fax.06-6941-5046　◇地下鉄谷町線谷町四丁目駅　

◇創立／1888年（332人）　◇内田 望、趙 鐘必

大阪中央バプテスト教会［バプ連盟］

〒542-0082　大阪市中央区島之内2-5-9　Tel.06-6484-

3929 Fax.06-6484-3928　◇咸 光玉、林 希珍、全 東C、

文 連子、蔡 永伊

大阪日本橋キリスト教会［フリーメソ］

〒542-0073　大阪市中央区日本橋1-20-4　Tel&Fax.06-

6641-1329　◇地下鉄・近鉄日本橋駅から徒歩3分　◇創

立／1903年（210人）　◇津村 春英　◇礼拝／9:00,10:30,

13:15　◇特色／第2部礼拝は韓国語同時通訳。水曜午後7

時と木曜午後2時から聖書研究祈祷会。玄関に虹が現われ

る教会。

【HP】http://www.geocities.jp/church_onb/

大阪東教会［日基教団］

〒540-0027　大阪市中央区鎗屋町1-4-9　Tel&Fax.06-

6941-6490　◇地下鉄谷町四丁目駅から徒歩5分　◇創立

南大阪キリスト教会［イエス・キリスト］

〒558-0002　大阪市住吉区長居西1-13-8　Tel&Fax.06-

6699-8121　◇地下鉄御堂筋線長居駅から徒歩5分　◇創

立／1961年（35人）　◇巽 千恵子　◇礼拝／10:15　◇

特色／木曜日午後2時30分、午後7時30分から祈祷会。

南大阪ルーテル教会［近畿教会］

〒558-0041　大阪市住吉区南住吉1-25-18　Tel&Fax.06-

6691-4398　◇南海電鉄高野線住吉東駅から徒歩7分　◇

創立／1955年（127人）　◇近藤 幸一　◇礼拝／10:30(第

2・3・5),14:30(第1・4)

南住吉教会［日基教団］

〒558-0032　大阪市住吉区遠里小野2-12-18　Tel&Fax. 

06-6694-4764　◇南海電鉄高野線我孫子前駅から徒歩5

分　◇創立／1957年（45人）　◇岡本 拓也　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時30分から聖書に親しむ会。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~mschurch/

【E-Mail】mschurch@trust.ocn.ne.jp

大阪市大正区 Osaka-shi, Taisho-ku

泉尾小隊［救世軍］

〒551-0031　大阪市大正区泉尾1-14-16　Tel&Fax.06-

6551-9187　◇JR大正駅から徒歩10分［連絡先：救世軍

鶴橋小隊　〒544-0031　大阪府大阪市生野区鶴橋5-19-13 

Tel.06-6716-8464］　◇創立／1948年（30人）　◇齋藤 丈

夫　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜の聖別会と水曜の聖書

研究会（初心者向け）有り。その他御要望があれば御連

絡下さい。

【HP】http://www.salvationarmy.or.jp

三軒家教会［日基教団］

〒551-0031　大阪市大正区泉尾1-7-2　Tel&Fax.06-6555-

8578　◇地下鉄長堀鶴見緑地線大正駅　◇創立／1999

年　◇田村 みや子

大正福音教会［シオン宣教団］

〒551-0031　大阪市大正区泉尾1-2-19 安田ビル3F　Tel. 

06-6741-2201 Fax.06-6731-5079　◇JR大正駅から徒歩3

分［連絡先：碇 拓慈　〒544-0021　大阪府大阪市生野区

勝山南1-1-5］　◇創立／2000年（7人）　◇碇 拓慈、碇 い

づみ　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日PM8:00祈祷会。

ピアノ教室毎週火曜日。英会話教室、ネイティブの英語が

学べます、土曜。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~t-fukuin/

【E-Mail】t-fukuin@galaxy.ocn.ne.jp

大正めぐみ教会［日基教団］

〒551-0012　大阪市大正区平尾2-17-19　Tel&Fax.06-

6553-2680　◇JR大正駅からバス「中央中学校前」停　

◇創立／2001年（22人）　◇上地 武　◇礼拝／10:30

大阪市中央区 Osaka-shi, Chuo-ku

大阪インターナショナル・チャーチ［単立／独立］

〒540-0004　大阪市中央区玉造2-26-47　Tel&Fax.06-

6768-4385　◇JR玉造駅から徒歩10分　◇創立／1974年
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〒538-0042　大阪府大阪市鶴見区今津中2-5-2-602 Tel. 

080-3816-7367］　◇創立／2005年（50人）　◇李 相喆　

◇礼拝／13:00　◇特色／米国ハワイで始まったNew 

Hope Christian Fellowshipの枝教会です。礼拝は日本語/

英語のバイリンガルです。郵便物は連絡先へ。

【HP】http://www.newhope-osaka.org/

【E-Mail】newhopeosaka1@gmail.com

ヨハン大阪キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒540-0033　大阪市中央区石町2-2-1　Tel&Fax.06-6944-

6938　◇地下鉄谷町線天満橋駅　◇創立／1997年　◇

洪 永淳、金 淑庚、閔 信基、李 s炅、夫 裕貞

ヨハン天満橋キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒540-0033　大阪市中央区石町2-21　Tel&Fax.06-6944-

6938　◇京阪本線天満橋駅から徒歩5分　◇山本 沙世梨、

鐘ヶ江 崇之　◇礼拝／10:30,14:00(韓国語),16:30(中国語),

18:30　◇外国語／韓国語、中国語

【HP】http://tenmabashi.yohan.jp/

大阪市鶴見区 Osaka-shi, Tsurumi-ku

家の教会・ヴィンヤード［単立／独立］

◇地下鉄長堀鶴見緑地線横堤駅3番出口［連絡先：Tel.06-

6911-3841］　◇創立／2007年（5人）　◇西山 正勝　◇

礼拝／10:00または15:00　◇特色／鶴見区民センターの

集会室を使用して、礼拝しています。始まったばかりの教

会です。

鶴見栄光キリスト教会［ホーリネス］

〒538-0052　大阪市鶴見区横堤1-1-20　Tel&Fax.06-

6912-3328　◇地下鉄鶴見緑地線横堤駅から徒歩10分　

◇創立／1985年（33人）　◇松沢 力男、松沢 道子　◇礼

拝／10:30

鶴見聖書キリスト教会［単立／独立］

〒538-0051　大阪市鶴見区諸口1-14-34　Tel&Fax.06-

4257-0591　◇地下鉄長堀鶴見緑地線横堤駅から徒歩10

分　◇創立／1999年　◇太田 憲志　◇礼拝／11:00,

16:00　◇特色／聖書学び会、婦人集会もあります。お問

い合わせください。

【E-Mail】t-bible@wonder.ocn.ne.jp

鶴見緑地伝道所［イエス・キリスト］

〒538-0051　大阪市鶴見区諸口6-7-19　Tel&Fax.06-

6912-1476　◇地下鉄鶴見緑地駅から徒歩7分　◇北尾 

欣三、北尾 和子　◇礼拝／10:30

大阪市天王寺区 Osaka-shi, Tennoji-ku

大阪城南キリスト教会［聖公会］

〒543-0026　大阪市天王寺区東上町8-30　Tel.06-6772-

4152 Fax.06-6772-0686　◇JR近鉄鶴橋駅　◇創立／

1895年（61人）　◇齊藤 壹

大阪聖愛教会［聖公会］

〒543-0052　大阪市天王寺区大道3-3-20　Tel.06-6771-

4123 Fax.06-6771-4125　◇JR寺田町駅から徒歩5分　◇

／1882年（78人）　◇藤井 敏　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~house-of-lydia/osakahigasi.html

大阪平康教会［KCCJ］

〒542-0066　大阪市中央区瓦屋町1-13-5-2Ｆ　Tel.06-

4304-0705　◇地下鉄長堀鶴見緑地線松屋町駅から徒歩5

分　◇南 鉉　◇礼拝／11:30,13:30　◇外国語／韓国語

関西合同聖書集会［無教会］

［連絡先：佐藤 全弘　〒543-0073　大阪府大阪市天王寺

区生玉寺町7-61-902 Tel.06-6774-0139］　◇創立／1970年

（40人）　◇佐藤 全弘　◇礼拝／10:00　◇特色／京阪中

野島線天満橋駅から徒歩5分のエル・おおさかにて集会。

室は毎回不定です。（郵便不可）

北浜インターナショナル・バイブル・チャ
ーチ＝KＩBC（北浜チャーチ）［単立／独立］

〒541-0041　大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター

9F（教会オフィス5Ｆ）　Tel.06-6226-1334 Fax.06-6226-

1336　◇地下鉄堺筋線北浜駅2号出口から徒歩5秒　◇創

立／1998年　◇黒田 禎一郎　◇礼拝／9:00,10:30　◇外

国語／英語　◇特色／水曜日午前10時30分からと午後7時

から祈祷会。木曜日午前10時から婦人会。英語通訳あり。

【HP】http://www.j-ibc.ne.jp/

【E-Mail】office@j-ibc.ne.jp

島之内教会［日基教団］

〒542-0083　大阪市中央区東心斎橋1-6-7　Tel.06-6271-

8202 Fax.06-6271-8214　◇地下鉄堺筋線長堀橋駅から徒

歩3分　◇創立／1882年（69人）　◇大門 義和、中尾 

勉　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.shimanouchi-church.org/

玉造アドベント・キリスト教会［アドベント］

〒540-0004　大阪市中央区玉造1-18-15　Tel&Fax.06-

6761-8659　◇JR玉造駅から徒歩7分　◇創立／1960年

（81人）　◇寺西 永次、笹木 四朗　◇礼拝／10:30

弟子教会［JWM］

〒542-0072　大阪市中央区高津1-3-6 Ｊ・ディサイプルチ

ャーチビル　Tel.06-6191-6701 Fax.06-6191-6702　◇地

下鉄谷町線谷町九丁目駅から1番出口を右に徒歩2分　◇

創立／1996年（84人）　◇金沢 泰裕、金沢 千容子、ホー

ランド，アーサー、梁元 成剛、梁元 順子　◇礼拝／

11:00,19:00(水)　◇いのち／06-6191-6701　◇特色／薬

物・アルコール依存、非行や自傷などの問題解決と共に

魂を救いへと導く「親の会」を月1回開いています。

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~d.c/

【E-Mail】save110@live.jp

浪花教会［日基教団］

〒541-0043　大阪市中央区高麗橋2-6-2　Tel&Fax.06-

6231-4951　◇地下鉄御堂筋線淀屋橋駅出口11から徒歩5

分　◇創立／1877年（148人）　◇村山 盛芳　◇礼拝／

10:30

ニューホープ・インターナショナル・フェロ
シップ大阪＝ニューホープ大阪［NHJA］

〒540-0008　大阪市中央区大手前1-3-49 ドーンセンター　  

◇地下鉄天満橋駅から徒歩5分［連絡先：イ サンチョル　  
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◇創立／1982年（25人）　◇佐藤 全弘　◇礼拝／10:10

日本バプテスト大阪教会［バプ連盟］

〒543-0063　大阪市天王寺区茶臼山町1-17　Tel.06-6771-

3865 Fax.06-6771-3867　◇JR天王寺駅から徒歩5分　◇

創立／1951年（45人）　◇下川 俊也　◇礼拝／10:30　

◇特色／都会の中でホッと一息つける安息の場、オアシ

スのような教会となりたい。ハンドベル・絵画教室もあり

ます。

【HP】http://blog.goo.ne.jp/bap-oosaka-ch/

【E-Mail】obcs@nifty.com

ハニルチャーチ（伝）［日基教団］

〒543-0022　大阪市天王寺区味原本町6-21　Tel&Fax. 

06-4304-1133　◇JR鶴橋駅から徒歩7分［連絡先：申 英

子　〒577-0055　大阪府東大阪市長栄寺13-14 Tel.06-

6785-0419］　◇創立／1992年（14人）　◇申 英子、文 宗

雄　◇礼拝／11:00　◇特色／礼拝は日本語（韓国語も

時々）のみで行なわれています。必要があれば韓国語、

英語通訳が備えてあります。

【E-Mail】hanilchurch@rondo.ocn.ne.jp

リビング ジーザス・チャーチ＝LJC［単立／独立］

〒543-0015　大阪市天王寺区真田山町1-1　Tel.06-4304-

8061 Fax.06-4304-8060　◇JR玉造駅から徒歩5分　◇創

立／1999年（60人）　◇松平 哲也、松平 聡、松平 聖、

西村 愛　◇礼拝／11:00,15:00　◇外国語／手話　◇特色

／土曜日、婦人祈祷会午後3:30〜5:00。

【HP】http://www.geocities.jp/livingjesuschurch/

【E-Mail】ljc@festa.ocn.ne.jp

大阪市浪速区 Osaka-shi, Naniwa-ku

イエス賛美教会＝賛美教会［単立／独立］

〒556-0016　大阪市浪速区元町1-5-7 ナンバプラザビル　

Tel&Fax.06-6641-0073　◇地下鉄四つ橋線なんば駅32番

出口から徒歩1分　◇創立／2005年（20人）　◇李 栄烈　

◇礼拝／11:00,14:00　◇特色／韓国語や個人伝道で出会

った人と信徒に一対一聖書学びを中心に弟子訓練をして

いる。ゴスペルを多く歌う。

【HP】http://angel.ap.teacup.com/yesyesyes/

【E-Mail】lyrl5@hotmail.com

ELIMキリスト教会［ペンテコステ教団］

〒556-0003　大阪市浪速区恵美須西3-2-4 栄光キリストビ

ル201　Tel.0743-74-7622 Fax.0743-74-9672　◇JR新今

宮駅から徒歩2分　◇創立／1998年（60人）　◇榮 義之、

前田 基子　◇礼拝／14:00　◇テレホン／0743-73-3740　

◇特色／明るく楽しいステキなチャペル。歌も元気で礼

拝にいるだけで希望がわいてきます。メッセージも分かり

やすい。

【HP】http://elim.mo-blog.jp/elim/

【E-Mail】psakae@yahoo.co.jp

大阪インマヌエル教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒556-0005　大阪市浪速区日本橋5-11-7 第一片倉ビル4F　  

Tel&Fax.06-4396-7430　◇地下鉄堺筋線恵美須町駅１A

出口から徒歩2分　◇金 永坤

創立／1957年（125人）　◇福田 光宏　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nskk.org/osaka/church/seiai/

【E-Mail】seiai.osaka@nskk.org

大阪大道教会［日基教団］

〒543-0052　大阪市天王寺区大道5-8-20　Tel&Fax.06-

6779-8692　◇JR寺田町駅から徒歩5分　◇創立／1928年

（64人）　◇浅野 献一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~oskdaido/

大阪燈台教会［在日韓国メソジスト］

〒543-0073　大阪市天王寺区生玉寺町2-19　Tel&Fax. 

06-6773-2719 Tel.06-6773-6179　◇地下鉄四天王寺夕陽

ヶ丘駅2番出口から北へ2分　◇創立／1987年（70人）　

◇金 承俊、金 容昭　◇礼拝／11:00,14:00　◇外国語／

韓国語　◇特色／水曜日午後2時から祈祷会、金曜日午後

9時30分から祈祷会。第2主日は日本語礼拝、他は日本語

通訳つき。

大阪桃谷教会＝桃谷キリスト教会［ナザレン］

〒543-0033　大阪市天王寺区堂ヶ芝町2-11-19　Tel.06-

6771-9358 Fax.06-6771-9377　◇JR桃谷駅から徒歩5分　

◇創立／1948年（127人）　◇持田 嗣生　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.momodani.net/

聖バルナバ病院礼拝堂［聖公会］

〒543-0032　大阪市天王寺区細工谷1-3-32　Tel.06-6779-

1600 Fax.06-6779-2520　◇近鉄上本町駅　◇創立／

1873年　◇齊藤 壹　◇礼拝／8:45(土日を除く),16:10(水)

【HP】http://www.barnaba.or.jp/

TLCCCシオンの山大阪教会［主の十字架］

〒543-0033　大阪市天王寺区堂ケ芝1-11-16 桃陽ビル

403　Tel&Fax.06-6779-1650　◇創立／1992年（17人）　

◇エステル 毛内、ハンナ 吉田　◇礼拝／10:00,13:45,

15:00　◇外国語／英語　◇特色／ゴスペルを通して、い

ろいろな働きをしています。海外宣教、神学校も行ってい

ます。

【HP】http://users.astone.co.jp/ohsakazion/

天王寺教会［福音ルーテル］

〒543-0041　大阪市天王寺区真法院町15-15　Tel& 

Fax.06-6772-3514　◇JR桃谷駅から徒歩7分　◇創立／

1960年（80人）　◇永吉 秀人　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/%7Etenno-ji/

【E-Mail】nagayoshi@dol.hi-ho.ne.jp

なにわ聖書研究会［無教会］

〒543-0073　大阪市天王寺区生玉寺町7-61-902　Tel& 

Fax.06-6774-0139　◇地下鉄日本橋駅から徒歩3分　  

http://www.momodani.net/
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大阪市西区 Osaka-shi, Nishi-ku

大阪教会［日基教団］

〒550-0002　大阪市西区江戸堀1-23-17　Tel.06-6441-

3070 Fax.06-6441-2840　◇地下鉄四つ橋線肥後橋駅8番

出口から西へ徒歩5分　◇創立／1874年（221人）　◇岡

村 恒、村上 修平　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.osaka-church.net/

大阪九條教会［日基教団］

〒550-0025　大阪市西区九条南2-18-26　Tel&Fax.06-

6582-1218　◇阪神九条駅から徒歩2分　◇創立／1913年

（196人）　◇津田 一夫　◇礼拝／10:30

大阪中華基督教長老会［単立／独立］

〒550-0014　大阪市西区北堀江3-12-30　Tel.06-6541-

0385 Fax.06-6541-0435　◇地下鉄西長堀駅から徒歩1

分　◇創立／1954年（100人）　◇温 宏欣　◇礼拝／

10:30

大阪西教会［日キ教会］

〒550-0013　大阪市西区新町3-1-12　Tel.06-6531-6680 

Fax.06-6531-6900　◇地下鉄千日前線西長堀駅から徒歩5

分　◇創立／1879年（269人）　◇黒田 浩史　◇礼拝／

10:15　◇特色／大阪女学院のヘール宣教師によって創立

された伝統的プロテスタント教会です。

【HP】http://www.osaka-nishi.org/

川口基督教会（主教座聖堂）［聖公会］

〒550-0021　大阪市西区川口1-3-8　Tel.06-6581-5061 

Fax.06-6581-4433　◇バス88番「川口1丁目」停すぐ　◇

創立／1890年（363人）　◇内田 望　◇礼拝／10:30

大阪市西成区 Osaka-shi, Nishinari-ku

大阪救霊会館［ペンテコステ教団］

〒557-0002　大阪市西成区太子1-1-14　Tel.06-6632-5820 

Fax.06-6634-3577　◇JR新今宮駅東口から徒歩1分　◇

創立／1950年（400人）　◇榮 一仰、榮 トミエ、榮 恵吏也、

榮 眞利子　◇礼拝／10:15

大阪西成教会［KCCJ］

〒557-0033　大阪市西成区梅南2-4-29　Tel.06-6658-4203 

Fax.06-6658-4512　◇地下鉄花園町駅4番出口から徒歩5

分　◇創立／1923年（140人）　◇金 武士、金 元治　◇

礼拝／9:30,11:00,14:30　◇特色／韓日、同時通訳あり。

釜ヶ崎伝道所［日基教団］

〒557-0004　大阪市西成区萩之茶屋2-5-23 いこいの家　

Tel&Fax.06-6632-6277　◇JR新今宮駅から徒歩5分　◇

創立／1961年（1人）　◇米加田 周子　◇礼拝／10:30

岸之里キリスト教会［フリーメソ］

〒557-0054　大阪市西成区千本中2-7-9　Tel.06-6657-

2148 Fax.06-6653-0701　◇地下鉄四ツ橋線岸里駅から徒

歩8分　◇創立／1921年（257人）　◇畑野 順一、松永 

勝　◇礼拝／10:30

【E-Mail】jfmkishi.pastor-jun@juno.ocn.ne.jp

大阪恵美須教会［MJD］

〒556-0003　大阪市浪速区恵美須西1-3-4 坂本ビル1F ジ

ャコジャコアンドワールド大阪支店気付　Tel&Fax.06- 

6647-4400 Tel.06-6647-4800　◇地下鉄堺筋線恵美須町

駅　◇閔 大基、林 東煥　◇礼拝／11:00,19:30

【HP】http://www.mjdtmi.com/

大阪聖光教会［日基教団］

〒556-0024　大阪市浪速区塩草2-7-16-1　Tel&Fax.06-

6646-1009　◇JR芦原橋駅から徒歩5分　◇創立／1994年

（9人）　◇崔 炳九、朴 敬和　◇礼拝／11:00,13:30　◇外

国語／韓国語のみ　◇特色／礼拝は韓国語のみで行われ

ています。日本語への通訳はあります。

【E-Mail】choi1009jp@yahoo..co.jp

大阪南教会［KCCJ］

〒556-0006　大阪市浪速区日本橋東2-1-20　Tel.06-6632-

2879　◇地下鉄堺筋線四天王寺夕陽ケ丘駅から徒歩8

分　◇朴 鴻淳　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語

主愛教会［在日韓国メソジスト］

〒556-0014　大阪市浪速区大国2-6-16　Tel.06-6648-0201 

Fax.06-6648-0212　◇JR今宮駅から徒歩2分　◇創立／

1999年（30人）　◇李 柱扶、李 恵永　◇礼拝／11:00　

◇外国語／韓国語　◇いのち／090-9092-4401　◇特色

／韓国語で礼拝しています。日本語の同時通訳あります。

毎日曜日に子供韓国語教室を行います。

【HP】http://club.cyworld.com/osakajoosarang/

【E-Mail】leejubu01@hotmail.net

日本サラン伝道所［KCCJ］

〒556-0014　大阪市浪速区大国1-3-4 レックビル4Ｆ　

Tel&Fax.06-6634-0301　◇地下鉄大国駅から徒歩5分　

◇創立／2000年（29人）　◇金 在一　◇礼拝／11:00,

14:00　◇外国語／韓国語(11:00,14:00)　◇特色／11:00か

らの礼拝は日本語の通訳があります。

フルゴスペル大阪教会＝大阪純福音教会
［JFGA］

〒556-0015　大阪市浪速区敷津西2-16-11　Tel.06-6649-

4076 Fax.06-6649-4078　◇地下鉄御堂筋線大国町駅から

徒歩5分　◇創立／1987年（1800人）　◇鄭 大垣　◇礼

拝／9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00　◇外国語／韓国

語

【HP】http://www.fgoc.org

【E-Mail】osaka@fgc.org

ホープチャペル難波［フォースクエア］

〒556-0011　大阪市浪速区難波中1-14-12 エベンエゼルビ

ル4F　Tel&Fax.06-6634-1254　◇地下鉄なんば駅5番出

口から徒歩5分　◇創立／2005年　◇ジューン，ニコラス、

塩入 彰人　◇礼拝／10:30,14:00　◇特色／日曜日午前10

時30分及び午後4時より礼拝。日本語・英語同時通訳あり。

水曜日午後7時30分から祈祷会。

ホープチャペルナニワ［フォースクエア］

〒556-0021　大阪市浪速区幸町2-8-1 火民ビル2F　Tel. 

06-7173-0717　◇地下鉄千日前線桜川駅から徒歩5分　◇

金 容春
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【HP】http://nisiyodoc.blogspot.com/

出来島伝道所［日基教団］

〒555-0031　［連絡先：田村　〒555-0031　大阪府大阪市

西淀川区出来島3-2-5-401 Tel.06-6474-0019］　◇創立／

1957年（15人）　◇森口 あおい

大阪市東住吉区 Osaka-shi, Higashi-Sumiyoshi-ku

インタナショナル・チャーチ南大阪集会所
［NTM］

〒546-0012　大阪市東住吉区中野3-3-3 TYビル3F　Tel. 

06-6797-5914 Fax.072-878-4444　◇地下鉄谷町線駒川中

野駅から徒歩10分［連絡先：インタナショナル・チャー

チ　〒574-0011　大阪府大東市北条5-8-50 Tel.072-878-

3751］　◇創立／1985年（30人）　◇岩下 久美子　◇礼

拝／10:30　◇特色／火曜日午前10時30分より婦人の集

い。水曜日午後7時15分よりみことばの分かち合い。

大阪昭和教会［日基教団］

〒546-0035　大阪市東住吉区山坂4-18-10　Tel&Fax.06-

6692-6492　◇JR鶴ヶ丘駅から徒歩3分　◇創立／1930年

（63人）　◇上田 正昭　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日

午後1時30分から聖書を学ぶ会。毎月第1聖日の前の土曜

日の午後7時30分から夕礼拝を行っています。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~church/

【E-Mail】church@gaia.eonet.ne.jp

大阪新生教会［バプ同盟］

〒546-0033　大阪市東住吉区南田辺3-4-23　Tel.06-6691-

7125 Fax.06-6691-5054　◇地下鉄谷町線駒川中野駅から

徒歩10分　◇創立／1930年（45人）　◇武内 英和、武内 

美代子

大阪聖三一教会［聖公会］

〒546-0033　大阪市東住吉区南田辺5-5-8　Tel&Fax.06-

6692-2221　◇阪和線南田辺駅　◇創立／1873年（96人）　  

◇原田 光雄

大阪田辺教会［ナザレン］

〒546-0044　大阪市東住吉区北田辺4-2-11　Tel&Fax.06-

6714-1414　◇近鉄南大阪線北田辺駅から徒歩5分　◇長

妻 信行

北田辺教会［日キ教会］

〒546-0043　大阪市東住吉区駒川1-16-9　Tel&Fax.06-

6719-3670　◇近鉄南大阪線北田辺駅から徒歩3分　◇創

立／1897年（50人）　◇持田 克己　◇礼拝／10:30

【E-Mail】QQKF95C9@smile.ocn.ne.jp

グレース宣教会白鷺バイブルハウス［グレー

ス宣教会・福音自由］

〒546-0003　大阪市東住吉区今川3-6-7 ベルメゾン白鷺

202　Tel.06-6790-1048　◇JR平野駅から徒歩12分　◇創

立／2007年　◇堀内 顕　◇礼拝／14:30

東住吉キリスト教会［フリーメソ］

〒546-0013　大阪市東住吉区湯里5-10-7　Tel.06-6702-

1947 Fax.06-6702-5875　◇近鉄南大阪線矢田駅から徒歩

聖天伝道所［日基教団］

〒557-0055　大阪市西成区千本南1-17-14 タクトワン1F　

Tel&Fax.06-6656-2450　◇地下鉄岸里駅から徒歩8分［連

絡先：内坂 晃　〒565-0855　大阪府吹田市佐竹台6-3-11 

Tel.06-8633-6232］　◇創立／1981年（15人）　◇内坂 晃

玉出教会［日基教団］

〒557-0043　大阪市西成区玉出東2-1-14　Tel.06-6651-

0405 Fax.06-6651-0608　◇南海本線岸里玉出駅から徒歩

3分　◇創立／1902年（195人）　◇持田 行人、柴田 昭　

◇礼拝／10:15

【HP】http://www.tamadech.jp/

鶴見橋教会［日基教団］

〒557-0062　大阪市西成区津守2-1-28　Tel.06-6561-5112 

Fax.06-6561-8472　◇地下鉄四ツ橋線花園町駅から徒歩

15分　◇創立／1930年（38人）　◇田中 寛也、田中 直

子　◇礼拝／10:30

天下茶屋教会［日基教団］

〒557-0013　大阪市西成区天神ノ森1-9-12　Tel.06-6653-

1164　◇阪堺線聖天坂駅出口2から徒歩3分　◇創立／

1909年　◇石原 保彦

浪速教会（愛の家）［KCCJ］

〒557-0061　大阪市西成区北津守3-2-3　Tel.06-6561-

4712 Fax.06-6562-0109　◇南海高野線木津川駅から徒歩

5分　◇金 鐘賢

西成教会［日基教団］

〒557-0025　大阪市西成区長橋3-10-9　Tel.06-6562-1450 

Fax.06-6567-2627　◇地下鉄四つ橋線花園町駅から徒歩

10分　◇創立／1912年（11人）　◇金井 愛治　◇外国語

／韓国語

西成小隊［救世軍］

〒557-0014　大阪市西成区天下茶屋1-16-8　Tel&Fax.06-

6661-3590　◇地下鉄四つ橋線花園町駅から徒歩5分　◇

創立／1953年（50人）　◇立石 達成、立石 貴美子　◇礼

拝／8:00,10:45　◇特色／「一人の魂ほろぶるも父のみむ

ねにあらざればたずねて救いに導くは救世軍の目的（めあ

て）なり」（救世軍歌）

西成めぐみ教会［単立／独立］

〒557-0004　大阪市西成区萩之茶屋2-5-13　◇JR新今宮

駅から徒歩8分　◇創立／1991年　◇野上 綾男　◇礼拝

／10:00

ベテスダキリスト教会［神の家族］

〒557-0034　大阪市西成区松3-11-17　Tel.06-6659-2730 

Fax.06-6659-2731　◇南海高野線西天下茶屋駅から徒歩

10分　◇兪 ヨハネ、尹 金子、朴 秀蓮

大阪市西淀川区 Osaka-shi, Nishi-Yodogawa-ku

大阪西淀川教会［日基教団］

〒555-0023　大阪市西淀川区花川2-18-6　Tel.06-6471-

2963　◇JR塚本駅から徒歩10分　◇創立／1928年（20人）　  

◇中道 基夫　◇礼拝／10:30
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拝／11:00

勝山ミニ・チャーチ［単立／独立］

〒537-0023　大阪市東成区玉津2-18-36　Tel&Fax.06-

6981-3217　◇JR鶴橋駅から徒歩9分　◇創立／1992年（3

人）　◇河原 和子　◇礼拝／9:00(日曜),11:00(土曜)　◇

特色／過越祭り、五句祭、仮庵祭りなどの聖書の祭りをし

ております。くわしくは、インターネットをごらんください。

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~kymc/

日本キリスト合同東成教会［単立／独立］

〒537-0014　大阪市東成区大今里西1-25-11　Tel.06-

6981-7319 Fax.06-6981-7330　◇地下鉄千日前線今里駅

から徒歩3分　◇創立／1947年（60人）　◇谷口 和男、谷

口 和、谷口 恵　◇礼拝／10:30

【HP】http://bakuchan.com/church/

緑橋キリスト教会［単立／独立］

〒537-0011　大阪市東成区東今里2-1-19 西善ビル3F　

Tel&Fax.06-6977-1252　◇地下鉄中央線緑橋駅から徒歩

10分　◇福本 義三（信徒）、吉永 浩明（信徒）、木村 伸

次（信徒）　◇礼拝／10:00

大阪市東淀川区 Osaka-shi, Higashiyodogawa-ku

アロハ・アッセンブリー大阪聖書教会［単立／独立］

〒533-0006　大阪市東淀川区上新庄2-14-18　Tel&Fax. 

06-4809-2263　◇阪急京都線上新庄駅から徒歩4分　◇

創立／1994年（9人）　◇宮下 篤也、宮下 孝子　◇礼拝

／11:00,17:00　◇特色／ウクレレによる礼拝とゴスペルフ

ラの練習あり。神の恵みの福音に生かされ、地域と国内外

で仕えることが目標。

【HP】http://www.geocities.jp/osakabiblechurch/

【E-Mail】atsuya-takako@kit.hi-ho.ne.jp

大阪相川教会［日基教団］

〒533-0007　大阪市東淀川区相川3-15-4　Tel&Fax.06-

6349-4251　◇阪急京都線相川駅東出口から徒歩10分　

◇創立／1956年（105人）　◇田主 忠信　◇礼拝／10:30

大阪淡路教会［日基教団］

〒533-0023　大阪市東淀川区東淡路2-7-5　Tel&Fax.06-

6320-5015　◇阪急京都線淡路駅から徒歩5分　◇創立／

1950年（48人）　◇舘山 英夫　◇礼拝／10:30

大阪教会［改革派］

〒533-0031　大阪市東淀川区西淡路3-1-47　Tel&Fax.06-

6322-4703　◇JR東淀川駅から徒歩7分　◇創立／1956年

（71人）　◇大宮 季保　◇礼拝／10:30　◇特色／詳細は

ホームページで！

【HP】http://homepage3.nifty.com/oosakacrcj/

東淀川教会［日基教団］

〒533-0031　大阪市東淀川区西淡路2-10-9　Tel.06-6326-

7000　◇JR東淀川駅から徒歩10分　◇創立／1959年（8人）　  

◇金田 恆孝　◇礼拝／10:30　◇特色／全員聖餐受領を

勧めています。臨床心理士によるカウンセリングを行って

います。

12分　◇創立／1923年（141人）　◇小暮 智久　◇礼拝

／10:30　◇テレホン／06-6704-2422　◇特色／ホームペ

ージに毎週の礼拝説教を掲載中。土曜午後2時〜4時の「ゆ

ざと文庫」で図書の貸出しをしています。

【HP】http://www31.ocn.ne.jp/~higashisumiyoshi/

【E-Mail】fm1947@ci.mbn.or.jp

東住吉キリスト集会［単立／独立］

〒546-0043　大阪市東住吉区駒川1-1-19　Tel.06-4301-

0875 Fax.06-4301-0876　◇近鉄南大阪線北田辺駅から徒

歩5分　◇山森 一裕

【HP】http://www.bible-hca.com/

東住吉クリスチャンの集い［CCNZ日本］

〒546-0011　大阪市東住吉区針中野1-12-15 藤森晋一方　  

Tel&Fax.06-6709-9119　◇地下鉄谷町線駒川中野駅から

南へ徒歩5分［連絡先：大阪教会　〒565-0836　大阪府吹

田市佐井寺4-53-3 Tel.06-6387-8178］　◇創立／1994年　

◇藤森 真人　◇礼拝／11:00　◇特色／お問合せ先は連

絡先へ。

【E-Mail】higashisumiyoshi@ccnz.jp

平野キリスト福音教会中野チャペル［アッセン

ブリー］

〒546-0012　大阪市東住吉区中野3-3-12　◇小泉 智行、

小泉 智恵子

大阪市東成区 Osaka-shi, Higashinari-ku

エム・ビー・大阪バイブルチャーチ［MB］

〒537-0003　大阪市東成区神路3-12-24　Tel.06-6981-

2533 Fax.06-6975-2521　◇地下鉄千日前線新深江駅から

徒歩6分　◇創立／1961年　◇3田 惠

大阪第一教会［KCCJ］

〒537-0012　大阪市東成区大今里3-8-15　Tel&Fax.06-

6981-7170　◇地下鉄今里駅から徒歩5分　◇崔 鍾福、李 

海春、金 吉子、仁尾 圭子　◇礼拝／11:00　◇外国語／

韓国語、日本語

大阪玉造キリストの教会［キリストの教会］

〒537-0024　大阪市東成区東小橋1-10-3 ゴイチ駅前ビル

2F　Tel&Fax.06-6973-0201　◇JR玉造駅から徒歩1分［連

絡先：Tel.090-3676-0088］　◇創立／2003年（12人）　◇

芦田 善人（信徒）　◇礼拝／11:00　◇特色／日曜日午前

10時15分から「聖書の学び」を行っております。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~kalpos/

【E-Mail】shalom-ashida.1106@ezweb.ne.jp

大阪中央教会［単立／独立］

〒537-0023　大阪市東成区玉津3-1-33　Tel.06-6973-5540　  

◇JR鶴橋駅から徒歩4分　◇創立／1984年（82人）　◇高 

永守、朴 範成　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語　◇

特色／日本語同時通訳ある。

【HP】http://www.chuo.co.kr

大阪萬民祝福教会［単立／独立］

〒537-0013　大阪市東成区大今里南1-22-14 今里ビル4F　  

Tel&Fax.06-6977-0677　◇申 晟秀、申 タサロム　◇礼
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10 Tel.06-6792-2325］　◇創立／1974年（34人）　◇中村 

尚子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分から

祈り会。火曜日に共同保育、地域の方向け昼食会などが

あります。野宿者支援活動あり。

【HP】http://www.kawachi.zaq.ne.jp/rustico/hiranobc.htm

【E-Mail】nirono.bc@s3.dion.ne.jp

八尾福音教会平野チャペル［JEC］

〒547-0046　大阪市平野区平野宮町1-2-12　Tel&Fax.06-

6791-3606　◇JR平野駅から徒歩2分　◇創立／1989年

（28人）　◇実光 晴世、鄭 江溶、糸田 崇司　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜10：30婦人会、第1・3日曜15：00スペ

イン語礼拝、第2・4日曜13：30若者向け、土曜15：00Jクラ

ス

【E-Mail】hirano@jec-net.org

八尾南福音教会出戸バイブルチャーチ［JEC］

〒547-0015　大阪市平野区長吉長原西1-5-25　Tel.06-

6701-1046　◇地下鉄谷町線出戸駅から徒歩3分　◇創立

／1992年　◇福島 敏雄　◇礼拝／10:30

【E-Mail】dedo@jec-net.org

大阪市福島区 Osaka-shi, Fukushima-ku

海老江教会［キリスト伝道隊］

〒553-0001　大阪市福島区海老江8-9-26　Tel.06-6458-

7448 Fax.06-6458-6800　◇阪神電車淀川駅から徒歩5分　  

◇創立／1949年（40人）　◇吉村 雅憲　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10：30祈祷会

【E-Mail】y01221206@yahoo.co.jp

大阪キリスト教会［ホーリネス］

〒553-0001　大阪市福島区海老江2-6-5　Tel&Fax.06-

6458-0249　◇野田阪神駅から徒歩3分　◇創立／1951年　  

◇岡田 信常、岡田 啓子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1a.biglobe.ne.jp/osaka-ch/

【E-Mail】n-okada@sb3.so-net.ne.jp

大阪セントラルグレースチャペル［MB］

〒553-0005　大阪市福島区野田3-7-4　Tel&Fax.06-6462-

4646　◇地下鉄玉川駅6番口から徒歩1分　◇創立／1957

年（60人）　◇大山 明　◇礼拝／9:00.10:30　◇特色／ 

交通の便が大変良く、旅行や出張の折に来られる方も多

い教会です。ゴスペル教室なども行われています。

【HP】http://www.cwo.zaq.ne.jp/grace/

【E-Mail】grace@cwo.zaq.ne.jp

大阪西野田教会［日基教団］

〒553-0004　大阪市福島区玉川4-2-3　Tel&Fax.06-6445-

3153　◇JR野田駅から徒歩7分　◇創立／1956年（50人）　  

◇高橋 順、高橋 容子　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日

午後3時30分から英会話教室。毎月第4木曜日午前10時か

ら未就園児とお母さんのためのたんぽぽクラブ。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~nishinoda-ch/

【E-Mail】osaka-nishinoda-ch@zeus.eonet.ne.jp

大阪福島教会［日基教団］

〒553-0003　大阪市福島区福島7-19-16　Tel&Fax.06-

6451-1635　◇JR福島駅から徒歩5分　◇創立／1908年

淀川栄光教会［単立／独立］

〒533-0004　大阪市東淀川区小松4-3-28　Tel.06-6327-

5805 Fax.06-6327-5906　◇地下鉄端光四丁目駅からすぐ

［連絡先：山中 一正　〒533-0003　大阪府大阪市東淀川

区南江口2-4-29 Tel.06-6327-8832］　◇創立／1977年（100

人）　◇山中 一正、入江 愛禮、入江 浩史、西村 謙、末

次 馨、末次 尚子　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇

特色／礼拝出席者の半数以上が障害者（身体・知的・精

神等）です。教会の建物は全館バリアフリーで送迎・介

護にも対応しています。

【HP】http://www.oygc.sakura.ne.jp/

【E-Mail】info@oygch.org

淀川教会［日基教団］

〒533-0015　大阪市東淀川区大隅1-3-24　Tel&Fax.06-

6327-3881　◇阪急京都線上新庄駅から徒歩10分　◇創

立／1958年（44人）　◇杉本 常雄、杉本 美由紀　◇礼拝

／10:30,19:00　◇特色／毎聖日、朝と夕の礼拝があります。

パイプオルガンによる奏楽。教会の庭に日本一小さいチャ

ペルがあります。

【HP】http://www.geocities.jp/yodogawachurch21/

【E-Mail】yodogawakyoukai@yahoo.co.jp

大阪市平野区 Osaka-shi, Hirano-ku

喜連自由教会［日基教団］

〒547-0026　大阪市平野区喜連西1-11-11　Tel&Fax.06-

6704-6644　◇近鉄南大阪線針中野駅　◇創立／1931年

（31人）　◇岡山 牧人　◇礼拝／10:30

ジェネシスインターナショナルチャーチ［単

立／独立］

〒547-0016　大阪市平野区長吉長原4-18-41　Tel&Fax. 

06-6701-1666　◇地下鉄谷町線長原駅から徒歩1分　◇下

川 樹也、井上 かおり　◇礼拝／10:30

【HP】http://jesus-love.hoops.ne.jp/

【E-Mail】shimokawa@j-kakumi.com

平野キリスト教会［MB］

〒547-0032　大阪市平野区流町3-16-19　Tel&Fax.06-

6709-2138　◇地下鉄谷町線平野駅5番出口から徒歩10

分　◇創立／1958年（53人）　◇笹田 文章　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~mbhirano/

【E-Mail】mbhirano@zeus.eonet.ne.jp

平野キリスト福音教会［アッセンブリー］

〒547-0032　大阪市平野区流町1-8-19　Tel.06-6709-1563 

Fax.06-6709-1564　◇地下鉄谷町線平野駅5番出口から徒

歩2分　◇創立／1959年（135人）　◇小泉 智行、小泉 智

恵子　◇礼拝／10:30,11:00(月)　◇特色／礼拝は手話通

訳があります。月曜礼拝は午前11時より行っています。

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~aghirano/

【E-Mail】aghirano@jasmine.ocn.ne.jp

平野バプテスト教会［バプ連盟］

〒547-0043　大阪市平野区平野東4-4-13　Tel&Fax.06-

6708-5852　◇バス「平野公園前」停、徒歩5分［連絡先：

中村 尚子　〒547-0043　大阪府大阪市平野区平野東4-4-
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【E-Mail】takahara@j-mission.com

都島教会［日基教団］

〒534-0012　大阪市都島区御幸町2-6-17　Tel.06-6922-

1120 Fax.06-6922-1700　◇地下鉄野江内代駅から徒歩12

分　◇創立／1956年（42人）　◇井上 隆晶、久保見 誠　

◇礼拝／10:30　◇特色／東方典礼を取り入れた礼拝、毎

週聖餐があります。統一協会救出活動、精神障害者と共

に歩む活動をしています。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~miyakoch/

【E-Mail】miyakoch@eagle.ocn.ne.jp

都島中央キリスト教会［アッセンブリー］

〒534-0022　大阪市都島区都島中通3-2-12　Tel&Fax.06-

6921-4376　◇JR京橋駅から徒歩8分　◇創立／1963年

（35人）　◇片平 勝、片平 ともみ　◇礼拝／11:00

【E-Mail】miyakojima_ch@ybb.ne.jp

大阪市淀川区 Osaka-shi, Yodogawa-ku

活けるキリスト大阪一麦教会［単立一麦の群］

〒532-0005　大阪市淀川区三国本町2-12-18　Tel.06-

6393-9108 Fax.06-6393-0640　◇阪急三国駅から徒歩10

分　◇創立／1963年（114人）　◇原村 ヒデ子、光野 定

義　◇礼拝／7:30,10:10　◇特色／水曜日午前10時から聖

書の学び。火曜日〜土曜日午前6時から早天祈祷会。

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~ichibaku/

泉の園伝道所［単立／独立］

〒532-0006　大阪市淀川区西三国3-1-7　Tel.06-6393-

9262　◇清岡 悦子

大阪神愛教会［バプ同盟］

〒532-0028　大阪市淀川区十三元今里1-1-54　Tel&Fax. 

06-6302-0043　◇阪急京都本線十三駅西口から徒歩6

分　◇創立／1894年（83人）　◇益 巌　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/osakashin_ai/

大阪台湾教会［日基教団］

〒532-0027　大阪市淀川区田川2-3-40　Tel&Fax.06-

4805-8123　◇阪急京都本線十三駅から徒歩8分［連絡先：

Tel.06-6858-0782］　◇創立／1998年（48人）　◇劉 富

敬　◇礼拝／10:30　◇外国語／台湾語　◇いのち／06-

4805-8124　◇特色／①日曜礼拝後30分の聖書勉強会。

引き続き愛餐会があります。　②台湾語礼拝ですが、日

本語通訳があります。

大阪東十三教会［日基教団］

〒532-0023　大阪市淀川区十三東1-13-29　Tel&Fax.06-

6301-4019　◇阪急京都本線十三駅から徒歩5分　◇創立

／1927年（137人）　◇斎藤 成二　◇礼拝／10:30

キリストの光教会［単立／独立］

〒532-0023　大阪市淀川区十三東3-5-9-301　Tel&Fax. 

06-6302-5914　◇阪急京都本線十三駅から徒歩8分　◇

創立／1969年（30人）　◇礼拝／10:30

純福音大阪教会［在外国教団教派］

〒532-0002　大阪市淀川区東三国4-11-13　Tel.06-6391-

（86人）　◇海老原 佳奈子、海老原 道宣　◇礼拝／10:20

【HP】http://park19.wakwak.com/~osaka-fukushima/

大阪市港区 Osaka-shi, Minato-ku

大阪築港教会［KCCJ］

〒552-0016　大阪市港区三先2-11-9　Tel.06-6573-2540　

◇創立／1954年（27人）

ジーザス・フェイス・パティエンス＝J.F.P［単

立／独立］

〒552-0023　大阪市港区港晴1-8-4 松本 信章　Tel&Fax. 

06-6574-1336　◇地下鉄中央線朝潮橋から徒歩10分［連

絡先：松本 信章　〒660-0881　兵庫県尼崎市昭和通2-9-

19 Tel.06-6488-1568］　◇創立／2008年（12人）　◇松本 

信章、松本 光　◇礼拝／15:00,16:00

【HP】http://salon.qrip.jp/jfp/

【E-Mail】grace-hotanobu@tulip.ocn.ne.jp

港キリスト教会［MB］

〒552-0016　大阪市港区三先1-14-13　Tel.06-6571-4087 

Fax.06-6574-7669　◇JR朝潮橋駅から徒歩7分　◇創立

／1966年（32人）　◇砂山 智、園山 陽輔　◇礼拝／

10:30　◇特色／はじめて来られた方が、次週も来たいと

思うような礼拝をめざしている。月2回のゴスペル教室。

子供英語教室開催。

【HP】http://www.pbyk.net/minato/

港復活教会［日基教団］

〒552-0012　大阪市港区市岡2-7-8　Tel.06-6572-8820　

◇JR弁天町駅からバス「夕凪」停　◇創立／1957年（4人）　  

◇栃木 三代子　◇礼拝／10:30

港ルーテル教会［近畿教会］

〒552-0003　大阪市港区磯路2-2-18　Tel.06-6573-5922 

Fax.06-6573-5957　◇JR弁天町駅から徒歩7分　◇創立

／1970年（75人）　◇安東 けい子　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午前10時30分から聖書の学びと祈祷会

大阪市都島区 Osaka-shi, Miyakojima-ku

北大阪福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒534-0024　大阪市都島区東野田町4-1-10-101　Tel& 

Fax.06-6357-5430　◇JR京橋駅から徒歩10分［連絡先：

平野 嘉春　〒534-0024　大阪府大阪市都島区東野田町

4-1-10-803 Tel.06-6357-8786］　◇創立／1968年（85人）　

◇平野 嘉春、池上 真祈　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週

土曜日に子どもから大人まで、英会話教室を開いています。

日本ミッションセンターチャペル［日本ミッシ

ョン］

〒534-0012　大阪市都島区御幸町2-2-9　Tel.06-6923-

2212 Fax.06-6923-2284　◇地下鉄谷町線都島駅から徒歩

15分［連絡先：Tel.06-6923-2246］　◇創立／1957年（31

人）　◇高原 幸男、高原 恵子　◇礼拝／19:00(木)　◇特

色／木曜日午後7時から礼拝（映像を含め）。火曜日午前

10時から聖書研究会。

【HP】http://www.j-mission.com/
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◇近鉄安堂駅から徒歩3分　◇創立／1985年　◇堀内 

顕　◇礼拝／9:00

国分福音教会［JEC］

〒582-0026　柏原市旭ヶ丘3-1-29　Tel&Fax.072-977-

0339　◇近鉄大阪線河内国分駅西口から徒歩10分［連絡

先：富浦 好之　〒582-0026　大阪府柏原市旭ケ丘2-3-60 

Tel.072-977-9562］　◇創立／1975年（92人）　◇富浦 好

之、丸本 浩　◇礼拝／7:00,10:30　◇特色／木曜日午前

10時15分婦人会。土曜日午後7時30分祈り会。

【HP】http://kokubuec.net/

【E-Mail】kokubu@jec-net.org

交野市 Katano-shi

交野教会［日基教団］

〒576-0061　交野市東倉治4-2-15　Tel&Fax.072-891-

1523　◇JR津田駅から徒歩8分　◇創立／1954年（78

人）　◇久木 哲　◇礼拝／10:15　◇特色／木曜日午前10

時15分から祈祷会。

交野キリスト教会［長老教会］

〒576-0052　交野市私部7-36-14　Tel&Fax.072-893-6767　  

◇京阪交野線交野市駅から徒歩15分［連絡先：小形 真

訓　〒576-0053　大阪府交野市郡津4-7-6］　◇創立／

1974年（27人）　◇小形 真訓　◇礼拝／10:40

【HP】http://katanochrist.bufsiz.jp/

交野バプテスト教会［単立／独立］

〒576-0034　交野市天野が原町2-45-24　Tel&Fax.072-

892-1522　◇京阪交野線交野市駅から徒歩12分［連絡先：

大槻 紀夫　〒658-0072　兵庫県神戸市東灘区岡本3-2-12 

Tel.078-219-7307］　◇創立／1993年（39人）　◇大槻 紀

夫　◇礼拝／10:00

カリスチャペル［単立／独立］

〒576-0053　交野市郡津3-73-5　Tel.072-893-8517 Fax. 

072-893-8518　◇京阪交野線郡津駅から徒歩6分　◇創

立／1961年（500人）　◇村上 好伸、村上 民子、村上 愛

信、村上 彩子、中村 友紀、林 興圭、金 貞姫　◇礼拝／

8:00,10:30　◇外国語／手話(10:30)　◇特色／半世紀の恵

みと祝福の土台の上に、豊かな恵みと愛に満たされる教

会です。

【HP】http://www.charis.or.jp/

【E-Mail】direct@charis.or.jp

ホーリーバイブルチャーチ［単立／独立］

〒572-0802　交野市私部西2-18-2　Tel.072-894-3155 

Fax.072-894-3150　◇創立／1981年（50人）　◇村田 艶

4358　◇御堂筋線東三国駅から徒歩1分　◇創立／1980

年（30人）　◇金 鐘順、金 光成　◇礼拝／11:00　◇特

色／水曜日午後７時30分から祈祷会。

【HP】http://kyoukai.fc2web.com

新大阪第一アッセンブリー教会［アッセンブリー］

〒532-0006　大阪市淀川区西三国2-14-14　Tel.06-6393-

1212 Fax.06-6393-1211　◇阪急宝塚線三国駅から徒歩10

分　◇創立／1958年（500人）　◇西海 栄悦、西海 祥子

聖贖主教会［聖公会］

〒532-0028　大阪市淀川区十三元今里3-1-72　Tel.06-

6302-7945 Fax.06-6302-7955　◇阪急十三駅から徒歩10

分　◇創立／1908年（81人）　◇大西 修、宇野 徹

新高ハウスチャーチ［ワールドミッション］

〒532-0033　大阪市淀川区新高1-13-40-208　Tel&Fax. 

06-6394-7068　◇阪急神戸線神崎川駅　◇中谷 紀美

ブレッシングチャーチインターナショナル
［単立／独立］

〒532-0012　大阪市淀川区木川東2-5-17　Tel.06-6885-

1521 Fax.06-6325-1614　◇阪急南方駅から徒歩10分　◇

創立／1995年（50人）　◇中野 祐成　◇礼拝／11:30

【HP】http://www.bci.or.jp/

【E-Mail】mail@blessingchurch.org

貝塚市 Kaizuka-shi

貝塚教会［日基教団］

〒597-0073　貝塚市脇浜1-3-28　Tel&Fax.072-432-0446　  

◇JR貝塚駅から徒歩8分　◇創立／1952年（12人）　◇菅

野 正夫　◇礼拝／10:00

貝塚聖書教会［FKK］

〒597-0051　貝塚市王子447-5　Tel.072-439-3580 Fax. 

072-425-6371　◇JR和泉橋本駅から徒歩8分　◇創立／

1985年（53人）　◇池尻 良一　◇礼拝／10:30,19:30

柏原市 Kashiwara-shi

柏原教会［イエス・キリスト］

〒582-0007　柏原市上市1-4-3　Tel.072-972-0020 Fax. 

072-972-6500　◇JR柏原駅から徒歩3分　◇創立／1932

年（160人）　◇西本 耕一、西本 秀子　◇礼拝／9:00,

10:30,19:30　◇特色／日曜礼拝午前9時からと10時30分よ

り。夕拝は午後7時30分からあります。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~osaka-kashiwara/

久宝教会［日基教団］

〒582-0026　柏原市旭が丘3-13-45 （特養）大阪「好意の

庭」　Tel.072-976-0090 Fax.072-976-0096　◇近鉄大阪線

河内国分駅　◇創立／1959年（28人）　◇小林 達夫、泉 

十次　◇礼拝／10:30

グレース宣教会柏原会堂［グレース宣教会・福音

自由］

〒582-0017　柏原市太平寺1-13-18　Tel.072-973-2145　

http://www.charis.or.jp/
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河内長野市 Kawachinagano-shi

河内長野教会［日基教団］

〒586-0016　河内長野市西代町10-19　Tel.0721-52-2323 

Fax.0721-52-2164　◇南海高野線河内長野駅西口から徒

歩10分　◇創立／1905年（259人）　◇堀地 正弘、堀地 

敦子　◇礼拝／10:15,18:00

【HP】http://kawachinagano.church.jp/

河内長野聖書教会［MB］

〒586-0034　河内長野市上田町155-1　Tel.0721-65-0273 

Fax.0721-64-9606　◇南海高野線三日市町駅から徒歩10

分　◇創立／1980年（55人）　◇南野 浩則　◇礼拝／

10:30

河内長野みぎわ教会［日基教団］

〒586-0014　河内長野市長野町6-14　Tel&Fax.0721-52-

5889　◇南海高野線河内長野駅東口から南へ徒歩3分　

◇創立／1980年（56人）　◇五島 勝　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.kmigiwa.net/

千代田福音教会［JEC］

〒586-0018　河内長野市千代田南町1-30　Tel&Fax.0721- 

53-9637 Tel.0721-52-6608　◇南海高野線千代田駅から徒

歩2分　◇創立／1978年（100人）　◇藤井 正明、藤井 令

子、古川 美津子　◇礼拝／10:30

【HP】http://chiyoda-jec.org/

【E-Mail】chiyoda@jec-net.org

南花台キリスト教会［単立／独立］

〒586-0077　河内長野市南花台4-15-1　Tel&Fax.0721-

60-2244　◇南海高野線三日市駅からバス「南花台3丁目

南」停、徒歩2分　◇深井 晃　◇礼拝／10:30

ニューライフキリスト教会［JBM.］

〒586-0077　河内長野市南花台3-6-51　Tel&Fax.0721-

65-0929　◇南海高野線三日市駅からバス10分［連絡先：

春名 裕　〒586-0077　大阪府河内長野市南花台3-1-3-503 

Tel.0721-63-0243］　◇創立／1987年（44人）　◇春名 裕、

三堂 弘治　◇礼拝／7:00(第1聖日のみ),10:30　◇特色／

賛美が楽しく、明るく、温かいアットホームな教会。クリ

スチャンホームの育成を目指しています。

【HP】http://www.geocities.jp/jbm_newlife/

【E-Mail】hyyr_hal@fuga.ocn.ne.jp

岸和田市 Kishiwada-shi

岸和田北聖書教会［FKK］

〒596-0005　岸和田市春木旭町30-3　Tel&Fax.072-443-

1795　◇南海線春木駅から徒歩5分　◇創立／1973年（48

人）　◇栗原 純人　◇礼拝／10:30　◇特色／お隣りの忠

岡町において伝道活動をしています。

【E-Mail】nkbc@church.jp

岸和田教会［カナン教団］

〒596-0061　岸和田市大北町12-7　Tel.072-431-2821 

Fax.072-431-2937　◇南海電鉄岸和田駅から徒歩20分　

◇創立／1955年　◇松田 勝　◇礼拝／10:30

子、横路 なおみ

星田チャペル［MB］

〒576-0017　交野市星田北7-6-10　Tel&Fax.072-891-

9159　◇JR星田駅から徒歩3分　◇創立／1998年（49人）　  

◇田中 芳文　◇礼拝／10:30　◇特色／幼児から高齢者

まで、笑顔いっぱいの駅前教会。バス停前。駐車場あり。

賛美礼拝、映画会、読み聞かせも！

門真市 Kadoma-shi

大阪キリスト栄光教会［オープン・バイブル］

〒571-0046　門真市本町21-15　Tel&Fax.06-6901-9061　  

◇京阪電鉄西三荘駅から徒歩2分　◇創立／1988年（55人）　  

◇福田 章男、斉藤 真理子、朴 昌洙　◇礼拝／11:00,

18:30　◇テレホン／06-6901-9062　◇特色／日曜朝11

時、夕18時30分礼拝があります。平日水曜・金曜祈祷会、

英会話・韓国語教室。英語でのバイブル教室有。

【HP】http://openeyes-ocgc.com/

【E-Mail】openeyes@fine.ocn.ne.jp

門真兄弟伝道所［日基教団］

〒571-0004　門真市上島頭525-1 大阪キリスト教社会館

内　Tel.072-833-0140 Fax.072-883-7333　◇京阪本線大

和田駅　◇創立／1976年（3人）　◇小島 勇

門真キリスト教会［バプ同盟］

〒571-0078　門真市常盤町25-29　Tel&Fax.072-882-

3958　◇京阪大和田駅から徒歩8分　◇創立／1963年　

◇田島 慶康、田島 由利

【HP】http://www.kadoma-church.com/

【E-Mail】kadoma-c@hotmail.co.jp

門真キリスト教会［アッセンブリー］

〒571-0016　門真市島頭4-6-8　Tel.072-882-1599 Fax. 

072-882-7027　◇京阪電鉄大和田駅からバス「門真団地」

停、徒歩3分　◇創立／1980年（46人）　◇前川 圭司　

◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／日曜日午前9

時教会学校、10時30分礼拝。第1日曜日午後1時30分修養会、

第2日曜午後1時30分婦人会。水曜日午後7時30分祈祷会。

門真キリスト恵み教会［単立／独立］

〒571-0011　門真市脇田町20-15　Tel.072-800-2205　◇

地下鉄長堀鶴見緑地線門真南駅から車8分　◇創立／

1998年（7人）　◇山岸 登、室木 太　◇礼拝／10:30　◇

特色／聖書を神の完全霊感の書であると強固に確信しイ

エス・キリストによる救いの福音をまっすぐに伝えていま

す。

【E-Mail】kadoma_christ@yahoo.co.jp

門真バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒571-0067　門真市石原町8-14　Tel.06-6901-0813 Fax. 

072-881-8604　◇白井 公郎、白井 まさみ、林 恵

【HP】http://www.kinpouden.com/kadoma/

【E-Mail】kadoma@kinpouden.com
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堺市北区 Sakai-shi,Kita-ku

金岡キリスト恵み教会［単立／独立］

〒591-8025　堺市北区長曾根町1545　Tel&Fax.072-254-

2424　◇地下鉄御堂筋線新金岡駅から徒歩10分　◇創立

／1982年（65人）　◇山岸 登、酒井 孝吉　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.geocities.jp/kanaoka_christ_grace/

【E-Mail】kanaoka1962@yahoo.co.jp

堺教会［日基教団］

〒591-8043　堺市北区北長尾町2-5-5　Tel.072-252-1947 

Fax.072-254-2409　◇阪和線堺市駅から徒歩2分　◇創

立／1920年（208人）　◇石黒 悦雄、須賀 工　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.sakai-ch.jp/

堺キリスト教会［バプ連盟］

〒591-8023　堺市北区中百舌鳥町6-1040-44　Tel.072-

252-4929 Fax.072-252-4990　◇南海高野線白鷺駅から徒

歩2分　◇創立／1968年（152人）　◇平良 仁志　◇礼拝

／10:00　◇特色／落ちついた雰囲気の中で、みことばに

集中し、みことばから、主の慰めと励ましを与えられる礼

拝をめざしている。

堺神愛教会［単立／独立］

〒591-8045　堺市北区南長尾町2-4-13　Tel&Fax.072-

251-9082　◇JR堺市駅から徒歩5分　◇創立／1968年　

◇竹原 温子　◇礼拝／10:30

堺伝道所［東洋ローア］

〒591-8025　堺市北区長曾根町183-5 じばしん南大阪（郵

便物の差出不可）　◇地下鉄御堂筋線なかもず駅から徒歩

3分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-

0434　埼玉県入間郡毛呂山町市場1132-1］　◇創立／

2004年（27人）　◇足立 幸典　◇礼拝／10:30,13:30　◇

外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師による

聖書のお話は手話で行われます。音声への通訳はありま

せん。

チャペル・こひつじ［単立／独立］

〒591-8023　堺市北区中百舌鳥町2-87　Tel&Fax.072-

255-7707　◇地下鉄御堂筋線なかもず駅から徒歩1分　

◇創立／1996年（63人）　◇鷹取 裕成　◇礼拝／10:30,

19:45　◇テレホン／072-55-0944　◇特色／聖書一日一

章の御言葉によって導かれている自由で気楽な教会です。

ゴスペル、ヨガ、書道、絵本読み聞かせ。

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~bible/

野遠キリスト教会［単立／独立］

〒591-8013　堺市北区野遠町283　Tel.072-252-0064　◇

創立／1956年（10人）　◇水原 一弘、吉岡 祐　◇礼拝／

10:00

【E-Mail】m-kaz@kce.biglobe.ne.jp

ペトラ教会［ペンテコステ教団］

〒591-8021　堺市北区新金岡町5-4-104-2Ｆ　Tel&Fax. 

072-255-0690　◇地下鉄御堂筋線新金岡駅2番出口から東

へ徒歩5分　◇創立／2008年　◇白 承日　◇礼拝／9:00,

岸和田教会［日基教団］

〒596-0073　岸和田市岸城町28-15　Tel&Fax.072-423-

0145　◇南海本線蛸地蔵駅西出口から徒歩5分　◇創立

／1885年（74人）　◇石井 和典　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kishiwadachurch@yahoo.co.jp

岸和田キリスト教会［アッセンブリー］

〒596-0825　岸和田市土生町2-25-20　Tel.072-438-3984 

Fax.072-438-3920　◇JR東岸和田駅から徒歩7分　◇中

谷 智子、中谷 拓司

岸和田聖書教会［FKK］

〒596-0045　岸和田市別所町1-3-17　Tel.072-422-1961 

Fax.072-422-1963　◇南海電鉄岸和田駅から徒歩4分　◇

創立／1953年（110人）　◇岸田 誠一郎　◇礼拝／

7:30,10:30　◇特色／地域に根ざしながら、礼拝を大切に。

聖書に親しむことに重点を置いてます。コンサートなどの

企画も多いです。

【HP】http://www9.plala.or.jp/kishiwada-BC/

【E-Mail】kbc@agate.plala.or.jp

岸和田東聖書教会［FKK］

〒596-0821　岸和田市小松里町1-29　Tel&Fax.072-444-

7650　◇JR下松駅から徒歩5分　◇創立／1978年（57

人）　◇中野 博誉　◇礼拝／7:00,10:30　◇特色／平日毎

朝6時より祈り会。牧師によるピアノコンサートを適宜開

催。英会話クラス、小グループの交わり等有り。

【HP】http://kebc.jp/

【E-Mail】kebc.jp@gmail.com

岸和田福音キリスト教会［単立／独立］

〒596-0826　岸和田市作才町1-5-4　Tel&Fax.072-438-

2141　◇南海本線岸和田線から徒歩10分［連絡先：横谷 

俊一　〒596-0827　大阪府岸和田市上松町511-134 Tel. 

072-428-5211］　◇横谷 俊一　◇礼拝／10:30　◇特色／

木曜日午後2時から聖書研究祈祷会。オカリナ練習と聖書

研究の集いは毎月第3火曜日午後2時から。

岸和田復活教会［聖公会］

〒596-0073　岸和田市岸城町3-4　Tel&Fax.072-422-

6224　◇JR岸和田駅から徒歩10分　◇創立／1901年（80

人）　◇西川 征士　◇礼拝／7:00

【HP】http://www.nskk.org/kyoto/kishiwada/

久米田教会［日基教団］

〒596-0812　岸和田市大町4-6-15　Tel&Fax.072-445-

2368　◇JR久米田駅から徒歩10分　◇創立／1938年（12

人）　◇樋口 洋一　◇礼拝／10:30　◇特色／点字聖書・

点字讃美歌を完備。週報も全文を点訳して、毎週ご用意

させていただきます。

【E-Mail】x-oboosan@ca.wakwak.com

春木伝道所［KCCJ］

〒596-0023　岸和田市八幡町11-17　Tel&Fax.072-233-

5382　◇南海本線春木駅から徒歩10分
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堺教会［KCCJ］

〒590-0963　堺市堺区少林寺町東2-2-24　Tel&Fax.072-

233-5382　◇阪堺電軌阪堺線寺地駅から徒歩2分　◇創

立／1927年（80人）　◇金 永柱　◇礼拝／11:00　◇外

国語／韓国語　◇特色／礼拝は韓国語（日本語の通訳）、

第2聖日は日本語（韓国語の通訳）。

堺キリスト教会［フリーメソ］

〒590-0022　堺市堺区中三国ケ丘町3-1-16　Tel&Fax. 

072-221-4754　◇南海高野線堺東駅から徒歩5分　◇創

立／1957年（45人）　◇瀬藤 美幸　◇礼拝／10:30　◇

特色／初めての方も、週日もゆっくりお話伺える時間を、

とても大切に心備えています。あなた様の幸いを祈りつ

つ！

【E-Mail】fmsakai_c@ybb.ne.jp

堺キリスト教会［アッセンブリー］

〒590-0005　堺市堺区南清水町2-2-10　Tel.072-232-5743 

Fax.072-224-3090　◇南海高野線浅香山駅から徒歩5分　

◇創立／1972年（89人）　◇玉川 吉昭、玉川 有美子　◇

礼拝／9:00,11:00,13:15　◇外国語／手話(13:15)　◇特色

／「いのちにあふれた礼拝」「セルグループによる相互牧

会及び宣教」「スタッフの育成」を目指しています。

【HP】http://jagsakai.net

【E-Mail】jaog_sakai@ybb.ne.jp

堺清水橋教会［日基教団］

〒590-0943　堺市堺区車之町東1-1-23　Tel&Fax.072-

229-3267　◇阪堺電軌阪堺線花田口駅から徒歩3分［連絡

先：宮本 ゆき　〒567-0048　大阪府茨木市北春日丘1-8 

A507］　◇創立／1895年（23人）　◇宮本 ゆき　◇礼拝

／11:00　◇特色／教師はバイリンガル（日本語・英語）

です。手話もできます。教会で手話サークルを開きたいと

願っています。

【HP】http://sakaishimizubashi.com/index.php?FrontPage

【E-Mail】mevaseret.38mo10@nifty.com

堺みくに教会［改革派］

〒590-0025　堺市堺区向陵東町2-7-17　Tel&Fax.072-

259-1956　◇南海高野線百舌鳥八幡駅から徒歩3分　◇

創立／1973年（49人）　◇藤井 真　◇礼拝／10:30　◇

特色／毎月第3木曜日に「シャロンの会」という歌の会を

持っています。また「ミュージックベル」も練習しています。

【E-Mail】s.mikuni@jasmine.ocn.ne.jp

ホープチャペル堺［フォースクエア］

〒590-0000　堺市堺区向陵東町2-11-3 白雲102　Tel.072-

258-0475　◇南海高野線百舌鳥八幡駅から徒歩5分　◇

マッキー，クリス

ホサナ・キリスト教会［単立／独立］

〒590-0026　堺市堺区向陵西町4-11-15　Tel&Fax.072-

238-7044　◇南海高野線三国ヶ丘駅西口前［連絡先：辻

川 宏　〒590-0025　大阪府堺市堺区向陵東町3-8-1-709 

Tel.072-203-7123］　◇創立／1998年（13人）　◇辻川 宏、

辻川 敏子　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／

この地域の人々に愛され、集う人々が平安と祝福を受ける

教会を目ざしています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/hosana/

10:30,14:30　◇外国語／韓国語(9:00)　◇特色／土曜学校

(中・高生）、韓国語講座、バイブルスタディーあり。毎晩7：

30祈祷会、毎朝5：30早朝祈祷会あり。

【HP】http://www.eclat.cc/home/aikarubari/

【E-Mail】jembaek@hotmail.co.jp

堺市堺区 Sakai-shi,Sakai-ku

上野芝キリスト教会［アドベント］

〒590-0811　堺市堺区南陵町3-2-16　Tel.072-241-4660 

Fax.072-268-2679　◇JR上野芝駅から徒歩10分［連絡先：

三好 明久　〒590-0811　大阪府堺市堺区南陵町3-2-16 

Tel.090-6758-9710］　◇創立／1952年（54人）　◇三好 

明久、西村 哲也　◇礼拝／6:00,9:00,10:30,20:00　◇特色

／聖書に忠実なキリストの弟子づくりに励む教会です。デ

ィボーションとセルグループによる教会形成です。

【E-Mail】uenoshibachurch@ever.ocn.ne.jp

惠泉エクレシア教会［札幌キリスト召団］

〒590-0963　堺市堺区少林寺町東2-1-5　◇高見 勝平、

水谷 惠信　◇礼拝／10:30　◇特色／月に１度の水谷先

生をお迎えしての礼拝は10時から始まります。

堺インターナショナル・バイブル・チャー
チ（SIBC)［単立／独立］

〒590-0958　堺市堺区宿院町西3-1-32 SHIN-NIKKENビ

ル3F　Tel&Fax.072-222-3096　◇南海線堺駅から徒歩10

分　◇創立／1987年（30人）　◇黒田 禎一郎、メイソン，

マイケル　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／

礼拝は英語と日本語で行われます。牧師の説教は英語で

すが日本語の同時通訳があります。

【HP】http://www.sibcjapan.com

【E-Mail】sibc@sibcjapan.com

堺エリムキリスト教会［ペンテコステ教団］

〒590-0078　堺市堺区南瓦町1-15　Tel&Fax.0743-74-

7622　◇南海高野線堺本駅から徒歩5分［連絡先：榮 義

之　〒630-0243　奈良県生駒市俵口町951 Tel.0743-73-

8868］　◇創立／2000年（15人）　◇榮 義之、中西 祐

子　◇礼拝／17:30　◇テレホン／0743-73-3740　◇特

色／日曜日午前10時の礼拝はインターネット映像礼拝。明

るく楽しい幸せがあふれる美しい会堂のキリスト教会です。

【HP】http://ibcelim.com

【E-Mail】psakae@yahoo.co.jp

堺大浜キリスト教会［単立／独立］

〒590-0976　堺市堺区大浜南町2-8-18　Tel.072-222-2904 

Fax.072-228-6043　◇南海本線湊駅から徒歩5分［連絡先：

Tel.072-228-6043］　◇創立／1972年（105人）　◇中谷 

建晴　◇礼拝／11:00　◇特色／小さいお子さんからお年

を召した方まで、皆一緒ににぎやかに礼拝をしている温か

い家庭的な教会です。

【HP】http://www33.ocn.ne.jp/~church/index.htm

堺川尻教会［日基教団］

〒590-0959　堺市堺区大町西3-1-13　Tel&Fax.072-232-

3531　◇南海本線堺駅南口から徒歩5分　◇創立／1905

年（97人）　◇正田 篤　◇礼拝／10:30

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~kawajiri/
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◇創立／1929年（48人）　◇田中 清嗣　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午後10時30分から聖書研究・祈祷会。

堺市西区 Sakai-shi,Nishi-ku

石津教会［日基教団］

〒592-8334　堺市西区浜寺石津町中5-11-1　Tel&Fax. 

072-262-7391　◇JR石津川駅から徒歩10分　◇創立／

1965年（73人）　◇迫田 康洋、迫田 満寿枝　◇礼拝／

10:30,20:00(月2回)　◇特色／水曜日午後8時より隔週で祈

祷会（信徒宅）。日曜午後8時より夕礼拝（月2回）。その他

随時家庭集会。

インマヌエル堺キリスト教会［IGM］

〒593-8328　堺市西区鳳北町7-52　Tel&Fax.072-263-

7141　◇JR鳳駅から徒歩10分　◇創立／1981年（33人）　

◇蔦田 聡毅、蔦田 真理子　◇礼拝／10:30　◇テレホン

／072-263-7134　◇特色／高齢者から幼児まで家族のよ

うな礼拝。スポーツネット関西事務所として協力。駐車場、

身障者トイレ等完備。

【HP】http://www.hpmix.com/home/igmsakai/

【E-Mail】bjsato@abelia.ocn.ne.jp

大阪デフ・バプテスト集会所［万国デフ］

〒592-8345　堺市西区浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会内

デフ部　Fax.072-264-7082　◇湊崎 純

鳳教会［日基教団］

〒593-8327　堺市西区鳳中町9-7-3　Tel&Fax.072-262-

1835　◇JR鳳駅から徒歩5分　◇創立／1957年（44人）　

◇足立 こずえ　◇礼拝／10:30　◇特色／主日礼拝は合

同礼拝です。水曜日午前10時から、木曜日午後7時より祈

祷会。

鳳キリスト恵み教会［単立／独立］

〒593-8311　堺市西区上441-1　Tel.072-271-6261　◇JR

鳳駅から徒歩15分　◇深井 晃　◇礼拝／10:20　◇テレ

ホン／072-274-0783　◇特色／日曜日午前10時20分より

主日礼拝。

関西ハレルヤチャペル［単立／独立］

〒593-8324　堺市西区鳳東町5-473-8　Tel.072-274-2506 

Fax.072-274-2507　◇JR鳳駅から徒歩2分　◇創立／

1993年　◇小山 敏夫　◇礼拝／10:30

【E-Mail】khc_japan@hotmail.com

堺育麦キリスト教会［ディコンリー］

〒593-8327　堺市西区鳳中町2-34　Tel.072-263-1989　

◇中島 光男、豊島 守

堺聖テモテ教会［聖公会］

〒592-8349　堺市西区浜寺諏訪森町東1-65　Tel.072-261-

2015 Fax.072-264-1793　◇南海本線諏訪森駅から徒歩5

分　◇創立／1889年（140人）　◇岩城 聰　◇礼拝／

10:30　◇特色／毎週聖餐式。土曜日10時30分から聖書を

学ぶ会。その他女性の会、男子会、青年会、日曜学校、

子育て支援など。

【HP】http://nskk.org/osaka/church/sakai/

【E-Mail】sakai.osaka@nskk.org

本部教会［カナン教団］

〒590-0944　堺市堺区櫛屋町東1-2-18　Tel.072-232-

3345　◇山名 潤　◇礼拝／10:30

ライトハウスキリスト教会［単立／独立］

〒590-0002　堺市堺区砂道町3-6-19　Tel&Fax.072-232-

8113　◇南海高野線浅香山駅から徒歩2分　◇創立／

1995年（27人）　◇大窪 秀幸、マクストン，エスター、マ

カロック，ヘザー　◇礼拝／10:30　◇特色／２ヶ国語の

礼拝（英語の通訳あり）。フレンドリーな雰囲気、コンテ

ンポラリー、生活に密着したメッセージ。あなたのための

教会です！

【HP】http://church.ne.jp/lighthousechrist/

堺市中区 Sakai-shi,Naka-ku

堺教会［聖イエス会］

〒599-8237　堺市中区深井水池町3205-1　Tel.072-270-

0071　◇松本 満

堺シオン福音教会［JEC］

〒599-8261　堺市中区堀上町575　Tel&Fax.072-279-

1059　◇泉北高速鉄道深井駅からバス「八田北町」停　

◇創立／1967年（70人）　◇吉田 晋悟、吉田 多美子、山

下 聡子、谷口 卓嗣　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書のみ

ことばにしっかりと立つことを目指しています。神の愛と

恵みの溢れた教会です。

【E-Mail】sakaizion@jec-net.org

堺中央キリスト教会［MB］

〒599-8232　堺市中区新家町523-9　Tel.072-234-7143 

Fax.072-234-7097　◇南海高野線白鷺駅から徒歩10分　

◇創立／1968年（90人）　◇杉 貴生　◇礼拝／10:30　

◇特色／赤ちゃんからお年寄りまで幅広い年齢層の集う

楽しく、明るい教会です。駐車場完備。

【HP】http://sakaichuou.blog90.fc2.com/

堺深井教会（伝）［イエス・キリスト］

〒599-8272　堺市中区深井中町1890-1　Tel&Fax.072-

279-5890　◇泉北高速鉄道深井駅から徒歩15分　◇小山 

潔隆、小山 牧子

聖ルカ教会［聖公会］

〒599-8234　堺市中区土塔町2028　Tel.072-237-6161 

Fax.072-235-6005　◇泉北高速鉄道深井駅　◇創立／

1934年（7人）　◇原田 光雄、松岡 虔一

泉北キリスト福音教会［単立／独立］

〒599-8254　堺市中区伏尾389　Tel&Fax.072-279-9867　  

◇泉北高速鉄道泉ヶ丘駅からバス5分［連絡先：西尾 邦

彦　〒599-8276　大阪府堺市中区小阪169-1 302号 Tel. 

072-277-9601］　◇創立／1988年（30人）　◇西尾 邦彦　

◇礼拝／10:30

【HP】http://senboku.church.jp/

【E-Mail】revnisino@hera.eonet.ne.jp

土師教会［日基教団］

〒599-8238　堺市中区土師町3-14-40　Tel&Fax.072-278-

0447　◇阪和線百舌鳥駅からバス「土師」停、徒歩3分　  
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【HP】http://www5e.biglobe.ne.jp/~kmc0093/

キリスト堺集会［単立／独立］

〒599-8121　堺市東区高松401-13　Tel.072-236-5143　

◇伊禮 清栄

登美丘教会［日基教団］

〒599-8126　堺市東区大美野24-2　Tel&Fax.072-235-

1924　◇南海高野線北野田駅から徒歩8分　◇創立／

1933年（52人）　◇井上 啓史　◇礼拝／10:10　◇特色／

日曜日午前10時10分から主日礼拝。木曜日午前10時から聖

書の学びと祈り会。日曜日午前9時から教会学校。

初芝教会［日基教団］

〒599-8111　堺市東区日置荘北町1-2-6　Tel.072-285-

0844 Fax.0743-78-1257　◇南海高野線初芝駅から徒歩7

分［連絡先：Tel.0743-78-1257］　◇創立／1954年（15人）　

◇馬路 ひろみ　◇礼拝／10:30

南堺キリスト教会［神の教会］

〒599-8114　堺市東区日置荘西町5-39-6　Tel&Fax.072-

286-1833　◇南海高野線萩原天神駅から徒歩7分　◇創

立／1984年　◇工藤 茂男、工藤 文江　◇礼拝／10:30　

◇特色／日曜学校（9:30）、聖書の学び会（火）14：00、

祈祷会（木）13：00

【E-Mail】shigeo-fumie-k@sakai.zag.ne.jp

堺市南区 Sakai-shi,Minami-ku

イエスの泉教会［単立／独立］

〒590-0141　堺市南区桃山台1-12-27　Tel&Fax.072-292-

0045　◇美木多駅から徒歩7分　◇創立／1994年（10

人）　◇山﨑 鬨紀、山﨑 偕子　◇礼拝／10:00　◇特色

／超宗教、キリストのいのちに輝いて生きる信仰と愛と希

望の泉が湧き上る教会を目指しています。

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~jvizumi/

泉ヶ丘教会［日基教団］

〒590-0114　堺市南区槙塚台1-1-5　Tel&Fax.072-291-

9532　◇泉北高速鉄道泉ヶ丘駅からバス「茶山台南口」停、

徒歩1分　◇創立／1983年（56人）　◇松永 政和　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/izumigaokachurcha/

【E-Mail】izumigaokachurch@yahoo.co.jp

希望ヶ丘教会［日基教団］

〒590-0117　堺市南区高倉台2-32-36　Tel.072-292-3346 

Fax.072-298-4554　◇泉北高速鉄道泉ヶ丘駅からバス「高

倉台2丁」停　◇創立／1977年（63人）　◇遠藤 勇、水

島 祥子、小糸 健介　◇礼拝／11:00

故郷の家エルシオンチャペル［単立／独立］

〒590-0142　堺市南区桧尾3360-12　Tel.072-271-0881 

Fax.072-271-5474　◇泉北高速鉄道光明池駅からバス7

分　◇創立／1996年（30人）　◇峯野 龍弘、金 元治、中

谷 哲三、小玉 慎一　◇礼拝／10:30　◇外国語／韓国語

【E-Mail】kazoku@kokorono.or.jp

昭和聖書教会［FKK］

〒592-8345　堺市西区浜寺昭和町1丁63　Tel&Fax.072-

263-5346　◇南海本線浜寺公園駅東口から徒歩10分　◇

創立／1963年（75人）　◇安西 幸男　◇礼拝／10:30　

◇特色／日曜学校、日曜朝9時。祈り会、水曜19時30分及

び木曜朝10時30分。子供集会、金曜16時。礼拝は子供と

共に。

【HP】http://biblical.jp/fkk.syouwa/

【E-Mail】fkk.syouwa@gmail.com

津久野キリスト恵み教会［単立／独立］

〒593-8307　堺市西区平岡町276-4　Tel.072-273-8615 

Fax.072-273-8833　◇阪和線津久野駅から徒歩10分　◇

創立／1963年（71人）　◇山岸 登、山家 健吾　◇礼拝／

10:00　◇特色／私たちは十字架につけられたキリストを

宣べ伝えています。

【HP】http://www.tsukuno.com/

浜寺聖書教会［単立／独立］

〒592-8345　堺市西区浜寺昭和町4-462　Tel.072-262-

7287 Fax.072-262-0206　◇南海本線浜寺公園駅から徒歩

1分　◇創立／1949年（328人）　◇近藤 修司、岡田 大

輔　◇礼拝／8:30,11:00　◇外国語／手話

【HP】http://www.hamaderabible.jp/Church/

【E-Mail】hamadera@ hamaderabible.jp

堺市東区 Sakai-shi,Higashi-ku

ELEVATE CHURCH［単立／独立］

〒599-8112　堺市東区日置荘原寺町56-15　Tel&Fax.072-

286-6526　◇南海高野線萩原天神駅から徒歩1分［連絡先：

佐々木 拓也　〒599-8112　堺市東区日置荘原寺町55-

4］　◇創立／2006年　◇佐々木 拓也　◇礼拝／15:00　

◇特色／ユースに重荷を持ち、ユースに開かれた教会。

【E-Mail】awesomecross15@yahoo.co.jp

北野田キリスト教会［単立／独立］

〒599-8124　堺市東区南野田364-7　Tel&Fax.072-235-

0522　◇南海高野線北野田駅から徒歩2分　◇創立／

1962年（35人）　◇大岡 淳子　◇礼拝／10:30　◇テレホ

ン／072-234-6106

【E-Mail】kitanoda@wonder.ocn.ne.jp

北野田キリスト恵み教会［単立／独立］

〒599-8124　堺市東区北野田934-1　Tel&Fax.072-234- 

9545 Tel.072-234-3913　◇南海高野線北野田駅から東へ

徒歩15分［連絡先：豊田 実　〒599-8124　大阪府堺市東

区南野田335-1-426］　◇創立／1885年（55人）　◇豊田 

実　◇礼拝／10:30

http://www.tsukuno.com/
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10:30

【HP】http://www1.odn.ne.jp/senboku-ntc/

泉北ニュータウンバプテスト教会［単立／独立］

〒590-0106　堺市南区豊田1671　Tel&Fax.072-291-3053　  

◇泉北高速鉄道泉ヶ丘駅からバス「竹城台4丁」停　◇創

立／1969年　◇上原 隆

泉北ルーテル教会［近畿教会］

〒590-0102　堺市南区和田東341-3　Tel&Fax.072-236-

5021　◇泉北高速鉄道泉ヶ丘駅から徒歩15分　◇創立／

1971年（113人）　◇nノ下 照光、田畑 淳　◇礼拝／

10:30　◇特色／あたたかい交わりのある教会です。

栂・泉ヶ丘伝道所［日基教団］

〒590-0116　堺市南区若松台3-5-1　Tel&Fax.072-291-

2260　◇泉北高速鉄道線栂・美木多駅からバス「若松台

センター」停　◇創立／1966年　◇土山 牧羔

ベサニーキリスト教会［JBM.］

〒590-0136　堺市南区美木多上2111-1　Tel.072-299-6028 

Fax.072-299-5418　◇栂・美木多駅からバス「庭代台1丁

目南」停、徒歩5分　◇創立／1980年（52人）　◇ドウゲン，

ジャン・Ｗ、國頭 永江　◇礼拝／10:30,16:00　◇外国語

／英語(16:00第2)　◇特色／第3木曜午前11時45分から婦

人会。第4木曜午前11時からシニアズ会。英語バイブルク

ラブあり。HP毎月更新中。

【HP】http://bethanyjp.com/

堺市美原区	 Sakai-shi, Mihara-ku

堺栄光教会［イエス・キリスト］

〒587-0061　堺市美原区今井93　Tel.072-363-4690 

Fax.072-363-4691　◇南海高野線初芝駅からバス「今井

南」停、徒歩5分　◇創立／1971年（84人）　◇長田 栄一、

李 貞美、李 世栄、羅 恵淑　◇礼拝／10:30　◇外国語／

韓国語　◇特色／礼拝は韓国語への通訳可能。

【E-Mail】sakaieiko@kind.ocn.ne.jp

美原キリスト伝道所［単立／独立］

〒587-0021　堺市美原区小平尾20-3　Tel&Fax.072-320-

1896　◇南海高野線北野田駅からバス「平尾北」亭、徒

歩1分　◇創立／2008年（8人）　◇田中 直貴　◇礼拝／

10:00　◇特色／神の語っておられる純粋な福音を多くの

滅び行く魂に伝えることを第一として活動しています。

【E-Mail】shepherd_392@yahoo.co.jp

四條畷市	 Shijonawate-shi

大阪ろう福音教会［NTM］

〒575-0023　四條畷市楠公1-1-16　Tel&Fax.072-876-

1526　◇JR四條畷駅から徒歩7分　◇創立／1980年（50

人）　◇藤本 晃、藤本 雅子　◇礼拝／10:30　◇特色／

ろう者主体の礼拝です。

四條畷教会［日基教団］

〒575-0052　四條畷市中野3-5-38　Tel&Fax.072-876-

5119　◇JR忍ヶ丘駅から徒歩10分　◇創立／1968年（55

堺福音教会［JEC］

〒590-0116　堺市南区若松台３丁34-14　Tel.072-290-

0888 Fax.072-290-0855　◇泉北高速鉄道泉ヶ丘駅からバ

ス「若松台中学校前」停、徒歩3分　◇創立／1952年（711

人）　◇我喜屋 明、我喜屋 美知子、福留 正明、安藤 真

佐子、妹尾 潤子、我喜屋 昌子　◇礼拝／8:30,11:00　◇

テレホン／072-290-0861

【HP】http://www.sakaigospel.com/

【E-Mail】sakai@jec-net.org

堺福音教会泉北チャペル［JEC］

〒590-0133　堺市南区庭代台3-2-3　Tel&Fax.072-297-

5913　◇泉北高速鉄道栂・美木多駅からバス5分　◇伊

藤 規雄、伊藤 富士子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】senboku@jec-net.org

泉北キリスト教会［MB］

〒590-0117　堺市南区高倉台2-24-34　Tel&Fax.072-291-

0890　◇泉北高速鉄道泉ヶ丘駅　◇創立／1976年（30人）　  

◇藤井 義生　◇礼拝／10:15　◇特色／少人数の家庭的

な教会です。書道教室もあります。

【E-Mail】senbokum@hotmail.co.jp

泉北キリスト恵み教会［単立／独立］

〒590-0122　堺市南区釜室588-10　Tel&Fax.072-292-

6030　◇泉北高速鉄道泉ヶ丘駅からバス「槙塚台2丁目」

停、徒歩3分　◇創立／1989年（40人）　◇山岸 登、松

井 大輔、増山 義宣　◇礼拝／10:00　◇特色／様々な定

例集会があります。詳しくはHPをご覧下さい。またお時

間を合わせての聖書の学びも致します。

【HP】http://www.tsukuno.com/senboku/

【E-Mail】senboku_grace@yahoo.co.jp

泉北伝道所［日キ教会］

〒590-0138　堺市南区鴨谷台3-3-2-203 坂井重憲方　

Tel&Fax.072-298-4148　◇泉北高速鉄道光明池駅から徒

歩3分　◇創立／1988年（23人）　◇森田 幸男　◇礼拝

／10:30　◇特色／礼拝・聖書の学びを中心に、神の言葉

による教会形成を目ざしています。

泉北栂教会［日基教団］

〒590-0141　堺市南区桃山台4-5-5　Tel&Fax.072-297-

3332　◇泉北高速鉄道線栂・美木多駅　◇創立／1978年

（54人）　◇内藤 智基　◇礼拝／10:30

泉北ニュータウン教会［日基教団］

〒590-0105　堺市南区竹城台2-2-1 こひつじ保育園内　

Tel&Fax.072-291-3222　◇泉北高速鉄道泉ヶ丘駅から徒

歩7分［連絡先：Tel.072-297-9297］　◇創立／1972年（141

人）　◇渡辺 敏雄、土山 牧羔、渡辺 のゆり　◇礼拝／

http://www.sakaigospel.com/
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3911　◇阪急北千里線千里山駅から徒歩18分　◇創立／

1999年（19人）　◇吉木 裕　◇礼拝／10:30

大阪南吹田教会［日基教団］

〒564-0053　吹田市江ノ木町38-15　Tel.06-6330-9460　

◇地下鉄御堂筋線江坂駅から徒歩12分　◇創立／1956

年　◇秋山 英明　◇礼拝／10:15

北大阪真愛伝道所［日基教団］

〒565-0862　吹田市津雲台4-9-1　Tel.06-6871-0061 Fax. 

06-6871-6108　◇阪急電鉄千里線山田駅　◇創立／1982

年（4人）　◇礼拝／10:00

北千里教会［日基教団］

〒565-0873　吹田市藤白台4-5-10　Tel&Fax.06-6834-

0978　◇阪急千里線北千里駅から徒歩7分　◇創立／

1977年（108人）　◇宮岡 信行、宮岡 真紀子　◇礼拝／

10:15　◇特色／聖書研究会、第2第4水曜日午前10時30分

から。

【HP】http://homepage2.nifty.com/kitasennrikyoukai/

【E-Mail】kitasenri_ch@nifty.com

シオン教会［聖イエス会］

〒565-0832　吹田市五月が丘南9-23　Tel.06-6388-3573　  

◇坂本 誠治

新千里聖書研究会［無教会］

〒565-0874　吹田市古江台4-2 D1-101　◇阪急北千里駅

［連絡先：朝川 博之　〒565-0872　大阪府吹田市上山田

1-7-906 Tel.06-6876-2899］　◇創立／1967年（20人）　◇

礼拝／10:30　◇特色／駅ビル2階小集会室を借用。

吹田教会［日基教団］

〒564-0041　吹田市泉町2-2-29　Tel&Fax.06-6388-6853　  

◇阪急千里線吹田駅　◇創立／1926年（44人）　◇田中 

郷史　◇礼拝／10:30

【HP】http://suita.hp.infoseek.co.jp/

【E-Mail】suita_web@infoseek.co.jp

吹田聖書福音教会［単立／独立］

〒564-0042　吹田市穂波町2-20　Tel.06-6387-0101 Fax. 

06-6387-0132　◇阪急千里線吹田駅から徒歩5分　◇創立

／1972年（480人）　◇山口 玄祥、佐々木 正文、岡村 聡秋、

カストロ，ジョシュア・ディビット　◇礼拝／19:30(土),9:

40,11:30,18:30,11:00(火)　◇外国語／韓国語(9:40)、英語

(11:30)　◇特色／10ヶ国以上の人々が集う国際的教会で

す。英語・韓国語の同時通訳あります。英会話・ゴスペ

ルレッスンあり。

【HP】http://suita-bible.com

【E-Mail】mail@suita-bible.com

千里丘教会［日基教団］

〒565-0812　吹田市千里丘中15-2　Tel&Fax.06-6877-

2338　◇JR千里丘駅から徒歩8分　◇創立／1957年（166

人）　◇五十嵐 高博、五十嵐 悦子　◇礼拝／10:30　◇

特色／明るい礼拝堂。小さなパイプオルガン。礼拝を重

んじる教会。ボーイスカウト、絵本の部屋。詳細はホーム

ページで。

【HP】http://senriokachurch.blog118.fc2.com/

【E-Mail】bca07607@nifty.com

人）　◇林 保郎　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~4jonawate-church/

忍ヶ丘キリスト教会［アドベント］

〒575-0003　四條畷市岡山東5-3-38　Tel.072-878-7476 

Fax.072-863-2312　◇JR忍ヶ丘駅から徒歩13分［連絡先：

〒575-0003　大阪府四條畷市岡山東5-3-37］　◇創立／

1965年（151人）　◇綾 康輔、豊山 カヨ、城谷 定利、城

谷 加代子　◇礼拝／9:00,10:30,19:00　◇外国語／韓国

語　◇特色／神は愛なり、日曜日は教会へ！礼拝は3回行

なっています。とてもあったかい家庭的な教会です。駐車

場有り。

【HP】http://sccweb.ddo.jp/

主座教会［日基教団］

〒575-0014　四條畷市上田原1691-1　Tel.072-869-0336 

Fax.072-869-0337　◇近鉄奈良線生駒駅から車7分［連絡

先：大西 邦彦　〒575-0013　大阪府四條畷市田原台5-7-

1-5 Tel.0743-78-2200］　◇創立／1975年（57人）　◇大

西 邦彦、大西 リベカ、大西 英恵　◇礼拝／10:30,19:30　

◇特色／自動車でご来会ください。駐車場があります。エ

レベーターや福祉トイレが備わっています。賛美豊かな群

れです。

【HP】http://www1.kcn.ne.jp/~shuza/

吹田市 Suita-shi

江坂栄光教会［単立／独立］

〒564-0053　吹田市江の木町17-20 パルムハウス江坂902

号　Tel&Fax.06-6330-7632　◇地下鉄御堂筋線江坂駅か

ら徒歩6分　◇創立／1985年（15人）　◇辻 菊美　◇礼

拝／10:30

大阪教会［CCNZ日本］

〒565-0836　吹田市佐井寺4-53-3　Tel.06-6387-8178 

Fax.06-6387-8161　◇阪急千里線南千里駅から徒歩7分　

◇創立／1965年　◇高田 義三、梶原 昭夫、上羽 清文、

藤森 真人、山本 達理、稲本 登、坂本 誠一、杉本 寛、染

谷 和生、長田 一郎、原田 昌樹、藤森 晋一、山口 与一、

吉田 正樹　◇礼拝／11:00　◇テレホン／06-6387-1002　

◇いのち／06-6387-8178　◇特色／日曜日朝の礼拝時・

夕方の伝道集会時には、英語と韓国語の同時通訳が可能

です。託児室・駐車場あります。

【HP】http://www.ccnz.jp/

【E-Mail】osaka@ccnz.jp

大阪キリスト教会［アライアンス］

〒564-0038　吹田市南清和園町2-26　Tel&Fax.06-6381-

1888　◇生田 嘉文、小柳 均

大阪城北教会［日基教団］

〒564-0081　吹田市藤ヶ丘町9-23　Tel.06-6388-0248 

Fax.06-6388-0265　◇JR吹田駅から徒歩10分　◇創立／

1893年（219人）　◇大村 清、小見 のぞみ　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】kita-kyokai.morita@nifty.ne.jp

大阪千里コミュニティ教会［単立／独立］

〒565-0836　吹田市佐井寺4-15-3　Tel&Fax.06-6190-
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摂津市 Settsu-shi

正雀伝道所［日基教団］

〒566-0023　摂津市正雀4-8-22 正雀ビル206　◇阪急京

都線正雀駅から徒歩15分　◇創立／1967年（8人）　◇山

本 聖　◇礼拝／10:30

べテルキリスト教会［JBC］

〒566-0024　摂津市正雀本町2-21-1　Tel&Fax.06-6317-

0928　◇阪急京都線正雀駅から徒歩7分［連絡先：横谷 

誠一　〒566-0045　大阪府摂津市南別府町9-4-807 

Tel.06-6340-5915］　◇創立／1980年　◇横谷 誠一、横

谷 純子　◇礼拝／10:15　◇特色／わたしたちの教会は

正雀駅から近く、また家庭的な教会です。教会の屋上に

は発光ダイオードの十字架が目立ちます。

【HP】http://www.kinpouden.com/bethel

【E-Mail】bethel@kinpouden.com

泉南市 Sennan-shi

新家バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒590-0503　泉南市新家4471-18　Tel&Fax.072-482- 

6331 Tel.050-1019-6331　◇JR新家駅から徒歩8分　◇創

立／1981年　◇桜井 孝保　◇礼拝／10:30　◇外国語／

英語　◇特色／礼拝を中心に、クラブ活動、施設訪問、

英語教室等で地域に根ざした教会を目指しています。

【HP】http://church.ne.jp/shinge/

【E-Mail】shinge@church.ne.jp

泉南聖書教会［単立／独立］

〒590-0522　泉南市信達牧野820-4　Tel.072-483-0590 

Fax.072-482-7332　◇JR和泉砂川駅から徒歩5分　◇創

立／1992年（17人）　◇大寺 俊紀　◇礼拝／10:30　◇

特色／英語通訳あり。英会話教室、絵画教室、子ども野

外活動あり。牧師は画家で、画廊もあり小美術館のような

会堂です。

【HP】http://homepage2.nifty.com/sennan-bible/

【E-Mail】sennan-bible@nifty.com

泉南福音教会［JEC］

〒590-0504　泉南市信達市場2332　Tel&Fax.072-484-

0953　◇JR和泉砂川駅から徒歩18分［連絡先：ニ宮 功　

〒590-0504　大阪府泉南市信達市場31-305 Tel.072-483-

5251］　◇創立／1970年（65人）　◇二宮 功、稲岡 賜

子　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝前、15分間ワーシップ

タイム。礼拝は聖歌、讃美歌を使用し、証しの時間、自由

な時を持っている。

【HP】http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sennanec/

【E-Mail】pwmr07482@ares.eonet.ne.jp

大東市 Daito-shi

インタナショナル・チャーチ［NTM］

〒574-0011　大東市北条5-8-50　Tel.072-878-3751 Fax. 

072-878-4444　◇JR四条畷駅から徒歩12分　◇創立／

1960年（224人）　◇徳井 清純、柿原 明彦、竹内 宣雄、

西原 博、勝井 まゆみ　◇礼拝／10:30

千里キリスト教会［MB］

〒565-0852　吹田市千里山竹園1-24-10　Tel&Fax.06-

6384-7839　◇阪急千里山駅から徒歩15分　◇創立／

1968年（54人）　◇徳本 篤

【E-Mail】mbsenri@hotmail.com

千里聖愛教会［日基教団］

〒565-0863　吹田市竹見台1-2-1　Tel.06-6834-7871 Fax. 

06-6834-1827　◇阪急千里線南千里駅から徒歩10分　◇

創立／1969年（85人）　◇中井 大介　◇礼拝／10:15　

◇特色／木曜日午前10時30分から聖書研究祈祷会。相談

に応じて家庭集会も随時開催しています。

【HP】http://www.senri-ch.com/

【E-Mail】yazid@lily.ocn.ne.jp

千里聖三一教会［イエス・キリスト］

〒565-0824　吹田市山田西3-55-7　Tel&Fax.06-6875-

0031　◇阪急千里線山田駅から東へ徒歩5分　◇創立／

1978年（115人）　◇森 大、森 宮子　◇礼拝／10:15　◇

特色／水曜日午前10時、午後7時30分から2回祈祷会。日

曜日午前9時から教会学校。

千里摂理教会［改革派］

〒565-0862　吹田市津雲台6-22-2　Tel&Fax.06-6834-

4257　◇阪急千里線山田駅から徒歩3分　◇創立／1972

年（50人）　◇吉田 謙　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/senriseturi/

【E-Mail】CZD02132@nifty.com

千里ニュータウン教会［日基教団］

〒565-0861　吹田市高野台3-20-7　Tel.06-6871-2519　◇

阪急千里線南千里駅からバス「佐竹台5丁目」停、徒歩7

分　◇創立／1964年（25人）　◇東 道男　◇礼拝／

10:40　◇特色／水曜日午前10時から聖書講義と祈祷会。

第三木曜日午前10時からキリスト教講座。

千里山教会［改革派］

〒565-0851　吹田市千里山西3-8-25　Tel&Fax.06-6330-

5530　◇阪急千里線千里山駅から徒歩7分　◇創立／

1987年（40人）　◇弓矢 健児　◇礼拝／10:30,16:00　◇

特色／ジュネーブ詩篇歌を礼拝で用います。夕拝では旧

約聖書の講解を行っています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/rcj-senriyama/

【E-Mail】rcj-senriyama@nifty.com

千里山基督教会［単立／独立］

〒565-0851　吹田市千里山西5-26-6　Tel&Fax.06-6384-

9396　◇阪急千里山線千里山駅から徒歩3分　◇創立／

1948年（350人）　◇吉川 清和　◇礼拝／10:30　◇特色

／水曜日午前10時から聖書会。同日午後7時30分から祈祷

会。日曜日午前6時30分から早天祈祷会。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~tanritsu/

【E-Mail】tanritsu@beach.ocn.ne.jp

南千里バプテスト教会［バプ連盟］

〒565-0861　吹田市高野台3-10-8　Tel&Fax.075-791-

2085　◇阪急北千里駅から徒歩15分　◇創立／1972年

（29人）　◇千綿 一哉
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インマヌエル高槻キリスト教会［IGM］

〒569-0001　高槻市淀の原町68-13　Tel.072-669-2142　

◇阪急京都線上牧駅から徒歩12分　◇創立／1982年　◇

双森 文昭、双森 真智子　◇礼拝／10:30

大阪泉尾教会［日基教団］

〒569-1042　高槻市南平台4-33-15　Tel&Fax.072-695-

8814　◇バス「北南平台」停、徒歩1分　◇創立／1956

年（40人）　◇西田 晃　◇礼拝／10:40

大阪月会［クエーカー］

〒569-0814　高槻市富田町3-8-12 [通信先]〒108-0073 東

京都港区三田4-8-19 キリスト友会東京月会気付　Tel& 

Fax.072-361-0983　◇バッケス 井上 幸子

大阪スプリング オブ ライフ クライスト チ
ャーチ［単立／独立］

Tel.0568-88-1353　◇村田 雅春　◇礼拝／11:00　◇特色

／未だ決まった礼拝場所が無く、毎週高槻市の二ヶ所の

会場をそれぞれ交互に使用しています。電話でお問い合

わせください。

【HP】http://blog.livedoor.jp/bird_37/?blog_id=2520473

聖ヨハネ学園礼拝堂［聖公会］

〒569-1032　高槻市宮之川原2-9-1　Tel.072-687-0541 

Fax.072-689-3623　◇JR高槻駅　◇創立／1889年　◇福

田 光宏　◇礼拝／16:30(金),19:00

摂津富田教会［日基教団］

〒569-0814　高槻市富田町3-7-25　Tel.072-696-2562 

Fax.072-696-6006　◇JR摂津富田駅から徒歩2分　◇創

立／1952年（20人）　◇大谷 隆夫、喜田 典雄　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~s-tonda-church/

高槻教会［日キ教会］

〒569-0802　高槻市北園町9-17　Tel.072-683-1498 

Fax.072-683-1531　◇阪急高槻市駅から徒歩3分　◇創立

／1939年（118人）　◇高井 孝夫　◇礼拝／10:30

高槻教会［日基教団］

〒569-0087　高槻市千代田町27-17　Tel&Fax.072-674-

0078　◇阪急京都線高槻市駅から徒歩10分　◇創立／

1964年（134人）　◇佐藤 成美、中垣 絵里子　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.geocities.jp/takatsukikyokai/

高槻キリスト教会［アッセンブリー］

〒569-0818　高槻市桜ヶ丘南町22-3　Tel.072-696-0347 

Fax.072-696-2643　◇JR摂津富田駅から徒歩8分　◇創

立／1981年　◇田中 絹子　◇礼拝／10:00,11:15

高槻シオン教会［単立／独立］

〒569-1144　高槻市大畑町3-9 ジョイフルとんだ3F　

Tel&Fax.072-692-1337　◇JR摂津富田駅北口から徒歩1

分　◇創立／1988年　◇有井 英俊　◇礼拝／10:30,

14:00　◇特色／駅のすぐ近くの,アットホームな教会で

す。聖書に根ざした信仰の確立と祝福の基となる教会を

目指しています。

【HP】http://www.tcn.zaq.ne.jp/joyful/

大阪ベツレヘム教会［単立／独立］

〒574-0017　大東市津の辺町9-6［連絡先：川野 真理矢 

Tel.072-876-7370］　◇川野 真理矢

城東教会［聖イエス会］

〒574-0077　大東市三箇1-9-64　Tel.072-871-3927　◇伊

丹 信夫

住道一粒教会［日基教団］

〒574-0072　大東市深野4-3-4　Tel.072-872-0593　◇JR

野崎駅駅から徒歩10分　◇創立／1947年（29人）　◇高

橋 三郎　◇礼拝／10:15

大東キリスト教会［単立／独立］

〒574-0074　大東市谷川1-1-15　Tel.072-871-4303 Fax. 

072-870-5473　◇JR住道駅から徒歩10分　◇創立／1966

年（55人）　◇中川 和久、榎本 好一　◇礼拝／10:30

野崎キリスト教会［単立／独立］

〒574-0015　大東市野崎2-2-6　Tel&Fax.072-879-2175　

◇神田 宏大

高石市 Takaishi-shi

高石教会［日基教団］

〒592-0004　高石市高師浜1-4-3　Tel&Fax.072-261-0053　  

◇南海高師浜線伽羅橋駅から徒歩30秒　◇創立／1893年

（99人）　◇古p 荘八、一木 千鶴子　◇礼拝／10:30

高石聖書教会［FKK］

〒592-0003　高石市東羽衣6-17-35　Tel.072-261-7348 

Fax.072-262-2644　◇JR羽衣駅から徒歩15分　◇創立／

1969年（78人）　◇清水 昭三

浜寺教会［日基教団］

〒592-0003　高石市東羽衣1-5-35　Tel&Fax.072-261-

1560　◇南海電車羽衣駅から徒歩8分　◇創立／1948年

（122人）　◇松原 望　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.h7.dion.ne.jp/~hamadera/

【E-Mail】matubara@m6.dion.ne.jp

高槻市 Takatsuki-shi

阿武山福音自由教会［福音自由］

〒569-1047　高槻市大和1-32-10　Tel&Fax.072-693-3345　  

◇JR摂津富田駅からバス「大和北」停　◇創立／1992年

（29人）　◇鈴木 健之　◇礼拝／10:45

活けるキリスト高槻一麦教会＝レインボー・
チャーチ［単立一麦の群］

〒569-0822　高槻市津之江町3-3-1　Tel&Fax.072-694-

9168　◇JR摂津富田駅から徒歩20分　◇創立／1977年

（44人）　◇生島 幹也　◇礼拝／9:20,10:40　◇特色／

「日々のみことば」による聖書通読。生き生きとした賛美

と礼拝。教会学校のほか祈り会や家庭集会あり。

【HP】http://www.tcn.zaq.ne.jp/rainbow/
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高槻向山伝道所［日基教団］

〒569-1144　高槻市大畑町2-7 摂津マンションC-811　桑

原 重夫方　Tel&Fax.072-693-4049　◇JR摂津富田駅か

ら徒歩3分　◇創立／1980年（11人）　◇山本 聖

平安女学院大学・短期大学部聖アグネス礼
拝堂［聖公会］

〒569-1092　高槻市南平台5-81-1　Tel.072-696-9544 

Fax.072-696-4919　◇JR高槻駅からバス15分　◇創立／

1875年　◇三浦 恵子　◇礼拝／12:45(月-金)　◇外国語

／英語（木）　◇特色／学期中、月曜から金曜までチャペ

ルアワーを行なっています。

【HP】http://www.heian.ac.jp/

ホサナ教会［聖イエス会］

〒569-0007　高槻市神内2-9-1　Tel.072-683-3112　◇佐

藤 捷雄

豊中市 Toyonaka-shi

石橋聖トマス教会［聖公会］

〒560-0043　豊中市待兼山町5-17　Tel.06-6854-8657 

Fax.06-6854-8658　◇モノレール柴原駅から10分　◇創

立／1959年（198人）　◇松平 功　◇礼拝／7:30,10:20　

◇特色／聖書勉強会（毎木曜10:30）、フライデーナイト映

画会（第3金曜19:00）、高齢者食事会（第2・4水曜正午）。

【HP】http://nskk.org/osaka/church/thomas/

【E-Mail】st.thomas-ishibashi@s9.dion.ne.jp

インマヌエル豊中キリスト教会［IGM］

〒560-0021　豊中市本町1-3-12　Tel&Fax.06-6843-

6804　◇阪急電車豊中駅から徒歩2分　◇創立／1983年

（16人）　◇一木 訓治、一木 茂子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~igm/

【E-Mail】toyonaka.immanuel@theia.ocn.ne.jp

大阪グレイスキリスト教会［JEC］

〒561-0828　豊中市三和町3-7-40-2　Tel&Fax.06-6331-

0610　◇阪急宝塚線庄内駅から徒歩15分　◇創立／2004

年（11人）　◇林田 和博　◇礼拝／10:30　◇特色／緑豊

かな公園隣にできたアットホームな教会堂で子どもととも

に参加する礼拝です。

【E-Mail】osaka@jec-net.org

大阪のぞみ教会［日基教団］

〒561-0883　豊中市岡町南2-9-18　Tel&Fax.06-6850-

3123　◇阪急宝塚線岡町駅から徒歩7分　◇創立／1978

年（93人）　◇村上 恵理也　◇礼拝／6:30,9:10,10:30

【HP】http://www.osakanozomi.org/

【E-Mail】pastor@osakanozomi.org

神崎川教会［日基教団］

〒561-0824　豊中市大島町2-13-2　Tel&Fax.06-6332-

6619　◇阪急神戸線神崎川駅出口2から徒歩10分　◇創

立／1958年（17人）　◇平田 哲、橘高 聡　◇礼拝／

10:40

北豊中教会［バプ同盟］

〒560-0056　豊中市宮山町3-19-33　Tel&Fax.06-6854-

【E-Mail】joyful@tcn.zaq.ne.jp

高槻聖書教会［同盟基督］

〒569-0032　高槻市東和町18-2　Tel&Fax.072-671-1889　  

◇JR高槻駅からバス15分　◇創立／1965年（37人）　◇

高橋 真治、高橋 順子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】takatsukibc@ybb.ne.jp

高槻聖書バプテスト教会［JBBF］

〒569-1029　高槻市安岡寺町4-5-10　Tel.072-687-0755 

Fax.072-680-2130　◇JR高槻駅　◇創立／1974年　◇キ

ング，ジョージ、森 喜男、堀川 敦子、キング，ルツ、株

本 貴子　◇特色／毎週の礼拝に加え、年齢を問わず、乳

幼児から高齢者まで楽しく学び、乳幼児のナースリーもあ

ります。

【HP】http://www.jbbf.org/tbbc

高槻聖マリヤ教会［聖公会］

〒569-1112　高槻市別所本町5-37　Tel&Fax.072-683- 

0200 Tel.072-685-3932 Fax.072-685-3970　◇JR高槻駅か

ら徒歩15分　◇創立／1953年（219人）　◇福田 光宏　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~st_mary/

【E-Mail】takatuki-st.mary@lime.ocn.ne.jp

高槻第一キリスト教会［ホーリネス］

〒569-0056　高槻市城南町1-9-7　Tel&Fax.072-676-4177　  

◇阪急高槻駅から徒歩15分　◇創立／1978年　◇山口 

登久、山口 富嘉美　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午

前10時、夜7時30分から祈祷会。市内７ヶ所で地区集会を

開催中。初めての方にも馴染みやすい教会！

【E-Mail】tfcc21@ybb.ne.jp

高槻伝道所［改革派］

〒569-0095　高槻市八丁西町4-3　Tel.06-6322-4703　◇

JR高槻駅から徒歩15分　◇大宮 季保

高槻伝道所［KCCJ］

〒569-0817　高槻市桜ヶ丘北町34-6　Tel&Fax.072-628-

4770　◇JR富田駅から徒歩10分　◇創立／1984年（9

人）　◇崔 春子

高槻バプテスト教会［バプ同盟］

〒569-1141　高槻市氷室町2-37-15　Tel&Fax.072-696-

2548　◇JR摂津富田駅からバス「岡本」停　◇創立／

1965年（60人）　◇澤野 寛　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.takatsuki-bap-ch.com

高槻日吉台教会［日基教団］

〒569-1022　高槻市日吉台二番町3-16　Tel.072-687-6614 

Fax.050-1271-0481　◇JR高槻駅北口からバス「日吉台口」

停、徒歩2分　◇創立／1966年（100人）　◇小笠原 純　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/takatsukihiyoshidaichurch/

高槻福音自由教会［福音自由］

〒569-1117　高槻市天神町1-13-4　Tel&Fax.072-685-

6632　◇JR高槻駅から徒歩5分　◇創立／1954年（130

人）　◇林 正輝
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韓国語　◇特色／第1・第3木曜日午前10時から、同午後7

時から祈祷会。

【E-Mail】toyonaka1kccj@hotmail.com

豊中中央教会［日キ教会］

〒560-0022　豊中市北桜塚4-14-17　Tel&Fax.06-6854-

1629　◇阪急宝塚線豊中駅から徒歩15分　◇創立／1959

年（42人）　◇山川 聡　◇礼拝／10:40

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~toyonakacc/

【E-Mail】s-yamakawa@nexyzbb.ne.jp

豊中バプテスト教会［バプ連盟］

〒561-0812　豊中市北条町1-28-9　Tel.06-6331-5940 

Fax.06-6331-5942　◇阪急宝塚線服部駅から徒歩10分　

◇創立／1962年（35人）　◇今給黎 眞弓、臼井 一美　◇

礼拝／10:00　◇特色／喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に

泣く教会づくりをめざしています。ご一緒に歩んで下さる

方大歓迎！

豊中穂積教会［フリーメソ］

〒561-0858　豊中市服部西町3-10-2　Tel&Fax.06-6862-

0651　◇阪急宝塚線服部駅から徒歩8分　◇創立／1965

年（15人）　◇林 利行　◇礼拝／10:15　◇特色／毎月第

2日曜日の礼拝後に「感動クラブ」を開催しています。詳

細はお尋ねください。

【E-Mail】revtoshi2002@yahoo.co.jp

梅花教会［日基教団］

〒560-0011　豊中市上野西1-9-7　Tel.06-6852-1534 Fax. 

06-6852-1535　◇阪急宝塚線豊中駅から徒歩10分　◇創

立／1927年（86人）　◇難波 信義　◇礼拝／10:30

服部喜望教会［イエス・キリスト］

〒561-0859　豊中市服部豊町2-11-9　Tel.06-6862-0395 

Fax.06-6862-1860　◇阪急服部駅から徒歩8分　◇創立

／1962年（76人）　◇田上 篤志、田上 秀美　◇礼拝／

9:00,10:30　◇特色／説教聴聞の喜びを大切にしている礼

拝を心がけています。説教は小学生から大人を対象にし

た連続講解です。

東豊中聖ミカエル教会［聖公会］

〒560-0002　豊中市緑丘2-19-17　Tel.06-6854-1333 Fax. 

06-6854-1334　◇北大阪急行千里中央駅からバス「島熊

山」停　◇創立／1968年（122人）　◇竹内 信義　◇礼

拝／10:30　◇特色／毎週金曜日午前10時30分より聖書を

学ぶ会。その他、時々アルファー・コースを開催します。

【HP】http://www.tcct.zaq.ne.jp/st-michael-osaka/

【E-Mail】michael.osaka@nekk.org

東豊中バプテスト教会［バプ連盟］

〒560-0013　豊中市上野東2-11-48　Tel&Fax.06-6853-

4274　◇阪急宝塚線豊中駅からバス「上野小学校前」停、

徒歩3分　◇河野 浩　◇礼拝／10:40

フルゴスペル豊中支教会［JFGA］

〒560-0881　豊中市中桜塚2-21-7-5F　Tel&Fax.06-6840-

7898　◇阪急宝塚線岡町駅から徒歩10分　◇許 淑姫

蛍池聖書教会［同盟基督］

〒560-0032　豊中市蛍池東町3-5-16　Tel&Fax.06-6843-

8038　◇大阪モノレール柴原駅から徒歩15分　◇創立／

1968年（23人）　◇前田 修光　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.tcct.zaq.ne.jp/kitatoyonaka/

黎明教会［聖イエス会］

〒560-0021　豊中市本町9-10-18　Tel.06-6854-0230　◇

佐藤 丈夫

庄内キリスト教会［聖公会］

〒561-0855　豊中市野田町33-5　Tel&Fax.06-6334-5443　  

◇阪急宝塚線庄内駅　◇創立／1962年（44人）　◇竹内 

信義

曽根キリスト教会［バプ同盟］

〒561-0804　豊中市曽根南町1-6-7　Tel&Fax.06-6862-

7856　◇阪急宝塚線曽根駅から徒歩10分　◇創立／1950

年　◇渡邊 さゆり　◇礼拝／10:40　◇特色／水曜日午

前10時30分、午後7時より聖書の学びと祈り会。青年会、

女性会あり。子ども礼拝は日曜午前9時20分。

【HP】http://www004.upp.so-net.ne.jp/tanzent/sone/

【E-Mail】sayurin@zd5.so-net.ne.jp

豊中家の教会［カルバリーグループ］

〒561-0871　豊中市東寺内町12-6-307　Tel.06-6385-1782　  

◇北大阪急行南北線緑地公園駅出口3から徒歩3分　◇笹

谷 明代（信徒）

豊中泉キリスト教会［ホーリネス］

〒561-0881　豊中市中桜塚2-22-15　Tel.06-6855-2026 

Fax.06-6846-3116　◇阪急宝塚本線岡町駅から徒歩7分　

◇創立／1956年（117人）　◇和田 忠三、和田 安子　◇

礼拝／6:30,10:30,19:30　◇特色／子供からお年寄りまで

幅広く集っていて、交わりの豊かなアットホームな教会で

す。様々な活動もしています。

【E-Mail】toyonakaizumi@future.ocn.ne.jp

豊中いわお教会［日基教団］

〒560-0045　豊中市刀根山3-1-11　Tel&Fax.06-6853-

1336　◇阪急宝塚線螢池駅出口4から徒歩10分　◇創立

／1973年（44人）　◇武藤 晃成　◇礼拝／10:20

豊中教会［日基教団］

〒560-0024　豊中市末広町1-2-28　Tel.06-6852-3078 

Fax.06-6855-1081　◇阪急宝塚線豊中駅から徒歩1分　◇

創立／1922年（529人）　◇後藤 正敏、大住 共平　◇礼

拝／10:20　◇特色／毎週日曜日午前9時から日曜学校礼

拝。毎月第1・3金曜日午後7時から夕礼拝。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~toyonaka-church/

【E-Mail】t-church@gaia.eonet.ne.jp

豊中教会［福音ルーテル］

〒561-0881　豊中市中桜塚4-10-27　Tel&Fax.06-6856-

2120　◇阪急岡町から徒歩10分　◇創立／1955年（30人）　  

◇秋山 仁、永吉 秀人　◇礼拝／14:00　◇特色／水曜日

午後2時から聖書研究会。

豊中第一復興教会［KCCJ］

〒561-0804　豊中市曾根南町2-1-11　Tel.06-6866-0922 

Fax.06-6863-9737　◇阪急宝塚線曽根駅から徒歩7分　◇

創立／1980年　◇朴 栄子　◇礼拝／10:45　◇外国語／
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寝屋川市 Neyagawa-shi

KCC萱島キリスト教会［アドベント］

〒572-0827　寝屋川市萱島本町13-34　Tel.072-821-0545 

Fax.072-821-3676　◇京阪本線萱島駅から徒歩5分　◇創

立／1963年（150人）　◇舛田 基一、舛田 信一　◇礼拝

／10:30　◇特色／小さな交わりのグループ（セル）が全

部で20〜30あります。必ず、あなたに合う交わりを発見

していただけますよ。

【E-Mail】mkmasuda@air.ocn.ne.jp

香里園教会［日キ教会］

〒572-0084　寝屋川市香里南之町7-3　Tel.072-832-2151 

Fax.072-832-2158　◇京阪本線香里園駅から徒歩4分　◇

創立／1965年（105人）　◇藤井 和弘　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.hi-ho.ne.jp/lisa/

寝屋川教会［日基教団］

〒572-0041　寝屋川市桜木町15-6　Tel&Fax.072-829-

4730　◇JR寝屋川市駅から徒歩15分　◇創立／1963年

（21人）　◇村上 公彦、村上 和範　◇礼拝／10:30　◇特

色／日曜礼拝伴奏にパイプオルガンを使用。

寝屋川キリスト教会［バプ同盟］

〒572-0831　寝屋川市豊野町24-9　Tel&Fax.072-821-

2642　◇京阪本線寝屋川市駅から徒歩10分　◇創立／

1959年（43人）　◇亀山 光雄

【HP】http://www.cwk.zaq.ne.jp/fkcew104/

【E-Mail】neyagawakyoukai@kcat.zaq.ne.jp

寝屋川キリスト教会［MB］

〒572-0037　寝屋川市葛原新町3-57　Tel.072-828-5866 

Fax.072-827-3420　◇京阪本線寝屋川市駅からバス「葛

原」停、徒歩1分　◇創立／1966年（82人）　◇畑 直樹　

◇礼拝／7:10,10:30　◇特色／英会話教室、書道愛好会、

歌声喫茶、料理・手芸の集い等を開催し、地域に開かれ

た教会を目指しています。

【HP】http://www.neyagawa-church.com

寝屋川聖成キリスト教会［単立／独立］

〒572-0044　寝屋川市清水町7-13　Tel.072-826-5579　

◇京阪寝屋川市駅から徒歩10分　◇創立／1965年　◇村

上 友則、村上 豊子　◇礼拝／10:00

【E-Mail】shalom@h5.dion.ne.jp

寝屋川福音館＝寝屋川キリスト集会［キリスト

の教会］

〒572-0048　寝屋川市大利町36-1　Tel&Fax.072-838-

2758　◇京阪寝屋川市駅から徒歩8分　◇創立／1957年

（10人）　◇田口 望　◇礼拝／14:00　◇特色／アットホ

ームな教会です。毎週「神のことば」である聖書からメッ

セージが語られます。

寝屋川福音キリスト教会［アッセンブリー］

〒572-0047　寝屋川市大利元町1-16　Tel&Fax.072-829-

8060　◇久保田 寛、久保田 操

日之出キリスト教会［単立／独立］

〒572-0820　寝屋川市中木田町26-9　Tel.072-822-9232 

7986　◇阪急宝塚線蛍池駅から徒歩4分　◇創立／1966

年（105人）　◇森田 悦弘　◇礼拝／10:30

南豊中伝道所［日基教団］

〒561-0831　豊中市庄内東町4-6-36　Tel.06-6334-3933 

Fax.06-6332-1745　◇阪急宝塚線庄内駅東出口から徒歩5

分　◇創立／1984年（20人）　◇床次 正規

富田林市 Tondabayashi-shi

金剛教会［日基教団］

〒584-0076　富田林市青葉丘8-25　Tel.072-365-4244　

◇南海高野線大阪狭山市駅から徒歩5分　◇創立／1982

年（80人）　◇小倉 嗣夫　◇礼拝／10:15

金剛バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒584-0072　富田林市高辺台2-9-8　Tel&Fax.0721-29-

9262　◇南海高野線金剛駅から徒歩15分　◇創立／1973

年（135人）　◇中西 正夫、中西 操、後藤 献四郎　◇礼

拝／9:00,11:15　◇特色／福音の喜びを分かち合い、地域

に根差した霊的センターを目指している教会です。

【HP】http://kongoh.kyokai.org/

【E-Mail】kongohkyokai@yahoo.co.jp

聖ルシア教会［聖公会］

〒584-0074　富田林市久野喜台2-15-1　Tel&Fax.0721-

28-4934　◇南海高野線金剛駅　◇創立／1973年（55人）　  

◇岩城 聰　◇礼拝／10:30

富田林教会［日基教団］

〒584-0038　富田林市錦ヶ丘町4-13　Tel.0721-23-4820 

Fax.0721-21-1269　◇近鉄長野線富田林西口駅から徒歩

10分　◇創立／1954年（82人）　◇兼子 洋介　◇礼拝／

10:10　◇特色／新しい牧師を迎え、活動を充実させて行

きます。富田林の地に宗教改革の伝統に基づく真の福音

を伝えます！

【HP】http://www.tdbc-ch.com/

富田林聖アグネス教会［聖公会］

〒584-0032　富田林市常盤町14-13　Tel&Fax.0721-25-

8454　◇近鉄南大阪線富田林駅西口　◇創立／1929年（8

人）　◇鍋島 守一、小池 虔二

南大阪福音教会＝リバイバルチャーチ・イ
ンターナショナル［JEC］

〒584-0092　富田林市昭和町2-2-8　Tel.0721-25-9788 

Fax.0721-24-2030　◇近鉄南大阪線富田林駅北出口から

徒歩5分　◇創立／1986年（260人）　◇福野 正和、福野 

梢、徳山 守、安川 圭吾、安川 美穂、柴原 佳高、轟 節

雄　◇礼拝／9:00,10:30,19:00　◇特色／明るく健全な霊

的成長と賜物の解放、聖霊のお働きに信頼する教会形成

を目指す、賛美に満ちた楽しい教会です。

【HP】http://r-c-i.net/

【E-Mail】info@r-c-i.net
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淡輪聖書教会阪南バイブルセンター［FKK］

〒599-0224　阪南市舞4-13-4［連絡先：淡輪聖書教会　

〒599-0301　大阪府泉南郡岬町淡輪838−1 Tel.072-494-

3235］　◇大藪 一男　◇特色／こちらの集会活動に関し

ては、淡輪聖書教会までお問い合わせください。

【E-Mail】tannowa-seisho@iris.eonet.ne.jp

ツオーン集会所［カナン教団］

〒599-0201　阪南市尾崎町78-1　◇竹中 健

南海ルーテル教会［近畿教会］

〒599-0232　阪南市箱作3530-1　Tel&Fax.072-476-2280　  

◇南海本線箱作駅から徒歩5分　◇創立／1967年（80

人）　◇杉岡 直樹　◇礼拝／10:30　◇特色／地域の皆さ

んに親しまれる教会を目指して英会話、ジュニアゴスペル

等、さまざまな活動を展開しています。

【HP】http://nankaichurch.com

【E-Mail】nankaichurch@gmail.com

阪南キリスト教会［単立／独立］

〒599-0216　阪南市緑ヶ丘2-7-24　Tel&Fax.072-473-

0819　◇JR和泉鳥取駅から徒歩13分　◇創立／1985年（8

人）　◇中村 栄志　◇特色／ミッション・マカリオス代表、

中村 栄志。主な活動、フィリピンでの孤児院・足長おじ

さん、貧民街での幼稚園。

【E-Mail】seos_fuios_makarios@rinku.zaq.ne.jp

東大阪市 Higashiosaka-shi

アドラムキリスト教会［ペンテコステ教団］

〒579-8065　東大阪市新池島町1-4-1　Tel&Fax.072-985-

5599　◇近鉄奈良線ひょうたん山駅から徒歩8分　◇創立

／2000年（35人）　◇野田 詠氏、野田 安奈、李 玄雨　

◇礼拝／11:00　◇特色／幼児からお年寄りまで集う、ア

ットホームな教会です。

【HP】http://www.adullum.com/

イエスキリスト長老カナン教会＝カナン教
会［単立／独立］

〒577-0004　東大阪市稲田新町2-31-15　Tel&Fax.06-

6744-3804　◇JR徳庵駅から徒歩15分　◇創立／1999年

（53人）　◇景山 貞子　◇礼拝／11:00,15:00　◇特色／毎

朝5時から早朝礼拝・祈祷会、水曜20時から礼拝、毎月第

3土曜19時から青年の集い、日曜13時からＣＳ。

【E-Mail】kageyamakanan@yahoo.co.jp

稲田教会［日基教団］

〒577-0007　東大阪市稲田本町3-26-10　Tel.06-6744-

5544　◇JR徳庵駅東口から徒歩10分　◇創立／1966年

（33人）　◇花咲 一利

インマヌエル東大阪伝道所［IGM］

〒577-0036　東大阪市御厨栄町2-8-17　Tel&Fax.06-

6787-2246　◇近鉄奈良線河内小阪駅から徒歩5分　◇創

立／1996年（14人）　◇朝比奈 悦也　◇礼拝／10:30　

◇特色／讃美歌を中心としたコンサートやライブを計画し

ています。

Fax.072-822-9233　◇京阪本線寝屋川市駅から徒歩10

分　◇創立／1979年（150人）　◇行澤 一人、滝本 千

歳　◇礼拝／7:00,10:30　◇特色／聖霊の臨在を仰ぐ礼

拝。セルによる自由な伝道と交わり。メビックによるお友

達伝道。エリヤハウス祈りの奉仕。

【HP】http://www.tim.hi-ho.ne.jp/sunrise-cc/

【E-Mail】hinode-cc@dune.ocn.ne.jp

ひらかたキリスト福音教会ミラクルチャー
チ［TPKF］

〒572-0071　寝屋川市豊里町48-1　Tel&Fax.072-827-

0015　◇京阪寝屋川市駅から徒歩20分　◇創立／1963年

（50人）　◇今泉 孝之、ブルメンダール，レイヨ、今泉 美

恵子　◇礼拝／10:45

羽曳野市 Habikino-shi

恵我之荘聖マタイ教会［聖公会］

〒583-0885　羽曳野市南恵我之荘8-6-4　Tel&Fax.072-

953-5444　◇近鉄南大阪線恵我ノ荘駅　◇創立／1963年

（34人）　◇鍋島 守一

カナングレイスチャーチ［ワールドミッション］

〒583-0854　羽曳野市軽里3-2-24　Tel&Fax.072-950-

3171　◇近鉄南大阪線古市駅から徒歩10分　◇井上 達

也

グレース宣教会はびきのチャペル［グレース宣

教会・福音自由］

〒583-0861　羽曳野市西浦955　Tel.072-958-6733　◇近

鉄古市駅　◇堀内 顕　◇礼拝／11:00

【HP】http://isaiah.blog51.fc2.com/

【E-Mail】gmefc@aol.com

羽曳が丘教会［日基教団］

〒583-0864　羽曳野市羽曳が丘1-4-2　Tel&Fax.072-958-

4169　◇近鉄南大阪線藤井寺駅　◇創立／1969年（24人）　  

◇高村 文雄　◇礼拝／10:15

羽曳野教会［イエス・キリスト］

〒583-0856　羽曳野市白鳥3-10-9　Tel&Fax.072-956-

6249　◇高見 一男、高見 昭子

阪南市 Hannan-shi

尾崎教会［カナン教団］

〒599-0201　阪南市尾崎町883　◇南海電鉄尾崎駅　◇

竹中 健

尾崎基督教会［アッセンブリー］

〒599-0201　阪南市尾崎町3-12-29　Tel&Fax.072-472-

1828　◇南海電鉄尾崎駅から徒歩7分　◇秋川 由香利　

◇礼拝／10:30

カナン精機工場集会所［カナン教団］

〒599-0201　阪南市尾崎町5-41-5　◇南海本線尾崎駅　

◇竹中 健
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石飛 秀生　◇礼拝／10:30,14:00　◇外国語／韓国語

(10:30)　◇特色／午前10時30分から韓国語礼拝、午後2時

から日本語礼拝。水曜日午後2時から聖書勉強会があります。

【E-Mail】csm9261106@ybb.ne.jp

小阪教会［日基教団］

〒577-0802　東大阪市小阪本町2-6-26　Tel.06-6722-6025 

Fax.06-6722-4920　◇近鉄奈良線河内小阪駅から徒歩8分　  

◇創立／1927年（78人）　 ◇中西 真二　 ◇礼拝／

10:15,19:30　◇特色／子供がたくさん集まる教会になって

きました。幼い子供から高齢者まで家族的な雰囲気の教

会です。

長瀬キリスト教会［MB］

〒577-0818　東大阪市小若江3-2-39　Tel&Fax.06-6722-

5708　◇近鉄線長瀬駅から徒歩12分　◇創立／1956年

（50人）　◇中村 孝治　◇礼拝／10:10

【HP】http://www.geocities.jp/nagase_ch/

花園キリスト教会［ペンテコステ教団］

〒578-0937　東大阪市花園本町1-2-8　Tel&Fax.072-961-

2893　◇近鉄奈良線河内花園駅から徒歩2分　◇創立／

1935年（60人）　◇為房 晃夫、為房 ゆみ子　◇礼拝／

10:30,14:00,16:00

【HP】http://www.hct.zaq.ne.jp/cpdtc704

【E-Mail】cpdtc704@hct.zaq.ne.jp

放出教会［イエス・キリスト］

〒577-0061　東大阪市森河内西1-29-18　Tel.06-6782-

8949 Fax.050-3007-0403　◇JR放出駅から徒歩8分　◇

創立／1950年（145人）　◇藪野 潤一、藪野 佐智子　◇

礼拝／6:30,8:30,10:30　◇テレホン／06-6782-8710　◇

特色／開かれた教会を目ざして。詳細はホームページで！

JR住道駅前大東サンメイツ２番館にて土曜午後3時礼拝。

【HP】http://church.ne.jp/hanaten/

【E-Mail】hanaten@church.ne.jp

東大阪エリム・キリスト教会［ペンテコステ教団］

〒577-0022　東大阪市荒本新町3番29 美津和ビル302　

Tel&Fax.0743-75-5959　◇近鉄けいはんな線荒本駅から

徒歩2分［連絡先：竹腰 明人　〒630-0243　奈良県生駒

市俵口町951 生駒聖書学院 家族寮3号 Tel.0743-75-

5959］　◇創立／2004年（10人）　◇竹腰 明人　◇礼拝

／11:00　◇外国語／手話(14:00)　◇テレホン／0743-73-

3740　◇特色／東大阪市役所から徒歩3分。楽しく交わり

豊かな教会です。希望にあふれたメッセージが語られます。

【HP】http://sky.geocities.jp/elimfaithchurch/

【E-Mail】faith223faith404@hotmail.co.jp

東大阪エリムろう教会［ペンテコステ教団］

〒577-0022　東大阪市荒本新町3番29 美津和ビル302　

◇近鉄けいはんな線荒本駅から徒歩2分　◇創立／2004

年（5人）　◇蛭子 正人、蛭子 文子　◇礼拝／14:00　◇

特色／力強く聖書のメッセージが語られ、手話通訳はあり

ません。交わりも楽しく喜びにあふれた礼拝のときです。

【E-Mail】condescend-rock-ebisu@docomo.ne.jp

東大阪教会［日基教団］

〒579-8024　東大阪市南荘町3-19　Tel&Fax.072-987-

9298　◇近鉄けいはんな線新石切駅から徒歩10分　◇創

ヴァインチャーチ［ワールドミッション］

〒578-0944　東大阪市若江西新町1-6-3　Tel&Fax.06-

6725-7116　◇近鉄奈良線八戸ノ里駅から徒歩10分　◇

創立／2007年　◇松本 真子、山江 知穂、松本 裕樹　◇

礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後6時から祈祷会。聖日3

週目に子供向けの礼拝ノアズアークが2時からあります。

賛美大好き教会。

永和教会［KCCJ］

〒577-0055　東大阪市長栄寺20-9　Tel.06-6781-7417 

Fax.06-6741-7744　◇金 安弘

大阪教会＝兄弟団大阪［基督兄弟団］

〒577-0807　東大阪市菱屋西2-8-30　Tel.06-6721-5841 

Fax.06-6730-5070　◇近鉄長瀬駅から徒歩2分　◇創立

／1949年（280人）　◇備後 章、寺東 真也、寺東 栄化　

◇礼拝／10:30,19:30　◇テレホン／06-6729-1111　◇特

色／日曜日夜7時30分から伝道会。水曜日午前10時から昼

祈祷会。夜7時30分から夜祈祷会。青年会は第1日曜午後。

大阪教会［活水基督］

〒578-0903　東大阪市今米1-11-11　◇今井 三夫

大阪鴻池神の教会［神の教会］

〒578-0972　東大阪市鴻池町1-30-38　Tel&Fax.072-872-

5814　◇JR鴻池新田駅から徒歩15分　◇植松 光春　◇

礼拝／10:30

大阪シオン教会［シオン宣教団］

〒578-0941　東大阪市岩田町5-15-28　Tel.072-964-5144 

Fax.072-964-5145　◇近鉄奈良線若江岩田駅から徒歩7

分　◇創立／1973年（194人）　◇安達 隆夫、有井 慰作、

有井 典子、栂村 洋子　◇礼拝／8:30,11:00　◇特色／ゴ

スペルクワイアーの活動が盛んです。是非一度見学に来

て下さい。丁寧に指導いたします。

【HP】http://www.geocities.jp/osakazion2006/

【E-Mail】osakazionchurch@ybb.ne.jp

関西黎明キリスト教会［バプ連盟］

〒577-0803　東大阪市下小阪4-4-2-301　Tel&Fax.06-

6720-1573　◇創立／1970年（35人）　◇江田 治男

キリスト・コイノニアチャーチ東大阪チャペ
ル［単立／独立］

〒578-0973　東大阪市東鴻池5-7-49　Tel&Fax.072-966-

4405　◇JR鴻池新田駅から徒歩15分　◇創立／1998年

（11人）　◇向 義人　◇礼拝／10:30

【E-Mail】cpaiu105@hct.zaq.ne.jp

グレース宣教会枚岡チャペル［グレース宣教会・

福音自由］

〒579-8031　東大阪市豊浦町18-4　Tel.072-987-4827　

◇近鉄枚岡駅から徒歩1分　◇創立／1982年　◇堀内 顕

【HP】http://www.gmi.or.jp/hiraoka1982/home.htm

【E-Mail】gmefc@aol.com

鴻池キリスト教会［単立／独立］

〒578-0961　東大阪市南鴻池町2-12-9　Tel&Fax.06-

6777-3393　◇JR鴻池新田駅から徒歩10分［連絡先：

Tel.090-7111-8811］　◇創立／1997年（20人）　◇崔 碩文、
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あふれる礼拝を捧げています。

【HP】http://www.talant-net.jp/bethany/

【E-Mail】bethany@f5.dion.ne.jp

ペテラキリスト教会［単立／独立］

〒579-8004　東大阪市布市町1-8-34　Tel.072-986-0116 

Fax.072-986-0115　◇近鉄奈良線石切駅から徒歩20分　

◇張 高康

みとキリスト教会［単立／独立］

〒577-0827　東大阪市衣摺4-10-13　Tel&Fax.06-6727-

3219　◇近鉄大阪線弥刀駅から徒歩10分　◇創立／1975

年（17人）　◇佐藤 義行、佐藤 義　◇礼拝／10:15　◇

特色／ミニギャラリーが併設され、アートチャペルとして、

常設展示がある。ご自由にご覧下さい。書・画家・など。

【HP】http://www.e-310.com/mitokyokai/kyokaitop.htm

【E-Mail】info@sato-boun.jp

八戸ノ里キリスト教会［ペンテコステ教団］

〒577-0034　東大阪市御厨南2-1-39 大谷ビル2F　Tel& 

Fax.06-6783-5577　◇近鉄奈良線八戸ノ里駅から徒歩3分　  

◇創立／1996年（30人）　◇金 恵沫　◇礼拝／10:30　

◇特色／日曜午後1時30分祈祷会。水曜午後7時霊的訓練。

木曜午後7時祈祷会。

レムエル・キリスト教会［NTM］

〒579-8058　東大阪市神田町15-18 サンプラザビル2F　

Tel&Fax.072-982-8779　◇近鉄瓢箪山駅から徒歩3分　

◇創立／2001年（25人）　◇岡本 俊樹、岡本 義子　◇礼

拝／10:30　◇特色／教会所有のキャンプ場（京都府和束

町）を利用し、自然学校・キャンプなどアウトドア活動に

力を入れています。

【E-Mail】lemuel@hct.zag.ne.jp

枚方市 Hirakata-shi

アッセンブリー枚方教会［在外国教団教派］

〒573-0028　枚方市川原町5-13 川原ビル1F　Tel&Fax. 

072-844-2282 Tel.090-1609-7696　◇京阪本線枚方市駅

から徒歩7分　◇創立／1998年（50人）　◇金 良禧、長

瀬 有理世　◇礼拝／10:30　◇特色／月曜〜金曜の毎朝5

時30分より早天祈祷会があります。水曜日午後7時30分か

ら水曜礼拝。金曜日午後8時より賛美集会。

【E-Mail】hirakata_church@yahoo.co.jp

インタナショナル・チャーチ京阪集会所［NTM］

〒573-1142　枚方市牧野下島町1-13-1 グランドビル1F　

Tel&Fax.072-868-3641　◇京阪線牧野駅から徒歩5分［連

絡先：インターナショナル・チャーチ　〒574-0011　大阪

府大東市北条5-8-50 Tel.072-878-3751］　◇創立／1986年

（60人）　◇喜多 修　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午

後7時30分から祈祷会。毎週火曜日午前10時から婦人集会

をしています。

インマヌエル枚方キリスト教会［IGM］

〒573-1185　枚方市天之川町2-122　Tel&Fax.072-840-

2213　◇京阪本線枚方市駅から徒歩8分　◇創立／1985

年（30人）　◇戸谷 芳朗、戸谷 富士子　◇礼拝／

10:30　◇特色／祈祷会／水曜10時半、19時半。母親集会

立／1978年（7人）　◇太田 稔、寺下 幸生

東大阪キリスト教会［単立／独立］

〒578-0983　東大阪市吉田下島23-13　Tel&Fax.072-963-

6892　◇近鉄東大阪線吉田駅から徒歩10分　◇創立／

1998年　◇黒石 重孝、黒石 静子、矢野 愛子　◇礼拝／

11:00　◇特色／日曜礼拝メッセージをホームページに掲

載。

【HP】http://9614.org

【E-Mail】kyokai@9614.org

東大阪キリスト教会［バプ連盟］

〒578-0931　東大阪市花園東町1-20-19　Tel&Fax.072-

961-3834　◇近鉄奈良線花園駅から徒歩5分　◇井置 利

男　◇礼拝／10:00

東大阪福音教会石切チャペル［NTM］

〒579-8011　東大阪市東石切町4-1-1　Tel&Fax.072-981-

1750　◇近鉄奈良線石切駅　◇創立／1959年（20人）　

◇藤長 紀雄

東大阪福音教会布市チャペル［NTM］

〒579-8004　東大阪市布市町2-5-6　Tel&Fax.072-984-

5943　◇近鉄奈良線石切駅　◇創立／1985年（30人）　

◇藤長 紀雄　◇礼拝／10:00

【E-Mail】hgcic@f7.dion.ne.jp

東花園教会［基督兄弟団］

〒578-0924　東大阪市吉田8-1-5　Tel&Fax.072-962-

0536　◇近鉄東花園駅から徒歩7分　◇創立／1985年（26

人）　◇鄭 盛範、橋本 恵

枚岡教会［日基教団］

〒579-8036　東大阪市鷹殿町12-34　Tel.072-981-2817 

Fax.072-988-5292　◇近鉄奈良線瓢箪山駅から徒歩10分　  

◇創立／1950年（123人）　◇浅見 覚　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage2.nifty.com/h-church/

【E-Mail】zan51113@nifty.com

枚岡教会［KCCJ］

〒579-8024　東大阪市南荘町9-18　Tel&Fax.072-982-

4368　◇近鉄奈良線額田駅から10分　◇創立／1949年（8

人）　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語

布施教会［日基教団］

〒577-0055　東大阪市長栄寺13-14　Tel&Fax.06-6789-

7004　◇近鉄奈良線河内永和駅　◇創立／1956年（13人）　  

◇金 顕球

布施源氏ケ丘教会［自由メソ］

〒577-0822　東大阪市源氏ヶ丘16-10　Tel.06-6721-

0291　◇近鉄大阪線弥刀駅から徒歩10分　◇創立／1931

年　◇安藤 眞一

ベタニヤチャーチ［ワールドミッション］

〒577-0801　東大阪市小阪1-13-13　Tel.06-6782-7333 

Fax.06-6782-7170　◇近鉄奈良線河内小阪駅から徒歩3

分　◇創立／1998年（120人）　◇吉田 茂樹、吉田 美宝子、

高橋 明　◇礼拝／7:45,10:30　◇特色／教会学校、ユー

ス礼拝 11:00。真実な愛と安らぎの教会を目指し、いのち
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Jzs（ジェイズ）アンテオケ教会［ペンテコステ

教団］

〒573-1122　枚方市西船橋2-59-20-403　Tel.090-4903-

9777 Fax.072-855-4924　◇京阪本線樟葉駅から徒歩15分

［連絡先：Christ Company Jzs事務局　〒573-1141　大阪

府枚方市養父西町27-10］　◇創立／2003年（1人）　◇島

田 竜之助　◇テレホン／072-855-4927　◇いのち／072-

855-4989　◇特色／生きる主の教会を立ち上げる開拓実

践、支援教会です。現代人の抱える悩みにカウンセリング

を行っています。

【HP】http://church.ne.jp/jzs/

【E-Mail】jzs@church.ne.jp

Jzs（ジェイズ）イエス・キリスト教会セン
ターチャーチ［ペンテコステ教団］

〒573-1141　枚方市養父西町27-10　Tel.072-855-4919 

Fax.072-855-4924　◇京阪本線牧野駅から徒歩15分［連

絡先：Tel.090-4903-9777］　◇創立／1999年（12人）　◇

島田 竜之助、島田 典子、高井 里子、築山 美智子、高井 

良太、高井 直也　◇礼拝／10:45　◇テレホン／072-

855-4927　◇いのち／072-855-4989　◇特色／生きる事

を前提に生きる教会、生きる人間として前進しています。

手話サークル、放課後学習教室します。

【HP】http://church.ne.jp/jzs/

【E-Mail】jzs@church.ne.jp

Jzs（ジェイズ）ジョイフルチャーチ［ペンテ

コステ教団］

〒573-1141　枚方市養父西町27-17-305　Tel.090-4903-

9777 Fax.072-855-4924　◇京阪本線牧野駅から徒歩15分

［連絡先：Christ Company Jzs事務局　〒573-1141　大阪

府枚方市養父西町27-10］　◇創立／2003年（7人）　◇島

田 典子　◇礼拝／9:30　◇テレホン／072-855-4927　◇

いのち／072-855-4989　◇特色／光の子どもたちが集ま

る元気な教会です。親子サークル、母子家庭のサークル

などの活動を展開しています。

【HP】http://church.ne.jp/jzs/

【E-Mail】jzs@church.ne.jp

Jzs（ジェイズ）光のある間に教会［ペンテコ

ステ教団］

〒573-1141　枚方市養父西町27-10　Tel.072-855-4917 

Fax.072-855-4997　◇創立／2002年（6人）　◇高井 里子、

高井 良太、高井 直也　◇礼拝／18:00　◇テレホン／

072-855-4927　◇いのち／072-855-4989　◇特色／心と

身体のバリアフリーに根ざした教会です。主による信仰の

リカバリーを体感し、チャレンジしましょう。

【HP】http://church.ne.jp/jzs/

【E-Mail】jzs@church.ne.jp

シャロームチャーチ長尾［NTM］

〒573-0163　枚方市長尾元町4-3-81　Tel&Fax.072-857-

6915　◇JR長尾駅から徒歩5分　◇小野 秀章

神愛キリスト教会［単立／独立］

〒573-0013　枚方市星丘4-28-9　Tel&Fax.072-898-2583　  

◇星丘駅から徒歩15分　◇創立／1978年（15人）　◇西

原 仁、西原 順子　◇礼拝／10:30　◇特色／ソフトでマ

イルドな家族的な教会です。主の家では、誰でも祝福され、

救いといやし・平安と喜びがあります。

／第一木曜。バイブルカウンセリング／要予約。子どもの

多い教会です。

【E-Mail】izaya30_18@nifty.com

学研都市キリスト教会［バプ教会連合］

〒573-0127　枚方市津田元町2-54-7　Tel&Fax.072-859-

1346　◇京阪枚方駅からバス「津田本通り」停、すぐ。　

◇創立／2004年（12人）　◇小西池 正隆　◇礼拝／

10:30　◇特色／主日礼拝以外にもいろいろな活動を行っ

ています。小さなひとりに寄り添う教会でありたいと願っ

ています。

【HP】http://island.geocities.jp/gakukwen/

楠葉キリスト教会［単立／独立］

〒573-1191　枚方市新町1-13-50-408　Tel&Fax.072-844-

6123　◇京阪本線枚方市駅から徒歩5分　◇創立／1982

年　◇遠藤 明匡　◇礼拝／10:00

楠葉コイノニア［単立／独立］

〒573-1121　枚方市楠葉花園町5-3-812 くずはセンチュリ

ータウン　Tel&Fax.072-851-0850　◇京阪本線樟葉駅か

ら徒歩5分［連絡先：伊野 広子　〒573-1121　大阪府枚

方市楠葉花園町5-5-701 Tel.072-851-5232］　◇創立／

1994年（25人）　◇伊野 広子　◇礼拝／13:30　◇特色

／集会はすべて午後1時半からです。

くずは聖書教会［同盟基督］

〒573-1138　枚方市招提北町1-2318-1　Tel&Fax.072-

856-5169　◇京阪本線樟葉駅からバス「関西記念病院前」

停、徒歩5分　◇創立／1977年（80人）　◇石黒 久浩　

◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝説教において、みことばが

わかりやすく取り次がれています。お気軽にお越しくださ

い。お待ちしています。

【HP】http://homepage2.nifty.com/kuzuhahp/

【E-Mail】godhope7@yahoo.co.jp

楠葉台教会＝楠葉台キリスト教会［ナザレン］

〒573-1113　枚方市楠葉面取町2-8-1　Tel&Fax.072-868-

3358　◇京阪樟葉駅からバス「しで原」停、徒歩5分　◇

創立／1979年（28人）　◇藤原 伸彦　◇礼拝／10:30　

◇特色／教会学校日曜朝9時。祈り会水曜朝10時半

【HP】http://www.nazarene.or.jp/

京阪グレイスチャペル［トータル］

〒573-0161　枚方市長尾北町1-1201-4　Tel&Fax.072-

851-5616　◇バス「国道招提」停、徒歩2分　◇創立／

1989年（80人）　◇濱本 聖一　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.tcc-keihan.org/

香里ヶ丘教会［日基教団］

〒573-0046　枚方市宮之下町8-17　Tel&Fax.072-860-

3019　◇京阪本線枚方市駅からバス「桑ヶ谷」停、徒歩5

分　◇創立／1959年（91人）　◇清水 朝子　◇礼拝／

10:30　◇特色／木曜日午後7字30分から聖研祈祷会。

【HP】http://homepage2.nifty.com/kourigaoka-church/

香里教会［日基教団］

〒573-0086　枚方市香里園町26-80　Tel&Fax.072-831-

0956　◇京阪本線香里園駅から徒歩10分　◇創立／1949

年（160人）　◇吉本 幸嗣、吉本 紀子　◇礼拝／10:15
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7402　◇JR長尾駅から徒歩15分　◇創立／1977年　◇

當麻 眞平　◇礼拝／10:30

枚方バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒573-0022　枚方市宮之阪3-17-5　Tel&Fax.072-840-

0796　◇京阪電車交野線宮之阪駅から徒歩5分　◇創立

／1964年　◇山本 実、山本 歩美　◇礼拝／10:15

【HP】http://www11.plala.or.jp/hbap/

フルゴスペル枚方教会［JFGA］

〒573-1142　枚方市牧野下島町2-8　Tel&Fax.072-857-

3954　◇京阪本線牧野駅から徒歩5分　◇朴 景福

ベテルキリスト宣教教会［単立／独立］

〒573-0001　枚方市田口山2-13-16-202　Tel&Fax.072-

851-9372　◇JR長尾駅からバス「山田池団地」停、徒歩1

分　◇創立／1994年（20人）　◇史 惠卿、朴 銀緒、韓 

トゥナ、金 順紀、小中 史郎、小中 恵美子　◇礼拝／

11:00,14:00　◇外国語／韓国語

マラナ・タ教会［日基教団］

〒573-0033　枚方市岡南町10-16　Tel&Fax.072-846-

8553　◇京阪本線枚方市駅から徒歩5分　◇創立／1978

年（45人）　◇久下 倫生　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/maranathahirakata/

藤井寺市 Fujiidera-shi

シオンの丘教会［バプ連盟］

〒583-0017　藤井寺市藤ヶ丘1-7-12　Tel&Fax.072-953-

7750　◇近鉄藤井寺駅からバス「藤ヶ丘」停、徒歩3分　

◇創立／1983年（36人）　◇坂田 浩　◇礼拝／10:30

藤井寺キリスト教会［単立／独立］

〒583-0033　藤井寺市小山1-2-2　Tel&Fax.072-953-

2766　◇近鉄南大阪線藤井寺駅から徒歩12分　◇創立／

1968年（57人）　◇池田 豊　◇礼拝／10:30　◇特色／礼

拝メッセージは、日本語を母国語としておられない方のた

めに、英語での同時通訳がなされます。

【E-Mail】kyoukai.fujiidera@leaf.ocn.ne.jp

美陵教会［日基教団］

〒583-0036　藤井寺市恵美坂1-9-11　Tel&Fax.072-955-

9213　◇近鉄南大阪線藤井寺駅から徒歩10分　◇創立／

1960年（51人）　◇樋川 義國　◇礼拝／10:30

松原市 Matsubara-shi

河内天美教会［日基教団］

〒580-0032　松原市天美東2-165-3　Tel&Fax.072-334-

3555　◇近鉄南大阪線河内天美駅から徒歩10分　◇創立

／1961年（74人）　◇柳瀬 聡、臂 奈津恵　◇特色／詳細

はホームページで。「河内天美教会」と入力・検索。

【HP】http://www.justmystage.com/home/amamino/

河内松原教会［日基教団］

〒580-0017　松原市柴垣1-21-18　Tel&Fax.072-331-4313　  

◇近鉄南大阪線河内松原駅から徒歩15分　◇創立／1955

【E-Mail】j-shinai@leto.eonet.ne.jp

ＴＣＣ京阪シティー・チャーチ牧野［トータル］

〒573-1142　枚方市牧野下島町1-7 東邦ビル3F　Tel.072-

856-2535 Fax.050-3110-0858　◇京阪本線牧野駅から徒

歩1分［連絡先：Tel.072-867-8602］　◇創立／2003年（18

人）　◇足立 理明　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／詳細

はホームページを御覧下さい。

【HP】http://www.cityc.net/

【E-Mail】J@cityc.net

中振キリストの教会［キリストの教会］

〒573-0095　枚方市翠香園2-35　Tel.072-846-5275　◇

木村 哲明

磐上教会［日基教団］

〒573-0076　枚方市東香里元町28-35　Tel&Fax.072-

852-0934　◇京阪香里園駅からバス「東香里」停、徒歩1

分　◇創立／1981年（31人）　◇成田 いうし　◇礼拝／

10:00　◇特色／火曜日午前10時15分から聖書研究会。ノ

ンクリスチャンの人も出席し、いっしょに楽しく聖書を学

んでいます。

【E-Mail】ontherockbanjo@yahoo.co.jp

枚方希望教会［イエス・キリスト］

〒573-1145　枚方市黄金野2-1-7　Tel.072-856-1500 

Fax.072-857-5826　◇京阪本線牧野駅から徒歩10分　◇

創立／1970年（113人）　◇朝川 清英、朝川 小織　◇礼

拝／7:00,10:30

【E-Mail】church@hiratakibou.com

ひらかた教会［聖イエス会］

〒573-0134　枚方市春日東町2-9-10　Tel.072-897-2355　

◇宮本 久雄

枚方キリスト教会［MB］

〒573-1125　枚方市養父元町4-28　Tel&Fax.072-857-

6506　◇京阪本線牧野駅から徒歩15分　◇創立／1972年

（52人）　◇藤野 純一　◇礼拝／10:30　◇特色／祈り、

みことば、愛、交わりにあふれた新約のような教会をめざ

しています。礼拝後の食事の交わりも好評。

【HP】http://www.ab.auone-net.jp/~mbhirach

【E-Mail】jfujino@r4.dion.ne.jp

枚方くずは教会［日基教団］

〒573-1111　枚方市楠葉美咲1-22-5　Tel.072-857-1850 

Fax.072-857-3630　◇京阪本線楠葉駅　◇創立／1970年

（12人）　◇平田 義　◇礼拝／10:00

枚方コミュニティチャペル［福音自由］

〒573-1102　枚方市北楠葉町34-5　Tel&Fax.072-856-

8896　◇京阪楠葉駅からバス「北楠葉」停　◇創立／

2000年（25人）　◇水野 健　◇礼拝／10:30　◇特色／

英会話教室あり、カウンセリング受付、地域に根ざした教

会をめざしています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/HIRAKATA-CHAPEL/

【E-Mail】KHF05412@nifty.com

枚方聖書バプテスト教会［JBBF］

〒573-0151　枚方市藤阪北町35-1　Tel&Fax.072-855-
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【E-Mail】minokoinonia@hcn.zaq.ne.jp

箕面東教会［日基教団］

〒562-0023　箕面市粟生間谷西7-6-4　Tel&Fax.072-727-

2412　◇阪急千里線北千里駅からバス「宮ノ前」停　◇

創立／1993年（27人）　◇澤田 隆　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/minohigasikyokai/

箕面福音教会［JEC］

〒562-0014　箕面市萱野1-24-38　Tel.072-722-8506 

Fax.072-722-8526　◇阪急箕面駅からバス15分「坊島」停、

徒歩5分　◇創立／1986年（26人）　◇保野 あかね　◇

礼拝／10:30

【E-Mail】minoo@jec-net.org

箕面めぐみ聖書教会＝茨木聖書教会伝道所
［同盟基督］

〒562-0003　箕面市西小路2-7-22 MKM友ビル2F　Tel& 

Fax.072-720-7035　◇阪急牧落駅から徒歩2分　◇創立

／1994年（20人）　◇笠川 徹三、山下 亘　◇礼拝／

10:30

守口市 Moriguchi-shi

大阪泉キリスト教会＝オオサカ・イズミ・
クライストチャーチ［在外国教団教派］

〒570-0079　守口市金下町1-9-14　Tel&Fax.06-6996- 

4111 Tel.090-3273-9555　◇地下鉄谷町線太子橋今市駅

から徒歩1分　◇創立／1987年　◇山本 泉　◇礼拝／

11:00　◇特色／日本のリバイバルのため、献身希望者で

あれば当教会に所属するだけで神学を修める制度を備え、

奉仕しています。

【E-Mail】osakaizumicc@yahoo.co.jp

北大阪キリスト教会［バプ連盟］

〒570-0012　守口市大久保町2-34-14　Tel.06-6903-6954 

Fax.06-6903-7207　◇京阪大和田駅から徒歩15分　◇創

立／1968年（28人）　◇古賀 昭範、小櫻 俊治　◇礼拝／

10:30　◇特色／子どもと一緒にトーンチャイムを行って

います。通信教育で聖書の学びも行っています。

【HP】http://www.mkc.zaq.ne.jp/kitaoosaka/

守口復活教会［聖公会］

〒570-0073　守口市土居町6-6　Tel&Fax.06-6992-3307　  

◇京阪土居駅から徒歩3分　◇創立／1952年（48人）　◇

山野上 素充　◇礼拝／10:30

八尾市 Yao-shi

大阪キリストチャペル［単立／独立］

〒581-0052　八尾市竹渕5-1　Tel&Fax.06-6703-9552　

◇JR加美駅から徒歩8分　◇創立／1990年（20人）　◇松

田 高夫、金 美玉　◇礼拝／19:00　◇外国語／韓国語　

◇特色／結婚式伝道・ネットでの伝道と信仰相談、ネット

にてカルト化しつつあるキリスト教界への警鐘を発信して

います。

【HP】http://church.jp/occ/

【E-Mail】osaka-christ-chapel@nifty.com

年（40人）　◇丸山 澄夫　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.k2.dion.ne.jp/~k-matsub/

【E-Mail】sumio.maruyama@s9.dion.ne.jp

松原聖書教会＝ジョイファミリーチャーチ
［同盟基督］

〒580-0016　松原市上田1-6-10　Tel.072-336-3858 Fax. 

072-336-7222　◇近鉄南大阪線河内松原駅から徒歩3分　  

◇創立／1971年（211人）　◇野口 富久　◇礼拝／10:30　

◇特色／幼児教育を通して地域に仕えています。ゴスペ

ル教室、ダンス教室（ヒップホップ、フラ）も行っています。

【HP】http://www013.upp.so-net.ne.jp/jfc/

【E-Mail】jfc@gk9.so-net.ne.jp

松原福音教会［JEC］

〒580-0017　松原市柴垣1-1-31-405 梅田方　Tel.072-333-

8105 Fax.072-335-2744　◇梅田 英夫、梅田 悦子、梅田 

与世夫

【HP】http://matu.yu05.com/

【E-Mail】matsubara@jec-net.org

箕面市 Minoo-shi

桜井聖愛教会［フリーメソ］

〒562-0043　箕面市桜井1-11-14　Tel&Fax.072-721-4964　  

◇阪急箕面線桜井駅から徒歩3分［連絡先：重富 勝己　

〒545-0011　大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-20-6 Tel.06-

6622-3725］　◇創立／1951年（65人）　◇今井 洋、重富 

勝己　◇礼拝／10:30

千里ニュータウンバプテスト教会［単立／独立］

〒562-0033　箕面市今宮3-11-32　Tel.072-726-0726 Fax. 

072-726-0276　◇阪急北千里駅からバス5分「今宮」停、

徒歩1分　◇創立／1966年　◇小川 宗五郎、山田 昌則、

小川 勇哉、小川 英理也　◇礼拝／8:30,10:50,16:00　◇

外国語／英語、韓国語、手話　◇特色／聖書を正しく伝え、

地域に根ざした、伝道的・宣教的な教会。

【HP】http://www.senrinewtown.com/

【E-Mail】office@senrinewtown.com

みのお泉キリスト教会［ホーリネス］

〒562-0031　箕面市小野原東1-8-15　Tel&Fax.072-728-

8900　◇阪急北千里駅からバス「小野原南」停、徒歩5分　  

◇創立／1991年（28人）　◇岡田 晴美、福田 麻紀　◇礼

拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分から祈祷会を行

っています。

箕面教会［日基教団］

〒562-0005　箕面市新稲3-9-2　Tel&Fax.072-721-3287　

◇阪急箕面線箕面駅から徒歩7分　◇創立／1951年（93人）　  

◇小林 よう子、後藤 慧　◇礼拝／10:30

箕面コイノニア・キリスト教会［単立／独立］

〒562-0036　箕面市船場西1-12-1　Tel&Fax.072-728-

7149　◇バス「市立病院前」停、徒歩3分　◇創立／

1987年（35人）　◇増田 博　◇礼拝／11:00　◇特色／幼

児から年配者まで一緒に礼拝しています。親子・夫婦・

家族ぐるみでの参加が多い教会です。

【HP】http://www.hcn.zaq.ne.jp/minokoinonia/
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◇JR八尾駅北口から徒歩10分　◇創立／1950年（44人）　

◇大畠 俊勝　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~arisawa/

【E-Mail】arisawa@sweet.ocn.ne.jp

八尾東教会［日基教団］

〒581-0831　八尾市山本町北7-8-2　Tel.072-922-6677 

Fax.072-924-9076　◇近鉄大阪線河内山本駅　◇創立／

1946年（81人）　◇有澤 慎一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~arisawa/

【E-Mail】arisawa@wondernet.ne.jp

八尾福音教会［JEC］

〒581-0869　八尾市桜ケ丘1-31-3　Tel.072-999-7988 

Fax.072-998-0255　◇近鉄大阪線八尾駅から徒歩5分　◇

創立／1955年（589人）　◇道本 純行、道本 安子、藤原 

義宣、藤原 信子　◇礼拝／9:00,11:00,19:30　◇テレホン

／072-998-7554

【HP】http://www.yaoec.com/

八尾福音教会曙チャペル［JEC］

〒581-0026　八尾市曙町2-1-7　Tel&Fax.072-992-7822　

◇JR志紀駅から徒歩15分　◇創立／1980年　◇伊藤 勝

利

【E-Mail】akebono@jec-net.org

八尾南福音教会［JEC］

〒581-0042　八尾市南木の本2-1-2　Tel.072-994-0435 

Fax.072-996-0450　◇地下鉄谷町線八尾南駅　◇創立／

1977年（90人）　◇福島 敏雄、福島 静江、土肥 妙子、高

橋 央也、伊藤 麻由美　◇礼拝／9:00,10:30　◇特色／シ

ャロームカウンセリング大阪、併設、専門の臨床医が担当。

【HP】http://www.geocities.jp/yaominamichurch/

【E-Mail】goodnews@kawachi.zaq.ne.jp

八尾ルーテル教会［近畿教会］

〒581-0883　八尾市恩智中町3-230　Tel&Fax.072-943-

6935　◇近鉄大阪線恩智駅から徒歩5分　◇創立／1986

年（54人）　◇平井 清　◇礼拝／10:30　◇テレホン／

0729-43-7181　◇特色／木曜日午前10時30分から聖書研

究祈祷会。

【E-Mail】yao-lutheran@kawachi.zap.ne.jp

山本教会［改革派］

〒581-0013　八尾市山本町南1-10-23　Tel&Fax.072-996-

3062　◇近鉄大阪線山本駅から徒歩3分　◇創立／1961

年（9人）　◇乾 順　◇礼拝／10:30

泉南郡 Sennan-gun

熊取キリスト恵み教会［単立／独立］

〒590-0423　泉南郡熊取町自由が丘1-21-16　Tel&Fax. 

072-453-1277　◇JR熊取駅からバス「自由が丘」停、徒

歩2分　◇創立／2007年（7人）　◇山岸 登、環野 浩史　

◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7:30〜祈祷会。金曜

日午後8:00〜聖書学び会。土曜日午前10:00〜婦人会。

【E-Mail】kumatori.grace@gmail.com

グレース宣教会久宝チャペル［グレース宣教会・

福音自由］

〒581-0068　八尾市跡部北之町2-4-17　Tel.072-993-4385　  

◇JR久宝寺駅から徒歩4分　◇創立／1975年　◇堀内 

顕　◇礼拝／10:30

グレース宣教会高美会堂［グレース宣教会・福音

自由］

〒581-0017　八尾市高美町4-7-7　Tel.072-992-4242　◇

JR八尾駅から徒歩15分　◇創立／1971年（60人）　◇堀

内 顕　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.gracemission.jp/modules/pico/index.php?con

tent_id=61

【E-Mail】grace@gmi.or.jp

グレース宣教会グレース大聖堂［グレース宣教

会・福音自由］

〒581-0866　八尾市東山本新町1-15-6 グレース大聖堂　

Tel.072-997-4838 Fax.072-996-4951　◇近鉄大阪線河内

山本駅から徒歩10分　◇創立／1965年（550人）　◇堀内 

顕、藤崎 秀雄、金子 隆、岩橋 竜介、安田 正、緒方 邦彦、

今倉 守、吉田 正晴、大久保 八城、安田 豊、田村 治郎、

木村 美紀子、河野 亮平、李 栄烈、宋 基汀、野口 義人、

金 大弘、河 車奉、北川 恭子、キャップス，ダニエル、

キャップス，エイミー、ヒル，ジェニファー　◇礼拝／

10:15　◇外国語／英語（同時通訳）　◇特色／キリスト

愛にあふれ、世界宣教に励み、聖書のみことばに生きる献

身者の群。中高生礼拝（教会）もあります。

【HP】http://www.gracemission.jp/

【E-Mail】grace@gmi.or.jp

グレース宣教会八尾会堂［グレース宣教会・福音

自由］

〒581-0004　八尾市東本町2-8-4　Tel&Fax.072-994-9741　  

◇近鉄八尾駅から南へ徒歩3分　◇創立／1980年（40人）　  

◇堀内 顕　◇礼拝／7:00,10:15,19:30

グレース宣教会ユースネーション八尾キャ
ンパス［グレース宣教会・福音自由］

〒581-0866　八尾市東山本新町1-15-6 GMセンター内　

Tel.072-997-4838　◇近鉄大阪線河内山本駅から徒歩10

分　◇創立／2005年　◇堀内 顕　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.gmi.or.jp/

【E-Mail】grace@gmi.or.jp

平野教会［KCCJ］

〒581-0051　八尾市竹淵西5-18　Tel&Fax.06-6709-0789　  

◇JR加美駅から徒歩10分　◇創立／1947年（42人）　◇

朴 珍烈　◇礼拝／11:00,14:00　◇外国語／韓国語　◇特

色／礼拝は日韓語で説教しています。水曜日午後7時半か

ら祈祷会があります。

【E-Mail】parkjinreal@hotmail.com

ホープチャペル大阪［フォースクエア］

〒581-0868　八尾市西山本町1-2-7　Tel&Fax.072-923-

5945　◇近鉄大阪線河内山本駅から徒歩10分　◇マッケ

イ，ジェフ、後藤 基之、ピレッジ，マーク

八尾教会［日基教団］

〒581-0074　八尾市栄町1-5-8　Tel&Fax.072-922-0653　
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希望の丘キリスト教会［ディコンリー］

〒563-0214　豊能郡豊能町希望ヶ丘6-11-1　Tel&Fax. 

072-739-1641　◇北大阪急行線千里中央駅からバス45分

「希望ヶ丘2丁目」停、徒歩2分　◇創立／1994年（10人）　

◇フックス，ゲルリンデ　◇礼拝／10:30

【E-Mail】fuchs@mb.neweb.ne.jp

ときわ台キリスト教会［ディコンリー］

〒563-0104　豊能郡豊能町光風台5-737-17　Tel&Fax. 

072-738-3130　◇能勢電鉄ときわ台駅から徒歩15分　◇

創立／1979年（50人）　◇橘内 明裕、橘内 玲子　◇礼拝

／10:30

【HP】http://park6.wakwak.com/~tokiwa/

【E-Mail】kofudai2001@yahoo.co.jp

三島郡 Mishima-gun

島本キリスト福音教会＝ベテスダチャペル
［JBC］

〒618-0015　三島郡島本町青葉1-6-4　Tel&Fax.075-962-

4216　◇阪急水無瀬駅から西へ徒歩6分　◇創立／1977

年（100人）　◇藤田 啓文、新開 利人、上田 昌司　◇礼

拝／10:30　◇特色／水・金曜日午後7時より賛美集会。

木曜午後2時より聖書の学び会。

【HP】http://www.joy.hi-ho.ne.jp/shimamoto-c/

【E-Mail】shimamoto-c@joy.hi-ho.ne.jp

ニューライフキリスト教会［単立／独立］

〒618-0022　三島郡島本町桜井4-23-24　Tel&Fax.075-

962-4249　◇JR島本駅から徒歩5分　◇創立／1980年

（130人）　◇豊田 信行　◇礼拝／9:00.10:30

【HP】http://newlife.holy.jp/

南河内郡 Minamiｋawachi-gun

カナン福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒585-0005　南河内郡河南町大宝4-11-15　Tel.0721-93-

6779　◇河 尚志

熊取伝道所［日基教団］

〒590-0413　泉南郡熊取町桜ヶ丘2-1-2　Tel&Fax.072-

453-6221　◇JR熊取駅から徒歩13分　◇創立／1988年

（18人）　◇竹田 常司　◇礼拝／10:15

淡輪聖書教会［FKK］

〒599-0301　泉南郡岬町淡輪838-1　Tel&Fax.072-494-

3235　◇南海本線淡輪駅から徒歩6分　◇創立／1959年

（31人）　◇大薮 宣基、大藪 一男　◇礼拝／10:45　◇特

色／会堂は1階にあり、高齢者や障害者用のスロープ、手

すり、車イス用トイレを完備。広い駐車場あり。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~tannowaseisho/

【E-Mail】tannowa-seisho@iris.eonet.ne.jp

ヒルズチャーチ［JEC］

〒590-0407　泉南郡熊取町青葉台1-10-1　Tel&Fax.072-

453-4106　◇JR熊取駅から徒歩15分　◇創立／1996年

（26人）　◇伊藤 義和　◇礼拝／10:00　◇特色／ヒルソ

ング、聖歌共用の賛美が盛りだくさん。一般の中に子供礼

拝も組込む。明るい礼拝堂で楽しい交わりと食事。

【HP】http://www.geocities.jp/hills_church/

【E-Mail】hillschurch@jec-net.org

岬福音教会［JEC］

〒599-0311　泉南郡岬町多奈川谷川2600-1　Tel&Fax. 

072-495-5083　◇多奈川線多奈川駅から徒歩7分　◇創

立／1960年（58人）　◇藤田 泰三、高橋 真一　◇礼拝／

10:30　◇特色／バリアフリー、エレベーターを備え、障

害のある方、お年寄りにやさしい教会です。

【HP】http://www.jec-net.org/

【E-Mail】misaki@jec-net.org

南大阪一麦教会［単立一麦の群］

〒590-0402　泉南郡熊取町大久保北2-20-16　Tel&Fax. 

072-453-1581　◇二宮 和世

豊能郡 Toyono-gun

歌垣教会［イエス・キリスト］

〒563-0113　豊能郡能勢町倉垣238-3　Tel&Fax.072-737-

0273　◇杉山 俊一、杉山 美代子　◇礼拝／10:30
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兵庫県──地域の宣教資料

　宣教人国記：聖歌の作者としても知られる伝道者・

三谷種吉（1868〜1945）は、語学にすぐれ英国人伝

道者の通訳を務めるうち、召命を感じバックストンの

日本伝道隊に参加。『基督教福音唱歌』などを発行し、

1905年（明治38）から41年（昭和16）には月刊「基督

教新聞」を発行した。日本のクリスチャンとして最も

世界的に知られている賀川豊彦（1888〜1960）は、神

戸の回漕店主の家に生まれた。1904年（明治37）、徳

島で宣教師マヤスから受洗。神戸神学校を卒業後、神

戸新川のスラム街に居住し伝道と救済事業に従事。伝

道者であると共に、消費組合運動、農民組合運動でも

指導的立場にあった。戦後は、松沢教会を牧会し、世

界連邦運動など多岐にわたる活動を続けた。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【朝来市】朝来郡生野町･和田山町･山東町･朝来町。【淡

路市】津名郡津名町・淡路町・北淡町・一宮町・東浦町。

【加東市】加東郡社町・滝野町・東条町。【篠山市】多

紀郡篠山町･西紀町･丹南町･今田町。【宍粟市】宍粟郡

山崎町・一宮町・波賀町・千種町。【洲本市】洲本市、

津名郡五色町。【たつの市】龍野市、揖保郡新宮町・

揖保川町・御津町。【丹波市】氷上郡柏原町・氷上町・

青垣町・春日町・山南町・市島町。【豊岡市】豊岡市、

城崎郡城崎町･竹野町･日高町、出石郡出石町･但東町。

【西脇市】西脇市、多可郡黒田庄町。【姫路市】飾磨郡

家島町・夢前町、神崎郡香寺町、宍粟郡安富町。【三

木市】美嚢郡吉川町。【南あわじ市】三原郡緑町･西淡

町･三原町･南淡町。【養父市】養父郡八鹿町・養父町･

大屋町･関宮町。【神崎郡神河町】神崎町・大河内町。【佐

用郡佐用町】佐用町・上月町・南光町・三日月町。【美

方郡新温泉町】浜坂町・温泉町。【美方郡香美町】城

崎郡香住町、美方郡村岡町・美方町。

 近 畿 地 方 兵 庫 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

兵 庫 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   H y o g o 　

ゴスペル喫茶 エクレシア
［喫茶店］　［日本福音教会園田チャペル］〒661-0953　兵

庫県尼崎市東園田町6-103-1　Tel.06-6492-7374　◇阪急

電車神戸線園田駅から徒歩7分　◇代表／和田 哲

【HP】http://www.geocities.jp/sonodachapel/gospelcafe/gospe

lcafe.html

【E-Mail】sonodachapel@yahoo.co.jp

ゴルフパートナー苦楽園店
［ゴルフクラブ買取り、販売］〒662-0084　兵庫県西宮市

樋之池町6-53　Tel.0798-75-4824 Fax.0798-75-4825　◇

阪急苦楽園口駅から徒歩6分　◇創立／1999年　◇代表

取締役社長／井上 善博　◇特色／当店を通じてお客様の

ゴルフライフに神の臨在が有る様祈っております。神の力

でゴルフも上達！！

　お店・事業

カルディア
［飲食店］〒651-0053　兵庫県神戸市中央区籠池通3-2-7　

Tel&Fax.078-221-8160　◇JR阪急三宮駅からバス「野崎

通3丁目」停、徒歩3分　◇創立／1997年　◇代表／栁澤 

豊　◇特色／祈りと賛美の交わり、心のこもった手作りコ

ースを貸切でどうぞ。（15名まで）。ご予算は相談可。

【E-Mail】kaldiakobe@kcc.zag.ne.jp

クロスベリタス
［オンラインショップ、十字架アクセサリー］兵庫県　◇

創立／2005年　◇店長／上田 礼子　◇特色／クロス、ロ

ザリオ、聖品のセレクトショップです。十字架はいのちの

源。そのあふれる愛をお伝えします。

【HP】http://cross-veritas.ocnk.net/

【E-Mail】maria@cross-veritas.ocnk.net
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（株）サンビルダー
［不動産］〒651-0068　兵庫県神戸市中央区旗塚通6-2-2 

サンビルダー55ビル　Tel.078-231-5550 Fax.078-231-

1200　◇北神急行電鉄新神戸駅から徒歩10分　◇創立／

1976年　◇代表取締役／杣 浩二

【HP】http://www.sunbuilder-kobe.co.jp/

ＪＥＬ
［システム・キッチン施工販売、光触媒施工、リフォーム、

便利屋］〒651-1112　兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町8-9-

14　Tel&Fax.078-591-5969　◇神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅

から徒歩15分　◇創立／1997年　◇代表／後藤 恭介、

経理／後藤 由利子　◇特色／手伝うこと、直すこと、作

ること、運ぶこと、キレイにすること…おうちのリフォー

ムまでする便利屋です。

【HP】http://www.uranus.dti.ne.jp/~goto-jel/

【E-Mail】goto-jel@uranus.dti.ne.jp

ショージ・アドブレーン
［総合広告代理業　ミニコミ紙、取材・編集・発行］〒

673-0044　兵庫県明石市藤江890-29　Tel.078-928-8055 

Fax.078-924-0889［連絡先：キリスト兄弟団 丸岡山教

会　〒675-2346　兵庫県加西市東剣坂町1011 Tel.0790-

46-0125］　◇JR西明石駅から徒歩10分　◇創立／1988

年　◇代表／小路 望

タカハシ・ベーカリー
［パン製造販売業］〒673-1431　兵庫県加東市社572　

Tel.0795-42-1320　◇中国自動車道滝野社ICから車10

分　◇代表／高橋 誠

（株）中納言
［活伊勢海老料理］〒662-0914　兵庫県西宮市本町5-17　

Tel.0798-36-3773 Fax.0798-35-6458　◇阪神西宮駅から

徒歩5分（本社）　◇代表取締役社長／田上 和男

【HP】http://www.chunagon.co.jp/

【E-Mail】chunagon@chunagon.co.jp

パソコンスクール＆ショップ エルピス
［パソコン教室・販売］〒659-0067　兵庫県芦屋市茶屋之

町2-24 樋口ビル3F　Tel.0797-38-6099 Fax.0797-31-

6539　◇JR芦屋駅から徒歩3分　◇取締役社長／吉川 道

雄

【HP】http://www.elpis.jp/

東中常盤堂
［せんべい製造］〒673-0413　兵庫県三木市大塚2-3-75　

Tel.0794-82-0625 Fax.0794-82-2190　◇神戸電鉄恵比須

駅から徒歩5分　◇創立／1920年　◇店主／東中 喜彦◇

特色／小麦粉、卵、砂糖を混合。電熱窒で焼きます。手

作りで、色、形は様々ですが、素朴な味を楽しんでくださ

い。

Book&Café　シオン
［書店、喫茶店］　［しおんゴスペルチャーチ］〒675-

0022　兵庫県加古川市尾上町口里40-11 浜の宮ビル201　

Tel&Fax.0794-20-1192（教会）［連絡先：Tel.079-423-

7840］　◇山陽電車浜の宮駅から南へ徒歩3分　◇創立／

2002年　◇牧師／藤田 のりえ　◇特色／小さな書店です

が、超教派のものも揃えています。ゴスペル関係の楽譜

やCDも置いています。

【E-Mail】akura0316@yahoo.co.jp

（有）プロバイド・カーズ
［中古自動車輸出・販売］〒662-0011　兵庫県西宮市甲陽

園目神山町30-20　Tel.0798-75-0313 Fax.0798-75-0314　

◇阪急甲陽園駅から車5分　◇創立／1998年　◇代表取

締役社長／フレンチ・ジョン

【HP】http://www.providecars.com/

【E-Mail】takako@providecars.com

HAIR & BEAUTY NON 美容室
［理容・美容］〒676-0022　兵庫県高砂市高砂町浜田町

2-15-19　Tel.079-442-5977 Fax.079-443-3888　◇山陽電

鉄高砂駅から徒歩5分　◇代表取締役／野村 富三

【E-Mail】non-gp@sanynet.ne.jp

ベテルのおそうじ屋さん
［ハウスクリーニング］　［(有)エンプライズ］〒660-

0881　兵庫県尼崎市昭和通2-9-19　Tel&Fax.06-6488-

1568　◇阪神電鉄尼崎駅から徒歩10分　◇創立／2000

年　◇代表／松本 信章、事務局／松本 八千代

【E-Mail】grace-hotanobu@tulip.ocn.ne.jp

(有)マイティジャパン
［国産・輸入車・新車・中古車の販売・修理整備］〒661-

0035　兵庫県尼崎市武庫之荘2-23-10　Tel.06-6432-5011 

Fax.06-6432-5022　◇阪急神戸線武庫之荘駅北口から徒

歩6分　◇創立／2002年　◇代表取締役／小谷 学、取締

役／小谷 満　◇特色／教会関係を中心とした自動車販売

店です。自動車の購入・車検や修理などお気軽にお尋ね

ください。日本全国ＯＫ。

【HP】http://www.mightyjapan.com/

【E-Mail】mightyjapan@diamond.broba.cc

ムラサキスポーツ 神戸三宮店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒650-

0021　兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-26 三宮ビブレ5F　

Tel.078-327-3581 Fax.078-327-3583　◇代表取締役会長

／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 甲子園ららぽーと店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒663-

8178　兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子

園 1F　Tel.0798-81-6925　◇代表取締役会長／金山 良

雄

ラ・セーヌ高砂店
［エステサロン、ネイルケア］〒676-0022　兵庫県高砂市

高砂町浜田町2-15-19　Tel&Fax.0794-43-3888　◇山陽電

鉄高砂駅から徒歩5分　◇代表／野村 政美

レホボト・ジャパン
［クリスチャン企業検索サイト運営］〒659-0012　兵庫県

芦屋市朝日ケ丘町10-35-504　Tel.090-3945-3373 Fax. 

0797-38-6868　◇阪急神戸線芦屋川駅　◇創立／2008

年　◇代表／玄 承禎

【HP】http://www.rehoboth.jp/

【E-Mail】info@rehoboth.jp
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　教育事業・カルチャー

明石ベテル教会英会話クラス
［英会話教室］　［明石ベテル教会］〒674-0064　兵庫県

明石市大久保町江井島1250-6　Tel.078-946-7690　◇山

陽電鉄江井ヶ島駅から徒歩8分　◇責任者／鈴木 眞、講

師／クリス 大島、講師／ジェローム・エスペホ

【HP】http://www.geocities.jp/akashi_betel/sub5.htm

イーグルスウィングス・クリスチャン・アカ
デミー

［チャーチスクール］〒662-0011　兵庫県西宮市甲陽園目

神山町30-20　Tel.0798-74-8456　◇代表／オニール，フ

レンチ

加古川バプテスト教会インターナショナル
スクール［KBCI］

［小学生・中学生教育］　［(宗)加古川バプテスト教会］〒

675-0061　兵庫県加古川市加古川町大野823　Tel.0794-

23-2729 Fax.0794-26-2668　◇JR日岡駅から徒歩10分　

◇創立／2005年　◇代表／梅谷 敬子、坂本 恵子、宮内 

美樹　◇特色／創造主をあがめ、自らの能力を向上させ、

使命を知り・創造主に仕え・社会をリードする人材を育成

します。

【HP】http://kakogawabc.jp/index_4.html

KOBE GOSPEL VISION［KGV］

［ゴスペルクワイヤー］〒651-0092　兵庫県神戸市中央区

生田町1-1-27 神戸聖愛教会内　Tel&Fax.078-391-9010

［連絡先：〒650-0011　兵庫県神戸市中央区下山手通4-10-

22-301］　◇JR新神戸駅から徒歩5分　◇創立／2000年　

◇クワイヤーディレクター／永田 優子　◇特色／初心者

大歓迎！一緒にわきあいあいと喜びいっぱい賛美しましょ

う！入会金二千円。月会費四千円。

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~kgv/

【E-Mail】kobegospelvision@yahoo.co.jp

夙川クリスチャンセンター
［英会話］〒662-0063　兵庫県西宮市相生町7-12 司ビル

203　Tel.0798-72-6055 Fax.0798-72-4128　◇阪急夙川

駅から徒歩3分　◇創立／1970年　◇代表／秦 賢司

【HP】http://www.christian-center.com/

真愛インタナショナルプレスクール
［ナーサリー保育、英語教育］　［(宗)グッド・サマリタン・

チャーチ洲本チャペル］〒656-0046　兵庫県洲本市金屋

1268-1　Tel&Fax.0799-45-1991　◇校長／スナイプ，ジ

ム、校長／スナイプ，ダーラ　◇特色／3歳児から5歳児

対象。

【HP】http://www.sumotochapel.jp/

ダビデ音楽学院
［音楽教室］〒660-0802　兵庫県尼崎市長洲中通1-12-

38　Tel&Fax.06-6488-8887　◇JR尼崎駅から徒歩7分　

◇創立／1970年　◇学院長・牧師／ダビデ 康 成安　◇

特色／賛美をピアノで自由にアレンジして弾けるように指

導。正しい呼吸法・発声法で豊かに響き歌えるように指導。

永井美和子ピアノ教室
［ピアノ教室］〒656-2401　兵庫県淡路市岩屋神ノ前599-

11　Tel.0799-72-2531 Fax.0799-72-2797　◇「岩屋ポー

ト」停、徒歩5分　◇創立／1964年　◇代表／永井 美和子、

佃 祐美子

パラクレートス神戸
［不登校・親と子の相談室］　［日本イエス・キリスト教団

鈴蘭台福音教会］〒651-1113　兵庫県神戸市北区鈴蘭台

南町1-2-49　Tel&Fax.078-591-2271［連絡先：鍋島 猛　

〒651-1111　兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町3-12-20 Tel. 

090-7118-7759］　◇神戸電鉄鈴蘭台駅から徒歩5分　◇創

立／1999年　◇代表／鍋島 猛、鍋島 敏子、松岡 直子　

◇特色／心が重たい時、一人で背負わないで、まず、お

電話（またはE-Mail）を下さい。きっと新しい道が開かれ

ます。

【E-Mail】fkwwc803@yahoo.co.jp

光の子どもインターナショナル・クリスチャ
ン・スクール

［チャーチスクール］　［(宗)グッド・サマリタン・チャーチ］

〒666-0251　兵庫県川辺郡猪名川町若葉2-41　Tel.072-

766-1256 Fax.072-766-7639　◇阪急川西能勢口駅からバ

ス20分〜30分　◇創立／2000年　◇校長／青木 由美子、

副校長／金子 道仁　◇特色／幼稚園から中・高校まで約

60人の小規模校。聖書を土台とした徹底したクリスチャン

教育。国公立大学進学の実績あり。

【HP】http://gsc.church.jp/

【E-Mail】gscjapan@yahoo.co.jp

ホープ・チャーチスクール
［小学生のためのフリースクール］　［伊丹聖書教会］〒

664-0891　兵庫県伊丹市北園2-47-1　Tel&Fax.072-784-

7834　◇JR北伊丹駅から徒歩11分　◇創立／2004年　

◇校長／内田 純　◇特色／国語、算数（数学）、理科、

社会、英語どんな教科も、自分のペースで勉強できるホ

ームスクーリングスタイルの学校です。

【HP】http://www.ibc-net.org

【E-Mail】church@ibc-net.org

ホームスクール支援交流会
［ホームスクーリング］〒660-0881　兵庫県尼崎市昭和通

2-9-19　Tel&Fax.06-6488-1568　◇阪神電鉄尼崎駅から

徒歩10分　◇創立／2009年　◇代表／松本 信章　◇特

色／この会は参加者が運営し盛り立てています。参加条

件も会費登録費なども不要です。

【E-Mail】grace-hotanobu@tulip.ocn.ne.jp

　法律・経営相談

あすなろ財産クリニック
［経営コンサルタント］〒673-0422　兵庫県三木市与呂木

683-315　Tel&Fax.0794-89-2033　◇神戸電鉄恵比寿駅

から徒歩20分　◇創立／1998年　◇代表・税理士・ＦＰ

／宮園 修輔　◇特色／「相続対策・事業承継・資産運用・

成年後見」等を親切にコンサル・アドバイスさせていただ

きます。

【HP】http://www.asunaro-ftc.jp/

【E-Mail】miyazono@skyblue.ocn.ne.jp
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石井和夫公認会計士事務所
［公認会計士・税理士］〒654-0081　兵庫県神戸市須磨区

高倉台1-26-4　Tel.078-733-8941 Fax.078-736-1462　◇

JR須磨駅から車15分　◇創立／1970年　◇公認会計士／

石井 和夫

【E-Mail】lou-san@kba.att.ne.jp

小川行政書士事務所
［行政書士］〒653-0022　兵庫県神戸市長田区東尻池町

1-5-15　Tel.078-219-1860 Fax.078-671-4563　◇JR兵庫

駅から徒歩15分　◇代表／小川 教将　◇特色／宗教法人

の相談、その他行政機関に提出する書類に関してお問い

合わせください。相談料は1時間につき5,250円。

【HP】http://www.kobe-gyoseisyoshi.com/

【E-Mail】info@kobe-gyoseisyoshi.com

公認会計士中村良平事務所
［公認会計士事務所］〒652-0846　兵庫県神戸市兵庫区

出在家町2-6-23　Tel.078-681-5267 Fax.078-681-7679　

◇地下鉄中央市場前駅から徒歩5分　◇代表／中村 良平

宮園修輔税理士事務所
［税理士］〒673-0422　兵庫県三木市与呂木683-315　

Tel&Fax.0794-89-2033　◇神戸電鉄恵比寿駅から徒歩20

分　◇創立／1982年　◇所長・税理士／宮園 修輔　◇

特色／当事務所の目標は、「お客様の心の平安」です。（会

計・相続・事業承継・資産運用・成年後見・NPO法人）

【HP】http://www.miyazono-ac.jp

【E-Mail】office@miyazono-ac.jp

宮永法律事務所［MLO］

［弁護士］〒650-0016　兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅

見ビル2F　Tel.078-351-1325 Fax.078-351-1270　◇JR神

戸駅から徒歩5分　◇創立／1970年　◇代表／宮永 堯史　  

◇特色／スタッフ全員クリスチャン。サラ金・クレジット・

その他の初回法律相談無料。手付金0円プランもあります。

【HP】http://t-mlo.com

【E-Mail】info@t-mlo.com

　文書伝道支援

稲垣印刷
［出版物編集、印刷］〒675-0014　兵庫県加古川市野口町

古大内451-1　Tel&Fax.0794-26-6653　◇JR東加古川駅

からバス「野口」停、徒歩5分　◇創立／1995年　◇稲

垣 緑

ウィングジャパン(株)
［０歳児のための絵本屋］〒653-0881　兵庫県神戸市長田

区滝谷町2-4-8　Tel.078-574-4577 Fax.078-574-4578　◇

神戸電鉄有馬線丸山駅から徒歩5分　◇創立／1970年　

◇代表／宇井 英之

【HP】http://www.ehonya.jp/

エルル出版
［出版物編集］〒661-0012　兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2-

1302　Tel&Fax.06-6426-2354　◇阪急電鉄神戸線塚口駅

から徒歩2分　◇創立／2000年　◇薄木 晴和　◇特色／

ユダヤ・イスラエル関係の書籍を専門的に扱う出版社です。

カベナンター書店
［キリスト教専門書店］〒650-0004　兵庫県神戸市中央区

中山手通1-25-2　Tel&Fax.078-242-7003　◇JR三宮駅か

ら徒歩7分　◇創立／1953年　◇理事長／福屋 庸一郎、

理事／濱田 豊機、スタッフ／朴 貞任　◇特色／営業時間：

10:00〜18:00。定休日：日曜・祝日。

【E-Mail】covenant@hf.rim.or.jp

神戸キリスト教書店 北店
［キリスト教専門書店］〒651-1141　兵庫県神戸市北区泉

台1-1-7　Tel.078-594-8900 Fax.078-594-8826　◇神戸電

鉄北鈴蘭台駅から徒歩8分

神戸キリスト教書店三宮店
［キリスト教専門書店］〒650-0021　兵庫県神戸市中央区

三宮町3-9-18 三陽ビル2F　Tel.078-331-7569 Fax.078-

331-9933　◇JR元町駅から徒歩1分　◇店長／藤本 新作

古書店つのぶえ
［キリスト教専門書店］〒653-0842　兵庫県神戸市長田区

水笠通1-1-38　Tel&Fax.078-766-4700　◇山陽電鉄西代

駅から徒歩2分　◇店長／徳田 高子　◇特色／営業時間：

12:00〜18:00。定休日：日曜・水曜。

【HP】http://www.tsunobue.jp/

【E-Mail】mail@tsunobue.jp

シャロン印刷作業所
［ハガキ、チラシ、ポスター］　［日本福音教会園田チャペ

ル］〒661-0953　兵庫県尼崎市東園田町6-103-1　Tel.06-

6492-7374　◇阪急電車神戸線園田駅から徒歩7分　◇代

表／和田 哲

【HP】http://www.geocities.jp/sonodachapel/shalon/shalon.

html

【E-Mail】sonodachapel@yahoo.co.jp

西宮聖文舎
［キリスト教専門書店］〒663-8201　兵庫県西宮市田代町

19-13　Tel.0798-67-0249 Fax.0798-67-3309　◇渡辺 文

朗

(有)ベラカ出版
［自費出版、定期刊行書籍など］〒652-0804　兵庫県神戸

市兵庫区塚本通3-3-19 日本イエス・キリスト教団事務所

内　Tel.078-575-5572 Fax.078-575-5582　◇神戸高速鉄

道東西線新開地駅から徒歩8分　◇創立／2004年

【E-Mail】berachah@vanilla.ocn.ne.jp

　幼稚園・保育園・学童

愛光幼稚園
［幼稚園］　［(学)芦屋聖マルコ学園］〒659-0065　兵庫県

芦屋市公光町2-10　Tel.0797-22-5481 Fax.0797-32-

4529　◇阪神芦屋駅から徒歩5分　◇創立／1922年　◇

理事長・園長／山本 眞

【HP】http://www.aikoh-kg.com/

愛徳幼稚園
［カトリック幼稚園］〒655-0039　兵庫県神戸市垂水区霞

ケ丘7-4-39　Tel.078-706-0391
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【HP】http://www.aitoku.ednet.jp/

愛の光幼稚園
［幼稚園］　［(学)キリスト教飯盛野学園］〒675-2241　兵

庫県加西市段下町880-29　Tel.0790-48-2733 Fax.0790-

48-2781　◇北条鉄道北条町駅からバス「北条高校前」停　  

◇創立／1950年　◇園長／宮崎 幸子

【HP】http://www.k3.dion.ne.jp/~aihikari/

赤穂あけぼの幼稚園
［カトリック幼稚園］〒678-0237　兵庫県赤穂市上仮屋北

15-7　Tel.0791-42-2497

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~a-akbnkg/

芦屋こどもの家［こどもの家］

［幼児保育］　［(宗)芦屋福音教会］〒659-0095　兵庫県芦

屋市東芦屋町5-5　Tel.0797-31-2093 Fax.0797-31-2184　

◇阪急芦屋川駅から徒歩2分　◇創立／1990年　◇園長

／沖胡 一郎、副園長／沼津 孝治　◇特色／「ひとりでで

きるように手伝ってね」をテーマとするモンテッソーリメ

ソッドによる幼児保育です。

【HP】http://www.fukuin/net/

石井幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団神戸教会］〒652-0023　兵

庫県神戸市兵庫区都由乃町1-1-11　Tel&Fax.078-521-

4485　◇JR神戸駅からバス「石井橋」停　◇創立／1936

年　◇理事長・園長／菅根 信彦

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~kbchurch/ishii-kg/

いずみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団神戸教会］〒650-0013　兵

庫県神戸市中央区花隈町9-18　Tel.078-341-4333　◇高

速神戸鉄道花隈駅東口から徒歩4分　◇創立／1954年　

◇園長／菅根 信彦

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~kbchurch/izumi-kg/

一麦保育園
［保育園］　［（福）イエス団］〒663-8033　兵庫県西宮市

高木東町30-3　Tel.0798-67-2775 Fax.0798-67-1893　◇

阪急西宮北口駅から徒歩10分　◇創立／1932年　◇園長

／前田 充宏

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~itibaku/

岡本契約教会教会学校ナーサリー
［幼児ナーサリー］　［キリスト改革長老教会日本中会岡本

契約教会］〒658-0003　兵庫県神戸市東灘区本山北町

6-17-31　Tel&Fax.078-452-5310　◇阪急岡本駅から徒歩

8分　◇創立／1981年　◇牧師／瀧浦 滋　◇特色／毎週

火曜10：30から礼拝、その後お母さんの聖書。金曜午前に

月二回位行事。費用は実費（月2000円）。

【E-Mail】stakiura@nifty.com

王たるキリスト幼稚園
［カトリック幼稚園］〒664-0856　兵庫県伊丹市梅ノ木

5-3-1　Tel.072-772-2489 Fax.072-772-2606

【HP】http://outaruchrist-youtien.itami.net/

親と子のひろば ルーテル園
［学童保育、未就園児保育］〒670-0807　兵庫県姫路市増

位本町2-1-15　Tel.079-224-3095 Fax.079-224-0647　◇

JR野里駅から徒歩6分　◇創立／2007年　◇園長／廣野 

美紀子、教師／井上 ひとみ　◇特色／アフター・スクー

ル（学童保育）、未就園児の親子クラス、絵本クラブ、そ

の他各種趣味のクラスを実施。

【HP】http://www003.upp.so-net.ne.jp/helc/

【E-Mail】helc@kyokai.org/

オリンピア都保育園
［保育園］　［(福)光朔会］〒657-0053　兵庫県神戸市灘区

六甲町5-2-12　Tel&Fax.078-805-5165 Fax.078-202-

1067　◇JR六甲道駅から徒歩10分　◇創立／2005年　

◇理事長／山口 洋子、園長／紙屋 直美　◇特色／愛・

平和・喜び・いのち輝かせるキリスト教保育です。

【HP】http://www.olympia.or.jp/miyako.html

加古川キリスト教会聖愛こひつじ園［こひつじ園］

［保育園］　［(宗)加古川キリスト教会］〒675-0038　兵庫

県加古川市加古川町木村1-5　Tel&Fax.0794-22-2886　

◇JR加古川駅から徒歩10分　◇創立／2003年　◇代表役

員・園長／本田 右一、会計／岡本 孝雄、保育士／吉田 

綾子、保育士／西嶋 康子、保育士／本田 弥生、保育士

／本田 佳奈、保育士・総務／山口 智子　◇特色／やすら

ぎの教会／愛の保育。イエスさまの愛にはぐくまれて幼な

子たちが輝きます。

関西学院教会附属仁川幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本キリスト教団関西学院教会］〒662-

0813　兵庫県西宮市上甲東園2-4-43　Tel.0798-51-0751 

Fax.0798-51-9604　◇阪急今津線甲東園駅から徒歩10

分　◇創立／1929年　◇代表役員／森里 信生、園長／

丹羽 能里子

【HP】http://web.astok.com/kinder/NISHINOMIYA/nigawa/

城崎教会教会学校幼稚科いずみ園
［(宗)日本基督教団城崎教会］〒669-6101　兵庫県豊岡市

城崎町湯島300　Tel&Fax.0796-32-2680　◇JR城崎温泉

駅から徒歩3分　◇園長／林 保郎

錦江幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団明石教会附属］〒673-0886　

兵庫県明石市東仲ノ町3-5　Tel&Fax.078-911-5081　◇

JR明石駅から徒歩8分　◇創立／1892年　◇園長／川上 

揚

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~akashich/kinko/top.htm

群華幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団御影教会］〒658-0057　兵

庫県神戸市東灘区御影町郡家大蔵45　Tel.078-851-7274　  

◇阪急神戸線御影駅南口から徒歩6分　◇創立／1913

年　◇園長／鳥居 司

【HP】http://www.paw.hi-ho.ne.jp/mikage-ccj/

【E-Mail】mikage-ccj@paw.hi-ho.ne.jp

恵泉保育園
［保育園］　［(福)恵泉福祉会］〒656-2131　兵庫県淡路市

志筑2948-1　Tel.0799-62-1005 Fax.0799-62-6244［連絡

先：志筑教会　〒656-2131　兵庫県淡路市志筑3965-2 

Tel.0799-62-1004］　◇JR三宮駅から高速バス「津名港」停、

徒歩5分　◇創立／1948年　◇理事長／堂山 興治、理事
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／熊野 悦萬　◇特色／園児が挨拶や返事を自信をもって

できたり、正しい姿勢で立つように特別な配慮を心懸けて

おります。

【E-Mail】good-awaji@comet.ocn.ne.jp

甲子園二葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)イエス団］〒663-8163　兵庫県西宮市甲

子園三保町6-10　Tel.0798-41-0278 Fax.0798-45-0058　

◇阪神電鉄甲子園駅西口から徒歩7分　◇創立／1923

年　◇園長／田村 三佳子

【HP】http://web.astok.com/kinder/NISHINOMIYA/kohsien-

futaba/

甲東幼稚園
［幼稚園］　［(学)甲東幼稚園］〒662-0812　兵庫県西宮市

甲東園1-2-15　Tel.0798-53-6740　◇阪急今津線甲東園駅

から徒歩2分　◇創立／1940年　◇理事長・園長／西澤 

他喜衛、副園長／菱田 由里子

【HP】http://web.astok.com/kinder/NISHINOMIYA/koutou/

甲南同胞幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団甲南教会］〒658-0081　兵

庫県神戸市東灘区田中町3-9-14　Tel&Fax.078-411-8925 

Tel.078-411-8920　◇JR摂津本山駅から徒歩7分　◇創立

／1935年　◇理事長・園長／中島 正勝　◇特色／子ども

の世界を精一杯楽しみながら神と人とに愛される体験を

日々積み重ねる保育を行っています。

【HP】http://www.konan-church.jp/modules/pico/index.php?co

ntent_id=58

神戸海星女子学院マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)海星女子学院］〒662-0062　

兵庫県西宮市木津山町5-26　Tel.0798-73-4418　◇阪急

夙川駅から徒歩13分　◇創立／1949年

【HP】http://www.kobekaisei-maria-kdg.jp

神戸夢野幼稚園
［幼稚園］　［(学)夢野学園］〒652-0042　兵庫県神戸市兵

庫区東山町4-20　Tel.078-511-8837　◇市営地下鉄湊川

公園駅から徒歩5分　◇創立／1933年　◇園長／渡部 慎

【HP】http://web.astok.com/kinder/KOBE/hyougo/k-yumeno/

神戸ＹＭＣＡちとせ幼稚園
［幼稚園］　［(学)神戸YMCA学園］〒654-0081　兵庫県神

戸市須磨区高倉台4-12　Tel.078-732-3542 Fax.078-734-

0585　◇地下鉄妙法寺駅からバス（75系統）「高倉台」

停　◇創立／1973年　◇園長／吉田 昌義、理事長／水

野 雄二　◇特色／子どもたちにとって「遊ぶの大好き、

友だち大好き、幼稚園大好き」そんな幼稚園でありたいと

願っています。

【HP】http://www.kobeymca.or.jp/yochien/

甲陽幼稚園
［幼稚園］〒659-0092　兵庫県芦屋市大原町20-6　Tel&

Fax.0797-22-3475　◇JR芦屋駅北口から徒歩5分　◇創

立／1922年　◇園長／松本 和郎　◇特色／キリスト教保

育に基く自由保育

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~aykyokai/

子供の園保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団曽根教会］〒676-0082　兵

庫県高砂市曽根町788-1　Tel.079-447-1641 Fax.079-447-

8012　◇山陽曽根駅から徒歩12分　◇創立／1948年　◇

園長／真下 潤

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~kodomo-s/

【E-Mail】kodomo-s@sunny.ocn.ne.jp

こひつじ園
〒675-2312　兵庫県加西市北条町北条899-11　Tel.0790-

42-0734

小羊幼児園
［保育園］　［日本基督教団淡路三原伝道所附属］〒656-

0478　兵庫県南あわじ市市福永423-1　Tel.0799-42-1101 

Fax.0799-42-6144　◇バス「青木」停、徒歩10分　◇園

長／佃 克巳

こひつじ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団西宮教会］〒663-8245　兵

庫県西宮市津門呉羽町7-36　Tel.0798-22-3454 Fax.0798-

23-4374　◇阪神今津駅北口から徒歩4分　◇創立／1950

年　◇園長／岡本 知之

【HP】http://hccweb6.bai.ne.jp/~hgf00601/kg/kg.html

サカエ保育園
［保育園］　［(福)栄和福祉会］〒660-0055　兵庫県尼崎市

稲葉元町3-10-7　Tel.06-6414-2488 Fax.06-6414-2777　

◇JR立花駅から12分　◇園長／李 聖雨

佐用マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック大阪大司教区］〒

679-5301　兵庫県佐用郡佐用町佐用2847　Tel.0790-82-

2147　◇JR佐用駅から徒歩2分　◇創立／1955年　◇代

表役員／池長 潤

三田こばと保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団摂津三田教会］〒669-1532　

兵庫県三田市屋敷町7-25　Tel.079-562-4259 Fax.079-

562-4093　◇JR三田駅南口から徒歩12分　◇創立／1957

年　◇園長／高橋 春男

頌栄児童館
［幼児・学童］　［（福）頌栄会］〒651-1133　兵庫県神戸

市北区鳴子2-11-2　Tel&Fax.078-592-7253［連絡先：頌

栄保育園　〒651-1133　兵庫県神戸市北区鳴子2-11-2 

Tel.078-593-3893］　◇神戸電鉄西鈴蘭台駅から徒歩15

分　◇創立／1985年　◇館長／草地 とし子　◇特色／

地域の拠点として、子ども達の健全育成、働くお母さんの

支援活動の学童保育、児童館活動に励んでいます。

【HP】http://www.glory-shoei.ac.jp/hoikuen/

【E-Mail】spp54479@rice.ocn.ne.jp

頌栄幼稚園
［幼稚園］　［(学)頌栄保育学院］〒658-0065　兵庫県神戸

市東灘区御影山手1-18-1　Tel.078-842-2890 Fax.078-842-

3641　◇阪急電鉄御影駅から徒歩8分　◇創立／1889

年　◇園長／阿部 扶早

【HP】http://www.glory-shoei.ac.jp/
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神愛乳児保育所
［保育園］〒660-0893　兵庫県尼崎市西難波町1-28-4　

Tel&Fax.06-6417-3001　◇尼崎駅からバス「西難波中」

停　◇創立／1973年　◇園長／廣瀬 晴代　◇特色／心

と庭に太陽がいっぱい。キリストの愛に満ちあふれる、明

るい保育所です。

神視保育園
［保育園］　［（福）イエス団］〒653-0011　兵庫県神戸市

長田区三番町4-8　Tel.078-576-4249 Fax.078-576-4934　

◇地下鉄高速長田駅から徒歩3分　◇創立／1958年　◇

園長・イエス団理事／牧田 稔　◇特色／賀川豊彦設立の

保育園としてイエス団憲章に従いキリストに示された愛と

奉仕の生き方を日常保育で実践します。

【HP】http://www.hoiku-kobe.or.jp/shinshi/

神陵台愛徳幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)愛徳学園］〒655-0041　兵庫

県神戸市垂水区神陵台7-13-13　Tel.078-782-6425 

Fax.078-782-6429　◇JR朝霧駅からバス「押陵台」停、

徒歩20ｍ　◇創立／1972年　◇園長／越田 喜美子、主

任／中嶋 敬子

【HP】http://shinryodai-aitoku.aitokugakuen.ed.jp/

杉の子保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒650-0046　兵庫県神戸市中

央区港島中町4-6　Tel.078-303-0472　◇ポートアイラン

ド線市民病院前駅から徒歩3分　◇創立／1985年　◇園

長／祐村 明

【HP】http://www.jesusband.jp/sisetu/suginoko.html

すずらん幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本キリスト教会西宮中央教会］〒662-

0832　兵庫県西宮市甲風園2-4-15　Tel.0798-65-1166 

Fax.0798-67-4347　◇阪急電鉄西宮北口駅から徒歩7分　

◇創立／1929年　◇理事長／柴谷 享一郎、園長／和久 

洋子　◇特色／キリスト教保育、自由保育を二本柱として、

一人ひとりを大切にした人間形成のための保育を行なって

います。

聖マリアの園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒655-0046　兵庫県神戸市垂水区舞

子台8-20-2　Tel.078-781-7181

【HP】http://seimaria.sytes.net/

聖ミカエル広畑幼稚園
［幼稚園］〒671-1152　兵庫県姫路市広畑区小松町4-36　

Tel.079-236-3397　◇園長／セシリア・岸・千浪

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~smhk/

聖ミカエル幼稚園［S.M.K.］

［幼稚園］　［(学)聖ミカエル学園］〒651-1132　兵庫県神

戸市北区南五葉3-1-2　Tel.078-591-6789 Fax.078-592-

3003　◇神戸電鉄西鈴蘭台から徒歩10分　◇創立／1971

年　◇園長／芝 嘉彦　◇特色／感じる心・頑張る心・思

いやる心を大切に"生きぬく力"を育てます。

【HP】http://www.semitokaeru.net

【E-Mail】st.michael@ares.eonet.ne.jp

星陵台めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)星陵学園］〒655-0038　兵庫県神戸市垂

水区星陵台4-2　Tel.078-783-4466 Fax.078-781-4320　◇

JR舞子駅からバス「県商」停、徒歩3分　◇創立／1967

年　◇理事長・園長／尾堂 拓哉

【HP】http://www.megumikg.ed.jp/

聖和幼稚園
［幼稚園］　［(学)関西学院］〒662-0827　兵庫県西宮市岡

田山7-54　Tel.0798-53-3950　◇阪急今津線門戸厄神駅

から徒歩約17分　◇武田 俊昭

宝塚厚生幼稚園
［幼稚園］　［(学)宝塚厚生幼稚園］〒665-0835　兵庫県宝

塚市旭町1-2-35　Tel&Fax.0797-86-3028　◇阪急清荒神

駅から徒歩8分　◇創立／1940年　◇理事長・園長／高

橋 ひろ子　◇特色／聖書の教える信愛望を基本とする人

格の形成を第一義としています。又、自主性、自律性を大

切にしています。

【HP】http://takarazukakousei.sakura.ne.jp/

小さき花の園幼稚園［小さき花の園］

［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック大阪大司教区］〒

651-0053　兵庫県神戸市中央区籠池通5-1-13　Tel&Fax. 

078-241-2910　◇JR三宮駅からバス「野崎通5丁目」停、

徒歩2分　◇創立／1954年　◇理事長／池長 潤、園長／

碇 政子　◇特色／園訓「あいしあいなさい」「ゆるしあい

なさい」「はい」は「はい」「いいえ」は「いいえ」といい

ましょう。

【HP】http://www.tiisaki-hana.ed.jp

ちいろば幼児園［ちいろば］

［幼児］　［(宗)加古川バプテスト教会］〒675-0061　兵庫

県加古川市加古川町大野823　Tel.0794-23-2729 Fax. 

0794-26-2668　◇JR加古川駅から徒歩20分　◇創立／

1989年　◇梅谷 敬子、梅谷 ベス、長谷川 千寿子　◇特

色／イエス・キリストの救いを伝えます。明るく力強いク

リスチャンライフに導きます。家族を応援します。

【HP】http://kakogawabc.jp/index_4.html

千鳥幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団須磨教会］〒654-0072　兵

庫県神戸市須磨区千守町1-3-21　Tel.078-733-2825 Fax. 

078-731-3041　◇山陽電鉄本線山陽須磨駅から徒歩7分　

◇創立／1924年　◇園長／岡崎 岳

【HP】http://www.astok.com/kinder/KOBE/suma/chidori/

テレジア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒678-0008　兵庫県相生市栄町17-7　

Tel.0791-23-5141 Fax.0791-23-5158

【HP】http://www.aioi.ne.jp/terejia/

天隣乳児保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒653-0011　兵庫県神戸市長

田区三番町4-8　Tel.078-576-7171 Fax.078-576-7188　◇

地下鉄長田駅から徒歩5分　◇創立／1963年　◇園長／

岡山 泰典

【HP】http://www.hoiku-kobe.or.jp/tenrin/
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西神戸YMCA幼稚園
［幼稚園］　［(学)神戸YMCA学園］〒651-2243　兵庫県神

戸市西区井吹台西町4-5　Tel.078-997-7705 Fax.078-993-

1561　◇地下鉄西神南駅から徒歩15分　◇創立／1999

年　◇園長／吉田 昌義、理事長／水野 雄二　◇特色／

「遊ぶの大好き。友だち大好き。幼稚園大好き。」そんな

幼稚園でありたいと願っています。

【HP】http://www.kobeymca.or.jp/yochien/

西宮公同幼稚園
［幼稚園］　［(宗)西宮公同教会］〒662-0834　兵庫県西宮

市南昭和町10-22　Tel.0798-67-4691　◇阪急神戸線西宮

北口駅から徒歩3分　◇創立／1953年　◇園長／菅澤 邦

明　◇特色／2003年に創立50年を迎えた、キリスト教精

神に基づいての保育が行われている幼稚園。地域柄、親

子2代の通園も多い。

【HP】http://www.koudou.jp/

【E-Mail】koudou@gamma.ocn.ne.jp

のぞみ保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒654-0155　兵庫県神戸市須

磨区西落合7-1-1　Tel.078-791-8446 Fax.078-791-8491　

◇地下鉄名谷駅から徒歩5分　◇創立／1980年　◇園長

／仲澤 一彦

【HP】http://www.hoiku-kobe.or.jp/nozomi/

東鳴尾ルーテル教会こひつじ園
［3歳児］〒663-8132　兵庫県西宮市東鳴尾町1-7-29　

Tel&Fax.0798-41-1107　◇阪神電鉄東鳴尾駅から徒歩3

分　◇創立／1986年　◇園長／中島 光男　◇特色／定

員16人で2人の先生がつき、週2回の保育ですが、家庭で

も幼稚園でも出来ないことを行っています。

【HP】http://higashinaruo.holy.jp/

(学)光の丘幼稚園
［幼稚園］〒650-0003　兵庫県神戸市中央区山本通1-7-27　

Tel.078-221-2114 Fax.078-221-5252　◇JR三宮駅から徒

歩15分　◇創立／1955年　◇園長／坂本 献、主任教諭

／岡本 恵子、教諭／南原 真生、教諭／小椋 麻由、教諭

／内川 舞衣子　◇特色／09年新園舎竣工しました。聖書

を土台にし、こども本来の輝きを大切に、その自発性を大

事にした保育です。

【HP】http://hikarinooka.com/

【E-Mail】hikarinooka-kg@r7.dion.ne.jp

光の子幼稚園
［幼稚園］　［(学)光の子学園］〒653-0813　兵庫県神戸市

長田区宮川町4-31-6　Tel.078-691-2042 Fax.078-691-

3673　◇神戸高速鉄道東西線高速長田駅西口1から徒歩

10分　◇創立／1955年　◇理事長・園長／船越 諭

【HP】http://web.astok.com/kinder/KOBE/nagata/hikarinoko/

光の園幼稚園
［幼稚園］　［(学)光の園学園］〒658-0072　兵庫県神戸市

東灘区岡本1-14-12　Tel.078-452-4848 Fax.078-452-

4853　◇阪急岡本駅から徒歩1分　◇創立／1935年　◇

園長／平山 芳子

【HP】http://www.hikarino-sono.ed.jp

日ノ本幼稚園
［幼稚園］　［(学)姫路キリスト教学園］〒670-0093　兵庫

県姫路市南新在家5-16　Tel.079-298-5977 Fax.079-298-

5978　◇JR姫路駅からバス「南八代」停、徒歩3分　◇

創立／1918年　◇園長／福西 愛子、理事長／山口 義人

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~hinomoto/

姫路日ノ本短期大学附属幼稚園
［幼稚園］　［(学)日ノ本学園］〒679-2154　兵庫県姫路市

香寺町相坂467　Tel.079-232-4934 Fax.079-232-4998　

◇JR香呂駅から徒歩10分　◇園長／栗岡 明美

【HP】http://kin.himeji-hc.ac.jp/

二葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)伊丹教会学園］〒664-0856　兵庫県伊丹

市梅ノ木2-1-10　Tel&Fax.072-772-6641　◇阪急伊丹線

新伊丹駅から徒歩3分　◇創立／1951年　◇理事長／堀 

剛、園長／八谷 富子

【HP】http://web.astok.com/kinder/ITAMI/futaba/

牧羊幼稚園
［幼稚園］　［(学)明石聖公会学園］〒673-0841　兵庫県明

石市太寺天王町11　Tel.078-911-6208　◇バス「大寺2丁

目」停、徒歩3分　◇創立／1952年　◇理事長／岡崎 正、

園長／髙原 博子　◇特色／「主は羊飼い、主は私を正し

い道に導かれる」神さまの愛される喜び心の成長を大切

に日々保育に励んでいます。

【HP】http://www.bokuyou.jp/

ホザナ園
〒673-0533　兵庫県三木市緑が丘東4-10　Tel.078-928-

2606　◇山脇 久治

ホザナ幼児園［ホザナ］

［幼児保育］　［(宗)日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教

団明石キリスト教会］〒673-0022　兵庫県明石市王子2-5-

6　Tel.078-928-1523 Fax.078-924-0844　◇山陽電車西

新駅から徒歩8分　◇創立／1976年　◇園長／山脇 玲

子　◇特色／元気いっぱい遊ぶ心とお友達を思いやるや

さしい心、創造者である神を愛し、感謝し祈る心を育てて

います。

星の園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒658-0053　兵庫県神戸市東灘区住

吉宮町2-18-23　Tel.078-811-5559 Fax.078-811-6234

【HP】http://www2.hoshinosono.ed.jp/~h-sono/

マリアの園幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)仁川学院］〒662-0812　兵庫

県西宮市甲東園2-13-9　Tel.0798-51-2454　◇阪急電鉄仁

川駅・甲東園駅から徒歩5分　◇創立／1950年　◇園長

／竹内 昭彦　◇特色／こどもたちは生来持っている能力

（愛・力・思慮分別）を正しく引き出し、芽生えさせる教

育をめざしています。

【HP】http://www.nigawa.ac.jp/kinder/

マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック大阪大司教区］〒

671-1242　兵庫県姫路市網干区浜田816-6　Tel.079-272-

4663 Fax.079-272-4618　◇山陽電鉄網干駅から徒歩20
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分　◇園長／マズレック・ヤニナ

丸山小羊幼稚園
［幼稚園］　［(学)こひつじ学園］〒653-0874　兵庫県神戸

市長田区西丸山町2-3-34　Tel.078-621-9424 Fax.078-621-

5137　◇神戸電鉄有馬線丸山駅からバス「丸山町3丁目」

停　◇創立／1946年　◇園長／折尾 嘉子

【HP】http://www.astok.com/~kohituji/finish/

みこころ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒661-0035　兵庫県尼崎市武庫之荘

3-5-9　Tel.06-6432-5512 Fax.06-6432-5744

【HP】http://www2.micocoro.ed.jp/~micocoro/

みどり野保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒660-0892　兵庫県尼崎市東

難波町1-2-12　Tel.06-6401-2246 Fax.06-6401-8030　◇

バス「水道局前」停、徒歩3分　◇創立／1979年　◇園

長／廣田 和浩

武庫川幼稚園
［幼稚園］　［(学)武庫川幼稚園］〒663-8102　兵庫県西宮

市松並町9-4　Tel.0798-67-3002 Fax.0798-66-9350　◇JR

甲子園口駅から徒歩10分　◇創立／1953年　◇園長／増

本 操子　◇特色／キリスト教精神に基づいて、よく聴く・

見る・考え、する・祈るの四つの目標をもって保育をして

います。

【HP】http://www.astok.ne.jp/kinder/NISHINOMIYA/mukoga

wa/

【E-Mail】mukogawa@jeans.ocn.ne.jp

武庫之荘幼稚園
［幼稚園］　［(学)武庫之荘学園］〒661-0034　兵庫県尼崎

市武庫之荘西2-44-35　Tel&Fax.06-6436-0242［連絡先：

〒661-0034　兵庫県尼崎市武庫之荘西2-44-38］　◇阪急

武庫之荘駅北口から徒歩5分　◇創立／1955年　◇園長

／今泉 信宏

【HP】http://hccweb5.bai.ne.jp/~hfa05901/

めぐみの園幼児園
［幼稚園］　［(宗)福音自由・クライストコミュニティ］〒

661-0035　兵庫県尼崎市武庫之荘6-8-25　Tel&Fax.06-

6431-1153　◇阪急武庫之荘駅から徒歩20分　◇創立／

1980年　◇園長／辻 典子　◇特色／聖書を基本としたキ

リスト教教育（園児と保護者に対し、神を信じ従う歩みが

できる様に伝道しています。）

【HP】http://www.geocities.co.jp/meguminosonoyoujien/

山崎聖旨保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団山崎教会］〒671-2576　兵

庫県宍粟市山崎町鹿沢101　Tel.0790-62-1137　◇JR姫路

駅からバス「山崎」停　◇園長／日下部 勝

【HP】http://www.seishi-ns.com/

【E-Mail】seishi@willcom.gr.jp

山下教会めぐみ園
［幼稚園］　［(宗)山下バプテスト教会］〒666-0105　兵庫

県川西市見野2-35-3　Tel&Fax.072-794-0180　◇能勢電

鉄山下駅から徒歩3分　◇園長／藤井 勇次　◇特色／キ

リスト教会附属の幼稚園として、キリスト教精神に基づい

た幼児教育を40年以上行っています。

友愛幼児園
［保育園］　［(福)イエス団］〒651-0076　兵庫県神戸市中

央区吾妻通5-2-20　Tel.078-231-5818 Fax.078-231-

2891　◇JR三ノ宮駅から徒歩15分　◇創立／1949年　◇

園長／馬場 一郎　◇特色／キリスト教による全人的教育

に基づき、賀川豊彦の保育理念に学び、主体的に生きる

工夫の出来る子供を育てる。

【HP】http://www.jesusband.jp/sisetu/yuai.html

百合学院幼稚園
［カトリック幼稚園］〒661-0972　兵庫県尼崎市小中島

2-18-1　Tel.06-6491-7681

【HP】http://www.yuri-gakuin.ac.jp/kind/

ゆりか保育園
［保育園］　［(福)ぶどうの枝福祉会］〒657-0057　兵庫県

神戸市灘区神ノ木通2-2-9　Tel.078-871-0132 Fax.078-

871-0640　◇JR六甲道駅から徒歩10分　◇創立／1973

年　◇園長／斎藤 真人　◇特色／子どもも大人もホッと

できる、そんな保育園を目指しています。

【HP】http://www.hoiku-kobe.or.jp/yurika/

【E-Mail】yurika@hoiku-kobe.or.jp

ランバス記念幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本キリスト教団神戸平安教会］〒657-

0832　兵庫県神戸市灘区岸地通5-2-17　Tel.078-861-

4108 Fax.078-861-4130　◇阪急王子公園駅から徒歩5

分　◇創立／1904年　◇園長／田邊 哲朗　◇特色／「か

がやく瞳・あふれる個性」を目標に、みて、ふれて、心を

動かし考えるキリスト教保育を実践しています。

【HP】http://www.kobeheian-kyokai.or.jp/kindergarten/

【E-Mail】lambuth@post.sannet.ne.jp

ロザリオ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒664-0892　兵庫県伊丹市高台5-27　

Tel.072-782-3837

【HP】http://www.rosario.ed.jp

YMCAしろがね幼稚園
［幼稚園］　［(学)大阪YMCA学院］〒666-0257　兵庫県川

辺郡猪名川町白金3-23-2　Tel.072-766-7011 Fax.072-766-

7022　◇能勢電鉄日生中央駅からバス「白金2丁目」停、

徒歩2分　◇創立／1991年　◇園長／西川 泰行　◇特色

／キリスト教保育を基盤として、思いやりと感謝のこころ、

健やかなからだづくりを行います。

【HP】http://www.osk-ymca-intl.ed.jp/kinder/

【E-Mail】shirogane@osakaymca.or.jp

YMCA松尾台幼稚園
［幼稚園］　［(学)大阪YMCA学院］〒666-0261　兵庫県川

辺郡猪名川町松尾台2-2-2　Tel.072-766-3221 Fax.072-

766-3225　◇能勢電鉄日生中央駅から徒歩2分　◇創立

／1975年　◇園長／藤岡 宏樹　◇特色／キリスト教保育

と総合的な健康づくりを柱に一人ひとりの子どもを受け入

れています。

【HP】http://www.osk-ymca-intl.ed.jp/kinder/

【E-Mail】matsuodai@osakaymca.or.jp
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相生市 Aioi-shi

相生教会［日基教団］

〒678-0031　相生市旭3-12-7　Tel.0791-22-1007 Fax. 

0791-22-0747　◇JR相生駅からバス「播磨病院前」停　

◇創立／1920年（64人）　◇石原 等　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~aioi-ch/

相生めぐみキリスト教会［伝道隊］

〒678-0081　相生市若狭野町東後明78-1　Tel&Fax. 

0791-28-0386　◇JR相生駅から車5分　◇創立／1972年

（46人）　◇糸魚川 和英、糸魚川 美代子　◇礼拝／10:30

明石市 Akashi-shi

明石愛老園伝道所［日基教団］

〒674-0081　明石市魚住町錦ヶ丘2-6-8　Tel.078-946-

2252 Fax.078-947-2223　◇JR魚住駅から徒歩10分［連絡

先：明石ベテル教会　〒674-0064　兵庫県明石市大久保

町江井島1250-6 Tel.078-946-7690］　◇創立／1958年（10

人）　◇鈴木 眞　◇礼拝／14:00(隔週)　◇特色／社会福

祉法人明石愛老園の中にあり利用者を中心に、地域の教

区内外の協力を頂いて、信仰の火を燃やし続けています。

【E-Mail】akashi_betel@ybb.ne.jp

明石上ノ丸教会［フリーメソ］

〒673-0846　明石市上ノ丸1-18-13　Tel.078-911-6088 

Fax.078-917-7700　◇JR明石駅から徒歩7分　◇創立／

1907年（139人）　◇内貴 八郎右衛門　◇礼拝／10:15

明石大久保教会［日キ教会］

〒674-0066　明石市大久保町福田2-5-14　Tel&Fax.078-

936-0331　◇JR大久保駅　◇福井 重蔵

明石教会［日基教団］

〒673-0886　明石市東仲ノ町3-5　Tel&Fax.078-911-5085　  

◇JR明石駅から徒歩8分　◇創立／1878年（80人）　◇川

上 揚　◇礼拝／10:15

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~akashich/

明石教会［KCCJ］

〒673-0025　明石市田町1-6-16　Tel&Fax.078-923-3044　  

◇山陽電鉄西新町駅南口から徒歩5分　◇創立／1968年

（19人）　◇金 鐘権、辛 鐘国　◇礼拝／11:00,14:00　◇

外国語／韓国語(14:00)　◇特色／主日礼拝は11時から日

本語礼拝。14時から韓国語礼拝。各礼拝通訳あり。

【HP】http://akasi.onmam.com/

【E-Mail】icths@yahoo.co.jp

明石キリスト教会＝明石市民チャペル［アッ

センブリー］

〒673-0022　明石市王子2-5-6　Tel.078-928-2606 Fax. 

078-924-0844　◇山陽電車西新町駅から徒歩5分　◇創

立／1947年（250人）　◇山脇 久治、山脇 玲子、ガスコン,

ラファエル コスガヨン、田辺 敏治　◇礼拝／10:30,13:30　

◇外国語／手話（13:30）英語（15：00）ポルトガル語（18：

00）　◇特色／楽しいJワン（教会学校）幼児、小学生、

中高生、大学生、若者みんなイエス様大好き、イエス様

のようになります。

【HP】http://www.ag-akashi.net/

【E-Mail】chapel@ag-akashi.com

明石キリストの教会［キリストの教会］

〒673-0044　明石市藤江207　Tel.078-923-3264　◇松下 

清

明石クリスチャンの集い［CCNZ日本］

［会場］サンライフ明石　◇JR西明石駅東口から徒歩5分

◇創立／1991年　◇梶原 昭夫　◇礼拝／11:00　◇特色

兵 庫 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   H y o g o 　

　図書館・資料展示館

賀川記念館
［資料館］　［(福)イエス団］〒651-0076　兵庫県神戸市中

央区吾妻通5-2-20　Tel.078-221-3627 Fax.078-221-0810　  

◇阪神本線春日野道駅出口2から徒歩6分　◇創立／1963

年　◇特色／交わりの「場」としてのミュージアムは、12

の常設ブースと、特別展示および映像コーナーを設置し

ています。

【HP】http://www.core100.net/

【E-Mail】office@core100.net

　祈祷院

三日月クリスチャン祈祷院
［祈祷院］〒679-5134　兵庫県佐用郡佐用町乃井野338-11　

Tel.0790-79-2852 Fax.06-6393-1211［連絡先：事務所 

Tel.06-6393-1211］　◇JR三日月駅から15分　◇創立／

1975年　◇院長／西海 祥子、副院長／西海 馨

【HP】http://www.prayermt.jp/
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修子、野上 順子、重元 勝行、重元 真来喜　◇礼拝／

10:30　◇テレホン／078-612-5514　◇いのち／078-612-

5511　◇特色／土曜日午前10時30分から礼拝。木曜日午

前10時30分から祈祷会と聖書学び会、子ども英会話教室、

ゴスペルフラダンス。

【HP】http://www.mmjp.or.jp/kcgc/

【E-Mail】kcgc@kobe.email.ne.jp

高丘福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒674-0057　明石市大久保町高丘3-5-1　Tel&Fax.078-

935-2243　◇JR大久保駅からバス15分「高丘東小学校」停、

徒歩2分　◇創立／1991年（42人）　◇石﨑 伸二　◇礼

拝／10:00,19:00

【HP】http://takaoka.sekl.fi/

西明石教会［聖イエス会］

〒674-0062　明石市大久保町谷八木78-9　Tel.078-934-

4533　◇木村 健三

西明石福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒673-0011　明石市西明石町5-13-37　Tel&Fax.078-928-

9413　◇JR西明石駅から徒歩8分　◇創立／1949年（310

人）　◇萩澤 耕司　◇礼拝／8:00,10:15,10:00(月)　◇特色

／月曜礼拝（午前10時〜11時）があります。早朝礼拝（日

曜、午前8時〜9時）があります。

【HP】http://nishi-akashi.sekl.fi/

【E-Mail】nishiakashi-elc@wjelc.or.jp

バプテスト教会魚住チャペル［単立／独立］

〒674-0084　明石市魚住町西岡632-1　Tel&Fax.078-

947-7383　◇JR魚住駅から徒歩1分　◇創立／1997年（32

人）　◇獅々賀 良治、獅々賀 裕美、獅々賀 勇矢　◇礼拝

／10:30　◇特色／“祝福を広げる教会”神の祝福を広げ

る教会です。多国籍の人々が集っています。モア&モアが

モットーです。

【HP】http://ucbc.blog104.fc2.com/

【E-Mail】ucbc@iris.eonet.ne.jp

二見キリスト教会［バプ同盟］

〒674-0092　明石市二見町東二見302-1　Tel&Fax.078-

943-4113　◇山陽電鉄本線東二見駅から徒歩10分　◇創

立／1970年（26人）　◇髙月 悠己子　◇礼拝／10:30　

◇特色／水曜日午後8時から祈祷会。木曜日午前10時30分

から聖書と祈り会。

二見福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒674-0094　明石市二見町西二見18-27　Tel&Fax.078-

941-4289　◇JR土山駅から徒歩7分　◇創立／1996年（7

人）　◇石﨑 伸二　◇礼拝／14:30

【HP】http://futami.sekl.fi/

ベテル清水教会＝ベテルチャーチ［日基教団］

〒674-0074　明石市魚住町清水2427-2　Tel&Fax.078-

203-9700　◇JR土山駅から徒歩15分　◇創立／2004年

（44人）　◇井上 眞一　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/bethel/

【E-Mail】bethel@church.ne.jp

／お問合せ先は大阪教会へ（〒565-0836大阪府吹田市佐

井寺4-53-3 Tel:06-6387-8178）。

【E-Mail】akashi@ccnz.jp

明石聖マリア・マグダレン教会［聖公会］

〒673-0841　明石市太寺天王町11　Tel.078-911-0870 

Fax.078-911-3967　◇JR明石駅からバス「太寺2丁目」停、

徒歩3分　◇創立／1929年（80人）　◇原田 佳成　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www.bokuyou.jp/

明石バプテスト・キリスト教会［バプ連盟］

〒673-0854　明石市東朝霧丘24-29　Tel&Fax.078-912-

3857　◇JR明石駅南口からバス15分「朝霧丘」停、徒歩

7分　◇創立／1967年（13人）　◇椿本 博久　◇礼拝／

11:00

明石人丸教会［イエス・キリスト］

〒673-0881　明石市天文町2-2-4　Tel.078-912-5700 

Fax.078-912-5703　◇山陽電鉄人丸前駅から徒歩3分　◇

創立／1933年（312人）　◇斎藤 亘、斎藤 朱美、三輪 正

晃　◇礼拝／10:15

【HP】http://hitomaru-church.com/

明石福音教会［JEC］

〒674-0051　明石市大久保町大窪2620-129　Tel&Fax. 

078-935-2309　◇上田 伸一郎、上田 啓子

【E-Mail】akashi@jec-net.org

明石ベテル教会［日基教団］

〒674-0064　明石市大久保町江井ケ島1250-6　Tel&Fax. 

078-946-7690　◇山陽電鉄江井ヶ島駅から徒歩8分　◇創

立／1990年（35人）　◇鈴木 眞　◇礼拝／11:00,明石愛

老園14:00(隔週)　◇特色／地域に根ざすよう、いろいろ

な試み（英会話、冠婚葬祭、家庭集会、ゴスペルなど）

をしながら前進しています。外国人も在籍し国際的！

【HP】http://www.geocities.jp/akashi_betel/

【E-Mail】akashi_betel@ybb.ne.jp

泉キリスト教会［バプ教会連合］

〒674-0067　明石市大久保町大久保町747-2　Tel&Fax. 

078-936-6877　◇JR大久保駅から東へ徒歩15分　◇創立

／1982年（7人）　◇金野 三郎　◇礼拝／10:30　◇特色

／日々の生きてゆく力となる聖書の話をするように心がけ

ています。どなたでも歓迎します。

【HP】http://church.ne.jp/izumi-baptist/

【E-Mail】skaneno@nifty.com

KCC魚住キリスト教会［アドベント］

〒674-0083　明石市魚住町住吉2-13-5　Tel&Fax.078-

947-4403　◇山陽電鉄魚住駅から北に徒歩3分　◇創立

／1987年（30人）　◇舛田 信一、舛田 基一、舛田 恵子、

舛田 琴美　◇礼拝／10:30

大久保ホーリーチャペル［オープン・バイブル］

〒674-0067　明石市大久保町大久保町15-1　Tel&Fax. 

078-934-2202　◇JR大久保駅から徒歩1分［連絡先：神戸

キリスト栄光教会　〒653-0845　兵庫県神戸市長田区戸

崎通3-9-12 Tel.078-612-5511］　◇創立／2010年（10人）　

◇菅原 亘、高橋 貞淑、小林 登代子、牛居 はるみ、内田 
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3045　◇JR甲南山駅から徒歩10分　◇創立／1947年（45

人）　◇西田 三郎　◇礼拝／10:30

【E-Mail】3nishida@kcc.zaq.ne.jp

芦屋キリスト教会［単立／独立］

〒659-0061　芦屋市上宮川町1-18　Tel.0797-22-4862　

◇JR芦屋駅から徒歩2分　◇創立／1923年（30人）　◇田

淵 結

芦屋三条教会［日基教団］

〒659-0086　芦屋市三条南町4-11　Tel&Fax.0797-31-

6730　◇JR甲南山手駅から徒歩3分　◇創立／1961年（40

人）　◇浅野 直美

芦屋聖マルコ教会［聖公会］

〒659-0065　芦屋市公光町2-10　Tel.0797-22-5504 Fax. 

0797-32-4529　◇JR芦屋駅　◇創立／1912年（203人）　

◇山本 眞　◇礼拝／8:00,10:30

芦屋西教会［日基教団］

〒659-0083　芦屋市西山町9-14　Tel.0797-31-5497 Fax. 

0797-31-5487　◇阪急神戸線芦屋川駅から徒歩3分　◇

創立／1969年（86人）　◇築山 泰三　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.h2.dion.ne.jp/~nishi-ch/

【E-Mail】ashiya-nishi-ch@k5.dion.ne.jp

芦屋浜教会［日基教団］

〒659-0024　芦屋市南宮町11-14　Tel.0797-31-3224 Fax. 

0797-38-4780　◇阪神電車打出駅から南へ徒歩8分　◇

創立／1952年（165人）　◇柴多 泰　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~ashiya-hama/

芦屋福音教会［単立／独立］

〒659-0095　芦屋市東芦屋町5-5　Tel.0797-31-2093 Fax. 

0797-31-2184　◇阪急神戸線芦屋川駅から徒歩2分　◇

創立／1963年（231人）　◇沖胡 一郎、沼津 孝治　◇礼

拝／9:00,10:30　◇いのち／0797-32-2090　◇特色／早

天祈祷会を月〜土朝6時15分からしています。聖霊の臨在

と小グループの充実している教会です。

【HP】http://www.fukuin.net/

【E-Mail】gospel@love.email.ne.jp

芦屋山手教会［日基教団］

〒659-0092　芦屋市大原町20-6　Tel.0797-22-3218 Fax. 

0797-22-4804　◇JR芦屋駅北口から徒歩5分　◇創立／

1923年（167人）　◇佐竹 直　◇礼拝／10:30

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~aykyokai/

【E-Mail】ashiyakouyou@ace.ocn.ne.jp

神戸国際バプテスト教会［バプ連盟］

〒659-0034　芦屋市陽光町4-1 芦屋インターナショナルス

クール内　Tel&Fax.0797-34-2152（英語） Tel.0797-23-

7722　◇JR芦屋駅からバス「陽光町」停、徒歩3分　◇

創立／1984年（60人）　◇ハリガン，ビンセント　◇礼拝

／10:30　◇外国語／英語　◇特色／礼拝は日米両国語で

行われています。賛美は英語のみです。90％は英語人です。

Biliinghal Worship Service．

【HP】http://www.kibc-jp.org/

赤穂市 Ako-shi

赤穂福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒678-0175　赤穂市北野中397-111　Tel&Fax.0791-43-

8858　◇JR播州赤穂駅から徒歩15分　◇創立／1972年

（32人）　◇水野 賢太　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ako-elc@wjelc.or.jp

播州赤穂教会［日基教団］

〒678-0233　赤穂市加里屋中洲2-45　Tel&Fax.0791-42-

3129　◇JR播州赤穂駅から徒歩8分　◇創立／1924年（38

人）　◇竹内 のぞみ　◇礼拝／10:20

朝来市 Asago-shi

朝来教会［日基教団］

〒679-3431　朝来市新井754-3　Tel&Fax.079-677-0400　  

◇JR新井駅から徒歩7分　◇創立／1940年（19人）　◇正

木 義俊　◇礼拝／10:00

生野教会［日基教団］

〒679-3301　朝来市生野町口銀谷1944-1　Tel.0796-79-

4217　◇JR生野駅　◇創立／1902年（3人）　◇木戸 定

和田山地の塩伝道所［日基教団］

〒669-5252　朝来市和田山町竹田1811 恵生園内　Tel. 

079-674-0011 Fax.079-674-0013　◇JR竹田駅から徒歩15

分　◇創立／1977年（40人）　◇沖田 康孝、土肥 隆一　

◇礼拝／10:15

和田山伝道所［改革派］

〒669-5221　朝来市和田山町秋葉台4-89　Tel&Fax.079-

672-1389　◇JR和田山駅から車5分［連絡先：佐々木 弘

至　〒669-5212　兵庫県朝来市和田山町柳原33-36 Tel. 

050-1139-3540］　◇創立／1989年（21人）　◇佐々木 弘

至　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日午後2時祈祷会。日

曜日朝9時30分から日曜学校。日曜日朝9時50分から求道

者会。

【E-Mail】wadayama-church@asago-net.jp

芦屋市 Ashiya-shi

芦屋岩園教会［日基教団］

〒659-0013　芦屋市岩園町9-32　Tel&Fax.0797-23-0292　  

◇JR芦屋駅北口から徒歩15分　◇創立／1949年（57人）　

◇平山 嘉廣、平山 芳子　◇礼拝／9:00,10:30

芦屋川教会［イエス・キリスト］

〒659-0075　芦屋市津知町7-16　Tel.0797-32-6130 Fax. 

0797-38-7274　◇阪神本線阪神芦屋駅から徒歩7分　◇

創立／1931年（129人）　◇木村 勝志、木村 純子　◇礼

拝／10:15,19:30　◇テレホン／0797-32-0041

【HP】http://jccj-ashiyagawa.com/

【E-Mail】ashiyagawa@jccj-ashiyagawa.com

芦屋教会［改革派］

〒659-0071　芦屋市前田町8-16　Tel&Fax.0797-32-
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4470　◇長谷川 健二、長谷川 宣恵、三島 トミ子

クライストコミュニティ＝武庫之荘チャペ
ル［福音自由］

〒661-0035　尼崎市武庫之荘6-7-22　Tel.06-6431-1045 

Fax.06-6432-8649　◇阪急武庫之荘駅北口から徒歩20

分　◇創立／1971年（296人）　◇大橋 秀夫、大橋 謙一、

三木 健、宋 ヨシュア、大竹 哲也、片島 康夫　◇礼拝／

10:30　◇いのち／06-6433-0009(月曜午後のみ)　◇特色

／子ども英会話教室KidsBrownをはじめ、英検教室、サ

ッカー教室、ハンドベル等、多彩な活動をしています。

【HP】http://www.christcomm.net/

【E-Mail】mukonoso@christcomm.net

シャローム武庫川キリスト教会［単立／独立］

〒660-0077　尼崎市大庄西町3-9-32　Tel&Fax.06-6418-

2760　◇阪神武庫川駅から徒歩14分　◇湯浅 美紗子

園田教会［改革派］

〒661-0953　尼崎市東園田町5-104-4　Tel.06-6491-9822 

Fax.06-6491-9890　◇阪急神戸線園田駅から徒歩5分　◇

創立／1947年（80人）　◇袴田 康裕　◇礼拝／10:00,

16:30

【HP】http://www.geocities.jp/sonodach/

【E-Mail】Rcjhakamata@aol.com

園田教会［基督兄弟団］

〒661-0983　尼崎市口田中1-11-6　Tel&Fax.06-6492-

6816　◇阪急神戸線園田駅から徒歩15分　◇創立／1968

年（50人）　◇高重 さかき　◇礼拝／10:15

園田チャペル［JEC］

〒661-0953　尼崎市東園田町6-103-1　Tel&Fax.06-6492-

7374　◇阪急神戸線園田駅から徒歩7分　◇創立／1997

年（20人）　◇和田 哲　◇礼拝／10:30　◇特色／バイブ

ルキッズクラブ、ゴスペルワークショップ、音楽療法クラ

ブなどを行っています。

【HP】http://www.geocities.jp/sonodachapel/

【E-Mail】sonoda@jec-net.org

大物バプテスト教会［単立／独立］

〒660-0824　尼崎市東本町1-25　Tel&Fax.06-6482-4270　  

◇阪神大物駅から徒歩5分　◇創立／2000年（6人）　◇

香月 裕好　◇礼拝／11:00

立花教会［日基教団］

〒661-0025　尼崎市立花町4-6-30　Tel.06-6438-6217 

Fax.06-6438-6218　◇JR立花駅から徒歩8分　◇創立／

1952年（81人）　◇楢本 睦　◇礼拝／10:15

【HP】http://hccweb.bai.ne.jp/~hde07401/

【E-Mail】tachibana_church@hotmail.com

塚口教会［日基教団］

〒661-0012　尼崎市南塚口町2-34-3　Tel.06-6429-3019 

Fax.06-6429-8992　◇阪急神戸線塚口駅南口から徒歩5

分　◇創立／1949年（471人）　◇山崎 英穂、筒井 省行、

紙田 茉莉　◇礼拝／10:00,17:00

【HP】http://homepage2.nifty.com/tsukaguchi-ch/

神戸ユースハウス教会［単立／独立］

〒659-0034　芦屋市陽光町4-1 芦屋インターナショナルス

クール内　Tel&Fax.06-6852-2529　◇丹羽 顕、シーレン，

チャーリー、シーレン，テレサ

【E-Mail】youth-house@iris.eonet.ne.jp

尼崎市 Amagasaki-shi

尼崎教会［基督兄弟団］

〒660-0811　尼崎市常光寺1-10-8　Tel.06-6481-5798 

Fax.06-6481-5322　◇JR尼崎駅　◇創立／1947年（60

人）　◇瀬戸 義弥、瀬戸 秀子、瀬戸 偉作、瀬戸 臨

尼崎教会［日基教団］

〒660-0892　尼崎市東難波町3-11-7　Tel&Fax.06-6481-

2665　◇阪神尼崎駅から徒歩15分　◇創立／1896年（89

人）　◇廣田 和浩、穴井 崇司　◇礼拝／10:30　◇特色

／駐車場あります。水曜日午後7時30分から聖書研究祈祷

会を行っています。

尼崎バプテスト教会［バプ連盟］

〒660-0877　尼崎市宮内町3-134　Tel&Fax.06-6411-

4626　◇阪神本線出屋敷駅から徒歩3分　◇創立／1955

年（9人）　◇深澤 守　◇礼拝／10:30　◇特色／阪神本

線出屋敷駅からすぐの近さです。駐車場は十台あります。

【E-Mail】amagasakibap@yahoo.co.jp

尼崎キリスト教会［MB］

〒661-0965　尼崎市次屋1-2-1　Tel.06-6499-4923 Fax. 

06-6499-4925　◇JR尼崎駅から徒歩8分　◇創立／1959

年（88人）　◇首藤 謙介　◇礼拝／9:00,10:45

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~mb-ama/

【E-Mail】frencherstyle@yahoo.ne.jp

尼崎神召キリスト教会＝阪神チャペルセン
ター［アッセンブリー］

〒660-0893　尼崎市西難波町1-28-4　Tel&Fax.06-6417-

1134　◇尼崎駅からバス「西難波中」停　◇創立／1955

年（160人）　◇廣瀬 利男、廣瀬 晴代　◇礼拝／10:30

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~hanchape/

尼崎聖ステパノ教会［聖公会］

〒661-0012　尼崎市南塚口町7-19-22　Tel&Fax.06-6427-

5320　◇阪急神戸線塚口駅からバス10分「新庄下橋」停、

徒歩3分　◇創立／1911年（62人）　◇奥 康功

尼崎竹谷教会［日基教団］

〒660-0062　尼崎市浜田町5-27　Tel&Fax.06-6416-2846　  

◇阪神電鉄尼崎センタープール前駅北口から徒歩15分　

◇創立／1925年（15人）　◇高橋 初生

尼崎西教会［フリーメソ］

〒660-0064　尼崎市稲葉荘2-1-22　Tel.06-6416-3077 

Fax.06-6416-5570　◇JR立花駅からバス「労災病院前」停、

徒歩3分　◇創立／1961年（30人）　◇野村 恭三　◇礼

拝／10:30

尼崎福音教会［イエス・キリスト］

〒660-0051　尼崎市東七松町1-12-2　Tel&Fax.06-6481-
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武庫之荘ルーテル教会［近畿教会］

〒661-0033　尼崎市南武庫之荘2-10-4　Tel&Fax.06-

6438-0916　◇阪急武庫之荘駅南口から徒歩5分　◇創立

／1972年（40人）　◇ストラウメ，J・O　◇礼拝／10:30

淡路市 Awaji-shi

淡路キリスト教会［アッセンブリー］

〒656-2401　淡路市岩屋2910-171　Tel&Fax.0799-72-

4391　◇JR舞子駅からバス「鵜崎」停、徒歩10分　◇創

立／1953年（22人）　◇柴田 良子　◇礼拝／10:30　◇

特色／アットホームな教会です。

岩屋教会［自由メソ］

〒656-2401　淡路市岩屋599-11　Tel.0799-72-2531 Fax. 

0799-72-2797　◇JR舞子駅から高速バス「岩屋ポート」停、

徒歩5分　◇創立／1927年（21人）　◇永井 満　◇礼拝

／10:30

【E-Mail】awaji-nagai@hm.h555.net

岩屋教会郡家集会［自由メソ］

Tel.0799-85-1902　◇永井 満

仮屋キリストの教会［キリストの教会］

〒656-2311　淡路市久留麻2293　Tel.0799-74-2541　◇

岩屋港からバス「久留麻」停、徒歩5分森漁港近く　◇創

立／1969年（13人）　◇礼拝／10:30

志筑教会＝志筑キリスト教会［日基教団］

〒656-2131　淡路市志筑3965-2　Tel.0799-62-1004 Fax. 

0799-62-6244　◇バス「津名港」停、徒歩5分　◇創立／

1948年（39人）　◇堂山 興治　◇礼拝／10:30　◇特色／

火曜日午前10時より聖書入門講座。キリスト教系の出版物

を読み合う。女性たちの井戸端会議的雰囲気あり。

【E-Mail】hallelujah@bj.wakwak.com

東浦三一キリスト教会［単立／独立］

〒656-2311　淡路市久留麻2189-2　Tel&Fax.0799-74-

6431　◇バス「久留麻」停、徒歩2分　◇創立／2002年（2

人）　◇新谷 寛　◇礼拝／10:30　◇特色／トラクトによ

る伝道を継続しつつも、今後はネット伝道に重点を置き、

ホームページを和英ともに充実させたい。

【HP】http://31church.net

【E-Mail】pastorhs@31church.net

伊丹市 Itami-shi

伊丹教会［改革派］

〒664-0897　伊丹市桜ヶ丘2-2-14　Tel&Fax.072-782-

4623　◇阪急伊丹駅から北へ徒歩10分［連絡先：Tel.072-

781-7024］　◇創立／1976年（78人）　◇橋谷 英徳　◇

礼拝／10:30　◇特色／祈祷会：水曜日午前10時と午後7

時30分から。日曜学校：日曜日午前9時から。

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~rcjitami/

伊丹教会［日基教団］

〒664-0856　伊丹市梅ノ木2-1-10　Tel.072-772-3242 

Fax.072-784-3276　◇阪急伊丹線新伊丹駅から徒歩3分　  

つかしんコミュニティチャーチ［CCNZ日本］

〒661-0001　尼崎市塚口本町4-8-1　Tel&Fax.06-6420-

3831　◇阪急伊丹線稲野駅から徒歩5分　◇創立／1999

年　◇山本 達理　◇礼拝／10:30　◇特色／お問合せ先

は大阪教会へ（〒565-0836大阪府吹田市佐井寺4-53-3 

Tel:06-6387-8178）。

【E-Mail】tsukashin@ccnz.jp

復活イエスキリスト教会［単立／独立］

〒660-0802　尼崎市長洲中通1-12-38　Tel&Fax.06-6488-

8887　◇JR尼崎駅から徒歩7分　◇創立／1988年（35人）　  

◇ダビデ 康 成安、康 準、周 賢子　◇礼拝／11:00　◇

特色／現在はロマ書講解メッセージに入っている。月一回

男声聖歌隊。

フルゴスペル尼崎支教会［JFGA］

〒660-0892　尼崎市東難波町5-8-26-4F　Tel.06-4868-

8068 Fax.06-4868-8067　◇阪神尼崎駅から徒歩2分　◇

創立／2001年（47人）　◇金 秉泰、四宮 栄子　◇礼拝／

10:30,14:00　◇外国語／韓国語　◇テレホン／06-6644-

9920

御影ルーテル教会園田伝道所［ディコンリー］

◇創立／1989年（23人）　◇海老原 道雄

武庫川教会［KCCJ］

〒660-0055　尼崎市稲葉元町3-10-7　Tel.06-6417-0563 

Fax.06-6414-2777　◇JR立花駅から12分　◇創立／1931

年（150人）　◇李 聖雨　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓

国語

武庫川キリスト教会［MB］

〒660-0075　尼崎市大庄中通3-67-2　Tel.06-6417-1959 

Fax.06-6417-1974　◇阪神武庫川駅から北東へ徒歩15分　  

◇創立／1964年（80人）　◇武田 信嗣、西村 峰子　◇礼

拝／7:00,10:15　◇いのち／06-6417-9004

【E-Mail】jmbm@sannet.ne.jp

武庫川純福音キリスト教会［アッセンブリー］

〒660-0084　尼崎市武庫川町3-32　Tel&Fax.06-6417-

6344　◇阪神武庫川駅から徒歩7分　◇創立／1985年（53

人）　◇津村 美智子、上田 努

武庫之荘教会［日基教団］

〒661-0034　尼崎市武庫之荘西2-44-35　Tel&Fax.06-

6436-0242　◇阪急神戸線武庫之荘駅北口から徒歩5分　

◇創立／1954年（34人）　◇今泉 信宏、高寺 幸子　◇礼

拝／10:30　◇特色／教会員を核として求道者、客員、新

来会者（特に大学生）が多いのが特徴です。

武庫之荘教会［改革長老］

〒661-0031　尼崎市武庫之荘本町3-26-5　Tel&Fax.06-

6432-5343　◇金森 宏之、福屋 庸一郎

武庫之荘めぐみ教会［同盟基督］

〒661-0035　尼崎市武庫之荘1-32-8　Tel&Fax.06-6432-

7556　◇阪急神戸線武庫之荘駅から徒歩6分［連絡先：

Tel.06-6432-7223］　◇創立／1985年（44人）　◇松田 吉

広　◇礼拝／8:00,10:30
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1567　◇大飼 進

加古川キリスト教会［フリーメソ］

〒675-0038　加古川市加古川町木村1-5　Tel&Fax.079-

422-2886　◇JR加古川駅から徒歩10分　◇創立／1913年

（173人）　◇本田 右一　◇礼拝／10:30　◇特色／やすら

ぎの教会/愛の保育をモットーにして、神さまの愛にあふ

れる教会を目ざしています。ぜひご来会下さい。

加古川バプテスト教会［単立／独立］

〒675-0061　加古川市加古川町大野823　Tel.079-423-

2729 Fax.079-426-2668　◇JR日岡駅から徒歩10分　◇創

立／1970年（425人）　◇梅谷 悟、梅谷 敬子、釜井 延幸、

太田 良輔、梅谷 力、石川 周平、梅谷 望、船越 信哉、高

井 光世　◇礼拝／10:30,13:30　◇特色／主への感謝と喜

びにあふれた礼拝。力強さと暖かさに満ちた29のセル。

家族・地域・町に祝福を広げています。

【HP】http://www.kakogawabc.jp/

【E-Mail】info@kakogawabc.jp

加古川東教会［日基教団］

〒675-0016　加古川市野口町長砂20-1 サニーハイツ加古

川3-107　Tel.079-423-1622　◇JR東加古川駅からバス

「野口」停、徒歩5分　◇創立／1961年（20人）　◇加藤 

俊英　◇礼拝／10:30　◇特色／とにかく楽しい教会、魂

の癒しと心の安らぎが得られる教会、ティールームのよう

にほっとできる教会です。

【HP】http://church.jp/kakogawahigashi/

加古川福音キリスト教会［アッセンブリー］

〒675-0101　加古川市平岡町新在家2537-4　Tel&Fax. 

079-425-1406　◇JR東加古川駅から徒歩20分　◇創立／

1981年（20人）　◇楠橋 清隆、楠橋 喜代子　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】CZZ02556@nifty.ne.jp

加古川福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒675-0062　加古川市加古川町美乃利270-3　Tel&Fax. 

079-425-1767　◇JR加古川駅から車10分　◇創立／1971

年（73人）　◇石丸 潤一　◇礼拝／10:30

加古川恵キリスト教会［ホーリネス］

〒675-0012　加古川市野口町野口119-66　Tel&Fax.079-

425-2725　◇JR東加古川駅から徒歩15分　◇創立／1981

年（22人）　◇佐藤 俊男、佐藤 仁美　◇礼拝／10:30

加古川リバイバルチャペル［NTM］

〒675-0058　加古川市東神吉町天下原168-5　Tel&Fax. 

079-433-3635　◇JR加古川駅からバス15分「平荘湖口」

停［連絡先：重延 洋子　〒675-1232　兵庫県加古川市平

荘町里510-10 Tel.079-428-3645］　◇創立／1988年（60人）　  

◇重延 孝一、重延 洋子　◇礼拝／10:00　◇特色／加古

川市のスポット、平荘湖近くにある石造りのチャペルです。

家庭的な雰囲気とゴスペル賛美の楽しい教会。

【E-Mail】revivalchpel@yahho.ne.jp

しおんゴスペルチャーチ［単立／独立］

〒675-0022　加古川市尾上町口里40-11 浜の宮ビル201　

Tel&Fax.079-420-1192　◇山陽電鉄浜の宮駅から南へ徒

歩3分［連絡先：藤田 法恵　〒675-0034　兵庫県加古川

◇創立／1949年（251人）　◇池田 隆夫、森嶋 道　◇礼

拝／10:30　◇特色／水曜日午後1時30分から聖書を学び

祈る会があります。

伊丹キリスト教会［バプ連盟］

〒664-0863　伊丹市柏木町3-47　Tel&Fax.072-773-0680　  

◇阪急塚口駅から徒歩7分　◇創立／1965年（42人）　◇

小野寺 裕　◇礼拝／10:30

伊丹聖書教会［イエス・キリスト］

〒664-0891　伊丹市北園2-47-1　Tel&Fax.072-784-7834　  

◇JR北伊丹駅から徒歩11分　◇創立／1987年（68人）　

◇内田 純、内田 教子　◇礼拝／10:45

【HP】http://www.ibc-net.org

【E-Mail】church@ibc-net.org

伊丹福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒664-0854　伊丹市南町4-2-25 エクレシア伊丹3F　Tel& 

Fax.072-770-5219　◇阪急伊丹線稲野駅から徒歩3分　◇

創立／1980年（79人）　◇正木 牧人、池田 啓子　◇礼拝

／10:15　◇特色／子どもと共に礼拝を始めています。月

に2回第1第3木曜日には木曜チャペルをしています。時間

10時30分から。

【E-Mail】itami_cHu@ybb.ne.jp

キリスト家族教会［単立／独立］

〒664-0016　伊丹市昆陽北1-5-3　Tel&Fax.072-783-2817　  

◇JR伊丹駅からバス「寺本公団前」停　◇創立／1994年　  

◇福田 充男　◇礼拝／10:30　◇特色／あらゆる国民を

弟子とするためにクリスチャンを訓練して生活圏と異文化

圏に派遣するための触媒となる交わり。

第一キリスト教会［キリストの教会］

〒664-0861　伊丹市稲野町6-9-1　Tel&Fax.072-772-3813　  

◇阪急伊丹線稲野駅から徒歩3分　◇中野 卿代

小野市 Ono-shi

あお福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒675-1358　小野市粟生町下条1050-2　Tel&Fax.0794-

66-4752　◇神戸電鉄粟生駅から徒歩3分　◇創立／1952

年（185人）　◇植田 哲昭　◇礼拝／8:00,10:30,18:00

【HP】http://ao.sekl.fi/

小野教会［日基教団］

〒675-1367　小野市敷地町1491　Tel&Fax.0794-63-6175　  

◇神戸電鉄栗生線小野駅　◇創立／1935年（25人）　◇

宮岡 利明

加古川市 Kakogawa-shi

インマヌエル加古川キリスト教会［IGM］

〒675-0009　加古川市神野町西条1313-3　Tel&Fax.079-

438-7908　◇JR神野駅から徒歩15分　◇創立／1974年　

◇岡 信男　◇礼拝／10:30

加古川教会［聖イエス会］

〒675-0019　加古川市野口町水足1827-1　Tel.079-420-
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◇バス「社営業所前」停、徒歩5分　◇創立／1970年（58

人）　◇大橋 道也　◇礼拝／9:15,10:15　◇外国語／英

語　◇特色／白木の明るい礼拝堂で、子供英語礼拝もあ

る。読書会、黙想会、絵手紙、英会話などの小グループ

もある。

川西市 Kawanishi-shi

畦野教会［日基教団］

〒666-0112　川西市大和西1-50-7　Tel&Fax.072-794-

7251　◇能勢電鉄畦野駅から徒歩1分　◇創立／1982年

（50人）　◇塚本 吉興　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜日

午前9時から教会学校。水曜日午前10時30分から祈祷会。

【HP】http://uneno.church.jp/

【E-Mail】uneno.church@gmail.com

加茂キリスト教会［単立／独立］

〒666-0025　川西市加茂1-11-7　Tel&Fax.072-755-4737　  

◇JR川西池田駅から徒歩15分　◇創立／1991年（6人）　

◇桑原 克郎　◇礼拝／10:30

川西教会［KCCJ］

〒666-0012　川西市絹延町2-23　Tel&Fax.072-759-2752　  

◇阪急川西能勢口駅から徒歩15分　◇創立／1930年　◇

李 相勁　◇礼拝／10:00,11:30　◇外国語／韓国語

川西キリスト教会［単立一麦の群］

〒666-0124　川西市多田桜木2-11-38　Tel.072-792-2211 

Fax.072-790-6432　◇能勢電鉄妙見線多田駅から徒歩1

分　◇創立／1981年（20人）　◇西森 哲男　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】ichibaku@lime.plala.or.jp

川西聖書教会［同盟基督］

〒666-0138　川西市西多田1-3-16　Tel&Fax.072-792-

9179　◇阪急宝塚線川西能勢口駅からバス「西多田」停、

徒歩2分　◇創立／1983年（20人）　◇森脇 章夫　◇礼

拝／10:30,19:30　◇特色／聖書を原典で学ぶ教会です。

原典の直訳をホームページで公開しています。

【HP】http://bible.co.jp/

【E-Mail】moriwaki@bible.co.jp

川西福音教会［JEC］

〒666-0115　川西市向陽台3-1-11　Tel&Fax.072-793-

2873　◇能勢電鉄平野駅からバス「自治館前」停、徒歩1

分　◇創立／1983年（45人）　◇徳田 正幸、徳田 恵美

子　◇礼拝／10:30　◇特色／喜んで神を愛し、人々を愛

する教会をめざして!!　喜び、解放アットホームな礼拝。

【E-Mail】kawanishi@jec-net.org

ゴスペル ハイウェイ チャペル［単立／独立］

〒666-0006　川西市萩原台西1-256　Tel&Fax.072-755-

8177　◇阪急宝塚線川西能勢口駅からバス5分、徒歩7

分　◇創立／2000年　◇石賀 誠、石賀 睦美　◇礼拝／

10:30　◇特色／木曜日午前11時、午後7時半、礼拝と祈

り◎毎月第1金曜、午前11時よりリバイバル集会(新大阪駅

前ニューオーサカホテルアガペチャペル）◎九州大分県

あおぞらチャペルで月2回礼拝

【E-Mail】makotoishiga@yahoo.co.jp

市加古川町稲屋234-6 Tel.090-3841-6017］　◇創立／

2001年　◇藤田 のりえ　◇礼拝／10:30　◇特色／教会

ミニストリーとしてゴスペル教室を開いています。現在15

か所。興味のある方は見学無料です。

【E-Mail】purisukira54@yahoo.co.jp

土山キリスト教会［MB］

〒675-0104　加古川市平岡町土山字南浦1037　Tel&Fax. 

078-944-1727　◇JR土山駅から徒歩15分　◇創立／1979

年（85人）　◇礼拝／10:30

はりま平安教会［日基教団］

〒675-0038　加古川市加古川町木村112-2　Tel&Fax. 

079-426-8863　◇JR加古川駅からバス「北備後」停　◇

創立／1982年（70人）　◇畑 昌子　◇礼拝／10:20

東播磨中央教会［イエス・キリスト］

〒675-0011　加古川市野口町北野995-3　Tel.079-425-

1718 Fax.079-425-1740　◇JR東加古川駅北口から徒歩20

分　◇創立／1981年（77人）　◇藤森 牧男、藤森 信子　

◇礼拝／10:30

宝殿イエス教会［単立／独立］

〒675-0043　加古川市西神吉町中西238-7　Tel&Fax. 

079-432-8355　◇JR宝殿駅から山側へ徒歩15分［連絡先：

Tel.079-433-1580］　◇創立／1978年（211人）　◇内藤 

正俊、内藤 道江　◇礼拝／10:30　◇特色／イエスの名

による洗礼の普及。

【HP】http://www.geocities.jp/mongoler800/

【E-Mail】mongoler800@yahoo.co.jp

加西市 Kasai-shi

飯盛野教会［日基教団］

〒675-2241　加西市段下町880　Tel&Fax.0790-48-3326　  

◇北条鉄道北条町駅からバス「北条高校前」停(本数少な

し）　◇創立／1928年（32人）　◇奥野 彦蔵　◇礼拝／

10:30

加西伝道所［日キ教会］

〒675-2312　加西市北条町北条899-11　Tel&Fax.0790-

42-0734　◇北条鉄道北条駅から徒歩5分　◇創立／1956

年（69人）　◇天満 由加里　◇礼拝／10:15

北条キリスト教会［聖成基督］

〒675-2302　加西市北条町栗田48　Tel&Fax.0790-42-

5191　◇北条鉄道北条駅から徒歩10分　◇創立／1987年

（4人）　◇渡部 眞澄　◇礼拝／10:00

丸岡山教会［基督兄弟団］

〒675-2346　加西市東剣坂町1011　Tel.0790-46-0125 

Fax.078-924-0889　◇北条鉄道長（おさ）駅から徒歩10

分　◇創立／1946年　◇寺東 真也

加東市 Kato-shi

社福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒673-1431　加東市社1422-2　Tel&Fax.0795-42-1072　
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活けるキリスト鈴蘭台一麦教会［単立一麦の群］

〒651-1112　神戸市北区鈴蘭台東町1-4-12　Tel&Fax. 

078-592-9330　◇神戸電鉄鈴蘭台駅から徒歩4分　◇創

立／1983年（18人）　◇鍵岡 紀子　◇礼拝／10:30

北神戸クリスチャン・フェローシップ［単立

／独立］

〒651-1211　神戸市北区小倉台4-3-4　Tel&Fax.078-581-

0735　◇北神急行谷上駅からバス15分　◇創立／1986年

（10人）　◇大加茂 巧、ウォーレン，オクマン　◇礼拝／

11:00

北鈴蘭台伝道所［改革長老］

〒651-1141　神戸市北区泉台1-4-10　Tel&Fax.078-592-

6519　◇神戸電鉄北鈴蘭台駅から徒歩8分　◇創立／

1977年　◇遠藤 克則　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書の

解き明かし（講解説教）と詩篇による賛美。礼拝メッセー

ジは手話通訳、英語への通訳の対応可。

【HP】http://www.geocities.co.jp/kitasuzurpc/

【E-Mail】katsunori_usa@hotmail.com

北鈴蘭台福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒651-1143　神戸市北区若葉台2-1-20　Tel&Fax.078-

591-3766　◇神戸電鉄北鈴蘭台駅から徒歩5分　◇創立

／1980年（38人）　◇青戸 暁、ヤナツィネン，M　◇礼

拝／10:30　◇特色／教会学校は9時からです。マリア会

（婦人会）は第2木曜日10時10分より行っています。家庭

集会もあります。

【HP】http://kitasuzurandai.sekl.fi/

北六甲教会［日基教団］

〒651-1302　神戸市北区藤原台中町2-14-11　Tel&Fax. 

078-982-0286　◇神戸電鉄岡場駅から徒歩3分　◇創立

／1983年（42人）　◇山本 有紀、有森 和可奈　◇礼拝／

10:30　◇特色／あなたの憩える場として工夫してくださ

い。CS（教会学校）は9時からです。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~kitarokko/

【E-Mail】kitarokko-church@hera.eonet.ne.jp

神戸北教会［日基教団］

〒651-1333　神戸市北区東大池2-21-8　Tel&Fax.078-

981-1215　◇神戸電鉄有馬線大池駅　◇創立／1974年

（63人）　◇藤原 寛人、出口 尚弘　◇礼拝／10:30　◇特

色／午前9時30分から子どもの教会。毎週水曜日午後7時

30分から祈祷会。

神戸ひよどり台教会［フリーメソ］

〒651-1123　神戸市北区ひよどり台3-11-6　Tel&Fax. 

078-741-7919　◇神戸駅からバス「ひよどり台」停、徒

歩2分　◇創立／1991年（70人）　◇大嶋 博道

神戸ブレッシングチャーチ［オープン・バイブル］

〒651-1212　神戸市北区筑紫が丘3-2-13 筑紫が丘自治会

館大ホール[郵便不可]　◇地下鉄谷上駅からバス「つくし

が丘公園前」停［連絡先：神戸ブレッシングチャーチ オ

フィス　〒651-1212　兵庫県神戸市北区筑紫が丘9-10-9 

Tel.078-582-1729］　◇創立／2008年（15人）　◇入路 

悟　◇礼拝／11:00

【E-Mail】kobe.blessing.church@live.jp

聖峰教会［日基教団］

〒666-0137　川西市湯山台1-10-12　Tel&Fax.072-793-

7981　◇阪急宝塚線川西能勢口駅からバス「湯山台」

停　◇創立／1977年（48人）　◇神田 健次　◇礼拝／

10:30

皷ケ滝キリスト教会［バプ同盟］

〒666-0123　川西市鼓が滝1-27-16　Tel&Fax.072-793-

4860　◇能勢電鉄皷ケ滝駅から徒歩1分　◇創立／1982

年（25人）　◇川人 妙子、川人 昭男　◇礼拝／10:30

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~tuzumi/

TLCCC兵庫フィラデルフィア教会［主の十字架］

Tel&Fax.072-795-1517　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇ヨハネ 森 啓一、森 敬子、イスラエ

ル 柴橋、中谷 桂子、エルサレム 前田、森本 操　◇礼拝

／9:20,11:20,14:15,18:45

【E-Mail】john7m@jttk.zaq.ne.jp

豊中聖書集会［無教会］

〒666-0133　川西市鴬台2-9-14　Tel.072-792-0017　◇熊

野 勝之

能勢川キリスト教会［MB］

〒666-0155　川西市西畦野字餓景6-1　Tel&Fax.072-794-

3537　◇能勢電山下駅から徒歩30分　◇創立／1970年

（110人）　◇井草 晋一　◇礼拝／10:30

【HP】http://web.me.com/s_igusa/能勢川キリスト教会

【E-Mail】nosegawa_ch@hotmai.com

能勢口教会［日基教団］

〒666-0015　川西市小花2-3-19　Tel.072-759-4271 Fax. 

072-759-4361　◇阪急宝塚線川西能勢口駅北口から徒歩

10分　◇創立／1948年（111人）　◇早瀬 和人

山下バプテスト教会［バプ同盟］

〒666-0105　川西市見野2-35-3　Tel&Fax.072-795-0685　  

◇能勢電鉄山下駅から徒歩3分［連絡先：山下教会めぐみ

幼稚園 Tel.072-794-0180］　◇創立／1953年（92人）　◇

藤井 勇次　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30

分と金曜日午前9時15分から聖書の学びと祈祷会。付属幼

稚園があります。

リバイバル聖書教会川西教会［単立／独立］

〒666-0115　川西市向陽台3-6-182　Tel.072-793-4411 

Fax.072-792-5834　◇能勢電平野駅からバス「陽明小前」

停すぐ　◇創立／2003年（25人）　◇林 茂槻、林 智子　

◇礼拝／10:30　◇特色／ゴスペル教室を開催中。教会学

校では礼拝後もクラブ（木工、手芸など）しています。

【HP】http://rbc-kawanishi.com/

【E-Mail】j-alive@mvi.biglobe.ne.jp

神戸市北区 Kobe-shi, Kita-ku

有馬聖文教会［ワールドミッション］

〒651-1401　神戸市北区有馬町851　Tel.078-904-0108 

Fax.078-904-0330　◇神戸電鉄有馬温泉駅から徒歩5分　  

◇渡辺 隆、田中 久雄
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神戸市須磨区 Kobe-shi, Suma-ku

板宿教会［改革派］

〒654-0022　神戸市須磨区大黒町3-2-8　Tel&Fax.078-

732-2773　◇地下鉄板宿駅から徒歩3分　◇創立／1921

年（116人）　◇山中 雄一郎、山中 恵一　◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/itayadokyokai/

北須磨教会［日基教団］

〒654-0133　神戸市須磨区多井畑東山の上8-3　Tel& 

Fax.078-742-0322　◇地下鉄妙法寺駅から徒歩10分　◇

創立／1953年（16人）　◇竹内 富久恵　◇礼拝／10:30

クライスト・チャーチ・神戸［単立／独立］

〒654-0151　神戸市須磨区北落合1-1-4 白川コーポレイシ

ョンビル306　Tel&Fax.078-796-6717　◇地下鉄各谷駅

から徒歩15分　◇創立／2000年（22人）　◇原田 嘉男　

◇礼拝／10:30　◇特色／神の御臨在、聖霊の満たしを重

視。教会と信徒の刷新を追い求める。教育・子育て相談

所としても活躍中。

【HP】http://homepage2.nifty.com/cck/

【E-Mail】harada-christ-church@nifty.com

神戸愛生伝道所［日基教団］

〒654-0142　神戸市須磨区友が丘1-1 神戸愛生園内　

Tel.078-791-2222(呼） Fax.078-791-2224　◇地下鉄妙法

寺駅　◇創立／1992年（9人）　◇竹内 富久恵　◇礼拝

／14:30

神戸神愛教会［日基教団］

〒654-0065　神戸市須磨区離宮前町1-6-29　Tel&Fax. 

078-735-6142　◇山陽電鉄本線月見山駅から徒歩10分　

◇創立／1965年（95人）　◇高多 新　◇礼拝／10:20　

◇特色／主日礼拝を中心に、日曜学校、ジュニアチャーチ、

すみれ会（ハンディのある方たちの会）等を行っています。

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~shin-ai/

【E-Mail】shin-ai@ray.ocn.ne.jp

神戸西部教会［イエス・キリスト］

〒654-0008　神戸市須磨区菊池町1-3-1　Tel.078-732-

2283 Fax.078-735-4002　◇山陽電車板宿駅から徒歩5

分　◇創立／1927年（135人）　◇犬塚 直樹、犬塚 寛

子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時と午後7時

から聖書を学び祈る会。日曜日午前9時からジュニアクラ

ス、午前10時30分から礼拝と教会学校。

【HP】http://www.save.or.jp/

神戸聖ヨハネ教会［聖公会］

〒654-0044　神戸市須磨区稲葉町4-2-17　Tel.078-731-

5385 Fax.078-731-5478　◇山陽電鉄月見山駅から徒歩5

分　◇角瀬 克己、坪井 智　◇礼拝／10:30

国際りびんぐうぉーたーふぇろーしっぷChu
rch＝こりふぇChurch［単立／独立］

〒654-0046　神戸市須磨区村雨町5-1-23 サンビルダー須

磨1F　Tel&Fax.078-731-7786　◇JR須磨海浜公園駅から

徒歩30秒　◇創立／2004年（60人）　◇松平 ヨシュア、

松平 文恵　◇礼拝／10:30　◇特色／わきあいあいとし

た家族的雰囲気で、主に喜ばれる礼拝をめざす教会です。

古民家Café Church 六甲シャロームの家［単

立／独立］

〒651-1331　神戸市北区有野町唐櫃521　Tel&Fax.078-

982-1464　◇神戸電鉄有馬口駅から徒歩10分　◇創立／

2008年（4人）　◇大西 高雪　◇礼拝／15:00　◇特色／

日曜日午後からの礼拝。午前中は、主の安息に憩います。

ワーシップを中心とした賛美。趣のある古民家で礼拝。

【E-Mail】takayuki-o@nike.eonet.ne.jp

鈴蘭台教会［日基教団］

〒651-1132　神戸市北区南五葉5-8-3　Tel&Fax.078-591-

0812　◇神戸電鉄鈴蘭台駅から徒歩10分　◇創立／1965

年（85人）　◇大仁田 拓朗、川原田 玲子　◇礼拝／10:30

鈴蘭台教会［改革派］

〒651-1114　神戸市北区鈴蘭台西町2-8-16　Tel&Fax. 

078-592-6875　◇神戸電鉄線鈴蘭台駅から徒歩3分　◇

創立／1996年（37人）　◇金原 義信　◇礼拝／10:30

鈴蘭台福音教会［イエス・キリスト］

〒651-1113　神戸市北区鈴蘭台南町1-2-49　Tel&Fax. 

078-591-2271　◇神戸電鉄鈴蘭台駅から徒歩5分［連絡先：

鍋島 猛　〒651-1111　兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町3-12-

20 Tel.078-593-9990］　◇創立／1963年（58人）　◇鍋島 

猛、鍋島 敏子　◇礼拝／10:30,16:30　◇特色／大切にす

るもの三つ。1、聖書（神の言葉）。2、集会−礼拝、祈会。

3、個人（家庭）。※回復と恵みと希望を。

【E-Mail】fkwwc808@yahoo.co.jp

山の街キリスト教会［ディコンリー］

〒651-1221　神戸市北区緑町3-10-26　Tel.078-581-6009 

Fax.078-581-6629　◇神戸電鉄山の街駅から徒歩10分　

◇創立／2001年（10人）　◇ファイファー，アンドレアス、

ファイファー，章子　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書に興

味のある方は聖書の学びなどを随時致します。お気軽に

ご連絡ください。

四日市キリスト福音教会神戸集会所［単立／

独立］

〒651-1243　神戸市北区山田町下谷上芝床26-5　Tel.078-

581-4367　◇紙屋 八千代

六甲みどり教会［イエス・キリスト］

〒651-1313　神戸市北区有野中町2-19-6　Tel&Fax.078-

987-0315　◇神戸電鉄岡場駅から徒歩5分　◇創立／

1999年（36人）　◇岡本 宗子、岸本 望　◇礼拝／10:30
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名谷教会［イエス・キリスト］

〒654-0153　神戸市須磨区南落合1-20-7　Tel&Fax.078-

794-5813　◇地下鉄名谷駅から徒歩15分　◇創立／1993

年（50人）　◇鷹取 宗明、鷹取 恵美子　◇礼拝／10:30,

19:00　◇特色／日曜日午前9時から教会学校を持っていま

す。たくさんのお友達が集っています。

【HP】http://myoudani-church.org/

【E-Mail】www@myoudani-church.org

名谷聖書教会［単立／独立］

〒654-0151　神戸市須磨区北落合5-7-26　Tel&Fax.078-

793-4707　◇地下鉄名谷駅から北へ徒歩20分　◇創立／

1985年（36人）　◇鎌坂 清　◇礼拝／10:30

名谷ルーテル教会［近畿教会］

〒654-0152　神戸市須磨区東落合2-5-11　Tel&Fax.078-

793-0240　◇地下鉄名谷駅から徒歩7分　◇創立／1979

年（22人）　◇nノ下 照光、末岡 成夫　◇礼拝／10:30　

◇特色／火曜日午後2時から、聖研・祈祷会。第1、第3木

曜午前10時30分から礼拝。

神戸市垂水区 Kobe-shi, Tarumi-ku

青山台希望教会［イエス・キリスト］

〒655-0873　神戸市垂水区青山台4-8-18 森ビル3F　◇JR

垂水駅からバス「美山台」停［連絡先：関西聖書神学

校　〒655-0872　兵庫県神戸市垂水区塩屋町6-32-15 

Tel.078-755-1393］　◇創立／1996年（30人）　◇鎌野 直

人、藤井 正子　◇礼拝／10:30　◇特色／スタッフは、

関西聖書神学校の舎監です。大人と子供一緒の礼拝を行

なっております。

明石聖書集会［無教会］

〒655-0049　神戸市垂水区狩口台4-40-103　Tel&Fax. 

078-782-7102　◇増田 聖

活けるキリスト神戸一麦教会［単立一麦の群］

〒655-0006　神戸市垂水区本多聞1-18-14　Tel.078-781-

8525 Fax.078-781-8526　◇JR舞子駅からバス10分「本多

聞7丁目」停、徒歩1分　◇創立／1976年（50人）　◇子

安 順司、子安 真由巳、子安 敏夫、子安 偕子　◇礼拝／

10:15,16:00(第1・3)　◇外国語／英語(16:00)　◇特色／第

1、第3主日は午後4時〜5時まで英語礼拝を行っています。

英会話教室、デーサービスもあります。

【HP】http://church.ne.jp/kobe-ichibaku/

【E-Mail】kobe-ichibaku@yahoo.co.jp

霞ヶ丘教会［改革長老］

〒655-0039　神戸市垂水区霞ヶ丘6-8-10　Tel&Fax.078-

707-2155　◇JR垂水駅からバス「東霞ヶ丘」停　◇創立

／1960年（45人）　◇山口 彦司、加藤 宏三、木谷 精

吾　◇礼拝／10:30

ガリラヤ福音教会＝ガリラヤ家の教会［単立

／独立］

神戸市垂水区 神戸市立垂水勤労市民センター　◇JR垂

水駅から徒歩3分［連絡先：内藤 吉之　〒655-0003　兵

庫県神戸市垂水区小束山本町4-4-1-214］　◇創立／1994

年（0人）　◇内藤 吉之　◇礼拝／10:30,12:00　◇特色／

【HP】http://www.kolife.org/

【E-Mail】kolife@church.name

白川台キリスト教会［伝道隊］

〒654-0103　神戸市須磨区白川台3-64-4　Tel.078-792-

8772 Fax.078-792-8991　◇地下鉄西神線名谷駅からバス

「白川台南口」停、徒歩1分　◇創立／1971年（37人）　◇

小紫 義弘、小紫 悦子　◇礼拝／10:15　◇テレホン／

078-792-1313

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~shirakawadai/

須磨教会［日基教団］

〒654-0072　神戸市須磨区千守町1-3-21　Tel.078-733-

2825 Fax.078-731-3041　◇山陽電鉄本線山陽須磨駅から

徒歩7分　◇創立／1909年（134人）　◇岡崎 岳

須磨自由キリスト教会［TPKF］

〒654-0001　神戸市須磨区禅昌寺町1-4-20　Tel&Fax. 

078-734-7324　◇山陽電鉄板宿駅から徒歩15分　◇創立

／1952年（50人）　◇池田 孝志　◇礼拝／10:30

須磨月見山教会［日基教団］

〒654-0044　神戸市須磨区稲葉町7-1-13　Tel&Fax.078-

731-4976　◇JR須磨海浜公園駅から徒歩5分　◇創立／

1901年（80人）　◇上原 智加子　◇礼拝／10:15　◇外国

語／手話

【E-Mail】sumatukimi@nifty.com

須磨伝道所＝ユース・ハーベスト・チャー
チ［バプ連盟］

〒654-0102　神戸市須磨区東白川台1-8-16　Tel&Fax. 

078-742-2374　◇谷口 明法

高倉チャペル［単立／独立］

〒654-0081　神戸市須磨区高倉台1-13-11　Tel&Fax.078-

734-3806　◇JR須磨駅からバス15分　◇創立／1993年

（15人）　◇野中 悦治　◇礼拝／11:00

【E-Mail】e.nonaka@triton.ocn.ne.jp

チャーチ　オブ　エル・シャダイ［単立／独立］

〒654-0103　神戸市須磨区白川台2-45-2 3棟403　小栗

方　Tel&Fax.050-3391-3839 Tel.090-5466-8559　◇地下

鉄名谷駅　◇創立／2003年（12人）　◇小栗 龍男　◇礼

拝／10:30　◇特色／家の教会、開拓伝道中。癒しと祝福

の祈りとを、招かれた教会でのミニストリー。ネット通じ

てカウセリング中。

【HP】http://el-shaddai.jp/default.aspx

【E-Mail】michael-ministry@el-shaddai.jp

東須磨教会［改革長老］

〒654-0013　神戸市須磨区大手町4-2-26　Tel&Fax.078-

731-5702　◇山陽電鉄東須磨駅から徒歩5分　◇創立／

1960年（83人）　◇坂井 純人、石井 和夫、舩橋 昭　◇

礼拝／10:30　◇特色／幼児から高齢者まで、生き生きと

礼拝に集う家庭的な教会です。英会話クラス、年2回のオ

ープンチャーチあり。

【HP】http://church.ne.jp/rpchigashisuma/

【E-Mail】rpchigashisuma@church.ne.jp
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垂水神の教会［神の教会］

〒655-0005　神戸市垂水区潮見が丘1-2-10　Tel&Fax. 

078-709-0552　◇JR垂水駅からバス「ゴルフ場」停横　

◇創立／1970年（36人）　◇バートン，バーナード、バー

トン，チェル　◇礼拝／10:45　◇外国語／英語

垂水教会［イエス・キリスト］

〒655-0016　神戸市垂水区高丸1-1-22　Tel.078-709-5689 

Fax.078-709-2433　◇JR垂水駅から徒歩10分　◇森 文

彦、森 桂子、野崎 俊　◇礼拝／10:15

垂水福音教会［単立／独立］

〒655-0032　神戸市垂水区星が丘1-2-40　Tel.078-709-

8250　◇松下 勝彦

西神戸教会［日基教団］

〒655-0038　神戸市垂水区星陵台4-2　Tel.078-781-0725 

Fax.078-781-4320　◇JR舞子駅からバス「県商」停、徒

歩3分　◇創立／1952年（132人）　◇尾堂 拓哉、矢吹 大

吾、涌井 徹　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.nishikobe-kyokai.or.jp/

西須磨福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒655-0863　神戸市垂水区塩屋北町4-1-5　Tel.078-753-

9135 Fax.078-753-9136　◇JR須磨駅からバス「鉄拐登山

口」停、徒歩10分　◇創立／1952年（53人）　◇永田 

令　◇礼拝／10:30

西舞子バプテスト教会［単立／独立］

〒655-0048　神戸市垂水区西舞子8-10-11　Tel&Fax.078-

781-3258　◇JR朝霧駅から徒歩15分　◇創立／1966年

（103人）　◇表 博之、草刈 定雄　◇礼拝／10:50(第2日曜

10:30),14:00(第2・第4日曜)14:00(第2・第4日曜)14:00(第2・

第4日曜)　◇特色／異端問題、中国宣教、北海道苫小牧

宣教に力を入れています。聖書的カウンセリングも大好評。

明るい教会です。

【HP】http://www.nishimaiko-bc.com/

【E-Mail】truthmaiko@yahoo.co.jp

東垂水ルーテル教会［近畿教会］

〒655-0891　神戸市垂水区山手2-1-20　Tel&Fax.078-

751-6117　◇山陽電車東垂水駅から徒歩3分　◇創立／

1956年（79人）　◇山下 寛　◇礼拝／10:30　◇特色／心

からくつろぎ、ほっとできる。腹の底から、笑ったり泣い

たりできる教会を目指しています。毎週子どもメッセージ

あり。

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/htarumikelc/

八代学院礼拝堂＝垂水伝道所［聖公会］

〒655-0004　神戸市垂水区学が丘5-1-1　Tel&Fax.078- 

709-3500

神戸市中央区 Kobe-shi, Chuo-ku

青谷福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒651-0052　神戸市中央区中島通2-3-6　Tel&Fax. 

078-231-0947 Tel.078-221-0214　◇JR三ノ宮駅からバス

「青谷」停　◇創立／1954年（400人）　◇安達 賢二郎　

◇礼拝／10:30　◇特色／40年の夢と祈りがかなえられ新

●ヤコブ5章19節〜●温かく家庭的で主のおられる家の教

会を目指しております

【HP】http://www14.plala.or.jp/jesus7/

【E-Mail】malanata@agate.plala.or.jp

恵泉教会［改革派］

〒655-0014　神戸市垂水区大町3-2-16　Tel&Fax.078-

706-1140　◇JR垂水駅から徒歩13分　◇創立／1978年

（54人）　◇大場 康司

神戸キリスト宣教会［単立／独立］

レバンテ垂水２番館 3階会議室　◇JR垂水駅から徒歩3分

［連絡先：草刈定雄　〒655-0044　兵庫県神戸市垂水区

舞子坂1-9-72 Tel.078-784-2726］　◇創立／2008年（5

人）　◇草刈 定雄、草刈 美代子　◇礼拝／10:00

【E-Mail】jw.tc.21@hotmail.co.jp

神戸国際キリスト教会［KICC］

〒655-0049　神戸市垂水区狩口台5-1-101　Tel&Fax.078-

784-2939　◇JR朝霧駅から徒歩8分　◇創立／1995年（14

人）　◇岩村 義雄

【HP】http://homepage2.nifty.com/KICC/

【E-Mail】QYH05423@nifty.ne.jp

神戸ゴスペルキリスト教会［単立／独立］

〒655-0003　神戸市垂水区小束山本町4-3-2　Tel.078-

795-4882 Fax.078-707-0218　◇地下鉄西神線学園都市駅

からバス「中山西口」停、徒歩2分　◇創立／1993年（80

人）　◇武川 公　◇礼拝／10:30

【HP】http://gospel655.com/

【E-Mail】gospel655@ybb.ne.jp

神戸西バプテスト教会［バプ連盟］

〒655-0012　神戸市垂水区向陽3-2-3　Tel&Fax.078-708-

9556　◇JR垂水駅からバス「向陽二丁目」停、徒歩2分　

◇松本 理　◇礼拝／10:30

塩屋キリスト教会［伝道隊］

〒655-0873　神戸市垂水区青山台1-20-5　Tel&Fax.078-

752-4271　◇JR塩屋駅から徒歩15分　◇創立／1977年

（70人）　◇中島 信光、中島 禎子、高木 彌　◇礼拝／

10:15　◇特色／教会学校8時45分/聖研祈祷会は水曜夜8

時・木曜朝10時半。青年・壮年・婦人の会は月一回で活

発です。

【HP】http://www.hpmix.com/home/jebshioya/

聖三一コミュニティー教会［イエス・キリスト］

〒655-0048　神戸市垂水区西舞子9-12-8　Tel&Fax.078-

782-8876　◇JR朝霧駅から徒歩15分　◇創立／1972年

（108人）　◇足立 宏、足立 里加、足立 幹夫　◇礼拝／

10:15

多聞福音教会［単立／独立］

〒655-0043　神戸市垂水区南多聞台2-9-18　Tel&F

ax.078-782-4150 Tel.078-782-0479　◇JR朝霧駅からバス

「南多聞台2丁目」停　◇創立／1980年（45人）　◇吉川 

潤　◇礼拝／10:30　◇特色／地域に根ざし、讃美に満ち

た教会を目指しています。子育て支援サークルもあります。

【HP】http://tamonfukuin.com/

【E-Mail】tamonc2918@yahoo.co.jp
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人）　◇加藤 祥子　◇礼拝／11:00　◇特色／第4聖日午

後1時から、歌を歌おう会（どなたでも。第3木曜日柏寿会

（高齢熟年親睦）。

神戸真教会［単立／独立］

〒651-0053　神戸市中央区籠池通1-1-17　Tel.078-221-

6060 Fax.078-221-6273　◇阪急王子公園駅から徒歩15

分　◇創立／1949年（115人）　◇高澤 守　◇礼拝／

10:30　◇特色／統一協会はじめ、その他のカルトからの

救出活動を行っております。

神戸聖愛教会［日基教団］

〒651-0092　神戸市中央区生田町1-1-27　Tel.078-221-

7547 Fax.078-221-3739　◇地下鉄新神戸駅から徒歩2

分　◇創立／1882年（378人）　◇小栗 善忠、小栗 献　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www.kobeseiai.com/

神戸聖ペテロ教会［聖公会］

〒651-0068　神戸市中央区旗塚通6-3-2　Tel&Fax.078-

221-5487　◇JR新神戸駅　◇創立／1891年（63人）　◇

中原 康貴、信岡 章人

神戸聖ミカエル教会［聖公会］

〒650-0011　神戸市中央区下山手通5-11-1　Tel&Fax. 

078-371-0992　◇JR元町駅　◇創立／1877年（426人）　

◇芳我 秀一、八代 智、與賀田 光嗣

神戸東部教会［KCCJ］

〒651-0077　神戸市中央区日暮通6-4-8　Tel.078-241-

5253 Fax.078-241-5220　◇JR三ノ宮駅から徒歩10分　◇

創立／1970年（238人）　◇裵 明徳、朴 恩塾、朴 斗熙、

金 徳化　◇礼拝／10:00,11:30,14:30　◇外国語／韓国

語　◇特色／I部は日本語礼拝、II部は韓国語礼拝、III部

は青年賛美礼拝で行われています。土曜韓国語学校もあ

ります。

【HP】http://www.kobedongbu.net/

【E-Mail】kobedongbu@gmail.com

神戸東部教会［日基教団］

〒651-0061　神戸市中央区上筒井通5-2-12　Tel.078-231-

3216 Fax.078-231-3218　◇阪急春日野道駅から徒歩10

分　◇創立／1908年（86人）　◇古澤 啓太、古澤 百代　

◇礼拝／10:30

【E-Mail】ktchurch@abox3.so-net.ne.jp

神戸布引教会［日キ教会］

〒651-0056　神戸市中央区熊内町6-2-2　Tel&Fax.078-

291-0519　◇新神戸駅から徒歩3分　◇創立／1901年（60

人）　◇藤塚 聖

神戸バイブルフェローシップ［単立／独立］

〒650-0004　神戸市中央区中山手通2-3-5 神戸基督教改

革宗長老会気付　Tel&Fax.078-322-2022　◇JR三ノ宮駅

から徒歩8分　◇創立／1990年（150人）　◇フラハティ，

ロバート、石阪 勝美　◇礼拝／11:00,16:00　◇外国語／

英語

【HP】http://kbfweb.com/

【E-Mail】information@kbfweb.com

会堂が与えられました。地域に開かれた教会を目指して歩

んでいます。

【HP】http://www.wjelc.or.jp/aotani-elc/

関西華僑基督教会［単立／独立］

〒650-0004　神戸市中央区中山手通2-24-9 中山寺ビル

2F　Tel&Fax.078-241-7091　◇阪急線三宮駅から徒歩10

分　◇陳 天賜

神戸イエス団教会［日基教団］

〒651-0076　神戸市中央区吾妻通5-2-20　Tel.078-251-

4870 Fax.078-231-2891　◇阪神本線春日野道駅出口2か

ら徒歩6分　◇創立／1909年（45人）　◇上内 鏡子　◇

礼拝／10:45　◇特色／水曜日午後6時30分から祈祷会。

第3・第5主日は近隣の特別養護老人施設信愛ホームで主

日礼拝。

神戸生田教会［イエス・キリスト］

〒651-0053　神戸市中央区篭池通5-3-20　Tel.078-231-

3770 Fax.078-231-3771　◇JR三ノ宮駅からバス「野崎通

3丁目」停　◇創立／1924年（136人）　◇大塚 篤、大塚 

隆子　◇礼拝／10:30

神戸栄光教会［日基教団］

〒650-0011　神戸市中央区下山手通4-16-1　Tel.078-331-

2286 Fax.078-333-9484　◇JR元町駅から北へ徒歩7分　

◇創立／1886年（689人）　◇白井 進、畑 昌子、林 昌

利　◇礼拝／10:30　◇特色／開かれた教会を目指します。

神戸教会［日基教団］

〒650-0013　神戸市中央区花隈町9-16　Tel.078-341-2598 

Fax.078-341-2613　◇高速神戸鉄道花隈駅東口から徒歩4

分　◇創立／1874年（522人）　◇菅根 信彦、矢吹 大吾、

涌井 徹　◇礼拝／10:15

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~kbchurch/

【E-Mail】kobechurch@hotmail.com

神戸基督教改革宗長老会教会［単立／独立］

〒650-0004　神戸市中央区中山手通2-3-5　Tel.078-331-

3068　◇湯川 彰

神戸クリスチャンセンター［福音宣教会］

〒650-0046　神戸市中央区港島中町3-1-46-1202 長南

宅　Tel&Fax.078-303-4167［連絡先：松山福音センター　  

〒790-0807　愛媛県松山市平和通1-6-6 Tel.089-925-

1008］　◇万代 栄嗣　◇特色／万代牧師の礼拝が同時中

継で見られます。不定期で万代牧師が集会を行っていま

す。日時お問い合わせ下さい。

【HP】http://www.mission.or.jp/

【E-Mail】kobe@mission.or.jp

神戸根源教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒651-0093　神戸市中央区二宮町2-6-15 第2豊田ビル　

Tel.078-252-3200 Fax.078-242-6401　◇JR三ノ宮駅から

徒歩10分　◇金 大鎭　◇礼拝／10:00,11:00,14:00

【HP】http://www.congen.jp/

神戸小隊［救世軍］

〒650-0015　神戸市中央区多聞通4-1-9　Tel&Fax.078-

341-4594　◇JR神戸駅から徒歩7分　◇創立／1903年（88
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078-351-1378　◇神戸高速鉄道花隈駅西出口から徒歩3

分　◇創立／1928年（223人）　◇坊向 輝國　◇礼拝／

10:15

【HP】http://www.kobe-yamatechurch.com/

ヨハン神戸キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒650-0001　神戸市中央区加納町2-7-4　Tel.090-1152-

0033　◇鄭 琇禎、宋 順玉

神戸市長田区 Kobe-shi, Nagata-ku

イエス・キリスト聖成伝道教会［聖成基督］

〒653-0812　神戸市長田区長田町1-2-6　Tel&Fax.078-

691-1419　◇地下鉄長田駅から徒歩2分　◇創立／1948

年（109人）　◇山本 稔、庄司 久子、尾瀬 瑠璃子　◇礼

拝／10:00　◇特色／家庭的ななごやかな教会。世界で一

番楽しい、幸せな教会を目指しています。

【HP】http://seiseik.web.infoseek.co.jp/

【E-Mail】minoru_yamamoto@hotmail.co.jp

インマヌエル神戸キリスト教会［IGM］

〒653-0053　神戸市長田区本庄町3-1-4　Tel.078-731-

1737 Fax.078-731-5849　◇JR鷹取駅から徒歩5分　◇創

立／1928年　◇岩上 輝雄、岩上 朝子、細田 恒太郎、細

田 敬子　◇礼拝／10:15

【HP】http://igm-kobe-church.jp/

カナン教会［基督兄弟団］

〒653-0032　神戸市長田区苅藻通7-4-22　Tel&Fax.078-

681-7143　◇地下鉄海岸線苅藻駅から徒歩1分［連絡先：

Tel.06-6481-6207］　◇創立／1970年（20人）　◇瀬戸 偉

作、瀬戸 臨　◇礼拝／10:30

神戸教会［KCCJ］

〒653-0021　神戸市長田区梅ケ香町1-2-20　Tel.078-682-

3595 Fax.078-682-3587　◇JR兵庫駅から徒歩10分［連絡

先：権 寧国　〒653-0021　兵庫県神戸市長田区梅ケ香町

1-5-14 Tel.078-651-4855］　◇創立／1921年（85人）　◇

権 寧国、千 奉祚　◇礼拝／11:00,14:00　◇外国語／韓

国語　◇特色／韓国語教室：日曜午後1時、水曜午前10時、

木曜午後7時。英語会話教室：土曜午後3時。すべての礼

拝に通訳があります。

【E-Mail】kwonyoungkoog@msn.com

神戸教会［福音ルーテル］

〒653-0804　神戸市長田区寺池町2-4-7　Tel&Fax.078-

691-7238　◇地下鉄長田駅　◇創立／1918年（70人）　

◇松本 義宣　◇礼拝／10:30

神戸キリスト栄光教会［オープン・バイブル］

〒653-0845　神戸市長田区戸崎通3-9-12　Tel.078-612-

5511 Fax.078-612-5513　◇地下鉄板宿駅から徒歩4分　

◇創立／1960年（450人）　◇菅原 亘、小林 登代子、牛

居 はるみ、内田 修子、高橋 貞淑、秋山 静子、坂本 清子、

金 倫姫、野上 順子、重元 勝行、重元 真来喜、菅野 是正、

菅野聖子　◇礼拝／7:30,9:00,11:00　◇テレホン／078-

612-5514

【HP】http://www.mmjp.or.jp/kcgc/

【E-Mail】kcgc@kobe.email.ne.jp

神戸バプテスト教会［バプ連盟］

〒650-0003　神戸市中央区山本通1-7-27　Tel.078-231-

7187 Fax.078-221-5252　◇JR三ノ宮駅から徒歩10分　◇

創立／1950年（130人）　◇坂本 献　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午後7時から祈祷会。異人館通りの教会です。

それぞれの違いの中から聖書のメッセージを受けています。

【E-Mail】doraken666@r7.dion.ne.jp

神戸再度筋教会［日基教団］

〒650-0005　神戸市中央区再度筋町10-1　Tel.078-341-

2208　◇JR元町駅からバス「再度筋」停　◇創立／1890

年（18人）　◇吉野 宣夫　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.h4.dion.ne.jp/~comagain/

ザ・ミッション・ツーシーフェラース神戸［聖

公会］

〒650-0022　神戸市中央区元町通3-1-16 マリナーズ・セ

ンター　Tel.078-331-1696　◇JR元町駅　◇創立／1963

年　◇トルハースト，ポール　◇礼拝／10:30　◇特色／

礼拝は英語のみ。

【HP】http://www.flyingangelkobe.org/

三宮聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒651-0083　神戸市中央区浜辺通3-1-8 サンビルダー三宮

1F　Tel&Fax.078-241-9050　◇ポートライナー貿易セン

ター前駅から東へ徒歩3分　◇創立／1988年（20人）　◇

佐伯 知洋　◇礼拝／11:00,14:30　◇特色／日曜礼拝、水

曜学び会、婦人集会、ユース集会、クリスマス、キャンプ、

ピクニック、レクレーション等

【HP】http://www.sannomiya-bible.com/

【E-Mail】office@sannomiya-bible.com

聖書研究会神戸集会［SKK］

〒650-0027　神戸市中央区中町通2-2-18 平戸ビル4Ｆ　

Tel.078-341-7501 Fax.078-341-7502　◇JR神戸駅北口か

ら徒歩3分　◇石井田 直二

ディアコニア教会［単立／独立］

〒651-0092　神戸市中央区生田町1-2-32　Tel.078-242-

0909 Fax.078-241-3745　◇地下鉄新神戸駅から徒歩1

分　◇創立／1996年（125人）　◇山口 光、大畑 智　◇

礼拝／9:00　◇外国語／英語　◇特色／老人ホーム内で

の毎朝の礼拝を行っています。近隣の幼稚園、保育園児

との交流会や福祉実習を受け入れています。

【E-Mail】kingsolomon@ezweb.ne.jp

TLCCC神戸アンテオケ教会［主の十字架］

Tel&Fax.078-222-6345　◇礼拝・集会場所などはホーム

ページでご確認ください　◇創立／1998年（40人）　◇ジ

ョセフ 前田、前田 暁美、原田 啓子、原田 えり子、ヨハ

ネ 徳永、ダニエル 北野　◇礼拝／9:30,11:20,14:20

【HP】http://www.geocities.jp/kobechurch/

【E-Mail】tlccckobechurch@ybb.ne.jp

フルゴスペル神戸教会［JFGA］

〒650-0022　神戸市中央区元町通1-4-8 カナエビル 3F　

Tel.078-332-6815 Fax.078-332-6817　◇韓 福男

山手教会［日基教団］

〒650-0011　神戸市中央区下山手通8-5-15　Tel&Fax. 
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故郷の家・神戸エルシオン・チャペル［単立

／独立］

〒653-0022　神戸市長田区東尻池町7-4-21 特別養護老人

ホーム故郷の家・神戸内　Tel.078-651-1555 Fax.078-651-

1115　◇地下鉄海岸線苅藻駅から徒歩5分　◇創立／

2001年（3人）　◇峯野 龍弘、水野 正志、水野 雅紗　◇

礼拝／10:30　◇特色／主日礼拝は施設のご利用者を中心

に、そのご家族や地域の方々も歓迎。ご高齢の方も気軽

に参加できます。

鷹取教会［日基教団］

〒653-0053　神戸市長田区本庄町6-6-14　Tel&Fax.078-

733-2526　◇JR鷹取駅から徒歩7分　◇創立／1951年（64

人）　◇上條 悟　◇礼拝／10:30

番町出合いの家伝道所［日基教団］

〒653-0013　神戸市長田区一番町3-1-3-1119　Tel&Fax. 

078-578-6450　◇山陽電鉄神戸高速線高速長田駅東口か

ら徒歩5分　◇創立／1968年（0人）　◇鳥飼 慶陽、鳥飼 

トモ子

【E-Mail】torigai@ruby.plala.or.jp

兵庫教会［日基教団］

〒653-0813　神戸市長田区宮川町4-31-6　Tel&Fax.078-

691-6230　◇神戸高速鉄道東西線高速長田駅西口1から徒

歩10分　◇創立／1876年（91人）　◇橋野 高明　◇礼拝

／10:30

神戸市灘区 Kobe-shi, Nada-ku

神戸大石教会［イエス・キリスト］

〒657-0044　神戸市灘区鹿ノ下通3-5-3　Tel&Fax.078-

861-0571　◇阪神電鉄大石駅から徒歩3分　◇創立／

1954年（116人）　◇八幡 輝生、八幡 緑　◇礼拝／10:15

【E-Mail】shika353@r5.dion.ne.jp

神戸教会［ホーリネス］

〒657-0057　神戸市灘区神ノ木通2-2-9　Tel.078-871-

4910 Fax.078-871-0640　◇JR六甲道駅から徒歩15分　◇

創立／1958年（85人）　◇佐藤 俊男、佐藤 仁美、斎藤 

溢子　◇礼拝／10:30　◇特色／霊と真とをもって主を礼

拝することに重点。祈祷会・早天祈祷会にも力を注ぐ。学

び会・求道者会。その他集会。

【E-Mail】kobeholiness@mpd.biglobe.ne.jp

神戸雲内教会［日基教団］

〒657-0051　神戸市灘区八幡町1-6-9　Tel&Fax.078-841-

0038　◇阪急神戸線六甲駅から徒歩3分　◇創立／1893

年（60人）　◇竹内 款一　◇礼拝／10:30

神戸聖書教会［JECA］

〒657-0068　神戸市灘区篠原北町1-1-15　Tel&Fax.078-

861-0020　◇阪急神戸線六甲駅から徒歩5分［連絡先：櫛

田 節夫　〒657-0067　兵庫県神戸市灘区篠原本町3-7-9］　  

◇創立／1983年（23人）　◇櫛田 節夫、櫛田 弥生　◇礼

拝／10:30

【E-Mail】kobebiblech@yahoo.co.jp

神戸キリスト教会［アライアンス］

〒653-0025　神戸市長田区真野町7-4　Tel&Fax.078-652-

0772　◇JR新長田駅から徒歩15分　◇徳田 忠、徳田 高

子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.kh.rim.or.jp/~tsunobue/alliance/

【E-Mail】t-tokuda@muf.biglobe.ne.jp

神戸聖泉教会［イエス・キリスト］

〒653-0801　神戸市長田区房王寺町5-5-2　Tel&Fax.078-

621-4231　◇神戸電鉄有馬線長田駅前　◇志賀 覚、志賀 

和美　◇礼拝／10:15

神戸湊西教会［日キ教会］

〒653-0838　神戸市長田区大谷町1-1-40　Tel.078-611-

5210 Fax.078-611-5209　◇神戸高速鉄道東西線西代町駅

から徒歩1分　◇創立／1909年（150人）　◇礼拝／10:30

神戸中央教会［聖イエス会］

〒653-0853　神戸市長田区庄山町4-2-3　Tel.078-611-

6698　◇赤尾 勲

神戸長田アガペー教会［単立／独立］

〒653-0022　神戸市長田区東尻池町8-1-5　Tel&Fax.078-

681-5559　◇地下鉄海岸線苅藻駅から徒歩1分　◇創立

／2000年（10人）　◇中村 登　◇礼拝／11:30　◇特色

／食事会をしながら、老人伝道に力を入れている教会です。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~k-nagata/

【E-Mail】n-noboru@smile.ocn.ne.jp

神戸長田教会［改革派］

〒653-0831　神戸市長田区蓮宮通4-8-2　Tel.078-691-

0527 Fax.078-691-3950　◇神戸高速鉄道東西線高速長田

駅から徒歩10分　◇創立／1926年（50人）　◇吉田 実　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~minorin/

【E-Mail】minoru6068@deluxe.ocn.ne.jp

神戸福音聖書教会［オープン・バイブル］

〒653-0813　神戸市長田区宮川町1-14-1　Tel&Fax.078-

691-4445　◇神戸高速鉄道東西線高速長田駅から徒歩6

分　◇創立／1954年（50人）　◇カーネス，ポール　◇

礼拝／11:00　◇特色／家庭的な教会です。水曜の祈祷会

では、祈りの課題を出し合って祈っています。

神戸丸山教会［日基教団］

〒653-0874　神戸市長田区西丸山町2-3-34　Tel.078-621-

9424 Fax.078-621-5137　◇神戸電鉄有馬線丸山駅からバ

ス「丸山町3丁目」停　◇創立／1953年（41人）　◇折尾 

嘉子

http://www.mmjp.or.jp/kcgc/
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神和教会［日基教団］

〒657-0031　神戸市灘区大和町1-2-11　Tel.078-851-6671 

Fax.078-854-3112　◇JR六甲道駅から東へ徒歩15分　◇

創立／1950年（51人）　◇豊田 通信　◇礼拝／10:30

灘教会［改革派］

〒657-0817　神戸市灘区上野通8-5-1　Tel.078-861-2313 

Fax.078-861-2314　◇阪急神戸線王子公園駅から徒歩10

分　◇創立／1908年（72人）　◇西 牧夫　◇礼拝／

10:30,19:00　◇特色／水曜日午後2時から祈祷会。霊と真

理によって礼拝する教会。世界伝道に献身する教会。

灘教会［イエス・キリスト］

〒657-0816　神戸市灘区国玉通2-8-1　Tel&Fax.078-801-

9185　◇阪神六甲駅からバス5分　◇創立／1958年（75

人）　◇内田 正治　◇礼拝／10:15

西灘基督教会［アッセンブリー］

〒657-0824　神戸市灘区福住通5-4-8　Tel&Fax.078-871-

7262　◇阪急神戸本線王子公園駅から徒歩8分　◇創立

／1952年（45人）　◇後藤 忠実、後藤 いずみ　◇礼拝／

10:30

HAT神戸キリスト教会＝HAT神戸伝道所［西

日本ルーテル］

〒657-0855　神戸市灘区摩耶海岸通2-3-13-103　◇阪神

電鉄岩屋駅から徒歩6分　◇創立／2008年　◇永田 令、

ペンドリン，U　◇礼拝／10:45

【HP】http://wjelc.sekl.fi/hat/

六甲ルーテル教会［近畿教会］

〒657-0062　神戸市灘区寺口町13-13　Tel&Fax.078-841-

3466　◇阪急六甲駅から徒歩5分　◇創立／1952年（110

人）　◇松田 聖一　◇礼拝／10:30　◇特色／子どもたち

の歓声いっぱいの教会です。親子で、家族でいらしてくだ

さい。年2回、親子コンサートを開いております。

神戸市西区 Kobe-shi, Nishi-ku

板宿教会所属西神伝道所［改革派］

〒651-2273　神戸市西区糀台2-20-7　Tel&Fax.078-992-

6658　◇地下鉄西神中央駅から徒歩5分　◇創立／1990

年（38人）　◇赤石 純也　◇礼拝／10:15,16:00　◇特色

／水曜祈祷会午後7時30分〜。木曜祈祷会午前10時30分〜。

【HP】http://www.geocities.jp/rcseishin/

エリムキリスト教会伝道所＝エリムペンテ
コスタルチャーチ コウベ［在外国教団教派］

〒651-2413　神戸市西区福吉台2-23-4　Tel&Fax.078-

967-4809　◇JR大久保駅からバス「福吉」停　◇創立／

2006年　◇デーヴィス，ジム、デーヴィス 香世　◇礼拝

／10:30　◇外国語／英語（バイリンガル）　◇特色／英

語・日本語のバイリンガルで日曜礼拝、サンデースクール

（幼稚園児〜小学生）アルファコース、結婚ガイダンス。

【HP】http://elimchurchkobe.jimdo.com/

押部谷教会［イエス・キリスト］

〒651-2213　神戸市西区押部谷町福住602-2　Tel&Fax. 

078-994-4444　◇神戸電鉄押部谷駅　◇創立／1997年

神戸聖約キリスト教会［聖約］

〒657-0024　神戸市灘区楠丘町2-1-10　Tel&Fax.078-

811-1502　◇JR六甲道駅から徒歩10分　◇創立／1982年

（40人）　◇藤田 英彦　◇礼拝／10:30

神戸東教会＝神戸東ルーテル［福音ルーテル］

〒657-0822　神戸市灘区畑原通2-2-25　Tel&Fax.078-

861-0946　◇バス「五毛」停、徒歩5分［連絡先：Tel. 

078-691-7238］　◇創立／1928年（20人）　◇松本 義宣　

◇礼拝／10:30　◇特色／クリスチャンセンター神戸バイ

ブルハウスとの密な協力関係あり。小規模ながら家族的で

温かい交わりの教会。

【E-Mail】jelc.kobehi@rice.ocn.ne.jp

神戸フィラデルフィヤ教会［TPKF］

〒657-0845　神戸市灘区岩屋中町4-5-10　Tel&Fax.078-

871-9192　◇阪神本線岩屋駅から徒歩3分［連絡先：大嶋 

常治　〒657-0855　兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通2-3-4-

223 Tel.078-802-0314］　◇創立／1950年（40人）　◇大

嶋 常治、大嶋 善直、大久保 隆弘、岡部 和香　◇礼拝／

9:30,10:30　◇特色／水曜日午後2時30分から祈祷会。土

曜日午後2時から土曜学校。

【HP】http://kpcjapan.com

【E-Mail】yoshinao.oshima@nifty.com

神戸平安教会［日基教団］

〒657-0832　神戸市灘区岸地通5-2-17　Tel.078-861-3668 

Fax.078-806-2108　◇阪急王子公園駅から徒歩5分　◇創

立／1915年（99人）　◇田邊 哲朗　◇礼拝／10:30　◇

特色／幼稚園のほかに未就園児・幼稚園児の預かり保育

のための施設ランバス ノアも開設しています。

【HP】http://www.kobeheian-kyokai.or.jp/

【E-Mail】church@kobeheian-kyokai.or.jp

神戸ユニオン教会＝ＫＵＣ［単立／独立］

〒657-0811　神戸市灘区長峰台2-4-4　Tel.078-871-6844 

Fax.078-871-3473　◇阪急神戸線六甲駅から徒歩15分　

◇創立／1871年（150人）　◇ブラッドバーン，ブルース、

クーピー，スコット　◇礼拝／9:30　◇外国語／英語

（9:30）　◇特色／英語で礼拝しています。日本語の同時通

訳、駐車場、駅からのシャトルバンあります。

【HP】http://www.kobeunionchurch.org/

【E-Mail】office@kobeunionchurch.org

主恩教会［日基教団］

〒657-0837　神戸市灘区原田通1-3-11　Tel&Fax.078-

861-4642　◇JR灘駅北口から徒歩5分　◇創立／1919年

（127人）　◇相浦 和生　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/shuon_ch/

神港教会［改革派］

〒657-0064　神戸市灘区山田町3-1-12　Tel.078-851-6865 

Fax.078-854-0149　◇阪急神戸線六甲駅から徒歩3分　◇

創立／1906年（237人）　◇岩崎 謙、金子 ハルミ　◇礼

拝／10:30　◇特色／パイプオルガンの伴奏でジュネーブ

詩編歌を歌い、御言葉そのものを語る元気な説教を聴く

礼拝。

【HP】http://www.shinkou-kyoukai.org/

【E-Mail】Shinkoukyoukai@aol.com
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992-6350　◇地下鉄西神線西神中央駅からバス「みかた

プラザ」停すぐ　◇創立／2006年（44人）　◇丹羽 和子　

◇礼拝／10:30　◇特色／第5日曜はこどもが中心の合同

礼拝です。第2水曜日午前10時から聖書の学びの時間です。

高和教会［イエス・キリスト］

〒651-2204　神戸市西区押部谷町高和85-2　Tel&Fax. 

078-994-5091　◇川原崎 晃、佐伯 修一、佐伯 恵

ニュー・コミュニティ学園都市チャペル［基

督兄弟団］

［連絡先：〒662-0913　兵庫県西宮市染殿町2-6 ニュー・

コミュニティ西宮染殿チャペル気付 Tel.0798-26-0332］　

◇創立／2002年　◇小平 牧生　◇礼拝／16:00

【HP】http://www.hitomi.net/

【E-Mail】gakuen@hitomi.net

福音之家＝ゴスペルハウス［単立／独立］

〒651-2128　神戸市西区玉津町今津643-5　Tel&Fax. 

078-891-7205　◇JR明石駅からバス「高津橋」停、徒歩4

分　◇創立／1995年（2人）　◇忠内 一由　◇礼拝／

15:00　◇特色／家庭的な教会で、礼拝は日曜15時からで

す。どなたでも歓迎！送迎あり！宿泊もできます。腹話術

もします。

【E-Mail】tadauti.kazuyori@beige.plala.or.jp

二見キリスト教会神戸西伝道所［バプ同盟］

〒651-2135　神戸市西区王塚台7-1　Tel&Fax.078-928-

0704　◇JR西明石駅　◇大島 恵美子

神戸市東灘区 Kobe-shi, Higashinada-ku

岡本教会［日基教団］

〒658-0072　神戸市東灘区岡本1-14-12　Tel.078-411-

8910 Fax.078-411-8913　◇阪急岡本駅から徒歩2分　◇

創立／1932年（152人）　◇赤川 祥夫　◇礼拝／10:15　

◇特色／水曜日午後7時から祈祷会。

岡本契約教会［改革長老］

〒658-0003　神戸市東灘区本山北町6-17-31　Tel&Fax. 

078-452-5310　◇阪急神戸線岡本駅から徒歩7分　◇創

立／1975年（47人）　◇瀧浦 滋、榎本 博一　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜（安息日）の礼拝と水曜夜の祈祷会

とで聖書講解。讃美は神さまが聖書の中に備えられた詩

篇を歌います。

【HP】http://www.rpjapan.org

【E-Mail】stakiura@nifty.com

クライストコミュニティ東神戸リバイバル
チャペル［福音自由］

〒658-0012　神戸市東灘区本庄町1-4-24　Tel&Fax.078-

431-0841　◇JR甲南山手駅から徒歩6分　◇創立／1995

年（30人）　◇大竹 哲也　◇礼拝／11:00　◇特色／4月

よりキッズブラウン英語教室がスタート。毎日曜日の礼拝

は、子供から大人まで共にしてささげています。

【HP】http://www.christcomm.net/

【E-Mail】E-Kobe@christcomm.net

（61人）　◇仁科 千永子　◇礼拝／10:30

グレイス神戸ミッションチャーチ［JEC］

〒651-2276　神戸市西区春日台9-11-2　Tel&Fax.078-

961-0512　◇地下鉄西神中央駅　◇創立／1985年（60人）　  

◇林田 清隆、林田 順子、林田 裕樹　◇礼拝／10:15

【E-Mail】kobe@jec-net.org

グレース神戸バプテスト教会［単立／独立］

〒651-2142　神戸市西区二ツ屋1-18-13　Tel.078-920-

1715 Fax.078-920-1716　◇地下鉄西神中央駅からバス10

分　◇創立／1997年（61人）　◇村上 聡　◇礼拝／

11:00,15:00　◇特色／神戸市西区の中心に位置し、JR明

石駅からも便利。地下鉄西神中央駅とJR明石駅から送迎

あり。駐車場あり。

【HP】http://www.gracekobe.com/

【E-Mail】office@gracekobe.com

神戸伊川キリスト教会［バプ連盟］

〒651-2116　神戸市西区南別府1-1232-1　Tel&Fax.078-

976-0632　◇JR明石駅からバス「南別府1丁目」停、徒歩

5分　◇創立／1999年（30人）　◇佐藤 浩　◇礼拝／

10:45　◇特色／礼拝堂、トイレ等バリアフリーです。明

るい礼拝堂です。まだ若い教会です。聖書に基いたバプ

テスト教会です。

【HP】http://kobeikawach.hp.infoseek.co.jp/

【E-Mail】kobeikawa@aol.com

神戸桜が丘伝道所［日キ教会］

〒651-2226　神戸市西区桜が丘中町2-8-5　Tel&Fax.078-

994-0288　◇神戸電鉄栄駅から徒歩10分　◇創立／1988

年（47人）　◇池永 順一　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜

日午前10時30分から祈祷会。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~c-sakuragaoka/

【E-Mail】zvp05023@nifty.ne.jp

神戸恵みチャペル［同盟基督］

〒651-2109　神戸市西区前開南町2-10-14　Tel&Fax.078-

220-4139　◇地下鉄西神線伊川谷駅　◇創立／1995年

（20人）　◇荒籾 実　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午

後7時30分から祈祷会。木曜日午後2時から聖書を学ぶ会。

西神ニュータウン聖書教会［同盟基督］

神戸市西区糀台「神戸市立西区民センター」 （郵便物の差

出不可）　◇市営地下鉄西神中央駅から徒歩3分［連絡先：

〒651-2135　兵庫県神戸市西区王塚台1-79-808 Tel.078-

924-4666］　◇創立／1991年（17人）　◇二神 勝彦　◇

礼拝／10:30　◇特色／開拓中の家庭的な教会です。礼拝

は区民センターの一室を借り，祈祷会は牧師宅と信徒宅

で行っています。

西神福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒651-2275　神戸市西区樫野台6-24-3　Tel&Fax.078-

992-0724　◇地下鉄西神線西神中央駅からバス「樫野台

6丁目」停　◇創立／1986年（24人）　◇多久和 律、飛

鷹 美奈子　◇礼拝／10:30

【HP】http://seishin.sekl.fi/

西神美賀多台教会［日基教団］

〒651-2277　神戸市西区美賀多台5-19-1　Tel&Fax.078-
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成。

【HP】http://blog.goo.ne.jp/nishiokamoto5-5-30/

【E-Mail】nishiokamoto5530@ksh.biglobe.ne.jp

日本基督住吉教会［単立／独立］

〒658-0054　神戸市東灘区御影中町2-1-1　◇JR住吉駅・

阪神御影駅から徒歩5分　◇創立／1970年（90人）　◇岡

本 雅幸　◇礼拝／10:30

東神戸教会［日基教団］

〒658-0047　神戸市東灘区御影3-7-11　Tel&Fax.078-

851-4334　◇阪急神戸線御影駅から徒歩10分　◇創立／

1953年（98人）　◇川上 盾　◇礼拝／10:45

【HP】http://www.higashikobech.org/

【E-Mail】mail@higashikobech.org

東灘教会［日基教団］

〒658-0026　神戸市東灘区魚崎西町4-11-5　Tel&Fax. 

078-841-2146　◇阪神電鉄魚崎駅から徒歩5分　◇創立

／1952年（42人）　◇長坂 ゆかり　◇礼拝／10:30

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~higasich/

東灘バプテスト教会［単立／独立］

〒658-0072　神戸市東灘区岡本3-2-10　Tel.078-452-9281 

Fax.078-453-1273　◇JR摂津本山駅から西へ徒歩5分［連

絡先：〒658-0072　兵庫県神戸市東灘区岡本3-2-12 

Tel.078-219-7307］　◇創立／1975年（117人）　◇大槻 

紀夫、アパリット，メリアム、ジャクソン，ブラッド、ジ

ャクソン，ミシェル、ニコラス，ケリー、大西 健太郎　◇

礼拝／9:30,16:30　◇特色／第2礼拝では第4主日に英語

礼拝実施（通訳付）。

【HP】http://www.kcc.zaq.ne.jp/higashinada-bp/

【E-Mail】bp-higashinada@kcc.zaq.ne.jp

御影教会［日基教団］

〒658-0000　神戸市東灘区御影郡家1-23-19　Tel&Fax. 

078-851-7273　◇阪急神戸線御影駅南口から徒歩6分　◇

創立／1890年（142人）　◇鳥居 司　◇礼拝／10:30

御影神愛キリスト教会［アッセンブリー］

〒658-0054　神戸市東灘区御影中町1-7-15　Tel.078-841-

0795 Fax.078-842-5112　◇阪神本線御影駅山手東へ200

ｍ　◇創立／1952年（504人）　◇杉本 俊輔、杉本 満子、

瀬古 慎二、瀬古 博子、小笠原 和枝　◇礼拝／9:30,

11:00,13:30

【HP】http://www.mikageshinai.com/

【E-Mail】ch@mikageshinai.com

御影福音教会［イエス・キリスト］

〒658-0046　神戸市東灘区御影本町8-8-3　Tel&Fax.078-

811-5649　◇阪神御影駅から徒歩5分　◇創立／1934年

（137人）　◇森 英樹、森 明子　◇礼拝／10:15　◇特色

／小グループに参加頂くことで安心できる居場所を見つ

けて頂けたらと思います。ディボーションメール配信中。

【HP】http://mikagech.cool.ne.jp

【E-Mail】mikagech@ybb.ne.jp

御影ルーテル教会［ディコンリー］

〒658-0047　神戸市東灘区御影3-10-5　Tel&Fax.078-

842-0446　◇阪急神戸線御影駅から徒歩8分　◇創立／

コイノニア福音教会＝KGC［単立／独立］

〒658-0082　神戸市東灘区魚崎北町1-2-10　Tel.078-411-

1211　◇阪神青木駅北口から西へ徒歩7分　◇創立／

1992年（200人）　◇松本 善女、松本 光宣　◇礼拝／

9:30,11:15　◇特色／あらゆる世代が集まる教会です。

【HP】http://www.koinonia.jp/

【E-Mail】info@koinonia.jp

甲南教会［日基教団］

〒658-0081　神戸市東灘区田中町3-9-14　Tel&Fax.078-

451-2449　◇JR摂津本山駅から徒歩7分　◇創立／1934

年（140人）　◇中島 正勝　◇礼拝／10:30　◇特色／火

曜日19時から聖書研究祈祷会。日曜日9時から子ども教会。

土曜日には子ども聖歌隊、チャイムクワイヤー有り。

【HP】http://www.konan-church.jp/

神戸教会［基督兄弟団］

〒658-0053　神戸市東灘区住吉宮町6-14-20　Tel&Fax. 

078-843-7821　◇JR住吉駅から徒歩5分　◇創立／1952

年（22人）　◇長内 和賴、長内 慶喜　◇礼拝／10:30

神戸国際大学諸聖徒礼拝堂［聖公会］

〒658-0032　神戸市東灘区向洋町中9-1-6　Tel.078-845-

3103 Fax.078-845-3102　◇六甲ライナーマリンパーク駅

から徒歩3分　◇八代 智　◇礼拝／13:00(月-金)

神戸新生教会＝ハレルヤチャペル［単立／独立］

〒658-0021　神戸市東灘区深江本町3-3-10　Tel&Fax. 

078-451-4318　◇阪神本線阪神深江駅から徒歩3分　◇

野口 周爾

【HP】http://church.ne.jp/hallelujah-chapel/

【E-Mail】hallelujah-chapel@church.ne.jp

神戸新生バプテスト教会［バプ連盟］

〒658-0064　神戸市東灘区鴨子ヶ原2-12-19　Tel&Fax. 

078-857-7205　◇阪急御影駅からバス6分「鴨子ヶ原2丁

目」停すぐ　◇創立／1990年（52人）　◇角川 周治郎　

◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/kobe-shinsei/

【E-Mail】takao_yamatani@kmtc.co.jp

住吉教会［日キ教会］

〒658-0051　神戸市東灘区住吉本町2-7-27　Tel&Fax. 

078-851-4897　◇JR住吉駅北口から西へ徒歩3分　◇創

立／1917年（109人）　◇武田 晨一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.sumiyoshi-church.org/

住吉山手キリスト教会［ディコンリー］

〒658-0063　神戸市東灘区住吉山手6-3-6　Tel&Fax.078-

851-8097　◇バス「白鶴美術館前」停、徒歩3分　◇創立

／1980年（23人）　◇林 晏久、林 美智子　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】hayashi@kcc.zaq.ne.jp

西岡本キリスト教会［バプ同盟］

〒658-0073　神戸市東灘区西岡本5-5-30　Tel&Fax.078-

411-5456　◇JR摂津本山駅からバス「岡本9丁目」停前　

◇創立／1959年（56人）　◇髙橋 彰　◇礼拝／10:30　

◇特色／毎週日曜日午後5時から中高生会をしています。

第一主日午後6時からは夕礼拝をしています。新会堂も完
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神戸夢野町教会［日基教団］

〒652-0042　神戸市兵庫区東山町4-20　Tel&Fax.078-

511-8837　◇市営地下鉄湊川公園駅から徒歩5分　◇創

立／1898年（18人）　◇渡部 勇

世界宣教教会＝ワールド ミッション・チャ
ーチ［単立／独立］

〒652-0036　神戸市兵庫区福原町1-3　Tel.078-511-9191 

Fax.078-997-0013　◇神戸高速鉄道東西線新開地駅から

徒歩5分［連絡先：〒652-0803　兵庫県神戸市兵庫郵便

局私書箱50号］　◇創立／1987年（85人）　◇姜 鐘仁　

◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語　◇特色／水曜日正午

祈祷会。礼拝は韓国語でしています。日本語の同時通訳

があります。

【E-Mail】jikang1220@hotmail.com

兵庫区南部伝道所［日基教団］

◇礼拝場所は連絡先の光の子幼稚園（船越 諭）までお問

い合わせください。［連絡先：光の子幼稚園　〒653-

0813　兵庫県神戸市長田区宮川町4-31-6 Tel.078-691-

2042］　◇創立／1998年（3人）　◇船越 諭　◇特色／都

心の過疎化、大震災復興格差の惨酷、聖域・教団内の独

りよがり自己利益追求横行を見据えて聖書にきく。

兵庫松本通教会［日基教団］

〒652-0045　神戸市兵庫区松本通8-5-8　Tel&Fax.078-

531-4982　◇JR兵庫駅　◇創立／1889年（58人）　◇林 

邦夫、林 陽子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~noah0913/

湊川伝道館＝湊川キリスト教伝道館［伝道隊］

〒652-0811　神戸市兵庫区新開地2-6-7　Tel&Fax.078-

576-3324　◇神戸高速新開地駅から徒歩5分　◇創立／

1905年（55人）　◇小紫 義弘、朴 鐘皖、ボルトン，ドーン、

池之上 八重子　◇礼拝／10:30　◇特色／日本語で礼拝

し、中国語・英語の同時通訳ある。毎週土曜日夜7時から

伝道集会「喜びの集い」があります。

【E-Mail】minatogawadendoukan@estate.ocn.ne.jp

篠山市 Sasayama-shi

キリスト丹波教会［単立／独立］

〒669-2341　篠山市郡家883-9 上山ビル3F　Tel&Fax. 

0795-52-8120　◇JR篠山口駅から徒歩7分　◇創立／

1990年（13人）　◇山取 恒夫

篠山教会［日基教団］

〒669-2332　篠山市北新町88-2　Tel&Fax.0795-52-2445　  

◇JR篠山口駅　◇創立／1903年（35人）　◇市川 哲、河

南 一成

三田市 Sanda-shi

アガペー三田キリスト教会［アッセンブリー］

〒669-1514　三田市川除386-3　Tel&Fax.079-559-7446　  

◇JR三田駅　◇創立／1991年（31人）　◇安東 聖樹、安

東 知子　◇礼拝／9:45,11:00　◇特色／木曜日午後7時30

分から祈祷会。子どもから大人まで元気あふれる教会です。

1956年（208人）　◇海老原 道雄　◇礼拝／10:30　◇特

色／4箇所での礼拝を行なっています。家族での礼拝、高

齢者への伝道、地域での活動の場として会堂が用いられ

ています。

【E-Mail】mikagerk0408@hera.eonet.ne.jp

六甲アイランド教会［西日本ルーテル］

〒658-0032　神戸市東灘区向洋町中1-4-124-B-014　Tel& 

Fax.078-846-0217　◇青戸 暁、ユートン，T

神戸市兵庫区 Kobe-shi, Hyogo-ku

神戸愛隣教会［自由メソ］

〒652-0896　神戸市兵庫区須佐野通1-17　Tel&Fax.078-

671-7625　◇田中 英雄

神戸教会［メノナイト教会会議］

〒652-0016　神戸市兵庫区馬場町18-24　Tel&Fax.078-

361-0380　◇地下鉄大倉山駅から徒歩10分　◇創立／

1952年（25人）　◇野村 竹二　◇礼拝／10:30

神戸キリスト福音館＝神戸キリスト集会［単

立／独立］

〒652-0815　神戸市兵庫区三川口町2-5-2　Tel&Fax.078-

576-6737　◇JR兵庫駅から徒歩8分［連絡先：辰巳 成

之　〒673-0422　兵庫県三木市与呂木683-280］　◇創立

／1954年　◇辰巳 成之　◇礼拝／10:00

神戸昇天教会［聖公会］

〒652-0015　神戸市兵庫区下祇園町39-7　Tel.078-361-

4490 Fax.078-361-4539　◇地下鉄大倉山駅から北へ徒歩

10分　◇創立／1900年（79人）　◇小南 晃　◇礼拝／

10:30

神戸多聞教会［日基教団］

〒652-0032　神戸市兵庫区荒田町3-12-14　Tel&Fax.078-

511-4738　◇地下鉄大倉山駅から徒歩3分　◇創立／

1877年（73人）　◇山本 一、山本 知恵　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~tamon-ch/

神戸中央教会［イエス・キリスト］

〒652-0801　神戸市兵庫区中道通1-3-7　Tel.078-576-

2449 Fax.078-578-3213　◇神戸高速新開地駅　◇創立／

1946年（449人）　◇川原崎 晃、川原崎 千恵子、勝田 幸

恵　◇礼拝／9:00,10:45,19:00　◇特色／毎聖日礼拝での

聖歌隊の賛美、吹奏楽団アンサンブル・シオンの定期演奏、

他の音楽グループ演奏と盛んです。

【HP】http://kcc.imw.jp

【E-Mail】kobechurch-k@gamma.ocn.ne.jp

神戸平野教会［ナザレン］

〒652-0013　神戸市兵庫区上三条町1-19　Tel.078-521-

4966 Fax.078-521-4969　◇JR神戸駅からバス「平野」停、

徒歩3分　◇創立／1955年（329人）　◇吉持 孝之、吉持 

志保　◇礼拝／10:20　◇特色／土曜日午前9時〜10時、

メビック（賛美、聖句暗唱、ゲームを取り入れた楽しい礼

拝）をしています。

【HP】http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfanx808/

【E-Mail】dfanx808@kcc.zaq.ne.jp
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宮市染殿町2-6 ニュー・コミュニティー西宮染殿チャペル

気付］　◇小平 牧生　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.hitomi.net/

【E-Mail】sanda@hitomi.net

北摂恵みバプテスト教会［単立／独立］

〒669-1513　三田市三輪1275-55　Tel.0795-64-2175　◇

保田 益民

三輪キリスト教会［フリーメソ］

〒669-1513　三田市三輪1-2-11　Tel&Fax.079-562-4560　  

◇JR三田駅から徒歩3分　◇創立／1940年（61人）　◇馬

場 一朗　◇礼拝／10:30

宍粟市	 Shiso-shi

ペテロ教会［聖イエス会］

〒671-2573　宍粟市山崎町今宿179-6　Tel.0790-62-1327　  

◇善積 利伃

山崎教会［日基教団］

〒671-2576　宍粟市山崎町鹿沢101　Tel.0790-62-1137 

Fax.0790-62-5606　◇JR姫路駅からバス「山崎」停　◇

創立／1917年（72人）　◇日下部 勝

山崎チャペル・一宮基督教研究所［JEC］

〒671-2575　宍粟市山崎町山田48 ハイツ芝花102号　

Tel&Fax.0790-63-0252　◇安黒 務　◇礼拝／10:00

【E-Mail】aguro@mth.biglobe.ne.jp

洲本市	 Sumoto-shi

淡路めぐみルーテル教会［西日本ルーテル］

〒656-0054　洲本市宇原607-3　Tel&Fax.0799-24-6630　  

◇創立／1997年（23人）　◇カリオイネン，ユッカ、カリ

オイネン，ヘレナ　◇礼拝／10:30

【HP】http://awaji.sekl.fi/

【E-Mail】jukka,kallioinen@sekl.fi

宇山福音教会［ウェスレアン］

〒656-0012　洲本市宇山3-4-3　Tel.0799-22-0063 Fax. 

0799-24-1292　◇バス「宇山」停、徒歩3分　◇創立／

1952年（40人）　◇小倉 政応、小倉 ひとみ　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜礼拝で主の力に満たされ、水曜祈り

会で恵まれ、聖歌隊やゴスペルフォークソングで主の福

音を伝える教会。

【HP】http://plaza.rakuten.co.jp/alphasion/

【E-Mail】chapel@sumoto.gr.jp

グッド・サマリタン・チャーチ洲本チャペル
［単立／独立］

〒656-0046　洲本市金屋1268-1　Tel&Fax.0799-45-1991　  

◇創立／1999年（17人）　◇スナイプ，ジム、スナイプ，

ダーラ　◇礼拝／11:00　◇特色／プレスクール（3-5歳）、

親子スクール（1-3歳）あり。英語スクールあり。

【HP】http://www.sumotochapel.jp/

【E-Mail】sumoto_chapel@yahoo.ca

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~agape-sanda/

三田泉キリスト教会［ホーリネス］

〒669-1341　三田市西相野71-4　Tel&Fax.079-568-6160　  

◇JR相野駅から徒歩20分　◇創立／1998年（24人）　◇

岡田 邦夫、岡田 晴美　◇礼拝／11:00　◇特色／木曜日

午前10時30分から祈祷会。月に1回心のキャッチボール、

ひきこもりの人のためのパン教室。

【HP】http://www.jhc.or.jp/sanda/

さんだグレイスチャペル［JEC］

〒669-1535　三田市南が丘2-13-46 GEG7TH 3F　Tel& 

Fax.079-502-0179　◇神戸電鉄横山駅から徒歩6分　◇吉

井 裕美香　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時か

ら祈祷会。平日もご希望に合わせて聖書の学びを行って

います。駐車場あり。

【HP】http://www.h5.dion.ne.jp/~jecnechp/sanda.htm

【E-Mail】sanda@jec-net.org

三田フェローシップキリスト教会［ディコンリー］

〒669-1546　三田市弥生ヶ丘5-3-13　Tel&Fax.079-559-

4019　◇神戸電鉄フラワータウン駅から徒歩7分　◇創立

／1994年（20人）　◇パルフ，ギゼラ　◇礼拝／10:30　

◇特色／ドイツ人であるシスターの特性を生かして、ドイ

ツ料理、ドイツ語、英語のクラスがあります。

【HP】http://www.sanda-fcc.org/

【E-Mail】sistergiselapaluch@mac.com

三田福音教会［イエス・キリスト］

〒669-1527　三田市中町1-9　Tel&Fax.079-562-4800　

◇JR三田駅　◇創立／1993年（6人）　◇田宮 恵

三田ホーリーチャペル［オープン・バイブル］

〒669-1537　三田市西山2-4-27　Tel&Fax.079-565-4055　  

◇JR三田駅から徒歩20分　◇創立／1999年　◇菅原 亘、

内田 修子、牛居 はるみ、小林 登代子、高橋 貞淑、秋山 

静子、金 倫姫　◇礼拝／10:30(土),14:00(日)　◇テレホン

／078-612-5514　◇いのち／078-612-5514　◇特色／バ

リアフリー。礼拝は、日曜日午後2時からと、土曜午前10

時30分から。

【HP】http://www.mmjp.or.jp/kcgc/

【E-Mail】kcgc@kobe.email.ne.jp

三田北摂ルーテル教会［近畿教会］

〒669-1537　三田市西山2-22-52　Tel&Fax.079-564-6852　  

◇JR三田駅から車10分　◇創立／1985年（42人）　◇末

岡 成夫　◇礼拝／10:30　◇特色／愛と希望と喜びが満

ちあふれる礼拝と北欧パイン材の礼拝堂。赤い屋根と赤

い十字架が目印の明るい教会です。

【HP】http://www.jttk.zaq.ne.jp/sanda-lutheran/

摂津三田教会［日基教団］

〒669-1532　三田市屋敷町7-25　Tel&Fax.079-563-0477　  

◇JR三田駅南口から徒歩12分　◇創立／1875年（77人）　

◇真砂 良克　◇礼拝／10:30

【E-Mail】fwik9645@mb.infoweb.ne.jp

ニュー・コミュニティー三田チャペル［基督

兄弟団］

Tel&Fax.079-565-7873［連絡先：〒662-0913　兵庫県西
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4310 Fax.0797-71-2780　◇阪急逆瀬川駅からバス「御所

の前」停、徒歩5分　◇創立／2004年　◇石坂 光寛　◇

礼拝／10:30　◇特色／出張聖餐式、出張カウンセリング

礼拝、冠婚葬祭等の出張司式も行っております。お気軽

にご相談下さい。

【HP】http://ch-ev.com/

【E-Mail】info_c@ch-ev.com

クライストコミュニティ宝塚チャペル［福音

自由］

〒665-0866　宝塚市星の荘27-19-3　Tel&Fax.0797-81-

2870　◇大橋 秀夫、宋 ヨシュア

【HP】http://www.christcomm.net/

【E-Mail】Takarazuka@christcomm.net

宝塚泉キリスト教会［ホーリネス］

〒665-0875　宝塚市中筋山手5-5-21　Tel&Fax.0797-88-

5069　◇阪急宝塚線中山駅・JR中山寺駅から徒歩15分　

◇創立／1983年（75人）　◇松沢 実喜男、松沢 從恵　◇

礼拝／10:30,18:30

宝塚栄光教会［単立／独立］

〒665-0021　宝塚市中州1-15-9　Tel.0797-73-6076 

Fax.0797-73-6075　◇阪急今津線逆瀬川駅から徒歩3分　

◇創立／1985年（117人）　◇岩間 洋、岩間 千恵子　◇

礼拝／10:30　◇テレホン／0797-77-3746　◇特色／午

後1:00よりバイブルクラス、1:30より小学生・中高生クラス、

3:00より青年の集い。

【HP】http://www.takara-eiko.com/

【E-Mail】iwama@takara-eiko.com

宝塚小林教会［日基教団］

〒665-0045　宝塚市光明町22-34　Tel.0797-71-2816　◇

阪急今津線小林駅から徒歩7分　◇創立／1953年（37人）　  

◇手島 真理子　◇礼拝／10:30

宝塚教会［改革派］

〒665-0062　宝塚市仁川高台1-8-65　Tel&Fax.0798-53-

5319　◇阪急今津線仁川駅から徒歩10分　◇創立／1975

年（56人）　◇国方 敏治

宝塚教会［日基教団］

〒665-0013　宝塚市宝梅1-4-46　Tel.0797-71-2314 Fax. 

0797-74-8314　◇阪急今津線宝塚南口駅から徒歩10分　

◇創立／1956年（169人）　◇佃 真人、石川 はるみ　◇

礼拝／10:15

宝塚ゴスペルハウス［友愛グループ］

〒665-0836　宝塚市清荒神4-1-3　Tel&Fax.0797-84-0070　  

◇阪急宝塚線売布神社駅から徒歩8分　◇創立／2002年

（25人）　◇坂本 譲二、岡田 昌平　◇礼拝／10:30　◇特

色／賛美のあふれる自由な教会。

【HP】http://www.geocities.jp/t_gospel_h/

【E-Mail】takarazukagospelhouse@yahoo.co.jp

宝塚バプテスト教会［バプ連盟］

〒665-0875　宝塚市中筋山手2-7-6　Tel&Fax.0797-89-

5990　◇阪急中山駅から徒歩10分　◇創立／1986年（45

人）　◇岡村 直子　◇礼拝／11:00　◇特色／駐車場完

備。スイス風のおしゃれな建物。牧師は元シンガポール

洲本教会［日基教団］

〒656-0025　洲本市本町5-2-10　Tel&Fax.0799-22-1651, 

0799-24-0356　◇洲本バスターミナル　◇創立／1903年

（99人）　◇北里 秀郎

洲本真光教会［聖公会］

〒656-0012　洲本市宇山3-8-32　Tel&Fax.0799-22-4919　  

◇創立／1890年（12人）　◇中村 豊

広石教会［日基教団］

〒656-1334　洲本市五色町広石中237-1　Tel.0799-35-

0346　◇バス「札の辻」停　◇創立／1950年（7人）　◇

佃 克巳

高砂市 Takasago-shi

尾上聖愛教会［単立／独立］

〒676-0077　高砂市松陽4-726　Tel.079-448-4929 

Fax.079-447-8168　◇山陽電鉄伊保駅から徒歩15分　◇

創立／1952年（185人）　◇山崎 徹也、黄金井 尚美、布

目 麻矢　◇礼拝／6:00,10:30,10:30(月)　◇特色／礼拝は3

回。よくわかるメッセージ。明るい雰囲気。5つの目的に

沿った健康な教会。詳しくはHPを。

【HP】http://www.onoeseiai.com//

【E-Mail】amz-g@mh1.117.ne.jp

曽根教会［日基教団］

〒676-0082　高砂市曽根町788-1　Tel&Fax.079-448-

6836　◇山陽電鉄曽根駅から北へ徒歩12分　◇創立／

1930年（75人）　◇真下 潤、高谷 のぞみ　◇礼拝／

10:15　◇特色／旧組合教会、会衆派の伝統を持つ教会で

す。

高砂教会［日基教団］

〒676-0015　高砂市荒井町紙町1-34　Tel.079-442-4854 

Fax.079-442-4878　◇山陽電鉄荒井駅から北へ徒歩3分　  

◇創立／1900年（662人）　◇手束 正昭、新谷 和茂、新

田 恵一、小森 康三、小森 仁美、盛谷 耕三　◇礼拝／

10:30,14:00,19:00　◇特色／早天祈祷会午前6時から（火

曜日から土曜日）。

【HP】http://takasago-church.com/

【E-Mail】info@takasago-church.com

宝塚市 Takarazuka-shi

活けるキリスト一麦西宮教会宝塚チャペル
［単立一麦の群］

〒665-0845　宝塚市栄町3-5-11　Tel&Fax.0797-86-3701　  

◇JR・阪急宝塚駅から徒歩5分　◇創立／1995年（30人）　

◇土田 典子　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午前10時、

第2水曜日午後7時30分祈祷会。地区集会（宝塚駅前、山

本西、寝屋川）。第2土曜午後2時らみい。

【HP】http://www.ichibaku.net/

【E-Mail】takarazuka-nori@kpd.biglobe.ne.jp

生命の水キリスト教会＝Church eau de vie［単

立／独立］

〒665-0047　宝塚市亀井町10-63-253　Tel.090-8466-
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62-1049　◇JR本竜野駅から徒歩20分　◇創立／1893年

（23人）　◇車田 誠治　◇礼拝／10:15

龍野富永教会［ホーリネス］

〒679-4167　たつの市龍野町富永4-890-6　Tel&Fax. 

0791-63-0128　◇JR本竜野駅から徒歩20分　◇地濃 誠

治、地濃 敏子　◇礼拝／10:30

西播磨キリスト教会［伝道隊］

〒671-1613　たつの市揖保川町二塚182-1　Tel&Fax. 

0791-72-6419　◇ブラウン，ヒュー

播磨新宮教会［日基教団］

〒679-4313　たつの市新宮町新宮33-1　Tel&Fax.0791-

75-2502　◇JR播磨新宮駅から徒歩10分　◇創立／1955

年（20人）　◇穂積 修司、中村 悦子　◇礼拝／10:30　

◇特色／小さな群れですが、アットホームな教会です。

礼拝後、お茶を飲みながら、いろんな話をします。

丹波市 Tanba-shi

青垣教会［イエス・キリスト］

〒669-3812　丹波市青垣町小倉11-2　Tel&Fax.0795-87-

1033　◇JR丹波柏原駅からバス45分　◇創立／1966年

（30人）　◇加藤 清、加藤 陽子　◇礼拝／10:15

祈りの家キリスト教会［単立／独立］

〒669-3464　丹波市氷上町石生2319-1　Tel&Fax.0795-

82-8160　◇JR石生駅　◇創立／2008年　◇玉置 雅子　

◇礼拝／9:00　◇特色／楽しく・鋭く・生き生きと！ が、

モットーの若い教会です。礼拝は一般9時、お友だち（教

会学校）礼拝11時。

【HP】http://blog.goo.ne.jp/ilovej/

【E-Mail】jkmtamaki@yahoo.co.jp

吹田聖書福音教会春日チャペル［単立／独立］

〒669-4273　丹波市春日町国領1599-2 近藤方　Tel& 

Fax.0795-75-0258　◇JR黒井駅から車10分　◇創立／

1998年（8人）　◇近藤 晶彦、近藤 真奈　◇礼拝／10:30　

◇特色／舞鶴道春日I.C.から5分

丹波柏原教会［イエス・キリスト］

〒669-3309　丹波市柏原町柏原251-2　Tel&Fax.0795-

72-2688　◇JR柏原駅　◇創立／1921年（119人）　◇野

勢 輝夫、野勢 かほる　◇礼拝／10:00

【E-Mail】tanba_church@rhythm.ocn.ne.jp

丹波教会［札幌キリスト召団］

〒669-4133　丹波市春日町平松400-1 丹波の宿惠泉　Tel. 

0795-74-1873 Fax.0795-74-2821　◇JR黒井駅から徒歩10

分　◇創立／2005年　◇江戸 梯子、水谷 惠信　◇礼拝

／11:00　◇特色／子供礼拝は日曜日10:20〜12:30、春日

レストハウスにて。

成松伝道所［日基教団］

〒669-3602　丹波市氷上町常楽797-1　Tel&Fax.0795-

82-1414　◇JR石生駅　◇創立／1955年（15人）　◇大野 

顕二、大村 眞澄

宣教師。小さなお子さんも多く、大活躍！

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~youareworthy/TAKARAZUKA_

BAPTIST_CHURCH

宝塚福音教会［JEC］

〒665-0884　宝塚市山本西3-3-9　Tel&Fax.0797-88-0999　  

◇山下 純男

【E-Mail】takarazuka@jec-net.org

宝塚売布教会［日キ教会］

〒665-0852　宝塚市売布1-6-1　Tel&Fax.0797-84-1328　

◇阪急宝塚線売布神社駅から南へ徒歩4分　◇創立／

1970年（90人）　◇礼拝／10:30

宝塚ルーテル教会［近畿教会］

〒665-0842　宝塚市川面3-23-8　Tel&Fax.0797-86-0117　  

◇阪急宝塚駅　◇創立／1954年（186人）　◇マイケルセ

ン，N　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.takarazuka-lc.agape.gr.jp/

ダニエル・ホープ・チャーチ＝山本子羊教
会［単立／独立］

〒665-0877　宝塚市中山桜台5-23-1-612　Tel&Fax.0797-

89-2700　◇阪急宝塚線山本駅　◇創立／2006年（5人）　

◇榛村 俊明　◇礼拝／10:30　◇特色／小規模セル活動

で幅広く伝道中ー各分野に渡り展開中（菜園・園芸・ハン

グル語等）

【HP】http://music.geocities.jp/yamamoto_ark/

【E-Mail】yamamoto_jesus@yahoo.co.jp

仁川教会［日基教団］

〒665-0063　宝塚市仁川高丸2-5-12　Tel.0798-53-1946 

Fax.0798-78-8846　◇阪急今津線仁川駅東口からバス「仁

川高丸中央公園東」停すぐ。　◇創立／1963年（108人）　

◇加納 和寛、松田 光代　◇礼拝／10:30　◇特色／閑静

な住宅地にある教会。子どもも一緒に礼拝へ！月1回、子

ども向けメッセージあり。

【HP】http://www.nigawa.org/

雲雀丘聖書集会［無教会］

〒665-0804　宝塚市雲雀丘山手1-13-1　Tel.072-759-8731　  

◇阪急宝塚線雲雀丘花屋敷駅　◇創立／1965年（18人）　

◇三島 甫

恵みキリストの教会［キリストの教会］

〒665-0836　宝塚市清荒神2-4-15　Tel&Fax.0797-81-

9015　◇阪急清荒神駅から徒歩3分　◇創立／1989年（23

人）　◇池田 基宣　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜礼拝以

外にも、初心者用英語クラス、フラワーアレンジメントの

クラス、コーラスの会、読み語りの会などがあります。

たつの市 Tatsuno-shi

新宮教会［聖イエス会］

〒679-4313　たつの市新宮町新宮1101-6　Tel.0791-75-

1267　◇松本 震之介

龍野教会［日基教団］

〒679-4161　たつの市龍野町日山396-1　Tel&Fax.0791-
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活けるキリスト一麦西宮教会［単立一麦の群］

〒663-8011　西宮市樋ノ口町2-20-38　Tel.0798-64-5101 

Fax.0798-65-2017　◇阪急今津線門戸厄神駅から徒歩20

分　◇創立／1965年（273人）　◇下條 末7子、神戸 博央、

土田 典子、菅 徹哉、坂口 将人、古森 薫、高橋 リカ、高

橋 邦苗、馬場 愛寿香、土田 さとみ　◇礼拝／7:15,10:15,

19:15(第2)　◇テレホン／0798-67-5334　◇特色／サンラ

イズ、西宮、宝塚、サンセットの礼拝に加えて、新しく三

木チャペル礼拝をはじめます。

【HP】http://www.ichibaku.net/

神楽町教会［フリーメソ］

〒662-0977　西宮市神楽町1-18　Tel&Fax.0798-33-1941　  

◇JRさくら夙川駅から徒歩3分　◇創立／1957年（96人）　

◇島田 巖　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.roy.hi-ho.ne.jp/na-child

【E-Mail】shimada_i@dol.hi-ho.ne.jp

神園キリストの教会［キリストの教会］

〒662-0027　西宮市神園町8-40　Tel&Fax.0798-71-7170 

Tel.0798-74-4744　◇阪急甲陽園駅から徒歩5分　◇創立

／1989年（100人）　◇西藤 憲彦、藤本 覚、西藤 鈴子　

◇礼拝／10:45　◇特色／日曜礼拝では御言葉をわかりや

すく説いており、月2回、女声コーラスの練習が行われて

いる。誰でも参加可能。

関西学院教会［日基教団］

〒662-0813　西宮市上甲東園2-4-43　Tel&Fax.0798-51-

6570　◇阪急今津線甲東園駅から徒歩10分　◇創立／

1915年（360人）　◇森里 信生、神谷 宣

喜音伝道所［日基教団］

〒662-0814　西宮市仁川五ヶ山町3-2 関西学院有光寮　

Tel.0798-51-6309　◇阪急今津線仁川駅から徒歩15分　

◇創立／1986年（26人）　◇打樋 啓史

甲子園教会［改革派］

〒663-8176　西宮市甲子園六番町7-19　Tel&Fax.0798-

47-5646　◇阪神本線甲子園駅東口から徒歩5分　◇創立

／1964年（49人）　◇金田 幸男　◇礼拝／10:30

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~rcj_5646/

甲子園教会［日基教団］

〒663-8102　西宮市松並町9-4　Tel.0798-65-7288 Fax. 

0798-65-7291　◇JR甲子園口駅から徒歩10分　◇創立／

1949年（119人）　◇阪口 孝　◇礼拝／10:30

甲子園聖書バプテスト教会［JBBF］

〒663-8154　西宮市浜甲子園1-8-5　Tel&Fax.0798-47-

2583　◇阪神本線甲子園駅から徒歩15分　◇古賀 紀幸、

エイカーズ，デニーン　◇礼拝／11:00

甲子園二葉教会［日基教団］

〒663-8163　西宮市甲子園三保町6-10　Tel&Fax.0798-

45-0021　◇阪神本線甲子園駅西口から徒歩7分　◇創立

／1939年（104人）　◇元 正章　◇礼拝／10:30

甲子園プレイズチャーチ［オープン・バイブル］

〒663-8113　西宮市甲子園口5-15-28　Tel&Fax.0798-67-

3896　◇JR甲子園口駅から徒歩15分　◇創立／1957年

豊岡市 Toyooka-shi

出石キリスト教会［ホーリネス］

〒668-0275　豊岡市出石町長砂443　Tel&Fax.0796-53-

1222　◇創立／2005年（14人）　◇斎藤 信男、松沢 力男、

村上 なをみ　◇特色／らみいチャペル（母と子の集い）、

フラワーアレンジメントの集いをそれぞれ月1回行ってい

ます。

【HP】http://www10.plala.or.jp/hopelove/Intro.html

【E-Mail】hopelove@lapis.plala.or.jp

城崎教会［日基教団］

〒669-6101　豊岡市城崎町湯島300　Tel&Fax.0796-32-

2680　◇JR城崎温泉駅から徒歩3分［連絡先：豊岡教

会　〒668-0033　兵庫県豊岡市中央町4-3 Tel.0796-22-

3351］　◇創立／1949年（11人）　◇小林 聖

竹野伝道所［日基教団］

〒669-6201　豊岡市竹野町竹野99　◇JR竹野駅から徒歩

15分　◇創立／1959年（3人）　◇稲垣 馨

但馬伝道所＝但馬神愛キリスト教会［アッセ

ンブリー］

〒669-5313　豊岡市日高町鶴岡446　Tel&Fax.0796-42-

6007　◇JR江原駅東口から徒歩5分　◇創立／2004年（6

人）　◇郡 美矢　◇礼拝／11:00　◇外国語／手話　◇特

色／日曜礼拝、水曜祈り会共に手話通訳があります。健

聴者、ろう者を問わず、どなたでもご自由にお越し下さい！

【E-Mail】tajimashinai@ybb.ne.jp

但馬日高伝道所［日基教団］

〒669-5302　豊岡市日高町岩中83-3　Tel&Fax.0796-42-

0575　◇JR江原駅　◇創立／1959年（11人）　◇山本 桂

子

但馬福音教会［イエス・キリスト］

〒668-0011　豊岡市上陰251-3　Tel&Fax.0796-23-1269　  

◇JR豊岡駅から徒歩15分　◇創立／1952年（52人）　◇

西原 孝至、野村 功、野村 純世　◇礼拝／10:15

豊岡教会［日基教団］

〒668-0033　豊岡市中央町4-3　Tel&Fax.0796-22-3351　  

◇JR豊岡駅から徒歩10分　◇創立／1891年（40人）　◇

小林 聖　◇礼拝／10:15

西宮市 Nishinomiya-shi

アガペ甲山教会［単立／独立］

〒662-0001　西宮市甲山町53-13　Tel.0798-73-5113 Fax. 

0798-74-6235　◇阪急神戸線夙川駅からバス「甲山墓園」

停すぐ　◇創立／1986年　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.agape.or.jp/church.html

アンネのバラの教会［聖イエス会］

〒662-0017　西宮市甲陽園西山町4-7　Tel.0798-74-5911　  

◇高橋 数樹
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救い主福音教会［ディコンリー］

〒663-8183　西宮市里中町3-2-6 ことぶき市場2F　Tel& 

Fax.0798-48-3691　◇阪神電車鳴尾駅から徒歩5分［連絡

先：砂原 律子　〒663-8183　兵庫県西宮市里中町2-7-20-

204］　◇創立／1985年（15人）　◇砂原 律子　◇礼拝／

11:00　◇特色／水曜日午前10時から聖書を読む会・祈祷

会、土曜日午後3時から祈祷会。日曜日午前9時半から教

会学校。

【E-Mail】risu-john12x26@y2.dion.ne.jp

鳴尾キリスト福音教会［アッセンブリー］

〒663-8184　西宮市鳴尾町1-10-7　Tel&Fax.0798-41-

4428　◇阪神鳴尾駅から徒歩5分　◇創立／1954年（63

人）　◇山田 博、山田 晃美　◇礼拝／9:00,10:15　◇特

色／求道者会や聖書を読む会、英会話(何時間居ても１日

千円！）、木曜日午前と夜に祈祷会等あります。

【E-Mail】naruo_gospel@s9.dion.ne.jp

西宮アガペー教会＝マリナチャペル［アッセン

ブリー］

〒662-0942　西宮市浜町7-24　Tel&Fax.0798-26-5226　

◇阪神西宮駅から徒歩10分　◇創立／1998年（50人）　

◇姜 一成、趙 善江　◇礼拝／9:30,11:00　◇外国語／英

語、韓国語　◇特色／子どもの心を育てる水曜・日曜チ

ャーチスクール、みんなに開かれたオープンチャペル、国

際的マインドの教会です。

【HP】http://kang0798.web.infoseek.co.jp

【E-Mail】kang0798@yahoo.co.jp

西宮一麦教会［日基教団］

〒663-8033　西宮市高木東町30-1　Tel.0798-67-8541 

Fax.0798-67-8614　◇阪急神戸線西宮北口駅から徒歩10

分　◇創立／1947年（118人）　◇大石 健一　◇礼拝／

10:30

西宮北口聖書集会［単立／独立］

〒662-0016　西宮市甲陽園若江町7-2 サンパレス21甲陽

園内　Tel&Fax.0797-31-9456　◇阪急甲陽線甲陽園駅か

ら徒歩3分［連絡先：亀井 俊博　〒659-0021　兵庫県芦

屋市春日町9-1-313 Tel.0797-31-9456］　◇創立／2008年

（6人）　◇亀井 俊博　◇礼拝／10:15　◇特色／開拓3年

目のアットホームな集い。日曜礼拝は交通至便な阪急西宮

北口駅近。ご連絡ください。集会案内送ります。

【E-Mail】kamei@fukuin.net

西宮北口西伝道所［日基教団］

〒662-0834　西宮市南昭和町10-19　Tel.0798-67-4691 

Fax.0798-63-4044　◇阪急神戸線西宮北口駅北西口から

徒歩3分　◇創立／1987年（5人）　◇大平 有紀、安井 漣、

菅澤 邦明

西宮希望伝道所［日基教団］

〒662-0914　西宮市本町6-19 グレースビル201　Tel& 

Fax.0798-23-3216　◇阪神西宮駅えびす口から徒歩5分　

◇創立／2006年（5人）　◇森佐 久子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~kibou1/

西宮教会［聖書友の会］

〒662-0094　西宮市毘沙門町4-2　Tel.0798-72-9385

（60人）　◇原田 真吾　◇礼拝／11:00　◇特色／水曜日

午後2時から昼の祈祷会、午後7時から夜の祈祷会。月1回

ゴスペルワークショップ。

【HP】http://www.geocities.jp/jkbc1225/

【E-Mail】jk.praise1225@gmail.com

甲東教会［日基教団］

〒662-0812　西宮市甲東園1-2-15　Tel.0798-51-0454 

Fax.0798-51-1278　◇阪急今津線甲東園駅から徒歩2分　

◇創立／1939年（412人）　◇西澤 他喜衛、三浦 啓、芹

野 俊郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.koto-church.com/

甲陽園伝道所［日基教団］

〒662-0013　西宮市新甲陽町1-4　Tel&Fax.0798-72-0886　  

◇阪急甲陽線甲陽園駅から徒歩10分　◇創立／1957年

（18人）　◇神山 美奈子　◇礼拝／10:30

香櫨園教会［日基教団］

〒662-0944　西宮市川添町9-22　Tel.0798-23-4043 Fax. 

0798-23-4044　◇阪急本線香櫨園駅から徒歩15分　◇創

立／1963年（49人）　◇森岡 高康　◇礼拝／10:30

ゴスペルライフ［JEC］

〒662-0812　西宮市甲東園2丁目11-22 フラット甲東Ⅰ-101　  

Tel&Fax.0798-52-2048　◇阪急今津線甲東園駅から徒歩

7分　◇創立／2005年（8人）　◇吉野 尚文、吉野 玲子　

◇礼拝／10:30　◇特色／リトミック、英会話、ゴスペル、

ギターの各クラス、認定カウンセラーによるカウンセリン

グルームがあります。

【HP】http://www.ac.auone-net.jp/~gospel/

【E-Mail】gospellife@jec-net.org

シオンクリスチャンフェロシップ西宮［Z.C.F］

〒662-0832　西宮市甲風園1-8-11 エビータの森 2Fホール　  

Tel&Fax.06-6429-9858　◇JR立花駅から徒歩8分　◇中

本 正広　◇礼拝／11:00　◇特色／所在地住所は礼拝時

間のみ、貸しホールを借りています。

夙川教会［日キ教会］

〒662-0072　西宮市豊楽町2-11　Tel&Fax.0798-74-0212　  

◇阪急苦楽園口駅から徒歩6分　◇創立／1951年（120

人）　◇鈴木 攻平　◇礼拝／10:30　◇特色／厳密に聖書

に従った説教を中心に礼拝を行っている。

【HP】http://www.shukugawa-church.net/

夙川聖書教会リバーサイドチャペル［JECA］

〒662-0036　西宮市大井手町10-11　Tel.0798-72-7165 

Fax.0798-72-4128　◇阪急神戸線夙川駅から徒歩5分　◇

秦 賢司、ヒル，ボビー、ジュンセン，エセル、エメリー，

テレサ、コスビー，イアン、ケイシー，ショーン、ロジャ

ース，クリスティ　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語

【HP】http://www.christian-center.com/page6.htm

【E-Mail】scc@msg.biglobe.ne.jp

夙川東教会［日基教団］

〒662-0038　西宮市南郷町7-15　Tel&Fax.0798-71-3510　  

◇阪急神戸線夙川駅北口から徒歩10分　◇創立／1959年

（78人）　◇橋本 かおり　◇礼拝／10:30
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【HP】http://blogari.zaq.ne.jp/cafedsgonly1/

西宮ハウスチャーチネットワーク［単立／独立］

〒662-0011　西宮市甲陽園目神山町10-45　Tel&Fax. 

0798-73-8640　◇阪急甲陽園駅［連絡先：リンスコット，

ジェフ　〒662-0011　兵庫県西宮市甲陽園目神山町10-45 

Tel.0798-73-8640］　◇創立／1995年　◇木谷 哲郎、リ

ンスコット，ジェフ、細見 一也　◇特色／各家庭が開放

され、礼拝やユースの集いがもたれています。

【E-Mail】mail@nishinomiya.info

西宮福音教会［JEC］

〒662-0896　西宮市上ヶ原六番町2-42　Tel.0798-51-5100 

Fax.0798-52-4173　◇阪急西宮北口駅からバス「上ヶ原

六番町」停、徒歩1分　◇創立／1969年（160人）　◇白

田 百合子、吉井 裕美香、桧垣 正裕、高橋 昭市、福元 

玲子　◇礼拝／6:30,10:30,13:30　◇テレホン／0798-51-

3718　◇特色／自由な雰囲気と賛美の中で幅広い年齢層

が集います。広い駐車場があります。

【HP】http://www.h5.dion.ne.jp/~jecnechp/

西宮南福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒662-0927　西宮市久保町11-17　Tel&Fax.0798-34-2119　  

◇阪神西宮駅から徒歩15分　◇創立／1991年（24人）　

◇パルム，L、パルム，A　◇礼拝／10:30

【HP】http://nishinomiya.sekl.fi/

西宮門戸教会［日基教団］

〒663-8005　西宮市下大市西町2-9　Tel&Fax.0798-51-

4041　◇阪急門戸厄神駅から徒歩3分　◇創立／1960年

（29人）　◇木村 知樹　◇礼拝／10:15

21世紀イエス・キリスト釜ヶ崎福音キリスト
教会［友愛グループ］

〒662-0097　西宮市柏堂町1-8-410　Tel.0798-72-9730　

◇地下鉄先筋線動物園駅から徒歩7分［連絡先：〒557-

0004　大阪府大阪市西成区萩之茶屋3-6-6 池田ビル3F 

Tel.06-4396-5223］　◇古賀 邦男

【E-Mail】fukuin@hcc6.bai.ne.jp

ニュー・コミュニティー西宮染殿チャペル
＝西宮教会［基督兄弟団］

〒662-0913　西宮市染殿町2-6　Tel.0798-26-0332 Fax. 

0798-26-9249　◇JR西宮駅から徒歩8分　◇創立／1958

年（266人）　◇小平 牧生、小平 恵、小平 照夫、小平 邦

子　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.hitomi.net/

【E-Mail】nishinomiya@hitomi.net

浜甲子園教会［バプ連盟］

〒663-8154　西宮市浜甲子園3-5-23　Tel&Fax.0798-41-

5300　◇阪神電鉄甲子園駅からバス「浜甲子園3丁目」

停　◇創立／1948年（15人）　◇伊澤 誠（信徒）　◇礼

拝／10:45　◇特色／毎月第4主日礼拝式は円卓対話方式

で行なっている。

【HP】http://hbchamakoshien.web.fc2.com

【E-Mail】hbc-hamakoshien@hotmail.co.jp

東鳴尾ルーテル教会［ディコンリー］

〒663-8132　西宮市東鳴尾町1-7-29　Tel&Fax.0798-41-

西宮教会［KCCJ］

〒662-0852　西宮市中殿町4-33　Tel.0798-34-0150 

Fax.0798-39-0907　◇JR西宮駅から徒歩5分　◇創立／

1988年（53人）　◇田川 和樹、鄭 寿天　◇礼拝／10:30,

13:00　◇外国語／韓国語

西宮教会［日基教団］

〒663-8245　西宮市津門呉羽町7-36　Tel.0798-22-3454 

Fax.0798-23-4374　◇阪急今津線今津駅から徒歩4分　

◇創立／1885年（214人）　◇岡本 知之、齋藤 開　◇礼

拝／10:30

【HP】http://hccweb6.bai.ne.jp/~hgf00601/

【E-Mail】kohituji@hcc6.bai.ne.jp

西宮教会［福音ルーテル］

〒662-0976　西宮市宮西町4-19　Tel.0798-23-5611 Fax. 

0798-23-1735　◇阪神電車香枦園駅から徒歩1分　◇創立

／1954年（105人）　◇市原 正幸　◇礼拝／10:30

西宮公同教会［日基教団］

〒662-0834　西宮市南昭和町10-22　Tel.0798-67-4691 

Fax.0798-63-4044　◇阪急神戸線西宮北口駅から徒歩3

分　◇創立／1935年（30人）　◇菅澤 邦明、小林 昭博、

小林 イブキ 道江、大平 有紀　◇礼拝／10:45

【HP】http://www.koudou.jp/

【E-Mail】koudou@gamma.ocn.ne.jp

西宮聖愛教会［イエス・キリスト］

〒662-0865　西宮市神垣町6-41　Tel.0798-71-3790 Fax. 

0798-71-3794　◇創立／1960年（130人）　◇福本 行宏、

福本 幸枝　◇礼拝／10:15　◇外国語／手話　◇特色／

礼拝式20分前のワーシップ賛美、子どもと一緒の礼拝を

楽しんでいます。

【HP】http://nseiai.net/

西宮聖光教会［日基教団］

〒663-8113　西宮市甲子園口2-7-22　Tel.0798-66-0665 

Fax.0798-66-4447　◇JR甲子園口駅南口から徒歩5分　◇

創立／1984年（6人）　◇朴 敬和、朴 泓善、井原 恵美子

西宮聖ペテロ教会［聖公会］

〒662-0965　西宮市郷免町8-5　Tel.0798-33-5438 Fax. 

0798-33-5452　◇阪神香枦園駅　◇創立／1929年（166

人）　◇奥 康功、井上 進次、名出 望

西宮中央教会［日キ教会］

〒662-0832　西宮市甲風園2-4-15　Tel&Fax.0798-67-

4347　◇阪急電鉄西宮北口駅から徒歩7分　◇創立／

1924年（151人）　◇藤田 浩喜　◇礼拝／10:00

【E-Mail】koinonia@abelia.ocn.ne.jp

西宮伝道所［栄光の福音］

〒663-8113　西宮市甲子園口4-5-19　Tel.0798-67-5990　

◇JR甲子園口駅から徒歩10分　◇高屋 初音　◇礼拝／

13:30

西宮名塩伝道所［日基教団］

〒669-0121　西宮市花の峯5-3　◇JR生瀬駅から徒歩15

分　◇創立／2003年（8人）　◇赤刎 正清、南嶋 一郎、

有吉 研一　◇礼拝／10:30
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インマヌエル姫路キリスト教会［IGM］

〒670-0072　姫路市御立東6-9-16　Tel&Fax.079-292-

9081　◇JR姫路駅からバス20分　◇創立／1975年（20

人）　◇竿代 信和　◇礼拝／10:30

Gospel House Himeji［単立／独立］

〒670-0083　姫路市辻井1-3-21　Tel.090-9044-9477,090-

5979-0409　◇JR姫路駅からバス「安室」停、徒歩5分　

◇創立／2003年（20人）　◇武智 晴子　◇礼拝／16:00　

◇特色／ヒルソングやワーシップソングを中心にバンドス

タイルによるワーシップが行われている学生や青年が集う

教会。

【HP】http://gospel-house-himeji.way-nifty.com/

【E-Mail】himejibc@nifty.com

西播磨めぐみ教会［基督兄弟団］

〒671-1223　姫路市網干区坂上26　Tel&Fax.079-272-

3693　◇JR網干駅から徒歩10分　◇創立／1972年（35人）　  

◇合田 徹、合田 勝恵　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜日

午前10時から祈祷会。午後3時からは新宮で。

【E-Mail】megumikyokai@nifty.com

日本バプテスト日ノ本教会［バプ同盟］

〒670-0831　姫路市城見町34　Tel&Fax.079-281-6110　

◇創立／1947年（36人）　◇井上 正之　◇礼拝／10:30

姫路アガペーチャペル［単立／独立］

〒671-2216　姫路市飾西54-3　Tel.079-266-7040 Fax. 

079-266-7684　◇JR余部駅から徒歩15分［連絡先：中庭 

一也　〒671-2216　兵庫県姫路市飾西108-60 Tel.079-

266-7684］　◇創立／1991年（24人）　◇中庭 一也　◇

礼拝／10:20,10:20(火)　◇特色／月に1度第2火曜日は火曜

ゴスペル集会で楽しいひと時を過し、毎週水曜日午後7時

30分祈り会。早天は6時から。

【HP】http://www.himejiagape.com/

【E-Mail】himejiagape@yahoo.co.jp

姫路あけぼの教会［日基教団］

〒672-8045　姫路市飾磨区中野田4-116-38　Tel.079-235-

8819 Fax.079-235-1016　◇JR姫路駅南口からバス「中野

田」停、徒歩3分　◇創立／1987年（26人）　◇廣田 守

男　◇礼拝／10:00　◇特色／民家を改造した教会です。

礼拝を大切にし、御言と祈りに養われ、地域にも開かれた

教会形成を目指している。

【HP】http://www5f.biglobe.ne.jp/~ch-akebono/

【E-Mail】ch-akebono@mri.biglobe.ne.jp

姫路教会［KCCJ］

〒670-0945　姫路市北条梅原町107　◇JR姫路駅から徒

歩20分　◇創立／1984年（50人）　◇外国語／韓国語

姫路教会［聖イエス会］

〒670-0948　姫路市北条宮の町200　Tel.079-224-5601　

◇中嶋 一道

姫路教会［日基教団］

〒670-0093　姫路市南新在家5-16　Tel.079-292-3683 

Fax.079-293-3684　◇JR姫路駅北側からバス「南八代」停、

徒歩3分　◇創立／1883年（123人）　◇中村 悦子　◇礼

拝／10:30

1107　◇阪神電車東鳴尾駅から徒歩3分　◇創立／1952

年（44人）　◇中島 光男　◇礼拝／10:30　◇特色／地域

に根ざしつつ、礼拝を中心に御言葉に生き、互いの交わり

を大切にしながら宣教に励んでいます。

【HP】http://higashinaruo.holy.jp/

門戸聖書教会［JECA］

〒662-0825　西宮市門戸荘15-3 モンドウエストビル3F　

Tel&Fax.0798-53-9730　◇阪急門戸厄神駅から徒歩2

分　◇創立／1974年（58人）　◇徳永 大　◇礼拝／

10:30,17:00　◇特色／キリストにあっては弱さこそ力！共

に支え合い、愛し合い、みことばに生かされる交わりをめ

ざしています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/mondo-seisho/

【E-Mail】mondobible_church@nifty.com

ヨハン西宮キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒662-0836　西宮市大畑町2-29 サーティ北口201　Tel& 

Fax.0798-63-6044　◇阪神神戸線・阪急今池線西宮北口

駅北西口かた徒歩10分　◇郭 宝慶　◇礼拝／14:30

【HP】http://nishinomiya.yohan.jp/

西脇市 Nishiwaki-shi

西脇教会［ホーリネス］

〒677-0054　西脇市野村町1796-131　Tel&Fax.0795-23-

0806　◇JR西脇市駅から徒歩20分［連絡先：竹内 宣行　

〒677-0054　兵庫県西脇市野村町1811-32 Tel.0795-23-

5859］　◇創立／1968年（10人）　◇竹内 敏子　◇礼拝

／10:30　◇特色／木曜日午前10時30分から祈祷会。

西脇教会［イエス・キリスト］

〒677-0015　西脇市西脇712-56　Tel.0795-23-0319 Fax. 

0795-23-9677　◇JR西脇ロイヤルホテル前駅（アピカ）

から徒歩8分　◇創立／1927年（50人）　◇中川 利行、中

川 ひさみ　◇礼拝／10:15　◇テレホン／0795-23-0473　

◇特色／地方都市にあるこじんまりとした暖かい家庭的な

教会。水曜日午前10時15分と午後7時より祈祷会。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~westside/

【E-Mail】lord7.4n@song.ocn.ne.jp

西脇みぎわ教会［単立／独立］

〒677-0064　西脇市八坂213-20　Tel.0795-27-0828　◇

JR西脇市駅から徒歩30分　◇創立／1970年（13人）　◇

松尾 周子　◇礼拝／10:30

姫路市 Himeji-shi

網干教会［日基教団］

〒671-1234　姫路市網干区新在家2094-1　Tel&Fax.079-

272-3032　◇山陽電鉄網干線網干駅から徒歩5分　◇創

立／1953年（28人）　◇仲森 文穩　◇礼拝／10:30　◇

特色／祈祷会は水曜日午後7時です。

綱干キリスト教会［単立／独立］

〒671-1241　姫路市網干区興浜410-67　Tel&Fax.079-

273-8531　◇木下 春樹
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東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入

間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立

／1959年（18人）　◇垣尾 宣夫　◇礼拝／10:20　◇外

国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師による聖

書のお話は手話で行われます。音声への通訳はありません。

姫路トゥルーラブチャーチ［JRL］

〒670-0887　姫路市北平野南の町11-38　Tel&Fax.079-

281-8526　◇JR野里駅　◇創立／1995年（9人）　◇川﨑 

亜矢（信徒）　◇礼拝／10:30

姫路野里キリスト教会［自由メソ］

〒670-0872　姫路市八代富士才町716　Tel.079-223-8576 

Fax.079-223-6818　◇JR姫路駅からバス「コバサマ」停、

徒歩3分　◇創立／1948年（40人）　◇中嶋 嗣美　◇礼

拝／10:30　◇特色／第2火曜日午前10時30分から聖書懇

談会。第4火曜日午前10時30分から祈祷会。第3日曜日午

後1時から「心の友」会。

姫路バプテスト教会［単立／独立］

〒670-0083　姫路市辻井1-3-21　Tel&Fax.079-292-0799　  

◇JR姫路駅からバス「辻井」停、徒歩3分　◇創立／

1998年（60人）　◇春田 敏一、春田 雅子、武智 晴子、宮

本 邦子、榎本 真理子　◇礼拝／10:00,10:45,16:00　◇特

色／2009年7月に200名収容の新会堂が完成。バンドスタ

イルの礼拝で若者や若い家族が多い次世代の教会。

【HP】http://hbc-news.cocolog-nifty.com/blog/

【E-Mail】himejibc@yahoo.co.jp

姫路東福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒670-0837　姫路市宮西町2-26　Tel.079-224-0309　◇

JR姫路駅から市バス「宮西町3丁目」停、徒歩3分［連絡先：

大隈 徳雄　〒670-0943　兵庫県姫路市市之郷町3-33-2 

Tel.079-224-1985］　◇創立／1975年（40人）　◇小賀野 

英次、大隈 徳雄　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝、祈祷会、

デボーションを大切にしている教会です。地域に親しまれ

る教会を目ざしています。

姫路福音教会［日基教団］

〒670-0935　姫路市北条口1-38　Tel.079-288-2910 Fax. 

079-288-2911　◇JR姫路駅から東へ徒歩6分　◇創立／

1926年（519人）　◇田添 禧雄、西村 正男　◇礼拝／

10:00,19:00

【HP】http://www.himejihukuin.ecnet.jp/

姫路福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒670-0807　姫路市増位本町2-1-15　Tel.079-224-0646 

Fax.079-224-0647　◇JR野里駅から徒歩6分　◇創立／

1950年（93人）　◇廣野 善彰　◇礼拝／10:15　◇特色／

礼拝は大人と子ども別の部屋で同時進行、家族そろって

出席可。「親と子の広場ルーテル園」アフタースクールあり。

【HP】http://www003.upp.so-net.ne.jp/helc/

【E-Mail】helc@kyokai.org

姫路恵教会［バプ同盟］

〒670-0092　姫路市新在家本町3-2-20　Tel.079-298-9446　  

◇創立／1951年（18人）　◇中村 隆治郎　◇礼拝／

10:30　◇特色／人の思いや感情を超え、主イエスの愛に

満ちることを大切に手抜きのない聖書的な礼拝空間を目指

しています。

【HP】http://himeji-church.sakura.ne.jp/

姫路キリスト教会［アッセンブリー］

〒670-0965　姫路市東延末2-73　Tel.079-224-7982 Fax. 

079-224-7983　◇JR姫路駅から徒歩10分　◇創立／1957

年（40人）　◇生武 聰生、生武 和子　◇礼拝／7:00,

10:30,14:30　◇外国語／スペイン語、手話　◇特色／水

曜日午後7時30分から祈祷会。

姫路顕栄教会［聖公会］

〒671-1152　姫路市広畑区小松町4-36　Tel&Fax.079-

236-6506　◇JRはりま勝原駅　◇創立／1890年（134人）　  

◇藤井 尚人　◇礼拝／10:30

【HP】http://himeji-nskk.org/

【E-Mail】fujiinaoto@msn.com

姫路五軒邸教会［日基教団］

〒670-0854　姫路市五軒邸3-34　Tel&Fax.079-223-6920　  

◇JR姫路駅から徒歩25分　◇創立／1895年（62人）　◇

木原 貢基　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/gokenteida/

姫路シャローム教会［福音ペンテコステ］

〒670-0893　姫路市北平野2-15-12　Tel&Fax.079-222-

7531　◇的場 康全、的場 君江

姫路集会［キリスト同信会］

〒671-2221　姫路市青山北2-34-12　Tel.079-267-2174　

◇JR余部駅から徒歩15分　◇藤田 京子

姫路城西キリスト教会［バプ連盟］

〒670-0021　姫路市山野井町88　Tel&Fax.079-293-8888　  

◇高田 進　◇礼拝／11:00

姫路城北教会［イエス・キリスト］

〒670-0871　姫路市伊伝居馬場崎70-1　Tel.079-284-

0275 Fax.079-289-8557　◇奥澤 基芳、奥澤 加代子

姫路神愛キリスト教会（伝）［アッセンブリー］

〒671-0244　姫路市四郷町見野244-4　Tel&Fax.079-

253-8975　◇JR姫路駅からバス「見野」停、徒歩8分　

◇創立／1992年（10人）　◇高谷 清、高谷 由紀子、高谷 

満世　◇礼拝／6:00

姫路聖心キリスト教会［単立／独立］

〒671-0101　姫路市大塩町大山376-1　Tel&Fax.079-254-

4599　◇山陽電鉄大塩駅から徒歩8分　◇創立／1989年

（11人）　◇伊藤 勝義、伊藤 明美　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ito_k50@hitmail.com

姫路伝道所［日キ教会］

〒670-0983　姫路市井ノ口207-13　Tel&Fax.079-297-

9180　◇JR姫路駅からバス「井ノ口」停、徒歩5分［連絡

先：田中 豁　〒653-0813　兵庫県神戸市長田区宮川町

4-8-1-301 Tel.078-611-0633］　◇創立／1970年（20人）　

◇田中 豁　◇礼拝／10:30

姫路伝道所［東洋ローア］

〒670-0935　姫路市北条口1-38 日基教団姫路福音教会内

(郵便物の差出不可)　◇JR姫路駅から徒歩5分［連絡先：
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特色／礼拝・学び・祈り・伝道・奉仕・交わりの調和が

特長です。特に聖書自体を学びたい方に最適な教会です。

【E-Mail】midorigaokabc@yahoo.co.jp

緑が丘福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒673-0532　三木市緑が丘町中2-2-1　Tel&Fax.0794-84-

0651　◇神戸電鉄緑ヶ丘駅から徒歩8分　◇創立／1972

年（42人）　◇小賀野 英次、キビランタ，A、キビランタ，

S　◇礼拝／10:15　◇特色／ゴスペル教室、英会話、バ

イオリン各教室があります。

南あわじ市 Minamiawaji-shi

淡路三原伝道所［日基教団］

〒656-0478　南あわじ市市福永423-1　Tel.0799-42-1101 

Fax.0799-42-6144　◇バス「青木」停、徒歩10分　◇創

立／1959年（11人）　◇佃 克巳　◇礼拝／10:00

福良キリスト教会［単立／独立］

〒656-0501　南あわじ市福良甲496-18　Tel.0799-52-3220 

Fax.0799-52-4006　◇バス「南淡町役場前」停、徒歩5分　  

◇創立／1897年　◇島田 則恵

養父市 Yabu-shi

大屋教会［改革派］

〒667-0304　養父市大屋町由良414　Tel&Fax.079-669-

0272　◇JR八鹿駅からバス30分　◇創立／1968年（29人）　  

◇安田 直人　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後8時か

ら聖書研究・祈祷会。

【HP】http://www.geocities.jp/ooyachurch/

【E-Mail】ny_ooya@ybb.ne.jp

八鹿福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒667-0021　養父市八鹿町八鹿863　Tel.079-662-7741 

Fax.079-662-4459　◇JR八鹿駅からバス「宮町」停、徒

歩2分　◇創立／1977年（31人）　◇藤江 健　◇礼拝／

10:30　◇特色／但馬地方では唯一のルーテル教会です。

養父市役所から八木川対岸の仲町商店街に立地します。

【HP】http://www.wjelc.or.jp/churchlist/youka.htm

赤穂郡 Akou-gun

上郡キリスト教会［伝道隊］

〒678-1231　赤穂郡上郡町上郡786　Tel&Fax.0791-52-

3065　◇JR上郡駅から徒歩15分　◇創立／1973年（26

人）　◇富永 澄子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kamigori-church@papnet.ne.jp

上郡福音教会［JEC］

〒678-1241　赤穂郡上郡町山野里2162　Tel.0791-52-

3264 Fax.0791-52-2943　◇JR上郡駅から徒歩10分　◇

創立／1986年（143人）　◇豊村 善典、松本 直展、久山 

貴子、豊村 泰、中村 浩幸　◇礼拝／6:00,10:30,19:00

【HP】http://www.geocities.jp/kamigori_ec/

【E-Mail】kamigori_ec@ybb.ne.jp

姫路薬水教会［KCCJ］

〒670-0949　姫路市三左衛門堀東の町67　Tel&Fax.079-

226-5800　◇JR姫路駅南口から徒歩13分　◇創立／1997

年（34人）　◇楊 周漢　◇礼拝／11:30　◇外国語／韓国

語

【E-Mail】songjb1016@hotmail.com

姫路和光教会［日基教団］

〒672-8064　姫路市飾磨区細江473　Tel&Fax.079-235-

4718　◇山陽電鉄飾磨駅から徒歩5分　◇創立／1885年

（49人）　◇渡辺 健治

広畑教会［日基教団］

〒671-1112　姫路市広畑区北野町1-51-3　Tel.079-236-

3382 Fax.079-236-3695　◇JR英賀保駅　◇創立／1960

年（57人）　◇廣田 守男、兼松 千佳子

広畑キリスト教会［単立／独立］

〒671-1151　姫路市広畑区早瀬町1-2　Tel&Fax.079-239-

3952　◇JR英賀保駅から車10分　◇創立／1964年（105

人）　◇時久 忠夫、時久 牧人

ベテルバプテスト教会［単立／独立］

〒679-2132　姫路市香寺町須加院338-358　Tel&Fax. 

079-264-1255　◇JR仁豊野駅　◇滝川 七雄　◇礼拝／

11:00

三木市 Miki-shi

三木アガペー教会＝三木アガペーチャペル
［アッセンブリー］

〒673-0521　三木市志染町青山5-4-10　Tel&Fax.0794-

84-0115　◇神戸鉄道緑が丘駅から徒歩20分　◇創立／

1999年（72人）　◇内川 高志、内川 のぞみ　◇礼拝／

10:30　◇特色／みことばに生きるクリスチャンを目指し

て、ディボーションと弟子訓練を大切にしています。

【E-Mail】CZB16537@nifty.ne.jp

三木栄光教会［イエス・キリスト］

〒673-0413　三木市大塚1-3-10　Tel&Fax.0794-82-6479　  

◇神戸電鉄恵比須駅から徒歩15分　◇創立／1959年　◇

西原 孝至　◇礼拝／10:30

三木教会［日基教団］

〒673-0432　三木市上の丸町8-18　Tel.0794-82-5472 

Fax.0794-82-5496　◇神戸電鉄粟生線三木上の丸駅　◇

創立／1955年（25人）　◇新 清緑　◇礼拝／10:30　◇

特色／毎月第1主日礼拝後に総員祈祷会。第3水曜日午後1

時半に昼間聖研祈祷会。毎水曜日午後7時、聖研祈祷会。

三木志染教会［日基教団］

〒673-0551　三木市志染町西自由ヶ丘1-619　Tel&Fax. 

0794-85-3779　◇神戸電鉄粟生線志染駅出口2から徒歩10

分　◇創立／1980年（58人）　◇近藤 泰男

緑が丘バプテスト教会［単立／独立］

〒673-0532　三木市緑が丘町中2-12-34　Tel&Fax.0794-

85-0877　◇神戸電鉄緑ヶ丘駅から徒歩15分　◇創立／

1974年（75人）　◇吉本 隆史　◇礼拝／11:00,16:00　◇
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佐用郡 Sayou-gun

上郡福音教会佐用チャペル［JEC］

〒679-5341　佐用郡佐用町横坂315-1　Tel&Fax.0790-82-

0588　◇智頭急行平福駅　◇創立／2008年　◇松本 直

展　◇礼拝／7:00,10:30

【HP】http://www.geocities.jp/kamigori_ec/sayochapel

【E-Mail】sayo@jec-net.org

美方郡 Mikata-gun

香住教会［日基教団］

〒669-6544　美方郡香美町香住区香住1265-7　Tel&Fax. 

0796-36-2259　◇JR香住駅から徒歩5分　◇創立／1950

年（11人）　◇稲垣 馨　◇礼拝／10:30

浜坂教会［日基教団］

〒669-6702　美方郡新温泉町浜坂975-1　Tel&Fax.0796-

82-4659　◇JR浜坂駅から徒歩5分　◇創立／1910年（13

人）　◇小林 聖

加古郡 Kako-gun

いなみチャペル［単立／独立］

〒675-1122　加古郡稲美町中村1212　Tel&Fax.079-492-

9393　◇JR東加古川駅・土山駅　◇創立／2002年（16

人）　◇岡本 なつえ　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／ゴ

スペル教室、学習塾、英会話教室、Let’s read Bible、フ

リースペース、いなみチャペル工房

播磨キリスト教会［同盟基督］

〒675-0156　加古郡播磨町東本荘3-9-5　Tel&Fax.079-

436-6900　◇山陽電車播磨町駅から徒歩6分　◇創立／

1995年（62人）　◇山本 和義　◇礼拝／10:15,19:00　◇

特色／水曜日午前10時15分、午後7時30分から祈祷会。バ

リアフリーの教会です。　

【HP】http://www.geocities.jp/harimachrist/

【E-Mail】ktyamamoto@gmail.com

播磨町伝道所［日基教団］

〒675-0151　加古郡播磨町野添5-20-13 柳生方　Tel& 

Fax.0794-35-3105　◇山陽電鉄播磨町駅から徒歩7分　◇

創立／1999年（3人）　◇柳生 恵美子　◇礼拝／10:30

川辺郡 Kawabe-gun

グッド・サマリタン・チャーチ［単立／独立］

〒666-0251　川辺郡猪名川町若葉2-41　Tel.072-766-0110 

Fax.072-766-7639　◇阪急川西能勢口駅からバス20分〜

30分　◇創立／1984年（314人）　◇青木 靖彦、青木 由

美子、金子 道仁、金子 真喜、久保 賢太郎、石井 洋二、

石井 紀子　◇礼拝／8:30,9:45,11:00,18:00　◇特色／窓の

外の緑がさわかやかな美しい会堂で子どもからお年寄りま

で楽しく礼拝する、大家族のような恵まれた教会。

【HP】http://jds.fc2web.com/

【E-Mail】aokigsc@blue.plala.or.jp

神崎郡 Kanzaki-gun

福崎教会［日基教団］

〒679-2212　神崎郡福崎町福田229-4　Tel&Fax.0790-22-

1292　◇JR福崎駅から徒歩2分　◇創立／1930年（31人）　  

◇伊藤 美恵子　◇礼拝／10:00
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奈良県──地域の宣教資料

　宣教人国記：社会事業家の青木庄蔵（1864〜1947）

は奈良吉野の生まれ。郷里で事業に失敗し、大阪に出

た時に出席した基督教講義所（現在の島之内教会）で

回心した。その後、あん製造業で成功、神第一の精神

で社会への奉仕を進めた。大阪職業紹介所設立にあた

っては敷地を提供、大阪の禁酒運動にも貢献した。日

本伝道隊の伝道者・堀内文一（1875〜1940）は郡山に

生まれた。同志社でバックストンに導かれて入信。松

江でその霊的指導を受けた。1902年（明治35）、バッ

クストンが日本伝道隊を創設した時、竹田俊造や河辺

貞吉らと共に関西を中心に伝道、関西聖書神学校で教

え、自由メソジスト神学校長となった。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【宇陀市】宇陀郡大宇陀町・菟田野町・榛原町・室生村。

【葛城市】北葛城郡新庄町･當麻町。【五條市】吉野郡

西吉野村・大塔村。【奈良市】添上郡月ケ瀬村、山辺

郡都祁村。

 近 畿 地 方 奈 良 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

奈 良 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   N a r a 　

　文書伝道支援

ICM出版［ICM］

［印刷全般、翻訳］　［(宗)インターナショナル・チャペル・

ミニストリーズ］〒630-0243　奈良県生駒市俵口町986-7　

Tel.0743-74-4274 Fax.0743-74-8264　◇近鉄奈良線生駒

駅から徒歩20分　◇創立／1994年　◇代表／クリス，モ

モセ　◇特色／信者・未信者向け福音的書物を出版して

います。創造論、カウンセリング、信仰生活関連、伝道ト

ラクトなど。

【HP】http://www.icmpress.org/

【E-Mail】sales@icmjapan.org

　幼稚園・保育園・学童

愛恵幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛恵学園］〒635-0026　奈良県大和高田

市神楽52-5　Tel.0745-22-8767 Fax.0745-52-2839　◇近

鉄大和高田駅から徒歩10分　◇創立／1947年　◇理事長

／西村 清、園長／南場 良文　◇特色／ひとりひとりの個

性を尊重し、思いやりのある心を育てるキリスト教保育を

目指しています

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~aikei/

　お店・事業

(有)グレース
［生損保代理・教育コンサルタント・音楽療法］〒631-

0013　奈良県奈良市中山町西1-868-35　Tel.0742-48-1826 

Fax.0742-48-1827　◇近鉄学園前駅から車7分　◇創立

／1996年　◇代表取締役／碓井 順一、取締役／碓井 昭、

取締役／堀内 愛

【HP】http://www.h2.dion.ne.jp/~grace-g/

　教育事業・カルチャー

奈良福音教会カルチャースクール
［英会話、親子遊び、習い事、空手など］　［(宗)日本福音

教会奈良福音教会］〒630-8325　奈良県奈良市西木辻町

110　Tel&Fax.0742-23-7858　◇JR奈良駅からバス「八

軒町」停すぐ　◇創立／1952年　◇主任牧師／宮谷 泉　  

◇特色／英会話教室、ピアノ教室、書道教室、茶道教室、

親子算数・文字教室、絵画教室、コーラス教室、空手教室。

【HP】http://www.geocities.jp/narafukuin/

【E-Mail】naraec@nifty.com
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愛の園保育園
［保育園］　［(福)奈良愛の園福祉会］〒630-8113　奈良県

奈良市法蓮町986-73　Tel.0742-26-4302 Fax.0742-23-

9797［連絡先：Tel.0742-26-8264］　◇JR奈良駅からバス

「育英学園前」停、徒歩3分　◇創立／1948年　◇理事長

／柴田 宏、牧師／大久保 めぐみ、伝道師／東間 克美

愛の園幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛の園］〒636-0811　奈良県生駒郡三郷

町勢野東6-15-36　Tel.0745-72-2641 Fax.0745-72-2241　

◇JR王寺駅中央改札口から徒歩10分　◇園長／大澤 星一

【HP】http://www.ainosono-nara.ed.jp/

育成幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖ペテロ学園］〒633-0091　奈良県桜井

市桜井70　Tel.0744-42-2704 Fax.0744-42-2714　◇JR桜

井駅から徒歩3分　◇創立／1911年　◇園長／浜屋 憲

夫　◇特色／キリスト教精神に基づき、モンテッソーリー

保育の実践。縦割保育による多様な子どもたちの交流を

豊かに。

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~ikusei-y/

馬見労祷保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒635-0822　奈良県北葛城郡

広陵町平尾546　Tel.0745-55-1027 Fax.0745-55-3922　

◇近鉄大阪線大和高田駅からバス「疋相南口」停、徒歩2

分　◇創立／1932年　◇園長／齋藤 浩敏　◇特色／

2009年で創立77年、地域に愛される保育園をめざしてい

ます。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/umamiroutou/

【E-Mail】routou@giga.ocn.ne.jp

葛カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)カトリック・マリスト会学園］

〒639-2251　奈良県御所市戸毛54-3　Tel.0745-67-0409 

Fax.0745-67-0420　◇近鉄吉野線葛駅から徒歩5分　◇

創立／1956年　◇理事長／シドニー・ジョン・ニュジュ

ント、園長／村田 京子　◇特色／カトリックの愛の精神

に基づいて、毎日のお祈りを通して、神への愛を知り、隣

人を愛し、感謝の心を育みます。

【HP】http://www5.kcn.ne.jp/~k-kuzu/

恵泉保育所
［保育園］　［(福)日本基督教団吐田郷教会］〒639-2327　

奈良県御所市増355　Tel.0745-66-0022　◇近鉄南大阪線

近鉄御所駅から車10分　◇園長／米田 勝

親愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)親愛学園］〒630-8213　奈良県奈良市登

大路町44-2　Tel.0742-23-3210 Fax.0742-23-6786　◇近

鉄奈良駅から徒歩3分　◇創立／1930年　◇園長／石塚 

秀司

【HP】http://www.shin-ai.ed.jp/

高田カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒635-0092　奈良県大和高田市大中

南町6-20　Tel.0745-52-5380

【HP】http://www.ans.co.jp/k/takada/

登美ケ丘カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒631-0003　奈良県奈良市中登美ケ

丘2-994-2　Tel.0742-44-8842

ナーセリースクール
［全日制教会学校幼稚科］　［(宗)日本基督教団大和キリス

ト教会］〒631-0016　奈良県奈良市学園朝日町5-15　

Tel.0742-43-6886 Fax.0742-44-3828　◇近鉄奈良線学園

前駅から徒歩10分　◇創立／1983年　◇代表／市川 忠

彦　◇特色／主日だけでなく平日も2歳半〜6歳の子ども

たちが共にすごし共に育つ全日制の教会学校幼児科です

【HP】http://homepage3.nifty.com/yamato_cc/nursery/nurse

ry-1/first-page.html

奈良カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒630-8213　奈良県奈良市登大路町

36-1　Tel.0742-22-4089 Fax.0742-26-3261　◇園長／深

堀光子

【HP】http://naracatholic.youchien.to/top.html

奈良ルーテル保育園
［保育園］　［(福)近畿福音ルーテル福祉会］〒630-8348　

奈良県奈良市小太郎町19　Tel.0742-23-5363 Fax.0742-

23-8996　◇近鉄奈良駅から徒歩10分　◇創立／1953年　  

◇園長／福井 基嗣　◇特色／キリスト教精神に基づき、

神を畏れる心、いのちを大事にし、互いを思いやる心を大

切にする保育。

【HP】http://nara-lutheran.jp/

西奈良ルーテル保育園
［保育園］　［(福)近畿福音ルーテル福祉会］〒631-0065　

奈良県奈良市鳥見町2-19-5　Tel.0742-44-5475 Fax.0742-

47-5717　◇近鉄奈良線富雄駅からバス「鳥見2丁目」停、

徒歩3分　◇創立／1969年　◇園長／栗崎 和重　◇特色

／いのちを大切にし、自分を愛するように隣人を愛し、平

和を愛し仕える保育。優しい目、きれいな笑顔で。

【HP】http://www.nishinara-hoiku.com/

西大和双葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖ペテロ学園］〒636-0081　奈良県北葛

城郡河合町星和台2-8　Tel.0745-72-7346 Fax.0745-73-

7188　◇JR王寺駅からバス　◇創立／1926年

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~futabakg/

【E-Mail】futabakg@gaea.ocn.ne.jp

のぞみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)近畿福音ルーテル学園］〒634-0006　奈

良県橿原市新賀町310　Tel&Fax.0744-22-2935　◇近鉄

八木駅から徒歩10分　◇創立／1966年　◇理事長／杉岡 

浩二

大和郡山カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)カトリック・マリスト会学園］

〒639-1019　奈良県大和郡山市永慶寺町2-12　Tel&Fax. 

0743-52-4141　◇近鉄郡山駅から徒歩5分　◇創立／

1959年　◇理事長／シドニー・ジョン・ニュジェント、園

長／岡 保信　◇特色／自然とまわりの人たちを大切にし、

一人一人の命が輝き、主体的に行動ができ、個性と創造

力豊かな子育て。
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奈 良 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   N a r a 　

生駒市 Ikoma-shi

あすか野キリスト教会［アドベント］

〒630-0134　生駒市あすか野北2-3-18　Tel&Fax.0743-

78-6735　◇近鉄けいはんな線白庭台駅から徒歩13分　◇

創立／1981年（26人）　◇吉川 幸雄、吉川 美喜　◇礼拝

／7:15,10:30　◇特色／礼拝は講解説教(創世記、マタイ、

ペテロの手紙)。第2(木)ティータイム(年9回2時〜)。身障

者用トイレ。

生駒インターナショナルチャペル［ICM］

〒630-0243　生駒市俵口町986-7　Tel.0743-74-4274 Fax. 

0743-74-8264　◇近鉄奈良線生駒駅から徒歩20分(日曜日

は送迎バスあり)　◇創立／1982年（80人）　◇モモセ，

クリス、ブロックソム，ピーター　◇礼拝／11:00　◇外

国語／英語　◇特色／礼拝は2ヶ国語(日本語と英語)で行

われています。

【HP】http://www.icmjapan.org/

【E-Mail】info@icmjapan.org

生駒シャロームハウス［KFG］

〒630-0113　生駒市鹿ノ台南2-31-18　Tel&Fax.0743-78-

3246　◇橋本 寿美子

生駒聖書学院教会［ペンテコステ教団］

〒630-0243　生駒市俵口町951　Tel.0743-74-7622 Fax. 

0743-74-9672　◇近鉄奈良線生駒駅からバス「阪奈中央

病院前」停、徒歩8分　◇創立／1990年（40人）　◇榮 

義之、前田 基子　◇礼拝／10:00　◇テレホン／0743-

73-3740　◇特色／緑のキャンパス。広い駐車場。明るく

楽しい聖書のメッセージ。子どもたちものびのびと家族で

礼拝できる教会。

【HP】http://elim.mo-blog.jp/elim/

【E-Mail】psakae@yahoo.co.jp

生駒伝道所［日基教団］

〒630-0251　生駒市谷田町1355　Tel&Fax.0742-24-

7036　◇近鉄東大阪線生駒駅出口3番から徒歩7分　◇創

立／1984年（4人）　◇河野 アサ、大塚 正行、山崎 睦

子　◇礼拝／10:30

生駒バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒630-0113　生駒市鹿ノ台南2-3-2 中央ビル207-1　Tel& 

Fax.0743-71-1890　◇近鉄奈良線学園前駅北口からバス

「鹿ノ台東2丁目」停　◇創立／1982年（14人）　◇荒川 

善久　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜午前9時より日曜学

校。第2火曜午後よりサフランの会。第4土曜午後2時より

賛美の集い。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~ikomabcchurch/

生駒めぐみ教会［同盟基督］

〒630-0244　生駒市東松ケ丘5-18　Tel&Fax.0743-74-

9367　◇近鉄生駒駅から北へ徒歩12分　◇創立／1974年

（97人）　◇中谷 美津雄、正村 献三　◇礼拝／10:30　◇

特色／木曜日午前10時から女性集会。午後7時30分から祈

祷会。

【HP】http://www8.plala.or.jp/imch74/

【E-Mail】imch74@yahoo.co.jp

キリスト・コミュニティ教会［バプ教会連合］

〒630-0242　生駒市新生駒台2-2　Tel.0743-75-0222　◇

チャプマン，ジェフ

奈良伝道所［改革派］

〒630-0121　生駒市北大和1-24-1　Tel&Fax.0743-78-

5337　◇近鉄けいはんな線学研北生駒駅から徒歩6分［連

絡先：大野 桂一　〒630-0122　奈良県生駒市真弓3-6-6］　  

◇創立／1978年（43人）　◇禰津 省一、宮崎 契一　◇礼

拝／10:30

宇陀市 Uda-shi

大和榛原教会［日基教団］

〒633-0253　宇陀市榛原区萩原125　Tel&Fax.0745-82-

1192　◇近鉄大阪線榛原駅から徒歩5分　◇創立／1953

年（19人）　◇岩高 澄　◇礼拝／10:30

香芝市 Kashiba-shi

RCI香芝ゴスペルチャーチ［JEC］

〒639-0233　香芝市下田西1-332-1　Tel&Fax.0745-77-

0379　◇近鉄大阪線近鉄下田駅から徒歩5分　◇創立／

1992年（30人）　◇李 守　◇礼拝／10:30,15:00　◇特色

／ワンダフルフレンズ(キッズミニストリー)土曜日午後3時

から5時。

【HP】http://r-c-i.net/kashiba/

【E-Mail】rci-mosaka@church.email.ne.jp

グレース宣教会香芝チャペル［グレース宣教会・

福音自由］

〒639-0222　香芝市西真美1-22-10　Tel&Fax.0745-78-

3196　◇近鉄大阪線五位堂駅から徒歩15分　◇創立／

1991年（20人）　◇堀内 顕　◇礼拝／11:00

【HP】http://kashiba-chapel.at.webry.info/

【E-Mail】gmefc@aol.com

CHURCH OF AGAPE 関西チャペル［単立／独立］

〒639-0226　香芝市五位堂2-297-1　Tel.090-8312-6088　  
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【E-Mail】hamadera_bc@ybb.ne.jp

五條市	 Gojo-shi

五條基督教会［フリーメソ］

〒637-0005　五條市須恵2-3-20　Tel&Fax.0747-22-4306　  

◇JR五条駅から徒歩1分　◇創立／1939年（33人）　◇馬

場 一朗　◇礼拝／10:30

五條聖三一教会［聖公会］

〒637-0006　五條市岡口2-3-39　◇JR五条駅　◇創立／

1885年（4人）　◇小林 宏治

奈良福音教会五條福音チャペル［JEC］

〒637-0004　五條市今井町606-2　Tel.0747-25-0189　◇

JR五条駅から徒歩7分　◇宮谷 泉

【HP】http://www.geocities.jp/narafukuin/

御所市	 Gose-shi

御所教会［日基教団］

〒639-2222　御所市1388　Tel&Fax.0745-63-1693　◇JR

御所駅から徒歩10分　◇創立／1951年（30人）　◇深瀬 

務　◇礼拝／10:00

吐田郷教会［日基教団］

〒639-2327　御所市増354-2　Tel.0745-66-0022 Fax. 

0745-66-2233　◇近鉄南大阪線近鉄御所駅から車10分　

◇創立／1948年（32人）　◇森里 信生、平田 和子　◇礼

拝／10:15　◇特色／日曜日午前9時から教会学校。

桜井市	 Sakurai-shi

クリスチャンフェローシップ桜井キリストめ
ぐみ教会［単立／独立］

〒633-0062　桜井市粟殿1011-10　Tel.0744-45-5542 Fax. 

0744-32-7271　◇JR桜井駅から徒歩6分　◇創立／2001

年（20人）　◇山内 雅雄、山内 久美　◇礼拝／10:30　

◇特色／少人数でアットホームな教会です。一人ひとりの

信仰のみを大切に、互いに仕え合いながら主を礼拝してい

ます。

【E-Mail】yamauchi@kcn.ne.jp

桜井聖保羅教会［聖公会］

〒633-0091　桜井市桜井北新町70　Tel&Fax.0744-42-

2704　◇JR桜井駅から徒歩3分　◇創立／1890年（6人）　

◇浜屋 憲夫　◇礼拝／17:00(月1回)　◇特色／幼稚園を

通して、子どもたちに神の愛を伝えています。

桜井ルーテル教会［近畿教会］

〒633-0007　桜井市外山376-1　Tel&Fax.0744-42-3593　  

◇近鉄桜井駅から徒歩15分　◇創立／1955年（95人）　

◇安東 士郎　◇礼拝／6:30,10:30　◇特色／落ちついて、

福音が聴ける教会です。「故郷に教会があってよかった」

と思える、心の通い合いがあります。

【E-Mail】church@tob-i.sakura.ne.jp

◇近鉄大阪線五位堂駅から徒歩10分［連絡先：Tel.049-

285-5298］　◇創立／1996年　◇竹居 千惠子　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】ctakei319@ybb.ne.jp

橿原市	 Kashihara-shi

橿原キリスト教会＝橿原チャペル［アッセンブ

リー］

〒634-0032　橿原市田中町532　Tel&Fax.0744-24-6955　  

◇近鉄傍畝御陵前駅から東へ徒歩15分　◇創立／1988年

（27人）　◇小泉 智、小泉 美早子　◇礼拝／10:30,15:00　

◇外国語／手話(10:30)

【HP】http://church.ne.jp/jag-kashihara/

橿原ルーテル教会［近畿教会］

〒634-0006　橿原市新賀町310　Tel&Fax.0744-23-2281　  

◇近鉄大阪線大和八木駅から徒歩15分　◇創立／1966年

（48人）　◇江利口 功　◇礼拝／10:30　◇特色／教会に

来て、神様との交わりを通して、心の慰められる礼拝を目

指しています。

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~khluther/

白橿キリスト教会［単立／独立］

〒634-0064　橿原市見瀬町2027-1　Tel&Fax.0744-28-

0535　◇近鉄吉野線岡寺駅から北ヘ150メートル　◇創

立／1976年　◇麻生 俊一　◇礼拝／10:30

【HP】http://web1.kcn.jp/sirakasi-kirisuto/

奈良伝道所［東洋ローア］

〒634-0006　橿原市新賀町310 橿原ルーテルセンター(郵

便物の差出不可)　◇近鉄大和八木駅から徒歩10分［連絡

先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉

県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇

創立／1962年（21人）　◇足立 幸典　◇礼拝／10:30　

◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師によ

る聖書のお話は手話で行われます。音声への通訳はあり

ません。

八木基督教会［聖公会］

〒634-0077　橿原市南八木町1-8-1　Tel.0744-22-3584 

Fax.0744-22-4140　◇近鉄橿原線八木西口駅から徒歩5

分　◇創立／1890年（55人）　◇浜屋 憲夫　◇礼拝／

10:30　◇特色／木造の礼拝堂が、あなたにやすらぎを与

えるでしょう。

大和教会［基督兄弟団］

〒634-0004　橿原市木原町165-2　Tel.0744-23-2355 

Fax.0744-23-9773　◇八木駅　◇長内 和賴、長内 喜久

子、長内 幸子

【E-Mail】hzv02014@nifty.ne.jp

葛城市	 Katsuragi-shi

浜寺聖書教会奈良伝道所［単立／独立］

〒639-2151　葛城市南今市79-5　Tel.090-4534-2561　◇

近鉄南大阪線盤城駅から徒歩15分　◇創立／1997年（5人）　  

◇近藤 修司　◇礼拝／15:00
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土曜日午後YLC。

【HP】http://www.gracemission.jp/modules/pico/index.php?con

tent_id=66

【E-Mail】gmefc@aol.com

グレース宣教会ユースネーション奈良キャ
ンパス［グレース宣教会・福音自由］

〒631-0817　[郵便物不可]奈良市西大寺北町1-2-4 ＨＳビ

ル 2階奥　Tel.072-997-4833　◇近鉄奈良線大和西大寺

駅から徒歩6分［連絡先：グレース大聖堂　〒581-0866　

大阪府八尾市東山本新町1-15］　◇堀内 顕　◇礼拝／

11:00　◇特色／ユースネーションは中高生による中高生

のための教会。

【HP】http://www.gracemission.jp/

西大寺バプテスト教会［バプ教会連合］

〒631-0823　奈良市西大寺国見町1-7-24　Tel.0742-41-

1387　◇近鉄西大寺駅南口から徒歩5分［連絡先：Tel. 

0743-71-1890］　◇創立／1989年（13人）　◇荒川 善久　

◇礼拝／13:30　◇特色／月2回火曜日、午後1時から聖書

の学びおよび女性の集会。月2回火曜日、午前10時から幼

児と母の集会。

【HP】http://sky.geocities.jp/narasaidaijikyoukai/

スミルナ教会［聖イエス会］

〒630-8302　奈良市白毫寺町746-1　Tel.0742-24-0734　

◇大槻 道子

高の原教会［日基教団］

〒631-0806　奈良市朱雀3-11-6　Tel&Fax.0742-71-6951　  

◇近鉄京都線高の原駅前　◇創立／1975年（161人）　◇

遠藤 勇司、森田 喜基、才藤 千津子　◇礼拝／10:30　◇

特色／会堂が明るく賛美が力強い教会。青年会のソフトボ

ールチーム、子育て支援グループ、ボランティアグルー

プ有。

【HP】http://www3.mahoroba.ne.jp/~kage/t/

TLCCC奈良教会［主の十字架］

Tel&Fax.0742-27-2339　◇礼拝・集会場所などはホーム

ページでご確認ください　◇林原 久美子

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~nara/

【E-Mail】na-ra-144@rapid.ocn.ne.jp

富雄キリスト教会［ペンテコステ教団］

〒631-0077　奈良市富雄川西1-19-18　Tel&Fax.0742-44-

3154　◇近鉄奈良線富雄駅から徒歩7分　◇創立／1967

年（80人）　◇榮 義嗣　◇礼拝／10:00　◇外国語／手

話　◇テレホン／0743-73-3740

【HP】http://elim.mo-blog.jp/elim/

【E-Mail】tomiochurch@gmail.com

登美ヶ丘バイブル・センター［フリーメソ］

〒631-0002　奈良市東登美ヶ丘2-13-1　Tel&Fax.0742-

49-7712　◇近鉄奈良線学園前駅からバス10分停、徒歩5

分　◇今井 洋

奈良イエス・キリスト教会［ペンテコステ教団］

〒630-8014　奈良市四条大路1-9-2　Tel.0742-34-7564　

◇坂田 勲雄、坂田 美奈子

南大阪福音教会山の辺クリスチャンセンター
［JEC］

〒633-0083　桜井市辻79-4　Tel&Fax.0744-33-7818　◇

JR巻向駅から徒歩5分　◇創立／2004年（2人）　◇柴原 

佳高　◇礼拝／10:30,15:00(天理)　◇特色／日曜午前10

時30分から拠点の巻向で礼拝、午後3時からは、天理(JR

天理駅から徒歩10分)にて礼拝を行っている。

【HP】http://r-c-i.net/yamanobe/

【E-Mail】yamanobe@r-c-i.net

天理市 Tenri-shi

アガペファミリーチャーチ＝AFC［NTM］

〒632-0097　天理市中町48-1　Tel&Fax.0743-64-2992　

◇近鉄二階堂駅から徒歩2分［連絡先：木谷 直也　〒

639-1023　奈良県大和郡山市小南町612-1 Tel.0743-57-

4012］　◇創立／1994年（40人）　◇木谷 直也、木谷 尚

美　◇礼拝／10:00,14:00　◇特色／礼拝時間が10時から

1時30分ぐらいまであります。預言的賛美です。

【E-Mail】kitaninewhope@yahoo.co.jp

奈良市 Nara-shi

あやめ池キリスト教会［アドベント］

〒631-0031　奈良市敷島町1-547-34　Tel&Fax.0742-44-

4405　◇近鉄奈良線菖蒲池駅から徒歩12分　◇創立／

1979年（37人）　◇将積 稔　◇礼拝／10:30　◇特色／月

一回将棋＆囲碁の広場、年4回歌声ひろば、他に三浦綾子

を読む会や心のセミナー、英会話やコーラスの集い等。

【E-Mail】jacc-ayameike@nike.eonet.ne.jp

栄光キリスト教会［単立／独立］

〒631-0804　奈良市神功5-2-8-200号室　Tel&Fax.0742-

71-1918　◇近鉄高の原駅からバス「押熊北口」停、徒歩

1分［連絡先：竹本 肇　〒631-0804　奈良県奈良市神功

5-2-17］　◇創立／1990年（14人）　◇竹本 肇　◇礼拝／

11:00　◇特色／派手さはないが、聖書中心で聖書的教会

を目指しています。

学園前聖書教会［同盟基督］

〒631-0016　奈良市学園朝日町3-10　Tel&Fax.0742-43-

2615　◇近鉄奈良線学園前駅北口から徒歩7分　◇創立

／1980年（36人）　◇吉田 篤　◇礼拝／6:00,10:45,18:00　

◇特色／木曜日午後7時30分から祈祷会。金曜日午前10時

から婦人会。

【E-Mail】gakuenmaebc@yahoo.co.jp

グレースキリスト教会［ペンテコステ教団］

〒632-0251　奈良市針町2455-2　Tel&Fax.0743-82-1045　  

◇創立／1985年（18人）　◇伊藤 詩二三

グレース宣教会学園前グレースチャペル［グ

レース宣教会・福音自由］

〒631-0036　奈良市学園北1-14-5 平本ビル1F　Tel.0742-

41-5249　◇近鉄奈良線学園前駅から北へ徒歩3分［連絡

先：碓井 昭 Tel.0742-48-1821］　◇創立／1985年（35人）　

◇堀内 顕、岩橋 竜介　◇礼拝／10:30　◇特色／火曜日

午前10時30分から婦人会。水曜日午後7時30分から祈祷会。
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奈良福音教会［JEC］

〒630-8325　奈良市西木辻町110　Tel&Fax.0742-23- 

7858 Tel.0742-26-4680　◇JR奈良駅からバス「八軒町」

停すぐ　◇創立／1952年（170人）　◇宮谷 泉、宮谷 正子、

井野 葉由美、緒方 賢一、緒方 智子、カックス，カール、

カックス，志ず乃　◇礼拝／10:30,17:00　◇外国語／英

語(第1日曜17:00)　◇特色／毎週ゴスペルを楽しめる礼拝

を行っています。専門のカウンセラーのもと心のケアとい

やしを大切にしています。

【HP】http://www.geocities.jp/narafukuin/

【E-Mail】naraec@nifty.com

奈良福音自由教会［福音自由］

〒631-0043　奈良市菅野台8-8　Tel&Fax.0742-48-3436　  

◇近鉄奈良線学園前駅からバス「藤ノ木台二丁目菅野台」

停、徒歩2分　◇創立／1982年（24人）　◇礼拝／10:30

奈良ベタニヤ教会［単立／独立］

〒630-8303　奈良市南紀寺町4-1　Tel&Fax.0742-26-

8259　◇近鉄奈良駅からバス10分　◇創立／1975年（30

人）　◇山田 静雄

奈良ルーテル教会［近畿教会］

〒630-8348　奈良市小太郎町19　Tel.0742-23-7951 Fax. 

0742-23-8996　◇近鉄奈良駅から徒歩10分　◇創立／

1953年（165人）　◇福井 基嗣　◇礼拝／10:30　◇特色

／保育園を地域のために開き、日曜午前9時半より月2回、

イングリッシュサンデー(子供)あり。アットホームな教会。

西奈良ルーテル教会［近畿教会］

〒631-0065　奈良市鳥見町2-19-11　Tel&Fax.0742-43-

1918　◇近鉄奈良線富雄駅から徒歩15分　◇創立／1976

年（60人）　◇江利口 功、フィエル，イヴァン　◇礼拝／

10:45　◇特色／大人英会話月2回。子ども英会話月2回。

料理講習会月1回。カフェバザー年2回。

フルゴスペル奈良教会［JFGA］

〒630-8127　奈良市三条添川町1-5 サンフェアリーⅢ2F　  

Tel&Fax.0742-35-8613　◇JR奈良駅西口から徒歩5分　

◇創立／2004年　◇朴 憲　◇礼拝／8:45,11:00,17:00　

◇外国語／韓国語

【E-Mail】f.g.n.c@lime.ocn.ne.jp

平城キリスト教会［バプ宣教団］

〒631-0006　奈良市神功3-8-4　Tel&Fax.0742-71-4829　

◇近鉄京都線高の原駅から徒歩20分　◇創立／1979年

（19人）　◇川松 輝満

八尾福音教会ホープチャペル［JEC］

〒631-0078　奈良市富雄元町2-6-36　Tel&Fax.0742-51-

奈良教会［日基教団］

〒630-8276　奈良市北半田西町11　Tel&Fax.0742-22- 

7816 Fax.0742-22-5181　◇近鉄奈良駅１番出口から徒歩

7分　◇創立／1923年（42人）　◇栗原 宏介　◇礼拝／

10:15

【HP】http://church.ne.jp/nara/

【E-Mail】nara@church.ne.jp

奈良基督教会［聖公会］

〒630-8213　奈良市登大路町45　Tel.0742-22-3818 Fax. 

0742-23-6774　◇近鉄奈良駅から徒歩2分　◇創立／

1887年（210人）　◇石塚 秀司、シュタール，マーク・ウ

ィリアム　◇礼拝／10:30,17:00　◇外国語／英語(9:00、

第1・第3主日)　◇特色／水・土に集会があります。講演会、

パイプオルガンやクリスマス連続コンサート、寄席など開

催しています。

【HP】http://www.nskk.org/kyoto/nara/

奈良キリスト教会［バプ連盟］

〒631-0034　奈良市学園南3-14-12　Tel&Fax.0742-45-

4115　◇近鉄奈良線学園前駅南口から徒歩8分　◇創立

／1960年（52人）　◇松原 宏樹　◇礼拝／9:00,11:00

【HP】http://www5f.biglobe.ne.jp/~nara_kyoukai/

奈良キリスト召団［単立／独立］

〒631-0006　奈良市西登美ヶ丘7-6-15　Tel.0742-43-6897　  

◇弘野 慶次郎

奈良クリスチャンの集い［CCNZ日本］

〒631-0011　奈良市押熊町2360-2 杉本寛方　Tel&Fax. 

0742-47-4605　◇近鉄奈良線学園前駅からバス「東登美

ヶ丘1丁目」停　◇創立／1998年　◇杉本 寛　◇礼拝／

11:00　◇特色／お問合せ先は大阪教会へ(〒565-0836大

阪府吹田市佐井寺4-53-3 Tel:06-6387-8178)。

【E-Mail】nara@ccnz.jp

奈良佐保キリスト教会［バプ同盟］

〒630-8113　奈良市法蓮町986-73　Tel.0742-26-8264 

Fax.0742-23-9797　◇JR奈良駅から徒歩15分　◇創立／

1921年（66人）　◇東間 克美

奈良高畑教会［日基教団］

〒630-8301　奈良市上高畑町1330-3　Tel&Fax.0742-22-

4066　◇JR奈良駅　◇創立／1923年（97人）　◇藤川 義

人、藤川 綾子　◇礼拝／10:10　◇特色／水曜日午前10

時30分からと、午後7時30分からの2回、祈祷会を行って

います。

【HP】http://www012.upp.so-net.ne.jp/naratakabatake/

【E-Mail】narataka@gc4.so-net.ne.jp

奈良伝道所［日キ教会］

〒630-8041　奈良市六条町417-4　Tel&Fax.0742-48-

2028　◇近鉄西ノ京駅から徒歩5分　◇創立／1979年　

◇植 省三郎

奈良羊の家教会［単立／独立］

〒630-8141　奈良市南京終町5-377-65　Tel.0742-62-3300　  

◇近鉄奈良駅から車5分［連絡先：藤本 牧代　〒630-

0231　奈良県生駒市菜畑町2313-333］　◇創立／1987年

（25人）　◇藤本 牧代　◇礼拝／10:30

http://www.geocities.jp/narafukuin/
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大和高田市 Yamatotakada-shi

活けるキリスト高田一麦教会［単立一麦の群］

〒635-0083　大和高田市永和町9-33　Tel&Fax.0745-52-

6355　◇JR高田駅より徒歩10分　◇創立／1954年（10

人）　◇小西 ケイ子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午

後7時祈祷会。

インマヌエル高田キリスト教会［IGM］

〒635-0026　大和高田市神楽52-5　Tel.0745-22-8767 

Fax.0745-52-2839　◇近鉄大和高田駅から徒歩10分　◇

創立／1947年（26人）　◇南場 良文、南場 康子　◇礼拝

／10:30

高田基督教会［聖公会］

〒635-0082　大和高田市本郷町9-27　Tel&Fax.0745-52-

2182　◇JR高田駅から徒歩3分　◇創立／1887年（65

人）　◇石塚 秀司、出口 創　◇礼拝／10:30

高田ノア教会［福音教団］

〒635-0015　大和高田市幸町6-3 ネオハイツ大和高田A-1

17　Tel&Fax.0745-23-8922　◇金 英順

大和高田キリスト教会［ペンテコステ教団］

〒635-0043　大和高田市出町199-4　Tel.0745-53-4660　

◇近鉄南大阪線乳孔駅から徒歩10分　◇創立／1950年

（40人）　◇長曽我部 聡、長曽我部 栄　◇礼拝／10:30

大和高田伝道所［日基教団］

〒635-0092　大和高田市大中南町3-15　Tel&Fax.0745-

22-7351　◇近鉄南大阪線高田市駅から徒歩6分［連絡先：

富田 頴子　〒635-0035　奈良県大和高田市旭南町8-65］　  

◇創立／1998年（6人）　◇富田 頴子　◇礼拝／10:15

生駒郡 Ikoma-gun

いかるが聖書教会［FKK］

〒636-0132　生駒郡斑鳩町目安4-6-16　Tel&Fax.0745-

75-3172　◇JR法隆寺駅から徒歩10分　◇創立／1989年

（8人）　◇松田 有規子　◇礼拝／10:30　◇特色／第2水

曜日午後1時半から摂食障害の子供を持つ親の会。第2日

曜日午前10時半より英語教師を迎え家族礼拝。

【E-Mail】blue_chapel@mtj.biglobe.ne.jp

生駒福音キリスト教会［単立／独立］

〒636-0932　生駒郡平群町吉新3-9-13　Tel&Fax.0745-

45-3436　◇菊地 佳久

西大和教会［日基教団］

〒636-0811　生駒郡三郷町勢野東6-15-36　Tel.0745-72-

2641 Fax.0745-72-2241　◇JR王寺駅中央改札口から徒歩

10分　◇創立／1956年（143人）　◇大澤 星一　◇礼拝

／10:15

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~nisiyamato/

4519　◇近鉄富雄駅西口から徒歩1分　◇創立／1992年

（20人）　◇清水 順子　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書の

学び会(水曜10:30〜)、土曜礼拝(第3、14:30〜)、ピアノ

クラス(月曜)、ぴよぴよドレミ(火曜)、ピアニカ(水曜)、英

会話(金曜)など。

【HP】http://www.hopechapel.biz/

【E-Mail】hope@jec-net.org

大和キリスト教会［日基教団］

〒631-0016　奈良市学園朝日町5-15　Tel.0742-45-0523 

Fax.0742-44-3828　◇近鉄奈良線学園前駅から徒歩10

分　◇創立／1959年（272人）　◇市川 忠彦、市川 和恵、

大澤 正芳、大澤 みずき　◇礼拝／10:25　◇特色／礼拝、

祈祷会、キリスト教入門講座、教会教育に特別の力を注

いでいます。

【HP】http://homepage3.nifty.com/yamato_cc/

【E-Mail】Jimu_ycc@nifty.com

ヨハン奈良キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒630-8141　奈良市南京終町1-189-4　Tel&Fax.0742-35-

4000　◇近鉄奈良線新大宮駅から徒歩5分　◇崔 現郁、

李 永美

大和郡山市 Yamatokoriyama-shi

郡山きぼうチャペル［トータル］

〒639-1051　大和郡山市城町1070　Tel.0743-54-1074 

Fax.0743-55-7642　◇近鉄橿原線近鉄郡山駅からバス「外

川町」停、徒歩5分　◇創立／1972年（50人）　◇村山 

直樹　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.tcc-nara.org/

【E-Mail】tcc_nara@hotmail.com

奈良教会［KCCJ］

〒639-1134　大和郡山市柳町16-2　Tel&Fax.0743-54-

5292　◇近鉄郡山駅から徒歩10分　◇創立／1985年（17

人）　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語

大和郡山教会［日基教団］

〒639-1007　大和郡山市南郡山町464-7　Tel.0743-52-

5297 Fax.0743-52-6849　◇近鉄橿原線近鉄郡山駅からバ

ス「大職冠」停　◇創立／1955年（139人）　◇尾島 信

之　◇礼拝／10:30

大和郡山聖書キリスト教会［単立／独立］

〒639-1054　大和郡山市新町312-2　Tel&Fax.0743-53-

6301　◇JR大和小泉駅から徒歩15分　◇創立／1978年

（35人）　◇中野 富士夫　◇礼拝／10:30　◇特色／賛美

活動にさかんな教会です。ぜひどうぞ。

【E-Mail】nakanofn@kcn.jp

大和郡山めぐみ教会［同盟基督］

〒639-1056　大和郡山市泉原町6415,1F　Tel&Fax.0743-

54-6830　◇JR大和小泉駅東口　◇創立／1988年（18人）　  

◇山本 直子　◇礼拝／10:45

【E-Mail】yamatokooriyama_megumi@nifty.com
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◇高地 敬、出口 創　◇礼拝／10:30　◇特色／高齢者や

障害者にやさしい教会です。お気軽にご参加ください。

【HP】http://nskk.org/kyoto/stpeter/index.htm

ベタニヤチャペル王寺［単立／独立］

〒636-0023　北葛城郡王寺町太子1-13-1　Tel.0745-32-

9052　◇カックス，カール

磯城郡 Shiki-gun

希望の家キリスト教会［単立／独立］

〒636-0214　磯城郡三宅町但馬401-8　Tel&Fax.0745- 

56-5942 Tel.0745-56-5943　◇近鉄田原本線但馬駅　◇

創立／2008年　◇山口 和徳、山口 初子　◇礼拝／10:30

田原本聖救主教会［聖公会］

〒636-0300　磯城郡田原本町752　◇近鉄線橿原線田原

本駅　◇創立／1884年（5人）　◇浜屋 憲夫　◇礼拝／

14:00(毎月最終日曜)　◇特色／礼拝後、畑仕事をしてい

ます。興味のある方はおいでください。

大和聖書教会［MB］

〒636-0347　磯城郡田原本町新木185-4　Tel&Fax.0744-

33-0401　◇近鉄田原本駅から徒歩15分　◇創立／1974

年（41人）　◇岸本 栄一　◇礼拝／10:30

吉野郡 Yoshino-gun

吉野キリスト教会［世界福音］

〒638-0811　吉野郡大淀町土田99　Tel.0747-52-5875 

Fax.0747-52-9025　◇近鉄吉野線越部駅から徒歩2分　

◇創立／1953年（40人）　◇後山 義信、後山 久美子、イ

ム，マンヘン、プ，ワイー　◇礼拝／10:00　◇特色／さ

くらの吉野の近くの教会です。下市町東吉野村でも家庭

集会を行っております。

【E-Mail】itukushimi@cyber.ocn.ne.jp

北葛城郡 Kitakatsuragi-gun

インマヌエル王寺キリスト教会［IGM］

〒636-0012　北葛城郡王寺町本町1-6-23　Tel&Fax.0745-

72-5197　◇JR王寺駅から徒歩15分　◇創立／1963年（70

人）　◇大兼久 芳規、大兼久 文子　◇礼拝／10:30　◇

特色／子供から大人まで、安心して集える教会を目指し

ています。

【E-Mail】igmohji@eagle.ocn.ne.jp

馬見労祷教会［日基教団］

〒635-0822　北葛城郡広陵町平尾546　Tel&Fax.0745-

55-7573　◇近鉄大和高田駅からバス「疋相南」停、徒歩

2分　◇創立／1947年（36人）　◇高見 敏雄

百済基督教会［聖公会］

〒635-0813　北葛城郡広陵町百済二条1050　◇近鉄大阪

線大和高田駅　◇創立／1887年（10人）　◇浜屋 憲夫

奈良西和キリスト教会［ナザレン］

〒639-0201　北葛城郡上牧町片岡台1-22-22　Tel&Fax. 

0745-73-3774　◇JR王寺駅から車10分　◇創立／1988年

（29人）　◇森本 雄三、森本 育子　◇礼拝／10:30

西大和キリスト教会［イエス・キリスト］

〒636-0093　北葛城郡河合町大輪田1901　Tel&Fax. 

0745-73-4065　◇近鉄田原本線大輪田駅から徒歩5分　

◇創立／2001年（34人）　◇宮澤 清志、宮澤 ミキ　◇礼

拝／10:15　◇テレホン／0795-23-0473

西大和聖書教会［FKK］

〒639-0202　北葛城郡上牧町桜ケ丘1-7-6　Tel&Fax. 

