
曜日 開始時間 英語 韓国語 中国語 スペイン語 ポルトガル語 タガログ語 インドネシア語 その他

1 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 カナン・プレイズ・チャーチ 007-0843 札幌市東区北43条東16丁目2-1 011-781-7934 長沢　克己 日 19:30 ○
2 日本イエス・キリスト教団　　　　　　　函館中央教会　　　　　　　　　　　　　 041-0836 函館市山の手2丁目25-5　　　 0138-52-0102 二宮　一郎 ○ ○ ○
3 OMFインターナショナル 札幌国際キリスト教会　　　　　　　　　　 060-0004 札幌市中央区北4条西１１丁目26-1国際教会ビル２F 011-221-8851 リー、S .G ○ ○ ○
4 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ジーザス・ライフハウス・インタナショナル 060-0063 札幌市中央区南三条西1-3-3 03-6426-5923 プラマー　ロッド ○
5 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ジ-ザス コミュニティ石狩教会 061-3216 石狩市花川北六条1-20 0133-77-8459 金　聖圭 ○
6 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　オープンドアチャペル 062-0042 札幌市豊平区福住2条7-12-17 011-857-7455 佐々木　俊一 ○
7 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 札幌教会　　　　　　　　　　　　　　　　 062-0052 札幌市豊平区月寒東２条19の11の15 011-857-7592 千　相鉉 ○
8 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌クリスチャングループ 062-0936 札幌市豊平区平岸6条10丁目・豊平区民センタ- 090-5075-2526 岡田　好弘 日 19:30 ○ ○
9 単立－ペンテコステ系　　　　　　　　　インターナショナルクリスチャンフェロシプ 063-0051 札幌市西区宮の沢一条4丁目4-47　　 011-669-3038 Ｊ．ジャンセン　　　 ○

10 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　札幌バプテスト教会　　　　　　　　　　　 064-0922 札幌市中央区南22条西14丁目1-28 011-561-6990 奥村　敏夫 日 15:00 ○
11 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 岩見沢福音キリスト教会　　　　　　　　　 068-0823 岩見沢市日の出南１－３-4　 0126-23-7550 森川　章吾　　　　　 ○
12 日本福音キリスト教会連合　　　　 三笠キリスト教会　　　　　　　　　　 068-2107 三笠市若草町３９７-125　　 01267-2-2945 マンダーズ・スティーブ ○
13 日本ナザレン教団　　　　　　　　　　　旭川教会　　　　　　　　　　　　　　　　 070-0811 旭川市旭町2条3丁目　 0166-51-9765 後藤　英夫　　　　　 日 10:45 ○
14 単立－バプテスト系　　　　　　　　　　忠和聖書バプテスト教会 070-8044 旭川市忠和４条1-1-23 0166-62-0985 ゼンキ　ディーン 日 19:00 ○
15 日本メノナイト・キリスト教会協議会　　　富良野のぞみキリスト教会　　　　　　　　 076-0023 富良野市栄町６号２５　　 0162-22-3682 武藤　講三（代表） ○
16 単立－バプテスト系　　　　　　　　　　旭川聖書バプテスト教会　　　　　　　　 078-8313 旭川市神楽岡三条5-6-11 0166-65-8175 本母　清一 ○

17 ブレザレン系　　　　　　　　　　　　　　釧路キリスト福音館　　　 085-0805 釧路市桜ケ岡７丁目４２ー４　　　 0154-92-0607 山形　浩之 ○

18 日本フルゴスペル教団 純福音青森教会 030-0945 青森市松森1-6-14 0177-43-1138 近藤　久靖 ○
19 単立－バプテスト系　　　　　　　　　　北日本バプテスト聖書宣教教会 034-0041 十和田市相坂高清水139-4 0176-23-7303 中野渡　昭子 ○

20 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　カルバリー・バプテスト教会　　　　 033-0011 三沢市幸町２丁目１１番２２号　　　 0176-53-2734 ブル-ス　トラス ○

21 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 夜越山祈りの家 039-3331 東津軽郡平内町大字浜子字堀替63-40 017-755-5987 鎌田　新 ○

22 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 仙台教会　　　　　　　　　　　　　　　 980-0813 仙台市青葉区米ヶ袋1-2-9　 022-713-5159 徐　東一 ○
23 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　日本バプテスト仙台基督教会　　　　　　　 980-0801 仙台市青葉区木町通２丁目１－５　 022-233-3550 小林　孝男（代表） 日 18:00 ○
24 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン仙台キリスト教会 980-0871 仙台市青葉区八幡4-5-24 022-234-3847 韓　承喜 日 14:00 ○ ○