0745-31-0317　◇JR王寺駅南口からバス15分　◇創立／

1980年（33人）　◇辻 喜男　◇礼拝／11:00

【HP】http://www.geocities.jp/nishiyamato_bible/

【E-Mail】nishiyamato_bible@yahoo.co.jp

西大和聖ペテロ教会［聖公会］

〒636-0081　北葛城郡河合町星和台2-8　Tel.0745-32-

1575 Fax.0745-73-7188　◇JR王寺駅南口からバス10分

「星和台1丁目」停、徒歩3分　◇創立／1907年（25人）　



滋賀

三重

奈良

和歌山

京都

阪

兵庫

大

田 辺 市

海南市

橋本市

有田市

新宮市

紀美野町

九度山町

高野町

湯

広川町

有田川町

美浜町

日高町

由良町
日高川町

みなべ町
印南町

白浜町

上富田町

すさみ町

串本町

那智勝浦町

東牟婁郡
太地町

古座川町

北山村

伊 都 郡

海草郡

有 田 郡

日 高 郡

東牟婁郡

東 牟 婁 郡

西 牟 婁 郡

和
歌
山
市

岩
出
市

御

浅
町

か
つ
ら
ぎ
町

坊
市

和歌山県
●県庁／和歌山市
●市町村数／9市20町1村
●人口／1,038,729人
●教会数／75教会
■教会所在地(22)
■教会未設置(8)

紀
の
川
市

新宮市

和
歌
山
県

近
畿
地
方

596
都道府県別ガイド編
生活・教会情報



和
歌
山
県

近
畿
地
方

L
IF

E
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

597
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

和歌山県──地域の宣教資料

　宣教人国記：竹田俊造（1873〜1950）は、徳川家の

漢医であった慶安定時の次男として和歌山に生まれた。

大阪の泰西学館に入学し、宮川経輝館長によって導か

れて1889年（明治22）に川口基督教会で受洗した。同

志社時代、バックストンの説教と祈りに感動して松江

で指導を受けた。後に上京して、ウイルクスと共に日

本伝道隊を組織し主幹となった。その後、伝道隊を離

れるが終生、伝道の一線にあった。プロテスタントの

清廉潔白の政治家として護憲と政界浄化に尽力した片

山哲（1887〜1978）は、その信仰をヘール宣教師に導

かれた母親から受け継いだ。戦後、社会党結成にあっ

て委員長となり、新憲法下初の総選挙では第一党にな

り、内閣総理大臣となった。「キリスト教こそ、真に革

命的な宗教であり、自由と平和と民主主義社会建設の

原動力」と公に述べた。教会は、東京の富士見町教会

に所属した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【岩出市】那賀郡岩出町。【海南市】海南市、海草郡下

津町。【紀の川市】那賀郡打田町・粉河町・那賀町・

桃山町・貴志川町。【新宮市】新宮市、東牟婁郡熊野

川町。【田辺市】田辺市、日高郡龍神村、西牟婁郡中

辺路町･大塔村、東牟婁郡本宮町。【橋本市】橋本市、

伊都郡高野口町。【有田郡有田川町】吉備町・金屋町・

清水町。【伊都郡かつらぎ町】花園村。【海草郡紀美野町】

野上町・美里町。【西牟婁郡白浜町】白浜町・日置川町。

【東牟婁郡串本町】西牟婁郡串本町、東牟婁郡古座町。

【日高郡日高川町】川辺町・中津村・美山村。【日高郡

みなべ町】南部川村・南部町。

 近 畿 地 方 和 歌 山 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

和 歌 山 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   W a k a y a m a 　

　文書伝道支援

MYM
［クリスチャンブック＆CD］〒640-8303　和歌山県和歌山

市鳴神1060-9 和歌山シオン教会内　Tel&Fax.073-473-

0424　◇長居 聖子

【HP】http://wakayamazionchurch.web.fc2.com/

　幼稚園・保育園・学童

愛徳幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)愛の園］〒641-0044　和歌山

県和歌山市今福3-5-21　Tel.073-423-9796 Fax.073-423-

9810　◇JR和歌山駅からバス「堀止」停、徒歩10分　◇

創立／1965年　◇理事長／布上 陽子、園長／山本 ひと

み　◇特色／幼児が心も体も健全に発達できるよう環境

を整え、豊かな人格形成を目指し、生きる力の基礎をつく

ります。

　お店・事業

CS-STUDIO［ＣＳスタジオ］

［レコーディングスタジオ］　［(有)セブンサウンドセンター］

〒641-0007　和歌山県和歌山市小雑賀684　サンビレッジ

小雑賀108 セブンサウンド2F　Tel.073-422-4158 

Fax.073-422-4196［連絡先：原 陽平　〒641-0007　和歌

山県和歌山市小雑賀144-3 サンガーデンみなみこざいか

101 Tel.073-422-4186］　◇JR紀三井寺駅から徒歩15分　

◇創立／2001年　◇代表取締役／原 陽平　◇特色／

PA、録音機材のレンタルや販売のことならおまかせ！音

響のノウハウのお問い合わせだけでもぜひどうぞ！

【HP】http://www.7-web.net/

【E-Mail】g@7-web.net
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有田市 Arita-shi

有田キリスト教会［伝道隊］

［連絡先：堀田 庄三　〒649-0432　和歌山県有田市宮原

町東71 Tel.0737-88-5367］　◇堀田 庄三　◇礼拝／10:30

初島聖十字教会［聖公会］

〒649-0306　有田市初島町浜1769-1　Tel.0737-82-2828 

Fax.0737-82-2881　◇JR初島駅から徒歩5分　◇創立／

1936年（17人）　◇楠本 良招　◇礼拝／10:30　◇特色／

第2日曜日礼拝後、聖書の学び(現在使徒言行録)、第3日曜

日礼拝後、婦人会、毎主日礼拝後、聖歌練習をしています。

【E-Mail】yohane@naxnet.or.jp

和 歌 山 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   W a k a y a m a

【HP】http://www.aitoku.ed.jp

【E-Mail】aitoku@jtw.zaq.ne.jp

愛之園保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒645-0004　和歌山県日高郡

南部町埴田1695　Tel.0739-72-2371 Fax.0739-72-5153　

◇JR南部駅から徒歩15分　◇創立／1928年　◇園長／神

谷 羊子

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~ainosono/

愛の光幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛の光学園］〒649-6531　和歌山県紀の

川市粉河4620-4　Tel.0736-73-3356 Fax.0736-73-8305　

◇JR粉河駅から徒歩10分　◇創立／1966年　◇牧師・園

長／田中 牧人　◇特色／自然の中で心を育てる教育。

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~kokawa/

【E-Mail】ainohikari@alpha.ocn.ne.jp

岩田幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖ヨセフ学園］〒649-2102　和歌山県西

牟婁郡上富田町岩田1764-1　Tel.0739-47-2001 Fax. 

0739-47-3358　◇園長／宮崎 靖子

御坊はこぶね幼稚園［はこぶね幼稚園］

［幼稚園］　［(学)恵愛学園］〒644-0002　和歌山県御坊市

薗369　Tel&Fax.0738-22-1675　◇紀州鉄道紀伊御坊駅

から徒歩5分　◇創立／1958年　◇園長／有田 典生

シオン幼稚園
［幼稚園］　［(学)日本聖公会田辺学園］〒646-0027　和歌

山県田辺市朝日ヶ丘12-26　Tel.0739-22-1050 Fax. 

0739-26-4717　◇JR紀伊田辺駅から徒歩20分　◇創立／

1954年　◇理事長・園長／北山 和民　◇特色／「あかる

く、ゆたかに、ゆっくりと」をモットーにキリスト教保育

をすすめる幼稚園です。

天満保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団紀南教会］〒649-5331　和

歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満147　Tel&Fax.0735-52-

0005　◇JR紀伊天満から徒歩5分　◇園長／本宮 広

ナザレ幼稚園
［幼稚園］　［(学)日本聖公会和歌山学園］〒641-0045　和

歌山県和歌山市堀止西2-4-9　Tel.073-422-6593

初島幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖十字ヨハネ学園］〒649-0306　和歌山

県有田市初島町浜1769-1　Tel.0737-82-2828 Fax.0737-

82-2881　◇JR初島駅から徒歩5分　◇創立／1942年　◇

園長・理事長／楠本 良招　◇特色／創立67年、和太鼓演

奏がシンボル。家庭的な雰囲気のキリスト教保育(日本聖

公会)に教職員全員で取り組んでいる。

【E-Mail】yohane@naxnet.ne.jp

マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒642-0002　和歌山県海南市日方

1273-4　Tel&Fax.073-482-2190

【HP】http://www.naxnet.or.jp/~e-maria/

和歌山信愛女子短期大学付属幼稚園
［カトリック幼稚園］〒640-8151　和歌山県和歌山市屋形

町3-32　Tel.073-423-0114 Fax.073-423-0214

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~shinai/

和歌山ひかり幼稚園
［幼稚園］　［(学)バプテスト学園］〒641-0035　和歌山県

和歌山市関戸1-2-30　Tel.073-444-9014 Fax.073-444-

9714　◇JR和歌山駅からバス「水軒口」停、徒歩5分　

◇創立／1964年　◇園長／井関 康子　◇特色／聖書の

教育観を土台として、神と人と自然を愛し、仲間作りと手

作りを大切にする小規模な幼稚園。

【HP】http://church.ne.jp/wakayamabc/hikari.html

【E-Mail】yasuo-iseki@lagoon.ocn.ne.jp
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後3時からで、牧師の自宅で行なっています。教会独自の

土地と建物を求めています。

貴志川教会［ウェスレアン］

〒640-0415　紀の川市貴志川町長原270　Tel&Fax.0736-

64-4884　◇わかやま電鉄貴志川線甘露寺前駅から徒歩8

分　◇創立／1966年（20人）　◇峯野 龍弘、杉本 直子　

◇礼拝／10:15

【E-Mail】kishigawa-church@cotton.ocn.ne.jp

貴志川基督教会［聖公会］

〒640-0412　紀の川市貴志川町上野山302-1 貴志川聖ア

ンナの家気付　◇南海貴志川線貴志駅　◇大岡 創

粉河教会［日基教団］

〒649-6531　紀の川市粉河4622　Tel.0736-73-3356 Fax. 

0736-73-8305　◇和歌山線粉河駅　◇創立／1920年（74

人）　◇田中 牧人　◇礼拝／10:15

日本キリスト中央教会［単立／独立］

〒649-6615　紀の川市麻生津中395-2051 恵命園

橋本バプテスト教会粉河チャペル［バプ教会

連合］

〒649-6531　紀の川市粉河町中町1980［連絡先：橋本バ

プテスト教会　〒648-0066　和歌山県橋本市胡麻生705-

33 Tel.0736-37-3100］　◇平岡 修治　◇礼拝／9:00

御坊市 Gobo-shi

御坊教会［日基教団］

〒644-0002　御坊市薗369　Tel&Fax.0738-22-1675　◇

紀州鉄道紀伊御坊駅から徒歩5分　◇創立／1918年（59

人）　◇林 完赫　◇礼拝／10:10　◇特色／水曜日午後3

時から聖書研究祈祷会。

【HP】http://www12.plala.or.jp/gbhakobune/

【E-Mail】hakobune@amber.plala.or.jp

日高恵みバプテスト・キリスト教会［バプ教会

連合］

〒644-0003　御坊市島88-10　Tel&Fax.0738-22-4339　

◇木口 仁臣

新宮市 Shingu-shi

くまの伝道所［日基教団］

〒647-0032　新宮市王子町2-5-46　Tel.0735-22-6921　

◇JR新宮駅から徒歩15分　◇創立／1950年（5人）　◇田

中 牧人

新宮教会［日キ教会］

〒647-0012　新宮市伊佐田町2-1-24　Tel&Fax.0735-22-

3344　◇JR新宮駅から徒歩5分　◇創立／1884年（65人）　  

◇阿部 祐之　◇礼拝／10:00

新宮キリストバプテスト教会［バプ教会連合］

〒647-0045　新宮市井の沢12-21　Tel&Fax.0735-22-

2258　◇JR新宮駅から徒歩10分　◇創立／1972年（29人）　  

岩出市 Iwade-shi

岩出キリスト教会［フリーメソ］

〒649-6223　岩出市高塚89　Tel.0736-62-3823 Fax.0736-

66-2712　◇JR岩出駅から徒歩10分　◇創立／1958年（50

人）　◇基 孝文　◇礼拝／10:30

【E-Mail】jfmwin@sannet.ne.jp

上岩出コミュニティチャーチ［伝道隊］

〒649-6214　岩出市水栖511-5　Tel&Fax.0736-61-2690　  

◇岩出駅から車5分　◇創立／1996年（20人）　◇小紫 

義弘、濵垣 みどり　◇礼拝／10:30,20:00　◇外国語／英

語(20:00)　◇特色／木曜日午前10時より祈祷会。

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~kamiiwad

【E-Mail】kamiiwade52church@fork.ocn.ne.jp

紀伊岩出伝道所［日基教団］

〒649-6248　岩出市中黒446-41　Tel.0736-62-8927　◇

JR紀伊駅からバス「山村」停　◇創立／1999年（7人）　

◇深渡 重秀　◇礼拝／10:00

紀泉台ウェスレーチャペル［ウェスレアン］

〒649-6253　岩出市紀泉台175　Tel&Fax.0736-61-3995　  

◇JR紀伊駅から車10分　◇創立／1994年（34人）　◇岡

田 照子　◇礼拝／10:30　◇特色／チャペルコンサート

や歌の会などを通してより地域に開かれた親しみやすい

教会を願っている。

【E-Mail】singokada@ybb.ne.jp

紀ノ川キリスト福音教会［単立／独立］

〒649-6245　岩出市中島985-1　Tel.0736-62-1632 Fax. 

0736-62-1638　◇JR岩出駅から車10分　◇創立／1987年

（182人）　◇酒匂 一巳、黒坂 和子　◇礼拝／7:00,10:30,

19:00　◇外国語／手話　◇特色／第1礼拝土曜19時、第2

礼拝日曜10時半いずれも手話通訳有り。キッズ、ユースの

礼拝もあります。帰国者歓迎。

【HP】http://www.kcec1.com/

【E-Mail】kcec@sannet.ne.jp

海南市 Kainan-shi

愛隣教会［日基教団］

〒642-0032　海南市名高538-6　Tel&Fax.073-482-2863　  

◇JR海南駅から徒歩5分　◇創立／1884年（62人）　◇鈴

木 賛美　◇礼拝／10:15

海南ルーテル教会［近畿教会］

〒642-0032　海南市名高118　Tel&Fax.073-482-6397　

◇JR海南駅から徒歩10分　◇創立／1977年（140人）　◇

曽和 栄　◇礼拝／10:30

紀の川市 Kinokawa-shi

打田キリスト教会［単立／独立］

〒649-6432　紀の川市古和田163-8　Tel&Fax.0736-77-

7640　◇JR下井阪駅から徒歩15分　◇創立／1997年（15

人）　◇吉田 暢　◇礼拝／15:00　◇特色／日曜礼拝は午
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橋本バプテスト教会［バプ教会連合］

〒648-0066　橋本市胡麻生705-33　Tel.0736-37-3100 

Fax.0736-36-0349　◇南海高野線御幸辻駅から徒歩12

分　◇創立／1983年（123人）　◇平岡 修治

【HP】http://homepage3.nifty.com/hashimoto-bc/

【E-Mail】shuji1948-16@nifty.com

和歌山市 Wakayama-shi

イムマヌエル和歌山キリスト教会［IGM］

〒640-8442　和歌山市平井142-4　Tel&Fax.073-453-

1468　◇南海電車紀ノ川駅から徒歩10分　◇創立／1964

年（45人）　◇寺村 秀嗣、寺村 真弓　◇礼拝／10:30

インマヌエル和歌山キリスト教会［単立／独立］

〒641-0051　和歌山市西高松2-8-17　Tel.073-445-2736 

Fax.073-445-0726　◇バス「高松駅」停、徒歩5分　◇創

立／1964年（66人）　◇朝比奈 信裕、朝比奈 素子　◇礼

拝／10:30　◇特色／〈教会学校〉毎日曜12時30分、〈伝

道会〉第4日曜13時30分、〈祈り会〉毎水曜19時30分ほか

婦人集会、特別集会など。

聖徒教会［聖イエス会］

〒640-8482　和歌山市六十谷545-1　Tel.073-461-0488　

◇坂本 勝

TLCCC和歌山教会［主の十字架］

Tel&Fax.072-795-1517　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇創立／2000年（8人）　◇ヨハネ森 啓

一　◇礼拝／10:30

【E-Mail】john7m@jttk.zaq.ne.jp

名草キリスト教会［伝道隊］

〒641-0013　和歌山市内原1678-14　Tel&Fax.073-447-

1787　◇JR黒江駅から徒歩20分　◇創立／1973年（30

人）　◇三宅 弘之　◇礼拝／10:30,20:00　◇特色／木曜

日3時から大人対象の初級と英語での会話クラス。それに

4時からは小学生対象の英語クラスがあります。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~nagusach/

【E-Mail】godisgood316@movie.ocn.ne.jp

鳴滝キリスト教会［バプ教会連合］

〒640-8483　和歌山市園部596-36　Tel&Fax.073-455-

9565　◇バス「善明寺」停、徒歩3分　◇稲葉 禮野、矢

ノ倉 新

【HP】http://church.ne.jp/narutaki/

【E-Mail】narutaki@church.ne.jp

東和歌山教会［日基教団］

〒640-8316　和歌山市有家96-4　Tel&Fax.073-471-1152　  

◇南海貴志川線日前宮駅から徒歩3分　◇創立／1959年

（34人）　◇竹前 治　◇礼拝／10:30

フルゴスペル吹上キリスト教会［JFGA］

〒640-8267　和歌山市芝ノ丁5　Tel&Fax.073-424-7024　  

◇バス「真砂町」停　◇創立／2000年　◇高垣 善光　

◇礼拝／10:30,12:30,15:00　◇外国語／韓国語(12:30, 

15:00)　◇特色／月〜土早天祈祷会朝5時。主日日本語礼

拝朝10時半韓国語同時通訳。12時半〜ヨイド教会衛星同

◇木田 博文　◇礼拝／10:30　◇特色／開かれた教会を

目ざして月1回のウェルカム礼拝、高齢者の為のハレルヤ

会、子育て支援のためにJOYクラブを行っている。

【E-Mail】hiroyo330@yahoo.co.jp

新宮聖公会［聖公会］

〒647-0041　新宮市野田2-4　Tel.0735-21-4033 Fax. 

0735-21-3717　◇JR新宮駅から徒歩10分　◇創立／1939

年（93人）　◇北山 和民、荒木 太一

田辺市 Tanabe-shi

紀南基督教会［キリストの教会］

〒646-0032　田辺市下屋敷町80　Tel&Fax.0739-25-1191　  

◇JR紀伊田辺駅から徒歩7分　◇創立／1948年（30人）　

◇上山 耕司、森川 末男　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色

／小さく家庭的な教会で、礼拝後はよく讃美練習をしてい

ます。毎月第二日曜には近くの公園で野外集会。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~kinanch/

【E-Mail】kinan-ch@beach.ocn.ne.jp

キリストの教会聖書兄弟団［キリストの教会］

〒646-0036　田辺市上屋敷1-12-43　Tel&Fax.0739-24-

6965　◇JR紀伊田辺駅から徒歩15分　◇創立／1989年　

◇谷山 邦男　◇礼拝／10:30

田辺教会［日基教団］

〒646-0036　田辺市上屋敷1-5-10　Tel&Fax.0739-22-

3300　◇JR紀伊田辺駅から徒歩15分　◇創立／1881年

（45人）　◇磯部 紀代子　◇礼拝／10:10

田辺聖公会［聖公会］

〒646-0027　田辺市朝日ヶ丘12-26　Tel.0739-22-1050 

Fax.0739-26-4717　◇JR紀伊田辺駅から徒歩20分　◇創

立／1900年（40人）　◇北山 和民　◇礼拝／10:30

田辺バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒646-0013　田辺市南新万15-19　Tel.0739-26-7002　◇

JR田辺駅からバス「南新万」停　◇創立／1981年（13人）　

◇三ツ橋 信昌、西畑 秀夫(休職中)

三栖キリスト教会［キリストの教会］

〒646-0215　田辺市中三栖1427　Tel&Fax.0739-33-0003　  

◇JR紀伊田辺駅からバス「井上」停、徒歩3分　◇創立／

1983年（8人）　◇ヒンソン，D　◇外国語／英語

【E-Mail】drhinson@mb.aikis.or.jp

橋本市 Hashimoto-shi

ガリラヤチャーチ［ワールドミッション］

〒648-0099　橋本市光陽台1-3-7　Tel&Fax.0736-37-5495　  

◇南海高野線紀見峠駅　◇中島 広幸、中島 恵津子

橋本基督教会［聖公会］

〒648-0065　橋本市古佐田1-9-3　Tel&Fax.0736-32-1430　  

◇南海高野線橋本駅　◇創立／1885年（17人）　◇小林 

宏治
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和歌山聖救主教会［聖公会］

〒641-0045　和歌山市堀止西2-4-9　Tel.073-422-0055 

Fax.073-436-3333　◇阪急線和歌山駅　◇創立／1882年

（56人）　◇大岡 創

和歌山第一教会［KCCJ］

〒640-8328　和歌山市木広町2-64　Tel&Fax.073-436-

2420　◇JR和歌山駅から徒歩10分　◇創立／1989年（60

人）　◇朴 成均　◇礼拝／11:00,14:00　◇外国語／韓国

語　◇特色／日本人、韓国人、フィリピン人が共に礼拝し

ている教会です。説教は日本語と韓国語で行います。

【HP】http://wakayama.onmam.com

【E-Mail】pskjp21@yahoo.co.jp

和歌山中央バプテスト伝道所［バプ連盟］

〒640-8064　和歌山市東釘貫丁1-2-1　Tel&Fax.073-427-

7717　◇創立／1997年（50人）　◇咸 光玉、林 姫子

和歌山伝道所［改革派］

〒641-0024　和歌山市和歌浦西1-4-23　Tel.073-445-

0932　◇JR和歌山市駅からバス20分　◇岩崎 謙

和歌山西バプテスト教会［バプ教会連合］

〒640-0112　和歌山市西庄774-14　Tel.073-451-9088 

Fax.073-452-0799　◇南海加太線八幡前駅から徒歩5分　  

◇創立／1968年（53人）　◇鈴木 伉三、鈴木 和子　◇礼

拝／10:30,19:00　◇外国語／中国語　◇いのち／073-

451-9088　◇特色／日曜朝9時より教会学校。水曜午後

7:30より祈祷会。月1回木曜日婦人会。プリザーブドフラ

ワー教室(新しい婦人たちのため)

【E-Mail】wakayamanishi@docomo.ne.jp

和歌山バプテスト教会［バプ連盟］

〒641-0035　和歌山市関戸1-2-30　Tel.073-444-5157 

Fax.073-444-9714　◇バス「水軒口」停、徒歩5分　◇創

立／1958年（10人）　◇牧瀬 博幸　◇礼拝／11:00　◇

特色／礼拝前、10時30分から充実した聖書の学びをして

います。

【HP】http://church.ne.jp/wakayamabc

和歌山吹上教会［フリーメソ］

〒640-8137　和歌山市吹上4-3-45　Tel.073-422-5010 

Fax.073-433-7244　◇畑野 順一

和歌山福音教会［JEC］

〒640-8273　和歌山市葵町7-5　Tel.073-423-8911 Fax. 

073-494-8911　◇JR和歌山駅から車10分　◇創立／1954

年（87人）　◇富浦 好之、村林 かなえ　◇礼拝／

10:30　◇特色／賛美あふれる礼拝、あかるく楽しい教会

です。50年の歴史と新しい流れがマッチする豊かな教会

です。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~wec/

【E-Mail】wakayama@jec-net.org

和歌山恵みキリスト教会［ホーリネス］

〒640-8442　和歌山市平井395　Tel&Fax.073-456-4172　  

◇南海線紀の川駅から徒歩8分　◇創立／1994年（31人）　  

◇山口 登久、山口 富嘉美、木下 昌彦、木下 共子　◇礼

拝／10:20　◇特色／創立以来、家族的な温かい教会を目

指しています。現在のメンバーを大切にすると共に、門を

時中継礼拝通訳あり。

フルゴスペル和歌山教会［JFGA］

〒640-8158　和歌山市十二番町67 カーサ12ビル2F　

Tel&Fax.073-436-2238　◇JR和歌山市駅から徒歩7分　

◇創立／1996年（90人）　◇橋場 練三　◇礼拝／11:00,

16:00,19:30　◇外国語／韓国語

【E-Mail】fgcwakayama@hotmail.com

丸の内教会［日基教団］

〒640-8175　和歌山市八番丁41　Tel.073-422-6585 Fax. 

073-436-8475　◇JR和歌山市駅から徒歩10分　◇創立／

1920年（58人）　◇三枝 道也、三枝 育代

和歌山教会［イエス・キリスト］

〒641-0054　和歌山市塩屋6-3-10　Tel.073-445-6909 

Fax.073-497-7300　◇JR和歌山駅からバス25分　◇創立

／1976年（53人）　◇和田 治、和田 牧子　◇礼拝／

10:30,19:30(水)　◇テレホン／073-447-0090　◇特色／

第3聖日「親子礼拝」、第4聖日「歓迎礼拝(初心者・求道

者向け)」、毎週水曜日夜7時半「水曜礼拝」。

【E-Mail】osamuw777@msn.com

和歌山教会［日基教団］

〒640-8249　和歌山市雑賀屋町17　Tel.073-422-9293 

Fax.073-422-9295　◇阪和線和歌山駅からバス「県庁前」

停　◇創立／1881年（180人）　◇清藤 淳　◇礼拝／

10:15

【HP】http://wakayamachurch.p1.bindsite.jp/

和歌山ゴスペルライトセンター＝つつじが
丘チャペル［JRL］

〒640-0115　和歌山市つつじが丘6-1-2　Tel.073-460-

7773 Fax.073-460-7774　◇和歌山市駅からバス「日野口」

停、徒歩5分［連絡先：山本 杉広　〒640-0115　和歌山

県和歌山市つつじが丘6-2-3 Tel.073-452-7577］　◇創立

／1952年（150人）　◇山本 杉広、山本 綾子　◇礼拝／

10:15　◇特色／日曜礼拝をはじめとして、幼児から中高

生を対象とした集まりもあります。

和歌山シオン教会［シオン宣教団］

〒640-8303　和歌山市鳴神1060-9　Tel.073-473-0447 

Fax.073-473-0424　◇JR和歌山駅から車5分　◇創立／

1970年（50人）　◇安達 隆夫、山下 翼　◇礼拝／15:00　

◇特色／初めての方でも分かりやすいメッセージです。是

非お越し下さい。

和歌山信光教会［福音教団］

〒640-8111　和歌山市新通7-6　Tel.073-433-4993　◇JR

和歌山市駅から徒歩15分　◇洪 京淑

和歌山新生教会［日基教団］

〒640-8319　和歌山市手平3-2-11　Tel&Fax.073-424-

7015　◇JR宮前駅からバス「新手平」停、徒歩2分　◇

創立／1994年（10人）　◇礼拝／10:30　◇特色／説教は

講解説教。月定献金は無く、礼拝献金のみ(自由)。カルト

相談。

【E-Mail】de-cult@nike.eonet.ne.jp
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1961年（38人）　◇藤井 英彦、藤井 洋美　◇礼拝／

10:15

田辺聖公会愛の園シオン会礼拝堂［聖公会］

〒649-2103　西牟婁郡上富田町生馬316-56 愛の園内　

Tel.0739-47-1234 Fax.0739-47-4329　◇JR紀伊田辺駅か

ら車15分　◇北山 和民　◇礼拝／9:30　◇特色／田辺聖

公会信徒のうち、愛の園に入園されている方が、主日礼拝

を守っています。

【HP】http://www.shinai.or.jp/

南紀の台伝道所［日基教団］

〒649-2106　西牟婁郡上富田町南紀の台14-3　Tel&Fax. 

0739-47-5022　◇JR朝来駅　◇創立／1993年（23人）　

◇阿部 啓　◇礼拝／10:10　◇特色／主日礼拝を重んじ、

御言葉によって絶えず改革される教会を目指しておりま

す。どなたでもおいで下さい。

【HP】http://www.nankinodai.org/

【E-Mail】nankinodai-ch@zb.wakwak.com

東牟婁郡 Higashimuro-gun

市野々キリスト・バプテスト教会［バプ教会連

合］

〒649-5302　東牟婁郡那智勝浦町市野々2815　Tel.0735-

55-0413(二河宅)　◇礼拝／19:00(土)

【E-Mail】mukate5samaki2@ybb.ne.jp

宇久井伝道所［日キ教会］

〒649-5312　東牟婁郡那智勝浦町宇久井278　Tel&Fax. 

0735-54-0087　◇JR宇久井駅から徒歩4分　◇創立／

1968年（10人）　◇礼拝／10:00　◇特色／改革派教会で

み言葉による礼拝を厳守する。礼拝後に祈祷会、聖書の

学びをしている。

勝浦キリスト・バプテスト教会［バプ教会連合］

〒649-5331　東牟婁郡那智勝浦町天満891　Tel&Fax. 

0735-52-1538　◇JR紀伊勝浦駅から徒歩2分［連絡先：吉

川 トミ子　〒649-5334　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝

浦414-2］　◇創立／1951年（10人）　◇礼拝／10:30　◇

特色／毎週の日曜礼拝のみ。祈祷会は不定。

紀南教会［日基教団］

〒649-5142　東牟婁郡那智勝浦町下里930-1　Tel&Fax. 

0735-58-0163　◇JR下里駅から徒歩10分　◇創立／1943

年（32人）　◇本宮 広

串本教会［イエス・キリスト］

〒649-3503　東牟婁郡串本町串本1410-6　Tel&Fax. 

0735-62-6646　◇串本駅からバス「串本高校前」停、徒

歩３分［連絡先：黒田 重明　〒644-0013　和歌山県御坊

市湯川町丸山570-8 Tel.0738-24-1237］　◇黒田 重明、黒

田 保江

南紀キリスト教会＝リバーサイドチャーチ
［アッセンブリー］

〒649-4122　東牟婁郡串本町西向354　Tel.0735-72-2600 

Fax.0735-72-3209　◇JR古座駅から徒歩5分　◇創立／

1983年（144人）　◇寺田 文雄、寺田 里美、西谷 直貴、

開いています。

和歌山ルーテル教会［近畿教会］

〒641-0056　和歌山市秋葉町4-11　Tel.073-444-2980 

Fax.073-444-2580　◇JR和歌山駅からバス「秋葉山」停、

徒歩1分　◇創立／1951年（201人）　◇クリンゲンスミス，

C　◇礼拝／10:30

【HP】http://www9.plala.or.jp/kelc-wakayama/

有田郡 Arida-gun

廣基督教会［聖公会］

〒643-0071　有田郡広川町広1131-2　◇JR湯浅駅から徒

歩20分　◇創立／1909年（4人）　◇楠本 良昭　◇礼拝

／14:00

湯浅教会［イエス・キリスト］

〒643-0004　有田郡湯浅町湯浅1371-7　Tel&Fax.0737-

63-2784　◇JR湯浅駅から徒歩10分　◇上野 和也、上野 

悦子　◇礼拝／10:30

伊都郡 Ito-gun

笠田基督教会［聖公会］

〒649-7161　伊都郡かつらぎ町笠田東577　Tel&Fax. 

0736-22-1336　◇JR笠田駅　◇創立／1909年（6人）　◇

小林 宏治

海草郡 Kaiso-gun

美里ルーテル教会［近畿教会］

〒640-1243　海草郡紀美野町神野市場291-1　Tel&Fax. 

073-495-2349　◇バス「神野市場」停、徒歩5分　◇創立

／1961年（20人）　◇クリンゲンスミス，チャールズ　◇

礼拝／14:00

西牟婁郡 Nishimuro-gun

白浜バプテスト基督教会［バプ教会連合］

〒649-2211　西牟婁郡白浜町3137-10　Tel&Fax.0739-43-

8981　◇JR白浜駅からバス10分「朝日ヶ丘」停、徒歩10

分　◇創立／1953年（36人）　◇藤藪 庸一、江見 太郎　

◇礼拝／10:00　◇いのち／0739-43-8981　◇特色／教

会から地域を変えるため、キリストの愛に応え、キリスト

の愛を語り証しし、愛を実践することを目指す。

【HP】http://www.aikis.or.jp/~fujiyabu/

【E-Mail】yabiumi@yahoo.ne.jp

神愛修女会聖マリヤ院礼拝堂［聖公会］

〒649-2102　西牟婁郡上富田町岩田2754-2　Tel.0739-

47-2774 Fax.0739-47-4329　◇JR朝来駅からバス　◇創

立／1958年（15人）　◇武藤 六治　◇礼拝／6:30

すさみ教会［イエス・キリスト］

〒649-2621　西牟婁郡すさみ町周参見4135　Tel&Fax. 

0739-55-2368　◇JRすさみ駅から徒歩6分　◇創立／
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煙樹ヶ浜バプテスト教会［バプ教会連合］

〒644-0043　日高郡美浜町吉原832　Tel.0738-22-3848　

◇御坊駅　◇木口 仁臣　◇礼拝／19:30(土)

南部伝道所［日基教団］

〒645-0006　日高郡みなべ町北道大字北道283-1　◇JR南

部駅から徒歩5分　◇創立／1932年（6人）　◇磯部 紀代

子　◇特色／夕礼拝のみ。

由良教会［イエス・キリスト］

〒649-1111　日高郡由良町里200　Tel&Fax.0738-65-

2526　◇JR紀伊由良駅からバス「Ａコープ前」停、徒歩5

分［連絡先：貴志 八三郎　〒649-1111　和歌山県日高郡

由良町里149 Tel.0738-65-0123］　◇創立／1954年（29

人）　◇貴志 八三郎、貴志 美知子　◇礼拝／10:30　◇

特色／火曜日午前10時30分から婦人祈祷会。

西谷 富美子　◇礼拝／10:15　◇特色／「ケアセルとチ

ームミニストリーによる南紀のリバイバルと地域変革へ」

をテーマに取り組んでいます。

【HP】http://www.nanki.org/

【E-Mail】nanki-c@rifnet.or.jp

日高郡 Hidaka-gun

印南バプテスト・キリスト教会［バプ教会連合］

〒649-1534　日高郡印南町印南　Tel.0738-42-0654 Fax. 

0738-42-1484　◇JR印南駅から徒歩2分　◇創立／1959

年（30人）　◇三ツ橋 信昌、西畑 秀夫(休職中)　◇礼拝

／19:30　◇特色／木曜日午後7時45分から祈祷会

【E-Mail】n173384m@naxnet.or.jp
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鳥 取 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   t o t t o r i 　

中国・四国地方
鳥取県／島根県／岡山県／広島県／山口県／徳島県／香川県／愛媛県／高知県

鳥取県──地域の宣教資料

　宣教人国記：アドベント教団の日本宣教は1898年（明

治38）、アメリカから帰国した岩越政蔵（1864〜1945）

によって始められた。製菓の技術を学ぶために渡米し

たが現地で福音にふれ、献身した。帰国後は郷里倉吉

で伝道した。昭和期の賛美歌作詞者を代表する由木康

（1896〜1985）は、神戸二中時代に受洗。1914年（大

正3）、死に直面し献身を決意。関西学院に入学し「聖

書唱歌」「日曜学校唱歌集」を在学中に出版。在学2年

目から二葉独立教会の牧師になり終生、牧会者であっ

た。福音派の霊的指導者となった安藤仲市（1900〜

1987）は1919年（大正8）、竹田俊造から受洗。神戸聖

書学校を卒業後、日本同盟基督教団世田谷中央教会を

創立し、日本福音同盟（JEA）実行委員長を歴任した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【倉吉市】東伯郡関金町。【鳥取市】岩美郡国府町・福

部村、八頭郡河原町・用瀬町・佐治村、気高郡気高町・

鹿野町・青谷町。【米子市】米子市、西伯郡淀江町。【東

伯郡湯梨浜町】羽合町・泊村・東郷町。【西伯郡大山町】

大山町･名和町･中山町。【西伯郡伯耆町】岸本町、日野

郡溝口町。【西伯郡南部町】西伯町・会見町。【東伯郡

琴浦町】東伯町・赤碕町。【東伯郡北栄町】北条町・

大栄町。【八頭郡八頭町】郡家町・船岡町・八東町。

 中 国 ・ 四 国 地 方 鳥 取 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

(有)古今社
［絵本・児童文学関係図書出版］〒689-3545　鳥取県米子

市吉岡65-2　Tel.0859-27-1390 Fax.0859-27-4828　◇JR

伯耆大山駅から徒歩5分　◇創立／1998年　◇代表取締

役社長／末宗 辰彦

【HP】http://www.kokinsha.co.jp

【E-Mail】tatu@orange.ocn.ne.jp

山陰こどものとも社
［書籍販売・こども文化講座企画］〒689-3545　鳥取県米

子市吉岡65-2　Tel.0859-27-1390 Fax.0859-27-4828　◇

JR伯耆大山駅から徒歩5分　◇創立／1984年　◇代表者

／末宗 辰彦

【E-Mail】tatu@orange.ocn.ne.jp

小(ちい)ろば
［喫茶店］〒683-0067　鳥取県米子市東町121　Tel.0859-

35-0970　◇JR米子駅から徒歩8分　◇創立／1969年　◇

　お店・事業

いなば国府焼
［陶芸工房］〒680-0154　鳥取県岩美郡国府町三代寺247-

1　Tel&Fax.0857-27-1680　◇JR鳥取駅から車20分　◇

創立／1978年　◇経営者／田中 真

加藤千燿いけばな教室
［いけばな教室］〒689-1112　鳥取県鳥取市若葉台南6-12-

25　Tel.0857-37-8000 Fax.0857-37-8001　◇JR鳥取駅か

ら車20分　◇創立／1938年　◇代表／加藤 吉利

【HP】http://www.ikebana.jp/

倉吉スイミング
［スポーツクラブ］　［ベツレヘム宣企(株)］〒682-0034　

鳥取県倉吉市大原569　Tel.0858-22-6699 Fax.0858-22-

6682　◇創立／1976年　◇代表／大塩 廣幸
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倉吉市 Kurayoshi-shi

上井教会［日基教団］

〒682-0022　倉吉市上井町1-293　Tel&Fax.0858-26-

1388　◇JR倉吉駅から徒歩8分　◇創立／1950年（55人）　  

◇奥田 望、前田 美和子　◇礼拝／10:15

倉吉アドベント・キリスト教会［単立／独立］

〒682-0941　倉吉市大谷何野227-19　Tel.0858-28-3214　  

◇JR倉吉駅からバス20分［連絡先：山﨑 歩　〒682-

0922　鳥取県倉吉市福守町64-4 Tel.0858-28-3923］　◇

鳥 取 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   T o t t o r i

店主／船越 栄

ピアノ教室 KOJIMA
［ピアノ教室］〒683-0801　鳥取県米子市新開1-5-46　

Tel&Fax.0859-33-7770　◇バス(新開行)「皆生小児療育

センター前」停、徒歩2分　◇創立／1970年　◇代表／

小島 妙子　◇特色／音楽する喜びを共にしたいと思って

います。

　教育事業・カルチャー

倉吉イングリッシュ
［英会話］　［ベツレヘムセンキ(株)］〒682-0006　鳥取県

倉吉市井手畑135　Tel&Fax.0858-48-1700　◇創立／

1989年　◇代表／大塩 廣幸　◇特色／アメリカ人が教え

る英会話教室。

【E-Mail】linafjdk@apionet.or.jp

　文書伝道支援

ハンディ文庫
［図書(絵本)貸出］　［(宗)日本ナザレン教団米子伝道所］

〒689-3545　鳥取県米子市吉岡351-4 米子栄光キリスト

教会　Tel&Fax.0859-27-4908　◇JR白耆大山駅から徒歩

20分　◇創立／2005年　◇特色／絵本、児童書などの貸

し出しのほか、子ども講座(大人向け)やストーリーテリン

グ勉強会なども行っている。開館は土曜午後2時〜4時。

【HP】http://book.geocities.jp/heidimatiko/

　幼稚園・保育園・学童

愛真幼稚園
［ 幼 稚 園 ］〒680-0022　 鳥 取 県 鳥 取 市 西 町1-266　

Tel.0857-22-3044 Fax.0857-22-3055　◇JR鳥取駅から徒

歩15分　◇創立／1906年　◇園長／伊達 季代子、理事

長／橋原 正彦　◇特色／創立104周年の幼稚園です。96

名の子供達と17名の教職員が神様に守られて笑顔一杯で

過ごしています。

【HP】http://www.aishin.ed.jp/

キンダガーデン
［幼児園］　［(株)ベツレヘムセンキ］〒682-0814　鳥取県

倉吉市米田町475-1　Tel.0858-22-9070　◇創立／1972

年　◇代表／大塩 廣幸

【HP】http://kinda.co.jp/

【E-Mail】kinda@kinda.co.jp

淳心学院聖テレジア
［カトリック幼稚園］〒682-0872　鳥取県倉吉市福吉町

1376-6　Tel.0858-22-4659

小さき花園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒680-0022　鳥取県鳥取市西町1-45

5　Tel.0857-26-5141 Fax.0857-21-4152　◇JR鳥取駅から

徒歩20分

鳥取ルーテル幼稚園
［幼稚園］　［(学)鳥取ルーテル幼稚園］〒680-0046　鳥取

県鳥取市元大工町46　Tel.0857-24-7301 Fax.0857-24-

7304　◇JR鳥取駅から徒歩15分　◇創立／1954年　◇

園長／鷹取 健一　◇特色／子ども達一人一人が、神と人

との愛の中で、生きる喜びを感じながら、その子らしく成

長することを願っている。

【HP】http://www.hiyoko.mailpost.net/

ひかり保育園
［保育園］　［(福)ひかり保育園］〒682-0022　鳥取県倉吉

市上井町1-104　Tel.0858-26-1389　◇JR倉吉駅から徒歩

8分　◇園長／村島 満

ひかり幼稚園
［幼稚園］　［ (学)ひかり幼稚園］〒680-0941　鳥取県鳥取

市湖山町北3-405　Tel&Fax.0857-28-3101　◇JR鳥取大

学前駅から徒歩7分　◇園長／久野 芳枝

【HP】http://hb7.seikyou.ne.jp/home/Hikari.Youchien/

【E-Mail】Hikari.Youchien@mb7.seikyou.ne.jp

めぐみ保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団倉吉教会］〒682-0824　鳥

取県倉吉市仲ノ町742-2　Tel.0858-22-3488 Fax.0858-48-

0230　◇創立／1954年　◇園長／高橋 恵　◇特色／キ

リスト教保育です。ハンドベル、トーンチャイム、リトミ

ックによる音感・表現活動に重点を置いています。
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2011　◇JR青谷駅から徒歩15分　◇創立／1902年（7人）　  

◇山田 忠義

イエス・キリスト鳥取希望教会［単立／独立］

〒680-0934　鳥取市徳尾58-13　Tel.0857-21-3663 Fax. 

0857-29-9948　◇JR鳥取駅からバス「徳尾」停、徒歩1分　  

◇創立／1987年（45人）　◇増田 正道　◇礼拝／10:30　

◇テレホン／0857-27-3237(未信者向け)、0857-29-

7582(クリスチャン向け)　◇特色／地方にあっても、元気

の出る教会を目指しています｡明るい教会の雰囲気がモッ

トーです｡

【HP】http://t-kibou.com/

【E-Mail】thc@t-kibou.com

インマヌエル鳥取キリスト教会［IGM］

〒680-0001　鳥取市浜坂255-3　Tel&Fax.0857-26-1028　  

◇JR鳥取駅からバス「覚寺」停、徒歩5分　◇創立／

1965年（15人）　◇松本 多真江　◇礼拝／10:30　◇特色

／日曜日第4聖日午後1時30分から伝道会。水曜日午後7時

から祈祷会。

倉敷聖約キリスト教会鳥取集会［聖約］

〒680-0945　鳥取市湖山町南3-118-5 田澤マンションA-1　  

Tel.090-2866-3006　◇JR湖山駅から徒歩20分［連絡先：

大村 裕康　〒710-0005　岡山県倉敷市西岡1165-9 倉敷

聖約キリスト教会 Tel.086-422-2490］　◇創立／1994年（8

人）　◇大村 裕康　◇礼拝／10:30,11:00(第2主日)　◇特

色／小さな群れですが、アットホームな交わりがなされて

います。毎週日曜日の礼拝と月1回の集会が持たれます。

【HP】http://www.seiyaku.jp/kurashiki/

湖山教会［日基教団］

〒680-0941　鳥取市湖山町北3-403　Tel.0857-28-0554 

Fax.0857-28-0711　◇JR鳥取大学前駅から徒歩7分　◇

創立／1950年（79人）　◇岩河 敏宏

TLCCC恵みの御座鳥取教会［主の十字架］

Tel.086-244-1406　◇礼拝・集会場所などはお問い合わ

せください［連絡先：ゼルバベル 村上　〒700-0927　岡

山県岡山市北区西古松238-130-C106］　◇創立／2000年　  

◇ゼルバベル 村上、村上 佳枝　◇礼拝／10:00

【HP】http://users.astone.co.jp/tlccc-okayama/tottori01.htm

鳥取開拓＝とっとりビーチ・チャーチ［アッセ

ンブリー］

〒680-0941　鳥取市湖山町北2-777　Tel&Fax.0857-28-

9001　◇鳥取大学前から徒歩5分　◇創立／1997年（7人）　  

◇礼拝／10:30　◇特色／第2・4木曜午後7時30分からゴ

スペルをやっています。

【HP】http://www.geocities.jp/tbgospelchoir/tbc.html

【E-Mail】tottori_beach_church@yahoo.co.jp

鳥取教会［日基教団］

〒680-0022　鳥取市西町1-425　Tel.0857-23-1388 Fax. 

0857-23-1841　◇JR鳥取駅からバス「県庁前」停、徒歩3

分　◇創立／1890年（153人）　◇橋原 正彦　◇礼拝／

10:30　◇特色／主日礼拝、入門講座、教会学校、祈祷会、

婦人会、壮年会、青年会等、バザー等の行事も盛んに行

っている。

【HP】http://www.tottori-church.info/

創立／1979年（16人）　◇河口 秀　◇礼拝／14:00

倉吉教会［日基教団］

〒682-0824　倉吉市仲ノ町742-2　Tel.0858-48-0220 Fax. 

0858-48-0230　◇JR倉吉駅からバス「裁判所前」停、徒

歩2分　◇創立／1889年（44人）　◇高橋 英美　◇礼拝

／10:10

倉吉キリスト教会本部［単立／独立］

〒682-0006　倉吉市井手畑135　Tel.0858-48-3200 Fax. 

0858-26-4000　◇創立／1963年　◇大塩 廣幸

【HP】http://www.apionet.or.jp/~chapel/

【E-Mail】chapel@apionet.or.jp

倉吉キリスト恵み教会［単立／独立］

〒682-0804　倉吉市東昭和町83-1　Tel&Fax.0858-23-

4570　◇JR倉吉駅からバス15分　◇創立／1989年（10

人）　◇河田 哲也、福田 浩二　◇礼拝／10:30

倉吉福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒682-0023　倉吉市山根679　Tel&Fax.0858-26-1727　

◇JR倉吉駅から徒歩15分　◇勝原 忠明、宇山 正利

倉吉復活キリスト教会［単立／独立］

〒682-0873　倉吉市東岩倉町2276　Tel&Fax.0858-22-

4697　◇JR倉吉駅からバス「新町」停　◇創立／1898年

（26人）　◇髙多 彬臣

境港市 Sakaiminato-shi

境復活教会［聖公会］

〒684-0026　境港市末広町27　Fax.0859-42-2040　◇JR

境港駅　◇創立／1898年（5人）　◇上原 信幸　◇礼拝

／15:00(第1･第3)

境港教会［日基教団］

〒684-0041　境港市中野町5573　Tel&Fax.0859-44-2575　  

◇JR上道駅から徒歩5分　◇創立／1955年（42人）　◇長

谷川 渉　◇礼拝／10:30

境港キリスト教会［アッセンブリー］

〒684-0022　境港市明治町90-1　Tel&Fax.0859-44-1884　  

◇JR境港駅から徒歩5分　◇長谷川 光代、長谷川 忠幸、

長谷川 律子

美保キリスト教会［単立／独立］

〒684-0054　境港市財ノ木町656-31　Tel&Fax.0859-45-

3663　◇JR米子空港駅から徒歩5分　◇創立／1953年（35

人）　◇宮脇 弘、宮脇 幸子　◇礼拝／10:30　◇特色／

アシュラム運動にかかわり(山陰アシュラム実行委員長)、

山陰アシュラムを毎年開催。毎月第1金曜日アシュラム祈

祷会。

【E-Mail】hmbrahms@do4.enjoy.ne.jp

鳥取市 Tottori-shi

青谷教会［日基教団］

〒689-0501　鳥取市青谷町青谷3815　Tel&Fax.0857-85-
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鳥取復活教会［アドベント］

〒680-1131　鳥取市馬場57-3　Tel.090-7134-9316　◇JR

津ノ井駅　◇佐藤 勝徳

用瀬教会［日基教団］

〒689-1211　鳥取市用瀬町別府字浜田124-7　Tel&Fax. 

0858-87-2982　◇JR用瀬駅から徒歩15分　◇創立／1927

年（22人）　◇葉 以潔、国岡 スーメリー なつみ　◇礼拝

／10:30

【E-Mail】P73492982@fem.dion.ne.jp

米子市 Yonago-shi

21世紀イエス・キリスト米子シオン教会［友

愛グループ］

〒683-0801　米子市新開6-10-10　Tel&Fax.0859-31-2234　  

◇JR米子駅から車で20分　◇崔 英蘭

Ｕチャペル米子［単立／独立］

〒683-0014　米子市永江1029 かわた2F　Tel.0859-24-

3475 Fax.0858-26-4000　◇JR米子駅から車で10分、永江

団地内　◇創立／2004年　◇大塩 廣幸

米子教会［聖イエス会］

〒683-0854　米子市彦名町2606-1　Tel.0859-24-0070　

◇山根 真理

米子教会［日基教団］

〒683-0802　米子市東福原5-5-5　Tel&Fax.0859-22-9771　  

◇JR米子駅からバス「天満屋前」停、徒歩5分　◇創立／

1909年（91人）　◇八束 潤一、森 浩　◇礼拝／10:10

米子キリスト教会［福音教会連合］

〒683-0037　米子市昭和町54-3　Tel&Fax.0859-33-6760　  

◇JR米子駅から徒歩10分　◇創立／1909年（44人）　◇

倉賀野 攻　◇礼拝／10:30

米子新生教会［単立／独立］

〒683-0852　米子市河崎3014-1　Tel&Fax.0859-24-4524　  

◇JR河崎口駅から徒歩10分　◇小山 千晶　◇礼拝／

10:30

米子聖ニコラス教会［聖公会］

〒683-0846　米子市安倍72-2　Tel.0859-29-8465 Fax. 

0859-29-8478　◇JR米子駅　◇創立／1908年（72人）　

◇上原 信幸

米子伝道所＝米子栄光キリスト教会［ナザレ

ン］

〒689-3545　米子市吉岡351-4　Tel&Fax.0859-27-4908　  

◇JR白耆大山駅から徒歩20分　◇創立／2002年（30人）　

◇関谷 信生　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.geocities.jp/yonago_eikou_christ/

【E-Mail】yonagoeikoukirisuto@ybb.ne.jp

米子伝道所＝米子東教会［日キ教会］

〒683-0006　米子市車尾3-7-7　Tel&Fax.0859-34-9683　  

◇JR東山公園駅から徒歩10分［連絡先：山本 清　〒683-

0006　鳥取県米子市車尾3-7-6 Tel.0859-37-6133］　◇創

鳥取キリスト教会Ｕチャペル［単立／独立］

〒680-0947　鳥取市湖山町西2-305　Tel&Fax.0857-28-

4088　◇JR鳥取大学前駅から西へ徒歩8分［連絡先：河

原 良治　〒680-1171　鳥取県鳥取市本高85 Tel.080-

5610-2855］　◇河原 良治　◇礼拝／11:00　◇特色／英

語通訳付(礼拝)、英語教室(グローリーイングリッシュ)

PM1時〜2時、子ども礼拝10時〜11時。

【E-Mail】ryoooji@inabapyonpyon.jp

鳥取クリスチャンの集い［CCNZ日本］

［集会のみ］さざんか会館　◇JR鳥取駅から南へ徒歩5分　  

◇創立／1991年　◇稲本 登　◇礼拝／11:00　◇特色／

お問合せ先は大阪教会へ(〒565-0836大阪府吹田市佐井寺

4-53-3 Tel:06-6387-8178)。

【E-Mail】tottori@ccnz.jp

鳥取新生教会［日基教団］

〒680-0062　鳥取市吉方町2-457　Tel&Fax.0857-22-

6070　◇JR鳥取駅から車3分　◇創立／1909年（7人）　

◇山田 忠義　◇礼拝／10:30

鳥取信和教会［日基教団］

〒680-0841　鳥取市吉方温泉3-604　Tel&Fax.0857-23-

3058　◇JR鳥取駅から徒歩15分　◇創立／1955年（31人）　  

◇廣田 崇示　◇礼拝／10:00　◇特色／毎月最終の主日

礼拝を招待礼拝と名づけ、新来会者を対象とした「分か

りやすい聖書の話」を行なっております｡

鳥取聖書教会［同盟基督］

〒680-0001　鳥取市浜坂8-5-1　Tel.0857-21-1736 Fax. 

0857-21-1741　◇JR鳥取駅からバス「十六本松」停(終点)、

徒歩1分　◇創立／1993年（5人）　◇中井 堯、中井 史子　

◇礼拝／10:30,19:00　◇テレホン／0857-21-9129

【HP】http://nagosui.org/Toseisho/

【E-Mail】toseisho@beige.plala.or.jp

鳥取聖ルカ教会［聖公会］

〒680-0007　鳥取市湯所町2-503　Tel&Fax.0857-22-

3233　◇バス「湯所」停、徒歩5分　◇創立／1957年（22

人）　◇上原 信幸　◇礼拝／10:00

鳥取伝道所［東洋ローア］

〒680-0846　鳥取市扇町21 県民ふれあい会館(郵便物の

差出不可)　◇JR鳥取駅から徒歩5分［連絡先：東洋ローア・

キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町

大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1982年（23

人）　◇和田 都代三　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　

◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書のお話は手

話で行われます。音声への通訳はありません。

鳥取バプテスト教会［バプ連盟］

〒680-0011　鳥取市東町3-151　Tel&Fax.0857-22-6531　  

◇JR鳥取駅からバス「西町3丁目」停　◇戸川 幸子

鳥取福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒680-0046　鳥取市元大工町46　Tel&Fax.0857-22-3265　  

◇JR鳥取駅からバス5分「本通1丁目」停　◇創立／1951

年（94人）　◇勝原 忠明、吉田 聖示　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/toriruth2000/

【E-Mail】toriruth@estate.ocn.ne.jp



鳥
取
県

中
国
・
四
国
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

609
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

東伯郡 Tohaku-gun

赤碕アドベント・キリスト教会(伝)［アドベント］

〒689-2501　東伯郡琴浦町赤碕1851-9　◇JR赤碕駅から

徒歩5分　◇創立／1955年（10人）　◇礼拝／10:00

倉吉キリスト教会Ｕチャペル［単立／独立］

〒689-2105　東伯郡北栄町下神200　Tel.0858-48-3200 

Fax.0858-26-4000　◇JR下北条駅前　◇創立／1973年

（99人）　◇大塩 廣幸　◇礼拝／10:30　◇外国語／英

語　◇特色／中国伝道を視野に入れて・・・。

由良キリスト教会［アドベント］

〒689-2221　東伯郡北栄町由良宿1632-4　Tel&Fax. 

0858-37-3804　◇JR由良駅から徒歩10分　◇創立／1950

年（25人）　◇河口 秀、山崎 正一　◇礼拝／10:00　◇

特色／日曜日の礼拝を中心にし、それぞれの生活の中での

信仰を大切にしていきます。

日野郡 Hino-gun

江尾キリスト教会［福音教会連合］

〒689-4401　日野郡江府町江尾2110　Tel&Fax.0859-75-

3909　◇JR江尾駅から徒歩2分［連絡先：稲田 敏朗　〒

683-0017　鳥取県米子市宗像451-9 Tel.0859-26-2172］　

◇創立／1930年　◇稲田 敏朗　◇礼拝／10:30　◇特色

／鳥取県西部の山間にある田舎の小さな教会です｡車窓か

らもよく見えます。

日野教会［日基教団］

〒689-5131　日野郡日野町黒坂1868　Tel.0859-74-0237　  

◇JR黒坂駅から徒歩5分　◇創立／1950年（7人）　◇八

束 潤一

八頭郡 Yazu-gun

八頭教会［日基教団］

〒680-0463　八頭郡八頭町宮谷224-1　Tel.0858-72-0075 

Fax.0858-73-0149　◇JR郡家駅から徒歩10分　◇創立／

1932年（44人）　◇山口 收

立／1992年（18人）　◇山本 清　◇礼拝／10:30　◇特

色／聖書を通して語られる神の御言葉にしっかりと耳を傾

ける教会です。家庭的な雰囲気があります。

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~yonago-e-church/

米子錦町教会［日基教団］

〒683-0811　米子市錦町1-6　Tel&Fax.0859-22-9071　

◇JR米子駅からバス5分「公会堂前」停　◇創立／1934

年（55人）　◇川崎 善三

米子日本基督会［基督会］

〒683-0845　米子市旗ヶ崎1-23-9　Tel&Fax.0859-33-

1720　◇バス「米子自動車学校前」停、徒歩5分　◇創

立／1949年（23人）　◇大場 秀明　◇特色／主イエスに

在って主イエスに祈る。

米子福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒683-0842　米子市三本松1-2-27　Tel.0859-33-2757 

Fax.0859-33-2761　◇JR米子駅から車10分　◇創立／

1964年（90人）　◇松村 秀樹、松村 緑、高平 佳子　◇

礼拝／10:45,14:00,20:00　◇特色／元気で明るい教会で

す。MEBIG(子ども礼拝)は8時45分から。14時の礼拝は若

い人が多いです。

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~ymebig/

【E-Mail】matsumura@wjelc.or.jp

米子復活教会［アドベント］

〒683-0802　米子市東福原3-1-30　Tel&Fax.0859-22-

9571　◇バス「天満屋前」停、徒歩3分　◇創立／1960

年（63人）　◇佐藤 勝徳　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜

日午後2時から聖書研究会、夜8時から祈祷会。2008年1月

より鳥取市馬場で開拓伝道を開始。

岩美郡 Iwami-gun

浦富伝道所［西日本ルーテル］

〒681-0003　岩美郡岩美町浦富1868-3　Tel.0857-73-

1560　◇勝原 忠明

西伯郡 Saihaku-gun

西伯法勝寺教会［日基教団］

〒683-0351　西伯郡南部町法勝寺441-1　Tel&Fax.0859-

66-3450　◇JR米子駅からバス「法勝寺中」停、徒歩3分　  

◇創立／1947年（9人）　◇麻生 統一　◇礼拝／10:30　

◇特色／2007年は、私どもの教会の創立60周年記念式典

を共にお祝いしていただき、心から感謝しています。
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島根県──地域の宣教資料

　宣教人国記：イギリス教会宣教会の宣教師Ｈ・エヴ

ィントンは1879年（明治12）、大阪に聖公会の講義所

を設立。その後、山陰伝道を志し、1882年（明治15）

に馬や山籠を乗り継ぎ山陽地方から中国山脈を越えて

江津、浜田で伝道した。同時期に日本基督一致教会で

は、森山準一郎が山口から津和野に出張して伝道して

いる。1885年（明治18）にエヴィントンは、松江で毎

晩600人を超える会衆を集めて数日間、伝道説教した。

1888（明治21）年に日本聖公会松江伝道所が最初の教

会として設立された。ついで1892年（明治25）には津

和野に日本基督教会が設立、また松江には英国の宣教

師Ｂ・Ｆ・バックストンが着任した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【出雲市】出雲市、平田市、簸川郡佐田町･多伎町･湖陵

町･大社町。【大田市】大田市、邇摩郡温泉津町・仁摩町。

【江津市】邑智郡桜江町。【雲南市】大原郡大東町・加

茂町・木次町、飯石郡三刀屋町・吉田村・掛合町。【浜

田市】浜田市、那賀郡金城町・旭町・弥栄村・三隅町。

【益田市】美濃郡美都町・匹見町。【松江市】松江市、

八束郡鹿島町・島根町・美保関町・八雲村・玉湯町・

宍道町・八束町。【安来市】安来市、能義郡広瀬町・

伯太町。【飯石郡飯南町】頓原町・赤来町。【邑智郡美

郷町】邑智町・大和村。【邑智郡邑南町】羽須美村・

瑞穂町・石見町。【隠岐郡隠岐の島町】西郷町・布施村・

五箇村・都万村。【鹿足郡津和野町】津和野町・日原町。

【鹿足郡吉賀町】柿木村・六日市町。【仁多郡奥出雲町】

仁多町・横田町。

 中 国 ・ 四 国 地 方 島 根 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

島 根 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   S h i m a n e 　

シオン子どもの家
［学童保育］〒684-0302　島根県隠岐郡西ノ島町別府149-

9 シオン保育園内　Tel.08514-7-8411 Fax.08514-7-8540　  

◇隠岐汽船別府港から徒歩10分

シオン保育園
［保育園］　［(福)シオンの園］〒684-0302　島根県隠岐郡

西ノ島町別府149-9　Tel.08514-7-8411 Fax.08514-7-

8540　◇隠岐汽船「別府港」から徒歩10分　◇創立／

1962年　◇園長／大野 光信　◇特色／だれもがのんびり

すごすことのできる場所であることを願っています。

松徳幼稚園
［カトリック幼稚園］　［松徳学院］〒690-0015　島根県松

江市上乃木1-12-24　Tel&Fax.0852-22-0750　◇JR松江

駅南口から車10分　◇創立／1959年　◇理事長／梶田 

叡一、園長／金津 あや子　◇特色／桜の名所でもある床

几山、自然に囲まれ、松江市内が一望できる広々とした環

境に幼稚園があります。

　文書伝道支援

吉報文庫
［教会文書の発行］〒698-0002　島根県益田市下本郷町

916　Tel.0856-23-3273 Fax.0856-25-7550　◇創立／

2001年　◇代表／西坂 綾子　◇特色／1.専門学校教材誌

掲載中。2.時代の反映と平和の思想。3.神の国宣教の礎石

となりえる提言。

　幼稚園・保育園・学童

愛恵保育園
［保育園］　［(福)恵泉会］〒690-0011　島根県松江市東津

田町557-1　Tel.0852-22-2921 Fax.0852-22-2933　◇JR松

江駅から車5分　◇創立／1969年　◇理事長／西村 清、

園長／南場 安正　◇特色／「神の愛と恵を郷土に産れい

づる全ての幼児及び…人々に頒たんためその奉仕の場た

る愛恵」起工式宣言文より。
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出雲市	 Izumo-shi

出雲今市教会［日キ教会］

〒693-0001　出雲市今市町1203-1　Tel&Fax.0853-21-

2476　◇JR出雲市駅から徒歩10分　◇創立／1933年（33

人）　◇松浦 治　◇礼拝／10:30　◇特色／出雲市でいち

ばん古い教会です。

出雲教会［ナザレン］

〒693-0002　出雲市今市町北本町2-9-8　Tel&Fax.0853-

21-1521　◇JR出雲市駅から徒歩20分　◇創立／1946年

（58人）　◇永野 建一　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.nazarene.or.jp/izumo/

出雲のぞみ伝道所＝出雲のぞみ教会(伝)［日

基教団］

〒693-0071　出雲市稲岡町7-6　Tel&Fax.0853-22-0444　  

◇一畑電鉄武志駅から徒歩5分　◇創立／1962年（17人）　  

◇齊藤 善子　◇礼拝／10:30　◇特色／子どもと大人の

礼拝/10：00。木曜日午後2時30分から祈りの会。毎月第2

火曜日に、隣接する大田市にて大田集会。

出雲福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒693-0054　出雲市浜町494-3　Tel.0853-22-4693 Fax. 

0853-25-2019　◇JR出雲市駅　◇創立／1973年（126人）　  

◇前川 隆一　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／赤ちゃんか

ら高齢者の方までどなたでも歓迎します。お茶またはおそ

ばでおもてなしします。

【HP】http://www.wjelc.or.jp/churchlist/izumo.htm

【E-Mail】izumo-lutheran@sky.plala.or.jp

出雲南教会＝みなみちゃぺる［ナザレン］

〒693-0021　出雲市塩冶町高西1774-2　Tel&Fax.0853-

21-4626　◇JR出雲市駅から徒歩10分　◇創立／1959年

（62人）　◇木坂 聖一　◇礼拝／10:15

久村教会［ナザレン］

〒699-0901　出雲市多伎町久村298-1　Tel&Fax.0853-86-

3657　◇バス「教会入口」停、徒歩2分　◇創立／1950

年（28人）　◇山路 進　◇礼拝／10:00　◇テレホン／

048-966-1979

【E-Mail】kumura@lily.ocn.ne.jp

平田キリスト教会［単立／独立］

〒691-0031　出雲市東福町610　Tel.0853-63-3834　◇一

畑電鉄平田駅から車5分　◇創立／1979年　◇楫 直樹、

楫 ひろみ　◇礼拝／10:30

松江福音教会出雲伝道所［シオン宣教団］

〒693-0004　出雲市渡橋町1218 木村方　Tel.0853-23-

1006 Fax.0853-24-2237　◇出雲市駅から徒歩15分　◇松

本 光弘　◇礼拝／16:00

雲南市	 Unnan-shi

加茂キリスト教会［アライアンス］

〒699-1106　雲南市加茂町加茂中1019-4　Tel.0854-49-

7184　◇JR加茂駅から徒歩5分［連絡先：飴矢 誠記　〒

690-0825　島根県松江市学園1-16-8 松江東キリスト教会 

Tel.0852-22-0119］　◇創立／1929年（16人）　◇飴矢 誠

島 根 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   S i m a n e

【HP】http://www.shotoku-kindergarten.jp/

益田天使幼稚園
［カトリック幼稚園］　［島根信望愛学園］〒698-0042　島

根県益田市中吉田町269-1　Tel&Fax.0856-22-1477　◇

JR益田駅から徒歩10分　◇創立／1965年　◇理事長／ヴ

ィタリ・ドメニコ、園長／キリストバル・バリョヌエボ　

◇特色／創立以来キリスト教の精神に基づいて一貫した

教育を行っています。

【E-Mail】matenshi@hyper.ocn.ne.jp

松江暁の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒690-0886　島根県松江市母衣町47　

Tel.0852-25-7105 Fax.0852-25-7107

安来保育園
［保育園］　［(福)ベテル］〒692-0011　島根県安来市安来

町1129　Tel.0854-22-2496 Fax.0854-22-2099　◇JR安来

駅から徒歩8分　◇創立／2001年　◇理事長・園長／金

子 健　◇特色／お父様、お母様への感謝への気持ちを身

につけ「神と人とに愛される子どもになりますように」を

合言葉としています。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/yasugi/

【E-Mail】bethel-1@biue.email.ne.jp

夕日ケ丘聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［イエズス会］〒697-0027　島根県

浜田市殿町55-1　Tel.0855-22-3328 Fax.0855-22-3340　

◇JR浜田駅からバス5分　◇創立／1958年　◇理事長・

園長／佐々木 良晴　◇特色／園庭だけでなく近くの山や

海に足を延ばして自然を満喫し、神のふところの中で祈り

遊ぶ子供たちです。
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浜田キリスト教会［福音教会連合］

〒697-0033　浜田市朝日町42-1　Tel.0855-22-3818　◇

JR浜田駅から徒歩10分　◇創立／1928年（27人）　◇中

島 恵美　◇礼拝／10:15

浜田基督教会［聖公会］

〒697-0022　浜田市浅井町260　Tel.0855-22-3282　◇JR

浜田駅　◇創立／1898年（34人）　◇平野 一郎

益田市 Masuda-shi

シオン教会益田礼拝所［福音ルーテル］

〒698-0033　益田市元町20-9　Tel&Fax.0856-22-1712　

◇JR益田駅から徒歩5分　◇創立／1957年（40人）　◇木

下 理、室原 康志　◇礼拝／14:00(木)

【E-Mail】lut-mas@mrh.biglobe.ne.jp

西日本基督独立教会［単立／独立］

〒698-0002　益田市下本郷町916　Tel.0856-23-3273 Fax. 

0856-25-7550　◇JR益田駅からバス「運動公園」停、順

天堂本社裏側　◇創立／1963年　◇西坂 徳家　◇礼拝

／9:00　◇特色／布教許可の大友義隆姉吉見正頼室、正

頼姉同族竹内豊後守室。吉見庶流竹内から西坂に嫁し授

洗→牧師招聘。

益田教会［日基教団］

〒698-0021　益田市幸町4-54　Tel&Fax.0856-22-5250　

◇JR益田駅　◇創立／1946年（54人）　◇東島 勇人

益田福音教会［福音教会連合］

〒698-0001　益田市久城町786-2　Tel&Fax.0856-22-

1723　◇JR益田駅からバス「みやこ団地」停、徒歩2分　

◇創立／1977年（13人）　◇中島 政幸　◇礼拝／10:30

松江市 Matsue-shi

秋鹿教会［日基教団］

〒690-0263　松江市大垣町1766-8　Tel&Fax.0852-88-

2729　◇一畑電鉄高ノ宮駅から徒歩3分　◇創立／1946

年（26人）　◇今井 靖清　◇礼拝／10:30　◇特色／教会

学校は9時15分から、礼拝前に行っています。

【HP】http://www2.plala.or.jp/AIKACH/

【E-Mail】aikach@khaki.plala.or.jp

アッセンブリー松江福音伝道所＝松江ゴス
ペルチャーチ［アッセンブリー］

〒690-0823　松江市西川津町722-2 1号棟101　Tel&Fax. 

0852-22-7794　◇JR松江駅から車10分　◇創立／1999年

（20人）　◇生武 嗣幸、生武 由香　◇礼拝／10:15　◇特

色／松江市内のビルで礼拝を行っています。キッズクラブ

やプレイズ！愛餐会。詳細はホームページで！

【HP】http://www2.odn.ne.jp/~haf11090/

【E-Mail】tsugu-i@ams.odn.ne.jp

インマヌエル松江キリスト教会［IGM］

〒690-0011　松江市東津田町556　Tel&Fax.0852-23-

4484　◇JR松江駅から車10分　◇創立／1971年（31人）　

◇南場 安正、南場 佳美　◇礼拝／10:30

記　◇礼拝／13:30　◇特色／毎月、第1・第3・第5日曜日

に礼拝をしています。

木次教会［ナザレン］

〒699-1311　雲南市木次町里方602-2　Tel&Fax.0854-

42-0548　◇JR木次駅から徒歩20分　◇創立／1946年（23

人）　◇木坂 聖一　◇礼拝／10:30

木次日本基督会［基督会］

〒699-1332　雲南市木次町木次702-3　Tel.0854-42-0096　  

◇JR木次駅から徒歩20分　◇創立／1951年（8人）　◇福

間 博利

大東キリスト教会［アライアンス］

〒699-1251　雲南市大東町大東1576-4　◇JR大東駅から

徒歩15分［連絡先：飴矢 誠記　〒690-0825　島根県松江

市学園1-16-8 松江東キリスト教会 Tel.0852-22-0119］　◇

創立／1930年（15人）　◇飴矢 誠記　◇礼拝／13:30　

◇特色／毎月、第2・第4日曜日に礼拝をしています。

大田市 Oda-shi

大田福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒694-0064　大田市大田町大田イ274　Tel&Fax.0854-

82-0657　◇JR大田市駅から徒歩3分　◇創立／1951年

（67人）　◇深尾 吉照　◇礼拝／10:30,20:00　◇特色／水

曜日午後1時30分から祈祷会。ベテル聖研を月2回開講。

【HP】http://oda.sekl.fi

【E-Mail】oda-elc@wjelc.or.jp

仁摩福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒699-2301　大田市仁摩町仁万1318-46　Tel&Fax.0854-

88-3976　◇JR仁万駅から徒歩20分　◇創立／1984年（24

人）　◇前川 隆一、オペルード，Ｋ　◇礼拝／10:30　◇

特色／英会話教室(大人と小学生クラス)。点字聖書。

江津市 Goutsu-shi

江津教会［基督兄弟団］

〒695-0016　江津市嘉久志町2306-75　Tel&Fax.0855-

52-0221　◇JR江津駅から徒歩10分　◇創立／1931年（36

人）　◇畑中 孝三、豊田 満津江、瀬戸 重樹　◇礼拝／

10:00

浜田市 Hamada-shi

インマヌエル浜田キリスト教会［IGM］

〒697-0023　浜田市長沢町129-1　Tel&Fax.0855-22-4815　  

◇JR浜田駅からバス8分「長沢」停、徒歩3分　◇創立／

1965年（48人）　◇山本 剛、山本 厚子　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜日の子供たちの教会学校のほかに、

土曜日午前10時30分より「のびのびクラブ」という子供の

集会をしています。

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~god/

【E-Mail】tuyosi-y@f6.dion.ne.jp
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0119　◇JR松江駅北口から徒歩25分　◇創立／1953年

（31人）　◇飴矢 誠記　◇礼拝／10:15

松江福音教会［シオン宣教団］

〒690-0001　松江市東朝日町210-1 あさひビル3F　Tel& 

Fax.0852-31-9368　◇JR松江駅から徒歩15分　◇創立／

1989年（60人）　◇松本 光弘、松本 まゆ子、福代 浩美　

◇礼拝／11:00　◇特色／喜びあふれる賛美を捧げる礼拝

とアットホームな交わり。火曜夜は聖書の学びと祈り会、

木曜朝は婦人集会です。

【E-Mail】BQZ02666@nifty.com

松江福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒690-0875　松江市外中原町117　Tel&Fax.0852-21-

5618　◇バス「月照寺入口」停すぐ　◇創立／1950年（80

人）　◇梶西 昭男　◇礼拝／10:00　◇特色／礼拝は、簡

素な形式の中に福音の喜ばしき声が響いています。家庭

集会も盛ん。

【HP】http://www.geocities.jp/matsue_wjelc/

【E-Mail】matsue_wjelc@ybb.ne.jp

安来市 Yasugi-shi

荒島福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒692-0007　安来市荒島町1851-19　Tel&Fax.0854-28-

8410　◇JR荒島駅から徒歩5分　◇創立／1953年（76人）　  

◇岡崎 茂　◇礼拝／10:30,20:00

【HP】http://arashima.sekl.fi/

【E-Mail】wjelc-arashima-church@mail.goo.ne.jp

広瀬基督教会［聖公会］

〒692-0404　安来市広瀬916　◇JR安来駅　◇創立／

1885年（6人）　◇中村 豊

安来教会［日基教団］

〒692-0011　安来市安来町1129　Tel.0854-22-2496 Fax. 

0854-22-2099　◇JR安来駅から徒歩8分　◇創立／1947

年（12人）　◇宗 保子　◇礼拝／10:30　◇特色／神の家

族−保育園を支援し共に福音にあずかることをめざす教

会。みんなが神の家族になろう！

【E-Mail】bethel-1@blue.ocn.ne.jp

邑智郡 Ochi-gun

川本教会［イエス・キリスト］

〒696-0001　邑智郡川本町川本469-2　Tel&Fax.0855-72-

0097　◇JR川本駅から徒歩10分　◇創立／1989年（31人）　  

◇高橋 虎夫、高橋 町子

川本教会沢谷伝道所［イエス・キリスト］

〒699-4711　邑智郡美郷町千原90-1　◇JR沢谷駅から徒

歩10分　◇創立／1949年（8人）　◇高橋 虎夫

川本キリスト恵み教会［単立／独立］

〒696-0003　邑智郡川本町因原429　Tel&Fax.0855-72-

2981　◇JR因原駅から徒歩3分　◇創立／1997年（11人）　  

◇遠藤 一志　◇礼拝／10:00　◇特色／聖書を唯一の権

威とし、地獄、十字架の贖い、復活を率直に語る教会です。

松江北堀教会［日基教団］

〒690-0888　松江市北堀町92　Tel&Fax.0852-21-1822　

◇JR松江駅からバス10分　◇創立／1932年（56人）　◇

井上 理　◇礼拝／10:30,20:00　◇特色／子どもや親子、

高齢者を大切に、朝夕三回の礼拝。別館利用で地域密着

型の教会形成。とにかく喜ぶ、楽しい！

【HP】http://www.megaegg.ne.jp/~matue/

松江教会［ナザレン］

〒690-0001　松江市東朝日町93　Tel.0852-21-3053　◇

関谷 信生

松江教会［福音ルーテル］

〒690-0826　松江市学園南1-3-17　Tel&Fax.086-803-

3613　◇JR松江駅から徒歩10分　◇創立／1963年（30人）　  

◇高村 敏浩　◇礼拝／10:30(土)

【HP】http://www.geocities.jp/jelcpastor/matsue

【E-Mail】paster-matsue@jelc.or.jp

松江教会［日基教団］

〒690-0873　松江市内中原町235-3　Tel&Fax.0852-21-

7717　◇JR松江駅からバス「内中原小学校前」停、徒歩

5分　◇創立／1909年（40人）　◇宗 盛興、宗 保子　◇

礼拝／10:20

松江基督教会［聖公会］

〒690-0887　松江市殿町273　Tel&Fax.0852-22-3063　

◇JR松江駅から車10分　◇創立／1886年（27人）　◇中

村 豊　◇礼拝／10:30

松江古志原教会［日基教団］

〒690-0012　松江市古志原5-2-31　Tel.0852-27-0747 

Fax.0852-25-1508　◇JR松江駅からバス「富原」停、徒

歩3分　◇創立／1946年（21人）　◇鎌野 真　◇礼拝／

10:00　◇特色／「祈る教会、伝道する教会、地域に仕え

る教会」を、めざしています。

松江聖書バプテスト教会＝亀岡聖書バプテ
スト教会伝道所［JBBF］

〒690-0884　松江市南田町124-106　Tel&Fax.0852-25-

2454　◇JR松江駅北口から徒歩10分　◇創立／2006年（3

人）　◇柳谷 徹　◇礼拝／10:45,15:00　◇特色／聖書信

仰に固く立った根本主義と言われるグループの教会です。

主にある交わりを大切にする教会です。

【E-Mail】matue-bbc@hotmail.co.jp

松江日本基督会［基督会］

〒690-0017　松江市西津田8-19-6　Tel&Fax.0852-25-

1603　◇JR松江駅から徒歩15分［連絡先：山下 晴久　〒

690-0883　島根県松江市北田町5-4 Tel.0852-23-5322］　

◇創立／1953年（20人）　◇山下 晴久、永澤 良典　◇礼

拝／10:45　◇いのち／0852-25-1603　◇特色／祈りの対

象者は主イエス。毎月第2第4土曜日の午後聖書研究会。

松江バプテスト教会［バプ連盟］

〒690-0001　松江市東朝日町9　Tel.0852-21-6809　◇斎

木 郷次　◇礼拝／7:30,10:00

松江東キリスト教会［アライアンス］

〒690-0825　松江市学園1-16-8　Tel&Fax.0852-22-



島
根
県

中
国
・
四
国
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

615
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

津和野教会［日基教団］

〒699-5600　鹿足郡津和野町大字後田ロ370　Tel&Fax. 

0856-72-0629　◇JR津和野駅から徒歩8分　◇創立／

1891年

仁多郡 Nita-gun

横田相愛教会［日基教団］

〒699-1832　仁多郡奥出雲町横田924　Tel&Fax.0854-

52-1281　◇JR出雲横田駅から徒歩3分　◇創立／1946年

（19人）　◇西間木 公孝　◇礼拝／10:30

簸川郡 Hikawa-gun

出雲教会＝出雲エシュルン教会［ホーリネス］

〒699-0502　簸川郡斐川町大字荘原町3083　Tel&Fax. 

0853-72-6177　◇JR荘原駅から徒歩15分　◇創立／1953

年　◇渡辺 説子　◇礼拝／10:15

【E-Mail】izumo-ch@hb.tp1.jp

異端に関する相談も受付けます。

【E-Mail】end1183@yahoo.co.jp

隠岐郡 Oki-gun

隠岐教会［日基教団］

〒684-0302　隠岐郡西ノ島町別府205-7　Tel.08514-7-

8666 Fax.08514-7-8540　◇隠岐汽船別府港　◇創立／

1958年（31人）　◇大野 光信、大野 萠子、宮田 征　◇

礼拝／10:00

隠岐教会西郷会堂［日基教団］

〒685-0017　隠岐郡隠岐の島町下西799-4　Tel.08512-2-

6014　◇大野 光信

西ノ島神栄教会［聖イエス会］

〒684-0211　隠岐郡西ノ島町浦郷726-2　Tel.08514-6-

1710　◇小魚 隆子

鹿足郡 Kanoashi-gun

シオン教会六日市チャペル［福音ルーテル］

〒699-5513　鹿足郡吉賀町六日市833 友貞プリント内　

Tel.0856-77-0193　◇JR岩国駅　◇創立／1955年（7人）　

◇木下 理、室原 康志　◇礼拝／20:00(水)
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岡山県──地域の宣教資料

　宣教人国記：わが国の監獄改良運動に尽力した牧師・

留岡幸助（1864〜1934）は、1882年（明治15）に高

梁教会で受洗。迫害に耐えて信仰を守り、同志社神学

科を卒業後、丹波で定住伝道を行った。同時に1894年

（明治27）から監獄改良・感化教育事業研究のために

渡米。帰国後は、警察監獄学校教授をつとめた。牧会

者としては霊南坂教会に務め、「基督教新聞」の編集

を担当した。救世軍日本司令官の山室軍平（1872〜

1940）は、貧農の家庭に生まれ、上京して活版工とな

るがキリスト教の路傍伝道にふれ入信。同志社入学後、

石井十次の孤児救済活動を助けるが、信仰上の煩悶か

ら退学し救世軍の日本開戦を聞き入隊。慈善鍋運動、

廃娼運動などに献身的に活動をした。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【赤磐市】赤磐郡山陽町･赤坂町･熊山町･吉井町。【浅口

市】浅口郡金光町・鴨方町・寄島町。【井原市】小田

郡美星町、後月郡芳井町。【岡山市】御津郡建部町・

御津町、赤磐郡瀬戸町、児島郡灘崎町、政令市（区制）

施行。【倉敷市】浅口郡船穂町、吉備郡真備町。【瀬戸

内市】邑久郡牛窓町･邑久町･長船町。【総社市】総社市、

都窪郡山手村・清音村。【高梁市】高梁市、上房郡有

漢町、川上郡成羽町・川上町・備中町。【津山市】苫田

郡加茂町・阿波村、勝田郡勝北町、久米郡久米町。【新

見市】新見市、阿哲郡大佐町・神郷町・哲多町・哲西

町。【備前市】備前市、和気郡日生町・吉永町。【真庭市】

上房郡北房町、真庭郡勝山町・落合町・湯原町・久世

町・美甘村・川上村・八束村・中和村。【美作市】勝

田郡勝田町、英田郡大原町・東粟倉村・美作町・作東町・

英田町。【加賀郡吉備中央町】御津郡加茂川町、上房

郡賀陽町。【久米郡美咲町】中央町・旭町・柵原町。【苫

田郡鏡野町】富村・奥津町・上齋原村・鏡野町。【和

気郡和気町】佐伯町・和気町。

 中 国 ・ 四 国 地 方 岡 山 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

岡 山 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   O k a y a m a 　

　お店・事業

オーガニックレストラン グレイス
［レストラン］　［(株)オーガニックファーマーズ］〒709-

0721　岡山県赤磐市桜が丘東1-1-959　Tel.086-995-2990 

Fax.086-995-2992　◇山陽自動車道山陽I.C　◇創立／

1996年　◇代表取締役／槇本 清武　◇特色／「料理は

土壌から始まる」50ａ余りの農場を自ら耕し、土作り料理

作り堆肥作り、と有機の循環を繰り返す。

【HP】http://www.organic-restaurant-grace.com/

Craft House はれるや
［趣味の手作り作品・教室］〒700-0053　岡山県岡山市下

伊福本町7-17　Tel&Fax.086-255-5524　◇JR岡山駅西口

から徒歩10分　◇代表／内川 節子

食工房 ぶどうの木舎
［フランス料理レストラン］〒701-1202　岡山県岡山市楢

津779-10　Tel&Fax.086-284-6730　◇JR岡山駅からバス

「平津小学校前」停、徒歩1分　◇創立／1999年　◇代表

者／薮原 秀雄

デンエー賀陽店
［家電販売・電気工事］〒716-1131　岡山県加賀郡吉備中

央町上竹1207-7　Tel&Fax.0866-54-0423　◇JR備中高梁

駅からバス「天神下」停　◇代表／河野克己

ピレトいど
［家電・パソコン販売修理・オール電化・リフォーム］〒

701-0221　岡山県岡山市藤田1420-2　Tel&Fax.086- 

296-3280 Fax.086-296-4615［連絡先：Tel.090-3176-

4694］　◇代表／井戸 敏雄
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みことば企画(株)
［聖句カレンダー、みことばグッズ］〒700-0808　岡山県

岡山市大和町1-6-21　Tel&Fax.086-222-8297 Tel.090-

5372-2740　◇JR岡山駅から「大和町1丁目」停、徒歩2

分　◇代表取締役／嘉崎 隆二、嘉崎 和子、嘉崎 真理

ムラサキスポーツ 岡山店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒700-

0821　岡山県岡山市中山下1-11-54 岡山LOTZ 6F　

Tel.086-212-3688　◇代表取締役会長／金山 良雄

　教育事業・カルチャー

英会話サロン・グレイス
［英会話］　［岡山グレイスチャーチ］〒701-0204　岡山県

岡山市大福754-2　Tel&Fax.086-282-5377　◇JR妹尾駅

から2km　◇代表／田中 幸夫

【HP】http://www.gracechurch.jp/english.html

【E-Mail】grace@sepia.ocn.ne.jp

サムエル国際キリスト教学園［SICA］

［チャーチスクール］　［(宗)西大寺キリスト教会］〒704-

8191　岡山県岡山市西大寺中野543-2　Tel.086-943-7552 

Fax.086-943-7521　◇JR西大寺駅から車10分　◇創立／

2003年　◇校長／西村 敬憲　◇特色／全日制スクール部

門「SICA」とらくだプリント学習部門「スペース・ノア」

の2つの部門があります。

【HP】http://www.samuel-sica.com/

【E-Mail】keith_tjjm@yahoo.co.jp

　法律・経営相談

(有)ノア コンサルティング
［情報サービス、コンサルタント］〒709-0854　岡山県岡

山市東区瀬戸町江尻1607　Tel.086-952-5288 Fax.086-

952-5278　◇JR瀬戸駅から車5分　◇創立／1999年　◇

取締役社長／横山 清行　◇特色／もっとも神様に忠実な

人生を送ったノアにちなみ、お客様の信頼に応える会社で

ありたいと願っています。

【HP】http://www.noah-c.com/

【E-Mail】info@noah-c.com

　文書伝道支援

CLC BOOKS岡山店［CLC岡山店］

［キリスト教専門書店］　［(宗)クリスチャン文書伝道団］

〒700-0823　岡山県岡山市北区丸の内1-1-15　Tel.086-

224-1859 Fax.086-227-2207　◇市電城下駅から徒歩2分

【HP】http://www.clc-shop.com/e_shoppy/www/shop/online2/

shop.htm

【E-Mail】okayama@clc-books.com

　幼稚園・保育園・学童

岡山博愛会保育園
［保育園］　［(福)岡山博愛会］〒703-8295　岡山県岡山市

御幸町1-25　Tel.086-272-0160　◇JR岡山駅から市電「小

橋」停、徒歩5分　◇創立／1891年　◇園長／土居 洋子

【HP】http://okayama-hakuaikai.or.jp/shisetsu/hoikuen/top.

html

岡山聖園マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［聖心の布教姉妹会］〒700-0814　

岡山県岡山市天神町6-34　Tel.086-223-6447　◇JR岡山

駅東口から路面電車「城下」停、徒歩3分　◇創立／

1954年　◇園長／小島 靖子

岡山聖園幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖心の布教姉妹会］〒700-

0861　岡山県岡山市清輝橋3-8-26　Tel.086-232-1771 

Fax.086-232-7172　◇岡山路面電車「清輝橋」停、徒歩

10分　◇創立／1952年　◇園長／小島 靖子

海星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)淳心学院］〒713-8122　岡山

県倉敷市玉島中央町1-4-20　Tel.086-526-7748　◇JR新

倉敷駅からバス　◇特色／思いやりの心、すべてのことに

感謝できる子に育ててることを保育の中に取り組んでいま

す。

【HP】http://www2.kinder-kurashiki.jp/~k-kura/kaisei/

【E-Mail】kaisei@mx1.tamatele.ne.jp

サムエル幼児園
［幼稚園］　［(宗)西大寺キリスト教会附属］〒704-8191　

岡山県岡山市東区西大寺中野543-2　Tel.086-944-0490 

Fax.086-944-0491　◇JR西大寺駅から車で7分　◇創立

／1990年　◇代表・園長／赤江 弘之

【HP】http://www.samuel-sica.com/top.html

【E-Mail】info@samuel-sica.com

第一ひかり幼稚園
［幼稚園］　［(学)ひかり学園］〒702-8056　岡山県岡山市

築港新町2-17-10　Tel.086-262-2602 Fax.086-264-1938　

◇岡電バス労災病院線「ひかり幼稚園前」停　◇創立／

1966年　◇園長／永倉 正嗣

【HP】http://hikari-gakuen.ac.jp/

【E-Mail】hikari-1@hikari-gakuen.ac.jp

第三ひかり幼稚園
［幼稚園］　［(学)ひかり学園］〒702-8026　岡山県岡山市

浦安本町33　Tel.086-263-7492 Fax.086-239-4433　◇岡

電バス労災線「南輝小学校前」停、徒歩10分　◇創立／

1975年　◇園長／永倉 正嗣

【HP】http://hikari-gakuen.ac.jp/

高倉ひかり保育園
［保育園］　［(福)高倉ひかり保育園］〒708-1123　岡山県

津山市下高倉西813-2　Tel.0868-29-0276 Fax.0868-29-

0136　◇因美線東津山駅から車15分　◇創立／1954年　

◇理事長／永倉 信嗣、園長／中島 幸一郎、副園長／中

島 献二

竹中幼稚園
［幼稚園］　［(学)竹中学園］〒710-0056　岡山県倉敷市鶴

形1-5-15　Tel.086-422-2827 Fax.086-422-1319　◇JR倉

敷駅から徒歩8分　◇創立／1922年　◇園長／宮﨑 達雄
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赤磐市 Akaiwa-shi

山陽キリスト福音教会［JEC］

〒709-0802　赤磐市桜が丘西5-1-6　Tel&Fax.086-955-

1378　◇JR瀬戸駅からバス「桜が丘西5丁目」停前［連絡

先：中嶋 長弘　〒709-0802　岡山県赤磐市桜が丘西1-30-

12 Tel.0869-55-8421］　◇創立／1984年（21人）　◇中嶋 

長弘　◇礼拝／10:15

【HP】http://church.ne.jp/sanyo/

【E-Mail】sanyo@jec-net.org

山陽聖約キリスト教会［聖約］

〒709-0811　赤磐市山陽町高屋403-2　Tel&Fax.086-955-

2786　◇岡山駅からバス「新道高屋」停　◇創立／1973

年（45人）　◇斉藤 隆二　◇礼拝／10:30　◇特色／一人

ひとりが聖書に親しむことで、キリストの愛を知り、実り

豊かな歩みをする教会を目指します。

【HP】http://church.ne.jp/sanyokyoukai/

【E-Mail】sanyokyoukai@church.ne.jp

山陽恵キリスト教会＝西大寺キリスト教会
伝道所［同盟基督］

〒709-0827　赤磐市山陽5-4-3　Tel.086-955-0548　◇岡

山駅からバス「西小学校前」停［連絡先：ブリジマン，ポ

ール　〒709-0802　岡山県赤磐市桜ヶ丘西7-23-5 Tel. 

0869-56-1178］　◇創立／1989年（10人）　◇ブリジマン，

ポール、赤江 弘之　◇礼拝／10:30　◇特色／火曜日午

前11時祈祷会。火曜午後8時から祈祷会(宣教師館にて)。

【HP】http://ww9.tiki.ne.jp/~plbrmn/

【E-Mail】saidaijich@mx3.tiki.ne.jp

清心教会［聖イエス会］

〒701-2215　赤磐市西軽部1289-1　Tel.086-957-2507　

◇松本 憲浩

浅口市 Asakuchi-shi

鴨方教会［日基教団］

〒719-0252　浅口市鴨方町六条院中4154　Tel&Fax. 

0865-44-5635　◇JR鴨方駅から徒歩10分　◇創立／1954

年（20人）　◇小松 茂夫　◇礼拝／10:15

井原市 Ibara-shi

井原教会［日基教団］

〒715-0019　井原市井原町1097-1　Tel&Fax.0866-63-

2036　◇JR笠岡駅からバス「井原」停　◇創立／1920年

（13人）　◇小松 茂夫

高屋教会［日基教団］

〒715-0024　井原市高屋町1466　Tel&Fax.0866-63-

2036　◇JR笠岡駅からバス「高屋」停　◇創立／1906年

（13人）　◇小松 茂夫

岡山市北区 Okayama-shi, Kita-ku

一宮聖約キリスト教会［聖約］

〒701-1204　岡山市北区今岡21-1　Tel&Fax.086-284-

2886　◇JR備前一宮駅から徒歩7分　◇創立／1972年（29

岡 山 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   O k a y a m a

田町保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団 津山教会］〒708-0052　岡

山県津山市田町29　Tel.0868-22-5553 Fax.0868-22-

5558　◇JR津山駅から徒歩15分　◇創立／1949年　◇

設置代表者／田中 馨子、施設長／鳥觜 智子

ひかり保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団岡山聖心教会附属］〒702-

8026　岡山県岡山市浦安本町33　Tel.086-263-0770　◇

岡電バス労災線「南輝小学校前」停、徒歩10分　◇創立

／1966年　◇園長／永倉 信嗣

マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒712-8032　岡山県倉敷市北畝2-17-

37　Tel.086-455-4436

めぐみ第二保育園
［保育園］　［(福)旭東愛児会］〒704-8102　岡山県岡山市

東区久保411-1　Tel.086-944-4316　◇JR西大寺駅　◇園

長／井上 恭子

めぐみ保育園
［保育園］　［(福)旭東愛児会］〒704-8102　岡山県岡山市

東区久保411-6　Tel.0869-42-5263　◇JR西大寺駅から徒

歩13分　◇園長／次田 治子

　図書館・資料展示館

森本慶三記念館
［資料館］　［(財)津山社会教育文化財団］〒708-0022　岡

山県津山市山下98-1　Tel&Fax.0868-22-3518　◇JR津山

駅から20分　◇創立／1966年　◇館長／森本 謙三、玉

井 規
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岡山小隊［救世軍］

〒700-0822　岡山市北区表町3-11-55　Tel&Fax.086-227-

9029　◇JR岡山駅から市電「西大寺町」停、徒歩3分　

◇創立／1891年　◇勝箆 実香、勝箆 隆　◇礼拝／10:30

岡山神召基督教会［アッセンブリー］

〒700-0053　岡山市北区下伊福本町7-34　Tel.086-252-

7553 Fax.086-252-7523　◇JR岡山駅から徒歩15分　◇創

立／1959年（45人）　◇内川 寿造、内川 節子　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】okayamaag@nifty.com

岡山神召基督教会柿山チャペル［アッセンブリー］

〒709-2107　岡山市北区御津矢原1518　◇創立／2008年　  

◇内川 寿造、内川 節子　◇礼拝／16:00

岡山聖オーガスチン教会［聖公会］

〒700-0817　岡山市北区弓之町9-37　Tel&Fax.086-223-

6090　◇JR岡山駅　◇創立／1907年（66人）　◇伊神 努

岡山聖書研究会［無教会］

〒700-0004　岡山市北区法界院7-48-1　Tel.086-228-0442　  

◇香西 民雄

岡山聖心教会［日基教団］

〒700-0811　岡山市北区番町1-10-8　Tel.086-222-0791 

Fax.086-201-0085　◇JR岡山駅　◇創立／1947年（596人）　  

◇永倉 信嗣、服部 愛子、永倉 正嗣、永倉 直嗣

岡山第一キリスト教会［単立／独立］

〒701-1213　岡山市北区西辛川10-3　Tel.086-284-8907 

Fax.086-284-7701　◇JR備前一宮駅から徒歩5分　◇創

立／2003年（45人）　◇小原 純恵　◇礼拝／10:00,11:00,

15:00

【HP】http://jesus.yu9112.com/

岡山中央キリスト教会［福音教会連合］

〒700-0823　岡山市北区丸の内1-11-15　Tel&Fax.086-

226-0824　◇JR岡山駅から徒歩15分　◇創立／1946年

（123人）　◇倉賀野 攻、倉賀野 博子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~j2260824

岡山伝道所［東洋ローア］

岡西公民館(郵便物の差出不可)　◇JR備前三門駅から徒

歩5分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-

0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-

294-6012］　◇創立／1971年（27人）　◇小早川 昭人　

◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧

師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。音声

への通訳はありません。

岡山ナザレン教会［ナザレン］

〒700-0081　岡山市北区津島東2-8-28　Tel&Fax.086-

253-5861　◇JR法界院駅から徒歩5分　◇創立／1914年

（53人）　◇永松 清　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午

後8時から、聖書を学ぶ会。木曜日午前10時30分より祈り

会(聖書研究会)を開いています。

【HP】http://okanaza.at.infoseek.co.jp

【E-Mail】oka-naza@megasgg.ne.jp

人）　◇パルメール，ヤン・オケ　◇礼拝／10:30　◇特

色／小さな教会ですが、国際色豊かです。英語・スウェ

ーデン語・ネパール語・スペイン語に対応できます。

【HP】http://www.ichinomiyakyrka.com

【E-Mail】pastorpalmaer@ichinomiyakyrka.com

インマヌエル岡山キリスト教会［IGM］

〒700-0867　岡山市北区岡町10-8　Tel&Fax.086-225-

6444　◇市電「清輝橋」停、徒歩8分　◇創立／1962年（80

人）　◇渡辺 多実樹、渡辺 そのえ　◇礼拝／11:00　◇

特色／礼拝前の40分は教会学校。子供科と成人科に分か

れ充実した聖書の学びをしています。

【HP】http://www9.plala.or.jp/Immanuel-Okayama/

大野伝道所［福音教会連合］

〒700-0971　岡山市北区野田5-17-10　Tel&Fax.086-239-

4990　◇JR大元駅　◇佐々木 寛治

岡山教会［福音ルーテル］

〒700-0806　岡山市北区広瀬町3-13　Tel&Fax.086-803-

3613　◇JR岡山駅からバス「長泉寺」停、徒歩1分　◇

創立／1966年（27人）　◇高村 敏浩　◇礼拝／10:30　

◇特色／モダンで開放的、心が洗われる空間です。音楽

会やワークショップの会場としても使われています。

【HP】http://www.megaegg.ne.jp/~jelc-okayama/

岡山教会［日基教団］

〒700-0821　岡山市北区中山下1-10-18　Tel.086-222-

8074 Fax.086-222-8089　◇JR岡山駅から市電「郵便局前」

停、徒歩5分　◇創立／1880年（222人）　◇井上 孝仁、

床波 隆志　◇礼拝／10:30,19:00(第2・3・4日曜)

【HP】http://ww3.tiki.ne.jp/~okchurch/

【E-Mail】okchurch@mx3.tiki.ne.jp

岡山教会［KCCJ］

〒700-0026　岡山市北区奉還町2-10-9　Tel&Fax.086-

254-2351　◇JR岡山駅から徒歩5分　◇創立／1969年（80

人）　◇梁 栄友　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語

【E-Mail】kansanchang@hotmail.com

岡山教会［栄光の福音］

〒700-0811　岡山市北区番町2-1-9　Tel.086-222-5940　

◇虫明 道夫

岡山コミュニティチャーチ［NTM］

〒701-1153　岡山市北区富原760-3　Tel.086-253-1037　

◇JR備前一宮駅　◇糸賀 夕起子

岡山ジョイフル・プレイズ・チャーチ＝ジョ
イフル・プレイズ［単立／独立］

Tel&Fax.050-5517-8192　◇集会場所は事前にご連絡く

ださい。礼拝時間は10:30を基本に随時変更あり。［連絡先：

石原 靖大　〒700-0973　岡山県岡山市北区下中野330-

102］　◇創立／2005年（5人）　◇石原 靖大、石原 ひろ子、

石原 宣恵　◇特色／月1回Jesusゴスペルタイムをしてい

ます。YOU TUBEで賛美画像が見れます。ブログも毎日

更新中♪

【HP】http://church.ne.jp/joyful-praise/

【E-Mail】joyful-praise@church.ne.jp
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【HP】http://ww2.enjoy.ne.jp/~maruko115/

【E-Mail】maruko115@okym.enjoy.ne.jp

吉備聖約キリスト教会［聖約］

〒701-0153　岡山市北区庭瀬177-5　Tel&Fax.086-293-

0576　◇JR庭瀬駅から徒歩10分　◇創立／1955年（90人）　  

◇小川 和秀　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kibicch@mc.neweb.ne.jp

クロスロードチャーチ岡山＝西大寺キリスト
教会伝道所［同盟基督］

〒701-1152　岡山市北区津高309-5　Tel&Fax.086-255-

7455　◇JR岡山駅からバス「中原」停、徒歩3分。　◇創

立／1998年（14人）　◇後藤 哲哉　◇礼拝／11:00,19:00　

◇外国語／英語(19:00)　◇特色／月1回、金曜19:30から

Music CaféがOPEN！

【HP】http://tsushima.deltafour.net/

【E-Mail】crossroadch@yahoo.co.jp

十文字平和教会［日基教団］

〒701-1521　岡山市北区日近954　Tel&Fax.086-295-

1806　◇JR足守駅からバス「吉村口」停　◇創立／1935

年（15人）　◇宮川 経宣　◇礼拝／14:00

草加神召キリスト教会津高チャペル＝津高
リバーサイドチャーチ［アッセンブリー］

〒701-1144　岡山市北区栢谷1078　Tel&Fax.086-294- 

6977 Tel.090-1357-5792［連絡先：草加神召キリスト教会

松原チャペル　〒340-0011　埼玉県草加市栄町2-7-34 

Tel.048-932-3419］　◇創立／2005年（15人）　◇天野 弘

昌、牧 一穂、渡辺 将宏、平澤 一浩　◇礼拝／10:30　◇

特色／新しいタイプの教会が津高に始まり、岡山のリバイ

バルに前進していきます。ぜひ、お越しください。歓迎し

ます。

【HP】http://www.t-riverside.com/

蕃山町教会［日基教団］

〒700-0818　岡山市北区蕃山町2-15　Tel.086-224-1322 

Fax.086-224-1329　◇JR岡山駅から徒歩10分　◇創立／

1908年（220人）　◇服部 修、柳元 宏史　◇礼拝／10:15,

19:30

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~banzan/11.html

東古松キリスト教会［単立／独立］

〒700-0921　岡山市北区東古松509-6　Tel&Fax.086-221-

5066　◇JR大元駅から徒歩10分　◇河田 哲也

【E-Mail】higashifurumatsu@live.com

ヨハン岡山キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒700-0025　岡山市北区寿町4-19　Tel&Fax.086-255-

3045　◇JR岡山駅から徒歩5分　◇創立／2007年　◇李 

玉心、車 性和　◇礼拝／10:30

【HP】http://okayama.yohan.jp/

【E-Mail】visionnp-07@softbank.ne.jp

岡山市中区 Okayama-shi, Naka-ku

岡山教会［改革派］

〒703-8236　岡山市中区国富4-4-7　Tel&Fax.086-272-

岡山西教会［改革派］

〒700-0026　岡山市北区奉還町3-9-9　Tel.090-2006-

2877(日曜のみ)　◇JR岡山駅西口から徒歩10分［連絡先：

中田 稔　〒701-0205　岡山県岡山市妹尾2407-53 Tel. 

086-281-0113］　◇創立／2000年（18人）　◇中田 稔　◇

礼拝／10:30　◇特色／日曜礼拝後は共に食事の交わりを

し、午後も各種集会を行っています。

【E-Mail】okayama-nishi@church.jp

岡山バプテスト教会［バプ連盟］

〒700-0825　岡山市北区田町1-7-28　Tel&Fax.086-231-

3778　◇梅田 環

岡山フィラデルフィア教会［主の十字架］

Tel&Fax.086-244-1406　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください［連絡先：ゼルバベル 村上　〒700-0927　  

岡山県岡山市北区西古松238-103-C106］　◇創立／1997

年（10人）　◇ゼルバベル 村上、村上 佳枝、イスラエル 

牧田 恵利香　◇礼拝／10:00,14:30

【HP】http://users.astone.co.jp/tlccc-okayama/

【E-Mail】happy-y@mx91.tiki.ne.jp

岡山福音教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒700-0931　岡山市北区奥田西町13-5 パークサイド奥田

A-5　Tel&Fax.086-233-9996　◇JR大元駅から徒歩15

分　◇張 春根

岡山御津キリスト教会［単立／独立］

〒709-2117　岡山市北区御津野々口410　Tel&Fax.0867-

24-1262　◇大森 ソナエ

岡山めぐみキリスト教会［同盟基督］

〒700-0922　岡山市北区東古松南町2-7　Tel&Fax.086-

233-3666　◇JR大元駅から徒歩10分　◇創立／1983年

（40人）　◇草井 琢弘、草井 琴乃　◇礼拝／7:00,10:30　

◇特色／西大寺キリスト教会から独立した教会です。入

門クラスを個別に行っています。お気軽にお出でください。

【HP】http://ww91.tiki.ne.jp/~oka_megumi/

【E-Mail】oka_megumi@mx91.tiki.ne.jp

奥田福音キリスト教会［単立／独立］

〒700-0931　岡山市北区奥田西町2-22　Tel&Fax.086-

233-2053　◇JR岡山駅から車15分　◇只野 道好　◇礼

拝／9:00

カべナント・チャペル［聖約］

〒700-0907　岡山市北区下石井2-6-1 アークホテル岡山3F　  

Tel.086-233-2200　◇JR岡山駅から徒歩8分［連絡先：吉

岡 章　〒703-8266　岡山県岡山市中区湊1360-9 Tel.086-

277-7338］　◇創立／1987年（9人）　◇吉岡 章　◇礼拝

／8:30　◇特色／駅前ホテルの中の教会。礼拝のほかに

結婚式、カウンセリングなどを行っています。

神の国キリスト教会［イエス・キリスト］

〒700-0806　岡山市北区広瀬町2-30　Tel.086-223-6891 

Fax.086-223-6899　◇JR岡山駅からバス「南方交番前」停、

徒歩5分　◇創立／1946年（152人）　◇丸山 孝治、丸山 

真理　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午前10時・午後7

時半から祈祷会。お電話くだされば個人的に聖書入門講

座の学びができます。
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東岡山キリスト教会［同盟基督］

〒703-8204　岡山市中区雄町529-4　Tel&Fax.086-279-

0004　◇JR高島駅　◇創立／1986年（32人）　◇中尾 芳

也　◇礼拝／10:30,18:00　◇特色／夏には小学生対象の

とっても楽しいわくわくキャンプをしています。平日は子

育て支援プログラムがあります。

【HP】http://church1986.web.fc2.com/

【E-Mail】nakao7938@yahoo.co.jp

東岡山福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒703-8243　岡山市中区清水1-3-5-3　Tel&Fax.086-273-

9053　◇JR高島駅から徒歩7分　◇創立／1973年（81人）　  

◇佃 博文、スェラ，J　◇礼拝／10:30

円山聖書教会［同盟基督］

〒703-8266　岡山市中区湊296-13　Tel&Fax.086-276-

1152　◇JR岡山駅東口からバス「岳」停、徒歩10分　◇

創立／1984年（39人）　◇時松 六博　◇礼拝／7:00,

10:30,19:00　◇特色／地域に根ざし、主にある慰めと安ら

ぎと力に満ちた教会です。

【HP】http://ww3.tiki.ne.jp/~toki/

【E-Mail】toki@mx3.tiki.ne.jp

四御神福音キリスト教会［単立／独立］

〒703-8691　岡山市中区 岡山東郵便局私書箱第12号　

Tel.086-233-2053　◇只野 道好　◇礼拝／9:00,10:30

岡山市東区 Okayama-shi, Higashi-ku

赤磐教会［日基教団］

〒709-0856　岡山市東区瀬戸町下532-2　Tel&Fax.086-

952-2345　◇JR瀬戸駅から徒歩5分　◇創立／1941年（39

人）　◇額田 浩　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/actsakaiwa/

岡山聖書バプテスト教会［JBBF］

〒704-8112　岡山市東区西大寺上2-9-1-3　Tel&Fax.086-

238-7661　◇JR西大寺駅から徒歩3分　◇創立／1991年

（7人）　◇澤 清嗣　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後

1時30分、7時から祈祷会。金曜日午前11時から緑の牧場

会(婦人会)。

旭東教会［日基教団］

〒704-8116　岡山市東区西大寺中2-25-18　Tel&Fax.086-

942-2369　◇JR西大寺駅から10分　◇創立／1903年（77

人）　◇指方 信平、指方 愛子　◇礼拝／10:15　◇特色

／木曜日午前10時と午後7時から祈祷会。毎月第１土曜日

10時から子供たち対象のサタデージュニアサークル。

【HP】http://www.geocities.jp/kyokutochurch/

西大寺キリスト教会［同盟基督］

〒704-8191　岡山市東区西大寺中野543-2　Tel.086-943-

7552 Fax.086-943-7521　◇JR西大寺駅から車で10分　◇

創立／1963年（264人）　◇赤江 弘之、西村 敬憲、佐野 

泰道、岸本 真奈美、森川 直子　◇礼拝／6:00,9:00,10:30,

19:00　◇特色／幼児園、チャーチスクール、高齢者事業、

ボーイスカウトなど多くの人に仕える教会をめざしていま

す。

【HP】http://scch.jp/

4749　◇JR岡山駅からバス20分、徒歩1分　◇創立／

1984年（30人）　◇久保 浩文　◇礼拝／10:30

【HP】http://ww91.tiki.ne.jp/~rcj-okayama/

【E-Mail】rcj-okayama@mx91.tiki.ne.jp

岡山信愛教会［日基教団］

〒703-8277　岡山市中区御成町12-16　Tel.086-272-1344 

Fax.086-272-1371　◇JR岡山駅から岡電「車山」停、徒

歩2分　◇創立／1910年（38人）　◇宮川 経宣、阪西 恵

理子　◇礼拝／10:00　◇特色／岡山市で唯一メソジスト

の流れをくむ教会です。

【HP】http://www.megaegg.ne.jp/~okayamashinai/

岡山聖成キリスト教会［聖成基督］

〒703-8266　岡山市中区湊302-32　Tel.086-277-4809　

◇JR岡山駅からバス「池ノ内東」停、徒歩5分　◇創立／

1979年　◇足達 和章　◇礼拝／10:15　◇特色／祈祷会

は水曜日午後7時30分からです。

【E-Mail】kazuaki@ms14.megaegg.ne.jp

岡山聖約キリスト教会［聖約］

〒703-8281　岡山市中区東山3-3-9　Tel&Fax.086-272-

3485　◇JR岡山駅から市電「東山」停、南へ徒歩5分　

◇創立／1954年（65人）　◇川口 達也　◇礼拝／10:00　

◇特色／母子クラブ、短歌の会、子供卓球クラブ等地域

に根差した楽しい伝道をしています。ハレルヤ！

【HP】http://oic.k-server.org/

【E-Mail】oskk@mac.com

岡山伝道所［日キ教会］

〒703-8205　岡山市中区中井4-6　Tel&Fax.086-275-

7676　◇JR高島駅から東へ徒歩3分　◇創立／1981年（13

人）　◇三瓶 長寿　◇礼拝／10:30　◇特色／長老主義・

改革派の伝統を持つ教会です。立地は岡山市東部。駐車

場もあります。

岡山博愛会教会［日基教団］

〒703-8295　岡山市中区御幸町1-27　Tel&Fax.086-273-

8941　◇JR岡山駅から市電「小橋」停、徒歩5分　◇創

立／1951年（44人）　◇増田 善兼　◇礼拝／10:15,19:00

【HP】http://hakuaikai-church.mods.jp/

【E-Mail】hakuaikai-church@dh.mods.jp

岡山福音教会［単立／独立］

〒703-8241　岡山市中区高島新屋敷43-5　Tel&Fax.086-

275-2650　◇JR高島駅から徒歩10分　◇創立／1982年

（70人）　◇福富 千文　◇礼拝／10:30

岡南教会［イエス・キリスト］

〒703-8275　岡山市中区門田屋敷1-3-36　Tel.086-271-

0588 Fax.086-271-5745　◇市電「東山」停、徒歩5分　

◇創立／1925年（440人）　◇金井 信生、金井 慈子、和

田 京子　◇礼拝／6:30,10:30,19:00

【HP】http://church.ne.jp/konan

【E-Mail】konan-ch@ams.odn.ne.jp

堺福音教会岡山チャペル［JEC］

〒703-8267　岡山市中区山崎312-95　Tel&Fax.086-276-

2014　◇中山 聖一郎

【E-Mail】okayama@jec-net.org
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芳泉キリスト教会［単立／独立］

〒702-8021　岡山市南区福田593-16　Tel&Fax.086-262-

5332　◇長田 新

南岡山教会［ナザレン］

〒702-8048　岡山市南区福吉町14-7　Tel&Fax.086-262-

2536　◇青木 義昭、青木 恵美子

笠岡市 Kasaoka-shi

笠岡教会［日基教団］

〒714-0088　笠岡市中央町23-9　Tel&Fax.0865-62-4001　  

◇JR笠岡駅から徒歩5分　◇創立／1884年（28人）　◇北

谷 顕　◇礼拝／10:10

笠岡教会［聖イエス会］

〒714-0081　笠岡市笠岡2984-2　Tel.0865-62-2740　◇

山田 靖子

倉敷市 Kurashiki-shi

天城教会［日基教団］

〒710-0132　倉敷市藤戸町天城144　Tel&Fax.086-428-

4061　◇JR倉敷駅からバス「天城上之町」停　◇創立／

1884年（24人）　◇佐藤 待子　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.cubic-sugar.net/amaki/

イエス・キリスト倉敷福音教会［単立／独立・

イエス教長老会］

〒710-0803　倉敷市中島1459-3　◇JR西阿知駅　◇創立

／2003年　◇山村 仁　◇礼拝／10:00

【HP】http://mt1616.iil.jp/

岡山デフ・バプテスト集会所［万国デフ］

〒712-8011　倉敷市連島町連島2831-122　Fax.086-466-

1513

クライスト・チャーチ倉敷＝倉敷主イエス・
キリスト教会［NTM］

〒710-0035　倉敷市黒石31-6　Tel&Fax.086-425-8664　

◇JR倉敷駅から車15分　◇創立／1981年（200人）　◇久

松 政一、久松 ひろ子、樫山 佐代子、山田 恵、木村 由

智　◇礼拝／10:20

【HP】http://www.geocities.jp/ku_c_church/

【E-Mail】ku_c_church@ybb.ne.jp

倉敷教会［聖イエス会］

〒710-0801　倉敷市酒津2307-8　Tel.086-427-7658　◇

深谷 由美子

倉敷教会［栄光の福音］

〒712-8061　倉敷市神田1-20-23　Tel.086-446-5252　◇

小松原 勇

倉敷教会［日基教団］

〒710-0056　倉敷市鶴形1-5-15　Tel.086-422-0202 Fax. 

086-422-0402　◇JR倉敷駅から徒歩8分　◇創立／1906

年（255人）　◇宮﨑 達雄、大澤 香　◇礼拝／10:15,19:30　

【E-Mail】info@scch.jp

使徒教会［聖イエス会］

〒704-8176　岡山市東区中川町252-1　Tel.086-943-5119　  

◇藤井 勝

岡山市南区 Okayama-shi, Minami-ku

岡山泉田教会［ペンテコステ神之教会］

〒700-0944　岡山市南区泉田31-2 河合ビル　◇JR岡山駅　  

◇森 道子

岡山教会［基督兄弟団］

〒702-8033　岡山市南区福富東2-35-18　Tel.086-264-

8619　◇岡山駅からバス「福浜住宅前」停、徒歩3分［連

絡先：総社教会　〒719-1126　岡山県総社市総社853-4 

Tel.0866-94-2620］　◇創立／1969年（9人）　◇高地 博

夫、高地 美鈴　◇礼拝／10:30　◇特色／ニューヨーク

からブラックゴスペルの講師をよんで、ゴスペルの練習を

2か月に1度くらいしています。

岡山グレイスチャーチ［同盟基督］

〒701-0204　岡山市南区大福754-2　Tel&Fax.086-282-

5377　◇JR妹尾駅から2km　◇創立／1987年（44人）　

◇田中 幸夫、竹元 献　◇礼拝／7:30,10:30.19:00

【HP】http://www.gracechurch.jp/

【E-Mail】grace@sepia.ocn.ne.jp

岡山勝栄キリスト教会［福音教会連合］

〒702-8035　岡山市南区福浜町7-2　Tel&Fax.086-262-

5713　◇太田 正信、太田 英子

岡山伝道所＝妹尾キリスト教会［バプ同盟］

〒701-0205　岡山市南区妹尾3310-16 さわやか団地　

Tel&Fax.086-281-0157　◇妹尾駅から徒歩25分　◇創立

／1987年（7人）　◇大谷 孝志　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.ne.jp/okayama/

クライスト・チャーチ岡山［NTM］

〒701-0205　岡山市南区妹尾3495-3　Tel.086-281-1977　  

◇JR妹尾駅から徒歩30分［連絡先：クライスト・チャー

チ倉敷　〒710-0035　岡山県倉敷市黒石31-6 Tel.086-

425-8664］　◇創立／2007年（10人）　◇久松 政一、久

松 ひろ子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/ku_c_church/okayama.html

【E-Mail】ku_c_church@ybb.ne.jp

玉野教会［栄光の福音］

〒700-0000　岡山市南区灘崎町西七区421　Tel.0863-62-

0765　◇三宅 忍

南輝聖約キリスト教会［聖約］

〒702-8055　岡山市南区築港緑町1-9-18　Tel&Fax.086-

262-7421　◇JR岡山駅からバス30分「労災病院」停、徒

歩3分　◇創立／1992年（25人）　◇吉岡 創　◇礼拝／

10:30　◇特色／家族を土台としたアットホームな教会で

す。詳しくは、ホームページやブログをご覧ください。

【HP】http://www006.upp.so-net.ne.jp/nanki-ch/

【E-Mail】NSKKnanki@hotmail.co.jp
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◇特色／カルト救出支援「出エジプト会」を、毎月第1土

曜日にしています。

【HP】http://kmcc.sakura.ne.jp/

【E-Mail】Kurameg0709shore.ocn.ne.jp

児島教会［日基教団］

〒711-0913　倉敷市児島味野6-7-55　Tel&Fax.086-472-

5779　◇JR瀬戸大橋線児島駅から徒歩15分　◇創立／

1948年（26人）　◇入江 斗美子　◇礼拝／10:30　◇特

色／毎月第3水曜日午前10時から11時30分まで『聖書読ん

で語る会』ざっくばらんな聖書研究会やってます。

【E-Mail】kyodankojimachurch@yahoo.co.jp

児島キリストの教会［キリストの教会］

〒711-0921　倉敷市児島駅前2-17 コーポラメール702 ロ

ジャーズ方　Tel&Fax.086-472-0712　◇ロジャーズ，ブ

レント

児島聖約キリスト教会［聖約］

〒711-0913　倉敷市児島味野5-4-21　Tel.086-472-2024 

Fax.086-472-2922　◇JR児島駅から徒歩15分　◇創立／

1953年（127人）　◇安達 忠　◇礼拝／10:15　◇特色／

礼拝には海外の若い青年も出席、賛美が盛ん。旧礼拝堂

を大幅改築。お茶室、和室あり。庭を花いっぱい運動展開

中。

【HP】http://www3.kct.ne.jp/~kojimaseiyaku/

【E-Mail】adachia@mx2.kct.ne.jp

琴浦教会［日基教団］

〒711-0906　倉敷市児島下の町8-5-31　Tel&Fax.086-

473-1904　◇JR上の町駅　◇創立／1952年（37人）　◇

礼拝／10:30

【E-Mail】k-t@104.net

笹沖聖約キリスト教会［聖約］

〒710-0834　倉敷市笹沖45-10　Tel&Fax.086-422-3441　  

◇JR倉敷駅　◇創立／1979年（42人）　◇大村 智康　◇

礼拝／10:30　◇特色／元気が出る教会、喜んで犠牲を払

える教会、献身者を生み出す教会を目指して、温かい交

わりを築いています。

【HP】http://homepage1.nifty.com/sasaoki-church/

【E-Mail】sasach79@ms5.megaegg.ne.jp

玉島教会［日基教団］

〒713-8122　倉敷市玉島中央町2-5-15　Tel&Fax.086-

522-4009　◇JR新倉敷駅からバス「玉島支所」停、徒歩

6分　◇創立／1908年（33人）　◇丸尾 雅俊　◇礼拝／

10:15　◇特色／水曜日午前10時15分から聖書研究祈祷

会。第3金曜日午前10時15分から女性の会。

【HP】http://www.tamatele.ne.jp/~tamashima-ch/

玉島福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒710-0251　倉敷市玉島長尾137-1　Tel&Fax.086-522-

5304　◇JR新倉敷駅から徒歩10分　◇創立／1974年（33

人）　◇松村 秀樹、千金 町子　◇礼拝／10:30　◇特色

／毎水曜日午後3時から水曜礼拝を始めました。女性のた

めのガールズ集会を信徒の家庭でやって伝道しています。

【E-Mail】tamashima-elc@wjelc.or.jp

◇特色／礼拝は手話通訳あり。水曜日午後1時から聖研祈

祷会。会堂建物が国の登録有形文化財に登録。

【HP】http://www.kurashiki-ch.or.jp/

倉敷キリスト教会［単立／独立］

〒710-0004　倉敷市西坂1342-289　Tel.086-463-6655　

◇倉敷駅からバス15分　◇福富 千文、小橋 朝子、原田 

直子

倉敷キリスト集会［単立／独立］

〒710-0061　倉敷市浜の茶屋1-12-5-1　Tel.086-421-9448 

Fax.086-424-0998　◇JR倉敷駅から徒歩20分　◇創立／

1977年（34人）　◇ロバート，ロンゴー

【E-Mail】hezekiah@mx6.kct.ne.jp

倉敷シオン・チャペル［アドベント］

〒701-0114　倉敷市松島1101-4　Tel&Fax.086-463-3168　  

◇JR中庄駅から徒歩3分［連絡先：津山シオン教会　〒

708-0814　岡山県津山市東一宮48-15 Tel.086-827-

0167］　◇創立／2005年　◇舛田 光男、舛田 幸恵　◇礼

拝／14:45　◇特色／津山シオン教会第2チャペル(開拓教

会)です。新しい方々を中心に、家庭的な温かい雰囲気、

国際色豊な教会です。

倉敷聖約キリスト教会［聖約］

〒710-0005　倉敷市西岡1165-9　Tel.086-422-2490 Fax. 

086-427-3771　◇JR倉敷駅から徒歩25分　◇創立／1950

年（60人）　◇大村 裕康、大山 武俊　◇礼拝／10:30,

20:00　◇特色／幼・小・中高校生、青年、壮年、主婦、

熟年の人たちがともに集い、アットホームな教会です。

【HP】http://www.seiyaku.jp/kurashiki/

倉敷伝道所［聖公会］

〒710-0847　倉敷市東富井830-1　◇創立／1994年（13人）　  

◇中村 豊、林 和広

倉敷福音教会［福音ペンテコステ］

〒710-0014　倉敷市黒崎284-17　Tel&Fax.086-462-2287　  

◇JR中庄駅からバス「福島」停、徒歩5分　◇和田 修三、

和田 満　◇礼拝／10:30

倉敷ホーリネスチャーチ［ホーリネス］

〒710-0038　倉敷市新田1299-12　Tel&Fax.086-434-

4766　◇バス「新田団地入り口」停、徒歩1分　◇創立／

1994年（20人）　◇山脇 望、山脇 正子　◇礼拝／10:30,

18:30　◇特色／小さな子供からお年寄りまで、少人数で

すが、アットホームで明るく、賛美に満ちた教会です。

【HP】http://www.holiness.jp/

倉敷水島教会［日基教団］

〒712-8032　倉敷市北畝3-5-13　Tel.086-455-9205 Fax. 

086-476-1252　◇水島臨海鉄道弥生駅から徒歩5分　◇

創立／1959年（41人）　◇宇野 稔　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kurashiki-mizushima-kyokai9205@lemon.plala.or.jp

倉敷めぐみキリスト教会［同盟基督］

〒710-1101　倉敷市茶屋町1586-1　Tel&Fax.086-476-

0264　◇JR茶屋町駅から南へ徒歩8分［連絡先：高山 正

治　〒710-1101　倉敷市茶屋町1576-5 Tel.086-429-1502］　  

◇創立／2005年（10人）　◇高山 正治　◇礼拝／10:30　
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光明園家族教会［日基教団］

〒701-4593　瀬戸内市邑久町虫明653　Tel&Fax.0869-

25-1277　◇JR邑久駅　◇創立／1912年（41人）　◇宇野 

稔

長島曙教会［単立／独立］

〒701-4592　瀬戸内市邑久町虫明6539　Tel&Fax.0869-

25-1104　◇JR邑久駅からバス30分　◇創立／1931年（80

人）　◇大嶋 得雄、大嶋 良平　◇礼拝／9:15　◇特色／

木曜日午後1時15分から、約1時間の聖書研究祈祷会があ

ります。

【HP】http://ww1.tiki.ne.jp/~uruooosima/

【E-Mail】uruooosima@mx1.tiki.ne.jp

ヘブロンハウス［ワールドミッション］

〒701-4276　瀬戸内市長船町服部477-10　Tel&Fax. 

0869-26-3147　◇JR長船駅　◇奥平 勝顕、奥平 紀久子

虫明伝道所［日基教団］

〒701-4501　瀬戸内市邑久町虫明1501　Tel&Fax.0869-

25-0720　◇JR邑久駅から車30分　◇創立／1961年（9人）　  

◇播磨 醇　◇礼拝／18:00

総社市	 Soja-shi

総社教会［日基教団］

〒719-1126　総社市総社2-20-6　Tel.0866-92-1663　◇

JR東総社駅から徒歩3分　◇創立／1948年（10人）　◇尾

熊 芳子　◇礼拝／10:15

総社教会［基督兄弟団］

〒719-1126　総社市総社853-4　Tel&Fax.0866-94-

2620　◇JR東総社駅から徒歩3分　◇創立／1955年（37人）　  

◇高地 博夫、高地 美鈴　◇礼拝／10:30

高梁市	 Takahashi-shi

高梁教会［日基教団］

〒716-0028　高梁市柿木町26　Tel&Fax.0866-22-3311　

◇JR備中高梁駅から徒歩15分　◇創立／1882年（63人）　

◇八木橋 康広　◇礼拝／10:30

玉野市	 Tamano-shi

玉野教会［日基教団］

〒706-0011　玉野市宇野7-4-3　Tel.0863-21-4310 Fax. 

0863-21-4312　◇JR宇野駅からバス「NTT前」停、徒歩

1分　◇創立／1923年（91人）　◇萩原 義春　◇礼拝／

10:00　◇特色／木曜日午後7時30分から祈祷会。火曜日

午前10時30分から聖書を読む会。バリヤフリー。難聴者

用設備あり。

【HP】http://ww7.enjoy.ne.jp/~rqn743tamano/

【E-Mail】rgn743tamano@hi.enjoy.ne.jp

玉野聖約キリスト教会［聖約］

〒706-0021　玉野市和田1-12-4　Tel&Fax.0863-81-8366　  

◇JR宇野駅から車10分　◇創立／1953年（60人）　◇三

茶屋町キリスト集会［単立／独立］

〒709-1121　倉敷市茶屋町2098-3　Tel&Fax.086-429-

2740　◇JR茶屋町駅から徒歩12分　◇創立／1989年（30

人）　◇松沢 克彦　◇礼拝／10:00　◇特色／日曜礼拝の

他に、日曜学校・YBC(若人の集会)等もあります。

茶屋町復活教会［福音教会連合］

〒709-1121　倉敷市茶屋町58　Tel&Fax.086-428-0293　

◇戸叶 誠、戸叶 久子

中庄キリスト教会［単立／独立］

〒710-0011　倉敷市徳芳479-10　Tel&Fax.086-463-0653　  

◇JR中庄駅から徒歩10分　◇創立／1983年　◇長田 

新　◇礼拝／10:45

西阿知キリスト教会［単立／独立］

〒710-0803　倉敷市中島1258-11　Tel&Fax.086-466-

0694　◇JR西阿知駅南口から徒歩10分　◇創立／1997年

（6人）　◇可児 宜政、可児 久代　◇礼拝／10:30　◇特

色／水曜日午後7時30分から祈祷会、日曜日午前9時30分

から教会学校。電話相談随時受け付け。

【E-Mail】kani.family@s6.dion.ne.jp

広江聖約キリスト教会［聖約］

〒712-8043　倉敷市広江5-2-25　Tel&Fax.086-455-2735　  

◇JR茶屋町駅から車15分　◇創立／1978年（21人）　◇

吉岡 創　◇礼拝／15:00　◇特色／アットホームな教会

です。いぶし銀の信仰者とともに若い人たちも集っていま

す。来会を心から歓迎いたします。

【E-Mail】NSKKnanki@hotmail.co.jp

マビ・マカリオイ教会［日基教団］

◇JR新倉敷駅　◇創立／1993年（14人）　◇石川 敬規

水島教会［KCCJ］

〒712-8006　倉敷市連島町鶴新田2142-13 姜永昌方　

Tel&Fax.086-448-0724　◇JR新倉敷駅から車15分　◇創

立／1952年（5人）　◇礼拝／11:30

水島聖約キリスト教会［聖約］

〒712-8032　倉敷市北畝1-12-30　Tel&Fax.086-455-8783　  

◇水島臨海鉄道栄駅から徒歩5分　◇創立／1954年（56

人）　◇池田 さおり　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午

前10時から聖書研究祈祷会。午後7時半から聖書を学ぶ会。

金曜日午後2時から学びと交わりの会。

【E-Mail】mizushima_seiyaku_2003@yahoo.co.jp

水島ナザレン教会［ナザレン］

〒712-8026　倉敷市水島南瑞穂町3-21　Tel.086-446-

1897 Fax.086-446-1892　◇白鳥 良明

瀬戸内市	 Setouchi-shi

鹿忍教会［イエス・キリスト］

〒701-4303　瀬戸内市牛窓町鹿忍783-46　Tel&Fax. 

0869-34-5902　◇JR西大寺駅からバス22分　◇創立／

1921年（22人）　◇竹ノ内 進　◇礼拝／15:00　◇特色／

英国日曜学校生徒の献金ではじまりました。
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津山福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒708-0841　津山市川崎666-1　Tel&Fax.0868-22-5248　  

◇JR津山駅から車5分　◇勝原 忠明、子安 八重子　◇礼

拝／10:30　◇特色／老若男女バランス良く、落ち着いた

群れ。ハンドベルやゴスペル教室の音楽活動あり。

吉井キリストの教会［キリストの教会］

〒708-0007　津山市総社東418　Tel.0868-25-2503　◇ハ

ロウェイ，D

新見市 Niimi-shi

新見教会［日基教団］

〒718-0017　新見市西方55-1　Tel.0867-72-2647　◇JR

新見駅から徒歩5分　◇創立／1931年（9人）　◇八木橋 

康広

新見キリスト教会［イエス・キリスト］

〒718-0005　新見市上市130　Tel&Fax.0867-72-9205　

◇土屋 信二、土屋 みちよ

備前市 Bizen-shi

香登教会［イエス・キリスト］

〒705-0012　備前市香登本550-3　Tel.0869-66-9122 Fax. 

0869-66-7311　◇JR香登駅から徒歩8分［連絡先：Tel. 

050-3532-3223］　◇創立／1895年（461人）　◇工藤 弘雄、

工藤 須美子、高江洲 伸子　◇礼拝／6:30,10:00　◇テレ

ホン／0869-66-8777　◇特色／水曜日午前10時と午後7時

30分から祈祷会。地区集会、訪問聖餐礼拝、イングリッ

シュキャンプほか子ども向け集会など。

【HP】http://www.d2.dion.ne.jp/~kagato/

【E-Mail】kagato@d2.dion.ne.jp

備前伝道所［栄光の福音］

〒705-0021　備前市西片上1432　Tel.0869-64-2403　◇

河合 加代子

三石教会［日基教団］

〒705-0132　備前市三石865　◇JR三石駅から徒歩5分

［連絡先：日本基督教団和気教会　〒709-0441　岡山県和

気郡和気町衣笠1066-1 Tel.0869-93-2599］　◇創立／1911

年（6人）　◇延藤 好英　◇礼拝／10:30

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~elim/

真庭市 Maniwa-shi

勝山教会［基督兄弟団］

〒717-0013　真庭市勝山804-9　Tel&Fax.0867-44-2876　  

◇JR中国勝山駅　◇畑中 孝三、畑中 庸子

勝山教会［日基教団］

〒717-0013　真庭市勝山207　◇JR中国勝山駅　◇創立

／1918年（2人）　◇西井 潔

久世教会［日基教団］

〒719-3201　真庭市久世2825　Tel&Fax.0867-42-2246　

浦 栄樹　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜日は午前10時、

午後1時、7時の3回、聖書研究祈祷会をもっています。

【HP】http://www.geocities.jp/tamanoseiyaku/

津山市 Tsuyama-shi

青葉教会［聖イエス会］

〒708-0821　津山市野介代797-6　Tel.0868-23-5001　◇

川越 康

高倉教会［日基教団］

〒708-1123　津山市下高倉西817-3　Tel.0868-29-0276 

Fax.0868-29-0136　◇JR東津山駅　◇創立／1952年（21

人）　◇永倉 信嗣、中島 幸一郎、中島 献二、中島 あず

さ　◇礼拝／19:30　◇特色／日曜日午後3時から教会学

校、木曜日午後4時から小学5・6年生向け英語教室開講中。

津山教会［日基教団］

〒708-0052　津山市田町29　Tel&Fax.0868-22-5558　◇

JR津山駅から徒歩15分　◇創立／1890年（39人）　◇田

中 馨子　◇礼拝／10:15　◇特色／主日礼拝は大人も子

どもも一緒に過ごしています。月1回ゴスペル礼拝開催。

ホームページで毎日メッセージ。

津山シオン教会［アドベント］

〒708-0043　津山市茅町85-14　Tel&Fax.0868-23-7132　  

◇JR津山駅から車5分［連絡先：舛田 光男　〒708-

0814　岡山県津山市東一宮48-15 Tel.086-827-0167］　◇

創立／1977年（50人）　◇舛田 光男、舛田 幸恵　◇礼拝

／10:00,19:00

【HP】http://www.tvt.ne.jp/~zion-777/

【E-Mail】zion-777@tvt.ne.jp

津山城西教会［日基教団］

〒708-0041　津山市鉄砲町192　Tel&Fax.0868-22-2067　  

◇JR津山駅から徒歩15分　◇創立／1917年（22人）　◇

山本 修一　◇礼拝／10:00

津山聖約キリスト教会［聖約］

〒708-0806　津山市大田91-4　Tel&Fax.0868-22-1382　

◇JR津山駅から車15分　◇創立／1979年（24人）　◇小

川 和秀、秋田 康雄　◇礼拝／10:30

津山伝道所［東洋ローア］

〒708-0882　津山市大谷575-4　◇JR津山駅から徒歩15

分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　  

埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-

6012］　◇創立／1957年（15人）　◇小早川 昭人　◇礼

拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・

伝道師による聖書のお話は手話で行われます。音声への

通訳はありません。

津山福音教会［日基教団］

〒708-0824　津山市沼844-13　Tel&Fax.0868-22-0608　

◇JR津山駅から徒歩30分　◇創立／1978年（28人）　◇

中島 幸一郎、中島 献二　◇礼拝／10:30　◇特色／当教

会の特色は、兵庫県からは毎週。鳥取県、香川県大津市

などから毎月の礼拝出席があることです。

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~tfchurch/
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（30人）　◇木村 智康　◇礼拝／10:15

加賀郡 Kaga-gun

備北聖約キリスト教会［聖約］

〒716-1122　加賀郡吉備中央町竹荘1622-2　Tel&Fax. 

0866-54-1168,086-277-7338　◇バス「石橋」停、徒歩2分　  

◇創立／1969年（34人）　◇渡邉 亘　◇礼拝／10:30

備北聖約キリスト教会福沢「祈りの家」集
会［聖約］

〒709-2675　加賀郡吉備中央町福沢713-1　Tel.08673-5-

1155　◇平田 達実

勝田郡 Katsuta-gun

勝間田伝道所＝勝間田ルーテル教会［西日本

ルーテル］

〒709-4316　勝田郡勝央町勝間田148-1　Tel.0868-38-

2596　◇JR勝間田駅から5分［連絡先：津山福音ルーテ

ル教会 子安 八重子 Tel.0868-22-5248］　◇創立／1955

年　◇子安 八重子　◇礼拝／14:00

久米郡 Kume-gun

柵原教会［ホーリネス］

〒708-1534　久米郡美咲町藤原124-6　Tel&Fax.0868-

62-0252　◇岡山駅からバス「周匝」停［連絡先：佐藤 朝

人　〒703-8236　岡山県岡山市国富4-2-50 エリーズ・ト

ーク・コート105号 Tel.086-270-3153］　◇創立／1947年

（60人）　◇山脇 望、山脇 正子　◇礼拝／10:30

弓削キリスト教会［単立／独立］

〒709-3614　久米郡久米南町下弓削340-11　Tel.0867-

28-2152(中野)　◇中野 信

苫田郡 Tomata-gun

カリスチャペル岡山［単立／独立］

〒708-0366　苫田郡鏡野町馬場977　Tel.0868-54-3697　

◇村上 好伸、村上 勝利

和気郡 Wake-gun

和気教会［イエス・キリスト］

〒709-0441　和気郡和気町衣笠968-5　Tel&Fax.0869-

92-0847　◇JR和気駅から徒歩5分　◇創立／1932年（50

人）　◇竹ノ内 進、竹ノ内 糸子　◇礼拝／10:15

【E-Mail】wake709ch0441@yahoo.co.jp

和気教会［日基教団］

〒709-0441　和気郡和気町衣笠1066-1　Tel&Fax.0869-

93-2599　◇JR和気駅から徒歩10分　◇創立／1924年（16

人）　◇延藤 好英　◇礼拝／15:00

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~elim/

◇JR久世駅から徒歩7分　◇創立／1905年（4人）　◇西

井 潔

河内教会［基督兄弟団］

〒719-3122　真庭市下河内2392　Tel&Fax.0867-55-2616　  

◇JR美作落合駅から徒歩30分　◇創立／1947年（51人）　

◇鈴木 勝世、鈴木 真理子　◇礼拝／9:30

蒜山聖書キリスト教会［単立／独立］

〒717-0612　真庭市蒜山上徳山440-1　Tel.0867-66-4168　  

◇中国自動車道蒜山ICから車5分　◇創立／1980年（3人）　  

◇立田 市　◇礼拝／10:00　◇特色／「きぼう」「チャペ

ルタイムス」などの配布をしています。伝道者が病弱なた

め、積極的な奉仕がなされていない。

蒜山福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒717-0505　真庭市蒜山上長田437-1　Tel&Fax.0867-66-

2118　◇中国自動車道蒜山ICから車15分［連絡先：岡田 

美加　〒717-0501　岡山県真庭市蒜山中福田821-3 

Tel.0867-66-4276］　◇リー，ルナル、リー，Ｍ・Ｋ　◇

礼拝／10:30　◇特色／水曜礼拝(13:30)あり、ただし、第

3水曜は「料理教室」のため礼拝はなし。教会学校(日曜

8:55)、家庭集会もあります。

美作落合教会［日基教団］

〒719-3144　真庭市落合垂水236　◇JR美作落合駅から

徒歩15分［連絡先：近藤 寅之輔　〒719-3144　岡山県真

庭市落合垂水500 Tel.0867-52-0885］　◇創立／1886年

（12人）　◇山本 修一　◇礼拝／14:30

【HP】http://ww1.tiki.ne.jp/~banno/

美作市 Mimasaka-shi

大原教会［イエス・キリスト］

〒707-0412　美作市古町1804-2　Tel&Fax.0868-78-2609　  

◇智頭急行大原駅から徒歩10分　◇創立／1951年（54人）　  

◇飯田 敏幸、飯田 牧子　◇礼拝／10:00,20:00,10:00(月)　

◇特色／清流の響きと森に囲まれた教会です。

岡山クリスチャンセンター［キリストの教会］

〒707-0062　美作市湯郷251-1　Tel&Fax.0868-72-1855　  

◇ウエスト，アドリー

勝田キリストの教会［キリストの教会］

〒707-0113　美作市真加部　◇里見 質

作東キリストの教会［キリストの教会］

〒709-4211　美作市五名356-8　Tel&Fax.0868-76-0108　  

◇JR江見駅からバス「五名」停、20分　◇創立／1961年（8

人）　◇太田 吉美、太田 明子　◇礼拝／13:30(第1・3)　

◇特色／聖書の学びと讃美の集い(求道者のため)毎月第3

水曜日。

小田郡 Oda-gun

矢掛聖約キリスト教会［聖約］

〒714-1201　小田郡矢掛町矢掛2080-9　Tel&Fax.0866-

82-1284　◇井原線矢掛駅から徒歩5分　◇創立／1964年
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広島県──地域の宣教資料

　宣教人国記：基督伝道隊（活水の群れ）の創立者・

柘植不知人（1873〜1927）は、父を亡くし幼少時から

多難な生活を送った。1913年（大正2）、重い知恵遅れ

の妹の家出を追って神戸に行き、新開地の日本伝道隊

の天幕伝道でウイルクスの説教によって回心した。神

戸聖書学校に入学してバックストンに師事、多大な影

響を受けた。1916年（大正5）、大阪梅田駅前通りで聖

霊に満たされて以後、リバイバルの器として全国で働

き、1922年（大正11）に基督伝道隊を創立した。『聖

書大辞典』を編さんした馬場嘉市（1892〜1985）は

1912年（大正1）、河辺貞吉より受洗。自由メソジスト

神学校卒業後は、独学で勉強を続け1928年（昭和3）、

『聖書大辞典』編集の準備としてイスラエルを旅行した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【安芸高田市】高田郡吉田町･八千代町･美土里町･高宮

町･甲田町･向原町。【江田島市】安芸郡江田島町，佐伯

郡能美町・沖美町･大柿町。【尾道市】因島市、豊田郡

瀬戸田町、御調郡御調町・向島町。【呉市】安芸郡音

戸町・倉橋町・蒲刈町、豊田郡安浦町・豊浜町・豊町・

下蒲刈町、豊田郡川尻町。【庄原市】庄原市、甲奴郡

総領町、比婆郡西城町・東城町・口和町・高野町・比

和町。【廿日市市】佐伯郡大野町・宮島町・佐伯町･吉

和村。【東広島市】賀茂郡黒瀬町･福富町･豊栄町･河内町、

豊田郡安芸津町。【広島市佐伯区】佐伯郡湯来町。【福

山市】深安郡神辺町、沼隈郡沼隈町、沼隈郡内海町、

芦品郡新市町。【府中市】甲奴郡上下町。【三原市】三

原市、賀茂郡大和町、豊田郡本郷町、御調郡久井町。

【三次市】三次市、甲奴郡甲奴町、双三郡君田村・布

野村・作木村・吉舎町・三良坂町・三和町。【神石郡

神石高原町】油木町･神石町･豊松村･三和町。【世羅郡

世羅町】甲山町・世羅町・世羅西町。【豊田郡大崎上

島町】大崎町･東野町･木江町。【山県郡安芸太田町】

加計町・筒賀村・戸河内町。【山県郡北広島町】芸北町・

大朝町・千代田町・豊平町。

 中 国 ・ 四 国 地 方 広 島 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

広 島 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   H i r o s h i m a 　

ムラサキスポーツ ダイヤモンドシティ広島店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒735-

0021　広島県安芸郡府中町大須2-1-1 ダイヤモンドシティ 

ソレイユ3F　Tel.082-561-0008　◇代表取締役会長／金

山 良雄

　教育事業・カルチャー

江友館
［カルチャー教室］　［日本バプテスト連盟江波キリスト教

会］〒730-0834　広島県広島市中区江波二本松1-10-26　

Tel&Fax.082-231-4561　◇JR広島駅から市電30分「江波」

停、徒歩7分　◇代表／池田 定男　◇特色／若い人から

高齢者向けパソコン教室、生け花教室。

　お店・事業

シャローム
［福音喫茶］〒730-0024　広島県広島市中区西平塚町10-

14　Tel.082-249-7266 Fax.082-899-2758　◇広島電鉄銀

山町駅から徒歩15分　◇創立／1981年　◇マスター／中

家 秀雄、ママ／中家 京子　◇特色／キリストの愛に囲ま

れてバランス取れた朝食・昼食はいかがでしょうか。心も

身体もホットになーれ！

ムラサキスポーツ 広島パルコ店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒730-

0034　広島県広島市中区新天地2-1 広島パルコ新館6階　

Tel.082-545-5420　◇代表取締役会長／金山 良雄
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(有)みどりランゲージスクール
［英語学校］〒737-0914　広島県呉市押込西平町26-6　

Tel.0823-34-5615 Fax.0823-34-5625　◇JR矢野駅　◇代

表取締役社長／山本 克己

　文書伝道支援

CLC BOOKS広島店［CLC広島店］

［キリスト教専門書店］　［(宗)クリスチャン文書伝道団］

〒730-0036　広島県広島市中区袋町4-8　Tel.082-248-

4254 Fax.082-249-7051　◇市電本通駅から徒歩3分　◇

店長／鹿島 重男

【HP】http://www.clc-shop.com/e_shoppy/www/shop/online2/

shop.htm

【E-Mail】hiroshima@clc-books.com

広島聖文舎
［キリスト教専門書店］〒730-0016　広島県広島市中区幟

町7-28　Tel.082-228-4914 Fax.082-223-0951　◇銀山町

駅から徒歩約5分

　幼稚園・保育園・学童

愛光園保育所
［保育園］　［(福)地の塩福祉会］〒723-0004　広島県三原

市館町2-2-12　Tel.0848-62-5624 Fax.0848-62-5734　◇

JR三原駅北口から徒歩2分　◇創立／1973年　◇所長／

眞田 右文

【E-Mail】aikouen@dear.ne.jp

あやめ幼稚園
［幼稚園］　［(学)牛田教会学園］〒732-0065　広島県広島

市東区牛田中2-7-34　Tel&Fax.082-221-3106　◇市電白

島から徒歩16分　◇創立／1950年　◇理事長／澤野 四

郎、園長／西嶋 佳弘　◇特色／制服もカバンも給食も通

園バスもありません。家族的で温かな環境のなか途中入

園の方も多く、すぐになじめます。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~ayame/

【E-Mail】knd.ayame@miracle.ocn.ne.jp

栄光幼稚園
［幼稚園］　［(学)広島聖公会学園］〒730-0014　広島県広

島市中区江波西2-32-1　Tel.082-231-4468 Fax.082-231-

4461　◇創立／1951年　◇理事長／橋口 滿、チャプレ

ン／小林 尚明、園長／浜井 美喜　◇特色／広い園庭と

落ち着いた環境〜豊かな体験を通して一人ひとりを大切

にした保育をしています。

【HP】http://hiro-seikoukai.jp/eikou/

尾道清心幼稚園
［カトリック幼稚園］〒722-0025　広島県尾道市栗原東

1-12-1　Tel.0848-23-5395

救世軍呉保育所
［保育園］　［(福)救世軍社会事業団］〒737-0023　広島県

呉市青山町1-4　Tel.0823-21-4711 Fax.0823-21-4719　◇

JR呉駅から徒歩15分　◇創立／1948年　◇所長／菅井 

いずみ

ゲーンズ幼稚園
［幼稚園］　［(学)広島女学院］〒732-0063　広島県広島市

東区牛田東4-13-1　Tel.082-228-6635　◇鈴木 道子

こばと幼稚園
［幼稚園］　［(学)広島府中教会学園］〒735-0029　広島県

安芸郡府中町茂陰1-2-10　Tel&Fax.082-281-1520 Tel. 

082-281-2828　◇広電バス「府中大橋」停、徒歩3分　◇

創立／1951年　◇園長／馬越 宝子、理事長／前浜 利男　  

◇特色／キリスト教保育・平和教育の二つを教育方針に

かかげ、子どもの思いに寄り添いながら「心の教育」を行

います。

【HP】http://www.kobato-kinder.net/

西条ルーテル幼稚園
［幼稚園］　［(学)広島ルーテル学園］〒739-0003　広島県

東広島市西条町土与丸1523　Tel.0824-22-2252 Fax. 

0824-22-5578　◇JR西条駅から徒歩20分　◇創立／1956

年　◇園長／鐘ケ江 昭洋　◇特色／キリスト教精神を土

台に、一人ひとりの個性を尊重し、のびのびと安全で、感

謝といたわりの園生活を送ります。

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~saijolth

【E-Mail】slk-22@guitar.ocn.ne.jp

重井幼稚園
［幼稚園］　［(学)重井学園］〒722-2102　広島県尾道市因

島重井町3055　Tel.0845-25-0134

清心幼稚園
［カトリック幼稚園］〒731-0138　広島県広島市安佐南区

祇園3-6-1　Tel.082-874-0143

聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)広島信望愛学園］〒730-0016　

広島県広島市中区幟町4-42　Tel&Fax.082-221-3207　◇

広島駅から徒歩10分　◇創立／1941年　◇理事長／三末 

篤實、園長／佐藤 良子

【HP】http://seibo.main.jp/

聖モニカ幼稚園
［幼稚園］〒733-0843　広島県広島市西区鈴ヶ台3-17-21　

Tel.082-227-1553　◇嶋田 克己

田熊幼稚園
［幼稚園］　［(学)田熊学園］〒722-2324　広島県尾道市因

島土生町田熊1025-9　Tel.0845-22-0281

谷の百合幼稚園
［幼稚園］　［(学)広島ルーテル学園］〒734-0004　広島県

広島市南区宇品神田4-15-12　Tel&Fax.082-251-6351　◇

広電「宇品4丁目」停、徒歩3分　◇創立／1953年　◇園

長／村中 紀子

チャーチスクール　野の百合園［野の百合園］

［児童厚生施設・児童館］　［(宗)尾道吉和伝道所附属チャ

ーチスクール理事会］〒722-0006　広島県尾道市沖側町

13-50　Tel&Fax.0848-22-9867　◇尾道駅から車7分　◇

創立／1964年　◇理事長・牧師・園長／島田 好国　◇

特色／神の国の民の形成を願い、教会で行う週間保育。

児童館認可。通常8:15〜14:00。延長18:00。
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天使幼稚園［テンシエン］

［幼稚園］　［(学)のぞみ学園］〒720-0831　広島県福山市

草戸町2-21-12　Tel.084-923-1949 Fax.084-923-1531　◇

JR福山駅から徒歩25分　◇創立／1949年　◇園長／大槻 

聖、理事長／赤阪 英一

流川幼稚園
［幼稚園］　［(学)広島流川教会学園］〒730-0014　広島県

広島市中区上幟町8-33　Tel.082-221-5493 Fax.082-221-

5497　◇市電「縮景園前」停、徒歩7分　◇園長／沖村 

裕史

【E-Mail】kyoukai@mue.biglobe.ne.jp

延広幼稚園
［幼稚園］　［(学)福山キリスト教学園］〒720-0056　広島

県福山市本町1-6　Tel.084-923-0094 Fax.084-923-0047　

◇JR福山駅から徒歩5分　◇牧師／石塚 一

【HP】http://www.fuchu.or.jp/~nobuhiro/kids/

博愛幼稚園［博愛］

［幼稚園］　［(学)博愛学園］〒722-2411　広島県尾道市瀬

戸田町瀬戸田378-1　Tel&Fax.0845-27-0173　◇瀬戸田

港から徒歩3分　◇創立／1906年　◇理事長・園長／杉

野 徹　◇特色／神さまに守られ子どもたち一人ひとりを

大切にし、共に赦し合うことのできる心を育てる保育を大

切にしてます。

【HP】http://hakuai1906.com

【E-Mail】hakuai@mx41.tiki.ne.jp

廿日市聖母マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒738-0016　広島県廿日市市可愛

11-8　Tel.0829-32-3400

東広島サムエル保育園
［保育園］　［(福)ＩＧＬ学園福祉会］〒739-2125　広島県

東広島市高屋町大字中島490-5　Tel.082-420-4333 

Fax.082-420-4301　◇JR西高屋駅から徒歩5分　◇創立

／1998年　◇園長／柏本 和子、理事長／永見 憲吾　◇

特色／恵まれた環境を感謝し子どもの幸せを願って職員

と家庭と心を1つにして子どもを育てています。

【HP】http://www.igl.or.jp/

広サムエル学園
［幼稚園］　［日本同盟基督教団広福音キリスト教会］〒

737-0141　広島県呉市広大新開2-12-19　Tel&Fax.0823-

72-4866　◇JR広駅から徒歩10分　◇創立／1961年　◇

園長／田中 秀之　◇特色／教会付属として40年以上、地

域に根ざした働きをしています。

【E-Mail】hirofukuin@hotmail.co.jp

広島暁の星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)広島信望愛学園］〒733-0031　

広島県広島市西区観音町15-31　Tel.082-231-4582 Fax. 

082-231-1645　◇JR広島駅から広島電鉄(西広島・宮島行)

「観音町」停　◇創立／1954年

広島マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒734-0005　広島県広島市南区翠

5-9-29　Tel.082-253-0337

福山暁の星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)福山暁の星学院］〒721-0975　

広島県福山市西深津町3-4-1　Tel.084-923-4244 Fax.084-

973-5525　◇JR福山駅からバス「深津住宅」停　◇創立

／1958年　◇理事長／石井 節子、園長／細川 美千代　

◇特色／キリスト教に基づいた教育理念です。モンテッソ

ーリ教育を手がかりにした縦割りクラス編成で保育をして

います。

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~kamiwaai/

【E-Mail】kamiwaai@chive.ocn.ne.jp

フレーザー幼稚園
［幼稚園］　［(学)広島南部教会学園］〒734-0015　広島県

広島市南区宇品御幸2-1-2　Tel.082-251-6865 Fax.082-

251-6833　◇JR広島駅から市電「宇品2丁目」停、徒歩1

分　◇創立／1897年　◇園長／手塚 由美子

的場幼稚園
［幼稚園］　［(学)みぎわ学園］〒732-0048　広島県広島市

東区山根町5-8　Tel.082-261-1802 Fax.082-261-2005　◇

JR広島駅　◇園長／月下 美孝

聖園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒720-0808　広島県福山市昭和町

7-26　Tel.084-923-0475

三次清心幼稚園
［カトリック幼稚園］〒728-0012　広島県三次市十日市中

2-1-43　Tel.0824-62-3505

向丘幼稚園
［幼稚園］　［(学)のぞみ学園］〒720-0832　広島県福山市

水呑町佐須良2915-1　Tel.084-956-0482 Fax.084-956-

0490　◇創立／1966年　◇園長／赤阪 信子

【HP】http://www.nozomi-gakuen.jp/

めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)広島西部教会学園］〒733-0822　広島県

広島市西区庚午中2-6-13　Tel.082-271-5437 Fax.082-271-

5485　◇市電宮島線「高須」停、徒歩5分　◇創立／

1950年　◇園長／山根 由美子

【HP】http://www1.megaegg.ne.jp/~kyokai/

【E-Mail】kyokai@ms2.megaegg.ne.jp

明王台シャローム幼稚園［シャローム幼稚園］

［幼稚園］　［(学)のぞみ学園］〒720-0834　広島県福山市

明王台1-2-7　Tel.084-951-6006 Fax.084-951-3740　◇創

立／1992年　◇園長・理事長／赤阪 英一　◇特色／子

どもをかけがえのない存在として愛して育て。知・情・体

のバランスのとれた総合幼児教育。外人教師の英会話。

【HP】http://www.nozomi-gakuen.jp/

焼山みどり幼稚園
［幼稚園］　［(学)広島みどり学園］〒737-0936　広島県呉

市焼山東1-19-17　Tel.0823-33-9747 Fax.0823-33-0923　

◇バス「昭和支所」停、徒歩20分　◇創立／1978年　◇

園長／山本 寛慈

【HP】http://y-midori.ftw.jp/

【E-Mail】y-midori@aj.wakwak.com
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安芸高田市 Akitakata-shi

三次教会向原集会所［日基教団］

〒739-1201　安芸高田市向原町坂233　Tel.08264-6-2229　  

◇佐々木 直子

江田島市 Edajima-shi

秋月キリスト教会［単立／独立］

〒737-2131　江田島市江田島町秋月2-50-3　Tel&Fax. 

0823-42-0266　◇秋月港から徒歩10分　◇創立／1993年

（5人）　◇白鳥 修、白鳥 敬子　◇礼拝／10:30　◇特色

／木曜日午後2時から祈祷会。

江田島キリスト教会［日本福音宣教団］

〒737-2122　江田島市江田島町中央2-32-2　Tel&Fax. 

0823-42-0179　◇呉中央桟橋・宇品港から船25分　◇創

立／1969年（30人）　◇宮崎 章、宮崎 洋子

大竹市 Otake-shi

大竹教会［日基教団］

〒739-0602　大竹市南栄3-1-29　Tel&Fax.0827-52-2411　  

◇JR大竹駅から」徒歩15分　◇創立／1954年（12人）　

◇掛石 英樹

大竹キリスト教会［バプ連盟］

〒739-0613　大竹市本町1-12-23　Tel&Fax.0827-52-6241　  

◇JR大竹駅から徒歩15分［連絡先：杉嶋 輝静　〒739-

0615　広島県大竹市元町1-12-1 Tel.0827-52-5517］　◇創

立／1986年（4人）　◇礼拝／10:30

大竹プレイズチャーチ［サンビ教団］

〒739-0616　大竹市木野2-1-25　Tel.0827-52-7552 Fax. 

0827-52-7559　◇辻 秀彦

尾道市 Onomichi-shi

尾道教会［聖イエス会］

〒722-0025　尾道市栗原東1-4-2　Tel.0848-22-6751　◇

島田 光輝

尾道久保教会［日基教団］

〒722-0043　尾道市東久保町7-2　Tel&Fax.0848-37-

3627　◇JR尾道駅からバス「防地口」停、徒歩3分　◇

創立／1922年（39人）　◇内海 恵子

尾道西教会［日キ教会］

〒722-0001　尾道市手崎町1-21　Tel&Fax.0848-23-7620　  

◇JR尾道駅からバス「新浜」停、徒歩3分　◇創立／

1960年（39人）　◇傳 英二

尾道福音教会［単立／独立］

〒722-0215　尾道市美ノ郷町三成3112　Tel&Fax.0848-

48-5162　◇JR新尾道駅からバス「三美園口」停、徒歩3

分［連絡先：尾道福音教会山野伝道所「憩いの水濱」聖

書 塾　〒720-2602　 広島 県 福山市山野町山野282 

Tel.084-970-3070］　◇創立／1953年（18人）　◇田中 亘、

玉崎 泉　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜日午後2時より聖

書研究祈祷会。

【E-Mail】blessedcommunication@sopia.plala.or.jp

広 島 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   H i r o s h i m a

山手幼稚園
［幼稚園］　［(学)呉山手教会学園］〒737-0814　広島県呉

市山手1-2-6　Tel.0823-21-3104 Fax.0823-22-4220　◇JR

呉駅から徒歩10分　◇創立／1949年　◇園長／三矢 亮

【E-Mail】yamateyouchien@nifty.com

友愛保育園
［保育園］　［(福)友愛福祉会］〒722-0001　広島県尾道市

手崎町1-28　Tel&Fax.0848-22-8646　◇JR尾道駅から車

10分　◇創立／1968年　◇理事長／川上 桂子

ルーテル保育所
［保育園］　［(財)ルーテル会］〒730-0045　広島県広島市

中区鶴見町2-12　Tel.082-241-2479 Fax.082-241-2486　

◇市電5番線「比治山下」停、徒歩5分　◇所長／立野 照

美

　図書館・資料展示館

広島女学院 歴史資料館
［資料館］　［(学)広島女学院　歴史資料館管理運営委員

会］〒732-0063　広島県広島市東区牛田東4-13-1　Tel.

082-228-0386(内線304) Fax.082-227-4502　◇JR広島駅

新幹線口から車10分　◇創立／1988年　◇広島女学院歴

史資料館館長／岩内 一郎、事務(パート)／西原 眞理子　

◇特色／学内の静かな場所で123年の歩みに思いを馳せて

みませんか？　過去を見ることで、未来が見えてくるか

も！

【HP】http://www.hju.ac.jp/
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（81人）　◇松田 基子　◇礼拝／10:15

呉国際教会［在外国教団教派］

〒737-0045　呉市本通1-1-11-604　Tel.080-3894-0563　

◇創立／2009年　◇趙 蒼潤　◇礼拝／10:30　◇外国語

／韓国語(9：00)　◇特色／広島県呉市にある国際教会、

全世界人々と一つになって神様を礼拝する教会。

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/saooju08/

【E-Mail】saooju08@yahoo.co.jp

呉小隊［救世軍］

〒737-0023　呉市青山町1-4　Tel.0823-25-4794 Fax. 

0823-21-4719　◇バス「四道路」停、徒歩3分　◇創立／

1913年（43人）　◇西村 和江　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kure-corps@do.enjoy.ne.jp

呉信愛教会［聖公会］

〒737-0043　呉市和庄登町21-20　Tel&Fax.0823-21-5611　  

◇JR呉駅からバス「和庄登町」停、徒歩1分　◇創立／

1904年（59人）　◇中村 豊、松尾 常雄　◇礼拝／10:30

呉平安教会［日基教団］

〒737-0811　呉市西中央5-6-1　Tel.0823-23-4435 Fax. 

0823-69-5015　◇JR呉駅から徒歩12分　◇創立／1904年

（107人）　◇小林 克哉　◇礼拝／10:30,18:00　◇特色／

幼い者から年配の方まで共に集うアットホームな教会です。

【HP】http://www.kurehei.jp/

【E-Mail】mail@kurehei.jp

呉焼山伝道所［改革派］

〒737-0936　呉市焼山東3-17-6　Tel.0823-33-2851　◇

JR呉駅からバス35分、徒歩3分　◇申 成日

呉山手教会［日基教団］

〒737-0814　呉市山手1-2-4　Tel&Fax.0823-25-1786 

Fax.0823-22-4220　◇JR呉駅から徒歩5分　◇創立／

1891年（27人）　◇三矢 亮　◇礼拝／10:15

呉リバイバルセンター教会［日本福音宣教団］

〒737-0051　呉市中央5-1-26　Tel.0823-21-8904　◇呉駅

から徒歩10分［連絡先：岩田 久子　〒737-0903　広島県

呉市焼山西3-5-14 Tel.0823-33-8998］　◇創立／1958年

（48人）　◇岩田 久子、岩田 芳美　◇礼拝／10:30　◇特

色／ギターなどを使った賛美礼拝。ファミリーグループの

交わり、ママカフェ、キッズ礼拝、英会話クラスなどあり。

【HP】http://www.geocities.jp/kurerevival/

【E-Mail】kurerevival@ybb.ne.jp

せとうちキリスト伝道所＝せとうちキリスト
教会［アッセンブリー］

〒737-0003　呉市阿賀中央4-2-1　Tel&Fax.0823-73-9757　  

◇JR安芸阿賀駅から徒歩10分　◇創立／1996年（12人）　

◇越智 晃、越智 博子　◇礼拝／10:30　◇特色／賛美の

大好きな元気な教会です。英語通訳が月2回ほどあります。

【HP】http://church.ne.jp/setokiri/

【E-Mail】setouchi_christ_church@yahoo.co.jp

TLCCC広島・神の教会［主の十字架］

〒737-0881　呉市天応塩谷町8-27　Tel&Fax.0823-38-

8426　◇パウロ 三木 清志、三木 吉子、中川 英美、市川 

尾道吉和伝道所＝吉和のチャーチ［日基教団］

〒722-0006　尾道市沖側町13-50　Tel&Fax.0848-22-

9867　◇JR尾道駅からバス「尾商前」停、徒歩12分　◇

創立／1964年（10人）　◇島田 好国　◇礼拝／8:15　◇

特色／日曜朝8時15分からの主日礼拝、火曜夜の家庭集会、

週日8時15分からの15分礼拝、CSは礼拝後に。

【HP】http://www.uccj.info/church/onoyoshi.htm

重井バプテスト教会［バプ同盟］

〒722-2102　尾道市因島重井町3055　Tel.0845-25-0134 

Fax.0845-25-1369　◇林原 弘

神愛教会［聖イエス会］

〒722-0062　尾道市向東町2632　Tel.0848-44-0775　◇

河野 隆男

神泉教会［聖イエス会］

〒722-0073　尾道市向島町12461-12　Tel.0848-45-3334　  

◇岩本 言宣

瀬戸田バプテスト教会［バプ同盟］

〒722-2411　尾道市瀬戸田町瀬戸田378-1　Tel&Fax. 

0845-27-0173　◇瀬戸田港から徒歩3分　◇創立／1902

年（25人）　◇角野 裕三　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜

日は子ども教会学校(9:00〜10:15)、主日礼拝(10:30〜

11:30)、祈祷会(11:30〜12:00)、交わり。

立花教会［聖イエス会］

〒722-0071　尾道市向島町立花3032-3　Tel.0848-44-

2320　◇尾本 幸子

土生バプテスト教会［バプ同盟］

〒722-2323　尾道市因島土生町宇和部1602-1　Tel.0845-

22-0593 Fax.0845-22-7070　◇バス「宇和部」停、徒歩3

分　◇林原 弘

向島キリスト教会［バプ同盟］

〒722-0073　尾道市向島町16058-22　Tel&Fax.0848-44-

2762　◇JR尾道駅からフェリー「向島」下船徒歩5分　◇

創 立 ／ 1948年（47人 ）　 ◇ 南 沢 満 雄　 ◇ 礼 拝 ／

9:30,10:45,19:30

【HP】http://www.333.ecnet.jp

【E-Mail】m2762@orange.ocn.ne.jp

呉市 Kure-shi

愛泉教会［聖イエス会］

〒737-0152　呉市仁方本町1-14-20　Tel.0823-79-5630

インマヌエル呉キリスト教会［IGM］

〒737-0051　呉市中央6-7-10　Tel&Fax.0823-23-0831　

◇JR呉駅からバス「中央6丁目」停、徒歩1分　◇創立／

1951年（40人）　◇内山 忠信、内山 フジ子　◇礼拝／

10:15　◇特色／聖書講解に力を入れています。

【E-Mail】ei.tanaka@rhythm.ocn.ne.jp

呉教会［ナザレン］

〒737-0051　呉市中央2-4-14　Tel.0823-21-8747 Fax. 

0823-25-1863　◇JR呉駅から徒歩10分　◇創立／1918年
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東城キリスト教会［アライアンス］

〒729-5124　庄原市東城町東城384　Tel&Fax.08477-2-

0288　◇JR東城駅から徒歩10分　◇創立／1928年（57人）　  

◇一森 義史　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.tojokyokai.org/

【E-Mail】webservant@tojochucrh.org

日本アライアンス庄原基督教会［アライアンス］

〒727-0013　庄原市西本町2-9-35　Tel&Fax.0824-72-

0714　◇JR備後庄原駅から徒歩10分　◇創立／1895年

（117人）　◇横山 晋次　◇礼拝／10:10(庄原),14:30(三次)

北備教会［日基教団］

〒729-6134　庄原市木戸町800 山本泰章方　Tel&Fax. 

0824-78-2539　◇JR備後庄原駅　◇創立／2000年（21人）　  

◇老田 信

竹原市 Takehara-shi

竹原教会［日基教団］

〒725-0021　竹原市竹原町3492-2　Tel&Fax.0846-22-

0749　◇呉線竹原駅から徒歩10分　◇創立／1955年（6人）　  

◇遠藤 年之

竹原キリスト教会［単立／独立］

〒725-0026　竹原市中央2-17-11　Tel.0846-22-0081　◇

中野 信

忠海教会［改革派］

〒729-2311　竹原市忠海町床浦2-17-21　Tel&Fax.0846-

26-0596　◇JR忠海駅　◇創立／1994年（51人）　◇礼拝

／10:30

廿日市市 Hatsukaichi-shi

ゴスペルハウス広島［トータル］

〒738-0054　廿日市市阿品2-27-24　Tel.0829-36-3347 

Fax.0829-36-3349　◇道元 知明

廿日市教会［日基教団］

〒738-0027　廿日市市平良山手7-16　Tel&Fax.0829-31-

0876　◇JR廿日市駅　◇創立／1947年（61人）　◇柴田 

もゆる　◇礼拝／10:30

【E-Mail】moyuru@ruby.ocn.ne.jp

廿日市グレースチャーチ［単立／独立］

〒738-0005　廿日市市桜尾本町9-21 ハイライフセイコウ

201　Tel&Fax.0829-32-3089　◇JR廿日市駅から徒歩15

分　◇創立／2005年（8人）　◇ハフ，ビル、ハフ，リンダ、

鹿島 重男　◇礼拝／10:30　◇特色／第3日曜日のみ英語

メッセージです。通訳付きです。

【E-Mail】blhuff@mac.com

広島平和教会附属柴ノ木学舎［単立／独立］

〒738-0221　廿日市市虫所山521-255　Tel.0829-72-0227 

Fax.0829-72-0240　◇バス「佐伯町津田」停、車15分　

◇創立／1972年　◇中谷 恵一

照子、織田 奈々江、生田 洋子、中川 進　◇礼拝／

9:30,14:00,18:00

【E-Mail】eliyaur@ybb.ne.jp

日本アライアンス呉教会＝呉アライアンス
教会［アライアンス］

〒737-0077　呉市伏原町1-2-12　Tel&Fax.0823-21-8571　  

◇JR呉駅からバス10分、徒歩3分　◇創立／1950年（200

人）　◇田村 耕造　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0823-

24-3682

【HP】http://www5f.biglobe.ne.jp/~kurekyokai/

【E-Mail】tamakomi@skyblue.ocn.ne.jp

日本アライアンス呉教会本庄ハイツチャペ
ル［アライアンス］

〒737-0912　呉市焼山本庄5-5-1　Tel&Fax.0823-34-0016　  

◇JR天応駅　◇田村 耕造　◇礼拝／9:00

【HP】http://www5f.biglobe.ne.jp/~kurekyokai/

日本バプテスト呉基督教会［バプ連盟］

〒737-0045　呉市本通4-4-10　Tel&Fax.0823-21-8625　

◇JR呉駅から徒歩15分　◇創立／1910年（18人）　◇浅

海 郁典　◇礼拝／9:30

【HP】http://kure.kyokai.net

【E-Mail】asaasa6@enjoy.ne.jp

広島教会呉礼拝所［福音ルーテル］

〒737-0035　呉市長迫町2-8　Tel.0823-21-6528 Fax. 

0823-21-6540　◇創立／1954年　◇鷲見 達也

【HP】http://www.jelc-hiroshima.jp/

【E-Mail】tateno@jelc.or.jp

広福音キリスト教会［同盟基督］

〒737-0141　呉市広大新開2-12-19　Tel&Fax.0823-72-

4866　◇JR広駅から徒歩15分　◇創立／1947年（22人）　

◇田中 秀之　◇礼拝／10:30

【E-Mail】hirofukuin@hotmail.co.jp

焼山キリスト教会［単立／独立］

〒737-0936　呉市焼山東1-19-17　Tel&Fax.0823-33-4233　  

◇バス「昭和支所」停、徒歩20分　◇創立／1972年（21

人）　◇山本 克己　◇礼拝／10:00　◇特色／幸せは、神

様を信じてからネ！　ファミリーが行く教会だョ。MEBIG

最高。1〜2歳児の保育施設あります。

吉浦キリスト教会［アライアンス］

〒737-0843　呉市吉浦潭鼓町1-5　Tel&Fax.0823-31-

8204　◇JR吉浦駅から徒歩7分　◇創立／1964年（72人）　  

◇丸谷 昌樹、丸谷 信子　◇礼拝／10:30　◇特色／JR呉

線、吉浦駅から徒歩7分という交通の便利の良い教会です。

家庭的な教会です。

【E-Mail】christ.yma@go4.enjoy.ne.jp

庄原市 Shobara-shi

庄原教会［日基教団］

〒727-0012　庄原市中本町2-7-7　Tel&Fax.0824-72-0969　  

◇JR備後庄原駅から徒歩4分　◇創立／1932年（28人）　

◇松島 敬三　◇礼拝／10:15
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停　◇創立／1987年（60人）　◇加藤 勇介　◇礼拝／

10:30,17:00(第1)　◇外国語／英語　◇特色／聖書に忠実

な福音的信仰で、婦人を中心に中高生・青年や留学生も

集い、子育て支援等もある豊かな教会です。

【HP】http://www.megch.com/

【E-Mail】megch@megch.com

緑の牧場キリスト教会［バプ連盟］

〒739-0036　東広島市西条町田口東子2799　Tel&Fax. 

082-425-5454　◇JR西条駅からバス15分「東子」停、徒

歩2分　◇創立／1991年（51人）　◇酒井 敬仁　◇礼拝

／9:30,10:30,15:00　◇外国語／英語　◇特色／壮年、女

性、青年、中高生、子どものグループ(セル)があります。

広島大学が近くにあります。

【HP】http://ww35.tiki.ne.jp/~gospel/

【E-Mail】midorinomakiba_church@yahoo.co.jp

広島市安芸区	 Hiroshima-shi, Aki-ku

広島瀬野川キリスト教会［アライアンス］

〒739-0321　広島市安芸区中野5-15-10　Tel&Fax.082-

893-1720　◇JR中野東駅から徒歩3分　◇創立／1990年

（12人）　◇吾郷 重春　◇礼拝／10:00,13:30(第4主日のみ)

広島船越教会［日基教団］

〒736-0081　広島市安芸区船越1-19-6　Tel&Fax.082-

822-2854　◇JR向洋駅　◇創立／1946年（22人）　◇久

保田 十一郎

広島市安佐北区	 Hiroshima-shi, Asakita-ku

広島栄光教会［イエス・キリスト］

〒731-3361　広島市安佐北区あさひが丘6-25-19　Tel& 

Fax.082-838-1650　◇バス「あさひが丘1番」停、徒歩2

分　◇創立／1978年　◇梅原 基　◇礼拝／10:30

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~eikou-ch/

広島北キリスト教会［アライアンス］

〒731-0221　広島市安佐北区可部2-34-30-101　Tel& 

Fax.082-815-1877　◇JR可部駅から徒歩5分　◇創立／

1963年（33人）　◇曲淵 宣彦　◇礼拝／10:30

広島きよめキリスト祈の家［きよめ教会］

〒739-1741　広島市安佐北区真亀2-2-4 松田方　Tel.082-

842-7525　◇松田 利武

広島福音自由教会可部グリーンヒルチャペ
ル［福音自由］

〒731-0221　広島市安佐北区可部6-25-23　Tel.082-819-

1313 Fax.082-819-1314　◇バス「福王寺口」停、徒歩5

分　◇創立／2000年（33人）　◇拝高 真紀夫、北野 献慈、

マーレイ，スコット　◇礼拝／10:30　◇特色／あなたの

町の教会です。子どもからお年寄りまで全世界が喜んで

集っています。明るく、活き活きとした教会です。

【HP】http://christ.or.jp/

広島福音自由教会高陽チャペル［福音自由］

〒739-1731　広島市安佐北区落合5-14-11　Tel.082-843-

宮島口教会(伝)［日基教団］

〒739-0412　廿日市市宮島口西3-15-14　Tel&Fax.0829-

56-3844　◇JR宮島口駅から徒歩7分　◇創立／1952年（4

人）　◇濱田 裕三　◇礼拝／10:30

東広島市	 Higashihiroshima-shi

安芸津キリスト教会［日本福音宣教団］

〒739-2402　東広島市安芸津町三津2523-2　Tel.0846-

45-4902 Fax.0846-45-5443　◇JR安芸津駅から徒歩40分

(送迎があります)　◇創立／1970年（15人）　◇向井 正信、

向井 英子、加藤 昌子、野地本 由美、丸井 典雄　◇礼拝

／10:30

黒瀬福音教会［JECA］

〒724-0622　東広島市黒瀬町乃美尾2126　Tel.0823-82-

6863　◇JR安浦駅　◇前田 義光

西条教会［福音ルーテル］

〒739-0003　東広島市西条町土与丸1524　Tel.082-422-

2252 Fax.082-422-5578　◇JR西条駅から徒歩20分　◇

創立／1953年（58人）　◇鐘ヶ江 昭洋　◇礼拝／10:30　

◇特色／火曜日午前9時30分から「身軽になろう研究会」(お

もに聖書研究会)。

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~saijolth/

【E-Mail】slk-22@guitar.ocn.ne.jp

志和キリスト教会［単立／独立］

〒739-0268　東広島市志和町志和西55-7　Tel&Fax.082-

433-5853　◇JR八本松駅からバス「道上」停、徒歩5分　

◇創立／1994年（15人）　◇谷岡 勝通、谷岡 操　◇礼拝

／18:00

東広島キリストの教会［キリストの教会］

〒739-0144　東広島市八本松南6-3-3　Tel&Fax.082-427-

2550　◇JR八本松駅から南へ徒歩15分　◇加藤 祐介　

◇礼拝／10:30　◇特色／福音主義、聖書信仰に立った家

庭的な教会です。聖書による訓練を大切にしています。

【HP】http://church.jp/higashihiroshima/

東広島教会［日基教団］

〒739-0048　東広島市西条東北町1-66　Tel&Fax.082-

423-6707　◇JR西条駅から徒歩20分　◇創立／1983年

（41人）　◇小田部 三恵子　◇礼拝／10:30　◇特色／第1

～3水曜日10時～11時30分聖書を学び祈る会。第4水曜日

10時～14時バザー仕事会。

東広島教会［改革派］

〒739-0025　東広島市西条中央2-3-3　Tel&Fax.082-422-

1333　◇JR西条駅から徒歩10分　◇創立／2000年（15人）　  

◇中山 仰　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／水曜日午後7

時から祈祷会。火曜日午前10時から韓国語講座。夕拝は

毎週賛美礼拝で第4週はゴスペル・アワー。

【HP】http://www5e.biglobe.ne.jp/~e-hiro/

【E-Mail】aogukeiko@hi.enjoy.ne.jp

東広島めぐみ教会［同盟基督］

〒739-0041　東広島市西条町寺家2583　Tel.082-422-

6552 Fax.082-422-6579　◇JR西条駅から芸陽バス「前谷」
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年（54人）　◇井上 豊　◇礼拝／10:30

【HP】http://hiroshimanagatsuka.web.fc2.com

【E-Mail】sun0125@sirius.ocn.ne.jp

広島古市教会［日基教団］

〒731-0123　広島市安佐南区古市2-3-5　Tel&Fax.082-

877-1028　◇アストラムライン古市駅　◇創立／1965年

（29人）　◇小﨑 清信　◇礼拝／10:30

広島平和キリスト教会［バプ同盟］

〒731-0101　広島市安佐南区八木3-5-17-10　Tel&Fax. 

082-873-1150　◇JR梅林駅から徒歩8分　◇創立／2004

年（30人）　◇田村 義明　◇礼拝／10:30,10:30(火)

リビング・チャペル［単立／独立］

〒731-3164　広島市安佐南区伴東8-5-7　Tel&Fax.082-

848-9785　◇アストラムライン大原駅から徒歩4分　◇創

立／2004年（7人）　◇ジョンソン，ブルース、ジョンソン，

パメラ　◇礼拝／11:00,19:00　◇特色／暖かいアットホ

ームな教会です。日曜学校、英会話教室もあります。

【E-Mail】bjandpj92@ybb.ne.jp

広島市佐伯区	 Hiroshima-shi, Saeki-ku

ＩＧＬ広島福音教会［ホーリネス］

〒731-5111　広島市佐伯区美鈴が丘東4-15-11　Tel.082-

928-4166 Fax.082-928-9111　◇JR西広島駅からバス、「美

鈴が丘東3丁目」停　◇創立／1982年（82人）　◇加藤 望、

加藤 久美子　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.igl.or.jp/

【E-Mail】nozomukato@hotmail.com

五日市キリスト教会［アライアンス］

〒731-5127　広島市佐伯区五日市4-12-12　Tel&Fax.082-

922-0796　◇JR五日市駅北口から徒歩12分　◇創立／

1953年（105人）　◇田村 耕造　◇礼拝／10:15　◇特色

／水曜日午前10時15分から祈祷会。

五日市聖書教会［同盟基督］

〒731-5106　広島市佐伯区利松3-14-1　Tel&Fax.082-

928-8071　◇JR五日市駅からバス20分「三和中学校」停、

徒歩3分　◇創立／1992年（20人）　◇中尾 信一　◇礼

拝／10:30　◇特色／宣教師が開拓したアットホームな教

会です。どうぞお気軽にお出でください。

広島教会［改革派］

〒731-5101　広島市佐伯区五月が丘5-19-12　Tel&Fax. 

082-941-4539　◇JR西広島からバス20分「五月が丘3丁目」

停、徒歩2分　◇創立／1974年（40人）　◇申 成日　◇

礼拝／10:30　◇外国語／韓国語

広島西キリスト教会［バプ連盟］

〒731-5141　広島市佐伯区千同1-26-23　Tel&Fax.082-

923-5486　◇JR五日市駅からバス8分「千同橋」停、徒歩

8分　◇創立／1989年（23人）　◇大建 英夫　◇礼拝／

10:20　◇外国語／英語

【E-Mail】hideo@mx4.tiki.ne.jp

5424 Fax.082-843-5429　◇JR玖村駅からバス「諸木」停、

徒歩5分　◇創立／1986年（110人）　◇拝高 真紀夫、北

野 献慈、マーレイ，スコット　◇礼拝／10:30　◇特色／

(火)英会話、(水)祈祷会、(金)婦人会、(日)教会学校・中高

生会・その他各会。家庭集会あり。

【HP】http://www.christ.or.jp

【E-Mail】koyochapel@christ.or.jp

平和の君伝道所［改革派］

〒739-1732　広島市安佐北区落合南4-6-4　Tel&Fax.082-

842-7844　◇JR安芸矢口駅からバス10分、徒歩2分　◇

創立／1984年（30人）　◇山下 朋彦　◇礼拝／10:30　

◇特色／昨年より牧師がPTAの働きに加わり、地域に根

差した教会をと願っています。CSは9：30、韓国語教室も

開催。

【E-Mail】rfrxy049@ybb.ne.jp

広島市安佐南区	 Hiroshima-shi, Asaminami-ku

インマヌエル広島キリスト教会［IGM］

〒731-0113　広島市安佐南区西原2-8-19　Tel&Fax.082-

874-9207　◇アストラムライン祇園新橋北駅から徒歩3分　  

◇創立／1980年（49人）　◇宮島 幸子、田中 禮子　◇礼

拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分から祈り会。木

曜日午前10時30分からバイブルクラス。

【HP】http://www.geocities.jp/immanuel_hiroshima/

伴キリストの教会［キリストの教会］

〒731-3161　広島市安佐南区沼田町伴9318　Tel&Fax. 

082-848-0316　◇アストラムライン伴駅から徒歩7分　◇

創立／1968年（10人）　◇岸 聿子　◇礼拝／10:30

広島活水キリスト教会［キリスト伝道隊］

〒731-0123　広島市安佐南区古市1-16-20　Tel.082-877-

4805　◇アストラムライン中筋駅から徒歩2分　◇創立／

1955年　◇米田 喜代子

広島北キリスト教会［MB］

〒731-0144　広島市安佐南区高取北4-3-11　Tel&Fax. 

082-872-4011　◇長楽寺駅から徒歩5分　◇創立／1977

年（45人）　◇江藤 寿彦　◇礼拝／9:00,10:30

【E-Mail】etou@kib.biglobe.ne.jp

広島教会［聖書友の会］

〒731-0138　広島市安佐南区祇園7-13-23　Tel.082-874-

0164

広島キリスト教会［ホーリネス］

〒731-0103　広島市安佐南区緑井2-21-21　Tel&Fax.082-

879-8312　◇JR緑井駅から徒歩5分　◇創立／1959年

（150人）　◇白根 茂、白根 幸美

広島シャローム教会［聖イエス会］

〒731-3167　広島市安佐南区大塚西4-17-16　Tel.082-

848-7914　◇中村 徹

広島長束教会［日キ教会］

〒731-0135　広島市安佐南区長束3-32-16　Tel&Fax.082-

238-3459　◇JR安芸長束駅から徒歩4分　◇創立／1969
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広島教会［日基教団］

〒730-0051　広島市中区大手町5-16-23　Tel.082-243-

0520 Fax.082-243-3761　◇JR広島駅から市電「鷹野橋」

停、徒歩3分　◇創立／1883年（198人）　◇武田 真治　

◇礼拝／10:30,18:30　◇特色／広島で最も古い教会です。

被爆教会として礼拝と聖餐を重んじて伝道の聖務に当た

っています。

【HP】http://www1a.biglobe.ne.jp/h-tk/

【E-Mail】hiroshima-tk@kca.biglobe.ne.jp

広島教会広島礼拝所［福音ルーテル］

〒730-0045　広島市中区鶴見町2-12　Tel.082-241-3695 

Fax.082-241-3715　◇JR広島駅から市電「比治山下」停、

徒歩5分　◇創立／1920年（250人）　◇鷲見 達也、森 

勉　◇礼拝／10:45,19:30　◇特色／礼拝/10時45分，19時

30分◇特色/月曜日13時から礼拝。木曜日10時30分、19時

30分から聖書を学ぶ会。

【HP】http://www.jelc-hiroshima.jp/

広島キリスト集会［単立／独立］

〒730-0015　広島市中区橋本町1-8 上柳橋ハイタウン1F　  

Tel&Fax.082-221-1685　◇JR広島駅南口から徒歩10分　

◇創立／1960年（60人）　◇好本 博志　◇礼拝／10:15　

◇特色／水曜日午前10時30分朝の集い(福音伝道)。土曜日

午後2時SBC(若い人の為の聖書研究会)。

広島流川教会［日基教団］

〒730-0014　広島市中区上幟町8-33　Tel.082-221-1813 

Fax.082-227-2726　◇市電「縮景園前」停、徒歩7分　◇

創立／1887年（141人）　◇沖村 裕史

広島復活教会［聖公会］

〒730-0014　広島市中区上幟町10-11　Tel.082-227-1553 

Fax.082-227-0818　◇JR広島駅から徒歩10分　◇創立／

1950年（196人）　◇小林 尚明、長田 吉史　◇礼拝／

10:30　◇特色／英国国教会系の教会です。

【HP】http://www.hrc-nskk.jp/

【E-Mail】fukkatu@urban.ne.jp

広島市西区	 Hiroshima-shi, Nishi-ku

呉リバイバルセンター教会広島伝道所［日本

福音宣教団］

〒733-0002　広島市西区楠木区4-4-13 ライオンズマンシ

ョン404号 沖本方　Tel.082-230-3389　◇岩田 久子

己斐バプテスト教会［単立／独立］

〒733-0813　広島市西区己斐中1-4-9　Tel.082-271-8687　  

◇JR西広島駅から徒歩1分　◇創立／1952年（40人）　◇

田嶋 浩次

聖モニカ礼拝堂［聖公会］

〒733-0843　広島市西区井口鈴が台3-17-21　Tel.082-

278-6331 Fax.082-278-3555　◇JR新井口駅　◇創立／

1970年

広島観音町教会［日基教団］

〒733-0035　広島市西区南観音4-9-30　Tel&Fax.082-

291-5847　◇JR西広島駅　◇創立／1948年（62人）　◇

広島西キリスト教会［MB］

〒731-5154　広島市佐伯区薬師が丘1-14-2　Tel&Fax. 

082-928-9615　◇JR五日市駅からバス「折出」停、徒歩3

分　◇創立／1986年（23人）　◇石賀 満　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.venus.dti.ne.jp/~arinobu/

【E-Mail】revival2006@hi.enjoy.ne.jp

湯来クリスチャンセンター［サンビ教団］

〒738-0514　広島市佐伯区杉並台10-15　Tel.082-986-

0348 Fax.082-986-0337　◇辻 秀彦、辻 百合子

広島市中区	 Hiroshima-shi, Naka-ku

江波キリスト教会［バプ連盟］

〒730-0834　広島市中区江波二本松1-10-26　Tel&Fax. 

082-231-4561　◇JR広島駅から市電30分「江波」停、徒

歩7分　◇創立／1966年（34人）　◇村島 潔　◇礼拝／

11:00　◇特色／子どもも一緒の礼拝。トーンチャイム演

奏。高齢者パソコン教室を開いている。若い人向けパソコ

ン3台開放。

【HP】http://www.ebachurch.com/

【E-Mail】info@ebachurch.com

ジーザスフェローシップ広島［サンビ教団］

〒730-0812　広島市中区加古町14-8　Tel.082-241-8957 

Fax.082-247-1574　◇バス「加古町」停、徒歩1分　◇創

立／1952年（205人）　◇辻 秀彦、辻 百合子、横路 満弘、

横路 浩子、小栗 恵子、頼 和幸、頼 美保　◇礼拝／

9:00,11:00,20:00(土)　◇特色／御父および御子イエスキリ

ストとの交わりを大切にし、正しい良心を備えた哀れみ豊

かな教会をめざしています。

【HP】http://www.jfhsanbi.com/

【E-Mail】sanbi@mail5.alpha-net.ne.jp

ジョイ	オブ	ザ	ロード広島クリスチャン教
会＝ジョイ広島教会［単立／独立］

〒730-0842　広島市中区舟入中町11-13　2階　Tel&Fax. 

082-295-2968　◇創立／2008年（25人）　◇藤井 宏司、

藤井 美千子、藤井 知香、藤井 理香　◇礼拝／10:00　

◇特色／米国The Well Church {http://www.thewellchur

ch.net/} の傘下。聖書の学び19：30～21：00(毎水曜日)

【HP】http://www.geocities.jp/joylordjesus/

【E-Mail】joylordjesus@yahoo.co.jp

日本バプテスト広島キリスト教会［バプ連盟］

〒730-0841　広島市中区舟入町12-7　Tel.082-293-8683 

Fax.082-293-5172　◇広島駅から市電「舟入町」停、徒

歩1分　◇創立／1919年（120人）　◇礼拝／11:00　◇特

色／10時から全年齢教会学校分級、11時から全年齢礼拝

(乳嬰児は別プログラム、または母子室)。

広島アライアンス教会［アライアンス］

〒730-0005　広島市中区西白島町7-11　Tel.082-221-2647 

Fax.082-221-2648　◇JR広島駅から徒歩20分　◇創立／

1949年（120人）　◇吾郷 重春、李 貴淑　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.ha-church.org/
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5150　◇JR広島駅からバス30分　◇創立／1988年（32

人）　◇中原 茂生、中原 淳子、中原 信恵　◇礼拝／10:30

広島第一教会［ホーリネス］

〒732-0048　広島市東区山根町20-21　Tel&Fax.082-263-

7700　◇JR広島駅から徒歩20分　◇創立／1935年（25人）　  

◇李 相訓　◇礼拝／10:30,14:00　◇外国語／韓国語　◇

特色／子どもの礼拝、J-Reflectionと言う学生会、ギター

教室、韓国語聖書勉強、などの国際的な交わりができる。

【E-Mail】msandsh12@naver.com

広島東部教会［日基教団］

〒732-0048　広島市東区山根町5-8　Tel&Fax.082-261-

2005　◇JR広島駅　◇創立／1909年（42人）　◇月下 美

孝　◇礼拝／10:30

広島福音センター［福音宣教会］

［連絡先：松山福音センター　〒790-0807　愛媛県松山市

平和通1-6-6 Tel.089-925-1008］　◇創立／1986年（48人）　  

◇万代 栄嗣、大野 裕彦　◇特色／広島を中心に、福山、

尾道などで元気のよい集会をしています。場所、日時はお

問い合わせください。

【HP】http://www.mission.or.jp/

【E-Mail】hiroshima@mission.or.jp

戸坂聖書教会［同盟基督］

〒732-0009　広島市東区戸坂千足1-1-16　Tel&Fax.082-

229-5398　◇JR広島駅からバス「下千足」停［連絡先：

Tel.080-5063-1274］　◇創立／1985年（10人）　◇砂原 

和史　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30分、

午後8時から祈祷会。木曜日10時30分より、味のある友(婦

人会)。

【HP】http://hesaka.church.jp/

【E-Mail】hesakaseisyo@ybb.ne.jp

広島市南区	 Hiroshima-shi, Minami-ku

広島教会［ナザレン］

〒732-0814　広島市南区段原南1-2-4　Tel&Fax.082-261-

1422　◇創立／1934年（55人）　◇大田 建士

広島キリスト教会［単立／独立］

〒734-0042　広島市南区北大河町39-1　Tel.082-285-

6006 Fax.082-285-4043　◇JR広島駅から車15分(送迎バ

スあり)　◇創立／1977年（478人）　◇植竹 利侑、植竹 

ヨネ子、日山 かおる、勝見 さかえ　◇礼拝／10:15,19:00　

◇テレホン／082-254-0014

【HP】http://www.hirokiri.org/

【E-Mail】postmaster@hirokiri.org

盛谷 祐三　◇礼拝／10:30

広島教会［KCCJ］

〒733-0021　広島市西区上天満町9-3　Tel.082-234-0777 

Fax.082-234-0798　◇広電「観音町」停、北へ徒歩3分［連

絡先：Tel.082-234-0798］　◇創立／1948年（72人）　◇

中江 洋一、金 信煥　◇礼拝／11:00,14:00(第2・4)　◇外

国語／韓国語(11:00)　◇特色／毎週11:00から教会学校

(幼～中学生迄)礼拝も持っています！愛餐会・水曜祈祷会・

各種文化教室も行っています！

【E-Mail】yangil@festa.ocn.ne.jp

広島西部教会［日基教団］

〒733-0822　広島市西区庚午中2-6-13　Tel.082-272-2008 

Fax.082-271-5485　◇市電宮島線「高須」停、徒歩5分　

◇創立／1926年（41人）　◇山根 眞三

広島福島町教会［日基教団］

〒733-0025　広島市西区小河内町1-3-7　Tel.082-232-

7604　◇JR西広島駅　◇創立／1956年（22人）　◇長島 

伊豆男

三滝グリーンチャペル＝広島基督教会［アッ

センブリー］

〒733-0802　広島市西区三滝本町2-10-24　Tel.082-237-

2823 Fax.082-237-7766　◇JR三滝駅から徒歩5分　◇創

立／1958年（150人）　◇堀川 寛、堀川 英子、台田 好則、

スワロー，ケブ ン、ハ バ コン，クリス　 ◇ 礼 拝 ／

9:30,10:30,13:30　◇外国語／手話(10：30)、英語(13：

30)　◇特色／美しい三滝山を望む光あふれる教会。教会

学校11:00

【HP】http://www.mitakigc.com/

【E-Mail】 pastorhorikawa@mitakigc.com

ヨハン広島キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒730-0803　広島市中区広瀬北町8-15　Tel&Fax.082-

299-6568　◇市電「寺町」停から徒歩2分　◇創立／

2002年　◇金 明洙、韓 成南　◇礼拝／10:20,14:30

【HP】http://hiroshima.yohan.jp/

【E-Mail】hirosima@yohan.or.jp

広島市東区	 Hiroshima-shi, Higashi-ku

広島牛田教会［日基教団］

〒732-0065　広島市東区牛田中2-7-34　Tel&Fax.082-

222-7727　◇市電白島から徒歩16分　◇創立／1948年

（98人）　◇西嶋 佳弘、木村 弘美　◇礼拝／10:20

広島教会［メノナイト教会会議］

〒732-0008　広島市東区戸坂くるめ木1-20-3-305　Tel. 

082-229-5800　◇石谷 忠之

広島主城教会［日基教団］

〒732-0053　広島市東区若草町6-7　Tel&Fax.082-262-

9171　◇JR広島駅から徒歩10分　◇創立／1939年（28人）　  

◇山内 友子、山内 常行

広島神愛キリスト教会［アッセンブリー］

〒732-0029　広島市東区福田4-2983-1　Tel&Fax.082-899-

http://www.hirokiri.org/
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八杉 好子

坪生バプテスト教会［単立／独立］

〒720-0082　福山市坪生町1781-16　Tel&Fax.084-948-

1678　◇川西 研二

東福山福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒721-0913　福山市幕山台8-13-10　Tel&Fax.084-947-

6602　◇大門駅から車10分　◇創立／1978年（58人）　

◇宿野 太郎、ストランド，Ｋ　◇礼拝／10:30　◇特色／

礼拝、CS、聖書の学び、料理教室、手芸の会、ゴスペル

など。幕山台北公園の隣です。

【HP】http://fukuyama.sekl.fi/

【E-Mail】pnxmn253@ybb.ne.jp

福山アライアンス教会［アライアンス］

〒720-0031　福山市三吉町1-8-5　Tel&Fax.084-923-2312　  

◇JR福山駅から徒歩15分　◇創立／1917年（240人）　◇

生田 嘉文、生田 和子　◇礼拝／10:15

【E-Mail】fukal@plum.ocn.ne.jp

福山教会［福音ルーテル］

〒720-0805　福山市御門町3-2-4　Tel&Fax.084-922-1834　  

◇白髭 義

福山教会［聖イエス会］

〒720-0083　福山市久松台3-15-2　Tel.084-922-3517　◇

松田 真也

福山キリスト教会(伝)［アッセンブリー］

〒720-0832　福山市水呑町4665-1　Tel&Fax.084-956-

2058　◇創立／1973年（20人）　◇北澤 成弘、北澤 めぐ

み　◇礼拝／10:30

福山グレイスミッション［単立／独立］

〒721-0907　福山市春日町3-6-32-7 久米 政光　様方　

Tel&Fax.084-947-7570　◇創立／1999年（12人）　◇久

米 政光

福山小隊［救世軍］

〒721-0963　福山市南手城町3-6-7　Tel&Fax.084-926-

3151　◇JR福山駅からバス15分　◇創立／1991年　◇勝

箆 隆、勝箆 実香　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週日曜日

午後2時サンビーム(日曜学校)。週1回午前10時より聖書を

読む会。秋にバザーを開催。

福山諸聖徒教会［聖公会］

〒720-0031　福山市三吉町5-3-10　Tel&Fax.084-923-

3972　◇JR福山駅からバス「三吉町北」停　◇創立／

1884年（39人）　◇小林 尚明

福山聖約キリスト教会［聖約］

〒721-0907　福山市春日町5-11-12　Tel&Fax.084-943-

6232　◇JR東福山駅から徒歩20分　◇創立／1985年（20

人）　◇渡邉 亘　◇礼拝／10:15

【E-Mail】nskk-fukuyama@krf.biglobe.ne.jp

福山天使教会［単立／独立］

〒720-0831　福山市草戸町2-21-12　Tel&Fax.084-951- 

6006 Tel.084-923-1949 Fax.084-923-1531　◇JR福山駅か

広島讃美キリスト教会［福音教団］

〒734-0022　広島市南区東雲1-9-22　Tel&Fax.082-287-

3085　◇JR広島駅からバス「東雲2丁目」停、徒歩3分［連

絡先：生酒 保志　〒733-0851　広島県広島市西区田方

3-909-1 Tel.082-273-2387］　◇生酒 保志

広島小隊［救世軍］

〒732-0817　広島市南区比治山町7-27　Tel&Fax.082-

262-3776　◇JR広島駅から路面電車「比治山下」停、徒

歩1分　◇創立／1911年（40人）　◇安達 かな子　◇礼

拝／10:30

広島聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒734-0027　広島市南区仁保南1-27-15　Tel&Fax.082-

581-8008　◇JR広島駅からバス「仁保南1番」または「ほ

うそ木」停、徒歩3分　◇創立／1981年（40人）　◇芝山 

芳雄、芝山 多恵子　◇礼拝／10:00,16:00　◇特色／「日々

のことば」を配信。カンボジア宣教。

【HP】http://www.j-hbbc.net/

【E-Mail】info@j-hbbc.net

広島南部教会［日基教団］

〒734-0015　広島市南区宇品御幸2-1-2　Tel.082-254-

7657 Fax.082-254-7688　◇JR広島駅から市電「宇品二丁

目」停すぐ　◇創立／1929年（74人）　◇濱田 裕三　◇

礼拝／10:30

【HP】http://ww36.tiki.ne.jp/~hironanbukir/

広島平和教会［単立／独立］

〒732-0811　広島市南区段原4-10-13　Tel&Fax.082-264-

4291　◇広島駅からバス「段原4丁目」停、徒歩1分　◇

創立／1928年（30人）　◇太田 正信　◇礼拝／10:30　

◇特色／老人身障者が安らげる教会です。

フルゴスペル広島教会［JFGA］

〒734-0022　広島市南区東雲3-15-31 サンライフ東雲2F　  

Tel&Fax.082-284-5362　◇宋 賢淑

福山市 Fukuyama-shi

尾道福音教会山野伝道所［単立／独立］

〒720-2602　福山市山野町山野282　Tel&Fax.084-970-

3070　◇田中 亘

神辺平和教会［単立／独立］

〒720-2124　福山市神辺町川南1-511-8　Tel&Fax.084-

963-0794　◇JR神辺駅から徒歩7分　◇創立／1972年　

◇三宅 修一

神辺教会［日基教団］

〒720-2124　福山市神辺町川南3312　Tel&Fax.084-963-

3590　◇JR神辺駅徒歩5分　◇創立／1957年（9人）　◇

宇佐美 節子、宇佐美 睦朗　◇礼拝／10:30　◇特色／毎

週木曜日を定例集会日としている。その日は読書会とか祈

祷会に置き換え自由に発言できる会にもしている。

【HP】http://www.uccj.info/church/kannabe.htm

恵泉教会［聖イエス会］

〒721-0913　福山市幕山台8-3-18　Tel.084-947-0067　◇
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トにした礼拝堂を新築。だれでも入りたくなるようイメー

ジしています。

【HP】http://9332954.spaces.live.com/

【E-Mail】YQL06364@nifty.ne.jp

ミッション・カルヴァリ・チャーチ［ペンテコ

ステ教団］

〒720-0076　福山市本庄町中4-13-25　Tel&Fax.084-928-

1641　◇斎藤 泰司

御幸教会［聖イエス会］

〒720-0004　福山市御幸町中津原866　Tel.084-955-0552　  

◇吉田 明生

府中市 Fuchu-shi

上下教会［日基教団］

〒729-3431　府中市上下1057-2　Tel&Fax.0847-62-2470　  

◇福塩線上下駅　◇創立／1937年（20人）　◇東岡 山治

府中教会［聖イエス会］

〒726-0012　府中市中須町1242-3　Tel.0847-45-6993　

◇大槻 幸子

府中キリスト教会［アライアンス］

〒726-0003　府中市元町541　Tel&Fax.0847-41-4135　

◇JR府中駅から徒歩7分　◇創立／1952年（110人）　◇

森上 靖夫　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜日午前10時と

午後7時から祈祷会。

三原市 Mihara-shi

神愛めぐみバプテスト教会＝広島聖書バプ
テスト教会三原伝道所［単立／独立］

[集会のみ]三原駅前サン・シープラザ 第一教養娯楽室　

◇JR三原駅から徒歩2分［連絡先：沖 仁和　〒723-0031　  

広島県三原市須波2-14-27 Tel.0848-62-2779］　◇創立／

2001年（3人）　◇沖 仁和　◇礼拝／10:30　◇特色／小

さなアットホームな教会です。教会学校もしています。お

気軽においで下さい。

【HP】http://homepage3.nifty.com/agaph-theou/

【E-Mail】agaph-theou@nifty.com

日本キリスト聖公会TAC 聖家族教会［単立／独立］

〒723-0142　三原市沼田東町末光18-12 聖家族教会　司

祭館内　Tel&Fax.0848-66-5144　◇創立／1996年（18人）　  

◇山岡 功典、山岡 真里　◇礼拝／10:30(変動あり)　◇

特色／「味わい、見よ、主の恵み深さを。」をモットーとし、

信仰の中に主を体験する教会を目指しています。

【E-Mail】j-paul@ms12.megaegg.ne.jp

三原教会［日基教団］

〒723-0004　三原市館町2-2-12　Tel.0848-62-5929 Fax. 

0848-62-5734　◇JR三原駅北口から徒歩2分　◇創立／

1899年（18人）　◇藤野 進之助　◇礼拝／10:15　◇特色

／教会標語「仕える教会」。子ども達の元気な声がいつも

響く、明るく、自由で、家庭的な交わりを持つ教会です。

【HP】http://www.uccj.info/church/mihara.htm

ら徒歩25分［連絡先：明王台シャローム幼稚園　〒720-

0834　広島県福山市明王台1-255 Tel.084-951-6006］　◇

創立／1948年（34人）　◇赤阪 英一、大槻 いずみ　◇礼

拝／10:30

福山伝道所［KCCJ］

〒720-0067　福山市西町2-8-15 福山YMCA内　Tel&Fax. 

084-971-7694　◇JR福山駅北口から徒歩6分　◇創立／

1988年（13人）　◇張 要世　◇礼拝／14:30　◇特色／礼

拝は韓国語のみで行われています。毎週火曜日、祈祷会

(QT)

【E-Mail】yosej77jp@yahoo.co.jp

福山延広教会［日基教団］

〒720-0056　福山市本町1-6　Tel.084-923-0094 Fax.084-

923-0047　◇JR福山駅から徒歩5分　◇創立／1910年（68

人）　◇石塚 一　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.fk.fuchu.or.jp/~nobuhiro/

【E-Mail】nobuhiro@fk.fuchu.or.jp

福山バイブルチャーチ［単立／独立］

〒721-0907　福山市春日町6-5-22　Tel&Fax.084-943-

6888　◇JR東福山駅から車5分　◇創立／1998年（22人）　  

◇坂本 弘子、キング，アダム、ハスラー，ジャームス　

◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇いのち／084-947-

6778　◇特色／外国人や若い人も多く愛と癒しの空間で

す。宣教師による英語メッセージもあります。楽しい昼食

の交わりも！

【E-Mail】sakamoto44a@ybb.ne.jp

福山バプテスト教会［バプ連盟］

〒720-0825　福山市沖野上町2-14-31　Tel&Fax.084-924-

0303　◇JR福山駅からバス「東沖野上」停、徒歩3分　

◇創立／1975年（20人）　◇田森 茂基　◇礼拝／10:30　

◇特色／日曜14時から子供礼拝。水曜14時から祈祷会。

バイブルクラス・家庭集会については教会に問い合わせ

てください。

【HP】http://www.aa.alpha-net.ne.jp/fbapch/

福山東教会［日基教団］

〒720-0052　福山市東町1-2-8　Tel&Fax.084-922-3309　

◇JR福山駅南口から徒歩8分　◇創立／1897年（39人）　

◇本竜 晋

【HP】http://www.higashikyoukai.com/

福山ミッションシャローム高島チャペル［単立／独立］

〒720-0203　福山市田尻町431-1　Tel&Fax.084-956-3295 

Fax.0849-56-5196　◇JR福山駅からバス「田尻本郷」停、

徒歩2分［連絡先：森 敏　〒720-0203　福山市田尻町

877-1 Tel.084-956-5196］　◇創立／1993年（52人）　◇

森 敏　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30分か

ら婦人会。午後7時30分から祈祷会。二箇所で家庭集会。

二箇所の介護施設で聖書研究会あり。

【HP】http://takachapel.parfe.jp/

【E-Mail】takachapel@s8.dion.ne.jp

松永教会［日基教団］

〒729-0111　福山市今津町4-3-3　Tel&Fax.084-933-2954　  

◇JR松永駅北口から徒歩10分　◇創立／1925年（20人）　

◇吉仲 將　◇礼拝／10:15　◇特色／光と木をコンセプ



広
島
県

中
国
・
四
国
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

641
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

安芸郡 Aki-gun

広島カルバリ教会［TPKF］

〒731-4213　安芸郡熊野町萩原10-11-9　Tel&Fax.082-

854-4051　◇広島駅からバス「熊野営業所」停　◇創立

／1984年（46人）　◇田村 豊治、大田 喜之、田村 矗

子　◇礼拝／10:30　◇特色／家庭的な雰囲気の教会で

す。常に、聖霊御自身の導かれる教会形成を第一として

います。

【E-Mail】hirokarubari@ybb.ne.jp

ヒロシマ教会［聖イエス会］

〒735-0011　安芸郡府中町瀬戸ハイム3-20-5　Tel.082-

283-5433　◇川越 和人

広島府中教会［日基教団］

〒735-0029　安芸郡府中町茂陰1-2-10　Tel&Fax.082-

281-2828　◇JR広島駅からバス「府中大橋」停、徒歩3分　  

◇創立／1892年（46人）　◇三吉 小祈　◇礼拝／10:30

筆の里キリスト教会［日本福音宣教団］

〒731-4228　安芸郡熊野町柿迫11-5　Tel.082-854-6520　  

◇JR広島駅からバス「熊野営業所」停、徒歩3分　◇創立

／1985年（8人）　◇小松 睦　◇礼拝／10:30

神石郡 Jinseki-gun

油木教会［日基教団］

〒720-1812　神石郡神石高原町油木甲3150-4　Tel&Fax. 

0847-82-0623　◇JR福山駅からバス「油木」停　◇創立

／1948年（6人）　◇老田 信

世羅郡 Sera-gun

甲山教会［日基教団］

〒722-1121　世羅郡世羅町大字西上原601　Tel.0847-24-

1085　◇JR尾道駅　◇創立／1929年（9人）　◇荒川 純

太郎

三原教会［聖イエス会］

〒723-0051　三原市宮浦4-12-62　Tel.0848-63-6964　◇

橋本 麻実

三原教会［福音ルーテル］

〒723-0016　三原市宮沖3-8-18　Tel.0848-62-2518 Fax. 

0848-29-6002　◇JR三原駅からバス10分「三中前」停　

◇創立／1952年（61人）　◇白髭 義　◇礼拝／10:15　

◇特色／水曜日は午前10時15分から「聖書を読む会」を

行っています。

三原キリスト教会［アライアンス］

〒723-0017　三原市港町1-3-5　Tel&Fax.0848-64-7969　

◇JR三原駅から徒歩5分　◇創立／1971年（59人）　◇湯

場 雅徳　◇礼拝／9:30,10:30,19:30　◇特色／水曜日午後

7時30分、木曜日午前10時30分から祈祷会。

三次市 Miyoshi-shi

シティバイブルチャーチ［単立／独立］

〒728-0016　三次市四拾貫町909-5　Tel&Fax.0824- 

63-5694 Fax.0824-68-1391　◇JR三次駅から車10分　◇

創立／1972年（50人）　◇末宗 宣行、末宗 百合子　◇礼

拝／10:30　◇特色／土曜日の午後2時より、シティキッズ

(子どもの集会)がもたれています。

【HP】http://citybible.org

【E-Mail】info@citybible.org

三次教会［日基教団］

〒728-0012　三次市十日市中3-14-5　Tel&Fax.0824-63-

5892　◇JR三次駅から徒歩7分　◇創立／1914年（44人）　  

◇笹部 一正　◇礼拝／10:30

三次教会［KCCJ］

〒728-0021　三次市三次町2035　Tel&Fax.0824-62-2729　  

◇JR三次駅から徒歩20分　◇創立／1948年（17人）　◇

李 元泳　◇外国語／韓国語

三次基督伝道館［キリスト伝道隊］

〒728-0012　三次市十日市中4-4-37　Tel&Fax.0824-62-

2930　◇JR三次駅から徒歩10分　◇創立／1956年（9人）　  

◇米田 喜代子
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山口県──地域の宣教資料

　宣教人国記：澤山保羅（1852〜1887）は、日本で按

手礼を受けた最初の牧師である。渡航先のアメリカで

洗礼を受け、1876年（明治9）に帰国後、浪花教会の

初代牧師となった。病躯と闘いながらも応汎な地域伝

道を行い、日本組合基督教会の基盤をつくった。教育

者の成瀬仁蔵（1858〜1919）は、澤山保羅に導かれて

入信。教育者の道を歩み、1901年（明治34）には日本

女子大学を開校した。熱河宣教で知られる福井二郎

（1899〜1983）は、旧制中学時代から上海の東亜同文

書院に学んだ。卒業後、馬関新聞に勤務し、1935年（昭

和10）に中国伝道を決意。当時の満州国熱河省から内

モンゴルまで伝道をすすめた。1948年（昭和23）に帰

国し門司教会、池袋西教会を牧会した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【岩国市】岩国市、玖珂郡由宇町･玖珂町・本郷村･周東

町･錦町･美川町・美和町。【宇部市】厚狭郡楠町。【山

陽小野田市】小野田市、厚狭郡山陽町。【下関市】下

関市、豊浦郡菊川町・豊田町・豊浦町・豊北町。【周南

市】徳山市、新南陽市、熊毛郡熊毛町、都濃郡鹿野町。

【長門市】長門市、大津郡三隅町・日置町・油谷町。【萩

市】萩市、阿武郡川上村・田万川町・むつみ村・須佐町・

旭村・福栄村。【光市】光市、熊毛郡大和町。【美祢市】

美祢市、美祢郡美東町・秋芳町。【柳井市】柳井市、

玖珂郡大畠町。【山口市】山口市、佐波郡徳地町、吉敷

郡秋穂町・小郡町・阿知須町、阿武郡阿東町。【大島

郡周防大島町】久賀町・大島町・東和町・橘町。

 中 国 ・ 四 国 地 方 山 口 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

山 口 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   Y a m a g u c h i 　

　教育事業・カルチャー

下関クリスチャンセンター
［クリスチャンセンター］　［(宗)下関キリスト聖書教会］〒

750-0067　山口県下関市大和町1-6-7　Tel.083-267-1884 

Fax.083-267-3573　◇JR下関駅から徒歩5分　◇創立／

2003年　◇代表／ハウグ，トニー、英会話事務／片山 未

来　◇特色／日曜礼拝、英会話クラスおよびキリスト教書

店を常設。毎月1回、土曜日に英語でのインターナショナ

ルカフェを開いています。

【HP】http://www.kyokaishimonoseki.jp/

山口インターナショナル・クリスチャン・ス
クール［ＹＩＣＳ］

［インターナショナルスクール］　［(宗)山口福音教会］〒

753-0078　山口県山口市緑町1-3 山口福音教会内　

Tel&Fax.083-920-1190　◇創立／2004年　◇校長／岩間 

剛、教師／大本 敦子、教師／高木 幸子、教師／田中 共之、

教師／岩間 宣恵、教師／村上 記子　◇特色／「この群

　お店・事業

味さこた
［和食、稲庭うどん、喫茶］〒753-0074　山口県山口市中

央4-8-1　Tel&Fax.083-922-0101　◇JR山口駅から徒歩15

分　◇代表／迫田 公

(有)ブティックほりぐち
［婦人服・バッグ・靴・アクセサリー］〒750-0019　山口

県下関市丸山町2-1-20-104　Tel&Fax.0832-23-5622　◇

JR下関駅からバス「丸山町」停、徒歩3分　◇創立／

1970年　◇代表取締役／堀口 貴美

ふれあいショップ・一粒の麦
［喫茶、ケーキ・パン販売］　［柳井教会］〒742-0035　山

口県柳井市中央3-14-15　Tel.0820-23-7659　◇店長／小

泉 百合子

【E-Mail】mugi@mx5.tiki.ne.jp
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から出てくる」(ゼカリヤ10章)と信じて始まったスクール

です。プリスクール・小学部・中学部・高等部・神学校(Ｆ

ＷＴＳ)

【HP】http://www7.plala.or.jp/yamafuku/

【E-Mail】yamafuku@orange.plala.or.jp

　幼稚園・保育園・学童

愛光幼稚園
［幼稚園］　［(学)みぎわ学園］〒745-0871　山口県周南市

上御弓町3400-1　Tel.0834-22-2552 Fax.0834-22-2710　

◇JR徳山駅からバス「県道桜馬場」停、徒歩3分　◇創立

／1920年　◇園長／加藤 市子

暁の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒750-0009　山口県下関市上田中町

2-10-14　Tel.0832-22-6636

暁の星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)信望愛学園］〒747-0037　山

口県防府市八王子1-26-27　Tel&Fax.0835-38-5777　◇

JR防府駅から徒歩10分

岩国めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)真愛学園］〒740-0012　山口県岩国市元

町2-8-8　Tel.0827-21-4344 Fax.0827-21-4354　◇JR岩国

駅東口から徒歩5分　◇園長／川原 浩蔵

【HP】http://www.meguminet.jp/

岩国幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団岩国教会］〒741-0062　山

口県岩国市岩国1-17-29　Tel.0827-41-0574　◇JR川西駅

から徒歩15分　◇園長／大川 清

宇部さゆり幼稚園
［カトリック幼稚園］〒755-0032　山口県宇部市寿町2-25-

22　Tel.0836-31-1215

海の星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)信望愛学園］〒752-0958　山

口県下関市長府金屋浜町8-8　Tel&Fax.0832-45-3033　

◇バス「金屋浜」停、徒歩1分　◇創立／1963年　◇理

事長／佐々木 良晴、園長／足門 澄枝　◇特色／「なか

よく元気にみんな神の子」をモットーに、人と共に生きる

ことを喜び、平和な心をもつ子に育つように。

【HP】http://www.shinboai.ed.jp/w/uh/

小野田小百合幼稚園
［カトリック幼稚園］　［信望愛学園］〒756-0822　山口県

山陽小野田市北若山1280　Tel&Fax.0836-83-2101　◇JR

南小野田駅から徒歩10分　◇創立／1949年　◇園長／フ

ェデリコ，アルカラ、主任教諭／磯谷 志津恵　◇特色／

キリストの教えに基づいて、人に対する思いやり、優しさ、

感謝する心を学び、愛と平和を作り出す者となるように願

っています。

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~o-sayuri/

【E-Mail】sayuri-o@eagle.ocn.ne.jp

岩国聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)信望愛学園］〒740-0019　山

口県岩国市砂山町2-9-19　Tel&Fax.0827-22-9743［連絡

先：Tel.0827-21-0779］　◇国道2号線東山口信金岩国店か

ら山手へ徒歩5分　◇創立／1957年　◇理事長／佐々木 

良晴、園長／坂本 良平、教会主任司祭／バリョヌエボ，

キリストバル　◇特色／キリストのように、人の中で楽し

み、人と共に働き、人のためにつくす、そのように生きる

人を育てたい。

【E-Mail】iwaseibo@axel.ocn.ne.jp

下松幼稚園
［幼稚園］　［(学)こひつじ学園］〒744-0015　山口県下松

市大手町1-5-10　Tel&Fax.0833-44-1705　◇JR下松駅か

ら徒歩5分　◇創立／1927年　◇理事長／新開 一成、園

長／田中 晴子　◇特色／子供たちに神さまの愛を感じて

生き生きと生活してほしいと祈りながら励んでいます。

【HP】http://kky1510.web.fc2.com/

【E-Mail】kky1510@estate.ocn.ne.jp

こひつじ園
［保育園］〒753-0871　山口県山口市朝田579　Tel.083-

925-8642 Fax.083-923-9708　◇JR大歳駅から徒歩10分　

◇牧師／阿部 俊昭、副牧師／阿部 孝子

【E-Mail】kaco@c-able.ne.jp

下関天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒750-0016　山口県下関市細江町

1-9-15　Tel.0832-23-7575

下松暁の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒744-0006　山口県下松市旗岡1-5-1　

Tel.0833-41-4019

周南小さき花幼稚園
［カトリック幼稚園］〒745-0806　山口県周南市桜木1-9-1　

Tel.0834-28-1280

聖光幼稚園
［幼稚園］　［(学)櫨蔭学園］〒743-0011　山口県光市光井

9-22-1　Tel.0833-72-1187 Fax.0833-72-1308　◇創立／

1949年　◇園長／細田 健一

瀬戸見クリスチャンスクール
［児童教育］　［瀬戸見キリスト教会］〒745-0827　山口県

周南市瀬戸見町10-9-805　Tel&Fax.0834-28-3547　◇JR

徳山駅からバス「中央病院前」停、徒歩2分　◇創立／

2005年　◇校長兼教諭／前 明子、教諭／石原 和美　◇

特色／聖書を土台とした小学生教育をしています。ネイ

ティブスピーカーによる英語教育を特色としています。

第二ひかり園［ヒカリエン］

［幼稚園・保育園］　［(宗)山口福音教会］〒753-0211　山

口県山口市大内長野633　Tel&Fax.083-927-2606［連絡

先：Tel.083-927-8480］　◇バス「大内中」停から徒歩10

分　◇創立／1981年　◇代表役員・理事長／岩間 剛、

園長／瀬 孝宣、主任／瀬 真実子　◇特色／キリストの愛

に基づく人格教育とともに、プリント、積木、体操など特

色あるプログラムによる総合的保育。

【HP】http://www.ab.auone-net.jp/~hikari2/
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岩国市 Iwakuni-shi

岩国教会［日基教団］

〒741-0062　岩国市岩国1-17-29　Tel&Fax.0827-41-1028　  

◇JR川西駅から徒歩15分　◇創立／1899年（83人）　◇

大川 清　◇礼拝／10:15

岩国キリスト教会［アライアンス］

〒740-0032　岩国市尾津町2-4-28　Tel&Fax.0827-31-

8234　◇JR南岩国駅から徒歩10分　◇創立／1951年（40

人）　◇福本 伸一、福本 美津子　◇礼拝／10:15

岩国聖書教会［単立／独立］

〒740-0027　岩国市中津町3-3-5　◇芝山 芳雄

岩国聖書宣教教会［BMC］

〒740-0036　岩国市藤生町1-26-24　Tel&Fax.0827-31-

7229　◇JR藤生駅から徒歩5分　◇創立／1965年（23人）　  

◇ボーマン，R・マサル、猪坂 登　◇礼拝／10:45

【E-Mail】noboru@mx5.tiki.ne.jp

岩国東教会［日基教団］

〒740-0012　岩国市元町2-8-8　Tel&Fax.0827-21-0382 

Fax.0827-21-0386　◇JR岩国駅東口から徒歩5分　◇創立

／1949年（45人）　◇川原 浩蔵　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.meguminet.jp/c/

山 口 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   Y a m a g u c h i

【E-Mail】godaniel129@r4.dion.ne.jp

小さき花幼稚園
［カトリック幼稚園］　［信望愛学園］〒745-0004　山口県

周南市毛利町1-11　Tel.0834-21-1615 Fax.0834-21-1652　  

◇創立／1961年　◇園長／佐々木 良晴　◇特色／家庭

的な雰囲気の縦わり保育で、心の芽を育ててみませんか。

【E-Mail】chi-hana@axel.ocn.ne.jp

梅光学院幼稚園
［幼稚園］　［(学)梅光学院］〒751-0831　山口県下関市大

学町3-10-30　Tel&Fax.083-252-2795　◇JR新下関駅か

らバス「大学町3丁目」停　◇創立／1953年　◇園長／

岡崎 新太郎　◇特色／子どもたち一人ひとりのそのまま

を受け入れて、あたたかい見守りと祈りの中で保育をしま

す。

【HP】http://www.baiko.ac.jp/

【E-Mail】yochien@baiko.ac.jp

萩光塩学院幼稚園
［カトリック幼稚園］〒758-0041　山口県萩市江向四区　

Tel.0838-22-2019

光天使幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)信望愛学園］〒743-0021　山

口県光市浅江3-2-15　Tel.0833-71-0827 Fax.0833-71-

0834　◇JR光駅から徒歩15分　◇創立／1963年　◇園

長／ヨハネ・アルティリョ　◇特色／モンテッソーリ教育

の精神に基づいて一人ひとりが感覚的に自分で学び、成

長出来るように援助します。

【HP】http://hikarinoko.org/tenshi/

マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒743-0009　山口県光市室積松原21-

37　Tel.0833-78-0658

明星幼稚園
［幼稚園］　［(学)明星学園］〒753-0094　山口県山口市野

田170　Tel&Fax.083-922-2147　◇JR山口駅から車で10

分　◇創立／1895年　◇理事長／添野 匠二、園長／河

野 豊子

【HP】http://www2u.biglobe.ne.jp/~ljtya/

めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)めぐみ学園］〒750-0009　山口県下関市

上田中町2-13-26　Tel.083-222-7356 Fax.083-222-8305　

◇バス「新町3丁目」停、徒歩3分　◇創立／1953年　◇

理事長／穴見 幹男、園長／木村 厚美　◇特色／四季を

体で感じられる豊かな自然環境の中で、個を徹底的に大

切にし、平和を創る者になる人格教育を目ざします。

【HP】http://megumi-y.com

めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)小野田めぐみ学園］〒756-0811　山口県

山陽小野田市稲荷町3-25　Tel.0836-84-0632　◇山下 静

枝

山口天使幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)信望愛学園］〒753-0089　山

口県山口市亀山町4-2　Tel&Fax.083-922-2614　◇JR山口

駅から徒歩15分　◇創立／1960年　◇園長／ドメニコ・

ヴィタリ　◇特色／すばらしい自然の豊かさの中で、子ど

もたちを伸び伸びと遊ばせながら健全な心身を育ててい

きたい。

【E-Mail】ygtenshi@eagle.ocn.ne.jp

柳美幼稚園
［幼稚園］　［(学)柳井聖恵学園］〒742-0002　山口県柳井

市山根9-1　Tel.0820-22-1434　◇JR柳井駅北口から徒歩

15分　◇理事長・園長／角田 潤
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宇部教会［KCCJ］

〒759-0207　宇部市際波2349-6　Tel&Fax.0836-44-1235　  

◇崔 栄信、金 度亭　◇礼拝／11:00,14:00　◇外国語／

韓国語(14:00)

宇部神召キリスト教会［アッセンブリー］

〒755-0026　宇部市松山町2-4-50　Tel&Fax.0836-33-

1235　◇バス「松山町2丁目」停、徒歩2分　◇創立／

1985年（53人）　◇善徳 清、善徳 映子　◇礼拝／

11:00,19:30　◇特色／青少年への伝道に力を注いでいま

す。地元の音楽家と一緒にコンサートを催します。婦人の

手芸教室もあります。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~shinshou/

【E-Mail】ubeshinshokyokai@diary.ocn.ne.jp

宇部緑橋教会［日基教団］

〒755-0031　宇部市常磐町1-1-9　Tel.0836-21-8003 Fax. 

0836-21-7274　◇JR琴芝駅から徒歩7分　◇創立／1924

年（93人）　◇小畑 太作　◇礼拝／10:30

【E-Mail】midoribash@me.com

ライトハウス宇部キリスト教会［CHRISTAR・

JECA友好］

〒755-0024　宇部市野原1-7-18　Tel.0836-39-5025　◇

JR東新川駅　◇創立／2000年（10人）　◇内田 耕治、ワ

インホッファー，コルビ、ワインホッファー，テレサ　◇

礼拝／10:00　◇特色／水曜日午後8時からゴスペル・ク

ワイヤの練習があります。水曜日と木曜日には英会話クラ

スがあります。

【E-Mail】lighthouse@ptld.net

下松市 Kudamatsu-shi

下松愛隣教会［日基教団］

〒744-0074　下松市潮音町1-2-6　Tel&Fax.0833-41-5027　  

◇JR下松駅北口から徒歩20分　◇創立／1953年（14人）　

◇吉田 光孝

下松教会［日基教団］

〒744-0013　下松市栄町1-1-19　Tel&Fax.0833-41-0707　  

◇JR下松駅から徒歩5分　◇創立／1918年（88人）　◇高

橋 敏通　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.d1.dion.ne.jp/~aiemu/

下松国際キリスト教会［CHRISTAR］

〒744-0024　下松市末武上537-2　Tel.0833-44-3067　◇

JR周防花岡駅から徒歩10分　◇ノア，ウィリアム、ノア，

パメラ

ナルド教会［聖イエス会］

〒744-0051　下松市来巻435-1　Tel.0833-46-1374　◇松

田 泰治

ハレルヤチャーチ［単立／独立］

〒744-0061　下松市久保市11-21　Tel&Fax.0833-46-

3055　◇JR周防久保駅　◇創立／1985年（20人）　◇若

本 邑公、若本 多美子　◇礼拝／10:15

岩国恵み聖書教会［JECA友好］

〒740-0044　岩国市通津1062-2　Tel&Fax.0827-38-1200　  

◇JR通津駅から徒歩20分　◇創立／1989年（20人）　◇

内田 耕治、ウィリアム，ノア　◇礼拝／10:30

カルバリーチャペル岩国［カルバリーチャペル］

〒741-0082　岩国市川西3-10-23　Tel.082-724-1104　◇

JR川西駅から徒歩10分　◇シルヴァ，マイク　◇礼拝／

10:30,19:00

【HP】http://www.calvaryiwakuni.com/

キングスチャペル岩国＝キングスチャペル
ズジャパン［単立／独立］

〒740-0018　岩国市麻里布町5-15-25　Tel&Fax.0827-23-

7455　◇JR岩国駅から徒歩5分　◇創立／2000年（26

人）　◇中上 真由美、河口 信太郎、河口 史枝、スコット，

ビリー、若林 和子　◇礼拝／8:00,10:00　◇外国語／英

語　◇特色／ゴスペルクワイヤー、フラダンス、サインダ

ンス、童謡ミニストリー、サッカーミニストリー、ハワイ

アンカフェ

【HP】http://kingschapels.com/

【E-Mail】kcmarifu@ybb.ne.jp

キングスチャペル横山［単立／独立］

〒741-0081　岩国市横山3-7-19　Tel&Fax.0827-23-7455

［連絡先：キングスチャペル岩国　〒740-0018　山口県岩

国市麻里布町5-15-25 Tel.0827-23-7455］　◇創立／2005

年　◇中上 真由美、河口 信太郎、河口 史枝、スコット，

ビリー、若林 和子　◇特色／錦帯橋から徒歩5分

【HP】http://kingschapels.com/

【E-Mail】kcmarifu@ybb.ne.jp

周東のぞみキリスト教会［日本福音宣教団］

〒742-0417　岩国市周東町下久原1234-6　Tel&Fax. 

0827-84-5505　◇JR周防高森駅から徒歩10分［連絡先：

Tel.090-1355-3570］　◇創立／1965年（32人）　◇山根 

聖史　◇礼拝／11:00

【E-Mail】grace-history.rom5-5@nifty.com

周防教会［日基教団］

〒742-0332　岩国市玖珂町6200-6　Tel.0827-82-2670 

Fax.0827-82-2499　◇JR玖珂駅から徒歩13分　◇創立／

1951年（32人）　◇村田 敏　◇礼拝／10:30　◇特色／

24時間いつでもオープンにしている教会です。宿泊自由。

山口方面へご旅行時、宿としてお使いください。

宇部市 Ube-shi

宇部教会［福音ルーテル］

〒755-0032　宇部市寿町3-3-11　Tel.0836-21-2286 Fax. 

0836-35-1806　◇JR琴芝駅から徒歩5分　◇創立／1953

年（37人）　◇小勝 奈保子、松隈 貞雄　◇礼拝／10:30

宇部教会［日基教団］

〒755-0064　宇部市鍋倉町2-2　Tel.0836-21-8238　◇JR

居能駅から徒歩7分　◇創立／1917年（9人）　◇徳舛 和

祐　◇礼拝／11:30
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266-1800　◇下関駅からバス「彦島営業所杉田」停　◇

創立／1996年（30人）　◇名古屋 義弘　◇礼拝／10:15

下関キリスト教会［福音の群］

〒750-0059　下関市汐入町19-9　Tel&Fax.083-223-7299　  

◇JR下関駅東口からバス15分「汐入」停、徒歩3分　◇創

立／1997年（15人）　◇岡野 美紀惠　◇礼拝／10:30

下関キリスト聖書教会［単立／独立］

〒751-0859　下関市川中本町11-3　Tel.083-252-9559 

Fax.083-252-9564　◇JR綾羅木駅から徒歩10分［連絡先：

下関クリスチャンセンター　〒750-0067　山口県下関市

大和町1-6-7 Tel.083-267-1884］　◇創立／1989年（97

人）　◇ハウグ，トニー、ハウグ，マーシャ、浅田 隆之、

横山 直子、藤村 玲子　◇礼拝／10:00　◇特色／英会話

クラスを行っています。センターでは書店も常設していま

す。

【HP】http://www.kyoukaishimonoseki.jp/

【E-Mail】haugjapan@usa.net

下関シオン教会［アッセンブリー］

〒751-0816　下関市椋野町3-20-7　Tel&Fax.083-232-

5932　◇JR下関駅からバス「椋野」停、徒歩5分　◇創

立／1970年（26人）　◇力丸 嗣夫　◇礼拝／10:30

【HP】http://shionchurch.okoshi-yasu.com/

【E-Mail】shion@minos.ocn.ne.jp

下関聖フランシス・ザビエル教会［聖公会］

〒750-0011　下関市名池町9-9　Tel&Fax.083-222-9044　  

◇JR下関駅からバス「唐戸」停　◇創立／1902年（25人）　

◇竹内 宗

下関西教会［日基教団］

〒750-0032　下関市関西町13-36　Tel.083-232-9913 Fax. 

083-234-0723　◇JR下関駅から徒歩15分［連絡先：鈴木 

澂　〒750-0032　山口県下関市関西町14-6 Tel.083-234-

0723］　◇創立／1918年（25人）　◇鈴木 澂、鈴木 恭

子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時30分、午

後7時30分から「聖書と祈りの集い」。また、同日、午後4

時から「子どもの集い」。

【E-Mail】suzuki.kiyosi@camel.plala.or.jp

下関バプテスト教会［バプ連盟］

〒750-0009　下関市上田中町2-7-11　Tel.083-222-5840 

Fax.083-222-5842　◇JR下関駅からバス10分「新町一丁

目」停　◇創立／1886年（64人）　◇小川 宏嗣　◇礼拝

／10:15

下関彦島教会［日基教団］

〒750-0075　下関市彦島江之浦町8-13-15　◇中原 美子

下関丸山教会［日基教団］

〒750-0019　下関市丸山町4-1-8　Tel&Fax.083-222-5931　  

◇JR下関駅から徒歩18分　◇創立／1904年（58人）　◇

友川 栄　◇礼拝／10:15

【HP】http://maruyama.or.jp/

新下関教会［キリスト兄弟団］

〒751-0872　下関市一の宮学園町1-6　Tel&Fax.083-257-

2116　◇JR新下関駅から徒歩4分［連絡先：廣川 和行　

山陽小野田市 Sanyoonoda-shi

厚狭教会［福音ルーテル］

〒757-0005　山陽小野田市鴨庄89-6　Tel.0836-72-0793　  

◇JR厚狭駅から徒歩7分　◇創立／1964年（29人）　◇小

勝 奈保子　◇礼拝／10:00(土)　◇特色／木曜日午後7時

30分から聖書研究会。

小野田教会［日基教団］

〒756-0822　山陽小野田市北若山290-2　Tel&Fax.0836-

83-4568　◇JR南小野田駅から徒歩10分　◇創立／1949

年（16人）　◇河野 孝也　◇礼拝／10:00

小野田バプテスト教会［バプ連盟］

〒756-0811　山陽小野田市稲荷町3-29　Tel.0836-84-

0632　◇JR小野田駅からバス10分　◇創立／1952年（8

人）

下関市 Shimonoseki-shi

インマヌエル下関キリスト教会［IGM］

〒751-0838　下関市山の田本町13-2　Tel.083-253-0624 

Fax.083-252-8510　◇JR新下関駅から車5分　◇創立／

1965年（39人）　◇平瀬 正行、平瀬 愛子　◇礼拝／

10:15　◇特色／普通の家のすてきな教会です。恵みのみ

ことばと家族的な交わりがあります。ＣＳに大人クラスが

あります。

小月教会［日基教団］

〒750-1144　下関市小月茶屋3-2-2　Tel.083-282-0805 

Fax.083-282-0865　◇JR小月駅から徒歩5分［連絡先：篠

原 満　〒750-0009　下関市上田中町2-15-20 Tel.083-228-

2958］　◇創立／1959年（24人）　◇篠原 満　◇礼拝／

10:30.17:30(第1、第3日曜のみ)

【HP】http://church.ne.jp/ozuki/

下関教会［福音ルーテル］

〒750-0042　下関市中央町4-12　Tel.083-222-6980 Fax. 

083-242-6980　◇JR下関駅からバス7分　◇創立／1915

年（50人）　◇小勝 奈保子　◇礼拝／10:30

下関教会［基督兄弟団］

〒751-0878　下関市秋根上町3-8-21　Tel&Fax.083-256-

6920　◇JR新下関駅から徒歩10分　◇創立／1958年（46

人）　◇鵜飼 克巳、鵜飼 直美、関谷 冨美子　◇礼拝／

10:30

下関教会［日基教団］

〒750-0008　下関市田中町17-20　Tel&Fax.083-223-3853　  

◇JR下関駅　◇創立／1880年（79人）　◇三輪 従道

下関教会［KCCJ］

〒750-0043　下関市東神田町5-6　Tel&Fax.083-222-0097　  

◇JR下関駅から徒歩15分　◇創立／1928年（50人）　◇

鄭 在植　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語

下関教会［日キ教会］

〒750-0075　下関市彦島江の浦町2-15-4　Tel&Fax.083-
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周南キリスト教会［MB］

〒745-0831　周南市楠木2-3-6　Tel&Fax.0834-28-5014　

◇JR徳山駅からバス「楠木2丁目」停、徒歩3分　◇創立

／1975年（35人）　◇中村 新造

周陽教会［日基教団］

〒745-0073　周南市代々木通2-2　Tel&Fax.0834-21-

4406　◇JR徳山駅から徒歩10分　◇創立／1890年（40人）　  

◇木戸 定　◇礼拝／10:15　◇特色／毎水曜午前10時15

分から祈祷会・聖書研究会。第1・3水曜日午後7時から晩祷・

聖書研究会。

瀬戸見キリスト教会［JRL］

〒745-0827　周南市瀬戸見町10-9-805　Tel&Fax.0834-

28-3547　◇JR徳山駅からバス「中央病院前」停、徒歩2

分　◇創立／1994年（11人）　◇前 明子、前 義典　◇礼

拝／13:00　◇特色／「瀬戸見クリスチャンスクール」を

併設しています。国際交流(アメリカ、韓国、中国、モン

ゴル)などあります。

徳山教会［日基教団］

〒745-0871　周南市上御弓町3400-1　Tel.0834-21-1973　  

◇JR徳山駅からバス「県道桜馬場」停、徒歩3分　◇創立

／1893年（18人）　◇加藤 満　◇礼拝／10:30

徳山キリスト教会［福音教会連合］

〒745-0801　周南市久米田中3112-10　Tel&Fax.0834-25-

4155　◇JR櫛ヶ浜駅から徒歩10分　◇創立／1963年　◇

渡辺 隆

徳山聖マリア教会［聖公会］

〒745-0072　周南市弥生町2-28　Tel&Fax.0834-21-2693　  

◇JR徳山駅　◇創立／1938年（25人）　◇竹内 宗

徳山福音キリスト教会［ホーリネス］

〒745-0807　周南市城ヶ丘1-4-1　Tel&Fax.0834-28-8198　  

◇JR徳山駅からバス15分　◇創立／1972年（14人）　◇

江副 謙一、江副 千恵美　◇礼拝／10:30

【E-Mail】k-yam@mx5.tiki.ne.jp

南陽教会［イエス・キリスト］

〒746-0034　周南市富田新町東2911　Tel&Fax.0834-62-

2539　◇JR新南陽駅から徒歩12分　◇創立／1954年（81

人）　◇石田 高保、石田 陽子　◇礼拝／10:10,19:00　◇

特色／互いに愛し合い、神と人とに仕えつつ福音を証しす

ることを教会理念としています。

【E-Mail】koinonia-nanyo@world.odn.ne.jp

プレイズチャペル［単立／独立］

〒745-0824　周南市大内町10-12　Tel&Fax.0834-28-

3424　◇JR徳山駅からバス10分「工業高校前」停、徒歩

1分　◇創立／1996年（38人）　◇岩間 剛、岩間 宣恵　

◇礼拝／14:30　◇特色／プレイズをバンドと共にささげ

る教会。

【E-Mail】waiwai@c-able.ne.jp

〒751-0872　山口県下関市秋根南町2-5-31 Tel.083-256-

3250］　◇創立／1982年（28人）　◇廣川 和行、文 昌盛、

文 麻希　◇礼拝／10:40　◇特色／礼拝は日本語で行わ

れていますが、英文の説教翻訳を用意してあります。

【HP】http://ww52.tiki.ne.jp/~hope

滝部伝道所［キリスト兄弟団］

〒759-5511　下関市豊北町滝部寺地　Tel.083-253-3272　  

◇岡崎 新太郎

長府教会［日基教団］

〒752-0976　下関市長府南之町6-20　Tel&Fax.083-245-

1359　◇JR長府駅からバス「城下町長府」停、徒歩3分　  

◇創立／1884年（58人）　◇清田 勝成　◇礼拝／10:15

TLCCC下関十字架の恵み教会［主の十字架］

Tel&Fax.083-223-9317　◇礼拝・集会場所などはホーム

ページでご確認ください　◇ヨハネ 松尾、松尾 エリコ、

伊藤 幸子、松本 礼子

【HP】http://www.tlccc-simonoseki.com

【E-Mail】a.matuo@ninus.ocn.ne.jp

豊浦教会［日基教団］

〒759-6301　下関市豊浦町川棚1589-19　Tel&Fax.083-

772-0023　◇JR小串駅から徒歩8分　◇創立／1952年（10

人）　◇西嶋 昭一　◇礼拝／10:00

安岡教会［日基教団］

〒759-6603　下関市安岡町1-2-6　Tel.083-258-3993　◇

JR安岡駅から徒歩10分　◇創立／2000年（40人）　◇松

隈 協　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~yasuokac/

山の田福音教会［キリスト兄弟団］

〒751-0834　下関市山の田東町10-7　Tel&Fax.083-253-

3272　◇JR幡生駅から徒歩7分　◇創立／1969年（47人）　  

◇阿部 善人　◇礼拝／9:00

周南市 Shuunan-shi

大竹キリスト教会徳山バプテスト伝道所［バ

プ連盟］

〒745-0881　周南市東辻5685-12　Tel&Fax.0834-31-

9224　◇JR徳山駅からバス「東辻」停、徒歩1分　◇創

立／1996年（12人）　◇礼拝／10:30

熊毛キリスト教会［福音教会連合］

〒745-0643　周南市新清光台1-15-7　Tel&Fax.0833-91-

5378　◇JR勝間駅からバス「清光台入口」停、徒歩10分　  

◇創立／1979年（11人）　◇石井 敬子、石井 緑　◇礼拝

／14:30　◇特色／毎週ショートメッセージを届ける。文

書を配るなどの方法で伝道しています。

シオン教会徳山礼拝所［福音ルーテル］

〒745-0825　周南市秋月1-1-11　Tel.0834-28-1327 Fax. 

0834-28-9887　 ◇木下 理、室原 康志　 ◇礼拝／

19:00(土)
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10:10

室積キリスト教会［単立／独立］

〒743-0007　光市室積3-9-20　Tel&Fax.0833-78-0797　

◇バス「室積」停、徒歩5分　◇創立／1972年（10人）　

◇久保 稔子

防府市 Houfu-shi

シオン教会防府礼拝所［福音ルーテル］

〒747-0812　防府市鋳物師町10-34　Tel.0835-22-2604　

◇室原 康志、木下 理

防府教会［日基教団］

〒747-0035　防府市栄町1-2-1　Tel&Fax.0835-22-1275　

◇JR防府駅から徒歩3分　◇創立／1906年（42人）　◇草

地 大作　◇礼拝／10:15

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~hofuch/

【E-Mail】hofuch@royal.ocn.ne.jp

防府キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒747-0842　防府市清水町4-10　Tel&Fax.0835-23-3414　  

◇JR防府駅南口からバス「清水川」停、徒歩5分　◇創立

／1972年（8人）　◇近藤 当三、近藤 万世　◇礼拝／

10:30

防府新田教会［イエス・キリスト］

〒747-0825　防府市新田1108-3　Tel&Fax.0835-22-7375　  

◇バス「新前町」停前　◇創立／1993年（28人）　◇後

藤 健一、石田 高保　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午

後7時30分から祈祷会。木曜日午後1時30分から祈祷会。

日曜日午前9時15分から教会学校。

【HP】http://church.ne.jp/hofushinden/

【E-Mail】houfushinden@church.ne.jp

防府聖書教会［JECA友好］

〒747-0836　防府市植松1791-1　Tel&Fax.0835-23-9117　  

◇JR防府駅から車15分　◇創立／1973年（8人）　◇結城 

晋次　◇礼拝／10:30　◇特色／完全バリアフリー。車椅

子用トイレあり。

防府バプテストキリスト教会［バプ連盟］

〒747-0035　防府市栄町2-2-27　Tel.0835-22-3379　◇

JR防府駅から徒歩7分　◇創立／1956年（24人）　◇齋藤 

智恵子　◇礼拝／11:00

【HP】http://houhubpt.hp.infoseek.co.jp/

防府リバイバルチャーチ［単立／独立］

〒747-0848　防府市華城中央1-16-31　Tel.0835-25-6144　  

◇白井 孝博

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~mikouchi/hofurevibal.html

美祢市 Mine-shi

秋芳キリスト教会［単立／独立］

〒754-0511　美祢市秋芳町秋吉5362-2　Tel&Fax.0837-

62-0940　◇創立／1991年　◇田中 共之　◇礼拝／

10:00

長門市 Nagato-shi

長門教会［日基教団］

〒759-4101　長門市東深川1906-5　Tel&Fax.0837-22-

2556　◇JR長門市駅から徒歩10分　◇創立／1947年（20

人）　◇上原 芳子、水谷 信義　◇礼拝／10:30　◇特色

／水曜日午後1時30分、午後7時30分、祈祷会。

長門深川キリスト教会［キリスト兄弟団］

〒759-4101　長門市東深川922　Tel&Fax.0837-22-5218　  

◇長門市駅南口から徒歩5分［連絡先：西村 公子　〒759-

4101　山口県長門市東深川1179 Tel.0837-22-2298］　◇

創立／1958年（25人）　◇西村 公子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】fukawa-kirist777@isis.ocn.ne.jp

萩市 Hagi-shi

エステル教会［聖イエス会］

〒759-3411　萩市大字須佐1390　Tel.08387-6-3473　◇

仲間 久恵

萩教会［日基教団］

〒758-0071　萩市大字瓦町８　Tel&Fax.0838-22-3106　

◇萩バスセンターから徒歩10分　◇創立／1887年（57人）　  

◇新保 能宏、新保 恵子　◇礼拝／10:00

萩田床山キリスト教会［キリスト兄弟団］

〒758-0011　萩市大字椿東中津江1区　Tel&Fax.0838-

22-0444　◇JR東萩駅から徒歩20分［連絡先：岡野 雅

治　〒758-0011　山口県萩市椿東953 Tel.0838-22-5126］　  

◇創立／1953年（30人）　◇岡野 雅治　◇礼拝／10:30　

◇外国語／英語

光市 Hikari-shi

虹ヶ丘キリスト教会［CHRISTAR］

〒743-0031　光市虹ヶ丘3-22-38　Tel&Fax.0833-72-2052　  

◇JR光駅から徒歩15分　◇創立／1990年（7人）　◇ルー

シ，ジョナソン、ルーシ，ドロシ、ライスター，ボブ、ラ

イスター，テレサ、バーデン，ボビー　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.jp/nijigaoka/

光教会［日基教団］

〒743-0013　光市中央4-4-8　Tel&Fax.0833-71-0307　◇

JR光駅からバス「市役所前」停、徒歩0分　◇創立／

1946年（39人）　◇橋本 直行　◇礼拝／10:15

光キリスト教会［単立／独立］

〒743-0065　光市上島田3-1-28　Tel&Fax.0833-77-0340　  

◇JR島田駅から徒歩1分　◇創立／1986年（26人）　◇山

本 清和　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.bien.co.jp/members/hikari_church/

光福音教会［イエス・キリスト］

〒743-0071　光市室積新開1-5-12　Tel&Fax.0833-79-

2131　◇JR光駅からバス「新開」停、徒歩2分　◇創立

／1985年（33人）　◇金井 信生、多田 豊子　◇礼拝／
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添野 匠二

山口教会［聖イエス会］

〒753-0831　山口市平井1425-6　Tel.083-923-3871　◇

赤尾 義也

山口キリスト集会［単立／独立］

〒753-0075　山口市中園町3-10　Tel.083-923-0389

山口信愛教会［日基教団］

〒753-0083　山口市後河原138　Tel.083-922-1941 Fax. 

083-922-1943　◇JR上山口駅から徒歩10分　◇創立／

1891年（68人）　◇鈴木 恭子　◇礼拝／10:15

山口福音教会［単立／独立］

〒753-0078　山口市緑町1-2　Tel&Fax.083-920-1190　◇

JR山口駅から徒歩15分　◇創立／1956年（131人）　◇岩

間 剛、岩間 宣恵、岩間 望　◇礼拝／9:30,11:00,19:30　

◇特色／第1礼拝はソフトな礼拝をめざす。同時進行で子

ども向けJキッズ。第2礼拝は若者向け。第3礼拝は家族的。

【HP】http://www7.plala.or.jp/yamafuku/

【E-Mail】yamafuku@orange,plala.or.jp

大島郡 Oshima-gun

安下庄バプテスト教会［バプ同盟］

〒742-2806　大島郡周防大島町西安下庄23-2　Tel.0820-

77-1168　◇JR大畠駅からバス「橘郵便局前」停、徒歩2

分　◇創立／1932年（7人）　◇礼拝／10:20

大島教会［日基教団］

〒742-2301　大島郡周防大島町久賀4704　Tel&Fax. 

0820-72-0482　◇JR大畠駅からバス「天神前」停、徒歩3

分　◇創立／1908年（11人）　◇村田 敏　◇礼拝／

14:00　◇特色／毎週日曜日午後2時から礼拝。

熊毛郡 Kumage-gun

グレース宣教会田布施キリスト教会［グレース

宣教会・福音自由］

〒742-1511　熊毛郡田布施町下田布施2622-13　Tel& 

Fax.0820-52-2468　◇JR田布施駅から徒歩20分　◇創立

／2006年　◇堀内 顕、安田 豊　◇礼拝／10:30　◇特色

／グレース宣教会の17番目の教会が未伝地田布施に誕生。

大人と子どもが一緒に礼拝し、子どもタイムがあります。

【HP】http://www.gmi.or.jp/tabuse/

【E-Mail】jcef.yasuda@nifty.com

平生キリスト教会［CHRISTAR］

〒742-1102　熊毛郡平生町大字平生村555-5　Tel&Fax. 

0820-56-6229　◇創立／2005年（1人）　◇バーデン，ボ

ビー、ライスター，ボブ、ライスター，テレサ、ルーシ，

ジョナソン、ルーシ，ドロシ　◇礼拝／16:00

【HP】http://church.jp/nijigaoka/

【E-Mail】HiraoChristChurch@gmail.com

【HP】http://www.geocities.jp/shchrist2000/

【E-Mail】shchrist2000@yahoo.co.jp

美祢教会［日基教団］

〒759-2212　美祢市大嶺町東分下嶺1759-3　Tel&Fax. 

0837-52-0823　◇JR美祢駅から徒歩10分　◇創立／1955

年（10人）　◇戸井 雄二

柳井市 Yanai-shi

シオン教会柳井礼拝所［福音ルーテル］

〒742-0035　柳井市中央3-14-15　Tel.0820-22-1026 Fax. 

0834-28-9887　◇創立／1956年（45人）　◇木下 理、室

原 康志　◇礼拝／10:30

柳井教会［日基教団］

〒742-0002　柳井市山根9-1　Tel&Fax.0820-22-1434 

Tel.0820-23-9330　◇JR柳井駅北口から徒歩15分　◇創

立／1910年（32人）　◇角田 潤　◇礼拝／10:15

山口市 Yamaguchi-shi

インマヌエル山口キリスト教会［IGM］

〒753-0079　山口市糸米2-7-33　Tel&Fax.083-923-3474　  

◇JR山口駅から車10分　◇創立／1986年（72人）　◇黛 

睦子　◇礼拝／10:30

大内福音教会［単立／独立］

〒753-0211　山口市大内長野633　Tel&Fax.083-927-

2606　◇創立／1981年（39人）　◇瀬 孝宣、瀬 眞美

子　◇礼拝／9:30,10:30

小郡教会［日基教団］

〒754-0002　山口市小郡下郷857　Tel&Fax.083-972-

2169　◇JR周防下郷駅から徒歩6分　◇創立／1953年（34

人）　◇金澤 正善

小郡めぐみキリスト教会［単立／独立］

〒754-0001　山口市小郡上郷2617-3　Tel&Fax.083-972-

0547　◇JR小郡駅から車10分　◇創立／1982年（95人）　

◇小林 啓一、小林 五月、平田 芳子　◇礼拝／10:30　◇

テレホン／083-973-2121　◇特色／夕礼拝、木曜礼拝も

あります。メビック式教会学校・聖書学校・個別の聖書の

学び、毎日2回は諸集会があります。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~mikouchi/

【E-Mail】mikouchi@mocha.ocn.ne.jp

鴻南福音教会＝こひつじチャペル［福音教会連

合］

〒753-0871　山口市朝田579　Tel&Fax.083-923-9708　

◇JR大歳駅から徒歩10分　◇創立／1992年（11人）　◇

阿部 俊昭、阿部 孝子　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Poplar/3583/

【E-Mail】kaco@c-able.ne.jp

山口教会［日基教団］

〒753-0074　山口市中央4-1-24　Tel&Fax.083-922-2124　  

◇JR山口駅から徒歩10分　◇創立／1882年（77人）　◇



岡
山

広
島

鳥
取

島
根

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

鳴
門
市

徳
島
市

小
松
島
市

阿
南
市

勝
浦
町

佐
那
河
内
村

石
井
町

神
山
町

那
賀
町

上
勝
町

美
波
町

牟
岐
町

海
陽
町

松
茂
町

北
島
町

藍
住
町

板
野
町

上
板
町

阿
波
市

吉
野
川
市

美
馬
市

つ
る
ぎ
町

三
好
市

東
み
よ
し
町

板
野
郡

美
馬
郡

三
好
郡

名
西

郡

名
東
郡

勝
浦

郡

海
部

郡

徳
島
県

●
県
庁
／
徳
島
市

●
市
町
村
数
／
8市
15
町
1村

●
人
口
／
80
0,
82
5人

●
教
会
数
／
54
教
会

■
教
会
所
在
地
(1
4)

■
教
会
未
設
置
(1
0)

那
賀
郡

三
好
市

徳
島
県

中
国
・
四
国
地
方

651
都道府県別ガイド編
生活・教会情報



徳
島
県

中
国
・
四
国
地
方

L
IF

E
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

652
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

徳島県──地域の宣教資料

　宣教人国記：キリスト教文筆家として多くの著作を

残した青芳勝久（1883〜1972）は、板野郡大津村に生

まれた。幼少時、僧侶となるよう実家の菩提寺に預け

られたが、徳島師範を経てニコライ神学校を卒業し、

貧しい家庭の子弟の教育にあたった。後に渡米してプ

リンストン神学校を卒業。帰国後は『植村正久全集』

の編集や「福音新報」に執筆した。青木恵哉（1893〜

1969）は、16歳でハンセン病にかかり、四国84ヶ所を

巡礼したが効めなく、県立大島療養所に入所。ここで

キリスト教に出会い、入信した。1923年（大正12）に

熊本の回春病院に転院し、リデル院長に認められ1927

年（昭和2）に沖縄の医療伝道に派遣される。沖縄で

は迫害を受けながら伝道し、国立療養所沖縄愛楽園発

足の基礎を築いた。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【阿南市】那賀郡那賀川町・羽ノ浦町。【阿波市】板野

郡吉野町・土成町、阿波郡市場町・阿波町。【美馬市】

美馬郡脇町･美馬町･穴吹町･木屋平村。【三好市】三好

郡三野町・池田町・山城町・井川町・東祖谷山村・西

祖谷山村。【吉野川市】麻植郡鴨島町・川島町・山川町・

美郷村。【海部郡海陽町】海南町･海部町･宍喰町。【海

部郡美波町】由岐町・日和佐町。【那賀郡那賀町】鷲

敷町・相生町・上那賀町・木沢村・木頭村。【美馬郡

つるぎ町】半田町・貞光町・一宇村。【三好郡東みよし

町】三好町・三加茂町。

 中 国 ・ 四 国 地 方 徳 島 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

徳 島 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   T o k u s h i m a 　

理事長／高橋 淳子、園長／細江 久美子

信愛幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本聖公会徳島インマヌエル教会］〒

770-0847　徳島県徳島市幸町3-33　Tel.088-625-4166 

Fax.088-625-2486　◇JR徳島駅から徒歩10分　◇創立／

1955年　◇園長／秋山 義孝、理事長／瀬山 公一、主幹

教諭／鮫島 博子　◇特色／県下唯一の宗教法人立幼稚園

です。園名のように神と人を愛し、信頼して知育、徳育、

霊育に専念しています。

【HP】http://www.sin-ai.school-info.jp

【E-Mail】priest@mb2.tcn.ne.jp

鳴門聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)暁の星学園］〒772-0001　徳

島県鳴門市撫養町黒崎松島208　Tel.088-685-0079 

Fax.088-684-1530　◇「高速鳴門」停、徒歩15分　◇創

立／1959年　◇理事長・園長／乾 盛夫　◇特色／コスミ

ックな幼児教育は、家庭、社会、人類の平和教育そのも

のだと楽しくやっております。

【E-Mail】narutos@rose.ocn.ne.jp

　文書伝道支援

(有)徳島キリスト教書店
［キリスト教専門書店］〒770-0052　徳島県徳島市中島田

町3-57-1　Tel&Fax.088-633-6335　◇バス「中島田」停、

徒歩5分　◇創立／2004年　◇秋山 義孝、原田 洋子

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~tcs/

【E-Mail】tokushoten@shirt.ocn.ne.jp

　幼稚園・保育園・学童

阿南聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［暁の星学園］〒774-0030　徳島県

阿南市富岡町あ石19-1　Tel&Fax.0884-23-1951　◇JR阿

南駅から徒歩3分　◇創立／1967年

鴨島ひかり乳幼児保育園
［保育園］　［(福)鴨島ひかり乳幼児保育園］〒776-0005　

徳島県吉野川市鴨島町喜来323-151　Tel&Fax.0883-24-

1282　◇JR鴨島駅から徒歩12分　◇創立／1962年　◇
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阿南市 Anan-shi

阿南教会［イエス・キリスト］

〒774-0017　阿南市見能林町青木123-3　Tel&Fax.0884-

23-1121　◇JR見能林駅から徒歩5分　◇創立／1963年

（49人）　◇宮崎 浩、宮崎 友子　◇礼拝／10:30　◇特色

／家庭的教会です。教会学校に力を入れています。

【HP】http://ananchurch.ninja-web.net

【E-Mail】anan@mxi.netwave.or.jp

阿南神召キリスト教会［アッセンブリー］

〒779-1245　阿南市那賀川町中島1716-7　Tel&Fax. 

0884-22-0851　◇JR阿南駅から徒歩20分　◇創立／2002

年（24人）　◇樽山 啓子　◇礼拝／10:30,10:30(月)　◇特

色／礼拝には手話通訳があります。水曜日午後7時30分及

び8時30分から祈祷会。金曜日午後8時30分から手話教室

あり。

【HP】http://www.geocities.jp/anan_shinsho/

【E-Mail】anan_shinsho@ybb.ne.jp

阿南福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒774-0012　阿南市七見町中浜田39-8　Tel&Fax.0884-

23-1672　◇JR阿南駅から徒歩15分　◇創立／1984年（50

人）　◇高力 義博　◇礼拝／10:15

【HP】http://anan.sekl.fi/

富岡キリスト教会［聖公会］

〒774-0030　阿南市富岡町あ石1-2　Tel&Fax.0884-22-

2027　◇JR阿南駅から徒歩3分　◇創立／1886年（15人）　  

◇河村 博之　◇礼拝／10:30

羽ノ浦キリスト教会［イエス・キリスト］

〒779-1101　阿南市羽ノ浦町中庄梶島72-18　Tel&Fax. 

0884-44-2480　◇JR羽ノ浦駅から徒歩10分　◇創立／

1959年（41人）　◇福田 勝敏、福田 勝枝　◇礼拝／

6:30,10:30　◇特色／初めての方でもわかりやすい礼拝メ

ッセージ。神の臨在と慰めに満ちた教会です。ぜひお立

ち寄り下さい。

【HP】http://ww82.tiki.ne.jp/~jcch/

【E-Mail】jcch@mx82.tiki.ne.jp

小松島市 Komatsushima-shi

小松島栄光教会［イエス・キリスト］

〒773-0001　小松島市小松島町字喜来13-1　Tel.0885-32-

0962 Fax.0885-32-8223　◇バス「日開野東」停、徒歩3

分　◇創立／1948年（90人）　◇宮崎 徹、宮崎 千恵　

◇礼拝／10:30　◇テレホン／08853-2-1044

小松島教会［日基教団］

〒773-0003　小松島市松島町8-15　Tel&Fax.0885-32-

0933　◇JR南小松島駅から徒歩4分　◇創立／1913年（20

人）　◇谷口 真幸　◇礼拝／10:30

南大阪福音教会小松島チャペル＝RCI小松島
チャペル［JEC］

〒773-0022　小松島市大林町金島3-15　Tel&Fax.0885-

37-2731　◇バス「赤石団地前」停、徒歩10分　◇創立／

2005年（7人）　◇福野 正和、轟 節雄　◇礼拝／10:30

【E-Mail】komatsushima@jec-net.org

徳島市 Tokushima-shi

インマヌエル徳島キリスト教会［IGM］

〒770-0944　徳島市南昭和町3-25-5　Tel&Fax.088-623-

6862　◇バス「南昭和町3丁目」停、徒歩2分　◇創立／

1965年（60人）　◇柏木 あゆみ、竿代 信和　◇礼拝／

10:15

川内集会所［カナン教団］

◇坂口 満夫

徳 島 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   T o k u s h i m a

光の子保育園
［保育園］　［(福)イエス団］〒779-3233　徳島県名西郡石

井町石井字石井556-5　Tel.088-674-2530 Fax.088-674-

2578　◇JR石井駅から徒歩5分　◇創立／1956年　◇園

長／黒田 信雄　◇特色／賀川豊彦先生が石井の地でまか

れた種です。花を咲かせ実をつけるべく若い職員一丸で

励んでいます。

恵の園保育園
［保育園］〒775-0501　徳島県海部郡宍喰町宍喰浦字正梶

188-23　Tel.0884-76-2248　◇阿佐海岸鉄道宍喰駅から

徒歩15分　◇園長／中川 恵美

めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)鴨島学園］〒776-0010　徳島県吉野川市

鴨島町鴨島380　Tel.0883-24-2435 Fax.0883-22-0899　

◇JR鴨島駅から徒歩5分　◇創立／1925年　◇理事長／

髙橋 淳子、園長／山賀 杏子　◇特色／大正14年創立の

歴史の中で地域の方々に愛され、神様の愛、人と人との

愛を信じるキリスト教保育の幼稚園。

【HP】http://www.jctv.ne.jp/~megumikg/
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徳島キリスト教会［バプ連盟］

〒770-0943　徳島市中昭和町1-31　Tel.088-653-5675 

Fax.088-653-5682　◇JR阿波富田駅から徒歩3分　◇創

立／1963年（36人）　◇石渡 修司　◇礼拝／10:30　◇

外国語／英語

徳島聖書キリスト集会［無教会］

〒770-0004　徳島市南田宮1-1-47　Tel&Fax.088-631-

5123　◇JR徳島駅からバス15分「東田宮」停、徒歩4分［連

絡先：吉村 孝雄　〒773-0015　徳島県小松島市中田町字

西山91-14 Tel.050-1376-3017］　◇創立／1948年（55人）　

◇吉村 孝雄　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色

／夕拝(火曜夜)、水曜と土曜午後にも集会場での集会が。

土曜は手話・手話賛美もあります。他に県内7ヶ所での集会。

【HP】http://pistis.jp

【E-Mail】pistis7ty@hotmail.com

徳島聖テモテ教会［聖公会］

〒770-0034　徳島市南佐古四番町2-34　Tel&Fax.088-

652-2446　◇JR佐古駅から徒歩10分　◇創立／1890年

（28人）　◇瀬山 公一　◇礼拝／10:30　◇特色／第1日曜

礼拝後から婦人会。第3、4、5主日の礼拝後、聖歌研究会

があります。

徳島聖徒教会［福音教団］

〒770-0053　徳島市南島田町2-50-1　Tel&Fax.088-631-

0260　◇創立／1960年（30人）　◇岡林 忠雄、岡林 静

子

徳島西部教会［改革派］

〒770-0045　徳島市南庄町5-50　Tel.088-632-2218　◇

JR徳島駅からバス20分、徒歩2分［連絡先：原田 勲　〒

770-0052　徳島県徳島市中島田町3丁目57-1］　◇創立／

1983年（16人）　◇長田 詠喜　◇礼拝／10:30

【HP】http://wwwd.pikara.ne.jp/tokushima-west

徳島西教会［日基教団］

〒770-0047　徳島市名東町3-555-8　Tel&Fax.088-632-

5665　◇JR鮎喰駅　◇創立／1970年（43人）　◇湯本 哲

史

徳島南伝道所［日基教団］

〒770-8074　徳島市八万町下福万128-31　Tel&Fax.088-

668-8310　◇JR徳島駅からバス15分　◇創立／1998年（9

人）　◇湯本 哲史、岡村 松雄

パウロ教会［聖イエス会］

〒770-0047　徳島市名東町1-206-2　Tel.088-631-1772　

◇二宮 貴司

八万キリスト教会［単立／独立］

〒770-8072　徳島市八万町中津浦196-3 中津浦集会所　

Tel.088-652-7841　◇バス「中津浦」停、徒歩1分　◇創

立／1986年（15人）　◇ラブ，グレッグ　◇礼拝／

10:30　◇外国語／英語

東徳島福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒770-0872　徳島市北沖洲1-10-41　Tel&Fax.088-664-

2506　◇バス「えびす神社前」停　◇岡崎 孝志　◇礼拝

／10:15

希望館生涯学習大学チャペル［単立／独立］

〒770-0942　徳島市昭和町7-40-6　Tel.088-652-6171 

Fax.088-623-9141　◇JR徳島駅からバス「昭和町」停、

徒歩1分　◇創立／1974年　◇近藤 治郎　◇礼拝／

10:00　◇いのち／088-623-0444

【E-Mail】kiboukan@mb.tcn.ne.jp

希望キリスト教会［単立／独立］

〒770-0902　徳島市西新町5-30　Tel&Fax.088-651-

1855(日曜)　◇JR徳島駅から徒歩15分［連絡先：Tel.088-

624-4553(平日のみ)］　◇創立／2006年（25人）　◇朴 一

濬　◇礼拝／11:00,18:00

【HP】http://wwwa.pikara.ne.jp/kibou/

国府教会［カナン教団］

〒779-3124　徳島市国府町中307-3　Tel.088-642-8534　

◇坂口 満夫

小松島福音教会［福音宣教会］

〒770-8012　徳島市大原町千代ヶ丸山7-23 藤本方　

Tel.088-663-2674　◇久保内 政春

TLCCC徳島エルサレム教会［主の十字架］

Tel&Fax.088-686-9030　◇創立／1995年（12人）　◇オ

リビア 酒井、蔵谷 浩子　◇礼拝／10:00

徳島インマヌエル教会［聖公会］

〒770-0847　徳島市幸町3-33　Tel.088-652-2481 Fax. 

088-652-2486　◇JR徳島駅から徒歩10分　◇創立／1952

年（133人）　◇瀬山 公一　◇礼拝／10:30,19:00

徳島栄光教会［イエス・キリスト］

〒770-0807　徳島市中前川町4-23-3　Tel&Fax.088-622-

4759　◇JR徳島駅から徒歩7分　◇創立／1989年（54

人）　◇森沢 尚生、森沢 裕美　◇礼拝／9:00,10:30　◇

特色／モンテッソーリ子育てサークルがあります。

【HP】http://eikouch.com

【E-Mail】churchte@mb.tcn.ne.jp

徳島北教会［日基教団］

〒770-0816　徳島市助任本町6-1-2　Tel&Fax.088-623-

6618　◇JR徳島駅からバス10分　◇創立／1946年（16人）　  

◇廣瀬 隆司　◇礼拝／10:30　◇特色／「愛される喜び

を伝えたい」とのテーマをかかげ、心温まる場を創りだそ

うとしている手作りの集まりです。

【E-Mail】cfgjx573@ybb.ne.jp

徳島教会［改革派］

〒770-0022　徳島市佐古二番町9-19　Tel.088-652-5780　  

◇JR佐古駅から徒歩6分　◇牧田 吉和、デベット，ヤコ

ブス・ステファノス 

徳島教会［日キ教会］

〒770-0923　徳島市大道3-31　Tel.088-652-7725 Fax. 

0888-652-8487　◇JR徳島駅　◇創立／1905年（60人）　

◇岡田 貴美子　◇礼拝／10:15

徳島教会［カナン教団］

〒770-0005　徳島市南矢三町3-7-68　Tel.088-642-8534　  

◇坂口 満夫
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【HP】http://www.f3.dion.ne.jp/~naruchan/sub3.htm

【E-Mail】wakimati-church@m8.dion.ne.jp

三好市 Miyoshi-shi

阿波池田教会［日基教団］

〒778-0004　三好市池田町シンマチ1317-5　Tel&Fax. 

0883-72-2041　◇JR阿波池田駅から徒歩5分　◇創立／

1954年（24人）　◇川村 満　◇礼拝／10:15

【HP】http://awaikeda.blog51.fc2.com/

サフラン教会［聖イエス会］

〒778-0005　三好市池田町シマ1010-1　Tel.0883-72-0878　  

◇山田 すま

吉野川市 Yoshinogawa-shi

鴨島兄弟教会［日基教団］

〒776-0010　吉野川市鴨島380-3　Tel&Fax.0883-24-

2353　◇JR鴨島駅から徒歩5分　◇創立／1946年（107人）　  

◇大田 健悟

【HP】http://www.church.jp/kamojima/

板野郡 Itano-gun

藍住聖泉キリスト教会［単立／独立］

〒771-1253　板野郡藍住町矢上江ノ口91-15　Tel&Fax. 

088-693-1290　◇JR勝瑞駅からバス「住吉農協前」停、

徒歩3分　◇創立／1997年　◇米田 嗣　◇礼拝／10:30

徳島神召キリスト教会［アッセンブリー］

〒771-0205　板野郡北島町江尻字妙蛇池54-3　Tel.050-

8800-6423 Fax.088-698-6776　◇バス「妙蛇池」停、徒

歩2分　◇創立／1954年（51人）　◇井桁 正巳、井桁 幸

枝　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話

【HP】http://wwwi.netwave.or.jp/~tshinsho/

【E-Mail】tshinsho@mxi.netwave.or.jp

徳島ベテルキリスト教会［単立／独立］

〒771-0207　板野郡北島町新喜来字二分1-125 ［教会事務

所］　Tel&Fax.088-698-7925　◇礼拝会場については、教

会事務所までお電話ください　◇創立／2001年（43人）　

◇田中 孝、田中 初枝　◇礼拝／10:00　◇外国語／手話

吉野川福音ルーテル教会＝吉野川ルーテル・
キリスト教会［西日本ルーテル］

〒771-1270　板野郡藍住町勝瑞西勝地313-1　Tel.088-

641-1882 Fax.088-641-5262　◇JR勝瑞駅から徒歩15分　

◇創立／1975年（65人）　◇森 雅樹　◇礼拝／10:30

海部郡 Kaifu-gun

海南伝道所［日基教団］

〒775-0203　海部郡海陽町大里字松原35-71　Tel.0884-

73-3284　◇JR阿波海南駅から徒歩10分［連絡先：畠澤 

かおり　〒775-0501　徳島県海部郡海陽町宍喰浦字宍喰

鳴門市 Naruto-shi

大麻キリスト教会［伝道隊］

〒779-0221　鳴門市大麻町萩原68-80　Tel.088-689-0644 

Fax.088-689-4277　◇JR板東駅から徒歩5分　◇創立／

1968年（30人）　◇後藤 光子　◇礼拝／10:00

TLCCC主の恵み鳴門教会［主の十字架］

Tel&Fax.088-686-9030　◇礼拝・集会場所などはホーム

ページでご確認ください　◇オリビア 酒井 陽子、酒井 

仁美

徳島クリスチャンの集い［CCNZ日本］

［会場］鳴門地域地場産業振興センター　◇JR鳴門駅から

徒歩8分　◇創立／1991年　◇染谷 和生　◇礼拝／

11:00　◇特色／お問合せ先は大阪教会へ(〒565-0836大

阪府吹田市佐井寺4-53-3 Tel:06-6387-8178)。

【E-Mail】tokushima@ccnz.jp

徳島聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒772-0035　鳴門市大津町矢倉字四越67　Tel&Fax.088-

684-0434　◇JR鳴門駅から車10分　◇創立／1994年（22

人）　◇万好 徹治　◇礼拝／10:00,14:00　◇外国語／手

話　◇特色／託児室に幼児を預け、教会学校の学びと聖

日礼拝ができます。教会までの送迎もOK。詳細はホーム

ページで！

【HP】http://www.nmt.ne.jp/~na1530/

鳴門キリスト教会［長老教会］

〒772-0011　鳴門市撫養町大桑島字蛭子山76　Tel.088-

686-0760 Fax.088-686-4979　◇JR鳴門駅から徒歩15分　

◇創立／1957年（54人）　◇高澤 久顕　◇礼拝／10:00

【HP】http://www010.upp.so-net.ne.jp/rihito/

【E-Mail】tk2ai@ybb.ne.jp

鳴門聖パウロ教会［聖公会］

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜権現91-1　◇JR鳴門駅か

ら徒歩10分［連絡先：田上 貞夫　〒772-0016　徳島県鳴

門市撫養町林崎南殿54］　◇創立／1891年（19人）　◇瀬

山 公一　◇礼拝／15:00(第2・第4)

鳴門中央キリスト教会［単立／独立］

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字東辰巳25-21　Tel& 

Fax.088-685-6621　◇バス「矢倉」停、徒歩5分　◇創立

／1977年　◇桜井 康生　◇礼拝／10:00

【E-Mail】zec4v6@ybb.ne.jp

鳴門ホープチャペル［NTM］

〒772-0021　鳴門市里浦町里浦字坂田432-173　Tel& 

Fax.088-685-9679　◇JR鳴門駅から車5分　◇創立／

1989年（20人）　◇森 綾子　◇礼拝／10:00

美馬市 Mima-shi

脇町キリスト教会［キリスト伝道隊］

〒779-3602　美馬市脇町大字猪尻字東分40　Tel&Fax. 

0883-52-1821　◇JR穴吹駅から徒歩25分　◇創立／1948

年（83人）　◇塚本 充、岩井 従男　◇礼拝／10:00
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【E-Mail】wajiki-ch@whk.ne.jp

美馬郡 Mima-gun

貞光キリスト教会［キリスト伝道隊］

〒779-4101　美馬郡つるぎ町貞光字宮下78-11　Tel& 

Fax.0883-62-3097　◇JR貞光駅から徒歩5分　◇創立／

1955年（19人）　◇木下 淳夫、木下 則子　◇礼拝／

10:15　◇特色／毎月第2聖日は、招待礼拝です。初めて

の方大歓迎です。子育て支援サークル「こひつじクラブ」

も好評です。

【HP】http://www.sadamitsu.jp/

【E-Mail】church@sadamitsu.jp

名西郡 Myozai-gun

石井教会［日基教団］

〒779-3233　名西郡石井町石井514-6　Tel&Fax.088-

674-1209　◇JR石井駅から徒歩5分　◇創立／1931年（41

人）　◇黒田 道郎　◇礼拝／10:30

183-7 Tel.0884-76-3777］　◇創立／1960年（6人）　◇岡

本 康夫　◇礼拝／14:30

宍喰教会［日基教団］

〒775-0501　海部郡海陽町宍喰浦字宍喰303-4　Tel. 

0884-76-3098 Fax.0884-76-3777　◇阿佐海岸鉄道宍喰駅

から徒歩5分　◇創立／1937年（25人）　◇北村 誠　◇

礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後1時40分から祈祷会。

境界学校土曜日午後1時。伝道集会第1第3金曜日午後1時

30分。

日和佐教会［日基教団］

〒779-2305　海部郡美波町奥河内字本村38-2　Tel&Fax. 

0884-77-0284　◇JR日和佐駅から徒歩10分　◇創立／

1946年（26人）　◇岡本 康夫　◇礼拝／10:00

那賀郡 Naka-gun

鷲敷キリスト教会［伝道隊］

〒771-5201　那賀郡那賀町和食字町26　Tel&Fax.0884-

62-2226　◇JR徳島駅からバス80分「鷲敷警察署」停、

徒歩2分　◇創立／1970年（35人）　◇田口 学、清原 

修　◇礼拝／10:00

【E-Mail】wajiki-ch@whk.ne.jp

鷲敷キリスト教会木頭キリスト教伝道所［伝

道隊］

〒771-6402　那賀郡那賀町木頭出原［連絡先：鷲敷キリ

スト教会　〒771-5201　徳島県那賀郡那賀町和食字町26 

Tel.0884-62-2226］　◇田口 学、清原 修　◇礼拝／

19:30(土曜)
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香川県──地域の宣教資料

　宣教人国記：政治学者の南原繁（1889〜1974）は、

第一高等学校時代に校長新渡戸稲造の影響を受けて入

信。東大時代は内村鑑三の聖書研究会に出席した。東

大教授を経て、1945年（昭和20）に東大総長に就任。

戦時中は、ナチズムと日本の国家主義を批判した。わ

が国の代表的な神学教育者である桑田秀延（1895〜

1975）は、1911年（明治44）に高松教会で受洗。アメ

リカのオーバン、ハーバード大学に学んだ。明治学院、

日本神学校で教鞭をとり、東京神学大学学長として多

くの伝道者を育成した。広島流川教会牧師の谷本清

（1909〜1986）は、1945年（昭和20）に広島で被爆す

るが奇跡的に助かる。市内で爆風に押しつぶされた家

の下から助けを叫ぶ声を聞いたが、そのまま立ち去っ

たことが終生心の傷となり、1950年（昭和25）にヒロ

シマ・ピース・センターを設立し、原爆孤児の救済に

取り組んだ。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【観音寺市】観音寺市、三豊郡大野原町･豊浜町。【さ

ぬき市】大川郡津田町・大川町・志度町・寒川町・長

尾町。【高松市】木田郡牟礼町・庵治町、香川郡香川町・

香南町、綾歌郡国分寺町、香川郡塩江町。【東かがわ市】

大川郡引田町･白鳥町･大内町。【丸亀市】丸亀市、綾歌

郡綾歌町・飯山町。【三豊市】三豊郡高瀬町・山本町・

三野町・豊中町・詫間町・仁尾町・財田町。【綾歌郡

綾川町】綾上町・綾南町。【小豆郡小豆島町】内海町・

池田町。【仲多度郡まんのう町】琴南町・満濃町・仲南

町。

 中 国 ・ 四 国 地 方 香 川 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

香 川 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   K a g a w a 　

8072　香川県高松市三条町608-1 ゆめタウン高松2F　

Tel.087-815-3272　◇代表取締役会長／金山 良雄

菱光建材(株)
［建材］〒761-8076　香川県高松市多肥上町145-2　

Tel.087-866-5283 Fax.087-876-2243　◇琴平電鉄琴平線

太田駅から徒歩7分　◇創立／1980年　◇代表取締役社

長／米津 照夫　◇特色／総合資材販売

　教育事業・カルチャー

クリエイト・インターナショナル・クリスチ
ャン・スクール［クリエイト］

［チャーチスクール］　［日本伝道隊・津田キリスト教会］

〒769-2402　香川県さぬき市津田町鶴羽1250-5 OVHC津

田キリスト教会サレムチャペル　Tel&Fax.0879-42-

5170　◇JR鶴羽駅から北へ徒歩3分　◇代表／水村 光

義、校長／多田 美鈴　◇特色／3歳時〜高校生まで。

　お店・事業

佐々木理容店
［理容店］〒769-2301　香川県さぬき市長尾東875-6　

Tel.087-952-2440　◇琴平電鉄長尾駅から徒歩5分　◇代

表／佐々木 陽一

サラ美容室
［美容室］〒760-0080　香川県高松市木太町8区3856-12　

Tel.087-867-2472　◇代表／船積 麗子

チーム英語教室
［英会話］〒760-0054　香川県高松市常磐町2-5-15 高松ク

リスチャンセンター3階　Tel.087-834-2870 Fax.087-837-

5158　◇琴平電鉄瓦町駅から徒歩2分　◇代表／グレイ，

マイク

ムラサキスポーツ 高松店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒761-
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【HP】http://www.ovmcnet.com/kurieito/

【E-Mail】cptc-tsuda@ybb.ne.jp

　文書伝道支援

CD・BOOKS グレース
［キリスト教専門書店］〒760-0054　香川県高松市常磐町

2-5-15 高松クリスチャンセンター内　Tel.087-861-0486 

Fax.087-863-5933

　幼稚園・保育園・学童

愛光保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団多度津教会附属］〒764-

0002　香川県仲多度郡多度津町家中11-43　Tel.0877-32-

2602 Fax.0877-33-3228　◇JR多度津駅から7分　◇創立

／1923年　◇園長／亀山 かおる

【HP】http://tadotsu-ch.com/index.php?id=26

春日保育園
［保育園］　［(福)未知の会］〒761-0101　香川県高松市春

日町1287-1　Tel.087-843-3689 Fax.087-870-0235　◇琴

平電鉄志度線潟元駅から徒歩16分　◇園長／野町 文枝

カナン子育てプラザ21
［子育て支援センター・一時保育施設］　［(福)カナン福祉

センター］〒765-0014　香川県善通寺市生野本町2-16-1　

Tel.087-762-3695　◇JR善通寺駅から徒歩10分　◇創立

／2001年　◇園長／橋本 仁美、理事長／川口 義道

【HP】http://www.ans.co.jp/n/kanan/

【E-Mail】ykkanan1@mail.netwave.or.jp

カナン十河保育園
［保育園、学童保育］　［(福)カナン福祉センター］〒761-

0433　香川県高松市十川西町546-1　Tel.087-848-0320　

◇琴電長尾線池辺駅　◇園長／山本 幾代

カナン保育園
［保育園］　［(福)カナン福祉センター］〒761-8078　香川

県高松市仏生山町甲745-2　Tel.087-889-1059 Fax.087-

888-4617　◇琴平電鉄仏生山駅から徒歩3分　◇創立／

1967年　◇統括施設長／川口 義道　◇特色／園名のカナ

ンとは、「子ども達が健やかに育まれ、幼な子の楽園であ

ってほしいとの祈り」が込められています。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/kanan/

観音寺聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖母学園］〒768-0066　香川

県観音寺市昭和町1-6-57　Tel.0875-23-0004 Fax.0875-

23-0170　◇JR観音寺駅から徒歩7分　◇創立／1957年　

◇園長／クレメンシオ・マンソ　◇特色／明るく元気に歩

もう！

【E-Mail】kanonjiseibo@sky.quolia.com

桜町聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒760-0074　香川県高松市桜町1-8-

13　Tel.087-831-0328

カナン子ども支援センター［カナン児童館］

［児童館］　［(福)カナン福祉センター］〒761-8078　香川

県高松市仏生山町甲745-1　Tel.087-864-8321 Fax.087-

888-4617　◇琴平電鉄仏生山駅から徒歩4分　◇創立／

2002年　◇館長／川口 義道　◇特色／地域子育て支援

センターが母体の民間児童館です。キリスト教精神に基

いた青少年の健全育成事業が特色です。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/kanan/

善通寺カトリック教会
［カトリック幼稚園］〒765-0011　香川県善通寺市上吉田

町4-10-24　Tel.087-762-1087

高松聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒760-0017　香川県高松市番町2-4-

31　Tel.087-851-2372

高松聖ヤコブ幼稚園
［幼稚園］〒760-0004　香川県高松市西宝町2-3-14　Tel.

087-861-0425　◇JR昭和町駅から徒歩10分　◇創立／

1952年　◇園長／角瀬 克己

【HP】http://www.yakobuyo.com/

長尾聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒769-2302　香川県さぬき市長尾西

681　Tel.087-952-2294

のぞみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)のぞみ学園］〒761-0112　香川県高松市

屋島中町30　Tel.087-843-2107 Fax.087-844-3677　◇琴

平電鉄屋島駅から徒歩3分　◇創立／1951年　◇園長／

樫村 文夫

【HP】http://www.nozomi.ac.jp/

【E-Mail】kodomo@nozomi.ac.jp

マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒761-8075　香川県高松市多肥下町

14-2　Tel.087-867-7303

丸亀聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒763-0048　香川県丸亀市幸町2-7-7　

Tel.087-722-4529

屋島教会幼稚園
［幼稚園］　［(学)屋島教会学園］〒761-0113　香川県高松

市屋島西町1392-7　Tel.087-841-1925 Fax.087-843-

4612　◇琴平電鉄志度線潟元駅　◇創立／1961年　◇

園長／野町 隆志
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香 川 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   K a g a w a

観音寺市 Kanonji-shi

観音寺教会［日キ教会］

〒768-0012　観音寺市植田町西下1887-2　Tel&Fax.0875 

-25-0025　◇JR観音寺駅から徒歩15分　◇創立／1929年

（80人）　◇渡邊 祐　◇礼拝／10:00

観音寺伝道所［東洋ローア］

〒768-0060　観音寺市観音寺町甲334-1 観音寺市民会館

(郵便物の差出不可)　◇JR観音寺駅から徒歩10分［連絡

先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉

県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇

創立／1973年（17人）　◇岡崎 新一　◇礼拝／10:30　

◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師によ

る聖書のお話は手話で行われます。音声への通訳はあり

ません。

観音寺聖書教会［JECA］

〒768-0040　観音寺市柞田町甲2360-7　Tel&Fax.0875-

25-0157　◇JR観音寺駅から徒歩10分　◇創立／1961年

（47人）　◇宮原 豊治、清水 恵理　◇礼拝／10:30　◇特

色／教会堂建築30年になり、白あり被害にあって、柱、床

等に痛みあり、新会堂建築を願って祈っています。祈乞う。

【E-Mail】miyahara826@io.ocn.ne.jp

豊浜キリスト教会［ディコンリー］

〒769-1602　観音寺市豊浜町和田浜1537　Tel&Fax.0875 

-52-2667　◇JR豊浜駅から徒歩15分　◇創立／1967年

（80人）　◇高橋 誠　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／随時

カウンセリングセミナー、個人カウンセリングを行ってい

ます。詳細はHPをご覧ください。

【HP】http://sky.geocities.jp/toyohama_church/

【E-Mail】kan-on-ji@kagawa.email.ne.jp

坂出市 Sakaide-shi

坂出大浜教会［日基教団］

〒762-0054　坂出市西大浜南2-2-32　Tel&Fax.0877-44-

0779　◇JR坂出駅北口から徒歩20分　◇創立／1909年

（19人）　◇上野 清次郎

坂出教会［日基教団］

〒762-0031　坂出市文京町1-9-14　Tel&Fax.0877-46-

4604　◇JR坂出駅南口から徒歩10分　◇創立／1916年

（26人）　◇信太 聖吾　◇礼拝／10:15

坂出飯山教会［改革派］

〒762-0011　坂出市江尻町1524-14　Tel.0877-44-4840 

Fax.0877-98-6759　◇JR八十場駅から徒歩10分　◇創立

／1996年（36人）　◇吉田 崇　◇礼拝／10:30

【E-Mail】sakaide-hanzan@rcj-net.org

白金キリスト教会［JECA］

〒762-0042　坂出市白金町3-2-11　Tel&Fax.0877-46-

5207　◇JR坂出駅から徒歩20分　◇創立／1956年（50人）　  

◇菅原 豊　◇礼拝／10:30

TLCCC坂出教会［主の十字架］

Tel.0877-45-1660 Fax.0877-45-2033　◇礼拝・集会場所

などはお問い合わせください　◇山村 富美子　◇礼拝／

10:00

【HP】http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Sakura/7084/

【E-Mail】SEIREI10@yahoo.co.jp

さぬき市 Sanuki-shi

大川キリスト教会［イエス・キリスト］

〒761-0901　さぬき市富田西2961-8　Tel&Fax.0879-43-

5687　◇バス「大角」停、徒歩3分　◇創立／1963年（23

人）　◇植松 敏幸　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午前

10時30分から祈祷会。毎月第2土曜日午後1時30分ピーナ

ッツクラブ子供大会をしています。

志度キリスト教会［伝道隊］

〒769-2101　さぬき市志度616　Tel&Fax.087-894-2559　  

◇琴平電鉄志度駅から徒歩5分　◇創立／1958年（35人）　  

◇石田 千恵子、中村 すみ子　◇礼拝／10:30　◇特色／

赤ちゃんからお年寄まで、アットホームな教会です。

津田キリスト教会［伝道隊］

〒769-2402　さぬき市津田町鶴羽1250-5　Tel&Fax. 

0879-42-5170　◇JRさぬき鶴羽駅から徒歩3分［連絡先：

水村 光義　〒769-2402　香川県さぬき市津田町鶴羽

1253-3 Tel.0879-42-5947］　◇創立／1972年（76人）　◇

水村 光義、加茂 良平　◇礼拝／10:00　◇特色／イエス

様の弟子をつくる弟子づくりがビジョンです。セルはフィ

ンランドや東京、明石などにも広がっています。

【HP】http://www.ovmcnet.com

【E-Mail】tsuda_church_onevission@yahoo.co.jp

長尾キリスト教会＝ハレルヤチャーチ［伝道

隊］

〒769-2301　さぬき市長尾東875-2　Tel&Fax.0879-52-

2399　◇琴平電鉄長尾線長尾駅から徒歩10分　◇創立／

1970年（49人）　◇河村 浩一、山川 哲平　◇礼拝／

10:00

【E-Mail】kknagao300kk@yahoo.co.jp
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ら2時間ほど聖書の実践的な学びをしております。

香川教会［日基教団］

〒761-8078　高松市仏生山町甲2159-4　Tel&Fax.087-

889-4311　◇琴平電鉄琴平線仏生山駅から徒歩15分　◇

創立／1955年（15人）　◇隅野 瞳、隅野 徹　◇礼拝／

10:15　◇特色／第2聖日は初めての方向けの礼拝です。

毎週礼拝後にゴスペルアワーがあります。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/kanan/

キリスト丸の内教会［JRL］

〒760-0033　高松市丸の内7-13　Tel.087-821-3072 Fax. 

087-821-3089　◇JR高松駅から徒歩10分　◇創立／1989

年（20人）　◇米谷 敬子、米谷 義隆　◇礼拝／10:30(土

曜日)　◇外国語／スペイン語　◇特色／メビック(小中学

生の礼拝)、土曜日8:30〜10:00。大人礼拝は土曜日10:30

〜12:00。家の教会。

グレース・チャーチ高松［単立／独立］

〒761-0311　高松市元山町1022-1　Tel&Fax.087-867- 

5013、087-847-3703　◇琴平電鉄長尾線元山駅から徒歩

3分　◇武田 洋

香南キリスト教会［JECA］

〒761-1404　高松市香南町横井762-1　Tel&Fax.087-879-

8022　◇高松空港から車5分　◇創立／1964年（15人）　

◇山田 忠　◇礼拝／14:00

国分寺キリスト教会［JECA］

〒769-0103　高松市国分寺町福家甲2954-1　Tel.087-874-

7077 Fax.0877-46-5207　◇JR端岡駅から徒歩25分　◇

創立／1978年（18人）　◇菅原 豊　◇礼拝／8:30　◇特

色／ 坂出市の白金キリスト教会の伝道所として活動して

います。2ヶ月に1回は坂出で合同の礼拝を持ちます。

【E-Mail】jwpfk786@ybb.ne.jp

高松泉キリスト教会［同盟基督］

〒761-8071　高松市伏石町2018-5　Tel&Fax.087-867-

2302　◇琴平電鉄三条駅から徒歩8分　◇創立／1990年

（26人）　◇白石 剛史　◇礼拝／10:30,16:00　◇特色／家

庭的な交わりのある教会です。青少年伝道に力を入れて

います。レインボー循環バス「今里交番」停、徒歩2分、

便利。

【E-Mail】takshiraishi@hotmail.com

高松太田キリスト伝道所＝高松太田キリス
ト教会［バプ連盟］

〒761-8073　高松市太田下町3013-10　Tel&Fax.087-866-

6386　◇琴平電鉄太田駅から徒歩15分　◇創立／1991年

（23人）　◇大竹 敏生　◇礼拝／11:00　◇特色／少人数

ですが、喜びであふれる教会です。

【HP】http://wwwc.pikara.ne.jp/bap-ohta/

【E-Mail】bap-ohta@mc.pikara.ne.jp

高松カルバリー家の教会［カルバリーグループ］

〒761-0104　高松市高松町354-6　Tel&Fax.087-843-

0788　◇JR屋島駅　◇創立／1994年（18人）　◇大場 容

子(代表)　◇礼拝／7:00,10:30,19:30　◇特色／木曜日午

後7時30分から祈祷会。

善通寺市 Zentsuji-shi

善通寺教会［日基教団］

〒765-0053　善通寺市生野町2227-3　Tel&Fax.0877-63-

1043　◇土讃線善通寺駅［連絡先：廣瀬 隆司　〒770-

0816　徳島県徳島市助任本町6-1-2 Tel.088-623-6618］　

◇創立／1900年（14人）　◇廣瀬 隆司　◇礼拝／10:30　

◇特色／楽しい交わりの毎週ある教会です。あなたの悩

みをあずけてみませんか？祈りは聞かれます。

【E-Mail】cfgix573@ybb.ne.jp

善通寺教会［改革派］

〒765-0013　善通寺市文京町4-9-22　Tel&Fax.0877-62-

1521　◇JR善通寺駅から徒歩10分　◇創立／1948年（98

人）　◇加藤 親平　◇礼拝／10:15

善通寺キリスト教会［JECA］

〒765-0011　善通寺市上吉田町3-2-2　Tel&Fax.0877-62-

0966　◇JR善通寺駅から徒歩5分［連絡先：斎賀 稔　〒

765-0022　香川県善通寺市稲木町391-4 Tel.0877-62-

7895］　◇創立／1960年（20人）　◇斎賀 稔　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝の講解メッセージは「ヨナ書」。祈り

と学び会、毎週木曜日午後7時30分〜9時。講解メッセー

ジは「伝道者の書」。

【E-Mail】nijibasi@blue.ocn.ne.jp

善通寺バプテスト教会［単立／独立］

〒765-0022　善通寺市稲木町506-5　Tel&Fax.0877-62-

7799　◇JR善通寺駅から徒歩15分　◇創立／1973年（55

人）　◇久保 量生　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝後の交

わりと伝道を大切にしており、年に数回のコンサート伝道

を行っている。超教派活動も積極的である。

ホサンナ純福音教会［単立／独立］

〒765-0021　善通寺市下吉田町703　Tel&Fax.0877-6 

3-5898［連絡先：西山 敬子　〒765-0021　香川県善通寺

市下吉田町740-3 Tel.0877-62-8363］　◇創立／2001年

（28人）　◇韓 然淑、西山 敬子　◇礼拝／10:30　◇外国

語／韓国語

恵みキリスト教会シャローム［単立／独立］

〒765-0072　善通寺市中村町2088-3　Tel&Fax.0877-63-

3738　◇JR多度津駅から車10分　◇創立／1986年（25人）　  

◇新垣 努　◇礼拝／10:30

高松市 Takamatsu-shi

一宮教会［日基教団］

〒761-8084　高松市一宮町1868-9　Tel.087-885-0322　

◇琴平電鉄琴平線一宮駅から徒歩10分　◇創立／1963年

（58人）　◇北野 久義　◇礼拝／10:15

【HP】http://homepage2.nifty.com/ichinomiya-ch/

インマヌエル香川キリスト教会［IGM］

〒769-0105　高松市国分寺町柏原649-1　Tel.087-870-

6457 Fax.087-870-6647　◇JR国分駅から3km　◇創立／

1959年（40人）　◇高木 やよひ　◇礼拝／10:30　◇特色

／毎聖日礼拝後のひと時には愛餐の機会を得、午後1時か
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高松コミュニティーチャーチ 屋島コミュニ
ティ教会［単立／独立］

〒761-0113　高松市屋島西町1938-1　Tel.087-844-0276　  

◇琴平電鉄屋島駅から徒歩10分　◇創立／1997年（8人）　  

◇瀧浪 芳至、グレイ，マイク、大川 道雄　◇礼拝／9:00

高松シオン教会＝木太会堂［JECA］

〒760-0080　高松市木太町2371-4　Tel&Fax.087-862- 

3585 Fax.087-816-0135　◇琴平電鉄志度線沖松島駅から

徒歩10分　◇創立／1955年（79人）　◇加藤 光行、井下 

秀貴　◇礼拝／10:30　◇特色／第4主日はファミリー礼

拝。CSは主日9時15分から。別会堂の浜ノ町会堂にて水曜

11時と20時から水曜礼拝。

【HP】http://www015.upp.so-net.ne.jp/mine-kun/

【E-Mail】musterion@kind.ocn.ne.jp

高松シオン教会＝浜ノ町会堂［JECA］

〒760-0011　高松市浜ノ町60-78　Tel&Fax.087-821-9043　  

◇JR高松駅から徒歩7分［連絡先：高松シオン教会 加藤 

光行　〒760-0080　香川県高松市木太町2371-4 Tel.087-

862-3585］　◇創立／1976年　◇加藤 光行　◇礼拝／

11:00(水),20:00(水)　◇特色／毎水曜11時と20時より水曜

礼拝。主日礼拝は10時30分より木太会堂にて。第2・4火

曜10時から母子クラブ。

【HP】http://www015.upp.so-net.ne.jp/mine-kun/

【E-Mail】musterion@kind.ocn.ne.jp

高松小隊［救世軍］

〒760-0020　高松市錦町2-9-26　Tel&Fax.087-851-0752　  

◇JR高松駅から徒歩10分　◇創立／1957年　◇中島 美

和　◇礼拝／10:45

高松新生教会［イエス・キリスト］

〒760-0005　高松市宮脇町2-10-67　Tel.087-861-0328 

Fax.087-861-3755　◇JR栗林公園北口駅から徒歩8分　◇

創立／1949年（80人）　◇小野 淳子　◇礼拝／10:15　

◇テレホン／087-861-3755　◇特色／祈祷会は水曜日午

前10時と午後7時30分から。木曜日午後3時からは「かえ

るクラブ」小学生の集まりがあります。

高松聖書教会［JECA］

〒760-0008　高松市中野町29-18　Tel&Fax.087-831-9378 

Tel.087-862-2833　◇琴平線栗林公園駅から徒歩10分　

◇創立／1971年（33人）　◇杉原 良博　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.h7.dion.ne.jp/~tbc/

【E-Mail】sugi-001@s7.dion.ne.jp

高松聖ヤコブ教会［聖公会］

〒760-0004　高松市西宝町2-3-14　Tel&Fax.087-861-

9604　◇JR昭和町駅から徒歩10分　◇創立／1951年（39

人）　◇中村 豊　◇礼拝／10:30

高松田村町教会＝ひかりチャペル［イエス・キ

リスト］

〒761-8057　高松市田村町1033-2　Tel&Fax.087-867-

4608　◇JR高松駅からバス25分「養護学校前」停、徒歩

3分　◇創立／1994年（20人）　◇唐渡 弘、唐渡 睦子　

◇礼拝／10:10　◇特色／水曜日午前10時と午後7時半か

ら祈祷会。

【HP】http://church.jp/takamatsu/

高松教会［福音ルーテル］

〒761-8072　高松市三条町64-2　Tel&Fax.087-803-3613　  

◇琴平電鉄三条駅から徒歩10分　◇創立／1973年（15人）　  

◇坂本 千歳　◇礼拝／10:30(土)

高松教会［改革派］

〒760-0072　高松市花園町2-8-13　Tel.087-831-5638 

Fax.087-861-3093　◇琴平電鉄花園駅　◇創立／1905年　  

◇松田 基教

高松教会［聖イエス会］

〒760-0014　高松市昭和町1-8-3　Tel.087-831-4007　◇

左近 悦生

高松教会［日基教団］

〒760-0017　高松市番町2-2-18　Tel.087-822-6507 Fax. 

087-826-8067　◇JR高松駅から徒歩7分　◇創立／1946

年（114人）　◇川染 三郎　◇礼拝／10:15

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~kyd-tkmt/

高松キリスト教会［ディコンリー］

〒761-8043　高松市中間町124-9　Tel&Fax.087-886-7901　  

◇琴平電鉄円座駅から徒歩15分　◇創立／1977年（53人）　  

◇二川 雅光　◇礼拝／10:30　◇特色／教会の庭が広く、

駐車スペースも充実。すぐ近くに高松西インターチェンジ。

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~fdtcc761/

【E-Mail】fdtcc761@angel.ocn.ne.jp

高松キリスト教会［長老教会］

〒760-0005　高松市宮脇町1-5-3　Tel.087-861-4420　◇

創立／2006年（3人）　◇畑 和雄　◇礼拝／10:30

高松クリスチャンチャーチ［福音ペンテコステ］

〒761-8056　高松市上天神町743-3　Tel&Fax.087-867-

6381　◇バス「ゆめタウン」停、徒歩10分　◇創立／

1963年（60人）　◇恩庄 明彦、恩庄 房代　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~tcc/

【E-Mail】jgpc-tcc@wonder.ocn.ne.jp

高松コミュニティーチャーチ瀬戸内チャペ
ル［単立／独立］

〒760-0012　高松市瀬戸内町20-15　Tel.087-835-9189　

◇創立／1988年（30人）　◇グレイ，マイク、瀧浪 芳至、

大川 道雄

高松コミュニティーチャーチセンター教会
［単立／独立］

〒760-0054　高松市常磐町2-5-15　Tel.087-834-2870 

Fax.087-837-5158　◇琴平電鉄瓦町駅から徒歩2分　◇創

立／1998年（15人）　◇瀧浪 芳至、グレイ，マイク、大

川 道雄　◇礼拝／11:00

高松コミュニティーチャーチ ニューライフ
チャペル［単立／独立］

〒760-0054　高松市常磐町2-5-15　Tel.087-834-2870 

Fax.087-837-5158　◇琴平瓦町駅から徒歩2分　◇創立／

1997年（12人）　◇瀧浪 芳至、グレイ，マイク、大川 道

雄　◇礼拝／19:30
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1823　◇JR高松駅からバス「川島」停、徒歩5分　◇創

立／2008年（7人）　◇山川 哲平　◇礼拝／15:00　◇特

色／開拓教会です。喜びの賛美とダンスをもって礼拝を

捧げています。

【HP】http://www.hallelujahchurch.net/

【E-Mail】hallelujah_music300@yahoo.co.jp

ビクトリークリスチャンセンター教会高松
［単立／独立］

〒761-0431　高松市小村町651-15　Tel&Fax.087-847-

8977　◇琴平電鉄長尾線水田駅から徒歩30分　◇創立／

2000年（2人）　◇星野 明義　◇礼拝／14:00(土)　◇特

色／現在は家庭集会のみを行っています。

【E-Mail】faith_hoshino@yahoo.jp

百間町キリスト教会［単立／独立］

〒760-0041　高松市百間町6-6　Tel&Fax.087-821-4618　  

◇琴平電鉄片原町駅から徒歩3分　◇創立／1997年（15人）　  

◇宮岡 孝行

恵キリスト教会［バプ連盟］

〒760-0077　高松市上福岡町758　Tel&Fax.087-861- 

0523 Fax.087-861-0561　◇バス「花園町」停、徒歩5分　  

◇塚田 正昭　◇礼拝／11:00

恵みの森キリスト教会［単立／独立］

〒761-8075　高松市多肥下町1550-7　Tel&Fax.087-867-

8068　◇レインボー通りのバス「ふ〜ずランド前」停から、

東へ150ｍ　◇創立／1984年（35人）　◇鳴坂 正人　◇

礼拝／10:00　◇特色／火曜日午前10時から婦人会、木曜

日午前9時から祈り会、土曜日午後2時から初心者向けキリ

ストの道基礎講座

【HP】http://kln.ne.jp/kyoukai/

八栗シオンキリスト教会［JECA］

〒761-0121　高松市牟礼町牟礼浜2588-36　Tel&Fax. 

087-845-9771　◇琴平電鉄志度線八栗駅から徒歩5分［連

絡先：原田 惟座耶　〒761-0121　香川県高松市牟礼町牟

礼2457 エルディムレイ104 Tel.087-845-3155］　◇創立／

1977年（42人）　◇原田 惟座耶　◇礼拝／10:30

【E-Mail】yakuri_zion_christ_church@ybb.ne.jp

屋島教会［日基教団］

〒761-0113　高松市屋島西町1392-1　Tel&Fax.087-841-

9818　◇琴平電鉄志度線潟元駅から徒歩6分　◇創立／

1960年（67人）　◇水野 穣　◇礼拝／10:15

【E-Mail】nomachi6jp@yahoo.co.jp

霊交会［単立／独立］

〒761-0130　高松市庵治町6034-1 大島青松園　Tel.087-

871-3131　◇高松築港から管用船で30分［連絡先：Tel. 

087-871-4323］　◇創立／1914年（14人）　◇脇林 清　

◇礼拝／9:30　◇特色／日曜日に午前9時30分から礼拝を

守る。

東かがわ市 Higashikagawa-shi

三本松伝道所［改革派］

〒769-2602　東かがわ市川東1062-4　Tel&Fax.0879-25-

【E-Mail】6sc3n3@bma.biglobe.ne.jp

高松伝道所［東洋ローア］

〒760-0080　高松市木太町1890-1　Fax.087-835-9779　

◇高松琴平電鉄長尾線林道駅から徒歩2分［連絡先：東洋

ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡

毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／

1958年（50人）　◇岡崎 新一　◇礼拝／10:30　◇外国語

／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書の

お話は手話で行われます。音声への通訳はありません。

高松伝道所［日キ教会］

〒761-8076　高松市多肥上町1140-3　Tel&Fax.087-889-

6393　◇琴平電鉄太田駅から徒歩8分　◇創立／1968年

（18人）　◇植田 恵　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日の

午前10時と午後7時から祈祷会(聖書の学びと祈り会)を行

っています。

高松常磐町キリスト教会［バプ連盟］

〒760-0054　高松市常磐町2-12-2　Tel&Fax.087-861-

9818　◇JR高松駅からバス8分「中針」停、徒歩5分　◇

創立／1953年（50人）　◇梶井 義郎

高松西キリスト教会［JECA］

〒761-8014　高松市香西南町571-6　Tel&Fax.087- 

881-2220 Fax.087-881-3637　◇JR香西駅から徒歩6分　

◇創立／1979年（55人）　◇伊藤 武彦、鬼無 律友、宮山 

直子　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／火曜日午前11時か

ら聖書を読む会。水曜日午後7時半から祈祷会。木曜日午

前10時半からバイブルクラス。

【HP】http://www.geocities.jp/takamatsuwestch/

【E-Mail】hareruya@olive.plala.or.jp

高松東教会［改革派］

〒760-0080　高松市木太町七区4703-3　Tel&Fax.087-

837-0615　◇琴平電鉄長尾線木太東口駅から徒歩15分　

◇創立／1996年（52人）　◇長田 詠喜　◇礼拝／10:30

高松福音センター［福音宣教会］

［連絡先：松山福音センター　〒790-0807　愛媛県松山市

平和通1-6-6 Tel.089-925-1008］　◇万代 栄嗣、大野 裕

彦　◇特色／礼拝日時・場所等、お問い合わせ下さい。

【HP】http://www.mission.or.jp/

【E-Mail】takamatsu@mission.or.jp

高松復活キリスト教会［福音教会連合］

〒761-0102　高松市新田町甲1061-11　Tel&Fax.087-843-

6940　◇JR屋島駅から徒歩15分　◇創立／1986年（7人）　  

◇川上 新一、川上 恵子

TLCCC高松アンテオケ教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはホームページでご確認ください

［連絡先：〒761-8061　香川県高松市室町1893］　◇創立

／2000年（9人）　◇村尾 マーリン、デボラ宮脇 メロディ　

◇礼拝／9:10,10:20,15:00　◇外国語／英語、タガログ語

【HP】http://www.astone.co.jp/tlccctakamatu/

【E-Mail】tlccctakamatsu@nifty.com

ハレルヤチャーチ高松［伝道隊］

〒761-0442　高松市川島本町715　Tel&Fax.087-848-
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三豊市 Mitoyo-shi

三豊中央キリスト教会［JECA］

〒769-1102　三豊市詫間町松崎2270-290　Tel&Fax. 

0875-83-3350　◇JR詫間駅から徒歩7分　◇創立／1972

年（15人）　◇南 義夫　◇礼拝／10:30

綾歌郡 Ayauta-gun

宇多津キリスト教会［単立／独立］

〒769-0210　綾歌郡宇多津町1609-9　Tel&Fax.0877-49-

4565　◇JR宇多津駅から徒歩8分　◇創立／1998年（12人）　  

◇佐々木 一雄　◇礼拝／19:30

高松コミュニティーチャーチ 綾南チャペル
［単立／独立］

〒761-2103　綾歌郡綾川町陶5423-7　Tel.087-876-5898　  

◇琴平電鉄陶駅から徒歩3分　◇創立／1996年（7人）　

◇瀧浪 芳至、グレイ，マイク、大川 道雄　◇礼拝／

10:45

香川郡 Kagawa-gun

香川直島伝道所［日基教団］

〒761-3110　香川郡直島町宮の浦1272-1　◇四国汽船宮

ノ浦港　◇創立／1960年（7人）　◇小国 清子、田中 暉

彦

木田郡 Kita-gun

池戸キリスト教会［長老教会］

〒761-0701　木田郡三木町大字池戸931-16　Tel.087-898-

4390　◇琴平電鉄長尾線池戸駅から徒歩50分［連絡先：

桑原 淑之　〒761-0701　香川県木田郡三木町池戸3460-

12 Tel.087-813-5505］　◇創立／1978年（60人）　◇桑原 

淑之　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前7時から早天

祈祷会。木曜日午前10時から木曜祈祷会(牧師館にて)。

小豆郡 Shouzu-gun

内海教会［日基教団］

〒761-4431　小豆郡小豆島町片城甲2-39　Tel&Fax. 

0879-82-1706　◇バス「内海中学校前」停、徒歩3分　◇

創立／1947年（7人）　◇三野 慶仁　◇礼拝／10:20　◇

特色／第2日曜日礼拝後に「聖書を読む会」。インターネッ

トで牧師のブログ公開中(内海教会三野牧師のブログ)。

【HP】http://www16.ocn.ne.jp/~uchinomi/

【E-Mail】y-sanno@citrus.ocn.ne.jp

香川豊島教会［日基教団］

〒761-4661　小豆郡土庄町豊島家浦2467　Tel&Fax. 

0879-68-2627　◇小豆島フェリー豊島家浦港　◇創立／

1947年（25人）　◇田中 暉彦、小国 清子　◇礼拝／

10:30

【HP】http://kagawateshima.blog61.fc2.com/

1550　◇JR三本松駅　◇松井 證

【E-Mail】sanbonmatsu@rcj-net.org

白鳥キリスト教会［伝道隊］

〒769-2701　東かがわ市湊1917　Tel&Fax.0879-25-8662　  

◇JR讃岐白鳥駅から徒歩3分　◇創立／1976年（19人）　

◇土原 澄子　◇礼拝／10:20

【E-Mail】sheep@mf.pikara.ne.jp

引田キリスト教会［伝道隊］

〒769-2901　東かがわ市引田352-15　Tel&Fax.0879-33-

5821　◇JR引田駅から徒歩5分　◇創立／1982年　◇特

色／礼拝は、白鳥キリスト教会(東かがわ市湊1917　

Tel.0879-25-8662)にて合同で行われています。

丸亀市 Marugame-shi

四国福音キリスト教会［単立／独立］

〒763-0073　丸亀市柞原町895-1　Tel.0877-22-6617 Fax. 

0877-43-2730　◇JR丸亀駅から車7分　◇創立／1975年

（40人）　◇河崎 倫子、柏原 米　◇礼拝／10:15　◇特色

／日曜日午後2時からMEBIG礼拝。金曜日午後8時から祈

祷会。各家庭で家庭礼拝開始中。

セシリヤ教会［聖イエス会］

〒763-0052　丸亀市津森町334-2　Tel.0877-22-7037　◇

山本 節子

丸亀教会［日基教団］

〒763-0026　丸亀市六番丁9-4　Tel&Fax.0877-22-4450　  

◇JR丸亀駅から徒歩15分　◇創立／1955年（52人）　◇

川染 三郎　◇礼拝／10:15　◇特色／教会学校は9時10分

より。

丸亀城東町キリスト教会［バプ連盟］

〒763-0013　丸亀市城東町3-11-21　Tel&Fax.0877-25-

1554　◇JR丸亀駅からバス「労災病院前」停、徒歩3分　  

◇創立／1957年（24人）　◇山浦 良治　◇礼拝／11:00　

◇特色／礼拝プログラムはスペイン語・英語・中国語も用

意しています。

【E-Mail】m_535317@yahoo.co.jp

丸亀聖書教会［JECA］

〒763-0012　丸亀市土居町1-7-17　Tel&Fax.0877-22-

9516　◇JR丸亀駅から徒歩20分　◇創立／1956年（36人）　  

◇渕上 行道　◇礼拝／10:30　◇特色／み言葉と祈りを

大切にする教会として、97才の高齢者から幼児2才までが

礼拝に参加しています。

【HP】http://marugameseisho.org/default.aspx

丸亀伝道所［改革派］

〒763-0001　丸亀市風袋町11　Tel&Fax.0877-22-4757　

◇JR丸亀駅から徒歩10分　◇創立／1904年（38人）　◇

加藤 親平　◇礼拝／10:30,19:30
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土庄キリスト恵み教会［単立／独立］

〒761-4101　小豆郡土庄町甲267-33　Tel&Fax.0879-62-

4584　◇土庄港から徒歩15分　◇創立／1984年（10人）　

◇河田 哲也、中尾 優彦　◇礼拝／10:00　◇特色／モン

ゴル語の同時通訳あります。

【E-Mail】tonosyo.cc@gmail.com

仲多度郡 Nakatado-gun

琴平教会［日基教団］

〒766-0004　仲多度郡琴平町榎井387-6　Tel&Fax.0877- 

75-1810 Fax.0877-75-1813　◇高琴電鉄琴平駅榎井駅か

ら徒歩10分　◇創立／1958年（50人）　◇木村 一雄

多度津教会［日基教団］

〒764-0003　仲多度郡多度津町元町5-11　Tel&Fax. 

0877-32-4408　◇JR多度津駅から6分［連絡先：Tel.0877-

32-2884］　◇創立／1889年（34人）　◇福田 哲　◇礼拝

／10:10　◇特色／木曜日午前10時から祈祷会を行ってい

ます。

【HP】http://tadotsu-ch.com

満濃キリスト教会［長老教会］

〒766-0013　仲多度郡まんのう町東高篠181-2　Tel&Fax. 

0877-75-2510　◇琴平電鉄琴平線羽間駅　◇創立／2003

年（26人）　◇中村 寿夫　◇礼拝／10:00　◇特色／大人

と子どもが一緒に礼拝しています。子ども連れでどうぞ。

【HP】http://www.mannochurch.com/

【E-Mail】mannochurch@dune.ocn.ne.jp

小豆島キリスト教会［NTM］

〒761-4431　小豆郡小豆島町片城甲172　Tel&Fax.0879-

82-4157　◇バス「内海病院前」停、徒歩2分　◇創立／

1983年（14人）　◇宮崎 賢二　◇礼拝／10:30

【E-Mail】miya4157@isis.ocn.ne.jp

小豆島クリスチャンの集い［CCNZ日本］

〒761-4100　小豆郡土庄町鹿島 大阪教会“キャンパス小

豆島”内　Tel&Fax.0879-64-5189　◇バス「鹿島中」停、

徒歩8分　◇創立／1997年　◇山口 与一　◇礼拝／

11:00　◇特色／お問合せ先は大阪教会へ(〒565-0836大

阪府吹田市佐井寺4-53-3 Tel:06-6387-8178)。

【E-Mail】shodoshima@ccnz.jp

小豆島バプテスト教会［バプ同盟］

〒761-4121　小豆郡土庄町渕崎甲2071-22　Tel&Fax. 

0879-62-2053　◇バス「八幡橋」停、徒歩1分　◇創立／

1899年（13人）　◇佐農 貞子、佐農 穆　◇礼拝／10:00　

◇特色／金曜日午後2時から、聖書を読む会。

【HP】http://ww4.et.tiki.ne.jp/~s-sanou/

【E-Mail】s-sanou@mx4.et.tiki.ne.jp

小豆島福音ルーテル教会［西日本ルーテル］

〒761-4426　小豆郡小豆島町馬木甲54-40　Tel&Fax. 

0879-82-4925　◇バス「安田」停(町役場内海庁舎)から徒

歩6分　◇創立／1977年（30人）　◇長谷 博志　◇礼拝

／10:30　◇特色／海辺の住宅地にある海の見える教会で

す。家族的な温かい交わりが何時もあります。
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愛媛県──地域の宣教資料

　宣教人国記：日本人プロテスタント最初の海外宣教

師となった乗松雅休（1863〜1921）は、20代になって

上京し、1887年（明治20）に横浜海岸教会で稲垣信牧

師から受洗した。明治学院に入るが、中退して伝道の

生活へ。日清戦争後の1896年（明治29）に単身で朝鮮

に渡り、京城、水原を中心に伝道した。彼は民衆の中

に入っていき、すべて朝鮮の人々と同様の生活に徹し

た。その宣教生涯は朝鮮に大きな福音の実を残した。

1951年（昭和26）〜57年（昭和32）まで東大総長をつ

とめた矢内原忠雄（1893〜1961）は、一高時代に新渡

戸稲造、内村鑑三に師事し、1911年（明治44）に内村

聖書研究会で入信した。学者としては、現地住民の立

場から植民地支配の在り方を究明、キリスト者として

国家の軍国主義化を憂え戦争体制を批判した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【今治市】今治市、越智郡朝倉村・玉川町・波方町･大

西町･菊間町･吉海町･宮窪町･伯方町･上浦町･大三島町･

関前村。【伊予市】伊予市、伊予郡中山町・双海町。【宇

和島市】宇和島市、北宇和郡吉田町・三間町・津島町。

【大洲市】大洲市、喜多郡長浜町･肱川町･河辺村。【西

条市】西条市、東予市、周桑郡小松町・丹原町。【四

国中央市】川之江市、伊予三島市、宇摩郡新宮村・土

居町。【東温市】温泉郡重信町･川内町。【新居浜市】

宇摩郡別子山村。【西予市】東宇和郡明浜町･宇和町･

野村町･城川町，西宇和郡三瓶町。【松山市】北条市、

温泉郡中島町。【八幡浜市】八幡浜市、西宇和郡保内町。

【伊予郡砥部町】砥部町・広田村。【越智郡上島町】魚

島村・弓削町・生名村・岩城村。【上浮穴郡久万高原町】

久万町・面河村・美川村・柳谷村。【喜多郡内子町】

内子町・五十崎町、上浮穴郡小田町。【北宇和郡鬼北町】

広見町・日吉村。【西宇和郡伊方町】伊方町・瀬戸町・

三崎町。【南宇和郡愛南町】内海村・御荘町・城辺町・

一本松町・西海町。

 中 国 ・ 四 国 地 方 愛 媛 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

愛 媛 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   E h i m e 　

◇店長／藤田 正　◇特色／真心を送ってあげたい人がい

る。味の良い愛媛みかんの地でみかん伊予柑など季節の

果物を地方発送しています。

【E-Mail】fujita.pikaiti@major.ocn.ne.jp

ファッション シオン
［衣料品・洋服販売］〒798-3301　愛媛県宇和島市津島町

岩松810　Tel&Fax.0895-32-4722　◇代表／新垣 由子　

◇特色／おひとりおひとりのファッションづくりをお手伝

いいたします。

　教育事業・カルチャー

こひつじ園
［子育て支援］　［(宗)宇和島中町教会］〒798-0052　愛媛

　お店・事業

自家焙煎珈琲 雅珈
［珈琲専門店］〒791-1112　愛媛県松山市南高井町1694-2　

Tel.089-970-2002 Fax.089-931-2664　◇松山ICから車10

分　◇代表／西川 真二

チャコ
［食料品店］〒792-0811　愛媛県新居浜市庄内町4-1-4　

Tel.0897-33-2560　◇JR新居浜駅から徒歩15分　◇代表

／明石 香都夫

ぴかいち
［くだもの店］〒792-0802　愛媛県新居浜市新須賀町2-10-

17　Tel&Fax.0897-33-0346　◇JR新居浜駅からバス「グ

ランフジ新居浜店前」停、徒歩2分　◇創立／1974年　
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県宇和島市京町　Tel.090-8976-3710　◇JR宇和島駅　◇

代表／沼田 和也　◇特色／乳幼児のあずかり保育、幼稚

園児などの放課後保育を行っています。お問い合わせは

Tel.090-8976-3710まで！

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~kakujoh/kohitsujiendayori.htm

【E-Mail】kakujoh@hotmail.com

　文書伝道支援

はこぶね書房
［キリスト教専門書店］〒790-0807　愛媛県松山市平和通

1-6-6-1F　Tel&Fax.089-924-8567　◇三木 康子

(有)松山キリスト教書店
［キリスト教専門書店］〒790-0002　愛媛県松山市二番町

4-5-4 松山ビル1F　Tel.089-921-5519 Fax.089-921-

5413　◇平岡 光司

　幼稚園・保育園・学童

愛育幼稚園
［幼稚園］　［(学)愛育学園］〒791-2132　愛媛県伊予郡砥

部町大南766　Tel.089-962-2224　◇園長／本多 肇

愛光園
［幼稚園］〒796-0003　愛媛県八幡浜市大平1-539　

Tel.0894-22-0468

愛光幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)ロザリオ学園］〒792-0011　愛

媛県新居浜市西原町1-4-6　Tel.0897-32-3442 Fax.0897-

37-3126　◇創立／1961年　◇園長／ゴンザレス，サンテ

ィアゴ・ザイズ、副園長／ユ，チョンピル・ペトロ、主任

教諭／松本 千里　◇特色／大らかな愛の中に園児を育み

ながら、感謝する心、命を大切にする心、世界に向かって

開かれた心を育てる。

【HP】http://www.rosario.ac.jp/aikou/

愛隣保育園
［保育園］　［(福)愛隣園］〒791-8063　愛媛県松山市神田

町3-19　Tel.089-951-3463　◇伊予鉄高浜線三津駅から

徒歩10分　◇創立／1967年　◇園長／本宮 妙子

愛和聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒798-0060　愛媛県宇和島市丸之内

1-4-18　Tel.0895-22-1048

泉幼稚園
［幼稚園］　［(学)泉学園］〒792-0008　愛媛県新居浜市王

子町4-30　Tel&Fax.0897-32-4088　◇創立／1946年　

◇理事長・園長／八子 美代子

今治めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団今治教会］〒794-0043　愛

媛県今治市南宝来町1-1-2　Tel.0898-23-0717　◇園長／

中村 博

卯之町幼稚園
［幼稚園］〒797-0015　愛媛県西予市宇和町卯之町3-104　

Tel.0894-62-0378 Fax.0894-62-6353　◇JR卯之町駅から

徒歩5分　◇創立／1922年　◇理事長・園長／村本 新日

海の星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)ロザリオ学園］〒791-8076　愛

媛県松山市会津町6-1　Tel.089-951-1717 Fax.089-952-

5766　◇JR三津駅から徒歩5分　◇理事長・園長／レチ

ョン・ハビエル・ヘルナンデス、主任教諭／久保田 綾子

鶴城幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団宇和島中町教会］〒798-

0052　愛媛県宇和島市京町1-24　Tel&Fax.0895-25-

5369　◇JR宇和島駅　◇創立／1905年　◇園長／沼田 

和也

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~kakujoh/page1.htm

【E-Mail】kakujoh@hotmail.com

勝山幼稚園
［幼稚園］　［(学)勝山学園］〒790-0822　愛媛県松山市高

砂町1-5-12　Tel.089-923-0074 Fax.089-926-9822　◇伊

予鉄城北線清水町駅から徒歩5分　◇創立／1913年　◇

園長／武井 義定

【HP】http://www.katsuyama-kindergarten.com/

【E-Mail】katsuyama@katsuyama-kindergarten.com

久万保育園
［保育園］〒791-1201　愛媛県上浮穴郡久万高原町久万

1447　Tel.0892-21-0777　◇園長／白川 京子

コイノニア保育園
［保育園］　［(福)コイノニア協会］〒791-8016　愛媛県松

山市久万ノ台173　Tel.089-911-0336 Fax.089-911-0337　

◇バス「久万ノ台」停、徒歩5分　◇園長／沖本 直子　

◇特色／夜間保育所ふくろうの家併設

【HP】http://www.koinonia-as.or.jp/05hoikusyo/00top.html

コイノニア幼稚園・リベカ清水保育園
［認定子ども園］　［(学)コイノニア学園］〒790-0823　愛

媛県松山市清水町2-18-9　Tel.089-924-7868 Fax.089-

924-7906　◇伊予鉄城北線高砂町駅から徒歩5分　◇園

長／三好 久美子

【HP】http://www.koinoniayouchien.com/koinonia.html

西条栄光幼稚園
［幼稚園］　［(学)西条栄光協会］〒793-0023　愛媛県西条

市明屋敷236-17　Tel.0897-56-2711 Fax.0897-53-0592　

◇予讃線伊予西条駅　◇創立／1952年　◇理事長／遊口 

親之、幼稚園園長／小原 敏

西条聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)ロザリオ学園］〒793-0030　

愛媛県西条市大町716-1　Tel.0897-55-2497 Fax.0897-53-

7456　◇JR伊予西条駅から徒歩8分　◇創立／1953年　

◇園長／近藤 恵津子　◇特色／一人ひとりを認め、困難

を乗り越えたくましい精神力が培えるよう援助する事を心

がけております。

【HP】http://www.rosario.ac.jp/saijo-st-maria
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三瓶幼稚園
［幼稚園］　［(学)三瓶幼稚園］〒796-0908　愛媛県西予市

三瓶町津布理40　Tel.0894-33-0314　◇園長／木村 眞由

美

シオン幼稚園
［幼稚園］　［(学)シオン幼稚園］〒792-0004　愛媛県新居

浜市北新町4-19　Tel.0897-82-5624 Fax.0897-37-1429　

◇園長／寺島 謙

【HP】http://www.geocities.jp/nkxgw897/youchien.html

白百合保育園
［保育園］〒799-2435　愛媛県松山市市府中9-1　Tel.089-

993-1888　◇理事長／泉 昭憲、園長／堀田 章子

親愛幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団松山番町教会］〒790-0002　

愛媛県松山市二番町3-10-7　Tel&Fax.089-921-6773　◇

伊予鉄城南線大街道駅から徒歩3分　◇創立／1904年　

◇園長／小島 誠志　◇特色／キリスト教精神に基づいた

自由保育を実践。松山の街の中のオアシスのような少人数

の幼稚園です。

【HP】http://www.shinai.jp/kg/

【E-Mail】kg@shinai.jp

すみれ幼稚園
［幼稚園］　［(学)山越学園］〒791-8013　愛媛県松山市山

越4-11-1　Tel.089-926-3770 Fax.089-926-6685　◇代表

／古谷 健司

【HP】http://www.e-sumire.net/

聖カタリナ大学短期大学部附属幼稚園
［カトリック幼稚園］〒799-2431　愛媛県松山市北条690　

Tel&Fax.0899-92-3229

聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒792-0023　愛媛県新居浜市繁本町

8-16　Tel.0897-33-2577 Fax.0897-33-2535　◇理事長／

中田 婦美子

天使幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)ロザリオ学園］〒799-3113　愛

媛県伊予市米湊756　Tel.089-982-0503 Fax.089-983-5656　  

◇JR伊予市駅から徒歩10分　◇創立／1954年　◇理事

長・園長／レチョン・ハビエル・ヘルナンデス　◇特色

／カトリック精神に基づき、大らかな愛に包まれた雰囲気

の中で子どもたちひとりひとりを大切に援助しています。

【HP】http://www.rosario.ac.jp/tenshi/

【E-Mail】tenshi@rosario.ac.jp

日土幼稚園
［幼稚園］　［(学)日土幼稚園］〒796-0170　愛媛県八幡浜

市日土町1-253-3　Tel&Fax.0894-26-0622　◇JR八幡浜

駅からタクシー15分　◇創立／1929年　◇園長／黒田 

潤子、理事長／清水 佐和子　◇特色／あずかり保育、園

庭解放等行います。CSは日曜日午後2時より4時までやっ

ています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/hiduchiyouchien/

双葉幼稚園
［幼稚園］　［(学)双葉学園］〒793-0010　愛媛県西条市飯

岡975-1　Tel&Fax.0897-55-2065　◇JR伊予西条駅から

車10分　◇創立／1925年　◇園長／山田 恵子　◇特色

／豊かな自然の中で、遊びを通して、子どもの成長に大切

な感性や人間関係を「祈り」つつ育てている幼稚園です。

松山東雲短期大学附属幼稚園
［幼稚園］　［(学)松山東雲学園］〒790-0911　愛媛県松山

市桑原3-2-7　Tel.089-943-1000　◇山崎 文雄

松山のぞみ幼稚園
［幼稚園］　［日本アライアンス教団松山協同基督教会］〒

791-1102　愛媛県松山市来住町1038-1　Tel.089-970-

4744 Fax.089-970-4771　◇伊予鉄道横河原線北久米駅

から車10分　◇創立／1952年　◇理事長／政所 邦明　

◇特色／神の愛を知ることで正しく立派な人格を形成し

他の人も自分のように愛する人間としての基本を養い育て

ます。

八幡浜聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［ロザリオ学園］〒796-0037　愛媛

県八幡浜市昭和通1182-7　Tel.0894-24-4888 Fax.0894-

24-4833

八幡浜幼稚園
［幼稚園］〒796-0066　愛媛県八幡浜市本町113　Tel.

0894-22-0219　◇園長／森分 信基

若葉幼稚園
［カトリック幼稚園］〒794-0028　愛媛県今治市北宝来町

1-2-1　Tel.0898-22-2063

　祈祷院

岩松祈祷院
［祈祷院］　［(宗)日本基督教団岩松教会］〒798-3302　愛

媛県宇和島市津島町高田甲194　Tel&Fax.0895-32-

2114　◇JR宇和島駅からバス「岩松営業所」停、徒歩7

分　◇牧師／新垣 達也　◇特色／静まって祈りたい方は

ご利用ください。1泊1000円です。
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愛 媛 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   E h i m e

今治市 Imabari-shi

今治アライアンス・キリスト教会［アライアンス］

〒794-0072　今治市山路1-1-63　Tel.0898-22-7049 Fax. 

0898-33-1255　◇JR今治駅から徒歩5分　◇創立／1933

年（62人）　◇山下 晃文　◇礼拝／10:15

今治教会［ホーリネス］

〒794-0028　今治市北宝来町3-1-22　Tel&Fax.0898-23-

2239　◇JR今治駅西口から徒歩3分　◇創立／1918年（26

人）　◇岡野 智、岡野 紀子　◇礼拝／10:15　◇特色／

水曜日午後7時と木曜日午後１時30分から祈祷会。日曜日

午後1時から聖書研究会。

【HP】http://park.geocities.jp/imabari_h_c/

【E-Mail】s-okano@js3.so-net.ne.jp

今治教会［日基教団］

〒794-0043　今治市南宝来町1-1-2　Tel&Fax.0898-22-

1171　◇JR今治駅から徒歩3分　◇創立／1879年（426人）　  

◇田中 寿明　◇礼拝／10:15,19:30

【HP】http://www.geocities.jp/tnk_ab/HpDumy.html

今治伝道所［東洋ローア］

〒794-0043　今治市南宝来町1-1-2 日基教団今治教会内

(郵便物の差出不可)　◇JR今治駅から徒歩5分［連絡先：

東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入

間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立

／1960年（9人）　◇江城 保雄　◇礼拝／10:15　◇外国

語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書

のお話は手話で行われます。音声への通訳はありません。

今治ナザレン教会［ナザレン］

〒794-0041　今治市松本町3-2-8　Tel.0898-22-3193　◇

JR今治駅から徒歩20分　◇創立／1935年（27人）　◇西

村 俊次　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0898-22-9161　

◇特色／テレホン伝道　希望のダイヤル：0898-22-9161

今治バプテスト教会［バプ連盟］

〒794-0055　今治市中日吉町2-7-21　Tel&Fax.0898-23-

3776　◇JR今治駅から徒歩10分　◇創立／1955年（26人）　  

◇今井 謙一、今井 朋恵　◇礼拝／10:15　◇特色／子供

と一緒の礼拝。毎月第3日曜日の午後1時より、子ども集会

「みんなあそぼう」を開催。

【HP】http://imabari.kyokai.net/

【E-Mail】ibcc1955@yahoo.co.jp

伊予大島キリスト教会［ホーリネス］

〒794-2112　今治市吉海町本庄1846-4　Tel&Fax.0897-

84-3691　◇下田水港から車5分　◇創立／1957年（56人）　  

◇永田 朝美　◇礼拝／10:00

インマヌエル今治キリスト教会［IGM］

〒794-0065　今治市別名123-5　Tel&Fax.0898-32-9636　  

◇JR今治駅からバス15分　◇創立／1981年（24人）　◇

清田 智子　◇礼拝／10:00

カルバリイ教会［聖イエス会］

〒794-0062　今治市馬越町2-1-3　Tel.0898-23-2041　◇

渡部 亮一

菊間キリスト教会［ホーリネス］

〒799-2303　今治市菊間町浜430　Tel&Fax.0898-54-

3027　◇JR菊間駅から徒歩5分　◇創立／1932年（26人）　  

◇杉野 順子

旭方キリスト教会［ホーリネス］

〒799-2113　今治市高部甲343-6　Tel&Fax.0898-41-

6456　◇JR波止浜駅から徒歩10分　◇創立／1968年（30

人）　◇安井 満、安井 久子、熊澤 元子　◇礼拝／10:15

【HP】http://church.ne.jp/hikata

伊予市 Iyo-shi

伊代キリスト教会［単立／独立］

〒799-3115　伊予市湊町329　Tel.089-982-1685　◇郡中

駅から徒歩10分

伊予キリスト教会［アライアンス］

〒799-3113　伊予市米湊868-21　Tel.089-982-3904　◇

JR伊予市駅　◇創立／2007年　◇岡本 やよい

郡中教会［日基教団］

〒799-3114　伊予市灘町173-1　Tel&Fax.089-932-0309 

Tel.090-1571-9876　◇JR伊予市駅から徒歩10分［連絡先：

作田 和夫　〒799-3111　愛媛県伊予市下吾川380-30］　

◇創立／1891年（10人）　◇作田 和夫、大泉 栄三

郡中南教会［日基教団］

〒799-3121　伊予市稲荷甲91-1　Tel&Fax.089-983-4867　  

◇JR伊予市駅から徒歩20分　◇創立／1926年（19人）　

◇小林 秀樹　◇礼拝／10:20　◇特色／教会学校、日曜

日午前9時から。祈祷会、水曜日午前10時から。

宇和島市 Uwajima-shi

伊予吉田教会［日基教団］

〒799-3703　宇和島市吉田町東小路甲69-1　Tel.0895-52-
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大洲協同キリスト教会［アライアンス］

〒795-0012　大洲市大洲651-2　Tel&Fax.0893-24-3064　  

◇JR大洲駅から徒歩20分　◇創立／1932年（60人）　◇

濱﨑 勇二　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ozualiha@chive.ocn.ne.jp

大洲聖公会［聖公会］

〒795-0054　大洲市中村860-3　Tel&Fax.0893-59-1586　  

◇JR伊予大洲駅から徒歩15分　◇創立／1911年（15人）　

◇中村 豊、佐藤 眞一　◇礼拝／10:30(第2・4)　◇特色

／礼拝時間は都合により変更あり。

大洲中央キリスト教会［福音宣教会］

〒795-0012　大洲市大洲688-19　Tel&Fax.089-323-0099　  

◇バス「大洲本町」停、徒歩5分　◇創立／2001年（15人）　

◇万代 栄嗣、大野 裕彦　◇礼拝／9:00　◇特色／万代

牧師の礼拝が同時中継で見られます。不定期に夜の集会

と教会学校も行っています。日時お問い合わせ下さい。

【HP】http://www.mission.or.jp

【E-Mail】gospel@mission.or.jp

長浜海岸教会［アライアンス］

〒799-3455　大洲市長浜町出海甲1210 河村方　Tel. 

0893-53-0840　◇濱崎 勇二

西条市	 Saijo-shi

伊予小松教会［日基教団］

〒799-1101　西条市小松町新屋敷甲2878　Tel&Fax. 

0898-72-2752　◇JR伊予小松駅から徒歩6分　◇創立／

1885年（48人）　◇笹井 健匡、平島 禎子　◇礼拝／

10:15

【HP】http://iyokomatsuchurch.at.webry.info/

西条アライアンス教会［アライアンス］

〒793-0010　西条市飯岡1505-9 オレンジハイツ　Tel. 

0897-55-2005 Fax.0897-55-2083　◇創立／1985年（52

人）　◇三崎 博司　◇礼拝／10:15

【E-Mail】misaki3@lily.ocn.ne.jp

西条栄光教会［日基教団］

〒793-0023　西条市明屋敷236-10　Tel.0897-56-2711 

Fax.0897-53-0592　◇JR伊予西条駅から徒歩15分　◇創

立／1949年（56人）　◇寺島 謙　◇礼拝／10:15　◇特

色／聖日礼拝、午前10時15分。聖書研究祈祷会、水曜日

午後7時30分。

西条教会［日基教団］

〒793-0010　西条市飯岡972-9　Tel&Fax.0897-55-2114　  

◇JR中萩駅　◇創立／1884年（12人）　◇山田 恵子　◇

礼拝／10:30　◇特色／子どもの礼拝(ころばの会)日曜日

午前9時、聖書研究祈祷会は水曜日午前10時、家庭集会は

毎月最終土曜日午後2時。

西条聖書教会［JECA友好］

〒793-0030　西条市大町1362　Tel&Fax.0897-56-7026　

◇JR伊予西条駅から徒歩5分

3581　◇JR伊予吉田駅　◇創立／1897年（3人）　◇池上 

信也

岩松教会［日基教団］

〒798-3302　宇和島市津島町高田甲194　Tel&Fax.0895-

32-2114　◇JR宇和島駅からバス「岩松営業所」停、徒歩

7分［連絡先：ファッション シオン(衣料店)　〒798-

3301　愛媛県宇和島市津島町岩松810 Tel.0895-32-

4722］　◇創立／1949年　◇新垣 達也、新垣 由子　◇

礼拝／10:15　◇外国語／英語　◇特色／岩松祈祷院で

祈ることができます。1泊(1000円)。キャンプなどに使用

することもできます。50名ほど可能。

宇和島キリスト教会［アライアンス］

〒798-0050　宇和島市堀端町2-27　Tel.0895-22-3938 

Fax.0895-22-3798　◇JR宇和島駅から徒歩20分　◇創立

／1933年（24人）　◇土居 隆二　◇礼拝／10:15

宇和島信愛教会［日基教団］

〒798-0040　宇和島市中央町2-1-14　Tel&Fax.0895-22-

6433　◇JR宇和島駅から徒歩10分　◇創立／1888年（22

人）　◇近藤 誠　◇礼拝／10:15

【HP】http://wwwb.pikara.ne.jp/trustlove/

【E-Mail】trans_mk@hotmail.co.jp

宇和島伝道所［東洋ローア］

〒798-3302　宇和島市津島町高田甲164 日基教団岩松教

会内(郵便物の差出不可)　◇JR宇和島駅からバス「岩松」

停、徒歩5分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　

〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 

Tel.049-294-6012］　◇創立／1981年（10人）　◇江城 保

雄　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者

の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。

音声への通訳はありません。

宇和島中町教会［日基教団］

〒798-0052　宇和島市京町1-24　Tel&Fax.0895-22-1024 

Fax.0895-25-5369　◇JR宇和島駅　◇創立／1887年（65

人）　◇沼田 和也　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午後

7時から祈祷会。

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~kakujoh/

【E-Mail】kakujoh@hotmail.com

三間伝道所［日基教団］

〒798-1112　宇和島市三間町宮野下620　Tel&Fax.0895-

58-2087　◇JR伊予宮野下駅から徒歩5分　◇創立／1950

年（10人）　◇知花 龍磨　◇礼拝／15:00

大洲市	 Oozu-shi

伊予長浜教会［日基教団］

〒799-3401　大洲市長浜甲463-2　Tel.0893-52-1271 Fax. 

0893-52-1281　◇JR伊予長浜駅から徒歩10分　◇創立／

1889年（13人）　◇筧 牧人　◇礼拝／10:20

大洲教会［日基教団］

〒795-0012　大洲市大洲844-2　Tel&Fax.0893-23-3018　  

◇JR西大洲駅から徒歩20分　◇創立／1887年（45人）　

◇松井 暁郎　◇礼拝／10:30
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子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】doich@jhcs.org

土居にあるキリストの教会［JRL］

〒799-0711　四国中央市土居710-2　Tel.0896-74-5841 

Fax.0896-75-1750　◇JR伊予土居駅から徒歩5分　◇創

立／1989年（40人）　◇飯野 圭一、川口 宏　◇礼拝／

10:45

【E-Mail】kebethel@muse.ocn.ne.jp

三島真光教会［日基教団］

〒799-0405　四国中央市中央5-6-2　Tel&Fax.0896-23-

2964　◇JR伊予三島駅南口から徒歩2分　◇創立／1901

年（56人）　◇宇賀 充　◇礼拝／10:15　◇特色／木曜日

午後2時から祈祷会。障害者トイレあり。

西予市	 Seiyo-shi

卯之町教会［日基教団］

〒797-0015　西予市宇和町卯之町104-1　Tel.0894-62-

0378 Fax.0894-62-6353　◇JR卯之町駅から徒歩10分　

◇創立／1922年（10人）　◇村本 新日　◇礼拝／10:10　

◇特色／教会と共に歩んできた、関連施設に卯之町幼稚

園があります。

【E-Mail】unomachi@church.ne.jp

野村教会［日基教団］

〒797-1212　西予市野村12-527　Tel.0894-72-2425　◇

バス野村停　◇創立／1932年（3人）　◇村本 新日

三瓶教会［日基教団］

〒796-0908　西予市三瓶町津布理40　Tel.0894-33-3059　  

◇バス「三瓶営業所」停、徒歩5分　◇創立／1925年（11

人）　◇池上 信也　◇礼拝／10:30

三瓶恵みキリスト教会［単立／独立］

〒796-0904　西予市三瓶町垣生甲28-1　Tel&Fax.0894-

33-1004　◇JR八幡浜駅から車25分　◇創立／1986年（25

人）　◇菊池 康志、塩見 剛一　◇礼拝／10:00　◇特色

／火曜日午前10時から婦人会。水曜日午後7時30分から祈

祷会。金曜日午後7時30分から聖書学び会。

【E-Mail】shiomikouichi@yahoo.co.jp

東温市	 Toon-shi

愛媛めぐみ教会［同盟基督］

〒791-0204　東温市志津川106 孔雀館1Ｆ　Tel&Fax. 

089-964-4229　◇伊予鉄道横河原線横河原駅から徒歩10

分　◇創立／2001年（13人）　◇細谷 潔　◇礼拝／

10:30　◇特色／日本同盟基督教団による、教団レベル開

拓教会です。木曜日午前10時30分より祈り会を行ってい

ます。

【E-Mail】ehimegu_c@ybb.ne.jp

川上教会［日基教団］

〒791-0314　東温市松瀬川乙1020　Tel&Fax.089-966-

2374　◇バス「川内公園」停、徒歩3分　◇創立／1909

年（37人）　◇廣澤 幹夫　◇礼拝／10:20

西条ホーリネスキリスト教会［ホーリネス］

〒793-0041　西条市神拝甲39-10　Tel&Fax.0897-53-

3443　◇JR伊予西条駅　◇矢野 弘、矢野 美枝子　◇礼

拝／10:20

【E-Mail】saijyoch@jhcs.org

丹原教会［日基教団］

〒791-0510　西条市丹原町丹原163-2　Tel&Fax.0898-68-

3462　◇JR壬生川駅からバス「丹原町役場」停　◇創立

／1947年（6人）　◇山崎 正幸　◇礼拝／10:30

壬生川教会＝壬生川ホーリネス教会［ホーリ

ネス］

〒799-1351　西条市三津屋296-10　Tel.0898-64-3613 

Fax.0898-64-3630　◇JR壬生川駅から徒歩4分　◇創立

／1964年（45人）　◇芦田 道夫、芦田 英子　◇礼拝／

10:30

壬生川教会［聖イエス会］

〒799-1344　西条市円海寺13-3　Tel.0898-64-3202　◇

村上 文子

四国中央市	 Shikokuchuo-shi

川之江栄光教会［聖成基督］

〒799-0101　四国中央市川之江町4056-19　Tel.0896-56-

7547　◇JR川之江駅から徒歩10分　◇創立／1960年（40

人）　◇西田 照雄、西田 潔嗣　◇礼拝／10:00

川之江教会［日基教団］

〒799-0101　四国中央市川之江町869-1-1A　Tel&Fax. 

0896-57-1773　◇JR川之江駅からバス「山下」停、徒歩8

分　◇創立／1953年（8人）　◇佐藤 菊雄　◇礼拝／

10:00　◇特色／水曜日午前10時祈祷会。

川之江キリスト教会［単立／独立］

〒799-0111　四国中央市金生町下分887　Tel&Fax.0896-

56-3770　◇JR川之江駅からバス「川之江市役所前」停、

徒歩1分　◇佐藤 知江子、佐藤 生実恵　◇礼拝／14:00

川之江伝道所［アライアンス］

〒799-0101　四国中央市川之江町3113-48　Tel&Fax. 

0896-58-4151　◇JR川之江駅から徒歩20分　◇創立／

1973年（21人）　◇後藤 一都　◇礼拝／10:15,18:00

【E-Mail】megumich@jasmine.ocn.ne.jp

四国リバイバルチャーチ［単立／独立］

〒799-0113　四国中央市妻鳥町1248-1　Tel&Fax.0896-

57-0074　◇JR川之江駅から車8分　◇創立／1993年　◇

長谷川 好道　◇礼拝／10:30

土居キリスト教会［聖成基督］

〒799-0711　四国中央市土居292-2 藤田茂子方　◇JR伊

予土居駅から徒歩15分　◇創立／1980年　◇西田 照雄　

◇礼拝／14:00

土居教会［ホーリネス］

〒799-0711　四国中央市土居町土居175-4　Tel&Fax. 

0896-74-6316　◇JR伊予土居駅　◇芦田 道夫、芦田 英
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10時から祈祷会と聖書の学び。日曜日午前9時から「こど

もの教会」。

新居浜梅香教会［日基教団］

〒792-0021　新居浜市泉宮町4-39　Tel&Fax.0897-37-

1660　◇JR新居浜駅　◇創立／1940年（32人）　◇坂田 

進

新居浜福音キリスト教会＝ライトハウス［ア

ッセンブリー］

〒792-0881　新居浜市松神子3-8-22　Tel&Fax.0897-46- 

3707 Tel.0897-46-1668　◇JR多喜浜駅から徒歩5分　◇

創立／1972年（99人）　◇楠 章三、楠 トミ子、チュア，

プイ・バク、チュア めぐみ　◇礼拝／10:00　◇外国語／

手話　◇特色／礼拝は日曜、月曜朝10時。手話通訳あり。

聖書勉強会は木曜10時半。楽しいこども英会話は水曜日

です。

ラザロ教会［聖イエス会］

〒792-0805　新居浜市八雲町9-8　Tel.0897-32-8748　◇

池上 亨

松山市 Matsuyama-shi

インマヌエル松山キリスト教会［IGM］

〒790-0911　松山市桑原1-4-13　Tel&Fax.089-946-1257　  

◇バス「警察官舎」停、徒歩5分　◇創立／1972年（34人）　

◇須藤 昭男、須藤 恵子　◇礼拝／10:30　◇テレホン／

089-921-6165　◇特色／日曜日礼拝の後には、カウンセリ

ングタイムを持っています。異端、カルト、家庭問題でお

悩みの方どうぞ。

【HP】http://www.geocities.jp/karatubonokai/

【E-Mail】njpkm844@mb.pikara.ne.jp

愛媛聖園基督教会［単立／独立］

〒791-1114　松山市井門町544-4　Tel.089-958-2727 Fax. 

089-958-6319　◇バス「乙井橋」停、徒歩5分　◇萩野 

錬太郎　◇礼拝／10:15

愛媛中央教会［イエス・キリスト］

〒790-0932　松山市東石井7-7-22　Tel&Fax.089-958-

9557　◇バス「椿前」停、徒歩5分　◇創立／1992年（13

人）　◇三股 愛子　◇礼拝／10:30

カルメル教会［聖イエス会］

〒790-0905　松山市樽味3-2-55　Tel.089-977-1173　◇大

槻 幸子

コイノニア伝道所［日基教団］

〒790-0823　松山市清水町2-18-9　Tel&Fax.089-923-

7378　◇伊予鉄城北線高砂町駅から徒歩5分　◇創立／

1982年（24人）　◇村上 出　◇礼拝／10:00

さや教会［日基教団］

〒791-8031　松山市北斎院町　Tel&Fax.089-973-2390　

◇JR松山駅から車10分　◇創立／1983年（14人）　◇篠

浦 千史　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30分か

ら祈祷会。木曜日午前10時から祈祷会。

見奈良協同キリスト教会［アライアンス］

〒791-0211　東温市見奈良1401-1　Tel.089-964-2066　

◇伊予鉄道横河線見奈良駅から徒歩5分［連絡先：濱崎 

勇二　〒795-0012　愛媛県大洲市大洲651-2 大洲協同キ

リスト教会 Tel.0893-24-3064］　◇創立／1947年（21人）　

◇濱崎 勇二、笹川 洋子　◇礼拝／15:30

新居浜市 Niihama-shi

新居浜アライアンス基督教会［アライアンス］

〒792-0886　新居浜市郷1-14-7　Tel&Fax.0897-32-3226　  

◇JR新居浜駅から徒歩10分　◇創立／1934年（76人）　

◇後藤 一都　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／どなたも来

れるアットホームな、田舎の教会です。さまざまな方が来

られています。

【E-Mail】aizumi@bronze.ocn.ne.jp

新居浜教会［ホーリネス］

〒792-0003　新居浜市新田町2-2-8　Tel&Fax.0897-37-

2659　◇高橋 秀久、高橋 麻周　◇礼拝／10:00

新居浜教会［日基教団］

〒792-0041　新居浜市中村松木1-13-50　Tel.0897-40-

4735 Fax.0897-40-5557　◇JR新居浜駅から徒歩15分　

◇創立／1929年（31人）　◇村谷 香織、村谷 正人　◇礼

拝／10:15　◇特色／一人ひとりを大切にした教会形成を

心がけています。クリスチャンカウンセリングを行ってい

ます。

【HP】http://niihamachurch.web.fc2.com/

【E-Mail】mybsm534@ybb.ne.jp

新居浜キリスト教会［単立／独立］

〒792-0043　新居浜市土橋2-1-8　Tel&Fax.0897-43-6309　  

◇佐藤 知江子、佐藤 生実恵　◇礼拝／10:00

新居浜グレース教会［KCCJ］

〒792-0802　新居浜市新須賀町4-5-20　Tel.0897-34-7953 

Fax.0897-36-0428　◇JR新居浜駅から車10分［連絡先：

Tel.090-9559-4000］　◇創立／1977年（34人）　◇安 辰

男　◇礼拝／11:00　◇特色／礼拝は日本語ですが、韓国

語同時通訳があります．聖歌隊の賛美は美しく励まされま

す。

【E-Mail】jinnam1951ahn@yahoo.co.jp

新居浜聖書教会［JECA友好］

〒792-0888　新居浜市田の上1-17-14　Tel.0897-46-4003　  

◇中井 昭広

新居浜西部教会［日基教団］

〒792-0004　新居浜市北新町4-19　Tel.0897-32-5624 

Fax.0897-37-1429　◇JR新居浜駅からバス「別子記念図

書館」停　◇創立／1940年（67人）　◇寺島 謙　◇礼拝

／10:10

【HP】http://www.geocities.jp/nkxgw897/

新居浜伝道所［改革派］

〒792-0812　新居浜市坂井町1-3-37　Tel&Fax.0897-37-

1348　◇JR新居浜駅から徒歩5分　◇創立／1960年（14

人）　◇小出 昌司　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜日午前



愛
媛
県

中
国
・
四
国
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

674
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

◇永吉 秀人、森 優　◇礼拝／10:30,16:00

【HP】http://www.luther790.com/

【E-Mail】jelc.matsuyama@sand.ocn.jp

松山桑原キリスト教会［ホーリネス］

〒790-0911　松山市桑原町2-2-14　Tel&Fax.089-941-

8997　◇バス「桑原」停、徒歩3分　◇創立／1966年（99

人）　◇安井 満、安井 久子　◇礼拝／10:10

松山古町教会［日基教団］

〒790-0822　松山市高砂町1-5-12　Tel.089-925-4153 

Fax.089-926-9822　◇伊予鉄城北線清水町駅から徒歩5分　  

◇創立／1904年（47人）　◇武井 義定、高尾 哲、長内 

敬一

松山集会［単立／独立］

〒790-0952　松山市朝生田町3-4-34　Tel&Fax.089-941-

8164　◇伊予鉄道石手川公園駅駅から徒歩15分　◇日下 

裕次　◇礼拝／10:00,19:30

松山城東教会［日基教団］

〒790-0856　松山市南町1-6-4　Tel.089-921-6339 Fax. 

089-931-0132　◇JR松山駅から市電「南町」停、徒歩3分　  

◇創立／1949年（112人）　◇野村 忠規　◇礼拝／

10:15　◇特色／新来者大歓迎、礼拝集中型教会です。

【E-Mail】mogura@dokidoki.ne.jp

松山城北教会［日基教団］

〒791-8006　松山市安城寺町1760-2　Tel.089-978-1104 

Fax.050-1501-1104　◇JR伊予和気駅から徒歩2分　◇創

立／1937年（18人）　◇広瀬 満和　◇礼拝／10:20

【HP】http://www.matsuyamajouhokukyoukai.net/

松山神愛キリスト教会［アッセンブリー］

〒790-0946　松山市市坪北1-10-9　Tel&Fax.089-958-

2917　◇JR市坪駅から徒歩5分　◇創立／1991年（33人）　  

◇五島 靖子　◇礼拝／10:30,20:00,10:30(月)　◇特色／

どの礼拝でも手話通訳がつきます。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~agape/

【E-Mail】agape@lime.ocn.ne.jp

松山聖アンデレ教会［聖公会］

〒790-0874　松山市南持田町103　Tel&Fax.089-921-

1656　◇市電「東警察署前」停、徒歩3分　◇創立／

1933年（30人）　◇瀬山 会治　◇礼拝／10:15

【E-Mail】mtym.x@beach.ocn.ne.jp

松山聖書教会［単立／独立］

〒791-0242　松山市北梅本町甲599-31　Tel&Fax.089-

976-2563　◇私鉄梅本駅から徒歩8分　◇創立／1984年　  

◇石川 良和、原 一　◇礼拝／10:30

松山デフ・バプテスト教会［万国デフ］

〒799-2651　松山市堀江町甲275-1　Fax.089-979-4722　

◇砂田 友計

松山伝道所［東洋ローア］

〒790-0062　松山市南江戸3-10-15 池田ビル303号　◇JR

松山駅から徒歩20分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道

教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-

TLCCC松山教会［主の十字架］

Tel&Fax.089-935-6972　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇創立／1997年（20人）　◇稲川 恵、

池田 美禰　◇礼拝／9:30,11:20

【E-Mail】potteries7@ybb.ne.jp

日本バプテスト道後キリスト教会［バプ連盟］

〒790-0903　松山市東野5丁目甲898-48　Tel.089-945-

7301　◇JR松山駅からバス「東野」停、徒歩3分　◇宮

本 恵

北条アライアンス教会［アライアンス］

〒799-2430　松山市北条辻76-6　Tel&Fax.089-992-0733　  

◇新田 節子

北条希望の丘キリスト教会［アライアンス］

〒799-2439　松山市片山甲272　Tel.089-992-0387 

Fax.089-992-0403　◇JR柳原駅から徒歩5分　◇創立／

1925年（134人）　◇泉 昭憲　◇礼拝／10:00

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~houzyoua/

北条キリスト教会［ホーリネス］

〒799-2432　松山市土手内130-5　Tel&Fax.089-992-1289　  

◇JR伊予北条駅から徒歩3分　◇創立／1955年（50人）　

◇芦田 道夫、芦田 英子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.jhcs2.org/hojyoch/

【E-Mail】hojyoch@jhcs2.org

松山栄光教会［日基教団］

〒790-0913　松山市畑寺4-5-15　Tel&Fax.089-976-2002　  

◇伊予鉄河原線久米駅から徒歩15分　◇創立／1985年

（80人）　◇大田 辰夫　◇礼拝／10:30,19:30

【HP】http://www.matsuyama-eiko.com/

松山栄光キリスト教会＝小岩栄光キリスト
教会伝道所［アッセンブリー］

〒790-0932　松山市東石井町250-3　Tel.089-956-6972 

Fax.089-956-9558　◇創立／1978年（30人）　◇吉山 

宏　◇礼拝／10:30

松山教会［改革派］

〒790-0804　松山市中一万町6-4　Tel&Fax.089-943-1852　  

◇JR松山駅から市電「上一万」停、徒歩1分　◇創立／

1949年（78人）　◇吉田 崇、田中 茂樹

松山教会［日基教団］

〒790-0814　松山市味酒町2-7-1　Tel.089-941-3476 Fax. 

089-947-3948　◇JR松山駅から徒歩10分　◇創立／1885

年（193人）　◇指方 周平　◇礼拝／10:30,19:00

【HP】http://www005.upp.so-net.ne.jp/matsuyama-ch/

松山協同基督教会［アライアンス］

〒790-0003　松山市三番町5-13-2　Tel.089-921-1009 

Fax.089-931-8769　◇南堀端駅から徒歩3分　◇創立／

1918年（240人）　◇政所 邦明　◇礼拝／10:15

松山教会＝ルーテル松山キリスト教会［福音

ルーテル］

〒790-0821　松山市木屋町4-3-2　Tel&Fax.089-908-4303　  

◇市電「木屋町」停、徒歩5分　◇創立／1966年（35人）　
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◇創立／1964年（40人）　◇福岡 正彬、福岡 敦子、福岡 

譲美、福岡 勝也　◇礼拝／10:00

【HP】http://homepage2.nifty.com/ichipura/

【E-Mail】ichipura@nifty.com

日土教会［日基教団］

〒796-0170　八幡浜市日土町一番耕地253-1　Tel.0894-

26-0015 Fax.0894-26-0622　◇JR八幡浜駅からバス「病

院前」停、徒歩3分　◇創立／1947年（9人）　◇松井 暁

郎　◇礼拝／15:30(木)

保内教会［日基教団］

〒796-0201　八幡浜市保内町川之石3-53-1　Tel.0894-36-

0537　◇JR八幡浜駅　◇創立／1948年（16人）　◇脇坂 

恵子、堀口 道春

八幡浜教会［日基教団］

〒796-0066　八幡浜市本町70　Tel&Fax.0894-24-2610　

◇JR八幡浜駅　◇創立／1888年（44人）　◇森分 望、森

分 信基

八幡浜バプテスト教会［バプ連盟］

〒796-8002　八幡浜市広瀬2-2-12　Tel&Fax.0894-22-

2394　◇JR八幡浜駅から徒歩10分　◇創立／1958年（50

人）　◇榎本 謙二郎、榎本 佐智子　◇礼拝／10:30　◇

特色／1)聖書が語られている教会。2)悩んでいる方々に答

える教会。3)幼児と共に礼拝をする教会。4)手話通訳がい

る教会。

伊予郡 Iyo-gun

砥部教会［日基教団］

〒791-2132　伊予郡砥部町大南765-1　Tel&Fax.089-962- 

2224 Fax.089-962-2299　◇JR松山駅　◇創立／1927年

（40人）　◇本多 肇

松前教会［日基教団］

〒791-3134　伊予郡松前町西古泉102-2　Tel&Fax.089-

984-2587　◇伊予鉄道郡中線古泉駅から徒歩5分　◇創

立／1929年（23人）　◇阿部 雄次　◇礼拝／10:30　◇

特色／聖書に聞き、聖書を伝える教会。

【HP】http://www4.plala.or.jp/chuyobunku/kuma.html

越智郡 Ochi-gun

岩城教会［日基教団］

〒794-2410　越智郡上島町岩城862　Tel.0897-75-2073　

◇芸予観光フェリー岩城港から徒歩10分　◇創立／1956

年（9人）　◇寺島 謙　◇礼拝／14:45

上浮穴郡 Kamiukena-gun

久万教会［日基教団］

〒791-1201　上浮穴郡久万高原町久万232　Tel&Fax. 

0892-21-2435　◇バス「久万高原」停、徒歩5分　◇創立

／1921年（23人）　◇堀川 賢二　◇礼拝／10:30　◇特

色／日曜礼拝後に引き続き聖研祈祷会を行います。

1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1957年（26人）　◇江城 

保雄　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ

者の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。

音声への通訳はありません。

松山西キリスト教会［バプ連盟］

〒791-8016　松山市久万ノ台1498-3　Tel&Fax.089-922-

1513　◇JR松山駅から車10分　◇創立／1984年（27人）　

◇シェラー，ロバート・Ｈ、シェラー，ディア　◇礼拝／

11:00

松山バプテスト教会［バプ連盟］

〒790-0863　松山市此花町7-13　Tel&Fax.089-921-0772　  

◇JR松山駅から車15分　◇創立／1953年（58人）　◇礼

拝／10:30

松山番町教会［日基教団］

〒790-0002　松山市二番町3-10-7　Tel.089-941-8720 

Fax.089-941-8796　◇伊予鉄城南線大街道駅から徒歩3分　  

◇創立／1891年（182人）　◇小島 誠志　◇礼拝／

10:15,19:00

【HP】http://shinai.jp/

松山福音センター［福音宣教会］

〒790-0807　松山市平和通1-6-6　Tel.089-925-1008 Fax. 

089-925-1501　◇市電「平和通1丁目」停横　◇創立／

1956年（472人）　◇万代 栄嗣、鈴木 孝弘、大野 裕彦、

隅田 孝彦、岡 照芳　◇礼拝／9:00,11:00,19:30　◇外国

語／手話(9:00、要事前連絡)、英語(月1回不定期)　◇テレ

ホン／089-922-4180　◇特色／若い人も多く、元気の出

る教会。3番組のラジオ放送や市民チャリティークリスマ

ス他、積極的な活動をしている。

【HP】http://www.mission.or.jp/

【E-Mail】gospel@mission.or.jp

松山ホーリネス教会［ホーリネス］

〒790-0043　松山市保免西2-18-22　Tel&Fax.089-971-

7856　◇土居田駅　◇創立／1955年（55人）　◇片岡 民

子、近藤 一彦　◇礼拝／10:30

松山山越教会［日基教団］

〒791-8013　松山市山越4-11-1　Tel.089-925-2429 Fax. 

089-926-6685　◇伊予鉄城北線本町六丁目駅から徒歩15

分　◇創立／1899年（97人）　◇古谷 健司

【HP】http://yamagoekyoukai.blog97.fc2.com/

三津教会［日基教団］

〒791-8066　松山市祓川2-1-5　Tel&Fax.089-952-7977　

◇JR三津浜駅　◇創立／1917年（113人）　◇大島 一利

八幡浜市 Yawatahama-shi

瀬戸福音センター［単立／独立］

〒796-0003　八幡浜市大平1-539　Tel.0894-22-0468　◇

創立／1955年（200人）　◇古谷 田代子

第一プラザ教会［単立／独立］

〒796-0003　八幡浜市大平1-869-6　Tel&Fax.0894-23-

0742　◇JR八幡浜駅からバス「裁判所前」停、徒歩5分　  
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南宇和郡 Minamiuwa-gun

愛南教会［日基教団］

〒798-4110　南宇和郡愛南町御荘平城3912-1　Tel&Fax. 

0895-72-0838　◇JR宇和島駅からバス「平城札所前」停、

徒歩10分　◇創立／1930年（9人）　◇矢野 敬太　◇礼

拝／10:15

【HP】http://www4.plala.or.jp/chuyobunku/kuma.html

【E-Mail】kumachurch@inter7.jp

北宇和郡 Kitauwa-gun

近永教会［日基教団］

〒798-1343　北宇和郡鬼北町近永1579　Tel&Fax.0895-

45-0548　◇JR近永駅から徒歩10分　◇創立／1938年（13

人）　◇芦名 弘道　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午前

10時からと午後7時半から祈祷会を行っています。

喜多郡 Kita-gun

内子キリスト教会［アライアンス］

〒791-3301　喜多郡内子町内子2320　Tel.0893-44-3633　  

◇JR内子駅から徒歩15分　◇創立／1954年　◇浜崎 勇

二、田中 慎一
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高知県──地域の宣教資料

　宣教人国記：自由民権運動を推進した片岡健吉（1844

〜1903）は、1885年（明治18）に高知教会設立の日に

宣教師ノックスより受洗。1893年（明治26）の大学伝

道に奉仕し、日本基督教会伝道局総裁、東京YWCA理

事長を歴任した。わが国のプロテスタント出版の地位

向上に貢献した長崎次郎（1895〜1954）は、1916年（大

正5）に札幌北辰教会で高倉徳太郎より受洗、1926年（昭

和26）、高倉徳太郎著「恩寵と召命」の出版を機に私

財を投じてキリスト教出版に献身した。田内千鶴子

（1911〜1968）は、激動の歴史の中で日韓交流のかけ

橋となった。1938年（昭和13）、韓国・木浦で尹致浩

と結婚し、夫を助けて孤児救済の共生園の働きに奉。

朝鮮動乱で行方不明になった夫の後をついで孤児救済

に献身した。1968年（昭和43）に逝去、木浦市は初め

ての市民葬を挙行し3万人の市民が集まった。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【高知市】土佐郡鏡村・土佐山村、吾川郡春野町。【四

万十市】中村市、幡多郡西土佐村。【香南市】香美郡

赤岡町・香我美町・野市町・夜須町・吉川村。【香美市】

香美郡土佐山田町・香北町・物部村。【吾川郡いの町】

土佐郡本川村、吾川郡伊野町・吾北村。【吾川郡仁淀

川町】吾川郡池川町・吾川村、高岡郡仁淀村。【中土

佐町】高岡郡中土佐町・大野見村。【津野町】高岡郡

東津野村・葉山村。【高岡郡四万十町】窪川町、幡多

郡大正町・十和村。【黒潮町】幡多郡佐賀町・大方町。

 中 国 ・ 四 国 地 方 高 知 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

高 知 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   K o u c h i 　

　幼稚園・保育園・学童

聖泉幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団土佐教会］〒780-0863　高

知県高知市与力町5-18　Tel&Fax.088-872-6891　◇土佐

電気鉄道市内線大橋通駅　◇創立／1952年　◇園長／成

田 信義　◇特色／「自遊共育」をモットーとして、少人

数保育を積極的に進めています。

海の星幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)暁の星学園］〒784-0004　高

知県安芸市本町4-4-11　Tel&Fax.0887-35-2307　◇くろ

しお鉄道安芸駅から徒歩10分　◇園長／乾 盛夫

高知聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒780-0870　高知県高知市本町5-6-

29　Tel.088-872-3662

須崎幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団須崎教会］〒785-0005　高

　お店・事業

(有)ギフトのさとう
［贈答品・小売業・雑貨］〒784-0004　高知県安芸市本町

2-4-7　Tel.0887-34-1414 Fax.0887-35-2110　◇JR土佐黒

潮鉄道あき駅から徒歩8分　◇創立／1853年　◇代表取

締役社長／佐藤 正

　文書伝道支援

高知福音書房
［キリスト教専門書店］〒780-0912　高知県高知市八反町

2-11-20　Tel.088-823-3968 Fax.088-803-7514　◇JR円行

寺口駅から徒歩5分　◇増井 洋子

【E-Mail】ko-fuku-s@kud.biglobe.ne.jp



高
知
県

中
国
・
四
国
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

679
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

安芸市 Aki-shi

安芸教会［日基教団］

〒784-0001　安芸市矢の丸1-2-24　Tel&Fax.0887-35-

3614　◇土佐くろしお鉄道安芸駅から徒歩5分　◇創立

／1888年（45人）　◇八束 清、尹 太悉　◇礼拝／10:15

芸陽教会＝芸陽基督教会［改革派］

〒784-0004　安芸市本町2-14-32　Tel&Fax.0887-34-1933　  

◇土佐くろしお鉄道安芸駅から徒歩13分　◇創立／1949

年（44人）　◇宮武 輝彦　◇礼拝／10:00,19:00(11-3

月),19:30(4-10月)　◇特色／木曜日聖書研究祈祷会午後7

時30分より。日曜学校(子どもと大人の聖書教育)午前9時

より。他、母親教室あり。

香美市 Kami-shi

土佐山田キリストの教会［キリストの教会］

〒782-0032　香美市土佐山田町西本町4-2-2　Tel.0887-

53-4413　◇JR山田西町から徒歩5分　◇バーニー，ドナ

ルド

山田教会［改革派］

〒782-0031　香美市土佐山田町東本町2-1-44　Tel.0887-

52-4090 Fax.0887-52-4091　◇JR土佐山田駅から徒歩7分　  

◇創立／1948年（48人）　 ◇牧田 吉和　 ◇礼拝／

10:15,18:00

高知市 Kouchi-shi

一宮望みキリスト教会［単立／独立］

〒781-8132　高知市一宮東町5-4-14　Tel&Fax.088-846-

0158　◇JR一宮駅から車5分　◇大岩 英二郎

インマヌエル高知キリスト教会［IGM］

〒780-0912　高知市八反町2-11-16　Tel&Fax.088-872-

1714　◇JR円行寺口駅から徒歩3分　◇創立／1965年（49

人）　◇坂田 秀孝、坂田 ひとみ　◇礼拝／10:30　◇特

色／祈祷会は木曜日19時30分より。その他の集会は電話

でお問合せを。

【HP】http://www.aa.alles.or.jp/~igmbtcpz/

【E-Mail】igmbtcpz@aa.alles.or.jp

潮江教会［日基教団］

〒780-8015　高知市百石町4-13-1　Tel.088-832-8682 

Fax.088-832-8706　◇土佐電鉄線桟橋通4丁目駅から徒歩

5分　◇創立／1959年（16人）　◇山田 有信　◇礼拝／

10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/bu-bu/

高知旭教会［日キ教会］

〒780-0935　高知市旭町1-122　Tel.088-875-8472　◇JR

旭駅　◇青木 豊

高知伊勢崎キリスト教会［バプ連盟］

〒780-0046　高知市伊勢崎町3-8　Tel&Fax.088-875-

5983　◇JR入明駅から徒歩5分　◇創立／1977年（42人）　  

◇平林 稔　◇礼拝／10:30　◇特色／子どもが多く、活

気のある教会。詳細はホームページで！

【HP】http://wwwa.pikara.ne.jp/bap8saki/

【E-Mail】bap8saki@ma.pikara.ne.jp

高知加賀野井キリスト教会＝賀野井教会［単

立／独立］

〒780-0032　高知市加賀野井2-5-5　Tel&Fax.088-823-

7776　◇高知駅から車で10分　◇創立／1973年（14人）　

◇福江 等　◇礼拝／10:30　◇特色／英語礼拝オンデマ

ンドを行っています。ご要望を前日までにお知らせくださ

れば、日曜日午後2時より行います

【HP】http://www.midorinomakiba.com/

【E-Mail】hfukue@eos.ocn.ne.jp

高知教会［改革派］

〒780-0901　高知市上町4-8-27　Tel&Fax.088-875-

1865　◇土佐電鉄上町4丁目駅から徒歩2分　◇創立／

1948年（47人）　◇久保 浩文　◇礼拝／10:10

高知教会［日基教団］

〒780-0870　高知市本町5-3-12　Tel.088-822-7781 Fax. 

088-823-1151　◇土佐電気鉄道市内線「グランド通」駅　  

◇創立／1885年（347人）　◇野村 和男、三浦 永悟

【HP】http://www.geocities.jp/kochi_church/

【E-Mail】kochi_church@yahoo.co.jp

高知きよめキリスト祈の家［きよめ教会］

〒780-0946　高知市上本宮町266-1 佐藤方　Tel&Fax. 

088-840-2572　◇佐藤 和代

高 知 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   K o u c h i

知県須崎市東古市町1-8　Tel.0889-42-0367 Fax.0889-42-

0393　◇JR須崎駅から徒歩10分　◇創立／1922年　◇

園長／黒田 若雄

聖園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒780-0062　高知県高知市新本町

1-7-25　Tel.088-823-4376
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10:30

高知西福音教会［福音宣教会］

〒780-0945　高知市本宮町91-1　Tel.088-844-0653 Fax. 

088-844-0799　◇土佐電鉄「鏡川橋」停、徒歩2分　◇

創立／1916年（66人）　◇久保内 政春、川田 美代恵、久

保内 宣世　◇礼拝／10:00　◇テレホン／088-844-2544　

◇特色／日曜日午後1時30分から伝道会、水曜日午後7時

30分から祈祷会があります。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/west-gospel/kochi/

【E-Mail】west-gospel@kochi.email.ne.jp

高知東教会［日基教団］

〒781-5102　高知市大津甲1404-37　Tel&Fax.088-866-

3584　◇土佐電鉄清和学園駅から徒歩2分　◇創立／

1987年（42人）　◇野口 幸生　◇礼拝／10:00,19:30　◇

特色／高知大医学部最寄りの福音派教会です。子育て会

あり。乳幼児もいます。クワイア、英語プレイズナイトあり。

高知一粒の麦キリスト教会＝一麦教会［単立

／独立］

〒781-0242　高知市横浜西町52-16　Tel&Fax.088-841-

9989　◇バス「瀬戸」停、徒歩3分　◇創立／1997年（12

人）　◇森澤 伸次、森澤 百合香　◇礼拝／10:30　◇特

色／木曜日午前9時30分から祈祷会、10時30分から聖書研

究をギリシャ語で。シューメリック社製ハンドベル教室あり。

【E-Mail】hitotubunomugi1997@ybb.ne.jp

高知福音教会［福音教会連合］

〒781-8104　高知市高須2-15-28　Tel&Fax.088-883-5383　  

◇土佐電鉄新木駅から徒歩3分　◇創立／1950年（30人）　  

◇郷 千恵子　◇礼拝／10:30

高知ペンテコステ教会［単立／独立］

〒780-8006　高知市萩町1-6-50　Tel.088-831-4738 Fax. 

088-879-6330　◇JR高知駅から土佐電鉄電停「桟橋通り4

丁目」、徒歩2分　◇創立／1970年（250人）　◇大川 修平、

大川 明子　◇礼拝／10:30,13:30,16:00　◇外国語／英語

(13:30)　◇特色／ペンテコステの背景を持つ、超教派の

キリスト教会です。教会敷地にキリスト教病院もあります。

【E-Mail】kpc1650@kcb-net.ne.jp

高知喜びキリスト教会［同盟基督］

〒780-8051　高知市鴨部上町1-31　Tel&Fax.088-840-

1842　◇土佐電鉄「鴨部」停、徒歩5分　◇創立／1981

年（27人）　◇星沢 数也　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色

／新会堂完成に伴い「朝倉喜びキリスト教会」から「高

知喜びキリスト教会」かわりました。

瀬戸キリスト伝道所［日基教団］

〒781-0270　高知市長浜1371-8　Tel&Fax.088-842-0669　  

◇JR高知駅から車20分　◇創立／1997年（13人）　◇堀 

眞知子　◇礼拝／10:15

【HP】http://wwwe.pikara.ne.jp/nisikaze/hori/

【E-Mail】nisikaze@me.pikara.ne.jp

TLCCC高知生ける神の教会［主の十字架］

高知市　Tel.088-884-8488 Fax.088-861-6465　◇創立／

1996年（51人）　◇エルサレム 杉澤、高橋 泰子、デボラ 

北岡、島崎 栄子、西田 武子、宮内 欣子、松崎 恵、森下 

高知キリスト教会［ホーリネス］

〒780-8014　高知市塩屋崎町1-12-20　Tel.088-832-2290　  

◇高知駅からバス10分「桟橋通り1丁目」停、徒歩5分　

◇永井 芙美子　◇礼拝／10:00

高知クリスチャンセンター＝ニューホープ
チャペル［単立／独立］

〒780-0821　高知市桜井町1-7-5　Tel.088-883-2087 Fax. 

088-882-7049　◇JR高知駅から徒歩10分［連絡先：福江 

義史　〒780-0032　高知県高知市加賀野井2-23-8 

Tel.088-875-6464］　◇創立／1989年（50人）　◇福江 義

史、田村 隆明　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特

色／ゴスペルクワイア、英会話、フラワーアレンジ教室あ

り。

【HP】http://www.k-c-c.net/

【E-Mail】kochi_christian_center@yahoo.co.jp

高知小隊＝SA高知コアー・チャーチ［救世軍］

〒780-0972　高知市中万々859-1　Tel&Fax.088-822-

0365　◇JR円行寺口駅から徒歩10分　◇創立／1917年

（22人）　◇坂本 弘國、坂本 恭子　◇礼拝／10:30(聖別

会)　◇特色／会堂はバリアフリーで、トイレも車イスで

ご利用出来ます。

高知新生教会［聖イエス会］

〒780-0033　高知市西秦泉寺352-22　Tel.088-872-1453　  

◇多田 謙ニ

高知聖書教会［アッセンブリー］

〒780-8040　高知市神田2357-534　Tel&Fax.088-843-

3144　◇高知駅からバス「船岡南団地」停、徒歩6分　◇

創立／1963年（35人）　◇岡本 吉衛、岡本 純子　◇礼拝

／10:30

高知聖書集会［無教会］

〒780-8015　高知市百石町2-13-10　Tel.088-831-0906　

◇片岡 篤信

高知聖書バプテスト教会＝京都BBC伝道所
［JBBF］

〒780-0922　高知市平和町19-1　Tel&Fax.088-871-

4019　◇土佐電鉄上町五丁目駅から徒歩10分　◇創立／

1992年（10人）　◇下元 孝俊　◇礼拝／10:30,14:00

【E-Mail】kbbc@d7.dion.ne.jp

高知聖徒教会［イエス・キリスト］

〒780-0817　高知市中宝永町6-10　Tel&Fax.088-883-

5098　◇土佐電鉄「宝永町」停、徒歩1分　◇創立／

1993年（5人）　◇森沢 尚生、本村 みな子　◇礼拝／

10:00

高知聖パウロ教会［聖公会］

〒780-0844　高知市永国寺町2-11　Tel&Fax.088-875-

6512　◇JR高知駅　◇創立／1904年（74人）　◇瀬山 会

治

高知中央教会［日基教団］

〒780-0806　高知市知寄町1-1-35　Tel&Fax.088-884-

2365　◇土佐電鉄ごめん線知寄町一丁目駅から徒歩3

分　◇創立／1992年（14人）　◇川添 義和　◇礼拝／
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宿毛教会(伝)［改革派］

〒788-0001　宿毛市中央2-3-3　Tel&Fax.0880-63-2784　

◇JR宿毛駅からバス5分、徒歩1分　◇創立／1915年（30

人）　◇酒井 啓介　◇礼拝／10:15,15:00(第1・第3日曜)　

◇特色／水曜日午後2時から祈祷会。

【HP】http://www.church.ne.jp/sukumo/

【E-Mail】sukumo@rcj-net.org

須崎市 Susaki-shi

須崎教会［日基教団］

〒785-0005　須崎市東古市町1-8　Tel&Fax.0889-42-

0393　◇JR須崎駅から徒歩7分　◇創立／1906年（41人）　  

◇黒田 若雄　◇礼拝／10:15

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~susakich/

須崎福音伝道所＝須崎福音センター［アッセ

ンブリー］

〒785-0041　須崎市西崎町8-3　Tel&Fax.0889-43-2223　  

◇JR多ノ郷駅から徒歩2分　◇創立／1968年（31人）　◇

柿谷 悟、柿谷 孝子

【E-Mail】sikokuhi@lime.ocn.ne.jp

土佐市 Tosa-shi

土佐福音教会［日基教団］

〒781-1102　土佐市高岡町乙9-1　Tel&Fax.088-852-0575　  

◇JR高知駅からバス「高岡高校通り」停、徒歩1分　◇創

立／1955年（32人）　◇大坪 信章　◇礼拝／10:20　◇

特色／聖日礼拝の他、第4聖日には夕礼拝を行っています。

また、子ども会を年4回開いています。

土佐清水市 Tosashimizu-shi

清水伝道所［改革派］

〒787-0304　土佐清水市元町5-18　◇JR中村駅からバス

50分、徒歩7分　◇山村 貴司

土佐清水キリスト教会［アッセンブリー］

〒787-0306　土佐清水市幸町13-4　Tel&Fax.0880-82- 

3296 Tel.080-5660-8068　◇土佐くろしお鉄道中村駅から

バス50分「土佐清水バスセンター」停、徒歩5分　◇創立

／1982年（35人）　◇竹中 通雄、竹中 秀子　◇礼拝／

10:30　◇特色／地域住民の皆様のご要望にこたえ、皆様

方のお宅で家庭集会を行います。礼拝は手話通訳付き。

【E-Mail】from-chan@shirt.ocn.ne.jp

南国市 Nankoku-shi

後免キリストの教会［キリストの教会］

〒783-0011　南国市後免町4-9-10　Tel.088-863-2150　◇

斉藤 裕司

土佐嶺南教会［日基教団］

〒783-0083　南国市浜改田539-4　Tel&Fax.088-865-

8234　◇JR後免駅からバス「浜改田通」停　◇創立／

真理子　◇礼拝／10:00,15:00　◇特色／礼拝場所はホー

ムページでご確認ください。

【HP】http://homepage2.nifty.com/TLCCCKOCHI/

【E-Mail】tlccckochi@hotmail.com

土佐教会［日基教団］

〒780-0863　高知市与力町5-18　Tel.088-872-7127 Fax. 

088-872-7129　◇土佐電鉄「大橋通り」停、徒歩5分　◇

創立／1887年（176人）　◇成田 信義　◇礼拝／10:30

南与力町教会［改革派］

〒780-0863　高知市与力町6-23　Tel&Fax.088-872-8820　  

◇JR高知駅から土佐電鉄10分、徒歩5分　◇創立／1947

年（80人）　◇山村 貴司　◇礼拝／10:15　◇特色／「聖

書と文化センター」開設。約2千冊の図書室、美術教室、

ゴスペルバンド等の活動があります。

【HP】http://www.ab.auone-net.jp/~yoriki

【E-Mail】yo6.ri2.ki3@muse.ocn.ne.jp

香南市 Kounan-shi

香美教会［日基教団］

〒781-5331　香南市香我美町岸本10-2　Tel&Fax.0887-

55-5508　◇JR後免駅からバス「岸本」停　◇創立／

1916年（43人）　◇野村 義和

野市キリストの教会［キリストの教会］

〒781-5213　香南市野市町東野1651-1　Tel&Fax.0887-

56-0240　◇服部 稔　◇礼拝／10:30

四万十市 Shimanto-shi

高知中村教会［日基教団］

〒787-0022　四万十市中村新町3-13　Tel&Fax.0880-35-

3717　◇土佐くろしお鉄道土佐中村駅　◇創立／1923年

（26人）　◇内藤 達也　◇礼拝／10:00

中村栄光教会［日基教団］

〒787-0015　四万十市右山2036-25　Tel&Fax.0880-34-

2390　◇土佐くろしお鉄道土佐中村駅　◇創立／1973年

（26人）　◇末 永廣　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/ 

4113/#pagetop

中村福音キリスト教会［アッセンブリー］

〒787-0020　四万十市入田3202-1　Tel.0880-37-4490 

Fax.0880-37-4495　◇土佐くろしお鉄道中村駅からバス

10分、徒歩10分　◇創立／1968年（75人）　◇丹澤 陞、

丹澤 幹子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】akaiyane@h8.dion.ne.jp

宿毛市 Sukumo-shi

宿毛栄光教会［日基教団］

〒788-0031　宿毛市貝塚11-14　Tel&Fax.0880-63-0055　  

◇土佐くろしお鉄道宿毛駅から徒歩5分　◇創立／1985

年（31人）　◇北野 慎吾　◇礼拝／10:15
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高岡郡 Takaoka-gun

越知キリスト教会＝高知グレースチャペル
越知教会［ホーリネス］

〒781-1301　高岡郡越知町越知甲1477-11　Tel.0889-26-

0349　◇JR佐川駅からバス「越知」停、徒歩5分［連絡先：

高知グレースチャペル　〒781-2120　高知県吾川郡いの

町枝川2025-2 Tel.088-893-0222］　◇創立／1958年（20

人）　◇佐伯 真　◇礼拝／8:45　◇特色／過疎化と高齢

化の進む四国の山間部にありながらも開拓教会を育て、会

員師弟を中心に信仰の継承に励んでいる。高知グレース

チャペル伊野教会とは姉妹教会関係。

【HP】http://www.jhcs2.org/kgc/

【E-Mail】ochich@jhcs2.org

久礼伝道所［改革派］

〒789-1301　高岡郡中土佐町久礼6767-3　Tel&Fax.0889 

-52-2354　◇JR土佐久礼駅から徒歩15分　◇創立／1945

年（11人）　◇宮武 輝彦　◇礼拝／14:00　◇特色／日曜

日午後1時30分から祈祷会。小さな群ですが、御言葉と祈

りによって励まされつつ、伝道しています。

佐川教会［日基教団］

〒789-1202　高岡郡佐川町乙2182-2　Tel.0889-22-1161　

◇JR西佐川駅から徒歩15分　◇創立／1969年（32人）　

◇大庭 康男

四万十キリスト伝道所＝四万十キリスト教
会［アッセンブリー］

〒786-0012　高岡郡四万十町北琴平町2-9　Tel.0880-22-

5123 Fax.0880-22-1227　◇JR窪川駅から徒歩1分［連絡

先：谷口 芳彦　〒786-0012　高知県高岡郡四万十町北琴

平町16-24 Tel.0880-22-1227］　◇創立／2004年（10人）　

◇谷口 芳彦、谷口 恵　◇礼拝／6:30,10:30,19:00　◇外

国語／手話　◇いのち／090-9774-1945　◇特色／礼拝

10時30分、19時。英会話・手話講座があります。個人的

な聖書の学びがいつでも受講できます。

【HP】http://www.ab.auone-net.jp/~shimantx/

【E-Mail】shimant-x.e@y2.dion.ne.jp

南与力町教会所属窪川集会所［改革派］

〒786-0004　高岡郡四万十町茂串町14-9　Tel&Fax.088-

872-8820　◇JR窪川駅から徒歩15分［連絡先：南与力町

教会　〒780-0863　高知県高知市与力町6-23］　◇創立／

1950年（4人）　◇山村 貴司　◇礼拝／14:00

長岡郡 Nagaoka-gun

土佐嶺北教会［日基教団］

〒781-3601　長岡郡本山町本山385　Tel&Fax.0887-76-

2208　◇JR大杉駅からバス「プラチナセンター前」停、

徒歩5分　◇創立／1949年（21人）　◇安田 昌英　◇礼

拝／10:15

1948年（57人）　◇鍋谷 仁志

南国教会［日基教団］

〒783-0004　南国市大そね甲349-1　Tel&Fax.088-864-

3016　◇JR後免駅から徒歩20分　◇創立／1961年（53

人）　◇石尾 英幸　◇礼拝／11:00

室戸市 Muroto-shi

室戸ガリラヤ教会［主の十字架］

Tel&Fax.0887-23-2437　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください［連絡先：Tel.090-8973-2422］　◇創立／

2004年　◇エルサレム 杉澤、西田 武子　◇礼拝／

13:15(日)

【HP】http://homepage2.nifty.com/TLCCCKOCHI/murotoHP/

室戸教会［日基教団］

〒781-7105　室戸市浮津二番町43　Tel&Fax.0887-22-

1628　◇バス「浮津二番町」停、徒歩1分　◇創立／

1950年（22人）　◇礼拝／10:15

吾川郡 Agawa-gun

伊野キリスト教会＝高知グレースチャペル
［ホーリネス］

〒781-2120　吾川郡いの町枝川2025-2　Tel&Fax.088-

893-0222　◇土佐電鉄伊野線宇治団地前駅から徒歩2分　  

◇創立／1993年（20人）　◇佐伯 真、佐伯 由紀　◇礼拝

／11:00　◇特色／高知市に隣接する高知市郊外西、伊野

ICに近く駐車場あり。若年層からお年寄りまでが集うアッ

トホームな教会。越知教会とは姉妹教会。祈祷会、礼拝

などのネット中継もある。

【HP】http://www.jhcs2.org/kgc/

【E-Mail】gracech@jhcs2.org

天王ニュー・ライフ・チャペル［単立／独立］

〒781-2123　吾川郡いの町天王南5-3-1　Tel&Fax.088-

891-5717　◇バス「天王東」停、南へ徒歩2分　◇創立／

1995年（5人）　◇レディングトン，建　◇礼拝／10:45　

◇特色／吾川郡初の教会。礼拝、日曜学校(朝9:30)、土曜

子供会、童謡喫茶、英会話教室等あり。季節の催し物等

【HP】http://tenno-new-life.cocolog-nifty.com/blog/

【E-Mail】doulos@kcb-net.ne.jp

安芸郡 Aki-gun

芸西伝道所［日基教団］

〒781-5701　安芸郡芸西村和食甲2300-1　Tel&Fax.0887 

-33-2505　◇土佐くろしお鉄道和食駅から徒歩15分　◇

創立／1953年（16人）　◇四之宮 早苗

室戸教会中芸集会［日基教団］

〒781-6410　安芸郡田野町2159　Tel.0887-38-8124　◇

土肥 聡
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福 岡 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   F u k u o k a 　

九州・沖縄地方
福岡県／佐賀県／長崎県／熊本県／大分県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県

福岡県──地域の宣教資料

　宣教人国記：筑後柳河藩士の子として生まれた海老

名弾正（1856〜1937）は、熊本洋学校でジェインズに

導かれて入信。同志社に進学し、伝道者の道を進み数々

の教会を牧会する。後年、キリストの神性を否定した

ことから植村正久と論争し、福音同盟会から排除され

た。日本メソジスト教会の創設者の河辺貞吉（1864〜

1953）は、サンフランシスコのメソジスト教会で入信。

実業家から伝道者への道に転じる。帰国後、「小さき群」

に加わり笹尾鉄三郎らと共に伝道。翌年、大阪に移り

宣教師ダウソンと共に巡回伝道を行い、自由メソジス

ト教団の基礎を据えた。石松量蔵（1888〜1974）は、

鐘ヶ崎の出身。盲目のため義太夫などを学び芸の道に

入ったが、後に志しをもって独学で盲唖学校教師とな

った。佐賀ルーテル教会で入信し、献身。戦後は熊本、

横浜、広島、羽村などで牧会伝道した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【朝倉市】甘木市、朝倉郡杷木町・朝倉町。【飯塚市】

飯塚市、嘉穂郡筑穂町・穂波町・庄内町・頴田町。【う

きは市】浮羽郡吉井町・浮羽町。【糸島市】前原市、糸

島郡二丈町・志摩町。【嘉麻市】山田市、嘉穂郡稲築町・

碓井町・嘉穂町。【久留米市】浮羽郡田主丸町、三井

郡北野町、三潴郡城島町・三潴町。【福津市】宗像郡

福間町・津屋崎町。【宗像市】宗像市、宗像郡玄海町・

大島村。【みやま市】山門郡瀬高町・山川町、三池郡高

田町。【柳川市】柳川市、山門郡大和町・三橋町。【八

女市】八女郡上陽町・黒木町、立花町・矢部村・星野村。

【宮若市】鞍手郡宮田町・若宮町。【朝倉郡筑前町】三

輪町・夜須町。【朝倉郡東峰村】小石原村・宝珠山村。

【田川郡福智町】金田町・赤池町・方城町。【築上郡上

毛町】新吉富村･大平村。【築上郡築上町】椎田町・築

城町。【京都郡みやこ町】犀川町・勝山町・豊津町。

 九 州 ・ 沖 縄 地 方 福 岡 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

天ひろ
［天ぷら・とんかつ］〒814-0142　福岡県福岡市城南区片

江3-40-16　Tel&Fax.092-801-7819　◇バス「福大前」停、

徒歩5分　◇創立／1964年　◇代表／芳司 康生、芳司 温

子、芳司 マスノ　◇特色／安くておいしい食事で満足し

ていただけるよう家族で頑張っています。

フラワームーン
［切花販売］〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神2-3-33 

福新楼ビル1F　Tel.092-731-8783 Fax.092-731-8783　◇

西鉄福岡駅から徒歩3分　◇代表／天本 敏文

【HP】http://www.heeehaw.com/

　お店・事業

シャローム聖書文化研究所
［聖書文化研究・出版］〒820-0053　福岡県飯塚市伊岐須

53-17　Tel&Fax.0948-24-1688　◇バス「伊岐須」停、

徒歩5分　◇創立／1971年　◇所長／木原 範恭　◇特色

／貧しいベタニヤ村やガリラヤの人々をこよなく愛された

主イエス・キリストのように地域の人々とのつながりを第

一に！
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【E-Mail】bloom@heeehaw.com

ムラサキスポーツ 天神店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒810-

0001　福岡県福岡市中央区天神2-2-43 ソラリアプラザ

5F　Tel.092-737-5761 Fax.092-737-5763　◇代表取締役

会長／金山 良雄

ムラサキスポーツ 博多店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒812-

0018　福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティOP

A3F　Tel.092-263-2330 Fax.092-263-2331　◇代表取締

役会長／金山 良雄

ムラサキスポーツ ダイヤモンドシティ福岡
店

［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒811-

2303　福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 ダイ

ヤモンドシティ・ルクル 2F　Tel.092-939-7080　◇代表

取締役会長／金山 良雄

【HP】http://www.murasaki.co.jp/

ムラサキスポーツ 直方店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒822-

0001　福岡県直方市感田字湯浦1715-1 イオン直方ショッ

ピングセンター 2F　Tel.0949-29-2200　◇代表取締役会

長／金山 良雄

　教育事業・カルチャー

遊び舎 Trip
［不登校の子どもたちの居場所］　［久留米荒木キリスト教

会］〒830-0063　福岡県久留米市荒木町荒木1450　Tel&

Fax.0942-27-0116　◇責任者／溝上 哲朗

ELI英会話
［英会話教室］　［単立・太宰府キリスト教会］〒818-0102　

福岡県太宰府市白川8-7　Tel.092-922-8337 Fax.050-

6620-4569　◇西鉄太宰府駅から徒歩5分　◇創立／1996

年　◇責任者／江口 祐子、中ノ瀬 信子、柏木 恵美子、

ヤン，サムエル　◇特色／英会話を楽しみ、あなたの世

界を広げよう！

【E-Mail】dchk@buz.bbig.jp

すくーるノア
［カルチャー教室］　［インターナショナル・ハーベスト・

チャペル］〒834-0053　福岡県八女市川犬1475-4　Tel&

Fax.0943-22-7725　◇JR船小屋駅から車5分　◇代表／

石和 望　◇特色／ゴスペル教室、英会話教室、学習塾

フクオカ・クリスチャン・インターナショナ
ル・スクール［FCIS］

［チャーチスクール］　［(宗)フルゴスペル福岡教会］〒

812-0861　福岡県福岡市博多区浦田2-15-7　Tel.092-504-

5805 Fax.092-504-5806　◇バス「桜ヶ丘第一」停、徒歩

7分　◇創立／2004年　◇校長／金 エシュルン、金 マリ

ア　◇特色／聖書教育を中心に豊富な科目を取り入れ、

肯定的な人生観を目指す人格教育。夢とビジョンが与えら

れます。

【HP】http://www.fgfc.jp/fcis/

【E-Mail】fgfc@fgfc.jp

レインボー・スクール
［英語幼児保育園］　［フルゴスペル福岡教会］〒812-

0861　福岡県福岡市博多区浦田2-15-7　Tel.092-504-5805 

Fax.092-504-5806　◇バス「桜ヶ丘第一」停、徒歩7分　

◇創立／2003年　◇園長／金 マリア　◇特色／チャーチ

スクールの英語幼児保育園バイリンガル方式で、聖書の

教えに基き、豊かな人格育成を目指します。

【HP】http://www.fgfc.jp/rainbow/

【E-Mail】fgfc@fgfc.jp

　法律・経営相談

古賀 浩一 社会保険労務士事務所
［社会保険労務士］〒819-1312　福岡県糸島市志摩町大字

初444-6　Tel.092-327-3678　◇JR筑前前原駅からバス

「稲留」停、徒歩10分　◇創立／1993年　◇代表／古賀 

浩一

税理士法人コスモス　福岡事務所
［税理士・経営コンサルタント］〒810-0041　福岡県福岡

市中央区大名2-11-13 古河大名ビル2F　Tel.092-713-5393 

Fax.092-731-5411　◇地下鉄赤坂駅から徒歩1分　◇創立

／1984年　◇所長／三好 茂雄

【HP】http://miyo4.com/

【E-Mail】timeisnow2@gmail.com

　文書伝道支援

(株)梓書院
［図書出版業］〒812-0044　福岡県福岡市博多区千代3-2-

1 麻生ハウス3F　Tel.092-643-7075 Fax.092-643-7095　

◇JR博多駅から徒歩13分　◇創立／1972年　◇代表取締

役社長／田村 志朗

【HP】http://www.azusashoin.com/

【E-Mail】mail@azusashoin.com

北九州キリスト教書店 オアシス
［キリスト教専門書店］〒802-0972　福岡県北九州市小倉

南区守恒4-2-3 小倉中央教会内　Tel&Fax.093-961-6866　  

◇都市モノレール守恒駅から徒歩10分　◇創立／2003年　  

◇竹田 眞利子、1田 智子　◇特色／営業時間：月曜・木

曜13:00〜16:00、土曜13:00〜17:00。定休日：日曜・祝日。

駐車場・通信販売なし。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

北九州キリスト教ブックセンター
［キリスト教書店］〒802-0074　福岡県北九州市小倉北区

白銀1-6-7　Tel&Fax.093-921-8844　◇都市モノレール香

春口三萩野駅出口4から徒歩10分

【E-Mail】kcbookcenter@ybb.ne.jp

(株)新生館
［キリスト教専門書店］〒810-0073　福岡県福岡市中央区

舞鶴2-7-7　Tel.092-712-6123 Fax.092-781-5484　◇地下

鉄赤坂駅3番出口から徒歩5分　◇創立／1984年　◇代表
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取締役／神吉 学　◇特色／営業時間：10:00〜18:00。定

休日：日曜・祝日。

【HP】http://www.sinseikan.jp/

【E-Mail】info@sinseikan.jp

ライフセンター福岡書店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東1-11-15 博

多駅東口ビル4F　Tel.092-481-1506 Fax.092-481-1606　

◇JR博多駅から徒歩3分　◇創立／1985年　◇店長／森

本 栄作、森本 啓子　◇特色／営業時間10:00〜18:00、

土曜10:00〜17:00。定休日：日曜・祝日。有料駐車場・通

信販売あり。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】fukuoka@wlpm.or.jp

　幼稚園・保育園・学童

愛眞幼稚園
［幼稚園］　［(学)折尾女子学園］〒807-0866　福岡県北九

州市八幡西区日吉台1-1-25　Tel.093-601-2374 Fax.093-

601-2372　◇創立／1955年　◇園長／増田 賜

(学)愛生幼稚園
［幼稚園］〒807-0102　福岡県遠賀郡芦屋町西浜町4-9　

Tel.093-223-0358 Fax.093-223-0358　◇JR遠賀川駅　◇

創立／1952年　◇理事長／荒牧 眞義、園長／藤井 健児　  

◇特色／「みんなちがってみんないい」個性を認め、個

性を伸ばす園。神様の愛に満ちた、愛が生まれる愛生幼

稚園です。

愛の園保育園
［保育園］　［(宗)日本バプテストシオン山教会］〒803-

0846　福岡県北九州市小倉北区下到津2-15-25　Tel.093-

581-2772 Fax.093-581-2812　◇バス「西南女学院下」停、

徒歩5分　◇創立／1948年　◇牧師／城前 和徳、園長／

藤岡 幹隆　◇特色／北九州市小倉北区にある、教会附属

の保育園です。キリスト教保育を根底に乳幼児保育に従

事しています。

【HP】http://ainosono.hoikuen.to/

暁の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒811-3112　福岡県古賀市花見東

2-23-1　Tel.092-944-1151

甘木聖和幼稚園［聖和幼稚園］

［幼稚園］　［(宗)日本福音ルーテル甘木教会・幼稚園理事

会］〒838-0068　福岡県朝倉市甘木1861-1　Tel&Fax.

0946-22-3400　◇甘木バスセンターから徒歩3分　◇創立

／1953年　◇園長／森部 榮子、チャプレン／宮澤 真理

子

飯塚聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒820-0004　福岡県飯塚市新立岩

1-11　Tel.0948-22-0811

和泉幼稚園
［幼稚園］　［(学)共育学園］〒833-0041　福岡県筑後市和

泉東246　Tel.0942-53-2866 Fax.0942-53-0297［連絡先：

世良田 静江　〒833-0017　福岡県筑後市志31-2 Tel. 

0942-57-9587］　◇JR羽犬塚駅から徒歩8分　◇創立／

1949年　◇牧師・理事長・園長／世良田 静江　◇特色／

広々とした園庭と整った園舎。6年前から零歳児から預る

いづみの森、その中に茶室もあり、園児の茶道教室も有り

ます。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~izumi-kg/

【E-Mail】izumi@tempo.ocn.ne.jp

大濠幼稚園
［カトリック幼稚園］〒810-0052　福岡県福岡市中央区大

濠1-7-16　Tel.092-751-5688

大牟田天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒836-0842　福岡県大牟田市有明町

2-2-12　Tel.0944-55-1048

小郡カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒838-0141　福岡県小郡市小郡636-

1　Tel.0942-72-8441

カトリック聖クララ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒815-0082　福岡県福岡市南区大楠

2-7-10　Tel.092-531-5798

共同保育たけのこ村［たけのこ］

［幼児・保育］　［(宗)日本バプテスト連盟福岡ベタニヤ村

教会］〒814-0031　福岡県福岡市早良区南庄5-4-37　

Tel&Fax.092-841-0198　◇地下鉄室見駅から徒歩10分　

◇創立／1981年　◇スタッフ／大石 和可子　◇特色／泣

いて笑って悩んで喜んで。お友達もお母さんも一緒に一

杯楽しみましょう。共なる成長を祈りつつ。

久留米信愛女学院幼稚園
［カトリック幼稚園］〒839-0851　福岡県久留米市御井町

2278-1　Tel.0942-43-4531

久留米天使幼稚園
［幼稚園］　［(学)九州聖公学園］〒839-0862　福岡県久留

米市野中町1279　Tel.0942-38-5448 Fax.0942-37-1132　

◇西鉄大牟田線西鉄久留米駅から徒歩15分　◇創立／

1957年　◇園長／早川 成

恵星幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本バプテスト春日原キリスト教会］〒

816-0802　福岡県春日市春日原北町4-23　Fax.092-501-

7645　◇JR春日駅から徒歩3分　◇創立／1952年　◇門

田 昌子　◇特色／一人ひとりの子どもたちを大切にした

保育を心がけています。

恵泉幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本福音ルーテル箱崎教会］〒812-0053　

福岡県福岡市東区箱崎3-33-2　Tel.092-651-5723 Fax. 

092-651-5725　◇創立／1931年　◇園長／伊藤 保子

小倉カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒802-0075　福岡県北九州市小倉北

区昭和町14-7　Tel.093-921-3860
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こひつじ保育園
［保育園］　［単立・太宰府キリスト教会］〒818-0102　福

岡県太宰府市白川8-7　Tel.092-922-8455 Fax.050-6620-

4569　◇西鉄太宰府線太宰府駅から徒歩5分　◇創立／

1970年　◇園長／柏木 弘明、柏木 恵美子、主任／中ノ

瀬 信子、網中 さやか　◇特色／健全な心と健康なからだ

―これが私たちの願いです。

【E-Mail】dcchk@buz.bbig.jp

犀川のぞみ保育園
［保育園］　［(福)九州キリスト教社会福祉事業団］〒824-

0231　福岡県京都郡みやこ町犀川本庄745　Tel.0930-42-

1212 Fax.0930-42-3258　◇平成筑豊鉄道犀川駅から徒歩

7分　◇創立／1964年　◇園長／橋本 高幸

さいわい幼稚園
［幼稚園］〒801-0864　福岡県北九州市門司区老松町7-3　

Tel.093-321-1420　◇桐原 潔

さかえ幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団筑後福島教会］〒834-0031　

福岡県八女市本町2-85-1　Tel&Fax.0943-22-2514　◇JR

羽犬塚駅　◇創立／1955年　◇園長／安達 登美子

【HP】http://sakae-youchien.com/

笹丘カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖マリア学院］〒810-0034　

福岡県福岡市中央区笹丘1-17-51　Tel.092-713-0019 

Fax.092-713-0089　◇西鉄バス「笹丘」停、徒歩3分　◇

創立／1961年　◇園長／今田 昌樹　◇特色／五十年の

歴史を持ち恵まれた環境の中で調和の取れた心身の発達

と自主性・責任感・思いやりの心を育んでいる。

早緑子供の園
［保育所］　［(学)西南学院］〒810-0053　福岡県福岡市中

央区鳥飼1-6-5　Tel.092-761-3408 Fax.092-739-5988　◇

博多駅からバス(6番)「鳥飼」停　◇創立／1916年　◇ 

園長／岡村 純子　◇特色／神に愛され、感謝と希望をも

って生きる子どもに育つことを願い、日々子どもたちと向

き合っています。

【HP】http://www.hoiku.or.jp/

周船寺第2幼稚園
［幼稚園］　［(学)信愛学園］〒819-0375　福岡県福岡市西

区徳永1124　Tel&Fax.092-807-1277　◇JR筑肥線九大学

研都市駅から車で5分　◇創立／1981年　◇園長／森 言

一郎

【HP】http://www.susenji2youchien.net/pc/index.asp

周船寺幼稚園
［幼稚園］　［(学)信愛学園］〒819-0373　福岡県福岡市西

区周船寺1-8-6　Tel.092-806-1255 Fax.092-806-1162　◇

JR周船寺駅から徒歩5分　◇創立／1954年　◇園長／森 

言一郎

【HP】http://www.susenjiyouchien.jp/index.php

神愛幼稚園
［幼稚園］　［(宗)若松バプテスト教会］〒808-0014　福岡

県北九州市若松区栄盛川町9-1　Tel&Fax.093-761-4572　  

◇栄盛川町バス停、徒歩1分　◇創立／1949年　◇園長

／原口 徹　◇特色／広々とした園庭には緑がいっぱい。

神の前でゆったりと手足をのばしてすごす保育をめざして

います。

【HP】http://shinaikids.com/

聖愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖愛学園］〒811-3305　福岡県福津市宮

司3-14-2　Tel.0940-52-0039　◇JR福間駅からバス「幼稚

園前」停　◇創立／1948年　◇園長／野々山 典子

【HP】http://www.tuyazaki-seiai.com/

聖心ウルスラ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒815-0032　福岡県福岡市南区塩原

4-25-20　Tel.092-541-2428

西南女学院大学短期大学部附属シオン山幼
稚園［西南女学院シオン山幼稚園］

［幼稚園］　［(学)西南女学院］〒803-0835　福岡県北九州

市小倉北区井堀1-3-4　Tel&Fax.093-583-5902　◇西鉄バ

ス「井堀四つ角」停、徒歩5分　◇園長／岩阪 憲和

【HP】http://www.seinan-jo.ac.jp/

西南幼稚園
［幼稚園］　［(学)西南幼稚園］〒814-0002　福岡県福岡市

早良区西新7-5-35　Tel&Fax.092-821-7422　◇地下鉄西

新駅から徒歩10分　◇創立／1953年　◇理事長／村坂 

政利

【HP】http://www.fyr.or.jp/seinan/

聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒830-0031　福岡県久留米市六ツ門

町22-43　Tel.0942-32-0832

聖マリアの園
［カトリック幼稚園］〒824-0025　福岡県行橋市東徳永

237　Tel.0930-23-3734

高宮カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［カトリック福岡司教区］〒815-

0083　福岡県福岡市南区高宮2-7-12　Tel&Fax.092-531- 

0972 Fax.092-531-0982　◇西鉄高宮駅から徒歩7分　◇

創立／1964年　◇園長／中村 信哉　◇特色／カトリック

の教えに基き愛に満ちた正しい人間を育てることを目標と

します。

【HP】http://takamiya.ed.jp

【E-Mail】info@takamiya.ed.jp

田川カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒826-0023　福岡県田川市上本町9-6　

Tel.0947-42-2514

茶山カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック福岡司教区］〒814-

0111　福岡県福岡市城南区茶山2-12-11　Tel.092-821-

2949 Fax.092-821-2968　◇バス「茶山」停、徒歩3分　

◇創立／1964年　◇代表役員／宮原 良治、園長／松井 

忠之　◇特色／少人数の家庭的な環境の中で愛の精神「す

べての人、物、自然を大切にする心」に基づいて幼児教

育をします。

【HP】http://www.fyr.or.jp/chayama_cath/
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筑紫幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖ヶ丘学園］〒816-0973　福岡県大野城

市横峰2-2-18　Tel.092-596-4959　◇園長／鈴木 照彦

東郷信愛幼稚園
［幼稚園］〒811-3431　福岡県宗像市田熊5-8-6　Tel.

0940-36-1137　◇JR東郷駅北口から徒歩10分　◇園長／

大薮 善次郎

ナオミ愛児園
［認可保育所］　［(福)北九州ナオミ福祉会］〒804-0061　

福岡県北九州市戸畑区中本町12-34　Tel&Fax.093-871-

3245　◇JR戸畑駅から徒歩3分　◇園長・理事長／平沢 

茂

西新カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック福岡司教区］〒814-

0003　福岡県福岡市早良区城西3-14-1　Tel&Fax.092-

851-9625　◇地下鉄空港線西新駅から徒歩8分　◇創立

／1956年　◇園長／森山 信三

【HP】http://youchien.fyr.or.jp/nisijin_cath/

日善幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本福音ルーテル久留米教会］〒830-

0017　福岡県久留米市日吉町16-3　Tel&Fax.0942-32-

4037　◇JR久留米駅から徒歩15分　◇創立／1915年

【HP】http://homepage2.nifty.com/kurumechurch/sub1.html

直方セントポール幼稚園
［幼稚園］　［(学)筑豊聖公学園］〒822-0001　福岡県直方

市感田3502　Tel.0949-26-6007 Fax.0949-26-6009　◇創

立／1958年　◇園長／早川 義也

はこぶね幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖約学園］〒811-2308　福岡県糟屋郡粕

屋町内橋22　Tel.092-938-1230　◇JR伊賀駅から徒歩5分　  

◇創立／1976年　◇園長／西岡 巌

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~hakobune/greet.htm

【E-Mail】hakobune@world.ocn.ne.jp

東福岡幼稚園
［幼稚園］　［(宗)バプテスト東福岡教会］〒812-0054　福

岡県福岡市東区馬出4-13-15　Tel.092-631-0528　◇地下

鉄箱崎宮前駅から徒歩2分　◇創立／1953年　◇園長／

中條 邦子

光丘幼稚園
［カトリック幼稚園］〒816-0074　福岡県福岡市博多区光

丘町2-1-25　Tel.092-573-2231

光の子幼稚園［光の子］

［幼稚園］　［(学)大牟田バプテスト学園］〒836-0044　福

岡県大牟田市古町1-3　Tel.0944-54-3285 Fax.0944-52-

4304　◇JR大牟田駅西口から徒歩7分　◇創立／1949年　  

◇理事長・園長・チャプレン／原田 攝生、主任教諭／坂

口 千恵　◇特色／聖書の教えを基本として、子どもの個

性を尊重しつつ、神の愛を受けて歩む光の子を育てること

を目指します。

【HP】http://www.h7.dion.ne.jp/~omutabc/hikarinoko.web/

【E-Mail】hikarinoko@bloom.ocn.ne.jp

桧原こひつじ幼稚園
［幼稚園］　［(学)西花畑学園］〒811-1355　福岡県福岡市

南区桧原2-40-1　Tel.092-512-1368 Fax.092-511-6934　

◇バス「桧原営業所」停、徒歩5分　◇創立／1974年　

◇園長／有吉 光寛　◇特色／3才から6才までの縦割り保

育、1クラス25名以下の編成。シュタイナー教育の研究と

実践園でもあります。

福岡海星女子学院マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒811-1346　福岡県福岡市南区老司

5-29　Tel.092-565-0951

福岡女学院幼稚園
［幼稚園］　［(学)福岡女学院］〒811-1313　福岡県福岡市

南区曰佐3-42-1　Tel&Fax.092-575-2472 Tel.092-581-

1492 Fax.092-575-2480　◇バス「福岡女学院」停　◇創

立／1955年　◇園長／堺 幸子　◇特色／豊かな自然に

恵まれた学院内に立地。幼児のキリスト教教育は日々の生

活と遊びの中に生き生きと展開している。

【HP】http://www.fukujo.ac.jp

【E-Mail】youchien@fukujo.ac.jp

福岡雙葉小学校付属幼稚園
［カトリック幼稚園］〒810-0027　福岡県福岡市中央区御

所ケ谷1　Tel.092-521-3705

二日市カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック福岡司教区］〒818-

0103　福岡県太宰府市朱雀4-14-2　Tel.092-924-5100 

Fax.092-924-5109　◇西鉄ニ日市駅から徒歩10分　◇創

立／1951年　◇特色／ひろーい空　ひろい庭、大きな心

は園(ここ)で育ちます。

【HP】http://www.futsukaichi-catholic.com/

舞鶴幼稚園
［幼稚園］　［(学)西南学院］〒810-0053　福岡県福岡市中

央区鳥飼1-6-1　Tel.092-751-6650 Fax.092-751-4350　◇

創立／1913年　◇理事長／エル・ケイ・シィート、園長

／井上 哲雄　◇特色／檜をたっぷり使った新園舎で、身

も心ものびのび成長していくことを願っています。

【HP】http://www.seinan-gu.ac.jp/

前原幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団前原教会］〒819-1117　福

岡県前原市前原西4-5-25　Tel.092-322-2676　◇JR筑前

前原駅北口から徒歩6分　◇創立／1923年　◇園長／平

野 静枝

【HP】http://maeyou.jp/

松崎保育園
［保育園］　［(宗)日本福音ルーテル甘木教会］〒838-0122　

福岡県小郡市松崎677　Tel&Fax.0942-72-6537　◇甘木

鉄道松崎駅から徒歩6分　◇園長／梶原 潔

松原幼稚園
［幼稚園］　［(学)松原学園］〒819-0167　福岡県福岡市西

区今宿1-25-3　Tel&Fax.092-806-0220　◇JR今宿駅から

徒歩10分　◇創立／1956年　◇園長／加来 義朗
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汀幼稚園
［幼稚園］　［(学)汀幼稚園］〒810-0062　福岡県福岡市中

央区荒戸2-5-11　Tel&Fax.092-761-0470　◇地下鉄大濠

公園駅から徒歩10分　◇創立／1949年　◇理事長／廣島 

尚　◇特色／神様の恵みに感謝し、かけがえのない子ど

もたちに時間と愛情を注ぎ、遊びを沢山とり入れた保育を

いたします。

【HP】http://www.fyr.or.jp/kids/048-migiwa/migiwa.html

【E-Mail】info_migiwa@fyr.or.jp

水巻聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック福岡司教区］〒807-

0025　福岡県遠賀郡水巻町頃末南1-35-3　Tel&Fax.093-

201-9559　◇JR水巻駅から徒歩8分

みどり幼稚園
［幼稚園］　［(学)上穂波バプテスト学園］〒820-0705　福

岡県飯塚市筑穂元吉474　Tel.0948-72-0232　◇創立／

1986年　◇理事長・園長／岡部 信子

めぐみのその幼稚園［めぐみのその］

［幼稚園］　［日本バプテスト連盟久留米キリスト教会付

設］〒830-0038　福岡県久留米市西町851　Tel.0942-38-

4848［連絡先：日本バプテスト連盟久留米キリスト教

会　〒830-0038　福岡県久留米市西町851 Tel.0942-35-

1960］　◇西鉄花畑駅から徒歩8分　◇創立／1960年　◇

園長／中島 文昭、主任教諭／村田 千秋　◇特色／神様

から与えられた一人ひとりの命を大切にし、一人ひとりの

個性と賜物を伸ばすことを考えて保育しています。

【HP】http://www.meguminosono.net/

【E-Mail】megumi@qsp.jp

めぐみ幼稚園
［幼稚園］〒836-0845　福岡県大牟田市正山町9　Tel.

0944-52-3198　◇JR大牟田駅正面口から徒歩15分　◇園

長／榎本 勝世

門司聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒800-0035　福岡県北九州市門司区

別院1-21　Tel.093-381-0317

八幡カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［パリ外国宣教会］〒805-0011　福

岡県北九州市八幡東区八王寺町1-40　Tel.093-652-1006 

Fax.093-652-1008　◇JR小倉駅からバス「上到津」停、

徒歩5分　◇創立／1955年　◇園長／中尾 昌子

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~y-k-y/yahataindex.htm

やよい幼稚園
［幼稚園］　［(学)弥生幼稚園］〒814-0014　福岡県福岡市

早良区弥生2-3-12　Tel.092-821-6157 Fax.092-821-6626　  

◇地下鉄藤崎駅からバス「弥生二丁目」停、徒歩1分　◇

園長／林 國子

【HP】http://www.yayoiyouchien.jp/

湯川カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック福岡司教区］〒800-

0257　福岡県北九州市小倉南区湯川5-10-33　Tel.093-

922-7936　◇バス「上葛原」停から徒歩1分

行橋カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒824-0006　福岡県行橋市門樋町8-5　

Tel.0930-22-0807　◇園長／杉原 寛信

養巴幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団福岡中部教会］〒810-

0042　福岡県福岡市中央区赤坂3-8-45　Tel&Fax.092-

741-5759　◇JR博多駅からバス「赤坂2丁目」停、徒歩2

分　◇創立／1928年　◇園長／眞鍋 良則

吉野天使幼稚園
［カトリック幼稚園］〒837-0904　福岡県大牟田市吉野

1960　Tel.0944-58-0032

ヨゼフ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒806-0030　福岡県北九州市八幡西

区山寺町12-56　Tel.093-621-4851

わかば幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団福岡城東橋教会］〒810-

0028　福岡県福岡市中央区浄水通23　Tel&Fax.092-521-

0081　◇地下鉄城南線薬院大通駅から徒歩7分　◇創立

／1943年　◇園長／栄元 利男

【HP】http://www.wakaba-kid.jp/

若松天使園
［カトリック幼稚園］〒808-0035　福岡県北九州市若松区

白山1-9-50　Tel.093-751-2487

　祈祷院

福岡黙想の家
［Retreat House］　［(宗)カトリック御受難修道会］〒811-

4155　福岡県宗像市名残1056　Tel.0940-32-3222 Fax. 

0940-32-3385　◇JR赤間駅から車13分　◇創立／1941年　  

◇神父・修道院長／鈴木 忠一　◇特色／宿泊施設用個室

30室・聖堂・集会室・食堂・浴室・グループ・個人の祈

りの他、希望により指導も可。

【HP】http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~fmokuso/

【E-Mail】fmokuso@mvi.biglobe.ne.jp

プレーズ・ランド 祈りの家
［祈祷院］〒811-3514　福岡県宗像市田野2273-55　

Tel&Fax.0940-62-1494　◇JR赤間駅からバス(鐘崎行)「池

野支所」停、徒歩20分　◇創立／1990年　◇代表牧師／

泉 洋洸、管理者／泉 利子
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福 岡 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   F u k u o k a

朝倉市 Asakura-shi

甘木教会＝甘木ルーテル教会［福音ルーテル］

〒838-0068　朝倉市甘木1861　Tel&Fax.0946-22-3400　

◇甘木バスセンターから徒歩3分［連絡先：宮澤 真理子　  

〒877-0016　大分県日田市三本松2-3-39 Tel.0973-23-

9903］　◇創立／1917年（30人）　◇宮澤 真理子　◇礼

拝／15:30　◇特色／女性会、壮年会は第3日曜日の礼拝後。

甘木クリスチャンセンター［単立／独立］

〒838-0068　朝倉市甘木1921-4　Tel&Fax.0946-22-5806　  

◇西鉄甘木駅から徒歩10分　◇髙木 康　◇礼拝／10:30

甘木聖書バプテスト教会［JBBF］

〒838-0068　朝倉市甘木1-13　Tel&Fax.0946-24-7726　

◇西鉄甘木駅から徒歩10分　◇創立／1987年（11人）　

◇吉澤 孝夫、ケネス，ボード　◇礼拝／10:30　◇特色

／礼拝では子供向け聖書ドラマと、成人向けメッセージが

語られます。共に歌い、祈り、喜びを分かち合う教会。

【HP】http://www.geocities.jp/amagibbc

【E-Mail】praisegod_abbc@ybb.ne.jp

飯塚市 Iizuka-shi

飯塚教会＝飯塚ナザレン教会［ナザレン］

〒820-0004　飯塚市新立岩3-1　Tel&Fax.0948-22-7240　  

◇JR新飯塚駅から徒歩5分　◇創立／1958年（130人）　

◇水城 一哲、鈴木 龍生　◇礼拝／9:00,10:30,19:30　◇

外国語／手話(10:30)　◇特色／日曜日午前10時30分から

手話礼拝も行われています。

【HP】http://www.i-nazarene.com/

飯塚教会［日基教団］

〒820-0001　飯塚市鯰田2525-109　Tel&Fax.0948-25-

4897　◇JR浦田駅からバス「愛宕」停　◇創立／1933年

（12人）　◇橋口 望　◇礼拝／10:30

飯塚キリスト集会＝飯塚キリスト・チャペ
ル［単立／独立］

〒820-0053　飯塚市伊岐須53-17　Tel&Fax.0948-24-

1688　◇バス「飯塚伊岐須」停、徒歩5分　◇創立／

1971年（20人）　◇木原 範恭　◇礼拝／10:45　◇外国語

／英語　◇特色／パンの家はヘブライ語でベトヘレム。

日本語で飯塚。これを生き物宇宙一家という理想につなげ

たいと思っている。

TLCCC生ける神の望み飯塚教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

ヨハネ 出西 勝信　〒820-0609　福岡県嘉穂郡桂川町吉

隈13-120 Tel.0948-65-1214］　◇創立／1992年（18人）　

◇ヨハネ 出西 勝信、出西 恵美、出西 マツヨ　◇礼拝／

10:00,15:00,19:30

【E-Mail】i_purin@d4.dion.ne.jp

天道バプテスト教会［バプ連合］

〒820-0076　飯塚市太郎丸577　Tel&Fax.0948-22-4472　  

◇JR天道駅から徒歩5分　 ◇創立／1974年（50人）　  

◇小倉 徹夫、大庭 博邦　◇礼拝／11:00

日本バプテスト飯塚シオンキリスト教会［バ

プ連盟］

〒820-0043　飯塚市西町6-45　Tel.0948-22-2530　◇JR

新飯塚駅から徒歩20分　◇創立／1950年（15人）　◇高

屋 澄夫、高屋 和子

日本バプテスト上穂波教会［バプ連盟］

〒820-0705　飯塚市筑穂元吉474　Tel.0948-72-0232　◇

桂川駅から車8分　◇創立／1951年　◇岡部 信子

糸島市 Itoshima-shi

糸島福音自由教会［福音自由］

〒819-1115　糸島市油比568-3　Tel.092-322-6590　◇JR

筑前前原駅　◇バーメイ，ロバート、バーメイ，ジョーン　

◇礼拝／10:00

西福岡のぞみキリスト伝道所［バプ連盟］

〒819-1129　糸島市篠原西3-3-25　Tel&Fax.092-324-

5794　◇JR周船寺駅から徒歩3分　◇創立／1986年（18人）　  

◇亀井 良雄　◇礼拝／10:30　◇特色／英語通訳、手話

通訳あります。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~nzmbptch/

【E-Mail】nzmbptch@celery.ocn.ne.jp

福岡西部バプテスト教会［バプ連盟］

〒819-1119　糸島市前原東3-13-63　Tel&Fax.092-323-

5151　◇JR筑前前原駅から徒歩17分　◇創立／1999年

（40人）　◇松藤 一作　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.fukuokaseibu.jp/

【E-Mail】fukuokaseibu@ybb.ne.jp

前原教会［日基教団］

〒819-1113　糸島市前原西4-5-25　Tel&Fax.092-324-

3444　◇JR筑前前原駅北口から徒歩6分　◇創立／1920

年（17人）　◇高山 清明
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大牟田バプテスト教会［バプ連盟］

〒836-0044　大牟田市古町1-3　Tel&Fax.0944-52-4286　  

◇JR大牟田駅から徒歩7分　◇創立／1946年　◇原田 攝

生　◇礼拝／11:10　◇特色／全年齢層対象の教会学校が

あり、御言葉の学びと祈りに力を入れています。幼稚園を

併設しています。

【HP】http://www.h7.dion.ne.jp/~omutabc/

大牟田ふくいん教会［単立／独立］

〒836-0034　大牟田市小浜町1-2-2　Tel.0944-41-2057 

Fax.0944-55-6711

大牟田フレンドシップ・キリスト教会［バプ

連盟］

〒836-0865　大牟田市七浦町74-6　Tel.0944-51-6670　

◇JR大牟田駅　◇叶 昌全、福井 正躬、叶 義文、大山 真

理　◇礼拝／11:00

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/jbc-chiws/06friendship.

html

ＴＣＣ大牟田教会［トータル］

〒836-0047　大牟田市大正町6-3-18　Tel.0944-53-2238 

Fax.0944-53-2239　◇JR大牟田駅から徒歩10分　◇創立

／1961年（65人）　◇猪尾 悦二、石本 新一　◇礼拝／

11:00

【E-Mail】love@tcco.jp

小郡市	 Ogori-shi

小郡キリスト教会［バプ連盟］

〒838-0128　小郡市稲吉1374-15　Tel.0942-72-0909 

Fax.0942-72-1201　◇西鉄小郡駅から徒歩7分　◇創立／

1974年（73人）　◇下川 義明、下川 睦子、吉浦 徳美　

◇礼拝／10:30　◇特色／北米より直輸入した建築資材

と、海外からの専門職ボランティアの手により2004年5月

完成した教会です。

【HP】http://www.ogori-church.com/

【E-Mail】church@cv-net.jp

筑後小郡教会［日基教団］

〒838-0144　小郡市祇園1-12-16　Tel&Fax.0942-73-

0262　◇西鉄大牟田本線西鉄小郡駅から徒歩3分　◇創

立／1970年（41人）　◇奥園 淳

希みが丘キリスト教会［アドベント］

〒838-0107　小郡市希みが丘2-4-4　Tel&Fax.0942-75-

8282　◇JRけやき台駅から徒歩6分　◇創立／2000年（10

人）　◇矢野 一雄　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜日夕拝

7時30分。水曜日祈り会7時30分。木曜日学び会2時。土曜

日教会学校2時。

春日市	 Kasuga-shi

春日教会＝春日クリスチャンセンター［アッ

センブリー］

〒816-0831　春日市大谷8-12　Tel&Fax.092-574-8986　

◇JR春日駅からバス「ちくし台」停、徒歩10分　◇創立

／1980年　◇佐藤 羊一、佐藤 ジョアンナ　◇礼拝／

前原キリスト福音教会［KKFF］

〒819-1124　糸島市加布里69-81　Tel&Fax.092-324-5310　  

◇JR加布里駅から徒歩10分　◇創立／1992年（12人）　

◇野間 則　◇礼拝／10:30

【E-Mail】n-noma@mx71.tiki.ne.jp

大野城市	 Onojo-shi

大野城教会［単立／独立］

〒816-0952　大野城市大字下大利1-9-31 伊藤マンション

401　Tel.092-582-8515　◇津村 富江、松永 正俊

筑紫教会［日基教団］

〒816-0973　大野城市横峰2-2-10　Tel.092-596-4924 

Fax.092-596-4927　◇JR水城駅から車10分　◇創立／

1946年（90人）　◇鈴木 岩夫　◇礼拝／10:10

福音オリーブ・キリスト・チャーチ［単立／独立］

〒816-0941　大野城市東大利1-10-6-502　Tel&Fax.092-

404-2287　◇西鉄天神大牟田線白木原駅　◇創立／1999

年（10人）　◇拜田 誠四郎、拜田 里子　◇礼拝／10:30

大牟田市	 Omuta-shi

有明キリスト教会［バプ連盟］

〒836-0075　大牟田市南船津町2-2-5　Tel&Fax.0944-54-

4185　◇大牟田駅からバス「南船津1丁目」停、徒歩2分　  

◇創立／2001年（15人）　◇田中 文人　◇礼拝／10:45　

◇特色／毎朝6：00早天祈祷会。日曜午前10：00教会学校。

水曜午前10：30と午後7：00祈祷会があります。

大牟田教会［福音ルーテル］

〒836-0046　大牟田市本町2-3-2　Tel&Fax.0944-57-4023　  

◇JR大牟田駅から徒歩3分［連絡先：水原一郎　〒830-

0017　福岡県久留米市日吉町16-3 久留米教会 Tel.0942-

39-8021］　◇創立／1932年（10人）　◇水原 一郎　◇礼

拝／10:30(水)　◇特色／第1土曜日13:30、水曜日13:30。

【HP】http://homepage2.nifty.com/kurumechurch/ohmuta.html

【E-Mail】jelc-kurume@nifty.com

大牟田教会［栄光の福音］

〒837-0922　大牟田市大字今山1255-7　Tel&Fax.0944 

-52-7487 Tel.0944-54-7719　◇田畑 慶一

大牟田正山町教会［日基教団］

〒836-0845　大牟田市正山町9　Tel&Fax.0944-52-4137　  

◇JR大牟田駅正面口から徒歩15分　◇創立／1892年（51

人）　◇梅崎 浩二

大牟田小隊［救世軍］

〒836-0802　大牟田市日出町2-2-6　Tel.0944-53-0530　

◇西鉄大牟田線新栄町駅から徒歩7分　◇創立／1919年

（31人）　◇間島 年夫、間島 フタミ　◇礼拝／10:45

大牟田聖マリア教会［聖公会］

〒836-0804　大牟田市長溝町21-4　Tel&Fax.0944-56-

2873　◇JR大牟田駅からバス15分　◇創立／1917年（12

人）　◇山﨑 貞司　◇礼拝／10:30
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093-551-0006　◇JR小倉駅からバス「砂津」停、徒歩3分　  

◇創立／1901年（71人）　◇柴本 孝夫、コフリン，デビ

ッド．Ａ　◇礼拝／11:00,18:00　◇外国語／英語(18:00)　

◇特色／毎主日、日本語礼拝(11:00)参列者に喜びと元気

を与える。英語礼拝(18:00)地域在住外国人の寄りどころ。

小倉教会＝小倉ナザレン教会［ナザレン］

〒802-0023　北九州市小倉北区下富野1-7-29　Tel&Fax. 

093-541-4960　◇JR小倉駅からバス「下富野」停、徒歩1

分　◇児玉 朝子　◇礼拝／10:30

小倉教会［福音ルーテル］

〒802-0061　北九州市小倉北区三郎丸町1-2-35　Tel& 

Fax.093-921-7715　◇鹿児島本線小倉駅　◇光延 博光

小倉教会［日キ教会］

〒802-0002　北九州市小倉北区京町3-10-12　Tel.093-

531-9602 Fax.093-531-9632　◇JR小倉駅南口から徒歩2

分　◇創立／1880年（74人）　◇田辺 晃二　◇礼拝／

10:30　◇特色／主日礼拝は午前10時30分から。祈祷会は

水曜午前11時と午後7時。毎月第4の水曜午後1時かオープ

ンチャーチ。

【E-Mail】kokurakyokai@cotton.ocn.ne.jp

小倉教会［KCCJ］

〒802-0015　北九州市小倉北区大田町14-31　Tel&Fax. 

093-521-7271　◇JR小倉駅からバス10分停、徒歩5分　◇

創立／1927年　◇朱 文洪

小倉日明教会［日基教団］

〒803-0831　北九州市小倉北区日明2-2-33　Tel&Fax. 

093-571-3893　◇バス「日明一丁目」停、徒歩1分　◇創

立／1930年（21人）　◇川本 良明　◇礼拝／10:30

小倉東篠崎教会［日基教団］

〒802-0072　北九州市小倉北区東篠崎1-2-13　Tel&Fax. 

093-951-7199　◇モノレール片野駅から徒歩3分　◇創立

／1904年（167人）　◇福島 義人　◇礼拝／10:15,19:30

【HP】http://ww71.tiki.ne.jp/~ten4/

【E-Mail】ten4@mx71.tiki.ne.jp

小倉福音センター［単立／独立］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください　◇創立

／1999年（5人）　◇仁保 裕介　◇礼拝／14:00　◇特色

／教条主義的な教えや行き過ぎた適用からの解放を目指

し、キリストの十字架の福音を探求しています。

【HP】http://www.h5.dion.ne.jp/~j.1/

【E-Mail】jerusalem132@yahoo.co.jp

富野バプテスト教会［バプ連盟］

〒802-0022　北九州市小倉北区上富野5-2-18　Tel&Fax. 

093-521-6628　◇JR小倉駅からバス12分「富野小学校前」

停　◇創立／1950年（50人）　◇福田 昌治　◇礼拝／

10:45

【HP】http://cgi36.plala.or.jp/tominobc/

【E-Mail】tominobc@snow.plala.or.jp

日本バプテスト小倉キリスト教会［バプ連盟］

〒802-0082　北九州市小倉北区古船場9-14　Tel&Fax. 

093-521-2862　◇JR小倉駅から徒歩15分　◇創立／1891

10:30

春日チャペル［JBM］

〒816-0802　春日市春日原北町3-50 第2丸藤ビル4F　

Tel.090-9401-8416　◇西鉄春日原駅西口から1分［連絡先：

Tel.080-3636-0060］　◇創立／2008年　◇吉田 有年　◇

礼拝／11:00(木曜),14:00(第2日曜)　◇外国語／タガログ

語、英語　◇特色／バイブルスタディに熱心な人々、明

るく感謝にあふれたフィリピン人と日本の夫らの数多くい

る教会。

【HP】http://church.jp/kurume/

【E-Mail】bethel@rainbow.plala.or.jp

春日原キリスト教会［バプ連盟］

〒816-0802　春日市春日原北町4-23　Tel.092-581-1937 

Fax.092-501-7645　◇西鉄春日原駅から徒歩4分　◇創立

／1949年（100人）　◇末松 隆夫　◇礼拝／10:30　◇特

色／利便性に優れた場所にあり、JR沿線、西鉄沿線から

多くの人が礼拝に集っています。詳細はホームページを！

【HP】http://homepage3.nifty.com/kasugabaru/

春日東教会［日基教団］

〒816-0823　春日市若葉台西3-12　Tel&Fax.092-501-

8281　◇JR春日駅から徒歩10分　◇創立／1959年（47人）　  

◇筒井 信行　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.csf.ne.jp/~kasugahigashi/

【E-Mail】kasugahigashi@church.email.ne.jp

福岡教会［聖書友の会］

〒816-0805　春日市千歳町2-2　Tel.092-501-3446

松ヶ丘集会［バプ連盟］

〒816-0843　春日市松ケ丘3-15　Tel&Fax.092-585-7060　  

◇JR博多南駅　◇土生 幸子

北九州市小倉北区 Kitakyushu-shi,Kokurakita-ku

北九州教会［栄光の福音］

〒802-0014　北九州市小倉北区砂津1-8-13 田中よし子方　  

Tel&Fax.093-921-3562 Tel.093-521-0774　◇村上 暁

北九州ハーベストチャーチ＝京都福音教会
北九州伝道所［福音ペンテコステ］

〒803-0836　北九州市小倉北区中井2-1-23 末崎ビル2F　

Tel&Fax.093-371-7964　◇バス「日明病院前」停、徒歩3

分［連絡先：京都福音教会　〒603-8047　京都府京都市

北区上賀茂本山365 Tel.075-791-4887］　◇小平 元昭

北九州復興教会［日基教団］

〒803-0841　北九州市小倉北区清水3-5-15　Tel.093-561-

0806 Fax.093-561-3073　◇JR南小倉駅から徒歩12分　◇

創立／1948年（185人）　◇久多良木 和夫、久多良木 志

津子、井上 博子　◇礼拝／10:30　◇特色／清水会堂と

曽根会堂の2つの会堂があり、会堂ごとに礼拝、祈祷会を

行っています。

【E-Mail】kuta-fukkou@trad.ocn.ne.jp

小倉インマヌエル教会［聖公会］

〒802-0004　北九州市小倉北区鍛冶町2-3-9　Tel&Fax. 
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小倉聖書教会［単立／独立］

〒802-0823　北九州市小倉南区舞ケ丘5-7-23　Tel&Fax. 