25 単立－バプテスト系　　　　　　　　　　気仙沼聖書バプテスト教会　　　　　　　　 988-0051 気仙沼市常楽２１２番地７ 0226-22-6066 千葉　仁胤　　　　　 ○

26 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン山形キリスト教会 990-2494 山形市末広町6-18 023-633-2022 申　ブン錫 日 14:00 ○
27 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 米沢興譲教会　　　　　　　　　　　　　　 992-0045 米沢市中央3丁目5-12　　　　 0238-23-6439 高野　昭 日 9:00 ○

28 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 山形ウリ教会 994-0022 天童市桜町8-21 023-651-2868 李　明信 ○

29 保守バプテスト同盟　　　　　　　　　　北信カルバリ－教会　　　　　　　　　 960-0116 福島市宮代字大屋敷71-1　 024-553-0123 久場　政則　　　　　 ○ ○

30 全日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ・ﾐﾄﾞ・ﾐｯｼｮﾝ宣教師団郡山バプテスト教会　　　　　　　　　　　 963-8041 福島県郡山市富田町大徳南８‐３ 024-951-0401 田島　信正　　　　　 ○

31 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 広星キリスト教会 300-0521 稲敷市月出里花指272-51 029-892-3996 森田　日出夫 ○ ○
32 日本同盟基督教団　　　　 土浦めぐみ教会 300-0811 土浦市上高津489-1 029-822-2242 清野　勝男子 日 10：00,11：30 ○ ○
33 大韓イエス教長老会 土浦グレイスキリスト教会 300-0844 土浦市乙戸789-4 029-841-4660 權　相均 ○
34 アッセンブリーズオブゴッド ASSEMBLEIA DE DEUS Refugio 300-1253 つくば市天宝喜670 080-6622-6546 Douglas Mancelo 日 10:00 ○
35 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 迦南教会　　　　　 300-2345 つくばみらい市長渡呂177-1 042-458-1966 林光栄 ○
36 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 つくば東京教会　　　　　　　　　　　　　 305-0001 つくば市栗原３５３３－４９　 0298-57-3079 許　伯基 ○
37 単立 筑波國際基督教会 305-0005 つくば市天久保3-3-5 029-858-0450 黄　恵仁 ○
38 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　筑波学園教会　　　　　　　　　　　　　　 305-0033 つくば市東新井２４－１０ 029-851-1713 福島　純雄 ○
39 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　筑波バプテスト教会 305-0061 つくば市稲荷前23-2 029-858-0655 高橋　秀二郎 日 16:00 ○ ○
40 単立 筑波福音基督教会 305-0861 つくば市谷田部6100-13 029-836-8434 呂　忠明 ○
41 日本長老教会　　　　　　　　　　　　 つくば希望教会 305-3261 つくば市花畑1-15-19 029 -875-8710 朴　権出 ○
42 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 HCMインターナショナル古河グローリー 306-0204 古河市下大野706-3 0280-23-2528 カギワダ　ルパルト ○ ○
43 キリストの教会（チャーチオブクラィスト系友部キリストの教会 309-1704 笠間市美原１丁目３－６ 0296-77-8320 レイ Ｍ. ○
44 在日大韓基督教会 水戸教会　　　　　　　　　　　　　　　　 310-0031 水戸市大工町2-6-27 029-231-2008 韓　在文 ○
45 キリストの教会（チャーチオブクラィスト系水戸キリストの教会 310-0062 水戸市大町１丁目２番３５号　　　　　　　　　　　　　　 029-231-1669 恒枝　篤史 ○
46 大韓イエス教長老会教 水戸愛の教会 310-0063 水戸市五軒町3-1-40 029-228-4212 宣　明秀 日 13:00 ○
47 インドネシア福音教会 大洗インドネシア福音教会 311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町5116-34　 090-6519-9111 スルヤ・ハレファ 日 18:30 ○
48 キリストの教会（チャーチオブクラィスト系多賀キリストの教会 316-0003 日立市多賀町１丁目８番７号　　 0294-38-0522 斎藤　由治　　　　　 ○

49 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 日立教会 316-0022 日立市大沼町1-19-10 0294-36-7112 鄭　仁和 日 10:30 ○