093-964-5308　◇日豊本線安部山公園駅から車4分　◇創

立／2003年（9人）　◇小山 稔、池尻 良一　◇礼拝／

10:45　◇特色／みことばのときあかしと、いのちの尊厳

を覚える祈りの中で礼拝がささげられています。

小倉田原伝道所［改革派］

〒800-0226　北九州市小倉南区田原新町1-15-26　Tel& 

Fax.093-475-5090　◇JR下曽根駅から徒歩7分　◇創立

／1986年（13人）　◇長井 正人　◇礼拝／10:30　◇外

国語／英語　◇特色／バリアフリー、耳の遠い方にはFM

ヘッドセットをお貸しします。

【E-Mail】cab35560@pop01.odn.ne.jp

小倉中央教会［同盟基督］

〒802-0972　北九州市小倉南区守恒4-2-3　Tel&Fax.093-

961-1960　◇モノレール守恒駅から徒歩5分　◇創立／

1982年（30人）　◇大原 高久　◇礼拝／10:30　◇特色／

小倉南区の住宅地にあり、地域に根ざした教会を目標に、

心から主に礼拝をささげています。

小倉伝道所［東洋ローア］

〒802-0816　北九州市小倉南区若園5-1-5 小倉南生涯学習

センター(郵便物の差出不可)　◇城野駅からバス「南区役

所」停［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-

0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-

294-6012］　◇創立／1957年（35人）　◇橋本 覚　◇礼

拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・

伝道師による聖書のお話は手話で行われます。音声への

通訳はありません。

小倉徳力教会［日基教団］

〒802-0971　北九州市小倉南区守恒本町3-10-1　Tel& 

Fax.093-961-3018　◇モノレール守恒駅から徒歩3分　◇

創立／1970年（23人）　◇中谷 清　◇礼拝／10:30　◇

特色／小倉の街へも、田川の山の方へも身近に行ける教

会です。礼拝堂が2階というのが、ちょっと厳しいかな。

小倉春ケ丘バプテスト教会［バプ連盟］

〒802-0803　北九州市小倉南区春ヶ丘3-3　Tel.093-931-

3512　◇金 美蘭

TLCCC北九州生ける神の教会［主の十字架］

〒800-0256　北九州市小倉南区湯川新町4-1-19-403　

Tel&Fax.093-952-1907　◇JR安部山公園駅から徒歩3

分　◇創立／1992年（20人）　◇イスラエル 岡田、ハン

ナ 岡田、山下 恵実、熊谷 善枝、佐伯 真由　◇礼拝／

9:00,11:15,19:00　◇特色／ゴスペルコンサートを毎月行っ

ています。

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~tlccc-k/

【E-Mail】tlccck7@hyper.ocn.ne.jp

八尾福音教会北九州チャペル［JEC］

〒803-0982　北九州市小倉南区山手1-11-5　Tel&Fax. 

093-961-0687　◇JR小倉駅からバス30分「山手団地入口」

停、徒歩2分　◇創立／1984年（7人）　◇道本 純行　◇

礼拝／10:30

年（58人）　◇角本 尚彦　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜

学校幼少科、中高科、成人科、英語バイブルクラス、ゴ

スペルクワイヤ。各日程はお問い合わせください。

【HP】http://kokura.church.jp/

【E-Mail】kokuracc@yahoo.co.jp

日本バプテストシオン山教会［バプ連盟］

〒803-0846　北九州市小倉北区下到津2-15-21　Tel.093-

561-0772 Fax.093-561-0760　◇JR小倉駅からバス20分

「西南女学院」停、徒歩5分　◇創立／1922年（125人）　

◇城前 和徳　◇礼拝／8:30,8:50,10:30

野の花クリスチャンチャーチ［キリストの教会］

〒803-0811　北九州市小倉北区大門1-1-1-301 上島宅　◇

JR西小倉駅から徒歩5分［連絡先：Tel.070-5690-3256］　

◇創立／1996年（10人）　◇上島 信弥　◇礼拝／12:00

みどりの牧場キリスト教会［単立／独立］

〒803-0836　北九州市小倉北区中井2-1-23　Tel&Fax. 

093-581-1144　◇JR西小倉駅からバス「日明病院前」停、

徒歩3分　◇創立／2000年　◇末崎 敏明、末崎 文子　

◇礼拝／10:30

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/karebu23/

【E-Mail】karebu23@jcom.home.ne.jp

南小倉バプテスト教会［バプ連盟］

〒803-0856　北九州市小倉北区弁天町11-19　Tel&Fax. 

093-571-5072　◇谷本 仰

北九州市小倉南区 Kitakyushu-shi,Kokuraminami-ku

インマヌエル北九州キリスト教会［IGM］

〒802-0811　北九州市小倉南区重住1-6-6　Tel&Fax.093-

951-0595　◇JR城野駅から徒歩8分　◇創立／1975年（45

人）　◇松村 伊作、松村 千恵子　◇礼拝／10:15　◇特

色／音楽が盛んな教会です。命の満ちたさんびが、各集

会で歌われています。

企救バプテスト教会［バプ連盟］

〒802-0974　北九州市小倉南区徳力6-10-6　Tel.093-963-

2935　◇モノレール徳力嵐山口駅から徒歩2分　◇創立／

1976年（38人）　◇原田 義也　◇礼拝／10:30

北九州復興教会曽根集会所［日基教団］

〒800-0223　北九州市小倉南区上曽根2-6-22　Tel&Fax. 

093-471-8951　◇JR下曽根駅から車で5分　◇創立／

1980年（45人）　◇久多良木 和夫、井上 博子　◇礼拝／

10:15　◇特色／曽根地区唯一の教会です。

小倉教会＝長行チャペル［イエス・キリスト］

〒803-0272　北九州市小倉南区長行西5-4-16　Tel&Fax. 

093-451-4029　◇JR小倉駅からバス「長行台」停、徒歩2

分　◇創立／1972年（48人）　◇森上 洋介、森上 悦子　

◇礼拝／10:30　◇特色／小倉教会の主権者は主キリス

ト。私達は罪人であるので、十字架の福音を心から信じる

教会を目指しています。

【E-Mail】morikami@tim.hi-ho.ne.jp
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教協力を是とする、グローバルな宣教指向。日本の近代

化を担った集落への愛。

北九州新生バプテスト伝道所［バプ連盟］

〒800-0023　北九州市門司区中二十町1-29-401　Tel& 

Fax.093-391-3813　◇JR小森江駅から徒歩10分　◇柴田 

玲子

北九州福音センター［単立／独立］

〒800-0027　北九州市門司区黄金町9-6　Tel&Fax.093-

391-4201　◇JR門司駅から徒歩10分　◇創立／1968年

（20人）　◇石黒 忠宏、石黒 サクコ、石黒 サムエル、石

黒 洋子、河田 直美　◇礼拝／10:40　◇特色／第IIテモ

テ3章16節を土台に、聖書の学び、祈りと賛美、交わりと

伝道、奉仕のバランスを大切にしている教会。

北九州リバイバルチャーチ［単立／独立］

〒801-0883　北九州市門司区大久保1-10-6　Tel&Fax. 

093-321-1600 Tel.093-321-1616　◇門司港駅からバス10

分　◇創立／1994年（30人）　◇岡 勝　◇礼拝／10:30

【HP】http://www5a.biglobe.ne.jp/~okama/

【E-Mail】okamasaru@mug.biglobe.ne.jp

クライストコミュニティ北九州チャペル［福

音自由］

〒800-0047　北九州市門司区藤松1-9-17　Tel&Fax.093-

381-4071　◇JR門司駅からバス「藤松一丁目」停、徒歩1

分　◇創立／1993年（15人）　◇三木 健

【HP】http://www.christcomm.net/

【E-Mail】n-kyushu@christcomm.net

門司教会［福音ルーテル］

〒801-0872　北九州市門司区谷町1-8-3　Tel.093-321-

0800　◇岩切 雄太

門司教会［日基教団］

〒801-0882　北九州市門司区清見1-4-17　Tel&Fax.093-

331-4774　◇JR門司港駅からバス「東門司2丁目」停　◇

創立／1915年（80人）　◇北畠 友武　◇礼拝／10:15

門司港キリスト教会［バプ連盟］

〒801-0833　北九州市門司区清滝4-2-5　Tel&Fax.093-

321-0650　◇JR門司港駅から徒歩7分　◇創立／1967年

（68人）　◇鮫島 則雄　◇礼拝／11:00,19:30　◇特色／教

会は門司港レトロ地区の中にあり、JRからも近く、西鉄バ

ス等もあり大変便利な場所にあります。

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/mojikoch/

【E-Mail】mojikoch@jcom.home.ne.jp

門司港ハレルヤチャペル［単立／独立］

〒801-0873　北九州市門司区東門司1-11-12-301　Tel& 

Fax.093-321-4077　◇バス「関門トンネル車道口」停、

徒歩1分　◇創立／1997年（5人）　◇渡橋 喜代佳、日吉 

佑市　◇礼拝／10:45　◇特色／心から主を礼拝し、一人

ひとりが喜んで主をあかしし、伝道する教会でありたいと

願っています。

門司白金教会［日基教団］

〒800-0025　北九州市門司区柳町3-6-4　Tel.093-391-

1949　◇JR門司駅南口から徒歩10分　◇創立／1946年（5

北九州市戸畑区 Kitakyushu-shi,Tobata-ku

北九州栄光キリスト教会［トータル］

〒804-0025　北九州市戸畑区福柳木2-15-20　Tel&Fax. 

093-882-3622　◇JR戸畑駅からバス「福柳木」停　◇創

立／1983年　◇角本 幸子　◇礼拝／10:30

戸畑教会［日基教団］

〒804-0074　北九州市戸畑区南鳥旗町2-29　Tel&Fax. 

093-881-2925　◇JR戸畑駅北口から徒歩5分　◇創立／

1951年（26人）　◇村上 英一　◇礼拝／10:30　◇いのち

／093-652-6628

戸畑教会［基督伝道隊］

〒804-0092　北九州市戸畑区小芝2-1-13　Tel.093-882-

9266 Fax.093-873-1539　◇JR九州工大前駅から徒歩10分　  

◇創立／1986年（20人）　◇伊規須 太郎　◇礼拝／

10:00　◇テレホン／093-881-1059

戸畑聖アンデレ教会［聖公会］

〒804-0081　北九州市戸畑区千防2-4-25　Tel&Fax.093-

871-1478　◇JR戸畑駅から徒歩15分　◇創立／1925年

（30人）　◇宇田 正行　◇礼拝／10:30　◇特色／鮮やか

な赤い屋根とやさしい白い壁になりました。地域と関わる

活動の実施を目指しています。

戸畑高峰教会［ウェスレアン］

〒804-0044　北九州市戸畑区菅原2-4-13　Tel&Fax.093-

884-3907　◇JR戸畑駅から車5分　◇創立／1991年（20人）　  

◇塩屋 弘、塩屋 優子　◇礼拝／11:00,17:30　◇特色／

礼拝は日本語のみですが、説教と週報は英訳されていま

す。現在5か国の方々が出席しています。

【HP】http://www2.odn.ne.jp/tobatatakamine/

【E-Mail】tobatatakamine@pop16.odn.ne.jp

日本バプテスト北九州キリスト教会［バプ連盟］

〒804-0061　北九州市戸畑区中本町12-34　Tel&Fax. 

093-882-2195　◇JR戸畑駅から徒歩3分　◇創立／1965

年（48人）　◇平沢 茂　◇礼拝／10:30

日本バプテスト戸畑基督教会［バプ連盟］

〒804-0041　北九州市戸畑区天籟寺1-4-15　Tel.093-871-

4496

北九州市門司区 Kitakyusyu-shi,Moji-ku

いのちの泉キリスト教会 福岡［単立／独立］

〒801-0863　北九州市門司区栄町4-26 協同組合門司商業

会カモメホール　Tel.093-321-8280　◇JR門司港駅から

徒歩7分［連絡先：スプリング オブ ライフ クライスト チ

ャーチ　〒480-0305　愛知県春日井市坂下町5-1215-741］　  

◇村田 雅春　◇礼拝／10:30

北九州シオン教会［アッセンブリー］

〒800-0038　北九州市門司区大里原町6-10　Tel.093-381-

4395 Fax.093-381-4396　◇JR九州門司駅から徒歩5分　

◇創立／1950年（100人）　◇力丸 嗣夫、力丸 勝子　◇

礼拝／10:30　◇特色／海外・地域・開拓等の働きへの宣
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日吉台キリスト教会［単立／独立］

〒807-0866　北九州市八幡西区日吉台1-13-6　Tel&Fax. 

093-601-7006　◇JR折尾駅から徒歩15分　◇吉住 和義　

◇礼拝／10:30　◇特色／日曜礼拝10:30〜　教会学校(日

曜礼拝と同時刻)聖書研究会・祈祷会：水曜19:30〜　家

庭集会：鞍手郡、若松区(各月一回)賛美歌練習(第二日曜)

趣味の会：絵画、活花、美容他(不定期)　ゴスペル講座(有

料)日曜昼、木曜朝

【HP】http://www1.bbiq.jp/hiyoshidai

八幡西教会［日基教団］

〒807-0846　北九州市八幡西区里中2-9-3　Tel.093-612-

3331 Fax.093-612-9741　◇筑豊電鉄「永犬丸」停、徒歩

5分　◇創立／1971年（83人）　◇大屋 正博　◇礼拝／

10:30

八幡バプテスト教会［バプ連盟］

〒806-0033　北九州市八幡西区岡田町2-14　Tel.093-621-

4494 Fax.093-621-4499　◇JR黒崎駅から徒歩5分　◇創

立／1909年（35人）　◇久保田 理　◇礼拝／10:10

北九州市八幡東区 Kitakyushu-shi,Yahatahigashi-ku

枝光キリスト教会［バプ連盟］

〒805-0007　北九州市八幡東区白川町10-36　Tel&Fax. 

093-681-4150　◇JR枝光駅から徒歩10分　◇創立／1966

年（38人）　◇岩崎 一宏　◇礼拝／11:00　◇特色／統一

協会をはじめカルト宗教に関する相談を受けています。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/jbc-chiws/06edamitsu.

html

【E-Mail】iwakazu@kbe.biglobe.ne.jp

北九州クリスチャンの集い［CCNZ日本］

〒805-0054　北九州市八幡東区天神町8-46 原田昌樹方　

Tel&Fax.093-661-8080　◇バス「北九州パレス前」停、

徒歩1分　◇創立／1991年　◇原田 昌樹　◇礼拝／

11:00　◇特色／お問合せ先は大阪教会へ(〒565-0836大

阪府吹田市佐井寺4-53-3 Tel:06-6387-8178)。

【E-Mail】kitakyushu@ccnz.jp

東八幡キリスト教会［バプ連盟］

〒805-0015　北九州市八幡東区荒生田2-1-40　Tel&Fax. 

093-651-6669　◇バス「七条」停、徒歩3分　◇創立／

1955年（80人）　◇奥田 知志、藤田 英彦、森松 長生　

◇礼拝／10:30

【HP】http://homepage3.nifty.com/higashiyahata/

【E-Mail】higashiyahata.ch.1955@nifty.com

八幡荒生田教会［日基教団］

〒805-0015　北九州市八幡東区荒生田1-4-30　Tel.093-

651-4494　◇JR八幡駅　◇創立／1918年（16人）　◇吉

新 和夫

八幡教会［福音ルーテル］

〒805-0015　北九州市八幡東区石坪町2-3　Tel&Fax. 

093-651-3748　◇岩切 雄太

八幡キリスト教会［ナザレン］

〒805-0027　北九州市八幡東区東鉄町12-8　Tel&Fax. 

人）　◇東島 勇気

門司大里教会［日基教団］

〒800-0047　北九州市門司区藤松1-21-20　Tel&Fax.093-

381-2155　◇JR門司駅　◇創立／1935年（23人）　◇東

島 勇気　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日午前10時30分

から聖研祈祷会。

門司バプテスト教会［バプ連盟］

〒801-0864　北九州市門司区老松町7-3　Tel.093-321-

1420 Fax.093-321-1410　◇JR門司港駅から徒歩15分　◇

桐原 恩恵　◇礼拝／11:00

北九州市八幡西区 Kitakyushu-shi,Yahatanishi-ku

折尾教会［KCCJ］

〒807-0866　北九州市八幡西区日吉台1-2-3　Tel&Fax. 

093-691-3072　◇JR折尾駅から徒歩10分　◇創立／1950

年（54人）　◇鄭 守煥　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国

語　◇特色／礼拝は韓国語と日本語の両方で行われてい

ます。

折尾伝道所［日キ教会］

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾4-20-18　Tel&Fax. 

093-691-1987　◇JR折尾駅から徒歩10分　◇北村 千尋　

◇礼拝／10:00

折尾バプテスト教会［バプ連盟］

〒807-0824　北九州市八幡西区光明2-12-13　Tel&Fax. 

093-691-1506　◇JR折尾駅から徒歩10分　◇創立／1949

年（20人）　◇家近 宗男

北九州聖書教会［同盟基督］

〒807-0873　北九州市八幡西区藤原4-9-16　Tel&Fax. 

093-603-8955　◇JR折尾駅からバス10分「浅川中学校前」

停、徒歩3分　◇竹元 紘　◇礼拝／10:30　◇特色／礼拝、

聖書の学び会に加えて英会話、週1回カフェをしています。

国際的で信仰に熱く喜びあふれた教会です。

北九州聖書バプテスト教会［JBBF］

〒807-0845　北九州市八幡西区永犬丸南町4-2-10　Tel& 

Fax.093-613-4635　◇筑豊電鉄「西山電」停、徒歩5分　

◇創立／1971年　◇三宅 宏昭　◇礼拝／11:00

単立折尾クリスチャンチャーチ［単立／独立］

〒807-0873　北九州市八幡西区藤原2-12-6　Tel&Fax. 

093-692-9200　◇JR折尾駅東口からバス「藤原」停、徒

歩2分［連絡先：樋口 紀子　〒807-0875　福岡県北九州

市八幡西区浅川台1-13-11 Tel.093-603-2585］　◇創立／

1935年（35人）　◇樋口 紀子、市原 信生　◇礼拝／

10:30　◇特色／毎月第2木曜日午後1時から聖研(コイノニ

ア)

【HP】http://orio-christian-church.jpn.org/

【E-Mail】noriko55@lime.ocn.ne.jp

バプテスト光キリスト教会［バプ連盟］

〒807-0846　北九州市八幡西区里中2-5-5　Tel&Fax.093-

613-0297　◇荒瀬 謙二、矢作 英雄　◇礼拝／10:30
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【HP】http://wakamatsubaptist.com

【E-Mail】info@wakamatsubaptist.com

若松浜ノ町教会［日基教団］

〒808-0024　北九州市若松区浜町2-11-26　Tel&Fax.093-

771-3471　◇JR若松駅　◇創立／1896年（53人）　◇田

中 知　◇礼拝／10:30

久留米市 Kurume-shi

憩いの森チャペル［単立／独立］

〒830-0038　久留米市西町123-9　Tel&Fax.0942-30-

1655　◇JR久留米高校前駅から徒歩5分　◇創立／2001

年（10人）　◇枡田 耕、枡田 ゆり子　◇礼拝／11:00　◇

特色／活動の中心は主イエスにあって憩うこと。日曜日の

流れは、子供CS⇒礼拝⇒愛餐⇒英語賛美会。

【HP】http://ikoinomorichapel.web.fc2.com/

【E-Mail】yskakotegawa@gc4.so-ne.jp

犬塚伝道所［日キ教会］

〒830-0112　久留米市三潴町玉満1918　Tel.0942-64-

3662　◇権藤 国光

インマヌエル久留米キリスト教会［IGM］

〒830-0006　久留米市南薫西町1972-22　Tel&Fax.0942-

33-5211　◇西鉄大牟田線櫛原駅から徒歩3分　◇創立／

1983年（42人）　◇岩上 祝仁、岩上 頼子　◇礼拝／

10:30　◇特色／家庭的な雰囲気の暖かな教会です。子育

て講座、充実した子どものプログラムがあります。

【HP】http://www.geocities.jp/kurumechurch/

【E-Mail】kurume@immanuel.or.jp

クライストチャーチ久留米［単立／独立］

〒830-0062　久留米市荒木町白口2568-1　Tel.0942-51-

4151 Fax.0942-51-4155　◇JRあらき駅から徒歩12分　◇

創立／1991年　◇山下 耕司、山下 代志子　◇礼拝／

10:30　◇特色／襟やハウスの働きをしています。

久留米荒木キリスト教会［バプ連盟］

〒830-0063　久留米市荒木町荒木1450　Tel&Fax.0942-

27-0116　◇JR荒木駅から徒歩10分　◇創立／1990年（61

人）　◇礼拝／10:30

久留米教会［福音ルーテル］

〒830-0017　久留米市日吉町16-3　Tel.0942-39-8021　

◇JR久留米駅から徒歩10分　◇創立／1901年（90人）　

◇水原 一郎　◇礼拝／10:30,19:00(第1)　◇特色／教会

学校礼拝は日曜日9時30分からです。

【HP】http://homepage2.nifty.com/kurumechurch/

【E-Mail】jelc-kurume@nifty.com

久留米教会［日キ教会］

〒830-0042　久留米市荘島町7-2　Tel&Fax.0942-32-

9540　◇JR久留米駅から徒歩10分　◇枝松 博展

久留米キリスト教会［バプ連盟］

〒830-0038　久留米市西町851　Tel&Fax.0942-35-

1960　◇西鉄花畑駅から東へ徒歩8分　◇創立／1966年

（60人）　◇踊 真一郎、中島 文昭、踊 夢希　◇礼拝／

093-652-2479　◇JR八幡駅からバス「竹下町」停、徒歩5

分　◇創立／1933年（38人）　◇門田 典子　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時30分から祈祷会。午後6

時30分から祈祷会。

八幡小隊［救世軍］

〒805-0013　北九州市八幡東区昭和2-4-5　Tel&Fax.093-

652-1584　◇JR小倉駅からバス「岩淵橋」停、徒歩2分　

◇創立／1910年（43人）　◇田口 哲也、田口 幸実　◇礼

拝／10:30

八幡聖オーガスチン教会［聖公会］

〒805-0048　北九州市八幡東区大蔵2-6-47　Tel.093-652-

3696　◇JR八幡駅　◇創立／1912年（17人）　◇宇田 正

行　◇礼拝／10:00　◇特色／日曜日の礼拝後、聖書を味

わう会を開催。会館・礼拝堂の一部を地域活動のために

開放します。

八幡鉄町教会［日基教団］

〒805-0049　北九州市八幡東区末広町4-15　Tel&Fax. 

093-681-5812　◇JR八幡駅からバス「大蔵バス」停、徒

歩2分　◇創立／1922年（96人）　◇松谷 洋介　◇礼拝

／10:15

【HP】http://www1.bbiq.jp/tetsumachi-ch/

八幡前田教会［基督伝道隊］

〒805-0069　北九州市八幡東区前田1-10-3　Tel.093-671-

1386 Fax.093-681-6243　◇JR八幡駅から徒歩8分　◇創

立／1939年（190人）　◇榎本 和義、金生 一郎　◇礼拝

／10:00

【E-Mail】ichirokano@hya.bbiq.jp

ヨハン北九州キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒805-0067　北九州市八幡東区祇園1-1-3　Tel&Fax.093-

883-9683　◇JR八幡駅前から徒歩5分　◇創立／2006年　  

◇姜 成勲、徐 允美　◇礼拝／10:30,14:00,18:00　◇外国

語／韓国語(14:00)

【HP】http://www.yohan.or.jp/kitakyusyu

北九州市若松区 Kitakyushu-shi,Wakamatsu-ku

日本バプテスト高須キリスト教会［バプ連盟］

〒808-0144　北九州市若松区高須東3-4-5　Tel&Fax.093-

741-4392　◇JR折屋駅からバス「浅川橋」停、徒歩2分　

◇創立／1986年（34人）　◇山田 雄次

若松教会［日基教団］

〒808-0053　北九州市若松区修多羅1-8-1　Tel&Fax.093-

771-4329　◇JR若松駅から徒歩10分　◇創立／1890年

（36人）　◇染森 義孝　◇礼拝／10:30　◇特色／毎週礼

拝後、昼食のうどんを提供しています。

【E-Mail】somechan-wakamatsu.2819@jcom.home.ne.jp

若松バプテスト教会［バプ連盟］

〒808-0014　北九州市若松区栄盛川町9-1　Tel&Fax. 

093-761-1492　◇バス「栄盛川」停、徒歩3分　◇創立／

1890年（79人）　◇鬼塚 諌　◇礼拝／10:45　◇特色／

広い敷地に教会と幼稚園(学)があります。み言葉と祈りと

賛美による教会形成を目指しています。
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10時30分から婦人集会。

【E-Mail】komorino@jec-net.org

田主丸教会［福音ルーテル］

〒839-1233　久留米市田主丸町田主丸104-1　Tel.0943-

73-0610　◇水原 一郎

TLCCC聖なる都久留米教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはホームページでご確認ください　  

◇エリヤ 山下　◇礼拝／10:00,13:30,19:00

【HP】http://web.astone.co.jp/tlccc-kurume/

【E-Mail】shema-yisrael144@syd.odn.ne.jp

平和キリスト教会［単立／独立］

〒830-0017　久留米市日吉町26-12　Tel.0942-30-5851 

Fax.0942-35-1442　◇荒木 俊一

古賀市 Koga-shi

オイコス・チャーチ［単立／独立］

〒811-3114　古賀市舞の里1-6-12　Tel&Fax.092-985-

7414　◇JR千鳥駅から徒歩7分［連絡先：藤江 Tel.090-

9474-0233］　◇創立／2008年　◇藤江 達郎、藤江 由美

子　◇礼拝／10:30　◇特色／牧師夫妻は医療従事者。月

1回預言癒し解放のミニストリーをしています。（どなたで

も参加できます）

古賀五楽ヶ丘キリスト教会［アドベント］

〒811-3103　古賀市中央3-8-32　Tel&Fax.092-942-3145　  

◇JR古賀駅から徒歩5分　◇創立／1983年（14人）　◇矢

野 敏博　◇礼拝／10:45　◇外国語／英語

古賀バプテスト教会［バプ連盟］

〒811-3111　古賀市花見南2-27-45　Tel&Fax.092-942-

2614　◇JR古賀駅西口からバス「花見」停、徒歩3分　

◇創立／1948年（40人）　◇金子 敬、内田 章二　◇礼拝

／10:30　◇特色／人も建物もバリアフリーの教会です。

西南学院、西南女学院と関係の深いバプテストの教会です。

【HP】http://www1.bbiq.jp/koga-baptist/

田川市 Tagawa-shi

田川教会［日基教団］

〒826-0032　田川市平松町12-7　Tel&Fax.0947-45-2324　  

◇日田彦山線田川後藤寺駅から徒歩5分　◇創立／1902

年（30人）　◇犬養 光博　◇礼拝／15:00　◇特色／毎週

水曜日午後2時30分から聖研祈祷会。

太宰府市 Dazaifu-shi

第一バプテスト教会＝FBCD［バプ連合］

〒818-0125　太宰府市五条1-14-18　Tel&Fax.092-924-

8593　◇西鉄太宰府駅から徒歩5分　◇創立／1964年（30

人）　◇松島 正道、有岡 博一　◇礼拝／10:45　◇特色

／子供から高齢者まで、ひとつの家族のようなともに寄り

添い歩む群れです。また、新しい方々へは開放的です。

【HP】http://www16.plala.or.jp/daiichiFBCD/

10:30　◇外国語／英語

【HP】http://www.bap-kurumechurch.jp/

久留米キリスト教会［ホーリネス］

〒830-0051　久留米市南2-9-22　Tel&Fax.0942-21-5252　  

◇西鉄久留米駅からバス「西町」停、徒歩3分　◇創立／

1947年（19人）　◇加藤 きみ　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kurume_chapel@yahoo.co.jp

久留米櫛原教会＝聖霊の吹く教会［日基教団］

〒830-0012　久留米市日の出町111-1　Tel&Fax.0942-33-

4682　◇JR西鉄久留米駅から徒歩15分　◇創立／1957

年（14人）　◇キティ 小久保 次郎、小久保 理恵子　◇礼

拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／牧師はギター、牧

師の妻はソングリーダーをしています。賛美とコーラスが

大すきな教会です。歌いましょう。

久留米シャロームチャーチ［トータル］

〒830-0059　久留米市江戸屋敷2-2-15　Tel.0942-37-8224 

Fax.0942-48-1067　◇名鉄久留米駅からバス「西町」停、

徒歩10分　◇創立／1990年　◇田中 真一郎

【E-Mail】k-shalom@axel.ocn.ne.jp

久留米聖公教会［聖公会］

〒839-0862　久留米市野中町1276-5　Tel.0942-32-2203 

Fax.0942-32-1132　◇西鉄大牟田線西鉄久留米駅から徒

歩10分　◇創立／1913年（97人）　◇山﨑 貞司　◇礼拝

／10:30

久留米聖書教会［単立／独立］

〒839-0851　久留米市御井町2438-5　Tel.0942-44-9739 

Fax.0942-43-6160　◇西鉄久留米駅からバス　◇創立／

1983年（30人）　◇ウィルキンソン，テッド　◇礼拝／

10:30

久留米東町教会［日基教団］

〒830-0032　久留米市東町517　Tel.0942-32-8437　◇西

鉄大牟田本線久留米駅から徒歩5分　◇創立／1900年（57

人）　◇木村 真彦　◇礼拝／10:30　◇特色／子ども合同

礼拝の実施。どなたでもemailにて毎日、御言葉を配信中。

牧師連れ合いが英会話教室開催。

【HP】http://www.fukuoka.com/jesuslove/

【E-Mail】khc@kumin.ne.jp

久留米ベテルキリスト教会［JBM］

〒830-0052　久留米市上津町字中尾山2192-172　Tel& 

Fax.0942-21-8638　◇バス「野添」停、徒歩2分　◇創立

／1969年　◇吉田 有年、工藤 ゆかり、吉田 一誠、吉田 

望　◇礼拝／6:30,9:00,10:30,(金)11:00　◇外国語／タガ

ログ語、英語　◇特色／広々とした土地に建てられた教

会堂。にぎやかな笑い声と賛美にあふれた、国際色豊か

でアットホームな教会。

【HP】http://church.jp/kurume/

【E-Mail】bethel@rainbow.plala.or.jp

小森野キリスト教会［JEC］

〒830-0001　久留米市小森野3-18-26　Tel&Fax.0942-34-

5228　◇バス「久留米高専前」停、徒歩5分　◇創立／

1980年（23人）　◇石﨑 政登、石﨑 美恵子　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後8時から祈り会。木曜日午前



福
岡
県

九
州
・
沖
縄
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

698
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

／10:30

二日市教会［福音ルーテル］

〒818-0058　筑紫野市湯町2-12-5　Tel&Fax.092-922-

2491　◇JR二日市駅から徒歩10分　◇創立／1952年（30

人）　◇野口 勝彦、パウラサーリ，Ｓ　◇礼拝／10:30　

◇特色／木曜日午後6時から祈祷会。高齢者を中心とした

アットホームな教会です。近くに天然温泉があります。

【HP】http://luther-futsukaichi-fukuokanishi-church.blog.ocn.ne

.jp/

中間市 Nakama-shi

中間バプテスト教会［バプ連盟］

〒809-0036　中間市長津2-11-16　Tel&Fax.093-245-

2107　◇JR中間駅西口から徒歩5分　◇安部 寅彦　◇礼

拝／10:30

直方市 Nogata-shi

直方教会［福音ルーテル］

〒822-0025　直方市日吉町14-13　Tel.0949-22-5684　◇

光延 博

直方教会［日基教団］

〒822-0026　直方市津田町7-5　Tel&Fax.0949-22-1423　  

◇JR直方駅から徒歩10分　◇創立／1899年（22人）　◇

本多 香織、鈴木 重宣

直方キリスト教会［聖公会］

〒822-0001　直方市感田3502　Tel.0949-26-3100 Fax. 

0949-26-6009　◇筑豊電鉄感田駅から徒歩5分　◇創立

／1911年（13人）　◇柴本 孝夫　◇礼拝／10:45　◇特

色／落ちついた雰囲気の礼拝。たくさんの元気な子どもた

ちが集うセントポールくらぶを行っています。

直方キリスト伝道所＝直方クリスチャンセ
ンター［アッセンブリー］

〒822-0013　直方市溝堀1-2-2　Tel&Fax.0949-24-8942　  

◇JR直方駅　◇創立／1988年（29人）　◇生武 のぞみ　

◇礼拝／11:00

【E-Mail】nozomi-i@msj.biglobe.ne.jp

直方バプテストキリスト教会［バプ連盟］

〒822-0002　直方市頓野3895-6　Tel&Fax.0949-26-3220　  

◇JR直方駅からバス「西鉄直方」停前　◇創立／1951年

（26人）　◇原口 徹　◇礼拝／10:15

【HP】http://noogatabaptist.gnk.cc

【E-Mail】nogatabaptist@18.gnk.cc

福岡市早良区 Fukuoka-shi,Sawara-ku

早良キリスト教会［バプ連盟］

〒811-1101　福岡市早良区重留7-8-20　Tel&Fax.092-

804-8003　◇バス「重留新町」停、徒歩10分　◇創立／

1990年（26人）　◇高山 裕行、シャフナー，Ｋ・Ｊ　◇礼

拝／11:00　◇特色／家族的な温かい交わりの中で礼拝を

【E-Mail】diamond1000@topaz.plala.or.jp

太宰府キリスト教会［単立／独立］

〒818-0102　太宰府市白川8-7　Tel.092-922-8337 Fax. 

050-6620-4569　◇西鉄太宰府駅から徒歩5分　◇創立／

1953年（130人）　◇柏木 弘明　◇礼拝／10:30　◇特色

／着飾らずに、信仰のよろこびに溢れる教会を目指してい

ます。

【E-Mail】dcchk@buz.bbiq.jp

筑後市 Chikugo-shi

羽犬塚教会［日基教団］

〒833-0041　筑後市和泉東246　Tel.0942-53-2866 Fax. 

0942-53-0297　◇JR羽犬塚駅から徒歩8分［連絡先：世良

田 静江　〒833-0041　福岡県筑後市和泉東246 Tel.0942-

52-9587］　◇創立／1895年（36人）　◇世良田 静江　◇

礼拝／10:15　◇特色／長い伝統に支えられている教会で

す。「元気と明るい」がとりえです。特に女性たちがたく

ましいのが特徴です。

筑紫野市 Chikushino-shi

カリスチャペル福岡［単立／独立］

〒818-0013　筑紫野市岡田2-45-2　Tel&Fax.092-926-

6221　◇西鉄筑紫駅から徒歩15分　◇村上 好伸、湖城 

修　◇礼拝／10:30　◇特色／駐車場有り。バリアフリー

(スロープ、身障者用トイレ)

【HP】http://www.charis.or.jp/

【E-Mail】direct@charis.or.jp

筑紫野天拝坂キリスト教会［単立／独立］

〒818-0053　筑紫野市天拝坂4-10-11　Tel&Fax.092-924-

5605　◇バス「天拝坂第二」停、徒歩3分　◇創立／

2003年（11人）　◇朴 榮子　◇礼拝／10:30　◇特色／日

曜日午後2時から賛美会。

【E-Mail】tenpaizakach@ybb.ne.jp

筑紫野二日市キリスト教会［バプ連盟］

〒818-0059　筑紫野市塔原東4-6-11　Tel&Fax.092-929-

4198　◇JR二日市駅から徒歩12分　◇創立／1985年（51

人）　◇加来 国生、山中 猛士、加来 陽子　◇礼拝／

11:00　◇特色／福音主義。会衆主義。全年齢各層の聖書

学習。多種多様な教会音楽。株分けによる教会形成。日

本的かつ国際的教会。

【HP】http://futsubapch.jp

筑紫野南キリスト教会［バプ連盟］

〒818-0024　筑紫野市原田5-1-24　Tel&Fax.092-919-

8120　◇JR原田駅から徒歩8分［連絡先：梅木 光男　〒

818-0024　福岡県筑紫野市原田5-7-1 Tel.092-926-

7121］　◇創立／2001年（28人）　◇斎藤 剛毅　◇礼拝

／11:00　◇特色／木曜日午後7時30分から祈祷会。金曜

日午前10時30分から聖書の学び会。

二日市栄光キリスト教会［神の教会］

〒818-0056　筑紫野市二日市北2-8-6　Tel&Fax.092-924-

5098　◇西鉄二日市駅から徒歩5分　◇沼 慎二　◇礼拝
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野 英尚　◇礼拝／11:00　◇外国語／手話　◇特色／水

曜日午前10時30分と午後7時30分から祈祷会。日曜日午前

10時から教会学校。

【E-Mail】betaniyamura@image.ocn.ne.jp

福岡弥生教会［日基教団］

〒814-0014　福岡市早良区弥生2-3-12　Tel&Fax.092- 

851-9275 Fax.092-845-8699　◇地下鉄空港線藤崎駅から

徒歩10分　◇創立／1954年（61人）　◇松崎 豊

百道シンフォニーチャーチ［アッセンブリー］

〒814-0006　福岡市早良区百道3-18-50　Tel.090-9470-

4058　◇バス「百道浜4丁目」停、徒歩1分［連絡先：ゴ

ンザレス，ホァン カルロス　〒819-0013　福岡県福岡市

西区愛宕浜4-44-11 Tel.092-881-6535］　◇創立／2002年　  

◇ゴンザレス，ホァン カルロス、ゴンザレス，コレット　

◇礼拝／10:30　◇特色／日曜学校午前10時～。水曜午前

婦人聖書研究、夕方子供聖書クラブ、ゴスペル。すべて

日英語。

ヨハン福岡キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒814-0003　福岡市早良区城西3-1-9　Tel&Fax.092-846-

1130　◇地下鉄西新駅4番出口から徒歩3分　◇廉 元一、

金 政栄　◇礼拝／10:30,14:00,18:00　◇外国語／韓国語

(14:00)

【HP】http://www.yohanfukuoka.com/

福岡市城南区	 Fukuoka-shi,Jonan-ku

かたえキリスト教会［バプ連盟］

〒814-0142　福岡市城南区片江1-11-7　Tel&Fax.092-

865-3084　◇城南市民プールから徒歩5分　◇創立／

1986年（30人）　◇堀内 明　◇礼拝／10:30

日本バプテスト福岡城西キリスト教会［バプ連盟］

〒814-0104　福岡市城南区別府5-10-28　Tel&Fax.092-

831-6882　◇地下鉄西新駅からバス10分「別府4丁目」

停　◇創立／1974年（74人）　◇梅崎 良則、寺園 喜基、

安藤 栄雄　◇礼拝／10:15

福岡教会［栄光の福音］

〒814-0123　福岡市城南区長尾町4-22-8［連絡先：

Tel.092-561-3964］　◇副田 静子

福岡教会［基督兄弟団］

〒814-0113　福岡市城南区田島1-2-25　Tel&Fax.092-

844-2224　◇地下鉄七隈線六本松駅から徒歩13分　◇創

立／1943年（81人）　◇福永 雄二、福永 実枝、高野 秀

男　◇礼拝／10:30　◇特色／家族で教会に来られる方々

が多く、アットホームな教会です。青い色の建物がシンボ

ルの教会です。

【HP】http://www.geocities.jp/kyoudaidan_fukuoka/

【E-Mail】kyoudaidan-fukuoka@jasmine.ocn.ne.jp

福岡教会油山シャローム・チャペル［イエス・キリスト］

〒814-0155　福岡市城南区東油山6-15-9　Tel.092-873-

6230 Fax.092-873-6232　◇バス「駄ヶ原」停、徒歩10分　  

◇創立／1955年（250人）　◇横田 法路、横田 千春　◇

礼拝／6:30,10:30　◇特色／聖書の正しい理解と神の恵み

守っています。初めての方も安心してお越し下さい。

【HP】http://www.sawara-c.org

【E-Mail】sawarachurch@yahoo.co.jp

西南学院バプテスト教会［バプ連盟］

〒814-0002　福岡市早良区西新7-5-35　Tel.092-821-2852 

Fax.092-821-0632　◇地下鉄空港線西新駅から徒歩5

分　◇創立／1922年（238人）　◇踊 一郎、ハンキンス，

リディア、古澤 嘉生　◇礼拝／10:40　◇外国語／英語　

◇特色／西南学院のキャンパス内にあり、学院関係者と

地域の人々のための教会として活動しています。

【HP】http://park8.wakwak.com/~seinan-baptist/

田隈バプテスト教会［バプ連盟］

〒814-0171　福岡市早良区野芥1-6-13　Tel&Fax.092-

871-3066　◇JR博多駅からバス「野芥1丁目」停、徒歩2

分　◇創立／1961年（50人）　◇田中 伊策　◇礼拝／

10:50

西福岡教会［日基教団］

〒814-0015　福岡市早良区室見2-14-17　Tel&Fax.092-

821-4365　◇地下鉄空港線室見駅から徒歩3分　◇創立

／1947年（62人）　◇村上 満里子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www7a.biglobe.ne.jp/~nfc/nfc/

福岡アサ会［単立／独立］

〒814-0161　福岡市早良区飯倉7-8-14［連絡先：加藤 高

穂　〒818-0085　福岡県筑紫野市針摺北3-20 Tel.092-

922-5750］　◇創立／1931年（100人）　◇加藤 高穂　◇

礼拝／11:00

【HP】http://fukuoka-asakai.sakura.ne.jp/

福岡有田バプテスト教会［バプ連盟］

〒814-0033　福岡市早良区有田1-35-25　Tel.092-841-

0490 Fax.092-847-2137　◇地下鉄空港線藤崎駅からバス

「有田一丁目」停　◇創立／1978年（30人）　◇金丸 真　

◇礼拝／11:00　◇特色／アットホームで笑顔があふれる

素敵な教会です。

福岡教会野芥シャローム・チャペル［イエス・

キリスト］

〒814-0171　福岡市早良区野芥2-25-7　Tel.092-873-3633　  

◇横田 武幸、横田 法路

【E-Mail】Shalom@opal.famille.ne.jp

福岡西教会［福音ルーテル］

〒814-0163　福岡市早良区干隈3-13-1　Tel&Fax.092-

864-2564　◇地下鉄七隈線野芥駅から徒歩10分［連絡先：

日本福音ルーテル二日市教会　〒818-0058　福岡県筑紫

野市湯町2-12-5 Tel.092-922-2491］　◇創立／1970年（38

人）　◇野口 勝彦、パウラサーリ，Ｓ　◇礼拝／10:30　

◇特色／火曜日午前10時30分から祈祷会。教会菜園があ

り交わりを重視したアットホームな教会です。

【HP】http://luther-futsukaichi-fukuokanishi-church.blog.ocn.ne

.jp/

福岡ベタニヤ村教会［バプ連盟］

〒814-0031　福岡市早良区南庄5-4-37　Tel&Fax.092-

841-0198　◇地下鉄室見駅から徒歩10分　◇創立／1979

年（49人）　◇安藤 栄二、バークレー，ギャリー・W、水
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山崎 裕子　◇礼拝／10:30　◇特色／月一度ゴスペルワ

ークショップを行っています。子どもハンドベルクワイヤ

ーがあり、礼拝等で奉仕しています。

【E-Mail】yamazakielzion@ybb.ne.jp

福岡大濠公園教会［基督伝道隊］

〒810-0053　福岡市中央区鳥飼2-2-26　Tel.092-771-2403 

Fax.092-741-7421　◇地下鉄唐人町駅から徒歩8分　◇創

立／1928年（88人）　◇榎本 和義　◇礼拝／10:30

【HP】http://christianity.hombu.com/

【E-Mail】e-kazu@har.bbiq.jp

福岡教会［ナザレン］

〒810-0021　福岡市中央区今泉1-20-10　Tel&Fax.092-

741-9782　◇地下鉄空港線天神駅から徒歩5分　◇創立

／1931年（53人）　◇岸田 眞由美　◇礼拝／10:30

福岡警固教会［日基教団］

〒810-0023　福岡市中央区警固2-11-20　Tel&Fax.092-

741-9002　◇JR博多駅からバス「警固町」停　◇創立／

1885年（131人）　◇江口 充　◇礼拝／10:30

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/kegokyohkai/

【E-Mail】mituru-pa@jcom.home.ne.jp

福岡国際キリスト教会＝FIC［バプ連盟］

〒810-0041　福岡市中央区大名1-12-45　Tel&Fax.092-

716-7789　◇地下鉄天神駅から徒歩6分［連絡先：木村 

公一　〒819-1574　福岡県前原市川原516 Tel.092-322-

7165］　◇創立／1980年（39人）　◇木村 公一、柏本 隆

宏　◇礼拝／10:45　◇外国語／英語(10:45)　◇特色／

英語と日本語の2か国語の礼拝です。福音伝道、平和の奉

仕、世界宣教の3つを教会形成の柱としています。

【HP】http://www1.bbiq.jp/ficbaptist/

【E-Mail】fic@ori.bbiq.jp

福岡城東橋教会［日基教団］

〒810-0028　福岡市中央区浄水通3-8　Tel.092-521-0656 

Fax.092-401-2780　◇福岡地下鉄七隈線、徒歩7分　◇創

立／1889年（107人）　◇栄元 利男

【HP】http://www.wakaba-kid.jp/jyotobashi/

福岡城南教会［日キ教会］

〒810-0027　福岡市中央区御所ヶ谷5-39　Tel.092-521-

7122 Fax.092-521-7124　◇創立／1931年　◇澤 正幸

福岡聖書キリスト教会［バプ連盟］

〒810-0034　福岡市中央区笹丘1-36-30　Tel.092-741-

9203 Fax.092-741-2232　◇地下鉄七隈線六本松駅から徒

歩14分　◇創立／1970年（181人）　◇浜中 満、浜中 恒雄、

浜中 有希子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後7時30

分と木曜日午前10時30分から祈祷会。

福岡聖書研究会［無教会］

〒810-0001　［集会場］福岡市中央区天神1-1-1 アクロス

福岡セミナールーム　◇地下鉄天神駅から徒歩5分［連絡

先：〒814-0003　福岡県福岡市早良区城西1-3-6 Tel.092-

845-3634］　◇創立／1930年（30人）　◇秀村 弦一郎、

光石 栄、大園 正臣、松村 敬成　◇礼拝／10:00

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/fukuokaseiken/

とあわれみに満ちたよろこびと賛美がある。一人一人が大

切にされている。

福岡聖書教会＝JECA有志教会協力開拓［JECA］

〒814-0133　福岡市城南区七隈1-16-14 干隈トライアンビ

ル201　Tel.092-866-5064　◇地下鉄七隈線金山駅から徒

歩15分　◇創立／2010年　◇井之上 薫　◇礼拝／10:30

【HP】http://fbc2010.web.fc2.com/

【E-Mail】fbc2010@hotmail.co.jp

福岡市中央区 Fukuoka-shi,Chuou-ku

救世軍福岡小隊［救世軍］

〒810-0014　福岡市中央区平尾1-8-1　Tel&Fax.092-531-

7418　◇西鉄大牟田線薬院駅から徒歩10分　◇創立／

1913年（45人）　◇間島 年夫、間島 フタミ　◇礼拝／

10:45

シオンクリスチャンフェロシップ福岡［Z.C.F］

〒810-0041　福岡市中央区大名2-4-38 チサン天神Ⅲ407　  

Tel.092-715-2728　◇紙谷 彰一

天神聖書集会［無教会］

〒810-0073　福岡市中央区舞鶴2-7-7 九州キリスト教会館　  

Tel.092-712-6808　◇地下鉄赤坂駅から徒歩5分［連絡先：

市村 昭三　〒814-0161　福岡県福岡市早良区飯倉7-4-4 

Tel.092-871-1310］　◇創立／1958年（30人）　◇市村 昭

三、松尾 清幹、秀村 選三、副島 浩、大津留 敬　◇礼拝

／10:00　◇特色／旧新約聖書講義を主体とした礼拝集会。

鳥飼バプテスト教会［バプ連盟］

〒810-0053　福岡市中央区鳥飼1-6-17　Tel.092-751-9392 

Fax.092-734-6529　◇バス「鳥飼」停、徒歩4分　◇創立

／1956年（85人）　◇三田 照雄　◇礼拝／7:00

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~torikai/

【E-Mail】torikai@gaea.ocn.ne.jp

日本バプテスト福岡基督教会＝福岡バプテ
スト教会［バプ連盟］

〒810-0062　福岡市中央区荒戸2-5-16　Tel&Fax.092- 

741-6256 Tel.092-715-0989　◇地下鉄大濠公園駅から徒

歩8分　◇創立／1892年（90人）　◇坂東 資朗　◇礼拝

／10:30

福岡栄光キリスト教会［ウェスレアン］

〒810-0044　福岡市中央区六本松1-7-30　Tel&Fax.092-

722-6554　◇地下鉄七隅線六本松駅から徒歩7分　◇創

立／1936年（49人）　◇黒木 道歩　◇礼拝／10:15　◇

特色／毎月1回日曜19：00〜伝道会、14：30〜16：00光の

こひつじ会(こども会)。毎水曜10：00〜聖書研究会、19：

00〜祈祷会。

【HP】http://www.geocities.jp/fukuokagcc/

【E-Mail】QWK05431@nifty.com

福岡エルシオン教会＝福岡エルシオンチャ
ペル［ウェスレアン］

〒810-0044　福岡市中央区六本松3-16-19　Tel.092-715-

7135 Fax.092-771-8896　◇西鉄天神駅からバス「護国神

社前」停、徒歩1分　◇創立／1985年（50人）　◇山崎 忍、
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今宿キリスト教会［神の教会］

〒819-0167　福岡市西区今宿1-25-3　Tel.092-807-3831 

Fax.092-806-0220　◇JR今宿駅から徒歩10分　◇創立／

1951年（22人）　◇松本 弥生(信徒)　◇礼拝／10:45

周船寺教会［日基教団］

〒819-0373　福岡市西区周船寺1-8-6　Tel&Fax.092- 

806-0567 Fax.092-806-0849　◇JR周船寺駅から徒歩5分　  

◇創立／1948年（42人）　◇森 言一郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.bbiq.jp/susenji-church/

西福岡キリスト教会［ホーリネス］

〒819-0031　福岡市西区橋本2-3-29　Tel&Fax.092-811-

2031　◇地下鉄七隈線橋本駅から徒歩10分　◇創立／

2001年（18人）　◇筒井 敏博、コーラー，サムエル、コー

ラー，カレン　◇礼拝／10:45　◇外国語／英語　◇特色

／明るくて家庭的な教会です。英会話、カウンセリング、

子ども会などもあります。

【HP】http://www.jhc.or.jp/nishifukuoka/

【E-Mail】tsutsui316@able.ocn.ne.jp

バプテスト野方キリスト教会［バプ連盟］

〒819-0032　福岡市西区戸切2-9-39　Tel.092-811-7944 

Fax.092-811-6966　◇地下鉄橋本駅から徒歩5分　◇創立

／1979年（88人）　◇泉 清隆　◇礼拝／10:30　◇特色

／毎年、西南学院大学神学部より神学生が来てくださり、

楽しい交わりのあるバランスの取れた教会です。

【HP】http://www1.bbiq.jp/nokata/

【E-Mail】nokata@ina.bbiq.jp

福岡伝道所＝福岡キリスト教会［アライアンス］

〒819-0054　福岡市西区上山門1-14-27　Tel&Fax.092-

881-8920　◇JR下山門駅から徒歩10分　◇創立／1978年

（13人）　◇平井 政司　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日

午前10時30分から祈祷会

福岡福音自由教会［福音自由］

〒819-0164　福岡市西区今宿町681-1　Tel.092-806-0038 

Fax.092-806-0538　◇創立／1996年（20人）　◇宮内 誠

二、コンラッド，ダグラス　◇礼拝／10:00　◇特色／姪

浜クリスチャンセンターを始めました(英会話、料理教室、

バイブルスタディなど)。

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~f-efc/

【E-Mail】fefcmiya@abeam.ocn.ne.jp

福岡めぐみ教会［同盟基督］

〒819-0041　福岡市西区拾六町1-22-19　Tel&Fax.092-

882-3942　◇地下鉄橋本駅から徒歩12分　◇創立／1995

年（38人）　◇入江 喜久雄、入江 直美、車 熙淑、結城 

福岡聖パウロ教会［聖公会］

〒810-0045　福岡市中央区草香江2-9-22　Tel.092-751-

0097 Fax.092-751-9916　◇JR博多駅からバス「城南草ヶ

江」停　◇創立／1891年（241人）　◇濱生 正直

福岡中央教会［KCCJ］

〒810-0073　福岡市中央区舞鶴2-7-7 九州キリスト教会館

2F　Tel&Fax.092-715-4250　◇金 明均　◇礼拝／11:00,

13:00　◇外国語／韓国語、日本語

福岡中部教会［日基教団］

〒810-0041　福岡市中央区大名2-4-36　Tel.092-731-7173 

Fax.092-731-9188　◇地下鉄赤坂駅から徒歩3分　◇創立

／1884年（345人）　◇古屋 治雄、浅場 知毅　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.fcc-uccj.jp/

【E-Mail】office@fcc-uccj.jp

福岡ベタニヤチャーチ［ワールドミッション］

〒810-0031　福岡市中央区谷1-15-28 ホレブ六本松2Ｆ　

Tel.092-737-1717 Fax.092-737-1727　◇地下鉄六本松駅

から徒歩3分　◇創立／2006年（19人）　◇岡村 正剛、

若山 ルースアン　◇礼拝／11:00　◇特色／英語での聖

書の学び会をやっています。

【HP】http://www.talant-net.jp/bethany/

福岡渡辺通教会［日基教団］

〒810-0004　福岡市中央区渡辺通4-5-1　Tel&Fax.092-

751-6103　◇西鉄天神大牟田線薬院駅北口から徒歩4分　

◇創立／1893年（150人）　◇西岡 巌　◇礼拝／10:30

門司いのちの泉キリスト教会［単立／独立］

〒810-0022　福岡市中央区薬院3-3-9 スコーレ薬院304 岸

川宅　Tel.090-2266-1035　◇西鉄天神大牟田線・地下鉄

城南線薬院駅から徒歩2分　◇村田 雅春　◇礼拝／

10:30　◇特色／ＤＶＤによる礼拝ですが月１回村田雅春

牧師がメッセージを行います。

六本松キリスト福音教会［KKFF］

〒810-0035　福岡市中央区梅光園1-2-2　Tel&Fax.092-

751-5022　◇地下鉄七隈線六本松駅から徒歩3分　◇創

立／1958年（64人）　◇折田 泰彦、折田 謙一　◇礼拝／

10:30,17:00　◇特色／水曜日午前10時婦人セル、水曜日

午後7時夕食つき学び祈り会、土曜夜は青年たちの賛美礼

拝。

【HP】http://www.geocities.jp/ropponmatsu_church/

【E-Mail】roppon_ch@yahoo.co.jp

福岡市西区 Fukuoka-shi,Nishi-ku

伊都キリスト教会［バプ連盟］

〒819-0164　福岡市西区今宿町124-1　Tel.092-807-9080 

Fax.092-807-2298　◇JR今宿駅から徒歩3分　◇創立／

1981年（130人）　◇友納 徳治、早川 寛　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~ito.ch/

http://www1.ocn.ne.jp/~ito.ch/
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博多ニューライフ教会［アッセンブリー］

〒812-0016　福岡市博多区博多駅南3-13-29　Tel&Fax. 

092-481-5477　◇JR博多駅から徒歩15分　◇創立／1996

年（56人）　◇藤田 豊樹、ゴール，デイビット、南里 孝子、

ハミルトン 尚美　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇

特色／セルを中心とした多国籍の楽しく、力強い教会です。

チャーチスクール

(小・中・高)を開校しています。

【HP】http://hakatanewlifechurch.org/

【E-Mail】fujibo_n@yahoo.co.jp

博多メノナイト・キリスト教会［メノナイト教会会議］

〒816-0082　福岡市博多区麦野2-5-16　Tel&Fax.092-

584-0046　◇西鉄雑餉隈駅から徒歩12分　◇創立／1990

年　◇礼拝／10:45

福岡教会［KCCJ］

〒812-0044　福岡市博多区千代5-11-48　Tel.092-641-

9551 Fax.092-641-0511　◇千代県庁口駅から徒歩10分

［連絡先：Tel.092-651-9786］　◇創立／1927年（150人）　

◇朴 米雄　◇礼拝／11:00,19:00　◇外国語／韓国語　◇

特色／主日礼拝は、韓・日で行います。夕拝はその都度

の状況で判断します。

【HP】http://www.fukuokachurch.org/

【E-Mail】fukuokach@fukuokachurch.org

福岡社家町教会［日基教団］

〒812-0039　福岡市博多区冷泉町6-7　Tel&Fax.092-291-

0298　◇地下鉄空港線祇園駅から徒歩5分　◇創立／

1913年（82人）　◇横竹 明房　◇礼拝／10:30　◇特色／

築80年の木造の礼拝堂で礼拝を行う少人数の小さな教会

です。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~skmc/

福岡ハーベストチャーチ［トータル］

〒812-0863　福岡市博多区金の隈2-7-7　Tel&Fax.092- 

504-5190 Tel.092-504-2582　◇福岡空港から車15分　◇

創立／1989年（300人）　◇西田 国雄、城戸 英生、永田 

信義　◇礼拝／9:00,11:00　◇外国語／手話　◇特色／

パワフルな讃美礼拝、笑いの絶えない交わり、老いも若き

もバリバリ元気。何よりもアットホームな教会です。

【HP】http://fhc.qee.jp/

【E-Mail】mail@harvest-church.jp

フルゴスペル福岡教会［JFGA］

〒812-0861　福岡市博多区浦田2-15-7　Tel.092-504-5805 

Fax.092-504-5806　◇バス「桜ヶ丘第一」停、徒歩7分　

◇創立／1990年（420人）　◇金 エシュルン、金 ダニエル、

野口 千代次、井上 拓枝　◇礼拝／8:40,10:40　◇外国語

／韓国語、英語　◇特色／チャーチスクールの園児から

晋次　◇礼拝／10:30　◇外国語／中国語、韓国語　◇

特色／聖書に養われ、宣教に燃える教会。賛美と祈り、

聖書による信仰共同体。全世界に遣わす教会。

【HP】http://www.geocities.jp/grace7church/

【E-Mail】fukuokagc2005@yahoo.co.jp

姪浜バプテスト教会［バプ連盟］

〒819-0002　福岡市西区姪の浜4-22-9　Tel.092-881-0383 

Fax.092-883-7749　◇地下鉄「姪浜」駅から徒歩1分　◇

創立／1956年（81人）　◇加藤 英治、松見 俊　◇礼拝／

11:00

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~y_matsu/

【E-Mail】wwjd_meinohama@y9.dion.ne.jp

福岡市博多区 Fukuoka-shi,Hakata-ku

九州福音センター［福音宣教会］

〒812-0011　福岡市博多区博多駅前4-11-6 第5いそのビル

707　Tel&Fax.092-413-1778　◇JR博多駅　◇創立／

1984年（175人）　◇万代 栄嗣　◇礼拝／不定期(お問い

合わせください)　◇特色／万代牧師の同時中継のほか、

月3回の集会を行っています。子どもからお年寄りまで元

気いっぱいの集会をしています。

【HP】http://www.mission.or.jp/

【E-Mail】kyushu@mission.or.jp

JOY CHURCH［単立／独立］

〒812-0045　福岡市博多区東公園4-5 NKS 2F　Tel.092-

643-5534 Fax.092-643-5536　◇JR吉塚駅から徒歩4分　

◇カン，パウロ　◇礼拝／16:00

【HP】http://joychurch.at.webry.info/

【E-Mail】jenm@jenm.org

博多教会［福音ルーテル］

〒812-0028　福岡市博多区須崎町3-9　Tel.092-291-2404 

Fax.092-291-1276　◇地下鉄中洲川端駅から徒歩10分　

◇創立／1906年（170人）　◇長岡 立一郎、パウラサーリ，

Ｓ　◇礼拝／10:30

博多教会［KCCJ］

〒812-0857　福岡市博多区西月隈3-11-50　Tel&Fax.092-

414-8133　◇博多駅バスセンターからバス「板付」停。［連

絡先：崔 正剛　〒811-1365　福岡県福岡市南区皿山1-1-

19 Tel.092-562-2322］　◇創立／2004年（22人）　◇崔 

正剛　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語　◇特色／水

曜日午後7時、金曜日午後7時から祈祷会。礼拝は日本語

と韓国語を併用してます。

【HP】http://hakata-church.com/

【E-Mail】kccjhakatachurch@hotmail.com

博多キリスト教会［バプ連盟］

〒812-0851　福岡市博多区青木1-10-28　Tel&Fax.092- 

622-6995 Tel.092-623-1442　◇福岡空港(国内線)から徒

歩15分　◇創立／1961年（170人）　◇川内 研二　◇礼

拝／10:45

【HP】http://www.geocities.jp/hakatachurch/

【E-Mail】1671869501@jcom.home.ne.jp

http://fhc.qee.jp/
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香住ヶ丘バプテスト教会［バプ連盟］

〒813-0003　福岡市東区香住ヶ丘4-2-14　Tel.092-681-

0513 Fax.092-985-3591　◇西鉄貝塚線香椎花園駅から徒

歩5分［連絡先：久賀 英男　〒813-0001　福岡県福岡市

東区唐原3-10-37 Tel.092-682-5297］　◇創立／1966年（54

人）　◇久賀 英男、藤井 健児、川野 直人　◇礼拝／

10:15　◇特色／07年に47年振りに新会堂建築。未就園児・

未就学児の幼児保育を実施。地域に親しまれる教会を目

指して奮闘中。

【HP】http://kasumigaokabp.church.jp/

西戸崎キリスト教会［バプ連盟］

〒811-0321　福岡市東区西戸崎6-2-27　Tel&Fax.092-

603-0258　◇JR西戸崎駅から徒歩10分　◇創立／1951年

（40人）　◇濱川 耕一　◇礼拝／10:45　◇特色／主日9時

30分〜全年齢層(幼稚〜成人科)の教会学校。第2・4主日18

時〜ワーシップ中心の讃美夕礼拝。

【HP】http://www.k5.dion.ne.jp/~bap_stzc/

【E-Mail】saitozaki-church@mail.goo.ne.jp

聖ペテロ教会［福音ルーテル］

〒811-0201　福岡市東区三苫2-35-8　Tel&Fax.092-606-

2198　◇和田 憲明、早川 顕一

箱崎教会［福音ルーテル］

〒812-0053　福岡市東区箱崎3-32-3　Tel&Fax.092-641-

5440　◇地下鉄箱崎九大前駅から徒歩2分　◇創立／

1921年（83人）　◇和田 憲明

箱崎キリスト福音教会［KKFF］

〒812-0068　福岡市東区社領2-11-11　Tel.092-621-9822 

Fax.092-663-0492　◇JR箱崎駅から徒歩10分［連絡先：

Tel.092-663-0492］　◇創立／1978年（25人）　◇松崎 英

高　◇礼拝／11:00　◇特色／明るくて気さくな雰囲気の

中で礼拝を行っています。ご希望により、初心者、基礎ク

ラスを行なっています。

【HP】http://www1.bbiq.jp/hakozaki-cec/

【E-Mail】hakozaki-cec@awa.bbiq.jp

バプテスト東福岡教会［バプ連盟］

〒812-0054　福岡市東区馬出4-13-15　Tel.092-651-3978　  

◇地下鉄箱崎線箱崎宮前駅［連絡先：中條 信治 Tel.092-

651-6270］　◇創立／1953年（48人）　◇中條 信治、中條 

邦子　◇礼拝／11:00

福岡アガペーハウス(伝)［アドベント］

〒813-0044　福岡市東区千早1-35-15　Tel&Fax.092-681-

6686　◇創立／2001年　◇矢野 敏博、エクイパド，ジュ

リアス

福岡教会名島シャローム・チャペル［イエス・

キリスト］

〒813-0043　福岡市東区名島3-27-1　Tel.092-985-4636　

◇横田 武幸、横田 法路

【E-Mail】Shalom@opal.famille.ne.jp

福岡キリスト教会［ホーリネス］

〒813-0035　福岡市東区松崎2-5-18　Tel&Fax.092-683-

1168　◇バス「火の見下」停、徒歩2分　◇創立／1991

年（19人）　◇筒井 敏博、栗田 征雄　◇礼拝／10:30

小中高生への聖書教育とバイリンガルによる教育で子供

に夢とビジョンを与えます。

【HP】http://www.fgfc.jp/

【E-Mail】fgfc@fgfc.jp

南福岡キリスト教会［キリストの教会］

〒816-0886　福岡市博多区南八幡町2-9-19-GM206　Tel& 

Fax.092-575-3822　◇JR南福岡駅から徒歩8分　◇創立

／1999年（8人）　◇大庭 力　◇礼拝／16:30　◇特色／

刑務所での教誨師をして、刑務所伝道の重荷を負ってい

ます。

【E-Mail】jzw02046@nifty.ne.jp

福岡市東区 Fukuoka-shi,Higashi-ku

イエスキリスト博多希望教会［単立／独立］

〒811-0214　福岡市東区和白東2-33-29　Tel.092-607-

8137　◇内田 健五

海の中道キリスト教会［単立／独立］

〒811-0203　福岡市東区塩浜1-1-5　Tel&Fax.092-607-

0392　◇JR和白駅から徒歩7分　◇創立／1998年（15人）　  

◇今村 誠　◇礼拝／19:00(金)

香椎教会［日基教団］

〒813-0044　福岡市東区千早6-3-3　Tel&Fax.092-661-

3419　◇西鉄貝塚線駅香椎宮前駅から徒歩5分　◇創立

／1968年（92人）　◇入江 清弘　◇礼拝／10:30

香椎集会［バプ連盟］

〒813-0016　福岡市東区香椎浜4-1-12　Tel&Fax.092-

661-4954　◇西鉄千早駅から徒歩10分　◇川野 直人

香椎バプテスト教会［単立／独立］

〒813-0012　福岡市東区香椎駅東1-12-37　Tel.092-671-

1149 Fax.092-672-7792　◇JR香椎駅から徒歩5分　◇創

立／1969年（84人）　◇森山 健也　◇礼拝／10:30,16:00

【HP】http://www.kashii-baptist-church.org/

香住丘キリスト福音教会［KKFF］

〒813-0001　福岡市東区唐原1-16-16　Tel&Fax.092-662-

7898　◇JR九産大前駅から徒歩7分　◇創立／1967年

（100人）　◇野村 幸生、下稲葉 康之　◇礼拝／10:00,

11:00　◇特色／日曜学校はメビック、子育てママの会、

学生会、音楽会、トーンチャイム演奏など多彩な活動、明

るく和やかな教会。

【HP】http://kasumifukuin.sonicserve.jp

http://www.fgfc.jp/


福
岡
県

九
州
・
沖
縄
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

704
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

2698　◇JR博多駅からバス「長丘１丁目」停、徒歩5分　

◇創立／1968年（64人）　◇坂井 孝宏　◇礼拝／10:30

【E-Mail】1422930201@jcom.home.ne.jp

長住バプテスト教会［バプ連盟］

〒811-1362　福岡市南区長住1-8-20　Tel&Fax.092-511-

5967　◇西鉄大牟田線高宮駅からバス「長住2丁目」停、

徒歩2分　◇創立／1966年（120人）　◇白石 久幸、小林 

洋一　◇礼拝／10:30

平尾バプテスト教会［バプ連盟］

〒815-0071　福岡市南区平和1-5-23　Tel&Fax.092-531-

6729　◇西鉄平尾駅から徒歩3分　◇創立／1960年（80人）　  

◇平良 憲誠、青野 太潮、松村 祐二郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/hirao-ch/

福岡家の教会［カルバリーグループ］

〒811-1362　福岡市南区長住4-9-24　Tel.092-551-7267　

◇村田 マサエ(信徒)

福岡教会［キリスト伝道団］

〒815-0082　福岡市南区大楠2-9-28　Tel.092-531-5573 

Fax.092-521-8813　◇西鉄大牟田線平尾駅から徒歩5分　

◇創立／1935年（40人）　◇井手 宗雄　◇礼拝／10:00

福岡女学院教会［日基教団］

〒811-1321　福岡市南区柳瀬1-41-32　Tel&Fax.092-591-

5627　◇西鉄大牟田本線井尻駅　◇創立／1946年（118

人）　◇多田 玲一　◇礼拝／10:30

福岡新生キリスト教会［バプ連盟］

〒811-1344　福岡市南区三宅3-33-1　Tel&Fax.092-561 

-6791 Tel.092-561-4233　◇西鉄大牟田線大橋駅から徒歩

15分［連絡先：竹田 浩　〒811-1344　福岡県福岡市南区

三宅3-34-22-201 Tel.092-561-6791］　◇創立／1968年

（190人）　◇竹田 浩、竹田 殉聖、野口 和子、山田 裕美子、

李 聖徳、張 磊　◇礼拝／10:30,19:00　◇外国語／中国

語(15:00)　◇特色／私達の教会では毎週午後3時より中国

語による礼拝を行っています。中国語で礼拝したい方を歓

迎します。

【HP】http://www.fschrist.com

【E-Mail】takeda1941@nifty.com

福岡玉川教会［日基教団］

〒815-0041　福岡市南区野間2-8-12　Tel&Fax.092-541-

6515　◇西鉄大牟田線高宮駅からバス「神田町一丁目」停、

徒歩4分　［連絡先：西八條 敬洪　〒815-0041　福岡県福

岡市南区野間2-8-12 Tel.092-541-6515］　◇創立／1950年

（31人）　◇西八條 敬洪　◇礼拝／10:15

【HP】http://members3.jcom.home.ne.jp/futamaga/

福岡筑紫野教会［日キ教会］

〒811-1302　福岡市南区井尻3-7-31　Tel&Fax.092-591-

4580　◇西鉄井尻駅から徒歩2分　◇創立／1966年（34

人）　◇藤田 英夫　◇礼拝／10:10　◇特色／小さな子ど

もたちもみなでいっしょに礼拝しています。

福岡伝道所［東洋ローア］

〒815-0032　福岡市南区塩原2-8-2 福岡市立南市民センタ

ー(郵便物の差出不可)　◇西鉄大牟田線大橋駅から徒歩

福岡キリスト教会［アッセンブリー］

〒813-0041　福岡市東区水谷1-14-3　Tel&Fax.092-681-

5501　◇JR千早駅から徒歩5分　◇創立／1960年（24

人）　◇吉山 幸伸、吉山 益子　◇礼拝／10:30

福岡グレース教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒812-0053　福岡市東区箱崎5-11-7-310　Tel&Fax.092-

631-0839　◇地下鉄箱崎線貝塚駅から徒歩10分　◇朴 鍾

革

福岡バイブルチャーチ［単立／独立］

〒813-0033　福岡市東区多々良1-9-15　Tel&Fax.092-

683-5088　◇バス「多々良」停、徒歩1分　◇創立／

1988年（60人）　◇佐藤 鉄雄　◇礼拝／14:00　◇特色

／賛美礼拝における霊的解放を重視、み言葉の真理を悟

り、自由な者とされ、主の証人となる事を各人が目指す。

【HP】http://happytown.orahoo.com/fukuoka.bible.church/

【E-Mail】fukbch-hlja@ksh.biglobe.ne.jp

福岡市南区 Fukuoka-shi,Minami-ku

愛仰免ハレルヤ日本国福岡国際ニューエル
サレム・イエス・キリスト福音教会［超教派］

〒811-1345　福岡市南区向新町1-11-50 レオパレス102　

Tel.092-542-2454　◇西鉄福岡(天神)駅から自転車30分

［連絡先：河上 勝美　〒814-0100　福岡県福岡市城南区

東梅林2-22-2 Tel.092-801-5979］　◇創立／1987年　◇林 

優二郎、河上 勝美　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語、

ヘブル語、ギリシヤ語、韓国語　◇特色／教会員数では

なく、愛・信・望と聖霊様にこだわり続けた教会。どんな

小さな相談ごとでも、気軽にお電話ください。

イエスキリスト神の愛教会［福音の群］

〒815-0033　福岡市南区大橋3-16-29　Tel&Fax.092-552 

-1230 Tel.092-561-4370　◇西鉄大橋駅から徒歩12分　◇

創立／1978年（82人）　◇中山 隆志、中山 洋子　◇礼拝

／10:30,16:00　◇テレホン／092-541-1947　◇特色／水

曜日午後7時から祈祷会。火曜日午前11時から婦人会。

【E-Mail】gotlove1fukuoka@h6.dion.ne.jp

インマヌエル福岡キリスト教会［IGM］

〒815-0082　福岡市南区大楠3-19-12　Tel.092-531-1001 

Fax.092-531-1041　◇西鉄高宮駅から徒歩3分　◇國重 

雅治、國重 邦子、國重 潔志、國重 由紀子　◇礼拝／

10:15

TLCCCいのちの冠福岡教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

Tel.092-732-7362］　◇創立／1990年（62人）　◇イスラ

エル 小須田 恵、佐田 典子、小須田 ゆりか、佐々木 典子、

木本 直美、苫米地 晃一　◇礼拝／9:35,10:45,14:50,

19:00,14:00(月曜のみ)　◇特色／月曜午後2時から平日礼

拝。3時半から預言者学校(入門)で御霊の賜物について聖

書から学んでいます。

【HP】http://www.geocities.jp/crownoflife_fukuoka/

【E-Mail】crown-of-life@hotmail.co.jp

長丘教会［改革派］

〒815-0075　福岡市南区長丘1-15-5　Tel&Fax.092-551-
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【E-Mail】nakajimy@ga2.so-net.ne.jp

瀬高ペンテコステ教会［単立／独立］

〒835-0023　みやま市瀬高町小川419-8　Tel&Fax.0944-

63-2107　◇JR瀬高駅から徒歩10分　◇創立／1967年

（110人）　◇石和 輝男、松尾 孝司、木庭 功、竹下 則

之　◇礼拝／10:30,19:30

宮若市 Miyawaka-shi

宮田教会＝宮田キリスト教会［日基教団］

〒823-0011　宮若市宮田73　Tel&Fax.0949-32-0733　◇

バス「宮田」停　◇創立／1948年（20人）　◇牧村 元太

郎　◇礼拝／10:30

宗像市 Munakata-shi

赤間教会［日基教団］

〒811-4145　宗像市陵厳寺2-23-8　Tel&Fax.0940-32-

2370　◇JR教育大前駅から徒歩12分　◇創立／1999年

（41人）　◇羽柴 禎

活けるキリスト福岡一麦教会［単立一麦の群］

〒811-3406　宗像市稲元393-22　Tel&Fax.0940-32-

5225　◇JR赤間駅からバス「稲元」停　◇創立／1989年　  

◇大坪 桂子　◇礼拝／10:30

自由が丘伝道所［バプ連盟］

〒811-4162　宗像市青葉台1-35-1　Tel&Fax.0940-32-

4917　◇JR赤間駅　◇宗広 一美

東郷教会［日基教団］

〒811-3431　宗像市田熊5-8-6　Tel&Fax.0940-36-2370　

◇JR東郷駅北口かた徒歩9分　◇創立／1952年（67人）　

◇大薮 善次郎

プレーズ・ランド＝祈りの家［単立／独立］

〒811-3514　宗像市田野2273-55　Tel&Fax.0940-62-

1494　◇JR赤間駅からバス15分　◇創立／1995年（40人）　  

◇泉 洋洸、泉 利子　◇礼拝／10:00　◇特色／オアシス

的、ホットする主の一方的恵み。あるべき、あるべきだを

捨てます。良い思いを持ち、礼拝します。

【E-Mail】izuminet@axel.ocn.ne.jp

宗像アガペーハウス(伝)［アドベント］

〒811-4152　宗像市武丸2174-9　◇矢野 敏博

宗像キリスト教会［単立／独立］

〒811-3413　宗像市曲146-2 カフェ・グレイス・ガーデン

内　Tel.0940-36-6220 Fax.0940-35-5800　◇JR赤間駅か

ら西鉄バス「南郷朝野団地入口」停、徒歩4分　◇創立／

1991年（17人）　◇小泉 令三　◇礼拝／8:30　◇外国語

／手話　◇特色／ほっとする落ち着いた雰囲気のクリス

チャン・カフェで主日礼拝をささげ、諸集会をもっています。

【HP】http://www.geocities.jp/munakatachristchurch/

【E-Mail】munakata_christ_church@yahoo.co.jp

10分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-

0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-

294-6012］　◇創立／1955年（26人）　◇角田 愛治　◇

礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧

師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。音声

への通訳はありません。

福岡ベテル教会［聖公会］

〒811-1351　福岡市南区屋形原3-13-56　Tel.092-565-

9215　◇濱生 正直、壹岐 裕志

福岡南教会［日基教団］

〒815-0033　福岡市南区大橋3-23-55　Tel&Fax.092-551-

0286　◇西鉄大牟田線大橋駅西口から徒歩10分　◇創立

／1961年（55人）　◇浅香 拓也

福岡南キリスト伝道所［バプ連盟］

〒811-1355　福岡市南区桧原2-54-7　Tel&Fax.092-986-

1306　◇バス「桧原営業所」停、徒歩5分　◇創立／

2003年（10人）　◇有吉 光寛、柴田 公文

福津市 Fukutsu-shi

津屋崎教会［日基教団］

〒811-3305　福津市宮司浜3-14-1　Tel&Fax.0940-52-

1102　◇JR福間駅からバス「幼稚園前」停　◇創立／

1920年（129人）　◇茶屋 明郎

福間キリスト教会［バプ連盟］

〒811-3222　福津市津丸983-11　Tel&Fax.0940-42-

4801　◇JR東福間駅からバス「若木台」停　◇創立／

1984年（56人）　◇宗広 一美、片山 寛、宮崎 信義　◇

礼拝／10:30

【HP】http://fukuma.kyokai.net

豊前市 Buzen-shi

豊前キリスト伝道所［バプ連盟］

〒828-0021　豊前市八屋町1686-2　Tel&Fax.0979-83-

3451　◇JR宇島駅から徒歩10分　◇創立／1953年（17

人）　◇佐々木 信夫　◇礼拝／10:30

豊前バイブル教会［単立／独立］

〒828-0021　豊前市八屋町教校1868-23　Tel&Fax.0979-

82-8819　◇JR宇島駅から徒歩5分　◇創立／1994年（15

人）　◇加治 智佳子　◇礼拝／10:00

【E-Mail】buzbible@mx6.tiki.ne.jp

みやま市 Miyama-shi

瀬高教会［日基教団］

〒835-0024　みやま市瀬高町下庄955-1　Tel&Fax.0944-

62-3644　◇JR瀬高駅から徒歩15分　◇創立／1924年（7

人）　◇中島 保壽　◇礼拝／10:30　◇テレホン／0944-

63-3520　◇特色／小さな教会ですが、大きな夢を与えら

れています。教会の詳細はホームページでご覧下さい。

【HP】http://www011.upp.so-net.ne.jp/setakakyokai/
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筑後福島教会［日基教団］

〒834-0031　八女市本町2-85-1　Tel.0943-22-5050 Fax. 

0943-22-2514　◇JR羽犬塚駅　◇創立／1921年（22人）　

◇中島 保壽

八女伝道所［日キ教会］

〒834-0006　八女市吉田甚三谷1568-4　Tel&Fax.0943-

24-2712　◇西鉄久留米駅からバス「福島高校前」停、西

へ80ｍ　◇創立／1971年　◇枝松 博展

八女フロンティアチャーチ祈りの家［単立／独

立］

〒834-0004　八女市納楚456-1　Tel&Fax.0943-24-2829　  

◇JR羽犬塚駅からバス「高島」停、徒歩2分　◇創立／

1993年　◇近藤 雅子　◇礼拝／10:30　◇テレホン／

0943-22-4757　◇特色／この地域の人々の思いから、来

会できる時に曜日に関係なく、祈り礼拝の交わりを持つよ

うにして「祈りの家」としました。

【E-Mail】frontier456@mx7.tiki.ne.jp

行橋市 Yukuhashi-shi

行橋教会［日基教団］

〒824-0001　行橋市行事5-7-8　Tel&Fax.0930-22-0124　  

◇JR行橋駅から徒歩10分　◇創立／1903年（41人）　◇

上垣 旅人　◇礼拝／10:30

遠賀郡 Onga-gun

海老津シオンキリスト伝道所［アッセンブリー］

〒811-4236　遠賀郡岡垣町海老津駅前3-5　Tel&Fax. 

093-282-1186　◇JR海老津駅から徒歩3分　◇安里 雅恵　

◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前10時から聖書を読む

会。

岡垣カルバリー・チャペル［カルバリーグループ］

〒811-4211　遠賀郡岡垣町吉木1077-1　Tel.093-283-4161　  

◇中島 鉄雄(信徒)

遠賀キリスト教会［キリストの教会］

〒811-4341　遠賀郡遠賀町鬼津1427-3　◇JR遠賀川駅か

らバス5分「島門小学校前」停、徒歩5分［連絡先：吉井 

秀人　〒811-4305　福岡県遠賀郡遠賀町松の本1-5-12 

Tel.093-293-4801］　◇創立／1980年（35人）　◇吉井 秀

人　◇礼拝／10:30　◇特色／日曜日午後7時から日曜夕

拝。水曜日午前10時から祈祷会。

日本バプテスト芦屋キリスト教会［バプ連盟］

〒807-0102　遠賀郡芦屋町西浜町4-19　Tel.093-222-

2861　◇JR遠賀川駅からバス15分　◇創立／1948年（22

人）　◇濱田 修三　◇礼拝／10:45　◇特色／心安らぐ礼

拝を行っています。そして新しい力を与えられて社会に出

て行きます。家族的な温かい教会です。

宗像聖パウロ教会［聖公会］

〒811-3406　宗像市稲元6-4-1　Tel&Fax.0940-35-0740　  

◇JR赤間駅からバス5分　◇創立／1997年（34人）　◇五

十嵐 正司、後藤 光　◇礼拝／10:30

宗像ベテル・クリスチャンセンター［JBM］

〒811-3405　宗像市須恵2-26-24　Tel&Fax.0940-33-3200　  

◇JR赤間駅から徒歩20分［連絡先：Tel.0940-33-7145］　

◇創立／1983年（40人）　◇オルソン，ニルス　◇礼拝

／10:30　◇外国語／英語　◇特色／ドラム・ギターなど

の楽器と共に、ゴスペル調の楽しい讃美礼拝。異言・預

言の賜物の働きあり。

【HP】http://www.munakatabethel.com/

【E-Mail】mbcc@topaz.plala.or.jp

宗像めぐみ教会［単立／独立］

〒811-3405　宗像市須恵4-21-7　Tel.0940-32-3910　◇

JR赤間駅から徒歩15分［連絡先：中垣 通彦　〒811-

4141　福岡県宗像市大谷23-3 Tel.0940-32-6490］　◇創

立／2000年（28人）　◇中垣 通彦　◇礼拝／10:30　◇

特色／ゴスペル(ヒムアワー)サークルあり、若い人達のバ

イブル、スポーツ国際交流フェローシップなど活発です。

【E-Mail】proverbs17_1mrn@ybb.ne.jp

柳川市 Yanagawa-shi

柳川教会［日キ教会］

〒832-0045　柳川市本町11　Tel&Fax.0944-72-2715　◇

西鉄大牟田線柳川駅からバス「辻町」停　◇創立／1880

年（21人）　◇稲葉 一　◇礼拝／10:15

【E-Mail】mari916@clubaa.com

柳川キリスト教会［ホーリネス］

〒832-0064　柳川市宮永町25-27　Tel&Fax.0944-72-

6509　◇西鉄柳川駅から車5分　◇創立／1934年（15人）　  

◇山脇 望、山脇 正子、森 邦子　◇礼拝／10:30

柳川聖書教会［単立／独立］

〒832-0006　柳川市東蒲池664-1　Tel&Fax.0944-72-

3084　◇西鉄柳川駅から車5分［連絡先：浦邉 健二　〒

835-0013　福岡県みやま市瀬高町太神755-6 Tel.0944-63-

8834］　◇創立／1987年（11人）　◇浦邉 健二　◇礼拝

／10:30　◇外国語／英語、手話　◇特色／手話通訳あり。

【E-Mail】neoexodus@go6.enjoy.ne.jp

八女市 Yame-shi

インターナショナル・ハーベスト・チャペ
ル［単立／独立］

〒834-0053　八女市川犬1475-4　Tel&Fax.0943-22-7725　  

◇JR船小屋駅から車5分　◇創立／2002年（26人）　◇石

和 望、石和 倫子　◇礼拝／11:00　◇外国語／英語、タ

ガログ語、韓国語　◇特色／スタイルにとらわれない新し

いタイプの聖書に堅く立つ教会です。ゴスペルとポットラ

ックで楽しんでいます！

【HP】http://i-harvest-chapel.com/dekigoto.html

【E-Mail】jesus_ihc@yahoo.co.jp
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田川郡	 Tagawa-gun

TLCCC筑豊キリスト教会［主の十字架］

Tel&Fax.0947-45-2125 Fax.0947-23-1027　◇礼拝・集会

場所などはお問い合わせください［連絡先：平良　〒824-

0511　福岡県田川郡大任町今任原3500-11］　◇創立／

1990年（9人）　◇平良 和子、平良 明友、平良 裕子　◇

礼拝／10:00,19:00　◇特色／日曜日10時から礼拝。夜7時

からカリスマ礼拝。火曜日9時と夜7時から祈祷会。

【E-Mail】tlccc-kawara@k5.dion.ne.jp

福吉伝道所［日基教団］

〒822-1202　田川郡福智町神崎1533　Tel&Fax.0947-22-

2072　◇平成筑豊鉄道金田駅から徒歩40分　◇創立／

1966年（18人）　◇犬養 光博　◇礼拝／10:30　◇特色／

「筑豊」に在る伝道所として「筑豊」の問題を伝道所の問

題として歩むことを心がけています。

筑紫郡	 Chikushi-gun

那珂川キリスト教会(伝)［バプ連盟］

〒811-1255　筑紫郡那珂川町恵子3-3-5　Tel&Fax.092-

953-4427　◇バス「那珂川営業所」停、徒歩7分　◇創

立／1988年（27人）　◇藤 寿　◇礼拝／10:30

築上郡	 Chikujo-gun

椎田伝道所［日基教団］

〒829-0311　築上郡築上町大字湊265-1　Tel.0930-56-

1727　◇JR椎田駅から徒歩10分　◇創立／1952年（5人）　  

◇上垣 旅人

京都郡	 Miyako-gun

犀川教会［日基教団］

〒824-0231　京都郡みやこ町犀川本庄745-9　Tel.0930-

42-1212 Fax.0930-42-3258　◇平成筑豊鉄道犀川駅から

徒歩7分　◇創立／1958年（25人）　◇本多 香織　◇礼

拝／15:00　◇特色／少人数の家庭的な教会です。どうぞ

ご来会ください。歓迎いたします。

日本バプテスト苅田キリスト教会［バプ連盟］

〒800-0351　京都郡苅田町京町2-19-7　Tel.093-436-0141　  

◇JR苅田駅から徒歩10分　◇創立／1955年（15人）　◇

鍋倉 勲、中尾 良秀、内村 茂　◇礼拝／11:00

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~kandac/

糟屋郡	 Kasuya-gun

イエス・キリスト福岡ジョイ・ホープチャペ
ル［単立／独立］

〒811-2101　糟屋郡宇美町大字宇美2825-1　Tel&Fax. 

092-933-3492　◇JR宇美駅から徒歩10分［連絡先：松浦 

嘉信　〒811-2109　福岡県糟屋郡宇美町桜原1-16-7 

Tel.092-933-3492］　◇創立／2004年（24人）　◇松浦 嘉

信　◇礼拝／16:00　◇特色／賛美に溢れ、みことばに立

つ教会形成を目指し、宣教している。開拓7年目の明るく

温かい教会です。

【HP】http://www1.odn.ne.jp/joy-hope2004/

【E-Mail】js316jh0121@jazz.odn.ne.jp

宇美キリスト教会［バプ連盟］

〒811-2101　糟屋郡宇美町宇美6-1-3　Tel&Fax.092-934-

1192　◇JR宇美駅から徒歩8分　◇創立／1992年（18人）　  

◇渡辺 一雄、渡辺 しのぶ、山田 眞士　◇礼拝／10:40　

◇特色／毎週水曜日20時から祈祷会。毎月第3土曜日20時

からホームレス支援炊き出し。毎月第4日曜日13時半から

親子けん玉教室。

カイザリヤ教会［聖イエス会］

〒811-0112　糟屋郡新宮町下府6-10-5　Tel.092-962-1223　  

◇大岸 功

粕屋バプテスト教会［バプ連盟］

〒811-2202　糟屋郡志免町志免2-5-25　Tel&Fax.092-

935-1425　◇高地 京子、大槻 国彦

篠栗キリスト教会［バプ連盟］

〒811-2405　糟屋郡篠栗町篠栗4904-1　Tel&Fax.092-

948-0534　◇JR篠栗駅から徒歩7分　◇創立／1995年（25

人）　◇伊藤 聡、青木 常郎　◇礼拝／10:30

志免教会［日キ教会］

〒811-2202　糟屋郡志免町志免1-21-30　Tel&Fax.092-

935-1019　◇博多駅からバス「下志免」停、徒歩5分　◇

創立／1948年（66人）　◇権藤 国光　◇礼拝／10:15

みぎわチャペル伝道所［バプ連盟］

〒811-2501　糟屋郡久山町久原1869 久山療育園内　

Tel.092-661-4954　◇川野 直人

和白バプテスト教会［バプ連盟］

〒811-0101　糟屋郡新宮町大字原上字須川1782-8　Tel& 

Fax.092-963-5789　◇JR築前新富駅から徒歩13分　◇創

立／1999年（61人）　◇黄 仁坤　◇礼拝／11:00
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佐賀県──地域の宣教資料

　宣教人国記：佐賀藩家老・村田若狭守（1812〜

1872）は、家臣が長崎湾の警備で巡航しているとき波

間に漂う洋書を拾得し、解読のため宣教師フルベツキ

に教えを請いに行ったのをきっかけに入信。晩年には、

漢訳聖書の和訳を試みた。わが国では二番目のプロテ

スタント受洗者でもある。森永製菓の創立者である森

永太一郎（1865〜1937）は、4歳で父を失い貧しい幼

少時代をおくる。1888年（明治21）に渡米し、オーク

ランドでキリスト教にふれ入信。翌年、帰国し森永商

店を開業。㈵テモテ1：15の聖句を掲げた販売車でキャ

ラメルやチョコレートを売り歩き、成功した。業績が

伸び、一時は信仰を離れたこともあったが、妻の死に

遭い、悔い改めて再び伝道に務めた。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【嬉野市】藤津郡塩田町・嬉野町。【小城市】小城郡小

城町・三日月町・牛津町・芦刈町。【唐津市】唐津市、

東松浦郡浜玉町・厳木町・相知町・北波多村・肥前町・

鎮西町・呼子町・七山村。【神埼市】神埼郡神埼町・

千代田町・脊振村。【佐賀市】佐賀市、佐賀郡諸富町・

大和町・富士町・佐賀郡川副町・東与賀町・久保田町、

神埼郡三瀬村。【武雄市】武雄市、杵島郡山内町・北

方町。【神埼郡吉野ヶ里町】三田川町・東脊振村。【杵

島郡白石町】白石町・福富町・有明町。【西松浦郡有

田町】有田町・西有田町。【三養基郡みやき町】中原町・

北茂安町・三根町。

 九 州 ・ 沖 縄 地 方 佐 賀 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

佐 賀 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   S a g a 　

　教育事業・カルチャー

こひつじ文庫
［子ども文庫］　［佐賀聖書集会］〒840-0027　佐賀県佐賀

市本庄町本庄1235-6 佐賀聖書集会　Tel.0952-23-7458　

◇JR佐賀駅からバス「佐賀大学西」停、徒歩1分　◇代表

／横井 久

　幼稚園・保育園・学童

伊万里カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒848-0031　佐賀県伊万里市二里町

八谷搦117　Tel.0955-23-5791

小城幼稚園
［幼稚園］　［(学)天山ルーテル学園］〒845-0001　佐賀県

小城市小城町170-2　Tel&Fax.0952-72-3221 Fax.0952-

72-3440　◇JR小城駅から徒歩10分　◇創立／1909年　

◇園長／矢野 章子

　お店・事業

太田まんじゅう屋
［菓子製造業］〒843-0301　佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙

1386-5 下宿大通り　Tel.0954-42-0467　◇祐徳バスセン

ター、徒歩3分　◇代表／橋爪 義行

シャローム 煮蕗村
［喫茶店］〒840-0008　佐賀県佐賀市巨勢町牛島576-37　

Tel&Fax.0952-22-2522　◇JR佐賀駅からバス「牛島下」

停　◇代表／江藤 久人

(有)シャローム企画
［保険代理店］〒848-0027　佐賀県伊万里市立花町3808-

1　  

Tel.0955-23-9463 Fax.0955-23-9464　◇創立／2003年　

◇代表取締役／犬塚 雅博
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伊万里市 Imari-shi

伊万里いのちのことばキリスト教会［単立／独立］

〒848-0032　伊万里市二里町大里甲1722-5　Tel.0955-

23-4426 Fax.0955-23-7103　◇JR川東駅から徒歩5分　◇

創立／1991年（30人）　◇アッカーマン，ティム　◇礼拝

／10:30

【E-Mail】inochinokotoba@hotmail.com

伊万里希望キリスト教会［単立／独立］

〒848-0027　伊万里市立花町3808-1　Tel.0955-23-9463 

Fax.0955-23-9464　◇JR伊万里駅から徒歩10分　◇創立

／1991年　◇犬塚 雅博　◇礼拝／11:00

【E-Mail】bkgfr363000@yahoo.co.jp

伊万里教会［日基教団］

〒848-0046　伊万里市伊万里町乙59　Tel&Fax.0955-23-

1800　◇JR伊万里駅から徒歩10分　◇創立／1946年（11

人）　◇福田 英樹　◇礼拝／10:30

嬉野市 Uresino-shi

嬉野キリスト教会［バプ連盟］

〒843-0301　嬉野市嬉野町下宿乙464　Tel&Fax.0954-

43-1759　◇バス「嬉野公会堂前」停、徒歩3分　◇創立

／1953年（64人）　◇藤野 慶一郎　◇礼拝／10:15,19:30　

◇特色／福音はうれしいの。救われてうれしいの。あなた

も嬉野キリスト教会へ。

【E-Mail】gospelichiro@ybb.ne.jp

フルゴスペル佐賀教会［JFGA］

〒843-0301　嬉野市嬉野町下宿丙67　Tel&Fax.0954-42-

1646　◇金 エシュルン

小城市 Ogi-shi

牛津キリスト集会＝牛津キリスト伝道所［単

立／独立］

〒849-0302　小城市牛津町柿樋瀬400-30　Tel&Fax. 

佐 賀 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   S a g a

【HP】http://www.ogi-youchien.jp

鹿島カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒849-1312　佐賀県鹿島市納富分

3151　Tel.0954-62-2966

唐津カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒847-0842　佐賀県唐津市山下町

1201-1　Tel.0955-72-2755

唐津ルーテル幼稚園
［幼稚園］　［(学)佐賀ルーテル学園］〒847-0056　佐賀県

唐津市坊主町463　Tel&Fax.0955-72-2518　◇JR唐津駅

から徒歩5分　◇創立／1953年　◇園長／佐々木 なほみ

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~ruteru/

【E-Mail】ruteru.k@jeans.ocn.ne.jp

佐賀カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒840-0825　佐賀県佐賀市中央本町

1-17　Tel.0952-23-3491

城内シオン保育園
［保育所］　［(福)友愛会］〒847-0016　佐賀県唐津市東城

内17-12　Tel.0955-73-3083 Fax.0955-73-3092　◇JR唐津

駅から徒歩20分　◇創立／1974年　◇理事長／中村 勝

彦、園長／中村 勝彦、理事・主任保育士／塚本 由利

子　◇特色／園内に幼子の声が響き渡り、一人ひとりの

人格を重んずる園。

高岸幼稚園
［幼稚園］　［(学)高岸幼稚園］〒840-0842　佐賀県佐賀市

多布施3-14-19　Tel.0952-24-0643 Fax.0952-24-2867　◇

JR佐賀駅から車5分　◇創立／1964年　◇理事長／北村 

健次、園長／相原 典之　◇特色／教会と共に歩んでいま

す。子どもたち一人ひとりの個性を大切にし、優しさを育

む保育をしています。

【HP】http://takagishi.area9.jp/

多久カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒846-0002　佐賀県多久市北多久町

小侍40　Tel.0952-75-2640 Fax.0952-75-2644

武雄カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒843-0024　佐賀県武雄市武雄町富

岡8281　Tel.0954-22-3519

鳥栖カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒841-0033　佐賀県鳥栖市本通町1-8

06　Tel.0942-82-3362

ロザリオ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒840-0202　佐賀県佐賀市大和町久

池井1384-3　Tel.0952-62-1296
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でもご自由にご参加ください。詳細はホームページをご覧

ください。

【E-Mail】immanuel_saga@yahoo.co.jp

キリスト教佐賀新生教会［バプ連盟］

〒840-0811　佐賀市大財4-5-83　Tel&Fax.0952-23-5834　  

◇JR佐賀駅から徒歩15分　◇創立／1970年（60人）　◇

森田 弘　◇礼拝／10:30

【HP】http://sinsei.jpn.org/

佐賀祈りの家［聖公会］

〒840-0054　佐賀市水ヶ江2-15-18　Tel.0952-23-8322　

◇JR佐賀駅　◇創立／1879年　◇山﨑 貞司

佐賀神の教会［神の教会］

〒840-0842　佐賀市多布施3-14-18　Tel&Fax.0952-23- 

9767 Tel.050-6620-6415　◇JR佐賀駅から徒歩20分　◇

創立／1963年（27人）　◇相原 典之、相原 幸紀美　◇礼

拝／10:30　◇特色／併設の幼稚園と共に歩んでいるアッ

トホームな教会です。英語のバイブルクラスや韓国語教

室もあります。

【HP】http://www.sacog.sakura.ne.jp/

【E-Mail】sacog31@tsm.bbiq.jp

佐賀教会［日基教団］

〒840-0047　佐賀市与賀町31　Tel&Fax.0952-23-5302　

◇JR佐賀駅　◇創立／1880年（63人）　◇鈴木 重正　◇

礼拝／10:10

佐賀教会［福音ルーテル］

〒840-0054　佐賀市水ケ江2-3-15　Tel&Fax.0952-25-

2333　◇濱田 道明

佐賀キリスト教会［バプ連盟］

〒840-0054　佐賀市水ヶ江4-2-18　Tel.0952-23-2513 

Fax.0952-23-2517　◇JR佐賀駅から車10分　◇創立／

1947年（159人）　◇浦 肇　◇礼拝／10:40

【HP】http://www.bunbun.ne.jp/~s-bap/

【E-Mail】s-bap@po.bunbun.ne.jp

佐賀聖書集会［無教会］

〒840-0027　佐賀市本庄町本庄1235-6　Tel.0952-23-

7458　◇JR佐賀駅からバス「佐賀大学西」停、徒歩1分　  

◇創立／1979年　◇横井 久　◇礼拝／10:30　◇特色／

聖書のみ・恵みのみ・信仰のみのエクレーシャで、礼拝と

聖書の学びのための集会である。

佐賀めぐみ教会［日キ教会］

〒840-0841　佐賀市緑小路1-2　Tel&Fax.0952-29-0381　  

◇バス「多布施橋」停、徒歩3分　◇創立／1980年（20人）　

◇富樫 史朗　◇礼拝／10:15　◇特色／知的障碍者たち

と共に礼拝を守っています。

佐賀リバイバルチャーチ［単立／独立］

〒840-0016　佐賀市南佐賀3-7-10　Tel&Fax.0952-28- 

5189 Tel.090-9491-7328　◇JR佐賀駅から車15分　◇創

立／1997年（7人）　◇北古賀 信彦　◇礼拝／11:00また

は16:00　◇特色／土曜16：00特別伝道集会

【E-Mail】sagarevival@yahoo.co.jp

0952-66-0944　◇JR牛津駅から徒歩10分　◇創立／2005

年　◇浜根 邦博　◇礼拝／10:30　◇特色／家庭的な雰

囲気の集会です。どなたもどうぞお気軽においでください。

子ども会は(日曜午前9:30〜)。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/usidu/christ/

【E-Mail】usidu-christ@saga.email.ne.jp

小城教会［福音ルーテル］

〒845-0001　小城市小城町170-2　Tel&Fax.0952-72-3221　  

◇JR小城駅から徒歩8分　◇創立／1898年（34人）　◇箱

田 清美　◇礼拝／16:00

鹿島市 Kashima-shi

鹿島キリスト教会［バプ連盟］

〒849-1311　鹿島市大字高津原557-6　Tel&Fax.0954-63-

2398　◇JR肥前鹿島駅から徒歩5分　◇創立／1954年（15

人）　◇玉置 行　◇礼拝／14:00

【HP】http://www.geocities.jp/jesus1042001/

【E-Mail】Jesus104@cello.ocn.ne.jp

唐津市 Karatsu-shi

相知伝道所［日基教団］

〒849-3201　唐津市相知町相知1865　Tel&Fax.0955-62-

4156　◇JR相知駅から徒歩10分　◇創立／1952年（12人）　  

◇中尾 順子　◇礼拝／19:00

唐津教会［福音ルーテル］

〒847-0056　唐津市坊主町463　Tel.0955-73-4142 Fax. 

0955-72-2518　◇JR唐津駅から徒歩8分　◇創立／1919

年（130人）　◇箱田 清美　◇礼拝／9:05

唐津教会［日基教団］

〒847-0012　唐津市大名小路2-28　Tel.0955-72-3387　

◇JR唐津駅から徒歩15分　◇創立／1889年（48人）　◇

福田 英樹

唐津聖書教会［アッセンブリー］

〒847-0016　唐津市東城内17-11　Tel&Fax.0955-72-4691　  

◇JR唐津駅から徒歩15分　◇創立／1955年（9人）　◇城

之木 勝、城之木 利恵　◇礼拝／10:30

TLCCC唐津教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

南 孝明　〒840-0851　佐賀県佐賀市天祐1-9-4 Tel.0952-

25-1671］　◇創立／1997年（2人）　◇南 孝明、南 広

子　◇礼拝／14:00

【HP】http://web.astone.co.jp/tlccc-karatu/

佐賀市 Saga-shi

インマヌエル佐賀キリスト教会［IGM］

〒840-0805　佐賀市神野西4-20-2　Tel&Fax.0952-30-

3050　◇バス「真生幼稚園前」停、徒歩2分　◇創立／

1966年（30人）　◇阪下 謙、阪下 崇子　◇礼拝／

10:30　◇特色／障害者設備／スロープ、トイレ　どなた
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Fax.0942-48-0203　◇鳥栖インターから車で3分　◇創立

／2005年（32人）　◇永井 明　◇礼拝／10:30,19:00　◇

特色／日曜日午後7時から夕拝。木曜日午後7時から木曜

集会。毎朝(日曜日を除く)午前6時から早天祈祷会。

【HP】http://crossroad-church.com/

【E-Mail】info@crossroad-church.com

鳥栖キリスト教会［バプ連盟］

〒841-0051　鳥栖市元町1255　Tel.0942-82-4303 Fax. 

0942-82-4357　◇JRとす駅から徒歩12分　◇創立／1972

年（29人）　◇野中 宏樹　◇礼拝／10:15

鳥栖曽根崎キリスト教会［イエス・キリスト］

〒841-0025　鳥栖市曽根崎町1204-23　Tel&Fax.0942-

83-6686　◇JR鳥栖駅から徒歩10分　◇宇山 誉、宇山 明

淑

鳥栖伝道所＝鳥栖チャペル［ナザレン］

〒841-0061　鳥栖市轟木町1859-1　Tel&Fax.0942-85-

2547　◇JR鳥栖駅から車10分　◇創立／1991年（9人）　

◇後藤 一郎　◇礼拝／10:20　◇特色／水曜午後7時から

祈り会。金曜午前10時から聖書研究会。毎朝5時から早天

祈祷会。

【HP】http://www.tosuchapel.info

西松浦郡 Nishimatsuura-gun

有田教会［日基教団］

〒844-0012　西松浦郡有田町桑古場乙2270-1　Tel&Fax. 

0955-42-4358　◇JR有田駅から徒歩10分　◇創立／1950

年（34人）　◇鮎川 健一

霊水キリスト教会［バプ連盟］

〒840-0041　佐賀市城内1-8-16　Tel&Fax.0952-24-1660　  

◇バス「県庁前」停、徒歩5分　◇創立／1957年（30人）　

◇森 崇　◇礼拝／11:00

TLCCC神の聖所の柱佐賀教会［主の十字架］

〒840-0851　佐賀市天祐1-9-4　Tel&Fax.0952-25-1671　

◇礼拝・集会場所などはホームページでご確認ください　  

◇創立／1994年（23人）　◇南 孝明、南 広子　◇礼拝／

10:30,18:45

【HP】http://web.astone.co.jp/saga-ch/

多久市 Taku-shi

多久キリスト教会［単立／独立］

〒846-0023　多久市南多久町長尾4188-7　Tel&Fax. 

0952-75-5224　◇JR中多久駅から徒歩7分　◇創立／

1991年（8人）　◇上松 靖志　◇礼拝／14:00

武雄市 Takeo-shi

武雄教会［日基教団］

〒843-0022　武雄市武雄町武雄5680-5　Tel.0954-23-

7830 Fax.0954-26-9722　◇JR武雄温泉駅から徒歩13分　  

◇創立／1946年（17人）　◇兪 華濬　◇礼拝／10:30,

19:00　◇特色／水曜日午前10時と午後7時に、聖書を学

ぶ会と祈り。木曜日午後7時聖歌隊と賛美練習会。日韓合

同礼拝数次あり。

【E-Mail】genkaijinyu@hotmail.com

鳥栖市 Tosu-shi

クロスロード・ゴスペル・チャーチ［福音の群］

〒841-0017　鳥栖市田代大官町795-5　Tel.0942-84-1741 
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長崎県──地域の宣教資料

　宣教人国記：長崎県島原に生まれた松尾造酒蔵（1890

〜1985）は、1908年（明治41）に東京で植村正久より

受洗。明治学院神学部、アメリカ・オーバン神学校、

スコットランド・エディンバラのニュー・カレッジに学

んだ。日本基督教会鎌倉教会牧師と女子神学校校長を

兼任した。地域の社会福祉事業にも尽し衣笠病院、横

須賀学院などの経営にも協力した。大村市出身の奈良

伝（1898〜1979）は1920年（大正9）、大阪高等工業

学校在学中に大阪教会で宮川経輝から受洗。2年間の

商社勤めの後にYMCAに入り、大阪YMCA主事となる。

神戸YMCA主事時代には、自ら戦火の下にある中国へ

赴き、北京にYMCAを設立した。戦後は、大阪YMCA

総主事を務めた。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【壱岐市】壱岐郡郷ノ浦町･勝本町･芦辺町･石田町。【諫

早市】諫早市、西彼杵郡多良見町、北高来郡森山町･

飯盛町･高来町・小長井町。【雲仙市】南高来郡国見町・

瑞穂町・吾妻町・愛野町・千々石町・小浜町・南串山町。

【五島市】福江市、南松浦郡富江町・玉之浦町・三井

楽町・岐宿町・奈留町。【西海市】西彼杵郡西彼町･西

海町･大島町･崎戸町･大瀬戸町。【佐世保市】北松浦郡

宇久町・小佐々町・吉井町･世知原町・江迎町・鹿町町。

【島原市】南高来郡有明町。【対馬市】下県郡厳原町･

美津島町･豊玉町，上県郡峰町･上県町･上対馬町。【長

崎市】西彼杵郡琴海町・香焼町･伊王島町･高島町･野

母崎町･三和町･外海町。【平戸市】平戸市、北松浦郡

大島村･生月町・田平町。【松浦市】松浦市、北松浦郡

福島町・鷹島町。【南島原市】南高来郡加津佐町・口

之津町・南有馬町・北有馬町・西有家町・有家町・布

津町・深江町。【南松浦郡新上五島町】若松町・上五

島町・新魚目町・有川町・奈良尾町。

 九 州 ・ 沖 縄 地 方 長 崎 県
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製作致します。鋳造の日の早朝、心を深める為ミサ礼拝に

出席致します。

【HP】http://www.nishida-imono.co.jp/

【E-Mail】kingo@nishida-imono.co.jp

ムラサキスポーツ アミュプラザ長崎店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒850-

0058　長崎県長崎市尾上町1-1 アミュプラザ長崎 3F　

Tel.095-818-2510　◇代表取締役会長／金山 良雄

　幼稚園・保育園・学童

あけのほし幼稚園
［カトリック幼稚園］〒850-0801　長崎県長崎市八幡町8-8　

Tel.095-824-3424

　お店・事業

川村書店シャローム［川村書店］

［書店］〒852-8113　長崎県長崎市上野町3-3 TLCCC神の

しもべ長崎教会内　Tel.095-843-3178 Fax.095-843-3128

［連絡先：Tel.095-887-1581］　◇バス「カトリックセンタ

ー前」停、徒歩2分　◇創立／2002年　◇店長／川村 真

紀子、野見山 薫　◇特色／神の言葉を広め、人々に真の

喜びと平安(シャローム)を！

(有)西田鋳物
［聖鐘、ブロンズ像、教会鐘電動装置］〒850-0077　長崎

県長崎市小瀬戸町809-9　Tel.095-865-3136 Fax.095-865-

4346［連絡先：Tel.090-8399-8919］　◇JR長崎駅からバ

ス(神の島教会下行)「神の島工業団地」停、徒歩2分　◇

創立／1965年　◇代表取締役／西田 金悟、電動技術担

当長／松岡 明彦　◇特色／平和を祈り、賛美の心で設計・
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諫早純心幼稚園
［カトリック幼稚園］　［第二純心学園］〒854-0006　長崎

県諫早市天満町32-19　Tel.0957-22-0639 Fax.0957-21-

0256　◇JR諫早駅から徒歩10分　◇創立／1949年　◇

理事長／岩崎 信子、園長／鴨川 いち子　◇特色／神さ

まを敬い人さまを…自然を大切に。愛する心をはぐぐむ為

に…これからもずっと子供たちと共に

【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~i_junsin/

【E-Mail】i_junsin@f8.dion.ne.jp

茨木幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)第二純心学園］〒859-3607　

長崎県東彼杵郡川棚町城山町38　Tel.0956-83-3317 

Fax.0956-83-3316　◇JR川棚駅から徒歩5分　◇創立／

1950年　◇園長／中口 幸子

うみのほし幼稚園
［カトリック幼稚園］〒852-8133　長崎県長崎市本原町

3-27　Tel.095-844-0567

大浦信愛幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(宗)幼きイエズス修道会］〒850-

0934　長崎県長崎市小菅町63　Tel&Fax.095-824-

9939　◇バス(二本松経由)「小菅町」停、徒歩4分　◇創

立／1935年　◇代表役員／小井手 恵美子、園長／熊谷 

ヨシノ

大村聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒856-0027　長崎県大村市植松

2-722-1　Tel.0957-52-2048

カトリック山田幼稚園
［カトリック幼稚園］　［うみのほし学園］〒859-5704　長

崎県平戸市生月町山田免551-1　Tel.0950-53-0835　◇館

浦から徒歩5分　◇創立／1956年　◇理事長／中村 鈴代、

園長／尾髙 トシ子

こひつじ保育園
［保育園］　［(宗)日本キリスト教会島原教会］〒855-0831　

長崎県島原市湊道2-7008-2　Tel&Fax.0957-62-1414　◇

島原バス中央発着所から徒歩8分　◇創立／1953年　◇

園長／駒井 利則

桜の聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖和女子学院］〒857-0016　

長崎県佐世保市俵町22-12　Tel.0956-22-8718 Fax.0956-

22-9606　◇JR佐世保駅から車10分　◇創立／1949年　

◇理事長／景山 ひろ、園長／相川 優子

【HP】http://www.sakuranoseibo.com/

純心幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)純心女子学園］〒852-8515　

長崎県長崎市文教町13-15　Tel.095-845-7496 Fax.095-

845-7500　◇長崎駅からバス「純心学園前」停　◇創立

／1937年　◇理事長／片岡 千鶴子、園長／鴨川 志津子、

主任／髙見 睦美　◇特色／一人ひとりのいのちによりそ

い、自己実現を共有し、マリア様の心を生き、いのちに任

える教育を大切にします

【HP】http://www.n-junshin.ac.jp/youchien/

【E-Mail】youchien@n-junshin.ac.jp

聖アントニオ幼稚園
［カトリック幼稚園］　［聖フランシスコ学園］〒852-

8123　長崎県長崎市三原2-23-9　Tel&Fax.095-845-

0021　◇創立／1965年　◇理事長／長谷川 潤、園長／

谷津 良勝　◇特色／緑いっぱい自然に囲まれた幼稚園で

す！元気なアントニオっ子に会いに是非ご来園下さい。お

待ちしています♪

【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~antonio/

【E-Mail】st.antonio@helen.ocn.ne.jp

聖心幼稚園
［カトリック幼稚園］　［純心女子学園］〒857-0863　長崎

県佐世保市三浦町4-25　Tel.0956-22-4293 Fax.0956-42-

4133　◇JR佐世保駅から徒歩5分　◇創立／1930年　◇

理事長／片岡 千鶴子

【HP】http://www.n-junshin.ac.jp/seishin/

聖母の騎士東長崎幼稚園
［カトリック幼稚園］〒851-0134　長崎県長崎市田中町

366　Tel.095-838-3756

聖母の騎士幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)聖母の騎士学園］〒850-0012　

長崎県長崎市本河内2-2-2　Tel&Fax.095-822-8457　◇

市電蛍茶屋駅から徒歩7分　◇創立／1953年　◇園長／

大水 恵一　◇特色／「思いやりの心・強い体つくり・音

感教育」の3本柱を中心に全人教育に努めます。

【HP】http://www.seibonokishi.ed.jp/youchien/

聖マリア幼稚園
［カトリック幼稚園］〒852-8023　長崎県長崎市若草町6-5　

Tel.095-844-2667　◇園長／ヒルデン，マイケル

聖和幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)第二純心学園］〒855-0045　

長崎県島原市上の町895　Tel&Fax.0957-62-2092　◇島

原鉄道島原駅から徒歩5分

潜竜聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒859-6134　長崎県佐世保市江迎町

田ノ元503　Tel.0956-66-9427 Fax.0956-66-9431　◇MR

潜竜ヶ滝

小さき花の幼稚園
［カトリック幼稚園］〒854-0302　長崎県雲仙市愛野町乙

771　Tel.0957-36-0063

鎮西学院幼稚園
［幼稚園］　［(学)鎮西学院］〒854-0081　長崎県諫早市栄

田町1057　Tel.0957-25-1231 Fax.0957-25-1257　◇JR諫

早駅から徒歩20分

時津こばと保育園
［保育園］　［(福)時津こばと福祉会］〒851-2101　長崎県

西彼杵郡時津町西時津郷1000-10　Tel.095-882-4559 

Fax.095-882-4901　◇創立／1978年　◇園長／嘉村 望

【HP】http://www.ans.co.jp/n/togitsu-kobato/

長崎信愛幼稚園
［カトリック幼稚園］〒852-8113　長崎県長崎市上野町10-
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壱岐市 Iki-shi

壱岐キリスト教会［バプ連盟］

〒811-5136　壱岐市郷ノ浦町片原触218　Tel&Fax.0920-

47-0892　◇九州郵船郷ノ浦港から徒歩15分　◇創立／

1951年（10人）　◇長尾 知明　◇礼拝／10:30　◇特色／

礼拝後の聖書輪読の時間を大切にしています。老若男女、

小さな子供、未信者、教会員、一緒に聖書を読みます。

諫早市 Isahaya-shi

諫早教会［日基教団］

〒854-0046　諫早市原口町665　Tel.0957-22-3293 Fax. 

0957-22-3277　◇島原鉄道本諌早駅から徒歩3分　◇創

立／1938年（45人）　◇野田 和人　◇礼拝／10:30

諫早キリスト教会＝諫早ナザレン教会［ナザレン］

〒854-0063　諫早市貝津町843-1　Tel&Fax.0957-26-

4776　◇JR諫早駅前からバス「横島」停、徒歩2分　◇

創立／1975年（42人）　◇石川 博詞　◇礼拝／10:30　

◇特色／礼拝午前10時半。祈祷会水曜午後１時半。韓国

語講座、聖書講座、トーンチャイム、老人ホーム礼拝あり。

【HP】http://www.geocities.jp/fukkatu21/

【E-Mail】fukkatu21@ybb.ne.jp

諌早バプテスト教会＝諌早キリスト教会［バプ連盟］

〒854-0042　諫早市上野町529　Tel&Fax.0957-23-

7214　◇JR本諫早駅から徒歩5分　◇創立／1977年（25人）　  

◇河野 宏一　◇礼拝／11:00

多良見キリスト伝道所［バプ連盟］

〒859-0403　諫早市多良見町市布名1272-45　Tel&Fax. 

0957-43-3939　◇奥村 愛

多良見伝道所［日基教団］

〒859-0407　諫早市多良見町シーサイド20-330　Tel. 

0957-43-5346　◇JR喜々津駅から徒歩10分　◇創立／

1989年（8人）　◇野田 和人　◇礼拝／15:30

長 崎 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   N a g a s a k i

24　Tel.095-844-0345

長崎星美幼稚園
［カトリック幼稚園］〒856-0827　長崎県大村市水主町

2-609-7　Tel.0957-52-2473

長崎南山幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)長崎南山第二学園］〒852-

8044　長崎県長崎市音無町9-34　Tel.095-844-2978 

Fax.095-847-1582　◇市電「千歳町」電停から徒歩5分

【HP】http://nagasakinanzan2.ed.jp/kg/

光の園
［幼稚園］〒850-0003　長崎県長崎市片淵1-1-4　Tel.095-

826-6935　◇創立／1964年　◇園長／友納 靖史

深堀純心幼稚園
［カトリック幼稚園］〒851-0301　長崎県長崎市深堀町5-2

91　Tel.095-871-3426

茂木幼稚園
［カトリック幼稚園］〒851-0241　長崎県長崎市茂木町

148-18　Tel.095-836-0146

友愛社会館幼稚園
［幼稚園］　［(学)長崎キリスト教友愛学園］〒852-8022　

長崎県長崎市富士見町21-18　Tel.095-861-3171 Fax.095-

861-3173　◇創立／1951年　◇理事長／田中 敏寛

【HP】http://www.yuai-kg.school-info.jp/

友愛八幡町保育園
［保育園］　［(福)キリスト教友愛社会館］〒850-0801　長

崎県長崎市八幡町3-5　Tel&Fax.095-822-5079　◇「諏

訪神社前」電停から徒歩5分　◇創立／1906年

【HP】http://www.youai8.vidro.jp/hp/

【E-Mail】yuai8@ace.ocn.ne.jp

百合幼稚園
［カトリック幼稚園］〒852-8053　長崎県長崎市葉山1-3-

19　Tel.095-856-2285

レデンプトール幼稚園
［カトリック幼稚園］　［レデンプトール学園］〒850-

0822　長崎県長崎市愛宕4-3-2　Tel&Fax.095-822-

8801　◇長崎県営バス「愛岩町」停、徒歩2分　◇創立

／1957年　◇園長／頭島 光　◇特色／実践的な教具を

用いて子供の自立を助けるモンテッソーリ教育を柱に自由

と協調の精神を育む人間教育。

【HP】http://redenputoru.web.fc2.com/

【E-Mail】rak@kzh.biglobe.ne.jp

ロザリオ幼稚園
［カトリック幼稚園］〒852-8008　長崎県長崎市曙町28-

42　Tel.095-861-2953
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福江バプテスト伝道所［バプ連盟］

〒853-0033　五島市木場町524　Tel&Fax.0959-72-2922　  

◇福江港から車10分　◇創立／1966年（6人）　◇明石 

初恵　◇礼拝／17:00(土)　◇特色／礼拝は毎週土曜日

17:00。必要な場合は英語礼拝も17:00にしています。

西海市 Saikai-shi

大瀬戸ペンテコステ教会［単立／独立］

〒857-2301　西海市大瀬戸町多以良内郷1933-1　Tel&F

ax.0959-22-2235［連絡先：Tel.090-3325-7115］　◇石和 

輝男、渕瀬 和則

佐世保市 Sasebo-shi

相浦光キリスト教会［バプ連盟］

〒858-0913　佐世保市新田町276-2　Tel&Fax.0956-48-

5077　◇松浦鉄道上相浦駅から徒歩3分　◇創立／1976

年（53人）　◇浅見 祐三　◇礼拝／10:30　◇いのち／

0956-48-5077

【E-Mail】rinkune@yahoo.co.jp

佐世保教会＝佐世保ナザレン教会［ナザレン］

〒857-0134　佐世保市瀬戸越4-13-10　Tel&Fax.0956-49-

4058　◇松浦鉄道西九州線泉福寺駅前　◇創立／1965

年（30人）　◇井手下 哲雄　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ideshita@bb.tvs12.jp

佐世保教会［日基教団］

〒857-0834　佐世保市潮見町14-22　Tel&Fax.0956-31-

2042　◇JR佐世保駅から徒歩3分　◇創立／1889年（102

人）　◇深澤 奨　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.ne.jp/asahi/church/sasebo/

【E-Mail】sho-f@peace.email.ne.jp

佐世保キリスト教会［バプ連盟］

〒857-0025　佐世保市熊野町186　Tel&Fax.0956-23-

1767　◇JR佐世保駅から徒歩15分　◇創立／1902年（35

人）　◇高橋 楠久　◇礼拝／10:30

佐世保キリスト福音教会［単立／独立］

〒857-0851　佐世保市稲荷町9-3　Tel&Fax.0956-31-

4040　◇JR佐世保駅からバス「大宮市場下」停、徒歩3

分　◇創立／1958年（56人）　◇松尾 諄一郎　◇礼拝／

10:30

佐世保比良町教会［日基教団］

〒857-0040　佐世保市比良町4-24　Tel&Fax.0956-23-

3803　◇JR佐世保駅からバス「谷郷町」停　◇創立／

1909年（55人）　◇大田 七千夫

佐世保復活教会［聖公会］

〒857-0854　佐世保市福石町4-34　Tel&Fax.0956-31-

1657　◇JR佐世保駅から徒歩5分　◇創立／1897年（29人）　  

◇堀尾 憲孝、原 寛　◇礼拝／10:30　◇特色／「楽しい

聖書の学び」「幸せの結婚講座」(以上、個人）を随時行い

ます。

TLCCC諫早教会［主の十字架］

〒854-0016　諫早市高城町5-25　Tel&Fax.0957-22-

5672　◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください　

◇小淵 勇治、小淵 美稚子　◇礼拝／10:00

【HP】http://web.astone.co.jp/tlccc-isahaya/

【E-Mail】tlcishy02@yahoo.co.jp

TLCCCイスラエルの讃美たらみ教会［主の十

字架］

〒859-0405　諫早市多良見町　Tel&Fax.0957-42-4322　

◇JR市布駅　◇イスラエル 辻郷　◇礼拝／14:00　◇特

色／礼拝場所はホームページでご確認ください。

【HP】http://users.astone.co.jp/tlccc-tarami/

【E-Mail】hatikuva5050@kaw.bbiq.jp

ぶどうの木聖書教会［保守バプ］

〒854-1103　諫早市飯盛町中山739-15　Tel&Fax.0957-

48-2060　◇JR諫早駅から徒歩15分　◇創立／2004年（9

人）　◇内野 隆　◇礼拝／10:00　◇特色／礼拝以外に、

家庭を開放し、セル、賛美歌を歌う会、料理教室など様々

な集会をもっています。

大村市 Omura-shi

大村教会［日基教団］

〒856-0828　大村市杭出津2-584-3　Tel&Fax.0957-52-

2978　◇JR大村駅から徒歩10分　◇創立／1946年（63人）　  

◇若林 一義　◇礼拝／10:10

大村古賀島キリスト教会［バプ連盟］

〒856-0817　大村市古賀島町300-23　Tel&Fax.0957-54-

4395　◇JR大村駅から車10分　◇創立／1982年（20人）　

◇丸田 和彦　◇礼拝／11:00

新生の里キリスト教会［単立／独立］

〒856-0835　大村市久原2-850　Tel&Fax.0957-53-5874　  

◇大村駅からバス「国立病院入口」停、徒歩3分　◇創立

／1983年（21人）　◇ギャロット，ジャクソン・M　◇礼

拝／10:30,19:30　◇外国語／英語　◇特色／礼拝は日本

語と英語のバイリンガルです。

【HP】http://www.shinsei.org/

【E-Mail】church@shinsei.org

TLCCC大村教会［主の十字架］

〒856-0834　大村市玖島2-98-3　Tel&Fax.0957-42-4322　  

◇JR大村駅　◇イスラエル 辻郷　◇礼拝／10:00

【HP】http://users.astone.co.jp/g-music/Oomura/

【E-Mail】hatikuva5050@kaw.bbiq.jp

五島市 Goto-shi

富江バプテスト教会［バプ連盟］

〒853-0201　五島市富江郷113　Tel&Fax.0959-72-2922　  

◇福江港から車30分［連絡先：福江バプテスト伝道所　

〒853-0033　長崎県五島市木場町524 Tel.0959-72-

2922］　◇創立／1925年　◇明石 初恵　◇礼拝／

10:30　◇特色／富江小学校前にあります。
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対馬キリスト福音教会［KKFF］

〒817-0032　対馬市厳原町久田435-18　Tel&Fax.0920 

-52-4749 Fax.0920-52-4759　◇対馬空港から車20分　◇

創立／1980年（10人）　◇立石 浩　◇礼拝／10:30　◇

外国語／手話　◇特色／少人数でアットホームな教会で

す。心身の洗たくに来てください。山と海にいやされます。

長崎市 Nagasaki-shi

インマヌエル長崎キリスト教会［IGM］

〒852-8135　長崎市千歳町6-18　Tel&Fax.095-844-9038　  

◇JR浦上駅から路面電車「若葉町」停、徒歩5分　◇創

立／1960年（54人）　◇碓井 秀司、碓井 ルツ子、蔦田 

善毅、蔦田 康子　◇礼拝／10:15　◇テレホン／095-

843-0208　◇いのち／070-5483-1482　◇特色／小さな

手話グループがあり、礼拝で手話賛美をすることがありま

す。ハンドベル・コーラスのグループもあります。

【HP】http://www.geocities.jp/nagasaki_church/

【E-Mail】h_usu999@yahoo.co.jp

TLCCC神のしもべ長崎教会［主の十字架］

〒852-8113　長崎市上野町3-3　Tel.095-843-3178 Fax. 

095-843-3128　◇JR浦上駅からバス7分「カトリックセン

ター前」停、徒歩1分　◇創立／1988年（120人）　◇イ

ザヤ 木原 真、木原 純子、松本 俊也、山本 節子、横田 

由美子、坂井 一美、ジョイ 木村 えり子、イスラエル ま

ゆみ、佐田 京子、シオン 野見山、千多 冨士男、千田 絹

恵　◇礼拝／5:30,7:30,9:30,11:30,14:30,15:00,19:00,10:10

(月曜のみ)　◇外国語／英語(14:30)　◇特色／オンライン

礼拝。外国人のための同時通訳あり。ラジオ番組：長崎市

民FM土曜夜9時放送、土曜朝10時再放送。

【HP】http://users.astone.co.jp/ngs0522/

【E-Mail】tlccc-kaminoshimobe@ever.ocn.ne.jp

長崎飽之浦教会［日基教団］

〒850-0063　長崎市飽の浦町17-1　Tel&Fax.095-862-

2601　◇JR長崎駅からバス「飽の浦」停　◇創立／1906

年（26人）　◇大藪 朝祥

長崎馬町教会［日基教団］

〒850-0022　長崎市馬町39　Tel&Fax.095-823-4083　◇

長崎電鉄諏訪神社前駅から徒歩5分　◇創立／1902年

（118人）　◇原 和人　◇礼拝／10:30

長崎教会［日基教団］

〒850-0918　長崎市大浦町9-9　Tel&Fax.095-823-7359　  

◇JR長崎駅から市電「石橋」停、徒歩5分　◇創立／

1876年（26人）　◇吉川 八郎　◇礼拝／10:15

長崎教会［福音ルーテル］

〒850-0032　長崎市興善町2-26　Tel&Fax.095-823-5459　  

◇濱田 道明

長崎キリスト教会［ナザレン］

〒852-8053　長崎市葉山1-22-7　Tel&Fax.095-857-2225　  

◇JR道の尾駅から徒歩5分　◇創立／1968年（22人）　◇

三浦 功　◇礼拝／10:30　◇特色／信徒宅での家庭集会

や近隣病院での聖書交わり会を開いています。

【E-Mail】naz-nagasaki@ngs1.cncm.ne.jp

TLCCCキリストに栄光佐世保教会［主の十字架］

〒859-3223　佐世保市広田1-36-3-101　Tel&Fax.0956-

38-0562　◇創立／1992年（10人）　◇山田 栄治、山田 

真喜子　◇礼拝／10:15

【HP】http://3.pro.tok2.com/~tlccgcsasebo/

【E-Mail】tlcssbch@awa.bbiq.jp

西九州伝道所［アッセンブリー］

〒857-0413　佐世保市小佐々町楠泊免1822　Tel&Fax. 

0956-69-3240　◇佐世保市駅からバス60分　◇創立／

1991年（15人）　◇佐々木 正明、佐々木 陽子　◇外国語

／英語

【E-Mail】mission@bronze.ocn.ne.jp

ベラカ聖書教会＝ベラカ［単立／独立］

〒857-1166　佐世保市木風町1052　Tel&Fax.0956-32-

6146　◇JR佐世保駅から車で約17分［連絡先：村下秀樹　  

〒857-1165　長崎県佐世保市大和町1597 Tel.0956-33-

0388］　◇村下 秀樹　◇礼拝／15:00　◇特色／ぬくもり

のある会堂。創造主の森に抱かれ、佐世保の街と港が見

える丘で、ご一緒に主を礼拝しませんか。

【E-Mail】uruoinomori@ybb.ne.jp

島原市 Shimabara-shi

島原教会［日キ教会］

〒855-0831　島原市湊道2-7008-2　Tel.0957-62-2937 

Fax.0957-62-1414　◇バス「中央発着所」停、徒歩8分　

◇創立／1953年（50人）　◇駒井 利則　◇礼拝／10:15

島原教会［活水基督］

〒855-0809　島原市桜町929　Tel.095-763-2700　◇芦田 

矩敬

島原教会［日基教団］

〒855-0823　島原市湊町213　Tel&Fax.0957-62-5769　

◇島原鉄道島原外港駅から徒歩10分　◇創立／1959年

（25人）　◇町頭 良行　◇礼拝／10:20

【E-Mail】machi.y@himawarinet.ne.jp

城内伝道所［活水基督］

〒855-0036　島原市城内2-1035　◇芦田 効恵

TLCCCインマヌエル島原教会［主の十字架］

Tel&Fax.0957-63-7877　◇礼拝・集会場所などはホーム

ページでご確認ください　◇岡田 久江　◇礼拝／10:00

【HP】http://tlcccngs.hp.infoseek.co.jp/

対馬市 Tsushima-shi

厳原聖ヨハネ教会［聖公会］

〒817-0013　対馬市厳原町中村604　Tel&Fax.0920-52-

5913　◇バス「対馬南警察前」停、徒歩1分　◇創立／

1929年（10人）　◇堀尾 憲孝、牛島 幹夫　◇礼拝／

10:30　◇特色／聖公会、バプテスト、ルーテル、カトリ

ックあらゆる教派の人を受け入れる教会です。年1回秋に

フィリピン語礼拝。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~barunaba/
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平戸伝道所［日基教団］

〒859-5121　平戸市岩ノ上町1016-1　Tel.0950-23-2577　

◇バス「稗田馬場」停　◇創立／1959年（7人）　◇大田 

七千夫

平戸ナザレン教会［ナザレン］

〒859-5152　平戸市鏡川町286　Tel&Fax.0950-22-2644　  

◇井手下 哲雄

フルゴスペル長崎教会［JFGA］

〒859-4824　平戸市田平町小手田免282-3　Tel&Fax. 

0950-57-2954　◇佐世保駅からバス「小手田」停　◇創

立／1992年　◇木下 雅彦　◇特色／高齢者施設での集

会を持っています。

南島原市 Minamishimabara-shi

島原栄光教会［聖イエス会］

〒859-1505　南島原市深江町戊3950-6　Tel.0957-72-

6808　◇竹村 清澄

ファミリーキリスト教会［保守バプ］

〒859-2212　南島原市西有家町須川1792 いその産婦人科

内　Tel.0957-82-2430 Fax.0957-82-4535　◇バス「風呂

川」停から徒歩1分　◇創立／1998年（8人）　◇磯野 潔　

◇礼拝／10:30　◇特色／クリニック内にチャペルがあり

ます。「小さないのちを守る会」やゴスペルクワイヤ

GLORYの活動拠点となっています。

【E-Mail】ptl@topaz.ocn.ne.jp

西彼杵郡 Nishisonogi-gun

長崎めぐみ教会［イエス・キリスト］

〒851-2102　西彼杵郡時津町浜田郷857-2　Tel&Fax. 

095-801-7040　◇バス「溝川」停、徒歩5分　◇創立／

1986年　◇薮野 潤一、長谷部 裕子　◇礼拝／10:30

東彼杵郡 Higashisonogi-gun

佐世保ローア・バプテスト教会［単立／独立］

〒859-3616　東彼杵郡川棚町白石郷1-18　Fax.0956-83-

2223　◇JR川棚駅　◇湊崎 真砂　◇礼拝／10:30

波佐見伝道所［日基教団］

〒859-3701　東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷 東舞相1557-2　

◇JR有田駅［連絡先：相原 一博　〒830-0038　福岡県久

留米市西町1201-2-904 Tel.0942-31-8643］　◇創立／

1983年（9人）　◇相原 一博

長崎銀屋町教会［日基教団］

〒850-0000　長崎市銀屋町1-5　Tel&Fax.095-823-0667　  

◇創立／1891年（115人）　◇原 和人　◇礼拝／10:30,

19:30　◇特色／日曜19：30〜夕礼拝。毎水曜10：30〜聖

書研究会。障害を持つ子供と親の保育「なかよし学級」、

毎週火・金。

【HP】http://www.geocities.jp/ginyamachichurch/

【E-Mail】ginya_church@ybb.ne.jp

長崎聖三一教会［聖公会］

〒850-0918　長崎市大浦町1-6　Tel&Fax.095-823-0455　  

◇JR長崎駅から市電「石橋」停　◇創立／1875年（26人）　

◇堀尾 憲孝　◇礼拝／10:30　◇特色／日本聖公会で最

も歴史の古い教会。オランダ坂の下、坂の昇り口という絶

好の場。どうぞお立ち寄りを。

長崎伝道所［日キ教会］

〒852-8061　長崎市滑石5-5-65　Tel&Fax.095-856-0123　  

◇バス「北陽小学校前」停、徒歩1分　◇創立／1961年（52

人）　◇崔 炳一　◇礼拝／10:30

長崎滑石教会［日基教団］

〒852-8061　長崎市滑石1-29-46　Tel&Fax.095-856-8637　  

◇JR道ノ尾駅からバス「打坂」停、徒歩1分　◇創立／

1957年（44人）　◇星野 江理香、常泉 晶子　◇礼拝／

10:30

長崎バプテスト教会［バプ連盟］

〒850-0003　長崎市片淵1-1-4　Tel.095-826-6935 Fax. 

095-826-6965　◇路面電車「諏訪神社前」停、徒歩1分　

◇創立／1902年（140人）　◇友納 靖史、前田 文生、小

野山 統昭　◇礼拝／11:02　◇外国語／英語

【HP】http://www.Being-Nagasaki.jp/

【E-Mail】nbc@fine.ocn.ne.jp

長崎古町教会［日基教団］

〒850-0026　長崎市古町24　Tel&Fax.095-823-6528　◇

JR長崎駅から路面電車「公会堂前」停、徒歩3分　◇創

立／1919年（129人）　◇福井 博文　◇礼拝／10:15　◇

特色／水曜日の聖書研究祈祷会は午前10時30分と午後7

時の2回行います。ただし午前中は、第1・3水曜のみです。

【HP】http://homepage2.nifty.com/furumachi-kyokai/

【E-Mail】ZUK00225@nifty.com

長崎平和記念教会［日基教団］

〒852-8022　長崎市富士見町21-14　Tel.095-861-7500 

Fax.095-861-0369　◇JR浦上駅から徒歩25分　◇創立／

1951年（137人）　◇森島 豊　◇礼拝／10:15

【E-Mail】heiwa@fsinet.or.jp

平戸市 Hirado-shi

TLCCC神の陣営平戸マナハイム教会［主の十

字架］

Tel&Fax.095-842-0917　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇創立／1998年（20人）　◇パウロ 椎

葉　◇礼拝／10:15

【HP】http://tlccchirado.dee.cc/

【E-Mail】ts-pauro104@oregano.ocn.ne.jp



福岡

佐賀

長崎

大分

熊本

宮崎

鹿児島

沖縄

熊本市

人吉市

荒尾市

水俣市

山鹿市

宇土市
美里町

南関町

大津町

菊陽町

南小国町

小国町

産山村

高森町

南阿蘇村

西原村

御船町

益城町

甲佐町

山都町

芦北町

錦町

多良木町

湯前町

水上村

相良村

五木村

山江村

球磨村

球 磨 郡

下益城郡

八代郡

菊池郡

玉名郡
長州町

玉 名 郡

上 益 城 郡

葦北郡

熊本県
●県庁／熊本市
●市町村数／14市23町8村
●人口／1,839,309人
●教会数／90教会
■教会所在地(22)
■教会未設置(23)
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阿蘇郡

阿蘇郡

宇城市

氷川町

合志市

和水町
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郡

天
草
市

玉名郡
玉東町
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熊本県──地域の宣教資料

　宣教人国記：熊本バンドの青年たちを始めとして、

この地域出身のクリスチャンはキリスト教の歴史に大

きな足跡を残した。熊本バンドの一人で、同志社大学

設立にも尽力した牧師で伝道者の金森通倫（1857〜

1945）。政治学者で、やはり熊本バンドの一人だった

浮田和民（1860〜1946）。同じく、福岡地方の伝道を

し福岡教会を設立した不破唯次郎（1857〜1919）。女

性の教育者としては、わが国に婦人矯風会を起こした

矢嶋楫子（1833〜1925）。福音的陣営の指導者としては、

関西聖書神学校を設立した沢村五郎（1887〜1977）、

日本ナザレン教団創立者の喜田川広（1887〜1974）ら

がいる。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【阿蘇市】阿蘇郡一の宮町･阿蘇町･波野村。【天草市】

本渡市、牛深市、天草郡有明町・御所浦町・倉岳町・

栖本町・新和町・五和町・天草町・河浦町。【上天草市】

天草郡大矢野町･松島町･姫戸町･龍ヶ岳町。【菊池市】

菊池市、菊池郡七城町・旭志村・泗水町。【熊本市】

鹿本郡植木町、下益城郡富合町・城南町。【合志市】

菊池郡合志町・西合志町。【玉名市】玉名市、玉名郡

岱明町・横島町・天水町。【八代市】八代市、八代郡

坂本村･千丁町･鏡町･東陽村･泉村。【山鹿市】山鹿市、

鹿本郡鹿北町･菊鹿町･鹿本町･鹿央町。【葦北郡芦北町】

田浦町・芦北町。【阿蘇郡南阿蘇村】白水村・久木野村・

長陽村。【上益城郡山都町】矢部町･清和村、阿蘇郡蘇

陽町。【球磨郡あさぎり町】上村･免田町･岡原村･須恵

村･深田村。【下益城郡豊野町】豊野村。【下益城郡美

里町】中央町・砥用町。【玉名郡和水町】菊水町・三

加和町。【八代郡氷川町】竜北町・宮原町

 九 州 ・ 沖 縄 地 方 熊 本 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

熊 本 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   K u m a m o t o 　

◇代表／守永 浩

　文書伝道支援

キリスト教書店ハレルヤ
［キリスト教専門書店］〒862-0971　熊本県熊本市大江

4-20-23　Tel.096-372-3503　◇味噌天神前駅から徒歩約

6分　◇山本 正明

　幼稚園・保育園・学童

愛泉保育園
［保育園］　［(福)菊池愛泉会］〒861-1101　熊本県合志市

合生3937　Tel.096-242-0789 Fax.096-242-5192　◇JR熊

本駅からバス(菊池プラザ行)「辻久保」停　◇創立／

1952年　◇園長／大久保 優子

　お店・事業

お好み焼き パウロ
［お好み焼き］〒864-0041　熊本県荒尾市荒尾2064-1　

Tel&Fax.0968-62-5945　◇JR荒尾駅からバス「本村」停、

徒歩2分　◇創立／1972年　◇代表／橋本 文子　◇特色

／広島風のお好み焼きです。ゴスペルの曲をずっと流し

ています。近くにお越しの際は、ぜひお立寄り下さい。

ムラサキスポーツ 熊本店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒860-

0808　熊本県熊本市手取本町5-1 熊本パルコ9F　Tel. 

096-211-1788 Fax.096-211-1790　◇代表取締役会長／金

山 良雄

森永果実店
［果実小売業］〒861-0501　熊本県山鹿市山鹿1 プラザフ

ァイブ1F　Tel&Fax.0968-43-2798　◇創立／1962年　
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【HP】http://www.remus.dti.ne.jp/~hiromi-y/annnai-aisenn.html

荒尾めぐみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)めぐみ学園］〒864-0032　熊本県荒尾市

増永647-2　Tel&Fax.0968-62-0417 Fax.0968-62-0473　

◇JR南荒尾駅から徒歩15分　◇創立／1952年　◇園長／

星 のぞみ

王栄幼稚園
［幼稚園］　［(学)熊本王栄学園］〒862-0976　熊本県熊本

市九品寺2-2-44　Tel.096-363-4315 Fax.096-362-8205　

◇市電「九品寺交差点前」停、徒歩2分　◇創立／1893

年　◇理事長／粟津 安和、園長／森 真樹子

カトリックさゆり園
［カトリック幼稚園］　［(宗)カトリック福岡司教区］〒862-

0911　熊本県熊本市健軍3-8-37　Tel.096-369-3079 

Fax.096-369-3079［連絡先：健軍カトリック教会　〒862-

0911　熊本県熊本市健軍3-8-37 Tel.096-368-2825］　◇JR

熊本駅から市電「動植物園前」停、徒歩2分　◇創立／

1953年　◇特色／キリスト教(カトリック)的人間観に基礎

をおいています。モンテッソーリ教育法を取り入れていま

す。

菊池聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒861-1331　熊本県菊池市隈府278-

4　Tel.0968-25-2003

九州学院みどり幼稚園
［幼稚園］　［(学)九州学院］〒862-0971　熊本県熊本市大

江5-3-36　Tel&Fax.096-364-4405　◇バス「九州学院前」

停　◇創立／1924年　◇園長／長岡 立一郎　◇特色／

九州学院高校生との交流、学院講師による英語遊びや運

動遊びなど九学付属幼稚園ならではの保育を行っていま

す。

熊本白川教会付属保育園
［保育園］　［(宗)熊本白川教会］〒862-0976　熊本県熊本

市九品寺2-2-44　Tel&Fax.096-363-4315　◇市電「九品

寺交差点前」停、徒歩2分　◇創立／1978年　◇園長／

粟津 安和

熊本信愛女学院幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)熊本信愛女学院］〒860-

0847　熊本県熊本市上林町2-20　Tel.096-352-9078 

Fax.096-352-9079　◇JR上熊本駅から車3分　◇創立／

1950年　◇園長／脇山 ミネ子　◇特色／本園は、カトリ

ックの精神を基盤として、モンテッソーリ教育法による全

人格的成長を目指して取り組んでいる。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~ks-kindr/

熊本聖母愛児幼稚園
［カトリック幼稚園］〒860-0073　熊本県熊本市島崎6-1-

18　Tel.096-353-2638　◇園長／岡田 郁子

合志中部保育園
［保育園・学童・子育て支援センター・一時保育・延長保

育］　［(福)福音福祉会］〒861-1115　熊本県合志市豊岡字

宮本331-1　Tel.096-248-0080 Fax.096-248-0528　◇JR

三里木駅から車15分　◇創立／1962年　◇理事長・園長

／福嶋 龍一、理事・副園長／福嶋 義信　◇特色／”主

の愛にキラキラと輝き育てる光の子”

【E-Mail】yoshi118@infobears.ne.jp

小羊保育園
［保育園］　［(福)地の塩福祉会］〒861-1112　熊本県合志

市幾久富1866-858　Tel.096-248-3357 Fax.096-248-

3972　◇九州縦貫熊本ICから車10分　◇創立／1978年　

◇理事長・園長／犬童 松子、副園長／木村 まり子、主任

保育士／犬童 れい子　◇特色／赤ちゃんから6才までの

園。保育の中心は喜び！！　いつも喜んでいなさいをモッ

トーに保育しています。

【HP】http://kohituji-hoikuen.jp/

【E-Mail】kohituji@orange.ocn.ne.jp

シオン園保育園
［慈愛園］〒864-0041　熊本県荒尾市荒尾4110　Tel.

0968-62-0853　◇JR荒尾駅　◇創立／1950年

シオン保育園
［保育園］　［(福)神召会］〒860-0004　熊本県熊本市新町

4-7-35　Tel.096-356-8184 Fax.096-324-6014　◇市電「新

町」停、徒歩5分　◇創立／1966年　◇園長／稲垣 昇、

主任保育士／宮岡 奈美　◇特色／混迷の時代にあって

も、子どもたちの無限の可能性を信じつつ、日々の保育を

精一杯行うこと。

【E-Mail】sion7824@aol.com

聖愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)八代聖愛学園］〒866-0855　熊本県八代

市袋町5-1　Tel.0965-32-3303　◇JR八代駅　◇創立／

1917年　◇園長／木村 和子

【HP】http://seiai.yatsushiro-church.com/

清泉保育園
［保育園］　［(福)清泉保育園］〒861-1343　熊本県菊池市

七城町林原948-2　Tel&Fax.0968-26-4070　◇JR熊本駅

から車60分　◇創立／1956年　◇園長／竹原 真寿子、

理事長／徳野 昌博

白羊保育園
［保育園］　［(福)白羊福祉会］〒860-0073　熊本県熊本市

島崎3-20-34　Tel.096-352-9540 Fax.096-352-6365　◇創

立／1946年　◇園長／角野 嘉哉

人吉幼稚園
［カトリック幼稚園］　［ステラマリス学園］〒868-0056　

熊本県人吉市寺町7　Tel&Fax.0966-22-2988　◇創立／

1914年

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~hitoyoyo

ひばり保育園
［保育園］　［(福)神召会］〒862-0914　熊本県熊本市山ノ

内1-1-87　Tel.096-369-7921 Fax.096-369-7936　◇JR水

前寺駅からバス「新外中通」停　◇創立／1955年　◇園

長／坂本 幸子、理事長／坂本 克明

本渡カトリック聖心幼稚園［みこころ幼稚園］

［カトリック幼稚園］　［(学)天草しらゆり学園］〒863-

0015　熊本県天草市大浜町3-28　Tel&Fax.0969-23-



熊
本
県

九
州
・
沖
縄
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

723
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

阿蘇市 Aso-shi

一の宮キリスト教会［単立／独立］

〒869-2613　阿蘇市一の宮町中通775-11　Tel&Fax. 

0967-22-1473　◇宮地駅から車で10分　◇創立／1975年

（30人）　◇斉藤 和代、斉藤 伸一　◇礼拝／10:30　◇特

色／礼拝：日曜午前10時30分〜12時。祈祷会：午後7時

30分〜8時30分。昇天：午前6時〜6時30分(火)(木)(金)

本部教会［栄光の福音］

〒869-2301　阿蘇市阿蘇町内牧261-9 杉田睦子　Tel. 

0967-32-0303　◇杉田 睦子

天草市 Amakusa-shi

天草シオン・キリスト教会［聖協団］

〒861-7311　天草市有明町上津浦1154　Tel&Fax.0969-

53-1276　◇創立／2000年（3人）　◇田中 重親、田中 つ

よみ　◇礼拝／10:15　◇特色／いじめ、ひきこもり、不

登校の方などへのフォローを特に力を入れて取り組んでい

ます。

天草平安教会［日基教団］

〒863-0015　天草市大浜町17-11　Tel.0969-23-3207　◇

JR熊本駅からバス「本渡バスセンター」停　◇創立／

1958年（18人）　◇柏田 政治　◇礼拝／10:30

牛深キリスト教会［アッセンブリー］

〒863-1901　天草市牛深町1546-3　Tel&Fax.0969-72-

3503　◇バス「岡東」停、徒歩1分　◇創立／1952年（11

人）　◇伊藤 光枝　◇礼拝／10:30

河浦基督教会［アッセンブリー］

〒863-1202　天草市河浦町河浦2406-1　Tel&Fax.0969-

76-0238　◇江崎 吉子、江崎 武

TLCCC天にあるエルサレム天草教会［主の十

字架］

Tel&Fax.0969-22-0453　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇エリシャ 出西 義輝、岩下 隆博、ザ

イオン 岩下　◇礼拝／10:00,14:00

【HP】http://park15.wakwak.com/~tlccc_amakusa/

【E-Mail】elishakmt@yahoo.co.jp

本渡基督教会［アッセンブリー］

〒863-0043　天草市亀場町亀川1751-2　Tel.0969-22-

3671 Fax.0969-23-0155　◇JR熊本駅からバス「本渡バス

センター」停、徒歩15分　◇創立／1957年（50人）　◇

大村 勝治、大村 礼子　◇礼拝／10:30

荒尾市 Arao-shi

荒尾教会［日基教団］

〒864-0032　荒尾市増永652　Tel.0968-62-0417 Fax. 

0968-62-0473　◇JR南荒尾駅から徒歩15分　◇創立／

1946年（18人）　◇星 健治

荒尾教会［福音ルーテル］

〒864-0041　荒尾市荒尾4110　Tel.0968-62-0853　◇JR

熊 本 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   K u m a m o t o

5766　◇天草空港から車13分　◇創立／1966年　◇理事

長／安藤 眞由美、園長／渡邉 満智子　◇特色／モンテ

ッソーリ教育をし、縦割保育です。作業を通して子どもた

ちは自立と自律、思いやりの心が育ちます。

【HP】http://www.amacusa.jp/mikokoro/

明光幼稚園
［カトリック幼稚園］〒867-0045　熊本県水俣市桜井町

3-1-10　Tel.0966-63-2854

めぐみ幼稚園
［幼稚園］〒862-0907　熊本県熊本市水源2-2-1　Tel&

Fax.096-368-2322　◇浜田 由美子

ルーテル学院幼稚園
［幼稚園］　［(学)九州ルーテル学院］〒860-0862　熊本県

熊本市黒髪3-12-16　Tel&Fax.096-343-3968　◇尾田 明

子

霊泉幼稚園
［幼稚園］〒861-0501　熊本県山鹿市山鹿225　Tel.0968-

44-3120　◇JR熊本駅からバス「山鹿温泉」停　◇園長・

理事長／松谷 眞理

　祈祷院

愛泉祈祷院
［祈祷院］〒860-0044　熊本県熊本市谷尾崎町88-8　

Tel&Fax.096-325-9176　◇バス「城西校」停(終点)、徒

歩10分　◇創立／1970年　◇院主／日高 範嘉　◇特色

／一日一章のみことばへの聴従、分享、祈り合い(愛修)に

よる、自分、教会、世の変革を目指す。黙想の家も有り。
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第2土曜午後2時〜キッズパーティ。第3土曜午後3時30分

〜ユースカイ。

新地キリスト教会［単立／独立］

〒861-1204　菊池市泗水町永3690-3　Tel&Fax.0968-38-

4241　◇バス「桜山」停、徒歩10分　◇創立／1978年（5

人）　◇明戸 義広　◇礼拝／16:00

【E-Mail】ya194918@ybb.ne.jp

隈府教会［日基教団］

〒861-1331　菊池市隈府81　Tel.0968-25-7703　◇JR熊

本駅からバス「菊池プラザ」停　◇創立／1898年（9人）

熊本市 Kumamoto-shi

インマヌエル熊本キリスト教会［IGM］

〒862-0922　熊本市三郎2-26-3　Tel&Fax.096-384-

2763　◇バス「新外入口」停、徒歩4分　◇創立／1964

年（115人）　◇末弘 嘉孝、末弘 稔子、林田 美智子　◇

礼拝／10:30　◇特色／日曜午後2時から伝道会、水曜午

後7時30分から祈祷会。

植木キリスト教会［単立／独立］

〒861-5501　熊本市改寄町2370　Tel&Fax.096-272-

0729　◇JR植木駅から徒歩20分　◇創立／1954年（35人）　  

◇礼拝／14:30

大江教会［福音ルーテル］

〒862-0971　熊本市大江4-20-23　Tel.096-371-4731　◇

市電「味噌天神駅」停、徒歩4分　◇創立／1921年（90人）　

◇谷川 卓三　◇礼拝／10:30

帯山聖書教会［バイブル・プロテスタント］

〒862-0924　熊本市帯山5-21-15　Tel&Fax.096-381-9039　  

◇熊本交通センターからバス「帯山団地前」停、徒歩5

分　◇創立／1960年（40人）　◇松崎 義治　◇礼拝／

11:00　◇特色／礼拝では、手話通訳を行っています。

川尻キリスト教会［アッセンブリー］

〒861-4113　熊本市八幡9-2-53　Tel&Fax.096-357-1039　  

◇JR川尻駅から徒歩15分　◇創立／1971年（56人）　◇

高口 喜美男、高口 民子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kawashiricc@ybb.ne.jp

希望ヶ丘教会［アッセンブリー］

〒861-8003　熊本市楠8-17-22　Tel&Fax.096-338-4256　  

◇JR武蔵塚駅から徒歩3分　◇創立／1972年（25人）　◇

本堀 秀一、本堀 多嘉子　◇礼拝／11:00　◇特色／水曜

日午後8時から祈祷会。

熊本教会［KCCJ］

〒860-0821　熊本市本山1-2-24　Tel&Fax.096-353-4395　  

◇JR熊本駅から徒歩15分　◇創立／1951年（22人）　◇

金 聖孝　◇礼拝／11:00　◇外国語／韓国語　◇特色／

礼拝は韓国語、日本語の両方で行われています。

熊本教会(伝)［改革派］

〒862-0924　熊本市帯山2-13-74　Tel&Fax.096-382-7630　  

◇JR東海学園駅から徒歩12分　◇創立／1978年（27人）　

荒尾駅　◇後藤 直樹

有明バイブルチャーチ［単立／独立］

〒864-0026　荒尾市牛水481-1　Tel.0968-62-5870 

Fax.0968-62-5873　◇JR長洲駅から車5分　◇創立／

1987年（120人）　◇ケイラー，ロバート、ケイラー，レ

オ　◇礼拝／10:30　◇特色／活気あふれる賛美礼拝。力

強いメッセージ。すばらしい交わり。礼拝中キッズクラブ

あり。

【HP】http://www.ariakebc.jp/

【E-Mail】info@ariakebc.jp

キリストのからだの教会［単立／独立］

〒864-0162　荒尾市金山1178-32　Tel.0968-68-7875 

Fax.0968-68-7255　◇JR玉名駅からバス「一里木」停、

徒歩1分　◇創立／2001年（12人）　◇古賀 千喜　◇礼

拝／11:00　◇特色／牧師と仕事を兼用。第2第4聖日礼拝。

第1第3聖日交わり。教会の目標、キリストの形に完成する

こと。

【E-Mail】kogagiken@amber.plala.or.jp

宇城市 Uki-shi

熊本伝道所［東洋ローア］

〒869-0512　宇城市松橋町古保山2250-2　◇JR松橋駅か

らバス「海の平」停、徒歩1分［連絡先：東洋ローア・キ

リスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大

字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1956年（48人）　  

◇新谷 範人　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色

／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行

われます。音声への通訳はありません。

松橋教会［福音ルーテル］

〒869-0500　宇城市松橋町字園田935-3　Tel&Fax.0964-

32-4068　◇バス「松橋営業所」停、徒歩2分　◇創立／

1960年（20人）　◇角本 浩、ボーマン，ナタン　◇礼拝

／10:30

宇土市 Uto-shi

宇土教会［福音ルーテル］

〒869-0431　宇土市本町1-67　Tel&Fax.0964-23-2372　

◇バス「宇土本町1丁目・宇土高校入口」停　◇創立／

1950年（24人）　◇谷川 卓三　◇礼拝／10:30

バプテスト熊本南キリスト教会［バプ連盟］

〒869-0433　宇土市新小路町101-1　Tel&Fax.0964-22-

1695　◇JR宇土駅からバス「宇土本町五丁目」停　◇創

立／1959年　◇濱田 隆　◇礼拝／10:45

菊池市 Kikuchi-shi

あい教会［ワールドミッション］

〒861-1201　菊池市泗水町吉富468-28　Tel&Fax.0968 

-38-4237 Tel.080-5201-1442　◇バス「富の原」停、徒歩

5分　◇創立／2006年（14人）　◇今村 栄子、今村 孝

明　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜午後7時30分〜祈祷会。
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から土曜学校。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~f-frank/

【E-Mail】f-frank@kind.ocn.ne.jp

熊本聖書教会［アッセンブリー］

〒860-0073　熊本市島崎1-23-32　Tel.096-355-3087 Fax. 

096-355-3091　◇市電「段山」停、徒歩5分　◇創立／

1960年（100人）　◇長澤 忠雄、長澤 愛子、朴 哲浩、趙 

恩栄　◇礼拝／10:50

【E-Mail】kseisho@shirt.ocn.ne.jp

熊本ナザレン教会［ナザレン］

〒862-0976　熊本市九品寺1-7-11　Tel.096-364-5593 

Fax.096-364-6291　◇JR熊本駅からバス10分「尚絅校」停、

徒歩3分　◇創立／1915年（145人）　◇中出 牧夫　◇礼

拝／10:20　◇特色／壮年会・女性会・青年会・シメオン

会(70歳以上)・教会学校・成人科・家庭集会等年齢に応じ

た活動

【HP】http://www15.plala.or.jp/kumanaza/

【E-Mail】mnjcmlm@ebony.plala.or.jp

熊本ハーベストチャーチ［トータル］

〒860-0051　熊本市二本木4-9-35　Tel&Fax.096-354-

8855　◇JR熊本駅からバス「二本木」停、徒歩5分　◇

創立／2002年（50人）　◇中村 陽志　◇礼拝／10:30　

◇外国語／英語(土19:30)　◇特色／アルファコースやゴ

スペル教室を行っています。国際的、家族的で活気ある

明るい教会です。

【E-Mail】yoji@nakamura.name

熊本ハレルヤ教会［単立／独立］

〒860-0004　熊本市新町3-1-21-901　Tel&Fax.096-355-

3393　◇申 晟秀、申 タサロム　◇礼拝／11:00

熊本ベテル教会［単立／独立］

〒861-5522　熊本市下硯川町1442-3　Tel&Fax.096-323- 

8160 Fax.096-322-0018　◇バス「大窪」停、徒歩1分　

◇創立／1999年（64人）　◇楊 茂華、宮崎 たけみ　◇礼

拝／10:30　◇特色／アルファコース(火曜午前10時、水

曜午後7時から)。金曜午後8時からプレイヤーアワー、語

学講座、ハープ、歌等。

【HP】http://kumamoto-bethel-church.com/

【E-Mail】bethel-k@cosmos.ocn.ne.jp

熊本めぐみ教会［単立／独立］

〒862-0942　熊本市江津1-574　Tel&Fax.096-366-3051　  

◇JR熊本駅から車15分　◇創立／1971年（20人）　◇坂

本 憲治

熊本恵みキリスト教会［単立／独立］

〒860-0812　熊本市南熊本5-1-12　Tel&Fax.096-364-

7785　◇JR南熊本駅から徒歩3分　◇創立／1996年（14人）　  

◇三原 祥平　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書を神様のみ

ことばと信じ、聖書のみことばを学ぶ教会です。

神水教会［福音ルーテル］

〒862-0954　熊本市神水1-14-1　Tel.096-381-3989 Fax. 

096-381-4028　◇市電「熊商前」停、徒歩2分　◇創立／

1932年（243人）　◇角本 浩、ボーマン，ナタン　◇礼拝

／10:15

◇坂井 孝宏　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書の教えるキ

リスト教信仰を忠実に受け継ぎ、宗教改革の精神や歴史

的キリスト教会の伝統を大切にする教会。

【HP】http://www.rcj-k.net/

【E-Mail】info@rcj-k.net

熊本教会［福音ルーテル］

〒860-0844　熊本市水道町1-21　Tel.096-352-1772 Fax. 

096-352-1782　◇JR熊本駅から市電「水道前」停　◇創

立／1898年（136人）　◇朝比奈 晴朗　◇礼拝／10:30,

19:30　◇外国語／英語

【HP】http://www.infobears.ne.jp/smart/jelckuma/

【E-Mail】jelckuma@po.infobears.ne.jp

熊本教会［聖協団］

〒860-0082　熊本市池田1-8-5　Tel&Fax.096-355-4295　

◇JR上熊本駅から徒歩5分　◇創立／1953年（31人）　◇

小笠原 孝、佐藤 龍平　◇礼拝／10:15

熊本キリスト教会［ホーリネス］

〒861-8002　熊本市龍田町弓削987-1　Tel&Fax.096-339-

0005　◇JR武蔵塚駅から徒歩10分　◇創立／1982年（32

人）　◇柴嵜 美智子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日祈

祷会午前10時半。月1回子持ちママの会、随時。

【E-Mail】holyku1982@yahoo.co.jp

熊本キリスト教会＝京都福音教会熊本伝道
所［福音ペンテコステ］

〒860-0868　熊本市清水万石3-2-25　Tel&Fax.096-346-

3479　◇熊本電鉄菊池線北熊本駅から徒歩10分　◇坂井 

照代

熊本草葉町教会［日基教団］

〒860-0843　熊本市草葉町1-15　Tel&Fax.096-352-3911　  

◇JR熊本駅から市電「水道町」停　◇創立／1885年（183

人）　◇山下 慶親　◇礼拝／10:30

【HP】http://kusabacho.blogspot.com/

熊本城東教会［日基教団］

〒862-0949　熊本市国府2-6-27　Tel&Fax.096-363-6270 

Tel.096-372-1743 Fax.096-372-1743　◇JR新水前寺駅か

ら徒歩10分　◇創立／1941年（70人）　◇瀬尾 弘志、杉

森 將興　◇礼拝／10:30

熊本白川教会［日基教団］

〒862-0976　熊本市九品寺2-2-44　Tel.096-363-4315 

Fax.096-362-8205　◇市電「九品寺交差点前」停、徒歩2

分　◇創立／1883年（115人）　◇粟津 安和　◇礼拝／

10:30　◇いのち／096-363-4315

熊本真愛教会［イエス・キリスト］

〒861-8044　熊本市神園1-10-54　Tel&Fax.096-389-4539　  

◇バス「神園」停、徒歩10分　◇創立／1982年（40人）　

◇長尾 秀紀、長尾 明美　◇礼拝／10:45

熊本聖三一教会［聖公会］

〒862-0956　熊本市水前寺公園28-14　Tel&Fax.096-

384-3202　◇JR水前寺駅から徒歩10分　◇創立／1889年

（76人）　◇中村 正　◇礼拝／10:30　◇特色／火曜日午

前10時と金曜日午前11時から聖書学集会。土曜日午後1時
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ひばりヶ丘福音教会［単立／独立］

〒862-0914　熊本市山ノ内1-1-105　Tel.096-369-7921 

Fax.096-369-7936　◇JR水前寺駅からバス「新外中通」

停　◇創立／1967年（54人）　◇坂本 克明、坂本 幸子　

◇礼拝／10:15

【E-Mail】S-Sakamoto@leaf.ocn.ne.jp

武蔵ヶ丘教会［日基教団］

〒862-8001　熊本市武蔵ケ丘6-6-1　Tel&Fax.096-339-

0330　◇JR武蔵塚駅から徒歩7分　◇創立／2001年（29人）　  

◇宮川 経範

室園教会［福音ルーテル］

〒860-0862　熊本市黒髪2-19-8　Tel&Fax.096-343-

6935　◇バス「済々黄高校前」停　◇創立／1947年（114

人）　◇後藤 由起　◇礼拝／9:00,10:30,9:30(キャンパス礼

拝)

合志市 Kousi-shi

菊池シオンキリスト教会［バプ連盟］

〒861-1112　合志市幾久富1866-330　Tel&Fax.096-248-

8536　◇JR武塚駅からバス「永江団地」停、徒歩5分［連

絡先：矢野 満　〒861-1112　熊本県菊池郡合志町幾久富

1909-890 Tel.096-248-2714］　◇創立／1981年（37人）　

◇矢野 満、矢野 由美　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.beck01.net/kikuchision/

菊池黎明教会［聖公会］

〒861-1113　合志市栄3796 国立恵楓園内　Tel.096-248-

3835　◇創立／1913年（27人）　◇五十嵐 正司

熊本北聖書キリスト教会［単立／独立］

〒861-1102　合志市須屋1375-44　Tel&Fax.096-344-

6443　◇熊本電鉄須屋駅から徒歩5分［連絡先：永野 道

信　〒860-0072　熊本県熊本市花園7-77-25 Tel.096-324-

5384］　◇創立／1988年（25人）　◇永野 道信　◇礼拝

／15:00　◇特色／礼拝は日曜午後3時からです。当教会

は現在牧会者を求めています。

【E-Mail】kumamotokita-kyoukai@kmail.plala.or.jp

熊本伝道所［日キ教会］

〒861-1102　合志市須屋1476-13　Tel.096-242-0388　◇

須屋駅　◇神谷 杖治

合志教会［福音ルーテル］

〒861-1101　合志市合生3937　Tel.096-242-1772 Fax. 

096-242-5192　◇JR熊本駅からバス「辻久保」停　◇創

立／1957年　◇山田 浩己　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.remus.dti.ne.jp/~hiromi-y/annnai-gousi.html

合志豊岡伝道所［日基教団］

〒861-1115　合志市豊岡字小園127-2　◇JR三里木駅から

車10分　◇創立／1956年（30人）　◇川島 直道　◇礼拝

／20:00

豊岡キリスト伝道所［バプ連盟］

〒861-1115　合志市豊岡1900-5　Tel&Fax.096-248-6941　  

◇JR武蔵塚駅から車10分　◇創立／1979年（23人）　◇

【E-Mail】kuwamizu@jelc.or.jp

健軍教会［福音ルーテル］

〒862-0908　熊本市新生2-1-3　Tel&Fax.096-368-2917　

◇市電「健軍交番前」停すぐ　◇創立／1952年（100人）　

◇小泉 基　◇礼拝／6:30,10:30

【HP】http://www.jelc.or.jp/kengun

降臨教会礼拝堂［聖公会］

〒860-0862　熊本市黒髪5-23-1 (社福)リデルライトホーム

内　Tel.096-343-0489 Fax.096-343-0476　◇山崎 貞司　

◇礼拝／18:00(火)

新約教会［単立／独立］

〒861-5514　熊本市飛田2-10-55　Tel&Fax.096-344-

5001　◇JR上熊本駅から車15分　◇創立／1999年（40人）　  

◇長谷川 完　◇礼拝／10:30

大毘帝陣営 光武教会［単立／独立］

〒861-5516　熊本市西梶尾町577-7 メモリーハイツMII-

202　Tel&Fax.096-245-3171 Tel.080-3941-3961　◇創立

／1983年（10人）　◇奥村 大毘帝、奥村 美登里　◇礼拝

／10:30　◇特色／ダビデ軍団として日本全土を主イエス・

キリストにお献げする事を使命とする教会である。

【E-Mail】CampDavid@q.vodafone.ne.jp

TLCCCエルサレム主の栄光教会［主の十字架］

〒862-0909　熊本市湖東2-35-7　Tel&Fax.096-364-6724 

Tel.080-4288-0712 Fax.096-243-5183　◇礼拝・集会場所

などはお問い合わせください　◇創立／1986年（35人）　

◇エリシャ 出西 義輝、イスラエル 出西、工藤 恵美子、

広瀬 香奈枝、ペテロ 伊藤、アブラハム 志垣、シオン 朋美、

デボラ 村上、岡本 賛美、佐竹 しるし、柴田 喜び、カナ

ン 村上　◇礼拝／7:30,9:00,10:30,19:00　◇特色／祈り聞

き従う教会。賛美の教会。いやしの教会。世界宣教。リバ

イバルの使命。世界の子どもたちを支援しています。

【HP】http://users.astone.co.jp/tlccc-kumamoto/

【E-Mail】elisha@mx71.tiki.ne.jp

錦ヶ丘教会［日基教団］

〒862-0912　熊本市錦ヶ丘32-9　Tel&Fax.096-367-

3564　◇JR熊本駅からバス40分　◇創立／1893年（192人）　  

◇川島 直道　◇礼拝／10:30

日本バプテスト熊本愛泉教会［バプ連盟］

〒860-0044　熊本市谷尾崎町88　Tel.096-353-1033 

Fax.096-325-3253　◇JR熊本駅から車10分　◇創立／

1897年　◇礼拝／11:00,16:00　◇特色／金峰山の登山口

にあり市内が一望できます。この地にキリスト村をとの幻

を持ち、宣教師を送り出しています。

【E-Mail】k-aisen@nifty.com

日本バプテスト東熊本キリスト教会［バプ連

盟］

〒862-0950　熊本市水前寺4-31-22　Tel.096-384-3022 

Fax.096-384-3032　◇JR水前寺駅からバス「競輪場前」停、

徒歩5分　◇創立／1956年（32人）　◇保田井 建　◇礼

拝／10:40
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2433　◇バス「出町」停、徒歩5分　◇創立／1965年（24

人）　◇中村 眞佐子　◇礼拝／10:30

TLCCCイスラエル神の栄光八代教会［主の十

字架］

Tel.090-5934-2745　◇礼拝・集会場所などはお問い合わ

せください　◇フェイス 松本　◇礼拝／9:30,11:00

【HP】http://tlcccytsr.hp.infoseek.co.jp/

八代教会［福音ルーテル］

〒866-0856　八代市通町4-13　Tel&Fax.0965-32-6211　

◇吉谷 正典

八代教会［日基教団］

〒866-0855　八代市袋町5-1　Tel&Fax.0965-32-3488　

◇JR八代駅　◇創立／1886年（43人）　◇本村 和子　◇

礼拝／10:30　◇特色／日曜日午前10時30分から主日礼

拝、水曜日午前10時から聖書研究会・祈祷会。日曜日午

前9時から子どもの教会。

【HP】http://yatsushiro-church.com/

八代新生キリスト教会＝八代バプテスト伝
道所［バプ連盟］

〒866-0011　八代市井揚町3217-1　Tel&Fax.0965-35-

6269　◇JR八代駅からバス「廻」停、徒歩2分　◇創立

／1970年（15人）　◇牧野 瑠美栄　◇礼拝／10:30　◇

特色／水曜日午後8時から祈り会。八代市郊外の田園に囲

まれた明るく静かな教会。新幹線の開通に伴い周囲も発展。

八代聖書教会［単立／独立］

〒866-0833　八代市夕葉町7-1　Tel&Fax.0965-33-7010　  

◇JR八代駅から徒歩15分　◇創立／1958年（30人）　◇

清田 典郎、清田 直人　◇礼拝／10:30

山鹿市 Yamaga-shi

鹿本キリスト教会［JECA］

〒861-0303　山鹿市鹿本町高橋249-5　Tel&Fax.0968-

46-2721　◇バス「高橋」停、徒歩3分　◇創立／1962年

（29人）　◇原口 泉　◇礼拝／10:30　◇特色／家族伝道

を通して農村社会に浸透していきたい。管楽サークル「お

きらくあんさんぶる」土曜19時より練習。

【HP】http://www.geocities.jp/kamotochurch/

【E-Mail】kamoto@poem.ocn.ne.jp

シロアム国際キリスト教会［在外国教団教派］

〒861-0552　山鹿市杉1333-5　Tel&Fax.0968-44-1773　

◇創立／1987年（30人）　◇ヘッセル，カール　◇礼拝

／10:30　◇外国語／英語　◇特色／インドの孤児、未亡

人、牧師へのサポート。聖書と英語を中心とした幼児園と

クリスチャンスクール(小中学)。

【HP】http://web.me.com/mtdeer

【E-Mail】mtdeer@me.com

山鹿教会［日基教団］

〒861-0501　山鹿市山鹿225　Tel&Fax.0968-44-3120　

◇JR熊本駅からバス「山鹿温泉」停　◇創立／1900年（12

人）　◇松谷 眞理　◇礼拝／10:25

浦上 巖　◇礼拝／10:45

玉名市 Tamana-shi

玉名教会［福音ルーテル］

〒865-0051　玉名市繁根木21　Tel.0968-72-2695　◇JR

玉名駅から徒歩15分　◇創立／1933年　◇山田 浩己　

◇礼拝／10:30

人吉市 Hitoyoshi-shi

神愛キリスト教会［トータル］

〒868-0022　人吉市願成寺町499-1　Tel&Fax.0966-22-

5708　◇人吉ICから車3分　◇創立／1934年（27人）　◇

橋本 敦子、土肥 洋子　◇礼拝／10:30

ともしび聖書チャペル［バイブル・プロテスタント］

〒868-0061　人吉市蓑野町190-2　Tel&Fax.0966-24-

5404　◇JR人吉駅から車で10分　◇井上 温章　◇礼拝

／10:30

人吉キリスト教会［バプ連盟］

〒868-0035　人吉市五日町81　Tel&Fax.0966-22-5818　

◇九州道人吉ICから車2分　◇創立／1966年（60人）　◇

永渕 一隆　◇礼拝／10:00　◇特色／御霊のご支配を何

よりも大切にし、教会の使命は常に救霊活動にあることを

自覚して取り組んでいる群れです。

人吉キリスト教会［アッセンブリー］

〒868-0022　人吉市願成寺町518-10　Tel&Fax.0966-24-

1633　◇熊川鉄道相良藩願成寺駅から徒歩5分　◇創立

／1978年（26人）　◇大﨏 浩嗣　◇礼拝／10:30,20:00　

◇特色／教会はあなたの「ほっ」とする場でありたいと願

っています。いつでもお立寄り下さい。

人吉バイブル・プロテスタント基督教会＝
人吉聖書教会［バイブル・プロテスタント］

〒868-0016　人吉市城本町1033　Tel&Fax.0966-24-

4991　◇JR人吉駅から徒歩10分　◇創立／1953年（18

人）　◇森下 薫　◇礼拝／10:30

水俣市 Minamata-shi

水俣教会［福音ルーテル］

〒867-0011　水俣市陣内2-2-2　Tel&Fax.0966-62-2613　

◇吉谷 正典

水俣福音キリスト教会［トータル］

〒867-0035　水俣市月浦248-12　Tel&Fax.0966-63-3779 

Fax.0966-63-5883　◇肥薩おれんじ鉄道水俣駅　◇神薗 

房子、神薗 悟、神薗 幸、御所園 士、御所園 翼

八代市 Yatsusiro-shi

シャロンキリスト教会［アッセンブリー］

〒866-0866　八代市鷹辻町1-10　Tel&Fax.0965-33-
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熊本東聖書キリスト教会［バイブル・プロテスタ

ント］

〒861-2242　上益城郡益城町木山381-8　Tel&Fax.096-

289-2202　◇市電「健軍」停からバス「上町」停、徒歩2

分　◇創立／2002年（16人）　◇豊世 武士　◇礼拝／

10:30　◇特色／熊本市から東へ30分。益城町文化会館横

の家の教会です。毎週の礼拝後に食事、お茶を共にする

家庭的な田舎の教会です。

【E-Mail】ttoyose@yahoo.co.jp

甲佐教会［福音ルーテル］

〒861-4601　上益城郡甲佐町岩下208　Tel&Fax.096-

368-2917　◇小泉 基、エリス，A

菊池郡 Kikuchi-gun

大津キリスト教会［単立／独立］

〒869-1235　菊池郡大津町室119　Tel.096-293-4470 

Fax.096-293-4961　◇JR肥後大津駅から徒歩2分　◇創

立／1969年（120人）　◇米村 英二　◇礼拝／10:00

球磨郡 Kuma-gun

多良木聖書教会［バイブル・プロテスタント］

〒868-0501　球磨郡多良木町多良木641　Tel&Fax.0966-

42-2558　◇横山 秀喜

玉名郡 Tamana-gun

福岡ハーベストチャーチ菊水チャペル［トー

タル］

〒865-0136　玉名郡和水町江田3154　Tel&Fax.0968- 

86-2239［連絡先：福岡ハーベストチャーチ　〒812-

0863　福岡県福岡市博多区金の隈2-7-7 Tel.092-504-

5190］　◇西田 国雄、城戸 一誠　◇礼拝／10:30(月3回)

山鹿バプテスト伝道所＝山鹿新生キリスト
教会［バプ連盟］

〒861-0531　山鹿市中222-1　Tel&Fax.0968-43-6297　

◇創立／1963年（22人）　◇船越 哲義　◇礼拝／11:00

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/jbc-chiws/06yamaga.

html

葦北郡 Ashikita-gun

イエス栄光芦北教会［単立／独立］

〒869-5451　葦北郡芦北町道川内53　Tel.0966-86-1890　  

◇松岡 欣也

阿蘇郡 Aso-gun

小国教会［福音ルーテル］

〒869-2401　阿蘇郡南小国町赤馬場1595-1　Tel.0967-42-

1765　◇バス「南小国町市原」停、徒歩5分　◇後藤 由起、

エリス，Ａ　◇礼拝／20:00(火)

高森キリスト教会［単立／独立］

〒869-1602　阿蘇郡高森町高森1005　Tel&Fax.0967-62-

0214　◇南阿蘇鉄道高森線高森駅から徒歩7分　◇創立

／1966年（30人）　◇前原 澄子、スプア，ユーレラ、菅

原 雅子　◇礼拝／10:00,17:00　◇特色／水曜日午前10時

から祈祷会。

【HP】http://takamorichurch.sakura.ne.jp/

【E-Mail】jesus@takamorichurch.sakura.ne.jp

天草郡 Amakusa-gun

天草中央キリスト教会［バプ連盟］

〒863-2507　天草郡苓北町富岡3708-1　Tel&Fax.0969-

35-2313　◇本渡バスセンターからバス「紺屋町」停、徒

歩5分　◇創立／1995年（28人）　◇南 圭生　◇礼拝／

10:30

【E-Mail】jesus-l@alpha.ocn.ne.jp

上益城郡 Kamimashiki-gun

木山キリスト教会［単立／独立］

〒861-2233　上益城郡益城町惣領979-1　Tel&Fax.096- 

286-7461 Fax.090-201-6814　◇JR熊本駅からバス50分　

◇創立／1976年（30人）　◇藤本 セイ子
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大分県──地域の宣教資料

　宣教人国記：日本伝道隊創立にもかかわった府内（大

分）出身の御牧碩太郎（1870〜1949）は、1894年（明

治27）に銀座教会の初週祈祷会で外交官・判新三郎の

証しを聞いて回心。バックストンの霊的指導を受け、

広く純福音各派の説教者としても用いられた。中津出

身の宇都宮仙太郎（1866〜1940）は牧畜業を志して

北海道に渡り、信仰を求めて札幌独立教会に通い、札

幌北光教会で受洗した。生涯を通して、北海道の酪農

振興にかかわった。海添出身の釘宮辰雄（1872〜

1947）は、裁判所勤務から聖書を読み回心。献身を決

意して関西学院に入り、メソジスト教会の監督として

指導し、聖霊の働きを信じ、絶えず祈る信仰生涯をお

くった。日本出版会会長を務め、月刊誌「主婦之友」

を創刊し女子教育にも貢献した石川武美（1887〜

1961）も宇佐郡の出身である。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【宇佐市】宇佐市、宇佐郡院内町･安心院町。【臼杵市】

臼杵市、大野郡野津町。【大分市】大分郡野津原町、

北海部郡佐賀関町。【杵築市】杵築市、西国東郡大田村、

速見郡山香町。【国東市】東国東郡国見町・国東町・

武蔵町・安岐町。【佐伯市】佐伯市、南海部郡上浦町・

弥生町・本匠村・宇目町・直川村・鶴見町・米水津村・

蒲江町。【竹田市】竹田市、直入郡荻町・久住町・直

入町。【中津市】下毛郡三光村・本耶馬渓町・耶馬溪町・

山国町。【日田市】日田郡前津江村･中津江村･上津江村

･大山町･天瀬町。【豊後大野市】大野郡三重町・清川村・

緒方町・朝地町・大野町・千歳村・犬飼町。【豊後高

田市】豊後高田市、西国東郡真玉町･香々地町。【由布市】

大分郡挾間町･庄内町･湯布院町。

 九 州 ・ 沖 縄 地 方 大 分 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

大 分 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   O i t a 　

(有)ライフデザイン ホクマ
［広告の企画・デザイン・イラスト］〒870-0835　大分県

大分市上野ヶ丘1-7-16　Tel.097-543-3044 Fax.097-543-

1455　◇JR大分裏駅から徒歩15分　◇創立／1995年　

◇代表取締役／川野 孝康

【E-Mail】hokuma@po.d-b.ne.jp

　幼稚園・保育園・学童

愛隣幼稚園
［幼稚園］〒870-0885　大分県大分市南太平寺16　Tel.

097-544-6453　◇JR南大分駅駅から徒歩13分　◇園長／

西畑 望

犬飼幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団犬飼教会］〒879-7301　大

分県豊後大野市犬飼町犬飼8-3　Tel&Fax.097-578-

　お店・事業

シミズ楽器専門店
［ 楽 器 店 ］〒877-0042　 大 分 県 日田 市 東 町4-31　

Tel&Fax.0973-23-0920　◇JR日田駅から徒歩10分　◇代

表／清水 正行

　文書伝道支援

クロスロード［大分キリスト教書店］

［キリスト教書店］〒870-0839　大分県大分市金池南

1-1　Tel&Fax.097-529-6863　◇JR大分駅南口から徒歩5

分　◇店長／宮脇 早苗　◇特色／営業時間：午前11時〜

午後7時。定休日：日曜、水曜、祝日。

【HP】http://www5.plala.or.jp/crossroad50/

【E-Mail】crossroad@purple.plala.or.jp
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0149　◇JR犬飼駅から徒歩15分　◇創立／1976年　◇

園長／青佐 春見

臼杵教会附属めぐみ園［めぐみ園］

［保育園］　［(宗)日本基督教団臼杵教会］〒875-0041　大

分県臼杵市大字臼杵188-1　Tel.0972-62-3794 Fax.0972-

62-4208［連絡先：澁谷 弘祐　〒875-0042　大分県臼杵

市大字海添41-1 日本基督教団臼杵教会 Tel.0972-62-

4208］　◇JR臼杵駅から徒歩10分　◇創立／1970年　◇

園長／澁谷 弘祐　◇特色／常に地域に役立つことを願い

つつ、経験豊かな保育士が一人一人の子供の個性を大切

に保育に当っています。

大分明星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒870-0267　大分県大分市城原

2600-9　Tel.0975-92-0494

扇田保育園
［保育園］　［(福)野の花会］〒879-7125　大分県豊後大野

市三重町内田2717-1　Tel.0974-22-0570 Fax.0974-22-

8487　◇JR三重町駅から徒歩10分　◇創立／1970年　

◇園長／神田 まり子

【HP】http://ougidahoikuen.jp/

【E-Mail】dangoyama@ougidahoikuen.jp

カトリック明野幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)大分カトリック学園］〒870-

0165　大分県大分市明野北2-8-16　Tel.097-558-8941 

Fax.097-558-8945　◇バス「明野北小」停、徒歩5分

カトリック臼杵幼稚園
［カトリック幼稚園］〒875-0000　大分県臼杵市祇園之州

75-80　Tel.0972-62-3065

カトリック海の星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒874-0938　大分県別府市末広町

1-14　Tel.0977-25-3534

カトリック海星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒870-0035　大分県大分市中央町

3-7-30　Tel.0975-34-4840

カトリック玖珠幼稚園
［カトリック幼稚園］〒879-4413　大分県玖珠郡玖珠町塚

脇425　Tel.0973-72-1074

カトリック佐伯幼稚園
［カトリック幼稚園］〒876-0853　大分県佐伯市中村東町

7-3　Tel.0972-22-2182

カトリック坂ノ市幼稚園
［カトリック幼稚園］〒870-0302　大分県大分市坂ノ市新

開1713　Tel.0975-93-4533

カトリック津久見幼稚園
［カトリック幼稚園］〒879-2433　大分県津久見市中田町

2-68　Tel.0972-82-3416

カトリック鶴崎幼稚園
［カトリック幼稚園］〒870-0131　大分県大分市皆春

213　Tel.0975-21-3174

カトリック日田幼稚園
［カトリック幼稚園］〒877-0071　大分県日田市玉川町

265-2　Tel.0973-22-3304 Fax.0973-24-5356　◇JR光岡

駅から徒歩10分

グレース保育園
［保育園］　［(福)九州キリスト教社会福祉事業団］〒871-

0008　大分県中津市大字大塚199　Tel.0979-23-2668 

Fax.0979-23-2683　◇創立／1974年　◇園長／多田 玲

子　◇特色／2003年4月より新園舎に移転しました。「平

和」をテーマにした保育園です。

【E-Mail】grace@seagreen.ocn.ne.jp

小羊保育園
［保育園］　［(福)小羊保育園］〒878-0013　大分県竹田市

竹田2625-2　Tel.0974-63-2345 Fax.0974-64-0076　◇豊

肥線豊後竹田駅から徒歩10分　◇創立／1970年　◇理事

長・園長／尾崎 明　◇特色／愛情と祈りの心で0歳児よ

り就学前児を保育している。聖書の教えをもとに保育。19

時までの延長保育を実施。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/o-kohitsuji/

白百合幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団杵築教会］〒873-0001　大

分県杵築市杵築仲町296　Tel.0978-63-3300　◇JR杵築

駅　◇園長／吉新 治夫

真愛幼稚園
［幼稚園］〒874-0908　大分県別府市上田の湯町7-4　

Tel.0977-21-5016　◇JR別府駅から徒歩8分　◇園長／森

分 直樹

聖愛保育園
［保育園］〒879-5102　大分県由布市湯布院町川上2990-

14　Tel.0977-84-2317 Fax.0977-84-2003　◇JR由布院駅

から徒歩10分　◇創立／1951年　◇園長／利光 恵子

聖公幼稚園
［幼稚園］　［(学)大分聖公学園］〒870-0047　大分県大分

市中島西3-8-4　Tel.097-537-3688 Fax.097-537-3698　◇

バス「新川」停、徒歩4分　◇創立／1956年　◇園長／

宮本 榮紀、理事長／武藤 光太

【E-Mail】ooita-seikouyouchien@adagio.ocn.ne.jp

日田ルーテル幼稚園
［(学)日田ルーテル学園］〒877-0016　大分県日田市三本

松2-3-39　Tel&Fax.0973-22-3865　◇JR日田駅から徒歩

15分　◇創立／1952年　◇園長／宮澤 真理子　◇特色

／一人ひとりの成長を助け、見守る保育をしています。

双葉保育園
［保育園］　［野の花会］〒879-7131　大分県豊後大野市三

重町市場1160　Tel.0974-22-0562 Fax.0974-22-2949　◇

JR三重町駅から徒歩10分　◇創立／1936年　◇理事長・

園長／土屋 良泉　◇特色／当園の保育目標：神様をうや

まい、感謝する。友だちと仲良く遊び、共に生きる。自然・

いのち・平和を愛する。

【E-Mail】oonomie-futaba@tea.ocn.ne.jp
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宇佐市 Usa-shi

宇佐教会［日基教団］

〒879-0455　宇佐市大字閤25-2　Tel&Fax.0978-33-1120　  

◇JR柳ヶ浦駅から車10分　◇創立／1950年　◇小西 美

智子　◇礼拝／10:30

臼杵市 Usuki-shi

臼杵教会［日基教団］

〒875-0042　臼杵市大字海添41-1　Tel&Fax.0972-62-

4208　◇JR臼杵駅　◇創立／1880年（12人）　◇澁谷 弘

祐　◇礼拝／10:15

臼杵キリスト教会［バプ連盟］

〒875-0053　臼杵市大字福良173　Tel&Fax.0972-62-

5479　◇JR上臼杵駅から徒歩7分　◇創立／1951年（23人）　  

◇松永 正俊　◇礼拝／10:30

大分市 Oita-shi

インマヌエル大分伝道所［IGM］

〒870-0832　大分市上野町9-17　Tel.097-546-8410　◇

創立／1976年（33人）　◇徳田 文彦、峯尾 悌一、峯尾 

京子　◇礼拝／10:30

栄光の賛美教会［聖イエス会］

〒870-0128　大分市森1278-1　Tel.097-520-0628　◇JR

高城駅　◇創立／1985年　◇篠 光子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.oiss.net/~oitachurches/each/mori/summary.

html

大分カルバリチャーチ［福音ペンテコステ］

〒870-0936　大分市岩田町4-1-30　Tel.097-569-5163 

Fax.097-569-5190　◇JR大分駅からバス10分、徒歩2分　

◇創立／1972年（42人）　◇橋本 守、橋本 のり子、橋本 

邦光　◇礼拝／10:15　◇特色／ペンテコステの礼拝、い

やしと解放の教会、分かりやすいメッセージ。

【HP】http://www.d4.dion.ne.jp/~karubari/

【E-Mail】karubari@d4.dion.ne.jp

大分希望キリスト教会［同盟基督］

〒870-0165　大分市明野北2-4-19　Tel&Fax.097-556-

1646　◇JR高城駅から車5分　◇創立／1990年（12人）　

◇本馬 信義　◇礼拝／10:00,19:00

【HP】http://www.japan4christ.com/kibou/indexchurch.html

大分教会［日基教団］

〒870-0044　大分市舞鶴町1-3-23　Tel&Fax.097-532-

8513　◇JR大分駅　◇創立／1889年（212人）　◇西畑 

望

大分教会［福音ルーテル］

〒870-0022　大分市大手町2-3-25　Tel.097-535-1596 

Fax.097-529-5105　◇創立／1950年（37人）　◇野村 陽

一　◇礼拝／10:30

大分キリスト教会［バプ連盟］

〒870-0045　大分市城崎町2-6-22　Tel&Fax.097-532-

4240　◇バス「三条」停すぐ　◇創立／1950年（60人）　

◇礼拝／10:30　◇特色／主日礼拝前、9:30から全年齢層

対象の教会学校を行っています。ともに聖書を学びましょ

う。

【HP】http://blogs.yahoo.co.jp/oita_baptist_church/

【E-Mail】oitabap@violin.ocn.ne.jp

大 分 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数)、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   O i t a

明星幼稚園
［カトリック幼稚園］〒874-0903　大分県別府市野口原

3088　Tel.0977-24-0867

めぐみ保育園
［保育園］　［(福)九州キリスト教社会福祉事業団］〒870-

0915　大分県大分市花高松3-2-12　Tel.097-558-9873　

◇JR高城駅から徒歩17分　◇園長／大継 徹朗

めぐみ保育園
［保育園］　［(宗)日本基督教団玖珠教会］〒879-4403　大

分県玖珠郡玖珠町帆足字戸刈2262-3　Tel.0973-72-2074 

Fax.0973-72-2147　◇JR豊後森駅から徒歩10分　◇創立

／1969年　◇園長／宮崎 富男　◇特色／教会付属の保

育園。地域に根ざしたキリスト教保育。子育て支援のオア

シスひろばも無料で利用できます。

【HP】http://homepage2.nifty.com/kusuchurch/

【E-Mail】onlyjesus@mbj.nifty.com
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大分恵みキリスト教会［同盟基督］

〒870-0127　大分市森町681-4　Tel&Fax.097-522-2768　  

◇JR鶴崎駅から車5分　◇創立／1986年（14人）　◇岡山 

敦彦　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／地域を愛し、地域

から愛される教会を目指しています。教会は家庭的で、礼

拝でのメッセージを第一としている。

【HP】http://www.ooita-megumi.net/

大分メノナイト・キリスト教会［メノナイト教

会会議］

〒870-0939　大分市中津留2-7-1　Tel&Fax.097-558-7861　  

◇バス「中津留」停、徒歩5分　◇創立／1967年（23人）　

◇佐々木 淳二　◇いのち／097-558-7861

大分福音キリスト教会［イエス・キリスト］

〒870-0942　大分市羽田945-1　Tel&Fax.097-567-

5342　◇JR滝尾駅から徒歩20分　◇後藤 真、後藤 伯

子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】oitafukuin@lep.bbiq.jp

キリストの福音大分教会［単立／独立］

〒870-0914　大分市日岡2-3-15　Tel.097-551-1366 Fax. 

097-594-2577　◇JR大分駅から車15分　◇創立／1976年

（50人）　◇釘宮 義人　◇礼拝／10:30　◇テレホン／

097-551-0305　◇特色／まったくの単立教会ですが、市

内の他教会とは友好的に交わっています。ワハッハと明る

い笑いの絶えない教会です。

【HP】http://www.d-b.ne.jp/wahaha/

佐賀関教会［日基教団］

〒879-2201　大分市大字関1411　Tel&Fax.097-575-1706　  

◇JR幸崎駅からバス20分　◇創立／1916年（17人）　  

◇田栗 宏、吉武 二郎　◇礼拝／10:30

チャーチ・オン・ザ・ロック＝グレイスチャ
ペル［日本地方伝道団］

〒870-0839　大分市金池南1-1　◇JR大分駅南口から徒歩

5分　◇広田 勝正

TLCCCいのちの泉大分教会［主の十字架］

Tel&Fax.097-547-0907　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇創立／1994年（25人）　◇向井 峰子、

小代 美智子、野中 朋代　◇礼拝／9:20,11:10,19:00

【E-Mail】kansyafeb27oita@yahoo.co.jp

別府聖書研究会［無教会］

〒870-0147　大分市小池原1676-1 渡辺方　Tel.097-551-

2992　◇創立／1948年（25人）　◇渡辺 信雄

ヨハン大分キリスト教会［ヨハン教会連合］

〒870-0036　大分市寿町10-10 キャッスル501　Tel&Fax. 

097-536-6978　◇JR大分駅北口から徒歩15分　◇山口 真

衣子

【HP】http://oita.yohan.jp/

杵築市 Kitsuki-shi

杵築教会［日基教団］

〒873-0001　杵築市仲町296　Tel&Fax.0978-63-3300 

大分キリスト教会［アライアンス］

〒870-0854　大分市羽屋三組-1　Tel&Fax.097-543-0413　  

◇永井 一匡、永井 安規子

大分キリスト復興教会［単立／独立］

〒870-1121　大分市鴛野1184-5　Tel&Fax.097-554-3595 

Fax.097-560-3099　◇JR敷戸駅から徒歩3分　◇創立／

1996年（8人）　◇宮脇 利夫　◇礼拝／10:15　◇特色／

心病む方々と共に生きる教会を目ざしています。

【HP】http://www1.bbiq.jp/hibari50/

大分国際キリスト教会［日本地方伝道団］

〒870-1123　大分市寒田800-42　Tel.097-569-1195 Fax. 

097-569-1196　◇JR敷戸駅から車2分　◇創立／1984年

（20人）　◇ヴィッサー，J・P　◇礼拝／10:30

大分聖公会［聖公会］

〒870-0047　大分市中島西3-8-4　Tel&Fax.097-532-6666　  

◇JR大分駅から徒歩20分　◇創立／1887年（50人）　◇

中野 准之　◇礼拝／10:30　◇特色／大分で最も伝統あ

る教会の一つだが、古くて新しい教会。「こころの泉」を2

ヶ月毎に配布。伝道に全力を尽くす。

大分聖書バプテスト教会［JBBF］

〒870-1203　大分市野津原852-1　Tel&Fax.097-588-1566　  

◇バス「野津原」停、徒歩2分　◇創立／1975年（25人）　

◇中畑 道章、中畑 正子、中畑 香理　◇礼拝／9:00,11:00,

14:00

大分中央教会［日キ教会］

〒870-0036　大分市寿町4-17　Tel&Fax.097-538-1120　

◇JR大分駅からバス「オアシス前」停、徒歩1分　◇創立

／1889年（24人）　◇南茂 昭夫　◇礼拝／10:20,18:30　

◇特色／水曜日午前10時30分から祈祷会。

【HP】http://akio-2.blog.ocn.ne.jp/ooitachuuoukyoukai/

【E-Mail】akio-1@alpha.ocn.ne.jp

大分伝道所［東洋ローア］

〒870-0946　大分市曲1113 大分南部公民館(郵便物の差

出不可)　◇JR滝尾駅から徒歩20分［連絡先：東洋ローア・

キリスト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町

大字市場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1979年（52

人）　◇角田 愛治　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇

特色／ろうあ者の牧師・伝道師による聖書のお話は手話

で行われます。音声への通訳はありません。

大分東教会［日基教団］

〒870-0915　大分市花高松3-2-16　Tel&Fax.097-558-

2185　◇JR高城駅から徒歩15分　◇創立／1964年（26人）　  

◇大継 徹朗　◇礼拝／10:15

大分福音キリスト教会チャペル・ノア＝チ
ャペル・ノア［日本地方伝道団］

〒870-1141　大分市下宗方615-1　Tel&Fax.097-542-1211　  

◇JR南大分駅　◇創立／1978年（75人）　◇広田 勝正　

◇礼拝／7:00,10:40　◇特色／教団・教派主義に促われず、

どこまでも主イエスの体なる教会として、喜びと賛美に満

ちた明るい教会です。

【E-Mail】chapel.noah@iga.bbig.jp
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中津市 Nakatsu-shi

イエスキリスト神の小羊教会［単立／独立］

〒871-0003　中津市是則1181-17　Tel&Fax.0979-32-8151　  

◇福永 源之助

インマヌエル別府キリスト教会中津伝道所
［IGM］

〒871-0011　中津市下池永682-39　Tel&Fax.0979-25-

3153　◇JR中津駅から車5分　◇創立／1998年（11人）　

◇徳田 文彦　◇礼拝／10:30

中津教会［日基教団］

〒871-0055　中津市殿町1387　Tel&Fax.0979-22-6559　

◇JR中津駅出口2から徒歩10分　◇創立／1897年（58人）　  

◇廣安 愼太郎

中津聖書教会［同盟基督］

〒871-0024　中津市中央町2-9-23　Tel&Fax.0979-24-

9168　◇JR中津駅から車5分　◇創立／1991年（9人）　

◇粂野 和俊　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書信仰に立ち、

子どもたちも共に喜んで礼拝しています。手話通訳あり。

毎週土曜には子ども集会もしています。

中津福音キリスト教会［イエス・キリスト］

〒871-0029　中津市下宮永2-446-4　Tel&Fax.0979-22-

6060　◇JR中津駅から徒歩20分　◇小松 清志、小松 正

子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】komatsu@mx61.tiki.ne.jp

日本キリスト中津扇城教会［単立／独立］

〒871-0027　中津市上宮永町58　Tel.0979-22-2094 Fax. 

0979-22-2122　◇JR中津駅から徒歩12分　◇創立／1961

年（131人）　◇柴田 勝正、柴田 国子、柴田 純、柴田 秀

美　◇礼拝／10:30,20:00　◇特色／水曜日午前9時30分

および午後8時より祈祷会。午前5時30分より早天祈祷会

(月・火・金・土)。

【HP】http://ww61.tiki.ne.jp/~sonic/nsk.htm

【E-Mail】nschurch@mx61.tiki.ne.jp

日田市 Hita-shi

シャローム日田キリスト教会［ウェスレアン］

〒877-0004　日田市城町2-851-4　Tel&Fax.0973-22-3264　  

◇JR日田駅から車5分　◇創立／1997年（23人）　◇辛島 

道也、辛島 すみ恵　◇礼拝／10:45　◇特色／日曜日午

前10時から日曜学校。木曜日午後8時から祈祷会。月〜金

曜日午前6時30分から早天祈祷会。

日田教会［福音ルーテル］

〒877-0016　日田市三本松2-3-10　Tel.0973-23-9903 

Fax.0973-22-3865　◇JR日田駅から徒歩15分　◇創立／

1910年（30人）　◇宮澤 真理子　◇礼拝／10:30　◇特色

／第1・第3月曜日午後7時30分からゴスペルとさんびかを

歌う会。2〜3か月に1回パイプオルガンコンサート

Fax.0978-63-3370　◇JR杵築駅　◇創立／1889年（39人）　  

◇吉新 治夫　◇礼拝／10:30

【E-Mail】BYF02424@nifty.ne.jp

国東市 Kunisaki-shi

国東教会［日基教団］

〒873-0502　国東市国東町田深1012　Tel&Fax.0978-72-

0062　◇JR杵築駅　◇創立／1897年（10人）　◇藤吉 文

佳

佐伯市 Saiki-shi

蒲江キリスト教会［アッセンブリー］

〒876-2401　佐伯市蒲江蒲江浦5102-17　Tel&Fax.0972-

42-0466　◇JR佐伯駅から車35分　◇創立／1958年（42人）　  

◇奥田 祐三、奥田 圭子

佐伯教会［日基教団］

〒876-0856　佐伯市中村北町9-22　Tel.0972-23-5537 

Fax.0972-23-5597　◇JR佐伯駅から徒歩15分　◇創立／

1883年（17人）　◇礼拝／10:30

佐伯聖書キリスト教会［アッセンブリー］

〒876-0813　佐伯市長島町2-9-17　Tel&Fax.0972-23-

3752　◇JR佐伯駅から徒歩25分　◇創立／1982年（18人）　  

◇山本 久米蔵、山本 茂子　◇礼拝／10:30

佐伯福音キリスト教会［ホーリネス］

〒876-0834　佐伯市城南町22-29　Tel&Fax.0972-23-

1838　◇JR佐伯駅から車15分　◇創立／1958年（70人）　

◇井上 宗樹、井上 喜久美　◇礼拝／10:30

【E-Mail】saiki_church@yahoo.co.jp

佐伯教会［栄光の福音］

〒876-0813　佐伯市長島区３班１-19　Tel.0972-22-5624　  

◇管谷 甲子雄

竹田市 Taketa-shi

竹田教会［日基教団］

〒878-0013　竹田市大字竹田字鷹匠町2625-2　Tel.0974-

63-2345 Fax.0974-64-0076　◇JR豊後竹田駅　◇創立／

1915年（22人）　◇尾崎 明　◇礼拝／10:30

【HP】http://church.jp/taketa/

津久見市 Tsukumi-shi

津久見教会［日基教団］

〒879-2435　津久見市宮本町22-14　Tel&Fax.0972-82-

5008　◇JR津久見駅から徒歩5分　◇創立／1953年（12人）　  

◇野口 春夫、佐野 昌弘　◇礼拝／10:15　◇特色／桜の

名所宮山の麓にある白い礼拝堂で、夜には十字架のイルミ

ネーションが輝く、市内唯一の新教の教会です。

【E-Mail】haruo-kantoku@nifty.com
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別府教会［ナザレン］

〒874-0931　別府市西野ロ8-7　Tel.0977-23-5751　◇小

川 勝則、小川 真澄

別府教会［福音ルーテル］

〒874-0838　別府市荘園町1-3　Tel&Fax.0977-24-2154　  

◇JR別府駅からバス「朝日橋」停、徒歩3分　◇創立／

1953年（36人）　◇野村 陽一　◇礼拝／10:30

別府キリスト教会［ホーリネス］

〒874-0939　別府市立田町2-28　Tel&Fax.0977-23-8322　  

◇JR別府駅から徒歩10分　◇創立／1967年（32人）　◇

上原 豊光、上原 まゆ美　◇礼拝／10:30

別府キリスト教会［メノナイト教会会議］

〒874-0919　別府市石垣東3-4-27　Tel&Fax.0977-25-

9030　◇JR別府駅からバス15分　◇創立／1980年（14人）　  

◇黒木 今朝次　◇礼拝／10:30　◇特色／福音主義、聖

書信仰に堅く立つ教会。一人ひとりがみことばに根ざし、

生かされることを目標とします。

別府国際教会［バプ連盟］

〒874-0917　別府市中須賀東町10-1　Tel&Fax.0977-66-

0084　◇JR別府駅から車10分　◇創立／1986年　◇吉

田 真司　◇礼拝／10:40　◇外国語／英語　◇特色／国

を越え世界中の人々と共に礼拝を捧げています。多文化・

多民族共生社会に立つ教会を目指しています！

別府伝道所［KCCJ］

〒874-0919　別府市石垣東3-3-25　Tel&Fax.0977-27-

2564　◇創立／2000年　◇辛 治善　◇礼拝／11:00,

14:00,19:00　◇外国語／韓国語、英語　◇特色／世界各

国の若い衆が集まって共に礼拝し、国際文化交流もして

いる。讃美と祈りの力が溢れる多くの集会。

【HP】http://cafe.daum.net/beppuchurch

別府野口教会［日基教団］

〒874-0932　別府市野口中町5-20　Tel&Fax.0977-22-

7953　◇JR別府駅西口から徒歩5分　◇創立／1890年（39

人）　◇吉武 二郎　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.coara.or.jp/~yuki/beppu/muramatu/bep

pu022.htm

別府不老町教会［日基教団］

〒874-0935　別府市駅前町2-11　Tel&Fax.0977-23-7323　  

◇JR別府駅から徒歩2分　◇創立／1911年（46人）　◇齋

藤 真行　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日午前10時から

祈祷会。その他、小学生と中学生の英語教室を開いてい

ます。

【HP】http://furocho.cocolog-nifty.com/

【E-Mail】furocho@ctb.ne.jp

由布市 Yufu-shi

由布院教会［日基教団］

〒879-5102　由布市湯布院町川上2990-1　Tel&Fax.0977 

-84-5870　◇JR由布院駅から徒歩5分　◇創立／1946年

（44人）　◇小森 一典　◇礼拝／10:15　◇特色／木曜日

午後1時30分から祈祷会。日曜日午前9時から子ども礼拝。

日田福音キリスト教会＝桃山チャペル［イエ

ス・キリスト］

〒877-0034　日田市桃山町2455-12　Tel&Fax.0973-24-

2400　◇JR豊後三芳駅から徒歩10分　◇創立／1968年

（65人）　◇竹崎 光則　◇礼拝／10:45,20:00　◇特色／水

曜日午後8時、木曜日午後1時30分から祈祷会。

豊後大野市 Bungooono-shi

犬飼教会［日基教団］

〒879-7301　豊後大野市犬飼町犬飼8-3　Tel.097-578-

0866 Fax.097-578-0149　◇JR犬飼駅から徒歩15分　◇

創立／1951年（8人）　◇青佐 春見　◇礼拝／10:30

三重教会［日基教団］

〒879-7131　豊後大野市三重町市場1160　Tel&Fax. 

0974-22-0862　◇JR三重町駅から徒歩10分　◇創立／

1914年（22人）　◇土谷 良泉　◇礼拝／10:15　◇特色／

教会の宣教と保育園の働きを通して地域に仕える教会で

あるようにと祈っています。

豊後高田市 Bungotakada-shi

豊後高田教会［日基教団］

〒879-0605　豊後高田市御玉104　Tel.0978-22-3886　◇

JR宇佐駅　◇創立／1921年（15人）　◇小西 美智子、岡

口 文明

豊後高田福音キリスト教会［イエス・キリスト］

〒879-0606　豊後高田市玉津1961-1　Tel&Fax.0978-22-

1382　◇大瀧 一郎、大瀧 裕子　◇礼拝／10:30

別府市 Beppu-shi

インマヌエル別府キリスト教会［IGM］

〒874-0013　別府市古市町35組　Tel.0977-67-0019 

Fax.0977-27-6095　◇JR亀川駅から徒歩20分　◇創立／

1969年（172人）　◇徳田 文彦、徳田 由紀子、阿部 みどり、

峯尾 悌一、峯尾 京子、阿部 妙子、岡部 浩子　◇礼拝／

10:30　◇特色／駐車場が広いので車で来ても安心です。

毎週日曜日と水曜日に行われています集会にお気軽にお越

しください。

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~bp200702/

フルゴスペル・イエスキリスト教会［単立／

独立］

〒874-0933　別府市野口元町10-1　Tel&Fax.0977-26-

3692　◇JR別府駅から徒歩5分　◇創立／1989年（20人）　  

◇永野 誠治、永野 友子　◇礼拝／10:30　◇特色／日水

金土の熱心な祈りと賛美を通して、神の臨在に溢れ、主

の救いといやしと解放が現れる礼拝が目標です。

【E-Mail】holy-fire@white.plala.or.jp

別府教会［日基教団］

〒874-0908　別府市上田の湯町7-4　Tel.0977-23-0602 

Fax.0977-21-5016　◇JR別府駅から徒歩8分　◇創立／

1907年（60人）　◇森分 直樹　◇礼拝／10:30
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速見郡 Hayami-gun

日出教会［日基教団］

〒879-1506　速見郡日出町3080　Tel&Fax.0977-72-2800　  

◇JR暘谷 駅から徒歩5分　 ◇創 立／1891年（32人）　  

◇鈴木 喜美子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午前6時

30分から早天祈祷会。木曜日午前10時30分から聖書研究

祈祷会。

フルゴスペル大分教会［JFGA］

〒879-1504　速見郡日出町大神8002-4　Tel&Fax.0977-

72-3099　◇大神駅から車3分　◇創立／1989年（82人）　

◇羅 公健　◇礼拝／11:30,19:00　◇外国語／韓国語

玖珠郡 Kusu-gun

玖珠教会［日基教団］

〒879-4403　玖珠郡玖珠町大字帆足2262-3　Tel.0973-

72-2074 Fax.0973-72-2147　◇JR豊後森駅から徒歩10分　  

◇創立／1969年（22人）　 ◇宮崎 富男　 ◇礼拝／

10:20　◇特色／土曜子供礼拝14:00。水金曜午前中子育

て支援「オアシスひろば」おいでください。

【HP】http://homepage2.nifty.com/kusuchurch/

【E-Mail】onlyjesus@mbj.nifty.com

九重キリスト伝道所［日本地方伝道団］

〒879-4632　玖珠郡九重町松木153　Tel&Fax.0973-76-

3238　◇JR恵良駅から徒歩15分　◇創立／2007年（2人）　  

◇ファンデル メルヴェ，ジョン、ファンデル メルヴェ，

純子　◇礼拝／10:00　◇特色／外国人宣教師の日本語に

よるメッセージ。子供たちには大分弁で対応。すべての

年齢層を歓迎します。教会学校11時〜

【E-Mail】johnjunko153@yahoo.co.jp
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●県庁／宮崎市
●市町村数／9市14町3村
●人口／1,155,844人
●教会数／66教会
■教会所在地(17)
■教会未設置(9)
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宮崎県──地域の宣教資料

　宣教人国記：日向高鍋藩の家老であった三好退蔵

（1845〜1908）は、明治政府に出仕、司法官となった。

1883年（明治16）、伊藤博文らと共にドイツに渡り、滞

在中プロテスタントのキリスト教にふれ入信。帰国後

は民事、刑事など諸法令の整備に尽力した。クリスチ

ャンとしては、小崎弘道牧師らを助け番町講義所（日

本基督教団番町教会）を設立。退官後は弁護士会会長

もつとめた。日向の高鍋城下の上江村馬場原に生まれ

た石井十次（1865〜1914）は、郷里で小学校教員とな

るが1881年（明治14）に岡山県立医学校に入学、岡山

教会で金森通倫から受洗した。英国で孤児救済をした

ジョージ・ミュラーに感銘を受け、岡山市外の大師堂

にいた孤児を引きとり孤児救済事業に専念した。1909

年（明治42）には、東北の大飢饉で院児が1000人を超

え、すべての児童を茶臼原に移した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【小林市】小林市、西諸県郡須木村・野尻町。【延岡市】

東臼杵郡北川町・北方町・北浦町・北川町。【日向市】

東臼杵郡東郷町。【都城市】都城市、北諸県郡山之口町・

高城町・山田町・高崎町。【日南市】日南市、南那珂郡

北郷町・南郷町。【宮崎市】宮崎郡田野町・佐土原町・

清武町、東諸県郡高岡町。【美郷町】東臼杵郡南郷村・

西郷村・北郷村。

 九 州 ・ 沖 縄 地 方 宮 崎 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

宮 崎 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   M i y a z a k i 　

ホープラウンジ学院
［不登校児・大検受験者等へのカウンセリング、伝道］〒

880-0121　宮崎県宮崎市島之内6996-3　Tel.0985-39-

4048 Fax.0985-39-8714　◇JR日向住吉駅から徒歩7分　

◇創立／1985年　◇学院長／北村 康広　◇特色／不登

校児等への学習指導、カウンセリング、伝道を実施してい

ます。

【E-Mail】y-kitamu@khaki.plala.or.jp

ミッション私塾　北村塾
［補習授業、受験対策、英会話、教育相談］〒880-0121　

宮崎県宮崎市島之内6996-3　Tel.0985-39-4048 Fax.0985-

39-8714　◇JR日向住吉駅から徒歩7分　◇創立／1985年　  

◇塾長／北村 康広　◇特色／一人ひとりを大切にした指

導！小学生から予備校生（高校・浪人）を対象。

ムラサキスポーツ 宮崎店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒880-

0834　宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 イオン宮埼ショ

ッピングセンター 2F　Tel.0985-60-3850　◇代表取締役

会長／金山 良雄

　お店・事業

カーショップ池田
［自動車販売］〒880-0837　宮崎県宮崎市村角町字北田

133-3　Tel&Fax.0985-28-8141　◇JR蓮ヶ池駅から徒歩

10分　◇創立／1990年　◇代表取締役／池田 富安

晴れる屋
［駄菓子店］　［日本バプテスト連盟宮崎丸山町キリスト教

会］〒880-0052　宮崎県宮崎市丸山2-33　Tel&Fax.0985-

23-5602　◇JR宮崎神宮駅　◇責任者／金子 千嘉世　◇

特色／教会にある駄菓子屋さんです。

ピアノ教室 Naoko
［音楽教育、音楽療法、ゴスペル指導］〒880-0951　宮崎

県宮崎市大塚町田渕ヶ原4065-1　Tel.0985-53-8866　◇

JR宮崎駅からバス「西大塚」停、徒歩5分　◇創立／

1999年　◇代表／土居 直子　◇特色／幼児から大人まで

音楽を通して心が癒され、心豊かにあることができる指導

をしていきたい。
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　教育事業・カルチャー

聖愛音楽教室
〒889-1201　宮崎県児湯郡都農町川北4893　Tel.0983-

25-1937　◇JR都農駅から徒歩12分　◇代表／千木良 勝

己、事務・会計／千木良 弘子

　法律・経営相談

鎌田司法書士事務所
［司法書士］〒880-0802　宮崎県宮崎市別府町2-5　

Tel.0985-29-1222 Fax.0985-29-1474　◇JR宮崎駅から徒

歩15分　◇創立／1972年　◇代表／鎌田 正光

　文書伝道支援

宮崎ともしび書房
［キリスト教専門書店］〒880-0905　宮崎県宮崎市中村西

2-10-20-101　Tel&Fax.0985-53-5505　◇JR南宮崎駅から

徒歩10分　◇店長／日高 忠志

　幼稚園・保育園・学童

共愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)宮崎共愛学園］〒880-0802　宮崎県宮崎

市別府町3-27　Tel.0985-27-0722 Fax.0985-27-0746　◇

創立／1909年　◇園長・理事長／竹前 篤

【HP】http://www.kyouai.jp/

子供の家幼稚園［子供の家］

［幼稚園］　［(宗)日本基督教団飫肥教会］〒889-2535　宮

崎県日南市飫肥3-2-20　Tel&Fax.0987-25-0164　◇JR飫

肥駅から徒歩10分　◇創立／1945年　◇理事長（牧師）

／橋本 祐樹、園長／田中 雄喜、主任教諭／入倉 芳子

小林幼稚園
［幼稚園］〒886-0004　宮崎県小林市細野1610-2　Tel.

0984-22-2771　◇JR小林駅から徒歩6分　◇園長／山村 

尚道

こひつじ保育園
［保育園］〒889-2151　宮崎県宮崎市大字熊野10423　

Tel.0985-58-1365

西都カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［宮崎カトリック学園］〒881-

0012　宮崎県西都市小野崎2-33　Tel&Fax.0983-43-

0437　◇創立／1959年

城山幼稚園
［幼稚園］　［(学)延岡城山学園］〒882-0813　宮崎県延岡

市東本小路4-9　Tel&Fax.0982-32-4430 Fax.0982-35-

0767　◇JR延岡駅からバス「市役所前」停　◇創立／

1949年　◇理事長・園長／松隈 正徳　◇特色／キリスト

教主義自由保育

【HP】http://dango-kids.jp/

【E-Mail】siroyama@coast.ocn.ne.jp

聖心ウルスラ学園付属幼稚園
［カトリック幼稚園］　［聖心のウルスラ宣教女修道会］〒

882-0863　宮崎県延岡市緑ケ丘3-7-21　Tel.0982-32-5094 

Fax.0982-32-5095　◇JR南延岡駅から徒歩25分　◇創立

／1958年　◇理事長・園長／佐田 栄子　◇特色／イエ

ス様と共に、笑顔、感謝する心、許せる心、思いやりの心

を目指して頑張っています。

相愛保育園
［保育園］　［(福)相愛会］〒885-0055　宮崎県都城市早鈴

町1583-3　Tel.0986-25-1879 Fax.0986-25-8559　◇JR西

都城駅から車8分　◇創立／1957年　◇園長／高木 美値

子

【HP】http://www.kids-net.or.jp/so-ai/

【E-Mail】so-ai@kids-net.or.jp

高鍋カトリック聖母幼稚園［聖母幼稚園］

［カトリック幼稚園］　［(学)宮崎カトリック学園］〒884-

0002　宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋755-1　Tel.0983-23-

1500 Fax.0983-22-1500　◇園長／吉田 繁

田野カトリック聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒889-1702　宮崎県宮崎市田野町乙

9306-8　Tel.0985-86-0251

都農聖愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)聖愛学園］〒889-1201　宮崎県児湯郡都

農町川北4893　Tel.0983-25-1937 Fax.0983-25-1984　◇

創立／1948年　◇園長／黒木 孝志

妻ヶ丘幼稚園
［幼稚園］　［(学)栄光学園］〒885-0032　宮崎県都城市中

原町23-14　Tel.0986-22-2757 Fax.0986-22-2811　◇JR都

城駅から徒歩15分　◇創立／1951年　◇園長／山田 雅

人

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~tumayou/

土々呂幼稚園
［幼稚園］　［(学)明和学園］〒889-0514　宮崎県延岡市櫛

津町4425-6　Tel&Fax.0982-37-7293　◇JR土々呂駅から

徒歩15分　◇創立／1954年　◇理事長・副園長／中山 

契生、園長／市来 千代子　◇特色／神様から愛され、一

人ひとりが大切な存在として受け入れられ、受け入れる、

その子らしさを大切にする幼稚園。

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~totoro/

【E-Mail】ttr-kg29@soleil.ocn.ne.jp

日南カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒887-0013　宮崎県日南市木山1-4-

1　Tel.0987-23-6633

延岡カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒882-0825　宮崎県延岡市須崎町

4-2　Tel.0982-32-3407

日向カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒883-0052　宮崎県日向市鶴町2-4-

13　Tel.0982-52-2948
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えびの市 Ebino-shi

えびの聖書教会［バイブル・プロテスタント］

〒889-4151　えびの市向江花ノ木454-14　Tel&Fax.0984 

-37-3412　◇京町温泉駅から徒歩7分　◇創立／1982年

（15人）　◇浅谷 泰生　◇礼拝／10:30　◇特色／木曜日

午前10時30分から祈祷会。日曜日9時30分から教会学校を

行っています。

串間市 Kushima-shi

日向福島教会［日基教団］

〒888-0001　串間市西方3946　Tel&Fax.0987-72-0564　

◇JR串間駅から徒歩7分　◇創立／1948年（18人）　◇白

石 仁志　◇礼拝／10:30　◇特色／教会が地域と結びつ

くために、ひろく市民の方と交友を深め、聖書研究会や家

庭集会などを開いています。

小林市 Kobayashi-shi

霧島キリスト教兄弟団［メノナイト教会会議］

〒886-0004　小林市大字細野448-3　Tel&Fax.0984-22-

2658　◇JR小林駅

小林教会［日基教団］

〒886-0004　小林市細野1610-2　Tel&Fax.0984-22-7268　  

◇JR小林駅から徒歩6分　◇創立／1910年（14人）　◇山

村 尚道、山村 ひかり

西都市 Saito-shi

イエス・キリスト宮崎福音教会茶臼原祈り
の家［福音の群］

〒881-0037　西都市大字茶臼原字上ノ原1477　◇高森 博

介

西都教会［日基教団］

〒881-0033　西都市妻1440　Tel&Fax.0983-43-0510　◇

東九州自動車道西都インターより約5㎞　◇創立／1954年

（13人）　◇中村 瀞

三財会堂［バプ連盟］

〒881-0113　西都市下三財3389　Tel.0983-44-3443　◇

徳渕 敬尚

日本バプテスト児湯キリスト教会［バプ連盟］

〒881-0027　西都市大字南方2676-6　Tel&Fax.0983-43-

1334　◇徳渕 敬尚

日南市 Nichinan-shi

油津キリスト教会［メノナイト教会会議］

〒887-0012　日南市園田1-6-28　Tel&Fax.0987-22-3502　  

◇JR油津駅から徒歩8分　◇創立／1954年（19人）　◇日

高 直樹　◇礼拝／10:30　◇特色／ラブリ親子教室を水

曜、木曜日の午前10時から開いています。

飫肥教会［日基教団］

〒889-2535　日南市飫肥3-2-20　Tel&Fax.0987-25-1454　  

◇JR飫肥駅から徒歩10分　◇創立／1896年（23人）　◇

浦上 結慈　◇礼拝／10:15

日南聖書集会［無教会］

〒889-2533　日南市星倉4202-2　Tel.0987-23-2138　◇

日南線日南駅　◇河野 昭一

日南チャペル［福音の群］

〒889-2533　日南市星倉2-15-1　Tel&Fax.0987-25-5226　  

◇JR飫肥駅から徒歩10分［連絡先：イエス・キリスト宮

崎福音教会　〒880-0057　宮崎県宮崎市桜町11-5 Tel. 

0985-27-4693］　◇創立／2001年（10人）　◇高森 恒喜、

高森 真理子　◇礼拝／10:30　◇特色／チャペル内部に

は飫肥杉がふんだんに使用され、落ちついた雰囲気の中、

宮 崎 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   M i y a z a k i

みくに幼稚園
［幼稚園］　［(学)神愛学園］〒880-0841　宮崎県宮崎市吉

村町北原甲1405-15　Tel.0985-29-5451 Fax.0985-29-

5584　◇JR宮崎駅から徒歩15分　◇創立／1960年　◇

牧師・園長／蓮池 昭雄　◇特色／キリスト教を基本にし

た「キリスト教保育」。主なる神さまを敬い、人々を愛す

る心を育てる。

【E-Mail】mikuni@topa2pplala.or.jp

南宮崎カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒880-0915　宮崎県宮崎市恒久南

1-10-9　Tel.0985-51-1430

都城聖ドミニコ学園幼稚園
［カトリック幼稚園］〒885-0061　宮崎県都城市下長飯町

881　Tel.0986-39-5771

宮崎カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒880-0032　宮崎県宮崎市霧島2-12-

2　Tel.0985-23-3568
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7641］　◇創立／1974年（65人）　◇甲斐 吉巳　◇礼拝

／10:30　◇特色／明るく楽しく自由にあふれ、聖書のこ

とばで心がいやされて行くそのような教会をめざしていま

す。

【E-Mail】xkpns082@yahoo.co.jp

日向市	 Hyuga-shi

日向キリスト教会［メノナイト教会会議］

〒883-0052　日向市鶴町2-11-19　Tel.0982-52-3871　◇

JR日向市駅から徒歩5分　◇創立／1955年（25人）　◇植

野 正治　◇礼拝／10:30　◇特色／火曜日午前6時半から

早天祈祷会。水曜日午前10時半から聖研祈祷会。午後み

ことばに聴く会。

日向新生教会［日基教団］

〒883-0013　日向市新生町2-55　Tel&Fax.0982-52-6424　  

◇JR日向市駅東口から徒歩15分　◇創立／1986年（25人）　  

◇山本 爽起子

都城市	 Miyakonojo-shi

高城教会［メノナイト教会会議］

〒885-1202　都城市高城町穂満坊328　Tel.0986-58-2221　  

◇吉田 清邦

並木キリスト教会［メノナイト教会会議］

〒885-0012　都城市上川東町1-20-7　Tel&Fax.0986-23-

4367　◇JR都城駅から徒歩10分　◇創立／1953年（34人）　  

◇磯部 博　◇礼拝／10:30

都城キリスト教会［バプ連盟］

〒885-0055　都城市早鈴町2-16　Tel.0986-22-0492 Fax. 

0986-25-8559　◇JR都城駅から車で10分［連絡先：相愛

保育園　〒885-0055　宮崎県都城市早鈴町1583-3 Tel. 

0986-25-1879］　◇創立／1959年（32人）　◇高木 美値子、

村上 光信　◇礼拝／11:00　◇特色／水曜日午後8時から

聖書研究、祈祷会。主日礼拝第1晩餐式、第1土曜日女性会、

第4日曜礼拝後に小羊会。

都城城南教会［日基教団］

〒885-0073　都城市姫城町7-30　Tel.0986-22-5175　◇

JR西都城駅から徒歩10分　◇創立／1887年（35人）　◇

山口 元気　◇礼拝／10:00　◇特色／教会創立120周年を

経て、この地に根をはり、礼拝中心の教会形成をしていま

す。幅広い世代が集う教会です。

【HP】http://ameblo.jp/miyakonojo-j-church/

都城妻ヶ丘教会［日基教団］

〒885-0032　都城市中原町14街区20　Tel&Fax.0986-22-

1592　◇JR都城駅　◇創立／1951年（41人）　◇山田 雅

人

都城福音キリスト教会［単立／独立］

〒885-0093　都城市志比田町3-6　Tel&Fax.0986-24-

5049　◇JR西都城駅から車3分　◇創立／1980年（47人）　  

◇鶴田 巌、鶴田 望、鶴田 和枝

礼拝をささげることができます。

【HP】http://nchapel555.blog72.fc2.com/

延岡市	 Nobeoka-shi

愛宕キリスト教会［メノナイト教会会議］

〒882-0872　延岡市愛宕町2-3-2　Tel&Fax.0982-33-2218　  

◇JR南延岡駅から徒歩10分　◇創立／1959年（45人）　

◇片伯部 千鶴子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】atago232@hyper.ocn.ne.jp

チャペル延岡［福音の群］

〒882-0803　延岡市大貫町4-2944-2　Tel&Fax.0982-31-

4184　◇JR延岡駅から車10分　◇創立／2005年（12人）　

◇田崎 敏明、田崎 より子　◇礼拝／16:00　◇特色／教

会メンバー同士、互いに励ましあい、祈りあう仲の良い教

会です。英語の通訳もあります。

【HP】http://ove.ap.teacup.com/chapelnobeoka/

【E-Mail】cplnobeoka_tasaki@ybb.ne.jp

延岡キリスト教会［バプ連盟］

〒882-0031　延岡市中川原町4-5063-1　Tel&Fax.0982-

33-3693　◇延岡駅から徒歩20分　◇創立／1953年（20人）　  

◇中村 勉　◇礼拝／10:30

延岡使徒教会［日基教団］

〒889-0514　延岡市櫛津町4425-2　Tel.0982-37-0205 

Fax.0982-37-7293　◇JR土々呂駅から徒歩15分　◇創立

／1936年（26人）　◇中山 契生　◇礼拝／10:00　◇特

色／水曜日午後3時から祈祷会。

延岡城山教会［日基教団］

〒882-0813　延岡市東本小路4-5　Tel&Fax.0982-34- 

0860 Fax.0982-35-0767　◇JR延岡駅からバス「市役所前」

停　◇創立／1893年（15人）　◇松隈 正徳　◇礼拝／

10:30

【HP】http://www.dango-kids.jp/kyoukai.html

【E-Mail】siroyama@coast.ocn.ne.jp

延岡聖ステパノ教会［聖公会］

〒882-0814　延岡市北町1-4-6　Tel&Fax.0982-34-1332　

◇日豊線延岡駅　◇創立／1925年（24人）　◇中野 准之、

吉岡 容子

延岡東海伝道所［日基教団］

〒882-0015　延岡市水尻町216-7　Tel&Fax.0982-36-0675　  

◇JR北延岡駅　◇創立／1958年（4人）

延岡三ツ瀬教会［日基教団］

〒882-0842　延岡市三ツ瀬町1-6-7　Tel&Fax.0982-33-

1603　◇JR延岡駅　◇創立／1936年（14人）　◇山田 啓

人　◇礼拝／10:30　◇特色／毎月第3水曜日午後1時30

分と午後7時30分の2回、「聖書を読んで語る会・祈祷会」

を行っています。

一ヶ岡キリスト福音館［単立／独立］

〒889-0505　延岡市北一ヶ岡4-5-10　Tel&Fax.0982-37-

7879　◇JR旭ヶ丘駅から徒歩7分［連絡先：甲斐 吉巳　

〒889-0506　宮崎県延岡市南一ヶ岡4-7-6 Tel.0982-37-
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【HP】http://www.nazarene.or.jp/tsukimigaoka/

TLCCC宮崎教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはお問い合わせください［連絡先：

Tel.0985-22-6492］　◇ヨシュア 南、南 カナン　◇礼拝

／10:15　◇特色／日曜日午前7時30分第一礼拝、午前10

時15分第二礼拝、午後7時カリスマ礼拝。ぜひお越しくだ

さい。

【HP】http://www1.bbiq.jp/tlcccmiyazaki/

【E-Mail】tlccc_miyazaki@ari.bbiq.jp

ハーベスト・チャーチ［単立／独立］

〒880-0941　宮崎市北川内町円光明6363-2　Tel&Fax. 

0985-53-8255　◇宮崎駅から車15分　◇創立／1980年

（43人）　◇高木 和秀、日高 信二郎　◇礼拝／6:10,

10:15　◇テレホン／0985-51-0892

宮崎有田橋キリスト教会［ウェスレアン］

〒880-2102　宮崎市有田2257-1　Tel&Fax.0985-47-5502　  

◇JR宮崎駅から車15分　◇創立／1991年（21人）　◇本

間 尊広、本間 咲子　◇礼拝／10:30,19:30

宮崎北聖書キリスト教会［JECA］

〒880-0123　宮崎市芳士807　Tel&Fax.0985-39-0883　

◇バス「蓮が池」停、徒歩2分［連絡先：海老原 直宏　

〒880-0021　宮崎県宮崎市清水3-5-36 Tel.0985-64-

8128］　◇創立／1987年（53人）　◇海老原 直宏、荒平 

大輔　◇礼拝／10:15　◇テレホン／0985-39-7275　◇特

色／聖書信仰に堅く立ち、真の神の家族の交わりをなし、

成熟を目指しています。親子いっしょの礼拝が特徴です。

【HP】http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~nmbc/

【E-Mail】nmbc@hotmail.co.jp

宮崎希望教会［イエス・キリスト］

〒880-0923　宮崎市希望ヶ丘4-6-6　Tel&Fax.0985-56-

0744　◇バス「コープタウン」停、徒歩1分　◇創立／

1995年　◇森 正行、森 しのぶ　◇礼拝／10:30

【E-Mail】kiboh@miyazaki.email.ne.jp

宮崎教会［福音ルーテル］

〒880-0031　宮崎市船塚3-40　Tel&Fax.0985-24-5438　

◇バス「露島3丁目」停、徒歩3分　◇創立／1962年（40

人）　◇日笠山 吉之　◇礼拝／10:30　◇特色／本格的な

パイプオルガンのある教会です。カンタータを聴く会、音

楽夕拝等、賛美に力を入れています。

宮崎教会［日基教団］

〒880-0802　宮崎市別府町3-14　Tel.0985-28-9533 Fax. 

0985-27-0746　◇JR宮崎駅　◇創立／1887年（122人）　

◇竹前 篤　◇礼拝／10:30

【HP】http://www13.ocn.ne.jp/~m-church/

宮崎キリスト教会［バプ連盟］

〒880-0841　宮崎市吉村町北原甲1405-15　Tel.0985-27-

9985 Fax.0985-29-5584　◇JR九州宮崎駅から徒歩15分　

◇創立／1951年（81人）　◇蓮池 昭雄　◇礼拝／11:00　

◇特色／水曜日午前10時30分、午後7時30分から祈祷会。

宮崎清水町教会［日基教団］

〒880-0021　宮崎市清水2-7-33　Tel.0985-24-2805 

宮崎市 Miyazaki-shi

青島バプテスト伝道所［バプ連盟］

〒889-2162　宮崎市青島5-7-20　Tel&Fax.0985-65-0991　  

◇JR折生迫駅から徒歩3分　◇創立／1961年（7人）　◇

蓮池 昭雄　◇礼拝／16:00　◇特色／水曜日午後6時30分

から祈祷会。常時バイブルクラスを開いています。

【E-Mail】wanboo@carrot.ocn.ne.jp

イエス・キリスト宮崎福音教会＝宮崎福音
教会［福音の群］

〒880-0057　宮崎市桜町11-5　Tel&Fax.0985-27-4693　

◇JR蓮ヶ池駅からバス「銀行前」停、徒歩3〜4分　◇創

立／1973年（93人）　◇高森 博介、高森 美和　◇礼拝／

10:30,19:00　◇テレホン／0985-28-9977　◇特色／水曜

日朝10時30分婦人会。木曜日夜7時30分祈祷会。

【HP】http://www.jcmgc.com/

【E-Mail】miyazaki-gospel@mub.biglobe.ne.jp

インマヌエル宮崎キリスト教会［IGM］

〒880-0954　宮崎市小松台西2-2-17　Tel&Fax.0985-47-

8989　◇バス「学校前」停、徒歩3分　◇創立／1964年（35

人）　◇高梨 博、高梨 恂子　◇礼拝／10:30

大淀キリスト教会［メノナイト教会会議］

〒880-0907　宮崎市淀川2-7-4　Tel&Fax.0985-51-4009　

◇JR南宮崎駅から徒歩10分　◇創立／1952年　◇赤木 

正見　◇礼拝／10:30

霧島教会［メノナイト教会会議］

〒880-0032　宮崎市霧島2-20　Tel.0985-41-9858　◇佐

藤 省三

クリスチャン・ライフ・センター［単立／独立］

〒889-1607　宮崎市清武町加納乙102-1　Tel&Fax.0985-

84-0912　◇JR加納駅から徒歩3分　◇創立／1990年　◇

宮田 宗典、宮田 節子　◇礼拝／10:00

佐土原キリスト教会［メノナイト教会会議］

〒880-0211　宮崎市佐土原町下田島20688-29　Tel&Fax. 

0985-73-5872　◇JR佐土原駅から徒歩15分　◇創立／

1979年（24人）　◇吉行 孝彦　◇礼拝／10:30　◇特色

／毎週礼拝後はお茶の交わりをします。礼拝中は子供の

ケアがあります。水曜日10時30分から祈祷会・女性会です。

月見ヶ丘教会［ナザレン］

〒880-0926　宮崎市月見ヶ丘6-3-5　Tel&Fax.0985-51-

1618　◇JR南宮崎駅からバス30分　◇創立／1972年（33

人）　◇山下 繁男　◇礼拝／10:30

http://www.jcmgc.com/


宮
崎
県

九
州
・
沖
縄
地
方

C
H
U
R
C
H
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

743
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

／10:30　◇特色／第2，4主日18:15〜夕拝。主日礼拝以

外では、木曜日に聖書の学びと祈り会を行っています。４

月より英語で聖書を読む会も始めます。

【E-Mail】onewithoutauthority@yahoo.co.jp

宮崎ラヴチャーチ［ワールドミッション］

〒880-2105　宮崎市大塚台西1-14-2　Tel&Fax.0985-47-

2387　◇JR南宮崎　◇蓮池 ケサエ

児湯郡 Koyu-gun

追分会堂［バプ連盟］

〒889-1401　児湯郡新富町日置5164-27　Tel.0983-33-

4251（山分）　◇徳渕 敬尚

川南せせらぎキリスト教会＝宮崎北聖書キ
リスト教会伝道所［JECA］

〒889-1301　児湯郡川南町川南13872-1　Tel&Fax.0983-

27-5396　◇バス「垂門」停、徒歩2分［連絡先：宮崎北

聖書キリスト教会　〒880-0123　宮崎県宮崎市芳士807 

Tel.0985-39-0883］　◇創立／2002年　◇海老原 直宏、

荒平 大輔　◇礼拝／10:15,20:00　◇テレホン／0985-39-

7275　◇特色／せせらぎと緑に囲まれ、15名で親子一緒

の礼拝を捧げています。海も近く、サーフィン・イベント

も行います。

【HP】http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~nmbc/

【E-Mail】nmbc@hotmail.co.jp

高鍋教会［日基教団］

〒884-0002　児湯郡高鍋町北高鍋1314-2　Tel&Fax.0983 

-22-1067　◇JR高鍋駅　◇創立／1888年（30人）　◇近

藤 野百合　◇礼拝／10:30

高鍋シオンキリスト教会［単立／独立］

〒884-0005　児湯郡高鍋町勝利下3355-21　Tel&Fax. 

0983-22-5310　◇JR高鍋駅　◇岩下 喜子　◇礼拝／

10:30

高鍋伝道所［バプ連盟］

〒884-0002　児湯郡高鍋町北高鍋3242　Tel.0983-22-

3757　◇JR高鍋駅から徒歩15分　◇創立／1997年（11人）　  

◇横川 澄夫　◇礼拝／10:00

都農教会［日基教団］

〒889-1201　児湯郡都農町大字川北4893　Tel.0983-25-

0312 Fax.0983-25-1984　◇JR都農駅から徒歩10分　◇創

立／1912年（42人）　◇千木良 勝已　◇礼拝／10:20

西臼杵郡 Nishiusuki-gun

高千穂キリスト教会［単立／独立］

〒882-1101　西臼杵郡高千穂町三田井819-5　Tel.0982-

72-5126　◇バス「高千穂」停、徒歩10分　◇創立／

1988年（0人）　◇前川 美恵子　◇礼拝／10:30

ひのかげキリスト教会［友愛グループ］

〒882-0402　西臼杵郡日之影町岩井川　Tel.0982-87-

2030　◇城尾 マツ

Fax.0985-32-1555　◇JR宮崎駅西口から徒歩15分　◇創

立／1920年（164人）　◇原田 彰久、原田 のぞみ　◇礼

拝／10:30,19:00　◇特色／第5日曜夕拝はワーシッププレ

イズナイトです。

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~qkyoku/miyazakichiku/miyazaki

shimizucho.htm

宮崎聖三一教会［聖公会］

〒880-0032　宮崎市霧島4-155　Tel&Fax.0985-24-1423　  

◇日豊線宮崎駅　◇創立／1896年（43人）　◇吉岡 容子　

◇礼拝／10:15　◇外国語／英語(毎月第2主日16:00)　◇

特色／毎月第二主日午後4時から英語による夕の礼拝。司

式はイギリス人の信徒です。

宮崎聖書キリスト伝道所［アッセンブリー］

〒880-0841　宮崎市吉村町江田原215-2　Tel.0985-28-

9960　◇JR宮崎神宮駅から徒歩25分　◇創立／1982年

（35人）　◇三浦 勇世、三浦 京子　◇礼拝／6:00,10:30,

19:00

宮崎中部教会［日基教団］

〒880-0805　宮崎市橘通東2-6-14　Tel&Fax.0985-23-

3731　◇JR宮崎駅から徒歩13分　◇創立／1925年（33人）　  

◇南澤 望　◇礼拝／10:15

【HP】http://www.geocities.jp/miyazaki_chu_chu/

宮崎伝道所＝宮崎クリスチャンコミュニテ
ィー［基督兄弟団］

〒880-0943　宮崎市生目台西2-5-1 県営住宅12棟4号　

Tel&Fax.0985-63-1597　◇創立／2000年（12人）　◇花

岡 甲一、花岡 聖子　◇礼拝／10:30,13:30

【E-Mail】SNA03032@nifty.com

宮崎ホープチャペル［JRL］

〒880-0121　宮崎市大字島之内6996-3　Tel&Fax.0985-

39-8714　◇JR日向住吉駅から徒歩7分　◇創立／1985年　  

◇北村 康広　◇礼拝／11:00　◇特色／家庭的な雰囲気

の中で、一人ひとりの必要の為に、互いに祈り合うことを

大切にした教会です。

【E-Mail】y-kitamu@khaki.plala.or.jp

宮崎丸山町キリスト教会［バプ連盟］

〒880-0052　宮崎市丸山2-33　Tel&Fax.0985-23-5602　

◇JR宮崎神宮駅　◇金子 貢司、金子 千嘉世　◇礼拝／

10:30　◇特色／小さな教会ですが、バリアフリーを目ざ

して工夫しています。教会に「晴れる屋」という駄菓子屋

があります。

【HP】http://www.k3.dion.ne.jp/~m-church/

宮崎南教会［メノナイト教会会議］

〒889-2151　宮崎市大字熊野10423　Tel.0985-58-1365 

Fax.0985-58-0010　◇JR木花駅から徒歩5分　◇創立／

1981年（20人）　◇舘野 元　◇礼拝／10:30

【HP】http://www1.bbiq.jp/sheeps/

【E-Mail】sheep@buz.bbiq.jp

宮崎めぐみ聖書教会［同盟基督］

〒880-0835　宮崎市阿波岐原町4276-946　Tel&Fax.0985 

-78-5839　◇JR宮崎駅西口からバス「一ッ葉試験場」停、

徒歩5分　◇創立／2008年（7人）　◇池田 憲生　◇礼拝
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◇礼拝／10:30　◇特色／月に一度、イスラエルの救いの

ための祈り会を行っています。また、フィリピン伝道にも

取り組んでいます。

【E-Mail】aya_baptist_church@yahoo.co.jp

綾ホーリーチャペル［単立／独立］

〒880-1302　東諸県郡綾町北俣632-1　Tel.0985-77-3051　  

◇松尾 繁、松尾 暁子

東臼杵郡 Higashiusuki-gun

TLCCC西郷村教会［主の十字架］

東臼杵郡美郷町　◇モーセ出西 光　◇特色／礼拝・集会

場所などはホームページをご覧ください。

【HP】http://miyazaki.cool.ne.jp/tlcccsaigouson/

東諸県郡 Higashimorokata-gun

綾バプテスト教会［バプ連合］

〒880-1303　東諸県郡綾町大字南俣192-6　Tel&Fax. 

0985-77-3593　◇創立／1999年（21人）　◇上園 英身　
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■教会未設置(18)

長
島
町

出
水
郡

東串
良町

姶良市

阿
久
根

大島郡

鹿児島郡

大
島
郡

鹿児島市

十島村

大島郡

その他島しょ
□鹿児島郡　三島村
□大島郡　与論町

薩摩川内市

鹿
児
島
市

南さつま市

南九州市

ち
き

野
串
木
市

指
宿
市

志布志市

郡

曽

福岡

佐賀

長崎

大分

熊本

宮崎

鹿児島

沖縄

鹿児島県   
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鹿児島県──地域の宣教資料

　宣教人国記：薩摩国肝属（きもつき）郡雲水に生ま

れた和田秀豊（1854〜1946）は、1874年（明治7）に

聖公会のウイリアムズ主教から受洗。2年後に帰郷し

た時、ウイリアムズの忠告に従い西南の役に加わらず

海軍兵学校で英語と数学を教えた。だが、伝道者にな

ることを決意し1884年には、日本基督教会の正教師と

なった。1891年（明治24）に伝道と社会奉仕団体の好

善社に入社し、1893年（明治26）には社長に就任、全

国のハンセン病療養所施設の建設にも尽力した。鹿児

島出身の社会事業家の有馬四郎助（1864〜1934）は、

巣鴨監獄署長時代の1898年（明治31）に霊南坂教会

で留岡幸助から受洗、クリスチャン典獄として知られ

た。1907年（明治40）には、釈放された少年少女のた

めに根岸家庭学園を設立し、刑余者の保護更生のため

に尽力した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【姶良市】姶良郡加治木町・姶良町・蒲生町。【奄美市】

名瀬市、大島郡住用村・笠利町。【伊佐市】大口市、

伊佐郡菱刈町。【出水市】出水市、出水郡野田町・高

尾野町。【いちき串木野市】串木野市、日置郡市来町。

【指宿市】指宿市、揖宿郡山川町･開聞町。【鹿児島市】

鹿児島郡吉田町・桜島町、揖宿郡喜入町、日置郡松元

町・郡山町。【鹿屋市】鹿屋市、曽於郡輝北町、肝属

郡串良町・吾平町。【霧島市】国分市、姶良郡溝辺町・

横川町・牧園町・霧島町・隼人町・福山町。【薩摩川

内市】川内市、薩摩郡樋脇町・入来町・東郷町・祁答

院町・里村・上甑村･下甑村・鹿島村。【曽於市】曽於

郡大隅町・財部町・末吉町。【日置市】日置郡東市来町・

伊集院町・日吉町・吹上町。【志布志市】曽於郡松山町・

志布志町・有明町。【南九州市】揖宿郡頴娃町、川辺

郡知覧町・川辺町。【南さつま市】加世田市、川辺郡

笠沙町・大浦町・坊津町、日置郡金峰町。【姶良郡湧

水町】栗野町・吉松町。【出水郡長島町】東町・長島町。

【肝属郡肝付町】内之浦町・高山町。【肝属郡錦江町】

大根占町・田代町。【肝属郡南大隅町】根占町・佐多町。

【熊毛郡屋久島町】上屋久町・屋久町。【薩摩郡さつま町】

宮之城町･鶴田町･薩摩町。

 九 州 ・ 沖 縄 地 方 鹿 児 島 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

鹿 児 島 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   K a g o s h i m a 　

　教育事業・カルチャー

川内カルチャーセンター
［(宗)バプテスト川内キリスト教会］〒895-0012　鹿児島

県川内市平佐町2934-1　Tel&Fax.0996-22-6023　◇主事

／川内 裕子

　文書伝道支援

鹿児島一麦書店［ひとむぎ書店］

［キリスト教専門書店］〒890-0046　鹿児島県鹿児島市西

田3-32-12　Tel&Fax.099-259-0143　◇鹿児島中央駅西口

から徒歩10分　◇創立／1981年　◇店長／三浦 正士　

　お店・事業

岩塚運輸（株）
［一般貨物自動車運送事業］〒899-0501　鹿児島県出水郡

野田町上名5770-26　Tel.0996-84-2479 Fax.0996-84-2597　  

◇創立／1994年　◇代表取締役／岩塚 史朗　◇特色／

主の恵みで働いています。

【E-Mail】iwatuka@po4.synaps.ne.jp

ムラサキスポーツ 鹿児島店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒892-

0827　鹿児島県鹿児島市中町5-26 カリーノ天文館5F　

Tel.099-226-3676 Fax.099-226-3679　◇代表取締役会長

／金山 良雄
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◇特色／営業時間：10:00〜18:30。定休日：日曜・木曜・

祝日。

【HP】http://www.d2.dion.ne.jp/~hitomugi/

【E-Mail】hitomugi@dz.dion.ne.jp

鹿屋クリスチャンセンター書店
［キリスト教専門書店］〒893-0064　鹿児島県鹿屋市西原

1-28-18　Tel&Fax.0994-42-4444　◇下田 勝雄

　幼稚園・保育園・学童

阿久根めぐみ幼稚園・めぐみ保育園
［認定こども園、幼稚園］　［(学)めぐみ学園］〒899-1625　

鹿児島県阿久根市波留5465-1　Tel.0996-72-0431 Fax. 

0996-72-0236　◇JR阿久根駅から徒歩18分　◇園長／輿

水 正人

【HP】http://www3.synapse.ne.jp/akunemegumi/

天城カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)カトリック学園］〒891-7611　

鹿児島県大島郡天城町天城543-3　Tel&Fax.0997-85-

2215　◇創立／1965年　◇理事長／ヨルダン ハンマ、

園長／メニッヒ テヨドル、主任教諭／泰良 トモエ

伊集院幼稚園
［幼稚園］　［(学)伊集院敬愛学園］〒899-2501　鹿児島県

日置市伊集院町下谷口1520-4　Tel.099-273-1280 Fax. 

099-246-5058　◇JR伊集院駅から徒歩10分　◇創立／

1934年　◇理事長・園長／麦野 賦　◇特色／「心いきい

き、思いやりあふれる園生活を楽しむ」を目ざして幼子の

成長に援助しています。

【HP】http://www.synapse.ne.jp/~agape/

【E-Mail】agape@po.synapse.ne.jp

出水聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒899-0204　鹿児島県出水市麓町11-

27　Tel.0996-62-0401

大口幼稚園
［幼稚園］　［(学)九州聖公学園］〒895-2511　鹿児島県大

口市里3024-1　Tel&Fax.0995-22-0450　◇バス停、徒歩

3分　◇創立／1937年　◇園長／宮崎 芳江、副園長／宮

崎 典子、チャプレン（牧師）／中村 正

【E-Mail】seikouyo@trust.ocn.ne.jp

加世田聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒897-0006　鹿児島県南さつま市加

世田本町35-2　Tel.0993-52-2553

カトリック・カリタス幼稚園
［カトリック幼稚園］〒890-0082　鹿児島県鹿児島市紫原

3-36-22　Tel.099-256-1357　◇園長／立石 久代

カトリック国分幼稚園
［カトリック幼稚園］〒899-4332　鹿児島県霧島市国分中

央3-13-18　Tel.0995-45-0463

カトリック志布志幼稚園
［カトリック幼稚園］〒899-7103　鹿児島県志布志市志布

志町志布志2-17-18　Tel.0994-72-2864

かな保育園
［保育園、乳幼児］〒894-1502　鹿児島県大島郡瀬戸内町

大字古仁屋宮前12-3　Tel.0997-72-0436　◇奄美空港か

らバス2時間30分　◇代表／三和 武夫

亀津カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)カトリック学園］〒891-7101　

鹿児島県大島郡徳之島町亀津預り3035　Tel&Fax.0997-

82-0317　◇亀徳新港よりバスで10分　◇創立／1967年　  

◇園長／福﨑 英雄、主任／中能 カネ子、事務／安楽 ま

ゆみ

鹿屋カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒893-0001　鹿児島県鹿屋市古前城

町14-1　Tel.0994-44-4683

基督幼稚園
［幼稚園］　［(学)種子島シオン学園］〒891-3116　鹿児島

県西之表市鴨女町154　Tel.0997-22-0185 Fax.0997-22-

0175　◇創立／1961年　◇園長／圖師 和俊

【E-Mail】shion-g0@oregano.ocn.ne.jp

敬愛幼稚園
［幼稚園］　［（学)敬愛学園］〒892-0846　鹿児島県鹿児島

市加治屋町5-6　Tel.099-223-7286 Fax.099-223-7482　◇

JR鹿児島中央駅から徒歩5分　◇創立／1916年　◇園長

／飯田 輝明　◇特色／県内初の私立幼稚園として創立さ

れました。園名は初代園長ミス・フィンレー宣教師が「敬

天愛人」と言う西郷隆盛の言葉が聖書の教えに通じること

から名付けました。

【HP】http://www1.bbiq.jp/kajiya-ch/kinder.htm

国分愛の園幼稚園
［幼稚園］　［(学)鹿児島敬愛学園］〒899-4332　鹿児島県

霧島市国分中央2-2-2　Tel.0995-45-0753 Fax.0995-45-

6314　◇JR国分駅から徒歩12分　◇創立／1963年　◇

園長／日下部 克彦

【HP】http://www5.synapse.ne.jp/ainosono/

古仁屋信愛幼稚園
［カトリック幼稚園］〒894-1504　鹿児島県大島郡瀬戸内

町古仁屋春日17-3　Tel.0997-72-0268

白百合幼稚園
［カトリック幼稚園］〒891-0401　鹿児島県指宿市大牟礼

4-15-30　Tel.0993-22-3351

信愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)信愛学園］〒893-0064　鹿児島県鹿屋市

西原1-28-25　Tel.0994-42-4012 Fax.0994-42-4033　◇創

立／1965年　◇理事長・園長／吉井 健

【HP】http://www3.synapse.ne.jp/sinaigakuen/

聖亜幼稚園
［幼稚園］　［(学)鹿児島敬愛学園］〒891-0403　鹿児島県

指宿市十二町541　Tel.0993-22-3621 Fax.0993-22-

5044　◇JR指宿駅から徒歩3分　◇創立／1959年　◇園

長／伊藤 嘉朗　◇特色／スクール・バス、給食、夏休み
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姶良市 Aira-shi

インマヌエル姶良キリスト教会［IGM］

〒899-5652　姶良市姶良町平松6285-3　Tel&Fax.0995-

65-0624　◇JR重富駅から徒歩15分　◇創立／1963年（18

人）　◇末弘 嘉孝、前田 修ニ　◇礼拝／10:30

加治木キリストの教会［キリストの教会］

〒899-5212　姶良市加治木町諏訪町53　Tel.0995-62-

2604 Fax.0995-62-1990　◇JR加治木駅から徒歩5分　◇

大工園 純孝

阿久根市 Akune-shi

阿久根教会（伝）［日基教団］

〒899-1625　阿久根市波留5465-2　Tel.0996-72-0431 

Fax.0996-72-0236　◇JR阿久根駅から徒歩18分　◇創立

／1953年（15人）　◇輿水 正人　◇礼拝／10:30

鹿 児 島 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   K a g o s h i m a

も預かり保育あり。うさぎ、あひる、にわとりとも、毎日

楽しく遊べます。

【HP】http://www12.synapse.ne.jp/ibusuki-seia/seia/

聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒890-0054　鹿児島県鹿児島市荒田

2-53-11　Tel.099-254-3555

川内聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［カトリック学園］〒895-0054　鹿

児島県薩摩川内市若松町2-20　Tel.0996-22-3877 Fax. 

0996-22-4166　◇JR川内駅から車5分　◇園長／橋口 啓

悟

谷山善き牧者幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)善き牧者学園］〒891-0116　

鹿児島県鹿児島市上福元町5227-11　Tel.099-267-4055 

Fax.099-260-6228　◇JR谷山駅から徒歩10分　◇園長／

瀬戸口 正昭

【HP】http://www.minc.ne.jp/taniyoki/

玉里善き牧者幼稚園
［カトリック幼稚園］〒890-0014　鹿児島県鹿児島市草牟

田2-29-7　Tel.099-222-5348

垂水カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒891-2104　鹿児島県垂水市田神

2267-2　Tel.0994-32-0138

名瀬信愛幼稚園
［カトリック幼稚園］〒894-0025　鹿児島県奄美市名瀬幸

町9-10　Tel.0997-52-0988

名瀬聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］　［(学)カリタス聖母学園］〒894-

0014　鹿児島県奄美市名瀬平田町20-1　Tel.0997-52-

0904 Fax.0997-52-3830　◇創立／1969年

【HP】http://www.m-caritas.jp/youchien/48/welcome.html

のぞみ幼稚園
［幼稚園］　［(学)西薩キリスト教学園］〒895-0076　鹿児

島県薩摩川内市大小路町54-16　Tel.0996-22-3744　◇JR

川内駅　◇創立／1954年　◇園長／日下部 遣志

【HP】http://sendai-nozomi.com/

ひまわり幼稚園
［カトリック幼稚園］〒891-0113　鹿児島県鹿児島市東谷

山3-31-13　Tel.099-268-2340

枕崎カトリック幼稚園
［カトリック幼稚園］〒898-0013　鹿児島県枕崎市山手町

277　Tel.0993-72-0717

宮之城聖母幼稚園
［カトリック幼稚園］〒895-1811　鹿児島県薩摩郡さつま

町虎居1020　Tel.0996-53-0602

明朗幼稚園
［幼稚園］　［種子島シオン学園］〒891-3101　鹿児島県西

之表市西之表10050　Tel.0997-22-1636 Fax.0997-22-

2136　◇園長／圖師 和俊

めぐみ幼稚園
［幼稚園］〒890-0063　鹿児島県鹿児島市鴨池2-23-17　

Tel.099-255-8461　◇平湯 和江

友愛幼稚園
［幼稚園］　［(学)西薩キリスト教学園］〒896-0021　鹿児

島県いちき串木野市住吉町94　Tel.0996-32-2915 Fax. 

0996-33-0223　◇JR串木野駅から6分　◇創立／1961

年　◇園長／藤田 房二、副園長／藤田 保子、主任／藤

田 はつほ

吉野幼稚園
［カトリック幼稚園］〒892-0871　鹿児島県鹿児島市吉野

町3216-53　Tel.099-243-7522
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いちき串木野市 ichikikusikino-shi

串木野教会［日基教団］

〒896-0021　いちき串木野市住吉町94　Tel.0996-32-

2915 Fax.0996-33-0223　◇JR串木野駅から徒歩7分　◇

創立／1951年（18人）　◇藤田 房二　◇礼拝／10:15

串木野キリスト教会［キリストの教会］

〒896-0002　いちき串木野市春日町10　Tel&Fax.0996-

32-2903　◇JR串木野駅から徒歩3分　◇創立／1957年

（12人）　◇小原 武、唐川 尊議、マクセイ，ウォルター　

◇礼拝／10:30

指宿市 Ibusuki-shi

指宿教会［日基教団］

〒891-0403　指宿市十二町540-4　Tel&Fax.0993-22-

5044　◇JR指宿駅から徒歩3分　◇創立／1947年（25人）　  

◇伊藤 嘉朗　◇礼拝／10:30　◇特色／教会、教会学校、

幼稚園が一体となって、わたしたちの主イエス・キリスト

に仕えようとしています。

【HP】http://www12.synapse.ne.jp/ibusuki-seia/church/

【E-Mail】seia@po12.synapse.ne.jp

インマヌエル指宿キリスト教会［IGM］

〒891-0304　指宿市東方下北町8437-6　Tel&Fax.099-

323-3012　◇創立／1980年（17人）　◇坂詰 福江　◇礼

拝／10:30

鹿児島市 Kagoshima-shi

鹿児島加治屋町教会［日基教団］

〒892-0846　鹿児島市加治屋町5-6　Tel.099-223-7285 

Fax.099-223-7482　◇JR鹿児島中央駅から徒歩5分　◇

創立／1878年（235人）　◇飯田 輝明　◇礼拝／9:00,

10:30,19:30　◇テレホン／099-225-4807　◇特色／新し

いパイプオルガンが設置されました。賛美もバラエティー

にとみ、豊かなものとなっています。

【HP】http://www1.bbiq.jp/kajiya-ch/

鹿児島教会［日基教団］

〒890-0052　鹿児島市上之園町23-3　Tel&Fax.099-254-

3051　◇市電「都通」停から徒歩8分　◇創立／1878年

（138人）　◇尾崎 和男

鹿児島教会［キリスト伝道団］

〒890-0014　鹿児島市草牟田2-26-10　Tel&Fax.099-223-

2639　◇福田 範男

鹿児島教会［基督兄弟団］

〒890-0014　鹿児島市草牟田1-22-3　Tel&Fax.099-223-

0448　◇バス「中草牟田」停、徒歩5分　◇創立／1963

年（55人）　◇澤 啓一、澤 みつ子　◇礼拝／10:30　◇

特色／子どもからお年寄りまで楽しく集える再臨待望の教

会です。毎月最後の週の聖日は子ども・大人合同礼拝です。

阿久根教会［福音ルーテル］

〒899-1611　阿久根市赤瀬川1269-5　Tel&Fax.0996-62 

-9779 Tel.0996-72-0527　◇JR阿久根駅から徒歩10分　

◇創立／1935年（30人）　◇小山 茂　◇礼拝／15:30

奄美市 Amami-shi

大島教会［ホーリネス］

〒894-0017　奄美市名瀬石橋町3-1　Tel&Fax.0997-52-

8157　◇奄美空港からバス40分　◇創立／1908年（45人）　  

◇渡辺 興吉、渡辺 聰子　◇礼拝／10:20　◇特色／水曜

日午後7時から英語教室。木曜日午後7時30分から祈祷会。

日曜日朝8時から子供朝食会。

名瀬教会［日基教団］

〒894-0017　奄美市名瀬石橋町9-15　Tel&Fax.0997-53-

4335　◇名瀬新港からタクシーで約10分　◇創立／1958

年（46人）　◇駒木 亮、石原 英一　◇礼拝／10:30,19:30

伊佐市 Isa-shi

大口キリストホープチャペル［単立／独立］

〒895-2511　伊佐市大口里2698　Tel&Fax.0995-23-

0766　◇JR水俣駅　◇創立／1995年（50人）　◇金 鍾圭、

柳 炫朱　◇礼拝／10:30　◇特色／明るく楽しい教会で

す。聖書の分かりやすい教えと讃美と交わりが豊かな教会

です。いつも気軽にどうぞ！

【HP】http://ywamkago.jp

【E-Mail】ywamkago@me.com

大口聖公会［聖公会］

〒895-2511　伊佐市大口里3024-1　Tel&Fax.0995-22-

3490　◇JR水俣駅からバス「大口ふれあいセンター」停　  

◇創立／1922年（34人）　◇中村 正　◇礼拝／10:20

出水市 Izumi-shi

出水聖書教会［キリスト伝道団］

〒899-0214　出水市五万石町13　Tel.0996-63-3329　◇

肥薩おれんじ鉄道線西出水駅から徒歩5分［連絡先：

Tel.0996-62-7806］　◇創立／1957年（32人）　◇下川 良

助　◇礼拝／10:30

出水伝道所［キリスト伝道団］

〒899-0204　出水市麓町1476-5-403　Tel&Fax.0996-62-

5845　◇松坂 壯、松坂 律子

出水・水俣伝道所［日基教団］

〒899-0122　出水市境町4287　Tel.0996-67-5901　◇創

立／1991年　◇菅原 一夫

グレイスチャーチ［単立／独立］

〒899-0215　出水市武本3232-2　Tel.0996-62-1470　◇

鹿島 清則
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鹿児島デフ・バプテスト教会［万国デフ］

〒890-0023　鹿児島市永吉2-29-1　Tel.099-284-0830 

Fax.099-284-0833　◇創立／1971年（105人）　◇湊崎 勇、

栄 堅士郎、福園 浪子、大野 由加利　◇礼拝／10:00,

13:00　◇いのち／fax:099-284-0833

鹿児島伝道所［東洋ローア］

〒890-0054　鹿児島市荒田1-4-1 サンエールかごしま(郵

便物の差出不可)　◇JR鹿児島中央駅からバス「サンエー

ル前」停、すぐ［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教

会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 

Tel.049-294-6012］　◇創立／1974年（17人）　◇橋本 

覚　◇礼拝／10:20　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者

の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行われます。

音声への通訳はありません。

鹿児島バプテスト教会＝日本バプテスト鹿
児島基督教会［バプ連盟］

〒890-0063　鹿児島市鴨池2-23-17　Tel&Fax.099-254-

0532　◇市電「鴨池電」停すぐ（東側）　◇創立／1902

年（60人）　◇田渕 亮、中川 しほ　◇礼拝／10:20　◇特

色／礼拝：日曜日10：20〜、祈り会：毎水曜日10：00、

19：00〜。夕礼拝：中山伝道所で19：00〜です。

【HP】http://www15.tok2.com/home/KPetero/baptist/

【E-Mail】tabuchi-r@syd.odn.ne.jp

鹿児島バプテスト教会中山伝道所［バプ連盟］

〒891-0105　鹿児島市中山町2-16-16　Tel.099-266-1357　  

◇JR谷山駅　◇創立／1992年　◇田渕 亮、中川 しほ　

◇礼拝／19:00

【HP】http://www15.tok2.com/home/KPetero/chuuzan/

鹿児島福音センター［福音宣教会］

〒892-0847　鹿児島市西千石町16-6 美幸ビル401号　

Tel&Fax.099-225-5869　◇「高見馬場」停［連絡先：松

山福音センター　〒790-0807　愛媛県松山市平和通1-6-6 

Tel.089-925-1008］　◇創立／1985年（37人）　◇万代 栄

嗣　◇礼拝／不定期　◇特色／万代牧師が月に1回集会

を行なっています。日時場所は、お問い合わせ下さい。

【HP】http://www.mission.or.jp/

【E-Mail】kagoshima@mission.or.jp

鹿児島復活教会［聖公会］

〒890-0046　鹿児島市西田2-14-15　Tel&Fax.099-254-

7974　◇JR西鹿児島駅から徒歩5分　◇創立／1878年（71

人）　◇李 浩平、中村 正　◇礼拝／10:30,18:00

鹿児島めぐみ教会（伝）［イエス・キリスト］

〒890-0082　鹿児島市紫原4-7-11 栄和ビル2F　Tel& 

Fax.099-251-8627　◇バス「紫原中央」停、徒歩5分　◇

創立／1997年（12人）　◇白尾 真理子　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.geocities.jp/hitujikai231/

【E-Mail】hitujikai231@ybb.ne.jp

鹿児島リバイバルチャーチ［単立／独立］

〒891-0203　鹿児島市喜入町7208-1　Tel&Fax.099-345-

3404　◇JR喜入駅から徒歩1分　◇創立／1987年（18人）　  

◇佐多 洋明　◇礼拝／10:00　◇特色／水曜日午前9時30

分から祈祷会。午後7時30分から賛美集会。

【HP】http://www12.ocn.ne.jp/~kiirech/

鹿児島教会［聖書友の会］

〒891-0144　鹿児島市下福元町470　Tel.099-269-2243

鹿児島キリスト教会［ナザレン］

〒890-0063　鹿児島市鴨池1-64-5　Tel&Fax.099-255-

2048　◇JR鹿児島中央駅から市電「中郡」停、徒歩1分　  

◇創立／1956年（87人）　◇久保木 聡　◇礼拝／10:30　

◇特色／日曜朝9時より教会学校（メビック）。日曜朝9時

35分よりユース礼拝。2階礼拝堂へは階段昇降機での移動

可。

【HP】http://church.jp/kagoshima/

【E-Mail】sjy0323@aol.com

鹿児島シティーチャーチ［単立／独立］

〒890-0032　鹿児島市西陵8-42-21　Tel&Fax.099-282-

6851　◇JR西鹿児島駅からバス「西陵7丁目」停、徒歩10

分　◇創立／1989年（60人）　◇勝 郁也、勝 郁麿　◇礼

拝／10:30

【HP】http://www.webkcc.com/

鹿児島神愛教会［アッセンブリー］

〒890-0069　鹿児島市南郡元町20-19　Tel&Fax.099-

259-9555　◇JR南鹿児島駅から徒歩1分　◇創立／1990

年（17人）　◇篠塚 俊男、篠塚 公美、エドワーズ，ピー

ター、エドワーズ，リン　◇礼拝／10:30　◇外国語／英

語（第3日曜日）　◇特色／日曜日午前9時半からバイブル

スタディー。第2金曜日午後7時から賛美集会。英会話教

室も行っています。

【HP】http://www.h6.dion.ne.jp/~agape/

【E-Mail】agape@k7.dion.ne.jp

鹿児島聖書研究会［無教会］

〒892-0804　鹿児島市春日町2-10 南九州予備校内　

Tel&Fax.099-247-3141　◇鹿児島駅　◇村田 隼人

鹿児島聖書バプテスト教会［単立／独立］

〒891-0104　鹿児島市山田町1748　Tel&Fax.099-264-

8437　◇JR鹿児島中央駅からバス20分　◇創立／1976年

（106人）　◇桝田 豊秋　◇礼拝／10:30,19:30　◇特色／

サッカーチームを擁するクリスチャン青年の多いはつらつ

とした聖書的な教会です。

【HP】http://www.geocities.jp/kbbcjp/

【E-Mail】mk-16-20@zc.wakwak.com

鹿児島武キリスト教会［ホーリネス］

〒890-0045　鹿児島市武3-34-22　Tel&Fax.099-258-6253　  

◇バス「武中下」停、徒歩5分　◇創立／1983年（33人）　

◇金井 進、金井 玲子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】holinesskagoshima@yahoo.co.jp

http://www.geocities.jp/kbbcjp/
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公彦　◇礼拝／10:30　◇特色／聖書信仰に固く立ち、神

と人を愛する温かい交わりのある教会建設に励んでいます。

【E-Mail】manarisu55@yahoo.co.jp

吉野キリストの教会［キリストの教会］

〒892-0872　鹿児島市大明ヶ丘3-15-7　Tel&Fax.099-

243-8012　◇創立／1975年　◇マクセイ，ウォルター　

◇礼拝／10:30

【HP】http://www.ne.jp/asahi/yoshino/church/

鹿屋市 Kanoya-shi

インマヌエル鹿屋キリスト教会［IGM］

〒893-0056　鹿屋市上野町5281-1　Tel&Fax.0994-40-

1430　◇前田 政子、寺村 達郎

鹿屋キリスト教会［キリストの教会］

〒893-0064　鹿屋市西原1-28-30　Tel.0994-42-2389 Fax. 

0994-40-1567　◇鹿児島空港からバス100分（鹿屋市直

行）　◇創立／1951年（90人）　◇吉井 秀夫　◇礼拝／

10:00　◇いのち／099-250-7000

【HP】http://www3.synapse.ne.jp/kanoyachrist/

鹿屋伝道所［日基教団］

〒893-0015　鹿屋市新川町241-11　Tel&Fax.0994-41-

5407　◇JR鹿児島中央駅からバス「鴨池港」停　◇創立

／1995年（6人）　◇日下部 克彦

串良キリスト教会［キリストの教会］

〒893-1603　鹿屋市串良町岡崎1838-2　Tel&Fax.0994-

63-0854　 ◇ バス「岡崎 」停、徒 歩10分［ 連 絡 先：

Tel.0994-63-5613］　◇創立／1952年　◇原田 早苗、玉

木 シヅ子、村田 イク子、益山 恭子、日高 トシエ　◇礼

拝／10:30

恵生教会［単立／独立］

〒893-0041　鹿屋市星塚町4204 星塚敬愛園内　Tel& 

Fax.0994-49-2754　◇鹿児島交通鹿屋バスセンターから

車20分［連絡先：赤瀬川 澄男　〒893-0014　鹿児島県鹿

屋市寿5-5-3 Tel.0994-42-4673］　◇創立／1935年（59

人）　◇赤瀬川 澄男　◇礼拝／9:00

霧島市 Kirishima-shi

国分教会［日基教団］

〒899-4332　霧島市国分中央2-2-2　Tel.0995-45-0753 

Fax.0995-45-6314　◇JR国分駅から徒歩12分　◇創立／

1895年（35人）　◇日下部 克彦　◇礼拝／10:15

【HP】http://www5.synapse.ne.jp/ainosono/kyukai/info01.html

バプテスト国分キリスト教会［バプ連盟］

〒899-4354　霧島市国分姫城3053-1　Tel&Fax.0995-45-

1961　◇JR国分駅から車8分　◇創立／1991年（42人）　

◇マウマウタン、立山 泰士、ボード，テモテ　◇礼拝／

10:30

【HP】http://kokubuchurch.weebly.com/

【E-Mail】krc-sata@circus.ocn.ne.jp

希望キリスト教会［トータル］

〒890-0056　鹿児島市下荒田4-16-20 共立ビル301　Tel& 

Fax.0996-20-3557　◇市電谷山線騎射場駅から徒歩5分

［連絡先：希望キリスト教会　〒895-0034　鹿児島県薩摩

川内市木場茶屋町8028-1］　◇創立／1995年（35人）　◇

松本 貢　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／外

国の方々が多く参加されています。賛美がすばらしく楽し

い教会です。

【E-Mail】kingdomplan@po5.synapse.ne.jp

グレイト・ハーベスト・チャーチ＝ＧＨＣ［単

立／独立］

〒890-0055　鹿児島市上荒田町12-7 荒田ビル2F　Tel& 

Fax.099-250-1756　◇バス「上荒田」停、徒歩1分［連絡

先：Tel.099-220-7134］　◇創立／2003年（30人）　◇堀

下 典生、堀下 淑子　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午

後7時30分賛美祈祷会。毎主日礼拝後に愛餐による交わり。

韓国語講座。

【HP】http://great-harvest-church.com/

【E-Mail】greatharvest@globe.ocn.ne.jp

坂之上バプテスト教会［単立／独立］

〒891-0150　鹿児島市坂之上7-11-22　Tel&Fax.099-262-

0291　◇バス「坂之上団地」停、目の前　◇創立／1983

年（19人）　◇鯵坂 正美　◇礼拝／10:30

【E-Mail】msmjsk@yahoo.co.jp

主イエス・キリスト鹿児島栄光教会［ペンテコ

ステ教団］

〒892-0871　鹿児島市吉野町807　◇JR鹿児島駅　◇創

立／1995年　◇江口 敬二

谷山福音教会［フォースクエア］

〒891-0109　鹿児島市清和1-1-44　Tel&Fax.099-268-

3255　◇「谷山」電停、徒歩7分　◇創立／1970年（48人）　

◇阿野 俊郎、阿野 なおみ　◇礼拝／10:00　◇特色／鹿

児島の教会の無い地域へ伝道するセンター教会を目指し

ています。南は与論島までを伝道範囲と考えています。

TLCCC聖なる都エルサレム教会［主の十字架］

◇礼拝・集会場所などはホームページでご確認ください　  

◇創立／1994年　◇ペテロ 大内 栄、デボラ 大内 保子、

イスラエル 長野 智子　◇礼拝／9:30,11:30,13:30

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~kniji/

【E-Mail】krainbow@hyper.ocn.ne.jp

日本福音ルーテル鹿児島教会＝鹿児島ルー
テル教会［福音ルーテル］

〒890-0054　鹿児島市荒田1-36-19　Tel&Fax.099-254-

4796　◇市電「荒田八幡」停、徒歩2分　◇創立／1921

年（38人）　◇小山 茂　◇礼拝／10:30

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/koki-md/kagoshima/

日当平バプテスト教会［単立／独立］

〒890-0005　鹿児島市下伊敷3-20-33　Tel&Fax.099-220-

0858　◇バス5番「住宅中通り」停、徒歩2分［連絡先：

南波 公彦　〒890-0005　鹿児島県鹿児島市下伊敷3-20-

35 Tel.099-229-1165］　◇創立／1971年（20人）　◇南波 
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枕崎市 Makurazaki-shi

枕崎バプテスト伝道所［バプ連盟］

〒898-0017　枕崎市住吉町123　Tel&Fax.0993-72-1850　  

◇馬渡 健太郎

出水郡 Izumi-gun

エクレシア・キリスト福音教会＝レインボ
ーチャペル［単立／独立］

〒899-1211　出水郡長島町山門野4359　Tel&Fax.0996-

87-0294　◇JR阿久根駅からバス30分「黒之瀬戸大橋駐

車場」停、徒歩5分　◇創立／1980年（80人）　◇古田 

勇　◇礼拝／10:00,19:00　◇特色／水曜日午後7時から祈

祷会。ハレルヤ子供会

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~fukuin80-npo/

長島恵みバプテスト教会［単立／独立］

〒899-1302　出水郡長島町平尾5034-1　Tel.0996-88-

2250　◇JR阿久根駅からバス60分「平尾」停　◇創立／

1981年　◇岸本 正也　◇礼拝／11:00,14:00　◇特色／

水曜日午前10時30分と午後7時30分から朝夜2回の祈りと

聖書の学び。主の恵みと信仰による慰めの教会。

大島郡 Ooshima-gun

沖えらぶバプテスト教会［単立／独立］

〒891-9214　大島郡知名町知名1972-4　Tel&Fax.0997-

93-5149　◇創立／1986年（24人）　◇有川 吉一、有川 

緑　◇礼拝／10:30,14:00　◇特色／水曜日午前10時婦人

会。木曜日午後7時祈祷会。土曜日午前6時30分早天祈祷会。

【HP】http://web.me.com/obcgrace

沖永良部リバイバルチャーチ［単立／独立］

〒891-9201　大島郡知名町余多1014-3　Tel&Fax.0997-

93-4886　◇創立／1999年（13人）　◇今栄 徳武、今栄 

元子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】imae@po3.synapse.ne.jp

沖永良部キリスト教会［ホーリネス］

〒891-9112　大島郡和泊町和泊439-1　Tel&Fax.0997-92-

3380　◇和泊港から車5分　◇創立／1962年（24人）　◇

羽佐田 創世、羽佐田 和世　◇礼拝／10:30　◇特色／木

曜日午後8時から祈祷会。日曜日午前9時から教会学校。

琉球賛美を取り入れ地域の人々へ働きかけている。

喜界教会［ホーリネス］

〒891-6164　大島郡喜界町花良治　Tel&Fax.0997-66-

0212　◇羽佐田 弘、羽佐田 紀子

喜界教会［日基教団］

〒891-6202　大島郡喜界町湾154　Tel&Fax.0997-65-

1096　◇喜界島空港　◇創立／1916年（69人）　◇丸山 

邦明

瀬戸内教会［日基教団］

〒894-1502　大島郡瀬戸内町大字古仁屋宮前12-3　

隼人バプテスト教会［単立／独立］

〒899-5117　霧島市隼人町見次1154　Tel.0995-42-5774　  

◇バス「サティ南口」停、徒歩1分　◇創立／1982年（30

人）　◇西野 勝人　◇礼拝／11:00　◇特色／「聖書的で

神様のみ言葉に堅く立つ暖かい教会」を合言葉に地域に

根ざした教会形成をめざしています。

【HP】http://hayato-b.chu.jp/

薩摩川内市 Satsumasendai-shi

川内教会［日基教団］

〒895-0076　薩摩川内市大小路町54-16　Tel.0996-22-

3744 Fax.0996-22-4006　◇JR川内駅　◇創立／1907年

（39人）　◇日下部 遣志、戸田 奈都子　◇礼拝／10:10

【HP】http://sendai-nozomi.com/church-top-page.html

バプテスト川内キリスト教会［バプ連盟］

〒895-0012　薩摩川内市平佐町2934-1　Tel&Fax.0996-

22-6023　◇JR川内駅東口から徒歩3分　◇創立／1988年

（36人）　◇川内 活也、川内 裕子　◇礼拝／10:10　◇特

色／様々な賛美を取り入れた全年齢層合同での礼拝を守

っています。

志布志市 Shibushi-shi

志布志教会［日基教団］

〒899-7103　志布志市志布志町志布志2-7-28　Tel& 

Fax.099-472-3384　◇JR志布志駅から徒歩10分　◇創立

／1921年（17人）　◇横山 潤　◇礼拝／10:30

西之表市 Nishinoomote-shi

西之表基督教会［キリストの教会］

〒891-3116　西之表市鴨女町154　Tel.0997-22-0185 

Fax.0997-22-0175　◇創立／1953年（35人）　◇逆瀬川 

裕之、池田 公栄　◇礼拝／10:30

【E-Mail】xristosk@abelia.ocn.ne.jp

日置市 Hioki-shi

鹿児島レムナント教会［単立／独立・イエス教長老会］

〒899-2513　日置市伊集院町麦生田727-90　Tel& 

Fax.099-272-3096　◇JR伊集院駅　◇李 イザヤ

日本バプテスト伊集院キリスト教会［バプ連盟］

〒899-2501　日置市伊集院町下谷口1520-4　Tel.099-273-

1280 Fax.099-246-5058　◇JR伊集院駅から徒歩10分　

◇創立／1930年（68人）　◇麦野 達一、麦野 賦　◇礼拝

／7:00,10:45　◇特色／水曜日午前10時と午後8時から祈

祷会。

【HP】http://ijuincc.p1.bindsite.jp

【E-Mail】ch1ijuin@po.synapse.ne.jp
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宮之浦キリスト教会［単立／独立］

〒891-4205　熊毛郡屋久島町宮之浦2395-8　Tel&Fax. 

0997-42-0391　◇日高 章文　◇礼拝／10:00

【HP】http://church.ne.jp/yakushima/

薩摩郡	 Satsuma-gun

宮之城キリスト教会［単立／独立］

〒895-1804　薩摩郡さつま町船木22-11　Tel&Fax.0996-

52-0050　◇宮之城運動公園から徒歩5分　◇創立／1996

年　◇福本 強、福本 好美　◇礼拝／10:30　◇特色／小

鳥のさえずりと四季おりおりの花に囲まれた小さな白いチ

ャペル。神様のご愛といやしと救いを味わえる所です。

【HP】http://www3.synapse.ne.jp/miyanjokyoka/

Tel.0997-72-0436　◇奄美空港からバス2時間30分　◇創

立／1957年（16人）　◇三和 武夫、大山 豊

徳之島伝道所［日基教団］

〒891-7101　大島郡徳之島町亀津新里973-1　Tel&Fax. 

0997-82-0290　◇鹿児島新港から沖縄航路亀徳新港　◇

創立／1985年（12人）　◇青山 実　◇礼拝／10:15

肝属郡	 Kimotsuki-gun

大隅クリスチャンチャーチ［福音ペンテコステ］

〒893-1206　肝属郡肝付町前田3529　Tel&Fax.0994-65-

3037　◇バスセンターから車20分　◇創立／1991年（15

人）　◇染木 忠志　◇礼拝／10:00　◇特色／賛美の好き

な教会。アットホームな教会です。

【HP】http://www.osumicc.com/

【E-Mail】sometada@osumicc.com

熊毛郡	 Kumage-gun

種子島新生キリスト教会＝日本バプテスト
連盟種子島伝道所［バプ連盟］

〒891-3604　熊毛郡中種子町野間伏之前　Tel&Fax. 

0997-27-2801　◇種子島空港から車10分　◇創立／1969

年（19人）　◇沼田 俊昭　◇礼拝／11:00

【E-Mail】ovu326280j8634w@ezweb.ne.jp



沖縄県
●県庁／那覇市
●市町村数／11市11町19村
●人口／1,397,812人
●教会数／218教会
■教会所在地(28)
■教会未設置(13)
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沖縄県──地域の宣教資料

　宣教人国記：小学校教師をしていた比嘉保彦（1866

〜1937）は、2年の間に子ども3人、特に2人が一週間

のうちに死亡するという不幸に遭った。ユタに不運の

解明を託すが、解決はなく那覇メソジスト教会の立て

看板に書かれたマタイ11：28の聖句に心ひかれて求道、

牧師に導かれ1902年（明治35）に受洗した。鎮西学院

神学部に学び、沖縄各地で牧会・伝道に従事した。沖

縄学の創始者といわれる伊波普猷（1876〜1947）は、

沖縄県立図書館長として郷土資料の発掘・収集と研究

にあたった。1916年（大正5）には、沖縄組合教会を

設立。自宅を開放して子ども会を開き、地域社会の教育、

文化の啓もうに貢献。沖縄バプテスト連盟初代理事長

の照屋寛範（1891〜1968）は、18歳で首里の教会で

受浸。献身して日本バプテスト神学校に入学した。糸

満教会を牧会後は、1919年（大正8）に自給伝道の南

海伝道団に入りトラック島の伝道に8年間従事し、多く

の受浸者を出した。1955年（昭和30）、沖縄バプテス

ト連盟を結成し前原、那覇バプテスト教会を牧会した。

1999年以降の自治体合併

　1999年4月から2010年4月末日までの自治体合併リス

トです。【カッコ】内は現在の自治体名称で以下に合併・

編入された自治体名を記載。合併･編入の年月、消滅し

た郡名は割愛しました｡

【うるま市】石川市、具志川市、中頭郡与那城町・勝連

町。【豊見城市】島尻郡豊見城村。【南城市】島尻郡玉

城村･知念村･佐敷町・大里村。【宮古島市】平良市、

宮古郡城辺町･下地町・上野村・伊良部町。【島尻郡久

米島町】具志川村・仲里村。【島尻郡八重瀬町】東風

平町・具志頭村。

 九 州 ・ 沖 縄 地 方 沖 縄 県

キリスト 教 案 内 C H R I S T I A N   H I S T O R Y

沖 縄 県 の

生 活 情 報
掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野］、［法人名］、所在地・Tel＆

Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-

mail】

L I F E   I N F O R M A T I O N   o f   O k i n a w a 　

だわりの炭火珈琲をお出ししています。また、県内初の敷

地内完全禁煙認定施設です。

【HP】http://www.geocities.jp/jclnago/

マナ音楽教室
［音楽教育］〒904-0012　沖縄県沖縄市安慶田2-3-33　

Tel&Fax.098-938-8624　◇バス「安慶田」停、徒歩3

分　◇代表／具志堅 ナオ子

【E-Mail】manajyoy@dream.com

ムラサキスポーツ 沖縄店
［スポーツ用品販売］　［(株)ムラサキスポーツ］〒900-

0006　沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 サンエー那覇メイン

プレイス2F　Tel.098-951-0050　◇代表取締役社長／金

山 良雄

　お店・事業

新垣養蜂園
［養蜂業・医療福祉ガイド・健康食品］〒903-0815　沖縄

県那覇市首里金城町1-29　Tel.098-884-0814 Fax.098-

884-9684　◇創立／1953年　◇代表／新垣 勉　◇特色

／プロポリスと蜂針療法の店です。沖縄産プロポリスで特

許をとりました。ぜひお試しください。

【HP】http://www.aaa888.org/

【E-Mail】st8383@nirai.ne.jp

インテリア・プレイズ
［直輸入家具］〒904-0117　沖縄県中頭郡北谷町北前1-9-

10　Tel&Fax.098-936-8694　◇上地 良一、上地 貴子

カフェ・リンク
［喫茶店］　［(宗)クリスチャン・リンク名護チャペル］〒

905-0005　沖縄県名護市為又1220-197　Tel&Fax.0980-

53-3796　◇名桜大学隣り　◇創立／2003年　◇代表／

田野 秀康　◇特色／当店は紀州備長炭を使い焙煎したこ



沖
縄
分

九
州
・
沖
縄
地
方

L
IF

E
  IN

F
O

R
M

A
T
IO

N

756
都道府県別ガイド編
生活・教会情報

　教育事業・カルチャー

いけばな教室
［小原流いけ花］　［真栄原キリスト教会］〒901-2215　沖

縄県宜野湾市真栄原2-3-6 真栄原キリスト教会内　

Tel.098-897-2034　◇代表／坪倉 之法

インマヌエル・クリスチャン・ブレッシング・
センター［クリスチャン・ブレッシング・センター］

［クリスチャンスクール］〒901-2225　沖縄県宜野湾市大

謝名2-17-26　Tel&Fax.098-897-8850　◇代表／中里 幹

子　◇特色／学習障害、登校拒否、悪癖、孤児などの子

どもたちを癒し、キリストの愛を教科書としている全寮制

（中学科）、通学制（小学科）スクール。

沖縄クリスチャン学園
［キリスト教教育］〒900-0004　沖縄県那覇市銘刈2-7-

19　Tel.098-864-5465　◇創立／2005年　◇田頭 秀美　

◇特色／天久新都心に2005年4月開校いたしました。幼稚

科、初等科、中等科、高等科、学童クラブ。

【HP】http://homepage3.nifty.com/oca/sakusaku/2_1.htm

聖書書道会
［書道教室］　［真栄原キリスト教会］〒901-2215　沖縄県

宜野湾市真栄原2-3-6 真栄原キリスト教会内　Tel.098-

897-2034　◇代表／坪倉 之法

ノアズ・アーク・チャーチスクール
［チャーチスクール］　［沖縄バプテスト連盟泡瀬バプテス

ト 教 会 ］〒904-2161　 沖 縄 県 沖 縄 市 古 謝157-3　

Tel&Fax.098-939-8080　◇バス「安原入口」停から徒歩

5分　◇創立／2006年　◇代表／具志堅 昭　◇特色／①

聖書を土台とする教育。②親の手による家庭教育を重視。

③個性を大切にする教育（少人数制）。

【E-Mail】vision.awase@nifty.com

美浜イングリッシュ・スクール
［英語教室］　［美浜クライストチャーチ］〒904-0115　沖

縄県中頭郡北谷町美浜1丁目　◇代表／徳嶺 ひとみ

ワールド・ミッション・クリスチャン・スク
ール［WMCS］

［チャーチスクール］　［(宗)沖縄世界宣教教会］〒901-

2424　沖縄県中頭郡中城村南上原568 ヴィジョン・ハウ

ス　Tel.098-895-6670 Fax.098-894-7713　◇琉大線「南

上原」停、徒歩2分　◇創立／1997年　◇校長／喜納 邦

子、理事長／喜納 政弘　◇特色／保幼〜小中高までクリ

スチャンの全人的教育日英バイリンガルによるインターナ

ショナルチャーチスクール。

【HP】http://www.owmcs.com

【E-Mail】school@owmcs.com

　法律・経営相談

ハレルヤ経営コンサルタント
［経営コンサルタント］〒901-1101　沖縄県島尻郡南風原

町大名327-5　Tel.098-889-6075 Fax.098-889-6777　◇社

長／渡名喜 庸孝

【E-Mail】youkou1@lily.ocn.ne.jp

　文書伝道支援

沖縄キリスト教書店
［キリスト教専門書店　］　［沖縄バプテスト連盟　沖縄キ

リスト教書店］〒901-2134　沖縄県浦添市港川2-25-1 沖

縄バプテスト連盟ビル1F　Tel&Fax.098-877-7283　◇創

立／1958年　◇店長／川上 直美、照屋 淳、平良 恵美

子　◇特色／営業時間：10:00〜18:00。定休日：日曜。

【E-Mail】okinawacbs@yahoo.co.jp

クリエイティブタクトサービス
［広告代理店、情報誌発行］〒904-0301　沖縄県中頭郡

読谷村座喜味2717-120　Tel&Fax.098-958-0192　◇創立

／2008年　◇知花 恵、我如古 まりや　◇特色／沖縄ク

リスチャン情報マガジン「Christian Ｓtyle」誌（季刊）を

発行。

【HP】http://christian-style.com/

ライフセンター那覇書店
［キリスト教専門書店］　［いのちのことば社ミニストリー

ズ］〒900-0033　沖縄県那覇市久米2-11-18　Tel.098-

868-4406 Fax.098-860-3813　◇バス「農林中金前」停か

ら徒歩5分　◇店長／惣慶 毅　◇特色／営業時間10:00〜

19:00、水曜・土曜・祝日10:00〜18:00。定休日：日曜・

祝日。有料駐車場・通信販売あり。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/g_shop/

【E-Mail】naha@wlpm.or.jp

　幼稚園・保育園・学童

愛泉保育園
［保育園］〒902-0067　沖縄県那覇市安里3-19-16　

Tel.098-867-5133 Fax.098-867-5134　◇ゆいレール安里

駅から徒歩約7分　◇園長／神谷 ワカ子

あいの保育園
［保育園］　［(福)オリブ友愛会］〒907-0022　沖縄県石垣

市大川177　Tel&Fax.0980-82-5028　◇石垣港車5分　◇

創立／1974年　◇園長／増田 陽一

あかるい子保育園
［保育園］　［（福）栄福祉会］〒904-2205　沖縄県うるま

市栄野比357-4　Tel.098-972-4358 Fax.098-972-3077　◇

創立／1980年　◇園長／又吉 寛

栄光ガーデン
［幼稚園］　［(学)キリスト栄光学院］〒904-0202　沖縄県

中頭郡嘉手納町字屋良20-1　Tel&Fax.098-956-3373　◇

池原 厚子

栄光幼稚園
［幼稚園］　［(学)キリスト栄光学院］〒904-0202　沖縄県

中頭郡嘉手納町字屋良964-1　Tel&Fax.098-956-3373　

◇池原 厚子
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キリストの教会付属中央保育園
［保育園］　［(宗)平良キリストの教会］〒906-0007　沖縄

県宮古島市平良字東仲宗根97　Tel&Fax.0980-72-4403　

◇平良市役所から徒歩3分　◇創立／1978年　◇園長・

牧師／伊志嶺 勲

ゴスペル幼稚園
［幼稚園］　［(宗)日本基督教団糸満教会］〒901-0361　沖

縄県糸満市糸満1693-2　Tel.098-994-2145　◇バス「糸

満小学校前」停　◇園長／桑原 博文

サンライズ英語幼児園
［幼児］〒901-2126　沖縄県浦添市宮城5-1-1　Tel.098-

878-7735

慈愛幼稚園
［幼稚園］　［(宗)宇地泊キリストの教会］〒901-2227　沖

縄県宜野湾市宇地泊229　Tel.098-897-2345 Fax.098-897-

2200　◇バス「伊佐向け宇地泊」停、徒歩3分　◇創立

／1972年　◇園長／谷成 悟

ジョイジョイ保育園
［保育園］　［CLCI・聖泉キリスト教会］〒901-2133　沖縄

県浦添市城間3-26-11　Tel.098-877-0706 Fax.098-879-

5519　◇バス「城間」停、徒歩5分　◇創立／2002年　

◇園長／安慶名 早苗、保育責任者／新垣 里和　◇特色

／明るく元気に喜びに溢れ豊かな心、社会性を養う保育

を目指しています。

【E-Mail】holy_sc@yahoo.co.jp

聖ヤコブ保育園
［保育園］　［（福）聖公会沖縄福祉会］〒906-0013　沖縄

県宮古島市平良下里608　Tel.0980-72-7723 Fax.0980-72-

7773　◇創立／1972年　◇園長／戸塚 鉄也　◇特色／

霊と心と身体のバランスのとれた子どもの育ちをめざして

います。モンテソーリ法と異年齢クラスが特徴です。

聖ルカ保育園［セイルカ］

［保育園］　［(福)聖公会沖縄福祉会］〒905-1635　沖縄県

名護市済井出12-2　Tel.0980-52-8547 Fax.0980-52-8184　  

◇バス「済出」停から徒歩3分　◇創立／1977年　◇理

事長／谷 昌二、園長／棚原 恵正、主任保育師／山城 恵

理子

【E-Mail】rukaen@cosmos.ne.jp

善隣幼稚園
［幼稚園］　［(学)善隣学園］〒903-0116　沖縄県中頭郡西

原町幸地1029　Tel.098-944-5344 Fax.098-944-5345　◇

創立／1908年　◇園長／国吉 守

【HP】http://www.zenrin.ed.jp/

ちいろば保育園
［ 保育園］〒907-0004　 沖縄 県石垣市登野城1011　

Tel.0980-84-3268 Fax.0980-82-0571　◇創立／2009年　

◇園長／小倉 隆一

【HP】http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/120000/120800/rene

wal/hoiku/chiiroba.htm

ナザレ幼稚園
［幼稚園］　［聖公会・聖ペテロ聖パウロ教会］〒902-

0063　沖縄県那覇市三原2-23-1　Tel.098-855-1389　◇

園長／上原 榮正

光の子保育園
［保育園］　［(福)中元福祉会］〒904-0032　沖縄県沖縄市

諸見里3-27-44　Tel.098-932-3474 Fax.098-933-8500　◇

バス「山里」停、徒歩5分　◇創立／1975年　◇園長／

友寄 隆静

光の子幼稚園
［幼稚園］　［(宗)首里バプテスト教会］〒903-0825　沖縄

県那覇市首里山川町1-17　Tel&Fax.098-886-0648　◇ユ

イレール儀保駅から徒歩7分　◇創立／1958年　◇牧師

／玉城 正雄

ひかりのこ保育園
［保育園］　［東風平バプテスト教会］〒901-0402　沖縄県

島尻郡八重瀬町富盛347　Tel.098-998-0139　◇創立／

2004年　◇園長／喜友名 朝順、主任／喜友名 典子

牧港中央幼稚園
［ 幼 稚 園 ］〒901-2134　 沖 縄 県 浦 添 市 港 川2-25-1　

Tel.098-877-2634

みつば幼児園
［保育園］〒904-1201　沖縄県国頭郡金武町金武487　

Tel&Fax.098-968-2413　◇バス「金武小学校前」停、徒

歩3分　◇園長／横田 シズ枝

【HP】http://www.kinbaptist.com/

【E-Mail】mitsuba@kinbaptist.com

みつる保育園
［保育園］　［(福)大成福祉会］〒901-0362　沖縄県糸満市

真栄里2041-3　Tel.098-992-5300 Fax.098-992-5319　◇

バス「糸満郵便局」停、徒歩3分　◇創立／1980年　◇

園長／玉城 智彦　◇特色／信望愛の精神で、心身の調和

のとれた保育をめざし、日常生活に必要な基本的な習慣

や態度を養います。

【HP】http://www.mitsuru88.jp/

【E-Mail】nsmh@trust.ocn.ne.jp

緑ヶ丘保育園
［保育園］　［(宗)普天間バプテスト教会］〒901-2203　沖

縄県宜野湾市野崇2-23-1　Tel&Fax.098-892-2087　◇創

立／1964年　◇牧師・園長／W.T.ランドール

美浜キッズ・クラブ
［学童保育］　［美浜クライストチャーチ］〒904-0115　沖

縄県中頭郡北谷町美浜1丁目　Tel.098-936-0722　◇代表

者／友利 広美

友愛保育園
［保育園］　［(福)友愛福祉会］〒901-1303　沖縄県島尻郡

与那原町与那原町字与那原71-1　Tel&Fax.098-946-2632　  

◇バス「教会前」停　◇創立／1973年　◇園長／知花 

正勝

よきサマリヤ人保育園
［保育園］〒901-1105　沖縄県島尻郡南風原町新川460　

Tel.098-889-1339　◇バス「農業試験場前」停　◇園長
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石垣市 Ishigaki-shi

石垣キリスト教会［聖公会］

〒907-0024　石垣市新川300-1　Tel.09808-3-0198 Fax. 

09808-2-2563（保育園）　◇創立／1969年（3人）　◇戸

塚 鉄也　◇特色／日曜夜8時より聖餐式、附属のエンゼ

ル保育園ではモンテソーリ保育が行われています。

大浜伝道所［日基教団］

〒907-0001　石垣市大浜74-2　◇石垣空港［連絡先：平

真教会　〒907-0003　沖縄県石垣市平得295 Tel.0980-

82-2260］　◇創立／1964年（5人）　◇小倉 隆一

地球聖宣教会ハーベスト石垣［単立／独立］

〒907-0004　石垣市登野城95-1　Tel&Fax.0980-83-1560 

Tel.0980-82-3287　◇創立／2005年（30人）　◇具志堅 

正位、具志堅 米子、玉城 由香里、東田 涼　◇礼拝／

10:50　◇特色／石垣のリバイバルと神の祝福。

【E-Mail】heb11-1g@m1.cosmos.ne.jp

TLCCC石垣教会［主の十字架］

Tel&Fax.0980-89-2622　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇島田 宗一

平真教会［日基教団］

〒907-0003　石垣市字平得295　Tel&Fax.0980-82-2260　  

◇石垣空港　◇創立／1960年（14人）　◇小倉 隆一　◇

礼拝／10:15

八重山キリスト福音教会［JECA］

〒907-0001　石垣市字大浜1349-43 磯辺第二団地6-204　

Tel&Fax.0980-82-2709　◇那覇から飛行機45分　◇創立

／1966年（15人）　◇礼拝／10:30

八重山中央教会［日基教団］

〒907-0022　石垣市大川301-1　Tel&Fax.0980-82-2855　  

◇石垣空港または石垣港　◇創立／1927年（35人）　◇

増田 陽一、増田 一枝

八重山バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒907-0022　石垣市大川351-6　Tel&Fax.0980-83-2627　  

◇石垣空港から車10分　◇創立／1990年（24人）　◇黒

坂 栄司　◇礼拝／11:00　◇特色／水曜日午前10時半と

午後8時から聖書の学びと祈り会。子供礼拝は日曜日午前

9時と木曜日午後5時から。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/eiji/hp/

【E-Mail】yy5e-krsk@asahi-net.or.jp

米原伝道所［日基教団］

〒907-0451　石垣市桴海529　Tel.09808-8-2855　◇石垣

空港　◇創立／1968年（11人）　◇増田 一枝

糸満市 Itoman-shi

糸満教会［日基教団］

〒901-0361　糸満市糸満1693-2　Tel&Fax.098-994-2145　  

◇バス「糸満小学校前」停　◇創立／1945年（21人）　

◇大城 実

糸満ホーリネス教会［ホーリネス］

〒901-0315　糸満市字照屋1555　Tel&Fax.098-994-

5231　◇バス「照屋」停、徒歩3分　◇創立／1973年（41

人）　◇上原 良子

インマヌエル糸満キリスト教会［IGM］

〒901-0303　糸満市兼城754-8　Tel&Fax.098-992-

0255　◇バス「西崎入口」停、徒歩10分　◇創立／1972

年（34人）　◇大山 祥子、プリンセル，エドナ　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午後7時30分から祈祷会。

沖縄新生教会［フォースクエア］

〒901-0361　糸満市字糸満626　Tel&Fax.098-994-2343　  

◇比嘉 幹房、比嘉 常子

聖書福音聖心教会［単立／独立］

〒901-0362　糸満市真栄里2041-10　Tel&Fax.090-4471-

8807　◇創立／2003年（33人）　◇川田 喜功　◇礼拝／

10:00

ベラカ聖書バプテスト伝道所［JBBF］

〒901-0305　糸満市西崎2-590 上原ビル2F2号　Tel.090-

3072-0174　◇バス「西崎入口」停前　◇創立／2001年（2

人）　◇斉藤 雄典　◇礼拝／19:00

沖 縄 県 の

教 会 情 報
掲載項目順は以下の通りです。教会名＝別称＝ ［教団略称］、所在地・Tel＆Fax、◇最寄の

交通、［連絡先］、◇設立年（教会員数）、◇牧師・教職者、◇礼拝開始時間、◇日本以外

の礼拝言語、◇テレホンメッセージ、◇いのちの電話、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

C H U R C H   I N F O R M A T I O N   o f   O k i n a w a

／田崎 真喜子
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ホサナキリスト教会［単立／独立］

〒901-2114　浦添市安波茶1-27-2　Tel&Fax.098-868- 

5641 Tel.098-875-0776　◇バス「浦添市役所前」停、徒

歩5分［連絡先：ホサナキリスト伝道所　〒900-0031　沖

縄県那覇市若狭2-9-6］　◇創立／1994年（35人）　◇喜

瀬 英之　◇礼拝／11:00,20:00　◇特色／ただ父のみこと

ばに活き、父なる神の家族としてあり続けたいと願ってい

る教会です。

牧港中央バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-2134　浦添市港川2-25-1　Tel&Fax.098-877-2634　  

◇バス「港川」停、徒歩3分　◇創立／1965年（44人）　

◇菅野 健太郎　◇外国語／英語

屋富祖バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-2127　浦添市屋富祖2-19-8　Tel&Fax.098-877-

3113　◇那覇空港から車30分　◇安室 朝清

ルア伝道所［沖縄バプ連盟］

〒901-2101　浦添市西原1-3-2　Tel&Fax.098-879-1740　

◇バス「アメリカ総領事館」停すぐ　◇創立／1988年（25

人）　◇伊礼 徹　◇礼拝／10:30

【E-Mail】ruah89@yahoo.co.jp

うるま市 Uruma-shi

安慶名バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒904-2221　うるま市字平良川388　Tel&Fax.098-974-

6244　◇創立／1957年（52人）　◇平良 善郎、宮城 安

則　◇礼拝／10:30

【E-Mail】yoshirou_taira@yahoo.co.jp

石川教会［日基教団］

〒904-1106　うるま市石川432　Tel&Fax.098-964-2318 

Fax.098-965-7743　◇バス「南栄入口」停　◇創立／

1946年（21人）　◇村椿 嘉信

石川キリストの教会［キリストの教会］

〒904-1101　うるま市石川東山本町1-13-8-106　Tel.098-

964-4200　◇バス「サンエー前」停、徒歩5分　◇友寄 

隆治、ベズナー，トレイシー　◇礼拝／19:00

石川伝道所［東洋ローア］

〒904-1101　うるま市石川東山本町1-14-40 石川キリスト

の教会（郵便物の差出不可）　◇バス「赤崎」停、徒歩5

分［連絡先：東洋ローア・キリスト伝道教会　〒350-

0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1132-1 Tel.049-

294-6012］　◇創立／1990年（20人）　◇宮城 明　◇礼

拝／12:15　◇外国語／手話　◇特色／ろうあ者の牧師・

伝道師による聖書のお話は手話で行われます。音声への

通訳はありません。

石川福音教会［JECA］

〒904-1101　うるま市石川東山本町1-19-25　Tel&Fax. 

098-964-2536　◇沖縄自動車道石川ICから車3分　◇創立

／1966年（15人）　◇重元 清　◇礼拝／10:30　◇特色

／アットホームな雰囲気の小さな教会です。沖縄旅行の

際にもお立ち寄り下さい。

マラナタキリスト教会［単立／独立］

〒901-0301　糸満市阿波根602-1　Tel&Fax.098-992-

8881　◇バス「南山病院入口」停、徒歩10分　◇創立／

1992年（84人）　◇平田 幸枝　◇礼拝／10:40,10:40(月)　

◇特色／神のみことばと祈りにより、救いと癒し、解放を

受けることができ、大人も子供も楽しく集える教会です。

浦添市 Urasoe-shi

浦添ジョイ教会［同盟基督］

〒901-2132　浦添市伊祖3-13-1　2F　◇創立／2009年　

◇金 炳九、姜 英淑　◇礼拝／10:30

浦添聖書バプテスト教会［JBBF］

〒901-2122　浦添市勢理客3-9-1　Tel.098-875-9392　◇

バス「勢理客」停、徒歩1分　◇創立／1988年（15人）　

◇上間 克　◇礼拝／11:00

浦添伝道所［東洋ローア］

〒901-2104　浦添市当山2-33-23　Fax.098-879-4244　◇

バス「嘉数」停、徒歩3分［連絡先：東洋ローア・キリス

ト伝道教会　〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市

場1132-1 Tel.049-294-6012］　◇創立／1956年（47人）　

◇宮城 明　◇礼拝／10:30　◇外国語／手話　◇特色／

ろうあ者の牧師・伝道師による聖書のお話は手話で行わ

れます。音声への通訳はありません。

浦添ナザレン教会［ナザレン］

〒901-2104　浦添市当山2-39-15　Tel&Fax.098-877-1791 

Tel.098-875-1596　◇モノレール古島駅から車で15分　

◇友寄 隆徳　◇礼拝／10:00　◇特色／幼児から高齢者

まで、神の家族として毎週共に礼拝を ささげている家庭

的な温かい教会です。

【HP】http://nazarene.or.jp/urazoe/

沖縄リバイバルチャーチ［単立／独立］

〒901-2112　浦添市沢岻1-9-28　Tel.098-874-2527 Fax. 

098-874-2512　◇モノレール儀保駅から車5分　◇創立／

1985年　◇儀間 盛夫、儀間 盛人　◇礼拝／9:00,10:45,

14:00,19:00

【HP】http://w1.nirai.ne.jp/orc/

【E-Mail】iorc@nirai.ne.jp

シオンキリスト教会［CLCI］

〒901-2125　浦添市仲西2-1-21　Tel&Fax.098-878-

7735　◇創立／1991年（34人）　◇ジョンソン，アーレン、

ジョンソン，朝子

聖泉キリスト教会［CLCI］

〒901-2133　浦添市城間3-26-11　Tel.098-878-5005 Fax. 

098-879-5519　◇バス「城間」停、徒歩5分　◇創立／

1995年（74人）　◇安慶名 正春、安慶名 早苗　◇礼拝／

10:30　◇特色／祈祷会：水曜日午後7時30分より。アル

ファコース：火曜日午後2時より、金曜日午後7時30分より。

【E-Mail】holy_sc@yahoo.co.jp

セントラルバプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-2134　浦添市港川2-25-1　Tel.098-877-2300　◇ケ

スラー，E・マイケル
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前原バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒904-2235　うるま市前原130　Tel&Fax.098-973-1352　  

◇バス「中部病院前」停、車4分　◇創立／1961年（84人）　

◇石垣 用哲、照屋 寛武　◇礼拝／10:30

屋慶名教会［沖縄バプ連盟］

〒904-2304　うるま市与那城屋慶名2082　Tel&Fax.098-

978-8018　◇森根 初美

与勝教会［日基教団］

〒904-2313　うるま市勝連内間6　Tel.098-978-2435　◇

バス「屋慶名」停、徒歩7分　◇創立／1948年（23人）　

◇知花 真康　◇礼拝／10:30

与勝バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒904-2307　うるま市与那城饒辺376　Tel&Fax.098-978 

-3102　◇バス「平敷屋」停、徒歩3分　◇創立／1960年（41

人）　◇石原 真、久高 美由記　◇礼拝／10:30　◇特色

／“恵みの中に生きる”、“御言葉に生きる”、“祈りの中に

生きる”教会を目指して、前進中です。

琉球聖書バプテスト教会［JBBF］

〒904-2245　うるま市赤道478-2　Tel&Fax.098-973-2824　  

◇創立／1989年（30人）　◇又吉 賢守

沖縄市 Okinawa-shi

泡瀬バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒904-2161　沖縄市古謝157-3　Tel&Fax.098-939-8080　  

◇バス「古謝」停から徒歩5分　◇創立／2000年（80人）　

◇具志堅 昭、具志堅 ナオ子、具志堅 千登勢、具志堅 正

都　◇礼拝／10:30,19:00　◇特色／ビジョンと讃美と祈

りの教会。クリスチャンオーケストラ、チャーチスクール

が特色の明るく家庭的な教会です。

【HP】http://homepage2.nifty.com/visionawase/

【E-Mail】manajoy@otc.ne.jp

大根バプテスト教会希望の部屋［単立／独立］

〒904-2173　沖縄市比屋根59 大嶺峰子方　Tel.098-932-

7857　◇野村 文夫

沖繩第一バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒904-0004　沖縄市中央3-14-2　Tel&Fax.098-937-9375　  

◇バス「胡屋」停　◇創立／1988年（50人）　◇野原 悦夫、

テツェオ，ヴェセコイ、野原 愛　◇礼拝／10:30,19:00

【HP】http://homepage3.nifty.com/odbc

沖縄中央教会［同盟基督］

〒904-0032　沖縄市諸見里3-31-7　Tel.098-932-1122 

Fax.098-933-1975［連絡先：喜友名 朝英　〒904-0101　

沖縄県中頭郡北谷町上勢頭701-9 Tel.098-936-2035］　◇

創立／1959年（44人）　◇喜友名 朝英　◇礼拝／

10:30,18:00　◇テレホン／098-932-0605　◇特色／与え

る教会、赦す教会、健徳の教会を目指します。クリスチャ

ンホーム30組を祈っています。

【E-Mail】choei_kiyuna@ybb.ne.jp

沖縄復活教会［聖イエス会］

〒904-2153　沖縄市美里4-8-22　Tel.098-938-2067　◇

宇堅福音教会［JECA］

〒904-2211　うるま市字宇堅1032　Tel&Fax.098-974-

3274　◇バス「宇堅公民館前」停、徒歩3分　◇創立／

1957年（20人）　◇石川 芳隆　◇礼拝／10:30　◇特色／

毎週の礼拝において琉球賛美を行なっています。

【E-Mail】uken_fukuin@ybb.ne.jp

うるま恵みキリスト教会［単立／独立］

〒904-2213　うるま市田場845-1　Tel&Fax.098-974-9733　  

◇創立／2009年（7人）　◇小林 基幸　◇礼拝／10:30,

13:30　◇特色／神様が下さった聖書を、信仰生活を守る

上で何よりも欠かせないものとして学んでいます。

【HP】http://1st.geocities.jp/urumamegumi/

【E-Mail】jidu@live.jp

沖縄中央アッセンブリー教会［アッセンブリー］

〒904-2204　うるま市西原154　Tel.098-972-4247 Fax. 

098-972-4257　◇バス「あげな」停　◇創立／1961年（55

人）　◇中川 慎一郎、中川 直子　◇礼拝／10:30

具志川バプテスト教会［BMMJ］

〒904-2215　うるま市みどり町3-3-6　Tel.098-973-2973　  

◇創立／1980年（15人）　◇大城 昇 ロイ、大城 キヨ　

◇礼拝／10:30

具志川福音自由教会＝具志川聖書教会［福音

自由］

〒904-2223　うるま市字具志川2471　Tel&Fax.098-973-

3725　◇バス「具志川」停、徒歩5分　◇創立／1969年（17

人）　◇林 工　◇礼拝／10:30　◇特色／海の見える絶景

の場所に会堂があります。子供たちと一緒に礼拝していま

す。

【E-Mail】gusikawa.seisho.efc@nifty.com

サレム宮里教会［単立／独立］

〒904-2243　うるま市宮里174-1　Tel&Fax.098-973-

4088　◇バス「赤道」停、徒歩5分　◇創立／1970年（90

人）　◇島袋 英子、伊覇 房子、山根 正秀、山根 昌子　

◇礼拝／10:30

聖書福音聖川教会［単立／独立］

〒904-2241　うるま市兼箇段304-1　Tel&Fax.098-979-

1527　◇高速沖縄北から800ｍ　◇創立／1999年（206

人）　◇當銘 由正、川田 喜功、當銘 由祈子、新崎 斉、

石川 れい子、亀川 百恵　◇礼拝／10:30,14:00,19:30

平良川伝道所［日基教団］

〒904-2225　うるま市喜屋武96-1　Tel&Fax.098-973-

1761　◇バス「上平良川」停　◇創立／1948年（14人）　

◇比嘉 盛二郎　◇礼拝／10:30

ホープチャペル具志川［フォースクエア］

〒904-2215　うるま市みどり町3-6-15 ヴィラパインビュー

105　Tel.098-974-6159　◇オオシロ，チサコ、オオシロ，

ケアリー

ホサナ福音教会［単立／独立］

〒904-2223　うるま市田場252　Tel.098-973-2758　◇安

慶名 栄
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世界アンテオケハーベスト教会［単立／独立］

〒904-2174　沖縄市与儀1201　Tel&Fax.098-989-1910　

◇創立／1988年（70人）　 ◇山城 幸雄　 ◇礼拝／

10:45　◇特色／月曜日午前10時より婦人会。水曜日午後

8時祈祷会。金曜日午前10時より聖書の学び。

【E-Mail】annteoke@yahoo.co.jp

センター世の光教会［単立／独立］

〒904-0032　沖縄市諸見里1-6-20　Tel&Fax.098-933-

1171　◇沖縄IC南口から400m（直進右）　◇創立／1979

年（70人）　◇原田 満珠美、仲真次 サムエル、仲真次 奈

緒美　◇礼拝／10:00　◇特色／私たちは回復の教会で

す。主に愛され喜ばれ信頼されるキリストの弟子となるた

め霊的訓練がされています。

【E-Mail】center.kaifuku7@hotmail.co.jp

善隣伝道所［沖縄バプ連盟］

〒904-2172　沖縄市泡瀬4-45-5　Tel&Fax.098-937-6576　  

◇砂川 勝彦

高原教会［日基教団］

〒904-2171　沖縄市高原3-2-6　Tel&Fax.098-937-5408　

◇バス「高原」停　◇創立／1952年（42人）　◇大坪 直

史

高原教会［ホーリネス］

〒904-2171　沖縄市高原4-13-9　Tel&Fax.098-932-9252　  

◇荷川取 順市、荷川取 冴子

TLCCC沖縄いのちの水の泉教会［主の十字架］

〒904-2172　沖縄市泡瀬1-19-26　Tel&Fax.098-934-

9344　◇創立／1994年（40人）　◇ヨハネ 山口、ルデヤ 

山口、細川 ケイ子、仲村渠 いずみ　◇礼拝／10:30,19:30

【HP】http://park8.wakwak.com/~tlccc/

【E-Mail】tlccc@bc.wakwak.com

美里教会［日基教団］

〒904-2151　沖縄市松本4-1-10　Tel&Fax.098-937-

8683　◇バス「松本」停　◇創立／1950年（86人）　◇

芳澤 弘和

八重島隣人キリスト教会＝エバーグリーン
チャーチ［単立／独立］

〒904-0006　沖縄市八重島1-2-23　Tel&Fax.098-938-

4900　◇バス「ゴヤ」停、徒歩3分［連絡先：田中 恵理

弥　〒904-0033　沖縄県沖縄市山里1-2-15 Tel.098-933-

6964］　◇田中 恵理弥、田中 光枝　◇礼拝／10:30　◇

特色／広々とした公園に隣接した緑の中の教会です。水

曜日の午前10時30分から聖書を読む会。午後8時から祈祷

会です。

【E-Mail】yamazato-ch@mvb.biglobe.ne.jp

世の光教会［単立／独立］

〒904-2173　沖縄市比屋根6-34-15　Tel&Fax.098-932-

3897　◇バス「比屋根」停、徒歩5分　◇創立／1954年（50

人）　◇国吉 真勇、国吉 良徳　◇礼拝／10:30　◇テレ

ホン／03-3717-5108

ロゴス・キリストの教会［キリストの教会］

〒904-2143　沖縄市知花5-36-16　Tel&Fax.098-934-0724　  

松田 剛

沖縄ベテル教会［在外国教団教派］

〒904-2171　沖縄市高原1093　Tel&Fax.098-933-2615　

◇沖縄市コザ十字路から車10分　◇創立／1981年（100

人）　◇ミランダ，ラファエル、ミランダ，エミルダ　◇

礼拝／10:00,13:00　◇外国語／英語、スペイン語　◇特

色／火曜日午後8時からマナフェロシップ（霊の学び）。金

曜日8時から祈祷会。日曜日午後1時から聖日礼拝（通訳有）。

【HP】http://www.okinawa-bethel.com/

コザ教会［日基教団］

〒904-2153　沖縄市美里1-25-26　Tel.098-937-4230　◇

バス「コザ十字路」停　◇創立／1950年（33人）　◇名

嘉 隆一　◇礼拝／10:30

コザバプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒904-2142　沖縄市登川686　Tel.098-937-5036 Fax.098-

938-2527　◇レイマー，ジョン・カーティス

胡屋バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒904-0021　沖縄市胡屋6-385　Tel&Fax.098-933-5080　  

◇創立／1968年（289人）　◇渡真利 彦文、渡真利 文

三　◇礼拝／11:00　◇外国語／英語

島袋諸聖徒教会［聖公会］

〒904-0022　沖縄市園田2-36-12　Tel.098-930-3386 Fax. 

098-983-9465　◇バス「園田」停　◇創立／1954年（73

人）　◇谷 昌二、岩佐 直人

ジョイ・チャペル［沖縄バプ連盟］

〒904-2151　沖縄市松本3-1-22　Tel&Fax.098-979-9125

［連絡先：Tel.098-929-0525］　◇創立／2005年（65人）　

◇大城 節子、宮平 満、ビスガー，ネースン、我如古 まり

や　◇礼拝／10:30,20:00　◇特色／日曜日午前8時50分ジ

ョイキッツ礼拝。午後8時から夕礼拝。水曜日午後8時から

祈祷会。木曜日午後4時30分から中高生会。

【E-Mail】joychapel@hotmail.co.jp

上地教会［日基教団］

〒904-0033　沖縄市山里2-2-18　Tel&Fax.098-933-3645　  

◇バス「山里」停　◇創立／1945年（54人）　◇冨山 

信　◇礼拝／10:15

聖書長老栄光教会［単立／独立］

〒904-2165　沖縄市宮里2-3-3　Tel&Fax.098-937-8988　  

◇「コザ十字路」バス停から10分　◇新垣 栄市、下窪 

大哉
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年（12人）　◇藤原 仰

宜野湾バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-2213　宜野湾市志真志2-16-15　Tel&Fax.098-893-

7442　◇創立／1978年（40人）　◇末吉 重昭　◇礼拝／

10:30

志真志伝道所［日基教団］

〒901-2213　宜野湾市志真志4-24-7 沖縄キリスト教セン

ター内　Tel&Fax.098-890-7200　◇バス「中部商業高校

前」停　◇創立／1994年（21人）　◇望月 智　◇礼拝／

10:30　◇特色／若いメンバーが多いです。月に1回は子ど

もと大人の合同礼拝をしています。お子様連れの方もどう

ぞ。

【HP】http://shimashi.ti-da.net/

シャロームキリスト教会［単立／独立］

〒901-2226　宜野湾市嘉数547　◇比嘉 良充

ノアコミュニティーチャーチ［フォースクエア］

〒901-2225　宜野湾市大謝名2-2-7　Tel&Fax.050-3454-

9007　◇創立／1994年　◇シェイバース，ショーン、シ

ェイバース，三也子　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語

【HP】http://www.noahministries.org

【E-Mail】noahcco@gmail.com

普天間バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-2203　宜野湾市野嵩2-23-1　Tel&Fax.098-894-

0199　◇神谷 武宏　◇礼拝／10:45　◇特色／バイブル

クラス（PM5:30）。

フルゴスペル沖縄教会＝純福音沖縄教会
［JFGA］

〒901-2223　宜野湾市大山4-1-1-2F　Tel&Fax.098-897-

7684　◇創立／2003年（30人）　◇西津 芳昭　◇礼拝／

9:00,11:00,13:00

真栄原キリスト教会［単立／独立］

〒901-2215　宜野湾市真栄原2-3-6　Tel.098-897-2034　

◇創立／1961年（40人）　◇坪倉 之法、坪倉 房子、知念 

哲正　◇礼拝／10:30

豊見城市 Tomigusuku-shi

小禄聖マタイ教会［聖公会］

〒901-0241　豊見城市字豊見城977-1　Tel&Fax.098-

850-3831　◇創立／1989年（33人）　◇高良 孝太郎

神愛バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-0201　豊見城市真玉橋372　Tel&Fax.098-856-

4520　◇創立／1972年（36人）　◇饒平名 長秀

豊見城聖マルコ教会［聖公会］

〒901-0205　豊見城市根差部374-1　Tel.098-850-4534 

Fax.098-850-4298　◇創立／1991年（13人）　◇津留 孝

夫

◇創立／1995年（9人）　◇トレイシー，ベズナー　◇礼

拝／10:30

【HP】http://okinawachurches.org/

【E-Mail】logos@okinawachurches.org

宜野湾市 Ginowan-shi

沖縄教会［KCCJ］

〒901-2223　宜野湾市大山2-19-3　Tel&Fax.098-899-

1891　◇創立／1971年（45人）　◇李 惠蘭　◇礼拝／

9:30,11:00,13:30　◇外国語／英語（9:30）、韓国語（11:00）　

◇特色／世界各国の人々が共に礼拝し、国際文化交流が

出来る。御言葉と祈りの力ですべてを生かされる教会。

沖縄グレイスチャペル［単立／独立］

〒901-2224　宜野湾市真志喜1-11-12 コモンズビル303

号　Tel.098-890-7250　◇創立／2003年（50人）　◇下地 

博之　◇礼拝／10:00,19:00(土)　◇特色／水曜日午後8時

より聖書学び会と祈祷会。土曜日午前7時より土曜礼拝。

沖縄神愛キリスト教会［アッセンブリー］

〒901-2225　宜野湾市大謝名4-6-1 S-9　Tel&Fax.098-

897-6809　◇バス「中大謝名」停、徒歩3分　◇創立／

1978年（16人）　◇野地 伴幸、野地 智子　◇礼拝／

10:30　◇特色／偶数の月第1週目は、聖餐礼拝を行って

います。

沖縄弟子教会［JWM］

〒901-2223　宜野湾市大山2-21-2-2F　Tel&Fax.098-897-

6119　◇創立／2002年（20人）　◇稲川 奎一　◇礼拝／

11:00,15:00

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~d.c/okinawa.html

カルバリーチャペル宜野湾［カルバリーチャペル］

〒901-2205　宜野湾市赤道1-3-5　Tel.098-975-6090　◇

ルイス，トミー　◇礼拝／10:00,19:00

宜野湾告白教会（伝）［日キ教会］

〒901-2226　宜野湾市嘉数1-2-6　Tel&Fax.098-897-3785 

Tel.098-897-1796　◇バス「牧港」停　◇創立／1980

年　◇島田 善次

宜野湾教会＝シービューチャペル［ホーリネス］

〒901-2225　宜野湾市大謝名4-18-13　Tel&Fax.098-898-

9230　◇バス「中大謝名」停、徒歩8分　◇創立／1992

年　◇鈴木 経人、鈴木 増子　◇礼拝／10:30

宜野湾教会［ナザレン］

〒901-2224　宜野湾市真志喜1-6-7　Tel&Fax.098-897-

5528　◇友寄 隆徳

宜野湾聖書教会［同盟基督］

〒901-2206　宜野湾市愛知396-1　Tel&Fax.098-892-

3902　◇創立／1994年（7人）　◇金 敦永　◇礼拝／

10:30

宜野湾伝道所［日基教団］

〒901-2216　宜野湾市佐真下74 仲里アパート101　Tel. 

098-897-0995　◇バス「第二佐真下」停　◇創立／1983
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名護アッセンブリー伝道所［アッセンブリー］

〒905-0018　名護市大西1-14-5　Tel&Fax.0980-54-2837　  

◇小渡 よしあ、小渡 武也

名護聖書教会［同盟基督］

〒905-0021　名護市字東江4-23-6　Tel&Fax.0980-52-

5491　◇創立／1972年（9人）　◇喜友名 恵嗣　◇礼拝

／10:30

名護聖ヨハネ教会［聖公会］

〒905-0012　名護市東江1-1-12　Tel.0980-52-2242　◇創

立／1954年（8人）　◇棚原 恵正、高良 孝誠　◇礼拝／

10:30

名護伝道所［日基教団］

〒905-0019　名護市大北1-22-10　Tel&Fax.0980-52-2730　  

◇バス「大北家具前」停　◇創立／1935年（6人）　◇石

川 栄喜

名護バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒905-0015　名護市大南3-7-10　Tel&Fax.0980-52-1095　  

◇名護市役所から徒歩5分　◇創立／1984年（60人）　◇

田畑 凡男、座覇 律子　◇礼拝／11:00

真喜屋キリストの教会［キリストの教会］

〒905-1143　名護市真喜屋480-3　◇磯辺 シズ

宮里キリストの教会［キリストの教会］

〒905-0011　名護市宮里3-30-30　Tel&Fax.0980-52-2325　  

◇バスターミナルから徒歩5分　◇創立／1948年　◇翁

長 良明　◇礼拝／10:00

名桜聖書バプテスト伝道所［JBBF］

〒905-0016　名護市大東2-20-2 宮里アパートF1号　Tel. 

090-3072-0174　◇創立／1999年（18人）　◇斎藤 雄

典　◇礼拝／19:00　◇特色／名護十字路から徒歩2分で

す。

屋我地聖ルカ教会［聖公会］

〒905-1635　名護市済井出12　Tel.0980-52-8118 Fax. 

0980-52-8184　◇創立／1954年（10人）　◇棚原 恵正　

◇礼拝／10:30

屋部キリストの教会［キリストの教会］

〒905-0007　名護市屋部45-1［連絡先：Tel.0980-52-

1696］　◇比嘉 長信

那覇市 Naha-shi

安謝キリスト教会［単立／独立］

〒900-0003　那覇市字安謝621　Tel.098-868-1923　◇創

立／1965年　◇加川 俊一、加川 好子　◇礼拝／10:15

石嶺バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒903-0804　那覇市首里石嶺町4-4-3　Tel.098-885-2087 

Fax.098-885-2144　◇創立／1973年（59人）　◇中尾 孝

善

豊見城神の教会＝沖縄ゴスペルファミリー
チャーチ［神の教会］

〒901-0211　豊見城市饒波410-1　Tel&Fax.098-850-

6657　◇創立／1978年（26人）　◇金城 信一郎、金城 

暁子、安里 昌枝　◇礼拝／9:00,10:30

豊見城聖書宣教教会［BMC］

〒901-0241　豊見城市豊見城93-1　Tel&Fax.098-850-

4642　◇創立／1970年（10人）　◇ミラー，J・アーロン、

ミラー，G・キョウコ、浅林 雅晴　◇礼拝／10:45

【E-Mail】jamiller70@juno.com

豊見城バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-0215　豊見城市渡嘉敷287-1　Tel&Fax.098-850-

7842　◇那覇空港から車15分　◇創立／1991年（56人）　

◇上里 亘　◇礼拝／10:00

【HP】http://www.geocities.jp/tomibap

【E-Mail】watarujpjp@yahoo.co.jp

那覇伝道所［改革派］

〒901-0231　豊見城市我那覇282-2　Tel.098-856-0403　

◇那覇空港から車10分　◇村山 雄一

名護市 Nago-shi

愛楽園祈りの家教会［聖公会］

〒905-1635　名護市済井出1192　◇バス「済井出」停［連

絡先：津留 孝夫 Tel.098-850-4534］　◇創立／1953年（134

人）　◇津留 孝夫、鬼本 照男、松岡 和夫　◇礼拝／

8:30,18:00(水)

喜瀬キリストの教会［キリストの教会］

〒905-0026　名護市喜瀬217　Tel.0980-53-2811　◇比嘉 

前助

キリスト家の教会［キリストの教会］

〒905-1143　名護市真喜屋69-2　Tel&Fax.0980-58-

1208　◇バス「真喜屋」停、徒歩5分　◇創立／1971年（30

人）　◇知念 金徳　◇礼拝／10:00　◇特色／名護市郊外

の静かなところにある教会です。真喜屋公民館近く。

クリスチャン・リンク名護チャペル［在外国教

団教派］

〒905-0005　名護市為又1220-197　Tel&Fax.0980-53-

3796　◇名桜大学隣り　◇創立／2002年（20人）　◇田

野 秀康　◇礼拝／9:30,11:00

【HP】http://www.geocities.jp/jclnago/

【E-Mail】jclnago_chapel@ybb.ne.jp

源河キリストの教会［キリストの教会］

〒905-1141　名護市字源河219　◇座覇 秀子

TLCCC名護アンテオケ教会［主の十字架］

Tel&Fax.0980-53-0124　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください　◇ヨハネ 真栄城、真栄城 悦美　◇礼拝

／10:00

【HP】http://www.geocities.jp/tlcccnago/

【E-Mail】tlcccnago@ybb.ne.jp
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久雄、藤田 榮子、伊波 盛次郎　◇礼拝／10:30　◇特色

／早天祈祷会は火曜〜土曜6時より。聖書研究祈祷会、水

曜10時、20時。新しい方々のための聖書勉強会実施。

【E-Mail】fujiobc@aioros.ocn.ne.jp

カルバリーチャペル那覇［カルバリーチャペル］

〒900-0027　那覇市山下町4-6　Tel&Fax.098-839-1171　  

◇モノレール奥武山公園駅から徒歩15分　◇大西 勝

基督恩寵教会［単立／独立］

〒903-0804　那覇市首里石嶺町4-391-2　Tel.098-887-

3959 Fax.098-884-2164　◇バス「首里」停（終点）、徒

歩5分　◇創立／1955年（52人）　◇運天 康正、運天 君

子

堺福音教会沖縄チャペル［JEC］

〒902-0061　那覇市古島1-6-5-206　Tel&Fax.098-886-

3390　◇我喜屋 整

【E-Mail】okinawa@jec-net.org

シャローム栄光教会［CLCI］

〒903-0802　那覇市首里大名町3-66-1-2F　Tel&Fax.098-

882-5739　◇バス「平良」停、徒歩5分　◇創立／1990

年（25人）　◇金城 悦子　◇礼拝／10:30　◇特色／神様

の御業（救い、癒し、解放、回復）を体験し、実践するこ

とを喜びとする教会です。

【E-Mail】shalom_eikou@ybb.ne.jp

シャローム聖霊教会［ワールドミッション］

〒903-0811　那覇市首里赤平町2-13-9　Tel.098-887-2621 

Fax.098-885-1836　◇国吉 洋子

首里教会［日基教団］

〒903-0812　那覇市首里当蔵町2-18　Tel&Fax.098-884-

2918　◇バス「首里支所前」停から徒歩1分　◇創立／

1908年（95人）　◇竹花 和成　◇礼拝／10:15

【HP】http://www14.ocn.ne.jp/~scuccj/

【E-Mail】scuccj@woody.ocn.ne.jp

首里聖アンデレ教会［聖公会］

〒903-0816　那覇市首里真和志町1-9　Tel&Fax.098-887-

1568　◇バス「首里城公園入口」停、徒歩1分　◇創立

／1960年（56人）　◇姜 勇求、石原 絹子　◇礼拝／

10:30

首里バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒903-0825　那覇市首里山川町1-17　Tel&Fax.098-884-

4391　◇バス「首里山川」停、徒歩2分　◇創立／1956

年（110人）　◇玉城 正雄　◇礼拝／10:50

TLCCC南部アンテオケ教会［主の十字架］

Tel&Fax.098-832-0692　◇礼拝・集会場所などはお問い

合わせください［連絡先：アブラハム 仲本　〒902-0075　  

沖縄県那覇市国場1186-5 さかりやマンションA303］　◇

アブラハム 仲本、仲本 トシ子

那覇アッセンブリー教会＝ニューライフ・
チャペル［アッセンブリー］

〒901-0146　那覇市具志3-16-33　Tel&Fax.098-857-5570　  

◇那覇空港から車10分　◇創立／1974年（42人）　◇内

インマヌエル那覇キリスト教会［IGM］

〒902-0062　那覇市松川1-15-15　Tel&Fax.098-836-3611　  

◇バス「県営団地前」停、徒歩2分　◇創立／1971年（72

人）　◇金城 伸子、今井 隆司、今井 由美子　◇礼拝／

10:30　◇特色／礼拝は子供さんたちも同時に礼拝を始め

て、メッセージで分級します。子どもさんも共にお集まり

ください。

【E-Mail】igmnaha@yahoo.co.jp

うるま伝道所［日基教団］

〒900-0012　那覇市泊3-13-16　Tel.098-867-4040 Fax. 

098-867-4004　◇創立／1994年（2人）　◇西尾 市郎

沖縄天久神の教会アークチャペル［神の教会］

〒900-0005　那覇市天久833-1　Tel&Fax.098-868-7852　  

◇バス「天久」停、徒歩10分［連絡先：折田 政博　〒

900-0003　沖縄県那覇市安謝249-1 Tel.098-861-3529］　

◇創立／1960年（125人）　◇折田 政博、折田 庸子　◇

礼拝／10:30　◇特色／NPOによる敬愛リバイバル聖書学

院の開校を準備中。日本のリバイバルと働き人発掘のユニ

ークさ。

【HP】http://www.ark-chapel.jp

沖縄エルサレム教会［主の十字架］

〒900-0024　那覇市古波蔵3-3-17 沖縄復興ビル215　

Tel&Fax.098-836-0988　◇創立／1998年（120人）　◇ペ

テロ 永藤、宮城 克次、渡辺 雅昭、下地 直美、宮城 末子、

砂川 むつみ、デボラ 永藤、米村 美智代、知念 寿子、宮

城 静乃、渡辺 郁子　◇礼拝／9:00,11:00,18:00

【E-Mail】tlcccokinawa@yahoo.co.jp

沖縄パラダイスチャペル［単立／独立］

〒901-0156　那覇市田原3-5-2　Tel&Fax.098-857-7774　

◇モノレール小禄駅から徒歩5分　◇創立／1999年（25

人）　◇迫田 和人　◇礼拝／11:00　◇特色／礼拝は英語

の通訳があります。聖書講座やカウンセリング講座および

結婚前カウンセリングも受付中。

【HP】http://www.paradisechapel.jp/

【E-Mail】mail@paradisechapel

沖縄ビクトリーチャーチ［同盟基督］

〒902-0073　那覇市上間189-3　Tel.098-855-6551 Fax. 

098-836-7207　◇バス「上間」停、徒歩2分　◇創立／

1964年（57人）　◇細田 光雄、安里 美耶子　◇礼拝／

10:30,19:30　◇特色／早天礼拝：毎朝5時半。水曜礼拝：

夜7時半。健やか空手：月夜8時

【E-Mail】victory@io.ocn.ne.jp

沖縄ベタニヤチャーチ［ワールドミッション］

〒900-0002　那覇市曙3-6-24　Tel.098-988-4782 Fax.098 

-988-4787　◇那覇新港　◇創立／2000年　◇山内 昌良、

山内 たか子　◇特色／貧しい人、苦しんでいる人、悲し

んでいる人、だれもがいつでも教会に来れるように、24時

間開放しています。

【HP】http://www.bethany.jp/

【E-Mail】info@bethany.jp

小禄バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-0145　那覇市高良2-4-16　Tel&Fax.098-857-3442　  

◇那覇空港から車5分　◇創立／1971年（25人）　◇藤田 
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覇にお越しの折は、どうぞ。

【E-Mail】nakm@ma6.seikyou.ne.jp

真嘉比バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒902-0068　那覇市真嘉比198-2　Tel&Fax.098-884-

4152　◇沖縄都市モノレール線おもろまち駅　◇創立／

1968年（30人）　◇安里 嗣昌、比嘉 勝　◇礼拝／

11:00　◇特色／信徒と牧師が、一緒に御言に仕える教会。

真和志教会［日基教団］

〒900-0012　那覇市泊2-10-8　Tel&Fax.098-862-3153　

◇バス「泊」停　◇創立／1946年（19人）　◇芳澤 信

三原聖ペテロ・聖パウロ教会＝三原教会［聖

公会］

〒902-0063　那覇市三原2-23-1　Tel.098-832-3242 Fax. 

098-833-5014　◇創立／1951年（138人）　◇上原 榮

正　◇礼拝／10:30

隣人キリスト教会［単立／独立］

〒902-0065　那覇市壷屋2-15-19　Tel&Fax.098-832-0868　  

◇バス「壷屋」停、徒歩1分［連絡先：Tel.090-4470-

2496］　◇創立／1960年（70人）　◇田中 義弥、田中 菊

太郎、田中 昌子　◇礼拝／10:30,18:00　◇特色／幼児、

小・中・高・大学生、青年、中高年と年齢層も幅広く、家

庭的な雰囲気の教会です。賛美礼拝と伝道に力を入れて

います。専門家の指導によるゴスペルクワイヤも好評です。

【E-Mail】rinjin777@hotmail.co.jp

礼邦バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒900-0027　那覇市山下町7-19　Tel&Fax.098-857-4942　  

◇玉城 宏、武田 秀霞

南城市	 Nanjo-shi

うふざと伝道所［日基教団］

〒901-1206　南城市大里仲間96-1　Tel.098-945-3999 

Fax.098-944-3880　◇バス「当間」停、徒歩1分　◇創立

／1999年（22人）　◇金井 創　◇礼拝／10:00

沖縄プレイズチャーチ［アッセンブリー］

〒901-1415　南城市佐敷新開1-320　Tel&Fax.098-880-

3857　◇池原 吉治、池原 喜美枝

親慶原バプテスト伝道所［沖縄バプ連盟］

〒901-0608　南城市玉城親慶原749　Tel&Fax.098-948-

7438　◇当山 武

佐敷教会［日基教団］

〒901-1405　南城市佐敷仲伊保470-2　Tel&Fax.098-

947-6141　◇バス「仲伊保」停　◇創立／1948年（47人）　

◇金井 創、花城 静子

玉城バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-0611　南城市玉城富里152　Tel&Fax.098-948-

7591　◇創立／1961年（11人）　◇兼行 貴之　◇礼拝／

10:30　◇特色／日曜9：30から教会学校

【E-Mail】cdrnh309@ybb.ne.jp

村 保、内村 尚子

那覇教会［聖イエス会］

〒903-0802　那覇市首里大名町3-17-8　Tel.098-884-

7731　◇弘津 聡

那覇キリストの教会［キリストの教会］

〒900-0023　那覇市楚辺2-35-1　Tel&Fax.098-832-3265　  

◇モノレール壺川駅から徒歩10分　◇創立／1953年（70

人）　◇金城 真善　◇礼拝／10:30

那覇新都心キリスト伝道所［バプ連盟］

〒900-0004　那覇市銘苅3-21-46　Tel&Fax.098-941-2901　  

◇岡田 有右、澁谷 和美

那覇中央教会［日基教団］

〒900-0033　那覇市久米2-7-9　Tel&Fax.098-868-4919　  

◇バス「那覇商業」停　◇創立／1896年（98人）　◇久

保 礼子

那覇中央キリストの教会［キリストの教会］

〒900-0037　那覇市辻1-1-18　Tel.098-863-3220　◇宇座 

佑一

那覇ナザレン教会［ナザレン］

〒902-0078　那覇市識名3-15-1　Tel.098-832-2415 

Fax.098-832-2424　◇齋藤 清次　◇礼拝／11:00

那覇福音自由教会［福音自由］

〒903-0822　那覇市首里桃原町1-9-9 首里ハイツ1F　

Tel&Fax.098-884-7939　◇モノレール儀保駅から徒歩4

分　◇創立／1983年（15人）　◇譜久島 一成　◇礼拝／

10:30　◇特色／赤ちゃんから、おじー、おばーまで、家

庭的であたたかい教会です。お気軽にお越しください。

【HP】http://church.ne.jp/efcjnaha/

那覇平安教会［イエス・キリスト］

〒902-0061　 那覇市字古島3-1 シャロームビル3F　

Tel&Fax.098-866-6249　◇モノレール古島駅から徒歩6

分　◇創立／1988年（17人）　◇福本 行宏、辻林 和己、

辻林 恭枝　◇礼拝／10:15　◇特色／水曜日午前10時か

ら聖書を学ぶ会。午後8時から聖書研究祈祷会。木曜日午

後2時から英語で聖書を学ぶ会。

那覇ホーリネス教会［ホーリネス］

〒900-0021　那覇市泉崎2-13-5　Tel.098-832-0309 Fax. 

050-1523-6571　◇創立／1959年（110人）　◇高橋 誠、

高橋 聖美、小河 敬太、小河 幸代　◇礼拝／10:40

【HP】http://www.jhc.or.jp/naha/

【E-Mail】naha@jhc.or.jp

那覇ラブリーチャペル［フォースクエア］

〒901-0154　那覇市赤嶺2-1-7-B号　Tel.098-859-3007　

◇創立／2005年　◇大城 良俊、大城 えみ子

星の子キリスト福音教会＝星の子教会［JECA］

〒903-0813　那覇市首里赤田町2-54　Tel&Fax.098-887-

6206　◇モノレール首里駅から徒歩5分　◇創立／1985

年（9人）　◇礼拝／10:30　◇特色／首里駅に最も近い、

小さな家族的な教会です。祈祷会は木曜19:30～です。那
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会。土曜日午後3時30分から子供広場「ずうずう広場」と

称して教会を開放しています。

国頭郡 Kunigami-gun

今泊キリストの教会［キリストの教会］

〒905-0428　国頭郡今帰仁村今泊4573　Tel&Fax.0980-

56-2185　◇バス「今帰仁城跡入口」停、徒歩1分　◇尾

花 哲也　◇礼拝／10:00　◇特色／老人から幼児まで、

幅広い年齢層により構成されている群れ。

エンゼル教会［聖イエス会］

〒904-1303　国頭郡宜野座村惣慶1489-2　Tel.098-968-

8601　◇平田 香

おきなわクリスチャンセンター［単立／独立］

〒905-1204　国頭郡東村平良271-1　Tel.0980-51-2101 

Fax.0980-51-2102　◇創立／1985年　◇依田 靖二、依田 

万佐子　◇礼拝／10:00

【E-Mail】canaan@basil.ocn.ne.jp

恩納キリスト教会［単立／独立］

〒904-0411　国頭郡恩納村恩納2502　Tel&Fax.098-966-

2347　◇バス「恩納」停、徒歩3分　◇創立／1980年（15

人）　◇内間 安一郎

兼次伝道所［日基教団］

〒905-0428　国頭郡今帰仁村字今泊3944　Tel.0980-56-

2970　◇バス「兼次売店前」停　◇創立／1949年（11人）　

◇礼拝／11:00

かんな祈りの家［沖縄バプ連盟］

〒904-1304　国頭郡宜野座村字漢那1840-26［連絡先：金

武バプテスト教会　〒904-1201　沖縄県国頭郡金武町金

武487 Tel.098-968-2413］　◇横田 盛永

金武シオン教会［アッセンブリー］

〒904-1201　国頭郡金武町金武224-5　Tel.098-968-2188 

Fax.098-968-5822　◇金武町役場から徒歩3分　◇創立

／1968年　◇山倉 勝広、山倉 淳湖　◇礼拝／10:30　◇

特色／日曜日9時から子供礼拝。聖書入門コース、カウン

セリングなど必要に応じて随時行っています。

金武バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒904-1201　国頭郡金武町金武487　Tel&Fax.098-968-

2413　◇バス「金武小学校前」停、徒歩3分　◇創立／

1949年（90人）　◇横田 盛永、横田 聖子　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時、午後8時から祈祷会。

日曜日午前9時から子ども礼拝。

【HP】http://www.kinbaptist.com/

【E-Mail】office@kinbaptist.com

単立バプテスト伊江島キリスト教会［単立／

独立］

〒905-0502　国頭郡伊江村東江前1510　Tel.0980-49-

3214 Fax.0980-49-2783　◇創立／1978年（15人）　◇野

村 文夫　◇礼拝／10:00

【E-Mail】ijcc1510@star.ocn.ne.jp

つきしろゴスペル教会［単立／独立］

〒901-1403　南城市佐敷字佐敷1739-7　Tel&Fax.098 

-949-1277 Tel.098-949-7745　◇バス「束つきしろ」停、

徒歩1分　◇創立／1999年（35人）　◇砂川 竜一　◇礼

拝／10:30　◇特色／格闘技伝道（県内総合格闘技の大会

に賛美歌に十字架をかついで参戦中）勝敗に関係無く勝

手に説教する。

【E-Mail】tsukishiro.gospel@cotton.ocn.ne.jp

馬天キリスト教会［JECA］

〒901-1414　南城市佐敷津波古1895-1　Tel&Fax.098-

947-0185　◇那覇空港から車30分　◇創立／1978年（28

人）　◇狩野 和義　◇礼拝／10:30

【E-Mail】tnafh076@ybb.ne.jp

宮古島市 Miyakojima-shi

TLCCC宮古教会［主の十字架］

〒906-0013　宮古島市平良字下里108-11　Tel&Fax.098-

934-9344　◇礼拝・集会場所などはホームページでご確

認ください　◇ヨハネ 山口　◇礼拝／18:00

南静園キリストの教会［キリストの教会］

〒906-0003　宮古島市平良字島尻888 南静園内　Tel&F

ax.0980-72-5405 Tel.0980-72-5023　◇創立／1935年（20

人）　◇伊志嶺 勲、与那覇 次郎　◇礼拝／7:00

南静園聖ミカエル教会［聖公会］

〒906-0003　宮古島市平良字島尻888 南静園内　Tel. 

0980-72-2530　◇宮古空港から車30分［連絡先：宮古聖

ヤコブ教会 戸塚鉄也　〒906-0013　沖縄県宮古島市平良

字下里608 Tel.0980-72-2530］　◇創立／1961年（27人）　

◇戸塚 鉄也　◇礼拝／7:00　◇特色／日本最南端のハン

セン病療養所内の教会です。宮古島の救いのためにとり

なしの祈りを続けています。

平良キリストの教会［キリストの教会］

〒906-0007　宮古島市平良字東仲宗根97　Tel&Fax. 

0980-72-4403　◇平良市役所から徒歩2分［連絡先：教会

附属中央保育園 Tel.0980-72-6680］　◇創立／1953年

（135人）　◇伊志嶺 勲　◇礼拝／10:00

宮古島伝道所［日基教団］

〒906-0013　宮古島市平良字下里嶺原1046-1　Tel&Fax. 

0980-72-2774　◇宮古空港　◇創立／1946年（13人）　

◇星野 勉

宮古聖ヤコブ教会［聖公会］

〒906-0013　宮古島市平良字下里608　Tel&Fax.0980-

72-2530　◇宮古空港から車10分　◇創立／1960年（60

人）　◇戸塚 鉄也　◇礼拝／10:00　◇特色／聖餐式中心

の伝統的礼拝と自由な賛美礼拝、熱い祈りの良質な学びと

「わかちあい」の共同体が特色です。

宮古バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒906-0012　宮古島市平良西里1424-2　Tel.0980-72-

8582 Fax.0980-72-8616　◇宮古空港から車5分　◇創立

／1986年（112人）　◇瑞慶山 道弘、瑞慶山 麗子、城間 

祥介　◇礼拝／10:30　◇特色／水曜日午後8時から祈祷
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ワールドキリスト教会［単立／独立］

〒901-1111　島尻郡南風原町兼城98-1　Tel&Fax.098-

889-5031　◇南風原町兼城十字路近く　◇創立／1979

年　◇上間 一昭、上間 磯子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】wcc@nirai.ne.jp

中頭郡 Nakagami-gun

沖縄聖書バプテスト教会＝OBBC［JBBF］

〒904-0103　中頭郡北谷町字桑江390-5　Tel&Fax.098-

936-1901　◇那覇空港からバス「謝苅入口」停　◇創立

／1971年（110人）　◇斉藤 雄典　◇礼拝／11:00

【E-Mail】fwie2091@mb.infoweb.ne.jp

沖縄世界宣教教会［CLCI］

〒901-2424　中頭郡中城村南上原568　Tel.098-895-6612 

Fax.098-895-6613　◇バス「南上原」停、徒歩5分　◇創

立／1981年（236人）　◇喜納 政弘、喜納 邦子、宮城 裕

人、宮城 順子、喜納 ヨハネ　◇礼拝／9:00,11:00　◇外

国語／英語、スペイン語

【E-Mail】o-w-m-c@ii-okinawa.ne.jp

沖縄第一聖潔教会［ウェスレアン］

〒903-0117　中頭郡西原町翁長462　Tel&Fax.098-945-

1244　◇バス「坂田小学校前」停、徒歩1分　◇創立／

1979年（39人）　◇佐久眞 武三、金 淑京、新川 廣子　

◇礼拝／10:30　◇特色／賛美の教会、祈りの教会、宣教

の教会を目指して歩んでいる教会です。

沖縄伝道所［日キ教会］

〒903-0126　中頭郡西原町字棚原832-5　Tel&Fax.098-

945-8574　◇バス「棚原入口」停、徒歩5分　◇創立／

1972年（24人）　◇川越 弘

沖縄世の光教会［CINA］

〒901-2316　中頭郡北中城村安谷屋1453-7　Tel&Fax. 

098-935-2349　◇沖縄自動車道北中から北へ徒歩10分　

◇創立／1969年（50人）　◇新垣 善永、新垣 光子　◇礼

拝／10:30,20:00

沖縄ルーテル教会［NRK］

〒901-2301　中頭郡北中城村島袋362　Tel&Fax.098-

933-5535　◇プラザショッピングセンターから徒歩5分　

◇創立／1960年（28人）　◇ニアフッド，マイケル　◇礼

拝／9:30,11:00　◇外国語／英語(9:30)

【HP】http://church.ne.jp/okiluth/

【E-Mail】okiluth@church.ne.jp

嘉手納アッセンブリー教会［アッセンブリー］

〒904-0202　中頭郡嘉手納町屋良964-4　Tel.098-956-

3126 Fax.098-957-3373　◇嘉手納ロータリーからコザ向

け車3分　◇創立／1970年（115人）　◇池原 信徳、池原 

厚子　◇礼拝／10:40

嘉手納バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒904-0203　中頭郡嘉手納町嘉手納239　Tel&Fax.098-

956-2164　◇創立／1960年（145人）　◇泉川 良道　◇

礼拝／10:50

【E-Mail】Kbc@dream.ocn.ne.jp

今帰仁ナザレン教会［ナザレン］

〒905-0401　国頭郡今帰仁村字仲宗根301　Tel&Fax. 

0980-56-2183　◇創立／1968年（23人）　◇三輪 茂穂　

◇礼拝／10:30

名護バプテスト教会本部集会所［沖縄バプ連盟］

〒905-0211　国頭郡本部町東35　Tel.0980-47-2647　◇

創立／1984年（45人）　◇座覇 律子　◇礼拝／14:00

北部チャペル［CLCI］

〒905-0401　国頭郡今帰仁村仲宗根250　Tel&Fax.0980-

56-3236　◇大城 啓子

ワールドキリスト教会北部集会［単立／独立］

〒905-0216　国頭郡本部町浜元950-1　Tel&Fax.0980 

-47-7170

島尻郡 Shimaziri-gun

インマヌエル東風平キリスト教会［IGM］

〒901-0411　島尻郡八重瀬町友寄148　Tel&Fax.098-

998-4303　◇バス「商業高前」停、徒歩3分　◇創立／

1981年（31人）　◇中村 喜仁、中村 妙子　◇礼拝／

10:30　◇特色／水曜日午前10時30分から婦人会。午後７

時30分から祈祷会。

ウィル・チャーチ［NTM］

〒901-1104　島尻郡南風原町宮平585　Tel.098-889-

5878　◇宮崎 友三

希望が丘キリスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-3107　島尻郡久米島町字謝名堂562-7　Tel&Fax. 

098-985-7889［連絡先：木下 康子　〒901-3111　沖縄県

島尻郡久米島町山城790-1 Tel.098-985-7849］　◇創立／

1965年　◇木下 康子　◇礼拝／10:30

【E-Mail】shalom@lagoon.ocn.ne.jp

東風平バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-0402　島尻郡八重瀬町富盛347　Tel&Fax.098-

998-0133　◇創立／1991年（34人）　◇喜友名 朝順　◇

礼拝／10:30

よきサマリヤ人伝道所［日基教団］

〒901-1105　島尻郡南風原町新川470-1 特別養護老人ホ

ーム嬉の里内　Tel&Fax.098-888-2346 Tel.050-3668-

4206　◇バス「農業試験場前」停　◇創立／1997年（14

人）　◇二神 一人、二神 ゆにけ　◇礼拝／10:00(療養者・

入居者向け。一般も可)　◇特色／火曜日午後12時40分よ

り聖書輪読会、ほか院内各種集会。心療内科レベルの医

療カウンセリング（要・予約）。

与那原ホーム・アッセンブリー［単立／独立］

〒901-1300　島尻郡与那原町910　Tel&Fax.098-945-

8489　◇創立／1996年（20人）　◇又吉 清太郎

与那原教会［日基教団］

〒901-1303　島尻郡与那原町字与那原71-1　Tel&Fax. 

098-945-8692　◇バス「教会前」停　◇創立／1916年（46

人）　◇知花 正勝
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チャペル・エレ［単立／独立］

〒901-2303　中頭郡北中城村仲順368-1　Tel&Fax.098-

935-5966　◇北中城ICから車5分　◇創立／1996年（46

人）　◇真壁 実千代、真壁 朝貞　◇礼拝／8:00,10:00

【E-Mail】ere@sea.plala.or.jp

中城城東バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-2401　中頭郡中城村字久場1858　Tel&Fax.098-

895-5466　◇バス「第2久場」停すぐ　◇創立／1955年（50

人）　◇名護 良健　◇礼拝／9:00

ナザレ修女会沖縄支部聖ジョージ修道院［聖

公会］

〒901-2301　中頭郡北中城村島袋81　Tel.098-933-

3469　◇バス「プラザハウス前」停、徒歩10分　◇創立

／1963年

那覇バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒903-0116　中頭郡西原町幸地1029-1　Tel.098-944-5331 

Fax.098-944-5333　◇モノレール首里駅から車7分　◇創

立／1891年（450人）　◇国吉 守、城倉 翼、當眞 嗣博、

大浜 英樹、大長 幸一郎、島田 実、比嘉 康子、外間 美

恵　◇礼拝／8:50,10:50,19:30　◇外国語／手話(8:50,10:50)　

◇テレホン／098-944-4141　◇特色／2005年10月に新会

堂献堂。青い空と緑の木々の健康的な教会。家族一緒の

礼拝と伝統的スタイルの礼拝。

【E-Mail】nahabap@star.ocn.ne.jp

西原教会［日基教団］

〒903-0124　中頭郡西原町字呉屋76　Tel&Fax.098-945-

5308　◇バス「呉屋」停　◇創立／1946年（48人）　◇

山田 裕

西原シオン教会［フォースクエア］

〒903-0122　中頭郡西原町字小橋川263-8　Tel&Fax. 

098-945-0148　◇新垣 優子、新垣 幸善

西原新生バプテスト教会［バプ連盟］

〒903-0121　中頭郡西原町字内間27-2　Tel&Fax.098-

946-0119　◇バス「内間」停、徒歩2分　◇創立／1972

年（24人）　◇寺澤 征一　◇礼拝／10:30

【E-Mail】bkmbf891@yahoo.co.jp

西原ベタニヤチャーチ［ワールドミッション］

〒903-0115　中頭郡西原町池田108　Tel&Fax.098-945-

0059　◇新里 翼

ヘブンズチャーチ［ワールドミッション］

〒904-0301　中頭郡読谷村座喜味2653-1　Tel&Fax.098-

958-1393　◇松田 愛枝

ホープチャペル沖縄［フォースクエア］

〒901-2316　中頭郡北中城村安谷屋70-2　Tel&Fax.098-

935-4452　◇バチガルポ，ジョン

みことば宣教会 アガペチャペル［単立／独立］

〒901-2395　中頭郡北中城村大城311 北中城若松病院チ

ャペル　Tel.090-6861-1431 Fax.098-956-5602　◇（集会

のみです。お問い合わせは連絡先へ）［連絡先：みことば

宣教会事務局　〒904-0316　沖縄県中頭郡読谷村大木

カルバリーチャペル沖縄［カルバリーチャペル］

〒901-2421　中頭郡中城村登又134-1　Tel.098-895-4840 

Fax.098-895-4842　◇バーネット，リック　◇礼拝／

8:30,10:30

【HP】http://www.calvaryokinawa.com/Calvary_Chapel_Okin

awa/Welcome.html

キーストン教会［ナザレン］

〒904-0105　中頭郡北谷町字吉原1198-2　Tel.098-936-

1642　◇ウーレリー，ブライアン

【HP】http://keystonenazarene.org

北中バプテスト教会［沖縄バプ連盟］

〒901-2312　中頭郡北中城村字和仁屋406 大西テラス

83　Tel&Fax.098-935-5233　◇久高 ハツ子

キリスト希望教会［単立／独立］

〒904-0103　中頭郡北谷町桑江483-20-2F　Tel&Fax. 

098-936-3201　◇北谷消防署近く徒歩5分　◇創立／

1990年（11人）　◇崎原 盛親　◇礼拝／10:30　◇特色／

小さな教会ですが、地域教会を目指し、社会福祉（児童

福祉、精神、知的）に関心をもって取り組んでいます。

【HP】http://w1.nirai.ne.jp/kibou/

【E-Mail】kibou@nirai.ne.jp

十字架福音教会［フォースクエア］

〒904-0304　中頭郡読谷村楚辺1131　Tel&Fax.098-956-

5536　◇バス「読谷村古堅小学校入口前」停　◇創立／

1967年（40人）　◇池原 直明、池原 アリ、ルリーダ，ア

ミー　◇礼拝／10:30　◇外国語／英語　◇特色／日本語

と英語で礼拝をおこなっています。礼拝後に昼食の交わり

があります。家庭的な雰囲気の教会です。

【HP】http://gospelcross.org/

【E-Mail】naoakigcc@yahoo.co.jp

首里福音教会［JECA］

〒903-0116　中頭郡西原町幸地586-2　Tel.098-946-6222 

Fax.098-944-6327　◇バス「幸地」停、徒歩4分　◇創立

／1959年（47人）　◇由井 純　◇礼拝／10:30

【HP】http://www.shurifukuin.org/

【E-Mail】yoshiij@din.or.jp

白い家フェローシップチャーチ［単立／独立］

〒904-0314　中頭郡読谷村古堅72-6　Tel.090-9786-3684 

Fax.098-956-7372　◇創立／2003年（60人）　◇伊藤 嘉

子　◇礼拝／10:30　◇特色／神の愛と御言葉に立つ群

れ。「おかえりなさい」と笑顔でお迎えいたします。

北谷諸魂教会［聖公会］

〒904-0105　中頭郡北谷町字吉原101　Tel&Fax.098-

936-7261　◇創立／1958年（72人）　◇カーチナー，ロ

ーレンス・アーネスト・ジョーン　◇礼拝／8:00,10:00

【HP】http://www.allsoulsokinawa.org/

北谷ナザレン教会［ナザレン］

〒904-0105　中頭郡北谷町吉原738-2　Tel.098-936-1353　  

◇謝苅線団地入口駅から徒歩5分　◇創立／1972年（68

人）　◇宮城 常行　◇礼拝／10:30
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読谷インターナショナルチャーチ［CINA］

〒904-0303　中頭郡読谷村伊良皆290　Tel.098-956-3697 

Fax.098-956-8873　◇バス「伊良皆」停　◇創立／1982

年（100人）　◇ケネディ，グレン、フレンチ，英則　◇礼

拝／10:00　◇外国語／英語

【HP】http://www.yicasia.org

読谷教会［日基教団］

〒904-0321　中頭郡読谷村上地38　Tel&Fax.098-958-

5048　◇バス「読谷中学校前」停　◇創立／1907年（143

人）　◇具志堅 篤　◇礼拝／10:30

読谷聖書教会［同盟基督］

〒904-0303　中頭郡読谷村伊良皆542　Tel&Fax.098-

875-6686　◇バス「伊良皆」停、徒歩5分　◇創立／

2000年（8人）　◇大瀧 信也　◇礼拝／10:30　◇特色／

土曜日午後4時30分からと午後8時から祈祷会。

【E-Mail】spkr2xz9@jupiter.ocn.ne.jp

読谷伝道所［沖縄バプ連盟］

〒904-0301　中頭郡読谷村座喜味1835 クリスチャンスク

ール内　Tel.098-862-1492　◇バス「読谷都屋」停、徒

歩10分　◇創立／1995年（12人）　◇田頭 真一　◇礼拝

／10:45　◇外国語／英語

渡口キリストの教会［キリストの教会］

〒901-2302　中頭郡北中城村渡口86-1　Tel.098-935-3308　  

◇大城 幸子

66-1］　◇創立／1998年（50人）　◇泉川 良道、喜瀬 英

之　◇礼拝／10:30　◇特色／主日礼拝、祈祷会、みこと

ばと生活の学び会。

美浜クライストチャーチ［単立／独立］

〒904-0115　中頭郡北谷町美浜1-1-2　Tel&Fax.098-936-

0714　◇創立／1967年（42人）　◇永井 盛弘、永井 宣広、

屋良 直正　◇礼拝／10:00,11:00　◇特色／礼拝は2部構

成になっています。第1礼拝は1時間以内で終了するシン

プルな礼拝です。お忙しい方にピッタリ。

恵みバプテスト教会［単立／独立］

〒901-2423　中頭郡中城村北上原375　Tel.098-895-9097　  

◇創立／1986年（52人）　◇藤野 久美次、藤野 都　◇礼

拝／7:00,11:00

ユナイテッドミッショナリーバプテスト教会
［沖縄バプ連盟］

〒904-0101　中頭郡北谷町上勢頭713-1　Tel.098-939-

6993　◇カー，テレンス
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聖学院大学、大木英夫、小倉義明、阿久

戸光晴、濱田辰雄、エバート　オズバー

ン、山口博、大野碧、村瀬聰子、エイハー

ンみな子、聖学院みどり幼稚園、聖学院

国際センター、聖学院大学総合研究所、

聖学院中学校高等学校、女子聖学院、聖

学院小学校、聖学院幼稚園、聖学院アト

ランタ国際学校

横浜女子短期大学、平野建次

学校、教育、キリスト教主義学校、ミッションスクール
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横浜女子短期大学
学長　平野建次

■入学定員　保育科 200 名
■取得資格　幼稚園教諭二種免許状・保育士証（保育士資格）
　　　　　　社会福祉主事任用資格
■ホームページ　http://www.yokotan.ac.jp
■問い合わせ先・交通案内

横浜市港南区港南台四丁目四番五号
TEL045-833-7100

JR京浜東北・根岸線  港南台駅下車徒歩５分

ミッションスクール早わかり（PR）

� . 連絡機関・法人関係
� . キリスト教主義・各種学校・専門学校
� . 神学校・聖書学校
（幼稚園・学童保育・図書館・資料館は
都道府県別ガイド「生活情報」に記載）

http://www.seig.ac.jp/
http://www.yokotan.ac.jp/


玉川聖学院、自由ヶ丘

鶴川女子短期大学、鶴川高等学校、明泉学園、鶴川高校、

772
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鶴川女子短期大学

◇募集人員　幼児教育学科 150 名
◇取得資格　幼稚園教諭 2 種免許状と
　　　　　　保育士資格の同時取得

東京都町田市三輪町 1135
1044-988-1128（代）　
5044-987-1173
小田急線鶴川駅より

「鶴川女子短期大学」
行きバスに乗車 終点下車

キリスト教の信仰を基本とした教育
http://www.meisen.ac.jp/tsurukawatandai/

東京都町田市三輪町 122
1044-988-1126（代）　
5044-989-0562
小田急線柿生駅下車徒歩 12 分
鶴川駅よりバスにて「鶴川女子短期大
学」行きに乗車「鶴川高校前」下車

鶴川高等学校
校訓—信・望・愛・忍の教育
http://www.tsurukawa.ed.jp/

鶴川短大付属幼稚園
　精神—心の教育・愛の教育

Welcome!!
TSURUKAWA
WOMEN'S
JUNIOR
COLLEGE&
HIGH SCHOOL

信仰

希望

愛

中 学 入 試
説 明 会

玉川聖学院
中 等 部・高 等 部

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 7-11-22
TEL 03-3702-4141

URL http://www.tamasei.ed.jp

10 月 16 日（土）　10：00 〜　　11 月 15 日（金）　10：00 〜

12 月 14 日（土）　10：00 〜　　  1 月 14 日（金）　10：00 〜

公開行事・学院祭 9 月 18 日（土）・20 日（月）・クリスマス礼拝 12 月 4 日（土） 10:00 〜

自由が丘のミッションスクール

19：00 〜

http://www.tamasei.ed.jp/
http://www.tsurukawatandai.ac.jp/
http://www.tsurukawa.ed.jp/


関東学院高等学校、関東学院六浦高等学校、関東学院中学校、関東学院六浦中学校、

関東学院小学校、関東学院六浦小学校、関東学院六浦幼稚園、関東学院野庭幼稚園、

関東学院大学

神戸松蔭女子学院大学、松蔭中学校、松蔭高等学校
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学校法人 関東学院　広報課
〒236-8501　神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1　
http://www.kanto-gakuin.ac.jp/　tel：045-786-7049

松蔭中学校・松蔭高等学校
〒657-0805 神戸市灘区青谷町3丁目4番47号
TEL（078）861-1105  FAX（078）861-1887
URL http://www.shoin-jhs.ac.jp/

神戸松蔭女子学院大学
〒657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町 1丁目2-1
TEL（078）882-6122  FAX（078）882-5032
URL http://www.shoin.ac.jp/

海を見渡す美しいキャンパスで　
 新しい自分を見つける。

SHOIN JUNIOR
HIGH SCHOOL

KOBE SHOIN 
WOMEN'S

UNIVERSITY

http://www.kanto-gakuin.ac.jp/
http://www.shoin.ac.jp/
http://www.shoin-jhs.ac.jp/


CFNJ 聖書学院、クライストフォーザネ

イションズジャパンバイブルスクール、

アジアキリスト福音宣教会、鍛冶川利文、

短期入学、聴講、通信制度

JTJ 宣教神学校、岸義紘、中野雄一郎、

聴講、通信、カウンセリング

学校、教育、神学校、聖書学校
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2009年3月卒業式2010年3月卒業式

●学校案内を郵送いたします。（無料）

神学校早わかり（PR）

� . 連絡機関・法人関係
� . キリスト教主義・各種学校・専門学校
� . 神学校・聖書学校
（幼稚園・学童保育・図書館・資料館は
都道府県別ガイド「生活情報」に記載）

http://www.cfnj.com
http://www.jesustojapan.com


ウェスレアンホーリネス神学院、WHS、

ウェスレアンホーリネス教団、黒木安信、

本間義信

お茶の水聖書学院、御茶ノ水聖書学院、

OBI、超教派、増田誉雄、羽鳥明、教会

音楽科、通信

東海聖書神学塾、河野勇一、聖書信仰、

福音主義、超教派、

東京神学校、聖書キリスト教会、尾山

令仁、インターネット科、
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お茶の水聖書学院（OBI）お茶の水聖書学院（OBI）
所在地：〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-1
203・3296・1005　503・3296・4641　超教派
理事長・学院長：増田誉雄　名誉学院長：羽鳥 明

◇学科：［聖書科］本科（3 年）、専修科（1 年ご
と更新）、継続教育科（1 年ごと更新 )、通信科［音
楽科］教会音楽専攻、一般コース　●入試日程：
本科と教会音楽専攻に限り入試を行う●願書締
め切り：2011 年 3 月 8 日（火）。試験日：2011
年 3 月 15 日（火）聖書科

（13:30、18:00） 音 楽 科
（18:00）●試験科目：聖書
知識。音楽科は簡単な実技
テスト●教師陣：増田誉雄、
西満、世良田湧侍、藤原導夫、
横山武、伊藤淑美、堀肇、
福井誠、近藤はるみ、ほか
●家庭や職場と両立させな
がら、ご自分のペースで学
んでいくことができます。

主に仕え、教会に仕える／信徒のための

インターネットでも学べる聖書科通信開講・受講生募集中
http://www.obi-net.com

E-mail：office@obi-net.com

お茶の水聖書学院（OBI）

●インターネット科（神学科）開講
　生徒募集中（入学随時）

〒 176-0012 東京都練馬区豊玉北 1-12-3
聖書キリスト教会ビル

TEL・FAX. 03-5999-1020

詳細は
E-mail：tokyo-theo@hotmail.co.jp

　　　　　　 世界中どこ
ででも、ご希望の時間に
東京神学校の授業が受け
られます。各科目の修了
者には、神学校神学科の
単位が与えられます。

TOKYO GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY
東 京 神 学 校

神学科・聖書科・教会音楽科・結婚家族学科　併設

校長
尾山令仁

東海聖書神学塾

http://www.obi-net.com
http://www.e-church.jp/tokyo-theo/
http://www5.ocn.ne.jp/~seisyo/


アジアグラデュエートスクールオブセオロジー、アジアグラジュエートスクールオ

ブセオロジー、アジア神学大学院日本校本部、佐布正義、橋本昭夫、正木牧人、

アンテオケ教会成長神学校、実践神学校、リーサンヨル、李相烈、アンテオケ国際

宣教神学校、世界預言者学校

キリスト聖書神学校、キリスト聖書学園、マイケル　オー、CBS
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所在地：〒 144-0052 東京都大田区蒲田 4-21-6 みのわビル 3 階
東京のぞみ教会　　1・5 03-3739-8184

●授業日：毎月第一月曜日〜水曜日の 3 日間
　　　　　※DVD による通信教育制有。
●入学金：￥10,000-
●授業料：￥150,000-　3 回の分割納入制有。
　　　　　※ 体験入学（1 ヶ月）無料。
●場　所：JR 蒲田駅東口から徒歩 6 分、又は
　　　　　京浜急行蒲田駅西口から徒歩 2 分

アンテオケ教会成長神学校
日本人に必要な 聖霊による実践神学校

Antioch Training School

校　長 李
リー・サンヨル

相 烈
韓国アンテオケ教会牧師。
アンテオケ国際宣教神学校
校長。世界預言者学校校長。

通　訳 吉田美宝子
大阪ベタニヤチャーチ牧師。

キリスト聖書神学校、キリスト聖書学園、マイケル　オー、

アジア・グラデュエート・スクール・オブ・セオロジー
理事長　佐布 正義　校　長　橋本 昭夫　教　務　正木 牧人

資料請求・問合せ先（お近くの各研修センターへ）
関東	 〒 189-8512　東京都東村山市廻田町1-30-1 東京聖書学院内　　　　　　		TEL：042-391-3076
本部 / 関西	 〒 651-0052　兵庫県神戸市中央区中島通2-3-5 神戸ルーテル神学校内　	　TEL：078-221-6956

Doctor of Theology：Th.D./ 神学の各分野における最高度の専門的研究
を行なうことにより、神学教育機関で働く神学教師を育成

Master of Theology：Th.M./神学教育機関の教師の養成と教会活動の
専門家を育成　聖書学 ( 旧約・新約 ) 専攻／組織神学専攻／歴史神学専攻
／宣教学専攻

Doctor of Ministry：D.Min./地域教会の牧会・伝道や世界宣教の分野に
おける高度の専門的教育を行なうことにより牧会・宣教の専門家を育成

http://shingakkou.net/
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学校法人および連絡機関などを 50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、所在地・Tel＆ Fax、◇最寄

の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇関連施設、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

ガ イド

１ . 連絡機関・法人関係

2 . キリスト教主義・各種学校・

専門学校

3 . 神学校・聖書学校

（幼稚園・学童保育、図書館・資料館は 
都道府県別ガイド「生活情報」に記載）

学校・教育

１  連絡機関・法人関係

あ

（学）IGL学園
［学校法人］〒731-3352　広島県広島市安佐北区安佐町

大字後山2415-5　Tel.082-830-3399 Fax.082-830-3319　

◇アストラムライン上安駅から広電（サンハイツ団地行）

「光ヶ丘団地入口」停　◇創立／1974年　◇理事長／永

見 憲吾　◇関連施設／東広島サムエル保育園、介護老人

保健施設べルローゼ、特別養護老人ホーム　ナーシング

ホームゆうゆう　◇特色／｢隣人愛」の理念のもと、4つ

のサムエル幼稚園と健康福祉専門学校・医療専門学校を

経営する学校法人です。

（学）青山学院
［学校法人］〒150-8366　東京都渋谷区渋谷4-4-25　Tel.

03-3409-8111 Fax.03-3409-8865　◇地下鉄表参道駅B1

から徒歩5分　◇創立／1874年　◇理事長／松澤 建、院

長代行／半田 正夫　◇関連施設／青山学院幼稚園、青山

学院初等部、青山学院中等部、青山学院高等部、青山学

院女子短期大学、青山学院大学、青山学院大学大学院

【HP】http://www.aoyama.ac.jp/

(学)アルウィン学園
［学校法人］〒167-0054　東京都杉並区松庵1-9-33　Tel.

03-3332-5973 Fax.03-3332-5974　◇京王井の頭線三鷹台

駅から徒歩5分　◇創立／1916年　◇理事長・学校長／

阿部 光佑、事務長／鈴木 邦夫　◇関連施設／玉成保育

専門学校、玉成幼稚園、野のはな空のとり保育園、保育

センターこどもの木かげ

【HP】http://www.irwin.ac.jp/

（学）遺愛学院
［学校法人］〒040-8543　北海道函館市杉並町23-11　

Tel.0138-51-0418 Fax.0138-51-7150　◇JR函館駅から車

20分　◇創立／1882年　◇理事長／野田 義成、事務局

長／益田 宜泰　◇関連施設／遺愛女子中学校、遺愛女

子高等学校、遺愛幼稚園、遺愛旭岡幼稚園　◇特色／

131年前「函館に女子教育を」というハリス夫人の祈りが

生んだ学院です。毎朝の礼拝を大切にしています。

【HP】http://www.iaijoshi-h.ed.jp/

【E-Mail】iaigirls@iaijoshi-h.ed.jp

（学）茨城キリスト教学園
［学校法人］〒319-1221　茨城県日立市大みか町6-11-1　

Tel.0294-52-3215 Fax.0294-52-3493　◇JR大みか駅から

徒歩10分　◇創立／1947年　◇理事長／金山 仁志郎、

総長／バットン，ジム、法人事務局長／菅原 光雄、学園

宗教主事／野口 良哉　◇関連施設／聖児保育園、茨城キ

リスト教大学付属幼稚園（大みか園・日立園・高萩園）、

茨城キリスト教学園中学校、茨城キリスト教学園高等学

校、茨城キリスト教大学

【HP】http://www.icc.ac.jp/

【E-Mail】kiara@icc.ac.jp

（学）浦和ルーテル学院
［学校法人］〒330-8563　埼玉県さいたま市浦和区駒場

1-22-18　Tel.048-886-5019 Fax.048-887-6698　◇JR北

浦和駅東口からバス「前耕地」停、徒歩１分　◇創立／

1953年　◇理事長／東海林 敏雄、校長／藤倉 二三男、

教頭／小松 良美　◇関連施設／浦和ルーテル学院小学

校、浦和ルーテル学院中学校、浦和ルーテル学院高等学

校　◇特色／建学の精神「神と人とを愛する人間、神と

人とに愛される人間」

【HP】http://www.uls.ed.jp/

（学）桜美林学園［桜美林］
［学校法人］〒194-0294　東京都町田市常盤町3758　Tel.

042-797-1695 Fax.042-797-9991　◇JR淵野辺駅から車5

分　◇創立／1946年　◇理事長／佐藤 東洋士、宗務部

長／三谷 高康、チャプレン室長／土橋 敏良　◇関連施

設／桜美林幼稚園・桜美林中学校・桜美林高等学校・桜

美林大学・桜美林大学孔子学院　◇特色／キリスト教精

神を礎として、希望を失わず、他者の痛みを理解し、人

に仕えることのできる人材を育てる学園。
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【HP】http://www.obirin.ac.jp/

【E-Mail】info-ctr@obirin.ac.jp

（学）近江兄弟社学園
［学校法人］〒523-0851　滋賀県近江八幡市市井町177　

Tel.0748-32-3444 Fax.0748-32-3974　◇JR近江八幡駅か

ら車10分　◇創立／1922年　◇理事長／池田 健夫、学

園長・牧師／道城 献一、学園宗教センター長／池田 隆

男　◇関連施設／（株）近江兄弟社、近江オドエアーサ

ービス（株）、（株）一粒社ヴォーリズ建築事務所、（学）

近江兄弟社学園（星のひかり保育園、金田東保育所、安

土＝、幼稚園、小学校、中学校、高等学校）、ヴォーリズ

医療･保健･福祉の里、（財）近江兄弟社（伝道･厚生･出版

事業）、ヴォーリズ記念病院、ヴォーリズ老健センター、

訪問看護ステーション、長期療養型療床群・指定介護療

養型医療施設、ケアハウス信愛館、海外に姉妹校・交流

校あり　◇特色／ヴォーリズ平和礼拝堂から平和のメッ

セージを発信し、命を大切にする教育の発展に努めます。

【HP】http://www.ob-sch.ac.jp/

【E-Mail】ejh@ob-sch.ac.jp

（学）鴎友学園
［学校法人］〒156-0051　東京都世田谷区宮坂1-5-30　

Tel.03-3420-0136 Fax.03-3420-8782　◇東急世田谷線宮

の坂駅から徒歩4分　◇創立／1935年　◇理事長／小口 

幸成、副理事長／柴田 賴子、特別顧問／道正 邦彦　◇

関連施設／鴎友学園女子中学校、鴎友学園女子高等学

校　◇特色／府立第一高等女学校の同窓会が設立、「慈

愛と誠実と創造」を校訓に、国際社会で活躍する女性を

育てます。

【HP】http://www.ohyu.jp

【E-Mail】info@ohyu.ed.jp

(学)大阪キリスト教学院
〒545-0042　大阪府大阪市阿倍野区丸山通1-3-61　Tel. 

06-6652-2091 Fax.06-6652-2068　◇JR天王寺駅から徒歩

15分　◇創立／1905年　◇理事長／有安 富雄、学院長

／今井 洋　◇関連施設／大阪キリスト教短期大学（学長：

文屋知明）、聖愛幼稚園・グレース幼稚園（園長：加藤鉄

三郎）　◇特色／大阪伝道学館として創立され、自由メソ

ヂスト神学校と改称の後、現在の地に移転。1952年学校

法人となる。

【HP】http://www.occ.ac.jp

【E-Mail】yakuin@occ.ac.jp

（学）大阪女学院
［学校法人］〒540-0004　大阪府大阪市中央区玉造2-26-

54　Tel.06-6761-4013 Fax.06-6761-0348　◇地下鉄長堀

鶴見緑地線玉造駅から徒歩3分　◇創立／1884年　◇理

事長／関根 秀和　◇関連施設／大阪女学院中学校、大阪

女学院高等学校、大阪女学院短期大学、大阪女学院大学、

大阪女学院大学大学院　◇特色／宗教教育によって、神

を畏れ、真理を追究し、愛と奉仕の精神で社会に貢献す

る人間を育成する。

【HP】http://www.wilmina.ac.jp/

大阪YMCA学院
［学校法人］　［大阪キリスト教青年会］〒543-0073　大阪

府大阪市天王寺区生玉寺町1-3　Tel.06-6779-8364 Fax. 

06-6776-1833　◇地下鉄谷町線谷町九丁目駅から徒歩4

分　◇創立／1951年　◇理事長／中村 勝吾、校長／田

中 眞一　◇関連施設／大阪YMCA　◇特色／キリスト教

精神に基づき、心身両面の成長を願う「共育」を目ざし、

目標に向けて教育活動を行っています。

【HP】http://www.osakaymca.or.jp/

【E-Mail】info-jp@osakaymca.or.jp

(財)大阪YWCA
［財団法人］〒530-0026　大阪府大阪市北区神山町11-

12　Tel.06-6361-0838 Fax.06-6361-2997　◇地下鉄堺筋

線扇町駅から徒歩5分　◇創立／1918年　◇理事長／桝

居 伸子　◇関連施設／大阪YWCA専門学校、社会福祉

法人大阪YWCAシャロン千里、社会福祉法人大阪YWCA

大官保育園　◇特色／大阪YWCAは女性の自立と社会参

加を促進し、平和・人権・環境のために活動する会員を

中心とした団体です。

【HP】http://osaka.ywca.or.jp

【E-Mail】info@osaka.ywca.or.jp

沖縄聖書学園
〒901-2134　沖縄県浦添市港川2-25-1 牧港中央バプテス

ト教会　Tel&Fax.098-877-2634　◇理事長／喜友名 朝

英、事務局／渡真利 彦文

（学）折尾愛真学園
［学校法人］〒807-0861　福岡県北九州市八幡西区堀川

町12-10　Tel.093-602-2100 Fax.093-692-5690　◇JR折

尾駅　◇創立／1935年　◇理事長・学園長／増田 仰　

◇関連施設／愛真幼稚園、折尾愛真中学校、折尾愛真高

等学校、折尾愛真短期大学　◇特色／人は神の口から出

る一つ一つの言葉で、希望･力･平安･感謝のうちに、人と

して生きることを教える学園です。

【HP】http://www.orioaishin.ac.jp/

か

（学）活水学院
［学校法人］〒850-8515　長崎県長崎市東山手町1-50　

Tel.095-822-4107 Fax.095-828-3702　◇JR長崎駅から市

電「市民病院前」停、徒歩5分　◇創立／1879年　◇理

事長／山口 義人、院長／野々村 昇、事務局長／松下 

守　◇関連施設／活水中学校、活水高等学校、活水女子

大学、活水女子大学大学院　◇特色／「知恵と命の泉、

主イエス・キリストに掬べよ、女子に最高水準の教育を。」

を活水精神の根えとしています。

【HP】http://www.kwassui.ac.jp/

【E-Mail】wwwadmin@kwassui.ac.jp

（学）関西学院
［学校法人］〒662-0891　兵庫県西宮市上ケ原一番町1-15

5　Tel.0798-54-6018 Fax.0798-51-0922　◇阪急甲東園

駅から徒歩12分　◇創立／1889年　◇理事長／森下 洋

一、院長／グルーベル，ルース、事務局長／梶田 行雄　

◇関連施設／関西学院初等部、関西学院中学部、関西学

院高等部、関西学院大学、関西学院大学大学院、聖和短

期大学、聖和幼稚園　◇特色／時代を超えて受け継がれ

ているスクールモットーはMastery for Service−奉仕のた

めの練達−です。

【HP】http://www.kwansei.ac.jp/
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【E-Mail】mkc@c.kyoai.ac.jp

（学）金城学院
［学校法人］〒463-8521　愛知県名古屋市守山区大森2-1

723　Tel.052-798-0180 Fax.052-798-4462　◇名鉄瀬戸

線大森金城学院前駅　◇創立／1889年　◇理事長／野

村 秋博、事務局長／鈴木 和延、学院長／柏木 哲夫　◇

関連施設／金城学院幼稚園、金城学院中学校、金城学院

高等学校、金城学院大学、金城学院大学大学院

【HP】http://www.kinjo-u.ac.jp/

（学）クラーク学園
［学校法人］〒252-5222　神奈川県相模原市中央区青葉

2-2-1　Tel.042-754-1133 Fax.042-753-2087　◇小田急線

相模大野駅からスクールバス20分　◇創立／1965年　◇

理事長／深町 正信　◇関連施設／和泉短期大学　◇特

色／｢子供の権利」を守れる福祉従事者・保育者づくりを

目指します！

【HP】http://www.izumi-c.ac.jp/

【E-Mail】info@izumi-c.ac.jp/

（学）恵泉女学園
［学校法人］〒156-0055　東京都世田谷区船橋5-8-1　Tel.

03-3303-2111 Fax.03-3303-2323　◇小田急線経堂駅から

徒歩10分　◇創立／1929年　◇理事長／宗雪 雅幸、学

園長／松下 倶子、事務局長／金子 博　◇関連施設／恵

泉女学園中学校、恵泉女学園高等学校、恵泉女学園大学・

大学院　◇特色／神に従い何ものも恐れず、人を尊び、

世界に心を開いて、自然を慈しむ、独立した人間を育てる。

【HP】http://www.keisen.jp/

（学）啓明学院
［学校法人］〒654-0131　兵庫県神戸市須磨区横尾9-5-

1　Tel.078-741-1501 Fax.078-741-1512　◇地下鉄妙法

寺駅から徒歩12分　◇創立／1923年　◇理事長／今井 

鎮雄、院長／宮田 満雄、事務長／一瀬 隆夫　◇関連施

設／啓明女学院中学校、啓明女学院高等学校

【HP】http://www.keimei.ed.jp/

【E-Mail】venus@keimei.ed.jp

（学）啓明学園
［学校法人］〒196-0002　東京都昭島市拝島町5-11-15　

Tel.042-541-1003 Fax.042-542-5441　◇JR拝島駅から徒

歩20分　◇創立／1940年　◇理事長･学園長／平野 吉

三、事務長／荒木 功安　◇関連施設／啓明学園幼稚園、

啓明学園初等学校、啓明学園中学校、啓明学園高等学

校　◇特色／帰国生を多く受け入れ国際感覚が非常に豊

かな雰囲気であり、キリストの教えから人の生き方を学び

ます。

【HP】http://www.keimei.ac.jp/

（学）敬和学園
［学校法人］〒957-8585　新潟県新発田市富塚1270　Tel.

0254-26-3636 Fax.0254-26-3646　◇JR佐々木駅　◇創

立／1968年　◇理事長／後宮 俊夫、校長／小西 ニ巳

夫　◇関連施設／敬和学園高等学校、敬和学園大学　◇

特色／福音主義基督教精神に基づき、敬虔な思いと真理

による自由と愛をもち、人類の福祉と文化の発展に寄与し

ます。

【HP】http://www.keiwa-c.ac.jp/

（学）関東学院
［学校法人］〒236-8501　神奈川県横浜市金沢区六浦東

1-50-1　Tel.045-786-7028 Fax.045-786-7038　◇京浜急

行金沢八景駅から徒歩15分　◇創立／1884年　◇理事長

／飯田 嘉宏、学院長／森島 牧人　◇関連施設／関東学

院大学、関東学院高等学校、関東学院中学校、関東学院

小学校、関東学院六浦高等学校、関東学院六浦中学校、

関東学院六浦小学校、関東学院六浦幼稚園、関東学院野

庭幼稚園　◇特色／1884年、横浜に生まれ、キリスト教

に基づき、校訓「人になれ、奉仕せよ」により教育事業

を行う総合学園。

【HP】http://www.kanto-gakuin.ac.jp

【E-Mail】soumu@kanto-gakuin.ac.jp

（学）岐阜済美学院
［学校法人］〒501-3938　岐阜県関市桐ヶ丘2-1　Tel.

0575-24-1511 Fax.0575-24-1515　◇名鉄三柿野駅からバ

ス｢関商工前｣停　◇創立／1918年　◇理事長／片桐 武

司、学院長／小野 経男、本部事務局長／横山 昭遵　◇

関連施設／中部学院大学短期大学部附属幼稚園、中部学

院大学短期大学部附属桐が丘幼稚園、済美高等学校、中

部学院大学短期大学部、中部学院大学、中部学院大学

院　◇特色／『神を畏れることは知識のはじめである』（箴

言より）を建学の精神としております。

【HP】http://www.chubu-gu.ac.jp

（学）九州学院［九学］
［学校法人］〒862-8676　熊本県熊本市大江5-2-1　Tel.

096-364-6134 Fax.096-363-2576　◇熊本市電「交通局前」

停　◇創立／1911年　◇理事長／長岡 立一郎、学院長・

理事／内村 公春、財務担当理事／田中 善一　◇関連施

設／九州学院みどり幼稚園、九州学院中学校、九州学院

高等学校、ルーテル学院中学・高等学校　◇特色／敬天

愛人を校訓とし、知育・徳育・体育の基本に霊育を措え、

｢役にたつ善人」の育成を教育方針と定めている。

（学）九州ルーテル学院
［学校法人］　〒860-0862　熊本県熊本市黒髪3-12-16　

Tel.096-343-3111 Fax.096-343-7003　◇JR熊本駅から市

電「水道町」停、乗り換えて「ルーテル学院前」停　◇

創立／1926年　◇理事長／坂根 信義、院長・大学学長

／清重 尚弘、中学・高校校長／坂 仁、幼稚園園長／尾

田 明子、事務局長／古屋 四朗　◇関連施設／ルーテル

学院幼稚園、ルーテル学院中学校、ルーテル学院高等学校、

九州ルーテル学院大学・大学院　◇特色／旧・九州女学院。

米国の女性たちの募金で創立。校訓『感恩奉仕』。キリス

ト教主義の全人教育を使命とする。

【HP】http://www.klc.ac.jp/

【E-Mail】shomu@klc.ac.jp

(学)共愛学園
［学校法人］〒379-2192　群馬県前橋市小屋原町1154-

4　Tel.027-266-7575 Fax.027-266-7576　◇JR駒形駅か

ら徒歩7分　◇創立／1888年　◇理事長／都丸 美智子、

学園長／成田 繪智子、事務局長／須田 洋一　◇関連施

設／共愛学園木瀬保育園、共愛学園幼稚園、共愛学園中

学校、共愛学園高等学校、共愛学園前橋国際大学　◇特

色／本学設立の精神とその使命を象徴する聖書のキーワ

ード「共愛」を生きる力とする人格の育成を目指します。

【HP】http://www.kyoai.ac.jp
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Tel.096-357-7151 Fax.096-358-3044　◇JR川尻駅から徒

歩10分　◇創立／1887年　◇理事長／森崎 晃　◇関連

施設／熊本フェイス女学院高等学校

（学）松蔭女子学院
［学校法人］〒657-0015　兵庫県神戸市灘区篠原伯母野

山町1-2-1　Tel.078-882-6122 Fax.078-801-1185　◇創立

／1892年　◇理事長／川崎 紘平、院長／中村 豊、法人

事務局長／永井 良昭　◇関連施設／松蔭中学校・高等学

校、神戸松蔭女子学院大学

【HP】http://www.shoin.ac.jp/

（学）彰栄学園
［学校法人］〒112-0001　東京都文京区白山4-14-15　Tel.

03-3941-2613 Fax.03-3946-4710　◇地下鉄三田線千石駅

A2から徒歩7分　◇創立／1896年　◇理事長・学園長／

林 淳三　◇関連施設／彰栄幼稚園、彰栄保育福祉専門

学校、彰栄リハビリテーション専門学校　◇特色／建学

の精神には、キリスト教の教えに基づく｢愛と奉仕｣を掲げ

ております。

【HP】http://www.shoei.ac.jp/

（学）頌栄女子学院
［学校法人］〒108-0071　東京都港区白金台2-26-5　Tel.

03-3441-2005 Fax.03-3441-4043　◇都営地下鉄浅草線

高輪台駅から徒歩1分　◇創立／1884年　◇理事長・院

長／岡見 如雪、校長／岡見 清明　◇関連施設／頌栄女

子学院中学校、頌栄女子学院高等学校、英国学校法人ウ

インチェスター頌栄カレッジWINCHESTER SHOEI COL

LEGE　◇特色／「高雅な品性や豊かな国際感覚の涵養、

社会のために貢献奉仕できる人格の形成を目指すキリス

ト教学校です。」

【HP】http://www.shoei.ed.jp

【E-Mail】info@shoei.ed.jp

（学）頌栄保育学院
［学校法人］〒658-0065　兵庫県神戸市東灘区御影山手

1-18-1　Tel.078-842-2541 Fax.078-851-2154　◇阪急電

鉄御影駅から徒歩8分　◇創立／1889年　◇理事長・院

長／酒井 哲雄、事務局長／藤井 道雄　◇関連施設／頌

栄幼稚園、頌栄短期大学

【HP】http://www.glory-shoei.ac.jp/

（学）尚絅学院
［学校法人］〒981-1295　宮城県名取市ゆりが丘4-10-1　

Tel.022-381-3333 Fax.022-381-3335　◇地下鉄長町南駅

からバス「尚絅学院大前」停　◇創立／1892年　◇理事

長／加藤 正名、学院長／加藤 正名、宗教主任／小林 孝

男、事務局長／菊池 雅人　◇関連施設／尚絅学院大学附

属幼稚園、尚絅学院中学校、尚絅学院高等学校、尚絅学

院大学女子短期大学部、尚絅学院大学、尚絅学院大学大

学院

【HP】http://ap.shokei.jp/

【E-Mail】kikaku@shokei.ac.jp

（学）女子学院
［学校法人］〒102-0082　東京都千代田区一番町22-10　

Tel.03-3263-1711 Fax.03-3263-1715　◇JR四谷駅　◇創

立／1870年　◇理事長／公文 宏、校長／田中 弘志、宗

教主事／魚屋 義明　◇関連施設／女子学院中学校、女

【E-Mail】somu@keiwa-c.ac.jp

（学）神戸女学院
［学校法人］〒662-8505　兵庫県西宮市岡田山4-1　Tel.

0798-51-8505 Fax.0798-51-8506　◇阪急今津線門戸厄神

駅から徒歩10分　◇創立／1875年　◇理事長・院長／松

澤 員子、総務部長／寺本 泰弘　◇関連施設／神戸女学

院中学部、神戸女学院高等学部、神戸女学院大学、神戸

女学院大学大学院　◇特色／学院標語『愛神愛隣』（マ

タイ22:37〜39）

【HP】http://www.kobe-c.ac.jp/

さ

（学）静岡英和女学院［静岡英和］
［学校法人］〒420-0866　静岡県静岡市葵区西草深町

8-1　Tel.054-253-5240 Fax.054-251-4720　◇JR静岡駅

から徒歩25分(本部・中高）、JR東静岡駅から車10分（大

学）　◇創立／1887年　◇理事長／辻 昭、大学学長／三

浦 正、中高校長／冨田 多嘉子　◇関連施設／(学）東洋

英和中学校　(学）山梨英和学院　◇特色／キリスト教精

神に基づく｢愛と奉仕の実践」。

【HP】http://www.shizuoka-eiwa.ac.jp/

（学）清水国際学園
［学校法人］〒424-0809　静岡県静岡市清水区天神1-4-

1　Tel.054-366-4155 Fax.054-365-9137　◇JR清水駅か

ら徒歩7分　◇創立／1934年　◇理事長・学園長／山内 

昭二、事務・会計長／水野 克彦　◇関連施設／清水国際

中学校、清水国際高等学校　◇特色／『至誠・勤労・協和』

の校訓と、キリスト教の『隣人愛』の精神による心豊かな

人を育てる学び舎です。

【HP】http://www.shimizu-kokusai.ac.jp/

（学）自由学園
［学校法人］〒203-8521　東京都東久留米市学園町1-8-

15　Tel.042-422-3111 Fax.042-422-1078　◇西武池袋線

ひばりヶ丘南口から徒歩10分　◇創立／1921年　◇理事

長／永田 晨、学園長／十文字 輝雄、事務長／石橋 克

己　◇関連施設／自由学園初等部、自由学園女子部中等

科、自由学園男子部中等科、自由学園高等科、自由学園

最高学部　◇特色／『自由学園は一人ひとりを大切にす

る学校です。』『新しい時代を創るリーダーを育てます。』

【HP】http://www.jiyu.ac.jp/

【E-Mail】info@jiyu.ac.jp

（学）夙川学院
［学校法人］〒662-0027　兵庫県西宮市神園町2-20　

Tel.0798-74-5061 Fax.0798-74-1596　◇阪急甲陽園駅か

ら徒歩5分　◇創立／1880年　◇学院長・理事長／増谷 

和人　◇関連施設／夙川学院中学校、夙川学院高等学校、

夙川学院短期大学、夙川学院短期大学附属幼稚園、神戸

夙川学院大学　◇特色／「心の教育」「個性の教育」「健

康の教育」「国際理解の教育」を柱とし現代女性の育成を

目的としています。

【HP】http://www.shukugawa.ac.jp/

（学）順心学園
［学校法人］〒861-4106　熊本県熊本市南高江町7-3-1　
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敬康　◇関連施設／西南女学院大学、西南女学院大学短

期大学部、西南女学院高等学校、西南女学院中学校、西

南女学院大学短期大学部附属シオン山幼稚園　◇特色／

米国南部バプテストの宣教師により創立し、「感恩奉仕」

を建学の精神とする幼稚園から大学までの総合学園。

【HP】http://www.seinan-jo.ac.jp/

（学）聖望学園
［学校法人］〒357-0006　埼玉県飯能市中山292　Tel.042

-973-1500 Fax.042-973-6541　◇JR東飯能駅から徒歩13

分　◇創立／1918年　◇理事長／神田 秀生、学校長／

関 純彦　◇関連施設／聖望学園中学校、聖望学園高等学

校　◇特色／キリスト教の信仰をもとに、進学と部活の

両面で、与えられた能力を生かす教育を目指しています。

【HP】http://www.seibou.ac.jp/

【E-Mail】school@seibou.ac.jp

（学）聖路加看護学園
［学校法人］〒104-0044　東京都中央区明石町10-1　Tel.

03-3543-6391 Fax.03-5565-1626　◇地下鉄日比谷線築地

駅から徒歩3分　◇創立／1920年　◇理事長／日野原 重

明、事務局長／山口 喜義　◇特色／知と感性と愛のアー

ト

【HP】http://www.slcn.ac.jp/

（学）聖隷学園
［学校法人］〒433-8558　静岡県浜松市北区三方原町

3453　Tel.053-436-5311 Fax.053-436-5355　◇JR浜松駅

北口からバス「聖隷三方原病院」停、徒歩3分　◇創立／

1966年　◇理事長／長谷川 了、専務理事／堀口 路加　

◇関連施設／聖隷クリストファー中・高等学校、聖隷クリ

ストファ−大学・大学院

【HP】http://www.seirei.ac.jp/

【E-Mail】general-dept@admin.seirei.ac.jp

（学）清和学園
［学校法人］〒783-0007　高知県南国市明見98　Tel.088-

863-1200 Fax.088-863-1289　◇JR土佐大津駅から徒歩8

分　◇創立／1901年　◇理事長／西澤 邦輔、学校長／

横山 義郎、事務長／窪田 光男　◇関連施設／清和女子

中学校、清和女子高等学校　◇特色／創立以来、英語と

音楽を柱に、少人数教育。『一人一人が生かされ、輝く学

園』を目指して歩んでいます。

【HP】http://www.i-kochi.or.jp/hp/seiwa/

【E-Mail】seiwachs@mail.i-kochi.or.jp

（学）捜真学院
［学校法人］〒221-8720　神奈川県横浜市神奈川区中丸

8　Tel.045-491-3686 Fax.045-491-6715　◇東急東横線

反町駅から徒歩15分　◇創立／1886年　◇理事長／小玉 

敏子、学院長／飯島 節子、事務局長／黒澤 道男　◇関

連施設／捜真小学校、捜真女学校中学部、捜真女学校高

等学部　◇特色／捜真は「大切なもの」を捜し求める学

校です。あなたもわたしたちと一緒に考え、捜してみま

せんか。

【HP】http://www.soshin.ac.jp/

創造論研究会［創研］
［創造に関する研究・啓発］〒311-3116　茨城県東茨城郡

茨城町長岡3652-171　Tel.029-292-9621 Fax.029-291-

子学院高等学校　◇特色／自由な校風の中で、教養ある

人格の育成を目指して、明るく、生き生きとした学校生活

が展開されています。

【HP】http://www.joshigakuin.ed.jp/

（学）聖学院
［学校法人］〒114-8574　東京都北区中里3-12-2　Tel.03-

3917-8351 Fax.03-3940-3798［連絡先：聖学院大学広報

企画部 広報課　〒362-8585　埼玉県上尾市戸崎1-1 

Tel.048-780-1707］　◇JR駒込駅から徒歩7分　◇創立／

1903年　◇理事長／大木 英夫、院長／小倉 義明　◇関

連施設／聖学院みどり幼稚園、聖学院幼稚園、聖学院小

学校、聖学院中学校、聖学院高等学校、女子聖学院中学校、

女子聖学院高等学校、聖学院大学、聖学院大学大学院、

聖学院アトランタ国際学校　◇特色／「神を仰ぎ、人に

仕う」をスクールモットーに、幼稚園から大学院まで10の

学校を持つ

【HP】http://www.seig.ac.jp/

【E-Mail】pr@seig.ac.jp

（学）清教学園［清教］
［学校法人］〒586-8585　大阪府河内長野市末広町623　

Tel.0721-62-6828 Fax.0721-63-5048　◇南海高野線・近

鉄長野線河内長野駅から徒歩10分　◇創立／1951年　◇

理事長／中尾 恒夫、学園長・高等学校長／安達 英行、

中学校長／畑野 昇三、幼稚園長／森 創　◇関連施設／

清教学園中学校、清教学園高等学校、清教学園幼稚園、(株)

清教キャンパス　◇特色／「神なき教育は知恵ある悪魔

を造り、神ある教育は愛ある知恵に人を導く」が校是。文

武両道、真の国際人育成。

【HP】http://www.seikyo.ed.jp/

（学）聖ステパノ学園
［学校法人］〒255-0003　神奈川県中郡大磯町大磯868　

Tel.0463-61-1298 Fax.0463-61-9739　◇JR大磯駅駅前　

◇創立／1953年　◇理事長・学園長／小川 正夫、事務

長／阿部 昭一　◇関連施設／聖ステパノ学園小学校、聖

ステパノ学園中学校・幼稚園まきば　◇特色／情操教育、

徳育、体育、知育に重点を置いて、差別や偏見のない、「自

由で、平和な温かい規律のある学園」を目指している。

【HP】http://www.stephen-oiso.ed.jp

（学）西南学院
［宗教法人］〒814-8511　福岡県福岡市早良区西新6-2-

92　Tel.092-823-3201 Fax.092-823-3227　◇地下鉄西新

駅から徒歩5分　◇創立／1916年　◇理事長・院長／寺

園 喜基、事務局長／吉田 茂生　◇関連施設／早緑子供

の園（保育所）、舞鶴幼稚園、西南学院小学校、西南学院

小学校、中学校・高等学校、西南学院大学、西南学院大

学大学院　◇特色／創立者の遺訓「西南よ、キリストに

忠実なれ」を建学の精神とし、キリスト教を基盤とする人

格教育を実践。

【HP】http://www.seinan-gu.ac.jp/

【E-Mail】koho@seinan-gu.ac.jp

（学）西南女学院
［学校法人］〒803-0835　福岡県北九州市小倉北区井堀

1-3-1　Tel.093-583-5033 Fax.093-592-5391　◇JR小倉駅

からバス「西南女学院下」停　◇創立／1922年　◇理事

長／田中 綜二、院長／岩阪 憲和、学院宗教主任／古川 
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【E-Mail】pr@tokyo.ymca.or.jp

（学）東京女子大学
［学校法人］〒167-8585　東京都杉並区善福寺2-6-1　

Tel.03-5382-6340 Fax.03-3395-1037　◇JR西荻窪駅北口

から徒歩12分　◇創立／1918年　◇理事長／原田 明夫、

学長／眞田 雅子、事務局長／関 和義　◇関連施設／東

京女子大学・大学院　◇特色／キリスト教精神に基づい

たリベラル・アーツ教育を行っています。教育目標は「専

門性を持つ教養人」の教育。

【HP】http://www.twcu.ac.jp/

【E-Mail】general-affairs@office.twcu.ac.jp

（学）同志社
［学校法人］〒602-8580　京都府京都市上京区今出川通

烏丸東入玄武町601　Tel.075-251-3006 Fax.075-251-

4980　◇地下鉄今出川駅　◇創立／1875年　◇総長／

大谷 實、理事長／野本 真也　◇関連施設／同志社大学

大学院、同志社大学、同志社女子大学大学院、同志社女

子大学、同志社中学校・高等学校、同志社女子中学校・

女子高等学校、同志社国際中学校・高等学校、同志社香

里中学校・高等学校、同志社小学校、同志社幼稚園

【HP】http://www.doshisha.ed.jp/

【E-Mail】hojin@mail.doshisha.ac.jp

（学）東北学院
［学校法人］〒980-8511　宮城県仙台市青葉区土樋1-3-

1　Tel.022-264-6464 Fax.022-264-6458　◇仙台市地下

鉄五橋駅から徒歩5分　◇創立／1886年　◇理事長／赤

澤 昭三、学院長／星宮 望、法人事務局長／大童 敬郎　

◇関連施設／東北学院中学校、東北学院高等学校、東北

学院大学、東北学院大学大学院、東北学院榴ヶ岡高等学校、

東北学院幼稚園　◇特色／"LIFE，LIGHT AND LOVE 

FOR THE WORLD"をスクールモットーに、グローバルな

価値観を持つ人間形成を教育目標としている大学です。

【HP】http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/

（学）東洋英和女学院
［学校法人］〒106-0032　東京都港区六本木5-14-40　

Tel.03-3583-3325 Fax.03-3584-5227　◇地下鉄大江戸線

麻布十番駅から徒歩5分　◇創立／1884年　◇理事長／

池田 守男、事務局長／湯浅 慶　◇関連施設／東洋英和

幼稚園、東洋英和女学院大学付属かえで幼稚園、東洋英

和女学院小学部、東洋英和女学院中学部、東洋英和女学

院高等部、東洋英和女学院大学、東洋英和女学院大学大

学院　◇特色／1884年創設。敬神奉仕の精神を受け継ぎ、

女子一貫教育機関として、豊かな人間性と国際感覚を身

に付ける教育を行なっている。

【HP】http://www.toyoeiwa.ac.jp

【E-Mail】info@toyoeiwa.ac.jp

な

（学）名古屋学院
［学校法人］〒461-0045　愛知県名古屋市東区砂田橋2-1-

58　Tel.052-721-5271 Fax.052-721-5277　◇地下鉄砂田

橋駅　◇創立／1887年　◇理事長／丹羽 太一、学校長

／盛山 利夫、学院長／高橋 潤　◇関連施設／名古屋中

学校、名古屋高等学校

4949　◇JR水戸駅南口からバス「矢頭南」停、徒歩10

分　◇創立／1978年　◇総主事／宇佐神 実、会長／宇

佐神 正海　◇関連施設／Creation Ministries Internation

al, Institute for Creation　◇特色／聖書は世界と人生の

説明書。恐竜・人類の起源・環境問題・ノアの洪水・ヒ

ューマニズム他の講師派遣します。

【HP】http://ccnonline.jp/sozoron/

【E-Mail】sozoron@sozoron.org

た

（学）玉川聖学院［玉聖］
［学校法人］〒158-0083　東京都世田谷区奥沢7-11-22　

Tel.03-3702-4141 Fax.03-3702-8002　◇東急東横線自由

が丘から徒歩7分　◇創立／1950年　◇理事長・学院長

／バーナード・バートン、中高等部長／水口 洋、事務長

／坂上 多津夫　◇関連施設／玉川聖学院中等部、玉川聖

学院高等部　◇特色／玉聖はミッションスクールである

ことを大切に守り、生徒の個性を尊重して心のこもった教

育を提供します。

【HP】http://www.tamasei.ed.jp/

【E-Mail】mail1@tamasei.ed.jp

（学）鎮西学院
［学校法人］〒854-0081　長崎県諌早市栄田町1057　Tel.

0957-26-8200 Fax.0957-26-8009　◇JR諌早駅から徒歩

20分　◇創立／1881年　◇理事長／栗林 英雄　◇関連

施設／長崎ウエスレヤン大学、鎮西学院高等学校、鎮西

学院幼稚園

（学）津田塾大学
［学校法人］〒187-8577　東京都小平市津田町2-1-1　Tel.

042-342-5111 Fax.042-341-2444　◇西武国分寺線鷹の台

駅から徒歩8分　◇創立／1900年　◇理事長／服部 禮次

郎、学長／飯野 正子、事務局長／田中 敬子　◇関連施

設／津田塾大学、津田塾大学大学院

【HP】http://www.tsuda.ac.jp/

（学）東京キリスト教学園［TCI］
［学校法人］〒270-1347　千葉県印西市内野3-301-5-1　

Tel.0476-46-1131 Fax.0476-46-1405　◇北総線千葉ニュ

ータウン中央駅からバス「電話局」停、徒歩5分　◇創立

／1966年　◇理事長／赤江 弘之、事務局長／君塚 光

治　◇関連施設／東京基督教大学、東京基督教大学共立

基督教研究所、東京基督教大学国際宣教センター、東京

基督神学校　◇特色／福音主義・超教派・世界宣教・実

践的神学教育を建学の精神とし、大学、神学校、研究所

をもつ神学教育機関。

【HP】http://www.tci.ac.jp/

【E-Mail】tcu@tci.ac.jp

（財）東京キリスト教青年会［東京ＹＭＣＡ］
［財団法人］〒135-0016　東京都江東区東陽2-2-20　Tel.

03-3615-5562 Fax.03-3615-5608　◇地下鉄東西線東陽町

駅西2番から徒歩5分　◇創立／1880年　◇理事長／茅

野 徹郎、総主事／廣田 光司　◇関連施設／学校法人　

東京YMCA学院　（江東YMCA幼稚園、医療福祉専門学

校）

【HP】http://tokyo.ymca.or.jp/
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（学）日ノ本学園
［学校法人］〒679-2151　兵庫県姫路市香寺町香呂890　

Tel.079-232-4140 Fax.079-232-8309　◇JR香呂駅から徒

歩15分　◇創立／1893年　◇理事長・学園長／池田 武

弘、短大学長／牛尾 啓三、中学・高校校長／紺野 靖

幸　◇関連施設／姫路日ノ本短期大学付属幼稚園、日ノ

本学園中学校（募集停止中）、日ノ本学園高等学校、姫路

日ノ本短期大学　◇特色／「心の飾りを」が校訓。神を

畏れ敬い、人を愛し、他者に奉仕する人間を育成するこ

とを教育理念としている。

（学）弘前学院
［学校法人］〒036-8577　青森県弘前市稔町13-1　Tel.

0172-36-5224 Fax.0172-32-7509　◇弘南電鉄西弘前駅か

ら徒歩3分　◇創立／1886年　◇理事長／阿保 邦弘　◇

関連施設／弘前学院聖愛中学・高等学校、弘前学院大

学　◇特色／「畏心愛人」を建学の精神として人格形成

をする教育に特色があります。

（学）広島女学院
［学校法人］〒732-0063　広島県広島市東区牛田東4-13-

1　Tel.082-228-0386 Fax.082-227-4502　◇JR広島駅新

幹線口から車15分　◇創立／1886年　◇理事長・院長／

黒瀬 眞一郎、事務局長／藤田 修　◇関連施設／広島女

学院ゲーンス幼稚園、広島女学院中学校、広島女学院高

等学校、広島女学院大学、広島女学院大学大学院　◇特

色／我らは神と共に働く者なりの学院標語のもと女性の

為の高等教育の場として発展をつづけていく。

【HP】http://www.hju.ac.jp/

（学）プール学院
［学校法人］〒544-0033　大阪府大阪市生野区勝山北

1-19-31　Tel.06-6741-7005 Fax.06-6731-2431　◇JR桃谷

駅から5分　◇創立／1879年　◇理事長／岩坂 正雄、学

院長／杉山 修一、法人事務局長／西村 逸郎　◇関連施

設／プール学院中学校、プール学院高等学校、プール学

院大学短期大学部、プール学院大学、プール学院大学院

【HP】http://www.poole.ac.jp/

【E-Mail】poole@poole.ac.jp

（学）フェリス女学院
［学校法人］〒231-8660　神奈川県横浜市中区山手町

178　Tel.045-662-4511 Fax.045-651-4630　◇JR石川町

駅から徒歩10分　◇創立／1870年　◇理事長／小塩 節、

学院長／岡野 昌雄、事務局長／小松田 貞利　◇関連施

設／フェリス女学院中学校、フェリス女学院高等学校、フ

ェリス女学院大学、フェリス女学院大学院　◇特色／「For 

Others−他者のために、他者とともに」をモットーに、豊

かな人材の育成をめざしています。

【HP】http://www.ferris.ac.jp/

（学）福岡女学院
［学校法人］〒811-1313　福岡県福岡市南区曰佐3-42-1　

Tel.092-581-1492 Fax.092-575-2480　◇西鉄井尻駅から

バス（45番）「放送所前」停、徒歩3分　◇創立／1885

年　◇理事長／松原 安弘、学院長／木ノ脇 悦郎、事務

局長／園田 理、大学学長／古川 照美、看護大学学長／

徳永 徹、中学高校校長／髙島 一路、幼稚園園長／堺 幸

子　◇関連施設／福岡女学院幼稚園、福岡女学院中学校、

福岡女学院高等学校、福岡女学院大学短期大学部、福岡

【HP】http://www.meigaku.ac.jp/

（学）新島学園
［学校法人］〒379-0116　群馬県安中市安中3702　Tel.

027-382-4073 Fax.027-382-4093　◇JR安中駅から徒歩15

分　◇創立／1947年　◇理事長／湯浅 太郎　◇関連施

設／新島学園中学校、新島学園高等学校、新島学園短期

大学

【HP】http://www.neesima.ac.jp/

（学）日本聾話学校［NRG（日聾）］
［学校法人］〒195-0063　東京都町田市野津田町並木

1942　Tel.042-735-2361 Fax.042-734-8292　◇小田急線

町田駅からバス「神学校前」停、徒歩10分　◇創立／

1920年　◇理事長／奥田 義孝、学校長／西海 昭延、事

務長／加藤 剛男　◇関連施設／日本聾話学校幼稚部、日

本聾話学校小学部、日本聾話学校中学部、日本聾話学校

併設難聴幼児通園施設ライシャワ・クレーマ学園　◇特

色／補聴器や人工内耳をつけて、僅かな残存聴力を充分

活用して乳幼児から中学卒業まで一貫して教育していま

す。

【HP】http://www.nrg.ac.jp/

【E-Mail】nrg0@nrg.ac.jp

日本ピューリタニズム学会事務局
［研究・啓発］〒362-0053　埼玉県上尾市戸崎1-1 聖学院

大学総合研究所内　Tel.048-725-5524 Fax.048-781-

0421　◇JR日進駅から徒歩15分　◇会長／大木 英夫

日本福音学校本部事務局
［イエス友の会］〒162-0056　東京都新宿区若松町8-3 東

京信愛教会内　Tel.03-3359-9539 Fax.03-3359-5791　◇

地下鉄大江戸線若松河田駅から徒歩5分　◇教務主任・

事務局長／鈴木 武仁　◇特色／信徒伝道者の養成を目

指す。資料請求・お問合せは各校事務局へ。

は

（学）梅花学園
［学校法人］〒567-8578　大阪府茨木市宿久庄2-19-5　

Tel.072-643-6221 Fax.072-643-8927　◇JR茨木駅からス

クールバス運行　◇創立／1878年　◇理事長／小坂 賢

一郎、学園長／原 忠和　◇関連施設／梅花幼稚園、梅花

中学校（女子）、梅花高等学校（女子）、梅花女子大学、

梅花女子大学短期大学部、梅花女子大学大学院

【HP】http://www.baika.ac.jp/

（学）梅光学院
［学校法人］〒750-8511　山口県下関市向洋町１-1-1　

Tel.083-227-1000 Fax.083-227-1100　◇JR下関駅からバ

ス15分「東駅」停、徒歩2分　◇創立／1872年　◇理事

長／山田 宏、学院長／岡崎 新太郎　◇関連施設／梅光

女学院中学校、梅光女学院高等学校、梅光学院大学、梅

光学院大学大学院、梅光学院幼稚園　◇特色／「光の子

として歩みなさい」をスクールモットーにキリスト教信仰

に基づく人格教育を基盤とする学校です。

【HP】http://www.baiko.ac.jp/
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【HP】http://www.shinonome.ac.jp/

（学）宮城学院
［学校法人］〒981-8557　宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9-1-

1　Tel.022-279-1311 Fax.022-279-4667　◇JR仙台駅か

ら車30分　◇創立／1886年　◇理事長／出村 彰、学院

長／松本 宣郎、事務局長／千葉 義雄　◇関連施設／宮

城学院女子大学附属幼稚園、宮城学院中学校、宮城学院

高等学校、宮城学院女子大学、宮城学院女子大学大学

院　◇特色／「神を畏れ隣人を愛する」をスクールモッ

トーとし、人類の福祉と世界平和に貢献する女性を育成

する学校です。

【HP】http://www.mgu.ac.jp/home/

【E-Mail】somu@mgu.ac.jp

（学）明治学院
［学校法人］〒108-8636　東京都港区白金台1-2-37　Tel.

03-5421-5167 Fax.03-5421-5451　◇地下鉄南北線白金台

駅2番から徒歩7分　◇創立／1863年　◇理事長／若林 

之矩、学院長／久世 了　◇関連施設／明治学院中学校、

明治学院高等学校、明治学院東村山高等学校、明治学院

大学、明治学院大学大学院　◇特色／明治学院創立者ヘ

ボンの生涯を貫く理想「他者への貢献（do for others）」

を教育理念とする。

【HP】http://www.meijigakuin.ac.jp/

（学）桃山学院
［学校法人］〒594-1198　大阪府和泉市まなび野1-1　

Tel.0725-54-3131 Fax.0725-54-3200　◇泉北高速鉄道和

泉中央駅から徒歩12分　◇創立／1884年　◇理事長／坪

井 清、学院長／大西 修、事務局長／森本 衛　◇関連施

設／桃山学院中学校、桃山学院高等学校、桃山学院大学、

桃山学院大学大学院　◇特色／キリスト教精神に基づく

人格の陶治。「自由と愛の精神」をもって「世界の市民」

を育てる。

【HP】http://www.andrew.ac.jp/

（学）盛岡大学
［学校法人］〒020-0183　岩手県岩手郡滝沢村滝沢字砂

込808　Tel.019-688-5656 Fax.019-688-5550　◇JR盛岡

駅からバス「盛岡大学」停　◇創立／1951年　◇理事長

／久慈 次男　◇関連施設／盛岡大学、盛岡大学短期大

学部、盛岡大学附属高等学校、盛岡大学附属厨川幼稚園、

盛岡大学附属松園幼稚園、盛岡調理師専門学校　◇特色

／「愛と奉仕」「生命と真理」を教育理念とし、「対話の

ある学校」を教育目標とする。

【HP】http://www.morioka-u.ac.jp/

【E-Mail】kikaku@morioka-u.ac.jp

や

（学）八代学院
［学校法人］〒658-0032　兵庫県神戸市東灘区向洋町中

9-1-6　Tel.078-845-3211 Fax.078-845-3222　◇神戸新交

通六甲アイランド線マリンパーク駅から徒歩5分　◇理事

長／前田 次郎　◇関連施設／神戸国際大学附属高等学

校、神戸国際大学

女学院大学、福岡女学院看護大学、福岡女学院大学人文

学科研究所、福岡女学院大学生涯学習センター、福岡女

学院天神サテライト

【HP】http://www.fukujo.ac.jp/

（学）普連土学園
［学校法人］〒108-0073　東京都港区三田4-14-16　Tel.

03-3451-4616 Fax.03-3453-2028　◇JR田町駅から徒歩8

分　◇創立／1887年　◇理事長／岩崎 俊夫、校長／大

津 光男、事務長／畠中 ルイザ　◇関連施設／普連土学

園中学校、普連土学園高等学校　◇特色／クエーカーの

沈黙の礼拝から簡素・奉仕の精神を学び、少人数教育で

国際的視野を持てるよう指導している。

【HP】http://www.friends.ac.jp/

（学）平安女学院
［学校法人］〒602-8013　京都府京都市上京区下立売通

烏丸西入五町目町172-2　Tel.075-414-8155（法人本部） 

Fax.075-414-8159（法人本部）　◇地下鉄烏丸線丸太町

駅から徒歩3分　◇創立／1875年　◇理事長・院長／猿

橋 靖、事務局長／福田 正和　◇関連施設／平安女学院

幼稚園、平安女学院中学校、平安女学院高等学校、平安

女学院大学・短期大学部

【HP】http://www.heian.ac.jp/

【E-Mail】webmaster@tk.heian.ac.jp

（学）平和学園
［学校法人］〒253-0031　神奈川県茅ヶ崎市富士見町

5-2　Tel.0467-87-0131 Fax.0467-87-0183　◇JR辻堂駅

からバス8分　◇創立／1946年　◇理事長／山口 洋一

郎、理事・学園長・中学校校長／中山 洋司、理事・高等

学校長／飯塚 正秀、理事・小学校長／岡崎 一実　◇関

連施設／平和学園幼稚園、平和学園小学校、アレセイア

湘南中学校、アレセイア湘南高等学校、初等中等教育研

究所、キリスト教教育センター　◇特色／賀川豊彦が初

代理事長。幼稚園から高校までを併設する総合学園。一

人ひとりを大切にする教育は定評を得る。

【HP】http://www.aletheia.ac.jp/

（学）北陸学院
［学校法人］〒920-1396　石川県金沢市三小牛町イ11　

Tel.076-280-3858 Fax.076-280-3859　◇バス「北陸学院

大学前」停、徒歩1分　◇創立／1885年　◇理事長・学

院長／楠本 史郎、事務局長／村田 哲朗　◇関連施設／

北陸学院第一幼稚園、北陸学院扇が丘幼稚園、北陸学院

小学校、北陸学院中学校、北陸学院高等学校、北陸学院

大学、北陸学院大学短期大学部、地域教育開発センター

【HP】http://www.hokurikugakuin.ac.jp/

ま

（学）松山東雲学園
［学校法人］〒790-0911　愛媛県松山市桑原3-2-1　Tel.

089-931-6211 Fax.089-933-5559　◇JR松山駅からバス

「短大前」停　◇創立／1886年　◇理事長／山崎 文雄、

事務局長／川上 聖司　◇関連施設／松山東雲中学校、松

山東雲高等学校、松山東雲短期大学、松山東雲女子大

学　◇特色／聖書に基づき賢明で自立的な国際的視野を

持った女性の教育を目指す。



教
育
ガ
イ
ド

１ 

連
絡
機
関

医
療
・
福
祉

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

各
種
団
体

世
界
宣
教

785
専門・特集ガイド編
学校・教育ガイド

ら

（学）酪農学園
［学校法人］〒069-8501　北海道江別市文京台緑町582　

Tel.011-386-1111 Fax.011-386-1214　◇JR大麻駅から徒

歩13分　◇創立／1933年　◇理事長／麻田 信二、学園

長／原田 勇、事務局長／田中 義則　◇関連施設／とわ

の森三愛高等学校、酪農学園大学短期大学部、酪農学園

大学、酪農学園大学大学院

【HP】http://www.rakuno.ac.jp/

（学）立教学院
［学校法人］〒171-0021　東京都豊島区西池袋3-34-1　

Tel.03-3985-2202 Fax.03-3985-2827　◇JR池袋駅から徒

歩7分　◇創立／1874年　◇理事長／糸魚川 順　◇関連

施設／立教小学校、立教新座中学校・高等学校、立教池

袋中学校・高等学校、立教大学　◇特色／「キリスト教

教育に基づく教育」を掲げ、「真理を探究する力」「共に

生きる力」を育成する。

【HP】http://www.rikkyo.ac.jp

【E-Mail】koho@rikkyo.ac.jp

（学）立教女学院
［学校法人］〒168-8616　東京都杉並区久我山4-29-60　

Tel.03-3334-5105 Fax.03-3334-8393　◇井の頭線三鷹台

駅から徒歩1分　◇創立／1877年　◇理事長／酒向 登志

郎、院長／中村 邦介、事務局長／滝口 明　◇関連施設

／立教女学院小学校、立教女学院中学校、立教女学院高

等学校、立教女学院短期大学、立教女学院短期大学附属

幼稚園天使園

【HP】http://www.rikkyo.ne.jp/grp/jogakuin/

（学）柳城学院
［学校法人］〒466-0034　愛知県名古屋市昭和区明月町

2-54　Tel.052-841-2635 Fax.052-841-2697　◇地下鉄御

器所駅　◇創立／1898年　◇理事長／渋澤 一郎、事務

局長／塚田 一宣　◇関連施設／名古屋柳城短期大学、名

古屋柳城短期大学付属幼児教育研究所

【HP】http://www.ryujo.ac.jp/

（学）ルーテル学院
［学校法人］〒181-0015　東京都三鷹市大沢3-10-20　

Tel.0422-31-4611 Fax.0422-33-6405　◇JR武蔵境駅南口

からバス「西野」停、徒歩3分　◇創立／1909年　◇理

事長／石原 寛、学長／市川 一宏、校長／江藤 直純、事

務長／高瀬 恵治　◇関連施設／【大学附属機関】人間成

長とカウンセリング研究所、ルター研究所、臨床心理相

談センター、コミュニティ人材養成センター【大学院附

属機関】包括的臨床死生学研究所　◇特色／一人ひとり

を大切にする教育を通じて、キリストの心を心として神と

世に仕える人材を育成する。

【HP】http://www.luther.ac.jp/

【E-Mail】koho@luther.ac.jp

（学）櫨蔭学園
［学校法人］〒743-0011　山口県光市光井9-22-1　Tel.

0833-72-1187 Fax.0833-72-1308　◇JR光駅から車10分　

◇創立／1928年　◇理事長／堀川 昌典、学校長／藤井 

（学）山梨英和学院
［学校法人］〒400-8508　山梨県甲府市横根町888　

Tel.055-223-6010 Fax.055-223-6019　◇JR甲府駅から車

15分　◇創立／1889年　◇理事長／幸田 三郎、院長／

木田 獻一　◇関連施設／山梨英和幼稚園、韮崎英和幼稚

園、石和英和幼稚園、山梨英和中学校・高等学校、山梨

英和大学、山梨英和大学大学院　◇特色／キリスト教の

信仰に基づく人間形成の学校教育を目的とし、敬神、愛人、

自修をスクール・モットーとしている。

【HP】http://www.y-eiwa.jp/

（学）横須賀学院
［学校法人］〒238-8511　神奈川県横須賀市稲岡町82　

Tel.046-822-3218 Fax.046-826-1443　◇京浜急行横須賀

中央駅から徒歩10分　◇創立／1950年　◇関連施設／横

須賀学院小学校、横須賀学院中学校、横須賀学院中学高

等学校

【HP】http://www.yokosukagakuin.ac.jp

（学）横浜英和学院
［学校法人］〒232-8580　神奈川県横浜市南区蒔田町

124　Tel.045-731-1901 Fax.045-712-8773　◇地下鉄蒔

田駅から徒歩8分　◇創立／1880年　◇理事長／永井 輝

男、学院長／森山 みね子、事務長／大沢 和彦　◇関連

施設／横浜英和幼稚園、横浜英和小学校、横浜英和女学

院中学校、横浜英和女学院高等学校　◇特色／聖書に出

典をおく「心を清め人に仕えよ」の校訓と130年の伝統の

もとに国際性豊かな人格を育む学院です。

【HP】http://www.yokohama-eiwa.ac.jp

(学）横浜学院
［学校法人］〒231-0862　神奈川県横浜市中区山手町

203　Tel.045-641-3284 Fax.045-651-7688　◇JR石川町

駅から徒歩7分　◇創立／1947年　◇理事長／金子 大、

校長／深川 和正　◇関連施設／横浜女学院中学校、横

浜女学院高等学校

（学）横浜共立学園
［学校法人］〒231-0862　神奈川県横浜市中区山手町

212　Tel.045-641-3785 Fax.045-641-9188　◇JR石川町

駅から徒歩10分　◇創立／1871年　◇理事長／久保 義

宣、校長／坂田 雅雄、事務局長／三武 好道　◇関連施

設／横浜共立学園中学校、横浜共立学園高等学校

【HP】http://www.kjg.ed.jp/

横浜ＹＭＣＡ
［法人団体］〒231-8458　神奈川県横浜市中区常盤町

1-7　Tel.045-662-3721 Fax.045-651-0169　◇JR関内駅

から徒歩3分　◇創立／1884年　◇総主事／田口 努　◇

関連施設／横浜YMCA学院専門学校、YMCA健康福祉専

門学校、YMCA国際ホテル・トラベル専門学校、YMCA

福祉専門学校、YMCAスポーツ専門学校、YMCAとつか

保育園、YMCA乳児保育園、YMCAマナ保育園、YMCA

つるみ保育園、YMCAかわさき保育園、YMCAいずみ保

育園、YMCA東とつか保育園、YMCA山手台保育園アルク、

YMCAあつぎ保育園ホサナ、YMCA大和ライフ・サポート・

センター、富士山YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ、

有限会社ワイコーポレーション

【HP】http://www.yokohamaymca.org/

【E-Mail】yokohama@ymcajapan.org



教
育
ガ
イ
ド

２ 

学
校
施
設

医
療
・
福
祉

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

各
種
団
体

世
界
宣
教

786
専門・特集ガイド編
学校・教育ガイド

北 海 道

遺愛女子中学校・高等学校
［(学)遺愛学院］〒040-8543　函館市杉並町23-11　Tel.

0138-51-0418 Fax.0138-51-7150　◇JR函館駅から車20

分　◇創立／1874年　◇校長／福島 基輝　◇学部学科

／中学校・高等学校（普通科特進コース・一般コース、

英語科）　◇特色／『信仰、犠牲、奉仕』を校訓とし、毎

朝の礼拝を大切に守ります。充実した進路指導で生徒の

夢を実現します。

【HP】http://www.iaijoshi-h.ed.jp/

【E-Mail】iaigirls@iaijoshi-h.ed.jp

とわの森三愛高等学校
［(学)酪農学園］〒069-0836　江別市文京台緑町569　

Tel.011-386-3111 Fax.011-386-1243　◇JR大麻駅から徒

歩5分　◇創立／1991年　◇校長／榮 忍、宗教主任／肥

田 信長、副校長／黒畑 勝男、教頭／久保木 崇、教頭／

藤島 浩二　◇学部学科／普通科（獣医進学コース、フー

ドクリエイトコース、トップアスリート健康コース、アド

バンストコース、総合教育コース）、アグリエイト科（機

農コース）　◇特色／建学の精神である「神、人、土を愛

す」三愛精神を基盤にした6つのコースで愛に向かって歩

みはじめます。

【HP】http://www.san-ai.ed.jp/

【E-Mail】towanomori@san-ai.ed.jp

北星学園女子中学校・高等学校
［女子校］　［(学)北星学園］〒064-0804　札幌市中央区南

四条西17-2-2　Tel.011-561-7153 Fax.011-561-7627　◇

地下鉄東西線西18丁目駅から徒歩5分　◇創立／1887

年　◇校長／石原 菊雄、生徒募集部長／浅里 慎也、広

報部長／貞広 康子　◇学部学科／普通科、英語科、音

楽科　◇特色／聖書の教えから「真理を愛し、個人を愛

する人間・他者と共に生き、歴史を担う人間」を教育目

標にする伝統ある学校。

【HP】http://www.hokusei-ghs-jh.ed.jp

北星学園大学附属高等学校
［共学校］　［(学)北星学園］〒004-0007　札幌市厚別区厚

別町下野幌38　Tel.011-897-2881 Fax.011-897-0360　◇

JR新札幌駅からバス「もみじ台北3丁目」停、徒歩5分　◇

創立／1962年　◇校長／三浦 英敏、宗教主任／横田 法

子　◇学部学科／全日制普通科（進学コース・普通コース）

【HP】http://www.hokusei-s-h.ed.jp/

【E-Mail】hokusei@hokusei-s-h.ed.jp

北星学園余市高等学校
［共学校］　［(学)北星学園］〒046-0003　余市郡余市町黒

川町96　Tel.0135-22-6211 Fax.0135-22-6097　◇JR余市

駅　◇創立／1965年　◇校長／佐々木 成行　◇学部学

科／全日制普通科

【HP】http://www.hokusei-y-h.ed.jp/

【E-Mail】hokuseiy@hokusei-y-h.ed.jp

酪農学園大学・酪農学園大学大学院・酪農学
園大学短期大学部

［(学)酪農学園］〒069-8501　江別市文京台緑町582　

Tel.011-386-1111 Fax.011-386-1214　◇JR大麻駅から徒

歩12分　◇創立／1960年　◇大学・大学院・短期大学部

学長／谷山 弘行　◇学部学科／大学：酪農学部（酪農

学科、農業経済学科、食品科学科、食品流通学科）、獣医

学部（獣医学科）、環境システム学部（環境マネジメント

学科、地域環境学科、生命環境学科）　大学院：獣医学

研究科、酪農学研究科　短期大学部：酪農学科　◇特色

／キリスト教に基づく「神を愛し、人を愛し、土を愛する」

三愛精神に徹した人間教育につとめる。

【HP】http://www.rakuno.ac.jp/

YMCA英語・スポーツ専門学校［YMCA］
［商業実務・文化教養］　［(財)北海道YMCA］〒064-

0811　札幌市中央区南11条西11丁目　Tel.011-561-5342 

Fax.011-563-0041　◇地下鉄東西線西11丁目駅からバス

10分　◇創立／1980年　◇理事長／杉本 拓、校長／宮

崎 善昭　◇学部学科／国際ビジネス学科・生涯スポーツ

学科　◇特色／本校は財団法人北海道ＹＭＣＡが運営す

キリスト教主義学校を都道府県別・50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［法人団体名など］、所在

地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇学科、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

２  キリスト教主義・各種学校・専門学校

わ

(財)早稲田奉仕園
［財団法人］〒169-8616　東京都新宿区西早稲田2-3-1　

Tel.03-3205-5401 Fax.03-3205-5413　◇地下鉄東西線早

稲田駅から徒歩5分　◇創立／1908年　◇理事長／奥島 

孝康　◇特色／キリスト教精神に基づき、国際的な視野

に立って他者と共に生きる人間形成の場としての働きを

しています。

【HP】http://www.hoshien.or.jp/

康正、事務局長／大森 皎弘　◇関連施設／聖光幼稚園、

聖光高等学校

【HP】http://www.seiko-h.ed.jp/

【E-Mail】seiko-h@seiko-h.ed.jp
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る2年制専修学校認可校で英語とスポーツ系のスペシャリ

ストを養成。

【HP】http://www.hokkaido-ymca.or.jp/senmon/

【E-Mail】college@hokkaido-ymca.or.jp

稚内北星学園大学
［(学)稚内北星学園］〒097-0013　稚内市若葉台1-2290-

28　Tel.0162-32-7511 Fax.0162-32-7500　◇南稚内駅か

ら車15分　◇創立／1987年　◇理事長／浜森 辰雄、学

長／丸山 不二夫　◇学部学科／情報メディア学部・情報

メディア学科

【HP】http://www.wakhok.ac.jp

青 森 県

弘前学院聖愛中学高等学校
［(学)弘前学院］〒036-8144　弘前市原ヶ平字山元112-

21　Tel.0172-87-1411 Fax.0172-87-1413　◇弘南鉄道大

鰐線聖愛中高前駅から徒歩7分　◇創立／1886年　◇校

長／春藤 英徳

【HP】http://seiai.ed.jp/

弘前学院大学
［(学)弘前学院］〒036-8577　弘前市稔町13-1　Tel.0172-

34-5211 Fax.0172-32-8768　◇弘南鉄道西弘前駅から徒

歩3分　◇創立／1971年　◇学長／吉岡 利忠

【HP】http://www.hirogaku-u.ac.jp/

岩 手 県

三愛学舎
［知的障害特別支援学校］　［(学)カナン学園］〒028-

5133　二戸郡一戸町中山字軽井沢49-33　Tel.0195-35-

2231 Fax.0195-35-2781　◇いわて銀河鉄道奥中山高原駅

から徒歩15分　◇創立／1978年　◇理事長／猪苗代 正

憲、校長／澤谷 常清、教頭／伊藤 和彦　◇学部学科／

本科、専攻科　◇特色／専攻科を併設している私立の知

的障がいをもつ高等部の生徒達が通う、特別支援学校で

す。5年間の一貫した青年期教育の場です。

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~ishigaku/syokai/kakukou/sanai.

html

【E-Mail】sanai-kouchou@ac.auone-net.jp

盛岡スコーレ高等学校
［(学)向中野学園］〒020-0851　盛岡市向中野字才川2-3　

Tel.019-636-0827 Fax.019-636-0830　◇JR仙北町駅から

徒歩20分　◇創立／1961年　◇理事長／毛利 二郎、校

長／宮本 義孝、事務長／古川 靖弘　◇学部学科／総合

学科、調理師養成課程。関連：生活教育研究所

【HP】http://www.schole.jp/

【E-Mail】info@morioka-schole-h.ed.jp

盛岡大学・短期大学部
［(学)盛岡大学］〒020-0183　岩手郡滝沢村滝沢字砂込

808　Tel.019-688-5555(大学）、5570（短期大学） Fax. 

019-688-5577(大学）、5568（短期大学）　◇JR盛岡駅からバ

ス「盛岡大学」停　◇創立／1964年　◇学長／望月 善次

【HP】http://www.morioka-u.ac.jp/

宮 城 県

尚絅学院大学・大学院
［(学)尚絅学院］〒981-1295　名取市ゆりが丘4-10-1　Tel.

022-381-3300 Fax.022-381-3325　◇JR仙台駅西口バスプ

ールから30分　◇創立／1892年　◇学長／佐々木 公

明　◇学部学科／大学院総合人間科学研究科（心理学専

攻、健康栄養科学専攻）。総合人間科学部（表現文化学科、

人間心理学科、現代社会学科、生活環境学科、健康栄養

学科） 女子短期大学部（保育科、専攻科＜保育専攻＞）　

◇特色／キリスト教による人間教育、人間と社会の多角

的な教育研究による、実践的活動能力と視野を持つ人材

の育成。

【HP】http://www.shokei.jp/

尚絅学院中学校・高等学校
［(学)尚絅学院］〒980-0873　仙台市青葉区広瀬町9-1　

Tel.022-264-5881 Fax.022-264-5901　◇JR仙台駅西口か

らバス「尚絅前」停　◇創立／1892年　◇校長／佐藤 

信義　◇特色／教育目標：キリスト教を土台として、人

間のあり方を探り、他者とともに生きる。

【E-Mail】mail@shokei.ed.jp

仙台YMCA国際ホテル専門学校
［商業実務］　［（財）仙台キリスト教青年会］〒980-

0822　仙台市青葉区立町9-7　Tel.022-222-7645 Fax. 

022-222-4651　◇JR仙台駅から徒歩20分　◇創立／1988

年　◇理事長／阿部 靖、校長／加藤 雄一　◇学部学科

／ホテル科、ブライダルプランナー科、ヒューマンコミュ

ニケーション科、ホテル専攻科　◇特色／『旅人をねん

ごろにもてなす』を校訓にそのプロフェショナルを育成し

ています。

【HP】http://www.sendaiymca.or.jp/

【E-Mail】hotelschool@sendaiymca.or.jp

東北学院大学・大学院
［(学)東北学院］〒980-8511　仙台市青葉区土樋1-3-1　

Tel.022-264-6421 Fax.022-264-3030［連絡先：Tel.022-

264-6365］　◇仙台市地下鉄五橋駅から徒歩5分　◇創立

／1886年　◇大学学長／星宮 望　◇学部学科／大学：

文学部、経済学部、法学部、工学部、教養学部。大学院：

文学研究科、経済学研究科、法学研究科、工学研究科、

人間情報学研究科、法務研究科　◇特色／キリスト教に

よる人格教育を基礎に学術理論及び応用を研究し、その

深奥を究めて広く文化の進展に寄与する。

【HP】http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/

【E-Mail】daigakuin@staff.tohoku-gakuin.ac.jp

宮城学院女子大学・大学院
［(学)宮城学院］〒981-8557　仙台市桜ヶ丘9-1-1　Tel.

022-279-1311 Fax.022-279-7566　◇JR仙台駅から車30

分　◇創立／1949年　◇学長／吉崎 泰博　◇学部学科

／大学：学芸学部/英文学科・日本文学科・人間文化学科・

音楽科（実技系、文化系）・食品栄養学科・生活文化学科・

発達臨床学科・国際文化学・心理行動科学科・児童教育

学科。大学院：人文科学研究科修士課程/英語・英米文学

専攻 日本語・日本文学専攻 人間文化学専攻 生活文化デ

ザイン専攻　◇特色／本学は自由と愛の精神を大切にし、

主体的に自己や他者に愛を持って関わっていく女性へと
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学科）、大学院　◇特色／キリスト教の精神に基き、謙虚

に真理を追求し、公正を尊び、真の隣人愛をもって人と

社会に進んで奉仕し、人類の福祉と世界の平和に貢献す

る人間の育成を目的とする。

【HP】http://www.icc.ac.jp/

【E-Mail】kiara@icc.ac.jp

栃 木 県

アジア農村指導者養成専門学校
［農村開発・人材育成］　［(学)アジア学院(Asian Rural Inst

itute)］〒329-2703　那須塩原市槻沢442-1　Tel.0287-36-

3111 Fax.0287-37-5833　◇JR那須塩原駅から車10分　

◇創立／1973年　◇校長／大津 健一、副校長／荒川 朋

子　◇学部学科／農村開発科、研究科　◇特色／“人の

いのちとそれを支える食べ物を大切にする社会”アジア・

アフリカの農村指導者が集り研修をしています。

【HP】http://www.ari-edu.org

【E-Mail】info@ari-edu.org

群 馬 県

共愛学園中学校・共愛学園高等学校
［(学)共愛学園］〒379-2185　前橋市小屋原町1115-3　

Tel.027-267-1000 Fax.027-267-1001　◇JR駒形駅から徒

歩7分　◇創立／1888年　◇校長／鈴木 信行　◇学部学

科／高校カリキュラム　普通科：文化コース、総合コース、

理数コース　英語科：進学コース、特進コース　双葉寮

(中、高寮）　◇特色／特進コースを新しく設け、学力にも

さらなる向上をめざしている学校です。

【HP】http://www.edu.kyoai.ac.jp/

共愛学園前橋国際大学
［(学)共愛学園］〒379-2192　前橋市小屋原町1154-4　

Tel.027-266-7575 Fax.027-266-7576　◇JR駒形駅から徒

歩7分　◇創立／1999年　◇学長／平田 郁美　◇学部学

科／国際社会学部 国際社会学科　◇特色／「ちょっと大

変だけれど実力のつく大学」

【HP】http://www.kyoai.ac.jp

【E-Mail】mkc@ct.kyoai.ac.jp

新島学園短期大学［新島短大］
［(学)新島学園］〒370-0068　高崎市昭和町53　Tel.027-

326-1155 Fax.027-324-1444　◇JR北高崎駅から徒歩5

分　◇創立／1983年　◇学長／大平 良治　◇学部学科

／キャリアデザイン学科、コミュニティこども学科　◇特

色／キリスト教教育を土台に、時代の要請に応え地域に

貢献できる、専門知識を持った職業人を育成します。

【HP】http://ns.niitan.jp

新島学園中学校・高等学校
［(学)新島学園］〒379-0116　安中市安中3702　Tel.027-

381-0240 Fax.027-381-0630　◇JR安中駅から徒歩15

分　◇創立／1947年

【HP】http://www.neesima.ac.jp/

【E-Mail】office@mail.neesima.ac.jp

成長できる大学。

【HP】http://www.mgu.ac.jp/

山 形 県

基督教独立学園高等学校
［(学)基督教独立学園］〒999-1292　西置賜郡国小国町叶

水826　Tel.0238-65-2021 Fax.0238-65-2401　◇JR小国

駅から10km　◇創立／1934年　◇校長／安積 力也、理

事長／武 裕一郎　◇特色／「神を畏るるは学問の始め」

をモットーに、聖書を読み、天然に学び、労働を重んじる

全寮制の学校。

【HP】http://www.dokuritsugakuen.com

福 島 県

インターナショナルニューライフカレッジ（い
のちの和泉村）［INLC］

［教育・共同生活寮・図書館］　［ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾆｭｰﾗｲﾌｶﾚｯｼﾞ］

〒963-7808　石川郡石川町双里字松作74　Tel&F

ax.0247-26-2236 Tel.090-7794-5220　◇JR磐城石川駅か

ら車7分　◇創立／1978年　◇塾長・牧師・村長／櫻井 

淳司　◇学部学科／フリースペース　◇特色／戦争のな

い世界を実現するために、非暴力のライフスタイルを習得

し拡げる場としての『いのちの和泉村』です。

【E-Mail】newlifeizumivilla@nifty.com

福島イングリッシュセンター
［語学専門学校］　［（株）創世］〒960-8113　福島市旭町

9-7　Tel.024-534-9141 Fax.024-531-0107　◇福島駅から

車5分　◇創立／1970年　◇校長／大内 滋子、マネージ

ャー／野田 和裕　◇学部学科／英会話・日本語・中国語・

韓国語・タイ語・ベトナム語・イタリア語・スペイン語・

他　◇特色／キリスト教精神を土台にし「言葉が人間の

未来をつくる」をモットーに語学が大好きな子供達が育

っています。

【HP】http://park20.wakwak.com/~sosei/FEC.htm

【E-Mail】sosei-fec@pop21.odn.ne.jp

茨 城 県

茨城キリスト教学園中学校・高等学校
［(学)茨城キリスト教学園］〒319-1221　日立市大みか町

6-11-1　Tel.0294-52-3215 Fax.0294-54-1610（中学校）、

0294-53-9927（高等学校）　◇JR大みか駅から徒歩10

分　◇創立／1947年　◇校長／小澤 則男　◇学部学科

／高等学校：普通科

【HP】http://www.icc.ac.jp/

【E-Mail】kiara@icc.ac.jp

茨城キリスト教大学［IC］
［(学)茨城キリスト教学園］〒319-1221　日立市大みか町

6-11-1　Tel.0294-52-3215 Fax.0294-53-9120　◇JR大み

か駅から徒歩10分　◇創立／1967年　◇大学長／鈴木 

研二、宗教主事／野口 良哉　◇学部学科／大学：文学部

（現代英語学科・児童教育学科・文化交流学科）、生活科

学部（人間福祉学科・食物健康学科）、看護学部（看護
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義信　◇学部学科／普通科：普通コース・特別進学コース、

英語科　◇特色／「神を愛し人を愛し土を愛す」を校訓

として、自己を確立し、人に奉仕する喜び、自然との共生

を大切にします。

【HP】http://www.ceh.ed.jp/

東 京 都

愛氣健康セミナー
［健康セミナー］　［(有)健康ライブ］〒110-0005　台東区

上野5-26-5 サトウビル5F　Tel.03-3835-3889 Fax.03-

3835-3917　◇JR御徒町駅から徒歩1分　◇創立／1973

年　◇院長／夫 奉秋　◇学部学科／氣功、整体　◇特

色／「病人に手をおけば、いやされる」マルコ16章18節

のみ言葉を実践するセミナー。

【HP】http://www.aiki-seminar.net/

【E-Mail】kenkoulive@live.jp

青山学院大学大学院
［(学)青山学院］〒150-8366　渋谷区渋谷4-4-25 〒252-

5258相模原市中央区淵野辺5-10-1　Tel.03-3409-8111(青

山)、042-759-6000(代)（相模原） Fax.03-3409-0927(青山)、

042-759-6164（相模原）　◇地下鉄表参道駅B1から徒歩5

分（青山）、JR淵野辺駅から徒歩7分（相模原）　◇創立

／1952年　◇大学学長／伊藤 定良　◇学部学科／文学

研究科、経済学研究科、法学研究科、経営学研究科、国

際政治経済学研究科、総合文化政策学研究科、理工学研

究科、社会情報学研究科、国際マネジメント研究科、法

務研究科、会計プロフェッション研究科

【HP】http://www.aoyama.ac.jp/

青山学院大学
［(学)青山学院］〒150-8366　渋谷区渋谷4-4-25 〒252-

5258相模原市中央区淵野辺5-10-1　Tel.03-3409-8111(青

山)、042-759-6000(代)（相模原） Fax.03-3409-0927(青山)、

042-759-6164（相模原）　◇地下鉄表参道駅B1から徒歩5

分（青山）、JR淵野辺駅から徒歩7分（相模原）　◇創立

／1949年　◇学長／伊藤 定良　◇学部学科／文学部、

文学部第二部、教育人間科学部、経済学部、法学部、経

営学部、国際政治経済学部、総合文化政策学部、理工学部、

社会情報学部

【HP】http://www.aoyama.ac.jp/

青山学院女子短期大学
［(学)青山学院］〒150-8366　渋谷区渋谷4-4-25　Tel.03-

3409-8111 Fax.03-3406-8945　◇地下鉄表参道駅B1から

徒歩5分　◇創立／1950年　◇学長／谷本 信也　◇学部

学科／国文学科、英文学科、家政学科、教養学科、芸術

学科、子ども学科、専攻科

【HP】http://www.luce.aoyama.ac.jp/

青山学院高等部
［(学)青山学院］〒150-8366　渋谷区渋谷4-4-25　Tel.03-

3409-3880 Fax.03-3409-5784　◇地下鉄表参道駅B1から

徒歩5分　◇創立／1950年　◇高等部部長／西川 良三　

◇特色／礼拝と聖書の学びを通して、人を愛し、人に奉

仕する人間の育成に努めている学校です。

【HP】http://www.agh.aoyama.ed.jp/

埼 玉 県

浦和ルーテル学院小学校・中学校・高等学校
［浦和ルーテル学院］〒330-8563　さいたま市浦和区駒場

1-22-18　Tel.048-886-5019 Fax.048-887-6698　◇JR北

浦和駅東口からバス「前耕地」停、徒歩１分　◇創立／

1953年　◇校長／藤倉 二三男、教頭／小松 良美　◇特

色／建学の精神「神と人とを愛する人間、神と人とに愛

される人間」

【HP】http://www.uls.ed.jp/

聖学院大学・大学院
［聖学院］〒362-8585　上尾市戸崎1-1　Tel.048-781-

0925 Fax.048-726-2962［連絡先：聖学院大学広報企画

部 広報課　〒362-8585　埼玉県上尾市戸崎1-1 Tel.048-

780-1707］　◇JR宮原駅西口から徒歩15分（スクールバス

運行）　◇創立／1988年　◇学長／阿久戸 光晴、大学院

長／大木 英夫　◇学部学科／政治経済学部（政治経済

学科、コミュニティ政策学科）、人文学部（欧米文化学科、

日本文化学科）人間福祉学部（児童学科、人間福祉学科）、

大学院（政治政策学研究科、アメリカ・ヨーロッパ文化

学研究科、人間福祉学研究科）　◇特色／聖学院大学は、

「神を仰ぎ、人に仕う」をスクールモットーとしたプロテ

スタント・キリスト教大学です。

【HP】http://www.seigakuin.jp/

【E-Mail】pr@seig.ac.jp

聖望学園中学校・高等学校
［(学)聖望学園］〒357-0006　飯能市中山292　Tel.042-

973-1500 Fax.042-973-6541　◇JR東飯能駅から徒歩13

分　◇創立／1951年　◇理事長／神田 秀夫、校長／関 

純彦　◇学部学科／普通科　◇特色／キリスト教の信仰

を元に、進学と部活の両面で、与えられた能力を生かす

教育を目指しています。

【HP】http://www.seibou.ac.jp/

【E-Mail】school@seibou.ac.jp

立教学院新座中学校･高等学校
［(学)立 教 学 院 ］〒352-8523　 新 座 市 北 野1-2-25　

Tel.048-471-2323 Fax.048-473-0455　◇東武東上線志木

駅から徒歩12分　◇創立／1948年　◇校長／西村俊彦　

◇学部学科／高等学校：普通科　◇特色／自由な校風と

広大なキャンパス、恵まれた教育施設のなか、勉強にク

ラブ活動に充実した学校生活を。

【HP】http://niiza-hs.rikkyo.ac.jp/

千 葉 県

梅園学園
［(学)梅園学園］〒260-0851　千葉市中央区矢作町939-

6　Tel.043-222-2003 Fax.043-222-2126　◇杉本 建二

【HP】http://www.umezono.net/

千葉英和高等学校
［(学)聖 書 学 園 ］〒276-0028　 八 千 代 市 村 上709-1　

Tel.047-484-5141 Fax.047-487-5466　◇京成電鉄成田線

勝田台駅からバス「英和高校前」停、徒歩2分　◇創立／

1946年　◇理事長・校長／大羽 克弘、宗教主任／石黒 
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教育で確かな保育者を育てます。少人数だからこそ就職

までを見通したきめ細かい指導。

【HP】http://www.irwin.ac.jp/

【E-Mail】koho@irwin.ac.jp

クリスチャンアカデミーインジャパン［CAJ］
［キリスト教教育］　［(財)クリスチャン・アカデミー・イン・

ジャパン］〒203-0013　 東久留米市新川町1-2-14　

Tel.042-471-0022 Fax.042-476-2200　◇西武池袋線東久

留米駅から徒歩3分　◇創立／1950年　◇理事長／カー

ルソン・ポーリン、校長／バンダーハック・ブライアン　

◇学部学科／幼稚部、初等部、中等部、高等部　◇特色

／アメリカの教育制度に基づくキリスト教主義教育。

【HP】http://caj.or.jp/

【E-Mail】infodesk@caj.or.jp

恵泉女学園大学
［(学)恵泉女学園］〒206-8586　多摩市南野2-10-1　Tel.

042-376-8211 Fax.042-376-8218　◇小田急線多摩センタ

ー駅からスクールバス8分　◇創立／1988年　◇学長／

木村 利人　◇学部学科／人文学部（日本語日本文化学科、

英語コミュニケーション学科、文化学科）　人間社会学部

（国際社会学科、人間環境学科）　◇特色／本学が大切に

している3つのこと。人間を尊ぶ心―聖書、平和を求める

心―国際、自然を慈しむ心―園芸。

【HP】http://www.keisen.jp/univ/

恵泉女学園中学・高等学校
［(学)恵泉女学園］〒156-0055　世田谷区船橋5-8-1　

Tel.03-3303-2115 Fax.03-3303-9644　◇小田急線千歳船

橋から徒歩12分　◇創立／1929年　◇校長／佐伯 幸雄、

副校長／加藤 英明、副校長／本山 早苗　◇特色／聖書・

園芸・国際を創立以来教育の3つの柱としています。明る

くのびやかな生徒達が育っています。

【HP】http://www.keisen.ac.jp/high/

啓明学園初等学校
［(学)啓明学園］〒196-0002　昭島市拝島町5-11-15　

Tel.042-541-1003 Fax.042-546-6533　◇JR拝島駅から車

10分　◇創立／1940年　◇校長／佐々 信行　◇特色／

正直・純潔・無私・敬愛の標語のもと、世界各地から来

た仲間とともに、豊かな自然の中で学んでいます。

【HP】http://www.keimei.ac.jp/

【E-Mail】webmaster@keimei.ac.jp

啓明学園中学校・高等学校
［(学)啓明学園］〒196-0002　昭島市拝島町5-11-15　Tel.

042-541-1003 Fax.042-541-1048　◇JR拝島駅からバス

「啓明学園前」停　◇創立／1940年　◇理事長・学園長・

校長／平野 吉三　◇特色／帰国生を多く受入れ国際感覚

豊かな雰囲気であり、キリストの教えから生き方を学びます。

【HP】http://www.keimei.ac.jp/

香蘭女学校中等科・高等科
［(学)香蘭女学校］〒142-0064　品川区旗の台6-22-21　Tel.

03-3786-1136 Fax.03-3786-1238　◇東急池上線・大井町

線旗の台駅から徒歩5分　◇創立／1888年　◇校長／横内 

允　◇特色／人を愛する優しい思いやりの心を育て、人生

を真実に生きることのできる女性の育成をめざしています。

【HP】http://www.koran.ed.jp/

青山学院中等部
［(学)青山学院］〒150-8366　渋谷区渋谷4-4-25　Tel.03-

3407-7463 Fax.03-5485-2164　◇地下鉄表参道駅B1から

徒歩5分　◇創立／1947年　◇中等部部長／山本 与志

春　◇特色／キリスト教信仰に基づく愛と奉仕の精神を

持った人間の形成を目的とする学校です。

【HP】http://www.jh.aoyama.ed.jp/

青山学院初等部
［(学)青山学院］〒150-8366　渋谷区渋谷4-4-25　Tel.03-

3409-8111 Fax.03-3409-8706　◇地下鉄表参道駅B1から

徒歩5分　◇創立／1946年　◇初等部部長／池田 敬介　

◇特色／青山学院初等部の教育は「キリスト教信仰にも

とづく人間の形成」を目的とする。

【HP】http://www.age.aoyama.ed.jp/

アメリカンクリスチャンカレッジ
〒164-0003　中野区東中野3-7-8　Tel&Fax.03-5389-

2734　◇JR東中野駅から徒歩4分　◇創立／1990年　◇

校長／ポール・アクストン　◇学部学科／英語集中課程、

単位取得課程

【E-Mail】axton@home.email.ne.jp

桜美林大学［桜美林］
［(学)桜美林学園］〒194-0294　町田市常盤町3758　

Tel.042-797-2661 Fax.042-797-9991　◇JR淵野辺駅から

車5分　◇創立／1946年　◇理事長・大学長／佐藤 東洋

士、チャプレン／井上 大衛、チャプレン・宗務部長／三

谷 高康、チャプレン・チャプレン室長／土橋 敏良、チャ

プレン／嶋田 律之　◇学部学科／大学：リベラルアーツ

学群・総合文化学群・健康福祉学群・ビジネスマネジメ

ント学群、大学院、日本言語文化学院（留学生別科）　◇

特色／キリスト教精神を礎として、希望を失わず、他者の

痛みを理解し、人に仕えることのできる人材を育てる学園。

【HP】http://www.obirin.ac.jp/

【E-Mail】info-ctr@obirin.ac.jp

桜美林中学校・高等学校
［(学)桜美林学園］〒194-0294　町田市常盤町3758　

Tel.042-797-2668 Fax.042-797-0195［連絡先：Tel.042-

797-2667］　◇JR淵野辺駅から車5分　◇創立／1947

年　◇校長／本田 栄一

【HP】http://www.obirin.ac.jp/

鷗友学園女子中学高等学校
［(学)鷗 友学園］〒156-8551　 世田谷区宮 坂1-5-30　

Tel.03-3420-0136 Fax.03-3420-8782　◇東急世田谷線宮

の坂駅から徒歩4分　◇創立／1935年　◇校長／西川 邦

子、教頭／吉野 明、教頭／中村 達幸　◇特色／「よろ

こび」と「真剣さ」あふれる学園をめざして。トータルで

バランスのとれた女性の育成をめざします。

【HP】http://www.ohyu.jp/

【E-Mail】info@ohyu.jp

玉成保育専門学校
［(学)アルウィン学園］〒167-0054　杉並区松庵1-9-33　

Tel.03-3332-5973 Fax.03-3332-5974　◇京王井の頭線三

鷹台駅から徒歩5分　◇創立／1916年　◇理事長・校長

／阿部 光佑、副校長／大橋 和子、事務長／鈴木 邦夫　

◇学部学科／保育学科　◇特色／玉成は未来を見つめた
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彰栄保育福祉専門学校
［教育・社会福祉］　［(学)彰栄学園］〒112-0001　文京区

白山4-14-15　Tel.03-3941-2613 Fax.03-3946-4710　◇都

営地下鉄三田線千石駅から徒歩7分　◇創立／1896年　

◇理事長・学園長／林 淳三、校長／佐々木 敏郎、事務

局長／芦野 裕一　◇学部学科／教員養成専門課程（保

育科）、社会福祉専門課程（介護福祉科、介護福祉専攻科） 

関連：彰栄表現研究所　◇特色／建学の精神には、本学

園の根底に流れるキリスト教の教えに基づく「愛と奉仕」

を掲げております。

【HP】http://www.shoei.ac.jp/

彰栄リハビリテーション専門学校
［(学)彰栄学園］〒173-0004　板橋区板橋1-42-15　Tel.

03-5943-0411 Fax.03-5943-0412　◇地下鉄三田線新板橋

駅A3から徒歩3分　◇創立／2004年　◇校長／保﨑 清

人　◇学部学科／作業療法学科昼間部（3年制）、作業療

法学科夜間部（4年制）

【HP】http://www.shoei-reha.jp/

【E-Mail】shoei-reha@msf.biglobe.ne.jp

女子学院中学校・高等学校
［(学)女子学院］〒102-0082　千代田区一番町22-10　Tel.

03-3263-1711 Fax.03-3263-1715　◇JR市ヶ谷駅　◇創立

／1870年　◇校長／田中 弘志　◇特色／毎朝の礼拝を

大切に守り、自由な校風の中で、教養ある人格の育成を目

指しています。

【HP】http://www.joshigakuin.ed.jp

女子聖学院中学校・高等学校
［中学・高校］　［(学)聖学院］〒114-8574　北区中里3-12-

2　Tel.03-3917-2277 Fax.03-3917-3680［連絡先：聖学院

大学広報企画部 広報課　〒362-8585　埼玉県上尾市戸

崎1-1 Tel.048-780-1707］　◇JR駒込駅から徒歩7分　◇

創立／1905年　◇校長／大野 碧　◇特色／「神を仰ぎ、

人に仕う」に基づき、一人ひとりの個性・感性・適性を

見守り、育成していきます。

【HP】http://joshisei.netty.ne.jp

【E-Mail】pr_girls@seig.ac.jp

聖学院アトランタ国際学校
［聖学院］5505 Winters Chapel Road , Atlanta , GA 

30360 USA [日本でのお問い合わせ先　本部総務局TEL：

03-3917-8351]　Tel.+1-770-730-0045 Fax.+1-770-730-

0245［連絡先：聖学院大学広報企画部 広報課　〒362-

8585　埼玉県上尾市戸崎1-1 Tel.048-780-1707］　◇創立

／1990年　◇校長／エイハーン，みな子　◇学部学科／

幼稚部・小学部　◇特色／キリスト教教育に基づき、他者、

異文化を理解する真の国際人を育てる、バイリンガル教

育を実践します。

【HP】http://www.seig.ac.jp/atlanta/

【E-Mail】info@seigakuin.us

聖学院小学校
［小学校］　［(学)聖学院］〒114-8574　北区中里3-13-1　

Tel.03-3917-1555 Fax.03-3917-5560［連絡先：聖学院大

学広報企画部 広報課　〒362-8585　埼玉県上尾市戸崎

1-1 Tel.048-780-1707］　◇JR駒込駅東口から徒歩5分　◇

創立／1960年　◇校長／村瀬 聰子　◇特色／「よく学

ぶ　よく遊ぶ　よく祈る」の下、一人ひとりの賜物を大切

国際英語学校
〒151-0053　渋谷区代々木1-29-5　Tel.03-3370-0571 

Fax.03-3370-4346　◇JR代々木駅西口から徒歩1分　◇

創立／1945年　◇校長／吉本 美枝　◇学部学科／会話

専攻学科、通訳ガイド科、秘書実務学科

国際基督教大学［ICU］
［大学］　［(学)国際基督教大学］〒181-8585　三鷹市大沢

3-10-2　Tel.0422-33-3038 Fax.0422-33-3635　◇JR武蔵

境駅からバス12分「国際基督教大学」停　◇創立／1949

年　◇理事長／橋本 徹、学長／鈴木 典比古　◇学部学

科／教養学部：アーツ・サイエンス学科　◇特色／キリ

スト教の理念に基づき、リベラルアーツによる全人教育を

行う大学です。

【HP】http://www.icu.ac.jp

【E-Mail】prc@icu.ac.jp

国際基督教大学高等学校［ICU高校］
［(学)国際基督教大学］〒184-8503　小金井市東町1-1-1　

Tel.0422-33-3401 Fax.0422-33-3376　◇JR武蔵境駅南口

からバス12分「国際基督教大学」停、徒歩6分　◇創立

／1978年　◇校長／中村 一郎　◇特色／キリスト教精

神を基盤とし、異文化体験をしてきた帰国生と国内で育

った一般生徒が、共に学び切磋琢磨する。

【HP】http://www.icu-h.ed.jp

国際基督教大学大学院［ICU］
［大学院］　［(学)国際基督教大学］〒181-8585　三鷹市大

沢3-10-2　Tel.0422-33-3038 Fax.0422-33-3635　◇JR武

蔵境駅から小田急バス12分「国際基督教大学」停　◇創

立／1949年　◇理事長／橋本 徹、学長／鈴木 典比古　

◇学部学科／大学院：教育学研究科 、行政学研究科、比

較文化研究科、理学研究科　◇特色／学部における一般

的、専門的教養の基礎の上に、学術の理論・応用を教授

研究し、文化の進展に寄与する。

【HP】http://www.icu.ac.jp/

【E-Mail】prc@icu.ac.jp

国際文化学園高等部
［高卒取得］〒160-0004　新宿区四谷2-11-6　Tel.03-

3355-9811 Fax.03-3355-9812　◇JR四ッ谷駅　◇創立／

1998年　◇学園長／吉積 和成　◇学部学科／高卒のみ

取得コース、高卒+大学受験コース、高卒+国際コース（英

語学習）、高卒+音楽コース（ロック、ポピュラーなどのギ

ター及びボーカル、高卒+美術コース、高卒+保育・福祉

コース、高卒+芸能コース）

自由学園（初等部・女子部中等科・男子部中
等科・高等科・最高学部）

［(学)自由学園］〒203-8521　東久留米市学園町1-8-15　

Tel&Fax.042-422-3116 Tel.042-422-3111 Fax.042-422-

1078　◇西武池袋線ひばりが丘駅南口から徒歩10分　◇

創立／1921年　◇学園長／十文字 輝雄、副学園長／矢

野 恭弘、最高学部学部長／鈴木 春男　◇特色／『自由

学園は一人ひとりを大切にする学校です。』『新しい時代

を創るリーダーを育てます。』

【HP】http://www.jiyu.ac.jp/

【E-Mail】info@jiyu.ac.jp
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鶴川女子短期大学
［女子校］　［(学)明泉学園］〒195-0054　町田市三輪町

1135　Tel.044-988-1128 Fax.044-987-1173　◇小田急線

鶴川駅北口からバス「鶴川女子短期大学」停　◇創立／

1968年　◇学長／百瀬 和男　◇学部学科／幼児教育学

科　◇特色／教育職員など教授会の半数はクリスチャン。

キリスト教講演会なども開いている。

【HP】http://www.meisen.ac.jp/tsurukawatandai/

東京女子大学・大学院
［(学)東京女子大学］〒167-8585　杉並区善福寺2-6-1　

Tel.03-5382-6340 Fax.03-3395-1037　◇JR西荻窪駅から

徒歩12分　◇創立／1918年　◇学長／眞田 雅子　◇学

部学科／＜大学＞現代教養学部（人文学科：哲学専攻、

日本文学専攻、英語文学文化専攻、史学専攻、国際社会

学科：国際関係専攻、経済学専攻、社会学専攻、人間科

学科：心理学専攻、コミュニケーション専攻、言語科学

専攻、数理科学科：数学専攻、情報理学専攻。文理学部

＜大学院＞修士課程：文学研究科（哲学専攻・日本文学

専攻・英米文学専攻・史学専攻・社会学専攻・心理学専攻）。

現代文化研究科（現代文学専攻）。博士前期課程：理学

研究科（数学専攻）。博士後期課程：人間科学研究科（人

間文化科学専攻、生涯人間科学専攻）、理学研究科（数

学専攻）。　◇特色／1918年の創立以来一貫して、キリ

スト教を基盤としたしたリベラル・アーツ教育を継承して

います。

【HP】http://www.twcu.ac.jp/

【E-Mail】general-affairs@office.twcu.ac.jp

東京YMCA医療福祉専門学校
［(学)東京YMCA学院］〒186-0003　国立市富士見台2-35-

11　Tel.042-577-5521 Fax.042-577-5506　◇南武線谷保

駅から徒歩8分　◇創立／1996年　◇校長／八尾 勝　◇

学部学科／介護福祉科・作業療法学科　◇特色／「互い

に愛し合いなさい」をカレッジスピリットとし、他者をし

っかりと受けとめ共に生きる人材を育てる。

【HP】http://tokyo.ymca.or.jp/iryofukushi/

【E-Mail】ifs@tokyo.ymca.or.jp

東京ＹＭＣＡ国際学校［TYIS］
［幼稚園～小学校］　［（財）東京キリスト教青年会］〒

135-0016　江東区東陽2-2-20 東京YMCA東陽町センター

内　Tel.03-3615-5632 Fax.03-5635-1023　◇地下鉄東西

線東陽町駅から徒歩5分　◇創立／1998年　◇校長／東

後 勝明、副校長／山根 一毅、教務主任／マックスフィー

ルド，ケビン　◇学部学科／在日外国人子弟及び帰国子

女への英語による初等教育　◇特色／キリスト教精神に

基づき、北米のカリキュラム、多様な文化圏出身の生徒

や教師との交わりに定評があります。

【HP】http://tokyo.ymca.or.jp/tyis

【E-Mail】tyis@tokyo.ymca.or.jp

東京YMCA国際ホテル専門学校
［（財）東京キリスト教青年会］〒169-0051　新宿区西早

稲田2-18-12　Tel.03-3202-7480 Fax.03-3202-0412　◇

JR高田馬場駅から徒歩8分　◇創立／1890年　◇校長／

堀口 廣司、副校長／小畑 貴裕　◇学部学科／ホテル（昼

2年）、ホテル専攻科（昼1年）、ホテル実務科（昼1年）　

◇特色／「努めて旅人をもてなしなさい」をモットーにサ

ービスのプロフェッショナルを育成する業界随一の伝統

にし、奉仕的に活躍できるよう教育します。

【HP】http://www.seig.ac.jp/prim/

【E-Mail】pr_prim@seig.ac.jp

聖学院中学校・高等学校
［中学・高校］　［(学)聖学院］〒114-8502　北区中里3-12-

1　Tel.03-3917-1121 Fax.03-3917-1123［連絡先：聖学院

大学広報企画部 広報課　〒362-8585　埼玉県上尾市戸

崎1-1 Tel.048-780-1707］　◇JR駒込駅東口から徒歩5

分　◇創立／1906年　◇校長／山口 博　◇特色／「ナ

ンバーワン志向からオンリーワン志向へ」の下、国際社会

で積極的に奉仕、活躍できるよう育てます。

【HP】http://www.seig-boys.org/

【E-Mail】info@seig-boys.org

聖路加看護大学・大学院
［聖路加看護学園］〒104-0044　中央区明石町10-1　Tel.

03-3543-6391 Fax.03-5565-1626　◇地下鉄日比谷線築地

駅から徒歩3分　◇創立／1920年　◇学長／井部 俊子、

大学院研究科長／堀内 成子　◇学部学科／看護学部 看

護学科　◇特色／知と感性と愛のアート

【HP】http://www.slcn.ac.jp/

草苑保育専門学校
［(学)草苑学園］〒171-0031　豊島区目白3-17-11　Tel.03-

3953-4016 Fax.03-3952-4387　◇JR目白駅から徒歩5分　

◇創立／1954年　◇理事長／太田 満喜　◇学部学科／

幼稚園教員･保育士養成科　◇特色／キリスト教の精神を

教育の理念として、子どもと共に生きる保育者を育成し、

広く社会に貢献する。

【HP】http://www.soen.ac.jp/

【E-Mail】garden@soen.ac.jp

玉川聖学院中等部・高等部［玉聖］
［(学)玉川聖学院］〒158-0083　世田谷区奥沢7-11-22　

Tel.03-3702-4141 Fax.03-3702-8002　◇東急東横線自由

が丘駅から徒歩7分　◇創立／1950年　◇学院長／バー

ナード・バートン、中高等部長／水口 洋、中等部教頭／

田中 正文、高等部教頭／ミッシェルフェルド 雅子　◇特

色／玉聖はミッションスクールであることを大切に守り、

生徒の個性を尊重して心のこもった教育を提供します。

【HP】http://www.tamasei.ed.jp/

【E-Mail】mail1@tamasei.ed.jp

津田塾大学・大学院
［(学)津田塾大学］〒187-8577　小平市津田町2-1-1　

Tel.042-342-5111 Fax.042-341-2444　◇西武国分寺線鷹

の台駅から徒歩8分　◇創立／1900年　◇学長／飯野 正

子　◇学部学科／大学：学芸学部（英文学科、国際関係

学科、数学科、情報科学科） 大学院：文学研究科、国際

関係学研究科、理学研究科

【HP】http://www.tsuda.ac.jp/

鶴川高等学校
［女子校］　［(学)明泉学園］〒195-0054　町田市三輪町

122　Tel.044-988-1126 Fax.044-989-0562　◇小田急線

鶴川駅北口からバス10分「鶴川高校前」停　◇創立／

1960年　◇学長／百瀬 和男　◇特色／徳育科を設け、

聖書を中心としたキリスト教教育を行っている。

【HP】http://www.tsurukawa.ed.jp/index.asp
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1942　Tel.042-735-2361 Fax.042-734-8292　◇小田急線

町田駅　◇創立／1920年　◇校長／西海 昭延　◇特色

／キリスト教の信仰に基き、聴覚主導の人間教育を行う

聾学校です。乳幼児から中学生まで在籍しています。

【HP】http://www.nrg.ac.jp/

普連土学園中学校・高等学校［FGS］
［(学)普連土学園］〒108-0073　港区三田4-14-16　Tel.03-

3451-4616 Fax.03-3453-2028　◇JR田町駅から徒歩8

分　◇創立／1887年　◇校長／浜野 能男、理事長／岩

崎 俊夫　◇特色／フレンド派（クエーカー)の精神ー誠実・

簡素ーを基盤に、一人一人を大切に育てる家族的な小規

模校です。

【HP】http://www.friends.ac.jp/

むさしの学園小学校［むさしの学園］
［小学校・幼稚園］　［(学)武蔵野学園］〒183-0002　府中

市多磨町1-19-1　Tel.042-361-9655 Fax.042-361-7288　

◇西武多摩川線多磨駅から徒歩3分　◇創立／1924年　

◇理事長・校長／江幡 清彦、事務長／入間田 徹夫、幼

稚園長／江幡 真喜子　◇学部学科／武蔵野学園ひまわり

幼稚園　◇特色／教師は教室に出勤し一日中子どもと過

ごします。大切にされた！ という思いで卒業していくよう

努力しています。

【HP】http://www.musashino-gakuen.com/

明治学院高等学校
［(学)明治学院］〒108-0071　港区白金台1-2-37　Tel.03-

5421-5011 Fax.03-5421-5014　◇地下鉄南北線白金台駅

から徒歩7分　◇創立／1863年　◇校長／小暮 修也　◇

学部学科／高等学校：普通科　◇特色／神を畏れ人を愛

し、他を思いやり、他と共に生き、他と共に高め合うこと

の大切さを学びます。

【HP】http://www.meigaku.ed.jp

明治学院大学・大学院
［(学)明治学院］〒108-8636　港区白金台1-2-37 〒244-

8539横浜市戸塚区上倉田町1518　Tel.03-5421-5111 

Fax.03-5421-5454　◇都営浅草線高輪台駅から徒歩7

分　◇創立／1949年　◇学長／大塩 武　◇学部学科／

大学：文学部（英文学科、フランス文学科、芸術学科）、

経済学部（経済学科、経営学科）、社会学部（社会学科、

社会福祉学科）、法学部（法律学科、消費情報環境法学科、

政治学科）、国際学部（国際学科）、心理学部（心理学科）。

大学院：文学研究科（英文学専攻、フランス文学専攻、

芸術学専攻、心理学専攻）、経済学研究科（経済学専攻、

経営学専攻）、社会学研究科（社会学専攻、社会福祉学

専攻）、法学研究科（法律学専攻）、国際学研究科（国際

学専門）　◇特色／「他者への貢献」（do for others)とい

う教育理念をミッションにしている。

【HP】http://www.meijigakuin.ac.jp/

【E-Mail】koho@mguad.meijigakuin.ac.jp

明治学院中学校・東村山高等学校
［(学)明治学院］〒189-0024　東村山市富士見町1-12-3　

Tel.042-391-2142 Fax.042-391-5926　◇西武拝島線・国

分寺線小川駅から徒歩8分　◇創立／1887年　◇校長／

細野 直史

【HP】http://www.meijigakuin-higashi.ed.jp/

校

【HP】http://tokyo.ymca.or.jp/

【E-Mail】ihs-info@tokyo.ymca.or.jp

東京YMCA社会体育・保育専門学校
［専門学校］　［（財）東京キリスト教青年会］〒135-

0016　江東区東陽2-2-15　Tel.03-3615-5577 Fax.03-

3615-5584　◇地下鉄東西線東陽町駅西口から徒歩3分　

◇創立／1980年　◇校長／広田 光司、副校長／成末 回

天雄、事務長／堀口 廣司　◇学部学科／社会体育専門課

程：スポーツトレーナー科、スポーツインストラクター科、

社会体育専攻科　保育専門課程：保育科　◇特色／実習、

体験学習を重視したカリキュラムにより、即戦力になるス

ポーツの指導者と保育士を養成します。

【HP】http://tokyo.ymca.or.jp/shakaitaiiku/

【E-Mail】sports@tokyo.ymca.or.jp

東京YWCA
［社会教育、福祉、語学教育］　［（財）東京基督教女子青

年会］〒101-0062　千代田区神田駿河台1-8-11　Tel.03-

3293-5422 Fax.03-3293-5570　◇JR御茶ノ水駅から徒歩

4分　◇創立／1905年　◇理事長／窪田 暁子、総幹事／

尾崎 裕美子　◇学部学科／英会話、スペイン語、韓国

語　◇特色／語学ボランティアに必要な語学教育を行い、

多くの人が支えられる地域社会をつくることをめざします。

【HP】http://www.tokyo.ywca.or.jp/lang/

【E-Mail】lang@tokyo.ywca.or.jp

東洋英和女学院小学部
［(学)東洋英和女学院］〒106-0032　港区六本木5-6-14　

Tel.03-5411-1322 Fax.03-5411-1323　◇地下鉄日比谷線

六本木駅　◇創立／1884年　◇小学部長／山本 香織　

◇特色／幼稚園から大学院まで、キリスト教による人間

形成を重んじ、敬神奉仕の校訓のもと国際性をも養う。

【HP】http://www.toyoeiwa.ac.jp

東洋英和女学院大学大学院
［(学)東洋英和女学院］〒106-8507　港区六本木5-14-

40　Tel.03-3583-4031 Fax.03-3583-3097　◇地下鉄日比

谷線六本木駅　◇創立／1993年　◇人間科学研究科長

／小坂 和子、国際協力研究科長／三橋 利光　◇学部学

科／人間科学研究科　修士課程　人間科学領域　臨床心

理学領域　人間科学研究科　博士後期課程　国際協力研

究科　修士課程　◇特色／主として平日夜間と土曜日に

授業を行う。（財）日本臨床心理士資格認定協会の一種指

定校として認定されている。

【HP】http://www.toyoeiwa.ac.jp

【E-Mail】daigakuin@toyoeiwa.ac.jp

東洋英和女学院中学部・高等部
［(学)東洋英和女学院］〒106-8507　港区六本木5-14-

40　Tel.03-3583-0696 Fax.03-3587-0597　◇地下鉄大江

戸線麻布十番駅から徒歩5分　◇創立／1884年　◇高等

部部長／小林 敏、中学部部長／鈴木 齊　◇特色／125

年の歴史と伝統を大切にしつつ、「敬神・奉仕」の精神に

基づき自立した女性の育成に務めています。

【HP】http://www.toyoeiwa.ac.jp

日本聾話学校小学校・中学部
［日本聾話学校］〒195-0063　町田市野津田町並木
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ッセージを受け聖歌を歌い退堂し各々の教室で学びを始

めます。

【HP】http://www.rikkyo.ne.jp/grp/jogakuin/

【E-Mail】jogakuin@grp.rikkyo.ne.jp

立教大学
［(学)立教学院］〒171-8501　豊島区西池袋3-34-1　Tel.

03-3985-2202 Fax.03-3985-2827　◇JR池袋駅西口から徒

歩7分　◇創立／1874年　◇総長／吉岡 知哉　◇学部学

科／大学：文学部、異文化コミュニケーション学部、経

済学部、経営学部、理学部、社会学部、法学部、観光学部、

コミュニティ福祉学部、現代心理学部。大学院：キリスト

教学研究科、文学研究科、経済学研究科、経営学研究科、

理学研究科、社会学研究科、法学研究科、観光学研究科、

コミュニティ福祉学研究科、現代心理学研究科、ビジネ

スデザイン研究科、21世紀社会デザイン研究科、異文化

コミュニケーション研究科、法務研究科（法科大学院）。　

◇特色／立教大学は、キリスト教に基づく人間教育を通

じて、「専門性に立つ教養人」を育成します。

【HP】http://www.rikkyo.ac.jp/

【E-Mail】koho@rikkyo.ac.jp

ルーテル外国語学校
［(宗)日本ルーテル教団］〒102-0071　千代田区富士見

1-2-32　Tel.03-3263-9835 Fax.03-3262-7759　◇JR飯田

橋駅から徒歩5分　◇創立／1952年　◇校長／安藤 政

泰　◇学部学科／昼間総合英語本科、夜間英会話本科、

個人授業科

【HP】http://www.jlc.or.jp/lli/

ルーテル学院大学・大学院
［キリスト教学・社会福祉学・臨床心理学］　［(学)ルーテ

ル学院］〒181-0015　三鷹市大沢3-10-20　Tel.0422-31-

4611 Fax.0422-33-6405　◇JR武蔵境駅南口からバス「西

野」停、徒歩3分　◇創立／1909年　◇理事長／石原 寛、

学長／市川 一宏、事務長／高瀬 恵治　◇学部学科／大

学：総合人間学部（キリスト教学科、社会福祉学科、臨

床心理学科）。大学院：総合人間学研究科（社会福祉学

専攻、臨床心理学専攻）　◇特色／2009年度、創立100周

年を迎えた伝統ある大学。心と福祉と魂の高度な専門家

を養成。

【HP】http://www.luther.ac.jp/

神 奈 川 県

アレセイア湘南高等学校
［(学)平和学園］〒253-0031　茅ケ崎市富士見町5-2　Tel.

0467-87-0132 Fax.0467-86-7350　◇JR辻堂駅からバス8

分　◇創立／1946年　◇学校長／飯塚 正秀、理事長／

山口 洋一郎、学園長／中山 洋司

【HP】http://www.aletheia.ac.jp/

アレセイア湘南中学校
［(学)平和学園］〒253-0031　茅ヶ崎市富士見町5-2　Tel.

0467-87-7760 Fax.0467-87-0496　◇JR辻堂駅からバス8

分　◇創立／1946年　◇学校長・学園長／中山 洋司、

理事長／山口 洋一郎　◇特色／6年制一貫教育、男女共学。

【HP】http://www.aletheia.ac.jp/

ユーオーディア・アカデミー
［音楽院］　［一般社団法人ユーオーディア］〒154-0024　

世田谷区三軒茶屋2-19-15-Ｂ1　Tel&Fax.03-6657-5011　

◇田園都市線三軒茶屋駅から徒歩5分　◇創立／2004

年　◇院長・理事長／柳瀬 洋、顧問／村上 宣道、顧問

／日下部 繁、特別講師／大塚 野百合、特別講師／マー

シュ，バーニ　◇学部学科／声楽科、器楽科、作曲・編

曲科、奏楽者養成科、ジュニア科　◇特色／クリスチャ

ンでクラシック演奏家、音楽伝道、教会音楽奉仕者を志

す人々のための音楽、信仰両面の専門教育。

【HP】http://euodia.jp/

【E-Mail】euodia@crux.ocn.ne.jp

立教女学院小学校
［(学)立教女学院］〒168-8626　杉並区久我山4-29-60　

Tel.03-3334-5102 Fax.03-3334-5279　◇京王井の頭線三

鷹台駅から3分　◇創立／1931年　◇校長／清水 良一

【HP】http://www.rikkyo.ac.jp/grp/jogakuin-sho/

【E-Mail】jogakuin-sho@rikkyojogakuin.ac.jp

立教池袋中学校・高等学校
［(学)立教学院］〒171-0021　豊島区西池袋5-16-5　Tel.

03-3985-2707 Fax.03-3971-4930　◇JR池袋駅西口から徒

歩10分　◇創立／1874年　◇特色／新時代を拓く2つの

教育目標｢テーマを持って真理を探究する力を育てる｣｢共

に生きる力を育てる｣

【HP】http://ikebukuro.rikkyo.ac.jp/

立教英国学院 小学部・中学部・高等部
［学校施設］　［立教英国学院］現地住所：Guildford Road, 

Rudgwick, West Sussex RH12 3BE England　Tel. 

01403-822107 Fax.01403-822535［連絡先：立教英国学

院東京事務所　〒171-0021　東京都豊島区西池袋3-34-1 

立教学院内 Tel.03-3985-2785］　◇GuildfoRd駅から車20

分　◇創立／1972年　◇理事会議長／糸魚川 順、校長

／棟近 稔　◇学部学科／教育分野：小学部（5・6年）、

中学部、高等部　◇特色／キリスト教に基づく全寮制の

学校。日本人としての教養を養うと共に国際的に活躍で

きる人を育成している。

【HP】http://www.rikkyo.w-sussex.sch.uk/

【E-Mail】eikoku@rikkyo.w-sussex.sch.uk

立教小学校
［(学)立教学院］〒171-0021　豊島区西池袋3-36-26　Tel.

03-3985-2728 Fax.03-3590-9085　◇池袋駅西口から徒歩

13分　◇創立／1948年

【HP】http://www.rikkyo.ne.jp/grp/prim

立教女学院短期大学
［(学)立教女学院］〒168-8626　杉並区久我山4-29-23　

Tel.03-3334-5104 Fax.03-3247-4774　◇京王井の頭線三

鷹台駅から徒歩1分　◇創立／1967年　◇学長／酒向 登

志郎　◇学部学科／英語科、幼児教育科、専攻科

【HP】http://www.rikkyo.ne.jp/grp/rittan/index.html

立教女学院中学校・高等学校
［(学)立教女学院］〒168-8616　杉並区久我山4-29-60　

Tel.03-3334-5103 Fax.03-3334-5468　◇井の頭線三鷹台

駅から徒歩1分　◇創立／1877年　◇校長／平塚 敬一　

◇特色／中高とも毎朝礼拝で聖歌を歌い、聖書を聴きメ
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学研究科、法務研究科）

【HP】http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

賜恩学園
〒253-0053　茅ヶ崎市東海岸北3-10-4　Tel.0467-59-

0559　◇JR茅ヶ崎駅から徒歩12分　◇理事長／岸田 馨

聖ステパノ学園小学校・中学校・幼稚園まき
ば

［幼稚園］〒255-0003　中郡大磯町大磯868　Tel.0463-

61-1298 Fax.0463-61-9739　◇JR大磯駅駅前　◇創立／

1953年　◇校長／小川 正夫

【E-Mail】stephen@educet.plala.or.jp

捜真小学校
［(学)捜真学院］〒221-8720　横浜市神奈川区中丸8　Tel.

045-491-4227 Fax.045-491-4228　◇東急東横線反町駅

から徒歩15分　◇創立／1886年　◇校長／新藤 啓二、

教頭／内藤 伸人　◇学部学科／男女共学　一学年60名

（30名×2クラス）　◇特色／毎朝の礼拝を大切にしていま

す。7月に世界、アジア、日本のことを覚えて「平和を祈

る礼拝」をしています。

【HP】http://www.soshin-p.ed.jp/

捜真女学校中学部・高等学部［捜真］
［捜真学院］〒221-8720　横浜市神奈川区中丸8　Tel.

045-491-3686 Fax.045-491-6715　◇東急東横線反町駅か

ら徒歩15分　◇創立／1886年　◇部長／横山 茂　◇特

色／「真理を捜し求める」ことを建学の精神として、世

界の平和に貢献する人材を育てる中高一貫教育の学校で

す。

【HP】http://www.soshin.ac.jp/

東洋英和女学院大学
［(学)東洋英和女学院］〒226-0015　横浜市緑区三保町

32　Tel.045-922-5511 Fax.045-922-5517　◇JR十日市場

駅からバス　◇創立／1884年　◇学長代行／飽戸 弘　

◇学部学科／人間科学部（人間科学科、人間福祉学科）、

国際社会学部（国際社会学科）　◇特色／「敬神・奉仕」

の建学の精神を身につけ、人間性豊かな女性として人と

世界に奉仕する学生を育てる学院です。

【HP】http://www.toyoeiwa.ac.jp

聖坂養護学校
［普通教育（特別支援学校）］　［(学)聖坂学院］〒231-

0862　横浜市中区山手町140　Tel.045-622-2974 Fax. 

045-622-2923　◇みなとみらい線元町・中華街駅から徒

歩15分　◇創立／1967年　◇理事長／柴田 昌一、学校

長／松井 務、副校長／菅原 新也、教務主任／佐野 明紀、

事務長／安部 正幸　◇学部学科／小学部、中学部、高等

部（本科・専攻科）特別支援教育（知的障碍）　◇特色

／キリスト教主義の知的特別支援学校。開かれた環境で、

豊かな経験を通し神様から戴いた賜を磨く学校。

【HP】http://www.hijirizaka.jp/

【E-Mail】hijiri@hijirizaka.jp

フェリス女学院大学・大学院
［(学)フェリス女学院］〒245-8650　横浜市泉区緑園4-5-

3　Tel.045-812-8211 Fax.045-812-8822　◇相模鉄道緑

園都市駅から徒歩5分　◇創立／1965年　◇学長／宮坂 

和泉短期大学
［クラーク学園］〒252-5222　相模原市中央区青葉2-2-

1　Tel.042-754-1133 Fax.042-753-2087　◇小田急線相

模大野駅からスクールバス20分　◇創立／1965年　◇学

長／伊藤 忠彦、理事長／深町 正信　◇学部学科／児童

福祉学科／専攻科介護福祉専攻

【HP】http://www.izumi-c.ac.jp/

【E-Mail】info@izumi-c.ac.jp

和泉福祉専門学校
［クラーク学園］〒252-0251　相模原市中央区大野台3-11-

1　Tel.042-753-2311 Fax.042-757-5647　◇JR淵野辺駅

からバス「大野台3丁目」停　◇創立／1985年　◇校長

／宮本 和武　◇学部学科／介護福祉科

【HP】http://www.izumi-fukushi.ac.jp/

関東学院小学校
［(学)関東学院］〒232-0002　横浜市南区三春台4　Tel.

045-241-2634 Fax.045-243-3545　◇京浜急行黄金町

駅　◇創立／1952年　◇校長／清水 元　◇特色／変わ

ることのない価値観、道徳を子供たちに根づかせ、信頼

される人間を育てる学校。校訓『人になれ奉仕せよ』

【HP】http://es.kanto-gakuin.ac.jp/

関東学院中学校・高等学校［三春台キャンパス
中・高］

［(学)関東 学院 ］〒232-0002　 横 浜 市 南区 三 春 台4　

Tel.045-231-1001 Fax.045-231-6628　◇京浜急行黄金町

駅から徒歩5分　◇創立／1919年　◇校長／冨山 隆

【HP】http://www.kantogakuin.ed.jp/

関東学院六浦小学校
［(学)関東学院］〒236-0037　横浜市金沢区六浦東1-50-

1　Tel.045-701-8285 Fax.045-783-5342　◇京浜急行金

沢八景駅からバス「人間環境学部」停、徒歩2分　◇創

立／1949年　◇校長／島田 正敏

【HP】http://mes.kanto-gakuin.ac.jp/

関東学院六浦中学校・高等学校
［(学)関東学院］〒236-0031　横浜市金沢区六浦東1-50-

1　Tel.045-781-2525 Fax.045-781-2527　◇京浜急行金

沢八景駅から徒歩15分　◇創立／1884年　◇校長／落越 

道彦

【HP】http://www.kanto-mutsuura.com/

関東学院大学・大学院
［(学)関東学院］〒236-0037　横浜市金沢区六浦東1-50-1

（金沢八景） 横浜市金沢区釜利谷南3-22-1（金沢文庫）、小

田原市荻窪1162-2（小田原）　Tel.045-786-7002 Fax.045-

786-7038　◇京浜急行金沢八景駅から徒歩15分（金沢八

景）、京浜急行金沢文庫駅からバス（野村住宅センター行）

徒歩2分（金沢文庫）、JR小田原駅から徒歩18分（小田原）　

◇創立／1884年　◇学長／松井 和則　◇学部学科／大

学：文学部（英語英米文学科、現代社会学科、比較文化

学科）、経済学部（経済学科、経営学科）、法学部（法学科）、

工学部（機械工学科、電気電子情報工学科、情報ネット・

メディア工学科、建築学科、社会環境システム学科、物

質生命科学科）人間環境学部(現代コミュニケーション学

科、人間環境デザイン学科、健康栄養学科、人間発達学科） 

大学院：（文学研究科、経済学研究科、法学研究科、工
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子　◇特色／「心を清め人に仕えよ」が校訓です。神を

畏れること、自立すること、隣人とともに生きることが教

育の目標です。

【HP】http://www.yokohama-eiwa.ac.jp/

横浜共立学園中学校・高等学校
［(学)横浜共立学園］〒231-0862　横浜市中区山手町

212　Tel.045-641-3785 Fax.045-641-9188　◇根岸線石

川町駅から徒歩10分　◇創立／1871年　◇校長／坂田 

雅雄

【HP】http://www.kjg.ed.jp/

横浜女学院中学校・高等学校
［中学・高校］　［(学)横浜学院］〒231-8661　横浜市中区

山手町203　Tel.045-641-3284（中学・高等学校） 045-

681-7767（事務室） Fax.045-651-7688　◇JR石川町駅元

町口から7分　◇創立／1947年　◇校長／井手 雅彦　◇

学部学科／普通　◇特色／プロテスタントのキリスト教

精神による人間教育を行い、主による『感謝・信頼・希望』

を重んじています。

【HP】http://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/

【E-Mail】yjg@yjg.y-gakuin.ed.jp

横浜女子短期大学
［女子校］　［(学)白峰学園］〒234-0054　横浜市港南区港

南台4-4-5　Tel.045-833-7100 Fax.045-832-7246　◇JR

港南台駅から徒歩5分　◇創立／1966年　◇学長／平野 

建次　◇学部学科／保育科

【HP】http://www.yokotan.ac.jp/

YMCA健康福祉専門学校
［（財）横浜YMCA］〒243-0018　厚木市中町4-16-19　

Tel.046-223-1441 Fax.046-223-2101　◇小田急小田原線

本厚木駅から徒歩5分　◇創立／1985年　◇校長／小林 

一郎　◇学部学科／健康福祉科、福祉スポーツ科、介護

福祉科

【HP】http://www.yokohamaymca.org/

【E-Mail】ymkenko@yokohama-ymca.or.jp

YMCAスポーツ専門学校
［(学)横浜YMCA］〒244-0816　横浜市戸塚区上倉田町

769-24　Tel.045-864-4990 Fax.045-864-4808　◇JR戸塚

駅東口から徒歩5分　◇創立／1994年　◇校長／大高 

聡　◇学部学科／スポーツインストラクター科、スポー

ツトレーナー科（こどもスポーツ、保育コース、スポーツ

トレーナーコース）　◇特色／スポーツやキャンプ活動を

通して人との関わりや他者との協同の意味を学ぶような

専門教育を目指しています。

【HP】http://www.yokohamaymca.ac.jp

YMCA福祉専門学校
［(学)横浜YMCA］〒214-0014　川崎市多摩区登戸3032-

2　Tel.044-932-2015 Fax.044-933-3202　◇JR登戸駅か

ら徒歩5分　◇創立／1998年　◇校長／五十嵐 さゆり　

◇学部学科／介護福祉科、社会福祉科（一般養成通信課

程）、精神保健福祉科（短期養成通信課程）　◇特色／人

と人とが支えあう社会をめざして多くの人のしあわせを作

る福祉サービスのプロフェッショナルを養成します。

【HP】http://www.yokohamaymca.org/

【E-Mail】ymfukusi@yokohama-ymca.or.jp

覺　◇学部学科／《大学》文学部（英文学科、日本文学科、

コミュニケーション学科）、国際交流学部（国際交流学科）、

音楽学部（音楽芸術学科、演奏学科）　《大学院》人文科

学研究科：英文学専攻（博士課程/前期・後期）、日本文

学専攻（博士課程/前期・後期）、コミュ二ケーション学専

攻(博士課程／前期・後期）、国際交流研究科：国際交流

専攻（博士課程/前期・後期）、音楽研究科：音楽芸術専

攻（修士課程）、演奏専攻（修士課程）

【HP】http://www.ferris.ac.jp/

フェリス女学院中学校・高等学校
［(学)フェリス女学院］〒231-8660　横浜市中区山手町

178　Tel.045-641-0242 Fax.045-201-4241　◇JR石川町

駅から徒歩7分　◇創立／1870年　◇校長／田部井 善郎

【HP】http://www.ferris.ed.jp/

平和学園小学校
［(学)平和学園］〒253-0031　茅ヶ崎市富士見町5-2　Tel.

0467-87-1662 Fax.0467-87-0411　◇JR辻堂駅から車5

分　◇創立／1946年　◇小学校長／岡崎 一実、理事長

／山口 洋一郎、学園長／中山 洋司　◇特色／キリスト教

信仰にもとづき、自由で平和であたたかい学園生活を送

るために、つねに聖書の教えに立ち返る教育。

【HP】http://www.s.aletheia.ac.jp/

横須賀学院小学校
［(学)横須賀学院］〒238-8511　横須賀市稲岡町82　Tel.

046-822-3218 Fax.046-825-1925　◇京浜急行横須賀中央

駅から徒歩13分　◇創立／1950年　◇校長／塩田 征

雄　◇学部学科／横須賀学院中学校・高等学校併設　◇

特色／教育の方針を「愛を育み、愛を実践する子供たち

の育成」として、きめ細かな教育を大切にしている学校

です。

【HP】http://www.yokosukagakuin.ac.jp/

【E-Mail】elementary@yokosukagakuin.ac.jp

横須賀学院中学校・高等学校
［(学)横須賀学院］〒238-8511　横須賀市稲岡町82　

Tel.046-822-2817 Fax.046-824-9634　◇京浜急行横須賀

中央駅から徒歩13分　◇創立／1950年　◇院長／津田 

一路、学院宗教主任／土井 直彦、中学校宗教主任／瀧澤 

雅洋、小学校宗教主任／瀧山 結実

【HP】http://www.yokosukagakuin.ac.jp/

【E-Mail】yokosuka-gakuin-el@ma2.justnet.ne.jp

横浜英和小学校
［(学)横浜英和学院］〒232-8580　横浜市南区蒔田町

124　Tel.045-731-2863 Fax.045-743-3353　◇地下鉄蒔

田駅から徒歩8分　◇創立／1880年　◇理事長／永井 輝

男、校長／上戸 秀夫　◇特色／130年前に、宣教師ミス・

ブリテレにより創立された、神奈川県で一番歴史のある

私立小学校です。

【HP】http://www.yokohama-eiwa.ac.jp/shougakkou/

【E-Mail】eiwa-p@yokohama-eiwa.ac.jp

横浜英和女学院中学校・高等学校［横浜英和
女学院中学高等学校］

［(学)横浜英和学院］〒232-8580　横浜市南区蒔田町

124　Tel.045-731-2862 Fax.045-721-5340　◇地下鉄蒔

田駅から徒歩8分　◇創立／1880年　◇校長／伊藤 美奈
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0101　北杜市須玉町小尾6900　Tel.0551-45-0510 Fax. 

0551-45-0254　◇JR韮崎駅からバス「学園前」　◇創立

／1993年　◇理事長／西條 隆繁、校長／西條 隆博　◇

学部学科／全日制・普通科（全寮制・通学制）、広域通信

制・普通科、専攻科（介護福祉専攻）　◇特色／『聖書

を読み、労作を為し、自然に学ぶ』がモットー。一人ひと

りの個性と希望に応え得る超少人数コース制。

【HP】http://www.shizengakuen.ed.jp/

山梨英和大学・大学院
［(学)山梨英和学院］〒400-8555　甲府市横根町888　

Tel.055-223-6020 Fax.055-223-6025　◇JR甲府駅から車

15分　◇創立／2002年　◇学長／風間 重雄　◇学部学

科／＜大学＞人間文化学部、人間文化学科。＜大学院＞

人間文化研究科臨床心理学専攻（修士課程）　◇特色／

「敬神・愛人・自修」の校訓の下、神を敬い、社会や隣人

を大切にし、自己を磨く人間形成が教育目標です。

【HP】http://www.y-eiwa.ac.jp/

山梨英和中学校・高等学校
［(学)山梨英和学院］〒400-8507　甲府市愛宕町112　

Tel.055-252-6184 Fax.055-251-7468　◇JR甲府駅から徒

歩8分　◇創立／1889年　◇校長／鈴木 美穂子　◇特色

／一人ひとりに与えられた才能を見つけ、育み、人々のた

めに生かし、社会をリードする女性を育てる。

【HP】http://www.y-eiwa.ed.jp/

【E-Mail】info@y-eiwa.ed.jp

岐 阜 県

済美高等学校
［(学)岐阜済美学院］〒500-8741　岐阜市正法寺町33　

Tel.058-271-0345 Fax.058-275-0280　◇JR岐阜駅から車

15分　◇創立／1918年　◇校長／郷 峰男　◇学部学科

／(1)女子部　普通科（総合選択コース・ファッションデ

ザインコース）、保育教養科、ビジネス教養科、衛生看護

科　(2)男女共学部　（高志コース、進学コース）　◇特色

／『神を畏れることは知識のはじめである（箴言1章7節）』

の建学の精神に基づき教育を実践している高校です。

【HP】http://www.gifu-seibi.ed.jp/

【E-Mail】seibi@gifu-seibi.ed.jp

中部学院大学・短期大学部・大学院
［(学)岐阜済美学院］〒501-3993　関市桐ヶ丘2-1　Tel.

0575-24-2211 Fax.0575-24-0077　◇名鉄新関駅からバス

「関商工校前」停、徒歩3分（スクールバス利用可）　◇創

立／1918年　◇大学・大学院学長／岡本 健、短期大学

部学長／片桐 多恵子　◇学部学科／大学：人間福祉学

科、健康福祉学科 大学院通信教育部：人間福祉学研究科、

短期大学部：幼児教育学科、社会福祉学科、経営学科、

専攻科　◇特色／『神を畏れることは知識のはじめであ

る』（箴言より）を建学の精神としております。

【HP】http://www.chubu-gu.ac.jp/

【E-Mail】soumu@chubu-gu.ac.jp

新 潟 県

敬和学園高等学校［敬和］
［(学)敬和学園］〒950-3112　新潟市北区太夫浜325　

Tel.025-259-2391 Fax.025-259-7281　◇JR豊栄駅からバ

ス「敬和学園前」停　◇創立／1968年　◇校長／小西 

二巳夫、副校長／鷹澤 昭一、教頭／小田中 肇、寮長／

信田 智　◇特色／1人ひとりが主人公になって『自分探

し』の学校です。小人数教育。英語教育、寮教育の充実。

伝道者が育つ学校。

【HP】http://www.keiwa-h.ed.jp/

敬和学園大学
［教育］　［(学)敬和学園］〒957-8585　新発田市富塚

1270　Tel.0254-26-3636 Fax.0254-26-3646　◇JR佐々木

駅から大学無料バス5分　◇創立／1990年　◇学長／鈴

木 佳秀　◇学部学科／人文学部（英語文化コミュニケー

ション学科、国際文化学科、共生社会学科）　◇特色／基

督教精神に基づく自由で敬虔な学風の中でリベラルアー

ツ教育を行い、隣人に仕える国際的教養人を育成する。

【HP】http://www.keiwa-c.ac.jp/

【E-Mail】somu@keiwa-c.ac.jp

石 川 県

北陸学院小学校
［(学)北陸学院］〒920-1396　金沢市三小牛町イ11　Tel.

076-280-3860 Fax.076-280-3861　◇JR金沢駅から車30

分　◇創立／1961年　◇校長／髙田 功　◇特色／北陸

唯一の私立小学校で、恵まれた自然環境の中、キリスト

教を土台とした教育を行っている。

【HP】http://www.hokurikugakuin.ac.jp/

北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部
［(学)北陸学院］〒920-1396　金沢市三小牛町イ11　

Tel.076-280-3850 Fax.076-280-3851　◇JR金沢駅から車

30分　◇創立／1950年　◇学長／三浦 正、宮丸 慶子　

◇学部学科／人間総合学部（幼児児童教育学科、社会福

祉学科）。　短期大学部（コミュニティ文化学科、食物栄

養学科）

【HP】http://www.hokurikugakuin.ac.jp/

【E-Mail】syukyo@hokurikugakuin.ac.jp

北陸学院中学校・高等学校
［(学)北陸学院］〒920-8563　金沢市飛梅町1-10　Tel.

076-262-3012 Fax.076-262-3096［連絡先：Tel.076-221-

1944］　◇JR金沢駅からバス「出羽町」停、徒歩2分　◇

創立／1885年　◇校長／堀岡 啓信　◇特色／礼拝をは

じめ、あらゆる会議や行事において聖書が開かれ、説かれ、

祈られます。使命に生きる共同体として。

【HP】http://www.hokurikugakuin.ac.jp/

【E-Mail】chuugaku@hokurikugakuin.ac.jp

山 梨 県

基督自然学園高等学校［自然学園］
［全寮制高校、通信制高校］　［(学)自然学園］〒408-
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【E-Mail】high-school@admin.seirei.ac.jp

富士調理製菓専門学校
［(学)旭学園］〒416-0901　富士市岩本1951　Tel.0545-

62-0077 Fax.0545-61-2172　◇理事長／望月 耕二郎

愛 知 県

金城学院高等学校
［(学)金城学院］〒461-0011　名古屋市東区白壁4-64　

Tel.052-931-6236 Fax.052-933-7454　◇バス「白壁」

停　◇創立／1889年　◇校長／深谷 昌一、教頭／安達 

由紀、宗教主事／沖崎 学　◇学部学科／全日制 普通課

程

【HP】http://www.hs.kinjo-u.ac.jp/

金城学院大学
［(学)金城学院］〒463-8521　名古屋市守山区大森2-172

3　Tel.052-798-0180 Fax.052-798-4462　◇名鉄瀬戸線

大森金城学院前駅から徒歩5分　◇創立／1949年　◇学

長／柏木 哲夫　◇学部学科／＜大学＞文学部（日本語日

本文化学科、英語英米文化学科、外国語コミュニケーシ

ョン学科）、生活環境学部（生活環境情報学科、環境デザ

イン学科、食環境栄養学科）現代文化学部（国際社会学科、

情報文化学科、福祉社会学科）人間科学部（現代こども

学科、心理学科、芸術・芸術療法学科）薬学部（薬学科） 

＜大学院＞文学研究科（国文学専攻、英文学専攻、社会

学専攻）人間生活学研究科（人間発達学専攻、消費者科

学専攻、人間生活学専攻）

【HP】http://www.kinjo-u.ac.jp/

金城学院中学校
［(学)金城学院］〒461-0011　名古屋市東区白壁3-24-67　

Tel.052-931-0821 Fax.052-937-8165　◇名鉄瀬戸線尼ケ

坂駅から徒歩5分　◇創立／1889年　◇校長／深谷 昌

一、教頭／岡田 淳子、宗教主事／後藤田 典子　◇学部

学科／普通科

【HP】http://www.hs.kinjo-u.ac.jp

【E-Mail】office-jr@hs.kinjo-u.ac.jp

（学）名古屋学院大学
〒456-0036　名古屋市熱田区熱田西町1-25　Tel.052-

678-4096 Fax.052-682-6811　◇地下鉄日比野駅から徒歩

10分　◇創立／1964年　◇理事長／伊藤 信義、事務局

長／玉木 武義　◇学部学科／大学：経済学部（経済学科・

政策学科）、商学部（商学科・経営情報学科）、外国語学

部（英米語学科・中国コミュニケーション学科・国際文

化協力学科）。スポーツ健康学部（スポーツ健康学科）。

リハビリテーション学部（理学療法学科）。　◇特色／「敬

神愛人」を建学の精神とし、都市（名古屋キャンパス）

と自然（瀬戸キャンパス）に立脚した大学である。

【HP】http://www.ngu.jp/

【E-Mail】kirisuto-center@ngu.ac.jp

名古屋学院大学大学院
［(学)名古屋学院大学］〒456-0062　名古屋市熱田区大宝

3-1-17　Tel.052-678-4076 Fax.052-683-0401［連絡先：

キリスト教センター　〒456-0000　名古屋市熱田区熱田

西町1番25 Tel.052-678-4096］　◇地下鉄日比野駅　◇創

静 岡 県

静岡英和学院大学・静岡英和学院大学短期大
学部

［(学)静岡英和女学院］〒422-8545　静岡市駿河区池田

1769　Tel.054-261-9201 Fax.054-263-4763　◇JR東静岡

駅からバス「英和学院大学・池田山団地」停　◇創立／

1966年　◇学長／武藤 元昭　◇学部学科／大学：人間

社会学部（人間社会学科、地域福祉学科）、短期大学：食

物学科、現代コミュニケーション学科　◇特色／本学は

礼拝（感性教育）、講義（知性教育）、ボランティア活動（実

践教育）による全人的教育を推進している。

【HP】http://www.shizuoka-eiwa.ac.jp/

静岡英和女学院中学校・高等学校
［(学)静岡英和女学院］〒420-0866　静岡市葵区西草深町

8-1　Tel.054-254-7401 Fax.054-254-7405　◇JR静岡駅

から徒歩20分　◇創立／1887年　◇校長／冨田 多嘉

子　◇学部学科／普通科 全日制　◇特色／本学院は「愛

と奉仕」を建学の精神とし、神の前に誠実に生きようとす

る人間の育成を教育方針としている。

【HP】http://www.shizuoka-eiwa.ed.jp/

【E-Mail】info@shizuoka-eiwa.ed.jp

清水国際高等学校
［(学)清水国際学園］〒424-0809　静岡市清水区天神1-4-

1　Tel.054-366-4155 Fax.054-365-9137　◇JR清水駅か

ら7分　◇創立／1934年　◇校長／湯浅 邦次、宗教主任

／田邉 泰士　◇学部学科／普通科、情報ビジネス科　◇

特色／『至誠・勤労・協和』の校訓と、キリスト教の『隣

人愛』の精神による心豊かな人を育てる学び舎です。

【HP】http://www.shimizu-kokusai.ac.jp/

聖隷クリストファー大学・大学院
［保健・医療・福祉］　［(学)聖隷学園］〒433-8558　浜松

市北区三方原町3453　Tel.053-439-1400 Fax.053-439-

1406　◇JR浜松駅北口からバス「聖隷三方原病院」停、

徒歩3分　◇創立／1992年　◇学長／小島 操子　◇学部

学科／看護学部看護学科、リハビリテーション学部リハ

ビリテーション学科（言語聴覚学専攻・作業療法学専攻・

理学療法学専攻）、社会福祉学部社会福祉学科（社会福

祉専攻・介護福祉専攻・こども教育福祉学科）、助産学専

攻科、大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）、大

学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻（修士課程）、大

学院リハビリテーション科学研究科専攻（修士課程）、大

学院博士課程後期　◇特色／「隣人愛」を建学の精神と

して、21世紀の保健・医療・福祉に貢献するスペシャリ

ストの育成をめざします。

【HP】http://www.seirei.ac.jp

聖隷クリストファー中・高等学校
［(学)聖隷学園］〒433-8558　浜松市北区三方原町3453　

Tel.053-436-5313 Fax.053-438-5699　◇JR浜松駅前から

バス「聖隷三方原病院」停、徒歩8分　◇創立／1966

年　◇高校校長／山下 峰雄、中学校長／大木島 宣弘　

◇学部学科／普通科、英数科　◇特色／隣人愛を育み、

生徒の感性を磨き、個性を伸ばし、人のため社会のため

に活躍できる人間を育てていきます。

【HP】http://www.seirei.ac.jp/
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ニュージーランド ライフウェイ カレッジ日本
事務局

［語学留学、コンピュータ＆3Dアニメ留学］〒517-0604　

志摩市大王町船越2900-32　Tel&Fax.0599-72-0036　◇

近鉄鵜方駅から車15分　◇創立／1973年　◇代表者／畠

田 秀生　◇学部学科／伝道者アーミーコース（霊的、精

神的、肉体的訓練によるリーダー育成）、英語コース

（ESOL）、ビジネス実務検定（専門学校レベル・大学レベ

ルコース）、テレビ・ビデオプロダクション学位免状、３D

アニメーション学位免状、カウンセリングコース　◇特色

／牧場のみどりに囲まれ、海岸の近くにある宿舎。老若男

女と自然いっぱいの光がきらきらするキャンパス

【HP】http://h-newlife.jp/

【E-Mail】info@h-newlife.jp

滋 賀 県

近江兄弟社高等学校［兄弟社］
［(学)近江兄弟社学園］〒523-0851　近江八幡市市井町

177　Tel.0748-32-3444 Fax.0748-32-5316　◇JR近江八

幡駅から車10分　◇創立／1948年　◇校長／藤澤 俊

樹　◇学部学科／普通科　◇特色／ヴォーリズ平和礼拝

堂から平和のメッセージを発信し、命を大切にする教育

の発展に努めます。

【HP】http://www.ob-sch.ac.jp/

【E-Mail】ejh@ob-sch.ac.jp

近江兄弟社小学校・中学校
［(学)近江兄弟社学園］〒523-0851　近江八幡市市井町

177　Tel.0748-32-3444 Fax.0748-32-3979［連絡先：Tel. 

0748-32-2657］　◇JR近江八幡駅からバス8分　◇創立／

1947年　◇小学校校長／武藤 敬助、中学校校長／小野 

春男　◇特色／ヴォーリズ平和礼拝堂から平和のメッセ

ージを発信し、命を大切にする教育の発展に努めます。

【HP】http://www.ob-sch.ac.jp/

【E-Mail】nyushi@ob-sch.ac.jp

京 都 府

京都インターナショナルユニバーシティー［KIU］
［（準学）京都インターナショナルユニバーシティ］〒610-

0311　京田辺市草内一ノ坪1-1　Tel.0774-64-0804 Fax. 

0774-64-0805　◇JR京田辺駅から徒歩15分　◇創立／

1989年　◇理事長／ジェイムス・A・ブロックソム、学長

／ピーター・N・ブロックソム、教務部長／中井 基博　◇

学部学科／＜大学＞国際関係学部（国際関係学科、国際

ビジネス学科、日本学科、日本語学科）、生物学部（生物

学科、医科大学予科）。＜大学院＞教育学。　◇特色／聖

書の世界観から学ぶ福音派大学。西洋教育を主としたバ

イリンガル授業。海外の大学・大学院へ単位交換可。

【HP】http://www.kyotoiu.ac.jp

【E-Mail】kiu@kyotoiu.ac.jp

京都保育福祉専門学院
［（福）京都基督教福祉会］〒615-8156　京都市西京区樫

原百々ケ池3　Tel.075-391-6411 Fax.075-392-8897　◇

阪急電鉄桂駅からバス「三の宮街道」停　◇創立／1955

年　◇理事長／中江 素子、学院長／岡山 孝太郎　◇学

立／1964年　◇学長／小嶋 博　◇学部学科／【経済経

営研究科：経済学専攻修士課程/経営政策専攻博士前期課

程/経営政策専攻博士後期課程】、【外国語学研究科：英語

学専攻修士課程/国際文化協力専攻修士課程/英語学専攻

博士前期課程（通信教育課程）/英語学専攻博士後期課程

（通信教育課程）】　◇特色／充実のカリキュラムで中部圏

の次世代リーダーを養成している。

【HP】http://www.ngu.jp/

【E-Mail】ngugs@ngu.ac.jp

名古屋中学校・高等学校
［(学)名古屋学院］〒461-8676　名古屋市東区砂田橋2-1-

58　Tel.052-721-5271 Fax.052-721-5277　◇地下鉄砂田

橋駅　◇創立／1887年　◇学校長／盛山 利夫　◇特色

／「敬神愛人」をスクールモットーに、真の次世代のリー

ダーとなる『紳士』の育成を目指しています。

【HP】http://www.meigaku.ac.jp/

【E-Mail】nagoya-h@meigaku.ac.jp

名古屋柳城短期大学
［(学)柳城学院］〒466-0034　名古屋市昭和区明月町

2-54　Tel.052-841-2635 Fax.052-841-2697　◇地下鉄御

器所駅　◇創立／1898年　◇学長／新海 英行　◇学部

学科／本科：保育科、専攻科：保育専攻、介護福祉専

攻　◇特色／112年を超える歴史を有するキリスト教保育

の草分け的学校。建学の精神は、｢愛をもって仕えよ｣。

【HP】http://www.ryujo.ac.jp/

名古屋YWCA学院日本語学校
［教育］　［（財）名古屋キリスト教女子青年会］〒460-

0004　名古屋市中区新栄町2-3　Tel.052-951-5527 Fax. 

052-951-5672　◇地下鉄栄駅5番から徒歩3分　◇創立／

1989年　◇校長／宮川 光恵、総務／鈴木 ゆみ　◇学部

学科／日本語科（本科、別科）　◇特色／少人数クラスで

確かな基礎力と総合的コミュニケーション能力を育成し

ます。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~nywcajl/

【E-Mail】nywcajl@poplar.ocn.ne.jp

三 重 県

愛農学園農業高等学校
［(学)愛農学園］〒518-0221　名賀郡青山町別府690　Tel.

0595-52-0327 Fax.0595-52-1428　◇近鉄線青山町駅から

徒歩15分　◇創立／1963年　◇理事長／霜尾 誠一、校

長／志賀 親則、事務長／嶋岡 義次　◇学部学科／農業

科

聖十字福祉専門学校
［人間関係学］　［(学)聖十字学院］〒510-1232　四日市市

菰野町宿野1346　Tel.059-394-3221 Fax.059-394-3576　

◇近鉄湯の山線菰野駅から徒歩10分　◇創立／1988年　

◇理事長／小松 幸男、校長／中条 政紀　◇学部学科／

介護福祉士科、精神保健福祉士科　◇特色／教育機関と

施設等が連携して、福祉サービスの実践理念・専門技術

を身に付けることを目指している。

【HP】http://www4.cty-net.ne.jp/~seijyuji

【E-Mail】seijyuji@m4.cty-net.ne.jp
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国際社会システム専攻。生活科学研究科：生活デザイン

専攻、食物栄養科学専攻　◇特色／キリスト教主義に基

づく人格尊重・男女平等の人間教育を目指し、良心を育

む教育を重視しています。

【HP】http://www.dwc.doshisha.ac.jp/

同志社女子中学校・高等学校
［普通科］　［(学)同志社］〒602-0893　京都市上京区今出

川通寺島西入玄武町602-1　Tel.075-251-4305 Fax.075-

251-4308　◇京阪線出島柳駅から徒歩10分　◇創立／

1876年　◇校長／森 一郎　◇特色／キリスト教主義教

育に基づき、社会の各方面においてその能力に応じて奉

仕する主体性のある女性を育てます。

【HP】http://www.girls.doshisha.ac.jp/

同志社大学
［(学)同志社］〒602-8580　京都市上京区今出川通烏丸東

入　Tel.075-251-3320 Fax.075-251-3085　◇地下鉄鳥丸

線今出川駅から徒歩1分　◇創立／1875年　◇学長／八

田 英二、キリスト教文化センター所長／原 誠　◇学部学

科／神学部（神）、文学部（英文、哲学、美学芸術、文化

史、国文）、社会学部（社会、社会福祉、メディア、産業

関係、教育文化）、法学部（法律、政治）、経済学部（経済）、

商学部（商）、政策学部（政策）、文化情報学部（文化情報）、

理工学部（インテリジェント情報、情報システムデザイン、

電気、電子、機械システム、エネルギー機械、機能分子・

生命化学、化学システム創成、環境システム、数理シス

テム）、生命医科学部（医工、医情報、医生命システム）、

スポーツ健康科学部（スポーツ健康科学）、心理学部（心

理）　◇特色／創立者新島襄は「いやしくも教職員は学生

を丁重に扱うこと」と述べ、学生一人ひとりの人格を大切

にと遺言した。

【HP】http://www.doshisha.ac.jp/

同志社中学校・高等学校［同志社中高］
［(学)同志社］〒606-8558　京都市左京区岩倉大鷺町89　

Tel.075-781-7121 Fax.075-781-7124　◇地下鉄国際会館

駅から徒歩5分　◇創立／1875年　◇校長／木村 良己　

◇特色／緑の多い広いキャンパス。キリスト教を徳育の

基本とした、自由・自治・自立を重んじる伝統ある中学・

高校です。

【HP】http://www.js.doshisha.ac.jp/

【E-Mail】dhs-1@js.doshisha.ac.jp

日本バプテスト看護専門学校［JBSN］
［看護］　［（財）日本バプテスト連盟医療団］〒606-8273　

京都市左京区北白川山ノ元町47　Tel.075-791-6946 Fax. 

075-702-5936　◇京阪出町柳からバス「北白川仕伏町」停、

徒歩5分　◇創立／1966年　◇理事長／山岡 義生、学校

長／島田 誠一、副校長／岩井 和美　◇学部学科／看護

学科　◇特色／1学年の定員は24名で、学生一人ひとり

の習熟度に合わせたきめ細やかな教育が行なわれていま

す。

【HP】http://www.jbsn-kyoto.com

【E-Mail】jbsn@mte.biglobe.ne.jp

平安女学院大学
［(学)平安女学院］〒602-8013　京都市上京区下立売通烏

丸西入五町目町172-2　Tel.075-414-8155　◇地下鉄丸太

町駅　◇創立／1875年　◇学長／高田 宏　◇学部学科

部学科／保育科、社会福祉科　◇特色／キリスト教精神

を建学の理念としており、現場の即戦力となる実習を特

別に重視しています。

【HP】http://www.k-hosen.ac.jp/

京都YMCA国際福祉専門学校
［(学)京都ＹＭＣＡ学園］〒604-8083　京都市中京区三条

通柳馬場東入中之町2　Tel.075-255-3287 Fax.075-255-

2805　◇地下鉄烏丸線今出川駅から徒歩2分　◇創立／

1903年　◇校長／神﨑 清一　◇学部学科／ 介護福祉学

科（昼間2年） 社会福祉工科（通信課程）　◇特色／「社

会福祉」から「福祉社会」へ。その実現のために貢献で

きる人材を養成していきたいと願っています。

【HP】http://ymca-c.jp

【E-Mail】info@ymca-c.jp

KIUアカデミー 小学部・中学部［KIU Academy］
［（準学）京都インターナショナルユニバーシティー］〒

610-0311　京田辺市草内一ノ坪1-1　Tel.0774-64-0804 

Fax.0774-64-0805　◇JR京田辺駅から徒歩15分　◇創立

／1999年　◇校長／リチャード・W・マイヤーズ、副校

長／スティーブ・B・ローラー、学長／ピーター・N・ブロ

ックソム　◇特色／考える教育に重点を置き、レベル別

の少人数クラス。国際的で伸び伸びと育てる。教職員全

員がクリスチャン。

【HP】http://www.kyotoiu.ac.jp

【E-Mail】kiu@kyotoiu.ac.jp

KIUアカデミー　高等部［KIU Academy］
［（準学）京都インターナショナルユニバーシティ］〒610-

0311　京田辺市草内一ノ坪1-1　Tel.0774-64-0804 Fax. 

0774-64-0805　◇創立／1999年　◇校長／リチャード・

W・マイヤーズ、副校長／スティーブ・B・ローラー、学

長／ピーター・N・ブロックソム　◇特色／日本人と外国

人が共に学び、帰国子女にも適した環境。個別に留学・

進学サポート。牧師・宣教師奨学金制度あり。

【HP】http://www.kyotoiu.ac.jp/

【E-Mail】kiu@kyotoiu.ac.jp

同志社国際中学校･高等学校
［(学)同志社］〒610-0321　京田辺市多々羅都谷60-1　

Tel.0774-65-8911 Fax.0774-65-8990　◇JR同志社前駅　

◇創立／1980年　◇学校長／古市 剛、牧師／山本 真司

【HP】http://www.intnl.doshisha.ac.jp/

同志社女子大学・大学院
［(学)同志社］〒610-0395　京田辺市興戸（京田辺キャン

パス） 〒602-0893京都市上京区今出川通寺町西入（今出

川キャンパス）　Tel.0774-65-8811 Fax.0774-65-8460　◇

近鉄興戸駅から徒歩10分（京田辺キャンパス）、地下鉄今

出川駅から徒歩5分（今出川キャンパス）　◇創立／1876

年　◇学長／加賀 裕郎　◇学部学科／《大学》学芸学部：

音楽学科（演奏専攻・音楽文化専攻）、情報メディア学科、

国際教養学科。現代社会学部：社会システム学科（国際

理解コース・京都学・観光学コース・ライフマネジメント

コース・ビジネスマネジメントコース、法システムコース）、

現代こども学科。表象文化学部：英語英文科、日本語日

本文学科。生活科学部：人間生活学科、食物栄養科学科（食

物科学専攻・管理栄養士専攻）。　《大学院》文学研究科：

英語英文学専攻、日本語日本文化専攻、情報文化専攻。
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JR玉造駅から徒歩7分　◇創立／2004年　◇理事長／関

根 秀和、学院長／西村 耕　◇学部学科／国際・英語学

部（国際・英語学科）、21世紀国際共生研究科 平和・人

権システム専攻　◇特色／真理を探求し、自己と他者の

尊厳に目覚め、社会に積極的に関わる人間の形成をめざ

す教育共同体です。

【HP】http://www.wilmina.ac.jp/

大阪女学院短期大学
［高等教育］　［(学)大阪女学院］〒540-0004　大阪市中央

区玉造2-26-54　Tel.06-6761-9371 Fax.06-6761-9373　◇

地下鉄長堀鶴見緑地線玉造駅から徒歩3分　◇創立／

1968年　◇理事長／関根 秀和、学院長／西村 耕　◇学

部学科／英語科 専攻科　◇特色／本学は社会に積極的

に関わる人間の形成をめざす、キリスト教に基づく教育共

同体です。

【HP】http://www.wilmina.ac.jp

大阪女学院中学・高等学校
［(学)大阪女学院］〒540-0004　大阪市中央区玉造2-26-

54　Tel.06-6761-4113 Fax.06-6761-0378　◇JR玉造駅か

ら徒歩8分　◇創立／1884年　◇高等学校校長／安田 信

人、中学校校長／長谷川 洋一　◇特色／キリスト教を基

盤とした教育。神を畏れ真理を追求し、愛と奉仕の精神

で社会に貢献できる人間の育成。

【HP】http://www.osaka-jogakuin.ed.jp/

大阪保育福祉専門学校［大阪保専］
［保育・福祉］　［（福）大阪水上隣保館］〒618-0001　三

島郡島本町山崎5-3-10　Tel.075-962-1115 Fax.075-962-

9001　◇JR山崎駅から徒歩5分　◇創立／1971年　◇学

校長／北條 正治、入試広報部長／植田 彌生　◇学部学

科／児童福祉科・保育科　◇特色／大阪保育福祉専門学

校はキリスト教の精神のもと、自由で一人ひとりを大切に

する教育を目標としています。

【HP】http://www.o-hosen.ac.jp

【E-Mail】pub@o-hosen.ac.jp

大阪YMCAランゲージセンター天王寺
［(学)大阪YMCA学院］〒543-0054　大阪市天王寺区南河

堀町9-52　Tel.06-6779-8363 Fax.06-6776-9557　◇JR天

王寺駅から徒歩5分　◇学部学科／各種学校

【HP】http://www.osakaymca.or.jp/

大阪YWCA専門学校
［（財）大阪キリスト教女子青年会］〒530-0026　大阪市

北区神山町11-12　Tel.06-6361-2955 Fax.06-6361-2997　

◇地下鉄堺筋線扇町徒歩5分　◇創立／1982年　◇校長

／谷川 いづみ、主任／白川 啓子　◇学部学科／日本語

学科、国際関係開発学科　◇特色／日本語を学ぶ外国人

学生で活気あふれる国際色豊かな学校です。日本語教師

養成講座や語学クラスも併設。

【HP】http://osaka.ywca.or.jp/college

【E-Mail】college@osaka.ywca.or.jp

清教学園中学校・高等学校［清教］
［(学)清教学園］〒586-8585　河内長野市末広町623　

Tel.0721-62-6828 Fax.0721-63-5048　◇南海高野線河内

長野駅から徒歩10分　◇創立／1951年　◇理事長／中尾 

恒夫、学園長・高等学校長／安達 英行、中学校長／畑野 

／現代文化学部（現代福祉学科、国際コミュニケーショ

ン学科）　人間社会学部（福祉臨床学科・国際観光コミュ

ニケーション学科）　生活環境学部(生活環境学科、生活

環境デザイン学科）　国際観光学部（国際観光学科）　生

活福祉学部（生活福祉学科）　短期大学部（英語コミュニ

ケーション学科、保育科）　◇特色／キリスト教の精神に

基づく教育を通して「人々とともに生き、人々に仕える」

精神を体得した人間を育成する。

【HP】http://www.heian.ac.jp/

平安女学院中学校・高等学校
［(学)平安女学院］〒602-8013　京都市上京区下立売通烏

丸西入五町目町172-2　Tel.075-414-8111 Fax.075-414-

8119　◇地下鉄烏丸線丸太町駅から徒歩3分　◇創立／

1875年　◇校長／長野 雅弘　◇特色／「命をたいせつに」

する教育理念に基いて、隣人とともに生きるための学び、

実践、祈り、を行なっています。

【HP】http://www.heian.ac.jp/

大 阪 府

大阪希望学園 高等部
［通信制高校サポート校］　［鳳キリスト恵み教会］〒530-

0012　大阪市北区芝田2-8-31 第3東洋ビル　Tel.06-6485-

5598 Fax.06-6485-5599　◇JR大阪駅から徒歩5分　◇創

立／2000年　◇学園長／深井 晃　◇学部学科／大学受

験コース、国際コース、情報コース、音楽コース、美術コ

ース、美容実習コース、保育福祉コース、芸能エンター

テイメントコース　◇特色／様々な事情で高卒資格に悩

みを持っている方も気軽に相談して下さい。いじめ等の不

登校相談も受付しています。

【HP】http://www.1-ne.jp/

大阪キリスト教短期大学［キリ短］
［(学)大阪キリスト教学院］〒545-0042　大阪市阿倍野区

丸山通1-3-61　Tel.06-6652-2091 Fax.06-6652-2068　◇

JR天王寺駅から徒歩15分　◇創立／1952年　◇理事長

／有安 富雄、学院長／今井 洋、学長／津村 春英　◇学

部学科／神学科・幼児教育学科・国際教養学科、専攻科（神

学専攻）　◇特色／福音主義キリスト教信仰に基づいた教

義と人格を具えた伝道者・幼児教育者、企業人を育てる

学び舎です。

【HP】http://www.occ.ac.jp/

【E-Mail】yakuin@occ.ac.jp

大阪コミュニティワーカー専門学校
［（福）キリスト教ミード社会舘］〒532-0028　大阪市淀

川区十三元今里1-1-52　Tel.06-6309-3232 Fax.06-6309-

3299　◇阪急十三駅から徒歩8分　◇創立／1984年　◇

校長／胡子 重晟　◇学部学科／コミュニティケア科第Ⅱ

部（夜）　◇特色／福祉現場の中に学校があり、日々福祉

と触れ合いながら様々な年齢の学生が共に力を合わせて

学んでいます。

【HP】http://www.mead-jp.com/school

【E-Mail】gakko@mead-jp.com

大阪女学院大学
［高等教育］　［(学)大阪女学院］〒540-0004　大阪市中央

区玉造2-26-54　Tel.06-6761-9371 Fax.06-6761-9373　◇
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ヶ丘駅からバス7分「プール学院前」停　◇創立／1879

年　◇学長／木村 一信　◇学部学科／大学：国際文化

学部（国際文化学科、子ども教育学科、英語学科）。大学

院：国際文化学研究科異文化間協働専攻。短期大学部：

秘書科、幼児教育保育学科　◇特色／プール学院は大学

教育60周年を迎えました。

【HP】http://www.poole.ac.jp/

【E-Mail】poole@poole.ac.jp

プール学院中学校・高等学校
［(学)プール学院］〒544-0033　大阪市生野区勝山北1-19-

31　Tel.06-6741-7005 Fax.06-6731-2431　◇JR桃谷駅か

ら徒歩7分　◇創立／1879年　◇校長／杉山 修一、チャ

プレン／岩城 聰　◇学部学科／普通科　◇特色／創立

以来、キリスト教精神に根ざして、人間（ひと）を育てる

教育を行ってきています。

【HP】http://www.poole.ed.jp/

平安女学院大学・短期大学部
［(学)平安女学院］〒569-1092　高槻市南平台5-81-1　

Tel.072-693-2311 Fax.072-696-4919　◇JR高槻駅西口か

らバス「平安女学院前」停　◇創立／1875年　◇学長／

山岡 景一郎　◇学部学科／国際観光学部（国際観光学

科）、生活福祉学部（生活福祉学科）。短期大学部（英語

コミュニケーション学科、保育科）　◇特色／知性を広げ、

望を高くし、感受性を豊かにし、そして神を知らせる。

【HP】http://www.heian.ac.jp/

桃山学院大学・大学院
［(学)桃山学院］〒594-1198　和泉市まなび野1-1　Tel.

0725-54-3131 Fax.0725-54-3200　◇泉北高速鉄道和泉中

央駅から徒歩12分　◇創立／1959年　◇学長／明石 吉

三　◇学部学科／大学：国際教養学部（国際教養学科）　

社会学部（社会学科、社会福祉学科）、経済学部（経済

学科）、経営学部（経営学科）、法学部（法律学科）　大学

院：経済学研究科、社会学研究科、経営学研究科、文学

研究科

【HP】http://www.andrew.ac.jp/

桃山学院中学校・高等学校
［(学)桃山学院］〒545-0011　大阪市阿倍野区昭和町3-1-

64　Tel.06-6621-1181 Fax.06-6629-6111　◇地下鉄御堂

筋線昭和町駅から徒歩5分　◇創立／1884年　◇校長／

温井 史朗

【HP】http://www.momoyamagakuin-h.ed.jp/

YMCA学院高等学校
［大阪キリスト教青年会］〒543-0054　大阪市天王寺区南

河堀町9-52　Tel.06-6779-5690 Fax.06-6779-1831　◇JR

天王寺駅北口から徒歩5分　◇創立／2002年　◇校長／

桜井 和之、校長代理／魚住 秀雄　◇学部学科／単位制・

通信高等学校：総合学科　◇特色／「一人ひとりを尊重し、

大切にする」そのことを前提とした、自由でひらかれた楽

しい学校をめざします。

【HP】http://www.ymcagakuin.ac.jp/

【E-Mail】info@ymcagakuin.ac.jp

昇三　◇特色／「神なき教育は知恵ある悪魔を造り、神

ある教育は愛ある知恵に人を導く」が校是。文武両道、

国際人育成。

【HP】http://www.seikyo.ed.jp/

聖バルナバ助産師学院
［（財）聖バルナバ病院］〒543-0032　大阪市天王寺区細

工谷1-3-18　Tel.06-6779-1675 Fax.06-6779-1287　◇JR

鶴橋駅から徒歩10分　◇創立／1942年　◇学院長／森岡 

信之　◇学部学科／助産師科

【HP】http://www.barnaba.or.jp/school/school.html

同志社香里中学校・高等学校
［(学)同志社］〒572-8585　寝屋川市三井南町15-1　Tel.

072-831-0285 Fax.072-834-3750　◇京阪本線香里園駅か

ら徒歩15分　◇創立／1951年　◇校長／西山 啓一

【HP】http://www.kori.doshisha.ac.jp/

梅花女子大学・大学院
［(学)梅花学園］〒567-8578　茨木市宿久庄2-19-5　Tel.

072-643-6221 Fax.072-643-8997　◇JR茨木駅からスクー

ルバス20分　◇創立／1878年　◇理事長／小坂 賢一郎、

学園長／原 忠和、学長／長澤 修一　◇学部学科／＜大

学＞看護学部（看護学科）、心理子ども学部（子ども学科、

心理学科）、文化表現学部（国際英語学科、日本文化創造

学科、情報メディア学科）、現代人間学部。＜大学院＞現

代人間学研究学科（人間福祉学専攻、心理臨床学専攻）、

文学研究科（日本語日本文学専攻、英語英米文学専攻、

児童文学専攻）　◇特色／「人にしてもらいたいと思うこ

とは何でも、あなたがたも人にしなさい」がスクール・モ

ットーの学び舎です。

【HP】http://www.baika.ac.jp/

梅花女子大学短期大学部
［(学)梅花学園］〒567-8578　茨木市宿久庄2-19-5　Tel.

072-643-6221 Fax.072-643-8997　◇JR茨木駅からスクー

ルバス20分　◇創立／1878年　◇理事長／小坂 賢一郎、

学園長／原 忠和、学長／長澤 修一　◇学部学科／生活

科学科、英語コミュニケーション学科、日本語表現学

科　◇特色／「愛なる女学校」の伝統のもとに、愛と自

主自律の精神をもった21世紀に生きる女性の育成をめざ

す学園です。

【HP】http://www.baika.ac.jp/

梅花中学校・高等学校
［(学)梅花学園］〒560-0011　豊中市上野西1-5-30　Tel.

06-6852-0001 Fax.06-6852-0151　◇阪急電車豊中駅から

徒歩12分　◇創立／1878年　◇校長／北村 博　◇学部

学科／中学：総合コース、特進コース　　高校：特進系

→理進（国公立・私立理系コース）文Ⅱ（国公立文系コ

ース）文Ⅰ（難関私立文系・外大コース）、総合系→英語（文

系準特進コース）標準（進学共通コース）梅花女子大（保

育・心理系等内部進学コース）　◇特色／キリスト教の価

値観、人間観、世界観に立って人と社会に奉仕する、真

に自由で自立した女性の育成をめざす。

【HP】http://www.baika.ac.jp

プール学院大学・短期大学部・大学院
［(学)プール学院］〒590-0114　堺市南区槇塚台4-5-1　

Tel.072-292-7201 Fax.072-293-5525　◇泉北高速鉄道泉
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神戸松蔭女子学院大学
［(学)松蔭女子学院］〒657-0015　神戸市灘区篠原伯母野

山町1-2-1　Tel.078-882-6122　◇阪急六甲駅から徒歩15

分　◇創立／1892年　◇学長／郡司 隆男　◇学部学科

／文学部（英語英米文学科・国文学科・総合文芸科）、人

間科学部（心理学科・生活学科・子ども発達学科・ファ

ッション･ハウジング･デザイン学科）

【HP】http://www.shoin.ac.jp/

神戸女学院大学・大学院
［(学)神 戸 女 学 院 ］〒662-8505　 西 宮 市岡田山4-1　

Tel.0798-51-8536 Fax.0798-51-8535（大学事務室）　◇阪

急今津線門戸厄神駅から徒歩10分　◇創立／1875年　◇

学長／飯 謙　◇学部学科／大学：文学部英文学科・総

合文化学科、音楽学部音楽学科、人間科学部心理・行動

科学科・環境・バイオサイエンス学科、人間行動科学

【HP】http://www.kobe-c.ac.jp/

神戸女学院中学部・高等学部
［(学)神戸女学院］〒662-8505　西宮市岡田山4-1　Tel.

0798-51-8570 Fax.0798-51-8572　◇阪急門戸厄神駅から

徒歩10分　◇創立／1875年　◇中高部長／舩橋 昭　◇

特色／国際社会への貢献をめざし、広い視野と豊かな教

養、知性、柔軟な語学力の育成を重視しています。

【HP】http://www.kobejogakuin-h.ed.jp/

神戸YMCA学院専門学校
［（財）神戸YMCA］〒650-0001　神戸市中央区加納町2-7-

15　Tel.078-241-7203 Fax.078-241-3619　◇JR三宮駅か

ら徒歩10分　◇創立／1886年　◇校長／水野 雄二　◇

学部学科／フィットネス＆スポーツ学科、ホテル学科、

ホテル学専修科、日本語学科、インターナショナルコミュ

ニケーション学科　◇特色／「学生一人ひとりの夢」を

大切にしながら学生の「可能性」を社会に役立つ「能力」

へ高めていきます。

【HP】http://kobeymca.ac.jp

【E-Mail】senmon@kobeymca.or.jp

神戸YWCA学院［神戸YWCA］
［文化教養分野（語学教育・福祉教育）］　［（財）神戸基

督教女子青年会］〒651-0093　神戸市中央区二宮町1-12-

10　Tel.078-231-6303 Fax.078-231-6692　◇JR三の宮駅

から徒歩10分　◇創立／1988年　◇理事長／渡辺 順子、

学院長／寺内 真子　◇学部学科／日本語、日本語教師養

成、外国語、地域福祉、文化教養の5コース　◇特色／学

びを通して暮らしを豊かにし、地域に貢献する人材を育

てます。

【HP】http://www.ywca.or.jp/kobe/

【E-Mail】college@kobe.ywca.or.jp

松蔭中学校・高等学校
［(学)松蔭女子学院］〒657-0805　神戸市灘区青谷町3-4-

47　Tel.078-861-1105 Fax.078-861-1887　◇阪急電鉄神

戸線王子公園駅から徒歩10分　◇創立／1892年　◇校長

／平井 豊和、副校長／吉村 知広、副校長／服部 洋介　

◇特色／キリスト教主義に基づく全人教育によって、心

身共に健全な女性を育成することを目的にしている。

【HP】http://www.shoin-jhs.ac.jp

兵 庫 県

アライアンス学園
［ホームヘルパー養成］　［アライアンス倶楽部］〒661-

0967　尼崎市浜3-21　Tel.06-6498-1414 Fax.06-6498-

5577　◇JR尼崎駅から徒歩10分

インマヌエル学院
〒679-4167　たつの市龍野町富永300-37　Tel.0791-63-

0842 Fax.0791-62-4848　◇創立／1971年　◇学院長／

合田 政博　◇学部学科／海外留学斡旋、英会話、進学

塾

関西学院大学［関学］
［高等教育機関］　［(学)関西学院］〒662-8501　西宮市上

ケ原一番町1-155　Tel.0798-54-6100 Fax.0798-53-

3324　◇阪急甲東園駅から徒歩12分　◇創立／1889

年　◇学長／杉原 左右一　◇学部学科／大学：神学部、

文学部、社会学部、法学部、経済学部、商学部、人間福

祉学部、理工学部、総合政策学部、教育学部、国際学部。

大学院：神学研究科、文学研究科、社会学研究科、法学

研究科、経済学研究科、商学研究科、理工学研究科、総

合政策研究科、人間福祉学研究科、教育学研究科、言語

コミュニケーション文化研究科、司法研究科、経営戦略

研究科　◇特色／広く知識を授けるとともに深く専門の

学芸を教授研究し、キリスト教主義に基づいて人格を陶

冶する。

【HP】http://www.kwansei.ac.jp/

関西学院中学部・高等部
［(学)関西学院］〒662-0891　西宮市上ケ原一番町1-15

5　Tel.0798-51-0975 Fax.0798-51-0873　◇今津線仁川

駅・江東園から徒歩15分　◇創立／1889年　◇高中部長

／澄田 新、中学部長／安田 栄三、高等部長／澄田 新　

◇学部学科／高等部：普通科　◇特色／マスタリー・フ

ォア・サービス（奉仕のための練達）を建学の精神とし、

献身のための自己修養をめざしている。

【HP】http://www.kwansei.ac.jp/

啓明学院中学校・高等学校
［(学)啓明学院］〒654-0131　神戸市須磨区横尾9-5-1　

Tel.078-741-1501 Fax.078-741-1512　◇地下鉄妙法寺

駅　◇創立／1923年　◇校長／尾崎 八郎　◇学部学科

／啓明学院高等学校：共学部、女子部

【HP】http://www.keimei.ed.jp

【E-Mail】venus@keiemi.ed.jp

神戸国際大学
［(学)八代学院］〒658-0032　神戸市東灘区向洋町中9-1-

6　Tel.078-845-3111 Fax.078-845-3200　◇六甲ライナ

ー「マリンパーク駅」停、徒歩5分　◇創立／1968年　

◇学長／遠藤 雅己　◇学部学科／経済学部（経済経営

学科、都市環境・観光学科）、リハビリテーション学部（理

学療法学科）　◇特色／建学の精神「神を畏れ、人を恐

れず、人にグローバルな視野と行動力を持つ人材育成を

目ざす。

【HP】http://www.kobe-kiu.ac.jp/

【E-Mail】nyushi@kobe-kiu.ac.jp
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島 根 県

キリスト教愛真高等学校
［(学)キリスト教愛真高等学校］〒695-0002　江津市浅利

町1826-1　Tel.0855-52-5795 Fax.0855-52-5212　◇JR江

津駅から車10分　◇創立／1988年　◇学校長／安 昌

美　◇特色／豊かな自然の中にある少人数・全寮制の普

通科高校。聖書に基づく全人教育で、真理を愛する人格

を育成する。

【HP】http://www.iwami.or.jp/aishin/

広 島 県

IGL医療専門学校
［(学)IGL学園］〒731-3164　広島市安佐南区伴東1-12-

18　Tel.082-849-5001 Fax.082-849-5115　◇アスタラム

ライン長楽寺駅から徒歩5分　◇創立／2001年　◇校長

／河岡 義行　◇学部学科／鍼灸学科・柔整学科・口腔保

健学科

【HP】http://www.igl.or.jp/iryo.htm

IGL健康福祉専門学校［IGL］
［(学)IGL学園］〒731-3398　広島市安佐北区安佐町後山

2415-6　Tel.082-838-3331 Fax.082-838-3877　◇アスト

ラムライン上安駅から車10分　◇創立／1993年　◇学校

長／村瀬 俊之　◇学部学科／介護福祉学科、保育社会

福祉学科　◇特色／本校は全国でも珍らしく多くの福祉

施設に囲まれた環境の中で卒業と同時に介護福祉士の国

家資格が取得できる。

【HP】http://www.igl.or.jp/fukushi.htm

広島女学院大学・大学院
［(学)広島女学院］〒732-0063　広島市東区牛田東4-13-

1　Tel.082-228-0386 Fax.082-227-4502　◇JR広島駅か

ら車5分　◇創立／1886年　◇学長／今田 寛、副学長／

佐藤 茂樹、事務局長／藤田 修　◇学部学科／大学：文

学部（日本語日本文学科、英米言語文化学科、幼児教育

心理学科）、生活科学部（生活デザイン・情報学科、管理

栄養学科）大学院：言語文化研究科（博士前期・後期課程）

日本言語文化専攻、英米言語文化専攻、人間生活学研究

科（修士課程）生活文化学専攻、生活科学専攻　◇特色

／123年の伝統とキリスト教主義に基づく人間教育を基盤

とし、社会性・教養・個性・人間愛豊かな女性育成。

【HP】http://www.hju.ac.jp/

広島女学院中学校・高等学校
［(学)広島女学院］〒730-0014　広島市中区上織町11-

32　Tel.082-228-4131 Fax.082-227-5376　◇JR広島駅か

ら徒歩15分　◇創立／1886年　◇校長／勝部 禎文

【HP】http://www.hjs.ed.jp/

【E-Mail】jogakuin@hjs.ed.jp

山 口 県

聖光高等学校
［(学)櫨蔭学園］〒743-0011　光市光井9-22-1　Tel.0833-

72-1187 Fax.0833-72-1308　◇JR光駅からバス「光市役

頌栄短期大学
［(学)頌栄保育学院］〒658-0065　神戸市東灘区御影山手

1-18-1　Tel.078-842-2541 Fax.078-851-2154　◇阪急電

鉄御影駅から徒歩8分　◇創立／1889年　◇学長／阿部 

恩　◇学部学科／保育科：2年制、専攻科・保育専攻科：

2年制

【HP】http://www.glory-shoei.ac.jp/

パルモア学院
［英会話スクール］　［(学)パルモア学院］〒650-0025　神

戸市中央区相生町4-5-16　Tel.078-361-7667 Fax.078-

361-7660　◇JR神戸駅から徒歩3分　◇創立／1886年　

◇理事長／新山 尭夫　◇学部学科／総合英語コース、資

格取得準備コース、英会話コース、ビジネス英語コース、

ポイントレッスンコース、留学準備コース　◇特色／キリ

スト教主義の下、上質な英語、英会話を身に付け、西洋

の文化や考え方を理解する国際社会に役立つ人材の育成

を目指しています。

【HP】http://www.palmore.ac.jp/

【E-Mail】info@palmore.ac.jp

日ノ本学園中学校・高等学校
［(学)日ノ本学園］〒679-2151　姫路市香寺町香呂890　

Tel.079-232-5578 Fax.079-232-3420　◇JR香呂駅から徒

歩10分　◇創立／1893年　◇理事長・学園長／池田 武

弘、副理事長・中学・高校校長／紺野 靖幸　◇学部学科

／普通科、音楽科　◇特色／キリスト教教育を基盤に、

自ら学び創造する力を養い、一人ひとりの適性を伸長し、

社会性を養う。

【HP】http://www.hinomoto.ac.jp/

【E-Mail】info@hinomoto.ac.jp

姫路日ノ本短期大学
［(学)日ノ本学園］〒679-2151　姫路市香寺町香呂890　

Tel.079-232-4140 Fax.079-232-8309　◇JR香呂駅から徒

歩15分　◇創立／1974年　◇学長／牛尾 啓三　◇学部

学科／幼児教育科（保育コース、ライフデザインコース）　

◇特色／愛と奉仕の精神に満ち、深い教養、芸術的情操、

道徳性において調和のとれた有能な幼児教育者を養成す

る。

【HP】http://www.himeji-hc.ac.jp/

鳥 取 県

YMCA米子医療福祉専門学校
［医療、教育、福祉］　［(学)広島YMCA学園］〒683-

0825　米子市錦海町3-3-2　Tel.0859-35-3181 Fax.0859-

35-3182　◇JR米子駅から徒歩20分　◇創立／1994年　

◇校長／笠置 綱清　◇学部学科／理学療法士科、作業

療法士科、介護福祉士科　◇特色／卒業した後も学び続

ける姿勢をもった高度専門士（介護福祉工学科は前門士）

の養成をめざしています。

【HP】http://www.ymcajapan.org/yonago/

【E-Mail】yonago@ymcajapan.org
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【E-Mail】seiwa612@mail.i-kochi.or.jp

福 岡 県

折尾愛真短期大学
［(学)折尾愛真学園］〒807-0861　北九州市八幡西区堀川

町11-1　Tel.093-602-2105 Fax.093-603-4741　◇JR折尾

駅から徒歩5分　◇創立／1966年　◇学長／増田 仰　◇

学部学科／経済科：商業コース、観光ビジネスコース、

経済情報コース　◇特色／基督教による人格教育と経済

を中心にした専門及び教養教育により、自主独立の精神

にみちた有能な人材育成。

【HP】http://www.orioaishin.ac.jp/tandai/

【E-Mail】tandai@orioaishin.ac.jp

折尾愛真中学校・折尾愛真高等学校
［(学)折尾愛真学園］〒807-0861　北九州市八幡西区堀川

町12-10　Tel.093-602-2100 Fax.093-692-5690　◇JR折

尾駅西口から徒歩4分　◇創立／1935年　◇学園長・校

長・理事長／増田 仰　◇特色／「生き抜く力を与える教

育」が求められているこの時、本学園の一貫した指針は「聖

書」に示されています。

【HP】http://www.orioaishin.ac.jp/

【E-Mail】orijyo-a@ny.airnet.ne.jp

北九州YMCA日本語学校
［（財）北九州YMCA］〒802-0004　北九州市小倉北区鍛

治町2-3-13　Tel.093-531-1587 Fax.093-531-1589　◇JR

小倉駅から徒歩10分　◇創立／1990年　◇校長／小川 

健一郎　◇学部学科／日本語教育　◇特色／大学進学希

望の留学生、生活日本語を学ぶ外国人が学んでいます。

多国籍の学生が約200名在籍しています。

【HP】http://www.k-ymca.or.jp/

【E-Mail】kitakyushu@ymcajapan.org

西南学院高等学校
［(学)西南学院］〒814-8512　福岡市早良区百道浜1-1-1　

Tel.092-841-1317 Fax.092-845-6295　◇地下鉄西新駅か

ら徒歩7分　◇創立／1916年　◇校長／伊原 幹治、宗教

主任／坂東 資朗　◇学部学科／普通科　◇特色／「キ

リストに忠実なれ」をモットーに、人を思いやる愛の精神

の涵養と個性の伸展をめざす。

【HP】http://seinan.ed.jp/

西南学院大学・大学院
［文系大学院］　［(学)西南学院］〒814-8511　福岡市早良

区西新6-2-92　Tel.092-823-3368 Fax.092-823-3348　◇

地下鉄西新駅から徒歩5分　◇創立／1949年　◇学長／

バークレー，ギャーリ．ウェイン　◇学部学科／大学：神

学部、文学部、商学部、経済学部、法学部 人間科学部、

国際文化学部　大学院：法学研究科（法律学専攻）、経

営学研究科（経営学専攻）、文学研究科（英文学専攻、

フランス文学専攻）、経済学研究科（経済学専攻）、神学

研究科（神学専攻）、人間科学研究科（人間科学専攻）、

国際文化研究科（国際文化専攻）、法務研究科（法曹養

成専攻）　◇特色／研究者や高度専門職業人育成を揚げ

る文系大学院。広く社会人や外国人等にも受験可能なよ

うに配慮している。

【HP】http://www.seinan-gu.ac.jp/

所」停、徒歩2分　◇創立／1929年　◇理事長／堀川 昌

典、校長／藤井 康正　◇学部学科／普通科、綜合ビジネ

ス科、機械科

【HP】http://www.seiko-h.ed.jp/

【E-Mail】seiko-h@seiko-h.ed.jp

梅光学院大学・大学院
［(学)梅光学院］〒750-8511　下関市向洋町1-1-1　Tel.

083-227-1000 Fax.083-227-1100　◇JR下関駅から車10

分　◇創立／1872年　◇学長／中野 新治　◇学部学科

／文学部（日本文学科）、国際言語文化学部（英語英文学

科、東アジア言語文化学科）、子ども学部（子ども未来学

科）、大学院（文学研究科：日本文学専攻、英米文学専攻）　

◇特色／一人ひとりを神から授かった者として、大切に

育てあげていく伝統が今も息づいています。

【HP】http://www.baiko.ac.jp/

香 川 県

四国学院大学
［(学)四国学院］〒765-0013　善通寺市文京町3-2-1　Tel

&Fax.0877-62-3969(総務課） Tel.0877-62-2111　◇JR善

通寺駅から徒歩8分　◇創立／1949年　◇理事長／山下 

慶親、学長／末吉 高明、法人事務部長／宮脇 賢一　◇

学部学科／大学：文学部（言語文化学科、人文学科、教

育学科）、社会学部（応用社会学科、カルチュラル・マネ

ジメント学科）、社会福祉学部（社会福祉学科、子ども福

祉学科）、　大学院：文学研究科（比較言語文化専攻）、社

会学研究科（社会学専攻）、社会福祉学研究科（社会福

祉学専攻）　◇特色／学生が自分で考え、決定し、行動し、

責任を持つ人物として育っていく大学

【HP】http://www.sg-u.ac.jp/

愛 媛 県

松山東雲女子大学･短期大学
［(学)松山東雲学園］〒790-8531　松山市桑原3-2-1　Tel.

089-931-6211 Fax.089-934-9055（大学）、089-933-5559（短

大）　◇JR松山駅からバス「短大前」停　◇創立／1964

年　◇大学学長／別府 恵子、短大学長／山﨑 文雄　◇

学部学科／大学：人文学部（人間文化学科、国際文化学科、

人間心理学科）。短大：保育科、秘書科、生活科学科（食

物栄養専攻・生活デザイン専攻）、生活文化学科　◇特

色／聖書に基づき賢明で自立的な国際的視野を持った女

性の教育を目指す。

【HP】http://www.shinonome.ac.jp/

高 知 県

清和女子中学校・高等学校
［(学)清和学園］〒783-0007　南国市明見98　Tel.088-

863-1200 Fax.088-863-1289　◇JR土佐大津駅から徒歩8

分　◇創立／1901年　◇校長・宗教主任／横山 義郎、

教頭／内山 輝之　◇特色／創立以来、英語と音楽を柱に、

少人数教育。『一人ひとりが生かされ、輝く学園』を目指

して歩んでいます。

【HP】http://www.i-kochi.or.jp/hp/seiwa/
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車15分　◇創立／1885年　◇学長／古川 照美　◇学部

学科／英語科

【E-Mail】syukyo@fukujo.ac.jp

福岡女学院中学校・高等学校
［(学)福岡女学院］〒811-1313　福岡市南区曰佐3-42-1　

Tel.092-581-1492 Fax.092-571-0327　◇JR南福岡駅から

車15分　◇創立／1885年　◇校長／高島 一路

長 崎 県

活水女子大学・大学院
［(学)活水学院］〒850-8515　 長崎市東山手町1-50　

Tel.095-822-4107 Fax.095-828-3702　◇JR長崎駅から市

電「市民病院前」停、徒歩5分　◇創立／1981年　◇学

長／奥野 政元　◇学部学科／大学：文学部（英語学科、

現代日本文化学科、人間関係学科）、音楽学部（演奏学科、

応用音楽学科）、健康生活学部（食生活健康学科、生活

デザイン学科、子ども学科） 大学院：文学研究科（英文

学専攻修士課程）　◇特色／「活ける水」を世に注ぐ女性

を育て―128年。「神を崇め、人を愛する」を建学の精神

にしています。

【HP】http://www.kwassui.ac.jp/

活水中学校・高等学校［活水中高］
［(学)活水学院］〒852-8566　長崎市宝栄町15-11　Tel.

095-861-5176 Fax.095-861-9017　◇JR浦上駅から徒歩10

分　◇創立／1879年　◇校長／神田 道彦　◇特色／｢隣

人を思いやる愛を持ち、個性豊かな、品位と知性あふれ

る女性」を育てる学校です。

【HP】http://www.kwassui.ac.jp/chuko/

鎮西学院高等学校
［(学)鎮西学院］〒854-0081　諌早市栄田町1057　Tel.

0957-25-1234 Fax.0957-25-1237　◇JR諌早駅から車10

分　◇創立／1881年　◇学校長／笹森 勝之助　◇学部

学科／全日制（普通科、商業科）　◇特色／1881年、長

崎市東山手にカブリ英和学校として設立。

【HP】http://www.chinzeigakuin.ed.jp/

長崎ウエスレヤン大学
［(学)鎮西学院］〒854-0081　諌早市栄田町1057　Tel.

0957-26-1234 Fax.0957-26-2063　◇JR諌早駅から車10

分　◇創立／2002年　◇学長／森 泰一郎　◇学部学科

／現代社会学部（社会福祉学科、地域づくり学科、国際

交流学科）　◇特色／No.1からOnly Oneへ 本学では一人

ひとりが能力と個性を発揮することを重視する人格教育

をめざします。

【HP】http://www.wesleyan.ac.jp/

【E-Mail】koho@wesleyan.ac.jp

長崎外国語大学・長崎外国語短期大学［長崎
外大・長崎外短］

［教育］　［(学)長崎学院］〒851-2196　長崎市横尾3-15-

1　Tel.095-840-2000 Fax.095-840-2001　◇バス「打坂」

停、徒歩10分　◇創立／1945年　◇理事長／藤木 文夫、

学長／池田 紘一、事務局長／土井 信義　◇学部学科／

大学：外国語学部　国際コミュニケｰション学科（英語英

米文化、ドイツ語ドイツ文化、フランス語フランス文化、

【E-Mail】gra@seinan-gu.ac.jp

西南学院中学校
［(学)西南学院］〒814-8512　福岡市早良区百道浜1-1-1　

Tel.092-841-1317 Fax.092-845-6295　◇創立／1916年　

◇中学校長／和佐野 健吾　◇学部学科／普通科　◇特

色／「キリストに忠実なれ」をモットーに、人を思いやる

愛の精神の涵養と個性の伸展をめざす。

西南女学院大学
［(学)西南女学院］〒803-0835　北九州市小倉北区井堀

1-3-5　Tel.093-583-5130 Fax.093-592-4287　◇JR小倉駅

からバス「西南女学院下」停　◇創立／1994年　◇大学

長／植田 浩司、保健福祉学部長／工藤 二郎、人文学部

長／阿部 弘　◇学部学科／保健福祉学部（看護学科、

福祉学科、栄養学科）、人文学部（英語学科、観光文化

学科）、助産別科　◇特色／総合的人間理解を基に全国に

先駆けて保健福祉学部を設置。人文学部は国際社会で活

躍する女性を育成。

【HP】http://www.seinan-jo.ac.jp/

西南女学院大学短期大学部
［(学)西南女学院］〒803-0835　北九州市小倉北区井堀

1-3-2　Tel.093-583-5600 Fax.093-592-4287　◇JR小倉

駅からバス「西南女学院下」停　◇創立／1950年　◇学

長／植田 浩司、学部長／美山 泰教　◇学部学科／生活

創造学科、保育科　◇特色／市と協力して教育の町づく

りを担う。生活創造学科は創作が種々受賞し、保育科は

キリスト教保育を軸とする。

【HP】http://www.seinan-jo.ac.jp/

西南女学院中学校・高等学校
［(学)西南女学院］〒803-0845　北九州市小倉北区上到津

1-10-1　Tel.093-583-5800 Fax.093-591-0694　◇戸畑駅

から車20分　◇創立／1922年　◇校長／内山 賢次、院

長／栗山 煕　◇特色／『感恩奉仕』が校訓の国際人を育

てる中高一貫校。AIE（早期国際化教育）構想による教

育プログラムを展開

【HP】http://www.seinan-jo.ac.jp/

福岡女学院看護大学
［(学)福岡女学院］〒811-3113　古賀市千鳥1-1-7　Tel.

092-943-4174 Fax.092-940-2341　◇JR古賀駅から徒歩

15分　◇創立／2008年　◇学長／徳永 徹　◇学部学科

／看護学部看護学科

【HP】http://www2.fukujo.ac.jp/ns/

福岡女学院大学・大学院
［(学)福岡女学院］〒811-1313　福岡市南区曰佐3-42-1　

Tel.092-581-1492 Fax.092-575-2480　◇JR南福岡駅車15

分　◇創立／1885年　◇学長／古川 照美　◇学部学科

／人文学部（現代文化学科、表現学科、英語科）、人間関

係学部（臨床心理コース・キャリア心理コース・生活環

境コース・こども教育コース）。大学院（比較文化専攻・

心理学専攻）

【E-Mail】syukyo@fukujo.ac.jp

福岡女学院大学短期大学部
［(学)福岡女学院］〒811-1313　福岡市南区曰佐3-42-1　

Tel.092-581-1492 Fax.092-575-2480　◇JR南福岡駅から
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／吉本貞一郎、学院長／堤 弘雄　◇学部学科／建築科、

生涯スポーツ科、児童福祉教育科、医療事務管理学科、

経営ビジネス科、国際ホテル科、老人ケア科、社会福祉

学科　◇特色／学生一人ひとりが「主役」の学校です。

私たち教職員は、きみの夢をかなえるための心強いサポ

ーターになります。

【HP】http://www.kumamoto-ymca.or.jp/college

【E-Mail】gakuin@kumamoto-ymca.or.jp

ルーテル学院中学校・高等学校
［(学)九州ルーテル学院］〒860-8520　熊本市黒髪3-12-

16　Tel.096-343-3246 Fax.096-343-3455　◇JR上熊本駅

からバス「ルーテル学院前」停　◇創立／1926年　◇校

長／坂 仁、理事長／坂根 信義、学院長／清重 尚弘　◇

学部学科／普通科（芸術コース、英語特進コース、理数

特進コース、綜合コース）　◇特色／キリスト教の精神に

基づく人格教育を行い、未来に希望を与える慈愛に満ち

た人間性を育みます。校訓「感恩奉仕」。

【HP】http://www.luther.ed.jp/

沖 縄 県

沖縄キリスト教学院大学・短期大学部
［(学)沖縄キリスト教学院］〒903-0207　中頭郡西原町翁

長777　Tel.098-946-1231 Fax.098-946-1241［連絡先：

Tel.098-946-4152］　◇バス「キリスト教短大入口」停、

徒歩5分　◇創立／1957年　◇理事長／神山 繁實、学長

／スラッシャー，ランドルフ Ｈ、事務局長／仲門 勇市　

◇学部学科／人文学部英語コミュニケーション学科、英

語科、保育科　◇特色／平和主義、地域への奉仕、国際

貢献を教育の方針とした沖縄唯一のキリスト教系大学で

す。

【HP】http://www.ocjc.ac.jp/

【E-Mail】somu@ocjc.ac.jp

沖縄クリスチャンスクールインターナショナ
ル［OCSI］

［各種学校（インターナショナルスクール）］　［(学)沖縄ク

リスチャンスクール］〒904-0301　中頭郡読谷村座喜味

1835　Tel.098-958-3000 Fax.098-958-6279　◇バス「読

谷村都屋」停、徒歩3分　◇創立／1957年　◇学校長／

ハドリー，ランダル

【HP】http://www.ocsi.org/

【E-Mail】info@osci.org

スペイン語スペイン文化、中国語中国文化、日本語日本

文化、比較社会文化コース）　短大：英語学科(キャリア

英語、こども英語コース）　◇特色／YMCAが生んだ、日

本でただ一つの大学・短大です。キリスト教精神に基づ

き語学のエキスパートを養成します。

【HP】http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/

【E-Mail】ministry@tc.nagasaki-gaigo.ac.jp

熊 本 県

九州学院中学校・高等学校［九学］
［(学)九州学院］〒862-8676　熊本市大江5-2-1　Tel.096-

364-6134 Fax.096-363-2576　◇バス「交通局前」停、徒

歩3分　◇創立／1911年　◇理事長／長岡 立一郎、校長

／内村 公春　◇学部学科／普通科　◇特色／「敬天愛

人」を校訓とし、「役に立つ善人」の育成を創立以来の教

育方針と定めています。

九州ルーテル学院大学［KLC］
［教育、英語、心理］　［(学)九州ルーテル学院］〒860-

8520　熊本市黒髪3-12-16　Tel.096-343-1600 Fax.096-

343-0354　◇JR熊本駅から市電「水道町」停、乗り換え

て「ルーテル学院前」停　◇創立／1997年　◇大学学長

／清重 尚弘　◇学部学科／人文学部（人文学科、心理臨

床学科）　◇特色／1975年創立の九州女学院短大が母体。

校訓『感恩奉仕』。キリスト教主義を重視、礼拝出席者も

多い。

【HP】http://www.klc.ac.jp/

【E-Mail】koho@klc.ac.jp

熊本フェイス学院高等学校［フェイス］
［女子教育］　［(学)順心学園］〒861-4106　熊本市南高江

町7-3-1　Tel.096-357-7151 Fax.096-358-3044　◇JR川尻

駅から徒歩8分　◇創立／1887年　◇校長／福井 健彌　

◇学部学科／全日制（普通科、コンピュータ事務科、医

療福祉科）、通信制

【HP】http://www.faith.ac.jp/

【E-Mail】faith@faith.ac.jp

熊本YMCA学院
［(学)熊本YMCA学園］〒860-8739　熊本市新町1-3-8　

Tel.096-353-6393 Fax.096-324-7877　◇JR熊本駅からバ

ス「蔚山町」停、徒歩1分　◇創立／1949年　◇理事長
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神学校・聖書学校などを都道府県別・50音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［法人団体名・関連教派など］、

所在地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇学科、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

３  神学校・聖書学校

門コース　◇特色／C-BTE「教会全体の神学教育カリキ

ュラムの提供。指導者育成のため「仙台アンテオケスク

ール」を設置。

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~cbss1963/

【E-Mail】cbss1963@coral.ocn.ne.jp

仙台バプテスト神学校 通信教育基礎講座
［C-BTE SBS］
［(宗)バプテスト聖書宣教会］〒989-3212　仙台市青葉区

芋沢花坂上野原40-1　Tel&Fax.022-394-6935 Tel.050-

3326-9594　◇JR愛子駅から徒歩30分　◇創立／1963

年　◇理事長／川崎 満、校長／森谷 正志、事務局／武

石 将広　◇学部学科／「クリスチャン建て上げ・地区教

会建て上げ講座」「キリスト教入門（救いの計画）講座」　

◇特色／個々のクリスチャン生活、家族、さらに所属する

教会が豊かに建て上げられることを目指す通信教育講座

です。

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~cbss1963/tsushin.htm

【E-Mail】cbss1963@coral.ocn.ne.jp

東北学院大学文学部キリスト教学科
［(学)東北学院］〒980-8511　仙台市青葉区土樋1-3-1　

Tel.022-264-6401 Fax.022-264-6530　◇地下鉄五橋駅か

ら徒歩5分　◇創立／1964年　◇理事長／平河内 健治、

大学長／星宮 望、学科長／原口 尚彰　◇特色／少人数

教育でキリスト教的教養を深め、人間と社会を主体的に

考える力をつける。

【HP】http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/

ルーテル同胞聖書神学校［LBS］
［（宗）日本ルーテル同胞教団］〒989-3128　仙台市青葉

区愛子中央2-14-15　Tel.022-392-7641 Fax.022-391-

6441　◇JR愛子駅から徒歩7分　◇創立／1952年　◇理

事長／佐々木 正幸、校長／佐々木 武、副校長／越後屋 

謙二、名誉校長／小助川 次雄、教務補佐／金田 与施夫、

教務主任・舎監／佐々木 久　◇学部学科／聖書科・聖

書科研修課程、神学予科・神学科・神学科研修課程　◇

特色／東北を見、日本を見、世界を見る練達した働き人

を送り出すことを期する。聖書、人間、伝道、牧会をよく

学ぶ。

【E-Mail】jlbc@md.news.ne.jp

茨 城 県

北関東神学研修センター
［超教派］〒315-0116　石岡市柿岡2269-2 八郷教会内　

Tel&Fax.0299-43-6632　◇JR石岡駅からバス「柿岡下宿」

停、徒歩3分　◇創立／1998年　◇所長／山口 勝政、講

師／斎藤 篤美、講師／野口 誠、講師／高桑 照雄、講師

／西 満　◇学部学科／現代神学ゼミ、聖書カウンセリン

グ、聖書学ゼミ、地方伝道論、聖書各書講義　◇特色／

北 海 道

CFNJ聖書学院［CFNJ］
［聖書学校］　［(宗)アジアキリスト福音宣教会］〒061-

3216　石狩市花川北六条5-157　Tel.0133-74-1341 Fax. 

0133-74-1343　◇地下鉄南北線麻生駅からバス「花川北

6条5丁目」停、徒歩2分　◇創立／1985年　◇理事長／

ガルサ，ロドルフォ、学院長／鍛冶川 利文、副学院長／

鍛冶川 紀子、国際部長／グドール，ジェラルド　◇学部

学科／１,２年コース/牧師・リーダー養成コース/賛美礼拝

コース/ドラマ（演劇）コース/　◇特色／神の臨在あふれ

る賛美礼拝。御霊による生きた学びと愛の交わり。賜物

が活きる自由な校風。

【HP】http://www.cfnj.com/

【E-Mail】office@cfnj.com

北海道聖書学院［HBI］
［(宗)北海道福音伝道会］〒003-0831　札幌市白石区北郷

一条3-1-61　Tel.011-871-7892 Fax.011-871-7899　◇JR

白石駅から徒歩10分　◇創立／1964年　◇代表役員／高

橋 敏夫、院長／八尋 勝　◇特色／本学のモットー「基

督を知り、教会に、世界に、時代に仕える。」

【HP】http://www15.plala.or.jp/bible-hbi/

【E-Mail】hbi@olive.plala.or.jp

岩 手 県

聖泉神学塾［聖泉塾］
〒020-0016　盛岡市名須川町21-10　Tel.019-622-2685 

Fax.019-622-4118　◇JR盛岡駅から車で10分　◇創立／

1969年　◇責任者／中野 直文　◇学部学科／神学科

宮 城 県

拡大宣教学院
［超教派］〒981-3604　黒川郡大衡村 ゴスペルタウン　

Tel.022-345-2991 Fax.022-345-2992　◇創立／1988年　

◇学院長／永井 信義　◇特色／いつでも、どこでも、ど

んな人にも宣べ伝える働きを養成する、実践的な神学校

です。

【HP】http://church.ne.jp/gospeltown/

【E-Mail】gospeltown@infoseek.jp

仙台バプテスト神学校［C-BTE SBS］
［(宗)バプテスト聖書宣教会］〒989-3212　仙台市青葉区

芋沢花坂上野原40-1　Tel&Fax.022-394-6935 Tel.050-

3326-9594　◇JR愛子駅から徒歩30分　◇創立／1963

年　◇理事長／川崎 満、校長／森谷 正志、事務局／武

石 将広　◇学部学科／クリスチャン生涯コース、牧会専
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地方伝道者の継続教育と信徒聖書学校。現場主義を徹底。

夏に毎年シンポ「地方伝道を考える」を主催し報告書を

発行。

基督兄弟団聖書学院
［（宗）基督兄弟団］〒319-0123　小美玉市羽鳥2631　

Tel.0299-46-0032 Fax.0299-46-5584　◇JR羽鳥駅から徒

歩5分　◇創立／1947年　◇理事長／長内 和頼、院長代

理／備後 章　◇特色／主の再臨を待望しつつ聖霊に満た

されて祈祷と宣教に励み、霊的、知的に調和のとれた伝

道者養成を目指す。

【E-Mail】gakuin@kyodaidan.net

栃 木 県

宣教師訓練センター［MTC］
［超教派］〒325-0303　那須郡那須町高久乙600-12　Tel.

0287-78-1585 Fax.0287-78-2532　◇JR黒磯駅からバス

（湯本行）　◇創立／1986年　◇所長／奥山 実、所長補

佐／奥山 篤、スタッフ／長田 晃　◇学部学科／宣教

学　◇特色／異文化伝道の働き人の訓練を目的とする。

超教派なので、どの教派(健全な）からも、団体からも受

入れる。

【E-Mail】mtc-jp@sa2.so-net.ne.jp

ワールド・リンク・ユニバーシティ
〒325-0303　那須郡那須町高久乙600-12 宣教師訓練セン

ター内　Tel.0287-78-1585 Fax.0287-78-2532　◇創立／

2004年　◇学長／奥山 実、事務局長／坪井 永人

【E-Mail】clgc@h7.dion.ne.jp

埼 玉 県

ガリラヤ聖書神学校
［キリスト教ガリラヤ福音教団］〒343-0041　越谷市千間

台西3-3 せんげん台パークタウン三番街3-14号棟502　

Tel.090-1120-5831 Fax.048-975-2579　◇地下鉄東西線

南行徳駅からバス「リブレ京成」停　◇創立／1992年　

◇校長・神学博士／秋山 昇、（日本大学教授）／高橋 

章　◇学部学科／神学部 （A)基礎神学科 ①聖書学科（3

年） ②聖書神学科（4年）、（B)神学研究科（基礎神学科終

了後）　◇特色／ギリシャ語原典より聖書を学び、福音主

義神学に基づく誠実な牧会伝道者を育成する。

カルフォルニア・ユニバーシティNLLANO日本
分校
〒367-0023　本庄市寿2-3-32 21世紀愛の教会内　Tel. 

0495-23-2400　◇JR本庄駅　◇創立／2003年　◇理事

長／ソン・ユンチョン、学長／尾形 守

グレース・バプテスト神学校
［(宗)全日本バプテスト・ミド・ミッション］〒339-0056　

さいたま市岩槻区加倉1-1-3 Sビル3階　Tel.048-756-8842

［連絡先：Tel.048-757-3618］　◇東武野田線岩槻駅から徒

歩3分　◇創立／1982年　◇理事長／田島 信正、校長／

三田 鉱一　◇学部学科／一般奉仕者コース（2年）、教会

音楽コース・クリスチャン教育コース（3年）、宣教師コー

ス・聖書神学コース（3・4年）、聖書カウンセリングコー

ス　◇特色／聖書信仰にかたくたち、実践的な学び、神学・

教育・音楽・聖書カウンセリングを集中的に学ぶ。

勝利聖書神学校・勝利聖書学院［勝利学園］
［勝利教会グループ］〒330-0856　さいたま市大宮区三橋

4-64-2（事務所）　Tel.048-623-1225 Fax.048-623-1225　

◇春日部校（東武伊勢崎線北春日部駅）、大宮校（JR大宮

駅）、ジョイフル校（JR渋川駅）、七里校(東武線七里駅）　

◇創立／1992年　◇学園長／井上 典威、教授／井上 文

月、准教授／三井 純人、講師／塩谷 明　◇学部学科／

牧師科、会堂管理者科、神学教養科　◇特色／グループ

内で働く者を養成しています。

【HP】http://www.victorychurch.jp

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

聖霊神学校／聖霊訓練学校［H.S.B.S/H.S.T.S.］
〒340-0011　草加市栄町2-7-34 草加神召キリスト教会　

Tel.048-932-3419 Fax.048-932-3466　◇東武伊勢崎線松

原団地駅から徒歩5分　◇創立／1998年　◇運営委員長

／三箇 義生、運営委員／野口 一郎、運営委員／天野 弘昌、

運営委員／渋谷 友光

東京聖書学校［TBS］
［(宗)日本基督教団小松川教会］〒342-0045　吉川市木売

2-15-3　Tel.048-982-5064 Fax.048-982-5094　◇JR吉川

駅から徒歩2分　◇創立／1950年　◇校長／島 隆三、教

務／大友 英樹　◇学部学科／神学科　◇特色／日本基

督教団認可神学校として、ホーリネス信仰に立つ伝道者

を養成しています。原則として全寮制です。

【HP】http://www.t-bs.com/

【E-Mail】tbs@t-bs.com

東京宣教研修所［TMI］
〒356-0059　ふじみ野市桜ケ丘1-21-29 ふじみ野教会内[

教室］　Tel&Fax.049-261-2192［連絡先：矢島 徹郎　〒

356-0036　埼玉県ふじみ野市南台2-7-5-701 Tel.049-267-

4614］　◇東武東上線ふじみ野駅から徒歩20分　◇創立

／2001年　◇所長／矢島 徹郎、教師／斉藤 篤美、教師

／キビマキ，トピー、教師／日置 善一、教師／大西 敏

雄　◇学部学科／外国人伝道者養成科（英語授業）、 自給

伝道者養成科　◇特色／日本唯一の自給伝道者養成の研

究、教育機関。ヴィデオorDVDによる通信教育制。自給

伝道ジャーナルを季刊中。

【HP】http://www.geocities.jp/frwpf955/

【E-Mail】fj_timothy@yahoo.co.jp

東洋ローア・キリスト聖書学院
［超教派］〒350-0434　入間郡毛呂山町市場1132-1　Tel.

049-294-6012 Fax.049-295-2779　◇東武東上線坂戸駅

から車10分　◇創立／1956年　◇院長・舎監／中村 一

義、教務／近藤 信二　◇学部学科／本科３年　◇特色／

神の召命を受けたろうあ者が練達した働き人となるため

に聖書に基づき必要な教育などを訓練する学院です。

日本キリスト教会神学校
［（宗）日本キリスト教会］〒350-0807　川越市吉田2-2　

Tel.049-233-5542 Fax.049-233-7039　◇東武東上線霞ヶ

関駅から徒歩15分　◇創立／1955年　◇神学校委員長／

多田 滉、校長／三好 明

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~nikkits/
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／木田 浩靖、神学科教師、副校長／天利 信司、神学科

教師、書記／河原 隆夫、神学科教師、公報／小田 洋　

◇学部学科／神学科、聖書教育科、教会奉仕科　◇特色

／伝道的、聖書主義的バプテスト信仰に立った献身者の

教育。働きながら夜間学べる神学校です。

【E-Mail】shinji.amari@gmail.com

日本福音学校千葉校
［超教派］〒260-0021　［教室]千葉市中央区新宿2-8-2 千

葉クリスチャンセンター6F［連絡先：［事務局]　〒263-

0051　千葉県千葉市稲毛区園生町159-6 Tel.043-252-

1490］　◇京成千原線千葉中央駅から徒歩5分　◇創立／

1989年　◇校長／森 稔、教育主事／小村 公人　◇学部

学科／専攻科（信徒研修講座）、教会音楽科（奏楽奉仕

者育成）　◇特色／信徒伝道者の養成を目指す。資料請求・

お問合せは事務局へ。

Ｕ．Ｎ神学校［UNTS］
［神学校］　［ジーザス・クライスト・ミニストリーズ］〒

285-0837　佐倉市王子台3-3-1 しのざわビル2F　Tel& 

Fax.043-460-9191　◇京成線臼井駅南口から徒歩3分　

◇創立／2001年　◇校長／瀬尾 嘉一、理事／酒見 恵子、

理事／水野谷 悦子、理事／佐藤 和恵　◇学部学科／２

年コース（通信科あり）。入学随時。　◇特色／激変する

時代の中で、（エペソ4：13）イエスキリストの品性と霊的

識別力を備えた信徒たちを育成する必要は大です。

東 京 都

アンテオケ教会成長神学校
［神学校］〒144-0052　大田区蒲田4-21-6 みのわビル3階 

東京のぞみ教会気付　Tel.080-5436-9938 Fax.03-3739-

8184　◇京急本線京急蒲田駅東口から徒歩6分　◇校長

／李 相烈　◇特色／日本人に必要な聖霊による実践神学

校。DVDによる通信教育制あり。

ウェスレアン・ホーリネス神学院［WHS］
［(宗)ウェスレアン・ホーリネス教団］〒111-0052　台東

区柳橋2-22-3　Tel.03-3851-3762 Fax.03-3851-3858　◇

JR浅草橋駅から徒歩5分　◇創立／1988年　◇理事長／

本間 義信、院長／黒木 安信、教務主任／山田 泉、学監

／小寺 徹　◇学部学科／神学科、信徒献身者コース　

◇特色／ホーリネス信仰に立ち実践的、体験的聖化を学

びの中心としています。

お茶の水聖書学院［OBI］
［キリスト教教育・学校］　［超教派］〒101-0062　千代田

区神田駿河台2-1 OCCビル内 2F　Tel.03-3296-1005 Fax. 

03-3296-4641　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／

1991年　◇理事長・学院長／増田 誉雄、学院長代行・理

事／世良田 湧侍、副学院長・理事／藤原 導夫、教務主

任／福井 誠　◇学部学科／聖書科・音楽科　◇特色／

信徒のための聖書学院。家庭で学べる聖書通信コースが

あります。

【HP】http://www.obi-net.com/

【E-Mail】office@obi-net.com

ロイヤルミッションスクール
〒338-0002　さいたま市中央区下落合1002-6　Tel&Fax. 

048-825-3301　◇JR与野駅から徒歩4分　◇創立／2005

年　◇ディレクター／平野 早苗、アドバイザー・講師／

有賀 喜一、アドバイザー・講師／水野 明廣　◇特色／

その日、わたしはダビデの倒れている仮庵を起こし、その

破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを建

て直す。

【E-Mail】royalmissionary@ybb.ne.jp

千 葉 県

基督聖協団聖書学院
［（宗）基督聖協団］〒260-0042　千葉市中央区椿森2-20-

5　Tel.043-253-8255 Fax.043-253-8567　◇モノレール

千葉公園駅から徒歩3分　◇創立／1958年　◇院長／岡

本 伸之

東京基督教大学［TCU］
［(学)東京キリスト教学園］〒270-1347　印西市内野

3-301-5-1　Tel.0476-46-1131 Fax.0476-46-1405　◇北総

線千葉ニュータウン中央駅からバス「電話局」停、徒歩5

分　◇創立／1990年　◇理事長／赤江 弘之、学長／倉

沢 正則、総務部長／君塚 光治　◇学部学科／神学部：

神学科、国際キリスト教福祉学科　◇特色／福音主義に

立ち、教会教職者、あるいは国際現場や福祉現場におけ

るキリスト者の働き人を養成する神学大学。

【HP】http://www.tci.ac.jp/

【E-Mail】tcu@tci.ac.jp

東京基督教大学共立基督教研究所［KCI］
［(学)東京キリスト教学園］〒270-1347　印西市内野

3-301-5-12　Tel.0476-46-1137 Fax.0476-46-1292　◇北

総公団線千葉ニュータウン中央駅からバス「電話局」停、

徒歩5分　◇創立／1980年　◇所長／稲垣 久和　◇特色

／キリスト教神学および諸文化に関する理論的、実践的

調査・研究およびそれに関する諸活動を行っている。

【HP】http://www.tci.ac.jp/research/kci.html

【E-Mail】kci@tci.ac.jp

東京基督神学校［TCTS］
［(学)東京キリスト教学園］〒270-1347　印西市内野

3-301-5-2　Tel.0476-46-1135 Fax.0476-46-1140　◇北総

公団線千葉ニュータウン中央駅からバス「電話局」停、

徒歩5分　◇創立／1949年　◇校長／山口 陽一、教務主

任／柴田 敏彦　◇学部学科／神学専門課程/神学科（教

職コース、共立研修コース）・音楽科　◇特色／すでに学

生募集を停止し東京基督教大学三年次編入が開始され

た。大学院設置予定。詳細はお問い合わせ下さい。

【HP】http://www.tci.ac.jp/tcts/

【E-Mail】tcts@tci.ac.jp

日本宣教バプテスト神学校［JMBS］
［マグノリア・スプリングス・バプテスト教会USA］〒

270-1144　我孫子市東我孫子1-8-4　Tel.04-7185-0185 

Fax.04-7185-3788［連絡先：我孫子バプテスト教会　〒

270-1144　千葉県我孫子市東我孫子1-1-3 Tel.04-7185-

0185］　◇JR東我孫子駅前から徒歩3分　◇創立／1975

年　◇校長／ローソン，アーネスト、会計、教務、教師
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クリスチャン・ライフ・トレーニング・セン
ター［CLTC］

［聖書学校］〒203-0013　東久留米市新川町1-2-12 松川

プレイス105　Tel&Fax.042-446-8344　◇西武池袋線東

久留米駅東口から徒歩3分　◇創立／2004年　◇代表／

テイラー，ケン　◇特色／聖書的な神学を土台として、

霊的原則を理解し実践することにより、生活と奉仕が成

長するように支援いたします。

【HP】http://www.cltcjapan.com/

【E-Mail】cltcjapan@yahoo.co.jp

国際聖書通信学院 日本支部［ICI］
［文書伝道］　［Global　University　(missouri.U.S.A）］〒

170-0003　豊島区駒込3-15-20 中央聖書神学校内　Tel& 

Fax.03-5394-0367　◇JR駒込駅から徒歩7分　◇創立／

1965年　◇ディレクター／ハイムス，アナ、事務主任／

仁司 路子　◇特色／一人でもグループでも求道者からク

リスチャンまで、無料で（2コースのみ有料）たのしく学

べる聖書通信講座。

国際福音神学校
［超教派］〒183-0005　府中市若松町1-1-3　糸ビル2F ホ

サナ福音キリスト教会内　Tel.042-369-1382 Fax.042-

369-4392［連絡先：ミツパ祈祷院　〒190-0174　東京都

あきる野市乙津582-1 Tel.042-596-2420］　◇JR分倍河原

駅から徒歩10分　◇創立／1996年　◇校長／有賀 喜一、

教務主任／朴 エステル　◇学部学科／本科教職3年コー

ス（教室生・通信生）、本科信徒1・2年コース（教室生・

通信生）、聴講生可　◇特色／神の御国拡張のために主に

召された神の器を御言葉と聖霊によって育成します。「死

に至るまで忠実であれ！」

【HP】http://www.geocities.jp/ie_seminary/

【E-Mail】ie_seminary@hb.tp1.jp

JTJ宣教神学校
〒110-0015　台東区東上野5-11-9　Tel.03-3842-3412 

Fax.03-3842-3415　◇JR上野駅入谷口から徒歩5分　◇

創立／1990年　◇学長／岸 義紘、学長(国際）／中野 雄

一郎　◇学部学科／神学部：牧師志願科、信徒牧師科、

信徒伝道者科、信徒聖書教師科、教会学校教師科、聖書

専修科、生涯学習部：カウンセリングコース　◇特色／

選べる通信制と通学制！偏らない超教派として、ベテラン

講師陣が魅力あふれる講義を展開します。

【HP】http://jesustojapan.com/

【E-Mail】kyoumu-jtj@mx7.ttcn.ne.jp

主の十字架神学校
［主の十字架クリスチャンセンター］〒166-0002　杉並区

高円寺北2-15-1 金田ビル404　Tel.03-3336-0436 Fax.03-

3336-3723　◇JR高円寺駅から徒歩5分　◇創立／1987

年　◇理事長／イスラエル 小須田 恵、校長／エレミヤ 

宮下 幸一　◇特色／リバイバルの器を育成する機関とし

て、聖書信仰に立ち、主に祈り聞き従うことを学んでいき

ます。

【HP】http://tlccc-seminary.info/

【E-Mail】tlcs-office@alpha.ocn.ne.jp

聖契神学校
［（宗）日本聖契キリスト教団］〒153-0061　目黒区中目黒

5-17-8　Tel.03-3712-8746 Fax.03-3712-8804　◇東横線

カーネル大学ジャパンキャンパス［カーネル
神学校］
〒169-0074　新宿区北新宿1-7-21 高沢ビルB1　Tel.03-

5348-1882 Fax.03-3366-3654［連絡先：Tel.090-1848-

8665］　◇JR大久保駅北口から徒歩3分　◇創立／2003

年　◇理事長／金 承範、学長／奥山 実、副学長／文 弘

大　◇学部学科／本科、通信科／大学院修士課程、大学

院博士課程　◇特色／アメリカ州政府が認定した神学大

学教授来日、学位（学士・修士・博士）を東京で取得可。

【HP】http://www.kujc.jp/

【E-Mail】info@kujc.jp

改革派神学研修所
［（宗）日本キリスト改革派教会］〒150-0021　渋谷区恵

比寿西1-33-9　Tel.03-3461-4616 Fax.03-3461-5822　◇

JR恵比寿駅から徒歩5分　◇創立／1975年　◇所長／三

野 孝一、副所長／熊田 雄二、書記／鈴木 牧雄

カリフォルニア神学大学院日本校［P.I.T.S. 日
本校］

［実践神学］　［(宗)単立・牛込キリスト教会］〒162-

0052　新宿区戸山1-7-11　Tel.03-3203-5546 Fax.03-

3203-5356　◇地下鉄東西線早稲田駅から徒歩7分　◇創

立／1983年　◇米国本校総長／トーマス，I・D・E、総長

（日本校）／佐藤 陽二、学長（日本校）／佐藤 順、米国

本校国際部長／サング，ジェームズ　◇学部学科／修士

課程/博士課程　◇特色／牧師の継続教育に最適。正典的

聖書解釈による説教実習と論文(修士・博士)重視。現代

人に分り易い説教者養成。

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~calif-jp/

【E-Mail】pits@ushigomechurch.or.jp

希望聖書学院（ホープ・バイブル・セミナリー）
［H.B.S］
〒180-0023　 武 蔵 野 市 境 南町2-28-15-1F　Tel&F

ax.0422-33-6558 Tel.0554-63-5316　◇JR武蔵境駅南口

から徒歩8分　◇創立／2007年　◇学院長／尾形 守　◇

特色／聖書66巻の真理に堅く立ち、世界宣教を目指し、

実践的訓練も行う聖書学院です。随時入学可能。公開講

座もあり。

救世軍士官学校
［（宗）救世軍］〒166-0012　杉並区和田1-39-5　Tel.03-

3381-9837 Fax.03-3381-9848　◇東京メトロ丸の内線中

野富士見町駅から徒歩10分　◇創立／1895年　◇校長／

吉田 司、教官／吉田 恭子、教官／藤井 健次、教官／藤

井 千明、校長補佐／山谷 真　◇特色／救世軍仕官（伝

道者）を養成する２年制・寄宿制の神学校です。

キリストの教会伝道学院［伝道学院］
［キリストの教会］〒190-0004　立川市柏町1-1-9　Tel&

Fax.042-535-4482　◇JR立川駅から多摩モノレール「泉

体育館」停、徒歩1分　◇創立／1989年　◇代表理事／

佐藤 健市、院長／福嶋 正剛　◇学部学科／伝道者科　

◇特色／レストレーション運動の流れにあって、21世紀に

主イエスの望みたもう福音伝道と教会形成を目指します。

【E-Mail】dendogakuin@ybb.ne.jp



教
育
ガ
イ
ド

３ 

神
学
校

医
療
・
福
祉

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

各
種
団
体

世
界
宣
教

812
専門・特集ガイド編
学校・教育ガイド

東京聖書学院
［東洋宣教会維持財団］〒189-8512　東村山市廻田町

1-30-1　Tel.042-391-3076 Fax.042-397-7558　◇西武新

宿線東村山駅から徒歩20分　◇創立／1901年　◇理事長

／郷家 一二三、院長・教授／石原 潔、副院長・教授／

水間 照弥　◇学部学科／本科（M.Divコース、Th.Bコー

ス）、1年訓練コース、信徒コース（信徒教育）　◇特色／

御言に正しく聴く神学的訓練と、人々をキリストに導きキ

リストにあって育てる実践教育のバランスを重視！

【HP】http://www.jhc.or.jp/tbs/

【E-Mail】tbs@jhc.or.jp

東京聖書神学院
［（宗）日本福音教団］〒123-0864　足立区鹿浜8-18-4　

Tel&Fax.03-3897-5316　◇JR日暮里駅からモノレール谷

在家駅　◇創立／1946年　◇理事長／林 道信、事務局

長／田辺 誠一

【E-Mail】LEM04501@nifty.ne.jp

東京宣教神学校
［超教派］〒171-0021　豊島区西池袋5-2-1　Tel.03-3980-

7930 Fax.03-3984-2269　◇JR池袋駅から徒歩5分　◇創

立／1981年　◇校長／諸橋 秀行

東京総会神学校
［（宗）在日大韓基督教会総会］〒162-0827　新宿区若宮

町24　Tel.03-3260-8891 Fax.03-3268-6139　◇JR飯田橋

駅から徒歩10分　◇創立／1996年　◇理事長／金 君植、

校長代理／金 榮植

東京バプテスト神学校［TBTS］
［神学校］　［（宗）日本バプテスト連盟］〒112-0012　文

京区大塚1-1-18 茗荷谷キリスト教会内　Tel.03-3947-

5141 Fax.03-3947-5145［連絡先：川口 通治　〒133-

0065　東京都江戸川区南篠崎町1-28-15 篠崎キリスト教

会内 Tel.03-3678-5243］　◇地下鉄丸の内線茗荷谷駅か

ら徒歩1分　◇創立／1962年　◇理事長／松村 誠一、校

長／北島 靖士、事務長／川口 通治　◇学部学科／本科(3

年）、神学専攻科(2年）、教会教育専攻科(2年）、教会音楽

本科（3年）、教会音楽マスターコース（3年）　◇特色／

神学を学びたい人であれば、どなたでも学べます。また、

バプテスト以外の方でも入学可能です。

【HP】http://tbts.jp/

【E-Mail】seminary@tbts.jp

東京フリーダム神学大学［TIBCS］
［ＷＧＩ］〒164-0001　中野区中野2-29-1-2F CLA事務局

内 中央キリストの福音教会事務局気付　Tel.050-5532-

3344　◇JR中野駅から徒歩7分　◇創立／2001年　◇学

長／澤畑 明豪、副学長／デビッド・ハッチンソン　◇学

部学科／神学部：神学科、英語科、クリスチャンジャー

ナリズム。メディア部：写真学科。礼典部：ブライダルプ

ランナー科、ブライダルアシスタント科。　◇特色／通

信教育で自分のペースで学習。ＵＳＡ単位取得。学士、

修士、博士課程。確実に役立つ学習を指導。

【E-Mail】drsawahata@freedom.edu

日本聖書神学校［JBTS］
［(学)聖経学園・日本基督教団］〒161-0033　新宿区下落

合3-14-16　Tel.03-3951-1101 Fax.03-3951-3044　◇JR目

祐天寺駅から徒歩13分　◇創立／1952年　◇理事長／清

水 康、校長／関野 祐二　◇特色／昼夜間同一の授業を

一年交替で提供するシステム。都心にあり、働きながら

通学できます。単位積み重ね方式です。

【HP】http://www.seikei-seminary.org/

【E-Mail】covenant-seminary@nifty.com

聖書宣教会・聖書神学舎
［聖書宣教会］〒205-0017　羽村市羽西2-9-3　Tel.042-

554-1710 Fax.042-554-5562　◇JR小作駅から徒歩15

分　◇創立／1958年　◇理事長／清水 昭三、校長／鞭

木 由行　◇学部学科／本科：3〜4年（牧師、伝道師、

宣教師養成)。聖書科・聖書専攻・教会音楽専攻：2年。

ほかに聴講制度、拡大教育もある。　◇特色／聖書の学

びに力を入れている超教派の神学校。日々祈りと学びを

ともにする全寮制の神学校。

【HP】http://www.bibleseminary.jp/

中央聖書神学校［CBC］
［（宗）日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団］〒170-

0003　豊島区駒込3-15-20　Tel.03-3918-4925 Fax.03-

3918-4064　◇JR駒込駅から徒歩7分　◇創立／1950

年　◇理事長／佐々木 正明、校長／北野 耕一　◇特色

／ペンテコステ信仰にたって福音宣教の使命に燃える者

を訓練・育成する。

【HP】http://www.cbc-j.ac.jp/

【E-Mail】cbc@ag-j.or.jp

東京キリスト合同神学院
〒173-0004　板橋区板橋3-32-1　Tel.03-3963-3471 Fax. 

03-3961-7924　◇JR板橋駅西口から徒歩10分　◇創立／

1983年　◇学院長・教授／花房 光江、理事長／土川 政

夫　◇学部学科／牧師コース、宣教主事コース、基礎コ

ース　◇特色／神学の研修とともに、伝道・牧会に実際

に役立つ学びをします。原則として水・金の週2日の授業

です。

【E-Mail】seminary@godo.or.jp

東京神学大学［東神大］
［(学)東京神学大学］〒181-0015　三鷹市大沢3-10-30　

Tel.0422-32-4185 Fax.0422-33-0667　◇JR武蔵境南口か

ら小田急バス「西野」停、徒歩5分　◇創立／1943年　

◇学長／近藤 勝彦　◇学部学科／神学部神学科、大学

院・神学研究科　◇特色／日本基督教団立で伝道者養成

を目的とし、学部と大学院博士課程を備えた、日本で唯

一の神学専門の単科大学。

【HP】http://www.tuts.ac.jp/

東京神学校
［（宗）聖書キリスト教会］〒176-0012　練馬区豊玉北

1-12-3　Tel&Fax.03-5999-1020　◇都営大江戸線新江古

田駅から徒歩4分　◇創立／1969年　◇理事長・校長／

尾山 令仁、教務主任／宇佐美 真知子　◇学部学科／神

学科、聖書科（通信）、教会音楽科、結婚家族学科、D・

Min・コース、インターネット科　◇特色／世界中どこで

でも自宅で学べるインターネット科を開講。D・Min・コー

スでは高度で実践的な学びができる。

【HP】http://www.e-church.jp/tokyo-theo/

【E-Mail】tokyo-theo@hotmail.co.jp



教
育
ガ
イ
ド

３ 

神
学
校

医
療
・
福
祉

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

各
種
団
体

世
界
宣
教

813
専門・特集ガイド編
学校・教育ガイド

農村伝道神学校［農伝］
［鶴川学院］〒195-0063　町田市野津田町2024　Tel.042-

735-5775 Fax.042-735-5711　◇小田急鶴川駅　◇創立／

1948年　◇理事長／國安 敬二、校長／君島 洋三郎　◇

学部学科／神学科

【E-Mail】nohden@kiwi.ne.jp

福音総合研究所
〒180-0013　武蔵野市西久保1-12-2　Tel&Fax.0422-56-

2840　◇JR三鷹駅北口から徒歩3分　◇創立／1988年　

◇所長／スミス，ラルフ・A　◇特色／創造主の御言葉の

教えに従い、聖書信仰の立場から人間社会の全領域にお

いて適用すべく聖書的世界観を確立し、御国の建設を目

指す。

【HP】http://berith.com/

【E-Mail】cwi@berith.com

フルゴスペル神学大学＆大学院・東京校
〒160-0021　新宿区歌舞伎町2-2-19　6F　Tel.03-3232-

0714 Fax.03-3232-0709　◇総長／趙 鏞基、理事長／志

垣 重政、学長／金 峯準

無教会研修所
〒152-0031　目黒区中根1-14-9 今井館聖書講堂内　Tel& 

Fax.03-5701-5335　◇東急東横線都立大学駅　◇創立／

1992年　◇代表／鷲見 誠一

【HP】http://homepage3.nifty.com/mukyokai/

立教大学文学部キリスト教学科
［(学)立教学院］〒171-8501　豊島区西池袋3-34-1　Tel.

03-3985-2530 Fax.03-3985-4790　◇JR池袋駅から徒歩

10分　◇創立／1949年　◇総長／吉岡 知哉、学科長／

佐藤 研　◇学部学科／文学部キリスト教学科　◇特色／

現代世界におけるキリスト教の意味と役割を様々な角度

から理解し探求します。

【HP】www.rikkyo.ac.jp/bun/christ/

ルイジアナバプテスト大学日本校（東京中央
神学院・大学院）［TCTS］

［超教派］〒169-0072　新宿区大久保2-18-8 東京中央教

会内　Tel.03-3208-8490 Fax.03-3208-8438　◇JR新大久

保駅から徒歩5分　◇創立／1991年　◇学院長／李 康憲

（三井 康憲）　◇学部学科／学士課程：B.A.（神学科、キ

リスト教教育学科、キリスト教相談学科、キリスト教音楽

科）。・修士課程：M.Div.（神学） M.A.（キリスト教教育学、

キリスト教相談学、キリスト教音楽）。博士課程：D.Min.（牧

会学）　◇特色／超教派、聖書中心、聖霊運動、実践神学、

宣教師養成、日本アジア宣教を特色とする神学校です。

【HP】http://www.tcc.or.jp/TCTSTOP.html

【E-Mail】tcts@tcc.or.jp

レーマ聖書学院
〒160-0023　新宿区西新宿7-9-7 シャローム教会内　Tel. 

03-3371-7558　◇稲福 エルマ　◇学部学科／聖書学校

ワーシップ ジャパン
［教会音楽家養成学校］〒190-0023　立川市柴崎町3-9-18 

99+TACHIKAWA 203　Tel.042-522-9989 Fax.042-522-

9981　◇JR立川駅南口より徒歩5分　◇創立／2002年　

◇学長／ジョシュア 佐佐木　◇学部学科／本科（全日制、

白駅から徒歩7分　◇創立／1946年　◇理事長／久山 庫

平、校長／今橋 朗　◇学部学科／信徒向け「神学基礎

講座」（４月と９月に開講）、「聖書ヘブル語ビデオ通信講座」

「聖書ギリシア語ビデオ通信講座」

【HP】http://www.jbts.ac.jp/

【E-Mail】jbts@jbts.ac.jp

日本宣教演劇学校
［超教派］〒110-0015　台東区東上野5-11 JTJビル　◇JR

上野駅から徒歩5分　◇創立／2002年　◇学長／西田 

正、花島 宣人、小崎 和雄　◇学部学科／基礎科、専攻科。

教室制・通信制。

日本宣教神学校
［超教派］〒124-0001　葛飾区小菅1-30-5 東京イエスの

家族教会内　Tel.03-5650-2595　◇東武伊勢崎線小菅駅

から徒歩5分　◇創立／1994年　◇理事長・学長／黄 パ

ウロ、神学部科長／一戸 満、事務長／渡辺 和彦　◇学

部学科／神学科、牧師学科、宣教学科、基督教教育学科

日本ナザレン神学校
［（宗）日本ナザレン教団］〒153-0042　目黒区青葉台4-7-

6　Tel.03-3466-2433　◇JR渋谷駅からバス「大坂上」停、

徒歩3分　◇創立／1915年　◇教団理事長／松田 基子、

校長／坂本 誠　◇特色／日本ナザレン教団立の神学校と

して、神学と霊性両面の訓練と教育を重視しています。

【HP】http://www.nazarene.or.jp/jnts.htm

【E-Mail】smakjcjc@jg8.so-net.ne.jp

日本福音学校新宿校［JES新宿校］
［イエスの友会］〒162-0056　[教室]新宿区若松町8-3 東

京信愛教会内　Fax.03-3359-5791［連絡先：〒134-

0081　東京都江戸川区北葛西4-3-9 小松川教会　東海林 

昭雄先生 Tel.090-3689-2781］　◇地下鉄大江戸線若松河

田駅から徒歩5分　◇創立／1968年　◇校長／花盛 勲

一、事務局長／佐藤 恒夫、教育主事／東海林 昭雄　◇

学部学科／普通科（2年）、研究科（1年）　◇特色／「教

会形成を担う信徒伝道者養成」毎週土曜日、午後2時〜4

時の講義。

【E-Mail】komatsugawa_church@ybb.ne.jp

日本ルーテル神学校
［神学］　［(学)ルーテル学院］〒181-0015　三鷹市大沢

3-10-20　Tel.0422-31-4611 Fax.0422-33-6405　◇JR武

蔵境駅南口からバス「西野」停　◇創立／1909年　◇理

事長／石原 寛、校長／江藤 直純、事務長／高瀬 恵治　

◇特色／堅実な聖書学と福音的ルター主義神学に立ち、

宣教を志向。人格、神学、専門職、霊性の総合的形成を

目指す。

【HP】http://www.luther.ac.jp/

【E-Mail】koho@luther.ac.jp

ニューポート大学日本校
［超教派］〒156-0057　世田谷区上北沢3-32-14 小川ビ

ル　Tel.03-5317-2679 Fax.03-5317-4237　◇京王線上北

沢駅から徒歩3分　◇創立／1984年　◇日本代表／遠藤 

千舟

【E-Mail】newportJP@aol.com



教
育
ガ
イ
ド

３ 

神
学
校

医
療
・
福
祉

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

各
種
団
体

世
界
宣
教

814
専門・特集ガイド編
学校・教育ガイド

長 野 県

日本バプテスト聖書神学校
［伝道者養成機関］　［（宗）日本バプテスト・バイブル・

フェローシップ］〒389-0111　北佐久郡軽井沢町長倉

4697-27　Tel.0267-46-4689 Fax.0267-46-5203　◇しな

の追分駅から徒歩30分　◇創立／1954年　◇理事長／三

澤 隆男、校長／足立 茂　◇学部学科／伝道者養成コー

ス、クリスチャンワーカーズコース。通信教育課程

【E-Mail】jbbc@jbbf.org

愛 知 県

ERM聖書学校
〒444-0860　岡崎市明大寺本町3-12 善隣センタービル2

階　Tel&Fax.0573-25-8237 Tel.090-7853-5616［連絡先：

恵那クリスチャンセンター　〒509-7201　岐阜県恵那市

大井町1605-35 Tel.0573-25-8237］　◇名鉄東岡崎駅から

徒歩1分　◇創立／2001年　◇校長／徐 起源　◇学部学

科／[授業内容]○聖書が判るようになるコース（レベル

1）　○繁栄・経済ステップアップ、とりなし者、救いの導

き、聖霊、いやし、信仰コース（レベル2）　○霊的解放

コース（レベル3）　◇特色／み言葉をもって、家の教会、

教会のセルリーダー養成。愛の信仰で、しるしの伴う実

践のリバイバルの受け皿へ。

【HP】http://www.ermbible.net

【E-Mail】info@ermbible.net

SLM聖書通信講座日本支部
〒441-8691　豊橋南郵便局私書箱23号　Tel&Fax.0532-

48-3187　◇創立／2000年　◇支部長／山崎 拓治、副支

部長／山添 浩二　◇学部学科／通信制聖書学校　◇特

色／1952年アメリカで発足。福音主義、受講無料が特徴。

教会単位で購入し用いることも可能。（聖書研究、教会学

校など）

【HP】http://www.geocities.co.jp/slmjapan

【E-Mail】seisho_tushin@yahoo.co.jp

キリスト聖書神学校［CBS］
［キリスト聖書学園］〒470-0131　日進市岩崎町竹ノ山37-

106　Tel&Fax.0561-73-5657　◇校長／マイケル・オ

ー　◇特色／本校は実践面も学問面も充実した改革主義

的な神学校です。米国の神学校との提携もあります。

【HP】http://www.shingakkou.net/

【E-Mail】cbs@cbijapan.org

キリスト聖書センター
［キリスト聖書学園］〒470-0131　日進市岩崎町竹ノ山37-

106　Tel&Fax.0561-73-5657　◇創立／2004年　◇代表

／マイケル・オー　◇特色／キリスト聖書センターは一

般信徒が気楽に、深い学びができるためにつくられました。

どなたでも参加できます。

【E-Mail】cbs@cbijapan.org

東海聖書神学塾
［超教派］〒460-0022　名古屋市中区金山2-1-3 金山クリ

スチャンセンター3階　Tel&Fax.052-321-7516　◇JR金

山駅から徒歩7分　◇創立／1985年　◇理事長／水上 

4月入学）、集中科（随時入学）、夜間科（随時入学）　◇

特色／主に最高の礼拝をささげるため、全身全霊で主に

仕える教会音楽家を養成する。

【HP】http://www.worship-japan.com/

【E-Mail】gospel@worship-japan.com

神 奈 川 県

イムマヌエル聖宣神学院［BTC］
［（宗）イムマヌエル綜合伝道団］〒226-0024　横浜市緑

区西八朔町1194-1　Tel.045-931-3546 Fax.045-931-

0552　◇東急田園都市線青葉台駅からバス「ユーランド

緑」停、徒歩1分　◇創立／1949年　◇代表／竿代 照夫、

院長／植木 英次、学監／藤本 満　◇学部学科／牧師・

宣教師となるための４年のコース（クラス３年+実習１年）

活水聖書学院
［(宗)平塚福音キリスト教会］〒254-0806　平塚市夕陽ヶ

丘31-8 平塚福音キリスト教会内　Tel.0463-22-2384 Fax. 

0463-21-1901　◇JR平塚駅から徒歩7分　◇創立／1983

年　◇理事長・専任講師／坊向 輝國、学院長／岩井 清、

専任講師／高橋 義夫、専任講師／藤村 和義　◇学部学

科／教職者コース、信徒伝道者コース、信徒奉仕者コー

ス

カルバリー聖書学院
［大和キリスト教会］〒242-0029　大和市上草柳6-1-15　

Tel.046-200-1010 Fax.046-264-5207　◇小田急線・相鉄

線大和駅相鉄口から徒歩20分　◇院長／大川 従道

日本バプテスト神学校
［（宗）日本バプテスト同盟］〒245-0061　横浜市戸塚区

汲沢1-24-9　Tel&Fax.045-866-3150　◇JR戸塚駅から徒

歩20分　◇創立／1972年　◇校長／中村 隆治郎　◇学

部学科／バプテストコース、基礎学科コース、専門学科

コース、信徒コース

【HP】http://www.jbu.or.jp/jbts/

【E-Mail】jbts-office@jbu.or.jp

ワーグナー・リーダーシップ・インスティテュー
ト日本校［WLIJ］
〒212-0016　川崎市幸区南幸町1-5 3F　Tel.044-533-

1240 Fax.044-271-9800　◇JR川崎駅西口から徒歩12

分　◇総長／ワーグナー，ピーター、学長／金 イスラエ

ル

【HP】http://www.4amen.org/

【E-Mail】isoa@cronos.ocn.ne.jp

新 潟 県

新潟聖書学院
［超教派］〒945-0855　柏崎市鯨波乙568　Tel&Fax.

0257-22-3347　◇JR鯨波駅から徒歩10分　◇創立／1952

年　◇理事長／斎藤 成美、院長／中村 敏　◇学部学科

／神学科（4年）、聖書科（1年）

【HP】http://god-is-love.holy.jp/gakuin.html
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徒歩5分　◇創立／1988年　◇学院長／ダビデ・チョー・

ヨンギ、学監／大久保 みどり　◇学部学科／教職者コー

ス、リーダー養成コース、本科・通信科（ビデオ科、グ

ループ科）　◇特色／日本と世界のリバイバルのための働

きを養成する。

【E-Mail】acgi@mb1.kisweb.ne.jp

アンテオケ国際宣教神学校・神学院
［ワールド・ミッション］〒577-0801　東大阪市小阪1-13-

13　Tel.06-6782-3777 Fax.06-6782-7170　◇近鉄奈良線

河内小阪駅から徒歩3分　◇創立／2001年　◇理事長／

吉田 芳幸、校長／李 相烈　◇学部学科／本科、通信教

育科　◇特色／日本のリバイバルと世界宣教に備える実

践的神学校です。いつからでも入学可能。体験入学あり。

【HP】http://www.talant-net.jp/antioch/

大阪キリスト教短期大学国際教養学科［キリ
短］

［(学)大阪キリスト教学院］〒545-0042　大阪市阿倍野区

丸山通1-3-61　Tel.06-6652-2091 Fax.06-6652-2068　◇

JR天王寺駅から徒歩13分　◇創立／1905年　◇理事長

／有安 富雄、院長／今井 洋、学長／津村 春英、国際教

養学科長／野田 潤　◇学部学科／専攻科（神学専攻）、

国際教養学科(神学基礎コース／キリスト教文化コー

ス）　◇特色／福音主義、学際的、実践的・霊的の3つの

観点により、主のしもべとして遣わされるための教育をし

ています。

【HP】http://www.occ.ac.jp/

【E-Mail】yakuin@occ.ac.jp

大阪聖書学院［OBS］
［神学校］　［(宗)大阪クリスチャン・ミッション］〒535-

0003　大阪市旭区中宮4-2-11　Tel.06-6951-5882 Fax.06-

6954-4144　◇JR大阪駅からバス「城北公園前」停、徒

歩2分　◇創立／1937年　◇理事長／柴田 年世、学院長

／岸本 大樹　◇学部学科／聖書文学科課程（4年）。宗

教教育科課程（2、3年）　◇特色／本学院は聖書の原典

の学び（特にギリシア語教育）に力を入れています。通

信教育も始めました。

【HP】http://church.ne.jp/obs

【E-Mail】obs@church.ne.jp

四條畷キリスト教学院
［(宗)日本アドベント基督教宣教会］〒575-0003　四條畷

市岡山東5-3-37　Tel&Fax.072-862-4070　◇JR忍ヶ丘駅

から徒歩13分　◇創立／1966年　◇学院長／城谷 定利、

事務長／押方 恵　◇特色／信仰のリフレッシュのため

に、働きながらどなたでも入学、聴講できる超教派の神

学校です。

大韓イエス教長老会改革総会神学校 日本校
［大韓イエス教長老会改革総会］〒570-0079　守口市金

下町1-9-14　Tel&Fax.06-6996-4111　◇地下鉄谷町線太

子橋今市駅から徒歩1分　◇校長／ヨシュア・ジョン・ジ

ョンギ

チャーチ・オブ・プレイズ・インターナショ
ナル使徒的センター

［聖書学校］　［(NPO)Joy to the World］〒563-0043　池田

市神田2-11-5　Tel.072-751-5181 Fax.072-751-5381　◇

勲、名誉塾長／羽鳥 純二、塾長／河野 勇一　◇学部学

科／信徒奉仕者コース、教職志願者コース、女性奉仕者

コース、牧師夫人講座、研究科　◇特色／教会と共に献

身者を育てます。コースは信徒奉仕者、教職者、女性奉

仕者、牧師夫人、牧会研究科があります。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~seisyo/

【E-Mail】tokai.seisyo.singakujuku@gmail.com

中日本聖書神学校［CJBS］
［神学塾］〒443-0002　蒲郡市清田町小栗見1-99　Tel.

0533-68-6259 Fax.0533-67-7046　◇JR蒲郡駅北口から車

10分　◇創立／1978年　◇校長／山崎 拓治、副校長／

浅田 朗、教頭／山添 浩二、教務主任／小林 勝彦　◇学

部学科／聖書神学科（4年）、一般奉仕者コース（2年）、

聴講生も受け付けます。　◇特色／働きながら学ぶこと

が出来ます。週4日、2時間ずつ。ほかに集中講義があり

ます。

名古屋福音聖書学校
［超教派］〒464-0094　名古屋市千種区赤坂町4-64　Tel.

052-721-7831 Fax.052-721-7625　◇バス「茶屋ヶ坂」停、

徒歩7分　◇創立／1979年　◇代表・校長／水野 明廣、

事務長／禹 浩鉉　◇学部学科／一般クラス（昼間）、基

礎科（夜間）　◇特色／生活と密着して学べる。毎週月曜

日に授業。誰でも気軽に学べる。9月始まり、6月終了。

【E-Mail】bible-school@christian-life.jp

リバイバル聖書神学校［リバ神］
［(宗)超教派　全日本リバイバルミッション］〒441-

1307　新城市富沢407-1　Tel.0536-23-6720 Fax.0536-

23-6220　◇飯田線茶臼山駅から徒歩1分　◇創立／1996

年　◇代表・校長／山崎ランサム 和彦、理事長／滝元 明、

教務主任／平岡 修治、舎監／滝元 順、名誉校長／有賀 

喜一　◇学部学科／適時特別講座を開設　◇特色／福音

主義的聖書信仰に立った聖書的、霊的、実践的訓練、特

にリバイバルのため霊的戦いの祈りを習得させる。

【HP】http://www.j-revival.com/rbs/

【E-Mail】seminary@j-revival.com

京 都 府

同志社大学神学部・神学研究科
［(学)同志社］〒602-8580　京都市上京区今出川通烏丸東

入　Tel.075-251-3330 Fax.075-251-3072　◇地下鉄鳥丸

線今出川駅から徒歩1分　◇創立／1875年　◇理事長／

野本 真也、学長／八田 英二、部長・研究科長／水谷 

誠　◇学部学科／神学部神学科、神学研究科博士課程（前

期課程）神学専攻、神学研究科博士課程（後期課程）神

学専攻　◇特色／同志社設立とともに始まり現在にいた

る伝統をもつ。広い国際的な教養人の育成を目的に幅広

く学際的に学べる。

【HP】http://www.d-theo.jp/

大 阪 府

アジア教会成長神学院［ACGI］
［超教派］〒530-0046　大阪市北区菅原町3-6-2F　Tel.

06-6365-7630 Fax.06-6365-7920　◇京阪本線北浜駅から
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教会内　Tel.0794-25-1406 Fax.0794-25-1408　◇JR東加

古川駅　◇創立／1984年　◇代表／楠橋 清隆、校長／

久保田 寛

関西神学塾
［（宗）日本基督教団］〒662-0834　西宮市南昭和町10-22 

西宮公同教会内　Tel.0798-67-4691 Fax.0798-63-4044　

◇阪急神戸線西宮北口駅　◇創立／1983年　◇代表／菅

澤 邦明

関西聖書神学校［KBC］
［（宗）日本伝道隊・（宗）日本イエス・キリスト教団共同

経営］〒655-0872　神戸市垂水区塩屋町6-32-15　Tel.

078-751-2126 Fax.078-751-2311　◇JR塩屋駅から徒歩20

分　◇創立／1924年　◇理事長／中島 信光、校長代行

／足立 幹夫、舎監／鎌野 直人、舎監／藤井 正子　◇学

部学科／基礎科1年、本科3年　◇特色／聖書的きよめを

教理的、体験的に教え、21世紀に間に合う日本及び世界

宣教を担う神の器の養成。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~kbc-bw/

【E-Mail】kbc-bw@vanilla.ocn.ne.jp

関西単立バプテスト神学校［KIBBS］
［(宗)バプテストインターナショナル］〒651-2124　神戸

市西区伊川谷町潤和1692-3　Tel.078-974-2819 Fax.078-

974-2719　◇JR明石駅からバス「上の丸3丁目」停、徒

歩5分　◇創立／1968年　◇校長／村上 聡　◇学部学科

／牧会上級神学科（４年）、聖書神学科（３年）、聖書ク

リスチャン教育科（３年）、聖書クリスチャン音楽科（３年）、

一般奉仕者コース（１年）　◇特色／聖書に堅く立つこと

と学問と実践の調和をモットーとし、霊的・知的・人格的

訓練を目的としています。

関西学院大学神学部
［(学)関西学院大学］〒662-8501　西宮市上ケ原一番町1-

155　Tel.0798-54-6200 Fax.0798-51-0936　◇阪急電鉄

今津線甲東園駅　◇創立／1889年　◇理事長／森下 洋

一、院長／グルーベル，ルース･M、神学部長／水野 隆

一　◇学部学科／神学部、大学院神学研究科（神学専攻）

博士課程前期・後期課程

【HP】http://www.kwansei.ac.jp/s_theology/index.jsp

神戸改革派神学校
［神学校］　［(宗)日本基督改革派教会］〒651-1306　神戸

市北区菖蒲が丘3-1-3　Tel.078-952-2266 Fax.078-952-

2165　◇神戸電鉄岡場駅からバス（神電道場行）8分　

◇創立／1947年　◇理事長／小野 静雄、校長／市川 康

則

【HP】http://www.rcj-net.org/Kobe_Reformed_Theological_

Seminary.htm

【E-Mail】rcj-kobe2266@nifty.com

神戸神学館［KTH］
［（宗）在日本リフォームドプレスビテリアンミッション］

〒650-0004　神戸市中央区中山手通1-25-2 カベナンター・

センタービル2・3F　Tel&Fax.078-230-1199 Tel.078-242-

7003［連絡先：事務局　〒658-0003　兵庫県神戸市東灘

区本山北町6-17-31 Tel.078-452-5310］　◇JR三宮駅から

徒歩8分（本館）　◇創立／1996年　◇代表・釈義神学ギ

リシャ語教師／瀧浦 滋、組織歴史神学教師／坂井 純人、

阪急宝塚線池田駅から徒歩20分　◇創立／2003年　◇学

長／ローレンス、ゲヤス　◇特色／神の力と神の御声を

経験するクリスチャンたちを整える。

【HP】http://churchofpraise.jp/j/bible_school.html

【E-Mail】apostolic_center@churchofpraise.jp

浜寺聖書学院
［牧師養成・訓練］　［(宗)浜寺聖書教会］〒592-8345　堺

市西区浜寺昭和町4-462　Tel.072-262-7287 Fax.072-262-

0206　◇南海本線浜寺公園駅から徒歩1分　◇創立／

2002年　◇学院長／近藤 修司　◇学部学科／牧師訓練

課程・講解説教者養成課程　◇特色／当聖書学院は、

The Master's Academy International の日本校として よ

り充実した訓練を献身者たちに行っています。

【HP】http://www.hamaderabible.jp/HBI

【E-Mail】institute@hamaderabible.jp

福音聖書神学校［EBS］
［教団立聖書学校］　［（宗）日本メノナイト・ブレザレン

教団］〒563-0038　池田市荘園2-1-12　Tel.072-761-1397 

Fax.072-761-8200　◇阪急宝塚線石橋駅から徒歩12分　

◇創立／1957年　◇校長／真鍋 孝、舎監／藤井 義生　

◇学部学科／本科神学課程 本科キリスト教教育課程 教

会伝道課程　聴講制度あり　◇特色／激動の16世紀に、

徹底した聖書復帰運動を起こしたアナバプテストの精神

を継承する学びを目指しています。

【HP】http://ebs.sakura.ne.jp/

フルゴスペル神学大学・大学院　大阪校
［(宗)日本フルゴスペル教団］〒556-0015　大阪市浪速区

敷津西2-16-11 フルゴスペル大阪教会内　Tel.06-6649-

1249 Fax.06-6649-4078　◇地下鉄御堂筋線大国町駅6番

から徒歩7分　◇総長／ダビデ・チョー・ヨンギ　◇学部

学科／＜大学課程＞教役者コース：本科、通信科。＜一

般聖徒専門仕役者課程＞研究コース：本科、通信科。＜

大学院・神学修士課程＞

ユニオン・シェパード神学大学・大学院日本
校［USJ神学大学・大学院日本校］
〒557-0004　大阪市西成区萩之茶屋3-4-23　Tel.06-

6632-0124 Fax.06-6632-0125　◇JR新今宮駅から徒歩10

分　◇創立／2005年　◇学長／フアン、カルロス・オイツ、

副総長／金 徳化、運営理事長／李 炳鎬　◇特色／神学

科・キリスト教相談学大学院・教会成長大学院。働きな

がら学ぶことができます。

【HP】http://www.jusu.org/

【E-Mail】unionjp@kdr.biglobe.ne.jp

兵 庫 県

アジア・グラデュエート・スクール・オブ・
セオロジー

［超教派］〒651-0052　神戸市中央区中島通2-3-5 神戸ル-

テル神学校内　Tel.078-221-6956 Fax.078-221-5825　◇

創立／1987年　◇理事長／佐布 正義、校長／橋本 昭夫

アドバンスト・スクール・オブ・セオロジー
［（宗）日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団］〒675-

0101　加古川市平岡町新在家2537-4 加古川福音キリスト
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【E-Mail】minoru_yamamoto@hotmail.co.jp

奈 良 県

生駒聖書学院［IBC］
［（宗）日本ペンテコステ教団］〒630-0243　生駒市俵口

町951　Tel&Fax.0743-74-7622　◇近鉄奈良線生駒駅か

ら車5分　◇創立／1929年　◇院長／榮 義之、副院長・

事務長／前田 基子、スタッフ／竹腰 明人　◇学部学科

／牧師・伝道師養成　◇特色／聖書信仰に立ち、聖霊に

よって伝道牧会する働き人養成。モットー「不可能は挑

戦となる」。働きながら学べる。

【HP】http://ibcelim.com/

【E-Mail】elimyoshi@kcn.jp

関西聖書学院［KBI］
［牧師・宣教師養成、クリスチャンリーダー養成］　［超教

派］〒630-0266　生駒市門前町22-1　Tel.0743-70-8600 

Fax.0743-70-8601［連絡先：Tel.0743-70-8603］　◇近鉄

生駒駅からケーブル「宝山寺」停、徒歩7分　◇創立／

1961年　◇理事長／豊村 善典、学院長／大田 裕作、副

理事長・教師／小山 大三、財務理事／福島 敏雄　◇学

部学科／短期３週間コース、基礎聖書コース、教職者コ

ース、通信教育コース、宣教師訓練コース　◇特色／十

字架と聖霊そして宣教。福音派と聖霊派のどちらにも通

用する働き人の訓練。宣教師訓練コースを併設。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~kbikbi/

【E-Mail】kbi-mark117@ares.eonet.ne.jp

広 島 県

日本アライアンス神学校
［（宗）日本アライアンス教団］〒731-5143　広島市佐伯

区三宅6-119　Tel&Fax.082-921-7304　◇JR五日市駅か

ら車15分　◇創立／1951年　◇校長／生田 嘉文　◇学

部学科／神学課程3年/キリスト教教育課程2年　◇特色／

平和都市広島の西部に位置し、基本信条に基づく穏健な

神学と、伝道の情熱を持つ牧師を育てる神学校です。

山 口 県

FWT神学校
［山口福音教会］〒753-0078　山口市緑町1-2　Tel&Fax.

083-920-1190　◇JR山口駅から徒歩15分　◇創立／2004

年　◇代表／岩間 剛、特別講師／中野 雄一郎、講師／

瀬 孝宣　◇特色／山口福音教会創立の同労者訓練神学

校です。本科の神学・聖書学の学びと共にISOMやエリヤ

ハウスも学びます。

【E-Mail】yamafuku@orange.plala.or.jp

香 川 県

西日本宣教学院
〒760-0054　高松市常磐町2-5-15 高松クリスチャンセン

ター4階　Tel.087-834-2870 Fax.087-837-5158　◇琴電

瓦町駅から徒歩2分　◇創立／1992年　◇理事長／グレ

弁証学ヘブル語教師／金森 宏之、実践神学教会史教師

／遠藤 克則、神学英語教師・学生主任／パトリシア･ボ

イル　◇学部学科／聖書研修（A)課程、伝道者（B）課

程（2年・4年）　◇特色／9月開講。毎週火木金午後5:30

〜9:30。聖書信仰と改革信仰とキリストの王権に仕える

教会指導者養成。

【HP】http://www.rpjapan.org/Japanese/KTH/

【E-Mail】stakiura@nifty.com

神戸聖書宣教学校
［ブレザレン］〒655-0049　神戸市垂水区狩口台5-1-

101　Tel.078-782-9697 Fax.078-784-2939　◇JR朝霧駅

から徒歩10分　◇創立／1997年　◇代表／勝原 忠明、

校長／岩村義雄

【HP】http://homepage2.nifty.com/KICC/koubesei.html

【E-Mail】QYH05423@nifty.ne.jp

神戸ルーテル神学校
［（宗）西日本福音ルーテル教会、（宗）近畿福音ルーテル

教会］〒651-0052　神戸市中央区中島通2-3-5　Tel.078-

221-6956 Fax.078-221-5825　◇JR三宮駅からバス「青谷」

停、徒歩1分　◇創立／1957年　◇校長・教務／正木 牧

人、教授／鍋谷 尭爾、教授／橋本 昭夫、教務補／石崎 

伸二　◇学部学科／教職A課程、教職B課程、神学博士

課程(M.div)、神学通信講座

【HP】http://www.koluthse.jp/

【E-Mail】office@koluthse.jp

神戸ルーテル聖書学院［K.L.B.I］
［（宗）西日本福音ルーテル教会、ノルウェールーテル伝

道会］〒651-0052　神戸市中央区中島通2-2-11　Tel.078-

221-3601 Fax.078-242-4166　◇JR三宮駅からバス「青谷」

停　◇創立／1950年　◇理事長／永田 令、院長／多久

和 律　◇特色／主イエスとみ言葉が疲れた方々を癒や

し、主の召しを明らかにします。感動の一年を過してみま

せんか。

【HP】http://wjelc.or.jp/klbi/

国際使徒学校関西エリア校［ISOAKA］
［(宗)AMEN ASIA］〒654-0046　神戸市須磨区村雨町5-1-

23 サンビルダー須磨1F　Tel&Fax.078-731-7786　◇JR

鷹取駅から徒歩10分　◇創立／2004年　◇総長／金 イ

スラエル、校長／松平 ヨシュア　◇特色／五役者育成、

使徒と預言者の土台の上に教会を建て上げ（エペソ4：

11、2：20）教会を整え霊的指導者養成。

中央聖書神学校関西分校
〒663-8184　西宮市鳴尾町1-10-7 鳴尾キリスト福音教会

内　Tel&Fax.0798-41-4428　◇阪神鳴尾駅から徒歩5

分　◇校長／菊山 和夫

【HP】http://www.cbc-j.ac.jp/

【E-Mail】cbc@ag-j.or.jp

東洋聖書神学院
〒653-0812　神戸市長田区長田町1-2-6　Tel&Fax.078-

691-1419　◇地下鉄長田駅から徒歩2分　◇創立／1949

年　◇院長／西田 照雄　◇学部学科／本科・宣教研究

科　◇特色／聖霊の聖化による実践訓練を経て遣わされ、

無より教会建設をなし、世界宣教を全うする人材を養成

します。
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ら徒歩5分　◇創立／1916年　◇理事長・院長／寺園 喜

基、学長／バークレー，ギャーリ・ウェイン、神学部長／

片山 寛　◇学部学科／神学部：神学コース（献身者のた

めのもの）、キリスト教人文学コース（一般学生のための

もの） 、神学部選科（高卒、22才以上の献身者のための

もの）、神学専攻科（神学部卒の献身者のためのもの）、

神学研究科 博士課程前期後期　◇特色／本学は日本バ

プテスト連盟の教派神学校ですが、広く全教会のために

門戸を開いています。

【HP】http://www.seinan-gu.ac.jp/

FUKUOKA国際宣教神学校・神学院
〒814-0153　福岡市城南区樋井川2-1-64　Tel.092-405-

5275 Fax.092-405-5276　◇博多駅からバス「長尾変電所」

停、徒歩5分　◇創立／2007年　◇理事長／河井 正夫、

学長／李 相烈、通訳／河井 英利

【E-Mail】pcfek0417@hop.ocn.ne.jp

沖 縄 県

沖縄信徒聖書学校
［沖縄聖書学園］〒904-0014　［事務局]沖縄市仲宗根町

38-1 胡屋バプテスト教会　Tel&Fax.098-937-3215　◇校

長／斉藤 清次　◇学部学科／本科・信徒伝道者養成コ

ース。

沖縄信徒伝道者学校
［沖縄聖書学園］〒904-0014　[事務局]沖縄市仲宗根町

38-1 胡屋バプテスト教会　Tel&Fax.098-937-3215　◇校

長／国吉 守

沖縄聖書神学校
［沖縄聖書学園］〒903-0116　中頭郡西原町幸地1029-1 

那覇バプテスト教会　Tel.098-944-5331　◇創立／1978

年　◇校長／喜友名 朝英、専任教授／運天 康正、専任

教授／渡真利 文三、教務／喜友名 朝順、会計／平良 善

郎

ツラノ・トレーニングスクール
［弟子訓練］〒904-0032　沖縄市諸見里1-6-20 センター

世の光教会　Tel&Fax.098-933-1171　◇バス「ナショナ

ルクレジット前」停、前　◇創立／2000年　◇学長／李 

相烈、担当／原田 満珠美　◇学部学科／本科、準本科、

DVD科。毎月入学可。　◇特色／御言葉の学びと聖霊に

よる贈物の実践的訓練を通し、リバイバルと世界宣教に

仕える働き人を養成する。

【E-Mail】center.kaifuku7@hotmail.co.jp

イ，マイク、学院長／櫛田 節夫、教務／山崎 敏秋　◇

学部学科／献身者・信徒のための3コース：教職課程、信

徒課程、聴講課程。エクステンション：教会音楽奏法。　

◇特色／聖書に精通し健全な基本的神学をバランス良く

学ぶ。地方にあって職業を持ったまま学べる夜間制神学校。

愛 媛 県

アンデレ宣教神学院
［（宗）日本福音宣教会］〒790-0807　松山市平和通1-6-

6　Tel.089-925-1499 Fax.089-925-1501　◇伊予鉄城南

線「平和通1丁目」停横　◇創立／1987年　◇代表／万

代 栄嗣　◇学部学科／一般課程（1年コース）通信コー

スあり。専攻課程（3年）：牧師･伝道者養成科　◇特色／

母教会を離れずに学べる集中スクーリング制を採用。各

自のレベルと目的に合わせて多様なニーズに応えます。

【HP】http://www.mission.or.jp/aes/

【E-Mail】aes@mission.or.jp

福 岡 県

北九州信徒聖書学校
〒807-8691　北九州市八幡南郵便局私書箱26号　Tel& 

Fax.093-692-8592　◇JR小倉駅から徒歩10分（北九州

YMCA内）　◇創立／1985年　◇理事長／山口 晶久、校

長／野村 幸生、教頭／広川 和行　◇学部学科／本科2年、

研究科1年、専攻科（伝道者養成課程、3年）、通信制（原

則2年）、信徒説教者称号コース　◇特色／福音主義に立

つ恒久的信徒聖書学校

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/kbsl/

九州バプテスト神学校［九バプ］
［神学校］〒810-0053　福岡市中央区鳥飼1-6-17 鳥飼バ

プテスト教会内（教室）　◇地下鉄西新駅から徒歩15分　

◇創立／1988年　◇理事長／藤田 英彦、校長／安藤 榮

雄、神学科長／白石 久幸、教会教育科長／安藤 榮二　

◇学部学科／本科コース、聴講コース、半年コース　◇

特色／主にあって、教会とともに、教会に仕える神学校

【HP】http://www2.bbweb-arena.com/kyubap/

【E-Mail】erikan@hiz.bbiq.jp

西南学院大学神学部
［(学)西南学院］〒814-8511　福岡市早良区西新6-2-92　

Tel.092-823-3339 Fax.092-823-3335　◇地下鉄西新駅か



メンターム、近江兄弟社、生活常備薬 近藤クリニック、内科、小児科、歯科、

小児歯科、近藤邦夫、政子

医療、福祉、健康、病院、診療所、ホスピス、治療院、整体、健康増進、カウン

セリング、薬局、薬店、老人ホーム、福祉施設、健康食品
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医療・福祉・健康関連トータル情報（PR）

� . 連絡機関・法人団体
� . 病院・診療所・ホスピス
� . 治療院・整体・健康増進
� . カウンセリング
� . 薬局・薬店・健康食品など
� . 老人ホーム・福祉施設など

www.omibh.co.jp


ミッドナイトミッションのぞみ会、木下宣

世、望みの門学園、望みの門楽生園、望み

の門紫苑荘、望みの門新生舎、望みの門か

ずさの里、グレースホーム、望みの門方舟

乳児園、婦人保護施設、養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム、知的障害者通所授産

施設、児童養護施設、障害福祉サービス事業、

乳児院

第 2花畑ホーム、介護老人福祉施設、特

別養護老人ホーム、福岡白百合会

グループホームみくに松戸の園、認知

症対応型共同生活介護施設、ターミナ

ルケア、菊谷利昭

特定非営利活動法人、福祉作業センター

レインボーワーク、ヘルパーステーショ

ンハレルヤ、自立共同ホームめぐみの家、

ヘルパーステーションいしずえ、障害者

の自立と社会参加、自立生活センター

創世グループ、株式会社創世、福島イ

ングリッシュセンター、サンライズパ

ンション、聖ハートフルケア福島十字

の園、三育学園、三育幼稚園、西部三

育幼稚園、聖心三育保育園、創世福祉

事業団、三育保育園、経費老人ホーム（A

型）エデンの園、霊山三育保育園、表

郷聖オリーブの郷東館、桑折聖オリー

ブの郷、聖輝きの里、大信聖虹の里、

滝根聖オリオンの里、野田豪一、モン

ゴル、チンギス創世国際大学、介護老

人保健施設、高齢者福祉サービス複合

施設、特別養護老人ホーム、
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野田濠市

社会福祉法人
ミッドナイトミッションのぞみ会

理事長　木下 宣世

婦 人 保 護 施 設
養 護 老 人 ホ ー ム
特別養護老人ホーム
知的障害者通所授産施設
児 童 養 護 施 設
障害福祉サービス事業
乳 児 院

望 み の 門 学 園
望 み の 門 楽 生 園
望 み の 門 紫 苑 荘
望 み の 門 新 生 舎
望みの門かずさの里
グ レ ー ス ホ ー ム
望みの門方舟乳児園

望みの門は各々の施設が独自の働きをしながら、
緊密に提携する多機能福祉施設群です。

●詳細は直接ご連絡下さい。
〒293-0021千葉県富津市川名1436
10439-87-9381 50439-87-1978

認知症対応型共同生活介護施設

グループホーム みくに 松戸の園

グループホーム みくに 松戸の園
〒 271-0061 松戸市栄町西 5-1324

1047-703-1260　代表 菊谷利昭
URL http://mikunimatsudo.com/

　みくにのケアの特徴
○運営理念『自分にしてもらいたいことを人にもそのようにしなさい。』

○入居者様のこれまでの人生を大切にした介護を試みています。

○ターミナルケアもお受けいたします。

自立生活センター　いしずえ
大阪市内の関連施設
●福祉作業センター レインボーワーク
　大阪市平野区喜連東4-1-4
●ヘルパーステーション ハレルヤ
　大阪市平野区喜連西3-14-4

大東市内の関連施設
●自立共同ホーム めぐみの家
　大阪府大東市北条3-16-33
●ヘルパーステーション　いしずえ

http://www.nn.iij4u.or.jp/~cisshine/
E-mail：ishizue@river.ocn.ne.jp

大阪府大東市北条2-12-23
1072-876-1936　5072-876-6442 入所又は就職希望

者は左記法人連絡
先（柿原）まで

法
人
連
絡
先

特定非営利活動法人

職
員
募
集
！

障
害
者
の
自
立
と

社
会
参
加
の
実
現

を
目
指
し
て
！

www.nozominomon.or.jp
http://fukuokashirayurikai.com/
http://mikunimatsudo.com/
http://www.nn.iij4u.or.jp/~cisshine/
www.soseigroup.jp
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医療法人、福祉法人、連絡協力機関などを 50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［法人格の区分］、

所在地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇関連団体・施設、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

ガ イド

１ . 連絡機関・法人団体

2 . 病院・診療所・ホスピス

3 . 治療院・整体・健康増進

4 . カウンセリング

5 . 薬局薬店・健康食品など

6 . 老人ホーム・福祉施設など

医療・福祉

1  連絡機関・法人団体
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（福） IGL学園福祉会
［社会福祉法人］〒731-0154　広島県広島市安佐南区上

安6-31-1　Tel.082-830-3332 Fax.082-830-3335　◇アス

トラムライン上安駅から広電「光ヶ丘団地入口」停　◇

創立／1980年　◇理事長／永見 憲吾　◇関連施設／（特

養）ナーシングホームゆうゆう、（特養）第二ナーシング

ホームゆうゆう、（老健）ベルローゼ、ケアハウスふれ愛、

広島サムエル保育園、美鈴が丘サムエル保育園、東広島

サムエル保育園、他

【E-Mail】wave-c@igl.or.jp

（福）愛成会
［社会福祉法人］〒164-0001　東京都中野区中野5-26-

18　Tel.03-3387-0082 Fax.03-3387-0820　◇JR中野駅か

ら徒歩6分　◇創立／1958年　◇理事長／堀江 まゆみ、

施設長／片山 泰伸　◇関連施設／愛成学園

（医財）愛泉会
［医療法人財団］〒470-0111　愛知県日進市米野木町南山

987-31　Tel.0561-73-7721 Fax.0561-73-7728　◇名鉄豊

田線黒笹駅から徒歩15分　◇創立／1981年　◇理事長／

川原 啓美、愛知国際病院長／井手 宏、老人保健施設愛

泉館施設長／川原 啓美　◇関連施設／愛知国際病院、

老人保健施設愛泉館、日進市東部地域包括支援センター、

指定居宅介護支援事業所愛泉館、訪問看護ステーション

えまい　◇特色／地域に根ざした保健・医療・福祉にた

ずさわっています。

【HP】http://www1.odn.ne.jp/~cbg14040/

【E-Mail】ahi@mb.ccnw.ne.jp

(福)愛の泉
［社会福祉法人］〒347-0056　埼玉県加須市土手2-15-

57　Tel.0480-61-2704 Fax.0480-62-1687　◇東武伊勢崎

線加須駅北口から徒歩15分　◇創立／1945年　◇理事長

／森田 弘道　◇関連施設／愛泉乳児園、愛泉幼児園、愛

泉寮、愛泉こども家庭センター、ふれあいホーム、あいせ

んハイム、愛の泉在宅介護支援センター、特別養護老人

ホーム 愛泉苑、愛の泉ディサービスセンター、愛の泉ヘ

ルパーステーション、配食サービス

【HP】http://ainoizumi.com/

（福）愛の友協会
［社会福祉法人］〒299-4532　千葉県長生郡長生村金田

2133　Tel.0475-32-2587 Fax.0475-32-1345　◇JR八積駅

から徒歩15分　◇創立／1948年　◇理事長／寺門 栄　

◇関連施設／指定障がい者支援施設セルプ・しんゆう、

指定障がい者支援施設モア・しょうえい、モルゲン研修

センター、特別養護老人ホーム長生き邑（入所50、短期

入所10）、デイ銀のさじ（高齢者10）　◇特色／介護員養

成研修や障がい者・高齢者向けのサービス（施設入所・

通所）でご好評を頂いております。

【HP】http://www.ainotomo.or.jp/

【E-Mail】ainotomo@ainotomo.or.jp

（福）愛隣会
［社会福祉法人］〒153-8516　東京都目黒区大橋2-19-1　

Tel.03-3466-0264 Fax.03-3466-0265　◇井の頭線駒場東

大前駅　◇創立／1946年　◇守永 誠治

（医）愛和会
［医療法人］〒381-0000　長野県長野市鶴賀1044-2　

Tel.026-226-3863 Fax.026-223-7168　◇JR長野駅から徒

歩8分　◇創立／1991年　◇理事長／山田 友雄　◇関連

施設／愛和病院、訪問看護ステーション愛和、居宅介護

事業部

(特医)アガペ会
［連絡・協力］〒901-2395　沖縄県中頭郡北城村字大城

311　Tel.098-935-2277 Fax.098-935-2272　◇那覇空港

から高速バス40分「喜舎場」停、車5分　◇創立／1987

年　◇理事長／涌波 淳子、チャプレン室課長／喜瀬 英

之、チャプレン／泉川 良道、チャプレン／伊是名 雅弥　
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愛染橋病院、隣保館（保育園、児童館、市民館）、介護事

業（特養、グループホーム、ホームヘルプサービスセン

ター、日本橋地域在宅サービスステーション、訪問介護

ステーション）　◇特色／石井十次の精神と事業を記念し

設立された社会福祉法人であり、保育等の隣保事業、介

護事業、診療事業を行う。

【HP】http://www.aizenen.or.jp/

（福）石井記念友愛社
［社会福祉法人］〒884-0102　宮崎県児湯郡木城町椎木

644-1　Tel.0983-32-2025 Fax.0983-32-3916　◇理事長

／児島 草次郎

(株)ウェルフェアクリエーション
［株式会社］〒331-0804　埼玉県さいたま市北区土呂町

2-10-28　Tel.048-660-3788 Fax.048-660-3789　◇JR土

呂駅東口から徒歩1分　◇代表取締役／伊藤 龍治　◇関

連施設／ソレアード新白岡、ソレアード鴻巣、ソレアード

幸手、ソレアード栃木　◇特色／介護・福祉コンサルテ

ィング

【HP】http://www.soleado.jp/

【E-Mail】info@soleado.jp

（福）栄光園
［社会福祉法人］〒874-0904　大分県別府市南荘園町三

組　Tel&Fax.0977-23-2827

（福）永信会
［社会福祉法人］〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名

駅2-39-11　Tel.052-541-3780

（福）大阪水上隣保館
［社会福祉法人］〒618-0001　大阪府三島郡島本町山崎

5-3-18　Tel.075-961-0041 Fax.075-961-1144［連絡先：

Tel.075-961-0711］　◇JR山崎駅から徒歩10分　◇創立／

1931年　◇理事長／黒川 芳朝、法人事務局長／村瀬 

愛　◇関連施設／大阪水上隣保館乳児院、特別養護老人

ホーム弥栄の郷、児童養護施設 遙学園　山崎保育園、藤

の里保育園、キリスト教社会福祉専門学校、大阪水上隣

保館附属診療所、児童心理療育施設ひびき、学校法人山

崎学園山崎幼稚園　◇特色／創立者中村遙・八重子夫妻

のキリスト教信仰による子どもたちへの愛の働きとして始

めた活動が発展した。

（福）岡山博愛会
［社会福祉法人］〒702-8005　岡山県岡山市中区江崎456-

2　Tel.086-274-8101 Fax.086-274-8005　◇バス｢博愛会

病院前｣停、徒歩0分　◇創立／1891年　◇理事長／更井 

哲夫　◇関連施設／岡山博愛会病院、岡山博愛会門田屋

敷クリニック・御幸町クリニック、特別養護老人ホームア

ダムスホーム、訪問看護ステーション「サマリア」、訪問

介護ステーション「ホサナ」、岡山博愛保育園、デイサー

ビス「ハレルヤ」　◇特色／創立者米人宣教師アダムズ女

史、戦災後復興者更井良夫の愛の業をロマ12章の御言葉

と共に進めています。

◇関連施設／北中城若松病院、若松苑（介護老人保健施

設）、ヘルパーステーション若松、ファミリークリニック

きたなかぐすく、グループホームわかまつ、訪問看護ス

テーション若松、ケアプランステーションゆい、ケアプラ

ンステーションりん、重度認知症ディケアあしゃぎ、グル

ープホーム若松ぎのわん、ディサービス若松ぎのわん　

◇特色／「アガペに生かされ、アガペに生きる」を法人

理念に掲げ、高齢者医療とケア、地域医療に取り組んで

います。

【HP】http://www.agape-wakamatsu.or.jp

（福）秋田婦人ホーム
［社会福祉法人］〒010-0026　秋田県秋田市楢山古川新

町41-2　Tel.018-831-1467 Fax.018-831-1482　◇JR秋田

駅からバス「築地下丁」停、徒歩5分　◇創立／1952

年　◇理事長／早川 正明、施設長／佐々木 ケイ子、園

長／田岡 清　◇関連施設／秋田婦人ホーム（母子生活支

援施設）、城南園（保育所）、ひばりクラブ（放課後児童

健全育成事業）　◇特色／神の愛により全ての人間が等し

い存在である事を基本理念に時代の求めに応えられるよ

う祈り事業を行っている。

（特医）葦の会
［特定医療法人］〒903-0804　沖縄県那覇市首里石嶺町

4-356　Tel.098-886-2311 Fax.098-886-6588　◇バス「石

嶺バスターミナル」停、徒歩5分　◇創立／1976年　◇

理事長／田頭 政佐、常務理事／田頭 真一　◇関連施設

／オリブ山病院、介護老人保健施設オリブ園、オリブ山

訪問看護ステーション、ヘルパーステーション オリブ山、

オリブ山居宅介護支援事業所、那覇市在宅介護支援セン

ター石嶺、オリブ山研修センター、通所介護「ひまわり」、

介護生活オリブ山、小規模多機能居宅介護ノア　◇特色

／病める者の肉体的精神的社会的さらに霊的ないやしを

含めた全人医療の実践を通して神の栄光のために奉仕す

る。

【HP】http://www.oribuyama.org/

【E-Mail】info@oribuyama.org

(NPO)アビリティおおさか
［特定非営利活動法人］〒533-0004　大阪府大阪市東淀

川区小松4-3-28　Tel.06-6327-5805 Fax.06-6327-5906　

◇地下鉄今里筋線瑞光四丁目駅から徒歩1分　◇創立／

2002年　◇代表理事／山中 一正　◇関連施設／（福）

身体障害者自立協会フリーダム創世　◇特色／身体障害

者のための(1)グループホーム、(2)居宅介護事業（ヘルパ

ー派遣）の設置運営。

【HP】http://www.jpnews.org/church/yodogawa/

（福）あゆみの家
［社会福祉法人］〒503-2123　岐阜県不破郡垂井町栗原

2066-2　Tel.0584-22-4333 Fax.0584-22-4344　◇JR垂井

駅　◇創立／1978年　◇理事長／中橋 昇、総合施設長

／田口 道治、チャプレン／斎藤 幸二

（福）石井記念愛染園
［社会福祉法人］〒556-0005　大阪府大阪市浪速区日本

橋5-16-15　Tel.06-6633-2801 Fax.06-6634-3180　◇地下

鉄堺筋線恵美須町駅から徒歩1分　◇創立／1917年　◇

理事長／真銅 孝三、院長（理事）／奥山 明彦、隣保館

長／小掠 昭、介護事業部長／西川 功幸　◇関連施設／
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ス「市庁舎西」停、徒歩5分　◇理事長／渋澤 一郎、常

務理事・館長／高橋 秀夫、理事・副館長／山田 智直

（福）九州キリスト教社会福祉事業団
［社会福祉法人］〒871-0162　大分県中津市永添2744　

Tel.0979-23-1616 Fax.0979-23-1783　◇JR中津駅から車

15分　◇創立／1971年　◇理事長／斎藤 昭夫　◇関連

施設／いずみの園、グレース保育園、めぐみ保育園、の

ぞみ保育園、ケアマンション聖愛ホーム

（福）求道舎
［社会福祉法人］〒039-2516　青森県上北郡七戸町字舘

野32-15　Tel.0176-62-3631 Fax.0176-62-3694　◇バス

「七戸案内所」停、徒歩20分　◇創立／1991年　◇理事

長／中津 徳平　◇関連施設／おおばこ作業所、クローバ

ー作業所

【E-Mail】kyudosya@ruby.ocn.ne.jp

（福）暁光会
［社会福祉法人］〒562-0012　大阪府箕面市白島3-16-1　

Tel.072-720-1616　◇創立／1960年　◇理事長／野津 禮

子　◇関連施設／廃品回収業共同体、特別養護老人ホー

ム、保育所、無料宿泊所

（福）矯風会
［社会福祉法人］〒770-0131　徳島県徳島市川内町大松

837-1 徳島児童ホーム内　Tel.088-666-2828 Fax.088-

666-2266　◇JR徳島駅からバス「大松北」停、徒歩1

分　◇創立／1953年　◇理事長／福井 玲子　◇関連施

設／（福）徳島児童ホーム、出来島保育園、前川乳児保

育園、こども家庭支援センターひかり、川内北第二学童

保育クラブ　◇特色／2009年4月より、近隣地域の中に

小規模ケアのグループホーム｢泉｣を開始しました。

【HP】http://www.ca.pikara.ne.jp/jidohome/index-2.htm

【E-Mail】jidohome@mb2.tcn.ne.jp

（福）キングス・ガーデン東京
［社会福祉法人］〒179-0085　東京都練馬区早宮2-10-

22　Tel.03-5399-2201 Fax.03-5399-5220　◇地下鉄有楽

町線平和台駅から徒歩4分　◇創立／1995年　◇理事長

／泉田 昭

【HP】http://www.n-kings.or.jp/

【E-Mail】webmaster@n-kings.or.jp

(福)キングスガーデン三重
［社会福祉法人］〒519-2421　三重県多気郡大台町千代

997　Tel.0598-84-6521 Fax.0598-85-1005　◇創立／

1991年　◇理事長／堀内 顕、常務理事／緒方 邦彦　◇

関連施設／共生園、大台共生園（複合・特養）　◇特色／

キリストの愛の精神で21世紀の新しい親孝行の形を実践

すべく職員一同、努力しています。

【HP】http://www.ma.mctv.ne.jp/~kgmie01/

【E-Mail】kgm-honbu@kg-mie.com

（福）キングス・ガーデン宮城
［社会福祉法人］〒988-0203　宮城県気仙沼市岩月星谷

64-3　Tel.0226-26-1111 Fax.0226-26-1135　◇JR南気仙

沼駅から車10分　◇創立／1995年　◇理事長／佐藤 春

子、施設長／森 正義　◇関連施設／南三陸キングス・ガ

ーデン、キングス・ガーデンデイサービスセンター、キン

か

（福）輝き奉仕会
［社会福祉法人］〒734-0042　広島県広島市南区北大河

町39-1　Tel.082-285-6005 Fax.082-288-9181　◇JR広島

駅からバス「東本浦」停、徒歩15分　◇創立／1993年　

◇理事長／植竹 利侑　◇関連施設／特養 輝き、デイサ

ービスセンター 輝き、ショートステイ輝き、居宅介護支

援事業所輝き　◇特色／教会と同一敷地内。礼拝出席介

護あり。聖書研究会（月2回）。

【E-Mail】a3ikk@yahoo.co.jp

(福)カナンの園
［社会福祉法人］〒028-5133　岩手県二戸郡一戸町中山

字大塚4-7　Tel.0195-36-1026 Fax.0195-36-1027　◇岩手

銀河鉄道奥中山高原駅から徒歩15分　◇創立／1972年　

◇理事長／及川 忠人　◇関連施設／社会福祉法人カナ

ンの園、奥中山学園（児童施設）、小さき群の里（生活介

護施設）、ののさわ（共同生活介護事業）、シャローム（生

活介護事業）、カナン牧場（多機能事業）、ヒソプ工房（生

活介護事業）、ケアホーム12か所、ウィズ（就労継続支援

B型事業）、となんカナン（多機能型事業所）

【HP】http://www.canaan-jp.com

【E-Mail】info@canaan-jp.com

（福）鎌倉静養館
［社会福祉法人］〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜

4-4-30　Tel.0467-22-8021 Fax.0467-22-8053　◇江ノ島

電鉄和田塚駅から徒歩5分　◇創立／1965年　◇理事長

／馬場 芳春　◇関連施設／(特養)鎌倉静養館、(軽費)鎌

倉静養館

（医）ガラシア会
［医療法人］〒562-8567　大阪府箕面市粟生間谷西6-14-

1　Tel.072-729-2345 Fax.072-728-5166　◇北大阪急行

電鉄千里中央駅・阪急電鉄北千里駅・箕面駅から専用バ

ス　◇創立／1953年　◇理事長／梅原 彰　◇関連施設

／ガラシア病院、ガラシア在宅サービスセンター、介護

老人保健施設ニューライフガラシア

【HP】http://www.gratia.or.jp/

（福）キングス・ガーデン埼玉
［社会福祉法人］〒350-0812　埼玉県川越市下小坂1130　

Tel.049-232-5155 Fax.049-232-5157　◇東武東上線川越

駅からバス「下小坂」停、徒歩5分　◇創立／1991年　

◇理事長／泉田 昭、施設長／児島 康夫、協力牧師／片

岡 正雄　◇関連施設／特別養護老人ホーム 川越キング

ス・ガーデン/特別養護老人ホーム 草加キングス・ガーデ

ン/特別養護老人ホーム 川口キングス・ガーデン/ケアハ

ウス 主の園/ケアハウス 草加キングス・ガーデン　◇特

色／神様に仕えるようにお年寄りに仕えることが職員の

基本姿勢です。施設内で毎日礼拝が行なわれています。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~mago/chsokakg-houzin.htm

【E-Mail】kings@mb.jnc.ne.jp

（福）岐阜アソシア
［社会福祉法人］〒500-8815　岐阜県岐阜市梅河町1-4　

Tel.058-263-1310 Fax.058-266-6369　◇JR岐阜駅からバ
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的、物質的な支援を行う。

【HP】http://www.kt.rim.or.jp/~kozensha/

【E-Mail】kozensha@kt.rim.or.jp

高齢者公益事業部
［社会福祉法人］　［（福）聖隷福祉事業団］〒430-0946　

静岡県浜松市中区元城町218-26 聖隷ビル　Tel.053-413-

3294 Fax.053-413-3375　◇JR浜松駅からバス「元城町」

停、徒歩1分　◇創立／1930年　◇理事長／山本 敏博、

常務理事／長谷川 新　◇関連施設／｢ゆうゆうの里｣とし

て事業展開している財団法人日本老人福祉財団　◇特色

／有料老人ホーム｢エデンの園｣を運営。新たに2010年横

浜に、2011年藤沢に開園。

【HP】http://www.seirei.or.jp/eden/

（福）子持山福祉会
［社会福祉法人］〒377-0203　群馬県渋川市吹屋201-1　

Tel.0279-23-1152 Fax.0279-23-1153　◇JR渋川駅から車

10分　◇創立／1952年　◇理事長／島田 卓爾、施設長

／中澤 文子　◇関連施設／子持山学園

【E-Mail】komochiyama1952@mist.ocn.ne.jp

さ

（福）埼玉育児院［育児院］
［社会福祉法人］〒350-1175　埼玉県川越市笠幡4904　

Tel&Fax.049-231-2111 Tel.049-231-2107　◇JR笠幡駅か

ら徒歩7分　◇創立／1912年　◇理事長／羽柴 継之助、

常務理事兼施設長／国分 光雄　◇関連施設／児童養護

施設埼玉育児院、知的障害者松本ホーム　◇特色／養育

目標　　感謝、勤勉、希望、家庭的処遇を目標として、

社会人として未来を背負うように願う。

（福）佐賀キリスト教事業団
［社会福祉法人］〒840-0213　佐賀県佐賀市大和町久留

間3865-1　Tel.0952-62-5566 Fax.0952-62-5561　◇JR佐

賀駅からバス「大久保」停、徒歩15分　◇創立／1986

年　◇理事長／中村 司良　◇関連施設／シオンの園

【E-Mail】zion@po.saganet.ne.jp

（福）さふらん会
［社会福祉法人］〒460-0012　愛知県名古屋市中区栄

5-21-9　Tel.052-251-8083 Fax.052-251-8076　◇地下鉄

矢場町駅から徒歩5分　◇創立／1987年　◇理事長／早

乙女 哲自　◇関連施設／さふらん生活園、ふれあいの家

シャローム、みなみシャローム、第3シャローム、シャロ

ーム本山、ヨナワールド、ひだまり

【E-Mail】safuran-jim@river.ocn.ne.jp

（福）慈生会
［社会福祉法人］〒204-0024　東京都清瀬市梅園3-14-

72　Tel.042-491-2525 Fax.042-495-2878　◇西武池袋線

清瀬駅からバス「上宮」停、徒歩4分　◇創立／1935

年　◇理事長／山根 幸子　◇関連施設／ベトレヘム学

園、聖家族ホーム、聖ヨゼフ老人ホーム、ベトレヘムの園

病院

（福） シャローム
［社会福祉法人］〒590-0142　大阪府堺市南区桧尾3360-

グス・ガーデン在宅介護支援センター、キングスガーデ

ンケアプランセンター、キングスガーデン訪問入浴サー

ビス、南三陸訪問看護ステーション、キングスガーデン

ヘルパーステーション

【E-Mail】kings-town@kingsgarden.or.jp

（福）九十九里ホーム
［医療・福祉］〒289-2147　千葉県匝瑳市飯倉21　Tel.

0479-72-1131 Fax.0479-73-7165　◇JR飯倉駅から徒歩3

分　◇創立／1935年　◇理事長／井上 峰夫、会長／金 

清次、専務理事／江波戸 美代　◇関連施設／松丘園、ミ

ス・ヘンテ記念ケアセンター、聖マーガレットホーム、瑞

穂園、第二松丘園、九十九里ホーム山田、日向の里　◇

特色／現在は病院を中核とした総合社会福祉施設の完成

を目指している。

【HP】http://www.99-home.com/

【E-Mail】welfare99-home@beach.ocn.ne.jp

（福）くるみ会
［社会福祉法人］〒241-0812　神奈川県横浜市旭区金が

谷550　Tel.045-951-1711 Fax.045-951-7888　◇相鉄線

二俣川駅からバス「ニュータウン第七」停、徒歩2分　◇

創立／1966年　◇理事長／野並 豊　◇関連施設／くる

み学園、やすらぎの園、ひかりの園

（医社）群羊会
［医療法人社団］〒364-0021　埼玉県北本市北本宿161-4 

南福音診療所内　Tel.048-592-2073 Fax.048-591-9668

［連絡先：南福音診療所　〒364-0021　埼玉県北本市北

本宿161-4 Tel.048-591-7191］　◇JR北本駅からバス｢南小

学校前｣停、徒歩3分　◇創立／1973年　◇理事長／石黒 

早苗　◇関連施設／福音診療所、南福音診療所

【HP】http://www2u.biglobe.ne.jp/~fukuin/

(福)恵和
［社会福祉法人本部・知的障害者福祉］〒240-0035　神

奈川県横浜市保土ケ谷区今井町691　Tel.045-353-0661 

Fax.045-353-0663　◇JR保土ヶ谷駅からバス「今井大上」

停、徒歩5分　◇創立／1966年　◇理事長／吉田 廸矩、

副理事長／彦坂 健一郎、青年寮施設長／林 智子、恵和

館施設長／武井 達雄　◇関連施設／恵和めぐみ寮・恵和

やすらぎ、恵和館、恵和青年寮　◇特色／一人ひとりを

あるがままに受け入れ、その幸せを願うキリスト教精神を

基本としています。

【HP】http://www.keiwa.net/

【E-Mail】info@keiwa.net

（福）コイノニア協会
［社会福祉法人］〒791-8016　愛媛県松山市久万ノ台251-

1　Tel.089-924-9215（松山信望愛の家） Fax.089-946-

5618　◇JR四国松山駅から車10分　◇創立／1954年　

◇理事長／村上 出　◇関連施設／松山信望愛の家、松山

乳児院、あすなろ学園

(社団)好善社
［社団法人］〒153-0065　東京都目黒区中町1-7-4　Tel.

03-3712-3845 Fax.03-3791-1150　◇JR目黒駅からバス

「目黒消防署前」停、徒歩3分　◇創立／1877年　◇理事

長／棟居 勇　◇特色／キリスト教の精神に則り、ハンセ

ン病に関わる人々に対して国内および海外において精神
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◇理事長／山本 敏博　◇関連施設／聖隷厚生園・讃栄寮、

聖隷厚生園・信生寮、(有老)浜名湖エデンの園、総合病院 

聖隷三方原病院、総合病院 聖隷三方原病院併設助産所、

せいわホーム、総合病院 聖隷浜松病院、総合病院 聖隷

浜松病院併設助産所、聖隷予防検診センター、聖隷健康

診断センター、三方原ベテルホーム、三方原ベテルホー

ム在宅介護支援センター、まじわりの家デイセンター、シ

オンハウス、わかば保育園、桜ヶ丘保育園、ひかりの子

保育園、こうのとり保育園、こうのとり東保育園、名瀬市

立春日保育所、のぞみ園、奄美佳南園、奄美佳南園デイ

サービスセンター、等　◇特色／キリスト教精神に基づ

く隣人愛を基本理念として、医療・保健・福祉・介護サ

ービスを総合的に提供します。

【HP】http://www.seirei.or.jp/hq/

創世グループ
［連絡機関］〒960-8113　福島県福島市旭町9-7　Tel.024

-535-8000 Fax.024-531-0107　◇JR福島駅からバス「社

会保険事務所入口前」停　◇創立／1970年　◇代表／野

田 濠市、チャプレン／渋谷 敬一、専務理事／野田 信

光　◇関連施設／福島イングリッシュセンター、サンラ

イズパンション、聖ハートフルケア福島｢十字の園｣、三育

幼稚園、西部三育幼稚園、聖心三育保育園、三育保育園、

エデンの園、霊山三育保育園、聖・オリーブの郷、聖・

輝きの郷、表郷｢聖・オリーブの郷｣、｢聖・オリーブの郷｣

東館、桑折｢聖・オリーブの郷｣、大信「聖・虹の郷」、滝

根「聖・オリオンの郷」　◇特色／｢キリストの愛の心・

奉仕の心・神と隣人に仕える心」を理念とし、利用者の方々

の幸福のために仕え続けます。

【HP】http://www.soseigroup.jp/

【E-Mail】sosei-group@cd.wakwak.com

（福）双葉会
［社会福祉法人］〒774-0017　徳島県阿南市見能林町南

林260-3　Tel.0884-22-2913 Fax.0884-22-3866　◇JR見

能林駅から徒歩20分　◇創立／1955年　◇理事長／薩

摩 茂　◇関連施設／在宅介護支援センター、ホームヘル

プサービス事業、老人福祉施設、ケアハウス、特定施設、

グループホーム、デイサービスセンター、阿南市中部包

括支援センター、小規模多機能老人施設ウィズ双葉

た

（福）同胞会
［社会福祉法人］〒611-0033　京都府宇治市大久保町旦

椋72-2　Tel.0774-44-3632 Fax.0774-44-8070　◇近鉄大

久保駅徒歩15分　◇創立／1976年　◇理事長／佐藤 博、

常務理事・園長／小南 進、理事・園長／堀井 忠、理事・

園長／大森 健三　◇関連施設／同胞の家、同胞保育園、

北小倉こひつじ保育園　◇特色／キリスト教精神を拠り

どころとし、保育所2園、障がい者施設1園を運営する法

人です。

【HP】http://www.douhou-h.ed.jp/

【E-Mail】douhou-h@sepia.ocn.ne.jp

10　Tel.072-272-8338 Fax.072-272-8337　◇泉北鉄道光

明池駅から車10分　◇創立／1996年　◇理事長／朴 善

喜、施設長／金 祥高　◇関連施設／セットンの家、セッ

トンの家ヘルパーステーション

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~setton/

【E-Mail】setton@nike.eonet.ne.jp

(NPO)自立生活センター いしずえ［いしずえ］
［社会福祉］〒574-0011　大阪府大東市北条2-12-23　

Tel.072-876-1936,072-878-8131 Fax.072-876-6442　◇JR

四条畷駅から徒歩9分　◇創立／2002年　◇理事長／柿

原 明彦、理事／村川 勉、理事／佐々木 和晴　◇関連施

設／自立共同ホームめぐみの家、ヘルパーステーション

いしずえ、ヘルパーステーションハレルヤ、福祉作業セ

ンターレインボーワーク、ケアプランステーションいしず

え　◇特色／キリスト信仰に基づくアガペの愛を動機と

して全ての人を愛し、また主に仕え、神から栄誉を頂く事

が最終目標です。

【HP】http://www.nn.iij4u.or.jp/~cisshine/

【E-Mail】ishizue@river.ocn.ne.jp

（福）神愛会
［社会福祉法人］〒649-2102　和歌山県西牟婁郡上富田

町岩田2754-3　Tel.0739-47-1234 Fax.0739-47-4329　◇

JR紀伊田辺駅から車20分　◇創立／1972年　◇理事長

／宮崎 靖子　◇関連施設／(特養)愛の園、深和ホーム　

◇特色／「キリストの愛をもって互いに仕える」をモット

ーに、各種の高齢者福祉事業を行なっています。

【HP】http://www.shinai.or.jp/

【E-Mail】info@shinai.or.jp

（医）聖愛会
［医療法人］〒790-0833　愛媛県松山市祝谷6-1229　Tel.

089-927-2133 Fax.089-925-5599　◇バス「松山ベテル病

院前」停、徒歩1分　◇創立／1980年　◇理事長／森 洋

二、老人保健施設道後ベテルホーム施設長／益田 紀志雄、

ベテル三番町クリニック院長／奥田 惠理哉　◇関連施設

／松山ベテル病院、老人保健施設道後ベテルホーム、ベ

テル三番町クリニック、訪問看護ステーションベテル、ヘ

ルパーステーションベテル、居宅介護支援事業所ベテル

ケアサービス室、三番町ベテルヘルパーステーション、

三番町ベテルケアプランセンター、三番町ベテル訪問看

護ステーション、三番町ベテルデイケアーセンター、三

番町ベテルヘルパーステーション　◇特色／キリスト教

の愛の精神を基本理念とし、心のこもった医療・看護・

介護で地域に貢献しています。

【HP】http://www.bethel.or.jp/

（財）聖バルナバ病院
［財団法人］〒543-0032　大阪府大阪市天王寺区細工谷

1-3-32　Tel.06-6779-1600 Fax.06-6779-2520　◇近鉄上

本町駅から徒歩7分　◇創立／1873年　◇理事長／坪井 

克巳　◇関連施設／聖バルナバ病院、聖バルナバ助産師

学院

【HP】http://barnaba.or.jp/

（福）聖隷福祉事業団
［社会福祉法人］〒430-0946　静岡県浜松市中区元城町

218-26　Tel.053-413-3300 Fax.053-413-3314　◇JR浜松

駅からバス「元城町」停、徒歩3分　◇創立／1930年　



826
専門・特集ガイド編
医療福祉ガイド

教
育
ガ
イ
ド

医
療
・
福
祉

１ 

連
絡
機
関

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

各
種
団
体

世
界
宣
教

座間市立もくせい園、座間市サニーキッズ。アガペ東京

センター：東京都板橋福祉工場、新宿区立新宿福祉作業所、

国立国会図書館複写受託センター。本部：アジア研修交

流事業。　◇特色／①障がい者の社会参加をめざす各種

社会福祉事業。②途上国の障がい者福祉向上をめざすア

ジア研修交流事業。

【HP】http://www.jcws.or.jp/houjin/houjintop.html

【E-Mail】jcws@wish.ocn.ne.jp

日本キリスト者医科連盟［キ医連（ＪＣＭＡ）］
［連絡機関］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18-

33　Tel.03-3208-2416 Fax.03-3232-6922　◇東西線早稲

田駅から徒歩5分　◇創立／1949年　◇常任委員会議長

／黒川 純　◇関連施設／社団法人日本キリスト教海外医

療協力会　◇特色／保健医療従事者のキリスト者を会員

とする団体です。機関誌「医学と福音」を年10回発行し

ています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/jcma/

【E-Mail】JDZ00726@nifty.ne.jp

（福）日本キングス・ガーデン
［社会福祉法人］〒300-2521　茨城県常総市大生郷町字

新畑1876　Tel.0297-24-7435 Fax.0297-24-7436　◇創立

／1980年　◇理事長／泉田 昭　◇関連施設／(特養) 筑

波キングスガーデン、(軽費) 筑波キングスガーデン

日本キングス・ガーデン連合
［連絡機関］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-1 

OCCビル 512号室　Tel.03-3296-0296　◇JR御茶ノ水駅

から徒歩2分　◇創立／1992年　◇理事長／泉田 昭　◇

特色／日本における高齢者福祉の連絡協力機関。情報の

交換、アメリカと日本における研修等を行っている。

（宗）日本同盟基督教団 高山祝福教会
［宗教法人］〒506-0031　岐阜県高山市西之一色町1-8-

29　Tel.0577-32-1788 Fax.0577-34-6437　◇JR高山駅か

ら徒歩15分　◇創立／1997年　◇代表役員／奥深山 頼

義　◇関連施設／飛騨ハレルヤホ-ム 望郷苑

（財）日本バプテスト連盟医療団
［財団法人］〒606-8273　京都府京都市左京区北白川山ノ

元町47　Tel.075-781-5191 Fax.075-701-9996　◇JR京都

駅からバス「別当町」停、徒歩10分　◇創立／1955年　

◇理事長／山岡 義生、牧師・チャプレン／浜本 京子　

◇関連施設／日本バプテスト病院（北 堅吉院長）、バプ

テスト老人保健施設（中田裕久施設長）、日本バプテスト

看護専門学校（島田誠一校長）、バプテスト訪問看護ステ

ーション（中田裕久所長）、バプテスト眼科クリニック（山

崎俊秀院長）、バプテスト在宅ホスピス緩和ケアクリニッ

ク（渡辺剛院長）　◇特色／キリスト教の隣人愛に基く全

人医療・全人介護を基本理念とした施設です。

【HP】http://www.jbh.or.jp/

【E-Mail】info@jbh.or.jp

は

（福）博愛社
［社会福祉法人］〒532-0028　大阪府大阪市淀川区十三

元今里3-1-72　Tel.06-6301-0367 Fax.06-6301-5347　◇

な

(福)名古屋キリスト教社会館
［社会福祉法人］〒457-0805　愛知県名古屋市南区三吉

町6-17　Tel.052-612-3370 Fax.052-611-9085　◇名鉄常

滑線柴田駅　◇創立／1960年　◇理事長／鈴木 武二　

◇関連施設／名南ユースセンターＡＣＴ、菜の花保育園、

保育所子育て支援センターなのはな、南部地域療育セン

ターそよ風、子どもセンターみどり、発達センターあつた、

発達センターちよだ、デイサービス友、生活支援センタ

ーぴぼっと、重度障害活動施設ざぼん・ねーぶる、南区

障害者地域生活支援センター、グループホームのどか・

うらら・天歩･ホームKATO　◇特色／高齢者・障害者施

設支援、地域生活支援、相談医療活動

【HP】http://www.shakaikan.com/

【E-Mail】shakaikan@shakaikan.com

（福）西中国キリスト教社会事業団
［社会福祉法人］〒738-0031　広島県廿日市市原362-2　

Tel.0829-38-0011 Fax.0829-38-1192　◇JR廿日市駅　◇

創立／1967年　◇理事長／西尾 正嗣　◇関連施設／広

島キリスト教社会館、（特養）清鈴園、廿日市高齢者ケア

センター、亀の里アパートメントハウス、ケアハウスねむ

の家　◇特色／キリスト教の信仰に基づき、ご利用者の

尊厳を保持し個々のニーズに応えると共に地域に根ざし

た施設を目指す。

【HP】http://www.seireien.com

（福）日本医療伝道会
［社会福祉法人］〒238-8588　神奈川県横須賀市小矢部

2-23-1　Tel.046-852-1182 Fax.046-852-1183　◇JR衣笠

駅から徒歩5分　◇創立／1948年　◇理事長／室谷 千

英、チャプレン／山田 和人　◇関連施設／総合病院衣笠

病院、健康管理センター、衣笠ホーム、衣笠ろうけん、

衣笠病院ケアセンター、衣笠病院長瀬ケアセンター、湘

南国際村クリニック、衣笠ホスピス、在宅療養支援診療所、

浦賀･久里浜第二地域包括支援センター、通所リハビリテ

ーション　◇特色／キリストの愛の実践として、地域の

方々に保健・医療・福祉サービスを提供する。

【HP】http://www.kinugasa.or.jp/

【E-Mail】hojin@kinugasa.or.jp

（社）日本キリスト教海外医療協力会［JOCS］
［社団法人］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18-

33　Tel.03-3208-2416 Fax.03-3232-6922　◇東西線早稲

田駅から徒歩7分　◇創立／1960年　◇会長／小島 莊

明、総主事／大江 浩　◇特色／地域の人々と共に保健医

療活動を進め、そこに暮らす人々と共に歩み続けていき

たいと願っています。

【HP】http://www.jocs.or.jp

【E-Mail】info@jocs.or.jp

（福）日本キリスト教奉仕団
［社会福祉］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18　

Tel.03-3202-0486 Fax.03-3202-0487　◇JR高田馬場駅か

らバス「西早稲田」停、徒歩3分　◇創立／1958年　◇

理事長／禿 準一、常務理事／石田 周介　◇関連施設／

アガペセンター：アガペ第1作業所、アガペ第2作業所、

アガペ壱番館、アガペサポートセンター、アガペ診療所、
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5805 Fax.06-6327-5906　◇地下鉄今里線瑞光四丁目駅

から徒歩1分　◇創立／1978年　◇理事長／山中 一正　

◇関連施設／（NPO）アビリティおおさか、居宅介護事

業ヒューマンケアライン　◇特色／障害者が自立した日

常生活または社会生活を営むことができるよう、創世的

または生産的活動の支援をしています。

【HP】http://www.jpnews.org/church/yodogawa/

【E-Mail】jiritsuk@yahoo.co.jp

（医）ヘブロン会
［医療法人］〒330-0037　埼玉県さいたま市北区東大成町

1-227　Tel.048-663-2501 Fax.048-666-4673　◇創立／

1955年　◇理事長／神戸 成美、院長／神戸 成美、業務

部長／児玉 誠之　◇関連施設／病院・医療・介護支援

ま

牧の園
［社会福祉法人］〒286-0211　千葉県富里市御料116-1　

Tel.0476-93-1048 Fax.0476-93-8226　◇創立／1953年

【HP】http://www.ans.co.jp/u/makinosono/

(福)牧ノ原やまばと学園［やまばと学園］
［社会福祉］〒421-0412　静岡県牧之原市坂部2151-2　

Tel.0548-29-0221 Fax.0548-29-0157　◇東名吉田I.C.から

車5分　◇創立／1970年　◇理事長／長澤 道子　◇関連

施設／やまばと成人寮、垂穂寮、やまばと希望寮/青葉の

家、みぎわホーム／ワークセンターあさがお、ワークセン

ターなのはな、ワークセンター希望の家、ワークセンター

やまばと、吉田町さくら作業所／生活支援センターやま

ばと／ケアセンターさざんか、野ばら、マーガレット、か

たくりの花／ワークセンターカサブランカ、コスモス／就

労移行支援センターレインボー／ワークセンターふれあ

い。聖ルカホーム／聖ルカ居宅介護支援事業所／デイサ

ービスセンター真菜／ライフサポートさふらん、相寿園、

包括支援センターオリーブ、やまばと診療所　◇特色／

（1）地域生活支援の働きが増加。（2）福音に根ざした働き。

（3）地域住民との対話を重視。（4）祈りに支えられた働き。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~yamabato/

【E-Mail】yamabato@poppy.ocn.ne.jp

（福）汀会
［社会福祉法人］〒521-1222　滋賀県東近江市佐野町

885　Tel.0748-42-0635 Fax.0748-42-0806　◇JR能登川

駅東口から徒歩15分　◇創立／1967年　◇理事長／福井 

光子、専務理事／福井 達雨、専務理事／面条 義清　◇

関連施設／止揚学園、　止揚の家　◇特色／小さなことに

大きな愛をもち、イエス様の御導きの中、知能に重い障

害をもつ人たちと共に歩んでいます。

【HP】http://www.biwa.ne.jp/~ikuru/

(福)みぎわ会
［社会福祉法人］〒677-0064　兵庫県西脇市八坂町213-

1　Tel.0795-22-1358 Fax.0795-22-3749　◇創立／1969

年　◇理事長／丸野 貞彦　◇関連施設／特養「みぎわ

園」、軽費A「いずみ寮」

(福)ミッションからしだね［からしだね館］
［精神障害者社会復帰事業］〒607-8216　京都府京都市

阪急十三駅から徒歩10分　◇創立／1890年　◇理事長／

佐野 信三

（福）バプテスト心身障害児(者)を守る会
［社会福祉法人］〒811-2501　福岡県糟屋郡久山町久原

1869　Tel.092-976-2281 Fax.092-976-2172　◇バス「東

久原久山療育園」停前　◇創立／1975年　◇理事長／山

田 雄次、理事（施設長）／宮﨑 信義、事務局長／志満 

秀武　◇関連施設／(障害児施設)久山療育園／重症児者

医療療育センター　◇特色／重症心身障害児者のために

ではなく、ともに生きることをテーマとして広く広く地域

社会の参加を呼びかけている。

【HP】http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~hisayama/

【E-Mail】hisayama@mpd.biglobe.ne.jp

（福）バプテストめぐみ会
［社会福祉法人］〒606-8273　京都府京都市左京区北白

川山ノ元町47-2　Tel.075-711-5551 Fax.075-711-9559　

◇バス（3系統終点）「仕伏町」停、徒歩5分　◇創立／

1975年　◇理事長／中島 義和、施設長／松下 博文、診

療所長／好地 衛、保育園園長／矢島 直子　◇関連施設

／バプテスト・ホーム、バプテスト･デイサービスセンター、

修学院デイサービスセンター、粟田デイサービスセンタ

ー、バプテストホームヘルプサービス、バプテスト居宅

介護支援事業所、修学院地域包括支援センター、北白川

いずみ保育園、粟田地域包括支援センター、高野デイサ

ービスセンター、高野地域包括支援センター、高野居宅

介護支援事業所　◇特色／高齢者福祉総合施設と児童福

祉施設が共存し、豊かな交流を持ちつつ、地域に仕えて

います。

【HP】http://www.baptist-megumikai.com/

【E-Mail】bapt9559@muse.com.ne.jp

（医財）福音医療会
［医療法人財団］〒101-0052　東京都千代田区神田小川町

1-5-1 神田御幸ビル3F　Tel.03-5283-8901 Fax.03-5283-

8903　◇創立／1947年　◇理事長／平井 学　◇関連施

設／神田キリスト教診療所、ライフサイエンスクリニック、

武蔵野キリスト教診療所、健康管理センター

福音主義医療関係者協議会［EMF］
［連絡機関］〒590-0976　大阪府堺市堺区大浜南町2-8-23 

にしきこどもクリニック内　Tel.072-225-3535 Fax.072-

225-3550　◇南海本線湊駅から徒歩3分　◇創立／1969

年　◇会長／下内 昭　◇特色／福音主義信仰にもとづく

医療関係者（福祉関係者、学生も含む）の証と交わりを

目的とした団体です。

【HP】http://www.emf.jp

【E-Mail】hippo@emf.jp

（福）福岡白百合会
［社会福祉法人］〒811-1353　福岡県福岡市南区柏原

715　Tel.092-566-3221　◇関連施設／（居宅介護支援）

第1・第2花畑ホーム、 ケアプランサービス、（特養）花畑

ホーム、（デイサービスセンター）恵み園、（特養）第2花

畑ホーム、（デイサービスセンター）安らぎ

フリーダム創世
［社会福祉法人］　［（福）身体障害者自立協会］〒533-

0004　大阪府大阪市東淀川区小松4-3-28　Tel.06-6327-
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【E-Mail】meguminosono@dan.wind.ne.jp

や

（福）山路福祉会
［社会福祉法人］〒669-3145　兵庫県氷上郡山南町野坂

181-1　Tel.0795-77-3240 Fax.0795-77-3282　◇JR谷川

駅から車15分　◇創立／1993年　◇理事長／澤村 剛

士　◇関連施設／特養 山路園、ケアハウスやまじいこい

苑、デイサービスセンターやまじ、在宅介護支援センタ

ーやまじ、山路園訪問看護ステーション、山路園ホーム

ヘルパーステーション、山路園居宅介護支援事業所　◇

特色／「愛のある介護」実践のために、職員一同取り組

んでいます。

（福）友興会
［社会福祉法人］〒123-0845　東京都足立区西新井本町

4-13-16　Tel.03-3890-0214 Fax.03-3890-0951　◇東武大

師線大師前駅から徒歩15分　◇創立／1965年　◇理事長

／クラウス・ルメール、施設長／豊島 正志、施設長／西

岡 一行　◇関連施設／クリスマスヴィレッジ、グレイス

ホーム、西新井本町友興の園

（福）横浜訓盲院
［社会福祉法人］〒231-0847　神奈川県横浜市中区竹之

丸181　Tel.045-641-3939 Fax.045-641-1175　◇JR山手

駅から徒歩10分　◇創立／1889年　◇学院長／塙 忠

蔵　◇関連施設／視覚障害者グループホーム（盲児施設

退所者を対象）

ら

（財）ライフ・プランニング・センター［LPC］
［財団法人］〒108-0073　東京都港区三田3-12-12 笹川記

念会館11F　Tel.03-3454-5068 Fax.03-3455-1035　◇地

下鉄浅草線泉岳寺駅から徒歩5分　◇創立／1973年　◇

理事長／日野原 重明、常務理事・事務局長／朝子 芳

松　◇関連施設／健康教育サービスセンター、臨床心理

相談室、訪問看護ステーション千代田、ピースハウス病院、

訪問看護ステーション中井、ライフ・プランニング・クリ

ニック　◇特色／従来の人間ドックの他に、新老人（70

歳以上）の心身の健康の機能を評価する検診を開発しま

した。併せて受診ください。

【HP】http://www.d9.dion.ne.jp/~lpc/

黎明会
［診療所、リハビリテーション、介護支援事業］〒329-

0402　栃木県下野市笹原108-28　Tel.0285-44-5765 Fax. 

0285-43-1170　◇JR自治医大駅から徒歩10分　◇創立／

2007年　◇理事長／田中 康文　◇関連施設／しおん診

療所、通所リハビリテーションほのぼの、短期入所生活

介護しおんの宿、リリーフホーム那須つつじ荘

【HP】http://koureisha-j.co.jp/hakusenkai/

（福）ロザリオの聖母会
［社会福祉法人］〒289-2513　千葉県旭市野中4017　Tel.

0479-60-0600 Fax.0479-60-0660　◇JR旭駅から車10

分　◇創立／1952年　◇理事長／小原 清成　◇関連施

山科区勧修寺東出町75　Tel.075-574-2800 Fax.075-574-

0025　◇地下鉄小野駅から徒歩1分　◇創立／2005年　

◇理事長／坂岡 隆司　◇関連施設／からしだねセンタ

ー、からしだねワークス　◇特色／からしだね館は、「キ

リストの心を心として」福祉事業を展開する。対人援助に

際しては、主イエスの姿勢に学び倣う。

【HP】http://www.karashidane.or.jp/

【E-Mail】karashidane@able.ocn.ne.jp

（福）ミッドナイトミッションのぞみ会
［社会福祉法人］〒293-0021　千葉県富津市川名1436　

Tel.0439-87-9381 Fax.0439-87-1978　◇JR青掘駅からバ

ス「銀行前」停、徒歩10分　◇創立／1962年　◇理事長

／木下 宣世、副理事長／木下 勝世、常務理事／井本 義

孝　◇関連施設／東京のぞみの門（婦人保護）、望みの門

学園、(養護)望みの門楽生園、(特養)望みの門紫苑荘、居

宅介護支援事業、（障害）望みの門新生舎、（障グ）グレ

ースホーム、訪問介護・通所介護事業、望みの門かずさ

の里（児童養護）、君津ふくしネット（中核地域支援セン

ター）、望みの門方舟乳児園（乳児院）　◇特色／国定公

園に隣接した海辺に近い良い自然環境の中、感謝と奉仕

の心で良きサービスを提供いたします。

【HP】http://www.nozominomon.or.jp/

【E-Mail】honbu@nozominomon.or.jp

（福）聖名福祉協会
［社会福祉法人］〒198-8531　東京都青梅市根ケ布2-72

2　Tel.0428-24-5700

（福）南町田ちいろば会
［社会福祉法人］〒194-0004　東京都町田市鶴間329　

Tel.042-796-1521 Fax.042-796-1522　◇田園都市線南町

田駅から徒歩15分　◇創立／1982年　◇理事長／中濱 

信生　◇関連施設／(特養) みぎわホーム

【E-Mail】migiwa@mw.catv.ne.jp

(NPO)めぐみの家
［特定非営利活動法人］〒270-1318　千葉県印西市小林

1608-38　Tel&Fax.0476-97-3268　◇JR小林駅から徒歩

10分　◇創立／2004年　◇理事長／萱場 慶治　◇関連

施設／ケアホーム「ベイトレイヘム」、小規模福祉作業所

「工房マナ」　◇特色／すべての人が地域で暮らせること

を願い、福祉･医療相談や実際のサポートを担ってゆきます。

(福)恵の園
［社会福祉事業］〒377-8567　群馬県渋川市渋川4418　

Tel.0279-22-1730 Fax.0279-23-8147　◇JR渋川駅から車

15分　◇創立／1968年　◇理事長／池田 澄子、常務理

事／山田 雅人　◇関連施設／身体障害者授産施設恵の

園、障害者支援施設グレイスホーム、障害者支援施設あ

けぼのホーム、障害者支援施設めぐみの里、知的障害者

通所授産施設めぐみ、知的障害者通所授産施設シャロー

ム、心身障害者デイサービスセンターあじさいの家、高

齢者グループホームさつき、知的障害者グループホーム

さくらホーム、知的障害者ケアホームあやべホーム、

NPO日本カンボジア交流協会、有限責任中間法人さきが

け。　◇特色／キリスト教の理念に基づき、利用者の生

活介護・支援・作業提供施設を経営。地域福祉関連事業

も行っている。

【HP】http://www.normanet.ne.jp/~megumi/
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設／精神科、海上療養所、重症心身障害児施設、聖母療

育園、身体障害療護施設、聖マリア園、知的障害者更生

施設、聖家族園、佐原聖家族園　◇特色／障害を持つ人

も地域で生活出来るシステムの構築をめざしています。

【HP】http://www.rosario.jp/

【E-Mail】honbu@rosario.jp
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２  病院・診療所・ホスピス

キリスト教主義病院、診療所などを都道府県別・50音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［法人団体名など］、

所在地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇診療科目、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

北 海 道

いのちの木クリニック
［診療所］　［(医社)ぶどうの会］〒080-0862　帯広市南の

森西9-13-1　Tel.0155-49-3622 Fax.0155-47-8066　◇バ

ス「南町10線」停、徒歩1分　◇創立／2000年　◇代表・

病院長・理事長／星川 義人、チャプレン・牧師／武田 

彰　◇内科、消化器科・外科・こう門科・リハビリテーシ

ョン科・人工透析　◇特色／平安と希望のある医療をめ

ざしています。

【E-Mail】hoshi555@f1.octv.ne.jp

柴田歯科
［病院・診療所］〒050-0074　室蘭市中島町1-24-8　Tel.

0143-44-1022 Fax.0143-45-0082　◇柴田 信行

シロアム マタニティ クリニック
［病院・診療所］〒085-0821　釧路市鶴ヶ岱2-2-8　Tel.

0154-41-5385 Fax.0154-41-8487　◇JR釧路駅からバス

「大曲り」停　◇創立／1994年　◇小児科、産婦人科

ちいろば子供クリニック
〒007-0842　札幌市東区北四十二条東16-1-1 N42メディ

カルビル4F　Tel.011-789-3888　◇院長／木林 正弘　◇

小児科、アレルギー科

月寒グロリア・クリニック
［病院・診療所］　［（医社）グロリア会］〒062-0053　札

幌 市 豊 平区月寒 東 三 条16-3-8　Tel.011-854-4103 

Fax.011-854-4127　◇地下鉄東豊線福住駅からバス「月

寒東3条16丁目」停　◇創立／1995年　◇理事長・病院

長／平畠 功二　◇産婦人科、 小児科

豊平動物病院
［動物病院］　［(有)豊平動物病院］〒062-0908　札幌市豊

平区豊平八条12-1-3　Tel.011-815-5820 Fax.011-815-

5823　◇地下鉄東豊線豊平公園駅1番口正面　◇創立／

1996年　◇院長／北村 龍司　◇動物病院　内科・外科・

歯科　◇特色／｢自分たちのペットにしてあげたい医療｣

を基本に、ていねいで優しい診療を心がけています。

【HP】http://www.toyohiravet.com/

【E-Mail】office@toyohiravet.com

水口歯科医院
［病院・診療所］〒040-0084　函館市大川町12-23　Tel&

Fax.0138-45-0303　◇バス「亀田小学校前」停、徒歩1

分　◇創立／1981年　◇院長／水口 博　◇歯科、小児

歯科、歯科口腔外科

青 森 県

福田眼科医院
［（医）明央会］〒033-0071　上北郡六戸町犬落瀬堀切沢

59-107　Tel.0176-53-4158 Fax.0176-51-2513　◇JR三沢

駅から車3分　◇創立／1996年　◇院長・理事長／福田 

敦、理事／福田 由利子、師長／沢橋 真利子　◇眼科

岩 手 県

サマリヤ眼科クリニック
［病院・診療所］〒020-0173　岩手郡滝沢村滝沢字巣子

1155-8　Tel.019-688-8158 Fax.019-688-8168　◇バス「巣

子」停、徒歩3分　◇創立／2001年　◇坂本 淳　◇眼

科　◇関連施設／国際ギデオン協会盛岡支部　◇特色／

どなたにも納得頂ける診療を目指しています。火金曜日の

午後は四時〜七時です。待合室で聖書を無料配布中。

【HP】http://www.nnet.ne.jp/~pom/pom/

森田小児科医院
［病院・診療所］　［(医)ハレルヤ会］〒020-0117　盛岡市

緑が丘4-1-60　Tel.019-662-3326 Fax.019-662-3560　◇

JR盛岡駅から車20分　◇創立／1989年　◇院長／森田 

友明　◇小児科　◇関連施設／社会福祉法人プレイズザ

ロード ハレルヤ保育園 住所：岩手郡滝沢村滝沢字葉の

木沢山555-5 Tel.019-688-6773　グレイス病児保育室 住

所：岩手郡滝沢村滝沢字葉の木沢山556-17 Tel.019-688-

1589

【HP】http://www.morita-clinic.jp

【E-Mail】tomo-aki@morita-clinic.jp

宮 城 県

庄司内科小児科医院
［病院・診療所］〒983-0841　仙台市宮城野区原町1-1-

80　Tel.022-293-7236 Fax.022-296-5755　◇バス「第4

合同庁舎前」停、徒歩5分　◇創立／1964年　◇代表・

病院長／庄司 眞　◇内科、呼吸器科、小児科

秋 田 県

聖愛内科胃腸科クリニック
［病院・診療所］〒019-0505　横手市十文字町仁井田字

海道東37-2　Tel&Fax.0182-42-2233　◇院長／梁 盛

強　◇内科胃腸科
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山 形 県

はんだクリニック
［病院・診療所］　［（医）羽根田医院］〒995-0033　村山

市楯岡新町2-7-17　Tel.0237-55-3511 Fax.0237-55-

0930　◇JR村山駅から徒歩7分　◇創立／1987年　◇院

長／半田 和広　◇内科、消化器科、小児科　◇関連施設

／（特養）ふもと

山本内科医院
［医療］〒999-3711　東根市中央4-5-24　Tel.0237-43-

0180 Fax.0237-43-0210　◇JRさくらんぼ東根駅から車5

分　◇創立／2000年　◇院長／山本 弘史　◇内科・循

環器科・神経内科・胃腸科　◇特色／苦しくない、鼻か

らの内視鏡。大腸内視鏡。動脈硬化検査。心臓、肝臓、

乳腺、超音波検査。

【HP】http://www.yamamoto-naika.net/

福 島 県

緑ヶ丘こどもクリニック
［病院・診療所］　［（医社)恵泉会］〒963-0702　郡山市緑

ヶ丘東3-1-3　Tel&Fax.024-956-6006　◇JR郡山駅から

車15分　◇創立／1996年　◇理事長／田村 忠久　◇小

児科、内科　◇関連施設／病診連携病院、太田西ノ内病院、

寿泉堂病院、星総合病院

ロマリンダ・クリニック
［病院・診療所］〒963-8002　郡山市駅前2-11-1 ビッグア

イ・ウエスト　Tel.024-924-1161 Fax.024-924-1183　◇

JR郡山駅から徒歩1分　◇創立／1997年　◇院長／富永 

國比古　◇婦人科、心療内科、アレルギー科、代替療法(ア

トピー、子宮内膜症、Ｐ･Ｍ･Ｓ、癌）　◇関連施設／ＡＣ

ＴＳ（10代の性の危機を考える会）理事長　ＪＣＭＡ（キ

リスト者医科連盟）、ＪＯＣＳ（キリスト教海外医療協力会）

会員、ＦＯＲ(日本友和会)会員　◇特色／To Make Man 

Wholeをモットーとし、女性のための｢癒しの場｣となるこ

とを目指しています。

【HP】http://www.lomalinda-jp.com/

【E-Mail】tominaga@lomalinda-jp.com

茨 城 県

(医)宇佐神クリニック
〒311-3116　 東 茨 城 郡 茨 城 町 長 岡 住 吉3652-300　

Tel.029-219-0033　◇JR水戸駅　◇院長／宇佐神 正海　

◇耳鼻咽喉科、アレルギー

大田医院
［病院・診療所］　［（医社）塩光会］〒308-0845　筑西市

西方1684-1　Tel.0296-22-3914 Fax.0296-24-6559　◇JR

下館駅から車7分　◇創立／1987年　◇理事長／広川 國

義、チャプレン 牧師／渡辺 亨　◇内科・消化器科・循

環器科・小児科

自由ヶ丘医院
［病院・診療所］　［（医）恩澤会］〒300-1266　つくば市

自由ケ丘165-19　Tel.029-876-0888 Fax.029-876-0401　

◇JR藤代駅　◇創立／1990年　◇理事長・院長／荘司 

明　◇整形外科、形成外科、リウマチ科、スポーツ医学、

内科　◇特色／診療のみで留まらず、バランスのとれた

心と体の健康を探求し健全な医療と宣教の両立駆動を目

指しています。

雙安歯科医院
［病院・診療所］〒300-1266　つくば市自由が丘165-28　

Tel&Fax.029-876-5478　◇JR藤代駅からバス「自由ヶ丘

団地」停、徒歩2分　◇創立／1995年　◇代表・病院長

／李 孟軒　◇歯科

たかだ歯科医院
［病院・診療所］〒311-1133　水戸市栗崎町1394-1　

Tel.029-269-4158　◇創立／1993年　◇代表／高田 寿　

◇歯科、小児歯科

つくば豊里耳鼻咽喉科医院
［医院］〒305-0812　つくば市東平塚893-1　Tel.029-855-

8131 Fax.029-855-8552　◇院長／林 漢玄　◇耳鼻咽喉

科

渡辺病院
［病院・診療所］〒314-0343　神栖市土合本町2-9809-

20　Tel.0479-48-0155　◇渡辺 金隆、美津子

わたひきクリニック
［病院・診療所］　［(医)キリスト会］〒300-0037　土浦市

桜町3-5-1-2　Tel.029-827-1005 Fax.029-827-0815　◇JR

土浦駅西口から徒歩7分　◇創立／2000年　◇院長・理

事長／綿引 秀夫、副院長／村木 良一　◇内科・心療内科・

精神科・神経科・小児科・皮フ科　◇特色／治すことを

とおして、キリストの栄光をあらわしたいと思います。医

師は2人ともクリスチャンです。

栃 木 県

比企病院
［病院］　［（医社）大衛会］〒320-0812　宇都宮市一番町

2-11　Tel.028-635-4161 Fax.028-635-4094　◇JR宇都宮

駅から徒歩10分　◇創立／1973年　◇理事長・病院長／

比企 達男、常務理事／比企 洋子、チャプレン／新嘉喜 

昇二　◇内科・消化器科・循環器科・アレルギー科・外科・

整形外科・皮膚泌尿器科・こう門科・リハビリテーション

科・放射線科　◇関連施設／ケア付老人マンション「花」

「リベカ」　◇特色／自分がしてもらいたいように人にもし

てあげましょう。

【E-Mail】hikihpt@basil.ocn.ne.jp

群 馬 県

狩野外科医院
［病院・診療所］　［(医)狩野外科医院］〒370-3511　高崎

市金古町230　Tel.027-373-1310 Fax.027-373-2105　◇

JR高崎駅から車25分　◇創立／1970年　◇理事長・病院

長／狩野 和夫　◇内科、消化器科、循環器科、外科、心

臓血管外科、皮膚泌尿器科、こう門科、放射線科、麻酔
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千 葉 県

市川こどもクリニック
［病院・診療所］　［（医社）市川こどもクリニック］〒270-

2253　松戸市日暮5-191 ビーンズ八柱1F　Tel.047-383-

2312 Fax.047-383-2313　◇JR新八柱駅から徒歩3分　◇

創立／1993年　◇理事長／市川 秀樹　◇小児科

【HP】http://www.ichikawa-p.or.jp

王子台耳鼻咽喉科・眼科
［病院・診療所］　［（医社）立愛会］〒285-0837　佐倉市

王子台1-6-15　Tel.043-487-3300 Fax.043-461-3369　◇

京成うすい駅南口から線路沿い徒歩300M　◇創立／

1985年　◇院長　医学博士／たのい 宜人、副院長　眼

科専門医／たのい 晴美　◇眼科、耳鼻咽喉科、アレルギ

ー科　◇特色／アレルギー科。イビキ無呼吸を東京医科

歯科大学堀口伸作教授のB-Spot療法で治療。航空性中耳

炎の治療。

海上寮療養所
［病院］　［（福）ロザリオの聖母会］〒289-2513　旭市野

中4017　Tel.0479‐60-0601 Fax.0479-60-0661　◇総武

本線旭駅から車10分　◇創立／1931年　◇理事長／小原 

清成、病院長／佐々木 日出男、事務長／中曽根 才智　

◇精神科、神経科、内科　◇関連施設／重症心身障害児

施設「聖母療育園」、身体障害者療護施設「聖マリア園」、

知的障害者更生施設「聖家族園」「佐原聖家族園」、知的

障害者授産施設「みんなの家」、福祉ホーム「野中ハイツ」、

グループホーム「若衆内ハウス」、聖マリアデイサービス

センター、福祉作業所「ワークセンター」、聖母通園セン

ター、聖家族作業所、地域生活支援センター「友の家」、

高齢者支援センター　◇特色／精神科の病院を社会福祉

法人が経営するという数少ない例です。医療と福祉、両

面が必要な方々への支援です。

柏戸病院
［病院・診療所］　［（医）柏葉会］〒260-8656　千葉市中

央区長洲2-21-8　Tel.043-227-8366 Fax.043-224-4868　

◇JR本千葉駅から徒歩5分　◇創立／1951年　◇理事長・

院長／柏戸 正英、事務長／小堤 徳司　◇内科・呼吸器科・

消化器科・循環器科・外科・整形外科・小児外科・眼

科　◇関連施設／財団法人柏戸記念財団本部 043-225-

5561　かしわど訪問看護ステーション 043-223-1200

九十九里ホーム病院
［病院・診療所］　［（福）九十九里ホーム］〒289-2147　

匝瑳市飯倉21　Tel.0479-72-1131 Fax.0479-73-7165　◇

JR飯倉駅から徒歩3分　◇創立／1935年　◇理事長／井

上 峰夫、病院長／岡崎 壮之、チャプレン／竹内 一也、

総師長／粕谷 節子　◇内科、呼吸器科、整形外科、形成

外科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科　◇関

連施設／（特養）ホーム「松丘園」、（特養）ホーム「第

ニ松丘園」、地域包括支援センター、養護老人ホーム「瑞

穂園」、老人保健施設「ミス・ヘンテ記念ケアセンター」、

老人保健施設「日向の里」身体障害者療護施設「聖マー

ガレットホーム」、九十九里ホーム訪問看護ステーション、

（特養）ホーム「九十九里ホーム山田」　◇特色／英国婦

人宣教師により創立された当院は“神を信じ人を愛する

心、一人ひとりに愛と希望を”を理念としている。

科

【HP】http://www.gunmanet.or.jp/kano-sc/

【E-Mail】k-kano@gunma.med.or.jp

橋田内科クリニック
［病院・診療所］　［(医社)喜望会］〒374-0024　館林市本

町2-10-7　Tel.0276-72-0001 Fax.0276-72-1030　◇東武

伊勢崎線館林駅から徒歩10分　◇創立／1994年　◇理

事長／橋田 昌晴　◇内科、循環器科、消化器科

【HP】http://www.hicl.jp/

福音堂栄光診療所［栄光診療所］
［ 診 療 所 ］〒379-2122　 前 橋 市 駒 形 町 上 流226-1　

Tel.027-266-6188 Fax.027-267-0580　◇JR駒形駅から車

7分　◇創立／1984年　◇代表・病院長／小野 光弘、事

務長／小野 真理子　◇内科・循環器科　◇特色／病む

人の心を理解するように努め、心身のバランスのみだれ

を西洋医学と東洋医学を合わせて治療しています。

埼 玉 県

大宮中央総合病院
［病院・医療・介護支援］　［（医）ヘブロン会］〒330-

0037　さいたま市北区東大成町1-227　Tel.048-663-2501 

Fax.048-666-4673　◇JR大宮駅からバス「赤芝」停　◇

創立／1955年　◇理事長・病院長／神戸 成美、業務部

長／児玉 誠之　◇関連施設／訪問介護センターわかば

シャローム鋤柄医院
［病院・診療所］　［（医社）シャローム］〒355-0005　東

松山市大字松山1496　Tel.0493-25-2979 Fax.0493-25-

2723　◇東武東上線東松山駅東口からバス15分　◇創立

／1994年　◇代表／鋤柄 稔　◇内科・消化器科・外科・

皮膚科・血液透析　◇関連施設／訪問看護ステーショ

ン　シャローム　◇特色／ターミナルケア、往診を積極

的に取り入れている。全室個室の有床（19床）診療所。

【HP】http://www4.ocn.ne.jp/~s-shalom

ファースト歯科医院
［病院・診療所］　［（医社）恵安］〒350-1115　川越市野

田町2-4-24　Tel.049-246-3437 Fax.049-246-6460　◇JR

川越駅から徒歩10分　◇創立／1980年　◇代表／星原 

英吉、病院長／星原 安石　◇歯科・矯正歯科・小児歯科

福音診療所
［病院・診療所］　［（医社）群羊会］〒364-0023　北本市

下石戸下1549-5　Tel.048-592-2862 Fax.048-593-5067　

◇JR北本駅から徒歩20分　◇創立／1973年　◇理事長

／石黒 早苗、所長／吉住 登　◇耳鼻咽喉科、気管食道

科　◇関連施設／南福音診療所

【HP】http://www2u.biglobe.ne.jp/~fukuin/

南福音診療所
［診療所］　［（医社）群羊会］〒364-0021　北本市北本宿

161-4　Tel.048-591-7191 Fax.048-591-9668　◇JR北本

駅からバス「南小学校前」停、徒歩3分　◇創立／1981

年　◇理事長／石黒 早苗、小児科医師／吉住 幸子　◇

内科、小児科　◇関連施設／福音診療所

【HP】http://www2u.biglobe.ne.jp/~fukuin/
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膚科　◇関連施設／町田院

【HP】http://www.biyouest.com/

【E-Mail】info@biyouest.com

大久保平安歯科［平安歯科］
［病院・診療所］〒169-0072　新宿区大久保2-18-10-

102　Tel.03-3208-2404 Fax.03-3205-9048　◇JR新大久

保駅から徒歩6分　◇創立／2006年　◇代表・病院長／

林 顕宗、歯科助手／中山 千恵子　◇歯科・小児歯科・

歯科口腔外科　◇特色／人の手は、神様の創造に勝るこ

とはないので、できるだけ歯を保存するように努力してお

ります。

オリーブ動物病院
［動物病院］〒185-0023　国分寺市西元町2-17-18　Tel.

042-329-8100 Fax.042-329-8101　◇JR西国分寺駅から徒

歩7分　◇創立／1997年　◇病院長／有薗 浩見　◇動物

病院

【E-Mail】olive@love.email.ne.jp

神田キリスト教診療所
［病院・診療所］　［（医財）福音医療会］〒101-0052　千

代田区神田小川町1-5-1 神田御幸ビル1F・B1F　Tel.03-

5652-0723 Fax.03-5652-0724　◇新御茶ノ水駅から徒歩3

分　◇理事長・所長／平井 学　◇内科、泌尿器科 、外

科 、整形外科、 皮膚科 人間ドック、各種健診

【HP】http://www.fukuin.or.jp/kanda/kanda.htm

【E-Mail】kcc ＠ fukuin.or.jp

神田キリスト教診療所健康管理センター
［病院・診療所］　［（医財）福音医療会］〒101-0052　千

代田区神田小川町1-5-1 神田御幸ビルB2F　Tel.03-5283-

8119　◇地下鉄小川町駅A6から徒歩1分　◇創立／1970

年　◇理事長・所長／平井 学　◇各種健康診断

【HP】http://www.fukuin.or.jp/kanda-center/center.htm

【E-Mail】kenkosodan@fukuin.or.jp

北千住旭クリニック
［病院・診療所］〒120-0026　足立区千住旭町31-5　

Tel.03-3879-4565 Fax.03-3879-9249　◇北千住駅から徒

歩4分　◇創立／1994年　◇代表・院長／平山 正実　◇

内科・精神科　◇関連施設／グループホーム「ノア」、グ

ループホーム「仲」、作業所「レスポアール」（喫茶店、

ケーキ作り）　◇特色／キリスト教精神に基づく心と身体

のケアを行なうことを目的としたクリニック。

救世軍 清瀬病院
［病院ホスピス］　［(宗)救世軍］〒204-0023　清瀬市竹丘

1-17-9　Tel.042-491-1411 Fax.042-491-3900　◇西武池

袋線清瀬駅からバス「東京病院北」停、徒歩1分　◇創立

／1939年　◇代表役員／吉田 眞、病院長／島田 宗洋　

◇内科、神経内科、循環器科、リハビリテーション科、ホ

スピス科　◇関連施設／同キャンパス内併設 （特養）ホ

ーム 救世軍恵泉ホーム/酒害者救護施設 救世軍自省館、

ケアハウスいずみ　◇特色／武蔵野の自然につつまれ、

四季折々の花々が潤いを与えます。私達は感動を共有で

きる安全な医療を提供します。

【HP】http://kiyosehp.salvationarmy.or.jp/

【HP】http://www.99-home.com/

【E-Mail】welfare99-home@beach.ocn.ne.jp

頌栄歯科・矯正歯科医院
［病院・診療所］〒285-0013　佐倉市海隣寺町5-9　Tel.

043-485-2336 Fax.043-486-9795　◇京成佐倉駅から徒歩

3分　◇創立／1985年　◇院長／盧 俊雄　◇歯科・矯正

歯科・小児歯科

聖マリア記念病院
［病院・診療所］　［（医社）聖母会］〒286-0106　成田市

取香446　Tel.0476-32-0711 Fax.0476-33-1256　◇創立

／1984年　◇理事長・病院長／太田 不二雄　◇内科、

神経科、小児科、歯科、心療内科、精神科　◇関連施設

／老人保健施設 セントアンナナーシングホーム、セント

アンナ在宅介護支援センター、セントアンナ訪問看護ス

テーション、セントマリアクリニック

田井耳鼻咽喉科・アレルギー科
［病院・診療所］〒262-0041　千葉市花見川区柏井町

1668-1　Tel.043-259-4577 Fax.043-258-6268　◇京成八

千代台駅から車5分　◇創立／1969年　◇眼科、耳鼻咽

喉科、小児科、心療内科、アレルギー科

マリヤ・クリニック
［病院・診療所］〒263-0043　千葉市稲毛区小仲台6-19-

19 Myビル1F　Tel.043-287-2624 Fax.043-287-2610　◇

JR稲毛駅東口から徒歩3分　◇創立／1987年　◇代表・

病院長／柏崎 良子、チャプレン／柏崎 久雄　◇内科・

小児科　◇関連施設／株式会社ヨーゼフ　一般社団法人

低血糖症治療の会　ティールーム「マーチ」　エルテルホ

ール　◇特色／分子整合栄養医学、低血糖症の治療。

【HP】http://mariyaclinic.com

【E-Mail】info@mariyaclinic.com

吉田小児科医院
［診療所］〒272-0138　市川市南行徳1-17-8 エステートI．

Aビル1F　Tel.047-397-0101 Fax.047-397-8004　◇地下

鉄東西線南行徳駅から徒歩4分　◇創立／1990年　◇代

表・病院長／吉田 勝　◇小児科・内科・アレルギー科　

◇特色／一般診療を行っていますが、特にアレルギーに

は力を入れております。

【HP】http://homepage3.nifty.com/ysi/

【E-Mail】JZU01033@nifty.ne.jp

東 京 都

うめだ・あけぼの学園・診療所
［病院・診療所］　［（福）からしだね］〒123-0851　足立

区梅田7-12-15　Tel.03-3848-1190 Fax.03-3848-1191　◇

東武伊勢崎線梅島駅から徒歩5分　◇創立／1977年　◇

理事長／白柳 誠一(枢機卿）、院長／角田 祥子、学園長／

加藤 正仁　◇小児科　◇関連施設／発達障害乳幼児と

その家族を支援する施設（うめだ・あけぼの学園）

エストクリニック
［美容整形外科クリニック］〒140-0004　品川区南品川

5-11-16　Tel.0120-88-11-95　◇JR大井町駅から徒歩8

分　◇総院長／小平 典弘　◇美容外科、整形外科、皮
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新宿歯科クリニック［新宿歯科］
［医院・美容歯科・ホワイトニング・矯正歯科・カウンセ

リング］〒169-0073　新宿区百人町1-10-13 新大久保ビル

2F　Tel.03-3366-0018 Fax.03-3366-1821［連絡先：星野 

鴻一　〒336-0932　埼玉県さいたま市緑区中尾110-19 

Tel.048-875-0980］　◇JR新大久保駅から徒歩1分　◇創

立／2003年　◇院長／星野 鴻一、経理／星野 恵美子、

助手／呉 白雪、助手／陳 西、助手／張 もも　◇審美歯科、

一般歯科、無痛治療、カウンセリング、ホワイトニング、

矯正歯科　◇特色／神様から与えられた歯を大切に。健

康的な生活を通して神様の栄光を現わせるお手伝いをし

ます。

【HP】http://shinjuku-dentist.com

スマイルこどもクリニック
［病院・診療所］〒193-0832　八王子市散田町5-4-20　

Tel.042-661-5529　◇JR西八王子駅から徒歩20分　◇創

立／2010年　◇代表／大城 尚史　◇小児科

【HP】http://smile-child-jesus.com/

誠志会病院
［病院・診療所］　［（医社）誠志会］〒174-0043　板橋区

坂下1-40-2　Tel.03-3968-2621 Fax.03-3968-2537　◇地

下鉄三田線蓮根駅から徒歩7分　◇創立／1973年　◇理

事長／岡田 敬司、病院長／岡田 信良、事務長／小柳 隆

司　◇内科、小児科、外科、整形外科、耳鼻咽喉科、リ

ハビリテーション科、胃腸科　◇特色／創造主の神を敬

い、隣人を愛し、誠を尽くす。

【HP】http://www.seisikai.or.jp/

清風園診療所
［病院・診療所］　［（福）賛育会］〒195-0072　町田市金

井7-17-13　Tel.042-735-3000 Fax.042-734-8933　◇小田

急線鶴川駅からバス「八幡前」停、徒歩4分　◇創立／

1964年　◇理事長／徳久 俊彦、所長／石原 力、清風園

施設長／梶村 慎吾　◇内科　◇関連施設／（1）（福） 賛

育会 清風園 （（特養）ホーム）（2）第二清風園（（特養）

ホーム）（3）清林ハイツ（軽費B型）（4）訪問看護ステー

ション 清風園

聖路加国際病院
［病院・診療所］　［（財）聖路加国際病院］〒104-8560　

中央区明石町9-1　Tel.03-3541-5151 Fax.03-3544-0649　

◇地下鉄日比谷線築地駅から徒歩5分　◇創立／1902

年　◇理事長／日野原 重明、病院長／福井 次矢、チャ

プレン／上田 憲明、チャプレン／シーバー，ケビン　◇

一般内科、精神科、呼吸器内科、消化器内科、循環器科、

小児科・一般外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、

胸部外科、心臓血管外科、小児外科、産婦人科、眼科、

耳鼻咽喉科、放射線科、歯科口腔外科、皮膚科、泌尿器科、

麻酔科、神経内科、緩和ケア科、アレルギー膠原病科、

心臓内科、血液内科、腎臓内科、感染症科、乳腺外科、

救急部、腫瘍内科、内分泌代謝科、放射線腫瘍科、病理

診断科、遺伝診療部、臨床検査科。

【HP】http://www.luke.or.jp/

東京衛生病院
［病院］　［アドベンチスト会］〒167-8507　杉並区天沼

3-17-3　Tel.03-3392-6151　◇JR荻窪駅から徒歩7分　◇

創立／1929年　◇理事長／本郷 和彦、病院長／早坂 

救世軍ブース記念病院
［病院］　［(宗)救世軍］〒166-0012　杉並区和田1-40-5　

Tel.03-3381-7236 Fax.03-5385-0734　◇地下鉄中野富士

見町駅から徒歩7分　◇創立／1916年　◇代表役員／吉

田 眞、院長／高木 道人、事務長／黒木 成人、チャプレ

ン／久郷 フミ子　◇内科・精神科・神経内科・循環器科・

整形外科・皮膚科･眼科・リハビリテーション科・ホスピ

ス外来　◇関連施設／併設施設：ブース記念老人保健施

設グレイス、ブース記念訪問看護ステーション、ブース

記念訪問介護ステーション、ルツ・ナオミ、杉並区地域

包括支援センターケア24和田　◇特色／地域医療、全人

医療を目指した医療と介護を行ないます。ホスピス20床

はすべて個室。患者様向き礼拝あります。

【HP】http://boothhp.salvationarmy.or.jp/main/

駒込えぜる診療所
〒114-0015　北区中里2-6-14 NACビル501　Tel&Fax. 

03-5907-4666　◇JR駒込駅東口から徒歩3分　◇創立／

2008年　◇院長／芳賀 真理子　◇心療内科、精神科　

◇特色／診療日：火曜・水曜・木曜・金曜。診療時間：

9:00〜12:00、13:30〜16:00

【HP】http://komagome-ezer.com/

佐々木内科医院
［病院・診療所］〒166-0013　杉並区堀ノ内1-9-12　

Tel.03-3313-2187 Fax.03-3314-6687　◇地下鉄丸ノ内線

方南町駅から徒歩7分　◇創立／1962年　◇院長／佐々

木 宏明　◇内科・呼吸器科・消化器科・循環器科

サトウ･デンタルクリニック
［歯科医院］〒176-0001　練馬区練馬1-36-4　Tel.03-

3994-3394　◇地下鉄有楽町線練馬駅北口から徒歩3分　

◇創立／1974年　◇院長／佐藤 義高　◇一般歯科　◇

特色／痛くなく、早く、きれいに、よく咬める。御予算に

応じて治療します。自由診療のみ。

賛育会病院
［病院・診療所］　［（福）賛育会］〒130-0012　墨田区大

平3-20-2　Tel.03-3622-9191 Fax.03-3623-9736　◇JR錦

糸町駅から徒歩8分　◇創立／1918年　◇理事長／橋本 

章、病院長／関根 義夫　◇内科、泌尿器科、眼科、耳鼻

咽喉科、産婦人科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、

精神科、麻酔科、緩和ケア科　◇特色／東京都東部地域

で急性期型の中堅的役割の病院で、周産期医療、成人地

域医療、終末期医療を柱としています。

【HP】http://www.san-ikukai.or.jp/sumida/hospital/

慈生会病院
［病院・診療所］　［（福）慈生会］〒165-8906　中野区江

古田3-15-2　Tel.03-3387-5421 Fax.03-3387-5659　◇都

営大江戸線新江古田駅から徒歩15分　◇創立／1935年　

◇理事長／山根 幸子、病院長／富 俊明、事務部長／梅

津 勝男　◇内科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、小児科、

歯科、外科、整形外科、循環器科、消化器科、呼吸器科、

婦人科、皮膚科、リハビリテーション科、精神科、放射

線科、麻酔科、形成外科、心臓血管外科　◇関連施設／

救急告示病院、臨床研修指定病院

【HP】http://www.jiseikai-hospital-Katholiek.or.jp/

【E-Mail】jiseikai-B@cello.ocn.ne.jp
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蔵野市吉祥寺北町3-7-10　Tel&Fax.0422-51-8708　◇JR

吉祥寺駅北口からバス「すずかけ小路」停前　◇創立／

1955年　◇理事長／小西 弘一、所長／菅野 潔　◇内科、

小児科、皮膚科　◇関連施設／（福）福音会諸施設　◇

特色／創立53年。長い年月幼小児より高齢者まで、地域

住民の心と身体の健康を目指し、患者中心の癒しの業を

行なう。

森山歯科医院
［病院・診療所］〒130-0022　墨田区江東橋4-16-10　Tel

&Fax.03-3632-4677　◇JR錦糸町駅　◇創立／1956年　

◇院長／森山 徳長、助手／津田 みゆき　◇歯科　◇関

連施設／キングスガーデン練馬・理事

山口歯科医院
［病院・診療所］〒185-0012　国分寺市本町3-17-2　Tel.

042-321-5151 Fax.042-321-3984　◇JR・西武国分寺駅か

ら徒歩5分　◇創立／1960年　◇院長／山口 裕弘　◇歯

科・小児歯科・予防歯科・噛み合わせ治療・歯を抜かな

い矯正・スポーツ歯科・審美歯科・インプラント　◇特

色／症状や治療について、分かりやすく説明します。噛

み合わせでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

【HP】http://www.yama-dc.jp

【E-Mail】dent@yama-dc.jp

吉池デンタルクリニック
［歯科医院］〒192-0041　八王子市中野上町1-2-8-101　

Tel.042-624-4618 Fax.042-624-2044　◇JR八王子駅北口

からバス「浅川橋」停、徒歩3分　◇創立／2002年　◇

院長／吉池 邦寿　◇歯科

【HP】http://www.yoshiike-dental.jp/pc/

ライフ・プランニング・クリニック［LPC］
［診療所、ホスピス、介護支援、カウンセリング、医療保

健教育］　［（財）ライフ・プランニング・センター］〒

108-0073　港区三田3-12-12 笹川記念会館11F　Tel.03-

3454-5068 Fax.03-3455-1035　◇JR田町駅から徒歩10

分　◇創立／1973年　◇理事長／日野原 重明、病院長

（所長）／土肥 豊、副所長／佐藤 淳子　◇内科・精神科・

呼吸器科・消化器科・循環器科・産婦人科・放射線科・

婦人科　◇関連施設／健康教育サービスセンター・臨床

心理相談室 ・「新老人の会」事務局Tel.03-3265-1907、訪

問看護ステーション千代田 Tel.03-5211-5330・同中井 

Tel.0465-80-3980、ピースハウス病院（ホスピス） 

Tel.0465-81-8900、ホスピス教育研究所　Tel：0465-81-

8904　◇特色／新所長・常勤医体制の下、社会貢献を目

指す高齢者作りの為に。心身の機能評価を測る新ドック

を開発した。

神 奈 川 県

相見小児科医院
［病院・診療所］〒221-0061　横浜市神奈川区七島町

148　Tel.045-421-2972 Fax.045-402-3904　◇京急子安

駅から徒歩5分　◇創立／1955年　◇院長／相見 基次　

◇小児科

いきいきクリニック
［在宅療養支援診療所］〒210-0916　川崎市幸区南幸町

徹　◇内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、リハ

ビリテーション科、歯科、眼科、泌尿器科、緩和ケア　

◇関連施設／教会通りクリニック、歯科クリニック、在宅

ケアセンター　◇特色／こころとからだのいやしのため

に、キリストの心で、ひとりひとりに仕えます。

【HP】http://www.tokyoeisei.com

【E-Mail】info@tokyoeisei.com

東京メモリアルクリニック［TMCクリニック］
［病院・診療所］　［（医社）ティー・エム・シー・会］〒

151-0053　渋谷区代々木2-16-7 山葉メディカルセンター

2F　Tel.03-5351-0309 Fax.03-5351-1395　◇JR新宿駅か

ら徒歩6〜7分　◇創立／1992年　◇理事長／平山 峻　

◇外科・形成外科・皮膚科　◇関連施設／日本臨床毛髪

学会（理事長）

【HP】http://www.clinic-hirayama.com/

中島医院
［病院・診療所］　［（医社）ホスピティウム 聖十字会］〒

204-0021　清瀬市元町1-3-45 3,4,5F　Tel.042-495-6727 

Fax.042-495-6729　◇西武池袋線清瀬駅　◇創立／1995

年　◇理事長・病院長／中島 美知子、チャプレン・専務

理事／中島 修平　◇内科、 小児科、 心療内科 、呼吸器科、

リハビリテーション科、 アレルギー科、在宅ホスピス　◇

関連施設／在宅ホスピス、中島医院チャペル Tel.0424-

92-8901

【HP】http://www.hospice-nakajima.com/

平山歯科
［病院・診療所］〒101-0052　千代田区神田小川町3-11 

木村ビル2F　Tel&Fax.03-3233-1108　◇地下鉄半蔵門

線「神保町」A9から徒歩5分　◇創立／1997年　◇病院

長／平山 健　◇歯科・歯科口腔外科・審美歯科・インプ

ラント・PMTC（Professional Mechanical Tooth Cleani

ng）・ホワイトニング・矯正（専門医を紹介）　◇特色／

平山歯科のビジョン「歯科医療と福音」。医療関係者と患

者がイエスに出会い、共に赦しの中で歩めますよう祈りま

す。

【HP】http://www.hirayama-dental.com/

藤澤こどもクリニック
［病院・診療所］　［（医社）柔和会］〒176-0012　練馬区

豊玉北6-6-6　Tel.03-3557-7950 Fax.03-3557-7960　◇西

武池袋線練馬駅から徒歩7分　◇創立／1996年　◇理事

長／藤澤 孝人　◇小児科、アレルギー科、皮膚科、内科

ベトレヘムの園病院
［病院・診療所］　［（福）慈生会］〒204-0024　清瀬市梅

園3-14-72　Tel.042-491-2525 Fax.042-495-2878　◇西

武池袋線清瀬駅からバス「上宮」停、徒歩4分　◇創立

／1935年　◇理事長／松本 圭世、院長／前村 大成、事

務長／田代 嘉子　◇内科、整形外科、皮膚科、耳鼻科、

リハビリテーション科　◇関連施設／（児童養護施設）

ベトレヘム学園、（養護老人ホーム）聖家族ホーム、（特

養ホーム）聖ヨゼフ老人ホーム

【HP】http://www.betohp.com/

【E-Mail】jiseikai@betohp.com

武蔵野キリスト教診療所
［病院・診療所］　［（医財）福音医療会］〒180-0001　武
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田口 芳雄　◇総合診療科、腎臓・高血圧内科、血液・腫

瘍内科、リウマチ・膠原病内科、消化器内科、循環器内科、

神経内科、内分泌代謝科、呼吸器内科、神経精神科、小

児科、一般外科、消火器外科、心臓血管外科、胸部外科、

小児外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、皮膚科、

泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻

酔科

聖マリアンナ医科大学病院
［病院・診療所］　［(学)聖マリアンナ医科大学］〒216-

8511　川崎市宮前区菅生2-16-1　Tel.044-977-8111 Fax. 

044-977-9486　◇小田急向ヶ丘遊園駅・百合ヶ丘駅・新

百合ヶ丘駅からバス（聖マリアンナ医大行）　◇創立／

1974年　◇理事長／前田 徳尚、病院長／石田 尚志、チ

ャプレン／山本 善次郎（フランシスコ会司祭）　◇内科、 

泌尿器科、 眼科、 耳鼻咽喉科、 神経科、産婦人科、 小児科、 

外科、 脳神経外科 、整形外科 、形成外科、麻酔科 、放

射線科

日隈歯科医院
［病院・診療所］〒239-0808　横須賀市大津町1-11-10　

Tel&Fax.0468-36-3534　◇京阪急行電鉄京急大津駅から

徒歩1分　◇創立／1983年　◇代表／日隈 栄二、副院長

／日隈 妙子　◇歯科

めぐみ整形外科・理学診療室
〒213-0011　川崎市高津区久本1-2-5 関口第一ビル2F　

Tel.044-861-1022 Fax.044-861-1050　◇代表／渥美 正

純　◇整形外科、リハビリ科

柳沼眼科医院
［病院・診療所］〒236-0042　横浜市金沢区釜利谷東

2-20-28　Tel.045-786-1100 Fax.045-786-1010　◇京急線

金沢文庫駅から徒歩5分　◇創立／1989年　◇代表・病

院長／柳沼 時影　◇眼科　◇特色／Share　Light！　

Brighten　Your　Coner！

新 潟 県

児嶋眼科
［病院・診療所］〒951-8061　新潟市中央区西堀通4番町

816-5　Tel.025-224-8040 Fax.025-223-2140　◇JR新潟

駅からバス「古町」停　◇代表／児嶋 守　◇眼科

富 山 県

高橋歯科医院
［病院・診療所］〒930-0077　富山市磯部町1-10-23　

Tel.076-441-6433　◇高橋 日出夫

宮森歯科医院
［病院・診療所］〒930-0016　富山市柳町1-1-23　Tel&

Fax.076-432-8340　◇創立／1953年　◇宮森 正次　◇

歯科

2-34-2 川崎クリスチャンセンター1F　Tel.044-522-5556 

Fax.044-522-2232　◇JR川崎駅西口から徒歩7分　◇創

立／2007年　◇院長／武知 由佳子、丸山 ゆかり、遠藤 

直子、布施 美千代、松永 敦子　◇内科、呼吸器科、緩

和ケア、漢方外来　◇関連施設／EMF、小さないのちを

守る会　◇特色／招待キリスト教会の医療宣教として、

地域の人々とアジアの人々のため、愛と情熱をもってお仕

えします。

【HP】http://shoutai.missionjapan.org/clinic/main1.html

【E-Mail】shoutai-clinic@hotmail.co.jp

上郷医院
［病院・診療所］〒247-0025　横浜市栄区上之町2-18　

Tel&Fax.045-893-1942　◇龍 覚

衣笠病院
［総合病院］　［（福）日本医療伝道会］〒238-8588　横須

賀市小矢部2-23-1　Tel.046-852-1182 Fax.046-852-

1183　◇JR衣笠駅から徒歩5分　◇創立／1947年　◇理

事長／室谷 千英、病院長／鈴木 博、副病院長／伊藤 義

彦、副病院長／岡村 隆一郎　◇内科、神経科、小児科、

外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、

耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科　◇関

連施設／特別養護老人ホーム、衣笠ホーム、衣笠病院ケ

アセンター、介護老人保健施設衣笠ろうけん、湘南国際

村クリニック、衣笠病院長瀬ケアセンター、健康管理セ

ンター、在宅療養支援診療所、浦賀・久里浜代に地区包

括支援センター　◇特色／キリスト教の愛の精神にもと

づき、地域の方々から「きてよかった病院」づくりを目指

しています。

【HP】http://www.kinugasa.or.jp/

（医）小松循環器科・内科
［病院・診療所］〒257-0011　秦野市尾尻931-7 けやきビ

ル2F　Tel.0463-83-6640 Fax.0463-83-6641　◇小田急秦

野駅から徒歩1分　◇創立／1990年　◇理事長／小松 親

義　◇内科、循環器科

【E-Mail】chi-koma@mue.biglobe.ne.jp

聖テレジア病院
［病院・診療所］　［（福）聖テレジア会］〒248-0033　鎌

倉市腰越1-2-1　Tel.0467-32-4125 Fax.0467-31-4101　◇

江ノ電鎌倉高校前駅から徒歩3分　◇創立／1929年　◇

理事長／明石 勝也、病院長／髙橋 洋一、チャプレン／

バラーロ，マリオ　◇内科、眼科、神経精神科、整形外科、

循環器科、神経内科、消化器科、皮膚科、リハビリテー

ション科、 放射線科、婦人科、泌尿器科　◇関連施設／

聖マリアンナ医科大学病院関連教育病院、聖ヨゼフ病院

（横須賀市、196床）、特養七里ヶ浜ホーム（定員80人）、

重症心身障害児施設小さき花の園（定員40名）　◇特色

／地域社会にとけこんだ、医療を目的に各科の診療、予

防医学、健康指導を重視した病院として使命を果たします。

【HP】http://www.st-therese-hp.jp/

【E-Mail】therese@nifty.ne.jp

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
［病院・診療所］　［(学)聖マリアンナ医科大学］〒241-

0811　横浜市旭区矢指町1197-1　Tel.045-366-1111 Fax. 

045-366-1172　◇相鉄線三ツ境駅からバス「西部病院前」

停　◇創立／1987年　◇理事長／明石 勝也、病院長／
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リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科　◇関

連施設／ホスピス有　◇特色／わたしたちはキリストの

愛と精神にもとづき、医療を通して全ての人々に仕えま

す（新生病院理念）

【HP】http://www.newlife.or.jp

【E-Mail】info@newlife.or.jp

静 岡 県

伊藤医院
［病院・診療所］〒430-0821　浜松市南区西町863　Tel.

053-425-0797　◇中央高速道長坂ICから車10分　◇創立

／1992年　◇病院長／青山 保　◇内科、脳内科、胃腸科、

泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、神経科、産婦人科、小児科、

歯科、外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、獣医科、

鍼灸治療

うさみクリニック
〒432-8058　浜松市南区新橋町710-1　Tel.053-448-4112 

Fax.053-448-5517　◇JR浜松駅からバス「新田西」停、

徒歩1分　◇創立／1993年　◇院長／宇佐神 治子、医師

／宇佐神 篤　◇耳鼻咽喉科、皮膚科、アレルギー科　◇

関連施設／NPO花粉情報協会

大沢医院
［病院・診療所］〒410-0832　沼津市御幸町14-12　Tel.

055-931-1019　◇大澤 香

聖隷健康診断センター
［病院・診療所］　［（福）聖隷福祉事業団］〒430-0906　

浜松市中区住吉2-35-8　Tel.053-473-5506 Fax.053-474-

2505　◇創立／1961年　◇理事長／山本 敏博、保健事

業部長／福田 崇典、所長／武藤 繁貴　◇特色／新時代

の健康づくりを目指して〜　私たちはあなたの良きパート

ナーとしてあなたの健康をサポートします。

【HP】http://www.seirei.or.jp/hoken/

聖隷沼津病院
［病院・診療所］　［(財)芙蓉協会］〒410-8555　沼津市本

字松下七反田902-6　Tel.055-952-1000 Fax.055-952-

1001　◇JR沼津駅からバス「病院前」停、徒歩2分　◇

創立／1950年　◇理事長／山本 敏博、病院長／餌取 和

美　◇内科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、

小児科、外科、脳神経外科、整形外科、呼吸器科、循環

器科、消化器科、肛門科、呼吸器外科、リハビリテーシ

ョン科、放射線科、麻酔科　◇関連施設／聖隷沼津第一

クリニック（健康診断センター）、聖隷訪問看護ステーシ

ョン千本、聖隷ヘルパーステーション緑町

聖隷浜松病院
［総合病院］　［（福）聖隷福祉事業団］〒430-8558　浜松

市中区住吉2-12-12　Tel.053-474-2222 Fax.053-471-

6050　◇JR浜松駅からバス「せいれい病院」停、徒歩1

分　◇創立／1962年　◇理事長／山本 敏博、病院長／

堺 常雄　◇内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、

小児科、外科、産婦人科、麻酔科、脳神経外科、整形外科、

皮膚科、放射線科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、リハ

ビリテーション科、小児外科、心臓血管外科、呼吸器外科、

形成外科、神経内科、精神科、病理診断科、臨床検査科、

石 川 県

近藤クリニック
［病院・診療所］　［（医社）近藤クリニック］〒920-

0203　金沢市木越町ト9ー1　Tel.076-237-2211 Fax.076-

237-0508　◇JR金沢駅からバス「国鉄木越」停、徒歩2

分　◇病院長／近藤 邦夫、副院長／近藤 政子、チャプ

レン／横山 幹雄　◇内科、小児科、歯科、小児歯科

山 梨 県

a刀歯科医院
［病院・診療所］〒400-0308　南アルプス市山寺47-1　

Tel.055-282-1177 Fax.055-282-2153　◇JR甲府駅からバ

ス「下仲町」停、徒歩4分　◇創立／1986年　◇代表・

病院長／2刀 仁、同盟基督・櫛形キリスト教会牧師／茅

場 玲　◇歯科

嶋崎耳鼻咽喉科医院
［診療所］〒400-0858　甲府市相生2-4-20　Tel.055-235-

3434 Fax.055-237-3065　◇JR甲府駅からバス「中央公園

前」停、徒歩1分　◇創立／1948年　◇耳鼻咽喉科　◇

関連施設／国際ギデオン協会　山梨支部　Japan Lepro

sy Mission

長 野 県

愛和病院
［病院・ホスピス］　［（医）愛和会］〒380-0904　長野市

大字鶴賀1044-2　Tel.026-226-3863 Fax.026-223-7168　

◇JR長野駅から徒歩8分　◇創立／1991年　◇理事長／

山田 友雄、病院長／山田 祐司、チャプレン／今城 慰

作　◇内科、緩和ケア科　◇関連施設／緩和ケア病棟併

設、訪問看護ステーション愛和、居宅介護事業部併設

【HP】http://www015.upp.so-net.ne.jp/aiwakai/

【E-Mail】aiwakai@rio.odn.ne.jp

賛育会豊野病院
［病院・診療所］　［（福）賛育会］〒389-1105　長野市豊

野町豊野634　Tel.026-257-2470 Fax.026-257-4486　◇

JR豊野駅　◇創立／1946年　◇理事長／徳久 俊彦、病

院長／澤田 久雄、事務長／藤井 衞　◇内科、消化器科、

小児科、外科、整形外科、放射線科　◇関連施設／老人

保健施設「ゆたかの」（病院所在地に同じ）、（特養）ホー

ム「豊野清風園」（同一敷地内）、訪問看護ステーション「と

よの」（病院所在地に同じ）・賛育会豊野居宅介護支援事

業所 ケアハウスりんごの里。（特養）ホームは豊野町社協

ヘルパーステーション、在宅介護支援センター、豊野町

中央デイサービスセンターにケアハウスを加えた合築。

新生病院
［病院・診療所］　［(医)特定医療法人］〒381-0295　上高

井郡小布施町851　Tel.026-247-2033 Fax.026-247-

4727　◇JR長野電鉄小布施駅　◇創立／1932年　◇理

事長／唐沢 彦三、病院長／佐藤 裕信、副院長／榊原 政

裕　◇内科、循環器内科、皮膚科、小児科、外科、整形

外科、形成外科、こう門科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、
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全人医療を目ざしています。

【HP】http://www1.odn.ne.jp/~cbg14040/

【E-Mail】ahi@mb.ccnw.ne.jp

アガペクリニック
［有床診療所］〒470-0115　日進市折戸町孫三ケ入61　

Tel.0561-74-3000 Fax.0561-74-3077　◇名鉄豊田新線日

進駅から徒歩8分　◇創立／1992年　◇代表・病院長／

伊藤 得志男、協力牧師／増田 育生、協力牧師／末松 隆

太郎、協力牧師／背戸 明、協力牧師／青木 稔、協力牧

師／山下 武彦　◇内科・消化器科・外科・皮膚科・泌尿

器科・こう門科・リハビリテーション科・呼吸器科　◇特

色／地域の人々の心と身体の霊の健康（全人医療）の為

に仕えている。17ベットの診療所です。「聖書の集い」継

続中。

【HP】http://www.ngy.1st.ne.jp/~agape/

大川外科・胃腸科クリニック［大川クリニック］
［病院・診療所］　［（医）仁徳会］〒480-0102　丹羽郡扶

桑町高雄字伊勢帰133-2　Tel.0587-92-3155 Fax.0587-92-

3156　◇名鉄犬山線扶桑駅　◇創立／1999年　◇理事

長／大川 洋史　◇消化器科・循環器科・アレルギー科・

外科・心臓血管外科・リハビリテーション科・ペインクリ

ニック　◇関連施設／ふそう耳鼻咽喉科　Tel0587-91-

1187　Fax0587-91-1355　◇特色／気軽に相談できる地

域のホームドクターとして地域密着の診療所。病を煩っ

ている方の憩の場を目指してます。

【HP】http://www.okawa-clinic.jp/

おだかの医院
［病院・診療所］〒440-0012　豊橋市東小鷹野2-13-12　

Tel.0532-61-8419 Fax.0532-63-1121　◇市電赤岩口駅か

ら徒歩7分　◇創立／1970年　◇代表／白井 順三、院長

／白井 順三、事務長／白井 富子　◇内科・小児科、呼

吸器科、アレルギー科

きくざかクリニック
［病院・診療所］〒464-0836　名古屋市千種区菊坂町1-4 

グリームオブ覚王山2F　Tel.052-759-1551 Fax.052-759-

1552　◇名古屋地下鉄池下駅から徒歩3分　◇創立／

1996年　◇院長／鈴森 謙次　◇婦人科、産科、内科

【E-Mail】ez9k-szmr@ASAHI-NET.or.jp

原 医院
［病院・診療所］〒441-8132　豊橋市南大清水町字元町

135　Tel.0532-25-2752 Fax.0532-25-5706　◇渥美線大

清水駅から徒歩5分　◇創立／1966年　◇院長／原 豊　

◇内科・小児科・産婦人科

平田眼科
［診療所］　［(医)光明会］〒486-0845　春日井市瑞穂通

6-22-3　Tel.0568-84-6638 Fax.0568-84-6804　◇バス「鳥

居松」停、徒歩5分　◇創立／1989年　◇院長／平田 国

夫　◇眼科　◇関連施設／小牧平田眼科　◇特色／「皆

さまの心と身体の目がいつまでも明るく保たれますよう

に」祈りつつ診療いたしております。

【HP】http://www.hirataganka.com

ふそう耳鼻咽喉科
［病院・診療所］　［(医)仁徳会］〒480-0102　丹羽郡扶桑

歯科、歯科口腔外科、消化器外科、血液内科、腎臓内科、

内分泌内科、腫瘍放射線科、救急科、肝臓・胆のう・膵

臓外科、大腸・肛門外科、乳腺外科　◇関連施設／東京・

静岡・神奈川・千葉・奈良・兵庫・愛媛・鹿児島の一都

七県で事業展開をし、関連施設は90をこえています。　

◇特色／私たちは利用して下さる方ひとりひとりのために

最善を尽くすことに誇りをもつ

【HP】http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/

聖隷三方原病院
［総合病院］　［（福）聖隷福祉事業団］〒433-8558　浜松

市北区三方原町3453　Tel.053-436-1251 Fax.053-438-

2971　◇JR浜松駅から車で約40分　◇創立／1942年　

◇理事長／山本 敏博、病院長／荻野 和功、事務長／藤

田 敦　◇内科、心療内科、精神科、神経内科、呼吸器科、

消化器科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、

外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、皮膚科、泌

尿器科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管

食道科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、

心臓血管外科　◇関連施設／聖隷予防検診センター/聖

隷厚生園信生寮・讃栄寮/聖隷クリストファー大学/聖隷ク

リストファー高等学校/遠州栄光教会三方原教会/アドナイ

館/小羊学園児童寮/青年寮/浜松十字の園/わかば保育園/

聖隷おおぞら療育センター/三方原ベテルホーム/浜名湖

エデンの園　◇特色／キリスト教精神に基づく「隣人愛」

を基本理念とし、地域にねざし、住民に信頼される病院

づくりに取組む。

【HP】http://www.seirei.or.jp/mikatahara/index.html

聖隷予防検診センター
［病院・診療所］〒433-8105　浜松市北区三方原町3453-

1　Tel.053-439-1111 Fax.053-438-2948　◇創立／1983

年　◇理事長／山本 敏博、施設長／浅井 八多美

愛 知 県

（老保）　愛泉館
［福祉施設］　［（医財） 愛泉会］〒470-0111　日進市米野

木町南山987-44　Tel.0561-74-1711 Fax.0561-74-2971　

◇名鉄豊田線黒笹駅から徒歩12分　◇創立／1992年　◇

理事長・施設長／川原 啓美　◇老人保健　◇関連施設

／愛知国際病院・ホスピス併設 ・訪問看護ステーション

えまい ・日進市在宅介護支援センター愛泉館 ・指定居宅

介護支援事業所愛泉館・日進市東部地域包括支援センタ

ー　◇特色／「老人の美しさはその白髪である」と旧約

聖書箴言にある様に、高齢の方々が輝くケアを心がけて

います。

愛知国際病院
［病院・ホスピス］　［（医財）愛泉会］〒470-0111　日進

市米野木町南山987-31　Tel.0561-73-7721 Fax.0561-73-

7728　◇名鉄豊田線黒笹駅から徒歩15分　◇創立／1981

年　◇理事長／川原 啓美、病院長／井手  宏　◇内科、

小児科、外科、整形外科、リハビリテーション科、皮フ科、

胃腸科、消化器科、循環器科、リウマチ科、肛門科　◇

関連施設／ホスピス、老人保健施設愛泉館、日進市東部

地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所愛泉館、

訪問看護ステーションえまい　◇特色／愛知県のほぼ中

央、牧場に囲まれた緑豊かな自然の中で地域に根ざした
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京 都 府

(医)大山医院
〒612-0029　京都市伏見区深草西浦町6-53-1 O'sビル

1F　Tel.075-645-0330 Fax.075-645-0660　◇京阪本線藤

森駅から徒歩7分　◇理事長・院長／大山 孜郎　◇耳鼻

咽喉科

【HP】http://www.ooyamaiin.or.jp/

総合病院 日本バプテスト病院［日本バプテス
ト病院］

［病院］　［（財）日本バプテスト連盟医療団］〒606-8273　

京都市左京区北白川山ノ元町47　Tel.075-781-5191 Fax. 

075-701-9996　◇JR京都駅からバス「別当町」停、徒歩

10分　◇創立／1955年　◇理事長／山岡 義生、病院長

／北 堅吉、チャプレン／浜本 京子　◇内科、消化器内科、

循環器内科、呼吸器内科、神経内科、外科、小児科、産

婦人科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、放射線科、

リハビリテーション科、皮膚科、麻酔科　◇関連施設／

◇日本バプテスト病院の中にホスピスとNICU、人間ドッ

クがあります。◇バプテスト老人保健施設 ・バプテスト

訪問看護ステーション、バプテスト眼科クリニック、バプ

テスト看護専門学校、バプテスト在宅ホスピス緩和ケア

クリニック　◇特色／キリスト教の隣人愛に基づく全人医

療を基本理念とした患者さん中心の総合病院です。

【HP】http://www.jbh.or.jp/

【E-Mail】info@jbh.or.jp

中川医院
［病院・診療所］　［（医）中川医院］〒618-0071　乙訓郡

大山崎町大山崎堀尻12　Tel.075-951-7701 Fax.075-951-

7702　◇JR山崎駅から徒歩15分　◇創立／1990年　◇

理事長／中川 博昭　◇①内科、②循環器科、③消化器科、

④小児科、⑤リハビリテーション科　◇関連施設／京都

福音教会

【HP】http://www.nakagawa-iin.com

【E-Mail】relyonhiw2004@fine.ocn.ne.jp

中本医院
［病院・診療所］〒617-0002　向日市寺戸町笹屋34　Tel.

075-921-0605 Fax.075-922-6590　◇中本 毅、中本 瑶子

ゆん診療所
〒604-8463　京都市中京区西ノ京円町11-5　Tel.075-

466-5308 Fax.075-466-5315　◇医師／尹 彦詔　◇内科・

消化器科・消訪問看護・訪問リハビリテーション

【E-Mail】yong_0515@ybb.ne.jp

大 阪 府

愛染橋病院
［病院・診療所］　［（福）石井記念愛染園］〒556-0005　

大阪市浪速区日本橋5-16-15　Tel.06-6633-2801 Fax.06-

6634-3180　◇地下鉄堺筋線恵美須町駅から徒歩1分　◇

創立／1937年　◇理事長／真鍋 孝三、院長／村田 雄

二　◇内科、小児科、外科、整形外科、小児外科、産婦

人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線

科、皮膚科、泌尿器科、麻酔科　◇関連施設／愛染橋保

町高雄字伊勢帰124　Tel.0587-91-1187 Fax.0587-92-

1355　◇名鉄犬山線扶桑駅　◇院長／白木 精　◇耳鼻

咽喉科、アレルギー科

【HP】http://www.mediclick.jp/fusou/

【E-Mail】t-shiraki@msi.biglobe.ne.jp

三 重 県

小野循環器科・内科
［病院・診療所］〒516-0804　伊勢市御薗町長屋2181　

Tel.0596-21-0660 Fax.0596-21-0661　◇JR伊勢市駅から

車10分　◇創立／1996年　◇院長／小野 直見　◇内科、

循環器科　◇特色／循環器専門医・内科専門医

ベタニヤ内科・神経内科クリニック［ベタニ
ヤ内科］

［病院・診療所］〒514-2221　津市高野尾町2406-8　

Tel.059-230-7373 Fax.059-230-7374　◇近鉄津駅から車

20分　◇創立／1998年　◇院長／渡辺 佳夫　◇内科・

神経内科　◇特色／カウンセリング、在宅ホスピス、セ

カンドオピニオンも行っています。その他、詳しくはHP

を御覧下さい。

【E-Mail】sgkwtnb@ztv.ne.jp

滋 賀 県

ヴォーリズ記念病院
［病院・診療所］　［（財）近江兄弟社］〒523-8523　近江

八幡市北之庄町492　Tel.0748-32-5211 Fax.0748-32-

2152　◇JR近江八幡駅から近江バス「ヴォーリズ記念病

院前」停、徒歩1分　◇創立／1918年　◇理事長・病院

長／周防 正史、チャプレン／安部 勉　◇内科、呼吸器科、

消化器科、循環器科、外科、整形外科、呼吸器外科、肛

門科、リハビリテーション科、神経内科、緩和ケア　◇関

連施設／訪問看護ステーション、ホームヘルパーステー

ション、居宅介護支援事業所、ヴォーリズ老健センター、

（株）近江兄弟社、（株）ケアハウス信愛館、（学）近江兄

弟社学園、（株）一粒社ヴォーリズ建築事務所　◇特色／

急性期、回復期リハビリ、緩和ケア、在宅医療を提供し

ています。独立型ホスピス「希望館」があります。

【HP】http://www.vories.or.jp

【E-Mail】info@vories.or.jp

大高医院
［病院・診療所］　［（医）大高医院］〒520-0806　大津市

打出浜6-7　Tel.077-524-3393 Fax.077-524-3395　◇JR

膳所駅から徒歩10分、京阪石場駅すぐ　◇創立／1949

年　◇理事長・病院長／大高 剛　◇内科（糖尿病）　◇

特色／糖尿病患者さんのフォローアップ中心の診療。完

全予約制です。

【HP】http://www.medcross.net/shalom/

【E-Mail】ootakaiin@gmail.com

堀江医院
［診療所］〒523-0058　近江八幡市加茂町3176　Tel.

0748-34-8131　◇JR篠原駅　◇院長／堀江 宏　◇内科・

循環器科・小児科・リハビリ・在宅支援
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黒川医院
〒569-1022　高槻市日吉台一番町17-3　Tel&Fax.072-

687-0373　◇JR高槻駅からバス「日吉台南公園」停　◇

院長／黒川 浩史　◇内科、小児科

【E-Mail】kurokawa-clinic@tcn.zaq.ne.jp

聖バルナバ病院
［病院］　［（財）聖バルナバ病院］〒543-0032　大阪市天

王寺区細工谷1-3-18　Tel.06-6779-1600 Fax.06-6779-

2520　◇近鉄上本町駅から徒歩7分　◇創立／1873年　

◇理事長／宇野 徹、常任理事・院長／植田 充治　◇産科、

婦人科、小児科　◇関連施設／聖バルナバ助産師学院

【HP】http://barnaba.or.jp/

中沢歯科
［歯科医院］〒581-0013　八尾市山本町南7-13-33　Tel.

072-923-0874 Fax.072-923-2246　◇近鉄大阪線高安駅西

口から徒歩3分　◇創立／1966年　◇院長／中沢 賢一　

◇歯科一般、小児歯科、訪問診療　◇関連施設／キング

スガーデン三重　◇特色／主を讃美する『口』を整える

お手伝いします。

【E-Mail】nakazawa8148@msn.com

にしきこどもクリニック
〒590-0976　堺市堺区大浜南町2-8-23　Tel.072-225-

3535 Fax.072-225-3550　◇南海本線湊駅から徒歩3分　

◇創立／2004年　◇院長／西機 哲夫　◇小児科、アレ

ルギー科　◇特色／専門領域は小児神経学です。こども

の内科的な病気の治療やさまざまな相談を行います。

【HP】http://www.nishikids.jp/

【E-Mail】info@nishikids.jp

ニューライフガラシア
［介護老人保健施設］　［（医）ガラシア会］〒562-8567　

箕面市粟生間谷西6-14-1　Tel.072-729-2346 Fax.072-

729-7951　◇地下鉄御堂筋線千里中央駅・阪急箕面線箕

面駅・阪急北千里線北千里駅から専用バス13分　◇創立

／1998年　◇理事長／梅原 彰、施設長／霜 護　◇ショ

ートステイ対応、通所リハビリテーション　◇関連施設／

ガラシア病院、ガラシア在宅サービスセンター　◇特色

／医師、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士

などの専門スタッフがリハビリテーションや看護・介護に

あたります。

【HP】http://www.gratia.or.jp/newlife/

林診療所
［病院・診療所］〒547-0026　大阪市平野区喜連西3-13-

18　Tel.06-6702-0155　◇真島 玲子

原田眼科医院
［(医)睦会］〒566-0011　摂津市千里丘東1-11-9　Tel.072-

625-1635　◇JR千里丘駅東口前ビル2F　◇院長／原田 

勲　◇眼科

湯川胃腸病院
［病院・診療所］　［（医社）湯川胃腸病院］〒543-0033　

大阪市天王寺区堂ヶ芝2-10-2　Tel.06-6771-4861 Fax.06-

6771-4882　◇JR桃谷駅から徒歩3分　◇創立／1902

年　◇理事長／湯川 ひろみ、院長／石田 武、事務長／

山﨑 裕美　◇消化器科、内科、外科、放射線科、脳神経

育園/わかくさ保育園/南港東保育園/今池こどもの家/愛染

橋児童館/日本橋地域在宅サービスステーション・特別養

護老人ホームあいぜん・グループホームあいぜん・愛染

園ホームヘルプサービスセンター・愛染園訪問看護ステ

ーション　◇特色／ハイリスクベビーから高齢者まで幅

広い患者を対象とした無料低額診療事業を行う地域の中

核病院である。

【HP】http://www.aizenen.or.jp/byouin/

石井クリニック・石井クリニック歯科医院
［病院・診療所］　［(医)石井クリニック］〒530-0031　大

阪市北区菅栄町10-12　Tel.06-6357-3313 Fax.06-6357-

3312　◇地下鉄谷町線天神橋筋六丁目駅から徒歩2分　

◇創立／1990年　◇理事長／石井 豊、歯科医院長／石

井 由佳利　◇内科・消化器科・外科・歯科・歯科口腔外

科　◇関連施設／イザヤ(株)、(株)アイオーインポートエ

クスポート、(株)安里メディカルプロダクツ、社会福祉法

人信愛会、特別養護老人施設グレースの里、グループホ

ーム　グレース　◇特色／医療と福音を見据えて全身の

トータル治療とケアをめざす。

【E-Mail】ishii@trust.ocn.ne.jp

大阪暁明館病院
［病院・診療所］　［（福）大阪暁明館］〒554-0022　大阪

市此花区春日出中1-22-12　Tel.06-6462-0261 Fax.06-

6462-0362　◇JR西九条駅からバス「此花区役所前」

停　◇創立／1947年　◇理事長／大段 成男、病院長／

坂 宗久　◇内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・小児

科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・泌尿器科・

眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・内分泌科・皮

膚科・麻酔科・腎センター（透析）　◇関連施設／総合地

域医療センター（併設）、訪問看護ステーション、ケアプ

ランセンター、ホームヘルプサービス、地域医療部の総

合施設 〒554-0022 大阪市此花区春日出中1-21-10 

TEL06-6463-6699 FAX06-6463-6599　◇特色／本院は

キリスト教精神に基づく全人的医療を通して地域住民が

心の絆を実感できる病院を目指します。

【HP】http://www.gyoumeikan.or.jp

【E-Mail】info@gyoumeikan.or.jp

ガラシア病院
［病院］　［（医）ガラシア会］〒562-8567　箕面市栗生間

谷西6-14-1　Tel.072-729-2345 Fax.072-728-5166　◇北

大阪急行電鉄千里中央駅・阪急電鉄北千里駅・箕面駅か

ら専用バス　◇創立／1953年　◇理事長／梅原 彰、院

長／岡澤 崇　◇内科、リウマチ科、外科、整形外科、眼科、

リハビリテーション科、神経内科、精神科、麻酔科、循

環器科　◇関連施設／ガラシア訪問看護ステーション、

指定居宅介護支援事業所ケアプランガラシア、箕面市東

部地域包括センター、介護老人保健施設ニューライフガ

ラシア　◇特色／2005年4月緩和ケア病棟を、2006年7月

回復期リハビリテーション病棟を開設。2007年4月循環器

科を標榜。

【HP】http://www.gratia.or.jp/hospital/

キムデンタルクリニック
［病院・診療所］〒577-0004　東大阪市稲田新町2-2-29　

Tel.06-6744-1114 Fax.06-6745-3351　◇JR徳安駅から徒

歩6分　◇創立／1989年　◇代表／金 道榮　◇歯科
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神戸アドベンチスト病院［KAH］
［病院］　［(宗)セブンスデー・アドベンチスト教団］〒

651-1321　神戸市北区有野台8-4-1　Tel.078-981-0161 

Fax.078-981-7986　◇神戸電鉄岡場駅から送迎バス10

分　◇創立／1973年　◇理事長／東海林 正樹、病院長

／山形 謙二、チャプレン／吉村 忍　◇内科、心療内科、

消化器内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、産

婦人科、リハビリテーション科、放射線科、ホスピス科（緩

和ケア）、麻酔科（ペインクリニック）　◇関連施設／米

国ローマリンダ大学病院/東京衛生病院/アドベンチスト・

メディカルセンター/三育学院大学・短期大学/株式会社

三育フーズ　◇特色／キリストの愛と確かな医療をもっ

て心と体のいやしをめざします。

【HP】http://www.kahns.org/

近藤診療所
［病院・診療所］〒669-1203　宝塚市下佐曽利字欠7　

Tel.0797-91-1119 Fax.0797-91-0022　◇JR武田尾駅から

バス「宝地が鼻」停　◇創立／1997年　◇代表・所長／

近藤 春樹　◇内科・外科・小児科　◇特色／「全人の癒

し」をモットーに、地域の人々の肉体の癒しのみならず、

魂の救いを全人的にめざします。

【HP】http://www.kondo-clinic.com/

【E-Mail】kharuki@skyblue.ocn.ne.jp

坂井診療所
［病院・診療所］〒655-0006　神戸市垂水区本多聞6-25-7 

新多聞団地内　Tel&Fax.078-781-2330［連絡先：東須磨

教会 坂井 純人　〒654-0013　兵庫県神戸市須磨区大手

町4-2-26 Tel.078-731-5702］　◇バス「本多聞5丁目」

停　◇創立／1957年　◇代表・院長／坂井 節夫、チャ

プレン／坂井 純人　◇内科・小児科・皮膚科　◇特色／

地域のための医療と福音伝道を両輪として志しています。

午後礼拝有り。

パルモア病院
［病院・診療所］　［（医）パルモア病院］〒650-0012　神

戸市中央区北長狭通4-7-20　Tel.078-321-6000 Fax.078-

333-8236　◇JR元町駅から徒歩3分　◇創立／1955年　

◇理事長／三宅 潤、病院長／布谷 隆明、事務長／川北 

雅昭　◇内科 産婦人科 小児科 小児外科

【HP】http://www.palmore.or.jp/

【E-Mail】palmore@palmore.or.jp

ベテスダ・クリニック
［病院・診療所］〒669-2318　篠山市大熊64　Tel.079-

552-6007 Fax.079-550-1391　◇JR篠山口駅から車20分　

◇創立／1992年　◇院長／細見 成一　◇内科・アレル

ギー科・小児科・婦人科　◇特色／地域密着型クリニッ

クです。家庭医としての役割を果しています。各種予防

接種実施しています。

和 歌 山 県

上田クリニック
［病院・診療所］〒641-0051　和歌山市西高松1-8-３　

Tel.073-436-6259 Fax.073-436-0533　◇南海線和歌山市

駅から車10分　◇創立／1985年　◇代表・院長／上田 

高司、事務長／上田 真美子　◇内科・神経内科

外科、緩和ケア（ホスピス）病棟　◇関連施設／デイサ

ービスセンター　◇特色／心を尽くし、思いを尽くし、知

性を尽くし、力を尽くして全人的に仕える医療と福祉。日

本医療機能評価・ISO9001-2000認定病院

【HP】http://www.yukawa.or.jp/

淀川キリスト教病院［YCH］
［医療、介護］　［（宗）在日本南プレスビテリアンミッショ

ン］〒533-0032　大阪市東淀川区淡路2-9-26　Tel.06-

6322-2250 Fax.06-6320-6308　◇阪急電鉄京都線・地下

鉄堺筋線淡路駅から徒歩8分　◇創立／1955年　◇理事

長／中西 典彦、病院長／椋棒 正昌、伝道部長／田村 英

典　◇診療科（内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、

消化器内科、精神神経科、小児科、産科、婦人科、外科、

整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、小児外科、呼吸

器外科、眼科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、

リウマチ科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断

科、麻酔科）、医療設備（緩和ケア病棟（ホスピス））、各

種施設認定（救急告示病院、地域周産期母子医療センタ

ー）　◇関連施設／淀川キリスト教病院健康管理増進セン

ター（℡06-6324-6530）、同訪問看護ステーション（℡

06-6324-6548）、同老人保健施設（℡06-6815-8222）、同

分院（06-6322-0933）、同附属腎クリニック（06-6815-7632）、

同附属クリニック（06-6815-7643、7639）、同レディース

ホスピタル（06-6328-6410）　◇特色／体と心と魂が一体

である人間（全人）に、キリストの愛をもって仕える、全

人医療を心がけています。

【HP】http://www.ych.or.jp/

綿谷歯科クリニック
［病院・診療所］〒584-0005　富田林市喜志町3-6-23 ア

ルファビル1F　Tel&Fax.0721-24-6400　◇近鉄河内長野

線喜志駅から徒歩2分　◇創立／1995年　◇院長／綿谷 

和也　◇歯科、小児歯科、歯科口腔外科

兵 庫 県

アガペ甲山病院
［病院・診療所］　［（医）アガペ会］〒662-0001　西宮市

甲山町53-4　Tel.0798-73-5111 Fax.0798-74-6235　◇阪

神電車西宮駅から車25分　◇創立／1982年　◇理事長･

病院長／大鶴 昇　◇内科、精神科、外科、整形外科、皮

膚科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、歯科　

◇関連施設／アガペソーラーホーム（有料老人ホーム）、

アガペ甲山ジェロニティ・ヴィラ（終身利用権付きマンシ

ョン）

【HP】http://www.agape.or.jp/

大崎メンタルクリニック
［病院・診療所］〒659-0068　芦屋市業平町2-14 コマツ

ビル202　Tel.0797-31-4556　◇大崎 登志子

岡田医院（内科）
［診療所］〒656-2401　淡路市岩屋985　Tel.0799-72-

2537 Fax.0799-72-2953　◇岩屋港から徒歩5分　◇創立

／1967年　◇院長／岡田 長保　◇内科・呼吸器科　◇

特色／病診連携にて、プライマリーケアを心掛けています。
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従道　◇内科、リハビリテーション科　◇関連施設／（学）

IGL学園、広島サムエル幼稚園、美鈴が丘サムエル幼稚園、

薬師ヶ丘サムエル幼稚園、広島サムエル第二幼稚園、

IGL健康福祉専門学校ヒューマンキャンパス、（株）エー

デルワイス、（宗）IGL、日本ホーリネス教団、広島福音

教団、疾病予防運動施設クアリスムシャレー、（福）IGL

学園福祉会、広島サムエル保育園、東広島サムエル保育園、

（特養）ナーシングホームゆうゆう、（特養）第二ナーシン

グホームゆうゆう、ケアハウスふれ愛、老人保健施設ベ

ルローゼ

【HP】http://www.igl.or.jp/

徳 島 県

大島病院
［病院・診療所］〒779-3610　美馬市脇町大字脇町1301-1 

（脇町高校前）　Tel.0883-52-1215 Fax.0883-52-1216　◇

JR穴吹駅から車10分　◇創立／1911年　◇代表・病院長

／大島 英治、副院長／大島 三女子　◇内科・眼科・麻

酔科

【E-Mail】oshimahp@bronze.ocn.ne.jp

香 川 県

いとうデンタルラボ
［医療技師］〒761-8014　高松市香西南町571-10　Tel&

Fax.087-881-7240　◇JR香西駅から徒歩15分　◇創立／

1999年　◇伊藤 実　◇歯科技工

坂出聖マルチン病院
［病院・デイサービス］　［（宗）カトリック聖ドミニコ宣教

修道女会］〒762-0033　坂出市谷町1-4-13　Tel.0877-46-

5195 Fax.0877-46-0595　◇JR坂出駅から徒歩5分　◇創

立／1949年　◇病院長／井原 彰一、代表役員／池田 愛

子、副院長／中津 敏明、副院長／見市 昇　◇内科、呼

吸器科、消化器科、循環器科、外科、整形外科、眼科、

リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、小児科　◇

関連施設／聖マルチンの園、マリアの園　◇特色／キリ

スト教の愛に基づく医療を行い心身の救いをめざします。

【HP】http://www.kbn.ne.jp/home/martin/

愛 媛 県

星加小児科内科ファミリークリニック
［診療所］　［(医)星加小児科内科］〒793-0030　西条市大

町612-1　Tel.0897-55-3105 Fax.0897-52-1357　◇JR西

条駅から車10分　◇創立／1945年　◇院長／星加 哲郎、

副院長／松友 誠治、副院長／篠原 聖子　◇小児科、予

防接種、育児相談、内科、呼吸器科、消化器科

松山ベテル病院［ベテル病院］
［病院・診療所・ホスピス・その他］　［（医）聖愛会］〒

790-0833　松山市祝谷6-1229　Tel.089-925-5000 Fax. 

089-925-5599　◇バス「松山ベテル病院前」停、徒歩1

分　◇創立／1982年　◇院長／中橋 恒、理事長／森 洋

二、チャプレン／村井 仁　◇脳内科、胃腸科、泌尿器科、

眼科、外科、脳神経外科、整形外科、鍼灸治療、胃腸科、

玄後歯科医院
［病院・診療所］〒643-0071　有田郡広川町広1151　

Tel&Fax.0737-62-2031　◇創立／1950年　◇玄後 市四

郎、光恵

和歌山動物医療センター西川動物病院
［病院・診療所］〒649-6221　岩出市溝川202-3　Tel.

0736-62-6441 Fax.0736-62-8441　◇JR岩出駅から徒歩7

分　◇創立／1976年　◇院長／西川 悟　◇獣医（犬・猫・

小鳥・小動物）　◇特色／血液透析器、レーザー手術装置、

内視鏡、Ｘ線ＴＶ、ＣＲ、超音波診断装置を整えた、獣

医師6名VT10名の病院

鳥 取 県

おおの小児科内科医院
［病院・診療所］〒683-0805　米子市西福原3-10-34　

Tel.0859-35-5611 Fax.0859-35-5612　◇JR米子駅からバ

ス「天満屋前」停、徒歩5分　◇創立／1992年　◇院長

／大野 雅子　◇小児科・内科

岡 山 県

岡山博愛会病院
［病院・診療所］　［（福）岡山博愛会］〒702-8005　岡山

市中区江崎456-2　Tel.086-274-8101 Fax.086-274-

8005　◇創立／1891年　◇理事長／更井 哲夫　◇内科、

リウマチ科、整形外科、リハビリ科、眼科　◇関連施設

／特別養護老人ホーム｢アダムスホーム」、岡山博愛会保

育園、訪問看護ステーション「サマリア」、訪問看護ステ

ーション「ホサナ」、岡山博愛会病院、デイサービス「ハ

レルヤ」、老人保健施設「みくに」　◇特色／2010年、従

来の本院・分院を江崎の地に統合新築移転しました。広

大な施設で更に愛の医療に進みます。

【HP】http://www.okayama-hakuaikai.or.jp/

佐藤眼科医院
［病院・診療所］　［（医）聖約会］〒711-0921　倉敷市児

島駅前1-88　Tel.086-472-2039 Fax.086-473-7227　◇JR

児島駅から徒歩5分　◇創立／1988年　◇理事長・院長

／渡辺 英臣、会長／渡辺 好政　◇眼科　◇特色／弱視・

斜視分野の予約外来がある。白内障を中心とした内眼手

術も毎週行われている。入院も可能。

【HP】http://satoh-ec.com

広 島 県

おおぼ歯科医院
［歯科医院］〒734-0034　広島市南区丹那町5-2　Tel.

082-254-0010 Fax.082-254-8822　◇バス「丹那町」停、

徒歩1分　◇院長／大保 順一

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~ohbo-den/

クリニック アルペンローゼ
［病院・診療所］　［（医社）アイジイエル医療会］〒731-

0154　広島市安佐南区上安6-31-1　Tel.082-830-3350 

Fax.082-830-3338　◇創立／1999年　◇理事長／山本 
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護療養病棟）そして在宅医療まで一貫した診療、看護、

介護を行う。

聖ノア動物病院
［動物病院］〒814-0163　福岡市早良区干隈4-17-11　Tel.

092-865-6666　◇地下鉄七隈線野芥駅から徒歩10分　◇

創立／1988年　◇院長／渕上 英一郎　◇特色／子犬・

子猫の育て方、ワクチン、しつけ、高齢犬の病気など、

ご相談ください。

【HP】http://www.stnoa.com

【E-Mail】noah@mx2.tiki.ne.jp

長 崎 県

（医）いその産婦人科
［診療所（有床）］〒859-2212　南島原市西有家町須川

1792　Tel.0957-82-2430 Fax.0957-82-4535　◇島原鉄道

西有家駅から徒歩15分　◇創立／1993年　◇理事長・院

長／磯野 潔　◇産婦人科、母乳外来　◇特色／「小さな

いのちを守る会」の協力医療機関として’94年より活動。

特別養子縁組希望の妊婦を受け入れている。

【E-Mail】ptl@topaz.ocn.ne.jp

熊 本 県

イエズスの聖心病院
［病院］　［（福）聖嬰会］〒860-0079　熊本市上熊本2-11-

24　Tel.096-352-7181 Fax.096-352-7184　◇JR上熊本駅

から徒歩10分　◇創立／1895年　◇理事長／鈴木 三和

子、病院長／荒瀬 正信　◇内科、リハビリテーション

科　◇関連施設／ホスピス（22床）承認施設

石原循環器科内科医院
［病院・診療所］〒862-0929　熊本市西原2-11-3　Tel.

096-382-3388 Fax.096-382-3516　◇JR水前寺駅から車5

分　◇創立／1972年　◇院長／石原 章、事務長／石原 

信子　◇内科、循環器科

慈恵病院
［病院］　［（医）聖粒会］〒860-0073　熊本市島崎6-1-

27　Tel.096-355-6131 Fax.096-359-8221　◇JR上熊本駅

から車5分　◇創立／1978年　◇理事長、副院長／蓮田 

太二、病院長／蓮田 晶一、事務部長／野口 博道　◇内科、

糖尿病・代謝内科、内分泌内科、消化器内科、小児科、

外科、内視鏡外科、乳腺外科、小児外科、肛門外科、麻

酔科、産婦人科（産科・婦人科）　◇特色／キリストの愛

と献身の精神。高度で温かい医療と看護。患者さんの満

足と幸せのために尽くす。

【HP】http://jikei-hp.or.jp/

【E-Mail】mail@jikei-hp.or.jp

待労院診療所［待労院］
［病院・診療所］　［（福）聖母会］〒860-0073　熊本市島

崎6-1-27　Tel.096-354-1021 Fax.096-359-7033　◇JR上

熊本駅から徒歩15分　◇創立／1898年　◇理事長／風間 

まさ子、院長／上妻 昭典、院長代理／鈴木 暘子　◇ハ

ンセン病療養所　◇関連施設／特養・養護老人ホーム 聖

母の丘（熊本市島崎6-1-27）

肛門科、リハビリテーション科、心療内科、放射線科、ホ

スピス　◇関連施設／老人保健施設道後ベテルホーム、

三番町クリニック、訪問看護ステーションベテル、ヘルパ

ーステーションベテル、居宅介護支援事務所ベテルケア

サービス室、三番町ベテルケアプランセンター、三番町

ベテル訪問看護ステーション、三番町ベテルヘルパース

テーション　◇特色／患者憲章を尊重し、患者様に満足

される質の高いサービスを提供します。

【HP】http://www.bethel.or.jp/

高 知 県

横山歯科
［病院・診療所］〒780-0822　高知市はりまや町2-3-8　

Tel.088-884-6480　◇横山 誠　◇歯科

福 岡 県

うらかわ歯科医院
［病院・診療所］〒814-0002　福岡市早良区西新6-10-

58-2Ｆ　Tel.092-851-6314　◇地下鉄西新駅から徒歩8

分　◇創立／1993年　◇浦川 剛　◇歯科　◇特色／院

長と副院長、夫婦で、一般、インプラント、矯正、小児。

トータルケアにとりくんでいます。

【HP】http://urakawa-dc.com

【E-Mail】urakwa.d@topaz.ne.jp

栄光病院
［病院・ホスピス］　［（社医）栄光会］〒811-2232　糟屋

郡志免町別府西3-8-15　Tel.092-935-0147 Fax.092-936-

3370　◇JR博多駅から車15分　◇創立／1986年　◇理

事長・病院長／下稲葉 康之、副理事長・総院長／折田 

泰彦、ホスピス長／吉田 晋、チャプレン／清田 直人　◇

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、外科、こう門科、

リハビリテーション科、ペインクリニック、泌尿器科,麻酔

科、心療内科、神経内科、整形外科、ホスピス外来(相談）　

◇関連施設／入院ベッドの床数のうちホスピス50床（連

絡先：栄光病院）　◇特色／キリスト教精神に基づいて、

健康管理、日常診療、救急医療、在宅医療、ホスピスケ

ア等全人的医療に取り組む。

【HP】http://www.eikoh.or.jp/

【E-Mail】eikoh@eikoh.or.jp

(医)おりお心和クリニック
［病院・診療所］〒807-0824　北九州市八幡西区光明

2-10-20　Tel.093-603-3280 Fax.093-603-7985　◇JR折

尾駅から徒歩8分　◇創立／1992年　◇理事長・院長／

金 長壽　◇心療内科、精神科、神経科

新田原聖母病院
［病院］　［（医）敬愛会］〒824-0025　行橋市東徳永

382　Tel.0930-23-1006 Fax.0930-22-5682　◇JR新田原

駅から徒歩15分　◇創立／1935年　◇理事長・病院長／

大北 泰夫、事務長／葛島 司　◇内科、呼吸器科、消化

器科、循環器科、リハビリテーション科、神経内科　◇

関連施設／訪問看護ステーション、デイケア 、在宅介護

支援センター、ヘルパーステーション、居宅介護支援事

業　◇特色／急性期（一般病棟）から漫性期（医療・介
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沖 縄 県

オリブ山病院
［病院・ホスピス］　［（特医）葦の会］〒903-0804　那覇

市首里石嶺町4-356　Tel.098-886-2311 Fax.098-886-

6588　◇バス「石嶺バスターミナル」停、徒歩5分　◇

創立／1983年　◇理事長／田頭 政佐、院長／上間 一、

医局長／大澤 健一、地域診療所所長／松原 弘明、看護

部長／有澤 美千代　◇内科、精神科、リハビリテーショ

ン科、心療内科　◇特色／病める者の肉体的精神的社会

的さらに霊的ないやしを含めた全人医療の実践を通して

神の栄光のために奉仕する。

【HP】http://www.oribuyama.org/

【E-Mail】info@oribuyama.org

北中城若松病院
［(特医)アガペ会］〒901-2314　中頭郡北中城村字大城

311　Tel.098-935-2277 Fax.098-935-2272　◇那覇空港

から高速バス40分「喜舎場」停、車5分　◇創立／1987

年　◇理事長／涌波 淳子、チャプレン室課長／喜瀬 英

之、チャプレン／泉川 良道、チャプレン／伊是名 雅弥　

◇老人内科、精神科（認知症）、リハビリ科　◇関連施設

／重度認知症デイケアあしゃぎ、若松苑（介護老人保健

施設）、ヘルパーステーション若松、ファミリークリニッ

クきたなかぐすく、グループホームわかまつ、訪問看護

ステーション若松、ケアプランステーションゆい、ケアプ

ランステーションりん、グループホーム若松ぎのわん、デ

ィサービス若松ぎのわん、小規模多機能ホーム若松きた

なかぐすく　◇特色／「老いてゆく人たちに共感をもち、

この方達の身体と心と魂をも、ともに支えていける病院」

が理念です。

【HP】http://www.agape-wakamatsu.or.jp

なかまクリニック
［病院・診療所］　［（医）地の塩会］〒901-0241　豊見城

市豊見城372-1　Tel.098-891-6424 Fax.098-891-6425　

◇第1交通バス「とみぐすく南」停、徒歩1分　◇創立／

1996年　◇理事長・院長／中嶋 聡　◇精神科・心療内科・

内科・神経科　◇特色／当院の診察は予約不要です。

【HP】http://www.nakama-clinic.or.jp

西崎なかまクリニック
［病院・医院］　［（医）地の塩会］〒901-0305　糸満市西

崎6-12-1　Tel.098-840-3500 Fax.098-840-3501　◇バス

「潮平」停、徒歩10分　◇創立／2000年　◇院長／阿佐 

実　◇精神科、神経科、心療内科、内科　◇特色／当院

の診察は予約不要です。

【HP】http://nakama-clinic.or.jp

やん胃腸科外科医院［やん医院］
［病院・診療所］　［（医）ラファエル会］〒860-0079　熊

本市上熊本3-16-18　Tel.096-351-1377 Fax.096-322-

0018　◇JR上熊本駅から徒歩10分　◇創立／1993年　

◇院長／楊 秀康、事務長／楊 茂華　◇胃腸科、外科、

リハビリ科　◇特色／医療と看護を通して、地域の皆様

の全人格的な健康にお仕えできるよう願っています。

【HP】http://yan-iin.sakura.ne.jp/

【E-Mail】bethel-k@cosmos.ocn.ne.jp

大 分 県

セント・ルカ産婦人科
［病院・診療所］　［（医） セント・ルカ］〒870-0947　大

分市津守富岡5組　Tel.097-568-6060 Fax.097-568-

6299　◇大分駅から車15分　◇創立／1992年　◇理事

長・院長／宇津宮 隆史　◇産婦人科

【HP】http://www.st-luke.jp/

【E-Mail】st-luke@oct-net.ne.jp

ヨシダ医院
［病院・診療所］〒870-0883　大分市永興三ヶ田3　Tel.

097-543-0771 Fax.097-543-1317　◇JR南大分駅から徒歩

7分　◇創立／1987年　◇代表・院長／吉田 雅久　◇内

科、心療内科

宮 崎 県

田崎皮膚科医院
［病院・診療所］　［（医）オリーブ会］〒880-0003　宮崎

市高松町4-42　Tel.0985-23-2861 Fax.0985-23-2860　◇

JR宮崎駅から車30分　◇創立／1975年　◇理事長・病

院長／田崎 高伸、チャプレン／原田 彰久　◇皮膚科

鹿 児 島 県

みのりクリニック
［無床診療所］〒892-0817　鹿児島市小川町22-6 プラン

ドール小川町2F　Tel.099-210-7890 Fax.099-219-1632　

◇市電「桜島桟橋通」から徒歩1分　◇創立／2009年　

◇院長／齋藤 寛史、チーフ看護師／齋藤 純子、看護師

／牧瀬 康代、スタッフ／吉富 真実　◇循環器科・ペイ

ンクリニック　◇特色／毎朝患者さんのために祈ってい

ます。循環器とペインクリニックを中心に診察しています。

聖書信仰に立っています。

【HP】http://minori-clinic.org/

【E-Mail】minori-clinic@nifty.com
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３  治療院・整体・健康増進

治療院、カイロプラティック、健康器具など健康増進に関する情報源を都道府県別・50 音順に紹介。掲載項目順は以下の

通りです。名称［略称］、［分野の区分］、［法人名］、所在地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇

専門分野、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

北 海 道

十字式健康普及会［十字式］
［背骨のゆがみ矯正］　［（宗）日本メノナイト足寄キリスト

教会付属］〒089-3732　足寄郡足寄町里見が丘2-10　

Tel.0156-25-2108 Fax.0156-25-5655　◇バス「足寄」停、

徒歩20分　◇創立／1975年　◇代表宗癒師／村井 徹　

◇背骨矯正・健康食品　◇関連施設／施術会場：札幌、

旭川、釧路、盛岡、仙台、大宮、品川、日暮里、吉祥寺、

大船、名古屋、京都、大阪、神戸、奈良、広島、博多　

◇特色／背骨のゆがみを瞬時に正して、慢性的不健康に

対処する超医学的なものである。

【HP】http://www.jujishiki.co.jp

ノア療術院
〒049-5603　虻田郡虻田町入江157-65　Tel.0142-76-

5375 Fax.0142-76-1234　◇JR洞爺駅から2㎞　◇代表／

馬場 俊治

山田整体施術院
［整体］　［（有）癒しの宮研究所］〒090-0012　北見市並

木町510-66　Tel.0157-23-6424 Fax.0157-23-6424　◇JR

北見駅　◇病院長／山田 森久

茨 城 県

鍼灸治療院エリム
［鍼灸治療］　［牛久上池台キリスト教会］〒300-1204　牛

久市岡見町2733-35　Tel&Fax.029-874-1908　◇JR牛久

駅からバス15分

水戸鍼灸院
［鍼灸・マッサージ］〒310-0836　水戸市元吉田町382-

6　Tel.029-248-4189 Fax.029-248-4199　◇JR水戸駅か

ら徒歩15分　◇創立／1978年　◇院長／葛野 隆紹

【HP】http://www.shinkyuu.com/

栃 木 県

鴨下マッサージ
［マッサージ］〒323-0034　小山市神鳥谷1-6-16　Tel.

0285-22-6508　◇JR小山駅から徒歩20分　◇創立／1999

年　◇舘野 道明

東 京 都

ノアホリスティック整骨院
［柔道整復、マッサージ、整体］〒123-0841　足立区西新

井5-14-14　Tel&Fax.03-5935-7235　◇東武大師線大師

前駅から徒歩8分　◇高橋 光子

【E-Mail】noasmimi@nifty.com

古本鍼治療院
［鍼灸治療］〒187-0012　小平市御幸町３26　Tel.042-

381-1429　◇JR武蔵小金井駅北口からバス「小金井公園

西口」停、徒歩5分　◇創立／1960年　◇古本 繁和

YWCAフィットネスワオ
［女性専用スポーツクラブ］　［（財）東京基督教女子青年

会］〒101-0062　千代田区神田駿河台1-8-11　Tel.03-

3219-2565 Fax.03-3219-2566　◇JR御茶ノ水駅から徒歩5

分　◇創立／1990年　◇チーフディレクター／能美 祐

子　◇フィットネスクラブ　◇特色／女性専用のアットホ

ームな雰囲気の中で安心して体力づくりができます。プ

ール、スタジオ、ジム完備。

【HP】http://www.tokyo.ywca.or.jp/

神 奈 川 県

ありま整体院
［カイロプラクティック・整体］〒251-0037　藤沢市鵠沼

海岸2-4-1 デュエットパルテ101　Tel&Fax.0466-35-

9966　◇小田急江ノ島線鵠沼海岸駅から徒歩1分　◇院

長／有馬 純也

【HP】http://www.arima-seitai.com/

【E-Mail】info@arima-seitai.com

鍼覚王院 シャローム治療室
［鍼灸治療専門］〒223-0062　横浜市港北区日吉本町

1-24-16　Tel.045-561-2856 Fax.045-561-2891　◇東急東

横線日吉駅西口から徒歩2分　◇創立／1938年　◇院長

／滝山 博行、鍼灸師／滝山 正子　◇特色／あきらめな

いで！ その痛み。頭痛・肩こり･腰痛・めまい・生理不順・

生理痛・不妊症・逆流性食道炎・花粉症。

【HP】http://www.hari.gr.jp

【E-Mail】info@hari.gr.jp

ピアンジェレ
［アロマセラピーサロン］〒231-0823　横浜市中区本牧大

里町10-18-102　Tel&Fax.045-622-0550　◇JR山手駅　

◇代表／勝浦 麻充、マネージメント／勝浦 儀彦　◇特

色／アロマセラピーは神様からの贈物。英国RQA公認セ

ラピストによる祈りと施術を是非楽しまれて下さい。
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【HP】http://www.piangere.jp/

【E-Mail】mykatsuura007@yahoo.co.jp

福 井 県

アローマ治療室
［針・灸・マッサージ］〒910-0064　福井市新田塚町

308　Tel.0120-22-0715 Fax.0776-22-2484［連絡先：Tel. 

0776-22-0715］　◇JR福井駅からバス「二の宮4丁目」停、

徒歩1分　◇創立／1995年　◇治療院長／伊登 省司　◇

鍼灸治療　◇特色／気の調整により自然治癒力を高める。

赤ちゃんからお年寄りまで安心・安全な治療です。

【E-Mail】aroma@mx1.fctv.ne.jp

ビワ温圧療法三嶋指導所
［鍼灸治療、健康食品］〒912-0067　大野市右近次郎33-

24-2　Tel.0779-65-5102 Fax.0779-65-5102　◇JR越前大

野駅　◇創立／1987年　◇日本ビワ温圧療法師会教授／

三嶋 義雄　◇関連施設／日本ビワ温圧療法師会

山 梨 県

舩山整骨院
［整骨（各種健康保険取扱）、鍼灸］〒403-0014　富士吉

田市竜ケ丘3-4-15　Tel.0555-22-4084 Fax.0555-22-

0907　◇富士急行ハイランド駅から徒歩10分　◇創立／

1968年　◇院長／舩山 勝彦、副院長／舩山 勝久　◇特

色／「楽になった」「来てよかった」と喜ばれるように、

その人にあった最適な治療をめざし努力しています。

岐 阜 県

いのちの泉整体
［カイロプラクティック］〒509-0224　可児市久々利

1593-8　Tel&Fax.0574-64-4236　◇JR可児駅から車10

分　◇創立／1996年　◇カイロプラクター 牧師／村田 

光明

愛 知 県

中城療整院
［整体、応用栄養学］〒470-0153　愛知郡東郷町和合北

蚊谷189　Tel&Fax.0561-38-3385　◇名鉄日進駅から徒

歩15分　◇創立／1994年　◇院長／中城 和伸　◇整体、

食カウンセリング　◇特色／私自身食改善で腰痛やアレ

ルギー不眠などから解放され、体重も20kg減！心身共に

元氣になりました。医食同源。

【E-Mail】z-heshen@mb.ccnw.ne.jp

パウロ整肢園
［鍼灸･マッサージ･柔道整復師］　［（宗）クリスチャン･セ

ンチュリアン宣教団］〒465-0097　名古屋市名東区平和

が丘1-135A-208　Tel&Fax.052-772-0263　◇地下鉄一

社駅からバス「猪高車庫」　◇創立／1983年　◇日本代

表･理事長／佐藤 緑

大 阪 府

グレース整骨院
［美容・健康 ヒーリング・リラクゼーション］〒546-

0043　大阪市東住吉区駒川1-8-22 北田辺駅前マンション

1F　Tel&Fax.06-6714-6569　◇近鉄南大阪線北田辺駅

すぐ　◇創立／2008年　◇院長／春名 剛　◇特色／「す

べて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところ

に来なさい。 わたしがあなたがたを休ませてあげます」(マ

タイ11:28)。このみことばを土台として開院しました。

【HP】http://www.gracebone.com/

【E-Mail】bible1994@yahoo.co.jp

こひつじヨガ教室
［ヨガ教室］〒586-0095　河内長野市あかしあ台1-3-13　

◇南海高野線中百舌鳥駅から徒歩1分　◇指導員／正村 

純子

【HP】http://homepage2.nifty.com/~kohi-yoga~/

ソロモンマッサージ治療院［ソロモン］
［マッサージ一般］　［ディアコニア大阪教会］〒530-

0041　大阪市北区天神橋1-3-2-601　Tel&Fax.06-4800-

3287　◇地下鉄南森町駅4Bから徒歩5分　◇創立／1995

年　◇代表取締役／山口 光、整体師／大畑 智、整体師

／志賀 勝美　◇整体、カウンセリング、指圧、マッサージ、

音楽療法　◇関連施設／ディアコニア大阪教会　◇特色

／年中無休。営業10時〜21時。金曜11時より聖餐式及び

昼食会開催。ゴスペル教室、英会話クラス、海外ツアー有。

【E-Mail】kingsolomon@ezweb.ne.jp

徳 鍼灸院
［鍼灸治療］〒577-0062　東大阪市森河内東1-16-7　Tel.

06-6782-5019　◇JR高井田中央駅から徒歩約7分　◇創

立／1998年　◇院長／松本 徳子　◇特色／心と体の健

康を！ をモットーに、体にやさしい鍼灸を基本に整骨術、

吸角療法などの総合治療をいたします。

【HP】http://www.toku-shinkyu.com/

【E-Mail】info@toku-shinkyu.com

藤川鍼灸院
［鍼灸施術］〒555-0022　大阪市西淀川区柏里2-4-33 中

島ビル203号　Tel&Fax.06-6472-9280　◇JR塚本駅から

徒歩1分　◇創立／1984年　◇院長／藤川 直孝　◇は

り、灸、小児針、中国針法、吸玉、温灸　◇関連施設／（社）

日本鍼灸師会会員、森ノ宮医療学園専門学校講師、森ノ

宮医療大学非常勤講師、（社）大阪府鍼灸師会会員　◇

特色／患者様のニーズに合ったハリ灸施術を実践し多数

の医療機関と提携し、質の高い治療を心がけています。

京カイロプラクティクス
［カイロプラクティクス］〒534-0025　大阪市都島区片町

2-9-33 毎日ビル　Tel.06-6351-2482 Fax.06-6351-2487　

◇晋山 京子

兵 庫 県

カイロプラクティックセンターぶどうのえだ
［治療院］〒665-0867　宝塚市売布東の町16-3　Tel&
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徳 島 県

福井治療院
［鍼灸治療・マッサージ］〒779-3602　美馬市脇町猪尻字

東分41-5　Tel.0883-52-4452　◇JR穴吹駅　◇創立／

1960年　◇代表／福井 善雄

福 岡 県

信愛はり治療院
［鍼灸治療］〒833-0032　筑後市野町698-8　Tel.0942-

52-2156　◇JR羽犬塚駅からバス「野町」停、徒歩3分　

◇創立／1991年　◇神代 尚一・三貴子

若狭はり・きゅう病院
［鍼灸治療］〒814-0005　福岡市早良区祖原15-18　Tel.

092-821-3694　◇若狭 恒雄

宮 崎 県

中村整体院
［整体］〒880-1303　東諸県郡綾町南俣756-3　Tel.0985-

77-0102　◇創立／2000年　◇中村 伸一

Fax.0797-84-7699　◇阪急宝塚線中山駅から徒歩5分　

◇創立／2000年　◇院長／茨木 英光　◇カイロプラク

ティック　◇特色／高まった脳圧を改善し、頭痛・めまい・

高血圧などのつらい症状を解消する治療院です。

【E-Mail】budouno-eda@spice.ocn.ne.jp

リラックス マスダ
［鍼灸、マッサージ］〒655-0884　神戸市垂水区城が山

2-1-7-401　Tel&Fax.078-753-6655　◇創立／1998年　

◇院長／増田 守男

奈 良 県

白道治療室
［鍼灸治療］〒639-1043　大和郡山市西田中町119-2　Tel

&Fax.0743-53-8094　◇JR大和小泉駅　◇創立／1988

年　◇室長／吉本 勇二

岡 山 県

岡田針灸院
［鍼灸治療］〒700-0808　岡山市北区大和町2-7-8　Tel&

Fax.086-222-6360　◇JR法界院駅から徒歩3分　◇創立

／1983年　◇代表／岡田 吉隆　◇特色／西洋医学の知

識を踏まえつつ、東洋医学理論に基づいて、鍼灸専門の

治療を行っております。

広 島 県

クアリウムシャレー
［水治療・美容・健康・リハビリ］　［IGL学園福祉会］〒

731-0154　広島市安佐南区上安町873-1　Tel.082-830-

3330 Fax.082-830-3341　◇理事長／永見 憲吾

４  カウンセリング

相談や心の健康に関する情報源を都道府県別・50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野の区分］、

［法人名］、所在地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇関連施設、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

茨 城 県

聖書カウンセリング研究会
［啓発・研究機関］〒315-0116　石岡市柿岡2269-2 八郷

キリスト教会内　Tel&Fax.0299-43-6632　◇JR石岡駅か

らバス「下宿」停、徒歩3分　◇創立／2007年　◇理事

長／山口 勝政、副理事長／園山 繁樹、理事／張 博一、

理事／吉田 孝、理事／中林 篤朗、理事／山下 純正、顧

問／後藤 茂光、顧問／堀内 顕、顧問／斉藤 篤義　◇特

色／当研究会は、キリスト教会内外のこころ病む人々に対

する奉仕としての聖書カウンセリングの研究と普及に努

める。

聖書カウンセリングセンター［BCCJ］
［心の病全般のカウンセリング］〒315-0116　石岡市柿岡

2269-2 八郷キリスト教会内　Tel&Fax.0299-43-6632　

◇JR石岡駅からバス「下宿」停、徒歩3分　◇創立／

1997年　◇所長／山口 勝政、事務スタッフ／山口 衣

子　◇関連施設／聖書カウンセリング研究会　◇特色／

心の病全般に関する聖書カウンセリングサービスの提供、

及び聖書カウンセリングセミナー、講演会の主催。

千 葉 県

ディアコニア・カウンセリングセンター［DC］
［心理カウンセリング］〒270-1516　印旛郡栄町安食
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2135-67 グリーンホームズ202　Tel&Fax.0476-95-2307 

Tel.050-3007-1306　◇JR安食駅から徒歩15分　◇創立

／1990年　◇代表／松崎 敏　◇特色／キリスト教（ディ

アコニア）精神に基づき心理カウンセリングを行ないます。

ゆっくりとお話しをお聞きします。

【HP】http://www.d1.dion.ne.jp/~dcsakura/

【E-Mail】dcsakura@d1.dion.ne.jp

東 京 都

キリスト教カウンセリングセンター［CCC］
［カウンセリング］〒171-0021　豊島区西池袋3-5-17 日本

基督教団東京池袋教会内　Tel&Fax.03-3971-4865　◇

JR池袋駅から徒歩7分　◇創立／1984年　◇理事長／今

橋 朗　◇特色／超教派の団体。カウンセリング相談、学

習講座開設（毎年4月開講）、電話相談可（Tel.03ｰ3971-

0179）。

【HP】http://www.christ-counseling.gr.jp/

(NPO)キリスト教メンタル・ケア・センター
［CMCC］
［面談、専門相談］〒151-0053　渋谷区代々木2-36-4 代々

木プリンスマンション102　Tel.03-5351-5694 Fax.03-

5351-5707　◇小田急小田原線南新宿駅から徒歩5分　◇

創立／1991年　◇理事長／中村 陸郎、副理事長／梅澤 

やよひ、副理事長／藤崎 義宣、事務局長／柳谷 洋生　

◇特色／電話相談、家族会など心に悩みを抱えておられ

る方々とそのご家族の友となってより添っていきたい。

【HP】http://www.mmjp.or.jp/cmcc/

【E-Mail】cmsc@a.emall.ne.jp

(NPO)国際ビフレンダーズ・東京自殺防止セン
ター［東京自殺防止センター］

［電話相談、カウンセリング］〒169-0072　新宿区大久保

3-10-1 日本キリスト教団シロアム教会内　Tel.03-3207-

5040　◇JR高田馬場駅から徒歩7分　◇理事長／今村 和

男　◇関連施設／(NPO)国際ビフレンダーズ・大阪自殺

防止センター　◇特色／相談電話番号は、03-5286-9090

です。

【HP】http://www1.odn.ne.jp/~ceq16010/hp/aboutus.htm

人間成長とカウンセリング研究所［PGC］
［カウンセリング研究機関］　［(学)ルーテル学院］〒181-

0015　三鷹市大沢3-10-20　Tel&Fax.0422-31-7830　◇

武蔵境駅からバス「西野」停、徒歩3分　◇創立／1982

年　◇所長／ジェームス･サック

マザーズ・カウンセリングセンター［MCC］
［運動体、啓発］〒140-0013　品川区南大井3-23 PMR19

691　Tel&Fax.050-3348-2271　◇小田急線参宮橋駅から

徒歩7分　◇創立／1969年　◇運営委員長／山中 正雄　

◇運動体・宣教・啓発、カウンセリング、月例講座　◇

特色／家庭内の諸問題で悩む方々をサポートし、利用者

が「奇跡の子育て術」を中心に、共に学びあうボランテ

ィア団体。

【HP】http://mccto.com/

神 奈 川 県

(株)柿谷カウンセリングセンター［KCC］
［カウンセリング］〒254-0045　平塚市見附町14-10　

Tel.0463-30-3811 Fax.0463-33-8807　◇JR平塚駅から徒

歩7分　◇創立／1978年　◇所長／柿谷 正期、柿谷 寿

美江、佐藤 真司、馬場 悠輔、佐藤 敬、工藤 智　◇関連

施設／NPO日本リアリティセラピー協会、グループホー

ム大磯ハウス　◇特色／カウンセリングの他にクリスチャ

ンのための結婚紹介室を併設しています。

【HP】http://www.choicetheory.net/kcc/

【E-Mail】kcc@choicetheory.net

NAOKIメンタルヘルスセンター
［カウンセリング］〒220-0005　横浜市西区南幸2-16-20 

オーチュー横浜ビル9F　Tel.045-479-5060 Fax.045-479-

5061　◇JR横浜駅西口から徒歩5分　◇創立／2007年　

◇代表／愛多妥 直喜　◇関連施設／グループホームマリ

ア（認知症対応型共同生活介護施設）/シャイニングライト・

ゴスペルクワイヤー/ダンスクラス・ラファ　◇特色／ク

リスチャン・未信者を問わず、聖書と臨床心理学に基づ

いたカウンセリング・悩み相談（有料）。

【E-Mail】naokiatandajp@yahoo.co.jp

日本選択理論心理学会［JACTP］
［カウンセリング］〒254-0045　平塚市見附町14-10　

Tel.0463-30-3814 Fax.0463-33-8807　◇JR平塚駅から徒

歩7分　◇創立／1993年　◇会長／柿谷 正期、事務局／

佐藤 真司　◇関連施設／日本リアリティセラピー協会 

(NPO法人)　◇特色／人間の脳のシステムを説明した選

択理論心理学を学ぶ学会です。この心理学はあらゆる人

間関係に適用できます。

【HP】http://www.choicetheorist.com/

【E-Mail】JACTP@choicetheorist.com

（NPO）日本リアリティセラピー協会［WGIJ］
［カウンセリング］　［(NPO)日本リアリティセラピー協会］

〒254-0045　平塚市見附町14-10　Tel.0463-33-8819 

Fax.0463-33-8807　◇JR平塚駅から徒歩7分　◇創立／

1988年　◇理事長／柿谷 正期、秘書／久門 仁美　◇特

色／選択理論をベースにしたカウンセラー養成、よりよい

人間関係づくりのための講座を開催しております。

【HP】http://www.choicetheorist.com/

【E-Mail】wgij@choicetheorist.com

フリーダム・カウンセリング・スクール［F.C.S］
［心理カウンセリング及びカウンセラー、ロミロミセラピ

ストの養成］〒212-0053　川崎市幸区下平間68-1-4-

503　Tel&Fax.044-544-1539　◇JR鹿島田駅から徒歩5

分　◇創立／1996年　◇主宰／野口 正彦、副代表／野

口 雅子、FCS認定カウンセラー／桑原 由紀子、FCS認定

カウンセラー／太田 結花　◇各種心理カウンセリング・

ロミロミセラピー　◇関連施設／FCS HAWAII　◇特色

／心理カウンセラーの養成とハワイロミロミセラピストの

養成を始めました。体と心を癒すプログラムです。

【HP】http://www.calvin.org/freedom/

【E-Mail】freedom_c_s@ybb.ne.jp
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Tel&Fax.0725-46-8113　◇JR和泉府中駅から徒歩5分　

◇創立／1998年　◇所長／田畑 雅紀、医師／田畑 淳

子　◇心理カウンセリング、ビタミン栄養療法　◇関連

施設／日本選択理論心理学会 大阪支部　◇特色／選択

理論心理学を背景とし聖書的カウンセリングにより信仰の

援助と伝道の窓口となることを目的とする。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~izhopech/

【E-Mail】tabaizm1@cotton.ocn.ne.jp

(NPO)国際ブフレンダーズ・大阪自殺防止セン
ター［大阪自殺防止センター］

［電話相談、カウンセリング］〒552-0021　大阪市港区築

港2-8-24 piaNPO309号室　Tel.06-6251-4339 Fax.06-

6243-1199　◇地下鉄中央線大阪港駅から徒歩5分　◇創

立／1978年　◇理事長／菅生 浩三　◇関連施設／東京

自殺防止センター　◇特色／相談電話番号は、06-4395-

4343番です。

【HP】http://www.spc-osaka.org/

奈 良 県

カウンセリングルーム GRACE
［カウンセリング］〒633-0062　桜井市粟殿1011-10　

Tel.0744-45-5542 Fax.0744-32-7271　◇近鉄桜井駅から

徒歩6分　◇創立／2001年　◇臨床心理士／山内 久美　

◇関連施設／クリスチャンフェローシップ桜井キリストめ

ぐみ教会（単立）　◇特色／子どもの不登校など問題行動

やしつけ・大人の軽い神経症のケアを行っています。開

室日は不規則で有料です。

広 島 県

渡辺 亘
［カウンセリング］　［(宗)福山聖約キリスト教会］〒721-

0907　福山市春日町5-11-12 福山聖約キリスト教会内　

Tel&Fax.084-943-6232　◇JR東福山駅から徒歩15分　

◇創立／1985年　◇ファミリーカウンセラー／渡辺 亘

【E-Mail】nskk-fukuyama@krf.biglobe.ne.jp

静 岡 県

神栄カウンセリングセンター
［カウンセリング］〒422-8072　静岡市駿河区小黒3-8-11 

神栄ビル2F　Tel&Fax.054-282-9241　◇JR静岡駅　◇

創立／1996年　◇代表／渡邊 義　◇個別カウンセリン

グ、子どもを活かす母親教室、分子整合栄養医学的アプ

ローチ　◇関連施設／（NPO）日本リアリティセラピー

協会、　日本選択理論心理学会

【E-Mail】shinei@db3.so-net.ne.jp

東海カウンセリングセンター
［カウンセリング］　［ニューホープチャーチ］〒436-0021　

掛川市緑ケ丘1-4-3 ニューホープチャーチ内　Tel.0537-

24-6669 Fax.0537-24-6960［連絡先：宮内 賢三　〒436-

0094　静岡県掛川市喜町2-3 Tel.0537-24-6669］　◇JR掛

川駅南口から徒歩5分　◇創立／1982年　◇代表／宮内 

賢三、カウンセラー／宮内 博子　◇特色／カウンセラー

養成講座も随時開講しています。

三 重 県

関西牧会相談センター［KPCC］
［牧会カウンセリング］〒515-0073　松阪市殿町1331 松

阪ルーテル教会　Tel&Fax.0598-21-2582　◇JR松阪駅か

らバス「市役所前」停　◇創立／1973年　◇事務局長／

須田 弘之、理事長／窪寺 俊之、副理事長／谷口 泰造　

◇特色／牧会者、信徒の相談、カウンセリングを受付け

ます。事例研究、小論文を募集しています。

京 都 府

カウンセリングルーム Olive
［カウンセリング］〒616-8117　京都市右京区太秦門田町

6-20　Tel.075-882-7886 Fax.075-882-7907　◇京福電鉄

嵐山線蚕ノ社駅から徒歩5分　◇代表／阿閉 里美

【E-Mail】esther@muse.ocn.ne.jp

大 阪 府

いずみホープカウンセリングセンター
［カウンセリング］〒594-0076　和泉市肥子町2-6-24　
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５  薬局薬店・健康食品など

薬局・薬店、健康食品などの情報源を都道府県別・50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野の区分］、

［法人名］、所在地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇専門分野、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

北 海 道

福祉ショップべてる
［介護用品、福祉機器販売］　［(福)浦河べてる運営委員会］

〒057-0022　浦河郡浦河町昌平町東通34

福 島 県

福島薬局
［薬事・健康・水質検査］　［（有）福島薬局］〒960-

8111　福島市五老内町1-18　Tel.024-534-4282 Fax.024-

533-7662　◇福島市第2小学校北側　◇創立／1948年　

◇取締役・責任薬剤師／野崎 英典　◇薬局・飲料水・排

水の衛生試験　◇特色／健康相談

【E-Mail】hidenori@hb.tp1.jp

埼 玉 県

グリーンベラジャパン
［健康食品］〒352-0006　新座市新座3-1-9-307　Tel&F

ax.048-478-8193 Tel.070-6181-6160　◇遠山 ゆみ子

谷村薬局
［薬局・薬店］〒338-0012　さいたま市中央区大戸2-23-

6　Tel.048-853-5008　◇JR浦和駅西口からバス「西戸橋」

停前　◇創立／1985年　◇代表／谷村 勉、管理薬剤師

／谷村 尚子　◇特色／ながびく病気の薬の相談。鼻炎、

皮膚病、下痢便秘、痔、痛み、女性病、不眠、ダイエッ

ト等ご相談ください。

【HP】http://tanimurayakkyoku.web.fc2.com/

千 葉 県

みどり野薬局
［薬事・健康］〒285-0811　佐倉市表町1-17-6　Tel.043-

486-0428 Fax.043-486-0693　◇JR佐倉駅から徒歩5分　

◇創立／1994年　◇代表／田中 まち子　◇薬局・薬店（保

険調剤・漢方相談）

ルークス薬局
［薬事・健康］　［ルークスフォート（株）］〒286-0032　

成田市上町504　Tel.0476-22-9383　◇JR成田駅東口から

徒歩5分　◇創立／1948年　◇代表取締役／大徳 秀幸、

取締役会長／大徳 恵美子　◇医薬品、健康食品、衛生用

品、化粧品、生活雑貨の販売。保険調剤　◇関連施設／

ルークスフォート株式会社（ルークスドラッグストア　グ

ループ）

【HP】http://www.lukes.co.jp/

【E-Mail】info@lukes.co.jp

東 京 都

安全食品普及センター［アンショクセンター］
［有機農業普及］〒186-0013　国立市青柳1-28-9　Tel.

042-527-1395 Fax.042-527-6678　◇創立／1978年　◇

代表／向井 孝男

(有)立川コンタクトレンズ
［コンタクトレンズ販売］〒190-0002　立川市幸町1-33-10 

山之内ビル2Ｆ　Tel&Fax.042-534-7310　◇多摩都市モ

ノレール泉体育館駅から徒歩2分　◇創立／1973年　◇

代表取締役／山之内 貴子

(有)東京堂
［薬事・健康］〒197-0833　あきる野市渕上259　Tel.

042-558-0320 Fax.042-558-0326　◇JR武蔵引田駅から徒

歩15分　◇創立／1994年　◇代表取締役／橋本 眞　◇

薬局・薬店、健康食品

永田屋
［寺尾特急プロポリス販売店］〒112-0015　文京区目白台

2-3-15-201　Tel&Fax.03-5978-5909　◇地下鉄護国寺駅

から徒歩10分　◇代表／永田 泉

（有）もとい商会
［健康食品］〒191-0034　日野市落川1000　Tel.042-593-

1386 Fax.042-593-7804　◇京王線百草園駅から徒歩2

分　◇創立／1983年　◇代表取締役／多和田 慶三

神 奈 川 県

(株)自然化粧医学会
［自然化粧品、健康食品］〒223-0061　横浜市港北区日吉

6-7-23　Tel.045-561-0056 Fax.045-561-6969　◇東急日

吉駅からバス「宮前南」停、徒歩3分　◇創立／1975

年　◇代表取締役社長／井上 浩郷　◇特色／天然素材

100％のナルド化粧品とガン代替療法の健康福寿源を自社

製造及び全国へ直接に通信販売しています。

【HP】http://www.natural-cma.com/

【E-Mail】soudan@natural-cma.com

ミルトス社
［健康食品］〒252-0253　相模原市中央区南橋本2-4-16-

103　Tel.042-779-8158　◇JR南橋本駅南口　◇創立／

1985年　◇代表／岡本 信久
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静 岡 県

アロエ食品（株）
［健康食品　主にキダチアロエ］　〒421-0218　焼津市下

江留2208　Tel.054-622-5566 Fax.054-622-5779　◇JR藤

枝駅からバス「下江留」停、徒歩5分　◇創立／1980

年　◇取締役相談役／藁科 茂、代表取締役社長／藁科 

信行、取締役／藁科 寿枝　◇特色／霊肉共にすこやかで

あるように願い、キダチアロエを中心に健康に役立つ製品

の生産と普及に努めています。

【HP】http://www.aloe-foods.co.jp/

【E-Mail】info@aloe-foods.co.jp

神栄漢方薬局
［薬事・健康・漢方薬・心理療法］〒422-8072　静岡市駿

河区小黒3-8-11　Tel.054-283-3601 Fax.054-283-3602　

◇バス「南郵便局ツインメッセ前」　◇創立／1964年　

◇薬局開設薬剤師／渡辺 行得　◇鍼灸、カイロプラクテ

ィック、健康食品、カウンセリング、医療・健康器材、漢

方薬局、指圧物療　◇関連施設／日本東洋医学会、日本

薬剤師会　◇特色／漢方薬・漢方食材・指圧物理療法・

カウンセリング等トータルケアーを行ないます。

【HP】http://www.wa.commufa.jp/~s-kanpou/

【E-Mail】shin-ei@mx1.s-cnet.ne.jp

三 重 県

（有）ハレルヤ
［健康食品］〒512-1214　四日市市桜台3-7-13　Tel.0120-

660-661 Fax.0120-663-886　◇代表／杉浦 昭夫

滋 賀 県

（株）近江兄弟社
［医薬品・医薬部外品の製造販売］〒523-0867　近江八

幡市魚屋町元29　Tel.0748-32-3131 Fax.0748-32-3137　

◇JR近江八幡から車8分　◇創立／1920年　◇代表取締

役社長／石井 康三　◇関連施設／近江オドエアーサービ

ス（株）、財団法人近江兄弟社、（株）一粒社ヴォーリズ

建築事務所、社会福祉法人近江兄弟社地塩会、学校法人

近江兄弟社学園　◇特色／「薬用」を核とした多彩な製

品群で、お肌の幅広いニーズにお応えしていきます。

【HP】http://www.omibh.co.jp/

【E-Mail】info@omibh.co.jp

大 阪 府

（株）大阪愛農食品センター［大阪愛農］
［自然食品・安全食品］〒599-8264　堺市中区小阪西町

8-8　Tel.072-270-5411 Fax.072-270-5410　◇JR津久野

駅からバス「八田西町」停、徒歩8分　◇創立／1977

年　◇代表取締役／槇本 清武　◇有機農産物、自然食品、

石鹸、台所用品、化粧品　◇関連施設／全国愛農会・愛

農学園農業高等学校　◇特色／「神、人、土を愛する」

から始まった愛農。有機野菜・無添加食品を個人宅配。

お電話でお問い合わせ下さい。

【HP】http://www.i-noah.co.jp/

【E-Mail】kaiin@i-noah.co.jp

カリス薬局
［調剤薬局］〒561-0815　豊中市豊南町南1-1-8　Tel.06-

6335-1322 Fax.06-6335-1333　◇阪急宝塚線庄内駅から

徒歩10分　◇創立／2004年　◇代表取締役／井上 祥宏、

井上 朱美　◇特色／健康管理・相談・漢方。全国どこの

病院･医院の処方箋でも受付いたします。

【E-Mail】workwonders1960@yahoo.co.jp

沖 縄 県

アライブインターナショル
［健康食品］〒904-2171　沖縄市高原6-8-8　Tel.098-932-

3012 Fax.098-932-3013　◇代表／上間 啓聖

ヴァインドラッグ
［薬局薬店］〒900-0006　那覇市おもろまち4-4-9 サンエ

ー那覇メインプレイス1F　Tel.098-951-3313　◇社長／

盛本 昌秀

(有)ヴァインドラッグ･みなと薬品グループ
［薬局薬店チェーン］〒900-0004　那覇市銘苅2-4-15　

Tel&Fax.098-867-7777　◇社長／盛本 昌秀

ソジャーナ沖縄
〒904-2172　沖縄市泡瀬5-21-9　Tel.098-938-4010 Fax. 

098-939-8918　◇代表／砂川 正広

ブ ラ ジ ル

テラオ養蜂産物輸出社［恵の蜂養蜂産物輸出
社］

［薬事・健康食品］RUA AMADOR BUENO PEREIRA 

No.249　CEP18185-000-PILAR DOSUL-SAO PAULO-

BRASEL　Tel.+55-015-278-1047 Fax.+55-015-278-

1794　◇代表／寺尾 貞亮、書記／刀川 望、専務／宮崎 

東洋美、副社長／寺尾 テルシオ、会計士／寺尾 テオピ

ロ　◇プロポリス・健康食品・養蜂
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北 海 道

浦河べてるの家［べてるの家］
［福祉事業］　［(福)浦河べてるの家］〒057-0024　浦河郡

浦河町築地3-5-21　Tel.01462-2-5612 Fax.01462-2-

4707　◇JR浦河駅から徒歩10分　◇創立／2002年　◇

理事長／佐々木 実　◇精神障がい者小規模通所授産施

設、グループホーム　◇関連施設／小規模通所授産施設

「浦河べてる」・小規模通所授産施設「ニューべてる」・グ

ループホームべてる・グループホームフラワーハイツ・グ

ループホーム潮見ハイツ　◇特色／「弱さを絆に」を理

念にする精神障がいを体験した人たちのコミュニティー

です。

【E-Mail】beteruie@ruby.ocn.ne.jp

グループホームべてる
［グループホーム］　［（福）浦河べてるの家］〒057-

0022　浦河郡浦河町昌平町東通34　Tel.01462-2-4729　

◇JR浦河駅から徒歩5分　◇理事長／佐々木 実　◇特色

／日本基督教団浦河伝道所の古い教会堂を利用して運営

されている精神障がいを体験した人たちのグループホー

ム

(NPO)札幌マック
［アルコール・薬物依存症からの回復援助］　［(NPO)札幌

マック理事会］〒003-0002　札幌市白石区東札幌二条

5-1-21　Tel.011-841-7055 Fax.011-813-2043　◇地下鉄

東西線白石駅から徒歩10分　◇創立／1982年　◇代表／

谷内 武雄、施設長／住谷 健次郎　◇関連施設／全国の

マック、ダルク　◇特色／依存症からの回復の道を私た

ちといっしょに歩き始めてみませんか。男性・女性のグル

ープホームがあります。

【HP】http://www.sapporo-mac.jp/

【E-Mail】info@sapporo-mac.jp

（特養）神愛園手稲
［老人・介護］　［（福）神愛園］〒006-0049　札幌市手稲

区手稲金山124-1　Tel.011-681-3092 Fax.011-681-7479　

◇JR札幌駅からバス「手稲鉱山」停（終点）、徒歩3分　

◇創立／1970年　◇理事長／太田 一男、施設長／橋本 

修一　◇関連施設／（軽費）星置ハイツ、（軽費）札幌市

琴寿園、神愛園清田高齢者福祉総合施設　◇特色／創立

40年｢善きサマリヤ人に倣う｣をモットーに老人福祉の重

荷を負ってきました。引退牧師も入居。

【E-Mail】info@teine-kaigo.net

(軽費)星置ハイツ
［老人・介護］　［（福）神愛園］〒006-0049　札幌市手稲

区手稲金山133-5　Tel.011-682-6521 Fax.011-682-6595

（合資）富川グロリアホーム
［痴呆対応型共同生活介護事業］〒055-0006　沙流郡日

高町富川南4-2-49　Tel.01456-2-3785

（特養）光の苑
［老人・介護］　［(福)北海道仕愛会］〒090-0061　北見市

東陵町116　Tel.0157-23-4063 Fax.0157-23-4079　◇創

立／1972年

(NPO)ファミリーサポート聖十字広場［聖十字
広場］

［幼児保育、学童保育ほか］〒068-0002　岩見沢市二条

東3-7-2　Tel&Fax.0126-20-1411［連絡先：聖十字幼稚

園　〒068-0835　北海道岩見沢市緑が丘1-21 Tel.0126-

22-4079］　◇JR岩見沢駅から徒歩6分　◇創立／2004

年　◇代表／大友 正幸　◇特色／子どもからお年寄りま

で幅広く利用出来ます。

【HP】http://pocket123.gooside.com/

【E-Mail】nskk_iwamizawa@nifty.com

福音の家
［認知症対応型共同生活介護］　［アナバプテスト聖書キリ

スト教会］〒069-0238　空知郡南幌町元町4-3-14　Tel&

Fax.011-378-1078　◇JR野幌駅からバス「西町3丁目」停、

徒歩3分　◇代表／石本 二郎

(福)北海道家庭学校
［児童自立支援施設］〒099-0408　紋別郡遠軽町留岡

34　Tel.0158-42-2546 Fax.0158-42-8040　◇JR遠軽駅か

ら車7分　◇創立／1914年　◇校長／加藤 正男　◇特色

／留岡幸助が開いた施設で、広大な自然のなかにあり通

称「森の学校」といわれる児童自立支援施設。森の見学

は事前に連絡が必要。

【HP】http://homepage.mac.com/kateigakko/menu.html

北光社ふくじゅ園
［児童養護施設］　［(福)北光社ふくじゅ園］〒061-1102　

北広島市西の里499　Tel&Fax.011-375-3237

青 森 県

おおばこ作業所
［知的障害者授産施設］　［（福）求道舎］〒039-2516　上

北郡七戸町舘野32-15　Tel.0176-62-3631 Fax.0176-62-

3694　◇バス「七戸案内所」停、徒歩20分　◇創立／

1992年　◇理事長／中津 徳平、所長／松尾 幸一

【E-Mail】kyudosya@ruby.ocn.ne.jp

デイサービスセンター三愛
［老人・介護］　［（福）愛児福祉会］〒038-2503　西津軽

郡深浦町大字関字栃沢78-3　Tel.0173-76-2777 Fax.0173-

６  老人ホーム・福祉施設など

都道府県別・50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［分野の区分］、［法人名］、所在地・Tel＆ Fax、

◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇分野、◇関連施設、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】
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76-3030　◇JR北金ヶ沢駅から徒歩3分　◇創立／1996

年　◇理事長／本間 和夫、所長（社会福祉士）／本間 

昭夫　◇通所介護、訪問介護、有償介護輸送（介護タク

シー）　◇関連施設／ヘルパーステーション三愛

岩 手 県

奥中山学園
［知的障害児施設］　［（福）カナンの園］〒028-5233　二

戸郡一戸町中山字大塚4-6　Tel.0195-35-2314 Fax.0195-

35-3406　◇岩手銀河鉄道奥中山高原駅から徒歩15分　

◇創立／1973年　◇園長／齊藤 芳弘　◇関連施設／

（学）カナン学園　三愛学舎養護高等学校　◇特色／全7

棟の木造の小舎（2006年に全面改築）。一人ひとりの利用

目的に合った生活を心がけています。

【HP】http://www.canaan-jp.com

【E-Mail】info@canaan-jp.com

小さき群の里
［知的障害者更生施設］　［（福）カナンの園］〒028-

5134　二戸郡一戸町奥中山字西田子1032-1　Tel.0195-

35-2232 Fax.0195-35-3405　◇JR奥中山駅　◇創立／

1980年　◇理事長／久保木 高、施設長／藤村 正治　◇

関連施設／児童施設「奥中山学園」、授産施設「ヒソプ工

房」「シャローム」、私立養護学校「三愛学舎養護高等学校」、

福祉工場「カナン牧場」　◇特色／神様から創られた私達

が、利用する方々と支援する者も共に主を賛美し、地域

社会で暮らせるよう励んでいます。

【HP】http://www.canaan-jp.com

ヒソプ工房
［福祉事業］　［（福）カナンの園］〒020-0025　盛岡市大

沢川原3-2-37 善隣館内　◇通所授産施設

宮 城 県

丘の家乳幼児ホーム・丘の家子どもホーム
［乳児院・児童養護施設］　［（福）仙台キリスト教育児院］

〒981-0906　仙台市青葉区小松島新堤7-1　Tel.022-234-

6303 Fax.022-234-6304　◇JR仙台駅から車20分　◇創

立／1905年　◇子どもホーム園長／鈴木 重良、乳幼児

ホーム園長／大坂 力

（特養）キングス・タウン
［老人ホーム］　［(福)キングス・ガーデン宮城］〒988-

0085　気仙沼市三日町3-1-1　Tel.0226-24-3001 Fax. 

0226-24-3153　◇JR気仙沼駅から徒歩12分　◇創立／

2006年　◇理事長／佐藤 春子、施設長／森 正義　◇特

色／中心市街地に建てられた複合型の特別養護老人ホー

ムです。市営住宅とコンビニが併設しています。

【HP】http://www.kingsgarden.or.jp

【E-Mail】kings-town@kingsgarden.or.jp

小松島子どもの家
［情緒障害児短期治療施設］　［（福）仙台キリスト教育児

院］〒981-0906　仙台市青葉区小松島新堤7-1　Tel.022-

233-1755 Fax.022-273-3176　◇JR仙台駅から車20分　

◇創立／1947年　◇園長／米川 文雄

（特養）シオンの園
［老人・介護］　［（福）仙台キリスト教育児院］〒981-

0906　仙台市青葉区小松島新堤7-1　Tel.022-233-3293 

Fax.022-233-6948　◇JR東照宮駅から徒歩15分　◇創立

／1993年　◇理事長／斎藤 久吉、園長／吉田 武彦

(NPO)シャロームの会
［精神障がい者就労支援］〒983-0852　仙台市宮城野区

榴岡3-9-15 東九番丁パークマンション305　Tel.022-293-

4345 Fax.022-293-4346［連絡先：Tel.022-293-3056］　

◇JR仙台駅東口から徒歩5分　◇創立／2003年　◇理事

長／菊地 茂　◇関連施設／シャローム行政書士事務所、 

（有）シャローム　◇特色／精神にハンディのある方々を

「そのままで素晴らしい存在」として受け止め、共に働く

場の創造を目指します。

【HP】http://www.sharome.net/npo/

【E-Mail】sko@cocoa.ocn.ne.jp

南三陸キングス・ガーデン
［老人・介護］　［(福)キングス・ガーデン宮城］〒988-

0203　気仙沼市岩月星谷64-3　Tel.0226-26-1111 Fax. 

0226-26-1135　◇JR南気仙沼駅から車10分　◇創立／

1996年　◇理事長／佐藤 春子、施設長／熊谷 雄史　◇

ケアハウス　◇関連施設／キングスガーデンデイサービ

スセンター、キングスガーデン在宅介護支援センター

【E-Mail】m-kings@kingsgarden.or.jp

秋 田 県

秋田婦人ホーム
［母子生活支援］　［（福）秋田婦人ホーム］〒010-0026　

秋田市楢山古川新町41-2　Tel.018-831-1467 Fax.018-

831-1482　◇秋田駅からバス「築地下丁」停、徒歩5分　

◇創立／1933年　◇理事長／早川 正明、施設長／佐々

木 ケイ子　◇関連施設／日本キリスト教婦人矯風会　◇

特色／地域に開かれた施設として地域交流を第一に考え

トワイライトステイ事業、緊急一時保護事業等を行ってい

る。

【E-Mail】afhome@seagreen.ocn.ne.jp

オリブ園
［難聴幼児通園施設］　［(福)グリーンローズ］〒010-

1638　秋田市新屋表町8-19　Tel.018-828-7750 Fax.018-

828-8185　◇JR新屋駅から徒歩7分　◇創立／1975年　

◇理事長／片桐 勝也　◇関連施設／グリーンローズこと

ばの教室、ルーテル愛児幼稚園

ひばりクラブ
［放課後児童健全育成事業］　［（福）秋田婦人ホーム］〒

010-0026　秋田市楢山古川新町41-2　Tel.070-6495-2457 

Fax.018-832-3610　◇秋田駅からバス「築地下丁」停、

徒歩5分　◇創立／1963年　◇理事長／早川 正明、所長

／田岡 清　◇特色／学童の放課後の充実のために知恵と

汗を出し合っています。
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（軽費）エデンの園
［老人・介護］　［（福）創世福祉事業団］〒960-8202　福

島市山口字柳沢60-1　Tel.0245-33-4031 Fax.0245-33-

4033　◇JR福島駅からバス「山口」停、徒歩7分　◇創

立／1982年　◇理事長・チャプレン／澁谷 敬一、施設

長／野田 信光　◇関連施設／「福島イングリッシュセン

ター」、（株）創世、（福）創世福祉事業団、（学）三育学

園など12施設

白河こひつじ学園
［知的障害児施設］　［（福）牧人会］〒961-8061　西白河

郡西郷村小田倉字上上野原156-1　Tel.0248-25-2055 

Fax.0248-25-6035　◇新白河駅から車10分　◇創立／

1975年　◇園長／山下 勝弘　◇関連施設／白河めぐみ

学園

【HP】http://www.makibito.com

白河めぐみ学園
［知的障害児施設］　［（福）牧人会］〒961-8061　西白河

郡西郷村小田倉字上上野原158-1　Tel.0248-25-2046 

Fax.0248-25-3776　◇新白河駅から車10分　◇創立／

1972年　◇園長／山下 勝弘

【HP】http://www.makibito.com

須賀川共労育成園
［知的障害者通所授産施設］　［（福）牧人会］〒962-

0052　須賀川市西川字金子田14-2　Tel.0248-76-4155 

Fax.0248-76-4156

聖・オリーブの郷
［介護老人保健施設］　［（福）創世グループ］〒960-

8113　福島市旭町9-7　Tel.024-534-8888 Fax.024-531-

0107　◇創立／1995年

聖・輝きの郷
［高齢者福祉サービス複合施設］　［(福)創世福祉事業団］

〒960-8202　福島市山口字七口13-1　Tel.024-525-5000 

Fax.024-535-8811　◇JR福島駅東口からバス｢山口｣停、

徒歩10分　◇創立／1997年

【HP】http://www.seikagayakinosato.jp/

聖ハートフルケア福島「十字の園」［十字の園］
［老人・介護］　［（株）創世］〒960-8055　福島市野田町

字台67　Tel.024-557-8888 Fax.024-557-8863　◇JR福島

駅東口からバス｢上八島田｣停、徒歩10分　◇創立／1990

年　◇代表取締役社長／野田 豪一、施設長／池田 敬緯

子　◇有料老人　◇特色／キリストの愛の精神でお世話

させていただいており、お元気な方から介護の方までご

入居できますホームです。

【HP】http://park21.wakwak.com/~jyuujinosono/

【E-Mail】jyuujinosono@ca.wakwak.com

はなわ育成園
［知的障害者更生施設］　［（福）牧人会］〒963-5407　東

白川郡塙町大字西河内字野土平7　Tel.0247-43-3891 

Fax.0247-43-3890　◇JR近津駅　◇創立／1992年　◇

理事長／山下 勝弘、園長／清水 亮二

福島整肢療護園
［児童擁護施設］　［（福）いわき福音協会］〒970-8001　

山 形 県

寒河江共労育成園
［知的障害者通所授産施設］　［（福）牧人会］〒991-

0063　寒河江市柴橋平野2950　Tel.0237-86-7625 Fax. 

0237-86-3766

七窪思恩園
［児童養護施設］　［(福)思恩会］〒997-1117　鶴岡市下田

字窪畑1-288　Tel.0235-75-2230 Fax.0235-75-2257　◇

JR鶴岡駅

山形育成園
［知的障害者更生施設］　［（福）牧人会］〒999-3103　上

山市金谷字金ケ瀬1111　Tel.023-673-2575 Fax.023-673-

2730

山形ひかり学園
［知的障害児通園施設］　［（福）牧人会］〒999-3103　上

山市金谷字金ケ瀬1111　Tel.023-672-2377 Fax.023-672-

2378　◇創立／1978年

【HP】http://www.makibito.com/makibitosisetsu/hikari/hikari.

htm

【E-Mail】yamahika@minos.ocn.ne.jp

（養護）湯野浜思恩園
［老人・介護］　［(福)思恩会］〒997-1201　鶴岡市湯野浜

1-17-34　Tel.0235-75-2350 Fax.0235-75-2577　◇創立／

1929年　◇理事長／五十嵐 三郎右衛門

福 島 県

青葉学園
［福祉事業］　［（福）青葉学園］〒960-2152　福島市土船

字新林24　Tel.024-593-1022 Fax.024-593-0687　◇JR福

島駅西口からバス20分、徒歩5分　◇創立／1946年　◇

理事長／鈴木 健一、園長／神戸 信行　◇児童養護施

設　◇関連施設／入所　◇特色／子どもが心身共に豊か

に成長できること、そして子どもと家族が自立できる支援

を目標としています。

【HP】http://www.kosodate-web.com/aobagakuen/

あだたら育成園
［知的障害者更正施設］　［（福）牧人会］〒969-1301　安

達郡大玉村大山字狐森29-1　Tel.0243-48-3111 Fax.0243-

48-3115

あだち共労育成園
［知的障害者通所授産施設］　［（福）牧人会］〒969-1301　

安達郡大玉村大山字堂ヶ久保29-2　Tel.0243-48-3113 

Fax.0243-48-3126　◇JR杉田駅から徒歩25分　◇創立／

1984年　◇理事長／山下 勝弘、園長／佐藤 俊元　◇特

色／木には素晴しい魅力があります。講壇やイス等の教

会用具の特注を受けています。見積り無料。お問合せの程。

【HP】http://www.makibito.com/makibitosisetsu/adachi/

adachi.htm

【E-Mail】adachiik@theia.ocn.ne.jp
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栃 木 県

愛信ホーム
［視覚障害者施設］〒329-1102　宇都宮市河内町白沢児

坂下2021-8　Tel.028-673-4298

イースターヴィレッジ
［児童養護施設］〒326-0141　足利市小俣町3294-2　Tel.

0284-62-3501 Fax.0284-62-6610　◇JR小俣駅　◇創立

／1975年　◇理事長／谷 大二、施設長／佐藤 哲也　◇

入所施設

エルムの園
［知的障害者授産施設］　［（福）エルム福祉会］〒324-

0062　大田原市中田原381　Tel&Fax.0287-22-8011　◇

JR西那須野駅から車15分　◇創立／1998年　◇理事長

／人見 栄、常務理事／楡井 一俊、施設長／川上 健次　

◇関連施設／SELPみなと、グループホーム第１待降寮、

グループホーム第２待降寮　◇特色／SELPとはSELFと

HELPの合成語で自立を目ざしてがんばるという意味があ

ります。

【HP】http://www.nasuinfo.or.jp/FreeSpace/elm/

【E-Mail】elm@nasuinfo.or.jp

（特養）さつき荘
［老人・介護］　［(福)津田福祉会］〒322-0011　鹿沼市白

桑田254-7　Tel.0289-76-2959　◇JR鶴田駅　◇創立／

1988年　◇理事長／穂積 与四郎、所長／半田 昇　◇関

連施設／ケアハウス「さつき野」

SELPみなと
［指定障害福祉サービス事業所］　［（福）エルム福祉会］

〒324-0041　大田原市本町1-2701-229　Tel&Fax.0287-

23-6106　◇創立／2004年　◇理事長／人見 栄、施設長

／仁木 淳二、指導員／渡辺 修一、渡辺 雅紀、高秀 伸也

ソレアード栃木
［ショートステイ、複合介護施設］　［(株)ウェルフェアク

リエーション］〒328-0053　 栃木市片柳町2-1-50　

Tel.0282-20-6850 Fax.0282-20-6851　◇JR栃木駅から徒

歩5分　◇代表取締役／伊藤 龍治

【HP】http://www.soleado.jp/

【E-Mail】info@soleado.jp

たかはら育成園
［現知的障害者更生施設］　［(福)たかはら学園］〒329-

1573　矢板市越畑226　Tel.0287-48-1920 Fax.0287-48-

1927　◇創立／1970年　◇園長／瀬端 道男

【HP】http://www.taka.or.jp/

【E-Mail】hojin@taka.or.jp

たかはら学園
［知的障害児施設］　［(福)たかはら学園］〒329-1573　矢

板市越畑226　Tel.0287-48-0304　◇JR片岡駅からバス

「越畑」停、徒歩3分　◇創立／1970年　◇園長／瀬端 

道男

【HP】http://www.taka.or.jp/

【E-Mail】hojin@taka.or.jp

いわき市平上平窪字古館1-2　Tel.0246-25-8131 Fax. 

0246-22-1259　◇JRいわき駅から車15分　◇創立／1952

年　◇理事長／湊 治郎、施設長／湊 純、早川 正宗　◇

関連施設／医療、身体障害児、肢体不自由児施設、重症

心身障害児施設

堀川愛生園
［児童養護施設］　［（福）堀川愛生園］〒963-6131　東白

川郡棚倉町棚倉字丸内94　Tel.0247-33-2739 Fax.0247-

33-7502　◇JR磐城棚倉駅

茨 城 県

（養護）愛友園
［老人・介護］　［(福)愛友園］〒310-0034　水戸市緑町

3-9-35　Tel.029-221-6175 Fax.029-225-7430　◇養護老

人ホーム、特別養護老人ホーム

喜楽希楽サービス
［介護保険指定事業所］　［(宗)日本同盟基督教団土浦めぐ

み教会］〒300-0811　土浦市上高津489-1　Tel.029-835-

4415 Fax.029-835-4901　◇JR土浦駅から車10分　◇創

立／2003年　◇所長・ケアマネージャー・デイサービス

主任／小澤 敦美、ホームヘルプサービス主任／石原 照

子　◇関連施設／土浦めぐみ教会（同盟基督）　◇特色

／キリストの愛を土台にした居宅介護支援・通所介護・

訪問介護・福祉タクシーで、ともに味わう新たな喜びを。

【E-Mail】kirakira.tmc@nifty.com

幸の実園
［知的障害者更生施設］　［(福)愛信会］〒319-1102　那珂

郡東海村石神内宿1213　Tel.029-282-0644

（軽費） 筑波キングスガーデン
［老人・介護］　［（福）日本キングスガーデン］〒300-

2521　常総市大生郷町1876　Tel.0297-24-7435 Fax. 

0297-24-7436　◇関東鉄道常総線水海道駅から車10分　

◇創立／1981年　◇理事長／泉田 昭、施設長／川島 次

郎　◇特色／夕暮れ時に光があるとの聖書のみ言葉に立

ち、高齢者のラストステージが耀きに満ちたものとなるよ

う援助します。

【HP】http://www.kings-garden.or.jp

【E-Mail】tkb@kings-garden.or.jp

（特養・軽費）筑波キングスガーデン
［老人・介護］　［（福）日本キングスガーデン］〒300-

2521　常総市大生郷町1818-2　Tel.0297-24-5139 Fax. 

0297-24-2491　◇関東鉄道水海道駅から車10分　◇創立

／1987年　◇理事長／泉田 昭、施設長／宇都宮 和子

（特養）ナザレ園
［老人・介護］　［(福)ナザレ園］〒319-2103　那珂市中里

361　Tel.029-296-0316　◇関連施設／（養護）ナザレ園、

（養護）ナザレ園（盲）
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設「恵の園」、障害者支援施設「あけぼのホーム」・「めぐ

みの里」、知的障害者通所授産施設「めぐみ」・「シャローム」、

心身障害（児）者デイサービスセンター「あじさいの家」、

共同生活援助・共同生活介護事業「マイーム」、認知症対

応型共同生活介護「さつき」　◇特色／「自らを愛するよ

うにあなたの隣人を愛しなさい」という理念に基づき障害

者のＱＯＬ向上を支援しています。

【HP】http://www.meguminosono.jp/

【E-Mail】mgh@dan.wind.ne.jp

（養老）恵泉園
［老人・介護］　［（福）新生会］〒370-3347　高崎市中室

田町2254　Tel&Fax.027-374-1107　◇JR安中榛野駅から

車20分　◇創立／1957年　◇理事長／原 慶子、園長／

早川 博之

【HP】http://www.sinseikai.org/

子持山学園
［児童養護施設］　［（福）子持山福祉会］〒377-0203　渋

川市吹屋201-1　Tel.0279-23-1152 Fax.0279-23-1153　◇

JR渋川駅から車10分　◇創立／1952年　◇理事長／島田 

卓爾、施設長、常務理事／豊田 誠

シオンの里 ナーシングホーム 白井城
［老人・介護］　［シオンコスモス社］〒377-0204　渋川市

白井581-1　Tel.0279-22-3456 Fax.0279-22-3401［連絡先：

Tel.050-7547-1378］　◇JR渋川駅から車7分　◇創立／

1991年　◇会長／穂積 与四郎、所長／高田 泰男　◇有

料老人ホーム　◇関連施設／日本キングスガーデン連

合　◇特色／入居者お一人々が快適な生活ができるよう

に、生活習慣・価値観を尊重し、充実した日を送れるよう

援助致します。

【HP】http://www8.wind.ne.jp/zion/

【E-Mail】zion@kl.wind.ne.jp

地行園
［児童養護施設］　［(福)上毛愛隣社］〒371-0002　前橋市

江木町1304　Tel.027-269-0241 Fax.027-269-0251

（特養）榛名憩の園
［老人・介護］　［(福)新生会］〒370-3347　高崎市中室田

町2252　Fax.027-374-0767　◇創立／1969年　◇理事

長／原 慶子、園長／大美賀 亨

【HP】http://www.sinseikai.org/

（軽費）榛名春光園［春光園］
［老人・介護］　［（福）新生会］〒370-3347　高崎市中室

田町2110　Tel&Fax.027-374-1108　◇JR高崎駅からバス

「榛名荘病院前」停、徒歩3分　◇創立／1957年　◇理事

長／原 慶子、園長／松山 秀樹　◇軽費老人ホームA

型　◇関連施設／（養護）恵泉園、（特養）榛名憩いの園、

（軽費B型）梅香ハイツ バルナバ館、（有料老人）梅香ハ

イツ マリヤ館、（有料老人）新生の園、（介護専用型）特

別老人ホーム　誠の園、（有料マチュアホーム）、穩和の園、

桜の園、（介護専用型特養）エンジェルホーム、（生活支

援ハウス）清泉、新生会診療所、（財）榛名荘病院　◇特

色／「個の尊重」と「世話をかけず煩しい監督なしに」

を基本理念として「自己完結型の生涯」を送れるホーム

です。

【HP】http://www.sinseikai.org

（特養）マイホームきよはら
［老人・介護］　［(福)とちぎYMCA福祉会］〒321-3235　

宇都宮市鐺山町1983　Tel.028-667-9258 Fax.028-667-

9259　◇JR宇都宮駅西口からバス「鐺山」停、徒歩　◇

創立／1993年　◇施設長／金澤 林子　◇関連施設／デ

イホームきよはら、在宅介護支援センターきよはら　き

よはら南デイサービス、包括支援センター清原（訪問介護、

生きがい対応型デイサービス）

【HP】http://www.ymcajapan.org/tochigi/jp/t-ymca/fukusika.

html

（養護）聖園ヨゼフ老人ホーム
［老人・介護］　［(福)聖心の布教姉妹会］〒321-0627　那

須烏山市南1-2806-1　Tel.0287-82-2578　◇養護老人ホ

ーム、特別養護老人ホーム

（養護）聖園那須老人ホーム
［老人・介護］　［（福）イースターヴィレッジ］〒329-

3222　那須郡那須町寺子丙1498-2　Tel.0287-72-0809 

Fax.0287-72-0813　◇黒田原駅から車5分　◇創立／

1953年　◇理事長／谷 大二、施設長／山口 亮二

群 馬 県

あけぼのホーム
［障害者福祉事業］　［（福）恵の園］〒377-8567　渋川市

渋川3645-17　Tel.0279-22-1730 Fax.0279-23-8147［連

絡先：社会福祉法人 恵の園　〒377-8567　群馬県渋川市

渋川4418 Tel.0279-22-1730］　◇JR渋川駅から車15分　

◇創立／1981年　◇理事長／池田 澄子、施設長／橋爪 

満男　◇関連施設／身体障害者授産施設恵の園、障害者

支援施設グレイスホーム、障害者支援施設あけぼのホー

ム、障害者支援施設めぐみの里、知的障害者通所授産施

設めぐみ、知的障害者通所授産施設シャローム、心身障

害者デイサービスセンターあじさいの家、高齢者グルー

プホームさつき、知的障害者（グループホーム）さくらホ

ーム、知的障害者（ケアホーム）あやべホーム、NPO日

本カンボジア交流協会、有限責任仲間法人さきがけ　◇

特色／キリスト教の理念の基に、食事、看護、生活全般

にわたる介護を行っています。

【HP】http://www.normanet.ne.jp/~megumi/

【E-Mail】meguminosono@dan.wind.ne.jp

あじさいの家
［心身障害児(者)支援施設］　［（福）恵の園］〒377-

0023　渋川市明保野3664-3　Tel.0279-22-1730　◇心身

障害児(者)デイサービスセンター

エルピスあけぼの
［知的障害者授産施設］　［(福)光の里］〒379-0133　安中

市原市1544-11　Tel.027-385-6681 Fax.027-384-0006　

◇JR磯部駅から徒歩20分　◇創立／1977年

【HP】http://www8.wind.ne.jp/elpis-akebono/

グレイスホーム
［障害者福祉］　［（福）恵の園］〒377-8567　渋川市渋川

4417　Tel.0279-22-5411 Fax.0279-23-8147　◇JR渋川駅

から車15分　◇創立／1975年　◇理事長／池田 澄子、

常務理事／山田 雅人　◇関連施設／身体障害者授産施
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援事業所ふれあい、大谷デイサービスセンターのぞみ館、

西島デイサービスセンターのぞみ館、グレイスコート深谷、

グレイスコート別館、高齢者住宅福寿庵、グループホー

ムぬくもりの里、グループホーム柏合ぬくもりの里、福祉

用具レンタルグレイス、老人保健施設はなみずき、居宅

介護支援事業所はなみずき、訪問看護ステーションはな

みずき、介護予防リハセンターはなみずき、適合高齢者

専用賃貸住宅ユーオーディア壱番館、（福）望未会のぞみ

保育園　◇特色／「神に対して信仰、事に対して希望、

人に対して愛」を理念にキリスト教に裏打ちされた介護を

目指します。

(株)グレイスコート深谷
［在宅介護サービス］〒366-0824　深谷市西島79-2　

Tel.048-551-5007 Fax.048-551-5036　◇代表／松沢 信広

グレイスコート
［老人・介護、福祉用具レンタル］　［(株)グレイスコート］

〒366-0824　深谷市西島81　Tel.048-551-5007 Fax.048-

551-5036　◇JR深谷駅から徒歩15分　◇代表取締役／松

澤 信広　◇関連施設／福祉スタジオ、川本デイサービス

センターのぞみ館、大谷デイサービスセンターのぞみ館、

西島デイサービスセンターのぞみ館、グレイスコート深谷、

グレイスコート別館、高齢者住宅福寿庵、風部デイサー

ビスセンター、介護予防リハビリセンターはなみずき、居

宅介護支援事業所はなみずき、老人健康保健施設はなみ

ずき、福祉用具レンタルグレイス、(福)望未会、居宅介護

支援事業所ふれあい、適合高齢者専用賃貸住宅ユーオー

ディア壱番館　◇特色／福祉用具レンタル

グレイスコート深谷［グレイスコート別館］
［老人通所介護・老人住居］　［(株)グレイスコート］〒

366-0824　深谷市西島81　Tel.048-551-5007 Fax.048-

551-5036　◇JR深谷駅から徒歩15分　◇創立／2003

年　◇施設長／松澤 信広　◇関連施設／傘下施設：介

護付住宅ライトハウス、大谷デイサービスセンターのぞ

み館、居宅介護支援事業所ふれあい。関連施設：（老健）

はなみずき、川本デイサービスセンターのぞみ館、グル

ープホームぬくもりの里、グループホーム相合ぬくもりの

里、福寿庵、福祉用具レンタルグレイスコート、(福)望未

会のぞみ保育園、居宅介護支援事業所ふれあい、適合高

齢者専用賃貸住宅ユーオーディア壱番館　◇特色／神に

対して信仰、事に対して希望、人に対して愛、これをモ

ットーに聖書に基づいた施設運営をしています。

ケアハウス 主の園
［老人・介護］　［（福）キングス・ガーデン埼玉］〒350-

0812　川越市下小坂612　Tel.049-231-5551 Fax.049-

231-5552　◇東武東上線川越駅からバス「下小阪」停、

徒歩5分　◇創立／1995年　◇理事長／泉田 昭、施設長

／山崎 公三　◇関連施設／特別養護老人ホーム、川越キ

ングスガーデン、在宅介護支援センター、ショートステイ、

ディサービス、ホームヘルプステーション　◇特色／情

緒豊かな自然や毎朝の牧師メッセージ（参加自由）をと

おして、自立した豊かな生活をお楽しみください。

コミュニティーハウス
［福祉作業場兼住居］〒350-1245　日高市栗坪174-1　Tel.

042-989-3660 Fax.042-989-5013　◇代表／吉持 日輪生

【E-Mail】human-office@sinnseikai.org

（特養）恵風園［前橋老人ホーム］
［老人・介護］　［(福)恵風会］〒371-0017　前橋市日吉町

2-20-14　Tel.027-231-3430　◇上毛電鉄城東駅から徒歩

10分

めぐみの里
［障害者福祉事業］　［（福）恵の園］〒377-8567　渋川市

渋川3644-1　Tel.0279-23-6601 Fax.0279-23-8147［連絡

先：社会福祉法人恵の園　〒377-0008　渋川市渋川4418 

Tel.0279-22-1730］　◇JR渋川駅から車15分　◇創立／

1995年　◇理事長／池田 澄子、施設長／内山 由紀　◇

関連施設／身体障害者授産施設恵の園、身体障害者授産

施設グレイスホーム、身体障害者療護施設あけぼのホー

ム、知的障害者通所授産施設めぐみ、知的障害者通所授

産施設シャローム、心身障害者デイサービスセンターあ

じさいの家、高齢者グループホームさつき、知的障害者（グ

ループホーム）さくらホーム、知的障害者（ケアホーム）

あやべホーム、NPO日本カンボジア交流協会、有限責任

仲間法人さきがけ　◇特色／重い障害により、日常生活

を維持することが困難な方々に対し、人権と個性を尊重

して温かい支援を行います。

【HP】http://www.normanet.ne.jp/~megumi/

恵の園
［身体障害者授産施設］　［（福）恵の園］〒377-8567　渋

川市渋川4418　Tel.0279-22-1730 Fax.0279-23-8147　◇

JR渋川駅から車15分　◇創立／1968年　◇理事長／池

田 澄子、常務理事／山田 雅人　◇関連施設／障害者支

援施設「グレイスホーム」、障害者支援施設「あけぼのホ

ーム」、障害者支援施設「めぐみの里」、知的障害者通所

授産施設「めぐみ」、心身障害（児）者デイサービスセン

ター「あじさいの家」、認知症対応型共同生活介護（グル

ープホーム）「さつき」、知的障害者通所授産施設「シャ

ローム」、障害福祉サービス事業「マイーム」　◇特色／『自

らを愛するように隣人をも愛する』の理念に基づいて、

QOL（生活の輝き）の向上を支援しています。

【HP】http://www.normanet.ne.jp/~megumi/

【E-Mail】meguminosono@dan.wind.ne.jp

埼 玉 県

（特養） 川越キングス・ガーデン
［老人・介護］　［（福）キングス・ガーデン埼玉］〒350-

0812　川越市下小坂1130　Tel.049-232-5155 Fax.049-

232-5157　◇東武東上線川越駅からバス坂戸行「下小坂」

停、徒歩5分　◇創立／1991年　◇理事長／泉田 昭、施

設長／児島 康夫　◇関連施設／ケアハウス、介護支援、

訪問介護、通所介護　◇特色／神様に仕えるようにお年

寄りに仕えることが職員の基本姿勢です。施設内で毎日

礼拝が行われています。

【E-Mail】kings@mb.jnc.ne.jp

川本デイサービスセンターのぞみ館
［老人通所介護］　［(有)トータルライフケアセンター］〒

369-1108　深谷市田中2225　Tel.048-583-2272 Fax.048-

583-2070　◇秩父線武川駅　◇創立／2002年　◇施設

長／松沢 信広　◇関連施設／福祉スタジオ、居宅介護支
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◇関連施設／通所・入所、訪問看護ステーション、在宅

介護支援センター、グループホームぬくもりの里、グルー

プホーム柏合ぬくもりの里、川本デイサービスセンターの

ぞみ館、大谷デイサービスセンターのぞみ館、西島デイ

サービスセンターのぞみ館、グレイスコート深谷、グレイ

スコート別館、高齢者住宅福寿庵、福祉用具レンタルグ

レイス、深谷市配食事業、(福)望未会のぞみ保育園、居

宅介護支援事業所ふれあい、適合高齢者専用賃貸住宅ユ

ーオーディア壱番館　◇特色／何事でも、自分にしても

らいたいことは、ほかの人にもそのようにしなさい。これ

が職員のモットーです。

【HP】http://www.hanamizuki.or.jp

福音の園 川越
［グループホーム］　［(NPO)福音の園・埼玉］〒350-

0016　川越市木野目1878-1　Tel.049-230-1111 Fax.049-

230-1112　◇JR南古谷駅　◇創立／2004年　◇理事長

／鎌田 光昭

【HP】http://www.geocities.jp/gospelgarden/

福寿庵
［高齢者住居］　［(株)グレイスコート］〒366-0052　深谷

市上柴町西4-24-3　Tel.048-551-7117 Fax.048-551-

7118　◇JR深谷駅から徒歩15分　◇創立／2003年　◇

施設長／松澤 信広　◇関連施設／傘下施設：介護付住

宅ライトハウス、大谷デイサービスセンターのぞみ館、居

宅介護支援事業所ふれあい。関連施設：（老健）はなみず

き、川本デイサービスセンターのぞみ館、グループホー

ムぬくもりの里、グループホーム相合にくもりの里、西島

デイサービスセンターのぞみ館、福祉用具レンタルグレ

イスコート　◇特色／神に対して信仰、事に対して希望、

人に対して愛、これをモットーに聖書に基づいた施設運

営をしています。

(有)ミルトス
［ケアマネ事務所、デイサービス、ヘルパーステーション］

〒337-0017　さいたま市見沼区風渡野430-8　Tel.048-

682-0009 Fax.048-687-3700　◇東武線七里駅から徒歩1

分　◇創立／2003年　◇代表取締役／井上 典威、取締

役／井上 文月、取締役／松永 恵子　◇特色／キリスト

教信仰を第一にし、利用者には礼拝出席の機会を提供し

ています。

【HP】http://www.victorychurch.jp/

【E-Mail】myrtle@rio.odn.ne.jp

千 葉 県

きさらず小児発達センター「のぞみ牧場学園」
［のぞみ牧場学園］
［知的障害児通園施設］　［(福)のゆり会］〒292-0201　木

更津市真里谷2374-1　Tel.0438-53-5222 Fax.0438-53-

5223　◇JR馬来田駅　◇創立／2003年　◇理事長／津

田 望　◇特色／発達に問題を持つ0才から6才までの子供

達に心理士や言語療法士、作業療法士、音楽療法士など

の専門家による療育を行っている。

【HP】http://www.bokujougakuen.jp/

【E-Mail】nozomi@bokujougakuen.jp

神愛ホーム
［児童養護施設］　［（財）神愛ホーム］〒350-0452　入間

郡毛呂山町大谷木214-1　Tel.0492-94-0040 Fax.0492-95-

8433　◇JR毛呂駅から徒歩20分　◇創立／1958年　◇

理事長／市川 広美

（特養）草加キングス・ガーデン
［老人・介護］　［(福)キングス・ガーデン埼玉］〒340-

0032　草加市遊馬町185　Tel.048-929-0010 Fax.048-

929-0890　◇創立／1990年　◇特養施設長／山下 公一、

ケアハウス施設長／栗原 基　◇関連施設／施設事業：居

宅介護支援＝ショートステイ、デイサービス、ホームヘル

プ。地域包括支援センター＝ケアハウス。法人施設：（特養）

川越キングス･ガーデン、ケアハウス主の園、（特養）川口

キングス･ガーデン。　◇特色／「神に仕えるように高齢

者に仕える」を理念として事業を行っています。毎日、牧

師先生が来て礼拝しています。

ソレアード鴻巣
［グループホーム、複合介護施設］　［(株)ウェルフェアク

リエーション］〒365-0027　鴻巣市上谷141-1　Tel.048-

544-3010 Fax.048-544-3011　◇JR北本駅東口から3km　

◇代表取締役／伊藤 龍治

【HP】http://www.soleado.jp/

【E-Mail】info@soleado.jp

ソレアード幸手
［グループホーム］　［(株)ウェルフェアクリエーション］〒

340-0113　幸手市幸手3799-8　Tel.0480-40-3911 Fax. 

0480-40-3912　◇東武日光線幸手駅から徒歩15分　◇代

表取締役／伊藤 龍治

【HP】http://www.soleado.jp/

【E-Mail】info@soleado.jp

ソレアード新白岡
［グループホーム、複合介護施設］　［(株)ウェルフェアク

リエーション］〒349-0211　南埼玉郡白岡町野牛1228　

Tel.0480-90-5117 Fax.0480-90-5187　◇JR新白岡駅西口

から徒歩5分　◇代表取締役／伊藤 龍治

【HP】http://www.soleado.jp/

【E-Mail】info@soleado.jp

（福）同仁学院
［児童養護施設］〒350-1205　日高市原宿261　Tel.042-

989-1217 Fax.042-985-7207　◇JR高麗川駅　◇理事長

／関根 茂雄　◇関連施設／こども家庭支援センター「シ

ャローム」　◇特色／56人の子ども達が、8軒の家に職員

と一緒に生活をしています。

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~doujin/

ぬくもりの里
［グループホーム］　［(医社)優慈会］〒366-0221　深谷市

榛沢新田933-1　Tel.048-585-6277 Fax.048-585-6276　

◇痴呆性高齢者対象

（老健）はなみずき
［老人・介護］　［（医社）優慈会］〒366-0817　深谷市柏

合1041-1　Tel.048-551-1115 Fax.048-571-0553　◇JR深

谷駅　◇創立／1998年　◇理事長／佐々木 優至、施設

長／佐々木 優孝、事務長・牧師／松沢 信広　◇老健　



859
専門・特集ガイド編
医療福祉ガイド

教
育
ガ
イ
ド

医
療
・
福
祉

６ 

福
祉
施
設

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

各
種
団
体

世
界
宣
教

児童養護施設恩寵園
［児童養護施設］　［（福）恩寵園］〒274-0077　船橋市薬

円台4-6-2　Tel.047-466-4020 Fax.047-466-4047　◇新

京成習志野駅から徒歩5分　◇創立／1946年　◇園長／

鈴木 淑弘　◇関連施設／めぐみ保育園　◇特色／創立

の精神であるキリスト教的博愛主義を尊重し、園児一人

ひとりの自立を目指し、明るい園づくりを進めています。

【HP】http://www.onchoen.or.jp/top.html

【E-Mail】info@onchoen.or.jp

（特養）松丘園
［老人・介護］　［（福）九十九里ホーム］〒289-2147　匝

瑳市飯倉17-1　Tel.0479-73-2115 Fax.0479-73-3198　◇

JR板倉駅から徒歩3分　◇創立／1935年　◇施設長／江

波戸 美代　◇関連施設／九十九里ホーム病院。障害者支

援施設聖マーガレットホーム。九十九里ホーム（在宅介

護支援センター、居宅介護支援事業所、ヘルパーステー

ション）。（養護）瑞穂園。（特養）第二松丘園（デイサー

ビスセンター、居宅介護支援事業所、ヘルパーステーシ

ョン）。九十九里ホーム山田（デイサービスセンター、在

宅介護支援センター、居宅介護支援事業所）。（老健）ミ

スヘンテ記念センター、（特養）九十九里ホーム山田、（老

健）日向の里。デイサービスセンターケアサロン悠々。

セルプ・しんゆう
［指定障害者支援施設］　［（福）愛の友協会］〒299-4332　

長生郡長生村金田2133　Tel.0475-32-2587 Fax.0475-32-

1345［連絡先：（福）愛の友協会　〒299-4332　千葉県

長生郡長生村金田2133 Tel.0475-32-2587］　◇JR八積駅

から徒歩15分　◇創立／1970年　◇理事長／寺門 栄　

◇関連施設／モア・しょうえい、ユニット型特別養護老

人ホーム長生き邑、モルゲン研修センター、デイ銀のさ

じ（高齢者）　◇特色／身体に障がいを持たれた方が、入

所して、自立を図っていく施設です。

【HP】http://www.ainotomo.or.jp

【E-Mail】ainotomo@ainotomo.or.jp

大一介護サービス
［居宅介護支援］　［(株)大一ドライ］〒272-0832　市川市

曽谷5-15-8　Tel.047-375-7660　◇社長／渡部 仁

(特養)第2松丘園
［老人・介護］　［（福）九十九里ホーム］〒289-1727　山

武郡横芝光町宮川12103-1　Tel.0479-84-3969 Fax.0479-

84-3970　◇JR横芝駅から車10分　◇創立／1935年　◇

施設長／村越 善子　◇関連施設／九十九里ホーム病院、

身障者療養施設聖マーガレットホーム、（特養）松丘園、

九十九里ホーム在宅介護支援センター、九十九里ホーム

居宅介護支援事業所、九十九里ホームヘルパーステーシ

ョン、養護老人ホーム瑞穂園、第二松丘園デイサービス

センター、第二松丘園在宅介護支援センター、第二松丘

園居宅介護支援事務所、第二松丘園ヘルパーステーショ

ン、九十九里ホーム山田デイサービスセンター、九十九

里ホーム山田在宅介護支援センター、九十九里山田居宅

介護支援事務所、（老健）ミスヘンテ記念センター、（特養）

九十九里ホーム山田

たんぽぽセンター
［障がい者の地域活動支援］　［(福)ワーナーホーム］〒

277-0004　柏市柏下135-1　Tel.04-7160-1239 Fax.04-

君津福祉ネット
［中核地域生活支援センター、千葉県単独事業］　［（福）

ミッドナイトミッションのぞみ会］〒292-0831　木更津市

富士見1-2-1　Tel.0438-25-1151 Fax.0438-25-1153　◇創

立／2004年　◇理事長／木下 宣世　◇特色／健康福祉

千葉方式により新たな地域福祉像の実現を目指して様々

なご相談に応じる福祉の総合相談センターです。

九十九里ホームデイサービスセンター
［老人・介護］　［（福）九十九里ホーム］〒289-2147　匝

瑳市飯倉19-1　Tel.0479-73-2115 Fax.0479-73-3198　◇

JR飯倉駅から徒歩3分　◇創立／1935年　◇施設長／江

波戸 美代　◇老人デイサービスセンター、在宅支援　◇

関連施設／九十九里ホーム病院。障害者支援施設聖マー

ガレットホーム。（特養）松丘園。九十九里ホーム（在宅

介護支援センター、居宅介護支援事業所、ヘルパーステ

ーション）。（養護）瑞穂園。（特養）第二松丘園（デイサ

ービスセンター、居宅介護支援事業所、ヘルパーステー

ション）。九十九里ホーム山田（デイサービスセンター、

在宅介護支援センター、居宅介護支援事業所）。（老健）

ミスヘンテ記念センター、（特養）九十九里ホーム山田、（老

健）日向の里。デイサービスセンターケアサロン悠々。

グループホームみくに 松戸の園
［福祉介護］　［(株)みくに］〒271-0061　松戸市栄町西5-1

324　Tel&Fax.047-703-1260［連絡先：菊谷 利昭　〒

340-0815　埼玉県八潮市八潮3-18-4 Tel.048-995-8136］　

◇JR松戸駅からバス「日大病院入口」停、徒歩5分　◇創

立／2004年　◇代表取締役／菊谷 利昭、管理者／プー

チ 美子　◇特色／2005年10月に開設した認知症高齢者

グループホームです。愛と奉仕の精神でお世話させてい

ただいております。

【HP】http://mikunimatsudo.com/

【E-Mail】grouphome@mikunimatsudo.com

グレースホーム
［老人ホーム］　［（福）ミッドナイトミッションのぞみ会］

〒293-0021　富津市富津617-3　Tel.0439-87-8835　◇創

立／1999年　◇理事長／木下 宣世　◇特色／利用者が

地域の中で共同して自立した日常生活または社会生活を

営むことができるよう支援します。第1〜第4ホームあり。

工房マナ
［小規模福祉作業所］　［(NPO)めぐみの家］〒270-1318　

印西市小林1608-38　Tel&Fax.0476-97-4421　◇JR小林

駅から徒歩10分　◇創立／2005年　◇理事長／国分 美

知子、所長／萱場 慶治、アシスタント／石ヶ谷 康子　◇

関連施設／グループホーム「ベイトレイヘム」　◇特色／

知的ハンディを持つ方の仕事場。パウンドケーキ、クッキ

ー、パンの製造業です。通信販売も可。

子山ホーム
［福祉事業］　［（福）チルドレンス・パラダイス］〒298-

0003　いすみ市深堀685　Tel.0470-62-2325 Fax.0470-

62-8828　◇JR大原駅　◇創立／1949年　◇理事長／大

橋 信雄、施設長／森田 雄司　◇関連施設／児童養護施

設、乳児院、保育所（3ヶ所）　◇特色／汐の香りとオゾ

ンに満ちた海を見下ろす丘の上に建ち、エーネ・パウラ

ス先生の信仰を受け継いで暮らしています。

【E-Mail】koyama-h@dream.ocn.ne.jp
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ーム　◇特色／からだのご不自由や心の障害のため身の

回りのことに人の手助けが必要な方のための特別養護老

人ホームです。

【HP】http://www.nozominomon.or.jp/

【E-Mail】sionsou@nozominomon.or.jp

望みの門新生舎
［知的障害者通所授産施設］　［(福)ミッドナイト・ミッシ

ョンのぞみ会］〒293-0023　富津市川名1436　Tel.0439-

87-8826 Fax.0439-80-1124　◇JR青堀駅　◇創立／1999

年　◇理事長／木下 宣世　◇関連施設／望の門学園・

楽生園・紫苑荘・グレースホーム・東京望みの門　◇特

色／利用者が自立した日常生活または社会生活を営むこ

とができるよう、働く場を提供し必要な支援を行います。

望みの門デイサービスセンター
［通所介護事業］　［（福）ミッドナイトミッションのぞみ会］

〒293-0021　富津市富津617-3　Tel&Fax.0439-87-

9387　◇JR青堀駅　◇創立／2001年　◇理事長／木下 

宣世　◇関連施設／婦人保護施設、養護老人ホーム、特

養、老人ホーム、知的障害者通所、授産施設、宿泊所、

居宅介護支援事業、居宅訪問介護事業　◇特色／在宅で

暮らす要支援・要介護の認定を受けた方々へのリハビリ・

食事・入浴などのサービスを提供します。

望みの門ヨカデイサービスセンター
［地域活動支援センター］　［（福）ミッドナイトミッション

のぞみ会］〒293-0021　富津市富津617-14　Tel.0439-

87-9389　◇創立／2004年　◇理事長／木下 宣世　◇特

色／在宅で暮らす障害のある方に対して、日中活動の支

援を行います。地域活動支援センターⅡ型。

望みの門楽生園
［老人・養護］　［（福）ミッドナイトミッションのぞみ会］

〒293-0021　富津市富津577　Tel.0439-87-2808 Fax. 

0439-87-9380　◇JR青堀駅からバス｢銀行前｣停、徒歩10

分　◇創立／1969年　◇理事長／木下 宣世、施設長／

白鳥 正道　◇関連施設／望みの門学園（婦保）、望みの

門紫苑荘（特養）、望みの門新生舎（知的）、望みの門デ

イサービスセンター、望みの門ホームヘルプサービス、

在宅支援サービス、グループホーム（知的）、望みの門ヨ

カデイサービスセンター（知的）、君津中核地域支援セン

ター、望の門かずさの里（児童養護）、望みの門方舟乳児

園　◇特色／65歳以上の方で住居や生活にさまざまな事

情をお持ちの方に、安定した生活の場を提供します。

【HP】http://www.nozominomon.or.jp/

【E-Mail】nozominomon@galaxy.ocn.ne.jp

ベイトレヘイム
［ケアホーム］　［(NPO)めぐみの家］〒270-1318　印西市

小林1608-38　Tel&Fax.0476-97-3268　◇JR小林駅から

徒歩10分　◇創立／2004年　◇管理者／萱場 慶治、ア

シスタント／根本 みつ子、アシスタント／水野 健、アシ

スタント／松浦 久美子、アシスタント／菊地 恵美子、サ

ービス管理責任者／加倉井 規子　◇関連施設／小規模

福祉作業所「工房マナ」　◇特色／知的ハンディをもつ方

と共に暮らす家です。仲間たちの霊性に照らされて共に

歩みます。

7160-1238　◇常盤線北柏駅南口から徒歩10分　◇創立

／2006年　◇センター長／大久保 夏樹　◇関連施設／

社会福祉法人ワーナーホーム（本部、千葉県山武郡大網

白里町）、NPO法人ペイ・フォワード　◇特色／障害のあ

る人もない人も暮らしやすい地域づくりを目指し、地域活

動支援、相談支援事業を行っています。

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~tan_popo/

(NPO)田園生活館
［老人・介護］〒299-5211　勝浦市松野1084-1　Tel&

Fax.0470-77-1071　◇JR勝浦駅から車20分　◇代表／秋

山 博之　◇グループホーム　◇特色／ケア付き高齢者住

宅。天然温泉あり。

【HP】http://www.bii.ne.jp/~denen/

【E-Mail】denen@mail.bii.ne.jp

望みの門介護予防センター
［老人介護］　［（福）ミッドナイトミッションのぞみ会］〒

293-0021　富津市富津617-14　Tel.0439-87-5077 Fax. 

0439-87-1978　◇創立／2009年　◇理事長／木下 宣世　  

◇関連施設／望みの門福祉学校、東京望みの門、マナの家、

望みの門軽井沢の家　◇特色／介護予防・健康増進を目

指し支援します。富津市委託事業。

望みの門学園
［婦人保護施設］　［（福）ミッドナイトミッションのぞみ会］

〒293-0021　富津市富津617-14　Tel.0439-87-5044 

Fax.0439-87-5706　◇JR青堀駅　◇創立／1962年　◇

理事長／木下 宣世、施設長／吉田 和子、副施設長／坂

井 順子　◇特色／保護を必要とする女性が社会に復帰す

るために必要な支援を受けながら、安定した生活を送る

ための施設です。

望みの門かずさの里
［児童養護施設］　［（福）ミッドナイトミッションのぞみ会］

〒299-1607　富津市湊850　Tel.0439-67-0005 Fax.0439-

67-0099　◇創立／2006年　◇理事長／木下 宣世　◇特

色／親の離婚・疾病・養育放棄・虐待などで傷ついた心

を癒し、子ども一人ひとりが安心して暮らす生活の場です。

望みの門在宅サービス・ホームヘルプサービス
［老人介護］　［（福）ミッドナイトミッションのぞみ会］〒

293-0021　 富 津 市 富 津617-3　Tel.0439-80-3741 

Fax.0439-87-9388　◇創立／2000年　◇理事長／木下 

宣世　◇特色／居宅生活を援助するため訪問介護員を自

宅に派遣し、食事その他の介護や生活全般にわたる援助

を行います。

（特養）望みの門紫苑荘
［老人介護］　［（福）ミッドナイトミッションのぞみ会］〒

293-0021　富津市富津617-14　Tel.0439-87-5077 Fax. 

0439-87-1978　◇JR青堀駅からバス「銀行前」停、徒歩

10分　◇創立／1980年　◇理事長／木下 宣世、施設長

／簾 昭博　◇関連施設／婦人保護施設、養護老人ホーム、

知的障害者通所授産施設、宿泊所婦人ホーム、介護支援

事業、短期入所事業、訪問介護事業、通所介護事業、知

的障害者グループホーム、望みの門学園、望みの門楽生園、

望みの門新生舎、東京望みの門、望みの門在宅センター、

望みの門ショートステイサービス、望みの門ホームヘルプ

サービス、望みの門デイサービスセンター、グレースホ
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ハイツ白里、パンプキンハウス、ワークショップしらさと（大

網白里町）、 たんぽぽセンター（柏市）　◇特色／精神障

害者に生活の場（住い、仕事、憩いの場）を提供し、地

域生活を支援。「信・望・愛」を基本姿勢とする。

【HP】http://www.wanahome.or.jp/

東 京 都

愛成学園
［知的障害者厚生施設］　［（福）愛成会］〒164-0001　中

野区中野5-26-18　Tel.03-3387-0082 Fax.03-3387-0820　

◇JR中野駅から徒歩6分　◇創立／1958年　◇理事長／

堀江まゆみ、施設長／片山 泰伸　◇入所施設

愛隣会あゆみ園
［知的障害者援護施設］　［（福）愛隣会］〒153-0044　目

黒区大橋2-19-1　Tel.03-3466-0812 Fax.03-3466-0881　

◇京王井の頭線駒場東大前駅から徒歩7分　◇創立／

1990年　◇理事長／守永 誠治、施設長／菊地 とき子　

◇関連施設／知的障害者通所　◇特色／社会資源を利用

し、旅行や行事に参加することにより、楽しく快適な生活

を送れるように支援しています。

秋津療育園
［重症心身障害児施設］　［(福)秋津療育園］〒189-0002　

東村山市青葉町3-31-1　Tel.042-391-1377 Fax.042-392-

5422

綾瀬共同作業所
［精神障害者社会復帰施設］　［(NPO)レスポワール］〒

120-0004　足立区東綾瀬1-23-5 雅マンション101　Tel& 

Fax.03-5682-9988　◇地下鉄綾瀬駅から徒歩7分　◇創

立／1994年　◇理事長／高村 燿次、副理事長／早川 道

夫、理事／平山 正実　◇関連施設／北千住旭クリニック、

グループホーム仲

いきがいデイサービスセンターよりあい［い
きいき倶楽部よりあい］

［高齢者交流支援］　［(NPO)あいファーム］〒206-0025　

多摩市永山3-12 西永山複合施設1F　Tel&Fax.042- 

311-2878［連絡先：(NPO)あいファーム　〒206-0024　東

京都多摩市諏訪2-2-14-303 Tel.042-338-9670］　◇多摩市

ミニバス「瓜生」（瓜生小学校）停から徒歩3分　◇理事

長／高橋 和彦　◇関連施設／いきがいデイサービスセン

ターみのり　◇特色／多摩市の委託を受け(NPO)あいファ

ームが運営しています。

【HP】http://www.yoriai.org/

【E-Mail】office@yoriai.org

いきがいデイサービスセンターみのり
［高齢者交流支援］　［(NPO)あいファーム］〒206-0024　

多摩市諏訪5-1　Tel&Fax.042-310-1519［連絡先：(NPO)

あいファーム　〒206-0024　東京都多摩市諏訪2-2-14-

303 Tel.042-338-9670］　◇多摩市ミニバス「中諏訪」停

すぐ　◇責任者／高橋 和彦　◇関連施設／いきがいデイ

サービスセンターよりあい　◇特色／多摩市の委託を受

け(NPO)あいファームが運営しています。

【E-Mail】minori-suwa@ap.wakwak.com

マザアス南柏
［介護付有料老人ホーム］〒270-0143　流山市向小金

3-147-2　Tel&Fax.04-7176-8711　◇JR南柏駅から徒歩

15分　◇創立／1993年　◇安中 博史

【HP】http://www.motherth.com/motherth/hajime_1.html

松戸ニッセイ エデンの園
［老人･介護］　［(財)ニッセイ聖隷健康福祉財団］〒270-

2222　松戸市高塚新田123-1　Tel.047-330-8270 Fax. 

047-330-8271　◇介護付有料老人ホーム（終身利用権方

式）

ミス・ヘンテ記念ケアセンター
［老人・介護］　［（福）九十九里ホーム］〒289-2147　匝

瑳市飯倉20　Tel.0479-73-2115 Fax.0479-73-3198　◇JR

飯倉駅から徒歩3分　◇創立／1935年　◇所長／金 清

次　◇老健施設　◇関連施設／九十九里ホーム病院。障

害者支援施設聖マーガレットホーム。（特養）松丘園。九

十九里ホーム（在宅介護支援センター、居宅介護支援事

業所、ヘルパーステーション）。（養護）瑞穂園。（特養）

第二松丘園（デイサービスセンター、居宅介護支援事業所、

ヘルパーステーション）。九十九里ホーム山田（デイサー

ビスセンター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事

業所、ヘルパーステーション）。（特養）九十九里ホーム

山田。（老健）日向の里。デイサービスセンターケアサロ

ン悠々。

【HP】http://www.99-home.com

（養護）瑞穂園
［老人・介護］　［（福）九十九里ホーム］〒289-2142　匝

瑳市八日市場ニ81-3　Tel.0479-73-4333 Fax.0479-73-

7266　◇園長／大坂 久志

モア・しょうえい
［指定障害者支援施設］　［（福）愛の友協会］〒299-

4332　長生郡長生村金田2133　Tel.0475-32-2587 Fax. 