50 日本キリスト宣教団　　　　　　　　　　峰町キリスト教会　　　　　　　　　　　　 321-0943 宇都宮市峰町１-16-8 0286-36-8663 安食　弘幸　　　　　 ○ ○
51 保守バプテスト同盟　　　　　　　　　　大田原キリスト教会 324-0047 大田原市美原3-1-19 0287-23-8317 大橋　富男 ○ ○
52 アライズ 佐野リバイバルセンタ- 327-0837 佐野市大橋町1617　　 0283-22-7550 サーカ，ロン　　　　 ○
53 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 あどないいるえクリスチャン蔵の街チャペル 328-0037 栃木市倭町１１－１６　　 0282-25-1427 ピーター藤正信 ○
54 日本キリスト宣教団　　　　　　　　　　高根沢キリスト教会　　　　　　　 329-1232 塩谷郡高根沢町光陽台１丁目-10-7 0286-75-6155 クルベリー・エバート 日 10:30 ○
55 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　西那須野教会　　　　　　　　　　　　　　 329-2735 那須塩原市太夫塚1丁目232-438 0287-36-4820 菅野　勝之 日 15:00 ○
56 日本リバイバル連盟（Ｊ・Ｒ・Ｌ） 家の教会しおん 329-2806 那須塩原市横林144-52 0287-35-3804 久留生　夏江 ○

57 保守バプテスト同盟　　　　　　　　　　那須のぞみキリスト教会 329-3200 那須郡那須町高久丙1335-2 028-723-8317 大橋　富男 ○

58 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　草加神召ｊキリスト教会太田チャペル 370-0347 太田市新田大根町179-1 0276-57-5872 リカルド　キタオカ ○ ○
59 福音伝道教団　　　　　　　　　　　　　　大泉キリスト教会　　　　　　　　　　　　 370-0521 邑楽郡大泉町住吉３０－８ 0276-63-2329 中川　信嗣 日　2 14:00 ○
60 日本バプテスト・バイブル・フェロシップ　めぐみバプテストテンプル　　　　　　　　 370-0522 邑楽郡大泉町富士３ー１３ー１　　 0276-62-5446 フィンチ，バビー　　 土偶数 19:30 ○
61 単立 IgrejaInternacional de Graca de Deus 370-0532 邑楽郡大泉町坂田7-1-2 090-6026-7486 Ｈｉｒｏｓｈｉ Serikako ○
62 宗教法人東京中央教会 高崎中央教会 370-0815 高崎市柳川町16-21 027-322-9420 洪　薫杓 ○
63 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　リバーサイドチャペル伊勢崎 372-0022 伊勢崎市日乃出町451　　　　 0270-22-0227 天野　弘昌 ○
64 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　伊勢崎チャペル 372-0022 伊勢﨑市日の出町451 リカルド　キタオカ ○
65 インドネシア福音教会 群馬インドネシア福音教会 372-0025 伊勢崎市東本町347-1-2Ｆ 080-3463-9481 ミンバル　ヘンリ 日 15:00 ○

66 藤原キリスト世界伝道団 日本バイブルホーム 379-1721 利根郡水上町藤原6289-14 0278-75-2066 ティアニー・トマス ○

67 単立 台灣基督教会川越教会 305-0806 川越市大字天沼新田３２１－１ 049-233-6644 陳　明星 ○
68 日本福音教会連合　　　　　　　　　　　聖泉キリスト教会　　　　　　　　　　　　 332-0001 川口市朝日３丁目１番１８号　　　　 048-223-842  三浦　清重　　　　　 ○
69 日本福音教会連合　　　　　　　　　　　日本弟子たちの教会 332-0017 川口市栄町3-2-20-401 048-252-1612 朴　永吉 ○
70 単立 埼玉國際基督教会 332-0034 川口市並木3-4-23 石原ビル 3F 048-229-6642 朴　日永 ○
71 日本福音教会連合　　　　　　　　　　　多摩キリスト教会 332-0034 川口市並木4-1-1-301 048-258-8169 鄭　順葉 日 12:00 ○
72 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　川口神召キリスト伝道所　　　　　　　　　 333-0801 川口市東川口4-8-5 048-298-6081 安田　眞　 ○
73 日本アライアンス・ミッション 川口キリスト教会 333-0861 川口市柳崎5-1-68 048-269-2691 元谷　光一 日　4 18:00 ○
74 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 THE CHURCH OF PENTECOST 333-0866 川口市芝6906 048-262-6223 ジアンフィ　ジョセフ ○
75 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　草加神召ｊキリスト教会英語チャペル 340-0011 草加市栄町2-7-34 048-932-3419 ブブ・アドド、グラデイス ○
76 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　草加神召ｊキリスト教会谷塚チャペル 340-0023 草加市谷塚町785-2　谷塚コミセン 080-3094-1294 ジョエル　ハセガワ ○
77 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　草加神召ｊキリスト教会八潮チャペル 340-0808 八潮市緑町ﾏｳﾝﾄﾞﾊｲﾂ1-39-23 08-4058-3819 レイナルド・トレス ○
78 勝利教会グループ 春日部チャペル 344-0053 春日部市梅田本町1-10-40 048-755-8601 井上　文月 ○ ○
79 日本福音自由教会協議会　　　　　　春日部中央会堂　　　　　 344-0067 春日部市中央１丁目５１－７　　　 048-735-4765 高橋　敏夫　　　　　 ○

80 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　上尾合同教会中国語礼拝伝道所　　　　 362-0041 上尾市富士見２丁目３番３３号　合同教会内 048-771-6549 李　秀雲 日 15:00 ○

81 日本基督教団 千葉臺灣基督教会 260-0021 千葉市中央区新宿2-8-6千葉クリスチャンセンター 043-247-8336 岸　憲秀 ○
82 国際福音教団 基督教千葉國際福音教会 272-0034 市川市 市川1-9-11 306号室  080-3444-5670 李　宏裕 ○
83 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　草加神召ｊキリスト教会柏チャペル 277-0863 柏市豊四季945-1新富近隣センター 090-9106-0103 ユーゼビオ・バレリオ ○

84 日本アライアンス・ミッション 成田福音教会　 286-0044 成田市不動ヶ岡1716-10 0476-23-0312 青松　英明 ○ ○

85 ニューホープ・ジャパン・アジア ﾆｭｰホ-プｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ 東京 101-0062 千代田区神田駿河台2-1　OCCビル8階 03-3209-2170 サタラカ　タロ ○
86 単立 New Hope 東京中国語礼拝部 101-0062 千代田区神田駿河台2-1　OCCビル8階 090-9203-2910 サタラカ　タロ ○
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87 単立 神田利河伯教会　  101-0062 千代田区神田小川町1-11 桃源郷 090-3241-5632 清瀬佳惠、許行道 ○
88 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ミッションエイドクリスチャンフェローシッﾌﾟ 101-0062 千代田区神田駿河台2-1　OCC 8F 042-472-5038 関根　一夫 ○ ○
89 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 東京インドネシア福音教会 101-0064 千代田区猿楽町2-5-5　韓国YMCAホテル内 03-3233-0611 安海　靖郎 〇
90 単立 新橋基督教会 103-0003 中央区日本橋小伝馬町1-3  共同ビル 7F 050-1279-6478 李　慎政 ○
91 日本聖公会　　　　　　　　　　　　　　　月島聖公会　　　　　　　　　　　　　　　 104-0052 中央区月島４丁目５番８号 03-6225-0475 神崎　雄二 日　3 15:00 ○
92 日本聖公会　　　　　　　　　　　　　　　聖オルバン教会　　　　　　　　　　　　　 105-0011 港区芝公園３-６-２５ 03-3431-8534 スコット、ウォ-カ- ○
93 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 東京多摩キリスト教会 110-0001 台東区谷中3-21-12 03-5685-4956 金　鍾基 ○
94 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　草加神召キリスト教会浅草チャペル 111-0032 台東区浅草7-5-1 03-3871-2959 ブブ・アドド、グラデイス 〇
95 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 草加神召キリスト教会タガログ語チャペル 浅草市民文化センター 080-4167-6930 ユーセビオ・パレリオ ○
96 大韓イエス教長老会 在日大韓イエス教長老会東京聖書教会 111-0053 台東区浅草橋4-17-5 03-3851-5466 李　清吉 ○
97 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　茗荷谷キリスト教会　　　　　　　　　　　 112-0012 文京区大塚１丁目１番１８号 03-3943-2050 朴　思郁 ○
98 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 すべての民の祈りの家教会 113-0033 文京区本郷5-25-18　ハイテックビル,２F 090-5503-8370 オリベイラ　ジルベルト ○
99 日本福音ルーテル教会　　　　　　　　本郷教会　　　　　　　　　　　　　　　　 113-0033 文京区本郷６丁目５番１３号 03-3814-0766 安井　宣生 ○