0475-32-1345［連絡先：（福）愛の友協会　〒299-4332　

千葉県長生郡長生村金田2133 Tel.0475-32-2587］　◇JR

八積駅から徒歩15分　◇創立／1976年　◇理事長／寺門 

栄　◇関連施設／セルプ・しんゆう、ユニット型特別養

護老人ホーム長生き邑、モルゲン研修センター、デイ銀

のさじ（高齢者）　◇特色／重度の障がいを持たれた方が

通所または入所して、必要な生活サービスを利用する施

設です。

【HP】http://www.ainotomo.or.jp

【E-Mail】ainotomo@ainotomo.or.jp

八幡学園
［知的障害児施設］　［(福)春濤会］〒272-0816　市川市本

北方3-13-11　Tel.047-338-3763 Fax.047-338-2146　◇

JR下総中山駅からバス「若宮入口」停、徒歩1分　◇創立

／1928年　◇施設長／久保寺 玲　◇特色／『踏むな、

育てよ、水そそげ』の創設者遺訓の下、歩んできました。

戦前から続く古参の知的障害児施設です。

ワーナーホームホレブ寮
［精神障害者社会復帰施設］　［（福）ワーナーホーム］〒

299-3211　山武郡大網白里町細草3215　Tel.0475-77-

2100 Fax.0475-77-2199　◇JR大網駅から車15分　◇創

立／1986年　◇理事長／寺田 一郎　◇関連施設／ノバ
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グループホーム 仲
［グループホーム］　［グループホーム仲運営委員会］〒

120-0036　足立区千住仲町12-3-201　Tel&Fax.03-5244- 

0233［連絡先：北千住旭クリニック　〒120-0026　東京

都足立区千住旭町31-5 Tel.03-3879-4565］　◇JR北千住

駅から徒歩10分　◇創立／1998年　◇運営委員長／出口 

輝彦、顧問医／平山 正実　◇自立支援　◇関連施設／北

千住旭クリニック　◇特色／心病む人々の生活支援のた

めのグループホームです。男性のみ。

グループホーム ノア
［グループホーム］　［北千住旭クリニック］〒120-0026　

足立区千住旭町31-5　Tel.03-3879-4565 Fax.03-3879-

9249　◇JR北千住駅から徒歩4分　◇創立／1995年　◇

所長／平山 正実　◇精神科・心療内科・内科　◇関連施

設／グループホーム「仲」　綾瀬共同作業所　聖書と精神

医療研究会　赤阪ベテスダの会　◇特色／心病める人々

に対してキリスト教精神に基づき身体的・社会的・心理

的スピリチュアルな包括的治療をめざします。

【HP】http://www15.plala.or.jp/asahi-c/

(NPO)コイノニア
［知的精神障害者社会復帰施設］　［就労支援事業所コイ

ノニア］〒203-0033　東久留米市滝山5-1-16　Tel.042-

470-9009 Fax.042-474-3815　◇西武池袋線東久留米駅

西口からバス「滝山5丁目」停、徒歩2分　◇創立／1998

年　◇理事長／井口 信治、所長／佐原 眞、職員／佐原 

誠一、職員／中村 睦子、職員 事務局／岡本 昌三　◇特

色／パン・洋菓子の製造と販売を作業の中心にした就労

支援施設です。

【HP】http://h-kurume.shop-info.com/koinonia/

【E-Mail】koinonia@jcom.home.ne.jp

子供の家
［児童養護施設］　［（福）子供の家］〒204-0022　清瀬市

松山3-12-28　Tel.042-491-4876

（特養）駒場苑
［老人・介護］　［（福）愛隣会］〒153-0044　目黒区大橋

2-19-1　Tel.03-3485-9823 Fax.03-3485-9825　◇関連施

設／在宅介護支援センター

さくら橋コミュニティセンター
［学童健全育成事業］　［（福）雲柱社］〒131-0033　墨田

区向島2-3-8　Tel.03-3623-2181 Fax.03-3623-2182　◇都

営浅草線本所吾妻橋駅から徒歩7分　◇創立／1986年　

◇理事長／服部 栄、館長／小暮 緑　◇児童会館、学童

クラブ

(NPO)山谷マック［山谷マック］
［アルコール依存症者からの回復施設］〒111-0031　台東

区千束3-11-2　Tel&Fax.03-3871-3505　◇日比谷線入谷

駅から徒歩10分　◇創立／1983年　◇施設長／市野 裕

一　◇関連施設／JCCA（日本カトリック依存症者のため

の委員会）、みのわマックなど全国のマック、および東京

ダルク等の全国のダルク　◇特色／主として住所不定の

アルコール依存症者の仲間の回復援助を行なっています。

【E-Mail】sanya-mac@rio.odn.ne.jp

家族ウェルビーイング研究所スズランハウス
［精神保健（臨床・相談）］〒192-0061　八王子市平岡町

10-20　Tel.042-628-3222 Fax.042-628-3445　◇創立／

1986年　◇井口 貴志　◇関連施設／カルメル会幼きイエ

スズの聖テレジア霊性センター　◇特色／精神保健上の

課題を持つ人や家族に精神医学的、社会的及びそれらを

超えた分野からの総合的アプローチをする。

喫茶　レスポワール
［福祉事業］　［(NPO)レスポワール］〒120-0005　足立区

綾瀬5-15-12　Tel&Fax.03-5682-9988　◇千代田線綾瀬

駅から徒歩8分　◇創立／1995年　◇理事長／高村 燿

次　◇喫茶店、ケーキ作り、ポットマット作り　◇関連施

設／北千住旭クリニック、グループホーム仲　◇特色／

心に病を抱える人が社会生活に適応できるように、作業

を通して生活訓練を行なう。

救世軍機恵子寮
［児童養護施設］　［（福）救世軍社会事業団］〒145-

0064　大田区上池台4-12-10　Tel.03-3729-0357 Fax.03-

5754-5071　◇東急池上線長原駅　◇創立／1933年　◇

理事長／吉田 眞、施設長／大坂 太一

（特養）救世軍恵泉ホーム
［老人・介護］　［（福）救世軍社会事業団］〒204-0023　

清瀬市竹丘1-17-61　Tel.042-493-5161 Fax.042-493-

8981　◇創立／1977年

【HP】http://info.ekaigo.biz/200toky/215kiyo/12262230.html

救世軍世光寮
［児童養護施設］　［（福）救世軍社会事業団］〒166-

0012　杉並区和田2-21-1　Tel.03-3381-0545 Fax.03-

3381-0710　◇地下鉄丸の内線中野富士見町駅から徒歩

10分　◇創立／1935年　◇理事長／吉田 眞、施設長／

鷺谷 栄光　◇特色／心身ともに健康で、心温かい子ども

の支援に心がけています。

救世軍男子社会奉仕センター
［アルコール依存症更生施設］　［（宗）救世軍］〒166-

0012　杉並区和田2-21-2　Tel.03-5860-2990 Fax.03-

5860-2991　◇地下鉄丸の内線中野富士見町駅から徒歩

15分　◇創立／1969年　◇施設長／眞鍋 精一　◇アル

コール依存症回復自立支援救護施設　◇特色／アルコー

ル依存症回復自立支援施設として、毎週土曜日バザー（リ

サイクルショップ）を開いています。

【HP】http://familystore.salvationarmy.or.jp/

暁星学園（グループホーム）
［児童養護施設］〒121-0064　足立区保木間2-18-15　

Tel.03-3884-3445　◇女子のための高齢児童養護施設の

グループホーム。

クリスマス・ヴィレッジ
［児童養護］　［（福）友興会］〒123-0845　足立区西新井

本町4-13-16　Tel&Fax.03-3890-5291 Fax.03-3890-

5293　◇東武大師線大師前駅から徒歩15分　◇創立／

1965年　◇理事長／根本 通、施設長／西岡 一行　◇関

連施設／入所　◇特色／医療と食育と処遇を心がけて取

り組んでいる。

【E-Mail】xmas1@alto.ocn.ne.jp
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セカンド・ハーベスト・ジャパン［2HJ］
［運動体、生活困窮者支援］〒111-0053　台東区浅草橋

4-5-1 水田ビル　Tel.03-3838-3827 Fax.03-3863-4760　

◇JR秋葉原駅から徒歩8分　◇創立／2000年　◇理事長

／マクジルトン，チャールズ、副局長／阿蘇 敏文、事務

局長／和田 裕介、理事／秋元 健二　◇特色／社会全体

の改善を目的とし生活困窮者、災害の被害者、移住労働

者などに、食事の提供及び生活支援を行っています。

【HP】http://www.secondharvestjapan.org/

【E-Mail】info@2hj.org

(特養)第二清風園
［老人・介護］　［（福）賛育会］〒195-0073　町田市薬師

台3-270-1　Tel.042-736-6906 Fax.042-736-6903

【HP】http://www.san-ikukai.or.jp/machida/seifu2/

【E-Mail】hanyu@san-ikukai.or.jp

（福）滝乃川学園
［福祉施設・知的障害児施設］　［（福）滝乃川学園］〒

186-0011　国立市谷保6312　Tel.042-577-0035 Fax.042-

577-0036　◇JR矢川駅から徒歩8分　◇創立／1891年　

◇理事長／横倉 正義　◇関連施設／共同生活介護・援助、

グループホーム17箇所　◇特色／知的障害者更生施設、

知的障害児施設、地域生活支援センター（居宅介護、生

活支援、短期入所・通所）

【HP】http://takinogawagakuen.cocolog-nifty.com/

【E-Mail】takinogawa-jidoubu@io.ocn.ne.jp

（一般社団）ティーンチャレンジ・インターナ
ショナル・ジャパン［ティーンチャレンジ］

［依存症更生施設］〒193-8799　八王子市散田町5-27-7　

Tel&Fax.042-668-3306　◇JR高尾駅から徒歩15分　◇

創立／2005年　◇エグゼクティブ・ディレクター／木崎 

智之、プログラム・ディレクター／山城 テモテ　◇特色

／お酒、薬物、パチンコ等の依存症から聖書で解放され

る全寮制プログラム。摂食障害や自傷行為のケアも。

【HP】http://www.teenchallengejapan.com/

【E-Mail】info@teenchallengejapan.com

(福)東京育成園
［児童福祉・児童養護］〒154-0011　世田谷区上馬4-12-

3　Tel.03-3421-0041 Fax.03-3421-2131　◇東急田園都

市線駒沢大学駅から徒歩7分　◇創立／1899年　◇理事

長／四竈 揚、統括園長／千葉 茂明、園長／渡辺 俊彦　

◇特色／創設以来キリスト教主義により、家庭に恵まれ

ない子どものために、児童中心主義を貫いて活動してお

ります。

【HP】http://www.to-iku.or.jp

【E-Mail】yougo@to-iku.or.jp

東京ダルク［ダルクホーム］
［薬物依存症者社会復帰施設］　［東京ダルク］〒116-

0014　荒川区東日暮里3-10-6　Tel.03-3807-9978 Fax.03-

3803-0509［連絡先：セカンド チャンス　〒110-0003　

東京都台東区根岸3-18-16 Tel.03-3875-8808］　◇JR日暮

里駅からバス「下根岸」停、徒歩1分　◇創立／1985

年　◇代表理事／森野 嘉郎、ダルクホーム施設長／幸田 

実、セカンドチャンス施設長／森田 邦雅　◇宿泊、通

所　◇関連施設／ダルク・セカンドチャンス　◇特色／

薬物依存症からの回復をサポートする民間施設です。詳

（特養）シャローム東久留米
［老人・介護］　［（福）三育ライフ］〒203-0023　東久留

米市南沢5-18-36　Tel.042-467-1561 Fax.042-467-3040　

◇西武線田無駅からバス「グランド前」停、徒歩2分　◇

創立／1993年　◇理事長／東海林 正樹、施設長／上田 

健、チャプレン／大平 耕司　◇特別養護老人ホーム、シ

ョートスティ（短期入所生活介護）、通所生活介護、訪問

リハビリテーション、グループホーム、訪問介護、在宅介

護支援センター、居宅介護支援事業所　◇関連施設／シ

ャローム南沢、シャローム横浜、シャローム横須賀、シャ

ローム千葉若葉、三育学院短期大学、東京三育小学校、

横浜三育小学校、北浦三育中学校、三育フーヅ、東京衛

生病院、神戸アドベンチスト病院、沖縄アドベンチスト・

メディカルセンター等　◇特色／バイブルアワー、心の

糧の時間や音楽療法もあり、ターミナルケアにも前向きに

取り組みます。

【E-Mail】ueda@shalom.or.jp

エマウスの家
［生活共同体］　［（福）暁光会］〒177-0052　練馬区関町

東1-8-10　Tel.03-3920-9118　◇廃品回収事業

上水保育園
［福祉事業］　［（福）東京家庭学校］〒168-0072　杉並区

高井戸東2-3-4　Tel.03-3333-8626 Fax.03-3333-2801　◇

井の頭線高井戸駅から徒歩8分　◇創立／1899年　◇理

事長／小崎 忠雄、園長／今井 譲　◇知的障害者・身体

障害者・児童養護・保育園　◇関連施設／通所　◇特色

／心身ともに健やかに育成され、必要な福祉サービスを

基督教精神をもって保護育成する事を主義として事業を

行う。

【HP】http://www.josui.net/

自立援助ホーム 新宿寮
［自立援助ホーム］　［(福)青少年福祉センター］〒161-

0032　新宿区中落合1-6-22　Tel.03-3951-9650 Fax.03-

3951-9657　◇西武新宿線下落合駅から徒歩5分　◇創立

／1958年　◇理事長／児玉 惟継、寮長／松本 耕造　◇

関連施設／社会福祉法人　清友会　暁星学園　清周寮　

おうぎ寮　◇特色／働き自立を目指す青少年を応援して

います。

【HP】http://www.wfc.or.jp/

すぎな愛育園
［知的障害児通園施設］　［(福)武蔵野会］〒193-0931　八

王子市台町2-7-22　Tel.042-625-8007　◇施設長／中島 

通子

【HP】http://www.musashinokai.jp/

【E-Mail】msugina@sepia.ocn.ne.jp

（特養）清風園
［老人・介護］　［（福）賛育会］〒195-0072　町田市金井

7-17-13　Tel.042-735-3000 Fax.042-734-8933　◇関連施

設／特養、在宅介護支援センター

(軽費)清林ハイツ
［老人･介護］　［（福）賛育会］〒195-0072　町田市金井7-

17-20　Tel&Fax.042-734-2823　◇軽費老人ホームＢ型
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のぞみの家
［児童養護施設］　［（福）のぞみの家］〒180-0023　武蔵

野市境南町5-6-21　Tel.0422-31-2224 Fax.0422-31-2166

白寿荘
［老人・生活支援］　［（福）愛隣会］〒153-8516　目黒区

大橋2-19-1　Tel.03-3466-0267 Fax.03-3466-6258　◇京

王井の頭線駒場東大前徒歩5分　◇創立／1954年　◇理

事長／守永 誠治、常務理事・施設長／小田切 弘光　◇

養護老人ホーム　◇関連施設／知的障害者更生施設、児

童養護施設、保育園、母子生活支援施設、特別養護老人

ホーム、学童保育クラブ　◇特色／明るく、暖かいより

快適な生活をして頂くための自立支援のホームです。毎

週水曜日の朝は聖書の学びをしています。

【E-Mail】hakujyu@gol.com

バット博士記念ホーム
［児童養護施設］　［（福）基督教児童福祉会］〒194-

0202　町田市下小山田町2745-1　Tel.042-797-1371 Fax. 

042-797-5531　◇JR町田駅からバス「山の端」停　◇創

立／1957年　◇理事長／深町 正信、施設長／宮本 和

武　◇関連施設／子どもショートステイの家　マルガリ

ータ　◇特色／キリスト教主義により家庭的な養護を行

なう児童養護施設です。

氷川荘
［母子生活支援施設］　［（福）愛隣会］〒153-0044　目黒

区大橋2-19-38　Tel.03-3466-0864 Fax.03-3466-9906

ブース記念老人保健施設グレイス
［老人・介護］　［（福）救世軍社会事業団］〒166-0012　

杉並区和田1-40-15　Tel.03-3380-1248 Fax.03-3380-

1206　◇丸の内線中野富士見町駅から徒歩10分　◇創立

／1995年　◇理事長／吉田 眞、施設長／鈴木 雅子　◇

老人保険健康施設

【HP】http://grace.salvationarmy.or.jp

深田記念館
［老人・介護］　［(宗)日本基督教団国分寺教会］〒185-

0012　国分寺市本町1-6-2　Tel.042-322-2207 Fax.042-

326-3785　◇JR国分寺駅北口から徒歩7分　◇創立／

1992年　◇牧師／定家 修身、運営委員長／橋本 清　◇

デイホーム　◇特色／利用者のお幸せとご家族の安心。

【HP】http://www.church.jp/kokubunji/

【E-Mail】kokubunj@juno.ocn.ne.jp

ふくいん在宅介護支援センター
［老人・介護］　［（福）福音会］〒195-0063　町田市野津

田町1932　Tel.042-734-1141 Fax.042-734-1142

（特養）福音の家
［老人・介護］　［（福）福音会］〒195-0063　町田市野津

田町1932　Tel.042-734-0631 Fax.042-734-0638　◇小田

急町田駅からバス「並木」停、徒歩8分　◇創立／1983

年　◇理事長／櫻田 陽三、施設長／大久保 秀明　◇関

連施設／特養、軽費、介護支援

【HP】http://www.fukuinkai.or.jp/

【E-Mail】ie@fukuinkai.or.jp

しくは電話でお問合せください。

【HP】http://tokyo-darc.org/

東京点字出版所
［点字図書給付事業対象出版施設］　［（福）東京点字出版

所］〒181-0013　三鷹市下連雀3-32-10　Tel.0422-48-

2221　◇理事長／肥後 信之　◇特色／『新共同約聖書』

点字版（全40巻）

【HP】http://www.toten.or.jp/

【E-Mail】info@toten.or.jp

東京都板橋福祉工場
［身体障害者福祉工場］　［（福）日本キリスト教奉仕団］

〒175-0082　板橋区高島平9-42-1　Tel.03-3935-2601 

Fax.03-3935-2688　◇都営三田線西台駅から徒歩10分　

◇創立／1974年　◇理事長／禿 準一、所長／西村 誠

剛　◇マイクロフィルム作成全般、デジタル入力・編集・

加工処　◇特色／身体障害者の「社会的自立の為の働く

場」として、マイクロフィルム・複写・データー入力編集

を行なっています。

【HP】http://www.jcws.or.jp/

【E-Mail】itafuku@jcws.or.jp

（養護）東京老人ホーム
［老人・介護］　［（福）東京老人ホーム］〒202-0022　西

東京市柳沢4-1-3　Tel.042-461-2230 Fax.042-461-2280　

◇西武新宿線西武柳沢駅から徒歩8分　◇創立／1923

年　◇老健　◇関連施設／（特養）めぐみ園、（軽費）東

京老人ホーム泉寮、めぐみ園ホームヘルプサービス

【HP】http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/

【E-Mail】office@tokyo-rojin-home.or.jp

（軽費）東京老人ホーム泉寮
［老人・介護］　［（福）東京老人ホーム］〒202-0022　西

東京市柳沢4-1-3　Tel.042-461-2230 Fax.042-461-2280　

◇西武新宿線西武柳沢駅から徒歩10分　◇創立／1923

年　◇老健　◇関連施設／（特養）めぐみ園、（養護）東

京老人ホーム、めぐみ園ホームヘルプサービス

【HP】http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/

にじのいえ信愛荘
［教団隠退教職ホーム］　［（宗）日本基督教団］〒198-

0052　青梅市長淵2-687-2　Tel.0428-22-2283 Fax.0428-

22-2317　◇JR青梅駅　◇創立／1959年　◇荘長／横山 

幸夫　◇通所、入所

（特養） 練馬キングス・ガーデン
［老人福祉］　［（福）キングス・ガーデン東京］〒179-

0085　練馬区早宮2-10-22　Tel.03-5399-2201 Fax.03-

5399-5220　◇有楽町線平和台駅から徒歩4分　◇創立／

1996年　◇理事長／泉田 昭、施設長／中島 真樹　◇関

連施設／（特養）筑波キングスガーデン、（軽費）筑波キ

ングスガーデン、（特養）川越キングスガーデン、ケアハ

ウス主の園、（特養）草加キングス・ガーデン、ケアハウ

ス草加キングスガーデン、（特養）川口キングス・ガーデ

ン　◇特色／高齢者の尊厳を大切にした援助により、「夕

暮れ時に光がある」生活を過していただけるホームを目

指します。

【HP】http://www.n-kings.or.jp/

【E-Mail】webmaster@n-kings.or.jp
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目黒若葉寮
［児童養護施設］　［（福）愛隣会］〒153-0044　目黒区大

橋2-19-1　Tel.03-3466-0261 Fax.03-3468-5052　◇京王

井の頭線駒場東大前駅から徒歩6分　◇創立／1947年　

◇理事長／守永 誠治、施設長／須藤 春夫　◇児童養護・

子どもショートスティ事業　◇関連施設／地域小規模施

設（グループホーム）　◇特色／児童福祉法に基づき2歳

から18歳までの虐待等養護を要する児童を入所させ養護

しその自立を支援しています。

（株）メルヘン
［障害者雇用事業］〒203-0033　東久留米市滝山5-1-16　

Tel.042-474-3573 Fax.042-474-3815　◇西武池袋線東久

留米駅西口からバス「滝山5丁目」停、徒歩2分　◇代表

取締役／佐原 誠一　◇関連施設／NPOコイノニア

【HP】http://h-kurume.shop-info.com/koinonia/

【E-Mail】koinonia@jcom.home.ne.jp

よみがえり館　作業所
［福祉作業所］〒111-0025　台東区東浅草2-28-6 聖川基

督福音教会内　Tel&Fax.03-3875-8109　◇所長／森本 

春子

神 奈 川 県

アガペ壱番館
［身体障害者療護施設］　［（福）日本キリスト教奉仕団］

〒228-0002　座間市小松原2-10-14　Tel.046-254-7111 

Fax.046-255-2915　◇小田急線南林間駅から車8分　◇

創立／1999年

アガペーの泉
［認知症対応グループホーム］　［(株)漆間建設］〒252-

0211　相模原市中央区宮下本町3-1-20　Tel.042-855-

8963 Fax.042-770-0789　◇JR相模原駅からバス「矢掛台」

停、徒歩2分　◇創立／2004年　◇代表／漆間 一英、管

理者／深澤 江い子　◇特色／アガペーの泉は、イエス･

キリストの愛に従い、今のあなたを大切にして、必要なこ

とをさせていただきます。

【E-Mail】kamihaainari-agape-@wave.plala.or.jp

油壺エデンの園
［介護付有料老人ホーム］　［（福）聖隷福祉事業団］〒

238-0293　三浦市三崎町諸磯1500　Tel.046-881-2150 

Fax.046-881-0863　◇京浜急行三崎口駅からバス「シー

ボン3入口前」停、徒歩15分　◇創立／1930年　◇理事

長／山本 敏博

【HP】http://www.seirei.or.jp/eden/

綾瀬ホーム
［知的障害者更正施設］　［（福）聖音会］〒252-1124　綾

瀬市吉岡2337　Tel.0467-77-6611 Fax.0467-77-6612　◇

園長／佐竹 敬

(NPO)五つのパン
［障害福祉サービス事業（居宅介護、就労支援、地域活

動支援）、出版業］〒224-0041　横浜市都筑区仲町台

1-24-17 フォートレスニイヤ1F　Tel.045-508-9690 

Fax.045-508-9691　◇地下鉄仲町台駅から徒歩8分　◇

認定特定非営利活動法人ぶどうのいえ［ぶど
うのいえ］

［福祉事業］〒113-0032　文京区弥生1-3-12　Tel.03-

3818-3362 Fax.03-3818-3392　◇地下鉄南北線東大前駅

から徒歩5分　◇創立／1995年　◇理事長／堀内 昭　◇

滞在施設の運営　◇関連施設／(NPO)ファミリーハウス、

守口ぶどうのいえ　◇特色／地方から上京して入院する

難病児の家族に「もうひとつの我が家」として利用しても

らえるよう努めています。

【HP】http://www6.speednet.ne.jp/~truevine

（特養）ベタニアホーム
［老人・介護］　［(福)ベタニアホーム］〒165-0022　中野

区江古田3-15-2　Tel.03-3387-3388 Fax.03-3387-3400

（軽費）町田愛信園
［老人・介護］　［（福）福音会］〒195-0063　町田市野津

田町1932　Tel.042-734-0631 Fax.042-734-1330　◇小田

急線町田駅からバス「並木」停、徒歩10分　◇創立／

1983年　◇施設長／田中 紀子　◇軽費老人ホームＡ

型　◇関連施設／指定介護老人福祉施設「福音の家」、

通所介護事業所「まちだケアセンター」、居宅介護支援事

業所「ふくいん在宅介護支援センター」、訪問介護事業所

「福音ヘルパーステーション」他。　◇特色／介護の必要

のない高齢者施設で、50床うち3部屋が二人部屋です。職

員が日常生活の相談・支援をします。

【HP】http://www.fukuinkai.or.jp/

【E-Mail】service@fukuinkai.or.jp

(在宅)まちだケアセンター
［老人・介護］　［（福）福音会］〒195-0063　町田市野津

田町1932　Tel.042-734-8935 Fax.042-734-8939　◇JR小

田急町田駅からバス｢並木｣停、徒歩8分　◇理事長／定家 

修身、所長／鶴田 尚子　◇デイサービスセンター

【HP】http://www.fukuinkai.or.jp/

（特養）みぎわホーム
［老人・介護］　［（福）南町田ちいろば会］〒194-0004　

町田市鶴間329　Tel.042-796-1521 Fax.042-796-1522　

◇田園都市線南町田駅から徒歩15分　◇創立／1982年　

◇理事長／中濱 信生、施設長／竹内 享子　◇関連施設

／特養、デイサービスセンター、ショートステイ、訪問介

護事業所、居宅介護支援事業所、地域包括支援センタ

ー　◇特色／「永遠かつ無償の愛に基づく奉仕の業」の

理念のもと、法人が行う事業をおこなっています。

【HP】http://home.catv.ne.jp/rr/migiwa/

（特養）めぐみ園
［老人・介護］　［（福）東京老人ホーム］〒202-0022　西

東京市柳沢4-1-3　Tel.042-461-2230 Fax.042-461-2280　

◇JR三鷹駅から車10分　◇創立／1990年　◇理事長／

内海 望、施設長／蓮見 進　◇関連施設／（養護）東京

老人ホーム、（軽費）東京老人ホーム泉寮　◇特色／個室

で良いサービスを提供するよう心がけています。

【HP】http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/

目黒恵風寮
［知的障害者更正施設］　［（福）愛隣会］〒153-0044　目

黒区大橋2-19-1　Tel.03-3466-0268 Fax.03-3466-0407
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ケアセンター南下浦羊の家
［介護支援、通所介護］　［（福）三崎二葉会］〒238-

0101　三浦市南下浦町上宮田3195-1　Tel.046-888-6126 

Fax.046-888-9012　◇京浜急行久里浜線三浦海岸駅から

徒歩6分　◇創立／1995年　◇施設長／松本設子

【HP】http://hitsujinoie.shafuku.com/

恵和館
［知的障害者通所施設］　［(福)恵和］〒240-0035　横浜市

保土ケ谷区今井町691　Tel.045-353-0661 Fax.045-353-

0663　◇JR保土ヶ谷駅からバス「今井大上」停、徒歩10

分　◇創立／1982年　◇理事長／前田 長靖、総合施設

長／齊藤 進治　◇関連施設／恵和めぐみ寮・恵和やすら

ぎ、恵和青年寮、恵和診療所

【HP】http://www.keiwa.net/

【E-Mail】info@keiwa.net

恵和青年寮
［知的障害者入所施設］　［(福)恵和］〒240-0035　横浜市

保土ヶ谷区今井町691　Tel.045-353-0661 Fax.045-353-

0663　◇JR保土ヶ谷駅からバス「今井大上」停、徒歩10

分　◇創立／1966年　◇理事長／吉田 廸矩、副理事長

／彦坂 健一郎、青年寮施設長／林 智子、恵和館施設長

／武井 達雄

【HP】http://www.keiwa.net/

【E-Mail】info@keiwa.net

恵和めぐみ寮・恵和やわらぎ
［知的障害者地域生活支援］　［(福)恵和］〒240-0035　横

浜市保土ケ谷区今井町691　Tel.045-353-0661 Fax.045-

353-0663　◇JR保土ヶ谷駅からバス「今井大上」停、徒

歩10分　◇創立／1980年　◇理事長／前田 長靖、総合

施設長／齊藤 進治　◇関連施設／恵和館、恵和青年寮、

恵和診療所

【HP】http://www.keiwa.net/

【E-Mail】info@keiwa.net

サーフサイドセヴン茅ヶ崎ファーム
［児童養護施設］　［（福）茅ヶ崎学園］〒253-0034　茅ヶ

崎市緑が浜7-52　Tel.0467-82-0240 Fax.0467-87-6827

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/0540644101/

【E-Mail】0540644101@jcom.home.ne.jp

さがみ野ホーム
［高齢知的障害者施設］　［（福）聖音会］〒252-1107　綾

瀬市深谷中7-1-9　Tel.0467-76-2600 Fax.0467-76-2601　

◇相鉄線さがみ野駅から車15分　◇創立／1896年　◇理

事長／小原 勉、施設長／佐竹 昇平　◇関連施設／鎌倉

児童ホーム、綾瀬ホーム　◇特色／利用者の方お一人ひ

とりの特性に合った楽しい生活をサポート出来るよう創意

工夫を持って努力して行きたい。

【HP】http://www.seionkai.or.jp

【E-Mail】sagamino-home@ak.wakwak.com

シオン相模原
［地域密着認知症対応型共同生活介護］　［(NPO)シオン相

模原］〒252-0137　相模原市緑区二本松4-8-7　Tel&

Fax.042-771-1308　◇JR橋本駅から車10分　◇創立／

2000年　◇理事長／漆間 一英、管理者／田中 京子　◇

関連施設／認知症グループホーム「アガペーの泉」、障が

創立／2004年　◇理事長／岩永 敏朗、理事／船田 富士

男、理事／土屋 正一　◇特色／弱さを隠さず、かえって

絆に＝一人ひとりの違いが生かされ、働く喜びと生きる希

望を共に味わっていくために。

【HP】http://homepage2.nifty.com/five-breads/

【E-Mail】five-breads@nifty.com

エリザベスサンダースホーム
［児童養護施設］　［（福）エリザベスサンダースホーム］

〒255-0003　中郡大磯町大磯1152　Tel.0463-61-0007 

Fax.0463-61-7000　◇JR大磯駅から徒歩1分　◇創立／

1953年　◇理事長／小笠原 忍、施設長／藤村 美津　◇

関連施設／澤田美喜記念館（隠れキリシタン遺物の公開）

（軽費）鎌倉静養館
［老人・介護］　［（福）鎌倉静養館］〒248-0024　鎌倉市

稲村ガ崎3-13-53　Tel.0467-22-3245 Fax.0467-25-0014　

◇江ノ電稲村ヶ崎駅から徒歩5分　◇創立／1954年　◇

理事長・施設長／西﨑 猛之　◇関連施設／（特養）鎌倉

静養館　◇特色／基督教精神にもとづき、個室でお一人

お一人の生活を尊重し、健康で明るく心豊かにおくれるよ

う支援します。

【HP】http://www1.kamakuranet.ne.jp/kamakura-seiyokan/

【E-Mail】keihi-home@kamakuraseiyokan.or.jp

（特養）鎌倉静養館
［老人・介護］　［（福）鎌倉静養館］〒248-0014　鎌倉市

由比ガ浜4-4-30　Tel.0467-22-8021 Fax.0467-22-8053　

◇江ノ電和田塚駅から徒歩5分　◇創立／1983年　◇理

事長／西崎 猛之、理事施設長／藤田 達雄　◇関連施設

／特養、介護支援、短期入所、デイサービス

【HP】http://www1.kamakuranet.ne.jp/kamakura-seiyokan/

（特養）衣笠ホーム
［老人・介護］　［（福）日本医療伝道会］〒240-0104　横

須賀市芦名2-4-1　Tel.046-856-7101 Fax.046-856-7109　

◇JR衣笠駅から徒歩5分　◇創立／1970年　◇理事長／

井口 延、施設長／齋藤 学

【HP】http://www.kinugasa.or.jp/home/

【E-Mail】home@kinugasa.or.jp

（老健）衣笠ろうけん
［老人・介護］　［(福)日本医療伝道会］〒238-8588　横須

賀市小矢部2-23-1　Tel.046-852-1185 Fax.046-852-

1186　◇JR衣笠駅から徒歩5分　◇創立／1995年　◇理

事長／井口 延、施設長／橋本 勉　◇介護老人保健　◇

関連施設／総合病院衣笠病院、特別養護老人ホーム、長

瀬ケアセンター　◇特色／「明るく・楽しく・快適に」を

モットーにしています。

【HP】http://www.kinugasa.or.jp/rouken/

【E-Mail】rouken@kinugasa.or.jp

くるみ学園
［知的障害児施設］　［（福）くるみ会］〒241-0812　横浜

市旭区金が谷550　Tel.045-951-1711 Fax.045-951-

7888　◇相鉄線二俣川駅からバス「ニュータウン第七」停、

徒歩2分　◇創立／1966年　◇理事長／野並 豊、施設長

／藤本 忠男
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新 潟 県

グループホーム富塚 のぞみの里
［老人・介護］　［（福）シャーローム］〒957-0062　新発

田市富塚町1355　Tel.0254-28-0880 Fax.0254-27-0111　

◇創立／2008年　◇理事長／原田 史郎、施設長／近藤 

隆史　◇関連施設／ケアハウス希望の園

【E-Mail】nozominosato@tulip.ocn.ne.jp

ケアハウス 希望の園
［老人・介護］　［（福）シャーローム］〒950-3116　新潟

市北区神谷内254-2　Tel.025-258-6611 Fax.025-258-

6613　◇バス「松浜」停、徒歩10分　◇創立／1994年　

◇理事長／原田 史郎、施設長／伊藤 トシ子　◇関連施

設／グループホーム富塚 のぞみの里　◇特色／60歳以

上の方の自立の支援をはかり、希望を持って生き生きと生

活できる施設です。

【HP】http://www.kibounosono.net/

高齢者総合ケアセンター カナン
［介護福祉］　［(福)キングス・ガーデン新潟］〒950-

3365　新潟市北区太子堂字居浦239　Tel.025-388-1520 

Fax.025-388-1530　◇JR新崎駅から車で8分　◇創立／

2007年　◇理事長／加藤 哲男、施設長／高橋 耕太郎、

統括責任者／篠原 睦子　◇特色／ショートスティ/デイ

サービス/居宅介護支援事業

【E-Mail】kingsgarden-nii@ba.wakwak.com

みこころ荘
［母子生活支援］　［(福)フランシスコ第三会マリア園］〒

943-0834　上越市西城町2-3-12　Tel.025-524-1003 Fax. 

025-522-5712　◇JR高田駅から徒歩15分　◇創立／1957

年　◇理事長／佐藤 夏樹、施設長／澤田 豊　◇関連施

設／（保育園）マリア愛児園、（特養）さくら聖母の園、（学）

上越カトリック天使幼稚園、（保育園）聖母保育園

富 山 県

(NPO)しおんの家
［在宅福祉］〒939-3515　富山市水橋辻ヶ堂777　Tel.

076-479-9173 Fax.076-479-9174　◇JR水橋駅から車5

分　◇創立／1999年　◇理事長／山田 和子　◇グルー

プホーム、デイサービス、ショートステイ、ホームヘルプ、

相談業務、グループリビング、地域交流、カフェ、趣味

教室など　◇関連施設／グループホームしおんの家・愛、

グループホームしおんの家・望、フリーハウスしおんの家・

信　◇特色／子供や高齢者、障害の有無に関らず、人が

訪れてホッとできる温かくて風通しのよい「家」を目指し

ています。

【HP】http://toyamagata.com/sionnoie/

（特養）常楽園
［老人・介護］　［（福）富山聖マリア会］〒930-0474　中

新川郡上市町舘209　Tel.076-472-3993 Fax.076-472-

6967　◇富山地方鉄道上市駅から車5分　◇創立／1990

年　◇施設長／石黒 裕一　◇関連施設／富山聖マリア保

育園、富山市民病院内保育所、常楽園デイサービスセン

ター、常楽園サービス　◇特色／ひとりひとりの職員が

い者自立支援グループホーム「シャローム」、平和保育園、

障がい者支援事業部「青菜ぶどう園」　◇特色／主イエス

が弱者を大切にしたその愛の精神で、専門の職員が24時

間体制で常駐し、個人の生活支援をしています。

【E-Mail】gh_zion-sagamihara@jcom.home.ne.jp

城山学園
［児童養護施設］　［（福）城山学園］〒259-0305　足柄下

郡湯河原町城堀395　Tel.0465-62-8501 Fax.0465-62-

7345

白十字会林間学校
［児童養護施設］　［（福）白十字会林間学校］〒253-

0031　茅ヶ崎市富士見町4-54　Tel.0467-82-8044 Fax. 

0467-82-1229　◇JR辻堂駅から車10分　◇創立／1917

年　◇理事長／伊藤 忠彦、施設長／山川 保　◇関連施

設／入所

フレンドシップ あさひ
［通所介護デイサービス］　［(宗)カンバーランド長老キリ

スト教会日本中会］〒241-0021　横浜市旭区鶴ケ峰本町

1-19-21　Tel.045-489-3721 Fax.045-953-2588　◇相鉄鶴

ケ峰駅から徒歩15分　◇創立／2008年　◇事業担当責任

者／鈴木 淳　◇関連施設／CPC・あさひ伝道所　◇特色

／私たちは小さなデイサービスですが、キリストの愛に押

し出されて、何処よりも心は大きく、人生の先輩にお仕え

します。

【HP】http://www.alpha-net.ne.jp/users2/asyuwa98/dayservice- 

friendship.htm

【E-Mail】friendship_asahi@yahoo.co.jp

（軽費）ベタニヤ・ホーム
［(福)聖ヒルダ会］〒245-0062　横浜市戸塚区汲沢町

1060　Tel.045-864-5933 Fax.045-862-1914　◇理事長／

今井 烝治

ホッとスペース中原
［介護支援事業］〒211-0053　川崎市中原区上小田中5-5-

6-111　Tel.044-777-7599 Fax.044-777-7509　◇JR武蔵

中原駅から徒歩5分　◇創立／2000年　◇代表／佐々木 

炎、責任者／佐々木 直子　◇特色／介護保険事業（ヘル

パー派遣、デイサービス、居宅支援）、支援費制度（ヘル

パー派遣、グループホーム）。

【E-Mail】honoo-s@rb3.so-net.ne.jp

やすらぎの園
［知的障害者施設］　［（福）くるみ会］〒241-0812　横浜

市旭区金が谷550　Tel.045-951-1715 Fax.045-951-

7888　◇相鉄線二俣川駅からバス「ニュータウン第七」停、

徒歩2分　◇創立／1981年　◇理事長／野並 豊、施設長

／藤本 忠男

横浜訓盲院
［盲児施設］　［（福）横浜訓盲院］〒231-0847　横浜市中

区竹之丸181　Tel.045-641-3939 Fax.045-641-1175　◇

JR山手駅から徒歩10分　◇創立／1889年　◇理事長／

今村 義彦、施設長／今村 鎭夫　◇関連施設／入所
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【E-Mail】ayumi@he.mirai.ne.jp

視覚障害者生活情報センターぎふ
［視覚障害者支援］　［（福）岐阜アソシア］〒500-8815　

岐阜市梅河町1-4　Tel.058-263-1310 Fax.058-266-6369

飛騨ハレルヤホーム 望郷苑
［老人・介護］　［（宗）日本同盟基督教団高山祝福教会］

〒509-4113　高山市国府町木曽垣内1-1　Tel.0577-72-

5015［連絡先：高山祝福教会（ハレルヤホーム）　〒506-

0031　岐阜県高山市西之一色町1-8-29 Tel.0577-32-

1788］　◇JR国府駅から徒歩15分　◇創立／1997年　◇

高山祝福教会牧師／奥深山 井作、高山祝福教会牧師／奥

深山 みちる　◇高齢者住居提供

静 岡 県

ケアセンターさざんか
［在宅知的障害者デイサービスセンター］　［（福）牧の原

やまばと学園］〒421-0412　牧之原市坂部2151-2　

Tel.0548-29-0221 Fax.0548-29-0157　◇東名吉田I.Cから

車7分　◇創立／1997年　◇理事長／長沢 道子、施設長

／鈴木 勝利

（特養）御殿場十字の園
［老人・介護］　［（福）十字の園］〒412-0023　御殿場市

深沢1465-1　Tel.0550-83-1999 Fax.0550-82-5189　◇JR

御殿場駅から車8分　◇創立／1971年　◇理事長／平井 

章、施設長／上野 貢一　◇関連施設／浜松十字の園、伊

豆高原十字の園、ケアハウス アドナイ館、御殿場十字の

園診療所、松崎十字の園、御殿場アドナイ館　◇特色／「喜

ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」（ローマ書12：

15）の聖句を大切にして、歩んでいます。

【HP】http://www.jyuji.or.jp/

さくら学園
［知的障害者更生施設］　［(福)武蔵野会］〒412-0045　御

殿場市川島田1976　Tel.0550-89-0789 Fax.0550-89-

8984　◇施設長／須永 正

【HP】http://www.musashinokai.jp/

【E-Mail】mgsakura@lilac.ocn.ne.jp

静岡光の家協会
［重度身障者生活訓練ホーム］　［（２種福）静岡光の家協

会］〒422-8063　静岡市駿河区馬渕4-10-18　Tel&Fax.

054-285-5473　◇JR静岡駅からバス「馬渕4丁目」停、

徒歩10分　◇創立／1967年　◇施設長／多々良 友彦、

チャプレン／飯野 優

静岡ホーム
［児童福祉施設］　［（福）静岡ホーム］〒420-0001　静岡

市葵区井宮町183　Tel.054-271-2691 Fax.054-271-

2692　◇JR静岡駅北口からバス「妙見下」停すぐ　◇創

立／1907年　◇理事長／辻 昭　◇関連施設／児童養護

施設「静岡ホーム」、静岡ホーム保育学園　◇特色／キリ

ストの愛と児童憲章、児童の権利条約等を基本に児童の

幸せと権利擁護を図るため、愛育の実践に努める。

【E-Mail】yogo-shizuoka-home@watch.ocn.ne.jp

「信・望・愛」を基本精神とし、利用される方に悦びと安

心の生活を楽しんで頂きます。

【HP】http://www.seimaria.jp

【E-Mail】jyorak@seimaria.jp

（特養）立山福祉会竜ヶ浜荘
［老人･介護］　［(福)立山福祉会］〒930-3252　中新川郡

立山町末上野字竜ヶ浜119　Tel.076-462-2600

石 川 県

（特養）能登穴水聖頌園
［老人・介護］　［(福)牧羊福祉会］〒927-0007　鳳至郡穴

水町岩車六字27-2　Tel.0768-56-1520　◇創立／1982年

山 梨 県

（養老）カリタスの園聖ヨゼフ寮
［老人・介護］　［(福)カリタスの園］〒400-0022　甲府市

元紺屋町60　Tel.055-252-8955 Fax.055-252-9642　◇創

立／1957年

ひかりの家
［知的障害児通園］　［(福)ひかりの家学園］〒409-3601　

西八代郡市川三郷町市川大門1783-2　Tel.055-272-

3207　◇JR市川本町駅から徒歩10分　◇代表／三井 賢

長 野 県

ケアホーム　シャロン
［ケアハウス］　［(有)みぎわ］〒389-0102　北佐久郡軽井

沢町軽井沢1052-646　Tel.0267-41-5508　◇JR軽井沢

駅　◇代表／関口 考辞

（特養）豊野清風園
［老人・介護］　［（福）賛育会］〒389-1105　長野市豊野

町豊野659-1　Tel.026-257-4617 Fax.026-257-4596　◇

JR豊野駅から徒歩10分　◇創立／1970年　◇理事長／

橋本 章、施設長／古谷 とき子　◇特色／賛育会は病院・

老健・特養を核とし、多くの在宅サービスを備える総合

施設として地域の人々と共に歩んでいます。

【HP】http://www.san-ikukai.or.jp

ゆたかの
［老人・介護］　［（福）賛育会］〒389-1105　長野市豊野

町豊野634　Tel.026-257-3000 Fax.026-257-5145　◇老

健施設

岐 阜 県

第二あゆみの家
［知的障害者援護］　［あゆみの家］〒503-2123　不破郡垂

井町栗原2034-1　Tel.0584-22-4333 Fax.0584-22-4344　

◇JR垂井駅　◇創立／1978年　◇理事長／中橋 昇、総

合施設長／田口 道治、事務長／小林 勉　◇関連施設／

デイセンターあゆみの家（通所）
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野菊寮
［障がい者支援施設（知的障がい者入所、生活介護）］　

［(福)野菊寮］〒412-0006　御殿場市中畑1798　Tel.0550-

89-1421 Fax.0550-89-1450　◇JR御殿場駅からバス「滝

ヶ原自衛隊前」停、徒歩8分　◇創立／1961年　◇理事

長／牛島 めぐみ、施設長／石井 孝一　◇特色／キリス

ト教の精神に基づいて、助力の必要な人たちが、幸せに

生きてゆくことできるようにと創設された。

【HP】http://www1.odn.ne.jp/nogikuryou/public_html/index-2.

html

浜名湖エデンの園
［有料老人ホーム］　［（福）聖隷福祉事業団］〒431-

1392　浜松市北区細江町中川7220-99　Tel.053-439-1165 

Fax.053-439-1991　◇バス「聖隷三方原病院」停、徒歩

3分　◇創立／1930年　◇理事長／山本 敏博

【HP】http://www.seirei.or.jp/eden/

婦人の園［LSP］
［知的障害者更生入所施設］　［（福）婦人の園］〒410-

1308　駿東郡小山町大御神字本賀356-7　Tel.0550-78-

1260 Fax.0550-78-1262　◇JR御殿場から車15分　◇創

立／1981年　◇園長／高橋 集富、代表理事／高橋 聖

子　◇関連施設／東京都社会福祉協議会　◇特色／基本

姿勢は、助ける！ 何かをしてあげる！ というのではなく、

共に生きる為に努力し神に栄光を帰するのである。

【E-Mail】aaq40950@hkg.odn.ne.jp

ふようデイサービスセンター
［老人・介護］　［(福)芙蓉会］〒417-0001　富士市今泉

2222　Tel.0545-52-0402 Fax.0559-52-3655

【HP】http://www.fuyoukai.org/

松崎十字の園
［老人・介護］　［（福）十字の園］〒410-3624　賀茂郡松

崎町江奈157　Tel.0558-43-3131　◇伊豆急行下田駅　◇

責任者／平井 章

【HP】http://www.d2.dion.ne.jp/~rural/jujinosono/

めぐみの和
［ケアハウス］　［(福)エクレホスピア］〒431-3311　浜松

市天竜区二俣町阿蔵304-19　Tel.053-925-7557 Fax.053-

925-7558　◇天竜浜名湖鉄道天竜二俣駅から徒歩10分　

◇創立／2007年　◇代表／金 山徳

【HP】http://www.ecclehospia.com/

（軽費）もくせいの里
［老人・介護］　［（福）聖隷福祉事業団］〒431-1304　浜

松市北区細江町中川7172-699　Tel.053-523-0737 

Fax.053-522-3843　◇JR浜松駅バスターミナルからバス

「高台幼稚園前」停、徒歩2分　◇創立／1978年　◇理事

長／山本 敏博、施設長／三輪 尚士　◇特色／聖隷の基

本精神「隣人愛」に基づき、利用者様の自由と尊厳ある

生活を支援する軽費老人ホームです。

【HP】http://www.seirei.or.jp/hq/

【E-Mail】mokusei@sis.seirei.or.jp

やまばと希望寮
［知的障害者生活施設］　［（福）牧ノ原やまばと学園］〒

421-0412　牧之原市坂部2151-2　Tel.0548-29-0221 Fax. 

(特養)聖ルカホーム
［老人・介護］　［（福）牧ノ原やまばと学園］〒421-

0404　牧之原市静谷2267-1　Tel.0548-28-0351 Fax. 

0548-28-0671　◇JR金谷駅から車15分　◇創立／1981

年　◇施設長／神谷 美代枝、副施設長／片山 喜之、事

務長／大石 幸　◇関連施設／特養、ショートステイ、デ

イサービス、ホームヘルプ、居宅介護支援事務所、地域

包括支援センター　◇特色／お茶畑に囲まれた緑豊な周

辺環境で心身ともにホッとするサービスの提供を心がけ

ています。

【E-Mail】seiruka@poppy.ocn.ne.jp

聖隷厚生園
［福祉事業］　［（福）聖隷福祉事業団］〒431-1304　浜松

市北区細江町中川7220-41　Tel.053-437-4511 Fax.053-

437-4526　◇療護・救護複合施設

垂穂寮
［福祉事業］　［（福）牧ノ原やまばと学園］〒427-0008　

島田市落合645-13　Tel.0547-34-4120 Fax.0547-34-

4122　◇JR島田駅から車10分　◇創立／1987年　◇理

事長／長沢 道子、寮長／金子 初子　◇特色／様々な障

害を持っている利用者が、ハンディに負けないで明るく生

活しています。

（特養）ディアコニア
［老人・介護］　［(福)デンマーク牧場福祉会］〒437-

1311　袋井市山崎5902-167　Tel.0538-23-0380 Fax.0538 

-23-0383　◇JR袋井駅　◇創立／2003年　◇チャプレン

／白川 道生

デイサービスセンター真菜
［老人・介護］　［（福）牧ノ原やまばと学園］〒421-

0404　牧之原市静谷2267-1　Tel.0548-28-0054 Fax. 

0548-28-0059

デイサービス乃亜
［介護］　［(有)カナン］〒430-0902　浜松市曳馬町3-39-

2　Tel.053-466-5634 Fax.053-466-5692　◇遠州鉄道遠

州曳馬駅から徒歩5分　◇責任者／臼井 さとみ

デンマーク牧場こどもの家
［自立援助ホーム］　［(福)デンマーク牧場福祉会］〒437-

1311　袋井市山崎5914-367　Tel.0538-23-4119 Fax. 

0538-23-8859　◇JR袋井駅　◇創立／1983年　◇代表

／松田 正幸、チャプレン／内藤 新吾　◇特色／様々な

悩みをかかえる青少年に対して「祈り」「労働」「学び」の

生活をとおして「人間としての力量」を培い「本物の喜び」

が体験できることを願っています。

【HP】http://www11.ocn.ne.jp/~usikko/

【E-Mail】usikko@poplar.ocn.ne.jp

東海清風園
［老人・介護］　［（福）賛育会］〒437-1612　御前崎市新

池田4094　Tel.0537-86-3286 Fax.0537-86-7604　◇創立

／1971年　◇施設長／山本 雅美　◇特色／特別養護老

人ホーム、デイサービスセンター、居宅介護支援事業所

等を運営し高齢者福祉を推進しています。

【HP】http://www.toukai-seifuen.jp
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／篠田 潔、館長・施設長／鈴木 卓也　◇特色／信仰生

活を大切に考える有料老人ホームです。介護が必要にな

ってからもキリスト教の精神でお世話します。

【HP】http://www.mb.ccnw.ne.jp/makiba/

【E-Mail】makiba-cho@mb.ccnw.ne.jp

青少年生活就労自立サポートセンター名古屋
［ひきこもり・不登校生活就労支援］〒450-0002　名古屋

市中村区名駅5-33-21 アクアタウン納屋橋1906　Tel& 

Fax.052-581-2121［連絡先：青木 久美子　〒485-0012　

愛知県小牧市小牧原新田642-1 Tel.0568-75-4732］　◇JR

名古屋駅から徒歩12分　◇創立／2007年　◇代表／青木 

久美子、青木 美久　◇特色／オーダーメイドのひきこも

り支援です。40代迄可/全国へ訪問/国内外宿泊施設有、

一時預り可/就労支援施設有り

【HP】http://www.youthsupport.jp

【E-Mail】kogoekai@hotmail.com

チルドレンズホーム いつあいかん
［児童養護施設］　［（福）溢愛館］〒484-0092　犬山市富

岡片洞1073-97　Tel.0568-62-5525 Fax.0568-61-3987　

◇名鉄広見線冨岡前駅から徒歩10分　◇創立／1954年　

◇理事長／水野 明廣、施設長／金井 牧仁

【HP】http://www.itsuaikan.org/

【E-Mail】webmaster@itsuaikan.org

三 重 県

大台共生園
［高齢者総合福祉施設］　［（福）キングスガーデン三重］

〒519-2421　多気郡大台町千代997　Tel.0598-84-6521 

Fax.0598-85-1005　◇創立／1990年　◇理事長／堀内 

顕、施設長／堀内 幸子　◇関連施設／共生園　◇特色

／「夕暮れ時に光がある」とのみことばに基づき、キリス

ト精神で利用者の方々に仕えることを大切にしています。

【HP】http://www.ma.mctv.ne.jp/~kgmie01/

【E-Mail】kgm-honbu@kg-mie.com

特別養護老人ホーム共生園［（特養）共生園］
［老人・介護］　［（福）キングスガーデン三重］〒519-

2802　度会郡大紀町崎1785　Tel.0598-74-0211 Fax. 

0598-74-1437　◇JR伊勢柏崎駅から車5分　◇創立／

1991年　◇施設長／堀内 幸子　◇関連施設／大台共生

園（複合、特養）　◇特色／キリストの愛の精神で21世紀

の新しい親孝行の形を実践すべく職員一同、努力してい

ます。

ケアハウス ベタニヤハウス
［老人・介護］　［（福）三重ベタニヤ］〒514-2221　津市

高野尾町2386-87 ベタニヤハウス　Tel.059-230-2500 

Fax.059-230-2502　◇JR津駅からバス「教会前」停、徒

歩1分　◇創立／1993年　◇施設長／坂内 憲之　◇関連

施設／ベタニヤ在宅介護複合施設、小規模多機能型住宅

介護事業所 いこいの家　◇特色／キリスト教の理念に基

づき愛と優しさで仕える姿勢を第一として考えている。

【E-Mail】pastorhm@alles.or.jp.

（特養）菰野聖十字の家
［老人・介護］　［(福)鈴鹿聖十字会］〒510-1232　四日市

0548-29-0157　◇東名吉田I.Cから車5分　◇創立／1997

年　◇理事長／長沢 道子、寮長／鈴木 勝利　◇特色／

知的障害を持った方々への生活援助が中心

【HP】http://www17.ocn.ne.jp/~yamabato/

やまばと成人寮［成人寮］
［知的障害者生活施設］　［（福）牧ノ原やまばと学園］〒

421-0412　牧之原市坂部2159-1　Tel.0548-29-0220 

Fax.0548-29-0222　◇JR六合駅から車30分　◇創立／

1973年　◇理事長／長沢 道子、施設長／鈴木 勝利　◇

特色／利用者、職員ともども神に祝福された生活が送れ

ますように、願いつつ

愛 知 県

（特養）永生苑
［老人・介護］　［(福)永信会］〒450-0002　名古屋市中村

区名駅2-39-11　Tel.052-541-3780　◇JR名古屋駅から徒

歩8分　◇創立／1985年　◇施設長／金 性済

永生苑新明
［デイサービス］　［(福)永信会］〒450-0002　名古屋市中

村区名駅2-39-11　Tel.052-533-7177　◇JR名古屋駅から

徒歩8分　◇施設長／柳 昌輝

（特養）永生苑豊橋
［老人・介護］　［（福）永信会］〒440-0081　豊橋市大村

町字花次83　Tel.0532-55-5011 Fax.0532-55-5701　◇JR

名鉄豊橋駅からバス「変電所前」停、徒歩3分　◇創立

／1973年　◇理事長／李 鐘善、施設長／朴 太元　◇関

連施設／デイサービス、ショートスティ　◇特色／キリス

ト教精神の根本である愛をもって社会福祉事業を行い、

地域福祉の向上と発展に寄与貢献していきます。

【HP】http://www.eiseien.com/

【E-Mail】info@eiseien.com

（有）サーブ介護センター
［老人・介護］〒494-0001　一宮市開明字三味北46-1　

Tel.0586-47-3932 Fax.0586-47-3935　◇名鉄尾西線開明

駅から徒歩5分　◇代表取締役／後藤 献児朗　◇居宅介

護支援、訪問看護、身体障害者デイサービス、福祉タク

シー　◇特色／利用者さまの「困った！」を共に考え、そ

の方に一番合ったサービスをご提案致します。

【E-Mail】cex68830@syd.odn.ne.jp

さふらん生活園
［知的障害者授産施設］　［（福）さふらん会］〒460-

0012　名古屋市中区千代田3-21-14　Tel.052-322-3085 

Fax.052-322-3562　◇地下鉄線上前津駅から徒歩7分　

◇創立／1987年　◇理事長／早乙女 哲自　◇関連施設

／ケアホーム「シャローム」、知的障害者授産施設「ヨナ

ワールド」、ホームヘルプ「ひだまり」

【E-Mail】safuran-@d5.dion.ne.jp

シルバーホーム　まきば
［介護付有料老人ホーム］　［(宗)日本基督教団・愛知老人

コミュニティーセンター］〒470-0111　日進市米野木町

南山987-88　Tel.0561-74-5548 Fax.0561-74-5561　◇名

鉄豊田線黒笹駅から900M　◇創立／1997年　◇理事長
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(福)近江ちいろば会
［老人・介護］〒520-3242　湖南市菩提寺327-4　Tel.

0748-74-3901 Fax.0748-74-3910　◇JR野洲駅からバス

「イワタニランド」停、徒歩10分　◇創立／1995年　◇

理事長／奈良 誉夫　◇関連施設／ケアハウスピスガこう

せい、ぼだいじ（グループホーム/デイサービス/ホームヘ

ルパーステーション/高齢者支援センター）、近江ちいろば

会配食サービス　◇特色／ケアハウスは、60歳以上の方

に安心してご入居いただける住宅施設です。

【HP】http://chiiroba.jp/

湖西障害者生活支援センターほろん
［身体障害者生活支援センター］〒520-1632　高島市今

津町桜町2-3-11　Tel.0740-22-4041 Fax.0740-22-4131　

◇JR近江今津駅から徒歩5分　◇関連施設／身体障害者

療護ホーム「清湖園」

【HP】http://www.biwa.ne.jp/~horon/

【E-Mail】horon@mx.biwa.ne.jp

止揚学園
［障害者支援施設］　［（福）汀会］〒521-1222　東近江市

佐野町885　Tel.0748-42-0635 Fax.0748-42-0806　◇JR

能登川駅東口から徒歩15分　◇創立／1962年　◇リーダ

ー／福井 達雨、園長／面条 義清　◇入所　◇特色／「弱

いことこそ、強いのです。」知能に重い障害をもつ人たち

と共に歩みつつ信仰によって力を与えられています。

【HP】http://www.biwa.ne.jp/~ikuru/

デイサービス ぶどうの木
［小規模通所介護事業所］　［（無限中間）頌主会］〒520-

0025　大津市皇子が丘1-2-29 大津キリスト教会内　

Tel.077-500-6612 Fax.077-510-1553　◇JR西大津駅から

徒歩5分　◇創立／2005年　◇代表／小垂 典子　◇関連

施設／シロアム デイサービス（通所介護事業所）、ホー

ムサポート ぶどうの木（訪問介護事業所）、居宅介護支

援事業所 ぶどうの木、コーリングホーム シオンの丘（住

宅型有料老人ホーム）　◇特色／小規模デイサービスが2

事業所と、9名までの小規模老人ホームが、会堂を取り囲

むように展開されています。

京 都 府

（特養）神の園［ｶﾐﾉｿﾉ］
［老人・介護］　［(福)京都司教区カリタス会］〒619-

0243　相楽郡精華町大字南稲八妻小字笛竹41　Tel. 

0774-94-4125 Fax.0774-93-2305　◇近鉄京都線新祝園

駅から徒歩20分　◇創立／1972年　◇理事長／村上 眞

理雄、理事・施設長／高田 全康、理事・法人事務局長／

清富 洋三　◇内科（嘱託医）　◇関連施設／ケアハウス

神の園・精華町デイサービスセンター神の園・精華町在

宅介護支援センター神の園・白百合訪問入浴介護ステー

ション神の園・ホームヘルプ神の園・短期入所生活介護

神の園　◇特色／2003年9月、移転増改築竣工。全個室

ユニットケア実施。心身両面への寄り添い向き合う自立支

援介護実践。

からしだねセンター
［精神障害者地域生活支援センター］　［(福)ミッションか

らしだね］〒607-8216　京都市山科区勧修寺東出町75　

市菰野町宿野1433-69　Tel.059-394-2511 Fax.059-394-

0081　◇関連施設／身体障害者療護施設「菰野聖十字の

家」、介護老人保健施設　「聖十字ハイツ」、ケアハウス「白

百合ハイツ」

スウェーデンホーム
［知的障害者グループホーム・ケアホーム］　［(宗)日本ネ

クストタウンズ・クルセード］〒515-2316　松阪市嬉野

川北町1317　Tel&Fax.0598-42-6525［連絡先：藤田 光

康　〒515-0816　三重県松阪市西之庄町58 Tel.0598-23-

0219］　◇近鉄中川駅から徒歩20分　◇創立／2002年　

◇牧師／藤田 光康　◇関連施設／小規模授産所ワークシ

ョップ「ピッピ」　◇特色／安全で楽しい暮らしを障害の

機能を生かして助け合って共同生活をするスウェーデン

の福祉に学びながら。

【HP】http://www.church.ne.jp/mate/sh/

【E-Mail】mate@d2.dion.ne.jp

（特養）鈴鹿聖十字の家
［老人・介護］　［(福)鈴鹿聖十字会］〒513-0015　鈴鹿市

木田町1961　Tel.059-374-0318

聖母の家
［知的障害児（者）施設］　［聖母の家学園］〒510-0961　

四日市市波木町398-1　Tel.059-321-2855 Fax.059-321-

2859

聖マッテヤ心豊苑
［身体障害者寮護施設］　［(福)聖マッテヤ会］〒514-

0076　津市産品字中之谷732-1　Tel.059-237-5000 Fax. 

059-237-5078　◇創立／1956年　◇理事長／木川田 一

郎、施設長／長野 泰信　◇特色／「すべてが愛のみ業」

この基本理念に基づいて神さまから与えられた大きな愛

と恵に日々感謝して施設運営にあたる。

【E-Mail】shinpoen2@ztv.ne.jp

ワークショップ 「ピッピ」
［小規模授産所、ケアホーム］　［(宗)日本ネクトタウンズ・

クルセード］〒515-2316　松阪市嬉野川北町1317　Tel&

Fax.0598-42-6525［連絡先：藤田 光康　〒515-0816　三

重県松阪市西之庄町58 Tel.0598-23-0219］　◇近鉄中川

駅から徒歩20分　◇牧師／藤田 光康　◇関連施設／ス

ウェーデンホーム

滋 賀 県

ヴォーリズ老健センター
［老人・介護］　［(財)近江兄弟社］〒523-0806　近江八幡

市北之庄町492　Tel.0748-32-2007 Fax.0748-32-0055　

◇JR近江八幡駅から「ヴォーリズ記念病院前」停、徒歩5

分　◇創立／1998年　◇理事長／大島 武久、施設長／

鈴木 輝康　◇介護老人保健施設　◇関連施設／ヴォーリ

ズ記念病院,、近江兄弟社学園、㈱近江兄弟社、（福）近

江兄弟社地塩会　◇特色／看護、介護およびリハビリテ

ーションを総合的に行い、楽しみながら自立能力が回復

するよう工夫しています。

【HP】http://care-net.biz/25/voroken/

【E-Mail】vo-roken@zc.ztv.ne.jp
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〒616-8262　京都市右京区梅ケ畑向ノ地町14-26　Tel& 

Fax.075-634-3215［連絡先：(NPO)ハートフルトポス本部

事務局　〒604-8472　京都府京都市中京区西ノ京南大炊

御門町32-13 Tel.075-432-8717］　◇地下鉄北大路駅から

バス「平岡八幡」停、徒歩10分　◇所長／坪倉 正史、リ

ーダー／藤井 博　◇関連施設／ハートフルトポス ベテス

ダ、ハートフルトポス ノア　◇特色／キリスト教精神に

基づき家族的雰囲気の中で支援し、生活の楽しさと人生

の喜びを感じられるようにしている。

【E-Mail】heartfultopos@y7.dion.ne.jp

ハートフルトポス　ノア
［精神障害者グループホーム］　［(NPO)ハートフルトポス］

〒616-8102　京都市右京区太秦森ケ東町38-33　Tel.075-

882-8123 Fax.075-882-8123［連絡先：(NPO)ハートフル

トポス本部事務局　〒604-8466　京都府京都市中京区西

ノ京南大炊御門町32-13 Tel.075-432-8717］　◇京福電鉄

嵐山線蚕ノ社駅から徒歩7分　◇所長／坪倉 正史、リー

ダー／大谷 恵美　◇関連施設／ハートフルトポス ベテ

スダ、ハートフルトポス グレース

【E-Mail】heartfultopos@y7.dion.ne.jp

ハートフルトポス　ベテスダ［ベテスダ］
［精神障害者グループホーム］　［(NPO)ハートフルトポス］

〒603-8426　京都市北区紫竹西北町33-4　Tel.075-492-

7565［連絡先：(NPO)ハートフルトポス本部事務局　〒

604-8472　京都府京都市中京区西ノ京南大炊御門町32-

13 Tel.075-432-8717］　◇地下鉄北大路駅からバス「常

徳寺」停、徒歩5分　◇創立／2002年　◇所長／坪倉 正

史、サブリーダー／小林 邦枝、サブリーダー／松田 さ

よ　◇関連施設／ハートフルトポス ノア、ハートフルト

ポス グレース　◇特色／キリスト教精神に基づき家族的

雰囲気の中で支援し、生活の楽しさと人生の喜びを感じ

られるようにしている。

（特養）バプテスト・ホーム
［老人・介護］　［（福）バプテストめぐみ会］〒606-

8273　京都市左京区北白川山ノ元町47-2　Tel.075-711-

5551 Fax.075-711-9559　◇バス「北白川仕伏町」停、徒

歩5分　◇創立／1983年　◇理事長／中島 義和、施設長

／諏訪 基久　◇特色／「喜ぶ者とともに喜び、泣く者と

共に泣きなさい」（ローマ人への手紙12章15節）を接遇目

標とさせていただいております。

【HP】http://www.baptist-megumikai.com/

【E-Mail】bapt9559@muse.com.ne.jp

舞鶴双葉寮
［児童養護施設］　［(福)舞鶴双葉寮］〒625-0060　舞鶴市

桃山町7-5　Tel.0773-62-0122 Fax.0773-66-2750　◇JR

舞鶴駅から徒歩10分　◇創立／1948年　◇理事長／門脇 

春雄、理事・施設長／仙田 修二　◇関連施設／学童保育、

子育て短期支援事業、デイケア事業

大 阪 府

愛染橋児童館
［児童福祉施設］　［（福）石井記念愛染園］〒556-0006　

大阪市浪速区日本橋東2-9-9　Tel.06-6632-5640 Fax.06-

6632-5645　◇大阪地下鉄恵美須町駅から徒歩5分　◇創

Tel.075-574-2800 Fax.075-574-0025　◇地下鉄小野駅か

ら徒歩1分　◇創立／2006年　◇理事長／坂岡 隆司　◇

関連施設／からしだね館　◇特色／精神障害者の地域生

活に関するあらゆる相談に応じ、情報提供やサービス事

業者、関係機関との連絡調整を行う。

【HP】http://www.karashidane.or.jp/

からしだねワークス
［精神障害者通所施設］　［(福)ミッションからしだね］〒

607-8216　京都市山科区勧修寺東出町75　Tel.075-574-

2800 Fax.075-574-0025　◇地下鉄小野駅から徒歩1分　

◇創立／2006年　◇理事長／坂岡 隆司　◇特色／精神

障害者に就労の場を提供し、実際的な訓練を行うととも

に、就労に関する情報提供や学び会の開催などを行う。

【HP】http://www.karashidane.or.jp/

【E-Mail】karashidane@able.ocn.ne.jp

ケアハウス 神の園
［老人・介護］　［カトリック京都司教区カリタス会］〒

619-0244　(福)相楽郡精華町大字北稲八間小字焼山6　

Tel.0774-94-4129 Fax.0774-93-4043　◇JR祝園駅より徒

歩20分　◇創立／1996年　◇理事長／村上 眞理雄、施

設長／髙田 全康　◇特色／キリスト教的愛の精神に基づ

き、神の園の活動を通して、ご利用者おひとりおひとりと

ともに歩みます。

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~kamihome/

精華町デイサービスセンター神の園
［通所介護施設］　［カトリック京都司教区カリタス会］〒

619-0244　相楽郡精華町大字北稲八間小字焼山6　Tel. 

0774-93-0846 Fax.0774-93-4043　◇JR祝園駅より徒歩

20分　◇創立／1996年　◇理事長／村上 眞理雄、施設

長／髙田 全康　◇特色／キリスト教的愛の精神に基づ

き、神の園の活動を通して、ご利用者おひとりおひとりと

ともに歩みます。

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~kamihome/

精華町在宅介護支援センター神の園
［老人介護支援センター］　［(福)京都司教区カリタス会］

〒619-0244　相楽郡精華町大字北稲八間小字焼山6　Tel. 

0774-93-0846 Fax.0774-93-4043　◇JR祝園駅から徒歩

20分　◇創立／1996年　◇理事長／村上 眞理雄、施設

長／髙田 全康　◇特色／キリスト教的愛の精神に基づ

き、神の園の活動を通して、ご利用者おひとりおひとりと

ともに歩みます。

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~kamihome/

同胞の家
［知的障害者施設］　［（福）同胞会］〒611-0042　宇治市

小倉町西山44-4　Tel.0774-20-4080 Fax.0774-20-2230　

◇近鉄小倉駅から徒歩15分　◇創立／1990年　◇理事長

／佐藤 博、園長／大森 健三　◇関連施設／通所施設、

同胞保育園、北小倉こひつじ保育園　◇特色／キリスト

教の愛の精神を業となし、知的障害者とともに、作業・

就労を通して生きがいを見出したい。

【HP】http://www.douhounoie.jp/

【E-Mail】omori@douhounoie.jp

ハートフルトポス グレース［グレース］
［精神障害者グループホーム］　［(NPO)ハートフルトポス］
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栗生間谷西6-14-1　Tel.072-729-2345　◇北大阪急行電

鉄千里中央駅・阪急電鉄北千里駅・箕面駅から専用バ

ス　◇理事長／梅原 彰　◇ガラシア訪問看護ステーショ

ン、指定居宅介護支援事業所ケアプランガラシア、箕面

市東部地域包括センター　◇関連施設／ガラシア病院、

介護老人保健施設ニューライフガラシア　◇特色／2006

年4月箕面市からの委託で地域包括支援センターを開設し

た。

【HP】http://www.gratia.or.jp/zaitakuservice/

（福）救世軍希望館［希望館］
［児童養護］　［（福）救世軍社会事業団］〒567-0034　茨

木市中穂積2-16-11　Tel.072-623-3758 Fax.072-623-

8404　◇JR茨木駅西口からバス「ゴルフ場口」停、徒歩

1分　◇創立／1915年　◇理事長／吉田 眞、館長／前田 

徳晴　◇関連施設／DVやショートステイのチャイルド＆

ファミリーセンター”エスポワール”

(福)キリスト教ミード社会舘
［在宅介護、生活支援相談、保育園、専門学校、デイサー

ビス］〒532-0028　大阪市淀川区十三元今里1-1-52　

Tel.06-6309-7121 Fax.06-6309-7123　◇阪急電車十三駅

から徒歩8分　◇創立／1908年　◇理事長／榎原 良行　

◇関連施設／ミード保育園、大阪コミュニティワーカー専

門学校、ミード宮原センター

【HP】http://www.mead-jp.com/

グレース工房
［障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）］　［(福)一粒

のからし種］〒571-0034　門真市東田町12-1　Tel&Fax.

06-6908-5980　◇京阪電鉄古川橋駅から徒歩20分　◇創

立／1995年　◇理事長／福田 章男　◇特色／障害者を

持つ仲間たちが仲良く働いています。地域で生活し自立

した生活を目指し、大きな夢を描いています。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~grace.f/

【E-Mail】grace.f@proof.ocn.ne.jp

グレースハウス
［精神障害者小規模通所授産施設］〒592-8334　堺市西

区浜寺石津町2-6-33-105　Tel.072-280-0830

グローリーワーク大東
［身体障がい者通所授産施設］　［稲原福祉会］〒574-

0017　大東市津の辺町18-4　Tel&Fax.072-862-0417　◇

JR四条畷駅から徒歩10分　◇創立／1994年　◇理事長・

施設長／石井 敏一　◇関連施設／グループホーム明美の

里　◇特色／生まれ育ってきた地域で、老若男女、障が

い者を問わず、皆が当たり前の様に仕え合い、助け合う

所でありたい。

【HP】http://www.glory-work.com/

【E-Mail】info@glory-work.com

ケアハウス　はくあい［はくあい］
［老人・介護］　［（福）博愛社］〒532-0028　大阪市淀川

区十三元今里3-1-88　Tel.06-6302-8908 Fax.06-6301-

8907　◇阪急十三駅徒歩10分　◇創立／1998年　◇施

設長／久保 孝彦　◇関連施設／（特養）博愛の園　◇

特色／おひとりで生活することの不安を感じている方が

安心して生活ができるように職員が援助させて頂きます。

【HP】http://www.hakuaisha-welfare.net

立／1909年　◇隣保館長／小掠 昭、館長／小谷 啓二　

◇関連施設／・隣保事業：愛染橋保育園、わかくさ保育園、

南港東保育園、あおぞら保育、今池こどもの家 　・病院

事業：愛染橋病院　 ・介護事業：特養あいぜん、グルー

プホームあいぜん、日本橋地域在宅サービスステーショ

ン　◇特色／児童の健全育成の為、放課後、学校休校日

に閉館。卓球、けん玉、手芸、クッキング等の活動を行

っています。

【E-Mail】aizenho@aioros.ocn.ne.jp

あかつき特別養護老人ホーム
［老人・介護］　［（福）暁光会］〒562-0012　箕面市白島

3-16-1　Tel.072-722-3438 Fax.072-724-5600　◇バス「白

島北」停、徒歩15分　◇創立／1970年　◇理事長／生藤 

達男、施設長／野津 禮子　◇関連施設／介護老人福祉

施設・地域包括支援センター・在宅介護支援事務所・通

所介護・訪問介護　◇特色／四季折々の自然に囲まれた

静かな環境の中、心のこもったお世話をさせていただきま

す。

【HP】http://homepage3.nifty.com/akatuki-toku/

【E-Mail】lei07654@nifty.com

うの花療育園
［障害福祉］　［（福）聖ヨハネ学園］〒569-1131　高槻市

郡家本町5-5　Tel.072-685-3803　◇施設長／保関 健典

（特養）大阪好意の庭
［老人・介護］　［（福）日本コイノニア福祉会］〒582-

0026　柏原市旭ヶ丘3-13-45　Tel.072-976-0090 Fax.072-

976-0095　◇大阪線大阪教育大前駅から徒歩10分　◇創

立／1987年　◇理事長／小林 達夫、施設長／木村 信

大阪水上隣保館乳児院
［乳児養護施設］　［（福）大阪水上隣保館］〒618-0001　

三島郡島本町山崎5-3-20　Tel.075-961-0091 Fax.075-

961-0291　◇JR山崎駅　◇創立／1931年　◇理事長／

黒川 芳朝　◇関連施設／児童養護施設「遙学園」、山崎

保育園、藤の里保育園、特別養護老人ホーム弥栄の郷、

キリスト教社会福祉専門学校、山崎幼稚園

大阪水上隣保館遙学園
［児童養護施設］　［（福）大阪水上隣保館］〒618-0001　

三島郡島本町山崎5-3-18　Tel.075-961-0041 Fax.075-

961-1144　◇阪急大山崎駅から徒歩10分

大阪婦人ホーム
［婦人救護施設］　［（福）大阪婦人ホーム］〒547-0001　

大阪市平野区加美北7-1-30　Tel.06-6791-8236 Fax.06-

6791-8231　◇創立／2002年　◇理事長・施設長／阿部 

孝

釜ヶ崎ディアコニア・センター 喜望の家［喜
望の家］

［生活自立支援］　［(宗)日本福音ルーテル教会］〒557-

0004　大阪市西成区萩之茶屋2-8-18　Tel.06-6632-1310 

Fax.06-6632-1309　◇JR新今宮駅から徒歩5分　◇創立

／1976年　◇牧師／秋山 仁

ガラシア在宅サービスセンター
［在宅介護支援］　［(医)ガラシア会］〒562-8567　箕面市
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か］〒533-0005　大阪市東淀川区瑞光4-11-32-122　Tel.

06-4809-1591［連絡先：（NPO）アビリティ・おおさか　

〒533-0004　大阪府大阪市東淀川区小松4-3-28 Tel.06-

6327-5805］　◇地下鉄瑞光四丁目駅から徒歩5分　◇創

立／1998年　◇代表／山中 一正　◇関連施設／淀川栄

光教会、社会福祉法人「身体障害者自立協会」障害者福

祉サービス事業｢フリーダム創世」、Ｎ.Ｐ.Ｏ法人「アビリ

ティおおさか」身体障害者グループホーム「ノア」・「オリ

ーブ」、身体障害者福祉ショップ「はとポッポ」　◇特色

／重度（1〜2級）身体障害者が地域社会の中で自立生活

と信仰生活を営むための自立共同ホーム。

身体障害者グループホーム　オリーブ［グル
ープホーム「オリーブ」］

［身体障害者地域自立生活］　［（NPO）アビリティおおさか］

〒533-0003　大阪市東淀川区南江口2-5-1　Tel.06-6327-

0480 Fax.06-6327-5906［連絡先：（NPO）アビリティ・

おおさか　〒533-0004　大阪府大阪市東淀川区小松4-3-

28 Tel.06-6327-5805］　◇地下鉄今里線瑞光四丁目駅か

ら徒歩1分　◇創立／1992年　◇代表／山中 一正　◇関

連施設／同種グループホーム｢ノア」、「アベル」、障害者

福祉サービス事業｢フリーダム創世」、居宅介護事業所「ヒ

ューマンケアライン」　◇特色／重度（1〜2級）身体障

害者が地域社会の中で自立生活と信仰生活を営むための

自立共同ホーム。

身体障害者グループホーム　ノア［グループ
ホーム「ノア」］

［身体障害者地域自立生活］　［（NPO）アビリティ・おおさ

か］〒533-0003　大阪市東淀川区南江口2-6-25　Tel.06-

6327-9937 Fax.06-6327-5906［連絡先：（NPO）アビリテ

ィ・おおさか　〒533-0004　大阪府大阪市東淀川区小松

4-3-28 Tel.06-6327-5805］　◇地下鉄今里線瑞光四丁目駅

から徒歩1分　◇創立／1991年　◇代表／山中 一正　◇

関連施設／同種グループホーム｢オリーブ」、「アベル」、障

害者福祉サービス事業｢フリーダム創世」、居宅介護事業

「ヒューマンケアライン」　◇特色／重度（1〜2級）身体

障害者が地域社会の中で自立生活と信仰生活を営むため

の自立共同ホーム。

清心館
［グループホーム］　［（福）博愛社］〒532-0028　大阪市

淀川区十三元今里3-1-72　◇デイサービス、通所介護

（福）聖ヨハネ学園
［社会福祉事業］〒569-1032　高槻市宮之川原2-9-1　

Tel.072-687-0541 Fax.072-687-0548　◇JR高槻駅からバ

ス「服部」停　◇創立／1889年　◇理事長／野知 卓

司　◇関連施設／児童養護施設「聖ヨハネ学園」、下田部

保育園、（特養）ミス･ブール記念ホーム、障害福祉セン

ター「ゆうあいセンター」、知的障害児通園施設「うの花

療育園」、地域生活支援センター「光」　◇特色／本園は

キリスト教精神に基き、ご利用者一人ひとりの尊厳を守り、

社会の信頼に応える努力を続けます。

【HP】http://www.yohane.or.jp/

【E-Mail】info@yohane.or.jp

聖ヨハネ養育センター
［心身障害児・者短期入所施設］　［（福）聖ヨハネ学園］

〒569-1031　高槻市松ヶ丘1-21-9　Tel.072-687-4097

（特養）故郷の家
［老人・介護］　［（福）こころの家族］〒590-0142　堺市

南区桧尾3360-12　Tel.072-271-0881 Fax.072-271-

5474　◇泉北高速鉄道光明池駅からバス「桧尾山北」停

すぐ　◇創立／1989年　◇理事長／田内 基、総括施設

長／田内 文枝　◇関連施設／（特養）故郷の家・神戸、

故郷の家介護サポートセンター大阪、神戸市真野デイサ

ービスセンター、故郷の家･京都（2008年秋完成予定）

【HP】http://www.kokorono.or.jp/

【E-Mail】kazoku@kokorono.or.jp

視覚障害リハビリテーションセンター
［視覚障害者更生施設］　［（福）日本ライトハウス］〒

538-0042　大阪市鶴見区今津中2-4-37　Tel.06-6961-

5521 Fax.06-6968-2059　◇JR放出駅から徒歩10分　◇

創立／1935年　◇理事長／木塚 泰弘、所長／迫田 等　

◇生活訓練部、職業訓練部、授産部　◇関連施設／盲人

情報文化センター

【HP】http://www.lighthouse.or.jp/

暁光会大阪支部
［生活共同体］　［（福）暁光会］〒557-0061　大阪市西成

区北津守4-4-44　Tel.06-6562-0085 Fax.06-6562-0086　

◇地下鉄四ツ橋線花園駅（鶴見橋商店街）　◇創立／

1958年　◇廃品回収業

自立共同ホーム シャローム［シャローム］
［知的障害者グループホーム］〒547-0024　大阪市平野

区瓜破1-4-5 グレイス高尾205-206　Tel&Fax.06-6700-

1098　◇地下鉄谷町線喜連瓜破駅から徒歩5分　◇創立

／2000年　◇管理責任者（伝道師）／皆見 一之、世話

人／皆見 眞記子　◇関連施設／自立共同ホーム「ヤベツ」

【E-Mail】shalom0202@yahoo.co.jp

自立共同ホームめぐみの家［めぐみの家］
［身障者グループホーム］　［(NPO)自立生活センターいし

ずえ］〒574-0011　大東市北条3-16-33　Tel&Fax.072-

862-2321 Tel.072-876-1936 Fax.072-876-6442　◇JR四

条畷駅から徒歩10分　◇創立／2002年　◇理事長・管理

者／柿原 明彦、理事／村川 勉、理事／佐々木 和晴、管

理者／柿原 幸枝　◇関連施設／ヘルパーステーションい

しずえ、ヘルパーステーションハレルヤ、福祉作業セン

ターレインボーワーク、ケアプランステーションいしず

え　◇特色／キリスト信仰とアガペの愛とを動機として

全ての人を愛し又主に仕え、神から栄誉を頂く事が最終

目標です。

【HP】http://www.nn.iij4u.or.jp/~cisshine/beth.htm

【E-Mail】cisshine@nn.iij4u.or.jp

自立共同ホーム ヤベツ［ヤベツ］
［身体障害者用グループホーム］〒547-0024　大阪市平

野区瓜破1-4-5 グレイス高尾105号、201号、203号　Tel. 

090-1678-9047　◇地下鉄谷町線喜連瓜破駅から徒歩3

分　◇創立／2002年　◇代表／皆見 一之　◇身体障害

者用グループホーム　◇関連施設／自立共同ホーム「シ

ャーローム」

身体障害者グループホーム　アベル［グルー
プホーム「アベル」］

［身体障害者地域自立生活］　［（NPO）アビリティ・おおさ
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【E-Mail】rainbowwork_jesus@ivy.ocn.ne.jp

ミード宮原センター
［デイサービスセンター、生活支援ハウス］　［(福)キリス

ト教ミード社会館］〒532-0004　大阪市淀川区西宮原

1-6-45　Tel.06-6350-7301 Fax.06-6350-7302　◇JR新大

阪駅から徒歩10分　◇創立／2003年

【HP】http://www.mead-jp.com/miyahara/

（特養）ミス・ブール記念ホーム
［老人・介護］　［（福）聖ヨハネ学園］〒569-1031　高槻

市松が丘1-21-9　Tel.072-688-5138　◇施設長／西田 幸

市

（特養）弥栄の郷
［老人・介護］　［（福）大阪水上隣保館］〒618-0001　三

島郡島本町山崎5-3-25　Tel.075-961-0171 Fax.075-961-

0170　◇JR山崎駅から徒歩15分　◇創立／1931年　◇

施設長／村瀬 愛　◇関連施設／デイサービスセンター、

ホームヘルプサービス、在宅介護支援事業所、在介C、

児童養護施設、乳児院、保育所（島本町・高槻市）、幼稚

園、専門学校（保育科・介護科）

【HP】http://www.a-kaigo.gr.jp/2003.6_new/tokubetsu/yaeno 

sato/yaenosato.html

やすらぎの介護　シャローム［シャローム］
［老人・介護］　［シャローム（株）］〒590-0801　堺市堺

区大仙中町6-24　Tel.072-243-1616 Fax.072-243-0225　

◇JR百舌鳥駅から徒歩12分　◇創立／1999年　◇園長

／俣木 泰三、副園長／俣木 聖子、専務／俣木 泰和、常

務／長野 真士、取締役／長野 直子　◇ケアプラン、デ

イサービス、ホームヘルプ、福祉用具レンタル、支援費、

グループホーム、介護タクシー、有料老人ホーム（晴れ

る家）、　◇関連施設／日本キングスガーデン連合　◇特

色／（社ｼｬ）社会に貢献し（老ﾛｰ）老人や障害のある方

に（夢ﾑ）夢と希望を与える事ができればと願っています。

【HP】http://www.kaigo-shalom.co.jp/

【E-Mail】info@kaigo-shalom.co.jp

ゆうあいセンター
［障害者福祉センター］　［（福）聖ヨハネ学園］〒569-

0075　高槻市城内町1-11　Tel.072-672-0267　◇施設長

／西村 逸郎

(福)るうてるホーム
［社会福祉法人］〒575-0003　四條畷市岡山東5-5-55　

Tel.072-878-9371 Fax.072-878-5293　◇JR忍ヶ丘駅　◇

理事長／市原 正幸　◇関連施設／軽費老人ホーム、特養

老人ホーム（介護老人福祉施設）、相談サービス事業、在

宅サービス事業、介護保険外サービス事業

レバノンホーム
［児童養護施設］　［（福）レバノンホーム］〒567-0001　

茨木市安威1-7-21　Tel.072-643-5145 Fax.072-641-

5357　◇JR茨木駅から車20分　◇創立／1941年　◇理

事長／久家 榮美子、施設長／大方 富子　◇関連施設／

入所　◇特色／キリスト教精神に基づき運営し、高校生

対称の自立支援事業、子育て支援短期利用事業、虐待児

への心理療法等行う。

セットンの家
［老人・介護］　［（福）シャローム］〒590-0142　堺市南

区桧尾3360-10　Tel.072-272-8338 Fax.072-272-8337　

◇泉北鉄道光明池駅から車10分　◇創立／1996年　◇理

事長／朴 善喜、施設長／金 祥高　◇関連施設／ケアハ

ウス、ヘルパーステーション

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~setton/

【E-Mail】setton@nike.eonet.ne.jp

第二好意の庭
［老人・介護］　［（福）日本コイノニア福祉会］〒582-

0022　柏原市国分市場1-9-45　Tel.072-976-0091 Fax. 

072-976-0096　◇創立／1964年　◇施設長／前田 牧子、

副施設長／氏野 雅之、副施設長／金田 篤也　◇関連施

設／特養、在宅介護支援、デイサービスセンター　◇特

色／高齢者の人権を護り尊厳に満ちた日々を送れるよう

に支援しつつそれぞれの能力に応じて自立できるように

仕える。

【E-Mail】houjin@koinonia.or.jp

（特養） 博愛の園
［老人・介護］　［（福）博愛社］〒532-0028　大阪市淀川

区十三元今里3-1-88　Tel.06-6301-8901 Fax.06-6301-

8907　◇阪急十三駅から徒歩10分　◇創立／1998年　

◇理事長／佐野 信三、施設長／柳谷 利起　◇関連施設

／特養、ケアハウス、介護支援、児童養護、保育園、乳

児保育園、ヘルパー、デイサービス、グループホーム　

◇特色／地域に奉仕する総合的活動を続ける社会福祉法

人です。

【HP】http://www.hakuaisha-welfare.net

ヒューマン・ケアライン
［身体障害者居宅介護事業］　［（NPO）アビリティ・おお

さか］〒533-0004　大阪市東淀川区小松4-3-28　Tel.06-

6327-5805 Fax.06-6327-5906［連絡先：（NPO）アビリテ

ィ・おおさか　〒533-0004　大阪府大阪市東淀川区小松

4-3-28 Tel.06-6327-5805］　◇地下鉄今里線瑞光四丁目駅

から徒歩1分　◇代表／山中 一正　◇関連施設／（社福）

身体障害者自立協会　◇特色／身体障害者・知的障害者・

精神障害者・児童障害者の自宅へのホームヘルパー派遣。

ファミリーステーションからし種
［福祉事業］　［(有)ジェイ・ウィッシュカンパニー］〒581-

0015　八尾市刑部4-15-3　Tel.072-925-0858 Fax.072-

925-2214　◇地下鉄大阪線高安駅から徒歩7分　◇創立

／1999年　◇代表取締役／西硲 晃敏　◇特色／「心あ

る介護」を常に求め、喜んで頂けるサービスを提供し続

けたいと願い取組んでいます。

福祉作業センター レインボーワーク［レイン
ボーワーク］

［福祉作業所］　［(NPO)自立生活センターいしずえ］〒

547-0021　大阪市平野区喜連東4-1-4　Tel.06-6797-2116 

Fax.06-6796-7472　◇地下鉄谷町線出戸駅から徒歩15

分　◇創立／1989年　◇理事長／柿原 明彦、理事／村

川 勉、理事／佐々木 和晴　◇関連施設／ヘルパーステ

ーションハレルヤ、ヘルパーステーションいしずえ、身体

障害者自立共同ホームめぐみの家　◇特色／お互いに神

様の愛で愛しあいながら、牛乳パックを再利用して紙す

き作業をしています。
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（軽費）いずみ寮
［軽費老人ホームA型］　［(福)みぎわ会］〒677-0064　西

脇市八坂町213-1　Tel.0795-22-8555 Fax.0795-22-

3749　◇創立／1971年　◇理事長／松尾 周子　◇関連

施設／（特養）みぎわ園

（特養）オリンピア
［老人・介護］　［（福）光朔会］〒651-0092　神戸市中央

区生田町1-2-32　Tel.078-221-7098 Fax.078-241-3745　

◇地下鉄新神戸駅から徒歩2分　◇創立／1996年　◇理

事長／山口 洋子、施設長／山口 元、チャプレン／山口 

光　◇通所・入所　◇関連施設／グループホームオリン

ピア灘・高齢者総合福祉施設オリンピア兵庫・オリンピ

ア都保育園・オリンピア神戸北保育園・小規模多機能型

居宅介護支援事業所 オリンピア神戸西　◇特色／淡路大

震災で全壊したオリンピア幼稚園が前身。新神戸駅前に

位置する、異人館風の特別養護老人ホームです。

【HP】http://www.olympia.or.jp/

【E-Mail】info@olympia.or.jp

オリンピア灘
［認知症高齢者グループホーム］　［(福)光朔会］〒657-

0835　神戸市灘区灘北通3-1-15　Tel.078-871-7227 Fax. 

078-871-7260　◇JR灘駅から徒歩15分　◇創立／2002

年　◇理事長／山口 洋子、ホーム長／山口 裕子　◇関

連施設／（特養）オリンピア、デイサービスオリンピア、

高齢者総合福祉施設オリンピア兵庫、オリンピア都保育

園　◇特色／認知症になっても、これまで通りに誇りを

持った暮らしを安心して送るお手伝いをさせていただき

ます。

【HP】http://www.olympia.or.jp/

【E-Mail】nada@olympia.or.jp

オリンピア兵庫
［高齢者総合福祉施設］　［(福)光朔会］〒652-0865　神戸

市兵庫区小松通5-1-14　Tel.078-671-7065 Fax.078-671-

7060　◇地下鉄海岸線和田岬駅から徒歩5分　◇創立／

2004年　◇理事長／山口 洋子、館長／山口 宰　◇認知

症高齢者グループホーム、ショートステイ、デイサービス、

居宅介護支援事業所、カフェ　◇関連施設／（特養）オ

リンピア、認知症高齢者グループホームオリンピア灘、オ

リンピア都保育園　◇特色／高齢者になっても、今まで

通りに誇りを持った暮らしを安心して続けるお手伝いをさ

せていただきます。

【HP】http://www.olympia.or.jp/

【E-Mail】hyogo@olympia.or.jp

ケアハウス やまじいこい苑
［老人・介護］　［（福）山路福祉会］〒669-3145　丹波市

山南町野坂181-8　Tel.0795-77-3240 Fax.0795-77-3282　

◇JR谷川駅から車15分　◇創立／1993年　◇理事長／

澤村 剛士、施設長／澤村 安由里　◇軽費老人ホーム　

◇関連施設／（特養）山路園、デイサービスセンターや

まじ、在宅介護支援センターやまじ、山路園訪問看護ス

テーション、山路園ホームヘルパーステーション　◇特

色／『愛のある介護』の実践のために、職員の資質向上

にとり組みます。

【E-Mail】yamazi@crux.ocn.ne.jp

ロングライフホールディング（株）［ロングラ
イフホールディング］

［老人・介護福祉事業］〒530-0015　大阪市北区中崎西

2-4-12 梅田センタービル25階　Tel.06-6373-9191 Fax.06-

6373-9197　◇阪急梅田駅から徒歩6分　◇創立／1986

年　◇代表取締役 社長／遠藤 正一、代表取締役　副社

長／北村 政美　◇ホーム介護事業（有料老人ホーム、グ

ループホーム）、福祉教育事業、在宅介護事業　◇関連

施設／ロングライフ医療福祉専門学院、エルケア(株）、ロ

ングライフダイニング(株）、日本ロングライフ(株）　◇特

色／総合型介護サービス専門企業のロングライフグルー

プは、業界のパイオニアとして介護の次なる未来を描き

ます。

【HP】http://www.longlife-holding.co.jp/

兵 庫 県

（特養）愛の園
［老人・介護］　［（福）ぶどうの枝福祉会］〒654-0121　

神戸市須磨区妙法寺野路山1053　Tel.078-741-8750 Fax. 

078-741-8752　◇地下鉄「妙法寺」から車6分　◇創立

／1993年　◇理事長／斉藤 善樹、施設長／信川 恒夫　

◇特色／「良きサマリア人」（ルカ10章）の精神に則り、

仕え合う一大家族の形成を目指しています。

【HP】http://ainosono.jp/

明石愛老園
［老人・介護］　［(福)明石愛老園］〒674-0081　明石市魚

住町錦が丘2-6-8　Tel.078-946-2252 Fax.078-947-2223　

◇養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、在宅介護支援

センター、デイサービスセンター

アガペ甲山ジェロニティ・ヴィラ
［終身利用権付マンション］　［(株)ジェロントピア・プラ

ン］〒662-0001　西宮市甲山町53-9　Tel.0798-73-

5251　◇阪神西宮駅北口駅からバス「甲山霊園」停す

ぐ　◇代表／大鶴 昇　◇関連施設／アガペ甲山病院、ア

ガペソーラーホーム

【E-Mail】hori@geo.co.jp

アガペソーラーホーム
［有料老人ホーム］　［(株)ジェロントピア・プラン］〒

662-0001　西宮市甲山町53-9　Tel.0798-73-5251　◇阪

神西宮駅北口駅からバス「甲山霊園」停すぐ　◇代表／

大鶴 昇　◇関連施設／アガペ甲山病院、ジェロニティ・

ヴィラ

【E-Mail】hori@geo.co.jp

出石愛の園
［老人・介護］　［（福）ぶどうの枝福祉会］〒668-0263　

豊岡市出石町福住1313　Tel.0796-52-7001 Fax.0796-52-

7005　◇JR八鹿駅から車15分　◇創立／1999年　◇理

事長／斉藤 善樹、総施設長／小川 憲一　◇老健として

リハビリを中心とした介護提供　◇特色／介護を必要と

する方々が、安心して地元で生活を送れるようなサービ

スの充実を目指しています。

【HP】http://www6.ocn.ne.jp/~ainosono/

【E-Mail】roken-ainosono@peach.ocn.ne.jp
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【HP】http://www.nextkobe.com/kobeseirei/

【E-Mail】meisei01@sirius.ocn.ne.jp

神戸友生園
［身体障害者通所授産施設］　［（福）神戸聖隷福祉事業団］

〒654-0142　神戸市須磨区友が丘1-1　Tel.078-793-2555 

Fax.078-793-2556　◇地下鉄妙法寺駅からバス「友が丘

（神戸聖隷前）」停　◇創立／1976年　◇理事長／金附 

洋一郎、所長／岡崎 充男　◇関連施設／（重度身障者授

産）恵生園、（身障者療護）真生園、（身障者通所授産）

和生園、（作業所）ゴルフバッグ作業所、（特養）平生園、

（デイサービス）さくらの苑、（知的障害者授産）神戸聖

生園、（知的障害者通所授産）神戸聖生園せきもり分場、

神戸聖生園さやかだい分場、神戸聖生園わかまつ分場、（作

業所）せいれいサービス、若松デイサービスセンター、（身

障者療護）神戸愛生園、（重度身障者デイサービス）ライ

ブリーフレンズ、（身障者通所授産）神戸友生園、（知的

障害者通所授産）神戸光生園、神戸光生園おおまち分場、

（知的障害者更生）、等　◇特色／利用者の皆さんが、来

て良かったと思える施設づくりを目指しています。

【HP】http://www.nextkobe.com/kobeseirei/yuuseien/

【E-Mail】bkc@m8.dion.ne.jp

(NPO)神戸ライフケアー協会
［福祉事業］〒658-0054　神戸市東灘区御影中町2-3-23-

107　Tel.078-854-1346 Fax.078-854-4487　◇JR住吉駅

から徒歩10分　◇創立／1982年　◇理事長／今井 鎮雄、

副理事長／日下 知久、事務局長／大橋 英夫　◇家事援

助及び介護介助等、介護保険関係に関する事業、子育て

支援に関する事業　◇関連施設／介護支援、知的障害者、

身体障害者、母子生活支援、ヘルパー養成研修

在宅介護支援センターやまじ
［老人・介護］　［（福）山路福祉会］〒669-3145　丹波市

山南町野坂181-8　Tel.0795-77-3240 Fax.0795-77-3282　

◇JR谷川駅から車15分　◇創立／1963年　◇理事長／

澤村 剛士、施設長･センター長／澤村 安由里　◇関連施

設／（特養）山路園、ケアハウスやまじいこい苑、デイサ

ービスセンターやまじ、山路園訪問看護ステーション、山

路園ホームヘルパーステーション　◇特色／法人理念で

ある『愛のある介護』を実践しつつ、在宅介護を支援致

します。

【E-Mail】yamazi@crux.ocn.ne.jp

志染愛真ホーム
［ケアハウス］　［(福)信倭会］〒673-0516　三木市志染町

御坂764-16　Tel.0794-87-3608　◇創立／1997年

神愛子供ホーム
［児童福祉施設］　［（福）神愛子供ホーム］〒658-0063　

神戸市東灘区住吉山手4-7-35　Tel.078-811-8698 Fax. 

078-811-8697　◇阪急御影駅から徒歩5分　◇理事長／

杉本 俊輔

真生園
［身体障害者療養施設］　［（福）神戸聖隷福祉事業団］〒

669-5252　朝来市和田山町竹田1958　Tel.079-674-0131 

Fax.079-674-0133　◇JR竹田駅から徒歩15分　◇創立／

1978年　◇理事長／土肥 隆一、施設長／岡崎 充男

【E-Mail】sinseien@mxa.nkansai.ne.jp

恵生園
［指定障害者支援施設］　［（福）神戸聖隷福祉事業団］〒

669-5252　朝来市和田山町竹田1811　Tel.079-674-0011 

Fax.079-674-0013　◇JR竹田駅から徒歩15分　◇創立／

1976年　◇施設長／瀬尾 昇

【HP】http://www.nextkobe.com/kobeseirei/

恵泉寮
［児童養護施設］　［（福）恵泉寮］〒651-1143　神戸市北

区若葉台1-1-6　Tel.078-591-0256　◇神戸電鉄北鈴蘭台

駅

神戸愛生園
［障害者支援施設］　［（福）神戸聖隷福祉事業団］〒654-

0142　神戸市須磨区友が丘1-1　Tel.078-791-2222 Fax. 

078-791-2224　◇地下鉄妙法寺駅　◇創立／1982年　

◇所長／村山 盛光　◇特色／2007年10月より新体系に

移行しました。施設入所支援、生活介護、短期入所事業

です。ご相談ください。

【HP】http://www.nextkobe.com/kobeseirei/

【E-Mail】LES03442@nifty.ne.jp

神戸光生園
［障害福祉サービス事業所］　［（福）神戸聖隷福祉事業団］

〒655-0043　神戸市垂水区南多聞台8-23-15　Tel.078-

784-8651 Fax.078-784-5848　◇JR舞子駅からバス「舞

子坂3丁目」停　◇創立／1985年　◇理事長／土肥 隆一、

施設長／岡崎 充男　◇就労移行支援、就労継続B型、自

立訓練（生活訓練）、会話介護

【E-Mail】koseien@hi-net.zaq.ne.jp

神戸真生塾
［児童養護施設］　［(福)神戸真生塾］〒650-0004　神戸市

中央区中山手通7-25-38　Tel.078-341-5897 Fax.078-341-

8239　◇地下鉄大倉山駅から徒歩10分　◇創立／1890

年　◇理事長／今井 鎮雄

神戸聖生園
［生活介護、就労継続B型］　［（福）神戸聖隷福祉事業団］

〒654-0142　神戸市須磨区友が丘1-1　Tel.078-791-2001 

Fax.078-795-0197　◇地下鉄妙法寺駅からバス「神戸聖

隷前」停、徒歩2分　◇創立／1981年　◇所長／加藤 成

久、支援、課長／岩井 誠一　◇特色／「自分を愛するよ

うに隣人を愛せよ」とのキリスト教精神にもとづき、知的

ハンディを持つ人を支援しています。

【HP】http://www.nextkobe.com/kobeseirei/seiseien/

神戸明生園
［知的障害者更生施設］　［（福）神戸聖隷福祉事業団］〒

651-1102　神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1 しあ

わせの村内　Tel.078-743-8060 Fax.078-743-8061　◇JR

三宮駅からバス「しあわせの村病院前」停、徒歩10分　

◇創立／1975年　◇理事長／土肥 隆一、施設長／井筒 

和夫　◇知的障害者更生施設（入所80名、通所15名、短

期入所8名）　◇関連施設／恵生園・真生園・和生園・平

生園・神戸聖生園・神戸愛生園・神戸友生園・神戸光生園・

ワークセンターひょうご・自立センターひょうご・ひょう

ごデイサービスセンター・ワークセンターわかまつ　◇

特色／私たちはキリスト教精神に基づき聖書に示された

愛と奉仕の実践を通して社会福祉の向上に貢献します。
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町213-1　Tel.0795-22-1358 Fax.0795-22-3749　◇施設

長／芹生 哲也　◇関連施設／軽費A「いずみ寮」

（特養）山路園
［老人・介護］　［（福）山路福祉会］〒669-3145　丹波市

山南町野坂181-8　Tel.0795-77-3240 Fax.0795-77-3282　

◇JR谷川駅から車15分　◇創立／1993年　◇理事長／

澤村 剛士、施設長･センター長／澤村 安由里　◇関連施

設／特養、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、

訪問看護ステーション、ホームヘルパーステーション　

◇特色／法人理念である『愛のある介護』を実践しつつ、

個別ケアに取り組んでいます。

山路園訪問看護ステーション
［老人・介護］　［（福）山路福祉会］〒669-3145　丹波市

山南町野坂181-1　Tel&Fax.0795-70-5840　◇JR谷川駅

から車15分　◇創立／1994年　◇理事長／澤村 剛士、

施設長･センター長／澤村 安由里　◇関連施設／（特養）

山路園、ケアハウスやまじいこい苑、デイサービスセンタ

ーやまじ、在宅介護支援センターやまじ、山路園居宅支

援事業所、山路園ホームヘルパーステーション　◇特色

／法人理念である『愛のある介護』を実践しつつ、在宅

看護をサポートします。

和生園
［身体障害者通所援産施設］　［（福）神戸聖隷福祉事業団］

〒669-5221　朝来市和田山町秋葉台1-72　Tel.079-672-

5639 Fax.079-672-5869　◇JR和田山駅から車5分　◇創

立／1982年　◇理事長／土肥 隆一、所長／西山 充　◇

関連施設／ノア・グループ和田山作業所、和生園通所ホ

ーム

【HP】http://www.nextkobe.com/kobeseirei/

【E-Mail】waseien@mxc.nkansai.ne.jp

和田山デイサービスセンターさくらの苑
［老人・介護］　［(福)神戸聖隷福祉事業団］〒669-5252　

朝来市和田山町竹田1958　Tel&Fax.079-674-0264　◇

通所デイサービス施設

和 歌 山 県

（特養）愛の園
［老人・介護］　［（福）神愛会］〒649-2103　西牟婁郡上

富田町生馬316-56　Tel.0739-47-1234 Fax.0739-47-

4329　◇JR紀伊田辺駅から車20分　◇創立／1972年　

◇施設長／武藤 直二、事務長／稗田 由紀子　◇特色／｢

キリストの愛を以って互いに仕える｣をモットーに、長期

入所、ショートステイ、デイサービス等を運営。

【HP】http://www.shinai.or.jp/

【E-Mail】info@shinai.or.jp

（特養）貴志川聖アンナの家
［老人・介護］　［(福)聖アンナ福祉会］〒640-0412　紀の

川市貴志川町上野山302-1　Tel.0736-64-7460

深和ホーム
［有料老人ホーム］　［（福）神愛会］〒649-2102　西牟婁

郡上富田町岩田2754-2　Tel.0739-47-3960 Fax.0739-47-

3961　◇JR田辺駅から車20分　◇創立／1988年　◇理

真生乳児院
［乳児院］　［(福)神戸真生塾］〒650-0004　神戸市中央区

中山手通7-25-38　Tel.078-341-5897 Fax.078-341-8239　

◇地下鉄大倉山駅から徒歩10分　◇創立／1890年　◇理

事長／今井 鎮雄

（特養）宝塚栄光園
［老人・介護］　［（福）聖隷福祉事業団］〒665-0025　宝

塚市ゆずり葉台3-1-2　Tel.0797-71-1151 Fax.0797-77-

3072　◇阪急逆瀬川駅からバス「エデンの園」停（終点）、

徒歩1分　◇創立／1979年　◇理事長／長谷川 力、施設

長／山田 茂

デイサービスセンターやまじ
［老人・介護］　［(福)山路福祉会］〒669-3145　丹波市山

南町野坂181-1　Tel.0795-77-3240 Fax.0795-77-3282　

◇JR谷川駅から車15分　◇創立／1993年　◇理事長／

澤村 剛士、施設長･センター長／澤村 安由里　◇デイサ

ービスセンターB型　◇関連施設／（特養）山路園、ケ

アハウスやまじいこい苑、山路園訪問看護ステーション、

山路園ホームヘルパーステーション　◇特色／法人理念

である『愛のある介護』を実践しつつ、個別ケアに取り

組みます。

ノア・グループ・和田山作業所
［障害者雇用事業所］　［（福）神戸聖隷福祉事業団］〒

669-5221　朝来市和田山町秋葉台1-100　Tel.079-672-

5639 Fax.079-672-5869　◇JR和田山駅から車5分　◇創

立／1989年　◇理事長／土肥 隆一、責任者／谷 寿夫　

◇関連施設／指定障害福祉サービス事業 和生園（就労継

続支援B型事業）　◇特色／常に障害者の働ける機会と場

を考え、品質向上に心懸け、納期限を遵守し、工賃の安

定化と成長を目指します。

Future ＆ Hope
［高齢者介護サービス、サッカースクール］〒666-0251　

川辺郡猪名川町若葉2-41　Tel.072-767-2131 Fax.072-

766-7639　◇阪急川西能勢口駅からバス「若葉二丁目」停、

徒歩3分　◇創立／2005年　◇代表／青木 靖彦　◇関連

施設／ひかりのこどもインターナショナルクリスチャンス

クール（プレスクール〜高校）、ＳＯＬ（ソル）サッカー

スクール、地の塩出版　◇特色／聖書と祈りを土台とし、

愛あふれる介護サービスを提供。ブラジル人コーチによ

るサッカースクールもしています。

（特養）平生園
［老人・介護］　［（福）神戸聖隷福祉事業団］〒669-

5252　朝来市和田山町竹田1779　Tel.079-674-0174 Fax. 

079-674-0170　◇JR竹田駅から徒歩10分　◇創立／1991

年

【E-Mail】heiseien@mxc.nkansai.ne.jp

ベル青谷
［母子生活支援施設］　［（福）神戸婦人同情会］〒657-

0805　神戸市灘区青谷町2-1-11　Tel.078-861-5375 

Fax.078-861-2950　◇阪急王子公園駅から徒歩10分　◇

創立／1915年　◇理事長／城 純一

（特養）みぎわ園
［老人・介護］　［(福)みぎわ会］〒677-0064　西脇市八坂
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救世軍愛光園
［児童養護施設］　［（福）救世軍社会事業団］〒737-

0023　呉市青山町1-3　Tel.0823-21-6374 Fax.0823-22-

4387　◇呉駅から0分　◇創立／1953年

【E-Mail】aikouen@themis.ocn.ne.jp

呉ベタニアホーム
［老人・介護］　［(福)政樹会］〒737-0045　呉市本通4-3-

21　Tel.0823-26-8844 Fax.0823-24-1570　◇JR呉駅から

バス「本通3丁目」停、徒歩1分　◇創立／1998年　◇理

事長／佐藤 孝義、施設長／里村 佳子　◇ケアハウス・

デイサービスセンター、在宅介護支援センター、居宅介

護支援事業所、グループホーム、小規模多機能ホーム　

◇関連施設／通所・入所　◇特色／政樹会では主イエス・

キリストの平和がすみずみまでゆきわたる共同体による

運営をめざします。

【HP】http://www7.enjoy.ne.jp/~bethany/

【E-Mail】bethany@go7.enjoy.ne.jp

聖恵授産所
［重度身体障害者授産施設］　［（福）聖恵会］〒729-

2316　竹原市忠海中町3-16-1　Tel.0846-26-1002 Fax. 

0846-26-1281　◇JR忠海駅から徒歩10分　◇創立／1960

年　◇理事長／川崎 俊和

（特養）清鈴園
［老人・介護］　［(福)西中国キリスト教社会事業団］〒

738-0031　廿日市市原362-2　Tel.0829-38-0011 Fax. 

0829-38-1192　◇JR廿日市駅から車10分　◇創立／1971

年　◇園長／猪股 誠司　◇関連施設／廿日市高齢者ケア

センター

【HP】http://www.seireien.com/

（特養）第二ナーシングホーム ゆうゆう
［老人・介護］　［（福）IGL学園福祉会］〒731-3352　広島

市安佐北区安佐町後山2415-1　Tel.082-838-3334 Fax. 

082-838-3678　◇アストラムライン上安駅からバス「後

山上」停　◇創立／1991年　◇理事長／永見 憲吾、施

設長／大庭 侑子　◇関連施設／在宅介護支援センター、

デイサービスセンター、介護老人保健施設、ケアハウス

ふれ愛、ヘルパーステーション、訪問看護ステーション、

デイケア、他

【HP】http://www.igl.or.jp/

太陽の町共同体［太陽の町］
［重度障害者授産施設］　［(福)太陽の町］〒724-0622　東

広島市黒瀬町乃美尾367　Tel&Fax.0823-82-2188　◇JR

東広島駅から車15分　◇創立／1968年　◇理事長／福間 

延子　◇縫製科、生活芸術科、印刷科　◇関連施設／福

祉の店「ロヨラ」

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~staiyou/

【E-Mail】staiyou@plum.ocn.ne.jp

津田子供の家
［児童養護施設］　［（福）津田子供の家］〒738-0222　廿

日市市津田596　Tel&Fax.0829-72-0364

（特養）ナーシングホーム ゆうゆう
［老人・介護］　［（福）IGL学園福祉会］〒731-3352　広島

市安佐北区安佐町後山2415-5　Tel.082-838-3333 Fax. 

事長・ホーム長／宮崎 靖子　◇関連施設／特別養護老人

ホーム愛の園、地域交流ホームステパノ館、デイサービ

スセンター愛の園、在宅介護支援センター愛の園　◇特

色／キリストの愛を以って互に仕える。ボランティアによ

る各種サークル活動は入居者の特技を生かして奉仕され

る。

島 根 県

グループホーム　ハイツ・シオン
［障がい者グループホーム（ケアホーム）］　［(福)シオンの

園］〒684-0302　隠岐郡西ノ島町別府149-5　Tel.08514-

7-8242［連絡先：Tel.08514-7-8411］　◇創立／2004年　

◇管理者／大野 光信

ございな
［障がい福祉サービス事業所］　［(福)シオンの園］〒684-

0302　隠岐郡西ノ島町別府205-8　Tel&Fax.08514-7-

8250　◇隠岐汽船別府港から徒歩10分　◇施設長／大野 

光信　◇特色／のんびりとすごす仕事場です。

センター・ウェルカム
［障がい者地域活動支援センター］〒684-0302　隠岐郡

西ノ島町別府149-5 隠岐教会内　Tel&Fax.08514-7-

8666　◇隠岐汽船別府港から徒歩10分

岡 山 県

（特養）アダムスホーム
［老人・介護］　［（福）岡山博愛会］〒702-8001　岡山市

沖元502　Tel.086-274-8550 Fax.086-274-8551　◇JR岡

山駅からバス「沖本西」停、徒歩3分　◇創立／1970

年　◇理事長／更井 哲夫、園長／竹原 祥俉　◇関連施

設／岡山博愛会病院　◇特色／喜ぶものと共に喜び泣く

者と共に泣きなさい。（ロマ書）を基本精神に入居者の尊

厳を第一に取り組んでいる。

【HP】http://okayama-hakuaikai.or.jp/

広 島 県

(株)エーデルワイス
［施設給食受託、業務用浄水設備、遊具輸入販売］〒731-

0154　広島市安佐南区上安6-31-1　Tel.082-830-3336 

Fax.082-830-3388　◇創立／1986年　◇代表／永見 憲

吾

【HP】http://www.igl.or.jp/c06jigyo/edel1.html

（特養）輝き
［老人・介護］　［（福）輝き奉仕会］〒734-0042　広島市

南区北大河町39-1　Tel.082-285-6005 Fax.082-288-

9181　◇JR広島駅から車15分　◇創立／1994年　◇理

事長／植竹 利侑、施設長／植竹 信吾　◇関連施設／（特

養）輝き、デイサービスセンター輝き、ショートステイ輝

き、居宅介護支援事業所輝き　◇特色／広島キリスト教

会の敷地内。礼拝出席の介助ができます。

【E-Mail】a3ikk@yahoo.co.jp



880
専門・特集ガイド編
医療福祉ガイド

教
育
ガ
イ
ド

医
療
・
福
祉

６ 

福
祉
施
設

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

各
種
団
体

世
界
宣
教

ホーム｢泉｣を開始します。

【HP】http://www2.tcn.ne.jp/~jidohome/sub1.htm

【E-Mail】jidohome@mb2.tcn.ne.jp

香 川 県

（福）カナン福祉センター
［児童福祉施設］〒761-8078　高松市仏生山町甲745-2　

Tel.087-889-1059 Fax.087-888-4617　◇琴平線仏生山駅

から徒歩3分　◇創立／1967年　◇理事長／川口 義道　

◇関連施設／4施設（保育園3・児童館1）、2事業（児童

クラブ）　◇特色／1967年キリスト教精神を根底として保

育と教育・青少年の健全育成事業を行うことを目的に設

立された社会福祉法人です。

【HP】http://www.ans.co.jp/n/kanan/

【E-Mail】kanan.ho@true.oc.ne.jp

（軽費）ケアハウス　ベテル［ベテル］
［老人・介護］　［（福）真理亜福祉会］〒763-0095　丸亀

市垂水町川原16-47　Tel.0877-28-1300 Fax.0877-28-

1301　◇JR丸亀駅から車20分　◇創立／1998年　◇理

事長／松浦 和子、施設長／松浦 聡、事務長／真鍋 京

子　◇関連施設／（特養）シャローム、居宅介護支援事

業所、シャロームデイサービス、シャロームヘルパー事

業所、チャペルディサービス、ひつじヶ丘保育園、子育

て支援センター　◇特色／高齢者の自立性を尊重しキリ

スト教の愛と寛容の精神を大切にしつつ温かい人間関係

を保てるよう支援している。

（特養）紅山荘
［老人・介護］　［(福)祷友会］〒762-0084　丸亀市飯山町

上法軍寺2600　Tel.0877-98-2781　◇創立／1962年

（特養）シャローム
［老人・介護］　［（福）真理亜福祉会］〒763-0095　丸亀

市垂水町川原16-50　Tel.0877-28-1303 Fax.0877-28-

1304　◇JR丸亀駅から車15分　◇創立／1997年　◇理

事長／松浦 和子、事務長／真鍋 京子　◇関連施設／ケ

アハウスべテル、居宅介護支援事業所、デイサービス、

ヘルパー事業所、ひつじヶ丘保育園、子育て支援センタ

ー　◇特色／キリスト教の愛と寛容の精神を大切に個人

の尊厳を重視した介護計画を基に親身で温かい寄り添う

ケアを行う。

豊島神愛館
［乳児院］　［（福）イエス団］〒761-4661　小豆郡土庄町

豊島家浦43-1　Tel.0879-68-2004 Fax.0879-68-3835　◇

家浦港から徒歩20分　◇創立／1948年　◇理事長／村

山 盛嗣、施設長／石原 正彦　◇特色／香川で唯一の乳

児院です。定員29名です。子ども達は自然豊かな豊島で

職員の愛情に包まれ成長しています。

【E-Mail】sinaikan@cello.ocn.ne.jp

（特養）西春日
［老人・介護］　［（福）サマリア］〒761-8051　高松市西

春日町1510　Tel.087-869-1165 Fax.087-869-1195　◇兼

間 道子

082-838-3444　◇アストラムライン上安駅からバス「後

山上」停　◇創立／1985年　◇理事長／永見 憲吾、施

設長／大庭 侑子　◇関連施設／学校、特養、居宅介護

支援センター、デイサービスセンター

【HP】http://www.igl.or.jp/

（老健）ベルローゼ、ケアハウスふれ愛
［老人・介護］　［（福）IGL学園福祉会］〒731-0154　広島

市安佐南区上安町6-31-1　Tel.082-830-3333 Fax.082-

830-3380　◇アストラムライン上安駅からバス「中萩原」

停　◇創立／1996年　◇理事長／永見 憲吾、施設長／

濱野 浩枝（老人保健施設 ベルローゼ）、施設長／永見 

憲吾（ケアハウス ふれ愛）　◇介護老人保健施設　◇関

連施設／特養、デイサービス・ケア・ヘルパーステーシ

ョン、訪問看護ステーション他

【HP】http://www.igl.or.jp/

山 口 県

亀の里アパートメントハウス
［福祉事業］　［(福)西中国キリスト教社会事業団］〒742-

0332　岩国市玖珂町6200-1　Tel&Fax.0827-82-2499　

◇JR玖珂駅から徒歩13分　◇創立／1972年　◇理事長

／西尾 正嗣、委員長／中西 英清、連絡員／村田 敏　◇

障害者自活アパート　◇関連施設／（特養）清鈴園、廿

日市高齢者ケアセンター、広島キリスト教社会館、ケアハ

ウスねむの家、デイサービス湖水園　◇特色／施設では

ないので職員はおりません。自力で生活をする障害者を

サポートするアパートです。挑戦者は連絡を。

【E-Mail】kamenosato@io.ocn.ne.jp

徳 島 県

いのちのさと
［福祉事業所］　［(NPO)いのちのさと］〒779-3126　徳島

市国府町矢野325-2　Tel.088-642-0300 Fax.088-642-

9055　◇JR府中駅から徒歩15分　◇創立／1975年　◇

理事／石川 正晴、事務／石川 真悟、グループホーム世

話人／石川 光子、指導職員／尾美 徹、指導職員／福田 

政幸、指導職員／石川 聖　◇関連施設／NPO法人いの

ちのさと、農事組合法人いのちのさと　◇特色／私たち

の命は神様から与えられた恵みです。ハンディのあるなし

に関わらず地域で平等にともに生きる場を目指します。

【HP】http://inotinosat.s25.xrea.com/

【E-Mail】inotisato@ybb.ne.jp

加茂愛育園
［児童養護施設］　［(福)愛泉会］〒779-4701　三好郡東み

よし町加茂2041　Tel.0883-82-3147

徳島児童ホーム
［児童養護施設］　［（福）矯風会］〒771-0131　徳島市川

内町大松837-1　Tel.088-666-2828 Fax.088-666-2266　

◇JR徳島駅からバス｢大松北」停、徒歩1分　◇創立／

1930年　◇理事長／福井 玲子、園長／山崎 健二　◇関

連施設／出来島保育園、前川乳児保育園、こども家族支

援センターひかり、川内北第二学童保育クラブ　◇特色

／2009年4月より、近隣地域の中に小規模ケアのグループ
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福 岡 県

大牟田恵愛園
［障害者支援施設］　［(福)キリスト者奉仕会］〒837-

0922　大牟田市今山4368-3　Tel.0944-51-8750 Fax. 

0944-51-8749　◇JR大牟田駅東口からバス「恵愛園下」停、

徒歩15分　◇創立／1983年　◇施設長／叶 義文　◇関

連施設／障害福祉サービス事業　恵愛ワークセンター、

障害者生活支援センター「ハーツ」、ヘルパーステーショ

ン「ハーツ」、障害者就労・自立支援センター　たんぽぽ、

福祉ホームつくしんぼ小浜　◇特色／障害があっても無

くても、あたりまえに地域で暮らし、地域で働く、「共に

生きる」社会の実現に向けて。

【E-Mail】keiaien@lily.ocn.ne.jp

清心慈愛園
［児童養護施設］　［（福）慈愛会］〒830-1226　三井郡大

刀洗町山隈377　Tel.0942-77-1538 Fax.0942-77-3810　

◇甘木鉄道山隈駅から徒歩10分　◇創立／1950年　◇園

長／平田 牧男　◇関連施設／乳児院　清心乳児園、重症

心身障害児（者）施設　聖ヨゼフ園、特別養護老人ホー

ム　富の里、養護老人ホーム 篠原の里、介護支援センタ

ー こころ

【HP】http://www.jiaikai-fuk.or.jp/

清心乳児園
［乳児院］　［（福）慈愛会］〒830-1226　三井郡大刀洗町

山隈377　Tel.0942-77-3132 Fax.0942-77-4127　◇レー

ルバス山隈駅から徒歩5分　◇創立／1982年　◇施設長

／平田 ルリ子　◇関連施設／社会福祉法人慈愛会、児童

養護施設 清心慈愛会、重症心身障害児施設 聖ヨゼフ園、

特別養護老人ホーム 富の里　◇特色／児童福祉法の理

念に沿い、キリスト教的人間観に基づいて家庭での養育

が困難な乳児を預かり、養育する児童施設

【E-Mail】kidsland@oregano.ocn.ne.jp

聖ヨゼフ園
［重症心身障害児(者)施設］　［（福）慈愛会］〒830-

1226　三井郡大刀洗町山隈374-1　Tel.0942-77-1393 

Fax.0942-77-1190

第二北野学園
〒830-1107　久留米市北野町塚島240-3　Tel.0942-78-

3323 Fax.0942-78-7576

（特養）第2花畑ホーム
［老人・介護］　［（福）福岡白百合会］〒811-1353　福岡

市南区柏原715-13　Tel.092-565-4002 Fax.092-565-

4133　◇西鉄バス「柏原」停、花畑農協駐車場から連絡

バス　◇創立／1994年　◇理事長／浜中 恒雄　◇関連

施設／在宅介護支援センター・（特養）花畑ホーム、デイ

サービスセンター「安らぎ」、デイサービスセンター「恵

み園」。　◇特色／キリスト教の精神で、職員自らが自分

や自分の家族が利用したいと思えるような介護サービス

をご提供します。

【HP】http://fukuokashirayurikai.com/dai2hanahata/

デイサービスセンター恵み園
［老人・介護］　［（福）福岡白百合会］〒811-1353　福岡

（特養）マリアの園
［老人・介護］　［(福)聖マルチンの家］〒761-4421　小豆

郡小豆島町苗羽乙1212-14　Tel.0879-82-3578 Fax.0879-

82-4714　◇創立／1969年　◇理事長・施設長／小倉 幸

子

愛 媛 県

あすなろ学園
［児童養護施設］　［（福）コイノニア協会］〒799-2115　

今治市中堀4-2-26　Tel.0898-41-9233 Fax.0898-41-

9307　◇JR汲止浜駅から徒歩15分　◇創立／1956年　

◇理事長／村上 出、園長／梶原 淳一

【HP】http://www.koinonia-as.or.jp/03asunaro/00top.html

（特養）ガリラヤ荘
［老人・介護］　［(福)愛隣園］〒791-0301　東温市南方

1766-1　Tel.089-966-2293 Fax.089-966-2276　◇創立／

1973年　◇施設長／仙波 直也　◇関連施設／デイサー

ビスセンターガリラヤ荘、在宅介護支援センターガリラヤ

荘

【E-Mail】galilaya@bronze.ocn.ne.jp

道後ベテルホーム
［老人・介護］　［(医)聖愛会］〒790-0833　松山市祝谷6-

1277　Tel.089-927-2000 Fax.089-927-2005　◇老人保健

施設

松山エデンの園
［有料老人ホーム］　［（福）聖隷福祉事業団］〒790-

0833　松山市祝谷6-1248　Tel.089-922-6656 Fax.089-

922-6614　◇バス「ベテル病院前」停、徒歩1分　◇創

立／1930年　◇理事長／山本 敏博、園長／福山 恭之　

◇特色／いきいき生活を支援する有料老人ホームです。

開園25年目を迎えました。

【HP】http://www.seirei.or.jp/eden/

松山信望愛の家
［児童養護施設］　［（福）コイノニア協会］〒791-8016　

松山市久万ノ台251-1　Tel.089-924-9215 Fax.089-946-

5618　◇伊予鉄高浜線衣山駅から徒歩15分　◇創立／

1948年　◇施設長／沖本 直子

【HP】http://www.koinonia-as.or.jp/02shinbouai/00top.html

松山乳児院
［乳児院］　［（福）コイノニア協会］〒791-8016　松山市

久万ノ台173　Tel.089-922-9720 Fax.089-927-6885　◇

理事長・施設長／小倉 幸子

高 知 県

博愛園
［児童養護施設］　［(福)高知慈善協会］〒782-0024　香美

市土佐山田町神通寺366　Tel.0887-53-2510 Fax.0887-

53-2628　◇創立／1908年　◇施設長／橋本 勤也

【HP】http://www.jizenkyokai.or.jp/hakuaien/hakuai_top.htm

【E-Mail】hakuaien@jizenkyokai.or.jp
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◇代表／諌山 眞司

めぐみ園
［知的障害者厚生施設］　［(福)めぐみ厚生センター］〒

849-0000　佐賀市東与賀町飯盛1584　Tel.0952-34-

7722　◇JR鍋島駅　◇代表／森永 弘太

長 崎 県

奥浦慈恵院
［児童養護施設］　［(福)奥浦慈恵院］〒853-0051　五島市

平蔵町2442-1　Tel.0959-73-0055 Fax.0959-73-0076　◇

五島福江港から車10分　◇創立／1948年　◇代表／小田

崎 ケイ子、施設長／濱村 みち子

熊 本 県

熊本ライトハウス
［盲ろうあ児施設］　［（福）慈愛園］〒862-0908　熊本市

新生1-23-11　Tel.096-368-2013 Fax.096-368-2019　◇市

電「動植物園」停、徒歩5分　◇創立／1953年　◇施設

長／山口 初子

熊本ライトハウスのぞみホーム
［障がい者支援施設］　［（福）慈愛園］〒862-0908　熊本

市新生1-23-11　Tel.096-368-2013 Fax.096-368-2019　◇

市電「動植物園」停、徒歩5分　◇創立／1993年　◇施

設長／山口 初子

(軽費)慈愛園ケアハウス
［老人・介護］　［（福）慈愛園］〒862-0954　熊本市神水

1-14-1　Tel.096-387-2941 Fax.096-385-8603　◇創立／

1991年

慈愛園デイサービスセンター
［老人・介護］　［（福）慈愛園］〒862-0954　熊本市神水

1-14-1　Tel.096-384-3961 Fax.096-385-8697　◇市電「八

丁馬場」停、徒歩3分　◇創立／1990年　◇パウラスホ

ーム園長／内田 栄二、所長／石川 光男　◇関連施設／

（特養）パウラスホーム、慈愛園、パウラスホーム在宅介

護支援センター、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、

ショートステイ事業所　◇特色／介護保険事業と連携し

介護予防を実践する。特に地域の社会資源を有効活用し、

地域福祉の拠点となる。

【E-Mail】powlas@viola.ocn.ne.jp

慈愛園乳児ホーム・子供ホーム
［児童擁護］　［（福）慈愛園］〒862-0954　熊本市神水

1-14-1　Tel.096-383-3509 Fax.096-382-5045　◇市電「八

丁馬場」停、徒歩3分

慈愛園パウラスホーム居宅介護支援事業所
［老人・介護支援］　［（福）慈愛園］〒862-0954　熊本市

神水1-14-1　Tel.096-383-7165 Fax.096-385-8697　◇市

電「八丁馬場」停、徒歩3分　◇創立／1987年　◇施設

長／内田 栄二、所長／石川 光男　◇関連施設／在宅介

護支援センター、特別養護老人ホーム　◇特色／慈愛園

の創立理念に基づき、居宅生活のために自立支援を目指

市南区柏原715　Tel&Fax.092-566-8899　◇バス「相原」

停、車7分（送迎バスあり）　◇創立／1990年　◇理事長

／浜中 恒雄　◇通所介護、デイサービス　◇関連施設／

（特養）花畑ホーム、（特養）第2花畑ホーム　◇特色／職

員自らが自分や自分の家族が利用したいと思えるような在

宅福祉サービスの提供を心がけております。

【HP】http://www.kaigonet.net/hanahata/

デイサービスセンター安らぎ
［老人･介護］　［（福）福岡白百合会］〒811-1353　福岡市

南区柏原715-13　Tel.092-565-4002 Fax.092-565-4133　

◇西鉄バス「柏原」停、花畑農協駐車場から連絡バス　

◇創立／1994年　◇理事長／浜中 恒雄　◇通所介護、

デイサービス　◇関連施設／（特養）花畑ホーム、（特養）

第２花畑ホーム　◇特色／キリスト教の精神で、職員自

らが自分や自分の家族が利用したいと思えるような介護

サービスをご提供します。

【HP】http://fukuokashirayurikai.com/dai2hanahata/

（特養）富の里
［老人・介護］　［（福）慈愛会］〒819-1133　糸島市大字

富508-4　Tel.092-324-1200 Fax.092-324-2960　◇関連

施設／デイサービスセンター、在宅介護支援

（特養）花畑ホーム
［老人・介護］　［（福）福岡白百合会］〒811-1353　福岡

市南区柏原715　Tel.092-566-3221 Fax.092-566-3220　

◇バス「相原」停、車7分（送迎バスあり）　◇創立／

1972年　◇関連施設／在宅介護支援事業所、第1・第2花

畑ホーム、ケアプランサービス、デイサービスセンター恵

み園、（特養）第2花畑ホーム、デイサービスセンター 安

らぎ

久山療育園重症児者医療療育センター
［重症心身障害児施設］　［（福）バプテスト心身障害児（者）

を守る会］〒811-2501　粕屋郡久山町大字久原1869　

Tel.092-976-2281 Fax.092-976-2172　◇「東久原久山療

育園」停前　◇創立／1976年　◇施設長／宮﨑 信義、

事務部長・法人事務局長兼任／志満 秀武　◇重症心身

障害児施設・内科・小児科・リハビリテーション科・歯

科　◇特色／心身ともに重い障害を持った方々の豊かな

生活を願い、医療面と福祉面からお手伝いをしています。

【HP】http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~hisayama/

【E-Mail】hisayama@mpd.biglobe.ne.jp

佐 賀 県

（特養）シオンの園
［老人・介護］　［（福）佐賀キリスト教事業団］〒840-

0213　佐賀市大和町久留間3865-1　Tel.0952-62-5566 

Fax.0952-62-5561　◇JR佐賀駅からバス「大久保」停、

徒歩15分　◇創立／1986年　◇理事長／中村 司良、施

設長／森定 弘次　◇関連施設／特養、在宅介護支援、

デイサービスセンター、訪問介護、配食サービス、グル

ープホーム

富士学園
［知的障害者厚生施設］　［(福)めぐみ厚生センター］〒

840-0514　佐賀市富士町内野209-8　Tel.0952-63-0107　
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（福）別府平和園
［児童養護施設］〒874-0840　別府市大字鶴見字奥田山

1110-12　Tel.0977-66-3121 Fax.0977-66-3199　◇JR別

府駅からバス「ミョウバンクリニック」停、徒歩1分　◇

創立／1950年　◇理事長／井野邉 義一、施設長／大石 

義信　◇入所施設　◇特色／子ども達一人ひとりの傷つ

き病める小さな魂を包み込み温めて、職員とともに、生

活をしている児童養護施設です。

【E-Mail】beppuheiwaen@galaxy.ocn.ne.jp

宮 崎 県

エデンの園
［知的障害者福祉事業］　［（福）エデンの園］〒880-

1114　東諸県郡国富町三名初田2621-5　Tel.0985-75-

4936 Fax.0985-75-1160　◇宮崎交通国富営業所から車5

分　◇創立／1978年　◇理事長／川越 瑞枝、施設長／

廣瀬 惠、事務局長／加藤 郁雄　◇関連施設／知的障害

者更生施設エデンの園ふれあい分場、エデンの園ケアホ

ーム「ホームみらい」「いこいの家」「のぞみの家」、エデ

ンの園ショートステイ　◇特色／キリストの愛をお手本

に、利用者ひとりひとりに寄り添い、共に生きる支援を心

がけています。

【HP】http://www18.ocn.ne.jp/~m-eden/

【E-Mail】miyazaki-eden@sirius.ocn.ne.jp

鹿 児 島 県

（特養）奄美佳南園
［老人・介護］　［（福）聖隷福祉事業団］〒894-0014　奄

美市名瀬平田町7-15　Tel.0997-52-8688 Fax.0997-52-

8695　◇県立大島病院から車5分　◇創立／1974年　◇

施設長／森 好之　◇特別養護老人ホーム、デイサービス

センター、介護支援センター

春日デイサービスセンター
［通所介護］　［(福)聖隷福祉事業団］〒894-0013　奄美市

名瀬春日町21-1　Tel.0997-54-3200 Fax.0997-57-7575　

◇奄美交通春日線終点　◇創立／1996年　◇園長／副島 

克行、管理者／永二 八州　◇関連施設／（特養）奄美佳

南園　◇特色／生きがいの利用者が多くいらして、活気

のある通所介護施設です。

みさかえ学園
［知的障害児施設］　［(福)みさかえ学園］〒897-1125　南

さつま市加世田益山8021-1　Tel.0993-52-2860

沖 縄 県

愛隣園
［児童養護施設］　［（福）基督教児童福祉会］〒901-

1303　島尻郡与那原町字与那原2943　Tel.098-945-2819 

Fax.098-945-2837　◇バス「与那原警察署前」停、徒歩

2分　◇創立／1953年　◇理事長／名嘉 隆一、施設長／

島袋 朝久　◇関連施設／ワークサンター「愛の園」　◇

特色／孤児、被虐待児、環境上擁護を要する児童などを

入所させ、キリスト教精神に基づき権利擁護と自立支援

して福祉サービスを実践する。

（養老）慈愛園老人ホーム
［老人・介護］　［（福）慈愛園］〒862-0954　熊本市神水

1-14-1　Tel.096-383-2648 Fax.096-385-8603　◇創立／

1919年

シオン園
［児童養護施設］　［（福）慈愛園］〒864-0041　荒尾市荒

尾4110　Tel.0968-62-0428 Fax.0968-62-0608　◇JR荒尾

駅から車5分　◇創立／1950年　◇理事長／柏尾 誠之、

施設長／宮崎 哲博　◇関連施設／荒尾中央学童クラブ、

児童家庭支援センター「キッズ・ケア・センター」　◇特

色／キリスト教主義による子育ての支援を専門的に行な

っている。近年は、虐待児の子供たちの入所支援が増加

している。

(特養)パウラスホーム
［老人・介護］　［（福）慈愛園］〒862-0954　熊本市神水

1-14-1　Tel.096-384-1727 Fax.096-385-8697　◇市電「八

丁馬場」停、徒歩3分　◇創立／1964年　◇施設長／内

田 栄二　◇関連施設／在宅介護支援センター・デイサー

ビスセンター・訪問介護事業所、ショートステイ、居宅介

護支援事業所　◇特色／慈愛園の創立理念に基づき、病

弱、障害、痴呆等による要介護老人を専門的に介護する。

特に終末介護を目指す。

【E-Mail】powlas@viola.ocn.ne.jp

八代ナザレ園
［児童養護施設］　［（福）八代ナザレ園］〒866-0856　八

代市通町10-32　Tel.0965-32-2926 Fax.0965-32-2946　

◇JR八代駅　◇創立／1900年　◇理事長／大塚 任子、

園長／富田 美智子　◇特色／「素直で明るくたくましく

心豊かな思いやりのある子供」であってほしいと職員一同

心一つに祈っております。

大 分 県

介護保険総合ケアセンターいずみの園［いず
みの園］

［老人・介護］　［（福）九州キリスト教社会福祉事業団］

〒871-0162　中津市大字永添2744　Tel.0979-23-1616 

Fax.0979-23-1783　◇JR中津駅から車15分　◇創立／

1978年　◇理事長／斎藤 昭夫、施設長／冨永 健司　◇

関連施設／特別養護老人ホームいずみの園、安心住宅い

ずみの森（戸建）、ショートステイサービス、デイサービ

ス/訪問入浴サービス、配食サービスセンター、介護保険

サービスセンター、福祉用具サービスセンター、ホーム

ヘルパーステーション、訪問看護ステーション、中津市

在宅介護支援センター、大分県地域介護実習・普及セン

ター、グループホームベテルハウス、カフェレストランベ

エルシバ/リハビリセンターいずみ、クリニックいずみ、ケ

アマンション聖愛ホーム（ケアハウス）、九州キリスト教

社会福祉研究所　◇特色／特養を中心とした総合福祉セ

ンターです。キリスト教の愛と奉仕を理念とし生涯安心の

サービスがモットーです。

【E-Mail】sogocare@deluxe.ocn.ne.jp
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ワーカーセンター愛の園
［指定障害福祉サービス事業所］　［（福）基督教児童福祉

会愛隣園］〒901-1303　島尻郡与那原町字与那原2943　

Tel.098-945-2357 Fax.098-945-1078　◇バス｢与那原｣停

から徒歩3分　◇創立／1988年　◇理事長／名嘉 隆一、

施設長／仲宗根 岩雄　◇関連施設／児童養護施設 愛隣

園　◇特色／障害者自立支援法に基づき知的ハンディを

もつ方を入園させ、キリスト教精神に基づき就労と自立を

支援する。

【E-Mail】ainosono@watch.ocn.ne.jp

をする。

【E-Mail】airin-en.ok@jasmine.ocn.ne.jp

（介老保）オリブ園
［老人・介護］　［（特医）葦の会］〒903-0804　那覇市首

里石嶺町4-391-1　Tel.098-886-0214 Fax.098-884-6893　

◇那覇バス「石嶺」停、徒歩10分　◇創立／1990年　◇

理事長／田頭 政佐　◇関連施設／オリブ山病院



ACT 建築デザイン事務所、一級建築士事

務所、園田邦彦、アクト建築デザイン事

務所

インマヌエルシステム、音響、映像、チャ

ペルコンサート、プロジェクター

一粒社ヴォーリズ建築事務所、設計、監

理

ナスハウス工業株式会社、教会堂、教会

家具、幼稚園舎、原田時近、ログハウス、

プレハブハウス、土地、建物、木造住宅、

鉄骨建築、エクステリア工事、木造家具、

木製遊具、リース全般、那須営業所

教会建築関連情報、建築設計、施工、不動産、オルガン、工芸備品

885 建築ガイド

日
本
基
督
教
団 

津
教
会

創業者W.M.ヴォーリズの
　信仰と情熱を受け継いで100年

� . 建築設計・施工・不動産関係
� . オルガン・工芸備品　その他

教会建築関連情報（PR）

http://homepage2.nifty.com/actson/
http://www.shop-kansai.com/immanuel/
http://www.vories.co.jp/
http://www.nasu-house.jp/pc/


エルデ・コーポレーション、耐震診断、

構造リフォーム、既存建物耐震補強研

究会会員、一級建築士事務所、藤、木

造教会堂リフォーム

木内わがまち総合鑑定株式会社、不動産

鑑定士、不動産カウンセラー、木内二三

夫、わがまちづくり研究、国内外不動産

鑑定評価

ジョイ建築設計事務所、教会と住宅の

設計専門、一級建築士、住宅性能評価員、

寺田晶彦

ペテロ建設、教会建築

望月オルガン、パイプオルガン、輸入、

調律、望月広幸、望月一郎

岡野オルガン工房、教会用電子オルガ

ン、

886 建築ガイド

地震に対する備えは出来ていますか？
地域の防災拠点でもある教会。安心・安全
のための耐震診断・構造リフォーム（木造
の耐震補強）をお勧めしています。

既存建物耐震補強研究会会員
●既存建物耐震補強研究会ホームページ http://www.kenkyukai.jp/
一級建築士事務所
（有）エルデ・コーポレーション

〒 107-0061 東京都港区北青山 3-15-13-206　担当：藤（とう）
TEL 03-3336-2608　FAX 03-3336-2536　E-mail：toh@business-i.org

木造教会堂リフォーム
多くの教会堂設計を手がけてきた事務所として

耐震診断・補強に豊富な実績がある
研究会メンバーと取り組んでいます。

　
オ
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ン
の
持
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音
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正
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音
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き
を
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志
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自
由
が
丘
１
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目
241

〒673-0553　
　

T
EL-FA

X
 0794-85-0545

E-mail:
okanoorgan@deogloria.name

http://www.kenkyukai.jp/
http://www.kiuchi.com/
http://www.joy-architect.net/
http://homepage2.nifty.com/peter-arch-service/
http://music.geocities.jp/okanoorgan/
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建築設計・施工・付帯設備・不動産関係などを都道府県別・50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［業

種の区分］、所在地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

ガ イド

１ . 建築設計・施工・不動産関係

2 . オルガン・工芸美術その他

建築

1  建築設計・施工・不動産関係

北 海 道

アクラ建築設計事務所
［建築設計・監理、コンサルタント、企画調査］〒006-

0852　札幌市手稲区星置二条5-4-21　Tel.011-694-0779 

Fax.011-694-0098　◇JR星置駅から徒歩7分　◇創立／

1989年　◇代表／鍵和田 憲昭　◇特色／宣教的視点に

立ち、その教会の必要に答えながら、光、自然素材、ス

ケール感を大切にデザインします。

【HP】http://www.aquila-ado.com/

【E-Mail】info@aquila-ado.com

（有）一級建築士事務所アトリエキュビト［ア
トリエCUBIT］

［建築設計、監理］〒042-0955　函館市高丘町37-2　Tel.

0138-57-1013 Fax.0138-57-1171　◇函館空港から車5

分　◇創立／1980年　◇代表取締役／小岩 春美、スタ

ッフ／小岩 賛美、スタッフ／小岩 美響　◇特色／函館の

登録建築家の設計事務所&ステンドグラスアトリエ：教会

堂、医療施設、住宅、店舗、公共建築など。

【HP】http://www.a-cubit.co.jp/

【E-Mail】office@a-cubit.co.jp

クロスのしょうじ
［内装］〒097-0021　稚内市港1-1-12　Tel.0162-23-5085 

Fax.0162-23-5081　◇JR稚内駅から徒歩15分　◇創立／

1997年　◇代表／東海林 直史　◇特色／心の内はイエ

スさまに、家の内は当店におまかせください。

【E-Mail】reform@mbf.nifty.com

小泉建設（株）
［施工］〒063-0804　札幌市西区二十四軒四条4-13-7　

Tel.011-641-1125 Fax.011-631-5021　◇地下鉄東西線琴

似駅から徒歩2分　◇代表取締役社長／小泉一成

高橋正興建築研究室
［建築設計、監理・施工管理］〒003-0832　札幌市白石

区北郷二条12-17-16　Tel.011-873-1037 Fax.011-873-

1031　◇JR平和駅から徒歩5分　◇創立／1981年　◇主

宰／高橋 正興

東海産業（株）
［施工・土木］〒070-0023　旭川市東三条6-1-36　Tel.

0166-24-4111 Fax.0166-26-5217　◇JR旭川駅から車7

分　◇創立／1964年　◇代表取締役／津山 建　◇特色

／信頼・一致・熟考を理念とし、原材料・運搬・施工か

ら補修・補強まで幅広く地域に貢献致します。

【E-Mail】tokai-1f@sea.plala.or.jp

青 森 県

（有）伊藤左官工業所
［施工］〒037-0067　五所川原市敷島町45-10　Tel&

Fax.0173-35-2267　◇JR五所川原駅から徒歩5分　◇代

表／伊藤 福造

宮 城 県

(有)サンライズ造景
［造園設計、施工、管理］〒988-0001　気仙沼市東みなと

町77　Tel.0226-23-4128 Fax.0226-23-1588　◇JR鹿折唐

桑駅から徒歩10分　◇創立／1977年　◇代表取締役／日

出 忠英　◇特色／和風の趣きの中に、洋風の解放感のあ

る庭。伝統的日本庭園の技法をベースにした庭園および

洋風現代庭園も対応

（有）太陽建設
［建築設計・施工］〒983-0841　仙台市宮城野区原町

5-13-4　Tel.022-291-7411 Fax.022-291-7427　◇JR原町

駅から徒歩8分　◇取締役／千葉 英夫
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山 形 県

稲垣家具店
［家具製造販売］〒990-0031　山形市十日町1-5-3-702　

Tel.023-622-2562 Fax.023-641-8853　◇JR山形駅から徒

歩7分　◇創立／1894年　◇社長／稲垣 禎一

(株)カスタムエージェント
［住まいの総合プランナー］〒998-0044　酒田市中町1-6-

13　Tel.0234-22-4819 Fax.0234-22-4829　◇JR酒田駅か

ら徒歩15分　◇代表取締役社長／今井 和彦

【HP】http://www.customsmile.co.jp/

【E-Mail】sakata@customsmile.co.jp

かわかみ設計事務所
［建築設計］〒990-2433　山形市鳥居ヶ丘1-32　Tel.023-

625-3609 Fax.023-625-3616　◇JR山形駅からバス「元木」

停、徒歩5分　◇創立／1992年　◇代表／川上 悟

【HP】http://www2.plala.or.jp/kawakamisatoru/

田島製畳所
［畳製造・販売］〒992-0037　米沢市本町2-7-35　Tel.

0238-21-2350 Fax.0238-21-2364　◇JR米沢駅から車10

分　◇代表／田島 忠治

星川一級建築設計事務所
［建築設計・監理］〒999-3167　上山市大石2-2-4　Tel&

Fax.023-673-2122　◇JR山形駅から車15分　◇創立／

1984年　◇代表／星川 旬子、星川 登　◇特色／心と体

に優しく愛を感じられる会堂を心掛けています。主のお役

に立てるなら何処にでも喜んで伺います。

（有）米野建設
［建築設計・施工］〒992-0052　米沢市丸の内1-7-29　

Tel.0238-22-2370 Fax.0238-24-5750　◇JR米沢駅から車

10分　◇代表取締役社長／米野 宏明　◇特色／何事に

おいても前向き・肯定的に歩み、常にお客さまの満足の

いく仕事をさせていただいております。

福 島 県

広商デザイン
［設計事務所］〒960-8251　福島市北沢又字欠ヶ32-8　

Tel&Fax.024-558-8230　◇JR福島駅から車15分　◇代

表／渡辺 広行

設計室ノア
［建築設計］〒960-8114　福島市松浪町2-10　Tel&

Fax.024-535-3006　◇代表／高野 陽樹

先崎設計工房
［建築設計、監理］〒970-8024　いわき市平北白土字穂

積1-2　Tel.0246-22-2791 Fax.0246-22-2057　◇JRいわ

き駅から車8分　◇創立／1981年　◇代表／先崎 正男　

◇特色／自然と共に住みたいと思う。光、風、緑、大地

にどっかと腰を据えた家であればいい。

【HP】http://www.senzakisekkei.com

【E-Mail】mail@senzakisekkei.com

茨 城 県

（有）片岡商会
［テント・シート、縫製］〒300-0007　土浦市板谷6-649-

18　Tel.029-831-1180 Fax.029-831-9829　◇JR土浦駅か

らバス「板谷」停　◇創立／1967年　◇代表／片岡 照

子

信愛聖具工芸社
［教会家具・工芸備品］〒315-8601　石岡郵便局私書箱3

号 石岡キリスト教会内　Tel&Fax.0299-23-2535（持永）

(株)関川畳商店
［畳襖・インテリア・リフォーム］〒311-3423　小美玉市

小川845-2　Tel.0299-58-2809 Fax.0299-58-2971　◇創

立／1974年　◇代表取締役／関川 長太郎

タイガーホーム（有）［タイガーホーム］
［不動産・建築業］〒300-0815　土浦市中高津3-6-9　Tel.

029-822-3855 Fax.029-822-3357　◇JR土浦駅からバス

「天川団地入口」停、徒歩5分　◇創立／1989年　◇代表

取締役社長／石倉 信義　◇特色／光触媒住宅を新発売。

ホルムアルデヒド等の有害化学物質を除去！ 健康・安全・

快適な住まい造り。

【E-Mail】tigerhome@jcom.home.ne.jp

（株）つくば不動産
［不動産］〒305-0045　つくば市梅園2-7-1　Tel.029-855-

6666 Fax.029-855-6634　◇JR荒川沖駅から車15分　◇

代表取締役社長／松井 忠

ハンズハウス建築設計事務所
［建築設計・施工］〒302-0116　守谷市大柏658-1　Tel&

Fax.0297-48-6633　◇関連鉄道常総線守谷駅から徒歩20

分　◇創立／1980年　◇代表取締役／大久保 康雄

【HP】http://www.tec-town.co.jp/handshouse/

【E-Mail】info@handshouse.co.jp

ホサナ工業
［左官・外装工事・ブロック・インバート］〒306-0042　

古河市三和70-11　Tel&Fax.0280-48-6230　◇JR古河駅　  

◇創立／1992年　◇藤井 正男、藤井 咲子　◇特色／与

えられる仕事を誠実に努めていきます。

栃 木 県

稲垣工業（有）
［施工］〒325-0033　黒磯市埼玉8-330　Tel.0287-63-

7043 Fax.0287-63-7056　◇JR那須塩原駅から車10分　

◇創立／1998年　◇代表取締役・社長／稲垣 悦夫

【E-Mail】iiwasaki@f3.dion.ne.jp

ナスハウス工業（株）［ナスハウス］
［プレハブ建築、ログハウス、注文住宅の設計・施工・販

売、不動産］〒329-2331　塩谷郡塩谷町田所2490　Tel.

0287-45-0310 Fax.0287-45-1804　◇JR矢板駅からバス

「田所入口」停　◇創立／1970年　◇代表取締役／原田 

時近
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（株）サン勇建設
〒340-0012　草加市神明1-4-19　Tel.048-932-1361 

Fax.048-932-1360　◇矢澤 茂明・育美

地塩設計事務所
［土木設計］〒360-0013　熊谷市中西1-1-19　Tel.048-

524-1160 Fax.048-524-7102　◇JR熊谷駅から徒歩15

分　◇創立／1981年　◇代表／富田 利治

【E-Mail】chishio@mx2.alpha-web.ne.jp

ひかり造園
［ガーデニング・植木管理・エクステリア］〒342-0033　

吉川市中曽根2-16-21　Tel.048-981-2816 Fax.048-981-

2896　◇JR吉川駅から徒歩20分　◇創立／1988年　◇

代表取締役社長／佐々木 正広　◇特色／主の創造され

た四季折々の美しい樹木を身近に楽しみ、主のみ言葉を

身近にお伝えすることを願って、仕事をさせていただいて

おります。

【E-Mail】Hikari33@guitar.ocn.ne.jp

ベテル建築設計室
［建築設計設計事務所、建築コンサルタント］〒359-0034　

所沢市東新井町302-11　Tel&Fax.04-2995-0417　◇西武

新宿線航空公園駅から徒歩15分　◇創立／1982年　◇代

表／黒滝 政志　◇特色／建築設計、建設業、大工、修理

などの職人としても20年以上の実績がある。

【E-Mail】psalm23mk@ybb.ne.jp

（株）松本商会
［宅地開発・不動産］〒354-0021　富士見市鶴馬3468　

Tel.049-251-0955 Fax.049-251-8800　◇東武東上線鶴瀬

駅から徒歩3分　◇創立／1955年　◇代表取締役社長／

松本 伸一郎　◇特色／主の愛により暮らしのドアを開く

お手伝い致します。不動産全般ご相談ください。

【HP】http://www.matsumoto-s.co.jp./

千 葉 県

医療・福祉・住環境施設研究所
［住居・福祉施設・医療施設の改善、整備のトータルコン

サルタント（調査・企画・計画・設計・監理・NPO立上げ）、

教会及び付属施設の設計・監理］〒270-0155　流山市宮

園2-12-7　Tel.090-6309-8008 Fax.04-7159-9601　◇JR南

流山駅から徒歩15分　◇創立／2003年　◇所長／島田 

克朗　◇特色／世界一の高齢化進行と長寿。課題は高齢

社会の良質な維持。地域で住み続ける事を支える視点で

活動している。

インマヌエル・ヘラルド社
［音響・映像設備設計、企画、制作、出版］〒273-0031　

船橋市西船1-7-25　Tel&Fax.047-431-2751　◇創立／

1975年　◇代表／蔦田 完毅　◇特色／福音を伝えるた

めの教会音響、映像システム出版等のお手伝いをさせて

頂きたいと願っております。

かわかみ設計事務所東京事務所
［建築設計］〒272-0144　市川市新井1-19-5 サンハイツ

宇田川101　Tel.090-4554-5362［連絡先：かわかみ設計

事務所　〒990-2433　山形県山形市鳥居ケ丘1-32 Tel. 

【HP】http://www.nasu-house.jp

【E-Mail】info@nasu-house.jp

（株）半田設計事務所［半田設計］
［建築設計・監理］〒325-0058　那須塩原市錦町3-16　

Tel.0287-62-1457 Fax.0287-62-1418［連絡先：Tel.0287-

62-1515］　◇宇都宮線黒磯駅から徒歩7分　◇創立／

1957年　◇代表取締役／半田 久一、取締役／半田 久

男　◇特色／礼拝堂をはじめ教会の諸施設をキリスト教

の信仰と希望と愛に基づき都市景観を大切に設計を行っ

ております。

【E-Mail】handa-ao@atlas.plala.or.jp

群 馬 県

宇佐美建築工房1271
［企画・設計監理］〒370-0533　邑楽郡大泉町仙石3-18-

14　Tel.0276-62-1271 Fax.0276-62-1279　◇創立／1986

年　◇主宰／宇佐美 勝康　◇特色／「主が家を建てるの

でなければ、建てる者の働きはむなしい。」

【E-Mail】ZWQ00723@nifty.ne.jp

室内センターイシイ
［リフォーム・室内装飾業］〒371-0034　前橋市昭和町

3-38-29　Tel.027-232-4470 Fax.027-234-0988　◇JR前

橋駅からバス「群大病院」停、徒歩2分　◇代表／石井 

努

埼 玉 県

（有）アリヤマ
［建築設計・施工］〒356-0004　ふじみ野市上福岡1-2-

10　Tel.049-261-0071 Fax.049-261-0059　◇東武東上線

上福岡駅から徒歩3分　◇創立／1953年　◇代表取締役

／有山 敏

【E-Mail】HZU03241@nifty.ne.jp

エクステリア嵯峨野
［施工］〒362-0806　北足立郡伊奈町小室2584-2　Tel&

Fax.048-722-0723　◇JR蓮田駅から徒歩20分　◇代表／

安川 雅也　◇特色／平安がありますように。家の外周り

の工事をさせていただいております。どうか、お祈り下さ

い。

エマオ・ガーデン
［造園・ガーデニング業］〒335-0034　戸田市笹目2-5-31 

マンション花園306号　Tel&Fax.048-422-7668 Tel.090-

1209-8638　◇JR戸田駅から徒歩15分　◇創立／2001

年　◇代表／桃井 善道　◇特色／何処よりも、いやされ、

やすらげる場を、私は、お客様と共に考え創造します。

緑の優しさを貴方の許へ。

【E-Mail】0xx7xz14385262n@ezweb.ne.jp

おきざき工務店
［設計・施工、教会・一般建築、店舗］〒355-0328　比

企郡小川町大塚597　Tel&Fax.0493-74-3413　◇東武東

上線小川町駅から徒歩10分　◇創立／1990年　◇棟梁／

沖崎 泰蔵
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（株）一粒社ヴォーリズ建築事務所 東京事務所
［ヴォーリズ建築事務所］
［建築設計、監理］〒101-0062　千代田区神田駿河台2-1 

近江兄弟社ビル内　Tel.03-3293-0534 Fax.03-3293-1547　  

◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1908年　◇代表

取締役所長／田中 健一、東京事務所長／中山 睦幸　◇

特色／建物を熱心に求めている建築主の意を汲む奉仕者

となるべきです。

【HP】http://www.vories.co.jp

【E-Mail】tokyo@vories.co.jp

（株）一級建築士松ノ井建築設計事務所
［建築設計］〒146-0085　大田区久が原4-11-4　Tel.03-

3751-0555 Fax.03-3753-7152　◇東急池上線久ケ原駅か

ら徒歩10分　◇創立／1961年　◇代表取締役／松ノ井 

敬一

（株）漆間建設
［建築設計・施工］〒183-0015　府中市清水が丘3-9-1　

Tel.042-369-1341 Fax.042-361-1473　◇京王線多摩霊園

駅から徒歩5分　◇代表／漆間 光男

エフピーネット（有）［Fpnet］
［ファイナンシャルプランナー、投資顧問業］〒160-0022　

新宿区新宿1-30-16 ルネ新宿御苑タワー307　Tel.03-

5269-3061 Fax.03-5269-3062　◇地下鉄新宿御苑前駅か

ら徒歩2分　◇創立／1994年　◇代表取締役／松島 修　

◇特色／日本最大級の会員数を持つ投資顧問業者。代表

の近著『聖書に隠された成功法則』（サンマーク出版）

【HP】http://www.fpnet.com/

(有)エルデコーポレーション
［建築設計］〒166-0001　杉並区阿佐谷北5-19-15　Tel.

03-3336-2608 Fax.03-3336-2609　◇創立／1986年　◇

東京事務所代表／藤 孝

(株)大岡山建築設計研究所［オオオカヤマセッ
ケイ］

［建築設計、監理］〒183-0006　府中市緑町3-8-9 ダイヤ

モンドビル3F　Tel.042-334-6031 Fax.042-334-6032　◇

京王線東府中駅から徒歩3分　◇創立／1964年　◇代表

取締役・一級建築士／田淵 諭、国府田 文雄、一級建築

士／江川 竜平、田淵 順子　◇特色／教会建築を専門と

する設計事務所です。教会・礼拝堂には光が大切です。

聖なる光の舞う設計を心掛けています。

【HP】http://www.ookayama.com/

【E-Mail】info@ookayama.com

カナン土地（株）
［不動産］〒169-0072　新宿区大久保1-15-18-803　Tel.

03-3208-0744 Fax.03-3208-0745　◇代表／加藤 哲男

木内わがまち綜合鑑定（株）
［不動産鑑定士］〒103-0025　中央区日本橋茅場町2-8-4　

Tel.03-3808-1391 Fax.03-5649-2161　◇地下鉄茅場町駅

真上　◇創立／1986年　◇代表取締役社長／木内 二三

夫

【HP】http://www.kiuchi.com

023-625-3609］　◇地下鉄東西線南行徳駅　◇代表／川

上 悟

【HP】http://www2.plala.or.jp/kawakamisatoru/

（有）グレイス商会
［不動産、建築］〒266-0032　千葉市緑区おゆみ野中央

1-18-18　Tel.043-300-0330 Fax.043-300-0332　◇京成千

原線学園前駅から徒歩1分　◇創立／1992年　◇代表取

締役社長／石濱 喜充、取締役／石濱 俊子　◇特色／誠

実な応待をいつも心がけております。

【HP】http://grace-s.co.jp/

（株）日農
［不動産］〒274-0804　船橋市みやぎ台2-5-15　Tel.047-

447-6151 Fax.047-447-6114　◇新京成線三咲駅から徒歩

16分　◇代表／甲斐 恭子

福音設計［福音設計］
［建築設計・施行監理、リフォーム、教会堂改修］〒292-

0815　木更津市大久保4-9-6　Tel.0438-37-2916 Fax. 

0438-80-0172　◇JR木更津駅から車20分　◇創立／1998

年　◇代表者／長内 美知夫

【HP】http://www.fukuin.biz/

丸留建設（株）
［建築設計・施工］〒274-0825　船橋市前原西2-29-14　

Tel.047-474-1251 Fax.047-474-1252　◇JR津田沼駅から

徒歩8分　◇代表取締役／鈴木 康男

UCA-都市・建築設計事務所［UCA］
［建築設計］〒299-0246　袖ケ浦市長浦駅前7-2-6　Tel.

0438-63-8222 Fax.0438-63-8223　◇JR長浦駅から徒歩

15分　◇創立／1989年　◇代表取締役／宇野 武夫

【HP】http://www.uca.co.jp

東 京 都

アーク・コスモス
［設計施工管理］〒176-0023　練馬区中村北2-2-13-501　

Tel.03-3577-4177　◇西部豊島園駅から徒歩8分　◇代表

／高木 秀寿

アクラ電研（株）
［電気工事、放送、LAN各種設定］〒183-0002　府中市多

磨町1-13-24　Tel.042-336-0411 Fax.042-336-0412　◇西

武多摩川線多摩墓地前から5分　◇代表取締役／北條 昭

一郎

（有）新井建設
［設計・施工］〒192-0032　八王子市石川町2610　Tel.

042-648-6400 Fax.042-648-6456　◇JR北八王子駅から

徒歩12分　◇創立／1969年　◇代表取締役／新井 與四

継、専務／新井 与四和　◇特色／『物を造る』という楽

しい仕事を与えられ感謝しています。その仕事を通して

主の栄光があらわされますように。

【HP】http://www.athome-arai.com/

【E-Mail】info@athome-arai.com
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駅から徒歩3分　◇創立／1984年　◇代表取締役／滑川 

潔　◇特色／人と共に生きてゆく「生命ある建築」を目

指してゆきたいと思っています。

【HP】http://www.jiyuu.net

【E-Mail】info@jiyuu.net

(株)ジョイ建築設計事務所［ジョイ設計］
［教会・住宅の建築設計、監理、耐震リフォーム、無料建

築相談］〒202-0005　西東京市住吉町6-7-19　Tel.042-

444-4655 Fax.042-444-4656　◇西武池袋線ひばりが丘

駅から徒歩12分　◇創立／1999年　◇所長／寺田 晶

彦　◇特色／『ジョイ設計』ホームページにて、教会、

住宅などの実績、工事の進捗状況をくわしく発信してい

ます。

【HP】http://www.joy-architect.net

【E-Mail】ud3a-trd@asahi-net.or.jp

頌栄工業(株)
［建築工事全般（設計、建物診断、施工等）］〒166-0003　

杉並区高円寺南4-51-1　Tel.03-3330-8701 Fax.03-3339-

7552　◇JR高円寺駅から徒歩3分　◇創立／1952年　◇

社長／原田 伊之助、建築部長／鈴木 幸吉、建築施工監

理技師／片桐 圭介　◇特色／建築工事の全般を行ってい

ます。例えば建物の診断調査及び施工、新築から一般住

宅の修理等必要なときは、どうぞ。

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~sho-ei/

【E-Mail】shoei@smile.ocn.ne.jp

(株)新都市不動産鑑定
［不動産鑑定］〒197-0024　福生市牛浜128　Tel.042-

553-2511 Fax.042-553-3847　◇JR福生駅　◇代表取締

役社長／黒木 中

(株)田島建設
［建築業、不動産業］〒121-0823　足立区伊興4-10-22　

Tel.03-3897-4020 Fax.03-3897-4083　◇東武伊勢崎線竹

ノ塚駅西口からバス「伊興町」停、徒歩5分　◇創立／

1982年　◇代表取締役／田島 幸児、統括部長／田島 等、

副部長／山崎 誠、課長／倉持 忠　◇特色／社員全員が

クリスチャンです。神様の栄光を表わす仕事をこころがけ

て、祈りつつ取り組んでおります。

【HP】http://www.tk4020.com/

【E-Mail】info@tk4020.com

(株)ダンテック・ハヤカワ
［床暖房］〒102-0083　千代田区麹町4-5-10 麹町アネック

ス401A　Tel.03-5275-3441 Fax.03-5275-7580　◇地下

鉄有楽町線麹町駅から徒歩3分　◇創立／1994年　◇代

表取締役社長／早川 宗助　◇特色／天井の高い教会に

は、ダンテックの「床暖房」が最適です。足下があたた

かく礼拝での集中力が高まります。

【E-Mail】dantec@gol.com

（株）デザインネットワークス
［建築設計・監理・企画・監修・インテリアデザイン・コ

ーディネート］〒156-0051　世田谷区宮坂1-37-15　Tel.

03-5477-3221 Fax.03-5477-3222　◇小田急線豪徳寺駅か

ら徒歩8分　◇創立／1988年　◇代表取締役／金子 信

行、取締役副代表／早津 信雄　◇特色／マンション・ホ

テル・福祉施設等のあらゆる分野の対応が可能。もちろん、

グローリー・エージェンシー
［放送・同時通訳・難聴者用補聴システム］〒195-0071　

町田市金井町3133 藤の台3-13-204　Tel.042-728-5693 

Fax.042-728-5695　◇JR町田駅からバス「藤の台団地」停、

徒歩1分　◇創立／1996年　◇代表／手塚 博　◇特色／

みことばがバリアフリーで、すべての人々に語られる教会

を提案します。最良の放送設備と補聴システムを提供。

【HP】http://homepage2.nifty.com/glory-agc/

【E-Mail】gloryagency.tezuka@nifty.com

（株）高齢者生活環境研究所［ELE］
［医療福祉介護ビジネスのコンサルティングと施設設計］

〒102-0071　千代田区富士見2-2-5 飯田橋メインビル4F　  

Tel.03-3515-8535 Fax.03-3515-8565　◇JR飯田橋駅から

徒歩5分　◇創立／1971年　◇代表取締役社長／平松 一

夫　◇特色／人としての尊厳を保ち障害と共に元気に生

きるための共生の場と地域の創出を目ざすシンクタンクで

す。

【HP】http://www.ele-lab.co.jp/

五宝商事（株）
［不動産仲介業］〒168-0065　杉並区浜田山3-33-18　

Tel.03-3304-7788 Fax.03-3304-7730　◇井の頭線浜田山

駅から徒歩1分　◇創立／1965年　◇代表取締役／佐藤 

丈史　◇特色／教会と信徒の必要に応えるため、不動産

の仲介や法人事務の指導をお引き受けします。

【E-Mail】aftgogsato@nifty.ne.jp

(株)コンフォート・レノ
［新築・増改築リフォームの企画・設計・施工］〒156-

0044　世田谷区赤堤4-41-5　Tel.03-5300-0877 Fax.03-

5300-0872　◇京王京王線下高井戸駅から徒歩3分　◇創

立／2006年　◇代表取締役／大垣 勇二

【HP】http://c-reno.com/

【E-Mail】ogaki@c-reno.com

才門建設（株）
［建設］〒101-0064　千代田区猿楽町2-5-5 YMCAアジア

青少年センター607号室　Tel.090-4277-2606

【E-Mail】simon@econst.net

シオンヒル設計事務所
［建築設計］〒206-0823　稲城市平尾1190-5　Tel.050-

5809-8055 Fax.050-3488-3778［連絡先：阪本 益弘　〒

213-0031　神奈川県川崎市高津区宇奈根731-6］　◇小田

急多摩線栗平駅北口から徒歩15分　◇創立／2008年　◇

代表／阪本 益弘　◇特色／シオンの丘はキリスト教の聖

地、聖書の中心です。聖書の価値観をもって、心から仕

事に取り組みます。

【HP】http://members2.jcom.home.ne.jp/masuhirosakamoto/

【E-Mail】zionhill@everynet.jp

シューエイ工業
［鉄工建築、建築リフォーム業］〒132-0022　江戸川区大

杉4-9-14　Tel&Fax.03-3655-2107　◇JR新小岩駅　◇代

表／新村 良雄

（株）自由建築設計事務所［自由設計］
［建築設計、監理］〒152-0035　目黒区自由が丘1-14-4　

Tel.03-3725-1821 Fax.03-3725-1822　◇東横線自由ヶ丘
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役社長／冨士野 誠

【HP】http://www.fuji-t.co.jp/

【E-Mail】toiawase@fuji-t.co.jp

（株）プライム一級建築士事務所［プライム］
［建築設計、監理］〒160-0022　新宿区新宿5-15-1-2F　

Tel.03-3354-8204 Fax.03-3354-3745　◇地下鉄都営新宿

線新宿3丁目駅から徒歩5分　◇創立／1989年　◇代表取

締役／西島 正樹、時田 英典、白岩 久知、持田 麦　◇特

色／神戸・垂水教会で、国内外の賞を多数受賞。「人間の

内面と呼応する建築空間」の実現をめざし、全国で設計。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/prime/nishijima/

【E-Mail】PRIME@a.email.ne.jp

（株）ペテロ建設
［建築設計、監理・施工］〒121-0052　足立区六木1-10-

10　Tel.03-3605-8636 Fax.03-3628-7597　◇JR亀有駅か

らバス「六本団地」停、徒歩3分　◇創立／1968年　◇

代表取締役社長／小林 実　◇特色／スマートでピュアな

気持ちで、主イエス様に喜ばれる仕事を社員一同がんば

ってしていきます。

【HP】http://homepage2.nifty.com/peter-arch-service/

【E-Mail】peter.arch@nifty.com

(株)村上晶子アトリエ
［一級建築士事務所、福祉住環境コーディネーター］〒

107-0062　港区南青山4-17-33 n-OM1　2F　Tel.03-

6447-0070 Fax.03-6447-0071　◇地下鉄千代田線表参道

駅A4出口から徒歩7分　◇創立／2001年　◇代表／村上 

晶子

【HP】http://www.atelier-am.co.jp/

【E-Mail】akikomurakami@atelier-am.co.jp

一級建築士事務所ロゴス［ロゴス］
［建築設計］〒146-0091　大田区鵜の木2-30-14　Tel.03-

3756-2466 Fax.03-3756-9630　◇東急多摩川線鵜の木駅

出口1から徒歩7分　◇創立／1990年　◇代表／西村 宏

治　◇特色／ともに建て上げる教会建設をモットーに礼

拝賛美重視、舞台演出のできる礼拝堂を設計しています。

【HP】http://homepage2.nifty.com/logos/

【E-Mail】logos_nishimura@nifty.com

神 奈 川 県

（有）明瀬建設
［建築設計］〒211-0025　川崎市中原区木月496　Tel.

044-411-0016 Fax.044-411-9555　◇東横線元住吉駅　

◇代表／明瀬 福幸

ACT建築デザイン事務所
［建築設計、監理、教会建築企画アドバイザー］〒252-

0176　相模原市緑区寸沢嵐3024-8　Tel.042-685-0954 

Fax.042-685-0985　◇JR相模湖駅から車10分　◇創立／

1972年　◇建築家(一級建築士）／園田 邦彦　◇特色／

教会建築の準備、企画、デザインから完成までをサポー

トいたします。

【HP】http://homepage2.nifty.com/actson/

【E-Mail】HZB00301@nifty.com

チャペルも！ リフォームも相談ください。

【E-Mail】hayatsu@designnetworks.co.jp

トーテクシステム（有）
［水まわりメンテナンス］〒107-0052　港区赤坂7-9-9 今

野ビル1F　Tel.03-3583-7435 Fax.03-3505-9705　◇千代

田線赤坂駅から徒歩7分　◇創立／1993年　◇代表取締

役社長／吉井 民江

（株）野老設計事務所
［建築設計、監理］〒108-0073　港区三田12-12-211　Tel.

03-5418-4656 Fax.03-5418-4657　◇JR田町駅から徒歩10

分　◇創立／1958年　◇代表取締役／野老 正昭　◇特

色／建築家の職能は天職、建築はそこから生れる。

【HP】http://www16.plala.or.jp/m-tokoro/

【E-Mail】tokoro@palette.plala.or.jp

（株）成沢工務店
［コンクリート建築］〒194-0012　町田市金森1703-18　

Tel.0427-96-2471 Fax.0427-96-6986　◇小田急町田駅か

らバス「金森4丁目」停　◇創立／1972年　◇社長／成

沢 昭男

（株）西村建築設計事務所東京設計室
［建築設計、監理］〒107-0062　港区南青山6-1-6-603　

Tel.03-5485-0672 Fax.03-5485-0682　◇半蔵門線表参道

駅から徒歩5分　◇創立／1998年　◇代表取締役／西村 

晴道　◇特色／静かに神と語り合える場、家族の温かい

輪を感じ、包み込まれるようなほっとする「神の民の家」

をつくりたい。

【E-Mail】nishimura@tokai.or.jp

（株）ネヘミヤ建築研究所
［教会建築設計、監理、損害保険代理店］〒143-0023　

大田区山王3-18-17 グレイス山王2F　Tel.03-3776-2236 

Fax.03-3771-2347　◇JR大森駅から徒歩8分　◇創立／

1974年　◇代表取締役／澤本 孟士、取締役／澤本 道太

郎

【E-Mail】nehemiya@jade.dti.ne.jp

（株）野勢工務店
［建築設計・施工］〒176-0021　練馬区貫井2-24-2　Tel.

03-3990-5911 Fax.03-3999-6011　◇西武池袋線中村駅か

ら徒歩6分　◇創立／1982年　◇代表取締役／野勢 茂

深澤工務店
［施工］〒152-0034　目黒区緑ヶ丘2-16-8　Tel.03-3717-

8881 Fax.03-3717-8885　◇東横線自由が丘駅から徒歩5

分　◇代表／深澤 衛

（有）藤井木工所
［建築設計・施工］〒157-0061　世田谷区北烏山3-17-2　

Tel.03-3300-7710 Fax.03-3326-6058　◇京王線千歳烏山

駅　◇代表取締役／藤井 賢三

冨士土地（株）
［建築設計・施工・建築不動産全般のコンサルタント］〒

185-0021　国分寺市南町2-16-13 第3冨士ビル　Tel.042-

324-2201 Fax.042-321-8378(建築事業部)　◇中央本線国

分寺駅南口から徒歩1分　◇創立／1921年　◇代表取締
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相模庭苑（株）
［造園業］〒253-0017　茅ケ崎市松林1-9-34　Tel.0467-

51-1008 Fax.0467-51-1085　◇JR茅ヶ崎駅から車5分　◇

創立／1982年　◇代表取締役社長／三井 悠示

【HP】http://www.netlaputa.ne.jp/~yokoso/

【E-Mail】s-garden@cg.netlaputa.ne.jp

（株）櫻井 淳計画工房
［建築設計、監理、まちづくり］〒231-0005　横浜市中区

本町5-49 本町ビル407　Tel.045-663-9271 Fax.045-663-

9273　◇地下鉄馬車道駅　◇創立／1979年　◇代表／

櫻井 淳

【E-Mail】spajun@bk.iij4u.or.jp

櫻井土地家屋調査士事務所
［測量・登記・不動産］〒251-0032　藤沢市片瀬3-3-32　

Tel.0466-28-4096 Fax.0466-60-1063　◇櫻井 文明　◇

特色／新築建物、土地の分筆などの登記申請。土地境界

の調査、話し合い、測量。不動産売買の事前相談。

【HP】http://sakurai.under.jp

【E-Mail】sakurai@cz.under.jp

湘南スペース・ラボ
［チャペルデザインプロデュース、建築デザイン設計、造

作家具デザイン設計］〒248-0035　鎌倉市西鎌倉2-12-22　

Tel&Fax.0467-32-1110　◇JR藤沢駅からバス「郵便局前」

停、徒歩3分　◇創立／1981年　◇主宰／村形 省　◇特

色／会堂建設の根幹を学ぶ訪問セミナーを実施、み言葉

に適う会堂へのプロセスを理解し合い、計画に入ります。

【HP】http://homepage2.nifty.com/chapeldesigner/

【E-Mail】chapel.designer@nifty.com

（株）セントラル ホーム プランニング
［建築設計、監理・施工］〒225-0024　横浜市青葉区市

ヶ尾町1153-3 第2カブラギビル605　Tel.045-973-9922 

Fax.045-973-9442　◇田園都市線市が尾駅から2分　◇

創立／1990年　◇代表取締役／高木 督裕

（株）高橋建築設計事務所
［建築設計］〒252-0311　相模原市緑区東林間4-20-2 B-5

09　Tel.042-742-3727 Fax.042-742-0559　◇小田急線東

林間駅から徒歩7分　◇代表取締役／高橋 司好

田坂好生建築設計事務所
［建築設計］〒247-0028　横浜市栄区亀井町24-4　Tel&

Fax.045-896-0296　◇JR港南台駅　◇代表／田坂 好

生　◇特色／愛を形にすること、愛するための空間を作

ることを目的としています。

永野卓建築設計事務所
［一級建築士設計事務所］〒252-0812　藤沢市西俣野

319-16　Tel.0466-83-6218　◇小田急江ノ島線六会日大

前駅から徒歩15分　◇創立／1993年　◇代表／永野 卓　  

◇特色／教会建築からクリスチャンの住宅まで。各種建

築設計監理。HPにて教会建築論、参考文献リスト等を掲

載中。

【HP】http://homepage3.nifty.com/takunagano/

【E-Mail】GHH11124@nifty.com

(有)愛宕工務店
［建築設計、監理・施工、福祉住環境コーディネーター］

〒254-0811　平塚市八重咲町20-18　Tel.0463-21-5990 

Fax.0463-22-3360　◇JR平塚駅から徒歩5分　◇創立／

1972年　◇代表取締役／愛宕 定次

新垣工務店
［新築・増改築リフォーム設計・施工］〒235-0023　横浜

市磯子区森6-35-15　Tel.045-773-8496　◇京急本線杉田

駅から徒歩10分　◇社長／新垣 幸吉

(有)今村塗装工業
［建物総合リフォーム］〒240-0034　横浜市保土ケ谷区境

木町88-59　Tel.045-353-0695 Fax.045-353-2676　◇JR

東戸塚駅から徒歩18分　◇代表／今村 讃　◇特色／建

物の保護と美装。

(株)ヴィーズ・ビー
［建築設計］〒227-0038　横浜市青葉区奈良4-1-1　C-102　

Tel.045-960-3080 Fax.045-960-3081　◇横浜高速鉄道こ

どもの国線こどもの国駅から徒歩5分　◇創立／2007

年　◇代表取締役／黒岩 武文　◇特色／まず、教会の

ビジョンを共有することから始めましょう。

【HP】http://www.fiberbit.net/user/take9-610/

【E-Mail】take9-610@fiberbit.net

(有)S.E.O.
［各種ディスプレイ、サイン看板、商業施設インテリアデ

ザイン製作・施工］〒211-0022　川崎市中原区苅宿535-

27　Tel.044-434-1283 Fax.044-435-8909　◇JR平間駅

から徒歩10分　◇創立／1986年　◇代表取締役／瀬尾 

雅之

【HP】http://www.j-seo.co.jp/

【E-Mail】info@j-seo.co.jp

折田建築事務所
［建築設計］〒232-0015　横浜市南区共進町2-52-2-201 

アルカディア蒔田2F　Tel.045-731-0731 Fax.045-731-

0727　◇地下鉄蒔田駅から徒歩4分　◇創立／1979年　

◇代表／折田 慶信、所員／飯田 正詮、所員／折田 保

子　◇特色／教会員が礼拝に集中し、心を解き放つ事の

出来る空間を誠心誠意納得のいくまで造りあげる様に心

掛けています。

（株）加藤組
［建築設計・施工］〒231-0031　横浜市中区万代町1-2-4 

横浜タナベビル3　Tel.045-641-7541 Fax.045-664-

5360　◇JR関内駅から徒歩5分　◇創立／1897年　◇代

表取締役／高田 孝保

【HP】http://www.katogumi.co.jp/

グロリア・アーツ（株）
［サインデザイン・施工・内装・家具デザイン］〒213-

0031　川崎市高津区宇奈根731-6　Tel.044-833-8822 

Fax.044-833-8931　◇田園都市線高津駅から徒歩15分　

◇創立／1967年　◇代表取締役／小﨑 高義　◇特色／

LEDにより光る十字架、各種看板、集会案内板、エント

ランスデザイン

【HP】http://www.gloriaarts.co.jp/

【E-Mail】sign@gloriaarts.co.jp
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&Fax.0263-86-0443　◇JR村井駅　◇創立／1995年　◇

代表／小林 貞子

【E-Mail】cathy@janis.or.jp

小澤建築設計事務所
［建築設計・監理］〒382-0032　須坂市夏端町27-22　Te

l&Fax.026-246-9641　◇代表／小澤 彊（オザワ ツヨシ）

北安曇木工
［建築施工・家具・木工品製作］〒398-0001　大町市平

2114-189　Tel.0261-26-3210　◇JR信濃大町駅からバス

「日向山高原」停、徒歩10分　◇代表取締役／鈴木 聡　

◇特色／スタッフ全員がクリスチャン。小物から建物まで

丁寧、安価、誠実です。相談見積無料、お気軽にお電話

下さい。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~kitaazmi/

【E-Mail】hosanna@oregano.ocn.ne.jp

ナガイ建築設計事務所［ナガイ設計］
［建築設計、監理］〒382-0011　須坂市本郷町2518-2　

Tel.026-246-8229 Fax.026-246-8229　◇長野電鉄須坂駅

からバス「虫送り入口」停、徒歩5分　◇創立／1989年　  

◇所長／永井 三郎

【E-Mail】safcha@dia.janis.or.jp

岐 阜 県

（有） N・D・Tナカムラデザインティーム［NDT］
［建築設計、監理・施工、商店建築デザイン、住宅リフォ

ーム］〒502-0849　岐阜市栄新町3-25 アメニティ栄新町

11Fオフィス　Tel.058-232-8816(代) Fax.058-294-7719　

◇バス「メモリアルセンター前」停、徒歩2分　◇創立／

1990年　◇代表取締役／中村 武夫

【E-Mail】ndt3377@topaz.ocn.ne.jp

ロンドン店舗（株）
［建築設計・施工・店舗・設計・施工］〒506-0825　高山

市石浦町2-96　Tel.0577-34-5540 Fax.0577-34-7513　◇

JR高山駅から車で10分　◇創立／1983年　◇代表取締

役社長／斎藤 修、取締役／斎藤 和子

【HP】http://www.ih-hida.com

【E-Mail】rondon@jeans.ocn.ne.jp

静 岡 県

（株）西村建築設計事務所
［建築設計、監理］〒420-0835　静岡市葵区横田町1-21 

本社・静岡設計室　Tel.054-251-6646 Fax.054-273-

1544　◇JR静岡駅から徒歩7分　◇創立／1984年　◇代

表取締役／西村 晴道　◇特色／静かに神と語り合える

場、家族の温かい輪を感じ、包み込まれるようなほっとす

る「神の民の家」をつくりたい。

【HP】http://www.nishimura-architect.com

【E-Mail】fine@nishimura-architect.com

林建築設計事務所
［建築設計・不動産・土地家屋調査士］〒213-0013　川

崎市高津区末長1492-1　Tel.044-788-8343　◇JR溝口駅

からバス「第三京品入口」停、徒歩5分　◇土地家屋調査

士／林 健二

三村邦彦建築設計事務所
［建築設計・監理］〒251-0037　藤沢市鵠沼海岸7-12-13　

Tel.0466-31-1770 Fax.0466-31-3455　◇小田急線鵠沼海

岸駅から徒歩6分　◇創立／2000年　◇三村 邦彦　◇特

色／納得いくまで十分話し合い、住む人が喜びを感受で

きる住まいを提案します。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/archimimu/

【E-Mail】info@mimu-co.jp

新 潟 県

池の平クリスチャン村
［別荘地分譲］〒949-2100　妙高市池の平　Tel.078-741-

1329　◇村長／高木 登、書記／高橋 千洋

【HP】http://www.geocities.jp/avant_garde_miru/INDEX.HTM

（有）魚沼不動産
［不動産］〒946-0076　北魚沼郡湯之谷村井口新田3476　

Tel.025-792-5312 Fax.025-792-3476　◇社長／林 玉子

カナン建物(株)
［土地・建物・不動産］〒950-0911　新潟市中央区笹口

1-25-2　Tel.025-246-0077 Fax.025-246-3444　◇JR新潟

駅から徒歩10分　◇社長／加藤 哲男

（有）長岡プロスパー
［床暖房設備］〒940-1106　長岡市宮内3-11-8　Tel.0120-

97-0070　◇代表取締役社長／蕪木 晃

山 梨 県

アメリカンホームサプライ
［住宅資材直輸入代行］〒400-0074　甲府市千塚2-1-26 

ロベルタ・アン小石方　Tel.055-252-4743 Fax.055-252-

0007　◇JR甲府駅から車25分　◇代表／ロベルタ・アン

小石　◇特色／直輸入だから低価格。私達は資材の解説、

翻訳、見積り、支払、輸送・通関、他を支援・代行します。

（株）渡辺工務店　ベテル建築設計事務所
［建築設計・施工、不動産取引］〒400-0864　甲府市湯

田1-14-2　Tel&Fax.055-232-7100　◇JR南甲府駅から徒

歩10分　◇創立／1992年　◇代表取締役／渡辺 雅雄　

◇特色／その人は水路のそばに植わった木のようだ。時

が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をし

ても栄える。

【E-Mail】HZG00155@niftyserve.or.jp

長 野 県

アトリエ・カテリーナ
［建築設計(二級）］〒390-1243　松本市神林1689-2　Tel
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075-222-1620 Fax.075-222-1630　◇阪急電鉄京都線烏丸

駅から徒歩6分　◇創立／1987年　◇代表取締役／瀨川 

喜正　◇特色／不動産取引は恐いと云う方がおられます。

内容が複雑だからでしょう。誠心誠意安心安全にご相談

に応じます。

GEN DESIGN PRO（一級建築士事務所）［GEN＆
HAS］

［建築設計、商業施設計画、設計およびデザイン］〒600-

8216　京都市下京区鳥丸通七条下ル 鳥居ビル6F　Tel. 

075-374-0143 Fax.075-351-3150　◇JR京都駅から徒歩2

分　◇創立／1977年　◇代表／坪井 源　◇特色／会堂

設計及びデザイン。

【E-Mail】gen1942@grace.ocn.ne.jp

島田設計一級建築事務所
［建築設計］〒620-0803　福知山市観音寺288-1　Tel&

Fax.0773-27-6215　◇JR石原駅から車2分　◇代表／島

田 久一

水野企画建築設計事務所
［建築設計・監理］〒605-0974　京都市東山区泉涌寺五

葉ノ辻町4　Tel.075-551-0820 Fax.075-551-4887　◇JR

東福寺駅から徒歩3分　◇創立／1974年　◇代表者／水

野 徹

【E-Mail】mizuno_@roy.hi-ho.ne.jp

ヨハネ不動産　町の不動産屋
［不動産コンサルタント、不動産仲介業、住宅アドバイザ

ー、賃貸不動産管理、不動産売買、不動産調査査定人］

〒616-8345　京都市右京区嵯峨折戸町2-7　Tel&Fax. 

075-862-7500 Tel.090-5650-4722　◇京福電鉄嵐山線車

折駅から徒歩2分　◇創立／1970年　◇代表／大野 昭、

専務／大野 真理子、部長／大野 広志　◇特色／不動産

仲介業、売買、賃貸、管理、貸ガレーヂ、貸マンション、

貸家店舗事務所、貸ビル、貸土地、新中古住宅販売。

大 阪 府

ＡＲＣ建築設計工房
〒532-0011　大阪市淀川区西中島6-8-9 花原第1ビル501　  

Tel.06-6838-8101 Fax.06-6838-8102　◇地下鉄御堂筋線

西中島南方駅北口から徒歩5分　◇創立／1994年　◇仲

地 嘉武　◇特色／お施主様とのコラボレーションによる

建物づくりをめざしています。

【HP】http://www.arc-ad.jp/

【E-Mail】design@arc-ad.jp

（株）アーバントーク
［建築企画・設計・管理］〒540-0012　大阪市中央区谷町

1-5-7 ストークビル天満橋206号　Tel.06-6943-1505 Fax. 

06-6943-1538　◇地下鉄谷町線天満橋駅から徒歩1分　

◇代表取締役／楠本 行彦

【E-Mail】ur-ta@sun-inet.or.jp

（株）一粒社ヴォーリズ建築事務所［ヴォーリ
ズ建築事務所］

［建築設計、監理］〒542-0082　大阪市中央区島之内

1-21-19 オリエンタル堺筋ビル7Ｆ　Tel.06-6120-7631 

愛 知 県

(株)アークス
［建築設計・施行、宅地建物取引業］〒471-0803　豊田

市泉町1-2-17　Tel.0565-88-0036 Fax.0565-88-2956　◇

名鉄三河線豊田市駅　◇代表取締役／金森 康世　◇特

色／1級建築士事務所。

【E-Mail】arks.kanamori@ec3.technewave.ne.jp

今池不動産
［不動産］〒464-0850　名古屋市千種区今池5-3-4　Tel.

052-731-0013 Fax.052-732-0861　◇地下鉄東山線今池駅

から徒歩2分　◇創立／1968年　◇代表者／高橋 榮一　

◇特色／依頼者の立場にたって相談に応じます。

ナガオ工業所
［施工］〒444-1215　安城市榎前町井杭山122-2　Tel.

0566-92-5561 Fax.0566-92-5668　◇国道23号線榎前町か

ら徒歩5分　◇創立／1981年　◇代表／長尾 九十九　◇

特色／“起きよ光を放て”キリストの光を放つ発光ダイ

オード十字架を製造しています。

NOAH設計
［建築設計、監理］〒464-0003　名古屋市千種区新西1-1-

6　Tel&Fax.052-774-4685　◇バス「香流東」停、徒歩1

分　◇創立／1984年　◇代表／青山 好之

（有）丸豊造園
［造園業］〒465-0065　名古屋市名東区梅森坂1-1201　

Tel.052-703-2639 Fax.052-702-1128　◇名古屋ICから車

10分　◇創立／1975年　◇代表取締役／豊田 浩司

【E-Mail】marutoyo@amber.plala.or.jp

(有)森本建築事務所
［建築設計、監理］〒460-0008　名古屋市中区栄1-22-16 

ミナミビル603　Tel.052-201-9210 Fax.052-201-9293　◇

地下鉄伏見駅から徒歩5分　◇創立／1986年　◇代表取

締役／森本 有三、主任／森本 創、主任／加藤 剛典

三 重 県

シャロームヴィレッジ
［製造・販売］〒519-5204　南牟婁郡御浜町阿田和6034-

4　Tel.05979-2-4196 Fax.05979-2-4196　◇JR阿田和駅

から徒歩15分　◇創立／1995年　◇代表／山本 忠康

京 都 府

（有）エレミヤ不動産
［不動産］〒615-0016　京都市右京区西院西淳和院町

37-3　Tel.075-722-1663 Fax.075-316-0180　◇宮本 真智

子

（有）京都西土地建物
［総合不動産業（売買・仲介・賃貸・管理迄）、不動産ア

ナリスト］〒604-8225　京都市中京区西洞院通四条上ル

蟷螂山町468-4 シティファースト四条西洞院103　Tel. 
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(株)ジェネシス
［教会建築・リフォーム・設計施工・管理］〒590-0002　

堺市堺区砂道町3-6-19　Tel.072-233-5565 Fax.072-233-

5569　◇南海高野線浅香山駅から徒歩5分　◇代表取締

役／渡邉 朝徳

【HP】http://www.genesis-ark.com/

【E-Mail】genesis@abox9.so-net.ne.jp

杉本工務店
［施工］〒581-0845　八尾市上之島町北1-73　Tel&Fax.

0729-98-8560　◇近鉄山本駅から徒歩8分　◇代表／杉

本 和重

（株）山下商会
［空調設備設計・施工］〒590-0075　堺市堺区南花田口町

2-2-13　Tel.072-238-6868 Fax.072-222-2179　◇南海高

野線堺東駅から徒歩3分　◇創立／1962年　◇代表取締

役／山下 祐弘　◇特色／さわやかな空調環境を作る。

兵 庫 県

(株)一級建築士事務所 山本工務店［(株)山本工
務店］

［建築設計、監理・施工（注文・建築の施工）］〒651-

1114　神戸市北区鈴蘭台西町1-12-5-202　Tel.078-594-

6220 Fax.078-939-5720　◇神戸電鉄鈴蘭台駅から徒歩

15分　◇創立／1986年　◇代表取締役／山本 徳文　◇

特色／手作りと技術に自信。一生のおつきあいとなる家

造り。信頼関係を何よりも1番と考えております。

【E-Mail】y-toku@cello.ocn.ne.jp

ヴェリタス建築設計研究所［ヴェリタス］
［建築設計、監理・施工・コンサルティング］〒655-0872　

神戸市垂水区塩屋町5-2-15　Tel&Fax.078-751-3255［連

絡先：Tel.090-1151-1540］　◇JR・山陽電鉄塩屋駅から徒

歩5分　◇創立／1996年　◇所長／小谷 茂　◇特色／教

会建築及び、住宅等さまざまな建築設計をします。リフ

ォームや建物のあらゆる相談に、親切に対応します。

【E-Mail】veritas.8787@nifty.com

菅原電機産業（株）
［電気設備設計施工・電機機器製造販売］〒662-0934　

西宮市西宮浜2-25　Tel.0798-33-6611 Fax.0798-33-4100　  

◇JR西宮駅からバス「西宮浜東」停、徒歩1分　◇創立

／1938年　◇代表取締役社長／菅原 進　◇特色／電気

設備施工はおまかせください。技術力で省エネ提案を致

します。

【HP】http://www.sugahara-denki.com/

【E-Mail】sugahara@sugahara-denki.com

南俊治建築研究所
［建築設計］〒651-0085　神戸市中央区八幡通4-2-10 MI

NAMI 2 TOWER201　Tel&Fax.078-231-9377 Tel.090-

6983-4377　◇JR三ノ宮駅から徒歩5分　◇代表／南 俊

治　◇特色／神の作品として、後世へ語り継がれるよう

な高い質と創造性、そして地域性を備えたものを献げさ

せて頂きます。

【HP】http://homepage2.nifty.com/lumiere21/architect.htm

【E-Mail】CQN05405@nifty.com

Fax.06-6245-3132　◇地下鉄御堂筋線心斎橋駅から徒歩

7分　◇創立／1908年　◇代表取締役所長／田中 健一、

代表取締役副所長／石若 義雄　◇特色／Ｗ・Ｍ・ヴォー

リズが建築事業を始めたのは1908年。私たちは彼が建築

に込めた信仰の証しを受け継ぎます。

【HP】http://www.vories.co.jp

【E-Mail】headoffice@vories.co.jp

インテリアホヅミ
［施工］〒583-0881　羽曳野市島泉7-12-1　Tel&Fax.

0729-52-6941　◇近鉄南大阪線高鷲駅から徒歩12分　◇

創立／1987年　◇代表／保積 大起

【E-Mail】labri-n@nifty.com

（株）榮光社
［建築設計・施工、建物総合管理］〒530-0023　大阪市

北区黒崎町1-2　Tel.06-6373-2700 Fax.06-6373-3182　◇

JR天満駅から3分　◇創立／1953年　◇代表／澤村 剛士

【HP】http://www.eikosya.co.jp/

エクステリア大創
［施工］〒583-0864　羽曳野市羽曳が丘3-21-7　Tel.072-

956-1280 Fax.072-956-1290　◇近鉄南大阪線藤井寺駅か

ら徒歩12分　◇創立／1984年　◇代表／大山 高志　◇

特色／小さな修理から大きな工事まで、エクステリアと屋

根のことならぜひご相談ください。

一級建築士事務所　(有)木村設計
［建築設計、監理、家具デザイン］〒540-0026　大阪市

中央区内本町1-2-11 ウタカビル6Ｆ　Tel.06-6942-5605 

Fax.06-6942-5607　◇地下鉄谷町線谷町4丁目駅から徒

歩1分　◇創立／1976年　◇代表取締役／木村 雅一　◇

特色／会堂建築に携わっている設計事務所です。無料相

談を実施していますのでお気軽にお問いあわせください。

【HP】http://www.geocities.jp/churchnetjp/

【E-Mail】info@kimurasekkei.co.jp

（株）クリサキ
〒580-0015　松原市新堂4-34-4　Tel.072-336-2289 

Fax.072-335-7670　◇専務取締役／栗崎 節子

(有)恵和建設［恵和］
［建設業］〒579-8055　東大阪市末広町3-4 末広ハイツ

105　Tel.072-987-1837 Fax.072-987-1782　◇近鉄奈良

線瓢箪山駅南口から徒歩12分　◇創立／2002年　◇代表

取締役社長／馬詰 敬二、取締役／馬詰 裕二　◇特色／

教会堂建築のことなら小さな事から大きな事まで、お気

軽にご相談下さい。

【E-Mail】keiwa@rapid.ocn.ne.jp

（株）ジェイ・アール
［電装機器・物流効率化・ホテル・一級建築士事務所・

保険・カルチャーセンター］〒560-0021　豊中市本町

1-13-34 チェリオビル　Tel.06-6858-6919 Fax.06-6858-

6917　◇創立／1986年　◇代表取締役社長／早川 須賀

子

【HP】http://www.jr-co.com/jrco/

【E-Mail】jesus@jr-co.com
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徳 島 県

岩崎塗装店
［施工、塗装］〒779-1101　阿南市羽ノ浦町中庄梶島83-5　

Tel&Fax.0884-44-2161　◇JR羽ノ浦駅から徒歩5分　◇

創立／1985年　◇岩崎 義富

【E-Mail】ikasawi307@msn.com

(有)ヨシュア
［建築設計、損害保険］〒773-0014　小松島市江田町腰

前196-4　Tel.0885-33-2085 Fax.0885-33-2077　◇JR中

田駅から徒歩12分　◇創立／2001年　◇代表／青柳 芳

明、青柳 多香子　◇特色／新築、リフォーム、設計施工、

耐震診断など住まいの安心をお孫さんの代まで提供させ

ていただきます。

【HP】http://www.e-awa.net/joshua/

【E-Mail】joshua@e-awa.net

香 川 県

横山設備工業［セツビヨコヤマ］
［施工］〒769-0104　高松市国分寺町新名1064-6　Tel&F

ax.087-874-4945 Tel.090-3461-8460　◇JR端岡駅から徒

歩20分　◇代表者／横山 幸貴

高 知 県

シカタ開発（株）［シカタ］
［建築設計・施工］〒781-2151　高岡郡日高村下分77-1　

Tel.0889-24-7811 Fax.0889-24-7713　◇JR日高駅から徒

歩10分　◇創立／1989年　◇代表取締役／片田 正直

【E-Mail】hitotubunomugi@mb3.seikyo.ne.jp

福 岡 県

（株）一粒社ヴォーリズ建築事務所 九州事務所
［建築設計・監理］〒810-0001　福岡市中央区天神2-14-2 

福岡証券ビル6F　Tel.092-751-1859 Fax.092-711-7099　

◇地下鉄天神駅から徒歩1分　◇創立／1908年　◇代表

取締役／田中 健一、取締役・九州事務所長／吉田 稔　

◇特色／創業者W.M.ヴォーリズの精神を継承。教会建築、

キリスト教主義学校、福祉施設を得意とする。

【HP】http://www.vories.co.jp

（有）九州シー・アンド・シー事務所
［建築設計］〒810-0074　福岡市中央区大手門1-8-16 大

手門柴田ビル　Tel.092-712-2011 Fax.092-711-1401　◇

地下鉄大濠公園駅から徒歩5分　◇創立／1973年　◇代

表取締役／高平 光和

【E-Mail】takahira@c-c.e-arc.jp

（有）スネルゴイ建築研究室
［建築設計・監理］〒818-0104　太宰府市通古賀3-13-13 

西都ビル201　Tel.092-928-7801 Fax.092-928-7809　◇

創立／1984年　◇代表取締役／川内 寛

【E-Mail】sunerugoi@nifty.com

奈 良 県

上田技研産業(株)
［施工・付帯設備］〒631-0062　奈良市帝塚山1-1　Tel.

0742-40-2002 Fax.0742-48-2052　◇近鉄奈良線富雄駅

から徒歩12分　◇創立／1965年　◇代表取締役社長／上

田 全宏

【HP】http://www.namsystem.co.jp/

【E-Mail】nam@namsystem.co.jp

（有）グリーンステージ
［建築設計、監理・施工］〒636-0214　磯城郡三宅町但

馬424-9　Tel.0745-57-0319 Fax.0745-56-4876　◇近鉄

田原本線但馬駅から徒歩7分　◇創立／1992年　◇代表

取締役／林 邦夫　◇特色／住宅・教会堂の新築・リフォ

ームの設計施工。天然木と漆喰による本当の健康・癒し

空間を自社施行で安価に提供。

【HP】http://www.g-stage.com/

【E-Mail】greenstage884@yahoo.co.jp

なちゅらる設計工房 Epiphanie
［新築・リフォームのインテリア・コーディネート全般］

〒630-0132　生駒市あすか台25-127　Tel.0743-70-1237 

Fax.0743-79-9980　◇近鉄奈良線富雄駅からバス「上町

高樋」停、徒歩3分　◇創立／2004年　◇代表／山田 慶

子　◇特色／自然素材と美しい色彩を組み合わせた身体

と心に優しい設計です。発達障がい者（児）のための部

屋づくり相談も承っています。

【HP】http://www.epiphanie.jp/

【E-Mail】natural_coordinate@yahoo.co.jp

和 歌 山 県

津本建築設計事務所
［建築設計、監理］〒640-8111　和歌山市新通り7-24　

Tel.073-423-0418 Fax.073-423-0419　◇JR和歌山駅から

徒歩15分　◇創立／1976年　◇所長／津本 一紘

【E-Mail】tsumoto@hat.hi-ho.ne.jp

鳥 取 県

（有）谷口ホームサービス
［建築設計・施工］〒682-0031　倉吉市下余戸155-7　

Tel&Fax.0858-26-1543　◇JR倉吉駅からバス「下余戸」

停、徒歩1分　◇代表取締役／谷口 勝則

岡 山 県

(有)サムエル
［木材工芸］〒702-8042　岡山市洲崎1-4-23　Tel.086-

263-8752　◇社長／岡田 勝之
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北 海 道

（株）ヤマハミュージック北海道
［各種パイプオルガン］〒064-0810　札幌市中央区南十

条西1-1-50 ヤマハセンター　Tel.011-512-6111 Fax.011-

511-1136　◇地下鉄南北線中島公園駅から徒歩5分

宮 城 県

勝浦オルガン工房
［パイプオルガン製作］〒986-0000　石巻市前谷地字中

埣56　Tel&Fax.0225-72-4069　◇JR前谷地駅　◇創立

／1995年　◇代表／勝浦 通之　◇特色／パイプオルガ

ン製作やリードオルガン修理について、教会の様々なご

要望にお応えする事ができます。

【HP】http://www1.odn.ne.jp/katsuuraorgelbau/

【E-Mail】katsuuraorgelbau@par.odn.ne.jp

(株)ヤマハミュージック東北
［各種パイプオルガン］〒980-0811　仙台市青葉区一番

町2-6-5　Tel.022-227-8524　◇地下鉄広瀬通駅から徒歩

10分

埼 玉 県

(株)ステンドグラス バロック
［オーダーメイドステンドグラス制作工房］〒331-0054　

さいたま市西区島根206　Tel.048-778-8071 Fax.048-887-

8072　◇創立／1975年　◇主宰／臼井 定一

【HP】http://www.baroque-web.com/

【E-Mail】baroque@pop16.odn.ne.jp

武蔵野工房
［ガラス工芸、ステンドグラス、モザイク壁画］〒343-

0105　北葛飾郡松伏町田島231　Tel&Fax.048-992-

2852　◇東武伊勢崎線北越谷駅からバス「十一軒入口」

停、徒歩2分　◇創立／1988年　◇代表・モザイク壁画

制作担当／田原 満雄、ステンドグラス製作担当／山田 浩

代　◇特色／作り手が営業からデザイン・制作・施工を

一貫して行っているので、質の高いプランを低コストでご

提案します。

【HP】http://www.musashino-kb.com

【E-Mail】art@musashino-kb.com

東 京 都

（有）ステンドグラス サプライ
［ステンドグラス］〒158-0083　世田谷区奥沢8-28-2　

Tel.03-3702-3278 Fax.03-3704-4304　◇東急大井町線九

品仏駅から徒歩5分　◇代表取締役／米田 勝彦

日本オルガン（株）
［オルガン・鐘］〒192-0011　八王子市滝山町1-584-2　

Tel.042-691-8111 Fax.042-696-3669　◇JR八王子駅から

バス「馬場谷戸」停、徒歩2分　◇創立／1986年　◇代

表取締役／中川 匠　◇特色／信徒として教会の立場に立

って最高の音を創ります。

【HP】http://www.japan-organ.co.jp/

【E-Mail】info@japan-organ.co.jp

（株）ネプチューン
［壁画・アート制作・ディスプレイ］〒110-0015　台東区

東上野5-21-6 メゾンルグラン上野502　Tel.03-5828-4051 

Fax.03-5828-4052　◇JR上野駅から徒歩7分　◇創立／

1992年　◇代表取締役／畑山 直美、取締役／吉岡 聡　

２  オルガン・工芸美術その他

建築設計・施工・付帯設備・不動産関係などを都道府県別・50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［業

種の区分］、所在地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

沖 縄 県

さきはら不動産
［不動産］〒904-0103　中頭郡北谷町桑江483-20　Tel&

Fax.098-936-2852　◇北谷消防署から徒歩5分　◇創立

／1988年　◇社長／崎原 盛次

熊 本 県

ハレルヤふすまサービス
［襖屋］〒868-0025　人吉市瓦屋町村山公園通1224-4　

Tel&Fax.0966-24-2490　◇JR人吉駅から車10分　◇創

立／1979年　◇代表者／山下 繁盛

鹿 児 島 県

（株）川崎工業
［建築設計・施工］〒899-8102　曽於市大隅町岩川6147-

3　Tel.0994-82-0411 Fax.0994-82-5463　◇JR西都城駅

からバス「大隅町鹿児島交通営業所」停　◇代表取締役

／立山 泰士
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◇特色／インテリアコーディネイトからアートの制作、イ

ベント開催まで行っています。ホームページをご覧下さい。

【HP】http://www.neptune-art.com

【E-Mail】mail@neptune-art.com

(株)松尾楽器商会
［パイプオルガン、ピアノ、ハープ輸入・設置・保守］〒

100-0006　千代田区有楽町1-5-1　Tel.03-3539-1711 

Fax.03-3539-1781　◇地下鉄日比谷駅　◇創立／1953年　  

◇代表取締役／松尾 治樹

【HP】http://www.h-matsuo.co.jp/

【E-Mail】tokyo@h-matsuo.co.jp

（株）マナ オルゲルバウ
［パイプオルガン設計・製作・保守］〒195-0063　町田市

野津田町1832-14　Tel&Fax.042-735-7644　◇JR町田駅

からバス「神学校」停　◇創立／1985年　◇代表取締役

／松崎 譲二、代表取締役／中里 威

【HP】http://www.manaorg.co.jp/

【E-Mail】info@manaorg.co.jp

（株）望月オルガン
［パイプオルガン］〒158-0098　世田谷区上用賀3-13-22-

401　Tel&Fax.03-3700-0265　◇田園都市線用賀駅から

徒歩10分　◇創立／1970年　◇代表取締役／望月 広幸、

取締役／望月 一郎　◇特色／少ない予算で最高のパイプ

オルガンをお世話いたします。

【E-Mail】mochizuki-organ@d04.itscom.net

ヤマハミュージックトレーディング(株)［YMT］
［バイカウント社クラシックオルガン］〒103-0014　中央

区日本橋蛎殻町1-28-5 ヒューリック蛎殻町ビル　Tel.03-

5641-1087 Fax.03-5641-1092　◇地下鉄水天宮駅A6から

徒歩2分　◇代表取締役社長／中谷 伸司　◇特色／イタ

リア バイカウント社のクラシックオルガンを輸入販売し

ております。試弾ご希望の方はご連絡ください。

【HP】http://www.yamahamusictrading.com/

（株）山本・堀アーキテクツ
［ステンドグラス］〒150-0033　渋谷区猿楽町29-18 ヒル

サイドテラスA-9　Tel&Fax.03-5256-5279 Tel.03-3462-

0480 Fax.03-3462-0481　◇東急東横線代官山駅から徒

歩3分　◇代表／山本 幸子

ローランド（株）
［クラッシックオルガン］〒101-0041　千代田区神田須田

町2-7 タームスビル7F　Tel.03-3251-1390 Fax.03-3251-

5588　◇JR秋葉原駅から徒歩5分　◇創立／1972年　◇

代表取締役／田中 英一　◇特色／ロジャースブランドに

て教会オルガンを開発・製造・販売。パイプコンビネー

ションに至るまで幅広く取り扱い。

【HP】http://www.roland.co.jp/

神 奈 川 県

（株）須藤オルガン工房
［オルガン］〒239-0807　横須賀市根岸町3-1-5-727　Tel

&Fax.046-843-5440 Tel.046-834-3555　◇JR久里浜駅か

ら車10分　◇創立／1977年　◇代表取締役／須藤 宏

【HP】http://www.sorgel.net/

横浜オルガン工房
［オルガン］〒226-0012　横浜市緑区上山町709-6　Tel.

045-933-3318　◇JR鴨居駅からバス「白山高校」停、徒

歩5分　◇代表／増山 義夫

山 梨 県

草苅オルガン工房
［パイプオルガン製作者］〒408-0041　北杜市小淵沢町

上笹尾3332-1295　Tel&Fax.0551-36-4100　◇JR小渕沢

駅から車5分　◇代表取締役社長／草苅 徹夫

(株)中村工芸所
［教会家具、講壇などデザイン・製作］〒400-0851　甲府

市住吉3-5-1　Tel.055-237-1871 Fax.055-237-1873　◇JR

南甲府駅から徒歩5分

【HP】http://nakamura-kougeijo.jp/

【E-Mail】nknk@khaki.plala.or.jp

長 野 県

ステンドグラス工房 アスカ
［ステンドグラス・モザイク］〒399-8603　北安曇郡池田

町中鵜1413-5　Tel&Fax.0261-62-8086　◇JR明科駅から

車10分　◇創立／1980年　◇主宰・代表／山崎 種之　

◇特色／小さな群の祈りの家のためにこそ、キリスト者に

仕事をさせて下さい。協力をおしみません。

【HP】http://stainedglass-aska.com/

静 岡 県

（株）河合楽器製作所 営業企画室 古典楽器担
当［（株）河合楽器製作所 古典楽器担当］

［パイプオルガン、ヨハネスオルガン］〒430-0925　浜松

市中区寺島町200　Tel.053-457-1266 Fax.053-457-1303

［連絡先：（株）河合楽器製作所 古典楽器 東京営業所　

〒151-0053　東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル内 

Tel.03-3379-2228］　◇JR浜松駅から徒歩10分　◇創立／

1927年　◇代表取締役社長／河合 弘隆、主任／中野 喜

植、オルガン担当／西岡 誠一　◇特色／パイプオルガン

の輸入・設置・メンテナンス。ヨハネスオルガン（オラン

ダ）総輸入元。

【HP】http://www.kawai.co.jp/

愛 知 県

（有）渚商店［ナギサ］
［カーテン、ジュータン、総合物販］〒454-0937　名古屋

市中川区法華西町6　Tel.052-352-0902 Fax.052-352-

0913　◇地下鉄高畑駅からバス「打出本町7丁目法華西

町」停　◇創立／1977年　◇代表取締役／加藤 誠一、

取締役／加藤 和子、営業／加藤 紘子　◇特色／思い通

りのサイズ、デザインで承ります。特選カーテン・ソファ

ー等のカバーリング・オーダーメード専門店。
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【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~zion-kg/

【E-Mail】zion-k.g@alpha.ocn.ne.jp

パックスアーレン（株）［PV］
［パイプオルガン・アーレンオルガン・オルガン楽譜出版・

ステンドグラス・シャンデリア・教会家具］〒550-

0002　大阪市西区江戸堀1-25-31 ＭＹ江戸堀ビル101号　

Tel.06-6225-5950 Fax.06-6225-5952　◇地下鉄四ツ橋線

肥後橋駅から徒歩5分　◇創立／1984年　◇代表取締役

社長／松中 修身、営業技術部長／安田 哲也、営業課長

／松中 剛　◇特色／教会の発展と礼拝賛美に資するため

オルガン、オルガン楽譜、ステンドグラス等々、全国に販

売実績を有します。

【HP】http://www.paxallen.com/

【E-Mail】pax@paxallen.com

（株）丸一ピアノ・ハープ社
［リードオルガン］〒541-0043　大阪市中央区高麗橋1-2-

2　Tel.06-6227-5995 Fax.06-6227-5354　◇地下鉄堺筋

線北浜駅から徒歩3分　◇創立／1977年　◇代表取締役

社長／y田 D二郎

【HP】http://www.delmarco.jp/

ヤマハミュージックトレーディング(株)大阪営
業所［YMT］

［バイカウント社クラシックオルガン］〒542-0081　大阪

市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館　Tel.06-

6252-5278 Fax.06-6251-0766　◇地下鉄心斎橋駅から徒

歩3分

兵 庫 県

岡野オルガン工房［岡野オルガン］
［オルガン制作］〒673-0553　三木市志染町東自由が丘1-

241　Tel.0794-85-0545　◇神戸電鉄粟生線広野ゴルフ

場前駅　◇創立／1976年　◇代表／岡野 貞清

【HP】http://music.geocities.jp/okanoorgan/

【E-Mail】okanoorgan@ybb.ne.jp

（株）ロクレールプロダクション
［ガラス造形］〒662-0011　西宮市甲陽園目神山町21-

12　Tel.0798-73-0878 Fax.0798-73-7737　◇阪急電車神

戸線甲陽園駅　◇創立／1972年　◇グラスアーティスト

／三浦 啓子　◇特色／アメリカにて世界平和を希った

“聖なる光展”大きな感銘を与える事が出来ました。新し

い作品集も出版されました。

【HP】http://www.roclair.co.jp

【E-Mail】roclair@muc.biglobe.ne.jp

福 岡 県

（株）ヤマハミュージック九州
［各種パイプオルガン］〒812-8508　福岡市博多区博多

駅前2-11-4　Tel.092-472-1415 Fax.092-452-6664　◇JR

博多駅から徒歩5分

【E-Mail】js-nagisa@themis.ocn.ne.jp

（株）ヤマハミュージック東海
［各種パイプオルガン］〒460-8588　名古屋市中区錦

1-18-28　Tel.052-201-4353 Fax.052-201-4107　◇地下鉄

東山線伏見駅から6分

滋 賀 県

壁画工房101
［ステンドグラス・石モザイク・陶壁・納骨堂のデザイン・

制作］〒529-1812　甲賀市信楽町神山1819　Tel&

Fax.0748-82-0976　◇信楽高原鉄道信楽駅から4km　◇

創立／1980年　◇代表／田ヶ原 弘　◇特色／母の遺影

の横に、とステンドグラスの十字架をつくりました。会堂

用や結婚の贈り物としても使われています。

【HP】http://www.hekigakoubou101.com/

【E-Mail】tagahara101@yahoo.co.jp

京 都 府

エムシートレーディング(株)
［輸入教会オルガン・パイプオルガン、カリヨンベル販売］

〒614-8056　八幡市八幡福禄谷148-23　Tel.075-972-

3608 Fax.075-972-3609　◇創立／2005年　◇代表／岩

本 寿正

【HP】http://www.mctrading.co.jp/

【E-Mail】info@mctrading.co.jp

大 阪 府

（株）カリヨネア
［洋鐘・カリヨン・設置時計］〒562-0035　箕面市船場東

1-7-3　Tel.072-749-3800 Fax.072-749-3805　◇北大阪急

行千里中央駅から徒歩15分　◇創立／1998年　◇代表取

締役社長／大桐 衛　◇特色／フランス・パッカー社製鐘

のご提案、設置。カリヨン・スイングベルに関することな

ら、当社まで。日本全国で設置。

【HP】http://www.carillonneur.co.jp/

【E-Mail】info@carillonneur.co.jp

グレイスプランニング
［聖具（教会備品）、ガウン、ステンドグラスシート］〒

540-0004　大阪市中央区玉造2-26-47 大阪クリスチャン

センター4F　Tel.06-6965-0086 Fax.06-6965-0048　◇

JR玉造駅から徒歩10分　◇代表／関 恵嗣　◇特色／聖

められた礼拝堂、聖められた信仰、聖められた聖具、韓

国製聖具を中心に貴教会にふさわしいご提案をさせてい

ただきます。

【HP】http://www.graceplanning.com/

【E-Mail】office@graceplanning.com

（株）シオン工芸
［教会家具設計・製作］〒587-0062　堺市美原区太井688-

1　Tel&Fax.072-362-1639　◇国道309号美原町役場前

信号から徒歩5分　◇創立／1974年　◇代表取締役／越

智 昭
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アトリエ　カジワラ邦［カジワラ・邦］
［ステンドグラス］〒877-1107　日田市大鶴町1996-1　

Tel.0973-28-2105 Fax.0973-28-2626　◇JR大鶴駅から徒

歩5分　◇創立／1982年　◇デザイナー／梶原 くに江、

英国ステンドグラス協会フェロー／カジワラ・邦　◇特色

／心に夢を。



アガペ宣教会、ウェディングミニスト

リー、

村上音楽事務所、キリスト教結婚式、

司式者募集、

わたぼうし委員会、ウェディングコー

ディネイター、新郎新婦衣装、美容、

お花、リング、写真、ブライダル小物、

DVD、ウェディングケーキ、水江暁子、

桜井圭子

ブライダル関連情報

冠婚葬祭、ブライダル、葬儀社、結婚紹介機関、ブライダル事業、葬儀、式典社、墓地、

霊園
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〒 534-0012
大阪市都島区御幸町 2 丁目 2-9　

TEL 06-6923-2276
FAX 06-6923-2284

http://www.agapesenkyokai.com

Love Never Fails
アガペ宣教会
ウェディング・ミニストリー

『私どもは、宣教師 35
名、牧師 11 名の協力
を得て、どなたにもキ
リスト教結婚式をする
宣教団体です。ホテル
や式場、その他の結婚
式に、牧師を派遣を致
します。』 キリストの教会で

あなたらしい結婚式を！

〒 106-0045　東京都港区麻布十番
2-20-14-103  有限会社プチレダ内
http://rocknelius.com/wataboushi　E-mail：m-wataboushiiinkai@myad.jp

1080-5465-6772
ご連絡はわたぼうし委員会まで

全米ブライダルコンサルタント協会認定
ウェディングコーディネイター（PBC）

水江暁子・桜井圭子

わたぼうし委員会はあなたの
「したい」を可能にします。

Wataboushi iinkai

新郎新婦衣装・美容・お花
リング・写真・ブライダル小物
DVD・ウェディングケーキ他

� . 結婚紹介機関・ブライダル事業など
� . 葬儀・式典社、墓地・霊園など

ブライダル関連情報（PR）
葬儀社関連情報（PR）

ブライダル関連情報（PR）

http://www.agapesenkyokai.com/
http://www.mcmjp.co.jp/
http://rocknelius.com/wataboushi/


キリスト教葬儀専門、イースター式典社、

小林望、西宮本社、京都支店、記念会
しらゆりセレモニー、白百合、キリス

ト教葬儀、山之口宗義

葬儀社関連情報

903
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冠婚葬祭ガイド

葬儀社関連情報（PR）

http://www.easter-net.co.jp/
http://sccscc.web.fc2.com/index.html
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キリスト教関係の結婚紹介機関などを地域別に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［業種の区分］、所在地・

Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

ガ イド

１ . 結婚紹介機関・ブライダル事業など

2 . 葬儀・式典社、墓地・霊園など

冠婚葬祭

1  結婚紹介機関・ブライダル事業など

右近サービス社
［結婚紹介］〒156-0043　東京都世田谷区松原1-40-4　

Tel.03-3328-2240 Fax.03-3322-7488　◇京王線明大前駅

から徒歩2分　◇代表／右近 勝吉

(株)柿谷カウンセリングセンター 結婚紹介室
［M係］
［結婚紹介］〒254-0045　神奈川県平塚市見附町14-10　

Tel.0463-30-3812 Fax.0463-33-8807　◇JR平塚駅から徒

歩7分　◇創立／1984年　◇代表／柿谷 正期、室長／佐

藤 敬　◇特色／クリスチャンホーム建設のためにお役に

立てればと願っています。

【HP】http://www.choicetheory.net/m/

【E-Mail】happymarriage@choicetheory.net

(株)スタートライン［結婚相談所スタートライ
ン］

［会員登録制結婚お見合情報相談］〒183-0057　東京都

府中市晴見町1-12-8　Tel.042-358-5610　◇地下鉄銀座

駅から徒歩2分　◇創立／2000年　◇代表／田代 ゆき

生、企画担当／田代 智子　◇特色／きちんと結婚相談を

お受けしながら結婚まで親身のお世話をしています。東

京で結婚をお考えの方歓迎。

【HP】http://www.startlines.jp/

【E-Mail】kekkon@startlines.jp

出会いの広場
［結婚紹介］〒289-1104　千葉県八街市文違301-1160　

Tel&Fax.043-443-4090　◇JR八街駅から車10分　◇代

表／堀江 清子

東北クリスチャン結婚相談室［TCMC］
［結婚紹介］〒324-0047　栃木県大田原市美原3-1-19 大

田原キリスト教会内　Tel.0287-23-8317 Fax.0287-47-

6730　◇JR西那須野駅から車5分　◇創立／1996年　◇

代表／大橋 富男、顧問／小助川 次雄　◇特色／クリス

チャンの結婚相談（紹介）と出会いの場の提供。入会金

3000円。

北 海 道

ドレスショップ「アンジェラ」［アンジェラ］
［ウェディングドレス販売・レンタル　ブライダル相談・

式場紹介］〒060-0051　北海道札幌市中央区南一条東

2-13-4 エメラルドグリーン大通りビル1F　Tel.011-241-

0151 Fax.011-241-0150　◇地下鉄東西線バスセンター前

駅4番から徒歩1分　◇店長／山田 なつき　◇特色／ドレ

ス販売・レンタルだけでなく、式場見学同行、演出相談

など無料で行っています。宝石箱のようなキレイで素敵

なショップです。

（株）ブライトサッポロ
［ブライダルプロデュース・ウエディングドレス販売およ

びレンタル・式場紹介］〒060-0051　北海道札幌市中央

区南一条東2-13-4 エメラルドグリーン大通ビル3F　

Tel.011-241-0345 Fax.011-241-0567　◇地下鉄東西線「バ

スセンター前」駅4番から徒歩1分　◇創立／1987年　◇

代表取締役／山田 悦子　◇特色／ブライダル式場・衣裳・

演出・相談。正しいキリスト教結婚式のレクチュア。

【HP】http://www.brightsapporo.com/

【E-Mail】bs@brightsapporo.com

関 東 地 方

ウェディング・コーディネート わたぼうし委
員会

［ブライダル］〒106-0045　東京都港区麻布十番2-20-14-

103 有限会社プチレダ内　Tel.080-5465-6772 Fax.03-

3453-6169　◇創立／2008年　◇水江 暁子、桜井 圭

子　◇特色／衣装、指輪、花、美容、手作り小物など１

つ１つを丁寧に、あなたの教会でのウェディングをコーデ

ィネート。

【HP】http://rocknelius.com/wataboushi

【E-Mail】m-wataboushiiinkai@myad.jp
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【E-Mail】ohashi526@ybb.ne.jp

ハッピー・ブライダル・セミナー
［結婚セミナー］〒156-0042　東京都世田谷区羽根木

1-31-18　Tel.03-3321-6211　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3

分（会場）　◇相談役／井上 津ね子

原宿セント・ヴァレンタイン教会
［結婚式場チャペル］〒150-0001　東京都渋谷区神宮前

1-8-17　Tel.03-5414-3052 Fax.03-5414-3053　◇地下鉄

千代田線明治神宮前駅から徒歩4分　◇創立／2006年　

◇取締役部長／木下 拓士　◇特色／原宿セントヴァレン

タイン教会は、株式会社プラザハートが運営する結婚式

場のチャペルです。

【E-Mail】kinoshita-takuo@plazacreate.co.jp

（株）ブライダルベル
［ブライダルコーディネート］〒169-0051　東京都新宿区

西早稲田3-17-21　Tel.03-5291-6981 Fax.03-5291-5060　

◇都電荒川線思影橋駅から徒歩1分　◇創立／1964年　

◇代表取締役社長／宮脇 昭和

ホーリークラブ
［プリーザーブドフラワー、ブライダルプランナー］〒

182-0023　東京都調布市染地2-9-4 ハイツリバーサイド

402 水江方　Tel&Fax.042-440-0430 Tel.090-6514-

6772　◇京王線布田駅から南へ徒歩14分　◇創立／

1994年　◇代表／水江 暁子　◇特色／プリザーブドフラ

ワーのブライダルブーケをイメージに合わせ、作成し全

国に発送。ABP一級

【E-Mail】akiko-mizue@msb.biglobe.ne.jp

(株)村上音楽事務所
［ブライダル］〒141-0031　東京都品川区西五反田8-9-5 

ポーラ第3五反田ビル4F　Tel.03-3495-2034 Fax.03-

3495-2036　◇東急池上線大崎広小路駅から徒歩5分　◇

創立／1985年　◇代表取締役社長／村上 博子　◇特色

／キリスト教挙式のプロデュース

【HP】http://www.mcmjp.co.jp

【E-Mail】tokathu@mcmjp.co.jp

目白セント・カタリナ教会
［結婚式場チャペル］〒171-0032　東京都豊島区雑司が

谷3-9-1　Tel.03-3980-8885 Fax.03-3980-8886　◇地下鉄

副都心線雑司が谷駅から徒歩4分　◇創立／2006年　◇

取締役部長／木下 拓士　◇特色／目白セント・カタリナ

教会は、株式会社プラザハートが運営する結婚式場のチ

ャペルです。

【HP】http://www.mejiro-church.com/

【E-Mail】kinoshita-takuo@plazacreate.co.jp

中 部 地 方

ブライダルサロン　真生
［婚礼専門美容］〒480-0102　愛知県丹羽郡扶桑町高雄

扶桑台280　Tel&Fax.0587-93-9028　◇創立／1993年　

◇代表／栗谷 江衣子

ブライダル専科　直見
［婚礼美容、一般着付け、結婚紹介業（結婚相談）］〒

480-0102　愛知県丹羽郡扶桑町高雄扶桑台280　Tel&F

ax.0587-92-3353 Tel.080-5129-3897　◇名鉄犬山線扶桑

駅から10分　◇創立／1993年　◇代表・ブライダルコー

ディネーター・アドバイザー／栗谷 栄子、着付けスタッ

フ／竹下 恵子　◇特色／素敵な出会いを低料金で、東海

三県中心に、会員多数。毎月年代別パーティ大盛況。相

談無料。

【E-Mail】kuriwagon@yahoo.co.jp

（有）ブライダルミッション
［結婚式のコーディネート、結婚紹介］〒502-0849　岐阜

県岐阜市栄新町3-25-104　Tel.058-294-4319 Fax.058-

294-4361　◇創立／2000年　◇代表／野村 正幸

近 畿 地 方

アーチスト・パンプリン
［チャペル・ウェディング］〒547-0022　大阪府大阪市平

野区瓜破東1-1-2　Tel.06-6799-3339 Fax.06-6701-1070　

◇地下鉄各町喜連瓜破駅1番から徒歩1分　◇創立／1984

年　◇代表取締役社長／東 静弘

【HP】http://www.panprin.co.jp/

イサクとリベカ会［イサ・リべ］
［結婚紹介］〒510-0833　三重県四日市市中川原2-4-29　

Tel&Fax.059-352-5215［連絡先：栗﨑 節子　〒510-

0833　三重県四日市市中川原2-4-29 四日市ルーテル教会 

Tel.059-352-5215］　◇近鉄湯の山線中川原駅から徒歩2

分　◇創立／1994年　◇代表・牧師夫人／栗﨑 節子、

小川 恵子　◇特色／78組のクリスチャンホーム誕生。神

様に希望をもって共に祈って参りましょう。

ウェディングサークル・カナの会［カナの会］
［結婚紹介］〒584-0072　大阪府富田林市高辺台1-19-

14　Tel.0721-29-7279 Fax.0721-29-7892　◇創立／2000

年　◇土井 博子　◇特色／クリスチャンホーム誕生を願

い、出会いをサポート。超教派。会員制（入会随時）結

婚セミナー、パーティー有。

【HP】http://kananokai.infoseek.ne.jp

【E-Mail】kananokai@infoseek.jp

キリスト教ブライダル宣教団関西支局
［ブライダル］〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島

4-2-8 Ｙ・Ｓ新大阪ビル5Ｆ　Tel.06-6307-5075 Fax.06-

6307-5076　◇地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩2

分　◇創立／1981年　◇総支局長／小林 常昭、主任牧

師／野村 淳　◇特色／キリスト教式結婚式の司式を担当

させて頂くことを通して、列席者への福音宣教を行ってい

ます。

【HP】http://www.bridalmission.co.jp/

【E-Mail】kansai ＠ bridalmission.co.jp

（有）近畿ブライダルミッション
［伝道・宣教］〒540-0004　大阪府大阪市中央区玉造

2-26-47 大阪クリスチャンセンター401号　Tel.06-6766-

7557 Fax.06-6766-7558　◇JR玉造駅から徒歩10分　◇

創立／1996年　◇代表取締役／田川 和樹
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北 海 道

（株）中条
［葬儀］〒003-0028　北海道札幌市白石区平和通17丁目

南1-21　Tel.011-862-3875 Fax.011-862-0801　◇JR平和

駅から15分　◇代表取締役／仲條 達也

（有）山本石材工業
［墓地・霊園、札幌近郊市町村墓地墓石建立、藤野聖山園、

墓石、墓所販売指定店］〒004-0812　北海道札幌市清田

区美しが丘二条10-1-1　Tel.011-881-0136 Fax.011-881-

0146　◇バス「三里塚小学校前」停、徒歩5分　◇創立

／1938年　◇代表／山本 良鷹　◇特色／教会関係墓石

建立（北海道キリスト教会、札幌ナザレン教会、旭川め

２  葬儀・式典社、墓地・霊園など

キリスト教関係の葬儀・式典社、墓地・霊園などを地域別に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称［略称］、［業種の区

分］、所在地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

ブライダル　葡萄の木
［ブライダル］〒623-0046　京都府綾部市大島町沓田

27-4　2F ソロモンセレモニーマーケティング(株)　Tel& 

Fax.0773-40-1240　◇JR綾部駅から車5分　◇創立／

2000年　◇代表取締役／進藤 啓一　◇特色／ブライダ

ルは司式牧師の派遣、葬式セレモニーを通じて伝道のサ

ポート役をさせていただきます。

【E-Mail】shindoh@rapid.ocn.ne.jp

中 国 ・ 四 国 地 方

カナ結婚相談所
［結婚紹介］〒710-0038　岡山県倉敷市新田1299-12 倉敷

ホーリネスチャーチ気付　Tel&Fax.086-436-8668　◇バ

ス「新田団地入り口」停、徒歩1分　◇創立／1971年　

◇代表／山脇 望　◇特色／良きめぐり会いのアドバイザ

ー。

チャペル・パルティア
［結婚式場］〒781-5331　高知県香南市香我美町岸本996-

81　Tel.0887-55-4157 Fax.0887-55-2720　◇ごめん・な

はり線香我美町駅から徒歩1分　◇責任者／近森 雅彦

ブライダル・チャプレンズ・ミッション
［結婚式司式・宣教］〒701-0204　岡山県岡山市大福754-

2　Tel&Fax.086-282-5377　◇主幹牧師／田中 幸夫

【HP】http://www.gracechurch.jp/wedding.html

【E-Mail】grace@sepia.ocn.ne.jp

（株）ブライダルみなと屋
［貸衣装店］〒780-0822　高知県高知市はりまや町3-20-

5　Tel.088-883-1780 Fax.088-883-6189　◇JR高知駅か

ら徒歩10分　◇創立／1972年　◇代表取締役社長／福

江 練史郎　◇特色／あらゆる儀式用、洋装和装商品を取

り扱っています。

【HP】http://www.minato-ya.co.jp/

（株）ブライダルみなと屋オリーブ
［ブライダル］〒780-0822　高知県高知市はりまや町

3-20-5　Tel.088-883-6180　◇特色／結婚インフォーメシ

ョン

近放伝ニューホーム委員会
［結婚紹介・家庭建設セミナー・成長成熟セミナー］〒

543-0013　大阪府大阪市天王寺区玉造本町9-1 松屋ビル

201号　Tel.06-6767-2558 Fax.06-6767-2561　◇JR玉造

駅から徒歩4分　◇創立／1972年　◇実行委員長／山口 

登久　◇特色／協力教会よりその必要に答え、結婚希望

者ファイルの収集管理閲覧。各種セミナー開催。家庭建設・

成長講座。

クリスチャン結婚支援センター 京都支部［リ
ディア・カンパニー］

［結婚相談・総合プロデュース］〒616-8077　京都府京都

市右京区太秦安井馬塚町6-4　Tel&Fax.075-813-7873　

◇JR花園駅　◇支部長／鳥谷部 千津

【HP】http://www.christian-marriage.jp/

クリスチャン結婚支援センター 堺支部［ホー
プ］

［結婚相談・総合プロデュース］〒599-8124　大阪府堺市

東区南野田335-1　 コスモ北野田426　Tel.090-8195-

9715　◇南海高野線北野田駅から徒歩5分　◇支部長／

豊田 実

【HP】http://www.christian-marriage.jp/

クリスチャン結婚支援センター ピープル［ピ
ープル］

［結婚相談・総合プロデュース］〒650-0023　兵庫県神

戸 市中央区 栄町 通1-3-17-301　Tel.078-325-0239 

Fax.078-392-5540　◇JR元町駅　◇創立／1996年　◇

代表取締役／伊達 蝶江子　◇特色／日本全国のクリスチ

ャンの独身の結婚をサポートし、多数の成婚実績を出し、

クリスチャンの少子化問題を解決。

【HP】http://www.christian-marriage.jp/

【E-Mail】info@christian-marriage.jp

ゴスペルミッション［GM］
［ブライダル宣教、結婚・家庭セミナー］〒525-0035　滋

賀県草津市西草津1-7-21　Tel.077-562-4155 Fax.077-

562-9923　◇JR草津駅から徒歩12分　◇創立／2001

年　◇代表／高村 善雄、高村 君子、高村 愛聖、伴野 享

子　◇特色／キリスト教結婚式と聖書セミナーを通して、

神の愛とキリストの救いのメッセージを人々に宣べ伝えて

おります。

【E-Mail】chapel@k2.dion.ne.jp
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ぐみキリスト教会等）

東 北 地 方

(有)ナザレ企画
［キリスト教葬儀］〒998-0013　山形県酒田市東泉町6-7-

2　Tel.0234-24-2457 Fax.0234-24-2470　◇JR酒田駅　

◇創立／1992年　◇代表取締役／西田 勝

【E-Mail】nazare_grace@space.ocn.ne.jp

（有）三浦石材工業
［墓地・霊園・墓石加工・販売］〒016-0891　秋田県能代

市西通町2-9　Tel&Fax.0185-52-6476　◇JR能代駅から

徒歩5分　◇創立／1884年　◇代表／三浦 正明

関 東 地 方

石匠あづま屋
［墓地・霊園］〒270-2253　千葉県松戸市日暮7-417　

Tel.047-387-0148 Fax.047-387-0149　◇代表／八木 隆

之

（有）ありづか
［葬儀社］〒350-1113　埼玉県川越市田町9-5　Tel.049-

222-1348 Fax.049-223-2898　◇東武東上線川越市駅から

徒歩2分　◇創立／1926年　◇代表／蟻塚 富男　◇特色

／1926年創業以来、葬祭業専門店として活動。川越市民

聖苑やすらぎのさと葬儀取扱店。

石の東陽 インマヌエル
［墓地・霊園・墓石］〒320-0826　栃木県宇都宮市西原

町165-2 ヒルズM1−202　Tel.028-637-7555 Fax.028-

637-7559　◇JR宇都宮駅　◇創立／1999年　◇代表／

坂本 秀男　◇特色／墓造りを通して、全国に主イエスの

愛を運ぶ。

【E-Mail】toyoimmanuel@gmail.com

ウィルライフ(株)
［葬儀、宇宙葬］〒100-0014　東京都千代田区永田町

1-11-32 全国町村会館西館6階　Tel.03-3502-3901 Fax. 

03-3519-4983　◇地下鉄永田町駅から徒歩3分　◇創立

／2000年　◇代表取締役／増田 進弘

【HP】http://www.willife.com

（有）栄光式典社
［葬儀］〒151-0053　東京都渋谷区代々木1-6-10　Tel.03-

3370-4902 Fax.03-3379-3835　◇JR代々木駅から徒歩10

分　◇創立／1951年　◇代表取締役／小久保 ふじ子　

◇特色／キリスト教葬儀

【E-Mail】eikoushikitensha@ek-st.com

(有)輝
［葬儀社］〒338-0007　埼玉県さいたま市中央区円阿弥

4-8-2　Tel.049-298-5099 Fax.049-298-5126　◇JR北与

野駅　◇創立／2005年　◇代表取締役／奥田 幸平、副

社長／松崎 克彦　◇特色／「教会とご遺族に仕える」を

モットーとし、費用の低廉化、明確化、ご遺族に寄り添う

キリスト教専門葬儀社。電話は24時間対応。

【E-Mail】kagayaki-c@tenor.ocn.ne.jp

カルチャーパビリオン平安北砂
［葬儀］〒136-0073　東京都江東区北砂5-16-16　Tel.03-

3647-8551 Fax.03-3647-8821　◇都営新宿線大島駅から

徒歩10分　◇代表／小泉 宗孝

カルチャーパビリオン平安篠崎
［葬儀］〒133-0061　東京都江戸川区篠崎町3-11-2　Tel.

03-3698-4194 Fax.03-3698-4196　◇都営地下鉄新宿線

篠崎駅から徒歩12分　◇代表／小泉 宗孝

キリスト教会葬専門　NOAH［ノア］
［葬儀］〒240-0032　神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1-6-

21　Tel.0120-838-099 Fax.045-350-0787　◇JR保土ヶ谷

駅東口からバス「法泉町」停　◇創立／2000年　◇統括

責任者／松本 英二、総務／笹生 つよ子　◇特色／教会

葬は、召された方の信仰の証と伝道の場…NOAHでは、

教会の皆さんにお役に立つ事を第一に考え葬儀費用の低

価格化を実現しました。

【HP】http://www12.plala.or.jp/csnoah/

【E-Mail】noah@serepoto.jp

(株)クリスチャンサービス
［冠婚葬祭トータルサービス］〒121-0064　東京都足立区

保木間4-21-10　Tel.03-6323-8160 Fax.03-6677-6597　◇

東武伊勢崎線竹の塚駅　◇創立／2007年　◇代表取締

役／加藤 義孝、マネージャー／佐々木 行恵　◇特色／

都内周辺の方に、低予算のキリスト教葬儀を提供。お別

れ会・直葬（1日のみ）は、20万円から承ります。

【HP】http://c-service.co.jp/

【E-Mail】info@christian-guide.com

（財）相模メモリアルパーク
［墓地・霊園］〒243-0308　神奈川県愛甲郡愛川町三増

字川久保109-2　Tel.046-281-2661 Fax.046-281-0847　

◇JR淵野辺駅　◇理事長／白崎 五百子

（株）C．S．C
［葬儀・結婚式］〒180-0006　東京都武蔵野市中町1-13-8　

Tel.0422-51-8431 Fax.0422-54-8491　◇JR三鷹駅から徒

歩1分　◇創立／1984年　◇代表取締役／熊川 雄士

【E-Mail】info@c-s-c.ne.jp

（株）シオン（シオン クリスチャン セレモ）
［葬儀・音楽葬・墓地・グリーフケア］〒116-0013　東京

都荒川区西日暮里5-30-6 東宝第2ビル3Ｆ　Tel.03-3891-

7373 Fax.03-5811-5254　◇JR西日暮里駅から徒歩3分　

◇代表／小原 一剛　◇特色／女性スタッフを中心にきめ

細かい配慮と神様の愛が伝わる葬儀の施行。ご遺族への

グリーフケアを心がけます。

【HP】http://www1.odn.ne.jp/aav75410/

【E-Mail】zionro@hkg.odn.ne.jp

(有)頌栄企画
［葬儀、結婚式、企画施行］〒160-0023　東京都新宿区

西新宿3-6-5-13F　Tel.0120-79-4919 Fax.03-3343-1871

［連絡先：Tel.03-3343-1981］　◇地下鉄大江戸線都庁前

駅から徒歩6分　◇代表／半澤 栄司　◇特色／わたした

ちは、あなたのために何が出来るでしょうか。どんなに小
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03-3702-0156 Fax.03-3702-0159　◇大井町線尾山台駅　

◇創立／1953年　◇取締役社長／沼崎 馨

ぱるーしぁ
［キリスト教葬儀］〒276-0034　千葉県八千代市八千代台

西8-17-10　Tel.047-486-1991 Fax.047-486-1981　◇京成

本線八千代台駅から徒歩15分　◇代表／佐々木 博

（NPO）復活社
［葬儀、墓石、霊園］〒307-0025　茨城県結城市浜野辺

549　Tel.0120-88-8849 Fax.0120-25-4733　◇関東鉄道

常総線下妻駅　◇創立／2001年　◇代表取締役社長／

塚田 喜一、コーディネーター／塚田 容子、東京支社長／

中村 基裕　◇特色／高すぎる葬儀は時代遅れです。創意

工夫することで、費用を低減できます。関東で唯一の

NPO葬儀社です。

【HP】http://homepage2.nifty.com/fukkatsusha/

【E-Mail】ikutosu@nifty.com

復活社 東京支社
［キリスト教葬儀、墓石］〒111-0042　東京都台東区寿

2-1-6 ライフケア事務局内　Tel.0120-88-8849［連絡先：

Tel.080-1281-4782］　◇地下鉄田原町駅から徒歩5分　◇

創立／2007年　◇支社長／中村 基裕

【HP】http://homepage2.nifty.com/fukkatsusha/

平安祭典葛西会館
［葬儀］〒134-0084　東京都江戸川区東葛西8-3-12　Tel.

03-3804-4741 Fax.03-3804-4743　◇地下鉄東西線葛西

駅から徒歩8分　◇代表／小泉 宗孝

平安祭典高円寺会館
［葬儀］〒166-0002　東京都杉並区高円寺北2-1-7　Tel.

03-3339-1101 Fax.03-3330-5315　◇JR高円寺駅から徒歩

2分　◇代表／小泉 宗孝

平安祭典深川会館
［葬儀］〒135-0004　東京都江東区森下5-9-5　Tel.03-

3635-2241 Fax.03-3632-6267　◇都営地下鉄新宿線菊川

駅から徒歩5分　◇代表取締役／小泉 宗孝

【HP】http://www.heiansaiten.co.jp/

緑商事（株）
［葬儀］〒150-0032　東京都渋谷区鴬谷町1-3　Tel.03-

3496-4405 Fax.03-3496-4200　◇JR渋谷駅から徒歩10

分　◇代表／古川 静夫

(有)ラザロ企画
［墓地霊園管理、石材業］〒270-1443　千葉県柏市鷲野

谷355-2　Tel.04-7192-2734 Fax.04-7192-2764　◇JR我

孫子駅から車10分　◇創立／2002年　◇代表取締役／

天利 義宣　◇特色／キリスト教の墓地の提案、墓石の販

売、施工外溝工事など墓地・埋葬に関するご相談を承り

ます。

【E-Mail】spsd6t89@vanilla.ocn.ne.jp

ラザロ霊園
［墓地・墓石］〒270-1443　千葉県柏市鷲野谷355-2　

Tel.04-7192-2734 Fax.04-7192-2764［連絡先：我孫子バ

プテスト教会　〒270-1144　千葉県我孫子市東我孫子

さなことでもお手伝いできることが嬉しいのです。

【HP】http://www.shoueikikaku.com/

【E-Mail】info@shoueikikaku.com

（有）聖心セレモニー
［葬儀］〒123-0872　東京都足立区江北3-17-17　Tel.03-

3857-9229 Fax.03-5837-8553　◇モノレール日暮里・舎

人線江北駅から徒歩10分　◇創立／1996年　◇代表取締

役／疋田 博

【HP】http://www.seishin-c.co.jp/

【E-Mail】info@seishin-c.co.jp

田中商事（株）
［葬儀］〒167-0021　東京都杉並区井草1-5-16　Tel.03-

3390-4161 Fax.03-3399-3146　◇西武新宿線下井草駅か

ら徒歩2分　◇創立／1932年　◇代表／田中 胤嘉

東京式典（株）
［キリスト教葬儀、各種式典企画・運営、弔慶供花］〒

152-0004　東京都目黒区鷹番3-8-6　Tel.03-5724-5560 

Fax.03-3714-9636　◇東急東横線学芸大学駅前　◇創立

／1958年　◇代表取締役／中村 健二郎　◇特色／主の

御名を賛美します。キリスト教葬儀は創業1958年、一級

葬祭ディレクター在勤の弊社へご用命下さい。

【HP】http://www.osoushiki.co.jp/osoushiki/index2.html

【E-Mail】info@osoushiki.co.jp

富田石材店
［墓地・霊園］〒315-0138　茨城県石岡市上林204　Tel.

0299-43-6866　◇JR石岡駅から車20分　◇代表／富田 

正治

中杉商事（株）
［キリスト教葬儀・生花］〒164-0001　東京都中野区中野

1-32-5　Tel.03-3365-3162 Fax.03-3361-0509　◇JR中野

駅から徒歩10分　◇代表取締役／浅川 愛三

【E-Mail】info@nakasugi0712.co.jp

渚石材（株）
［墓地・霊園］〒130-0022　東京都墨田区江東橋3-13-1 Ｋ

Ｓビル8Ｆ　Tel.03-3631-1551　◇霊園係／佐藤・宇田川

(株)NAZARETH［(株)ナザレ］
［キリスト教葬儀、墓地、葬儀セミナー］〒176-0014　東

京都練馬区豊玉南3-25-1 西田ビル　Tel.03-3310-6733 

Fax.03-3991-3431　◇西武新宿線野方駅から徒歩10分　

◇創立／2009年　◇代表取締役／西田 健　◇特色／09

年、新しく生まれ変わりました。真のキリスト教葬儀（神

礼拝・遺族の慰め・証し・伝道）を目指します。

【E-Mail】nazare@dream.ocn.ne.jp

那須の杜公苑
［墓地・霊園］〒325-0011　栃木県黒磯市寺子220　Tel.

0287-62-8371 Fax.0287-62-1524　◇JR那須塩原駅から車

20分　◇創立／1994年　◇代表取締役／高橋 宏明　◇

特色／那須連山と八溝山脈を一望する、心やすらぐ豊か

な自然のふところにある墓地・霊園です。交通も至便です。

（株）沼崎商会
［葬儀］〒158-0086　東京都世田谷区尾山台3-9-6　Tel.
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（有）イースター式典社
［葬儀・記念会］〒663-8114　兵庫県西宮市上甲子園

5-10-23　Tel.0798-37-3781 Fax.0798-37-3789　◇阪急今

津線阪神国道駅から徒歩10分　◇取締役／小林 望　◇

特色／キリスト教葬儀、記念会に関するすべてを承って

おります。

【HP】http://www.easter-net.co.jp/

【E-Mail】info@easter-net.co.jp

(有)イースター式典社京都支店
［葬儀・記念会］〒601-8034　京都府京都市南区東九条

南河辺町31-11　Tel.075-671-5919 Fax.0798-37-3789　◇

地下鉄烏丸線十条駅から徒歩3分　◇取締役／小林 望　

◇特色／キリスト教葬儀、記念会に関するすべてを承っ

ております。

【HP】http://www.easter-net.co.jp/

【E-Mail】info@easter-net.co.jp

（株）石俊　山本石材店［（株）石俊］
［石材店］〒606-8136　京都府京都市左京区一乗寺東浦

町59-2　Tel.0120-148-075 Fax.075-791-3181　◇叡山電

鉄修学院駅から徒歩10分　◇創立／1910年　◇代表取締

役／山本 精一　◇特色／信仰の証しとなる墓碑を作られ

ませんか？ 地域になじむ墓碑・デザイン墓・教会墓など

どうぞご相談下さい。

【HP】http://www.isisyun.com

【E-Mail】info@isisyun.com

関西合同聖書集会共同墓地
［納骨・墓前礼拝・召天者記念会］〒630-8202　奈良県

奈良市川上町623 三笠霊苑　Tel&Fax.06-6774-0139　◇

近鉄奈良駅からバス「今在家」停、徒歩15分　◇創立／

1990年　◇代表者／佐藤 全弘　◇特色／キリスト者の集

りは、生者、死者、未来のキリスト者が相寄って成ると信

じ、墓地の運営に当っています。

【HP】http://www1.ocn.ne.jp/~inri/kyodoubochibosyuu.htm

京都復活社
［葬儀］〒616-8157　京都府京都市右京区太秦御所ノ内町

7-67　Tel&Fax.075-822-5070 Tel.0120-3927-10　◇創立

／2004年　◇担当／山本 牧子　◇特色／スタッフは全

員クリスチャンのキリスト教葬儀専門の葬儀社です。提携

墓地あります。ご相談ください。

【HP】http://kyotosougi.com

【E-Mail】kyotofukkatusya@river.ocn.ne.jp

（株）Kアート
［葬儀］〒590-0964　大阪府堺市堺区新在家町東4-4-6　

Tel.072-228-6642 Fax.072-228-6643　◇南海高野線堺東

駅から徒歩15分　◇代表取締役／青木 光義

しらゆりセレモニー
［葬儀］〒547-0011　大阪府大阪市平野区長吉出戸3-11-

17-304　Tel.06-4302-6120 Fax.050-3488-3943［連絡先：

Tel.090-7092-1082］　◇葬儀ディレクター／山之口 宗義

【E-Mail】sirayuri.scc@gmail.com

1-1-3 Tel.04-7185-0185］　◇JR我孫子駅から車10分　◇

創立／1984年　◇管理責任者／天利 信司、副管理責任

者／天利 義宣　◇特色／霊園内にある墓石には無言の信

仰のメッセージ。ぜひ一度見学にいらして下さい。復活

の希望がそこにはあります。

【HP】http://nttbj.itp.ne.jp/0471922734/

【E-Mail】shinji.amari@gmail.com

中 部 地 方

（財）熱海日金山霊園
［墓地・霊園］〒413-0002　静岡県熱海市伊豆山1146-4　

Tel.0557-82-3335 Fax.0557-83-4500　◇JR熱海駅からバ

ス「十国峠登り口」停、ケーブルカー「山頂駅」、徒歩5

分

エデンの園グループ可児営業所
［葬儀・式典］〒509-0238　岐阜県可児市大森1501-310　

Tel.0120-3922-19 Fax.0574-64-4382［連絡先：Tel.090-

8339-9984］　◇代表／田口 連ニ

エデンの園グループ本社
［葬儀・式典］〒458-0047　愛知県名古屋市緑区古鳴海

1-82　Tel.0120-3922-19 Fax.0574-64-4382［連絡先：

Tel.090-8339-9984］　◇地下鉄野並駅から徒歩10分　◇

代表／田口 連ニ

クリスチャンセレモニー さいわい企画［さい
わい企画］

［葬祭業］〒458-0815　愛知県名古屋市緑区徳重1-1102　

Tel.0120-448-392 Fax.052-893-7324　◇バス「徳重」停、

徒歩7分　◇創立／2008年　◇代表／杉浦 寿　◇特色

／主にある幸いを祈り求めつつ、ご遺族の悲しみに心を

寄せる葬儀のお手伝いを。経済的事情応相談。中部圏可。

【HP】http://www.christ-saiwai.com/

【E-Mail】info@christ-saiwai.com

クリスチャンセレモニー さいわい企画名古屋
西営業所［さいわい企画］

［葬祭業］〒497-0031　愛知県海部郡蟹江町須成川西下

445　Tel.0120-488-392 Fax.0568-81-0299　◇JR蟹江駅

から徒歩15分　◇代表／杉浦 寿、山田 恵実

【HP】http://www.christ-saiwai.com/

【E-Mail】info@christ-saiwai.com

典礼社
［葬儀］〒461-0045　愛知県名古屋市東区砂田橋3-2-104-

101　Tel.052-711-9381 Fax.052-712-1767　◇バス「大幸

東団地」停、徒歩2分　◇代表／田口 保

マクペラ(株)
［キリスト教霊園、葬儀用備品・用品販売、葬儀］〒509-

0245　岐阜県可児市下切3394-1　Tel.0574-61-4686, 

0120-5030-77 Fax.0574-66-0173　◇JR下切駅から車3

分　◇創立／2008年　◇玉木 真理、玉木 賢治　◇特色

／世の光、地の塩の働きを目指すマクペラグループ

【HP】http://www.macpera.com/
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心をこめていたします。

【HP】http://www.rapport-cs.net/

【E-Mail】rapport@kayano.or.tv

中 国 ・ 四 国 地 方

(株)石の大山
［墓地・霊園］〒799-0401　愛媛県四国中央市村松町230-

1　Tel.0896-23-5222 Fax.0896-24-5444　◇車で松山高

速道路、三島・川之江ICから3分　◇創立／2000年　◇

代表取締役／大山 正憲　◇特色／軽量化墓、集合墓、

納骨堂およびクリスチャン個人墓、教会墓などの設計・

製造施工までお手伝いいたします。

【E-Mail】oyama_stane@ybb.ne.jp

尾崎栄光葬祭社
［葬儀］〒791-0101　愛媛県松山市溝辺町甲184-2　Tel&

Fax.0899-77-4444　◇代表／尾崎 洋一

九 州 ・ 沖 縄 地 方

沖縄県墓地調査移転整備協同組合
［墓地・霊園］〒902-0078　沖縄県那覇市識名1108-5　

Tel.098-835-0220 Fax.098-835-0223［連絡先：大山 正憲　  

〒799-0401　愛媛県四国中央市村松町230-1 Tel.0896-23-

5222］　◇識名園から徒歩5分　◇創立／1999年　◇理

事長／大山 正憲　◇特色／軽量化墓、集合墓、納骨堂な

ど、クリスチャン個人墓、教会墓等、設計、製造施工ま

でお手伝いいたします。

【E-Mail】oyama_stone@ybb.ne.jp

（株）島田葬儀社（合掌殿島田斎場）
［葬儀］〒860-0813　熊本県熊本市琴平1-1-26　Tel.096-

364-8228 Fax.096-364-8227　◇JR熊本駅から車10分　

◇創立／1930年　◇代表取締役／島田 幸吉

（有）筑紫葬祭
［葬儀］〒818-0072　福岡県筑紫野市二日市中央3-2-21　

Tel.092-925-4444 Fax.092-925-4949　◇JR二日市駅から

徒歩13分　◇代表取締役／金澤 千鶴枝

【HP】http://www.chikushi.co.jp/

【E-Mail】info9254444@chikushi.co.jp

（有）やまと
［葬儀］〒901-2101　沖縄県浦添市西原1-12-17　Tel.098-

875-0400　◇バス「広栄入口」停、徒歩1分　◇創立／

1996年　◇代表／山川 勝浩　◇特色／キリスト教葬儀全

般、奏楽者派遣も致します。

葬儀　アリマタヤのヨセフ
［葬儀、ブライダル］〒624-0841　京都府舞鶴市引土246 

ソロモンセレモニーマーケティング(株)　Tel&Fax.0773- 

76-5310 Tel.090-9116-5548　◇JR西舞鶴駅から徒歩7

分　◇創立／2000年　◇代表取締役／進藤 啓一　◇特

色／全国のご自宅でも、海洋での散骨も。ご家族・少人

数で、牧師手配他ご希望に沿って、主と共に愛ある葬儀を。

【E-Mail】shindoh@rapid.ocn.ne.jp

(株)創世　ライフワークス社［ライフワークス
社］

［キリスト教葬儀・墓石販売・葬儀セミナー］〒560-

0052　大阪府豊中市春日町5-3-15 1F-3　Tel.06-6854-

6322，0120-364-392 Fax.06-4256-8786　◇創立／2006

年　◇代表取締役／野田 和裕　◇特色／ライフワークス

社はキリスト教精神を土台とし、葬儀を通して主イエス・

キリストの福音の働きを目指します。

【HP】http://life-works.co.jp/

【E-Mail】info@life-works.co.jp

（有）バイオアート・環境葬墓研究所［バイオ
アート］

［「土に還るバイオ骨壷」販売、蔡墓コンサルタント］〒

663-8182　兵庫県西宮市学文殿町1-1-21　Tel&Fax. 

0798-48-0591［連絡先：Tel.090-9717-4784］　◇阪神電

鉄甲子園駅から徒歩10分　◇創立／1994年　◇代表取締

役／三木 勝也　◇特色／魂は天へ、肉体は地へ、聖書の

教えを実現した「土に還るバイオ骨壷」。遺骨を骨壷のま

ま土に還すことができます。

【HP】http://hccweb1.bai.ne.jp/~hdf01701/

【E-Mail】bioart3@hcc6.bai.ne.jp

葉音工房
［葬儀］〒666-0017　兵庫県川西市火打1-4-2　Tel.072-

759-2444 Fax.072-759-2422　◇阪急電鉄川西能勢口駅

から徒歩10分　◇創立／1994年　◇代表／伊勢谷 高史

ラザロ式典社
［葬儀・式典］〒663-8186　兵庫県西宮市上鳴尾町3-7　

Tel.0798-43-0604 Fax.0798-43-0671　◇阪神線鳴尾駅か

ら徒歩5分　◇創立／2003年　◇代表／大木 信二、細見 

和美、大北 千秋　◇特色／キリスト教葬儀を専門に執り

行っています。復活の希望が与えられる葬儀をめざし、

ただいま特別規格のシンプル葬が好評です。

【HP】http://lazarus.jp/

【E-Mail】info@lazarus.jp

ラポール
［クリスチャンセレモニー・ネット］〒577-0844　大阪府

東大阪市太平寺2-10-38　Tel.0210-382-812　◇JR長瀬駅

から徒歩10分　◇創立／2006年　◇代表／横山 弘志、

副代表／萱野 好晴　◇特色／栄光の主のご臨在、溢れる

なかで、故人の尊厳と遺族の慰めあるセレモニーを、真
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教団・教派を 50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称、［略称］、所在地・Tel＆ Fax、◇創立年、◇代表者・責任者、

◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

ガ イド

１ . 教団・教派グループ情報

2 . 教団・教派グループ略称一覧

教団・教派グループ

1  教団・教派グループ情報

あ

アライズ
［アライズ］〒327-0003　栃木県佐野市大橋町1617 CIア

ジア佐野教会　Tel.0283-24-6653 Fax.0283-21-3219　◇

創立／1996年　◇ロナルド・サーカ(代表)　◇特色／ア

ライズは、聖書(旧約/新約)の言葉を信じ、イエス・キリス

トは救い主であると信じているプロテスタントの団体で

す。アライズはロナルド＆テディー・サーカを代表とし、

日本では20ほどの教会がネットワークに入っています。さ

らに、韓国、台湾、ロシア、マレーシア、インドネシア、

ミャンマー、フィリピン、スリランカ、中国などでも、働

きが展開されています。私達は以下を基盤としてミニスト

リーを行なっています。　・5役者の務め(使徒、預言者、

伝道者、牧師、教師)が教会に回復されることにより、教

会が力強く建て上げられ、またキリストの体が完全に回復

されることを信じています。私達は使徒と預言者という土

台の上に建てられ、キリスト自身がその礎石です(エペソ

2:20)。また5役者が教会に回復されることにより、聖徒た

ちが奉仕の働きへと整えられ、キリストの体が建て上げら

れる(エペソ4:11)のです。　・また、聖霊の賜物は信仰に

よって活性化されると信じています。活性化とは、神から

いただいた賜物を信仰により始動させることです。信仰に

よって、神の救いを受けたように、信仰によって、いやし

や奇跡、預言の言葉を受け取ることができるのです。　・

整えられ、活性化された聖徒たちが教会から外へと出て

行き、それぞれの場所において神の御国を確立し拡大さ

せていくことができます。一人一人が神から「遣わされた

者」なのです。　・しかし、働きが素晴らしいからといっ

て、それがその人の正しさを正当化するものではありませ

ん。行ないではなく恵みによるからです (エペソ2:７)。で

すから、正しいミニストリーの仕方を学ぶと同時に、一人

ひとりの心の態度、生活のスタイルを神と合わせていくこ

とがとても大切です。私達はこれを「10のM(人間性、ミ

ニストリー、説教、成熟さ、結婚、方法、振る舞い、金銭、

道徳性、動機)」と呼ばれるリストを用いて吟味していま

す。　◇沿革／1990年‐2000年　ロナルド&テディー・

サーカ師が牧会していた佐野キリスト教会に、預言運動

が入ってきたのは1989年のことです。彼らはその啓示を

つかみ訓練を受け、預言的使徒として、1994年にCI代表

ビル・ハモン博士から按手を受けました。そして1996年

にはCIアジアが発足しました。以来、預言訓練セミナー

などを通して多くの聖徒らを活性化していきました。また、

IFIJ（国際とりなしの会）の働き、10/40の窓祈りの計画

の日本部門を通して、アジア各地に多くの人々が謝罪のた

めに遣わされました。2000年には栃木県佐野市に「CIア

ジア使徒・預言者訓練センター」が建設されました。　

2001年−2005年　教会にキリストの体を完全に回復すべ

く、働きは預言的なところから使徒的へと移行していきま

す。セミナーにも預言訓練に加えて預言的カウンセリング、

使徒的教会について、使徒的祈りなどが加えられていき

ました。同時に2001年ギデオンズ・アーミーIIジャパン

(GAIIJ)という全国レベルでの祈りのネットワークが始動

し、以来、預言運動ととりなしが結び合わされたこの祈り

のネットワークは、日本の窓を覆っている天の女王に対し

て、軍隊として召集され、断食と祈り、霊的戦いをして来

ました。預言や戦略をいただき、啓示による時と季節を

知り、地域を開く使徒的な油注ぎによって多くの扉が開か

れて来ました。これらの祈りによって、日本に呪いをもた

らしている主要な要塞が明らかにされ、力が砕かれ、土

地が耕されてきました。このようにして、５年間のGAIIJ

としての働きは幕を閉じました。　2006年　主は、2005

年5月のシンディ・ジェイコブス師による聖会を通して、

私達に次なる戦略を示してくださっただけではなく、国を

改革するための油注ぎを起動させてくださいました。これ

からCIアジアがすすめていく働きを総括して「アライズ・

ジャパン」と呼んでいきます。この働きは、「起きよ(Arise)、

光を放て(イザ60章1節)」と「神である主の霊が、わたし

の上にある。主はわたしに油をそそぎ・・・貧しい者に良

い知らせを伝え、心の傷ついた者をいやし、釈放を告げ・・・

灰の代わりに頭の飾りを・・・(イザヤ61章1-3節)」の二つ

の聖句を基盤として築かれています。ここに2つの重要な

点があります。一つ目は、立ち上がって実際に事を起こす

時に私たちが置かれているということです。座って待つ時
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開拓伝道を始める。救われた者の中から、多くの働き人

が起こされ「イエス・キリスト福音の群」が形成され今日

に至っている。特に開拓伝道に重荷をもち、日本全国47

都道府県庁所在地に伝道者を派遣し、そこに教会を建て

あげるビジョンに立って、活発な伝道活動を続けている。

1988年9月超教派の拡大宣教学院を設立。牧師、伝道者、

宣教師を養成し訓練をする。

【HP】http://church.ne.jp/gospeltown/

【E-Mail】gospeltown@infoseek.jp

イエス福音教団
［イエス福音］〒202-0001　東京都西東京市ひばりが丘

1-15-26　Tel.042-421-4847 Fax.042-421-4900　◇創立

／1954年　◇穐近 祈(代表役員・監督)、泉田 栄二(責任

役員)、加藤 信雄(責任役員)、穐近 有子(責任役員代務者)　

◇特色／聖書に応じてイエス・キリストを信ずる信仰によ

って「世の罪と、その救いのために人と為り、死にて、甦

り給いし御子の贖いにより、信ずる者の罪を赦してこれを

義とし、これを潔めわかちて、永遠の生命を与え給う」福

音を宣べ伝え、主の示し給う聖礼典を行ない、聖旨に叶

う歩みをし、主の来り給うことを待ち望む信仰に立つ。　

◇沿革／1950（昭和25）年12月21日に成立し、1954（昭

和29）年5月6日に宗教法人の承認を受ける。極東福音十

字軍の宣教師として来日した穐近祐 氏を中心に、極東福

音十字軍によって救われた人々が、日本人の伝道は日本

人の手でという方針の下に教団を組織するに至った。

【E-Mail】fwpa2879@mb.infoweb.ne.jp

活けるキリスト一麦教会
［単立一麦の群］〒465-0094　愛知県名古屋市名東区亀

の井2-102　Tel.052-701-4221 Fax.052-701-4498　◇創

立／1941年　◇談議 孝義(議長)、生島 幹也(副議長・書

記)、西森 哲男(会計)　◇特色／旧新約聖書を神の言と信

じ、キリスト者の信仰と生活に於ける唯一無比完全な基

準とする。　主イエス・キリストの十字架の贖いによる罪

の赦しを体験し、自我の死に徹し、一切のものから聖別さ

れ、神に属するものとなり、聖霊の盈満をこそ必要とす

る。　その為には先ず罪の徹底的告白、自己の無力なる

事に徹しすべてを主に明け渡し、活きて働き給う主イエ

スに万事解決して頂く実生活を送り、かくして主の証人と

なり、宣教のために全力を尽くすこと。　◇沿革／1941

年（昭和16年）12月25日、第二次世界大戦勃発の月であ

った。松原和人は一民家を借り、「活けるキリスト一麦教会」

の看板を掲げて一歩を踏み出した。“見よ。わたしは新し

い事をする。今もうそれが起ころうとしている。”（イザヤ

43:19）との聖言と共にリバイバルの幻を見せられてであ

った。人生の四大問題である罪、病、生活、死、その他

百般の問題は悉くイエス・キリストによって解決される。

イエス・キリストは今も活きて居給う事を証しするためで

あった。　献身する者を訓練指導し伝道に遣わした。そ

して京都、神戸、大阪、大和高田、西宮、岐阜、守山（名

古屋北部）、富山と次々教会が生み出されて行った。　

1966年（昭和41年）5月15日松原師召天。妻、向（さき）

が後継者として立った。その後、各教会から更に次々教

会が生み出されて行って現在に至った。京都桂、京都伏見、

高槻、大阪熊取、川西、鈴蘭台、福岡、瀬戸である。各

教会は法的包括団体ではないが、一麦の群として連なり

を持ち、聖会、キャンプ、研修会等の合同の集会を定期

的に持っている。1999年に松原師召天33周年を迎え、「活

けるキリスト一麦・巻頭言集」を発刊した。創刊号より召

ではなくて、アクションを起こす時期なのです。神はこの

国に神の霊を注いでいます。私達は立ち上がり、神と共

に行動を起こさなければなりません。2番目は、神の心を

知り、そのことに焦点を当てなければならないということ

です。つまり、いわゆる定番の伝道と祈り以上のものが必

要になってきます。今まで試みたこと、もしくは夢見たこ

と以上のところへ行く決心をしなければなりません。運動

が日本全体を揺り動かすようにとさせなければいけないの

です。このことを成し遂げるべく、私達は3つの分野を連

動させることにより、より効果的に働きをすすめていくこ

とができると考えます。　・とりなし者の増強　・いやし

と解放　・社会に対する働きかけ　・命を守る働き　私

達は立ち上がり、輝かなければなりません。神がすでに

神の霊をこの国に注いでいるからです。良い知らせを伝え、

いやし、解放し、なぐさめるための油注ぎです。いまこそ

立ち上がり行動を起こしていくときです。　2010年　「CI

アジア」から「アライズ」へ、名称変更。　アライズ・ジ

ャパン！ 日本よ、立ち上がれ！

【HP】http://www.ciasia.net/

【E-Mail】ciajapan@ciasia.net

イエス教日本世界宣教会
［J.W.M］〒542-0072　大阪府大阪市中央区高津1-3-6 J・

ディサイプルチャーチビル　Tel.06-6191-6701 Fax.06-

6191-6702　◇創立／1995年　◇金沢 泰裕(代表役員)、

徐 康泰(責任役員)、田畑 末治(責任役員)、藤井 典彦(責

任役員)、藤池 春美(責任役員)、松本 みどり(責任役員)、

吉原 啓子(責任役員)　◇特色／ウエストミンスター信仰

告白、大教理、小教理問答を信仰基準として、常に神の

栄光をあらわし永遠に神を喜ぶことを、人生の主なる目的

とし信仰の面のみならず、学問及び生活の面においても

聖書の教える所を真理とし、聖霊の満たしを受けて国内

外で活発な宣教を行う。　◇沿革／日本宣教に召された

大韓イエス教長老会合同派総会からの派遣宣教師と共に、

日本人と在日韓国人とが1995年4月に設立した宣教団体で

す。働きは、開拓伝道（1996年1ヵ所、98年1ヵ所、2002

年1ヶ所）・祈祷院設立（98年）・聖書学院開校（98年）。

礼拝、御言葉、聖礼典、賛美、祈り、宣教に専念する。

イエス・キリスト福音の群
［福音の群］〒981-3604　宮城県黒川郡大衡村ゴスペル

タウン　Tel.022-345-2991 Fax.022-345-2992　◇創立／

1975年　◇永井 信義(代表・拡大宣教学院院長)、高森 

博介(九州教区長)、永井 基呼(関西教区長)、金本 友孝(東

北教区長)、谷後 義則　◇特色／１.聖書は神の霊感によ

って書かれた神のみことばである。　２.神は父と子と聖

霊の三位一体の神である。　３.キリストは私たち人間の

罪のために十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみ

がえられた。　４.神の恵みにより、罪を悔い改め、キリ

ストを救い主として信じ受け入れる者は救われる。　５

.礼典は洗礼（浸礼による）と聖餐である。　６.祈り求め

る者には異言をともなう聖霊のバプテスマが与えられ

る。　７.初代教会に与えられた聖霊の賜物とその働きは

今日の教会にも与えられる。　８.キリストの体である教会

の交わりをなし、きよい、聖霊に満たされた生活を送る。　

９.キリストは再臨される。　10.大宣教命令に従い、福音

宣教のために励む。　◇沿革／1961年アメリカ・テキサ

ス州、サンアントニオ市にあるリバイバル・テンプルの海

外宣教から発した「ネクストタウンズクルセード」（次の

町伝道）の幻を持った永井明牧師が1962年大阪茨木市で
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【E-Mail】honbu@immanuel.or.jp

インターナショナル・チャペル・ミニストリ
ーズ

［ICM］〒630-0243　奈良県生駒市俵口町986-7　Tel.

0743-74-4274 Fax.0743-74-8264　◇創立／1981年　◇

モモセ，クリス(代表役員)、ブロックソム，ピーター(責任

役員)、ハットン，グレッグ(責任役員)、ローラー，スティ

ーブ(責任役員)、本田 勝一(責任役員)、後藤 進一(責任役

員)　◇特色／ ICMは、神のみことばは、原典から誤りの

ない神の霊感によって書かれた権威あるものであり、全人

類の救いのための神のみこころが完全に啓示されており、

すべてのクリスチャンの信仰と人生のための神聖かつ最

終的権威であるという信仰に基づいた教理をかかげてい

る。16世紀の改革者たちによって確認された聖書の真の

教理、17〜18世紀の敬虔主義改革者たちによって確認さ

れた聖潔なる生き方への聖書の命令、17〜18世紀の自由

（独立）教会制度の原則をかかげている。　◇沿革／イン

ターナショナル・チャペル・ミニストリーズ（以後ICM）は、

1981年に創設された聖書的プロテスタント福音派に立つ

宣教団体である。1962年に京都で宣教活動を始め、1981

年に独立をし創設。日本の人々、更に日本で生活をする

外国の人々をイエス・キリストのもとへ獲得し、真に生き

たクリスチャンとして訓練し、教会における働き手となる

よう教えてゆくことを目的として日英バイリンガルでの礼

拝を開始。1982年に奈良県生駒市にて新たにチャペルを

始め、1987年には米国税務局より宣教活動のための非利

益団体として正式に許可される。また、2008年には奈良

県より宗教法人の認可を受けた。現在は「キリストの愛

で交わり、キリストの弟子となり、キリストの福音を携え、

キリストの教会を広げる。−すべては神の栄光のために」

のビジョンを掲げ、2010年より代表牧師となったクリス・

モモセにより新たな歩みを進めている。日本の教会やクリ

スチャンの方々を励ましてゆく活動としてキリスト教書の

翻訳、印刷やトラクト出版といた文書伝道にも力を注いで

おり、1994年にICM出版が設立された。『新たな出会い』『キ

リストの御霊のご臨在』『神との交わりを楽しむ』などが

ある。また、教育活動も積極的に行っている。その教育

機関である京都インターナショナルユニバーシティ（KIU）

およびKIUアカデミーでは日・英バイリンガル教育を小学

校から大学までの一貫で行い、日本人、外国人生徒の双

方が言語、文化、思考の各側面から国際的な感覚を養っ

ていくことを目的としている。

【HP】http://www.icmjapan.org

【E-Mail】info@icmjapan.org

インターナショナル・フルゴスペル・フェロ
ーシップ

［IFGF GISI］

インドネシア福音教会
［DGP GIII］〒174-0043　東京都板橋区坂下1-6-10 志村

MYコーポ306　Tel&Fax.03-3966-2790　◇創立／1989

年　◇安海 靖郎(理事長)　◇特色／福音派、超教派　◇

沿革／1989年 東京福音教会インドネシア(TFKI)という名

前で新宿で最初の礼拝を行う。2002年 教会名をインドネ

シア福音教会(GIII)に変更。

【HP】http://www.giii-japan.org

天直前迄の十余年間、リバイバルのために毎月語らざる

を得なかった主の呻き、その信仰と生きた証しを通して、

一麦の信仰の原点に直接触れ、その恵みに与り、群の各

教会が、信仰のよき遺産を受け継ぎ、真の福音に生き、

日本のリバイバルと世界宣教のために祈り、労する者とな

らせて頂きたい一念より発刊されたものである。

【E-Mail】ichibaku@aimnet.ne.jp

イムマヌエル綜合伝道団
［IGM］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-1 OCC

ビル　Tel.03-3291-1308 Fax.03-3291-1309　◇創立／

1945年　◇竿代 照夫(代表)、矢木 良雄(総務局長)、藤本 

満(国内教会局長)、梅田 昇(世界宣教局長)、勝間田 充夫(教

育局長)、植木 英次(聖宣神学院長)、田中 進(ブロック・

アドバイザー)　◇特色／宗教改革において再認識された

プロテスタントの流れの中で、初代教会以来の伝統に従

い「聖書はすべて誤りのない神の言葉であって、信仰と

生活における唯一の基準である」と告白する福音主義（い

わゆる聖書信仰）の立場に立っている。プロテスタント諸

派の中でも18世紀に、英国国教会の中から真理を求めて

生み出されたメソジストの信仰につながっている。ジョン・

ウェスレーらが追求し、確信し、これを宣布した「キリス

ト者の完全」の体験を重視する。人はキリストの贖いによ

り、信仰によって救われ、新生後、きよめの恵みにあずか

り、更に恵みに成長して円熟を目指すのが、クリスチャン

生活の基本であると信じる。神学的にはウェスレアン・ア

ルミニアン主義、あるいはメソジスト主義、一般には「き

よめ（ホーリネス）派」と呼ばれるグループに属している。　

◇沿革／1942年6月26日、政府の宗教弾圧により治安維

持法違反の嫌疑で一斉検挙されたホーリネス系諸教会の

教職者の中に、日本橋聖教会牧師、聖教会聖書学校塾舎監、

またホーリネス信仰に立つ若手有志が結成し各地で積極

的な伝道活動を展開していた「リバイバル・リーグ」の指

導者でもある蔦田二雄がいた。やがて事件は裁判となり、

判決、控訴、保釈と進んだが、教会は解散、教籍は剥奪、

そして敗戦を迎えた。1945年9月、日本基督教団に復籍し

たが、そこに留まる意志はなかった。検挙、収監中の留

置場、拘置所の房内で、やがて自由が与えられたなら、

従来の関係なしに独自の福音奉仕を展開するよう導かれ

ていた蔦田は、10月20日、教友との祈りの中に具体的な

教団形成を決断した。獄中での「主が共にいます」との

霊的体験から、新教団は「イムマヌエル」と名づけられた。

また外部からも国外からも援助を受けず自給自立の方針

で発足するため、また戦後の社会的必要も考慮して、伝

道部（教会）を中心に医務部（病院）、保育部（幼稚園）、

農耕部（農場）を含む「綜合伝道団」とした。自給自立

に加え自育自展をスローガンとし、49年には伝道者養成

を目指す「聖宣神学院」を創立、一方、日本各県に少な

くとも一教会設立を目標に開拓伝道を進めた。聖書信仰・

聖書的ホーリネス・世界宣教の3つを、教団創設当初から

のテーマとした蔦田は、福音主義聖書信仰に立つ内外の

教会や指導者と連係し、48年に日本新教連盟、59年には

日本宣教百年記念聖書信仰運動、その結果生まれた日本

プロテスタント聖書信仰同盟（JPC）、更に日本福音同盟

（JEA）結成に貢献した。ホーリネス信仰については福音

文書刊行会（EPA）、日本聖化交友会の創設を助けるほか、

ウェスレアン神学に立つ多くの図書を出版してきた。世界

宣教は、61年以降、インドはじめ世界7か国に宣教師を派

遣した。

【HP】http://www.immanuel.or.jp
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乱もあり栄光の福音キリスト教団となる（ホーリネスより

分離する）。　1943（昭和18）年、戦争に一時静まる。外

国の宗教なるたるに村八分状態となる。　1946（昭和21）

年、戦後、聖会が8月に始まり毎年1年1回。8月に聖会は

今も続いている。平成13年（2001）、8月には第50回聖会

を行った。

エバンジェリカル・コングリゲーショナル・
チャーチ日本教区

［ECC］〒156-0051　東京都世田谷区宮坂2-14-12　Tel&

Fax.03-3427-5361　◇創立／1962年　◇阿部 信夫(教区

長)、有田 貞一(勧士)、木村 満雄(執事)、阿部 恵子(執事)、

増田 誉雄(牧師)、須藤 賢一郎(副牧師)　◇特色／エバン

ジェリカル・コングリゲーショナル教団は、聖書は神の霊

感による誤りのない神のことばであり、信仰と生活の唯一

絶対の規範であることを告白する福音主義聖書信仰に立

脚している。ジョン・ウェスレーの聖化の恩寵の宣証をす

る。世界宣教に積極的に取り組み、各地域の主体性と平

等性を重んじ、被宣教地代議員も教団運営に参画する合

議制を強調している。　◇沿革／E.C.C.教団の起源は

1796年にまでさかのぼる。ジェイコブ・オルブライト氏が

一信徒として、ドイツ語で生活するペンシルバニア州の

人々に福音を伝えたことから始まった。回心者が多く起こ

されて、広くひろがり、やがて、按手礼を受けて正式の

教職となり、その働きの実は今日、リベリア、インド、ネ

パール、コスタリカ、メキシコ、日本におよんでいる。　

日本での宣教は、1962年、増田誉雄牧師夫妻のアメリカ

留学よりの帰国をもって始まる。1964年、E.C.C.本部の方

針により、日本同盟基督教団の傘下に入る。1983年、教

団本部の新方針により自立する。1985年、宗教法人取得。

1983年、第二教会開拓（相模原グレース・チャペル）。

2003年、古淵伝道所開始。

【HP】http://www016.upp.so-net.ne.jp/churchkyodo/

【E-Mail】churchkyodo@hotmail.com

エブリネイションチャーチズ
［エブリネイション］〒231-0023　神奈川県横浜市中区山

下町273 JPT元町ビル2Ｆ　Tel.045-663-2402 Fax.045-

663-4653　◇創立／1998年　◇ダウマ，スコット・R(代

表)　◇特色／ (1)旧新約聖書六十六巻は、原典において

全く誤りのない霊感された神の言葉である。(2)全宇宙を

創造された神は、父・子・聖霊なる三位一体の人格者と

して啓示された唯一の方である。(3)すべての人は罪人で

あり、罪の結果は永遠の裁きと死である。(4)人となった神、

主イエス・キリストは、全人類のために十字架について死

なれ、葬られ、三日目に死からよみがえられた。主イエス

を信じ、個人的な救い主として受け入れることにより、人

間は罪からの救いと永遠のいのちを受け取ることができ

る。(5)聖霊の満たしとその現われとしての聖霊の賜物は、

現在においてもキリスト者が体験することのできる神の恵

みである。(6)過去の歴史において、教会は初期の栄光の

時代とそれに続く霊的な後退の時代とを経験してきた。

しかし、神は終末時代において、教会にご自身の栄光を

回復される。(7)父なる神の右の座につき、すべてを治め

ておられる主イエス・キリストは、世の終わりに、もう一

度この地上に戻って来られ、地上に神の王国を打ち建て

られ、すべての者を裁き、世々永遠に治められる。　◇

沿革／グレイスバイブルミニストリーズ(GBMI)は、2002

年Every Nation（前モーニングスターインターナショナ

ル）に加えられました。Every Nationは、教会開拓、キ

ウェスレアン・ホーリネス教団
［ウェスレアン］〒111-0052　東京都台東区柳橋2-22-3　

Tel.03-3851-3762 Fax.03-3851-3858　◇創立／2002年　

◇峯野 龍弘(代表役員・委員長)、本間 義信(神学院理事長)、

小寺 徹(副委員長)、菅原 登志子(財務部委員長)、桑原 信

子(教育部委員長・信徒)、梅津 琢美、杵渕 正義(厚生部

委員長)、岡田 照子(監事)、安原 恭子(監事・信徒)　◇特

色／使徒的・聖書的・福音主義の立場に立つ。ウェスレ

アン・アルミニアンの神学的伝統に立つ。新生・聖化・

神癒・再臨の特色教理を強調する。宣教と教会形式にお

いて体験的ホーリネスを実証する。　◇沿革／1901年伝

道者中田重治と宣教師C.カウマンの協力によって開設し

た。東京市神田区表神保町の中央福音伝道館に端を発す

る。この中田・カウマンの伝道にはじまるホーリネス運動

は、ジョン・ウェスレーの主唱した「キリスト者の完全」

の宣証を正統キリスト教信仰の隅の首石として据え、聖

書信仰と四重の福音（新生・聖化・神癒・再臨）を中心

メッセージとして伝道につとめた。1917年には、東洋宣

教会ホーリネス教会を設立し、大正の中期、昭和の初期

にそれぞれリバイバルを経験した。その後、1933年の分

裂や1942年の宗教弾圧、1943年の教会解散を経験した。

第二次世界大戦後は、日本基督教団内のホーリネスの群

として再建・復興に努め、伝道と教会形式に励んできた。

1969年、反万博紛争以来、教団の信仰告白、会議制、教

職制に乱れが生じる中で、これに対応するホーリネスの

群の中にも種々の立場が生まれてくるに至った。その一つ

が1987年4月「日本基督教団ホーリネスの群」より独立し

た「ホーリネスの群教会連合」であり、今一つが1988年5

月ホーリネスの群より独立した「ホーリネス福音同志会」

である。　この二つの団体は、福音主義の信仰に立ち、

ホーリネス信仰の宣証のため、神学院の形成や、セミナー、

聖会の開催を共有しつつ、聖霊の奇しき導きのもとに、

1992年3月の合同年会において、両団体は合同することを

決断、1992年6月26日、ホーリネス弾圧50周年記念日を期

してウェスレアン・ホーリネス教会連合として創立発足し

た。ウェスレアン・ホーリネス神学院を中心に後継者を育

成し、教職者を生み出しつつ2002年1月16日ウェスレアン・

ホーリネス教団として再出発し、2003年2月5日法人格を

取得し、今日に至っている。

【HP】http://www.whchurch.jp/

【E-Mail】wesleyan_holiness@yahoo.co.jp

栄光の福音キリスト教団
［栄光の福音］〒869-2301　熊本県阿蘇郡阿蘇町内牧261-

9　Tel.0967-32-0303　◇創立／1936年　◇杉田 睦子(代

表役員)、阿部 綾子(東京教会代表役員)、大西 ひろ子(大

阪教会代表者)、虫明 道夫(岡山教会代表者)、三宅 忍(玉

野教会代表者)、小松原 勇(倉敷教会代表者)、村上 暁(小

倉教会代表者)、副田 静子(福岡教会代表者)、田畑 慶一(大

牟田教会代表者)、菅谷 甲子雄(佐伯教会代表者)、高屋 

初音(西ノ宮の群)　◇特色／ (1)聖書に啓示している福音

の真髄に立脚して永生を把握する。　(2)これがために人

間性の深奥に潜在している原罪の究明に徹し十字架の贖

罪の奥義を体得して新創造と共に個性を聖化にあずかり

キリストの再臨に備える。　(3)新創造により人間各自の

創造美の回復が成就し宇宙の法に融合した本然の姿に帰

り、証人として福音が万民に生き働くために宣教する。　

◇沿革／1934（昭和9）年、ホーリネス教団の牧師であっ

た創設者（杉田好太郎）妻（伊久子）両先生は東京より

阿蘇の地へ来られる。1936（昭和11）年10月、内部の混
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た神癒。(12)信じる者のために永遠の命があり、信じない

者には永遠の刑罰がある。(13)キリスト信者として、聖霊

に満たされた生活と世と異なる生活。(14)キリスト教会の

ための主イエス・キリストの再臨。　◇沿革／1975年4月

14日、カナダ人宣教師M.ファースト、牧師水野明廣が中

心となり、愛知県で設立。カナダの使徒教団の宣教師の

働きかけで、愛知、岐阜両県の7教会が1つになり、協力

宣教と教会活動を始めた。純福音の宣教と信徒教育を目

的とする。「1．すべてを分かち合える神の家族となる。　

2．一つになってキリストの体を建てあげ、キリストの満

ち満ちた身たけまでに達する。」を特色とする神の家族キ

リスト教会が発足した。

カルバリーチャペルグループ
［カルバリーグループ］〒242-0029　神奈川県大和市上草

柳6-1-15 大和カルバリーチャペル　Tel.046-200-1010 

Fax.046-264-5207　◇大川 従道

カルバリーチャペルミニストリー JAPAN
［カルバリーチャペル］〒202-0021　東京都西東京市東伏

見2-3-13-201 カルバリーチャペル西東京　Tel&Fax. 

042-467-6480 Tel.050-1111-8068　◇創立／1988年　◇

山東 克己(主任牧師)　◇特色／私達は超教派の群です

が、特に教派や教団に属することに反対する者でもありま

せん。ただ、それそれの違いを強調しすぎることは、キリ

ストのからだである教会をばらばらにしてしまうと考えて

いるからです。　クリスチャンの交わりにおいて真の基礎

となるものは、キリストの愛(アガペ)だと信じます。その

愛は私達の間にあるどんな違いよりも大切なもので、この

愛なくして誰も自らをクリスチャンであると言うことは出

来ないと信じます。＜私達は聖書を教えます＞私達は聖

書からではなく、聖書をそのままストレートに教えること

をモットーとしています。だから私達は講解説教によって

聖書を教え、神のことばに生きることを実践します。＜私

達は礼拝は霊的であると信じます。それゆえ、音楽に重

きを置いています＞礼拝はプログラムではなく、聖霊との

豊かな交わりの中で、秩序をもってかつ柔軟に導かれると

信じています。＜教会は人の力で作っていく制度ではなく、

聖霊が築き上げられる群だと信じます＞献金や奉仕によ

って教会員を縛るような強制的な教会員制度は取ってい

ません。制度はなくてもキリストの体としての教会の機能

をすべて備えていると信じています。＜教会とは礼拝の時

だけではなく、日々共に生きるキリスト家族だと信じます

＞私達は日曜日の礼拝だけでなく、日々共に助け合って生

きて行く群れを実践しています。　◇沿革／私達の群れ

は、アメリカの西海岸でスタートしたカルバリーチャペル

（チャック・スミス師）ムーブメントの中で1988年に、湖

浜馨師によって始められました。現在日本国内に10のカ

ルバリ-チャペルが提携しています。カルパリーチャペル

は教団ではありません。一つひとつのカルバリーチャペル

は独立した群れでありながら、共通の聖書解釈に基づき

強い交わりで結ばれています。（Calvary Chapel Outrea

ch Fellowship）http://ccofweb.com/現在、世界中に1000

以上のカルバリーチャペルがあり、今では聖書をそのまま

教える教会として最も信頼された教会の一つとなってい

ます。詳しくは、http://www.calvarychapel.com  を訪れ

て下さい。海外でクリスチャンになった人も安心して集え

ます。　カルバリーチャペル西東京の牧師の山東さんも

10年間の渡米生活の中でイエスに出会った一人です。サ

ンフランシスコのカルバリーチャペルでクリスチャンとな

ャンパス伝道、世界宣教の3つの柱をかかげています。ア

メリカ、ヨーロッパ、アジアの国々、世界50ヶ国において

活動しています。

【HP】http://www.ygbc.org/

沖縄バプテスト連盟
［沖縄バプ連盟］〒901-2134　沖縄県浦添市港川2-25-1　

Tel.098-878-7629 Fax.098-878-8519　◇創立／1955年　

◇渡真利 彦文(理事長)、玉城 正雄(理事・総務部長)、城

倉 翼(理事・企画部長)、喜友名 朝順(理事・宣教部長)、

安室 朝清(理事)、兼行 貴之(理事)、平良 善郎(理事)、當

眞 嗣博(事務長)　◇特色／伝統的なバプテストの教義を

保持している。　◇沿革／スコットランドのアラン夫人の

祈りにより、1891（明治24）年、原三千之助師が来島し、

沖縄講義所を開設したことに始まる。1947（昭和22）年、

プロテスタント各派合同の沖縄基督教連盟が発足したが、

1953（昭和28）年、バプテスト派はその信仰的立場から

連盟を離脱。同年、ボーリンジャー宣教師が来島し、

1955（昭和30）年、沖縄バプテスト連盟が結成されるに

至った。　それと共に、連盟紙「沖縄バプテスト」が発

行され、さらに、琉球放送による「バプテスト・アワー」

を開始した。

【HP】http://homepage2.nifty.com/obc/

か

活水基督教団
［活水基督］〒855-0046　長崎県島原市今川町930　◇創

立／1930年　◇芦田 矩敬(代表役員)　◇特色／本教団は

英国聖公会名誉監督のバークレー・F・バックストン師が

日本に純福音を宣教した時、同師の指導により聖霊のバ

プテスマを受けた柘植不知人師の流れを汲み、その弟子

今井宗太郎が1930年6月14日聖霊のバプテスマを受けた

のを機として、活水基督伝道隊を創立、島原を中心に東京、

横浜、小田原、大阪、神戸、中新田に教会の設立をみ、

更に東南アジアに進出しようとした時、戦争たけなわとな

り、一時日本基督教団に統合、戦後宗教団体法廃止と共

に独立、1946年4月活水基督教団と改称した。

神の家族キリスト教会
［神の家族］〒464-0094　愛知県名古屋市千種区赤坂町

4-64　Tel.052-721-7831 Fax.052-721-7625　◇創立／

1975年　◇水野 明廣(代表)、大橋 健治(教団役員)、奈良

崎 克美(教団役員)、和田 天平(教団役員)、中岡 茂一(教

団役員)、吉田 三喜夫(教団役員)　◇特色／ (1)聖書はす

べて神の霊感を受けて書かれた。(2)父と子と聖霊として

御自身を現された神の存在。(3)聖霊により処女マリアの

胎内に宿り、真の神の人として生まれた人の救世主イエス・

キリスト。(4)創世記にある人の創造と試練と失堕。(5)キ

リストが聖書に書いてあるとおり、わたしたちの罪のため

に死んだこと、そして葬られたこと、わたしたちを義とす

るために三日目によみがえったという、神の恵みの福音。

(6)われわれが救われるのは恵みにより、われわれのため

にカルバリの十字架になされたキリストの完全な御働きを

信じる信仰による。(7)イエス・キリストの御名による浸礼

によるバプテスマ。(8)異言を語るしるしをともなう聖霊の

バプテスマ。(9)初代教会にあり、コリント人への第一の

手紙に教えられた聖霊の賜物と御働き。(10)主を記念する

ために信じる者が参与する主の聖餐。(11)初代教会にあっ
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の会員をもつまでになった。1906年、アメリカ合衆国長

老教会との間で、再合同の話し合いがなされ、3分の2の

教会が合同に参加したが、3分の1の教会は反対し、今日

に至っている。日本伝道は1877（明治10）年J.B.ヘール、

A.D.ヘールの兄弟が開始し、以後、大阪、和歌山、三重

を中心に活発な伝道を行った。米国のミッションが長老派

協力ミッションに加入したのに伴い、諸教会は89年日本基

督一致教会と合同し、独自の宣教活動を中断した。アジア・

太平洋戦争終了後の1946（昭和21）年秋、鷲沢与四二が

提唱した聖書研究会の参会者は、教会設立運動を起こし、

48年日本基督教団牧師吉崎忠雄を招聘し高座教会を設立

した。50年カンバーランド長老教会の従軍牧師C.C.クレメ

ンスとの出会いを契機に日本基督教団を離れ、同教会に

加入した。77年には、日本中会を設立し、以来、米国テ

ネシー州メンフィスに本部を置き、香港、コロンビアなど

にも中会をもつカンバーランド長老教会の一員として伝道

を続けている。

【HP】http://www.cumberland.jp/

【E-Mail】cpc_japan@ybb.ne.jp

九州キリスト福音フェローシップ
［KKFF］〒813-0001　福岡県福岡市東区唐原1-16-16 香住

丘キリスト福音教会　Tel&Fax.092-662-7898　◇創立／

1994年　◇下稲葉 康之(代表者)　◇特色／旧新約66巻よ

りなる聖書は、はじめ神の選ばれたそれぞれの著者によ

って聖霊の完全な指導と監督の下に記された。したがっ

て、その記述には誤りがなく、神の救いについて人々に啓

示しようとされたすべてのことを含み、信仰と生活におけ

る唯一の完全な規範であると信じ、かつ「使徒信条」を

告白する。　◇沿革／1958（昭和33）年旧西独ブレザレ

ン諸集会・ヴィーデネスト聖書学校から派遣されたドイツ

人宣教師ヨハネス・ルスコー師が福岡に来て、九州大学

でドイツ語を教えつつ、福音を語り、伝道が開始される。　

1961年には六本松キリスト福音教会の集会所が現在地に

建てられた。そこは九州大学に隣接しており、学生伝道

の拠点ともなり、積極的に伝道活動がなされた。　1966

年福岡市東部にも開拓の手を伸ばして会堂建設用地を購

入、翌67年香住丘に会堂が建てられ、これを機に西独ブ

レザレン諸集会より独立、単立教会となる。　1971年米

国スタンフォード大学でのチャプレンとしての働きのた

め、ルスコー宣教師は渡米、指導的な信徒たちにより牧会・

伝道が継承され、その活動はさらに進展する。　1976年

箱崎、1980年対馬（長崎）、1982〜96年には唐津（佐賀）、

そしてさらに1992年には福岡市の西に隣接する前原市に

おいても伝道所が開かれる。この間、1986年には藤江、

下稲葉、折田の3名の医師たちが中心になり、キリスト教

に基づく福岡亀山栄光病院が新たに発足、ホスピス病棟

を併設し医療伝道を開始し1999年特別医療法人栄光会・

栄光病院となる。また、信仰的な立場を同じくする九州

福音交流会にも属し、九州内での交わりを広げている。

救世軍
［救世軍］〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-17　

Tel.03-3237-0881 Fax.03-3237-3588　◇創立／1865年　

◇吉田 眞(司令官)、平本 直(書記長官)、田中 千枝子(人

事教育部長)、樋口 和光(伝道事業部長及び文書部長)、石

川 一由紀(青少年部長)、勝地 次郎(財務管理部長)、齋藤 

恵子(編集部長)、張田 直子(医療部長及び社会福祉部長)、

吉田 かほる(女性部会長)、吉田 恭子(士官志願者部長)　

◇特色／１.われらは、旧新約聖書が神の感動によりて与

り、1988年に国内第一号のカルバリーチャペルが東京で

始められた時以来、湖浜師のもとで共に働いてきました。

1996年湖浜師の引退に伴い、主任牧師となり現在に至っ

ています。2006年４月にはカルバリーチャペル西東京と

名称をあらたにして再スタートしました。それは伝統や経

験ではなく常に聖霊の導きに柔軟な群れであるようにと

導かれたからです。　彼の普通のことばで聖書をストレ

ートに語るメッセージには定評があります。神には私たち

一人ひとりを呼び私たちを通して成し遂げるシナリオがあ

ります。私たちは信仰によってそれを受け取り、互いに愛

し仕え合う中で神のわざが成されていくのです。Http://

www.calvarychapel.com/hoya/

【HP】http://www.calvaryjapan.com

【E-Mail】katsumisanto@calvarychapel.com

カルバリー・バプテスト
［カルバリー・バプ］地域の各教会へ連絡してください。　

◇創立／1954年　◇特色／旧新約聖書を霊感された誤り

のない神のことばとする聖書信仰に立ち、伝統的なバプ

テストの立場を保持し、各地域教会に共通するカルバリ

ー・バプテスト信仰告白を持つ。　◇沿革／元保守バプ

テスト宣教師フランク・L・テトロが1954年に立川基地の

米軍人への伝道を八王子市浅川町で始めた。また、そこ

を浅川カルバリ・バプテスト教会として、森正義神学生

の協力のもとに、日本人のための礼拝やその他の定期集

会を始めた。

カンバーランド長老キリスト教会
［CPC］〒242-0006　神奈川県大和市南林間2-14-21　

Tel&Fax.046-274-1371　◇創立／1950年　◇丹羽 義正

(日本中会議長)、白井 孝喜(日本中会書記)、荒瀬 牧彦(運

営委員)、中野 晶正(運営委員)、潮田 健治(運営委員)、吉

崎 博(運営委員)、古畑 和彦(日本中会主事)　◇特色／カ

ンバーランド長老教会は、信条と教会政治において、伝

統的な長老教会の特質を継承しているが、中庸の神学を

受け入れているという意味において、特徴のある教義を

持っている。中庸の神学というのは、人間の救いの教義に

おいて、カルヴァン主義でもアルミニウス主義でもなく中

間の立場を取るということである。具体的には、教会設立

時に、次の四点において、カルヴァン主義の色彩の強い

ウエストミンスター信仰告白を改訂した。　(1)永遠の遺

棄はない。　(2)キリストはある一部の人のためにではな

く全人類のために死なれたのである。　(3)幼くして死ん

だものは皆、キリストにより、また御霊の聖めによって救

われている。　(4)神の御霊は、キリストの成し遂げた贖

罪の及ぶ範囲、すなわち全世界において働いている。そ

れゆえ、あらゆる人に弁解の余地はない。　◇沿革／カ

ンバーランド長老教会の起源は、19世紀初頭に米国ケン

タッキーとテネシー両州（この地域は「カンバーランド地

方」と呼ばれていた）に起こった信仰復興運動（リバイ

バル）にある。この運動によって多くの人びとが教会に来

るようになったが、教育のある教職者の不足が深刻な問

題となった。その時、長老教会カンバーランド中会の人々

は、聖書の知識を十分に有し正しく説教する能力を持つ

者であれば、長老教会によって定められている高等教育

を修了していない者でも教会が教職者として任命するこ

とを認めた。しかし、このことは保守的な人々による厳し

い非難を受けることになった。その結果、1810年に長老

教会から独立してこの教会が設立された。教会は、伝道

に対して非常に熱心で、急速に成長し、1900年には20万
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みに、日本で救世軍が始められたのは1895（明治28）年9

月です。

【HP】http://www.salvationarmy.or.jp/

キリスト改革派日本伝道会
［CRC=CRJM］〒203-0013　東京都東久留米市新川町1-15-

24A　Tel.042-473-0380 Fax.042-474-9307　◇創立／

1951年　◇スパーリンク，ローレンス・ケン(代表役員)　

◇特色／神であり、救い主であるイエス・キリストの福音

を宣教し、儀式、行事を行い信者をして改革派の教会を

組織せしめ、キリスト教教育を奨励し、社会的、また慈善

的事業及び施設を通じてキリスト教的愛を実践すること。

基督教カナン教団
［カナン教団］〒590-0944　大阪府堺市堺区櫛屋町東1丁

2-18　Tel.072-232-3345　◇創立／1940年　◇登立 誠一

(代表役員)、後藤田 秋好、村上 宏、竹中 健、登立 元吉、

松田 勝　◇沿革／1926（昭和1）年に入信した姫路市在

住の谷口とく姉の熱心な信仰生活の伝道教化を受けた娘

谷口君子姉が1938（昭和13）年4月10日〈復活の主の臨在〉

に触れ、1940年4月3日姉森田かつ姉とともに神の召命に

より神の国建設のため、大阪府堺市の森田清兵衛氏宅に

おいて家庭集会を始め、1941年4月3日宗教結社「堺基督

聖徒会」として認可発足、当時の信徒数50名。戦時中も

週2回の集会を守り続けた。終戦後の1948年9月14日旧宗

教法に基づく「基督教カナン教団」と「本部教会」発足。

1954年4月2日現宗教法人法による宗教法人となる。

キリスト教ガリラヤ福音教団
［ガリラヤ福音］〒343-0041　埼玉県越谷市千間台西3-3 

せんげん台パークタウン三番街3-14号棟502　Tel.090-

1120-5831 Fax.048-975-2579　◇創立／1992年　◇秋山 

昇(代表、ガリラヤ聖書神学校校長)、高橋 章(ガリラヤ聖

書神学校講師、日本大学教授)、森本 勉、本坐 八百吉、

関根 稔、高橋 章(ガリラヤ福音教団顧問)、相原 光生、渡

辺 賢　◇特色／われらはかく信じ、告白する。旧新約聖

書は、神の霊感によって記された神の言であり、主イエス・

キリストを証し、神につき、罪につき、救いについて、完

全なる真理を示す唯一の正典であり、われらの信仰生活

の誤りなき規範である。主イエス・キリストによって啓示

される神は、父・子・聖霊なる三位一体の神であり給う。

御子キリストは真の人となって十字架にかかり、われら罪

人の救いのために、永遠の贖罪となり、復活し、罪と死に

勝利し給うた。われらは御子なる主イエス・キリストの十

字架と復活との福音を信じる信仰によって義とせられ、罪

と死により救われ、永遠の生命を与えられるのである。教

会はキリストの体として、大いなる神の摂理のもとに、恩

寵によって召し集められた信仰と希望と愛の共同体であ

る。われらは公の礼拝を守り、神の愛の福音を正しく誠実

に宣べ伝えバプテスマと主の聖餐との聖礼典を執り行な

い、愛の奉仕にいそしみつつ主の来臨を待ち望む。われ

らはかく信じ、代々の聖徒と共に、使徒信条を告白する。　

◇沿革／代表の秋山昇は、1958年東京板橋区常盤台にお

いて小さい「家の教会」を開き、近くの母子寮などの青少

年を対象に開拓伝道を15年間行った。その後、中央大学

及び千葉工業大学において10年間聖書と文学を講義した。

神奈川県湯河原町の「城山学園」において家庭に恵まれ

ない子ども達の養護活動に4年間奉仕した。なお、社会的

自立に困難を覚え挫折感に悩む青少年のアフターケアー

の為に、キリスト教社会福祉ホーム「希望の家」を千葉

えられたること、また聖書のみが、クリスチャンの信仰及

び実行に関する、神の法規たることを信ず。　２.われらは、

無限に完全なる独一の神ありて、万物の創造者、保持者、

また統治者にして唯これのみ、宗教的礼拝の真（しん）

の対象たることを信ず。　３.われらは、神の中（なか）に、

父、子、聖霊なる三つの人格ありて、本質においては、

分かつべからざるもの、権能と栄光とにおいては同等たる

ことを信ず。４.われらは、イエス・キリストの人格の中（な

か）に神性（しんせい）と人性とが結合して、彼は正（ま

さ）しく真（しん）に神にして、また正（まさ）しく真（し

ん）に人たることを信ず。　５.われらは、われらの最初

の父母が、罪なき者として創造されたが、彼の不従順に

よりてその純潔と幸福とを失い、堕落の結果、すべての

人みな罪人（つみびと）となり、まったく邪悪になり、ま

たかかる者として当然神の怒りを受くべき者なることを信

ず。　６.われらは、主イエス・キリストが、その苦難と死

とによりて、全世界のために償罪（しょうざい）をしたも

うたゆえに、何人（なにびと）でも欲するものは救われ得

ることを信ず。　７.われらは、神に対して悔い改めること、

われらの主イエス・キリストを信ずること、また聖霊によ

りて新たに生まれることは、救いに必要なりと信ず。　８

.われらは、われらの主イエス・キリストを信ずることによ

り、恩恵（めぐみ）によりて義とされること、また信ずる

者はそのうちに証（あかし）を有することを信ず。　９.

われらは、救いの状態の持続は、キリストに対する信仰と

服従との持続によることを信ず。　10.われらは、「全く潔

く」されることはすべての信者の特権にして「霊と心と体

とを全く守」られて、「われらの主イエス・キリストの来

たりたもうとき責むべき所なき」に至り得ることを信ず。　

11.われらは、霊魂（れいこん）の不滅、身体（しんたい）

の復活、世の終わりの総審判、正しき者の永遠の幸福、

及び悪しき者の永遠の刑罰を信ず。　◇沿革／救世軍は

プロテスタント（新教）の教義をもつキリスト教の一派で

す。救世軍はウイリアム・ブースと妻カサリン・ブースに

よって創設されました。　1861年、メソジスト派の教会を

辞し、リバイバリストとして各地で目覚ましい活動をして

いたブースは、1865年東ロンドンで天来の使命を見いだ

しました。　彼はその辺に住む罪と禍とに悩み、世から

見捨てられている人々を見て、彼らにキリストの救いを伝

えることこそ自分の使命だと感じたのです。そこで直ちに

妻カサリンや友人の助けを得て貧民街で伝道を開始しま

した。　初めは、大衆を信仰に導いて教会に送るのに専

念しましたが、彼らが教会に歓迎されないのを知り「東ロ

ンドン伝道会」を作って彼らを養成し、独自の伝道方法

で働きを進めていったのです。やがて次第にロンドン以

外にも働きが伝わっていきました。1870年には「キリスト

教伝道会」と改称しました。後になって考えれば、このこ

ろすでに救世軍の誕生は胎動を始めていたと言えましょ

う。1878年、これまで自由メソジスト派の制度に習ってき

たキリスト教伝道会は「救世軍」“THE SALVATION 

ARMY”と改称。軍隊組織を取り入れ、伝道所を小隊と

称し、主任を小隊長と呼び、階級、制服、記章、軍旗等

を定めました。　救世軍の教理の二つの特徴は「血と火」

すなわち「救いと聖潔（きよめ）」です。また働きの両輪

が「救霊」と「社会福祉」です。しかもこの二つは車の

両輪のように相まって、いわゆる「救霊事業でない社会

福祉事業はなく、社会福祉事業でない救霊事業はない」

との考え方に立っています。　やがてイギリス国内だけ

でなく、海外にも広がって行き、現在では120の国と地域

で175の言語をもってその働きが進められています。ちな
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任役員)、梅本 幸一(責任役員)、鈴木 たつえ(責任役員)　

◇特色／信仰と行為の基準として聖書の霊感と十全性を

認める。また、罪を悔い改め、救いの為にキリストを信じ

る者は教会員として認められる。会員は、御霊の証しをも

ち、よき告白をしなければならない。　◇沿革／1896（明

治29）年、J・A・ダーウィーによってシカゴに設立された。

現在はアメリカ・イリノイ州ザィオンに本部があり、1951

（昭和26）年、C・B・オフナー師が来日、1953（昭和28）

年に刈谷で宣教が開始された。

【E-Mail】kariya.c.c.c@fancy.ocn.ne.jp

キリスト信徒の集会
［信徒の集会］〒223-0053　神奈川県横浜市港北区綱島

西4-2-6 キリスト福音会館内　Tel&Fax.045-541-1870 

Tel.045-543-3599　◇創立／1955年　◇藤城 正勝(代表

責任役員)、東島 良治、渡部 栄、藤城 守、山口 登　◇

特色／『キリスト信徒の集会』は、何らの教会制度・組織・

信条を所有せず、ただ、死人の中から事実、よみがえり、

いま、ご栄光にいます主イエス・キリストの御名に集めら

れた集会で、世界各地で集会があり、日本の集会もこれ

らと主にある交わりを持っている。そして日曜日毎に神の

御子、贖い主イエスの御死をおぼえ、一体の交わりに聖

餐を守っている。日本におけるキリスト信徒の集会は、信

徒各自がそれぞれの賜物に応じた奉仕をおこないながら、

月刊『いのちの泉』を発刊している。　教義＝聖書を、

遂語霊感的生ける神の御言と信じ、聖書の正解として、

地的民イスラエルと天的民教会を区別し、真の教会の栄

光にいますイエス・キリストにある身分的地位を明白にし

ている。したがってキリストが、空中に降って教会を取り

上げ給うことを待ち望み、キリストともに千年王国を支配

することを信じている。　◇沿革／1830年代にアイルラ

ンド・ダブリン市においてジョン・ネルソン・ダービー達

が、制度教会より離れ、主の御名に集められ、「神の教会

はキリストの一つの体なること」の真理に基づき、聖霊の

御導きによって『活けるキリスト』を証ししている。

基督聖協団
［聖協団］〒260-0042　千葉県千葉市中央区椿森2-20-5　

Tel.043-253-8255 Fax.043-253-8567　◇創立／1958年　

◇濱野 好邦(理事長)、田中 時雄(理事)、菅谷 勝浩(理事)、

横山 聖司(理事)、広澤 正吉(理事)、川島 恂(理事)、中村 

勝吉(理事)、小笠原 孝(顧問)　◇特色／旧新約聖書を神

の言と信じ、使徒信条に準拠し、故中田重治師の強調し

た四重の福音、すなわち「新生」「聖化」「神癒」「再臨」

の信仰を堅持し、常に聖霊を崇め、祈祷に重点を置く。

特に主イエス・キリストの御再臨、選民イスラエルの救い

と預言的な回復、日本民族のリバイバルのために祷告し、

新約の祭司として、祈祷と宣教に励むものである。　◇

沿革／1958（昭和33）年6月19日、同志の28教会は、東京・

練馬教会で行われた臨時総会で、新教団「基督聖協団」

を結成。初代主管者に森五郎を選出し、同信の牧師、信

徒約1000名とともに発足した。

【HP】http://www.seikyodan.com/

【E-Mail】info@seikyodan.com

基督伝道隊
［基督伝道隊］〒805-0069　福岡県北九州市八幡東区前

田1-10-3　Tel.093-671-1386 Fax.093-681-6243　◇創立

／1939年　◇榎本 和義(総理)　◇特色／特殊の信仰箇条

を有せず、聖書全部をそのまま信じ、之を実験体得する

県佐倉市に開設した（その後市川市に移転）。かたわら、

シャロン福音教会主任牧師として奉仕し、1992年5月、当

キリスト教ガリラヤ福音教団を創設した。同時に「ガリラ

ヤ聖書神学校」を開き、校長として牧会伝道者の養成に

従事している。1994年11月、東北アジアの真の平和を求

める「日・韓・朝・宗教者比叡山会議」を主催し、「朝鮮

半島の平和統一をめぐる人間の自己変革と現実的解決」

をテーマに、対立と憎しみの構造を越えて、平和をつくり

出すための祈りのつどいをもった。1997年8月、飢えに苦

しむ北朝鮮の子どもたちへの愛の救援米をとどけ、「国際

キリストセンター」による独自のクリスチャン・ルートを

開設した。2004年1月、日本に働きに来ているウクライナ

人との交わりを通して、ウクライナへの開拓伝道の幻が与

えられ、2005年3月、クリミヤとアゾフに「家の教会」を

創設。旧共産圏への福音宣教のために祈りつつ、ささや

かな奉仕をと願っている。

キリスト教国際福音教団
［国際福音教団］〒106-0031　東京都港区西麻布3-21-20-

302　Tel&Fax.03-5474-5153　◇創立／2006年　◇李 

宏裕（Lee，Calvin）(代表)　◇特色／各教会が、信仰に

おいては伝統的なキリスト教改革派の教義を継承し、行

動においてはキリスト教信仰を伝えることを教会設立の主

要な目的とする。本教団の信仰告白は「ウェストミンスタ

ー信仰告白」である。　◇沿革／2006年5月14日「キリス

ト教国際福音教団」設立。2008年5月千葉市川市にて「基

督教千葉国際福音教会」を設立。2009年5月「西川口国際

基督教会」は「東京国際基督教会」の傘下から離脱し、

教団傘下になり「埼玉国際基督教会」と改名。2010年1月

神奈川県横浜にて「神奈川国際基督教会」を設立。

【HP】http://www.ciedj.org/

【E-Mail】calvinlee@japan4christ.org

基督兄弟団
［基督兄弟団］〒171-0044　東京都豊島区千早2-1-3　Tel.

03-3972-6627 Fax.03-3972-5733　◇創立／1946年　◇

澤 啓一(理事長)、池本 潔(総務局長)、高地 博夫(財務局長)、

小平 牧生(宣教局長)　◇特色／旧新約聖書を神の言と信

じ、使徒信条に準拠し、ウェスレアン・アルミニアンの立

場に立ち、四重の福音、すなわち「新生」「聖化」「神癒」「再

臨」の信仰を堅持し、聖霊を崇め、祈祷を重んじる。特に、

主の再臨、イスラエルの救い、祖国の救いのために祈り、

祈祷と宣教に励んでいる。　◇沿革／1946年、主に中田

重治師の指導を受けた牧師達が中心となり、基督兄弟団

が発足した。1946年11月、茨城県東茨城郡美野里町羽鳥

に聖書学院を開設、聖書の学びと救霊の熱情に燃え、祈

祷の実践に打ち込む牧師を養成、今日に至っている。理

事制をとり、全国を8教区に分けて伝道網をはり、祈りを

励みつつ、リバイバルと神の国出現とを目指している。特

に1999年より「教会の充実」という実際的な目標を掲げ、

各個教会が「福音宣教における充実」「信仰生活における

充実」「自立と協力における充実」を目指して取り組んで

いる。

【HP】http://kyodaidan.net/

【E-Mail】office@kyodaidan.net

キリスト公同教会
［キリスト公同］〒448-0845　愛知県刈谷市銀座2-41　

Tel.0566-21-4263　◇創立／1953年　◇柴川 秀夫(牧師)、

柴川 理一郎(牧師)、天野 一(責任役員)、天野 美佐子(責
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神＝真の神は唯一にして、天地の創造者、全能者であり、

御自らを父、子、聖霊として示現し給う主イエス・キリス

トである。　(3)救＝人類は悔改めて、世の罪のため十字

架に死にして葬られ、三日目に甦えり給える主イエス・キ

リストを救主と信じ、その聖名による水のバプテスマ（浸

水）を受けて罪のゆるしを得、約束の聖霊を受けて異言

を語らしめられて（初代教会にありし如く、受霊の徴、聖

霊の内住の証）、全き救いにあずかり、再臨の主を待望す

る。　(4)礼典＝洗礼は主イエス・キリストの聖名により

て施す。全身浸礼、洗礼の後に洗足を行う。聖餐の酵な

しパンとブドウ汁を用い、パンは必ず手でさく。神の定め

給いし土曜安息日を聖日として覚え礼拝を行う。　◇沿

革／1935（昭和10）年、米国カリフォルニヤ州スタック

トン市にあるペンテコステ派の単立教会よりM.L.グレーザ

夫妻、M.H.リチャード夫妻が宣教師として福岡市に派遣

され、基督教伝道館の名称にて伝道開始する。主イエス

の恵により多くの救われる者起こり順調に成長していた

が、1941（昭和16）年1月迫害起こり伝道館閉鎖、宣教師

宅にて礼拝を守るようになった。しかし同年3月両宣教師

夫妻帰米、残された群は「イエス之御霊教会教団」に参

加して礼拝を守りつづけた。1951年11月独立、基督教伝

道館を再建、56年10月現本部に会堂建設し、60年鹿児島

県に伝道開始し、同1960年8月教団名を「キリスト伝道団」

と改称する。

キリスト同信会
［キリスト同信会］〒164-0001　東京都中野区中野1-45-

12 東京中野パークサイドチャーチ　Tel.03-3361-1744 

Fax.03-3361-1743　◇創立／1888年　◇吉川 伸夫(代表

責任役員)、人見 宣彦、鈴木 善実、五十嵐 有爾、北原 

寿恵子、関 操子、松田 信雄、持田 勝、浜田 耕司郎、北

原 重信、斎藤 正學、河原 慎　◇特色／聖書に示される

以外特に信条を定めない。主日には聖餐を守り、すべて

の兄弟姉妹が伝道と聖書の学びの責任を負い賜物に応じ

て奉仕し、主の来臨を待望する。　◇沿革／1830年ごろ

イギリスで起こったブレズレンの流れをくむ。日本には

H.G.ブランドが1888（明治21）年に来朝して伝道をはじめ、

翌年東京で礼拝がはじまり、以後日本各地や朝鮮に集会

が起こされた。1902（明治35）年に福音伝道雑誌「恩寵

と真理」を創刊し今日に及んでいる。

【HP】http://www3.point.ne.jp/~doushin/

【E-Mail】doushin@mf.point.ne.jp

キリストの教会キリスト教会同盟
［キリスト教会同盟］〒535-0003　大阪府大阪市旭区中宮

4-3-18 旭キリスト教会内　Tel.06-6955-0966 Fax.06-

6953-2722　◇創立／1962年

キリストの教会（無楽器派）
［キリストの教会］〒312-0045　茨城県ひたちなか市勝田

中央10-28 勝田キリストの教会　福山次定先生　Tel& 

Fax.029-272-8867　◇櫛田 猛(茨城以北窓口)、中原 道也

(東京以西窓口)

キリストの教会（有楽器派）
［キリストの教会］

キリスト友会日本年会
［クエーカー］〒108-0073　東京都港区三田4-8-19　Tel&

Fax.03-3451-7002　◇創立／1886年　◇各務 和子(代表

を本旨とする。　専ら宣伝する所はキリストの十字架と復

活及び聖霊の降臨である。その中に一切のものを包含す

ると信ずる。キリストの再臨とその結果は聖書全巻の帰

結であり、地上にて実験する所は上記の二大恩寵であ

る。　◇沿革／柘植不知人師が、B.F.バックストン師のも

とで神の救いに与り、聖霊のバプテスマを受け、主の召

命を受けて福音を宣べ始め、魂の救いと神癒の栄光があ

らわれ、この福音の法則によって指導を求める者が自然に

増加して出来たものである。1928年基督伝道隊は解散し、

1941年に日本基督教団に包括されたが、1974年基督伝道

隊の信仰に復帰し、教団を離脱し、基督伝道隊を再建し

て今日に至る。

キリスト伝道隊
［キリスト伝道隊］〒779-4101　徳島県美馬郡つるぎ町貞

光字宮下78-11 貞光キリスト教会内　Tel&Fax.0883-62-

3097　◇創立／1987年　◇丸山 豊(委員長)、吉村 雅憲

(副委員長)、木下 淳夫(書記)、塚本 充(委員)、高橋 一樹(委

員)、川島 守(委員)、鳥井 正夫(委員)　◇特色／１.生ける

まことの神は唯一であり、父、子、みたまの三位にいます。　

２.神は、創造、摂理、啓示、贖罪、審判において、全き

主権を持ちたもう。　３.聖書六十六巻はすべてその原典

において、神の霊感によって書かれた誤りなき神のことば

であり、全幅の信頼を寄せうるものである。それはまた、

信仰と生活のすべての面において、唯一の基準であり、

最高の権威を有する。　４.すべての人は、最初の堕落以来、

罪に染み、罪責を持っており、神の怒りと有罪判決を受け

るべき存在である。　５.主イエス・キリストは、受肉され

た神のみ子にいまし、私たち全人類の代表として身代わ

りの死を遂げられた。その死のみによって、私たちは、罪

責・刑罰・罪の力から贖い出される。　６.主イエス・キリ

ストは、まさしく、そのみ体をもって死人の中からよみが

えり、昇天し、父なる神の右の座に着かれた。　７.個々

の人々に、キリストの死を効力あるものとし、神に対する

悔改めと主イエス・キリストへの信仰を与えるには、聖霊

の御働きが、必要、不可欠である。　８.人々は、神の恵

みにより、キリストへの信仰を通してのみ、義と認められ

る。　９.さらに、聖霊は、信者の内に住み、働き、聖き

者とし、栄光の体に変えて下さる。　10.唯一の聖なる公

同の教会は、キリストのからだであり、真の信者はすべて

これに属する。　11.主イエス・キリストは、栄光のうち

に再臨される。私たちはその日を待ち望む。　◇沿革／

バークレー・Ｆ・バックストン師の指導を受けられた救霊

と神癒の器、柘植不知人先生は聖霊の御導きにより、基

督伝道隊を創立されたのであるが、昭和2年柘植不知人先

生召天後、様々な経過をたどり、戦後友好団体として基

督伝道会が発足した。　この基督伝道会の中には、日本

基督教団に属する教会と単立教会等とが共存してきたが、

活水聖書学院が設立されたのを契機として、単立教会等

の中で一致結束して、新しく『キリスト伝道隊』の名称を

用い、柘植不知人先生の信仰を継承する新教団の設立を

願って、発足するに至ったものである。

キリスト伝道団
［キリスト伝道団］〒815-0082　福岡県福岡市南区大楠

2-9-28　Tel&Fax.092-521-8813　◇創立／1935年　◇井

手 宗雄(監督)　◇特色／本教団は初代教会の復興、即ち

真の教会の再現を目標とするものであってその教義は次

の通りである。　(1)教典＝旧新約聖書は神の感動により

て記されたものにして絶対的権威をもつ神の言なり。　(2)
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補助金を受けない自立自給教会となり、今日に至る。現在、

教会は兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県、三重県の1府

4県に29教会と大阪府と三重県の2箇所において開拓宣教

活動をしている。また、幼稚園、保育園での働きも宣教

開始当初から重要な働きと位置づけられ、現在それぞれ

幼稚園2施設、保育園3施設がある。1998年12月末日現在、

信徒数は2554名、邦人教職23名、宣教師14ユニット22名、

その他職員3名（幼稚園、保育園教職を除く）を数える。

クリスター日本宣教団体
［CHRISTAR］〒744-0024　山口県下松市末武上537-2　

Tel.0833-44-3067　◇創立／1949年　◇ライスター，ボ

ブ(代表)、ウイリアム，ノア(チームリーダー)、ジョナサン，

ルシ(チームリーダー)　◇特色／１.旧、新約聖書66巻は、

神の霊感によって、それぞれの著者を通して記された誤

りのない神のみことばである。　２.神は唯一全能であり、

真の神である。神は永遠に、父と子と聖霊の三位一体で、

その本質において同一であり、力と栄光を等しくする。　

３.父なる神は、この世を愛され、御子イエス・キリストを

その救い主として送られ、御子を信じる者皆の父となられ

る。　４.御子なる神イエス・キリストは、聖霊によってや

どり、処女マリヤより生まれた。真の神にして真の人であ

り、全く罪のない完全な生活をされ、全てキリストの教え

は正しく真実である。キリストは、人間の罪をあがなう為

に、我らの身代わりとなって十字架につかれて死に葬られ、

三日目に甦り昇天されて、父なる神の右の座につかれ大

祭司として我らのためにとりなしたもう。　５.聖霊は、神

であり、人格を持ち、この方は世（罪人）に罪について義

について、さばきについて、誤りを認めさせる。聖霊は、

イエス・キリストを信じた時から、信じた者の内に住まれ

る。　◇沿革／1949年、オリエンタル・ボート・ミッシ

ョンの名のもとに、クリスターは日本で伝道をはじめた。

最初の2〜3年は関西方面で伝道していたが、後に西日本

に移り、教会を設立、伝道の仕事を始めた。現在は、山

口県内の市町村を中心に伝道の奉仕をしている。　我々

の日本での目標は、日本に自立した教会を建てるため、日

本人のクリスチャンと共に働くことである。そのため教会

設立のできるだけ早い段階にて、日本人キリスト者の協力

を深く希望するものである。クリスター日本の設立した教

会は、特に教義的にも健全であり、聖書に基づいた明確

な態度をとることになる。（旧称：日本国際宣教団体）

【E-Mail】ChristarJapan@usa.com

クリスチャンズ・イン・アクション宣教団
［CINA］〒904-0303　沖縄県中頭郡読谷村伊良皆290　

Tel.098-956-3010 Fax.098-956-8873　◇創立／1956年　

◇新垣 善永(理事長)、新垣 光子(責任役員)、ケネディ，

グレン(責任役員)、ケネディ，スー(責任役員)　◇特色／

クリスチャンズ・イン・アクションは神の霊によって書か

れたみことばである聖書は信仰と実践の充全な原理であ

るとの教理に立つ団体である。　◇沿革／アメリカ・カリ

フォルニア州ウッドレイクにある宣教団体クリスチャン

ズ・イン・アクションから派遣されたビル・アドリン・ク

リゼンベリー宣教師夫婦が沖縄県北中城村で1956年7月宣

教を開始して教会が創設された。1973年3月アラン・メリ

アラン・ハイヤット宣教師夫婦によって福岡にも宣教が開

始され教会が創立されたが、宣教師帰国により2004年現

在はない。沖縄県では日本人教会1、アメリカ人教会1つ

からなっている。

【E-Mail】admin@kcci-online.org

書記)、バッケス井上幸子(責任役員)、浅野 房雄(責任役員)、

川田 敏子(責任役員)、渡部 康子(責任役員)、巽 保三(責

任役員)　◇特色／神の霊はすべての人に、「内なる光」「内

なるキリスト」として平等に宿り、神の啓示を待ち望む静

黙の祈りの中で、神は直接一人ひとりに働きかけると信じ

ているので、特定の信条・礼典をもたない。一方、社会

的実践に重点が置かれ、非戦平和主義、人権擁護などが

特色とされている。　◇沿革／1886（明治19）年、フィ

ラデルフィアにあるフレンド(クエーカー）の婦人外国伝

道協会から派遣された米国友会徒によって、東京及び茨

城県を中心として伝道が始められた。1917（大正6）年に

年会成立、以後伝道と併せて平和問題、社会活動を実践

した。太平洋戦争中一時、日本基督教団の一部となった

が戦後は独立し、1947（昭和22）年第1回年会総会が再

開され、今日に至る。通称「クエーカー」の名称で世界

的に知られている。

近畿福音ルーテル教会
［近畿教会］〒552-0003　大阪府大阪市港区磯路2-2-18　

Tel.06-6573-5921 Fax.06-6573-5957　◇創立／1961年　

◇末岡 成夫(議長)、nノ下 照光(副議長)、松田 聖一(書記)、

橘本 三郎(会計)、クリンゲンスミス，チャールズ(伝道教

育部長)、三橋 夏代(財務社会厚生部長)、西 亘(事務局長)　

◇特色／本教会は、旧新約聖書が聖霊によって賜った神

の言であると信じる。ゆえに聖書は、キリスト者と行いの

唯一完全な規範であって、すべての教理も教えも聖書に

準拠すべきものであることを信じる。使徒信条、ニケア信

条、およびアタナシオ信条が旧新約聖書の教えと一致す

るものであることを認める。また、改訂されないアウグス

ブルグ信仰告白およびルターの小教理問答が神の言に基

づき、福音ルーテル教会の信仰および教義を正しく表明

するものであることを認め、わたしたちはここにかかげら

れた信仰告白を確守する。更に、アウグスブルグ信仰告

白弁証論、ルターの大教理問答、シュマルカルド信条、

和協信条が、アウグスブルグ信仰告白と同じく、旧新約

聖書の教えと一致する教義を表明するものであることを

認める。　◇沿革／1949年、中国において宣教していた

ノルウェー伝道会は、中国の国情の変化に伴い同国での

宣教を断念し、中国で働いていた宣教師に日本伝道の可

能性の調査を命じた。その結果を受けて、ノルウェー伝

道会本部は日本宣教を総会に諮ったところ、会場から賛

美の歌声が起こり、たちまちにして一つの大きな賛美とな

った。総会はそれをもって日本宣教開始の決議とした。

1950年、最初の宣教師3名が来日。翌1951年、ノルウェー

伝道会日本伝道団が兵庫県神戸市六甲の地で最初の集会

を始める。時をほぼ同じくして、同じ状況にあったノルウ

ェー・ルーテル自由教会も三重県松阪市で宣教を開始し

た。1961年11月3日、それぞれ8教会と6教会を生み出すに

至り、14教会をもって「近畿福音ルーテル教会」を組織

するに至る。一方、宣教開始当初からの放送伝道により、

他のルーテル教会ともどもルーテル・アワーの教会とし

て親しまれ、多くの人々が教会の紹介を受け、更に洗礼

へと導かれた。また1962年には、キリスト教伝道船「真

光丸」による伝道も開始され、大阪湾、和歌山県に新た

に数教会が誕生した。1968年、最初の宣教師をブラジル

に派遣。1973年には、神戸ルーテル神学校の合同経営に

加わることとなった。1980年、宗教法人「近畿福音ルー

テル教会」として認可を受ける。1990年、婦人連盟（現：

女性連盟）が結成される。1991年、第43回総会において、

5年後の自立宣言を採択し、1996年、両ミッションからの
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音グループ」（KFG）と、群の名を改めて教会形成をし、

多角的で、開放的なあかし活動によって、主体性のある

地域への福音化に励んでいる。

【HP】http://www.kfg-shalom.or.jp

国際基督教団
［国際基督教団］〒151-0053　東京都渋谷区代々木1-29-

5　Tel.03-3370-0571 Fax.03-3370-4346　◇創立／1946

年　◇吉本 美枝(主管者)、吉本 真理(役員)、石居 英一郎

(役員)、大塚 愛子(役員)、庄司 和正(役員)　◇特色／我

らは信じかつ告白する　旧新約聖書は神の霊感によって

成り、キリストを証し、福音の真理を示し、教会の拠るべ

き唯一の正典である。　主イエス・キリストによって啓示

された聖書において証しされる唯一の神は、父・子・聖

霊なる三位一体の神である。御子は我ら罪人の救いのた

めに人と成り、十字架にかかり、ひとたび己を全き犠牲と

して神にささげ我らの贖いとなられた。神は恵みをもって

我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を

赦して義とされる。この変わらない恵みのうちに聖霊は我

らを潔めて義の実を結ばしめ、その御業を成就される。

教会は主キリストの体にして、恵みにより召された者の集

いである。教会は公の礼拝を守り福音を正しく宣べ伝え、

洗礼と主の晩餐の聖礼典を執り行い、愛のわざに励みつ

つ主の再び来られるのを待ち望む。　◇沿革／故金井為

一郎牧師の信仰の薫陶をうけた故吉本斗川前主任牧師と

吉本美枝現主任牧師夫妻が、超教派の国際的な伝道を目

的として1946（昭和21）年に独立開拓伝道をして設立さ

れたプロテスタント教団（旧メソジスト）で、2000年には

創立54周年を迎えた。当初、開拓伝道の一環として国際

英語学校が設立され、1950年代には「平和の鐘」運動を

起こし、ラジオ・テレビで伝道活動を積極的に展開した。

1969年にはパイプオルガンが購入され、毎日曜日午前10

時30分から礼拝が行われています。他、クリスマスやイ

ースターなどの特別礼拝、音楽礼拝、オルガンコンサート、

春期や秋期には各種伝道集会、バザーなども行っており

ます。また、毎日曜日午前9時から教会学校、第一礼拝、

平日夕方には求道者会や祈祷会など各種集会も行われて

います。1989年より吉本美枝現主任牧師が日本福音学校

代々木校校長に就任致し、教会牧会伝道の傍ら信徒研修

講座が毎年周期に開講され、1990年には教会音楽科も設

置され、内外共充実した伝道活動を目指し、教会奉仕者

育成にも力を注いでおります。日本キリスト教協議会

（NCC）、日本福音同盟に加わり、また1972年以来全国朝

祷会連合代々木朝祷会として参加している。

国際福音宣教会
［OMF］〒272-0035　千葉県市川市新田1-16-14　Tel.047-

324-3221 Fax.047-324-3213　◇創立／1957年　◇ラン

ハンス，ウォルフガング(代表役員)、ウィテット，ダグラ

ス(責任役員)、マギンティ，マイク(責任役員)　◇特色／

日本福音キリスト教会連合（JECA）の信仰告白と同じ信

仰に立つ超教派団体であるが、特に創始者のハドソン・

テーラー経済原則「すべてを知りたもう主にのみ頼り、自

分のためにも、団体のためにも、人間に献金を訴えない」

を引き継いでいる。　◇沿革／1865年にハドソン・テー

ラーによって創設された中国奥地伝道団（China Inland 

Mission）は、1949年の共産政権の樹立によって中国から

の撤退を余儀なくされ、名称をOMFと改めて1951年から

東南アジアの諸国に伝道することにしました。現在は本

部をシンガポールに置き、日本をはじめ、韓国、台湾、香

クリスチャン・ライフ・チャーチズ・インタ
ーナショナル

［CLCI］〒901-2424　沖縄県中頭郡中城村南上原568　

Tel.098-895-6612 Fax.098-895-6613　◇創立／1988年　

◇喜納 政弘(沖縄世界宣教教会主任牧師)、喜納 邦子(牧

師)、宮城 裕人(宣教師)、宮城 順子(宣教師)、具志堅 正

位(牧師)、大城 啓子(牧師)、迫田 和人(牧師)、安慶名 早

苗(牧師)、安慶名 正春(牧師)、金城 悦子(牧師)、具志堅 

米子(伝道師)　◇特色／聖霊派に属しており、聖霊のバ

プテスマを新生とは別に第二的体験として信じている。

癒し、解放、奇跡などイエス様の時代や使徒の時代に起

こった超自然の聖霊の働きが今日も変わらず存在すること

を信じて、それを宣教の働きに取り入れている。賛美礼

拝は伝統的な方法ではなく霊とまことによる自由な礼拝を

行っている。エペソ4章11節の五役者の働きも今日存在す

ることを信じている。もちろん、福音派と同様に三位一体、

キリストの処女降誕、十字架のあがないと復活、再臨、

罪のゆるしととこしえの裁き、信者の復活との報いなど基

本的な教理を信じている。　◇沿革／沖縄世界宣教教会

は1981年6月、一軒家を借りて牧師夫婦と一組のカップル

の計4人で始まりました。最初はユース・ウィズ・ア・ミ

ッションの協力を得て伝道が進められ、D.T.S（弟子訓練

学校）へ訓練生を次々と送られるようになりました。その

後、教会はCLCI（クリスチャン・ライフ・チャーチズ・イ

ンターナショナル）という団体に加盟し、霊的傘が与えら

れました。1984年別の場所にプレハブ会堂を建て、スペ

ースが拡大しましたが、まもなくいっぱいになり、1992年、

コンクリートの総床面積200坪の会堂を建設することがで

き、現在に至っています。今日までに、3つの枝教会を生

み出すことができました。又、2001年2月に1カップルを

パキスタンに宣教師として派遣しました。教会では毎年

海外アウトリーチを企画し、世界宣教のビジョンをあたた

めています。又、1997年、教会において、ワールドミッシ

ョン愛児園とワールドミッションスクールがスタートし幼

児から高校生に至るまでのキリスト教教育をしています。

2008年3月教育館3階建ての「ヴィジョン　ハウス」が完成。

３階、一部４階にゲストルームを併設する。

【E-Mail】wwjd@owmcs.com

グレース宣教会
［グレース宣教会］〒581-0866　大阪府八尾市東山本新町

1-15-6 グレース宣教会本部GMセンター　Tel.072-997-

4838 Fax.072-996-4951　◇堀内 顕

コイノニア福音グループ
［KFG］〒353-0003　埼玉県志木市下宗岡1-11-5　Tel.

048-472-6725 Fax.048-474-9760　◇創立／1957年　◇

久保 眞理(代表)、渡辺 暁男(音楽主事)、菊池 洋美(理事)、

古暮 清(理事)、松木 充(理事)、宗像 寛(理事)、天野 かつ

み(理事)　◇特色／ (1)聖書信仰福音主義（明白なみ言葉

経験と継続）(2)聖霊の満たしと歩み（ホーリネスライフ）(3)

多角的なあかし活動（関係の伝道）(4)自主独立と協力（霊

的、知的、実践的）(5)弟子の育成（ディサイプルシィップ）

(6)機能的組織（賜物によって仕え合う）(7)社会奉仕（隣

人愛の実践）　ウエスレアン・ホーリネス信仰の立場に立

つ。　　◇沿革／1957年、主の摂理と導きによって、川

崎や横浜での路傍の叫びから自主独立の開拓伝道がなさ

れ、「京浜をキリストへ」という重荷と使命で、「京浜福音

グループ」として宣教活動をしてきた。しかし、その働き

が徐々に拡大してきたので、1990年から「コイノニア福
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1925年、在日宣教は朝鮮イエス教連合公議会（KNCC前身）

に引き継がれ、また、1927年からカナダ長老教会（L.L.Y

oung宣教師等）が在日朝鮮人宣教に加わった。　1934年

2月、在日本朝鮮基督教会大会が創立された。これにより、

信条、憲法を制定し、組織教会となり、牧師・長老の按

手が執行されるようになった。宗教団体法の公布の動き

にともない、1940年1月、大阪にて臨時大会を開催し、日

本基督教会から示された条件による「合同」を決議した。

これにより「在日本」朝鮮基督教会は一教派としての解

体を余儀なくされた。さらに1941年6月の日本基督教団成

立時には、第一部に統合された。日本が太平洋戦争へと

突入していく中で「在日」朝鮮人教会は、官憲の監視と

弾圧、創氏改名や日本語の使用などが強要され、また治

安維持法違反容疑などによる教会指導者の連行・拘束が

始まった。　1945年8月15日、解放後、日本に残った教職

者・信徒たちは、同年11月15日西京教会（現・京都教会）

において、21教会の代表47名（内牧師3名）が参加し、「在

日本朝鮮基督教連合会」を創立した。規則の制定、日本

基督教団からの脱退が決議された。第3回定期総会（1947

年）で憲法と信条が制定され、組織教会として再出発した。

1968年の宣教60周年には標語「キリストに従ってこの世

へ」を掲げ、記念事業の一環として、1971年、在日韓国

人が最も多く在住する大阪生野区に在日韓国基督教会館

（KCC）を、1974年に在日韓国人問題研究所（RAIK）を、

1983年には西南KCCを設立した。また1974年と1994年の

2度にわたって「マイノリティ問題と宣教戦略」国際会議

を主催し、共生社会の実現を目指す使命を持って、新し

い宣教活動を展開している。1990年より８回にわたって朝

鮮基督教連盟（KCF）代表を招待し、「祖国の平和統一宣

教に関する会議」を共催すると共に、4度にわたってKCF

訪問団を平壌に派遣し、交流を深めてきた。エキュメニ

カル団体との関係は、1956年日本キリスト教協議会を初

め、世界改革教会連盟（WARC）、世界教会協議会（WCC）、

アジアキリスト教協議会（CCA）、日北米宣教協力会

（JNAC）へ加盟し、1977年以降、本国７教団、日本基督

教団、豪州連合教会（UCA）、米国合同キリスト教会、日

本キリスト教会、米国長老教会等と宣教協約を締結して

いる。1999年10月、第45回定期総会で、名称を「在日大

韓基督教会」と改称し、憲法改正、総会規則を採択し機

構改革を行った。現在、5地方会約100の教会・伝道所を

統括している。

【HP】http://www.kccj.net/

札幌キリスト召団
［札幌キリスト召団］〒046-0013　北海道余市郡余市町豊

丘町370-9 惠泉祈りの家　Tel.0133-23-2857　◇創立／

1968年　◇木下 肇(代表役員)、新谷 国義(責任役員)、大

倉 重子(責任役員)、山上 博司(責任役員)、鈴木 昭(責任

役員)、北条 睦美(責任役員)、三ツ木 芳夫(責任役員)、高

松 京子(責任役員)、五十嵐 昇(責任役員)、千葉 武子(責

任役員)、江戸 悌子(責任役員)　◇特色／　札幌キリスト

召団は内村鑑三の流れを汲み、小池辰雄の信仰を受け継

ぐ群れです。召団とはギリシャ語のエクレシアの訳で神に

「召し（呼び）出された人々」を意味しています。　その

特質の第１は聖書の言葉の真理を生活体験を通して学ぶ

（身読）ことを最重要視することです。どんなに学問的に

正確でも観念的な聖書理解では、世間一般の自己中心的

な日常生活を神中心の生活に転換させようとしても、なか

なか役立ちません。十字架に釘付けられたイエス・キリ

ストと共に自分の自己中心性を釘付けにして、自我の殻を

港、フィリピン、マレーシア、シンガポール、インドネシア、

タイ、カンボジアの10ヵ国に900人余の宣教師を派遣して

おります。　日本では、1957年に宗教法人「国際福音宣

教団」として認可を受け、教会の少ない北海道や青森県

の農漁村や炭坑町などで開拓伝道に力を入れましたが、

近年の人口の都市集中化に伴い、札幌市を初め、関東圏

等の都市にも伝道するようになりました。　国際福音宣

教会は、超教派の宣教団体でありまして、教会開拓と同

時に学生伝道、キャンプ、文書伝道、放送伝道（北海道

福音放送協会）、アルコール依存症の中間施設（財団法人

青十字サマリヤ会）、聖書学校（北海道聖書学院）の働き

などを始めて、現在に至っております。その間、日本から

海外に宣教師を派遣する海外宣教交友会（現日本委員会）

と合体し、1986年国際福音宣教会と名称を変更しまし

た。　1998年10月に文部省の認証を得て本部を札幌市か

ら市川市に移し、新築しました。　上記の活動により各

地に誕生した教会は次々に自立して会堂を建て、牧師を

招き、単立教会となり、お互いの交わりと協力の為に「福

音教会協議会」を設立しましたが、その後、149の教会か

らなる「日本福音キリスト教会連合」に多くの教会が加盟

しました。そして、これらの教会から派遣されて海外で働

く宣教師も生まれました。

【HP】http://www.omf.org/japan/

【E-Mail】omf-japan@omf.or.jp

さ

在日基督教大韓監理会
［在日韓国メソジスト］

在日スエーデン東洋福音伝道団
［EEAM］〒419-0202　静岡県富士市久沢820-10　Tel.

0545-72-3376 Fax.0545-72-3375　◇創立／1955年　◇

デルミン，ブー・ハラルド

【HP】http://www2.wbs.ne.jp/~t-chapel/

【E-Mail】dellming@mail.wbs.ne.jp

在日大韓基督教会
［KCCJ］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18-52　

Tel.03-3202-5398 Fax.03-3202-4977　◇創立／1908年　

◇鄭 然元(総会長)、崔 栄信(副総会長)、金 漢範(副総会長)、

金 柄鎬(書記)、金 東洙(副書記・関東地方会々長)、李 光

世(会計)、趙 尚浩(中部地方会々長)、金 鐘賢(関西地方会々

長)、裵 明徳(西部地方会々長)、金 聖孝(西南地方会々長)　

◇沿革／1908年、平壌より来日していた鄭益魯長老、金

貞植東京朝鮮YMCA総務及び留学生が礼拝後に集まり、

YMCAとは別に教会を設立（東京教会）することで意見

が一致し、朝鮮長老会へ牧師派遣を要請した。これが在

日宣教の始まりである。翌年10月、朝鮮イエス教長老会

の韓錫晋牧師が来日し、教会組織を整えた。1912年には、

朝鮮の長老会と監理会による宣教合意がなされ、両教会

より交代で牧師が派遣され東京連合教会に仕えた。1910

年の韓国併合後、日本の資本主義（メソジスト教会）は、

日本人労働者よりも低賃金と劣悪な労働条件を強制でき

る植民地労働力として、朝鮮人の日本本土への移住を要

求した。これにより在日朝鮮人の人口は、1920年３万人、

1930年30万人、1940年120万人へと急増した。これに伴

い在日朝鮮人への伝道も、留学生から労働者へ、東京地

域から関西地域、九州、中部、北海道へと徐々に広がった。
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【HP】http://www.keisenjyuku.com/

【E-Mail】keisenjyuku@yahoo.co.jp

サンビ教団
［サンビ教団］〒730-0812　広島県広島市中区加古町

14-8　Tel.082-241-8957 Fax.082-247-1574　◇創立／

1952年　◇辻 秀彦(牧師)、頼 澄枝(役員)、阿波 洋右(役

員)　◇特色／ (1)聖書は悉く神の言である。　(2)神は天

地万物の創造主、全智全能である。　(3)神は御父、御子

イエス、御霊の三位一体である。　(4)罪の悔改と御子イ

エスの十字架の血の贖いにより、罪ゆるされ肉体もいやさ

れる。　(5)教会はイエス・キリストの体であり、神の御

すまいである。　(6)死者の復活とイエス・キリストの再臨、

地上におけるキリストの千年王国を信ずる。　◇沿革／

「サンビ教団」は主管者が1928（昭和3）年、キリスト教

会に入会し、1944（昭和19）年4月20日に異言を伴う聖霊

のバプテスマ（イエス・キリストの内在）を体験したこと

に端を発している。1948（昭和23）年1月、広島県佐伯郡

大竹町に「大竹キリスト教会」を設立。1950（昭和25）

年1月広島市に進出し「広島キリスト教会」を設立。同年

3月「アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団」に加入したが、

9月同教団を離脱し、1952(昭和27）年5月16日「主イエス

教団」を組織、1954（昭和29）年2月9日「サンビ教団」

と改称し今日に至る。

【HP】http://www.jfhsanbi.com/

【E-Mail】sanbi@mail5.alpha-net.ne.jp

ジーザス・クライスト・ミニストリーズ
［JCM］〒285-0837　千葉県佐倉市王子台3-3-1 うすいキ

リスト教会　Tel&Fax.043-460-9191　◇創立／2001年　

◇金 玉順(コーディネーター)　◇特色／私たちは世界宣

教を目指しています。終わりの時に備えられた栄光の教

会の回復をのぞみ、エペソ4:11の5役者の調和と一致を目

指しています。また、エペソ4:12のように聖徒を備えさせ

ることを目指しています。　◇沿革／20年前に日本に来

たKoreaの宣教師が日本に開拓伝道してずっと祈ってきた

世界宣教、日本のリバイバルのビジョンに賛同する人々が

全国より集められ一つの共同体を作るようになりました。

初代教会の如く、全ての重荷を分かち合う愛の共同体を

目標とし、家庭の教会から地道に伝道活動して今のよう

になりました。

シオン・キリスト教団
［シオン・キリスト］〒144-0051　東京都大田区西蒲田

7-27-3　Tel.03-3731-7270 Fax.03-3739-3776　◇創立／

1935年　◇渡辺 昌彦(理事長)、石田 敏則(宣教・教学部

長)、原 義之(財務・厚生部長)、荻野 倍弘(総務部長)、豊

田 章一(事務運営推進室長)、浅海 幸弘(理事)、渡辺 慎一

(理事)　◇特色／シオン・キリスト教団の信仰の立場は「信

仰基準」に示す通り、旧新約聖書全巻が神の霊感によっ

て人間に啓示された誤りなき神のことばであることを信

じ、ジョン・ウェスレーによって提示されたウエスレアン

主義を基調とする伝統的な信仰の教理を保持するもので

す。　日本のキリスト教界にあっては現在、日本福音同盟

(JEA)に加盟し福音派の一翼を担い、また、日本聖化交友

会（JHA)と共に聖潔を標榜する教団です。　信仰と教理

の特色は次の通りです。(1)神の恵みにより全ての人が福

音（救い）の対象となっている。(2)聖霊は救われた者に、

確信を与えてくださる。(3)救われた後の経験として聖書

が示している聖潔を自分のものとすることができる。(4)

突き破り、無の心で聖霊に満たされた領域に突入して初

めてそれが容易になります。　そこで札幌キリスト召団の

第２の特質は「聖霊のバプテスマ」を受けることを重要

視することです。そのために、礼拝や密室での粘り強く真

剣な「祈り」を大切にしています。　聖霊体験のありか

たは千差万別です。聖霊の賜物も人それぞれで違います。

しかし、聖霊に貫かれて生きる人には必ず自己犠牲の愛

という聖霊の実がつき、やがては神の子なる主イエス・

キリストの似姿に変えられていきます。そこに私共の共通

の希望があります。　第３にはキリストの葡萄の幹に接木

された枝がたわわに実を結ぶように、キリストに結ばれた

存在としてキリストを表現すること、具体的生活実践とし

てキリストを生きること、それは自分に割り当てられた十

字架を担って、キリストの模範に倣って自己犠牲の愛の実

践をすることです。それが日常生活のなかで喜びをもっ

て自然にできる、内住のキリストがそのことをさせて下さ

る。以上の３点が私共の信仰です。　◇沿革／　現牧者・

水谷惠信は、カトリック教会、浜松バプテスト教会で求道

し、1968年10月30日正午、主のみ声を聞き、聖書の神に

従うことになりました。翌年春、聖霊体験をし、以後、小

池辰雄の群れ、日本キリスト召団に所属することになりま

した。1982年6月26日小池辰雄の宣言により札幌キリスト

召団が設立され、水谷が責任者に指名されました。 　同

年12月21日、天より終末を啓示され、少年院、老人ホーム、

精神障害者社会復帰施設で奉仕し、同時に高校教師と無

教会的家庭集会を続けました。この頃より神の奇跡が続

発しました。1991年3月24日、札幌に信仰の拠点「祈りの家」

が建ち、9月30日、宗教法人となりました。1988年、啓示

によって洗礼と聖餐式の奥義を教えられ、教会化を推進

していく途上、1995年10月11日、再び天の啓示によって「人

生の波止場づくり」を指示されました。翌年3月教職を辞

して余市に10町歩の果樹園を入手し、信仰に基づく人生

道場としての共同生活（惠泉塾）を始めるに至りました。 　

爾来、10年間に700名近い人々が塾生活の体験を通して、

抱えていた問題の解決を得、神の鮮やかな御力を見せら

れています。ゆるやかなペースで塾生活になじむための

「プレ惠泉塾」、長期滞在者のための「惠泉祈りの家」、男

子寮「新惠泉庵」、半独立の生活をしつつ塾活動に参加す

る「惠泉荘」と「惠泉ロッジ」、老人と若者が助け合いな

がら暮らす「惠泉館」が建ちました。果樹と野菜畑を中

心とした農園（惠泉農園）、40羽の鶏舎があり、40町歩の

「惠泉山」は惠泉牧場（ヤギ、鶏）になろうとしています。

農産加工品販売部門（惠泉アモスファクトリー）木工場（惠

泉ノア製作所）、パン工場（惠泉マナベーカリー）を併設し、

生活から生まれたオリジナル作品を送り出しています。そ

れらは2005年8月に有限会社ヴィタポート(07年2月より株

式会社)の活動として独立し、07年現在、さらに出版（文

泉書院）、訪問看護（惠泉マリア訪問看護ステーション）、

葬祭業（ハレルヤ典礼）、イベント企画、保険業（ヴィタ

ポート愛）、旅館（丹波の宿恵泉）とレストラン（丹波鈴）

が加わっています。こうしたヴィタポートの各々の事業所

は惠泉塾を卒業した人々の社会復帰の訓練の場として用

いられています。一方、惠泉塾活動は北海道から沖縄ま

で全国に広がり、各地で定期集会が持たれています。ま

た以上の活動の様子は「壊れた私、元気になった」（マナ・

ブックス刊）、「手渡そう、子どもに生きる力」（キリスト

新聞社刊）、「命の泉を掘りあてる」（キリスト新聞社刊）、

「聖翼の蔭」（キリスト新聞社刊）の著作やハーベストタイ

ムやライフ・ラインのテレビ番組で伝えられ、大きな反響

を呼んでいます。
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ジャン・Ｗ(代表役員)、春名 裕(牧師)　◇特色／　聖書

…は、全て霊感によって、書かれた神の言葉であることを

信じる。聖書は、創世記から黙示録までの66巻からなり、

信じる者の信仰生活にとって全ての訓戒と教訓に充分で

あることを信じる。従って聖書以外の書物や「外典」を

神の言葉として認めない。　神…66巻からなる旧約・新

約聖書に啓示されている神を信じる。神は全知全能の方

であり、永遠から存在され、偏在される不変の人格を持

つ方であることを信じる。永遠から存在されている神は、

父なる神、子なるイエスキリスト、聖霊の三位一体の神

であり、唯一の創造主、救い主、裁き主であることを信じ

る。　救い…とは、被造物である人間と創造主なる神と

の和解であることを信じる。全ての人間は神の栄光を現

すために造られたにも関わらず、自ら神に背を向け、自分

勝手な道に生きるという「罪」を犯したため、神との関係

から切り離され、霊的な命を失い「死の呪い」に支配され

るようになった。死に支配されている人間を神と和解させ、

永遠の命を与える為、イエスキリストは神の御位を捨てて、

人間の姿を取り、自らは罪がないにも関わらず、御自身の

命を全人類の罪の身代わりとして十字架の上でささげら

れたことを信じる。キリストの身代わりの死に信仰を置く

者は、誰でも自らの良い行いによらず賜物として救いを頂

くことを信じる。イエスキリストを信じる以外に救いはな

いことを信じる。　◇沿革／　1977年、アメリカミネソタ

州にあるベサニーインターナショナルから、最初の宣教師

としてポール・サンデ師が日本へ派けんされた。1980年

11月に大阪府堺市美木多上にある妻の冷子夫人の実家に

隣接されている土地を購入し、「ベサニーキリスト教会」

として伝道活動を開始。以降30年間同場所の教会活動を

続け現在に至る。開拓数年後サンデ師は近隣の町に教会

を広げる願いを抱き、アメリカの宣教本部に新たな宣教

師の派けんを要請。1985年にジャンドウゲン牧師とその

妻洋美夫人が協力宣教師として派けんされた。ドウゲン

夫妻は1987年に河内長野市南花台で教会を開拓し「ニュ

ーライフ・キリスト教会」と名付けた。ニューライフ・キ

リスト教会から数名が伝道師の訓練を受けるため「関西

聖書学院（KBI）」に入学。訓練生の一人である春名裕牧

師は卒業後河内長野ニューライフキリスト教会にて2年の

インターン期間を終え、2005年4月3日に牧師按手を受け

る。2009年11月29日にベサニーキリスト教会ポールサン

デ師召天、同11月27日に宗教法人取得。現在ジャンドウ

ゲン牧師がベサニーキリスト教会主任牧師、春名裕師が

ニューライフ・キリスト教会主任牧師を務めている。

主の十字架クリスチャンセンター
［主の十字架］〒166-0002　東京都杉並区高円寺北2-15-1 

金田ビル405号室　Tel.03-5327-5612 Fax.03-5373-

1970　◇創立／1984年　◇パウロ 秋元(責任長老)、パウ

ロ 北野(責任長老補)、ペテロ 永藤(責任長老補)、パウロ 

弓野(責任長老補)、イザヤ 木原 真(長老)、エルサレム 杉

澤(長老)、ペテロ 窪田(長老)、テモテ 小林(長老)、エゼキ

エル 北島(長老)、エリヤ 漆間(長老)、ヨハネ 森 啓一(長

老)、イスラエル 小須田(長老)　◇特色／聖書（旧新約聖

書66巻）は、神の霊感によって書かれた誤りなき神の言

葉であり、この書が信者の信仰生活の唯一の基準である。

神は永遠にして聖であり、父、子、聖霊の三位一体の神

である。人間は神に対して罪を犯し神との交わりから堕落

してしまい霊的に死んでしまった。全ての人は生まれなが

らの罪人である。イエス・キリストは私達の罪の身代わり

となり十字架に掛かって死に、葬られ、三日目に復活して

神の恵みを得た者であっても、再び堕落して滅びにいた

る可能性がある。(5)聖書を読み、祈り、集会に出席し、

奉仕と証しなどの生活の場での信仰を実践する。　◇沿

革／1934（昭和9）年、岸田愛治、初子夫妻が開拓伝道

により、東京蒲田に基督宣教会を設立したことに始まる。

岸田は日本宣教会の相田喜介の薫陶を受け大井町で伝道

していたが、結婚を機に独立、蒲田に移って伝道所を開

設し、多くの人を導いた。教会の草創期には秋山由五郎、

河辺貞吉らが支援した。1939年沼津基督宣教会開設、東

京日本橋の蔦田二雄のリヴァイヴァル運動に参加。その頃、

京浜地区の13の教会が基督伝道教会を形成、岸田が理事

長に就任した。折から日本基督教団が設立され、第7部と

してこれに合流、宗教法人として蒲田賜恩教会と改称。

戦災で会堂を消失したが、戦後自給の原則により教会を

形成。1967年教団を離脱して、宗教法人シオン・キリス

ト教会を設立した。　1995年第32回年次総会にて教会創

立60周年を機に名称をシオン・キリスト教団と変更した。

シオン・クリスチャン・フェロシップ
［Z.C.F］〒359-0024　埼玉県所沢市下安松1572-10　Tel.

04-2945-8345 Fax.04-2945-8344　◇創立／1987年　◇

神谷 光匡(主管牧師)、川越 繁敏、湖浜 剛　◇特色／聖

書は霊感された神の言葉であると信じる。できうるかぎり

新約聖書の姿に似た教会を建てあげる。教会はあらゆる

点において教派主義に陥らないよう心がける。　◇沿革

／1987年、所沢教会が神谷光匡牧師によって創立された。

そして、横浜教会（1988年）、伊豆教会（1989年）、西宮

教会（1990年）、福岡教会（1992年）、長野教会（1996年）、

富山教会（2001年）が、それぞれ開設された。

シオン宣教団
［シオン宣教団］〒690-0001　島根県松江市東朝日町210-

1 あさひビル3F　Tel&Fax.0852-31-9368　◇創立／1986

年　◇松本 光弘(監督)、森谷 勉(引退牧師)、辻本 眞悟(牧

師)、松本 まゆ子(副牧師)、辻本 真三子(副牧師)、碇 拓

慈(牧師)、安達 隆夫(牧師)、碇 いづみ(伝道師)、福代 浩

美(伝道師)、有井 慰作(伝道師)、有井 典子(伝道師)　◇

特色／ (1)聖書はすべて誤りなき神の言と信ずる。　(2)父

と子と聖霊として現れた唯一の神を信ずる。　(3)イエス・

キリストは神の御子であり、全世界の唯一の救い主である

ことを信ずる。　(4)神の像に似せられて造られた人間は

堕罪により起こる一切から、キリストの十字架の血によっ

てあがなわれると信ずる。　(5)救われた者は、父と子と

聖霊の名によって浸礼を受けて潔い生活をすることを信

ずる。　(6)信徒は聖霊の神格を認め、バプテスマを受け

聖霊に導かれて生活し、聖霊の果を結び、賜物を有する

ことを信ずる。　(7)私たちは地方教会の自治、自給を信じ、

信徒はその会員となることを信ずる。　(8)私たちはキリ

ストの再臨を信ずる。　◇沿革／大阪シオン教会から開

拓伝道に出た人々が、教団の必要性を感じる気運の中で、

新教団を1986年1月6日に設立した。森谷勉監督のビジョ

ンのもと47都道府県に向って宣教活動を展開。大阪、和

歌山を拠点に、現在おもに日本海側に働きを進めている。

松江、金沢にそれぞれ開拓教会を建てあげ、さらに聖霊

に励まされて、日本全国の福音化を目指す。

【E-Mail】BQZ02666@nifty.com

ジャパン・ベサニー・ミッション
［JBM.］〒586-0077　大阪府河内長野市南花台3-6-51　

Tel&Fax.0721-65-0929　◇創立／1987年　◇ドウゲン，
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ュニティ・チャーチ開設に伴い、2つの独立教会にて新生

キリスト教会連合を設立。2003年4月、新たにキリストの

栄光教会を開設。2007年7月、相模原ホープチャーチを新

に開設。

【HP】http://www.mccjapan.org/

【E-Mail】mccjapan@nifty.com

スウェーデン同盟キリスト教団
［SACM］〒164-0001　東京都中野区中野2-1-5　Tel.03-

5341-6913　◇創立／1954年　◇吉持 章(理事長)、リギ

ア，ドン(常任理事)、神尾 鋼行(常任理事)、多胡 元喜(常

任理事)、鴻海 誠(常任理事)、丸山 泰輔(理事)、バーン，

スティーブ(理事)、石川 正(理事)、岩本 信一(理事)、小崎 

健二(理事)、守部 喜雅(理事)、三谷 康人(監事)、佐藤 丈

史(監事)　◇特色／プロテスタントの信仰をもち、旧新約

聖書66巻に啓示されるイエス・キリストの福音を宣べ伝

え、日曜礼拝・祈祷会などの儀式行事を行い、聖書及び

信仰書の頒布をとおして、いのちのことばを教え、信者を

教化育成することを目的とし、その目的を達成するための

業務及び事業を行う。　◇沿革／1950年に最初の宣教師

がスウェーデンから来日し、日本での宣教を開始した。以

後、2003年に至るまで、14人の宣教師が派遣され、愛知県、

静岡県を拠点に開拓伝道し、20の教会を興してきた。そ

のうち16教会は、現在、日本同盟基督教団に所属している。

2003年、「在日スウェーデン基督教同盟宣教師団」から現

名称に改称し、いのちのことば社伝道グループの働きが

事業部門として加わるようになった。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/sacm/

聖イエス会
［聖イエス会］〒616-8207　京都府京都市右京区宇多野

長尾町9　Tel.075-461-4614　◇創立／1946年　◇佐藤 

丈夫(長老・司牧)、島田 英明(長老・代表役員)、弘津 誠(長

老)、山中 彰徳(長老)、大塚 信(長老)、濱本 義樹、三好 

英昭、松本 圭三郎　◇特色／本会は、旧新約聖書を神の

言葉と信じ、使徒信条を告白する。とくに、イエスの神性

とメシヤ性を信じる者に、御名によって与えられる永遠の

命と、イエス・キリストの再臨による神の国の実現とを信

じる。　また本会は、聖書の啓示に基づき、イスラエル

と異邦人によって構成される聖なる神殿（エフェソ2：21）

を完成し、メシヤを迎え、神のご計画を実現することを使

命とする。　そして本会は、その使命を達成するために「キ

リスト者はキリストのごとく」「教会は使徒行伝のごとく」

を標語とし、各自が御名によってキリストを心に宿し、キ

リストの御姿を内に完成し、キリストのように生きること

を目指す。　◇沿革／「聖イエス会」は、創立者大槻武

二牧師が1938年1月9日、鮮明な聖霊のバプテスマ（キリ

ストの内住）を体験したことに基づき、それに続くリバイ

バルを経て、1946年1月5日、神ご自身より「汝その名を

イエスと名づくべし。己が民をその罪より救い給う故な

り。」（マタイ1：21文語訳聖書）と聖書の啓示を受け、聖

霊によって生まれた教団である。

【HP】http://www.seiiesukai.org/

聖書教会連盟
［聖書教会連盟］〒920-0277　石川県河北郡内灘町千鳥

台3-13　Tel&Fax.076-237-7967　◇創立／1965年　◇

横山 幹雄(代表役員)、荒川 康司(責任役員)、永井 仁志(責

任役員)、中西 明(責任役員)、梶山 献一(責任役員)　◇特

色／聖書66巻は誤りなき神のことばであり、信仰と生活

天の右に着座された。そしてもう一度この世に来られる。

人はイエス・キリストを信じ、悔い改めることにより新生

を体験する。それはただ神の恵みによる。教会はキリス

トの体でありこの世から召し出された信者によって構成さ

れる。礼典を守り、伝道に励む。教会には5つのつとめの

賜物が与えられている。（使徒、預言者、伝道者、牧師、

教師）また、実際的な賜物と9つの賜物（Ⅰコリント12章）

は、キリスト者を通し5つの務めの秩序の内にあって、キ

リストの体を立て上げる神の道具となる。　◇沿革／リ

バイバルがおこることを主に語られその召しを受け、1984

年4月1日より、主の導きにより国分寺市にて開拓教会とし

てスタート。現在国内に114教会、海外に約140教会を有

している。また「主の十字架」という名称は、「主の十字

架を負い、祈り聞き従う」、クリスチャンセンターという

名称は、ここから多くの場所に派遣されていくという示し

からつけられている。「リバイバルの使命」「海外宣教」「賛

美（ゴスペル）」「聖霊の賜物（9つ）」「海外孤児院」「働

き人に女性が多く用いられている」「メディア（インター

ネット・出版・新聞・CD）を用いる」「映画に重荷がある」

「イスラエルに重荷がある」「祈祷院」「神学校」などの特

色がある。

【HP】http://www.tokyo-antioch.org/

【E-Mail】tlccc@crocus.ocn.ne.jp

勝利教会グループ
［勝利教会］〒330-0856　埼玉県さいたま市大宮区三橋

4-64-2　Tel&Fax.048-623-1225　◇創立／1980年　◇

井上 典威(代表、主任牧師、宗教法人役員（代表）)、井

上 文月(副代表、宗教法人役員、牧師)、松永 恵子(七里

チャペル長)、稲垣 悦夫(那須チャペル長)、狩野 良江(ジ

ョイフルチャペル長)、松沢 輝(宗教法人役員)、原口 政則

(宗教法人役員)、福原 奈美(宗教法人役員)、楊 潤重(イエ

ス・キリスト聖愛教会牧師)　◇特色／旧新約聖書は、霊

感された、神のことばであって、信仰と生活の唯一の完

全な規範である。　◇沿革／1980年井上典威牧師が「聖

書信仰と愛を土台とした教会」の理想を掲げて創設した。

当時の教会員は牧師の家族3名で、埼玉県さいたま市大宮

駅前で路傍伝道をした。初めは牧師自宅において礼拝を

していたが、手狭になったため、翌年土地を購入し、会

堂（現大宮チャペル）を新築した。現在までに10チャペ

ル開設した。今後も続けて開設していく予定である。教

職養成機関として勝利学園（勝利聖書学院、勝利聖書神

学校）を1992年9月に開設。伝道会社によるミルトスデイ

サービスは2002年埼玉県さいたま市に開設。ヴィクトリ

ープレスは出版部門である。

【HP】http://www.victorychurch.jp/

【E-Mail】vic_church@hotmail.com

新生キリスト教会連合
［新生連合］〒194-0013　東京都町田市原町田4-18-3 町

田クリスチャンセンター内　Tel.042-732-8341 Fax.042-

732-8340　◇創立／1999年　◇杉本 智俊(代表)、増田 

泰司(役員)、川端 光生(役員)、佐藤 聡(役員)　◇特色／

聖書は神の霊感によって記された神の言葉であり、イエス・

キリストは信ずる者を新生、聖化するという、福音的信仰

に立つ。また、それぞれの地方教会は、他教会との相互

依存の関係を尊重するが、完全に独立自治である。　◇

沿革／1979年10月、中川健一牧師による町田クリスチャ

ンセンター開拓伝道開始。1989年9月、中川師辞任に伴い、

後任として杉本智俊牧師が就任。1999年8月、中通りコミ
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生命」を忠実に生きることこそが信仰の基本です。 (2) 新

約の福音では「人の肉はすべて死んだもの」として扱わ

れていますから、自己の肉体意識による感覚で生きるべ

きではありません。 (3)十字架の贖いによって、すでに人

間に救いは与えられており、何かの人間的努力で、これか

ら救われるのではありません。しかし、すべての人はこの

神の処置に従い、これを受け入れる必要があります。　(4) 

以上の事柄は、そのままでは日本人に理解できないため、

日本人には日本人の精神性に合わせた福音の説き方が必

要であると考えます。　(5) 黙示録７章に記されているよ

うに、イスラエル144,000の額に「生ける神の印」がおさ

れねば、イスラエルの霊的回復も、キリストの再臨もあり

えません。この実現のため力強く祈り、働くことをめざし

ております。　◇沿革／聖書研究会は、村岡太三郎師

（1901-1991）により、1948年（昭和23）に創設され、

1952年（昭和27）７月、宗教法人として登録されました。　

昭和の初め、ホーリネス教会の指導者だった中田重治師

は、イスラエル回復の重要性を説きました。イスラエルの

国も無かった当時、ユダヤ人の回復を祈るべきだと提唱

したのは、非常に画期的なことでした。ホーリネス教会に

所属していた村岡太三郎師はその教えを受けました。　

聖書は宗教の書物ではなく、世界歴史を動かす神の約束

の書物であり、この流れのポイントにいるのがユダヤ民族

であると、村岡太三郎師は力強く説かれました。そして私

たちは、日本人がイスラエルの悔い改めの為に祈ることの

必然性を伝道しました。　ユダヤ的な発想にもとづいて

書かれた聖書は、そのままでは日本人には理解できない

という村岡太三郎師の考えにより、聖書研究会は日本人

の精神性に合わせた様々な伝道活動を行い、東京、名古屋、

京都、大阪、神戸など各地に集会を設立しました。

【HP】http://www.zion-jpn.or.jp/seisho/

【E-Mail】skk@zion-jpn.or.jp

聖書宣教教会
［BMC］〒740-0036　山口県岩国市藤生町1-26-24　Tel&

Fax.0827-31-7229　◇創立／1955年　◇ミラー，Ｊ・ア

ロン(代表役員)、猪坂 登、ボーマン，R・マサル、高市 

訓明　◇特色／旧新約聖書を誤りなき神の言葉と信じ、

それを信仰と生活の基準とする福音主義的信仰に立ち、

ウエスレアン・チック・ホーリネスの立証を強調する。　

◇沿革／初期のホーリネスの群れのような昔ながらの信

仰の線を保持し、交わりにも個人的ホーリネスを持続した

いとの思いを持つホーリネス人が、多くの祈りを重ねた後、

呼びかけて同じ思いを持つ同志が1955年9月8日アメリカ・

アイダホ州ナンパの西5マイル、コードウェルの東4マイ

ル国道30号線の所に設置されたテントに集まり、集会は

150名ほどが集まって、5週間に及んだ。その結果1955年

11月126名の会員をもって、聖書宣教教会となった群れを

組織した。全世界を教区とするこの群れから、日本教区に

送られた宣教師によって、1965年4月に山口県岩国市で伝

道を開始。1970年3月宗教法人岩国聖書宣教教会として正

式に登録、今日に至る。

聖書友の会
［聖書友の会］〒168-0072　東京都杉並区高井戸東4-20-

25　Tel.03-3332-3715 Fax.03-3247-6249　◇相見 一朗

(牧師)、井上 文月(副代表、総音楽部長、大宮チャペル長

代理)、安孫子 正志(総経理部長)、松沢 輝(総企画実行部

長)、松永 恵子(七里・春日部チャペル長)、稲垣 悦夫(那

須チャペル長)、寺山 加代子(那須副チャペル長、白河チ

の唯一の規準であるとする聖書信仰に立つ。人間は堕罪

により全く無力になり、一方的な神の選びと恩寵により、

聖霊によって、また、与えられる信仰によって救われる。

教会はイエス・キリストを救い主と告白し、水によるバプ

テスマ（浸礼）を受けた者によって構成される。イエス・

キリストは目に見える形で再びこの世界に来られる。教会

はその日まで福音を宣教しつづける使命を与えられてい

る。　◇沿革／1965年に、能登半島の福音化のために宗

教法人聖書教会連盟を設立。その後、金沢とその周辺に

も福音宣教が拡大され、今日に至っている。教団としては

能登キャンプ場が主に若者たちの春・夏のバイブル・キ

ャンプに用いられている。

【HP】http://kyoukai.com

聖書キリスト教会
［聖書キリスト］〒176-0012　東京都練馬区豊玉北1-12-

3　Tel.03-5984-3571 Fax.03-5984-3572　◇創立／1953

年　◇尾山 令仁(会長・理事長)、岡野 俊之(理事)、押久

保 良(理事)、増沢 康年(理事)、小坂 圭吾(理事)、広崎 仁

一(理事)　◇特色／聖書に明瞭に啓示されている箇所に

ついては譲ることが出来ないが、それほど明瞭に啓示さ

れていない箇所については、他の解釈についても受け入

れる。聖書が明瞭に啓示していることとは、次の事柄であ

る。(1)聖書の無謬性及び信仰と生活における唯一の基

準　(2)三位一体の神の聖定、予定、創造と摂理　(3)神の

かたちに似て創られた人間の堕落による罪人性　(4)神で

あり人であるキリストの処女降誕、身代わりの贖い、復活、

再臨　(5)キリストの十字架の贖いの御業を私たちに適用

して救ってくださる聖霊の働き　(6)神の恵みの御業とし

ての救いは罪及びその一切の結果からの救い　(7)教会は

この世から救い出された信者（御霊によって新生した人々）

によって構成され、キリストの体であり、建て上げられて

いくことと、福音宣教の使命が与えられている　(8)キリ

スト再臨の時、信者の救いが完成、キリストと教会との完

全な結合と神の国の輝かしい完成がある　◇沿革／真に

神の栄光を現わす、聖書に堅く立った教会を、今の時代、

この日本に建てたいという願いをもって、1953年3月、尾

山令仁牧師が、ただ神のみに頼り、自主独立で路傍に立ち、

開拓伝道をしたことに始まる。私たちの教団は、終始神

の言葉である聖書に聞き、聖書に従うことを旨とし、聖書

が教えている通りの教会を建てることを願って、今日まで

の歩みをしてきた。キリスト教会二千年の伝統を尊重し、

しかも伝統に縛られることなく、つねに聖書に帰り、そこ

から出発していくことがその特徴である。つまり、聖書に

堅く立つ教会というのが、聖書キリスト教会の立場であり、

愛の教会というのがその性格であり、宣教の教会というの

がその使命である。　牧師養成機関として東京神学校が

設けられており、読むだけで分る聖書を発行する機関と

して、現代訳聖書刊行会を持っている。

【HP】http://www.seishokirisuto.com/

【E-Mail】info@seishokirisuto.com

聖書研究会
［SKK］〒616-8228　京都府京都市右京区常盤下田町9 聖

書研究会本部　Tel.075-861-2619 Fax.075-861-2750　◇

創立／1948年　◇村岡 丈夫(牧師・代表役員)、村岡 大

輔(牧師)、岸本 福男(牧師)　◇特色／聖書研究会は、キ

リストの福音を、人間の常識や従来のキリスト教神学で理

解するのではなく、キリストの側、つまり神の意志や経綸

にもとづいてうけとめています。　(1) 「イエスの名にある
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は、1936年、大きな教派における聖書が誤りのない神の

み言葉であることを固く信ずる信仰から離れていく動きを

懸念する人々によって創立されました。当教会は、初め

から、外国宣教に思いが与えられ、創立後まもなく日本と

満州に宣教師を派遣しました。ミッションは日本に正統長

老教会の教派を創立するのではなく、日本キリスト改革派

教会を建て上げることに協力することが目的です。私たち

は、小さなミッションです。宣教師は、現在、沼津に１人、

山形に1人、仙台に2人います。

世界福音伝道会
［世界福音］〒529-1405　滋賀県東近江市五個荘金堂町

569　Tel.0748-48-2047　◇創立／1950年　◇田中 隆裕

(理事長、教会部長)、高橋 博(副理事長、総務部長)、クロ

ーハースト，マーティン(副理事長、宣教師会会長)、ガウ

ブ，ユルゲン(理事、教学部長)、奥村 拓也(理事、国内宣

教部長)、菅原 義久(理事、世界宣教部長)、宮戸 喜正(理事)、

山田 隆義(理事)　◇特色／私達は聖書が霊感による唯一

の、誤りなき権威ある神のみことばであると信ずる。私達

は永遠に父、子、聖霊の三位格に於いて存在し給う唯一

の神を信ずる。私達は主イエス・キリストの神性、及び

主の処女降誕、罪なき生涯、奇蹟、流し給うた御血によ

る代償的あがないの死、肉体的復活、昇天して父なる神

の右に昇り給うた事と、権威と栄光の内に再臨し給うこと

を信ずる。私達は失われた罪の中にある人が救われるた

めに、聖霊による新生が絶対に必要である事を信ずる。

私達は聖霊が現在地上にお働きになっており、基督信者

はその内在によって、敬虔なる生涯を送り得るものとされ

ることを信ずる。私達は救われる者及び、失われた者の

復活を信じ、救われた者は生命に甦り、失われたものは

滅び甦ることを信ず。私達は主イエス・キリストにあって、

その体である教会に属する信者の霊的一致を信ずる。　

◇沿革／D.L.ムーディのロンドンミッションの感化を受け

たC.T.スタッドはケンブリッジ・セブンとして、ハドソン・

テイラーの下でCIMの宣教師として10年間中国奥地で伝

道をしたのち、インドでの8年の伝道生活を経て、アフリ

カのザィール（当時のコンゴ）でHAM（Heart of Africa 

Mission）を設立しました。この働きが他のアフリカの諸国、

南米、アジアに広がり、現在国際WEC（Worldwide Eva

nzalization For Christ International）の名称で16カ国の

宣教師送出国より70の国々で1798人の宣教師が伝道に従

事しています。　わが国では1950年米国より国際WECの

ロン・フルトン宣教師が来日して滋賀県神崎郡五個荘町

金堂に本部をさだめて日本伝道を開始しました。以来さ

まざまな教派の背景を持つ宣教師がさまざまな国から日

本に送られてきました。超教派、他国籍宣教団体として

聖書信仰にたち、宣教の情熱に満たされて、滋賀県、京

都府、奈良県で伝道を展開してきました。1950年より

1970年までは国際WEC宣教師が中心になって活動を続け

ていましたが、1971年1月国際WECの生み出した日本の教

会組織として世界福音伝道団がWEC宣教師、日本人教師、

日本人教会の協力によって新しい団体として生まれまし

た。現在山本省三師・佳子師を北米日系人伝道に、尾上

慶子氏をモンゴル宣教に派遣・支援を行っています。

1989年より団体組織を教会部、教学部、世界宣教部、国

内宣教部、総務部、宣教師会に改革しました。

【HP】http://www.sfddchurch.com/

【E-Mail】sfdd.tanaka@gmail.com

ャペル長)、狩野 良江(北群馬チャペル長)　◇特色／目

的　ひろく聖書の福音を宣べ伝え、世の人々をして救い

の恩寵に与らせ、礼拝、儀式および行事を行い、会員を

強化育成するとともに、そのために必要な業務を行う。

宗教法人「聖書友の会」はその目的にしたがって、次の

ような宗教活動をいたします。A.毎日曜日に聖書友の会

各教会の礼拝、教会学校。B.恒例儀式：クリスマス礼拝、

復活祭礼拝、創立記念礼拝。C.行事：聖書友の会聖書の

あかし大会、聖書友の会全国研修会東部大会、西部大会。

信仰の特色　神の御旨は自然において明らかにされると

聖書に示されております。従って私共「自然の中における

神の発見」をいつも心がけております。上記Cの行事の中

の聖書友の会全国研修会も、そしてまた、壮年会研修会、

青年会研修会も、自然観察を中心に計画されます。　◇

沿革／1924（大正13）年5月1日　日本基督教団霊化教会

設立。主たる事務所を東京都新宿区諏訪町227番地とする。

1954（昭和29）年3月9日　宗教法人設立。1975（昭和

50）年5月12日　日本基督教団を離脱し、宗教法人「聖書

友の会」と改称。主たる事務所を東京都杉並区高井戸

4-20-25に移転。

聖成基督教団
［聖成基督］〒653-0812　兵庫県神戸市長田区長田町1-2-

6　Tel&Fax.078-691-1419　◇創立／1948年　◇西田 照

雄(総理、神学院院長、総務、聖会部長、路傍伝道実践部

長)、毛利 豪(比較宗教研究部長、祈祷部長、厚生部長)、

足達 和章(事務局長、国外宣教・壮年部長)、山本 稔(神

学院・渉外・教団信仰護教部長、教会学校・出版部長)、

西田 潔嗣(教育・青年部長、神学院舎監)、西村 すヾ子(婦

人・音楽部長)、庄司 久子(信徒伝道者)、尾瀬 瑠璃子(信

徒伝道者)　◇特色／使徒時代より継続されてきた正統

的、保守的信仰で、聖書66巻を神の言と信じ、信仰と行

為の唯一の基準とする。世界宣教は主の至上命令である

が、単なる伝道および宣教に終わらず、聖霊の聖化によ

る教会を建て、教会を形成しつつ、その教会を通して世

界宣教の使命を全うする。なお、教会建設は経済的およ

び他の面においても外国依存せず、この世的方法を用い

ず、使徒行伝のごとく、祈りと信仰と愛と聖霊の能力によ

りて行う。　◇沿革／1948（昭和23)年11月3日創立。空

襲により焦土と化した地に立つ、総理紺本薫によって救

われた10名足らずの者は家庭集会をしていたが、主の導

きにより現在地を購入し、天幕を建てて伝道を開始した。

救われる者が起こり、直接伝道者として召命を受けた者

が生まれ、東洋聖書神学院を設立した。聖書と聖霊によ

って導かれ、実践的訓練を経たものは各地に任命され、

無の中より教会を建て、聖成基督教団を形成した。

【HP】http://seiseik.web.infoseek.co.jp

【E-Mail】minoru_yamamoto@hotmail.co.jp

正統長老教会日本ミッション
［OPCJM］〒981-3103　宮城県仙台市泉区山の寺2-21-27 

仙台めぐみ教会　Tel&Fax.022-218-5510　◇創立／1938

年　◇カルヴィン，カミングス(議長)、ラウア，スチュワ

ート(書記)　◇特色／正統長老教会は16、17世紀ヨーロ

ッパのカルヴィン主義改革の信仰の子孫であり、神の栄

光を追求する教会です。聖書を神の誤りのないみ言葉と

してまた私たちの信仰と生活の基準として堅く信じていま

す。私たちは栄光の主であり、御民の主であるキリストを

宣教します。私たちを救うために贖いの歴史通して現れ

ているキリストを宣教します。　◇沿革／正統長老教会
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単立ペンテコステ教会フェローシップ
［TPKF］

チャーチオブクライストニュージーランド日
本

［CCNZ日本］〒565-0836　大阪府吹田市佐井寺4-53-3　

Tel.06-6387-8178 Fax.06-6387-8161　◇創立／1965年　

◇高田 義三(牧師・代表役員)、久保田 正敏(長老)、藤本 

紀(長老)、松野 直俊(長老)、萬代 辰治(長老)　◇特色／

真理の柱、真理の基礎としてのキリスト教会を形成する

ため、聖書に書かれている、父、御子、聖霊の神を信じ、

(1)神を礼拝すること (2)救いを受けたキリスト者が交わり

をもつこと (3)イエス・キリストの福音を伝えることを、

守り行うことに励んでいる。　個々のクリスチャンに対し

ては、世から選び出され、天国に向かって歩む旅人として、

みことばに立つこと、祈ること、教会生活を忠実に送るこ

と、あかしすることが励まされている。　また、キリスト

の弟子としての訓練、世俗からの分離、清め、神への従

順と明け渡しを重んじている。　儀式としての『水のバ

プテスマ』は浸礼で行い、『聖餐式』は毎安息日に礼拝時

に行っている。『聖霊のバプテスマ』は、イエス・キリス

トの命令通り、水のバプテスマを受けた者に与えられる神

からの約束の賜物として信じ受け入れている。　◇沿革

／1963年、日本から世界一周に出発した現牧師高田義三

と友人が、最初の寄港地ニュージーランドで、オークラン

ド市郊外にある教会“チャーチ オブ クライスト ニュージ

ーランド”に誘われ、そこで共に回心。その後、宣教へ

のビジョンが与えられ、帰国後、教会活動が開始された。　

聖書が語る正しい神観、人間観そして世界観から「イエス・

キリストの福音」を広く伝えるため、1965年5月、大阪市

の中之島中央公会堂で“中之島クリスチャンの集い”を

開始。1972年12月、宗教法人認可。1975年10月、吹田市

南千里に教会堂を献堂。教会の名称を『チャーチ オブ ク

ライスト ニュージーランド日本 大阪教会』とする。1988

年、新礼拝堂建設。　1991年、枝教会として、『徳島』『鳥

取』『明石』『北九州』の4ヶ所で各『クリスチャンの集い』

の働きが開始される。その後、1993年に『横浜クリスチ

ャンの集い』。1994年に、大阪市内で『東住吉クリスチャ

ンの集い』。1996年には、大阪市中之島中央公会堂で『中

之島クリスチャンの集い』を再開。1997年に『小豆島クリ

スチャンの集い』。1998年には『奈良クリスチャンの集い』

と『富田林クリスチャンの集い』が開始される。さらに

1999年には、尼崎市の『つかしんコミュニティチャーチ』

で開始。現在に至る。　1995年4月、大阪教会聖書塾開講。

1996年12月、教会のキャンプ場“キャンパス小豆島”開所。

同キャンパス小豆島内で、福音喫茶“ぶどうの木”も始

める。　母教会にあたる“チャーチ オブ クライスト ニュ

ージーランド”は、単立の聖書的福音的教会で、1946年、

故フレデリック・アーサー・ウィルソン牧師によって創設

された。現在、ニュージーランド国内に2つの枝教会の働

きを進める一方、海外宣教師をフィリピン、アフリカ等の

国々に派遣している。1965年の大阪教会創立以来、母教

会とは物心両面で主にある愛の交流が続けられている。

【HP】http://www.ccnz.jp/

【E-Mail】osaka@ccnz.jp

チャーチ・オブ・ゴッド
［COG］〒212-0012　神奈川県川崎市幸区中幸町4-21 川

崎キリスト教会　Tel.044-511-0641 Fax.044-511-0674　

◇創立／1951年　◇古波津 保秀(理事長)、伊東 宏明(理

センド国際宣教団
［センド国際］〒359-0023　埼玉県所沢市東所沢和田2-4-

12　Tel.04-2945-9077 Fax.04-2945-9080　◇創立／

1954年　◇トリーベル，ベンハード(理事長・代表役員・

伝道部長)、バークマン，デビッド(副理事長、伝道部長)、

カネキ，スティーブ(会計)　◇特色／(1)聖書は聖にして、

無比なる霊感によって記された神の言葉であることを信

ずる。(2)神は唯一にして、父と子と聖霊の三人格に於い

て永遠に存することを信ずる。(3)我等の主イエス・キリ

ストの神性を信ずる。(4)凡ての人には聖霊による新生が

絶対に必要であることを信ずる。(5)聖霊は現在も働き給

うことを信ずる。(6)死後、信者も不信者も復活すること

を信ずる。死後の審判の後、信者は永遠の生命にあずかり、

不信者は第二の死に定められる。(7)教会は此の世に於い

て、キリストに関し証人となる救われた者の団体である。　

◇沿革／第二次世界大戦の終わり頃、マニラ駐屯米軍の

中に多くの熱心なクリスチャンがおり、伝道活動をしてい

たが、終戦とともにその一部が日本に移動し、マニラにお

けると同様に孤児救済、神学教育など福音宣教を始めた。

これらフィリピンと日本でそれぞれ別々に宣教に携わって

きた者の代表16名が、帰米後の1947（昭和22年）年1月、

デンバー市でFar Eastern Gospel Crusadeを設立し、P.ア

ームストロングが初代理事長に選ばれた。在米の龝近祐、

初野夫妻らが同年10月、宣教師として初めて来日。翌

1948年10月12日在日宣教師らはL.E.スウィートを議長と

し、超教派の伝道機関として「極東福音十字軍」を発足

させ活動を始めた。当初は伝道を主としたが、後には教

会建設を目的とした。1950年には約30名の宣教師が加わ

り、当時の理事長スウィートの下に関東地方の山村へと伝

道を開始し、新しく派遣されてくる宣教師の訓練の場とし

て横浜にセンドセンターが建てられた。また1950年には

龝近師が独立して「イエス福音教団」を結成し、58年に

は日本人信徒により「福音宣教協力会」が結成され、以

来極東福音十字軍の宣教師は福音宣教協力会の働きを補

助することとなった。1962年、福音宣教協力会は発展し

て「日本新約教団」が設立され、更に1992年発足の「日

本福音キリスト教会連合」へと至っている。極東福音十

字軍は「教会のない所には教会を設立し、教会がある所

ではそれと協力して伝道する」をモットーとして、教会開

拓の働きと同時に文書伝道、学生伝道、奥多摩バイブル

キャンプなどの活動、およびクリスチャン・アカデミー・

イン・ジャパン（CAJ）の設立のために力を注いできた。

1982年に「センド国際宣教団」と改称した。また新しく

東所沢にセンドセンターを建設し、1993年に移転した。

【HP】http://www.send.org/

【E-Mail】office@send.jp

全日本バプテスト・ミド・ミッション
［BMMJ］〒339-0056　埼玉県岩槻市加倉1-1-302 Sビル

2F　Tel.048-756-8842　◇創立／1989年　◇三田 鉱一

た

大韓イエス教長老会
［大韓イエス］〒124-0001　東京都葛飾区小菅1-30-5 東

京イエスの家族教会　Tel.03-5650-2595 Fax.03-5650-

2526
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ートン。日本メノナイト・キリスト教会会議はこの系統）、

日本キリスト兄弟団（主に山口で活動）からも宣教師が遣

わされ、都内の3ヶ所で教会活動が行われた。これらの教

会の協力団体として、1964年に京浜伝道協力会がつくら

れた。1978年には教会、集会数は8つを数えた。1979年

11月に再編成をし、新しく東京地区メノナイト教会連合と

して発足、現在に至っている。

東京中央教会
［東京中央教会］〒169-0072　東京都新宿区大久保2-18-

8　Tel.03-3208-8491 Fax.03-3208-8438　◇創立／1990

年　◇李 康憲(代表役員)、岡村 駿哉、岩田 栄子、三井 

百合花、高 正姫、本田 市三郎、宮本 光明、隋 象震(監事)、

西片 啓泰(監事)　◇特色／旧新約聖書66巻は神に霊感さ

れた誤りなき神のことばであり、イエス・キリストをあか

ししている。聖書は私たちの信仰と生活の唯一の規範で

ある。　聖書により、イエス・キリストにより啓示される

唯一の神は父、子、聖霊なる三位一体の神であり、天地

万物を創造され、摂理の働きによってそれらを支配し、

保持しておられる。　イエス・キリストは私たち罪人の救

いのために人となり、十字架上の死によって贖いを完成さ

れた。私たちは恵みのゆえに、イエス・キリストを信じる

信仰によって罪の赦しを受け、義と認められる。　聖霊

は私たちの救いのために働かれる。また信者の中に助け

主として内住し、聖化させ、義の実を結ばせる。神は信

じる者に聖霊のバプテスマを与えてくださる。　教会は

イエス・キリストのからだであり、信者はその器官である。

地上の教会は聖書の真理に堅く立ち、礼拝を守り、洗礼

と聖餐式を執行し、すべての造られたものに福音を宣べ

伝えつつ、イエス・キリストの栄光ある現れを待ち望む。　

◇沿革／李康憲牧師は、1985年に在日同胞と日本人救霊

のための使命をいただき、宗教法人東京中央教会の代表

として招聘され東京の四谷で牧会を始めました。来日し

て3ヵ月も経たないうちに教会が倍以上に成長したため、

同年5月、教会を四谷の教会より3倍以上広い職安通りに

あるビルへ移転しました。教会は成長し続け、東京を中

心とし地方から多くの信徒が現在も出席しています。日本

各地に20ヵ所以上開拓教会を建てて、成長させ、独立させ、

未自立の教会は今も援助しています。　李康憲牧師は牧

会のかたわら国内外の宣教のために、国内はもとより海外

でも多くの聖会に招かれ、また、次世代のために教役者

を養成するための神学校を開校、現在たくさんの主の器

を輩出しています。1991年、神様の恵みにより東京の真

ん中に聖殿建築用地を約30億円で購入し、その後約3年あ

まりの間周辺地域より教会堂建築を阻止しようと、多くの

人々が妨害をしましたが、1995年聖殿建築工事に着手す

ることができました。工期が約2年、会堂建築費が約14億

円、礼拝の一度の収容人数が約1500人という日本のキリ

スト教の歴史上類を見ない新聖殿が完成し、1996年12月1

日入堂礼拝を神様に捧げることができましたのは、まさに

主の恵みによるというほかありません。　現在、李康憲牧

師は韓国人約1500人と日本人約1500人の信徒を牧会しな

がら、世界各国に聖会、講義、セミナー等の講師として

教団教派を超えて働いており、世界宣教のために全力を

つくしています。また、東京中央神学院・大学院は1998

年から霊的な人材の養成のために、アメリカ合衆国政府

認可校であり、ミッション系大学であり、米国神学大学院

協会に入会している米国ルイジアナ バプテスト大学校と

の共同の学位課程を設けました。学院長でもある李康憲

牧師は後輩養成に努め、国内外の宣教を更に推し進め、

事)、高橋 富三(理事)、渡辺 貞雄(理事)、菊池 昌利(理事)、

鈴木 講治(理事)、鈴木 勝治(理事)、大内 秀子(理事)、関 

昌宏(理事)、伊東 献仁(理事)、坂本 安(理事)　◇特色／

旧新約聖書を誤りない神の言と信じ、これを信仰と生活の

基準とする福音主義的信仰に立ち、神学的にはウェスレ

ー的アルメニアンの立場を継承する。教団の基本理念に

は、(1)福音の宣教、(2)聖潔の生涯、(3)教会の形成を掲げ

る。　◇沿革／1951年（昭和26年）8月、前チャーチ・

オブ・ゴッド総理レイモンド・シェルホンは、川崎市民米

語学校で英会話を教えるかたわら聖書研究会を持ち、現

教団の基礎を築いた。1952年（昭和27年）11月6日、川崎

市砂子町2-52で教会形式開始。1955年（昭和30年）宗教

法人「聖書福音会」川崎キリスト教会として正式に発足

した。1955年（昭和30年）9月10日川崎市幸区中幸町4-21

に移転。1962年（昭和37年）法人名を「チャーチ・オブ・

ゴッド」と変更、現在に至っている。

【E-Mail】kcc@kw.netlaputa.ne.jp

超教派ブレザレン教会
［KICC］〒655-0049　兵庫県神戸市垂水区狩口台5-1-

101　Tel&Fax.078-784-2939　◇創立／1995年　◇岩村 

義雄(代表)、本田 寿久(書記)、福岡 真悟(書記)　◇特色

／1995年に起こった阪神大震災を契機に路傍伝道によっ

て興された。聖書に基づいてカテキズムを信仰基準とす

る。歴史的基本信条を受け入れ、教会組織は長老政治。

教団教派を超えた宣教協力を推進する。　　◇沿革／当

教会は、1995年の阪神大震災を契機に、路傍伝道によっ

て起こされた。通勤の男性ビジネスマンたちが集う異色

の教会。戸別訪問などを成員たちが積極的に行う。「The 

Way」という機関誌を月1回発行。ホームページによる問

い合わせもある。

【E-Mail】QYH05423@nifty.ne.jp

東京地区メノナイト教会連合
［東京メノナイト］〒341-0018　埼玉県三郷市早稲田4-13-

2 三郷キリスト教会　Tel&Fax.048-958-5823　◇創立／

1979年　◇宮崎 宣洋(議長)、大野 和子(書記)、金丸 実

宏(会計)　◇特色／聖書は神の言葉であって、信仰と生

活の誤りない規範である。教会共同体の中で働かれる聖

霊に導かれて、これを正しく理解することができる。　キ

リストの贖いによる救いを信じ、イエスが主であられるこ

とを自発的に告白する信徒によって、教会は構成される。

そこでは、神の前に平等である兄弟姉妹の交わりが重ん

じられる。　信徒は聖霊の力に助けられて、イエスに従う

道を歩くことに努める。兄弟姉妹はあらゆる面で助け合う。

具体的な愛の奉仕を強調する。いかなる戦争にも反対し、

積極的に平和を構築する道を求める。　◇沿革／16世紀

の宗教改革時に、国教会・領邦教会的体制に反対して自

由教会を標榜したアナバプテストの群れは、「弟子の道」

の強調、絶対平和主義の主張などのために迫害を受け、

アメリカ・カナダへ逃れた。その流れを汲むメノナイトの

諸教会は、20世紀にいたってようやく積極的な海外伝道

に従事するようになった。　日本での伝道は1949年に始

まったが、メノナイト系の各宣教団は大阪、北海道、九州、

山口など特定の地域を中心に教会建設をした。だが、地

方で洗礼を受けた後上京する者も多く、1953年メノナイ

ト伝道局（本部はインディアナ州エルクハート。日本メノ

ナイト教会協議会はこの系統）から、東京で奉仕するた

めの最初の宣教師が送られ、翌年に方南町教会が創立さ

れた。　その後海外伝道委員会（本部はカンザス州ニュ
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言葉が語られ、その教えに基づいて生活することが求め

られます。　私たちは、私たちの信仰が人々をイエス・

キリストを知る知識に導き、訓練し、キリストの大宣教命

令に従って、人々を世界へ送り出すことを求めています。　

◇沿革／1991年9月平野耕一牧師が米国カルバリ・チャ

ペル教会をモデルとして「徹底した聖書信仰とその実践

を土台とした、バランスのとれた健全な教会」の理想を

掲げて東京・町田に創設しました。ホライズンという名前

は米国カルバリ・チャペル系マッキントッシュ牧師の仕え

る教会からいただいたが、その意味は水平線です。鳥が

大海原に向かって翼を広げて飛んでいる姿を思い浮かべ

ながら、日本および世界に影響を与える生き生きとした教

会形成をめざしています。モットーは、ウイン（魂を勝ち

取る）→デサイプル（弟子をつくる）→センド（送り出す）。

【HP】http://www.horizonchapel.jp/

【E-Mail】office@horizonchapel.jp

同盟福音基督教会
［同盟福音］〒501-6241　岐阜県羽島市竹鼻町211　Tel&

Fax.058-392-9071 Tel.058-391-4055(代表役員） Fax.058-

591-4078　◇創立／1956年　◇隈上 正敏(代表役員)、グ

ンター，ヴォルケ(副代表役員)、背戸 明(事務)、土屋 繁(書

記)、フーアマン，ゲルハルト(書記)、小林 文雄(会計)　

◇特色／私たちの群れの信仰の流れは、聖書、正統信条、

宗教改革、ドイツ敬虔主義、ドイツ自由福音教会、リバイ

バル運動、福音主義にあります。　(1)私たちは、聖書を

信仰と生活の唯一絶対の基準としています。　(2)私たち

は、使徒信条を基本信条として告白し、古代教会の正統

信条を尊重しています。　(3)私たちは、プロテスタント

宗教改革の基本原理（聖書のみ、信仰のみ、万人祭司）

を堅持しています。　(4)私たちは、神の愛によって救わ

れた者として、神と隣人を愛し、キリストに似た者とされ

ていく、敬虔な歩みを励んでいます。　(5)私たちは、国

からの自由、聖書中心、信仰のみ、聖餐重視、信徒中心

の教会形成等を特色とする、ドイツ自由福音教会の信仰

を継承しています。　(6)私たちは、聖霊が教会を再創造

し続けてくださる恵みを信じています。　(7)私たちは、

キリストの福音を宣教することを、この世に対する神から

の最優先の使命として励んでいます。　◇沿革／私たち

の群れは、「ドイツ・アライアンス・ミッション」から派遣

された宣教師たちの働きを通じて設立され、今日に至る

迄着実な成長をして来ました。最初の教会がスタートし

たのは1956年秋です。1961年に宗教法人格を取得し、

1964年に「信仰基準」と「教会憲法」を採択しました。

1968年に日本福音同盟に加盟しました。1975年に「宣教

十ケ年計画」を立て、主の恵みによって目標を達成しま

した。1981年には「宣教25周年記念大会」を開催し、こ

の時掲げた「我ら今世界へ」という目標は、後に、ブラジ

ルとフィリピンへ宣教師を派遣することにより実現しまし

た。1986年の「宣教30周年記念大会」では、牧師による

国内宣教のビジョンを掲げた「新宣教十ケ年計画」を立て、

この目標も群れの全ての教会の協力で達成できました。

1991年に「宣教のためのパートナーシップ」をテーマに、

「宣教35周年記念大会」を開催し、「日本自由福音教会連盟」

に加盟しました。1996年に「あらゆる点における成長」を

目標にした「五ケ年計画」を立て、2000年からは「21世

紀第1期5ヶ年計画」を立てて、新しい歩みを始めています。

今は、「21世紀ヴィジョン」を主に祈り求めています。

2003年末現在で、26の所属教会があり、教会員総数は約

1200名です。教団に所属する牧師等の働き人は約25名、

日々聖書に忠実に歩もうとしている牧師であり、教師であ

り、神様の僕です。

【HP】http://www.tcc.or.jp

【E-Mail】info@tcc.or.jp

東京フリー・メソジスト教団
［東京FM］〒206-0011　東京都多摩市関戸3-14-12 桜ヶ丘

キリスト教会内　Tel.042-374-3913 Fax.042-339-6803　

◇創立／1953年　◇須郷 進(代表役員)、宮川 浩ニ(書記)、

永井 逸郎、水口 功、石川 隆康、井上 信浩(会計)、生田 

聡　◇特色／ (1)聖書信仰　旧新約聖書66巻は神の霊感

を受けた誤りなき神のことばであり、私たちの信仰の基準、

規範であるとの信仰に立つ。　(2)ウェスレアン・アルミ

ニアン信仰　人間は全く堕落した中に生まれるが、神の

恵みによって、イエス・キリストによる贖罪を自分の意志

で受け取ることによって、救いを経験、自覚できる。救わ

れたキリスト者は、さらに罪深い性質が取り除かれ、聖霊

に満たされるという聖化の恵みを受け、さらに成長して行

くことができると信じる。　◇沿革／北米フリー・メソジ

スト教団の引退牧師夫人であったエバ・B・ミリカン師が、

亡き夫君の意志を汲みながら、神の再召命を受けて、戦後、

来日する。　当初は日本のフリー・メソジスト教会を助け

るつもりであったが、様々な事情で自宅を開放して集会を

開き、そこに集まった高校生が核となって、1953年9月27

日に最初の教会が東京西部の小金井で新会堂を建てて始

められる。　創立当初、日本自由メソヂスト教団(当時)に

所属したが、信仰の規範と実践において一致できなくなり、

フリー・メソジストの純粋な信仰を守るために単立教会と

なる。　以来、東京西部に7教会(小金井、桜ヶ丘、昭島、

八王子、青梅、南平、南大沢)、茨城県南（守谷)に1教会、

埼玉(川越)に1教会、計9教会が誕生し、一つの群れ(教団)

として、現在に至っている。　当初より、創立者によって

開拓伝道、世界宣教の重要性を教えられ、教会開拓と平

行して海外へ宣教師を台湾、タイ、ブラジル、北米に派

遣してきた。現在はタイ・チェンマイの日本語教会へ宣

教師夫婦を派遣中。

【HP】http://www.tokyofree.net/

東京ホライズンチャペル
［ホライズン］〒194-0013　東京都町田市原町田4-19-5　

Tel.042-721-6999 Fax.042-721-8440　◇創立／1991年　

◇渡部 伸夫(代表役員)、平野 耕一、大高 文雄、大森 英樹、

渡邊 一久、宮本 実、田中 孝史　◇特色／東京ホライズン・

チャペルは、主イエス・キリストを信じる者たちのフェロ

ウシップとして創立されました。私たちは、神のみ言葉、

すなわち聖書を学びイエス・キリストを知り、聖霊の力に

よってキリストに似た者とされることを求めます。　私た

ちは、プロテスタント系の教会です。使徒信条を告白し、

洗礼式と聖餐式を教会の聖典と定めます。　私たちは、

イエス・キリストを神の永遠の一人子であり、神と人との

唯一の仲介者であることを告白します。私たちは、苦難を

受け死から復活されたイエス・キリストを信じることによ

り、人は救われることを信じます。　私たちは、聖書が神

の霊感を持って書かれ、クリスチャンの信仰生活にとって

唯一の権威ある書物であると信じています。　私たちは、

主イエス・キリストの愛にあって交流を持ち、お互いの違

いを乗り越えることができると信じます。　私たちは、私

たちが聖霊の果実を結ぶこと、すなわち神の愛が私たち

の生活を通してあらわされることが真の礼拝だと信じま

す。ですから私たちの礼拝では、聖書に啓示された神の
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白　(1)旧新約聖書66巻は、神からの霊感を受けた人々に

よって書かれた、十分で誤りのない権威ある神のことば

であり、私たちの信仰と生活とにおいて唯一絶対の規準

であることを信じます。　(2)生ける真の神は唯一であっ

て、父と子と聖霊の三つの人格をもち、永遠から存在し

ておられる方であると信じます。唯一の神は、天地の創

造主、支配者であって、全知、全能であり、義、聖、愛

をもっておられる霊の神であることを信じます。　(3)人

類の父祖アダムは神のかたちに造られましたが、悪魔の

誘惑により神のご命令にそむいて罪を犯したため、神から

離れて、霊的及び肉体的な死の支配下に置かれました。

それ故すべての人は、罪の性質をもって生まれ、思いと

言葉と行為において罪人であることを信じます。　(4)神

の御子イエス・キリストは、聖霊によって宿り、処女マリ

アより生まれ、私たちの罪の贖いのために十字架で死な

れたこと、そして、三日目に死人の中からよみがえり、天

に昇り、神の右に座して、大祭司として、私たちのために

とりなしておられることを信じます。　(5)聖霊は、人間に

罪を認めさせ、イエス・キリストを信じる者を新生させ、

その人に内住されて、真理を教え、導き、きよめ、キリス

ト者としての生活と奉仕の力とを与え、贖われた者をキリ

ストのすがたに変えて下さる方であることを信じます。　

(6)救いは人間の善行によるのではなく、神の恵みによっ

てキリストが、十字架のみわざを成し遂げられた故に与え

られることを信じます。キリストを救い主であると信じ、

受け入れる者のみが罪をゆるされ、義と認められ、永遠

のいのちを受けることを信じます。　(7)教会はキリストの

からだであり、キリストはかしら、新生した者はみなキリ

ストのからだの器官であることを信じます。地上の教会は、

バプテスマを受けた者の集まりであって、みことばの教え

を堅く守り、主の聖餐にあずかり、交わりをし、キリスト

のご命令に従って、失われた者に対して福音を宣べ伝え

なければならないことを信じます。　(8)終末は、イエス・

キリストが栄光の中に再臨され、キリストを信じた者の肉

体は復活して永遠の祝福を受けること、聖徒たちが地上

において、キリストと共に支配する千年王国の後、サタン

はさばかれ、キリストを信じない者の肉体は復活して永遠

の刑罰を受けることを信じます。　◇沿革／1952（昭和

27）年11月、アメリカン・ソール・クリニックから派遣さ

れたエダ・マブル・コリエル（母）とエミ・エダ・コリエ

ル（娘）宣教師の関西地方を中心にした開拓伝道に始まる。 

1955（昭和30）年1月、伝道の中心を神戸市から大阪市に

移し、5月には札幌市、南は福岡市にそれぞれ伝道師を派

遣。　1956（昭和31）年3月、大阪市から九州大分県別府

市のソール・クリニック内に移転。そこで本格的なろうあ

聖書学院を開校した。　1957（昭和32）年9月、西日本各

伝道所の合同会議を開き、その結果、日本ソール・クリニ

ックは東洋ローア・キリスト伝道教会と改称。同年11月初

め、横浜市戸塚区に移転。　1960（昭和35）年2月、現

在地埼玉県入間郡毛呂山町に土地建物を与えられ、ろう

あ信徒の手で同地に教会を建設。同年3月横浜市から移転

を完了。　1961（昭和36）年9月12日宗教法人法による宗

教法人東洋ローア・キリスト伝道教会となる。1964年3月、

第12回教会総会において新教規及び宗教法人規則を改め

て同年4月から実施。1973（昭和48）年1月、単立キリス

ト教会連盟に加盟。1992（平成4）年4月、四者合同によ

り日本福音キリスト教会連合に加盟。2010（平成22）年5

月、現在、全国に40カ所の伝道所を持つ。又、25名のろ

うあ者教職を抱え、日本やアジアのろうあ者に福音を伝え

るための単立自給教会である。

宣教師も約15名です。私たちの群れには、国内宣教、海

外宣教、教育、教会学校、福祉、キャンプ場等の委員会

活動、そして、婦人会、青年会、学生会等の働きがあり、

ラジオとテレビによる福音放送を支援し、障碍者のため

の施設「希望センター」の運営等の社会福祉活動も積極

的に行っています。

【HP】http://logosjp.com/dmf/

東洋宣教団きよめキリスト教会
［きよめ教会］〒169-0073　東京都新宿区百人町2-3-18　

Tel&Fax.03-3232-5505　◇創立／1936年　◇加藤 哲男

(理事長・主管者)、松田 利武(理事)、蕪木 晃(理事)、松

本 順子(理事)、髙木 淑子(理事)、鈴木 喜香(理事)、佐藤 

和代(理事)　◇特色／東洋宣教会およびホーリネス教会

時代の教義を踏襲し、新旧約聖書をことごとく神の言葉と

信じ、四重の福音、即ち神性、聖化、神癒、再臨を力説し、

特に昭和5年5月19日のリバイバル以来再臨の教義が高調

され、キリスト再臨による神の国の出現、イスラエルの民

族的救いと、日本民族の救いの使命達成の祷告及び宣教

に努めている。1996年11月現所在地に新会堂（礼拝堂）

を建設した。同時に名称を変更した。　◇沿革／1901（明

治34）年日本で興った東洋宣教会は1916（大正5)年日本

ホーリネス教会を結成した。1930（昭和5）年5月19日、

本部所在の聖書学院にリバイバルが起り教勢大いに振起

したが、1933（昭和8）年以来内部に対立を生じ、36年末、

正式に分裂、中田重治監督を擁する派はきよめ教会を名

乗った。1939（昭和14）年9月に中田監督の召天により更

に翌年分裂、日本基督教団成立に際しても、聖書学院に

とどまった故中田派は参加せず、東洋宣教会きよめ教会

を名乗った。その後再臨問題により、政府の弾圧に会い、

1942（昭和17）年6月、福音使12名は投獄され、翌年4月、

教会は結社禁止処分を受けて閉鎖された。1945（昭和

20）年10月、治安維持法の撤廃により活動の自由を得、

翌年11月3日、教会を再建今日に至っている。

東洋福音教団
［東洋福音教団］〒411-0034　静岡県三島市加茂川町22-

32　Tel.055-971-8123　◇創立／1986年　◇三上 明(議

長)、近藤 一雄(副議長)　◇特色／旧新約聖書は神の霊感

によって記された誤りなき神の言であって、イエス・キリ

ストにより救いを示し、我らの信仰と生活及び教理と信条

の唯一の完全な規範であることを信じ教えかつ告白す

る。　◇沿革／1887年、スエーデンの自由教会に世界宣教、

特に東洋に宣教師を送ろうとの機運が生まれ、団体が設

立された。　Swedish Evangelical Orient Mission（SEOM）

は中国内地伝道、モンゴル伝道に当たっていたが、共産

革命によりそこを引き揚げ日本宣教を開始した。　静岡

県に在日スエーデン東洋福音伝道団を設立。その働きに

よって生まれた邦人教会が1986年11月2日、自主独立の東

洋福音教団として発足した。そして今日に至っている。

東洋ローア・キリスト伝道教会
［東洋ローア］〒350-0434　埼玉県入間郡毛呂山町大字市

場1132-1　Tel.049-294-6012 Fax.049-295-2779　◇創立

／1952年　◇渡部 清志(理事長)、竹内つづみ(副理事長)、

小早川 昭人(書記理事)、橋本 覚(理事)、網本 千絵子(理事)、

岡﨑 新一(理事)、砂川 昇一(理事)、足立 幸典(理事)、近

藤 信二(理事)　◇特色／本教会は日本各地に伝道所を構

成する、ろうあ・キリスト者による一つの教会である。ろ

うあ者の教会であり、しかも自立教会である。　信仰告
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沿革／1887（明治20）年2月11日組織成立、日本聖公会は、

各国の聖公会とともに、その起源を英国聖公会と一にす

る。主キリスト自ら、使徒と預言者の基の上に建て給うた

聖なる公（カトリック）教会は、紀元2世紀末、すでにブ

リテン（英国）の島まで進展した。4世紀初め、コンスタ

ンチン大帝召集の南ゲール（今のフランス）、アールズの

教会会議には、3人の主教と聖職達とが、ブリテンの教会

を代表して参列したことが記録されている。597年教皇グ

レゴリー一世のアウガスチン宣教隊の派遣によって、はじ

めてロマ公教会の種が植えられたが、その後アウガスチ

ンが「英国人民の大主教」に聖別され、669年セオドルが

カンタベリー大主教として立つに及んで、諸王国の統合

に先立ち、ロマ教皇司教のもとに、全国一体の英国教会

が成立した。 14世紀、ウィックリフの英語訳聖書の刊行

が早くも宗教改革の火を点じたが、国民精神の勃興とと

もに、16世紀、ロマ教皇の支配を脱し、その破門を受け

るに至って、遂に独立自治の国民的英国聖公会となった。

以来アングロ・サクソン民族の興隆とともに、米国、カナ

ダ、豪州、インド、南米、アフリカ、中国、その他、全世

界の国々にまで、聖公会（アングリカン・コミュニオン）

の肢は伸展した。　日本には、1859（安政6）年、米国聖

公会が2人の宣教師を送ったが、その1人、チャニング・

ムーア・ウイリアムズは、最初の江戸主教となり、長崎、

大阪、東京、京都に永住して、日本聖公会の礎を築いた。　

1868（明治元）年、英国聖公会宣教協会（ＣＭＳ）は、

ジョージ・エンソーを長崎に送り、また英国聖公会福音宣

布協会（ＳＰＧ）は1873（明治6）年、W.B.ライトと、

A.C.ショーを東京に派遣した。その後、1886（明治19）年、

英国聖公会は、日本聖公会組織成立の功労者、主教エド

ワード・ビカステスを送り、また米、英、加の各聖公会に

より、福音の使者相ついで来日、使徒達よりの聖なる公教

会は、わが国にも成長発展した。こうして1887（明治20）

年2月11日、本邦在住の主教および内外の聖職、信徒は第

一総会を大阪に開き、聖なる公（カトリック）教会の伝承

に基づいて、法憲法規を定め、全国の教会一体の組織を

成し、これを日本聖公会と称して今日に至った。

【HP】http://www.nskk.org/

【E-Mail】province@nskk.org

日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団
［アッセンブリー］〒170-0003　東京都豊島区駒込3-15-

20　Tel.03-3918-5935 Fax.03-3918-0474　◇創立／1949

年　◇細井 眞(理事長)、天野 弘昌(総務局長・理事)、船

津 行雄(財務局長・理事)、内村 保(伝道局長・理事)、平

松 慶次(教育局長・理事)、小田島 幹彦(理事)、寺田 文雄

(理事)　◇特色／本教団の教義を要約すると次の如くで

ある。　(1)聖書は神の言であり、信仰とその実践の誤り

なき原則である。　(2)神は三位一体。　(3)人間は罪のた

め堕落した。その贖罪は神の子イエス・キリストによる以

外にない。　(4)悔改と信仰によって人は義とされる。　(5)

礼典は洗礼と聖餐の二礼典である。　(6)全ての信徒は聖

霊のバプテスマを祈り求め、証しの力を受けることができ

る。　(7)聖霊のバプテスマの最初のしるしは異言を語る

ことである。　(8)全き聖潔。　(9)教会はキリストの体で

あり、神のみすまいである。　(10)神癒、死者の復活とキ

リストの再臨、地上におけるキリストの千年王国を信ず

る。　◇沿革／アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団は、

1901年米国カンザス州トペカにおいて聖書研究会が開か

れた折、聖霊のバプテスマを受けた人々によって一つの

グループが作られたことに始まる。1913（大正2）年、

トータル・クリスチャン・チャーチ・グルー
プ

［トータル］〒836-0047　福岡県大牟田市大正町6-3-18　

Tel.0944-53-2238 Fax.0944-53-2239　◇創立／1989年　

◇猪尾 悦二(議長)、中村 陽志(書記)、濱本 聖一(会計・

中央委員)、西田 国雄(中央委員)、田中 真一郎(中央委員)　

◇特色／ペンテコステの恵み（異言を伴う聖霊のバプテ

スマ）　御言葉の真理回復（レストレーション）　五重の

福音と三拍子の祝福による（トータル・クリスチャンの育

成　刈り取り伝道　弟子造り）を継承する交わりであり、

教会成長と目的達成のために互いに協力する。　◇沿革

／1957年、ペンテコステの恵みを受けたレオ・ケイラー

宣教師の開拓によって大牟田ペンテコステ教会が設立さ

れ、刈り取り伝道、弟子造りの信仰によって、教会は成長

し、九州各地に伝道され、また加入する教会があって、

北海道、大阪、広島、九州と広がった。当初ワンチャー

チ方式をとっていたが、1989年より地方教会の確立を願

って、地方単立教会の交わりのグループとなった。

な

西日本福音ルーテル教会
［西日本ルーテル］〒651-0052　兵庫県神戸市中央区中島

通2-2-11　Tel.078-242-0887 Fax.078-242-4166　◇創立

／1962年　◇佃 博文(議長)、萩澤 耕司(副議長)、前川 

隆一(書記)、大西 和明(会計)、永田 令(一般)、正木 朋康(一

般)、小賀野 英次(事務局長)　◇特色／本教会は、聖書、

すなわち旧新約聖書は聖霊によって啓示された神の言で

あると信ずる。したがって本教会は、聖書がキリスト者の

信仰と生活の唯一完全な基準であり、すべての教義と教

えがこの聖書にもとづくものであると信ずる。本教会は、

世界教会信条及び一般にルーテル教会により認められて

いる信条を受け入れる。とくに、万人祭司職、恵みの賜

物を強調し、信徒主義と平易な礼拝形式をモットーとし

ている。また、教会政治として長老制を採用している。　

◇沿革／1962（昭和37）年3月、元ノルウェー・ルーテ

ル伝道会のもとにあった8教会が、新たに西日本福音ルー

テルを組織した。本教会は主として、大阪、兵庫、岡山、

鳥取、島根、広島、香川、滋賀、徳島、千葉の各府県に

伝道しているほか、ルーテル諸教団との協力の下に、神

戸ルーテル神学校、神戸ルーテル聖書学院、「心に光を」

メディアセンター、蒜山バイブルキャンプなどの運営に参

加。また海外伝道は、香港、台湾、インドネシア、モンゴ

ルなど海外教会との協力のわざに参与している。

【HP】http://www.wjelc.or.jp

日本聖公会
［聖公会］〒162-0805　東京都新宿区矢来町65　Tel.03-

5228-3171 Fax.03-5228-3175　◇創立／1887年　◇植松 

誠(首座主教・代表役員)、五十嵐 正司、三鍋 裕、野村 潔、

笹森 田鶴、輿石 勇、池住 圭、山田 益男、佐々木 靖

子　◇特色／日本聖公会は全世界の聖公会と共に次の聖

公会綱憲を遵奉する。　第1：旧約及び新約の聖書を受け、

之を神の啓示にして救を得る要道を悉く載せたるものと

信ずる。　第2：ニケヤ信経及び使徒信経に示されたる信

仰の道を公認する。　第3：主イエス・キリストの命じ給

うた教理を説き、其の自ら立て給うた洗礼及び聖餐の2聖

奠を行い、且つその訓誡を遵奉する。　第4：使徒時代よ

り継紹したる主教、司祭、執事の3職位を確守する。　◇
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日本伝道を開始したもうた。以来広島を中心に中国・四国・

関西・関東の各地に、教会が設立されるに至った。1941

年（昭和16）、日本にあった各教派が、日本基督教団設立

にあたりこれに参加したが、終戦後、元アライアンス教団

所属及び同信の教会牧師が、本団体独自の使命の重要な

ることを感じ、ここに1949年（昭和24）8月8日に宣教を

開始し、この教団を再開した。

【HP】http://www.geocities.jp/jac_hij

【E-Mail】jac_hij@ybb.ne.jp

日本アライアンス・ミッション
［C&MA］〒359-0021　埼玉県所沢市東所沢2-36-3　Tel&

Fax.0429-45-3678　◇創立／1893年　◇ランダ，ハリー

(理事長)、キンダーヴァター，デヴィッド(理事)、ヤング，

ケネス(理事)、クロップ，リチャード(理事)　◇特色／日

本アライアンス教団の協力宣教団体。信仰内容は、日本

アライアンス教団に準ずる。　◇沿革／1887年にA.B.シ

ンプソン博士によってクリスチャン・アンド・ミッショナ

リー・アライアンスが創立され、1893年に日本宣教を開始、

以来広島を中心に中国、四国、関西、関東の各地域に伝

道を広げてきた。1983年、東京を中心とした新たな教会

開拓を開始し、現在に至っている。

【HP】http://www.japancma.org

【E-Mail】japanalliancemission@gmail.com

日本イエス・キリスト教団
［イエス・キリスト］〒652-0804　兵庫県神戸市兵庫区塚

本通3-3-19　Tel.078-575-5511 Fax.078-575-6611　◇創

立／1951年　◇鎌野 善三(委員長)、小菅 剛(副委員長)、

藪野 潤一(書記)、船田 献一(委員)、藤森 牧男(委員)、水

野 晶子(委員)、大瀧 一郎(委員)、福本 行宏(委員)、水川 

武志(委員)、西原 孝至(委員)、宇井 映之(委員)、正野 隆

士(委員)、松本 紀男(委員)、倉地 和雄(委員)、矢野 正行(委

員)　◇特色／ (1)三位一体の神　主イエス・キリストによ

って啓示され、聖書の中に証しされた父、子、聖霊なる

三位一体の神は、その本質及び完全において全く同一で

ある。　(2)救拯　1・義認　人は己の功徳によっては神の

前に義とされず、ただイエス・キリストの贖罪を信ずる信

仰によって義とされる。　2・聖化　キリストの血によっ

て潔められ、一切のものから聖別されて神に専属する者

とされ、聖霊のバプテスマとその内住による全き支配とに

よって主の像に化えられる。　3・栄化　再び来り給うイ

エス・キリストは、我らの卑しき状の体を化え、ご自身の

栄光の体に象らせて、御国の世嗣ぎとされる。　◇沿革

／1890年（明治23年）英国聖公会宣教師バークレイ・F・

バックストンの来日とその働きによって、後年、日本伝道

隊が生れる（1904年・明治37年）。その働きの目的は、未

伝地への伝道にあり、その為に教職者養成が島根県松江

市赤山で始まる。その後、この働きは神戸市御影に移り、

昭和5年、同市塩屋の現在地に移る。　この教職者養成の

ために設けられた聖書神学校を通して神戸市を中心に教

会が生まれ、併せて岡山県下で進められていた佐藤邦之

助師を主幹とするイエス・キリスト召団と合流し、1935年

（昭和10年）日本イエス・キリスト教会を創立。　その後、

太平洋戦争を経て、戦後、1951年（昭和26年）7月、21

教会によって創立総会を開き、日本イエス・キリスト教団

を創立して現在に至る。

【HP】http://jccj.info/

【E-Mail】jccj@muse.ocn.ne.jp

C.F.ジュルゲンセン師が日本伝道のため来日、日本の教職、

弓山喜代馬師らと協力して教団を組織した。戦時中は日

本基督教団に統合されたが、戦後宣教師団の復帰ととも

に1949（昭和24）年3月15日、日本基督教団を離脱、同日、

同信の諸教会に呼びかけ、日本アッセンブリーズ・オブ・

ゴッド教団を組織した。

【HP】http://www.ag-j.org/

日本アドベント・キリスト教団
［アドベント］〒575-0003　大阪府四條畷市岡山東5-3-37 

四條畷キリスト教学院内　Tel.072-878-7476 Fax.072-

863-2312　◇創立／1972年　◇佐藤 勝徳(実行委員長)、

舛田 基一(宣教教育委員長)、舛田 光男(実行委員)、笹木 

史朗(財務委員長)、頭利 武憲(厚生委員長・実行委員)、

将積 稔(総務委員長)、吉川 幸雄(教師認定委員長)、藤永

康(実行委員)、吉川 美喜(実行委員)、千葉 一夫(実行委

員)　◇特色／私たちは、信徒信条、ニカヤ・コンスタン

チノープル信条と共に、かく信仰を告白します。　教義

的な特色については終末論にあります。神の審判は主イ

エスの再臨の時、全ての人類が生ける者も死せる者も総

体的になされます（マタイ25：31-46）。死んだ人々（聖書

では眠りと表現している）は、信者、未信者を問わず同

時に復活し、神の審きを受けます（ヨハネ5：27-29）。そ

して、信者は栄光のからだが与えられ、新天新地におい

て永遠の祝福を受け、未信者はゲヘナでさばきを受け滅

ぼされます。従ってキリスト者の最大の希望は主の再臨

による復活です。　◇沿革／19世紀初期、米国北東部に

起こった再臨のリバイバル運動の一つの結果として誕生

した（1860年）。日本には1898（明治31）年10月2日初代

宣教師岩越政蔵が、米国アドベントキリスト教団カルフォ

ルニア州地区会に属する宣教師として郷里（鳥取県倉吉）

伝道を開始したことから始まる。本格的には米国から

1948（昭和23）年、1950（昭和25）年に宣教師が来日し、

次第に鳥取県下と関西地区などに教勢が拡大した。　

1972（昭和47）年11月23日、24日の両日第一回定期総会

を開催し、教団が結成される。（教団設立1972年11月23

日）　1966（昭和41）年神学校として四條畷キリスト教学

院を開設している（現在休院中）。

日本アライアンス教団
［アライアンス］〒731-5143　広島県広島市佐伯区三宅6-

119　Tel.082-921-0250 Fax.082-921-4350　◇創立／

1949年　◇伊藤 亮三(理事長)、山中 正雄(副理事長・出

版部長)、濱崎 勇二(財務部長)、田村 耕造(総務部長)、田

中 忍(伝道部長)　◇特色／この教団は、旧新約聖書を神

より与えられた、救いに関する唯一の書、または信仰生活

の謬りなき基準の書と信じ、使徒信経を告白する。即ち、

１.父と子と聖霊なる三位一体の神を信ずる。　２.主イエ

ス・キリストの代償的死による完き贖罪を信ずる。　３

.主イエス・キリストを信ずる者の永遠の救いと、彼を信

じないものの永遠の刑罰を信ずる。　４.主イエス・キリ

ストを救主・潔め主、癒し主、再び来りたもう主と崇め、

信ずる。　５.聖書の原典は、神の黙示によって逐語的に

与えられたものであると信ずる。　この教団の特殊なる主

張は、真理の本体にいましたもう主イエス・キリスト御自

身は即ち　１.我らの救い主　２.我らの潔め主　３.我らの

癒し主　４.我らの再臨の主　にいましたもう。　◇沿革

／神は基督紀元1889年（明治22）、米国にA.B.シンプソン

博士を通じて、クリスチャン・アンド・ミショナリ・アラ

イアンスを起し、次いで1895年（明治28）、同団体により
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よって始められたChurch of God Reformation Moveme

ntに遡る。ウォーナーは最初、General Eldership of the 

Church of Godという群れに属していたが、19世紀のアメ

リカ・リバイバル運動の中で強調されたホーリネスのメッ

セージに大きく感化を受けた。彼はまた当時のキリスト教

界の教派主義に大きな疑問を抱いていた。イエス様が建

てようとした教会は、いわゆる○△派ではなく、「キリス

トの教会」あるいは「神の教会」（ローマ20:28他）だった

はずである。我々は教派主義から抜け出して（Comeouti

sm）、新約聖書の教会とその信仰に戻ろうではないか。こ

れが超教派運動としての神の教会革命運動の出発だっ

た。　この運動の創始者達は「聖めと一致」を強く勧め

る一方で、国内外の未信者への伝道にも非常に力を入れ

た。1904年には最初の海外宣教師がインドに派遣され、

その後も多くの宣教師が派遣され、今日、北米大陸以外

にも中南米20、カリブ海14、アフリカ13、ヨーロッパ・中

東20、そしてアジア20ヶ国で宣教活動を行っている。　

日本における宣教活動は、アメリカの大恐慌による宣教師

引き揚げや、戦時下の日本基督教団への合同、戦災によ

る会堂焼失や信徒の離散等を経て、戦禍を免れた2教会と

生き残った日本人牧師らにより、また、1949年、22年ぶり

に来日した宣教師らによって再び活発な宣教がなされた。

現在、国内には、沖縄から北海道まで合計18の教会と伝

道拠点があり、この外に2教会が日本基督教団に属しつつ、

神の教会とも交わりを保っている。都内にある玉川聖学院

は1950年、谷口茂寿師とアイキャンプ宣教師、米国本部

の協力によって設立されたミッションスクールである。

【E-Mail】tkamik@mint.ocn.ne.jp

日本基督会
［基督会］〒150-0046　東京都渋谷区松涛1-25-6　Tel&

Fax.03-3466-3414　◇創立／1951年　◇福間 眞樹(大会

議長)　◇特色／Ⅰわれらの信仰理解　(1)神は生命である

−神の本有は生命であり、義・愛・光はその本質である。　

(2)三位一体神観の確立−−三意識一生命の理解を徹底

し、汎神・多神的思想を除去し、純正なる三位一体神観

の確立につとめる。　(3)キリスト中心−−三位一体の神

とキリストとの関係を明らかにし、三名称一意識なるキリ

ストの理解と現肉神キリストの信仰的神学的把握につと

める。　以上の信仰理解をもって、第2世紀以後の汎神的

思想を除き、元始基督道に立ち帰ることを志す。　Ⅱ新

約聖書は、口語訳と併せて永井直治訳『新契約聖書』を

用いる。長老派教会の伝統を受け継いでいる。　◇沿革

／日本基督教会牧師 尾島眞治（おじまさねはる）によって、

1912年、東京・渋谷の地で開拓伝道が始められたことに

発する。　その後も、日本基督教会にあって「生命中心

の基督道」を伝えたが、1941年、日本基督教団結成の際、

信条を異にするとの理由で離れて独立した。　すべての

援助に頼らず、独立を守って遠く山陰にまで伝道を進め、

1949年米子市、1950年島根県木次町、1951松江市にそれ

ぞれ集会を設立した。

日本キリスト改革長老教会
［改革長老］〒650-0004　兵庫県神戸市中央区中山手通

1-25-2 カベナンター・センタービル　2・3F　Tel&Fax. 

078-242-7003　◇創立／1995年　◇坂井 純人(日本中会

議長・宗教法人責任役員・牧師)、瀧浦 滋(宗教法人代表

役員・牧師)、金森 宏之(牧師)、船橋 昭(長老)、加藤 宏

三(長老)、福屋 庸一郎(長老)、榎本 博一(日本中会会計・

長老)、石井 和夫(宗教法人責任役員（長老）)、遠藤 克

日本ヴィンヤード・クリスチャン・フェロー
シップ

［VCF.JAPAN］〒509-0207　岐阜県可児市今渡1732-1　

Tel.0574-62-6272 Fax.0574-63-6304　◇創立／1999年　

◇細江 和弥(主任牧師)　◇特色／聖書は聖なる霊感によ

って書かれた神の言葉であり、信じる者には新生と聖化

に進ませる正統派信仰を堅く信じる。各地方教会は独立

自治であり、いかなる教権、政権によっても干渉されない。

しかし多教会との相互依存の関係を重視する。私達はヴ

ィンヤードの理念と価値観をキリストの身体なる教会と、

福音宣教に適応し、キリストの福音を喜ばしく世に現すこ

とを励む。　◇沿革／1980年、米国カルフォルニア州ア

ナハイム・ヴィンヤード教会に於いて、第一回教会成長

研修セミナーが林実師（キリスト福音宣教会）により行

なわれた。Ｊ・ウィンバー師を中心に急成長を続けるヴィ

ンヤード教会の理念と価値観を学び「しるしと不思議の

伴なう伝道」のデモンストレーションによる体得であった。

1986年より12年間にわたり、中部・関東を中心に ボブ・

フルトン（国際主事）と林師がセミナーを開き、日本にリ

ニューアル運動が進められた。その結果日本ヴィンヤード

教会が起こされた。　1999年3月岐阜（可児）に於いて、

国際主事他10名の教師により、日本ヴィンヤード会議が開

かれ重要な項目可決。創設者Ｊ・ウィンバー師の理念と

価値観を土台とした教会増殖と宣教に励むグループであ

る。

【HP】http://www.fvc-kani.jp/

【E-Mail】church@vcfkani.org

日本オープン・バイブル教団
［オープン・バイブル］〒653-0845　兵庫県神戸市長田区

戸崎通り3-19-12 神戸キリスト栄光教会内　Tel.078-612-

5511 Fax.078-612-5513　◇創立／1955年　◇菅原 亘(代

表)、山口 和正(書記)、福田 章男(会計)、原田 真吾(監査)、

後藤 光男(役員)　◇特色／聖書の完全霊感に立つ、聖書

中心の信仰者の群れである。三位一体、異言の伴う聖霊

のバプテスマを信ずる。穏健なペンテコステ信仰に立ち、

世界宣教の拡大を目指す。　◇沿革／1935年アメリカの

アイオワ州デモインに創立され、5つの神学校を有し、世

界30ヶ国以上に宣教師を送っている。オープン・バイブル・

スタンダード教団より、1950（昭和25）年、P.L.ラウンズ

師ら3名の宣教師が派遣せられ、日本人教職和田寿恵松師

が協力し、1955（昭和30）年、日本オープン・バイブル

教団を設立した。国内・海外の宣教の拡大のビジョンを

持ち、開拓教会に重点を置いている。

【E-Mail】kcgc@kobe.email.ne.jp

日本神の教会連盟
［神の教会］〒900-0005　沖縄県那覇市天久833-1　Tel&

Fax.098-868-7852　◇創立／1908年　◇折田 政博(委員

長)、金本 悟(副委員長)、藤田 洋(書記)、岡沢 千秋(会計)　

◇特色／救われたキリスト者（キリストの十字架の血潮

で罪を洗い清められた者）は皆、（普遍的な意味で）神の

教会に属する者であり、神の側においては教派は無く、

キリストを頭とする唯一の教会があるのみである。信仰の

モットーは「初代教会の教えと信仰に帰れ」であり、「キ

リスト者の聖めと一致」を最大の教理的特徴とする。旧新

約聖書を神の言葉と信じ、これのみを信仰の規範として

いる。　◇沿革／日本神の教会連盟は1908年、矢島宇吉

師により東京の大井町を拠点に始められた。その歴史は

1880年、アメリカのインディアナ州でD.S.ウォーナーらに
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【HP】http://www.rcj-net.org/

日本キリスト教会
［日キ教会］〒350-0807　埼玉県川越市吉田2-2　Tel.049-

233-5542 Fax.049-233-7039　◇創立／1951年　◇八田 

牧人(大会議長)、久野 真一郎(大会書記)、南 純(常置委員)、

久野 牧(常置委員)、澤 正幸(常置委員)、高松 牧人(常置

委員)、上山 修平(常置委員)、寺岡 宏(常置委員)、山崎 

俊生(常置委員)　◇特色／我らが主と崇むる神の独子イ

エス・キリストは、真の神にして真の人、永遠なる神の経

綸に従ひ、人となりて人類の罪のため十字架にかかり、

全き犠牲をささげて贖ひを成就し、復活して永遠の生命

の保証をあたへ、救ひの完うせらるる日まで我らのために

執成し給ふ。おほよそ神の選びを受け、この救ひの御業

を信じる者は、キリストに在りて義と認められ、功なくし

て罪の赦しを得、神の子とせらるる。また父と子とともに

崇められ礼拝せられる聖霊は、信ずる者を聖化し、御意

を行はしむ。この三位一体なる神の恩恵によるにあらざれ

ば、罪に死にたる人、神の国に入ることを得ず。新旧約

聖書は神の言にして、そのうちに語り給う聖霊は、イエス・

キリストを顕示し、信仰と生活との誤りなき審判者なり。

教会はキリストの体、神の召されたる世々の聖徒の交わり

にして、主の委託により正しく御言葉を宣べ伝へ、聖礼

典を行ひ信徒を訓練し、終りの日に備へつつ主の来り給う

を待ち望む。いにしへの教会は聖書に依りて左の告白文

を作れり。我らもまた使徒的信仰の伝統に従ひ、讃美と

感謝とを以てこれを共に告白す。　我は、天地の創造主、

全能の父なる神を信ず。我は、その独子、我らの主イエス・

キリストを信ず。主は、聖霊によりてみごもられ、処女マ

リヤより生れ、ポンテオ・ピラトのもとに苦難を受け、十

字架につけられ、死にて葬られ、陰府にくだり、三日目に

死人のうちより復活し、天にのぼり、全能の父なる神の右

に坐し給ふ。かしこより来りて、生ける者と死にたつ者と

を審き給はん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖

徒の交り、罪の赦し、体の復活、永遠の生命を信ず。ア

ーメン。　◇沿革／日本基督教団内の旧日本基督教会関

係の教会の中には、かねてから教団の進みつつある方向

と実情とに同調し得ないとするものがあったが、1951（昭

和26）年1月、大森教会が教団離脱を決議したのをはじめ

とし、順次に教団離脱を決行するものが起ることとなっ

た。　そして1951年4月3日には、札幌北一条教会におい

て14教会による北海道中会の建設を見、同8日には鶴見教

会において7教会による東京中会、25日には大阪北教会に

おいて11教会による近畿中会の建設を見た。　そこで同5

月23日、上記3中会は、その後教団を離脱した教会も加え、

大森教会において創立大会を開催し、日本基督教会新生

の第一歩を踏み出した。その参加教会は、北海道中会16

教会、東京中会8教会、近畿中会15教会、合計39教会で

あった。初代の大会議長として佐波亘を、大会書記とし

て堀内友四郎を選挙した。更に、その後も引続いて教団

を離脱して日本基督教会に加入する教会は、約30に及ん

だ。1953（昭和28）年5月31日には、福岡城南教会におい

て、九州中会の建設をも見るに至った。　また1953年10月、

柏木教会で開催した第3回大会において信仰の告白と憲

法・規則を制定し、後年、さらに二つの（大・小）信仰問

答（草案）を作成した。また、1954年10月、西宮中央教

会で開催した第4回大会において1955（昭和30）年4月か

ら日本基督教会立の神学校を新発足することを決議、大

森教会を仮校舎として開校した。1958（昭和33）年4月に

は新しく入手した東京都世田谷区弦巻の校舎で授業を始

則(日本中会書記・牧師)　◇特色／歴史的正統的改革派

信仰に立ち、聖書に基づく信仰基準としてウェストミンス

ター信仰告白、同大小教理問答書、及び北米改革長老教

会証言書を受け入れている。特徴はキリストは仲保者と

して諸国家の王でもある事を強調する点に存する。また、

礼拝においては神の霊感によって与えられた御言葉であ

る詩篇のみを無楽器で歌う。　◇沿革／当教会は北米改

革長老教会（スコットランド系カベナンター）の宣教師に

より、その基が据えられたものである。　北米改革長老

教会ミッションは過去50年にわたって南中国の伝道に従

事していたが、中国革命のため1950（昭和25）年夏、日

本に移動、以来神戸において伝道を開始、今日に至って

いる。教会政治的には現在も北米改革長老教会大会の下

にあるが、1995年、日本中会を形成した。

【HP】http://www.rpjapan.org/

日本キリスト改革派教会
［改革派］〒150-0021　東京都渋谷区恵比寿西1-33-9　

Tel.03-3461-4616 Fax.03-3461-5822　◇創立／1946年　

◇岩崎 謙(大会議長)、風間 義信(常任書記長)、川杉 安美

(常任書記)、大場 康司(常任書記)、望月 信(常任書記)、

黒羽 豊次(常任書記)、西田 三郎(常任書記)、三野 孝一(常

任書記)　◇特色／ウェストミンスター信仰基準（信仰告

白、大・小教理問答）に表現された、歴史的改革派信仰

を堅持し、教会政治においては長老主義を採用している。

教義的な厳格だけではなく、有神的文化の確立をめざし、

信徒がそれぞれの賜物をもってこの世界において貢献す

ることを願うとともに、教会においては主日礼拝を中心に

した生活を重視している。特に、聖書を説教を通じて現

実に適用すること、しかも、内面化、個人化することなく、

即ち救いの恩恵性、聖書の規範性のみならず教会の自律

性の主張において、健全な教会形成に努める。　◇沿革

／教派としての歴史は、1946年（昭和21年）4月29日の創

立大会にはじまるが、前史というべき教派成立の契機は

（旧）日本基督教会にさかのぼる。教派の創立に関わった

教職及び信徒はこれに属していたというばかりではなく、

その中で批判的な立場を維持したからである。批判の最

大のものは原則を無視した教会合同（日本基督教団の成

立、1941年）に対するもので、対国家における教会の自

律性の喪失とみられた。　また、（旧）日本基督教会は、

ナショナリズムの傾向から外国宣教団体との協力を余り評

価しなかったが、公同性という見地から信仰の一致、教

会政治の一致による協力を創立者たちは評価した。　教

派としての立場は、創立宣言に明記されているが、有神

論的世界観、人生観をもって新日本建設、聖書的教会の

樹立をもって見る教会の一致をうたっており、教派の存立

の意義を述べている。以来、伝道においては、外国ミッ

ションとの健全な協力により、また、教派全体（大会）地

域教会の協力（中会）を通じて、全国に伝道を推進して

いる（現在、約140の教会を有す）。神学的営みにも努力

を払い、神戸改革派神学校、改革派神学研修所の神学教

育機関を経営し、また10年ごとに、信仰の宣言を公けにし、

各種の出版物を多数刊行している。　海外には、信徒の

レベルで、ガンビアなどに宣教師を派遣し、現在も継続

中である。また米国だけではなく、韓国、オランダ、南ア

フリカなどの改革派、長老教会と友好関係もしくは宣教

協力関係にあり、広くエキュメニズムにも努めている。国

内においても長老主義教会との対話をめざしている。　

執事活動（福祉）方面では、まだ、十分の手掛りを得て

いないが、この方面での成就が期待されている。
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ついに全福音主義教会合同の機が熟するにいたり、たま

たま宗教団体法の実施せられるに際し、1940（昭和15）

年10月17日東京に開かれた全国信徒大会は、教会合同を

宣言するにいたった。これに基づいて30余派の福音主義

教会が、翌1941（昭和16）年6月24日および25日の両日富

士見町教会に開かれた創立総会において、次のような教

義の大要のもとに合同を実現し、ここに本教団は成立した

のである。　「イエス・キリストに由りて啓示せられ聖書

に於て証せられる父、子、御霊なる三位一体の神は世の

罪と其の救の為め人となり死にて甦へり給へる御子の贖

に因り信ずる者の罪を赦して之を潔め永遠の生命を与え

給ふ。教会はキリストの体にして恩寵に依りて召されたる

者礼拝を守り福音を宣伝へ聖礼典を行ひ主の来たり給ふ

を待ち望むものなり」　その後宗教団体法の廃止にともな

い教団機構に改正の議が起り、1946（昭和21）年10月16

日新たに教憲を制定して自主的に公同教会たることを明か

にした。さらに1948（昭和23）年10月27日教憲を改正して、

使徒信条を告白することを決定したが、ついに1954（昭

和29）年10月26日本教団としての信仰告白を制定するに

至った。かくて創立以来くすしき摂理のもとに御霊のたも

う一致により堅実な教会形成の努力を続けてきた本教団

は、ここに公同教会としての一体性を確立するに至ったの

である。

【HP】http://www.uccj.or.jp/

日本キリスト兄弟団
［キリスト兄弟団］〒758-0011　山口県萩市大字椿東中津

江一区　Tel&Fax.0838-22-0444　◇創立／1953年　◇

東條 隆進(代表役員)、岡崎 新太郎、岡野 雅治、増田 育生、

広川 和行、阿部 善人、稲員 紀章　◇特色／(1)聖書は聖

霊に導かれて書かれた神の言葉と信じ、聖書に学び、聞

き従うことを最も大切にして生きていく。　(2)信徒一人

一人がキリストの弟子として、キリストに信従することを

強調する（弟子道）。キリスト・イエスの心を心として生

きることをめざす。　(3)キリストを信じ従う共同体は、神

の家族であり、一人一人は兄弟姉妹として、互に尊敬し

合い、助け合うべきだと信じる。（ブラザーフッド−兄弟

愛）　(4)信徒一人一人が自発的な奉仕により、キリストの

共同体建設に参加することを大切にする。（ボランティア

スピリット）　(5)神が人間を愛して下さったように、隣人

を愛し、正義を実現することを目ざす。人間の救いは全

人格的なものであって、魂の救いと同時に物質的貧困や

不正義からも解放される必要があると信じ、世界の平和

を祈り、様々な救援活動を行なっている。　◇沿革／16

世紀宗教改革の時代に生まれたスイス兄弟団・平和的再

洗礼派（アナバプテスト）の流れをくむものであり、さら

にその後、敬虔派とジョン・ウェスレーに始まるメソジス

ト、ホーリネス運動の影響を受けている。そうした信仰の

歩みをあらわす意味で、「敬虔と信従」（Piety and Obedi

ence）ということばを標語としてかかげている。　古代・

中世のローマ・カトリックの時代を経て、16世紀初頭、マ

ルティン・ルターやカルヴァン、ツヴィングリといった人々

によって教会改革の大きな流れがおこってきたが、彼らと

同時代に新約聖書のキリストの教えに基づいて初代キリ

スト教会へ復帰しようとした一群の人々がいた。これが後

にスイス兄弟団と呼ばれ、自分たちをキリストにある兄弟

（ブレズレン）と呼んで、信仰告白にもとづく洗礼と聖餐

式を教会の最も大切な礼典であるとした。　また、キリス

トのみ言に聴従することを第一の目標にし、隣人愛と愛敵

の聖言に従うなかから、武器を取ること（戦争）を否定す

め、大会事務所も同所に移った。なお1956（昭和31）年

10月、柏木教会で開催した第6回大会において世界改革教

会連盟に加入することを決議し、1957（昭和32）年その

加入が正式に承認された。また1967（昭和42）年10月、

柏木教会で開催した第17回大会で靖国神社国家護持に反

対する決議をして以来、この問題と継続的にかかわり続

けて来ている。また、1983年第33回大会において、「教会

と国家」に関する指針を作成し、この問題に対する告白

的な方向づけを明確にした。また1990年第40回大会にお

いて「韓国、朝鮮の教会に対し行った神社参拝強要につ

いての罪の告白と謝罪」を決議した。大会伝道局の働き

として今日までに名古屋、釧路、仙台、郡山、静岡、広島、

長崎、沖縄に開拓伝道がなされ着実に成果を見つつある。

創立40周年を機に信仰告白憲法規則の全面的な改訂に着

手し、1995年10月の第45回大会で改正案が可決された。

【HP】http://www3.ocn.ne.jp/~nikkits/

日本基督教団
［日基教団］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18-

31　Tel.03-3202-0541 Fax.03-3207-3918　◇創立／1941

年　◇山北 宣久(総会議長・代表役員)、佐々木 美知夫(総

会副議長)、鈴木 伸治(総会書記)、松井 睦(教師委員長)、

岡本 知之(信仰職制委員長)、倉橋 康夫(教師検定委員長)、

伊藤 瑞男(予算決算委員長)、小出 望(宣教委員長)、村山 

盛芳(世界宣教協力委員長)　◇特色／我らは信じかつ告

白す。 旧新約聖書は、神の霊感によりて成り、キリスト

を証し、福音の真理を示し、教会の拠るべき唯一の正典

なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救ひにつき

て、全き知識を我らに与える神の言にして、信仰と生活と

の誤りなき規範なり。　主イエス・キリストによりて啓示

せられ、聖書において証せらるる唯一の神は、父・子・聖

霊なる、三位一体の神にていましたまふ。御子は我ら罪

人の救ひのために人と成り、十字架にかかり、ひとたび己

を全き犠牲として神にささげ、我らの贖ひとなりたまえ

り。　神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる

信仰により、我らの罪を赦して義としたもふ。この変らざ

る恵みのうちに、聖霊は我らを潔めて義の果を結ばしめ、

その御業を成就したもふ。　教会は主キリストの体にして、

恵みにより召されたる者の集ひなり。教会は公の礼拝を

守り、福音を正しく宣べ伝へ、バプテスマと主の晩餐との

聖礼典を執り行ひ、愛のわざに励みつつ、主の再び来り

たもふを待ち望む。 我らはかく信じ、代々の聖徒と共に、

使徒信条を告白す。 我は天地の造り主、全能の父なる神

を信ず。我はその独り子、我らの主、イエス・キリストを

信ず。主は聖霊によりてやどり、処女マリヤより生れ、ポ

ンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、

死にて葬られ、陰府にくだり、三日目に死人のうちよりよ

みがへり、天に昇り、全能の父なる神の右に坐したまへり。

かしこより来りて、生ける者と死ねる者とを審きたまはん。

我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交はり、罪

の赦し、身体のよみがへり、永遠の生命を信ず。　アー

メン　◇沿革／わが国における福音主義のキリスト教は、

1859(安政6)年に渡来した外国宣教師の宣教にその端を発

し、1872（明治5）年2月2日（旧暦）横浜に最初の教会と

して、日本基督公会が設立された。この教会は外国のい

ずれの教派にも所属していない超教派的な教会であった

が、その後欧米教会諸派が移植せられ、その宣教が国内

全般に発展するにともなって、教派の数もとみに増加す

るようになった。これと共に他方各派の間にしばしば合同

の議が生じ、海外における教会合同運動の刺激もあって、
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人の甦り、神の裁きと審判、新天地を信ずる。　◇沿革

／1950(昭和25)年中国伝道を閉ざされたスウェーデン・

ホーリネス教団の宣教師が、福島県白河市に伝道を開始

「スウェーデン聖潔教団」としたが、1956（昭和31）年より、

「日本キリスト宣教団」と改名し、栃木県を中心に伝道し

ている。特に未開拓地の伝道に重点を置き、種々の活動

に従事している。

日本使徒キリスト教会
［使徒キリスト］〒182-0006　東京都調布市西つつじヶ丘

1-41-4　Tel&Fax.042-482-4344　◇創立／1950年　◇

井上 昭人(代表者)、倉臼 あんどりゅ　◇沿革／1830年頃

スイスでフローリッヒ氏の伝道活動により始まる。メノナ

イトなどの再洗礼派の流れをくむ福音的な教派である。

19世紀半ばスイスから米国に伝えられ、戦後は日本で伝

道を開始した。現在米国と日本以外に、ヨーロッパ（特に

東ヨーロッパ）、メキシコ、カナダにも教会を持つ。

【E-Mail】tokyo@accj.jp

日本自由福音教団
［自由福音］〒060-0008　北海道札幌市中央区北八条西

24-2-18 札幌福音教会内　Tel.011-643-5370　◇創立／

1960年　◇三上 修二(代表)　◇特色／聖書66巻を聖典と

して、聖書的な教会形成を目的としている。　又、北海

道内に支部教会の設立を目的としている。　◇沿革／

1957年に宣教師E.ゾリンゲル（スイス人）が夕張市に開

拓伝道のために来る。特に炭鉱夫伝道を目的として夕張

に入る。　1960年に夕張教会の献堂式が持たれ、本格的

な宣教活動が始まる。　更に1967年8月より夕張教会の支

部として幌南（コラナン）教会の開拓が始まった。　

1971年に宣教師が札幌に進出し、札幌福音センターが設

立する。　更に1976年石狩市（当時石狩郡）に進出し、

10月に花川キリスト教会が設立をする。　1978年に札幌

福音センターは札幌の中央区に土地を購入し、移転する

として名称も札幌福音教会と改め、1月に献堂式を持った。

札幌福音センターは札幌福音教会の支部となる。　1979

年に札幌の南東清田地区（当時豊平区）に清田キリスト

教会が4月に設立した。　1981年に岩見沢市に空知キリス

ト教会が設立をする。岩見沢での開拓伝道が始まる。　

1982年に札幌の西区に発寒キリスト教会が2月に設立し、

献堂式を迎える。　1998年に北区にある篠路キリスト教

会が当教団に加盟した。　以上7教会が日本自由福音教団

の教会であり、当初の宣教から42年の宣教の歴史を経過

し、将来に向けて主の働きに参画してこれこそを神様に

深く感謝しております。

日本自由メソヂスト教団
［自由メソ］〒577-0822　大阪府東大阪市源氏ヶ丘16-10 

布施源氏ヶ丘教会内　Tel.06-6721-0291　◇合田 悟(総会

議長・責任役員)　◇特色／自由メソヂスト教会は、ウェ

スレー主義の福音主義信仰を教義とし、基督教会の歴史

的伝統的信仰の立場を継承している。教義の大要は23箇

条に記され、その内容はウェスレーの2箇条の信仰箇条と

ほとんど同じものである。自由メソヂスト教会はその信仰

箇条に真剣に準拠し、その基礎の上に立っている。即ち、

三位一体の神、キリストの神性、聖書は救に必要な一切

を包含する。人間の原罪、キリストの十字架に於ける贖罪、

信仰による義認、恩恵による全き聖化、洗礼と聖餐の二

礼典、神の言の宣教と聖礼典の執行が正しく行われるべ

き教会などを信奉している。　◇沿革／自由メソヂスト

るようになった。この人々は、その後、ドイツ、ロシアを

経てアメリカ合衆国やカナダに移民し、今日に至ってい

る。　第二次大戦後、キリスト兄弟団は、他のアナバプ

テストの流れを汲むメノナイトのグループとともに、日本

に宣教を始め、キリストの共同体としての教会建設をすす

めている。まず山口県の萩から始まり、長門市、下関市へ

と広がり、その後東京や名古屋にも共同体が形成されて

きた。

日本キリスト合同教会
［キリスト合同］〒173-0004　東京都板橋区板橋3-32-1 板

橋教会内　Tel.03-3963-3471 Fax.03-3961-7924　◇創立

／1985年　◇三浦 寿夫(代表)、金 明瑾(幹事)、石坂 和

久(事務局長)、和泉 美和子(副事務局長)　◇特色／日本

キリスト合同教会は、誤りのない神の言葉である旧新約聖

書を信仰の基準とし、「日本キリスト合同教会信仰告白（使

徒信条を含む）」を告白し、教会憲法と教会規則を堅持し

ながら、福音の宣教と教会の形成に励む群です。　従って、

私たちは、特定の教義を強調せず、その名のとおり「合

同教会」の形成をめざす教会（教派）です。現在の所属

教会は、旧メソジスト教会の伝統を持つ教会、旧福音同

胞教会の影響を受けた教会などですが、設立に深く関わ

った教師（牧師）の中には旧日本基督教会や改革派教会

で育った牧師たちもいます。また彼らは、「合同教会」で

ある日本基督教団で育った牧師たちでもありました。　あ

えて特色をあげるとするならば、各個教会のみならず「日

本キリスト合同教会」をも教会と信じ、全体教会の形成

にも心を尽くしていることでしょう。　◇沿革／日本キリ

スト合同教会の設立に関わった教会および牧師の多くは、

日本基督教団に所属していました。しかし日本基督教団は、

1970年に大阪で開催された万国博覧会をきっかけに、信

仰的混乱に陥り、現在、日本キリスト合同教会に所属する

教会は、この問題に対してさまざまな形で戦ってきました。

しかし、日本基督教団にこれ以上とどまり、その回復をは

かることは、困難であると判断し、それぞれ相前後して日

本基督教団を離脱しました。そして、日本にプロテスタン

トの宣教が開始された当初の理念である公会主義に立つ、

新しい合同教会の形成をめざして、1985年、設立大会を

開催し、設立宣言を採択し、信仰告白および教会憲法を

制定して、日本キリスト合同教会を設立しました。　1988

年には北米福音教会（The Evangelical Church of North 

America）との間で「宣教協力に関する協約」を締結し、

密接な協力関係を維持しています。　また時を同じくし

て設立された東京キリスト合同神学院は、日本キリスト合

同教会公認の神学教育・伝道者養成機関として、現在に

至るまで伝道者・牧会者を生み出しています。

【HP】http://www.godo.or.jp

日本キリスト宣教団
［キリスト宣教団］〒329-1321　栃木県さくら市馬場320-

113 氏家福音キリスト教会内　Tel&Fax.028-682-5416　

◇創立／1958年　◇堀田 隆糸(議長)、阿見 勝洋(副議長)、

安食 弘幸(会計)、新嘉喜 順一(書記、事務局長)、クルベ

リー，Ｅ(委員)、村岡 清彦(委員)、中村 千代子(委員)、井

川 克彦(委員)　◇特色／聖書は神の言葉であり、信仰と

実践、説教の誤りなき原則である。（１）神は三位一体、（２）

イエスは神の子である、（３）イエスは救い主、贖い主で

ある、（４）キリストの甦り、（５）キリストの再臨、（６）

義認、神性、（７）浸礼、（８）聖霊の満たしと賜物、（９）

神のわざとして我らの中にきよめを与えること、（10）死
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っておられることを確信する。従って、この告白を否定ま

たはあいまいにする教えに対しては、これを異端として排

斥する。　私たちは、主イエス・キリストによる罪の赦し、

義認、聖化、そして主の再臨による栄化と御国の完成を

私たちの救いの中心としてこれを主張する。　私たちは、

教会が神の恵みにより選び召された者の集いであって、

教会は公同の礼拝を守り、福音を正しく宣べ伝え、愛の

業に励み、また、自覚的信仰によりあずかる『洗礼』と『聖

餐』を聖礼典として重んじるが、特にその様式を問わな

い。　私たちは、信条、告白、特に『使徒信条』に対し

ては、これを尊重するが聖書の権威の上におくことはしな

い。　私たちはその信仰と生活において、正しく聖書に

立ち、イエスをキリストと告白するすべての教会に対して

広く門戸を開き、交わりと協力を惜しまない。　◇沿革／

スウェーデン聖約キリスト教会は1878（明治11）年にス

ウェーデンにおいて、当時のスウェーデン国教会の教権

主義、形式主義、世俗主義に対抗して起こった。　「聖約」

という言葉は旧新約聖書の「約」を指し、神と人との間の

「契約」を意味し、また、一体となって働き戦うキリスト

者間の「盟約」を指しており、スウェーデンの福音的キリ

スト者の団体がキリストの大命令を果たそうとして、他の

国々に宣教の業を推進しようと神と契約を結んだことにそ

の端を発している。それからアメリカへ移民と共に伝えら

れ、更にアフリカ、インド、中国、エクアドルへと働きは

拡大された。中国の共産化にともない宣教師在留が困難

の中、1949（昭和24）年、8名の宣教師が来日した。翌年

より岡山県において働きを開始し、1964（昭和39）年1月、

「日本聖約キリスト教団」として発足した。1982年には神

戸へ、1986年には福山へと隣県に進出し、1988年には首

都圏伝道に取り組むため、千葉県浦安での開拓を開始し、

95年に設立に至った。2003年教団設立40周年を迎えた。

【HP】http://www.seiyaku.jp

【E-Mail】nskkoffice@mx21.tiki.ne.jp

日本宣教会
［日本宣教会］〒156-0042　東京都世田谷区羽根木1-19-2　

Tel&Fax.03-3327-1108　◇創立／1923年　◇小坂 禮輔

(監督)、相田 望、相田 節子、世良田 湧侍、新澤 昭彦、

新澤 幸子、小坂 嘉嗣　◇特色／聖書を誤りなき神の言

と信じ、信仰と生活の唯一の基準とする福音主義的信仰

に立脚し、使徒信条を告白する。殊にジョン・ウエスレー

の説く「全き潔め」の教理を宣証することを特色とする。　

◇沿革／1920年、日本宣教会創立者相田喜介は、健全な

聖潔の教理を学ぶため渡米し、アズベリー大学神学部に

留学した。1922年7月ケンタッキー州ウィルモアにて開か

れた大キャンプ集会に出席したとき、日本における救霊活

動のため新しい教団創立の使命を担うべきであるとの、

神からの御声を聞き祈りが開始された。　翌年1923年1月

のウィルモアのキャンプ集会において起きた大リバイバ

ルの最中、神は再び同じ御声を繰り返し、ヨブ記、ピリピ

書、エゼキエル書の聖句をもって新使命に立ち上がるべ

く励まされた。かくして1923年4月24日、米国アズベリー

大学内において、日本宣教会（Japan Missionary Socie

ty）が創設されるに至った。おりしもその年の9月、関東

大震災が起こり、日本における救霊の急務を覚えた相田

喜介は、同年12月急遽帰国し渋谷区笹塚に伝道所を開設

した。後、渋谷駅近く、北谷、川崎、田端、大井町、桜ヶ

丘に教会を開設。また宇都宮、仙台に伝道所を設けた。

1929年には伝道者養成のため救霊学院を設立。しかし、

1934年に桜ヶ丘の教会を除く全ての教会が離脱。桜ヶ丘

教会は、米国メソヂスト監督教会から分離して1860年にB・

T・ロバーツによって結成された。日本伝道を開始したの

は1895（明治28）年である。翌年、河辺貞吉が日本伝道

の責任者となり関西を中心に開拓に当たった。日本基督教

団の成立に当たって、教団第八部となったが、1947（昭

和22）年に、FM会を組織し、教団内で活躍していた。そ

して1952年5月に日本基督教団より離れ、53年5月には創

立総会を開き独立、更に1961（昭和36）年には自由メソ

ヂストの世界機構成立に際して機構を改革し、自主、自

給の教団となった。

日本聖契キリスト教団
［NSKK］〒153-0061　東京都目黒区中目黒5-17-8 聖契神

学校内　Tel&Fax.03-3712-8063　◇創立／1954年　◇

清水 康(代表役員)、勝俣 慶信(副代表役員・書記)、勝本 

正實(会計)、渡辺 啓二(副会計)、関野 祐二(伝道役員)、

鳥居 光芳(礼拝・教育役員)、カールソン，ギャリー(宣教

師委員会代表)　◇特色／我らは、旧新約聖書は神の言で

あると信じ、この聖なる書が、信者各自の信仰、生活及び

信条の唯一の完備せる基準であることを信ずる。　◇沿

革／1878（明治11）年、スウェーデンで創立されたカベ

ナント（聖契）教会は、当時の国教会の形式的、世俗的

な教会主権に対抗して起こったリバイバルにより誕生し

た。霊的に目ざめたこの人々は「全世界に福音を宣べ伝

えよ」とのキリストのご命令の前に「主よ、我らはこの福

音を宣べ伝えます」との聖なる契約を結んだのでこの名

となった。そして創立当初から他の国々に宣教を開始した

この教会により、1885（明治18）年、米国カベナント教

会が誕生した。　1949（昭和24）年、米国カベナント教

会は日本伝道を開始し、まず東京に聖契神学校を創立、

さらに東京、神奈川、群馬、新潟の各地に教会および伝

道所を設立した。以来この宣教師たちは日本カベナント

宣教会を組織し、日本人の協力団体である日本カベナント

教団（後に日本聖契キリスト教会）と協力して宣教に当た

ってきたが、1954年4月、この両者は合同して日本聖契キ

リスト教団を組織し、今日に至っている。

【HP】http://www.geocities.jp/nskkjapan/

日本聖泉基督教会連合
［聖泉連合］〒470-1154　愛知県豊明市新栄町7-5　Tel&

Fax.0562-97-6468　◇創立／1969年　◇中野 直文(実行

委員長)、太田 邦恵(実行委員（会計）)、秋山 直光(実行

委員（書記）)　◇特色／聖書信仰に固く立ち、アルミニ

アン・ウェスレアンの立場を継承する。　◇沿革／信仰

の実践上相容れなくなり、イムマヌエル綜合伝道団より

離脱した教会及び教役者、信徒によって新設された教会

が連合して発足した。

日本聖約キリスト教団
［聖約］〒703-8281　岡山県岡山市中区東山3-3-9　Tel.

086-272-6711 Fax.086-271-5660　◇創立／1964年　◇

三浦 栄樹(議長)、小川 和秀(教務局長)、渡辺 亘(開拓伝

道局長)、三宅 守(総務局長＝信徒)、渡辺 英臣(財務局長

＝信徒)、吉元 鈴代(事務局長＝信徒)、山崎 憲次(厚生局

長＝信徒)、斉藤 隆二(教会協力伝道局長)　◇特色／私た

ちは、旧新約66巻が神の霊感によって成り、福音の真理

を十分に明示し、教会の拠って立つ唯一の正典であって、

キリスト者の信仰と生活の規範であることを信じる。私た

ちは、代々の正統的教会が告白してきた三位一体の神を

信じる者たちであり、父、子、聖霊の神が神性と人格をも
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(東京中会議長)、小高 政宏(神奈川中会議長)、佐々木 保

雄(中部中会議長)、小町 誠一(東関東中会議長)、中村 寿

夫(西部中会議長)　◇特色／ウェストミンスター信仰基準

に集約されている正統的で厳正な改革主義信仰を継承し、

政治的、経済的に独立自治の精神に立ち、長老政治を実

践する。また、宣教の聖霊の満たしを受けて、国の内外

で活発な宣教活動を行なう。聖霊の助けによって実現す

る聖潔なキリスト者生活を通して地の塩・世の光となり、

個人生活・社会道徳の健全化に取り組み、ヤスクニなど

に代表される反キリストの勢力に力強く立ち向かう。　◇

沿革／1956年12月9日創立の日本基督長老教会と1979年6

月3日創立の日本福音長老教会が、東京に播かれた改革主

義信仰を受け継ぐもの同志として歴史的な使命を覚えつ

つ、1980年以来交流を重ねた後、1993年5月3日に合同して、

関東2中会（東部第一中会、東部第二中会）、中部・関西

に1中会（中部中会）による1大会の新教会を設立。1999

年5月3日に関東の2中会を武蔵中会、東京中会、神奈川中

会、東関東中会の4中会に再編成し、5中会・1大会の構成

となった。2004年には大阪・四国地域の教会により西部

中会が設立され6中会になった。

日本伝道隊
［伝道隊］〒655-0872　兵庫県神戸市垂水区塩屋町6-32-

15　Tel&Fax.078-752-3979　◇創立／1903年　◇小紫 

義弘(理事長・JEA・JEF担当・関西聖書神学校理事)、糸

魚川 和英(顧問)、中島 信光(理事・JEA・JEF担当・関西

聖書神学校理事長)、水村 光義(理事・総務)、ブラウン，

ヒュー(理事・関西聖書神学校理事)、三宅 弘之(理事・書

記・関西聖書神学校理事)　◇特色／十字架に釘づけられ、

死して甦えり、昇天し給いし主イエス・キリストを信じ、

彼が己の民をその罪より救い、聖霊にてバプテスマを施

し、彼を俟ち望む民のため再び来り給うことを信ずる。故

にその宣ぶるところは、(1)旧新約聖書はその原語に於て

完全なる神の啓示なること。(2)イエス・キリストの贖罪を

基礎とせる信仰により、聖霊による上より新生を受くべき

こと。(3)全く救われて神のものとなり、我らの主なる救主

イエス・キリストを信ずる信仰により、主との真実なる結

合に入るべきこと。この目的のため、全き聖化を高調する。

これは新生に引き続き心の中になされる神の恩恵の業で

あって、心の潔めと聖霊の盈満と、心の中に於けるキリス

トの内住と、神を畏れて聖潔を成就することを含むもので

ある。(4)キリストに在る凡ての真の基督者の一致。　◇

沿革／1903（明治36）年、英国宣教師バークレイ・Ｆ・

バックストンがＡ・Ｐ・ウィルクスおよび竹田俊造等と協

力奉仕の結果、組織されたものである。本来、超教派伝

道的であって、他団体諸教会の応援、未伝道地の開拓、

信徒のための聖会等をなし、また神戸に関西聖書神学校

（聖書学舎）を経営、その働きの結果、教役者、信徒達に

より日本イエス・キリスト教団およびいくつかの団体・教

会を設立するに至った。現在、関西聖書神学校を日本イ

エス・キリスト教団と共同経営を行っている。関西聖書神

学校は、超教派神学校としてＷＥＣ（世界福音伝道団）

と神学校後援会からも理事が送られて、関西聖書神学校

理事会を形成している。1999年6月に英国評議会は、新組

織のＪＣＬ（Japan Christian Link）に移行し、日本理事

会に日本における伝道隊の全責任を任せられた。

日本伝道福音教団
［伝道福音］〒940-2105　新潟県長岡市緑町1-38-50　

Tel&Fax.0258-27-6494　◇創立／1958年　◇早津 栄(理

教会は1937年に世田谷区下北沢に移転。若い人々に福音

をとの願いから、1940年に八王子に女学院を開校したが

終戦後学校制度が変わり新制中学が開校されるため45年

に廃校。1957年に代田の地に戻り、八王子女学院の跡地

を売却して新会堂を建設した。その後、幡ヶ谷、久我山、

西調布、新潟県小千谷、前橋、相模、木更津、狭山に教

会を開設。1978年1月22日2代目監督として中原幸茂が就

任。1995年3月21日、相田望が3代目監督となる。2008年8

月14日小坂禮輔が4代目監督となる。

日本地方伝道団
［日本地方伝道団］〒870-1141　大分県大分市下宗方615　

Tel&Fax.097-542-1211　◇創立／1956年　◇広田 勝正

(理事長)、ファンデルメルベ，ジョン(理事)、内野 純一(理

事)、高橋 広文(理事)、河野 崇子(理事)、ファンデルメルベ，

純子(理事)　◇特色／旧新約聖書を誤りなき神の言葉と

信じ、信仰と生活の唯一の規範とする福音主義的信仰に

立つ。目標：1）私達は造られた者として神の栄光を現す

個人、家庭、教会をめざします。　2）私たちは、創造主

なる神を喜び、神の与えてくださった人生に感謝し、人生

を楽しみます。　3）私達は、創造主なる神を礼拝し、全

世界の救いのために祈り、伝道します。　4）私達は、信

仰者の群れとして互いに励まし合い、愛し合いつつ救い

主イエス・キリストの再臨を待ち望みます。　◇沿革／

1956年12月、南アフリカ共和国からJ・Pヴィッサー宣教師

夫妻が福音宣教のため来日、1958年8月、大分県佐伯市に

単立教会を設立。その後、日本人教役者の協力があり、

地方に対する福音宣教と教会形成に主力を注ぐことを目

的とし「日本地方伝道団」が組織され、1964年10月に宗

教法人の認可を受けた。その後、開拓教会がそれぞれ自

給成長するにともない、自立教会は同伝道団から分離独

立した。その後、同伝道団は福音主義に基づく教会形成

を念願し、又、教会未設置地域の町村伝道にも力を入れ

ている。今後は超教派の立場を維持し、各教会や伝道所

の個性を認めながら宣教の進展に努める。

日本チャーチオブゴッド教団
［日本COG］〒146-0093　東京都大田区矢口2-1-18　Tel.

03-3758-1625 Fax.03-3758-1647　◇創立／1955年　◇

八束 和心(代表役員・監督)、田畑 肇(理事)、伊藤 正登(理

事)　◇特色／聖書の逐語霊感を信じ、使徒信条を告白す

る。また義認、新生、異言を伴う聖霊のバプテスマ、聖

霊の今日的な働きによるいやし、きよめ、千年期前の再臨、

肉体の復活、永遠のさばきを信じる。　◇沿革／19世紀

後半の米国東南部において、飢え渇き神を求めるR.Gスパ

ーリング師はじめ数名の牧師達に聖霊が下り、1886年テ

ネシー州マンローでクリスチャン・ユニオンとして発足し

た。やがて1907年の総会でチャーチ・オブ・ゴッドという

名称を用いることになり、本部をテネシー州クリーブラン

ド市に移した。1926年外国伝道部が設置され、現在159

ヵ国に宣教活動を展開している。1952年L.Eハイル宣教師

が来日し、日本の宣教を開始した。

【HP】http://www.cog.jp/

【E-Mail】tlcoffice@cog.jp

日本長老教会
［長老教会］〒203-0004　東京都東久留米市氷川台1-8-15 

宣教センター2F　Tel&Fax.042-476-3305　◇創立／

1993年　◇板倉 邦雄(大会議長)、明利 篤洋(大会書記)、

則近 道夫(大会財務)、松本 忠史(武蔵中会議長)、秦 大興
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団第8部に所属した。その一部が戦後1948年に同教団を

離脱し、再来日した宣教師団SAM、改称してThe Evang

elical Alliance mission(TEAM)と共にゼ・エバンゼリカル・

アライアンス・ミッション（日本同盟基督教団）を設立し

た。現在は協力を終了したが、スウェーデン・アライアン

ス・ミッション、スイス・アライアンス・ミッションとも

協力して戦後の伝道と教会形成を進めてきた。　本教団

は、「聖書信仰、宣教協力、合議制」における一致のもと、

聖霊の力により、キリストの宣教命令に応えて、神の栄光

を現すことを存立の目的とし、積極的な開拓伝道と堅実

な教会形成のため2006年から宣教区制を採用している。

2009年現在、全国に16宣教区228教会がある。同盟聖書

学院（1950年開校）を一つの前身校とする東京キリスト

教学園（東京基督教大学・東京基督神学校）他で教職養

成を行い、松原湖、浜名湖、日高のバイブルキャンプに

おける青少年伝道と育成にも力を注いでいる。「日本とア

ジアと世界」を視野に入れた国内宣教、国外宣教を推進し、

これまでにインドネシア、台湾、タイ、パプアニューギニ

ア、ブラジル、北米先住民、モンゴル等に宣教師を派遣

してきた。宣教100周年記念大会、105周年記念大会にお

いて、過去の偶像礼拝と戦争協力の罪の悔い改めと、惜

しみなく犠牲を払い、世の終わりまでキリストへの信仰を

堅持することを表明している。

【HP】http://www.domei.info

【E-Mail】office@domei.info

日本ナザレン教団
［ナザレン］〒153-0042　東京都目黒区青葉台4-7-6　Tel.

03-3466-2416 Fax.03-3466-6719　◇創立／1953年　◇

松田 基子(理事長)、石田 学(書記理事)、松川 卓(会計理事)、

持田 嗣生(教職理事)、大田 建士(教職理事)、小林 信生(信

徒理事)、広田 正晴(信徒理事)　◇特色／ナザレン教会は

19世紀初頭のアメリカの信仰復興運動の中で起こされ、

世界各地に宣教され多くの教会が起こされた。ゆえに常

に福音宣教に重点をおき、ジョン・ウェスレーが強調した

聖化の恩寵を重んじる。特に新生、聖化を強調する教派

である。　◇沿革／1895（明治28）年、アメリカ、カリ

フォルニア州ロサンゼルス市で米国メソジスト監督教会

より分離した神学博士B.F.ブリージ、法学博士J.B.ウッド

ニー両氏を中心に組織されたもので、日本には1910（明

治43）年、シュノルド宣教師によって京都で伝道が開始

された。1914年、永松幾五郎氏、翌年喜田川広氏、16年

諌山修身氏ら相ついで米国より帰朝、大いに伝道に活気

を呈し、1924年京都で日本部会を組織するに至った。

1941年10月日本基督教団に加入したが、終戦後教派復興

の機運旺盛となり、1947（昭和22）年11月4日、神学博士

ウィリアム・エコール氏を総理として発足した。現在教団

本部の中に日本ナザレン神学校があり、教職の養成につ

とめている。

【HP】http://www.nazarene.or.jp

日本ネクスト・タウンズ・ミッション
［NTM］〒515-0812　三重県松阪市船江町452　Tel.0593-

83-5145 Fax.0593-69-2424　◇創立／1956年　◇三坂 

正治(代表役員)、久松 政一(会計)、岩井 繁信(書記)、藤

田 光康、前川 一郎、高橋 務　◇特色／使徒行伝2:4にあ

る聖霊を受ける時、異言を伴う信仰に立つ。その他66巻

全聖書は誤りなき神の御言で、その御言の上に固く立つ

信仰を守る。テモテ第二3:16　◇沿革／1956（昭和31）

年11月来日したジョン・M・ベル師夫妻によって始められ

事長)、堀 肇(副理事長)、渡辺 不二夫(理事)、佐々木 顕(理

事)、山崎 雄一郎(理事)　◇特色／聖書が神の霊感によっ

て記された誤りなき神のことばであり、信仰と生活の唯一、

絶対の規範であることを告白する。教団として特定の教

派的傾向を持たないが、その信仰告白は使徒信条に準拠

するとともに、プロテスタント宗教改革の信仰的立場を継

承、保持している。また福音主義信仰に立脚する群れと

して日本福音同盟（JEA）に加盟している。　◇沿革／

1950年（昭和25年）、宣教団日本伝道ミッション（JEM）

が裏日本の伝道を開始した。翌年、新潟県柏崎市に柏崎

聖書学院（現・新潟聖書学院）を開設し、日本人教役者

の養成と伝道に着手した。1958年（昭和33）には、それ

までに形成された9つの教会をもって日本伝道福音教団が

設立され、さらに1970（昭和45）には宣教団の経済支援

から離れて教会形成と開拓伝道に取り組む体勢に入った。

現在、新潟県及び北陸を中心に20教会を有するとともに、

ウィックリフ聖書翻訳協会宣教師4名を海外に派遣してい

る。1982年（昭和57）には、それまで教団の母体であっ

たJEMがTEAMと合併したことによりTEAMとの協力関係

を持ちつつ宣教活動を進めている。1998年（平成10）には、

TEAM、日本同盟基督教団、日本伝道福音教団の三者を

経営母体とした新潟聖書学園（新潟聖書学院・聖ヶ丘バ

イブルキャンプ）が新たに発足し、新事業に協力、参加

することとなった。なお、JEMの伝道事業であった「世の

光放送」は、現在、超教派の「新潟福音放送協力会」へ

と発展し、新潟県内の諸教会と共にその働きに協力して

いる。

日本同盟基督教団
［同盟基督］〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷1-23-14　

Tel.03-3465-2194 Fax.03-5465-5465　◇創立／1891年　

◇安藤 能成(理事長)、中谷 美津雄(副理事長)、水草 修治

(常任書記)、朝岡 勝(理事)、林 明信(理事)、朴 永基(理事)、

丸山 園子(理事)、山口 陽一(理事)、吉持 日輪生(理事)、

青木 栄一(信徒理事)、山村 雅彦(信徒理事)　◇特色／聖

書信仰、宣教協力、合議制が当教団の三本柱である。聖

書信仰は、信仰告白第一条において「旧新約聖書六十六

巻は、すべて神の霊感によって記された誤りのない神の

ことばであって、救い主イエス・キリストを顕し、救いの

道を教え、信仰と生活の唯一絶対の規範である。」と表現

され、続いてこの聖書という啓示の源泉から、神、人間、

キリスト、聖霊、教会、終末についての保守的・正統的な

信仰箇条が告白されている。聖書に啓示された福音宣教

という第一使命のために、日本人教職と宣教師、教団と

各個教会、所属教会相互、信徒と教職、宣教区相互が協

力することが当教団の特色である。またこうした宣教協力

を、実りあるものとするために、教団・教会政治は合議制

という方法を取っている。合議制とは、教団を構成する各

個教会が尊重され祈り話し合い、また、教師人事も理事会・

教会・教師がよく祈り話し合ってことを決めていくという

方法である。　◇沿革／本教団の歴史は、15名の宣教師

が横浜に上陸した1891年11月23日に始まる。彼らを派遣

したのはフレデリック・フランソンが設立したスカンヂナ

ビアン・アライアンス・ミッション（SAM）であった。彼

らは福音未伝の地、房総半島、飛騨、伊豆と伊豆諸島に

伝道し、さらにアイヌ民族への伝道も試みようとした。当

初は教会設立を意図しなかったが、宣教師と邦人の協力

によって生み出された諸教会は、1922年に日本同盟基督

協会を組織した。戦時体制下、宗教団体法施行にともない、

1940年日本聖化基督教団を設立、1941年には日本基督教
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つつ、「日本バプテスト同盟信仰宣言」を表明します。　

わたしたちは、聖書を信仰と生活の唯一の基準とします。

聖書が証言している三位一体の神を信じます。この神の

上に立ついかなる権威も認めません。　イエス・キリスト

は私たちの主です。キリストは十字架の死と復活によって、

わたしたちの罪を赦し,永遠の命にいたる道を開いてくだ

さいました。　わたしたちは、教会を信仰によって新たに

生まれた者の集まりと信じ、信徒の平等と良心の自由を大

切にします。そして、それぞれの教会の自主性を重んじ

ながら互いの連帯を深めます。バプテスマと聖餐を教会

の礼典とし、信仰告白に基づく浸め（しずめ）のバプテス

マを行います。わたしたちは、神に創られた世界が正しく

保たれるように努めます。また、神の支配と正義の実現

のために仕え、祈ります。そして主が再び来られることを

待ち望みつつ、みことばと聖霊の導きを求め、キリストに

連なるすべての人々と共に、福音宣教に励みます。　◇

沿革／わたしたちは、アメリカン・バプテストから1873年

に派遣されたネーサン・ブラウンとジョナサン・ゴーブル

両師夫妻の宣教に始まるバプテストの群れです。　1941

年、当時の大多数のプロテスタント教会によって、「日本

基督教団」が結成され、わたしたちの群れもそれに参画

しました。1948年、アメリカン・バプテスト系の教会の交

わりとして「日本基督教団新生会」を組織しました。その

後、バプテスト教会のあり方をめぐって教団離脱問題が

発生したために、1953年「基督教新生会」に改組し、そ

の立場を表明するものとして、翌年「基督教新生会綱領

宣言」を採択しました。　1958年、基督教新生会に属す

る教会の中から日本基督教団を離脱した教会を中心とし

て、新しく「日本バプテスト同盟」が結成されました。

【HP】http://www.jbu.or.jp/

【E-Mail】office@jbu.or.jp

日本バプテスト・バイブル・フェローシップ
［JBBF］〒389-0111　長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉

字柳宿4696番27　Tel.0267-46-4689 Fax.0267-46-5203　

◇創立／1952年　◇道下 常弘(理事長・代表役員)、近松 

満(理事)、足立 茂(理事)、鈴木 恵輔(理事)、斉藤 秀文(理

事)、渡部 良次(理事)、上田 廣行(理事)、白石 公章(理事)、

杉浦 宏橲(神学校管理委員会委員長・神学校長)、大木 英

雄(海外宣教委員会委員長（代行）)、上田 晃(国内宣教委

員会委員長)　◇特色／主イエス・キリストは「わたしは

この岩にわたしの教会を建てます。」と言われ（マタイ

16:18）、主ご自身の教会をお建てになった。主ご自身の教

会に、「あなたがたは行って、あらゆる人々を弟子としな

さい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを

授け、また、わたしがあなたがたに命じておいたすべて

のことを守るように、彼らに教えなさい。」とお命じにな

った（マタイ28:19〜20）。その時代から今日まで、徹底

した聖書の原理と実践を遵守するバプテストたちのよう

な、それぞれの時代の非聖書的な組織に対して徹底した

抗議・改革・分離を貫いた聖書的教会が存続してきたこ

とが、知られている。我々は主ご自身の主権と保護のもと

に、聖書的原理と実践において、真の教会が継承されて

きたと信じるものである。　◇沿革／1949（昭和24）年、

米国バプテスト・バイブル・フェローシップ（BBFI）諸

教会から派遣された宣教師たちは、日本における福音宣

教と教会形成に着手した。彼らの特長は『聖書のみ』で

あり、まさに「聖徒にひとたび伝えられた信仰」（ユダ3）

の継承だった。　以来、根本主義・バプテストの諸教会

が各地に組織されて日本バプテスト・バイブル・フェロー

た。来日間もなく「ネクスト・タウンズ・クルセード」と

いう名が採用されたが、この名は「ほかの附近の町々にみ

んなで行って、そこでも教えを宣べ伝えよう」（マルコ

1:38）という聖句から取られたもので「ネクスト・タウンズ」

（次の町々）とは福音をまだ一度も聞いたことのない町々

という意味である。　現在23ヶ所の教会があり、26名の

正教師1人の宣教師（中国）へ送り出している。

日本バプテスト教会連合
［バプ教会連合］〒176-0002　東京都練馬区桜台5-18-3　

Tel.03-5912-6040 Fax.03-5912-6041　◇創立／1965年　

◇米内 宏明(理事長)、佐々木 望(総務理事)、中澤 信幸(教

育理事)、福井 誠(世界宣教理事)、真田 雅臣(国内宣教理

事)、山本 実(財務理事)、森下 恵仁(事務局主事)　◇特色

／聖書信仰に固く立ち、伝統的なバプテストの立場に立

っている。この信仰的立場に立つ信仰告白と教憲教理を

設立総会において採択した。　◇沿革／日本基督バプテ

スト連合宣教団の伝道によって生まれた教会及び友好関

係にある教会が集まり、1965（昭和40）年9月に教会連合

を結成し今日に及んでいる。

【HP】http://www.rengo.ne.jp/

日本バプテスト宣教団
［バプ宣教団］〒514-0001　三重県津市江戸橋1-117-2　

Tel.059-232-6579 Fax.059-230-2606　◇創立／1978年　

◇赤坂 泉(実行委員長)、湯沢 英房(伝道部部長・財務部

部長)、松浦 茂(教育部部長)、ユーイング，ポール(宣教師

部部長)、東 正明(総務部部長)　◇特色／ (1)聖書主義と

キリスト中心主義　(2)信者のバプテスマ（浸礼）　(3)万

人祭司主義　(4)各個教会主義と会衆政治　(5)政教分離

の原則　◇沿革／Ⅰ．北米バプテスト綜合宣教団（NAB）

の日本宣教：シカゴに本部を持つNABは1951年に1組の夫

婦と女性の3人を日本に派遣し、1953年から三重県伊勢市

で宣教を開始する。神道のメッカに乗り込んでの戦略で

あった。最初の教会が伊勢市に1958年に献堂された。こ

れまで長期宣教師と短期宣教師を含むと、50名を超え

る。　Ⅱ．日本バプテスト宣教団：NABの働きにより、

1953年に始まった伊勢市の開拓は1954年の6月に4名のバ

プテスマ式が行われた。続いて京都市、津市、松阪市、

名古屋市、東日向市、池田市、奈良市と、中部と関西の

中心的都市に開拓を始め、教会形成に励んでいる。現在、

11の教会と4つの伝道（教会のイニシアティブによる集会

も含む）、11組の牧師と3組の宣教師と2人の短期宣教師に

よって宣教と教会形成がなされている。　1978年10月10

日、日本バプテスト宣教団の組織設立総会が行われた。

また、3階建て（240坪）のクリスチャン教育センター（津

市）があり、クリスチャン学生寮、津イングリッシュ・セ

ンターなど団体の本部が置かれている。

日本バプテスト同盟
［バプ同盟］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18-

71　Tel.03-3202-0053 Fax.03-3202-0054　◇創立／1958

年　◇小野 慈美(理事長)、益 巖(総務部長)、山田 崇浩(総

務副部長)、藤井 勇次(宣教部長)、石塚 多美子(宣教副部

長)、上村 秀夫(財務部長)、櫻井 淳(財務副部長)、大矢 

和男(伝道者養成部長)、小笠原 義道(協力団体担当・宣教

部担当理事)、宮林 節子(ハラスメント担当・宣教部担当

理事)、田村 義明(宣教部担当)、スティブンス，R(宣教師

担当)、丹野 真人(総主事)　◇特色／わたしたちは、世界

のバプテストの遺産や日本のバプテストの伝統を尊重し
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聖書に従ってバプテスマを受けた信者が、主イエス・キ

リストの宣教命令を遂行するために誓約し合った個別集

会である。個々の教会は独立自治の集会であり、他のい

かなる教会や宗教団体からも支配されない。イエス・キリ

ストは、新約教会に対してのみ、その不滅を約束し、宣

教命令を一任した。　18.主の教会には、バプテスマと主

の晩餐の二つの定めがある。聖書に述べられているバプ

テスマはキリストの死と埋葬と復活を表す。また、それは

悔い改めた信者が全身水面下に沈められる浸礼であって、

父と子と聖霊の名において、主の教会の権威により執行

されるものである。主の晩餐は、これを行う教会の会員に

限定される。パンはキリストの体を、杯はキリストの血を

記念する。　19.教会には、神によって定められた二つの

職務がある。牧師職と執事職であり、テモテへの第一の

手紙とテトスへの手紙に明らかにされているように、資格

を有する男性によって職務を全うされるべきである。　

20.連合、協議会、委員会等すべて協力体は、まさしく諸

教会の下に置く。　21.私たちは国家の干渉なく自由に礼

拝し、聖書の教えに従い、良き国民として国家の法律や

規則を遵守する。ただし、神の教えと異なる場合には、

神に従う。　◇沿革／1952年9月、アメリカン・バプテス

ト・アソシエーションに加入しているテキサス州ヒルスボ

ロ市のウォルナット・ストリート・ミッショナリー・バプ

テスト教会から派遣されたユージン・M・レイガン宣教師

が横浜に伝道を開始したことに始まり、現在に至る。

1964（昭和39）年11月3日、これに属する4つの教会は横

浜市中区本牧の新契約バプテスト教会で、第1回総会を開

催、新たに日本バプテスト連合（JBA）を組織した。

【E-Mail】h_kida@mtf.biglobe.ne.jp

日本バプテスト連盟
［バプ連盟］〒336-0017　埼玉県さいたま市南区南浦和

1-2-4　Tel.048-883-1091 Fax.048-883-1092　◇創立／

1947年　◇田口 昭典(理事長)、伊藤 世里江(副理事長)、

加藤 誠(常務理事)、金子 敬(理事)、松村 誠一(理事)、井

形 英絵(理事)、福永 保昭(理事)、坂本 献(理事)、野中 宏

樹(理事)、浦瀬 佑司(理事)、谷本 仰(理事)　◇特色／幼

児洗礼を拒否することにより、自由で主体的な信仰告白者

による教会形成を目指します。教会が国家や市民共同体

と批判的な関わりを保てるように政教分離原則を主張し

ます。固定化した信条や教権を持たず、信徒一人一人が

聖書と格闘し、キリストとの生きた交わりを持つ権利を認

め、また、伝道の義務を負います。各個教会は他の教会

との交わりを喜びますが、各個教会はすべての決定にお

いて自治権を有しています。　◇沿革／1889年、米国南

部バプテスト連盟外国伝道局（現・国際伝道局)よりマッ

コーラム、ブランソン2組の宣教師が来日した。翌年大阪

に最初の南部バプテスト系教会を結成したが、1891年、

アメリカン・バプテスト・ミッション(北部連盟)との協定

により、九州を伝道地とすることになり、福岡県若松（現・

北九州市）に移動した。その後門司、福岡、熊本等に伝

道地を広げ、1903年、教会数7、信徒数約100名をもって

日本浸礼教会西南部会（後の「西部組合」）を結成した。

1907年、福岡神学校を開設するなど、主として西日本に

伝道、教育、社会事業をすすめた。宗教団体法が施行さ

れたことを契機に1940年、日本バプテスト東部組合（現・

日本バプテスト同盟）と合同し、日本バプテスト基督教団

となった。その時の西部系教会・伝道所数25、教会員約

2500名。しかし翌1941年には日本基督教団に移行、その

第4部となる。敗戦後1947年4月3日、福岡において西部系

シップ（JBBF）を形成している。JBBFは主イエス・キリ

ストによって建てられた地方的・可視的・自主独立の根

本主義・バプテスト諸教会の『交わり』であり、共同事

業として神学校教育、海外への宣教師派遣、国内での開

拓伝道支援などを実現している。神学校教育のために、

日本バプテスト聖書神学校（軽井沢町）を経営しているが、

開校以来、卒業生は200名を超えており、世界宣教に羽ば

たいている。4年課程・3年課程・クリスチャンワーカーズ

コース・通信教育課程など、米国の神学校教育とも提携

しているので、多様なニーズに対応できる。　海外への

宣教師派遣は、1971年の沖縄宣教が最初だったが、1998

年では、インドネシアへ3家族、台湾へ1家族、香港へ1家

族、ペルーへ1家族、ウガンダへ1家族、ハワイへ1家族を

派遣している。なお国内の開拓伝道も地方教会の働きに

積極的に諸教会が支援する形で押し進めている。

日本バプテスト連合
［バプ連合］〒349-1143　埼玉県加須市生出453　Tel&

Fax.0480-72-6919　◇創立／1964年　◇河原 陸夫(議

長)、木田 浩靖(書記)、小田 洋(会計)、鴨田 信(会計補佐)　

◇特色／１.主イエスが弟子たちに示されたように、互い

に愛し合うならば、私たちは神を愛する者の集まりであっ

て、権威ある新約教会としての姿を表している。それ故に、

愛することは、主イエス・キリストの大いなる戒めであり、

他のすべての教えの基となり、宣教の原動力となる。　２

.聖書はすべて、一言一句、誤りなき、神の霊感によって

書かれた言葉であり、信仰と実践とに必要かつ十分な規

範である。　３.創世記における天地創造の記述は正しく、

そのまま受け入れるに足るものである。　４.三位一体の

神、父・子・聖霊は、神性において完全に等しい。　５.

イエス・キリストは、神である。　６.イエス・キリストは

処女から生まれ、人となり、罪なき生涯を全うした。　７

.サタンは、天使が堕落し、神と人の敵となったこの世の

神であり、悪霊のかしらである。その終極のさばきは永遠

の火の池である。　８.聖霊は、教会のかしらなるイエス・

キリストに代わる導き手であり、執行者である。　９.聖

霊の超自然的な賜物は、聖書が完成された時に廃れた。

信仰と希望と愛が、いつまでも存続する。　10.人は神の

かたちに創造され、罪なき状態を保ったが、自らすすん

で罪を犯したため、その子孫である全人類は罪人となっ

た。　11.イエス・キリストの苦難と死は、全人類の罪の

贖いであり、ただ信じる者にのみ罪の赦しが与えられる。　

12.罪人は、神の恵みにより、イエス・キリストを信じる信

仰によってのみ救われる。神の子となる必要条件は、神

に対する悔い改めとイエス・キリストに対する信仰である。

聖霊は罪人に罪の意識をもたせ、新しく生まれかわらせ、

神の子として証印し、安全を保証し、信者ひとりひとりの

うちに宿る。　13.イエス・キリストを信じて救われた者は、

すべて、永遠に主に守られて安全であり、絶対に滅びる

ことがない。　14.神は信じる者を自分の子として扱い、

従順な者には報酬を与え、不従順な者には懲らしめをも

って導く。　15.イエス・キリストは肉体をもって復活し、

昇天した。聖徒たちも同様に肉体をもって復活する。　

16.キリストは千年王国時代の前に体を持って再臨する。

それは異邦人時代の幕を閉じる最も栄光に満ちた出来事

である。その時、義人の復活が起こる。そして義人は千

年王国時代の後に新天新地の天国に入る。不義なる者の

復活は、千年王国時代の終わりに起こり、永遠の刑罰を

受けるために火の池に投げ込まれる。　17.イエス・キリ

ストは、宣教中に御自身の教会を創立した。その教会は、
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ォースクエアの働きは、メツェル師のもとに「日本フォー

スクエア福音教団」として一つになりました。1979年には

理事長に増井誠太師が任命され、初めて日本人の手にそ

の働きが移管され、教団としての形が整えられました。

1991年には比嘉幹房師が理事長となり、アメリカ人、フィ

リピン人に加え、ブラジル人の教職者も加入、日本各地

で教会開拓が進められてきています。2000年に創立50周

年を迎え、新たに採択された内規に基づく新体制となり、

比嘉幹房師が総理に就任、また2009年には佐藤成紀師が

新たな総理となり、21世紀におけるさらなる飛躍を目指し

ています。

【HP】http://www.japan4sq.org/

【E-Mail】info@japan4sq.org

日本福音教会
［JEC］〒662-0896　兵庫県西宮市上ヶ原六番町2-42　

Tel.0798-53-2694 Fax.0798-53-2695　◇創立／1974年　

◇富浦 好之(理事長・宗務)、道本 純行(副理事長・国内

宣教委員長・教務・総務)、豊村 善典(海外宣教委員長)、

福野 正和(事務局長)、藤田 泰三(書記)、大田 裕作(海外

宣教副委員長・教務)、福島 敏雄(財務)、二宮 功、我喜

屋 明、林田 清隆(聖会委員長・国内宣教副委員長)、北 

秀樹(海外宣教委員)　◇特色／日本福音教会は旧スウェ

ーデンオレブロ宣教会(バプテスト派)の霊的流れを汲み、

次の三つの流れの合流点に位置すると考えられる。　(1)

堅実実質を重んじる北欧福音的自由教会の流れ。　(2)十

字架における聖化と聖霊のバプテスマの流れ。　(3)20世

紀初頭以来の聖霊運動の一連の流れ、それらの三つの流

れが御言葉と御霊の主導の中で調和を持って体現されて

きている。今日、世界の各地で聖霊派と福音派が宣教前

進のため真の一致を模索する中にあって、ＪＥＣ(日本福

音教会)に委ねられている役割のユニークさを認識する。

すなわち、聖霊派と福音派の間に位置し、そのどちらをも

理解し、どちらとも協働できる神学的な理解と実践を目指

している。　◇沿革／スウェーデンオレブロミッション（現

インターアクト）が1952（昭和27）年2月に最初の教会を

大阪府堺市に設立して以来、各地に設立された教会と同

ミッションが相互の自治と独立を尊重しつつ、1974（昭

和49）年に連合体である本教会（日本福音教会）を結成

するに至った。

【HP】http://www.jec-net.org/

【E-Mail】office@jec-net.org

日本福音教会連合
［福音教会連合］〒700-0823　岡山県岡山市北区丸の内

1-11-15 岡山中央基督教会　Tel&Fax.086-226-0824　◇

創立／1971年　◇倉賀野 攻(理事長・教務理事)、戸叶 

誠(副理事長・財務理事)、太田 正信(総務理事)、阿部 俊

昭(伝道理事)、平井 猛(理事)、大川 百合子(理事)、三浦 

正子(理事)、　　◇特色／この連合は、旧新約聖書を誤り

なき神の言（ことば）とうけ入れ信仰と生活の基準とし、

使徒信条を告白する。しかして父、御子、聖霊の三位一

体の神を信じ、キリストの福音（新生、聖化、神癒、再臨）

の信仰を告白し、宣べ伝える。　◇沿革／本連合創立当

時の牧師は、一部を除き、日本福音教団所属の聖書神学

院卒業生でしたが、日本福音教団の中で信仰的に同一歩

調をとることが、困難になってきました。　それで、それ

ぞれ自主的に離脱した十数の教会、伝道所が、1971年8月

11日に創立総会を開催して、日本福音教会連合を設立し

た。信仰的には、ホーリネース派の流れを汲んで、聖潔

16教会をもって「日本バプテスト連盟」を組織した。この

16教会の教団離脱理由は伝道方策、教会政治、礼典観の

相違によるものであるという。以来、米国より宣教師が多

数来日し、第1次・第2次プリーチング・ミッション等全国

的な大規模伝道活動を展開した。1951年東京渋谷区神山

町に連盟事務所を移転し、「全日本にキリストの光を」の

スローガンを掲げ、まず県庁所在地に開拓伝道をし、次

に周辺都市に広げるとの戦略を採った。また第1次・第2

次躍進5ヵ年運動、新生運動（1963年）等を行い、1965

年にはブラジルへ宣教師を派遣した。靖国神社問題、日韓・

在日連帯、公害問題、部落問題、「障害」者と教会、性差

別問題、ホームレス支援の特別委員会を設置しており、

それぞれの課題に取り組んでいる。1970年第12回世界バ

プテスト大会が東京で開催されたが、この頃教会闘争が

起こり、神学校や各個教会に大きな影響を与えた。1988年、

「戦争責任に関する信仰宣言」を採択、1989年には天皇死

去に伴う大嘗祭反対運動を行った。1997年連盟結成50周

年記念大会を横浜にて開催。2002年、「平和に関する信仰

的宣言」を採択した。2005年、セクシュアル・ハラスメ

ント防止・相談委員会を設置。

【HP】http://www.bapren.jp/

日本フォースクエア福音教団
［フォースクエア］〒359-1125　埼玉県所沢市南住吉10-8　

Tel&Fax.04-2923-1858　◇創立／1950年　◇佐藤 成紀

(総理)、比嘉 幹房(理事・国内宣教局長)、増井 義明(理事・

海外宣教局長)、小坂 叡華(理事・財務局長)、金城 達則(理

事・書記局長)、増井 誠太(理事・教育出版局長)　◇特色

／教団名の「フォースクエア」とは、ヨハネ黙示録21:16

の新しい都エルサレム、つまり新しい天と地である天国の

様子を述べている文中に、「都は四角（foursquare）で…」

とある言葉の英語の表現です。フォースクエア福音教団

は、「イエス・キリストは、きのうもきょうも、いつまでも

同じです。」（ヘブル13:8）を、教理の中心のみことばとし、

人類に対するキリストの祝福を「四重の福音」として次の

ように表しています。主イエスキリストは、(1)世界の救い

主（Ⅰコリント1:18）、(2)偉大なる癒し主（Ⅰペテロ

2:24b）、(3)聖霊のバプテスマの授け主（ルカ3:16）、(4)再

臨される王の王（Ⅰテサロニケ4:16a）。「四重の福音」は、

聖書全体に見られるキリストの権威や働きに基づいてお

り、エゼキエル書（1:5−25）の幻の「生きもの」やキリ

ストの姿を描いている四福音書の特徴、マタイ（王／獅子）、

マルコ（しもべ／牛）、ルカ（完全な人間／人）、ヨハネ（天

から来られた神の子／鷲）などにも見ることができます。　

◇沿革／日本におけるフォースクエアの歴史は、1950年

に中国から日本に渡ってきたビリー・チャールズ宣教師の

千葉県での開拓伝道に始まります。彼女はその後、東京

に働きを移し東大泉に教会が建てられました。さらに埼玉

の所沢、秋津に伝道所を開設、献身者も起こされました。

1960年にアメリカ伝道中であった増井誠太師が帰国。

1965年にはウォルター・マッセン宣教師を理事長として

迎え、函館教会などを開設し、1970年にはハロルド・メ

ツェル師を迎えその働きを交代しました。一方、沖縄で

は1954年にクレストン・ケッチャム宣教師一家が伝道を

開始し、戦争の深い傷跡と多くの困難を抱える離島を中

心に小型船による伝道と援助活動がなされました。その

働きは離島伝道のほかに路傍伝道、療養所伝道、刑務所

伝道など多岐にわたり、献身者も起こされ1965年に帰国。

その後の働きは比嘉幹房師に引き継がれました。1972年

の沖縄の本土復帰に伴い、本土と沖縄に分かれていたフ
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とばとして信頼しこれに服従します。歴史的プロテスタン

トの基本教理を堅持する立場をもっています。それと共に、

広く福音的な教派、教会、諸団体と協力する開かれた群

れです。　普遍的なキリストのからだに属している諸教

会が、キリストにあって一つとされている事実を地上で具

体的に表現していくことは、主のみこころである、という

規約前文の精神のなかに、教会連合の教会観の基本的理

念・性格があらわされています。(1)各個教会の自主・自

立性、(2)全体としての一体性、(3)地域性の重視、(4)「連

合」の群れ全体の協力　◇沿革／日本福音キリスト教会

連合は下記に記す4つの群れから成るものです。1992年に

設立いたしました。　(1)リーベンゼラ・キリスト教会連合

（Japan Liebenzeller Church Association)　南ドイツのヴ

ィッテンベルグ州に本部がある「リーベンゼラ・ミッショ

ン」は中国奥地伝道団のドイツ支部として1899年北ドイ

ツのハンブルグに誕生。1927年日本宣教を開始。戦後は

1951年に川崎市に本部を置き伝道を再開。1992年ごろま

でに、神奈川県と茨城県を中心に約40教会になっていま

した。　(2)日本新約教団（Nihon Shinyaku Kyodan）　

第2次世界大戦の終わりごろ、マニラ駐屯米軍の中に多く

の熱心なクリスチャンがおり、終戦とともにその一部が日

本に移動、孤児救済と伝道をしました。彼らが帰米後、

デンバー市で「極東福音十字軍」を設立、1950年約30名

の宣教師が来日、主に関東地方の山村に伝道、1981年に

センド国際宣教団と改称、同宣教団の働きを土台として日

本新約教団が形成されました。1992年ごろまでに約30教

会が誕生しました。　(3)単立キリスト教会連盟（Associati

on of Evangelical Church in Japan）　単立キリスト教会

連盟は設立当初よりTEAM（The Evangelical Alliance 

Mission）と密接な関係がありました。TEAMの前身はス

カンジナビア・アライアンス。1949年TEAMと改称。

1964年TEAMの宣教師たちと、TEAMの宣教師たちによ

って開拓された教会の牧師たちが懇談、1965年4月単立キ

リスト教会連盟を18教会で発足、1992年までに58教会と

なりました。　(4)北海道福音教会協議会（Hokkaido Ev

angelical Church Association）　国際福音宣教団（Overs

ea Missionary Fellowship OMF）はハドソン・テーラー

が1865年に組織した中国奥地伝道団が母体です。中国に

おいて革命後伝道が不可能となって1952年来日した国際

福音宣教団によって青森と北海道各地で教会開拓がなさ

れました。その結果生まれた教会は1965年1月北海道福音

教会協議会を組織。1985年ごろまでに24教会となりまし

た。　1968年5月以降、信仰告白と教会政治をほぼ同じく

する、リーベンゼラ、新約、単立の三者は話し合いを継

続し、1986年4月三者は「キリスト教会中連合」を発足、

1987年北海道福音教会協議会が中連合に加わりました。　

1992年4月29日、横浜市で主の摂理のうちに「日本福音キ

リスト教会連合」（略称「教会連合」）を設立しました。設

立時は140教会。2010年5月現在で184教会。

日本福音キリスト教会連合各地区友好
［JECA友好］

日本福音基督教団
［日本福音基督教団］〒182-0033　東京都調布市富士見

町3-1-1　Tel.0424-85-5150　◇創立／1952年　◇羽村 

真知子(理事長)、新澤 昭彦(理事)、名取 道子(理事)、山

岸 壮吉(理事)、井上 征治(理事)　◇特色／(1)聖書を聖霊

感動による唯一の誤謬なき権威ある神の言と信ずる。(2)

神は唯一にして父・子・聖霊の三位にていますことを信

の恵みを強調している。　教会連合の名が示すように、

各個教会の自主制を尊重しながら、同志的結合の強い宗

派形成につとめている。また、男女の差を認めず、教職

理事、信徒理事の中でも婦人が活躍している。牧師も信

徒もキリスト化を目指し、結実のある教会の成長、発展の

ために、2010年を目標に2010計画を実行中。

【E-Mail】kuragano@r7.dion.ne.jp

日本福音教団
［福音教団］〒123-0864　東京都足立区鹿浜8-18-4　

Tel&Fax.03-3897-5316　◇創立／1952年　◇林 道信(代

表役員・総会議長)、白 均鉉(副議長)、田辺 誠一(総務部長・

出版部長)、清水 昭宣(正書記)、生酒 保志(伝道部長)、井

上 一志(財務部長)、青山 恒(社会部長)　◇特色／ジョン・

ウエスレーの教義である「クリスチャンの完全」を目指し、

中田重治の主張された、新生・聖化・神癒・再臨を受け

継ぎ、ホーリネスの流れを汲み、66巻の旧新約聖書を神

の霊感で書かれたことを信じ、時が良くても悪くても、あ

やまりなく、神の言を伝え、主イエスが定められた、洗礼

と聖餐の式典を忠実に守っている。　尚、政治などには

国のために祈るが、直接に参与せず、聖霊に満たされて、

主イエスの証人となることを目標にし、「福音を全日本へ」

とをモットーにして進んでいる。　◇沿革／中田重治監

督のリバイバル、そしてイスラエルの回復、その他様々な

問題の中、分裂して、聖教会、米田豊師、車田秋次師他

の先生方と共に、聖教会に加盟していたが、太平洋戦争

により、政府の命令で日本基督教団に統括されていた。　

1952年、太平洋戦争も終わり、講話条約を通して、日本

も独立し、私共同志と共に日本基督教団から出て「日本福

音教団」を設立、宗教法人の認可を受けた。　吉野勝栄

師を初代の総会議長にし、東京聖書神学院（星野栄一院長）

の卒業生が、全国各地で開拓伝道をして、使徒の時代の

ように、主イエスは勢力を伸ばして下さった。1971年に日

本福音教団は分裂し、日本福音教会連合と分かれた。第2

代の総会議長に星野栄一師が推挙され、その時代より韓

国、中国の宣教師を受け入れ、各地の伝道を応援する。　

1996年9月、星野師が召天され、10月に福音聖書教会での

臨時総会で、武井啓治師が議長に選ばれたが、諸事情に

より日本福音教団を離脱され、平岡忠雄師が議長代行と1

年余星野師、武井師の残期を全うされる。　1998年3月、

教団第26回総会にて、田辺誠一師が総会議長に推挙され、

2002年で創立50年になった教団の記念集会と記念誌の発

行が出来た。2004年3月に現体制になる。

【E-Mail】fukuin_tanabe@yahoo.co.jp

日本福音キリスト教会連合
［JECA］〒214-0013　神奈川県川崎市多摩区登戸新町

432-402　Tel&Fax.044-922-0225　◇創立／1992年　◇

相山 扶(委員長)、岩松 康宣(副委員長)、國分 広士(書記)、

由井 純(会計)、高橋 秀幸(委員)、織田 信明(委員)、杉山 

圭司(委員)、沢口 周一(委員)、菅原 豊(委員)　◇特色／

日本福音キリスト教会連合（以下「連合」と記す）の特

色は、第一に信仰告白に基づく結合であるということ。第

二に、聖書の権威を全面的に受け入れる群れであること。

信仰告白では第一に「聖書は旧新約66巻からなり、すべ

て神によって霊感された、誤りのない神のことばである。

聖書は、神が救いについて啓示しようとされたすべてを

含み、信仰と生活との唯一絶対の規範である。」とうたい、

歴史的福音主義信仰の告白各項を記します。「連合」は福

音主義に立つ教会の群れです。聖書を誤りのない神のこ
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日本福音宣教会
［福音宣教会］〒790-0807　愛媛県松山市平和通1-6-6　

Tel.089-925-1603 Fax.089-926-2785　◇創立／1956年　

◇万代 栄嗣(教職会議議長)、久保内 政春(評議員)、西田 

育生(評議員)　◇特色／日本福音宣教会において尊守さ

れる教義・信仰告白は、聖書の権威に正しく基づくもので

あり、初代教会以来、キリスト者の信仰と実践の中で厳格

に検証され受容されてきたものでなければなりません。

超教派的視点に基づき、総括的には、使徒信条をはじめ

とする初代教会の信条、また伝統的なプロテスタント教

会における信仰告白を認めるとともに、具体的には、以下

に示した信仰告白を尊守します。　Ⅰ.私達は、唯一まこ

との神、霊であり全てのものの創造主なる神を信じます。

神は全知全能、愛と義に満ちた完全な神であられ、本質

においてまったく一つでありながら、父・子・聖霊の三位

一体なる神として永遠に存在しておられます。　Ⅱ.私達

は旧・新約聖書が神の霊感によって書かれたものであり、

神の自らに関する啓示の最も本質的かつ信頼できるもの

であり、神が人の救いのために示された意志の完全な啓

示であること、また、全てのキリスト者の信仰と日々の実

践のための誤りなき原則、至上の権威であることを信じま

す。　Ⅲ.私達は、イエス・キリストが聖霊によってやどり、

処女マリヤより生まれた方であり、真の神、真の人である

ことを信じます。彼は神のひとり子でありながら、人とし

ての生活を全き柔順のうちに成し遂げられ、神の救いの

計画が彼の到来により成就したことをその教えとわざの中

で証明されました。　Ⅳ.私達は、聖霊が私達の内に働い

て罪を示し、罪の悔い改めに導き、イエスを主であると告

白させ、完全な新生を与え、キリスト者の内に住みたもう

方であることを信じます。聖霊は、助け主、慰め主として

私達と共におられ、絶えずとりなし、私達を聖化し、神へ

の奉仕と日々の生活のために力を与えてくださる方である

ことを信じます。　Ⅴ.私達は、神が人を、被造物のかし

らとして神との交わりに生きるように、ご自身のかたちに

創造されたこと、また、悪魔に誘惑され人は意図的に神

に反逆し、罪に堕ち、失われたものとなり、神の怒りを身

に負い、いかなる努力や行いによっても神との交わりにあ

る真の霊的生活を回復することはできないものであること

を信じます。　Ⅵ.私達は、イエスキリストの流された血

潮と彼の復活のみが人の救いを可能ならしめること、　ま

た、人はイエス・キリストを信じ受け入れ、罪を悔い改め、

全身全霊をもってキリストに従う信仰によってのみ、備え

られた神の恵みにより、罪を許され、義と認められ、新生

にあずかることを信じます。　Ⅶ.私達はイエス・キリスト

によってあらわされた神の恵みにより、御言葉の学びと祈

りとにより、日々祝福のうちを歩むものとされたことを信

じます。　Ⅷ.私達は洗礼と聖餐とが今日の教会において

執り行われるべき礼典であると信じます。　Ⅸ.私達はま

ことの普遍的教会とは、イエス・キリストを信じる信仰に

より、あがなわれ、新生にあずかったものたちが、共に集

まり、結びつけられて形成されるものであり、キリストの

からだであり、そのかしらは救い主イエス・キリストであ

ることを信じます。　Ⅹ.私達は主イエス・キリストの再

臨を信じます。　◇沿革／1956（昭和31）年、故万代恒

雄牧師の松山開拓伝道により松山福音センターが創設さ

れたが、1963(昭和38）年の会堂建設にともない、そのビ

ジョンは拡大し、国内での伝道・牧会活動はもとより、広

く海外にも働きの場を拡大している。1986（昭和61）年

には本部を松山市の中心部（現住所）に建設、基督会館

を隣接させ、伝道活動はさらに活発化し、教勢は急上昇

ずる。(3)我らの主イエス・キリストの神性、処女降誕、

罪なき生涯、奇跡、代償的贖罪、死、復活、昇天及びそ

の具体的再臨を信ずる。(4)罪人の救いに対して聖霊によ

る新生の必要なことを信ずる。(5)聖霊の内住による基督

者の聖化を信ずる。(6)救れし者は生命に甦り、失われし

者は審判に甦る事を信ずる。(7)我らの主イエス・キリス

トに在り信者の霊的一致を信ずる。　◇沿革／1918（大

正7）年、平出慶一が東京聖書学舎を創立したことに始ま

り、戦後組織を拡充し、1952（昭和27）年本教団を創立。

現在、成城キリスト教会、保恵キリスト教会、保恵学園保

育所を統合する。

日本福音自由教会協議会
［福音自由］〒333-0848　埼玉県川口市芝下2-8-11　Tel.

048-263-6551 Fax.048-263-6552　◇創立／1949年　◇

大橋 秀夫(会長)、西本 一雄(副会長)、拝高 真紀夫(書記)、

高橋 秀典(会計)　◇特色／霊感による神のことばすなわ

ち聖書に啓示され、各時代を通じて信じられている福音

的キリスト教信仰を明白に信じる。教会政治は会衆制、

各地方教会の自治を認める。教会の信仰箇条は12ヵ条に

まとめられており、「信徒の手引き」第一部に福音自由教

会の歴史と伝統、第二部に福音自由教会の信仰箇条の解

説、第三部に信徒の生活についての立場が要約されてい

る。 福音自由教会の主義・原則は、(1)基本的教理に対す

る揺るぎない確信、(2)神のすべての託宣の宣教、(3)新生

した者のみが会員となること、(4)地方自治に対する揺る

ぎない確信である。　◇沿革／1949年初代宣教師として

ハンソン師、続いて翌年ヘッセルグレーヴ師来日、関東と

関西に伝道、教勢進展し、1953年までに5教会が設立され

た。次いで1956年日本福音自由教会協議会が結成され、

以後宣教団と協力して伝道を促進する態勢に入った。更

に、1966年、国内宣教を推進するために従来の海外宣教

委員会に加えて国内宣教委員会を設置し、協議会全体の

開拓伝道地として中部進出を決定。1970年には、宣教団

との協力で伝道協力委員会（CEC）が誕生し、越谷、宇治、

大津、春日井、桶川、楠葉、名古屋南、八潮が、また30

周年を記念して東京地区に教会形成をスタートした。次

に広島市、仙台市、福岡に拠点教会を建て、沖縄にも開

拓伝道を進めた。各教会、各地区も開拓伝道を展開して

いる。このような中、協議会の働きを統括するフルタイム

の働き人である総主事を立てることにした。1990年から

1995年までは小川国光師、1997年から2003年までは谷下

信之師が立てられた。1999年には50周年を記念して北海

道札幌市に開拓伝道を開始し、2003年初めに自立教会と

なった。 海外宣教に重荷を持ち、教派・超教派の宣教団

体を通して多くの宣教師を派遣してきた。故横内澄江師

（福音自由：マレーシア・シンガポール）、奥山実師（ISK：

インドネシア）、鷹羽富美子師（アジア宣教：台湾）、安海

靖郎師（ISK：インドネシア）、小川国光師（OMF：インド

ネシア、シンガポール）、栗原延元師（ISK：インドネシア）、

故安東栄子師（アンテオケ宣教会：インドネシア）、島先

克臣師（福音自由：フィリピン）、松村隆師（WBT：イン

ドネシア）、立山馨師（AI：フィリピン）、野沢道世師（WBT：

パプアニューギニア）、土井彰師（WBT：インドネシア・

マレーシア）が、1994年新たに在米日本人伝道のために

石田恵理師が遣わされた。2001年7月には「日本自由福音

教会連盟世界宣教局」を通して蛭沼寛行師が米国シカゴ

郊外の日本人伝道のために遣わされた。

【HP】http://www.efcj.org/
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（現れ）を信じ、求める。　◎ガラテヤ人への手紙第5章

22-23節の御霊の実を結ぶことも信じ、求める。　◎旧新

両約聖書全体を神のことばと信じ、全体の調和を重んじ

（部分に偏らず）聖書全体のメッセージに心を向ける。　

◎福音宣教と救霊の働きを重んじる。　◎キリストに似

る者となることをめざす。　◇沿革／1994年4月、旧日本

ユナイト・ペンテコステ教団第32回全国大会において、

国際ユナイト・ペンテコステ教団（本部：米国ミズリー州

セントルイス）と分離する決議をし、解散した。同年6月、

「新しいグループ」を形成するための協議を行う。　1995

年4月、「新教団」設立のための教役者総会を開き、新教

団の名称を「日本福音ペンテコステ教団」とする。新教

団の信条・組織・予算を決める。同年6月、理事会におい

て教団規約（案）を作成。同年10月、教役者事務総会に

おいて教団規約が成立。新教団に参加した教会12、伝道

所4、教役者23名。　2010年3月第16回教団教役者事務総

会を京都火因河で開催、教会12、教役者34名。

日本福音ルーテル教会
［福音ルーテル］〒162-0842　東京都新宿区市谷砂土原

町1-1　Tel.03-3260-8631 Fax.03-3268-3589　◇創立／

1893年　◇渡邉 純幸(総会議長)、青田 勇(副議長・宣教

室長・総務室長)、立野 泰博(書記・事務局長)、森下 博

司(会計担当＝信徒)、河崎 隆夫(財務担当＝信徒)、徳野 

昌博(広報室長)、中山 格三郎(管財室長＝信徒)、浅野 直

樹(世界宣教主事)　◇特色／プロテスタントの代表的教

会としてその半数を占め、全世界に7千万人余の信徒を有

する「ルーテル世界連盟」の一環をなす団体で、旧新約

聖書が信仰と行為の唯一明確なる規範たることを主張し、

信条として使徒信条、ニケヤ信条、アタナシオ信条、ア

ウグスブルグ信仰告白、同弁証論、大・小教理問答、シ

ュマルカルド信条、和協信条を採用する。　ルーテル教

会は信仰の本質において一致すれば、その他の礼拝形式

や政治形態の一致を必ずしも要請しないが、本教会は礼

拝の徳を建てその精神を生かすため、主日礼拝には一定

の礼拝式を共用する。また、教育を重んじ特に小教理問

答を通して信仰と生活の訓練をはかることを伝統として

いる。　◇沿革／ルーテル教会は、1517年マルチン・ル

ターの宗教改革によってドイツに出来たプロテスタント最

古最大の歴史的教会で、スカンジナビア諸国では国民教

会となっている。日本での宣教の歴史は1893（明治26）

年北米一致ルーテル教会のシェラー、ピーリー両氏の来

日に始まる。両氏により、同年4月2日（イースター）当時

最も宣教困難とされていた佐賀市で日本最初の礼拝が守

られて以来、九州を中心として、逐次関西から関東へ教

勢を伸ばし、日本福音ルーテル教会を組織した。　日本

基督教団の成立に際し第5部として参加したが、それは「ア

ウグスブルグ信仰告白及びその他の宗教改革信条に基づ

く教会の信仰を保持し教会としての働きを全うし得るこ

と」を条件としたもので、やがて教団が部制を解消し、

信仰告白制定の途を辿るにつれルーテル教会は苦境に立

つに至り、1947（昭和22）年11月13日熊本に集まった旧

ルーテル教会有志は日本基督教団から離脱を決議し、ル

ーテル教会を再建するに至った。　なお、1953（昭和28）

年以来、在日ルーテル系ミッションの合同運動が起り、フ

ィンランド福音ルーテル協会、オーガスタナ・シノッドは

合同して日本福音ルーテル教会を組織した。1959（昭和

34）年更にデンマーク・ルーテル伝道会が、また翌年に

はディアコニッセ運動推進を目ざす北ドイツ・ミッション

が参加し、1963（昭和38）年にはスオミ・シノッド教団

をとげている。国内での伝道活動は、各拠点教会を中心

とした牧会伝道とともに、各地でのクルセード、講演会等

を開催するほか年間4万本にも及ぶ礼拝メッセージCDを

求道者を中心に販売、配布し、加えて全国各地でのテレ

ビ会議システムを使っての礼拝同時中継（ライブ礼拝）、

ビデオ伝道（ビデオ礼拝）を展開している。放送伝道に

おいては、ラジオ福音放送“まことの救い”という番組を、

全国10局ネットですでに30年以上継続し、1999年6月から

は同放送をラジオ短波でも開始し、環太平洋地域での聴

取が可能となったほか、同年4月からは南海放送ラジオ局

側のプログラムとして、“イエスYou Can！”の放送が実現。

万代栄嗣牧師がDJ及びパーソナリティーとして日曜夜30

分の番組を担当している。また、機関紙『落穂』を中心

とした文書伝道も行われている。海外伝道も30年以上継

続されており、世界26ヶ国にまで伝道の範囲は広げられ

ている。ブラジル、インドではそれぞれ2万人、5万人の

大クルセードを実現した。1987（昭和62）年にはアンデ

レ宣教神学院が創設され、ユニークな教役者養成プログ

ラムが実現され実績を上げている。

【HP】http://www.senkyokai.com/

【E-Mail】mail@senkyokai.com

日本福音宣教団
［日本福音宣教団］〒737-0051　広島県呉市中央5-1-26 

呉リバイバルセンター内　Tel.0823-21-8904　◇創立／

1950年　◇ウェイガンド，ジョー(主管者)、宮崎 章、岩

田 久子　◇特色／（1）聖書旧新約66巻は神の言であり、

信仰とその実践の謬りなき原則である。（2）神は父と子

と聖霊の三位一体である。（3）人間は神のかたちに創ら

れたが、好んで犯した罪のために堕落した。その贖罪は、

神の御子イエス・キリスト以外になし得ない。（4）悔い改

めとイエス・キリストを信じる信仰によって人は神の前に

義とされる。（5）聖霊のバプテスマを祈り求め、生活と奉

仕の能力を賦与されて証しなければならない。（6）聖霊

のバプテスマの最初のしるしは、異言を語ることである。

（7）全き聖潔。（8）教会とは主イエス・キリストを信ずる

人々の集りをさし、これはキリストの体であって、神の御

住居である。（9）神癒、死者の復活とキリストの再臨、地

上におけるキリストの千年王国を信ずる。　◇沿革／

1948（昭和23)年、主イエスの豊かなあわれみによって死

の床より神癒の恵みを受けて立ち上がり、日本伝道の幻を

与えられて1950（昭和25)年、米国より日本伝道の重荷を

負うて来日したレイ.Ｔ.ペディゴ師によって起こされた日

本宣教のための団体である。開拓伝道より始めて、教会

を建設し、中国放送ラジオで、「いのちの声」と、キリス

ト伝道丸による瀬戸内海島々の伝道を過去30年間やって

来たが、現在はやっていない。

【E-Mail】kurerevival@ybb.ne.jp

日本福音ペンテコステ教団
［福音ペンテコステ］〒870-0936　大分県大分市岩田町

4-1-30　Tel.097-569-5163 Fax.097-569-5190　◇創立／

1995年　◇橋本 守(理事長)、的場 康全(副理事長)、矢巻 

邦彦(書記理事)、小平 元昭(会計理事)　◇特色／◎洗礼

は全浸礼を原則とし、使徒行伝にみられるように初代教

会を範として主イエス・キリストのみ名によって行う。　

◎使徒行伝にみられるように、聖霊を受ける体験を求め

る。そして、聖霊に充満される時、御霊が溢れ出て異言

となって神をほめたたえ、神の栄光を言い表すことを信じ

る。　◎コリント人への第一の手紙第12章の御霊の働き
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スペル・メディアミッション、断食祈祷院をもつ教団とし

て発展している。年中行事としてジーザスフェスティバル

を東京から大阪、名古屋、福岡などで開催。また訪韓断

食祈祷聖会を開催し日本1千万人救霊と世界宣教のために

全力を尽くしている。教団組織として総会会長（李鎬慶

牧師）を中心に7つの地方会（東北、房総、関東、東京、

中部、関西、九州）に分けられている。

【HP】http://www.fgtv.jp/

日本ベテスダ教団
［JBC］〒618-0015　大阪府三島郡島本町青葉1-6-4　

Tel&Fax.075-962-4216　◇創立／2000年　◇上田 昌司

(監督)　◇特色／使徒行伝及び福音書の奇跡、聖霊のお

働きは、今日も継続していると信じる。使徒信条を告白し、

三位一体の神を信じる。しかし、これらを否定する教団、

カトリックなどとも、できる限り、友好を保ち、学んで行

く信仰姿勢を持つ。　◇沿革／2000年に上田昌司が神よ

り示されて、教団設立にとりかかり、島本キリスト福音教

会を本部教会として、ベテスダの池のごとく、奇跡が起こ

り、人々がイエス・キリストと出会う場としての教会を日

本と世界に打ち建てるビジョンを持って、新しい教団を設

立した。

【HP】http://www.joy.hi-ho.ne.jp/shimamoto-c/

日本ベテル・ミッション
［JBM］〒197-0003　東京都福生市熊川1101 福生ベテル

教会内　Tel&Fax.042-551-1327　◇創立／1992年　◇

津坂 良夫(会長)、吉田 有年、森田 為吉、オルソン，ニル

ス(宣教師)　◇特色／ (1)私たちは聖書が霊感にあふれた

神のことばであると信じる。　(2)聖書にある神は唯一で

あり、真の神である。　(3)主イエス・キリストの神性（処

女降誕、無罪性、奇跡、十字架の贖罪死、復活、召天、

再臨）。　(4)人間の堕落。　(5)人間の救い。　(6)教会の

礼典（聖餐式、父なる神、子なる神、聖霊なる神、すな

わち主イエス・キリストの御名によるバプテスマ）。　(7)

聖霊のバプテスマは、すべて信じるものに有効である。　

(8)聖霊のバプテスマは、御霊が話させてくださるとおり

に、異言を語るというしるしにより証明される。　(9)教会

はキリストのからだである。　(10)神の群れを導く目的の

ために、主によって備えられた神の召命を受けた教職者

を信じる。　(11)神癒。　(12)きよめ。　(13)祝福された

望み（復活、携挙、キリストの再臨）。　(14)千年王国に

おけるキリストの支配。　(15)最後の審判。　(16)新しい

天と新しい地。　◇沿革／アメリカ・ワシントン州にあっ

たベテル・テンプル教会より派遣された宣教師たちによ

って開拓された諸教会の交わりを目的として設立された

団体である。

【HP】http://www2.odn.ne.jp/bethel/

日本ペンテコステ教団
［ペンテコステ教団］〒630-0243　奈良県生駒市俵口町

951　Tel&Fax.0743-74-7622　◇創立／1929年　◇榮 

義之(代表役員)、榮 一仰、喜島 巌、前田 基子、為房 ゆ

み子　◇特色／聖書66巻を神の霊感を受けた誤りのない

ことばと信じ、イエス・キリストの十字架によって救われ

ることを確信し、信じてイエス・キリストの名によってバ

プテスマを受け、異言のしるしの伴う聖霊のバプテスマを

信ずる。　聖霊に満たされた力を受け、イエス・キリスト

の証人となり御霊の実を結び、聖められたクリスチャン生

活を生き、神の栄光を現わし、イエス・キリストの再臨を

が合同した。　1963（昭和38）年5月3日合同創立総会が

開かれて、旧東海福音ルーテル教会と旧日本福音ルーテ

ル教会とが合同し、新しい日本福音ルーテル教会を組織

した。そして、1985（昭和60）年、日本キリスト道友会と

の合同が成立した。

【HP】http://www.jelc.or.jp

【E-Mail】jelc@jelc.or.jp

日本フリーメソジスト教団
［フリーメソ］〒561-0858　大阪府豊中市服部西町3-10-

2　Tel&Fax.06-6862-1180 Fax.06-6653-0701　◇創立／

1984年　◇大嶋 博道(理事長)、畑野 順一(副理事長（会

計）)、小暮 智久(理事)、中江 松二(理事（書記）)、畑中 

康雄(理事)、馬場 一朗(理事・西部教区長)、本田 右一(理

事)、小暮 智久(総会議長)、篠原 利治(総会副議長・中部

教区長)、真柳 仁(総会書記)、行川 孝夫(東部教区長)　◇

特色／日本フリーメソジスト教団の信仰の立場は、その教

憲および信仰箇条に明示されている。教義においては、

福音的アルミニアン・プロテスタント主義の標準的信仰

に立ち、ジョン・ウェスレーが主張した全き聖化について

の聖書の教えを、明確に強調している。　◇沿革／1860年、

北米のメソジスト監督教会より分離したB.T.ロバーツらが

フリーメソジスト教会を結成した。日本では1896（明治

29）年に柿原正次・河邊貞吉らによって淡路島から開拓

伝道をし、その後関西地方・首都圏などで教会が設立さ

れた。土山鉄次の加入により1923（大正12）年に日本年

会に昇格されるが、1941（昭和16）年に日本基督教団が

設立されてこれに参加する。1952（昭和27）年にはフリ

ーメソジストの信仰と組織をもって、織田金雄らが中心と

なり日本自由メソヂスト教団を結成し、1960（昭和35）年

北米総会にて日本総会が承認される。1984（昭和59）年、

アルミニアン・メソジストの立場に立つことを願う24教会

が日本フリーメソジスト教団を設立する。1999（平成11）年、

教団が宗教法人として認証される。

日本フルゴスペル教団
［JFGA］〒160-0021　東京都新宿区歌舞伎町2-2-19　

Tel.03-3232-0667 Fax.03-3232-0729　◇創立／1974年　

◇金 聖水(代表役員)、李 鎬慶(責任役員)、金 有東(責任

役員)、尹 龍漢(責任役員)、崔 ヨハネ(責任役員)、金 エシ

ュルン(責任役員)、安 良元(責任役員)、鄭 大垣(総務)、金 

浩永(書記)、李 昌雄(会計)　◇特色／［フルゴスペルの

信仰教理について］☆五重の福音と三重の祝福。◇五重

の福音＝(1)救い（新生)の福音、(2)聖霊充満の福音、(3)

癒しの福音、(4)祝福の福音（呪いからの解放)、(5)（死に

打ち勝つ）天国と復活の福音。◇三重の祝福＝霊・魂・

肉体（環境）の三領域に及ぶ全人的救い（Ⅲヨハネ２）。

☆5つの信仰運動＝(1)聖書中心、(2)神様中心、(3)福音的

信仰、(4)使徒教会的、(5)聖霊中心。☆７大信仰＝(1)カル

バリの十字架の信仰、(2)五旬節の信仰、(3)地の果てまで

伝える信仰、(4)良き神様、(5)やまいをいやされるイエス様、

(6)再び来られるイエス様、(7)分け与える信仰。　◇沿革

／1970年代中頃より、ソウル・ヨイド純福音教会（チョー・

ヨンギ牧師）の信徒（会社の駐在員など）数名が礼拝を

自宅で始めていた群が成長し、教会として発展への必要

を迫られ、1979年12月、東京・四谷二丁目八ツ橋ビル4階

に教会堂を開設、東京教会として発足。これを土台とし

て2003年現在、日本全国に60ヶ所余りの教会を設立、

100名余りの牧会者がおり、その他の活動として、フルゴ

スペル・バイブル・カレッジ（東京校・大阪校）、フルゴ
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生と聖化の恵みに導き、実を結ばせ、奉仕のためにさま

ざまな賜物を与えられる。聖霊は神の造られた世界に対

して、ひきつづき働いておられ、全宇宙のあがないの完

成をめざしておられる。　６.〈救い〉イエス・キリストの

贖いを信じる者は、信仰によって義とされ、神との和解を

得、神の子とされる。義とされた者は、さらに聖霊の満た

しにより、完全な聖化が与えられ、再臨の時に栄化の恵

みにあずかる。　７.〈教会〉使徒的な公同の教会は、キ

リストのからだであって、神によって召されて、イエス・

キリストを救い主として告白し、礼拝する者たちの交わり

の共同体である。　教会は神の言を宣べ伝え、主イエス・

キリストの制定による礼典、すなわち、洗礼と聖餐を執り

行う。わたしたちの教会の特別な使命は、新生、聖化、

神癒、再臨の四重の福音を全世界に宣べ伝え、この世界

のあがないの完成のために奉仕することにある。　８.〈終

末〉イエス・キリストが再臨する時、キリストにある死者

は復活し、生きている聖徒は栄化され、神の国が完成す

る。　わたしたちはこのように信じ、歴代の聖徒とともに

使徒信条を告白する。　◇沿革／1901年、アメリカ人

C.E.カウマン夫妻及びE.A.キルボルン並びに中田重治ら

は、東京神田表神保町に中央福音伝道館及び聖書学院を

設立し、「四重の福音」を旗印として、教派の枠に捕らわ

れない宣教活動を推し進めた。1917年、東洋宣教会ホー

リネス教会を設立し、一教派としての歩みを始めた。

1933年に至り、教会内部で信仰上の立場に相違が起こり、

東洋宣教会ホーリネス教会はきよめ教会と日本聖教会に

分離した。この教団は日本聖教会の流れを汲むものである。

1941年、日本におけるプロテスタント諸教派は、合同して

日本基督教団を成立し、日本聖教会も第6部として合同に

参加した。1942年、ホーリネス系教会に対する弾圧があり、

翌年、同教会は解散させられた。敗戦後、復興した諸教

会によって「ホーリネスの群れ」が形成され、日本基督

教団内で独自の歩みを続けた。1949年、車田秋次と志を

同じくする30余の教会がホーリネス信仰を鮮明にするた

めに、日本基督教団を離脱し、日本ホーリネス教団として

再建し、今日に至る。

【HP】http://www.jhc.or.jp/

【E-Mail】jhc-honbu@jhc.or.jp

日本メノナイト・キリスト教会会議
［メノナイト教会会議］〒880-0907　宮崎県宮崎市淀川

2-7-4 大淀キリスト教会内　Tel&Fax.0985-51-4009　◇

創立／1956年　◇黒木 今朝次(議長・代表役員)、蓑部 

強(副議長)、日高 直樹(書記)、磯部 博、植野 正治、佐藤 

省三、磯部 博(法人主事)、横山 剛(会計主事)、坂本 久光

(監事)、桑原 春樹(監事)　◇特色／第一に聖書主義であ

る。聖書が最終的な権威であり、国家の権威や権力を利

用し癒着することなく、クリスチャンの信仰と生活に関し

聖書にすべての解決の基盤を置く。　第二に、自覚的な

信仰である。キリスト者として自覚的な信仰を持たない幼

児の洗礼を認めない。洗礼を受けたからクリスチャンにな

るのではなく、クリスチャンになったから洗礼を受けると

の原則に立つ。故に幼児洗礼を受けた者は教会員とみな

す国教会制度に反対した。　第三にキリストの弟子とし

ての生き方である。我々クリスチャンは、キリストの弟子

であることを望み、日々の生活の中でキリストを模範とし

て、それを実践する。なぜなら、「イエスは主である」と

告白するからである。　第四に、平和主義である。暴力

や権威主義、平和のための戦争も否定し、無抵抗主義の

道を選択する。キリストの愛の戒めに従う者だからであ

待望する群である。　◇沿革／1913年ビジネスマンとし

て来日したL.W.クート（イギリス人）が日本で全き回心を

体験し、1914年異言のしるしの伴う聖霊のバプテスマを

経験した。1916年、独立の宣教師として横浜で教会を始

めたが、1923年の関東大震災後、1929年奈良県生駒市に

生駒聖書学院を創設し、同時に日本ペンテコステ教会を

設立した。　戦時中は閉鎖されたが、1950年生駒聖書学

院が再開され、同時に教会も再開された。　大阪、奈良、

京都を中心に伝道を展開し、現在20の教会・伝道所を持ち、

日本のリバイバルと世界宣教のために前進している。　

生駒聖書学院設立とともに始まった教団ではあるが、教

団組織よりも神学生養成に力を入れ、多くの卒業生によ

って教団や教会が設立され、広く日本の教界に貢献して

いる。　生駒聖書学院は現在も教団のみならず福音派、

カリスマ派、ペンテコステ派を問わず、聖書の働きを信

ずるすべての教会の献身者に門戸を開き、牧師、伝道師、

宣教師を養成している。　日本ペンテコステ教団は、イ

エス・キリストの十字架の救いを信じ、聖書のお働きを受

け入れる全国のすべての教会と一致し、キリストのからだ

として神の栄光のために前進している教団である。

【E-Mail】elimyoshi@kcn.jp

日本ペンテコステ神之教会教団
［ペンテコステ神之教会］〒462-0014　愛知県名古屋市

北区楠味鋺3-1618　◇創立／1963年　◇内村 克代子(日

本管区長老)　◇特色／キリスト教の本義に基き聖書を所

依の経典として特に新生、聖化、神癒、再臨を信ずる。

日本ホーリネス教団
［ホーリネス］〒189-8512　東京都東村山市廻田町1-30-

1　Tel.042-394-7466 Fax.042-392-2877　◇創立／1949

年　◇郷家 一二三(教団委員長)、島津 吉成(教団委員（総

務局長）)、中道 善次(教団委員（宣教局長）)、錦織 寛(教

団委員（教育局長）)、安井 満(教団委員（奉仕局長）)、

上中 栄(教団委員)、久田 博(教団委員（財務局長）)、目

黒 章子(教団委員)、間室 照雄(教団委員)　◇特色／＜前

文＞この信仰告白に盛られる内容は、日本ホーリネス教団

教憲（前文）、教団規則第三条、教規第四条に即し、かつ

『東洋宣教会（OMSI）の信条』（1982年制定）の内容とも

関連するもので、1901年創立以来の信仰に立ち、歴史的

曲折を経つつも、1949年の再建時に再確認した信仰内容

を表現するものである。　＜本文＞１.〈聖書〉旧新約聖

書六十六巻は、神の霊感を受けて書かれた誤りのない神

の言であり、キリストを啓示し、福音の真理を示すもので

ある。聖書はわたしたちの信仰と生活の規準であり、教

会の唯一の正典である。　２.〈三位一体〉唯一の神は、

父と子と聖霊の三位格を持つ三位一体の神であり、その

本質において同一である。　３.〈父である神〉父である

神は、永遠者であり無限の力と知恵といつくしみを持つ方

である。この方は、見えるものと見えないものとの創造者

であり、またその保持者である。　４.〈子である神〉御

子は真の神であり、真の人である。この方はわたしたちを

罪から贖うために、十字架にかかってくださった。御子は

死より栄光のからだをもって復活し、永遠の命の保証とな

られた。この御子、すなわち天に昇られた主は、父から受

けた聖霊を注ぎ、ご自身を教会の頭として与え、わたした

ちのためにとりなしておられる。この主は栄光のうちに再

び来られる。　５.〈聖霊である神〉父と子から出る聖霊は、

キリストを証しし、全ての真理に導く。教会に賜物として

与えられたこの方は、世の人に罪を認めさせ、次いで新
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合されて、北海道メノナイト教育研究センターとなった。

機関紙に「みち」、「かけはし」、研究誌に「いずみ」がある。

1998年機構改革を行い、メノナイト平和・宣教センター

が設立された。また1996年、宿泊・研修・学生センター・

宣教活動などの施設としてメノナイト福住センターが完

成した。

【E-Mail】meno@comco.ne.jp

日本メノナイト・ブレザレン教団
［MB］〒563-0038　大阪府池田市荘園2-1-12　Tel&Fax.

072-762-5731　◇創立／1951年　◇武田 信嗣(議長・代

表役員)、北嶋 和之(副議長)、藤野 純一(審議)、田畑 雅

紀(伝道)、南野 浩則(出版)、首藤 謙介(青年)、大山 明(教

会学校)、不破 勝美(海外宣教)、本村 守(福音聖書神学校

理事長)、真鍋 孝(福音聖書神学校校長)、中村 孝治(能勢

川バイブル・キャンプ運営委員会)　◇特色／教義＝旧新

約聖書が原典において霊感された誤りなき神のことばで

あることを信じています。そしてすべてのことにおいて、

神のことばに聴き、信じ従うことを旨としています。また、

教会に与えられた主の福音宣教の使命を果たすべく、あ

らゆる努力を惜しまず、日本および世界に目を向けて、聖

霊の力により、祈り、捧げ、労していきます。聖書が語る

平和と和解を、個人、家庭、社会、そして世界に広げて

いくことを神の子どもとしての使命としていきます。　◇

沿革／私たち日本メノナイト・ブレザレン教会は、歴史的

には、16世紀の平和的再洗礼派（アナバプテスト）であ

るスイス兄弟団（スイス・ブレザレン）の流れを汲んでい

ます。オランダのローマ・カトリック司祭であったメノ・

シモンズ（1496-1561）が、1536年1月にカトリック司祭

職を辞し、再洗礼派の群れに身を投じてより生まれました。

その後メノナイトの信徒たちは迫害のため散らされて、プ

ロシアへ、さらに帝政ロシアへと移住していきましたが、

良き霊的指導者を欠いた閉鎖的な集団生活は、徐々に信

仰の後退をもたらしていきました。そのような中、ドイツ

敬虔派の流れを汲むエドワード・ウェスト（？-1859）牧

師による霊的な鼓舞を受け、群れの中に新しい霊的な覚

醒が与えられ、1860年1月6日、みことばの聴従と兄弟愛

を基調とするメノナイト・ブレザレン教会が誕生しました。

共産革命、第1次大戦の歴史の中でも群れは祝福され守ら

れて、1875年以降は新大陸アメリカへ大量の移住に導か

れました。現在、世界20カ国以上に渡り、北米（カナダ

とアメリカ）に約6万人、インド10万人、アフリカのコン

ゴに8万5千人、ドイツに1万3千人、その他、世界各国に

広がり続けており、全体では信徒数も30万人以上を数え

ています。日本には第2次大戦後、1950年8月より、北米

の宣教師によって大阪府で宣教が開始されました。関西

圏を中心に開拓伝道が展開され、東は神奈川から西は山

口に教会が建てられており、現在28の教会が形成されて

います。また、教団立の神学校である福音聖書学校、能

勢川バイブルキャンプ場など、教派を超えて用いられて

います。

【HP】http://www.yuri.sakura.ne.jp/~mb/

日本リバイバル連盟
［JRL］〒320-0848　栃木県宇都宮市幸町8-2 宇都宮福音

キリスト教会内　Tel&Fax.028-634-3833　◇創立／1995

年　◇中村 準一(委員長)、野村 正幸(副委員長)、李 正秀

(副委員長)、万年 紀八郎(事務局長)、万年 宣義(委員)、

久留生 夏江(委員)、新村 眞一(委員)　◇特色／「聖霊が

あなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けま

る。　◇沿革／日本メノナイト・キリスト教会会議の歴史

は、16世紀の宗教改革時代に遡ります。当時、ルターや

ツウィングリの聖書原理に傾倒し、改革の熱意に燃えて

いた代表的人物であるスイス、チューリヒのグレーベルと

マンツによって、メノナイトの改革運動が始まった。彼ら

はツウィングリを師と仰ぎ改革運動を推進していたが、ツ

ウィングリが国教会制度を取り入れたために、1525年に

ツウィングリと袂を分かつことになった。彼らは、国教会

制度と結びついた幼児洗礼を拒絶し、自らが自覚する成

人洗礼を主張し、改めて洗礼を受け直した。彼らは自分

達の群れをスイス兄弟団と呼んだが、国家に追随する反

対者達からは、皮肉を込めてアナバプテスト＝再洗礼派

と呼ばれた。　メノナイトと言う名称は、1536年にオラン

ダのアナバプテストの群れを統一した最も優れた指導者

であったメノ・シモンズの名前から来たものである。オラ

ンダと北ドイツのメノナイトの群れは、信仰の自由と兵役

免除を求めて、17世紀から19世紀初頭にかけて、プロシヤ、

ウクライナ、ロシヤへ、そして多くのメノナイトの人々が

アメリカ西部、カナダ、ブラジル、パラグワイへと移住し

て行った。　日本メノナイト・キリスト教会会議はこの流

れを受け継いでいる。1950年中国で伝道していたアメリ

カ人宣教師ウイリアム・ボスが、中国伝道が閉鎖された

ために、アメリカへの帰途、日本に立ち寄り、宣教地とし

て調査し、宮崎県に教会を設立することを決定した。　

1951年、日本語を勉強していた宣教師によって神戸教会

が誕生し、その後、九州の宮崎県に伝道の拠点が置かれ、

1964年までに7つの教会、福音書店、幼稚園が設立された。

1976年までは宮崎県を中心に伝道していたが、この年に、

日本メノナイト・キリスト教会会議と名称を変更し、福岡

県に伝道を開始し、1978年に大分県に、1979年に広島県

に教会を設立した。現在は、9の教会と6の伝道所が存在

する。

日本メノナイト・キリスト教会協議会
［JMCCC］〒080-0017　北海道帯広市西七条南17丁目　

◇創立／1956年　◇喜来 業康(代表役員・執行委員長)、

佐藤 哲雄(副執行委員長)、大山 裕昭(書記担当)、川口 冨

美子(会計担当・シメオン担当)、伽賀 由(国内渉外担当)、

バイラー，メリー(国外渉外担当)、石垣 茂夫(監事)、村野 

實(監事)、前田 寿次(管財委員)、畠山 勝(管財委員)　◇

特色／◎聖書に示されたものを神の言として信じ、聖書

に学び、聞き従う。　◎信者一人一人がイエス・キリスト

の弟子として生きる。　◎教会は信ずる者の共同体であ

り、神の家族として、兄弟姉妹として、互いに尊重し合い、

助け合う。　◎信者一人一人が自発的な奉仕により、キ

リストの共同体建設に参加する。　◎神が人間を愛して

くださったように、隣人を愛し、平和を作り出すことを目

指す。暴力に訴えないこと、正義を実現することを目指

す。　◇沿革／1951年6月、ミッション・ボード（本部イ

ンディアナ州エルカート）からカール・ベック、ラルフ・

バックウォルター両宣教師夫妻が北海道に派遣され、そ

れぞれ帯広、釧路で宣教を開始した。同年11月に初の洗

礼式（帯広・釧路合同で11名）があり、日本メノナイト教

会が誕生した。その後多くの宣教師が送られ、指導者が

養成され、道内各地に教会が増えていく一方、1954年か

ら「信徒大会」が開かれ、1956年の第4回大会で「日本メ

ノナイト教会協議会」が発足した。1982年同協議会は宗

教法人化され、「日本メノナイトキリスト教会協議会」に

なった。この間1965年には道東聖書学院が設立され、

1989年に道東聖書学院と、メノナイト研修センターが統
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日本ルーテル同胞教団
［ルーテル同胞］〒989-3128　宮城県仙台市青葉区愛子

中央2-14-15　Tel&Fax.022-392-7643　◇創立／1951

年　◇片桐 進(総会議長)、金田 与施夫(副議長)、古村 直

芳(副議長)、高山 典久(書記)、土門 明(書記)、板倉 幸一(会

計)　◇特色／旧新約聖書が神の霊感によって書かれた神

のことばであって、信仰と教理および生活の唯一の源で

あり規範であることを信じ教えかつ告白する。　使徒信条、

ニカイヤ信条、およびアタナシオス信条が旧新約聖書の

教えと一致するものであることを認める。改訂されないア

ウグスブルグ信仰告白およびルター小教理問答書が神の

ことばに基づき、信仰および教理を正しく表明するもので

あることを認める。　◇沿革／母体であるアメリカ・ルー

テル同胞教会が終戦直後東洋伝道を企図、当初中国を目

的地としたが社会変革により実現出来ず、1949（昭和24）

年8月モーリス・A・ワーダル宣教師が来日、比較的伝道

の遅れている東北地方を伝道地として選定、酒田市公民

館で宣教第一声をあげた。その後秋田県にも伝道地を開

拓、宗教法人日本ルーテル同胞宣教団を1951（昭和26）

年2月26日設立した。その後さらに伝道地域を関東、東北

に拡大し、1983（昭和58）年には法人名を「日本ルーテ

ル同胞教団」に変更している。

ニューファンテン教団
［ニューファンテン］〒178-0063　東京都練馬区東大泉

3-20-11 大泉セントラルチャペル　Tel.03-3924-0520 

Fax.03-3924-4996　◇創立／2004年　◇高見 幸喜枝(代

表)

ニューホープ・ジャパン・アジア
［NHJA］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田鶴巻町308 

田澤ビル2F　Tel.03-3209-2170 Fax.03-3209-2228　◇創

立／2000年　◇サタラカ，タロー(代表)、田村 淳(書記)、

飯塚 和義(会計)　◇特色／(1)旧新約聖書66巻は、原典に

おいて全く誤りのない霊感された神の言葉である。　(2)

全宇宙を創造された神は、父・子・聖霊なる三位一体の

人格者として啓示された唯一の神である。　(3)すべての

人は罪人であり、罪の結果は永遠の裁きと死である。　(4)

人となった神、主イエス・キリストは、全人類のために十

字架について死なれ、葬られ、三日目に死からよみがえら

れた。主イエスを信じ、救い主として受け入れることによ

り、人間は罪からの救いと永遠のいのちを受け取ることが

出来る。　(5)聖霊の満たしとその現われとしての聖霊の

賜物は、現代においてもキリスト者が体験することのでき

る神の恵みである。　(6)過去の歴史において、教会は初

期の栄光の時代とそれに続く霊的な後退の時代とを経験

してきた。しかし、神は終末において、教会にご自身の栄

光を回復される。　(7)父なる神の右の座につき、すべて

を治めておられる主イエス・キリストは、世の終わりに、

もう一度この地上に戻ってこられ、地上に神の王国を打ち

立てられ、すべての者を裁き、世々永遠に治められる。　

◇沿革／1995年9月に、ウェイン・コディロ牧師はアメリカ・

ハワイ州ホノルル市にニューホープ・クリスチャン・フェ

ローシップ教会を開拓し始める。1999年10月にタロ・サ

タラカ師が日本への宣教師として派遣され、2000年3月に

ニューホープ・インターナショナル・フェロシップ東京教

会を開拓する。又、2000年7月5日に、その時まで日本で

伝道していた何人かの牧師が加わり、ニューホープ・イ

ンターナショナル・ミニストリーズ（ＮＨＩ）を正式に発

足する。後にニューホープ・ジャパン・アジア（NHJA）

す。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、およ

び地の果てにまで、わたしの証人となります」（使徒1：8）

を理念として揚げ、つまり、聖書信仰に堅く立って、初代

教会のように聖霊様によるしるしと不思議の伴う福音宣

教を強力に展開することを願い求めています。　◇沿革

／この団体の前身である「日本イエス・キリストの教会リ

バイバル連盟」は1995年5月に設立されましたが、2003年

4月1日に解散し、同時に「日本リバイバル連盟」として新

たに組織されました。　この団体は、理念、目的、組織、

活動などを一新して再発足したばかりですから、歴史は

これから造られます。揚げた「全世界に福音を」の目的

達成のため、連合体に与えられている賜物をフルに活用

できる体制を整えて、お互いの賜物をもって仕え合い、

励まし合って、聖霊の満たしと導きを受けて福音宣教に

励むことを目的としています。

【HP】http://www.japanrevival.org

日本ルーテル教団
［NRK］〒102-0071　東京都千代田区富士見1-2-32　Tel.

03-3261-5266 Fax.03-3262-7759　◇創立／1948年　◇

粂井 豊(議長)、江本 真理(副議長)、白井 真樹(書記)、田

口 多可夫(会計)、内藤 五郎(事務局長)、榎本 洸(北海道

地区常議員)、中野 克行(新潟地区区常議員)、梁 熙梅(関

東地区区常議員)、小林 逸雄(監査)　◇特色／他のルター

派教会とともに、3つの世界信条と６つの特殊信条を聖書

の教えと一致するものと認めています。すなわち、聖書

がキリスト者の信仰と行いの唯一の規範であること、キリ

ストの恵みをとおし信仰によってのみ義と認められるこ

と、すべての信徒は祭司であって、福音宣教・教会形成・

他者奉仕へと召されていることを信じています。　この教

団固有の特色としては、19世紀ドイツの信仰復興運動の

流れを汲んでおり、世俗主義・多元主義の風潮に対して、

正統主義的な正しい教理の信仰を強調します。礼拝は伝

統的様式を守り、聖書と聖礼典を２大中心としています。

また政治形態としては会衆主義をとっています。保守的

な背景をもっていますが、日本福音ルーテル教会との協

力関係を育て、ルーテル世界連盟に加盟するなど、教会

一致の流れに加わる姿勢を定着させつつあります。　◇

沿革／本教団の創設は、1948年9月19日、米国ルーテル

教会ミズーリ・シノッドが最初の宣教師の就任式を行うと

ともに、日本宣教開始を公式に宣言したことに基づく。そ

の前史として、米軍チャプレンが各地で日本人宣教を始

めていた。1951年10月、民間ラジオ放送の開局と同時に、

ルーテルアワー放送を開始する。　1953年11月、文部省

から宗教法人としての認証を受ける。　1966年5月、日本

福音ルーテル教会と「聖壇と講壇の交わり」の宣言、「神

学教育に関する協約」を行う。　1968年5月、新たな教団

憲法規則を採択。米国ルーテル教会ミズーリ・シノッドの

宣教師団から独立し、自治教会となる。　1970年5月、「使

命の確認」を採択し、宣教的教会構造への改革を志向す

る。　1976年4月、経済的に自給教会となり、当初から目

標としていたキリストの下での自立を達成する。　1987

年5月、日本の他のルーテル教会と共に、韓国ルーテル教

会と「宣教協力に関する宣言」に署名。　1990年5月、小

児陪餐の容認を決議。小児洗礼を受けた子供が堅信式前

に初陪餐を受けることを認める。　1999年6月、ルーテル

世界連盟への加盟が認められる。

【HP】http://www.jlc.or.jp/
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バイブル・プロテスタント基督教会
［バイブル・プロテスタント］〒868-0061　熊本県人吉市

蓑野町190 ともしび聖書キャンプ場内　Tel&Fax.0966-

24-5404　◇創立／1953年　◇井上 温章(ミッション代表

役員)、松崎 義治、久留 健一郎、横山 秀喜　◇特色／バ

イブル・プロテスタント・グループ教会の教理的特色は、

マイルド・カルヴィニズム、反カリスマ、聖書信仰を重ん

じる福音主義に立脚する。　◇沿革／バイブル・プロテ

スタント基督教会の歴史は、1952年3月に米国バイブル・

プロテスタント・ミッションより派遣されたデール・アク

スリー宣教師一家の来日に始まる。翌1953年8月には熊本

県人吉市を拠点に定め、以後球磨・人吉地方での宣教活

動を展開。翌1954年4月に人吉聖書教会が誕生し、1956

年に人吉市南泉田町に教会堂を建設。現在の教会堂は教

会付属の人吉ひかり幼稚園の敷地内（人吉市城本町）に

ある。　ほぼ同時に球磨郡においても伝道開始、多良木

町に多良木聖書教会が誕生。1966年教会堂建設、現在に

至る。　熊本市にある帯山聖書教会は、1960年アクスリ

ー師の宣教活動に始まり、1961年には保田窪本町（現在

の帯山）に会堂を建設。　えびの聖書教会は、大口伝道（鹿

児島県大口市）と平行して始められ、その後伝道の拠点

は吉松、えびの方面に移った。現在は、えびの市向江花

ノ木454-14に新会堂を建て、ここを拠点として本格的伝

道に取り組んでいる。熊本北聖書教会は、帯山聖書教会

の枝教会として1988年に発足。1990年には菊池郡西合志

町に教会堂を購入し、現在に至る。　若葉聖書教会は、

1993年、他宣教団より受け継ぎ、伝道活動を継承。2002

年4月より若葉から益城町木山に集会所を移し、名称も熊

本東聖書キリスト教会として活動を開始した。外国宣教

師より受けつがれたバイブルプロテスタントミッションは

人吉市蓑野町の教団事務所内で、聖書教育とともしび聖

書キャンプ場及び、ともしび聖書チャペルの働きを通し、

礼拝・伝道をおこなっている。

【E-Mail】haru@hyper.ocn.ne.jp

バルナバ福音教育宣教会
［バルナバ福音］〒110-0001　東京都台東区谷中3-21-

12　Tel&Fax.03-5685-4956　◇創立／1968年　◇金 鐘

基(代表)

【HP】http://tcch33.com/

【E-Mail】admin@tcch33.com

万国デフ・バプテスト福音伝道協会
［万国デフ］〒890-0023　鹿児島県鹿児島市永吉2-29-1　

Tel.099-284-0830 Fax.099-284-0833　◇湊崎 勇(巡回伝

道牧師)、高橋 英幸(伝道師兼理事長)、土橋 のり子(伝道

者)、福薗 浪子(伝道者)、大野 由加利(伝道者)、高田 益

夫(副理事長)、須藤 秋男(理事兼代表者)、栄 堅士郎(理事

兼代表者)、金子 一郎(理事兼代表者)、安田 貞子(理事)　

◇特色／私達の教会は、バプテスト系の単立教会であり、

聴覚障害者の集会です。イエス・キリストが全ての人間

を愛されたように、全ろう、難聴、中途失聴者、重度複

数障害などの聴覚障害に苦しむ人たち及び手話を使う健

聴者などを対象に、キリストの愛を強調して福音伝道を

進めています。聴障者の閉鎖的社会の窓を開くために、

社会教育、福祉援助、災害援助、手話講習会、心理カウ

ンセリング、Ａ．Ｓ．Ｌ勉強会、海外交流名など実践活動

も行っております。　◇沿革／　東京に勤務していた難

聴の湊崎勇兄が献身し、1971年軽井沢聖書学院を卒業、

故郷の鹿児島に戻って、開拓伝道を始めた。同年9月に万

と改称。　NHJAはウェイン・コディロ師のリーダーシッ

プの元で使徒的なネットワークとして機能している。その

目的は、最も効果的な方法で失われた魂を獲得すること

に情熱をもち、そのために教会が協力しあって実質的な

方法で大宣教命令を達成していくことにある。NHJAは常

にリーダーシップ訓練、伝道や宣教の面においてより優

れたものを目指し実を結んでいくことを志している。

【HP】http://newhope.jp

【E-Mail】info@nhift.org

ニューライフ・ミニストリーズ
［NLM］〒350-0303　埼玉県比企郡鳩山町熊井170　Tel.

0492-96-0727 Fax.0492-96-5019　◇創立／1951年　◇

リーダル，ロアルド(代表役員)、フロライン，規子(責任役

員)、ウッド，ウィリアム(責任役員)、中村 文彦(責任役員)、

中川 健一(責任役員)、本間 正浩(責任役員)、和田 一喜(責

任役員)　◇特色／ノールウェジャン・ミッション・アラ

イアンスから改名した宗教法人。聖書は神の言葉と信じ、

使徒信条を告白する。目的は超教派の教会形成とディア

コニア運動、及び文書と直接伝道による世界宣教を目指

す。　◇沿革／1996年3月26日、日本における「ノールウ

ェジャン・ミッション・アライアンス教団」（NMA）と「新

生宣教団」（NLL）は、下記の覚書をもって「ノールウェ

ジャン・新生宣教団」（NSS）を新規則をもって合同した。　

1.相互の働きの内容　NMAは、旧新約聖書の教えに従い、

キリストの福音を宣べ伝えることを目的にノールウェから

来日した宣教師を中心に宣教活動及びディアコニアセン

ターの働きを積極的に展開している。　NLLは、旧新約

聖書66巻に啓示するイエス・キリストの福音を日本及び

世界の人々に伝える目的にノールウェから来日した宣教師

が中心になって宣教活動をしてきた。さらに文書をとおし

て伝道することの大切さを重視し、聖書及び伝道文書の

印刷配布をとおして、文書伝道の働きを展開している。　

2.協同の働きの内容　両者は、イエス・キリストの福音を

知らない日本及び世界の人々にイエス・キリストの救いを

もたらすという同じ目的をもって、ノールウェから宣教師

が日本に派遣されて今日に至っている。互いに協力するこ

とによって、強力に且つ効果的に宣教が進められると信じ

る。　3.日本宣教の継続　両者は、日本において福音宣

教を継続することがいよいよ必要であることを確信する。

具体的には次の3つの事項を中心に据え、協力して活動す

る。1)宣教活動（教会形成）、2)聖書及び伝道文書の印刷、

配布をとおしての宣教、3)ディアコニアセンターをとおし

ての宣教　以上の協同理念によって1998年3月宗教法人

「ノルウェージャン・新生宣教団」が認可され、新規則に

よって1998年9月第1回総会が開催された。2003年の総会

で名称を「ニューライフ・ミニストリーズ」と改称した。

加入教会は、大原北町キリスト教会、サンライズクリスチ

ャンセンターみさと吉川教会、サンライズ杉戸教会、新

座ニューライフチャペル、鳩山ニューライフチャペル、八

ヶ岳中央高原教会。事業はディアコニアセンターと印刷

事業・新生宣教団、真理のみことば伝道協会、ハーベスト・

タイム・ミニストリーズである。

は

ハーベスト・インターナショナル・ミニスト
リーズ

［HIM］

951
専門・特集ガイド編
教団・教派グループガイド



教
育
ガ
イ
ド

医
療
・
福
祉

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

１ 

教
団
・
教
派

各
種
団
体

世
界
宣
教

◇特色／聖書の十全霊感を土台にした聖書信仰に立つ。

よって聖書の啓示を逸脱、またはそれと矛盾した諸々を

退ける。神の聖定に基づき、信仰による義認を救いの根

拠とし、そのため神人協力から発するいかなる救いの教

義もとらない。旧新約聖書の一貫性を重んじ、そこに宣べ

られているイエス・キリストの再臨を信じ、神の国の完成

を待望する。聖霊の働きについてはみことばの照明と、人々

の新生に果たす役割を軸に、神の諸々の計画を成就する

人格神として働かれると信じる。また、教会政治につい

て言えば、会衆政治を基本に、各個教会の自活、自律を

尊び、いかなる意味においても教団政治をとらない。　

◇沿革／福音交友会は、1946年、アメリカ・ペンシルバ

ニア州フィラデルフィアで、アンナ・パフ、エステル・バ

ーワ、本山ジュリア各宣教師たちがジャパン・ゴスペル・

フェローシップを結成したことに起源する。彼女たちは戦

前日本で協力して伝道（美濃ミッション）。1947年、日本

の教職者を加えて伝道を開始した。「京都から和歌山まで」

という宣教ビジョンがかかげられ、現在は京都3教会、奈

良2教会、そして大阪府下8教会、合わせて13教会がある。

堺市浜寺に浜寺聖書幼稚園が設立された（1950年）。福

音交友会は1997年に創立50周年を迎え、記念大会の開催、

記念誌の出版等を実施した。今後の新たな50年に向けて

「福音交友会の展望」を掲げて歩みだしている。

【HP】http://fkk-web.net

【E-Mail】info@fkk-ewb.net

福音伝道教団
［福音伝道］〒348-0044　埼玉県羽生市上岩瀬392-3　

Tel&Fax.048-562-5995　◇創立／1925年　◇杉﨑 弘(運

営委員長)、伊藤 英雄(運営副委員長[教職])、斉藤 哲哉(運

営委員[教職])、市川 光男(運営委員[教職])、中村 孝志(運

営委員[教職])、鈴木 真(運営委員[教職])、佐藤 竹夫(運営

委員[信徒])、坂田 利雄(運営委員[信徒])、鈴木 眞輔(運営

委員[信徒])　◇特色／旧新約聖書六十六巻は、神の霊感

によるもので誤りのない神のことばであり、救い主である

主イエス・キリストを示し、信仰と生活の唯一の基準であ

る。　神は、父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊と

して聖書に示された三位一体の神であり、その本質及び

完全において全く同一である。　イエス・キリストは、父

なる神の独り子で全き神性と全き人性を有し、処女マリ

ヤから誕生し、罪のない聖なる生涯をおくり、我らの罪を

贖うため十字架上で死に、復活し、昇天し、再臨する。　

人類の原罪とこれに基く諸種の罪悪は、人類の堕落、社

会の悪化をもたらし、神の審判の下にある。　キリストの

贖罪を信じるものは、信仰によって義と認められ、新生し、

キリストとの合一によって聖化され、聖霊に満たされ、か

らだの栄化と永遠の生命にあずかる。　イエス・キリスト

を頭と仰ぐからだである教会は、恵みによって召されたも

のによって成り、公同の礼拝と聖礼典を守り、福音を宣べ

伝え、世にある証人として主の再臨を待ち望む。　我ら

はかく信じ、代々の聖徒と共に使徒信条を告白する。　

◇沿革／日本のキリスト教未伝地にキリストの福音を急速

に伝える為に、1925年（大正14）まず本州中央部の群馬、

埼玉、栃木の三県より伝道を開始したセントラル・ジャパ

ン・パイオニヤ・ミッション（中央日本開拓伝道団、創立

者マーガレット・エミー・バーネット師）の働きの結果、

各地に起った信者の団体（教会）がそのミッションの教義、

信条に基き共同の目的である信仰の純潔を保持し、徳性

を養い、福音伝道に奉仕せんが為に結合し、1927年（昭

和2）福音伝道教会を組織した。　1941年（昭和16）日本

国ローアバプテスト福音伝道協会を設立した。95年文部

省に宗教法人を申請、同年９月、正式に設立認可が下りた。

現在全国各地に３教会８伝道所を展開、会員数200名を有

するに至っている。

FELLOWSHIP OF INNER CITY WORD OF FAITH 
MINISTRIES/

［FICWFM/CBFM］

フェローシップ・ディコンリー福音教団
［ディコンリー］〒658-0047　兵庫県神戸市東灘区御影

3-10-5　Tel&Fax.078-811-6381　◇創立／1979年　◇高

橋 誠(議長)、海老原 道雄(教団常議員)、ギゼラ，パルフ(教

団常議員)、橘内 明裕(教団常議員)、大滝 俊彦(教団常議

員)、上田 富久子(教団常議員)　◇特色／1.本教団は、旧

新約聖書66巻がすべて神の霊感を受けて書かれた、誤り

なき神のことばであり、キリスト者の信仰と教理及び生活

の唯一絶対の規範であることを信じ、教え、かつ告白す

る。　2.本教団は、その信仰告白として使徒信条、ニケヤ

信条、アタナシウス信条が聖書の教えと一致するもので

あることを認め、改変されないアウグスブルク信仰告白、

ルターの小教理問答書が聖書の真理を正しく表明するも

のであるとして受け入れる。　3.本教団は、前項以外にも

1580年の和協信条書の中に含まれている他の4信条*も上

記信仰告白に一致するものとして採用する。　*ルターの

大教理問答書、アウグスブルク信仰告白弁証論、シュマ

ルカルド条項、和協信条。　◇沿革／中国の共産化によ

る宣教師の国外追放によって、福音宣教の機会を日本に

求めたドイツのマーブルグ・ミッションから、最初の宣教

師が派遣されたのは1951年であった。その後、アメリカ

のリバティー・コーナー・ミッションも加わって、ドイツ、

アメリカからの宣教師によって伝道が進められた。兵庫県

西宮市に最初の教会を開設し、以後、神戸、香川県へ伝

道が進められ、大阪、東京へと教会開拓の働きが広がった。

また、1977年にはアメリカのミネソタ州ミネアポリスに日

本人宣教のために宣教師を派遣した。1979年、6教会をも

って「フェローシップ・ディコンリー福音教団」が発足し

た。教団名は、ドイツの宣教師を派遣しているミッション

の母体であるD.G.D（ドイツ奉仕女姉妹会）に由来してい

る。神と人への奉仕と交わりという意味である。元来、ド

イツでの働きは、「母の家」に属するディアコニッセのシ

スターたちによる宣教、教育、福祉等、その働きは幅広く、

日本での宣教も教会形成を主目的としながらも、日本人に

よるディアコニッセたちの働きを開始することも念頭に置

かれていた。1985年、神戸に「母の家ベテル」が法人と

して独立し、ディアコニッセの働きは開始された。教会形

成は当初、宣教師たちの働きによって始められたが日本

人の教職も増え、教会の数が増えるに従って別々の法人

組織をもって形成する方向をさぐり、1998年に「キリスト

宣教会」が法人格を取得し、現在、教団はキリスト宣教

会と日本フェローシップ・ディコンリー伝道会の二つの宗

教法人に属する教会によって構成されるようになった。　

教会は近畿、四国から東京へと数を増し、現在15の教会

となっている。

【E-Mail】fdks080311@angel.ocn.ne.jp

福音交友会
［FKK］〒592-8345　大阪府堺市西区浜寺昭和町1丁63　

Tel.072-261-0019　◇創立／1947年　◇中村 徹(会長)、

岸田 誠一郎(副会長)、大薮 宣基(書記)、安西 幸男(会計)　
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ベタニヤ・クリスチャン・アッセンブリーズ
［ベタニヤ］〒470-0131　愛知県日進市岩崎町石兼36-2　

Tel.0561-72-1166 Fax.0561-73-9040　◇創立／1961年　

◇マグヌソン，マーク(理事長)、山本 孝次、山本 容子、

高橋 吉晴、高橋 恵子、杉浦 和子　◇特色／聖霊の働き

を重んじて、聖書に従った信仰。　◇沿革／1950（昭和

25）年4月、宣教師ハンス・マグヌソンは、アメリカから

来日、新潟地方を伝道後、1961年より、当地に伝道の拠

点を移し、今日に至る。現在、ベタニヤ・クリスチャン・

アッセンブリーズを組織し、まとまって宣教活動している。

【HP】http://church.ne.jp/bethany/

保守バプテスト同盟
［保守バプ］〒989-3212　宮城県仙台市青葉区芋沢字花

坂上野原40-1　Tel&Fax.022-394-5171　◇創立／1964

年　◇森 恵一(議長)、千葉 顕一(副議長)、齋藤 伸二(書記)、

中野 正義(会計)、後平 一、三塚 茂樹、大久保 忠雄　◇

特色／(1)私たちは、聖書が神から独自に霊感を受けた人々

によって書かれた神の言葉であると信じる。それゆえ聖

書は全く信頼するにあたいし信仰と実践のあらゆる事柄

において最高の権威を持つものであると信じる。(2)私た

ちは天地の創造主であり、聖に完全、知恵において無限、

力において測り知ることのできない父なる神を信じる。父

なる神は、あわれみふかく、人間の諸問題に関心を払わ

れるお方であり、また祈りを聞き、それに答えを与え、イ

エス・キリストを通してご自分のみもとに来るすべての

人々を罪と死から救われるお方であると信じる。(3)私た

ちは、神の独り子であり、聖霊によってみごもり、処女マ

リヤから生まれ、罪なき生涯をおくり、十字架の死によっ

て世の罪のあがないをなされたイエス・キリストを信じる。

また、イエス・キリストは肉体をもって復活され、天にあ

げられるご自分の民のために大祭司として執り成しをな

し、ご自分の千年王国を建設する再びこの世界に見える

姿で帰られると信じる。(4)私たちは、罪と義と審きとに

ついて世の人々の目を開き、イエス・キリストを信じる人々

を新生させ、きよめ慰めるために神よりつかわされた聖霊

を信じる。(5)私たちは、すべての人間が、生まれながら

にしても、また意識的にも罪人であるが、しかし、『神は

実にそのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。

それは御子を信じるものが、ひとりとして滅びることなく、

永遠の命をもつためである。』と信じる。それゆえキリス

トを自分の主、および救い主として受け入れる者は、神の

御前で永遠に喜び、キリストを自分の主、および救い主と

して受け入れることを拒絶する者は永遠に神からひき離

されると信じる。(6)私たちは、キリストが頭であり、新生

したすべての者がその会員である生きた霊の体である教

会を信じる。また、地域教会はバプテスマによってイエス・

キリストと共に葬られ、礼拝と奉仕と交わりのために結合

しているイエス・キリストを信じる者の群れであると信じ

る。また、地域教会に対してバプテスマ（浸礼）と主の

晩餐の式とを『主の再び来られるときまで』守るよう命じ

られたこと、および失われている世界にイエス・キリスト

を救い主として受け入れ、彼を主また師として王座につ

かせるように説きすすめる仕事を与えられたと信じる。ま

た、人間性の改善と社会の改良は福音の必然的結果であ

ると信じる。(7)私たちは、全人類が、信仰のあらゆる問

題において、ただ神に対してのみ責任を持つと信じる。(8)

私たちは、各教会は独立かつ自治であり、教会会議の権

力や政治的権威による干渉からも自由でなければならな

いと信じる。それゆえ、教会と国家とはそれぞれ異なっ

基督教団の成立に際しては第10部として加盟したが、終

戦と共に離脱、1947年（昭和22）2月、同教会を再建した。　

1951年（昭和26年）宗教法人法の規定に従って組織を定め、

名称を福音伝道教団と改称した。　1953年（昭和28年）

10月27日文部大臣所管の包括宗教法人として認証を受け、

現在に至っている。

【HP】http://fukuindendou.org

福音バプテスト宣教団
［福音バプ宣教団］〒069-0825　北海道江別市野幌東町

48-1 コイノニアキリスト教会内　Tel&Fax.011-385-

2690　◇創立／1954年　◇平吹 貞夫(理事長)、小島 清

志(副理事長)、木村 恵一(副理事長)、石井 義一(書記)、

川崎 敏一(牧師)、佐部田 誠司(牧師)、松田 猛(牧師)、旭 

悦子(聖書教師)、スノー，ネイソン(宣教師)、ビショプ，

ディル(宣教師)、ベーリー，ケン(宣教師)、マクドナルド，

ドナルド(宣教師)、グリフィン，デビー(宣教師)、リトル，

シャノン(宣教師)　◇特色／旧新約聖書66巻を誤りなき

神のことばと信じ、信仰と生活の誤りなき規範とする。教

会政治は会衆制をとり、各地方教会の自治を尊重する。　

◇沿革／米国テネシー州ナッシュビル、リッテランド通り

に本部を持つフリーウィル、バプテスト海外宣教本部から

派遣され、1954（昭和29）年10月に来日したウェスリー，

カルバリー宣教師夫妻によって、1956年9月北海道網走支

庁管内に宣教が開始され、ついで関東地区にも開拓伝道

が行なわれた。

福音バプテスト連合
［福音バプ連合］〒933-0013　富山県高岡市三女子26 高

岡バプテスト教会内　Tel&Fax.0766-21-6029　◇創立／

1975年　◇渡部 敬直(代表)　◇特色／聖書の絶対的な権

威と霊感を信じる明確な保守的神学の聖書信仰に固く立

ち、伝統的なバプテストの教義を保持している。　◇沿

革／日本福音バプテスト宣教団（FEBCC）の伝道によっ

て生まれた教会及び伝道所が集まり、協力と交わりのた

め1975(昭和50)年、連合を設立した。現在は富山県下で

伝道をしている。

復活之キリスト教団
［復活之キリスト］〒380-0867　長野県長野市往生地

1253-1　Tel&Fax.026-233-3066　◇創立／1946年　◇

鹿川 長久(委員長・教団役員・総務・財務)、毛見 昇(教

団役員・教務)、岩田 悦子(教団役員・出版)、清水 長門(教

団役員)、滝沢 覚(教団役員)　◇特色／旧新約聖書全巻に

しるされてある三位一体の父、子、聖霊なる神を信じ、

純粋にそのままの神のみ心に従い主との一致、即ち新生、

内住、聖化、栄化の大道をゆかんとするものである。教

義的なものはバックストン信仰、また、その弟子たる柘植

不二人信仰に立脚せんとしているが、極端な霊的信仰に

ならない。即ち現象に左右されない十字架の信仰、パウ

ロのとくガラテヤ書の信仰に立脚した健全な復活のキリス

ト信仰に立つ。　◇沿革／基督伝道隊を設立した拓殖不

知人師の同労者藤村壮七師に学びし岩田善枝師の設立し

た教団である。1947(昭和22)年12月6日、復活のキリスト

の顕現に接した教会員は、会堂を建設。聖イエス会に所

属していた。教義上の相違により1954(昭和29)年離脱、

復活之キリスト教団として独立。爾来、聖霊の導きに従い、

福音の前進につとめ、主イエスに奉仕しつつある小さき群

れである。
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(3)神は無から、目に見えるものや見えないものすべてを

創造されました。すべての被造物は、神の絶対主権のも

とにあります。　(4)人類の父祖アダムは、神のかたちに

かたどって創造されました。アダムは、初め、神と正しい

関係を保ちましたが、サタンの誘惑により、神の御心に背

いて罪を犯しました。その結果、罪の刑罰と腐敗をこうむ

って、霊的にも、肉体的にも死に服しました。ですから、

人間は、すべての罪の性質をもって生まれ、その思いと

言葉と行為において罪あるものです。　(5)わたくしたち

の主イエス・キリストは、真の神であり、また真の人間で

あられます。主は聖霊による身ごもりを経て、処女マリヤ

から生まれました。主は世の罪のために十字架にかかり、

死んで葬られ、聖書に従って三日目によみがえりました。

主は天に昇って神の右に座し、わたくしたちのために大祭

司の務めを果たされます。　(6)主イエス・キリストの身

代わりの死のおかげで、主を信じる者は皆、罪を許され

て義と認められ、神の子とされて罪の支配から開放され

ます。これ以外に救いの道はありません。　(7)聖霊は、

罪ある者に、罪を認めさせて、信仰に導き、聖潔と奉仕

の生活を送る力を与えて、キリストのかたちに見るものと

してくださいます。　(8)教会は、そのかしらであるキリス

トの体ですから、聖霊によって新しく生まれた者は、みな

教会の一員です。地上の教会は、そのかしらであるキリ

ストにふさわしく信仰と純潔を保ち、またその命令に従っ

て、すべての造られたものに福音を述べ伝えなければな

りません。　(9)わたくしたちの主であり、また救いの主で

あるキリストは、したしく肉体をもって再臨されます。義

なる者も不義なる者も、それぞれの肉体をもってよみが

えらされ、永遠の祝福か、永遠の刑罰かのどちらかへ定

められます。終わりに、主は、すべてのものを新たにして、

御国を父なる神におわたしになります。　(10)わたくした

ちは聖書に従って使徒の働きにおけるキリスト者として信

仰・生活・宣教共同体としてイエス・キリストに向かって

の神学・信仰・生活の一致をめざして再びこられる主の

道をまっすぐになるように備えて向かいます。

【HP】http://www.mjdtmi.com/

ミッション東北
［ミッション東北］〒960-8074　福島県福島市西中央

4-85-1 福島聖書教会　Tel.024-535-7724 Fax.024-535-

7739　◇創立／2004年　◇木田 恵嗣(代表)

美濃ミッション
［美濃ミッション］〒510-8008　三重県四日市市富田浜町

10-4　Tel.059-365-0096 Fax.059-365-9399　◇創立／

1918年　◇石黒 イサク(代表)、石黒 次夫(副代表)、関久 

多智子(会計)、田中 孝一、伊藤 ヨハネ　◇特色／旧新約

聖書の逐語霊感、原典における無謬、信仰と生活の最高

かつ決定的権威。父と子と聖霊の三格をもち、永遠に実

在される唯一の真の神。神による天地創造、アダムの罪

による全人類の霊的死、神の救いなしには永遠に絶望的

状態。御子なる神の処女降誕による受肉、神性・人性の

二性具備。罪人を救う為の十字架の身代わりの死。肉体

をもって復活、昇天、今我らの為に執成し、千年期前再臨。

人間の行為によらず、信仰により主イエス・キリストを救

い主として受け入れる者はその血に基づき罪の赦しを得、

聖霊によって生まれた神の子とされ、永遠に救われること。

聖霊なる神は真の信者に内住され、証言の為と勝利の生

活の為に能力を与えられること。悪魔は主イエス・キリス

トによって審判され、救いを拒んだ凡ての人も悪魔と共に

た機能を持ち、他の一方からの命令や保護なしに、それ

ぞれの務めを果たすものとして分離されていなければな

らないと信じる。　◇沿革／1943年12月に、保守バプテ

スト外国伝道協会（CBFMS）が米国イリノイ州に設立され、

1947年2月最初の宣教師としてミス・クレーグ女史が派遣

された。クレーグ宣教師は、1931年より秋田県南部地方

で伝道していたが、1941年に強制帰国させられていた。

戦後、すぐに来日し、保守バプテストの福音宣教に大きく

貢献した。　CBFMSは、開拓伝道、文書出版伝道（聖書

図書刊行会）、医療伝道などによって宣教活動を推進した。

開拓伝道では未伝地を最優先し、難しいと言われていた

東北地方を宣教地に選び、秋田、山形、岩手、宮城、福

島の5県で開始した。1953年「聖書図書通信聖書学校」を

開始。今日においても国内だけでなく海外でも利用されて

いる。1956年には、仙台夜間聖書学校（現仙台バプテス

ト神学校）が始められた。1968年、錦秋湖バイブルキャ

ンプ場（現シオン錦秋湖）の本館が献堂され、青少年や

信徒教育と交わりの場として用いられている。　CBFMS

の伝道によって生まれた諸教会は、1964年1月15日「保守

バプテスト同盟」を設立（加盟10教会）。1970年代半ばか

ら都市伝道を推進、1976年には「100教会設立運動」、

1990年には「倍々運動」を展開し、現在長崎を含む83ヵ

所で宣教がされている。また海外宣教としてはペルー、

韓国、コンゴでの宣教を支えている。1997年保守バプテ

スト宣教50周年記念集会で、「受ける教会から与える教会

へ」との新たな思いが与えられ,、2001年、宣教団「CBジ

ャパン」を設立した。

【HP】http://doumei.holy.jp/

ま

みえ洗足キリスト教会
［みえ洗足キリスト］〒515-2623　三重県津市白山町グリ

ンタウン榊原9-212　Tel&Fax.059-363-5575　◇創立／

1972年　◇野田 英敏(代表)、田中 一久(責任役員)、冨川 

輝雄(責任役員)

【HP】http://www.million-church.com

【E-Mail】million@m7.cty-net.ne.jp

ミッション・オブ・ジーザス・ディサイプル
教団

［MJD］〒174-0042　東京都板橋区東坂下2-19-2　Tel.03-

5914-0023 Fax.03-5914-0024　◇大木 信一(代表役員)、

新井 正(責任役員)、木下 敏行(責任役員)、牧野 勝利(責

任役員)、鈴木 正巳(責任役員)　◇特色／　宗教法人ミッ

ションオブジーサズディサイプル教団の信仰基準は旧・

新約聖書に一貫して啓示され、古代公同信条に表明され、

宗教改革において宣明された聖書的、歴史的、正統的信

仰です。　この信仰は、近代の自然主義的な啓蒙思想や

自由主義神学の挑戦を受けながら、正統信仰の弁証と敬

虔な信仰の実践とを目指す福音主義へと展開するに至り

ました。　　その福音主義信仰を根本において支える個々

の信仰箇条は以下の10箇条に述べるとおりです。　(1)66

巻からなる聖書は聖霊の完全な霊感によって、それぞれ

の著者を通して、記されたものです。したがって、聖書の

記述には、誤りがありません。聖書は、神が救いについて

人々に啓示しようとされたすべてのことを含み、信仰と生

活との唯一、絶対の規範となるものです。　(2)活ける真

の神は唯一で、永遠に、父・子・聖霊の三位であられます。　
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義と和解を実現し、神の働きに参加すべきであると信じ

る。福音宣教こそ、クリスチャンの優先すべき責任である

ことを信じ、同時に伝道と社会参加の二つはクリスチャン

の義務であることを告白する。5）イエス・キリストが自

らの権能と栄光のうちに肉体の姿で再臨され、ご自身の救

いと裁きを完成されることを信じる。人生のすべてを支配

される主の権威に心から喜びを持って従順し、神と隣人

を愛し、尽くすことに献身することを願う。　◇沿革／

1985年に金圭東宣教師が日本着任し、礼拝とともに弟子

訓練を開始。1988年に16人で淀橋教会韓国部を設立、後

に「淀橋教会韓国部」を略した「ヨハン」を教会名とする。

1995年10月に「ヨハン早稲田キリスト教会」が開拓され、

日本人のための日本語礼拝が始まる。1996年、JMTS（日

本宣教神学院）を開校し、献身者を養成しながら宣教と

弟子訓練に力を入れている。2000年度には新聖堂を入堂

し、2004年には宗教法人として認可され、2006年に

JEA(日本福音同盟）に加盟する。現在にいたるまで32の

教会を開拓している。また、2006年にYohan Internation

al Christian Shoolを創設し、世界各地でキリストの弟子

として用いられる人材の養成を目指し、教育している。

【HP】http://www.yohan.or.jp/

【E-Mail】tokyo@yohan.or.jp

ら

リーベンゼラ日本宣教団
［リーベンゼラ］〒214-0012　神奈川県川崎市多摩区中野

島6-14-12　Tel&Fax.044-911-2334　◇創立／1962年　

◇ヘーゲレ，ディータ(代表役員)、オッケルト，トラウゴ

ット(責任役員)、ウルマ，クリスタ(責任役員)、シュトラウ

ス，ゲルト(責任役員)、シュカト，トビアス(責任役員)　

◇特色／リーベンゼラ日本宣教団は福音的な聖書信仰を

告白し、信仰告白を同じくするキリスト者と協力し合って

宣教活動を行っている。　聖書に関しては、旧新約66巻

からなる聖書全体が、はじめそれぞれの著者によって聖

霊の完全な指導と監督のもとに記され、その記述に誤り

がない、神の御ことばであると信じる。　メンバーは、普

段「使徒信条」をもって信仰を告白し、教理的には他の

伝統的な（特にルター派の）信仰告白も教えている。　

ルーツであるドイツ敬虔主義が、「千年王国」を強調し、

信仰告白に含んでいるように、当団体も「千年王国」を信

じる。　◇沿革／南ドイツ「バート・リーベンツェル」と

いう町にミッションの本部が設置されて「リーベンゼラ・

ミッション」という名がつけられました。このミッション（宣

教団)の起源は、ドイツ敬虔主義リバイバルの波の中に見

いだすことができます。1951年、戦後日本における再宣

教のスタートが切られました。当初、宣教団はおもに農漁

村を対象にした伝道を考えて、この方針にそって茨城県

下の中小の市町村に教会を設立しようとして開拓伝道が

開始され、その後、埼玉、千葉、神奈川などの都市部で

も伝道するようになりました。今日、これらの働きを通し

て生み出された45の教会は、日本福音キリスト教会連合

（JECA）のメンバーです。リーベンゼラ日本宣教団は

JECAをはじめ、日本の諸教会とともに信じる者のグルー

プ、教会を目指し伝道しています。

【E-Mail】hat57260@tree.odn.ne.jp

ルーテル福音キリスト教会
［LECC］〒310-0905　 茨 城 県水 戸市石川1-4022-3　

永遠の刑罰を受ける。真の信者は凡ての人に福音を伝え

る義務があること。また偶像礼拝とは明確に関係を絶つ

べきこと。　◇沿革／1918年、米人宣教師セデー・リー・

ワイドナー女史によって創設。ワイドナー師は1900年に

来日、仙台市でキリスト教宮城女学校の副校長・校長を

歴任、1913年に辞職して帰国。それは独立宣教師として

再度来日の準備をするため。　1918年、再来日、当時最

も伝道困難と言われた大垣市へ来て、まず日曜学校を開

く。今まで何もしなかった仏教寺院が一斉に日曜学校を

始めたために、ワイドナー師は幼稚園を開設。　1930年

には宣教師3、日本人教役者16、信徒数138、教会6、伝道

所6、聖書学校もあったので「美濃ミッション設立願」を

提出。　当時、主人に先立たれ、息子二人を育てながら

聖書学校で学ぶ婦人がいた。1933年、長男が小学6年生

の時、修学旅行の伊勢神宮参拝を断った為に新聞・ラジ

オで報道され、市民騒動の形で美濃ミッションは迫害さ

れた。「国体擁護のため美濃ミッションを排撃しませう」

と色刷したポスター（現物保存）が市内至る所に貼りだ

された。この時、3年前に提出してあった設立許可願が却

下され、園児の親たちに退園届を出させて幼稚園を閉鎖

に追い込み、ミッション関係3児童を停学（意地悪な登校

停止）処分とした。（3人は主の憐れみにより他校で教育

終了）。　1939年、ワイドナー師が脳内出血で倒れ、帰国

途上、船中より召天。1940年〜1946年まで伝道中断。し

かしこの間、フイウエル師が米国内で戦時抑留者収容所

を巡回、日本語で聖書研究を導く。　1946年、フイウエ

ル師は中部日本復帰宣教師第一号として来日、美濃ミッ

ションを再建、1953年には新宗教法人法の認可を取得。　

1990年8月、フイウエル師は召天、石黒次夫が主管者に就

任。1992年「神社参拝拒否事件記録復刻版」を出版。

1994年に伝道新聞「聖書の光」を復刊。1995年には聖書

学校を再開。2006年2月石黒イサクが教団代表に選出され

た。

【HP】http://www.cty-net.ne.jp/~mmi/

【E-Mail】minomi@pop21.odn.ne.jp

無教会主義集会
［無教会］〒152-0031　東京都目黒区中根1-14-9 今井館

聖書講堂　Tel.03-3723-5479 Fax.03-3724-6753

や

友愛グループ
［友愛グループ］〒110-0015　東京都台東区東上野5-11-9 

JTJ宣教神学校内　◇創立／1995年

ヨハン東京キリスト教会
［ヨハン教会連合］〒169-0074　東京都新宿区北新宿

4-30-2 ヨハン東京キリスト教会内　Tel.03-5338-6411 

Fax.03-5338-6414　◇創立／1988年　◇金 圭東(代表)　

◇特色／1)新旧約聖書における神の霊感と権威を信じる。

聖書は唯一の神が書かれた言葉であり、すべての教えに

おいて正しく、信仰や行動に対し、正確かつ誤まりのない

法則を提供するものと信じる。2）世界の創造主である三

位一体の神、すなわち父なる神、子なるイエス・キリスト、

聖霊を信じる。3）この時代に日本人として生まれた理由

があり、そこに主の御旨があることを信じる。ゆえに日本

民族の福音化と日本における神の御国の実現のために努

めることを告白する。4）どんな人間社会においても、正
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ワールドミッション教団
［ワールドミッション］〒577-0801　大阪府東大阪市小阪

1-13-13　Tel.06-6782-7333 Fax.06-6782-7170　◇創立／

2003年　◇吉田 茂樹(代表)、吉田 芳幸(責任役員)、山内 

昌良(責任役員)、李 相烈(顧問)、マイケルショー(顧問)　

◇特色／聖書は生きた神のことばであり、聖霊の御業は、

聖書時代だけではなく、現在も同一に現れると信じる信

仰に立つ。日本のリバイバルに向けて超教派の立場を保

ち、教会間の一致を図り、聖霊の導きによりチームミニス

トリーを通して世界宣教の働きをなしていく。　◇沿革／

ベタニヤチャーチの支教会の拡がりとアンテオケ国際宣

教神学校の働きを建て上げるなかで、教会開拓と教職者

の任命及び宣教師派遣などの働きの必要に応じて教団を

設立。2003年１月にワールドミッション教団設立に至る。

その後、ネットワーク教会も設立。

【E-Mail】bethany@fork.ocn.ne.jp

Tel&Fax.029-251-5204　◇創立／1963年　◇ウォーデ

ル，ブラッド(理事長)、吉田 忠(理事)、仁平 武志(理事)　

◇特色／信仰告白＝(1)〈聖書について〉当教会は、旧・

新約聖書の正典が、神による逐語的な霊感を受けたもの

であり、誤りのない神の聖言として受け容れ、教義・信仰・

生活上のすべての事柄において、唯一の、無誤謬絶対権

威として、旧・新約聖書に従う。(2)〈信仰告白書について〉

1580年作成の「一致信条書」に示されている福音的ルー

テル教会の信仰告白を、神の聖言のもつ純粋な教義、又、

福音的ルーテル教会の信仰の正しい表出・説明そのもの

であるとの理由により受け容れる。　◇沿革／Wisconsin 

Evangelical Lutheran Synod（ウィスコンシン・福音・

ルーテル・シナド）は、1957年より宣教師を派遣。1963年、

宗教法人の認可を受け、茨城県を中心に伝道を開始し、

現在は栃木県、東京都、千葉県にも地方教会が設立され

ている。茨城県土浦市小松に神学校・印刷所・センター

礼拝堂が設置されている。機関誌「生命の糧（いのちの

かて）」を発行。

【HP】http://www.lecc.jp

【E-Mail】word_in_japan@dg7.so-net.ne.jp
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 教 団 略 称  教 団 名

教団および教派・グループの略称から正式名称を引きます。都道府県別教会ガイドの教会名称の後に［略称］が記載されています。

2  教団・教派グループ略称一覧

 アッセンブリー 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団

 アドベント 日本アドベント・キリスト教団

 アライアンス 日本アライアンス教団

 アライズ アライズ

 イエス・キリスト 日本イエス ･ キリスト教団

 イエス福音 イエス福音教団

 ウェスレアン ウェスレアン・ホーリネス教団

 栄光の福音 栄光の福音キリスト教団

 エブリネイション エブリネイションチャーチズ

 オープン・バイブル 日本オープン・バイブル教団

 沖縄バプ連盟 沖縄バプテスト連盟

 改革長老 日本キリスト改革長老教会

 改革派 日本キリスト改革派教会

 活水基督 活水基督教団

 カナン教団 基督教カナン教団

 神の家族 神の家族キリスト教会

 神の教会 日本神の教会連盟

 ガリラヤ福音 キリスト教ガリラヤ福音教団

 カルバリーグループ カルバリーチャペルグループ

 カルバリーチャペル カルバリーチャペルミニストリー JAPAN

 カルバリー・バプ カルバリー ･ バプテスト

 救世軍 救世軍

 きよめ教会 東洋宣教団きよめキリスト教会

 基督会 日本基督会

 キリスト教会同盟 キリストの教会キリスト教会同盟

 基督兄弟団 基督兄弟団

 キリスト兄弟団 日本キリスト兄弟団

 キリスト公同 キリスト公同教会

 キリスト合同 日本キリスト合同教会

 キリスト宣教団 日本キリスト宣教団

 基督伝道隊 基督伝道隊

 キリスト伝道隊 キリスト伝道隊

 キリスト伝道団 キリスト伝道団

 キリスト同信会 キリスト同信会

 キリストの教会 キリストの教会（無楽器派）

 キリストの教会 キリストの教会（有楽器派）



958
専門・特集ガイド編
教団・教派グループガイド

教
育
ガ
イ
ド

医
療
・
福
祉

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

２ 

教
団
略
称

各
種
団
体

世
界
宣
教

 教 団 略 称  教 団 名

 近畿教会 近畿福音ルーテル教会

 クエーカー キリスト友会日本年会

 グレース宣教会 グレース宣教会

 国際基督教団 国際基督教団

 国際福音教団 キリスト教国際福音教団

 在日韓国メソジスト 在日基督教大韓監理会

 札幌キリスト召団 札幌キリスト召団

 サンビ教団 サンビ教団

 シオン・キリスト シオン・キリスト教団

 シオン宣教団 シオン宣教団

 使徒キリスト 日本使徒キリスト教会

 自由福音 日本自由福音教団

 自由メソ 日本自由メソヂスト教団

 主の十字架 主の十字架クリスチャンセンター

 勝利教会 勝利教会グループ

 新生連合 新生キリスト教会連合

 信徒の集会 キリスト信徒の集会

 聖イエス会 聖イエス会

 聖協団 基督聖協団

 聖公会 日本聖公会

 聖書教会連盟 聖書教会連盟

 聖書キリスト 聖書キリスト教会

 聖書友の会 聖書友の会

 聖成基督 聖成基督教団

 聖泉連合 日本聖泉基督教会連合

 聖約 日本聖約キリスト教団

 世界福音 世界福音伝道会

 センド国際 センド国際宣教団

 大韓イエス 大韓イエス教長老会

 単立一麦の群 活けるキリスト一麦教会

 長老教会 日本長老教会

 ディコンリー フェローシップ・ディコンリー福音教団

 伝道隊 日本伝道隊

 伝道福音 日本伝道福音教団

 東京 FM 東京フリー・メソジスト教団

 東京中央教会 東京中央教会

 東洋福音教団 東洋福音教団

 東京メノナイト 東京地区メノナイト教会連合

 同盟基督 日本同盟基督教団

 同盟福音 同盟福音基督教会
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 教 団 略 称  教 団 名

 東洋ローア 東洋ローア・キリスト伝道教会

 トータル トータル・クリスチャン・チャーチ・グループ

 ナザレン 日本ナザレン教団

 西日本ルーテル 西日本福音ルーテル教会

 日キ教会 日本キリスト教会

 日基教団 日本基督教団

 日本 COG 日本チャーチオブゴッド教団

 日本宣教会 日本宣教会

 日本地方伝道団 日本地方伝道団

 日本福音基督教団 日本福音基督教団

 日本福音宣教団 日本福音宣教団

 ニューファンテン ニューファンテン教団

 バイブル・プロテスタント バイブル・プロテスタント基督教会

 バプ教会連合 日本バプテスト教会連合

 バプ宣教団 日本バプテスト宣教団

 バプ同盟 日本バプテスト同盟

 バプ連合 日本バプテスト連合

 バプ連盟 日本バプテスト連盟

 バルナバ福音 バルナバ福音教育宣教会

 万国デフ 万国デフ・バプテスト福音伝道協会

 フォースクエア 日本フォースクエア福音教団

 福音教会連合 日本福音教会連合

 福音教団 日本福音教団

 福音自由 日本福音自由教会協議会

 福音宣教会 日本福音宣教会

 福音伝道 福音伝道教団

 福音の群 イエス・キリスト福音の群

 福音バプ宣教団 福音バプテスト宣教団

 福音バプ連合 福音バプテスト連合

 福音ペンテコステ 日本福音ペンテコステ教団

 福音ルーテル 日本福音ルーテル教会

 復活之キリスト 復活之キリスト教団

 フリーメソ 日本フリーメソジスト教団

 ベタニヤ ベタニヤ・クリスチャン・アッセンブリーズ

 ペンテコステ神之教会 日本ペンテコステ神之教会教団

 ペンテコステ教団 日本ペンテコステ教団

 ホーリネス 日本ホーリネス教団

 保守バプ 保守バプテスト同盟

 ホライズン 東京ホライズンチャペル

 みえ洗足キリスト みえ洗足キリスト教会
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 教 団 略 称  教 団 名

 ミッション東北 ミッション東北

 美濃ミッション 美濃ミッション

 無教会 無教会主義集会

 メノナイト教会会議 日本メノナイト・キリスト教会会議

 友愛グループ 友愛グループ

 ヨハン教会連合 ヨハン東京キリスト教会

 リーベンゼラ リーベンゼラ日本宣教団

 ルーテル同胞 日本ルーテル同胞教団

 ワールドミッション ワールドミッション教団

 BMC 聖書宣教教会

 BMMJ 全日本バプテスト・ミド・ミッション

 C&MA 日本アライアンス・ミッション

 CCNZ 日本 チャーチオブクライストニュージーランド日本

 CHRISTAR クリスター日本宣教団体

 CINA クリスチャンズ・イン・アクション宣教団

 CLCI クリスチャン ･ライフ･ チャーチズ・インターナショナル

 COG チャーチ・オブ・ゴッド

 CPC カンバーランド長老キリスト教会

 CRC=CRJM キリスト改革派日本伝道会

 DGP GIII インドネシア福音教会

 ECC エバンジェリカル・コングリゲーショナル・チャーチ日本教区

 EEAM 在日スエーデン東洋福音伝道団

 FICWFM/CBFM FELLOWSHIP OF INNER CITY WORD OF FAITH MINISTRIES/

 FKK 福音交友会

 HIM ハーベスト・インターナショナル・ミニストリーズ

 ICM インターナショナル・チャペル・ミニストリーズ

 IFGF GISI インターナショナル・フルゴスペル・フェローシップ

 IGM イムマヌエル綜合伝道団

 JBBF 日本バプテスト・バイブル・フェローシップ

 JBC 日本ベテスダ教団

 JBM 日本ベテル・ミッション

 JBM. ジャパン・ベサニー・ミッション

 JCM ジーザス・クライスト・ミニストリーズ

 JEC 日本福音教会

 JECA 日本福音キリスト教会連合

 JECA 友好 日本福音キリスト教会連合各地区友好

 JFGA 日本フルゴスペル教団

 JMCCC 日本メノナイト・キリスト教会協議会

 JRL 日本リバイバル連盟

 J.W.M イエス教日本世界宣教会
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 教 団 略 称  教 団 名

 KCCJ 在日大韓基督教会

 KFG コイノニア福音グループ

 KICC 超教派ブレザレン教会

 KKFF 九州キリスト福音フェローシップ

 LECC ルーテル福音キリスト教会

 MB 日本メノナイト･ブレザレン教団

 MJD ミッション・オブ・ジーザス・ディサイプル教団

 NHJA ニューホープ・ジャパン・アジア

 NLM ニューライフ・ミニストリーズ

 NRK 日本ルーテル教団

 NSKK 日本聖契キリスト教団

 NTM 日本ネクスト・タウンズ・ミッション

 OMF 国際福音宣教会

 OPCJM 正統長老教会日本ミッション

 SACM スウェーデン同盟キリスト教団

 SKK 聖書研究会

 TPKF 単立ペンテコステ教会フェローシップ

 VCF.JAPAN 日本ヴィンヤード・クリスチャン・フェローシップ

 Z.C.F シオン・クリスチャン・フェロシップ
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連絡協力機関、宣教団体などを 50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。名称、略称、［分野の区分］、所在地・Tel

＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、◇関連団体、【ホームページ】、【E-mail】

ガ イド

キリスト教の連絡・協力機関、

伝道団体、各種団体、運動体など

各種団体

 各種伝道団体

あ

アーク福音ミニストリー
［文書宣教、開拓伝道支援］〒285-0923　千葉県印旛郡

酒々井町東酒々井3-3-34　Tel.043-496-2727 Fax.043-

496-2729　◇JR酒々井駅から徒歩5分　◇創立／2004

年　◇代表／保坂 義秀、牧師／保坂 泰子　◇特色／（1）

文書宣教・書籍による福音宣教（2）開拓伝道支援・効果

的な教会開拓と開拓伝道支援の協力方法の研究および実

践。

【E-Mail】ark-plan@cameo.plala.or.jp

アーサー・ホーランド・ミニストリー
［伝道・宣教］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台

2-1 OCCビル 210号室　Tel.048-468-1779 Fax.048-468-

1711　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1988年　

◇代表／アーサー・ホーランド

【HP】http://www.gospeljapan.com/arthur/

RACネットワーク（文脈化研究会）［RAC］
［宣教戦略シンクタンク］〒664-0016　兵庫県伊丹市昆陽

北1-5-3　Tel&Fax.072-783-2817　◇JR伊丹駅からバス

「寺本公園前」停　◇創立／1994年　◇代表／福田 充

男　◇特色／地球上の歩いて行ける全ての場所に教会を

生み出し諸国を弟子化するための宣教戦略を提供するシ

ンクタンク。

【HP】http://homepage3.nifty.com/rac/

【E-Mail】racn@nifty.com

アールビーシーミニストリーズ
［文書伝道、協力宣教・メディア宣教・信徒教育］〒630-

0251　奈良県生駒市谷田町 （郵便は私書箱へ）　Tel. 

0743-75-8230 Fax.0743-75-8299［連絡先：ＲＢＣミニス

トリーズ　〒630-0291　奈良県生駒郵便局私書箱46

号］　◇創立／1999年　◇代表／田井 淳子　◇特色／デ

ィボーションガイド「デイリーブレッド」や「探求の書シ

リーズ」などの製作と配布。

【HP】http://rbcjp.info/

【E-Mail】japan@rbc.org

「愛の樹」グループ愛の会
［社会奉仕活動］〒259-0155　神奈川県足柄上郡中井町

松本1026-16 愛の樹ふるさとの家 日田　Tel&Fax.0465-

81-1832　◇小田急線秦野駅から車20分　◇創立／1997

年　◇代表/牧師／愛川 英雄、副代表/監査役／島田 和子

【HP】http://ainoki.jp/

アガペ宣教会
［葬儀＆ブライダル宣教］　［(宗)日本ミッション］〒534-

0012　大阪府大阪市都島区御幸町2-2-9 (宗)日本ミッショ

ン内　Tel.06-6923-2276 Fax.06-6923-2284　◇地下鉄谷

町線都島駅から徒歩10分　◇創立／2000年　◇代表／高

原 幸男、副代表／ニコラス・スィラヴァン、事務局長／

細見 一也　◇特色／冠婚葬祭を日本の新しい伝道分野と

して捉え、一般式場を礼拝の場とし、司式の牧師・宣教

師を派遣および結婚セミナー講師派遣。

【HP】http://www.agapesenkyokai.com/

【E-Mail】takahara@j-mission.com

アガペハウス
［救済救援宣教］〒106-0041　東京都港区麻布台1-6-19-

65　Tel.03-5780-1111 Fax.03-3978-7878　◇代表／ケ

ン・ジョセフ

アガペワールドミッション［AWM］
［伝道・宣教］　［神戸キリスト栄光教会］〒653-0845　兵

庫県神戸市長田区戸崎通3-9-12　Tel.078-612-5511 Fax. 

078-612-5513　◇JR新長田駅から徒歩5分　◇創立／

1980年　◇主幹／菅原 亘　◇特色／海外宣教活動と支

援。聖地旅行の企画・実行。

【HP】http://www.mmjp.or.jp/kcgc/
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（財）アキオス・インターナショナル・ミニス
トリーズ・ファンデーション［アキオス］

［宣教］〒737-0871　広島県呉市長谷町14-43　Tel&Fax.

0823-38-8579　◇顧問／荒瀬 進午、大川 道雄、土肥 隆

一、土屋 一臣、中野 雄一郎、宮川 将

【E-Mail】tigris@fsinet.or.jp

アグロー・インターナショナル・ジャパン［日
本アグロー］

［女性のためのミニストリー、宣教・祈り・訓練］〒330-

0052　埼玉県さいたま市浦和区本太3-11-7　Tel&Fax. 

048-881-8953　◇創立／1977年　◇会長／石倉 範子、

副会長／田島 紘子、書記／山本 聖美、会計／新井 邦江、

祈りのコーディネーター／織田 純子　◇特色／日本のキ

リストの体に仕えるとともに聖書的視点に立ち世界情勢を

見る。神の計画に従い男女の和解を推進する。

【HP】http://www.aglowjapan.com

【E-Mail】convention@aglowjapan.com

アジアンアクセス
［伝道・宣教］〒359-1104　埼玉県所沢市榎町6-16　Tel.

04-2925-4101 Fax.04-2924-7231　◇西武池袋線小手指駅

から徒歩10分　◇創立／1967年　◇総裁／ハンドレー，

ジョセフ、代表役員／高澤 健

【HP】http://www.asianaccess.org/

足利聖会実行委員会
［聖会］〒326-0843　栃木県足利市五十部町1256　Tel.

0284-21-6653 Fax.079-442-4878　◇山浦 正

(宗)アシュラム・センター
［祈りの運動］〒523-0894　滋賀県近江八幡市中村町567-

2　Tel.0748-33-4030 Fax.0748-33-8856　◇JR近江八幡

駅からバス「小舟木口」停、徒歩2分　◇創立／1975

年　◇運営委員長（代行）／後宮 俊夫、主幹牧師／榎

本 恵　◇特色／毎朝の密室の祈りを守り、『信じる』とい

う信仰告白を『信仰生活』という線へ持続する運動。

新しいキリスト教教育研究所
［連絡・協力］〒160-0004　東京都新宿区四谷2-11 大村

ビル6F　Tel.03-3355-4990　◇創立／2000年　◇代表／

吉積 和成

我孫子バプテスト教会
［放送番組制作・ラジオ　希望の灯（茨城放送）、キリス

ト教墓地・ラザロ霊園］　［我孫子バプテスト教会］〒

270-1144　千葉県我孫子市東我孫子1-1-3　Tel.04-7185-

0185 Fax.04-7185-3788　◇JR東我孫子駅前　◇創立／

1980年　◇代表役員／天利 信司、宣教師／木田 浩靖、

宣教師／福田 光洋、宣教師／鯉淵 俊男　◇特色／私た

ちの教会の特徴　1)伝道的（国内海外）、2)聖書的（御言

中心）、3)国際的（インターナショナル）、4)友愛的（フレ

ンドリー）。

【HP】http://www6.plala.or.jp/abikoch/

【E-Mail】shinji.amari@gmail.com

アルファ・ジャパン
［宣教・教育］〒135-0042　東京都江東区木場2-17-9-102　

Tel.03-5621-8414 Fax.03-5621-8415　◇地下鉄東西線木

場駅から徒歩5分　◇創立／2000年　◇代表／永井 信

義　◇特色／アルファはキリスト教信仰を実践的に紹介

するコースで世界163ヶ国で用いられている効果的な伝道

方法です。

【HP】http://www.alphajapan.jp/

【E-Mail】info@alphajapan.jp

AWANAジャパン
［伝道・教育］〒920-0277　石川県河北郡内灘町千鳥台

3-13　Tel&Fax.076-237-2398　◇北陸鉄道浅野川線内灘

駅から徒歩7分　◇創立／1987年　◇理事長／横山 幹

雄、東日本担当宣教師／鈴木悟・智美、西日本担当宣教

師／江川克巳・正美、宣教師／田中 直美　◇特色／暗唱

聖句に重点をおき魅力的なプログラムで子どもたちを主

と教会に引き付ける伝道教育プログラム。

【HP】http://www.awana.jp

イエス教日本世界宣教会
［伝道・宣教］〒542-0072　大阪府大阪市中央区高津1-3-

6 J.ディサイプルチャーチビル　Tel.06-6191-6701 Fax. 

06-6191-6702　◇地下鉄谷町線谷町九丁目駅から徒歩2

分　◇創立／1995年　◇代表役員／金沢 泰裕　◇特色

／信仰の面のみならず、学問及び生活の面においても、

聖書の教える所を真理とし、聖霊の満たしを受け、国内

外で活発な宣教を行う。

【HP】http://www7.ocn.ne.jp/~d.c/

イエスの友会
［宣教・伝道］〒432-0000　静岡県浜松市中区泉3-15-

21　Tel&Fax.053-473-3031　◇創立／1921年　◇会長

／鈴木武仁、副会長／二村 摂三、書記・事務局長／小川 

忠夫、会計／長谷川 勝義　◇特色／当会は、1921年に奈

良菊水楼にて、賀川豊彦外13名の牧師で結成し、「暗い日

本に光を」という主旨でした。

【HP】http://homepage3.nifty.com/iesunotomokai/

【E-Mail】CBL16337@nifty.com

 『一発逆転』人生塾
［各種伝道団体］〒140-0013　東京都品川区南大井3-23-3 

PMR1059　Tel.090-9954-1059 Fax.020-4622-1604　◇創

立／2003年　◇代表／鵜川 貴範　◇特色／あなたの大

切な人は人知れず悩んでいませんか？ 路傍・IT伝道など

を連動した総合伝道活動団体です。

【HP】http://gyakuten.go2.jp/

【E-Mail】119j@csc.jp

いのちありがとうの会
〒512-1101　三重県四日市市内山町8073-16 創愛キリスト

教会内　Tel&Fax.059-323-1065　◇近鉄四日市駅からバ

ス「内山道」停、徒歩3分　◇代表／堀越 暢治、理事／

赤江 弘之、理事／国吉 守、理事／千田 次郎、理事／趙 

南洙、理事／三橋 恵理哉、理事／横田 武幸、理事／横

山 幹雄、事務局長／高桑 照雄　◇特色／日本の祖先祭

祀には「いのちを始められた方への感謝」という良い動機

がある。いのちの創造主と永遠のいのちを伝えることを目

指す。

いのちありがとうの会「エターナルライフプ
ロジェクト」

［創造主を伝道］〒512-1101　三重県四日市市内山町

8073-16 創愛キリスト教会内　Tel&Fax.059-323-1065［連



964
専門・特集ガイド編
各種団体ガイド

教
育
ガ
イ
ド

医
療
・
福
祉

建 

築

冠
婚
葬
祭

教
団
ガ
イ
ド

各
種
団
体
ガ
イ
ド

協
力
・
宣
教

世
界
宣
教

絡先：堀越 暢治　〒510-0944　三重県四日市市笹川三丁

目142-23 Tel.059-320-2286］　◇近鉄四日市駅からバス

「内山道」停、徒歩3分　◇創立／2005年　◇代表／堀越 

暢治、事務局長／高桑 照雄、スタッフ／畑中 千里、スタ

ッフ／細川 園子　◇特色／「いのち」をテーマに創造主

の存在、永遠のいのちを伝えます。牧師研修会のプログ

ラムも用意しています。

【HP】http://elifep.com

【E-Mail】etlifepro@yahoo.co.jp

いのちのことば社ミニストリーズ［WLPM］
［伝道・宣教］　［(宗)スウェーデン同盟キリスト教団］〒

164-0001　東京都中野区中野2-1-5　Tel.03-5341-6911 

Fax.03-5341-6912　◇JR中野駅から徒歩10分　◇創立／

1950年　◇会長／多胡 元喜　◇特色／出版を中心とし

たメディア伝道・研修セミナー等を通し、福音を広げ、

クリスチャンの霊的成長を助ける働き。

【HP】http://www.wlpm.or.jp

いのちのことば社ライフ・クリエイション［ラ
イフ・クリエイション］

［教会用品・音楽・映像・イベント］　［いのちのことば社

企画制作事業部］〒164-0001　東京都中野区中野2-1-5 

いのちのことば社内　Tel.03-5341-6926 Fax.03-5341-

6928

【HP】http://www.wlpm.or.jp/cr/

【E-Mail】cr@wlpm.or.jp

茨城「世の光」伝道協力会
［放送伝道］　［超教派・茨城県内の協力教会］〒308-

0821　茨城県筑西市成田642　Tel&Fax.0296-72-0837　

◇創立／1999年　◇会長／霜田 實

(NPO)今井館教友会
［調査・研究、啓発］〒152-0031　東京都目黒区中根

1-14-9　Tel.03-3723-5479 Fax.03-3724-6753　◇東急東

横線都立大学駅から徒歩10分　◇創立／1905年　◇特色

／今井館聖書講堂、図書資料センター、内村鑑三と彼に

連なる者たちの思想と活動を調査・研究・発表する事業。

【HP】http://www.imaikankyoyukai.or.jp/

【E-Mail】npo@imaikankyoyukai.or.jp

インターナショナルVIPクラブ［VIPクラブ］
［職域宣教・連絡協力］〒102-0074　東京都千代田区九

段南2-6-13-101　Tel.090-8308-0111 Fax.03-5214-0732　

◇地下鉄九段下駅から徒歩7分　◇創立／1993年　◇代

表役員／市村 和夫、事務局／沼田 誠　◇特色／「神の

目にはあなたは高価で尊い」の理念に基づいて、ビジネ

スマン・専門職の人々に、福音を伝えています。

【HP】http://vip-club.tv/

【E-Mail】info@vip-club.tv

インターナショナルＶＩＰクラブ関西［ＶＩ
Ｐ関西］

［連絡・協力］〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜2‐

3-10 ＶＩＰ関西センター7F　Tel.06-6228-6273 Fax.06-

6228-6274　◇京阪・地下鉄堺筋線北浜駅2番出口正面　

◇創立／1999年　◇会長／持田 明広　◇特色／VIP関

西では下記の支部で集会を開催しています。詳細はホー

ムページをご覧ください。VIP大阪、VIP京都、VIP神戸

ほか。

【HP】http://vip-kansai.jp/

【E-Mail】vipkansai@k3.dion.ne.jp

インターナショナル東京クリスチャンネット
ワーク［ITCN］

［集会・聖会］〒110-0015　東京都台東区東上野5-11-9 

JTJ宣教神学校事務局内　Tel.03-3842-3412 Fax.03-

3842-3415　◇JR上野駅入谷口から徒歩6分　◇創立／

2007年　◇主任／中野 雄一郎、副主任／岸 義紘、副主

任／横山 英実　◇特色／月曜日に伝道会方式で集会を朝

昼晩と開いている。ハウスチャーチを推進する。都内外

に諸集会を拡大して行く。

ウィナーズクラブ
［伝道・宣教・啓発］〒663-8012　兵庫県西宮市堤町1-31 

今後方　Tel&Fax.0798-67-1499　◇創立／1998年　◇

世話人／林 晏久、世話人／安倍川 守三、世話人／宇野 

雄司

ウィロークリーク・ネットワーク・ジャパン
［連絡・協力］　［福音社］〒190-0011　東京都立川市高松

町3-21-8 福音社内　Tel.042-526-7342 Fax.0120-664-

220　◇JR立川駅から徒歩12分　◇代表／宮本 安喜　◇

特色／ウィロークリーク教会の教材をこれからもみなさま

にご紹介していきます。

【HP】http://www.willowcreek.jp/

【E-Mail】wcj@fukuinsha.com

エヴァンゲリウム・カントライ
［伝道・宣教・音楽］〒153-0063　東京都目黒区目黒

3-20-6-201　Tel&Fax.03-3715-1441　◇創立／1973年　

◇指揮者／斉藤 律子、理事長／斎藤 広行、事務局／川

中子 芳子　◇特色／聖書のみことばを中心とする賛美の

学び、普及、音楽による教会奉仕。CD4枚をリリース。

【HP】http://www015.upp.so-net.ne.jp/e-kantorei/

【E-Mail】loben55@yj8.so-net.ne.jp

エターナル・ライフ・ミニストリーズ
［文書伝道支援］　［エターナル・ライフ・ミニストリーズ

(有)］広島県［連絡先：〒734-8691　広島県広島市字品

郵便局私書箱20号］　◇創立／1994年　◇代表取締役／

花里 駿二　◇特色／HPでは無料で世界の体験・証しを

読む・聴く・観ることができます。書籍・DVD・無料トラ

クト等を発行。

【HP】http://www.eternal-lm.com/

【E-Mail】mail@eternal-lm.com

恵那レーマミニストリー［ERM］
［CDによる教え］　［恵那クリスチャンセンター］〒509-

7201　岐阜県恵那市大井町1605-35 恵那クリスチャンセ

ンター内　Tel&Fax.0573-25-8237 Tel.075-573-7033　◇

JR恵那駅から1400m　◇代表／徐 起源　◇特色／徐起

源牧師の本、CDによる聖書教師の奉仕。神の義の教え、

信仰の使い方など日本のリバイバルのための奉仕。

【HP】http://www.ermbible.net/

【E-Mail】info@ermbible.net

(NPO)音楽工房のあ
［音楽伝道支援・演奏］〒176-0021　東京都練馬区貫井
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4-37-1　Tel&Fax.03-5241-1237　◇西武池袋線富士見台

駅から徒歩7分　◇創立／1999年　◇代表理事／長島 

潤　◇特色／クラシックの演奏家が中心となって、子育

て支援など、地域福祉をテーマとした音楽活動を行って

います。

【HP】http://www012.upp.so-net.ne.jp/noah/

【E-Mail】artnoah@jt3.so-net.ne.jp

FGBMFIジャパン［FGBジャパン］
［伝道・宣教］〒514-0005　三重県津市鳥居町191-9 ベテ

ルセンター内　Tel&Fax.059-222-7987　◇JR・近鉄津駅

西口からバス「鳥居町」停、徒歩2分　◇創立／1989

年　◇会長／塚本 謙一郎　◇特色／世界150ヶ国に5000

の支部を持つ超教派の男性ビジネスマンによる宣教団体。

関東・中部・近畿・九州に支部がある。

【HP】http://www.ne.jp/asahi/fgbmfi/japan/

【E-Mail】fgb_japan@yahoo.co.jp

エホバの証人・統一協会対策香川ネット［対
策ネット］

［啓発・救援］〒760-0005　香川県高松市宮脇町1-14-

21　Tel&Fax.087-833-1923　◇創立／1997年　◇代表

世話人／山崎 敏秋、統一協会部会世話人／二川 雅光、

副代表世話人／久保 量生　◇特色／入ったら悲惨です。

入る前によく調べ、よく考えましょう。当ネットのインタ

ーネットをご覧ください。

【HP】http://www.kln.ne.jp/jehovah/

エマオ出版
［伝道出版］　［(宗)津久野キリスト恵み教会］〒593-8307　

大阪府堺市平岡町276-4　Tel.072-273-8615 Fax.072-273-

8833　◇JR津久野駅から徒歩10分　◇代表／山岸 登　

◇特色／近代主義神学、聖書の隠喩的解釈、霊的解釈を

排して、聖書が語っている通り受け入れる確信に基づい

ています。

【HP】http://www.tsukuno.com/

【E-Mail】maranatha@tsukuno.com

エリヤハウス・ジャパン
［カウンセリングミニストリー］〒520-0853　滋賀県大津

市螢谷5-25　Tel&Fax.077-534-8837　◇京阪電鉄石山寺

駅から徒歩3分　◇創立／2001年　◇ディレクター／三

浦 雅範、ディレクター／三浦 由美子、アシスタント・デ

ィレクター／小深田 隆子、サーバント／エッガー，エヴ

リン、事務局担当／ベネディクト，サム、事務局担当／ベ

ネディクト，恵湖　◇特色／マラキ4：5〜6の原則に基づ

き、聖霊と十字架による人間関係の回復と真の一致を目

指す祈りのミニストリー。

【HP】http://elijahhouse.web.infoseek.co.jp/

【E-Mail】info@elijahhouse.jp

オアシス・チャーチ・ミニストリー［OCM］
［伝道・教育・カウンセリング・セミナー・出版］〒270-

1432　千葉県白井市冨士151-2-815　Tel&Fax.047-442-

1474　◇北総公団線西白井駅から車5分　◇創立／2001

年　◇代表／玉井 邦美　◇特色／諸教会の活性化を願

い、伝道、信徒教育、牧師、夫婦のカウンセリング、家

族セミナー等を全国的に展開。

【HP】http://www.hpmix.com/home/oasisroom/frame.htm

【E-Mail】oasis923shinka@yahoo.co.jp

オアシス福音センター
［伝道・宣教］〒259-1137　神奈川県伊勢原市笠窪461-6　

Tel&Fax.0463-96-0481　◇小田急線鶴巻温泉駅から徒歩

15分　◇創立／1985年　◇代表／影山 範文　◇特色／

心と身体に痛みをもつ人々のためにカセットテープによる

月刊誌を制作・発行しています。

O・Oミニストリーズ
［協力・宣教］〒262-0044　千葉県千葉市花見川区長作

町29-43　Tel&Fax.043-258-4790 Tel.080-3472-5973　◇

創立／2006年　◇代表／西脇 博史　◇特色／無(ゼロ）

に等しい者たちが無限な（おおいなる）神さまと結びつい

て、オンリーワンの素晴らしい奉仕をと願っています。

【E-Mail】yeah_nishiwaki@yahoo.co.jp

大阪基督実業人会［大阪CBMC］
［伝道・宣教］〒542-0072　大阪府大阪市中央区高津1-3-

5 オーサカ・ユニーク（株）内　Tel.06-6768-6861 Fax. 

06-6768-6867　◇創立／1970年　◇会長／井上 義朗　

◇特色／CBMCは、1930年に米国で始まり、現在は百カ

国以上に拡がっています。大阪月例会に来てみてください。

【HP】http://www.cbmc.biz

【E-Mail】y-inoue@o-unique.co.jp

（財）大阪クリスチャンセンター［OCC］
［キリスト教会館］〒540-0004　大阪府大阪市中央区玉造

2-26-47　Tel.06-6762-7701 Fax.06-6762-9885　◇JR玉

造駅から徒歩10分　◇創立／1951年　◇理事長／米田 

昭三郎　◇特色／大阪城下の新時代にふさわしいキリス

ト教会館です。特に320席の音楽ホールが注目の的。ぜひ、

ご利用ください。

【HP】http://www.osakachristiancenter.or.jp/

【E-Mail】info@osakachristiancenter.or.jp

大田区ゴスペル親睦会
［連絡・協力］東京都大田区矢口 （詳しくはブログをご覧

ください）　◇創立／2009年　◇代表／齊藤 直江　◇特

色／大田区で活動するゴスペルチームの親睦を計ると共

に賛美の喜びを伝えたい！ という熱い想いから発足。

【HP】http://blog.goo.ne.jp/gospeloota/

【E-Mail】napo@agate.plala.or.jp

オールネイションズ敬拝と讃美
［超教派宣教］〒542-0062　大阪府大阪市中央区上本町

西3-1-1 大善ビル8F　Tel&Fax.06-6762-5540　◇創立／

2006年　◇代表／呉 慶燮　◇特色／毎週木曜日午後6時

から集会をささげています。

【HP】http://anmjapan.org/

【E-Mail】anmjapan@anmjapan.org

沖縄宣教協力会
〒904-0014　沖縄県沖縄市仲宗根町38-1 胡屋バプテスト

教会内　Tel.098-937-3215　◇会長／渡真利 文三

沖縄バプテスト連盟［OBC］
［ラジオ］〒901-2134　沖縄県浦添市港川2-25-1　Tel.

098-878-7629 Fax.098-878-8519　◇バス「港川」停、徒

歩3分　◇創立／1955年　◇理事長／渡真利 彦文、宣教

部長／喜友名 朝順、総務部長／玉城 正雄、企画部長／

城倉 翼、事務長／當眞 嗣博
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【HP】http://homepage2.nifty.com/obc/

沖縄福音連盟［OEF］
［宣教・協力］〒904-0032　沖縄県沖縄市諸見里3-31-7　

Tel.098-932-1122 Fax.098-933-1975　◇創立／1958年　

◇理事長／喜友名 朝英　◇特色／沖縄にある福音的諸団

体また有志団体と提携して、世界の福音的諸同盟とも友

好協力の実を挙げることを目指す。

奥山実アワーの会
［テレビ伝道］　［(宗)みもみキリスト教会］〒275-0002　

千葉県習志野市実籾5-27-16 ハーベストチャペルみもみキ

リスト教会内　Tel.047-472-0686 Fax.047-493-5847　◇

京成電鉄実籾駅から徒歩10分　◇創立／1999年　◇牧師

／渡辺 ミドリ、事務責任／和田 太郎　◇特色／素早い福

音宣教は電波の力です。家庭集会、無牧の教会にも用い

られています。さらなるご支援祈りを願います。

【HP】http://homepage2.nifty.com/mimomi-church/okuyama.

html

【E-Mail】midori_w@nifty.com

お茶の水クリスチャン・センター［OCC］
［会館］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-1 OCC

ビル 301号室　Tel.03-3296-1001 Fax.03-3296-1010　◇

JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1949年　◇理事長

／村上 宣道、副理事長／榊原 寛、副理事長／楠田 高

久　◇特色／OCCは、キリストの宣教命令に基き、主の

教会に仕え諸宣教団体と共に1％の壁を越えることを目指

す。

【HP】http://ochanomizu.cc/

【E-Mail】occ@comet.ocn.ne.jp

か

海外宣教連絡協力会［JOMA］
［宣教・援助・協力］〒244-0842　神奈川県横浜市栄区

飯島町2441-10　Tel.045-891-7769 Fax.045-894-2121　

◇JR本郷台駅から徒歩20分　◇創立／1971年　◇会長

／福井 誠、副会長／松崎 ひかり、書記／水口 功、会計

／酒井 信也、ＪＥＡ担当／永井 敏夫　◇特色／海外宣

教に関する諸問題のために各海外宣教団体が協力する。

セミナー開催、ハンドブックや地図の発行。

【HP】http://www.joma.mydns.jp/

【E-Mail】jomaoffice@yahoo.co.jp

外登法問題と取りくむ全国キリスト教連絡協
議会［外キ協］

［連絡・協力］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18 

日本キリスト教会館52号RAIK内　Tel.03-3203-7575 

Fax.03-3202-4977　◇地下鉄東西線早稲田駅から徒歩5

分　◇創立／1987年　◇共同代表／輿石 勇（NCC総幹

事代行）、共同代表／谷 大二（カトリック）、共同代表／

内藤 留幸（日基教団）、共同代表／洪 性完（在日大韓）、

共同代表／佐竹 順子（矯風会）、共同代表／李 清一（関

西外キ連）　◇特色／多民族・多文化共生を教会の宣教

の課題として取り組み、「外国人住民基本法」の制定を求

める。

【HP】http://www.ksyc.jp/gaikikyou/

【E-Mail】raik@abox5.so-net.ne.jp

学座・とうごまの葉の下
［運動体］〒709-0802　岡山県赤磐市桜が丘西7-20-4　

Tel&Fax.0869-56-1224　◇JR瀬戸駅　◇代表／正田 眞

次

拡大宣教会
［伝道・宣教］〒981-3604　宮城県黒川郡大衡村ゴスペ

ルタウン　Tel.022-345-2991 Fax.022-345-2992　◇創立

／1970年　◇代表者／永井 信義　◇特色／アジア、ア

フリカや中南米の宣教を支援しています。

からし種出版
［伝道出版］〒365-0052　埼玉県鴻巣市登戸367-1-306 星

野方　Tel&Fax.048-596-7793　◇JR鴻巣駅東口からバス

「ふれあいセンター前」停、徒歩3分　◇創立／2006年　

◇代表／星野 浩、星野 千津子　◇特色／主に押し花・

カリグラフィー(西洋書道・御言葉英文)製品等の直販所

カレブゴスペルサービス
［文書伝道］〒189-0013　東京都東村山市栄町2-9-32 晃

正プラザビル505　GCC　Tel&Fax.042-390-2314［連絡

先：川端 光生　〒203-0023　東京都東久留米市南沢

5-19-8-619 Tel.042-470-1185］　◇西武新宿線久米川駅か

ら徒歩1分　◇創立／1998年　◇主宰／川端 光生、事務

／川端 黎子　◇特色／伝道文書出版・翻訳・セミナー。

【E-Mail】caleb_gs@ybb.ne.jp

関西エヴァンジェリカルハーモニー［KEハー
モニー］

［音楽伝道］〒540-0004　大阪府大阪市中央区玉造2-26-

47 OCC内　Tel.06-6762-7701 Fax.06-6762-9885　◇JR

玉造駅から徒歩10分　◇理事長／岡田 信常

関西キリスト教視聴覚教育センター［KAVA
CO］

［メディア伝道］〒540-0004　大阪府大阪市中央区玉造

2-26-47 大阪クリスチャンセンター内　Tel.06-6762-7701 

Fax.06-6762-9885［連絡先：髙原 幸男　〒534-0012　大

阪府大阪市都島区御幸町2-2-9 Tel.06-6923-2212］　◇JR

玉造駅北口から徒歩10分　◇創立／1983年　◇理事長／

押方 恵、副理事長／平山 武秀、書記／高原 幸男　◇特

色／関西における教会に対しての視聴覚教育、音楽教育

の指導養育の場として備えられた超教派組織である。

【E-Mail】info@osakachristiancenter.or.jp

関西クリスチャンコワイア
［宣教・研究］〒176-0002　東京都練馬区桜台5-37-20　

Tel&Fax.03-3993-0530　◇創立／1989年　◇主宰兼指

揮／和田 健治　◇特色／関西の教会音楽奉仕者の向上の

ため12年間にわたり邦訳「メサイア」公演を開催。以後

休み、再活動を準備中。

関西コンサート協会
［音楽伝道］〒540-0004　大阪府大阪市中央区玉造2-26-

47 大阪クリスチャンセンター401号　Tel.06-6766-7557 

Fax.06-6766-7558　◇JR玉造駅から徒歩10分　◇創立／

1986年　◇代表／田川 和樹

【E-Mail】kconcert@d7.dion.ne.jp
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関西ミッション・リサーチ・センター［KMRC］
［啓発・宣教］〒651-0052　兵庫県神戸市中央区中島通

2-3-5 神戸ルーテル神学校内　Tel.078-221-6956 Fax. 

078-221-5825　◇JR三宮駅からバス「青谷」停、徒歩1

分　◇創立／1980年　◇理事長／子安 敏夫、総主事／

有木 義岳　◇特色／第3回ローザンヌ世界宣教会議の成

果の国内報告と啓発に協力。宣教のための調査と研究。

関西盲人宣教会
［盲人伝道］〒652-0041　兵庫県神戸市兵庫区湊川町10-

9-21 西脇方　Tel&Fax.078-531-0726　◇事務局／西脇 

衛士

関東聖化交友会［関東JHA］
［連絡・協力］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台

2-1 OCCビル 516号室　Tel&Fax.03-3293-5130　◇JR御

茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1991年　◇会長／竿代 

照夫、副会長／錦織 寛　◇特色／日本聖化協力会の一翼

で関東地域の個人、各個教会、教派、各種団体の交わり

と協力活動の推進を目的とする団体。

【HP】http://jha.christ.gr.jp/

【E-Mail】kiha1985@aria.ocn.ne.jp

関東地区アシュラム委員会［関東アシュラム］
［祈りの運動］〒181-0011　東京都三鷹市井口3-15-6 池の

上キリスト教会内　Tel.0422-33-0018 Fax.0422-33-

0061　◇JR武蔵境駅から徒歩15分　◇創立／1972年　

◇委員長／横山 義孝　◇特色／スタンレー・ジョーンズ

師によって始められたアシュラム運動を継承しています。

日本アシュラム連盟所属。

北しなのパソコン点訳の会
［キリスト教図書の点訳］〒383-0025　長野県中野市三好

町1-2-19　Tel&Fax.0269-22-2428　◇津布楽 幸八／ツフ

ラク コウヤ　◇特色／月刊「信徒の友」などキリスト教

図書の点訳。点訳ソフトの紹介などもしています。

北日本聖書宣教協会（文脈化推進協会）
［宣教、啓発活動、牧会、協会事業］　［単立］〒034-0041　

青森県十和田市相坂高清水139-4　Tel.0176-23-7303 

Fax.0176-23-7235　◇十鉄観光大学前駅から徒歩15分　

◇創立／2000年　◇牧師／中野渡 昭子　◇特色／日本

のクリスチャンの意識改革をめざし、一般国民には聖書の

真理・奥義を普及し、文脈化を推進しよう。

【E-Mail】jimmynakano@nifty.com

北浜シャロン祈り会
［連絡・協力］〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜2-3-

10 VIP関西センター7F　エステール北浜法律事務所　

Tel.06-6228-6273 Fax.06-6228-6274　◇京阪・地下鉄堺

筋線北浜駅2番出口正面

キャンプ宣教研究所［Cmn］
［宣教・研究］〒231-0825　神奈川県横浜市中区本牧間門

24-11　Tel&Fax.045-629-0016 Tel.090-8464-8142　◇創

立／1995年　◇所長／篠田 真宏　◇特色／今、若者の

心をつかむ！体験学習による聖書教育に取りくんでいま

す。ぜひご一緒に体験いたしましょう。

【HP】http://campministry.net/cmn/

【E-Mail】masa@campministry.net

九州福音伝道団
［伝道・宣教］〒868-0016　熊本県人吉市城本町1033　

Tel.0966-24-4991　◇JR人吉駅から徒歩5分　◇創立／

1966年　◇団長／尾方 秀雄

教会インフォメーションサービス［CIS］
［宣教・情報・統計］〒352-0032　埼玉県新座市新堀

2-16-21-103　Tel&Fax.042-494-2219　◇西武池袋線清

瀬駅北口から徒歩4分　◇創立／1980年　◇代表／花薗 

征夫、ボランティア／花薗 文子　◇特色／教会所在デー

タベースによる教会紹介・宣教調査・統計の情報提供と

宣教の前進の為のコンサルティング活動等。

【HP】http://www.church-info.org/

【E-Mail】cis@church-info.org

教会教育推進会［CEM］
［教会教育の研究・啓発］　［(宗)日本メノナイト・ブレザ

レン教団］〒563-0038　大阪府池田市荘園2-1-12 福音聖

書神学校内　Tel&Fax.072-762-3299　◇阪急宝塚線石橋

駅から徒歩12分　◇創立／1961年　◇改訂委員長／徳本 

篤、事務員／安井 一子　◇特色／アメリカで使用されて

いるテキストを翻訳した分級別教案と、視聴覚教材の聖

画・CDを制作販売しています。

【HP】http://www.cem-japan.com/

【E-Mail】cemoffice@cem-japan.com

教会と国家学会
［連絡・協力］〒206-0802　東京都稲城市東長沼1086 日

本基督教団稲城教会内　Tel.042-377-5559 Fax.042-377-

5609　◇JR稲城長沼駅　◇創立／2000年　◇会長／高

橋 力

キリスト改革派教会メディア・ミニストリー
［CRCメディア・ミニストリー］
［放送番組制作、ラジオ・インターネット放送、文書伝道、

教会紹介、通信講座、キャンプ・集会］〒101-0062　東

京都千代田区神田駿河台2-1 ＯＣＣビル　Tel.03-3292-

7604 Fax.03-3292-7605　◇JR御茶ノ水駅から徒歩2分　

◇創立／1957年　◇代表・ラジオ牧師／山下正雄、事務

局長／藤波 健太郎、アナウンサー／熊田 なみ子、フォロ

ーアップ／立石 圭子、フォローアップ／島田 かをり　◇

特色／あさのことば・東北あさのことば・キリストへの時

間・BOX190・聖書を開こう・ほほえみトークの番組あり。

【HP】http://www.jesus-web.org/

【E-Mail】info@jesus-web.org

キリスト教学校教育同盟
［連絡・協力・教育］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田

2-3-18-72　Tel.03-3203-0361 Fax.03-3203-0362　◇地下

鉄東西線早稲田駅から徒歩7分　◇創立／1910年　◇理

事長／野本 真也、事務局主事／花島 光男

【HP】http://www.k-doumei.or.jp/

【E-Mail】info@k-doumei.or.jp

（財）キリスト教視聴覚センター［AVACO］
［メディア宣教・啓発］〒169-0051　東京都新宿区西早稲

田2-3-18　Tel.03-3203-4121 Fax.03-3203-4186　◇東西

線早稲田駅から徒歩5分　◇創立／1949年　◇理事長／

岡村 正二、常務理事・総主事担当／仲摩 信行　◇特色

／アバコは、視聴覚教材の提供、各種講習会等により、
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教会、学校、幼稚園等の活動への奉仕を目指しています。

【HP】http://www.avaco.info

【E-Mail】avaco@avaco.info

キリスト教典礼共助会［CLA］
［連絡協力］　［単立・中央キリストの福音教会］〒164-

0001　東京都中野区中野2-29-1-2F　Tel.050-5532-

3344　◇JR中野駅南口から徒歩3分　◇創立／1999年　

◇理事長／鈴木 ペテロ、副理事長／松岡 明、副理事長

／阿木 雄　◇特色／超教派の聖職者・教職者の集まりで

す。

キリスト教ブライダル宣教団［ブライダル宣
教団］

［伝道・宣教］〒170-0021　東京都豊島区西地袋5-2-1　

Tel.03-3988-0677 Fax.03-3984-2269　◇JR池袋駅から徒

歩1分　◇創立／1980年　◇代表／本多 定雄

【HP】http://www.bridalmission.co.jp/

キリスト教保育連盟［キ保連］
［研究・教育］　［（社団）キリスト教保育連盟］〒169-

0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18　Tel.03-3204-3286 

Fax.03-3204-3289　◇地下鉄東西線早稲田駅から徒歩5

分　◇創立／1968年　◇理事長／長山 篤子、主事／宮

内 柔子

【HP】http://kihoren.com

【E-Mail】kihoren@kihoren.com

キリスト再臨待望同志会
［伝道・啓発］〒123-0864　東京都足立区鹿浜8-18-4 日

本福音教団 福音聖書教会内　Tel&Fax.03-3897-5316　

◇日暮里舎人ライナー谷在家駅から5分　◇創立／1960

年　◇会長／工藤 公敏、副会長／横山 義孝、副会長／

中島 秀一、書記・会計／田辺 誠一

(宗)キリスト者学生会［KGK］
［伝道・宣教青少年］〒101-0062　東京都千代田区神田駿

河台2-1 OCCビル 303号室　Tel.03-3294-6916 Fax.03-

3294-6050　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／

1947年　◇理事長／島津 吉成、総主事／山崎 龍一　◇

特色／KGKは福音主義・超教派・学生主体を理念とし、

学生による学生のための福音宣教を全国で推進していま

す。

【HP】http://www.kgkjapan.net/xoops/

【E-Mail】office@kgkjapan.net

キリスト者政治連盟［キ政連］
［政治・実践］〒113-0023　東京都文京区向丘1-20-6 ファ

ミール本郷1108　Tel.03-3813-1085 Fax.03-3813-1086［連

絡先：今村 直　〒194-0032　東京都町田市本町田藤の台

2-50-203 Tel.042-725-3011］　◇地下鉄南北線東大前駅　

◇創立／1975年　◇委員長／坂内 義子、副委員長／糸

井 玲子、書記長／今村 直　◇特色／イエス・キリストが

示された道に従い、この地上に「平和をつくり出す者」と

して発言し、行動している団体です。

キリストの王国ネットワーク［CKN］
［異端対策・啓発］〒655-0049　兵庫県神戸市垂水区狩

口台5-1-101　Tel.078-782-9697 Fax.078-784-2939　◇JR

朝霞駅から徒歩8分　◇創立／1996年　◇責任役員／勝

原 忠明

近畿福音放送伝道協力会［近放伝］
［テレビ・ラジオ放送番組制作、放送伝道支援協力］〒

543-0013　大阪府大阪市天王寺区玉造本町9-1 松屋ビル

201号　Tel.06-6767-2558 Fax.06-6767-2561　◇JR玉造

駅から徒歩4分　◇創立／1972年　◇実行委員長／山口 

登久　◇特色／テレビ「ライフライン」、ラジオ「世の光」

「福音の光」を軸に、福音を広く伝えています。

【HP】http://www.kinpoden.com/

【E-Mail】kpd@maia.eonet.ne.jp

工藤篤子音楽ミニストリーズ［AKMM］
［音楽伝道］〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜2-3-10 

VIP関西センター5Ｆ ミッション・宣教の声方　Tel.06-

6226-1334 Fax.06-6226-1336　◇地下鉄北浜駅から徒歩1

分　◇創立／2000年　◇代表／工藤 篤子、世話人代表

／黒田 禎一郎、マネージメントスタッフ／中川 庸子

【HP】http://atsukokudomm.com/

【E-Mail】akmm@atsukokudomm.com

クリエーション・リサーチ・ジャパン［CRJ］
［創造に関する啓発・宣教］〒190-0023　東京都立川市柴

崎町3-9-18 99+TACHIKAWA202　Tel.042-540-9904 

Fax.042-540-9905　◇JR立川駅南口から徒歩5分　◇創

立／1986年　◇会長／安藤 和子、名誉会長／宇佐神 正

海　◇特色／私たちは創造論伝道団体です。進化論から

の解放、創造主のみわざを伝えるため、講演や出版を行

っています。

【HP】http://www.sozoron.org/

【E-Mail】office@sozoron.org

クリスチャン・アート・ネットワーク［CAN］
［連絡・協力、セミナー］〒203-0053　東京都東久留米市

本町4-12-17　Tel&Fax.042-472-9707　◇西武池袋線東

久留米駅　◇リーダー／ポール・ネザーコット、リーダ

ー／常田 美香

【HP】http://www.japancan.com/

【E-Mail】CAN@japancan.com

クリスチャン・サーファーズ・ジャパン［CSJ］
［連絡・協力・伝道・宣教］〒299-4336　千葉県長生郡

長生村岩沼2299-9　Tel&Fax.0475-32-7040　◇JR八積

駅から徒歩15分　◇創立／1999年　◇代表者／リビィ，

デビット、総合事務／リビィ，真子

【HP】http://www.christian-surfers-japan.com/

【E-Mail】info@christian-surfers-japan.com

クリスチャン新聞
［メディア・情報］　［(宗)いのちのことば社ジャーナル出

版事業部］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-1 

OCCビル　Tel.03-3291-8524 Fax.03-3291-6700　◇JR御

茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1967年　◇事業部長／

中野 晶正　◇特色／読みやすい紙面、美しいカラー紙面、

手軽なタブロイドサイズ。祈りと暮らしの手ごたえクリス

チャン新聞！！

【HP】http://www.jpnews.org/

【E-Mail】jpnews@wlpm.or.jp
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クリスチャンセンター神戸バイブル・ハウス
［神戸バイブル・ハウス］
［聖書普及、連絡協力］〒651-0086　兵庫県神戸市中央

区磯上通4-1-12-2F　Tel&Fax.078-252-1966　◇JR三宮

駅から徒歩8分　◇創立／2003年　◇理事長／池長 潤、

事務主事／英 正之

【HP】http://kbh.web9.jp/

【E-Mail】QYH05423@nifty.com

（宗）クリスチャン文書伝道団［CLC］
［文書伝道・宣教］〒203-0053　東京都東久留米市本町

4-13-34　Tel.042-471-1527 Fax.042-474-6570　◇西武

池袋線東久留米駅から徒歩10分　◇創立／1951年　◇代

表役員／藤尾 光彦　◇特色／CLCは旧社会主義国も含

めて、世界54ヶ国で文書伝道の働きを展開しています。（日

本国内は9ヶ所）

【HP】http://clc-books.com/

【E-Mail】clchq@mtg.biglobe.ne.jp

グローリーブックス
［書籍出版・販売］〒920-2162　石川県白山市道法寺町イ

33-1　Tel&Fax.076-273-5040　◇北陸鉄道石川線曽谷駅

から徒歩3分　◇創立／2006年　◇代表／矢田 幹太　◇

特色／書籍の出版をとおして創造主の栄光を！ HPでは自

費出版に関する情報や書籍の内容を一部紹介中です。

【HP】http://ww1.hot-milk.jp/~glory/

景教研究会
［研究］〒100-3199　東京都東京国際郵便局私書箱5418 

アガペハウス　Tel.03-5780-1111　◇ケン・ジョセフ

恵泉社
［メディア宣教］〒175-0082　東京都板橋区高島平2-33-

4-101　Tel.03-3934-5851 Fax.03-3934-7271　◇代表／

野村 富恵

【E-Mail】nomura@pb3.so-net.ne.jp

現代訳聖書刊行会［現代訳］
［聖書宣教］　［(宗)聖書キリスト教会］〒176-0012　東京

都練馬区豊玉北1-12-3 聖書キリスト教会ビル　Tel& 

Fax.03-5984-3571　◇都営地下鉄大江戸線新江古田駅か

ら4分　◇創立／1983年　◇代表／小坂 圭吾、訳者／尾

山 令仁　◇特色／キリスト教の背景のない日本人に特に

配慮して訳されており、とにかく読むだけで聖書のメッセ

ージがわかる。

【E-Mail】yogunsha@vesta.ocn.ne.jp

(宗)高校生聖書伝道協会［hi‐b.a.］
［伝道・宣教・青少年］〒150-0002　東京都渋谷区渋谷

2-22-16 Hi-B.A.センター　Tel.03-3409-5072 Fax.03-

3409-5076　◇JR渋谷駅から徒歩3分　◇創立／1951年　  

◇代表役員／中台 孝雄、代表スタッフ／荒井 恵理也　

◇特色／高校生伝道を専門に、福音的諸教会に仕えてい

ます。あなたの卒業した高校のために毎日祈ってください。

【HP】http://www.hi-ba.com/

【E-Mail】hibajapan@sirius.ocn.ne.jp

神戸青年宣教推進会［KYM］
［青年伝道］〒658-0072　兵庫県神戸市東灘区岡本3-2-10 

東灘バプテスト教会内　Tel.078-452-9281 Fax.078-453-

1273　◇創立／1985年　◇代表／大槻 紀夫、事務局／

吉川 潤　◇特色／青年宣教のためのリーダー研修や直接

青年を対象とする各種集会を開催中。明日の教会の祝福

を熱望して！

国際医療協力会日本支部［MSI］
［援助・協力］〒272-0035　千葉県市川市新田1-16-14　

Tel.047-324-3285　◇JR市川駅から徒歩10分　◇創立／

1993年　◇代表／菅家 庄一郎　◇特色／中国にクリスチ

ャン医師、看護師をはじめ専門技術者を派遣している。

【HP】http://www.msips.org/

国際ナビゲーター［ナビゲーター］
［伝道・宣教］　［国際ナビゲーター］〒101-0062　東京都

千代田区神田駿河台2-1 OCCビル 402号室　Tel.03-3295-

0146 Fax.03-3219-2840　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　

◇創立／1956年　◇代表役員／楠田 高久、アドミニスト

レーター／鈴木 陽一　◇特色／大学生と社会人への伝道

と育成・訓練を通し、次世代を生み出す働きを推進。信

仰生活を助ける教材も出版。

【HP】http://www.navigators-japan.com/

国際ろう者支援会［DMI］
［ろう者宣教支援］〒540-0004　大阪府大阪市中央区玉

造2-26-47-407 大阪インターナショナルチャーチ気付　

Tel.075-871-8562 Fax.075-872-1981　◇JR玉造駅　◇会

長／マドレ，アレイン

【HP】http://japan.deafmin.org/

国内開拓伝道会［KDK］
［伝道・宣教］〒352-0002　埼玉県新座市東3-12-45-101 

新座志木バプテスト教会内　Tel&Fax.048-476-2600　◇

東武東上線志木駅から徒歩15分　◇創立／1958年　◇会

長／泉田 昭、総主事／嵐 時雄　◇特色／開拓教会を経

済的に4年間支援します。2年に1度開拓伝道セミナーを行

っています。

心と心の伝道個人伝道訓練センター
［運動体］〒464-0041　愛知県名古屋市千種区霞ヶ丘1-5-

16　Tel.052-711-2857　◇創立／1980年　◇代表／入川 

達夫　◇特色／・個人伝道訓練会を開き、教会における

個人伝道奉仕者の育成訓練・個人伝道に必要な書籍等出

版・販売

「心に光を」メディアセンター［メディアセン
ター］

［放送番組制作、ラジオ、インターネット放送］　［(宗)西

日本福音ルーテル教会］〒651-0052　兵庫県神戸市中央

区中島通2-2-11　Tel.078-221-7105 Fax.078-221-7155　

◇阪急三宮駅からバス「青谷」停　◇創立／1968年　◇

総主事／多久和 律、ラジオ牧師／有木 義岳、事務主事

／河野 和子　◇特色／ラジオとインターネットで福音を

伝える。対象は教会に出席していない人々に主イエスの

救いを紹介する。

【HP】http://www.wjelc.or.jp/mediacenter.htm

【E-Mail】mediacenter@wjelc.or.jp

こころの友伝道全国連合会［友伝］
［伝道・宣教］〒160-0021　東京都新宿区歌舞伎町2-19-

11 日基教団新宿西教会内　Tel&Fax.03-3200-5584(Telは
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水曜のみ）　◇大江戸線東新宿駅から徒歩3分　◇創立／

1969年　◇会長／横山 義孝、事務担当／佐藤 恒夫、事

務担当／長谷川 武国　◇特色／人々の心の友として、愛

の係わりを通して魂を救いに導く、信徒と牧師の協力によ

る伝道です。「手びき」あり。

【E-Mail】kokoro54@galaxy.ocn.ne.jp

ゴスペル・ジャパン
［キリスト教サイト］東京都　◇創立／1996年　◇代表

／田中 寛真

【HP】http://gospeljapan.com/

ゴスペルアカデミー
［ゴスペル学校］〒530-0047　大阪府大阪市北区西天満

5-11-9　Tel.06-4709-7040 Fax.06-4709-70401　◇地下鉄

谷町線南森町駅　◇創立／2000年　◇校長／飯田 克弥、

教師／久野 久美子　◇特色／会社や学校帰りに様々な年

代、職業のメンバーがゴスペルを熱く歌っています。心

癒される本当のゴスペルです。

【HP】http://www.jhouse.net

【E-Mail】office@jhouse.tv

ゴスペルアワー伝道団
［放送番組制作・テレビ］〒133-0051　東京都江戸川区北

小岩2-17-13 小岩栄光キリスト教会内　Tel.03-3672-3334 

Fax.03-3659-3434　◇京成小岩駅から徒歩3分　◇創立

／1990年　◇代表／吉山 宏　◇特色／お茶の間で、礼

拝を見ることができ、毎回福音をストレートに語られます。

【HP】http://www.gospelhour.jp

【E-Mail】info@koiwa.com

ゴスペルコネクション
［音楽伝道］〒197-0022　東京都福生市本町85 根岸ビル

2F　Tel&Fax.042-553-9403　◇代表／キャロル・ギャズ

デン

【HP】http://www.gospel-connection.com/

【E-Mail】praze2him77@yahoo.co.jp

ゴスペル・タラント企画
［協力、宣教、マジック・腹話術伝道］〒125-0052　東京

都葛飾区柴又1-30-7　Tel.090-8311-3126 Fax.03-5699-

8583　◇京成金町線柴又駅から徒歩5分　◇創立／1999

年　◇ゴスペル・マジック／カイク 加藤、腹話術／加藤 

幸子　◇特色／マジックと腹話術で福音（夢と希望と命

の尊さ）を伝えます。

【HP】http://www.k4.dion.ne.jp/~kaiku/

【E-Mail】gospeltalantkikaku@hotmail.co.jp

Gospel Believers
［聖書セミナー］〒546-0035　大阪府大阪市東住吉区山坂

3-4-2　Tel&Fax.06-6628-0879　◇JR南田辺駅　◇須浪 

秀男

ゴスペルプロダクション ミック［GPM］
［音楽伝道］〒463-0008　愛知県名古屋市守山区小幡北

2408 パークサイド小川106　Tel.052-793-7838 Fax.050-

1101-7838　◇名鉄瀬戸線大森・金城学院前駅　◇創立

／2002年　◇代表／佐藤 美香、瀬川 史子　◇特色／ゴ

スペルクワイアの設立、ゴスペル指導者の派遣を通して、

教会の宣教をバックアップ。気軽にお問合せを！

【HP】http://www.gp-mic.com/

【E-Mail】gpmicjp@ybb.ne.jp

ゴスペル・ワールド（株）
［教会音楽家プロモーション］〒169-0073　東京都新宿区

百人町1-17-8　Tel.03-5338-3766 Fax.03-5338-3768　◇

JR新大久保駅から徒歩2分　◇創立／1984年　◇代表／

芦屋 忠重　◇特色／教会音楽家プロモーション、音響・

録音即売、CD制作販売、教会音響設計、設備、施工、コ

ンサート企画

【E-Mail】gospel_world@plum.plala.or.jp

こどもミッション
［メディア宣教］　［仙台ラブリ聖書教会］〒984-0838　宮

城県仙台市若林区上飯田4-20-31 仙台ラブリ聖書教会

内　Tel.022-289-4587 Fax.022-289-6562　◇JR仙台駅か

らバス20分　◇創立／1998年　◇特色／ディボーション

ノートの出版やセミナーの開催などを通して、教会学校の

活性化をサポートします。

【HP】http://www.slabri.com/

【E-Mail】kodomo@slabri.com

駒ヶ根パノラマ愛の家
［ボランティア活動、ショートスティ］〒399-4321　長野

県駒ケ根市東伊那7788　Tel&Fax.0265-83-1909　◇創

立／2004年　◇理事長／峯野 龍弘　◇特色／大自然と

親しみ、奉仕者とふれあいと共同生活を通じて心身の癒

しや対人関係の修復などに寄与するボランティア団体で

す。

コルネリオ会（自衛隊員キリスト者会）［JMCF］
［信仰交流］〒169-0072　東京都[郵便不可]新宿区大久保

3-10-1 マルエツビル2F集会所［連絡先：〒300-0607　茨

城県稲敷市光葉4-134 Tel.0299-79-3237］　◇JR高田馬場

駅戸山口から7分　◇創立／1959年　◇会長／今市 宗

雄、副会長／中野 久永、広報担当役員／圓林 栄喜　◇

特色／自衛隊員および防衛に関係するキリスト者が共に

聖書を学び、信仰と交わりを深め、その使命の達成に寄

与する。

【HP】http://jmcf.s302.xrea.com/

【E-Mail】jmcfusa@gmail.com

さ

サーバンツ・フォー・ザ・ミッション
［伝道・宣教］〒333-0801　埼玉県川口市東川口2-22-23 

単立川口キリスト教会内　Tel.048-294-9428 Fax.048-

294-9994　◇JR東川口駅から徒歩8分　◇創立／1998

年　◇代表／平田 真実　◇特色／現在は格闘技ミニスト

リーを中心に、ジム、セミナー等、活動を行っています。

【HP】http://pogona.jp

【E-Mail】kyoukai2005@pogona.jp

(宗)西大寺キリスト教会
［放送伝道］〒704-8191　岡山県岡山市東区西大寺中野

543-2　Tel.086-943-7552 Fax.086-943-7521　◇JR西大

寺駅から車10分　◇創立／1963年　◇主任牧師／赤江 

弘之、牧師／西村 敬憲、牧師／佐野 泰道　◇特色／毎

週土曜日にラジオ番組「希望のこえ」を山陽放送（5：30
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〜5：40）、中国放送（5：25〜5：35）にて放送しています。

【HP】http://scch.jp/HVoice.html

【E-Mail】info@scch.jp

在日韓国基督教宣教師連合会［KMA］
［連絡・協力・宣教・研究］〒169-0074　東京都新宿区北

新宿3-10-5　Tel.03-5330-0090 Fax.03-5330-0353　◇創

立／1995年　◇会長／李 庸揆、副会長／李 壽求、総務

／崔 炳九

【HP】http://kmajapan.com

【E-Mail】kmajapan@naver.com

在日韓国基督教総協議会［CCKJ］
［連絡協力、親睦、研究、教会開拓］〒359-1125　埼玉県

所沢市南住吉16-16 趙泳相 方　Tel&Fax.04-2939-

3398　◇創立／2006年　◇会長／李 炳h、副会長／趙 

泳相、東日本地方会会長／朴 忠勲、西日本地方会会長／

金 在日、総務／李 柱扶　◇特色／日本で宣教する韓国

の全教職者らが日本の福音的教会と協力しつつ、日本人

伝道と韓国同胞伝道を進めている。

【E-Mail】kyascho@hotmail

ザ・デイ
［音楽伝道］〒744-0019　山口県下松市桜町2-17-24　

Tel.0833-91-0937 Fax.0833-91-6492　◇創立／2006年　

◇代表／森繁 昇　◇特色／造り主がおられ、私を愛して

おられるのが本当なら知りたいと、心をひらく助けになる

歌を歌いたい。

【HP】http://thedaywill.com/

【E-Mail】thewindisblowing@hotmail.com

サマリタン・ゴスペルクルセード
［伝道・宣教］〒114-0034　東京都北区上十条1-4-14　

Tel.03-3908-0888　◇JR十条駅から徒歩3分　◇創立／

1996年　◇代表／宮本 俊一

(NPO)ＣａＣ
［ボランティア］　［特定非営利活動法人］〒277-0061　千

葉県柏市東中新宿4-6-30　Tel&Fax.04-7173-1884　◇JR

南柏駅からバス「東中新宿」停　◇創立／2005年　◇代

表理事／林 佳慧　◇特色／ノーマイライゼーション理念

とキリスト教精神に基づき、人と人とのバリアフリーを目

指す団体です。ビネガー商品も輸入販売。

【HP】http://www.bidders.co.jp/user/8601985/

【E-Mail】npocac@tune.ocn.ne.jp

ＣＳ活性化推進委員会
［教会教育］〒164-0001　東京都中野区中野2-1-5　いの

ちのことば社 ＣＳ成長センター内　Tel.03-5341-6929 

Fax.03-5341-6932　◇創立／1999年　◇委員長／矢吹 

博、委員／杉本 玲子、委員／福井 誠、委員／後平 一、

委員／鴻海 誠、委員／岡田 哲夫　◇特色／教師養成の

ためのプログラム、セミナーの立案、実行。児童伝道、

教会教育に関する情報・ノウハウ提供。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/ceolis/

【E-Mail】seicho@wlpm.or.jp

CS成長センター
［教育・青少年］〒164-0001　東京都中野区中野2-1-5 い

のちのことば社内　Tel.03-5341-6929 Fax.03-5341-

6932　◇JR中野駅から徒歩8分　◇創立／1951年　◇総

主事／鴻海 誠　◇特色／教会学校教案誌「成長」、児童書、

教育関係の本の発行。教会学校、教育に関するセミナー

の開催など。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/

【E-Mail】seicho@wlpm.or.jp

自衛官キリスト者友愛会［自衛官友愛会］
［伝道・宣教］〒740-0042　山口県岩国市青木町3-35-11-

13　◇創立／1987年　◇責任者・代表／西地 吉生、総

務／西地 明子　◇特色／自衛官とその家族に苦悩の根本

原因は、イエス・キリストによってすべて解決することを

お伝えしています。

【E-Mail】info@cmf-you-i.gr.jp

ＪＣＧＩネットワーク［JCGI］
［啓発・教育］　［(宗)アジアンアクセス］〒990-0067　山

形県山形市花楯1-2-12 ロイヤルビル3F　Tel.023-626-

3326 Fax.023-626-3327　◇JR山形駅からバス「花楯」停、

徒歩3分　◇創立／1979年　◇理事長／有賀 喜一、総主

事／川崎 廣　◇特色／健全な教会形成のための牧師研

修と教会増殖ネットワークの支援を行っている。

【HP】http://www3.macbase.or.jp/~lifejcgi/

【E-Mail】lifejcgi@macbase.or.jp

J-street Mission
［音楽伝道］〒811-2109　福岡県糟屋郡宇美町桜原1-16-7 

松浦嘉信様方　Tel&Fax.092-933-3492　◇JR宇美駅か

らバス「柳原」停、目の前が教会（FJHC）　◇創立／

2002年　◇代表／松浦 嘉信　◇特色／ギター弾語り「ひ

とり勝手気ままなライブ」を展開中。詳しくはホームペー

ジを。音源も配信中です。

【HP】http://www1.odn.ne.jp/joy-hope2004/index5f.htm

【E-Mail】js316jh0121@jazz.odn.ne.jp

ジェイズ・ハンド
〒631-0011　奈良県奈良市押熊町2049-45　Tel&Fax. 

0742-41-0523　◇菰渕 泰

【E-Mail】jwithyou@jasmine.ocn.ne.jp

ＪＷＴＣ「エホバの証人をキリストへ」
［異端問題啓発・宣教］〒252-0303　神奈川県相模原市

南区相模大野6-9-13 大野キリスト教会内　Tel&Fax.042-

748-8680　◇小田急線相模大野駅から徒歩5分　◇創立

／1994年　◇代表／中澤 啓介

【HP】http://jwtc.info/

シオンとの架け橋
［イスラエル情報］〒616-8228　京都府京都市右京区常

盤下田町9 聖書研究会内　Tel.075-861-2619 Fax.075-

861-2750　◇京福電鉄北野線常盤駅　◇創立／1999

年　◇代表／石井田 直ニ　◇特色／イスラエル情報を週

2回、メールで配信。メシアニックジューの情報紹介と支

援窓口の提供を行っています。

【HP】http://www.zion-jpn.or.jp/

【E-Mail】info@zion-jpn.or.jp

自給自活伝道牧師連絡協議会
［連絡・協力機関］〒356-0036　埼玉県ふじみ野市南台

2-7-5-701 東京宣教研修所内　Tel&Fax.049-267-4614　
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◇創立／2008年　◇運営委員長／矢島 徹郎、運営副委

員長／斎藤 篤美、運営委員／笹岡 靖、運営委員／渡辺 

純子、運営委員／飯沼 和正、運営委員／眞橋 正治　◇

特色／47％の牧師が働きながら伝道している。彼らの連

絡協議機関として発足。会員の拡大をめざし活動中。

【HP】http://www.geocities.jp/frwpf955/

四国障害者キリスト伝道会［四障伝］
［伝道・宣教］〒781-5102　高知県高知市大津甲1404-

37　Tel&Fax.088-866-3584　◇土佐電鉄清和学園駅から

徒歩2分　◇創立／1971年　◇代表／丸木 道弘、副会長・

書記／野口 幸生　◇特色／障害者がキリストを信じて恵

みと平安を知り、同じ障害を持つ兄弟姉妹に福音による

喜びを証しする。

ジャパニーズ・クリスチャン・フェローシップ・
ネットワーク［JCFN］

［帰国者フォローアップ］〒101-0062　東京都千代田区神

田駿河台2-1 OCCビル内　Tel&Fax.03-5217-2505　◇JR

御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1991年　◇理事長／

米内 宏明、総主事／黒田 摂、主事／後藤 満喜　◇特色

／海外で福音にふれて帰ってくる帰国者を交わりや祈り、

情報提供によって助け、フォローアップします。

【HP】http://www.jcfn.org/

【E-Mail】nihon@jcfn.org

(NPO)ジャパン・アライブ
［若者と性の問題に関する啓発］　◇創立／2007年　◇代

表／サーカ，テディ

【HP】http://www.japanalive.org/

ジャパン・カルバリー・クルセード
［伝道・宣教］〒358-0053　埼玉県入間市仏子769-2-

713　Tel&Fax.042-933-0817　◇西武池袋線仏子駅から

徒歩5分　◇創立／1987年　◇主幹／福澤 満雄　◇特色

／カルト化しつつある福音派の教会の増加の中で、真の

十字架と復活のイエス様を伝えるために、主と教会に仕

えます。

【E-Mail】fukuzawa-m@purple.plala.or.jp

ジャパン・クリエイティブ・ミニストリー［JCM］
［児童・中高生伝道・実践的な教会教育・聖書を土台とし

た性教育］〒901-2406　沖縄県中頭郡中城村当間1-10♯

101　Tel&Fax.098-895-8015　◇国道329号線当間から徒

歩1分　◇創立／2002年　◇代表／藤田 桂子　◇特色／

子どもとユースの救いと成長のため、特に創造主と自分を

受け入れ、「結婚まではノーセックス教育」を広げている。

【HP】http://church.ne.jp/jcm

【E-Mail】jcm-keiko.fujita@vesta.ocn.ne.jp

（宗）ジャパン・フェイス・ミッション岩手ク
リスチャンセンター［岩手クリスチャンセン
ター］

［伝道・宣教］〒028-4307　岩手県岩手郡岩手町五日市

第二地割24-60　Tel&Fax.0195-62-8470［連絡先：Tel. 

0195-62-8380］　◇JRいわて沼宮内駅から車で6分　◇創

立／1954年　◇代表役員／鈴木 豊実　◇特色／岩手の

自然の中で神の臨在に触れて神のみこころに従うキリスト

にある成人を形づくる教会です。

ジョイン企画
［音楽伝道、チラシ制作］〒359-0023　埼玉県所沢市東

所沢和田1-53-4　Tel.04-2941-2366 Fax.04-2941-2367　

◇JR東所沢駅から徒歩15分　◇創立／1997年　◇代表

／上野 有　◇特色／各種印刷物制作。スタンダード、キ

ッズ、クラシックの3つの演奏スタイルを持つミュージシ

ャンJOINの派遣。

【HP】http://join.boo.jp

【E-Mail】join@globe.ocn.ne.jp

(NPO)白浜レスキューネットワーク
［いのちの電話、生活自立支援、自殺予防・防止］〒649-

2211　和歌山県西牟婁郡白浜町3137-8　Tel&Fax.0793- 

43-8981［連絡先：白浜バプテスト基督教会　〒649-2211　  

和歌山県西牟婁郡白浜町3137-10 Tel.0739-43-8981］　◇

JR白浜駅から明光バス「朝日ヶ丘」停、徒歩15分　◇創

立／2006年　◇理事長／藤藪 庸一、副理事長／江見 太

郎、副理事長／山本 良作　◇特色／1979年からの活動

を通し1040名を保護してきました。昨年は93名を保護、

世の光地の塩として愛を働かせたいです。

【HP】http://www.aikis.or.jp/~fujiyabu/nrsv1.htm

【E-Mail】yabiumi@yahoo.co.jp

新改訳聖書刊行会［SSK］
［聖書翻訳事業］　［有限責任中間法人新改訳聖書刊行会］

〒160-0008　東京都新宿区三栄町17-14　Tel&Fax.03-

3350-5523　◇JR四ツ谷駅から徒歩5分　◇創立／1961

年　◇理事長／津村 俊夫　◇特色／新改訳聖書第3版が

多くの人々に受けいれられていることを感謝。継続的な改

訂作業の為ご加祷とご支援を！

【HP】http://www.seisho.or.jp/

【E-Mail】seisho@church.email.ne.jp

新改訳聖書センター［SSC］
［聖書］〒164-0001　東京都中野区中野2-1-5　Tel.03-

5341-6940 Fax.03-5341-6921　◇JR中野駅から徒歩10分　  

◇創立／1965年　◇主事／中野 誠　◇特色／世界の

人々に広く聖書が読まれるため、新改訳聖書の出版、販

売を行い、人々と教会に仕えます。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/seisyo/

信教の自由・人権と政治学会
［学会］〒350-0016　埼玉県川越市木野目306-4 白鷺荘

206　Tel.049-235-4781　◇JR南古谷駅　◇創立／2005

年　◇代表理事／堀井 美吉、理事／本多 勝、理事／中

島 一硯、理事／長尾 博吉、理事／工藤 公敏、理事／力

久 隆積　◇特色／(1)研究会・講演会の開催、(2)機関紙・

紀要・研究書などの発行、(3)会の目的に合う研究への援助、

(4)関連団体との交流・連携など。

信教の自由ネットワーク関西
［運動体］〒592-8348　大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中

1-39-23　Tel.072-265-3603 Fax.072-265-3603　◇荻 欣

也

信州夏期宣教講座
［運動体］〒385-0041　長野県佐久市鍛冶屋20-4 野沢福

音教会内　Tel&Fax.0267-62-2403　◇JR中込駅から徒歩

15分　◇創立／1993年　◇世話人代表／小寺 肇、事務

局／菅原 正道　◇特色／日本宣教の新たな地平をめざし
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て、毎年8月信州に志のある者が集まり、講座にて学び続

けている。

新宿フロント・ライン・ミニストリー
［リバイバル・宣教］〒169-0074　東京都新宿区北新宿

3-8-4 シャローム北新宿ビル2F　Tel&Fax.03-3371-9930　  

◇JR大久保駅から徒歩4分　◇創立／1996年　◇代表／

菅野 直基　◇特色／フロントラインとは最前線の事。新

宿と日本のリバイバルの為に祈ります。毎週土曜日夜7時

〜8時30分です。

【HP】http://www.geocities.jp/sgr_ch/

【E-Mail】sgr_ch@ybb.ne.jp

真理のみことば伝道協会［WTMJ］
［伝道・宣教］　［(宗)ニューライフミニストリーズ］〒359-

8691　埼玉県新座郵便局私書箱26号　Tel.090-8044-

5751　◇創立／1988年　◇代表／ウッド，ウイリアム、

副委員長／知識 富夫、書記／大東 利章　◇特色／カル

ト信者の救出、脱会者のフォローアップに力を注ぎつつ、

日本のキリスト教会の健全な形成に役立ちたい。

【HP】http://www.jesuscom.org/helpcult/index.php

【E-Mail】cult_ministries@hotmail.com

スピリチュアル・サウンド
［伝道・宣教・音楽］〒673-0844　兵庫県明石市東野町

1900-5-201　Tel.078-918-8365 Fax.078-918-8364［連絡

先：Tel.090-3749-1615］　◇JR明石駅から徒歩15分　◇

創立／2000年　◇代表／田中 武　◇特色／「Bridge for 

Joy（喜びへの架け橋）」をキー・コンセプトに、多彩な

部門から独創的な発想と確かな技術で教会の活動をサポ

ートします。

【HP】http://www.spiritualsound.net

【E-Mail】joy@spiritualsound.net

スポーツ・アウトリーチ・ジャパン［SOJ］
［伝道・宣教・伝道支援］〒101-0062　東京都千代田区神

田駿河台2-1 OCC614号室 総動員伝道内　Tel.03-3291-

5035 Fax.03-3291-5266［連絡先：宮本 俊一　〒114-

0034　東京都北区上十条1-4-14 Tel.03-3908-0888］　◇

JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1998年　◇代表／

姫井 雅夫、運営委員長／宮本 俊一、副委員長／趙 泳相、

委員／鈴木 英治、委員／鈴木 正巳　◇特色／スポーツ

を通して、伝道し、教会間の交わりをもち、スポーツ選手

の霊的ケアを行う。

【HP】http://www.gospeljapan.com/soj/

【E-Mail】miyamoto7@aol.com

政教分離の侵害を監視する全国会議［政教分
離の会］

［政治・社会］〒186-0003　東京都国立市富士見台1-7 富

士見台1-11-108　Tel&Fax.042-574-9210　◇JR国立駅か

ら徒歩20分　◇創立／1974年　◇代表幹事／古賀 正義、

代表幹事／小林 孝輔、事務局長／西川 重則

聖句書道センター
［宣教・運動体］〒577-0827　大阪府東大阪市衣摺4-10-

13　Tel&Fax.06-6727-3219　◇近鉄大阪線弥刀駅から徒

歩10分　◇創立／1975年　◇主事／佐藤 望雲　◇特色

／書による伝道とあかし

【HP】http://www.sato-boun.jp

【E-Mail】info@sato-boun.jp

(一般社団)聖書考古学資料館［TMBA］
［聖書考古学資料館］　［一般社団法人］〒101-0062　東

京都千代田区神田駿河台2-1 OCCビル403　Tel.03-3304-

7788 Fax.03-3304-7730［連絡先：Tel.03-3304-7788］　◇

JRお茶の水駅から徒歩3分　◇創立／1994年　◇理事長

／津村 俊夫　◇特色／聖書の時代の人々が実際に生活し

た世界を、目に見える資料によって再現し、聖書に対す

る正しい理解のために。

【HP】http://www.tmba-museum.jp

聖書的環境問題研究会
［連絡・宣教］〒151-0072　東京都渋谷区幡ケ谷1-29-6 

幡ヶ谷キリスト教会内　Tel.03-5454-0175 Fax.03-3460-

0958　◇京王新線幡ケ谷駅から徒歩5分　◇創立／2004

年　◇代表／住田 裕　◇特色／地球環境問題に関して

聖書的な立場から事象を解釈、評価し、この情報を提案、

発信し、福音宣教に寄与する。

【HP】http://www.hatagayapcj.org

【E-Mail】sumita@sumikan.com

聖書同盟
［運動体・宣教］〒214-0013　神奈川県川崎市多摩区登

戸新町432-304　Tel.044-900-9047 Fax.044-900-9048　

◇小田急線登戸駅から徒歩3分　◇創立／1954年　◇理

事長／狩野 和夫、広報責任者／山守 真由美、総主事／

小山田 格　◇特色／出版案内、中学生伝道（CSK）の働

きの紹介、聖書同盟が発行する聖書通読誌の紹介等、ぜ

ひご覧ください。

【HP】http://homepage3.nifty.com/su/

【E-Mail】seishodomei@nifty.com

聖書と精神医療研究会［精神医研］
［研究・啓発］〒120-0026　東京都足立区千住旭町31-5 

北千住旭クリニック内　Tel.03-3879-4565 Fax.03-3879-

9249　◇JR北千住駅から徒歩5分　◇創立／1986年　◇

理事長／斎藤 篤美

聖書と日本フォーラム
［啓発］〒517-0604　三重県志摩郡大王町船越2900-32　

Tel&Fax.0599-72-0036　◇創立／1995年　◇会長／畠

田 秀生　◇特色／日本文化（伝統風習神道等）がイスラ

エルとの関連を学び、異文化伝道に道を見出し、日本人

への宣教を推進

【HP】http://www.biblejapan.info

【E-Mail】info@h-newlife.jp

聖書入門－信仰・希望・愛［聖書ニュウモン］
［インターネット伝道］〒197-0003　東京都福生市熊川

1148-3　Tel.042-552-7964　◇JR拝島駅　◇創立／2000

年　◇代表／野々垣 正信　◇特色／キリスト教、聖書は

初めてという方のためのサイト

【HP】http://www.intro-bible.info/

聖書を読む会［SYK］
［運動体］〒160-0008　東京都新宿区三栄町17　Tel&

Fax.03-3350-0307　◇JR四ッ谷駅から徒歩5分　◇創立

／1970年　◇代表／斉藤 潔　◇特色／「聖書を読む会」

は、小グループでの討論式聖研。いつでもどこでも誰と
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でもできる。説明会のご要望は当会へ。

【E-Mail】seishoyomukai@s7.dion.ne.jp

世界キリスト教婦人矯風会加盟・JWCTU［矯
風会JWCTU］

［啓発、運動体］　［(宗)牛込キリスト教会］〒162-0052　

東京都新宿区戸山1-8-16 牛込キリスト教会内　Tel.03-

3203-5489 Fax.03-3203-5356［連絡先：牛込キリスト教

会　〒162-0052　東京都新宿区戸山1-7-11 Tel.03-3205-

3920］　◇地下鉄東西線早稲田駅から徒歩7分　◇創立／

2001年　◇会長／佐藤 正子、副会長／荒川 明子、会計

／新開 志津子、幹事／川名 満喜子　◇特色／時代に迎

合せず、純潔と禁酒を避けずに世界の平和・純潔・禁酒

を目標として、青少年、若い母親を育成したい。

【HP】http://www.ushigomechurch.or.jp/

【E-Mail】yoji.masako-sato@m3.dion.ne.jp

世界宣教センター［WMC］
［連絡・協力］〒325-0303　栃木県那須郡那須町高久乙

600-12 宣教師訓練センター内　Tel.0287-78-1585 Fax. 

0287-78-2532［連絡先：世界宣教センター事務局　〒

963-8004　福島県郡山市中町2-12 キリスト愛の福音教

会］　◇JR黒磯駅　◇創立／2004年　◇所長／奥山 実、

チャーチプランティング／坪井 永人　◇特色／別名プロ

テスタント修道会。宣教師訓練、神学教育、放送伝道を

通じ、世界宣教と日本のリバイバルに仕える。

【E-Mail】info@wmc-japan.net

世界福音伝道協力会
［宣教］〒362-0063　埼玉県上尾市小泉36-66 バプ連盟・

上尾キリスト教会内　Tel&Fax.048-726-2208　◇代表／

内藤 淳一郎

全国家庭文書伝道協会［EHC］
［伝道・宣教］〒164-0001　東京都中野区中野2-1-5 いの

ちのことば社内　Tel.03-5341-6930 Fax.03-5341-6932　

◇JR中野駅南口から徒歩8分　◇創立／1953年　◇総主

事／鴻海 誠　◇特色／文書伝道（トラクト）を通してイ

エス・キリストの福音を伝えています。

【HP】http://wlpm.or.jp/ehc/

【E-Mail】ehc@wlpm.or.jp

全国キリスト教障害者団体協議会［キ障協］
［障害・協力］〒369-0305　埼玉県児玉郡上里町神保原

町723-6　Tel&Fax.0495-34-0973　◇JR神保原駅から徒

歩10分　◇創立／1980年　◇会長／渋沢 久、副会長／

廣田 守男、副会長／櫻井 義也　◇特色／信仰に生きる

喜びを分かち合い、情報を交換し、この世と教会におけ

る役割、務めを学びあうことを願っている

全国キリスト教伝道会［R.E.A.P.Mission］
［伝道・宣教］〒178-0063　東京都練馬区東大泉7-39-6 

恵みファミリー教会内　Tel.03-3922-6402 Fax.03-3922-

7655　◇西武池袋線大泉学園駅から徒歩10分　◇創立／

1951年　◇会長／ケニー・ジョセフ、副牧師／木田 健

市　◇特色／150周年のお祝いしながら私の中近東の親

類は199年に愛する日本に福音を持って来ました。

【HP】http://www.KENNYJOSEPH.com

【E-Mail】REAPJapan1@aol.com

仙台青年学生センター［学生センター］
［青年伝道］　［日本キリスト教団東北教区センター］〒

980-0012　宮城県仙台市青葉区錦町1-13-6　Tel.022-

222-0992 Fax.022-222-0993　◇JR仙台駅から徒歩13

分　◇創立／1951年　◇主事／メンセンディーク・ジェ

フリー　◇特色／様々なクラスや楽しい活動を通して若

い人たちの新しい出会いとコミュニティをつくることを目

指しています。

【HP】http://ssc.uccj.jp/

全日本リバイバルミッション
［伝道・宣教］〒441-1307　愛知県新城市富沢407-1　

Tel.0536-23-6712 Fax.0536-23-6220　◇JR茶臼山駅から

徒歩1分　◇創立／1994年　◇代表／有賀 喜一、主幹／

滝元 明　◇特色／全日本をキリストへと導くために全国

各地、ハワイ、韓国などでのリバイバル運動を展開してい

ます。

【HP】http://www.j-revival.com/

【E-Mail】office@j-revival.com

総動員伝道［総伝］
［伝道・宣教］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台

2-1 OCCビル 614号室　Tel.03-3291-5035 Fax.03-3291-

5266　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1965年　

◇代表／姫井 雅夫、委員／有賀 喜一、岡田 信良、塩島 

光三、浅見 鶴蔵、多胡 元喜、福田 義宣、姜 星光、相談

役／小助川 次雄、相談役／村上 宣道　◇特色／すべて

の人に福音を。すべてのクリスチャンをよい証人に。すべ

ての教会に主の祝福を。

【HP】http://www.gospeljapan.com/sodoin/

【E-Mail】sodoin@ybb.ne.jp

た

(財)太平洋放送協会［PBA］
［放送伝道番組制作・提供・他　テレビ「ライフ・ライン」、

ラジオ「世の光」］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河

台2-1 OCCビル内　Tel.03-3295-4921 Fax.03-3233-

2650　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1951年　

◇会長兼理事長／村上 宣道　◇特色／時代に即した放

送メディアを用いて、諸教会・賛助会員・全国の放送伝

道協力会と共に福音を伝えています。

【HP】http://www.pba-net.com/

【E-Mail】mail@pba-net.com

高松クリスチャンセンター
［宣教・協力］〒760-0054　香川県高松市常磐町2-5-15　

Tel.087-834-2870 Fax.087-837-5158　◇琴電瓦町から徒

歩2分　◇創立／1969年　◇代表／グレイ，マイク

小さないのちを守る会［PLJ］
［運動体・宣教・救援］〒486-0913　愛知県春日井市柏原

町4-110 ベルデュール春日井305号　Tel&Fax.0568- 

70-6303 Tel.090-1284-1519　◇創立／1984年　◇代表

／水谷 潔、会長（東京支部長）／辻岡 健象　◇特色／

人工妊娠中絶防止を願い、そのための支援と養子縁組、

いのちと性に関する聖書的教育を通じ教会に仕えます。

【HP】http://chiisana.org

【E-Mail】hax34400@tree.odn.ne.jp
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小さないのちを守る会東京支部［PLJ東京］
［運動体・宣教・救援］〒185-0003　東京都国分寺市戸

倉2-25-12　Tel&Fax.04-2574-7576　◇JR国立駅北口か

らバス「戸倉2丁目」停、1分　◇創立／1984年　◇代表

／辻岡 健象、渉外／辻岡 敏子　◇特色／聖書の教える

「いのちの尊厳と性の大切さ」を中心に、聖書の愛を実践し、

キリスト者の社会的使命と責任を果たす。

チア・にっぽん（チャーチ＆ホームスクーリ
ングを進める会）［チア・にっぽん］

［啓発・宣教・運動体］〒338-0013　埼玉県さいたま市中

央区鈴谷8-7-13-207　Tel.048-854-1725 Fax.03-6862-

8648　◇JR与野本町駅から徒歩7分　◇創立／2000年　

◇代表／稲葉 寛夫、事務局長／陽川 夏枝　◇特色／チ

ャーチ＆ホームスクーリングを通しての救霊と世界宣教・

セミナー、マガジン、教科書出版を軸にキリストのムーブ

メントを目指します。

【HP】http://www.cheajapan.com/

【E-Mail】office@cheajapan.com

チャーチ・エデュケーターズ［CES］
［教会教育の研究・啓発］〒661-0035　兵庫県尼崎市武

庫之荘6-7-22 クライストコミュニティ内　Tel.06-6431-

1045 Fax.06-6432-8649　◇阪急電鉄神戸線武庫之荘駅

から徒歩15分　◇創立／1980年　◇代表／木村 裕彦　

◇特色／日本の諸教会に「教会教育」の分野で仕えてい

きたく願っています。

中学生聖書クラブ協力会［CSK］
［青少年伝道・宣教］〒214-0013　神奈川県川崎市多摩

区登戸新町432 リビエール井田304号　Tel.044-900-8990

（伝道部）,044-900-9047(出版部） Fax.044-900-9048　◇

JR登戸駅から徒歩3分　◇創立／1968年　◇担当主事／

淤見 康子　◇特色／『ジュニアみことばの光』発行、キ

ャンプ、研修会や情報提供によって、教会の中学生伝道

を助けています。

【HP】http://homepage3.nifty.com/su/

ツラノ父の学校日本運動本部
［啓発・運動体］〒130-0012　東京都墨田区太平2-8-11　

SAISEI錦糸町ビル3F 東京オンヌリビジョン教会内　

Tel&Fax.03-3655-9655　◇JR錦糸町駅北口から徒歩5

分　◇金 ソンス

ディアコニア会
〒168-0082　東京都杉並区久我山2-15-3　Tel.03-5336-

9222 Fax.03-5336-9223

鉄道福音同志会［TFD］
［職域伝道］〒662-0964　兵庫県西宮市弓場町8-32-203 

高見 勝平方　Tel&Fax.0798-35-4819　◇創立／1948

年　◇代表世話人／高見 勝平　◇特色／JR各社および

関係団体の社員・OB等であるキリスト者が、福音に立っ

て会員相互の親睦をはかっています。

伝道団体連絡協議会［伝団協］
［連絡・協力］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台

2-1 OCCビル 総動員伝道内　Tel.03-3291-5035 Fax.03-

3291-5266　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1985

年　◇会長／姫井 雅夫、総務／岡本 信弘、委員／池田、

鈴木 優子、浅見 鶴蔵、国井、辻岡 健象　◇特色／教会

と協力して伝道する伝道団体の連絡会。専門分野で方策、

技術、知識を提供し合い、宣教の輪を広げます。

【HP】http://dendankyo.com/

【E-Mail】tmhgloria@s7.dion.ne.jp

東海聖句書道会［聖句会］
［運動体・宣教］〒447-0051　愛知県碧南市東山町6-40　

Tel&Fax.0566-41-6908　◇JR金山駅北口から徒歩10分　

◇創立／1987年　◇会長／中嶋 巖、事務局／杉浦 敏

夫　◇特色／当会は、聖書、讃美歌等のみ言葉を筆に托

し作品として、展示し多くの方に伝えるために、励んでお

ります。

東京インターナショナルミッションセンター
［TIMC］
［宣教支援・親睦団体］〒164-0001　東京都中野区中野

2-29-1-204 中央キリストの福音教会気付　Tel.090-3915-

2009　◇JR・地下鉄東西線中野駅南口から3分　◇創立

／1997年　◇代表／澤畑 明豪、理事／松岡 明、理事／

ロバートソン，ジム　◇特色／教団教派を超え、教会形

成に関わる信徒、教職者、宣教師へ宣教研修と実践を支

援する宣教支援・親睦団体。

東京キリスト者九条の会
［運動体］〒974-8261　福島県いわき市植田町南町1-1-17 

勿来キリスト福音教会　Tel.0246-62-3756　◇JR植田駅

から徒歩10分　◇創立／2006年　◇住吉 英治

東京クリスチャンコワイア
［宣教・研究］〒176-0002　東京都練馬区桜台5-37-20　

Tel&Fax.03-3993-0530　◇西武池袋線桜台駅から徒歩9

分　◇創立／1967年　◇主宰兼指揮／和田 健治　◇特

色／過去、聖歌100選CD（ビクター）を作り、邦訳メサ

イア連続公演も続けてきました。今後も継続。団員募集。

東京国際宣教センター［IMC］
［連絡・協力］〒164-0001　東京都中野区中野2-29-1-

2F　Tel.090-3915-2009　◇JR中野駅南口から徒歩3分　

◇創立／1997年　◇理事長／澤畑 明豪、理事／赤田 

茂　◇特色／教団・教派を超えて、教会形成に携わる信徒、

教職者、宣教師の親睦を図り、国際都市での福音伝道を

援助しあうことを目的とする。

東京ティラナス・ホール［ティラナス・ホール］
［クリスチャン学寮、レイマン育成］　［(宗)東京福音セン

ター］〒202-0021　東京都西東京市東伏見6-2-30　Tel&

Fax.042-465-6527　◇西武新宿線東伏見駅から徒歩７

分　◇創立／1959年　◇代表／西田 邦弘、主事／後藤 

満喜　◇特色／地方から首都圏の大学に就学したレイマ

ンの育成を目的としたクリスチャン学生寮。

【HP】http://t-th.net/th/

東京YMCA
［運動体・連絡協力］　［（財）東京キリスト教青年会］〒

135-0016　東京都江東区東陽2-2-20　Tel.03-3615-5562 

Fax.03-3615-5608　◇地下鉄東西線東陽町駅西2番から

徒歩5分　◇創立／1880年　◇理事長／茅野 徹郎、総主

事／廣田 光司

【HP】http://tokyo.ymca.or.jp/
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【E-Mail】pr@tokyo.ymca.or.jp

東京YMCA江東コミュニティーセンター
［青少年社会教育活動・コミュニティーサービス］　［（財）

東京キリスト教青年会］〒135-0014　東京都江東区石島

3-15　Tel.03-3645-7171 Fax.03-3645-8454　◇都営新宿

線菊川駅から徒歩15分　◇創立／1951年　◇館長／堀江 

和広

東京YMCA西東京コミュニティーセンター
［青少年社会教育活動］〒186-0002　東京都国立市東1-4-

20-102　Tel.042-577-6181 Fax.042-577-5574　◇JR国立

駅から徒歩3分　◇主任主事／井口 真　◇特色／LD児や

知的障がい児・者のサポートプログラムを中心に活動して

います。

【HP】http://tokyo.ymca.or.jp

【E-Mail】nish@tokyo.ymca.or.jp

東京YMCA南コミュニティーセンター
［青少年社会教育活動・コミュニティーサービス］〒156-

0051　東京都世田谷区宮坂3-23-2　Tel.03-3420-5361 

Fax.03-3420-5363　◇小田急線経堂駅から徒歩5分　◇

館長／菅原 成臣

東京YMCA"liby"［リビー］
［不登校とその周辺の子供たちの居場所］　［（財）東京キ

リスト教青年会］〒161-0032　東京都新宿区中落合4-21-

7　Tel.03-5988-7832 Fax.03-3950-1062　◇西武新宿線・

地下鉄大江戸線中井駅　◇創立／1998年　◇ディレクタ

ー／秋田 正人　◇特色／ありのままに受け止めて欲し

い、そう感じている子どもたちは、是非一度アクセスして

ください。

【HP】http://tokyo.ymca.or.jp/

【E-Mail】liby@tokyo.ymca.or.jp

(NPO)「燈台」（アフガン難民救援協力会）［「燈
台」］

［医療・教育等援助］〒364-0021　埼玉県北本市北本宿

161-4 南福音診療所内　Tel.048-591-7191 Fax.048-591-

9668　◇JR北本駅から徒歩18分　◇創立／1987年　◇

理事長／羽鳥 明、事務局長／石黒 早苗　◇特色／最も

小さい者たちのひとりにしたのは、わたしにしたのです（マ

タイ25：40）の精神でアフガンの人々に仕えています。

【HP】http://www.jca.apc.org/~todai87/

【E-Mail】todai87@jca.apc.org

苫小牧キリスト教船員奉仕会［シーフェアラ
ーズ・センター］

［船員の福祉］〒053-0045　北海道苫小牧市双葉町2-10-

16　Tel&Fax.0144-34-8890［連絡先：柳谷 豊　〒059-

1262　北海道苫小牧市美原町3-4-19 Tel.0144-67-1461］　

◇JR苫小牧駅からバス「双葉町」停、徒歩3分　◇創立

／1986年　◇会長・神父／ライヤ・フランシス、チャプ

レン／ヘルメス・ジョセフ、事務局長／柳谷 豊、チャプ

レン／阿部 芳克

【E-Mail】mts_toma@ybb.ne.jp

富雄キリスト教会
［ラジオ・インターネット放送］　［(宗)日本ペンテコステ

教団］〒631-0077　奈良県奈良市富雄川西1-19-18　

Tel&Fax.0742-44-3154　◇近鉄奈良線富雄駅から徒歩7

分　◇創立／1974年　◇牧師／榮 義嗣　◇特色／ラジ

オメッセージ「希望の声」を朝日放送（ABC）、毎週水曜

午前4時35分から放送。

【HP】http://elim.mo-blog.jp/elim/

【E-Mail】tomiochurch@gmail.com

富坂キリスト教センター［TCC］
［研究・教育］〒112-0002　東京都文京区小石川2-9-4　

Tel.03-3812-3852 Fax.03-3812-3892　◇南北線後楽園駅

から徒歩8分　◇創立／1982年　◇理事長／村上 伸、総

主事／鈴木 正三

【HP】http://www2u.biglobe.ne.jp/~Tomisaka/

【E-Mail】tomisaka@mti.biglobe.ne.jp

豊田キリスト教青年会［Y－CAT］
［青少年育成および地域貢献］　［(NPO)豊田キリスト教青

年会］〒470-0342　愛知県豊田市大清水町大清水37-6 日

本基督教団豊田教会内　Tel.0565-46-8737 Fax.0565-46-

8738［連絡先：岡田信子　〒471-0849　愛知県豊田市美

山町4-7-6 Tel.0565-27-7684］　◇名鉄豊田線上豊田駅か

ら徒歩7分　◇創立／2005年　◇代表理事／平岩 継生、

常務理事／岡田 正己、理事／岡田 信子　◇特色／豊田

で青少年育成と地域貢献をボランティア活動で担ってい

ます。

【HP】http://www.hm9.aitai.ne.jp/~toyotach/

【E-Mail】ycat@m8.aitai.ne.jp

ドン・ボスコ社
［啓発、伝道出版］　［カトリック・サレジオ修道会（出版

部）］〒160-0004　東京都新宿区四谷1-9-7　Tel.03-3351-

7041 Fax.03-3351-5430　◇JR四谷駅から徒歩3分　◇創

立／1930年　◇特色／キリスト教書籍、絵本、雑誌の出

版と販売。海外のキリスト教用品も多数取り揃えています．

【HP】http://donboscosha.com

な

名古屋エヴァンゲリウム・カントライ
［音楽伝道・研究］〒464-0044　愛知県名古屋市千種区

自由ケ丘2-10-41 自由ヶ丘キリスト教会内　Tel&Fax.052-

763-8650　◇地下鉄名城線自由ヶ丘駅から徒歩5分　◇

創立／1975年　◇特色／毎週金曜日午後6時30分より自

由ヶ丘キリスト教会で練習を行っています。見学歓迎。

奈良県福音宣教協力会［奈宣協］
〒630-0244　奈良県生駒市東松ケ丘5-18 生駒めぐみ教

会　Tel&Fax.0743-74-9367　◇近鉄生駒駅から北へ徒歩

12分　◇会長／中谷 美津雄、副会長（北地区）／吉川 

幸雄、副会長（南地区）／辻 喜男　◇特色／奈良県内の

福音的教会の宣教協力機関として1980年以来、県民クリ

スマスと講演会を開催してきている。

新潟聖句書道会
［運動体・宣教］〒951-8053　新潟県新潟市中央区川端

町3-15-1 A509　Tel&Fax.025-228-2948 Tel.090-2951-

7663　◇創立／1992年　◇指導者／木下 慶子、顧問／

本間 蕙子　◇特色／みことばと信仰が一体となった聖句

書道は年齢や経験の有無を問わず、始められます。証し
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と伝道の為を願っています。

【E-Mail】logosseiku@car.ocn.ne.jp

新潟福音放送協力会
［放送伝道］〒940-0041　新潟県長岡市学校町1-10-31　

Tel.0258-32-8346 Fax.0258-39-3898　◇創立／1977年　

◇委員長／早津 栄、総務担当／日吉 俊泰、会計（財務）

担当／近 伸之、公報担当／佐々木 顕、ラリー担当／荒井 

信一、フォローアップ担当／長谷部 芳江

(NPO)日亜友好会
［国際協力、福祉支援］〒364-0023　埼玉県北本市下石

戸下1549-5 福音診療所内　Tel.048-592-2862 Fax.048-

593-5067　◇JR北本駅から徒歩20分　◇創立／1999

年　◇理事長／松浦 正典

日本CBMC事務局［日本キリスト者実業人会］
［伝道・宣教・研究・教育］〒651-0068　兵庫県神戸市中

央区旗塚通6-2-2 サンビルダー301　Tel.078-291-5789 

Fax.078-291-5786　◇JR新神戸駅から徒歩10分　◇創立

／1972年　◇理事長／杣 浩二、副理事長／井上 義朗、

副理事長／近藤 高史、総務／久田 雄治、名誉理事／米

田 昭三郎、名誉理事／中島 孝夫　◇特色／1929年にア

メリカで生まれ、現在87ヶ国に支部をもつ実業人と専門

職業人に伝道する宣教団体です。

【HP】http://cbmc.biz/

【E-Mail】info@cbmc.biz

日本ウェスレー・メソジスト学会
［連絡・協力］〒213-0001　神奈川県川崎市高津区溝口

4-3-18 高津キリスト教会内　Tel.044-822-4084 Fax.044-

822-6241　◇会長／岩本 助成

日本FEBC［FEBC］
［キリスト教放送局］　［(宗)日本エフイービーシー教会］

〒180-0001　東京都武蔵野市吉祥寺北町4-13-2　Tel. 

0422-52-1566 Fax.0422-52-1586　◇JR三鷹駅北口から徒

歩15分　◇創立／1945年　◇代表／吉崎 恵子　◇特色

／使徒信条を告白し、聖書を神の言葉と信じ、十字架と

復活の主イエス・キリストに集中するエキュメニカルな信

仰告白団体である。

【HP】http://www.febcjp.com/

【E-Mail】febc@febcjp.com

日本カルヴィニスト協会［JCA］
［連絡機関・法人］　［日本カルヴィニスト協会委員会］〒

651-1306　兵庫県神戸市北区菖蒲が丘3-1-3 神戸改革派

神学校内　Tel.078-952-2266 Fax.078-952-2165　◇神戸

電鉄三田線田尾寺駅15分　◇創立／1954年　◇会長／

市川 康則、書記／村田 充八、会計／松岡 斉　◇特色／

キリスト教有神論的世界観・文化観の確立と実践を目指

して。主の召しの諸領域で奉仕するキリスト者の組織。

日本キャンパス・クルセード・フォー・クラ
イスト学生宣教センター［三鷹CCC学生宣教
センター］

［宣教・訓練］　［(宗)日本キャンパス・クルセード・フォー・

クライスト］〒181-0013　東京都三鷹市下連雀3-32-15 日

本CCC　Tel&Fax.0422-71-4172　◇三鷹駅南口から徒歩

5分　◇創立／1962年

【HP】http://www.japanccc.org/

日本キャンパス・クルセード・フォー・クラ
イスト［日本ＣＣＣ］

［青年伝道・宣教・教会宣教協力］　［(宗)日本キャンパス・

クルセード・フォー・クライスト］〒359-1141　埼玉県所

沢市小手指1-42-23 並木ビル2F　Tel.04-2926-0868 Fax. 

04-2926-0895　◇西武池袋線小手指駅北口から徒歩8

分　◇創立／1962年　◇代表／栗原 一芳　◇特色／学

生伝道、社会人伝道、教会へのリソース（教材、トレー

ニング）提供、世界宣教。

【HP】http://www.japanccc.org/

【E-Mail】office@japanccc.org

日本教会音楽研究会・聖歌の友社［教会音楽
研究会］

［研究・啓発・出版］　［聖歌の友社(有)］〒176-0002　東

京都練馬区桜台5-37-20　Tel&Fax.03-3993-0530　◇西

武池袋線桜台駅から徒歩9分　◇創立／1969年　◇代表

取締役社長／和田 健治、取締役／和田 美代子　◇特色

／『聖歌』は旧『聖歌』と区別する副題「総合版」を付け、

全教派の共通聖歌集・永久版を目的に編集しました。

【HP】http://www.seikanotomo.jp

【E-Mail】kenji-wada@jcom.home.ne.jp

日本キリスト教救癩協会［JLM］
［援助・協力］〒156-0057　東京都世田谷区上北沢3-8-

14　Tel.03-3304-5900 Fax.03-3303-4543　◇京王線上北

沢駅から徒歩3分　◇創立／1925年　◇理事長／嶋崎 紀

代子、理事／伊藤 秀朗　◇特色／インドネシア北マルク

のハンセン病に苦しむ人の手伝いをしている。現地の平

和をお祈りください。

日本キリスト教協議会［NCCJ］
［連絡・協力］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18-

24　Tel.03-3203-0372 Fax.03-3204-9495　◇地下鉄東西

線早稲田駅から徒歩10分　◇創立／1948年　◇議長／輿

石 勇、総幹事／飯島 信、副議長／城倉 啓、副議長／

Gish，George、書記／上田 博子、書記／洪 性完　◇特

色／32教団・団体が加盟。互いの歴史的伝統と自主的な

働きを尊重しながら、キリスト教界の一致と協力をめざす。

【HP】http://ncc-j.org/

【E-Mail】general@ncc-j.org

日本キリスト教団聖霊刷新協議会
［運動体、連絡機関］〒676-0015　兵庫県高砂市荒井町

紙町1-34 高砂教会内　Tel.079-442-4854 Fax.079-442-

4878　◇山陽電鉄荒井駅から北へ徒歩3分　◇代表／手

束 正昭　◇特色／教団の聖霊による刷新と復興を願う教

職者や信徒の方々と、互いに祈り合い、研鑽し励まし合う

全国大会、教職研修会を開催。

【HP】http://seirei-sasshin.com/

日本キリスト伝道会［JCC］
［伝道・宣教］〒134-0081　東京都江戸川区北葛西4-3-9　

Tel.03-3804-1765 Fax.03-3869-5262　◇創立／1963年　

◇会長／原 登、書記／東海林 昭雄、実行委員長／深谷 

春男　◇特色／一千万救霊の幻をもって、超教派の伝道

団体として、伝道協力をさせていただいております。
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日本クリスチャン・ペンクラブ［JCP］
［研究・教育］〒131-0043　東京都墨田区立花4-6-13　

Tel&Fax.03-3616-8621　◇創立／1952年　◇理事長／

池田 勇人、理事（事務局）／三浦 喜代子

【HP】http://jcp.daa.jp/

（財）日本クリスチャンアカデミー［NCA］
［運動体］〒606-8134　京都府京都市左京区一乗寺竹ノ

内町23　Tel.075-711-2115 Fax.075-701-5256［連絡先：

（財）日本クリスチャンアカデミー本部事務局　〒169-

0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18 日本キリスト教会館

1Ｆ Tel.03-3207-6198］　◇叡山電鉄　修学院駅から徒歩

15分　◇創立／1961年　◇理事長／シュペネマン，クラ

ウス　◇特色／人間の出会いと相互理解をめざして、孤

立したり、対立している人間同士の間に対話を生み出して

いく。

【HP】http://www.academy-nippon.com/

【E-Mail】nca@academy-tokyo.com

日本クリスチャン・アシュラム連盟［アシュ
ラム連盟］

［祈りの運動］〒181-0011　東京都三鷹市井口3-15-6 池の

上キリスト教会内　Tel.0422-33-0018 Fax.0422-33-

0061　◇JR武蔵境駅南口から徒歩15分　◇創立／1955

年　◇理事長／横山 義孝　◇特色／スタンレー・ジョー

ンズ博士創始によるアシュラム運動。日本各地に支部が

あり、定期的に大会を開催している。

日本クリスチャンキャンプ協議会［CCI/Japan］
［連絡・協力・キャンプ宣教］〒384-1103　長野県南佐久

郡小海町豊里4912 松原湖バイブルキャンプ内　CCI/

Japan事務局　Tel.0267-93-2347［連絡先：佐藤 靖　〒

029-5513　岩手県和賀郡西和賀町耳取49-7-63 シオン錦

秋湖 Tel.0197-82-2269］　◇創立／1973年　◇会長／佐

藤 靖　◇特色／世界29ヶ国にあるクリスチャンキャンプ

の日本支部です。キャンプ宣教の啓発、協力を目的として

います。

【HP】http://www.ccijapan.org/

【E-Mail】info@ccijapan.org

日本クリスチャン信徒連盟［信徒連盟］
［伝道・支援］〒195-0074　東京都町田市山崎町2130-6-

9-302　Tel.042-792-8042［連絡先：誠志会病院  塩島 光

三　〒174-0043　東京都板橋区坂下1-40-2 Tel.03-3968-

2621］　◇小田急線町田駅　◇会長／塩島 光三、副会長

／太田 耕、書記会計／奥岨 孝之

日本景教研究会、国際景教研究会・日本
［研究啓発］〒486-0927　愛知県春日井市柏井町7-2-6　

Tel&Fax.0568-29-8539 Tel.090-3955-7955　◇JR勝川

駅　◇創立／2009年　◇代表／川口 一彦　◇特色／神

の福音を地の果てまで、艱難辛苦を超えて東に宣教した

東方景教に学ぶ会です。

【HP】http://keikyouhi.blog107.fc2.com/

【E-Mail】hiko-630@xc4.so-net.ne.jp

日本ケズィック・コンベンション［ケズィック］
［運動体・聖会］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台

2-1 OCCビル 515号室　Tel&Fax.03-3291-1910　◇JR御

茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1962年　◇代表／峯野 

龍弘　◇特色／「イエス・キリストにあって一つである」

をモットーに聖書的、個人的、実践的きよめに与る聖会を

各地で開催。

【HP】http://www17.plala.or.jp/keswick/

【E-Mail】japankeswick@snow.plala.or.jp

(財)日本国際ギデオン協会［ギデオン］
［伝道・宣教］　［(財)日本国際ギデオン協会］〒101-

0062　東京都千代田区神田駿河台2-1 OCCビル 401号

室　Tel.03-5280-2591 Fax.03-5280-2592　◇JR御茶ノ水

駅から徒歩3分　◇創立／1950年　◇全国会長／大山 昭

夫

【HP】http://www.gideons-jp.org/

【E-Mail】info@gideons-jp.org

日本コンピュータ聖書研究会［JCBR］
［聖書研究ソフト関連開発・協力機関］東京都　◇特色／

「Ｊ−ばいぶる」シリーズ、「聖書の達人」など聖書研究ソ

フトを開発。聖書の辞書・文法関係の研究ソフト、データ

ベースを提供。

【HP】http://www.jbible.net/jcbr/

日本CGNTV
［テレビ放送伝道］〒169-0073　東京都新宿区百人町

2-23-46　Tel.03-5338-6620 Fax.03-3366-0055　◇JR大

久保駅から徒歩5分　◇創立／2006年　◇金 勁勲　◇特

色／日本全国どこででも24時間365日、視聴可能なクリス

チャン・宣教教育・専門衛星放送！

【HP】http://japan.cgntv.net/

日本児童福音伝道協会［日本CEF］
［宣教・教育］　［(宗)日本児童福音伝道協会］〒311-

3434　茨城県小美玉市栗又四ケ2421-6　Tel.0299-28-

2031 Fax.0299-28-2028［連絡先：Tel.0299-26-8209］　◇

JR常磐線石岡駅からバス「栗又四ケ」停、徒歩10分　◇

創立／1948年　◇総主事委員会／安田 豊、総主事委員

会／フレッド・田中、総主事委員会／金野 正樹　◇特色

／子ども伝道の分野でキリストの教会に仕えます。子ども

伝道、教師訓練、教材を用いてくだされば感謝です。

【HP】http://www.cef.or.jp

【E-Mail】japancef@cef.or.jp

日本自由福音教会連盟［四団体］
［伝道・宣教］〒501-6241　岐阜県羽島市竹鼻町221 羽島

キリスト教会　◇創立／1992年　◇理事長／隈上 正

敏　◇特色／自由教会運動の信仰とスピリットを継承す

る四団体の交わりと協力の場です。

日本視力障害者福音伝道協力会［視福協］
［連絡・協力・宣教・啓発］〒333-0853　埼玉県川口市芝

園町3-9-617 三瓶方　Tel&Fax.048-267-6894　◇JR蕨駅

から徒歩10分　◇創立／1975年　◇実行委員長／三瓶 

忠克　◇特色／視覚障害者の教会生活支援に取り組んで

います。

【HP】http://www015.upp.so-net.ne.jp/shifuku/

【E-Mail】t-sampei-christian@w6.dion.ne.jp

日本聖化協力会［JHA］
［連絡・協力］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台

2-1 OCCビル 516号室　Tel&Fax.03-3293-5130　◇JR御
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茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1985年　◇会長／黒木 

安信、副会長／竿代 照夫、副会長／松沢 力男　◇特色

／聖化の宣証をより協力的にするため、EPAの働きを加

え、名称も日本聖化協力会に改称して新しく進発した団体。

【HP】http://jha.christ.gr.jp/

【E-Mail】kjha1985@aria.ocn.ne.jp

（財）日本聖書協会［JBS］
［日本における聖書普及活動］　［(財)日本聖書協会］〒

104-0061　東京都中央区銀座4-5-1 聖書館ビル　Tel.03-

3567-1990 Fax.03-3567-4451　◇地下鉄銀座線銀座駅か

ら徒歩2分　◇創立／1875年　◇理事長／大宮 溥、総主

事／渡部 信　◇特色／全ての人に『聖書』を届けるため、

海外支援も含め、翻訳・出版・頒布・広報・募金の活動

をしています。

【HP】http://www.bible.or.jp/

【E-Mail】info@bible.or.jp

日本セルチャーチ宣教ネットワーク［JCMN］
［宣教・連絡・協力］〒352-0032　埼玉県新座市新堀

2-16-20 松井ビル2F　Tel&Fax.042-493-4470　◇西武池

袋線清瀬駅から徒歩5分　◇創立／1998年　◇コーディ

ネーター／小笠原 孝、副コーディネーター／浜崎 英一、

副コーディネーター／月井 博、副コーディネーター／益

田 良一　◇特色／セル化・セル開拓を、互いに助け合う

コーチングネットワーク、国内外のセル教会との交流、リ

ソースの提供

【HP】http://www.jcmn.net/

日本宣教協力会
［連絡・協力］〒577-0055　大阪府東大阪市長栄寺20-9 

永和教会内　Tel.06-6781-7417 Fax.06-6781-7744　◇創

立／1990年　◇牧師／金 安弘

(宗)日本地方伝道団［JRM］
［聖句のＷｅｂ配信］〒870-1123　大分県大分市寒田光吉

御苑800-42　Tel.097-569-1195 Fax.097-569-1196　◇代

表／Ｊ・Ｐ・ヴィッサー

【E-Mail】info@jrmweb.org

（株）日本ツラノ書院
［伝道・宣教・啓発・出版］　［(株)Duranno Japan］〒541-

0048　大阪府大阪市中央区瓦町4-3-9 ユーロハイツ本町

ビル201　Tel.06-6170-6802 Fax.06-6170-6803　◇地下

鉄御堂筋線本町駅2番出口から徒歩5分　◇創立／1999

年　◇代表／李 芸求　◇特色／文化を通してキリストの

香りを伝える。

【HP】http://www.durannojapan.com/

【E-Mail】durannojapan@duranno.com

日本伝道協力会
［伝道・宣教］〒158-0081　東京都世田谷区深沢6-13-

13　Tel&Fax.03-3704-7392　◇創立／1969年　◇主幹

／渡辺 暢雄

日本福音主義神学会
［連絡・協力・神学機関］〒170-0013　東京都豊島区東池

袋3-15-9 中央福音教会内　Tel&Fax.03-3971-4774　◇

創立／1970年　◇西部部会・理事長／牧田 吉和、東部

部会・理事長／佐布 正義、中部部会・理事長／松浦 剛

日本福音宣教会
［ラジオ・インターネット放送、文書伝道］〒790-0807　

愛媛県松山市平和通1-6-6　Tel.089-925-1603 Fax.089-

926-2785　◇創立／1964年　◇代表者／万代 君恵、主

任牧師／万代 栄嗣、岡 かおり、万代 文女

【HP】http://www.senkyokai.com

【E-Mail】mail@senkyokai.com

日本福音宣教師団［JEMA］
［連絡・運動体（CPIなど）、刊行物、オンライン・ウェブ

サイト（会員のみ）］〒101-0062　東京都千代田区神田駿

河台2-1 OCCビル 304号室　Tel.03-3295-1949 Fax.03-

3295-1354　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1968

年　◇会長／リトル，デール、副会長／テーラー，ケン、

書記／スコット，デイビッド　◇特色／JEMAの存在理由

は、キリストの弟子を創るため、会員たちのネットワーク

とそのための備えをすることにある。

【HP】http://www.jema.org/

【E-Mail】jema-info@jema.org

日本福音同盟［JEA］
［連絡・協力］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台

2-1 OCCビル615号室　Tel.03-3295-1765 Fax.03-3295-

1933　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇創立／1968年　

◇理事長／中島 秀一、総主事／具志堅 聖　◇特色／聖

書信仰に立つ日本の諸教会の連絡・協力・交流機関です。

福音の前進のために仕えてまいります。

【HP】http://jea.dtdns.net/jea_data/

【E-Mail】office@jeanet.org

日本福音連盟［JEF］
［連絡・協力］〒171-0044　東京都豊島区千早2-1-3 基督

兄弟団本部事務局内　Tel.03-3972-6627 Fax.03-3972-

5733　◇創立／1951年　◇理事長／伊藤 亮三、副理事

長／松田 基子、副理事長／鎌野 善三　◇特色／昭和26

年に発足した戦後初の福音主義諸派の連合体。「新聖歌」

の編集とその出版の責任団体である。

日本ブライダル宣教協会［JBMA］
［伝道・宣教］〒214-0021　神奈川県川崎市多摩区宿河

原6-48-1 クライストビル103　Tel.044-844-9575 Fax. 

044-844-9836　◇JR久地駅から徒歩2分　◇創立／1993

年　◇理事長／森田 重夫

【HP】http://www.christ.co.jp/jbma/

【E-Mail】info@christ.co.jp

日本ペンテコステ協議会［JPC］
［交流・情報交換］〒170-0003　東京都豊島区駒込3-15-

20 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団内　Tel.03-

3918-5935 Fax.03-3918-0474　◇JR駒込駅から徒歩5

分　◇創立／1998年　◇議長／細井 眞、副議長／八束 

和心、副議長／中見 透　◇特色／日本におけるペンテコ

ステ信仰の健全な成長と発展を促進するために交流と研

修を重ねている。

日本ペンテコステ親交会［JPF］
［連絡・協力・親睦］〒522-0038　滋賀県彦根市山之脇

町27-1 ニューホープチャペル内　Tel.0749-22-8352 

Fax.0749-22-8359　◇近江鉄道彦根口駅から徒歩10分　

◇創立／1966年　◇委員長／水野 明廣、書記／向井 嗣
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業、会計／吉田 三喜夫　◇特色／ペンテコステ信仰にた

つ諸教会間の交歓、牧会者の資質向上、日本のリバイバ

ルを願い教役者大会を毎年開催。

【HP】http://www.jpf21c.org/

【E-Mail】grace@softwave.co.jp

日本ペンコテステ親交会
［聖会］〒273-0033　千葉県船橋市本郷町465 Aプラザ長

太郎3F　Tel.047-333-5698 Fax.047-300-0567　◇JR西

船橋駅から徒歩8分　◇ケイラー，スティーブン

日本ミッション
［伝道・宣教］〒630-0266　奈良県生駒市門前町7-40　

Tel.0743-73-1754　◇近鉄奈良線生駒駅からケーブルカ

ー「宝山寺」、徒歩5分　◇創立／1957年　◇代表役員／

ファベイ・コルネリヤス　◇特色／文書伝道、英会話伝道、

視聴覚伝道、特別集会奉仕、老人ホームでの伝道など各

教会の紹介や手伝いをさせていただいています。

【HP】http://www.japanmission.org/

日本ミッション映画部［映画部］
［メディア伝道］　［(宗)日本ミッション］〒534-0012　大

阪府大阪市都島区御幸町2-2-9　Tel.06-6923-2212 

Fax.06-6923-2284　◇地下鉄谷町線都島駅から徒歩10

分　◇創立／1962年　◇代表理事／高原 幸男　◇特色

／視聴覚伝道部門。映像のDVD化などに関わる制作販売。

伝道ノウハウなどのアドバイス。

【HP】http://www.j-mission.com/

【E-Mail】takahara@j-mission.com

日本民族総福音化運動協議会［民福協］
［運動体、連絡機関］〒676-0015　兵庫県高砂市荒井町

紙町1-34 高砂教会内　Tel.079-442-4854 Fax.079-442-

4878　◇山陽電鉄荒井駅から北へ徒歩3分　◇創立／

2005年　◇総裁／奥山 実、副総裁兼事務局長／手束 正

昭、書記／行澤 一人　◇特色／教派や神学の壁を越え、

日本人にとって有効な伝道方策によって日本民族と国の

救いを進めていく運動体である。

【E-Mail】info@takasago-church.com

日本メノナイト宣教会［JMF］
［研究活動・国際交流・救済］〒267-0066　千葉県千葉

市緑区あすみが丘3-17-5 オゥノ ミチオ方　Tel.043-294-

6363 Fax.043-294-9200　◇創立／1971年　◇議長／黒

木 今朝次、会計／佐々木 孝則、書記／大野 道夫、委員

／山出 正一　◇特色／イエスの弟子の道をまい進し、ア

ナバプテスト系諸教会の相互協力を促進し、平和と救済

活動を呼びかける。

日本盲人キリスト教伝道協議会［盲伝］
［盲人伝道・協力・点字出版・盲晴相互理解の啓発、海外

の視覚障害者との交流支援］〒169-0051　東京都新宿区

西早稲田2-3-18 キリスト教会館　Tel&Fax.03-3203-

4219　◇地下鉄早稲田駅から徒歩6分　◇創立／1951

年　◇議長／日高 馨輔、主事／金澤 真実　◇特色／福

音によって生きる喜びを伝え、盲人と教会に奉仕する盲

人主体の全国的伝道団体です。維持会員募集中！！！

【HP】http://www5e.biglobe.ne.jp./~moden/

【E-Mail】moden@mth.biglobe.ne.jp

日本友和会［JFOR］
［反戦・非暴力・平和運動］〒183-0052　東京都府中市新

町3-2-21 飯高方　Tel.042-365-2800 Fax.042-302-9310　

◇JR国分寺駅から徒歩10分　◇創立／1926年　◇理事

長／田中 良子、書記長・書記局／飯高 京子　◇特色／

国際間、人種間、宗教間の紛争の解決を非暴力の愛の精

神で取りくむ国際的キリスト教平和団体の日本支部です。

【HP】http://www.jfor.jp/

【E-Mail】iitakakyoko@jcom.home.ne.jp

日本リバイバル同盟［NRA］
［連絡・協力］〒530-0046　大阪府大阪市北区菅原町3-6　

菅原ビル 主イエスキリスト教会内　Tel.06-6365-7832 

Fax.06-6365-7920　◇地下鉄堺筋線北浜駅から徒歩5

分　◇創立／1996年　◇委員長／村上 好伸、事務局長

／大久保 みどり、副委員長／水野 明廣、会計／大田 裕作、

書記／中見 透　◇特色／NRAのテーマ御言葉はピリピ1：

27です。日本のリバイバルを真に祈り、願い求めています。

【E-Mail】god@mb1.kisweb.ne.jp

日本ろう福音協会［ViBi］
［伝道・宣教］〒359-0021　埼玉県所沢市東所沢1-20-5-

111　Tel&Fax.04-2944-2477　◇JR東所沢駅から徒歩5

分　◇創立／1993年　◇理事長／松本 英二、副理事長

／湊崎 真砂、本部長／棚田 茂　◇特色／手話を言語と

しているろう者のために、手話翻訳をしています。

DVD100円です。ホームページをご覧ください。

【HP】http://www.j-dem.net/

【E-Mail】vibi@j-dem.net

(財)日本ＹＭＣＡ同盟
［連絡・協力・青少年育成］〒160-0003　東京都新宿区

本塩町7　Tel.03-5367-6640 Fax.03-5367-6641　◇JR四

谷駅から徒歩5分　◇創立／1903年　◇理事長／中川 善

博、常議員会議長／勝田 正佳、総主事／島田 茂　◇特

色／キリスト教を基盤とし、ボランティアとスタッフの協

働で地域のニーズに即したプログラムを提供しています。

【HP】http://www.ymcajapan.org/

【E-Mail】info@ymcajapan.org

ニューライフ・ミニストリー［NLM］
［啓発・救援・カルト救出］〒630-0243　奈良県生駒市俵

口町951-52 ライオンズマンション壱番館203号　Tel&F

ax.0721-65-0929 Tel.0743-75-8560　◇近鉄奈良線生駒駅

から徒歩15分　◇創立／1989年　◇責任者／ドウゲン、

J.W.、会計／武田 みゆき　◇特色／カルト及び支配的な

グループにより心を苦しめられている人々の解放を手助け

しています。

【E-Mail】jwdougan@gmail.com

ＮＵＭ宣教会［NUM］
［伝道・宣教の協力］　［(宗)在日大韓基督教会巽教会］〒

534-0024　大阪府大阪市都島区東野田町5-14-1 The Ark 

Community ch.　Tel&Fax.06-6927-1009［連絡先：The 

Ark Community NUM　〒534-0024　大阪市都島区東野

田町5-14-1-201 Tel.06-6927-1009］　◇JR・私鉄京橋駅か

ら徒歩5分　◇創立／1995年　◇代表／李 炳h、会長／

金 良嬉、副会長／萩生田 明、総務／梁 南喆　◇特色／

教会開拓、人材養成・派遣、基督福祉が重心。教会・牧師・

宣教師・信徒が協力し伝道・宣教する多国籍宣教会。
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【E-Mail】numjp@hanmail.net

（財）登戸学寮
［教育・啓発］〒214-0032　神奈川県川崎市多摩区枡形

6-6-1　Tel.044-933-0819　◇小田急線向ヶ丘遊園駅南口

から徒歩7分　◇創立／1958年　◇理事長／大島 智夫、

寮長／小舘 美彦　◇特色／聖書の学びと共同生活を通じ

て志の高い人間を育てる男子学生寮。朝夕二食付き。明

るくて清潔な個室を完備。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~nbrtgkr/

【E-Mail】ngakuryo@maple.ocn.ne.jp

ノルウェー・ルーテル伝道会［NLM］
［連絡・協力］〒651-0052　兵庫県神戸市中央区中島通

2-2-11　Tel.078-221-8366 Fax.078-221-8885　◇創立／

1949年　◇代表／ヒルドレ，I　◇特色／西日本福音ルー

テル教会と協力して、キャンプ場、聖書学院、神学校、

福音放送などを経営しています。

【HP】http://nlm.no/

【E-Mail】nlmjapan@yahoo.no

は

(有)パーパス・ドリブン・ジャパン［PDJ］
［教会教育］〒176-0012　東京都練馬区豊玉北1-12-3 聖

書キリスト教会ビル内　Tel&Fax.03-5984-3576　◇地下

鉄大江戸線新江古田駅から徒歩4分　◇創立／2004年　

◇代表／小坂 圭吾、コーディネーター／尾山 清仁、ディ

レクター／小坂 直人　◇特色／神の目的を知り、神の意

図された自分に出会うために。出版活動を通して日本の教

会に仕えています。

【HP】http://www.pdjapan.com/

【E-Mail】info@pdjapan.com

ハーベスト・タイム・ミニストリーズ
［放送番組制作・テレビ・衛星放送・インターネット放送］　

［(宗)ニューライフ・ミニストリーズ］〒410-1115　静岡

県裾野市千福が丘1-21-85　Tel.055-993-8880 Fax.055-

993-8883　◇JR三島駅から車20分　◇創立／1986年　

◇代表／中川 健一　◇特色／インターネットTVが大好

評。現代人の必要に応えるようなテレビ番組制作を心が

けています。

【HP】http://www.harvesttime.tv/

【E-Mail】harvest@par.odn.ne.jp

バイブル・アンド・アートミニストリーズ［バ
イブル・アンド・アート］

［宣教・啓発］〒330-0062　埼玉県さいたま市浦和区仲町

4-6-15　Tel&Fax.048-837-8583　◇JR浦和駅西口から徒

歩12分　◇創立／1995年　◇代表／町田 俊之、顧問／

姫井 雅夫、顧問／末松 隆太郎　◇特色／聖書と美術、

教会と美術との関係を探り、クリスチャン美術の向上と美

術を通して福音を証ししている団体です。

【HP】http://homepage2.nifty.com/bible-and-art/

【E-Mail】bibleandart@nifty.com

バイブル＆クリエーション［B&C］
［創造に関する情報提供と啓発活動］〒704-8191　岡山県

岡山市西大寺中野543-2 西大寺キリスト教会内　Tel.086-

943-7552 Fax.086-943-7521　◇JR西大寺駅から車10

分　◇創立／2007年　◇代表／赤江 弘之　◇特色／創

造について最新の情報を紹介します。書籍やDVDもあり

ます。セミナー講師を派遣して教会を応援しています。

【HP】http://www.b-c.jp/

【E-Mail】info@b-c.jp

函館の民間団体ぶどうの木［ぶどうの木］
［自殺予防対策、うつ病の正しい知識の普及啓発、電話相

談］北海道函館市 （郵便物不可）　Tel&Fax.0138-23-

2877　◇創立／2007年　◇代表・自殺対策従事者／吉

越 義広　◇特色／毎月第二土曜日には「ぶどうの木学び

会」を開き、第四土曜日には「ぶどうの実交流会」（自助

グループ）を開いています。

【HP】http://plaza.rakuten.co.jp/budounomi2007/

【E-Mail】budounoki@y3.dion.ne.jp

バプテスト障がい者伝道協力会
［伝道・宣教・障害・福祉］〒261-0004　千葉県千葉市美

浜区高洲1-5-11　Tel&Fax.043-246-5029　◇JR稲毛駅か

らバス「高洲1丁目」停、徒歩1分　◇創立／1968年　◇

主筆／内藤 俊宏、委員長／高田 稔　◇特色／「野の花」

誌を通して障がい者・高齢者にキリストの福音をお届け

する。年に1回「野の花」キャンプを持っている。

【E-Mail】lilybox@poo11.odn.ne.jp

バプテスト文書刊行会
［文書出版］〒270-1144　千葉県我孫子市東我孫子1-1-3 

我孫子バプテスト教会内　Tel.04-7185-0185 Fax.04-

7185-3788　◇JR東我孫子駅　◇創立／1973年　◇代表

／天利 信司　◇特色／聖書的バプテストの信仰書神学書

の出版。

【HP】http://www6.plala.or.jp/abikoch/

【E-Mail】shinji.amari@gmail.com

(有)パラビジョン［PV-TC］
［メディア伝道］〒350-1305　埼玉県狭山市入間川1127-

2　Tel.04-2959-1216 Fax.04-2950-3588　◇西武新宿線

狭山市駅から車10分　◇創立／1983年　◇代表取締役／

竹内 惠　◇特色／教会の宣教の業に技術で仕えることを

使命として第28期に入りました。視聴覚メディアならお任

せください。

【HP】http://www.jin.ne.jp/pvsc/

【E-Mail】megtak@po.cnet-sc.ne.jp

ビー・ジャパン
［放送伝道］　［（無限中間）ビー・ジャパン］〒101-0062　

東京都千代田区神田駿河台2-1 OCCビル613　Tel&Fax. 

03-3292-1074　◇JR御茶ノ水駅から徒歩3分　◇ラジオ

担当／柳谷 覚　◇特色／有線ラジオ放送「フレンドシッ

プラジオ」およびインターネットを通じて24時間、神様の

愛に触れることができる番組を提供します。

【HP】http://www.frfr.org/

BBN聖書放送日本語部［BNN］
［キリスト教福音放送］　［Bible Broadcasting Network］

米　国11530 Carmel Commons Blvd. Charlotte, NC 

28226 U.S.A　Tel.+1-704-523-5555 Fax.+1-704-522-

1967　◇創立／2001年　◇President／デイビー，ロー

ウェル、日本語ウエブキャスト・マネージャー／篠田 
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均　◇特色／ホームページから毎日24時間日本語福音放

送、信仰Q&Aチャット、無料聖書学院(日本語は開講準備

中)へ。

【HP】http://www.bbnradio.org/

【E-Mail】japan@bbnradio.org

びぶりか企画 栗原牧子
［ゴスペル音楽プロデュース・音響機材プロデュース］〒

377-0008　群馬県渋川市渋川125-2　Tel&Fax.0279-22-

3425　◇JR渋川駅から車で5分　◇創立／2003年　◇代

表／栗原 牧子

【HP】http://www.g-gospel.net/biblica/

【E-Mail】biblicakikaku@gmail.com

（NPO）ひよこ会
［難民救済・支援協力、国際交流、旧ユーゴ難民支援協力、

地雷除去支援］　［特定非営利活動法人ひよこ会］〒899-

1211　鹿児島県出水郡長島町山門野4359　Tel&Fax. 

0996-87-0294　◇JR出水駅から40分長島黒之瀬戸大橋か

ら徒歩5分　◇創立／1980年　◇理事長／古田 勇、副理

事／古田 和枝　◇特色／聖書の御言葉に従い、霊とまこ

とをもって、主を礼拝する。福音宣教と拡大、家族伝道

および子ども会伝道に励む。

【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/~fukuin80-npo/

ピリポ聖書研究会
［伝道・宣教］〒153-0053　東京都目黒区五本木1-8-19-

301　Tel&Fax.03-3716-6167　◇東急東横線祐天寺駅か

ら徒歩3分　◇創立／1996年　◇代表／久能木 信宏　◇

特色／キリストの福音を正しく伝えるための学びの会。シ

ドゥール、ネフェシュ等の文書出版伝道を行っている。

広島県人クリスチャンＭＬ
［連絡・協力］　［広島キリストチーム］〒737-0871　広島

県呉市長谷町14-43　Tel&Fax.0823-38-8579　◇創立／

2000年　◇代表顧問／堀川 寛、林 明信、鹿島 重男、コ

ーディネーター／松本 由美

【E-Mail】tigris@fsinet.or.jp

広島宣教協力会［ＨSＫ］
［連絡・協力・宣教・啓発］〒739-1731　広島県広島市安

佐北区落合5-14-11 広島福音自由教会内　Tel.082-843-

5424 Fax.082-843-5429　◇創立／1990年　◇会長／拝

高 真紀夫

ファーストフロア・レコーディングス
［ゴスペルミュージック、プロデュース］〒525-0072　滋

賀県草津市笠山6-11-24　Tel&Fax.077-562-7627　◇JR

瀬田駅　◇創立／2004年　◇代表／福原 タカヨシ

ファミリーネットワーク
［啓発・運動体］〒270-2253　千葉県松戸市日暮7-7-6 ダ

イアパレス八柱204　Tel&Fax.047-702-7890　◇創立／

2000年　◇代表／尾山 謙仁、責任者／尾山 キャシー、

責任者／岡野 俊之　◇特色／「日本のリバイバルは夫婦

円満から」

【HP】http://www.familynetwork.jp/

【E-Mail】oyama@tbr.t-com.ne.jp

ファミリー・フォーラム・ジャパン［FFJ］
［メディア伝道、啓発・教育］〒226-0003　神奈川県横浜

市緑区鴨居2-5-1　Tel&Fax.045-933-3875　◇JR鴨居駅

から徒歩5分　◇創立／1996年　◇代表／テモテ・コー

ル　◇特色／家族・家庭についての聖書的な理解を浸透

させ、それを通して福音を伝える。活動の詳細は団体の

ウェブサイトから。

【HP】http://www.ffj.gr.jp/

【E-Mail】home.office@ffj.gr.jp

ファミリーライフジャパン
［運動体・啓発］〒359-1141　埼玉県所沢市小手指町

1-42-23-2F 日本キャンパスクルセード内　Tel.04-2926-

0868　◇西武池袋線小手指駅から徒歩7分　◇創立／

1976年　◇美湖 アンディ、美湖 純子　◇特色／キャン

パスクルセードの働きで、1976年創設され、その目的は

結婚生活や家庭を強めることである。

ファン・ルーラー研究会［VR研］
［研究・教育］千葉県　◇創立／1999年　◇代表／関口 康、

書記／清弘 剛生、顧問／牧田 吉和　◇特色／問い合わ

せはホームページで。

【HP】http://www.protestant.jp/

フェイス・メディア
［メディア伝道］〒352-0021　埼玉県新座市あたご3-15-

3　Tel&Fax.048-482-8515　◇JR新座駅　◇創立／2000

年　◇代表／ドナルド，トムソン

【HP】http://www.faithmedia.jp/aboutus.htm

【E-Mail】info@faithmedia.jp

福井・放送伝道協力会
［放送伝道］〒910-0029　福井県福井市日光2-10-10　Tel

&Fax.0776-21-2041　◇JR福井駅　◇会長／中島 聡、中

村 元子、梅田 都建子　◇特色／福井放送伝道の拠点と

して仕えています。リスナーの葉書が励みになります。プ

レゼントを用意して待っています。

福音主義キリスト者平和市民の会［ECPC］
［平和運動体］〒709-0802　岡山県赤磐市桜が丘西7-20-4 

正田 眞次様方　Tel&Fax.086-956-1224　◇創立／2007

年　◇運営委員／正田 眞次、運営委員／奥野 泰孝、運

営委員／小島 十二、運営委員／南野 浩則、運営委員／

森田 美芽、運営委員／山下 誠一郎　◇特色／キリスト

が歩まれた平和つくりの生き方に学びつつ、平和つくりに

励んでいます。

【HP】http://ecpc.exblog.jp/

【E-Mail】masada@wind.sannet.ne.jp

福音宣教協力会［Ｇ.Ｍ.Ａ］
〒653-0845　兵庫県神戸市長田区戸崎通3-9-12 神戸キリ

スト栄光教会内　Tel.078-643-0673 Fax.078-643-0683　

◇創立／1998年　◇委員長／村上 好伸、事務局長／菅

原 亘、副委員長／富浦 好之、副委員長／道本 純行、委

員／酒匂 一己、委員／太田 裕作、委員／藤林 イザヤ、

委員／村上 勝利、委員／吉田 隆、委員／万代 栄嗣、委

員/小平 元昭、委員/我喜屋 明、委員/永井基呼、委員/大

久保みどり　◇特色／海外宣教活動の重要さを啓発する

集い。教職者の資質向上のための講演会、セミナーを開

催する。
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福音点字情報センター
［障害・伝道・点字（聖書、月刊誌、図書）］〒164-0001　

東京都中野区中野2-1-5 いのちのことば社内　Tel.03-

5341-6931 Fax.03-5341-6932　◇JR中野駅南口から徒歩8

分　◇創立／1973年　◇運営委員長／影山 範文、総主

事／鴻海 誠　◇特色／点字新改訳聖書をはじめ信仰良書

を視覚障害者の方々に提供しています。

【HP】http://www.wlpm.or.jp/mb/

【E-Mail】mb@wlpm.or.jp

福音ネット伝道協力会［FNDK］
［インターネット放送伝道］〒340-0056　埼玉県草加市新

栄町35-2 小川方　Tel&Fax.048-942-9385　◇東武伊勢

崎線新田駅からバス「長栄町」停、徒歩3分　◇創立／

2001年　◇代表／小川 政弘

【HP】http://fukuin-net.com/

【E-Mail】info2@fukuin-net.com

福岡CCC福音宣教センター
［キャンパス伝道、教会開拓、宣教支援］　［福岡キャンパ

ス・クルセード・フォ・クライスト］〒816-0051　福岡県

福岡市博多区青木1-11-8　Tel.092-622-1808 Fax.092-

622-4040　◇創立／2004年　◇代表／具 元俊　◇特色

／超教派マケドニア宣教師らと協力し、キャンパス伝道・

未伝道地教会開拓・キャラバン伝道・短期宣教師支援を

展開。

【E-Mail】lovejapancenter@hanmail.net

ブック・オブ・ホープ・ジャパン［BOH］
［文書伝道］〒170-0003　東京都豊島区駒込3-15-20　

Tel.03-5974-9058 Fax.03-3940-4168　◇JR駒込駅から徒

歩5分　◇主事／スナイダー，ブライアン　◇特色／青少

年伝道のための、たのしい聖書紹介冊子を１箱単位100部

（冊子代無料）送料負担のみで提供。

【E-Mail】BookofHopeJapan@aol.com

ブリッジ・ビルダーズ・ジャパン［BBJ］
［青年宣教団体］〒151-0073　東京都渋谷区笹塚1-60-9 

笹塚キリスト教会内　Tel&Fax.03-3374-5866　◇京王線

笹塚駅から徒歩5分　◇創立／1997年　◇理事長／藤田 

泰三、理事／朴 鍾弼、代表／松原 智　◇特色／礼拝の

回復、弟子訓練、音楽伝道、セミナー等を通して若者を

育て世界宣教を行う。音楽集会、讃美セミナー。

【E-Mail】bbjpark@hotmail.com

ブレス・オブ・ライフ　バレエ団
［芸術、バレエ］〒142-0061　東京都品川区小山台1-9-12 

パークハウスコヤマダイB1　Tel.03-5725-1251 Fax.03-

5725-1252　◇創立／1999年　◇庵原 ミハエル　◇特色

／多くのクリスチャンの方、神様とバレエをはじめよう。

研究生団員を募集してるよ。みんな集まれ！ミハエルより。

PRO-LIFE JAPAN MACHIDA［PLJM］
［運動体・宣教・救援］〒194-0041　東京都町田市玉川学

園2-5-2　Tel.080-3081-9705　◇小田急線玉川学園前駅

から徒歩5分　◇創立／1991年　◇代表／朝生 能雄　◇

特色／中絶に関しての相談や質問を受け付けています。

カウンセリング無料。学校などの講習も引き受けています。

【HP】http://www.geocities.jp/lovethelordchristchurch/pljm/

【E-Mail】yoshioaso@yahoo.co.jp

フロンティア・ミニストリーズ事務局
［運動体・宣教］〒409-0133　山梨県上野原市八ツ沢686 

ホープエクレシア3F　Tel&Fax.0554-63-5316　◇JR上野

原駅から車5分　◇創立／1995年　◇代表・伝道者／尾

形 守　◇特色／救い、いやし、解放のミニストリー、セ

ミナー、聖会。異端・異教・ニューエイジ対策セミナーも。

各伝道集会も。

【E-Mail】hopechurch@inter7.jp

平和遺族会全国連絡会［平全連］
［連絡・協力・政治・社会］〒186-0003　東京都国立市富

士見台1-11-108　Tel&Fax.042-574-9210　◇JR国立駅南

口から徒歩20分　◇創立／1986年　◇代表／西川 重則

平和を実現するキリスト者ネット［キリスト
者平和ネット］

［連絡・協力］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18-

24 NCC内　Tel&Fax.03-5272-8312　◇地下鉄東西線早

稲田駅から徒歩7分　◇創立／1999年　◇事務局代表／

鈴木 伶子、事務局副代表／門間 幸枝、事務局副代表／

村瀬 俊夫　◇特色／各地で平和実現の働きを担っている

個人やグループとのネットワ ークを通して、平和憲法を

堅持し、あらゆる戦争への協力を拒否します。

【HP】http://cpnet.bona.jp

【E-Mail】cpnet@mica.dti.ne.jp

BELLA ROSA
［音楽伝道］〒662-0865　兵庫県西宮市神垣町6-41　Tel

&Fax.0798-71-3790　◇阪神西宮駅から徒歩20分　◇創

立／2006年　◇代表／鍋島 穂波、マネージャー／鍋島 

善樹　◇特色／ソプラノ歌手・鍋島穂波（大阪音大卒）

によるホスピス、教会での音楽伝道、ラジオパーソナリテ

ィーを展開。

【HP】http://bellarosa712.blogspot.com/

【E-Mail】honami712@nifty.com

ベテスダ聖書の集い
［援助・協力］〒107-0052　東京都港区赤坂9-2-6 カルム

第2赤坂103 赤坂檜町クリニック内　Tel&Fax.03-3879- 

4565［連絡先：佐竹 十喜雄　〒185-0033　東京都国分

寺市内藤1-15-1-106 Tel.042-577-7708］　◇地下鉄千代田

線乃木坂駅から徒歩4分　◇創立／1999年　◇国分寺バ

プテスト教会 協力牧師／佐竹 十喜雄、聖学院大学大学

院教授／平山 正実　◇特色／心病むキリスト者の霊的ケ

アのための集会。精神科医も同席。第2・第4日曜日午後2

時半〜4時半。自由献金。

ベテル聖書研究［ベテル聖研］
［聖書通信講座・ベテルクラス・出張講義・集中講義］〒

569-1144　大阪府高槻市大畑町3-9　3F 高槻シオン教会

内　Tel&Fax.072-692-1337 Tel.090-9210-4980　◇JR摂

津富田駅から1分　◇創立／2000年　◇牧師・ベテル聖

研教師／有井 英俊、ベテル聖研教師／有井 勝利、ベテ

ル聖研教師／有井 克子　◇特色／ベテル聖研は聖書の

体系的な学びを可能にします。旧新約、結婚、箴言、十戒、

贖いの教会の5科目があります。

【HP】http://www.tcn.zaq.ne.jp/joyful/

【E-Mail】joyful@tcn.zaq.ne.jp
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ベテル聖書研究会［ベテル聖研］
［研究・教育］〒458-0817　愛知県名古屋市緑区鳴海町

諸の木83-200　Tel.052-877-4429 Fax.052-877-8379　◇

創立／1964年　◇委員長／増田 育生　◇特色／ベテル

聖研は聖書全巻を救済史的、系統的、有機的に2年で学ぶ、

超教派の教職、信徒のための聖書研究です。

【HP】http://www7.plala.or.jp/bethel-s/

【E-Mail】imasuda_origin@yahoo.co.jp

ベテルセンター
［伝道・宣教］　［(宗)ベテルセンター］〒514-0005　三重

県津市鳥居町191-9　Tel.059-292-4588 Fax.059-292-3161

［連絡先：ベテルリバーサイドチャペル　〒514-0300　三

重県津市香良洲町2988-1 Tel.059-292-4588］　◇近鉄津

駅から徒歩15分　◇創立／2000年　◇代表／中川 丈、

事務局長／葛西 善廣、牧師／原 正幸　◇特色／ボーダ

ーレス時代のネットワーク型宣教センター。

【E-Mail】bethel@f3.dion.ne.jp

HOPEユースセンター
［青年交流プログラム］　［同盟福音・稲沢キリスト教会］

〒492-8145　愛知県稲沢市正明寺1-1-8　Tel&Fax.0587-

23-8814　◇名鉄国府宮駅から徒歩5分　◇創立／2003

年　◇責任者／アイマン，ヨーグ、責任者／アイマン，

ドロテア　◇特色／国際的な雰囲気でおしゃべりをし、ゲ

ーム・スポーツ・ゴスペルクワイア等のプログラムを楽し

んでいます。

【HP】http://www.hope-youthcenter.com/

【E-Mail】eymanndj@japan.email.ne.jp

ホームステイ・インターナショナル
［伝道・宣教］〒564-0036　大阪府吹田市寿町1-7-2　Tel

&Fax.06-4860-1266 Tel.0120-87-0317　◇阪急線吹田駅

から徒歩5分　◇創立／1993年　◇プログラム総責任者

／ウォーレン・グリフィス、アメリカ現地日本人コーディ

ネーター／ユカリ・グリフィス、日本人コーディネーター

／池内 かおり

【HP】http://Homestay.us/

【E-Mail】info@Homestay.us

ホーリー・ホープ・プロジェクト
［音楽伝道団体］〒272-0826　千葉県市川市真間4-3-3-

102　Tel&Fax.047-371-5343　◇京成本線国府台駅から

徒歩10分　◇創立／2003年　◇代表・伝道師／竹下 力、

賛美・演奏者／竹下 静　◇特色／竹下力(説教)と静(賛美

/音楽）の夫婦コンビで、各教会・集会にて活動しています。

【HP】http://www.holyhope.net/

【E-Mail】info@holyhope.net

牧会塾
［連絡・交流・研修］　◇運営委員／入月 英明、運営委員

／小川 巧記、運営委員／小渕 春夫、運営委員／森 直樹

【HP】http://www.pastors.jp/

【E-Mail】info@pastors.jp

北海道マスコミ伝道センター［ホレンコ］
［放送番組制作・ラジオ］〒060-0807　北海道札幌市北

区北七条西6丁目 クリスチャンセンタービル3F　Tel.011-

736-0104 Fax.011-736-0104　◇JR札幌駅から徒歩5分　

◇創立／1959年　◇幹事長／小栗 昭夫、事務長／石岡 

智恵子

【HP】http://www.horemco.jp/

【E-Mail】horemco@sapporo.email.ne.jp

ま

マナ料理フェローシップ伝道
［伝道・宣教］〒412-0042　静岡県御殿場市荻原229-1　

Tel.0550-82-3645 Fax.0550-84-6152

マリア福音姉妹会
［伝道・宣教・祈りの運動］〒814-0133　福岡県福岡市城

南区七隈5-10-20　Tel.092-863-1568 Fax.092-865-6372　

◇バス「干隈」停、徒歩5分　◇創立／1947年　◇代表

／シスター・オリビア・ハルセン　◇特色／教会がキリ

ストの花嫁として備えられるために文書等によって悔い改

めと和解、はじめの愛を宣べ伝えること。

【HP】http://www.kanaan.org

【E-Mail】kanaan2@js7.so-net.ne.jp

三浦綾子読書会
［連絡協力・宣教］〒359-1105　埼玉県所沢市青葉台

1337-1-508　Tel&Fax.04-2939-8470　◇創立／2001

年　◇代表／長谷川 与志充、顧問／三浦 光世、顧問／

森下 辰衛、講師／正田 眞次　◇特色／三浦綾子読書会

の開設や三浦綾子さんに関する講演会開催の希望があり

ましたら御連絡下さい。

【HP】http://miura-ayako.com/

【E-Mail】toyoshi@io.ocn.ne.jp

ミクタムレコード(株)［ミクタム］
［音楽伝道］〒160-0001　東京都新宿区片町1 ダイアビル

4F　Tel.03-3358-0891 Fax.03-3358-5218　◇都営新宿線

曙橋駅から徒歩3分　◇創立／1978年　◇代表／小坂 

忠、代表／小坂 叡華　◇特色／音楽を通しての福音宣教

と礼拝賛美の活性化を推進する超教派の伝道団体。CD作

成、集会奉仕、セミナー開催

【HP】http://www.michtam.com/

【E-Mail】info@michtam.com

Mission エパタ［MEP］
［伝道・宣教］〒216-0033　神奈川県川崎市宮前区宮崎

1-12-25-407　Tel&Fax.044-852-2169　◇創立／1999

年　◇会長／高村 昌昭　◇特色／“出て行って語る”伝

道、“捜して救う”伝道。オリジナルトラクト、オリジナ

ル賛美の制作・発行。

ミッションあどない・いるえ［MJJ］
［伝道・宣教・音楽・修養］〒328-0037　栃木県栃木市

倭町11-16　Tel&Fax.0282-25-1427 Tel.080-6562-1427　

◇JR栃木駅から徒歩8分　◇創立／1995年　◇代表／ピ

ーター藤 正信　◇特色／ハープ・オカリナ・サックス等

のコンサート、信徒を成熟に導く説教、ミンダナオの恵ま

れない子等の支援。

【E-Mail】fujimasanobu@gmail.com

ミッション2001［ミッション21］
［伝道・宣教・音楽］〒256-0812　神奈川県小田原市国府

津3-11-7　Tel.0465-48-2010 Fax.0465-47-0760　◇JR国
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府津駅から徒歩3分　◇創立／1980年　◇代表／岸 義紘

ミッション・バラバ
［伝道・宣教］〒542-0072　大阪府大阪市中央区高津1-3-

6 Ｊ・ディサイプルチャーチビル3Ｆ　Tel.06-6191-6701 

Fax.06-6191-6702　◇地下鉄谷町線谷町九丁目駅から徒

歩2分　◇創立／1993年　◇顧問／尾山 令仁、代表／金

沢 泰裕

【HP】http://www.netpal.co.jp/barabbas/

緑の牧場社
［音楽・出版］〒183-8691　東京都武蔵府中郵便局私書箱

11号　Tel.042-598-1059 Fax.042-598-0175　◇代表／染

本 伸行

ミニストリー・テトス
［メディア・情報］〒400-0016　山梨県甲府市武田3-17-

4　Tel&Fax.055-253-4560　◇創立／1997年　◇代表／

松村 識

MEBIGセミナー委員会
［伝道・宣教・啓発］〒003-0837　北海道札幌市白石区北

郷七条3-11-8 愛隣チャペル内　Tel.011-872-3211 Fax. 

011-872-6441　◇JR白石駅から徒歩10分　◇創立／1985

年　◇委員長／内越 言平、スタッフ／伊藤 亜希子

【HP】http://www.mebig.com/

【E-Mail】seminar@mebig.com

毛筆聖句手本と添削指導
［聖句書道伝道］〒444-1303　愛知県高浜市小池町4-7-10 

シャトー小池B102　Tel&Fax.0566-52-2916　◇名鉄三河

線吉浜駅から徒歩15分　◇代表／藤後 朝夫

もも企画
［出版・伝道］〒278-0037　千葉県野田市野田1224-6　

Tel&Fax.042-391-2853［連絡先：東宣社　〒189-8512　

東京都東村山市回田町1-30-1 Tel.042-391-3696］　◇東武

野田線愛宕駅から徒歩5分　◇創立／1996年　◇取締役

／戸辺 勝則　◇特色／四コマ漫画『ゴスペルコミック直

次郎番外編7』発売中です。

【E-Mail】zinzo99999@yahoo.co.jp

モルデカイ里親普及伝道隊
［里親制度普及］〒509-6104　岐阜県瑞浪市山田町114-

38　Tel&Fax.0572-68-8799　◇JR瑞浪駅から車6分　◇

創立／2003年　◇代表・信徒伝道者／玉木 信久、副代表・

専門里親認定者／玉木 千賀子　◇特色／里親になってく

ださい。家族を失った子供たちに、家庭を与える里親制

度普及の為に祝福を伝えます。第1ペテロ3:9

や

靖国神社国営化反対福音主義キリスト者の集
い［集い］

［市民運動体］〒202-0022　東京都西東京市柳沢2-11-13 

西武柳沢キリスト教会内　Tel&Fax.045-381-1962　◇JR

水道橋駅から徒歩2分（例会場所たんぽぽ舎）　◇創立／

1968年　◇代表／西川 重則、書記／井上 圭典、広報／

中山 弘正、会計／吉村 弘司　◇特色／国家を神的存在

とし、国民に拝礼を要求し、武力行使の犠牲者を英霊と

して崇めさせる動きを阻止する。

【HP】http://members.jcom.home.ne.jp/tsudoi/

【E-Mail】ino-kei@jcom.home.ne.jp

山口県連合宣教の集い［山口連宣］
［連絡・協力・伝道・宣教］〒754-0001　山口県吉敷郡小

郡町上郷2617-3 小郡めぐみキリスト教会内　Tel&Fax. 

083-972-0547　◇JR上郷駅から徒歩5分　◇創立／1965

年　◇会長／小林 啓一、事務局長・書記／瀬 孝宣、会

計／石田 高保　◇特色／毎月の救霊祈祷会、放送伝道、

聖会、セミナー、ラレー、キャンプ等を行う13教団の超教

派伝道協力団体です。

大和キリスト教会［大和カルバリーチャペル］
［衛星放送・インターネット放送・テープ、ビデオ伝道・

文書伝道］　［(宗)大和キリスト教会］〒242-0029　神奈

川県大和市上草柳6-1-15　Tel.046-200-1010 Fax.0462-

64-5207　◇小田急線大和駅　◇創立／1984年　◇主任

牧師／大川 従道、副牧師／小崎 淳広、副牧師／高木 國

男　◇特色／365日毎日礼拝、日曜朝3回の礼拝午後は宴

会礼拝。楽しい賛美と喜びに満ちたメッセージをお届け

します。

【HP】http://www.yamatocalvarychapel.com/

【E-Mail】wwjd@yamatocalvarychapel.com

一般社団法人ユーオーディア［ユーオーディア］
［音楽宣教・音楽教育］〒154-0024　東京都世田谷区三

軒茶屋2-19-15-B1　Tel&Fax.03-6657-5011　◇田園都市

線三軒茶屋駅から徒歩5分　◇創立／2009年　◇代表／

柳瀬 洋、事務局長／森 裕亮　◇特色／日本のクリスチ

ャン音楽家たちが一致協力して賛美と音楽宣教と教会音

楽奉仕者の育成を目的として設立された。

【HP】http://euadia.jp/

【E-Mail】euadia@arux.ocn.ne.jp

ユーオーディア・ミニストリー
［音楽伝道］　［一般社団法人ユーオーディア］〒154-0024　

東京都世田谷区三軒茶屋2-19-15-B1　Tel&Fax.03-6657-

5011　◇田園都市線三軒茶屋駅から徒歩5分　◇創立／

1990年　◇代表／柳瀬 洋、事務局長／ボロメオ 由美子、

顧問／日下部 繁、顧問／村上 宣道　◇特色／チャペル

コンサート、賛美集会、音楽祭、施設訪問、各種セミナ

ーなど賛美と伝道と育成のためのミニストリー。

【HP】http://euodia.jp/

【E-Mail】euodia@crux.ocn.ne.jp

ユース・アウトリーチ［YO］
［青年宣教］〒488-0008　愛知県尾張旭市柏井町弥栄229 

東名古屋キリスト教会内　Tel&Fax.052-736-0341 Tel. 

0561-54-8853 Fax.0561-54-8853　◇創立／1999年　◇

代表／マット・ヒューズ　◇特色／ユースアウトリーチは

日本の若者伝道と訓練という使命を受け地域教会と協力

し合い、働きを進めています。

【E-Mail】yomatt@x.email.ne.jp

ユース・ウィズ・ア・ミッション・ジャパン
［YWAMジャパン］
［世界宣教、弟子訓練］　［(宗)世界青年宣教会］〒111-

0021　東京都台東区日本堤1-19-6　Tel&Fax.03-5603-
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1775　◇地下鉄日比谷線南千住駅南口から徒歩10分　◇

創立／1975年　◇代表役員／吉田 和彦　◇特色／超教

派の国際的な宣教団体。大宣教命令達成のため、「伝道、

訓練、救済」を三つの柱として働いております。

【HP】http://www.ywamjapan.com/

【E-Mail】ywamjapannationaiofficen@gmail.com

横浜バンド21
［宣教・協力］〒232-0006　神奈川県横浜市南区南太田

1-37-10 日本基督教団清水ヶ丘教会内　Tel.045-711-2990 

Fax.045-711-2993　◇京浜急行南太田駅から徒歩2分　

◇代表／池田 博、実行委員長／小野寺 従道、書記／穂

谷 弘二　◇特色／横浜湾岸地区（川崎・横浜・横須賀）

の宣教協力活動と情報提供のネットワーク。

横浜福音喫茶メリー伝道
［伝道・宣教］〒231-0064　神奈川県横浜市中区野毛町

1-12　Tel.045-231-6773　◇JR桜木町駅から徒歩5分　◇

創立／1963年　◇伝道師／朱 ダビデ　◇特色／ハレル

ヤ　毎週金曜日夜7時半〜9時、讃美伝道集会を開く。讃

美は常に10曲を歌う。また証しやショートメッセージ。

ら

Rising Sun School
［聖書教育・英語教育］〒251-0021　神奈川県藤沢市鵠

沼神明2-11-5　Tel&Fax.0466-50-6587　◇JR藤沢駅北口

からバス「烏森公園」停、徒歩2分　◇創立／2001年　

◇教師／ジョン・ステモンス、教師・通訳／博美 ステモ

ンス　◇特色／湘南エリア中心に、聖書を純粋に教えて

います。日本の教会と協力し、聖徒の弟子化に励んでい

ます。

【HP】http://www.risingsunschool.org/jp/

【E-Mail】stemmons@mx9.ttcn.ne.jp

ライフライン支援　滋賀事務局
［放送伝道］〒526-0021　滋賀県長浜市八幡中山町721 長

浜キリスト教会内　Tel.0749-62-8019 Fax.0749-65-

1852　◇高橋 博

ラッカー・ゴスペル・ミニストリー
［音楽伝道］　［Rucker Gospel Ministries］〒182-0022　東

京都調布市国領町4-33-29-A304　Tel&Fax.042-485-

0331　◇京王線国領駅から徒歩3分　◇創立／1996年　

◇代表／ラニー・ラッカー　◇特色／クワイヤ、奏楽者、

ヴォーカル、指揮者のセミナーを行っていると共に教会

各地でソロコンサートに出演。

【HP】http://www.ronruck.com/

【E-Mail】ruckers@din.or.jp

琉球キリスト教奉仕団
［宣教・福祉］〒901-2301　沖縄県中頭郡北中城村島袋

1393　Tel.098-933-1166 Fax.098-932-7372　◇バス「プ

ラザハウス前」停、徒歩15分　◇創立／1977年　◇理事

長／国吉 守

ルデヤ出版
［出版・伝道］〒435-0047　静岡県浜松市東区原島町

58-3　Tel.053-462-1088 Fax.053-462-3231　◇JR浜松駅

から車20分　◇創立／1991年　◇代表／鮫島 健

【HP】http://www2.wbs.ne.jp/~lydia/

【E-Mail】sameshima@mail.wbs.ne.jp

レインボー・ミニストリーズ
［キリスト教教育］〒194-0013　東京都町田市原町田4-18-

3 チャペルタウン町田　Tel&Fax.042-732-8341［連絡先：

本澤 敬子　〒131-0043　東京都墨田区立花4-6-13 

Tel.03-3618-3081］　◇JR町田駅から徒歩7分　◇創立／

1990年　◇代表／杉本 玲子、事務局／本澤 敬子　◇特

色／家庭や教会でキリスト教生涯教育の働きが推進する

ために、情報を発信し、セミナーを開催しています。

【E-Mail】jkhonza@mb.infoweb.ne.jp

レインボーミュージック ジャパン
［音楽・アート・啓発・宣教］〒277-0872　千葉県柏市十

余二276-301　Tel&Fax.04-7133-8544　◇JR柏駅からバ

ス「香取台」停、徒歩5分　◇創立／1998年　◇代表／佐々

木 潤

【HP】http://www.rainbowmusic.jp/

【E-Mail】office@rainbowmusic.jp

レックスハンバード世界宣教団［レックス・
ハンバード］

［伝道・宣教・メディア］〒203-0053　東京都東久留米市

本町4-12-17　Tel.042-478-2241 Fax.042-478-2212　◇

西武池袋線東久留米駅　◇創立／1975年　◇日本主事／

桜井 剛　◇特色／メディアを通して福音を伝え、身近な

通信手段を通して互いの信仰を高め、祈りを通して信仰

を励まし合う。

【HP】http://rexhumbard.net

【E-Mail】rh-pkf@jcom.home.ne.jp

ローザンヌ・ユダヤ人伝道協議会日本支部
［LCJE日本支部］
［連絡協力・伝道］〒541-0041　大阪府大阪市中央区北

浜2-3-10 VIP関西センター5F　Tel.06-5233-8557 Fax.06-

5233-8556　◇大阪地下鉄北浜駅2番すぐ　◇創立／

1994年　◇コーディネーター／黒田 禎一郎

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~j-lcje/

【E-Mail】lcjejapan@hotmail.com

ロゴス腹話術研究会［ロゴス腹話術］
［伝道・啓発］〒211-0005　神奈川県川崎市中原区新丸子

町734-1-501　Tel&Fax.044-733-6650　◇東横線新丸子

駅西口から徒歩1分　◇主宰／春風 イチロー

炉ばた舎
［メディア宣教・啓発・出版］〒411-0833　静岡県三島市

中269-2-102　Tel&Fax.055-971-9276　◇伊豆箱根鉄道

三島二日町駅から徒歩10分　◇創立／1996年　◇代表／

藤井 康男　◇特色／キリスト教例話を集めたCD版『キリ

スト教例話事典』を出版。通販で発売中。

わ

ワーダン・スピリット（Word&Spirit）の会［W
＆Sの会］

［研究・教育・啓発］〒482-0026　愛知県岩倉市大地町
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東小柳4　Tel.0587-66-0282［連絡先：岩倉キリスト教

会　〒482-0026　愛知県岩倉市大地町東小柳4 Tel.0587-

66-0392］　◇名鉄犬山線岩倉駅から徒歩10分　◇創立／

2001年　◇主宰／渡辺 睦夫、協力者／竹田 亮一　◇特

色／神学的側面を中心に「聖霊（論）」に関する情報提供

と、福音派と聖霊派との間にある課題を積極的に扱って

いく。

【HP】http://church.jp/wordansp/

【E-Mail】wordanspirit@nifty.com

ワード オブ ライフ ジャパン［WOL］
［伝道・宣教・教育］〒154-0004　東京都世田谷区太子

堂4-9-5　Tel&Fax.03-3421-3215［連絡先：SYME軽井

沢　〒389-0113　長野県北佐久郡軽井沢町発地 レイクニ

ュータウン732 Tel.0267-48-0482］　◇東急田園都市線三

軒茶屋駅から徒歩7分　◇創立／1982年　◇代表／加藤 

義人、小池 智雄、福嶋 祥晴、福嶋 佑香　◇特色／聖書

と英語を英語で教え、海外留学を可能にする学校SYME

軽井沢で行っている。日本と米国でのキャンプ。

【HP】http://www.woljapan.org/

【E-Mail】info@woljapan.org

YMCA山手センター
［チャイルドケア、教育］　［（財）東京キリスト教青年会］

〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-18-12　Tel.03-

3202-0321 Fax.03-3202-0329　◇JR高田馬場駅から徒歩

15分　◇館長／雨宮 成一　◇特色／青少年に対する、

知性・精神・身体の全人的成長を願いとする教育、福祉

活動を展開しています。

【HP】http://tokyo.ymca.or.jp

【E-Mail】yamateinfo@tokyo.ymca.or.jp



日本福音同盟、世界福音同盟、アジア福

音同盟

アンテオケ宣教会、豊村善典、安海靖郎

世界宣教、国際協力、海外宣教団体、国際協力団体、宣教師、国際協力スタッフ派遣団体、

派遣宣教師、国際協力スタッフ情報、海外の日本語教会、日本人集会
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世界宣教の使命を果たすために、世界福音同盟
（WEA）とアジア福音同盟（EFA）とネットワー
クとパートナーシップを結びながら、主イエスと
その教会に仕えています。これからもお祈りと
ご協力をお願いいたします。

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-1 OCCビル
TEL.03-3295-1765　FAX.03-3295-1933

日本福音同盟
Japan Evangelical Association

「全世界に出て行き、すべての造られた者に、
福音を宣べ伝えなさい。」（マルコ16：15）

すべての教会より　すべての民族へ宣教師を！

世界宣教の達成のために（マタイ24：14）、
超教派の立場で全世界に宣教師を派遣する
ことを目的として、現在29名の宣教師を
16か国に派遣しています。

〒330-0064 さいたま市浦和区岸町6-1-5
TEL 048-823-8366　FAX 048-833-4507
E-mail : jimukyoku@4j2st31g.net
郵便振替口座　00170-4-10379

アンテオケ宣教会
理事長 豊村善典  総主事 安海靖郎

URL：www.4j2st31g.net

地域別祈りのガイド（PR）

� . 海外宣教団体・国際協力団体
� . 宣教師・国際協力スタッフ派遣団体の略称一覧
� . 派遣宣教師・国際協力スタッフ情報
� . 海外の日本語教会・日本人集会

www.4j2st31g.net
jea.dtdns.net/jea_data/


世界宣教センター、ＷＭＣ、奥山実、坪井永人、宣教師訓練センター、ワールドリ

ンクユニバーシティ、ジーザス ･ジャパン TV

山路譲、山路順子、音

楽教育、音楽伝道、聖

徳基督学院、台湾

一杯の水、大東利章、インド、ダリット、

孤児、自立支援、被差別民
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アジア

所長：奥山 実　　副所長：坪井永人

世界宣教センター（WMC）
◇教育部門：宣教師訓練センター／ワールド・リンク・ユニバーシティ
　　　那須校　〒325-0303 栃木県那須町髙久乙600-12（奥山実）
　　　郡山校　〒963-8004 福島県郡山市中町2-12（坪井永人）
　　　京都校　〒616-8157 京都市右京区太泰五所之内町7　KCFビル1F（吉田義則）
　　　デジタル宣教神学校（仮称）東京校
◇宣教部門：世界宣教祈祷課題発行(月刊）、宣教師支援
◇メディア部門：ジーザス・ジャパンTV(テレビ番組製作）
◇社会福祉部門：NGOを通してインドの貧困地域に水を供給中(毎日）

本部事務局：〒963-8004 福島県郡山市中町2-12　TEL&FAX024-973-5638　E-mail:clgc@wmc-japan.net
那須事務局：〒325-0303 栃木県那須町髙久乙600-12　TEL0287-78-1585　FAX0287-78-2532
　　　　　　E-mail:info@wmc-japan.net

台湾で音楽教育と音楽伝道！

山路 譲・順子
■宣教地：台湾・聖徳基督学院　
■支援：日本福音キリスト教会連合・
一宮福音教会　■宣教地での働き：
学院で音楽の教鞭（奏楽法・聖歌隊・オーケストラ等）を執りつ
つ、学生による音楽伝道隊と共に教会巡回、施設訪問など教育・
音楽伝道に携わる。　■祈りの課題：①学院の学生の救いのため。
主日礼拝、週4回のチャペルタイム、伝道会、聖書研究会が用
いられるように。②音楽伝道隊の学生が音楽的にも霊的にも強
められ、教会巡回や施設慰問（刑務所、養護施設）などを通し
良き伝道ができますように。

E-mail  jj.yamaji@hotmail.com
現地連絡先
　　320  中華民国台湾省桃園県中歴市新生路二段421号
　　TEL＆FAX 101-886-3-453-2247
国内連絡先
　　〒491-0842  愛知県一宮市公園通3丁目15番地
　　一宮福音教会　TEL＆FAX （0586）72-5118

自立支援プロジェクト
この働きはインドのダリット

（不可触民）及び孤児の自立
支援を目的としています。言
葉や思いだけでなく私たちに
できることがあります。主が
憐れまれる被差別民にコップ
一杯の水を届けましょう。

NGO 一杯の水

NGO 一杯の水
〒062-8691 札幌市豊平郵便局私書箱27号

Shttp://acupofwater.mls-j.com/
振込先：北洋銀行　豊平支店　普通 3126423

口座名：NGO一杯の水　代表　大東利章

http://acupofwater.mls-j.com/


高田聖書教会、塚田トゥグー、塚田真理

子、塚田宣教師支援会、日本ウィクリフ

聖書翻訳協会、聖書翻訳プロジェクト

那須野ヶ原福音キリスト教会、タイ宣教、

ナロン宣教師を支える会、フィリピン宣

教、佐藤晴美宣教師を支える会

森本憲夫、森本豊子 ､タ

イ

チャイナコーリング、ラブアジアミッ

ション、竹内宣雄、バックトゥエルサレ

ム、中国家の教会

燈台、アフガン難民救援協力会、羽鳥明、南福音診療所、アフガニスタン
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救いの手を
世界の果てにまでも!

支援教会：日本伝道福音教団 高田聖書教会
〒943-0823上越市高土町2-9-13

TEL＆FAX 025-523-7093

聖書翻訳プロジェクトのために

日本ウィクリフ聖書翻訳協会

塚田トゥグー
真理子

…東南アジア

ナロン宣教師は那須野ヶ原福音キリスト教会で救われ、現
在タイの地で宣教活動をしています。ションケイ教会を立
ち上げ、さらに北部へ開拓伝道の手を伸ばそうとしていま
す。資金が与えられ、宣教が祝されるようお祈り下さい。

郵便振り込み口座：00150-1-251940
「ナロン宣教師を支える会」

タイ宣教  ナロン宣教師を支える会

窓口：那須野ヶ原福音キリスト教会
牧師：堀田隆糸　TEL0287-36-5914

那須野ヶ原福音キリスト教会で救われ、フィリピンの地で
宣教活動をしています。資金不足の中、貧しい方々に福音
を宣べ伝えています。

郵便振り込み口座：00150-8-552672
「佐藤晴美宣教師を支える会」

フィリピン宣教  佐藤晴美宣教師

森本憲夫・豊子
宣教師

■宣教地：タイ国　■派遣団体：なし・
単立　■宣教地での働き：①牧師・伝
道者の養成。タイ神学院（運営委員長
代行）タイ児童福音伝道協会（顧問）、
難民カレン族キャンプ内神学校、聖書学校３を支援。神学生
奨学金随時②刑務所伝道および出所者社会復帰支援（タイ・ク
リスチャン刑務所伝道財団顧問）③「NPO希望の車いす」バン
コク窓口　■祈りの課題：タイ神学院にタイ人の運営委員長が
与えられるように。健康のため（憲夫/難聴、耳鳴りで服薬中）。

●送金先
郵便振替口座：東京00200-3-70742　森本　満

●お便り・ご連絡
709/27 Soi Onnut 7/1 Sukhumvit 77Rd. Bangkok Thailand 10250
TEL(NTT).0033-010-66-2332-6211　FAX.0033-010-66-2332-6212

E-mail:morimoto.thai@gmail.com

代表者　竹内宣雄
○教会支援　○リーダー養成セミナー

○中国人留学生への伝道
●みなさまのご理解、ご支援をよろしくお願いします。

「ラブ・アジア・ミッション」

〒578-0976 東大阪市西鴻池町1-3-6
☎080-3138-1569

E-mail:ntakeuchi@able.ocn.ne.jp

郵便振替：0940-0-245160
ラブ・アジア・ミッション

中国家の教会と共に
「バックトゥ・エルサレム」を目指す。

www.jca.apc.org/~todai87


ミッションあどないいるえ、ピーター藤正信、中村栄志、フィリピン、ミンダナオ、

孤児院支援、医学生支援、貧民街、幼稚園運営

エベネゼル緊急基金、イスラエル、帰還

者、ユダヤ人

シオンの喜び、メシアニックジュー、日

之出キリスト教会、イスラエルの霊的回

復、行澤一人、阿部正紀、河野由輝代、

リバイブイスラエル、アリエルブルメン

ソール、ケレンハシュリフット、ガブリ

エルゲフェン
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ミッション・あどない・いるえ
代表：ピーター藤 正信　関西支部代表：中村 栄志

〒328-0037栃木県栃木市倭町11-16
郵便振替口座：00300-7-40283
Email：fujimasanobu@gmail.com
　　　　win_life_and_live@yahoo.co.jp
固定電話：0282-25-1427（藤）
携帯電話：080-6562-1427（藤）

分けてください
あなたの心、この子らに！

　ミッション・ あどない・ いるえは1995年５月からフィリピ
ン・ミンダナオで孤児院運営・聖書学校運営・教会の宣教支援・
医学生支援を継続して参りました。
　15年を経て現在は主に孤児院支援（36名）・医学生支援（１
名）・ 貧民街の幼稚園運営（年長組39名、年少組45名）・ 貧し
い家庭から学校に子らを送り（38名）家庭を支援する活動を続
けています。

「みなしごや、やもめが困っているときに世話をし、
世の汚れに染まらないように自分を守ること、

これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です。」
（ヤコブの手紙 1章 27節）

ミッション・あどない・いるえのフィリピンでの働きを
お祈りと献金でお支えください。

成長した孤児院の子どもたち

　イスラエルの霊的回復と諸国民の救いの完成、キ
リストにある両者の一致のために祈り働きます。
　特にイスラエルのメシアニック・ジューや教会・
団体と共に宣教の重荷を負います。【設立】2003年４月

【運営委員会】委員長・行澤一人、副委員長・阿部正紀、事務局長・河野由輝代
【協力宣教団体・宣教師】
　リバイブ・イスラエル（アリエル・ブルメンソール宣教師）
　ケレン・ハ・シュリフット（ガブリエル・ゲフェン宣教師）

Joy of Zion　シオンの喜び

〒572-0820 寝屋川市中木田町26-9 日之出キリスト教会内 
TEL072-822-9232、FAX072-822-9233（行澤）
ＨＰ： http://www.eonet.ne.jp/~welcomehome/
Ｅメールアドレス：neko_sakura@hotmail.com

※ご支援は下記口座まで。趣旨を明記してお願いします。
・三井住友銀行　寝屋川支店（普）6973223
　口座名義　タカハシヒトミ
・郵便振替口座 00130-0-314527
　芝郵便局内「シオンの喜び」

www.eefj.org
www.eonet.ne.jp/~welcomehome


井野葉由美を支える会、北ドイツ宣教、奈良福音教会

南米宣教会、後藤敏夫、山村英夫、佐藤浩之、佐藤文代、三浦春寿、三浦千春、塚

田献、塚田由美子、ブラジル、オザスコ教会、サンジョゼー教会、マナウス福音ホー

リネス教会、愛幼稚園、マナウス日伯学校、カンポグランデ教会、南米日系人、南

米日系人
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北ドイツ宣教
井野　葉由美

●北ドイツに住む日本人のために
●ドイツ人の信仰回復のために
　ホームページ：
　　http://www.geocities.jp/narafukuin/
　メールマガジン登録：
　　hayumi@m5.kcn.ne.jp

貧
し
い
者
に
良
い
知
ら
せ
を
伝
え
、

心
の
傷
つ
い
た
者
を
い
や
す
た
め
に
。

井野　葉由美を支える会
〒630-8325奈良市西木辻町110　奈良福音教会内
Tel＆Fax：0742-23-7858　E-mail：naraec@nifty.com
郵便振替：00960-5-79702　[井野 葉由美を支える会]

三浦春寿・千春 師
ブラジル・マナウス在住。
マナウス福音ホーリネス教会主
任牧師・愛幼稚園園長。マナウ
ス日伯学校の運営・責任。

南米日系人に福音を

南 米 宣 教 会

佐藤浩之・文代 師
ブラジル・オザスコ在住。
オザスコ教会、サンジョゼー教
会協力。

塚田献・由美子 師
ブラジル・カンポグランデ在住。
カンポグランデ教会主任牧師。

理 事 長　後藤敏夫　副理事長　山村英夫
事務局　〒156-0043 東京都世田谷区松原2-29-19
電話 03-3321-6722　振替 00160-6-63992　名義 南米宣教会

【派遣宣教師】

www.geocities.jp/narafukuin/doitu.html
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海外へ宣教師または国際協力スタッフ、サポートワーカーを派遣・支援している団体を 50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通り

です。名称、略称、［分野の区分］、所在地・Tel＆ Fax、◇最寄の交通、◇創立年、◇代表者・責任者、◇特色、【ホームページ】、【E-mail】

ガ イド

１ . 海外宣教団体・国際協力団体

2 . 宣教師・国際協力スタッフ派遣団体

の略称一覧

3 . 派遣宣教師・国際協力スタッフ情報

4 . 海外の日本語教会・日本人集会

世界宣教・国際協力

1  海外宣教団体・国際協力団体

あ

秋山 賢・真理宣教師を支える会［秋山賢師を
支える会］

［国外宣教支援］〒164-0002　東京都中野区上高田4-46-9 

シオンの群中野キリスト教会内　Tel&Fax.03-3386-

5156　◇西武新宿線新井薬師前駅から徒歩5分　◇創立

／2004年　◇佐藤 貴子(代表)　◇特色／レスブリッジで

の教会形成

【E-Mail】lethbrige-mission@yahoogroups.jp

アジア・アウトリーチ・ジャパン［AOJ］
［国外宣教］〒607-8111　京都府京都市山科区小山南溝町

7 山科キリスト教会気付　Tel.075-595-0299 Fax.075-

791-3488　◇京阪京津線四宮駅南口から徒歩15分　◇創

立／1976年　◇吉田 隆(主事)　◇特色／福音に立つ超教

派のクリスチャン海外宣教団体。アジアのクリスチャンた

ちが自国の人々をキリストに導くために必要な物資･人材

を、短期･長期に渡って送り出し、また教会建設を助けて

いる。機関紙アジア･リポートの提供も行っている。

【HP】http://www.asianoutreachjapan.org/

【E-Mail】aojapan@zeus.eonet.ne.jp

アジア･キッズ･ケア［アジア･キッズ］
［国際協力］〒791-3131　愛媛県伊予郡松前町北川原

1054-7　Tel.090-5912-4515 Fax.089-985-0389　◇喜安 

美紀(代表)　◇特色／アジアやアフリカの子どもたちとそ

の家族が求めるニーズに応え、「子どものいのちを守る」

ための支援活動を行うことを目的とする。

【HP】http://www12.plala.or.jp/asian-kids-care/

【E-Mail】kids@zpost.plala.or.jp

（社）アジア協会アジア友の会［JAFS］
［国際協力］〒550-0002　大阪府大阪市西区江戸堀1-2-16 

山下ビル4F　Tel.06-6444-0587 Fax.06-6444-0581　◇地

下鉄四つ橋線肥後橋駅から徒歩1分　◇創立／1979年　

◇村上 公彦(事務局長)　◇特色／飲料水（井戸）供給事

業とあわせて、こども、教育、環境の4を柱として、現地

の人々の自立と環境保全を目指し活動。

【HP】http://www.jafs.or.jp/

【E-Mail】asia@jafs.or.jp

アジア人福音宣教会［AGM］
［国内外宣教］〒576-0053　大阪府交野市郡津3-73-5 カ

リスチャペル内　Tel.072-893-8517 Fax.072-893-8518　

◇京阪電車交野線郡津駅から徒歩6分　◇創立／1975

年　◇村上 好伸(代表)、中村 友紀(事務局長)　◇特色／

「アジア宣教はアジア人の手で」をスローガンにアジアの

諸教会が協力して宣教を進めるためにアジア宣教神学研

究院を設立しアジア各国の牧会者を育成している。

【E-Mail】direct@charis.or.jp

アジア福音宣教会［AEMF］
［国外宣教］〒611-0031　京都府宇治市広野町宮谷81-

12　Tel&Fax.0774-45-1892 Tel.0774-44-1216 Fax.0774-

46-2585　◇近鉄大久保駅から徒歩11分　◇創立／1966

年　◇林 茂宏(委員長)、林 珠美(補佐、事務)、談義 孝義

(副委員長、財務)、小林 久実(総務)　◇特色／（１）宣教

師の養成と派遣、ユースコンベンションの推進（２）海外

諸教会の相互交流を通して世界宣教の使命遂行の啓蒙運

動の推進（３）世界の華人への伝道（４）日本への宣教

師のプレトレーニングとして「マキノ福音日本語学院

(MEJI)」を運営する（2006年7月より）

【E-Mail】lin_shalom@yahoo.co.jp

アジアをキリストへ［アジアをキリストへ］
［国外宣教・国際協力･教会開拓者養成訓練］〒606-

8274　京都府京都市左京区北白川大堂町4-3 京都キリス

ト福音教会内　Tel&Fax.075-791-3488　◇京都駅から市

バス5系統　◇創立／1993年　◇中坊 久行(委員長)、吉

田 恵利子(宣教師)　◇特色／2000年4月より日本を拠点

としてアジア各国で開催されるG.C.I（大宣教命令学院）

教会開拓養成短期訓練に吉田宣教師を派遣。アジア・ア
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ウトリーチと協力関係にある。

【E-Mail】takashiyoshida@hera.eonet.ne.jp

アトランタ支援会［アトランタ支援］
［国外宣教］〒815-0075　福岡県福岡市南区長丘1-15-5 

改革派・長丘教会　Tel&Fax.092-551-2698　◇JR博多駅

からバス30分　◇創立／1994年　◇長井 正人(代表)

アフリカ宣教会［AMS］
［国外宣教・国際協力］〒206-0021　東京都多摩市連光

寺2-15-23 藤江 顕　Tel&Fax.042-338-0223　◇創立／

1998年　◇竿代 照夫(代表)、市橋 隆雄(副代表)　◇特色

／ケニアでの開拓伝道。アフリカの教会と日本の教会をつ

なぐ手伝い。アフリカ紹介、講師の派遣他、スタディツア

ー受け入れ手配。

【E-Mail】ams@zap.att.ne.jp

アルゼンチン宣教を支える会［アルゼンチン
宣教］

［国外宣教］〒412-0024　静岡県御殿場市東山711-24 御

殿場純福音キリスト教会内　Tel.0550-82-2872 Fax.0550-

82-7233　◇御殿場線御殿場駅から車5分　◇創立／1987

年　◇中見 透(代表)　◇特色／在原 繁・津紀子宣教師の

日系人伝道、現地の人と協力しての開拓伝道を支援。

【E-Mail】gotenba-nhc@ny.tokai.or.jp

アンテオケ宣教会［JAM］
［国外宣教］〒330-0064　埼玉県さいたま市浦和区岸町

6-1-5　Tel.048-823-8366 Fax.048-833-4507　◇JR浦和

駅西口から徒歩10分　◇創立／1977年　◇安海 靖郎(総

主事)、松崎 ひかり(専務主事)、浜崎 国子(事務主事)、高

山 嘉津子(事務スタッフ)　◇特色／教会と協力して日本

国内から海外に宣教師を派遣する代理機関であり、その

宣教師の生活と活動を支援し、また、出来る限り現地教

会あるいは宣教団体と提携して現地のキリストの教会に

仕える。さらに、国内外の聖書的諸教会、諸団体と協力

して世界宣教達成のために努めるものとする。

【HP】http://www.4j2st31g.net

【E-Mail】jimukyoku@4j2st31g.net

安納義人・恵子師を支える会［安納師を支え
る会］

［国外宣教］〒177-0053　東京都練馬区関町南4-17-1-318 

栄都ミッション・センター内　Tel&Fax.03-3594-5685　

◇JR三鷹駅からバス「北裏」停、徒歩５分　◇創立／

1986年　◇菅野 奈美代(代表)　◇特色／米国シカゴ市近

郊で日本人伝道・牧会をされている安納義人・恵子師を

支援しています。

（NPO）礎の石孤児院［礎の石孤児院］
［国際協力］〒141-0031　東京都品川区西五反田1-14-1 ク

レインズヒル岩崎2F　Tel.03-5740-8814 Fax.03-5740-

8817　◇JR五反田駅　◇創立／2001年　◇パウロ 北野

(理事長)、ペテロ 真境名(総主事)　◇特色／カンボジア、

フィリピン、ブラジル直営の孤児院を通して、孤児の援助・

養育。ザンビア、ガーナにおける孤児院設立に向けての

事業。ルーマニア、インドの孤児院の経済援助。

【HP】http://www5.ocn.ne.jp/~ishizue/

【E-Mail】ishizue@athena.ocn.ne.jp

石田勝子を励ます会［石田姉励ます会］
［国外宣教］〒152-0023　東京都目黒区八雲2-9-7 東京聖

書教会内　Tel.03-3717-5147 Fax.03-3717-6442　◇東急

東横線自由が丘駅から徒歩10分　◇創立／1972年　◇鈴

木 昌(代表)　◇特色／コンゴ民主共和国で医療伝道に従

事している石田勝子宣教師を支援する。

【HP】http://church.ne.jp/tokyobible/katuko/katumenu.htm

【E-Mail】ishidakatuko@hotmail.com

(NGO)一杯の水［一杯の水］
［国際協力］〒062-8691　北海道札幌市豊平郵便局私書

箱27号　Tel.011-823-8882　◇大東 利章(代表)　◇特色

／インド及びスリランカのダリット（不可触民）及び孤児

が自立できるための、協力支援を行う非営利の共同体。

【HP】http://acupofwater.mls-j.com

【E-Mail】seibi_acow@hotmail.com

伊藤宣教師を支える会［伊藤師を支える会］
［国外宣教支援］〒225-0011　神奈川県横浜市青葉区あ

ざみ野3-11-27 シャローム福音教会内　Tel.045-901-1473 

Fax.045-902-8581

【HP】http://www15.ocn.ne.jp/~shalom/

【E-Mail】akky@shalom.vu

いのちの水計画［いのちの水］
［国外宣教］〒163-8691　東京都新宿郵便局私書箱303

号　Tel.03-5155-8517 Fax.03-5155-8518　◇創立／1982

年　◇奥山 実(代表)

井野葉由美を支える会［井野師を支える会］
［国外宣教支援］〒630-8325　奈良県奈良市西木辻町110 

JEC奈良福音教会内　Tel&Fax.0742-23-7858　◇JR奈良

駅から徒歩15分　◇創立／2005年　◇宮谷 泉(実行委員

長)　◇特色／ドイツ北部で生活する日本人への伝道牧会

を中心として活動。現地ドイツ教会との伝道協力。

【HP】http:/ /www.geocities. jp/narafukuin/naraec_

inosasaerukai.html

【E-Mail】naraec@nifty.com

イムマヌエル綜合伝道団世界宣教局［IGM］
［国外宣教］〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-1 

OCCビル６F　Tel.03-3291-1308 Fax.03-3291-1309　◇

JR御茶ノ水駅から徒歩2分　◇創立／1945年　◇梅田 昇

(世界宣教局長)　◇特色／(1)福音の宣証、(2)教会の形成、

(3)神学教育、(4)主にある交わり／同労。

【HP】http://www.immanuel.or.jp/world/

【E-Mail】sekai@igm21.com

インド三浦後援会［インド三浦後援会］
［国外宣教支援］〒145-0071　東京都大田区田園調布

3-34-18 田園調布教会内　Tel&Fax.03-3721-2811　◇東

急東横線田園調布駅から徒歩6分　◇創立／2004年　◇

田村 博(会長)　◇特色／アラハバード農科大学・農業指

導の三浦照夫氏を支援。

【HP】http://indomiura.kt.fc2.com/

【E-Mail】indomiura@hotmail.co.jp

宇井由美宣教師を支える会［宇井由美師支え
る会］

［国外宣教］〒693-0054　島根県出雲市浜町494-3 出雲福
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【E-Mail】elimyoshi@kcn.jp

OMFインターナショナル日本委員会［OMF］
［国外宣教、在日アジア人宣教］〒272-0035　千葉県市川

市新田1-16-14　Tel.047-324-3286 Fax.047-324-3213　◇

JR市川駅北口から徒歩7分　◇創立／1966年　◇菅家 庄

一郎・容子(総主事)、佐味 湖幸(主事)　◇特色／東アジ

ア人への宣教。献金のアピールをしない。現地の教会を

通して働く。超教派で国際的である。

【HP】http://www.hfj.com/omf/

【E-Mail】hc@omf.or.jp

OM日本［OM日本］
［国外宣教］〒920-0277　石川県河北郡内灘町千鳥台2-3

94　Tel&Fax.076-239-2830　◇創立／1992年　◇酒井 

信也・エメリータ(総主事)、大庭 恵里、スミスドルフ，ス

ティーブン・契子　◇特色／東西ヨーロッパ、北アフリカ

中近東および西中央アジアのイスラム圏、南アジアを中心

に110カ国で5400名の奉仕者が教会開拓、各種伝道活動、

人道支援活動に従事している他、福音船ロゴス・ホープ

号を用いたユニークな宣教活動も展開している。

【HP】http://www.jp.om.org/

【E-Mail】info@jp.om.org

大里夫妻を支える会［大里師支える会］
［国外宣教］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-1　

Tel&Fax.03-3203-2442　◇地下鉄東西線早稲田駅　◇

創立／1992年　◇石塚 多美子(主任牧師)、長谷川 捷紘(牧

師)、久保 親哉(伝道師)、大矢 直人(牧師)

沖縄南米宣教会［沖縄南米宣教会］
［国外宣教支援］〒904-2161　沖縄県沖縄市古謝157-3 泡

瀬バプテスト教会内　Tel&Fax.098-939-8080　◇具志堅 

昭

沖縄福音伝道会［OEM］
［国外宣教・教育支援］〒900-0033　沖縄県那覇市久米

2-11-20　Tel&Fax.098-862-1492　◇那覇交通（銀バス）

「久米」停　◇創立／1977年　◇渡真利 文三(理事長)　

◇特色／国外教会、医療、教会学校、タイ、山地族支援、

日系人伝道

【E-Mail】GZI020421@nifty.com

オランダ邦人伝道宣教会［オランダ宣教会］
［国外宣教］〒270-2253　千葉県松戸市日暮7-373-102 村

沢　Tel&Fax.047-389-7857　◇創立／1994年　◇村沢 

長子(代表)、岩崎 佳枝(会計)、三上 洋輔(顧問)　◇特色

／オランダ日本語キリスト教会のニュースレター国内配布

を通してオランダ邦人伝道宣教を広く紹介する。現地教

会の働きに対して祈りによる支援の輪を広げていく。帰国

者への国内教会情報ならびにフォローアップ支援。

【E-Mail】ymikami@me.com

か

加古川バプテスト教会NEWS World Mission
［NEWS］
［国外宣教］〒675-0061　兵庫県加古川市加古川町大野

823　Tel.079-423-2729 Fax.079-426-2668　◇JR日岡駅

音ルーテル教会　Tel.0853-22-4693 Fax.0853-25-2019　

◇前川 隆一(代表)

【E-Mail】izumo-lutheran@sky.plala.or.jp

ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会［淀橋教会］
［国外宣教］〒169-0073　東京都新宿区百人町1-17-8　

Tel.03-3368-9165 Fax.03-3368-9298　◇JR大久保駅から

徒歩3分　◇創立／1987年　◇峯野 龍弘(主管牧師)

【HP】http://www.yodobashi-church.com/

【E-Mail】yodobashi@asahi-net.or.jp

栄都ミッション・センター［EMC］
［国外宣教支援］〒177-0053　東京都練馬区関町南4-17-

1-318 菅野 方　Tel&Fax.03-3594-5685　◇JR三鷹駅か

らバス「北裏」停、徒歩5分　◇創立／2001年　◇菅野 

和憲(代表)　◇特色／メルボルンおよびパース日本語キリ

スト教会の日本事務局。「メルボルン・オセアニア通信」

を発行。オーストラリア・ニュージーランドでの日本人宣

教の支援・情報提供および帰国者のフォローアップ。

SIM日本委員会［SIM］
［国外宣教］〒167-0034　東京都杉並区桃井1-3-4　高橋

ビル2F 東京恵約キリスト教会内　Tel.080-3452-3390　

◇JR荻窪駅北口から徒歩10分　◇創立／2001年　◇小川 

国光(委員長)、入月 英明(副委員長)、杉山 敏夫(会計)、畑

中 洋人、広報/石川 新、三留 勉(書記)　◇特色／アフリ

カ宣教、イスラム圏宣教

【E-Mail】simjapanjp@yahoo.co.jp

エスナック教育里親グループ［エスナック］
［国際協力］〒399-0214　長野県諏訪郡富士見町落合富

里9984-412　Tel.0266-62-2322 Fax.0266-62-2334　◇JR

富士見駅

【HP】http://www.ne.jp/asahi/esnac/ngo/

【E-Mail】esnac@asahi.email.ne.jp

エベネゼル緊急基金［エベネゼル］
［イスラエル宣教］〒062-8691　北海道札幌豊平郵便局

私書箱37号　Tel&Fax.011-813-3558（岡田）　◇創立／

1996年　◇岡田 好弘(代表)　◇特色／イスラエルへのと

りなしの団体。旧ソ連諸国に住むユダヤ人を奥地にまで

行って探し出し、イスラエルへの帰還を援助します。

【HP】http://www.eefj.org/

【E-Mail】e@eefj.org

MB寝屋川キリスト教会世界宣教委員会［寝屋
川教会］

［国外宣教］〒572-0037　大阪府寝屋川市葛原新町3-57　

Tel.072-828-5866 Fax.072-827-3420　◇創立／1994年　

◇畑 直樹(責任担当牧師)

【E-Mail】neyagawa-church@s6.dion.ne.jp

エリム宣教会［ELIM］
［国外宣教］〒630-0243　奈良県生駒市俵口町951　Tel&

Fax.0743-74-7622　◇近鉄生駒駅からバス７分徒歩８

分　◇創立／1989年　◇榮 義之(代表)、前田 基子(事務

局長)　◇特色／主の命に従い全世界宣教を目的とする。

エリム・キリスト教会の宣教活動です。アフリカのケニア

でＭＦＡと協力し、パラダイス孤児院を運営している。

【HP】http://ibcelim.com/kenia.php
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会開拓活動に従事している。現地人による自立教会サポ

ート、定期的なリーダー訓練、そしてコミュニティの変革

の働きをサポートしている。GRACE（危機にある子ども

を助ける草の根活動）を通して、物心両面の支援をして

いる。

【HP】http://www.jesus-family.jp

【E-Mail】jesusfamily@k2.dion.ne.jp

CBジャパン［CBジャパン］
［国外宣教・国際協力］〒999-3232　山形県上山市長清水

1-19-42-12　Tel.023-673-5045 Fax.023-673-5046　◇JR

かみのやま温泉駅　◇創立／2001年　◇千田 次郎(理事

長)、伊藤 一寿(総主事)　◇特色／未伝地への宣教師派遣

および宣教地の地域教会と協力して教会形成、苦難の中

にいる人への援助、宣教師訓練および日本の地域教会が

世界宣教へ携わることへの支援と協力。

【E-Mail】gcmt2237@orion.ocn.ne.jp

J＆Jミニストリーズ［J&J］
［イスラエル宣教］〒410-1115　静岡県裾野市千福が丘

1-21-80　Tel.055-993-8880 Fax.055-993-8883　◇JR三

島駅から車約20分　◇創立／1992年　◇中川 健一(代

表)　◇特色／イスラエル聖書大学等イスラエル内の諸団

体、メシアニックジューへの支援

【HP】http://www.harvesttime.tv/

シオンの喜び［シオン］
［国外宣教支援］〒572-0820　大阪府寝屋川市中木田町

26-9 日之出キリスト教会内　Tel.072-822-9232 Fax.072-

822-9233　◇創立／2003年　◇行澤 一人(委員長)、阿部 

正紀(副委員長)、河野 由輝代(事務局長)　◇特色／イス

ラエルのためのとりなしと宣教のビジョン。

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~welcomehome/

【E-Mail】neko_sakura@hotmail.com

島影宣教師支援会［島影師支援会］
［国外宣教］〒120-0003　東京都足立区東和1-17-20 亀有

キリスト福音教会内　Tel&Fax.03-3605-0908　◇JR亀有

駅から徒歩10分　◇創立／1984年　◇北村 恭男(代表)

下桑谷浩を支える会［下桑谷師支援］
［国外宣教］〒154-0004　東京都世田谷区太子堂4-9-5　

Tel.03-3421-3215 Fax.03-3421-3215　◇東急田園都市線

三軒茶屋駅から徒歩7分　◇創立／1954年　◇小田切 弘

光(牧師)、加藤 義人(協力宣教師)、加藤 和明(牧師)　◇

特色／ブラジルに下桑谷師を派遣。

新宿シャローム教会［新宿シャローム教会］
［国外宣教］〒160-0023　東京都新宿区西新宿7-9-7 ニッ

カビルB1　Tel.03-3371-7558 Fax.03-3371-7559　◇JR新

宿駅から徒歩6分　◇創立／1971年　◇稲福 エルマ(主

任牧師)　◇特色／フィリピン、ミャンマーに宣教師を派

遣

【HP】http://www.shinjuku-shalom.org/

【E-Mail】info@shinjuku-shalom.org

新生の民黎明宣教会［黎明宣教会］
［国外宣教］〒860-0044　熊本県熊本市谷尾崎町88 熊本

愛泉教会内　Tel&Fax.096-325-3253　◇JR熊本駅から車

で10分　◇創立／1979年　◇船越 哲義(理事長)　◇特

から徒歩10分　◇創立／2000年　◇太田 良輔(ディレク

ター)　◇特色／宣教師は教会を通して召され、送り出さ

れ、働きをしています。私たちは教会と宣教師は一つで

あることを大切にしながら、互いに支え合い、同じ収穫の

喜びを喜びたいと願っています。

【HP】http://www.kakogawabc.jp

【E-Mail】info@kakogawabc.jp

川島姉同労会［川島姉同労会］
［国外宣教］〒525-0023　滋賀県草津市平井1-19-5 日本

キリスト改革派　滋賀摂理伝道所内　Tel&Fax.077-563-

5665　◇JR草津駅　◇創立／1985年　◇大西 良嗣(牧

師)　◇特色／ガンビアで職業訓練・識字教育・医療伝道

に携る川島姉を祈りと献金を持って支える。年2回ニュー

スを発行。

【HP】http://rcj-shiga.church.jp/

【E-Mail】rcj-shiga@iris.eonet.ne.jp

キリスト福音宣教会［キリスト福音］
［国外宣教］〒329-2197　栃木県矢板郵便局私書箱5号　

Tel.0287-43-7215 Fax.0467-83-9609　◇創立／1974年　

◇林 実(代表)　◇特色／シベリア宣教、医療伝道、開拓

伝道、児童伝道、シベリア離散ユダヤ人支援、麻薬リハ

ビリセンター（アブハジア共和国）

【E-Mail】chinohatemade@aol.com

さ

在欧日本人宣教会［JO］
［国外邦人宣教］〒203-0041　東京都東久留米市野火止

2-9-15 東京新生教会　Tel&Fax.042-477-5290　◇西武

池袋線清瀬駅からバス10分　◇創立／1995年　◇岩崎 

建男(代表)、横山 基生(主事)　◇特色／在欧邦人への伝

道及び帰国者フォローアップを目的とした活動を行ってい

る。（次期派遣宣教師を発掘中）

【HP】http://www.joutreach.net

【E-Mail】joutreach@gmail.com

西郷純一・かおる師を支える会［西郷師支え
る会］

［国外宣教］〒350-1113　埼玉県川越市田町17-47 馬場　

Tel&Fax.0492-41-7048　◇創立／1999年　◇西郷 純一

(代表)

【HP】http://www.wajc.org

【E-Mail】junsai ＠ comcast.net

佐藤晴美宣教師を支える会［佐藤師支える会］
［国外宣教支援］〒329-2711　栃木県那須塩原市石林

692-20 那須野ヶ原福音キリスト教会内　Tel.0287-36-

5914 Fax.0287-36-9399　◇JR西那須野駅から徒歩7分　

◇堀田 隆糸(代表)　◇特色／フィリピンでの佐藤晴美宣

教師の働きを支援。

ジーザス・ファミリー［ジーザス］
［国外宣教］〒545-0014　大阪府大阪市阿倍野区西田辺

町1-2-2　Tel.06-6697-3502 Fax.06-6697-3504　◇地下鉄

御堂筋線西田辺駅　◇創立／1985年　◇平尾 政信(代

表)、萱原 嘉之(スタッフ)、山下 光(スタッフ)、松下 ダニ

エル(スタッフ)　◇特色／モザンビーク・ナンプラ州で教
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た

タイ・エイズ孤児と共に歩む会［タイ・エイ
ズ孤児］

［国際協力］〒234-0054　神奈川県横浜市港南区港南台

7-8-29 横浜港南台教会内　Tel.045-833-5323 Fax.045-

833-6616　◇JR洋光台駅　◇創立／2001年　◇真船 雅

子(代表)、今井 俊子、酒巻 律子、橘 郷子　◇特色／エ

イズ孤児施設「さんたの家」の養育・教育支援と設立者

の吉田登さんの活動などを支援。

【HP】http://homepage2.nifty.com/tomoniayumukai/

高橋めぐみ宣教師を支える会［高橋めぐみ師
支える会］

［海外宣教］〒662-0896　兵庫県西宮市上ヶ原六番町２−

４２ 西宮福音教会内　Tel.0798-51-5100 Fax.0798-52-

4173　◇阪急神戸線西宮北口駅からバス（甲東園行）「上

ケ原六番町」停、徒歩１分　◇創立／1999年　◇豊村 

善典(海外宣教委員長)　◇特色／インドネシア・カリマン

タン島／アンジュンガン神学校の教師、教会協力、学生

伝道の宣教活動をされている高橋めぐみ宣教師の支援。

高山宣教師を支える会［高山師支える会］
［国際協力］〒321-0942　栃木県宇都宮市峰1-16-8 峰町

キリスト教会　Tel.028-636-8663 Fax.028-636-3301　◇

JR宇都宮駅からバス「宇都宮大学正門前」停、徒歩3

分　◇創立／2009年　◇安食 弘幸(代表)、高橋 和義(顧

問)　◇特色／自動車修理・整備の高山恵太技術宣教師を

支援。現地協力。

【E-Mail】t.sasaerukai@gmail.com

立石尚志・聖美宣教師を支える会［立石師支
える会］

［国外邦人宣教］〒226-0003　神奈川県横浜市緑区鴨居

2-29-4 かもい聖書教会内　Tel&Fax.045-931-3312　◇

JR鴨居駅　◇創立／2002年　◇月井 博(代表)　◇特色

／ニューヨーク周辺地域の邦人宣教を支援

田中久美子を支える会［田中姉支援］
［国外宣教・医療協力］〒231-0862　神奈川県神奈川県

横浜市中区山手町14 横浜山手キリスト教会内　Tel.045-

651-2686 Fax.045-651-2684　◇JR石川町駅　◇創立／

1980年　◇三浦 譲(代表)　◇特色／看護婦としてクェッ

タ・キリスト教病院で奉仕。同病院の拡大プロジェクトと

してマスタングの診療所や山間部への車での巡回活動を

行っている。病院内のスタッフの教会で日曜学校のための

奉仕も行っている。

田辺牧師夫妻のヨーロッパ邦人伝道を支える
会［田辺師支える会］

［国外宣教］〒276-0031　千葉県八千代市八千代台北9-1-

9 高橋重信　Tel&Fax.047-407-3288　◇創立／1999

年　◇田村 勉(代表)

ダニエル朴宣教師を支える会［在韓邦人宣教］
［国外宣教支援］〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜

2-3-10 VIP関西センター5F　Tel.06-6231-1886 Fax.06-

6231-1887　◇地下鉄堺筋線北浜駅2番出口　◇創立／

色／1966年、韓国諸教会との出会いを機に、祖国日本の

戦争責任の悔い改めに導かれたのが原点。日本バプテス

ト連盟に属する10の教会・伝道所によって支えている。

【E-Mail】k_aisen@nifty.com

聖所から流れ出る水ミッション［WFSミッシ
ョン］

［国外宣教・国際協力］〒166-0002　東京都杉並区高円寺

北2-15-1 金田ビル402　Tel.03-3339-0588 Fax.03-3339-

0587　◇JR高円寺駅から徒歩10分　◇創立／1989年　

◇エルサレム 杉澤(代表)　◇特色／全世界におけるリバ

イバルの働きを示され、世界各地に長期宣教師を遣わし、

教会設立、伝道、出版、孤児院設立援助、運営援助等を

しています。又、同時に世界各地に短期宣教チームを遣

わしています。

【HP】http://www.wfsmission.org/

【E-Mail】mission@r2.dion.ne.jp

聖書キリスト教会海外宣教局［聖書キリスト］
［国外宣教］〒176-0012　東京都練馬区豊玉北1-12-3　

Tel&Fax.04-2949-2171　◇地下鉄大江戸線新江古田駅か

ら徒歩4分　◇創立／1975年　◇平山 廣恵(海外宣教局

長)　◇特色／中国・タイ宣教

世界宣教センター［WMC］
［宣教師訓練・宣教支援］〒325-0303　栃木県那須郡那

須町高久乙600-12 宣教師訓練センター内　Tel.0287-78-

1585 Fax.0287-78-2532　◇JR黒磯駅　◇創立／1986

年　◇奥山 実(所長)、坪井 永人(副所長)　◇特色／教育

部門（宣教師訓練センタ−）、宣教部門（宣教師支援）、

メディア部門（ジーザス・ジャパンTV）、社会福祉部門

（NGOでの活動）など。

【E-Mail】mtc-jp@sa2.so-net.ne.jp

世界福音伝道会世界宣教部［SFDK］
［国外宣教］〒529-1405　滋賀県東近江市金堂569　Tel

&Fax.0748-48-2047　◇JR能登川駅からバス約10分　◇

創立／1951年　◇菅原　義久(部長)　◇特色／当宣教部

は当団体内の教会に、宣教地の紹介や世界宣教の必要性

などを啓発する活動を行っています。主な活動は団体内

部のものですが協力関係は団体外にも及んでいます。

【HP】http://www.sfdk.org/

【E-Mail】gikyu@nike.eonet.ne.jp

千里ニュータウンバプテスト教会［千里ニュ
ータウン］

［国外宣教］〒562-0033　大阪府箕面市今宮3-11-32　

Tel.072-726-0726 Fax.072-726-0276　◇阪急千里線北千

里駅　◇創立／1966年　◇小川 宗五郎(主任牧師)、山田 

昌則(牧師)、小川 勇哉(牧師)、小川 英理也(牧師)　◇特

色／宣教師をタイ王国、台湾、ペルー共和国、ボリビア

共和国、ロシア連邦に派遣。1998年、タイにサーイマイ

バプテスト教会開拓。2004年、ボリビアに孤児院・女子

施設「MEGUMI」設立。2006年、台湾に大甲福音バプテ

スト教会開拓。2008年タイにラーム2バプテスト教会開拓。

その他、毎月18組の海外宣教師に宣教支援。

【HP】http://www.senrinewtown.com

【E-Mail】office@senrinewtown.com
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活けるキリスト一麦西宮教会　Tel.0798-64-5101 Fax. 

0798-65-2017　◇創立／1994年　◇下條 末紀子(主任牧

師)、有元 桂子(支える会リーダー)、福島 博子、菅 徹哉(牧

師)　◇特色／ロシア宣教を支えることで自分自身も宣教

の業にかかわる。また、そのことで信徒自身もリバイブさ

れ、一人一人が成長することを目指す。

【HP】http://ichibaku.net/

デオ・グロリア・ミッション［デオ・グロリア］
［国外宣教］〒329-1232　栃木県塩谷郡高根沢町光陽台

1-10-7 高根沢キリスト教会　Tel.028-675-6155 Fax.028-

902-1040　◇JR宝積寺駅から徒歩20分　◇創立／1999

年　◇クルベリー，アンキ(代表)　◇特色／タイやボリビ

アに宣教師を派遣。フィリピンでは経済的支援を必要と

する子どもの教育のために援助を行う。

【HP】http://takanezawachristchurch.web.officelive.com/

【E-Mail】tsuminoyurushi19@world.odn.ne.jp

東京フリー・メソジスト教団宣教委員会［東
京ＦＭ］

［国外宣教］〒192-0364　東京都八王子市南大沢1-23-1 

南大沢チャペル内　Tel&Fax.042-676-2933　◇創立／

1962年　◇水口 功(宣教委員長)　◇特色／経済支援（野

尻、APFMMA）、世界宣教への啓発活動、宣教フェステ

ィバル、宣教祈祷会、国外短期宣教奉仕

【HP】http://www.tokyofree.net/

【E-Mail】mosawachapel@ybb.ne.jp

同盟福音基督教会海外宣教協力会［同盟福音］
［国外宣教］〒501-6241　岐阜県羽島市竹鼻町211　Tel

&Fax.058-392-9071　◇創立／1981年　◇小林 剛男(理

事長)　◇特色／ジャーマン・アライアンス・ミッション

に協力、世界宣教局に協力

な

ナロン宣教師を支える会［ナロン師支える会］
［国外宣教］〒329-2711　栃木県那須塩原市石林692-20 

那須野ヶ原福音キリスト教会内　Tel.0287-36-5914 Fax. 

0287-36-9399　◇JR西那須野駅　◇創立／1980年　◇

堀田 隆糸(牧師)

南米宣教会［南米宣教会］
［国外宣教］〒156-0043　東京都世田谷区松原2-29-19　

Tel.03-3321-6722 Fax.03-3321-1428　◇京王線明大前駅

から徒歩3分　◇創立／1969年　◇後藤 敏夫(理事長)、

岡田 好子(事務局)　◇特色／ブラジルにおける日系人宣

教

西日本福音ルーテル教会海外伝道局［西日本
ルーテル］

［国外宣教］〒651-0052　兵庫県神戸市中央区中島通2-2-

11　Tel.078-242-0887 Fax.078-242-4166　◇JR三ノ宮駅

から市バス「青谷」停、徒歩1分　◇創立／1976年　◇

平野 嘉春(理事長)、小賀野 英次(局長代行)　◇特色／教

会憲法・規則に定める海外宣教の働きの具体化。宣教師

の海外派遣を含む各種の働きを目的とする。2005年より

香港のプロジェクトとともに中国ウーファ（wuhua）での

宣教に協力参加する。また、2008年より台湾、香港との

2007年　◇横田 健治(事務局長)、藤原 武志(事務局)、西

原 伸太郎(事務局)　◇特色／ダニエル朴宣教師の在韓邦

人宣教を支えるための会です。

【E-Mail】danielkbi@yahoo.co.jp

タンザニアミッション安川圭吾・美穂宣教師
を支える会［タンザニア宣教］

［国外宣教］〒584-0092　大阪府富田林市昭和町2-2-8 南

大阪福音教会内　Tel.0721-25-9788 Fax.0721-24-2030　

◇近鉄長野線富田林駅　◇創立／2002年　◇福野 正和

(実行委員長)、筧 拓郎(事務局長)、加納 啓司(会計)、安

岡 由紀(会計)　◇特色／タンザニアの10のインド系未伝

民族への伝道、アンテオケ宣教会より派遣。

【E-Mail】office@tanzaniamission.com

単立 タイ国宣教師森本憲夫日本連絡所［森本
日本連絡所］

［国外宣教］〒214-0014　神奈川県川崎市多摩区登戸471 

やなぎ荘105　森本 満　Tel&Fax.044-932-3253　◇創立

／1962年　◇森本 満(代表)　◇特色／牧師、伝道者養成。

タイ神学院、児童伝道学院、カレン族難民キャンプ内の

神学校・聖書学校支援ほか随時神学生支援。刑務所伝道

の支援。

【E-Mail】morimoto.thai@gmail.com

チャーチ・オブ・ゴッド国外宣教部［COG］
［国外宣教］〒480-0305　愛知県春日井市坂下町5-1215-

480　Tel&Fax.0568-88-0341　◇JR高蔵寺駅　◇創立／

1981年　◇伊藤 昭吉(国外宣教部長)、関 昌宏(副部長)、

橋本 文子(会計)、古波津 真琴　◇特色／国外にある群れ

の宣教師たちを霊的、実際的に支えること。

【HP】http://www.cog-guadalajara.20m.com/

（NPO）チャイルド・ファンド・ジャパン［チ
ャイルドファンド］

［海外協力活動］〒167-0041　東京都杉並区善福寺2-17-

5　Tel.03-3399-8123 Fax.03-3399-0730　◇JR西荻窪駅

からバス5分　◇創立／1975年　◇深町 正信(理事長)、

長山 信夫(副理事長)、小林 毅(理事・事務局長)　◇特色

／アジアを中心に貧困の中で暮らす子どもの健やかな成

長、家族と地域の自立を目指した活動をしています。

【HP】http://www.childfund.or.jp/

【E-Mail】childfund@childfund.or.jp

チョウタリィの会［チョウタリィ］
［国際協力］〒631-0033　奈良県奈良市あやめ池南5-1-

1　Tel.0472-46-9601 Fax.0742-46-0613　◇近鉄奈良線

あやめ池から徒歩10分　◇山口 悦子(代表)

【HP】http://tidak-apaapa.com/yayasan.html

【E-Mail】chautary@dol.hi-ho.ne.jp

塚田トゥグー・真理子宣教師支援会［塚田宣
教師支援会］

［国外宣教］〒943-0823　新潟県上越市高土町2-9-13　

Tel&Fax.025-523-7093　◇JR高田駅　◇創立／1995

年　◇長瀬 邦夫(代表)

土田さとみ宣教師を支える会［土田師支える
会］

［国外宣教］〒663-8011　兵庫県西宮市樋ノ口町2-20-38 
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【E-Mail】japan_wycliffe@wycliffe.org

日本キャンパス・クルセード・フォー・クラ
イスト［日本CCC］

［国外宣教・国際協力］〒359-1141　埼玉県所沢市小手指

1-42-23 並木ビル２F　Tel.04-2926-0868 Fax.04-2926-

0895　◇西武池袋線小手指町駅北口から徒歩6分　◇創

立／1962年　◇栗原 一芳(代表)　◇特色／キャンパスミ

ニストリー（大学生伝道）。地域教会・開拓教会支援。

【HP】http://www.japanccc.org

【E-Mail】office@japanccc.org

日本基督教団世界宣教委員会［日基教団］
［国外宣教協力・国際協力・宣教師受入・派遣］〒169-

0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18-31　Tel.03-3202-

0544 Fax.03-3207-3918　◇地下鉄東西線早稲田駅　◇

創立／1956年　◇木下 宣世(委員長)

【HP】http://www.uccj.or.jp/

【E-Mail】ecumeni-c@uccj.org

日本キリスト宣教団海外宣教局［JECC］
［国外宣教］〒321-0621　栃木県那須烏山市中央1-19-

21　Tel&Fax.0287-84-3602　◇JR烏山駅からバス「那須

南病院前」停　◇創立／1956年　◇村岡 清彦(海外宣教

局代表)

【E-Mail】karasuyama-church@drive.ocn.ne.jp

日本キリスト中津扇城教会［中津扇城教会］
［国外宣教］〒871-0027　大分県中津市上宮永4-58-4　

Tel.0979-22-2094 Fax.0979-22-2122　◇JR中津駅から徒

歩12分　◇創立／1957年　◇柴田 純(主任担任牧師)、穐

吉 秀男(会計)　◇特色／マニラを中心とする現地人およ

び日本人在留者に対する宣教。宣教師、横川知親。

【E-Mail】nschurch@mx61.tiki.ne.jp

日本国際飢餓対策機構［JIFH］
［国際協力］〒581-0032　大阪府八尾市弓削町3-74-1　

Tel.072-920-2225 Fax.072-920-2155　◇JR志紀駅から徒

歩4分　◇創立／2001年　◇岩橋 竜介(理事長)、清家 弘

久(常務理事)　◇特色／緊急援助・自立開発協力を通し

て「人づくり」を行い、「神の国の建設」をめざす。肉体的・

霊的必要に応える全人的活動。大阪以外の連絡先。東京

（T.03-3518-0781 F.03-3518-0782）、愛知（T.052-731-8111 

F.052-731-8114）、広島（T.082-831-1214 F.082-877-

3961）、沖縄（T.098-868-6347 F.098-868-6360）。

【HP】http://www.jifh.org/

【E-Mail】general@jifh.org

日本自由福音教会連盟 世界宣教局［自由福音］
［国外宣教・国際協力］〒153-0061　東京都目黒区中目黒

5-17-8 聖契神学校内　Tel&Fax.03-3710-8652　◇東急

東横線祐天寺駅　◇創立／1998年　◇小林 剛男(局長代

理)　◇特色／シカゴ、グレンビューでの日本人伝道。

【HP】http://www.green.dti.ne.jp/wma

【E-Mail】wma_headoffice@opal.dti.ne.jp

日本長老教会海外宣教委員会［日本長老教会］
［国外宣教・国際協力］〒203-0004　東京都東久留米市

氷川台1-8-15 宣教センター内　Tel&Fax.042-476-3305　

◇西武池袋線東久留米駅　◇創立／1993年　◇阿部 大

青年交流を深める。

【HP】http://www.wjelc.or.jp

日韓親善宣教協力会［日韓親善］
［国外宣教・国際協力］〒176-0012　東京都練馬区豊玉北

1-12-3 聖書キリスト教会ビル　Tel.03-5984-3571 Fax.03-

5984-3572　◇都営地下鉄大江戸線新江古田駅から徒歩4

分　◇創立／1980年　◇尾山 令仁(会長)、村瀬 俊夫(総

務)、長谷川 義信(書記)、井出 勝(財務)

日比家族センター［CJFF］
［国際協力］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18 日

本キリスト教会館32号室　Tel&Fax.03-3209-2439　◇地

下鉄東西線早稲田駅から徒歩10分　◇賈 晶淳(代表)

【HP】http://home.att.ne.jp/banana/cjff/homepage.htm

日比クリスチャン宣教会［日比宣教会］
［国外宣教］〒871-0027　大分県中津市上宮永4-58-4　

Tel.0979-22-2094 Fax.0979-22-2122　◇JR中津駅から徒

歩12分　◇創立／1980年　◇柴田 純(会長)、穐吉 秀男(会

計)　◇特色／マニラを中心とする現地人および日本人在

留者に対する宣教。宣教師、横川知親。

【E-Mail】nschurch@mx61.tiki.ne.jp

（NPO）日本カンボジア交流協会［J-CIA］
［国際協力］〒113-0034　東京都文京区湯島3-28-18-

105　Tel.03-5807-9824 Fax.03-5807-9825　◇地下鉄湯

島駅から徒歩3分　◇創立／1995年　◇山田 二三雄(理

事長)、本間 恵子(事務局長)　◇特色／カンボジア政府の

要請に基づき現地に事務所を設置運営。1）トオマイ職業

訓練センター。2）トオマイ孤児院。

【HP】http://www2.ttcn.ne.jp/~npo-jcia/

【E-Mail】jcia@mx2.ttcn.ne.jp

日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団海
外伝道部［JAG］

［国外宣教・国際協力］〒170-0003　東京都豊島区駒込

3-15-20　Tel.03-3918-5935 Fax.03-3918-0474　◇山手線

駒込駅　◇創立／1960年　◇藤村 良彦(部長)

【HP】http://kaigai.ag-j.or.jp/

日本イエス・キリスト教団海外宣教局［イエス・
キリスト海宣局］

［国外宣教・国際協力］〒652-0804　兵庫県神戸市兵庫

区塚本通3-3-19　Tel.078-575-5511 Fax.078-575-6611　

◇JR兵庫駅　◇創立／1968年　◇鎌野 善三(教団委員

長)、鍋島 猛(海外宣教局局長)、加藤 郁生(海外宣教局次

長)　◇特色／宣教師とその家族への支援

【HP】http://jccj.info/

【E-Mail】jccj@muse.ocn.ne.jp

日本ウィクリフ聖書翻訳協会［日本ウィクリフ］
［国外宣教］〒351-0021　埼玉県朝霞市西弁財1-9-26 ヒ

ルトップ朝霞台210号　Tel&Fax.048-466-3730　◇東武

東上線朝霞台駅から徒歩2分　◇創立／1968年　◇土井 

彰(総主事)、土井 圭子(主事)、兼次 宏枝(主事)、野沢 道

世(会計マネージャー)　◇特色／聖書をすべての言語に！

自分の母語で聖書を持たない人々に聖書を翻訳し提供す

る。

【HP】http://www.wycliffejapan.org
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日本福音自由教会協議会［福音自由］
［国外宣教・国際協力］〒333-0848　埼玉県川口市芝下

2-8-11　Tel.048-263-6551 Fax.048-263-6552　◇JR蕨

駅　◇創立／1963年　◇西本 一雄(世界宣教担当役員)　

◇特色／1998年に４教派によって設立された日本自由福

音教会連盟世界宣教局を通して宣教師を派遣することが

中心的な働きとなる。しかし、福音自由教会独自の活動と

して宣教師の発掘・訓練などは行なっている。

【HP】http://www.efcj.org/

【E-Mail】office@efcj.org

日本福音ル－テル教会［福音ルーテル］
［国外宣教］〒162-0842　東京都新宿区市谷砂土原町１−

１　Tel.03-3260-8631 Fax.03-3268-3589　◇JR市ヶ谷駅

から徒歩5分　◇創立／1893年　◇山之内　正俊(総会議

長)、渡辺 純幸(副議長・世界宣教委員長)、徳弘 浩隆(事

務局長)、浅野 直樹(世界宣教主事)　◇特色／ブラジル･

アメリカの日本語伝道に加え、LMF（ルーテル世界連盟）

各国と共同してメコン流域諸国の伝道、開発支援のプロ

ジェクト（MMF）に参加し、カンボジア・タイに宣教協

力や交流をしています。他にパレスチナのルーテル教会

の平和プロジェクトを実施しています。

【HP】http://www.jelc.or.jp

【E-Mail】jelc@jelc.or.jp

日本ホーリネス教団宣教局［JHC宣教局］
［国外宣教・国内宣教］〒189-8512　東京都東村山市廻田

町1-30-1　Tel.042-394-7466 Fax.042-392-2877　◇西武

新宿線東村山駅　◇創立／1901年　◇中道 善次(宣教局

長)、大前 信夫(主事（国外宣教）)、竹田 広志(主事（国

内宣教）)、山本 出、福田 麻紀(青年宣教主事)　◇特色

／東アジア、在留邦人、海外日系人への働きに主眼を置き、

現在はフィリピン、ブラジル、中国、在日中華系の働きの

ために宣教師を派遣している。各宣教師を支援する支え

る会が組織されている。

【HP】http://www.jhc.or.jp/mission/02.php

日本メシアニック親交会［J.M.F］
［国外宣教］〒982-0021　宮城県仙台市太白区緑ヶ丘

4-14-11 仙台キリスト栄光教会内　Tel.022-285-9227 Fax. 

022-289-1270　◇創立／1994年　◇横山 隆(会長)、趙 

ヨシュア(東京支部長)　◇特色／離散ユダヤ人宣教およ

びイスラエルの失われた部族への宣教

【HP】http://www.bekkoame.ne.jp/~jmf-oej/

【E-Mail】jmf-oej@bekkoame.ne,jp

日本メノナイト・ブレザレン教団海外宣教委
員会［日本ＭＢ海宣］

［国外宣教］〒563-0038　大阪府池田市荘園2-1-12　Tel.

0727-62-5731　◇阪急石橋駅から徒歩15分　◇創立／

1976年　◇阿部 克己(委員長)　◇特色／アジア地域の福

音宣教

日本ルーテル同胞教団／海外宣教部［ルーテ
ル同胞］

［国外宣教］〒989-3128　宮城県仙台市青葉区愛子中央

2-14-15　Tel&Fax.022-392-7643　◇JR愛子駅　◇創立

／1954年　◇金田 与施夫(海外宣教部長)

(委員長)、江崎 公二(書記)、遠山 清一(会計)　◇特色／

日本長老教会に所属する各個教会から派遣されている宣

教師・国際協力スタッフを支援している。

【E-Mail】futoshi_0327@nifty.com

日本同盟基督教団国外宣教委員会［同盟基督］
［国外宣教］〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷1-23-14 日

本同盟基督教団事務所内　Tel.03-3465-2194 Fax.03-

5465-5465　◇創立／1964年　◇中谷 美津雄(委員長)、

池田 いずみ(主事)

【HP】http://www.domei.info/

【E-Mail】kokugai@domei.info

日本ナザレン教団［ナザレン］
［国外宣教］〒153-0042　東京都目黒区青葉台4-7-6　Tel.

03-3466-2416 Fax.03-3466-6719　◇JR渋谷駅からバス

「大坂上」停　◇創立／1908年　◇松田 基子(理事長)

【HP】http://www.nazarene.or.jp/

日本バプテスト・バイブル・フェロシップ
［JBBF］
［国外宣教］〒389-0111　長野県北佐久郡軽井沢町長倉

字柳宿4696-27　Tel&Fax.026-746-4689　◇創立／1970

年　◇道下 常弘(理事長)

【HP】http://www.jbbf.org/japanese/top.htm

日本バプテスト教会連合［バプ教会連合］
［国外宣教］〒176-0002　東京都練馬区桜台5-18-3　

Tel.03-5912-6040 Fax.03-5912-6041　◇西武線練馬駅か

ら徒歩7分　◇創立／1965年　◇米内 宏明(理事長)、福

井 誠(世界宣教担当理事)、藤藪 庸一(世界宣教委員)、小

川 望(世界宣教委員)　◇特色／フィリピン・セブ島に聖

書教育、障害児教育を中心とする宣教活動のために田原

宣教師、タイ・チェンマイにスポーツミニストリーを中心

とする福間宣教師を派遣しています。

【HP】http://www.rengo.ne.jp

【E-Mail】office@rengo.ne.jp

日本バプテスト同盟海外伝道協会［バプ海外
伝道］

［国外宣教］〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-3-18-

71　Tel.03-3202-0053 Fax.03-3202-0054　◇地下鉄東西

線早稲田駅　◇創立／1969年　◇小野 慈美(会長)、吉田 

瑠都(幹事)、川井 正子(幹事補)　◇特色／タイ・カレン

族の人々への宣教

【E-Mail】overseas@jbu.or.jp

日本バプテスト連盟宣教部［バプ連盟］
［国外宣教・国際協力］〒336-0017　埼玉県さいたま市南

区南浦和1-2-4　Tel.048-883-1091 Fax.048-883-1092　◇

JR南浦和駅　◇創立／1947年　◇廣島 尚(宣教部国外伝

道室室長)

【HP】http://www.bapren.jp

日本福音キリスト教会連合一宮福音教会［一
宮福音教会］

［国外宣教・宣教支援］〒491-0842　愛知県一宮市公園

通3-15　Tel&Fax.0586-72-5118　◇JR尾張一宮駅から徒

歩10分　◇創立／1959年　◇山路 弘幸(牧師)　◇特色

／教会単独で台湾宣教師の山路譲・順子師を支援
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宮本 俊一(牧師)、ヘンダーソン　久美子(スタッフ)、太田 

奈緒未(スタッフ)　◇特色／ネグロス島に枝教会があり、

ハシエンダ（さとうきび農園）伝道を支援している。日本

から年２回短期宣教チームを派遣している。2004年から

教会のない島で子供伝道を行う。

【E-Mail】masako@aol.com

フェローシップ・ディコンリー福音教団海外
宣教委員会［ディコンリー］

［国外宣教］〒658-0047　兵庫県神戸市東灘区御影3-10-

5　Tel&Fax.078-842-0446　◇阪急御影駅から徒歩8

分　◇創立／1977年　◇海老原 道雄(代表)

【E-Mail】mikagerk0408@hera.eonet.ne.jp

福間庸平宣教師を支える会［福間師支える会］
［国外宣教］〒185-0033　東京都国分寺市内藤1-10-77 国

分寺バプテスト教会内　Tel.042-576-6046 Fax.042-576-

6048　◇創立／2009年　◇米内 宏明(代表)、森下 恵仁

(事務局)　◇特色／スポーツによる青少年伝道と育成

【E-Mail】supportasia@hotmail.co.jp

ブラジル宣教友の会［ブラジル宣教］
［国外宣教］〒389-0103　長野県北佐久郡軽井沢町大字

軽井沢1323-1268　Tel.0267-46-3157 Fax.0267-46-

3235　◇JR軽井沢駅から車で5分　◇創立／1983年　◇

中田 秀雄(牧師)

【E-Mail】info@kfbc.net

北米邦人宣教支援会［北米邦人宣教支援会］
［国外宣教］〒572-0037　大阪府寝屋川市葛原新町3-57　

Tel.072-828-5866 Fax.072-827-3420　◇京阪電車寝屋川

市駅　◇創立／2002年　◇畑 直樹(責任担当牧師)

ま

マウント・オリーブ・ミニストリーズ［MOM］
［国外宣教･巡回伝道］〒110-0015　東京都台東区東上野

5-11-9 JTJ宣教神学校気付　Tel.03-3842-3412 Fax.03-

3842-3415　◇創立／1997年　◇中野 雄一郎(代表)、中

野 めいこ(副代表)、肥田 仁(理事)、藤川 武彦(理事)　◇

特色／日本、米国、ヨーロッパその他への巡回伝道およ

びセミナー、神学校教育、ミッションハウス。

【HP】http://momhawaii.org/

【E-Mail】nakano@momhawaii.org

松浦紀子宣教師支援会［松浦師支援会］
［国外宣教］〒710-0005　岡山県倉敷市西岡1165-9　

Tel.086-422-2490 Fax.086-427-3771　◇JR倉敷駅　◇創

立／1995年　◇大村 裕康(会長)　◇特色／識字教育の働

きを支援

【E-Mail】oomuranskk@gem.hi-ho.ne.jp

松丸嘉也・美香教育宣教師を支える会［松丸
宣教師支える会］

［国外宣教］〒270-2242　千葉県松戸市仲井町2-116 松戸

福音教会内　Tel&Fax.047-363-2682　◇新京成線上本

郷駅から徒歩5分　◇創立／1999年　◇斎藤 成美(代表)

ネパールプレーム基金［ネパールプレーム］
［国際協力］〒115-0045　東京都北区赤羽2-64-15　栃木

屋ビル2F 東京北キリスト教会内　Tel&Fax.03-3598-

6077　◇JR赤羽駅から徒歩10分　◇田代 敬(代表)

【HP】http://www.tokyokita.net/feature/nepal.html

は

バプテスト世界宣教協力会［BWMC］
［国外宣教］〒963-8041　福島県郡山市富田町大徳南

8-3　Tel.024-951-0401　◇阿部 弘(委員長)、三田 鉱一(議

長)、平山 紀雄(書記)、田島 信正(会計)

B.F.P.Japan［BFP］
［イスラエル支援団体］〒130-0012　東京都墨田区太平

4-13-2 太平サクラビル5階　Tel.03-5637-5333 Fax.03-

5637-5331　◇JR錦糸町駅北口から徒歩8分　◇創立／

1996年　◇ブリマー，リベッカ・J(理事長)、高田 篤美(局

長)　◇特色／エルサレムに拠点を置く、聖書を土台とす

るクリスチャン団体です。世界中のクリスチャンとユダヤ

人の間に架け橋を築くために、教宣活動と神の愛と憐れ

みを表す支援活動を行っています。

【HP】http://www.bfpj.net/

【E-Mail】bfp@bfpj.net

東関東キリスト教会［東関東キリスト］
［国外宣教支援］〒274-0063　千葉県船橋市習志野台4-

29-11　Tel&Fax.047-464-3587　◇新京成線北習志野駅

から徒歩13分　◇創立／1977年　◇古野 陽一(主任牧

師)、古野 伊都子(牧師)　◇特色／小長光 舞子宣教師を

タイ・チェンマイに派遣。

【HP】http://www2.ocn.ne.jp/~hkchrist

【E-Mail】obhkcc@wish.ocn.ne.jp

光のミッション［光のミッション］
［国外宣教・国際協力］〒166-0014　東京都杉並区松ノ木

1-12-35-142 門屋方　Tel&Fax.03-3311-4108　◇JR高円

寺駅からバス「松ノ木公園」停すぐ　◇創立／1985年　

◇特色／小さいことから始めて、日本を含む世界の盲人

宣教に協力し貢献することを目的とする。現在使用済み

カセットテープをフィリピンのRBI（Resources for the Bli

nd）とスペインのヌエバ・ルス（Nueva Luz）に送って

いる。宣教のための国際ボランティア活動への参加や経

済的貢献など、将来に多くの必要と可能性がある。

【HP】http://homepage2.nifty.com/3927/

フィリピン・クリオン島を助ける愛の会
［ASAPCI］
［国外宣教］〒259-0155　神奈川県足柄上郡中井町松本

1026-16 愛の樹ふるさとの家 日田　Tel&Fax.0465-81-

1832　◇小田急線秦野駅から車20分　◇創立／1991年　

◇愛川 英雄(代表)、島田 和子(副代表・監査役)　◇特色

／教育支援

【HP】http://ainoki.jp/

フィリピンミッション［フィリピン］
［国外宣教・国際協力］〒114-0034　東京都北区上十条

1-4-14　Tel.03-3908-0888 Fax.03-3908-9901　◇JR十条

駅から徒歩3分　◇創立／1991年　◇宮本 正子(代表)、
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(代表役員)　◇特色／超教派の国際的な宣教団体。大宣

教命令達成のため、「伝道、訓練、救済」を三つの柱とし、

日本では東京、千葉、長野、静岡、大阪、鹿児島、沖縄

などに拠点を置き、DTS（弟子訓練学校）、教会開拓、救

済活動、地域教会をサポートする働きなどをさせていた

だいております。

【HP】http://www.ywamjapan.com/

【E-Mail】ywamjapannationaiofficen@gmail.com

与那嶺宣教師を支える会［与那嶺師支える会］
［国外宣教］〒247-0013　神奈川県横浜市栄区上郷町107-

1 栄シャローム福音教会内　Tel&Fax.045-891-5333　◇

JR港南台駅から徒歩15分　◇創立／1996年　◇奥山 実

(会長)　◇特色／景気の悪化が続いているアルゼンチン

において食事の出来ない子どもたちに食べ物を提供して

いる。日系一世のための老人ホーム建設をめざしている。

ら

ラブ・アジア・ミッション［ラブ・アジア］
［国外宣教］〒578-0976　大阪府東大阪市西鴻池町1-3-

6　Tel.080-3138-1569　◇JR鴻池新田駅から徒歩3分　

◇創立／2006年　◇竹内 宣雄(代表)　◇特色／中国家の

教会への巡回牧会、リーダー養成。華人教会との連絡・

協力。在日中国人留学生伝道「バック・トゥ・エルサレム

運動」を推進。

【E-Mail】ntakeuchi@able.ocn.ne.jp

LMI世界宣教会［LM-J］
［国外宣教］〒245-0002　神奈川県横浜市泉区緑園2-9-11 

横浜緑園キリスト教会内　Tel.045-811-7576 Fax.045-

814-3897　◇相鉄いずみ野線緑園都市駅　◇創立／1992

年　◇原田 憲夫(理事長)　◇特色／『神の望んでいるこ

と−すべての人が救われて真理を知るようになる』ために、

福音を届ける。

【E-Mail】lmijapan@hotmail.co.jp

ルーマニア宣教団体ウォーク・インザ・ライト・
ジャパン［WILJ］

［国外宣教・国際協力］〒283-0026　千葉県東金市中野

141-2　Tel&Fax.0475-58-9100　◇JR求名駅　◇創立／

1999年　◇藤木 隆(宣教師)　◇特色／ウォークインザラ

イトミニストリーの創始者イリエ･コロアマ師のもとに孤

児や貧しい人々を援助し、福音の光を伝える働き

【E-Mail】ｒedeemthetimejpn@aol.com

レスキュー・ルーマニア・ジャパン［RRJ］
［国外宣教］〒763-0073　香川県丸亀市柞原町895-1　

Tel&Fax.0877-22-6617　◇JR丸亀駅から車で7分　◇創

立／1992年　◇川井 勝太郎・佳代子(代表)

ローザンヌ・ユダヤ人・伝道協議会日本支部
［LCJE日本支部］
［イスラエル宣教］〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜

2-3-10 VIP関西センター５F　Tel.06-6233-8557 Fax.06-

6233-8556　◇京阪電鉄北浜駅2番出口正面　◇創立／

1994年　◇スミス，チャールズ・クリンゲン(支部長)、黒

田 禎一郎(コーディネーター)、高瀬 真理(事務局長)　◇

特色／聖書的視点から見たユダヤ人伝道を推進する。

ミッション・宣教の声［宣教の声］
［国外宣教･国内宣教］〒541-0041　大阪府大阪市中央区

北浜2-3-10 VIP関西センター5F　Tel.06-6226-1334 Fax. 