100 単立 山手台福生命堂教会 114-0024 北区西ノ原1-53-15（202 室） 080-3695-3497 吳義親 ○
101 大韓イエス教長老会 東京源泉教会 116-0003 荒川区南千住1-15-4トリニティ三ノ輪4F 03-3805-8480 李　聖勲 ○
102 単立 東京陽光基督教会 116-0011 荒川区西尾久7-57-8 03-3809-2466 刘天友 ○
103 単立 東京日暮里国際教会 116-0013 东京都 荒川区 西日暮里 5-23-3  冠第2ビル3F　 080-4183-2347 朴　桝民 ○
104 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　めぐみ福音キリスト教会 116-0013 荒川区西日暮里１丁目１６番９号　　 03-3801-4973 三宅 規之 ○
105 大韓イエス教長老会 東京希望キリスト教会 116-0014 荒川区東日暮里3-31-16　 03-5615-0153 金　東洙 ○
106 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 東京福音教会　　　　　　　　 116-0014 荒川区東日暮里２丁目４５番９号　　 03-3891-0747 ショウ　コウジュウ ○ ○
107 単立 北千住国際基督教会 120-0034 足立区千住3-1藤田ビル4階B室 080-3444-5670 I李　宏裕 ○
108 単立 神の家族主イエス・キリスト教会 121-0807 足立区伊興本町2-1-10 03-5837-4490 田島　実　　　　　　 ○
109 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 西新井教会　　　　　　　　　　　　　　　 123-0845 足立区西新井本町４丁目5-1　 03-3890-3365 韓　聖玄 ○
110 大韓イエス教長老会 東京イエスの家族教会 124-0001 葛飾区小菅1-30-5 03-5650-2595 黄　パウロ ○
111 大韓イエス教長老会 東京インマヌエル教会 124-0024 葛飾区新小岩1-36-2 03-5662-4452 薛　鎮福 ○
112 単立 東京亀有生命団契 125-0061 葛飾区亀有2-27-3亀有教会内 090-3610-6303 鈴木　靖尋　　　　　 ○
113 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　亀有教会　　　　　　　　　　　　　　　　 125-0061 葛飾区亀有２丁目２７番３号　　　　 03-3601-2730 鈴木　靖尋　　　　　 ○
114 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 東京東部教会 130-0003 墨田区横川3-2-7-2F 03-3622-9772 鄭　有盛 日 11:30 ○
115 大韓イエス教長老会 エデン教会 130-0011 墨田区石原1-12-5 03-3829-6400 曹　光勲 日 11:20 ○
116 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 東京オンヌリビジョン教会 130-0012 墨田区大平2-8-11SAISEI錦糸町ビル3F 03-6658-1530 張　在潤 ○
117 単立－長老系　　　　　　　　　　　　　　東京聖光キリスト教会 133-0051 江戸川区北小岩1-19-2 03-5668-6768 辛　福圭 ○
118 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　小岩栄光キリスト教会　　　　　　　　　　 133-0051 江戸川区北小岩２丁目１７番１３号　 03-3657-5505 吉山　宏　　　　　　 ○ ○
119 日本バプテスト・バイブル・フェロシップ　東京聖書浸礼教会 133-0057 江戸川区西小岩4-1-22　武田小岩ビル3Ｆ 03-5694-5443 朴　点得 日 11:00 ○
120 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ドイツ語福音教会 140-0001 品川区北品川６丁目５番２６号　　　　　　　　　　　　　 03-3441-0673 ヒュプラー・梅本・E ドイツ語
121 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 品川教会　　　　　　　　　　　　　　　　 140-0014 品川区大井3-3-4 03-5746-1651 姜　章植 日 11:30 ○
122 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 東京蒲田教会 143-0024 大田区中央8-22-12-1Ｆ 03-6410-2922 新井　由貴 日 10:00 ○
123 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　蒲田教会　　　　　　　　　　　　　　　　 144-0052 大田区蒲田１丁目２２番１４号　　　 03-3732-1796 林　巌雄 日 10:00 ○ ○
124 単立－ペンテコステ系　　　　　　　　　いのちの泉キリスト教会 145-0064 大田区上池台１丁目12-5-4F 03-3727-7089 劉　天泉 ○
125 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 東京ユニオン・チャーチ　　　　　　　　　 150-0001 渋谷区神宮前５丁目７番７号　　　　　 03-3400-0047 ランディ M. ○
126 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　恵約宣教教会 150-0002 渋谷区澁谷　2-22-16　HI BAセンター 0422-42-4771 藤原　淳賀 ○
127 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 東京国際基督教会　　　　　　　　　　 150-0021 渋谷区恵比寿西１丁目１９番４号　　　　 03-3464-4512 姜   宝陛 日 10：30,15時 〇 ○
128 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　東京バプテスト教会　　　　　　　　　　　 150-0035 渋谷区鉢山町９番２号　　 03-3461-8425 フォルズ、D ○
129 日本アライアンス・ミッション 東京渋谷福音教会 150-0036 渋谷区南平台町6-17 03-3463-1364 キム　ヨンギル 日 13:00 ○
130 単立－ペンテコステ系　　　　　　　　　栄光キリスト教会 150-0053 渋谷区代々木5-43-6 03-3468-3211 金子　信一 ○
131 福音伝道教団　　　　　　　　　　　　　　笹塚キリスト教会　　　　　　 151-0073 渋谷区笹塚１丁目６０番９号　　　　 03-3374-5866 松原　智 ○
132 日本聖契キリスト教団 目黒カベナント教会 153-0065 目黒区中町1-34-11 03-3712-5074 落合　弘倫 ○
133 東京ホライズンチャペル 東京ホライズンチャペル世田谷 154-0054 世田谷区桜丘5-21-7 03-5450-7755 平野　耕一 日 10:30 ○
134 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 お茶の水教会 160-0005 新宿区愛住町19-16　フジビル8Ｆ 03-5295-8695 張　承澈 ○
135 大韓イエス教長老会 東京召命教会 160-0022 新宿区新宿7-27-16第二清水ビル201　 03-3207-4112 蘆　永浩 ○
136 ニューホープ・ジャパン・アジア シャローム・クリスチャン・フェローシップ 160-0023 新宿区西新宿7-9-7東京家政専門学校2階 090-9306-7284 ホセ　アリンソッド ○ 〇
137 ニューホープ・ジャパン・アジア 新宿シャローム教会　 160-0023 新宿区西新宿７丁目９番７号ニッカ・ビル　 03-3371-7558 稲福　エルマ　　　　 ○ ○ ○
138 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 中央キリストの福音教会 164-0001 中野区中野2-29-1田中ビル2F 090-3915-2009 澤畑　明豪 日 17:00 ○
139 日本基督教団 阿佐谷恵み教会 166-0003 杉並区阿佐谷北1-21-43 03-5932-1547 星野　憲二 ○
140 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 東京中華基督教会　　　　　　　　　　　　 166-0003 杉並区高円寺南５丁目１３番４号　　　　 03-3312-1837 楊　建榮 ○
141 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 東京第一キリスト教会 166-0011 杉並区梅里2-25-13　高円寺プラザビ・1F 03-5377-9852 金　宙完 ○ ○ ○
142 主の十字架クリスチャンセンター 東京アンテオケ教会 166-0022 杉並区高円寺北2丁目15-1金田ビル3F 03-5327-5612 パウロ　秋元 日 15:00 ○
143 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　東京台湾教会　　　　　　　　　　　　　　 167-0052 杉並区南荻窪４丁目２５番１１号　　 03-3331-3247 李　孟哲 ○
144 日本バプテスト同盟　　　　　　　　　　東京平和教会　　　　　　　　　　　　　　 169-0051 新宿区西早稲田２丁目３番１号　　 03-3203-2442 大矢　直人 ○ カチン語、ミャンマー語、カレン語
145 宗教法人　東京中央教会 東京中央教会 169-0072 新宿区大久保2-18-8 03-3208-8491 李　康憲 ○
146 日本フルゴスペル教団 フルゴスペル東京教会 169-0072 新宿区歌舞伎町2-2-19 03-3232-0667 韓　相仁 ○ ○ ○
147 日本福音ルーテル教会　　　　　　　　東京教会　　　　　　　　　　　　　　　　 169-0072 新宿区大久保１丁目１４番１４号　　 03-3209-5702 関野　和寛 日 10:00 ○
148 日本福音教団　　　　　　　　　　　　　　東京信安教会 169-0072 新宿区戸山1-9-3 03-3202-5252 金　静子 ○
149 ウエスレアンホーリネス教団 淀橋教会 169-0073 新宿区百人町１丁目１７番８号 03-3368-9165 峯野　龍弘　　　　　 ○ 〇
150 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 東京カチンバプテスト教会日本語礼拝グループ 169-0073 新宿区百人町2-23-27　学生の家11番 090-2970-4631 松沢　勇志 日 11:30
151 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　新東京バプテスト教会 169-0073 新宿区百人町1-9-3 03-3360-7791 金　東源 ○
152 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン早稲田キリスト教会 169-0074 新宿区北新宿4-30-2 03-5338-6411 伊　在郷 日 16:00 ○ ○ ○
153 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 中央栄光教会 169-0074 新宿区北新宿3-10-5 03-5330-0090 李　庸撥 ○
154 友愛グループ 新宿福興教会 169-0074 新宿区北新宿3-8-4シャローム北新宿ビル2F 03-3371-9930 菅野　直基 ○ ○ ○
155 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　高田馬場台湾教会 169-0075 新宿区高田馬場2-19-7-1106号 03-3205-1990 陳兆魁 ○
156 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　百人町教会　　　　　　　　　　　　　　　 169-0075 新宿区高田馬場1-34-13東京家政専門学校2階 03-3351-0807 賈　晶淳 ○ ○