06-6226-1336　◇地下鉄堺筋線・京阪電車北浜駅2号出

口正面　◇創立／1981年　◇黒田 禎一郎(主幹)　◇特色

／海外邦人宣教および欧州諸国への宣教

【HP】http://vomj.jp/

【E-Mail】senkyo@vomj.jp

ミッション・フォー・アフリカ［MFA］
［国外宣教］〒547-0016　大阪府大阪市平野区長吉長原

4-18-41 ジェネシス・インターナショナル・チャーチ　Tel 

&Fax.06-6701-1666 Fax.06-6704-7825　◇地下鉄長吉長

原駅から徒歩1分　◇創立／1996年　◇下川 樹也(代表)、

榮 義之(顧問)　◇特色／1995年よりケニア共和国キスム

市で孤児院の建設・運営を行っており、現在47名の孤児

を養育している。現在は教会・小学校・養鶏場も併設して、

自立の一途をたどっている。また、毎年孤児たちを日本に

招き、様々なトレーニングを行い、将来を見据えた働きを

開始した。最終目標は全アフリカに250箇所のパラダイス

建設を行うことであり、現在の47名の孤児たちがその土

台となる。

【E-Mail】shimokawa@j-kakumi.com

ミラノ宣教 内村宣教師夫妻を支える会［ミラ
ノ宣教］

［国外宣教支援］〒164-0002　東京都中野区上高田4-46-9 

シオンの群教会内　Tel&Fax.03-3386-5156　◇西武新宿

線新井薬師前駅から徒歩5分　◇創立／2003年　◇岩崎 

建男(代表)　◇特色／ミラノ宣教支援

【HP】http://www.mission-I.net/

【E-Mail】japan@mission-I.net

モンゴル・ミッション［モンゴル宣教］
［国外宣教］〒593-8307　大阪府堺市平岡町276-4 津久野

キリスト恵み教会内　Tel.072-273-8615 Fax.072-273-

8833　◇JR津久野駅から徒歩10分　◇創立／1992年　

◇山岸 登(牧師)　◇特色／キリストの教会を設立し、福

音伝道を行い、信者を教育し、現地の信者が宣教活動を

行うまで支援する。

【E-Mail】noboru-yamagishi@tsukuno.com

(NGO)モンゴル･ゴビ砂漠緑化協力会［モンゴ
ルプラン］

［国外宣教支援・国際協力］〒007-0861　北海道札幌市

東区伏古一条4-2-22 苗穂キリスト教会　Tel&Fax.011-

781-4282　◇地下鉄東豊線環状東駅　◇篠原 康男(代

表)　◇特色／植林活動を通じて宣教の可能性を探ってお

り、07年にウランバードル市に土地が与えられ、そこを基

点に、専門学校設立なども目指している。

【E-Mail】only-one.ys@r4.dion.ne.jp

や

ユース・ウィズ・ア・ミッション・ジャパン
［YWAMジャパン］
［世界宣教・弟子訓練］〒111-0021　東京都台東区日本堤

1-19-6　Tel&Fax.03-5603-1775　◇JR・地下鉄日比谷線

南千住駅から徒歩10分　◇創立／1975年　◇吉田 和彦
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特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジ
ャパン［WVJ］

［国際協力機関］〒169-0073　東京都新宿区百人町1-17-

8-3F　Tel.03-3367-7251（代） Fax.03-3367-7652　◇JR

新大久保駅から徒歩3分　◇創立／1987年　◇榊原 寛

(理事長)、片山 信彦(常務理事・事務局長)　◇特色／キ

リスト教精神に基づく国際ＮＧＯ。飢餓、貧困、戦禍、災

害、抑圧などで苦しむ人々を支援している。宣教師派遣

は行なっていない。

【HP】http://www.worldvision.or.jp/

ワシントン日本人キリスト教会を支援する会
［WJCC支援会］
［国外宣教］〒154-0003　東京都世田谷区野沢3-10-5-

201　Tel&Fax.03-3413-9927 Tel.090-9130-0983　◇創立

／1992年　◇金 亨培(代表委員)、芦田 高之(顧問牧師)　

◇特色／ＷＪＣＣを経済面で支援し、上原隆牧師のお働

きをニュースなどでお知らせしている。

【HP】http://www.wjcc.net

【E-Mail】kim@shinetsu.jp

【HP】http://www8.ocn.ne.jp/~j-lcje/

【E-Mail】lcjejapan@hotmail.com

わ

ワーカーズ＆チルドレン・ファンデーション
［ワーカーズ＆チルドレン］
［国際協力］〒284-0025　千葉県四街道市さちが丘1-16-1 

（有）ブレージング内　Tel&Fax.043-423-7996　◇JR四

街道駅　◇宮城 恵

ワールド・アウトリーチ 日本［W.O］
［国外宣教］〒545-0014　大阪府大阪市阿倍野区西田辺

町1-2-2　Tel.06-6697-3502 Fax.06-6697-3504　◇地下鉄

御堂筋線西田辺駅から東へ50ｍ　◇創立／1949年　◇飯

塚 和気男(ダイレクター)　◇特色／超教派で、聖霊の働

きを重視する宣教団体です。日本の諸教会・諸団体と協

力関係を構築しながら教会開拓、海外宣教活動に従事し、

「キリスト教宣教の前進に努める。本部はシンガポール、

世界40ヶ国で活動している。



 略称 団体名称 TEL

海外へ宣教師または国際協力スタッフ、サポートワーカーを派遣・支援している団体の略称と団体名称を 50 音順に紹介。

掲載項目順は以下の通りです。略称、団体名称、電話番号。

2  宣教師・国際協力スタッフ派遣団体の略称一覧
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 秋山賢師を支える会 秋山 賢・真理宣教師を支える会 03-3386-5156

 アジア･ キッズ アジア･ キッズ ･ ケア 090-5912-4515

 アジアをキリストへ アジアをキリストへ 075-791-3488

 アトランタ支援 アトランタ支援会 092-551-2698

 アルゼンチン宣教 アルゼンチン宣教を支える会 0550-82-2872

 安納師を支える会 安納義人・恵子師を支える会 03-3594-5685

 イエス・キリスト海宣局 日本イエス・キリスト教団海外宣教局 078-575-5511

 礎の石孤児院 （NPO）礎の石孤児院 03-5740-8814

 石田姉励ます会 石田勝子を励ます会 03-3717-5147

 一宮福音教会 日本福音キリスト教会連合一宮福音教会 0586-72-5118

 一杯の水 (NGO) 一杯の水 011-823-8882

 伊藤師を支える会 伊藤宣教師を支える会 045-901-1473

 井野師を支える会 井野葉由美を支える会 0742-23-7858

 いのちの水 いのちの水計画 03-5155-8517

 インド三浦後援会 インド三浦後援会 03-3721-2811

 宇井由美師支える会 宇井由美宣教師を支える会 0853-22-4693

 エスナック エスナック教育里親グループ 0266-62-2322

 エベネゼル エベネゼル緊急基金 011-813-3558

 大里師支える会 大里夫妻を支える会 03-3203-2442

 沖縄南米宣教会 沖縄南米宣教会 098-939-8080

 オランダ宣教会 オランダ邦人伝道宣教会 047-389-7857

 川島姉同労会 川島姉同労会 077-563-5665

 キリスト福音 キリスト福音宣教会 0287-43-7215

 在韓邦人宣教 ダニエル朴宣教師を支える会 06-6231-1886

 西郷師支える会 西郷純一・かおる師を支える会 0492-41-7048

 佐藤師支える会 佐藤晴美宣教師を支える会 0287-36-5914

 ジーザス ジーザス・ファミリー 06-6697-3502

 シオン シオンの喜び 072-822-9232

 島影師支援会 島影宣教師支援会 03-3605-0908

 下桑谷師支援 下桑谷浩を支える会 03-3421-3215

 自由福音 日本自由福音教会連盟 世界宣教局 03-3710-8652

 新宿シャローム教会 新宿シャローム教会 03-3371-7558

 聖書キリスト 聖書キリスト教会海外宣教局 04-2949-2171

 黎明宣教会 新生の民黎明宣教会 096-325-3253

 宣教の声 ミッション・宣教の声 06-6226-1334

 千里ニュータウン 千里ニュータウンバプテスト教会 072-726-0726

 タイ・エイズ孤児 タイ・エイズ孤児と共に歩む会 045-833-5323

 高橋めぐみ師支える会 高橋めぐみ宣教師を支える会 0798-51-5100

 高山師支える会 高山宣教師を支える会 028-636-8663

 立石師支える会 立石尚志・聖美宣教師を支える会 045-931-3312

 田中姉支援 田中久美子を支える会 045-651-2686
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 田辺師支える会 田辺牧師夫妻のヨーロッパ邦人伝道を支える会 047-407-3288

 タンザニア宣教 タンザニアミッション安川圭吾・美穂宣教師を支える会 0721-25-9788

 チャイルドファンド （NPO）チャイルド・ファンド・ジャパン 03-3399-8123

 チョウタリィ チョウタリィの会 0472-46-9601

 塚田宣教師支援会 塚田トゥグー・真理子宣教師支援会 025-523-7093

 土田師支える会 土田さとみ宣教師を支える会 0798-64-5101

 ディコンリー フェローシップ・ディコンリー福音教団海外宣教委員会 078-842-0446

 デオ・グロリア デオ・グロリア・ミッション 028-675-6155

 東京ＦＭ 東京フリー・メソジスト教団宣教委員会 042-676-2933

 同盟基督 日本同盟基督教団国外宣教委員会 03-3465-2194

 同盟福音 同盟福音基督教会海外宣教協力会 058-392-9071

 中津扇城教会 日本キリスト中津扇城教会 0979-22-2094

 ナザレン 日本ナザレン教団 03-3466-2416

 ナロン師支える会 ナロン宣教師を支える会 0287-36-5914

 南米宣教会 南米宣教会 03-3321-6722

 西日本ルーテル 西日本福音ルーテル教会海外伝道局 078-242-0887

 日韓親善 日韓親善宣教協力会 03-5984-3571

 日基教団 日本基督教団世界宣教委員会 03-3202-0544

 日比宣教会 日比クリスチャン宣教会 0979-22-2094

 日本 CCC 日本キャンパス・クルセード・フォー・クライスト 04-2926-0868

 日本ＭＢ海宣 日本メノナイト・ブレザレン教団海外宣教委員会 0727-62-5731

 日本ウィクリフ 日本ウィクリフ聖書翻訳協会 048-466-3730

 日本長老教会 日本長老教会海外宣教委員会 042-476-3305

 ネパールプレーム ネパールプレーム基金 03-3598-6077

 寝屋川教会 ＭＢ寝屋川キリスト教会世界宣教委員会 072-828-5866

 バプ海外伝道 日本バプテスト同盟海外伝道協会 03-3202-0053

 バプ教会連合 日本バプテスト教会連合 03-5912-6040

 バプ連盟 日本バプテスト連盟宣教部 048-883-1091

 東関東キリスト 東関東キリスト教会 047-464-3587

 光のミッション 光のミッション 03-3311-4108

 フィリピン フィリピンミッション 03-3908-0888

 福音自由 日本福音自由教会協議会 048-263-6551

 福音ルーテル 日本福音ル－テル教会 03-3260-8631

 福間師支える会 福間庸平宣教師を支える会 042-576-6046

 ブラジル宣教 ブラジル宣教友の会 0267-46-3157

 北米邦人宣教支援会 北米邦人宣教支援会 072-828-5866

 松浦師支援会 松浦紀子宣教師支援会 086-422-2490

 松丸宣教師支える会 松丸嘉也・美香教育宣教師を支える会 047-363-2682

 ミラノ宣教 ミラノ宣教 内村宣教師夫妻を支える会 03-3386-5156

 森本日本連絡所 単立 タイ国宣教師森本憲夫日本連絡所 044-932-3253

 モンゴル宣教 モンゴル・ミッション 072-273-8615

 モンゴルプラン (NGO) モンゴル ･ゴビ砂漠緑化協力会 011-781-4282

 淀橋教会 ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会 03-3368-9165

 与那嶺師支える会 与那嶺宣教師を支える会 045-891-5333

 ラブ・アジア ラブ・アジア・ミッション 080-3138-1569

 ルーテル同胞 日本ルーテル同胞教団／海外宣教部 022-392-7643

 ワーカーズ＆チルドレン ワーカーズ＆チルドレン・ファンデーション 043-423-7996
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 AEMF アジア福音宣教会 0774-45-1892

 AGM アジア人福音宣教会 072-893-8517

 AMS アフリカ宣教会 042-338-0223

 AOJ アジア・アウトリーチ・ジャパン 075-595-0299

 ASAPCI フィリピン・クリオン島を助ける愛の会 0465-81-1832

 BFP B.F.P.Japan 03-5637-5333

 BWMC バプテスト世界宣教協力会 024-951-0401

 CB ジャパン CB ジャパン 023-673-5045

 CJFF 日比家族センター 03-3209-2439

 COG チャーチ・オブ・ゴッド国外宣教部 0568-88-0341

 ELIM エリム宣教会 0743-74-7622

 ＥＭＣ 栄都ミッション・センター 03-3594-5685

 IGM イムマヌエル綜合伝道団世界宣教局 03-3291-1308

 J&J J ＆ J ミニストリーズ 055-993-8880

 J.M.F 日本メシアニック親交会 022-285-9227

 JAFS （社）アジア協会アジア友の会 06-6444-0587

 JAG 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団海外伝道部 03-3918-5935

 JAM アンテオケ宣教会 048-823-8366

 JBBF 日本バプテスト・バイブル・フェロシップ 026-746-4689

 J-CIA （NPO）日本カンボジア交流協会 03-5807-9824

 JECC 日本キリスト宣教団海外宣教局 0287-84-3602

 JHC 宣教局 日本ホーリネス教団宣教局 042-394-7466

 JIFH 日本国際飢餓対策機構 072-920-2225

 JO 在欧日本人宣教会 042-477-5290

 LCJE 日本支部 ローザンヌ・ユダヤ人・伝道協議会日本支部 06-6233-8557

 LM-J LMI 世界宣教会 045-811-7576

 MFA ミッション・フォー・アフリカ 06-6701-1666

 MOM マウント・オリーブ・ミニストリーズ 03-3842-3412

 NEWS 加古川バプテスト教会 NEWS World Mission 079-423-2729

 OEM 沖縄福音伝道会 098-862-1492

 OMF OMF インターナショナル日本委員会 047-324-3286

 OM 日本 OM 日本 076-239-2830

 RRJ レスキュー・ルーマニア・ジャパン 0877-22-6617

 SFDK 世界福音伝道会世界宣教部 0748-48-2047

 SIM ＳＩＭ日本委員会 080-3452-3390

 W.O ワールド・アウトリーチ 日本 06-6697-3502

 WFS ミッション 聖所から流れ出る水ミッション 03-3339-0588

 WILJ ルーマニア宣教団体ウォーク・インザ・ライト・ジャパン 0475-58-9100

 WJCC 支援会 ワシントン日本人キリスト教会を支援する会 03-3413-9927

 WMC 世界宣教センター 0287-78-1585

 WVJ 特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン 03-3367-7251

 YWAM ジャパン ユース・ウィズ・ア・ミッション・ジャパン 03-5603-1775
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3  派遣宣教師・国際協力スタッフ情報

海外で奉仕する宣教師・国際協力プロジェクトのスタッフなどを地域・国名・50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。

氏名、［派遣団体の略称］、奉仕内容。

アジア　ASIA

アジア　Asia

オーマン・美紗子 ［日本ウィクリフ、日本長老教会］	言語研究

鹿子木 健・ゆう子 ［淀橋教会］	 日本語教師・宣教

南野 智美 ［日本ウィクリフ］	 識字教育

インド　India

佐山 智恵美 ［JAM、SFDD］	 語学研修

三浦 照夫 ［日基教団、インド三浦後援会］	アラハバード農科大学・農業指導

ミシル・賀川千世美 ［JAM］	 チベット人伝道

インドシナ　Indochaina

宇井 英樹・由美 ［JAM、宇井由美師支える会］	 教会協力・青年伝道・日本人伝道

インドネシア　Indonesia

入江 一義・博子 ［JBBF］	 ケサワン･バプテスト教会、メンテン･バプテスト教会

高橋 めぐみ ［JAM、高橋めぐみ師支える会］	 カリマンタン神学校教師、現地人伝道

田村 成幸・明子 ［JBBF］	 クランジ・バプテスト教会

広瀬 憲夫･令子 ［JBBF］	 ビンジェイ・バプテスト教会

松本 章宏 ［日基教団］	 ジャカルタ日本語キリスト教会在外教師

カンボジア　Cambodia

今村 裕三・ひとみ ［OMF］	 教会開拓伝道

エイカース-マシュー・宴子 ［JAG］	 現地人伝道、教会開拓など

小川 文子 ［OMF］	 語学研修

佐藤 和香子 ［ルーテル同胞］	 日本語教育･地域伝道・現地教会教育

西村 信恵 ［OMF］	 開拓伝道（09年12月より一時帰国）

ルツ 前田 克子 ［礎の石孤児院］	 孤児院

スリランカ　Sri Lanka

岡田 則子 ［日基教団］	 神学教師。ランカ神学大学

タイ　Thailand

有澤 達朗･たまみ ［OMF］	 ミェン族伝道

泉 浩一・綾子 ［千里ニュータウン］	 バンコク郊外のラーム2バプテスト教会開拓。日本語

教室にて宣教奉仕。

大里 英二・エミ ［バプ海外伝道、大里師支える会］	 カレン族の人々への宣教､神学校教育、青年指導

小長光 舞子 ［東関東キリスト］	 チェンマイで福祉施設フタッフ
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坂本 朋子 ［JECC］	 語学研修

田口 倫子 ［同盟基督］	 伝道・教会形成

トングスック・ナロン ［JECC、ナロン師支える会］	 開拓伝道、未伝地への聖書配布及び指導者研修・訓練
額賀 潤二・ひとみ ［日本ＭＢ海宣］	 福音宣教

野尻 孝篤・明子 ［東京ＦＭ］	 チェンマイ日本語教会牧師

浜名 基弘・マリヤ ［日本ＭＢ海宣］	 福音宣教

日高 嘉彦･龍子 ［バプ連盟］	 タイ・バプテスト連盟、バプテスト神学校

平原 知之・セニー ［ナザレン］	 開拓宣教

福間 庸平 ［福間師支える会、バプ教会連合］	 スポーツによる青少年伝道と育成

松下 展久・紀美子 ［同盟基督］	 開拓伝道・教会形成

森田 覚偉霊 ［黎明宣教会］	 児童福祉宣教

森本 憲夫・豊子 ［森本日本連絡所］	 牧師・伝道者養成、刑務所伝道の支援

山口 譲・孝子 ［同盟基督］	 伝道・教会形成

パキスタン　Pakistan

太田 とも江 ［SIM］	 現地の教会を通してイスラム伝道

田中 久美子 ［JAM、田中姉支援、日本長老教会］	 医療伝道（看護指導）、教会協力

バングラデシュ　Bangladesh

近藤 恵 ［LM-J］	 医療伝道

冨岡 昌・良子 ［BWMC］	 医療伝道

フィリピン　Philipines

エノプレ - ペドロ＆悦子 ［JHC宣教局］	 ミンダナオグロリアス教会伝道牧会、教育支援

大森 章子 ［新宿シャローム教会］	 リビング・フェイス・フェローシップ牧会･開拓

酒井 保・慶子 ［JIFH］	 ミンドロ島プロジェクト・マネージャー

佐藤 晴美 ［佐藤師支える会］	 宣教

高田 正博・優子 ［日本ウィクリフ、日本長老教会］	ディアスポラネットワーク（正博）、アジア大洋州地

区HR主事（優子）

田原 寿子 ［バプ教会連合］	 聖書教育、障害児教育

豊田 常喜・恭子 ［IGM］	 教育宣教

パレハ 山見 りつ子 ［日本ウィクリフ］	 聖書翻訳=カラガン語

フィラルド - 羽田野広子 ［新宿シャローム教会］	 ドミニオン・オブ・クライスト・ミニストリーズ教

会で牧会

福田 崇・愛子 ［日本ウィクリフ］	 国際ウィクリフアジア･大洋州地区総主事

横川 知親･幸子 ［日比宣教会、中津扇城教会］	 現地での宣教

吉原 博克・美幸 ［JAG］	 現地人伝道、神学教育、教会開拓

フィリピン・カンボジア　Philipines，Cambodia

蔦田 緑乃 ［IGM］	 教育宣教

マレーシア　Malaysia

劉 善枝 ［OMF、JHC宣教局］	 休職中、ワールドビジョンへの協力

ミャンマーとスリランカ　Myanmar&Sri Lanka

吉田 隆･恵利子 ［AOJ、アジアをキリストへ］	 教会開拓者およびリーダー訓練
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モンゴル　Mongolia

漆原 淑子 ［LM-J］	 ホームレス伝道

尾上 慶子 ［SFDK］	 宣教

嶌村 貴・恵子 ［モンゴル宣教］	 福音伝道、牧会、献身者の教育

坪内 貴代子 ［JAM］	 ローア者伝道、生活支援

中島 茂男･博子 ［モンゴル宣教］	 帰国休暇中

矢田 紫野 ［同盟基督］	 伝道・教会形成（語学研修中）

香港　Hong Kong

久保田 直 ［NEWS］	 建山バプテスト教会協力牧会

平山 義明・佳久子 ［聖書キリスト］	 中国・タイ宣教

吉田 正治・淳子 ［JBBF］	 香港宣教、ライトハウス・バプテスト教会

国内待機　stand by at Japan

服部 守一･菊子 ［JAM、服部師支える会］	 日本ベース・カンボジア孤児院・学校伝道

西アジア　West Asia

末富 一・敦子 ［JAM］	 音楽技術伝道、現地教会協力

台湾　Taiwan

うすき みどり ［日基教団］	 国際日語教会牧会

海老名 浩・久美 ［同盟基督］	 伝道・教会形成（出発準備中）

岡崎 篤義・真紀 ［千里ニュータウン］	 台湾・大甲で教会開拓。大甲福音バプテスト教会設立、

牧会奉仕。

斎藤 五十三・千恵子 ［同盟基督］	 伝道・教会形成

堺 秀一･理恵 ［JBBF］	 高雄聖書浸礼教会

高江州 良次 ［AEMF］	 宣蘭県・羅東教会の協力宣教師、巡回伝道その他

寺田 由弘・ジンジャー ［同盟基督］	 伝道・教会形成

林田 義行･響子 ［日基教団］	 高雄日語教会牧会

平瀬 義樹･光世 ［IGM］	 教会建設

丸山 陽子 ［JAG］	 台湾先住民伝道、教会開拓

村上 好伸 ［AGM］	 アジア宣教神学研究院理事長および50か国に短期宣教

山路 譲･順子 ［一宮福音教会］	 セントクリスチャンカレッジ音楽主任

大韓民国　Korea

ダニエル 朴 ［在韓邦人宣教］	 在韓日本人伝道

長澤 久美子 ［JAM］	 ろう者伝道・牧会

朴 潤秀・任 妍貞 ［JAM］	 在韓日本人伝道、留学生伝道

吉田 耕三 ［日韓親善］	 日本人教会牧会･韓国人への謝罪と和解、宣教

東アジア　East Asia

新川 誠･黎子 ［黎明宣教会］	 大陸伝道

所 炎・裕子 ［JBBF］	 東アジア宣教
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東南アジア　Southeast Asia

伊藤 仁・昭延 ［JAM］	 現地人（学生）伝道、現地教会協力

田内 克彦・有子 ［日本ウィクリフ］	 識字教育

田口 勇新･孝子 ［日本ウィクリフ、ルーテル同胞］	聖書翻訳＝アルネ語

塚田 トゥグー・真理子 ［日本ウィクリフ、塚田宣教師支援会］	識字教育
松村 隆･美知子 ［日本ウィクリフ］	 聖書翻訳=イラルトゥ語

南アジア　South Asia

阿部 紀美子 ［日本ウィクリフ］	 識字教育

島 優美 ［OM日本］	 子どもミニストリーなど

セツ - ロジャー・博子 ［SIM］	 イスラム圏宣教

鳥羽 季義･イングリット ［日本ウィクリフ］	 聖書翻訳

松浦 紀子 ［日本ウィクリフ、松浦師支援会］	識字教育

日本　Japan

木下 理恵子 ［OMF、JHC宣教局］	 在日中国系アジア人伝道

横山 好江 ［OMF、JO］	 ディアスポラ伝道主事

アフリカ　AFRICA

ウガンダ　Uganda

佐藤 一彦・のぞみ ［JBBF］	 カコバ教会

ガンビア　Gambia

川島 利子 ［川島姉同労会］	 職業訓練・識字教育・医療伝道

ケニア　Kenya

市橋 隆雄･さら ［AMS］	 キューナ・クリスチャン・フェローシップ開拓伝道・

コイノニア幼稚園園長

榮 義之・愛香 ［MFA、ELIM］	 短期宣教、援助奉仕、孤児救済

下川 樹也 ［MFA］	 短期宣教、援助奉仕、孤児救済

田辺 寿雄・宣恵 ［IGM］	 神学校教育（K.P.S）

蔦田 就子 ［IGM］	 医療伝道

コンゴ民主共和国　Congo

石田 勝子 ［石田姉励ます会］	 医療宣教

ザンビア　Zambia

青木 桜子 ［礎の石孤児院］	 孤児院

富澤 香 ［IGM］	 医療伝道

タンザニア　Tanzania

清水 担・いずみ ［SIM］	 イスラム伝道、教会開拓
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安川 圭吾・美穂 ［JAM、タンザニア宣教］	 現地教会協力、インド系タンザニア人伝道

ルワンダ　Rwanda

佐々木 和之 ［バプ連盟］	 国際ミッションボランティア

竹内 緑 ［JIFH］	 心的外傷を負った人々への支援

南アフリカ　South Africa

今村 望 ［淀橋教会］	 エイズの孤児救済と宣教

オセアニア　OCEANIA

ニュージーランド　New Zealand

渋沢 憲一･彩子 ［JECC］	 日本人教会

パプアニューギニア　Papua New Guinea

久米 のぞみ ［日本ウィクリフ、日本長老教会］	 聖書翻訳=アタ語

中村 孝・矢枝子 ［日本ウィクリフ、同盟基督］	 聖書翻訳=マイワ語

福永 有･貴恵 ［日本ウィクリフ］	 子女教育

松丸 嘉也･美香 ［日本ウィクリフ、松丸宣教師支える会］	 子女教育

ユーラシア　EURESIA

ウクライナ　Ukraine

船越 真人 ［NEWS］	 Holy	Trinity	Christian	Church牧師

ロシア　Russia

佐藤 葉子 ［千里ニュータウン］	 現地教会、インターナショナル・クリスチャン・ス

クールにて宣教奉仕

高山 恵太・嘉津子 ［JAM、高山恵太兄を支える会］	 ハバロフスクでの技術宣教師（自動車修理・整備）

国内待機　stand by at Japan

土田 さとみ ［JAM、土田師支える会］	 国内ベースでのロシア伝道継続

ヨーロッパ　EUROPE

イギリス　Britain

ベック 伸枝 ［OM日本］	 OMイギリス事務局

イタリア　ITALIA

内村 伸之・まり子 ［ミラノ宣教］	 伝道・教会形成
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オーストリア　Austria

高木 攻一・輝 ［JAM］	 ウィーン日本語教会牧会・伝道

オランダ　Nederland

シープスマ 由利子 ［OM日本］	 OMオランダ事務局

スペイン　Spain

山岸 望･マリパス ［モンゴル宣教］	 福音伝道･教会建設･聖書教育・麻薬患者厚生施設の

建設・運営

ドイツ　Germany

秋葉 睦子 ［日基教団］	 ベルリン日本語教会牧会

井野 葉由美 ［井野師を支える会、JAM］	 ドイツ北部で日本人への伝道牧会。現地教会との伝

道協力。

林原 泰樹 ［日基教団］	 ケルン・ボン日本語キリスト教会

日高 ルツ ［黎明宣教会］	 ドイツおよびタイ・台湾で巡回賛美奉仕･指導

南 吉衛 ［日基教団］	 ヴュルテンベルク州教会

ドイツ・スイス　Germany&Switzerland

田辺 正隆・みや子 ［田辺師支える会］	 ヨーロッパでの邦人伝道

ベルギー　Belgium

岡田 直丈 ［日基教団］	 ブリュッセル日本語プロテスタント教会在外教師

ルーマニア　Romania

川井 勝太郎 ［RRJ］	 散り散りになっている無数の教会を巡回し教会形成

に励む

藤木 隆 ［WILJ］	 宣教、子どもたちへの伝道、教育

ラテンアメリカ　LATIN AMERICA

アルゼンチン　Argentine

在原 繁･津紀子 ［JAM、アルゼンチン宣教］	 アルゼンチンでの日系人伝道、現地教会協力、現地

人開拓伝道

与那嶺ルイス・アルバート ［与那嶺師支える会］	 現地教会伝道、日系人伝道、農場を作り作物を食堂

に提供している。

ブラジル　Brazil

小笠原 勇二・陽子 ［ブラジル宣教］	 ブラジル宣教

カセビ・ジャイミ＆恭子 ［日本ウィクリフ］	 聖書翻訳＝クイクル語

小井沼 眞樹子 ［日基教団］	 アルト・ダ・ボンダーデ・メソジスト教会

佐藤 浩之・文代 ［南米宣教会］	 オザスコ教会・サンジョゼ教会協力

島影 正義･君子 ［島影師支援会］	 日系人伝道
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下桑谷 浩 ［下桑谷師支援］	 アリアンサ教会牧会･日系人伝道

新谷 聡一郎・聖美 ［JHC宣教局］	 在伯日系人伝道

塚田 献・由美子 ［南米宣教会］	 カンポ・グランデ教会主任牧師

ベテル 森原 ［WFSミッション］	 牧会・伝道・教会設立・出版・孤児院設立援助

松本 弘子 ［WFSミッション］	 牧会・伝道・教会設立・出版・孤児院設立援助

三浦 春寿･千春 ［南米宣教会］	 マナウス福音ホーリネス教会主任牧師、愛幼稚園園

長、マナウス日伯学校の運営・責任

渡邉 進 ［福音ルーテル］	 現地教会支援・日本語伝道・日系人伝道

ペルー　Peru

稲葉 武弘･聡美 ［JBBF］	 サンタフレスミラ伝道所

大前 敬子 ［千里ニュータウン］	 マンチャイバプテスト教会で宣教奉仕。

川崎 淳・亮子 ［CBジャパン］	 日系人プロテスタント教会形成・現地献身者養成

ボリビア　Bolivia

クルベリー，ホセ＆カリーナ ［JECC］	 現地での牧会

小西 小百合 ［JIFH］	 子どもたちへの教育支援

三森 邦夫・加寿子 ［IGM］	 教会建設

メキシコ　Mexico

阿部 和子 ［COG］	 教育伝道、援助宣教、教会形成、ACEジャパン・コ

ンサルタント

ジーン・イーズ ［COG］	 教育伝道、援助宣教、教会形成

世界各国巡回奉仕　

ロゴス・ホープ号　Logos Hope

飯田 花菜子 ［OM日本］	 世界各国巡回奉仕

神澤 郁恵 ［OM日本］	 世界巡回伝道

蒲原 亜矢 ［OM日本］	 世界各国巡回奉仕

川上 哲司 ［OM日本］	 世界各国巡回奉仕

庄司 好男 ［OM日本］	 世界各国巡回奉仕

松本 路津子 ［OM日本］	 世界各国巡回奉仕

中東　MIDDLE EAST

イスラエル　Israel

石堂 ゆみ ［NEWS］	 オハレイ・ラハミーム協力宣教

中嶋 美佳子 ［WFSミッション］	 教会設立・出版

北アメリカ　NORTH AMERICA

アメリカ　America

安納 義人・恵子 ［安納師を支える会］	 シカゴ市近郊での日本人伝道・牧会
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伊藤 文雄 ［福音ルーテル］	 現地教会支援、日本語伝道、日系人伝道

上田 創・美紀 ［日基教団］	 ウェスレー合同メソジスト教会

上原 隆 ［WJCC支援会］	 ワシントンを中心に北米在住日本人への伝道

尾崎 道夫・アネマリー ［淀橋教会］	 ラジオ福音放送・賛美集会

金子 伸哉 ［ディコンリー］	 ミネアポリス教会牧会・伝道

上久保 崇・窓 ［JBBF］	 ハワイ宣教と家庭礼拝と語学研修

上舘 千恵子 ［WFSミッション］	 牧会・伝道・出版

熊井 裕作･仁子 ［JAM］	 シアトルでの日本人・日系人伝道、チャーチプラン

ティング

久山 康彦・啓子 ［日基教団］	 センテナリー合同メソジスト教会

小海 光 ［日基教団］	 アーモンク合同メソジスト教会

西郷 純一・かおる ［西郷師支える会］	 ワシントン・アライアンス日本語教会牧師、プリン

ストン日本語教会（ニュージャージー州）顧問牧師

榊原 宣行・久美子 ［JHC宣教局］	 北米フリーメソ・ペニンスラ教会での伝道・教会形成

相良 昌彦・スーザン ボルスター ［日基教団］	 ユニオン日本語教会

佐原 光児 ［日基教団］	 シカモア組合教会

高橋 京太 ［COG］	 教会形成

武田 恒義 ［アトランタ支援］	 アトランタ・ウエストミンスター日本人教会牧会

立石 尚志・聖美 ［LM-J、立石師支える会］	 邦人宣教、グリニッチ福音キリスト教会牧会伝道

ダニエル 浅野・浅野 直子 ［WFSミッション］	 牧会・伝道・出版

ダンケン 里子 ［WFSミッション］	 牧会・伝道・出版

中野 雄一郎 ［MOM］	 米国、ヨーロッパ、日本その他への巡回伝道および

セミナー、神学校教育。

中村 敬宇 ［北米邦人宣教支援会］	 教会開拓（ボニタ日系聖書教会）

錦織 学・範子 ［JHC宣教局］	 ニュージャージー日本語キリスト教会での伝道・教

会形成

西之園 路子 ［日基教団］	 ウェスレー合同メソジスト教会

蛭沼 寛行・比登美 ［自由福音、福音自由］	 シカゴ市郊外グレンビューでの日本人伝道、牧会。

フェイス 佐々木 ［WFSミッション］	 牧会・伝道・出版

藤浪 敦子 ［日基教団］	 パイン合同メソジスト教会在外教師

渕野 真弓 ［WFSミッション］	 牧会・伝道・出版

正木 義道･浩子 ［日基教団］	 ノックス合同教会	日本語部

宮川 裕美子 ［日基教団］	 フェイス合同メソジスト教会

森谷 和男・タマラ ［日基教団］	 ファーストプレスビテリアン教会

矢吹 大介・拠子 ［JAG］	 日系人伝道

山本 省三･佳子 ［SFDD］	 日系人教会牧会・伝道

横井 滋幸 ［北米邦人宣教支援会］	 ラレー第一バプテスト教会日本語集会での奉仕

りべか・ショウ ［WFSミッション］	 教会設立

カナダ　Canada

秋山 賢・真理 ［秋山賢師を支える会］	 レスブリッジでの教会形成

木原 葉子 ［日基教団］	 フェレーザーバレー日系人合同教会牧会

村井 優人・春美 ［JAM］	 グレーストロント日本語教会牧会・伝道

山本 淑子 ［タンザニア宣教］	 売春婦・麻薬中毒患者のためのケアミニストリー

渡辺 順子 ［WFSミッション］	 牧会・伝道・出版

未定　

未定　

小林 献・いづみ ［JHC宣教局］	 在オーストラリア邦人伝道を終了、帰国、国内待機中
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4  海外の日本語教会・日本人集会

海外の日本語教会・日本人集会などを国別・50 音順に紹介。掲載項目順は以下の通りです。教会名（日本語）、現地の教会名、

［関係教派教団］、連絡先、◇責任者名、【ホームページ】、【E-mail】。＊電話・FAX 番号は日本から相手国へ通信する場合を

想定し［+ 国番号］から記載しています。先方の国内での市外局番（０の有無）等は状況が多様ですのでご注意ください。

世界宣教・国際協力：日本語教会・日本人集会

アメリカ　America

アラスカ州

アラスカ・キリスト教会
Alaska Japanese Christian Church　［日本イエス・キリスト教団］　Faith Christian Community, 4240 
Wisconsin, Anchorage, AK99517, U.S.A.　Tel.+1-907-243-4002　［連絡先　2752 W. 42nd Pl. #4, Anchorage, 
AK 99517-2836 U.S.A.］　◇斎藤 亘、沼沢 恵

アラバマ州

ブライアーウッド長老教会
Briarwood Presbyterian Church　［Presbyterian Church in America］　2200 Briarwood Way 
Birmingham,AL 35243,USA　Tel.+1-205-776-5412　Fax.+1-205-776-5241　◇Harry Reeder、Kotaro 
Hamamatsu

【HP】http://www.briarwood.org/　【E-mail】khamamatsu@briarwood.org

アリゾナ州

ツーソン日本人クリスチャン・コミュニティ
Japanese Christian Community of Tucson　［北米ホーリネス］　Pima County Medical Society 
building; 5199 E. Farness Dr., Tucson,AZ 85712 U.S.A.　Tel.+1-520-907-8722　［連絡先　Japanese Christian 
Community of Tucson　P.O.Box 43366 Tucson, AZ 85733-3366 U.S.A.　Tel.+1-520-907-8722］　◇玄 仁

【HP】http://www.jcctucson.org　【E-mail】inhyun_jinchan1@yahoo.co.jp

デザート　クロス　コミュニチー　教会
Desert Cross Community Church　［太平洋沿岸日系自由メソジスト教団］　4143 N.43rd Ave., Phoenix, 
AZ 85031 U.S.A.　Tel.+1-602-278-0917　Fax.+1-602-278-0917　［連絡先　M. Sugata　7730 N. 34th Ave. 
Phoenix, Arizona 85051　Tel.+1-602-973-8661］　◇菅田 紀博、吉村 揚子、直美 Deardorff

【E-mail】msugata1@hotmail.com

イリノイ州

ウィネトカ日本語キリスト教会
Winnetka Japanese Christian Church　［単立］　P. O. Box 113, Winnetka, IL 60093 U.S.A.　Tel.+1-847-
853-1739　Fax.+1-847-853-1838　◇安納 義人

シカゴ・キリスト組合教会
Christ Church of Chicago　［United Church of Christ］　1713 W.Cullom, Chicago, IL 60613 U.S.A.　
Tel.+1-773-871-2116　◇Barbara Bundick、需見 ジム、斉藤 実

シカゴ・ジャパニーズ・ミッション・チャーチ
Chicago Japanese Mission Church SBC　［米国南部バプテスト連盟］　1838 W. Willow LN, MT. 
Prospect IL 60056, U.S.A.　Tel.+1-847-718-1960　Fax.+1-847-718-1961　［連絡先　Chicago Japanese Mission 
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Church　P.O. Box 216, Arlington Heights, IL 60006 U.S.A.　Tel.+1-847-323-3090　Fax.+1-847-718-1960］　
◇小針 勇吾、関口 公孝、伊東 哲朗

シカゴ日系人キリスト教会協議会
The Council of Japanese Christian Churches of Chicago　1630 W. Devon Ave., Chicago, IL 60660 
U.S.A.　Tel.+1-773-338-5687　Fax.+1-773-338-0150　◇小針 勇吾

シカゴ・レークサイド教会
Lakeside Church of Chicago　［単立］　3939 W. Howard St., Skokie, IL 60076 U.S.A.　Tel.+1-847-763-
9720　Fax.+1-847-763-9719　［連絡先　鈴木 光夫　4970 LEE st.,skokie,IL 60077-2333　Tel.+1-847-673-
8213　Fax.+1-847-673-8213］　◇鈴木 光夫

【HP】http://lakesidechurchofchicago.org　【E-mail】suzukiljcc@hotmail.com

デボン・イエス・キリスト教会
Devon Church of Jesus Christ　［超教派］　1630 W. Devon Ave., Chicago, IL 60660-1214　Tel.+1-773-
338-5687　Fax.+1-773-338-0150　◇佐藤 敬、John Carlini

ノース・ショア ･ バプテスト教会
North Shore Baptist Church　［American Baptist Churches USA］　5244 N.Lakewood Ave.,  Chicago, IL 
60640 U.S.A.　Tel.+1-773-728-7200　Fax.+1-773-728-1582　［連絡先　3950w. Bryn Mawr Ave. Chicago, IL 
60659　Tel.+1-773-463-5213　Fax.+1773-463-5213］　◇南部 勝、Douglas Harris、Carol McVetty

レイベンスウッド・フェローシップ合同メソジスト教会
Ravenswood Fellowship United Methodist Church　［合同メソジスト教会］　4511 N. Hermitage, 
Chicago, IL 60640 U.S.A.　Tel.+1-773-561-2610　Fax.+1-773-561-9471　◇B・J・バークハーン・ローメルフ
ァンガー、高橋 義哉、アーネスト・シン

イリノイ秀

オーチャード福音自由教会
The Orchard Evangelical Free Church　［Evangelical Free Church of America］　1330 N. Douglas Ave, 
Arlington Heights, IL 60004　Tel.+1-847-392-4840　◇鈴木 昇平

【HP】http://www.theorchardefc.org/ministries-and-groups/adults/cross-cultural-ministry/japanese-ministry-/

オクラホマ州

バプテスト・テンプル教会日本語教会
Baptist Temple Church,Japanese Ministry　2433 Northwest 30th Street Oklahoma City, Oklahoma 73125 
USA　Tel.+1-405-946-1497　◇牧瀬 博幸

【HP】http://www.btcokc.org/Japanese.htm

オハイオ州

クリーブランド日本語フェローシップ
Cleveland Japanese Fellowship　3811 Payne Ave.Cleveland OH 44114 U.S.A.　◇杉田 政志

第一バプテスト日本語フェローシップ
First Baptist Japanese Fellowship(Cincinnati地区）　735 Reading Road Mason OH 43040 U.S.A.　◇
杉田 政志

ダブリン・バプテスト日本語チャペル
Dublin Baptist Japanese Chapel　［全米日本語南部バプテスト連盟］　7195 Coffman Road, Dublin OH 
43017 U.S.A.　Tel.+1-614-889-2307　Fax.+1-614-889-9995　［連絡先　Tel.+1-614-771-6647］　◇杉田 政志

【HP】http://www.japanchapel.com/
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オレゴン州

エップワース合同メソジスト教会
Epworth United Methodist Church　1333 S.E.28th Ave., Portland, OR 97214 U.S.A.　Tel.+1-503-233-5253　
◇デービッド ウィークリー

【HP】http://www.epworthumc-pdx.org

オンタリオコミュニティ合同メソジスト教会
Ontario Community United Methodist Church　［United Methodist］　240 S.E.3rd St., Ontario, OR 
97914 U.S.A.　Tel.+1-503-889-8140　◇Gene Hall

【HP】http://buildcumc.com

日本・インターナショナル・バプテスト教会
Japanese International Baptist Church　［Southern Baptist］　8500 SW Spruce St. Tigard OR 97223 
U.S.A.　Tel.+1-503-246-4680　Fax.+1-503-977-9129　◇横井 マイク、横井 献二、八十 努

【HP】http://www.jibconline.net　【E-mail】jibconline@gmail.com

日本めぐみ聖書教会
Japanese Grace Bible Church　［沖縄福音伝道会］　11375 S.W. Walker Rd., Portland, OR 97225 U.S.A.　
Tel.+1-503-520-1140　Fax.+1-503-693-8484　◇名嘉 博光、Norma Gambrel、遠藤 昌子

カリフォルニア州

アナハイム・日系フリーメソジスト教会
Anaheim Japanese Free Methodist Church　［北米フリーメソジスト教団］　1001 N. Mayflower St., 
Anaheim, CA 92801 U.S.A.　Tel.+1-714-827-0782　Fax.+1-714-827-0787　◇松平 他家夫、ナンシーウオング

アルタデナ第一長老教会
First Presbyterian Church of Altadena　［The Presbyterian Church (U.S.A.)］　2775 N. Lincoln Ave., 
Altadena, CA 91001 U.S.A.　Tel.+1-626-791-4271　Fax.+1-626-791-3469　◇Keith Edwards

ウインターズバーグ長老教会
Wintersburg Presbyterian Church　［Presbyterian Church of United States］　2000 N. Fairview St. Santa 
Ana, CA 92706　Tel.+1-714-740-9400　Fax.+1-714-740-9404　◇江崎 テッド、谷崎 フレッド、池田 恒次 キ
ース

【HP】http://www.wintersburg.org/index.cfm?section=nichigobu

ウエスト・コヴィナキリスト教会
West Covina Christian Church　［OMSI 北米ホーリネス教団］　1100 E. Cameron Ave. West Covina, 
CAlif.  91790-3851 U.S.A.　Tel.+1-626-917-0743　Fax.+1-626-917-0663　［連絡先　Tel.1-626-931-0030　
Fax.1-626-931-0030］　◇中尾 善之介、岩永 リック

【HP】http://www.westcovinacc.com

ウエストミンスター第一日本語バプテスト教会
Westminster Japanese First Baptist Church　［バプテスト派］　14200 Goldenwest St. Westminster, CA 
92683 U.S.A.　Tel.+1-310-809-7890　Fax.+1-310-809-7890　◇金 泓善

【HP】http://goodchurch.at.infoseek.co.jp　【E-mail】goodchurch1@hotmail.com

ＯＭＳウエスト ･ ロサンゼルス ･ ホーリネス教会
OMS West Los Angeles Holiness Church　［ＯＭＳ北米ホーリネス教団］　1710 Butler Ave., Los 
Angeles, CA 90025 U.S.A.　Tel.+1-310-473-2130　Fax.+1-310-473-2130　◇古山 隆、佐藤 ステーブン

【HP】http://www.westlaholiness.org

ウォールナットクリーク日本人キリスト教会
Japanese Christian Church of Walnut Creek　［北米ホーリネス教団］　1955 Geary Rd. Walnut, CA 
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94596 U.S.A.　Tel.+1-925-944-3408　◇藤岡 二郎、ウェイ・コング

エバーグリーン・バプテスト教会
Evergreen Baptist Church　1225 N.San Gabriel Blvd., Rosemead, CA 91770 U.S.A.　Tel.+1-818-280-0477　
◇Ｃ．イシダ

エルエステロ長老教会
El Estero Presbyterian Church　［長老派］　490 Camino El Estero, Monterey, CA 93940 U.S.A.　Tel.+1-
408-375-6622　Fax.+1-831-375-3246　

【HP】http://netministries.org/see/churches/ch03795

エルソブランテ日本人キリスト教会
Japanese Baptist Church of El Sobrante　［サウザンバプテスト教団］　4950 Appian Way El Sobrante., 
California U.S.A　Tel.+1-510-329-0829　［連絡先　中浜 一郎　5467 Deer Run Drive. El Sobrante., California 
U.S.A 94803］　◇中浜 一郎

オレンジ郡キリスト教会
Orange County Christian Church　［北米ホーリネス教団］　4872 Bishop St., Cypress, CA 90630 U.S.A.　
Tel.+1-714-827-6244　Fax.+1-714-527-1456　［連絡先　P.O.Box 651, Cypress, CA 90630 U.S.A.］　◇杉村 
宰、益田 デエロ

ガーデナ・トーレンス南部バプテスト教会日本語伝道所
Gardena-Torrance Southern Baptist Church Japanese Mission　［Japanese Southeren Baptist Churchs 
of America］　1457 West 179th St.Gardena, CA 90248 U.S.A.　Tel.+1-310-538-0336　Fax.+1-310-538-0336　
［連絡先　グラハム 京子　1481 W. 179th #6 Gardena , CA 90248 , U.S.A　Tel.+1-310-324-2888］　◇グラハ
ム 京子、原 幸三

【HP】http://www.gtsbc.org　【E-mail】KyoGraham@att.net

ガーデナ平原バプテスト教会
Gardena Valley Baptist Church　［アメリカンバプテスト］　1630 West 158th St., Gardena, CA 90247 
U.S.A.　Tel.+1-310-768-0676　Fax.+1-310-768-2783　◇大谷 文三

カマリロ泉キリスト教会
Camarillo Springs Christian Church　［OMS 北米ホーリネス教団］　c/o Peace Lutheran Church, 71 
Loma Drive Camarillo, CA 93010, U.S.A.　Tel.+1-805-482-3313　Fax.+1-805-482-6044　［連絡先　825 
Merced Drive. Camarillo, CA 93010　Tel.+1-805-484-7790］　◇木下 昌彦、吉田 Lily、藤井 潤子

カリフォルニアの星神召教会
Calstar Assembly God　［米国アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団］　2970 Moorpark Ave., San Jose, 
CA 95128 U.S.A.　Tel.+1-408-296-2480　Fax.+1-408-296-2480　◇イシハラ，アブラハム

【HP】http://www.calstarag.org/　【E-mail】abeishihara@hotmail.com

キリスト合同長老教会
Christ United Presbyterian Church　［米国長老教会］　1700 Sutter St., San Francisco, CA 94115 U.S.A.　
Tel.+1-415-567-3988　Fax.+1-415-567-4333　◇鈴木グレースかおり

【HP】http://www.cupc.org　【E-mail】church1700@earthlink.net

クライスト・キリスト合同メソジスト教会
Christ United Methodist Church　219 N.Mary Dr., Santa Maria, CA 93454 U.S.A.　Tel.+1-805-925-3116　
［連絡先　Tel.+1-805-925-7601］　◇フランセス・ウイベンガ、小林 ビル、ムーン・マーク

合同日本人キリスト教会
United Japanese Christian Church　［メソジスト教会及び組合教会］　136 N.Villa Ave., Clovis, CA 
93612 U.S.A.　Tel.+1-559-322-0701　◇井上 キース
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コーテス長老教会
Crotez Presbyterian Church　12516 Cortez Ave., Turlock, CA 95380 U.S.A.　Tel.+1-209-632-6093　◇ポー
ル・ファンドル

ゴスペル・ベンチャー・インターナショナル・チャーチ
Gospel Venture International Church　［単立教会］　17811 so. Western Ave., Gardena, CA. 90248　
Tel.+1-310-279-9444　Fax.+1-310-527-6114　［連絡先　前原 利夫　24 Mela Lane. Rancmo Palos Verdes, CA 
90275　Tel.+1-310-544-7234　Fax.+1-310-544-7234］　◇前原 利夫、野木村 千真子

【E-mail】maeharaandassociates@verizon.net

サウスベイ・ジャパニーズ・クリスチャン・フェローシップ
South Bay Japanese Christian Fellowship　［北米ホーリネス］　23325 S. Vermont Ave. Torrance, Ca. 
90502　Tel.+1-310-371-9380　［連絡先　安藤 秀世　4489 Spencer St. #222, Torrance,CA.90503］　◇安藤 
秀世

【HP】http://www.southbayjapan.org

サウスベイ・フリーメソジスト教会
South Bay Free Methodist Church　［北米フリーメソジスト教団太平洋沿岸日系人年会］　25514 
Narbonne Ave. Lomita, CA 90717 U.S.A.　Tel.+1-310-539-8663　Fax.+1-310-539-8209　［連絡先　Nobuo 
Kawahara　22036　ANZA AVE.TORRANCE, CA 90503　Tel.+1-310-316-0953　Fax.+1-310-316-0953］　◇
川原 信夫、クリフ・ラップ、レイ 成沢

【HP】http://www.southbayfmc.org/　【E-mail】sbfmc@sbcglobal.net

サクラメント聖書教会
Sacramento Bible Church, Mennonite Brethren　［米国メノナイトブレザレン協議会U.S.Conference of 
Mennonite Brethren Churches］　7324A Folsom Blvd. Sacramento CA. 94372 U.S.A.　Tel.+1-916-213-3236　
Fax.+1-559-449-1077　［連絡先　Hajimu Fujii　562 E. Cole Fresno CA. 93720 U.S.A.　Tel.+1-559-449-1077　
Fax.+1-559-449-1077］　◇藤井 肇

【HP】http://www.japanesechapel.org　【E-mail】hfresno@hotmail.com

サクラメント日本人合同メソジスト教会
Sacramento Japanese United Methodist Church　［United Methosist Church California-Nevada 
Conference］　6929 Franklin Blvd., Sacramento, CA 95823 U.S.A.　Tel.+1-916-421-1017　Fax.+1-916-421-
2150　◇花岡 伸明

サンタクララバレー日系キリスト教会
Santa Clara Valley Japanese Christian Church　［OMS Holiness Church　of North America］　40 
Union Avenue, Campbell, CA 95008 U.S.A.　Tel.+1-408-377-1017　Fax.+1-408-377-1969　◇中尾 邦三、桜井 
隆ジム、山下 レスター

【HP】http://www.scvjcc.org/nichigo/

サンディエゴ日系人教会
San Diego Japanese Christian Church　［北米ホーリネス教団 (OMS Holiness Church of North 
America)］　1920 E Street, San Diego, CA 92102 U.S.A.　Tel.+1-619-234-5627　Fax.+1-619-234-5627　◇大
倉 信

【HP】http://www.sdjcc.tierranet.com/japanese

サンディエゴ・ボニタ日系聖書教会
Sandiego,Bonita Japanese Bible Church　［北米メノナイト・ブレザレン］　3726 Bonita Glen Terrace, 
Bonita, CA91902 U.S.A.　Tel.+1-619-267-5175　Fax.+1-619-267-5175　［連絡先　ボニタ日系聖書教会牧師　
中村 敬宇　3726 Bonita Glen Terrace, Bonita, CA91902 U.S.A.　Tel.+1-619-267-5175　Fax.+1-619-267-5175］　
◇中村 敬宇

【HP】http://love.ap.teacup.com/bonita6273/1.html
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サンディエゴ南バプテスト日本語教会
San Diego Japanese Southern Baptist Church　［全米南部バプテスト日本語教会連盟］　2605 
Highland Ave. National City, CA 91950-7409 U.S.A.　Tel.+1-619-474-1911　Fax.+1-619-474-2206　◇Bob 
Gillchrest、金子 貞子

サンファナンドバレーホーリネス教会
San Fernando Valley Holiness Church　［北米ホーリネス教団］　9610 Haddon Ave. Pacoima, CA 
91331,  U.S.A.　Tel.+1-818-899-4115　Fax.+1-818-896-1575　［連絡先　P.O.Box 330069, Pacoima, CA 91333 
U.S.A.］　◇鍵和田 哲雄、Robert Yonemoto、Roland Hazama

サンフランシスコ・キリスト聖公会
Christ Episcopal Church, Sei Ko Kai San Francisco　［米国聖公会］　2140 Pierce St., San Francisco, 
CA 94115 U.S.A.　Tel.+1-415-921-6395　Fax.+1-415-921-6422、代替日本語FAX+1-415-239-4517　◇アント
ニオ 佐藤、ギシフ ケイコ、ゴードン パークライ

【HP】http://www.seikokai.org/

サン・フランシスコ日本人キリスト教教会
San Francisco Japanese Christian Church　［アメリカ福音ルーテル教会（E.L.C.A.）］　1600 Clement 
St., #201, San Francisco, CA 94121-2358 U.S.A.　Tel.+1-415-386-2312　Fax.+1-415-386-2312　◇冨永 明彦

【E-mail】akihikot@yahoo.com

サンホゼ・バプテスト教会
Japanese Baptist Church of San Jose　［米国南部バプテスト］　1397 West Hedding St.San Jose, CA, 
95126, U.S.A.　Tel.+1-408-243-5985　［連絡先　Masayuki Isomine　4952 Rue Le Mans., San Jose, CA 
95136-3378 U.S.A.　Tel.+1-408-360-9066］　◇五十峯 雅之

【HP】http://www.hotvcsj.com/jbm.htm　【E-mail】mac_iso@hotmail.com

サンロレンゾキリスト教会
San Lorenzo Japanese Christian Church　［北米ホーリネス教団］　615 Lewelling Blvd., San Leandro, 
CA 94579 U.S.A.　Tel.+1-510-483-9470　Fax.+1-510-483-9472　［連絡先　Tel.+1-510-489-3346］　◇島田 
直

シカモア組合教会
Sycamore Congregational Church　［アメリカ合同教会］　111 Navellier St El Cerrito, CA 94530 U.S.A.　
Tel.+1-510-525-0727　Fax.+1-510-525-0727　◇佐原 光児、カレン 井上、小林 規久

【HP】http://www.sycamore-preschool.org/church-nichigobu.html　【E-mail】yoshikimorita@hotmail.com

19 街日系人バプテスト教会
19th Avenue Japanese Baptist Church　［南部バプテスト連盟 (Southern Baptist Convention)］　1386 
19th Avenue, San Francisco CA 94122 U.S.A.　Tel.+1-415-566-5344　Fax.+1-415-566-5344　◇栗山 信夫、宮
下 正喜、義本 幸子

ストージ長老教会
Sturge Presbyterian Church　［Presbyterian Church U.S.A.］　25 S. Humboldt St., San Mateo, CA 94401 
U.S.A.　Tel.+1-650-344-6803　Fax.+1-650-344-7701　◇山田 ギャレット、細見 剛正

【HP】http://www.sturge.org/

スタクトン・カルバリー長老教会
Stockton Calvary Presbyterian Church　1239 S. Monroe St., Stockton, CA 95206 U.S.A.　Tel.+1-209-466-
0221　◇宮崎 Tom、宮崎 つる

セイジ・グラナダパーク合同メソジスト教会
Sage Granada Park United Methodist Church　［United Methodist Church］　1850 West Hellman Ave., 
Alhambra, CA 91803 U.S.A.　Tel.+1-626-284-3229　Fax.+1-626-570-4144　［連絡先　8218 Elsmore Drive 
S.San Gabriel,CA 91770 U.S.A.］　◇Philis Ｊ. Tyler、藤本 治祥
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聖書と神学のミニストリー
Japanese Bible and Theology Ministry　P. O. Box 623, Weimar, CA 95736 U.S.A.　Tel.+1-530-637-5819　
◇上沼 昌雄、荒井 孝喜、八木沢 捨春

【HP】http://jbtministry.spaces.live.com/　【E-mail】muenuma@earthlink.net

聖マリア教会
St.Mary`s Episcopal Church　［聖公会］　961 S.Mariposa Ave., Los Angeles, CA 90006 U.S.A.　Tel.+1-
213-387-1334　Fax.+1-213-387-0023　◇クラークソン 頼子

センテナリ合同メソジスト教会
Centenary United Methodist Church　［United Methodist Church］　300 So.Central Ave., Los Angeles 
CA 90013 U.S.A.　Tel.+1-213-617-9097　Fax.+1-213-617-7688　◇Mark Nakagawa、久山 康彦 リチャード

【HP】http://www.gbgm-umc.org/centenaryjpn/

第一日本人バプテスト教会
First Japanese Baptist Church　［American Baptist］　2900-29th Ave., Sacramento, CA 95820 U.S.A.　
Tel.+1-916-987-9712　Fax.+1-916-989-4686　［連絡先　KOKI　ARAI　7707 Hazel Ave,Orangevale,CA95662 
U.S.A.　Tel.+1-916-987-9712　Fax.+1-916-989-4686］　◇荒井 孝喜、マイケル・ラーセン、荒井 孝太郎

【HP】http://www.fjbc.com　【E-mail】harumaru@msn.com

第一バプテスト教会日本語クラス
First Baptist Church Japanese Class　［バプテスト］　234 Carmel Marina, CA 93933 U.S.A.　Tel.+1-
408-384-9307　◇栗山 信夫、クレイン・ベティ

第一バプテスト教会日本語伝道所
First Baptist Church Japanese Mission　1108 Washington St. Fairfield, CA 94533 U.S.A.　Tel.+1-707-422-
2500　◇栗山 信夫

チャッツワース・ウェストバレー合同メソジスト教会
Chatsworth West Valley United Methodist Church　10824 Topanga Canyon Blvd., Chastworth, CA 
91311 U.S.A.　Tel.+1-818-886-5553　◇伊藤 秀美、木村 レン

東洋宣教会　北米ホーリネス教団
OMS Holiness Church of North America　3660 S.Gramercy Pl., Los Angeles, CA 90018 U.S.A.　Tel.+1-
323-733-4288　Fax.+1-323-733-4288　［連絡先　Tel.+1-213-733-5000］　◇中馬 リック、藤岡 二郎、山下 
ゲリー

【HP】http://www.omsholiness.org/

西ロサンゼルス合同メソジスト教会
West Los Angeles United Methodist Church　1913 Purdue Ave., Los Angeles, CA90025 U.S.A.　Tel.+1-
310-479-1379　Fax.+1-310-478-7756　◇久山康彦・リチャード、ゲイル・中村・メッサー

【HP】http://www.wlaumc.org/

ノースカウンティ・クリスチャン教会
North County Japanese Christian Church　［OMS 北米ホーリネス教団］　1120 Highland Drive, Vista, 
CA 92083 U.S.A (Lifeway教会内)　Tel.+1-760-598-8984　Fax.+1-760-598-8984　［連絡先　光岡 恭平　1856 
Avenida La Pasta , Encinitas , CA 92024　Tel.+1-760-436-4654　Fax.+1-760-436-3178］　◇中島 光成、光岡 
恭平

【HP】http://www.ncjcc.net/index.htm

ノースフレズノ教会ジャパニーズチャペル
North Fresno Church Japanese Chapel　［米国メノナイトブレザレン協議会U.S.Conference of Mennonite 
Brethren Churches］　5724 N. Fresno  St. Fresno CA. 93710 U.S.A.　Tel.+1-559-449-1077　Fax.+1-559-449-
1077　［連絡先　藤井 肇　562 E. Cole Fresno CA. 93720 U.S.A.　Tel.+1-559-449-1077　Fax.+1-559-449-
1077］　◇藤井 肇
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【HP】http://www.japanesechapel.org　【E-mail】hfresno@hotmail.com

のぞみミッション
Nozomi Mission　［合同メソジスト教会］　219 E. Monroe Ave. Orange CA 92867 U.S.A.　Tel.+1-714-997-
7331　Fax.+1-949-552-0588　［連絡先　The University United Methodist Church 18422 Culver Dr. Irvine, CA 
92612 U.S.A.］　◇Ｉ．ドーナン、ステーサム 広江、高木 純子

パークビュー長老教会
Parkview Presbyterian Church　727 T St., Sacramento, CA 95814 U.S.A.　Tel.+1-916-443-4464　◇マス
ノ カズオ

バークレー・イエス之御霊教会
Berkeley Spirit of Jesus Church　1425 Stannagne Ave., Berkeley, CA U.S.A.,　◇江崎 克子

バークレー合同メソジスト教会
Berkeley Methodist United Church　1710 Carleton St., Berkeley, CA 94703 U.S.A.　Tel.+1-510-848-4680　
◇久留原 デール

パーム・メソジスト教会
Palm United Methodist Church　P.O.Box 846, Dinuba, CA 93618 U.S.A.　Tel.+1-209-591-0746　◇Ｋ．イ
ガラシ

パイン合同メソジスト教会
Pine United Methodist Church　［合同メソジスト教会］　426-33rd Ave., San Francisco, CA 94121 U.S.A.　
Tel.+1-415-387-1800,+1-415-387-1881（日本語直通）　Fax.+1-415-387-1801　◇Brenda Vaca、藤浪 敦子

【HP】http://gbgmchurches.gbgm-umc.org/pinechurch/

ハリウッド・キリスト長老教会
Christ Presbyterian Church of Hollywood　4011 Clinton St., Los Angeles, CA 90004 U.S.A.　◇江崎 テッ
ド

ヒルスデール・バプテスト教会日本語伝道所
Hillsdale Blvd Baptist Church Japanese Mission　6201 Hillsdale Blvd. North Highlands, CA 95842 
U.S.A.　Tel.+1-916-331-2741　◇栗山 信夫

フェイス合同メソジスト教会
Faith United Methodist Church　［United Methodist Church］　2115 W. 182nd St., Torrance, CA 90504 
U.S.A.　Tel.+1-310-217-1865　Fax.+1-310-217-0571　◇Derek Nakano、Kenneth Suhr、宮川 裕美子

【HP】http://www.faithunitedmethodist.com

ブエナヴィスタ合同メソジスト教会
Buena Vista United Methodist Church　［メソジスト］　2311 Buena Vista Ave., Alameda, CA 94501 
U.S.A.　Tel.+1-510-522-2688　Fax.+1-510-522-1367　◇吉井 マイケル、山田 もとえ

復活ルーテル教会
Lutheran Church of the Resurrection(ELCA)　［アメリカ福音ルーテル教会］　9812 Hamilton Ave., 
Huntington Beach, CA 92646 U.S.A.　Tel.+1-714-964-1912　Fax.+1-714-963-1275　◇田中 良浩

【HP】http://www.lcrhb.org　【E-mail】jministry@lcrhb.org

ぶどうの木国際教会
Vine International Fellowship　［バプテスト・ジェネラル・コンファランス（Baptist General 
Conference）］　643 W. Malvern Ave. Fullerton, CA 92832 U.S.A.　Tel.+1-951-244-8025　［連絡先　Rev. 
Itsuo Ueno　34056 Harrow Hill Rd. Wildomar, CA 92595 U.S.A.　Tel.+1-951-244-8025］　◇上野 五男

【E-mail】piueno@ca.rr.com
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フリーモント・アジア・キリスト教会
Fremont Asian Christian Church　［北米ホーリネス教団］　3355 Country Dr. Fremont, CA 94536,USA　
Tel.+1-510-657-3416　◇ジョー ロバーツ、松田 和彦

米国長老派・日本人長老派教会
Japanese Presbyterian Church　［米国長老派（PCA)］　2624 Market St., San Diego, CA 92102 U.S.A.　
Tel.+1-619-233-5858　Fax.+1-619-233-5955　◇福田 稔

平信徒教会
［単立教会］　Christian LaymanChurch,1707WardSt.,Berkeley, CA 94703 U.S.A.　Tel.+1-415-845-5091　◇正
親町 ウェイン

ベタニヤ会衆派教会
Bethany Congregational Church　［Conservative Congregational Church Conference］　556 N. Hope 
Aveue Santa Barbara, CA 93110 USA　Tel.+1-805-687-1115　Fax.+1-805-563-8060　◇David Graham、ヤマ
モト ショウゾウ

ベニス・サンタモニカ・フリーメソジスト教会
Venice-Santa Monica Free Methodist Church　［北米フリー・メソジスト教団］　4871 Centinela Ave., 
Los Angeles, CA 90066 U.S.A.　Tel.+1-310-822-8094　Fax.+1-310-821-5474　◇橋本 元、宮部 ジム

【HP】http://japanese.vsmfmc.org

ペニンスラ・フリーメソジスト教会
Peninsula Free Methodist Church　［北米フリーメソジスト教団太平洋沿岸日系人年会］　599 Jefferson 
Ave., Redwood City, CA 94063-1703 U.S.A.　Tel.+1-650-365-7972　Fax.+1-650-365-7935　◇榊原 宣行、イ
ー・レス

【HP】http://www.peninsulafmc.org/　【E-mail】nobu@peninsulafmc.org

ホイッテア・コミュニティー・キリスト教会
Whittier Community Christian Church　［北米ホーリネス教団］　10823 Colima Rd., Whittier, CA 90604 
U.S.A.　Tel.+1-562-944-2787　◇上村

マックギー・イエス之御霊教会
McGee Spirit of Jesus Church　1345 McGee Ave., Berkely, CA U.S.A.,　◇江崎 克子

ミッションバレーフリーメソジスト教会
Mission Valley Free Methodist Church　［北米フリーメソジスト教団内　日系人年会］　1201 South San 
Gabriel Blvd., CA 992835 U.S.A.　Tel.+1-626-285-6788　Fax.+1-626-285-9895　［連絡先　Yutaka Tanabe　
2730 Torrey Pine Dr. Fullerton, CA　92835 U.S.A.　Tel.+1-714-990-6023　Fax.+1-714-990-6023］　◇田辺 豊

【HP】http://mvfmc.web.infoseek.co.jp/

南カリフォリニア基督教教会連盟
Church Federation of Southern California Japanese American　［超教派／クリスチャンブックセンタ
ー］　401 E.3rd St., Los Angeles, CA 90013 U.S.A.　Tel.+1-213-626-1090　Fax.+1-213-626-7131　◇大川 道
雄、河野 亮平

南カリフォルニア基督教教会連合
Church Federation of Southern California Japanese American　［超教派］　401 E.3rd St, Los 
Angeles, CA 90013 U.S.A.　Tel.+1-213-626-1090　Fax.+1- 213-626-7131　◇田辺 豊、金井 ステファン

【HP】http://www.cfscja.org/

メイヒュー・バプテスト教会
Mayhew Community Baptist Church　［アメリカン バプテスト］　3401 Routier Rd., Sacramento, CA 
95827  U.S.A.　Tel.+1-916-363-6145　［連絡先　吉野 安子　1227 Vst.Sacramento,CA 95818 U.S.A　Tel.+1-
916-444-0821］　◇吉野 安子
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めぐみ合同メソジスト教会
［日本キリスト教団］　609 Spurgeon St., Santana, CA 92701 U.S.A.　Tel.+1-714-542-2958　◇伊藤 秀美

恵みバプテスト教会
8930 Ashwell Way, ElkGrove, CA 95624　◇正木 友樹

リビングストン合同メソジスト教会
Livingston United Methodist Church　［メソジスト教会］　11695 W. Olive Ave., Livingston, CA 95334 
U.S.A.　Tel.+1-209-394-2264　◇Robert L. Kuyper、美智子 ホルト、悦子 パーキンス

リンカーン・アヴェニュー長老教会
Lincoln Ave. Presbyterian Church　［Presbyterian Church U.S.A.］　536 Lincoln Ave., Salinas, CA 93901 
U.S.A.　Tel.+1-408-424-5513　◇ジョージ・ドイル

ルーミス第一合同メソジスト教会
Loomis First United Methodist Church　6414 Brace Rd., Loomis, CA 95650 U.S.A.　Tel.+1-916-652-0469　

ローリングヒルズ　カベナント教会　日語部
Rolling Hills Covenant Church Japanese Ministry　［カベナント教団］　2222 Palos Verdes Drive 
North,Rolling Hills Estates ,CA 90274, U.S.A.　Tel.+1-310-521-5290　Fax.+1-310-539-9468　◇宇野 雄司

【HP】http://www.rhccjpn.org/

ロサンゼルス合同キリスト教会
Union Church of Los Angeles　［長老派、組合派］　401 East. 3rd Street Los Angeles, CA 90013 U.S.A.　
Tel.+1-213-629-3876　Fax.+1-213-629-4091　［連絡先　Tel.+1-213-629-3880］　◇日比野 正也、Betty 
Akagi、並木 美雪

【HP】http://www.unionchurchla.org　【E-mail】unionnichigo@covad.net

ロサンゼルス・ホーリネス教会
Los Angeles Holiness  Church　［OMS　北米ホーリネス教団］　3660 S.Gramercy Pl., Los Angeles, CA 
90018 U.S.A.　Tel.+1-323-733-4288　Fax.+1-323-733-4288　◇溝口 俊治、中馬 リック、高吉 聖吾

ロス・アンジェルス・バプテスト日本語教会
Los Angeles Japanese Baptist Church　［American Baptist Churches U.S.A.］　2935 E. 2nd St., Los 
Angeles, CA 90033-4104 U.S.A.　［連絡先　Rev. KAZUAKI YAMADA　12624 Lucas St., Cerritos, CA 
90703-1124 U.S.A.　Tel.+1-562-926-2681　Fax.+1-562-926-2681］　◇山田 和明

コネチカット州

グリニッチ福音キリスト教会
Japanese Gospel Church of Greenwich　［ＬＭＩ 世界宣教会］　c/o St. Paul Evangelical Lutheran 
Church, 286 Delavan Ave. Greenwich, CT 06830 U.S.A.　Tel.+1-203-531-6450　Fax.+1-203-531-6450　［連絡
先　立石尚志　17 Moshier St. Greenwich CT 06831 U.S.A.　Tel.+1-203-531-1609］　◇立石 尚志、立石 聖美

【HP】http://www.jgclmi.com/　【E-mail】jgclmi@verizon.net

コロラド州

シンプソン合同メソジスト教会
Simpson United Methodist Church　［米国合同メソジスト教会ロッキーマウンテン教区 Rocky Mountain 
Conferense］　6001 Wolff St., Arvada, CO 80003 U.S.A.　Tel.+1-303-428-7963　Fax.+1-303-427-1577　◇
Barbara Vande Berg、マーク・ハイス、エミ・ワケ

【HP】http://www.simpsonumc.com

デンバー・クリスチャン・フェローシップ
Japanese international Christian Fellowship Denver Meeting　［Southern Baptist Convention］　3576 
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South Depew Street,  #306, LAKEWOOD, CO 80235 U.S.A　Fax.+1-303-985-7686　◇Takeshi Nogami

ジョージア州

ウェストミンスター日本人教会
Westminster Japanese Church　［Presbyterian Church in America］　11450 Bowen Rd., Roswell, GA 
30075 U.S.A.　Tel.+1-770-594-1382　◇武田 恒義

【HP】http://www.westminsterjapanesechurch.com/　【E-mail】t.takeda@worldnet.att.net

ノークロス日本語伝道所
Norcross Japanese Baptist Mission　［Japanese Southern Baptist Churches of America全米南部バプテスト
日本語教会連盟］　First Baptist Church Norcross 706 North Peachtree St. Norcross GA 30071 U.S.A.　Tel.+1-
770-448-2716　Fax.+1-770-417-1738　［連絡先　Hiroaki Sakamaki (酒巻宏明）　646 North Peachtree St. 
Norcross, GA, 30071, USA　Tel.+1-770-740-8712］　

テキサス州

アビリーン・クリスチャン・グループ
Christian Group of Abilene　［Southern Baptist］　c/o Elmcrest Baptist Church 517 N Pioneer Dr. Abilene 
TX 79603 U.S.A.　Tel.+1-915-673-8908 (Kayo Cook)　［連絡先　3850 Concord, Abilene, TX 79603 U.S.A. 
(Kayo Cook). 1919 Briarwood, Abilene, TX 79603 U.S.A. (Kimiko White)　Tel.+1-915-672-8170(Kimiko 
White)］　◇宝田 豊、Kimiko White、Kayo Cook

サンアントニオ日本人クリスチャングループ
Japanese Christian Group of San Antonio　［南部バプテスト連盟］　C/O Eisenhauer Road Baptist 
Church 3950 Eisenhauer Road San Antonio TX 78218 U.S.A.　Tel.+1-210-655-4643　◇宝田 豊

ダラス第一バプテスト教会ジャパニーズ・チャペル
First Baptist Church of Dallas, Japanese Chapel　［Southern Baptist Convention］　1707 San Jacinto, 
Dallas, TX 75201 U.S.A.　Tel.+1-214-969-2454　Fax.+1-214-969-2454　［連絡先　新垣 太　805 Middle Cove 
Dr., Plano, TX 75023 USA　Tel.+1-972-633-5249　Fax.+1-972-633-5249］　◇新垣 太

【HP】http://www.geocities.jp/jpchapeldallas

タロウッドバプテスト教会日本語伝道所
Tallwood Baptist Church Japanese Mission　555 Tallowood Drive Houston TX 77024 U.S.A.　Tel.+1-
713-468-8241　Fax.+1-713-467-6375　［連絡先　Tel.+1-713-973-6176］　

ノース・テキサス日本語バプテスト教会
Japanese Baptist Church of North Texas　［南部バプテスト連盟］　6040 Alpha Rd., dallas, TX 
75240-3531 U.S.A　Tel.+1-972-788-2181　Fax.+1-972-907-0913　［連絡先　宝田 豊　714 Brentwood Ln., 
Richardson, Texas　Tel.+1-972-907-8718］　◇宝田 豊、山中 臨在

【HP】http://www.jbchurch.org/　【E-mail】church@jbchurch.org

テネシー州

Japanes Baptist Church of Middle Tennessee
108 7th Ave. South,Nashville,TN 37203　Tel.+1-615-373-6017　Fax.+1-615-664-6003　◇Ernest Holloway

【HP】http://www.jbctn.org/

サード・バプテスト教会日本語伝道所
Third Baptist Church of Murfreesboro　410 W.Mcknight Drive. Murfreesboro, TN 37129 U.S.A.　Tel.+1-
615-893-8192　◇横井 滋幸
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ニュージャージー州

ニュージャージー日本語キリスト教会
Japanese Christian Church of New Jersey　［単立］　c/o Zion Ev. Lutheran Church, 120 East Pleasant 
Ave., Maywood, NJ 07607 U.S.A.　Tel.+1-201-712-9833　Fax.+1-201-712-9833　［連絡先　Manabu Nishikori　
207 Morningside Rd., Paramus, NJ 07652 U.S.A.　Tel.+1-201-251-7977　Fax.+1-201-251-7977］　◇錦織 学、
浜田 信二

【HP】http://www.jccofnj.org/　【E-mail】pastor@jccofnj.org

プリンストン日本語教会
Princeton Japanese Church　［Christian & Missionary Alliance］　c/o Kingston Presbyterian Church, 4565 
Rt. 27, Kingston, NJ 08528 U.S.A.　Tel.+1-609-520-1270　Fax.+1-609-520-1270　◇栗栖 信之

【HP】http://www.wwjmpjc.org/　【E-mail】L_CALEB@MSN.COM

ベツレヘム福音ルーテル教会
Bethlehem Evangelical Lutheran Church　［Companions in Mission］　155 Linwood Ave., Ridgewood, 
NJ 07450 U.S.A.　［連絡先　100 Rock Road #26 Hawthorne, New Jersey 07506 U.S.A］　◇大澤 正三

ラブジョイピース教会
Love Joy Peace Church in NJ　c/o Hope Presbyterian Church, 119 River Rd, Teaneck, NJ 07666　Tel.+1-
201-336-4117　［連絡先　Katsunori Nakajima　303 E.Homestaed Ave Palisades Park NJ 07650　Tel.+1-201-
336-4117］　◇中島 克範

【HP】http://www.ljpchurch.net　【E-mail】ljpc2005@gmail.com

ニューヨーク州

日米合同教会
The Japanese American United Church　［米国改革教会 (Refomed Church of America)・合同メソジスト
教会 (United Methodist Church)］　255 7th Ave., New York, NY 10001 U.S.A.　Tel.+1-212-242-9444　Fax.+1-
212-242-5274　◇鈴木 有郷、丸橋 理加、吉田 小夜子

【HP】http://www.jauc.org/

日本語ナザレン教会
Japanese Church of the Nazarene　［米国ナザレン教団］　2650 Wilson Ave., Bellmore, Long Island, 
New York, 11710　Tel.+1-516-679-6848　◇木戸 ブライアン

【HP】http://kyokai.us/

ニューヨーク日本語教会
New York Japanese Church　［Christian & Missionary Alliance］　26 Cameron Place, Tuchanoe, New 
York 10707 U.S.A.　Tel.+1-914-961-8407　Fax.+1-914-961-1792　［連絡先　30 Underhill St., Tuckahoe, NY 
10707］　◇鈴木 譲

【HP】http://www.nyjc.org/　【E-mail】jsuzuki@nyjc.org

メトロポリタン・ジャパニーズ・ミニストリー
Metropolitan Japanese Ministry(MJM)　［聖公会］　c/o Church of St.James the Less, Church Lane & 
Crane Road, Scarsdale, NY 10583 U.S.A.　Tel.+1-914-723-6118　Fax.+1-914-723-3776　◇ジョン・ロイド

【HP】http://www.mjmny.org/

ユニオン日本語教会
Union Japanese Church of Westchester　［日本基督教団］　c/o Hitchcock Presbyterian Church, 6 
Greenacres Ave., Scarsdale, NY 10583 U.S.A.　Tel.+1-914-722-4554　◇相良 昌彦

【HP】http://www.ujcw.org/

ラブ・ジョイ・ピース・チャーチ
Love Joy Peace Church　［単立］　520 8th Ave 16th Fl New York NY 10018 USA　Tel.+1-201-336-4117　
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［連絡先　Katsunori Nakajima　303 E.Homestaed Ave Palisades Park NJ 07650 USA］　◇中島 克範
【HP】http://www.ljpchurch.net/

ネバダ州

ラスベガス・ジャパニーズ・コミュニティー・チャーチ
Las Vegas Japanese Community Church　9175 S. Las Vegas Blvd. #108, Las Vegas, NV 89123　Tel.+1-
702-250-0966　［連絡先　Rev. Kenji Tsuruta　2888 Patriot Park Pl., Henderson,NV 89052　Tel.1-702-450-
0300］　◇鶴田 健次

【HP】http://lvjcc.com　【E-mail】kentsuruta@cox.net

ノースカロライナ州

カーメルバプテスト教会
Carmel Baptist Church　［超教派］　1145 Pineville-Matthews Road, Charlotte, NC 28226, USA　Tel.+1-
704-543-1200　◇篠田 均

ローリー第一バプテスト教会日本語集会
Japanese Mission/First Baptist Church Raleigh　［全米南部バプテスト日本語教会連盟］　First Baptist 
Church, Raleigh 99 N Salisbury St. Raleigh NC 27603 U.S.A.　Tel.+1-919-832-4485　

【HP】http://www.fbcraleigh.org/

バージニア州

プロビデンス・バプテスト教会日本語部
Providence Baptist Church (Japanese Language Ministry)　［全米南部バプテスト日本語教会連盟］　
898 Brook Rd., Mclean Virginia 22102, U.S.A.　Tel.+1-703-560-0563　Fax.+1-703-560-1470　［連絡先　Mrs. 
Chizuyo Y Templeman　7719 Virginia Lane, Falls Church, VA 22043, U.S.A.］　◇テンプルマン千寿代

ハワイ州

インターナショナル・ジャパニーズ・キリスト教会
International Japanese Christian Church　［単立］　1252 Young St., Honolulu, HI 96814 U.S.A.　
Tel.+1-808-591-8877　Fax.+1-808-591-8810　◇冬木 友博、冬木 裕子

【HP】http://ijcchawaii.org　【E-mail】info@ijcchawaii.org

ウェスレー合同メソジスト教会
United Methodist Japanese Ministry　［米国合同メソジスト教会］　5524 Pia St., Honolulu, Hawaii 
96821 U.S.A.　Tel.+1-808-737-3444　［連絡先　パーカー　Tel.+1-808-247-3250］　◇藤本 治祥

ウェスレー合同メソジスト教会オアフ日語ミニストリー
Wesley United Methodist Church（米国)　［Unitd Methodist Church 沖縄の日本基督教団　首里教会
と姉妹教会］　1350 Hunakai St., Honolulu, HI 96816 U.S.A.　Tel.+1-808-389-3975　Fax.+1-808-536-9604　
［連絡先　1685 Piikea St., Honolulu, HI 96818 U.S.A. （牧師館）　Tel.+1-808-421-0821］　◇佐藤 勇治

オリベットバプテスト教会
Olivet Baptist Church　［Southern Baptist Convention（Hawaii Pacific Baptist Convention)］　1775 South 
Beretania Street Honolulu, HI 96826 U.S.A.　Tel.+1-808-946-6505　Fax.+1-808-946-6507　◇渡辺 牧人、
Holmes, Bob、徳山裕貴子

【HP】http://www.olivetbaptisthawaii.org/　【E-mail】watanabem010@hawaii.rr.com

カウマナ・ドライブ・バプテスト教会日本語伝道所
Kaumana Drive Baptist Church Japanese Mission　［Southern Baptist Convention］　388 Kaumana 
Drive, Hilo, HI 96720 U.S.A.　Tel.+1-808-961-3309　Fax.+1-808-961-3310　◇三代川 幸雄、ハーブ 瀬川、ケ
ネ 久保
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カフルイユニオン教会日本語部
KAHULUI UNION CHURCH Nichigo Bu　［United Church of Christ］　101 West. Kamehameha Ave. 
Kahului, HI 96732　Tel.+1-808-877-3594　Fax.+1-808-871-5538　◇三代川 幸雄、テルヤ，デクスター

【HP】http://kahuluiunion.org/　【E-mail】yukiomiyokawa@yahoo.co.jp

カリヒ・ユニオン教会 日本語部
Kalihi Union Church　［アメリカ福音自由教会］　2214 N. King St., Honolulu, HI 96819 U.S.A.　Tel.+1-
808-841-7022 (EXT707)　Fax.+1-808-845-5349　◇藤浪 義孝、本郷 ランディー、三藤 デニス

【HP】http://www.kalihiunion.org/　【E-mail】japanese.fellowship@kalihiunion.org

カルウエラ救世軍小隊
Kauluwela Corps Salvation Army　296 N.Vineyard Blvd., Honolulu, HI 96817 U.S.A.　Tel.+1-808-521-
6551　

キングスカテドラル
King's Cathedral　［ペンテコステ派］　777 mokulele Hwy .Kahului,HI 96732 U.S.A　Tel.+1-808-871-
7311　Fax.+1-808-871-9708　［連絡先　山口県岩国市麻里布5-15-25　Tel.0827-31-8467　Fax.0827-31-
8467］　◇中上 真由美

【HP】http://kingscathedral.com/

グッド・サマリタン教会
Good Samaritan Episcopal Church　［聖公会］　1801-10th Ave., Honolulu, HI 96816 U.S.A.　Tel.+1-
808-735-5944　◇Robert Dewolfe、Morimasa Kaneshiro、Kenneth Jackson

合同メソジスト教会オアフ日本語ミニストリーハリス合同メソジスト教会
Harris United Methodist Church　［合同メソジスト教会（米国）､日本基督教団と関係（銀座教会と姉
妹教会）］　20 S.Vineyard Blvd., Honolulu, HI 96813 U.S.A.　Tel.+1-808-389-3975　Fax.+1-808-536-9604　
［連絡先　3311Campbell Ave.Honolulu,HI96815 U.S.A.　Tel.+1-808-735-4688　Fax.+1-808-735-4688］　◇
佐藤 勇治

コロア・ユニオン教会
Koloa Union Church　P.O.Box 315, Kolaa, Kauai, HI 96756 U.S.A.　

第一アッセンブリー・オブ・ゴッド教会
First Assemblies of God Church　［The Assemblies of God教団］　3400 Moanalua Rd., Honolulu, HI 
96819 U.S.A.　Tel.+1-808-836-2300　Fax.+1-808-836-8677　［連絡先　Tel.+1-808-734-1038　Fax.+1-808-
734-1038］　◇Klayton Ko、渡辺 みち、ジョイス 北野

【HP】http://www.firstaog.com/

パールシティー第一バプテスト教会日本語部
First Baptist Church of Pearl City　［Southern Baptist Convention］　1445 Hoolaulea St. Pearl City, HI 
96782 U.S.A.　Tel.+1-808-455-2011　Fax.+1-808-456-8780　◇石渡 敬子

【HP】http://fbcpearlcity.com/

パリービュー・バプテスト教会
Pali View Baptist Church　［HAWAII PACIFIC BAPTIST CONVENTION］　45-510 Halekou Rd., 
Kaneohe, HI 96744-5299 U.S.A.　Tel.+1-808-247-4271　◇儀間 明子、村田 ケイ

ハワイ・イエス之御霊教会
Hawaii lesu no Mitama Kyokai　［イエス之御霊教会］　2671 Gardenia St., Honolulu, HI 96816 U.S.A.　
Tel.+1-808-732-6273　Fax.+1-808-735-5639　◇上原 進助、上原 敏子、ギヤーリー・オイラー

ハワイ日本語キリスト教会連盟
Hawaii Council of Japanese Christian Churches　［超教派団体］　［連絡先　Olivet Baptist Church　
Tel.+1-808-946-6505　Fax.+1-808-946-6507］　◇渡辺 牧人、藤波 義孝、関 真士
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【HP】http://cjcch.com

ヒロ・ホーリークロス教会
Church of the Holy Cross　1410 Mona Loop, Hilo, HI 96720 U.S.A.　Tel.+1-808-959-6453　◇山根 進

プウナ組合教会
Puna United Church of Christ　P.O.Box 512 J, Keaau, HI 96749 U.S.A.　◇Ｗ．マーティン

ホノルル ･ キリスト教会
Honolulu Christian Church　［北米ホーリネス教団］　2207 Oahu Ave., Honolulu, HI 96822 U.S.A.　
Tel.+1-808-973-4335　Fax.+1-808-973-4337　［連絡先　Tel.+1-808-973-4336］　◇松田 従旨、関 真士、
Russelｌ Higa

【HP】http://www.hccjapan.org/　【E-mail】office@hccjapan.org

マキキ聖城キリスト教会
Makiki Christian Church　［United Church of Christ］　829 Pensacola St., Honolulu, HI 96814 U.S.A.　
Tel.+1-808-594-6446（英語）,+1-808-594-8915（日本語）　Fax.+1-808-594-8918　◇黒田 朔、Wayne Ibara、
Bradstreet Smith

【HP】http://www.makikichurch.org/

ラハイナ合同メソジスト教会
Lahaina United Methodist Church　142 Baker St., Lahaina, Maui, HI 96761 U.S.A.　Tel.+1-808-661-3320　
［連絡先　P.O.Box 1502,kahului, Maui, Hawaii 96732 U.S.A　Tel.+1-808-893-0069］　◇山元 春雄

【HP】http://www.mauimapp.com/information/churchmet.htm

リフェ教会
Lihue Christian Church　［United Church of Christ］　2943 Kress St., Lihue, Kauai, HI 96766 U.S.A.　
Tel.+1-808-245-2348　Fax.+1-808-246-3715　◇Faith Jackson、James Koyama

ワイアナエ・バプテスト教会
Waianae Baptist Church　［南部バプテスト教団］　85-716 Farrington Hwy. Waianae, HI 96792 U.S.A.　
Tel.+1-808-696-4374　◇安谷屋 富

ワイメア教会
Waimea Christian Church　Waimea, Kauai, HI 96798 U.S.A.　Tel.+1-808-338-1493　

ペンシルバニア州

フィラデルフィア日本人キリスト教会
Japanese Christian Church of Philadelphia　［アメリカ合衆国長老教会(Presbyterian Church U.S.A.)］　
6301 Drexel Rd., Philadelphia, PA 19151 U.S.A.　Tel.+1-215-473-1910　◇田村 寿宏、大塚 隆英、田原 実

【HP】http://www.jccp-us.org　【E-mail】jccp.elder@gmail.com

ブリンマー日本語教会
Bryn Mawr Japanese Church (Philadelphia)　［Presbyterian Church in America］　c/o Proclamation 
Presbyterian Church,  278Bryn Mawr Avenue, Bryn Mawr,Pennsylvania 19010 U.S.A.　Tel.+1-610-520-9500　
Fax.+1-610-520-5240　［連絡先　Tel.+1-610-331-7732］　◇李 起燮

【HP】http://www.bmjc.org/　【E-mail】bmjc07@hotmail.com

リーハイバレー日本語教会
Lehigh Valley Japanese Church　［Christian & Missionary Alliance］　Wellspring Community Church内　
5042 Schantz Rd, Allentown, PA18104　Tel.+1-609-520-1270　Fax.+1-609-520-1270　［連絡先　栗栖 信之　
19 Hawk Rd., Lawrenceville, NJ 08648　Tel.+1-609-731-0701　Fax.+1-609-520-1270］　◇栗栖 信之、ロイド 
美代

【HP】http://www.lvjc.org/
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マサチューセッツ州

ボストン日本語キリスト教会
Boston Japanese Christian Church　［日本バプテスト教会連合］　397 Somervlle Ave., Somerville, MA 
02143 U.S.A.　Tel.+1-617-776-1812　Fax.+1-617-776-1812　［連絡先　Tel.+1-617-776-3135］　◇ケン・ミ
ルハウス

【HP】http://www.bostonjapanesechurch.org/

ボストン日本人集会
Japanese Christian Fellowship in Boston　［超教派］　255 Washington St. Arlington. MA. 02474 U.S.A.　
Tel.+1-781-646-5288　Fax.+1-781-646-5288　［連絡先　Japanese Christian Fellowship パークストリート教会
内 （5F） ONE PARK STREET BOSTON, MA 0-108］　◇クラブトリー・小夜子、鄭 彰協、呉 朋子

マサチューセッツ聖マルコ教会
Massachusetts St.Marco Episcopal Church　［聖公会］　27 Main St., Southborough, MA 01772 U.S.A.　
Tel.+1-508-481-1917　［連絡先　Tel.+1-508-443-2369］　◇T.J.小寺

マリアナ諸島

グアム福音教会
Japan Evangelical Church of Guam　c/o PALM 139 El Dorado Road, Upper Tumon Guam 96913　Tel.+1-
671-565-6544　［連絡先　P.O. Box 7346, Tamuning Guam 96931 U.S.A.　Tel.+1-671-565-6544,727-2846］　
◇松本 健一、Haruko Cotton

【HP】http://guam.church.jp

サイパン・ナオス・ジャパニーズ・チャーチ
Saipan Naos Japanese Church　Tel.+1-670-288-0133　Fax.+1-670-288-0133　［連絡先　P.O.Box 
502877CK, Saipan MP9650, U.S.A］　◇永田 幸子、永田 愛

ミネソタ州

フェローシップ日本人教会
Japanese Fellowship Church　［フェローシップ・ディコンリー福音教団］　4217 Bloomington Ave. S. 
Minneapolis. MN 55407 U. S. A　Tel.+1-612-722-8314　◇金子 伸哉

【HP】http://www.japanesechurch-mpls.org　【E-mail】jfcpastor@hotmail.com

メリーランド州

日本キリスト教会
Japaneses Christian Church　［c/o Woodside United Methodist Church］　8900 Georgia Ave., Silver 
Spring, MD 20910 U.S.A.　Tel.+1-301-984-1179　◇田中 秀俊、田中 千恵子

ワシントン・アライアンス日本語教会
Washington　Alliance　Japanese　Church　［Christian & Missionary Alliance］　c/o Japanese Christian 
Community Center 1099 Rockville Pike, Rockville, MD20852　Tel.+1-301-738-0022　Fax.+1-301-738-0022　
［連絡先　西郷 純一　13008 North Commons Way, Potomac, MD 20854　Tel.+1-240-314-0249　Fax.+1-240-
314-0249］　◇西郷 純一

【HP】http://www.wajc.org/　【E-mail】saigo@wajc.org

ワシントン日本人キリスト教会
Washington Japanese Christian Church　［Presbyterian Church in America］　Bethesda presbyterian 
Church 7611 Clarendon Road, Bethesda, MD20814 U.S.A.　Tel.+1-301-770-3717　Fax.+1-301-770-3717　［連
絡先　上原 隆・Washington Japanese Christian Church　1635 Martha Terrace, Rockville, MD 20852 U.S.A.　
Tel.+1-301-525-8420］　◇上原 隆

【HP】http://www.wjcc.net/　【E-mail】wjcc@wjcc.net
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ユタ州

オグデン・キリスト合同教会
Ogden Union Church　58023rd St., Ogden, UT 84401 U.S.A.　Tel.+1-801-392-4833　◇伊予谷 峯男

ソルトレイク日本人キリスト教会
Japanese Church of Christ, Salt Lake City　［米国長老教会、米国合同教会］　268 West 100 South, 
Salt Lake City, UT 84101　Tel.+1-801-363-3251　Fax.+1-801-363-3251　［連絡先　花房 譲次　3410 
Eastwood Drive, Salt Lake City, UT 84109　Tel.+1-801-277-5824　Fax.+1-801-277-5824］　◇花房 譲次、
Choi，Luke

【E-mail】tenyoh@hotmail.com

ユタ第一南部バプテスト日本語教会
The First Southern Baptist Japanese Church of Utah　［全米南部バプテスト連盟］　1175 West 600 
North, Salt Lake City, UT U.S.A. 84116　Tel.+1-801-944-9807　Fax.+1-801-944-9807　◇尾崎 滋正

【E-mail】fsbjcu@earthlink.net

ワシントン州

栄光キリスト教会
Eikou Christian Church　［単立］　11339 NE. 50th Pl.,Kirkland, WA 98033 U.S.A.　［連絡先　ご訪問さ
れる方は、日本のアンテオケ宣教会（TEL：048-823-8366）までご連絡ください。］　◇熊井 裕作

シアトル日系人キリスト教会同盟
Seattle Japanese Christian Church Federation　C/o JAPANESE CONGREGATNAL CHURCH　305 
17th Abenue. South 98144 USA.　Tel.+1-206-325-4566　◇Stephen Luttio

シアトル日本人組合教会
Seattle Japanese Congregational Church　98144 U.C.C.305-17th Ave.S.,Seattle, WA 98144 U.S.A.　
Tel.+1-206-562-2963　［連絡先　604 177th Ln.NE, Bellevue, WA 98008 U.S.A.］　◇Ｓ．ルティオ・スティ
ブン

シアトル日本人長老教会
Japanese Presbyterian Church of Seattle　［Presbyterian Church （U.S.A.）］　1801 24th Ave S, 
Seattle, WA 98144-4625, U.S.A.　Tel.+1-206-323-5990　Fax.+1-206-323-9111　◇Kerry Kaino、J.P. Kang、中
西 覚

【HP】http://jpresby.org/　【E-mail】presbyjapan@gmail.com

シアトル日本人バプテスト教会
Seattle Japanese Baptist Church　［American Baptist Churches U.S.A.］　160 Broadway, Seattle, 
WA98122 U.S.A.　Tel.+1-206-622-7351　Fax.+1-206-622-3462　◇ポール D･アイタ、崎山 幸男

【HP】http://www.jbcseattle.org　【E-mail】yukiosaki@comcast.net

ジャパニーズ・インターナショナル・バプテスト教会・タコマ
Japanese International Baptist Church of Tacoma　［Southern Baptist Convention］　7636 so, "A" 
street Tacoma, Wa, 98408　Tel.+1-253-671-0702　Fax.+1-253-671-0702　［連絡先　竹内 正臣　P.O.Box 
97234 Tacoma, WA98497-0234 U.S.A　Tel.+1-253-581-4519　Fax.+1-253-581-4519］　◇竹内 正臣、Paul 
Uemura

【HP】http://jibc.net　【E-mail】JIBCofTacoma@msn.com

セイント・ピーターズ・エピスコパル教会
St. Peter's Episcopal Church　［Episcopal］　1610 South King Street, Seattle, Washington 98144-2115 
U.S.A.　Tel.+1-206-323-5250　◇James Thibodeaux

【HP】http://www.stpeterseattle.org
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フェイスバイブル教会
Faith Bible Church　［単立］　128-18th Ave., Seattle, WA 98122 U.S.A.　Tel.+1-206-322-8044　Fax.+1-
206-322-4571　◇クレイグ スワンソン、マイク カーツ

【HP】http://www.fbcseattle.org/　【E-mail】nichigo@fbcseattle.org

ブレイン記念合同メソジスト教会
Blaine Memorial United Methodist Church　98144 3001-24th Ave.S., Seattle, WA 98144 U.S.A.　Tel.+1-
206-723-1536　◇千畠 ボブ、劉東輝、ジャンヌ・Ｈ・ダンカン

ホサナキリスト教会
Hosanna Christian Church　［チャーチ･オブ･ゴッド］　3939 154th Avenue SE Bell evue, WA 98006 
U.S,A　Tel.+1-425-746-3546　Fax.+1-425-746-3808　◇高橋 京太

【E-mail】kyotatakahashi@hotmail.com

リンウッド日本人教会
Lynnwood Japanese Church　［サザンバプテスト連盟］　17319 Larch Way, Lynnwood, WA 98037　
Tel.+1-425-273-1224　◇金田 豪

【HP】http://www.lynnwoodjapanesechurch.org　【E-mail】pastorgk@comcast.net

ロック・オブ・エイジス・ルーテル同胞教会日本語部
Rock of Ages Lutheran Brethren Church Japanese Ministries　［Church of the Lutheran Brethren of 
America］　316-70th St. N., Seattle, WA 98103 U.S.A.　Tel.+1-206-784-7682　Fax.+1-206-783-4196　◇ラー
ジャ．オルソン

【HP】http://www.roajp.org

アルゼンチン　Argentine

在亜キリスト福音公同教会
Igleesia Evangelica Japonesa Unida　［日本基督教団関係教会］　1425c/o 台湾長老教会新興教会
,Mendoza 1660, 1428 Cap.Fed., Benos Aires, Argentina　［連絡先　Mrs.Tieko Tani, Vidt 2065 2D, 1425 CAP.
FED., Buenos Aires, Argentina　Tel.+54-4826-0516］　◇谷 智恵子

在亜日本人キリスト教会
IGLESIA  EVANGELICA  JAPONESA　［単立･超教派］　Lafuente 441−445 Buenos Aires 1406 
Argentinaw　Tel.+54-11-4613-9029　［連絡先　Av. J. B. Alberdi 2783. Buenos Aires 1406. Argentina］　◇
上江州 ルベン、大城 眞助、比嘉 学

サンハビエル教会
Sanjavier　［アルゼンチン･ユニオン・アッセンブリー教団］　3 de Febrero Y Chacabuco (3357) Missiones 
Argentina　Tel.+54-754-482419　Fax.+54-754-482419　［連絡先　御殿場純福音キリスト教会 中見透　〒
412-0024静岡県御殿場市東山711−24 アルゼンチン宣教を支える会　Tel.0550-82-2872　Fax.0550-82-7233］　
◇在原 繁

ポサダス集会、ガルアベ集会、P・リーコ集会、エンカルナシオン集会、ラパス集会、
Congregacion Japonesa　［ブラジル・フリーメソジスト教団日系年会＝IML（パラグアイ側）、アルゼ
ンチン、ワニオン、アッセンブリー教団（アルゼンチン側）］　3 de Febrero y Chacabuco (3357) San-javier 
Misiones Argentina　◇在原 繁

恵みの福音教会
Grace Gospel Church　［アルゼンチンブラザレン教団］　Domingo F Sarmiento 1955  Vte Lopez Florida 
CP1602 Pcia de Buenos Aires　Tel.+54-11-4795-6847　Fax.+54-11-4795-6847　◇与那嶺 ルイス・アルバー
ト、与那嶺 マリサ
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イギリス　Britain

ECC 日本語教会
Ealing Christian Centre Japanese Fellowship　［超教派］　268 Northfield Avenue, Ealing, London  W5 
4UB　Tel.+44-02088-407508　◇立山 仰、立山 千里

【HP】http://www.eccj.org.uk　【E-mail】info@eccj.org.uk

英国 OMF エスニック・ミニストリーズ
2 Pakenham Close, Cambridge, CB4 1PW, UK　Tel.+44-1223-324839　Fax.+44-1223-324839　◇横山 基生、
横山 好江

英国ミルトン・キーンズ日本人キリスト教会
Milton Keynes Japanese Christian Church　［Japan Christian Link］　68Booker Avenue, Bradwell 
Common, Milton Keynes,MK13 8EF, Buckinghamshire,UK　Tel.+44-1908-395168　Fax.+44-1908-395168　
［連絡先　Hawkins 優子　108 Booker Avenue, Bradwell Common, Milton Keynes, MK13 8EF　Tel.+44-1908-
667341　Fax.+44-1908-667341］　◇小島 美子、Hawkins 優子

【HP】http://www.geocities.jp/ukmkjcc/

ケンブリッジ JCF 集会
Cambridge Japanese Christian Fellowship　［超教派］　Henry Martyn Hall, Market Street, Cambridge, 
U.K.　［連絡先　100 Mowbray Road, Cambridge CB1 7TG, UK　Tel.+44-1223-213360］　◇盛永 進、永井 
佳子

【E-mail】nagai@btopenworld.com

日本語英国教会
Japanese Anglican Church (UK)　［聖公会］　St.Martin's Cottage, Hale Gardens, Acton, London W3 9SQ, 
U.K.　Tel.020-8992-2333　［連絡先　Mrs Yuki Johnson　120 Carthorse Lane REDDITCH B97 6SZ　UK　
Tel.07985-945084］　◇ジョンソン 友紀

【HP】http://www.geocities.jp/eikokukyokai07/　【E-mail】yuki_yasuko@hotmail.com

マンチェスター日本人集会
［超教派（フリーメソジスト系）］　21 Dean Row Road, Wilmslow, Cheshire SK9 ZPL U.K.　Tel.01625-531-
978　Fax.01625-531-978　［連絡先　Mrs. Takeko Aoki　21 Dean Row Road, Wilmslow, Cheshire SK9 ZPL　
Tel.+44-1625-531978　Fax.+44-1625-531978］　◇青木 長子

ロンドン日本人教会
Japanese Christian Fellowship(U.K.)　［無教派］　c/o Bloomsbury Central Baptist Church, Shaftesbury 
Avenue, London WC2H 8EP, U.K.　Tel.+44-20-8752-0115　Fax.+44-20-8752-0121　［連絡先　Rev. Peter 
Yonge　33 Creswick Road, Action, London W3 9HG, U.K.］　◇ピーター・ヤング

【HP】http://londonjcf.cocolog-nifty.com/

イタリア　

ミラノ賛美教会
Chiesa Protestante Giappone di Milano　［超教派］　ia Francesco Sforza 12/a Milano ITALY　Tel.+39-
340-6075-796　［連絡先　Mr. & Mrs. Nobuyuki UCHIMURA　Via Zanella 48/5
20133 Milano ITALIA　Tel.+39-340-6075-796］　◇内村 伸之、内村 まり子

【HP】http://www.mission-i.net/
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インドネシア　Indonesia

ジャカルタ日本語キリスト教会
Jakarta Japanese Christian Fellowship Church (JJCF) Jemaat Kristen Berbahasa Jepang di 
Jakarta　［単立・超教派］　Jalan Bona Indah A-1 No.31, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440, 
Indonesia　Tel.+62-21-750-8435　◇松本 章宏

【HP】http://www.geocities.jp/jjcf_jakarta/　【E-mail】akimasatomjun@yahoo.co.jp

ウクライナ　Ukraine

アゾフ・ガリラヤ家の教会
［キリスト教ガリラヤ福音教団］　ドネツカヤ州マリオポル市ゼリンツカゴ 92-23　［連絡先　ガリラヤ教
会　〒343-0041埼玉県越谷市千間台西3-3 せんげん台パークタウン三番街3-14号棟502　Tel.090-1120-5831　
Fax.048-975-2579］　◇秋山 昇、ゲルゲサ，ラリッサ・ビルヴェヴナ、ゲルゲサ，オクサーナ

クリミヤ・ガリラヤ家の教会
［キリスト教ガリラヤ福音教団］　クリミヤ・アエパトリーヤ市60 ヴルクスム通り ドーム2・KB73　［連
絡先　ガリラヤ教会　〒343-0041埼玉県越谷市千間台西3-3 せんげん台パークタウン三番街3-14号棟502　
Tel.090-1120-5831　Fax.048-975-2579］　◇秋山 昇、グリバノーバ，イリナ・イヴァノヴナ、ブロック，エ
カチェリーナ

オーストラリア　Australia

アデレード・ジャパニーズ・クリスチャン・フェローシップ
Japanese Christian Fellowship of Adelaide　［単立］　245 Angas Street, Adeladie, Australia　Tel.+61-
8-8390-0306　Fax.+61-8-8390-0306　［連絡先　荒井 文説　3 Drivers Rd Summertown SA 5141］　◇荒井 
文説

【HP】http://www.geocities.jp/jp_church_ade/　【E-mail】jcfamail@yahoo.co.jp

インカレッジャー・クリスチャン・ネットワーク・ブリスベン日本語教会
Encoureger Christian Network Brisbane Japnese Church　［ペンテコステ派］　11 COX ROAD 
WINDSOR OLD 4030  AUSTRALIA　Tel.+61-7-3861-1261　［連絡先　Makiko Nishiyama ; 5welland st. The 
Gap OLD 4061 AUSTRALIA］　◇西山 英征、西山 満喜子

クローズネスト日本人キリスト教会
［バプテスト］　Northside Baptist Church65 Willoughby Rd. Crows Nest, NSW　Australia　2065　Tel.+61-
2-9901-4299(Bob Gierhart)　Fax.+61-2-9901-3576(Bob Gierhart)　［連絡先　113 Pringle Ave. Belrose, NSW 
2085 Australia　Tel.+61-2-9453-3824　Fax.+61-2-9453-3824］　◇Bob Gierhart、水島 孝雄

ゴールド ･ コースト日本人キリスト教会
Gold Coast Japanese Christian Church　［Assemblies of God］　4 Hayman Court Robina QLD 4226, 
Australia　Tel.+61-7-5575-2624　Fax.+61-7-5575-2624　◇Bruce Edwards

【HP】http://www.japanese-church.com/

シドニー・ジャパニーズ・コミュニティー・チャーチ（SJCC）
3/52 Third Abenue, Epping NSW 2121,  Australia　Tel.+61-2-9868-6185　Fax.+61-2-9868-6185　

シドニー日本語福音教会
SYDNEY JAPANESE EVANGELICAL CHURCH　［福音的超教派］　Cnr.Park Avenue and Garden 
Square Gordon NSW 2072　◇青木 淳、David Hayman、小林 献
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シドニー日本人キリスト教会
Sydney Japanese Christian Church　181 Blues Point Rd, North Sydney, NSW　Tel.+61-2-9419-4836　
Fax.+61-2-9419-4836　［連絡先　3/26 Hampden Rd, Artarmon, NSW 2064 AUSTRALIA　Tel.+61-2-9410-
2071］　◇松薗 一美、坂井 一也

【HP】http://www.accsoft.com.au/~kyokai/

ジャパニーズ・ゴスペル・チャーチ
Japnese Gospel Church　［単立福音派］　Suite 5. Level 1, 19 Spring Street Chatswood SYDNEY NSW　
Tel.+61-2-9411-3647　Fax.+61-2-9411-8149　◇坂本 牧裕、加藤 智久、三浦 真弓

日本キリスト教会
Japan Christian Church　［メソジストと長老派/UNITING CHURCH］　City Church 220 Pitt St., Wesley 
Centre, Sydney, Australia　Tel.+61-2-9797-6415　Fax.+61-2-9716-8025　◇Milton Wayne、June Wayne

パース日本語キリスト教会
Perth Japanese Language Christian Church　［Presbyterian Church of Australia］　101 kimberley 
St. West Leederville, Perth, WA, Australia　Tel.+61-8-9448-8755　Fax.+61-8-9448-8755　［連絡先　Rev.　
Stephen　Young　91 Lynn St. Trigg, WA. Australia 6029］　◇スティーブ ヤング

ブリスベン・インターナショナル・ジャパニーズ・チャーチ
Brisbane International Japanese Church　［Presbyterian］　1541 Creek Road Carina, Brisbane, Qld4152, 
AUSTRALIA　［連絡先　Tel.+61-7-5501-9220　Fax.+61-7-5501-9219］　◇Jack Marshall、恵子 Marshall

【HP】http://www.creekrdpc.org/japanese.html

メルボルン日本語キリスト教会
Melbourne Japanese Christian Church　［Presbyterian］　Canterbury Presbyterian Church146 
Canterbury Rd. Canterbury, Vic. 3126　Australia　Tel.+61-3-9836-4601　Fax.+61-3-9836-4601　◇土平 正治、
Simon Crittle

【HP】http://www.mjchurch.org.au/

オーストリア　Austria

ウィーン日本語キリスト教会
Japanische Evangelische Gemeinde Wien　［超教派］　Martinstrasse 25 A-1180 Wien Austria　Tel.+61-
43-1-4087943　Fax.+61-43-1-4087943　［連絡先　Mr.Okazaki Shingo,　Hormayrgasse 14/14 A-1170 Wien 
Austria　Tel.+43-1-4087943　Fax.+43-1-4087943］　◇高木 攻一、岡崎 信吾

オランダ　Nederland

オランダ日本語キリスト教会アムステルダム集会
Japanese Christian Fellowship Church of the Netherlands　［プロテスタント超教派］　Pauluskeruk, 
Wolfert van Borsselenweg 116, Amstelveeｎ　Tel.+31-20-6659470　Fax.+31-20-6659470　［連絡先　Rev.
C.De Boer　Bovenkerkweg 32 3417 TA Montf　Tel.+31-33-4752640　Fax.+31-33-4752640］　◇大島 邦夫

オランダ日本語キリスト教会中部集会
Japanese Christian Fellowship Church of the Netherlands　［プロテスタント超教派］　
Wijttenbachweg 57, Oegstgeest, 2343 XW, The Netherlands　Tel.+31-71-5153512　◇村岡 崇光

【E-mail】muraoka@planet.nl

オランダ日本語キリスト教会南部集会
Japanese Christian Fellowship Church of the Netherlands　［プロテスタント超教派］　
ChristianFellowship Centre　Wilhelminalaan 25, Vessem, Netherland　Tel.+31-497-592090　Fax.+31-497-
591389　［連絡先　Mrs. Yukari Tangena-suzuki　Luikerweg 25B Valkenswaard, 5554NA, The Netherlands　
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Tel.+31-40-844-9415　Fax.+31-40-844-9415］　◇タンゲナ 由香里

デンハーグ集会
The Heague　Mrss.Miwako Fujiwara; Statenlaan 103A, 2582GH, Den Haag, The Netherlands　Tel.+31-70-
354-3668　Fax.+31-70-354-3668　◇藤原 美和子

カナダ　Canada

ノックス合同教会・日本語部
Knox united church・Japanese Language Ministry　［United Church of CANADA］　400 Edmonton 
St., Winnipeg, Manitoba, R3B 2M2 Canada　Tel.+1-204-942-4579　Fax.+1-204-942-1306　［連絡先　正木 義
道　792 Lanark Street, Winnipeg, MB.R3N 176, Canada　Tel.+1-204-489-3226］　◇正木 義道、Bill Miller

めぐみバプテスト教会
Megumi Baptist Church　［Baptist General Conference］　6261 Cambie St., Vancouver,BC V5Z3B2 Canada　
Tel.+1-604-872-8528　◇坂本 とも子、Tim Mossman

レスブリッジ・ジャパニーズ・クリスチャン・フェロシップ
Lethbridge Japanese Christian Fellowship　［福音派］　C/O First Baptist Church 　1614  5th Avenue, 
South,  Lethbridge, Alberta   CANADA　［連絡先　秋山 賢,真理　137Mohawk Rd. West Lethbridge, Alberta 
T1K 5J5    CANADA　Tel.１-403-317-1987］　◇秋山 賢、秋山 真理

【E-mail】sakiyama@telus.net

カルガリー日系人福音教会
Calgary Japanese Gospel Church　［Associated Gospel Churches］　2203-15A St., S.E.Calgary, AB 
Canada T2G 3N2　Tel.+1-403-266-1430　［連絡先　谷口 洋一　75 Panamount HTS NW Calgary, AB 
T3K5T2　Tel.+1-403-282-9763　Fax.+1-403-282-9763］　◇池之上 磐夫、谷口 洋一、ディビット 田納

ウェスレー日本語教会
Wesley Chapel Japanese Church　［Free Methodist Church in Canada］　2385 Warden Ave., Toronto, 
ONT Canada M1W 2L6　Tel.+1-416-497-7122　［連絡先　The Rev. E. S. Yoshida, 3650 Kingston St., =
PH-09, Toronto, Canada M1M 3X9　Tel.+1-416-261-4302］　◇Edward S. Yoshida、Asako Keto、Chizuko 
Nishida

オカナガン日系人合同教会
Okanagan Japanese United Church　721 Bernard Abe., Kelowna, BC VIY 6P6 Canada　Tel.+1-604-861-
8987　［連絡先　873 Wintergreen Dr., Kelowna, BC V1W 3V5 Canada］　◇能城 一朗

トロント日系福音教会
Japanese Gospel Church of Toronto　［単立］　301 Silver Star Boulevard, Scarborough, ON M1V0B6 
Canada　Tel.+1-416-335-5428　Fax.+1-416-335-5932　［連絡先　佐藤明男　44 Skyview Cres. North York, 
Ontario M2J 1B8 CANADA　Tel.+1-416-495-1534　Fax.+1-416-335-5932］　◇佐藤 明男、Ray Ebisuzaki、
Kevin Ueta

【HP】http://www.jgct.com/　【E-mail】pastorsato@jgct.com

ハミルトン日系人合同教会
Hamilton Japanese United Church (The United Church of Canada)　［カナダ合同教会］　715 Upper 
Gage Ave., Hamilton, ONT L8V 4J9 Canada　Tel.+1-905-389-5849　［連絡先　140 Fernwood Cres. Hamilton, 
ONT. L8T 3L4 Canada］　◇保坂 英子、George Masuda、Wally Fukumoto

モントリオール日系人合同教会および多民族カナダ合同教会
Montreal Japanese United Church (Multi-Ethnic Congregation)　8122 Champagneur, Montreal, QC 
H3N 2K6 Canada　Tel.+1-514-271-6206　◇小倉 義助（YOSH）、穂谷野 清（Hurry）
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聖十字キリスト教会
Holy Cross Japanese-Canadian Anglican Church　［聖公会］　4580Walden St. Vancouver BC V5V 3S5 
Canada　Tel.+1-604-879-1344　Fax.+1-604-879-1212　◇バズル 和泉、所沢 基喜

【E-mail】frjohnshoz@yahoo.ca

バンクーバー日系人合同教会
Vancouver Japanese United Church　4010 Victoria Dr., Vancouver, B.C.V5N 4N2 Canada　Tel.+1-604-
874-7014　［連絡先　Tel.+1-604-875-1549］　◇平松 実人、ボブ・ベアード

バンクーバー日系人福音教会
Vancouver Japanese Gospel Church　［日本同盟基督教団］　425-11th St., New Westminster, BC  V3M 
4G1 Canada　Tel.+1-604-521-7737　［連絡先　福迫 徹也・真里　J3 8580 Cumberland Place，Burnaby, BC 
V3N 5A8 Canada　Tel.+1-604-517-4578］　◇福迫 徹也、福迫 真里、ロバート・ブラウン

【HP】http://www.japanesegospelchurch.com/

ジャマイカ　Jamaica

Rev. & Mrs. Paul H. Ueki
［インマヌエル綜合伝道団 The Wesleyan Church］　c/o Caribbean Wesleyan College  PO Box 246 Savanna-
la-Mar  Jamaica, W. I.　Tel.+1-876-918-0962　◇植木 英次

シンガポール　Singapore

コーナーストーン・コミュニティー・チャーチ
Cornerstone Community Church　［単立ペンテコステ］　11 East Coast Road #03-01/02, The Odeon 
Katong, Singapore 428722　Tel.+65-6344-4733　Fax.+65-6344-3877　

【HP】http://www.cscc.org.sg/

シンガポール国際日本語教会
International Japanese Church of Singapore　［シンガポールバプテスト連盟＆日本バプテスト連盟］　
7 Kay Poh Road, Singapore 248963　Tel.+65-6732-1893　Fax.+65-6732-4060　◇岡村 直子、Ang Gin Wah

【E-mail】ijcs5on@hotmail.com

シンガポール日本語キリスト教会
Singapore Japanese Christian Fellowship（SJCＦ）　［超教派、単立］　c/o St.George's Church, 
Minden Rd., Tanglin P.O.Box419, Singapore 912414　［連絡先　Watabe Takashi　Blk 114 #08-169 Lengkong 
Tiga Singapore 410114　Tel.+65-97672479　Fax.+65-67495047］　◇中澤 啓介、渡部 崇

【HP】http://www.sjcf.org.sg

スイス　

スイス日本語福音キリスト教会
Japanische Evangelische Gemeinde Schweiz　［超教派］　Chrischona-Gemeinde, Neuwiesenstrasse10, 
8610 Uster,Sweizerland　［連絡先　松林幸二郎　Obertobel 972, 9053 Teufen, Switzerland　Tel.+41-71-333-
16-48］　◇田辺 正隆、田中 伸二、松林 幸二郎

【HP】http://jeg.meielisalp.ch/　【E-mail】matsubayashi_family@gmx.ch

聖書をひも解く会
［連絡先　Mr,masahiro Hayafuzi　Rue de lausanne119 1202 Geneva　Tel.+41-22-741-3114　Fax.+41-22-741-
3114］　◇早藤 まさひろ
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チューリッヒ日本語集会
［連絡先　Takumi Feldges-Yoshino　Schleifetobelweg 7, 8810 Horgen, Switzland　Tel.+41-44-340-0613　
Fax.+41-44-340-0613］　

スペイン　Spain

バルセロナ日本語で聖書を読む会
Japanese Bible Study (Barcelona)　［超教派］　Calle Espronceda 309-311,5-1Barcelona,spain　Tel.+34-
93-307-8713　Fax.+34-93-307-8713　［連絡先　Tel.+34-600-70-2828］　◇下山 由紀子

【HP】http://barcelona-seisho.com/

マドリッド日本語で聖書を読む会
Comunidad Cristiana Japonesa de Madrid　［超教派］　Hernandez de Tejada, 4, Madrid, Spain　
Tel.+34-91-803-4729　［連絡先　Tel.+34-620-893-080］　◇吉川 祥永

【HP】http://www.ccjm.es/　【E-mail】info@ccjm.es

タイ　Thailand

タイ聖書福音教会
Thai Bible Evangelical Church　［タイ福音教会連合］　ST JAMES HOTEL, Soi 26 Sukhumvit Rd.　［連
絡先　近藤 満男　758/217 Waterford Diamond Tower Soi 30/1 Sukhumvit Rd.　Tel.+66-2661-5103］　◇近藤 
満男

【HP】http://www10.ocn.ne.jp/~tbec/

チェンマイ日本語教会
Chiang Mai Japanese Church　［超教派］　352/25 Muban Usa Faham, Charoenrat Road, Chiangmai 
50000 Thailand　Tel.053-262-079　［連絡先　Tel.086-916-0330］　◇野尻 孝篤

【HP】http://church.ne.jp/chiangmai/

バンコク日本語キリスト教会
Bangkok Japanese Christian Church　［The Church Of Christ In Thailand(CCT)］　Y.W.C.A BANGKOK 
International House 13 sathon Tai Road, Bangkok 10120 Thailand　Tel.+66-2260-9929　［連絡先　c/o 
HATAI Crinic1/12 Soi39 Sukhumvit Rd. Bangkok　Tel.+66-2260-9908　Fax.+66-2260-9908］　◇中条 和哉、
羽太 英樹、河村 道昭

【HP】http://www.sakura.co.th/bjcc/

デンマーク　

コペンハーゲン聖書を読む会
［連絡先　Tel.+45-26249672］　◇大野 あゆみ、Mizuko Ernst

【E-mail】hosanna_a@hotmail.com

ドイツ　Germany

北ドイツ JCF・ハノーバー聖書の集い
Northern Germany Japanese Christian Fellowship Hanover　［超教派］　Elia Kirche  Konvod-
Adenauer.Strasse33,30853Langenhagen,Germany　Tel.+49-0511-7241816　Fax.+49-0511-7241852　［連絡先　
Frau Hisae Huwe　Buchenhohe 22, 37589 Echte, Germany　Tel.+49-5553-4857　Fax.+49-5553-4857］　◇井
野 葉由美

【HP】http://www.nd-jcf.de　【E-mail】hisahuwe@dedenet.de
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北ドイツ JCF・ハンブルグ日本人福音キリスト教会
［超教派］　Hobuschentwiete11 22880 Wedel, Germany　Tel.+49-4103-900740　［連絡先　Hayumi Ino　
Friedensallee 102a 22763 Hamburg  Germany　Tel.+49-40-2851-5246　Fax.+49-40-2851-5246］　

【HP】http://www.nd-jcf.de　【E-mail】liebehayumi@yahoo.co.jp

ケルン・ボン日本語キリスト教会
Japanische Ev. Gemeinde Köln/Bonn e.V.　［超教派］　An der Decksteiner Mühle 1, 50935 Köln, 
Germany　Tel.+49-221-4300319(日曜午後のみ）　［連絡先　Yasuki Hayashibara　Joseph-Teusch-str. 8 , 
50935 Köln, Germany　Tel.+49-221-9643790　Fax.+49-221-9643791］　◇林原 泰樹

【HP】http://koelnbonn.fc2web.com/　【E-mail】denzlingenjpn@yahoo.co.jp

シュトゥットガルト日本語教会
Die Japanische Evangelische Gemeinde Stuttgart e.V.　［超教派］　Ev. Gemeinde Sommerrain 
Mimosenweg 22, 70374 Stuttgart, Germany　［連絡先　Mr. Hideji Yokoi　Neckarhalde 12, 72070 Tubingen, 
Germany　Tel.+49-(0)7071-24235　Fax.+49-(0)7071-24235］　◇三輪 愛博

【HP】http://www3.to/jeg/　【E-mail】jeg@grad.com

デュッセルドルフ日本語キリスト教会
Japanische Evangelische Gemeinde Dusseldorf E.V.　［超教派］　Bruderkirche Johannes-weyer-
str.7 40225 Dusseldorf, Germany　［連絡先　Koki Kitsukawa　Witzfeldstr.64, 40667 Meerbusch, Germany　
Tel.+49-0-2132-758-372　Fax.+49-0-2132-758-372］　◇橘川 弘毅

【HP】http://dus-japanese-kyoukai.infoseek.ne.jp

フランクフルト日本語福音キリスト教会
Japanische Evangelische Gemeinde Frankfurt　［超教派］　Evangelische Dreifaltigkeitsgemeinde 
Funkstr. 10, 60480 Frankfurt, GERMANY　Tel.+49-6151-712327（田辺）,+49-69-657257(中村)　Fax.+49-
6151-669969（田辺）,+49-69-657257　［連絡先　Rev. Masataka Tanabe またはMr. Kenji Nakamura　（田
辺正隆師）De-la-Fosse-Weg 36, 64289 Darmstadt, GERMANY　　（中村眷二） An dcr Maansfaust 8, 60699 
Frankfurt/M, Germany Tel&Fax.+49-69-657257］　◇田辺 正隆、中村 眷二

フランクフルト日本語プロテスタント教会
Japanische Evangelische Gemeinde in Frankfurt e.V.　［ドイツ国教会］　Evangelische Gemeinde 
Hausen in Frankfurt, Alt-Hausen 3-5, 60488 Frankfurt, Germany　Tel.+49-6196-22417　Fax.+49-6196-22417　
［連絡先　Mr. Suzuki Kouichi, 　　Hubertus hohe 7, 65812 Bad Soden Germany］　◇鈴木 孝一、Paul 
Schneiss

ベルリン JCF
［連絡先　Mr. Ryosuke Saito　Kurfusten Str.166A 10785 Berlin, Germany　Tel.+49-30-2624141］　◇斉藤 亮
輔

ミュンヘン日本語キリスト教会
Japanische Evangelische Gemeinde Munchen　［超教派］　QuiddeStr.16  87135  Munchen, Germany　
Tel.+49-89-51304192　Fax.+49-89-51304192　［連絡先　Mrs Michiyo ERNST　Speicherseestr.86a　Tel.0049-
(0)89-9037176　Fax.0049-(0)89-9037176］　◇三千代 ERNST

【HP】http://www.justmystage.com/home/munichjcc/　【E-mail】gihigugmakoangdios@yahoo.co.jp

ミュンヘン日本語礼拝
［連絡先　Rev. Hiroyuki Tamura　Hugo-Theodor-Kitt-Str.39, 80999 Munchen Germany　Tel.+49-89-
81801414］　◇田村 宏之

ニュージーランド　New Zealand

オークランド日本人キリスト教会
Auckland Japanese Christian Church　［超教派］　3-5 Ngaire Ave. Epsom Aucklan New Zealand　
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Tel.+64-9-523-3346　Fax.+64-9-521-8141　［連絡先　Masaru Kasahara　44 Dudley Rd. Mission Bay 
Auckland New Zealand 1071　Tel.+64-9-521-8141　Fax.+64-9-521-8141］　◇笠原 勝、川畑 増知、Timothy 
Harvey

【HP】http://homepages.ihug.co.nz/~vicjanz/main.html　【E-mail】vicjanz@hotmail.com

クイーンズタウン・バプテスト教会
Queenstown Baptist Church　2 Kent St, Queenstown, New Zealand　Tel.+64-3-442-8829　◇Timothy 
Johnston、Marianne Johnston

クライストチャーチ・日本人クリスチャン・フェローシップ
Christ Church Japanese Christian Fellowship　161A Beach Road,Noth Beach, Christchurch 9, New 
Zealand　Tel.+64-3-383-7010　［連絡先　Tel.+64-3-383-7012］　◇Ken & Betty Roundhill、中沢 旨宣、中沢 
輝子

【HP】http://www.geocities.com/heartland/Lane/7662/jcf/top.htm

ジャパニーズ・ゴスペル・チャーチ
Japnese Gospel Church　［単立福音派］　31 Pipitiwai Drive Helensville Auckland　Tel.+64-9-420-9829　
Fax.+64-9-420-9829　［連絡先　Masato Yamamoto　Po Box 652 Orewa AUCKLAND］　◇坂本 牧裕、山本 
正登

ネパール　Nepal

カトマンズ日本語聖書集会
Kathmandu Japanese Christian Fellowship(KJCF)　［超教派］　c/oHotel Himalaya,Sahid Sukra 
Marg,Lalitpur,Nepal　Tel.+977-1-552-3900　Fax.+977-1-552-3909　［連絡先　P.O.Box 8975 EPC 
2517,Kathmandu,Nepal　Tel.+977-1-553-4400　Fax.+977-1-477-1306］　◇高津 亮平

ノルウェー　

オスロ日本語によるクリスチャンの集い
Duehaugveien 5C  Oslo, NORWAY　［連絡先　Susumu Kaneko　Dr.Dedichensvei 42, 0675 OSLO, NORWAY　
Tel.+47-45038803　Fax.+47-21690210］　◇金子 進

【HP】http://oslojcf.org

ブリーネ祈りの家
Pastellvn 15 ,4340 Bryne, Norway　［連絡先　Mr. Isao Mori　P.O.Box 88, 4349 Bryne,Norway　Tel.+47-51-
481636　Fax.+47-5148-3649］　◇森 功

パラグアイ　

自由メソジスト・イグアス教会
IML de Iguacu　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会＝IML］　Distrito Yguzu Km.41 Alto Parana, 
Paraguay　Tel.+595-0632-20-326　Fax.+595-0632-20-326　◇野尻 康彦

ピラポ・キリスト教会
Iglesia Cristiana de Pirapo　［自由メソジスト教団］　Rev. Yoshiharu Sawaguchi Padre Kreusser. H. 
Gonzalezy Independencia772 Encarnacion Paraguay　◇在原 繁、沢口 吉治
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フィリピン　Philipines

草加神召キリスト教会（Riverside Chapel）マニラチャペル
Riverside Chapel in Manira　Block 29 Lot1 Goodwil Homes 1 NOVALICHES Quezon City Phillpines　
Tel.91-7834-8151　

日比聖書教会（日比クリスチャン宣教会 )
Philippine-Japan Christian Mission inc.　［日本　（中津扇城教会・海外宣教会）］　14 G. Reyes, ST. 
San Juan, Metro Manila, Philippines 1500　Tel.+63-2-724-4368　Fax.+63-2-726-4465　［連絡先　Rev. T. 
Yokogawa　P.O. Box 238, Greenhills, Metro Manila, Philippines 1502　Tel.+63-2-724-0436］　◇横川 知親、
横川 幸子

マニラ日本語キリスト教会
Manila Japanese Christian Church　［超教派］　c/o Union Church of Manila Rada st cor Legaspi st 
Legaspi Village Makati Philippines　［連絡先　Tel.+63-906-476-5887(白瀬)］　◇白瀬 直幸、門馬 宏明

【HP】http://mjcc.at.infoseek.co.jp/　【E-mail】mjccph@hotmail.com

ミンダナオ・グローリアス教会
Mindanao Glorious Church　［日本ホーリネス教団］　P. O. Box 80532 Davao City Philippines 8000　
Tel.+63-82-233-0469　Fax.+63-82-233-0469　［連絡先　L47B22 Avenida Santos ST., Davao City, Philippines　
（牧師館）］　◇エノプレ・ベドロ、エノプレ・悦子

フィンランド　

ヘルシンキ集会
［ルーテル教会］　International Church,Ruoholandenkatu16, 00180 Helsinki, Finland　Tel.＋358-9-5868770　
［連絡先　Ms. Anita Strom　Myyrmaentie 4D 71 01600 Vantaa Finland　Tel.＋358-400598446］　

ワン・ヴィジョン・ミッション・チャーチ・フィンランド
One Vision Mission Church Finland　［超教派］　Kiekerotie 12b 7　Rovaniemi 96440, Finland　
Tel.+358-40-588-6707　Fax.+358-16-386-101　◇加藤 琢実

【HP】http://www.ovmcnet.com/finland/　【E-mail】ovmc.finland@gmail.com

ブラジル　Brazil

アクリマソン福音キリスト教会
IEC Aclimacao　［ブラジル福音キリスト教団］　Rua Senador Felicio dos Santos 237, CEP 01511, Apt. 
701 Aclimacao, Sao Paulo-SP Brasil　Tel.+55-11-3207-9383　◇谷脇 パウロ、谷脇 アイ

アスンソン伝道所
IAR Assunsao　Rua Vina Del Mar 1164, Mairro Assunsao, CEP 09700, Sao Bernardo do Campo-SP, Brasil　
Tel.+55-11-448-0904　◇上田ルイス

アダマンチーナ福音ホーリネス教会
IHE Adamantina　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Alameda Padre Nobrega 718, CEP 17800-000, 
Adamantina-SP Brasil　Tel.+55-18-521-1887　◇鈴木 みな子、照屋 リリアン

アチバイア伝道所
IAR Atibaia　［アライアンス教団］　Rua Marco Vinicio Chiochetti 243, CEP 12942-380, Atibaia-SP, Brasil　
Tel.+55-011-4412-0502　［連絡先　Mr. Naoki Fukushima　Rua Aldo Abramo, 11 Alvinopolis, CEP 12942-335 
Atibaia SP Brasil］　◇福島 直樹
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アメリカノポリス福音ホーリネス教会
IEH Americanopolis　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Av. Muzambinho, 196 V.Fachini CEP 04334-040 
Sao Paulo -SP Brasil　Tel.+55-11-5588-0706　◇山上 伯雄、山上 ルッシー

アライアンス・キリスト宣教みずほ教会
［ブラジル　アライアンス教団］　RUA RIUICHI MATSUMOTO, 4615-COOPERATIVA-S.B.CAMPO-SP 
CEP09852-085　Tel.+55-11-4358-1139　Fax.+55-11-4358-1139　◇小笠原 勇二、小笠原 陽子、谷 せい子

アラサツーバ聖ステパノ教会
Igeja de Santo Estevao　［聖公会］　Rua Duque de Caxias 250, CEP 15370-970, Aracatuba-SP Brasil　◇
玉置 政和

アラサツーバ福音ホーリネス教会
IEH Aracatuba　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Domingos Peruzzo, 69 CEP 16025-410,Aracatuba-
SP Brasil　Tel.+55-18-623-4827　◇湯浅 良実、玉木 義雄、玉木テレーザ

アラサツーバ・ホサナ福音教会
IEH em Aracatuba　［ホサナ福音教団］　Rua Wandenkolk 1035, CEP 16050-220, Aracatuba-SP Brasil　
Tel.+55-18-624-4533　◇丸谷 良守、丸谷 ヒロ子、浜口 カンジド

アリアンサキリスト教会
Igreja Evangelica Alianca　［単立教会］　C.P.543 Primeira Alianca, Mirandopolis - SP, CEP:16800-973, 
Brasil　Tel.+55-18-3708-1265　Fax.+55-18-3708-1265　［連絡先　東京基督伝道館(下桑谷浩を支える会)　
154-0004 東京都世田谷区太子堂4-9-5　Tel.03-3421-3215　Fax.03-3421-3215］　◇下桑谷 浩

ヴィラソニア福音ホーリネス教会
IEH Vila Sonia　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Padre Luis Roth, 71 Vila Sonia CEP 05624-080, 
Sao Paulo-SP Brasil　Tel.+55-11-3744-4983　［連絡先　R.Manoel Jacinto, 292 Via Sonia 05624-000 Sao 
Paulo-SP Brasil］　◇神野 信治、神野 ラケル

オザスコ福音ホーリネス教会
Igreja Evangelica Holiness de Osasco　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Miosotis, 178-Jardim das 
Flores, Osasco-S.P.Brasil, 06110-230　Tel.+55-11-3683-6240　［連絡先　Hiroshi Sato　C.P.2020, Osasco-SP. 
Brasil, 06194-971　Tel.+55-11-3651-2052　Fax.+55-11-3651-2052］　◇照屋 アロード、佐藤 文代、照屋 カ
ルラ

【E-mail】hiroshisato@uol.com.br

カーザベルデ福音ホーリネス教会
IEH Casa Verde　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Jose de Oliveira, 399 Parque Peruche CEP 
02531-010, Sao Paulo-SP Brasil　Tel.+55-11-3951-5181　［連絡先　IEH em Casa Verde　Rua Pitangueiras 
No.375/51, CEP04052-020, Sao Paulo SP Brasil］　◇湯浅　良美

カーザベルデホサナ福音教会
Igreja Hosana de Casa Verde　［ホサナ福音教団］　Rua Inacio Proenaca de Gouveia 726, CEP 
02534-010, Sao Paulo-SP Brasil　Tel.+55-11-3966-0312　［連絡先　Rua Pitangueiras No.375/51, CEP 
04052-020, Sao Paulo-SP Brasil］　◇青山 かおる、青山 めぐみ、ダニエル・パソス

カスタニャル福音ホーリネス教会
IEH Castanhal　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Comdte.Francisco Assis, 352 CEP 68742-430, 
Castanhal-PA Brasil　Tel.+55-91-3721-3004　◇菅野 エリアス、菅野 シベレ

カンピーナス ･ ホサナ福音教会
IEH em Campinas　［ホサナ福音伝道団］　Av.das Amoreiras no.1040, Bairo Sao Bernardo, CEP 
13036-120 Campinas-SP Brasil　Tel.+55-19-3225-6445　［連絡先　国広 秀雄　Caixa Postal 631, CEP 
13012-970,Campinas-SP Brasil］　◇国広 義子、国広 秀雄、国広 知子、佐藤 ヒロ子
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カンポグランデ福音ホーリネス教会
Igreja Evangelica Holiness de Campo Grande　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Sao  Geraldo, 
243-Vila Sargento Amaral  CEP 79005-520　Tel.+55-67-3025-4600　Fax.+55-67-3025-4600　◇橋本 ルイス、
橋本 ノエミ、塚田 献、塚田 由美子

【HP】http://www.holinesscg.org.br

グアラサイ新生農場礼拝堂
Capela Shinsei　［聖公会］　Caixa Postal, 55 Sitio Shinsei, Bairro Moinho, CEP 16980-000 Guaracai 
SP.Brasil　Tel.+55-18-3705-1369　◇森 忍

グアララペス福音ホーリネス教会
IEH Guararapes　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Benjamim Costant, 325 CEP 16700-000, 
Guararapes-SP Brasil　Tel.+55-18-661-1603　◇大平つよし・ジョエル

グァルーリョス福音ホーリネス教会
Igreja Evangelica Holiness de Guarulhos　［ブラジル福音ホーリネス教会＝IEH］　Av.Esperanca 803, 
Vila Progresso Guarulhos SP Brasil　Tel.+55-11-6441-0656　◇湯浅カルロス・リー、ミリアム・リー

クリチーバ福音ホーリネス教会
Igreja Evangelica Holiness de Curitiba　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Trav.Angelo Piazzetta,65 
-Cristo Rei 80.050-460 Curitiba,PR Brasil　Tel.+55-41-3039-1151　◇中川 オルランド、新谷 聡一郎、新谷 聖
美

【HP】http://www.holiness.org.br　【E-mail】braso66@yahoo.co.jp

ゴイアニア福音ホーリネス教会
IEH Goiania　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua 806 Q 810, Lt 10 Osvaldo Rosa CEP 74633-210, 
Goiania-GO Brasil　Tel.+55-62-261-1735　◇照屋エゼキエル、照屋デボラ、湯浅 虔

ゴヤンベ昇天教会
Igreja Ascencao　［聖公会］　Rua Mal.Deodoro da Fonseca 285, CEP 16480-000,Guaimbe-SP Brasil　
Tel.+55-0187-75-1369　◇森 忍

サンジョゼードスカンポス福音ホーリネス教会
IEH Sao Jose Dos Campos　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Av. Paraiso, 316 - Jd. Paraiso, CEP12235-
460 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Brasil　Tel.+55-12-3933-4546　［連絡先　Tel.+55-12-337-2141］　◇梅木
アウグスト・なみ

サントアンドレ福音ホーリネス教会
IEH Santo Andre　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Ave.Tiete, 528 Bairro Campestre, CEP 09070-310 
Santo Andre-SP Brasil　Tel.+55-11-4991-4197　◇森ロ イナシオ、ジョビ・ビエイラ、南保 義勝

サントス福音ホーリネス教会
IEH Santos　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Cunha Moreira 7, Bairro Encruzilhada CEP 11050-240, 
Santos-SP Brasil　Tel.+55-13-3234-8891　◇鈴木 治

サンパウロ聖十字教会
Igreja de Santa Cruz　［聖公会］　Rua Bovges Lagos 172, CEP 04038-030, Vila Mariana-SP Brasil　
Tel.+55-11-549-9086　［連絡先　Rt.Rev.Hiroshi Ito　Tel.+55-11-5549-9013　Fax.+55-11-5083-2019］　◇伊
東 宏、吉沢 義郎

【HP】http://www.dasp.org.br　【E-mail】revito@nethall.com.br

サンパウロ日系福音ルーテル教会
Comunidade Evangelica Luterana Congregacao Japonesa De Sao Paulo　［ブラジル・ルーテル信
条福音教会＝IECLB　　日本福音ルーテル教会＝JELC］　Rua Pandia Calogeras, 54 Liberdade Sao Paulo SP 
CEP:01525-020　Tel.+55-1-5571-6014　Fax.+55-1-5571-6014　◇徳弘 浩隆
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【HP】http://nikkeisaopaulo.blogspot.com/

サンパウロ福音教会
Igreja Evangelica Sao Paulo　［単立・日本基督教団系］　Rua Tomas Carvalhal 471, CEP 04006-001, 
Paraiso, Sao Paulo-SP, Brasil　Tel.+55-11-3885-7665　Fax.+55-11-3885-7665　［連絡先　Samuel Sakuma　
R.Henrique Catani, 19 - CEP 04141-090, Sao Paulo-SP　Tel.+55+11-5072-9951］　◇作間サムエル

【E-mail】samuel.sakuma@yahoo.com.br

サンパウロ復活教会
Igreja de Ressurricao　［聖公会］　Rua Potsngi, 247-Saude, CEP 04139-020 Sao Paulo SP Brasil　Tel.+55-
011-5078-7364　［連絡先　Rev. Yoshija Kinpara　Rua Egito, 03, Jardim Sao Luiz, CEP 06816-550, Embu SP 
Brasil　Tel.55+011-4783-1057］　◇金原 義哉

サンベルナルド福音ホーリネス教会
Igreja Evangelica Holiness de Sao Bernardo do Campo　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Casa 
Verde, 131 V.Pauliceia  09685-000 Sao Bernardo do Campo-SP Brazil　Tel.+55-11-4363-1339　Fax.+55-11-
4363-1339　［連絡先　Rev. Ayumi Suzuki　Rua 17 de Marco, 230-V.Pauliceia-Sao Bernardo do Campo-SP-
Brasil-CEP09685-000　Tel.+55-11-4363-1339　Fax.+55-11-4363-1339］　◇鈴木 ジョナタス 歩、宇都宮 寿夫

サン・ミゲール・パウリスタキリスト福音教会
Igreja Evangelica Crista de Sao Miguel Pta,　［単立/亀有キリスト福音教会］　Rua Prof. Assis 
Veloso793, Sao Miguel Pta, Sao Paulo-S.P,CEP 08021-470 Brasil　Tel.+55-11-6297-6238　Fax.+55-11-6297-
6238　◇島影 正義、島影 君子

シアノルテ福音ルーテル教会（日本人部）
Igreja Evangelica Luterana de Cianorte　［ブラジル・ルーテル告白福音教会］　Av. Sao. Paulo 866, 
C.P.189 Cianorte Parana, CEP 87200-000 Brasil　Tel.+55-44-723-1016　［連絡先　Toshiko Arai　Rua Niteroi 
996 Cianorle Parana Brasil］　◇新井 敏子

ジェツーバ福音ホーリネス教会
IEH Jetuba　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Takeo Monobe, 32 Bairro Massaguacu CEP 11676-450, 
Caraguatatuba-SP Brasil　Tel.+55-12-3884-1372　◇藤坂 和憲、藤坂 マチウヂ

ジャバクワラ・ホサナ福音教会
IEM em Jabaquara　［ホサナ福音伝道団］　Rua Antonio de Aguiar 50, Jardim Oriental, Jabaquara CEP 
04347-060, Sao Paulo-SP Brasil　Tel.+55-11-5012-5002　◇黒木 常男、黒木 朱実

シャロンキャンプ場
Acampamento Shalom　Correio de Sale Sopolis Av.15 de novembro, 798 08970-000 Salesopolis-SP Brasil　

自由メソジスト・ジョダノーポリス教会
IML de Jordanopolis　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua Oswaldo de Andrade, 650, CEP 
09894-070, S.B.Campos-SP.Brasil　Tel.+55-011-4361-1094　Fax.+55-011-4361-1094　◇青木カルロス茂

自由メソジスト・サウーデ教会・日語部
IML de Saude　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua Veriano Pereira 52 Sao Paulo S.P Brasil 
CEP 04144-030　Tel.+55-11-275-4812　［連絡先　Rua Ituxi 58 apto.704 Saude Sao Paulo Brasil CEP 
04055-020　Tel.+55-11-577-6876］　◇丹羽 昭男、中原 幸道、丹羽 美香

自由メソジスト曙教会
IML Novo Alvorecer　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua Jericino, 215-Vila Manchester, Sao 
Pauli SP Brasil　［連絡先　長田 光夫　Rua Frei Vicente do Salvador, 120-3 Santana, 02019-000, S.Paulo, 
Brasil　Tel.+55-11-6979-0598　Fax.+55-11-6979-0598］　◇長田 光夫、菅原ルイース
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自由メソジスト・アチバイア伝道所
IML de Atibaia　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rodovia Fernao Dias Km 31, CEP12940-
000, Carpalandia, Atibaia, Brasil　Tel.+55-11-484-4621　［連絡先　Caixa Postal 255 Atibaia 12940 Sao Paulo 
Brasil］　◇大嶋 武郎

自由メソジスト・アプカラーナ教会
IML de Apucarrana　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Av.Dr.Munhoz da Rocha 480, CEP 
86800-010, Apucarana, PR Brasil　Tel.+55-43-422-1990　◇宍戸ジョルジ

自由メソジスト・アマンバイ教会
IML de Amanbay　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会IML］　C.P.128,CEP 79900-000, Ponta 
Pora-MS., Brasil　Tel.+55-595-336-272657　［連絡先　吉崎 幸雄　C.P128. CEP79900-000. Pontapora-MS. 
Brasil　Tel.+55-595-336-272657］　◇丹羽 昭男、吉崎 幸雄、秋山 碧

自由メソジスト・イタペヴィー教会
IML de Itapevi　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua Yoshihiro Iwahashi 1, CEP 06651-970, 
Itapevi-SP Brasil　Tel.+55-11-520-9139　◇ライムンド・バブコーキ、ルチ・ブローチ・マリンス

自由メソジスト・エンブーラ教会
IMeL Embura　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Estrada Eng.Marcilac, 5.528 CEP 
04893-000-Embura-SP-Brasil　Tel.+55-011-5975-4243　◇松村 忠昌

自由メソジスト・カンピーナス教会
［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua Dr.Silva Mendes,881-V.Industrial-Campinas-SP-CEP:13035-
580-BRASIL　Tel.+55-19-3241-4079　Fax.+55-19-3241-4079　◇河野 聖嗣 カルロス、松本 エドアルド

自由メソジスト・サンジョゼードスカンポス教会
Igreja Metodista Livre de Sao Jose dos Campos　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua 
Nassau 52 J. Azevedo Sao Jose' dos Campos-SP CEP 12245-170 Brasil　Tel.+55-12-3921-7540　Fax.+55-012-
3921-2121　◇大嶋 武郎

自由メソジスト ･ サント・エステーヴォン教会
IML de Santo Estevao　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Av,Alda 821, CEP 09910-170, 
Diadema-SP, Brasil　Tel.+55-011-4057-3779　［連絡先　SHINOBU NAGATA　Rua Frei Vicente do Salvador, 
120-Ap.3 Santana, 02019-000 Sao Paulo SP- Brasil　Tel.+55-6979-0598　Fax.+55-6979-0598］　◇宝 マルセ
ーロ、長田 忍

自由メソジスト・ジャルジン・プラナルト教会
［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　IMeL Jardim Planalto,Rua Torres Florencio eRielli, 
100CEP.03.984-050-Jd.Planalto-Sao Paulo-SP-Brasil　◇主雲 ネルソン（兼）

自由メソジスト・聖北教会
Igreja Metodista Livre Sao Paulo Norte　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua Duarte de 
Azevedo 692 , Santana Sao Paulo SP. CEP-02036-021 Brasil　Tel.+55-11-6979-4534　◇アウベルト・リーマ・
アウヴェス、宮島 熱示

自由メソジスト・ソロカバ伝道所
IML de Sorocaba　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua Luzerne Proenca de Arruda, 137, CEP 
18075-730, Sorocaba-SP Brasil　Tel.+55-015-3211-6720　◇吉本 秀俊

自由メソジスト・パレットス教会
IML de Barretos　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua 24 1743, CEP 14780-090, Barretos-SP 
Brasil　Tel.+55-017-3322-6231　◇大山 省三、林 顕造
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自由メソジスト・ピニェイロス教会
IMeL de Pinheiros　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　IMeL Pinheiros,Rua Mourato Coelho,781 
CEP.05417-010-Pinheiros-Sao Paulo-SP-Brasil　Tel.+55-11-3814-0557　◇菊池 オトニエル、菊地 一雄、大山 
省三

自由メソジスト・マリリア教会
IML de Marilia　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua Arco Verde 372, Marilia-SP Brasil, CEP 
17504-350()　Tel.+55-144-33-1801　◇Daniel Abe

自由メソジスト・モジ・ダス・クルーゼス教会
IML de Mogi Das Cruzes　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua Francisco Martins Feitosa 35, 
CEP 08735-420, Mogi das Cruzes SP.Brasil　Tel.+55-011-4727-1351　［連絡先　国広 綾美　R. Franeisco 
Abouso de Melo 361,Apt103B　Tel.011-4721-3937］　◇江森 パウロ、国広 綾美、矢沢 アメ−リヤ

自由メソジスト・リベルダーデ教会
IGREJA METODISTA LIVRE DE LIBERDADE　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　IMeL 
Liberdade,Rua Martiniano de Carvalho,43 CEP.01.321-001-Liberdade-Sao SP-Brasil　Tel.+55-011-3288-5543　
Fax.+55-011-3288-5543　◇長田 光夫

自由メソジスト・リンス教会
［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Av. Dugue de Caixas 511 Lins-SP Brasil　Tel.+55-145-22-2715　
［連絡先　Av. Marechal Vasgues 154 Lins-SP Brasil］　◇丹羽昭男

スザノ福音キリスト教会
IGREJA EVANGELICA CRISTA DE SUZANO　［ブラジル福音キリスト教団］　Rua Padre Eustaquio 65, 
CEP 08610-010, Suzano-SP Brasil　Tel.+55-11-4746-2490　Fax.+55-11-4746-2490　［連絡先　IEC Suzano　
Caixa Postal 152, CEP08675-970, Suzano SP Brasil］　◇久保 京子、久保 真人、今井 四男

【E-mail】kyokokubo@itelefonica.com.br

スザノ福音ホーリネス教会
IEH Suzano　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Sonia de Melo Dias Batista, 6 Bairro Monte Sion CEP 
08613-140, Suzano-SP Brasil　Tel.+55-11-4747-2706　◇梶村 学・ジョセ

聖公会サンパウロ教区・聖アンデレ教会
PAROQUIA SANTO ANDRE DIOCESE ANGLI CANA DE SAO PALO　［聖公会 LGREJA EPISCOPAL 
ANGLICANA DO BRASIL］　Rua Fauzi Kassim 1287 Caixa Postal 13 Pereira Barreto Sao Paulo CEP 
15370-000 Brasil　Tel.+55-18-761-2531　［連絡先　Rua Cyro Maia, 1132 Pereira Barreto Sao Pauo CEP 
15370-000 Brasil］　◇玉置 政和

聖公会アングリカン・サンパウロ教区・聖ヨハネ教会
［聖公会］　Paroquia Sao Joao-Diocese Angricana de Sao Paulo, Igreja Episcopal Angricana do Brasil, Rua: 
Corope' 108 Pinheiros Sao Paulo-SP CEP 05426-010 Brasil　Tel.+55-11-211-3009　［連絡先　Rua Padre 
Carvalho, 290 Apt. 24 Pinheiros-Sao Paulo-SP CEP:05427-020 BRAZIL　Tel.+55-11-3032-2919］　◇岡野 利
治、Rev. Flavio Irala（ポルトガル語部）

タンガラダセーハ福音ホーリネス伝道所
Congregacao Tangare da Serra　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Av. Tancredo Neves, 900, 
CEP78300-000 TANGARA DA SERRA - MT Brasil　Tel.+55-65-726-4997　◇小山 カルロス、小山 エリーザ

チンガ福音ホーリネス教会
IEH Tinga　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Manoel Bartolomeu de Barros, 172 Bairro do Tinga CEP 
11674-690, Caraguatatuba-SP Brasil　Tel.+55-12-427-3797　◇藤坂 和憲

ドウラードス福音ホーリネス教会
IEH Dourados　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Vereador Aguiar de Souza, 234 Jardim Danto Andre, 
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CEP 79810-140, Dourados-MS Brasil　Tel.+55-67-421-4470　◇ナチーバ・ガスパル

トレスラゴアス福音ホーリネス伝道所
Congregacao Tres Lagoas　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Sabino Jose da Costa, 416 Colinos 
79603-020 Tres Lagos-MS,Brasil　Tel.+55-67-522-1416　［連絡先　Congregacao de Tres Logoas Rua S. 
Geraldo, 243 CEP 79.005-520 Campo Grande,MS Brasil　Tel.+55-67325-4600］　◇カルロス・カスチーリョ、
ニウザ・カスチーリョ

日系ルーテル南米キリスト教会
Igreja Luterana Japonesa Sul Americana　［ブラジル・ルーテル告白福音教会＝IECLB］　Rua Bela 
Flor, 220, Vila Mariana, CEP: 04128-050, Sao Paulo-SP　Tel.+55-11-22761100　［連絡先　Av. Araucaria, 
87-P. Oratorio- Santo Andre- Sao Paulo- SP CEP: 09251-040　Tel.+55-11-4472-6898　Fax.+55-11-4479-0822］　
◇大野 健、菅 和夫、左近 寿一

【HP】http://www.luthernanbei.com.br　【E-mail】kazuosuga@uol.com.br

バウル・アライアンス・キリスト宣教教会
Igreja Alianca Crista de Missionaria de Bauru　［ブラジルアライアンス教団］　Rua Sorocavana 3-53 
Vila Ascencao, Bauru, San Paulo, Brasil .cep 17015-070　Tel.+55-14-3234-5641　◇中前 セルソ、サイト ミチ
ウ、サカシタ マリウ

バストス福音ホーリネス教会
IGREJA EVANGELICA HOLINESS DE BASTOS　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Presidente 
Vargas, 592 CEP-17690-000 Bastos-SP Brasil　Tel.+55-14-445-1615　［連絡先　Rua 7 de Setembro 430, 
CEP-17690-000, Bastos-SP Brasil］　◇湯浅ケン、ジョアキン マリア サビノ

パライゾ・アライアンス・キリスト宣教教会
Igreja Alianca Crista e Missionaria do Paraiso　［ブラジルアライアンス教団］　Rua Tomas de 
Carvalhal 735 Paraiso C.P.27044, Sao Paulo, BRASIL CEP 04007-990　［連絡先　柳原　ジュランデイール　
一蔵　Rua Corinto, 739 -Apto. 124-A-Sao Paulo, BRASIL CEP05586-060　Tel.+55-11-3726-5162　Fax.+55-11-
3726-5162］　◇柳原 ジュランデイール 一蔵、福浦 明、梅北 タカシ

【E-mail】jiy.cma@gmail.com

パラガスーパウリスタ福音ホーリネス教会
IEH Parraguacu Paulista　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Barao do Rio Branco, 513 CEP 
19700-000, Paraguacu Paulista-SP Brasil　Tel.+55-18-361-2050　◇広瀬 昭壮、広瀬 早苗

ピエダーデ・ホサナ福音教会
IEH em Piedade　［ホサナ福音教団］　Rua Carlos A.de Camargo 72, Vila Olinda, CEP 18170-000, Piedade-
SP Brasil　Tel.+55-15-244-2101　［連絡先　Mrs. Tamae Takahama　Rua Julio Schneider 23 Piedade SP 
Brasil　Tel.+55-015-3244-1596　Fax.+55-015-3244-1596］　◇国広 秀雄

ブラジリア・アライアンス福音教会
Igreja Evangelica Alianca de Brasilia　Calxa Postal 06656, CEP 71701-970, Nucleo Bandeirante, 
DF.Brasilia, Brasil　Tel.+55-61-552-2080　Fax.+55-61-552-2080　［連絡先　Tel.+55-11-552-4512］　◇安井
エドワルド敏明、二宮 睦子(協力宣教師）

ブラジル・アライアンス・クリスチャン・宣教教会 ピラール・ド・スール伝道所
Igreja Alianca Crista E Missionaria Do Brasil Ponto De Pregacao Pilar Do Sol　［ブラジル・アラ
イアンス・クリスチャン宣教教団］　Rua Amador Bueno Pereira 249, CEP 18185-000, Pilar do Sul-SP,  Brasil　
Tel.+55-15-3278-1047　Fax.+55-15-3278-1794　［連絡先　Rua Sao Jeaquim 303 Apto 92 Liberdade SAO 
PAULO.S.P.BRASIL　Tel.+55-11-3207-8088　Fax.+55-11-3207-8088］　◇寺尾 貞亮、刀川 望、宮崎 東洋美

ブラジル自由メソジスト教団日系年会
Igreja Metodista Livre do Concilio Nikkei=IML C/n　［ブラジル自由メソジスト教団日系年会］　Rua 
Veriano Pereira 40, CEP 04.144-030, Sao Paulo, SP.Brasil　Tel.+55-3881-5195　Fax.+55-3881-5195　［連絡先　
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Rua Fiacao da Saude,40-cinj,11, Sao Paulo, SP.Brasil CEP:04144-020(教団事務所）］　◇宝 マルセロ

ブラジル聖公会サンパウロ教区聖ヨハネ教会
Paroquia de Sao Joao, Diocese de Sao Paulo, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil　［聖公会］　
Rua Coropes, 108, Pinheiros, Sao Paulo-SP, CEP 05426-010 Brasil　Tel.+55-11-3031-3009　Fax.+55-11-3031-
3009　◇Cezar Alves、David Yuba

【HP】http://www.psj.org.br

ブラジル聖公会サンパウロ聖十字教会
Paroquia Anglicana da SANTA CRUZ　［ブラジル聖公会］　Rua Borges Lagoa 172 Vila Mariana-SP 
CEP 04038-020 Brasil　Tel.+55-11-5549-9086　［連絡先　Rua dos Buritis,  649,  Sao Paulo, Brasil　Tel.+55-
11-5012-3262　Fax.+55-11-5083-2019］　◇伊東 宏、吉沢 義郎、アルド・メネーゼス

【HP】http://www.dasp.org.br/santacruz/　【E-mail】revito@nethall.com.br

ブラジル聖公会日本人会衆
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil　［聖公会］　Rua Borges Lagoa, 172, CEP 04038-020 Sao Paulo 
SP Brasil　Tel.+55-11-9653-7556　Fax.+55-11-5083-2019　［連絡先　The Rt. Rev.Hiroshi　Rua dos Buritis, 
649, 04321-002 Sao Paulo, SP Brasil　Tel.+55-11-5549-9013］　◇伊東 宏

【E-mail】hito@ieab.org.br

ブラジル・ナザレ福音教会
IGREJA EVANGELICA NAZARE DO BRASIL　［単立］　Rua Heitor Peixoto, 863 Cambuci Sao Paulo SP 
BRASIL  CEP 01543-001　Tel.+55-11-6168-4141　Fax.+55-11-6168-1799　［連絡先　Mr. Chusuke Sato　Rua 
Jose'D.Carlo, 559 Mogidas Cruzes. S.P.Brasil］　◇佐藤 柱輔、佐藤 玉枝

ブラジル日系キリスト教連盟
Federacao Evangelica Nikkey do Brasil　Rua Berta, 216 Vila Mariana, Sao Paulo, S.P. 04120-040, Brasil　
Tel.+55-11-5574-7310　Fax.+55-11-5574-7310　［連絡先　佐藤柱輔　Rua Joaquim Piza, 303-Cambuci, Sao 
Paulo - SP. Brasil, 01528-010　Tel.+55-11-3207-9974］　◇佐藤 柱輔、丹羽 昭夫、坂本 興弘

ブラジル福音ホーリネス教団本部
Igreja Evangelica Holiness do Brasil　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Berta,216  Vila Mriana, 
Sao Paulo - SP, Brasil, CEP:04120-040　Tel.+55-11-5574-7310　Fax.+55-11-5574-7310　［連絡先　Rua Pero 
Neto,360-Saude,Sao Paulo-SP,CEP:04053-000　Tel.+55-11-5584-8518　Fax.+55-11-275-6586］　◇呉屋 エド
ワルド、山上 伯雄、橋本 ルイス

【HP】http://www.holiness.org.br

ブラジル・ホサナ福音伝道団本部
Missao Evangelica Hosana Do Brasil=MEH　［ホサナ福音教団］　Caixa Postal 631, Campinas, Sao 
Paulo, CEP 13012-970 Brasil　Tel.00155-19-3225-6445　［連絡先　国広 秀雄　Rodovia Santos Dumont, Km 
71, 5 Bairro Pedra Branca, Campinas, Sao Pulo, CEP 13012-970 Brasil］　◇国広 秀雄、国広 清子

プレジデンテ・ヴェンセスラウ教会
IEH Presidente Venceslau　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Rui Barbosa 150, CEP 19400-000, 
Presidente Venceslau-SP Brasil　Tel.+55-18-223-2769　［連絡先　Rua Bahia 181, P.Venceslau SP Brasil］　
◇渡辺 満、渡辺リリアーナ、折笠 忠雄

プレジデンテ・プルデンテ福音ホーリネス教会
Igreja Evangelica Holiness do Brasil de Presidente Prudente　［ブラジル福音ホーリネス教団］　
Rua Joaguim Nabuco 947 Presidente Prudente-SP CEP 19010-071 Brasil　Tel.+55-18-221-5957　［連絡先　
SHIGERU SUGANO　Rua Joaquim Jabuco, 957 CEP 19010-071 Presidente Prudente SP　Tel.+55-18-223-
2769］　◇菅野 繁

ペーニャ福音キリスト教会
Igreja Crista Evangelica da Penha　［日本同盟基督教団 宣教師派遣団体 現地では単立］　Rua Professor 
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Anibal Cury, 132 Vila Granada, Sao Paulo,S.P. CEP 03659-030 Brasil　Tel.+55-11-6684-9778　◇鈴木敏三、鈴
木 倫代

ベレイラ・バレット聖アンデレ教会
Igreja Paroquia de Santo Andre　［聖公会］　RUA FAUZI KASSIM, 1287, Pereira Barretos -SP, CEP 
15370-000,  Brasil　Tel.+55-18-3704-2531　◇ROGER D. BIRD

ベロオリゾンテ福音ホーリネス教会
Igreja Evangelica Holiness de Belo Horizonte　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Rocha 
Lagoa,298    Bairro Cachoeirinha     31150-040-Belo Horizonte-MG,BRAZIL　Tel.+55-31-3422-2954　Fax.+55-
31-3422-2954　［連絡先　Timoteo Hiroki Kaji　Rua Timbiras,1929/103    Bairro Lourdes    30140-061-Belo 
Horizonte-MG,BRAZIL　Tel.+55-31-9947-5870　Fax.+55-31-3213-6575］　◇鈴木 治、鈴木 八重子、湯浅 泉

【HP】http://www.holiness.org.br/　【E-mail】ieh.bh@holiness.org.br

ホサナ・ウライ教会
IE Hosana Urai　［ホサナ福音教団］　Rua Professor Leonidas  Pontes, 83,  CEP 86280-000, Urai-PR Brasil　
◇影山 保幸

ホサナ・レジストロ教会
IE Hosana Registro　［ホサナ福音教団］　Igreja Evangelica Hosana, Rua Alexandre A. DE Moraes, 250 
Registro-SP CEP 11900-000 Brasil　Tel.+55-013-6822-1251　◇景山 国蔵、古川 正行

ホサナ・モジ・ダス・クルーゼス教会
IE Hosana Mogi das Cruzes　［ホサナ福音教団］　Rua Dr. Antonio B. Zouza 368 Mogi das Cruzes-SP CEP 
08730-770 Brasil　Tel.+55-011-7333-0430　◇国広 清子

ホサナ・リベルダーデ教会
IE Hosana Liberdade　［ホサナ福音教団］　Rua Mituto Mizumoto,258 Liberdade Sao Paulo-SP CEP 
01513-040 Brasil　Tel.+55-11-3277-8025　◇国広 清子

ボスケ福音ホーリネス教会
IEH Bosque　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Pr.Eduardo Goya, Rua Guiratinga 980 Bosque da Sau'de 
Sao Paulo-SP CEP 04141-001 Brasil　Tel.+55-11-275-6586　Fax.+55-11-275-6586　［連絡先　Tel.+55-11-275-
9017］　◇呉屋 エドワルド、首藤 真、森重 エリアネ

ポンペイア福音ホーリネス教会
IEH Pompeia　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Dr.Jose Moura Resende, 700 CEP 17580-000, 
Pompeia-SP Brasil　Tel.+55-14-3452-4052　◇Augusto Umeki

【HP】http://www.holinesspompeia.org.br

マッタ・デ・サン・ジョアン伝道所
IGREJA PRESBITERIANA CUMBERLAND DE MATA DE SAO JOAO　［カンバーランド長老キリスト
教会］　NUCLEO COLONIAL J.K. MATA DE SAO JOAO 48280-000 BAHIA BRASIL　Tel.+55-71-3664-1019　
Fax.+55-71-3664-1019　［連絡先　Tel.+55-71-9985-7262］　◇竹並 智秀、石塚 惠司

【HP】http://www.compos.com.br/ipcmsj/　【E-mail】k.ishitsuka@compos.com.br

マナウス福音ホーリネス教会
Igreja Evangerica Holiness de Manaus　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rue Cachoeira Sao Gabriel 
651, Cidade nova, Manaus, AM, Brasil　Tel.+55-92-3644-2152　Fax.+55-92-3644-1139　◇三浦 春寿、Jonatas 
Ayumi Suzuki、三浦 千春

【HP】http://www.josephinademello.com.br　【E-mail】miura38@aol.com

マリンガ福音ホーリネス教会
Igreja Evangelica Holiness de Maringa　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Antonio Carniel, 765 
CEP 87015-330 Maringa PR Brasil　Tel.+55-44-3029-4315　Fax.+55-44-3029-4315　［連絡先　Shoso Hirose　
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Rua Para, 838 CEP 87023-080 Maringa PR Brasil　Tel.+55-44-3025-3159　Fax.+55-44-3025-3159］　◇広瀬 
昭壮、広瀬 早苗

【HP】http://www.holiness.org.br　【E-mail】shirose@pop.com.br

モジ・ナザレ福音教会
［単立］　Rua Jose D Carlo, 559 Vila Lavinia Mogi Das Cruzes SP BRASIL CEP 08737-050　［連絡先　佐藤 
柱輔　Rua Jose'D.Carlo, 559 Mogidas Cruzes. S.P.Brasil］　◇佐藤 柱輔

リオ・デ・ジャネイロ福音ホーリネス教会
Igreja Evangelica Holiness Rio de Janeiro　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua Isolina, 
152-Meier-Rio de Janeiro-RJ-Brasil　CEP 20.710-070　Tel.+55-21-2581-5379　◇鈴木 ウィリアム牧、鈴木 カ
チア生美恵

リベルダーデ福音ホーリネス教会
IEH Liberdade　［ブラジル福音ホーリネス教団］　Rua. Pirapitingui, 165 Liberdade Sao Paulo-SP CEP 
01508-020 Brasil　Tel.+55-11-279-5296　◇湯浅 敬、湯浅 テレサ

ルージラモス・アライアンス・キリスト宣教教会
Igreja Alianca Missionaria Crista de Rudge Ramos　［ブラジル・アライアンス教団］　Rua 
Dourados,164  Rudge Ramos, Sao Bernardo do Campo - SP, CEP 09631-000, Brasil　Tel.+55-11-4368-6392　
Fax.+55-11-4368-6392　［連絡先　徳植　英雄　Rua Maraca, 266  apto:92  Vila Guarani CEP 04313-210 Sao  
Paulo  SP  Brasil　Tel.+55-11-5017-3406　Fax.+55-11-5017-3406］　◇今野 ジョエル 潤、徳植 英雄、杉浦 
広恵 クリスチーナ

【HP】http://www.iacmrr.org　【E-mail】acmrr@iacmrr.org

レジストロ救世主教会
Paroquia de Cristo Rei　［聖公会］　Rua Dr. Kitajima 77, CEP 11900, Registro-SP Brasil　Tel.+55-013-
3821-1084　Fax.+55-013-3821-2886　［連絡先　Yukiko Naoi　C.P.13-Registro-S.P. CEP 11900-970 Brasil　
Tel.+55-013-3821-2527　Fax.+55-013-3821-2527］　◇高津 澄男

ロンドリーナ聖ルカ教会
Paroquia de Sao Lucas de Londrina　［聖公会］　Rua Mossoro 678, Caixa Postal 1333, CEP 86020-250, 
Londrina PR Brasil　Tel.+55-43-322-3610　◇A.J.ステーイン

ロンドリーナ・ホサナ福音教会
IHE em Londrina　［ホサナ福音教団］　Rua Atilio Scudeler 320, Vila Recreio, CEP 86025-030, Londrina-
PR Brasil　◇鈴木 通泰、鈴木 妙子

フランス　France

パリ・プロテスタント日本語キリスト教会
Eglise Protestante de Langue Japonaise a Paris　［プロテスタント超教派］　c/o Eglise du Marais, 
17 Rue Saint Antoine, 75004 PARIS　［連絡先　Mr. Ginya Sakuta　8 rue Leonie, 92160 Antony, France　
Tel.+33-1-4668-8998　Fax.+33-1-4668-1974］　◇作田 銀也

ペルー　Peru

日秘福音教会
Iglesia Evangelica Peruano Japonesa　Comadante Jimenez 174, Magdalena del Mar, Lima 17 Peru　
Tel.+51-1-264-1028　Fax.+51-1-264-1028　［連絡先　Apartado 170053, Lima-17 Peru[私書箱]］　◇Daniel 
Toyama、川崎 淳

【E-mail】iepj@speedy.com.pe
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ベルギー　

ブリュッセル日本語プロテスタント教会
La Reunion Protestante.de.la Langue Japonaise de Buruxelles　［超教派］　Avenue Slegers 96, 1200 
Bruxelles, Belgium　Tel.+32-59-50-43-82　Fax.+32-59-50-43-82　［連絡先　Okada Naotake　Avenue J.P. 
Rullens 6, 1200 Bruxelles, Belgium　Tel.+32-02-770-7471　Fax.+32-02-770-7471］　◇岡田 直丈、前川 正
夫、松下 恭子

【HP】http://heartland.geocities.jp/nihongokyoukai/　【E-mail】okadanaotake@hotmail.com

ボリビア　Bolivia

サンタクルス日ボ福音教会
Iglesia Evangelica Boliviana Japonesa　［イムマヌエル綜合伝道団］　Calle Las Pinas #2140, Santa 
Cruz, Bolivia　Tel.+591-3-342-1806　Fax.+591-3-342-1806　［連絡先　Casilla 55(P.O.Box 55) Santa Cruz, 
Bolivia］　◇三森 邦夫、三森 加寿子、坂口 謙二郎

ラ・グロリア教会
La Gloria Church: Iglesia Evangelica Metodista En Bolivia　［ボリビア・メソジスト教団］　Casilla 
582, Col.Okinawa No.1, Santa Cruz, Bolivia[私書箱]　Tel.+591-3923-7128　Fax.+591-3923-7128　［連絡先　
正式な住所 Col.Okinawa No1. Warnes. Santa Cruz, Bolivia］　◇大熊 豊子、木内 一夫、木内 美香子

マレーシア　Malaysia

クアラルンプール日本語キリスト者集会
Kuala Lumpur Japanese Christian Fellowship　［超教派］　c/o PJ Gospel Hall, 1A,Jalan Gasing,46000 
Petaling Jaya,MALAYSIA（郵便不可）　［連絡先　Mr Naohiro Kato　168-15-2 Kiara Park Condo,TTDI,　
60000 Kuala Lumpur,MALAYSIA　Tel.+60-3-7728-6544　Fax.+60-3-7728-6544］　◇加藤 尚宏、Phillip Koh

【HP】http://www.kljcf.net/　【E-mail】nkato@streamyx.com

メキシコ　Mexico

メヒコ市日系合同キリスト教会
Av,Real de los Reyes 77, Condominjo Edif.Cipres 4, Coyoacan, Mexico 21 D.F.C.P.04330 Mexico　◇戸田 恒

グアダラハラ教会
Church of God at Guadalajara　［チャーチ・オブ・ゴッド］　Lopez Mateos Sur 6178-A Fraccionamiento 
Las Fuentes,  Guadalajara, Jalisco Mexico 45070　Tel.+52-333-632-1063　Fax.+52-333-631-2688　◇阿部 和
子、ジーン・イーズ

【HP】http://cog-guadalajara.20m.com

モンゴル　Mongolia

サイン・ウイルス・キリスト教会
Sain Uils church　［モンゴル・ミッション］　Tel.+976-11-453522　［連絡先　PO-49 Box-550, 
Bayanzurkh district, Ulaanbaatar-13381 MONGOLIA］　◇嶌村 貴
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ルーマニア　Romania

トランシルバニア日本人会
［ルーマニア・バプテスト連盟］　［連絡先　Str.Plopilor60 Apt.20, 400383, Cluj-Napoca, Romania　Tel.+40-
264-428957　Fax.+40-264-428957］　◇川井 勝太郎

韓国　

在韓日本人めぐみチャペル
［ウェスレアン・ホーリネス教団］　韓国仁川市桂陽区鵲田洞410-1(桂山中央監理教会内）　Tel.+82-032-
541-5004　［連絡先　金 興奎　韓国仁川市南区朱安８洞1464-14 6/4　Tel.+82-32-421-0672　Fax.+82-32-421-
0672］　◇金 興奎

【HP】http://cafe.daum.net/japanglc　【E-mail】khg0672@hotmail.com

オンヌリ教会日本語礼拝部
Onnuri Japanese Ministry　［大韓イエス教長老会（統合派）］　大韓民国ソウル市龍山区西氷庫洞241-96　
Tel.+82-2-793-9686(Ex.702)　Fax.+82-2-796-7896　◇金 瑛淑、高見沢 栄子、朴 淑子

カベナントチャペル日本人教会
Covenant Chapel Japanese Church　［韓国独立教団］　140-031 韓国ソウル市竜王区東部二村洞　忠信
教会教育館　Tel.+82-2-795-4360　Fax.+82-2-795-4360　［連絡先　三輪 修男　140-031 韓国ソウル市竜王区
東部二村洞301-10 Royal Mansion 705　Tel.+82-2-795-4360　Fax.+82-2-795-4360］　◇三輪 修男、奥田 正
勝、奥田 智美

【HP】http://www.covenantchapel.net　【E-mail】miwanobuo@hotmail.com

サラン教会日本語礼拝部
SaRang Community Church Japanese Ministry　［大韓イエス教長老会］　韓国ソウル市瑞草４洞
1310-16　Tel.+82-23479-7303　Fax.+82-23479-7648　◇玉 漢欽、呉 正賢、坂本 兵部

【HP】http://jm.sarang.org/　【E-mail】hyobu@sarang.org

聖愛教會
Agape Church　[朱礎肇]ソウル特別市冠皇区泰天1洞706-16　Tel.+82-883-7485　◇李 奉子、朱 礎肇

ソウル日本人教会
Japanese Church in Seoul　［大韓イエス教長老会］　133-123 韓国ソウル特別市城東区聖水洞2街317-1　
Tel.+82-2-467-6709　Fax.+82-2-564-4131　［連絡先　Tel.+82-11-752-7615］　◇吉田 耕三、増永 裕子

【HP】http://jpchis.org/

地球村教会　日本語礼拝部
Global Mission Church, Japanese Worship　［韓国浸礼会（バプテスト）］　463-808 大韓民国 京畿道城
南市盆唐区九美洞8-2番地 MDプラザ７階707号　Tel.+82-31-710-5926　Fax.+82-31-710-5929　◇李 東元、綾 
康輔

【HP】http://www.jiguchon.org/gmc_cell/cell_global_2.asp　【E-mail】jiguchon_japanese@hotmail.com

ハレルヤ教会日本語礼拝
Hallelujah Christian Church　［韓国独立教団（改革派）］　463-070　韓国城南市盆唐区野塔洞132 ハレ
ルヤ教会　Tel.+82-31-780-9500　Fax.+82-31-780-9510　［連絡先　三輪　修男　140-031　韓国ソウル市竜
山区東部二村洞 Jumbo Mansion105号　Tel.+82-2-795-4360　Fax.+82-2-795-4360］　◇三輪 修男、三輪 文
子、趙 蓮玉

【HP】http://www.hallelujah.or.kr/　【E-mail】miwanobuo@hotmail.com

釜山日本人教会
Japanes Church in Pusan Korea　［独立教会（超教派）］　釜山市海雲台区中１洞718-28 釜山召命教会
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内　Tel.+82-51-703-2587　Fax.+82-51-731-4492　［連絡先　釜山市海雲台区左３洞1386番地 Lotte 2ndApt 
201-2302号］　◇金 応守

【HP】http://www.pusan-jchurch.org　【E-mail】mebai@hotmail.co.jp

台湾　Taiwan

IGM 台中国際基督教会
IGM Taichung International Church　［イムマヌエル綜合伝道団］　中華民国台湾省台中市403 精誠三街
51號　Tel.+886-4-2320-2931　Fax.+886-4-2320-6418　◇平瀬 義樹、平瀬 光世

聖書と祈りの会
聖書と祈りの会　中華民国台北市中正区仁愛路二段76号　Tel.+886-2-2351-3589　Fax.+886-2-2391-8685　
◇都丸 正夫

台湾基督長老教会・国際日語教会
［臺灣基督長老教會　（牧師は日本基督教団から宣教師として派遣されている）］　111台湾台北市中山北路
6段728巷9弄3-1號2樓　Tel.+886-2-2871-7625（日曜・午前中のみ）　Fax.+886-2-2876-2877　［連絡先　111 
台湾台北市中山北路6段728巷9弄5號2樓　Tel.+886-2-2874-0553　Fax.+886-2-2876-2877］　◇柳田 剛行、柳
田 雅江

【HP】http://nichigo.exblog.jp/i4　【E-mail】cnurchjp@ms69.hinet.net

高雄日本語基督教会
Japanese Christion Church of Kaohsiung　［台湾基督長老教会］　802 中華民国台湾高雄市苓雅区興中
一路293号4F　Tel.+886-7333-7875　Fax.+886-7336-2000　［連絡先　[教会]800　中華民国台湾高雄市新興区
信守街145号 [幼稚園]800 高雄市新興区徳生街54号 Tel +886-7216-0069］　◇林田 義行、林田 響子、栢森 幸
子

高雄日本語聖書集会
中華民国台湾省高雄市前金地自強一路6号3F（高雄フリーメソジスト自強教会)　［連絡先　中華民国台湾省
高雄市郵政信箱32-34　Tel.+886-7-2813855］　◇寺田 由弘、永山 弘子

中国　China

チャーチ・オン・ザ・ロック
Church On The Rock　［単立］　Shop 504,2/F,Po On Mansion, 1 Tai Yue Avenue, Taikoo Shing 
HongKong　Tel.+852-2482-7040　Fax.+852-2482-7040　［連絡先　竹内 宣雄　No.34 ,2nd Street, SectinG, 
Fairview Park, Yuen Long, N.T., HongKong　Tel.+852-2482-1645　Fax.+852-2482-1645］　◇竹内 宣雄

【HP】http://www.corhk.org

香港日本基督者教会
The HongKong Japanese Christian Fellowship(HKJCF)　［超教派］　21/F., Amber Commercial Bldg., 
70-74 Morrison Hill Rd., HongKong　Tel.+852-2575-2418　Fax.+852-2881-8243　◇e波 光正、田上 雅朗

【HP】http://hkjcf.exblog.jp/



伊豆高原クラブ、桜美林学園、大室山、

シャボテン公園、

日本バイブルホーム水上温泉、群馬

宿泊・研修施設ガイド、宿泊・研修施設詳細情報、エリア別宿泊施設情報
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宿泊・研修施設詳細情報（PR）

宿泊・研修施設詳細情報（PR）
エリア別宿泊施設情報

www.obirin.ac.jp/unv/club/
http://www3.kannet.ne.jp/~biblehome/Bible%20Home%20-%20Japanese.htm


奥多摩バイブル・シャレー、 大島泉の家、日本ホーリネス教団、伊豆

大島

北海道クリスチャンセンター、札幌 松原湖バイブルキャンプ、MBC
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奥多摩バイブルシャレー

住所　〒 198-0064　東京都青梅市柚木町 3-839
　　　TEL：0428-76-0931　FAX：0428-76-2457
　　　e-mail：obc ＠ send.jp
料金　1 泊 2 食　大人：5,930 円〜（税込・昼食追加可）冬期割引有
施設　宿泊定員 100 名（全室和室）チャペル（240 名）、集会室、
　　　暖炉付ラウンジ、水泳プール（6 月〜 8 月）、洗礼槽　
設備　バーベキューセット・キャンプファイヤーセット・液晶ビジョ
　　　ン・グランドピアノ・ドラムセット・各種アンプ類・遊具も充実

都心〜約2時間・修養会、CSキャンプ
での御利用に最適！
冷暖房有・季節を問わず御利用可。
教職者神学生割引、学生団体割引有。

奥多摩
http://o-bc.net

http://o-bc.net/
www.jhc.or.jp/camp/oshima/index.html
www.h3.dion.ne.jp/~hcc
http://matsubarako.com/


軽井沢フェローシップバイブルキャン

プ、ログハウス

信州バイブルキャンプ場、小諸佐久

恵みシャレー軽井沢、MCK、ウッドシェッド
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信州バイブルキャンプ
10267-53-5447 50267-51-1435
E-mail sb-camp@crest.ocn.ne.jp
URL http://www8.ocn.ne.jp/ ~sbcamp

● INFORMATION ●
住所　〒 384-2201 長野県佐久市印内 571-8
交通　長野新幹線佐久平駅より車で約 20 分（送迎応相談）、上信越自動
　　　車道佐久 I.C. より約 30 分
料金　1 泊 2 食付 5,800 円（当キャンプ場会員 4,500 円）
客室　和室 5、洋室（2 段ベッド）4、洋室（ツイン）1
定員　62 名
施設　チャペル、キャンプファイヤー、テニスコート、グランド、卓球台、ミ
　　　ニエアホッケー
その他　個人や家族のご利用も歓迎です。

小諸 佐久

住所　〒 389-0102  長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 1374-5
交通　東京駅より長野新幹線（東京〜軽井沢間）最速 63 分
　　　JR 軽井沢駅より車 5 分（徒歩 20 分）−無料駐車場有
　　　上信越道碓氷軽井沢 IC より 15 分（通常時）
料金　1 泊 2 食付（朝、夕食）6,500 円（税込）より　　定員　250 名
客室　1 号館（10 室各 10 名）二段ベッド、トイレ、シャワー付き
　　　2 号館（バリアフリールーム 1 室＋特別室 1 室含む全 13 室）各室 2 名バストイレ付き
　　　3 号館（12 室各 3 〜 8 名）和室、トイレ・洗面所共用
　　　5 号館（18 室各 4 名）和室、トイレ・洗面所付き
施設　食堂（250 名）、集会室（15 〜 300 名）、祈りの家（展望祈祷室）、　レク
　　　レーションホール、ウッドシェッド（喫茶室）、売店・書店、大浴場（2 か所）

軽井沢

● INFORMATION ●
 コーヒーラウンジ  ウッドシェッド
   どなたでもご利用できます。
　ぜひお立ち寄り下さい。

10267-42-2302　50267-42-4113
http://www.wlpm.or.jp/mck/　mck@wlpm.or.jp

恵みシャレー軽井沢では、教会・ミッ
ションスクールの研修・修養会やご
家族でのご旅行など幅広くご利用い
ただけます。聖書の学びや信仰生活
を豊かにするためのセミナー、アウ
トドアなど多種多様なセミナーも開
催しています。

友達も家族も
みんな一緒に…

6600坪の広大な敷地は美しい自然
でいっぱい。季節ごとに様々な顔を
見せてくれます。忙しい日常を離れ、
神様が作られた自然の中でリフレッ
シュしませんか。

東京から約70分で
緑ゆたかな高原へ…

詳しくはHPまたはお問い合せを！

www.kfbc.net
http://www8.ocn.ne.jp/~sbcamp/
www.wlpm.or.jp/mck


日本ＹＭＣＡ同盟国際研修センター、

東山荘

hi-.b.a. キャンプ、千葉、九十九里浜

浜名湖バイブルキャンプ、日本同盟基

督教団、矢作学

ペンションシャローム、那須高原

財団法人早稲田奉仕園セミナーハウス
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10287-78-6555　50287-78-6554
ホームページ :www.shalom.jp

草原一望のテラス、木
の香りの館。豊かな大
地の恵み家庭料理。四
方が自然の気品ある
露天風呂。夏、庭先に
ホタル。

那須高原

〒 325-0303 栃木県那須郡
那須町高久乙 3669-5
1泊2食付 大人8,900円〜。
15 名様以上貸し切り可能、
1 泊 2 食付 小学生 3,000 円
〜、大人 5,500 円〜。（Gw、
8 月中旬、3 連休別料金）
30 名（和室 2 室　洋室 7 室）
※テレビで放映されました。
ご希望者には DVD を送ります。

住所

料金

定員

住所

料金
（税別）
1泊2食

施設

宿泊定員

日本同盟基督教団
浜名湖バイブルキャンプ

常駐スタッフ：矢作 学

1＆5053-578-0081

浜名湖を眺望する静かな環境。広く、
ゆったりとくつろげる新チャペル。
キャンプ、研修会、小グループや家
族連れの休息に抜群。周囲にマリン
スポーツ施設、観光名所多数あり。

浜名湖

〒431-0404 
静岡県湖西市太田 423
一般（高校生以上）  4,700 円
中学生　4,100 円　小学生　3,200 円
詳しくはお尋ねください。
チャペル（170 名）、食堂  、
会議室（30 名）、フットサル
場、駐車場（30 台）
55 名

新チャペル
天然芝フットサル場あり

＜2010年6月現在＞

7,760円～（税込）
6,920円～（税込）

www.ymcajapan.org/tozanso
http://gospel.sakura.ne.jp/hbc/
www.shalom.jp
www.hoshien.or.jp
http://www.hi-ba.com/camp/fla/camp-fla.html
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●掲載をご了承くださった方のみ記載しました。

★マークの施設は、こちらにも情報が掲載されています。
＊施設ジャンル・設備はページ下のマークを参照してください。

ガイド

北海道・東北、関東、新潟・北陸、甲信、

東海、関西、中国・四国、九州、沖縄

PR 情報（有料）、宿泊ガイドのワンポイン

トアピールなど

宿泊・研修施設

 エリア別 宿泊施設情報
名　称 ジャンル 所在地・問い合わせ先

アクセス・ホームページ
URL・連絡先（申込先）

ワンポイントアピール

料金・定員・部屋数・設備

［
デ
ー
タ
の
見
方
］

北海道・東北エリア

日本メノナイト福住センター　q　〒062-0042 北海道札幌市豊平区福住二条3-6-1　yTEL.011-836-2133　FAX.011-854-4470
地下鉄東豊線福住駅3番出口から徒歩8分
u2,500円（素泊り）　s14人　i7室　klp
＊家族用マンションタイプの部屋あり。札幌ドームに至近。交通の便よし。

★北海道クリスチャンセンター　q　〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西6丁目　yTEL.011-736-3388　FAX.011-736-3389
JR札幌駅北口から徒歩5分　URL：http://www.h3.dion.ne.jp/~hcc/
uツイン4,515円～　s45人　i10室　klp

青森クリスチャンセンター　qy　〒030-0133 青森県青森市雲谷梨の木60　yTEL&FAX.017-738-9680　TEL.017-738-2144
JR青森駅からバス「モヤ高原」停、徒歩3分
u1,800円（素泊り）～　s70人　i6室　o2棟　kpvmf
＊緑豊かな森の中で身も心も休息できる最高のロケーション。目の前には八甲田山、近くには温泉や奥入瀬渓流あり！

シオン錦秋湖　qy　〒029-5513 岩手県和賀郡西和賀町耳取49-7-63　yTEL.0197-82-2269　FAX.0197-82-2365
JR北上線ゆだ錦秋湖駅から徒歩13分　URL：http://www.kinshuko.com/
u5,900円（1泊2食）～　s50人　i9室　klm

ペンション イーハトーヴ・花の郷　t　〒020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山極楽野44-5　yTEL.0196-93-3152　FAX.0196-93-3157
JR田沢湖線小岩井駅から車で10分　URL：http://www.juno.dti.ne.jp/~hanasato/
u8,400円（1泊2食）～　s20人　i5室　lvm

ペンション スコテ　t　〒028-7557 岩手県岩手郡安代町安比高原165-13　yTEL.0195-73-5075　FAX.0195-73-5675
JR花輪線安比高原駅から2km。送迎あり
u7,000円（1泊2食）～　s35人　i9室

月見岬ジレットハウス　q　〒985-0803 宮城県宮城郡七ヶ浜町花淵浜金色　yTEL.022-357-6925
JR下馬駅からバス「七ヶ浜国際村入り口」停　URL：http://tohoku.uccj.jp/sendaikita/hausu.htm

［担当教会］日本キリスト教団仙台北教会　〒981-0923 宮城県仙台市青葉区東勝山2-27-18　Tel.022-301-1665　Fax.022-301-1665
u1,500円（大人1泊）～　s40人　v
＊特別名勝松島地区の岬に建つログ・ハウスです。貸切で使用いただきます。

森郷キャンプ場　y　〒981-0103 宮城県宮城郡利府町森郷惣の関北56-2　yTEL.022-356-2045　FAX.022-356-2216
JR利府駅から車で7分　URL：http://morigo.naturum.ne.jp/

［担当教会］日本バプテスト利府キリスト教会　〒981-0104 宮城県宮城郡利府町中央2-5-1　Tel.022-356-2494　Fax.022-356-2494
u大人約6,000円（1泊2食）～　s100人　i13室　o2棟　klpvmf
＊駅から車で10分、湖と森、自然の恵みあふれる別世界。こだわりの地産メニュー。スタッフ全員クリスチャン。
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●掲載をご了承くださった方のみ記載しました。＊施設ジャンル・設備はマーク一覧を参照してください。
★マークの施設は、広告ページにも情報が掲載されています。

祈りの家 鳥海チャペル　q　〒999-8302 山形県飽海郡遊佐町吉出懐の内16　yTEL.090-3758-1033
JR遊佐駅　［申込先］酒田キリスト教会　〒998-0061 山形県酒田市光ケ丘1-5-50　Tel.0234-33-6776　Fax.0234-33-6775
u1,000円（素泊り）　s25人　i4室　kvmf
＊鳥海山（別名出羽富士）のふもとに位置し、万年雪が清水の滝となって下る雄大な二ノ滝が近くにある。夕日が日本海に沈むのも見える。

大平ホテル　r　〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉825　yTEL.023-694-4222　FAX.023-694-9415
JR山形駅からバス45分「蔵王温泉バスターミナル」停。　URL：http://www.oohira.co.jp/
u8,900円～　s142人　i34室　lpvmg
＊ペットといっしょに宿泊できます。JR山形駅、かみのやま温泉駅から送迎あり（要予約）。

フィールド・イン・楓林舎　t　〒967-0026 福島県南会津郡南会津町針生字昼滝山857-27　yTEL&FAX.0241-64-2535
会津線会津田島駅からバス35分徒歩15分。送迎あり　URL：http://homepage3.nifty.com/fuurinsha/
u8,400円　s15人　i6室　o1棟　v
＊「ナチュラリストの拠点、自然に癒される宿」を基調にしている施設。

関東エリア

祈りの家 日光オリーブの里　q　〒321-2427 栃木県今市市佐下部386　yTEL.0288-21-7693　FAX.0288-21-7699
東武鉄道鬼怒川線新高徳駅（送迎あり要連絡）　URL：http://www.kinugawa-olive.org/
u3,200円（素泊り）　s58人　i28室　kpg
＊ログハウス祈りの家、温泉はかけ流し内湯のほか露天風呂もあります。食事は朝食600円、夕食1,200円。

ガストホフ木馬　t　〒321-1436 栃木県日光市久次良町95-1　yTEL.0288-54-0271　FAX.0288-54-0273
日光駅からバス中禅寺湖行き「安良沢」停、徒歩1分。　URL：http://www.threeweb.ad.jp/~mokuba/
＊食の文化を取り入れながらお客様に喜ばれる、トレンディな木馬旬菜料理をめざします。

高原のキャセロール　t　〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1517-306　yTEL.0287-76-3710　FAX.0287-76-1523
那須塩原駅から送迎あり　URL：http://www4.ocn.ne.jp/~mahou/
u9,390～13,590円（1泊2食）　s33人　i15室　kg

那須高原ハウス・オブ・レスト　t　〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙586-889　yTEL.0287-78-1247　FAX.0287-78-0724
JR黒磯駅からバス「広谷地」停、徒歩7分　URL：http://www009.upp.so-net.ne.jp/nasuhr/
u7,000～8,000円　s27人　i6室　k
＊恵まれた雄大な高原。神と人との静かな交わりと急速。オーナーは隣接の那須高原教会牧師。日曜礼拝10時

那須セミナーハウス　q　〒329-2703 栃木県那須塩原市槻沢420-22　yTEL&FAX.0287-36-6352
JR西那須野駅から車10分　URL：http://www.ari-edu.org/seminar_house/seminar_house.html

［連絡先］（学）アジア学院　〒329-2703 栃木県那須塩原市槻沢443-1　Tel.0287-36-3111　Fax.0287-37-5833
u4,500円（個人セミナー）　s40人　lpm

ペンション エマオ　t　〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本213-1890　yTEL&FAX.0287-76-1784
豊北自動車道那須ICから15分
u5,040（１泊朝食付）　s15人　i4室

★ペンション シャローム　t　〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3669-5　yTEL.0287-78-6555　FAX.0287-78-6554
JR黒磯駅から湯元行きバス「下守子」停、徒歩20分。送迎有　URL：http://www.shalom.jp/
u8,900円（1泊2食）～　s30人　i9室　pv
＊草原一望のテラス、木の香りの館。豊かな四季の家庭料理。展望露天風呂。夏、庭先にホタル。

湯の家　e　〒321-1662 栃木県日光市湯元2512　yTEL.0288-62-2431　FAX.0288-62-2468
JR･東武日光線日光駅からバス湯元温泉行き終点　URL：http://www.nikko-yunoya.jp/
u10,000円～　s227人　i40室　lpg
＊湯の湖湖畔を望むヨーロッパスタイル（鉄筋5階建）。中禅寺から湯元へ到る車窓からの景観はスイスにも劣らぬ風景美です｡

赤城バイブル・キャンプ　qy　〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山2-30　yTEL.027-287-8640　FAX.027-287-8641
JR前橋駅からバス70分　URL：http://homepage2.nifty.com/akagi-bible-camp/
u5,400円（1泊2食・昼食追加600円）　s40人　i7室　kpvm
＊周辺に山、池、湿地帯が点在。遊歩道完備。付近にテニスコート、体育館あり。割安で使用可。

キャンプ・ワンダー　qy　〒371-0246 群馬県前橋市柏倉町4114　yTEL.027-283-3225　FAX.027-283-3764
赤城ICから20分　URL：http://www6.wind.ne.jp/ikushin/
s20人　o3棟　kpvmf
＊赤城山の南面、標高700ｍに位置、関東平野が一望できる。野生の鹿などが見られる。

日進館 万座温泉ホテル　r　〒377-1528 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉　yTEL.0279-97-3131　FAX.0279-97-3595
吾妻線万座鹿沢口からバス万座温泉行き「万座温泉」停下車、徒歩10分　URL：http://www.manza.co.jp/
u6,100円～　s600人　i141室　lpmg
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★日本バイブルホーム　qy　〒379-1721 群馬県利根郡水上町湯の小屋6289-14　yTEL&FAX.0278-75-2066
JR水上駅からバス「湯の小屋」行き終点、徒歩5分　URL：http://www3.kannet.ne.jp/~biblehome/
u5,500円（1泊2食）　s50人　i12室　kpcvmfg
＊自然（山川）に囲まれた静かな環境でみことばと祈りに集中できる。

前橋YMCA赤城キャンプ場　y　〒371-0246 群馬県前橋市柏倉字相吉3484　yTEL&FAX.027-283-2988
関越道前橋ICから50分　URL：http://www.ymcajapan.org/maebashi/akagi/

［連絡先］前橋YMCA　〒371-0033 群馬県前橋市国領町1-4-1　Tel.027-234-2299　Fax.027-234-7752
u6,200円（1泊3食）　s80人　o4棟　klpvmf

★hi-b.a.キャンプ　y　〒299-4314 千葉県長生郡一宮町新地1987-1　yTEL.0475-42-3091　FAX.0475-42-1074
外房線上総一ノ宮駅から車10分　URL：http://www.hi-ba.com/
u5,200円（1泊2食）　s60人　i6室　o3棟　kpcm

みぎわ荘　wt　〒294-0308 千葉県館山市坂田10-1　yTEL.0470-29-1853
館山駅からバス20分「坂田」停
u7,350円（1泊2食）　i4室

★奥多摩バイブル・シャレー　qy　〒198-0064 東京都青梅市柚木町3-839　yTEL.0428-76-0931　FAX.0428-76-2457
JR青梅線沢井駅から徒歩13分　URL：http://o-bc.net/
u5,930円（1泊2食税込）～　s100人　i14室　o3棟　klpnvm
＊都心から約2時間。緑に囲まれたクリスチャン宿泊施設。教会キャンプ、修養会に最適です。

奥多摩福音の家　q　〒198-0105 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波135　yTEL.0428-85-2317　FAX.0428-85-2370
JR古里駅から徒歩7分　URL：http://www1.odn.ne.jp/ofi/
u6,195円税込（1泊2食）～　s130人　o1棟　klpvm
＊当キャンプ場では、2年間におよそ20の主体キャンプを計画しています。割引情報もありますからHPをご覧ください。

★日本ホーリネス教団 大島泉の家　qy　〒100-0103 東京都大島町泉津公園下　yTEL&FAX.04992-2-9203　FAX.04992-2-8686
東海汽船東京竹芝から高速船で1時間45分、熱海港から1時間
u5,500円（1泊2食）～　s70人　i6室　o3棟　kpvmf
＊都立大島公園に隣接し、抜群の自然環境、海に山にたっぷりと楽しめます。

八王子セミナーハウス（大学セミナーハウス）　q　〒192-0372 東京都八王子市下柚木1987-1　yTEL.042-676-8511　FAX.042-676-1220
京王線北野駅からバス「野猿峠（やえんとうげ）」停　URL：http://www.seminarhouse.or.jp/
s277人　i90室　o6棟　lpvm
＊敷地面積73.920平米の豊かな自然環境の中で四季を満喫しながら研修していただけます。インターネットの利用も可能です。

ルーテル市ケ谷センター　qr　〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-1　yTEL.03-3260-8621　FAX.03-3260-7510
地下鉄有楽町線市ヶ谷駅5番出口から徒歩1分　URL：http://www.l-i-c.com/
u4,725円（素泊り）～　s40人　i16室　klp
＊JR、有楽町線、南北線、都営新宿線が交わる便利な立地。宿泊を伴う研修に、音楽を伴う集まり等に最適です。

ＹＭＣＡアジア青少年センター　q　〒101-0064 東京都千代田区猿楽町2-5-5　yTEL.03-3233-0611　FAX.03-3233-0633
JR水道橋駅東口から徒歩5分　URL：http://www.ymcajapan.org/ayc/jp/
u5,870円（シングル平日・朝食付）　s75人　i55室　lp
＊水道橋、お茶の水、神保町3駅利用可能。朝食は韓国料理3種、洋食から選択｡全館無線LAN利用可能。

★早稲田奉仕園セミナーハウス　q　〒169-8616 東京都新宿区西早稲田2-3-1　yTEL.03-3205-5411　FAX.03-3205-5413
東西線早稲田駅から徒歩6分　URL：http://www.hoshien.or.jp/
u団体6名30,000円～。個室2名12,000円～　s2～32人　i3室　o1棟　klp
＊団体部屋の個人利用も1名5000円です。2週間前（休前日は1週間前）より受付。

丹沢ホーム　w　〒257-0061 神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷(丹沢山札掛)5172　yTEL.0463-75-3272
東名高速秦野中井I.Cから22km　URL：http://homepage2.nifty.com/tanzawahome/
u6,500円（1泊2食）　s59人　i15室　l
＊山の中の一軒屋。周りは森と川だけです。

塔ノ沢 福住樓　e　〒250-0315 神奈川県足柄下郡箱根町塔之沢　yTEL.0460-5-5301
URL：http://www.fukuzumi-ro.com/
u15,000円（1泊2食、2名）～　g

箱根ホテル小涌園　r　〒250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297　yTEL.0460-82-4111　FAX.0460-82-4123
小田急箱根湯本駅からバス20分　URL：http://www.hakoneho-kowakien.com/
u18,000円（1泊2食）　i220室　lpng
＊1万6千㎡のみどりが美しい庭園が自慢の森の中のリゾートホテル｡

ホテル 箱根アカデミー　qr　〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町湖尻160　yTEL.0460-84-7811　FAX.0460-84-7313
箱根湯本駅から湖尻・桃源台行バス45分、終点下車徒歩2分　URL：http://www.hakone-academy.jp
u9,950円（ツイン）　s398人　i89室　lpmg
＊客室、研修会場にインターネット環境あり。
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新潟・北陸エリア

東京ＹＭＣＡ妙高高原ロッジ　q　〒949-2112 新潟県妙高市池の平温泉　yTEL.0255-86-2171　FAX.0255-86-4505
JR妙高高原駅からバス「ビジターセンター」停、徒歩3分　URL：http://tokyo.ymca.or.jp/myoko/
u7,500円（1泊2食）～　s120人　i15室　lpvmfg

聖ヶ丘バイブルキャンプ　qy　〒945-0855 新潟県柏崎市鯨波2568　yTEL.0257-23-1470

u2,000円（素泊り）　s100人　i12室　k

お宿 すず花　e　〒926-0175 石川県七尾市和倉町ル部4-7　yTEL.0767-62-2420　FAX.0767-62-0766
JR和倉温泉駅から車3分　URL：http://www.suzukasou.com/
u10,000円（1泊2食）～　s70人　i17室　g

甲信エリア

ヴィラ千ケ滝　q　〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545-469　yTEL.0551-48-2758　FAX.0551-48-4439
JR清里駅から徒歩15分　URL：http://www2j.biglobe.ne.jp/~platinum/sentaki/
u9,000円（1泊2食）～　s130人　i20室　lpvmf

（財）キープ協会 清泉寮　q　〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545　yTEL.0551-48-2111　FAX.0551-48-2099
JR清里駅から徒歩30分。一日3往復の無料送迎あり。　URL：http://www.keep.or.jp/
u8,700円（1泊2食）～　s230人　i58室　o14棟　klpvm
＊日本百名山の8峰を望む抜群の景観と豊かな自然に囲まれた高原に建ついやしの宿。2009年4月に温泉OPEN。

キープ自然学校　y　〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545　yTEL.0551-20-7701　FAX.0551-48-2143
JR清里駅から徒歩15～30分　URL：http://www.keep.or.jp/shisetu/shizen_school/
u6,300円（1泊2食）～　s150人　i22室　lpvmf

純福音教会白根研修所　q　〒400-0223 山梨県南アルプス市曲輪田新田707　yTEL.055-283-0538
甲府駅からバス(西野経由）飯野上宿下る。送迎有り
u1,500円（自炊のみ）　s70人　i10室　o2棟　lvm
＊自炊で安価に楽しめます。

東京ＹＭＣＡ山中湖センター　qy　〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野419　yTEL.0555-65-7721　FAX.0555-65-8204
中央高速バス「山中湖」または「平野（ひらの）」下車歩５分　URL：http://tokyo.ymca.or.jp/shukuhaku/
s200人　i14室　o7棟　pm

トーチベアラーズ山中湖　q　〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野(旭ヶ丘)506-296　yTEL&FAX.0555-62-3464
中央高速河口湖ＩＣから国道138号で20分　URL：http://www.torchbearers-yamanakako.org/
u7,000円（1泊2食）　s60人　i15室　o2棟　lpvm

ペンション アメリカンホーム・ブーツ　t　〒409-1501 山梨県北巨摩郡大泉村西井出8240　yTEL.0551-38-3010　FAX.0551-38-0194
JR小海線甲斐大泉駅から徒歩15分　URL：http://www.oizumi.ne.jp/~boots/
u6,000円（1泊朝食）～　s25人　i10室　o1棟

岩田ペンション テラスDining　t　〒391-0114 長野県諏訪郡原村第一ペンションヴィレッジ　yTEL&FAX.0266-74-2604
JR富士見駅から車15分　URL：http://iwata-pension.com/
u9,200円（1泊2食税込み）～　s24人　i8室
＊30名が集える食堂があり、グランドピアノとリードオルガンがあります。賛美歌練習に利用できます。

イングランドハウス・ウインザー　r　〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉861　yTEL.0267-46-3063
JR中軽井沢駅から車5分
s78人　i25室　klc

★軽井沢フェローシップバイブルキャンプ　q　〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1061-54　yTEL.0267-46-3157　FAX.0267-46-3235
長野新幹線軽井沢駅から車15分　URL：http://www.kfbc.net/
u2,100円（素泊り）～　s86人　i16室　o9棟　klpvm
＊教職者家族、個人、小グループ、CSキャンプ、聖会等多用途のシーンに対応ができます。四季折々の軽井沢へどうぞ。

シャロームロッジ　q　〒389-0501 長野県東御市新張湯の丸高原　yTEL&FAX.0268-63-6985
関越自動車道小諸インターから40分

［申込先］〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-44-12 聖公会東京聖マルチン教会内　Tel.03-3932-2382　Fax.03-3932-2842
u3,000円　s20人　lvmf

★信州バイブルキャンプ　qy　〒384-2201 長野県佐久市印内571-8　yTEL.0267-53-5447　FAX.0267-51-1435
長野新幹線佐久平駅から車20分　URL：http://www8.ocn.ne.jp/~sbcamp/
u5,800円（1泊2食）会員4,500円（1泊2食）　s62人　i10室　klcvm
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中屋旅館　e　〒386-0321 長野県上田市平井2514（霊泉寺温泉）　yTEL.0268-44-2216　FAX.0268-44-2217
JR上田駅からバス（鹿教湯温泉行）「霊泉寺入口宮沢」停。送迎あり　
u9,400円～応相談　s30人　i12室　pg
＊豊かな自然（おいしい空気と水）の中にあり教会の小集会や牧師・会員のこころとからだのリフレッシュに最適

ハウス・オブ・軽井沢　t　〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町南原3722　yTEL.0267-42-7004　FAX.0267-42-7008
長野新幹線軽井沢駅から車5分　URL：http://www.karuizawa.co.jp/stay/house-k/
u9,450円（1泊2食）　s40人　i11室　k

白馬プチホテル シオン　t　〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城みそら野別荘地　yTEL.0261-72-4084　FAX.0261-72-6558
JR大糸線白馬駅から車5分　URL：http://web.hakuba.ne.jp/zion/
u7,300円（1泊2食）～　s50人　i18室　l
＊信州白馬山麓、森の中の静かな佇まい。祈りと休息の宿。

聖山高原チャペル　q　〒381-2702 長野県長野市大岡丙2861-3　yTEL.026-266-2878
篠ノ井線聖高原駅　URL：http://www.jesusfamily.jp/HY/

［連絡先］みどり野キリスト教会　〒225-0021 神奈川県横浜市青葉区すすき野2-6-16　Tel.045-902-7898　Fax.045-902-7898
i和室16、洋室4室　klpcvm

ペンション ムジカ　t　〒391-0100 長野県諏訪郡原村第二ペンションヴィレッヂ17217-1622　yTEL.0266-74-2123　FAX.0266-74-2126
JR中央本線茅野駅からバス50分　URL：http://www.p-musica.net/
u8,000円（1泊2食）～　s約20人　i8室　p

ホテルグリーンプラザ白馬　r　〒399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1　yTEL.0261-82-2236　FAX.0261-82-3127
JR南小谷駅より送迎バス10分　URL：http://hakubacortina.jp
s1,326人　i257室　lpmg
＊本年開湯！！「白馬コルチナ美人の湯」

ホテル 夢の湯　r　〒398-0002 長野県大町市大町温泉郷　yTEL.0261-22-2611　FAX.0261-22-3011
JR信濃大町駅から車10分　URL：http://www.yumenoyu.co.jp/
s116人　i28室　vg

★松原湖バイブルキャンプ　qy　〒384-1103 長野県南佐久郡小海町豊里4912　yTEL.0267-93-2347　FAX.0267-93-2475
JR小海線小海駅からバス「松原湖観光案内所前」停徒歩10分　URL：http://matsubarako.com/
u5,100円（1泊2食）～　s160人　i28室　o8棟　kpvmf

★恵みシャレー軽井沢　q　〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1374-5　yTEL.0267-42-2302　FAX.0267-42-4113
軽井沢駅から車5分　URL：http://www.wlpm.or.jp/mck/
u6,500円（1泊2食）～　s250人　i64室　klp
＊いのちのことば社が所有運営している超教派のキリスト教研修宿泊施設です｡

ロケーション　t　〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城みそら野2443-1　yTEL.0261-72-5216　FAX.0261-72-5682
JR大糸線白馬駅から車で5分。送迎あり　URL：http://web.hakuba.ne.jp/location/
u7,500円～　s34人　i8室　cv

中部 ･東海エリア

クリスチャンキャンプ場　qy　〒508-0203 岐阜県中津川市福岡564-15　yFAX.052-760-2661
中央自動車道・中津川ＩＣから車20分　

［担当教会］ニューライフチャーチ・原チャペル　〒468-0015 名古屋市天白区原4-108 水野マンション101　Tel.052-804-8899　Fax.052-760-2661
u1,500円（素泊り）　s100人　i17室　kvm

下呂温泉 いずみ荘　e　〒509-2207 岐阜県下呂市湯之島212　yTEL&FAX.0576-25-3160　FAX.0576-25-4068
JR高山本線下呂駅から徒歩13分　URL：http://y.gnavi.co.jp/102222/
u8,000～15,000円（1泊2食）　s80人　i23室　g
＊温泉街に位置しています。家庭的で、温かいもてなしを心がけています。お子様連れ、ご家族連れに最適です。

雀のお宿キリスト教会館　q　〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2709-41　yTEL&FAX.0573-25-2288
JR恵那駅
klpvm

根尾クリスチャン山荘　qy　〒501-1500 岐阜県本巣市根尾上宇津志　yTEL.0581-38-2708　FAX.0581-31-2578
樽見線日当駅から徒歩15分　［担当教会］Tel.0584-53-0473　Fax.0584-53-1540
u4,000円（1泊3食）　s80人　i16室　o2棟　klpvm

★伊豆高原 桜美林クラブ　q　〒413-0231 静岡県伊東市富戸1317-624　yTEL.0557-51-4846　FAX.0557-51-4849
伊東線伊豆高原駅からバス「シャボテン公園」行き終点　URL：http://www.obirin.ac.jp/unv/plan/campus_navi/club/
u8,000円（1泊2食）～　s100人　i16室　lpvg
＊大室山に隣接し、昨年のリニューアルにともない設備も充実いたしました。伊豆高原駅より送迎あり（要予約）。サウナ付。
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小松家 八の坊　r　〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡1056-1　yTEL.055-948-1301　FAX.055-948-0006
URL：http://www.hachinobou.com/
u10,000円（1泊2食）～　s180人　i52室　lpng

日本バプテスト連盟 天城山荘　q　〒410-3206 静岡県伊豆市湯ヶ島2860-1　yTEL.0120-85-0625　FAX.0558-85-1705
伊豆箱根鉄道修善寺駅からバス「天城山荘前」停、徒歩1分　URL：http://www.amagisanso.com/
u季節により異なるため要問合せ　s330人　i74室　kpvm
＊大小のチャペルが4ヶ所あり、体育館、グランドを所有する。祈祷室も利用できる｡

★日本ＹＭＣＡ同盟 東山荘　q　〒412-0024 静岡県御殿場市東山1052　yTEL.0550-83-1133　FAX.0550-83-1138
JR御殿場駅から車10分　URL：http://www.ymcajapan.org/tozanso/
u6,920円（1泊2食、税込）～　s500人　i105室　lpvm
＊2010年4月よりロッジがオープンしました。自然とふれあうプログラムも充実しています。

花の舞　t　〒414-0051 静岡県伊東市吉田815-161　yTEL.0557-44-2990　FAX.0557-44-4802
JR伊東駅からバス20分　URL：http://www.izu-hananomai.jp/
u10,000円（1泊2食）～　s14人　i7室　g
＊七色に光る洋ランを浮かべたオーロラ露天風呂と伊勢エビ等の料理が人気

★浜名湖バイブルキャンプ　y　〒431-0404 静岡県湖西市太田423　yTEL&FAX.053-578-0081
天竜浜名湖鉄道知波田駅から徒歩5分　URL：http://gospel.sakura.ne.jp/hbc/
u4,700円（1泊2食）　s55人　i17室　o2棟　kpm
＊2009年夏新チャペル完成・浜名湖を望む高台に建つ浜名湖バイブルキャンプ場は一段と利用しやすくなりました。

浜名福音荘　q　〒431-1424 静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈2241-10　yTEL.053-525-1027　FAX.053-524-2007
天竜浜名湖線尾奈駅から徒歩20分
u1,600円　s80人　i19室　km

富士山ＹＭＣＡ グローバル・エコ・ヴィレッジ　q　〒418-0105 静岡県富士宮市原1423　yTEL.0544-54-1151　FAX.0544-54-1158
JR東海道新幹線新富士駅　URL：http://www.yokohamaymca.org/branch/ymca_fujisan.html
u5,050円～　s120人　i18室　o4棟　klpvmf
＊敷地面積は１３万坪。藤野山頂から遠く伊豆半島、駿河湾まで見渡すことができます。

富士箱根ランド　qr　〒419-0101 静岡県田方郡函南町桑原笛場1354　yTEL.055-985-2111　FAX.055-985-2382
熱海駅から伊豆箱根バス十国峠経由元箱根行き「富士箱根ランド」下車　URL：http://www.fujihakoneland.or.jp/
u9,800円（1泊2食）～　s924人　i169室　lp

金山プラザホテル　r　〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木3-7-15　yTEL.052-331-6411　FAX.052-339-0338
金山駅から徒歩6分　URL：http://www.kanayama-plaza.co.jp/
u6,300円～　i111室　p
＊会議室が11室・宿泊室が111室あるとても使いやすい施設です。朝祷会の会場にもご利用いただいております。

名古屋学生青年センター　q　〒466-0804 愛知県名古屋市昭和区宮東町260　yTEL.052-781-0165　FAX.052-781-4334
地下鉄名古屋大学前（1番出入口）から徒歩5分　URL：http://www.nskk.org/chubu/nyc/
s30人　i5室　lp
＊キリスト者に限らず、年齢、性別、国籍、思想、信条を超えて全ての人々に開かれた活動を目指しています。

関西エリア

カリスリフレッシュセンター　q　〒518-0463 三重県名張市赤目町檀613-2　yTEL&FAX.0595-63-7883
近鉄赤目口駅から徒歩15分　URL：http://www.charis.or.jp/nabari/

［担当教会］京阪中央教会カリスチャペル　〒576-0053 大阪府交野市郡津3-73-5　Tel.072-893-8517　Fax.072-893-8518
u3,500円（1泊・一般）　klpv
＊霊的リゾート・リフレッシュを目指して、身体・精神・霊性のバランスある信仰生活の癒しの場所として最適。

海辺の宿 ベート・シャローム　w　〒517-0703 三重県志摩市和具2592-3　yTEL.0599-85-0022　FAX.0599-85-2254
近鉄賢島駅下車、定期船20分「和具浦」から送迎ボート2分　URL：http://syaro-mu.net/
u8,000円（1泊2食）　s30人　i10室

日本イエス・キリスト教団 湖西祈りの家　y　〒520-1511 滋賀県高島市藁園1198　yTEL&FAX.　TEL.0740-25-2149
JR新旭駅　［担当教会］Tel.0772-62-1401　Fax.0772-62-1480
s40人

日本ホーリネス教団 奥びわ湖バイブルキャンプ場　qy　〒526-0721 滋賀県長浜市西浅井町大浦字小ッ組2036　yTEL&FAX.0749-89-1334
JR湖西線永原駅から車8分（徒歩約40分）　［連絡先］高槻第一キリスト教会　〒569-0056 大阪府高槻市城南町1-9-7
u食事は自炊が原則　s50人　i8室　o1棟　klpvmf
＊周辺は湖、桜名所、海津大崎あり、車で15～20分のところにさらさ温泉、マキノ高原、国境スキー場等あり。
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ユウオデアびわ湖　q　〒520-1812 滋賀県高島市マキノ町西浜995-40　yTEL&FAX.0740-28-0392
JR湖西線マキノ駅から徒歩約６分　URL：http://www.church.ne.jp/kokusai_shalom/

［担当教会］国際シャロームキリスト教会　〒611-0033 京都府宇治市大久保町26-8　Tel.0774-45-1892　Fax.0774-46-2585,0774-45-1892
s25人　i3室　klp

関西セミナーハウス　q　〒606-8134 京都府京都市左京区一乗寺竹ノ内町23　yTEL.075-711-2115　FAX.075-701-5256
叡山電車修学院駅から徒歩15分　URL：http://www.academy-kansai.com/
u10,500円～（1人1泊3食会議室）　s101人　i27室　p
＊緑に囲まれ四季折々を楽しめる静かなところです。茶室、能舞台もあります。ピアノもあります。観光の宿にも。

京都ＹＭＣＡ リトリートセンター　qy　〒601-1393 京都府宇治市二尾宇川18　yTEL&FAX.0774-24-3838　TEL.　FAX.
JR宇治駅から車15分　URL：http://www.kyotoymca.or.jp/　［事務局］Tel.075-231-4388　Fax.075-251-0970
u5,000円　s60人　i8室　o2棟　klpvmf

ホテル・ザ・ルーテル　r　〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町3-1-6　yTEL.06-6942-2281　FAX.06-6942-2180
地下鉄谷町線谷町四丁目駅1B出口から徒歩1分　URL：http://www.hotel-lut.com/
u7,875円（シングル）～　s204人　i180室　p

アルトス・ヴィレッジ　q　〒667-0435 兵庫県養父市大屋町和田字栃山　yTEL&FAX.079-668-0452
JR山陰本線八鹿駅からバス45分　URL：http://www.altos-village.com/
u9,000円～　vmf

猪名川キャンプ場　y　〒666-0155 兵庫県川西市西畦野八幡尻52
能勢電鉄山下駅から徒歩20分

［連絡先］山下バプテスト教会　〒666-0105 兵庫県川西市見野2-35-3　Tel.072-794-3683　Fax.0727-94-0434
u自炊のみ　s100人　i3室　o3棟　kvm

（財）神戸学生青年センター　q　〒657-0064 兵庫県神戸市灘区山田町3-1-1　yTEL.078-851-2760　FAX.078-821-5878
阪急六甲駅から徒歩3分　URL：http://www.ksyc.jp/
u2900円（素泊り）～　s42人　i12室　lp
＊自炊できます。長期滞在割引もあります。ゆっくり滞在してください。

丹波の宿 恵泉　e　〒669-4133 兵庫県丹波市春日町平松400-1　yTEL.0795-74-1873　FAX.0795-74-2821
JR福知山線黒井駅から徒歩10分　URL：http://www.tanbakeisen.com/
u7,200円（1泊2食）～　s28人　i12室　o1棟　l
＊ほっと一息つける純和風旅館です。30名収容の食堂を研修にもご利用いただけます。

能勢川バイブル・キャンプ　y　〒666-0155 兵庫県川西市西畦野字餓景6-1　yTEL&FAX.072-794-0120
能勢電鉄山下駅から徒歩40分　URL：http://web.me.com/s_igusa/能勢川バイブルキャンプ
s100人　i8室　o2棟　kvmf
＊バレーボールコート（2面）、ソフトボールグラウンド。都会のオアシス、クヌギの森のキャンプ場。

六甲山ホテル　r　〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町南六甲1034　yTEL.078-891-0301　FAX.078-891-0736
JR六甲道駅、阪急電車神戸線六甲駅からシャトルバス20分　URL：http://www.hankyu-hotel.com/hotels/27rokkosanh/
u15,000円程度　s160人　i70室　klp

六甲山ＹＭＣＡ　q　〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲875　yTEL.078-891-0050　FAX.078-891-0054
阪急六甲駅から登山バス｢丁字ヶ辻｣停、徒歩1分　URL：http://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/rokko/
u4,095円～　s200人　i50室　klpvmf
＊1．陶芸（丹波立ち杭焼）、２．ピザ窯、３．カヌー体験（カナディアンカヌー）、４．木工クラフト、５．レザークラフト、６．ネイチャークラフトなど。

中国 ･四国エリア

アークホテル岡山　r　〒700-0907 岡山県岡山市下北区石井2-6-1　yTEL.086-233-2200　FAX.086-225-1663
JR岡山駅から徒歩8分　URL：http://okayama.ark-hotel.co.jp/
u7,000円（素泊り）～　s231人　i181室　klp
＊繁華街にも程近くビジネス観光の拠点として大変便利

民宿 千草　w　〒711-0927 岡山県倉敷市下津井1496-7　yTEL&FAX.086-472-5880
児島インターから車で5分
u3,465円（素泊り）。3,990円（朝食のみ）、7,140円（2食付）。　s12～16人　i4室
＊夕日百選の「三百山」まで徒歩10分。ハイランド遊園地まで車で3分。

蒜山バイブルキャンプ　qy　〒717-0504 岡山県真庭市蒜山下福田72-32　yTEL.0867-66-2076　FAX.0867-66-4340
米子自動車道「蒜山IC」より10分　URL：http://www.wjelc.or.jp/hiruzenbc/
u5,050円（1泊2食）～　s100人　i29室　klpvmf
＊日本初の黙想リトリート専用施設、ベツレヘム・ロッジを備えています｡
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  施設ジャンル【設備マーク
一覧】
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●掲載をご了承くださった方のみ記載しました。＊施設ジャンル・設備はマーク一覧を参照してください。
★マークの施設は、広告ページにも情報が掲載されています。

ユースセンター うしまど　qy　〒701-4303 岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍7207　yTEL&FAX.0869-34-5240
JR岡山駅からバス（牛窓方面行）「鹿忍」停。　URL：http://www.seiyaku.jp

［連絡先］吉岡 章　〒703-8266 岡山県岡山市湊1360-9　Tel.086-277-7338　Fax.086-277-7338
u自炊（設備完備）　大人2,600円　小学生～高校生2,000円　s40人　i8室　o2棟　kpvmf
＊瀬戸内海を見下ろし景観抜群。海水浴場まで5～10分で行くことができる。海釣りクルージングなど色々企画できる。

ＹＭＣＡコンフォレスト湯来　q　〒738-0601 広島県広島市佐伯区湯来町和田840-2　yTEL.0829-83-0372　FAX.0829-83-0971
JR五日市駅から車30分　URL：http://hymca.jp/minochi/
u6,500円（1泊2食）　s150人　i28室　lp

セントラルホテル鴨島　r　〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島471-2　yTEL.0883-24-8989　FAX.0883-24-9008
鴨島駅の北隣り　URL：http://www.tsch.co.jp/central.html
u5,500円～　k

ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター　qy　〒779-1750 徳島県阿南市椿町那波江　yTEL.0884-33-1221　FAX.0884-33-1338
JR牟岐線阿波橘駅から車30分　URL：http://www.osakaymca.jp/anan/
u6,220円（1泊食事別）　s350人　o20棟　lpmf
＊野外礼拝のできるキャンプファイヤー場

九州 ･沖縄エリア

ベラカうるおいの森 ゲストハウス　q　〒857-1165 長崎県佐世保市大和町1597　yTEL&FAX.0956-33-0388
JR佐世保駅から車で約15分
u2,500円（素泊り）　s32人　i6室　o1棟　kpvf
＊佐世保の街や港を一望でき、木に囲まれた静かな所です。御言葉を学び、静思の時を持ち、霊肉の休息に最適｡

根子岳山想　t　〒869-1603 熊本県阿蘇郡高森町字色見403　yTEL.09676-2-3163
南阿蘇鉄道高森駅　URL：http://www.qs-net.com/nekodake/
u7,000円（1泊2食）～　s30人　i11室　kl

ともしび聖書キャンプ場　qy　〒868-0061 熊本県人吉市蓑野町190-2　yTEL&FAX..0966-24-5404
JR人吉駅
u1,500円（1泊）　s50人　i3室　o2棟　kvmf
＊小さい施設ですので、家族単位や団体使用時には原則として、そのお客様の貸し切りとしています。

ペンション ゆふいん　t　〒879-5103 大分県大分郡湯布院町川南138-1　yTEL.0977-85-3311
久大線由布院駅から徒歩5分　URL：http://www.jnt.co.jp/yufuin/
u5,000円（1泊2食）～

ペンション エクレシア　t　〒907-0024 沖縄県石垣市新川2471-8　yTEL.0980-83-3031　FAX.0980-82-3010
石垣空港から車15分　URL：http://ishigaki.com/ekuresia/
u6,700円（2人、素泊り1室使用）～6,000円(夕食なし）　s10人　i5室
＊郊外にあるグリーンの芝の上に立つ白亜のペンション。目の前が海！。竹富島が一望できます。

民宿 あけぼの館　w　〒907-1541 沖縄県八重山郡竹富町字上原397-4　yTEL.0980-85-6151　FAX.0980-85-6479
URL：http://www2.ocn.ne.jp/~ake/
u5,500円（1泊2食）～　s25人　i3室



日本キリスト告白教会、村田和

子、カウンセリング、カウンセ

ラー、使徒、預言者

CRC メ デ ィ ア ミ

ニストリー、山下

正雄牧師、あさの

こ と ば 電 話 相 談

室

エリムキリスト教会、榮義之、

栄義之、栄義嗣、榮義嗣、テ

レホンメッセージ、インター

ネットメッセージ

CRC メディアミニストリー、ふくいんのなみ、山下正雄、あさ

のことば、テレホンメッセージ

テレホンカウンセリング、テレホンメッセージ、IT、HP、ホームページ、ウェブ、web
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日本キリスト告白教会
カウンセラー・使徒・預言者　村田和子

信じるあなた方には復活の命の主イエス・キリスト
の御名の権能で「反キリストの霊を追い出し、病人
に手を置けばいやされる」霊の力がすでに与えられ
ているのです！信じて実行しなさい！と主は言われる！

（マルコ 16：16 〜 18）

20561-36-9439
〒 470-0207

愛知県みよし市福谷町根浦 27-102

生きるのが困難な時代です。経済的な問題、健
康上の問題、こころの病、様々な問題で私たち
は悩まされています。カウンセリングを必要とさ
れている方、ぜひご連絡下さい。

■CRC
メディア・
ミニストリー

山下 正雄 牧師

あさのことば電話相談室
毎週水曜日

1:30 〜 3:00pm

203-3292-7604
〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-1

OCC ビル
103-3292-7604　FAX03-3292-7605

 　 ■20743-73-3740
  　   （ゼロナシミナサンミナヨレ）

日本ペンテコステ教団

エリムキリスト教会
メッセンジャー 牧師　榮 義之 & 榮 義嗣

■サイクル：  毎日24時間、 新しい2分間
メッセージ更新
■対象： だれでもどうぞ！
どうぞいつでもダイヤルください。 慰
めと愛のことばが勇気と希望を与える
ことでしょう。 38年間、 毎日欠かすこ
となく聖書のことばが語られています。

 　 ■インターネットメッセージ
　 　  http://ibcelim.com
  　■住所  〒 630-0243 生駒市俵口町 951
  　■ E-mail  elimyoshi@kcn.jp

テレホン
メッセージ

テレホン
カウンセリング

http://www.jesus-web.org/contact/contact.htm
http://ibcelim.com/
http://www.jesus-web.org/


お茶の水聖書学院、ＯＢＩ、増田誉雄、羽鳥明、西満、世

良田湧侍、藤原導夫、横山武、伊藤淑美、堀肇、福井誠、

近藤はるみ

登戸学寮、女子寮、学生寮、男子寮

アムス、ソリューション、使いやすい HP ツール、ホームペー

ジ管理

CRC メディアミニストリー、ふくいんのなみ、山下正雄、

あさのことば、東北あさのことば、キリストへの時間、ほ

ほえみトーク、BOX190、聖書を開こう、リジョイス、聖

書日課、ウェストミンスター小教理問答、ネット放送
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「使いやすいHPツール」が使える
簡単にホームページを管理できます。
Xoops/Joomla/WordPress/OsCommerce

http://solution.asiams.com

◎新宿まで急行で 20 分。 ◎大学生・院生入寮募集中。 ◎今年、女子寮新築。

豊かな人間を育てる学生寮
朝夕2食付、全室南向き個室、机・ベッド・クローゼット・
エアコン完備、インターネット光回線無料、ピアノ・卓球
台。講演会や中庭でのバーベキューなど豊富なイベント。
＊毎朝基督教の礼拝あり、寮内禁酒禁煙。

男子：1958 年設立。68,000 円
女子：2010 年新築。73,000 円

登戸学寮 1044-933-0819〒 214-0032 川崎市多摩区枡形６－６－１

http://www2.ocn.ne.jp/~nbrtgkr/

＊共益費各 2,000 円

財団
法人

《申し込み・問い合わせ》

ホームページ

http://www2.ocn.ne.jp/~nbrtgkr/
http://solution.asiams.com/
http://www.obi-net.com/
http://www.jesus-web.org/


西大寺キリスト教会、赤江弘之、日本同盟基督教団、サム

エル幼児園、サムエル国際キリスト教学園、あい愛

クリスチャン企業検索サイト、レホボトジャパン

９９点、99+、レンタルスペース、クロスイングリッシュ

スクール
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日本同盟基督教団　西大寺キリスト教会　代　表　赤江 弘之

http://scch.jp
E メ−ル：info@scch.jp

教会行事・教会学校・ボーイスカウト活動・
附属サムエル幼児園・サムエル国際キリ
スト教学園の様子を紹介しています。
また礼拝メッセージも聞けます。NPO法
人「あい愛」、賛美集会「Victory」へもリ
ンクできます。

〒 704-8191 岡山市東区西大寺中野 543-2　 TEL 086-943-7552　FAX 086-943-7521

http://www.scch.jp/
http://www.rehoboth.jp/
www.99plus.jp
www.99ten.jp


アルファジャパン、アルファコース、人生の意味、神は存

在する

エマオ出版、山岸登、ディスペンセイション主義、津久野

キリスト恵み教会、山岸登

ライフクリエイション、ヨハネの福音書、ｺﾞｯﾄﾞブレスユー、god bless you

書籍、CD、DVD、トラクト
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神は
存在する？

アルファ・ジャパン
〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-9-102　TEL.03-5621-8414 　FAX.03-5621-8415

人生の意味を探す旅がここにある
アルファ・コース
www.alphajapan.jp

□はい
□いいえ
□たぶん

聖書こそ神から人類に与えられた神のみことばです。従って人は聖書を聖書が語っている
とおり信じ受け入れるべきです。下記の解説書はこの確信に基づいて著されました。

詩篇全篇解説　B6 判　252 頁　定価1,260円

イザヤ書解説　A5 判　437 頁　定価2,625円

エレミヤ書・哀歌 解説　A5 判　470 頁　定価2,625円

エマオ出版 TEL072-273-8615  FAX072-273-8833

著者 山岸 登　津久野キリスト恵み教会牧師
上記の解説書以外に全新約聖書各書の解説書、エマオ訳新約聖書、聖書信仰に立つ科学者バ
イロン・Ｃ・ネルソン博士による科学的事実に基づく反進化論名書、その他を出版しています。
キリスト教書店に、あるいは直接下記にＦＡＸでご注文下さい。その場合、送料は無料です。

全て厳密なディスペンセイション主義

書籍／CD／DVD／トラクト　etc.

www.alphajapan.jp
http://www.tsukuno.com/press/press_m.htm
http://www.wlpm.or.jp/john/


聖書同盟、みことばの光、ジュニアみことばの光、聖書

通読、ジュニみこ、デボーション

CRC メディアミニストリー、ふくいんのなみ、山下牧師、

キリスト教 Q&A シリーズ、東北あさのことば、キリスト

への時間、聖書を開こう、

月刊ディボーションガイドマナ、デボーション、聖書日課、通読
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〒101-8691日本郵便神田支店郵便私書箱190番　103（3292）7604   503（3292）7605
E-mail:info@jesus-web.org　郵便振替 00150-7-601778　加入者名 CRCメディア・ミニストリー

｢あさのことば｣「東北・あさのことば」
「キリストへの時間」「聖書を開こう」

http://homepage3.nifty.com/su/
http://www.wlpm.or.jp/manna/
http://www.jesus-web.org/


佐藤正八、銀座栄光法律事務所、弁護士、

税理士、不動産、建築、借地借家、交

通事故、相続、離婚、会社法務、民事

再生、破産、特別清算、個人再生、私

的整理、税務申告、遺言作成、資産管

理

松野英親税理士事務所、会計、

税務

スペシャリスト、法律、会計、税務、経営、弁護士、税理士、行政書士、法律事務所
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松野英親税理士事務所
【税理士】松野 英親
［専門分野及び特色］主として法人税関係の税務対応、
決算処理と次世代承継関係。
〒 530-0041 大阪市北区天神橋 2-5-25 若杉グランドビル 3 階Ｂ号
 ( 交通 ) 地下鉄谷町線南森町駅下車｡3番出口上ル堀川小学校向かい側｡
Tel 06-6881-0485　Fax 06-6881-0486
e-mail：Matsuno@lily.OCN.ne.jp

税理士 会計・税務に関する相談
お受けいたします。

法律／会計／税務／経営　etc.



シャローム行政書士事務所、菊地茂、

シャロームの会、福祉法務、国際法務、

経営法務、相続法務

湊総合法律事務所、湊信明、相続、遺言

書作成、事業継承、会社経営

税理士法人ノア、森谷昭子、平尾茂、

相続、贈与、会計、税務、経営
マネジメントスタッフ、梅津善一

1072
専門・特集ガイド編
スペシャリスト

人との関わりを大切にする法務のプロ

シャローム行政書士事務所
代表・行政書士　菊地 茂

福祉法務・国際法務・経営法務・相続法務

〒 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3 丁目 9 番 15 号
東九番丁パークマンション 305 号（仙台駅東口徒歩 6 分）

TEL022-293-3056 FAX022-293-3022
E-mail sko@cocoa.ocn.ne.jp

Web http://www.sharome.net/

行政書士は、あなたの暮らしと
財産を守る法務パートナーです。

NPO法人 シャロームの会を支援しています。
精神障がい者の社会適応訓練と就労支援活動を行っています。

マネジメントスタッフ（株）
〒 541-　0041

大阪市中央区北浜 2-3-10
ＶＩＰ関西センター６Ｆ

106-6232-1185
506-6232-1184

あなたの相続・贈与・会計・税務・経営等の
信頼できるパートナー。

税理士法人 ノア
税理士　森谷 昭子

　　　　　　　（JEC 堺福音教会会員）

税理士　平尾 　茂

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-23-19  グラン・ビルド江戸堀 304
TEL 06-6445-6360　 FAX 06-6445-6370

E-mail noah@r9.dion.ne.jp

企業の存続発展のために
経営に役立つ会計を！

その組織にあった会計の基盤を作る
ためのお手伝いをします。
会計を全く知らなくても大丈夫です。
また、教会の会計・税務についても
ご相談下さい。

どうぞお気軽にご相談ください

弁護士 湊 信明（東京弁護士会所属）
湊総合法律事務所

〒 100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
　　　　　　　有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

103-3216-8021
JR有楽町駅前

E メール　nobu@minatolaw.com
H　　 P　http://www.minatolaw.com

相続問題　　遺言書作成　　事業承継　　 会社経営
など

お申し込みは全国のキリスト教書店、または　いのちのことば社 購読課
http://www.jpnews.org　Tel.03-3291-8524　Fax.03-3291-6700

「破産」「
個人再生

」

……他人事
ではないか

もしれませ
ん。 「裁判員

制度」

……心の
準備はで

きていま
すか？

■破産・免責手続編

■破産裏話編

■民事再生・個人再生手続編

■ヤミ金融編…ヤミ金融に追い詰められて

■コラム・もしもあなたが裁判員に選ばれたら

■コラム・刑事裁判の大原則と裁判員の辞退事由
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ャ
ン
弁
護
士
の

ち
ょ
っ
と 

気
に
な
る
事
件
簿

一
、〇
〇
〇
円
（
税
込
）

さまざまな事件の事例と聖書のコメントが見事に調和
し配剤され、地上で繰り広げられた人間の醜い事件簿
の中から、天上の神の真理とかかる人間のための天的
救済の道が鮮やかに指し示される。

（ウェスレアン・ホーリネス教団淀橋教会
　主管牧師　峯野 龍弘）

法
律
問
題
の
み
な
ら
ず
、

心
の
問
題
、
人
生
の
問
題
の

解
決
に
役
立
つ
事
例
と
解
説

発行　マナブックス

http://www.sharome.net/
http://www.minatolaw.com/
http://www.h7.dion.ne.jp/%7Emoritani/


宇佐神クリニック、宇

佐神正海、水戸第一聖

書バプテスト教会、創造論研

究会、創造の事

実の啓発者、

宇佐神実、水戸第一聖

書バプテスト教会、創

造論研究会、創造論講師、

奥山実、ＭＴＣ、宣教

師訓練センター、世界

宣教センター、聖書の時間

小栗龍男、ミカエルミ

ニストリー、チャーチ

オブエルシャダイ、伝道者
菅野直基、新宿福興教会、東

京ハッピーチャーチ、巡回伝

道、出前牧師、

讃美奉仕

佐藤義高、練馬栄光キリスト

教会、聖書の知恵
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書は創造主から人に与えられ
た説明書」これが 50 年にわ
たる聖書と科学の研究を通し

て与えられた私の結論です。講演は、
多くの人の聖書への確信を深めます。

宇
う さ み

佐神 正
ま さ

海
み

「聖

①東北大学医学部卒、
元国立水戸病院医長、
元茨城町国保病院院
長、現宇佐神クリニッ
ク院長、創造論研究会
会長。②創造論講演者

（創造論の著作多数）、
牧師、医師として福音
を伝えるために幅広く活躍中。③保守バプテ
スト同盟・水戸第一聖書バプテスト教会
④〒 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡
　3652-306　医療法人宇佐神クリニック
　Tel029-219-0040　Fax029-218-0050
　e-mail  mu@sozoron.org

創造の事実
の啓発者〈 〉

化論は子供に聖書不信の種を
蒔きます。創造の事実を確信し、
豊かな実りある生涯を送るた

めに、創造について学びませんか。子
供向け・大人向け対象。

宇
う さ み

佐神 実
みのる

　　　　

進

① Christian Heritage 
College, UC バーク
レー卒。
②創造論研究会主事、
牧師。講演内容：天地
創造・恐竜・大洪水・
化石・世界観人生観他
③保守バプテスト同盟
水戸第一聖書バプテス
ト教会
④〒 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡
3652-171　創造論研究会
TEL029-292-9621　FAX 029-291-4949　
e-mail：sozoron@sozoron.org

創造論
講師〈 〉

学的知識やユーモアをまじえ
て、わかりやすく、ためにな
る話、幸せになり聞いている

だけで元気になる話、生きる希望と
勇気をお届けする話をします。

医

①日歯大大学院卒業。歯
学博士。JTJ 宣教神学校
卒業。テレビ埼玉、ス
カパー「聖書の知恵」3
年間。ラジオ、インタ
ー FM1 年間。②青年商
工会議所、会社の講演
会、VIP の集会、老人ホ
ーム等で講演。③練馬
栄光キリスト教会牧師。
④〒176-0001 東京都
　練馬区練馬 1-36-4
　TEL03-3993-8895　FAX03-3993-7508
　E-mail: nerieiko@pp.iij4u.or.jp
　URL:http://www.nerimaeikou.jp

佐
さ

藤
と う

 義
よ し た か

高

内外での宣教活動で多くの
方々を救いの決心に導き、心と
体の癒しのミカエル・ミニス

トリーを通して教会に仕えて奉仕中。

小
お

栗
ぐ り

 龍
た つ

男
お

国

①50歳で献身。国内
外での宣教活動。６年
間で500名近い決心
者。ミカエルミニスト
リー代表。
②家の教会として宣教
しながら癒しの伝道を
通して国内外の教会に
仕えて奉仕中。
③チャーチ　オブ　エル・シャダイ
④〒 654-0103 兵庫県神戸市須磨区白川台 2-45-2  3の403
　電話 090-5466-8559　FAX050-3391-3839
　E-mail：michael-ministry@el-shaddai.jp 
　URL http://www.el-shaddai.jp

伝道者〈 〉
ミカエルミニストリー

書の時間（奥山実アワー）」スカ
パー 216ch 木曜 19 時好評放映
中！創造論から世界宣教まで、主

の福音を語ります。放送伝道の働きには皆
様の支えが必要です。お支えください。

奥
お く

山
や ま

　実
み の る

「聖

①宣教師として 8 年
間インドネシアで奉
仕。世界宣教センター・
MTC 宣教師訓練セン
ター所長、日本民族総
福音化協議会総裁。
②宣教師の育成。伝道
集会等での奉仕。衛星
放送「聖書の時間（奥
山実アワー）」メッセンジャー。
③宣教師訓練センター（MTC）
④〒 325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙 600-12
　TEL0287-78-1585
   FAX0287-78-2532
　E-mail:okuyamaminoru@hotmail.com

日どこかで伝道をしています。日本
全国を巡回します。讃美集会のワー
シップ・リーダー、ピアノやギターの

奏楽。各種集会、家庭集会のメッセージ。冠婚葬
祭の司式等喜んで奉仕をさせて頂きます。

毎

① 1971 年 東 京 生 ま
れ。東京聖書学院を経
て、国際ワシントン神
学大学院（M.Div）、コ
ーヘン神学大学院博士
課程卒業。牧会学博士

（D.Min）。
②新宿福興教会牧師、
巡回伝道、出前牧師、
讃美奉仕、インターネット宣教等。
③友愛グループ　新宿福興教会（東京ハッピーチャーチ）
④〒 169-0074 東京都新宿区北新宿 3-8-4-2F
　TEL ＆ FAX03-3371-9930　
　E-mail: sgr_ch@ybb.ne.jp
　http://www.geocities.jp/sgr_ch/

菅
か ん

野
の

 直
な お

基
き

特別伝道集会／講演会／証し　etc.

http://okuyamaminoru.com/
http://el-shaddai.jp/default.aspx
http://www.geocities.jp/sgr_ch/
http://www.nerimaeikou.jp/


徐起源、恵那レーマミニスト

リー、恵那クリスチャンセン

ター、ＥＲＭ聖書学校
オアシスチャーチミニスト

リ ー、 玉 井 邦

美、玉井敦子 ､

新 鎌 ヶ 谷 聖 書

教会

辻岡健象、辻岡敏子、小さな

いのちを守る会、養子縁組

中野雄一郎、中野めいこ、マ

ントオリーブミニストリー

ズ、 Ｍ ｔ . Ｏ

ｌｉｖｅ Ｍｉ

ｎｉｓｔｒｙ、

パ ブ リ ッ ク ス

ピーキング

野田修司ミニストリー、シン

ガー、牧師、慰問ライブ

藤正信、藤和子、メッ

セージ、特別賛美、コ

ン サ ー ト、 ハ ー プ、 オ カ リ

ナ、ピアノ、テナーサックス、

尺 八、 あ ど な

い い る え ク リ

ス チ ャ ン セ ン

ター

水谷潔、小さないのちを守る

会、養子縁組
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種類のハープ、オカリナ、ピア
ノ、テナーサックス、尺八、ソ
プラノ等でのコンサート、信徒

を成熟に導く説教等で礼拝、伝道会、
修養会等で奉仕します。

　藤
ふじ

 正
まさのぶ

信、和
か ず こ

子

３

①藤正信：聖契神学校卒、
カルフォルニア神学大学博
士課程修了。
藤和子：国立音大声楽科
卒、リバイバル神学校卒。
②牧会の他ミンダナオの
恵まれない子へのミッシ
ョンを営み、地域の福祉
活動も行っている。
③あどない・いるえ・
クリスチャンセンター蔵の街チャペル
④〒 328-0037 栃木市倭町 11-16
　TEL&FAX：0282-25-1427
　E-mail：fujimasanobu@gmail.com
　　　 　  peterfuji@i.softbank.jp

メッセージ
特別賛美

コンサート〈 〉

②各校にて聖会も開催。
通信教育有り 5 千円。
Youtube メッセージ。書
籍、聖会 CD 有り。

のちと性を中心に恋愛・結婚・
育児・家庭などのテーマで教
会の諸集会、学校、医療・福祉

施設等にお仕えします。

 水
み ず

谷
た に

　潔
き よ し

い

①愛知県立高校教諭と
して勤務の後、献身。名
古屋一麦教会にて 10 年
の牧会の後、小さないの
ちを守る会主事として
働きを開始。07 年より
同会代表。②聖書に基づ
くいのちと性の講演。人
工妊娠中絶防止。養子縁組の相談等。
③ＪＥＣＡ春日井聖書教会
④〒 486-0913
愛知県春日井市柏原町 4-110　ベルデュ
ール春日井 305 号　
2 ＆ 50568-70-6303
E-mail：hax34400@tree.odn.ne.jp
サイトchiisana.org　ブログblog.chiisana.org

のちといのちの触れ合いに、愛
と温もりを感じ、生かされてい
る感動が、いのちの創造主への

賛美となり、いのちと性を通して神の
栄光が現わされるように。

い

①聖書神学舎。「小
さないのちを守る会」
会長。教育学博士。
夫婦で「いのちと性
と家庭教育」の講演。
② 聖書に基づく
　いのちと性の講演 
　中絶の防止
　養子縁組の相談
③立川福音自由教会
④〒 185-0003
　東京都国分寺市戸倉 2-25-12
　小さないのちを守る会  東京
　TEL＆FAX 042-574-7576

辻
つ じ お か

岡 健
け ん ぞ う

象・敏
と し

子
こ

こで、どんな小さい集会で
も、参ります。わたくした
ち は マ タ イ 10：7 〜 8 の 御

言に立ち、可能な限り夫婦でお訪ね
いたします。

中
な か

野
の

雄
ゆ う い ち ろ う

一郎
〈巡回伝道〉

ど

①東京聖書学院卒。
青山学院大学文学部
神学科卒（アメリカ
ンバプテスト of ウエ
スト大学院に学ぶ）
②各種伝道集会、夫
婦、子育てセミナー、
聖会、パブリックスピーキング、ビジネスマン
の集い等の講師。
③マントオリーブミニストリーズ
④〒 110-0015 東京都台東区上野 5-11-9
　JTJ 宣教神学校内
　TEL03-3842-3412  FAX03-3842-3415

・めいこ

本の諸教会での特伝、信徒研
修会、聖会、キャンプ奉仕、
並びに、牧師夫妻と牧師夫人、

クリスチャンファミリーへのカウンセ
リング、セミナー等を全国的に展開。

日

①マルトノマ、ダラス神学
校卒。教案誌「成長」
初代編集長。18 年間
同盟基督教団石神井福
音教会牧師。聖書宣教
会講師、B-japan 理事。
② 2001 年 5 月より、
諸教会をリバイブす
る「オアシス・チャーチ・
ミニストリー」を始める。
③日本同盟基督教団　新鎌ヶ谷聖書教会牧師
④〒 270-1432 千葉県白井市冨士 151-2-815
　TEL ＆ FAX047-442-1474　
　E-mail: godloveoasis@ybb.ne.jp
　URL:http://www.hpmix.com/home/oasisroom/

玉
た ま い

井邦
く に み

美・敦
あ つ こ

子徐
ソウ

 起
キ

 源
ウォン

ルースからゴスペルへ
ボクシングから牧師へ
キリストの愛を心の底から

 歌うプリーチャー（説教者）！

 野
の だ

田修
し ゅ う じ

司〈 　　　〉
①ボクシング元高校二年連
続ウェルター級チャンピオ
ン。JTJ 宣教神学校卒業。
ゴ ス ペ ル 音 楽 院（ 現
WORSHIP JAPAN）卒業。
②巡回音楽伝道。ITCN
集会（中野雄一郎師主宰）
にて説教奉仕。少年院、
刑務所などでも慰問ライ
ブ。コンサート伝道集会、
ライブハウスなどでも活躍。
③入間愛の教会牧師
④〒 358-0035 埼玉県入間市中神 101 番地ベルナップハウス
　1080-3592-8772　野田修司ミニストリー
　E-mail：soulhooks@yahoo.co.jp
　URL　http://plaza.rakuten.co.jp/soulhooks/

ブ

シンガー
＆ 牧師

http://www.ermbible.net/
www.hpmix.com/home/oasisroom
http://www.momhawaii.org/
http://plaza.rakuten.co.jp/soulhooks/
http://chiisana.org


大寺俊紀、画家、泉南聖書教

会

勝 間

と し

を、イラストレーター、かつ

ま と し お、

証しコミッ

ク 工 房 部、

漫画家
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しコミック工房部設立！
神に栄光あれ。あなたの証し
を漫画に描きます！

勝
か つ

間
ま

としを〈漫画家〉

証

②クリスチャン
新聞「ルッちゃ
ん」。らみい「今
に伝えたい信仰
者のものがたり
シリーズ」連載
中。「まんが聖
書入門」

「Calling」
「ちいろば」「あっぱれ、ドンマイズ」
③ひらかたキリスト福音教会
　　　　　　　　　　ミラクルチャーチ
④ 1090-4903-0988

家、牧師として、関西のクリ
スチャン芸術家たちと一緒に、
作品展、伝道説教、証しなど

のご奉仕いたします。伝道会・コンベ
ンションなどで展示等企画下さい。

 大
お お

寺
で ら

俊
と し

紀
の り

〈画家〉

画

①個展41 回。グル
ープ展62 回。海外
展多数（米、仏、韓
国）、Ｇｅ展。アート
ナウ80 展。元創造
の森子ども美術館
館長。元大阪府教育
委員会委員。
②バイブルアンドアート
展＋Ge 展毎年出品。
個展毎年開催・韓国
キリスト者美術展招待出品。③泉南聖書教会
④〒590-0522 泉南市信達牧野 820-4
　TEL072-483-0590 　FAX 072-482-7332
　E-mail：sennan-bible@nifty.com
　URL http://homepage2.nifty.com/sennan-bible/

創作／音楽　etc.

http://homepage2.nifty.com/sennan-bible/


岩渕佳子、幼児宣教、子ども

伝道、親子コンサート、ホサ

ナクワイヤ

亀井玲司音楽事務所、トロン

ボーン、ユーオーディア管弦

楽団、アンサ

ンブルシオン

工藤篤子音楽ミニストリーズ、

地中海ソプラノ

国 分 友 里 恵、 岩 本 正

樹、シンガー、アレン

ジャー、現代賛美歌
小堀英郎、ピアニスト、

佐渡寧子、ビョンホギ

ル、オペラ

紫園香、フルート、プレイズ

ミニストリーズ

トーマスゼネン、サックス奏

者、
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の目指すのは、橋渡しとして音楽
を用いて、人々の心と知性に触れ、
その人々に私たちの主、イエス・キ

リストに出会うチャンスを与えること。共に
主をほめたたえましょう。

 トーマス・ゼネン〈サックス奏者〉

①米カリフォルニア州立大
学ロングビーチ校音楽学部
卒。在学中1991年、大学
のトップバンドの一員として
来日コンサート。1993 年、
日本人の妻と結婚し来日。
2005年アメリカの宣教団体
ACTの音楽宣教師となる。
②讃美歌からジャズゴスペル、
オリジナル曲まで幅広い賛美
で現在全国の教会、伝道集会等にて活躍中。
③浦和福音自由教会
④〒337-0051埼玉県さいたま市見沼区東大宮1-89-18
　TEL&FAX 048-683-0122
　E-mail:eaststarmusic@me.com
　URL:www.thomaszinnen.com/EastStar/ES.html

私

①コンサート、CD「大
きくなったよ」「クリス
マス」「愛するひかりの
子どもたちへ」他
②親子コンサート、賛
美ミニストリー「ホサ
ナクワイヤ」指導。集
会特別賛美、賛美リード。
③日本同盟基督教団 茨
木聖書教会
④〒 185-0034 国分寺市光町 1-9-7-C
　TEL 070-5549-5693 FAX 042-574-3526
　yasufuku-yo@t.vodafone.ne.jp（安福）
　y12oranges-19oranges@dj.pdx.ne.jp（岩渕）

ども伝道に感謝します。歌と証
しを通して、地域のお子さんた
ちとそのご家族にイエス様を知

っていただき、教会につながっていただ
けるように願っています。

岩
い わ ぶ ち

渕 佳
よ し こ

子　　　

子

シンガー
ソングライター〈 〉

楽伝道により、教団教派を問わず、こ
れまでに国内外幅広く招いて頂きま
した。主が許されるなら、今後も日本

中、そして世界中へ、福音を伝えたいです。お気軽
にお招き下さい。どこへでも喜んで伺います。

亀
か め

井
い

玲
れ い

司
じ

〈トロンボーン奏者〉

音

① 93年プロ活動開始。
滋賀トロンボーンフェス
ティバル大賞等受賞歴
多数。台湾でのコンサ
ートや、ルーテルアワ
ー「心に光を」、PBA「世
の光ラリー」、ラジオ、
テレビ等にも出演。
②ソリスト・音楽伝
道者として国内外各
地で伝道リサイタル多数開催。ユーオーデ
ィア管弦楽団、アンサンブルシオン各団員。
③日本イエス・キリスト教団　神戸中央教会
④〒 655-0861 神戸市垂水区下畑町 303-9-2-605
　亀井玲司音楽事務所 TEL&FAX078-753-3889
　E-mail: meccho@ezweb.ne.jp

① ス ペ イ ン に 留 学 中、
YAMAHA,ONCE コンクー
ル 1 位、2 位受賞。ドイ
ツ開拓伝道を経て、工藤
篤子音楽ミニストリーズ
設立。

②年間の５ヶ月を日本で、他
の 期 間 は 欧 州 そ の 他 の
国々で賛美伝道。ＣＤ6枚。
著書『賛美のこころ』（イーグレープ出版）。

③ハンブルク  福音自由クリスチャン・チャーチ（FGEC)
④「工藤篤子音楽ミニストリーズ」事務局
　〒 541-0041 大阪市中央区北浜 2-3-10
　VIP 関西センター 5 Ｆ 「ミッション・宣教の声」内
　TEL06-6226-1334　FAX06-6226-1336
　akmm@atsukokudomm.com
　URL:  http://www.atsukokudomm.com

美を通して、各国で、キリスト
の愛と救いを伝えています。
人々の救いのために、教会の伝

道のためにご協力させてください。

  工
く

藤
ど う あ つ

篤子
こ

 

賛

地中海
ソプラノ〈 〉

美の中で神様と出会い、讃美
し歌うことで、恵みと喜びを
わかちあうコンサートにしたい

と祈っています。

佐
さ ど

渡寧
や す こ

子・ビョン・ホギル

賛

①フェリス女学院短期大
学卒業後、二期会オペラ
スタジオに学ぶ。オーデ
ィションにより『ファンタ
スチックス』ヒロイン・ル
イザ役で舞台デビュー
②２００２年より劇団四
季に参加。主な主演作に

『オペラ座の怪人』クリス
ティーヌ役、『キャッツ』グリザベラ役、など多数。
舞台を中心に活動。③インマヌエル桂町教会
④〒 123-0864 東京都足立区鹿浜 3-7-12
　（有）エムエージー
　TEL03-3897-8385　FAX03-3899-4564
　E-mail：office@mag-music.net
　ホームページ http://mag-music.net/

曲や自作曲に気さくなトークを
交えてのプログラムは、普段教
会に来られない方からも親しま

れています。神の臨在の中で奏でるピ
アノの魅力を共に味わいませんか。

名

①②大阪音楽大学、パ
リ・エコールノルマル
音楽院卒業。日韓欧米
で演奏活動。特に韓国
での公演や大学講義に
招かれ、日韓の貴重な
掛け橋となる。これま
でに計５枚の CD をリ
リース。フランス仕込
みの感性と韓国の情熱
を持ち備えた独自のピアノは韓流スターにも
親しまれている。③在日大韓 京都教会
④ライフ・クリエイション（いのちのことば社）
　〒 164-0001 東京都中野区中野 2 丁目 1-5 
　TEL03-5341-6927　E-mail: lk@wlpm.or.jp
　〈小堀英郎 公式サイト〉
　URL: http://www.kobori2002.jp/

小
こ

堀
ぼ り

英
ひ で

郎
お

 〈ピアニスト〉

さく弱い私ですが、主のなさる
事は凄い！すばらしい人達とた
くさん知り合うことができまし

た。これからも音楽活動を通し、賛美す
る喜びを分かち合いたい！

国
こ く ぶ

分友
ゆ り え

里恵・岩
いわもと

本正
ま さ き

樹

小

①1983年RVC  Records（現
BMG）からデビュー。ソロシン
ガーとして 11枚のアルバム
をリリース。2009年 3 月に
は『現代賛美歌』を発表し、
ゴスペル大賞銀賞受賞。日本音
楽著作権協会・作詞家正会員。
②現代賛美歌を中心としたチ
ャペルコンサートや GOD 
BLESS YOUプロジェクトにシ
ンガーとアレンジャーとして夫
婦で参加。また、山下達郎ツアーのサポートメンバーと
して99年〜現在も活動中。詳しくは、Webをご覧下さい。
③単立 世田谷桜アダムズリブチャペル教会
④〒 123-0864 東京都足立区鹿浜 3-7-12
　（有）エムエージー
　TEL03-3897-8385　FAX03-3899-4564
　E-mail：office@mag-music.net
　ホームページ http://mag-music.net/

シンガー・
アレンジャー〈 〉

美によって心は神様に向けら
れ、霊が開かれ、新しい命を戴
きます。弱く貧しい者にも「讃

美の衣」を着せて下さる主を誉め讃え、
共に礼拝させて戴けたら幸せです。

紫
し

園
お ん

 香
か お り

プレイズ・ミニストリーズ

讃

①東京藝大、同大学院首席卒
業。第 7 回「万里の長城杯」
国際音楽コンクール入賞。
NHK 洋楽オーディション入
選。TV・FM 出演、国際音楽
祭招聘多数。皇居にて御前演
奏。曲集、CD7 枚発売中。
②ユーオーディア・アカデ
ミー、MFLC 各講師。日本
クラシックコンクール審査
員。ケニア「コイノニア教育センター」特別講師。
③日本バプテスト連盟仙川キリスト教会 音楽伝道師
④〒 181-0005 東京都三鷹市中原 1-21-12
　TEL.FAX 03-3305-1098（ミニストリーズ）
　E-mail : sion@mbd.nifty.com
　http://homepage3.nifty.com/kaori-sion

〈フルート〉

http://www.atsukokudomm.com/
http://mag-music.net
http://www.kobori2002.jp/
http://mag-music.net
http://homepage3.nifty.com/kaori-sion/
http://www.thomaszinnen.com/EastStar/ES.html


田口典子、ホサナ邦楽アンサ

ンブル、筝

田中恵子、ピアニスト、

音楽工房 GRACE

Ｔ Ｖ Ｏ Ｐ、 ゴ ス ペ ル ク ワ イ

ヤー、ゴスペルミュージック

ミニストリー

原田和代、声楽、ソプラノ

ベドウ路得子、ベドウ

ミッションズインター

ナショナル、ゴスペルシン

ガー 本田路津子、ゴスペルシン

ガー

MIGIWA、鶴木みぎわ、ミギワ、

ゴスペル、
向日かおり、シンガーソング

ライター、デュオプランニン

グ

森祐理、モリユリ音楽事務所、

シンガー、クリスチャンアー

ティスト

1077
専門・特集ガイド編
特別集会奉仕者ガイド

 ォーク歌手として歌い始め、フォークソン
 グから賛美歌へと歌も変わり、かつては歌
 を歌うことによって疲れた私でしたが、歌
によってまた癒されました。「アメージング・グレイス」
この神様からの恵みを、歌い続けたいと思います。

本
ほ ん

田
だ

 路
る つ こ

津子〈ゴスペルシンガー〉

フ

① 1970 年 CBS ソニーか
ら「秋でもないのに」で歌手
としてデビュー。約 5 年間
の歌手生活を経て結婚し渡
米。帰国後、教会を中心に、
学校、病院、福祉、行政関係
の集い等で神の愛を歌い、ゴ
スペルシンガーとして活動中。
②「マイポートレートⅡ—足跡—」他、CD9 種、好評
発売中。団塊の世代を中心にコンサート活動を行う。
③単立　宗像めぐみ教会
④ライフ・クリエイション（いのちのことば社）
　〒 164-0001 東京都中野区中野 2-1-5 
　TEL03-5341-6927　E-mail: lk@wlpm.or.jp
　URL: http://www.wlpm.or.jp/life_st/   http://www.gospeltv.jp/

様は私に13年間、不登校児の母と
しての歩みを与えられました。土く
れにすぎない者を主はみ心のままに

練り、形造られます。神様がくださった声と
いう楽器で讃美とメッセージをお届けします。

原
は ら

田
だ

和
か ず

代
よ

神

①東京芸大卒。東京バ
　プテスト神学校教会
　音楽科卒。
②子育て（6人の子供）
　を通しての証しやそ
　の他、日常の証しを
　しながらのチャペル
　コンサート。CD「よ
　かった」、「きよしこの夜」好評発売中。
③日本バプテスト　福岡基督教会
④〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸2-5-16
　TEL/FAX 092-741-6256 
　E-mail:tsutikure001@yahoo.co.jp
　URL http://www16.ocn.ne.jp/~tutikure

声楽
ソプラノ〈 〉

様に与えられた私達の命。命を
語ることが難しい時代だからこ
そ、造られた者は主を賛美する

こと、そして永遠の命の希望があること
を喜び伝えます。

　向
む か

日
ひ

かおり

神

①大阪教育大学卒業、
同校専攻科修了。第８
回ゴスペル /CCM アー
ティスト賞金賞受賞、
アルバム賞銀賞受賞。
②自らの体験を書い
た「永遠の手」を出版。
コンサート＆トーク、ワ
ーシップリード及び賛美
セミナー、ゴスペルワーク
ショップなど、幅広い活動を国内外で展開中。
③西宮福音教会
④〒 652-0865 神戸市兵庫区小松通 2 丁目 3-11-201
　デュオ・プランニング
　TEL 078-671-7209　FAX078-671-7225
　E-mail duo@mvd.biglobe.ne.jp
　http://puresong.cside.com

 シンガー・
ソングライター〈 〉

による賛美に導かれて 30 年余。
ホサナ邦楽アンサンブル結成から
25 年経過。アンサンブルによる

CD「世にある限り」「きよしこのよる」「輝
く日を仰ぐとき」発売中。

田
た ぐ ち

口 典
の り こ

子〈箏〉

箏

① 1982 年生田流正派
邦楽会大師範。現在、
ホサナ邦楽アンサンブ
ル代表。
②伝道集会、チャペル
コンサート等に用いら
れている。各地に箏に
よる賛美教室を開き指
導している。
③相模原福音キリスト教
会
④〒 252-0226
　相模原市中央区陽光台 5-14-1
　TEL&FAX042-756-1765

西のおばちゃん！
楽しいコンサートで神さまの恵
みのエッセンスを持ち運んで

います！ぜひ、皆様もごいっしょに！

田
た な か

中 恵
け い こ

子

関

①牧師家庭生まれ。ピアノ
は４歳より紆余曲折しながら
もウン十年継続中。神戸山
手女子高校音楽科、同短期
大学、専攻科ピアノ専攻卒。
2007 年ピアノアルバム「G」
をリリース。現在音楽工房
GRACE【K&K】を主宰。
②関西聖書神学校非常勤講
師、音楽工房 GRACE【K&K】
主幹。奏楽者として教会内外、特に超教派の集会、ケズ
ィック等で活躍③日本イエス・キリスト教団神戸中央教会
④〒 123-0864 東京都足立区鹿浜 3-7-12
　（有）エムエージー
　TEL03-3897-8385　FAX03-3899-4564
　E-mail：office@mag-music.net
　ホームページ http://mag-music.net/

ピアニスト〈 〉

esus loves you! このメッセー
ジを届けるために音響機材をの
せ、車で北から南どこへでも行

きます。地の果てまでも喜んで！

ベドウ 路
る つ こ

得子  〈 　〉

J

①宣教師の夫マーク氏と共
に教会、施設、学校等、国
内外で神の愛に満ちた賛美
とメッセージを送り続けて
いる。魂からほとばしり出
る力強く慰めに満ちた歌声
とあたたかい十字架の愛の
メッセージが多くの人々の
心をとらえている。埼玉県
在住。　③インターナショナルコミュニティーチャペルオブ埼玉
④ベドウミッションズインターナショナル
　E-mail:mark_and_rutsuko@yahoo.co.jp
　2＆504-2932-6079　URL: www.rutsuko.info
　ライフ・クリエイション（いのちのことば社）
　URL: http://www.wlpm.or.jp/life_st/　E-mail: lk@wlpm.or.jp

ゴスペル
シンガー

の愛を歌にのせ、世界中どこまで
も、主の架け橋となりたいです。
聖霊の御助けと共に、神様の良き

道具となれるよう祈りつつ、天国に至るま
で 歌 い 続 け て い き た い と 思 い ま す 。

森
も り

　祐
ゆ り

理　　　

神

①元 NHK 教育 TV 歌のお姉
さん。京都市立芸術大学声楽
専修卒。移民 100 周年ブラジ
ル公演や中国四川省にて日本
人初の慰問公演を行い大好評
を博す。阪神大震災 15 周年
神戸市式典でのアカペラ独唱
がマスコミ各紙にも取り上げ
られ、大きな話題を呼んだ。
②刑務所等慰問の功績で、
07 年法務大臣顕彰授賞。JIFH 親善大使、WVJ 協力歌手。
CD12 枚、著書３冊。今秋 DVD 発売予定。
③ニューライフキリスト教会
④（有）モリユリ音楽事務所（今秋より社団法人へ移行予定）
　関西連絡所〒 605-0981 京都市東山区本町 22 丁目 499-5
　1&5075-532-5012　090-3855-5038（岡）
　 moriyurimusic@livedoor.com  http://www.moriyuri.com

クリスチャンアーティスト
シンガー〈 〉

登校だった頃にみことばによって
神様に触れられ、救われました。
自分の体験談、神様から与えられ

た恵みの数々を賛美を通して一人でも多く
の方々と分かち合えたらと思います。

不

① 2000 年からゴスペル
シンガーとして活動を開
始。現在まで 5 枚の CD
をリリース。2006 年、
CCM 大賞金賞並びにア
ルバム賞で銀賞を受賞。
アメリカでの学びを終
え、2010 年 6 月から日
本での活動を再開。
②全国の教会、ライブハウ
ス、学校、イベントなどでコンサートを行っています。
③ JECA 中野島キリスト教会
④〒 123-0864 東京都足立区鹿浜 3-7-12　
　（有）エムエージー
　TEL03-3897-8385　FAX03-3899-4564
　E-mail：office@mag-music.net
　URL: http://migiwa.in

〈ゴスペル〉Migiwa

http://mag-music.net
http://tvop.cside.com
www16.ocn.ne.jp/~tutikure
http://www.rutsuko.info/index.html
www.wlpm.or.jp/life_st/concert/honda/
http://migiwa.in
http://puresong.cside.com
http://www.moriyuri.com/yuri/


柳瀬洋、クラリネット、ユー

オーディア代表

ユ－オ－ディア・アン

サンブル

ユ － オ － デ ィ ア ミ ニ ス ト

リー、音楽宣教

吉村美穂、クラシック、ポッ

プス

渡辺暁男、フルート、

伊奈シャロームチャペ

ル

1078
専門・特集ガイド編
特別集会奉仕者ガイド

成以来同じ 6 人のメンバー
で、今年 23 周年。それぞれ
がソリスト、音楽伝道者とし

て国内外で広く活躍。2 〜 6 名の編成
が可能。

ユーオーディア・アンサンブル

結

②ソロから室内楽、古
典から現代曲、讃美歌
やオリジナル曲など多
彩なレパートリーを誇
る。9 枚の CD をリリ
ース。2004 年よりタ
イ、バンコクに海外宣
教の拠点も誕生した 。
音楽とメッセージを通して多くの人々にキ
リストの香りを届けている。
④〒 227-0062 横浜市青葉区青葉台 1-11-4,8-503
　TEL&FAX 045-985-3441（代表／柳瀬）
　E-mail：zvs02574@nifty.ne.jp
　http://euodia.jp/

ラリネットの音色にのせて、
キリストにあるこの喜びと希
望を伝えたい！この国に賛美

が満ち、多くの人々が主に出会うこ
とを心から信じます。

ク

種類のフルートで賛美からク
ラシックやポピュラーまで。話
はおしゃべりから礼拝説教ま

で。伴奏はピアノ（妻・圭子：武蔵野音
大卒）かカラオケで行います。

渡
わ た

辺
な べ

暁
あ け

男
お

〈フルート〉

5

①東京音大卒業。日本
音楽コンクール入賞。JTJ
宣教神学校卒業。東京
神学校博士課程修了。
②伊奈シャロームチャ
ペル牧師。日本ニュー
フィルハーモニック管
弦楽団員。埼玉県立大
宮光陵高校音楽科講師。
③コイノニア福音・志木キリスト教会
　伊奈シャロームチャペル
④〒 362-0805  埼玉県北足立郡伊奈町栄 5-227-3
　TEL&FAX 048-721-9852 
　E-mail:akeo_shalom@yahoo.co.jp

美は人の心にいやしと喜び、
そして勇気を与えます。全国
各地の教会、病院、施設、幼

稚園、個人宅で証と賛美のコンサート
をさせていただきます。

  吉
よ し む ら

村美
み ほ

穂

賛

①京都市立芸術大学声楽
科卒業。グラーツ国立音
楽大学リート科修了。ウイ
ーンで7年間ソリスト&合
唱団員として活動。
②全国のコンサート活動
に加え、関西を中心にゴス
ペル教室の講師、ボイスト
レーナー、VIP湖南うたの
学校講師。2009年12月に
サードアルバム「マニフィカート」を発売。
③日本同盟キリスト教団 近江聖書教会
④〒525-0051滋賀県草津市木川町894-1
　TEL090-7042-7345　FAX077-575-4359
　E-mail　art.kayochi@adagio.ocn.ne.jp
　http://www.mihoyoshimura.com

クラシック
・ポップス〈 〉

ーオーディアは日本のクリス
チャン音楽家の全国ネットワ
ークで約 300 名のメンバーが

います。音楽を通してキリストのかお
りを届けます。

ユーオーディア・ミニストリー
一般社団法人「ユーオーディア」

ユ

②賛美と伝道
のためにクリ
スチャン音楽
家たちが一致
協力してミニ
ストリーを展
開。昨年には
一般社団法人
となり国内外
で音楽宣教を行っています。東京を本部に大阪、
沖縄、仙台、ホノルル、バンコクに支部。
④〒 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋 2-19-15-B1
　TEL&FAX 03-6657-5011
　E-mail：euodia@crux.ocn.ne.jp
　http://euodia.jp/

http://euodia.jp/
http://euodia.jp/
http://www.mihoyoshimura.com/jp/


グレースマウンテンインター

ナショナルスクール、後藤芳

江、ACE 教育システム、日本

ナザレン教団旭川教会、イエ

スキリストよろこびの教会

ガッズキングダムクリスチャ

ンスクール、東京バイブル

チ ャ ー チ、 福 田 誠、God's 

Kingdom、ACSI 加盟校

ファウンテンオブライフイン

ターナショナルスクール、い

のちの泉キリスト教会、木村

佳代子、木村眞之、folis、リ

トルワンズミッションイン

ターナショナルスクール、ス

クールオブトゥモロー認定

校、ACE カリキュラム

ハレルヤインターナショナル

クリスチャンスクール、みど

り野キリスト教会、西村内弘

のあインターナショナルス

クール、月井博、本郷台キリ

スト教会、ふぁみりーさぽー

とのあ

サムエル国際キリスト教学

園、西大寺キリスト教会、赤

江弘之、らくだ教材

フ ェ リ ー チ ェ イ ン タ ー ナ

シ ョ ナ ル ス ク ー ル、felice 

international school、英語バ

イリンガル教育

チャーチスクール
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グレースマウンテン
インターナショナルスクール

代表　後藤　芳江

ＡＣＥ教育システムを取り入れた学校です。幼稚
園から高校までの一貫教育をしています。一人一
人の存在を大切にする理念の基に、色んな国の教
師陣と共に楽しい学校生活を送っています。

日本ナザレン教団旭川教会（イエス・キリスト よろこびの教会）
E-mail:gmics@hotmail.co.jp
URL:http://www.gmis.biz/

〒 070-0811 北海道旭川市川端町一条４丁目 1-12
1 ＆ 50166-54-0102

特定非営利活動法人 ふぁみりーさぽーと のあ

のあインターナショナルスクール
代表　月井　博

本郷台キリスト教会
《のあインターナショナルスクールの連絡先》
E-mail:crystal-nis@church.email.ne.jp

〒 247-0024 横浜市栄区野七里 1-37-10
1045-891-9982 5045-895-3761

聖書に基づき、一人ひ
とりの価値を大切に
し、保護者との連携の
もとで教育します。生
徒が神と人とに愛さ
れ、地域社会と世界に
仕え、その祝福となる
ことを目指します。
2010 年 4 月校舎移転

わたしの目には、
あなたは高価で尊い。
わたしはあなたを愛している。

http://www.noah-is.jp

ハレルヤインターナショナル
クリスチャンスクール

代表　西村内弘

 10年目に入りました。地域の教会や海外か
らの生徒も加えられインターナショナルク
リスチャンスクールに成長しつつあります。

みどり野キリスト教会
E-mail:hope@tj8.so-net.ne.jp
URL:http://www.jesusfamily.jp

〒 225-0021 横浜市青葉区すすき野 2-6-16
1045-902-7898  5045-902-7843

英語バイリンガル教育の
フェリーチェ インターナショナル スクール

幼稚部・小学部

E-mail:info@feliceonline.com
URL:http://feliceclub.net

〒 372-0801 伊勢崎市宮子町 3288-3
1 ＆ 5 0270-24-4142、24-4232

『主を畏れることは知識の初めである。』
聖書

E-mail:info@scch.jp  URL:http://scch.jp

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-34-5

1＆5 03-6206-2577
http://littleonesmission.com
Email:littleonesmis@gmail.com

スクール大好き、友達大好き。スクール大好き、友達大好き。

リトル・ワンズ・ミッション・
インターナショナル・スクール
（旧ファウンテン・オブ・ライフ）

超教派ミッションス
クール・米国スクー
ルオブトゥモロー認
定校・指定ACEカリ
キュラム採用・プリ
スクールと小学生
若干名募集中

http://littleonesmission.com/
http://church.ne.jp/tbc/
http://www.jesusfamily.jp/
http://scch.jp/
http://www.gmis.biz
http://www.noah-is.jp/
http://feliceclub.net


CRC メディアミニストリー、ふくいん

のなみ、山下正雄、ラジオ牧師、キリ

スト改革派教会、あさのことば、キリ

ストへの時間、BOX190、リジョイス、

聖書日課、

太平洋放送協会、PBA、ライフライン、

世の光、

奥山実アワーを支える会、聖書の時間、

テレビ伝道番組

1080
専門・特集ガイド編
福音放送ガイド

奥山実アワー

「奥山実アワーを支える会」会員となって支えてください。
●銀行振込 三菱東京UFJ銀行 八千代支店 普通 0887103 渡辺ミドリ

●郵便振替 00150-0-66402 奥山実アワーの会
TEL.047-472-0686　FAX.047-493-5847

http://okuyamaminoru.com/spt.html

衛星放送
スカイパーフェク TV  216ch（無料）

「ベターライフ」木曜夜 7：00〜7：30

木曜夜7時の
テレビ伝道番組

聖書の時間

●あさのことば

●キリストへの時間

●BOX190

●リジョイス（聖書日課）

http://www.pba-net.com/
http://okuyamaminoru.com/spt.html
http://www.jesus-web.org/
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テレビ番組

ラジオ番組

●ライフ・ライン［30 分］
HBC［北海道］	 （日）	5:00am
青森テレビ	 （土）	5:00am
KFB 福島放送	 （土）	6:00am
群馬テレビ	 （日）	7:00am
テレ玉［埼玉］	 （土）	8:00am
TVK［神奈川］	 （日）	8:30am
チバテレ	 （土）	7:00am
BSN テレビ［新潟］	 （土）	5:30am
静岡第一テレビ	 （土）	5:00am
びわ湖放送	 （日）	8:00am
KBS 京都	 （土）	6:25am
サンテレビ［兵庫・大阪］	 （日）	7:00am
沖縄テレビ	 （土）	5:30am

●聖書の時間・奥山実アワー［30 分］
衛星スカイパーフェクTV
　　ベターライフ 216CH	 　　　（木）7:00pm

●世の光いきいきタイム［15 分］
HBC ラジオ［北海道］	 （日）6:20am
TBC ラジオ［宮城］	 （土）5:10am
YBS ラジオ［山梨］	 （土）6:00am
茨城放送	 （日）7:10am
文化放送［関東広域］	 （日）5:35am
KNB ラジオ［富山］	 （日）7:10am
SBC ラジオ［長野］	 （日）7:10am
MRO ラジオ［石川］	 （日）6:35am
東海ラジオ［中京広域］	 （月）2:00am
RNB ラジオ［愛媛］	 （日）7:00am
四国放送ラジオ［徳島］	 （日）6:45am
RKK ラジオ［熊本］	 （日）5:45am
NBC ラジオ［長崎］	 （日）6:40am
ラジオ沖縄	 （土）6:45am

●さわやか世の光［10 分］
岐阜放送ラジオ	 （月）〜（土）6:10am
KRY ラジオ［山口］	 （月）〜（土）5:15am
エフエム山陰［鳥取・島根］	 （月）〜（金）6:25am
MRT ラジオ［宮崎］	 （月）〜（土）5:10am

●世の光［５分］
IBC ラジオ［岩手］	 	（月）〜（土）	 5:15am
YBC ラジオ［山形］	 	（月）〜（土）	 5:05am
FBC ラジオ［福井］	 （月）〜（金）6:40am
　　　〃	 　　　（土）5:45am
東海ラジオ［中京広域］	 （月）〜（土）	 5:40am
ABC ラジオ［近畿広域］	 （月）〜（金）	 4:45am
RCC ラジオ［広島］	 （月）〜（土）	 5:05am
四国放送ラジオ	 （月）〜（金）	 5:15am
　　　〃	 　　　（土）6:00am

●東北あさのことば［5 分］
RAB 青森放送	1233KHz	 （土）5:45am
IBC 岩手放送	684KHz	 （土）5:50am
TBC 東北放送	1260KHz	 （土）5:55am

●あさのことば［5 分］ 
ラジオ日本 1422KHz	 （土）5:25am

●聖書を開こう［15 分］
FEBC（中波）1566KHz	 （水）	10:30pm

●キリストへの時間［15 分］
高知放送　　900KHz	 	（日）7:30am

インターネット放送

● www.jesus-web.org/
「東北あさのことば」［5分］
「あさのことば」［5分］
「BOX190」［15分］
「聖書を開こう」［15分］
「キリストへの時間」［15分］
「なみ子のほほえみトーク」［15分］



ライフセンター札幌書店、

札幌ライフ

CLC BOOKS 札幌店 Gospel Shop オアシス仙台

店、仙台ライフ
ライフセンター福島書店、

福島ライフ
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東北
③ GOSPEL SHOP オアシス仙台店 022-223-1458
④ライフセンター福島書店 024-522-2810
　仙台キリスト教書店 022-223-2736
　善隣館書店 019-654-1216
　平福音センター 0246-23-1317
　ライトハウスブックス 0172-72-0951

北海道
①ライフセンター札幌書店 011-241-3074
② CLCBOOKS 札幌店 011-261-9551
　ガーデン・プレイス 0166-68-7550
　北海道キリスト教書店 011-737-1721
　函館こどものとも社 0138-55-5963①②

③

④

北海道
東北

http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.clc-shop.com/e_shoppy/www/shop/online2/shop.htm#satsupporo


CLC BOOKS お茶の水

オアシスブックセンター Gospel Shop オアシス立川

店

ライフセンター横浜書店、

横浜ライフ
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5

毎
日
夜
８
時
ま
で
営

業
し
て
い
ま
す
。
ス

タ
ッ
フ
一
同
元
気
な

笑
顔
で
ご
来
店
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

JR新宿駅南口より徒歩3分。
都営新宿線・京王新線・大江
戸線でお越しの方は2番出口
をご利用下さい。

6 7 8

⑦ GOSPEL SHOP オアシス立川店 042-524-5072
⑧ライフセンター横浜書店 045-316-0351
　聖公書店  03-3235-5681
　ダイヤモンドブックセンター 045-894-3311
　CLCBOOKS 東久留米店 042-475-3225
　ウイングスサービス 042-354-1222
　エインカレム 03-5250-5052
　救世軍出版供給部 03-3237-0881
　教文館  03-3561-8448
　待晨堂  03-3333-5778
　東宣社  042-391-3696
　教文館ナルニア国 03-3563-0730
　友愛書房  03-3291-6327
　古書ちいろば 03-5283-5510

関東
⑤ CLCBOOKS お茶の水店 03-3294-0775
⑥オアシスブックセンター 03-3370-9231
　ひかり書店 027-362-2976
　恵泉書房  043-238-1224
　(有) 愛信書房 047-337-1204
　横浜キリスト教書店 045-241-3820
　クリスチャンブックストア  ヒズブランド 046-200-1818
　キリスト教書店 グレイス 080-3016-3968

⑤⑥⑦

⑧

関東

http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.clc-shop.com/e_shoppy/www/shop/online2/shop.htm#ochanomizu


ライフセンター新潟書店、

新潟ライフ

ライフセンター静岡書店、

静岡ライフ

ライフセンター豊橋書店、

豊橋ライフ
ライフセンター名古屋書

店、名古屋ライフ
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10

高美町
バス停

市民病院行「高美町」バス停より徒歩1分

9

12

豊橋ホサナキリスト教会裏

11

中部・東海
⑩ライフセンター静岡書店 054-253-3410
⑪ライフセンター豊橋書店 0532-62-2776
⑫ライフセンター名古屋書店 052-961-4846
　CLCBOOKS 名古屋店 052-324-7550
　上田バイブルセンター 0268-36-2020
　静岡聖文舎 054-264-0264
　名古屋聖文舎 052-741-2416
　恵みシャレー軽井沢店 0267-42-2302
　豊かな命聖書書店 0263-73-5744

北陸
⑨ライフセンター新潟書店 025-283-2749
　CLCBOOKS 金沢店 076-262-6307
　清光書店  025-229-0656

⑨

⑩⑪
⑫

中部

http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm


ジョイフル Books & Gifts、

ジョイフルブックス、チャ

ペルこひつじ

Gospel Shop オアシス梅田

店

神戸キリスト教書店
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14 15

近畿
⑬ジョイフル  072-255-4970
⑭ Gospel shop オアシス梅田店 06-6344-3948
⑮神戸キリスト教書店 078-331-7569
　大阪キリスト教書店 06-6345-2928
　ゴスペルライト・ストア 0725-56-7276
　カベナンター書店 078-242-7003
　古書店つのぶえ 078-766-4700
　MYM（マイム） 073-473-0424
　日本ツラノ書院 06-6771-9781
　CLCBOOKS 京都店 075-231-3967
　西ﾉ宮聖文舎 0798-67-0249
　福音の家　KYOTO 075-211-7867
　ヨルダン社 京都店 075-211-6675
　堺キリスト教書店 072-257-0909

中国・四国
　CLCBOOKS 岡山店 086-224-1859
　CLCBOOKS 広島店 082-248-4254
　CD・Books グレース 087-831-0486
　高知福音書房 088-823-3968
　徳島キリスト教書店　  088-633-6335
　はこぶね書房 089-924-8567
　広島聖文舎　　　　　 082-228-4914
　松山キリスト教書店 089-921-5519

　ジョイフルBooks&Gifts⑬

⑭⑮
⑬

近畿
中国・四国

http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www17.ocn.ne.jp/~joyful04/


ライフセンター福岡書店、

福岡ライフ

北九州キリスト教書店オア

シス、小倉中央教会

ライフセンター那覇書店、

那覇ライフ
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16

北九州の地にキリスト教書店オアシスがオープンし
て7年。小倉中央教会の敷地にある7坪の建物です。
北九州また近隣の教会に仕え、また育てていただく
書店となるように、祈りとご協力をお願い致します。

17 18

九州・沖縄
⑯ライフセンター福岡書店 092-481-1506
⑰北九州キリスト教書店オアシス 093-961-6866
⑱ライフセンター那覇書店 098-868-4406
　鹿児島一麦書店 099-259-0143
　沖縄キリスト教書店 098-877-7283
　（株）新生館 092-712-6123
　北九州ブックセンター 093-921-8844
　鹿屋クリスチャンセンター書店 0994-42-4444
　川村書店シャローム 095-887-1581
　キリスト教書店ハレルヤ 096-372-3503
　宮崎ともしび書房 0985-53-5505
　クロスロード 097-529-6863

⑯
⑰

⑱

九州
沖縄

http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
http://www.wlpm.or.jp/g_shop/index_.htm
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総索引
◇都道府県別ガイド編、専門・特集ガイド編の本文に掲載した教団、教会、各種団体、企業名、世界

宣教などの見出しを50音別・アルファベット順に配列しました。◇スペシャリストガイドなど一部のガ

イドは広告索引に掲載しました。◇略称索引、牧会者名索引、教団教派別教会索引は省略しました。

索
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あ

アーク・アカデミー	 225

（株）アークビレッジプラス	 219

アーク・コスモス	 890

（株）アークス	 895

アーク福音出版	 191

アーク福音ミニストリー	 962

アークホテル岡山	 1064

アーサー・ホーランド・ミニストリー	 962

アーチスト・パンプリン	 905

（株）アーバントーク	 895

アームストロング青葉幼稚園［青葉幼

稚園］	 365

愛仰免ハレルヤ日本国福岡国際ニュー

エルサレム・イエス・キリスト福音

教会［超教派］	 704

アールーイープロダクション	 219

アールビーシーミニストリーズ	 962

愛育幼稚園	 668

相生教会［日基教団］	 559

相生保育園	 418

相生めぐみキリスト教会［伝道隊］	 559

秋鹿教会［日基教団］	 613

愛香南部幼稚園	 372

相川教会［ホーリネス］	 358

愛川教会幼児園	 311

合川聖書キリスト教会［ルーテル同胞］	 92

愛川伝道所［日基教団］	 351

愛氣健康セミナー	 789

あい教会［ワールドミッション］	 724

愛輝幼稚園	 506

安威キリスト教会［単立／独立］	 514

愛恵保育園	 611

愛恵幼稚園	 588

愛光園	 668

愛光園保育所	 630

愛光キリスト集会［単立／独立］	 150

愛光保育園	 191

愛光保育園	 483

愛光保育園	 506

愛光保育園	 659

愛耕幼稚園	 74

愛光幼稚園	 474

愛光幼稚園	 553

愛光幼稚園	 644

愛光幼稚園	 668

愛護幼稚園	 365

（株）アイシーメディックス	 228

愛児幼稚園	 74

（有）愛信書房［アイシン］	 191

愛信ホーム	 855

愛信保育園	 506

愛心幼稚園	 66

愛真幼稚園	 606

愛眞幼稚園	 686

藍住聖泉キリスト教会［単立／独立］	 655

会津若松イングリッシュアカデミー	 103

（福）愛成会	 821

愛成学園	 861

愛星幼稚園	 104

愛星幼稚園	 230

（学）愛生幼稚園	 686

（医財）愛泉会	 821

（老保）　愛泉館	 838

愛泉祈祷院	 723

愛泉教会［日基教団］	 163

愛泉教会［聖イエス会］	 633

愛染橋児童館	 872

愛染橋病院	 839

愛泉保育園	 721

愛泉保育園	 756

愛泉幼児園	 158

愛知泉キリスト教会［同盟基督］	 444

愛知教会［日基教団］	 458

愛知国際病院	 838

愛知新生キリスト教会［バプ連盟］	 462

愛知聖ルカ教会［聖公会］	 444

愛知福音キリスト教会＝AGCC［単立

／独立］	 444

愛知守山教会［日基教団］	 459

会津聖書教会［ミッション東北］	 107

会津高田教会［日基教団］	 114

会津高田幼稚園	 104

会津田島教会［日基教団］	 115

会津坂下教会［日基教団］	 114

会津本郷教会［日基教団］	 114

会津若松教会［日基教団］	 107

会津若松ザベリオ学園幼稚園	 104

アイディア出版部	 311

愛徳幼稚園	 553

愛徳幼稚園	 597

（株）アイトレス	 307

愛南教会［日基教団］	 676

愛の家保育園	 230

（福）愛の泉	 821

愛農学園農業高等学校	 799

愛農聖書研究会［無教会］	 466

相浦光キリスト教会［バプ連盟］	 717

愛の川キリスト教会［単立／独立］	 296

「愛の樹」グループ愛の会	 962

愛のキリスト教会［同盟基督］	 318

あいの里学園通キリスト教会［福音バ

プ宣教団］	 36

（特養）愛の園	 876

（特養）愛の園	 878

愛の園保育園	 230

愛の園保育園	 589

愛之園保育園	 598

愛の園保育園	 686

愛の園幼稚園	 589

（福）愛の友協会	 821

愛の光幼稚園	 145

愛の光幼稚園	 554

愛の光幼稚園	 598

あいの保育園	 756

相原キリスト集会＝実りの杜チャペル

［単立／独立］	 299

（株）アイプレス	 228

愛北教会［日基教団］	 462

相見小児科医院	 835

（養護）愛友園	 855

（株）アイライン	 133

愛楽園祈りの家教会［聖公会］	 763

愛隣園	 883

（有）愛隣オフセット印刷社	 74

（福）愛隣会	 821

愛隣会あゆみ園	 861

愛隣教会［KCCJ］	 446

愛隣教会［日基教団］	 599

愛隣キリスト教会［在外国教団教派］	 211

愛隣キンダールーム	 104

愛隣こども園	 74

愛隣チャペルキリスト教会［単立／独立］	38

愛隣ホームチャーチ［単立／独立］	 323

愛隣保育園	 230

愛隣保育園	 230

愛隣保育園	 474

愛隣保育園	 668

愛隣幼稚園	 74

愛隣幼稚園	 134

愛隣幼稚園	 730

（医）愛和会	 821

（有）アイワ商事	 219

愛和聖母幼稚園	 668

愛和病院	 837

愛和保育園	 507

アヴェ・マリア幼稚園	 483

アウトレットムラサキ岸和田店	 504

アウトレットムラサキ岐阜店	 407

青垣教会［イエス・キリスト］	 579
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青木	桜子	 1010

青木・成瀬法律事務所	 437

青木バイブルチャーチ［単立／独立］	 140

青島バプテスト伝道所［バプ連盟］	 742

青谷聖家族幼稚園	 483

青谷福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 569

青戸教会［日基教団］	 250

青葉学園	 854

青葉教会［聖イエス会］	 626

青葉キリスト教会［同盟基督］	 325

青葉キリスト教会［バプ連盟］	 337

青葉台キリスト教会［改革派］	 337

青葉台ナザレン教会［ナザレン］	 337

あお福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 564

青堀教会［日基教団］	 210

青森明の星短期大学付属幼稚園	 57

青森教会［改革派］	 59

青森教会［単立／独立］	 59

青森教会［日基教団］	 59

青森キリスト教会＝青森ジョイフルチ

ャペル［アッセンブリー］	 59

青森クリスチャンセンター	 1058

青森シオンキリスト教会［同盟基督］	 59

青森聖アンデレ教会［聖公会］	 60

青森デフ・バプテスト伝道所［万国デフ］	60

青森戸山教会［日基教団］	 60

青森バプテスト教会［バプ連盟］	 60

青森福音キリスト教会［JECA］	 60

青森福音西部キリスト教会［JECA］	 60

青森藤幼稚園	 57

青森松原教会［日基教団］	 60

青谷教会［日基教団］	 607

（学）青山学院	 777

青山学院大学大学院	 789

青山学院大学	 789

青山学院女子短期大学	 789

青山学院高等部	 789

青山学院中等部	 790

青山学院初等部	 790

青山学院資料センター	 317

青山学院幼稚園	 230

青山教会［日基教団］	 280

青山台希望教会［イエス・キリスト］	 568

青山町教会［日基教団］	 69

青山幼稚園	 66

赤池教会［日基教団］	 460

赤磐教会［日基教団］	 622

赤城育心保育園	 145

赤城バイブル・キャンプ	 1059

赤坂教会［日基教団］	 280

赤碕アドベント・キリスト教会（伝）［ア

ドベント］	 609

明石愛老園	 876

明石愛老園伝道所［日基教団］	 559

明石上ノ丸教会［フリーメソ］	 559

明石大久保教会［日キ教会］	 559

明石教会［KCCJ］	 559

明石教会［日基教団］	 559

明石キリスト教会＝明石市民チャペル

［アッセンブリー］	 559

明石キリストの教会［キリストの教会］	 559

明石クリスチャンの集い［CCNZ日本］	 559

明石聖書集会［無教会］	 568

明石聖マリア・マグダレン教会［聖公

会］	 560

明石バプテスト・キリスト教会［バプ

連盟］	 560

明石人丸教会［イエス・キリスト］	 560

明石福音教会［JEC］	 560

明石ベテル教会［日基教団］	 560

明石ベテル教会英会話クラス	 552

（有）明瀬建設	 892

赤塚バプテスト教会［バプ連盟］	 245

暁キリスト教会［単立／独立］	 292

あかつき特別養護老人ホーム	 873

暁の星幼稚園	 66

暁の星幼稚園	 393

暁の星幼稚園	 644

暁の星幼稚園	 686

吾妻教会［日基教団］	 152

贖ルーテル福音キリスト教会＝贖ルー

テル教会［LECC］	 295

あかねヶ丘キリスト教会［保守バプ］	 99

赤羽教会［日基教団］	 251

赤羽キリスト教会［単立／独立］	 251

赤羽聖書教会［同盟基督］	 252

赤羽ぶどうの枝キリスト教会［単立／

独立］	 252

（株）アガペ	 228

アガペーコミュニティチャーチ［単立

／独立］	 317

アガペー三田キリスト教会［アッセン

ブリー］	 576

アガペーチャイルドルーム保育園	 418

アガペーの泉	 865

アガペ壱番館	 865

（特医）アガペ会	 821

アガペ甲山教会［単立／独立］	 580

アガペ甲山ジェロニティ・ヴィラ	 876

アガペ甲山病院	 841

アガペクリニック	 838

アガペシップ教会［日基教団］	 277

アガペ宣教会	 962

アガペソーラーホーム	 876

アガペ・チャーチ［単立／独立］	 164

アガペチャーチ土岐［神の家族］	 412

アガペチャーチ瑞浪［神の家族］	 413

アガペハウス	 962

アガペファミリーチャーチ＝AFC［NTM］	592

アガペワールドミッション［AWM］	 962

赤穂キリスト教会［単立／独立］	 398

赤間教会［日基教団］	 705

赤湯キリスト教会［ホーリネス］	 99

あかるい子保育園	 756

（財）アキオス・インターナショナル・

ミニストリーズ・ファンデーション

［アキオス］	 963

秋川祈祷院	 241

秋川キリスト集会［単立／独立］	 283

安芸教会［日基教団］	 679

昭島教会［東京FM］	 282

昭島教会［日基教団］	 282

昭島キリスト伝道所［アッセンブリー］	 282

昭島めぐみ教会［バプ連盟］	 282

昭島幼稚園	 230

秋田飯島教会［日基教団］	 90

秋田栄光キリスト教会［ルーテル同胞］	 90

秋田カルバリー祈りの家［カルバリー

グループ］	 90

秋田カルバリーチャペル［カルバリー

グループ］	 90

秋田北伝道所［日キ教会］	 90

秋田教会［日キ教会］	 90

秋田キリスト教会［単立／独立］	 90

秋田高陽教会［日基教団］	 90

秋田桜教会［日基教団］	 90

秋田聖書バプテスト教会［保守バプ］	 90

秋田聖救主教会［聖公会］	 90

秋田中央キリスト教会［ルーテル同胞］	 90

秋田デフ・バプテスト集会所［万国デフ］	90

秋田伝道所［東洋ローア］	 91

秋田楢山教会［日基教団］	 91

秋田バプテスト教会［バプ連盟］	 91

秋田福音キリスト教会［アッセンブリー］	91

（福）秋田婦人ホーム	 822

秋田婦人ホーム	 853

秋田ベテル教会［基督兄弟団］	 91

秋田恵みキリスト教会［ルーテル同胞］	 91

秋田幼稚園	 89

秋月キリスト教会［単立／独立］	 632

秋津教会［単立／独立］	 296

安芸津キリスト教会［日本福音宣教団］	 635

秋津福音教会＝秋津ゴスペルチャーチ

［フォースクエア］	 177

秋津療育園	 861

秋葉	睦子	 1012

秋山	賢・真理	 1014

秋山	賢・真理宣教師を支える会［秋

山賢師を支える会］	 993

あきる台バイブルチャーチ［長老教会］	 283

アクアカフェ	 307

芥見キリスト教会［同盟福音］	 410

アクツ英語教室	 225
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アジア教会成長神学院［ACGI］	 815

アジア・グラデュエート・スクール・

オブ・セオロジー	 816

アジア人福音宣教会［AGM］	 993

アジア農村指導者養成専門学校	 788

アジア福音宣教会［AEMF］	 993

単立バプテスト足洗キリスト教会［単

立／独立］	 366

アジアをキリストへ［アジアをキリス

トへ］	 993

アジアンアクセス	 963

足尾キリスト教会［福音伝道］	 140

足利教会［ホーリネス］	 135

足利教会［日基教団］	 135

足利キリスト教会［福音伝道］	 135

足利聖会実行委員会	 963

足利聖書バプテスト教会［JBBF］	 135

足利聖マリヤ教会［聖公会］	 135

足利東教会［日基教団］	 135

足利みどり幼稚園	 134

鯵ヶ沢福音キリスト教会［JECA］	 63

安食教会［日基教団］	 216

（株）味工房	 220

あじさいの家	 856

味さこた	 643

（特医）葦の会	 822

芦屋岩園教会［日基教団］	 561

芦屋川教会［イエス・キリスト］	 561

芦屋教会［改革派］	 561

芦屋キリスト教会［単立／独立］	 561

安謝キリスト教会［単立／独立］	 763

芦屋こどもの家［こどもの家］	 554

芦屋三条教会［日基教団］	 561

芦屋聖マルコ教会［聖公会］	 561

芦屋西教会［日基教団］	 561

芦屋浜教会［日基教団］	 561

芦屋福音教会［単立／独立］	 561

芦屋山手教会［日基教団］	 561

（宗）アシュラム・センター	 963

あすか野キリスト教会［アドベント］	 590

（株）梓書院	 685

あすなろ学園	 881

あすなろキッズクラブ	 57

あすなろ財産クリニック	 552

あすなろ福音キリスト教会［JECA］	 60

東庵	 220

あすみが丘福音キリスト伝道所［アッ

センブリー］	 205

あずみ野ファミリーチャペル［単立／

独立］	 395

アスンソン伝道所	 1041

遊び舎	Trip	 685

アゾフ・ガリラヤ家の教会	 1034

愛宕キリスト教会［メノナイト教会会

議］	 741

浅野記念御濠端幼稚園	 311

旭ヶ丘キリストの教会［キリストの教会］	81

旭ヶ丘保育園［ノアホーム］	 191

旭丘まぶね保育園	 507

旭ヶ丘幼稚園	 75

旭川栄光教会［基督兄弟団］	 29

旭川教会［聖イエス会］	 29

旭川教会［聖協団］	 29

旭川教会［日キ教会］	 29

旭川白百合幼稚園	 23

旭川神愛キリスト教会［単立／独立］	 29

旭川星光教会［日基教団］	 29

旭川聖書バプテスト教会［単立／独立］	 29

旭川聖パウロルーテル教会［NRK］	 29

旭川聖母幼稚園	 23

旭川聖マルコ教会［聖公会］	 29

旭川天使幼稚園	 23

旭川伝道所［東洋ローア］	 29

旭川東光キリスト教会［バプ連盟］	 29

旭川豊岡教会［日基教団］	 29

旭川ナザレン教会＝イエス・キリスト

よろこびの教会［ナザレン］	 29

旭川バプテスト教会［バプ連盟］	 30

旭川福音教会［ホーリネス］	 30

旭川藤幼稚園	 23

旭川めぐみキリスト教会［JECA］	 30

旭川六条教会［日基教団］	 30

あさひ教会＝あさひ伝道所［CPC］	 337

朝日教会［日基教団］	 479

旭キリスト教会［ウェスレアン］	 195

旭基督教会［キリストの教会］	 515

朝日聖書教会［JECA］	 458

旭保育園	 158

あさひ幼稚園	 118

旭幼稚園	 379

旭幼稚園	 393

朝日幼稚園	 484

あさひリーガルパートナーズ行政書士

事務所　高木	誠司	 226

（株）アサフ	 219

麻布霞町教会［同盟基督］	 280

麻生教会［日基教団］	 36

麻布小隊［救世軍］	 280

麻布セント・メアリー教会［単立／独

立］	 280

麻布南部坂教会［日基教団］	 280

麻布福音教会［単立／独立・イエス教

長老会］	 270

麻布みこころ幼稚園	 231

麻生明星幼稚園	 23

浅間自動車部品（株）	 220

麻溝台キリスト教会［JECA］	 327

アジア・アウトリーチ・ジャパン［AOJ］	993

アジア･キッズ･ケア［アジア･キッズ］	 993

（社）アジア協会アジア友の会［JAFS］	 993

阿久根教会（伝）［日基教団］	 748

阿久根教会［福音ルーテル］	 749

阿久根めぐみ幼稚園・めぐみ保育園	 747

アクラ建築設計事務所	 887

アクラ電研（株）	 890

アクリマソン福音キリスト教会	 1041

アグロー・インターナショナル・ジャ

パン［日本アグロー］	 963

上井教会［日基教団］	 606

上尾希望教会［単立／独立］	 161

上尾キリスト教会［バプ連盟］	 161

上尾キリスト福音教会［JECA］	 161

上尾合同教会［日基教団］	 161

上尾使徒教会［日基教団］	 161

上尾富士見幼稚園	 158

上尾幼稚園	 158

安慶名バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 759

明野キリスト教会［JECA］	 123

明け野キリスト教会［単立／独立］	 389

明野キリスト教会［イエス・キリスト］	 499

安下庄バプテスト教会［バプ同盟］	 650

明の星教会［聖イエス会］	 179

明の星教会［聖書キリスト］	 277

あけの星幼稚園	 311

あけの星幼稚園	 438

暁の星幼稚園	 465

あけのほし幼稚園	 507

暁の星幼稚園	 644

あけのほし幼稚園	 714

曙教会［日基教団］	 261

あけぼのコミュニティー教会［単立／

独立］	 148

あけぼのホーム	 856

あけぼの幼稚園	 230

赤穂あけぼの幼稚園	 554

赤穂福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 561

阿漕教会［日基教団］	 468

麻生キリスト教会［アッセンブリー］	 321

安積教会［日基教団］	 109

朝霞教会［日基教団］	 161

朝霞キリスト教会［バプ連盟］	 161

朝霞聖書教会［同盟基督］	 161

阿佐ヶ谷教会［日基教団］	 261

阿佐ヶ谷聖公会聖ペテロ教会［聖公会］	 261

阿佐谷東教会［日基教団］	 261

阿佐谷恵み教会（伝）［日基教団］	 261

阿佐谷幼稚園	 231

厚狭教会［福音ルーテル］	 647

あさぎりハーブ	シオン	 416

浅草教会［日基教団］	 270

浅草聖ヨハネ教会［聖公会］	 270

浅草橋教会［ウェスレアン］	 270

浅草北部教会［日基教団］	 270

朝来教会［日基教団］	 561
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阿倍野キリスト集会＝阿倍野キリスト

福音センター［単立／独立］	 519

網干教会［日基教団］	 583

綱干キリスト教会［単立／独立］	 583

尼崎バプテスト教会［バプ連盟］	 562

尼崎教会［基督兄弟団］	 562

尼崎教会［日基教団］	 562

尼崎キリスト教会［MB］	 562

尼崎神召キリスト教会＝阪神チャペル

センター［アッセンブリー］	 562

尼崎聖ステパノ教会［聖公会］	 562

尼崎竹谷教会［日基教団］	 562

尼崎西教会［フリーメソ］	 562

尼崎福音教会［イエス・キリスト］	 562

天城カトリック幼稚園	 747

天城教会［日基教団］	 623

甘木教会＝甘木ルーテル教会［福音ル

ーテル］	 690

甘木クリスチャンセンター［単立／独

立］	 690

甘木聖書バプテスト教会［JBBF］	 690

甘木聖和幼稚園［聖和幼稚園］	 686

天草シオン・キリスト教会［聖協団］	 723

天草中央キリスト教会［バプ連盟］	 728

天草平安教会［日基教団］	 723

網走藤幼稚園	 23

天塚基督教会［アッセンブリー］	 456

天橋立教会［イエス・キリスト］	 498

（特養）奄美佳南園	 883

（有）アムス［レンタルサーバー　

アムス］	 20

アメージング・グレース・チャーチ＝

Amazing	Grace	Church［単立／独立］	 332

アメージング・グレイス・キリスト教

会［長老教会］	 410

雨宮キリスト教会［単立／独立］	 399

アメリカノポリス福音ホーリネス教会	 1042

アメリカンクリスチャンカレッジ	 790

アメリカンホームサプライ	 894

綾瀬教会［日基教団］	 242

綾瀬教会［イエス福音］	 318

綾瀬共同作業所	 861

綾瀬キリスト教会［ホーリネス］	 250

綾瀬小園キリスト教会［バプ連盟］	 318

綾瀬東部教会［単立／独立］	 242

綾瀬ホーム	 865

綾バプテスト教会［バプ連合］	 744

綾部教会［聖イエス会］	 487

綾部キリスト福音教会［TPKF］	 487

綾部ベタニヤチャーチ［ワールドミッ

ション］	 487

綾ホーリーチャペル［単立／独立］	 744

あやめ池キリスト教会［アドベント］	 592

あやめ保育園	 158

あやめ保育園	 507

安曇川伝道所［日基教団］	 478

安曇川はこぶね保育園	 475

アドバンスト・スクール・オブ・セオ

ロジー	 816

アドラムキリスト教会［ペンテコステ

教団］	 541

アトランタ支援会［アトランタ支援］	 994

アトリエ・オクダ	 190

アトリエ・カテリーナ	 894

アトリエ　カジワラ邦［カジワラ・邦］	 901

アトリエJOY	 501

アトンメントの聖母幼稚園	 311

アナハイム・日系フリーメソジスト教

会	 1017

アナバプテスト聖書キリスト教会［単

立／独立］	 52

阿南教会［イエス・キリスト］	 653

阿南神召キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 653

阿南聖母幼稚園	 652

阿南福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 653

姉ヶ崎キリスト教会［長老教会］	 197

姉ヶ崎幼稚園	 191

アパート　ゴスペルガーデン	 220

網走教会［基督兄弟団］	 30

網走キリスト教会［福音バプ宣教団］	 30

網走聖ペテロ教会［聖公会］	 30

我孫子栄光教会［イエス・キリスト］	 195

我孫子教会［日基教団］	 195

我孫子教会＝湖北パークサイドチャペ

ル［聖書キリスト］	 195

我孫子キリスト教会［キリスト教会同

盟］	 195

我孫子バプテスト教会［バプ連合］	 195

我孫子バプテスト教会［バプ同盟］	 519

我孫子バプテスト教会	 963

あびこひかり保育園［あびこひかり］	 507

我孫子福音キリスト教会［JECA・リー

ベンゼラ］	 195

アビリーン・クリスチャン・グループ	 1025

（NPO）アビリティおおさか	 822

虻田福音キリスト教会［JECA友好］	 49

阿武山福音自由教会［福音自由］	 537

油津キリスト教会［メノナイト教会会

議］	 740

油壺エデンの園	 865

アフリカ宣教会［AMS］	 994

阿部	和子	 1013

阿部	紀美子	 1010

アベ建築web	 220

阿部税務会計事務所	 226

阿倍野教会［日基教団］	 515

阿倍野教会＝あべのチャペル［ナザレ

ン］	 515

（有）愛宕工務店	 893

愛宕町教会［日基教団］	 386

愛宕山教会［同盟基督］	 443

あだたら育成園	 854

安達太良聖書研究会［無教会］	 113

足立愛の教会［同盟基督］	 242

足立梅田教会［日基教団］	 242

あだち共労育成園	 854

足立キリスト教会［JECA］	 242

足立サレジオ幼稚園	 231

足達税理士事務所	 191

アダマンチーナ福音ホーリネス教会	 1041

熱海教会［日基教団］	 420

（財）熱海日金山霊園	 909

（特養）アダムスホーム	 879

新しいキリスト教教育研究所	 963

アチバイア伝道所	 1041

厚木上教会［日基教団］	 317

厚木教会［改革派］	 318

厚木キリスト教会［ホーリネス］	 317

厚木国際バプテスト教会（伝）［バプ

連盟］	 317

厚木聖書家庭集会［単立／独立］	 318

厚木聖ヨハネ教会［聖公会］	 318

厚木福音自由教会［福音自由］	 318

厚木緑ヶ丘キリスト教会［JECA］	 318

厚木幼稚園	 311

厚岸カトリック幼稚園	 23

厚岸聖オーガスチン教会［聖公会］	 49

アッセンブリー・オブ・ゴッド・シン

ガポール・ベテルキリスト教会［単

立／独立］	 32

アッセンブリー新潟キリスト教会＝グ

レイスチャペル［アッセンブリー］	 361

アッセンブリー枚方教会［在外国教団

教派］	 543

アッセンブリー平塚キリスト教会（伝）

＝たにのゆりチャペル［アッセンブ

リー］	 331

アッセンブリー伏見キリスト教会［ア

ッセンブリー］	 495

アッセンブリー松江福音伝道所＝松江

ゴスペルチャーチ［アッセンブリー］	 613

ASSEMBLEIA	DE	DEUS	キリスト教会

［単立／独立］	 318

熱田教会［日基教団］	 452

安土教会［日基教団］	 476

厚別教会［日基教団］	 36

厚別キリスト教会［ウェスレアン］	 36

厚別福音キリスト教会［JECA］	 36

石匠あづま屋	 907

渥美キリスト教会［イエス福音］	 448

アデレード・ジャパニーズ・クリスチ

ャン・フェローシップ	 1034

安曇川キリスト福音教会［TPKF］	 478
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飯田吾妻町教会＝吾妻町教会［日基教

団］	 395

飯田入舟教会［日基教団］	 395

飯田教会［聖協団］	 395

飯田教会［福音ルーテル］	 395

飯田キリスト集会［単立／独立］	 396

飯田子供の園保育園［子供の園］	 393

飯田聖アンデレ教会［聖公会］	 396

飯田知久町教会［日基教団］	 396

飯田中央キリスト教会［単立／独立］	 396

飯田馬場町教会＝東中央グレースチャ

ペル［日基教団］	 396

飯田ルーテル幼稚園	 393

イーテウォン	 220

飯塚教会［日基教団］	 690

飯塚教会＝飯塚ナザレン教会［ナザレ

ン］	 690

飯塚キリスト集会＝飯塚キリスト・チ

ャペル［単立／独立］	 690

飯塚聖母幼稚園	 686

飯盛野教会［日基教団］	 565

飯山聖書センター［単立／独立］	 396

飯山復活教会［聖公会］	 396

イエス栄光芦北教会［単立／独立］	 728

イエス教日本世界宣教会	 912

イエス教日本世界宣教会	 963

イエス・キリスト一関福音教会［福音

の群］	 68

イエス・キリスト	エゼル聖書教会［単

立／独立］	 196

イエスキリスト神の愛教会［福音の群］	 704

イエスキリスト神の小羊教会［単立／

独立］	 734

イエス・キリスト倉敷福音教会［単立

／独立・イエス教長老会］	 623

イエス・キリスト栗原聖書バプテスト

教会［保守バプ］	 78

イエス・キリスト・グレイス教会［単

立／独立］	 202

イエス・キリスト・コミュニティ教会

＝ウィングヒル・チャペル［単立／

独立］	 198

イエス・キリスト埼玉吉見チャペル［大

韓イエス］	 185

イエス・キリスト誠心教会［単立／独

立］	 403

イエス・キリスト聖成伝道教会［聖成

基督］	 571

イエスキリスト聖霊の教会［福音教団］	 340

イエスキリスト長老カナン教会＝カナ

ン教会［単立／独立］	 541

イエス・キリスト鳥取希望教会［単立

／独立］	 607

イエスキリスト博多希望教会［単立／

独立］	 703

アレセイア湘南中学校	 794

アレックス英会話	 225

アローマ治療室	 846

アロエ食品（株）	 851

アロハ・アッセンブリー大阪聖書教会

［単立／独立］	 525

阿波池田教会［日基教団］	 655

安房大貫キリスト教会［聖公会］	 214

淡路キリスト教会［アッセンブリー］	 563

淡路三原伝道所［日基教団］	 585

淡路めぐみルーテル教会［西日本ルー

テル］	 577

泡瀬バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 760

安行教会［日基教団］	 164

（株）安西経営会計事務所	 95

安城教会［日基教団］	 441

安城キリスト教会［ホーリネス］	 441

安城中央キリスト教会［同盟基督］	 441

杏の里教会［基督兄弟団］	 399

安全食品普及センター［アンショクセ

ンター］	 850

アンテオケ教会成長神学校	 810

アンテオケ国際宣教神学校・神学院	 815

アンテオケ・ゴスペル・チャーチ［単

立／独立］	 150

アンテオケ・ゴスペル・チャーチさい

たま［単立／独立］	 171

アンテオケ宣教会［JAM］	 994

アンデレ宣教神学院	 818

安藤記念教会［日基教団］	 280

安藤記念教会附属幼稚園［安藤記念幼

稚園］	 231

安中カルバリーチャペル［カルバリー

グループ］	 146

安中教会［日基教団］	 146

安中聖書教会［同盟基督］	 146

安中二葉幼稚園	 145

アンネのバラの教会［聖イエス会］	 580

安納	義人・恵子	 1013

安納義人・恵子師を支える会［安納師

を支える会］	 994

い

遺愛旭岡幼稚園	 23

（学）遺愛学院	 777

遺愛女子中学校・高等学校	 786

イーグルスウィングス・クリスチャン・

アカデミー	 552

（有）イーグレープ［BMP］	 228

イースターヴィレッジ	 855

（有）イースター式典社	 909

（有）イースター式典社京都支店	 909

飯田	花菜子	 1013

あやめ幼稚園	 355

あやめ幼稚園	 630

鮎ヶ瀬ピアノ教室	 504

あゆみ幼稚園	 158

あゆみこども園	 96

あゆみ第二幼稚園	 158

（福）あゆみの家	 822

第二あゆみの家	 868

あゆみの家キリスト教会［バプ連盟］	 111

アライアンス学園	 803

アライアンス・キリスト宣教みずほ教

会	 1042

アライアンス静岡教会［アライアンス］	 422

アライアンス幼稚園	 231

新井教会［日基教団］	 362

新井キリスト教会［ホーリネス］	 275

（有）新井建設	 890

アライズ	 911

新井聖書教会＝ヘブンズゲート・チャ

ペル［伝道福音］	 363

アライブインターナショル	 851

荒尾教会［日基教団］	 723

荒尾教会［福音ルーテル］	 723

荒尾めぐみ幼稚園	 722

新垣工務店	 893

新垣養蜂園	 755

荒川教会［日基教団］	 244

荒川聖泉キリスト教会［聖泉基督］	 244

あらき野キリスト教会［NSKK］	 195

アラサツーバ聖ステパノ教会	 1042

アラサツーバ福音ホーリネス教会	 1042

アラサツーバ・ホサナ福音教会	 1042

荒島福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 614

アラスカ・キリスト教会	 1015

新屋キリスト教会［ルーテル同胞］	 91

有明キリスト教会［バプ連盟］	 691

有明バイブルチャーチ［単立／独立］	 724

アリアンサキリスト教会	 1042

有澤	達朗･たまみ	 1007

有田教会［日基教団］	 712

有田キリスト教会［伝道隊］	 598

（有）ありづか	 907

在原	繁･津紀子	 1012

ありま整体院	 845

有馬聖文教会［ワールドミッション］	 566

（有）アリヤマ	 889

（学）アルウィン学園	 777

アルゼンチン宣教を支える会［アルゼ

ンチン宣教］	 994

アルタデナ第一長老教会	 1017

アルトス・ヴィレッジ	 1064

アルファ・キリスト教会［単立／独立］	 423

アルファ・ジャパン	 963

アレセイア湘南高等学校	 794
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憩のみぎわ社	 228

憩いの森チャペル［単立／独立］	 696

生駒インターナショナルチャペル［ICM］	590

生駒シャロームハウス［KFG］	 590

生駒聖書学院［IBC］	 817

生駒聖書学院教会［ペンテコステ教団］	 590

生駒伝道所［日基教団］	 590

生駒バプテスト・キリスト教会［バプ

教会連合］	 590

生駒福音キリスト教会［単立／独立］	 594

生駒めぐみ教会［同盟基督］	 590

イサクとリベカ会［イサ・リべ］	 905

諫早教会［日基教団］	 716

諫早キリスト教会＝諫早ナザレン教会

［ナザレン］	 716

諫早純心幼稚園	 715

諌早バプテスト教会＝諌早キリスト教

会［バプ連盟］	 716

イザヤ工房	 435

石和英和幼稚園	 385

石和教会［日基教団］	 388

石井和夫公認会計士事務所	 553

（福）石井記念愛染園	 822

（福）石井記念友愛社	 822

石井教会［日基教団］	 656

石井クリニック・石井クリニック歯科

医院	 840

石井誠特許事務所	 505

石井幼稚園	 554

石岡記念教会＝小平教会［日基教団］	 286

石岡教会［基督兄弟団］	 120

石岡教会［日基教団］	 120

石岡キリスト教会［JECA・リーベンゼ

ラ］	 120

石岡キリストの教会［キリストの教会］	 120

石岡シオン・キリスト教会［シオン・

キリスト］	 120

石垣キリスト教会［聖公会］	 758

石狩栄光教会［イエス・キリスト］	 30

石狩ジーザス・コミュニティ・チャー

チ＝IJCC［単立／独立］	 30

石川教会［日基教団］	 759

石川キリストの教会［キリストの教会］	 759

石川伝道所［日基教団］	 114

石川伝道所［東洋ローア］	 759

石川バプテスト教会［単立／独立］	 114

石川福音教会［JECA］	 759

（株）石俊　山本石材店［（株）石俊］	 909

礎キリスト教会［長老教会］	 459

（NPO）礎の石孤児院［礎の石孤児院］	 994

石田	勝子	 1010

石田勝子を励ます会［石田姉励ます会］	 994

石津教会［日基教団］	 532

石堂	ゆみ	 1013

（株）石の大山	 910

池上ルーテル英会話教室	 225

池上ルーテル教会［NRK］	 248

池田カトリック幼稚園	 23

池田教会［日キ教会］	 512

池田キリスト教会［単立／独立］	 403

池田キリスト教会［バプ宣教団］	 512

池田五月山教会［日基教団］	 512

池田五月山教会幼稚園	 507

池田チャペル［単立／独立］	 512

池田中央教会［イエス・キリスト］	 512

池田バプテスト教会［バプ同盟］	 512

池の上キリスト教会［ホーリネス］	 302

池の平クリスチャン村	 894

池戸キリスト教会［長老教会］	 664

いけばな教室	 756

池袋いづみ幼稚園	 231

池袋キリスト教会［単立／独立］	 273

池袋聖公会［聖公会］	 273

池袋台湾教会［日基教団］	 273

池袋西教会［日基教団］	 273

活けるキリスト一麦教会	 912

活けるキリスト一麦西宮教会［単立一

麦の群］	 580

活けるキリスト一麦西宮教会宝塚チャ

ペル［単立一麦の群］	 578

活けるキリスト栄光教会［単立／独立］	 377

活けるキリスト大阪一麦教会［単立一

麦の群］	 527

活けるキリスト京都一麦桂教会［単立

一麦の群］	 494

活けるキリスト京都一麦教会［単立一

麦の群］	 491

活けるキリスト神戸一麦教会［単立一

麦の群］	 568

活けるキリスト鈴蘭台一麦教会［単立

一麦の群］	 566

活けるキリスト高田一麦教会［単立一

麦の群］	 594

活けるキリスト高槻一麦教会＝レイン

ボー・チャーチ［単立一麦の群］	 537

活けるキリスト富山一麦教会［単立一

麦の群］	 367

活けるキリスト名古屋一麦教会［単立

一麦の群］	 458

活けるキリスト滑川一麦教会＝プレイ

ヤー・ヒルズ・チャーチ［単立一麦

の群］	 368

活けるキリスト福岡一麦教会［単立一

麦の群］	 705

活けるキリスト伏見一麦教会［単立一

麦の群］	 495

活けるキリスト守山一麦教会［単立一

麦の群］	 459

生ける水の川	 437

いこいの汀教会［保守バプ］	 79

イエス・キリスト東松山教会＝新約の

群・家の教会［単立／独立］	 181

イエス・キリスト・ファミリー・エク

レシア［単立／独立］	 479

イエス・キリスト・ファミリー教会［単

立／独立］	 215

イエスキリスト福音大和田教会［単立

／独立］	 172

イエス・キリスト福音の群	 912

イエス・キリスト福岡ジョイ・ホープ

チャペル［単立／独立］	 707

イエス・キリスト緑の牧場教会［単立

／独立］	 298

イエス・キリスト緑の牧場教会大館チ

ャペル［単立／独立］	 91

イエス・キリスト宮崎福音教会＝宮崎

福音教会［福音の群］	 742

イエス・キリスト宮崎福音教会茶臼原

祈りの家［福音の群］	 740

イエスキリストもみの木宮前教会［単

立／独立］	 325

イエス･キリスト	リバイバル教会［単

立／独立］	 342

イエスキリスト・ロックチャーチ［単

立／独立］	 444

イエス賛美教会＝賛美教会［単立／独

立］	 522

イエス純福音郷ヶ丘教会［JRL］	 107

耶蘇上帝會太秦之宮［単立／独立］	 291

イエズスの聖心病院	 843

イエスと歩む会［単立／独立］	 285

イエスの泉教会［単立／独立］	 533

イエスの友会	 963

イエスの御霊キリスト教会［JRL］	 412

イエス福音教団	 912

家の教会・ヴィンヤード［単立／独立］	 521

家の教会しおん［JRL］	 140

家の教会吉川チャペル［単立／独立］	 183

井荻聖母幼稚園	 231

井荻福音キリスト教会［長老教会］	 261

五十嵐キリスト教会［同盟基督］	 362

いかるが聖書教会［FKK］	 594

いきいきクリニック	 835

いきがいデイサービスセンターよりあ

い［いきいき倶楽部よりあい］	 861

いきがいデイサービスセンターみのり	 861

壱岐キリスト教会［バプ連盟］	 716

活けるキリスト瀬戸一麦教会［単立一

麦の群］	 447

井草教会［日基教団］	 261

育成幼稚園	 589

（有）イクソス	 307

生田丘の上キリスト教会［JECA］	 324

生田教会［日基教団］	 324

生野教会［日基教団］	 561
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伊勢原イエス・キリスト教会バイブル・

チャペル［単立／独立］	 318

伊勢原ガーデンチャペル［日本COG］	 318

伊勢原教会［ホーリネス］	 319

伊勢原教会［日基教団］	 319

伊勢原聖書キリスト教会［TPKF］	 319

伊勢原幼稚園	 311

伊勢福音教会［NTM］	 466

磯子の丘教会［バプ同盟］	 339

磯子フィラデルフィヤ教会［TPKF］	 339

（医）いその産婦人科	 843

磯原キリスト福音教会［同盟基督］	 122

磯部キリスト教会［単立／独立］	 146

磯村修司行政書士事務所［磯村事務所］	 437

磯山聖ヨハネ教会［聖公会］	 114

潮来教会＝潮来バプテスト教会［バプ

同盟］	 120

潮来キリスト教会［ホーリネス］	 121

潮来幼稚園	 118

板宿教会所属西神伝道所［改革派］	 573

板橋泉伝道所［日基教団］	 245

板橋大山教会［日基教団］	 245

板橋教会［キリスト合同］	 245

板橋教会［福音ルーテル］	 245

板橋キリスト教会［ディコンリー］	 245

板橋キリスト教会［ホーリネス］	 245

板橋伝道所［バプ連盟］	 245

伊丹教会［改革派］	 563

伊丹教会［日基教団］	 563

伊丹キリスト教会［バプ連盟］	 564

伊丹聖書教会［イエス・キリスト］	 564

伊丹福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 564

板宿教会［改革派］	 567

市ヶ尾キリスト教会［保守バプ］	 337

市ヶ谷教会［福音ルーテル］	 257

市川大野キリスト教会［バプ連盟］	 196

市川北バプテスト教会［バプ教会連合］	 196

市川教会［福音ルーテル］	 196

市川教会＝グレースチャペル［聖協団］	 196

市川教会［日基教団］	 390

市川キリスト教会［アッセンブリー］	 196

市川グレース教会［CPC］	 196

市川こどもクリニック	 832

市川三本松教会［日基教団］	 196

市川聖書集会［無教会］	 196

市川聖マリヤ教会［聖公会］	 196

市川聖マリヤ幼稚園	 191

市川福音キリスト教会［同盟基督］	 196

市川八幡キリスト教会［バプ連盟］	 196

市川幼稚園	 385

いちじくキリスト教会［福音教団］	 443

一関教会［日基教団］	 68

市野々キリスト・バプテスト教会［バ

プ教会連合］	 602

泉聖書バプテスト教会［保守バプ］	 81

出水聖母幼稚園	 747

泉宣教バプテスト教会［バプ連合］	 341

泉高森教会［日基教団］	 81

和泉多摩川教会［日基教団］	 287

和泉短期大学	 795

泉中央キリスト教会［単立／独立］	 338

和泉中央キリスト教会［バプ教会連合］	 513

泉町教会［日基教団］	 147

泉伝道所［日基教団］	 488

出水伝道所［キリスト伝道団］	 749

泉野聖書教会［聖書教会連盟］	 373

泉の園伝道所［単立／独立］	 527

泉パークタウンキリスト教会［JECA友

好・OMF］	 82

泉バプテスト教会［バプ連盟］	 266

泉バプテスト教会附属いづみ幼稚園

［いづみ幼稚園］	 231

泉福音キリスト教会＝泉福音チャペル

［アッセンブリー］	 82

和泉福音教会［同盟基督］	 262

和泉福祉専門学校	 795

泉プレイズチャーチ［単立／独立］	 161

いずみホープカウンセリングセンター	 849

いずみホープチャペル［MB］	 513

出水・水俣伝道所［日基教団］	 749

いずみ幼稚園	 104

いずみ幼稚園	 118

聖泉幼稚園	 235

いずみ幼稚園	 554

泉幼稚園	 668

（軽費）いずみ寮	 876

出雲今市教会［日キ教会］	 612

出雲教会［ナザレン］	 612

出雲教会＝出雲エシュルン教会［ホー

リネス］	 615

出雲のぞみ伝道所＝出雲のぞみ教会

（伝）［日基教団］	 612

出雲福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 612

出雲南教会＝みなみちゃぺる［ナザレ

ン］	 612

伊豆八幡野教会［日基教団］	 420

伊豆吉田キリスト教会［福音教団］	 420

伊豆リバイバルキリスト教会［単立／

独立］	 432

石動青葉保育園	 365

石動教会［日基教団］	 366

伊勢崎教会［日基教団］	 146

伊勢崎キリスト教会［福音伝道］	 146

伊勢崎聖契キリスト教会［NSKK］	 146

伊勢聖マルコ教会［聖公会］	 466

伊勢バプテスト教会［バプ宣教団］	 466

伊勢バプテスト教会南伊勢道方チャペ

ル［バプ宣教団］	 472

石の東陽	インマヌエル	 907

石巻栄光教会［日基教団］	 77

石巻カトリック幼稚園	 75

石巻キリスト教会［基督兄弟団］	 77

石巻伝道所［改革派］	 77

石巻山城町教会［日基教団］	 77

いしのみなと教会［保守バプ］	 77

石橋教会［日基教団］	 512

石橋キリスト教会［MB］	 512

石橋聖トマス教会［聖公会］	 538

石原循環器科内科医院	 843

石巻聖書バプテスト教会［単立／独立］	 77

石嶺バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 763

石山教会［日基教団］	 476

石山キリスト教会［世界福音］	 476

伊集院幼稚園	 747

泉尾小隊［救世軍］	 520

伊豆教会［聖協団］	 432

伊豆高原	桜美林クラブ	 1062

出石愛の園	 876

出石キリスト教会［ホーリネス］	 580

伊豆白木原キリスト教会［単立／独立］	 420

伊豆聖マリヤ教会［聖公会］	 420

（有）伊豆塗装	 416

伊豆長岡教会［日基教団］	 420

伊豆仁田キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 433

泉	浩一・綾子	 1007

いずみ愛泉教会［日基教団］	 81

泉大津教会［日基教団］	 513

泉ヶ丘教会［日基教団］	 533

和泉カトリック幼稚園	 507

いずみ教会［聖イエス会］	 147

和泉教会［日基教団］	 262

いずみ教会［同盟基督］	 298

いずみ教会［改革派］	 338

泉教会［CPC］	 338

いずみ教会［日基教団］	 513

泉キリスト栄光教会［オープン・バイ

ブル］	 513

泉キリスト教会［JECA］	 136

泉キリスト教会［福音教団］	 163

泉キリスト教会＝沼津泉キリスト教会

［東洋福音教団］	 426

泉キリスト教会［バプ教会連合］	 560

泉佐野教会［日基教団］	 513

泉佐野聖書教会［単立／独立］	 513

泉佐野福音教会［アッセンブリー］	 513

泉佐野ルーテル教会［近畿教会］	 513

泉佐野ルーテル保育園	 507

いずみシオン教会［日基教団］	 513

和泉神愛キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 513

和泉聖書教会［FKK］	 513

出水聖書教会［キリスト伝道団］	 749
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いのちありがとうの会	 963

いのちありがとうの会「エターナルラ

イフプロジェクト」	 963

いのちの泉キリスト教会［単立／独立］	 248

いのちの泉キリスト教会＝スプリン

グ・オブ・ライフ・クライスト・チ

ャーチ［単立／独立］	 410

いのちの泉キリスト教会	福岡［単立

／独立］	 694

いのちの泉聖書教会［同盟基督］	 203

いのちの泉整体	 846

いのちの樹教会［同盟基督］	 174

いのちの樹キリスト教会［単立／独立］	 456

いのちの木クリニック	 830

いのちのことば社ミニストリーズ

［WLPM］	 964

いのちのことば社出版事業部	 228

いのちのことば社ライフ・クリエイシ

ョン［ライフ・クリエイション］	 964

いのちのことば社ワードチャペル

［SACM］	 275

いのちのさと	 880

いのちのパンクリスチャンセンター＝

新発田開拓［アッセンブリー］	 358

生命の水キリスト教会＝Church	eau	de	

vie［単立／独立］	 578

いのちの水計画［いのちの水］	 994

井野葉由美を支える会［井野師を支え

る会］	 994

井野元事務所	 227

祈の家キリスト教会［単立／独立］	 39

祈りの家キリスト教会［単立／独立］	 579

祈りの家	鳥海チャペル［鳥海チャペル］	 97

祈りの家	鳥海チャペル	 1059

祈りの家	日光オリーブの里	 1059

茨木春日丘教会［日基教団］	 514

茨木教会［日基教団］	 514

（学）茨城キリスト教学園	 777

茨城キリスト教学園中学校・高等学校	 788

茨城キリスト教大学［IC］	 788

茨城キリスト教大学附属聖児幼稚園多

賀園	 118

茨城キリスト教大学附属聖児幼稚園日

立園	 118

茨木キリスト福音教会［福音の群］	 514

茨木聖書教会［同盟基督］	 514

茨木聖書バプテスト教会［JBBF］	 514

茨木東教会［日基教団］	 514

井原教会［日基教団］	 619

茨木幼稚園	 715

茨城「世の光」伝道協力会	 964

揖斐キリスト教会［JECA］	 413

指宿教会［日基教団］	 749

イブレック教会［在外国教団教派］	 429

（NPO）今井館教友会	 964

（株）伊東活魚静海活魚センター［イ

トウカツギョ］	 416

（株）伊東活魚本社・設備部	 417

伊東教会［日基教団］	 420

伊東キリスト教会［ホーリネス］	 420

（有）伊藤左官工業所	 887

伊藤宣教師を支える会［伊藤師を支え

る会］	 994

いとうデンタルラボ	 842

井土ヶ谷キリスト教会［ホーリネス］	 350

伊都キリスト教会［バプ連盟］	 701

糸島福音自由教会［福音自由］	 690

糸満教会［日基教団］	 758

糸満ホーリネス教会［ホーリネス］	 758

稲垣印刷	 553

稲垣家具店	 888

稲垣工業（有）	 888

猪名川キャンプ場	 1064

稲城教会［日基教団］	 283

稲城聖書教会［単立／独立］	 283

伊那基督伝道館［単立／独立］	 396

稲毛海岸教会［改革派］	 206

稲毛聖書教会［単立／独立］	 203

稲毛聖書バプテスト教会［JBBF］	 203

伊那坂下教会［日基教団］	 396

稲沢キリスト教会［同盟福音］	 442

伊奈シャロームチャペル［KFG］	 185

伊那聖書教会［同盟基督］	 396

稲田教会［日基教団］	 541

稲田堤伝道所［日キ教会］	 324

稲取教会［日基教団］	 432

稲葉	武弘･聡美	 1013

いなば国府焼	 605

伊那福音教会［イエス・キリスト］	 396

伊那福音教会ディリーチャーチ	 393

いなみチャペル［単立／独立］	 586

印南バプテスト・キリスト教会［バプ

教会連合］	 603

（株）いなもと印刷	 118

稲荷山諸聖徒教会［聖公会］	 399

稲荷山幼稚園	 393

猪苗代教会［日基教団］	 115

犬飼教会［日基教団］	 735

犬飼幼稚園	 730

犬塚伝道所［日キ教会］	 696

犬山教会［改革派］	 442

犬山キリスト純福音教会［ベタニヤ］	 442

犬山グレイス教会［単立／独立］	 442

犬山聖書研究会［無教会］	 442

稲沢バプテスト教会［バプ宣教団］	 442

井野	葉由美	 1012

井上社会保険労務士事務所	 227

伊野キリスト教会＝高知グレースチャ

ペル［ホーリネス］	 682

いのちありがとう展示館	 465

一戸子供の家保育園	 67

一宮教会［基督兄弟団］	 441

一宮教会［日基教団］	 661

一宮キリスト教会［同盟福音］	 441

一の宮キリスト教会［単立／独立］	 723

一宮クリスチャン・チャーチ［単立／

独立］	 216

一宮聖光教会［聖公会］	 442

一宮聖光幼稚園	 438

一宮聖約キリスト教会［聖約］	 619

一宮伝道所［KCCJ］	 442

一宮福音教会［JECA］	 442

一麦保育園	 554

市橋	隆雄･さら	 1010

市原教会［国際基督教団］	 197

市原シオンの山チャペル［単立／独立］	 197

市原シャローム教会［MFJ］	 197

市原聖書バプテスト教会［JBBF］	 197

市原福音キリスト教会＝IECC［単立／

独立］	 198

市原平安教会［同盟基督］	 198

市原マリア・インマクラダ幼稚園	 192

市原めぐみの森キリスト教会［長老教

会］	 198

一番町保育園	 418

（株）一粒社ヴォーリズ建築事務所［ヴ

ォーリズ建築事務所］	 895

（株）一粒社ヴォーリズ建築事務所	東

京事務所［ヴォーリズ建築事務所］	 890

（株）一粒社ヴォーリズ建築事務所	九

州事務所	 897

五日市キリスト教会［アライアンス］	 636

五日市聖書教会［同盟基督］	 636

五日市伝道所［日基教団］	 283

（有）一級建築士事務所アトリエキュ

ビト［アトリエCUBIT］	 887

（株）一級建築士事務所	山本工務店

［（株）山本工務店］	 896

（株）一級建築士松ノ井建築設計事務所	 890

一宮望みキリスト教会［単立／独立］	 679

（NPO）五つのパン	 865

五戸カトリック幼稚園	 57

（NGO）一杯の水	 994

	『一発逆転』人生塾	 963

厳原聖ヨハネ教会［聖公会］	 718

いづみ幼稚園	 89

和泉幼稚園	 686

糸魚川カトリック天使幼稚園	 355

糸魚川キリスト教会［伝道福音］	 357

糸井福音キリスト教会［JECA］	 45

伊藤	仁・昭延	 1010

伊藤	文雄	 1014

伊藤医院	 837

（株）伊東活魚新井直売センター［伊

東活魚］	 416
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岩見沢天使幼稚園	 24

岩見沢福音キリスト教会＝IECC［単立

／独立］	 31

岩村キリスト教会［JRL］	 408

岩村田教会［日基教団］	 398

岩本教会［日基教団］	 430

岩屋教会［自由メソ］	 563

岩屋教会郡家集会［自由メソ］	 563

インカレッジャー・クリスチャン・ネ

ットワーク・ブリスベン日本語教会	 1034

イングランドハウス・ウインザー	 1061

印西しおん幼稚園	 192

印刷工房	みやざき	 23

インタークリスチャンフェローシップ

＝ICF［単立／独立］	 448

インターナショナルVIPクラブ［VIPク

ラブ］	 964

インターナショナルVIPクラブ関西

［VIP関西］	 964

インターナショナル・カルバリー・ア

カデミー［ICA］	 309

インターナショナル・クリエーション・

アカデミー［ICA］	 118

インターナショナル・クリスチャン・

フェローシップ教会＝I・C・F教会［単

立／独立］	 42

インターナショナル・ジャパニーズ・

キリスト教会	 1027

インターナショナル・チャペル・ミニ

ストリーズ	 913

インターナショナル東京クリスチャン

ネットワーク［ITCN］	 964

インターナショナルニューライフカレ

ッジ（いのちの和泉村）［INLC］	 788

インターナショナル・ハーベスト・チ

ャペル［単立／独立］	 706

インターナショナル・バイブル・フェ

ローシップ＝IBF［NSKK］	 212

インターナショナル・ファミリーチャ

ーチ伝道所［アッセンブリー］	 148

インターナショナル・フルゴスペル・

フェローシップ	 913

インターナショナルプレスクール「ひ

かりの子」	 190

インタナショナル・チャーチ［NTM］	 536

インタナショナル・チャーチ京阪集会

所［NTM］	 543

インタナショナル・チャーチ南大阪集

会所［NTM］	 524

インテリア・プレイズ	 755

インテリアホヅミ	 896

インドネシア福音教会	 913

インド三浦後援会［インド三浦後援会］	 994

インマヌエル	システム	 501

インマヌエル姶良キリスト教会［IGM］	 748

入間福音キリスト教会［ホーリネス］	 162

岩井キリスト教会［JECA］	 126

岩川写真館	 56

いわきアッセンブリー教会＝ニュータ

ウン・プレイズ・チャペル［アッセ

ンブリー］	 107

いわきカルバリーチャペル［カルバリ

ーグループ］	 107

いわき希望教会［保守バプ］	 107

磐城教会［日基教団］	 107

岩城教会［日基教団］	 675

いわきキリスト教会［同盟基督］	 108

いわき伝道所［東洋ローア］	 108

いわきホーム・チャペル［カルバリー

グループ］	 108

いわきホームチャペル［福音の群］	 108

いわき無教会［無教会］	 108

岩国教会［日基教団］	 645

岩国キリスト教会［アライアンス］	 645

岩国聖書教会［単立／独立］	 645

岩国聖書宣教教会［BMC］	 645

岩国聖母幼稚園	 644

岩国東教会［日基教団］	 645

岩国恵み聖書教会［JECA友好］	 646

岩国めぐみ幼稚園	 644

岩国幼稚園	 644

岩倉キリスト教会［同盟福音］	 443

岩崎塗装店	 897

岩瀬キリスト教会［JECA・リーベンゼ

ラ］	 123

磐田キリスト教会［同盟基督］	 421

磐田西教会［日キ教会］	 421

岩田ペンション	テラスDining	 1061

岩田幼稚園	 598

岩塚運輸（株）	 746

岩槻教会［日基教団］	 169

岩槻キリスト教会［長老教会］	 169

岩槻福音自由教会［福音自由］	 169

岩槻幼稚園	 158

岩出キリスト教会［フリーメソ］	 599

いわて福音教会みたけチャペル［単立

／独立］	 69

岩内教会［日基教団］	 50

岩内幼稚園	 23

岩沼教会［日基教団］	 78

岩沼保育園	 75

岩間教会［基督兄弟団］	 122

岩松祈祷院	 669

岩松教会［日基教団］	 671

岩見沢教会［日基教団］	 31

岩見沢シオンキリスト教会［単立／独立］	31

岩見沢神召キリスト教会＝岩見沢グロ

リアチャペル［アッセンブリー］	 31

岩見沢聖十字教会＝聖十字教会［聖公会］	31

岩見沢聖十字幼稚園［聖十字幼稚園］	 23

今池不動産	 895

今泉キリスト福音教会［JECA］	 430

今市キリスト教会［福音伝道］	 140

今市キリスト教会藤原伝道所［福音伝

道］	 141

今金インマヌエル教会［聖公会］	 52

今宿キリスト教会［神の教会］	 701

今津教会［日基教団］	 478

今津幼稚園	 475

今泊キリストの教会［キリストの教会］	 766

今治アライアンス・キリスト教会［ア

ライアンス］	 670

今治教会［ホーリネス］	 670

今治教会［日基教団］	 670

今治伝道所［東洋ローア］	 670

今治ナザレン教会［ナザレン］	 670

今治バプテスト教会［バプ連盟］	 670

今治めぐみ幼稚園	 668

今福教会［KCCJ］	 518

今村	望	 1011

今村	裕三・ひとみ	 1007

今村キリスト教会［同盟基督］	 441

（有）今村塗装工業	 893

伊万里いのちのことばキリスト教会

［単立／独立］	 710

伊万里カトリック幼稚園	 709

伊万里希望キリスト教会［単立／独立］	 710

伊万里教会［日基教団］	 710

イムマヌエル王子キリスト教会［IGM］	 252

イムマヌエル金沢泉キリスト教会［IGM］	373

イムマヌエル神栖キリスト教会［IGM］	 122

イムマヌエル酒田キリスト教会［IGM］	 97

イムマヌエル島田キリスト教会［IGM］	 425

イムマヌエル聖宣神学院［BTC］	 814

イムマヌエル聖宣神学院キリスト教会

［IGM］	 349

イムマヌエル綜合伝道団	 913

イムマヌエル綜合伝道団世界宣教局

［IGM］	 994

イムマヌエル武蔵村山田園キリスト教

会［IGM］	 304

イムマヌエル和歌山キリスト教会［IGM］	600

イメルダ幼稚園［イメルダ］	 57

伊予大島キリスト教会［ホーリネス］	 670

伊代キリスト教会［単立／独立］	 670

伊予キリスト教会［アライアンス］	 670

伊予小松教会［日基教団］	 671

伊予長浜教会［日基教団］	 671

伊予吉田教会［日基教団］	 670

入江	一義・博子	 1007

入曽キリスト教会［福音バプ宣教団］	 174

入舟幼稚園・入舟保育園	 393

医療・福祉・住環境施設研究所	 889

入間宣教バプテスト教会［バプ連合］	 162

入間チャペル［ニューファンテン］	 162
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インマヌエル・ヘラルド社	 889

インマヌエル松江キリスト教会［IGM］	 613

インマヌエル松戸キリスト教会［IGM］	 212

インマヌエル松山キリスト教会［IGM］	 673

インマヌエル水戸キリスト教会［IGM］	 128

インマヌエル宮崎キリスト教会［IGM］	 742

インマヌエル盛岡キリスト教会［IGM］	 70

インマヌエル山形キリスト教会［IGM］	 99

インマヌエル山口キリスト教会［IGM］	 650

インマヌエル横浜キリスト教会［IGM］	 349

インマヌエル四日市キリスト教会［IGM］	470

インマヌエル・ルーテル幼稚園	 355

インマヌエル和歌山キリスト教会［単

立／独立］	 600

インマヌエル蕨キリスト教会［IGM］	 184

インマヌエル・クリスチャン・ブレッ

シング・センター［クリスチャン・

ブレッシング・センター］	 756

インマヌエル横浜教会［単立／独立・

イエス教長老会］	 338

う

ヴァインチャーチ［ワールドミッショ

ン］	 542

ヴァインドラッグ	 851

（有）ヴァインドラッグ･みなと薬品グ

ループ	 851

宇井	英樹・由美	 1007

（株）ヴィーズ・ビー	 893

ウィーン日本語キリスト教会	 1035

ヴィジョン・チャーチ［聖書キリスト］	 257

ウィナーズクラブ	 964

ウィネトカ日本語キリスト教会	 1015

宇井由美宣教師を支える会［宇井由美

師支える会］	 994

ヴィラ千ケ滝	 1061

ヴィラソニア福音ホーリネス教会	 1042

ウイリアムス神学館［聖公会］	 490

ウィル・チャーチ［NTM］	 767

ウィルライフ（株）	 907

ウィロークリーク・ネットワーク・ジ

ャパン	 964

ウィングジャパン（株）	 553

ウィングスサービス	 228

ウィングズチャペル＝ウィングズ［聖

書キリスト］	 283

ヴィンヤード・クリスチャン・フェロ

ーシップ所沢［VCF.JAPAN］	 177

ウインターズバーグ長老教会	 1017

植木キリスト教会［単立／独立］	 724

ウエスト・コヴィナキリスト教会	 1017

ウエストミンスター第一日本語バプテ

スト教会	 1017

インマヌエル下田キリスト教会［IGM］	 425

インマヌエル下関キリスト教会［IGM］	 647

インマヌエル湘南中央キリスト教会

［IGM］	 329

インマヌエル白鳥キリスト教会［IGM］	 250

インマヌエル仙台キリスト教会［IGM］	 79

インマヌエル高崎泉キリスト教会［IGM］	148

インマヌエル高田キリスト教会［IGM］	 594

インマヌエル高槻キリスト教会［IGM］	 537

インマヌエル高津キリスト教会［IGM］	 323

インマヌエル高根キリスト教会［IGM］	 211

インマヌエル立川キリスト教会［IGM］	 287

インマヌエル館山キリスト教会［IGM］	 203

インマヌエル千葉キリスト教会［IGM］	 204

インマヌエルチャーチ［フォースクエ

ア］	 335

インマヌエル鶴ヶ島キリスト教会［IGM］	176

インマヌエル鶴瀬キリスト教会［IGM］	 184

インマヌエル大阪キリスト伝法教会高

見チャペル［IGM］	 518

インマヌエル徳島キリスト教会［IGM］	 653

インマヌエル鳥取キリスト教会［IGM］	 607

インマヌエル富山キリスト教会［IGM］	 367

インマヌエル豊田キリスト教会［IGM］	 450

インマヌエル豊中キリスト教会［IGM］	 538

インマヌエル十和田キリスト教会［IGM］	 61

インマヌエル長岡キリスト教会［IGM］	 359

インマヌエル長崎キリスト教会［IGM］	 718

インマヌエル中目黒キリスト教会［IGM］	281

インマヌエル名古屋キリスト教会［IGM］	455

インマヌエル七尾キリスト教会［IGM］	 376

インマヌエル那覇キリスト教会［IGM］	 764

インマヌエル新潟キリスト教会［IGM］	 360

インマヌエル新浜キリスト教会［IGM］	 197

インマヌエル沼津キリスト教会［IGM］	 426

インマヌエル函館キリスト教会［IGM］	 46

インマヌエル八王子キリスト教会［IGM］	292

インマヌエル浜田キリスト教会［IGM］	 613

インマヌエル浜松キリスト教会［IGM］	 429

インマヌエル東大阪伝道所［IGM］	 541

インマヌエル彦根キリスト教会［IGM］	 479

インマヌエル姫路キリスト教会［IGM］	 583

インマヌエル枚方キリスト教会［IGM］	 543

インマヌエル広島キリスト教会［IGM］	 636

インマヌエル深川キリスト教会［IGM］	 252

インマヌエル福井教会［IGM］	 381

インマヌエル福岡キリスト教会［IGM］	 704

インマヌエル福島キリスト教会［IGM］	 111

インマヌエル藤枝キリスト教会［IGM］	 430

インマヌエル富士見台キリスト教会

［IGM］	 277

インマヌエル船橋キリスト教会［IGM］	 211

インマヌエル別府キリスト教会［IGM］	 735

インマヌエル別府キリスト教会中津伝

道所［IGM］	 734

インマヌエル青森キリスト教会［IGM］	 60

インマヌエル秋田キリスト教会［IGM］	 91

インマヌエル安食キリスト教会［IGM］	 216

インマヌエル板橋キリスト教会［IGM］	 245

インマヌエル市川キリスト教会［IGM］	 197

インマヌエル糸満キリスト教会［IGM］	 758

インマヌエル指宿キリスト教会［IGM］	 749

インマヌエル今治キリスト教会［IGM］	 670

インマヌエル磐田教会［IGM］	 421

インマヌエル上田キリスト教会［IGM］	 396

インマヌエル宇都宮キリスト教会［IGM］	136

インマヌエル浦和キリスト教会［IGM］	 171

インマヌエル恵庭キリスト教会［IGM］	 31

インマヌエル王寺キリスト教会［IGM］	 595

インマヌエル大分伝道所［IGM］	 732

インマヌエル大阪伝法キリスト教会

［IGM］	 518

インマヌエル大湊キリスト教会［IGM］	 63

インマヌエル大宮キリスト教会［IGM］	 171

インマヌエル岡山キリスト教会［IGM］	 620

インマヌエル小田原教会［単立／独立］	 319

インマヌエル香川キリスト教会［IGM］	 661

インマヌエル学院	 803

インマヌエル加古川キリスト教会［IGM］	564

インマヌエル鰍沢キリスト教会［IGM］	 390

インマヌエル桂町キリスト教会［IGM］	 343

インマヌエル金沢キリスト教会［IGM］	 374

インマヌエル金谷キリスト教会［IGM］	 425

インマヌエル鹿屋キリスト教会［IGM］	 751

インマヌエル木更津キリスト教会［IGM］	201

インマヌエル北九州キリスト教会［IGM］	693

インマヌエル北本キリスト教会［IGM］	 167

インマヌエル岐阜キリスト教会［IGM］	 410

インマヌエル京都西キリスト教会［IGM］	498

インマヌエル京都伏見キリスト教会

［IGM］	 495

インマヌエル草津キリスト教会［IGM］	 477

インマヌエル釧路キリスト教会［IGM］	 35

インマヌエル熊本キリスト教会［IGM］	 724

インマヌエル久留米キリスト教会［IGM］	696

インマヌエル呉キリスト教会［IGM］	 633

インマヌエル高知キリスト教会［IGM］	 679

インマヌエル鴻巣キリスト教会［IGM］	 168

インマヌエル甲府キリスト教会［IGM］	 386

インマヌエル神戸キリスト教会［IGM］	 571

インマヌエル郡山キリスト教会［IGM］	 109

インマヌエル越谷キリスト教会［IGM］	 168

インマヌエル東風平キリスト教会［IGM］	767

インマヌエル小松キリスト教会［IGM］	 375

インマヌエル堺キリスト教会［IGM］	 532

インマヌエル佐賀キリスト教会［IGM］	 711

インマヌエル札幌キリスト教会［IGM］	 43

インマヌエル狭山キリスト教会［IGM］	 174

インマヌエル静岡キリスト教会［IGM］	 422

インマヌエル清水キリスト教会［IGM］	 423
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宇都宮インターナショナルクリスチャ

ンスクール［U.I.C.S］	 134

宇都宮上町教会［日基教団］	 136

宇都宮栄光キリスト教会＝宇都宮グロ

ーリーチャーチ［アッセンブリー］	 136

宇都宮教会［基督兄弟団］	 136

宇都宮教会［日基教団］	 136

宇都宮教会［改革派］	 138

宇都宮教会所属新潟伝道所［改革派］	 362

宇都宮共同教会［イエス・キリスト］	 136

宇都宮キリスト教会［バプ連盟］	 136

宇都宮キリスト教会［福音伝道］	 136

宇都宮聖書研究会［無教会］	 136

宇都宮聖書バプテスト教会［保守バプ］	 136

宇都宮聖ヨハネ教会［聖公会］	 136

宇都宮伝道所［東洋ローア］	 136

宇都宮東教会［日基教団］	 136

宇都宮福音キリスト教会［JRL］	 136

宇都宮ホーリネス教会［ホーリネス］	 136

宇都宮松原教会［日キ教会］	 136

宇土教会［福音ルーテル］	 724

鵜殿教会［カナン教団］	 472

畦野教会［日基教団］	 565

うの花療育園	 873

卯之町教会［日基教団］	 672

卯之町幼稚園	 668

うふざと伝道所［日基教団］	 765

宇部教会［KCCJ］	 646

宇部教会［日基教団］	 646

宇部教会［福音ルーテル］	 646

宇部さゆり幼稚園	 644

宇部神召キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 646

宇部緑橋教会［日基教団］	 646

馬見労祷教会［日基教団］	 595

馬見労祷保育園	 589

宇美キリスト教会［バプ連盟］	 707

海の中道キリスト教会［単立／独立］	 703

海の星鷺の宮幼稚園	 418

海の星第一カトリック幼稚園	 465

海の星幼稚園	 67

海の星幼稚園	 311

海の星幼稚園	 372

うみのほし幼稚園	 507

海の星幼稚園	 644

海の星幼稚園	 668

海の星幼稚園	 678

うみのほし幼稚園	 715

梅ヶ丘教会［日基教団］	 266

梅が丘天使幼稚園	 311

梅園学園	 789

うめだ・あけぼの学園・診療所	 833

梅田インターナショナルスクール	高等部	504

梅田キリストの教会［キリストの教会］	 242

梅津公認会計士事務所	 505

右近サービス社	 904

（有）うさぎ屋	 307

宇佐教会［日基教団］	 732

宇佐美教会［日基教団］	 421

宇佐神行政書士事務所	 227

（医）宇佐神クリニック	 831

うさみクリニック	 837

宇佐美建築工房1271	 889

氏家教会［日基教団］	 138

氏家キリスト教会ヒカリ園	 134

氏家福音キリスト教会［キリスト宣教

団］	 139

潮江教会［日基教団］	 679

宇治大久保伝道所［日基教団］	 487

宇治教会［日基教団］	 487

宇治教会附属愛児園	 484

宇治キリスト教会［ホーリネス］	 487

宇治キリストペンテコステ教会［TPKF］	 487

牛久開拓＝牛久キリスト伝道所［アッ

センブリー］	 121

牛久上池台キリスト教会［単立／独立］	 121

牛久教会［日基教団］	 121

牛久教会こどものいえ幼稚園	 119

牛久グレースチャペル［単立／独立］	 121

牛久福音キリスト教会［JECA］	 121

宇治コミュニティ教会［聖イエス会］	 487

牛込キリスト教会［単立／独立］	 257

牛込聖公会聖バルナバ教会［聖公会］	 257

牛込払方町教会［日基教団］	 257

牛津キリスト集会＝牛津キリスト伝道

所［単立／独立］	 710

宇治バプテスト教会［バプ教会連合］	 487

牛深キリスト教会［アッセンブリー］	 723

宇治福音自由教会［福音自由］	 487

うすいキリスト教会［JCM］	 202

うすき	みどり	 1009

臼杵教会［日基教団］	 732

臼杵教会附属めぐみ園［めぐみ園］	 731

臼杵キリスト教会［バプ連盟］	 732

有珠聖公会［聖公会］	 45

太秦キリスト教会［世界福音］	 493

歌垣教会［イエス・キリスト］	 548

宇多津キリスト教会［単立／独立］	 664

歌の森聖書バプテスト教会＝小杉バプ

テスト教会［単立／独立］	 366

内郷キリスト福音教会［同盟基督］	 108

内子キリスト教会［アライアンス］	 676

打越町教会［単立／独立］	 292

打田キリスト教会［単立／独立］	 599

内田橋聖アントニオ幼稚園	 438

内灘教会［日基教団］	 377

内灘聖書教会［聖書教会連盟］	 377

内海教会［日基教団］	 664

内丸教会［日基教団］	 70

内村	伸之・まり子	 1011

ウェストミンスター日本人教会	 1025

ウェスレー合同メソジスト教会	 1027

ウェスレー合同メソジスト教会オアフ

日語ミニストリー	 1027

ウェスレー日本語教会	 1036

ウェスレアン・ホーリネス教団	 914

ウェスレアン・ホーリネス神学院［WHS］	810

ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会［淀

橋教会］	 995

上田	創・美紀	 1014

上田オンヌリキリスト教会［在外国教

団教派］	 396

上田カルバリーチャペル［カルバリー

グループ］	 397

上田技研産業（株）	 897

上田教会［基督兄弟団］	 397

上田教会［日キ教会］	 397

上田キリスト教会［聖協団］	 397

上田クリニック	 841

上田新参町教会［日基教団］	 397

上田聖書教会［同盟基督］	 397

上田聖ミカエル及諸天使教会［聖公会］	 397

上田バイブルセンター	 393

上田福音自由教会［福音自由］	 397

ウェディング・コーディネート	わた

ぼうし委員会	 904

ウェディングサークル・カナの会［カ

ナの会］	 905

上野お琴教室	 22

上野教会［ホーリネス］	 270

上野教会［日基教団］	 466

上野芝キリスト教会［アドベント］	 531

上野小隊［救世軍］	 270

上野聖ヨハネ教会［聖公会］	 466

上野の森空手クラブ（聖空会）	 225

上野の森キリスト教会［単立／独立］	 270

上野原キリストの教会［キリストの教

会］	 386

上ノ原幼稚園	 231

上野緑ヶ丘教会［改革派］	 466

上原	隆	 1014

ヴェリタス建築設計研究所［ヴェリタ

ス］	 896

（株）ウェルフェアクリエーション	 822

ヴォーリズ記念病院	 839

ヴォーリズ老健センター	 871

ウォールナットクリーク日本人キリス

ト教会	 1017

魚津教会［日基教団］	 366

（有）魚沼不動産	 894

鵜方教会［日基教団］	 467

宇久井伝道所［日キ教会］	 602

宇堅福音教会［JECA］	 760

羽後町聖書教会（伝）［保守バプ］	 93

右近サービス社	 220
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江坂栄光教会［単立／独立］	 535

江刺教会［日基教団］	 68

江差伝道所［日基教団］	 53

江刺保育園	 67

江差幼稚園	 24

SLM聖書通信講座日本支部	 814

エステール北浜法律事務所	 505

エスティムジャポン（株）	 220

エステル教会［聖イエス会］	 649

エストクリニック	 833

エスナック教育里親グループ［エスナ

ック］	 995

エゼキエル教会［聖イエス会］	 292

エターナル・ライフ・ミニストリーズ	 964

エターナルライフ・バプテスト教会

（伝）＝エターナル［バプ連合］	 121

枝川愛の教会［同盟基督］	 253

江田島キリスト教会［日本福音宣教団］	 632

枝光キリスト教会［バプ連盟］	 695

エップワース合同メソジスト教会	 1017

（軽費）エデンの園	 854

エデンの園	 883

エデンの園グループ可児営業所	 909

エデンの園グループ本社	 909

エデン福音伝道団久我山宣教会［単立

／独立］	 262

江戸川教会［日基教団］	 247

江戸川台教会［キリスト合同］	 208

江戸川台キリスト教会＝江戸川ホザナ

チャペル［アッセンブリー］	 208

江戸川台聖書キリスト教会＝バイブル

チャーチ［アッセンブリー］	 208

江戸川双葉幼稚園［ふたば］	 231

江戸川松江教会［日基教団］	 247

恵那教会［改革派］	 408

恵那クリスチャンセンター［単立／独

立］	 408

恵那レーマミニストリー［ERM］	 964

恵庭福音キリスト教会［JECA］	 31

（NPO）音楽工房のあ	 964

エノプレ	-	ペドロ＆悦子	 1008

エバーグリーン・バプテスト教会	 1018

江波キリスト教会［バプ連盟］	 637

エパタ教会［日基教団］	 257

エバンジェリカル・コングリゲーショ

ナル・チャーチ日本教区	 914

海老江教会［キリスト伝道隊］	 526

江尾キリスト教会［福音教会連合］	 609

海老津シオンキリスト伝道所［アッセ

ンブリー］	 706

海老名	浩・久美	 1009

海老名教会［日基教団］	 319

海老名キリスト教会［単立／独立］	 319

海老名シオンの丘教会［CPC］	 319

えびの聖書教会［バイブル・プロテス

（福）栄光園	 822

栄光ガーデン	 756

栄光教会［聖イエス会］	 253

栄光教会島田礼拝堂［福音ルーテル］	 425

栄光教会藤枝礼拝堂［福音ルーテル］	 430

栄光教会焼津礼拝堂［福音ルーテル］	 432

栄光キリスト教会［単立／独立］	 255

栄光キリスト教会［単立／独立］	 424

栄光キリスト教会［単立／独立］	 489

栄光キリスト教会［単立／独立］	 592

栄光キリスト教会	 1031

（株）栄光計算経営センター［栄光会計］	 22

栄光国際祈祷院	 120

（有）栄光式典社	 907

（株）榮光社	 896

栄光塾	 504

栄光聖書教会［JECA］	 459

栄光の賛美教会［聖イエス会］	 732

栄光乃園幼稚園	 231

栄光の福音キリスト教団	 914

栄光病院	 843

（株）栄光プリント	 371

栄光幼稚園	 75

栄光幼稚園	 630

栄光幼稚園	 756

英国OMFエスニック・ミニストリーズ	 1033

英国ミルトン・キーンズ日本人キリス

ト教会	 1033

（福）永信会	 822

永信保育園	 438

（特養）永生苑	 870

永生苑新明	 870

（特養）永生苑豊橋	 870

栄都ミッション・センター［EMC］	 995

永福町教会［日基教団］	 262

永福南キリスト教会［JECA］	 262

（株）エイブル語学研究社［エイブル］	 307

永和教会［KCCJ］	 542

エヴァグリーン英語学院	 225

エヴァグリーンキリスト教会＝エヴァ

グリーン・チャペル［アッセンブリ

ー］	 299

エヴァンゲリウム・カントライ	 964

（株）エーデルワイス	 879

恵我之荘聖マタイ教会［聖公会］	 541

エクステリア嵯峨野	 889

エクステリア大創	 896

エクセル保険・小堀事務所	 227

エクレシア・キリスト福音教会＝レイ

ンボーチャペル［単立／独立］	 752

エクレシア桜［オープン･バイブル］	 266

エクレシア・ブランチ	 20

エクレシア	カフェ	 220

江古田教会［改革派］	 275

江古田教会［日基教団］	 275

梅美台キリスト・チャーチ［NTM］	 488

宇山光の子保育園	 507

宇山福音教会［ウェスレアン］	 577

浦賀教会［日基教団］	 335

うらかわ歯科医院	 843

浦河伝道所［日基教団］	 50

浦河べてるの家［べてるの家］	 852

浦佐キリスト教会［伝道福音］	 362

浦添ジョイ教会［同盟基督］	 759

浦添聖書バプテスト教会［JBBF］	 759

浦添伝道所［東洋ローア］	 759

浦添ナザレン教会［ナザレン］	 759

浦富伝道所［西日本ルーテル］	 609

浦安教会［日基教団］	 199

浦安国際キリスト教会［JECA友好］	 199

浦安聖約キリスト教会［聖約］	 199

浦和明の星幼稚園	 158

浦和教会［日キ教会］	 170

浦和教会［ナザレン］	 172

浦和キリスト教会［福音伝道］	 170

浦和キリスト集会［無教会］	 170

浦和キリスト集会［単立／独立］	 172

浦和シオンチャペル［聖書キリスト］	 172

浦和諸聖徒教会［聖公会］	 170

浦和聖書バプテスト教会［JBBF］	 172

浦和母の会幼稚園	 158

浦和バプテスト幼稚舎	 158

浦和東教会［日基教団］	 170

浦和福音教会［単立／独立］	 170

浦和福音自由教会［福音自由］	 170

浦和別所教会［日基教団］	 172

（学）浦和ルーテル学院	 777

浦和ルーテル学院小学校・中学校・高

等学校	 789

浦和ルーテル教会［NRK］	 170

瓜連キリストの教会［キリストの教会］	 126

漆原	淑子	 1009

（株）漆間建設	 890

うるま伝道所［日基教団］	 764

うるま恵みキリスト教会［単立／独立］	 760

嬉野キリスト教会［バプ連盟］	 710

宇和島キリスト教会［アライアンス］	 671

宇和島信愛教会［日基教団］	 671

宇和島伝道所［東洋ローア］	 671

宇和島中町教会［日基教団］	 671

運河キリスト教会［バプ同盟］	 208

え

エイカース-マシュー・宴子	 1007

英会話教室	 157

英会話サロン・グレイス	 618

英会話CESA［セサ］	 437

栄冠幼稚園	 379
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ラ］	 130

大井川キリストの教会［キリストの教

会］	 432

大井教会［同盟基督］	 253

大泉教会［日基教団］	 277

大泉キリスト教会［福音伝道］	 152

大泉聖書教会［JECA］	 152

大泉聖書教会［同盟基督］	 277

大泉セントラルチャペル［ニューファ

ンテン］	 277

大泉バプテスト教会［バプ連盟］	 277

大泉ファミリー恵み教会［単立／独立］	 277

大泉ベテル教会［日基教団］	 179

大磯教会［日基教団］	 351

大磯キリスト教会［JECA］	 351

大磯聖ステパノ礼拝堂［聖公会］	 351

大分カルバリチャーチ［福音ペンテコ

ステ］	 732

大分希望キリスト教会［同盟基督］	 732

大分教会［日基教団］	 732

大分教会［福音ルーテル］	 732

大分キリスト教会［バプ連盟］	 732

大分キリスト教会［アライアンス］	 733

大分キリスト復興教会［単立／独立］	 733

大分国際キリスト教会［日本地方伝道

団］	 733

大分聖公会［聖公会］	 733

大分聖書バプテスト教会［JBBF］	 733

大分中央教会［日キ教会］	 733

大分伝道所［東洋ローア］	 733

大分東教会［日基教団］	 733

大分福音キリスト教会チャペル・ノア

＝チャペル・ノア［日本地方伝道団］	 733

大分明星幼稚園	 731

大分恵みキリスト教会［同盟基督］	 733

大分メノナイト・キリスト教会［メノ

ナイト教会会議］	 733

大井伝道所［日基教団］	 351

大井バプテスト教会［バプ連盟］	 254

大井町教会［日基教団］	 254

大岩キリストの教会［キリストの教会］	 422

大内福音教会［単立／独立］	 650

大浦信愛幼稚園	 715

大江教会［福音ルーテル］	 724

大江町キリスト教会［COG］	 101

大江野の花教会［日基教団］	 498

大岡講義所光ヶ丘礼拝堂［聖公会］	 181

大岡山教会［福音ルーテル］	 248

（株）大岡山建築設計研究所［オオオ

カヤマセッケイ］	 890

大久保キリスト教会［単立／独立］	 257

大久保キリスト教会＝大久保バプテス

ト教会［バプ連盟］	 257

大垣荒尾教会［日キ教会］	 409

大垣教会［KCCJ］	 409

オアシス福音センター	 965

オイコス・チャーチ［単立／独立］	 697

追分会堂［バプ連盟］	 743

追分めぐみチャペル（伝）［ウェスレ

アン］	 54

王栄幼稚園	 722

王恵幼稚園	 57

王子北教会［日基教団］	 252

王子教会［日基教団］	 252

王子台耳鼻咽喉科・眼科	 832

相知伝道所［日基教団］	 711

鴨東教会［日基教団］	 491

鴨東幼稚園	 484

（学）桜美林学園［桜美林］	 777

桜美林教会［日基教団］	 299

桜美林大学［桜美林］	 790

桜美林中学校・高等学校	 790

桜美林幼稚園	 231

近江金田教会［日基教団］	 476

近江希望キリスト教会［単立／独立］	 476

（株）近江兄弟社	 851

（学）近江兄弟社学園	 778

近江兄弟社高等学校［兄弟社］	 799

近江兄弟社小学校・中学校	 799

近江兄弟社幼稚園	 475

近江草津伝道所［日キ教会］	 477

近江聖書教会［同盟基督］	 477

（福）近江ちいろば会	 871

近江野田教会［日基教団］	 480

近江八幡教会［日基教団］	 476

近江福音自由教会［福音自由］	 476

近江平安教会［日基教団］	 480

（株）近江屋呉服店	 155

青梅あけぼのキリスト教会［バプ連盟］	 283

青梅あけぼの幼稚園	 231

青梅教会［聖協団］	 283

青梅教会［日基教団］	 283

青梅キリスト教会［東京FM］	 283

青梅キリスト教会［JECA］	 284

青梅キリスト教会附属もみの木幼児園

［もみの木幼児園］	 231

青梅恵みキリスト教会［ホーリネス］	 284

（学）鴎友学園	 778

_友学園女子中学高等学校	 790

大麻キリスト教会［伝道隊］	 655

大麻ひかり幼稚園	 24

大麻福音キリスト教会［JECA］	 32

大麻藤幼稚園	 24

大麻ルーテル教会［NRK］	 32

大網キリスト教会［ホーリネス］	 214

大網伝道所［日基教団］	 216

大網ときがね幼稚園	 192

大洗インドネシア福音教会＝大洗福音

教会インドネシア［GIII］	 130

大洗キリスト教会［JECA・リーベンゼ

タント］	 740

愛媛聖園基督教会［単立／独立］	 673

愛媛中央教会［イエス・キリスト］	 673

愛媛めぐみ教会［同盟基督］	 672

エフピーネット（有）［Fpnet］	 890

エブリネイションチャーチズ	 914

エペソ教会［聖イエス会］	 426

江別教会［日基教団］	 32

江別バプテスト・キリスト教会［バプ

教会連合］	 32

エベネゼル緊急基金［エベネゼル］	 995

エホバの証人・統一協会対策香川ネッ

ト［対策ネット］	 965

エマオ・ガーデン	 889

エマオ出版	 965

エマオ福音会［単立／独立］	 48

エムシートレーディング（株）	 900

エム・ビー・大阪バイブルチャーチ

［MB］	 525

（有）エム・ビー・シー・アート	 228

MB寝屋川キリスト教会世界宣教委員

会［寝屋川教会］	 995

エリザベスサンダースホーム	 866

エリムキリスト教会伝道所＝エリムペ

ンテコスタルチャーチ	コウベ［在

外国教団教派］	 573

エリム宣教会［ELIM］	 995

エリムチャーチ［JRL］	 195

エリヤハウス・ジャパン	 965

エルエステロ長老教会	 1018

エルソブランテ日本人キリスト教会	 1018

（有）エルデコーポレーション	 890

エルピスあけぼの	 856

エルムの園	 855

エルル出版	 553

（有）エレミヤ不動産	 895

遠軽教会［日キ教会］	 53

遠軽小隊［救世軍］	 53

塩山カトリック幼稚園	 385

遠州教会［日基教団］	 427

遠州キリスト教会［ウェスレアン］	 427

煙樹ヶ浜バプテスト教会［バプ教会連

合］	 603

遠州栄光教会［日基教団］	 427

エンゼル教会［聖イエス会］	 766

エンゼル幼稚園	 192

円町隣保園	 484

お

尾崎教会［カナン教団］	 541

オアシス・チャーチ・ミニストリー

［OCM］	 965

オアシスチャペル［勝利教会］	 140
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ト	チャーチ［単立／独立］	 537

大阪住吉教会［日基教団］	 519

大阪聖愛教会［聖公会］	 521

大阪聖アンデレ教会［聖公会］	 515

大阪聖光教会［日基教団］	 523

大阪聖三一教会［聖公会］	 524

大阪聖書エクレシア［無教会］	 515

大阪聖書学院［OBS］	 815

大阪聖書研究会［無教会］	 517

大阪聖パウロ教会［聖公会］	 517

大阪聖ヨハネ教会［聖公会］	 520

大阪聖和教会［日基教団］	 516

大阪聖和保育園	 507

大阪セントラルグレースチャペル［MB］	 526

大阪千里コミュニティ教会［単立／独

立］	 535

大阪第一教会［KCCJ］	 525

大阪第一キリスト教会［単立／独立］	 519

大阪大道教会［日基教団］	 522

大阪台湾教会［日基教団］	 527

大阪田辺教会［ナザレン］	 524

大阪玉造キリストの教会［キリストの

教会］	 525

大阪築港教会［KCCJ］	 527

大阪中央教会［単立／独立］	 525

大阪中央バプテスト教会［バプ連盟］	 520

大阪中央福音教会［アッセンブリー］	 519

大阪中華基督教長老会［単立／独立］	 523

大阪デフ・バプテスト集会所［万国デ

フ］	 532

大阪伝道所［東洋ローア］	 516

大阪燈台教会［在日韓国メソジスト］	 522

大阪東南キリスト教会＝大阪東南教会

［自由メソ］	 519

大阪常磐教会［日基教団］	 515

大阪西教会［日キ教会］	 523

大阪西成教会［KCCJ］	 523

大阪西野田教会［日基教団］	 526

大阪西淀川教会［日基教団］	 524

大阪日本橋キリスト教会［フリーメソ］	 520

大阪のぞみ教会［日基教団］	 538

大阪萬民祝福教会［単立／独立］	 525

大阪東教会［日基教団］	 520

大阪東十三教会［日基教団］	 527

大阪姫松教会［日キ教会］	 515

大阪福島教会［日基教団］	 526

大阪婦人ホーム	 873

大阪平康教会［KCCJ］	 521

大阪ベツレヘム教会［単立／独立］	 537

大阪保育福祉専門学校［大阪保専］	 801

大阪北部教会［KCCJ］	 517

大阪キリスト教会［長老教会］	 519

大阪みぎわチャペル［単立／独立］	 516

大阪南教会［KCCJ］	 523

大阪南吹田教会［日基教団］	 535

大阪教会［KCCJ］	 516

大阪教会［福音ルーテル］	 520

大阪教会［日基教団］	 523

大阪教会［改革派］	 525

大阪教会［CCNZ日本］	 535

大阪教会［活水基督］	 542

大阪教会＝兄弟団大阪［基督兄弟団］	 542

大阪京郷教会［単立／独立］	 520

大阪暁明館病院	 840

大阪暁明館病院伝道所［日基教団］	 518

大阪キリスト栄光教会［オープン・バ

イブル］	 529

大阪キリスト教学院教会［フリーメソ］	 515

大阪キリスト教会［ホーリネス］	 526

大阪キリスト教会［アライアンス］	 535

大阪キリスト教会中宮チャペル［単立

／独立］	 515

（学）大阪キリスト教学院	 778

大阪キリスト教書店	 506

大阪キリスト教短期大学［キリ短］	 801

大阪キリスト教短期大学国際教養学科

［キリ短］	 815

大阪基督実業人会［大阪CBMC］	 965

大阪キリストチャペル［単立／独立］	 546

大阪九條教会［日基教団］	 523

大阪倶楽部食道部	 501

（財）大阪クリスチャンセンター［OCC］	 965

大阪グレイスキリスト教会［JEC］	 538

大阪月会［クエーカー］	 537

（特養）大阪好意の庭	 873

大阪鴻池神の教会［神の教会］	 542

大阪コミュニティワーカー専門学校	 801

大阪狭山聖書集会［無教会］	 514

大阪シオン教会［KCCJ］	 520

大阪シオン教会［シオン宣教団］	 542

大阪四貫島教会［日基教団］	 518

大阪集会［キリスト同信会］	 520

大阪城東教会［フリーメソ］	 518

大阪城東福音教会［単立／独立］	 518

大阪城南キリスト教会［聖公会］	 521

大阪城北教会［日基教団］	 535

大阪昭和教会［日基教団］	 524

（学）大阪女学院	 778

大阪女学院大学	 801

大阪女学院短期大学	 801

大阪女学院中学・高等学校	 801

大阪神愛教会［バプ同盟］	 527

大阪信愛女学院幼稚園	 507

大阪新生教会［バプ同盟］	 524

大阪新生教会小牧味岡伝道所［バプ同

盟］	 447

（福）大阪水上隣保館	 822

大阪水上隣保館乳児院	 873

大阪水上隣保館遙学園	 873

大阪スプリング	オブ	ライフ	クライス

大垣教会［改革派］	 409

大垣教会［日キ教会］	 409

大垣教会［福音ルーテル］	 409

大垣キリスト教会［同盟福音］	 409

大垣神愛キリスト伝道所＝大垣サンラ

イズチャペル［アッセンブリー］	 409

大垣聖ペテロ教会［聖公会］	 409

オーガニックレストラン	グレイス	 617

大川キリスト教会［イエス・キリスト］	 660

大川外科・胃腸科クリニック［大川ク

リニック］	 838

大河原カトリック幼稚園	 75

大河原教会［日基教団］	 85

大分福音キリスト教会［イエス・キリ

スト］	 733

扇田保育園	 731

扇町教会［日基教団］	 517

扇町同胞幼稚園	 507

大口キリストホープチャペル［単立／

独立］	 749

大口聖公会［聖公会］	 749

大口幼稚園	 747

大久保教会［日基教団］	 257

大久保平安歯科［平安歯科］	 833

大久保ホーリーチャペル［オープン・

バイブル］	 560

大久保無教会集会［無教会］	 257

大倉山キリスト福音教会［センド国際］	 342

オークランド日本人キリスト教会	 1039

大胡キリスト教会（伝）［福音伝道］	 150

オーサカ・ユニーク（株）	 501

大阪YMCA学院	 778

大阪YMCAランゲージセンター天王寺	 801

大阪相川教会［日基教団］	 525

大阪愛徳幼稚園	 507

（株）大阪愛農食品センター［大阪愛農］	851

大阪淡路教会［日基教団］	 525

大阪生野教会［日基教団］	 516

大阪泉尾教会［日基教団］	 537

大阪泉キリスト教会＝オオサカ・イズ

ミ・クライストチャーチ［在外国教

団教派］	 546

大阪インターナショナル・チャーチ［単

立／独立］	 520

大阪インマヌエル教会［単立／独立・

イエス教長老会］	 522

大阪栄光キリスト教会＝城東キリスト

教会［ホーリネス］	 518

大阪恵美須教会［MJD］	 523

大阪オンヌリ・キリスト教会［在外国

教団教派］	 520

大阪加賀屋キリスト教会［単立／独立］	 518

大阪北教会［日キ教会］	 517

大阪希望学園	高等部	 801

大阪救霊会館［ペンテコステ教団］	 523
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大船渡レムナント教会［単立／独立・

イエス教長老会］	 68

大船ルーテル教会［NRK］	 343

オープン・ドア・チャペル［バプ連盟］	 41

オープンハウス英会話教室	 437

おおぼ歯科医院	 842

大濠幼稚園	 686

大前	敬子	 1013

大曲教会［日基教団］	 92

大曲聖書バプテスト教会［保守バプ］	 92

大曲ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］	 92

大町教会［日基教団］	 397

大町めぐみキリスト教会［単立／独立］	 397

大町幼稚園	 393

大間々キリスト教会［福音伝道］	 152

オーマン・美紗子	 1007

大みかキリストの教会［キリストの教

会］	 127

大三沢教会［日基教団］	 62

大見精密（株）	 220

大溝教会［日基教団］	 478

大三ミリオンチャーチ＝ミリオンチャ

ーチ［みえ洗足キリスト］	 468

大湊カトリック幼稚園	 57

大宮教会［KCCJ］	 170

大宮教会［改革派］	 171

大宮教会［基督兄弟団］	 171

大宮教会［日基教団］	 171

大宮共立教会［日基教団］	 431

大宮キリスト教会［アッセンブリー］	 171

大宮シオンルーテル教会［NRK］	 171

大宮聖愛教会［聖公会］	 171

大宮チャペル［勝利教会］	 172

大宮中央総合病院	 832

大宮バプテスト教会［バプ連盟］	 171

大宮東伝道所［日キ教会］	 173

大宮ホーリネス教会［ホーリネス］	 172

大宮前教会［日基教団］	 262

大宮幼稚園	 158

大牟田教会［栄光の福音］	 691

大牟田教会［福音ルーテル］	 691

大牟田恵愛園	 881

大牟田正山町教会［日基教団］	 691

大牟田小隊［救世軍］	 691

大牟田聖マリア教会［聖公会］	 691

大牟田天使幼稚園	 686

大牟田バプテスト教会［バプ連盟］	 691

大牟田ふくいん教会［単立／独立］	 691

大牟田フレンドシップ・キリスト教会

［バプ連盟］	 691

大村教会［日基教団］	 717

大村古賀島キリスト教会［バプ連盟］	 717

大村聖母幼稚園	 715

大室高原キリスト教会［単立／独立］	 421

大森	章子	 1008

ル］	 613

太田町キリスト教会［長老教会］	 387

太田まんじゅう屋	 709

オーチャード福音自由教会	 1016

大塚平安教会［日基教団］	 318

大津韓国福音教会［TPKF］	 476

大月キリストの教会［キリストの教会］	 386

大月新生教会［日基教団］	 386

大月福音キリスト教会［JECA］	 386

大津教会［日基教団］	 476

大津キリスト教会［イエス・キリスト］	 476

大津キリスト教会＝アッセンブリー大

津キリスト教会［アッセンブリー］	 476

大津キリスト教会［単立／独立］	 728

大津キリスト福音教会［TPKF］	 476

大津コイノニア教会［福音ペンテコス

テ］	 476

大津聖マリア教会［聖公会］	 476

大津バプテスト教会［バプ連盟］	 477

大津バプテスト教会新田辺伝道所［バ

プ連盟］	 488

大津東教会［日基教団］	 477

大津福音教会［世界福音］	 477

大津福音自由教会［福音自由］	 477

大津ベテル伝道所［単立／独立］	 477

大手幼稚園	 96

鳳教会［日基教団］	 532

鳳キリスト恵み教会［単立／独立］	 532

大貫教会［日基教団］	 210

大貫恵泉教会［日基教団］	 131

大根バプテスト教会希望の部屋［単立

／独立］	 760

大野教会［日基教団］	 380

大野キリスト教会［バプ教会連合］	 327

大野キリスト恵み教会［単立／独立］	 380

大野事務所　町の法律家・許認可・代願	483

大野城教会［単立／独立］	 691

おおの小児科内科医院	 842

大野伝道所［福音教会連合］	 620

おおばこ作業所	 852

大秦野バプテスト教会［バプ連盟］	 330

大浜伝道所［日基教団］	 758

大原北町キリスト教会［NLM］	 196

大原教会［イエス・キリスト］	 627

大仁キリスト教会［東洋福音教団］	 420

大平聖書浸礼教会［JBBF］	 139

大平ホテル	 1059

大府キリスト教会［単立／独立］	 443

大袋キリストチャペル［単立／独立］	 168

大船カトリック幼稚園	 312

大船教会［日基教団］	 320

大船神召キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 320

大船渡教会［日基教団］	 68

大船渡聖書バプテスト教会［単立／独立］	68

大阪桃谷教会＝桃谷キリスト教会［ナ

ザレン］	 522

大阪連絡所［ペンテコステ神之教会］	 515

大阪ろう福音教会［NTM］	 534

大阪YWCA専門学校	 801

（財）大阪YWCA	 778

（有）大阪早稲田速記	 501

大崎メンタルクリニック	 841

大里	英二・エミ	 1007

大里教会［カナン教団］	 472

大里夫妻を支える会［大里師支える会］	 995

大沢医院	 837

大佐和キリスト教会［TPKF］	 210

大沢バイブルチャーチ［福音伝道］	 141

大島教会［日基教団］	 650

大島教会［ホーリネス］	 749

大島シオン教会［日基教団］	 253

大島新生教会［バプ同盟］	 253

大島新生幼稚園	 231

大島病院	 842

大島元村教会［日基教団］	 304

大清水キリスト教会［単立／独立］	 451

大洲教会［日基教団］	 671

大洲協同キリスト教会［アライアンス］	 671

大洲聖公会［聖公会］	 671

大洲中央キリスト教会［福音宣教会］	 671

大隅クリスチャンチャーチ［福音ペン

テコステ］	 753

大住世光教会［日基教団］	 488

大住保育園	 484

大瀬戸ペンテコステ教会［単立／独立］	 717

太田	とも江	 1008

大田医院	 831

大台共生園	 870

大台めぐみ教会［日基教団］	 472

大平伝道所［日基教団］	 111

大高医院	 839

太田キリスト教会［福音伝道］	 147

大田区ゴスペル親睦会	 965

大竹教会［日基教団］	 632

大竹キリスト教会［バプ連盟］	 632

大竹キリスト教会徳山バプテスト伝道

所［バプ連盟］	 648

大竹プレイズチャーチ［サンビ教団］	 632

太田聖書バプテスト教会［JBBF］	 147

大館カトリック幼稚園	 89

大館教会［日基教団］	 91

大館聖パウロ教会［聖公会］	 91

大館幼稚園	 89

大館ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］	 92

太田伝道所［改革派］	 413

太田八幡教会［日基教団］	 147

大田原伝道所［キリスト宣教団］	 137

大田原キリスト教会［保守バプ］	 137

大田福音ルーテル教会［西日本ルーテ
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小川教会［日基教団］	 186

小川行政書士事務所	 553

小川キリスト教会［JECA・リーベンゼ

ラ］	 121

小川キリスト教会［福音伝道］	 186

小川キリスト教会大豆五駄伝道所［福

音伝道］	 186

沖えらぶバプテスト教会［単立／独立］	 752

沖永良部リバイバルチャーチ［単立／

独立］	 752

隠岐教会［日基教団］	 615

小城教会［福音ルーテル］	 711

隠岐教会西郷会堂［日基教団］	 615

荻窪栄光教会［イエス・キリスト］	 262

荻窪北教会［日キ教会］	 262

荻窪教会［日基教団］	 262

荻窪清水教会［日基教団］	 262

おきざき工務店	 889

興津キリストの教会［キリストの教会］	 423

沖縄天久神の教会アークチャペル［神

の教会］	 764

沖縄エルサレム教会［主の十字架］	 764

沖縄教会［KCCJ］	 762

沖縄キリスト教学院大学・短期大学部	 807

沖縄キリスト教書店	 756

沖縄クリスチャン学園	 756

沖縄クリスチャンスクールインターナ

ショナル	 807

おきなわクリスチャンセンター［単立

／独立］	 766

沖縄グレイスチャペル［単立／独立］	 762

沖縄県墓地調査移転整備協同組合	 910

沖縄神愛キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 762

沖縄新生教会［フォースクエア］	 758

沖縄信徒聖書学校	 818

沖縄信徒伝道者学校	 818

沖縄聖書学園	 778

沖縄聖書神学校	 818

沖縄聖書バプテスト教会＝OBBC［JBBF］	 767

沖縄世界宣教教会［CLCI］	 767

沖縄宣教協力会	 965

沖縄第一聖潔教会［ウェスレアン］	 767

沖繩第一バプテスト教会［沖縄バプ連

盟］	 760

沖縄中央アッセンブリー教会［アッセ

ンブリー］	 760

沖縄中央教会［同盟基督］	 760

沖縄弟子教会［JWM］	 762

沖縄伝道所［日キ教会］	 767

沖縄南米宣教会［沖縄南米宣教会］	 995

沖縄バプテスト連盟	 915

沖縄バプテスト連盟［OBC］	 965

沖縄パラダイスチャペル［単立／独立］	 764

沖縄ビクトリーチャーチ［同盟基督］	 764

岡谷教会［イエス・キリスト］	 397

岡谷聖バルナバ教会［聖公会］	 397

岡山泉田教会［ペンテコステ神之教会］	 623

岡山教会［KCCJ］	 620

岡山教会［栄光の福音］	 620

岡山教会［日基教団］	 620

岡山教会［福音ルーテル］	 620

岡山教会［改革派］	 621

岡山教会［基督兄弟団］	 623

岡山クリスチャンセンター［キリスト

の教会］	 627

岡山グレイスチャーチ［同盟基督］	 623

岡山コミュニティチャーチ［NTM］	 620

岡山ジョイフル・プレイズ・チャーチ

＝ジョイフル・プレイズ［単立／独

立］	 620

岡山勝栄キリスト教会［福音教会連合］	 623

岡山小隊［救世軍］	 620

岡山信愛教会［日基教団］	 622

岡山神召基督教会［アッセンブリー］	 620

岡山神召基督教会柿山チャペル［アッ

センブリー］	 620

岡山聖オーガスチン教会［聖公会］	 620

岡山聖書研究会［無教会］	 620

岡山聖書バプテスト教会［JBBF］	 622

岡山聖心教会［日基教団］	 620

岡山聖成キリスト教会［聖成基督］	 622

岡山聖約キリスト教会［聖約］	 622

岡山第一キリスト教会［単立／独立］	 620

岡山中央キリスト教会［福音教会連合］	 620

岡山デフ・バプテスト集会所［万国デ

フ］	 623

岡山伝道所［東洋ローア］	 620

岡山伝道所［日キ教会］	 622

岡山伝道所＝妹尾キリスト教会［バプ

同盟］	 623

岡山ナザレン教会［ナザレン］	 620

岡山西教会［改革派］	 621

（福）岡山博愛会	 822

岡山博愛会教会［日基教団］	 622

岡山博愛会病院	 842

岡山博愛会保育園	 618

岡山バプテスト教会［バプ連盟］	 621

岡山フィラデルフィア教会［主の十字

架］	 621

岡山福音教会［単立／独立・イエス教

長老会］	 621

岡山福音教会［単立／独立］	 622

岡山聖園マリア幼稚園	 618

岡山聖園幼稚園	 618

岡山御津キリスト教会［単立／独立］	 621

岡山めぐみキリスト教会［同盟基督］	 621

岡谷めぐみ教会［JECA］	 397

小川	文子	 1007

小川イエス福音教会［単立／独立］	 286

大森教会［福音ルーテル］	 248

大森教会［日キ教会］	 249

大森小隊［救世軍］	 249

大森聖アグネス教会［聖公会］	 249

大森聖マリア幼稚園	 231

大森福興教会［単立／独立］	 249

大森めぐみ教会［日基教団］	 249

大森ルーテル幼稚園	 232

大屋教会［改革派］	 585

大宅いつくしみキリスト教会（伝）［世

界福音］	 496

（医）大山医院	 839

大山田キリスト教会［同盟福音］	 467

大淀キリスト教会［メノナイト教会会

議］	 742

オールネーションズフェローシップ

［フォースクエア］	 62

オールネイションズ敬拝と讃美	 965

大鰐伝道所［日基教団］	 64

岡垣カルバリー・チャペル［カルバリ

ーグループ］	 706

男鹿教会［日基教団］	 92

岡崎	篤義・真紀	 1009

岡崎教会［KCCJ］	 443

岡崎教会［日基教団］	 443

岡崎教会［福音ルーテル］	 443

岡崎キリスト教会［同盟福音］	 443

岡崎神召教会［アッセンブリー］	 443

岡崎聖書バプテスト教会［JBBF］	 443

岡崎伝道所［日キ教会］	 443

岡崎茨坪伝道所［日基教団］	 443

岡崎ブラジルキリスト教会［在外国教

団教派］	 444

岡崎南キリスト教会［ホーリネス］	 444

岡崎恵みキリスト教会［単立／独立］	 444

小笠原聖ジョージ教会［聖公会］	 304

小笠原	勇二・陽子	 1012

おがせキリスト教会ゴスペルハウス

［イエス・キリスト］	 409

岡田	直丈	 1012

岡田	則子	 1007

岡田医院（内科）	 841

岡田針灸院	 847

御徒町キリスト教会［保守バプ］	 271

オカナガン日系人合同教会	 1036

丘の家乳幼児ホーム・丘の家子どもホ

ーム	 853

岡野オルガン工房［岡野オルガン］	 900

岡部聖母幼稚園	 418

岡本囲碁教室	 307

岡本教会［日基教団］	 574

岡本キリスト教会［キリスト宣教団］	 137

岡本経営労務事務所	 191

岡本契約教会［改革長老］	 574

岡本契約教会教会学校ナーサリー	 554
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小名浜聖テモテ教会［聖公会］	 108

小名浜伝道所［日基教団］	 108

尾上	慶子	 1009

尾上聖愛教会［単立／独立］	 578

小野教会［日基教団］	 564

小野循環器科・内科	 839

小野田教会［日基教団］	 647

小野田小百合幼稚園	 644

小野田バプテスト教会［バプ連盟］	 647

小野塚印刷（株）	 355

小野町教会（伝）［イエス・キリスト］	 114

尾道教会［聖イエス会］	 632

尾道久保教会［日基教団］	 632

尾道清心幼稚園	 630

尾道西教会［日キ教会］	 632

尾道福音教会［単立／独立］	 632

尾道福音教会山野伝道所［単立／独立］	 639

尾道吉和伝道所＝吉和のチャーチ［日

基教団］	 633

小浜キリスト福音教会［TPKF］	 380

小浜キリスト福音教会三方伝道所

［TPKF］	 382

小浜聖ルカ教会［聖公会］	 380

飫肥教会［日基教団］	 740

おひさま保育園	 355

帯広栄光キリスト教会［JECA］	 33

帯広教会［日キ教会］	 33

帯広教会［日基教団］	 33

帯広教会池田礼拝堂［福音ルーテル］	 52

帯広教会帯広礼拝堂［福音ルーテル］	 33

帯広教会釧路礼拝堂［福音ルーテル］	 35

帯広キリスト伝道所［アッセンブリー］	 33

帯広キリスト福音教会［単立／独立］	 33

帯広小隊［救世軍］	 33

帯広聖公会［聖公会］	 33

帯広聖公会幼稚園	 24

帯広バプテスト・キリスト教会［バプ

連盟］	 33

帯広藤幼稚園	 24

帯山聖書教会［バイブル・プロテスタ

ント］	 724

小見川教会［日基教団］	 200

小見川キリスト教会［ホーリネス］	 201

親慶原バプテスト伝道所［沖縄バプ連

盟］	 765

親子共育グループ「Jackpot」［JKPT］	 310

親子リトミック	 119

親と子のひろば	ルーテル園	 554

お宿	すず花	 1061

小矢部キリスト教会＝北陸オアシスチ

ャペル［アッセンブリー］	 366

おやま神の愛伝道所［単立／独立］	 137

小山教会［日キ教会］	 137

小山教会［日基教団］	 137

小山教会＝小山ナザレン教会［ナザレ

尾崎基督教会［アッセンブリー］	 541

おざく台キリスト教会［JECA］	 295

オザスコ福音ホーリネス教会	 1042

小澤建築設計事務所	 894

小鹿教会［福音ルーテル］	 424

押部谷教会［イエス・キリスト］	 573

尾島キリスト教会［福音伝道］	 147

渡島福島教会［日基教団］	 53

小千谷キリスト宣教会［日本宣教会］	 357

小千谷福音キリスト教会［伝道福音］	 357

長万部マリア幼稚園	 24

オスロ日本語によるクリスチャンの集

い	 1040

小瀬キリストの教会［キリストの教会］	 126

小高教会［日基教団］	 113

小高教会幼稚園	 104

おだかの医院	 838

小樽オリーブ・ルーテル教会［NRK］	 32

小樽教会［日基教団］	 32

小樽キリスト福音館［単立／独立］	 32

王たるキリスト幼稚園	 554

小樽公園通教会［日基教団］	 32

小樽シオン教会［日キ教会］	 32

小樽聖公会［聖公会］	 32

小樽聖十字教会［日基教団］	 33

小樽中央幼稚園	 24

小樽バプテスト教会［バプ連盟］	 33

小樽福音キリスト教会［JECA・OMF］	 33

小樽藤幼稚園	 24

小樽ホーリネス教会［ウェスレアン］	 33

小樽望洋台伝道所［日基教団］	 33

小田原荻窪キリスト教会［単立／独立］	 319

小田原教会［基督兄弟団］	 319

小田原教会［日基教団］	 319

小田原教会［福音ルーテル］	 319

小田原クリスチャンセンター［NSKK］	 319

小田原十字町教会［日基教団］	 319

小田原聖十字教会［聖公会］	 320

小田原聖書バプテスト教会［JBBF］	 320

小田原中央教会［東京中央教会］	 320

小田原友愛キリスト教会［友愛グルー

プ］	 320

落合記念キリスト教会［キリスト伝道

隊］	 257

越知キリスト教会＝高知グレースチャ

ペル越知教会［ホーリネス］	 682

御茶の水キリストの教会［キリストの

教会］	 272

お茶の水クリスチャン・センター［OCC］	966

お茶の水聖書学院［OBI］	 810

小月教会［日基教団］	 647

追浜聖書教会［同盟基督］	 335

男山教会［改革派］	 499

小名浜教会［聖協団］	 108

小名浜白百合幼稚園	 104

沖縄福音伝道会［OEM］	 995

沖縄福音連盟［OEF］	 966

沖縄復活教会［聖イエス会］	 760

沖縄プレイズチャーチ［アッセンブリ

ー］	 765

沖縄ベタニヤチャーチ［ワールドミッ

ション］	 764

沖縄ベテル教会［在外国教団教派］	 761

沖縄世の光教会［CINA］	 767

沖縄リバイバルチャーチ［単立／独立］	 759

沖縄ルーテル教会［NRK］	 767

沖永良部キリスト教会［ホーリネス］	 752

沖野測量登記事務所	 191

小城幼稚園	 709

奥浦慈恵院	 882

尾久キリスト教会［ホーリネス］	 244

奥沢教会［日基教団］	 266

奥沢幼稚園	 232

奥田福音キリスト教会［単立／独立］	 621

奥多摩バイブル・シャレー	 1060

奥多摩福音キリスト教会［JECA・リー

ベンゼラ］	 304

奥多摩福音の家	 1060

オグデン・キリスト合同教会	 1031

奥中山学園	 853

奥中山教会［日基教団］	 71

奥中山聖泉キリスト教会［イエス・キ

リスト］	 71

小国教会［福音ルーテル］	 728

小国キリスト教会［ホーリネス］	 101

奥山実アワーの会	 966

小倉台キリスト教会［長老教会］	 206

小栗栖伝道所［日基教団］	 495

桶川聖書教会［単立／独立］	 162

桶川伝道所［日基教団］	 162

桶川バイブルバプテスト教会［JBBF］	 163

桶川福音自由教会［福音自由］	 163

置戸教会［日基教団］	 52

置戸こじか保育園	 24

桶狭間キリスト教会［アッセンブリー］	 449

小郡カトリック幼稚園	 686

小郡教会［日基教団］	 650

小郡キリスト教会［バプ連盟］	 691

小郡めぐみキリスト教会［単立／独立］	 650

越生教会［聖協団］	 184

越生教会［日基教団］	 184

越生みどり幼稚園	 158

興部伝道所［日基教団］	 54

お好み焼ころんぶす南台駅前店	 308

お好み焼ころんぶす根岸店	 308

お好み焼き	パウロ	 721

尾崎	道夫・アネマリー	 1014

尾崎栄光葬祭社	 910

尾崎キリスト教会＝長良キリスト教会

第二会堂［同盟基督］	 409
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かおり幼稚園	 24

加賀中央キリスト教会［同盟基督］	 373

香登教会［イエス・キリスト］	 626

鏡石栄光幼稚園	 104

鏡石伝道所［日基教団］	 114

各務原教会［日基教団］	 409

各務原バプテスト教会［バプ連盟］	 409

（特養）輝き	 879

（有）輝	 907

（福）輝き奉仕会	 823

輝幼稚園	 96

賀川記念館	 559

香川教会［日基教団］	 661

香川豊島教会［日基教団］	 664

賀川豊彦記念・松沢資料館［賀川資料

館］	 241

香川直島伝道所［日基教団］	 664

柿生キリスト教会［JECA］	 300

（株）柿谷カウンセリングセンター

［KCC］	 848

（株）柿谷カウンセリングセンター	結

婚紹介室［M係］	 904

柿ノ木坂教会［日基教団］	 281

堅磐信誠幼稚園	 438

学園教会［ナザレン］	 203

学園前聖書教会［同盟基督］	 592

学座・とうごまの葉の下	 966

鶴城幼稚園	 668

学生聖句書道センター［ろごす］	 355

拡大宣教会	 966

拡大宣教学院	 808

角田カトリック幼稚園	 75

角田教会［日基教団］	 78

角田幼稚園	 75

神楽町教会［フリーメソ］	 580

掛川・菊川教会掛川集会所［福音ルー

テル］	 421

掛川・菊川教会菊川集会所［福音ルー

テル］	 421

掛川教会［日基教団］	 421

掛川聖書バプテスト教会［JBBF］	 421

掛川フォースクエア福音教会［フォー

スクエア］	 421

加古川教会［聖イエス会］	 564

加古川キリスト教会［フリーメソ］	 564

加古川キリスト教会聖愛こひつじ園

［こひつじ園］	 554

加古川バプテスト教会［単立／独立］	 564

加古川バプテスト教会インターナショ

ナルスクール［KBCI］	 552

加古川バプテスト教会NEWS	World	

Mission［NEWS］	 995

加古川東教会［日基教団］	 564

加古川福音キリスト教会［アッセンブ

リー］	 564

尾張旭福音自由教会［福音自由］	 444

尾張一宮教会［日基教団］	 442

遠賀キリスト教会［キリストの教会］	 706

御宿教会［キリスト合同］	 216

オンタリオコミュニティ合同メソジス

ト教会	 1017

恩寵基督教会［同盟基督］	 199

恩寵社	 228

恩納キリスト教会［単立／独立］	 766

オンヌリ教会日本語礼拝部	 1052

か

カーザベルデ福音ホーリネス教会	 1042

カーザベルデホサナ福音教会	 1042

カーショップ池田	 738

ガーデナ・トーレンス南部バプテスト

教会日本語伝道所	 1018

ガーデナ平原バプテスト教会	 1018

ガーデンセンターさにべる	 155

カーネル大学ジャパンキャンパス［カ

ーネル神学校］	 811

カーメルバプテスト教会	 1027

海外宣教連絡協力会［JOMA］	 966

改革派神学研修所	 811

開花幼稚園	 507

甲斐小泉キリストの教会［キリストの

教会］	 389

介護保険総合ケアセンターいずみの園

［いずみの園］	 883

カイザリヤ教会［聖イエス会］	 707

海上寮療養所	 832

開成バプテスト教会［単立／独立］	 351

海星幼稚園	 355

海星幼稚園	 507

海星幼稚園	 618

貝塚カトリック幼稚園	 508

貝塚教会［日基教団］	 528

貝塚聖書教会［FKK］	 528

海津キリスト教会［同盟福音］	 409

外登法問題と取りくむ全国キリスト教

連絡協議会［外キ協］	 966

海南伝道所［日基教団］	 655

海南ルーテル教会［近畿教会］	 599

海浜幕張めぐみ教会［長老教会］	 206

カイロプラクティックセンターぶどう

のえだ	 846

カウマナ・ドライブ・バプテスト教会

日本語伝道所	 1027

カウンセリングルーム	Olive	 849

カウンセリングルーム	GRACE	 849

かえで幼稚園	 418

香りキリスト教会（伝）［世界福音］	 477

かおり幼稚園	 24

ン］	 137

小山教会［聖イエス会］	 433

小山コミュニティチャペル［JRL］	 137

小山聖書キリスト教会［福音伝道］	 138

小山聖書浸礼教会［JBBF］	 138

小山聖泉キリスト教会＝シティ・ハー

ベスト・チャーチ［JRL］	 138

小山聖ミカエル教会［聖公会］	 138

尾山台北教会［日基教団］	 266

尾山台教会［ナザレン］	 266

小山バプテスト教会［保守バプ］	 138

小山フォースクエア福音教会［フォー

スクエア］	 138

小山平和教会＝東京平和教会小山伝道

所［バプ同盟］	 138

おゆみ野キリスト教会［長老教会］	 205

オランダ日本語キリスト教会アムステ

ルダム集会	 1035

オランダ日本語キリスト教会中部集会	 1035

オランダ日本語キリスト教会南部集会	 1035

オランダ邦人伝道宣教会［オランダ宣

教会］	 995

オリーブ動物病院	 833

認定子ども園オリーブの木	 104

オリーブの木キリスト教会［単立／独

立］	 164

オリーブの木キリスト教会［単立／独

立］	 351

オリーブの集い［単立／独立］	 114

オリーブ山教会［札幌キリスト召団］	 206

（学）折尾愛真学園	 778

折尾愛真短期大学	 805

折尾愛真中学校・折尾愛真高等学校	 805

折尾教会［KCCJ］	 695

（医）おりお心和クリニック	 843

折尾伝道所［日キ教会］	 695

折尾バプテスト教会［バプ連盟］	 695

折田建築事務所	 893

オリブ園	 853

（介老保）オリブ園	 884

オリブ山病院	 844

オリベットバプテスト教会	 1027

（特養）オリンピア	 876

オリンピア灘	 876

オリンピア兵庫	 876

オリンピア都保育園	 554

オレンジカフェチャーチ［聖書キリス

ト］	 177

オレンジ郡キリスト教会	 1018

小禄聖マタイ教会［聖公会］	 762

小禄バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 764

尾鷲教会＝尾鷲キリスト教会［日基教

団］	 466

尾鷲キリスト恵み教会［単立／独立］	 466

尾張旭教会［改革派］	 444
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春日保育園	 659

春日マリア幼稚園	 438

上総大原教会［日基教団］	 196

カスタニャル福音ホーリネス教会	 1042

（株）カスタムエージェント	 888

ガストホフ木馬	 1059

霞ヶ丘教会［バプ同盟］	 350

霞ヶ丘教会［改革長老］	 568

霞ヶ丘教会若葉台集会所［バプ同盟］	 338

香住丘キリスト福音教会［KKFF］	 703

香住ヶ丘バプテスト教会［バプ連盟］	 703

霞ヶ関キリスト教会［同盟基督］	 165

香住教会［日基教団］	 586

粕屋バプテスト教会［バプ連盟］	 707

笠田基督教会［聖公会］	 602

加世田聖母幼稚園	 747

カセビ・ジャイミ＆恭子	 1012

加須教会［日基教団］	 163

家族ウェルビーイング研究所スズラン

ハウス	 862

かたえキリスト教会［バプ連盟］	 699

（有）片岡商会	 888

片倉教会［日基教団］	 292

片倉キリスト教会［単立／独立］	 340

片倉キリストの教会［キリストの教会］	 293

片品村開拓伝道所［福音伝道］	 153

片瀬教会［日基教団］	 332

片瀬のぞみ幼稚園	 312

堅田教会［日基教団］	 477

交野教会［日基教団］	 528

交野キリスト教会［長老教会］	 528

交野バプテスト教会［単立／独立］	 528

片柳福音自由教会［福音自由］	 173

勝浦オルガン工房	 898

勝浦教会［日基教団］	 200

勝浦キリスト・バプテスト教会［バプ

教会連合］	 602

学研教室［よっかまち教室］	 417

学研都市キリスト教会［バプ教会連合］	 544

葛飾茨十字教会［聖公会］	 250

葛飾こどもの園幼稚園	 232

葛飾高砂伝道所［日基教団］	 250

（学）活水学院	 778

活水基督教団	 915

活水女子大学・大学院	 806

活水聖書学院	 814

活水中学校・高等学校［活水中高］	 806

ガッズキングダム・クリスチャンスク

ール［CSOGK］	 225

勝田教会［日基教団］	 127

勝田教会常陸大宮チャペル［日基教団］	 126

勝田キリストの教会［キリストの教会］	 128

勝田キリストの教会［キリストの教会］	 627

勝田笹野キリスト教会［フリーメソ］	 128

勝田聖書教会［単立／独立］	 128

鹿島教会［日基教団］	 122

鹿島キリスト教会［バプ連盟］	 711

鹿島聖オーガスチン礼拝堂［聖公会］	 122

鹿島台キリスト教会［バプ同盟］	 78

鹿島台幼稚園	 192

鹿島福音キリスト教会［JECA・リーベ

ンゼラ］	 122

鹿島幼稚園	 119

柏・家の教会［ガリラヤ福音］	 199

柏木教会［日キ教会］	 257

柏教会［日基教団］	 199

柏キリスト教会［ホーリネス］	 199

柏久保幼稚園	 418

柏グレース・インターナショナル・チ

ャーチ［単立／独立］	 199

柏グローリーチャペル［ルーテル同胞］	 199

柏崎カトリック白百合幼稚園	 355

柏崎キリスト教会［伝道福音］	 357

柏崎聖光キリスト教会［ホーリネス］	 357

柏崎伝道所［日基教団］	 357

柏シャローム教会［長老教会］	 199

柏聖アンデレ教会［聖公会］	 195

柏戸病院	 832

柏ビブリカル・ホーム［聖書キリスト］	 199

柏福音キリスト教会［JECA］	 199

柏福音自由教会［福音自由］	 199

柏めぐみのうたキリスト伝道所＝柏カ

ナンチャペル［アッセンブリー］	 200

柏めぐみ幼稚園	 192

柏原教会［イエス・キリスト］	 528

春日井栄光キリスト教会［COG］	 444

春日井教会［改革派］	 445

春日井教会［日基教団］	 445

春日井神領キリスト教会［バプ宣教団］	 445

春日井聖書教会［JECA］	 445

春日井福音キリスト教会［JECA］	 445

春日井福音自由教会［福音自由］	 445

春日教会＝春日クリスチャンセンター

［アッセンブリー］	 691

春日荘聖マリア幼稚園	 508

春日チャペル［JBM］	 692

春日デイサービスセンター	 883

春日原キリスト教会［バプ連盟］	 692

春日東教会［日基教団］	 692

春日部・家の教会［ガリラヤ福音］	 163

春日部教会［日基教団］	 163

春日部チャペル［勝利教会］	 163

春日部福音自由教会＝中央会堂［福音

自由］	 163

春日部福音自由教会丘の上記念会堂

［福音自由］	 163

春日部福音自由教会庄和チャペル［福

音自由］	 163

春日部福音自由教会武里チャペル［福

音自由］	 163

加古川福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 564

加古川恵キリスト教会［ホーリネス］	 564

加古川リバイバルチャペル［NTM］	 564

鹿児島加治屋町教会［日基教団］	 749

鹿児島教会［キリスト伝道団］	 749

鹿児島教会［基督兄弟団］	 749

鹿児島教会［日基教団］	 749

鹿児島教会［聖書友の会］	 750

鹿児島キリスト教会［ナザレン］	 750

鹿児島シティーチャーチ［単立／独立］	 750

鹿児島神愛教会［アッセンブリー］	 750

鹿児島聖書研究会［無教会］	 750

鹿児島聖書バプテスト教会［単立／独

立］	 750

鹿児島武キリスト教会［ホーリネス］	 750

鹿児島デフ・バプテスト教会［万国デ

フ］	 750

鹿児島伝道所［東洋ローア］	 750

鹿児島バプテスト教会＝日本バプテス

ト鹿児島基督教会［バプ連盟］	 750

鹿児島バプテスト教会中山伝道所［バ

プ連盟］	 750

鹿児島一麦書店［ひとむぎ書店］	 746

鹿児島福音センター［福音宣教会］	 750

鹿児島復活教会［聖公会］	 750

鹿児島めぐみ教会（伝）［イエス・キ

リスト］	 750

鹿児島リバイバルチャーチ［単立／独

立］	 750

鹿児島レムナント教会［単立／独立・

イエス教長老会］	 752

篭原キリスト教会［キリスト伝道隊］	 167

葛西聖書バプテスト教会［JBBF］	 247

加西伝道所［日キ教会］	 565

笠岡教会［聖イエス会］	 623

笠岡教会［日基教団］	 623

風間会計事務所	 227

笠間キリスト福音教会［JECA］	 122

笠松キリスト教会［同盟福音］	 414

香椎教会［日基教団］	 703

香椎集会［バプ連盟］	 703

香椎バプテスト教会［単立／独立］	 703

鍛冶ヶ谷カトリック幼稚園	 312

加治木キリストの教会［キリストの教

会］	 748

かしの木味鋺キリスト教会［単立／独

立］	 452

かしのき保育園	 232

鹿忍教会［イエス・キリスト］	 625

橿原キリスト教会＝橿原チャペル［ア

ッセンブリー］	 591

橿原ルーテル教会［近畿教会］	 591

鹿島栄光教会［日基教団］	 113

鹿島カトリック幼稚園	 710
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カナン精機工場集会所［カナン教団］	 541

カナン武並祈祷院	 408

カナン建物（株）	 894

カナン十河保育園	 659

カナン土地（株）	 890

（福）カナンの園	 823

カナン福音教会［単立／独立］	 448

カナン福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 548

（福）カナン福祉センター	 880

カナン・プレイズ・チャーチ［単立／

独立］	 43

カナン保育園	 659

蟹江基督教会［単立／独立］	 461

蟹江シャロームチャーチ［神の家族］	 461

可児キリスト教会＝希望の丘チャペル

［同盟福音］	 410

可児キリスト教会美濃加茂集会＝美濃

加茂ホープチャペル［同盟福音］	 413

かにた教会［日基教団］	 203

香貫教会［日基教団］	 426

鹿沼教会［日基教団］	 138

鹿沼キリスト教会［福音伝道］	 138

鹿沼キリスト集会＝あさう町チャペル

［単立／独立］	 138

鹿沼聖母幼稚園	 134

金子	伸哉	 1014

兼次伝道所［日基教団］	 766

かねまた	 482

狩野外科医院	 831

鹿屋キリスト教会［キリストの教会］	 751

鹿屋伝道所［日基教団］	 751

カフェ･イリス	 56

カフェテラス	オリーブ山	 482

カフェ・リンク	 755

兜台保育園	 484

カフルイユニオン教会日本語部	 1028

河辺伝道所［日基教団］	 284

カベナンター書店	 553

カベナント・コミュニティースクール・

インターナショナル	 190

カべナント・チャペル［聖約］	 621

カベナントチャペル日本人教会	 1052

画房・雨楽庵	 88

釜石神愛教会［聖公会］	 68

釜石神愛幼児学園	 67

蒲江キリスト教会［アッセンブリー］	 734

釜ヶ崎ディアコニア・センター	喜望

の家［喜望の家］	 873

釜ヶ崎伝道所［日基教団］	 523

鎌ヶ谷教会［日基教団］	 201

鎌倉栄光教会［日キ教会］	 320

鎌倉恩寵教会［日基教団］	 320

鎌倉教会［日基教団］	 320

鎌倉聖ミカエル教会［聖公会］	 320

カトリック幼稚園	 394

金岡キリスト恵み教会［単立／独立］	 530

神奈川教会［日基教団］	 340

神奈川幼稚園	 312

カナ共同体・トヨタ・セントラル・チ

ャーチ＝TCC［単立／独立］	 450

カナ共同体・祈りの家マナ［祈りの家

マナ］	 440

カナ結婚相談所	 906

鹿子木	健・ゆう子	 1007

金沢あおぞら教会［聖書教会連盟］	 374

金沢教会［聖イエス会］	 374

金沢教会［日基教団］	 374

金沢キリスト教会［アッセンブリー］	 341

金沢キリスト教会［バプ連盟］	 374

金沢キリスト教会英語礼拝部［アッセ

ンブリー］	 341

金沢キリスト教会付属よろこび園［よ

ろこび園］	 312

金沢キリストの教会［キリストの教会］	 341

金沢キリスト福音教会［単立／独立］	 374

金沢グレイスチャペル［シオン宣教団］	 374

金沢聖書教会［アッセンブリー］	 374

金沢聖書バプテスト教会［JBBF］	 374

金沢聖ヨハネ教会［聖公会］	 374

金沢中央教会［同盟基督］	 374

金沢伝道所［改革派］	 374

金沢独立キリスト教会高松伝道所［単

立／独立］	 375

金沢独立キリスト教会辰口伝道所［単

立／独立］	 376

金沢独立キリスト教会［単立／独立］	 374

金沢長町教会［日基教団］	 374

金沢南部教会［日基教団］	 374

金沢西聖書教会［聖書教会連盟］	 377

金沢八景教会［日基教団］	 341

金沢東聖書教会［聖書教会連盟］	 375

金沢フィラデルフィヤ教会［TPKF］	 341

金沢文庫教会［バプ同盟］	 341

金沢めぐみ教会［同盟基督］	 375

金沢めぐみ幼稚園	 372

金沢元町教会［日基教団］	 375

金津福音キリスト教会［TPKF］	 380

かな保育園	 747

金町教会［日基教団］	 250

要町教会［日基教団］	 274

要町幼稚園	 232

金目伝道所［日キ教会］	 331

金山プラザホテル	 1063

カナン教会［基督兄弟団］	 571

カナングレイスチャーチ［ワールドミ

ッション］	 541

カナン子育てプラザ21	 659

カナン子ども支援センター［カナン児

童館］	 659

勝田台教会［改革派］	 214

勝田台教会［日基教団］	 214

勝田台キリスト教会［ホーリネス］	 214

勝田保育園	 119

勝沼教会［日基教団］	 386

鹿角カトリック幼稚園	 89

勝間田伝道所＝勝間田ルーテル教会

［西日本ルーテル］	 627

勝山教会［基督兄弟団］	 626

勝山教会［日基教団］	 626

勝山自由キリスト教会［TPKF］	 380

勝山ミニ・チャーチ［単立／独立］	 525

勝山幼稚園	 668

葛城キリスト教会［自由メソ］	 514

桂教会［日基教団］	 494

桂沢栄光教会［単立／独立］	 48

桂保育園	 484

嘉手納アッセンブリー教会［アッセン

ブリー］	 767

嘉手納バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 767

かとうレンタカー	 464

（株）加藤組	 893

加藤司法書士事務所	 408

加藤千燿いけばな教室	 605

門真兄弟伝道所［日基教団］	 529

門真キリスト教愛児園	 508

門真キリスト教会［アッセンブリー］	 529

門真キリスト教会［バプ同盟］	 529

門真キリスト恵み教会［単立／独立］	 529

門真バプテスト・キリスト教会［バプ

教会連合］	 529

カトマンズ日本語聖書集会	 1040

カトリック明野幼稚園	 731

カトリック臼杵幼稚園	 731

カトリック海の星幼稚園	 731

カトリック海星幼稚園	 731

カトリック・カリタス幼稚園	 747

カトリック玖珠幼稚園	 731

カトリック国分幼稚園	 747

カトリック佐伯幼稚園	 731

カトリック坂ノ市幼稚園	 731

カトリックさゆり幼稚園	 508

カトリックさゆり園	 722

カトリック志布志幼稚園	 747

カトリック士別幼稚園	 24

カトリック聖クララ幼稚園	 686

カトリック清心幼稚園	 67

カトリック聖マリア幼稚園	 508

カトリック津久見幼稚園	 731

カトリック鶴崎幼稚園	 731

カトリック天使幼稚園	 508

カトリック日田幼稚園	 731

カトリックみどり幼稚園	 158

カトリック山田幼稚園	 715

カトリック湯の川幼稚園	 24
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加茂キリスト教会［アライアンス］	 612

加茂キリストの教会［キリストの教会］	 357

加茂キリストの教会三条E.C.S.バイブ

ルクラス［キリストの教会］	 358

鴨下マッサージ	 845

鴨島兄弟教会［日基教団］	 655

鴨島ひかり乳幼児保育園	 652

加茂白百合幼稚園	 355

加茂テモテ・ルーテル幼稚園	 355

鹿本キリスト教会［JECA］	 727

蒲原	亜矢	 1013

加茂福音キリスト教会［伝道福音］	 358

鹿屋カトリック幼稚園	 747

鹿屋クリスチャンセンター書店	 747

加悦聖三一教会［聖公会］	 499

かやはなフラワースタジオ	 435

栢山キリスト教会［単立／独立］	 320

華陽教会［日基教団］	 410

カラーランド研究所［カラーランド］	 155

（医）ガラシア会	 823

ガラシア在宅サービスセンター	 873

ガラシア病院	 840

からし種出版	 966

からしだねセンター	 871

からしだねワークス	 872

烏山キリストの教会［キリストの教会］	 140

烏山聖マリア幼稚園	 134

烏山福音教会［キリスト宣教団］	 140

唐津カトリック幼稚園	 710

唐津教会［日基教団］	 711

唐津教会［福音ルーテル］	 711

唐津聖書教会［アッセンブリー］	 711

唐津ルーテル幼稚園	 710

唐橋神愛キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 496

（有）カリス	 220

カリスチャペル［単立／独立］	 528

カリスチャペル岡山［単立／独立］	 627

カリスチャペル京阪奈［単立／独立］	 488

カリスチャペル名張［単立／独立］	 469

カリスチャペル福岡［単立／独立］	 698

カリス薬局	 851

カリスリフレッシュセンター	 1063

（養老）カリタスの園聖ヨゼフ寮	 868

カリタス幼稚園	 312

カリヒ・ユニオン教会	日本語部	 1028

カリフォルニア神学大学院日本校

［P.I.T.S.	日本校］	 811

カリフォルニアの星神召教会	 1018

刈谷教会［日基教団］	 446

刈谷教会［福音ルーテル］	 446

刈谷キリスト教会［アドベント］	 446

刈谷キリスト公同教会［キリスト公同］	 446

仮屋キリストの教会［キリストの教会］	 563

刈谷知立キリスト教会［単立／独立］	 448

神の愛シャローム教会［単立／独立］	 456

神の家キリスト教会［単立／独立］	 443

神の家族キリスト教会	 915

神の家族主イエスキリスト教会［単立

／独立］	 242

上三川教会［日基教団］	 141

神の川教会［聖イエス会］	 262

上三川幼児園	 134

神の教会保育園［神教］	 232

神のキリスト宣教教会［単立／独立］	 478

神の国キリスト教会［イエス・キリス

ト］	 621

（特養）神の園［ｶﾐﾉｿﾉ］	 871

神辺平和教会［単立／独立］	 639

神の恵みキリスト教会［単立／独立］	 433

上山教会［日基教団］	 97

上山聖書バプテスト教会［保守バプ］	 97

上福岡教会［改革派］	 182

上福岡キリスト教会［福音バプ宣教団］	 166

上福岡バプテスト教会［バプ教会連合］	 182

上星川教会［日基教団］	 349

上溝伝道所［日キ教会］	 325

上宮田小羊保育園	 312

上社福音キリスト教会［JECA］	 459

神居キリスト教会丘の上チャペル［ア

ッセンブリー］	 30

加村洋菓子店［Bread＆Cakeカムラ］	 103

亀有教会［日基教団］	 251

亀有キリスト福音教会［単立／独立］	 242

亀有キリスト福音教会柏伝道所［単立

／独立］	 200

亀戸教会［日基教団］	 253

亀戸教会めぐみ園	 232

亀岡聖書バプテスト教会［JBBF］	 488

亀岡福音教会［福音ペンテコステ］	 488

亀岡ベタニヤ教会［TPKF］	 488

亀岡リベカ教会［聖イエス会］	 488

亀田カトリック幼稚園	 355

亀田キリスト教会［同盟基督］	 360

亀津カトリック幼稚園	 747

亀の里アパートメントハウス	 880

亀山教会［日キ教会］	 466

加茂愛育園	 880

鴨居キリスト教会［単立／独立］	 335

かもい聖書教会［JECA］	 349

（株）鴨居電気	 308

蒲生教会［日基教団］	 518

鴨方教会［日基教団］	 619

賀茂川教会［福音ルーテル］	 490

加茂川教会［日基教団］	 491

加茂川キリスト教会［東洋福音教団］	 431

鴨川聖フランシス教会［聖公会］	 201

鴨川福音教会［在外国教団教派］	 492

賀茂教会［日基教団］	 492

加茂キリスト教会［単立／独立］	 565

（福）鎌倉静養館	 823

（軽費）鎌倉静養館	 866

（特養）鎌倉静養館	 866

鎌倉泉水教会［日基教団］	 320

鎌倉台伝道所［バプ連盟］	 320

鎌倉深沢教会［イエス・キリスト］	 320

鎌倉雪ノ下教会［日基教団］	 321

蒲郡キリスト教会［ホーリネス］	 446

蒲郡バプテスト教会［単立／独立］	 446

蒲田教会［日基教団］	 249

蒲田教会［福音ルーテル］	 249

蒲田教会・クロスロード・チャペル［シ

オン・キリスト］	 249

鎌田司法書士事務所	 739

蒲田新生教会［日基教団］	 249

蒲田御園教会［日キ教会］	 249

蒲田ルーテル幼稚園	 232

カマリロ泉キリスト教会	 1018

上芦別キリスト教会［ナザレン］	 30

上池キリスト教会［ホーリネス］	 249

上板橋キリスト教会［単立／独立］	 245

上市クリスチャンセンター伝道所［ア

ッセンブリー］	 369

上岩出コミュニティチャーチ［伝道隊］	 599

上馬キリスト教会［単立／独立］	 266

上馬キリスト教会片品村伝道所［単立

／独立］	 153

上大岡教会［日基教団］	 339

上大岡聖書教会［同盟基督］	 342

神岡キリスト教会［同盟基督］	 413

上落合キリストの教会［キリストの教

会］	 257

上賀茂伝道所［日基教団］	 490

香美教会［日基教団］	 681

上京教会［ナザレン］	 490

上久保	崇・窓	 1014

上郡キリスト教会［伝道隊］	 585

上郡福音教会［JEC］	 585

上郡福音教会佐用チャペル［JEC］	 586

上作延キリスト教会［JECA・リーベン

ゼラ］	 323

上郷医院	 836

神澤	郁恵	 1013

神栖めぐみキリスト教会［JECA］	 122

上諏訪教会［日基教団］	 399

上諏訪湖畔教会［改革派］	 399

神園キリストの教会［キリストの教会］	 580

上高井戸教会［日基教団］	 262

上舘	千恵子	 1014

上鳥羽教会［日基教団］	 496

上富坂教会［日基教団］	 279

上豊岡キリスト教会［友愛グループ］	 148

神の愛キリスト教会［ペンテコステ教

団］	 387

神の愛キリスト伝道所［日基教団］	 121
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川崎聖パウロ教会［聖公会］	 322

川崎中央福音教会［アッセンブリー］	 322

川崎戸手教会［日基教団］	 323

川崎南部キリスト教会［COG］	 322

川崎バプテスト教会［バプ連盟］	 324

川崎ホーリネス教会［ホーリネス］	 323

川崎元木町キリスト教会［NRK］	 322

川島	利子	 1010

川島姉同労会［川島姉同労会］	 996

川尻キリスト教会［アッセンブリー］	 724

川谷教会［日基教団］	 115

川谷保育園	 104

河内天美教会［日基教団］	 545

河内長野教会［日基教団］	 529

河内長野聖書教会［MB］	 529

河内長野みぎわ教会［日基教団］	 529

河内松原教会［日基教団］	 545

川鶴チャペル［JECA］	 176

川奈聖書教会［同盟基督］	 421

川西教会［KCCJ］	 565

川西キリスト教会［単立一麦の群］	 565

川西聖書教会［同盟基督］	 565

川西福音教会［JEC］	 565

川根バプテスト教会［バプ連盟］	 433

川之江栄光教会［聖成基督］	 672

川之江教会［日基教団］	 672

川之江キリスト教会［単立／独立］	 672

川之江伝道所［アライアンス］	 672

河辺家の教会［ルーテル同胞］	 91

川俣教会［日基教団］	 114

川南せせらぎキリスト教会＝宮崎北聖

書キリスト教会伝道所［JECA］	 743

川村書店シャローム［川村書店］	 714

川本教会［イエス・キリスト］	 614

川本教会沢谷伝道所［イエス・キリス

ト］	 614

川本キリスト恵み教会［単立／独立］	 614

河本商店	 501

川本デイサービスセンターのぞみ館	 857

川和教会［日基教団］	 344

観音寺教会［日キ教会］	 660

観音寺聖母幼稚園	 659

観音寺伝道所［東洋ローア］	 660

関空伝道所［KCCJ］	 513

観光農園	アスパーランド	 20

関西エヴァンジェリカルハーモニー

［KEハーモニー］	 966

関西華僑基督教会［単立／独立］	 570

関西キリスト教視聴覚教育センター

［KAVACO］	 966

関西クリスチャンコワイア	 966

関西合同聖書集会［無教会］	 521

関西合同聖書集会共同墓地	 909

関西コンサート協会	 966

関西神学塾	 816

カルバリイ教会［聖イエス会］	 670

カルバリの丘バプテスト教会［JBBF］	 423

カルバリバプテスト教会［単立／独立］	 454

カルフォルニア・ユニバーシティ

NLLANO日本分校	 809

カルメル教会［聖イエス会］	 673

カルメン幼稚園	 372

カレーショップ酒井屋	 73

カレブゴスペルサービス	 966

川井	勝太郎	 1052

（株）河合楽器製作所	営業企画室	古典

楽器担当［（株）河合楽器製作所	古

典楽器担当］	 899

川井社会保険労務士事務所［川井社労

士事務所］	 96

川内集会所［カナン教団］	 653

河浦基督教会［アッセンブリー］	 723

川上	哲司	 1013

川上教会［日基教団］	 672

かわかみ設計事務所東京事務所	 889

かわかみ設計事務所	 888

川上幼稚園	 372

川口教会［日基教団］	 164

川口キリスト教会［C&MA］	 164

川口キリスト教会［単立／独立］	 164

川口基督教会（主教座聖堂）［聖公会］	 523

川口小隊［救世軍］	 164

川口神召キリスト教会＝オリーブ・チ

ャペル［アッセンブリー］	 164

川口中央福音自由教会［福音自由］	 164

川口福音自由教会［福音自由］	 164

川桁伝道所［日基教団］	 115

河芸ルーテル教会［近畿教会］	 468

川越教会［改革派］	 166

川越教会［日基教団］	 166

川越基督教会［聖公会］	 166

（福）キングス・ガーデン埼玉	 823

（特養）	川越キングス・ガーデン	 857

川越国際キリスト教会＝On	The	Way	

Chapel［東京FM］	 166

川越新生バプテスト教会［単立／独立］	 166

川越聖書教会［JECA］	 166

川越高階教会［ホーリネス］	 166

川越のぞみ教会［ホーリネス］	 166

川越バプテスト教会＝フレンドシップ

チャペル［バプ教会連合］	 166

川越福音自由教会［福音自由］	 166

川崎	淳・亮子	 1013

川崎教会［KCCJ］	 322

川崎教会［日基教団］	 322

川崎キリスト教会［COG］	 323

川崎惠泉塾［札幌キリスト召団］	 321

（株）川崎工業	 898

川崎境町教会［日基教団］	 322

川崎頌和幼稚園	 312

刈谷福音キリスト教会［単立／独立］	 446

（株）カリヨネア	 900

ガリラヤ教会［ガリラヤ福音］	 168

ガリラヤ教会［聖イエス会］	 477

ガリラヤ聖書神学校	 809

（特養）ガリラヤ荘	 881

ガリラヤチャーチ［ワールドミッショ

ン］	 600

ガリラヤの海辺教会［単立／独立］	 201

ガリラヤバイブルカレッジ［GBC］	 308

ガリラヤ福音教会＝ガリラヤ家の教会

［単立／独立］	 568

ガリラヤ丸子町キリスト教会＝丸子町

チャペル［アッセンブリー］	 397

軽井沢追分教会［日基教団］	 403

軽井沢教会［日基教団］	 403

軽井沢キリスト教会［同盟基督］	 403

軽井沢ショー記念礼拝堂［聖公会］	 403

軽井沢中央教会［単立／独立］	 403

軽井沢フェローシップバイブルキャン

プ	 1061

軽井沢ペヌエル・チャーチ［単立／独

立］	 404

軽井沢ホライズンチャペル［ホライズ

ン］	 404

軽井沢南教会［日基教団］	 404

軽井沢幼稚園	 394

カルウエラ救世軍小隊	 1028

カルガリー日系人福音教会	 1036

カルチャーパビリオン平安北砂	 907

カルチャーパビリオン平安篠崎	 907

カルディア	 550

カルバリー聖書学院	 814

カルバリーチャペル所沢［カルバリー

チャペル］	 177

カルバリーチャペル岩国［カルバリー

チャペル］	 646

カルバリーチャペル丘の上キリスト教

会［単立／独立］	 288

カルバリーチャペル沖縄［カルバリー

チャペル］	 768

カルバリーチャペル鎌倉［カルバリー

チャペル］	 321

カルバリーチャペル宜野湾［カルバリ

ーチャペル］	 762

カルバリーチャペルグループ	 915

カルバリーチャペル那覇［カルバリー

チャペル］	 764

カルバリーチャペル西東京［カルバリ

ーチャペル］	 291

カルバリーチャペルミニストリー	JAPAN	915

カルバリー・バプテスト	 916

カルバリーバプテスト教会［バプ連盟］	 62

カルバリー・バプテスト教会［バプ連

合］	 293
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木曽キリスト教会［単立／独立］	 403

北赤羽キリスト教会［同盟基督］	 252

北秋田キリスト教会［ルーテル同胞］	 92

北秋津キリスト教会［同盟基督］	 177

北安曇木工	 894

北浦和・家の教会［ガリラヤ福音］	 170

北大阪インマヌエル教会［単立／独立・

イエス教長老会］	 512

北大阪教会［イエス・キリスト］	 515

北大阪キリスト教会［バプ連盟］	 546

北大阪真愛伝道所［日基教団］	 535

北大阪福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 527

北柏めぐみ教会［日基教団］	 200

喜多方カトリック千草幼稚園［ちぐさ

幼稚園］	 105

喜多方教会［日基教団］	 109

北方キリスト教会［JECA］	 414

喜多方待望教会［イエス・キリスト］	 109

北上教会［日基教団］	 69

北上キリスト教会［単立／独立］	 69

北上シオン伝道所［KCCJ］	 69

北上聖書バプテスト教会［保守バプ］	 69

北川辺教会［日基教団］	 164

北関東神学研修センター	 808

北九州YMCA日本語学校	 805

北九州栄光キリスト教会［トータル］	 694

北九州教会［栄光の福音］	 692

北九州キリスト教書店	オアシス	 685

北九州キリスト教ブックセンター	 685

北九州クリスチャンの集い［CCNZ日本］	 695

北九州シオン教会［アッセンブリー］	 694

北九州新生バプテスト伝道所［バプ連

盟］	 694

北九州信徒聖書学校	 818

北九州聖書教会［同盟基督］	 695

北九州聖書バプテスト教会［JBBF］	 695

北九州ハーベストチャーチ＝京都福音

教会北九州伝道所［福音ペンテコス

テ］	 692

北九州福音センター［単立／独立］	 694

北九州復興教会［日基教団］	 692

北九州復興教会曽根集会所［日基教団］	 693

北九州リバイバルチャーチ［単立／独

立］	 694

北神戸クリスチャン・フェローシップ

［単立／独立］	 566

北小倉こひつじ保育園	 484

北越谷キリスト教会［アッセンブリー］	 168

北品川教会［聖書友の会］	 254

北しなのパソコン点訳の会	 967

北白川教会［日基教団］	 492

北白川集会［無教会］	 492

北白川バプテスト教会［バプ連盟］	 492

北鈴蘭台伝道所［改革長老］	 566

き

紀伊岩出伝道所［日基教団］	 599

キーストン教会［ナザレン］	 768

紀伊長島教会［日基教団］	 471

宜野湾告白教会（伝）［日キ教会］	 762

（財）キープ協会	清泉寮	 1061

キープ自然学校	 1061

木内わがまち綜合鑑定（株）	 890

喜音伝道所［日基教団］	 580

喜界教会［ホーリネス］	 752

喜界教会［日基教団］	 752

気賀教会［日基教団］	 427

木川果実店	 95

桔梗が丘伝道所［日基教団］	 469

桔梗ヶ丘ルーテル教会［近畿教会］	 469

菊川保育園	 232

きくざかクリニック	 838

弁護士　菊池	博愛	 310

菊池シオンキリスト教会［バプ連盟］	 726

菊池聖母幼稚園	 722

菊池黎明教会［聖公会］	 726

菊名愛児園	 312

菊名西教会［長老教会］	 343

企救バプテスト教会［バプ連盟］	 693

（資）菊宏	 88

菊間キリスト教会［ホーリネス］	 670

騎西キリスト教会［福音伝道］	 163

象潟キリスト教会［単立／独立］	 92

木更津教会［基督兄弟団］	 201

木更津教会［日基教団］	 201

きさらず小児発達センター「のぞみ牧

場学園」［のぞみ牧場学園］	 858

木更津宣教会［日本宣教会］	 201

貴志川教会［ウェスレアン］	 599

貴志川基督教会［聖公会］	 599

（特養）貴志川聖アンナの家	 878

岸之里キリスト教会［フリーメソ］	 523

きじばと幼児園	 312

岸本定雄税理士事務所	 227

岸和田北聖書教会［FKK］	 529

岸和田教会［カナン教団］	 529

岸和田教会［日基教団］	 530

岸和田キリスト教会［アッセンブリー］	 530

岸和田聖書教会［FKK］	 530

岸和田東聖書教会［FKK］	 530

岸和田福音キリスト教会［単立／独立］	 530

岸和田復活教会［聖公会］	 530

木次教会［ナザレン］	 613

木次日本基督会［基督会］	 613

喜瀬キリストの教会［キリストの教会］	 763

紀泉台ウェスレーチャペル［ウェスレ

アン］	 599

木曽川キリスト教会［同盟福音］	 442

関西聖書学院［KBI］	 817

関西聖書神学校［KBC］	 816

関西セミナーハウス	 1064

関西単立バプテスト神学校［KIBBS］	 816

関西ハレルヤチャペル［単立／独立］	 532

関西福音チャペル［単立／独立］	 477

関西牧会相談センター［KPCC］	 849

関西ミッション・リサーチ・センター

［KMRC］	 967

関西盲人宣教会	 967

関西黎明キリスト教会［バプ連盟］	 542

神崎川教会［日基教団］	 538

（学）関西学院	 778

関西学院教会［日基教団］	 580

関西学院教会附属仁川幼稚園	 554

関西学院大学［関学］	 803

関西学院大学神学部	 816

関西学院中学部・高等部	 803

神大寺キリスト教会［キリストの教会］	 340

神田川キリスト教会［イエス・キリス

ト］	 431

神田キリスト教会［聖公会］	 272

神田キリスト教診療所	 833

神田キリスト教診療所健康管理センター	833

神田小隊［救世軍］	 272

関東栄光教会［NTM］	 282

（学）関東学院	 779

関東学院教会［バプ同盟］	 341

関東学院小学校	 795

関東学院中学校・高等学校［三春台キ

ャンパス中・高］	 795

関東学院野庭幼稚園	 312

関東学院六浦小学校	 795

関東学院六浦中学校・高等学校	 795

関東学院六浦幼稚園	 312

関東聖化交友会［関東JHA］	 967

関東地区アシュラム委員会［関東アシ

ュラム］	 967

関東デフ・バプテスト伝道所［万国デ

フ］	 293

関東学院大学・大学院	 795

関東プレインズバプテスト教会［バプ

連盟］	 295

かんな祈りの家［沖縄バプ連盟］	 766

神辺教会［日基教団］	 639

観音寺聖書教会［JECA］	 660

カンバーランド長老キリスト教会	 916

蒲原教会［日基教団］	 423

蒲原聖母幼稚園	 418

カンピーナス･ホサナ福音教会	 1042

カンポグランデ福音ホーリネス教会	 1043

甘楽教会［日基教団］	 150

甘楽幼稚園	 145
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岐阜キリスト教会瑞穂チャペル（伝）

［同盟福音］	 413

岐阜賛美チャーチ［福音ペンテコステ］	 411

岐阜純福音大森チャーチ［TPKF］	 410

岐阜純福音教会［TPKF］	 410

岐阜純福音白鳥教会［TPKF］	 412

岐阜純福音養老教会［TPKF］	 414

岐阜小隊［救世軍］	 411

岐阜神愛キリスト教会（伝）［アッセ

ンブリー］	 414

岐阜聖書バプテスト教会［JBBF］	 411

岐阜聖パウロ教会［聖公会］	 411

（学）岐阜済美学院	 779

（有）ギフトのさとう	 678

岐阜バプテスト教会［バプ連盟］	 411

希望が丘教会［CPC］	 338

希望ヶ丘教会［日基教団］	 533

希望ヶ丘教会［アッセンブリー］	 724

希望ヶ丘キリスト教会［単立／独立］	 478

希望が丘キリスト教会［沖縄バプ連盟］	 767

希望館生涯学習大学チャペル［単立／

独立］	 654

希望キリスト教会［長老教会］	 243

希望キリスト教会＝希望クリスチャン

センター［アッセンブリー］	 425

希望キリスト教会［JECA］	 443

希望キリスト教会［単立／独立］	 654

希望キリスト教会［トータル］	 751

希望キリスト教会刈谷伝道所［JECA］	 446

希望聖書学院（ホープ・バイブル・セ

ミナリー）［H.B.S］	 811

希望聖書教会［同盟基督］	 302

希望センター	 437

希望の家キリスト教会［ウェスレアン］	 466

希望の家キリスト教会［単立／独立］	 595

希望の礎［フォースクエア］	 304

希望の丘キリスト教会［福音伝道］	 161

希望の丘キリスト教会［ディコンリー］	 548

希望の丘聖書バプテスト教会＝金沢

聖書バプテスト教会・福井伝道所

［JBBF］	 381

希望の教会上野原希望キリスト教会

［単立／独立］	 386

望之門保育園	 508

君津伝道所［日基教団］	 201

君津福祉ネット	 859

キムデンタルクリニック	 840

一級建築士事務所　（有）木村設計	 896

木山キリスト教会［単立／独立］	 728

ギャラリー	ペルソナ	 502

キャリアインキュベーション（株）	 220

キャンプ宣教研究所［Cmn］	 967

キャンプ・ワンダー	 1059

（学）九州学院［九学］	 779

九州学院中学校・高等学校［九学］	 807

北見のぞみ幼稚園［のぞみ］	 24

北見藤幼稚園	 24

北見北光キリスト教会［単立／独立］	 35

北見マリア幼稚園	 24

北見めぐみキリスト教会［JECA］	 35

北見幼稚園	 24

北本教会［日基教団］	 167

北本福音キリスト教会［単立／独立］	 167

北山シャローム教会［単立／独立］	 493

北山バプテスト教会［バプ連盟］	 490

北四日市キリスト教会［長老教会］	 470

北六甲教会［日基教団］	 566

吉祥寺教会［日基教団］	 303

吉祥寺キリスト集会［単立／独立］	 303

杵築教会［日基教団］	 733

木津キリスト教会［バプ同盟］	 488

KICK	BACK	CAFE	 220

木造教会［日基教団］	 61

木造保育所	 58

喫茶マノン	 435

喫茶　レスポワール	 862

キッズギャラリー	トムテ	 407

吉報文庫	 611

キトピア英語学校［KES］	 22

紀南教会［日基教団］	 602

紀南基督教会［キリストの教会］	 600

衣笠中央キリスト教会［同盟基督］	 335

衣笠病院	 836

衣笠病院教会［日基教団］	 335

（特養）衣笠ホーム	 866

（老健）衣笠ろうけん	 866

砧教会［日基教団］	 266

紀ノ川キリスト福音教会［単立／独立］	 599

城崎教会［日基教団］	 580

城崎教会教会学校幼稚科いずみ園	 554

木下	理恵子	 1010

木之本キリスト教会（伝）［世界福音］	 479

木本バプテスト・キリスト教会［バプ

教会連合］	 466

宜野湾教会［ナザレン］	 762

宜野湾教会＝シービューチャペル［ホ

ーリネス］	 762

宜野湾聖書教会［同盟基督］	 762

宜野湾伝道所［日基教団］	 762

宜野湾バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 762

木場深川キリスト教会［ホーリネス］	 253

木原	葉子	 1014

吉備聖約キリスト教会［聖約］	 621

（福）岐阜アソシア	 823

岐阜加納教会［改革派］	 411

岐阜教会［KCCJ］	 411

岐阜教会［聖イエス会］	 411

岐阜教会［日キ教会］	 411

岐阜教会［福音ルーテル］	 411

岐阜キリスト教会［同盟福音］	 411

北鈴蘭台福音ルーテル教会［西日本ル

ーテル］	 566

北須磨教会［日基教団］	 567

北千住旭クリニック	 833

北千住教会［日基教団］	 242

北千住キリスト教会［ナザレン］	 242

北千里教会［日基教団］	 535

北田辺教会［日キ教会］	 524

北ドイツJCF・ハンブルグ日本人福音

キリスト教会	 1039

北ドイツJCF・ハノーバー聖書の集い	 1038

北豊中教会［バプ同盟］	 538

北中城若松病院	 844

北中バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 768

北中山伝道所［改革派］	 82

北名古屋キリスト教会［同盟福音］	 446

北新潟キリスト教会［同盟基督］	 360

北新潟キリスト教会	附属さんび園	 355

北日本聖書宣教協会（文脈化推進協会）	 967

北日本バプテスト聖書宣教教会［単立

／独立］	 61

北沼津キリスト伝道所［改革派］	 426

北野キリスト教会八王子チャペル［神

の教会］	 293

北野キリスト教会もみの木チャペル

［神の教会］	 283

北野田キリスト教会［単立／独立］	 533

北野田キリスト恵み教会［単立／独立］	 533

北ノ山保育園	 232

北浜インターナショナル・バイブル・

チャーチ＝KIBC（北浜チャーチ）［単

立／独立］	 521

北浜シャロン祈り会	 967

北桧山伝道所［日キ教会］	 51

北広島教会［日基教団］	 34

北広島自由キリスト教会［TPKF］	 34

北広島チャペルキリスト教会［福音バ

プ宣教団］	 34

北広島福音キリスト教会［JECA］	 34

北広島山手教会［日キ教会］	 34

北町カトリック幼稚園	 232

北松戸希望教会［単立／独立］	 212

北松戸伝道所［日基教団］	 212

北松戸福音教会［バプ教会連合］	 212

北見栄光教会［基督兄弟団］	 34

北見栄光教会留辺蘂伝道所［基督兄弟団］	34

北見教会［日キ教会］	 34

北見キリスト福音教会＝夕陽ヶ丘チャ

ペル［単立／独立］	 34

北見神愛キリスト教会＝リバーサイド

チャペル［アッセンブリー］	 35

北見聖ペテロルーテル教会［NRK］	 35

北見聖母幼稚園	 24

北見聖ヤコブ教会［聖公会］	 35

北見望ヶ丘教会［日基教団］	 35
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京都福音自由教会［福音自由］	 491

京都復活教会［聖公会］	 491

京都復活社	 909

京都復興教会［日基教団］	 496

京都平和キリスト教会［単立／独立］	 496

京都ベタニヤチャーチ［ワールドミッ

ション］	 489

京都ベタニヤホーム［信徒の集会］	 490

京都保育福祉専門学院	 799

京都丸太町教会［日基教団］	 492

京都みぎわキリスト教会［単立／独立］	 492

京都ミレニアムチャーチ＝GEM.MJ［単

立／独立］	 489

京都紫野ホーリネス教会［ホーリネス］	 491

京都めぐみ教会［同盟基督］	 489

京都恵みキリスト教会［単立／独立］	 496

京都洛西教会＝洛西バプテスト教会

［バプ連盟］	 494

境南教会［日基教団］	 303

峡南教会［日基教団］	 390

峡南キリスト教会［JECA］	 390

峡南幼稚園	 385

行人坂教会［日基教団］	 281

京橋小隊［救世軍］	 271

（福）矯風会	 823

（株）教文館	 220

（株）教文館	 228

教文館エインカレム	 228

教文館ナルニア国	 228

京北教会［日基教団］	 492

玉成保育専門学校	 790

玉成幼稚園	 232

旭東教会［日基教団］	 622

清里聖アンデレ教会［聖公会］	 389

清瀬旭が丘教会［日基教団］	 284

清瀬グレースチャペル＝清瀬教会［聖

協団］	 179

清瀬小隊［救世軍］	 284

清瀬信愛教会［日基教団］	 284

清瀬聖母教会［聖公会］	 284

清瀬全福音教会［単立／独立］	 284

清瀬バプテスト教会［バプ教会連合］	 284

清瀬福音自由教会［福音自由］	 179

清瀬みぎわ教会［日基教団］	 284

清田キリスト教会［自由福音］	 38

喜楽希楽サービス	 855

霧が丘ニューライフチャーチ［日本COG］	350

霧島教会［メノナイト教会会議］	 742

霧島キリスト教兄弟団［メノナイト教

会会議］	 740

キリスト愛の福音教会［単立／独立］	 109

キリスト家の教会［キリストの教会］	 763

キリスト栄光音更教会［単立／独立］	 50

基督恩寵教会［単立／独立］	 764

キリスト改革派教会メディア・ミニス

ィー［KIU］	 799

経堂北教会［日基教団］	 266

経堂キリスト集会［単立／独立］	 266

経堂聖書会［無教会］	 266

京都聖書教会［FKK］	 491

経堂バプテスト教会［バプ連盟］	 266

共同保育たけのこ村［たけのこ］	 686

経堂緑岡教会［日基教団］	 266

経堂めぐみ教会［ECC］	 267

京都大宮教会［日基教団］	 493

京都上桂伝道所［日基教団］	 494

京都教会［KCCJ］	 489

京都教会［日基教団］	 493

京都教会［聖協団］	 496

京都教会［福音ルーテル］	 492

京都キリスト召団［単立／独立］	 490

京都キリスト福音教会［TPKF］	 492

京都キリスト恵み教会［単立／独立］	 496

行徳キリスト教会［同盟基督］	 197

京都クリスチャンコミュニティチャー

チ［単立／独立］	 494

京都クリスチャンフェロシップセンタ

ー［JEC］	 492

京都グレースバイブルチャーチ［単立

／独立］	 496

京都グローリーチャーチ［単立／独立］	 489

京都御幸町教会［日基教団］	 493

京都さふらん教会［日基教団］	 494

京都賛美キリスト教会［単立／独立］	 492

京都シェキナー教会［単立／独立］	 489

京都シオンの丘キリスト教会［単立／

独立］	 488

京都シャロームチャーチ［HIM］	 494

京都小隊［救世軍］	 493

京都信愛教会［イエス・キリスト］	 491

京都聖三一教会［聖公会］	 494

京都聖書バプテスト教会［JBBF］	 496

京都聖ステパノ教会［聖公会］	 494

京都聖徒教会［イエス・キリスト］	 491

京都聖マリア教会［聖公会］	 492

京都聖ヨハネ教会［聖公会］	 493

京都第一長老教会［大韓イエス］	 496

京都中央チャペル＝KGC［福音ペンテ

コステ］	 494

京都集会［キリスト同信会］	 495

京都南部教会［KCCJ］	 496

京都西大路教会［日基教団］	 496

京都西教会［フリーメソ］	 494

京都西田町教会［日基教団］	 492

（有）京都西土地建物	 895

京都ニューライフキリスト教会［単立

／独立］	 487

京都バプテスト教会［バプ同盟］	 490

京都東山伝道所［KCCJ］	 489

京都福音教会＝KGC［福音ペンテコステ］	491

九州学院みどり幼稚園	 722

（福）九州キリスト教社会福祉事業団	 823

九州キリスト福音フェローシップ	 916

（有）九州シー・アンド・シー事務所	 897

九州バプテスト神学校［九バプ］	 818

九州福音センター［福音宣教会］	 702

九州福音伝道団	 967

（学）九州ルーテル学院	 779

九州ルーテル学院大学［KLC］	 807

救世軍	 916

救世軍愛光園	 879

救世軍機恵子寮	 862

（福）救世軍希望館［希望館］	 873

救世軍	清瀬病院	 833

救世軍呉保育所	 630

救世軍桑園保育所	 25

（特養）救世軍恵泉ホーム	 862

救世軍佐野保育園	 134

救世軍士官学校	 811

救世軍出版供給部	 228

救世軍世光寮	 862

救世軍男子社会奉仕センター	 862

救世軍ブース記念病院	 834

救世軍福岡小隊［救世軍］	 700

給田キリスト教会＝給田キリスト伝道

所［福音教団］	 266

（福）求道舎	 823

久宝教会［日基教団］	 528

久宝まぶね保育園	 508

京		 56

（学）共愛学園	 779

共愛学園中学校・共愛学園高等学校	 788

共愛学園前橋国際大学	 788

共愛学園幼稚園	 145

共愛幼稚園	 739

（有）協永自動車工業所	 435

教会インフォメーションサービス［CIS］	 967

教会教育推進会［CEM］	 967

教会と国家学会	 967

（福）暁光会	 823

特別養護老人ホーム共生園［（特養）

共生園］	 870

暁星学園（グループホーム）	 862

行政書士	伊藤	順一事務所	 23

暁星幼稚園	 232

暁星幼稚園	 438

行田カベナント教会［単立／独立］	 167

行田教会［日基教団］	 167

行田キリスト教会［福音伝道］	 167

京都YMCA国際福祉専門学校	 800

京都YMCA	リトリートセンター	 1064

京都葵教会［日基教団］	 492

京都葵教会瀬戸口集会［日基教団］	 496

京都インターナショナルチャペル［ICM］	488

京都インターナショナルユニバーシテ
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（有）近畿ブライダルミッション	 905

キング・イエス・キリスト教会＝

K.J.C.C［単立／独立］	 111

（福）キングス・ガーデン東京	 823

（福）キングスガーデン三重	 823

（福）キングス・ガーデン宮城	 823

キングスカテドラル	 1028

（特養）キングス・タウン	 853

キングスチャペル岩国＝キングスチャ

ペルズジャパン［単立／独立］	 646

キングスチャペル東京＝キングスチャ

ペルジャパン［単立／独立］	 257

キングスチャペル横山［単立／独立］	 646

キングダム・フェロシップ・チャペル

［在外国教団教派］	 340

錦江幼稚園	 554

銀座栄光法律事務所	 227

銀座教会［日基教団］	 271

金武シオン教会［アッセンブリー］	 766

錦糸町教会［聖書キリスト］	 265

（学）金城学院	 779

金城学院高等学校	 798

金城学院大学	 798

金城学院中学校	 798

金城学院幼稚園	 438

金城教会［日基教団］	 456

キンダガーデン	 606

金武バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 766

近放伝ニューホーム委員会	 906

錦林教会［日基教団］	 492

く

グアダラハラ教会	 1051

グアム福音教会	 1030

グアラサイ新生農場礼拝堂	 1043

グアララペス福音ホーリネス教会	 1043

クアラルンプール日本語キリスト者集

会	 1051

クアリウムシャレー	 847

グァルーリョス福音ホーリネス教会	 1043

クイーンズタウン・バプテスト教会	 1040

久遠キリスト教会［単立／独立］	 262

久ヶ原教会［日基教団］	 249

久我山教会［日基教団］	 263

久我山キリスト教会［長老教会］	 263

久喜キリスト教会［ホーリネス］	 167

久喜キリスト教会［福音伝道］	 167

久喜福音自由教会［福音自由］	 167

久喜めぐみキリスト教会［NSKK］	 167

鵠沼教会［ホーリネス］	 332

鵠沼めぐみルーテル教会［NRK］	 332

日下部教会［日基教団］	 390

草苅オルガン工房	 899

キリスト・コミュニティ教会［バプ教

会連合］	 590

キリスト再臨待望同志会	 968

キリスト堺集会［単立／独立］	 533

キリスト塩釜ともしびチャペル［ウェ

スレアン］	 79

基督自然学園高等学校［自然学園］	 797

キリスト品川教会［単立／独立］	 254

（宗）キリスト者学生会［KGK］	 968

キリスト者政治連盟［キ政連］	 968

キリスト信愛会小金井教会［ホーリネ

ス］	 285

キリスト信徒の集会	 918

基督聖協団	 918

基督聖協団聖書学院	 810

キリスト聖書神学校［CBS］	 814

キリスト聖書センター	 814

キリスト丹波教会［単立／独立］	 576

基督伝道隊	 918

キリスト伝道隊	 919

キリスト伝道団	 919

キリスト同信会	 919

キリストの栄光教会＝GCC［新生連合］	 296

キリストの王国ネットワーク［CKN］	 968

キリストのからだの教会［単立／独立］	 724

キリストの教会キリスト教会同盟	 919

キリストの教会聖書兄弟団［キリスト

の教会］	 600

キリストの教会伝道学院［伝道学院］	 811

キリストの教会付属中央保育園	 757

キリストの教会（無楽器派）	 919

キリストの教会（有楽器派）	 919

キリストの光教会［単立／独立］	 527

キリストの福音秋川集会［単立／独立］	 283

キリストの福音大分教会［単立／独立］	 733

キリストの福音羽田ハンナ教会［単立

／独立］	 249

キリスト福音会館［信徒の集会］	 343

キリスト福音宣教会［キリスト福音］	 996

キリスト福音田子教会（伝）［日本福

音宣教団］	 63

キリスト丸の内教会［JRL］	 661

キリストめぐみ函館教会［単立／独立］	 46

キリスト友会日本年会	 919

基督幼稚園	 747

桐生教会［日基教団］	 147

桐生キリスト教会［福音伝道］	 147

桐生キリスト聖書教会＝グレースコミ

ュニティー［単立／独立］	 147

桐生小隊［救世軍］	 148

桐生東部教会［日基教団］	 148

喜連自由教会［日基教団］	 526

近畿福音放送伝道協力会［近放伝］	 968

近畿福音ルーテル教会	 920

近畿福音ルーテル津教会［近畿教会］	 468

トリー［CRCメディア・ミニストリー］	967

キリスト改革派日本伝道会	 917

キリスト家族教会［単立／独立］	 564

キリスト希望教会［単立／独立］	 768

キリスト教愛真高等学校	 804

キリスト教朝顔教会［JECA］	 267

基督教大阪生命堂［単立／独立］	 517

キリスト教会葬専門　NOAH［ノア］	 907

キリスト教カウンセリングセンター

［CCC］	 848

キリスト教学校教育同盟	 967

基督教カナン教団	 917

キリスト教ガリラヤ福音教団	 917

キリスト教北秋田恩寵教会［単立／独立］	92

キリスト教国際福音教団	 918

キリスト教佐賀新生教会［バプ連盟］	 711

（財）キリスト教視聴覚センター

［AVACO］	 967

キリスト教書店ハレルヤ	 721

キリスト教待晨集会［無教会］	 275

基督兄弟団	 918

基督兄弟団聖書学院	 809

基督兄弟団水戸教会［基督兄弟団］	 128

キリスト教たんぽぽ教会［JECA］	 298

キリスト教千葉国際福音教会［国際福

音教団］	 197

キリスト教典礼共助会［CLA］	 968

キリスト教東京鵜の木教会［単立／独

立］	 249

基督教独立学園高等学校	 788

キリスト教成田真教会［単立／独立］	 207

キリスト教ブライダル宣教団［ブライ

ダル宣教団］	 968

キリスト教ブライダル宣教団関西支局	 905

キリスト教保育連盟［キ保連］	 968

キリスト教松丘聖生会［単立／独立］	 60

（福）キリスト教ミード社会舘	 873

（NPO）キリスト教メンタル・ケア・

センター［CMCC］	 848

キリスト教横浜集会［無教会］	 332

キリスト教横浜福音教会［福音教団］	 340

キリスト教横浜福音教会［友愛グルー

プ］	 350

キリストグレース教会相模原チャペル

［単立／独立］	 325

キリストグレース教会白根チャペル

［単立／独立］	 389

キリスト・コイノニアチャーチ東大阪

チャペル［単立／独立］	 542

キリスト公会相模大野教会＝相模大野

キリスト教会［単立／独立］	 327

キリスト公会	札幌グレイス教会＝札

幌グレイス［単立／独立］	 37

キリスト公同教会	 918

キリスト合同長老教会	 1018



1113 総索引

索
引

総
索
引

熊本伝道所［東洋ローア］	 724

熊本伝道所［日キ教会］	 726

熊本ナザレン教会［ナザレン］	 725

熊本ハーベストチャーチ［トータル］	 725

熊本ハレルヤ教会［単立／独立］	 725

熊本東聖書キリスト教会［バイブル・

プロテスタント］	 728

熊本フェイス学院高等学校［フェイス］	 807

熊本ベテル教会［単立／独立］	 725

熊本めぐみ教会［単立／独立］	 725

熊本恵みキリスト教会［単立／独立］	 725

熊本ライトハウス	 882

熊本ライトハウスのぞみホーム	 882

久美愛教会［日基教団］	 172

久村教会［ナザレン］	 612

久米	のぞみ	 1011

久米川教会［聖書キリスト］	 296

久米田教会［日基教団］	 530

雲井キリスト福音教会［TPKF］	 478

久山	康彦・啓子	 1014

（学）クラーク学園	 779

クライスト・キリスト合同メソジスト

教会	 1018

クライストコミュニティ北九州チャペ

ル［福音自由］	 694

クライストコミュニティ宝塚チャペル

［福音自由］	 578

クライストコミュニティ＝武庫之荘チ

ャペル［福音自由］	 562

クライストコミュニティ東神戸リバイ

バルチャペル［福音自由］	 574

クライスト・チャーチ岡山［NTM］	 623

クライスト・チャーチ倉敷＝倉敷主イ

エス・キリスト教会［NTM］	 623

クライストチャーチ久留米［単立／独

立］	 696

クライスト・チャーチ・神戸［単立／

独立］	 567

クライストチャーチ・日本人クリスチ

ャン・フェローシップ	 1040

クラウンゴルフ	 220

倉賀野キリスト教会［福音伝道］	 148

倉敷教会［栄光の福音］	 623

倉敷教会［聖イエス会］	 623

倉敷教会［日基教団］	 623

倉敷キリスト教会［単立／独立］	 624

倉敷キリスト集会［単立／独立］	 624

倉敷シオン・チャペル［アドベント］	 624

倉敷聖約キリスト教会［聖約］	 624

倉敷聖約キリスト教会鳥取集会［聖約］	 607

倉敷伝道所［聖公会］	 624

倉敷福音教会［福音ペンテコステ］	 624

倉敷ホーリネスチャーチ［ホーリネス］	 624

倉敷水島教会［日基教団］	 624

倉敷めぐみキリスト教会［同盟基督］	 624

倶知安藤幼稚園	 25

倶知安めぐみ幼稚園	 25

グッド・サマリタン教会	 1028

グッド・サマリタン・チャーチ［単立

／独立］	 586

グッド・サマリタン・チャーチ洲本チ

ャペル［単立／独立］	 577

工藤篤子音楽ミニストリーズ［AKMM］	 968

国東教会［日基教団］	 734

（有）国東電気商会	 308

国立教会［ナザレン］	 285

国立教会［日基教団］	 285

国立キリスト教会［同盟基督］	 285

国立聖書教会［改革派］	 285

くにたち聖書研究会［無教会］	 285

国立のぞみ教会［CPC］	 285

（株）クニミツ	 220

a刀歯科医院	 837

久保田	直	 1009

熊井	裕作･仁子	 1014

熊谷教会［ホーリネス］	 167

熊谷教会［日基教団］	 167

熊谷キリスト教会（伝）［福音伝道］	 167

熊谷小隊［救世軍］	 168

熊谷聖パウロ教会［聖公会］	 168

熊谷バイブル・バプテスト教会［JBBF］	 168

熊谷福音キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 168

久万教会［日基教団］	 675

熊毛キリスト教会［福音教会連合］	 648

（有）熊沢洋服	 435

熊取キリスト恵み教会［単立／独立］	 547

熊取伝道所［日基教団］	 548

熊野恵泉塾［札幌キリスト召団］	 472

熊野伝道所［日キ教会］	 467

くまの伝道所［日基教団］	 599

久万保育園	 668

熊本YMCA学院	 807

熊本北聖書キリスト教会［単立／独立］	 726

熊本教会（伝）［改革派］	 724

熊本教会［KCCJ］	 724

熊本教会［聖協団］	 725

熊本教会［福音ルーテル］	 725

熊本キリスト教会［ホーリネス］	 725

熊本キリスト教会＝京都福音教会熊本

伝道所［福音ペンテコステ］	 725

熊本草葉町教会［日基教団］	 725

熊本城東教会［日基教団］	 725

熊本白川教会［日基教団］	 725

熊本白川教会付属保育園	 722

熊本真愛教会［イエス・キリスト］	 725

熊本信愛女学院幼稚園	 722

熊本聖三一教会［聖公会］	 725

熊本聖書教会［アッセンブリー］	 725

熊本聖母愛児幼稚園	 722

草津カトリック幼稚園	 475

草津教会［日基教団］	 477

草津キリスト教会［世界福音］	 477

草津聖バルナバ教会［聖公会］	 152

櫛形キリスト教会［同盟基督］	 389

具志川バプテスト教会［BMMJ］	 760

具志川福音自由教会＝具志川聖書教会

［福音自由］	 760

串木野教会［日基教団］	 749

串木野キリスト教会［キリストの教会］	 749

久慈浜キリストの教会［キリストの教

会］	 127

串本教会［イエス・キリスト］	 602

九十九里教会［日基教団］	 202

（福）九十九里ホーム	 824

九十九里ホーム聖マーガレット礼拝堂

［聖公会］	 202

九十九里ホームデイサービスセンター	 859

九十九里ホーム病院	 832

九十九里みぎわ伝道所＝九十九里みぎ

わ教会［ウェスレアン］	 216

串良キリスト教会［キリストの教会］	 751

釧路カトリック幼稚園	 25

釧路教会［日キ教会］	 35

釧路教会［日基教団］	 35

釧路キリスト教会［バプ連盟］	 35

釧路キリスト福音館［単立／独立］	 35

釧路小隊［救世軍］	 35

釧路神愛キリスト教会［アッセンブリー］	35

釧路聖パウロ教会［聖公会］	 35

釧路聖母幼稚園	 25

釧路虹の教会＝新札幌聖書教会釧路伝

道所［同盟基督］	 51

釧路のぞみキリスト教会［JECA・OMF］	 36

釧路ハーベストチャーチ［単立／独立］	 36

釧路ひばり幼稚園	 25

釧路めぐみ幼稚園	 25

釧路リバイバルキリスト教会［単立／

独立］	 36

葛カトリック幼稚園	 589

玖珠教会［日基教団］	 736

楠葉キリスト教会［単立／独立］	 544

楠葉コイノニア［単立／独立］	 544

くずは聖書教会［同盟基督］	 544

楠葉台教会＝楠葉台キリスト教会［ナ

ザレン］	 544

くずは光の子保育園	 508

久世教会［日基教団］	 626

下松愛隣教会［日基教団］	 646

下松教会［日基教団］	 646

下松幼稚園	 644

百済基督教会［聖公会］	 595

九段教会［日基教団］	 272

倶知安伝道所［日基教団］	 49

倶知安福音キリスト教会［JECA・OMF］	 49
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久留米キリスト教会［ホーリネス］	 697

久留米櫛原教会＝聖霊の吹く教会［日

基教団］	 697

久留米シャロームチャーチ［トータル］	 697

久留米信愛女学院幼稚園	 686

久留米聖公教会［聖公会］	 697

久留米聖書教会［同盟基督］	 295

久留米聖書教会［単立／独立］	 697

久留米天使幼稚園	 686

久留米東町教会［日基教団］	 697

久留米ベテルキリスト教会［JBM］	 697

（有）グレース	 588

グレース・バプテスト神学校	 809

グレース＆マーシー・フェローシップ

［在外国教団教派］	 247

グレース・インターナショナル・スク

ール［GIS］	 157

グレースキリスト教会［ペンテコステ

教団］	 592

グレース神戸バプテスト教会［単立／

独立］	 574

グレース工房	 873

グレースコミュニティ［JECA］	 41

グレースコミュニティ国際教会＝安城

バプテスト教会［在外国教団教派］	 441

グレース・コミュニティ・サービス	 504

（有）グレースシステム	 502

グレース整骨院	 846

グレース宣教会	 921

グレース宣教会大台チャペル［グレー

ス宣教会・福音自由］	 472

グレース宣教会学園前グレースチャペ

ル［グレース宣教会・福音自由］	 592

グレース宣教会香芝チャペル［グレー

ス宣教会・福音自由］	 590

グレース宣教会柏原会堂［グレース宣

教会・福音自由］	 528

グレース宣教会紀勢チャペル［グレー

ス宣教会・福音自由］	 472

グレース宣教会久宝チャペル［グレー

ス宣教会・福音自由］	 547

グレース宣教会白鷺バイブルハウス

［グレース宣教会・福音自由］	 524

グレース宣教会千駄ヶ谷チャペル［グ

レース宣教会・福音自由］	 255

グレース宣教会高美会堂［グレース宣

教会・福音自由］	 547

グレース宣教会田布施キリスト教会

［グレース宣教会・福音自由］	 650

グレース宣教会はびきのチャペル［グ

レース宣教会・福音自由］	 541

グレース宣教会枚岡チャペル［グレー

ス宣教会・福音自由］	 542

グレース宣教会グレース大聖堂［グレ

ース宣教会・福音自由］	 547

クリスチャン新聞	 968

クリスチャン親和会［単立／独立］	 442

クリスチャンズ・イン・アクション宣

教団	 920

クリスチャンセレモニー	さいわい企

画［さいわい企画］	 909

クリスチャンセレモニー	さいわい企

画名古屋西営業所［さいわい企画］	 909

クリスチャンセンター神戸バイブル・

ハウス［神戸バイブル・ハウス］	 969

クリスチャンバプテスト教会［単立／

独立］	 458

クリスチャンフェローシップ桜井キリ

ストめぐみ教会［単立／独立］	 591

（宗）クリスチャン文書伝道団［CLC	

BOOKS］	 228

（宗）クリスチャン文書伝道団［CLC］	 969

クリスチャンベビーセンター	 312

クリスチャンライフ［神の家族］	 453

クリスチャン・ライフ・センター［単

立／独立］	 179

クリスチャン・ライフ・センター［単

立／独立］	 742

クリスチャン・ライフ・チャーチズ・

インターナショナル	 921

クリスチャン・ライフ・トレーニング・

センター［CLTC］	 811

クリスチャン・リンク名護チャペル［在

外国教団教派］	 763

クリストロア幼稚園	 232

クリスマス・ヴィレッジ	 862

クリチーバ福音ホーリネス教会	 1043

クリニック	アルペンローゼ	 842

グリニッチ福音キリスト教会	 1024

栗橋キリスト教会［JECA］	 167

久里浜教会［日基教団］	 335

久里浜福音教会［同盟基督］	 335

栗平教会［日基教団］	 321

クリミヤ・ガリラヤ家の教会	 1034

栗山教会［日基教団］	 54

グループホーム富塚	のぞみの里	 867

グループホーム	仲	 862

グループホーム	ノア	 862

グループホーム　ハイツ・シオン	 879

グループホームべてる	 852

グループホームみくに	松戸の園	 859

久留里カトリック幼稚園	 192

"クルベリー，ホセ＆カリーナ"	 1013

（福）くるみ会	 824

くるみ学園	 866

久留米荒木キリスト教会［バプ連盟］	 696

久留米教会［日キ教会］	 696

久留米教会［福音ルーテル］	 696

久留米キリスト教会［単立／独立］	 295

久留米キリスト教会［バプ連盟］	 696

グラスハウス・NEN＆Musica	Noel	 384

蔵の街チャペル［単立／独立］	 139

Craft	House	はれるや	 617

倉松キリスト教会［福音伝道］	 185

倉吉アドベント・キリスト教会［単立

／独立］	 606

倉吉イングリッシュ	 606

倉吉教会［日基教団］	 607

倉吉キリスト教会本部［単立／独立］	 607

倉吉キリスト教会Uチャペル［単立／

独立］	 609

倉吉キリスト恵み教会［単立／独立］	 607

倉吉スイミング	 605

倉吉福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 607

倉吉復活キリスト教会［単立／独立］	 607

クリーブランド日本語フェローシップ	 1016

（有）グリーンステージ	 897

グリーンタウンチャペル＝自治医大前

伝道所［キリスト宣教団］	 139

グリーンチャペル［単立一麦の群］	 457

グリーンヒル福音教会［同盟基督］	 162

グリーンベラジャパン	 850

グリーンボックス	 221

クリエーション・リサーチ・ジャパン

［CRJ］	 968

クリエイティブタクトサービス	 756

クリエイト・インターナショナル・ク

リスチャン・スクール［クリエイト］	 658

栗ヶ沢バプテスト教会［バプ連盟］	 212

栗駒高原バプテスト教会［保守バプ］	 78

（株）クリサキ	 896

クリスター日本宣教団体	 920

（株）クリスタル・ワールド	 482

（株）クリスタル・ワールド東京営業所	 221

クリスチャン　ファミリー［神の家族］	 442

クリスチャン・アート・ネットワーク

［CAN］	 968

クリスチャンアカデミーインジャパン

［CAJ］	 790

クリスチャンウェイ［神の家族］	 447

クリスチャンキャンプ場	 1062

クリスチャン教育センター	 465

クリスチャン結婚支援センター	京都

支部［リディア・カンパニー］	 906

クリスチャン結婚支援センター	堺支

部［ホープ］	 906

クリスチャン結婚支援センター	ピー

プル［ピープル］	 906

クリスチャン・コミュニティー・チャ

ーチ［JRL］	 411

（株）クリスチャンサービス	 907

クリスチャン・サーファーズ・ジャパ

ン［CSJ］	 968

クリスチャン書店	大空	 417
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ケアセンター南下浦羊の家	 866