157 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　東京池袋台灣教会 171-0014 豐島区池袋3-62-9  03-5396-2540 郭　寛城 ○
158 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 シャロンゴスペルチャーチ 171-0021 豊島区西池袋5-2-1 03-3980-7930 本多　定雄　　　　　 日 18:00 ○
159 日本聖公会　　　　　　　　　　　　　　　池袋聖公会　　　　　　　　　　　　　　　 171-0021 豊島区西池袋５丁目２４番５号　　　 03-3986-4709 佐々木　康
160 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　東京韓日バプテスト教会 173-0004 板橋区板橋4-1-6バプテストビル 03-3963-7883 黄　洛孝 ○
161 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 東京第一教会　　　　　　　　　　　　　　 174-0043 板橋区坂下2-26-10 03-3558-4954 姜　英珍 ○
162 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 上板橋キリスト教会　　　　　　　　　　　 174-0075 板橋区桜川3-26-5 03-3936-9463 石島　弘憲　　　　　 土　 13:30 ○ ○
163 聖書キリスト教会 東京教会 176-0012 練馬区豊玉北1-12-3 03-5984-3571 尾山　清仁
164 日本同盟基督教団　　　　 石神井福音教会　　　　　　　　　　　　　 177-0042 練馬区下石神井４丁目２１番１６号　 03-3995-7556 畑中　洋人 ○
165 日本福音自由教会協議会　　　　　　東京武蔵野福音自由教会　　　　　　　　　 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町1-2-12 0422-21-6458 早矢仕　宗伯　　　　 日 11:00 ○
166 単立 三鷹福音教会 180-0013 武蔵野市西久保 1-12-2 0422-52-0991 ラルフ・Ａ・スミス 〇
167 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 国際基督教大学教会　　　　　　　　　　　 181-0015 三鷹市大沢３丁目１０番２号　　　　　 0422-33-3323 永田　竹司 ○
168 日本バプテスト・バイブル・フェロシップ　調布バプテスト・テンプル　　　　　　　　 182-0035 調布市上石原１丁目１７番１号　　　　　　　　　　　　　 0424-87-3202 石川　実　 ○
169 カルバリーチャペルミニストリーJAPAN カルバリチャペル府中 183-0004 府中市紅葉丘1-38-36 042-361-5460 リチャード　ローズ ○
170 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 八王子チャペル 192-0916 八王子市みなみ野5-19-8　C811 090-3960-5124 デルマ　ハシヅメ ○
171 新生キリスト教会連合 町田クリスチャンセンタ－ 194-0013 町田市原町田4-18-3 042-732-8341 杉本　智俊　　　 日 16:30 ○
172 東京ホライズンチャペル 東京ホライズンチャペル町田 194-0013 町田市原町田4-19-5 042-721-6999 平野　耕一 日 15:00 ○
173 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ユアチャーチ 194-0022 町田市森野1-10-10ペアシティエンドウビル1F 050-7505-4818 永原　創 ○
174 単立－長老系　　　　　　　　　　　　　　町田キリスト教会 195-0074 町田市山崎町2200山崎団地3-2-501 042-792-1790 小林　儀信 ○
175 キリストの教会（チャーチオブクラィスト系横田キリストの教会 197-0003 福生市熊川武蔵野１１４８番地３ 042-552-7964 野々垣　正信 日 10:00 ○
176 単立－長老系　　　　　　　　　　　　　　福生長老教会 197-0011 福生市福生2263-5 042-552-7040 林　錫潤 ○ ○
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177 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 グレイス・クリスチャン・フェロ-シﾂプ 198-0036 青梅市河辺町7-5-8 0428-30-1604 ウイルソンジョナサン ○ ○
178 日本福音ペンテコステ教団　　　　　 ひばりヶ丘バイブルチャ-チ 202-0002 西東京市ひばりが丘北3-6-32 042-424-5740 藤林　イザヤ ○ ○
179 日本同盟基督教団　　　　 久留米聖書教会　　　　　　　　　　　　　 203-0011 東久留米市大門町1-2-35 0424-58-7755 朴　忠勲　　 日 14:00 ○
180 ルーテル福音キリスト教会　　　　　　贖ルーテル福音キリスト教会　　　　　　　　　203-0052 東久留米市幸町３丁目２番１７号　　 042-471-1855 ウォーデル　B D 土 19:00 ○
181 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　関東プレインズ・バプテスト教会　　　　　 205-0022 羽村市双葉町２ー１０ー７ 042-551-1915 デイヴィッド・L・スミ ○
182 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗｲﾌ・ギヴィング・ウォーターフェロシップ 206-0011 多摩市関戸4-73多摩カルチャーセンター　4F-D 042-376-3347 奥村　徹朗 ○