ケアハウス	神の園	 872

ケアハウス	希望の園	 867

ケアハウス	主の園	 857

ケアハウス　はくあい［はくあい］	 873

ケアハウス	ベタニヤハウス	 870

（軽費）ケアハウス　ベテル［ベテル］	 880

ケアハウス	やまじいこい苑	 876

ケアホーム　シャロン	 868

敬愛幼稚園	 747

恵安（株）	 221

景教研究会	 969

恵生園	 877

恵生教会［単立／独立］	 751

芸西伝道所［日基教団］	 682

恵星幼稚園	 686

恵泉国際特許事務所	 227

恵泉インターナショナルスクール	 190

惠泉エクレシア教会［札幌キリスト召

団］	 531

（養老）恵泉園	 856

恵泉教会［日基教団］	 375

恵泉教会［改革派］	 569

恵泉教会［聖イエス会］	 639

恵泉教会所属福井伝道所［改革派］	 382

恵泉キリスト教会会津チャペル［保守

バプ］	 107

恵泉キリスト教会小美玉チャペル［保

守バプ］	 121

恵泉キリスト教会春日部チャペル［保

守バプ］	 163

恵泉キリスト教会小平チャペル［保守

バプ］	 295

恵泉キリスト教会埼京のぞみチャペル

［保守バプ］	 179

恵泉キリスト教会湘南グレースチャペ

ル［保守バプ］	 329

恵泉キリスト教会関宿チャペル［保守

バプ］	 210

恵泉キリスト教会高畠チャペル［保守

バプ］	 101

恵泉キリスト教会南陽チャペル［保守

バプ］	 99

恵泉キリスト教会みどり野チャペル

［保守バプ］	 121

恵泉キリスト教会米沢チャペル［保守

バプ］	 100

恵泉社	 969

（学）恵泉女学園	 779

恵泉女学園大学	 790

恵泉女学園中学・高等学校	 790

（有）恵泉書房	 191

恵泉伝道所［日キ教会］	 326

恵泉バプテスト教会［バプ連盟］	 281

恵泉バプテスト教会附属	めぐみ幼稚園	 232

呉羽キリスト教会［伝道福音］	 367

呉平安教会［日基教団］	 633

呉ベタニアホーム	 879

呉焼山伝道所［改革派］	 633

呉山手教会［日基教団］	 633

呉リバイバルセンター教会［日本福音

宣教団］	 633

呉リバイバルセンター教会広島伝道所

［日本福音宣教団］	 637

クローズネスト日本人キリスト教会	 1034

グローリー・エージェンシー	 891

グローリーブックス	 969

グローリーワーク大東	 873

黒石教会［日基教団］	 60

黒石福音キリスト教会［JECA］	 60

黒磯教会［イエス・キリスト］	 140

黒磯福音教会［キリスト宣教団］	 140

黒川医院	 840

クロスのしょうじ	 887

クロスベリタス	 550

クロスロード［大分キリスト教書店］	 730

クロスロード・インターナショナル葛

西教会［OMF・JECA友好］	 247

クロスロード・ゴスペル・チャーチ［福

音の群］	 712

クロスロードチャーチ岡山＝西大寺キ

リスト教会伝道所［同盟基督］	 621

クロスロードバプテスト教会［バプ教

会連合］	 327

黒瀬福音教会［JECA］	 635

黒羽キリスト教会［ホーリネス］	 137

黒部キリスト教会［同盟基督］	 367

黒部バプテスト教会［単立／独立］	 367

グロリア・アーツ（株）	 893

グロリアミッション･札幌キリスト教

会［単立／独立］	 38

桑田ピアノ調律事務所	 502

桑名エピファニー教会［聖公会］	 467

桑名教会［日基教団］	 467

桑名キリスト教会［MB］	 467

神水教会［福音ルーテル］	 725

群華幼稚園	 554

郡中教会［日基教団］	 670

郡中南教会［日基教団］	 670

くんねっぷホープチャペル［単立／独立］	52

群馬インドネシア福音教会＝高崎イン

ドネシア福音教会［GIII］	 146

群馬中央教会［東京中央教会］	 147

群馬町伝道所［日基教団］	 148

（医社）群羊会	 824

け

ケアセンターさざんか	 868

グレース宣教会八尾会堂［グレース宣

教会・福音自由］	 547

グレース宣教会ユースネーション奈良

キャンパス［グレース宣教会・福音

自由］	 592

グレース宣教会ユースネーション八尾

キャンパス［グレース宣教会・福音

自由］	 547

グレース・チャーチ猪苗代キリスト教

会＝グレース・チャーチ［単立／独

立］	 115

グレース・チャーチ高松［単立／独立］	 661

グレースチャペル武豊［同盟福音］	 461

グレース・トゥース・チャーチ［イエ

ス教長老会］	 453

グレースハウス	 873

グレース・ファニチャーミノタ	 407

グレースホーム	 859

グレース保育園	 731

グレース・ミッション・チャーチ

［NSKK］	 252

グレース幼稚園	 508

グレイス	 118

GRACE（グレイス）	 232

グレイス安曇野［福音の群］	 395

グレイス・クリスチャン・インターナ

ショナル・スクール［GCIS］	 225

グレイス・クリスチャン・フェローシ

ップ［単立／独立］	 284

（株）グレイスコート深谷	 857

グレイスコート	 857

グレイスコート深谷［グレイスコート

別館］	 857

グレイス神戸ミッションチャーチ［JEC］	574

グレイス・ゴスペル・クワイヤー	 417

（有）グレイス商会	 890

グレイスチャーチ［単立／独立］	 749

グレイスチャペル＝長良キリスト教会

伝道所［同盟基督］	 411

グレイス・チャペル［単立／独立］	 444

グレイス東京［エブリネイション］	 255

グレイスバイブルチャーチ札幌＝GBC

札幌［エブリネイション］	 37

グレイス・ハウス	 221

グレイスプランニング	 502

グレイスプランニング	 900

グレイスホーム［聖書キリスト］	 212

グレイスホーム	 856

グレイト・ハーベスト・チャーチ＝

GHC［単立／独立］	 751

呉教会［ナザレン］	 633

呉国際教会［在外国教団教派］	 633

呉小隊［救世軍］	 633

呉信愛教会［聖公会］	 633

久礼伝道所［改革派］	 682
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更生教会［日基教団］	 275

広星キリスト教会［単立／独立］	 121

甲西キリスト福音教会［TPKF］	 478

甲西伝道所［日基教団］	 478

（社団）好善社	 824

高蔵寺教会［改革派］	 445

高蔵寺教会［福音ルーテル］	 445

高蔵寺ニュータウン教会［日基教団］	 445

幸田バプテスト教会［単立／独立］	 462

高知旭教会［日キ教会］	 679

高知伊勢崎キリスト教会［バプ連盟］	 679

高知加賀野井キリスト教会＝賀野井教

会［単立／独立］	 679

河内教会［基督兄弟団］	 627

高知教会［改革派］	 679

高知教会［日基教団］	 679

高知きよめキリスト祈の家［きよめ教

会］	 679

高知キリスト教会［ホーリネス］	 680

高知クリスチャンセンター＝ニューホ

ープチャペル［単立／独立］	 680

高知小隊＝SA高知コアー・チャーチ［救

世軍］	 680

高知新生教会［聖イエス会］	 680

高知聖書教会［アッセンブリー］	 680

高知聖書集会［無教会］	 680

高知聖書バプテスト教会＝京都BBC伝

道所［JBBF］	 680

高知聖徒教会［イエス・キリスト］	 680

高知聖パウロ教会［聖公会］	 680

高知聖母幼稚園	 678

高知中央教会［日基教団］	 680

高知中村教会［日基教団］	 681

高知西福音教会［福音宣教会］	 680

高知東教会［日基教団］	 680

高知一粒の麦キリスト教会＝一麦教会

［単立／独立］	 680

高知福音教会［福音教会連合］	 680

高知福音書房	 678

高知ペンテコステ教会［単立／独立］	 680

高知喜びキリスト教会［同盟基督］	 680

江津教会［基督兄弟団］	 613

国府津キリスト教会［単立／独立］	 320

甲東教会［日基教団］	 581

江東小隊［救世軍］	 265

江東伝道所［日基教団］	 251

合同日本人キリスト教会	 1018

合同メソジスト教会オアフ日本語ミニ

ストリーハリス合同メソジスト教会	 1028

甲東幼稚園	 555

興戸キリスト教会［JECA］	 489

港南希望教会［日基教団］	 342

甲南教会［日基教団］	 575

岡南教会［イエス・キリスト］	 622

香南キリスト教会［JECA］	 661

小石川教会［福音ルーテル］	 279

小石川白山教会［日基教団］	 279

小石川明星教会［日基教団］	 279

小泉建設（株）	 887

小出教会［日基教団］	 357

小出福音キリスト教会［伝道福音］	 357

五井ナザレン教会［ナザレン］	 198

五井ナザレン教会幼稚部［五井ナザレ

ン幼稚部］	 192

小井沼	眞樹子	 1012

（NPO）コイノニア	 862

（福）コイノニア協会	 824

コイノニアキリスト教会［福音バプ宣

教団］	 32

コイノニア・クリスチャン・チャーチ

［単立／独立］	 252

コイノニア伝道所［日基教団］	 673

コイノニア福音教会＝KGC［単立／独立］	575

コイノニア福音グループ	 921

コイノニア保育園	 668

コイノニア幼稚園・リベカ清水保育園	 668

己斐バプテスト教会［単立／独立］	 637

小岩愛泉教会［日基教団］	 247

小岩井キリスト教会［単立／独立］	 71

小岩栄光キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 247

小岩教会［ナザレン］	 247

小岩教会［日基教団］	 247

小岩教会［福音ルーテル］	 247

小岩四恩キリスト教会［単立／独立］	 247

高円寺教会［日基教団］	 263

光塩女子学院日野幼稚園	 232

光塩女子学院幼稚園	 233

晃華学園暁星幼稚園	 233

甲賀キリスト福音教会［TPKF］	 478

高原のキャセロール　	 1059

（宗）高校生聖書伝道協会［hi‐b.a.］	 969

神崎キリスト教会［ホーリネス］	 216

甲佐教会［福音ルーテル］	 728

高座教会［CPC］	 334

高座渋谷教会［日基教団］	 334

高座みどり幼稚園	 312

甲山教会［日基教団］	 641

（特養）紅山荘	 880

甲子園教会［改革派］	 580

甲子園教会［日基教団］	 580

甲子園聖書バプテスト教会［JBBF］	 580

甲子園二葉教会［日基教団］	 580

甲子園二葉幼稚園	 555

甲子園プレイズチャーチ［オープン・

バイブル］	 580

合志教会［福音ルーテル］	 726

合志中部保育園	 722

広商デザイン	 888

向上社保育園	 484

恵泉保育園	 119

恵泉保育園	 554

恵泉保育所	 589

恵泉幼稚園	 145

恵泉幼稚園	 508

恵泉幼稚園	 686

恵泉寮	 877

京阪グレイスチャペル［トータル］	 544

京浜キリスト教会［単立／独立］	 326

京浜キリスト教会尾島チャペル［単立

／独立］	 147

京浜福音キリスト教会［KFG］	 323

（学）啓明学院	 779

啓明学院中学校・高等学校	 803

啓明学園幼稚園	 232

（学）啓明学園	 779

啓明学園初等学校	 790

啓明学園中学校・高等学校	 790

恵約宣教教会［バプ連盟］	 255

恵友学園［KU］	 225

恵友書房	 311

芸陽教会＝芸陽基督教会［改革派］	 679

京葉キリスト教会［単立／独立］	 200

京葉中部伝道所［日基教団］	 198

（福）恵和	 824

（学）敬和学園	 779

敬和学園高等学校［敬和］	 797

敬和学園大学	 797

恵和館	 866

（有）恵和建設［恵和］	 896

恵和青年寮	 866

恵和めぐみ寮・恵和やわらぎ	 866

ゲーンズ幼稚園	 630

気仙沼カトリック幼稚園	 75

気仙沼聖書バプテスト教会［単立／独立］	78

気仙沼第一聖書バプテスト教会［保守

バプ］	 78

検見川聖書バプテスト教会［JBBF］	 205

けやき通りキリスト教会［福音自由］	 164

ケルン・ボン日本語キリスト教会	 1039

下呂温泉	いずみ荘	 1062

下呂聖書教会［同盟基督］	 412

源河キリストの教会［キリストの教会］	 763

健軍教会［福音ルーテル］	 726

玄後歯科医院	 842

源泉教会［KCCJ］	 271

現代訳聖書刊行会［現代訳］	 969

ケンブリッジJCF集会	 1033

賢明学院幼稚園	 508

こ

ゴイアニア福音ホーリネス教会	 1043

恋が窪キリスト教会［同盟基督］	 286
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神戸長田教会［改革派］	 572

神戸西バプテスト教会［バプ連盟］	 569

神戸布引教会［日キ教会］	 570

神戸バイブルフェローシップ［単立／

独立］	 570

神戸バプテスト教会［バプ連盟］	 571

神戸東教会＝神戸東ルーテル［福音ル

ーテル］	 573

神戸ひよどり台教会［フリーメソ］	 566

神戸平野教会［ナザレン］	 576

神戸フィラデルフィヤ教会［TPKF］	 573

神戸福音聖書教会［オープン・バイブ

ル］	 572

神戸再度筋教会［日基教団］	 571

神戸ブレッシングチャーチ［オープン・

バイブル］	 566

神戸平安教会［日基教団］	 573

神戸丸山教会［日基教団］	 572

神戸明生園	 877

神戸恵みチャペル［同盟基督］	 574

神戸ユースハウス教会［単立／独立］	 562

神戸友生園	 877

神戸ユニオン教会＝KUC［単立／独立］	 573

神戸夢野町教会［日基教団］	 576

神戸夢野幼稚園	 555

（NPO）神戸ライフケアー協会	 877

神戸ルーテル神学校	 817

神戸ルーテル聖書学院［K.L.B.I］	 817

神戸YWCA学院［神戸YWCA］	 803

興望館保育園	 233

（株）工房スタンリーズ［スタンリーズ］	221

工房マナ	 859

工房南十字星	 482

工房	YAS	 392

港北聖書教会［単立／独立］	 343

港北ニュータウン聖書バプテスト教会

［JBBF］	 344

小海キリスト教会［同盟基督］	 405

光明園家族教会［日基教団］	 625

神山教会［日基教団］	 422

江友館	 629

甲陽園伝道所［日基教団］	 581

向陽聖書教会［FKK］	 498

甲陽幼稚園	 555

高麗苑	 436

香蘭女学校中等科・高等科	 790

香蘭女学校礼拝堂［聖公会］	 254

香里園教会［日キ教会］	 540

香里ヶ丘愛児園［あいじえん］	 508

香里ヶ丘教会［日基教団］	 544

香里教会［日基教団］	 544

香里幼稚園	 508

降臨教会礼拝堂［聖公会］	 726

高齢者公益事業部	 824

（株）高齢者生活環境研究所［ELE］	 891

神戸教会［メノナイト教会会議］	 576

神戸キリスト栄光教会［オープン・バ

イブル］	 571

神戸キリスト教会［アライアンス］	 572

神戸基督教改革宗長老会教会［単立／

独立］	 570

神戸キリスト教書店	北店	 553

神戸キリスト教書店三宮店	 553

神戸キリスト宣教会［単立／独立］	 569

神戸キリスト福音館＝神戸キリスト集

会［単立／独立］	 576

神戸雲内教会［日基教団］	 572

神戸クリスチャンセンター［福音宣教

会］	 570

神戸光生園	 877

神戸国際キリスト教会［KICC］	 569

神戸国際大学	 803

神戸国際大学諸聖徒礼拝堂［聖公会］	 575

神戸国際バプテスト教会［バプ連盟］	 561

神戸ゴスペルキリスト教会［単立／独

立］	 569

神戸根源教会［単立／独立・イエス教

長老会］	 570

神戸桜が丘伝道所［日キ教会］	 574

神戸松蔭女子学院大学	 803

神戸小隊［救世軍］	 570

神戸昇天教会［聖公会］	 576

（学）神戸女学院	 780

神戸女学院大学・大学院	 803

神戸女学院中学部・高等学部	 803

神戸神愛教会［日基教団］	 567

神戸神学館［KTH］	 816

神戸真教会［単立／独立］	 570

神戸新生教会＝ハレルヤチャペル［単

立／独立］	 575

神戸真生塾	 877

神戸新生バプテスト教会［バプ連盟］	 575

神戸聖愛教会［日基教団］	 570

神戸聖書教会［JECA］	 572

神戸聖書宣教学校	 817

神戸聖生園	 877

神戸聖泉教会［イエス・キリスト］	 572

神戸青年宣教推進会［KYM］	 969

神戸西部教会［イエス・キリスト］	 567

神戸聖ペテロ教会［聖公会］	 570

神戸聖ミカエル教会［聖公会］	 570

神戸聖約キリスト教会［聖約］	 573

神戸聖ヨハネ教会［聖公会］	 567

神戸湊西教会［日キ教会］	 572

神戸多聞教会［日基教団］	 576

神戸中央教会［聖イエス会］	 572

神戸中央教会［イエス・キリスト］	 576

神戸東部教会［KCCJ］	 570

神戸東部教会［日基教団］	 570

神戸長田アガペー教会［単立／独立］	 572

港南シオンキリスト教会［アッセンブ

リー］	 342

港南台キリスト教会［単立／独立］	 342

港南台キリスト教会付属保育センター	 312

甲南同胞幼稚園	 555

港南福音教会［同盟基督］	 48

鴻南福音教会＝こひつじチャペル［福

音教会連合］	 650

江南ミッションセンター［神の家族］	 447

港南めぐみキリスト教会［バプ連盟］	 342

公認会計士中村良平事務所	 553

鴻池キリスト教会［単立／独立］	 542

河野商店	 436

鴻巣教会［日基教団］	 168

鴻巣教会付属英和幼稚園［英和幼稚園］	 159

鴻巣福音自由教会［福音自由］	 168

こうのとり保育園	 418

光風台キリスト教会［単立／独立］	 198

高風保育園	 313

甲府ウリ教会［KCCJ］	 387

甲府エシコル教会［聖イエス会］	 386

甲府カルバリ純福音教会［TPKF］	 387

甲府教会［JRL］	 387

甲府教会［日基教団］	 387

甲府教会＝甲府ルーテル教会［福音ル

ーテル］	 387

甲府キリスト教会＝甲府シティチャー

チ［アッセンブリー］	 387

甲府キリスト福音教会［JECA］	 387

甲府シオン教会［大韓イエス］	 387

甲府聖オーガスチン教会［聖公会］	 387

甲府聖書バプテスト教会［JBBF］	 387

甲府中央教会［日基教団］	 387

甲府中央教会南西望みの家［日基教団］	 387

甲府めぐみキリスト教会［単立／独立］	 387

神戸YMCA学院専門学校	 803

神戸YMCAちとせ幼稚園	 555

神戸愛生園	 877

神戸愛生伝道所［日基教団］	 567

神戸愛隣教会［自由メソ］	 576

神戸アドベンチスト病院［KAH］	 841

神戸イエス団教会［日基教団］	 570

神戸伊川キリスト教会［バプ連盟］	 574

神戸生田教会［イエス・キリスト］	 570

神戸栄光教会［日基教団］	 570

神戸大石教会［イエス・キリスト］	 572

神戸改革派神学校	 816

神戸海星女子学院マリア幼稚園	 555

（財）神戸学生青年センター	 1064

神戸北教会［日基教団］	 566

神戸教会［日基教団］	 570

神戸教会［KCCJ］	 571

神戸教会［福音ルーテル］	 571

神戸教会［ホーリネス］	 572

神戸教会［基督兄弟団］	 575
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小倉教会＝小倉ナザレン教会［ナザレ

ン］	 692

小倉教会＝長行チャペル［イエス・キ

リスト］	 693

小倉聖書教会［単立／独立］	 693

小倉田原伝道所［改革派］	 693

小倉中央教会［同盟基督］	 693

小倉伝道所［東洋ローア］	 693

小倉徳力教会［日基教団］	 693

小倉春ケ丘バプテスト教会［バプ連盟］	 693

小倉日明教会［日基教団］	 692

小倉東篠崎教会［日基教団］	 692

小倉福音センター［単立／独立］	 692

五香教会［日基教団］	 212

九重キリスト伝道所［日本地方伝道団］	 736

心と心の伝道個人伝道訓練センター	 969

心と生活の相談室　シャローム	 310

「心に光を」メディアセンター［メデ

ィアセンター］	 969

こころの友伝道全国連合会［友伝］	 969

湖西キリスト教会［同盟基督］	 422

湖西障害者生活支援センターほろん	 871

ございな	 879

小阪教会［日基教団］	 542

小坂聖書研究会［無教会］	 303

コザ教会［日基教団］	 761

コザバプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 761

越谷教会［日基教団］	 168

越谷教会＝越谷ナザレン教会［ナザレ

ン］	 169

越谷教会＝西川口キリスト教会越谷伝

道所［バプ連盟］	 169

越谷キリストチャペル［単立／独立］	 169

越谷福音自由教会［福音自由］	 169

越谷幼稚園	 159

腰越独立教会［単立／独立］	 321

ゴスペルハウス［日基教団］	 491

ゴスペル幼稚園	 757

児嶋眼科	 836

児島教会［日基教団］	 624

児島キリストの教会［キリストの教会］	 624

児島聖約キリスト教会［聖約］	 624

五条教会［ナザレン］	 493

五條基督教会［フリーメソ］	 591

五條聖三一教会［聖公会］	 591

五城保育園	 75

五所川原教会［日基教団］	 60

五所川原福音キリスト教会［JECA］	 60

五所川原保育園	 58

古書店つのぶえ	 553

小雀保育園	 394

ゴスペル・ジャパン	 970

ゴスペルアカデミー	 970

ゴスペルアワー伝道団	 970

ゴスペル喫茶	エクレシア	 550

国際基督教大学［ICU］	 791

国際基督教大学教会［単立／独立］	 302

国際基督教大学教会幼児園	 233

国際基督教大学高等学校［ICU高校］	 791

国際基督教大学大学院［ICU］	 791

国際基督教団	 921

国際クリスチャンセンター［単立／独

立］	 274

国際クリスチャンバプテスト教会＝

ICBC［単立／独立］	 446

国際使徒学校関西エリア校［ISOAKA］	 817

国際シャロームキリスト教会［キリス

ト伝道隊］	 488

国際聖愛甲府教会＝インターナショナ

ル・アガペー・チャーチ［単立／独

立］	 387

国際聖書通信学院	日本支部［ICI］	 811

（株）国際ツーリスト	 221

国際ナビゲーター［ナビゲーター］	 969

（NPO）国際ビフレンダーズ・東京自

殺防止センター［東京自殺防止セン

ター］	 848

国際福音神学校	 811

国際福音宣教会	 921

（NPO）国際ブフレンダーズ・大阪自

殺防止センター［大阪自殺防止セン

ター］	 849

国際文化学園高等部	 791

（株）国際文化センター［KBC］	 221

国際りびんぐうぉーたーふぇろーしっ

ぷChurch＝こりふぇChurch［単立／

独立］	 567

国際ろう者支援会［DMI］	 969

穀町保育園	 75

国内開拓伝道会［KDK］	 969

国分愛の園幼稚園	 747

国府教会［聖イエス会］	 351

国府教会［日基教団］	 352

国府教会［カナン教団］	 654

国分教会［日基教団］	 751

国分福音教会［JEC］	 528

国府福音キリスト教会＝大磯キリスト

教会伝道所［JECA］	 352

国府幼稚園	 313

国分寺教会［日基教団］	 286

国分寺キリスト教会［JECA］	 661

国分寺高木町バプテスト教会［バプ連

合］	 286

国分寺バプテスト教会［バプ教会連合］	 286

国分寺南教会［日基教団］	 286

小倉インマヌエル教会［聖公会］	 692

小倉カトリック幼稚園	 686

小倉教会［KCCJ］	 692

小倉教会［日キ教会］	 692

小倉教会［福音ルーテル］	 692

高齢者総合ケアセンター	カナン	 867

香櫨園教会［日基教団］	 581

合志豊岡伝道所［日基教団］	 726

コーテス長老教会	 1019

コーナーストーン・コミュニティー・

チャーチ	 1037

珈琲工房	 21

郡山きぼうチャペル［トータル］	 594

郡山教会［日基教団］	 109

郡山キリスト教会＝グレース･ガーデ

ン･チャペル［アッセンブリー］	 109

郡山キリスト共同教会［イエス・キリ

スト］	 109

郡山キリスト集会［単立／独立］	 109

郡山キリスト福音教会［ミッション東

北］	 109

郡山コスモス通り伝道所［バプ連盟］	 110

郡山ザベリオ学園幼稚園	 105

郡山聖書バプテスト教会＝丘の上チャ

ペル［保守バプ］	 114

郡山聖ペテロ聖パウロ教会［聖公会］	 110

郡山伝道所［日キ教会］	 110

郡山バプテスト教会［単立／独立］	 110

郡山バプテスト教会ホ・ココス［単立

／独立］	 114

郡山細沼教会［日基教団］	 110

郡山ルーテルキリスト教会［NRK］	 110

ゴールド･コースト日本人キリスト教会	1034

小海	光	 1014

古河教会（伝）［日キ教会］	 122

古河教会［同盟基督］	 122

古賀	浩一	社会保険労務士事務所	 685

古賀五楽ヶ丘キリスト教会［アドベン

ト］	 697

小金井教会［東京FM］	 285

小金井教会［日基教団］	 285

小金井教会幼稚園	 233

小金井聖公会［聖公会］	 285

小金井西ノ台教会［日基教団］	 285

小金井緑町教会［日基教団］	 286

小金教会［日基教団］	 212

古賀バプテスト教会［バプ連盟］	 697

古河東キリスト教会［JECA・リーベン

ゼラ］	 122

粉河教会［日基教団］	 599

御器所教会［日基教団］	 452

（特養）故郷の家	 874

故郷の家・神戸エルシオン・チャペル

［単立／独立］	 572

故郷の家エルシオンチャペル［単立／

独立］	 533

（有）古今社	 605

国際医療協力会日本支部［MSI］	 969

国際英語学校	 791

国際キリスト教会＝ICF［バプ教会連合］	 327
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古淵伝道所［ECC］	 327

コペンハーゲン聖書を読む会	 1038

御坊教会［日基教団］	 599

五宝商事（株）	 891

御坊はこぶね幼稚園［はこぶね幼稚園］	 598

湖北台教会［改革派］	 195

狛江教会［日基教団］	 287

駒ヶ根アルプスシオン教会（伝）［ア

ッセンブリー］	 398

駒ヶ根パノラマエルシオン・チャペル

［ウェスレアン］	 398

駒ヶ根高原教会［単立／独立］	 398

駒ヶ根パノラマ愛の家	 970

高麗川教会［聖書キリスト］	 181

高麗川キリスト教会［長老教会］	 181

小牧教会［日基教団］	 447

小牧ホープチャペル［MB］	 447

巨摩教会［日基教団］	 390

小牧幼稚園	 438

駒込えぜる診療所	 834

駒込教会［日基教団］	 274

駒澤教会［日基教団］	 267

高麗聖書教会［同盟基督］	 181

小松ヶ丘伝道所［バプ連盟］	 63

小松川教会［日基教団］	 247

小松教会［日基教団］	 375

小松キリスト教会（伝）［アッセンブ

リー］	 375

小松島栄光教会［イエス・キリスト］	 653

小松島教会［日基教団］	 653

小松島子どもの家	 853

小松島福音教会［福音宣教会］	 654

（医）小松循環器科・内科	 836

小松中央教会［同盟基督］	 375

小松ベタニヤ福音教会［TPKF］	 375

小松家	八の坊	 1063

駒場エデン教会［日基教団］	 267

（特養）駒場苑	 862

コミティッド・ジャパン	東京［カル

バリーチャペル］	 290

コミティッド・ジャパン浜松［カルバ

リーチャペル］	 427

小湊キリスト福音教会［同盟基督］	 63

コミュニティー・チャーチ［単立／独

立］	 123

コミュニティーハウス	 857

古民家Cafe	Church	六甲シャロームの

家［単立／独立］	 567

（有）コムハート	 436

小室バイブルチャペル［単立／独立］	 211

後免キリストの教会［キリストの教会］	 681

子持山学園	 856

（福）子持山福祉会	 824

（特養）菰野聖十字の家	 870

菰野聖マリア教会伝道所［聖公会］	 472

子供の園保育園	 555

コドモの園幼稚園	 233

こどもミッション	 970

小長光	舞子	 1007

小西	小百合	 1013

古仁屋信愛幼稚園	 747

木幡キリスト福音教会［TPKF］	 488

こばと保育園	 119

こばと保育園	 418

こばと幼児園［こばと園］	 105

こばと幼稚園	 630

小林	献・いづみ	 1014

小林保険サービス	 482

（有）小林印刷所	 355

小林教会［日基教団］	 740

小林幼稚園	 739

小針キリスト教会［伝道福音］	 362

湖畔幼稚園	 25

小羊園	 233

小羊園	 355

こひつじ園	 508

小羊園	 508

こひつじ園	 555

こひつじ園	 644

こひつじ園	 667

こひつじ学園	 313

こひつじキリスト教会成沢チャペル

［保守バプ］	 99

羔製薬（株）	 221

こひつじ乳児保育園	 508

こひつじひろば	 310

こひつじ文庫	 709

こひつじ保育園	 89

小羊保育園	 119

こひつじ保育園	 192

こひつじ保育園	 438

こひつじ保育園	 509

こひつじ保育園	 687

こひつじ保育園	 715

小羊保育園	 722

小羊保育園	 731

こひつじ保育園and学童保育グレイス	 25

こひつじ保育園	 739

こひつじ幼児園	 233

小羊幼児園	 555

こひつじ幼稚園	 89

こひつじ幼稚園	 105

小羊幼稚園	 159

羔幼稚園	 192

こひつじ幼稚園	 233

こひつじ幼稚園	 233

小羊幼稚園	 233

こひつじ幼稚園	 555

こひつじヨガ教室	 846

ゴフェル住設（有）	 221

ゴスペルキッチン天恵	ぶどうの木［ぶ

どうの木］	 56

ゴスペルコネクション	 970

ゴスペル・タラント企画	 970

ゴスペルハウス浦幌［IFGF	GISI］	 52

ゴスペルチャーチ北上［福音の群］	 69

ゴスペル	ハイウェイ	チャペル［単立

／独立］	 565

ゴスペルハウス静岡＝GHS［JEC］	 422

ゴスペルハウス広島［トータル］	 634

ゴスペルハウス幕別札内［IFGF	GISI］	 52

ゴスペルプロダクション	ミック［GPM］	 970

ゴスペル・ベンチャー・インターナシ

ョナル・チャーチ	 1019

ゴスペルミッション［GM］	 906

ゴスペル・ライト・ストア［GLS］	 506

ゴスペルライフ［JEC］	 581

ゴスペル・ワールド（株）	 970

（株）コスメランド	 221

（有）コスモス奉仕会	 502

湖西教会［イエス・キリスト］	 478

御所教会［日基教団］	 591

五泉いずみ幼稚園	 355

五泉教会［日基教団］	 358

五泉福音キリスト教会［伝道福音］	 358

小平学園教会［日基教団］	 287

小平学園幼稚園	 233

小平教会［日キ教会］	 287

小平キリスト教会［ホーリネス］	 287

小平キリスト教会［単立／独立］	 287

小平聖書キリスト教会［同盟基督］	 287

小竹町聖書教会［同盟基督］	 277

小竹向原キリスト教会［ディコンリー］	 245

児玉福音自由教会［福音自由］	 183

神足キリスト教会［単立／独立］	 497

五反田教会［日基教団］	 254

古知野キリスト教会［同盟福音］	 447

東風平バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 767

小手指アライアンス・キリスト教会［ア

ライアンス］	 177

御殿場教会［日基教団］	 422

（特養）御殿場十字の園	 868

御殿場純福音キリスト教会＝ニューホ

ープチャペル［TPKF］	 422

御殿場聖マリア幼稚園	 418

ゴトウ靴店	 144

琴浦教会［日基教団］	 624

琴似教会幼稚園	 25

琴似中央通教会［日基教団］	 42

琴平教会［日基教団］	 665

こどもセンター	 225

子供の家	 862

子供の家幼稚園［子供の家］	 739

（NPO）子どもの環境を守る会	Jワールド	190

こどもの国キリスト教会［JECA］	 337
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佐伯教会［栄光の福音］	 734

蔵王キリスト教会［保守バプ］	 99

堺	秀一･理恵	 1009

酒井	保・慶子	 1008

堺育麦キリスト教会［ディコンリー］	 532

堺インターナショナル・バイブル・チ

ャーチ（SIBC）［単立／独立］	 531

堺栄光教会［イエス・キリスト］	 534

堺エリムキリスト教会［ペンテコステ

教団］	 531

堺大浜キリスト教会［単立／独立］	 531

堺金岡幼稚園	 509

堺川尻教会［日基教団］	 531

堺教会［日基教団］	 530

堺教会［KCCJ］	 531

堺教会［聖イエス会］	 532

境キリスト教会［基督兄弟団］	 130

境キリスト教会［福音伝道］	 146

堺キリスト教会［バプ連盟］	 530

堺キリスト教会［アッセンブリー］	 531

堺キリスト教会［フリーメソ］	 531

堺キリスト教書店	 506

堺シオン福音教会［JEC］	 532

堺清水橋教会［日基教団］	 531

堺神愛教会［単立／独立］	 530

坂井診療所	 841

堺聖テモテ教会［聖公会］	 532

堺中央キリスト教会［MB］	 532

坂出大浜教会［日基教団］	 660

坂出教会［日基教団］	 660

坂出聖マルチン病院	 842

坂出飯山教会［改革派］	 660

堺伝道所［東洋ローア］	 530

境の谷めぐみ教会［ウェスレアン］	 348

佐賀祈りの家［聖公会］	 711

堺深井教会（伝）［イエス・キリスト］	 532

堺福音教会［JEC］	 534

堺福音教会岡山チャペル［JEC］	 622

堺福音教会沖縄チャペル［JEC］	 764

堺福音教会信濃チャペル［JEC］	 397

堺福音教会泉北チャペル［JEC］	 534

堺福音教会チャペル犬山［JEC］	 442

堺福音教会東京チャペル［JEC］	 253

堺福音教会三国クリスチャンチャペル

［JEC］	 148

境復活教会［聖公会］	 607

堺みくに教会［改革派］	 531

境港教会［日基教団］	 607

境港キリスト教会［アッセンブリー］	 607

酒井羊一写真事務所	 502

榮	義之・愛香	 1010

寒河江共労育成園	 854

栄シャローム福音教会［TPKF］	 343

栄聖書教会［JECA］	 460

寒河江聖書バプテスト教会［単立／独立］	97

西条アライアンス教会［アライアンス］	 671

西条栄光教会［日基教団］	 671

西条栄光幼稚園	 668

西条教会［福音ルーテル］	 635

西条教会［日基教団］	 671

西条聖書教会［JECA友好］	 671

西条聖マリア幼稚園	 668

西条ホーリネスキリスト教会［ホーリ

ネス］	 672

西条ルーテル幼稚園	 630

西大寺キリスト教会［同盟基督］	 622

（宗）西大寺キリスト教会	 970

西大寺バプテスト教会［バプ教会連合］	 592

埼大通リ教会［日基教団］	 171

在宅介護支援センターやまじ	 877

埼玉イエスキリスト聖愛教会［勝利教

会］	 169

（福）埼玉育児院［育児院］	 824

埼玉栄光キリスト教会［単立／独立］	 166

埼玉キリスト教会［単立／独立］	 162

さいたまキリスト教会＝グロリア・チ

ャペル［単立／独立］	 173

埼玉国際基督教会［国際福音教団］	 164

さいたま国際キリスト教会［JECA友好・

OMF］	 170

埼玉新生教会［日基教団］	 171

さいたま中央伝道所［バプ連盟］	 172

埼玉中国語礼拝伝道所［日基教団］	 161

さいたま伝道所［東洋ローア］	 170

さいたま福音教会［単立／独立・イエ

ス教長老会］	 170

さいたま福音キリスト教会［単立／独

立］	 173

埼玉ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］	 165

埼玉和光教会［日基教団］	 184

斎藤	五十三・千恵子	 1009

西都カトリック幼稚園	 739

西都教会［日基教団］	 740

西戸崎キリスト教会［バプ連盟］	 703

在日韓国基督教宣教師連合会［KMA］	 971

在日韓国基督教総協議会［CCKJ］	 971

在日基督教大韓監理会	 922

在日スエーデン東洋福音伝道団	 922

在日大韓基督教会	 922

崔信義（サイノブヨシ）法律事務所	 74

西伯法勝寺教会［日基教団］	 609

サイパン・ナオス・ジャパニーズ・チ

ャーチ	 1030

才門建設（株）	 891

幸町教会［日基教団］	 470

さいわい幼稚園	 687

サイン・ウイルス・キリスト教会	 1051

サウスベイ・ジャパニーズ・クリスチ

ャン・フェローシップ	 1019

サウスベイ・フリーメソジスト教会	 1019

小森野キリスト教会［JEC］	 697

小諸赤坂教会［単立／独立］	 398

小諸教会［日基教団］	 398

小諸聖書教会［単立／独立］	 398

小諸聖書研究会［無教会］	 398

小諸幼稚園	 394

子安台幼児園	 313

胡屋バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 761

小矢部カトリック明星幼稚園	 365

湖山教会［日基教団］	 607

子山ホーム	 859

ゴヤンベ昇天教会	 1043

コルネリオ会（自衛隊員キリスト者会）

［JMCF］	 970

ゴルフパートナー苦楽園店	 550

コロア・ユニオン教会	 1028

挙母教会桜町礼拝所［福音ルーテル］	 450

挙母教会元町礼拝所［福音ルーテル］	 450

挙母ルーテル幼稚園	 439

行政書士	今悦子事務所	 227

金剛教会［日基教団］	 540

金剛キリスト望み教会［アドベント］	 514

金剛聖書教会［バプ宣教団］	 515

金剛バプテスト・キリスト教会［バプ

教会連合］	 540

根子岳山想	 1065

近藤	恵	 1008

近藤クリニック	 837

近藤診療所	 841

（株）コンフォート・レノ	 891

さ

サード・バプテスト教会日本語伝道所	 1025

サーバンツ・オブ・クライスト・チャ

ーチ［バプ教会連合］	 327

サーバンツ・フォー・ザ・ミッション	 970

（有）サーブ介護センター	 870

サーフサイドセヴン茅ヶ崎ファーム	 866

在亜キリスト福音公同教会	 1032

在亜日本人キリスト教会	 1032

在欧日本人宣教会［JO］	 996

犀川教会［日基教団］	 707

犀川のぞみ保育園	 687

在韓日本人めぐみチャペル	 1052

佐伯教会［日基教団］	 734

佐伯聖書キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 734

佐伯福音キリスト教会［ホーリネス］	 734

西京福音教会［単立／独立］	 494

サイクル・ボーイ	 308

西郷	純一・かおる	 1014

西郷純一・かおる師を支える会［西郷

師支える会］	 996
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ンゼラ］	 202

さくら保育園	 233

桜町聖母幼稚園	 659

サクラメント聖書教会	 1019

サクラメント日本人合同メソジスト教

会	 1019

桜本教会［日基教団］	 322

桜本保育園	 313

桜山キリストの教会［キリストの教会］	 275

笹丘カトリック幼稚園	 687

笹沖聖約キリスト教会［聖約］	 624

佐々木	和之	 1011

佐々木	満男	 227

佐々木	三奈	 229

佐々木司法書士事務所	 157

佐々木電機工業（株）	 57

佐々木内科医院	 834

佐々木理容店	 658

篠栗キリスト教会［バプ連盟］	 707

笹塚キリスト教会＝Jesus’	Disciples	

Church［福音伝道］	 255

（有）ササヌマ産業	 57

笹谷教会［イエス・キリスト］	 112

篠山教会［日基教団］	 576

佐敷教会［日基教団］	 765

佐世保教会［日基教団］	 717

佐世保教会＝佐世保ナザレン教会［ナ

ザレン］	 717

佐世保キリスト教会［バプ連盟］	 717

佐世保キリスト福音教会［単立／独立］	 717

佐世保比良町教会［日基教団］	 717

佐世保復活教会［聖公会］	 717

佐世保ローア・バプテスト教会［単立

／独立］	 719

貞光キリスト教会［キリスト伝道隊］	 656

幸の実園	 855

サッカースクール・エスペランサ	 310

（特養）さつき荘	 855

幸手キリスト教会＝幸手教会［単立／

独立］	 174

幸手基督教会［聖公会］	 174

札苗ライトハウスキリスト教会［JECA・

OMF］	 43

札幌栄光教会［基督兄弟団］	 43

札幌大通キリスト教会［単立／独立］	 39

札幌大通キリスト教会由仁伝道所［単

立／独立］	 54

札幌川沿教会［札幌キリスト召団］	 44

札幌北一条教会［日キ教会］	 39

札幌教会札幌北礼拝堂［福音ルーテル］	 37

札幌北野キリスト教会［バプ同盟］	 38

札幌希望の丘教会［JECA］	 41

札幌教会［ホーリネス］	 37

札幌教会［聖イエス会］	 38

札幌教会＝オリーブチャペル［聖協団］	 38

相模原神召教会［アッセンブリー］	 326

相模原福音キリスト教会［JECA・リー

ベンゼラ］	 326

相模原ホープチャーチ［新生連合］	 328

相模原南教会［日基教団］	 328

相模翠ヶ丘幼稚園	 313

相模南橋本キリスト教会［ホーリネス］	 326

（財）相模メモリアルパーク	 907

佐賀めぐみ教会［日キ教会］	 711

坂本	朋子	 1008

坂本法律事務所	 144

相良	昌彦・スーザン	ボルスター	 1014

相良教会［日基教団］	 431

相良堂	 95

佐賀リバイバルチャーチ［単立／独立］	 711

佐川教会［日基教団］	 682

酒匂キリスト教会［NSKK］	 320

鷺沼キリスト教会［NSKK］	 325

鷺沼キリスト福音教会［JECA］	 325

さきはら不動産	 898

左京キリスト教会［キリストの教会］	 492

佐久教会［日基教団］	 398

佐久中央キリスト教会［単立／独立］	 398

佐久伝道所［改革派］	 398

作東キリストの教会［キリストの教会］	 627

司法書士	桜井清事務所	 437

（株）櫻井	淳計画工房	 893

桜井聖愛教会［フリーメソ］	 546

桜井聖保羅教会［聖公会］	 591

櫻井土地家屋調査士事務所	 893

桜井ルーテル教会［近畿教会］	 591

桜ヶ丘教会［日基教団］	 263

桜ヶ丘キリスト教会［東京FM］	 288

さくら学園	 868

桜木教会［日基教団］	 375

桜木クリスチャンセンター［単立／独

立］	 421

佐倉教会［日基教団］	 202

桜木幼稚園	 372

サクラ・キリスト伝道所［アッセンブ

リー］	 499

桜新町教会［日基教団］	 267

桜新町キリストの教会［キリストの教

会］	 267

桜新町キリストの教会小淵沢伝道舘

［キリストの教会］	 389

佐倉聖書バプテスト教会［JBBF］	 202

桜台教会［単立／独立］	 277

桜台保育園	 233

桜台恵み平安キリスト教会［単立／独

立］	 277

桜の聖母学院幼稚園	 105

桜の聖母幼稚園	 715

さくら橋コミュニティセンター	 862

佐倉福音キリスト教会［JECA・リーベ

栄町教会ベビーホーム	 105

寒河江伝道所［日基教団］	 97

栄福音キリスト教会［JECA］	 43

サカエ保育園	 555

さかえ幼稚園	 687

佐賀カトリック幼稚園	 710

佐賀神の教会［神の教会］	 711

坂城栄光教会［日基教団］	 404

榊原	宣行・久美子	 1014

佐賀教会［日基教団］	 711

佐賀教会［福音ルーテル］	 711

嵯峨キリスト教会［ナザレン］	 489

佐賀キリスト教会［バプ連盟］	 711

（福）佐賀キリスト教事業団	 824

坂下教会［日基教団］	 412

佐賀聖書集会［無教会］	 711

酒田教会［日基教団］	 97

酒田暁星教会［日基教団］	 97

酒田キリスト教会［COG］	 97

酒田のぞみキリスト教会［バプ連盟］	 97

酒田双葉幼稚園・酒田双葉託児園	 96

酒田緑ヶ丘聖書バプテスト教会［保守

バプ］	 98

酒田ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］	 98

坂戸いずみ教会［日基教団］	 174

坂戸教会［改革派］	 174

坂戸キリスト教会＝グリーンチャペル

［ホーリネス］	 174

坂戸キリスト教会＝ホワイトチャペル

［ホーリネス］	 174

坂戸バプテスト教会［バプ教会連合］	 174

（株）嵯峨野	 189

坂之上バプテスト教会［単立／独立］	 751

嵯峨野教会［聖イエス会］	 489

坂ノ下保育園	 365

佐賀関教会［日基教団］	 733

相模キリスト教会［日本宣教会］	 327

相模白ゆり幼稚園	 313

相模聖書キリスト教会［単立／独立］	 326

相模台キリストの教会［キリストの教

会］	 327

相模台放課後児童クラブ	 192

相模庭苑（株）	 893

さがみ野教会［聖書友の会］	 327

さがみ野教会［CPC］	 328

さがみのキリスト教会［長老教会］	 327

さがみ野ホーム	 866

相模原教会［聖協団］	 326

相模原教会［日基教団］	 326

相模原キリスト教会［ホーリネス］	 326

相模原キリスト教会宣教センター［ホ

ーリネス］	 326

相模原グレース・チャペル［ECC］	 328

相模原信仰バプテスト教会［単立／独

立］	 326
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サムエル幼児園	 618

寒川キリスト教会［NSKK］	 351

鮫バプテスト教会［バプ連盟］	 61

さや教会［日基教団］	 673

佐山	智恵美	 1007

狭山栄光キリスト教会［単立／独立］	 174

狭山キリスト教会［日本宣教会］	 175

狭山キリスト教会＝チャペルオアシス

狭山［アッセンブリー］	 175

狭山シャローム教会［ホーリネス］	 175

狭山伝道所［日基教団］	 175

狭山伝道所＝狭山アライアンス・キリ

スト教会［アライアンス］	 175

狭山バイブル・スタディ［単立／独立］	 175

狭山福音教会［JEC］	 515

さゆり幼稚園	 25

小百合幼稚園	 67

さゆり幼稚園	 96

さゆり幼稚園	 105

小百合幼稚園	 234

さゆり幼稚園	 313

さゆり幼稚園	 418

佐用マリア幼稚園	 555

サラ美容室	 658

サラン教会日本語礼拝部	 1052

沙蘭蛮	 436

猿ケ京キリスト教会［単立／独立］	 153

サレジオ学院幼稚園	 313

サレム宮里教会［単立／独立］	 760

佐呂間教会［日キ教会］	 52

（株）サロン特機	 221

佐原教会［ホーリネス］	 201

佐原教会［日基教団］	 201

早良キリスト教会［バプ連盟］	 698

早蕨幼稚園	 134

佐原めぐみ保育園［めぐみ保育園］	 192

三愛学舎	 787

三愛保育園	 159

三愛幼稚園	 192

サンアントニオ日本人クリスチャング

ループ	 1025

賛育会豊野病院	 837

賛育会病院	 834

三育保育園	 105

三育幼稚園	 105

三・一教会［日基教団］	 328

山陰こどものとも社	 605

三箇の森祈祷院	 440

（有）三協アルファ企画	 417

（株）サンクゼール	 392

サンクゼールチャペル［単立／独立］	 403

三軒茶屋教会［ナザレン］	 267

三軒茶屋教会［日基教団］	 267

三軒家教会［日基教団］	 520

三光教会［聖公会］	 254

（NPO）札幌マック	 852

札幌南福音キリスト教会［JECA］	 44

札幌宮の森教会＝A．R．C．C［JRL］	 40

札幌めぐみキリスト教会［単立／独立］	 43

札幌元町教会［日基教団］	 43

札幌ルーテル山の手教会［NRK］	 43

ザ・デイ	 971

佐藤	一彦・のぞみ	 1010

佐藤	丈史	 227

佐藤	晴美	 1008

佐藤	浩之・文代	 1012

佐藤	和香子	 1007

佐藤眼科医院	 842

（株）佐藤製作所	 308

サトウ･デンタルクリニック	 834

佐藤晴美宣教師を支える会［佐藤師支

える会］	 996

佐藤	葉子	 1011

郷ヶ丘バプテスト教会［単立／独立］	 108

佐渡金井キリスト教会［同盟基督］	 358

佐渡教会［日基教団］	 358

佐土原キリスト教会［メノナイト教会

会議］	 742

左内坂教会［日基教団］	 263

左内坂幼稚園	 233

早苗幼稚園	 313

佐野インターナショナルスクール	 134

佐野オリーブ教会［福音伝道］	 139

佐野教会［日基教団］	 139

佐野キリスト教会［単立／独立］	 420

佐野小隊［救世軍］	 139

佐野リバイバルセンター＝CIアジア佐

野キリスト教会［アライズ］	 139

佐野レインボーチャーチ（伝）［キリ

スト宣教団］	 139

鯖江キリスト教会［単立／独立］	 381

鯖江福音キリスト教会［単立／独立］	 381

佐原	光児	 1014

サフラン愛児園	 234

（福）さふらん会	 824

サフラン教会［聖イエス会］	 655

さふらん生活園	 870

さふらん保育園	 484

座間キリスト教会［同盟基督］	 329

座間バプテストエクレシア［単立／独

立］	 329

座間バプテストキリスト伝道所［バプ

連盟］	 329

サマリタン・ゴスペルクルセード	 971

サマリヤ眼科クリニック	 830

ザ・ミッション・ツーシーフェラース

神戸［聖公会］	 571

早緑子供の園	 687

（有）サムエル	 897

サムエル国際キリスト教学園［SICA］	 618

札幌教会［日基教団］	 39

札幌教会＝札幌キリスト教会［KCCJ］	 41

札幌教会［改革派］	 43

札幌教会札幌礼拝堂［福音ルーテル］	 39

札幌教会新札幌礼拝堂［福音ルーテル］	 36

札幌キリスト教会［聖公会］	 37

札幌キリスト教会あいの里チャペル

［同盟基督］	 37

札幌キリスト召団	 922

札幌キリスト聖餐教会［単立／独立］	 37

札幌キリスト福音館［単立／独立］	 37

札幌キリスト福音館栗沢チャペル［単

立／独立］	 31

札幌グッドアワー教会［日基教団］	 39

札幌クリスチャングループ［在外国教

団教派］	 41

札幌国際キリスト教会［JECA友好・OMF］	39

札幌ゴスペルファミリーチャーチ［単

立／独立］	 38

札幌琴似教会［日キ教会］	 42

札幌小隊［救世軍］	 39

札幌白石教会［日キ教会］	 38

札幌神召キリスト教会＝札幌レインボ

ー・チャペル［アッセンブリー］	 39

札幌新生教会［ウェスレアン］	 39

札幌新生キリスト教会［バプ連盟］	 37

札幌聖書キリスト教会［JECA］	 38

札幌聖書バプテスト教会［JBBF］	 44

札幌聖ミカエル教会［聖公会］	 43

札幌桑園教会［日キ教会］	 39

札幌中央教会［日基教団］	 40

札幌中央福音キリスト教会［JECA］	 40

札幌中央ルーテル教会［NRK］	 40

札幌手稲前田伝道所［日キ教会］	 41

札幌伝道所［東洋ローア］	 38

札幌独立キリスト教会［単立／独立］	 40

札幌富丘伝道所［日基教団］	 41

札幌豊平教会［日キ教会］	 41

札幌ナザレン教会［ナザレン］	 40

札幌西福音キリスト教会［JECA］	 42

札幌八軒キリスト教会［JECA友好・OMF］	42

札幌発寒教会［日キ教会］	 42

札幌バプテスト教会［バプ連盟］	 40

札幌東キリスト伝道所［アッセンブリー］	43

札幌東聖書バプテスト教会［JBBF］	 43

札幌ビクトリー・ファミリー教会［単

立／独立］	 43

札幌羊ケ丘教会［イエス・キリスト］	 38

札幌福音教会［自由福音］	 40

札幌福音自由教会［福音自由］	 41

札幌平和の福音教会［JECA］	 42

札幌ペンテコステ教会［福音ペンテコ

ステ］	 40

札幌北部教会［日基教団］	 37

札幌北光教会［日基教団］	 40
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ョナル	チャーチ［単立／独立］	 280

椎田伝道所［日基教団］	 707

椎名町教会［同盟基督］	 274

シープゲートチャペル東秋留駅前教会

＝東秋留駅前教会［単立／独立］	 283

シープスマ	由利子	 1012

ジーン・イーズ	 1013

（株）ジェイ・アール	 896

自衛官キリスト者友愛会［自衛官友愛

会］	 971

ジェイズ・ハンド	 971

ジェツーバ福音ホーリネス教会	 1044

（株）ジェネシス	 896

ジェネシスインターナショナルチャー

チ［単立／独立］	 526

塩釜カトリック幼稚園	 75

塩釜キリスト教会［バプ同盟］	 79

塩釜キリスト教会多賀城キリスト伝道

所［バプ同盟］	 84

塩釜キリスト教会地区会堂［バプ同盟］	 85

塩釜キリスト教会松島伝道所＝松島キ

リスト教会［バプ同盟］	 86

塩釜キリスト恵み教会［単立／独立］	 79

塩釜聖光幼稚園	 75

塩釜聖書バプテスト教会［保守バプ］	 84

塩釜東教会［日基教団］	 79

塩狩峠記念館	 28

塩尻アイオナ教会［日基教団］	 398

塩尻教会＝塩尻キリスト教会［イエス・

キリスト］	 399

塩尻聖書教会＝広丘めぐみチャペル

［同盟基督］	 399

塩尻めぐみ幼稚園	 394

塩田日本使徒キリスト教会［使徒キリ

スト］	 388

塩谷一粒教会［日基教団］	 141

塩谷キリスト教会［ウェスレアン］	 141

塩屋キリスト教会［伝道隊］	 569

シオン園	 883

シオン園保育園	 722

シオン音楽教室	 365

シオンが丘キリスト教会［同盟基督］	 362

シオン学院・カルチャースクール	 118

賜恩学園	 795

シオン希望教会［単立／独立］	 449

シオン教会［在日韓国メソジスト］	 184

シオン教会［聖イエス会］	 535

シオン教会徳山礼拝所［福音ルーテル］	 648

シオン教会防府礼拝所［福音ルーテル］	 649

シオン教会益田礼拝所［福音ルーテル］	 613

シオン教会六日市チャペル［福音ルー

テル］	 615

シオン教会柳井礼拝所［福音ルーテル］	 650

シオンキリスト教会［JCM］	 214

シオンキリスト教会［JBC］	 479

（NPO）山谷マック［山谷マック］	 862

（株）サン勇建設	 889

山陽キリスト福音教会［JEC］	 619

山陽聖約キリスト教会［聖約］	 619

山陽恵キリスト教会＝西大寺キリスト

教会伝道所［同盟基督］	 619

サンライズ英語幼児園	 757

サンライズカフェ［同盟基督］	 246

サンライズクリスチャンセンターみさ

と吉川教会［NLM］	 184

サンライズ杉戸教会［NLM］	 174

（有）サンライズ造景	 887

サンライズのぞみ教会＝サンライズ・

クリスチャン・チャーチ［アッセン

ブリー］	 166

三里塚教会［日基教団］	 209

三里塚幼稚園	 192

サンロレンゾキリスト教会	 1020

し

（軽費）慈愛園ケアハウス	 882

慈愛園デイサービスセンター	 882

慈愛園乳児ホーム・子供ホーム	 882

慈愛園パウラスホーム居宅介護支援事

業所	 882

（養老）慈愛園老人ホーム	 883

慈愛幼稚園	 757

シアトル日系人キリスト教会同盟	 1031

シアトル日本人組合教会	 1031

シアトル日本人長老教会	 1031

シアトル日本人バプテスト教会	 1031

シアノルテ福音ルーテル教会（日本人

部）	 1044

シーサイド	バイブル	チャペル［単立

／独立］	 84

ジーザス・クライストチャーチ［単立

／独立］	 343

ジーザス・ファミリー［ジーザス］	 996

ジーザス・カフェ・ハウス［フォース

クエア］	 513

ジーザス・クライスト・ミニストリーズ	923

（株）ジーザス・コミュニケーション

ズ［ジーザスコム］	 221

ジーザス・コミュニティ＝カルバリ−

チャペル国分寺［カルバリーチャペ

ル］	 286

ジーザスハウス［単立／独立］	 480

ジーザス・フェイス・パティエンス＝

J.F.P［単立／独立］	 527

ジーザス・ファミリー［単立／独立］	 515

ジーザスフェローシップ広島［サンビ

教団］	 637

ジーザス	ライフハウス	インターナシ

三財会堂［バプ連盟］	 740

サンシティー聖母幼稚園	 234

三条教会［日基教団］	 358

三条白百合幼稚園	 355

三条聖母マリア教会［聖公会］	 358

三条福音キリスト教会［伝道福音］	 358

サンジョゼードスカンポス福音ホーリ

ネス教会	 1043

三田泉キリスト教会［ホーリネス］	 577

サンタクララバレー日系キリスト教会	 1019

サンタクルス日ボ福音教会	 1051

さんだグレイスチャペル［JEC］	 577

三田こばと保育園	 555

サンタセシリア幼稚園	 234

三田フェローシップキリスト教会［デ

ィコンリー］	 577

三田福音教会［イエス・キリスト］	 577

三田ホーリーチャペル［オープン・バ

イブル］	 577

三田北摂ルーテル教会［近畿教会］	 577

サンタ・マリア幼稚園	 439

サンタリア聖書教会［単立／独立］	 388

サンチャペル＝にのみや聖書教会［単

立／独立］	 352

サンディエゴ日系人教会	 1019

サンディエゴ・ボニタ日系聖書教会	 1019

サンディエゴ南バプテスト日本語教会	 1020

サントアンドレ福音ホーリネス教会	 1043

サントス福音ホーリネス教会	 1043

山王原キリストの教会［キリストの教

会］	 319

三戸伝道所［日基教団］	 63

三宮聖書バプテスト教会［単立／独立］	 571

サンパウロ聖十字教会	 1043

サンパウロ日系福音ルーテル教会	 1043

サンパウロ福音教会	 1044

サンパウロ復活教会	 1044

サンハビエル教会	 1032

三番通福音キリスト教会［JECA］	 32

サンビ教団	 923

（株）サンビルダー	 551

サンファナンドバレーホーリネス教会	 1020

サンフランシスコ・キリスト聖公会	 1020

サン・フランシスコ日本人キリスト教

教会	 1020

三瓶幼稚園	 669

サンベルナルド福音ホーリネス教会	 1044

サンホゼ・バプテスト教会	 1020

三本木教会［日基教団］	 61

三本松伝道所［改革派］	 663

サン・ミゲール・パウリスタキリスト

福音教会	 1044

サンモール幼稚部	 313

山谷兄弟の家伝道所［日基教団］	 271

山谷伝道所［日基教団］	 271
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（学）静岡英和女学院［静岡英和］	 780

静岡英和女学院中学校・高等学校	 798

静岡改革派キリスト教盲人伝道センタ

ー附属盲人図書館［静岡盲人伝道セ

ンター］	 419

静岡教会［単立／独立］	 422

静岡教会［日基教団］	 422

静岡教会［改革派］	 425

静岡教会［聖イエス会］	 425

静岡教会音羽町礼拝所［福音ルーテル］	 422

静岡教会ひかり礼拝所［福音ルーテル］	 422

静岡草深教会［日基教団］	 422

静岡サミル聖書教会［単立／独立］	 423

静岡小隊［救世軍］	 423

静岡聖書集会［無教会］	 425

静岡星美学園幼稚園	 418

静岡聖文舎	 417

静岡聖ペテロ教会［聖公会］	 423

静岡聖母幼稚園	 418

静岡バイブルバプテスト教会［JBBF］	 425

静岡その枝キリスト教会［単立／独立］	 423

静岡中央キリストの教会［キリストの

教会］	 425

静岡バプテスト幼稚園	 418

静岡光の家協会	 868

静岡ホーム	 868

静岡ホーリネス教会［ホーリネス］	 425

静岡めぐみ教会［同盟基督］	 425

静岡レムナント教会［単立／独立・イ

エス教長老会］	 427

志筑教会＝志筑キリスト教会［日基教

団］	 563

静内新生キリスト教会［JECA］	 53

（福）慈生会	 824

慈生会病院	 834

（株）自然化粧医学会	 850

志染愛真ホーム	 877

志太聖書研究会［無教会］	 430

下谷教会［日基教団］	 271

設楽教会［イエス福音］	 461

自治医大前キリスト教会［JECA・リー

ベンゼラ］	 139

七ケ浜キリスト教会＝塩釜キリスト教

会七ケ浜伝道所［バプ同盟］	 86

七條基督教会＝アッセンブリー京都教

会［アッセンブリー］	 493

七戸教会［日基教団］	 63

視聴覚まるごと研究所	 157

十貫坂教会［日基教団］	 275

室内センターイシイ	 889

シティバイブルチャーチ［単立／独立］	 641

シティビジョン･グローリーチャーチ

［アッセンブリー］	 338

シティ・リジョイス・チャーチ［単立

／独立］	 455

／独立］	 208

シオン・バプテスト教会［バプ連合］	 123

シオンヒル設計事務所	 891

シオンブックス大富	 74

シオン保育園	 611

シオン保育園	 722

シオン幼児学園［シオン］	 234

シオン幼稚園	 192

シオン幼稚園	 234

シオン幼稚園	 484

シオン幼稚園	 598

シオン幼稚園	 669

シオンライフチャーチ［NTM］	 461

志賀キリスト教会［長老教会］	 452

視覚障害者生活情報センターぎふ	 868

視覚障害リハビリテーションセンター	 874

シカゴ・キリスト組合教会	 1015

シカゴ・ジャパニーズ・ミッション・

チャーチ	 1015

シカゴ日系人キリスト教会協議会	 1016

シカゴ・レークサイド教会	 1016

滋賀摂理伝道所［改革派］	 477

シカタ開発（株）［シカタ］	 897

自家焙煎珈琲	雅珈	 667

自家培養天然酵母パン	モネラ	 436

シカモア組合教会	 1020

信楽キリスト教会［キリスト伝道隊］	 478

志木北伝道所［日キ教会］	 175

志木教会［日基教団］	 175

志木教會附属泉幼稚園［泉幼稚園］	 159

志木キリスト教会［KFG］	 175

志木聖母教会［聖公会］	 162

志木新座めぐみ教会［同盟基督］	 175

自給自活伝道牧師連絡協議会	 971

重井バプテスト教会［バプ同盟］	 633

慈恵病院	 843

枝光会駒場幼稚園	 234

枝光会付属幼稚園	 234

枝光学園幼稚園	 234

四国学院大学	 805

四国障害者キリスト伝道会［四障伝］	 972

四国福音キリスト教会［単立／独立］	 664

四国リバイバルチャーチ［単立／独立］	 672

宍喰教会［日基教団］	 656

四條畷教会［日基教団］	 534

四條畷キリスト教学院	 815

酒々井キリスト教会［保守バプ］	 216

酒々井聖書キリスト教会［単立／独立］	 216

静岡池田伝道所［日キ教会］	 425

静岡一番町教会［日基教団］	 422

静岡梅屋町キリスト教会［単立／独立］	 422

静岡梅屋町キリスト教会藤枝チャペル

［単立／独立］	 430

静岡英和学院大学・静岡英和学院大学

短期大学部	 798

シオンキリスト教会［CLCI］	 759

シオン・キリスト教会楯岡チャペル［保

守バプ］	 99

シオン・キリスト教団	 923

シオン錦秋湖	 1058

シオンクリスチャンセンター［単立／

独立］	 49

シオン・クリスチャン・フェロシップ	 924

シオンクリスチャンフェロシップ伊豆

［Z.C.F］	 433

シオンクリスチャンフェロシップ所沢

［Z.C.F］	 177

シオンクリスチャンフェロシップ富山

［Z.C.F］	 367

シオンクリスチャンフェロシップ長野

［Z.C.F］	 399

シオンクリスチャンフェロシップ西宮

［Z.C.F］	 581

シオンクリスチャンフェロシップ福岡

［Z.C.F］	 700

シオンクリスチャンフェロシップ横浜

［Z.C.F］	 339

（株）シオン工芸	 900

しおんゴスペルチャーチ［単立／独立］	 564

シオン子どもの家	 611

シオンコンサルタントルーム	 157

シオン相模原	 866

（株）シオン（シオン	クリスチャン	セ

レモ）	 907

シオン商会	 133

シオン宣教団	 924

シオンとの架け橋	 971

シオントラベル	 222

（NPO）しおんの家	 867

シオンの丘秋田キリスト教会［ルーテ

ル同胞］	 91

シオンの丘教会［バプ連盟］	 545

シオンの丘クリスチャンセンター＝ク

リスチャンインターナショナルアジ

アネットワーク［単立／独立・アラ

イズ］	 324

シオンの里	ナーシングホーム	白井城	 856

シオンの礎石ゴスペルジョイ横浜教会

［単立／独立］	 348

シオンの礎石湘南教会［単立／独立］	 321

（特養）シオンの園	 853

（特養）シオンの園	 882

シオンの群中野キリスト教会［単立／

独立］	 275

シオンの群森の上キリスト教会＝森の

上グリーンチャペル［単立／独立］	 282

シオンの山エルサレム集会［オープン・

バイブル］	 293

シオンの喜び［シオン］	 996

シオン・バイブル・スタディー［単立
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志村栄光教会［日基教団］	 246

志村キリスト教会［アッセンブリー］	 246

志村バプテスト教会［バプ連盟］	 246

志免教会［日キ教会］	 707

下馬福音教会［同盟基督］	 267

下落合教会［日基教団］	 258

下落合みどり幼稚園	 234

下鴨基督教会［聖公会］	 492

下鴨幼稚園	 484

下川	樹也	 1010

下北沢教会［ナザレン］	 267

下北沢聖書教会［同盟基督］	 267

下北沢聖書教会羽村会堂＝羽村聖書教

会［同盟基督］	 295

下桑谷	浩	 1013

下桑谷浩を支える会［下桑谷師支援］	 996

下石神井教会［日基教団］	 277

下諏訪キリスト教会［単立／独立］	 404

下田教会［日基教団］	 426

下館教会［日基教団］	 123

下館キリスト教会［JECA］	 123

下館グローリーチャペル＝下館教会

［基督兄弟団］	 123

下館聖公教会［聖公会］	 123

下館聖母幼稚園	 119

下館伝道所［日キ教会］	 124

下館幼稚園	 119

下田部保育園	 509

下妻月会［クエーカー］	 123

下妻小友幼稚園	 119

下仁田キリスト教会［同盟福音］	 152

下関教会［KCCJ］	 647

下関教会［基督兄弟団］	 647

下関教会［日キ教会］	 647

下関教会［日基教団］	 647

下関キリスト教会［福音の群］	 647

下関キリスト聖書教会［単立／独立］	 647

下関クリスチャンセンター	 643

下関シオン教会［アッセンブリー］	 647

下関聖フランシス・ザビエル教会［聖

公会］	 647

下関天使幼稚園	 644

下関西教会［日基教団］	 647

下関バプテスト教会［バプ連盟］	 647

下関彦島教会［日基教団］	 647

下関丸山教会［日基教団］	 647

下ノ橋教会［日基教団］	 70

下浜教会［日基教団］	 91

下松暁の星幼稚園	 644

下松国際キリスト教会［CHRISTAR］	 646

下山口キリスト教会［ホーリネス］	 177

（有）シモン	 222

（有）シモン企画	 229

シャインジーザスチャーチ［フォース

クエア］	 322

神木イエス・キリスト教会青葉チャペ

ル［単立／独立］	 337

神木イエス・キリスト教会宮前チャペ

ル［単立／独立］	 325

子母口キリスト教会［同盟基督］	 323

島	優美	 1010

島影	正義･君子	 1012

島影宣教師支援会［島影師支援会］	 996

志摩キリスト教会［近畿教会］	 467

嶋崎耳鼻咽喉科医院	 837

志真志伝道所［日基教団］	 762

島田教会［イエス福音］	 425

島田教会［日基教団］	 425

島田設計一級建築事務所	 895

（株）島田葬儀社（合掌殿島田斎場）	 910

島田伝道所［聖公会］	 425

島之内教会［日基教団］	 521

島原栄光教会［聖イエス会］	 719

島原教会［活水基督］	 718

島原教会［日キ教会］	 718

島原教会［日基教団］	 718

島袋諸聖徒教会［聖公会］	 761

島松教会［日基教団］	 31

嶌村	貴・恵子	 1009

島村教会［日基教団］	 146

島村めぐみ保育園	 145

島本キリスト福音教会＝ベテスダチャ

ペル［JBC］	 548

四万十キリスト伝道所＝四万十キリス

ト教会［アッセンブリー］	 682

清水	担・いずみ	 1010

清水栄光キリスト教会［バプ連盟］	 424

清水ヶ丘教会［日基教団］	 350

シミズ楽器専門店	 730

清水教会［日基教団］	 424

清水教会［福音ルーテル］	 424

清水キリスト伝道所＝清水ゴスペルチ

ャーチ［アッセンブリー］	 424

清水基督之教会＝清水キリストの教会

［キリストの教会］	 424

清水草薙キリスト教会［フリーメソ］	 424

（学）清水国際学園	 780

清水国際高等学校	 798

清水ゴスペルファミリー［エブリネイ

ション］	 430

清水シティチャーチ＝シティプレイズ

チャーチ・インターナショナル［ア

ッセンブリー］	 424

清水シャローム教会［単立／独立］	 424

清水小隊［救世軍］	 424

清水聖書教会［同盟基督］	 424

清水聖書バプテスト教会［JBBF］	 424

清水聖ヤコブ教会［聖公会］	 424

清水伝道所［改革派］	 681

清水ホーリネス教会［ホーリネス］	 424

児童養護施設恩寵園	 859

使徒教会［日基教団］	 267

使徒教会［聖イエス会］	 623

志度キリスト教会［伝道隊］	 660

シドニー・ジャパニーズ・コミュニテ

ィー・チャーチ（SJCC）	 1034

シドニー日本語福音教会	 1034

シドニー日本人キリスト教会	 1035

使徒の信仰伝道団川崎教会［単立／独

立］	 322

品川教会［KCCJ］	 254

品川教会附属幼稚園	 234

品川バプテスト教会［バプ連盟］	 254

品川ベテル教会［アッセンブリー］	 254

信濃町教会［日基教団］	 257

信濃村伝道所［日基教団］	 403

志能精密（株）	 308

篠崎キリスト教会［バプ連盟］	 247

篠ノ井教会［日基教団］	 400

黎明教会［聖イエス会］	 539

（学）黎明幼稚園	 25

篠原教会［アッセンブリー］	 343

篠原教会サテライト・チャーチ高田［ア

ッセンブリー］	 343

忍ヶ丘キリスト教会［アドベント］	 535

信夫教会［日基教団］	 112

下関教会［福音ルーテル］	 647

篠路キリスト教会［自由福音］	 37

芝教会［日基教団］	 280

柴宿教会［日基教団］	 68

新発田教会［日基教団］	 358

新発田キリスト教会［同盟基督］	 358

柴田歯科	 830

新発田聖母幼稚園	 356

新発田ルーテルキリスト教会［NRK］	 358

柴又教会＝柴又キリスト教会［ホーリ

ネス］	 251

渋川カベナント教会［NSKK］	 148

渋川教会［日基教団］	 148

渋川キリスト教会［福音伝道］	 148

渋沢	憲一･彩子	 1011

渋沢教会［CPC］	 330

志布志教会［日基教団］	 752

渋谷教会［日基教団］	 255

渋谷小隊［救世軍］	 255

渋谷聖公会聖ミカエル教会［聖公会］	 255

渋谷同胞幼稚園	 234

渋谷日本基督会［基督会］	 255

渋谷バプテスト教会［バプ連盟］	 267

標茶イエスキリスト教会［単立／独立］	 51

士別教会［日基教団］	 44

司法書士	鈴木良明事務所	 118

司法書士鶴木隆夫事務所	 310

神木イエス・キリスト教会掛川チャペ

ル［単立／独立］	 421
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自由キリスト教会［単立／独立］	 338

（株）自由建築設計事務所［自由設計］	 891

十字架福音教会［フォースクエア］	 768

十字架福音キリスト教会［単立／独立］	 326

十字式健康普及会［十字式］	 845

（株）十字屋	 57

十条キリスト教会＝カテドラル・オブ・

プレイズ［アッセンブリー］	 252

十条伝道所［日基教団］	 252

十字路教会［単立／独立］	 293

周船寺第2幼稚園	 687

周船寺幼稚園	 687

（有）十全堂	 222

周東のぞみキリスト教会［日本福音宣

教団］	 646

秋南教会［日基教団］	 93

秋南教会浅舞会堂［日基教団］	 93

秋南教会上野台会堂［日基教団］	 92

秋南教会雄物川会堂［日基教団］	 93

秋南教会角間川会堂［日基教団］	 92

秋南教会生保内会堂［日基教団］	 92

周南キリスト教会［MB］	 648

周南小さき花幼稚園	 644

十二使徒教会［日基教団］	 42

秋芳キリスト教会［単立／独立］	 649

自由メソジスト・ジョダノーポリス教

会	 1044

自由メソジスト・サウーデ教会・日語

部	 1044

自由メソジスト曙教会	 1044

自由メソジスト・アチバイア伝道所	 1045

自由メソジスト・アプカラーナ教会	 1045

自由メソジスト・アマンバイ教会	 1045

自由メソジスト・イグアス教会	 1040

自由メソジスト・イタペヴィー教会	 1045

自由メソジスト・エンブーラ教会	 1045

自由メソジスト・カンピーナス教会	 1045

自由メソジスト・サンジョゼードスカ

ンポス教会	 1045

自由メソジスト･サント・エステーヴ

ォン教会	 1045

自由メソジスト・ジャルジン・プラナ

ルト教会	 1045

自由メソジスト・聖北教会	 1045

自由メソジスト・ソロカバ伝道所	 1045

自由メソジスト・パレットス教会	 1045

自由メソジスト・ピニェイロス教会	 1046

自由メソジスト・マリリア教会	 1046

自由メソジスト・モジ・ダス・クルー

ゼス教会	 1046

自由メソジスト・リベルダーデ教会	 1046

自由メソジスト・リンス教会	 1046

十文字平和教会［日基教団］	 621

周陽教会［日基教団］	 648

主恩教会［日基教団］	 573

（特養）シャローム東久留米	 863

シャローム日田キリスト教会［ウェス

レアン］	 734

シャローム福音教会［単立／独立］	 337

シャローム保育園	 313

シャローム保育園	 439

シャローム武庫川キリスト教会［単立

／独立］	 562

シャローム・メシアニック・エクレシ

ア［友愛グループ］	 272

シャローム幼児学園［SYG］	 159

シャロームロッジ	 1061

シャロン印刷作業所	 553

シャロンキャンプ場	 1044

シャロン教会［聖イエス会］	 375

シャロンキリスト教会［アッセンブリ

ー］	 727

シャロンキリストの教会［キリストの

教会］	 267

シャロン・ゴスペル・チャーチ［単立

／独立］	 274

シャロン・ゴスペル・チャーチ前橋［単

立／独立］	 150

シャロンのばら教会＝武里せんげん台

伝道会［日基教団］	 169

シャロンのばら伝道所＝幸手高野台伝

道会［日基教団］	 174

シャンブルゥ・ドュ・インマヌエル	 502

シューエイ工業	 891

主愛教会［在日韓国メソジスト］	 523

主イエス・キリスト鹿児島栄光教会［ペ

ンテコステ教団］	 751

主イエス・キリスト教会［単立／独立］	 516

主イエス・キリスト教会［単立／独立］	 517

主イエスキリスト聖家族教会＝いな聖

家族教会［単立／独立］	 185

主イエス・キリスト千葉教会［単立／

独立］	 209

主イエス・キリスト福音教会＝ジョイ

フルチャペル［単立／独立］	 128

主イエス・キリスト真理谷祈祷院	 194

主イエス恵愛教会＝マカリオスチャペ

ル［NTM］	 445

主イエス栄光教会［単立／独立］	 40

重井幼稚園	 630

自由ヶ丘医院	 831

自由が丘教会［日基教団］	 267

自由ヶ丘キリスト教会［JECA］	 453

自由が丘伝道所［バプ連盟］	 705

自由ヶ丘めぐみ教会［同盟基督］	 124

修学院教会［福音ルーテル］	 493

（学）自由学園	 780

自由学園（初等部・女子部中等科・男

子部中等科・高等科・最高学部）	 791

19街日系人バプテスト教会	 1020

ジャカルタ日本語キリスト教会	 1034

石神井教会［日基教団］	 277

石神井バプテスト教会［バプ教会連合］	 277

石神井福音教会［同盟基督］	 278

（株）ジャコアンドワールド・Grace	Tour	 222

ジャバクワラ・ホサナ福音教会	 1044

ジャパニーズ・インターナショナル・

バプテスト教会・タコマ	 1031

ジャパニーズ・クリスチャン・フェロ

ーシップ・ネットワーク［JCFN］	 972

ジャパニーズ・ゴスペル・チャーチ	 1035

ジャパニーズ・ゴスペル・チャーチ	 1040

ジャパニーズ・ゴスペル・チャーチ横

浜＝JGC横浜［単立／独立］	 339

（NPO）ジャパン・アライブ	 972

ジャパン・カルバリー・クルセード	 972

ジャパン・クリエイティブ・ミニスト

リー［JCM］	 972

ジャパンピアノクリニック［J.P.C］	 436

（宗）ジャパン・フェイス・ミッショ

ン岩手クリスチャンセンター［岩手

クリスチャンセンター］	 972

ジャパン・ベサニー・ミッション	 924

斜里教会（伝）［基督兄弟団］	 52

シャロームキリスト教会［単立／独立］	 762

（有）シャローム	 73

シャローム	 629

シャローム	煮蕗村	 709

（福）	シャローム	 824

（特養）シャローム	 880

（株）シャローム印刷	 229

シャロームインターナショナルクリス

チャンスクール［SICS］	 157

シャロームヴィレッジ	 895

シャローム栄光教会［CLCI］	 764

（有）シャローム企画	 709

シャローム行政書士事務所	 74

シャローム・キリスト教会［単立／独

立］	 495

シャロームキリスト伝道所［アッセン

ブリー］	 287

シャローム・クリスチャン・フェロー

シップ［NHJA］	 258

シャローム白百合キリスト教会［単立

／独立］	 112

シャローム鋤柄医院	 832

シャローム聖書文化研究所	 684

シャローム聖霊教会［ワールドミッシ

ョン］	 764

シャローム総合保険事務所［シャローム］	73

シャロームチャーチ長尾［NTM］	 544

シャローム伝道所［日基教団］	 124

（NPO）シャロームの会	 853

シャローム函館キリスト教会［単立／

独立］	 46
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湘南教会［日キ教会］	 331

湘南教会［福音教会連合］	 332

城南教会［日基教団］	 254

湘南キリストの愛の教会［単立／独立］	 329

沼南キリスト教会［同盟基督］	 200

湘南キリスト教会［JECA］	 332

湘南グリーンベルトキリスト教会［単

立／独立］	 332

湘南グレースチャペル［キリスト伝道

隊］	 331

湘南白百合学園幼稚園	 313

湘南スペース・ラボ	 893

湘南セントラルチャーチ［日本COG］	 332

湘南台キリスト教会［NSKK］	 333

湘南台バプテスト教会［バプ連盟］	 333

（株）城南電器工業所	 482

湘南ニューホープキリスト教会［バプ

連盟］	 333

湘南のぞみキリスト教会［JECA］	 321

湘南ホライズンファミリーチャーチ

［単立／独立］	 321

湘南見附キリスト教会［単立／独立］	 331

湘南ライフタウンキリスト教会［JECA］	 333

城之橋教会［日基教団］	 382

庄原教会［日基教団］	 634

常磐教会［日基教団］	 108

浄風教会［日基教団］	 278

浄風幼稚園	 234

菖蒲教会［日基教団］	 167

常北キリストの教会［キリストの教会］	 131

城之橋幼稚園	 379

城陽教会［日基教団］	 497

城陽キリスト栄光教会［単立／独立］	 497

城陽キリスト教会［イエス・キリスト］	 497

城陽ナザレン教会［ナザレン］	 497

城陽バプテスト教会［バプ同盟］	 497

（特養）常楽園	 867

勝利教会グループ	 925

勝利聖書神学校・勝利聖書学院［勝利

学園］	 809

昭和聖書教会［FKK］	 533

昭和町キリスト教会［JECA］	 390

昭和橋キリスト教会［単立／独立］	 454

昭和保育園	 192

昭和町教会［ナザレン］	 203

食工房	ぶどうの木舎	 617

（学）女子学院	 780

女子学院中学校・高等学校	 791

女子聖学院中学校・高等学校	 791

如鷲教会［日基教団］	 382

白岡キリスト教会［福音伝道］	 186

白岡天使幼稚園	 159

白岡伝道所［日基教団］	 186

白岡福音キリスト教会［JECA・リーベ

ンゼラ］	 186

頌栄教会［日基教団］	 268

（株）翔栄クリエイト	 222

頌栄工業（株）	 891

頌栄歯科・矯正歯科医院	 833

頌栄児童館	 555

（学）頌栄女子学院	 780

頌栄短期大学	 804

（学）頌栄保育学院	 780

彰栄保育福祉専門学校	 791

彰栄幼稚園	 234

しょうえい幼稚園	 418

頌栄幼稚園	 555

彰栄リハビリテーション専門学校	 791

上越カトリック天使幼稚園	 356

上越聖書バプテスト教会［JBBF］	 358

上越ピープルズチャーチ（伝）［アッ

センブリー］	 359

生涯学習	Jステーション	 505

止揚学園	 871

精華町デイサービスセンター神の園	 872

（特養）松丘園	 859

（有）商業印刷	 191

（学）尚絅学院	 780

尚絅学院大学女子短期大学部附属幼稚園	 75

尚絅学院大学・大学院	 787

尚絅学院中学校・高等学校	 787

上下教会［日基教団］	 640

エマウスの家	 863

暁光会大阪支部	 874

城西教会［日基教団］	 255

城西幼稚園	 234

庄司	好男	 1013

小路キリスト教会［単立／独立］	 516

庄司内科小児科医院	 830

正雀伝道所［日基教団］	 536

上水保育園	 863

上水めぐみキリスト教会［JECA］	 288

城星学園幼稚園	 509

招待キリスト教会＝招待教会［同盟基

督］	 322

上地教会［日基教団］	 761

城東教会［聖イエス会］	 537

城東小隊［救世軍］	 253

松徳幼稚園	 611

小豆島キリスト教会［NTM］	 665

小豆島クリスチャンの集い［CCNZ日本］	 665

小豆島バプテスト教会［バプ同盟］	 665

小豆島福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 665

荘内教会［日基教団］	 98

城内伝道所［活水基督］	 718

荘内教会保育園	 96

庄内キリスト教会［聖公会］	 539

城内シオン保育園	 710

湘南恩寵教会［改革派］	 329

（学）夙川学院	 780

夙川教会［日キ教会］	 581

夙川クリスチャンセンター	 552

夙川聖書教会リバーサイドチャペル

［JECA］	 581

夙川東教会［日基教団］	 581

宿河原教会［日基教団］	 324

主座教会［日基教団］	 535

修善寺教会［日基教団］	 420

シュトゥットガルト日本語教会	 1039

主都福音キリスト教会［JECA］	 321

主都福音都筑キリスト教会［JECA友好・

OMF］	 344

主の十字架クリスチャンセンター	 924

主の十字架神学校	 811

「主の庭」教会［単立／独立］	 177

主の牧場キリスト教会［単立／独立］	 328

首里教会［日基教団］	 764

首里聖アンデレ教会［聖公会］	 764

首里バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 764

首里福音教会［JECA］	 768

殉愛キリスト教会［単立／独立］	 375

淳心学院聖テレジア	 606

（学）順心学園	 780

純心幼稚園	 715

純福音大阪教会［在外国教団教派］	 527

純福音教会白根研修所	 1061

純福音キリストネオポリス教会［単立

／独立］	 471

純福音鯖江教会＝ザ・ロード・グロー

リー・チャーチ［単立／独立］	 381

純福音立川教会＝フルゴスペル立川教

会［JFGA］	 287

純福音福島キリスト教会［単立／独立］	 112

ショージ・アドブレーン	 551

ジョイ	オブ	ザ	ロード広島クリスチャ

ン教会＝ジョイ広島教会［単立／独

立］	 637

ジョイクラブ	 439

（株）ジョイ建築設計事務所［ジョイ

設計］	 891

ジョイジョイ保育園	 757

ジョイチャペル［単立／独立］	 213

ジョイ・チャペル［沖縄バプ連盟］	 761

ジョイファミリー幼児園	 509

ジョイ・フェローシップ聖書交わりの

家＝リカバリー・ミニストリーズ［単

立／独立］	 467

ジョイフルチャペル［勝利教会］	 148

ジョイフル	Books	&	Gifts［ジョイフル］	 506

ジョイン企画	 972

（学）松蔭女子学院	 780

松蔭中学校・高等学校	 803

（学）彰栄学園	 780

（有）頌栄企画	 907
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新改訳聖書センター［SSC］	 972

シンガポール国際日本語教会	 1037

シンガポール日本語キリスト教会	 1037

新鎌ヶ谷聖書教会［同盟基督］	 201

新川	誠･黎子	 1009

シンカワピアノセンター	 502

新儀教会［KCCJ］	 479

鍼灸治療院エリム	 845

信教の自由・人権と政治学会	 972

信教の自由ネットワーク関西	 972

新宮教会［聖イエス会］	 579

新宮教会［日キ教会］	 599

新宮キリストバプテスト教会［バプ教

会連合］	 599

新宮聖公会［聖公会］	 600

新契約バプテスト教会［バプ連合］	 346

新家バプテスト・キリスト教会［バプ

教会連合］	 536

神言教会［聖イエス会］	 331

新小岩バプテスト教会［バプ連盟］	 251

新古有	祈りの家ヘルモン荘	 440

真光教会［聖公会］	 300

神港教会［改革派］	 573

新琴似小羊教会［イエス・キリスト］	 37

新子安バプテスト教会［バプ同盟］	 340

新栄教会［日基教団］	 281

新札幌聖書教会［同盟基督］	 36

新札幌聖ニコラス教会［聖公会］	 36

新札幌福音教会［同盟基督］	 36

新狭山福音教会［同盟基督］	 175

紳士服装ビスポークカンノ	 103

神視保育園	 556

新下関教会［キリスト兄弟団］	 647

信州夏期宣教講座	 972

信州教会［日基教団］	 400

信州キリスト召団［単立／独立］	 398

信州中野教会［日基教団］	 400

信州バイブルキャンプ	 1061

新宿コミュニティー伝道所［日基教団］	 258

新宿歯科クリニック［新宿歯科］	 834

新宿シャローム教会［NHJA］	 258

新宿シャローム教会［新宿シャローム

教会］	 996

新宿伝道所［日基教団］	 258

新宿西教会［日基教団］	 258

新宿福興教会＝東京ハッピーチャーチ

［友愛グループ］	 258

新宿フロント・ライン・ミニストリー	 973

新庄教会［日基教団］	 98

神召キリスト教会［アッセンブリー］	 252

新庄新生教会［日基教団］	 98

新庄聖マルコ教会［聖公会］	 98

新庄東山教会［保守バプ］	 98

新庄本町教会［日基教団］	 98

新庄明星教会［イエス・キリスト］	 98

白石バプテスト教会［単立／独立］	 79

白井聖書教会［同盟基督］	 202

白金教会［日基教団］	 254

白銀教会［日基教団］	 375

白金キリスト教会［JECA］	 660

白金工房	 384

白鳥キリスト教会［伝道隊］	 664

白根ルーテルキリスト教会［NRK］	 362

城山学園	 867

城山キリスト教会［単立／独立］	 320

城山キリスト教会［東洋福音教団］	 431

城山幼稚園	 739

志和キリスト教会［単立／独立］	 635

真愛インタナショナルプレスクール	 552

（特養）神愛園手稲	 852

（福）神愛会	 825

神愛教会［聖公会］	 244

神愛教会［日基教団］	 424

神愛教会［聖イエス会］	 633

信愛キリスト教会＝信愛チャペル［ア

ッセンブリー］	 109

信愛キリスト教会［単立／独立］	 449

神愛基督教会＝石橋神愛キリスト教会

［アッセンブリー］	 512

神愛キリスト教会［単立／独立］	 544

神愛キリスト教会［トータル］	 727

神愛子どもの園	 234

神愛子供ホーム	 877

神愛修女会聖マリヤ院礼拝堂［聖公会］	 602

信愛聖具工芸社	 888

神愛乳児保育所	 556

神愛バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 762

信愛はり治療院	 847

神愛ホーム	 858

神愛めぐみバプテスト教会＝広島聖書

バプテスト教会三原伝道所［単立／

独立］	 640

信愛幼稚園	 105

神愛幼稚園	 192

信愛幼稚園	 475

親愛幼稚園	 589

信愛幼稚園	 652

親愛幼稚園	 669

神愛幼稚園	 687

真愛幼稚園	 731

信愛幼稚園	 747

新秋津キリスト教会［NSKK］	 296

真イエス教会・大阪教会［単立／独立］	 519

新浦安教会［改革派］	 199

神栄カウンセリングセンター	 849

神栄漢方薬局	 851

新大阪第一アッセンブリー教会［アッ

センブリー］	 528

新谷	聡一郎・聖美	 1013

新改訳聖書刊行会［SSK］	 972

白橿キリスト教会［単立／独立］	 591

白河栄光教会［イエス・キリスト］	 110

白河カトリック幼稚園	 105

白河教会［日基教団］	 110

白河基督聖公会［聖公会］	 110

白河こひつじ学園	 854

白川台キリスト教会［伝道隊］	 568

白河チャペル［勝利教会］	 110

白河バプテスト教会［単立／独立］	 110

白河めぐみ学園	 854

白木事務所	 505

白鷺教会［日基教団］	 275

白鷹教会［ホーリネス］	 101

白糠教会［基督兄弟団］	 52

白根カトリック幼稚園	 356

白根福音教会［JECA］	 338

白銀幼稚園	 372

白鳩幼稚園	 394

白浜バプテスト基督教会［バプ教会連

合］	 602

（NPO）白浜レスキューネットワーク	 972

白水のぞみ保育園	 105

白百合学園幼稚園	 234

白百合学園幼稚科	 159

しらゆりセレモニー	 909

白百合福音教会［同盟基督］	 338

白百合保育園	 96

白百合保育園	 234

白百合保育園	 669

白百合幼児学園［白百合］	 313

白百合幼稚園	 192

白百合幼稚園	 234

白百合幼稚園	 731

白百合幼稚園	 747

白百合幼児園	 313

自立援助ホーム	新宿寮	 863

自立共同ホーム	シャローム［シャロ

ーム］	 874

自立共同ホームめぐみの家［めぐみの

家］	 874

自立共同ホーム	ヤベツ［ヤベツ］	 874

（NPO）自立生活センター	いしずえ［い

しずえ］	 825

後志広域伝道岩内集会所［NRK］	 50

シルバーホーム　まきば	 870

シロアム企画	 502

シロアム教会［日基教団］	 258

シロアムキリスト教会［JRL］	 200

シロアム国際キリスト教会［在外国教

団教派］	 727

シロアム	マタニティ	クリニック	 830

白い家フェローシップチャーチ［単立

／独立］	 768

白石教会［日基教団］	 79

白石契約伝道所［改革派］	 79
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杉並小隊［救世軍］	 263

杉並聖真ルーテル教会［NRK］	 263

杉並中通教会［バプ同盟］	 263

（NPO）杉の子会	 193

杉の子保育園	 556

杉本工務店	 896

（有）杉山製袋	 502

すくーるノア	 685

救い主福音教会［ディコンリー］	 581

宿毛栄光教会［日基教団］	 681

宿毛教会（伝）［改革派］	 681

菅キリスト教会［JECA］	 324

須坂教会［日基教団］	 399

須坂聖書教会［同盟基督］	 399

須崎教会［日基教団］	 681

須崎福音伝道所＝須崎福音センター

［アッセンブリー］	 681

須崎幼稚園	 678

スザノ福音キリスト教会	 1046

スザノ福音ホーリネス教会	 1046

すさみ教会［イエス・キリスト］	 602

逗子教会［日基教団］	 329

逗子集会［キリスト同信会］	 329

逗子聖ペテロ教会［聖公会］	 329

逗子第一バプテスト教会［バプ連盟］	 329

逗子福音教会［センド国際］	 329

鈴鹿インドネシア福音教会［GIII］	 467

鈴鹿オリーブチャペル［単立／独立］	 467

鈴鹿ルーテル教会［近畿教会］	 467

鈴鹿教会［日基教団］	 468

鈴鹿キリスト教会［長老教会］	 468

鈴鹿キリスト福音教会［NTM］	 468

（特養）鈴鹿聖十字の家	 871

鈴鹿ベテル福音教会［在外国教団教派］	 468

鈴川キリスト教会［保守バプ］	 99

珠洲クリスチャンセンター［単立／独

立］	 376

雀のお宿キリスト教会館	 1062

すずらん聖書バプテスト教会［JBBF］	 34

鈴蘭台教会［改革派］	 567

鈴蘭台教会［日基教団］	 567

鈴蘭台福音教会［イエス・キリスト］	 567

鈴蘭幼稚園	 394

すずらん幼稚園	 556

周船寺教会［日基教団］	 701

裾野キリスト召団［単立／独立］	 426

裾野純福音キリスト教会［TPKF］	 426

裾野聖母幼稚園	 418

ストージ長老教会	 1020

（株）スタートライン［結婚相談所ス

タートライン］	 904

スタクトン・カルバリー長老教会	 1020

スタジオ・アイ	 308

寿都シオンルーテル教会［NRK］	 52

ステンドグラス工房	アスカ	 899

新松戸福音自由教会［福音自由］	 213

新松戸リバイバルチャーチ［アッセン

ブリー］	 213

新丸子教会［日基教団］	 324

新湊キリスト教会［単立／独立］	 366

神明キリスト教会［単立／独立］	 445

新約教会［単立／独立］	 726

新横浜教会［日基教団］	 340

新横浜キリスト教会（伝）［アッセン

ブリー］	 340

真理のみことば伝道協会［WTMJ］	 973

神陵台愛徳幼稚園	 556

森林公園教会［日キ教会］	 36

新霊山教会［福音ルーテル］	 430

神和教会［日基教団］	 573

深和ホーム	 878

す

水郷めぐみ教会［単立／独立］	 121

スイス日本語福音キリスト教会	 1037

吹田教会［日基教団］	 535

吹田聖書福音教会［単立／独立］	 535

吹田聖書福音教会春日チャペル［単立

／独立］	 579

吹田聖書福音教会勝山聖愛チャペル

［単立／独立］	 381

スウェーデン同盟キリスト教団	 925

スウェーデンホーム	 871

スーパー　マルイチ	 436

スーパー　マルイチ野田店	 436

末富	一・敦子	 1009

周防教会［日基教団］	 646

スオミ教会［福音ルーテル］	 276

菅生キリスト教会［JECA・リーベンゼ

ラ］	 325

須賀川教会［日基教団］	 110

須賀川共労育成園	 854

須賀川バプテスト教会＝チャペルハウ

ス［単立／独立］	 110

須賀川めぐみキリスト教会［ミッショ

ン東北］	 111

菅原電機産業（株）	 896

巣鴨教会［日基教団］	 274

巣鴨聖泉キリスト教会［聖泉基督］	 274

巣鴨ときわ教会［日基教団］	 274

菅原	洋道	 73

杉田キリスト教会［アッセンブリー］	 339

杉田キリスト平安教会［単立／独立］	 339

杉戸キリスト教会［同盟基督］	 185

すぎな愛育園	 863

杉並教会［長老教会］	 263

杉並教会［日基教団］	 263

杉並教会幼稚園	 235

新所原教会［イエス福音］	 422

新城教会［単立／独立］	 447

新城第一教会［イエス福音］	 447

真生園	 877

新生釜石教会［日基教団］	 69

（株）新生館	 685

新生教会［日基教団］	 275

新生キリスト教会連合	 925

新星商事（株）	 222

（有）新生スリッター	 502

新生宣教団	 158

真生乳児院	 878

新生の里キリスト教会［単立／独立］	 717

新生の民黎明宣教会［黎明宣教会］	 996

新生病院	 837

新生保育園	 439

新生保育園	 509

しんせい幼稚園	 159

真生幼稚園	 509

新生ルーテル教会［単立／独立］	 469

新生礼拝堂［聖公会］	 403

新泉教会［日基教団］	 263

神泉教会［聖イエス会］	 633

新千里聖書研究会［無教会］	 535

心臓病児保育所 ｢パンダ園｣［パンダ園］	484

身体障害者グループホーム　アベル

［グループホーム「アベル」］	 874

身体障害者グループホーム　オリーブ

［グループホーム「オリーブ」］	 874

身体障害者グループホーム　ノア［グ

ループホーム「ノア」］	 874

新玉幼稚園	 313

新地キリスト教会［単立／独立］	 724

新津田沼教会［日基教団］	 211

新田キリスト教会［西日本ルーテル］	 197

新田原聖母病院	 843

新東京バプテスト教会［バプ連盟］	 258

新得教会［日基教団］	 50

新所沢教会［改革派］	 177

（株）新都市不動産鑑定	 891

新中野キリスト教会［アッセンブリー］	 276

陣馬高原キリスト教会＝八王子キリス

ト教会第二教会［ホーリネス］	 293

新発寒教会［日基教団］	 41

シンプソン合同メソジスト教会	 1024

新フッタライト大輪キリスト教会［単

立／独立］	 137

新船橋キリスト教会［同盟基督］	 211

信峰陶房［信峰］	 474

新町教会［同盟基督］	 400

新町キリスト教会［福音伝道］	 148

神町聖書集会［無教会］	 99

新町聖マルコ教会［聖公会］	 148

新松戸幸谷教会［日基教団］	 213

新松戸伝道所［日基教団］	 213
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聖契神学校	 811

聖公会サンパウロ教区・聖アンデレ教

会	 1046

聖公会アングリカン・サンパウロ教区・

聖ヨハネ教会	 1046

聖公会神学院諸聖徒礼拝堂［聖公会］	 268

聖公会聖上智幼稚園	 356

聖公会聖母幼稚園［聖母幼稚園］	 356

聖公会八王子幼稚園	 235

（学）聖公会紅葉幼稚園	 356

聖光学園保育部	 119

聖光教会［聖公会］	 493

世光教会［日基教団］	 495

聖光キリスト教会［単立／独立］	 151

聖光キリスト教会［単立／独立］	 243

聖光高等学校	 804

聖公書店	 229

聖光幼稚園	 485

聖光幼稚園	 644

聖公幼稚園	 731

聖コルベ学園まりあ幼稚園	 235

聖三一コミュニティー教会［イエス・

キリスト］	 569

聖三一幼稚園	 379

聖三一幼稚園	 485

聖山教会［KCCJ］	 248

誠志会病院	 834

セイジ・グラナダパーク合同メソジス

ト教会	 1020

聖十字架福音教会［同盟基督］	 112

聖十字架復活イエス・キリスト福音教

会［単立／独立］	 404

聖十字キリスト教会	 1037

聖十字福祉専門学校	 799

聖十字幼稚園	 394

成城キリスト教会［日本福音基督教団］	 268

聖使幼稚園	 89

聖児幼稚園高萩分園	 119

青少年更正寮リバイブハウス	 505

青少年生活就労自立サポートセンター

名古屋	 870

聖浄保育園	 509

聖書カウンセリング研究会	 847

聖書カウンセリングセンター［BCCJ］	 847

聖所から流れ出る水ミッション［WFS

ミッション］	 997

聖書教会連盟	 925

聖書キリスト教会	 926

聖書キリスト教会海外宣教局［聖書キ

リスト］	 997

聖書研究会	 926

聖書研究会大阪集会［SKK］	 516

聖書研究会京都集会［SKK］	 489

聖書研究会神戸集会［SKK］	 571

聖書研究会東京集会［SKK］	 268

聖愛幼稚園	 159

聖愛幼稚園	 372

聖愛幼稚園	 475

聖愛幼稚園	 484

聖愛幼稚園	 509

聖愛幼稚園	 687

聖愛幼稚園	 722

聖贖主教会［聖公会］	 528

聖アグネス教会［聖公会］	 490

聖亜幼稚園	 747

聖アルバン幼稚園	 58

聖アンデレ教会［聖公会］	 280

聖アンデレ保育園	 193

聖アントニオ幼稚園	 134

聖アントニオ幼稚園	 715

聖イエス会	 925

聖イエス教会［単立／独立］	 184

聖イエス教会嬬恋教会［単立／独立］	 152

聖イエス横浜教会［単立／独立］	 346

聖ウルスラ学院英智幼稚園	 75

（有）聖永	 502

聖園教会［日キ教会］	 50

聖・オリーブの郷	 854

聖オルバン教会［聖公会］	 280

聖・輝きの郷	 854

聖化教会大井川教会［単立／独立］	 432

聖火キリスト教会［福音教団］	 165

（学）聖学院	 781

聖学院アトランタ国際学校	 791

聖学院教会［日基教団］	 161

聖学院小学校	 791

聖学院大学・大学院	 789

聖学院中学校・高等学校	 792

聖学院みどり幼稚園	 159

聖学院幼稚園	 235

精華聖マリア幼稚園	 484

聖家幼稚園	 135

聖家族幼稚園	 485

聖カタリナ幼稚園	 439

聖カタリナ大学短期大学部附属幼稚園	 669

精華町在宅介護支援センター神の園	 872

聖ガブリエル教会［聖公会］	 516

聖化保育園	 509

菁莪幼稚園	 159

聖救主教会［聖公会］	 253

聖教会インターハートチャペル＝佐倉

聖教会［単立／独立］	 202

（学）清教学園［清教］	 781

清教学園中学校・高等学校［清教］	 801

清教学園幼稚園	 509

政教分離の侵害を監視する全国会議

［政教分離の会］	 973

聖句書道センター	 973

聖クララ幼稚園	 313

聖恵授産所	 879

（有）ステンドグラス	サプライ	 898

（株）ステンドグラス	バロック	 898

（株）須藤オルガン工房	 899

砂川天使幼稚園	 25

砂川福音キリスト教会［JECA］	 44

砂町教会［日基教団］	 253

砂町友愛園	 235

（有）スネルゴイ建築研究室	 897

スピリチュアル・サウンド	 973

スプリング・オブ・ライフ・クライス

ト・チャーチ＝いのちの泉キリスト

教会［単立／独立］	 445

スポーツ・アウトリーチ・ジャパン

［SOJ］	 973

スマイルこどもクリニック	 834

須磨教会［日基教団］	 568

須磨自由キリスト教会［TPKF］	 568

須磨月見山教会［日基教団］	 568

須磨伝道所＝ユース・ハーベスト・チ

ャーチ［バプ連盟］	 568

墨田教会［同盟基督］	 265

墨田聖書教会［オープン･バイブル］	 265

住之江基督教会［アッセンブリー］	 519

住道一粒教会［日基教団］	 537

住道一粒保育園	 509

住吉教会［日キ教会］	 575

住吉山手キリスト教会［ディコンリー］	 575

スミルナ教会［聖イエス会］	 592

スミレ幼稚園	 313

すみれ幼稚園	 669

洲本教会［日基教団］	 578

洲本真光教会［聖公会］	 578

（株）スリースカンパニー	 222

駿河キリスト教会［アッセンブリー］	 423

諏訪教会［日基教団］	 399

諏訪基督伝道館［単立／独立］	 399

諏訪キリスト伝道所＝すわシオンキリ

スト教会［アッセンブリー］	 400

諏訪聖母幼稚園	 394

駿府教会［日基教団］	 423

せ

聖愛音楽教室	 739

（医）聖愛会	 825

聖愛教会［聖公会］	 268

聖愛教會	 1052

聖愛基督福音教会［単立／独立］	 243

聖愛内科胃腸科クリニック	 830

聖愛ベビーホーム［天使園］	 67

聖愛保育園	 509

聖愛保育園	 731

聖愛幼稚園	 75

清愛幼稚園	 134
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星美学園幼稚園	 235

済美高等学校	 797

聖ヒルダ礼拝堂［聖公会］	 346

（特養）清風園	 863

清風園診療所	 834

清風幼稚園	 105

西部三育幼稚園	 105

西武柳沢キリスト教会［長老教会］	 291

聖フランシスコ幼稚園	 235

聖フランシス･聖エリザベス礼拝堂［聖

公会］	 296

聖フランソワ幼稚園	 159

聖ペテロ教会［福音ルーテル］	 703

聖ペテロ伝道所［聖公会］	 82

（学）聖望学園	 781

聖望学園中学校・高等学校	 789

聖峰教会［日基教団］	 566

聖望キリスト教会［単立／独立］	 197

聖母学院幼稚園	 485

聖母の家	 871

聖母の騎士東長崎幼稚園	 715

聖母の騎士幼稚園	 235

聖母の騎士幼稚園	 715

聖母被昇天学院幼稚園	 509

聖母保育園	 193

聖母マリア幼稚園	 193

聖母幼稚園	 67

聖母幼稚園	 119

聖母幼稚園	 235

聖母幼稚園	 314

聖母幼稚園	 372

聖母幼稚園	 475

聖母幼稚園	 509

聖母幼稚園	 630

聖母幼稚園	 687

聖母幼稚園	 748

聖マーガレット教会［聖公会］	 40

聖マーガレット教会［聖公会］	 263

聖マッテヤ心豊苑	 871

聖マリア記念病院	 833

聖マリア教会	 1021

聖マリアの園	 687

聖マリアの園幼稚園	 556

聖マリア幼稚園	 58

聖マリア幼稚園	 193

聖マリア幼稚園	 314

聖マリア幼稚園	 394

聖マリア幼稚園	 439

聖マリア幼稚園	 485

聖マリア幼稚園	 669

聖マリア幼稚園	 715

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	 836

聖マリアンナ医科大学病院	 836

聖マルコ教会［聖公会］	 298

聖マルチン幼稚園	 394

聖泉キリスト教会［同盟基督］	 411

聖泉キリスト教会［CLCI］	 759

聖川基督福音教会［単立／独立］	 271

聖泉神学塾［聖泉塾］	 808

聖泉チャペル［福音伝道］	 179

清泉保育園	 722

清泉幼稚園	 372

聖泉幼稚園	 678

聖地教会［単立／独立］	 162

（軽費）星置ハイツ	 852

聖テモテ幼稚園	 105

聖テレジア病院	 836

聖テレジア幼稚園	 58

聖テレジア幼稚園	 372

聖テレジア幼稚園	 394

聖テレジア幼稚園	 485

聖天伝道所［日基教団］	 524

正統長老教会日本ミッション	 927

聖徒教会［日基教団］	 255

聖都教会［福音教団］	 263

西都教会［日キ教会］	 491

聖徒教会［聖イエス会］	 600

聖都福音教会［単立／独立］	 449

聖ドミニコ学院北仙台幼稚園	 75

聖ドミニコ学院京都幼稚園	 485

聖ドミニコ学院幼稚園	 76

聖ドミニコ学園幼稚園	 235

聖慰主教会［聖公会］	 152

（学）西南学院	 781

西南学院高等学校	 805

西南学院大学神学部	 818

西南学院大学・大学院	 805

西南学院中学校	 806

西南学院バプテスト教会［バプ連盟］	 699

（学）西南女学院	 781

西南女学院大学	 806

西南女学院大学短期大学部	 806

西南女学院大学短期大学部附属シオン

山幼稚園［西南女学院シオン山幼稚

園］	 687

西南女学院中学校・高等学校	 806

西南幼稚園	 687

聖ハートフルケア福島「十字の園」［十

字の園］	 854

聖パウロ教会［単立／独立］	 110

聖パウロ教会［福音ルーテル］	 265

聖パウロ教会［聖公会］	 281

聖パウロ幼稚園	 394

聖パウロ幼稚園	 475

聖パトリック教会［聖公会］	 288

聖パトリック幼稚園	 235

聖バルナバ助産師学院	 802

（財）聖バルナバ病院	 825

聖バルナバ病院	 840

聖バルナバ病院礼拝堂［聖公会］	 522

（一般社団）聖書考古学資料館［TMBA］	 973

聖書札幌キリスト教会［単立／独立］	 39

聖書書道会	 756

聖書宣教会・聖書神学舎	 812

聖書宣教教会	 926

聖書長老栄光教会［単立／独立］	 761

聖書的環境問題研究会	 973

聖書と祈りの会	 1053

聖書同盟	 973

聖書図書館	 241

聖書と神学のミニストリー	 1021

聖書と精神医療研究会［精神医研］	 973

聖書と日本フォーラム	 973

聖書友の会中央教会［聖書友の会］	 263

聖書日本キリスト教会＝家の教会	登

茂山［単立／独立］	 467

聖書入門−信仰・希望・愛［聖書ニュ

ウモン］	 973

聖書のキリスト	あびこエクレシア［単

立／独立］	 195

聖書のつどい［無教会］	 83

聖書友の会	 926

聖書之友教会［日基教団］	 276

聖書福音聖心教会［単立／独立］	 758

聖書福音聖川教会［単立／独立］	 760

聖書をひも解く会	 1037

聖書を読む会［SYK］	 973

聖心ウルスラ学園付属幼稚園	 739

聖心ウルスラ幼稚園	 687

聖心学園幼稚園	 235

清心館	 874

清心教会［聖イエス会］	 619

聖心三育保育園	 105

清心慈愛園	 881

（有）聖心セレモニー	 908

西神ニュータウン聖書教会［同盟基督］	 574

清心乳児園	 881

西神福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 574

清心保育園	 356

西神美賀多台教会［日基教団］	 574

聖心幼稚園	 58

聖心幼稚園	 440

清心幼稚園	 630

（学）聖ステパノ学園	 781

聖ステパノ学園小学校・中学校・幼稚

園まきば	 795

聖成基督教団	 927

聖蹟桜ヶ丘教会［日基教団］	 289

聖蹟めぐみキリスト教会［JECA］	 289

聖セシリア喜多見幼稚園	 235

聖セシリア幼稚園	 314

聖泉教会［聖イエス会］	 182

聖宣教会［単立／独立］	 216

聖泉キリスト教会［福音教会連合］	 165
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せとうちキリスト伝道所＝せとうちキ

リスト教会［アッセンブリー］	 633

瀬戸永泉教会［日基教団］	 447

瀬戸カルバリー・チャペル［カルバリ

ーグループ］	 447

瀬戸キリスト伝道所［日基教団］	 680

瀬戸サレム教会［TPKF］	 447

瀬戸聖書バプテスト教会［JBBF］	 447

瀬戸田バプテスト教会［バプ同盟］	 633

瀬戸福音センター［単立／独立］	 675

瀬戸見キリスト教会［JRL］	 648

瀬戸見クリスチャンスクール	 644

世真留愛敬幼稚園	 439

世真留教会［日基教団］	 448

セ・モン・クロア	 502

瀬谷キリスト教会［日本COG］	 344

セルプ・しんゆう	 859

全愛幼稚園	 510

潺画廊（センガロウ）	 222

仙川教会［日基教団］	 290

仙川教会子どもの家［子どもの家］	 236

仙川キリスト教会［バプ連盟］	 302

宣教教会［JECA］	 268

宣教師訓練センター［MTC］	 809

宣教メディアセンター	 483

せんげん台教会［改革派］	 163

千間台キリスト教会［C&MA］	 169

全国家庭文書伝道協会［EHC］	 974

全国キリスト教障害者団体協議会［キ

障協］	 974

全国キリスト教伝道会［R.E.A.P.Mission］	 974

先崎設計工房	 888

千住キリスト教会［長老教会］	 243

千住基督教会［聖公会］	 244

洗足教会［日基教団］	 254

センター・ウェルカム	 879

センター北伝道所＝センター北駅前礼

拝堂［日基教団］	 344

センター世の光教会［単立／独立］	 761

仙台愛泉教会［日基教団］	 79

仙台愛の教会［単立／独立］	 84

仙台青葉荘教会［日基教団］	 79

仙台泉福音自由教会＝仙台泉EFC［福

音自由］	 82

仙台五橋教会［日基教団］	 79

仙台インマヌエル教会［単立／独立・

イエス教長老会］	 83

仙台嘉信聖書集会［無教会］	 79

仙台カナン教会［改革派］	 83

川内カルチャーセンター	 746

仙台川平教会［日基教団］	 79

仙台北教会［日基教団］	 79

仙台北三番丁教会［日基教団］	 80

仙台北バプテスト教会［バプ連盟］	 82

仙台教会［KCCJ］	 80

聖和会　新井教会［単立／独立］	 363

（学）清和学園	 781

聖和教会［日基教団］	 243

聖和キリスト教会［単立／独立］	 152

清和キリスト教会［キリスト伝道隊］	 490

清和女子中学校・高等学校	 805

清和伝道所［日基教団］	 201

聖和保育園	 418

清和保育園	 510

星和幼稚園	 159

聖和幼稚園	 235

清和幼稚園	 475

聖和幼稚園	 556

聖和幼稚園	 715

セイント・ピーターズ・エピスコパル

教会	 1031

世界アンテオケハーベスト教会［単立

／独立］	 761

世界キリスト教婦人矯風会加盟・

JWCTU［矯風会JWCTU］	 974

世界宣教教会＝ワールド	ミッション・

チャーチ［単立／独立］	 576

世界宣教センター［WMC］	 974

世界宣教センター［WMC］	 997

世界福音伝道会	 927

世界福音伝道会世界宣教部［SFDK］	 997

世界福音伝道協力会	 974

ゼカリヤ教会［聖イエス会］	 200

セカンド・ハーベスト・ジャパン［2HJ］	863

（株）関川畳商店	 888

関キリスト教会［改革派］	 412

関城基督教会＝結城リバイバルチャペ

ル［アッセンブリー］	 130

赤心幼稚園	 145

関町白百合幼稚園	 235

関目聖マリア幼稚園	 510

関宿教会［単立／独立］	 210

世光保育園	 485

セシリヤ教会［聖イエス会］	 664

膳所教会［日基教団］	 477

瀬高教会［日基教団］	 705

瀬高ペンテコステ教会［単立／独立］	 705

世田谷基督教会［キリストの教会］	 268

世田谷聖母幼稚園	 236

世田谷千歳教会［日キ教会］	 268

世田谷中央教会［同盟基督］	 268

世田谷中原教会［キリスト合同］	 268

世田谷平安教会［日基教団］	 268

世田谷幼稚園	 236

セツ	-	ロジャー・博子	 1010

設計室ノア	 888

摂津三田教会［日基教団］	 577

摂津富田教会［日基教団］	 537

セットンの家	 875

瀬戸内教会［日基教団］	 752

聖ミカエル広畑幼稚園	 556

聖ミカエル保育園	 394

聖ミカエル幼稚園	 25

聖ミカエル幼稚園	 193

聖ミカエル幼稚園［S.M.K.］	 556

聖モニカ幼稚園	 630

聖モニカ礼拝堂［聖公会］	 637

聖ヤコブ保育園	 757

聖ヤコブ幼稚園	 58

聖ヤコブ幼稚園	 465

聖ヨゼフ園	 881

聖ヨゼフ幼稚園	 135

聖ヨゼフ幼稚園	 372

聖ヨゼフ幼稚園	 394

聖ヨゼフ幼稚園	 475

（福）聖ヨハネ学園	 874

聖ヨハネ学園礼拝堂［聖公会］	 537

聖ヨハネ乳児保育園	 372

聖ヨハネ養育センター	 874

聖ラファエル幼稚園	 356

税理士法人コスモス　福岡事務所	 685

税理士法人ノア	 505

星陵台めぐみ幼稚園	 556

（軽費）清林ハイツ	 863

（学）聖路加看護学園	 781

聖路加看護大学・大学院	 792

聖ルカ教会［聖公会］	 532

聖路加国際病院	 834

聖路加国際病院聖ルカ礼拝堂［聖公会］	 272

聖ルカ乳児保育園	 379

（特養）聖ルカホーム	 869

聖ルカ保育園［セイルカ］	 757

聖ルカ幼稚園	 76

聖ルカ幼稚園	 379

聖ルシア教会［聖公会］	 540

（特養）清鈴園	 879

（学）聖隷学園	 781

聖霊教会［聖イエス会］	 377

聖霊キリスト会［福音教団］	 330

聖隷クリストファー大学・大学院	 798

聖隷クリストファー中・高等学校	 798

聖隷健康診断センター	 837

聖隷厚生園	 869

聖霊女子短期大学付属幼稚園［聖霊幼

稚園］	 89

聖霊神学校／聖霊訓練学校［H.S.B.S/

H.S.T.S.］	 809

聖隷沼津病院	 837

聖隷浜松病院	 837

（福）聖隷福祉事業団	 825

聖隷三方原病院	 838

聖霊幼稚園	 235

聖隷予防検診センター	 838

聖憐学院	 505

聖路教会［バプ同盟］	 341
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創愛キリスト教会［単立／独立］	 470

相愛保育園	 739

雙安歯科医院	 831

草苑保育専門学校	 792

（学）桑園幼稚園	 25

草加教会［日基教団］	 175

（特養）草加キングス・ガーデン	 858

草加神召キリスト教会松原チャペル

（本部）＝リバーサイドチャペル松

原［アッセンブリー］	 175

草加神召キリスト教会草加チャペル＝

リバーサイドチャペル草加［アッセ

ンブリー］	 176

草加神召キリスト教会谷塚チャペル＝

リバーサイドチャペル谷塚［アッセ

ンブリー］	 176

草加神召キリスト教会浅草チャペル＝

浅草シティチャーチ［アッセンブリ

ー］	 271

草加神召キリスト教会伊勢崎チャペル

＝リバーサイドチャペル伊勢崎［ア

ッセンブリー］	 146

草加神召キリスト教会太田チャペル＝

IMDV-CHURCH［アッセンブリー］	 147

草加神召キリスト教会小牧チャペル

［アッセンブリー］	 447

草加神召キリスト教会諏訪チャペル＝

リバーサイドチャペル諏訪［アッセ

ンブリー］	 399

草加神召キリスト教会（Riverside	

Chapel）マニラチャペル	 1041

草加神召キリスト教会八潮チャペル＝

リバーサイドチャペル八潮［アッセ

ンブリー］	 183

草加神召キリスト教会大和チャペル＝

リバーサイドチャペル大和［アッセ

ンブリー］	 334

草加神召キリスト教会津高チャペル＝

津高リバーサイドチャーチ［アッセ

ンブリー］	 621

草加聖書バプテスト教会［JBBF］	 176

草加福音自由教会［福音自由］	 176

草加藤幼稚園	 159

草加松原教会［改革派］	 176

葬儀　アリマタヤのヨセフ	 910

総合病院	日本バプテスト病院［日本

バプテスト病院］	 839

操山工房	 483

雑司ヶ谷キリスト教会［単立／独立］	 274

雑司ケ谷幼稚園	 236

総持寺キリスト教会［MB］	 514

総社教会［基督兄弟団］	 625

総社教会［日基教団］	 625

（学）捜真学院	 781

捜真小学校	 795

善通寺教会［改革派］	 661

善通寺教会［日基教団］	 661

善通寺キリスト教会［JECA］	 661

善通寺バプテスト教会［単立／独立］	 661

センテナリ合同メソジスト教会	 1021

センド国際宣教団	 928

聖ノア動物病院	 843

セントポール幼稚園	 105

セント・メリー幼稚園	 314

セントラルバプテスト教会［JBBF］	 151

セントラルバプテスト教会［沖縄バプ

連盟］	 759

（株）セントラル	ホーム	プランニング	 893

セントラルホテル鴨島	 1065

セント・ルカ産婦人科	 844

泉南聖書教会［単立／独立］	 536

泉南福音教会［JEC］	 536

全日本リバイバルミッション	 974

全日本バプテスト・ミド・ミッション	 928

全日本ローア福音教会［NTM］	 442

泉北キリスト教会［MB］	 534

泉北キリスト福音教会［単立／独立］	 532

泉北キリスト恵み教会［単立／独立］	 534

仙北町幼稚園	 67

泉北伝道所［日キ教会］	 534

泉北栂教会［日基教団］	 534

泉北ニュータウン教会［日基教団］	 534

泉北ニュータウンバプテスト教会［単

立／独立］	 534

泉北ルーテル教会［近畿教会］	 534

千厩教会［日基教団］	 68

千里丘教会［日基教団］	 535

千里キリスト教会［MB］	 536

千里聖愛教会［日基教団］	 536

千里聖愛保育センター	 510

千里聖三一教会［イエス・キリスト］	 536

千里摂理教会［改革派］	 536

千里ニュータウン教会［日基教団］	 536

千里ニュータウンバプテスト教会［単

立／独立］	 546

千里ニュータウンバプテスト教会［千

里ニュータウン］	 997

千里山教会［改革派］	 536

千里山基督教会［単立／独立］	 536

潜竜聖母幼稚園	 715

善隣館書店	 66

善隣キリスト教会［単立／独立］	 243

善隣伝道所［沖縄バプ連盟］	 761

善隣幼稚園	 236

善隣幼稚園	 757

そ

相愛教会［日基教団］	 302

仙台教会［福音ルーテル］	 80

仙台教会［基督兄弟団］	 82

仙台教会［改革派］	 84

川内教会［日基教団］	 752

仙台教会所属仙台栄光伝道所［改革派］	 80

仙台教会所属福島伝道所［改革派］	 112

仙台基督教会［聖公会］	 80

仙台キリスト教会［COG］	 82

仙台キリスト栄光教会［単立／独立］	 83

仙台キリスト教書店	 74

仙台キリストの教会［キリストの教会］	 83

仙台空港聖山教会［在外国教団教派］	 85

仙台国見教会［イエス・キリスト］	 80

仙台黒松教会［日キ教会］	 82

仙台市民教会［日基教団］	 83

仙台小隊［救世軍］	 82

仙台松陵教会［日基教団］	 82

仙台白百合学園幼稚園	 76

仙台神召基督教会＝仙台グレースチャ

ペル［アッセンブリー］	 80

仙台神召基督教会川崎キリスト伝道所

［アッセンブリー］	 85

仙台新生キリスト教会＝大富チャペル

［ルーテル同胞］	 85

仙台聖書バプテスト教会［保守バプ］	 80

仙台聖泉キリスト教会［聖泉基督］	 80

仙台青年学生センター［学生センター］	 974

仙台聖フランシス教会［聖公会］	 80

川内聖母幼稚園	 748

仙台伝道所［東洋ローア］	 84

仙台富沢伝道所［ナザレン］	 83

仙台長町教会［日基教団］	 83

仙台南光沢教会［ホーリネス］	 80

仙台のぞみ教会［同盟基督］	 80

仙台バプテスト教会幼稚園	 76

仙台バプテスト神学校［C-BTE	SBS］	 808

仙台バプテスト神学校	通信教育基礎

講座［C-BTE	SBS］	 808

仙台東一番丁教会［日基教団］	 80

仙台東教会［日基教団］	 84

仙台東六番丁教会［日基教団］	 80

仙台広瀬河畔教会［日基教団］	 80

仙台福音キリスト教会［JECA・OMF］	 83

仙台福音自由教会［福音自由］	 80

仙台ベタニヤ教会［聖イエス会］	 82

仙台ホサナ教会［日基教団］	 80

仙台南伝道所［日基教団］	 83

仙台南吉成キリスト教会［ルーテル同胞］	80

仙台めぐみ教会［OPCJM］	 82

仙台めぐみ幼稚園	 76

仙台ラブリ聖書教会［単立／独立］	 84

仙台レムナント教会［単立／独立・イ

エス教長老会］	 81

仙台YMCA国際ホテル専門学校	 787

善通寺カトリック教会	 659
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平幼稚園	 105

待労院診療所［待労院］	 843

台湾基督教会川越教会［単立／独立］	 166

台湾基督長老教会・国際日語教会	 1053

台湾食材ベテスダ†柏	 189

田内	克彦・有子	 1010

田浦教会［日基教団］	 335

高石教会［日基教団］	 537

高石聖書教会［FKK］	 537

高石聖書教会北信太チャペル［FKK］	 514

高井戸教会［日基教団］	 264

高江州	良次	 1009

高岡カトリック幼稚園	 366

高岡教会［日基教団］	 367

高岡キリスト恵み教会［単立／独立］	 367

高岡バイブル・バプテスト教会［JBBF］	 367

高岡バプテスト教会［福音バプ連合］	 367

高岡福音キリスト教会［同盟基督］	 367

高丘福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 560

高尾キリスト教会［カルバリー・バプ］	 293

高雄日本語基督教会	 1053

高雄日本語聖書集会	 1053

高木	攻一・輝	 1012

喬木教会［日基教団］	 404

高城教会［メノナイト教会会議］	 741

高岸幼稚園	 710

多賀キリストの教会［キリストの教会］	 127

高倉教会［日基教団］	 626

高倉チャペル［単立／独立］	 568

高倉ひかり保育園	 618

高崎カベナント教会［NSKK］	 148

高崎教会［日基教団］	 149

高崎キリスト教会［バプ連盟］	 149

高崎キリスト教会［福音伝道］	 149

高崎キリスト福音宣教会［保守バプ］	 149

高崎グレイスバイブルチャーチ［エブ

リネイション］	 149

高崎小隊［救世軍］	 149

高崎聖オーガスチン教会［聖公会］	 149

高崎中央教会［東京中央教会］	 149

高崎天使幼稚園	 145

高崎福音キリスト教会［同盟基督］	 149

高崎南教会［日基教団］	 149

高砂教会［日基教団］	 578

高砂保育園	 145

高島平キリスト教会［改革派］	 246

鷹栖キリスト伝道所［アッセンブリー］	 50

高田	正博・優子	 1008

高田英語学園	 310

高田カトリック幼稚園	 589

高田教会［日基教団］	 359

高田基督教会［聖公会］	 594

高田降臨教会［聖公会］	 359

たかだ歯科医院	 831

第一プラザ教会［単立／独立］	 675

第一平和保育園	 193

タイ・エイズ孤児と共に歩む会［タイ・

エイズ孤児］	 997

タイガーホーム（有）［タイガーホーム］	888

大韓イエス教長老会	 928

大韓イエス教長老会改革総会神学校	

日本校	 815

代官山教会［日基教団］	 255

醍醐教会［日基教団］	 495

大子キリストの教会［キリストの教会］	 130

第三ひかり幼稚園	 618

大師新生教会［バプ同盟］	 322

大師新生保育園	 314

大正福音教会［シオン宣教団］	 520

大正めぐみ教会［日基教団］	 520

大師新生幼稚園	 314

待晨堂	 229

タイ聖書福音教会	 1038

大雪カーパークみかみ	 21

代田教会［日基教団］	 268

代田教会［日本宣教会］	 268

代田幼稚園	 236

大東キリスト教会［単立／独立］	 537

大東キリスト教会［アライアンス］	 613

大同美術印刷（株）	 229

大富キリスト教会［バプ連盟］	 85

第二姉ヶ崎幼稚園	 193

第二勝田保育園	 193

第二北野学園	 881

第二好意の庭	 875

（特養）第2松丘園	 859

（特養）第二清風園	 863

（特養）第二ナーシングホーム	ゆうゆう	 879

（特養）第2花畑ホーム	 881

第二ひかり園［ヒカリエン］	 644

第二光の子保育園	 76

第二平和保育園	 193

太平子どもの家	 25

太平チャペルキリスト教会［福音バプ

宣教団］	 37

（財）太平洋放送協会［PBA］	 974

待望教会［イエス・キリスト］	 107

待望教会［聖イエス会］	 137

大物バプテスト教会［単立／独立］	 562

ダイヤモンドブックセンター	 311

（有）太陽建設	 887

太陽の町共同体［太陽の町］	 879

平良川伝道所［日基教団］	 760

平キリスト教会［フリーメソ］	 108

平キリスト福音教会＝グローバル・ミ

ッション・チャペル［単立／独立］	 108

平聖ミカエル会衆［聖公会］	 108

平バプテスト教会［バプ同盟］	 108

平福音センター	 104

捜真女学校中学部・高等学部［捜真］	 795

捜真バプテスト教会［バプ同盟］	 340

捜真幼稚園	 314

創世グループ	 825

（株）創世　ライフワークス社［ライ

フワークス社］	 910

創造論研究会［創研］	 781

総動員伝道［総伝］	 974

相武台教会［日基教団］	 328

相馬キリスト福音教会［同盟基督］	 111

（福）双葉会	 825

ソウル日本人教会	 1052

ソウル家	 222

総和キリスト教会［同盟基督］	 122

祖師谷教会［日基教団］	 268

祖師谷保育園	 236

ソジャーナ沖縄	 851

袖ヶ浦キリスト教会［ホーリネス］	 203

袖ヶ浦ともしび伝道所［日基教団］	 253

曽根教会［日基教団］	 578

曽根キリスト教会［バプ同盟］	 539

其枝幼稚園	 485

園田教会［改革派］	 562

園田教会［基督兄弟団］	 562

園田チャペル［JEC］	 562

蘇原教会［日基教団］	 413

ソフィア教会［聖イエス会］	 268

ソフィアキリスト教会［単立／独立］	 461

祖父江キリスト教会［同盟福音］	 442

空知太栄光キリスト教会［神の教会］	 44

ソルトレイク日本人キリスト教会	 1031

ソレアード鴻巣	 858

ソレアード幸手	 858

ソレアード新白岡	 858

ソレアード栃木	 855

ソロモンマッサージ治療院［ソロモン］	 846

た

第一アッセンブリー・オブ・ゴッド教

会	 1028

大一介護サービス	 859

第一キリスト教会［キリストの教会］	 564

第一宣教バプテスト鎌ケ谷教会［バプ

連合］	 201

第一宣教バプテスト教会［バプ連合］	 200

第一日本人バプテスト教会	 1021

第一バプテスト教会＝FBCD［バプ連合］	 697

第一バプテスト教会日本語クラス	 1021

第一バプテスト教会日本語伝道所	 1021

第一バプテスト日本語フェローシップ	 1016

第一光の子保育園	 76

第一ひかり幼稚園	 618

（株）第一物産	 222
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宝塚教会［日基教団］	 578

宝塚厚生幼稚園	 556

宝塚ゴスペルハウス［友愛グループ］	 578

宝塚バプテスト教会［バプ連盟］	 578

宝塚福音教会［JEC］	 579

宝塚売布教会［日キ教会］	 579

宝塚ルーテル教会［近畿教会］	 579

田川カトリック幼稚園	 687

高和教会［イエス・キリスト］	 574

田川教会［日基教団］	 697

滝川教会［日キ教会］	 44

滝川聖ヨハネルーテル教会［NRK］	 45

滝川二の坂伝道所［日基教団］	 45

滝川福音キリスト教会［JECA］	 45

瀧合同事務所	 437

（福）滝乃川学園	 863

瀧乃川学園	 236

滝乃川学園聖三一礼拝堂［聖公会］	 285

滝野川教会［日基教団］	 252

滝部伝道所［キリスト兄弟団］	 648

滝山聖書バプテスト教会［JBBF］	 295

多久カトリック幼稚園	 710

多久キリスト教会［単立／独立］	 712

田口	倫子	 1008

田口	勇新･孝子	 1010

田隈バプテスト教会［バプ連盟］	 699

田熊幼稚園	 630

竹内	緑	 1011

竹岡伝道所［日基教団］	 210

武雄カトリック幼稚園	 710

武雄教会［日基教団］	 712

武田	恒義	 1014

竹田教会［日基教団］	 734

竹田農園	 95

竹中幼稚園	 618

竹の塚ルーテル教会［NRK］	 243

竹野伝道所［日基教団］	 580

竹原教会［日基教団］	 634

竹原キリスト教会［単立／独立］	 634

武生教会［日基教団］	 380

武生自由キリスト教会［TPKF］	 380

武山教会［日基教団］	 335

太宰府キリスト教会［単立／独立］	 698

田坂好生建築設計事務所	 893

田崎皮膚科医院	 844

田沢伝道所［日基教団］	 359

田島カトリック暁の星幼稚園［あけの

ほし幼稚園］	 106

（株）田島建設	 891

田島製畳所	 888

但馬伝道所＝但馬神愛キリスト教会

［アッセンブリー］	 580

但馬日高伝道所［日基教団］	 580

但馬福音教会［イエス・キリスト］	 580

多治見教会［改革派］	 412

高松泉キリスト教会［同盟基督］	 661

高松太田キリスト伝道所＝高松太田キ

リスト教会［バプ連盟］	 661

高松カルバリー家の教会［カルバリー

グループ］	 661

高松教会［改革派］	 662

高松教会［聖イエス会］	 662

高松教会［日基教団］	 662

高松教会［福音ルーテル］	 662

高松キリスト教会［ディコンリー］	 662

高松キリスト教会［長老教会］	 662

高松クリスチャンセンター	 974

高松クリスチャンチャーチ［福音ペン

テコステ］	 662

高松コミュニティーチャーチ瀬戸内チ

ャペル［単立／独立］	 662

高松コミュニティーチャーチセンター

教会［単立／独立］	 662

高松コミュニティーチャーチ	ニュー

ライフチャペル［単立／独立］	 662

高松コミュニティーチャーチ	屋島コ

ミュニティ教会［単立／独立］	 662

高松コミュニティーチャーチ	綾南チ

ャペル［単立／独立］	 664

高松シオン教会＝浜ノ町会堂［JECA］	 662

高松シオン教会＝木太会堂［JECA］	 662

高松小隊［救世軍］	 662

高松新生教会［イエス・キリスト］	 662

高松聖書教会［JECA］	 662

高松聖母幼稚園	 659

高松聖ヤコブ教会［聖公会］	 662

高松聖ヤコブ幼稚園	 659

高松田村町教会＝ひかりチャペル［イ

エス・キリスト］	 662

高松伝道所［東洋ローア］	 663

高松伝道所［日キ教会］	 663

高松常磐町キリスト教会［バプ連盟］	 663

高松西キリスト教会［JECA］	 663

高松東教会［改革派］	 663

高松福音センター［福音宣教会］	 663

高松復活キリスト教会［福音教会連合］	 663

高宮カトリック幼稚園	 687

高森キリスト教会［JECA］	 319

高森キリスト教会［単立／独立］	 728

高森明泉幼稚園	 76

高屋教会［日基教団］	 619

高山	恵太・嘉津子	 1011

高山祝福教会［同盟基督］	 412

高山宣教師を支える会［高山師支える

会］	 997

宝塚泉キリスト教会［ホーリネス］	 578

（特養）宝塚栄光園	 878

宝塚栄光教会［単立／独立］	 578

宝塚小林教会［日基教団］	 578

宝塚教会［改革派］	 578

高田聖書教会［伝道福音］	 359

高田ノア教会［福音教団］	 594

高田馬場台湾教会［日基教団］	 258

高千穂キリスト教会［単立／独立］	 743

高槻教会［日キ教会］	 537

高槻教会［日基教団］	 537

高槻キリスト教会［アッセンブリー］	 537

高槻シオン教会［単立／独立］	 537

高槻聖書教会［同盟基督］	 538

高槻聖書バプテスト教会［JBBF］	 538

高槻聖マリヤ教会［聖公会］	 538

高槻第一キリスト教会［ホーリネス］	 538

高槻伝道所［KCCJ］	 538

高槻伝道所［改革派］	 538

高槻バプテスト教会［バプ同盟］	 538

高槻バプテスト教会茨木恵伝道所［バ

プ同盟］	 514

高槻日吉台教会［日基教団］	 538

高槻福音自由教会［福音自由］	 538

高槻マリア・インマクラダ幼稚園	 510

高槻向山伝道所［日基教団］	 538

高津キリスト教会［単立／独立］	 214

高遠聖教会［単立／独立］	 396

鷹取教会［日基教団］	 572

高鍋カトリック聖母幼稚園［聖母幼稚

園］	 739

高鍋教会［日基教団］	 743

高鍋シオンキリスト教会［単立／独立］	 743

高鍋伝道所［バプ連盟］	 743

高輪教会［日基教団］	 280

高根沢キリスト教会［キリスト宣教団］	 141

鷹巣教会［日基教団］	 92

高の原教会［日基教団］	 592

高萩キリストの教会［キリストの教会］	 123

高萩キリスト福音教会［同盟基督］	 123

高橋	京太	 1014

高橋	めぐみ	 1007

タカハシ・ベーカリー	 551

高梁教会［日基教団］	 625

（株）高橋建築設計事務所	 893

高橋歯科医院	 836

高橋千祐税理士事務所	 310

高橋正興建築研究室	 887

高橋めぐみ宣教師を支える会［高橋め

ぐみ師支える会］	 997

高幡教会［日基教団］	 297

高畠キリスト教会［福音教団］	 101

高浜教会［基督兄弟団］	 120

高浜教会［聖イエス会］	 382

高浜キリスト公同教会［同盟基督］	 447

高林聖書バプテスト教会［JBBF］	 147

たかはら育成園	 855

たかはら学園	 855

高原教会［ホーリネス］	 761

高原教会［日基教団］	 761
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ル］	 624

多摩聖書教会［同盟基督］	 289

多摩聖書キリスト教会［C&MA］	 289

田町保育園	 619

玉造アドベント・キリスト教会［アド

ベント］	 521

玉出教会［日基教団］	 524

玉名教会［福音ルーテル］	 727

多摩ニュータウンキリスト教会［単立

／独立］	 289

多摩ニュータウン永山教会（伝）［日

キ教会］	 289

多摩ニュータウンバプテスト教会［バ

プ連盟］	 289

玉野教会［栄光の福音］	 623

玉野教会［日基教団］	 625

玉野聖約キリスト教会［聖約］	 625

多摩福音伝道所＝多摩福音センター

［アッセンブリー］	 289

たまプラーザキリスト教会［JECA］	 337

霊水キリスト教会［バプ連盟］	 712

玉村講義所［聖公会］	 152

玉村福音キリスト教会［JECA］	 152

田宮印刷（株）	仙台支社	 74

田村	成幸・明子	 1007

多聞福音教会［単立／独立］	 569

多良木聖書教会［バイブル・プロテス

タント］	 728

ダラス第一バプテスト教会ジャパニー

ズ・チャペル	 1025

多良見キリスト伝道所［バプ連盟］	 716

多良見伝道所［日基教団］	 716

垂穂キリスト教会六郷［単立／独立］	 249

垂穂寮	 869

垂穂キリスト教会岡上［単立／独立］	 321

垂水カトリック幼稚園	 748

垂水神の教会［神の教会］	 569

垂水教会［イエス・キリスト］	 569

垂水福音教会［単立／独立］	 569

タロウッドバプテスト教会日本語伝道

所	 1025

田原本聖救主教会［聖公会］	 595

タンガラダセーハ福音ホーリネス伝道

所	 1046

ダンケン	里子	 1014

丹後キリスト教会（伝）［世界福音］	 499

丹後宮津教会［日基教団］	 498

タンザニアミッション安川圭吾・美穂

宣教師を支える会［タンザニア宣教］	 998

丹沢ホーム	 1060

（株）ダンテック・ハヤカワ	 891

淡輪聖書教会阪南バイブルセンター

［FKK］	 541

淡輪聖書教会［FKK］	 548

丹波柏原教会［イエス・キリスト］	 579

田辺教会［日基教団］	 600

田辺キリスト教会［バプ連盟］	 516

田辺聖公会［聖公会］	 600

田辺聖公会愛の園シオン会礼拝堂［聖

公会］	 602

田辺聖書教会［FKK］	 489

田辺バプテスト・キリスト教会［バプ

教会連合］	 600

田辺牧師夫妻のヨーロッパ邦人伝道を

支える会［田辺師支える会］	 997

ダニエル	朴	 1009

ダニエル	浅野・浅野	直子	 1014

ダニエル朴宣教師を支える会［在韓邦

人宣教］	 997

ダニエル・ホープ・チャーチ＝山本子

羊教会［単立／独立］	 579

谷川の流れ祈祷院	 486

（有）谷口ホームサービス	 897

谷の百合幼稚園	 630

谷村薬局	 850

谷山福音教会［フォースクエア］	 751

谷山善き牧者幼稚園	 748

田主丸教会［福音ルーテル］	 697

種子島新生キリスト教会＝日本バプテ

スト連盟種子島伝道所［バプ連盟］	 753

たねの家保育所	 159

田井耳鼻咽喉科・アレルギー科	 833

田野カトリック聖母幼稚園	 739

田原	寿子	 1008

田原吉胡伝道所［日基教団］	 448

ダビデ音楽学院	 552

大毘帝陣営	光武教会［単立／独立］	 726

ダビデライフサービス	 144

ダブリン・バプテスト日本語チャペル	 1016

玉川学園バプテスト教会［単立／独立］	 300

玉川神の教会［神の教会］	 268

玉川教会［日基教団］	 300

玉川キリスト教会［バプ教会連合］	 269

多摩川キリスト教会［バプ連盟］	 287

多摩川基督教会［アッセンブリー］	 290

玉川キリスト教会［TPKF］	 478

玉川キリスト中央教会［ウェスレアン］	 269

玉川小羊幼稚園	 236

玉川上水キリスト教会［長老教会］	 304

（学）玉川聖学院［玉聖］	 782

玉川聖学院中等部・高等部［玉聖］	 792

玉川平安教会［日基教団］	 269

多磨教会［同盟基督］	 298

多摩キリスト教会［福音教会連合］	 165

多摩キリスト教会［ホーリネス］	 289

玉城バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 765

多摩クリスチャンセンター	 310

玉里善き牧者幼稚園	 748

玉島教会［日基教団］	 624

玉島福音ルーテル教会［西日本ルーテ

多治見クライストチャーチ［単立／独

立］	 412

多治見中央キリスト教会［同盟基督］	 412

田尻教会［日基教団］	 78

田瀬教会［日基教団］	 412

忠岡税務会計事務所	 505

忠海教会［改革派］	 634

立川駅前キリスト教会［JECA］	 288

立川神の教会［神の教会］	 288

立川教会［カルバリー・バプ］	 288

立川教会［日基教団］	 288

立川キリストの教会［キリストの教会］	 288

（有）立川コンタクトレンズ	 850

立川栄町教会［ホーリネス］	 288

立川聖書バプテスト教会［JBBF］	 288

立川福音自由教会［福音自由］	 288

立川平和幼稚園	 236

立花教会［日基教団］	 562

立花教会［聖イエス会］	 633

竜丘基督伝道館［単立／独立］	 396

辰野教会＝辰野キリスト教会［イエス・

キリスト］	 403

龍野教会［日基教団］	 579

辰口キリスト教会［長老教会］	 376

龍野富永教会［ホーリネス］	 579

巽教会＝和解の家［KCCJ］	 516

立石	尚志・聖美	 1014

立石尚志・聖美宣教師を支える会［立

石師支える会］	 997

（特養）立山福祉会竜ヶ浜荘	 868

楯岡キリスト教会［ホーリネス］	 99

伊達教会［日キ教会］	 45

舘坂橋教会［日基教団］	 70

立科希望高原教会［単立／独立］	 404

蓼科キリスト教会［ウェスレアン］	 400

館林教会［日基教団］	 150

館林キリスト教会［福音伝道］	 150

館林聖ルカルーテル教会［NRK］	 150

伊達福音教会［同盟基督］	 45

伊達保育園	 106

館山教会［同盟基督］	 203

館山基督教会附属保育園	 193

館山聖アンデレ教会［聖公会］	 203

（学）伊達幼稚園	 25

多度津教会［日基教団］	 665

田中	久美子	 1008

田中久美子を支える会［田中姉支援］	 997

田中商事（株）	 908

棚倉教会［イエス・キリスト］	 115

田無教会［改革派］	 291

田名部カトリック幼稚園	 58

田名部教会［日基教団］	 63

田名部幼稚園	 58

田辺	寿雄・宣恵	 1010

田辺	正隆・みや子	 1012



1137 総索引

索
引

総
索
引

秩父教会［日基教団］	 176

秩父キリスト教会［バプ教会連合］	 176

千歳アドナイ国際キリスト教会［福音

自由］	 45

千歳栄光教会［日基教団］	 45

千歳丘教会［日基教団］	 269

千歳烏山光の子聖書教会［JECA］	 269

千歳教会［日基教団］	 276

千歳キリスト伝道所＝千歳クリスチャ

ンセンター［アッセンブリー］	 45

千歳第二幼稚園	 25

千歳福音キリスト教会［JECA］	 45

千歳船橋教会［日基教団］	 269

ちとせ保育園・アガペー学童保育	 314

千歳幼稚園	 26

千歳幼稚園	 96

千鳥幼稚園	 556

茅野キリスト教会［ウェスレアン］	 400

地の塩港南キリスト教会［単立／独立］	 342

茅野聖母幼稚園	 394

千葉アンテオケ教会［同盟基督］	 215

千葉栄光教会［ホーリネス］	 204

千葉英和高等学校	 789

千葉鎌池キリスト教会［基督兄弟団］	 206

千葉カルバリー家の教会［カルバリー

グループ］	 205

千葉教会［福音ルーテル］	 203

千葉教会［KCCJ］	 204

千葉教会［聖協団］	 204

千葉教会［日基教団］	 204

千葉キリスト教会［アライアンス］	 203

千葉キリスト教会［同盟基督］	 203

千葉キリスト教会＝千葉ナザレン教会

［ナザレン］	 203

千葉キリスト集会［単立／独立］	 205

千葉クリスチャングループ［在外国教

団教派］	 211

千葉グレイスチャーチ［日本COG］	 206

千葉シャローム教会［聖イエス会］	 204

千葉聖書バプテスト教会［JBBF］	 204

千葉台湾教会［日基教団］	 204

千葉ニュータウン聖書バプテスト教会

［JBBF］	 198

千葉バプテスト教会［バプ連盟］	 198

千葉福音キリスト教会＝クロスロード

チャペル［アッセンブリー］	 204

千葉復活教会［聖公会］	 204

千葉北総伝道所［日基教団］	 198

千葉ホライズンチャペル＝千葉ホライ

ズン［ホライズン］	 215

千葉本町教会［日基教団］	 204

千葉みどり台教会［長老教会］	 204

千葉南教会［日基教団］	 204

ちはら台キリスト教会［長老教会］	 198

千葉・若葉キリスト教会［バプ連盟］	 206

スクール］	 22

ちいむれグロリア農園	 21

チーム英語教室	 658

小（ちい）ろば	 605

ちいろば−心を育てるおもちゃ−［ち

いろば］	 156

ちいろば子供クリニック	 830

ちいろば保育園	 757

ちいろば幼児園［ちいろば］	 556

チャーチスクール　野の百合園［野の

百合園］	 630

チェンマイ日本語教会	 1038

茅ヶ崎香川教会［日基教団］	 329

茅ヶ崎教会［聖書友の会］	 329

茅ヶ崎教会［日基教団］	 329

茅ヶ崎恵泉教会［日基教団］	 329

茅ヶ崎シオン・キリスト教会［シオン・

キリスト］	 329

茅ヶ崎集会［キリスト同信会］	 330

茅ヶ崎聖契キリスト教会赤羽根チャペ

ル［NSKK］	 330

茅ヶ崎聖契キリスト教会ひばりが丘チ

ャペル［NSKK］	 330

茅ヶ崎堤伝道所［日基教団］	 330

茅ヶ崎同盟教会［同盟基督］	 330

茅ヶ崎南湖教会［日基教団］	 330

茅ヶ崎東教会［日キ教会］	 330

茅ヶ崎平和教会［日基教団］	 330

茅ヶ崎ホーリネス教会［ホーリネス］	 330

近永教会［日基教団］	 676

地球聖宣教会ハーベスト石垣［単立／

独立］	 758

地球村教会　日本語礼拝部	 1052

筑後小郡教会［日基教団］	 691

筑後福島教会［日基教団］	 706

民宿	千草	 1064

千種キリスト教会［同盟基督］	 453

筑紫教会［日基教団］	 691

（有）筑紫葬祭	 910

筑紫野天拝坂キリスト教会［単立／独

立］	 698

筑紫野二日市キリスト教会［バプ連盟］	 698

筑紫野南キリスト教会［バプ連盟］	 698

地行園	 856

地塩設計事務所	 889

千城台教会［改革派］	 206

千城台教会［日基教団］	 206

知多教会［イエス・キリスト］	 448

知多教会［福音ルーテル］	 460

知多教会常滑礼拝所［福音ルーテル］	 449

知多シオン・キリスト教会［長老教会］	 461

知多のぞみキリスト教会［バプ宣教団］	 448

知多半島中央キリスト教会［単立／独

立］	 460

秩父教会［改革派］	 176

丹波新生教会［日基教団］	 488

丹波新生教会胡麻会堂［日基教団］	 497

丹波新生教会須知会堂［日基教団］	 499

丹波新生教会園部会堂［日基教団］	 498

丹波の宿	恵泉	 1064

丹波教会［札幌キリスト召団］	 579

丹原教会［日基教団］	 672

たんぽぽセンター	 859

丹陽教会［日基教団］	 487

単立　ベテル教会［単立／独立］	 339

単立	荒川沖教会［単立／独立］	 125

単立折尾クリスチャンチャーチ［単立

／独立］	 695

単立カナン・キリスト教会［単立／独

立］	 346

単立キリスト福音教会［単立／独立］	 519

単立シオンキリスト教会［単立／独立］	 488

単立シオンの群札幌キリスト宣教会＝

美しが丘グリーンチャペル［単立／

独立］	 38

単立	タイ国宣教師森本憲夫日本連絡

所［森本日本連絡所］	 998

単立東葛宣教教会［単立／独立］	 210

単立バプテスト伊江島キリスト教会

［単立／独立］	 766

単立バプテスト北見聖書教会［単立／

独立］	 35

単立バプテスト苫小牧キリスト教会

［単立／独立］	 45

単立バプテスト	ぶどうの木キリスト

教会［単立／独立］	 45

単立バプテスト武蔵聖書教会［単立／

独立］	 162

単立ペンテコステ教会フェローシップ	 928

ち

小さき花園幼稚園	 606

小さき花の幼稚園	 236

小さき花の園幼稚園［小さき花の園］	 556

小さき花の幼稚園	 715

小さき花幼稚園	 76

小さき花幼稚園	 385

小さき花幼稚園	 485

小さき花幼稚園	 645

小さき群教会［聖イエス会］	 108

小さき群の里	 853

小さないのちを守る会［PLJ］	 974

小さないのちを守る会東京支部［PLJ

東京］	 975

小さなおてて	 385

小さな森工房	 21

チーズ工房	アドナイ	 21

チーフーキリスト教学園［チーフー・
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つがる福音キリスト教会板柳チャペル

［JECA］	 63

つがる福音キリスト教会金木チャペル

［JECA］	 61

月寒教会［日基教団］	 42

月寒グロリア・クリニック	 830

月島小隊［救世軍］	 272

月島聖公会［聖公会］	 272

つきしろゴスペル教会［単立／独立］	 766

築館キリスト教会［ホーリネス］	 78

月見ヶ丘教会［ナザレン］	 742

月見岬ジレットハウス	 1058

津教会［日基教団］	 468

津久井キリスト栄光教会［オープン･

バイブル］	 326

津久井みのりキリスト教会［ホーリネ

ス］	 326

つくし野天使幼稚園	 236

つくし野伝道所［日基教団］	 300

つくし保育園	 485

筑紫幼稚園	 688

築館聖マリア幼稚園	 76

津久野キリスト恵み教会［単立／独立］	 533

筑波学園教会［日基教団］	 124

つくば希望教会［長老教会］	 124

筑波キリスト教会［JECA］	 124

つくば国際キリスト集会［単立／独立］	 124

つくばキリスト福音教会［単立／独立］	 124

（軽費）	筑波キングスガーデン	 855

（特養・軽費）筑波キングスガーデン	 855

つくばグレースチャペル＝恵泉キリス

ト教会つくばグレースチャペル［保

守バプ］	 124

つくば聖書バプテスト教会［保守バプ］	 124

つくば東京教会［KCCJ］	 124

つくば豊里耳鼻咽喉科医院	 831

筑波バプテスト教会［バプ連盟］	 124

つくばひたち野伝道所［日キ教会］	 121

筑波福音基督教会［ブレイド・オブ・

ライフ］	 124

（株）つくば不動産	 888

筑波みことば伝道所［改革派］	 124

津久見教会［日基教団］	 734

付知教会［日基教団］	 412

辻クリーニング（有）	 21

辻堂教会［日基教団］	 333

辻堂キリスト教会［ホーリネス］	 333

津島教会［改革派］	 448

対馬キリスト福音教会［KKFF］	 718

津島佐織キリスト教会［同盟福音］	 448

津島日光川教会（伝）［日基教団］	 448

津島福音教会［NTM］	 441

津示路教会［日基教団］	 468

津聖ヤコブ教会［聖公会］	 468

津田キリスト教会［伝道隊］	 660

中条教会［日基教団］	 359

（株）中納言	 551

中濃教会［日基教団］	 414

中部学院大学・短期大学部・大学院	 797

中部学院大学短期大学部附属桐が丘幼

稚園	 408

中部学院大学短期大学部附属幼稚園	 408

中部放課後学童クラブ	 193

忠和聖書バプテスト教会［単立／独立］	 30

超教派ブレザレン教会	 929

朝光テープ（有）	 436

銚子栄光教会［改革派］	 207

銚子栄光教会付属萌保育園［萌保育園］	 193

銚子教会［日基教団］	 207

銚子キリスト教会［同盟基督］	 207

銚子諸聖徒教会［聖公会］	 207

長生教会［日基教団］	 217

チョウタリィの会［チョウタリィ］	 998

調布教会［日基教団］	 290

長府教会［日基教団］	 648

調布キリスト教会［ホーリネス］	 290

調布柴崎伝道所［日基教団］	 290

調布星美幼稚園	 236

調布バプテスト・テンプル［JBBF］	 290

調布バプテスト教会［バプ連盟］	 290

調布南教会［長老教会］	 290

調布南キリスト教会［バプ連盟］	 290

千代田教会［日基教団］	 258

千代田福音教会［JEC］	 529

知立キリスト教会［同盟基督］	 448

知立キリスト教会附属ハレルヤ愛児園

［ハレルヤ愛児園］	 439

知立伝道所［日基教団］	 448

チルドレンズホーム	いつあいかん	 870

チンガ福音ホーリネス教会	 1046

（学）鎮西学院	 782

鎮西学院高等学校	 806

鎮西学院幼稚園	 715

つ

ツーソン日本人クリスチャン・コミュ

ニティ	 1015

ツオーン集会所［カナン教団］	 541

都岡キリスト教会［日本COG］	 338

都賀キリスト教会［JECA］	 206

塚口教会［日基教団］	 562

つかしんコミュニティチャーチ［CCNZ

日本］	 563

塚田	献・由美子	 1013

塚田	トゥグー・真理子	 1010

塚田トゥグー・真理子宣教師支援会［塚

田宣教師支援会］	 998

遠軽ひばり幼稚園	 26

チャーチ・オブ・ゴッド国外宣教部

［COG］	 998

チア・にっぽん（チャーチ＆ホームス

クーリングを進める会）［チア・に

っぽん］	 975

チャーチ・エデュケーターズ［CES］	 975

チャーチ　オブ　エル・シャダイ［単

立／独立］	 568

チャーチオブクライストニュージーラ

ンド日本	 928

チャーチ・オブ・グローリー［NHJA］	 302

チャーチ・オブ・ゴッド	 928

チャーチ・オブ・プレイズ・インター

ナショナル［アライズ］	 512

チャーチ・オブ・プレイズ・インター

ナショナル使徒的センター	 815

チャーチ・オン・ザ・ロック＝グレイ

スチャペル［日本地方伝道団］	 733

チャーチ・オン・ザ・ロック	 1053

（NPO）チャイルド・ファンド・ジャ

パン［チャイルドファンド］	 998

チャコ	 667

北谷諸魂教会［聖公会］	 768

北谷ナザレン教会［ナザレン］	 768

チャッツワース・ウェストバレー合同

メソジスト教会	 1021

チャペル・エレ［単立／独立］	 768

チャペル・こひつじ［単立／独立］	 530

チャペル延岡［福音の群］	 741

チャペル・パルティア	 906

チャペル福音館伝道所［日基教団］	 497

チャペル・マラナタ［同盟基督］	 433

茶山カトリック幼稚園	 687

茶屋町キリスト集会［単立／独立］	 625

茶屋町復活教会［福音教会連合］	 625

チューリッヒ日本語集会	 1038

中越ルーテルキリスト教会［NRK］	 358

中遠教会［日基教団］	 421

中央栄光教会［在外国教団教派］	 258

中央会堂幼稚園	 236

中央キリストの福音教会［単立／独立］	 276

中央キリスト福音教会［センド国際］	 297

中央聖書教会［アッセンブリー］	 274

中央聖書神学校［CBC］	 812

中央聖書神学校関西分校	 817

中央比較法研究所［CCLI］	 96

中央フォースクエア福音教会［フォー

スクエア］	 388

中央福音教会［アッセンブリー］	 274

中央木材家具（株）	 222

中学生聖書クラブ協力会［CSK］	 975

中華菜	竹房	エレミヤ	 392

中華料理店	王華	 156

中京教会［日基教団］	 457

中京聖泉キリスト教会［聖泉基督］	 449
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（一般社団）ティーンチャレンジ・イ

ンターナショナル・ジャパン［ティ

ーンチャレンジ］	 863

（特養）ディアコニア	 869

ディアコニア大阪教会［単立／独立］	 517

ディアコニア会	 975

ディアコニア・カウンセリングセンタ

ー［DC］	 847

ディアコニア教会［単立／独立］	 571

デイサービスセンター三愛	 852

デイサービスセンター真菜	 869

デイサービスセンター恵み園	 881

デイサービスセンター安らぎ	 882

デイサービスセンターやまじ	 878

デイサービス乃亜	 869

デイサービス	ぶどうの木	 871

手稲はこぶね教会［日基教団］	 41

デオ・グロリア・ミッション［デオ・

グロリア］	 998

出来島伝道所［日基教団］	 524

デザート　クロス　コミュニチー　

教会	 1015

（株）デザインコンビビア	 229

（株）デザイン社東京支店	 222

（株）デザインスタジオ夢屋	 483

（株）デザインネットワークス	 891

（有）デザインマルコ	 229

天塩バプテスト聖書教会［単立／独立］	 52

弟子教会［JWM］	 521

豊島神愛館	 880

帝塚山ルーテル教会［近畿教会］	 519

デッキプランニング	 436

鉄道福音同志会［TFD］	 975

鉄の造形工房	NOBUクラフト	 436

テベリヤ教会［聖イエス会］	 467

デボン・イエス・キリスト教会	 1016

出町青葉幼稚園	 366

出町教会［日基教団］	 367

手宮教会［日基教団］	 33

手宮幼稚園	 26

デュッセルドルフ日本語キリスト教会	 1039

テラオ養蜂産物輸出社［恵の蜂養蜂産

物輸出社］	 851

寺田	由弘・ジンジャー	 1009

テレジア幼稚園	 556

デンエー賀陽店	 617

田園江田教会［日基教団］	 337

田園江田幼稚園	 314

田園教会［CPC］	 328

田園キリスト教会［単立／独立］	 299

田園グレース・チャペル［保守バプ］	 323

（NPO）田園生活館	 860

田園調布教会［日基教団］	 249

田園調布教会［福音ルーテル］	 249

田園調布雙葉小学校附属幼稚園	 236

津山聖約キリスト教会［聖約］	 626

津山伝道所［東洋ローア］	 626

津山福音教会［日基教団］	 626

津山福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 626

ツラノ父の学校日本運動本部	 975

ツラノ・トレーニングスクール	 818

鶴岡教会［日基教団］	 98

鶴岡キリスト教会［COG］	 98

鶴岡聖公会［聖公会］	 98

鶴岡みどり町キリスト教会［ルーテル

同胞］	 98

敦賀教会［聖イエス会］	 381

敦賀教会［日基教団］	 381

敦賀教会幼稚園	 380

敦賀基督教会［聖公会］	 381

鶴ヶ島聖書教会［JECA］	 176

敦賀自由キリスト教会［TPKF］	 381

敦賀宣教教会［単立／独立］	 381

敦賀バプテスト教会［単立／独立］	 381

鶴ヶ谷教会［福音ルーテル］	 84

鶴川北教会［日基教団］	 300

鶴川教会［日基教団］	 300

鶴川キリスト教会［単立／独立］	 300

鶴川高等学校	 792

鶴川女子短期大学	 792

鶴川女子短期大学附属幼稚園	 236

つるかわ台教会［キリスト合同］	 300

鶴川福音教会［JECA］	 300

鶴瀬恵みキリスト教会［伝道福音］	 182

鶴橋小隊［救世軍］	 517

鶴橋新生キリスト教会［単立／独立］	 517

弦巻教会［日基教団］	 269

つるまき聖書会［無教会］	 269

つるまき聖書チャペル＝大根バプテス

ト教会［単立／独立］	 330

鶴見栄光キリスト教会［ホーリネス］	 521

鶴見教会［日キ教会］	 345

鶴見教会［日基教団］	 345

鶴見純福音教会［TPKF］	 345

鶴見聖契キリスト教会［NSKK］	 345

鶴見聖書キリスト教会［単立／独立］	 521

鶴見橋教会［日基教団］	 524

鶴見福音教会［アッセンブリー］	 345

鶴見ホーリネスキリスト教会［ホーリ

ネス］	 345

鶴見緑地伝道所［イエス・キリスト］	 521

津和野教会［日基教団］	 615

て

出会いの広場	 904

（有）ティー・エム・シー	 222

ティー・ユー企画	 229

津田子供の家	 879

（学）津田塾大学	 782

津田塾大学・大学院	 792

蔦田	就子	 1010

蔦田	緑乃	 1008

津田沼教会［福音ルーテル］	 208

津田沼キリスト教会［バプ連盟］	 208

土浦教会［基督兄弟団］	 125

土浦教会［日基教団］	 125

土浦キリストの教会［キリストの教会］	 125

土浦月会［クエーカー］	 125

土浦聖バルナバ教会［聖公会］	 125

土浦聖母幼稚園	 119

土浦めぐみ教会［同盟基督］	 125

土浦めぐみ教会付属マナ愛児園	 119

土崎カトリック幼稚園	 89

土崎グローリアチャペル［単立／独立］	 91

土沢教会［日基教団］	 69

土田	さとみ	 1011

土田さとみ宣教師を支える会［土田師

支える会］	 998

土山キリスト教会［MB］	 565

都筑コミュニティ教会［単立／独立］	 344

都筑讃美教会［日基教団］	 345

都筑フレンドシップ・ハウスキリスト

教会［同盟基督］	 345

都筑フレンドシップ・ハウス・クリス

チャンセンター［フレンドシップ・

ハウス］	 314

つつじヶ丘キリスト教会［JECA］	 290

つつじヶ丘使徒キリスト教会［使徒キ

リスト］	 290

皷ケ滝キリスト教会［バプ同盟］	 566

堤キリスト教会＝須賀川シオンの丘

［イエス・キリスト］	 111

津豊ヶ丘キリスト教会［バプ宣教団］	 468

綱島教会［改革派］	 343

都農教会［日基教団］	 743

都農聖愛幼稚園	 739

つのぶえ保育園	 193

角笛幼稚園	 236

津幡キリスト教会［COG］	 377

燕教会［日基教団］	 359

坪内	貴代子	 1009

坪生バプテスト教会［単立／独立］	 639

つぼみ会	 439

妻ヶ丘幼稚園	 739

罪人の友	主イエス・キリスト教会＝

ジューンブライドチャーチ［単立／

独立］	 165

津本建築設計事務所	 897

津屋崎教会［日基教団］	 705

津山教会［日基教団］	 626

津山シオン教会［アドベント］	 626

津山城西教会［日基教団］	 626
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東京カベナント教会［単立／独立］	 269

東京蒲田教会［KCCJ］	 249

東京カルバリ教会［日基教団］	 244

東京韓日バプテスト教会［バプ連盟］	 246

東京北キリスト教会［バプ連盟］	 252

東京希望キリスト教会＝キリストいや

しセンター［単立／独立］	 303

東京教会［イエス・キリスト］	 250

東京教会［KCCJ］	 258

東京教会［改革派］	 258

東京教会［福音ルーテル］	 258

東京教会［聖書キリスト］	 278

東京教会［栄光の福音］	 290

東京教会［イエス福音］	 291

東京教会東村山支部教会［イエス福音］	 296

東京キリスト家の教会［単立／独立］	 248

東京基督教会［ホーリネス］	 259

東京キリスト教会［アライアンス］	 286

（学）東京キリスト教学園［TCI］	 782

（財）東京キリスト教青年会［東京

YMCA］	 782

東京基督教大学［TCU］	 810

東京基督教大学共立基督教研究所［KCI］	810

東京キリスト合同神学院	 812

東京キリスト者九条の会	 975

東京基督神学校［TCTS］	 810

東京基督伝道館［単立／独立］	 269

東京キリスト恵み教会［単立／独立］	 246

東京クリスチャンコワイア	 975

東京グレイス福音教会［JEC］	 291

東京恵約キリスト教会［単立／独立］	 264

東京月会［クエーカー］	 281

東京源泉教会［大韓イエス］	 244

東京高円寺教会［MJD］	 274

東京国際基督教会［単立／独立］	 255

東京国際基督教会筑波分会＝筑波国際

基督教会［単立／独立］	 125

東京国際宣教センター［IMC］	 975

東京告白教会［日キ教会］	 269

東京ジェーシー教会［日基教団］	 269

東京JCF［単立／独立］	 273

東京シオン教会［日基教団］	 248

東京式典（株）	 908

東京シティチャーチ＝シティプレイズ

チャーチ・インターナショナル［ア

ッセンブリー］	 259

東京渋谷福音教会［C&MA］	 256

東京シャローム教会［聖書キリスト］	 276

東京主僕教会［日キ教会］	 274

（学）東京女子大学	 782

東京女子大学・大学院	 792

東京諸聖徒教会［聖公会］	 279

東京信愛教会［日基教団］	 259

東京信安教会［福音教団］	 259

東京神学大学［東神大］	 812

東海キリスト教会［同盟福音］	 448

東海キリストの教会［キリストの教会］	 130

東海産業（株）	 887

東海聖句書道会［聖句会］	 975

東海聖書神学塾	 814

東海清風園	 869

東海伝道所［バプ連盟］	 130

東海福音キリスト教会［同盟基督］	 130

桃花台伝道所［日基教団］	 447

東金イエス・キリスト教会［単立／独

立］	 207

東金教会［日基教団］	 207

東金伝道所［KCCJ］	 207

東金バプテスト教会［バプ教会連合］	 207

トウキョウ・インターナショナル・ク

リスチャン・フェローシップ＝TICF

［単立／独立］	 243

東京YMCA	 975

東京YMCA江東コミュニティーセンター	 976

東京YMCA国際学校［TYIS］	 792

東京YMCA国際ホテル専門学校	 792

東京YMCA社会体育・保育専門学校	 793

東京YMCA西東京コミュニティーセン

ター	 976

東京YMCA南コミュニティーセンター	 976

東京YMCA妙高高原ロッジ	 1061

東京YMCA山中湖センター	 1061

"東京YMCA""liby""［リビー］"	 976

東京アーバンチャーチ［アッセンブリ

ー］	 253

東京愛の教会［聖書キリスト］	 281

東京愛のバプテスト伝道所［バプ連盟］	 246

東京愛隣教会［日基教団］	 271

東京綾瀬教会＝東京ベテスダ教会

［KCCJ］	 251

東京イエス愛の教会［JRL］	 244

東京イエスの家族教会［大韓イエス］	 251

（福）東京育成園	 863

東京池袋教会［日基教団］	 274

東京池袋教会［福音ルーテル］	 274

東京インターナショナルクリスチャン

スクール	 226

東京インターナショナルミッションセ

ンター［TIMC］	 975

東京インドネシア福音教会＝東京福音

教会インドネシア（TFKI）［GIII］	 272

東京インマヌエル教会［大韓イエス］	 251

東京インマヌエル教会＝東京赤羽教会

［単立／独立・イエス教長老会］	 252

東京衛生病院	 834

東京以琳書房	 229

東京恩寵教会［改革派］	 255

東京オンヌリビジョン教会［在外国教

団教派・大韓イエス］	 265

東京海上日動代理店	彩の国保険サービス	156

田園調布幼稚園	 236

田園調布ルーテル幼稚園	 237

田園都筑教会［日基教団］	 345

田園宮前チャペル［オープン･バイブル］	325

天下茶屋教会［日基教団］	 524

天恵製菓（株）	 392

天使保育センター	 510

天授ヶ岡教会［イエス・キリスト］	 489

天使幼稚園	 26

天使幼稚園	 237

天使幼稚園	 314

天使幼稚園	 408

天使幼稚園［テンシエン］	 631

天使幼稚園	 669

天神聖書集会［無教会］	 700

天童教会［日基教団］	 98

天童聖書バプテスト教会＝みくに教会

［保守バプ］	 98

伝道団体連絡協議会［伝団協］	 975

天道バプテスト教会［バプ連合］	 690

伝道文書販売センター［デンパン］	 158

天童みくに幼稚園	 96

天王寺教会［福音ルーテル］	 522

天王台伝道所［日基教団］	 195

天王ニュー・ライフ・チャペル［単立

／独立］	 682

デンハーグ集会	 1036

デンバー・クリスチャン・フェローシ

ップ	 1024

天白キリスト教会［同盟福音］	 454

天白伝道所［日基教団］	 454

天ひろ	 684

デンマーク牧場こどもの家	 869

天満教会［日基教団］	 518

天満保育園	 598

天満小隊［救世軍］	 518

天門教会［日基教団］	 276

天竜キリスト福音教会［同盟基督］	 429

天竜めぐみキリスト教会＝グレイスチ

ャペル［単立／独立］	 427

天隣乳児保育園	 556

典礼社	 909

と

遠浅教会［日キ教会］	 54

土居キリスト教会［聖成基督］	 672

土居教会［ホーリネス］	 672

ドイツ語福音教会［単立／独立］	 254

土居にあるキリストの教会［JRL］	 672

東栄キリスト教会［単立／独立］	 461

東栄福音キリスト教会［JECA友好］	 44

東海カウンセリングセンター	 849

東海教会［日基教団］	 452
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東京ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］	 243

（養護）東京老人ホーム	 864

（軽費）東京老人ホーム泉寮	 864

東京YMCA医療福祉専門学校	 792

東京YWCA	 793

東京若枝教会［イエス・キリスト］	 291

東京若葉キリスト教会［キリスト教会

同盟］	 259

東郷教会［日基教団］	 705

東郷信愛幼稚園	 688

道後ベテルホーム	 881

（学）同志社	 782

同志社教会［日基教団］	 490

同志社香里中学校・高等学校	 802

同志社国際中学校･高等学校	 800

同志社女子大学・大学院	 800

同志社女子中学校・高等学校	 800

同志社大学	 800

同志社大学神学部・神学研究科	 815

同志社中学校・高等学校［同志社中高］	 800

同志社幼稚園	 485

藤寿苑	 483

東松苑ゴルフ倶楽部	 133

東城キリスト教会［アライアンス］	 634

（福）同仁学院	 858

同仁美登里幼稚園	 237

東星学園幼稚園	 237

東宣社	 230

（NPO）「燈台」（アフガン難民救援協

力会）［「燈台」］	 976

灯台教会［単立／独立］	 259

東濃純福音キリスト教会［神の家族］	 408

塔ノ沢	福住樓	 1060

東美教会［日基教団］	 303

東部ホームチャーチ［単立／独立］	 400

当別キリスト福音教会［JECA］	 49

当別全き愛教会［聖イエス会］	 50

（福）同胞会	 825

東北学院資料室	 77

同胞の家	 872

同胞保育園	 485

（学）東北学院	 782

東北学院大学・大学院	 787

東北学院大学文学部キリスト教学科	 808

東北学院幼稚園	 76

東北クリスチャン結婚相談室［TCMC］	 904

東北聖書バプテスト十文字教会［保守

バプ］	 93

東北中央教会［福音の群］	 85

東御キリスト教会［同盟基督］	 400

東明国際キリスト教会＝東明国際クリ

スチャンセンター［単立／独立］	 243

同盟福音基督教会	 930

同盟福音基督教会海外宣教協力会［同

盟福音］	 998

東京仲よしキリスト教会［ホーリネス］	 162

東京西バプテスト教会［バプ連盟］	 295

東京日暮里教会［KCCJ］	 244

東京ニューエルサレム教会［単立／独

立］	 275

東京ニューホープチャペル［単立／独

立］	 252

東京のぞみ教会［単立／独立］	 250

東京バイブルチャーチ［単立／独立］	 248

東京羽田キリスト教会［単立／独立］	 250

東京バプテスト教会［バプ連盟］	 256

東京バプテスト神学校［TBTS］	 812

東京磐石教会［JRL］	 259

東京一粒キリスト教会［単立／独立］	 273

東京福音教会［単立／独立］	 244

東京福音センター［福音宣教会］	 272

東京府中教会［日基教団］	 298

東京復活教会［日基教団］	 289

東京フリーダム神学大学［TIBCS］	 812

東京フリー・メソジスト教団	 930

東京フリー・メソジスト教団宣教委員

会［東京FM］	 998

東京フリーメソヂスト杉並中部教会

［単立／独立］	 264

東京ベイ・インターナショナル・チャ

ーチ［単立／独立］	 199

東京平和教会［バプ同盟］	 259

東京平和教会［福音教団］	 265

東京ベタニヤチャーチ［ワールドミッ

ション］	 244

東京ベテルチャーチ［単立／独立］	 291

東京ホープチャペル［福音宣教会］	 271

東京ホサナ教会［長老教会］	 276

東京ホライズンチャペル	 930

東京ホライズンチャペル・世田谷［ホ

ライズン］	 269

東京ホライズンチャペル・町田［ホラ

イズン］	 300

東京マンナ教会［聖協団］	 251

東京武蔵野福音自由教会＝武蔵野チャ

ペルセンター［福音自由］	 303

東京めぐみ教会［単立／独立］	 259

東京メトロチャーチ教会［アッセンブ

リー］	 285

東京メモリアルクリニック［TMCクリ

ニック］	 835

東京山手教会［日基教団］	 256

東京ユニオンチャーチ［単立／独立］	 256

東京ユニオンチャーチEarly	Learning	

Center	 237

東京羊門教会［聖協団］	 243

東京黎明教会［KCCJ］	 244

東京ライトハウスチャーチ［日本COG］	 250

東京緑洲教会［KCCJ］	 259

東京ルーテルセンター教会［NRK］	 273

東京神学校	 812

東京信光教会［福音教団］	 244

東京新生教会［基督兄弟団］	 274

東京新生教会［日基教団］	 295

東京新恩恵教会［ホーリネス］	 284

東京スプリング	オブ	ライフ	クライス

ト	チャーチ［単立／独立］	 272

東京聖光キリスト教会［単立／独立］	 248

東京聖三一教会［聖公会］	 269

東京聖十字教会［聖公会］	 269

東京聖書学院	 812

東京聖書学院教会［ホーリネス］	 296

東京聖書学校［TBS］	 809

東京聖書学校吉川教会［日基教団］	 184

東京聖書教会［大韓イエス］	 271

東京聖書教会［単立／独立］	 281

東京聖書神学院	 812

東京聖書読者会［無教会］	 259

東京聖書バプテスト教会［JBBF］	 248

東京聖テモテ教会［聖公会］	 279

東京聖マリア教会［聖公会］	 254

東京聖マルチン教会［聖公会］	 246

東京聖民教会［福音教団］	 265

東京宣教研修所［TMI］	 809

東京宣教神学校	 812

東京総会神学校	 812

東京第一教会［KCCJ］	 246

東京第一キリスト教会［単立／独立］	 264

東京第一聖書浸礼教会［JBBF］	 251

東京台湾教会［日基教団］	 264

東京多摩キリスト教会［バルナバ福音］	 271

東京ダルク［ダルクホーム］	 863

東京地区メノナイト教会連合	 929

東京中央教会［ホーリネス］	 259

東京中央教会［東京中央教会］	 259

東京中央教会［KCCJ］	 274

東京中央教会	 929

東京中央伝道所［日キ教会］	 285

東京中央バプテスト教会［バプ教会連

合］	 243

東京中華基督教会［単立／独立］	 264

東京忠信教会［JRL］	 259

東京調布教会［KCCJ］	 290

東京ティラナス・ホール［ティラナス・

ホール］	 975

東京点字出版所	 864

東京都板橋福祉工場	 864

（有）東京堂	 850

東京東部教会［KCCJ］	 265

東京都民教会［日基教団］	 269

東京ドリーム教会［聖書キリスト］	 278

東京中野パークサイドチャーチ［キリ

スト同信会］	 276

東京仲よしキリスト教会池袋集会場

［ホーリネス］	 274
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土佐福音教会［日基教団］	 681

土佐山田キリストの教会［キリストの

教会］	 679

土佐嶺南教会［日基教団］	 681

土佐嶺北教会［日基教団］	 682

利別教会［日基教団］	 52

豊島岡教会［日基教団］	 279

豊島北教会［日キ教会］	 275

鳥栖カトリック幼稚園	 710

鳥栖キリスト教会［バプ連盟］	 712

鳥栖曽根崎キリスト教会［イエス・キ

リスト］	 712

鳥栖伝道所＝鳥栖チャペル［ナザレン］	 712

戸田キリスト教会［ホーリネス］	 179

栃尾教会［日基教団］	 359

栃尾天使幼稚園	 356

栃木いこいの泉チャーチ［単立／独立］	 139

とちぎ栄光教会［単立／独立］	 139

栃木教会［日キ教会］	 139

栃木キリスト教会［福音伝道］	 139

栃木キリスト教会＝磯山プレイズ・チ

ャペル［ホーリネス］	 139

栃木聖アルバン教会［聖公会］	 140

栃城家の教会［カルバリーグループ］	 137

戸塚カルバリ純福音教会［TPKF］	 346

戸塚教会［日基教団］	 346

戸塚キリスト教会＝大師新生教会戸塚

伝道所［バプ同盟］	 346

戸塚めぐみキリスト教会［福音伝道］	 346

戸塚ルーテル教会［NRK］	 346

戸塚ルーテル教会附属幼稚園［戸塚ル

ーテル幼稚園］	 314

鳥取開拓＝とっとりビーチ・チャーチ

［アッセンブリー］	 607

鳥取教会［日基教団］	 607

鳥取キリスト教会Uチャペル［単立／

独立］	 608

鳥取クリスチャンの集い［CCNZ日本］	 608

鳥取新生教会［日基教団］	 608

鳥取信和教会［日基教団］	 608

鳥取聖書教会［同盟基督］	 608

鳥取聖ルカ教会［聖公会］	 608

鳥取伝道所［東洋ローア］	 608

鳥取バプテスト教会［バプ連盟］	 608

鳥取福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 608

鳥取復活教会［アドベント］	 608

鳥取ルーテル幼稚園	 606

等々力教会［同盟基督］	 269

土々呂幼稚園	 739

都南教会［福音ルーテル］	 270

利根キリスト教会［単立／独立］	 130

利根町開拓伝道所［福音伝道］	 150

土庄キリスト恵み教会［単立／独立］	 665

鳥羽	季義･イングリット	 1010

常盤幼稚園［ときわ］	 465

徳育幼稚園	 237

徳島インマヌエル教会［聖公会］	 654

徳島栄光教会［イエス・キリスト］	 654

徳島北教会［日基教団］	 654

徳島教会［カナン教団］	 654

徳島教会［改革派］	 654

徳島教会［日キ教会］	 654

徳島キリスト教会［バプ連盟］	 654

（有）徳島キリスト教書店	 652

徳島クリスチャンの集い［CCNZ日本］	 655

徳島児童ホーム	 880

徳島神召キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 655

徳島聖書キリスト集会［無教会］	 654

徳島聖テモテ教会［聖公会］	 654

徳島聖徒教会［福音教団］	 654

徳島西部教会［改革派］	 654

徳島西教会［日基教団］	 654

徳島ベテルキリスト教会［単立／独立］	 655

徳島南伝道所［日基教団］	 654

徳島聖書バプテスト教会［単立／独立］	 655

徳	鍼灸院	 846

徳之島伝道所［日基教団］	 753

徳丸町キリスト教会［同盟基督］	 246

徳山教会［日基教団］	 648

徳山キリスト教会［福音教会連合］	 648

徳山聖マリア教会［聖公会］	 648

徳山福音キリスト教会［ホーリネス］	 648

戸倉キリスト教会［在外国教団教派］	 399

独立新生葛飾教会［単立／独立］	 251

独立水海道キリスト教会［単立／独立］	 123

土気あすみが丘教会［日基教団］	 205

所	炎・裕子	 1009

常呂教会［基督兄弟団］	 35

所沢教会［イエス福音］	 177

所沢教会＝ベテルクリスチャンセンタ

ー［聖書キリスト］	 177

所沢教会福音センター［単立／独立］	 177

所沢キリスト教会［バプ連盟］	 177

所沢グレース教会［フリーメソ］	 178

所沢聖書教会［長老教会］	 178

所沢聖書バプテスト教会＝オアシスチ

ャペル［単立／独立］	 178

所沢ニューライフ教会［改革派］	 178

所沢バプテスト教会［バプ教会連合］	 178

所沢福音キリスト教会［ホーリネス］	 178

所沢みくに教会［日基教団］	 178

所沢ミレニアムチャーチ［聖泉基督］	 178

所沢武蔵野教会［日基教団］	 178

所沢恵み教会［センド国際］	 178

（株）野老設計事務所	 892

土佐教会［日基教団］	 681

土佐清水キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 681

洞爺湖教会［日基教団］	 49

（学）東洋英和女学院	 782

東洋英和女学院小学部	 793

東洋英和女学院大学	 795

東洋英和女学院大学大学院	 793

東洋英和女学院大学付属　かえで幼稚

園［かえで幼稚園］	 314

東洋英和女学院中学部・高等部	 793

東洋英和幼稚園	 237

東京聖書集会［無教会］	 273

東洋聖書神学院	 817

東洋宣教会　北米ホーリネス教団	 1021

東洋宣教教会（伝）［改革派・CRC=CRJM］	278

東洋宣教団きよめキリスト教会［きよ

め教会］	 259

東洋宣教団きよめキリスト教会	 931

東洋福音教団	 931

東洋ローア・キリスト聖書学院	 809

東洋ローア・キリスト伝道教会	 931

ドウラードス福音ホーリネス教会	 1046

桃陵乳児保育園	 485

桃陵保育園	 485

東林聖書キリスト教会［単立／独立］	 328

（株）トゥルース	 503

十日町カトリック天使幼稚園［天使幼

稚園］	 356

十日町教会［日基教団］	 359

十日町きよめキリスト祈の家［きよめ

教会］	 359

十日町幼児園	 356

TCC大牟田教会［トータル］	 691

トータル・クリスチャン・チャーチ・

グループ	 932

トーチベアラーズ山中湖	 1061

トーテクシステム（有）	 892

遠野教会［日基教団］	 69

遠野聖光幼稚園	 67

栂・泉ヶ丘伝道所［日基教団］	 534

十勝キリストリバイバル教会［単立／

独立］	 34

十勝平野キリスト教会＝根室キリスト

教会帯広伝道所［バプ同盟］	 34

ときがね片貝幼稚園	 193

ときがね幼稚園	 193

ときがわ教会［聖協団］	 186

常田保育園	 394

時津こばと保育園	 715

富来伝道所［日基教団］	 377

京都福音教会東京伝道所＝KGC［福音

ペンテコステ］	 259

ときわ聖書教会＝下北沢聖書教会	と

きわ会堂［単立／独立］	 126

ときわ台キリスト教会［ディコンリー］	 548

常盤台バプテスト教会［バプ連盟］	 246

ときわ平キリスト教会［JRL］	 213
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豊中バプテスト教会［バプ連盟］	 539

豊中穂積教会［フリーメソ］	 539

（特養）豊野清風園	 868

豊橋旭幼稚園	 439

豊橋東田教会［日基教団］	 451

豊橋教会［KCCJ］	 451

豊橋教会［イエス福音］	 451

豊橋教会［基督兄弟団］	 451

豊橋教会［日基教団］	 451

豊橋キリスト教会［アッセンブリー］	 451

豊橋キリスト教会［バプ連盟］	 451

豊橋シオンチャーチ＝ワールドミッシ

ョンコミュニティ［単立／独立］	 451

豊橋中部教会［日基教団］	 451

豊橋のぞみキリスト教会［バプ教会連

合］	 451

豊橋ひかり聖書バプテスト教会［JBBF］	 451

豊橋福音聖書教会［同盟基督］	 451

豊橋ホサナキリスト教会［同盟基督］	 451

豊橋ホサナキリスト教会小坂井チャペ

ル［同盟基督］	 449

豊橋ホサナキリスト教会浜松チャペル

［同盟基督］	 429

豊橋ホサナキリスト教会東田チャペル

＝日系ブラジル人教会［同盟基督］	 451

豊橋ホサナキリスト教会付属愛児舎

［愛児舎］	 439

豊橋恵みバプテスト教会［単立／独立］	 451

豊浜キリスト教会［ディコンリー］	 660

豊平動物病院	 830

豊山教会［日基教団］	 462

（株）トライアート	 503

（株）トラベルプラン	 222

（株）トラベルメロディ	 222

トランシルバニア日本人会	 1052

ドリーム・フーズ	 189

鳥居坂教会［日基教団］	 281

鳥飼バプテスト教会［バプ連盟］	 700

取手教会［シオン・キリスト］	 126

取手キリスト教会［JECA］	 126

取手シオンの丘キリスト教会［単立／

独立］	 126

取手聖書教会［同盟基督］	 126

取手伝道所［日基教団］	 126

とりでホサナキリスト教会［ワールド

ミッション］	 126

取手幼稚園	 119

ドルカス工房	 156

ドレーパー記念幼稚園	 314

ドレスショップ「アンジェラ」［アン

ジェラ］	 904

トレスラゴアス福音ホーリネス伝道所	 1047

トロント日系福音教会	 1036

十和田カトリック幼稚園	 58

とわの森三愛高等学校	 786

戸山教会［日基教団］	 260

富山キリスト教会［アッセンブリー］	 368

富山小泉町キリスト教会［バプ連盟］	 368

富山ゴスペルチャーチ＝ゴスペルチャ

ーチ［単立／独立］	 368

富山新庄教会［日基教団］	 368

富山聖書教会［同盟基督］	 368

富山聖マリア教会［聖公会］	 368

富山聖マリア保育園	 366

富山伝道所［東洋ローア］	 368

富山二番町教会［日基教団］	 368

富山福音キリスト教会［伝道福音］	 368

戸山幼稚園	 237

豊明希望チャペル［JECA］	 449

豊明教会［改革派］	 449

豊明キリスト教会［単立／独立］	 449

豊明新生教会［日基教団］	 449

豊浦教会［日基教団］	 648

豊岡教会［日基教団］	 580

豊岡キリスト伝道所［バプ連盟］	 726

豊川教会［同盟基督］	 449

豊川キリスト教会［アッセンブリー］	 449

豊川キリスト恵み教会［単立／独立］	 449

豊川中央キリスト教会［同盟基督］	 449

豊栄キリスト教会［同盟基督］	 360

富坂キリスト教センター［TCC］	 976

豊澤教会［日基教団］	 256

豊科教会［日基教団］	 395

豊科シオン幼稚園	 394

豊田	常喜・恭子	 1008

豊田神池キリスト教会［同盟基督］	 450

豊田教会［日基教団］	 450

豊田教会［聖イエス会］	 461

豊田キリスト教会［イエス福音］	 450

豊田キリスト教会［カルバリー・バプ］	 297

豊田キリスト教青年会［Y−CAT］	 976

豊田聖書教会［JECA］	 450

豊田聖ペテロ聖パウロ教会［聖公会］	 450

豊田聖霊幼稚園	 439

豊田伝道所［バプ連盟］	 450

豊田バプテスト教会［単立／独立］	 450

豊田東キリスト教会［MB］	 450

豊田ホープチャペル［ベタニヤ］	 450

豊田みのりキリスト教会［バプ教会連

合］	 450

豊田めぐみ伝道所［KCCJ］	 450

豊中愛光幼稚園	 510

豊中家の教会［カルバリーグループ］	 539

豊中泉キリスト教会［ホーリネス］	 539

豊中いわお教会［日基教団］	 539

豊中教会［日基教団］	 539

豊中教会［福音ルーテル］	 539

豊中聖書集会［無教会］	 566

豊中第一復興教会［KCCJ］	 539

豊中中央教会［日キ教会］	 539

鳥羽教会［日基教団］	 469

戸畑教会［基督伝道隊］	 694

戸畑教会［日基教団］	 694

戸畑聖アンデレ教会［聖公会］	 694

戸畑高峰教会［ウェスレアン］	 694

砥部教会［日基教団］	 675

苫小牧教会［日キ教会］	 45

苫小牧キリスト教船員奉仕会［シーフ

ェアラーズ・センター］	 976

苫小牧聖母幼稚園	 26

苫小牧聖ルカ教会［聖公会］	 45

苫小牧聖ルカ幼稚園［聖ルカ］	 26

苫小牧バプテスト伝道所［バプ連盟］	 45

苫小牧福音教会［同盟基督］	 45

苫小牧藤幼稚園	 26

苫小牧めぐみキリスト教会＝シャロー

ム・チャペル［単立／独立］	 46

苫小牧弥生教会［日基教団］	 46

トマス教会［聖イエス会］	 422

富江バプテスト教会［バプ連盟］	 717

冨岡	昌・良子	 1008

登美丘教会［日基教団］	 533

富岡キリスト教会［福音伝道］	 150

富岡キリスト教会［聖公会］	 653

富雄キリスト教会［ペンテコステ教団］	 592

富雄キリスト教会	 976

登美ケ丘カトリック幼稚園	 589

登美ヶ丘バイブル・センター［フリー

メソ］	 592

（合資）富川グロリアホーム	 852

富川福音教会［同盟基督］	 51

豊見城聖マルコ教会［聖公会］	 762

富里教会［日基教団］	 207

富里キリスト教会［バプ連盟］	 207

富里保育園	 193

富澤	香	 1010

豊見城神の教会＝沖縄ゴスペルファミ

リーチャーチ［神の教会］	 763

豊見城聖書宣教教会［BMC］	 763

豊見城バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 763

富田石材店	 908

（特養）富の里	 882

富野バプテスト教会［バプ連盟］	 692

富弘美術館	 145

登米教会［日基教団］	 84

登米幼稚園	 76

伴キリストの教会［キリストの教会］	 636

ともしび聖書キャンプ場	 1065

ともしび聖書チャペル［バイブル・プ

ロテスタント］	 727

ともしび保育園	 237

燈ルーテル福音キリスト教会［LECC］	 202

友部キリストの教会［キリストの教会］	 122

富山愛真教会［イエス・キリスト］	 367

富山鹿島町教会［日基教団］	 367
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仲田達男聖書研究会ミルトス会［無教

会］	 293

永田屋	 850

中津川教会［改革派］	 412

中津教会［日基教団］	 734

中津聖書教会［同盟基督］	 734

長津田キリスト教会［JECA］	 350

中津福音キリスト教会［イエス・キリ

スト］	 734

なか伝道所［日基教団］	 346

中通りコミュニティ・チャーチ［新生

連合］	 111

長門教会［日基教団］	 649

長門深川キリスト教会［キリスト兄弟

団］	 649

中日本聖書神学校［CJBS］	 815

長沼カトリック聖心幼稚園	 26

中野	雄一郎	 1014

長野県町教会［日基教団］	 400

長野栄光キリスト教会［単立／独立］	 400

中野教会［同盟基督］	 276

中野教会［日基教団］	 276

長野教会［福音ルーテル］	 400

長野教会［KCCJ］	 401

長野教会［日基教団］	 401

中野キリスト教会［キリストの教会］	 276

中野キリスト教会＝中野ナザレン教会

［ナザレン］	 276

中野キリスト教会［同盟基督］	 400

長野キリスト集会［単立／独立］	 401

中野島キリスト教会［JECA］	 324

（株）中之島翻訳センター［NTC］	 503

中野ジョイフル教会［聖書キリスト］	 276

中之条キリスト教会［福音伝道］	 152

中之条キリスト集会［単立／独立］	 152

長野小隊［救世軍］	 401

長野聖救主教会［聖公会］	 401

長野聖書教会＝トリニティチャペル

［同盟基督］	 401

長野聖書バプテスト教会［JBBF］	 401

永野卓建築設計事務所	 893

長野伝道所＝日本キリスト改革派長野

教会［改革派］	 401

中野農園	 21

中野バプテスト教会［バプ連盟］	 276

長野バプテスト教会［単立／独立］	 401

長野フォースクエア福音教会［フォー

スクエア］	 395

長野福音教会［同盟基督］	 401

長野本郷教会［日基教団］	 401

中野マリア幼稚園	 394

長野めぐみ教会［同盟基督］	 401

中野桃園教会［日基教団］	 276

中花キリスト教会［単立／独立］	 455

長浜海岸教会［アライアンス］	 671

中川キリスト福音教会［ホーリネス］	 243

那加教会［改革派］	 410

中城城東バプテスト教会［沖縄バプ連

盟］	 768

長久手キリスト教会［長老教会］	 461

（株）中村工芸所	 899

長坂聖マリヤ教会［聖公会］	 389

長崎飽之浦教会［日基教団］	 718

長崎ウエスレヤン大学	 806

長崎馬町教会［日基教団］	 718

長崎外国語大学・長崎外国語短期大学

［長崎外大・長崎外短］	 806

長崎教会［日基教団］	 718

長崎教会［福音ルーテル］	 718

長崎キリスト教会［ナザレン］	 718

長崎銀屋町教会［日基教団］	 719

長崎信愛幼稚園	 715

長崎聖三一教会［聖公会］	 719

長崎星美幼稚園	 716

長崎伝道所［日キ教会］	 719

長崎滑石教会［日基教団］	 719

長崎南山幼稚園	 716

長崎バプテスト教会［バプ連盟］	 719

長崎古町教会［日基教団］	 719

長崎平和記念教会［日基教団］	 719

長崎めぐみ教会［イエス・キリスト］	 719

ナカザワ　アグリマシーン（株）［ナ

カザワ・エー・ジー・エム］	 21

長澤	久美子	 1009

中沢歯科	 840

中渋谷教会［日基教団］	 256

中標津シオンの家キリスト教会［単立

／独立］	 51

中標津伝道所［日基教団］	 51

中島	茂男･博子	 1009

中嶋	美佳子	 1013

長島曙教会［単立／独立］	 625

中島医院	 835

ナカジマ大井店	 156

ナカジマ大宮店	 156

ナカジマ春日部店	 156

ナカジマ越谷店	 156

中嶋自動車工業（株）［ナカジマ］	 156

ナカジマ草加店	 156

（株）中島大祥堂	 503

ナカジマ所沢店	 156

長島恵みバプテスト教会［単立／独立］	 752

（株）中条	 906

中庄キリスト教会［単立／独立］	 625

中条聖心幼稚園	 356

中城療整院	 846

中杉商事（株）	 908

長住バプテスト教会［バプ連盟］	 704

長瀬キリスト教会［MB］	 542

中田キリストの教会［キリストの教会］	 425

トングスック・ナロン	 1008

富田林教会［日基教団］	 540

富田林聖アグネス教会［聖公会］	 540

屯田キリスト教会［JECA］	 37

ドン・ボスコ社	 976

な

（特養）ナーシングホーム	ゆうゆう	 879

ナーセリースクール	 589

奈井江伝道所［日キ教会］	 52

９９＋立川	 223

苗穂キリスト教会［単立／独立］	 44

直江津愛真教会［イエス・キリスト］	 359

直江津聖上智教会［聖公会］	 359

（株）ナオミ	 223

ナオミ愛児園	 688

長井教会［ホーリネス］	 99

長居教会［日基教団］	 519

ナガイ建築設計事務所［ナガイ設計］	 894

長井聖書バプテスト教会［保守バプ］	 99

長井バプテスト伝道所［バプ連合］	 335

長居保育園	 510

永井美和子ピアノ教室	 552

長浦聖母幼稚園	 439

長浦伝道所［日基教団］	 203

長岡カトリック天使幼稚園	 356

長岡カトリック幼稚園	 485

長岡京アッセンブリー教会＝長岡京開

拓［アッセンブリー］	 497

長岡教会［日基教団］	 359

長丘教会［改革派］	 704

長岡京教会［日基教団］	 497

長岡きよめキリスト祈の家［きよめ教

会］	 360

長岡キリスト恵み教会［単立／独立］	 497

長岡聖契キリスト教会［NSKK］	 360

長岡聖母幼稚園	 356

長岡聖ルカ教会［聖公会］	 360

中岡農園	 21

長岡福音キリスト教会［伝道福音］	 360

長岡福音自由教会＝長岡チャペル［福

音自由］	 497

長岡福音自由教会京都南チャペル［福

音自由］	 495

（有）長岡プロスパー	 894

長岡ルーテルキリスト教会［NRK］	 360

長尾キリスト教会＝ハレルヤチャーチ

［伝道隊］	 660

ナガオ工業所	 895

長尾聖母幼稚園	 659

中川医院	 839

中川教会［聖協団］	 454

那珂川キリスト教会（伝）［バプ連盟］	 707
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名古屋聖ヨハネ教会［聖公会］	 457

名古屋中央教会［日基教団］	 457

名古屋中学校・高等学校	 799

名古屋伝道所［東洋ローア］	 461

名古屋中村教会［日基教団］	 456

名古屋西教会［ナザレン］	 456

名古屋西教会［日基教団］	 456

名古屋西キリストの教会［キリストの

教会］	 456

名古屋西福音自由教会［福音自由］	 441

名古屋バプテスト教会希望キリスト伝

道所＝豊田集会［バプ連盟］	 450

名古屋東教会［イエス・キリスト］	 453

名古屋東教会［日基教団］	 459

名古屋福音自由教会［福音自由］	 456

名古屋福音聖書学校	 815

名古屋福音伝道教会［同盟基督］	 455

名古屋堀川伝道所［日基教団］	 458

名古屋緑福音教会［キリスト兄弟団］	 457

名古屋南教会［KCCJ］	 458

名古屋南教会［ナザレン］	 458

名古屋南福音自由教会［福音自由］	 441

名古屋めぐみ教会稲永チャペル［同盟

基督］	 458

名古屋めぐみ教会恵礼拝所［福音ルー

テル］	 458

名古屋メサイアチャペル［単立／独立］	 453

名古屋守山教会［フリーメソ］	 459

名古屋ユニオンチャーチ［単立／独立］	 457

名古屋リバイバルチャーチ［福音宣教

会］	 456

名古屋柳城短期大学	 799

名古屋YWCA学院日本語学校	 799

ナザレうどん	 436

ナザレうどん	新城店	 436

ナザレうどん	浜松店	 417

ナザレうどん	浜北店	 417

（特養）ナザレ園	 855

（有）ナザレ企画	 907

ナザレ修女会沖縄支部聖ジョージ修道

院［聖公会］	 768

ナザレ修女会聖家族礼拝堂［聖公会］	 302

ナザレト幼稚園	 76

ナザレ保育園	 439

ナザレ幼稚園	 598

ナザレ幼稚園	 757

ナザレン女子学生会館	 223

ナザレン中野教会付属幼稚園［ナザレ

ン幼稚園］	 237

ナザレンハイツ三軒茶屋	 223

那須高原教会［同盟基督］	 142

那須高原ハウス・オブ・レスト	 1059

那須高原森の泉キリスト教会［友愛グ

ループ］	 142

那須塩原グレースチャーチ［キリスト

団］	 459

名古屋岩の上伝道所［改革派］	 457

名古屋エヴァンゲリウム・カントライ	 976

（学）名古屋学院	 782

（学）名古屋学院大学	 798

名古屋学院大学大学院	 798

名古屋学生青年センター	 1063

名古屋北教会［日基教団］	 452

なごや希望教会今池礼拝堂［福音ルー

テル］	 453

なごや希望教会自由ヶ丘礼拝堂［福音

ルーテル］	 453

なごや希望教会名東礼拝所［福音ルー

テル］	 459

名古屋教会［聖書友の会］	 453

名古屋教会［KCCJ］	 455

名古屋教会［イエス・キリスト］	 455

名古屋教会［ナザレン］	 455

名古屋教会［日基教団］	 455

名古屋教会［改革派］	 456

名古屋教会［聖イエス会］	 457

名古屋教会［基督兄弟団］	 458

名古屋教会幼稚園	 439

名古屋教会留守家庭児童育成会	はこぶね	439

名古屋キリスト教会［アライアンス］	 452

名古屋キリスト教会金山教会＝金山教

会［同盟福音］	 455

名古屋キリスト教会富田教会＝富田教

会［同盟福音］	 455

名古屋キリスト教会南信州チャペル

［アライアンス］	 404

（福）名古屋キリスト教社会館	 826

名古屋グリーンキリストチャーチ［神

の家族］	 457

名古屋クリスチャン・セル・チャーチ

［単立／独立］	 452

名古屋グレイスキリスト教会［JEC］	 456

名古屋グローリアスチャペル［聖協団］	 454

名古屋サウスサイド・バイブル・バプ

テスト教会［JBBF］	 457

名古屋桜山教会［日基教団］	 452

名古屋集会［キリスト同信会］	 453

名古屋小隊［救世軍］	 457

名古屋城北教会［ホーリネス］	 452

名古屋神召キリスト教会［アッセンブ

リー］	 452

名古屋新生教会［日基教団］	 456

名古屋新生キリスト教会［単立／独立］	 457

名古屋聖書バプテスト教会［JBBF］	 453

名古屋聖ステパノ教会＝名古屋学生青

年センター［聖公会］	 453

名古屋聖成キリスト教会［聖成基督］	 452

名古屋聖文舎	 438

名古屋聖マタイ教会［聖公会］	 453

名古屋聖マルコ教会［聖公会］	 457

長浜教会［日基教団］	 479

長浜キリスト教会［世界福音］	 479

長浜キリスト伝道館［単立／独立］	 479

長浜純福音キリスト教会［単立／独立］	 479

長原教会［日基教団］	 250

中原キリスト教会［同盟基督］	 290

中原キリスト教会［NSKK］	 324

中振キリストの教会［キリストの教会］	 545

なかまクリニック	 844

長町幼稚園	 372

中間バプテスト教会［バプ連盟］	 698

那珂湊キリスト教会［JECA］	 128

那珂湊キリストの教会［キリストの教

会］	 128

中村	敬宇	 1014

中村	孝・矢枝子	 1011

中村栄光教会［日基教団］	 681

中村教会［日基教団］	 111

中村聖書集会［無教会］	 278

中村整体院	 847

中村町教会［日基教団］	 278

中村福音キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 681

中目黒教会［日基教団］	 281

中目黒教会足立伝道所［基督兄弟団］	 243

中目黒幼稚園	 237

中本医院	 839

永山教会［日基教団］	 289

中山キリスト教会［ホーリネス］	 211

中山キリスト教会［JECA］	 350

中山敬一郎司法書士事務所	 506

永山福音キリスト教会［JECA］	 30

中屋旅館	 1062

なかよし保育園	 160

長良キリスト教会［同盟基督］	 411

流川幼稚園	 631

流山教会［日基教団］	 208

流山福音自由教会［福音自由］	 208

（有）渚商店［ナギサ］	 899

渚石材（株）	 908

今帰仁ナザレン教会［ナザレン］	 767

名草キリスト教会［伝道隊］	 600

名久多教会［日基教団］	 152

名護アッセンブリー伝道所［アッセン

ブリー］	 763

名護聖書教会［同盟基督］	 763

名護聖ヨハネ教会［聖公会］	 763

勿来カトリック幼稚園	 106

勿来教会［日基教団］	 108

勿来キリスト福音教会［同盟基督］	 108

名護伝道所［日基教団］	 763

名護バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 763

名護バプテスト教会本部集会所［沖縄

バプ連盟］	 767

名古屋猪子石キリスト教会［バプ宣教
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（株）成沢工務店	 892

成瀬が丘教会［日基教団］	 300

成瀬教会［CPC］	 300

成瀬台教会［日基教団］	 300

鳴滝キリスト教会［バプ教会連合］	 600

成東伝道所［日基教団］	 202

ナルド教会［聖イエス会］	 646

鳴門キリスト教会［長老教会］	 655

鳴門聖パウロ教会［聖公会］	 655

鳴門聖母幼稚園	 652

鳴門中央キリスト教会［単立／独立］	 655

鳴門ホープチャペル［NTM］	 655

鳴海教会［日基教団］	 458

ナロン宣教師を支える会［ナロン師支

える会］	 998

南遠教会［日基教団］	 421

（株）南海［K･Kナンカイ］	 156

南海ルーテル教会［近畿教会］	 541

南花台キリスト教会［単立／独立］	 529

南紀キリスト教会＝リバーサイドチャ

ーチ［アッセンブリー］	 602

南輝聖約キリスト教会［聖約］	 623

南紀の台伝道所［日基教団］	 602

南光台キリスト教会［バプ連盟］	 82

南光幼稚園	 76

南国教会［日基教団］	 682

南豆教会［日基教団］	 432

南静園キリストの教会［キリストの教

会］	 766

南静園聖ミカエル教会［聖公会］	 766

南大門	 503

南部キリスト教会［TPKF］	 376

南部坂幼稚園	 237

南米宣教会［南米宣教会］	 998

南房教会［日基教団］	 203

南陽教会［イエス・キリスト］	 648

に

新潟愛泉伝道所［日基教団］	 360

新潟教会［KCCJ］	 361

新潟教会［日基教団］	 361

新潟きよめキリスト祈の家［きよめ教

会］	 361

新潟グローリーチャペル［単立／独立］	 362

新潟信濃町教会［日基教団］	 361

新潟シャロームキリスト教会［ルーテ

ル同胞］	 362

新潟主の港キリスト教会［バプ連盟］	 360

新潟小隊［救世軍］	 361

新潟聖句書道会	 976

新潟聖書学院	 814

新潟聖書教会［伝道福音］	 361

新潟聖書研究会＝二七教会［無教会］	 361

名寄カトリック幼稚園	 26

名寄教会［日基教団］	 46

名寄聖書キリスト教会［アッセンブリー］	46

名寄幼稚園	 26

奈良イエス・キリスト教会［ペンテコ

ステ教団］	 592

奈良カトリック幼稚園	 589

奈良教会［日基教団］	 593

奈良教会［KCCJ］	 594

奈良キリスト教会［バプ連盟］	 593

奈良基督教会［聖公会］	 593

奈良キリスト召団［単立／独立］	 593

奈良クリスチャンの集い［CCNZ日本］	 593

奈良県福音宣教協力会［奈宣協］	 976

奈良佐保キリスト教会［バプ同盟］	 593

習志野教会［日基教団］	 205

習志野教会［聖協団］	 208

習志野教会［日キ教会］	 209

習志野キリスト教会［ウェスレアン］	 209

習志野台キリスト教会［同盟基督］	 211

習志野独立キリスト教会［単立／独立］	 209

習志野バプテスト教会［単立／独立］	 209

習志野バプテスト教会流山伝道所［単

立／独立］	 208

奈良西和キリスト教会［ナザレン］	 595

奈良高畑教会［日基教団］	 593

奈良伝道所［改革派］	 590

奈良伝道所［東洋ローア］	 591

奈良伝道所［日キ教会］	 593

奈良羊の家教会［単立／独立］	 593

奈良福音教会［JEC］	 593

奈良福音教会カルチャースクール	 588

奈良福音教会五條福音チャペル［JEC］	 591

奈良福音自由教会［福音自由］	 593

奈良ベタニヤ教会［単立／独立］	 593

奈良ルーテル保育園	 589

奈良ルーテル教会［近畿教会］	 593

成田教会［ナザレン］	 209

成田教会［日基教団］	 209

成田教会＝ナリタ・コミュニティ・チ

ャーチ［ホーリネス］	 209

成田キリスト教会［アッセンブリー］	 209

成田国際キリスト教会＝Narita	

International	Christian	Fellowship［単

立／独立］	 207

成田中央教会［聖書キリスト］	 207

成田福音教会［C&MA］	 209

成増教会［基督兄弟団］	 278

成増キリスト教会［単立／独立］	 246

成松伝道所［日基教団］	 579

成宗教会［日基教団］	 264

鳴尾キリスト福音教会［アッセンブリ

ー］	 581

鳴子教会［日基教団］	 78

鳴子保育園	 76

宣教団］	 140

那須塩原伝道所［日基教団］	 140

那須セミナーハウス	 1059

那須チャペル［勝利教会］	 140

那須野ヶ原福音キリスト教会［キリス

ト宣教団］	 140

那須のぞみキリスト教会［保守バプ］	 142

那須の杜公苑	 908

ナスハウス工業（株）［ナスハウス］	 888

名瀬教会［日基教団］	 749

名瀬信愛幼稚園	 748

名瀬聖母幼稚園	 748

灘教会［イエス・キリスト］	 573

灘教会［改革派］	 573

なちゅらる設計工房	Epiphanie	 897

名取教会［日基教団］	 85

七飯教会［日基教団］	 51

七飯シオン教会［フォースクエア］	 51

七飯福音キリスト教会［JECA・OMF］	 51

七飯マリア幼稚園	 26

七尾教会［日基教団］	 376

七尾聖書教会［聖書教会連盟］	 376

七尾幼稚園	 372

七窪思恩園	 854

七里教会［日基教団］	 173

七里チャペル［勝利教会］	 173

浪花教会［日基教団］	 521

浪速教会（愛の家）［KCCJ］	 524

なにわ聖書研究会［無教会］	 522

那覇アッセンブリー教会＝ニューライ

フ・チャペル［アッセンブリー］	 764

那覇教会［聖イエス会］	 765

那覇キリストの教会［キリストの教会］	 765

那覇新都心キリスト伝道所［バプ連盟］	 765

那覇中央教会［日基教団］	 765

那覇中央キリストの教会［キリストの

教会］	 765

那覇伝道所［改革派］	 763

那覇ナザレン教会［ナザレン］	 765

那覇バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 768

那覇福音自由教会［福音自由］	 765

那覇平安教会［イエス・キリスト］	 765

那覇ホーリネス教会［ホーリネス］	 765

那覇ラブリーチャペル［フォースクエ

ア］	 765

名張教会［日基教団］	 469

名張キリスト神愛教会［アッセンブリ

ー］	 469

鉛山聖救主礼拝堂［聖公会］	 93

浪打カトリック幼稚園	 58

浪江小隊［救世軍］	 115

浪江伝道所［日基教団］	 115

浪岡伝道所［日基教団］	 60

並木キリスト教会［メノナイト教会会

議］	 741
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西千葉教会［日基教団］	 204

（福）西中国キリスト教社会事業団	 826

西調布キリスト教会［日本宣教会］	 291

西東京栄光キリスト教会［単立／独立］	 291

西東京教会［聖書キリスト］	 291

西東京教会［日基教団］	 291

西東京キリスト教会［アッセンブリー］	 291

西東京伝道所［東洋ローア］	 292

西東京ルーテル教会［NRK］	 297

西所沢教会［聖協団］	 178

西那須野教会［日基教団］	 140

西那須野幼稚園	 135

西灘基督教会［アッセンブリー］	 573

西奈良ルーテル教会［近畿教会］	 593

西奈良ルーテル保育園	 589

西成教会［日基教団］	 524

西成小隊［救世軍］	 524

西成めぐみ教会［単立／独立］	 524

西日本基督独立教会［単立／独立］	 613

西日本宣教学院	 817

西日本福音ルーテル教会	 932

西日本福音ルーテル教会海外伝道局

［西日本ルーテル］	 998

にじのいえ信愛荘	 864

西之表基督教会［キリストの教会］	 752

西ノ島神栄教会［聖イエス会］	 615

西之園	路子	 1014

西の平聖パウロミッション［聖公会］	 83

西野バプテスト教会［バプ連盟］	 43

西宮アガペー教会＝マリナチャペル

［アッセンブリー］	 581

西宮一麦教会［日基教団］	 581

西宮北口聖書集会［単立／独立］	 581

西宮北口西伝道所［日基教団］	 581

西宮希望伝道所［日基教団］	 581

西宮教会［聖書友の会］	 581

西宮教会［KCCJ］	 582

西宮教会［日基教団］	 582

西宮教会［福音ルーテル］	 582

西宮公同教会［日基教団］	 582

西宮公同幼稚園	 557

西宮聖愛教会［イエス・キリスト］	 582

西宮聖光教会［日基教団］	 582

西宮聖文舎	 553

西宮聖ペテロ教会［聖公会］	 582

西宮中央教会［日キ教会］	 582

西宮伝道所［栄光の福音］	 582

西宮名塩伝道所［日基教団］	 582

西宮ハウスチャーチネットワーク［単

立／独立］	 582

西宮福音教会［JEC］	 582

西宮南福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 582

西宮門戸教会［日基教団］	 582

虹の森カトリック幼稚園	 26

西大井教会［日基教団］	 254

西大和田シャロン福音キリスト教会

［キリスト伝道隊］	 210

西岡本キリスト教会［バプ同盟］	 575

西荻学園幼稚園	 237

西荻北教会［日基教団］	 264

西荻教会［日基教団］	 264

西荻南イエス・キリストの教会［JECA］	 264

西尾教会［日基教団］	 459

西荻窪キリスト教会［キリスト教会同

盟］	 264

西小倉めぐみ教会［日基教団］	 488

西尾聖書バプテスト教会［単立／独立］	 459

西落合キリスト教会［ホーリネス］	 260

西尾同盟キリスト教会［同盟基督］	 460

西が丘教会［日基教団］	 499

虹ヶ丘キリスト教会［CHRISTAR］	 649

虹ヶ丘聖書教会［単立／独立］	 459

（特養）西春日	 880

西春日井フィリピン人クリスチャンフ

ェローシップ＝FNCF［単立／独立］	 446

西片町教会［日基教団］	 279

西可児家の教会［カルバリーグループ］	 410

西鎌倉教会［改革派］	 321

西軽井沢国際福音センター［単立／独

立］	 404

西川口教会［日基教団］	 165

西川口キリスト教会［バプ連盟］	 179

錦織バプテスト教会［バプ同盟］	 84

錦織保育園	 76

錦ヶ丘教会［日基教団］	 726

錦キリスト教会［COG］	 472

にしきこどもクリニック	 840

西九州伝道所［アッセンブリー］	 718

西経堂伝道所［日キ教会］	 270

西九条教会［日基教団］	 518

西国立神の教会［神の教会］	 288

西甲府キリスト福音教会［JECA］	 388

西神戸YMCA幼稚園	 557

西神戸教会［日基教団］	 569

錦織	学・範子	 1014

西国分寺教会［日基教団］	 286

西崎なかまクリニック	 844

西札幌教会［日基教団］	 40

西新カトリック幼稚園	 688

西陣教会［日基教団］	 490

西須磨福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 569

西仙台教会［聖協団］	 81

西仙台教会［日基教団］	 81

（有）西田鋳物	 714

西多賀聖書バプテスト教会［保守バプ］	 83

西田辺伝道所［フリーメソ］	 516

西多摩キリスト教会［アッセンブリー］	 283

西多摩バプテスト教会［保守バプ］	 288

新潟聖パウロ教会［聖公会］	 361

新潟伝道所［東洋ローア］	 361

新潟のぞみルーテル教会［NRK］	 361

新潟福音教会［同盟基督］	 361

新潟福音放送協力会	 977

新潟松園キリスト教会［ホーリネス］	 362

新潟めぐみ教会［JCM］	 362

新冠聖フランシス教会［聖公会］	 53

新座教会［イエス・キリスト］	 179

新座志木教会［改革派］	 179

新座志木バプテスト教会［バプ教会連

合］	 179

新座聖書教会［同盟基督］	 179

新座ニューライフ・チャペル［NLM］	 180

（学）新島学園	 783

新島学園短期大学［新島短大］	 788

新島学園中学校・高等学校	 788

新島教会［日基教団］	 304

新高ハウスチャーチ［ワールドミッシ

ョン］	 528

新津カトリック幼稚園	 356

新津教会［日基教団］	 360

新津福音キリスト教会［同盟基督］	 360

新津ルーテルキリスト教会［NRK］	 360

新居浜アライアンス基督教会［アライ

アンス］	 673

新居浜教会［ホーリネス］	 673

新居浜教会［日基教団］	 673

新居浜キリスト教会［単立／独立］	 673

新居浜グレース教会［KCCJ］	 673

新居浜聖書教会［JECA友好］	 673

新居浜西部教会［日基教団］	 673

新居浜伝道所［改革派］	 673

新居浜梅香教会［日基教団］	 673

新居浜福音キリスト教会＝ライトハウ

ス［アッセンブリー］	 673

新見教会［日基教団］	 626

新見キリスト教会［イエス・キリスト］	 626

仁川教会［日基教団］	 579

にこまるツアー・Acts企画［にこまる

ツアー］	 223

西明石教会［聖イエス会］	 560

西明石福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 560

西上尾教会［日基教団］	 161

西上尾福音教会［JECA］	 161

西阿知キリスト教会［単立／独立］	 625

西新井教会［KCCJ］	 243

西新井教会［日基教団］	 243

西新井教会保育園	 237

西新井小隊［救世軍］	 244

西荒川教会［日基教団］	 248

西尾インドネシア福音教会［GIII］	 441

西近江カナン・チャペル＝西近江伝道

所［ホーリネス］	 479
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日本カルヴィニスト協会［JCA］	 977

日本キャンパス・クルセード・フォー・

クライスト学生宣教センター［三鷹

CCC学生宣教センター］	 977

日本キャンパス・クルセード・フォー・

クライスト［日本CCC］	 977

日本キャンパス・クルセード・フォー・

クライスト［日本CCC］	 999

日本教会音楽研究会・聖歌の友社［教

会音楽研究会］	 977

日本基督会	 934

日本キリスト改革長老教会	 934

日本キリスト改革派教会	 935

日本キリスト会川崎教会［単立／独立］	 322

日本キリスト教会	 935

日本キリスト教会	 1030

日本キリスト教会	 1035

（社）日本キリスト教海外医療協力会

［JOCS］	 826

日本キリスト教会神学校	 809

日本キリスト教救癩協会［JLM］	 977

日本キリスト教協議会［NCCJ］	 977

日本キリスト教書販売（株）［日キ販］	 230

日本基督教団	 936

日本キリスト教団聖霊刷新協議会	 977

日本基督教団世界宣教委員会［日基教

団］	 999

日本キリスト教所沢教会［単立／独立］	 178

日本キリスト教富谷教会［単立／独立］	 85

（福）日本キリスト教奉仕団	 826

日本キリスト兄弟団	 936

日本キリスト合同教会	 937

日本キリスト合同東成教会［単立／独

立］	 525

日本キリスト告白教会［超教派］	 461

日本キリスト者医科連盟［キ医連

（JCMA）］	 826

日本基督住吉教会［単立／独立］	 575

日本キリスト聖公会TAC	聖家族教会

［単立／独立］	 640

日本キリスト宣教団	 937

日本キリスト宣教団海外宣教局［JECC］	 999

日本キリスト中央教会［単立／独立］	 599

日本キリスト伝道会［JCC］	 977

日本キリスト中津扇城教会［単立／独

立］	 734

日本キリスト中津扇城教会［中津扇城

教会］	 999

（福）日本キングス・ガーデン	 826

日本キングス・ガーデン連合	 826

日本クリスチャン・ペンクラブ［JCP］	 978

（財）日本クリスチャンアカデミー

［NCA］	 978

日本クリスチャン・アシュラム連盟［ア

シュラム連盟］	 978

日比聖書教会（日比クリスチャン宣教

会）	 1041

日秘福音教会	 1050

日本開拓伝道団長浜教会［単立／独立］	 479

（NPO）日本カンボジア交流協会［J-CIA］	999

日本CBMC事務局［日本キリスト者実

業人会］	 977

日本聖公会	 932

日本中央福音教会［福音教団］	 248

（福）日本点字図書館［日点］	 241

（学）日本聾話学校［NRG（日聾）］	 783

日本聾話学校小学校・中学部	 793

日本聾話学校幼稚部	 237

仁戸名聖書バプテスト教会［JBBF］	 205

二戸教会［日基教団］	 69

二宮教会［日基教団］	 352

二宮めぐみ幼稚園	 314

二宮山西キリスト教会［JECA・リーベ

ンゼラ］	 352

（財）日本YMCA同盟	 980

日本YMCA同盟	東山荘	 1063

日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド

教団	 932

日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド

教団海外伝道部［JAG］	 999

日本アドベント・キリスト教団	 933

日本アライアンス教団	 933

日本アライアンス呉教会＝呉アライア

ンス教会［アライアンス］	 634

日本アライアンス呉教会本庄ハイツチ

ャペル［アライアンス］	 634

日本アライアンス庄原基督教会［アラ

イアンス］	 634

日本アライアンス神学校	 817

日本アライアンス・ミッション	 933

日本イエス・キリスト教団海外宣教局

［イエス・キリスト海宣局］	 999

日本イエス・キリスト教団	 933

日本イエス・キリスト教団	湖西祈り

の家	 1063

（福）日本医療伝道会	 826

日本・インターナショナル・バプテス

ト教会	 1017

日本ウィクリフ聖書翻訳協会［日本ウ

ィクリフ］	 999

日本ヴィンヤード・クリスチャン・フ

ェローシップ	 934

日本ウェスレー・メソジスト学会	 977

二本榎幼稚園	 314

日本FEBC［FEBC］	 977

日本オープン・バイブル教団	 934

日本オルガン（株）	 898

日本開拓伝道教会・京都教会［単立／

独立］	 493

日本神の教会連盟	 934

西原教会［日基教団］	 768

西原シオン教会［フォースクエア］	 768

西原新生バプテスト教会［バプ連盟］	 768

西原ベタニヤチャーチ［ワールドミッ

ション］	 768

西播磨キリスト教会［伝道隊］	 579

西播磨めぐみ教会［基督兄弟団］	 583

西福岡教会［日基教団］	 699

西福岡キリスト教会［ホーリネス］	 701

西福岡のぞみキリスト伝道所［バプ連

盟］	 690

西船橋栄光教会［イエス・キリスト］	 211

西船橋キリスト教会［長老教会］	 211

西堀キリスト福音教会［JECA］	 180

西舞子バプテスト教会［単立／独立］	 569

西舞鶴教会［イエス・キリスト］	 498

（株）西村建築設計事務所	 894

（株）西村建築設計事務所東京設計室	 892

西村	信恵	 1007

西森法務事務所［西森事務所］	 191

西谷キリスト教会［バプ同盟］	 349

西大和教会［日基教団］	 594

西大和キリスト教会［イエス・キリス

ト］	 595

西大和聖書教会［FKK］	 595

西大和聖ペテロ教会［聖公会］	 595

西大和双葉幼稚園	 589

21世紀愛の教会［単立／独立］	 183

21世紀イエス・キリスト釜ヶ崎福音キ

リスト教会［友愛グループ］	 582

21世紀イエス・キリスト米子シオン教

会［友愛グループ］	 608

西ロサンゼルス合同メソジスト教会	 1021

西脇教会［イエス・キリスト］	 583

西脇教会［ホーリネス］	 583

西脇みぎわ教会［単立／独立］	 583

西早稲田キリスト教会［長老教会］	 260

（NPO）日亜友好会	 977

日善幼稚園	 688

日南カトリック幼稚園	 739

日南聖書集会［無教会］	 740

日南チャペル［福音の群］	 740

（株）日農	 890

日米合同教会	 1026

日韓親善宣教協力会［日韓親善］	 999

日系ルーテル南米キリスト教会	 1047

日光真光教会［聖公会］	 141

日光新生教会［バプ同盟］	 141

日進館	万座温泉ホテル	 1059

日進教会［日基教団］	 460

日進キリスト教会［長老教会］	 460

（有）日新ドキュメントサービス	 503

日進ベタニヤ幼稚園	 439

日比家族センター［CJFF］	 999

日比クリスチャン宣教会［日比宣教会］	 999
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日本バプテスト静岡キリスト教会＝静

岡バプテスト教会［バプ連盟］	 423

日本バプテスト尚絅教会［バプ同盟］	 81

日本バプテスト神学校	 814

日本バプテスト聖書神学校	 814

日本バプテスト宣教団	 941

日本バプテスト宣教団クリスチャン教

育センター［バプ宣教団］	 468

日本バプテスト仙台基督教会［バプ連盟］	81

日本バプテスト高須キリスト教会［バ

プ連盟］	 696

日本バプテスト立川キリスト教会［バ

プ連盟］	 288

日本バプテスト東京第一教会［バプ連

盟］	 270

日本バプテスト道後キリスト教会［バ

プ連盟］	 674

日本バプテスト同盟	 941

日本バプテスト同盟海外伝道協会［バ

プ海外伝道］	 1000

日本バプテスト名古屋キリスト教会＝

名古屋バプテスト教会［バプ連盟］	 453

日本バプテスト・バイブル・フェロー

シップ	 941

日本バプテスト戸畑基督教会［バプ連

盟］	 694

日本バプテスト東熊本キリスト教会

［バプ連盟］	 726

日本バプテスト日ノ本教会［バプ同盟］	 583

日本バプテスト広島キリスト教会［バ

プ連盟］	 637

日本バプテスト深川教会［バプ同盟］	 253

日本バプテスト福岡基督教会＝福岡バ

プテスト教会［バプ連盟］	 700

日本バプテスト福岡城西キリスト教会

［バプ連盟］	 699

日本バプテスト前橋教会［バプ連盟］	 151

日本バプテスト横浜教会［バプ同盟］	 347

日本バプテスト四日市教会＝ブレッシ

ングチャーチ［バプ連盟］	 470

日本バプテスト利府キリスト教会＝オ

アシスチャペル［バプ同盟］	 86

日本バプテスト連合	 942

日本バプテスト連盟	 942

日本バプテスト連盟	天城山荘	 1063

（財）日本バプテスト連盟医療団	 826

日本バプテスト連盟宣教部［バプ連盟］	1000

日本ピューリタニズム学会事務局	 783

日本フォースクエア福音教団	 943

日本福音学校新宿校［JES新宿校］	 813

日本福音学校本部事務局	 783

日本福音教会	 943

日本福音教会連合	 943

日本福音教団	 944

日本福音キリスト教会連合	 944

（宗）日本同盟基督教団	高山祝福教会	 826

日本ナザレン教団	 940

日本ナザレン教団［ナザレン］	 1000

日本ナザレン神学校	 813

日本ネクスト・タウンズ・ミッション	 940

日本バイブルホーム	 1060

日本橋教会［日基教団］	 272

日本橋キリスト集会［単立／独立］	 272

日本バプテスト・バイブル・フェロシ

ップ［JBBF］	 1000

日本バプテスト秋川バプテスト教会

［バプ連盟］	 283

日本バプテスト芦屋キリスト教会［バ

プ連盟］	 706

日本バプテスト厚木教会［バプ同盟］	 318

日本バプテスト飯塚シオンキリスト教

会［バプ連盟］	 690

日本バプテスト伊集院キリスト教会

［バプ連盟］	 752

日本バプテスト浦和キリスト教会［バ

プ連盟］	 170

日本バプテスト大阪教会［バプ連盟］	 522

日本バプテスト大阪教会大阪旭伝道所

［バプ連盟］	 515

日本バプテスト太田キリスト教会［バ

プ連盟］	 147

日本バプテスト柏教会［バプ同盟］	 200

日本バプテスト柏教会越谷伝道所［バ

プ同盟］	 169

日本バプテスト上穂波教会［バプ連盟］	 690

日本バプテスト川越キリスト教会＝川

越バプテスト教会［バプ連盟］	 166

日本バプテスト看護専門学校［JBSN］	 800

日本バプテスト苅田キリスト教会［バ

プ連盟］	 707

日本バプテスト北九州キリスト教会

［バプ連盟］	 694

日本バプテスト教会連合	 941

日本バプテスト教会連合［バプ教会連

合］	 1000

日本バプテスト京都教会［バプ連盟］	 490

日本バプテストキリスト教目白ヶ丘教

会［バプ連盟］	 260

日本バプテスト熊本愛泉教会［バプ連

盟］	 726

日本バプテスト呉基督教会［バプ連盟］	 634

日本バプテスト気仙沼教会［バプ同盟］	 79

日本バプテスト小倉キリスト教会［バ

プ連盟］	 692

日本バプテスト児湯キリスト教会［バ

プ連盟］	 740

日本バプテスト相模中央キリスト教会

［バプ連盟］	 334

日本バプテストシオン山教会［バプ連

盟］	 693

日本クリスチャンキャンプ協議会

［CCI/Japan］	 978

日本クリスチャン信徒連盟［信徒連盟］	 978

"日本景教研究会、国際景教研究会・

日本"	 978

日本ケズィック・コンベンション［ケ

ズィック］	 978

日本語英国教会	 1033

日本国際飢餓対策機構［JIFH］	 999

（財）日本国際ギデオン協会［ギデオン］	978

日本語聖書学校	 226

日本語ナザレン教会	 1026

日本コンピュータ聖書研究会［JCBR］	 978

日本サラン伝道所［KCCJ］	 523

日本CGNTV	 978

日本児童福音伝道協会［日本CEF］	 978

日本使徒キリスト教会	 937

日本自由福音教会連盟［四団体］	 978

日本自由福音教会連盟	世界宣教局［自

由福音］	 999

日本自由福音教団	 937

日本自由メソヂスト教団	 937

日本視力障害者福音伝道協力会［視福

協］	 978

日本新生キリスト教会新生園［単立／

独立］	 85

日本聖化協力会［JHA］	 978

日本聖契キリスト教団	 938

（財）日本聖書協会［JBS］	 979

日本聖書神学校［JBTS］	 812

日本聖泉基督教会連合	 938

日本聖約キリスト教団	 938

日本セルチャーチ宣教ネットワーク

［JCMN］	 979

日本宣教演劇学校	 813

日本宣教会	 938

日本宣教協力会	 979

日本宣教神学校	 813

日本宣教バプテスト神学校［JMBS］	 810

日本選択理論心理学会［JACTP］	 848

日本地方伝道団	 939

（宗）日本地方伝道団［JRM］	 979

日本チャーチオブゴッド教団	 939

日本長老教会	 939

日本長老教会海外宣教委員会［日本長

老教会］	 999

日本堤伝道所［日基教団］	 271

（株）日本ツラノ書院	 979

日本弟子たちの教会［福音教会連合］	 165

日本伝道協力会	 979

日本伝道隊	 939

日本伝道福音教団	 939

日本同盟基督教団	 940

日本同盟基督教団国外宣教委員会［同

盟基督］	 1000
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ニュー・コミュニティー西宮染殿チャ

ペル＝西宮教会［基督兄弟団］	 582

ニュー・コミュニティ学園都市チャペ

ル［基督兄弟団］	 574

ニュージーランド	ライフウェイ	カレ

ッジ日本事務局	 799

ニューシティー・フェロシップ・クラ

イスト・チャーチつくばライフ・チ

ャペル＝つくばライフ・チャペル［単

立／独立］	 125

ニュージャージー日本語キリスト教会	 1026

ニューソング・チャーチ茅ヶ崎＝主イ

エスの恵み教会［単立／独立］	 330

ニューソング・チャーチ東京［単立／

独立］	 272

ニューファンテン教団	 950

ニューホープ・インターナショナル・

フェロシップ大阪＝ニューホープ大

阪［NHJA］	 521

ニューホープ・インターナショナル・

フェローシップ東京［NHJA］	 273

ニューホープ・インターナショナル・

フェローシップ横浜［在外国教団教

派・NHJA］	 347

ニューホープクリスチャンフェローシ

ップ札幌＝ニューホープ札幌［フォ

ースクエア］	 41

ニューホープ国際基督教会［単立／独

立］	 284

ニューホープ・ジャパン・アジア	 950

ニューホープ千葉［NHJA］	 215

ニューホープチャーチ＝掛川福音自由

教会［福音自由］	 421

ニューホープチャーチ浜松［福音自由］	 427

ニューホープチャペル［単立／独立］	 480

ニューヨーク日本語教会	 1026

ニューライフ・ミニストリー［NLM］	 980

ニューライフガラシア	 840

ニューライフキリスト教会［保守バプ］	 85

ニューライフキリスト教会［JBM.］	 529

ニューライフチャーチおもちゃのまち

＝おもちゃのまちキリスト教会［キ

リスト宣教団］	 142

ニューライフ・チャーチ・原チャペル

［神の家族］	 454

ニューライフ・ファミリーチャーチ

［NHJA］	 162

ニューライフ・ミニストリーズ	 951

ニューワインスキンキリスト教会＝

NWSCC［単立／独立］	 147

壬生川教会［聖イエス会］	 672

壬生川教会＝壬生川ホーリネス教会

［ホーリネス］	 672

乳児保育室	こひつじ園［こひつじ園］	 135

入善キリスト教会［アッセンブリー］	 369

日本メノナイト足寄キリスト教会

［JMCCC］	 49

日本メノナイト帯広教会［JMCCC］	 34

日本メノナイト上士幌教会［JMCCC］	 50

日本メノナイト・キリスト教会会議	 948

日本メノナイト・キリスト教会協議会	 949

日本メノナイト・グレース・キリスト

教会［JMCCC］	 42

日本メノナイト標茶キリスト教会

［JMCCC］	 51

日本メノナイト白石キリスト教会

［JMCCC］	 39

日本メノナイト宣教会［JMF］	 980

日本メノナイト大樹キリスト教会

［JMCCC］	 53

日本メノナイト鳥取キリスト教会

［JMCCC］	 36

日本メノナイト中標津キリスト教会

［JMCCC］	 51

日本メノナイト広尾教会［JMCCC］	 53

日本メノナイト福住センター	 1058

日本メノナイト富良野のぞみキリスト

教会［JMCCC］	 47

日本メノナイト・ブレザレン教団	 949

日本メノナイト別海教会［JMCCC］	 53

日本メノナイト本別キリスト教会

［JMCCC］	 52

日本メノナイト友愛キリスト教会

［JMCCC］	 39

日本メノナイト陸別キリスト教会

［JMCCC］	 49

日本盲人キリスト教伝道協議会［盲伝］	 980

日本友和会［JFOR］	 980

（NPO）日本リアリティセラピー協会

［WGIJ］	 848

日本力行基督教会［単立／独立］	 278

日本リバイバル同盟［NRA］	 980

日本リバイバル連盟	 949

日本ルーテル教団	 950

日本ルーテル告白教会＝ルーテル教会

［単立／独立］	 300

日本ルーテル神学校	 813

日本ルーテル同胞教団	 950

日本ルーテル同胞教団／海外宣教部

［ルーテル同胞］	 1000

日本ろう福音協会［ViBi］	 980

日本福音ルーテル諏訪教会［福音ルー

テル］	 404

仁摩福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 613

ニューポート大学日本校	 813

ニューライフキリスト教会［単立／独

立］	 548

ニュー・コミュニティー三田チャペル

［基督兄弟団］	 577

日本福音キリスト教会連合一宮福音教

会［一宮福音教会］	 1000

日本福音キリスト教会連合各地区友好	 944

日本福音基督教団	 944

日本福音自由教会協議会	 945

日本福音自由教会協議会［福音自由］	 1000

日本福音主義神学会	 979

日本福音宣教会	 945

日本福音宣教会	 979

日本福音宣教師団［JEMA］	 979

日本福音宣教団	 946

日本福音同盟［JEA］	 979

日本福音ペンテコステ教団	 946

日本福音ルーテル鹿児島教会＝鹿児島

ルーテル教会［福音ルーテル］	 751

日本福音ルーテル教会	 946

日本福音ル−テル教会［福音ルーテル］	1000

日本福音ルーテル浜名教会＝浜名教会

［福音ルーテル］	 427

日本福音連盟［JEF］	 979

日本福音学校千葉校	 810

日本ブライダル宣教協会［JBMA］	 979

日本フリーメソジスト教団	 947

日本フルゴスペル教団	 947

日本ベテスダ教団	 947

日本ベテル教会［福音教団］	 260

日本ベテル・ミッション	 947

日本ペンテコステ教団	 947

日本ペンテコステ神之教会教団	 948

日本ペンテコステ協議会［JPC］	 979

日本ペンテコステ親交会［JPF］	 979

日本ペンコテステ親交会	 980

日本ホーリネス教団	 948

日本ホーリネス教団	大島泉の家	 1060

日本ホーリネス教団	奥びわ湖バイブ

ルキャンプ場	 1063

日本ホーリネス教団宣教局［JHC宣教

局］	 1000

二本松カトリック幼稚園	 106

二本松教会［日基教団］	 111

二本松バプテスト教会［単立／独立］	 111

二本松福音の家教会［同盟基督］	 111

二本松幼稚園	 106

日本ミッション	 980

日本ミッション映画部［映画部］	 980

日本ミッションセンターチャペル［日

本ミッション］	 527

日本ミニテック（株）	 436

日本民族総福音化運動協議会［民福協］	 980

日本めぐみ聖書教会	 1017

日本メシアニック親交会［J.M.F］	 1000

日本メノナイト・ブレザレン教団海外

宣教委員会［日本MB海宣］	 1000

日本メノナイト旭川キリスト教会

［JMCCC］	 30
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野上キリスト福音教会［JRL］	 185

野上キリスト福音教会寄居チャペル

［JRL］	 185

野菊寮	 869

野木聖書浸礼教会（伝）［JBBF］	 142

野口行政書士事務所	 157

ノグチコンピュータサービス（株）

［NCS］	 156

野毛山キリストの教会［キリストの教

会］	 348

野毛山幼稚園	 315

野崎キリスト教会［単立／独立］	 537

野沢福音教会［同盟基督］	 398

野尻	孝篤・明子	 1008

能代カトリック幼稚園	 89

能代教会［日基教団］	 92

能代キリスト教会［聖公会］	 92

能代ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］	 92

能勢川キリスト教会［MB］	 566

能勢川バイブル・キャンプ	 1064

能勢口教会［日基教団］	 566

（株）野勢工務店	 892

希みが丘キリスト教会［アドベント］	 691

のぞみ教会［単立／独立］	 165

のぞみ教会［聖書キリスト］	 172

のぞみ教会＝狭山のぞみ教会［単立／

独立］	 175

のぞみサービス	 503

のぞみの家	 864

望みの門介護予防センター	 860

望みの門学園	 860

望みの門かずさの里	 860

望みの門在宅サービス・ホームヘルプ

サービス	 860

（特養）望みの門紫苑荘	 860

望みの門新生舎	 860

望みの門デイサービスセンター	 860

望みの門方舟乳児園	 194

望みの門ヨカデイサービスセンター	 860

望みの門楽生園	 860

のぞみ保育園	 160

のぞみ保育園	 238

のぞみ保育園	 238

のぞみ保育園	 419

ノゾミ保育園	 475

のぞみ保育園	 557

のぞみミッション	 1022

のぞみ幼稚園	 67

のぞみ幼稚園	 76

のぞみ幼稚園	 160

のぞみ幼稚園	 439

のぞみ幼稚園	 589

のぞみ幼稚園	 659

のぞみ幼稚園	 748

のぞみルーテル福音キリスト教会

寝屋川キリスト教会［バプ同盟］	 540

寝屋川聖成キリスト教会［単立／独立］	 540

寝屋川福音館＝寝屋川キリスト集会

［キリストの教会］	 540

寝屋川福音キリスト教会［アッセンブ

リー］	 540

練馬栄光キリスト教会［単立／独立］	 278

練馬神の教会［神の教会］	 278

練馬教会＝練馬グレースチャペル［聖

協団］	 278

練馬キリスト教会［アッセンブリー］	 278

（特養）	練馬キングス・ガーデン	 864

練馬神愛教会［バプ同盟］	 278

練馬聖ガブリエル教会［聖公会］	 278

練馬二丁目伝道所［日基教団］	 279

練馬バプテスト教会［バプ教会連合］	 279

練馬バプテスト教会千葉ニュータウン

衛星教会＝千葉ニュータウン・バプ

テスト教会［バプ教会連合］	 198

の

（有）ノア	コンサルティング	 618

ノア・グループ・和田山作業所	 878

のあインターナショナルスクール	 310

ノア外語学院	 134

ノアコミュニティーチャーチ［フォー

スクエア］	 762

ノアズ・アーク・チャーチスクール	 756

ノア・デジタル［ノア］	 438

ノアホリスティック整骨院	 845

ノア療術院	 845

野市キリストの教会［キリストの教会］	 681

農村伝道神学校［農伝］	 813

ノア英会話クラス	 371

直方教会［日基教団］	 698

直方教会［福音ルーテル］	 698

直方キリスト教会［聖公会］	 698

直方キリスト伝道所＝直方クリスチャ

ンセンター［アッセンブリー］	 698

直方セントポール幼稚園	 688

直方バプテストキリスト教会［バプ連

盟］	 698

ノークロス日本語伝道所	 1025

ノースカウンティ・クリスチャン教会	 1021

ノース・ショア･バプテスト教会	 1016

ノース・テキサス日本語バプテスト教

会	 1025

ノースフレズノ教会ジャパニーズチャ

ペル	 1021

ノートルダム幼稚園	 356

野方ウェスレアンメソヂスト教会［単

立／独立］	 277

野方町教会［日基教団］	 277

韮崎英和幼稚園	 385

韮崎カトリック白百合幼稚園	 385

韮崎教会［日基教団］	 388

韮山ホームチャペル［単立／独立］	 420

人間成長とカウンセリング研究所［PGC］	848

認定こども園	瑠辺蘂マリア幼稚園	 26

認定こども園しゃろーむ（鷹巣保育園・

鷹巣教会幼稚園）	 89

認定こども園	聖クララ幼稚園［聖ク

ララ幼稚園・サンタクララ保育園］	 394

ぬ

額賀	潤二・ひとみ	 1008

額田キリストの教会［キリストの教会］	 126

貫井南町キリスト教会＝スプリングチ

ャーチ［単立／独立］	 286

ぬくもりの里	 858

（株）沼崎商会	 908

沼津イエス教会［単立／独立・イエス

教長老会］	 426

沼田教会［日基教団］	 150

沼田キリスト教会［福音伝道］	 150

沼田キリスト聖書館［単立／独立］	 150

沼田伝道所［NRK］	 50

沼津大岡教会［日基教団］	 426

沼津岳南教会［日基教団］	 426

沼津教会［聖書友の会］	 426

沼津教会［日基教団］	 426

沼津教会［福音ルーテル］	 426

沼津キリストの教会［キリストの教会］	 426

沼津シオン・キリスト教会［シオン・

キリスト］	 426

沼津聖マリア幼稚園	 419

沼津聖ヨハネ教会［聖公会］	 426

沼津宣教バプテスト教会［バプ連合］	 426

沼津港町教会［単立／独立］	 426

ね

根尾クリスチャン山荘	 1062

根津教会［日基教団］	 279

ネパールプレーム基金［ネパールプレ

ーム］	 1001

（株）ネプチューン	 898

（株）ネヘミヤ建築研究所	 892

根室カトリック幼稚園	 26

根室キリスト教会［バプ同盟］	 46

根室キリスト教会阿寒集会所［バプ同盟］	36

根室キリスト教会浜中集会所［バプ同盟］	49

根本教会［基督兄弟団］	 121

寝屋川教会［日基教団］	 540

寝屋川キリスト教会［MB］	 540
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ー］	 702

博多メノナイト・キリスト教会［メノ

ナイト教会会議］	 702

萩教会［日基教団］	 649

萩光塩学院幼稚園	 645

萩園キリスト教会［ホーリネス］	 351

萩田床山キリスト教会［キリスト兄弟

団］	 649

萩山神の教会［神の教会］	 296

朴	潤秀・任	妍貞	 1009

博愛園	 881

（福）博愛社	 826

（特養）	博愛の園	 875

博愛幼稚園［博愛］	 631

羽咋教会［日基教団］	 376

羽咋聖書教会［聖書教会連盟］	 376

白山ミリオンチャーチ＝ミリオンチャ

ーチ［みえ洗足キリスト］	 469

白山めぐみキリスト教会［同盟基督］	 376

白十字会林間学校	 867

白寿荘	 864

白道治療室	 847

白馬国際キリスト福音センター［TPKF］	 403

白馬プチホテル	シオン	 1062

白羊保育園	 722

柏林台カトリック幼稚園	 26

箱崎教会［福音ルーテル］	 703

箱崎キリスト福音教会［KKFF］	 703

函館相生教会［日キ教会］	 46

函館教会［日基教団］	 46

函館教会［福音ルーテル］	 46

函館キリスト教会［バプ連盟］	 46

（有）函館こどものとも社	 21

函館シオン教会［フォースクエア］	 46

函館小隊［救世軍］	 47

函館白百合学園幼稚園	 26

函館聖ヨハネ教会［聖公会］	 47

函館千歳教会［日基教団］	 47

函館ちとせ幼稚園	 26

函館中央教会［イエス・キリスト］	 47

函館伝道所［東洋ローア］	 47

函館のぞみ福音キリスト教会［JECA］	 47

函館の民間団体ぶどうの木［ぶどうの

木］	 981

函館藤幼稚園	 27

函館ベテル・キリスト伝道所＝函館ベ

テルチャーチ［アッセンブリー］	 47

函館美原キリスト教会［バプ連盟］	 47

函館リバイバル・キリスト教会函館ハ

レルヤチャペル［単立／独立］	 47

箱根ホテル小涌園	 1060

はこぶね書房	 668

はこぶね幼稚園	 688

波崎キリスト教会［同盟基督］	 122

羽咋白百合幼稚園	 372

ハーベスト・インターナショナル・ミ

ニストリーズ	 951

ハーベストクライストチャーチ＝岐阜

アライアンス・キリスト教会［単立

／独立］	 410

ハーベスト・クリスチャン・フェロシ

ップ東京［エブリネイション］	 245

ハーベスト・クリスチャン・フェロシ

ップ松戸［エブリネイション］	 213

ハーベストタウンチャーチ［単立／独

立］	 210

ハーベスト・チャーチ山梨＝塩山純福

音教会［TPKF］	 386

ハーベスト・チャーチ［単立／独立］	 742

ハーベストチャペル［単立／独立］	 124

ハーベスト・ロック・チャーチ［HIM］	 173

パーム・メソジスト教会	 1022

パールシティー第一バプテスト教会日

本語部	 1028

（有）バイオアート・環境葬墓研究所［バ

イオアート］	 910

（学）梅花学園	 783

梅花教会［日基教団］	 539

梅花女子大学・大学院	 802

梅花女子大学短期大学部	 802

梅花中学校・高等学校	 802

梅花幼稚園	 395

梅花幼稚園	 510

（学）梅光学院	 783

梅光学院大学・大学院	 805

梅光学院幼稚園	 645

拝島バプテスト教会［バプ教会連合］	 299

拝島平安伝道所［日基教団］	 282

羽犬塚教会［日基教団］	 698

榛原教会［日基教団］	 431

バイブル・アンド・アートミニストリ

ーズ［バイブル・アンド・アート］	 981

バイブル＆クリエーション［B&C］	 981

バイブルバプテスト北国分キリスト教

会［JBBF］	 197

バイブル・プロテスタント基督教会	 951

バイブルホーム教会［単立／独立］	 153

ハイランド・キリスト教会［長老教会］	 336

パイン合同メソジスト教会	 1022

ハウス・オブ・軽井沢	 1062

（特養）パウラスホーム	 883

バウル・アライアンス・キリスト宣教

教会	 1047

パウロ教会［聖イエス会］	 654

パウロ整肢園	 846

葉音工房	 910

博多教会［KCCJ］	 702

博多教会［福音ルーテル］	 702

博多キリスト教会［バプ連盟］	 702

博多ニューライフ教会［アッセンブリ

［LECC］	 125

野田教会［日基教団］	 210

野田キリスト福音教会［ホーリネス］	 210

野田キリストめぐみ教会［ウェスレア

ン］	 210

野武法律事務所	 118

野田聖書バプテスト教会［JBBF］	 200

ノックス合同教会・日本語部	 1036

野幌教会［日基教団］	 32

のっぽろ幼稚園	 26

（特養）能登穴水聖頌園	 868

野遠キリスト教会［単立／独立］	 530

能登川教会［日基教団］	 479

能都聖書教会［聖書教会連盟］	 377

野並キリスト教会［バプ同盟］	 454

野並のぞみ園	 439

野の花クリスチャンチャーチ［キリス

トの教会］	 693

野比伝道所［日基教団］	 335

のびどめキリスト教会［同盟基督］	 180

延広幼稚園	 631

延岡カトリック幼稚園	 739

延岡キリスト教会［バプ連盟］	 741

延岡使徒教会［日基教団］	 741

延岡城山教会［日基教団］	 741

延岡聖ステパノ教会［聖公会］	 741

延岡東海伝道所［日基教団］	 741

延岡三ツ瀬教会［日基教団］	 741

野辺地カトリック幼稚園	 58

野辺地教会［日基教団］	 63

野辺地保育園	 58

登戸エクレシアキリスト教会［単立／

独立］	 324

（財）登戸学寮	 981

登戸教会［同盟基督］	 324

登戸新約バプテスト教会［単立／独立］	 324

登別カトリック聖心幼稚園	 26

登別中央福音教会［同盟基督］	 46

野村教会［日基教団］	 672

ノルウェー・ルーテル伝道会［NLM］	 981

は

パークビュー長老教会	 1022

バークレー・イエス之御霊教会	 1022

バークレー合同メソジスト教会	 1022

パース日本語キリスト教会	 1035

ハートフルトポス	グレース［グレース］	 872

ハートフルトポス　ノア	 872

ハートフルトポス　ベテスダ［ベテス

ダ］	 872

（有）パーパス・ドリブン・ジャパン

［PDJ］	 981

ハーベスト・タイム・ミニストリーズ	 981
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花小金井キリスト教会［バプ連盟］	 287

花崎キリスト教会［福音伝道］	 164

花咲聖書教会［単立／独立］	 186

花園キリスト教会［JECA］	 47

花園キリスト教会［ナザレン］	 489

花園キリスト教会［ペンテコステ教団］	 542

花園幼稚園	 315

花田口聖母幼稚園	 510

放出教会［イエス・キリスト］	 542

花野井バプテスト教会［バプ連盟］	 200

花の木キリスト教会［JECA］	 333

花の舞	 1063

（特養）花畑ホーム	 882

花巻教会［日基教団］	 69

花巻キリスト伝道所［単立／独立］	 69

花見川キリスト教会［改革派］	 205

（老健）はなみずき	 858

花水木教会［単立／独立］	 303

はなわ育成園	 854

羽生栄光教会［改革派］	 180

羽生キリスト教会［福音伝道］	 180

羽生伝道所［日基教団］	 180

ハニルチャーチ（伝）［日基教団］	 522

羽ノ浦キリスト教会［イエス・キリス

ト］	 653

（学）馬場幼稚園	 372

羽曳が丘教会［日基教団］	 541

羽曳野教会［イエス・キリスト］	 541

波浮教会［日基教団］	 304

バプテスト教会魚住チャペル［単立／

独立］	 560

バプテスト久慈教会＝アレン記念教会

［バプ同盟］	 69

バプテスト熊本南キリスト教会［バプ

連盟］	 724

バプテスト国分キリスト教会［バプ連

盟］	 751

バプテスト障がい者伝道協力会	 981

（福）バプテスト心身障害児（者）を

守る会	 827

バプテスト世界宣教協力会［BWMC］	 1001

バプテスト仙台北キリスト教会［保守

バプ］	 82

バプテスト川内キリスト教会［バプ連

盟］	 752

バプテスト・テンプル教会日本語教会	 1016

バプテスト野方キリスト教会［バプ連

盟］	 701

バプテスト羽村教会［バプ同盟］	 295

バプテスト東福岡教会［バプ連盟］	 703

バプテスト光キリスト教会［バプ連盟］	 695

バプテスト文書刊行会	 981

（特養）バプテスト・ホーム	 872

（福）バプテストめぐみ会	 827

土生バプテスト教会［バプ同盟］	 633

八丈島教会［日基教団］	 304

八戸開拓＝八戸のぞみキリスト教会

［アッセンブリー］	 61

八戸柏崎教会［日基教団］	 61

八戸北伝道所［日基教団］	 61

八戸キリスト教会＝恵みチャペル［バ

プ同盟］	 61

八戸キリストの教会［キリストの教会］	 61

八戸小中野教会［日基教団］	 61

八戸小中野幼稚園	 58

八戸聖ウルスラ学院幼稚園	 58

八戸聖書キリスト教会［ルーテル同胞］	 61

八戸聖ルカ教会［聖公会］	 61

八戸デフ・バプテスト伝道所［万国デフ］	61

八戸伝道所［改革派］	 61

八戸バプテスト教会［バプ連盟］	 61

八戸福音キリスト教会［JECA］	 62

八戸めぐみ幼稚園	 58

八戸幼稚園	 58

八万キリスト教会［単立／独立］	 654

八幡福音教会［イエス・キリスト］	 476

バチラー保育園	 27

八郎潟教会［日基教団］	 93

初石聖書教会［NSKK］	 208

廿日市教会［日基教団］	 634

廿日市グレースチャーチ［単立／独立］	 634

廿日市聖母マリア幼稚園	 631

初雁教会［日基教団］	 166

初雁幼稚園	 160

バックアップ	 156

パックスアーレン（株）［PV］	 900

パックス音楽院	 503

パックス音楽院　東京教室	 226

八甲田伝道所［日基教団］	 60

発寒キリスト教会［自由福音］	 41

初芝教会［日基教団］	 533

初島聖十字教会［聖公会］	 598

初島幼稚園	 598

ぱっちわーく・ミルトス	 189

バット博士記念ホーム	 864

服部	守一･菊子	 1009

服部喜望教会［イエス・キリスト］	 539

ハッピー・ブライダル・セミナー	 905

馬天キリスト教会［JECA］	 766

鳩ヶ谷福音自由教会［福音自由］	 180

（株）パトモス社［パトモス］	 436

鳩山伝道所［日基教団］	 186

鳩山ニューライフチャペル［NLM］	 186

鳩山のぞみ教会［ホーリネス］	 186

羽鳥教会［基督兄弟団］	 122

花川キリスト教会［自由福音］	 31

華川キリストの教会［キリストの教会］	 122

花川マリア幼稚園	 27

花小金井教会［改革派］	 287

花小金井教会［日基教団］	 287

波佐見伝道所［日基教団］	 719

羽沢伝道所［日基教団］	 340

（株）橋岡友商店	 503

橋田内科クリニック	 832

羽島キリスト教会［同盟福音］	 413

羽島福音教会＝一宮福音教会伝道所

［JECA］	 413

橋本教会［日基教団］	 326

橋本キリスト教会［JECA・リーベンゼ

ラ］	 327

橋本基督教会［聖公会］	 600

橋本バプテスト教会［バプ教会連合］	 600

橋本バプテスト教会粉河チャペル［バ

プ教会連合］	 599

橋本南キリスト伝道所［改革派］	 327

蓮田キリスト教会［JECA］	 180

バストス福音ホーリネス教会	 1047

蓮沼キリスト教会［長老教会］	 246

蓮根バプテスト教会［バプ連盟］	 246

（財）長谷川町子美術館	 241

土師教会［日基教団］	 532

パソコンスクール＆ショップ	エルピス	 551

幡ヶ谷キリスト教会［長老教会］	 256

幡ヶ谷バプテスト教会［バプ連盟］	 256

波田教会［日基教団］	 402

畑沢福音キリスト教会［OMF・JECA友好］	201

秦野教会［日基教団］	 330

秦野教会［ホーリネス］	 330

秦野クリスチャンセンター［TPKF］	 331

秦野詩音キリスト教会［JECA］	 331

秦野聖ルカ教会［聖公会］	 331

旗の台教会［ホーリネス］	 254

秦野西教会［日基教団］	 331

八王子栄光教会［日基教団］	 293

八王子北教会［日基教団］	 293

八王子教会［日基教団］	 293

八王子教会［福音ルーテル］	 293

八王子教会＝グリーンチャペル［聖協

団］	 293

八王子キリスト教会＝八王子ホーリネ

ス教会［ホーリネス］	 293

八王子基督教会＝めじろ台シオンチャ

ペル［アッセンブリー］	 294

八王子キリスト告白教会［長老教会］	 294

八王子キリスト福音教会［JECA］	 294

八王子シャロン教会＝西八王子チャペ

ル［アッセンブリー］	 294

八王子セミナーハウス（大学セミナー

ハウス）	 1060

八王子中野キリスト教会［東京FM］	 294

八王子バプテスト教会［単立／独立］	 294

八王子復活教会［聖公会］	 294

八王子めじろ台バプテスト教会［バプ

連盟］	 294

八王子幼稚園	 238
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春採教会［日基教団］	 36

（特養）榛名憩の園	 856

榛名キリスト教会（伝）［福音伝道］	 149

はるなキリストの教会［キリストの教

会］	 149

榛名山荘	 146

（軽費）榛名春光園［春光園］	 856

榛名聖公教会［聖公会］	 149

バルナバ福音教育宣教会	 951

パルモア学院	 804

パルモア病院	 841

パレハ	山見	りつ子	 1008

晴れる屋	 738

（有）ハレルヤ	 851

ハレルヤインターナショナルクリスチ

ャンスクール［HICS］	 310

ハレルヤ教会日本語礼拝	 1052

ハレルヤ経営コンサルタント	 756

（有）ハレルヤ食品	 133

ナカジマ学園店	 117

ハレルヤチャーチ［単立／独立］	 646

ハレルヤチャーチ高松［伝道隊］	 663

（有）ハレルヤ農産	 21

ハレルヤ・バプテスト教会［JBBF］	 389

ハレルヤふすまサービス	 898

ハレルヤ保育園	 67

ハレルヤ保育園	 160

ハレルヤ保育園	 194

ハレルヤ保育園	 510

ハワイ・イエス之御霊教会	 1028

ハワイ日本語キリスト教会連盟	 1028

（株）パン・アキモト	 133

バンクーバー日系人合同教会	 1037

バンクーバー日系人福音教会	 1037

パン工房「パパゲーノ」	 392

パン工房　ぴんぽんぱん	 103

万国デフ・バプテスト福音伝道協会	 951

バンコク日本語キリスト教会	 1038

ハンサラン教会［KCCJ］	 245

蕃山町教会［日基教団］	 621

磐石ホライズンチャペル［ホライズン］	 213

播州赤穂教会［日基教団］	 561

磐上教会［日基教団］	 545

ハンズハウス建築設計事務所	 888

半田教会［日基教団］	 460

はんだクリニック	 831

吐田郷教会［日基教団］	 591

（株）半田設計事務所［半田設計］	 889

ハンダトレーディング（株）	 223

母親と就園前児の会	パンダの会	 238

番町教会［日基教団］	 273

番町出合いの家伝道所［日基教団］	 572

ハンディ文庫	 606

阪南キリスト教会［フリーメソ］	 519

阪南キリスト教会［単立／独立］	 541

浜松めぐみバプテスト教会［バプ教会

連合］	 429

浜松元城教会［日基教団］	 429

浜松レムナント教会［単立／独立・イ

エス教長老会］	 429

ハミルトン日系人合同教会	 1036

羽村・家の教会［ガリラヤ福音］	 295

羽村教会［福音ルーテル］	 295

羽村キリスト教会［単立／独立］	 295

羽村善隣幼稚園	 238

（株）ハヤカワカンパニー	 436

林建築設計事務所	 894

林診療所	 840

林田	義行･響子	 1009

林原	泰樹	 1012

隼人バプテスト教会［単立／独立］	 752

葉山教会［日基教団］	 352

原	医院	 838

パライゾ・アライアンス・キリスト宣

教教会	 1047

原市教会［日基教団］	 146

原市場聖書教会［同盟基督］	 180

パラガスーパウリスタ福音ホーリネス

教会	 1047

パラクレートス神戸	 552

原宿教会［日基教団］	 256

原宿セント・ヴァレンタイン教会	 905

原宿幼稚園	 238

原田眼科医院	 840

ばらの花幼稚園	 315

（有）パラビジョン［PV-TC］	 981

原福音イエス・キリスト教会［単立／

独立］	 162

原町教会［日基教団］	 113

原町キリスト福音教会［同盟基督］	 113

原町聖愛保育園	 106

原町聖書教会［単立／独立］	 113

原町田教会［日基教団］	 301

原町田幼稚園	 238

パリービュー・バプテスト教会	 1028

バリアフリーコンサート企画	 505

ハリウッド・キリスト長老教会	 1022

鍼覚王院	シャローム治療室	 845

ハリス記念鎌倉幼稚園	 315

パリ・プロテスタント日本語キリスト

教会	 1050

播磨キリスト教会［同盟基督］	 586

播磨新宮教会［日基教団］	 579

播磨町伝道所［日基教団］	 586

はりま平安教会［日基教団］	 565

ぱるーしぁ	 908

春江教会［聖イエス会］	 381

春木カトリック幼稚園	 510

春木伝道所［KCCJ］	 530

バルセロナ日本語で聖書を読む会	 1038

波浮保育園	 238

浜北教会［日基教団］	 429

浜北キリスト教会［単立／独立］	 429

浜北クリスチャンブックストアー＆カ

フェ	 417

浜北伝道所［アライアンス］	 429

浜甲子園教会［バプ連盟］	 582

浜坂教会［日基教団］	 586

浜田キリスト教会［福音教会連合］	 613

浜田基督教会［聖公会］	 613

浜田山キリスト教会［JECA］	 264

浜寺教会［日基教団］	 537

浜寺聖書学院	 816

浜寺聖書教会［単立／独立］	 533

浜寺聖書教会奈良伝道所［単立／独立］	 591

浜寺聖書幼稚園	 510

浜名	基弘・マリヤ	 1008

浜名湖エデンの園	 869

浜名湖バイブルキャンプ	 1063

はまなす幼稚園	 27

浜名福音荘	 1063

浜松イエウォン教会［単立／独立・イ

エス教長老会］	 427

浜松インターナショナル・クリスチャ

ン・スクール［HICS］	 417

浜松インターナショナル・クリスチャ

ン・プレスクールぶどうの木［ぶど

うの木］	 417

浜松インドネシア福音教会［GIII］	 427

浜松ウエスレアン伝道所［ウェスレア

ン］	 428

浜松海の星幼稚園	 419

浜松北キリスト教会［アッセンブリー］	 429

浜松教会［日基教団］	 428

浜松教会［福音ルーテル］	 428

浜松教会＝浜松グレイス［KCCJ］	 428

浜松キリスト教会［アッセンブリー］	 428

浜松グレイスチャーチ［フォースクエ

ア］	 428

浜松小隊［救世軍］	 428

浜松真愛教会［イエス・キリスト］	 428

浜松救い主教会＝HSK［単立／独立］	 429

浜松聖アンデレ教会［聖公会］	 428

浜松聖書集会［無教会］	 428

浜松聖書バプテスト教会［JBBF］	 428

浜松伝道所［改革派］	 428

浜松伝道所［東洋ローア］	 428

浜松中沢教会［同盟基督］	 428

浜松バプテスト教会［バプ連盟］	 428

浜松バプテスト・キリスト教会［バプ

教会連合］	 427

浜松福音自由教会［福音自由］	 428

浜松ホーリネス教会［ホーリネス］	 428

浜松汀キリスト教会［単立／独立］	 428

浜松恵みキリスト教会［単立／独立］	 429
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東舞鶴聖パウロ教会［聖公会］	 498

東松山教会［日基教団］	 181

東松山聖ルカ教会［聖公会］	 181

東松山フィリピン人クリスチャンフェ

ローシップ［単立／独立］	 181

東松山福音教会［JECA］	 181

東向日キリスト教会［バプ宣教団］	 498

東村山教会［日基教団］	 296

東村山キリスト教会［JECA］	 296

東村山福音自由教会＝サンライズチャ

ペル［福音自由］	 297

東八幡キリスト教会［バプ連盟］	 695

東山キリスト教会［バプ連盟］	 454

東大和刈穂キリスト教会［長老教会］	 297

東大和教会［日基教団］	 297

東大和キリスト教会＝ハレルヤハウス

［単立／独立］	 297

東大和シャローム教会［ホーリネス］	 297

東大和純福音聖書教会［単立／独立］	 297

東淀川教会［日基教団］	 525

東和歌山教会［日基教団］	 600

旭方キリスト教会［ホーリネス］	 670

光が丘聖書教会［同盟基督］	 279

光が丘バイブルチャペル［ミッション

東北］	 113

光が丘バプテスト教会＝光が丘チャペ

ル［バプ教会連合］	 279

光丘幼稚園	 688

ひかり教育園	 372

光教会［日基教団］	 649

光キリスト教会［フォースクエア］	 342

光キリスト教会［単立／独立］	 649

光消防機材（株）	 503

ひかり書店	 145

ひかり造園	 889

ひかり第２幼稚園	 160

光天使幼稚園	 645

（株）ひかり塗装	 156

ひかりの家	 868

（特養）光の苑	 852

（学）光の丘幼稚園	 557

光の子児童センター	 194

光の子どもインターナショナル・クリ

スチャン・スクール	 552

光の子保育園	 194

光の子保育園	 373

光の子保育園	 408

光の子保育園	 485

光の子保育園	 653

光の子保育園	 757

光の子幼稚園	 194

ひかりの子幼稚園	 315

光の子幼稚園	 380

ひかりの子幼稚園	 510

光の子幼稚園	 557

東関東キリスト教会［東関東キリスト］	1001

東区キリストの教会［キリストの教会］	 44

東久留米・家の教会［単立／独立］	 296

東久留米泉教会［長老教会］	 296

東久留米エクレシア＝坂	実雄伝道事

務所［単立／独立］	 296

東久留米教会［日基教団］	 296

東久留米バプテスト教会［バプ連盟］	 296

東神戸教会［日基教団］	 575

東小金井教会［CPC］	 286

東駒形教会［日基教団］	 265

東埼玉バプテスト教会［バプ連合］	 164

東札幌教会［日基教団］	 39

東白川教会［基督兄弟団］	 414

東須磨教会［改革長老］	 568

東住吉キリスト教会［フリーメソ］	 524

東住吉キリスト集会［単立／独立］	 525

東住吉クリスチャンの集い［CCNZ日本］	 525

東仙台教会［改革派］	 84

東垂水ルーテル教会［近畿教会］	 569

東調布教会［日基教団］	 250

東徳島福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 654

東所沢教会［日基教団］	 178

東戸塚エルシオン教会［ウェスレアン］	 346

東戸塚教会［日基教団］	 346

東戸塚キリスト教会［COG］	 346

東豊中聖ミカエル教会［聖公会］	 539

東豊中バプテスト教会［バプ連盟］	 539

東長崎ウエスレー教会［日基教団］	 275

東中通教会［日基教団］	 361

東中常盤堂	 551

東中野教会［日基教団］	 277

東名古屋キリスト教会＝パークサイド

･チャペル［単立／独立］	 444

東灘教会［日基教団］	 575

東灘バプテスト教会［単立／独立］	 575

東習志野ルーテル教会［友愛グループ］	 209

東鳴尾ルーテル教会［ディコンリー］	 582

東鳴尾ルーテル教会こひつじ園	 557

東新潟教会［日基教団］	 361

東根伝道所［日基教団］	 99

東花園教会［基督兄弟団］	 543

東原幼稚園	 96

東播磨中央教会［イエス・キリスト］	 565

東広島教会［改革派］	 635

東広島教会［日基教団］	 635

東広島サムエル保育園	 631

東広島めぐみ教会［同盟基督］	 635

東福岡幼稚園	 688

東福山福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 639

東伏見福音キリスト教会［単立／独立］	 292

東古松キリスト教会［単立／独立］	 621

東舞鶴教会［日基教団］	 498

飯能教会［日基教団］	 180

飯能キリスト教会［単立／独立］	 180

飯能キリスト聖園教会［単立／独立］	 180

飯能聖書教会［単立／独立］	 181

飯能バプテスト教会［バプ連盟］	 181

飯能美杉バプテスト教会［バプ教会連

合］	 181

飯能ルーテル教会［NRK］	 181

半原教会［日基教団］	 351

韓流館	 464

ひ

ピアノ教室	KOJIMA	 606

ピアノ教室	Naoko	 738

ピアンジェレ	 845

ビー・ジャパン	 981

ピース	プロダクト	 223

ビーズベリー	 308

美瑛ガーデンプレイズ	 21

美瑛伝道所［日キ教会］	 50

ピエダーデ・ホサナ福音教会	 1047

ぴかいち	 667

東広島キリストの教会［キリストの教

会］	 635

東吾野キリスト教会［長老教会］	 181

東浅川キリスト教会［アッセンブリー］	 294

東岩槻教会［単立／独立］	 169

東岩槻キリスト教会［JECA・リーベン

ゼラ］	 169

東梅田教会［日基教団］	 518

東浦三一キリスト教会［単立／独立］	 563

東浦和教会［キリスト合同］	 172

東近江キリスト福音教会［世界福音］	 479

東大阪エリム・キリスト教会［ペンテ

コステ教団］	 542

東大阪エリムろう教会［ペンテコステ

教団］	 542

東大阪教会［日基教団］	 542

東大阪キリスト教会［バプ連盟］	 543

東大阪キリスト教会［単立／独立］	 543

東大阪福音教会石切チャペル［NTM］	 543

東大阪福音教会布市チャペル［NTM］	 543

東大宮教会［日基教団］	 173

東大宮福音自由教会［福音自由］	 173

東岡山キリスト教会［同盟基督］	 622

東岡山福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 622

東加茂聖書教会［イエス・キリスト］	 358

東川口教会［改革派］	 165

東川口キリスト教会［福音伝道］	 165

東川口福音自由教会［福音自由］	 165

東関東キリスト教会［オープン･バイ

ブル］	 211
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日野南平キリスト教会［東京FM］	 298

（学）日ノ本学園	 783

日ノ本学園中学校・高等学校	 804

日ノ本幼稚園	 557

美唄アカシヤ幼稚園	 27

美唄教会［日基教団］	 47

美唄聖アンデレ教会［聖公会］	 47

美唄福音キリスト教会［JECA］	 47

美唄めぐみ幼稚園	 27

美馬牛福音伝道所［日基教団］	 50

ひばりが丘北教会［ウェスレアン］	 292

ひばりが丘教会［日基教団］	 292

ひばりが丘キリスト教会［ホーリネス］	 329

ひばりが丘グレイス教会［福音宣教会］	 292

ひばりが丘聖書教会［単立／独立］	 292

雲雀丘聖書集会［無教会］	 579

ひばりが丘バイブルチャーチ［福音宣

教会］	 292

ひばりヶ丘福音教会［単立／独立］	 726

ひばりが丘明星幼稚園	 27

ひばりクラブ	 853

ひばり保育園	 722

桧原こひつじ幼稚園	 688

美深教会［聖協団］	 53

美深教会［日キ教会］	 53

びぶりか企画	栗原牧子	 982

備北聖約キリスト教会［聖約］	 627

備北聖約キリスト教会福沢「祈りの家」

集会［聖約］	 627

美幌教会［基督兄弟団］	 49

美幌キリスト教会［福音バプ宣教団］	 49

ひまわり幼稚園	 27

ひまわり幼稚園	 748

氷見キリスト教会［アッセンブリー］	 369

姫路アガペーチャペル［単立／独立］	 583

姫路あけぼの教会［日基教団］	 583

姫路教会［KCCJ］	 583

姫路教会［聖イエス会］	 583

姫路教会［日基教団］	 583

姫路キリスト教会［アッセンブリー］	 584

姫路顕栄教会［聖公会］	 584

姫路五軒邸教会［日基教団］	 584

姫路シャローム教会［福音ペンテコス

テ］	 584

姫路集会［キリスト同信会］	 584

姫路城西キリスト教会［バプ連盟］	 584

姫路城北教会［イエス・キリスト］	 584

姫路神愛キリスト教会（伝）［アッセ

ンブリー］	 584

姫路聖心キリスト教会［単立／独立］	 584

姫路伝道所［東洋ローア］	 584

姫路伝道所［日キ教会］	 584

姫路トゥルーラブチャーチ［JRL］	 584

姫路野里キリスト教会［自由メソ］	 584

姫路バプテスト教会［単立／独立］	 584

日高キリストの教会［キリストの教会］	 127

日高恵みバプテスト・キリスト教会［バ

プ教会連合］	 599

日高幼稚園	 120

日田教会［福音ルーテル］	 734

飛騨高山教会［日基教団］	 412

日立大久保キリスト教会［フリーメソ］	 127

常陸太田キリストの教会［キリストの

教会］	 126

日立教会［KCCJ］	 127

日立教会［基督兄弟団］	 127

日立教会［日基教団］	 127

日立キリスト集会［東京メノナイト］	 127

日立キリストの教会［キリストの教会］	 127

日立聖アンデレ教会［聖公会］	 127

ひたちなか教会［改革派］	 128

ひたちなか市伝道所［保守バプ］	 128

日立バプテスト教会［バプ連盟］	 127

ひたち光教会［同盟基督］	 127

日立福音キリスト教会［同盟基督］	 127

飛騨ハレルヤホーム	望郷苑	 868

日田福音キリスト教会＝桃山チャペル

［イエス・キリスト］	 735

日田ルーテル幼稚園	 731

（有）ビッグ・ワンα	 223

羊ヶ丘シオン教会［フォースクエア］	 42

羊之舎教会［日基教団］	 433

羊の群教会［単立／独立］	 349

羊の群れキリスト教会［トータル］	 44

日土教会［日基教団］	 675

日土幼稚園	 669

日詰教会［日基教団］	 71

日詰幼稚園	 67

一ヶ岡キリスト福音館［単立／独立］	 741

人吉キリスト教会［アッセンブリー］	 727

人吉キリスト教会［バプ連盟］	 727

人吉バイブル・プロテスタント基督教

会＝人吉聖書教会［バイブル・プロ

テスタント］	 727

人吉幼稚園	 722

日永聖書集会［無教会］	 301

日当平バプテスト教会［単立／独立］	 751

ひのかげキリスト教会［友愛グループ］	 743

ひの木教会［日基教団］	 345

日野教会［日基教団］	 609

ひの木幼児園	 315

日野キリスト教会［単立／独立］	 297

日野神明キリスト教会（伝）［バプ連盟］	297

日野台教会［日基教団］	 298

日野台幼稚園	 238

日野高幡キリスト教会［ホーリネス］	 298

日之出キリスト教会［単立／独立］	 540

（株）日の出電機	 223

日野原記念上尾栄光教会［日基教団］	 161

檜原福音教会［フォースクエア］	 304

光の子幼稚園［光の子］	 688

光の子幼稚園	 757

光の園	 440

光の園	 716

光の園保育学校	 238

光の園幼稚園	 27

光の園幼稚園	 67

光の園幼稚園	 557

ひかりのこ保育園	 757

光のミッション［光のミッション］	 1001

光福音教会［イエス・キリスト］	 649

ひかり保育園	 58

ひかり保育園	 510

ひかり保育園	 606

ひかり保育園	 619

ひかり幼稚園	 67

ひかり幼稚園	 89

ひかり幼稚園	 160

ひかり幼稚園	 606

氷川純福音キリスト教会［JRL］	 176

氷川荘	 864

比企病院	 831

曳舟教会［日基教団］	 265

ビクトリークリスチャンセンター［単

立／独立］	 199

ビクトリークリスチャンセンター教会

高松［単立／独立］	 663

ビクトリークリスチャンフェローシッ

プ＝V.C.F［単立／独立］	 279

ビクトリー･チャペル聖書教会［保守

バプ］	 125

日隈歯科医院	 836

引田キリスト教会［伝道隊］	 664

彦根教会［日基教団］	 480

彦根聖愛教会［聖公会］	 480

ひこばえ幼稚園	 238

尾西キリスト教会［同盟福音］	 442

久居新生教会［日基教団］	 469

久居聖書教会［JECA］	 469

久山療育園重症児者医療療育センター	 882

日出教会［日基教団］	 736

ビジネス・コンピュータ・サポート	 22

聖ヶ丘教会［日基教団］	 256

聖ヶ丘バイブルキャンプ	 1061

聖坂養護学校	 795

聖山高原チャペル	 1062

ヒズコールチャーチ［単立／独立］	 454

ヒズブランド	 311

備前伝道所［栄光の福音］	 626

ヒソプ工房	 853

日高	恵理子	 223

日高	嘉彦･龍子	 1008

日高	ルツ	 1012

日高キリスト教会［同盟基督］	 51

日高キリスト教会（伝）［福音伝道］	 149
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弘前中央キリスト教会［単立／独立］	 62

弘前西教会［日基教団］	 62

弘前福音キリスト教会［JECA］	 62

弘前富士見教会［聖協団］	 62

弘前南教会［日基教団］	 62

広サムエル学園	 631

広路教会［日基教団］	 453

広島暁の星幼稚園	 631

広島アライアンス教会［アライアンス］	 637

広島牛田教会［日基教団］	 638

広島栄光教会［イエス・キリスト］	 635

広島活水キリスト教会［キリスト伝道

隊］	 636

広島カルバリ教会［TPKF］	 641

広島観音町教会［日基教団］	 637

広島北キリスト教会［アライアンス］	 635

広島北キリスト教会［MB］	 636

広島教会［改革派］	 636

広島教会［聖書友の会］	 636

広島教会［日基教団］	 637

広島教会［KCCJ］	 638

広島教会［ナザレン］	 638

広島教会［メノナイト教会会議］	 638

ヒロシマ教会［聖イエス会］	 641

広島教会呉礼拝所［福音ルーテル］	 634

広島教会広島礼拝所［福音ルーテル］	 637

広島きよめキリスト祈の家［きよめ教

会］	 635

広島キリスト教会［ホーリネス］	 636

広島キリスト教会［単立／独立］	 638

広島キリスト集会［単立／独立］	 637

広島県人クリスチャンML	 982

広島讃美キリスト教会［福音教団］	 639

広島シャローム教会［聖イエス会］	 636

広島主城教会［日基教団］	 638

広島小隊［救世軍］	 639

（学）広島女学院	 783

広島女学院大学・大学院	 804

広島女学院中学校・高等学校	 804

広島女学院	歴史資料館	 632

広島神愛キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 638

広島聖書バプテスト教会［単立／独立］	 639

広島西部教会［日基教団］	 638

広島聖文舎	 630

広島瀬野川キリスト教会［アライアン

ス］	 635

広島宣教協力会［HSK］	 982

広島第一教会［ホーリネス］	 638

広島天使幼稚園	 27

広島東部教会［日基教団］	 638

広島長束教会［日キ教会］	 636

広島流川教会［日基教団］	 637

広島南部教会［日基教団］	 639

広島西キリスト教会［バプ連盟］	 636

平田キリスト教会［単立／独立］	 612

平塚教会［日基教団］	 331

平塚聖契キリスト教会［NSKK］	 331

平塚聖書バプテスト教会［JBBF］	 331

平塚聖マリヤ教会［聖公会］	 331

平塚中原教会［日基教団］	 331

平塚バプテスト教会［バプ連盟］	 331

平塚バプテスト教会小田原伝道所［バ

プ連盟］	 320

平塚福音キリスト教会［キリスト伝道

隊］	 332

平塚富士見町教会［日基教団］	 332

平塚二葉幼稚園	 315

平塚ベテルキリスト教会［JRL］	 332

平戸伝道所［日基教団］	 719

平戸ナザレン教会［ナザレン］	 719

平取聖公会［聖公会］	 51

平野教会［KCCJ］	 547

平野キリスト教会［MB］	 526

平野キリスト福音教会［アッセンブリ

ー］	 526

平野キリスト福音教会中野チャペル

［アッセンブリー］	 525

平野バプテスト教会［バプ連盟］	 526

平野編集工房	 311

平原	知之・セニー	 1008

平針キリスト教会［バプ連盟］	 454

ピラポ・キリスト教会	 1040

平山	義明・佳久子	 1009

平山歯科	 835

平良キリストの教会［キリストの教会］	 766

ピリポ聖書研究会	 982

ヒルズチャーチ［JEC］	 548

ヒルスデール・バプテスト教会日本語

伝道所	 1022

蒜山聖書キリスト教会［単立／独立］	 627

蒜山バイブルキャンプ	 1064

蒜山福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 627

蛭沼	寛行・比登美	 1014

ピレトいど	 617

広石教会［日基教団］	 578

広江聖約キリスト教会［聖約］	 625

広尾教会［日基教団］	 256

廣基督教会［聖公会］	 602

弘前明の星幼稚園	 59

（学）弘前学院	 783

弘前学院聖愛中学高等学校	 787

弘前学院大学	 787

弘前カトリック幼稚園	 59

弘前教会［日基教団］	 62

弘前キリスト教会［ホーリネス］	 62

弘前シオン教会［フォースクエア］	 62

弘前昇天教会［聖公会］	 62

弘前聖書集会［無教会］	 62

姫路東福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 584

姫路日ノ本短期大学	 804

姫路日ノ本短期大学附属幼稚園	 557

姫路福音教会［日基教団］	 584

姫路福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 584

姫路恵教会［バプ同盟］	 584

姫路薬水教会［KCCJ］	 585

姫路和光教会［日基教団］	 585

碑文谷教会［日基教団］	 281

碑文谷教会付属幼稚園	 238

百人町教会［日基教団］	 260

百間町キリスト教会［単立／独立］	 663

ビューティーパーラー	シャロン	 308

ヒューマン・ケアライン	 875

日向カトリック幼稚園	 739

日向キリスト教会［メノナイト教会会

議］	 741

日向新生教会［日基教団］	 741

日向福島教会［日基教団］	 740

尾陽教会［日基教団］	 457

兵庫教会［日基教団］	 572

兵庫区南部伝道所［日基教団］	 576

兵庫松本通教会［日基教団］	 576

美容室	ハレルヤ	 57

（NPO）ひよこ会	 982

ひよこ教室	 440

日吉教会［福音ルーテル］	 343

日吉台キリスト教会［単立／独立］	 695

日吉ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］	 343

日吉ルーテル同胞教会	星の子ルーム

［星の子ルーム］	 315

平井京呉服店	 22

枚岡カトリック幼稚園	 510

枚岡教会［KCCJ］	 543

枚岡教会［日基教団］	 543

平岡ジョイフルチャペル［バプ連盟］	 38

平岡福音キリスト教会［JECA］	 38

平生キリスト教会［CHRISTAR］	 650

平尾バプテスト教会［バプ連盟］	 704

枚方希望教会［イエス・キリスト］	 545

ひらかた教会［聖イエス会］	 545

枚方キリスト教会［MB］	 545

ひらかたキリスト福音教会ミラクルチ

ャーチ［TPKF］	 541

枚方くずは教会［日基教団］	 545

枚方コミュニティチャペル［福音自由］	 545

枚方聖書バプテスト教会［JBBF］	 545

枚方バプテスト・キリスト教会［バプ

教会連合］	 545

平岸いずみキリスト教会［OMF］	 42

平岸バプテスト教会［バプ連盟］	 42

平瀬	義樹･光世	 1009

平田眼科	 838
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吹上キリスト教会［単立／独立］	 168

冨貴島教会［日基教団］	 197

福井（株）	 22

福井教会［聖イエス会］	 382

福井キリスト教会［バプ連盟］	 382

福井自由キリスト教会［TPKF］	 382

福井神明教会［日基教団］	 382

福井聖三一教会［聖公会］	 382

福井中央キリスト教会［同盟基督］	 382

福井治療院	 847

福井伝道所［東洋ローア］	 382

福井宝永教会［日キ教会］	 382

福井・放送伝道協力会	 982

（医財）福音医療会	 827

福音オリーブ・キリスト・チャーチ［単

立／独立］	 691

福音企画印刷	 145

福音教会［聖イエス会］	 489

福音キリスト教会葛西チャペル［福音

伝道］	 248

福音キリスト教会西荻チャペル［福音

伝道］	 264

福音キリスト教会西日暮里チャペル

［福音伝道］	 245

福音グローアップチャーチ［フォース

クエア］	 244

福音交友会	 952

ふくいん在宅介護支援センター	 864

福音シオン柏教会［ホーリネス］	 200

福音自由祝園チャペル［福音自由］	 499

福音主義医療関係者協議会［EMF］	 827

福音主義キリスト者平和市民の会

［ECPC］	 982

福音診療所	 832

福音聖書教会［福音教団］	 244

福音聖書神学校［EBS］	 816

福音設計［福音設計］	 890

福音宣教教会［イエス教長老会］	 455

福音宣教協力会［G.M.A］	 982

福音総合研究所	 813

福音チャペルキリスト教会［福音バプ

宣教団］	 162

（株）福音電機	 308

福音点字情報センター	 983

福音伝道教団	 952

福音堂栄光診療所［栄光診療所］	 832

福音ネット伝道協力会［FNDK］	 983

福音の家［福音教団］	 244

福音之家＝ゴスペルハウス［単立／独

立］	 574

福音の家	 852

（特養）福音の家	 864

福音の家	KYOTO	 483

福音の園	川越	 858

福音バプテスト宣教団	 953

ファミリー・フォーラム・ジャパン

［FFJ］	 982

ファミリーライフジャパン	 982

ファン・ルーラー研究会［VR研］	 982

フィールド・イン・楓林舎	 1059

フィッシャー幼稚園	 238

Fit教会［単立／独立］	 328

フィラデルフィア日本人キリスト教会	 1029

フィラルド	-	羽田野広子	 1008

フィリア美術館	 385

フィリピン・クリオン島を助ける愛の

会［ASAPCI］	 1001

フィリピンミッション［フィリピン］	 1001

（株）フィレオ技研	 308

プウナ組合教会	 1029

ブース記念老人保健施設グレイス	 864

（学）プール学院	 783

プール学院大学・短期大学部・大学院	 802

プール学院中学校・高等学校	 802

フェイス＆ビクトリー国際教会＝

FAVIC［FICWFM/CBFM］	 348

フェイス合同メソジスト教会	 1022

（株）フェイスゴルフ東海	 436

フェイス	佐々木	 1014

フェイスバイブル教会	 1032

フェイス・メディア	 982

ブエナヴィスタ合同メソジスト教会	 1022

（学）フェリス女学院	 783

フェリス女学院大学・大学院	 795

フェリス女学院中学校・高等学校	 796

フェローシップ・ディコンリー福音教

団海外宣教委員会［ディコンリー］	 1001

フェローシップ・ディコンリー福音教団	952

フェローシップ日本人教会	 1030

フェロシップバプテスト教会［単立／

独立］	 198

（有）リペア・オフィス［リペア伊藤］	 22

深川愛隣伝道所［日基教団］	 253

深川愛隣保育園	 238

深川エマヌエルルーテル教会［NRK］	 47

深川教会［日基教団］	 253

深川聖三一教会［聖公会］	 47

深川めぐみ幼稚園	 27

深草キリスト福音教会［TPKF］	 495

深草ヨハネ教会［聖イエス会］	 495

深沢教会［日基教団］	 270

深澤工務店	 892

深田記念館	 864

深堀純心幼稚園	 716

深谷神の教会［神の教会］	 182

深谷教会［日基教団］	 182

深谷西島教会［日基教団］	 182

深谷福音キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 182

深谷福音自由教会［福音自由］	 182

広島西キリスト教会［MB］	 637

広島福音自由教会可部グリーンヒルチ

ャペル［福音自由］	 635

広島福音自由教会高陽チャペル［福音

自由］	 635

広島福音センター［福音宣教会］	 638

広島福島町教会［日基教団］	 638

広島府中教会［日基教団］	 641

広島復活教会［聖公会］	 637

広島船越教会［日基教団］	 635

広島古市教会［日基教団］	 636

広島平和教会［単立／独立］	 639

広島平和教会附属柴ノ木学舎［単立／

独立］	 634

広島平和キリスト教会［バプ同盟］	 636

広島マリア幼稚園	 631

広瀬	憲夫･令子	 1007

広瀬基督教会［聖公会］	 614

広畑教会［日基教団］	 585

広畑キリスト教会［単立／独立］	 585

広福音キリスト教会［同盟基督］	 634

ヒロ・ホーリークロス教会	 1029

ビワ温圧療法三嶋指導所	 846

びわこキリスト教会［ホーリネス］	 477

びわこシャロームチャペル［バプ連盟］	 480

日和佐教会［日基教団］	 656

枇杷島教会［日基教団］	 456

枇杷島幼稚園	 440

ふ

ファースト歯科医院	 832

ファーストビンヤードチャーチ可児福

音教会［VCF.JAPAN］	 410

ファーストビンヤードチャーチ扶桑ゴ

スペルセンター［VCF.JAPAN］	 462

ファーストビンヤードチャーチみたけ

チャペル［VCF.JAPAN］	 413

ファーストフロア・レコーディングス	 982

ファーストラブチャーチ［ワールドミ

ッション］	 497

ファチマのマリア幼稚園	 238

ファッション	シオン	 667

ファッチマ幼稚園	 59

ファミリー教会ホープ・チャペル［単

立／独立］	 215

ファミリーキリスト教会［保守バプ］	 719

ファミリークリスチャンセンター［単

立／独立］	 125

（NPO）ファミリーサポート聖十字広

場［聖十字広場］	 852

ふぁみりーさぽーと　のあ［のあ］	 315

ファミリーステーションからし種	 875

ファミリーネットワーク	 982
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福島第一バプテスト教会福島ベテルハ

ウス［単立／独立］	 112

福島伊達教会［日基教団］	 111

福島断食祈祷院	 106

福島中央キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 113

福島中央キリスト教会鏡石伝道所＝牧

場の朝キリスト伝道所［アッセンブ

リー］	 114

福島デフ・バプテスト集会所［万国デ

フ］	 110

福島伝道所［東洋ローア］	 113

福島伝道所＝南福島教会［日キ教会］	 113

福島ニューホープチャペル［フォース

クエア］	 114

福島バプテスト教会［保守バプ］	 113

福島ホーリネス教会［ホーリネス］	 113

福島ミシン店	 144

福島薬局	 850

福島幼稚園	 27

福寿庵	 858

福田	崇・愛子	 1008

福田眼科医院	 830

福田聖公会［聖公会］	 210

福地祈祷院	 475

福知山教会［聖イエス会］	 498

福知山教会［日基教団］	 498

福知山丹陽保育園	 485

福知山福音自由教会［福音自由］	 498

福永	有･貴恵	 1011

福野青葉幼稚園	 366

福野伝道所［日基教団］	 368

福間	庸平	 1008

福間キリスト教会［バプ連盟］	 705

福間庸平宣教師を支える会［福間師支

える会］	 1001

福光教会［日基教団］	 368

福山暁の星幼稚園	 631

福山アライアンス教会［アライアンス］	 639

福山教会［聖イエス会］	 639

福山教会［福音ルーテル］	 639

富久山キリスト教会［単立／独立］	 110

福山キリスト教会（伝）［アッセンブ

リー］	 639

福山グレイスミッション［単立／独立］	 639

福山小隊［救世軍］	 639

福山諸聖徒教会［聖公会］	 639

福山聖約キリスト教会［聖約］	 639

福山天使教会［単立／独立］	 639

福山伝道所［KCCJ］	 640

福山延広教会［日基教団］	 640

福山バイブルチャーチ［単立／独立］	 640

福山バプテスト教会［バプ連盟］	 640

福山東教会［日基教団］	 640

福山ミッションシャローム高島チャペ

福岡筑紫野教会［日キ教会］	 704

福岡中央教会［KCCJ］	 701

福岡中部教会［日基教団］	 701

福岡伝道所＝福岡キリスト教会［アラ

イアンス］	 701

福岡伝道所［東洋ローア］	 704

福岡西教会［福音ルーテル］	 699

福岡ハーベストチャーチ［トータル］	 702

福岡ハーベストチャーチ菊水チャペル

［トータル］	 728

福岡バイブルチャーチ［単立／独立］	 704

福岡福音自由教会［福音自由］	 701

福岡雙葉小学校付属幼稚園	 688

福岡ベタニヤチャーチ［ワールドミッ

ション］	 701

福岡ベタニヤ村教会［バプ連盟］	 699

福岡ベテル教会［聖公会］	 705

福岡町キリスト教会（伝）［アッセン

ブリー］	 367

福岡南教会［日基教団］	 705

福岡南キリスト伝道所［バプ連盟］	 705

福岡めぐみ教会［同盟基督］	 701

福岡黙想の家	 689

福岡弥生教会［日基教団］	 699

福岡渡辺通教会［日基教団］	 701

福光青葉幼稚園	 366

福崎教会［日基教団］	 586

福祉作業センター	レインボーワーク

［レインボーワーク］	 875

福祉ショップべてる	 850

福島愛隣幼稚園	 106

福島旭町キリスト教会［バプ連盟］	 112

福島荒井教会［日基教団］	 112

福島いずみルーテル教会［NRK］	 112

福島イングリッシュセンター	 788

福島カトリック幼稚園	 106

福島教会［基督兄弟団］	 112

福島教会［日基教団］	 112

福島教会［聖公会］	 403

福島キリスト集会［単立／独立］	 112

福島こひつじ教育センター	 104

福島こひつじ幼稚園	 106

福島新町教会［日基教団］	 112

福島聖書教会［ミッション東北］	 112

福島聖書バプテスト教会［単立／独立］	 112

福島整肢療護園	 854

福島聖ステパノ教会［聖公会］	 112

福島第一聖書バプテスト教会［保守バ

プ］	 115

福島第一聖書バプテスト教会小高チャ

ペル［保守バプ］	 113

福島第一聖書バプテスト教会熊町チャ

ペル［保守バプ］	 115

福島第一聖書バプテスト教会桜のチャ

ペル［保守バプ］	 115

福音バプテスト連合	 953

福音幼稚園	 315

福音幼稚園	 510

福音ルーテル教会大岡山幼稚園	 238

福江バプテスト伝道所［バプ連盟］	 717

福岡アガペーハウス（伝）［アドベント］	703

福岡アサ会［単立／独立］	 699

福岡有田バプテスト教会［バプ連盟］	 699

福岡家の教会［カルバリーグループ］	 704

福岡栄光キリスト教会［ウェスレアン］	 700

福岡エルシオン教会＝福岡エルシオン

チャペル［ウェスレアン］	 700

福岡大濠公園教会［基督伝道隊］	 700

福岡海星女子学院マリア幼稚園	 688

福岡教会［聖書友の会］	 692

福岡教会［栄光の福音］	 699

福岡教会［基督兄弟団］	 699

福岡教会［ナザレン］	 700

福岡教会［KCCJ］	 702

福岡教会［キリスト伝道団］	 704

福岡教会油山シャローム・チャペル［イ

エス・キリスト］	 699

福岡教会名島シャローム・チャペル［イ

エス・キリスト］	 703

福岡教会野芥シャローム・チャペル［イ

エス・キリスト］	 699

福岡キリスト教会［ホーリネス］	 703

福岡キリスト教会［アッセンブリー］	 704

フクオカ・クリスチャン・インターナ

ショナル・スクール［FCIS］	 685

福岡グレース教会［単立／独立・イエ

ス教長老会］	 704

福岡警固教会［日基教団］	 700

福岡国際キリスト教会＝FIC［バプ連盟］	 700

FUKUOKA国際宣教神学校・神学院	 818

福岡CCC福音宣教センター	 983

福岡社家町教会［日基教団］	 702

福岡城東橋教会［日基教団］	 700

福岡城南教会［日キ教会］	 700

（学）福岡女学院	 783

福岡女学院看護大学	 806

福岡女学院教会［日基教団］	 704

福岡女学院大学・大学院	 806

福岡女学院大学短期大学部	 806

福岡女学院中学校・高等学校	 806

福岡女学院幼稚園	 688

（福）福岡白百合会	 827

福岡新生キリスト教会［バプ連盟］	 704

福岡聖書教会＝JECA有志教会協力開

拓［JECA］	 700

福岡聖書キリスト教会［バプ連盟］	 700

福岡聖書研究会［無教会］	 700

福岡聖パウロ教会［聖公会］	 701

福岡西部バプテスト教会［バプ連盟］	 690

福岡玉川教会［日基教団］	 704
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二見福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 560

双百合幼稚園	 239

双百合幼稚園	 511

プチデザイン	 372

渕野	真弓	 1014

府中教会［聖イエス会］	 640

府中キリスト教会［ホーリネス］	 298

府中キリスト教会［アライアンス］	 640

府中中河原伝道所［日キ教会］	 298

府中西原キリスト教会［長老教会］	 298

府中バプテスト教会［バプ連盟］	 298

二日市栄光キリスト教会［神の教会］	 698

二日市カトリック幼稚園	 688

二日市教会［福音ルーテル］	 698

復活イエスキリスト教会［単立／独立］	 563

復活教会［福音ルーテル］	 457

（NPO）復活社	 908

復活社	東京支社	 908

復活之キリスト飯田教会［復活之キリ

スト］	 396

復活之キリスト往生地教会［復活之キ

リスト］	 401

復活之キリスト春日教会［復活之キリ

スト］	 398

復活之キリスト教団	 953

復活之キリスト小諸教会［復活之キリ

スト］	 398

復活之キリスト東京教会［復活之キリ

スト］	 265

復活之キリスト長野教会［単立／独立］	 401

復活之キリスト日進教会［復活之キリ

スト］	 460

復活之キリスト穂高教会［復活之キリ

スト］	 395

復活幼稚園	 485

復活ルーテル教会	 1022

ブック・オブ・ホープ・ジャパン［BOH］	983

福生教会［日基教団］	 299

福生長老教会［単立／独立］	 299

福生バプテスト・キリスト教会［バプ

連盟］	 299

福生ベテル教会［JBM］	 299

富津教会［同盟基督］	 210

ブティック	シルバー	キャット	 308

（有）ブティックほりぐち	 643

筆の里キリスト教会［日本福音宣教団］	 641

普天間バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 762

認定特定非営利活動法人ぶどうのいえ

［ぶどうのいえ］	 865

ぶどうの枝教会（伝）［日基教団］	 324

ぶどうの木ICS	 134

ぶどうの樹キリスト教会［JECA］	 260

ぶどうの木国際教会	 1022

ぶどうの木聖書教会［保守バプ］	 717

冨士土地（株）	 892

藤浪	敦子	 1014

藤野農園	 22

藤野福音キリスト教会［単立／独立］	 44

富士宮教会［日基教団］	 431

富士宮キリスト教会［JECA］	 431

富士宮聖母幼稚園	 419

富士箱根ランド	 1063

富士見丘教会［日基教団］	 270

富士見ヶ丘キリスト教会［JECA］	 264

伏見教会［日基教団］	 495

ふじみキリスト教会［バプ連盟］	 332

富士見高原教会［日基教団］	 404

富士見四恩キリスト教会［JRL］	 151

富士見聖書駅前教会［単立／独立］	 182

富士見聖書教会［単立／独立］	 182

富士見台教会［日基教団］	 477

富士見町教会［日基教団］	 273

ふじみ野キリスト教会［単立／独立］	 182

富士見望キリスト教会［福音教会連合］	 151

ふじみ野バプテスト教会［バプ連盟］	 182

伏見東教会［日基教団］	 495

富士見保育園	 238

富士宮栄光キリスト教会＝富士宮栄光

キリスト伝道所［アッセンブリー］	 431

伏屋キリスト教会［長老教会］	 455

藤幼稚園	 27

富士吉田教会［日基教団］	 389

富士吉田キリストの教会［キリストの

教会］	 389

富士吉田純福音キリスト教会＝いのち

のパンの家［TPKF］	 389

富士吉田バプテスト教会［バプ連盟］	 389

婦人の園［LSP］	 869

布施カトリック幼稚園	 511

布施教会［KCCJ］	 517

布施教会［日基教団］	 543

布施源氏ケ丘教会［自由メソ］	 543

豊前キリスト伝道所［バプ連盟］	 705

豊前バイブル教会［単立／独立］	 705

扶桑教会＝チャペル扶桑［基督兄弟団］	 462

ふそう耳鼻咽喉科	 838

二ッ井教会［聖協団］	 92

二ツ橋愛隣幼稚園	 315

雙葉小学校付属幼稚園	 239

双葉保育園	 373

双葉保育園	 731

二葉幼稚園	 120

双葉幼稚園	 465

二葉幼稚園	 557

双葉幼稚園	 669

二俣川キリスト伝道所［ウェスレアン］	 338

二見キリスト教会［バプ同盟］	 560

二見キリスト教会神戸西伝道所［バプ

同盟］	 574

ル［単立／独立］	 640

福吉伝道所［日基教団］	 707

福良キリスト教会［単立／独立］	 585

袋井北教会［日キ教会］	 430

袋井教会［日基教団］	 430

布佐キリスト教会［JECA・リーベンゼ

ラ］	 196

釜山日本人教会	 1052

藤井寺カトリック幼稚園	 510

藤井寺キリスト教会［単立／独立］	 545

（有）藤井木工所	 892

藤枝教会［日基教団］	 430

藤枝中央キリスト教会［同盟基督］	 430

藤枝聖母幼稚園	 419

藤岡キリスト教会［福音伝道］	 150

藤が丘教会［福音ルーテル］	 337

藤ヶ丘キリスト教会［MB］	 459

藤ヶ丘幼稚園	 511

富士学園	 882

富士川教会［同盟基督］	 430

藤川鍼灸院	 846

伏木キリスト教会（伝）［アッセンブ

リー］	 367

藤木	隆	 1012

富士教会［ホーリネス］	 430

富士教会［日基教団］	 430

富士教会［福音ルーテル］	 431

富士教会＝シオンチャペル［イエス福

音］	 431

富士教会田子浦集会所［日基教団］	 431

仏子キリスト教会［長老教会］	 162

富士クリスチャンセンター鷹岡チャペ

ル［EEAM］	 431

藤崎教会［日基教団］	 64

藤崎幼稚園	 59

藤沢大庭教会［日基教団］	 333

藤沢北教会［日基教団］	 333

藤沢教会［日基教団］	 333

藤沢教会＝藤沢ナザレン教会［ナザレ

ン］	 333

藤澤こどもクリニック	 835

藤沢聖マルコ教会［聖公会］	 333

藤沢羽鳥福音教会［単立／独立］	 333

藤沢バプテスト教会［バプ連盟］	 333

藤沢福音キリスト教会＝藤沢オリーブ

チャペル［アッセンブリー］	 333

藤沢福音自由教会［福音自由］	 334

藤沢ベテル伝道所［日基教団］	 334

富士山YMCA	グローバル・エコ・ヴィ

レッジ	 1063

富士純福音キリスト教会＝グレイスチ

ャーチ［TPKF］	 431

藤代聖書教会＝LOVELY	CHAPEL［同

盟基督］	 126

富士調理製菓専門学校	 798
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フルゴスペル御殿場教会［JFGA］	 422

フルゴスペル埼玉教会［JFGA］	 165

フルゴスペル佐賀教会［JFGA］	 710

フルゴスペル札幌教会［JFGA］	 38

フルゴスペル志木教会［JFGA］	 180

フルゴスペル神学大学＆大学院・東京校	813

フルゴスペル神学大学・大学院　大阪校	816

フルゴスペル仙台教会［JFGA］	 81

フルゴスペル千葉教会［JFGA］	 205

フルゴスペル敦賀教会［JFGA］	 381

フルゴスペル東京教会［JFGA］	 260

フルゴスペル豊中支教会［JFGA］	 539

フルゴスペル長崎教会［JFGA］	 719

フルゴスペル長野教会［JFGA］	 401

フルゴスペル名古屋教会［JFGA］	 454

フルゴスペル奈良教会［JFGA］	 593

フルゴスペル成田教会＝純福音成田教

会［JFGA］	 207

フルゴスペル新潟教会［JFGA］	 357

フルゴスペル日暮里支教会［JFGA］	 245

フルゴスペル沼津教会［JFGA］	 427

フルゴスペル八王子支教会［JFGA］	 294

フルゴスペル八丈島教会［JFGA］	 305

フルゴスペル浜松教会［JFGA］	 429

フルゴスペル枚方教会［JFGA］	 545

フルゴスペル平塚教会［JFGA］	 332

フルゴスペル広島教会［JFGA］	 639

フルゴスペル吹上キリスト教会［JFGA］	 600

フルゴスペル福岡教会［JFGA］	 702

フルゴスペル富士教会［JFGA］	 431

フルゴスペル藤沢支教会［JFGA］	 334

フルゴスペル福生教会［JFGA］	 299

フルゴスペル松戸教会［JFGA］	 213

フルゴスペル松本教会［JFGA］	 402

フルゴスペル水戸教会［JFGA］	 128

フルゴスペル八街教会［JFGA］	 214

フルゴスペル山形教会［JFGA］	 99

フルゴスペル大和教会［JFGA］	 319

フルゴスペル横浜教会［JFGA］	 348

フルゴスペル四街道教会［JFGA］	 215

フルゴスペル和歌山教会［JFGA］	 601

フルゴスペル船橋教会［JFGA］	 212

ふるさとキリスト教会浪岡チャペル

［保守バプ］	 60

古間木保育園	 59

古本鍼治療院	 845

フレーザー幼稚園	 631

プレーズ・ランド＝祈りの家［単立／

独立］	 705

ふれあいショップ・一粒の麦	 643

プレイズ・コミュニティー・チャーチ

＝PCC［福音の群］	 81

プレイズ出版	 438

プレイズ出版関東事務所	 230

プレイズチャペル［単立／独立］	 648

教会	 1039

フリーダム・カウンセリング・スクー

ル［F.C.S］	 848

フリーダム創世	 827

ブリーネ祈りの家	 1040

フリーモント・アジア・キリスト教会	 1023

プリスキラ・アーツ	 223

ブリスベン・インターナショナル・ジ

ャパニーズ・チャーチ	 1035

ブリッジ・ビルダーズ・ジャパン［BBJ］	983

ブリュッセル日本語プロテスタント教

会	 1051

プリンストン日本語教会	 1026

ブリンマー日本語教会	 1029

古川教会＝古川キリスト教会［同盟基

督］	 413

古川聖書バプテスト教会［保守バプ］	 78

古川福音自由教会［福音自由］	 78

古川幼稚園	 76

フルゴスペル酒田教会［JFGA］	 98

フルゴスペル青森教会＝純福音青森教

会［JFGA］	 60

フルゴスペル秋田教会［JFGA］	 91

フルゴスペル熱海オリーブ教会［JFGA］	 420

フルゴスペル尼崎支教会［JFGA］	 563

フルゴスペル・イエスキリスト教会［単

立／独立］	 735

フルゴスペル池田教会［JFGA］	 512

フルゴスペル市原教会［JFGA］	 198

フルゴスペル茨木教会［JFGA］	 514

フルゴスペル宇都宮教会［JFGA］	 137

フルゴスペル大分教会［JFGA］	 736

フルゴスペル大阪教会＝大阪純福音教

会［JFGA］	 523

フルゴスペル太田教会［JFGA］	 147

フルゴスペル大宮教会［JFGA］	 171

フルゴスペル沖縄教会＝純福音沖縄教

会［JFGA］	 762

フルゴスペル小山教会［JFGA］	 138

フルゴスペル葛西支教会［JFGA］	 248

フルゴスペル柏教会［JFGA］	 200

フルゴスペル金沢教会［JFGA］	 341

フルゴスペル上山田支教会［JFGA］	 399

フルゴスペル川越教会［JFGA］	 167

フルゴスペル川崎支教会［JFGA］	 323

フルゴスペル君津教会［JFGA］	 202

フルゴスペル京都教会＝京都純福音教

会［JFGA］	 490

フルゴスペル清瀬教会［JFGA］	 284

フルゴスペル錦糸町支教会［JFGA］	 266

フルゴスペル群馬教会［JFGA］	 151

フルゴスペル小岩支教会［JFGA］	 248

フルゴスペル甲府教会［JFGA］	 388

フルゴスペル神戸教会［JFGA］	 571

フルゴスペル越谷教会［JFGA］	 169

ぶどうの木保育園	 486

ぶどうの木幼稚園	 239

船岡聖書バプテスト教会［保守バプ］	 85

船尾幼稚園	 511

船越	真人	 1011

船越教会［日基教団］	 336

ふなど教会＝ふなどコミュニティーチ

ャーチ［MJD］	 247

船橋エクレシア・キリスト教会［単立

／独立］	 211

船橋教会［KCCJ］	 211

船橋教会［日基教団］	 211

船橋聖書バプテスト教会［JBBF］	 211

船橋高根教会［改革派］	 212

船橋中央教会［東京中央教会］	 212

船橋バプテスト教会［バプ連盟］	 212

船橋ルーテル教会［NRK］	 212

船引キリスト教会［単立／独立］	 111

船堀グレースチャペル［単立／独立］	 248

舩山整骨院	 846

ふようデイサービスセンター	 869

ブライアーウッド長老教会	 1015

ブライダルサロン　真生	 905

ブライダル専科　直見	 905

ブライダル・チャプレンズ・ミッション	906

ブライダル　葡萄の木	 906

（株）ブライダルベル	 905

（有）ブライダルミッション	 905

（株）ブライダルみなと屋	 906

（株）ブライダルみなと屋オリーブ	 906

（株）ブライトサッポロ	 22

（株）ブライトサッポロ	 904

（株）プライム一級建築士事務所［プ

ライム］	 892

ブラジリア・アライアンス福音教会	 1047

ブラジル・アライアンス・クリスチャ

ン・宣教教会	ピラール・ド・スー

ル伝道所	 1047

ブラジル自由メソジスト教団日系年会	 1047

ブラジル聖公会サンパウロ教区聖ヨハ

ネ教会	 1048

ブラジル聖公会サンパウロ聖十字教会	 1048

ブラジル聖公会日本人会衆	 1048

ブラジル宣教友の会［ブラジル宣教］	 1001

ブラジル・ナザレ福音教会	 1048

ブラジル日系キリスト教連盟	 1048

ブラジル福音ホーリネス教団本部	 1048

ブラジル・ホサナ福音伝道団本部	 1048

富良野伝道所［日キ教会］	 48

富良野聖園幼稚園	 27

フラワーデザイン花詩音	 354

フラワームーン	 684

フランクフルト日本語福音キリスト教

会	 1039

フランクフルト日本語プロテスタント
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ベテル	森原	 1013

ベテル栄光キリスト教会［ウェスレア

ン］	 167

ベテル教育研究所	 408

ベテル教会［日基教団］	 256

ベテル教会［聖イエス会］	 499

ベテルキリスト教会［アッセンブリー］	 181

べテルキリスト教会［JBC］	 536

ベテルキリスト宣教教会［単立／独立］	 545

ベテル建築設計室	 889

ベテル清水教会＝ベテルチャーチ［日

基教団］	 560

ベテル聖書研究［ベテル聖研］	 983

ベテル聖書研究会［ベテル聖研］	 984

ベテルセンター	 984

ベテルセンター　ベテルローア教会

［単立／独立］	 469

ベテルのおそうじ屋さん	 551

ベテル・バプテスト教会［BMMJ］	 169

ベテルバプテスト教会［単立／独立］	 585

ベテルホーム	 475

べテル幼稚園	 239

ベテル・リバーサイドチャペル＝ベテ

ルセンター［単立／独立］	 469

ペテロ教会［聖イエス会］	 577

（株）ペテロ建設	 892

ペトラ教会［ペンテコステ教団］	 530

ベトレヘムの園病院	 835

ベニス・サンタモニカ・フリーメソジ

スト教会	 1023

ペニンスラ・フリーメソジスト教会	 1023

ベネディクション・クリスチャン・チ

ャーチ＝祈りの家［主の十字架］	 148

ベネディクト幼稚園	 27

（医）ヘブロン会	 827

ヘブロンハウス［ワールドミッション］	 625

ヘブンズチャーチ［ワールドミッショ

ン］	 768

（有）ベラカ出版	 553

ベラカ聖書教会＝ベラカ［単立／独立］	 718

ベラカ聖書バプテスト伝道所［JBBF］	 758

ベル青谷	 878

ベラカうるおいの森	ゲストハウス	 1065

ベルリンJCF	 1039

"（老健）ベルローゼ、ケアハウスふ

れ愛"	 880

ヘルシンキ集会	 1041

ベレイラ・バレット聖アンデレ教会	 1049

ベロオリゾンテ福音ホーリネス教会	 1049

編集プロダクションフジイ企画［フジ

イ企画］	 503

ペンション	アメリカンホーム・ブーツ	 1061

ペンション	イーハトーヴ・花の郷	 1058

ペンション	エクレシア	 1065

ペンション	エマオ	 1059

（学）平和学園	 784

平和学園小学校	 796

平和教会［聖イエス会］	 318

平和キリスト教会［単立／独立］	 697

平和台恵教会［同盟基督］	 208

平和の君伝道所［改革派］	 636

平和保育園	 239

平和を実現するキリスト者ネット［キ

リスト者平和ネット］	 983

ベウラ教会［日基教団］	 180

ベーテルフォト印刷（株）［ベーテル］	 230

海辺の宿	ベート・シャローム	 1063

ペーニャ福音キリスト教会	 1048

壁画工房101	 900

碧南教会［日基教団］	 460

碧南聖書教会［同盟基督］	 460

戸坂聖書教会［同盟基督］	 638

ベサニーキリスト教会［JBM.］	 534

ペスタロッチ保育園	 486

（特養）ベタニアホーム	 865

ベタニヤ会衆派教会	 1023

ベタニヤ・クリスチャン・アッセンブ

リーズ	 953

ベタニヤチャーチ［ワールドミッショ

ン］	 543

ベタニヤチャペル［ベタニヤ］	 460

ベタニヤチャペル王寺［単立／独立］	 595

ベタニヤ内科・神経内科クリニック［ベ

タニヤ内科］	 839

ベタニヤの家キリスト教会＝さるやま

福音伝道所［キリスト宣教団］	 137

ベタニヤホーム［信徒の集会］	 409

（軽費）ベタニヤ・ホーム	 867

別海愛光幼稚園	 27

ベック	伸枝	 1011

別府教会［ナザレン］	 735

別府教会［日基教団］	 735

別府教会［福音ルーテル］	 735

別府キリスト教会［ホーリネス］	 735

別府キリスト教会［メノナイト教会会

議］	 735

別府基督伝道館［キリスト伝道隊］	 168

別府国際教会［バプ連盟］	 735

別府聖書研究会［無教会］	 733

別府伝道所［KCCJ］	 735

別府野口教会［日基教団］	 735

別府不老町教会［日基教団］	 735

（福）別府平和園	 883

ベツレヘム祈祷院	 317

ベツレヘム教会［聖イエス会］	 172

ベツレヘム福音ルーテル教会	 1026

ベテスダキリスト教会［神の家族］	 524

ベテスダ・クリニック	 841

ベテスダ聖書の集い	 983

ペテラキリスト教会［単立／独立］	 543

プレイズ・チャペル・いずみ［単立／

独立］	 514

プレーズ・ランド	祈りの家	 689

ブレイン記念合同メソジスト教会	 1032

プレジデンテ・ヴェンセスラウ教会	 1048

プレジデンテ・プルデンテ福音ホーリ

ネス教会	 1048

ブレス・オブ・ライフ　バレエ団	 983

ブレッシングチャーチインターナショ

ナル［単立／独立］	 528

（学）普連土学園	 784

普連土学園中学校・高等学校［FGS］	 793

フレンドシップ	あさひ	 867

（有）プロバイド・カーズ	 551

プロビデンス・バプテスト教会日本語

部	 1027

フロンティア・ミニストリーズ事務局	 983

フロントライン犬山キリスト教会［単

立／独立］	 442

ブンキョーゴスペルセンター［TPKF］	 382

文京台レインボー教会［同盟基督］	 32

豊後高田教会［日基教団］	 735

豊後高田福音キリスト教会［イエス・

キリスト］	 735

文悠神楽坂店	 223

文柳かつら	 393

へ

ヘアーサロン	ナカヤ	 379

平和学園幼稚園	 315

平安愛児園	 486

平安教会［日基教団］	 493

平安祭典葛西会館	 908

平安祭典高円寺会館	 908

平安祭典深川会館	 908

（学）平安女学院	 784

平安女学院大学	 800

平安女学院大学・短期大学部	 802

平安女学院大学・短期大学部聖アグネ

ス礼拝堂［聖公会］	 538

平安女学院中学校・高等学校	 801

平安女学院幼稚園	 511

平安女学院礼拝堂［聖公会］	 490

平安幼稚園	 239

平安ルーテル福音キリスト教会［LECC］	 135

米国長老派・日本人長老派教会	 1023

平城キリスト教会［バプ宣教団］	 593

平真教会［日基教団］	 758

平信徒教会	 1023

（特養）平生園	 878

ベイトレヘイム	 860

ベイリーブス	 354

平和遺族会全国連絡会［平全連］	 983
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ホザナ手話研究会	 505

ホサナ福音教会［単立／独立］	 760

ホサナ・レジストロ教会	 1049

ホサナ福音キリスト教会［単立／独立］	 299

ホサナ・モジ・ダス・クルーゼス教会	 1049

ホザナ幼児園［ホザナ］	 557

ホザナ幼稚園	 160

ホサナ・リベルダーデ教会	 1049

ホサンナ純福音教会［単立／独立］	 661

星功社会保険労務士事務所［星事務所］	 104

星加小児科内科ファミリークリニック	 842

星川一級建築設計事務所	 888

星園幼稚園	 419

星田チャペル［MB］	 529

星の子キリスト福音教会＝星の子教会

［JECA］	 765

星の園幼稚園	 557

ほしみ福音キリスト教会［単立／独立］	 41

保守バプテスト津田沼教会［保守バプ］	 209

保守バプテスト同盟	 953

保守バプテスト日立のぞみ教会［保守

バプ］	 127

ボスケ福音ホーリネス教会	 1049

ボストン日本語キリスト教会	 1030

ボストン日本人集会	 1030

保田教会［日基教団］	 216

蛍池聖書教会［同盟基督］	 539

（福）北海道家庭学校	 852

北海道キリスト教会［単立／独立］	 54

北海道キリスト教書店	 23

北海道クリスチャンセンター	 1058

北海道聖書学院［HBI］	 808

北海道ペンテコステ教会［単立／独立］	 34

北海道マスコミ伝道センター［ホレン

コ］	 984

北光社ふくじゅ園	 852

北光幼稚園	 27

ホッとスペース中原	 867

ホテル・ザ・ルーテル	 1064

ホテルグリーンプラザ白馬	 1062

ホテル	箱根アカデミー	 1060

ホテル	夢の湯	 1062

保土ヶ谷純福音教会＝神の愛チャペル

［TPKF］	 349

保内教会［日基教団］	 675

炎リバイバル教会［単立／独立］	 244

ホノルル･キリスト教会	 1029

保原教会［日基教団］	 111

ホビー美容室	 73

ホープチャペルナニワ［フォースクエ

ア］	 523

認定子ども園ポプラの木（聖和幼稚園・

聖和保育園）［ポプラの木］	 106

穂別キリスト教会［単立／独立］	 54

保見キリスト教会［ベタニヤ］	 450

ホープラウンジ学院	 738

ホームスクール支援交流会	 552

ホームステイ・インターナショナル	 984

ホーリークラブ	 905

ホーリー・チャペル［勝利教会］	 173

ホーリー・チャペル2［勝利教会］	 173

ホーリーバイブルチャーチ［単立／独

立］	 528

ホーリー・ホープ・プロジェクト	 984

（株）ホーリーランド・ツーリストセ

ンター	 503

牧会塾	 984

北信カルバリー教会［保守バプ］	 113

北星学園女子中学校・高等学校	 786

北星学園大学附属高等学校	 786

北星学園余市高等学校	 786

北摂賛美教会［単立／独立］	 514

北摂恵みバプテスト教会［単立／独立］	 577

北総栄キリスト集会［単立／独立］	 216

北総大地キリスト教会［同盟基督］	 198

北丹峰山教会［日基教団］	 489

北斗チャペルキリスト教会［単立／独立］	44

北備教会［日基教団］	 634

北部チャペル［CLCI］	 767

北米邦人宣教支援会［北米邦人宣教支

援会］	 1001

牧羊キリスト教会［保守バプ］	 111

牧羊幼稚園	 557

（学）北陸学院	 784

北陸学院扇が丘幼稚園	 373

北陸学院小学校	 797

北陸学院第一幼稚園［第一幼稚園］	 373

北陸学院大学ヘッセル記念図書館	 373

北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部	797

北陸学院中学校・高等学校	 797

保恵学園幼稚園	 239

保恵キリスト教会［日本福音基督教団］	 291

鉾田キリスト教会［ホーリネス］	 128

"ポサダス集会、ガルアベ集会、P・リ

ーコ集会、エンカルナシオン集会、

ラパス集会、"	 1032

ホサナ印刷	 506

ホサナ・ウライ教会	 1049

ホザナ園	 557

ホサナ教会［聖イエス会］	 538

ホサナキリスト教会［福音教団］	 216

ホサナ・キリスト教会［単立／独立］	 445

ホサナ・キリスト教会［単立／独立］	 531

ホサナキリスト教会［単立／独立］	 759

ホサナキリスト教会	 1032

ホサナ・クリスチャン・ミニストリー

ズ・インターナショナル古河グロー

リーチャペル＝HCMインターナショ

ナル［単立／独立］	 123

ホサナ工業	 888

ペンション	シャローム	 1059

ペンション	スコテ	 1058

ペンション	ムジカ	 1062

ペンション	ゆふいん	 1065

ペンテコスタルジナムス福音教会［JRL］	410

ほ

保育所	城南園	 89

保育所聖愛園	 511

ボイストレーニング＆ゴスペル	 226

ホイッテア・コミュニティー・キリス

ト教会	 1023

放課後子どもタイム	 160

北条アライアンス教会［アライアンス］	 674

北条希望の丘キリスト教会［アライア

ンス］	 674

北条キリスト教会［聖成基督］	 565

北条キリスト教会［ホーリネス］	 674

芳泉キリスト教会［単立／独立］	 623

房総君津教会［日キ教会］	 202

房総中央キリスト教会［単立／独立］	 201

房総恵みバプテスト教会［単立／独立］	 216

宝殿イエス教会［単立／独立］	 565

防風林	 103

防府教会［日基教団］	 649

防府キリスト伝道所［アッセンブリー］	 649

防府新田教会［イエス・キリスト］	 649

防府聖書教会［JECA友好］	 649

防府バプテストキリスト教会［バプ連

盟］	 649

防府リバイバルチャーチ［単立／独立］	 649

保谷教会［福音ルーテル］	 292

蓬莱キリスト教会［単立／独立］	 113

法律事務所	大地	 191

北栄キリスト教会［JECA］	 38

ボーイスカウト新宿18団	 226

ホープインターナショナルフェロシッ

プ［エブリネイション］	 420

ホープ学習塾	 134

ホープチャーチ［単立／独立］	 212

ホープ・チャーチスクール	 552

ホープチャーチ名古屋［神の家族］	 456

ホープチャペルウェスト東京［フォー

スクエア］	 292

ホープチャペル大阪［フォースクエア］	 547

ホープチャペル沖縄［フォースクエア］	 768

ホープチャペルキタ［フォースクエア］	 518

ホープチャペル具志川［フォースクエ

ア］	 760

ホープチャペル堺［フォースクエア］	 531

ホープチャペル所沢［フォースクエア］	 178

ホープチャペル流山［フォースクエア］	 208

ホープチャペル難波［フォースクエア］	 523
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［MCC］	 848

マザアス南柏	 861

正木	義道･浩子	 1014

松前教会［日基教団］	 675

真砂バプテスト教会＝MB-Church［バ

プ教会連合］	 206

レストラン	MASAA's	 393

マサチューセッツ聖マルコ教会	 1030

益子教会［日基教団］	 142

益子キリスト福音館［福音伝道］	 142

マスターズ・クリスチャン・スクール	 118

マスタードシーズ	 308

マスタードシードアカデミー［MSA］	 226

増田印刷社	 506

益田教会［日基教団］	 613

益田天使幼稚園	 612

益田福音教会［福音教会連合］	 613

マダレナ・カノッサ幼稚園［カノッサ

幼稚園］	 239

（軽費）町田愛信園	 865

町田金井バプテスト教会［バプ教会連

合］	 301

町田カルバリー家の教会［カルバリー

グループ］	 301

町田カルバリ教会［大韓イエス］	 301

町田教会＝町田ファミリーチャペル

［聖書キリスト］	 301

町田キリスト教会［単立／独立］	 301

町田キリストの教会［キリストの教会］	 301

町田クリスチャンセンター［新生連合］	 301

町田グレースチャーチ［単立／独立］	 301

（在宅）まちだケアセンター	 865

町田純福音教会［TPKF］	 301

町田聖書教会＝トリニティ・スクエア

［オープン･バイブル］	 301

町田聖書キリスト教会［単立／独立］	 301

町田バプテスト教会［単立／独立］	 301

町田福音センター［フリーメソ］	 301

町田ベテル教会［日基教団］	 301

町田南キリスト教会［同盟基督］	 302

町屋新生伝道所［日基教団］	 245

松井田教会［日基教団］	 146

松浦	紀子	 1010

松浦紀子宣教師支援会［松浦師支援会］	1001

松江暁の星幼稚園	 612

松江北堀教会［日基教団］	 614

松江教会［ナザレン］	 614

松江教会［日基教団］	 614

松江教会［福音ルーテル］	 614

松江キリスト教会［ウェスレアン］	 248

松江基督教会［聖公会］	 614

松江古志原教会［日基教団］	 614

松江聖書バプテスト教会＝亀岡聖書バ

プテスト教会伝道所［JBBF］	 614

松江日本基督会［基督会］	 614

（特養）マイホームきよはら	 856

まいむ水道設備	 436

マウント・オリーブ・ミニストリーズ

［MOM］	 1001

前橋上泉町教会［聖書キリスト］	 151

前橋教会［聖書キリスト］	 151

前橋教会［日基教団］	 151

前橋キリスト教会［JECA］	 151

前橋キリスト教会［福音伝道］	 151

前橋キリスト教会芳賀チャペル［福音

伝道］	 151

前橋小隊［救世軍］	 151

前橋聖契キリスト教会［NSKK］	 151

前橋聖マッテア教会［聖公会］	 151

前橋宣教会［日本宣教会］	 151

前橋中部教会［日基教団］	 151

前橋伝道所［東洋ローア］	 151

前橋バルナバ聖書教会［単立／独立］	 151

前橋YMCA赤城キャンプ場	 1060

（特養）恵風園［前橋老人ホーム］	 857

真栄原キリスト教会［単立／独立］	 762

前原バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 760

前原教会［日基教団］	 690

前原キリスト福音教会［KKFF］	 691

前原幼稚園	 688

前渡ふたば保育園	 120

真嘉比バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 765

マキキ聖城キリスト教会	 1029

巻キリスト教会［伝道福音］	 361

巻祝福教会［日基教団］	 361

巻聖泉キリスト教会［単立／独立］	 361

牧の園	 827

（福）牧ノ原やまばと学園［やまばと

学園］	 827

まきば福音チャペル［福音の群］	 78

まきば幼稚園	 465

牧港中央バプテスト教会［沖縄バプ連

盟］	 759

牧港中央幼稚園	 757

真喜屋キリストの教会［キリストの教

会］	 763

幕張教会［日基教団］	 205

幕張聖書バプテスト教会［JBBF］	 205

マクペラ（株）	 909

枕崎カトリック幼稚園	 748

枕崎バプテスト伝道所［バプ連盟］	 752

マクリン幼稚園	 486

まこと保育園	 239

まこと幼稚園	 486

真駒内教会［日基教団］	 44

真駒内聖母幼稚園	 27

まこまない明星幼稚園	 28

馬込教会［日基教団］	 250

馬込沢キリスト教会［同盟基督］	 201

マザーズ・カウンセリングセンター

ポモドーロ	 133

ホライズン・インターナショナル・ス

クール軽井沢	 393

ホライズン・バイブル・カレッジ	 226

堀江医院	 839

堀川愛生園	 855

堀切教会［日基教団］	 251

堀ノ内キリスト教会［長老教会］	 265

幌泉教会［日基教団］	 53

幌向小羊教会［イエス・キリスト］	 31

本郷学生センター	 226

本郷教会［日基教団］	 265

本郷教会［福音ルーテル］	 279

本郷台キリスト教会［JECA］	 343

本郷中央教会［日基教団］	 280

本郷独立キリスト教会［単立／独立］	 280

香港日本基督者教会	 1053

本地ヶ原自由キリスト教会［TPKF］	 459

本庄旭教会［日基教団］	 183

本荘カトリック幼稚園	 89

本荘教会［日基教団］	 93

本庄教会［日基教団］	 183

本庄キリスト教会［福音伝道］	 183

本荘幼稚園	 89

本荘ルーテル同胞教会［ルーテル同胞］	 93

本所白百合幼稚園	 239

本所緑星教会［日基教団］	 266

本多	興輝司法書士事務所	 227

本多記念教会［日基教団］	 256

誉田キリスト伝道所［ホーリネス］	 205

本町キリスト教会（伝）［福音伝道］	 147

本町幼稚園	 239

本田キリスト教会［ホーリネス］	 251

本渡カトリック聖心幼稚園［みこころ

幼稚園］	 722

本渡基督教会［アッセンブリー］	 723

本部教会［カナン教団］	 532

本部教会［栄光の福音］	 723

ポンペイア福音ホーリネス教会	 1049

本別カトリック幼稚園	 27

本町教会［ナザレン］	 495

本牧めぐみ教会［日基教団］	 347

本牧めぐみ幼稚園	 315

ま

舞鶴福音教会［イエス・キリスト］	 498

蒔田教会［日基教団］	 350

舞鶴教会［カナン教団］	 498

舞鶴教会［聖イエス会］	 498

舞鶴聖母幼稚園	 486

舞鶴双葉寮	 872

舞鶴幼稚園	 688

（有）マイティジャパン	 551
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松山乳児院	 881

松山のぞみ幼稚園	 669

松山バプテスト教会［バプ連盟］	 675

松山番町教会［日基教団］	 675

松山福音センター［福音宣教会］	 675

松山ベテル病院［ベテル病院］	 842

松山ホーリネス教会［ホーリネス］	 675

松山山越教会［日基教団］	 675

的場幼稚園	 631

マドリッド日本語で聖書を読む会	 1038

（株）マナ	 117

マナウス福音ホーリネス教会	 1049

（株）マナ	オルゲルバウ	 899

マナ音楽教室	 755

マナチャペル［単立／独立］	 40

学びの場　あがぺ	 117

マナ料理フェローシップ伝道	 984

マニラ日本語キリスト教会	 1041

マネジメントスタッフ（株）	 506

馬橋キリスト教会［単立／独立］	 265

マビ・マカリオイ教会［日基教団］	 625

まぶね教会［日基教団］	 321

馬堀聖書教会［同盟基督］	 336

マラナサ・グレイス・フェローシップ

＝MGF［単立／独立］	 401

マラナ・タ教会［日基教団］	 545

マラナタキリスト教会［単立／独立］	 759

マラナタバプテスト教会＝マラナタ教

会［単立／独立］	 153

（特養）マリアの園	 881

マリアの園幼稚園	 239

マリアの園幼稚園	 557

マリア福音姉妹会	 984

マリア幼稚園	 96

マリア幼稚園	 135

マリア幼稚園	 440

マリア幼稚園	 557

マリア幼稚園	 598

マリア幼稚園	 619

マリア幼稚園	 645

マリア幼稚園	 659

マリヤ教会［聖イエス会］	 127

マリヤ・クリニック	 833

マリリンズ	アカデミー	 354

マリンガ福音ホーリネス教会	 1049

（株）丸一ピアノ・ハープ社	 900

丸岡教会［日基教団］	 381

丸岡福音キリスト教会［TPKF］	 381

丸岡山教会［基督兄弟団］	 565

丸亀教会［日基教団］	 664

丸亀城東町キリスト教会［バプ連盟］	 664

丸亀聖書教会［JECA］	 664

丸亀聖母幼稚園	 659

丸亀伝道所［改革派］	 664

（有）まるたま製茶	 417

集会［単立／独立］	 185

松丸	嘉也･美香	 1011

松丸嘉也・美香教育宣教師を支える会

［松丸宣教師支える会］	 1001

松見ヶ丘キリスト教会［JECA］	 302

松村	隆･美知子	 1010

（株）松村テクノロジー	 223

松本	章宏	 1007

松本	弘子	 1013

松本	路津子	 1013

松本蟻ヶ崎キリスト教会＝蟻ヶ崎のバ

プテスト教会［バプ連盟］	 402

松本いずみ幼稚園	 395

松本教会［日基教団］	 402

松本教会［福音ルーテル］	 402

松本キリスト教会［ホーリネス］	 402

松本キリスト教会［単立／独立］	 423

松本キリスト集会［単立／独立］	 402

（株）松本商会	 889

松本聖十字教会［聖公会］	 402

松本聖書福音教会［JECA］	 402

松本筑摩野伝道所［日基教団］	 402

松本中央教会［同盟基督］	 402

松本バプテスト教会［バプ同盟］	 402

松本東教会［日基教団］	 402

松本福音村伝道所［バプ連盟］	 402

松本福音めぐみ教会［イエス・キリス

ト］	 402

松山栄光教会［日基教団］	 674

松山栄光キリスト教会＝小岩栄光キリ

スト教会伝道所［アッセンブリー］	 674

松山エデンの園	 881

松山教会［改革派］	 674

松山教会［日基教団］	 674

松山協同基督教会［アライアンス］	 674

松山教会＝ルーテル松山キリスト教会

［福音ルーテル］	 674

（有）松山キリスト教書店	 668

松山桑原キリスト教会［ホーリネス］	 674

松山古町教会［日基教団］	 674

（学）松山東雲学園	 784

松山東雲女子大学･短期大学	 805

松山東雲短期大学附属幼稚園	 669

松山集会［単立／独立］	 674

松山城東教会［日基教団］	 674

松山城北教会［日基教団］	 674

松山神愛キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 674

松山信望愛の家	 881

松山聖アンデレ教会［聖公会］	 674

松山聖書教会［単立／独立］	 674

松山聖ルカ幼稚園［聖ルカ］	 160

松山デフ・バプテスト教会［万国デフ］	 674

松山伝道所［東洋ローア］	 674

松山西キリスト教会［バプ連盟］	 675

松江バプテスト教会［バプ連盟］	 614

松江東キリスト教会［アライアンス］	 614

松江福音教会［シオン宣教団］	 614

松江福音教会出雲伝道所［シオン宣教

団］	 612

松江福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 614

松丘聖ミカエル教会［聖公会］	 60

（株）松尾楽器商会	 899

松岡福音キリスト教会［TPKF］	 382

松ヶ丘集会［バプ連盟］	 692

松ケ峰幼稚園	 135

マックギー・イエス之御霊教会	 1023

マックプラン	 503

松阪教会［日基教団］	 470

松阪キリスト教会［COG］	 470

松阪キリスト福音教会［NTM］	 470

松阪コミュニティ・チャーチ＝津豊ヶ

丘キリスト教会松阪チャペル（伝）

［バプ宣教団］	 470

松阪ルーテル教会［近畿教会］	 470

松崎教会［日基教団］	 433

松崎十字の園	 869

松崎保育園	 688

松沢教会［日基教団］	 270

松沢幼稚園	 239

松下	展久・紀美子	 1008

松代教会［日基教団］	 401

松代幼稚園	 395

松城幼稚園	 419

マッタ・デ・サン・ジョアン伝道所	 1049

松田聖契キリスト教会［NSKK］	 351

松戸インターナショナルハウスチャー

チ＝関東ハウスチャーチネットワー

ク［OMF］	 213

松任キリスト教会＝パークサイド・チ

ャペル［アッセンブリー］	 376

松任聖書教会［聖書教会連盟］	 376

松任伝道所［ナザレン］	 376

松戸教会［日基教団］	 213

松戸キリストの教会［キリストの教会］	 213

松戸小金原教会［改革派］	 213

松戸聖パウロ教会［聖公会］	 213

松戸ニッセイ	エデンの園	 861

松戸福音教会［同盟基督］	 213

松永教会［日基教団］	 640

松野英親税理士事務所	 506

松橋教会［福音ルーテル］	 724

松原教会［日基教団］	 270

松原湖バイブルキャンプ	 1062

松原聖書教会＝ジョイファミリーチャ

ーチ［同盟基督］	 546

松原福音教会［JEC］	 546

松原幼稚園	 688

松伏キリストチャペル＝松伏キリスト



1166 総索引

索
引

総
索
引

瑞浪伝道所［改革派］	 413

水野企画建築設計事務所	 895

水橋バイブル・チャーチ［福音バプ連

合］	 368

ミスバ宣教会「祈りの家」［祈りの家］	 194

（特養）ミス・ブール記念ホーム	 875

（養護）瑞穂園	 861

瑞穂キリスト教会［単立／独立］	 304

瑞穂キリスト教会［バプ連盟］	 457

みずほ台キリスト教会［JECA］	 184

みずほ幼稚園	 28

水巻聖母幼稚園	 689

水元教会［日基教団］	 251

聖園学園短期大学付属幼稚園	 89

美園カルバリチャペル［伝道福音］	 360

御園教会［単立／独立］	 396

溝ノ口教会［日基教団］	 323

溝の口キリスト教会＝ウィンディ・チ

ャペル［アッセンブリー］	 323

（養護）聖園ヨゼフ老人ホーム	 856

（養護）聖園那須老人ホーム	 856

御園バプテスト教会［バプ教会連合］	 328

聖園マリア幼稚園	 356

聖園マリア幼稚園	 440

聖園マリヤ幼稚園	 316

聖園幼稚園	 28

聖園幼稚園	 239

聖園幼稚園	 316

美園幼稚園	 440

聖園幼稚園	 631

聖園幼稚園	 679

みそのラファエル幼稚園	 440

三鷹教会［基督兄弟団］	 302

三鷹教会［日基教団］	 302

三鷹教会［福音ルーテル］	 302

三鷹キリスト教会［ホーリネス］	 303

三鷹小鳩幼稚園	 239

三鷹バプテスト教会＝木の十字架の教

会［バプ連盟］	 303

三鷹福音教会［在外国教団教派］	 303

三滝グリーンチャペル＝広島基督教会

［アッセンブリー］	 638

三田教会［日基教団］	 324

美竹教会［日基教団］	 256

御岳教会修養場［カナン教団］	 403

三田純福音教会＝風と水の教会［TPKF］	 411

みたまキリスト教会［キリスト伝道隊］	 495

三石教会［日基教団］	 626

水海道教会［日基教団］	 123

水海道シャローム教会［JECA］	 123

三津教会［日基教団］	 675

三ツ境キリスト教会［基督兄弟団］	 344

見附教会［日基教団］	 362

見附天使幼稚園［ミツケテンシ］	 356

ミッション・宣教の声［宣教の声］	 1002

御国幼稚園	 316

みくに幼稚園	 740

（株）みくに労務管理事務所	 145

聖心教会＝深谷聖心教会［単立／独立］	 182

みこころ荘	 867

みこころ幼児園	 160

みこころ幼稚園	 558

聖心幼稚園	 715

みことば企画（株）	 618

みことば宣教会	アガペチャペル［単

立／独立］	 768

みさかえ学園	 883

三崎教会［日基教団］	 334

岬キリスト教会［ホーリネス］	 196

三崎町教会［日基教団］	 273

岬福音教会［JEC］	 548

三崎二葉保育園	 316

美陵教会［日基教団］	 545

三郷ウェスレーチャペル［ウェスレア

ン］	 183

三郷教会［改革派］	 183

美里教会［日基教団］	 761

三郷キリスト教会［東京メノナイト］	 183

三郷バプテスト教会［バプ教会連合］	 183

箕郷町キリスト集会［単立／独立］	 149

美里ルーテル教会［近畿教会］	 602

三沢カトリック幼稚園	 59

三沢教会［ホーリネス］	 62

三沢教会［KCCJ］	 63

三沢バプテスト・キリスト教会［バプ

連盟］	 63

モジ・ナザレ福音教会	 1050

三島教会［日基教団］	 432

三島キリスト教会［単立／独立］	 432

三島真光教会［日基教団］	 672

三島聖書バプテスト教会［JBBF］	 432

三島高台キリスト教会［ホーリネス］	 432

三島西キリスト教会［ウェスレアン］	 432

三島バプテスト教会［バプ連盟］	 432

三島フォースクエア福音教会［フォー

スクエア］	 432

三島めぐみチャーチ［同盟基督］	 432

ミシル・賀川千世美	 1007

（有）三代教材店	 103

ミス・ヘンテ記念ケアセンター	 861

三栖キリスト教会［キリストの教会］	 600

美杉ルーテル教会［近畿教会］	 469

水口歯科医院	 830

水沢教会［日基教団］	 68

水沢聖書バプテスト教会［保守バプ］	 68

水沢保育園	 67

水島教会［KCCJ］	 625

水島聖約キリスト教会［聖約］	 625

水島ナザレン教会［ナザレン］	 625

ミズタニデザインワーク	 483

丸留建設（株）	 890

（有）丸豊造園	 895

丸の内教会［日基教団］	 601

丸山	陽子	 1009

丸山小羊幼稚園	 558

円山聖書教会［同盟基督］	 622

真和志教会［日基教団］	 765

マンチェスター日本人集会	 1033

満濃キリスト教会［長老教会］	 665

み

ミード保育園	 511

ミード宮原センター	 875

三浦	照夫	 1007

三浦	春寿･千春	 1013

三浦綾子記念文学館	 29

三浦綾子読書会	 984

三浦聖書教会［同盟基督］	 334

（有）三浦石材工業	 907

三重教会［日基教団］	 735

みえ洗足キリスト教会	 954

御影教会［日基教団］	 575

御影神愛キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 575

御影福音教会［イエス・キリスト］	 575

御影ルーテル教会［ディコンリー］	 575

御影ルーテル教会園田伝道所［ディコ

ンリー］	 563

三笠キリスト教会［JECA］	 48

三笠藤幼稚園	 28

三笠幼稚園	 315

三日月クリスチャン祈祷院	 559

三瓶教会［日基教団］	 672

三瓶恵みキリスト教会［単立／独立］	 672

三河島教会［聖協団］	 245

三木アガペー教会＝三木アガペーチャ

ペル［アッセンブリー］	 585

三木栄光教会［イエス・キリスト］	 585

三木教会［日基教団］	 585

三木志染教会［日基教団］	 585

（特養）みぎわ園	 878

（福）みぎわ会	 827

（福）汀会	 827

みぎわ靴店	 103

みぎわ荘	 1060

みぎわチャペル伝道所［バプ連盟］	 707

（特養）みぎわホーム	 865

汀幼稚園	 689

ミクタムレコード（株）［ミクタム］	 984

ミクニキカイ（株）	 503

三国自由キリスト教会［TPKF］	 381

みくにナーサリー	 226

みくに幼稚園	 316
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ローシップ［単立／独立］	 170

南大阪一麦教会［単立一麦の群］	 548

南大阪教会［日基教団］	 516

南大阪キリスト教会［イエス・キリス

ト］	 520

南大阪聖書教会［単立／独立］	 513

南大阪福音教会＝リバイバルチャー

チ・インターナショナル［JEC］	 540

南大阪福音教会梅郷チャペル［JEC］	 210

南大阪福音教会小松島チャペル＝RCI

小松島チャペル［JEC］	 653

南大阪福音教会山の辺クリスチャンセ

ンター［JEC］	 592

南大阪幼稚園	 511

南大阪ルーテル教会［近畿教会］	 520

南大沢キリスト教会［オープン･バイ

ブル］	 294

南大沢チャペル［東京FM］	 294

南岡山教会［ナザレン］	 623

南小倉バプテスト教会［バプ連盟］	 693

南柏教会［日キ教会］	 200

南柏聖書教会［同盟基督］	 208

南カリフォリニア基督教教会連盟	 1023

南カリフォルニア基督教教会連合	 1023

南観光果樹園	 22

南久が原教会［日基教団］	 250

南甲府教会［日基教団］	 388

南越谷コイノニア教会［改革派］	 169

南堺キリスト教会［神の教会］	 533

南桜井キリスト教会［バプ教会連合］	 163

南三陸キングス・ガーデン	 853

南俊治建築研究所	 896

南砂町保育園	 239

南住吉教会［日基教団］	 520

南仙台キリスト教会［フリーメソ］	 83

南仙台キリスト教会緑ヶ丘集会所［フ

リーメソ］	 83

南千里バプテスト教会［バプ連盟］	 536

南つくばキリスト教会［ホーリネス］	 121

南豊中伝道所［日基教団］	 540

南名古屋キリスト教会＝南名古屋教会

［バプ連盟］	 458

南名古屋キリスト教会神の倉伝道所

［バプ連盟］	 458

南宮崎カトリック幼稚園	 740

南野	智美	 1007

みなみ野キリスト教会＝JECA有志教

会協力開拓［JECA］	 294

南三原聖ルカ教会［聖公会］	 214

南福音診療所	 832

南福岡キリスト教会［キリストの教会］	 703

南町田教会［日基教団］	 302

（福）南町田ちいろば会	 828

南三咲キリスト教会［基督兄弟団］	 212

南三鷹教会［日基教団］	 303

みどりご保育園	 419

緑商事（株）	 908

みどり野キリスト教会［単立／独立］	 337

みどり野保育園	 558

緑の牧場キリスト教会［単立／独立］	 326

緑の牧場キリスト教会［バプ連盟］	 635

みどりの牧場キリスト教会［単立／独

立］	 693

緑の牧場グレースクリスチャンフェロ

ーシップ［単立／独立］	 470

緑の牧場社	 985

みどり野薬局	 850

緑橋キリスト教会［単立／独立］	 525

緑バプテスト・キリスト教会［バプ教

会連合］	 458

緑バプテスト･キリスト教会相生チャ

ペル［バプ教会連合］	 454

みどり保育園	 145

みどり保育園	 486

みどり幼稚園	 356

緑幼稚園	 380

みどり幼稚園	 689

（有）みどりランゲージスクール	 630

みなかみ町開拓伝道所［福音伝道］	 153

水口教会［日基教団］	 478

水口キリスト福音教会［TPKF］	 478

水口キリスト恵み教会［単立／独立］	 478

水口幼稚園	 475

湊川伝道館＝湊川キリスト教伝道館

［伝道隊］	 576

港キリスト教会［キリストの教会］	 343

港キリスト教会［MB］	 527

湊総合法律事務所	 227

港復活教会［日基教団］	 527

港ルーテル教会［近畿教会］	 527

皆野キリスト教会［JECA］	 185

（福）聖名福祉協会	 828

南部伝道所［日基教団］	 603

水俣教会［福音ルーテル］	 727

水俣福音キリスト教会［トータル］	 727

南	吉衛	 1012

南足柄キリスト福音教会＝心のレスト

ラン［単立／独立］	 334

南アルプスグローバルチャーチ＝小笠

原純福音教会［TPKF］	 389

南アルプスフォースクエア福音教会

［フォースクエア］	 390

南安城キリスト教会［単立／独立］	 441

南板橋伝道所［日基教団］	 247

南茨城インドネシア福音教会［GIII］	 196

南宇都宮基督教会［単立／独立］	 137

南浦和教会［改革派］	 165

南浦和教会［日キ教会］	 172

南浦和バプテスト教会［バプ教会連合］	 170

南浦和フィリピン人クリスチャンフェ

ミッション・フォー・アフリカ［MFA］	 1002

ミッションあどない・いるえ［MJJ］	 984

ミッションエイド・クリスチャン・フ

ェローシップ［単立／独立］	 273

ミッション・オブ・ジーザス・ディサ

イプル教団	 954

（福）ミッションからしだね［からし

だね館］	 827

ミッション・カルヴァリ・チャーチ［ペ

ンテコステ教団］	 640

ミッション私塾　北村塾	 738

ミッション東北	 954

ミッション2001［ミッション21］	 984

ミッション・バラバ	 985

ミッションバレーフリーメソジスト教

会	 1023

（福）ミッドナイトミッションのぞみ会	 828

三豊中央キリスト教会［JECA］	 664

ミツパ祈祷院	 241

みつば幼児園	 757

三森	邦夫・加寿子	 1013

みつる保育園	 757

水戸愛の教会［大韓イエス］	 128

水戸教会［日基教団］	 128

水戸キリスト教会（伝）［アッセンブ

リー］	 128

水戸キリスト教会［ホーリネス］	 128

みとキリスト教会［単立／独立］	 543

水戸キリストの教会［キリストの教会］	 129

水戸恵泉キリスト教会［バプ同盟］	 129

水戸月会［クエーカー］	 129

水戸下市キリスト教会［JECA］	 129

水戸自由ヶ丘教会［日基教団］	 129

水戸聖書バプテスト教会［保守バプ］	 129

水戸聖ステパノ教会［聖公会］	 129

水戸第一聖書バプテスト教会［保守バ

プ］	 131

水戸中央教会［日基教団］	 129

水戸伝道所［KCCJ］	 129

水戸伝道所［東洋ローア］	 129

緑野教会［日基教団］	 150

水戸袴塚キリストの教会［キリストの

教会］	 129

水戸バプテスト教会［バプ連盟］	 129

水戸鍼灸院	 845

水戸福音キリスト教会［同盟基督］	 129

水戸無教会聖書集会［無教会］	 129

翠ヶ丘教会［日基教団］	 328

緑ヶ丘こどもクリニック	 831

緑が丘しおん教会［単立／独立］	 215

緑が丘バプテスト教会［単立／独立］	 585

緑が丘福音キリスト教会［JECA］	 30

緑が丘福音ルーテル教会［西日本ルー

テル］	 585

緑ヶ丘保育園	 757
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宮崎丸山町キリスト教会［バプ連盟］	 743

宮崎南教会［メノナイト教会会議］	 743

宮崎めぐみ聖書教会［同盟基督］	 743

宮崎ラヴチャーチ［ワールドミッショ

ン］	 743

宮里キリストの教会［キリストの教会］	 763

宮島口教会（伝）［日基教団］	 635

宮代のぞみ教会［単立／独立］	 186

宮園キリスト教会［JECA］	 204

宮園修輔税理士事務所	 553

宮田教会＝宮田キリスト教会［日基教

団］	 705

宮津暁星幼稚園	 486

宮津聖アンデレ教会［聖公会］	 498

宮永法律事務所［MLO］	 553

宮之浦キリスト教会［単立／独立］	 753

宮の坂教会［日基教団］	 270

宮之城キリスト教会［単立／独立］	 753

宮之城聖母幼稚園	 748

宮の台幼稚園	 316

宮原キリスト教会［バプ連盟］	 171

美山バプテスト教会［JBBF］	 111

宮森歯科医院	 836

御幸教会［聖イエス会］	 640

御幸キリスト教会［COG］	 323

ミュンヘン日本語キリスト教会	 1039

ミュンヘン日本語礼拝	 1039

茗荷谷キリスト教会［バプ連盟］	 280

妙高高原教会［日基教団］	 363

明光幼稚園	 723

みょうじょう幼稚園	 240

明星幼稚園	 59

明星幼稚園	 366

明星幼稚園	 440

明星幼稚園	 645

明星幼稚園	 732

名谷教会［イエス・キリスト］	 568

名谷聖書教会［単立／独立］	 568

名谷ルーテル教会［近畿教会］	 568

三芳教会［日基教団］	 185

三次教会［KCCJ］	 641

三次教会［日基教団］	 641

三次教会向原集会所［日基教団］	 632

三好キリスト教会［同盟福音］	 461

三次基督伝道館［キリスト伝道隊］	 641

三次清心幼稚園	 631

御代田聖書バプテスト教会［JBBF］	 404

みらい平キリスト教会＝JECA有志教

会協力開拓［JECA］	 125

ミラノ賛美教会	 1033

ミラノ宣教	内村宣教師夫妻を支える

会［ミラノ宣教］	 1002

（有）ミルトス	 858

ミルトス社	 850

三輪キリスト教会［フリーメソ］	 577

三春新生教会［イエス・キリスト］	 114

三春幼稚園	 106

聖光福音ルーテル教会［LECC］	 137

みふみバプテスト教会［JBBF］	 200

みふみ幼稚園	 135

美保キリスト教会［単立／独立］	 607

美保税務会計事務所	 191

美幌藤幼稚園	 28

美作落合教会［日基教団］	 627

三間伝道所［日基教団］	 671

三村邦彦建築設計事務所	 894

みもみキリスト教会＝ハーベストチャ

ペル［単立／独立］	 209

宮内教会［日基教団］	 99

宮内幼稚園	 96

宮川	裕美子	 1014

（学）宮城学院	 784

宮城学院女子大学・大学院	 787

宮城学院女子大学附属幼稚園	 77

宮城教会［イエス福音］	 85

宮城聖書教会［聖協団］	 85

宮城野愛泉教会［日基教団］	 84

三宅島伝道所［日基教団］	 305

京カイロプラクティクス	 846

宮古教会［日基教団］	 69

宮古コミュニティー・チャーチ［単立

／独立］	 69

都島教会［日基教団］	 527

都島中央キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 527

宮古島伝道所［日基教団］	 766

宮古聖ヤコブ教会［聖公会］	 766

都城キリスト教会［バプ連盟］	 741

都城城南教会［日基教団］	 741

都城聖ドミニコ学園幼稚園	 740

都城妻ヶ丘教会［日基教団］	 741

都城福音キリスト教会［単立／独立］	 741

宮古バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 766

宮崎有田橋キリスト教会［ウェスレア

ン］	 742

宮崎カトリック幼稚園	 740

宮崎北聖書キリスト教会［JECA］	 742

宮崎希望教会［イエス・キリスト］	 742

宮崎教会［日基教団］	 742

宮崎教会［福音ルーテル］	 742

宮崎キリスト教会［バプ連盟］	 742

宮崎清水町教会［日基教団］	 742

宮崎聖三一教会［聖公会］	 743

宮崎聖書キリスト伝道所［アッセンブ

リー］	 743

宮崎中部教会［日基教団］	 743

宮崎伝道所＝宮崎クリスチャンコミュ

ニティー［基督兄弟団］	 743

宮崎ともしび書房	 739

宮崎ホープチャペル［JRL］	 743

南山教会［日基教団］	 460

南与力町教会［改革派］	 681

南与力町教会所属窪川集会所［改革派］	 682

水元中央教会［東京中央教会］	 251

見奈良協同キリスト教会［アライアン

ス］	 673

ミニストリー・テトス	 985

見沼キリスト教会［東京メノナイト］	 173

美祢教会［日基教団］	 650

峰町キリスト教会［キリスト宣教団］	 137

峰山教会［イエス・キリスト］	 489

みのお泉キリスト教会［ホーリネス］	 546

箕面教会［日基教団］	 546

箕面コイノニア・キリスト教会［単立

／独立］	 546

箕面天使幼稚園	 511

箕面東教会［日基教団］	 546

箕面福音教会［JEC］	 546

箕面めぐみ聖書教会＝茨木聖書教会伝

道所［同盟基督］	 546

美濃ミッション	 954

美濃ミッション追分聖書教会［美濃ミ

ッション］	 470

美濃ミッション大垣聖書教会［美濃ミ

ッション］	 409

美濃ミッション高田聖書教会［美濃ミ

ッション］	 409

美濃ミッション富田浜聖書教会［美濃

ミッション］	 471

みのり教会田原礼拝所［福音ルーテル］	 448

みのり教会豊橋礼拝所［福音ルーテル］	 452

みのりクリニック	 844

稔台教会［福音ルーテル］	 213

実りの家教会［単立／独立］	 178

みのり保育園	 239

みのる窯	 474

聖鳩幼稚園	 316

聖花保育園	 511

美浜イングリッシュ・スクール	 756

美浜キッズ・クラブ	 757

美浜教会［日基教団］	 206

美浜クライストチャーチ［単立／独立］	 769

美浜集会所［福音教会連合］	 206

美浜バイブル・バプテスト教会［JBBF］	 206

美浜ベテルキリスト教会［単立／独立］	 382

三原教会［日基教団］	 640

三原教会［聖イエス会］	 641

三原教会［福音ルーテル］	 641

三原キリスト教会［アライアンス］	 641

美原キリスト伝道所［単立／独立］	 534

見晴台チャペルキリスト教会［福音バ

プ宣教団］	 32

三原聖ペテロ・聖パウロ教会＝三原教

会［聖公会］	 765

三春教会［日基教団］	 114
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ムラサキスポーツ	ダイヤモンドシテ

ィ名取店	 74

ムラサキスポーツ	高松店	 658

ムラサキスポーツ	茅ヶ崎店	 309

ムラサキスポーツ	千葉店	 190

ムラサキスポーツ	津田沼店	 190

ムラサキスポーツ	天神店	 685

ムラサキスポーツ	成田店	 190

ムラサキスポーツ	なんばシティー店	 504

ムラサキスポーツ	新潟店	 355

ムラサキスポーツ	博多店	 685

ムラサキスポーツ	八王子店	 224

ムラサキスポーツ	原宿店	 224

ムラサキスポーツ	広島パルコ店	 629

ムラサキスポーツ	フェザン盛岡店	 66

ムラサキスポーツ	ダイヤモンドシテ

ィ広島店	 629

ムラサキスポーツ	藤沢店	 309

ムラサキスポーツ	ボーダーズファクト	 224

（株）ムラサキスポーツ	本社［ムラスポ］	224

ムラサキスポーツ	本店	 224

ムラサキスポーツ	舞浜イクスピアリ店	 190

ムラサキスポーツ	町田店	 224

ムラサキスポーツ	松本店	 393

ムラサキスポーツ	大和店	 309

ムラサキスポーツ	横浜店	 309

ムラサキスポーツ	ららぽーと船橋店	 190

ムラサキスポーツ	イオン大日店	 504

ムラサキスポーツ	インターパークビ

レッジ宇都宮店	 134

ムラサキスポーツ	梅田店	 504

ムラサキスポーツ	甲子園ららぽーと店	 551

ムラサキスポーツ	静岡店	 417

ムラサキスポーツ	鈴鹿店	 464

ムラサキスポーツ	泉南店	 504

ムラサキスポーツ	ダイヤモンドシテ

ィ木曽川店	 437

ムラサキスポーツ	ダイヤモンドシテ

ィ堺店	 504

ムラサキスポーツ	ダイヤモンドシテ

ィ鶴見店	 504

ムラサキスポーツ	ダイヤモンドシテ

ィ福岡店	 685

ムラサキスポーツ	高岡店	 365

ムラサキスポーツ	高崎店	 144

ムラサキスポーツ	直方店	 685

ムラサキスポーツ	名古屋ドーム前店	 437

ムラサキスポーツ	浜松店	 417

ムラサキスポーツ	宮崎店	 738

ムラサキスポーツ	ダイヤモンドシテ

ィ武蔵村山店	 224

紫野教会［日基教団］	 491

紫野幼稚園	 486

村山福音教会［フォースクエア］	 304

室積キリスト教会［単立／独立］	 649

六ッ川教会［日基教団］	 350

睦保育園	 67

睦の園幼稚園	 28

宗像アガペーハウス（伝）［アドベント］	705

宗像キリスト教会［単立／独立］	 705

宗像聖パウロ教会［聖公会］	 706

宗像ベテル・クリスチャンセンター

［JBM］	 706

宗像めぐみ教会［単立／独立］	 706

ムナカタ理容室	 57

村井	優人・春美	 1014

村上	好伸	 1009

（株）村上晶子アトリエ	 892

村上いずみ幼稚園	 356

（株）村上音楽事務所	 905

村上教会［日基教団］	 363

村上福音キリスト教会［同盟基督］	 363

ムラサキスポーツ	太田店	 144

ムラサキスポーツ	秋田店	 88

ムラサキスポーツ	厚木店	 309

ムラサキスポーツ	厚木ミロード店	 309

ムラサキスポーツ	熱田店	 436

ムラサキスポーツ	アミュプラザ長崎店	 714

ムラサキスポーツ	アリオ亀有店	 223

ムラサキスポーツ	イオン浦和美園店	 156

ムラサキスポーツ	池袋パルコ店	 223

ムラサキスポーツ	茨木店	 504

ムラサキスポーツ	上野店	 224

ムラサキスポーツ	内原店	 118

ムラサキスポーツ	FKD宇都宮店	 134

ムラサキスポーツ	ららぽーと柏の葉店	 190

ムラサキスポーツ	大阪心斎橋店	 504

ムラサキスポーツ　大津店	 474

ムラサキスポーツ	大宮店	 157

ムラサキスポーツ	岡山店	 618

ムラサキスポーツ	沖縄店	 755

ムラサキスポーツ	鹿児島店	 746

ムラサキスポーツ	金沢店	 371

ムラサキスポーツ	川崎店	 309

ムラサキスポーツ	神田店	 224

ムラサキスポーツ	京都河原町店	 483

ムラサキスポーツ	熊本店	 721

ムラサキスポーツ	桑名店	 464

ムラサキスポーツ	神戸三宮店	 551

ムラサキスポーツ	港北店	 309

ムラサキスポーツ	越谷店	 157

ムラサキスポーツ	相模大野店	 309

ムラサキスポーツ	札幌ステラプレイス店	 22

ムラサキスポーツ	札幌ピヴォ店	 22

ムラサキスポーツ	ザ・モール仙台長町店	 74

ムラサキスポーツ	渋谷スペイン坂店	 224

ムラサキスポーツ	新所沢店	 157

ムラサキスポーツ	新百合丘店	 309

ムラサキスポーツ	聖蹟桜ヶ丘店	 224

ムラサキスポーツ	仙台さくら野店	 74

民宿	あけぼの館	 1065

ミンダナオ・グローリアス教会	 1041

みんなのカフェ　ちいろば	 483

む

六日町キリスト教会［伝道福音］	 362

向丘幼稚園	 631

向島キリスト教会［バプ同盟］	 633

向島伝道所［日基教団］	 495

向島福音自由教会［福音自由］	 495

向山基督教会［単立／独立］	 83

向山幼稚園	 77

無教会キリスト教秋津集会［無教会］	 297

無教会研修所	 813

無教会主義集会	 955

向河原教会［日基教団］	 325

向島キリスト教会［単立／独立］	 266

向日町教会［日基教団］	 498

武庫川教会［KCCJ］	 563

武庫川キリスト教会［MB］	 563

武庫川純福音キリスト教会［アッセン

ブリー］	 563

武庫川幼稚園	 558

武庫之荘教会［改革長老］	 563

武庫之荘教会［日基教団］	 563

武庫之荘めぐみ教会［同盟基督］	 563

武庫之荘幼稚園	 558

武庫之荘ルーテル教会［近畿教会］	 563

武蔵ヶ丘教会［日基教団］	 726

むさし小山教会［日基教団］	 254

武蔵台キリスト福音教会［JECA］	 182

武蔵豊岡教会［日基教団］	 162

武蔵野泉教会［単立／独立］	 303

むさしの学園小学校［むさしの学園］	 793

むさしの神の愛教会鳩山タウンチャペ

ル［単立／独立］	 186

むさしの教会［福音ルーテル］	 265

武蔵野教会［日基教団］	 275

武蔵野教会［基督兄弟団］	 303

武蔵野基督教会［アッセンブリー］	 303

武蔵野キリスト教診療所	 835

武蔵野工房	 898

武蔵野バイブルチャーチ［単立／独立］	 185

武蔵野扶桑教会＝扶桑教会［日基教団］	 304

武蔵野平安幼稚園	 240

武蔵野緑教会［日基教団］	 304

武蔵野めぐみキリスト教会［単立／独

立］	 287

武蔵野横須賀伝道所［日基教団］	 336

武蔵村山伝道所［日基教団］	 304

虫明伝道所［日基教団］	 625

夢窓幼稚園	 486

むつ会衆［聖公会］	 63
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めぐみ幼稚園	 748

恵ルーテル福音キリスト教会［LECC］	 129

目黒カベナント教会［NSKK］	 281

目黒教会［基督兄弟団］	 281

目黒教会［ナザレン］	 282

目黒教会［聖協団］	 282

目黒恵風寮	 865

目黒伝道所［東洋ローア］	 282

目黒原町教会［日基教団］	 282

目黒若葉寮	 865

目白ヶ丘幼稚園	 240

目白教会［日基教団］	 260

目白聖公会［聖公会］	 260

目白セント・カタリナ教会	 905

めじろ台教会［日基教団］	 294

めじろ台キリストの教会［キリストの

教会］	 294

目白平和幼稚園	 240

目白町教会［日基教団］	 275

（株）メディアテラス	 224

（有）メディカルプラザ	 118

メトロポリタン・ジャパニーズ・ミニ

ストリー	 1026

メノナイトベテル教会［JMCCC］	 42

メノナイト方南町キリスト教会［東京

メノナイト］	 265

めばえ幼稚園	 194

メヒコ市日系合同キリスト教会	 1051

芽室キリスト教会［ホーリネス］	 50

明王台シャローム幼稚園［シャローム

幼稚園］	 631

（株）メルヘン	 865

メルボルン日本語キリスト教会	 1035

も

モア・しょうえい	 861

藻岩下キリストの教会［キリストの教会］	44

毛筆聖句手本と添削指導	 985

真岡カルバリの丘チャペル［単立／独

立］	 141

真岡教会［基督兄弟団］	 141

茂木幼稚園	 716

（軽費）もくせいの里	 869

門司いのちの泉キリスト教会［単立／

独立］	 701

門司教会［日基教団］	 694

門司教会［福音ルーテル］	 694

門司港キリスト教会［バプ連盟］	 694

門司港ハレルヤチャペル［単立／独立］	 694

門司白金教会［日基教団］	 694

門司聖母幼稚園	 689

門司大里教会［日基教団］	 695

門司バプテスト教会［バプ連盟］	 695

（株）めぐみ堂	 504

（株）めぐみ堂	札幌店	 22

（株）めぐみ堂三重工場	 465

（NPO）めぐみの家	 828

恵みの家キリスト教会［単立／独立］	 331

恵の泉教会［長老教会］	 454

恵みの丘キリスト教会［MB］	 325

めぐみの丘チャペル［JECA］	 215

恵み野教会［福音ルーテル］	 31

めぐみの里	 857

めぐみの園	 465

（福）恵の園	 828

恵の園	 857

恵の園保育園	 653

めぐみの園幼児園	 558

めぐみのその幼稚園［めぐみのその］	 689

恵みの福音教会	 1032

恵みの福音キリスト教会［単立／独立］	 414

恵みの森キリスト教会［単立／独立］	 663

めぐみの和	 869

めぐみバプテスト・テンプル［JBBF］	 152

恵みバプテスト教会［単立／独立］	 50

めぐみバプテスト教会［単立／独立］	 289

恵みバプテスト教会［単立／独立］	 328

恵みバプテスト教会［福音バプ連合］	 368

恵みバプテスト教会［単立／独立］	 769

恵みバプテスト教会	 1024

めぐみバプテスト教会	 1036

めぐみ福音キリスト教会［福音伝道］	 164

めぐみ福音キリスト教会［アッセンブ

リー］	 245

めぐみ保育園	 59

めぐみ保育園	 240

めぐみ保育園	 511

めぐみ保育園	 606

めぐみ保育園	 619

めぐみ保育園	 732

めぐみ幼児園	 160

めぐみ幼児園	 316

メグミ幼児園	 486

めぐみ幼児教室	 505

めぐみ幼稚園	 67

めぐみ幼稚園	 240

めぐみ幼稚園	 240

めぐみ幼稚園	 240

芽含幼稚園	 408

めぐみ幼稚園	 419

めぐみ幼稚園	 486

めぐみ幼稚園	 511

めぐみ幼稚園	 631

めぐみ幼稚園	 645

めぐみ幼稚園	 645

めぐみ幼稚園	 653

めぐみ幼稚園	 689

めぐみ幼稚園	 723

室園教会［福音ルーテル］	 726

室戸ガリラヤ教会［主の十字架］	 682

室戸教会［日基教団］	 682

室戸教会中芸集会［日基教団］	 682

室根聖ナタナエル教会［聖公会］	 68

室町教会［日基教団］	 490

室蘭教会［日キ教会］	 48

室蘭キリスト教会グロリアチャペル

［同盟基督］	 48

室蘭聖書教会［単立／独立］	 48

室蘭聖マタイ教会［聖公会］	 48

室蘭知利別教会［日基教団］	 48

室蘭バプテスト・キリスト教会［バプ

連盟］	 48

室蘭めばえ幼稚園	 28

め

名桜聖書バプテスト伝道所［JBBF］	 763

明三堂印舗	 437

（学）明治学院	 784

明治学院高等学校	 793

明治学院大学・大学院	 793

明治学院中学校・東村山高等学校	 793

明泉幼稚園	 77

名東教会［日キ教会］	 459

姪浜バプテスト教会［バプ連盟］	 702

メイヒュー・バプテスト教会	 1023

明朗幼稚園	 748

メガネのアイボン	 190

（有）メガネの千修御成町店	 88

（有）メガネの千修末広町店	 88

めぐみ愛児園	 316

めぐみイエス・キリスト教会［単立／

独立］	 204

（特養）めぐみ園	 865

めぐみ園	 882

めぐみ教会［CPC］	 297

めぐみ教会［同盟基督］	 298

恵みキリスト教会［単立／独立］	 149

めぐみキリスト教会［オープン･バイ

ブル］	 454

めぐみキリスト教会［世界福音］	 480

恵キリスト教会［バプ連盟］	 663

恵みキリスト教会札幌［単立／独立］	 40

恵みキリスト教会シャローム［単立／

独立］	 661

恵みキリストの教会［キリストの教会］	 579

めぐみ合同メソジスト教会	 1024

恵みシャレー軽井沢	 1062

恵みシャレー軽井沢店	 393

めぐみ整形外科・理学診療室	 836

めぐみ聖書バプテスト教会［JBBF］	 31

めぐみ第二保育園	 619
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矢板ホーリネス教会［ホーリネス］	 141

矢板めぐみキリスト教会［JRL］	 141

矢板幼稚園	 135

焼津教会［聖協団］	 432

焼津教会［日基教団］	 432

焼津教会＝グレイスチャペル［イエス

福音］	 432

焼津フォースクエア福音教会［フォー

スクエア］	 432

八重島隣人キリスト教会＝エバーグリ

ーンチャーチ［単立／独立］	 761

（特養）弥栄の郷	 875

八戸ノ里キリスト教会［ペンテコステ

教団］	 543

八重山キリスト福音教会［JECA］	 758

八重山中央教会［日基教団］	 758

八重山バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 758

八尾教会［日基教団］	 547

八尾東教会［日基教団］	 547

八尾福音教会［JEC］	 547

八尾福音教会曙チャペル［JEC］	 547

八尾福音教会北九州チャペル［JEC］	 693

八尾福音教会つつじが丘チャペル［JEC］	469

八尾福音教会平野チャペル［JEC］	 526

八尾福音教会ホープチャペル［JEC］	 593

八尾南福音教会［JEC］	 547

八尾南福音教会出戸バイブルチャーチ

［JEC］	 526

八尾ルーテル教会［近畿教会］	 547

矢掛聖約キリスト教会［聖約］	 627

屋我地聖ルカ教会［聖公会］	 763

八木基督教会［聖公会］	 591

柳沢教会（伝）［日基教団］	 292

八木重吉記念館	 241

焼肉ハウス	ソウル・ガーデン	 22

柳沼眼科医院	 836

八木山カトリック幼稚園	 77

八木山聖書集会［無教会］	 83

八木山聖書バプテスト教会［保守バプ］	 83

薬円台教会［日基教団］	 212

夜久野教会［日基教団］	 498

八雲教会［日基教団］	 53

八雲マリア幼稚園	 28

八雲幼稚園	 28

八栗シオンキリスト教会［JECA］	 663

屋慶名教会［沖縄バプ連盟］	 760

焼山キリスト教会［単立／独立］	 634

焼山みどり幼稚園	 631

八事聖霊幼稚園	 440

八事伝道所［改革派］	 453

八郷キリスト教会［JECA］	 120

八潮キリスト教会［ウェスレアン］	 183

八潮ホープフル・チャーチ［福音自由］	 183

屋島教会［日基教団］	 663

屋島教会幼稚園	 659

盛岡東松園キリスト教会［ルーテル同胞］	70

盛岡福音キリスト伝道所［アッセンブ

リー］	 70

盛岡松園教会［日基教団］	 70

盛岡みなみ教会［同盟基督］	 71

守口復活教会［聖公会］	 546

森郷キャンプ場	 1058

森小路教会［日基教団］	 515

森聖泉キリスト教会［聖泉基督］	 433

森田	覚偉霊	 1008

森田小児科医院	 830

森伝道所［日キ教会］	 51

森永果実店	 721

森永浅間町ミルクセンター	 309

森のアトリエ	 95

森福音キリスト教会＝グリーンヒルチ

ャペル［単立／独立］	 51

森本	憲夫・豊子	 1008

森本慶三記念館	 619

（有）森本建築事務所	 895

森谷	和男・タマラ	 1014

守谷キリスト教会［東京FM］	 129

守谷聖書教会［同盟基督］	 129

守谷バプテスト教会［バプ教会連合］	 130

守山キリスト教会［長老教会］	 459

守山キリスト教会（伝）［世界福音］	 480

守山キリスト福音教会［TPKF］	 480

森山歯科医院	 835

モルゲン研修センター	 191

モルデカイ里親普及伝道隊	 985

諸川伝道所［日基教団］	 123

諸川めぐみ幼稚園［めぐみ幼稚園］	 120

毛呂教会［日基教団］	 185

毛呂集会［キリスト同信会］	 185

毛呂山聖霊教会［聖公会］	 185

毛呂山伝道所［東洋ローア］	 185

モンゴル・ミッション［モンゴル宣教］	1002

（NGO）モンゴル･ゴビ砂漠緑化協力会	 1002

門前聖書教会［聖書教会連盟］	 376

モンタナ幼稚園	 316

モンテッソーリ鎌倉こどもの家［鎌倉

こどもの家］	 316

門戸聖書教会［JECA］	 583

モントリオール日系人合同教会および

多民族カナダ合同教会	 1036

紋別神召基督教会［アッセンブリー］	 48

紋別聖マリヤ教会［聖公会］	 48

紋別藤幼稚園	 28

紋別幼稚園	 28

や

矢板教会［日基教団］	 141

矢板キリスト教会［VCF.JAPAN・JRL］	 141

用瀬教会［日基教団］	 608

（株）望月オルガン	 899

望月教会［同盟基督］	 398

茂木キリスト教会［ホーリネス］	 142

（有）もとい商会	 850

元浦河教会［日基教団］	 50

元加治キリスト教会［アッセンブリー］	 181

元住吉教会［日基教団］	 325

元住吉キリスト教会［ホーリネス］	 325

元住吉こばと幼稚園	 316

元町白百合幼稚園	 28

本宮教会［日基教団］	 113

本宮幼稚園	 106

物部教会［日基教団］	 487

茂原教会［日基教団］	 214

茂原キリスト教会［ホーリネス］	 214

茂原昇天教会［聖公会］	 214

茂原聖マリア幼稚園	 194

茂原バプテスト教会［バプ連盟］	 214

紅葉坂教会［日基教団］	 348

もも企画	 985

桃谷神愛キリスト伝道所［アッセンブ

リー］	 517

百道シンフォニーチャーチ［アッセン

ブリー］	 699

（学）桃山学院	 784

桃山学院聖アンデレ礼拝堂［聖公会］	 516

桃山学院大学聖救主礼拝堂［聖公会］	 514

桃山学院大学・大学院	 802

桃山学院中学校・高等学校	 802

桃山教会［日基教団］	 446

桃山基督教会［聖公会］	 496

桃山幼稚園	 486

盛岡集会所［信徒の集会］	 70

盛岡白百合学園幼稚園	 68

盛岡スコーレ高等学校	 787

盛岡スコーレ集会［無教会］	 70

盛岡聖公会［聖公会］	 70

盛岡聖書バプテスト教会［保守バプ］	 70

盛岡聖心幼稚園	 68

盛岡聖泉キリスト教会［聖泉基督］	 70

盛岡仙北町キリスト教会［バプ同盟］	 70

盛岡仙北町キリスト教会山形村集会所

［バプ同盟］	 69

（学）盛岡大学	 784

盛岡大学・短期大学部	 787

盛岡チャペル［単立／独立］	 71

盛岡月が丘キリスト教会［ルーテル同胞］	70

盛岡月が丘キリスト教会ハレルヤチャ

ペル［ルーテル同胞］	 71

盛岡デフ・バプテスト教会［万国デフ］	 70

盛岡伝道所［改革派］	 70

盛岡伝道所［東洋ローア］	 70

盛岡西聖書教会［単立／独立］	 71

盛岡バプテスト教会［バプ連盟］	 70
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（特養）山路園	 878

山路園訪問看護ステーション	 878

山下教会めぐみ園	 558

（株）山下商会	 896

山下バプテスト教会［バプ同盟］	 566

山科キリスト福音教会［TPKF］	 497

（福）山路福祉会	 828

山田音調	 437

山田教会［日基教団］	 466

山田教会［改革派］	 679

山田整体施術院	 845

山手教会［日基教団］	 571

山手キリスト教会［単立／独立］	 212

山手町教会［アッセンブリー］	 46

山手幼稚園	 632

（有）やまと	 910

大和あがないの丘キリスト教会［TPKF］	 335

大和カルバリーチャペル［カルバリー

グループ］	 335

山都教会［日基教団］	 109

大和教会［日キ教会］	 335

大和教会［日基教団］	 335

大和教会［基督兄弟団］	 591

大和キリスト教会［日基教団］	 594

大和キリスト教会［大和カルバリーチ

ャペル］	 985

大和郡山カトリック幼稚園	 589

大和郡山教会［日基教団］	 594

大和郡山聖書キリスト教会［単立／独

立］	 594

大和郡山めぐみ教会［同盟基督］	 594

大和聖書教会［MB］	 595

大和高田キリスト教会［ペンテコステ

教団］	 594

大和高田伝道所［日基教団］	 594

大和榛原教会［日基教団］	 590

大和リバイバル教会＝大和リバイバル

チャーチ［アッセンブリー］	 335

山梨栄光教会［改革派］	 386

（学）山梨英和学院	 785

山梨英和大学・大学院	 797

山梨英和中学校・高等学校	 797

山梨英和幼稚園	 385

山梨教会［日基教団］	 388

山梨キリスト恵み教会［単立／独立］	 390

山梨チャペル［単立／独立］	 386

山梨中央教会［単立／独立］	 388

山梨希望キリスト教会［単立／独立］	 386

山梨バプテスト教会［バプ連盟］	 388

山梨八代教会［日基教団］	 389

山の上教会＝グレイスチャペル［長老

教会］	 348

山の下福音教会［同盟基督］	 362

山の田福音教会［キリスト兄弟団］	 648

山辺伝道所［日基教団］	 101

八幡バプテスト教会［バプ連盟］	 695

八幡浜聖母幼稚園	 669

八幡前田教会［基督伝道隊］	 696

矢花インテリアデザイン事務所	 224

谷原キリスト教会［同盟基督］	 279

矢吹	大介・拠子	 1014

矢吹教会［日基教団］	 115

屋部キリストの教会［キリストの教会］	 763

屋富祖バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 759

山鹿教会［日基教団］	 727

山形育成園	 854

山形ウリ教会［KCCJ］	 98

山形教会［基督兄弟団］	 100

山形キリスト教会［バプ連盟］	 100

山形クリスチャンフェロシップ＝YCF

［保守バプ］	 100

山形城西キリスト教会［ルーテル同胞］	 100

山形神召キリスト教会［アッセンブリ

ー］	 100

山形聖書研究会［無教会］	 100

山形聖ペテロ教会［聖公会］	 100

山形聖マリア幼稚園	 96

山形第一聖書バプテスト教会［保守バ

プ］	 100

山形第一聖書バプテスト教会寒河江キ

リスト教会（伝）［保守バプ］	 97

山形伝道所［改革派］	 100

山形南部教会［ウェスレアン］	 100

山形ひかり学園	 854

山形ホーリネス教会［ホーリネス］	 100

山形本町教会［日基教団］	 100

山形六日町教会［日基教団］	 100

山形恵みキリスト教会［同盟基督］	 100

山県めぐみバプテスト教会［単立／独

立］	 413

山形聾者キリスト教会［保守バプ］	 100

山鹿バプテスト伝道所＝山鹿新生キリ

スト教会［バプ連盟］	 728

山岸	望･マリパス	 1012

山口	譲・孝子	 1008

山口インターナショナル・クリスチャ

ン・スクール［YICS］	 643

山口教会［聖イエス会］	 650

山口教会［日基教団］	 650

山口キリスト集会［単立／独立］	 650

山口県連合宣教の集い［山口連宣］	 985

山口歯科医院	 835

山口信愛教会［日基教団］	 650

山口天使幼稚園	 645

山口福音教会［単立／独立］	 650

山崎会計事務所	 227

山崎教会［日基教団］	 577

山崎聖旨保育園	 558

山崎チャペル・一宮基督教研究所［JEC］	577

山路	譲･順子	 1009

（学）八代学院	 784

屋代教会［キリスト合同］	 399

社福音ルーテル教会［西日本ルーテル］	 565

安岡教会［日基教団］	 648

安川	圭吾・美穂	 1011

安来教会［日基教団］	 614

安来保育園	 612

八頭教会［日基教団］	 609

野州キリスト教会［単立／独立］	 480

靖国神社国営化反対福音主義キリスト

者の集い［集い］	 985

野洲福音自由教会［福音自由］	 480

やすらぎキリスト教会［単立／独立］	 334

やすらぎの介護　シャローム［シャロ

ーム］	 875

やすらぎの園	 867

安らぎルーテル福音キリスト教会［単

立／独立］	 130

矢田	紫野	 1009

谷田部キリスト教会［JECA］	 125

八街栄光キリスト教会［ホーリネス］	 214

八街伝道所［日基教団］	 214

八街西伝道所［日基教団］	 214

八街福音キリスト教会［センド国際］	 214

八千代オンヌリキリスト教会［大韓イ

エス］	 215

八千代聖書教会［同盟基督］	 215

八千代聖書バプテスト教会［JBBF］	 215

八千代台教会［日基教団］	 215

八千代福音キリスト教会［C&MA］	 215

八ヶ岳キリスト教会［アッセンブリー］	 389

八ヶ岳中央高原キリスト教会［NLM］	 404

八ヶ岳伝道所［日基教団］	 389

八代学院礼拝堂＝垂水伝道所［聖公会］	 569

八代教会［日基教団］	 727

八代教会［福音ルーテル］	 727

八代新生キリスト教会＝八代バプテス

ト伝道所［バプ連盟］	 727

八代聖書教会［単立／独立］	 727

八代ナザレ園	 883

柳井教会［日基教団］	 650

柳川教会［日キ教会］	 706

柳川キリスト教会［ホーリネス］	 706

柳川聖書教会［単立／独立］	 706

柵原教会［ホーリネス］	 627

矢作キリスト教会［同盟基督］	 444

八幡荒生田教会［日基教団］	 695

八幡カトリック幼稚園	 689

八幡教会［福音ルーテル］	 695

八幡キリスト教会［ナザレン］	 695

八幡小隊［救世軍］	 696

八幡聖オーガスチン教会［聖公会］	 696

八幡聖母幼稚園	 419

八幡鉄町教会［日基教団］	 696

八幡西教会［日基教団］	 695
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百合丘キリスト教会［バプ連盟］	 322

百合ヶ丘バプテスト教会［バプ教会連

合］	 322

百合丘めぐみ幼稚園	 316

百合学院幼稚園	 558

ゆりか保育園	 558

ゆり（教会）友の会［単立／独立］	 369

ゆりっこ児童クラブ	 373

ゆりのきキリスト教会［長老教会］	 215

百合幼稚園	 716

ゆん診療所	 839

よ

余市教会［日基教団］	 54

余市惠泉祈りの家［札幌キリスト召団］	 54

八日市教会［日基教団］	 479

八日市場神愛教会［単立／独立］	 202

八日市場聖三一教会［聖公会］	 202

八日市めぐみ保育園	 475

用賀教会［日基教団］	 270

八鹿福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 585

洋光台キリスト教会［バプ連盟］	 339

洋光台のぞみキリスト教会［JECA］	 339

幼児教室・ナーサリー	 511

幼児クラスJoy	Joy	 157

幼児児童ルーム	 240

養巴幼稚園	 689

（株）ヨーゼフ	 190

与勝教会［日基教団］	 760

与勝バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 760

よきサマリヤ人伝道所［日基教団］	 767

よきサマリヤ人保育園	 757

預言CAFE	 224

横井	滋幸	 1014

横川	知親･幸子	 1008

横芝キリスト教会［ホーリネス］	 216

夜越山祈りの家［単立／独立］	 63

横須賀上町教会［日基教団］	 336

横須賀上町教会付属めぐみ幼稚園［め

ぐみ幼稚園］	 316

横須賀小川町教会［日基教団］	 336

（学）横須賀学院	 785

横須賀学院小学校	 796

横須賀学院中学校・高等学校	 796

横須賀教会［KCCJ］	 336

横須賀教会［日キ教会］	 336

横須賀教会［福音ルーテル］	 336

横須賀キリスト教会［アッセンブリー］	 336

横須賀キリスト教会［ホーリネス］	 336

横須賀クリスチャンセンター［TPKF］	 336

ヨコスカ・クリスチャン・フェローシ

ップ［単立／独立］	 336

友愛幼児園	 558

友愛幼稚園	 748

ユウオデアびわ湖	 1064

一般社団法人ユーオーディア［ユーオ

ーディア］	 985

ユーオーディア・アカデミー	 794

ユーオーディア・ミニストリー	 985

ユーカリが丘教会［日基教団］	 202

結城基督教会［アッセンブリー］	 130

結城福音キリスト教会［JECA］	 130

（福）友興会	 828

ユース・ウィズ・ア・ミッション・ジ

ャパン［YWAMジャパン］	 985

ユース・アウトリーチ［YO］	 985

ユース・ウィズ・ア・ミッション・ジ

ャパン［YWAMジャパン］	 1002

ユースセンター	うしまど	 1065

夕張伝道所［日キ教会］	 48

夕日ケ丘聖母幼稚園	 612

湯川胃腸病院	 840

湯川カトリック幼稚園	 689

湯河原教会［日基教団］	 351

湯河原教会［福音ルーテル］	 351

雪ヶ谷教会［日基教団］	 250

雪ヶ谷教会［福音ルーテル］	 250

雪ヶ谷ルーテル幼稚園	 240

油木教会［日基教団］	 641

由木教会［ホーリネス］	 294

湯来クリスチャンセンター［サンビ教

団］	 637

雪の聖母幼稚園	 440

行橋カトリック幼稚園	 689

行橋教会［日基教団］	 706

弓削キリスト教会［単立／独立］	 627

湯沢教会［日基教団］	 93

湯沢聖書バプテスト教会［保守バプ］	 93

豊かな命教会［JECA］	 402

豊かな命聖書書店	 393

ゆたかの	 868

ゆたか保育園	 419

ユタ第一南部バプテスト日本語教会	 1031

ユナイテッドミッショナリーバプテス

ト教会［沖縄バプ連盟］	 769

ユニオン・シェパード神学大学・大学

院日本校［USJ神学大学・大学院日

本校］	 816

ユニオン日本語教会	 1026

（養護）湯野浜思恩園	 854

湯の家	 1059

由布院教会［日基教団］	 735

弓町本郷教会［日基教団］	 280

弓町本郷幼稚園	 240

湯本キリスト福音教会［同盟基督］	 108

由良教会［イエス・キリスト］	 603

由良キリスト教会［アドベント］	 609

山の街キリスト教会［ディコンリー］	 567

（株）ヤマハミュージック東北	 898

やまばと希望寮	 869

やまばと成人寮［成人寮］	 870

（株）ヤマハミュージック九州	 900

（株）ヤマハミュージック東海	 900

ヤマハミュージックトレーディング

（株）大阪営業所［YMT］	 900

ヤマハミュージックトレーディング

（株）［YMT］	 899

（株）ヤマハミュージック北海道	 898

やまべ幼稚園	 96

山室軍平記念救世軍資料館［救世軍資

料館］	 241

山本	省三･佳子	 1014

山本	淑子	 1014

（株）山本・堀アーキテクツ	 899

山本愛泉保育園	 357

山本教会［改革派］	 547

（有）山本石材工業	 906

山本内科医院	 831

谷村教会［日基教団］	 388

八女伝道所［日キ教会］	 706

八女フロンティアチャーチ祈りの家

［単立／独立］	 706

弥生台キリスト教会［キリスト兄弟団・

東京メノナイト］	 287

やよい幼稚園	 689

八幡学園	 861

八幡キリスト教会［バプ宣教団］	 499

八幡浜教会［日基教団］	 675

八幡浜バプテスト教会［バプ連盟］	 675

八幡浜幼稚園	 669

八幡ぶどうの木教会［日基教団］	 499

やん胃腸科外科医院［やん医院］	 844

ゆ

湯浅教会［イエス・キリスト］	 602

ユアチャーチ［単立／独立］	 302

友愛キリスト教会［友愛グループ］	 351

友愛キリスト教会［友愛グループ］	 410

友愛キリスト教会カナンチャペル［友

愛グループ］	 53

友愛グループ	 955

友愛社会館幼稚園	 716

（有）友愛書房	 230

ゆうあいセンター	 875

友愛チャペル［単立／独立］	 458

ゆうあい・ちゃぺる［単立／独立］	 459

友愛保育園	 632

友愛保育園	 757

友愛ホサナ教会［友愛グループ］	 460

友愛八幡町保育園	 716
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横浜恵みキリスト教会［単立／独立］	 343

横浜山手キリスト教会［長老教会］	 348

横浜山手聖公会［聖公会］	 348

横浜山手バプテスト教会［バプ連盟］	 348

横浜山手ロイストンチャーチ［単立／

独立］	 348

横浜ユニオンチャーチ［単立／独立］	 348

横浜緑園キリスト教会［JECA］	 339

横浜ろばの店	 309

横山	好江	 1010

横山歯科	 843

横山設備工業［セツビヨコヤマ］	 897

吉井キリストの教会［キリストの教会］	 626

吉池デンタルクリニック	 835

吉浦キリスト教会［アライアンス］	 634

吉岡キリスト教会［NSKK］	 152

吉川キリスト教会［ホーリネス］	 131

吉川福音教会＝Lilys	Chapel［同盟基督］	 184

吉田	耕三	 1009

吉田	正治・淳子	 1009

吉田	隆･恵利子	 1008

ヨシダ医院	 844

吉田教会［日キ教会］	 493

よしたけ保育園	 373

吉田小児科医院	 833

吉田マリア幼稚園	 395

芳根電気工事（株）	 224

吉野川福音ルーテル教会＝吉野川ルー

テル・キリスト教会［西日本ルーテ

ル］	 655

吉野キリスト教会［世界福音］	 595

吉野キリストの教会［キリストの教会］	 751

吉野天使幼稚園	 689

よしの幼稚園	 77

吉野幼稚園	 748

吉原	博克・美幸	 1008

好間キリスト福音教会［同盟基督］	 109

吉見キリスト集会［単立／独立］	 186

（有）ヨシュア	 897

四條町教会［日基教団］	 137

吉原教会［日基教団］	 431

吉原聖母幼稚園	 419

吉原富士見伝道所＝吉原富士見教会

［改革派］	 431

ヨゼフ幼稚園	 689

余丁町キリスト教会［キリスト教会同

盟］	 260

四日市教会［KCCJ］	 471

四日市教会［改革派］	 471

四日市教会［日基教団］	 471

四日市教会所属桑名伝道所＝桑名教会

［改革派］	 467

四日市キリスト教会［長老教会］	 471

四日市キリスト教会［同盟福音］	 471

四日市キリスト福音教会［単立／独立］	 471

（福）横浜訓盲院	 828

横浜訓盲院	 867

横浜港南キリスト教会［COG］	 342

横浜港南台教会［日基教団］	 342

横浜国際バプテスト教会＝YIBC［バプ

連盟］	 347

横浜コミュニティチャーチ［単立／独

立］	 345

横浜さちが丘キリスト教会＝さちが丘

キリスト教会［JECA・リーベンゼラ］	 338

横浜シオン教会［日本COG］	 340

横浜シオン・キリスト教会［シオン・

キリスト］	 344

横浜集会［キリスト同信会］	 347

横浜JOYバプテスト教会＝JOYチャペ

ル［バプ連盟］	 338

横浜ジョイフル教会［単立／独立］	 347

横浜小隊［救世軍］	 350

横浜小隊横須賀分隊［救世軍］	 337

横浜女学院中学校・高等学校	 796

横浜女子短期大学	 796

横浜指路教会［日基教団］	 347

横浜聖アンデレ教会［聖公会］	 340

横浜聖クリストファー教会［聖公会］	 339

横浜聖書教会［アライアンス］	 340

横浜聖書バプテスト教会［JBBF］	 342

横浜宣教教会［大韓イエス］	 348

横浜中央教会［改革派］	 349

横浜長老教会［日キ教会］	 341

横浜伝道所［東洋ローア］	 325

横浜十日市場伝道所［日基教団］	 350

横浜戸塚教会［聖イエス会］	 346

横浜戸塚バプテスト教会［バプ連盟］	 346

横浜中田教会［日基教団］	 346

横浜永谷キリスト教会［JECA・リーベ

ンゼラ］	 342

横浜ニューライフバプテスト教会［バ

プ連盟］	 345

横浜白山道教会［同盟基督］	 341

横浜白山道教会付属幼稚舎「光の園」

［光の園］	 317

横浜磐石教会［JRL］	 348

横浜バンド21	 986

横浜フィラデルフィヤ教会［TPKF］	 348

横浜福音喫茶メリー伝道	 986

横浜二ッ橋教会［日基教団］	 344

横浜本郷台伝道所［日基教団］	 344

横浜本牧教会［日基教団］	 348

横浜みこころ幼稚園	 317

横浜ミショナリーバプテスト教会［バ

プ連合］	 350

横浜ミッション・ホール	 310

横浜南キリスト教会［バプ同盟］	 350

横浜三春台教会［アッセンブリー］	 350

横浜明星教会［日基教団］	 341

横須賀グレイスバイブルチャーチ［エ

ブリネイション］	 336

横須賀第一協同教会［単立／独立］	 336

横須賀第一キリストの教会［キリスト

の教会］	 336

横須賀中央教会［同盟基督］	 336

横須賀長沢キリスト教会［バプ連盟］	 336

横田インターナショナル・クリスチャ

ン・アッセンブリー＝Yokota	ICA［ア

ッセンブリー］	 299

横田キリストの教会［キリストの教会］	 299

横田相愛教会［日基教団］	 615

横手教会［日基教団］	 93

横手コイノニアチャペル［単立／独立］	 93

横浜YMCA	 785

横浜愛隣幼稚園	 316

横浜いずみキリスト教会［ホーリネス］	 339

横浜泉ルーテル教会［NRK］	 340

横浜磯子教会［日基教団］	 339

横浜上野町教会［同盟基督］	 347

横浜上原教会［日基教団］	 349

横浜栄光教会［イエス・キリスト］	 350

（学）横浜英和学院	 785

横浜英和小学校	 796

横浜英和女学院中学校・高等学校［横

浜英和女学院中学高等学校］	 796

横浜英和幼稚園	 316

横浜大岡教会［日基教団］	 350

横浜岡村教会［日基教団］	 339

横浜オルガン工房	 899

横浜オンヌリ・キリスト教会［在外国

教団教派］	 347

横浜海岸教会［日キ教会］	 347

横浜開港資料館	 317

横浜華僑基督教会［単立／独立］	 347

（学）横浜学院	 785

横浜金沢文庫キリスト教会［長老教会］	 341

横浜上倉田教会［日基教団］	 346

横浜カルバリー・チャペル［カルバリ

ーグループ］	 350

横浜菊名教会［日基教団］	 343

横浜教会［福音ルーテル］	 340

横浜教会［改革派］	 341

横浜教会＝丘の上の教会［基督兄弟団］	 345

横浜教会［KCCJ］	 347

横浜教会［ナザレン］	 349

横浜教会［ホーリネス］	 349

（学）横浜共立学園	 785

横浜共立学園中学校・高等学校	 796

横浜キリスト教書店	 311

横浜キリスト福音教会［JECA］	 340

横浜クライスト･チャーチ［聖公会］	 347

横浜クリスチャンの集い［CCNZ日本］	 345

横浜グレイスバイブルチャーチ［エブ

リネイション］	 347
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ヨハン福岡キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 699

ヨハン藤沢キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 334

ヨハン山形キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 100

ヨハン横浜キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 349

ヨハン早稲田キリスト教会［ヨハン教

会連合］	 261

ヨハン早稲田キリスト教会韓国語教室	 226

よみがえり館　作業所	 865

四御神福音キリスト教会［単立／独立］	 622

読谷インターナショナルチャーチ

［CINA］	 769

読谷教会［日基教団］	 769

読谷聖書教会［同盟基督］	 769

読谷伝道所［沖縄バプ連盟］	 769

代々木上原教会［日基教団］	 256

代々木教会［国際基督教団］	 256

代々木教会［日基教団］	 256

代々木中部教会［日基教団］	 257

寄居	主イエス・キリストの教会［単

立／独立］	 185

ヨルダン社京都店	 483

ら

ラ・セーヌ高砂店	 551

らー麺　楓	 224

ラーメンとん太	 118

ライシャワ・クレーマ学園	 240

ライトハウス	 57

ライトハウス［単立／独立］	 452

ライトハウス宇部キリスト教会

［CHRISTAR・JECA友好］	 646

ライトハウスキリスト教会［単立／独

立］	 532

ライトハウス新宿チャーチ［日本COG］	 261

ライトハウス田園調布チャペル［単立

／独立］	 250

ライトハウスブックス	 57

（財）ライフ・プランニング・センタ

ー［LPC］	 828

ライフ・ギヴィング・ウォーター・ク

リスチャン・フェローシップ［単立

／独立］	 289

ライフセンター札幌書店	 23

ライフセンター静岡書店	 418

ライフセンター豊橋書店	 438

ライフセンター名古屋書店	 438

ライフセンター那覇書店	 756

ライフセンター新潟書店	 355

ライフセンター福岡書店	 686

会連合］	 137

ヨハン大分キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 733

ヨハン大阪キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 521

ヨハン岡山キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 621

ヨハン神奈川キリスト教会［ヨハン教

会連合］	 349

ヨハン金沢キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 375

ヨハン北九州キリスト教会［ヨハン教

会連合］	 696

ヨハン吉祥寺キリスト教会［ヨハン教

会連合］	 304

ヨハン京都キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 493

ヨハン甲府キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 388

ヨハン神戸キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 571

ヨハン郡山キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 110

ヨハン埼玉キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 171

ヨハン静岡キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 423

ヨハン仙台キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 81

ヨハン千葉キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 205

ヨハンChineseキリスト教会［ヨハン教

会連合］	 260

ヨハン筑波キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 125

ヨハン天満橋キリスト教会［ヨハン教

会連合］	 521

ヨハン東京キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 260

ヨハン東京キリスト教会	 955

ヨハン名古屋キリスト教会［ヨハン教

会連合］	 455

ヨハン奈良キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 594

ヨハン新潟キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 362

ヨハン西宮キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 583

ヨハン日本語学校	 226

ヨハン八王子キリスト教会［ヨハン教

会連合］	 294

ヨハン浜松キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 429

ヨハン広島キリスト教会［ヨハン教会

連合］	 638

四日市キリスト福音教会神戸集会所

［単立／独立］	 567

四日市神召キリスト教会＝四日市コミ

ュニティチャーチ［アッセンブリー］	 471

四日市信頼教会［ペンテコステ教団］	 471

四日市聖アンデレ教会［聖公会］	 471

四日市ミリオンチャーチ＝ミリオンチ

ャーチ［みえ洗足キリスト］	 471

四日市ルーテル教会［近畿教会］	 471

四日市レムナント教会［単立／独立・

イエス教長老会］	 471

四街道教会［日基教団］	 215

四倉教会［基督兄弟団］	 109

四辻伝道所［聖公会］	 499

四谷新生教会［日基教団］	 260

四谷新生幼稚園	 240

淀川栄光教会［単立／独立］	 526

淀川教会［日基教団］	 526

淀川キリスト教病院［YCH］	 841

淀橋教会［ウェスレアン］	 260

米子教会［聖イエス会］	 608

米子教会［日基教団］	 608

米子キリスト教会［福音教会連合］	 608

米子新生教会［単立／独立］	 608

米子聖ニコラス教会［聖公会］	 608

米子伝道所＝米子栄光キリスト教会

［ナザレン］	 608

米子伝道所＝米子東教会［日キ教会］	 608

米子錦町教会［日基教団］	 609

米子日本基督会［基督会］	 609

米子福音ルーテル教会［西日本ルーテ

ル］	 609

米子復活教会［アドベント］	 609

与那原ホーム・アッセンブリー［単立

／独立］	 767

与那原教会［日基教団］	 767

与那嶺ルイス・アルバート	 1012

与那嶺宣教師を支える会［与那嶺師支

える会］	 1002

米織観光センター	 95

米沢教会［基督兄弟団］	 101

米沢教会［日基教団］	 101

米沢興譲教会［単立／独立］	 101

米沢聖ヨハネ教会［聖公会］	 101

米沢福音キリスト教会（伝）［アッセ

ンブリー］	 101

（有）米野建設	 888

米原伝道所［日基教団］	 758

与野キリスト教会［単立／独立］	 172

与野伝道教会［単立／独立］	 172

世の光教会［聖イエス会］	 175

世の光教会［単立／独立］	 761

世の光キリスト教会［単立／独立］	 30

ヨハネ不動産　町の不動産屋	 895

ヨハン宇都宮キリスト教会［ヨハン教
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（株）リブフーズ	 224

りべか・ショウ	 1014

リベルダーデ福音ホーリネス教会	 1050

劉	善枝	 1008

竜ヶ崎教会［基督兄弟団］	 130

竜ヶ崎教会［日基教団］	 130

龍ヶ崎教会［ホーリネス］	 130

竜ヶ崎グレイスチャペル［単立／独立］	 130

竜ヶ崎幼稚園・竜ヶ崎保育園	 120

琉球キリスト教奉仕団	 986

琉球聖書バプテスト教会［JBBF］	 760

（学）柳城学院	 785

柳城幼稚園	 440

柳美幼稚園	 645

菱光建材（株）	 658

両国子育てひろば	 240

霊山三育保育園	 106

リラックス	マスダ	 847

リンウッド日本人教会	 1032

リンカーン・アヴェニュー長老教会	 1024

林間聖バルナバ教会［聖公会］	 328

林間つきみ野教会［日基教団］	 335

隣人キリスト教会［単立／独立］	 765

る

ルア伝道所［沖縄バプ連盟］	 759

ルイジアナバプテスト大学日本校（東

京中央神学院・大学院）［TCTS］	 813

（株）ルーク19	 224

ルークス薬局	 850

ルージラモス・アライアンス・キリス

ト宣教教会	 1050

ルーテル愛児幼稚園	 89

ルーテル市ケ谷センター	 1060

ルーテル外国語学校	 794

（学）ルーテル学院	 785

ルーテル学院大学・大学院	 794

ルーテル学院中学校・高等学校	 807

ルーテル学院幼稚園	 723

ルーテル同胞神学校教会＝神学校教会

［ルーテル同胞］	 81

ルーテル同胞聖書神学校［LBS］	 808

ルーテル羽村幼稚園	 240

ルーテル福音キリスト教会	 955

ルーテル二葉幼稚園	 465

ルーテル保育園	 241

ルーテル保育所	 632

（福）るうてるホーム	 875

ルーテル幼稚園	 440

ルーマニア宣教団体ウォーク・インザ・

ライト・ジャパン［WILJ］	 1002

ルーミス第一合同メソジスト教会	 1024

ルツ	前田	克子	 1007

リーベンゼラ日本宣教団	 955

リオ・デ・ジャネイロ福音ホーリネス

教会	 1050

立教女学院小学校	 794

陸前高田キリスト教会［JBM］	 71

陸前古川教会［日基教団］	 78

リジョイス！プレイ！ミッションズ＝

RPM［単立／独立］	 323

リタ幼稚園	 28

立教池袋中学校・高等学校	 794

立教英国学院	小学部・中学部・高等部	 794

（学）立教学院	 785

立教学院諸聖徒礼拝堂［聖公会］	 275

立教学院諸天使礼拝堂［聖公会］	 275

立教学院聖パウロ礼拝堂［聖公会］	 180

立教学院新座中学校･高等学校	 789

立教小学校	 794

（学）立教女学院	 785

立教女学院聖マーガレット礼拝堂･聖

マリヤ礼拝堂［聖公会］	 265

立教女学院短期大学	 794

立教女学院短期大学附属幼稚園天使園

［天使園］	 240

立教女学院中学校・高等学校	 794

立教大学	 794

立教大学文学部キリスト教学科	 813

栗東キリスト教会［世界福音］	 480

リトルシーズ・インターナショナル・

モンテッソーリスクール	 408

リトル・シャロン音楽教室	 417

リバーサイド・インターナショナル・

スクール（ACSI）［R.I.S］	 157

リバーサイド教会［単立／独立］	 148

リバーサイドチャペル英会話スクール

［RES］	 157

リバーズプロジェクト	 407

リバイバルクライストチャーチ［JRL］	 109

リバイバル聖書教会川西教会［単立／

独立］	 566

リバイバル聖書神学校［リバ神］	 815

（有）リバイバルフレンドシップ	 74

リビングウェイ・クリスチャン教会［単

立／独立］	 423

リビングウォーターフェロシップ［エ

ブリネイション］	 425

リビング	ジーザス・チャーチ＝LJC［単

立／独立］	 522

リビング・ジーザス・チャーチ・ゴス

ペル教室	 505

リビングストン合同メソジスト教会	 1024

リビング・チャペル［単立／独立］	 636

リビングホープバプテスト教会［バプ

連盟］	 44

リフェ教会	 1029

利府聖光幼稚園	 77

ライフセンター福島書店	 104

ライフセンター横浜書店	 311

ライフ・チャペル・インターナショナ

ル［単立／独立］	 334

（有）ライフデザイン	ホクマ	 730

ライフ・プランニング・クリニック

［LPC］	 835

ライフライン支援　滋賀事務局	 986

ライフリバーチャーチ浜北教会［単立

／独立］	 429

ライフリバーチャーチ北遠［単立／独

立］	 427

ライフリバーチャーチ水窪［単立／独

立］	 427

洛西上里チャペル［グレース宣教会・

福音自由］	 494

洛西教会［日基教団］	 491

洛西キリスト教会［世界福音］	 494

洛西ニュータウン福音キリスト教会

［世界福音］	 494

洛西ミズラ教会［聖イエス会］	 495

洛東教会［日基教団］	 493

洛南教会［日基教団］	 496

洛南幼児園	 486

（学）酪農学園	 785

酪農学園大学・酪農学園大学大学院・

酪農学園大学短期大学部	 786

洛北教会［日基教団］	 491

洛陽教会［日基教団］	 490

洛陽バプテスト教会［バプ宣教団］	 491

ラ・グロリア教会	 1051

（有）ラザロ企画	 908

ラザロ教会［聖イエス会］	 673

ラザロ式典社	 910

ラザロ霊園	 908

ラスベガス・ジャパニーズ・コミュニ

ティー・チャーチ	 1027

ラッカー・ゴスペル・ミニストリー	 986

らっぷ館	 157

ラハイナ合同メソジスト教会	 1029

ラブジョイピース教会	 1026

ラブ・アジア・ミッション［ラブ・ア

ジア］	 1002

ラブ・ジョイ・ピース・チャーチ	 1026

ラポール	 910

ラ・メゾン・ド・ローゼス	 22

ラルク・アン・シエル	キリスト教会［保

守バプ］	 99

嵐山チャペル［福音伝道］	 186

ランバス記念幼稚園	 558

り

リーハイバレー日本語教会	 1029
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ワーカーズ＆チルドレン・ファンデー

ション［ワーカーズ＆チルドレン］	 1003

ワーカーセンター愛の園	 884

ワークショップ	「ピッピ」	 871

ワーグナー・リーダーシップ・インス

ティテュート日本校［WLIJ］	 814

ワーク・ワークス（株）	 225

ワーシップ	ジャパン	 813

ワーダン・スピリット（Word&Spirit）

の会［W＆Sの会］	 986

ワード	オブ	ライフ	ジャパン［WOL］	 987

ワーナーホームホレブ寮	 861

ワールド・アウトリーチ	日本［W.O］	 1003

特定非営利活動法人ワールド・ビジョ

ン・ジャパン［WVJ］	 1003

ワールドキリスト教会［単立／独立］	 767

ワールドキリスト教会北部集会［単立

／独立］	 767

ワールドミッション教団	 956

ワールド・ミッション・クリスチャン・

スクール［WMCS］	 756

ワールド・リンク・ユニバーシティ	 809

ワイアナエ・バプテスト教会	 1029

隈府教会［日基教団］	 724

ワイメア教会	 1029

ワールドミッションスクール若枝学園	 104

若枝幼児園	 106

若草教会［日基教団］	 375

若草児童館	 194

わかくさ保育園	 419

若草幼稚園	 373

若狭はり・きゅう病院	 847

若潮教会［聖協団］	 203

若葉キリスト教会［JECA］	 31

若葉聖書バプテスト教会［JBBF］	 176

若葉台いずみ教会［イエス・キリスト］	 283

（学）若葉幼稚園	 28

若葉幼稚園	 96

若葉幼稚園	 669

わかば幼稚園	 689

若松教会［日基教団］	 696

若松栄町教会［日基教団］	 107

若松小隊［救世軍］	 107

若松諸聖徒教会［聖公会］	 107

若松聖愛幼稚園	 106

若松天使園	 689

若松バプテスト教会［バプ連盟］	 696

若松浜ノ町教会［日基教団］	 696

若柳日本キリスト教会［単立／独立］	 78

和歌山教会［イエス・キリスト］	 601

和歌山教会［日基教団］	 601

和歌山ゴスペルライトセンター＝つつ

ローズガーデン・クライスト・チャー

チ［単立／独立］	 40

ロース幼稚園	 28

ローランド（株）	 899

ローリー第一バプテスト教会日本語集

会	 1027

ローリングヒルズ　カベナント教会

　日語部	 1024

六戸教会（伝）［改革派］	 63

六原キリスト教会［単立／独立］	 71

（株）ロクレールプロダクション	 900

ロケーション	 1062

（有）ロゴス	 408

一級建築士事務所ロゴス［ロゴス］	 892

ロゴス教会［日基教団］	 295

ロゴス教会［聖イエス会］	 499

ロゴス・キリストの教会［キリストの

教会］	 761

（有）ロゴス・デザイン	 230

ロゴス腹話術研究会［ロゴス腹話術］	 986

ロゴスライフ教会＝大久保教会［ホー

リネス］	 261

（福）ロザリオの聖母会	 828

ロザリオ幼稚園	 558

ロザリオ幼稚園	 710

ロザリオ幼稚園	 716

ロサンゼルス合同キリスト教会	 1024

ロサンゼルス・ホーリネス教会	 1024

ロス・アンジェルス・バプテスト日本

語教会	 1024

六角橋教会［日基教団］	 341

六角橋キリストの教会［キリストの教

会］	 341

ロック・オブ・エイジス・ルーテル同

胞教会日本語部	 1032

六甲アイランド教会［西日本ルーテル］	 576

六甲山YMCA	 1064

六甲山ホテル	 1064

六甲みどり教会［イエス・キリスト］	 567

六甲ルーテル教会［近畿教会］	 573

六本木ルーテル教会［NRK］	 281

六本松キリスト福音教会［KKFF］	 701

炉ばた舎	 986

ろばの子キリスト教会［単立／独立］	 479

ろばのこくらぶ	 160

ロマリンダ・クリニック	 831

ロングライフホールディング（株）［ロ

ングライフホールディング］	 876

ロンドリーナ聖ルカ教会	 1050

ロンドリーナ・ホサナ福音教会	 1050

ロンドン店舗（株）	 894

ロンドン日本人教会	 1033

ルデヤ（株）	 224

ルデヤ出版	 986

ルデヤ理容館	 309

留萌キリスト教会［聖公会］	 48

留萌聖園幼稚園	 28

留萌宮園伝道所［日基教団］	 48

れ

（株）レアリゼ	 225

霊交会［単立／独立］	 663

霊泉幼稚園	 723

霊南坂教会［日基教団］	 281

霊南坂幼稚園	 241

レイベンスウッド・フェローシップ合

同メソジスト教会	 1016

礼邦バプテスト教会［沖縄バプ連盟］	 765

黎明会	 828

黎明保育園	 241

レイモンド学園	 310

麗和幼稚園	 160

レインボー・ミニストリーズ	 986

レインボー・スクール	 685

レインボーチャペル港北［同盟基督］	 345

レインボーミュージック	ジャパン	 986

レーマ聖書学院	 813

レジストロ救世主教会	 1050

レジナ幼稚園	 241

レスキュー・ルーマニア・ジャパン

［RRJ］	 1002

レストナック幼稚園	 241

レストパーラー・マナ	 95

レストラン・たらふく	 74

レストラン一粒の麦	 504

レスブリッジ・ジャパニーズ・クリス

チャン・フェロシップ	 1036

レックスハンバード世界宣教団［レッ

クス・ハンバード］	 986

レデンプトール幼稚園	 716

レバノンホーム	 875

レホボト・ジャパン	 551

レムエル・キリスト教会［NTM］	 543

レムナント教会［単立／独立・イエス

教長老会］	 183

ろ

ロイヤルミッションスクール	 810

（学）櫨蔭学園	 785

ローザンヌ・ユダヤ人伝道協議会日本

支部［LCJE日本支部］	 986

ローザンヌ・ユダヤ人・伝道協議会日

本支部［LCJE日本支部］	 1002
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CD・BOOKS	グレース	 659

Celebrate	Jesus	@	所沢＝関東ハウスチ

ャーチネットワーク［OMF］	 177

CFNJ聖書学院［CFNJ］	 808

CHURCH	OF	AGAPE［単立／独立］	 176

CHURCH	OF	AGAPE	関西チャペル［単

立／独立］	 590

CLC	BOOKS岡山店［CLC岡山店］	 618

CLC	BOOKSお茶の水店［CLCお茶の水店］	229

CLC	BOOKS金沢店［CLC金沢店］	 371

CLC	BOOKS京都店［CLC京都店］	 483

CLC	BOOKS札幌店［CLC札幌店］	 23

CLC	BOOKS名古屋店［CLC名古屋店］	 437

CLC	BOOKS東久留米店［CLC東久留米店］	229

CLC	BOOKS広島店［CLC広島店］	 630

CS-STUDIO［CSスタジオ］	 597

CS活性化推進委員会	 971

CS成長センター	 971

Ｄ

D．C．Fサービス	 222

DEAR	LAUREL	表参道店	 222

Ｅ

e-church	 155

ECC日本語教会	 1033

ELEVATE	CHURCH［単立／独立］	 533

ELIMキリスト教会［ペンテコステ教団］	 522

ELI英会話	 685

ERM聖書学校	 814

Ｆ

FELLOWSHIP	OF	INNER	CITY	WORD	OF	

FAITH	MINISTRIES/	 952

FGBMFIジャパン［FGBジャパン］	 965

Future	＆	Hope	 878

FWT神学校	 817

Ｇ

GEN	DESIGN	PRO（一級建築士事務所）

［GEN＆HAS］	 895

Glass．ぶどうの実	 21

Gospel	Believers	 504

Gospel	Believers	 970

Gospel	House	Himeji［単立／独立］	 583

Gospel	Shop	オアシス梅田店	 506

Gospel	Shop	オアシス新宿店	 229

わたひきクリニック	 831

和田山地の塩伝道所［日基教団］	 561

和田山伝道所［改革派］	 561

亘理カトリック幼児園	 77

渡口キリストの教会［キリストの教会］	 769

亘理伝道所［改革派］	 86

稚内ひかり幼稚園	 28

稚内カトリック幼稚園	 28

稚内教会［日基教団］	 49

稚内聖公会［聖公会］	 49

稚内萩見教会［日キ教会］	 49

稚内バプテスト聖書教会［単立／独立］	 49

稚内北星学園大学	 787

和寒伝道所［日基教団］	 51

和戸教会［日基教団］	 187

蕨キリストの教会［キリストの教会］	 184

蕨福音自由教会［福音自由］	 184

ワン・ヴィジョン・ミッション・チャ

ーチ・フィンランド	 1041

Ａ

A・グレース音楽教室	 384

Aaise使徒的実現チャーチ［アライズ］	 289

Arise仙台キリスト教会［アライズ］	 79

Arise東京キリスト教会［アライズ］	 257

Arise十和田いずみキリスト教会［アラ

イズ］	 61

Arise横浜キリスト教会［アライズ］	 344

ACT建築デザイン事務所	 892

AGC千葉チャペル［フォースクエア］	 204

ARC建築設計工房	 895

AWANAジャパン	 963

Ｂ

B.F.P.Japan［BFP］	 1001

Baptist春日井恵みキリスト教会［JBBF］	 445

BBN聖書放送日本語部［BNN］	 981

BELLA	ROSA	 983

BLA	AUKメディア［AUKメディア］	 223

BLA英語クリニック［BLA］	 384

BLA留学センター［BLA］	 385

Book&Cafe　シオン	 551

Ｃ

（株）C.S.C	 907

C2C	Mesia	 393

（NPO）CaC	 971

CAM・Books	 502

CBジャパン［CBジャパン］	 996

じが丘チャペル［JRL］	 601

和歌山シオン教会［シオン宣教団］	 601

和歌山信愛女子短期大学付属幼稚園	 598

和歌山信光教会［福音教団］	 601

和歌山新生教会［日基教団］	 601

和歌山聖救主教会［聖公会］	 601

和歌山第一教会［KCCJ］	 601

和歌山中央バプテスト伝道所［バプ連

盟］	 601

和歌山伝道所［改革派］	 601

和歌山動物医療センター西川動物病院	 842

和歌山西バプテスト教会［バプ教会連

合］	 601

和歌山バプテスト教会［バプ連盟］	 601

和歌山ひかり幼稚園	 598

和歌山吹上教会［フリーメソ］	 601

和歌山福音教会［JEC］	 601

和歌山恵みキリスト教会［ホーリネス］	 601

和歌山ルーテル教会［近畿教会］	 602

脇町キリスト教会［キリスト伝道隊］	 655

脇本教会［日基教団］	 92

涌谷教会［日基教団］	 85

涌谷保育園	 77

和気教会［イエス・キリスト］	 627

和気教会［日基教団］	 627

和光・家の教会［ガリラヤ福音］	 184

和合キリスト教会［MB］	 461

和光新エルサレム教会［復活之キリス

ト］	 498

鷲敷キリスト教会［伝道隊］	 656

鷲敷キリスト教会木頭キリスト教伝道

所［伝道隊］	 656

輪島教会［日基教団］	 377

輪島聖書教会［聖書教会連盟］	 377

和白バプテスト教会［バプ連盟］	 707

ワシントン・アライアンス日本語教会	 1030

ワシントン日本人キリスト教会	 1030

ワシントン日本人キリスト教会を支援

する会［WJCC支援会］	 1003

和生園	 878

早稲田教会［日基教団］	 261

（財）早稲田奉仕園	 786

早稲田奉仕園セミナーハウス	 1060

和田明税理士事務所［和田会計］	 311

和田浦カルバリー・チャペル［カルバ

リーグループ］	 214

綿谷歯科クリニック	 841

和田山デイサービスセンターさくらの苑	878

渡辺	順子	 1014

渡邉	進	 1013

渡辺	亘	 849

（株）渡辺工務店　ベテル建築設計事

務所	 894

渡辺病院	 831

渡辺労政管理事務所	 311
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NUM宣教会［NUM］	 980

Ｏ

O・Oミニストリーズ	 965

OMFインターナショナル日本委員会

［OMF］	 995

OMF	ザ・チャペル・オブ・アドレー

ション［JECA友好・OMF］	 197

OMSウエスト･ロサンゼルス･ホーリネ

ス教会	 1017

OM日本［OM日本］	 995

Ｐ

PRO-LIFE	JAPAN	MACHIDA［PLJM］	 983

Ｒ

RACネットワーク（文脈化研究会）

［RAC］	 962

RCI香芝ゴスペルチャーチ［JEC］	 590

Rev.	&	Mrs.	Paul	H.	Ueki	 1037

Rising	Sun	School	 986

Ｓ

S.E.I.東大アチーブ	 190

（有）S.E.O.	 893

SELPみなと	 855

SIM日本委員会［SIM］	 995

Sounds	Grace	 437

STUDIO・SHIRO	 506

SURF	GARDEN	 189

Ｔ

TAC日本語学舎	 225

TCC京阪シティー・チャーチ牧野［ト

ータル］	 545

THE	CHURCH	OF	PENTECOST［在外国

教団教派］	 165

THE	SUNS	一宮店	 189

THE	SUNS	神田店	 221

TLCCC会津若松教会［主の十字架］	 107

TLCCC秋田教会［主の十字架］	 91

TLCCC厚木教会［主の十字架］	 318

TLCCC生けるいのちの水教会［主の十

字架］	 128

ンテコステ教団］	 544

Jzs（ジェイズ）聖書研究講座事務局	 505

Jホープ・グレース・チャーチ［福音

ペンテコステ］	 497

Ｋ

K's	Cafe	 221

K2インターナショナルグループ	 308

KCC魚住キリスト教会［アドベント］	 560

KCC萱島キリスト教会［アドベント］	 540

KIUアカデミー	小学部・中学部［KIU	

Academy］	 800

KIUアカデミー　高等部［KIU	Academy］	 800

KOBE	GOSPEL	VISION［KGV］	 552

（株）Kアート	 909

Ｌ

Lemuel和束自然学校	 483

Living	Water	Church＝旧称：ベテル教

会［JRL］	 323

LMI世界宣教会［LM-J］	 1002

LST英語教室	 57

LTLキリスト教会［単立／独立］	 299

Ｍ

MAG	 220

MEBIGセミナー委員会	 985

MINISTERIO	INTERNACIONAL	VIDA（伝）

［キリスト宣教団］	 138

Mission	エパタ［MEP］	 984

MIUシオンチャペル［ワールドミッシ

ョン］	 271

MJD恵美須保育室	 507

Mt.Zion篠原農園	 385

MYM	 597

Ｎ

（有）	N・D・Tナカムラデザインティー

ム［NDT］	 894

Nagoya	English	Fellowship［単立／独立］	 456

NAOKIメンタルヘルスセンター	 848

（株）NAZARETH［（株）ナザレ］	 908

New	Life	Chapel［NTM］	 460

NOAH・CLUB	 505

NOAH設計	 895

NOEL	corp［喫茶ノエル］	 21

Gospel	Shop	オアシス仙台店	 74

Gospel	Shop	オアシス立川店	 229

Gospel	Shop	インターネット店［ゴスペ

ルショップネット店］	 229

Ｈ

HAIR	&	BEAUTY	NON	美容室	 551

HAT神戸キリスト教会＝HAT神戸伝道

所［西日本ルーテル］	 573

hi-b.a.キャンプ	 1060

HISミニストリーズ	 230

HOPE	ユースセンター	 437

HOPEユースセンター	 984

Ｉ

ICM出版［ICM］	 588

IFGF	GISI	TOKYO［IFGF	GISI］	 277

IGA上野福音キリスト教会［単立／独立］	466

IGL医療専門学校	 804

（学）IGL学園	 777

（福）IGL学園福祉会	 821

IGL健康福祉専門学校［IGL］	 804

IGL広島福音教会［ホーリネス］	 636

IGM台中国際基督教会	 1053

Ｊ

J-House［単立／独立］	 517

J-street	Mission	 971

Jzs（ジェイズ）光のある間に教会［ペ

ンテコステ教団］	 544

J.O.Y.clubS.A.C	 310

J&Jミニストリーズ［J&J］	 996

Japanes	Baptist	Church	of	Middle	Tennessee	1025

JCGIネットワーク［JCGI］	 971

（株）JCS	 502

JEL	 551

JESUS　SCHOOL	 221

JOY	CHURCH［単立／独立］	 702

"Joy	kids.club，Joy	Joy	Saturday"	 234

JOYFULグレース・チャーチ［JRL］	 168

JOYモータース	 155

JTJ宣教神学校	 811

JWTC「エホバの証人をキリストへ」	 971

Jzs（ジェイズ）アンテオケ教会［ペン

テコステ教団］	 544

Jzs（ジェイズ）イエス・キリスト教会

センターチャーチ［ペンテコステ教

団］	 544

Jzs（ジェイズ）ジョイフルチャーチ［ペ
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TLCCC奈良教会［主の十字架］	 592

TLCCC南部アンテオケ教会［主の十字

架］	 764

TLCCC函館教会［主の十字架］	 46

TLCCC東シオン教会［主の十字架］	 82

TLCCC東フィラデルフィヤ教会［主の

十字架］	 83

TLCCC兵庫フィラデルフィア教会［主

の十字架］	 566

TLCCC広島・神の教会［主の十字架］	 633

TLCCC福井教会［主の十字架］	 380

TLCCC福島教会［主の十字架］	 112

TLCCC富士フィラデルフィア教会［主

の十字架］	 430

TLCCC船橋イスラエル教会［主の十字

架］	 211

TLCCCほほえみ教会［主の十字架］	 173

TLCCC町田教会［主の十字架］	 300

TLCCC松阪教会［主の十字架］	 470

TLCCC松本教会［主の十字架］	 402

TLCCC松山教会［主の十字架］	 674

TLCCC三重教会［主の十字架］	 468

TLCCC三沢教会［主の十字架］	 62

TLCCC宮古教会［主の十字架］	 766

TLCCC宮崎教会［主の十字架］	 742

TLCCC室蘭教会［主の十字架］	 48

TLCCC恵みの栄光教会［主の十字架］	 163

TLCCC恵みの御座鳥取教会［主の十字

架］	 607

TLCCCMorningstar教会［主の十字架］	 168

TLCCC山形教会［主の十字架］	 99

TLCCC大和教会［主の十字架］	 334

TLCCC横浜教会［主の十字架］	 346

TLCCC四日市シオン教会［主の十字架］	 470

TLCCC米沢教会［主の十字架］	 100

TLCCC和歌山教会［主の十字架］	 600

Ｕ

Uチャペル米子［単立／独立］	 608

U．N神学校［UNTS］	 810

UCA-都市・建築設計事務所［UCA］	 890

Ｗ

Wilson	School	of	Home	Education［Wilson	

School］	 309

Ｙ

Yes2イエス@北千住＝関東ハウスチャ

ーチネットワーク［OMF］	 242

の十字架］	 718

TLCCCキリストの町教会［主の十字架］	 286

TLCCC桑名教会［主の十字架］	 467

TLCCC恵愛いずみキリスト教会［主の

十字架］	 112

TLCCCCornerstone教会［主の十字架］	 165

TLCCC高知生ける神の教会［主の十字

架］	 680

TLCCC甲府教会［主の十字架］	 388

TLCCC神戸アンテオケ教会［主の十字

架］	 571

TLCCC小松教会［主の十字架］	 375

TLCCC西郷村教会［主の十字架］	 744

TLCCC坂出教会［主の十字架］	 660

TLCCC札幌フィラデルフィヤ教会［主

の十字架］	 43

TLCCCシオンの山大阪教会［主の十字

架］	 522

TLCCC静岡教会［主の十字架］	 425

TLCCC下関十字架の恵み教会［主の十

字架］	 648

TLCCC主の町シオン教会［主の十字架］	 362

TLCCC主の恵み鳴門教会［主の十字架］	 655

TLCCC上越教会［主の十字架］	 359

TLCCC湘南エルサレム教会［主の十字

架］	 333

TLCCC鈴鹿フィラデルフィア教会［主

の十字架］	 468

TLCCC聖なる神の都エルサレム教会

［主の十字架］	 62

TLCCC聖なる都エルサレム教会［主の

十字架］	 751

TLCCC聖なる都久留米教会［主の十字

架］	 697

TLCCC高松アンテオケ教会［主の十字

架］	 663

TLCCC筑豊キリスト教会［主の十字架］	 707

TLCCC千葉イスラエル教会［主の十字

架］	 206

TLCCC天にあるエルサレム天草教会

［主の十字架］	 723

TLCCC天に登録されている長子たちの

教会＝FRH教会［主の十字架］	 173

TLCCC十日町教会［主の十字架］	 359

TLCCC東京アンテオケ教会［主の十字

架］	 264

TLCCC徳島エルサレム教会［主の十字

架］	 654

TLCCC富山教会［主の十字架］	 367

TLCCC豊橋教会［主の十字架］	 451

TLCCC長岡教会［主の十字架］	 359

TLCCC長野教会［主の十字架］	 400

TLCCC名護アンテオケ教会［主の十字

架］	 763

TLCCC名古屋教会［主の十字架］	 457

TLCCC生ける神の望み飯塚教会［主の

十字架］	 690

TLCCC諫早教会［主の十字架］	 717

TLCCC石垣教会［主の十字架］	 758

TLCCCイスラエル神の栄光八代教会

［主の十字架］	 727

TLCCCイスラエルの神の栄光教会［主

の十字架］	 36

TLCCCイスラエルの讃美たらみ教会

［主の十字架］	 717

TLCCCいのちの泉上田教会［主の十字

架］	 397

TLCCCいのちの泉大分教会［主の十字

架］	 733

TLCCCいのちの冠福岡教会［主の十字

架］	 704

TLCCCいのちの水の川教会［主の十字

架］	 360

TLCCC磐田集会［主の十字架］	 421

TLCCCインマヌエル島原教会［主の十

字架］	 718

TLCCC宇都宮教会［主の十字架］	 137

TLCCCAFCアンバサダーズ・フォー・

クライスト・チャーチ＝AFC教会［主

の十字架］	 40

TLCCC江別教会［主の十字架］	 32

TLCCCエルサレム主の栄光教会［主の

十字架］	 726

TLCCC大崎中央教会［主の十字架］	 78

TLCCC大村教会［主の十字架］	 717

TLCCC沖縄いのちの水の泉教会［主の

十字架］	 761

TLCCC小樽主の園シオン教会［主の十

字架］	 33

TLCCC小田原教会［主の十字架］	 320

TLCCC帯広教会［主の十字架］	 33

TLCCC柏教会［主の十字架］	 200

TLCCC柏崎教会［主の十字架］	 357

TLCCC金沢教会［主の十字架］	 375

TLCCC神のしもべ長崎教会［主の十字

架］	 718

TLCCC神の陣営平戸マナハイム教会

［主の十字架］	 719

TLCCC神の聖所の柱佐賀教会［主の十

字架］	 712

TLCCC唐津教会［主の十字架］	 711

TLCCC川崎アンテオケ教会［主の十字

架］	 322

TLCCC北エルサレム教会［主の十字架］	 30

TLCCC北九州生ける神の教会［主の十

字架］	 693

TLCCC北見教会［主の十字架］	 35

TLCCC岐阜教会［主の十字架］	 411

TLCCC京都シオン教会［主の十字架］	 491

TLCCCキリストに栄光佐世保教会［主
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YMCAアジア青少年センター	 1060

YMCA阿南国際海洋センター	 1065

YMCA英語・スポーツ専門学校［YMCA］	 786

YMCA学院高等学校	 802

YMCA健康福祉専門学校	 796

YMCAコンフォレスト湯来	 1065

YMCAしろがね幼稚園	 558

YMCAスポーツ専門学校	 796

YMCA福祉専門学校	 796

YMCA松尾台幼稚園	 558

YMCAマナ保育園	 317

YMCA山手センター	 987

YMCA米子医療福祉専門学校	 804

Youth	Church	＠	所沢＝関東ハウスチャ

ーチネットワーク［OMF］	 179

YWCAフィットネスワオ	 845

Ｚ

Zion（シオン）	 407
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あ

愛知福音キリスト教会＝AGCC[単立/独立]	 444

アガペ宣教会	 902

昭島教会[東京FM]	 282

秋田キリスト教会[単立/独立]	 90

ACT建築デザイン事務所	 885

あさのことば電話相談室	 1066

アジア・グラデュエート・スクール･オブ･セオロジー	 776

アジア神学大学院→アジア・グラデュエート・スクール･オブ

･セオロジー

熱田教会[日基教団]	 452

あどない・いるえ→ミッション・あどない・いるえ

（有）アムス　ソリューション	 1067

綾瀬東部教会[単立/独立]	 242

アルファ・ジャパン	 1069

アンテオケ宣教会	 988

アンテオケ教会成長神学校	 776

（有）イースター式典社	 903

イエス・キリスト緑の牧場教会[単立/独立]	 298

イエス・キリスト宮崎福音教会[福音の群]	 742

イエス・キリストリバイバル教会[単立/独立]	 342

イエス純福音郷ヶ丘教会[JRL]	 107

活けるキリスト名古屋一麦教会[単立一麦の群]	 459

いしずえ→自立生活センターいしずえ

伊豆高原クラブ	 1054

一宮教会[基督兄弟団]	 442

（株）一粒社ヴォーリズ建築事務所	 885

一杯の水	 989

伊都キリスト教会[バプ連盟]	 701

井野葉由美を支える会	 992

岩渕佳子	 1076

インマヌエル京都伏見キリスト教会[IGM]	 495

インマヌエルシステム	 885

インマヌエル聖宣神学院キリスト教会[IGM]	 349

ウェスレアン･ホーリネス神学院	 775

宇佐神正海	 1073

宇佐神実	 1073

栄光キリスト教会[単立/独立]	 255

エベネゼル緊急基金	 991

エマオ出版	 1069

エリムキリスト教会	 1066

(有)エルデ・コーポレーション	 886

オアシスブックセンター	 1083

近江兄弟社→メンターム

大阪教会[KCCJ]	 516

大阪桃谷教会[ナザレン]	 522

大島泉の家	 1055

太田キリスト教会[福音伝道]	 147

大寺俊紀	 1075

OBI→お茶の水聖書学院

岡野オルガン工房	 886

荻窪栄光教会[イエス・キリスト]	 262

奥多摩バイブル・シャレー	 1055

奥山実	 1073

奥山実アワーを支える会	 1080

小栗龍男	 1073

お茶の水聖書学院	 775

お茶の水聖書学院	 1067

か

鹿児島聖書バプテスト教会[単立/独立]	 750

ガッズキングダム・クリスチャンスクール	 1079

勝田教会常陸大宮チャペル[日基教団]	 127

勝間としを	 1075

亀井玲司	 1076

カリスチャペル[単立/独立]	 528

軽井沢フェローシップバイブルキャンプ	 1056

関東栄光教会[NTM]	 282

関東学院	 773

菅野直基	 1073

木内わがまち総合鑑定株式会社	 886

北九州キリスト教書店オアシス	 1086

９９＋	 1068

キリスト聖書神学校	 776

銀座栄光法律事務所	 1071

久遠キリスト教会[単立/独立]	 263

工藤篤子	 1076

グループホームみくに松戸の園	 820

グレースマウンテンインターナショナルスクール	 1079
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堺福音教会[JEC]	 534
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佐藤義高	 1073
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サムエル国際キリスト教学園	 1079
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紫園香	 1076
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渋谷教会[日基教団]	 255
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聖書同盟	 1070

税理士法人ノア	 1072
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徐起源	 1074

創世グループ	 820
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田口典子	 1077
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ＴＶＯＰ	 1077

東海聖書神学塾	 775
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ニューホープ・インターナショナル･フェローシップ東京[NHJA]	 273
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東京聖書学院教会[ホーリネス]	 296
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東山荘	 1057
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トーマス・ゼネン	 1076
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ナスハウス工業株式会社	 885
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登戸学寮	 1067
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花畑ホーム	 820
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フルゴスペル大分教会[JFGA]	 736

フルゴスペル横浜教会[JFGA]	 348
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本田　路津子	 1077



1184 広告索引

索
引

広
告
索
引

ラブ・アジア・ミッション	 990

リトル・ワンズ・ミッション・インターナショナル・スクール	 1079

レホボト・ジャパン	 1068
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YMCA　東山荘→東山荘

早稲田奉仕園セミナーハウス	 1057

渡辺暁男	 1078
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松野英親税理士事務所	 1071

松原湖バイブルキャンプ	 1055

月刊ディボーションガイド　マナ	 1070

マネジメントスタッフ	 1072

MIGIWA	 1077

三沢バプテスト・キリスト教会[バプ連盟]	 63

水谷潔	 1074

三ツ境キリスト教会[基督兄弟団]	 344

ミッション・あどない・いるえ	 991

（福）ミッドナイトミッションのぞみ会	 820
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横浜女子短期大学	 771
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ライフセンター新潟書店	 1084

ライフセンター福岡書店	 1086

ライフセンター福島書店	 1082

ライフセンター横浜書店	 1083
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