183 日本フルゴスペル教団 フルゴスペル立川教会 207-0024 東大和市立野2-16-11 042-843-6767 朴　栄玉 ○ ○

184 日本同盟基督教団　　　　 招待キリスト教会 210-0005 川崎市川崎区東田町4-4 044-272-5670 趙　南洙 日 14:00 ○
185 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 川崎教会　　　　　　　　　　　　　　　　 210-0833 川崎市川崎区桜本町１丁目８番２２ 044-288-2930 金　健 ○
186 日本リバイバル連盟（Ｊ・Ｒ・Ｌ） リビング　ウォーター　チャーチ 212-0016 川崎市幸区南幸町1-5 044-511-1262 李　ダニエル ○ ○
187 保守バプテスト同盟　　　　　　　　　　田園グレース・チャペル 213-0002 川崎市高津区二子4-14-24-1 044-833-8791 近藤　泉 ○
188 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 登戸エクレシアキリスト教会 214-0014 川崎市多摩区登戸 3209 044-935-6241 ヒューバー　ティム 日 16:00 ○
189 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 フェイス&ビクトリー国際教会 220-0005 横浜市西区南幸2-16-20オーチュー横浜ビル9F 045-479-5060 愛多妥　直喜 日 14:30 ○
190 日本ホーリネス教団　 津久井みのりキリスト教会 220-0209 相模原市緑区三ケ木412-8 042-784-9345 廬　俊換 日 9:30 ○
191 日本バプテスト同盟　　　　　　　　　　捜真バプテスト教会　　　　　　　　　　　 221-0804 横浜市神奈川区栗田谷42-43 045-323-2967 藤巻　正悟　 ○
192 単立 神奈川國際基督教会 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町1-2-4 201号室 080-3444-5670 李　宏裕 ○
193 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　篠原教会　　　　　　　　　　　　　　　　 222-0022 横浜市港北区篠原東１丁目１番３３ 045-421-5405 小田島　幹彦　　　 日 ○ 18:00 11:00 ○
194 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 みどり野キリスト教会 225-0021 横浜市青葉区すすき野2-6-16 045-902-7898 西村　内弘 ○
195 キリストの教会（チャーチオブクラィスト系相模台キリストの教会 228-0821 相模原市南区相模台 4-9-11 042-745-1039 ウイルソン、J ○
196 日本同盟基督教団　　　　 青葉キリスト教会 229-0024 相模原市中央区青葉１丁目3-2　　 0427-54-9540 漆間　一英　　　　　 ○
197 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 横浜オンヌリ・キリスト教会 231-0012 横浜市中区相生町3-63ヤオマサビル4F 045-641-6468 金　吉吉 ○
198 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 横浜華僑基督教会 231-0023 横浜市中区山下町８２番地８　　 045-641-3974 楊　仁碩 ○
199 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 単立カナン・キリスト教会 231-0025 横浜市中区松影町3-11-2三和ビル6F 045-664-4710 佐藤　敏 ○
200 単立 横浜福音喫茶　瑪麗 231-0064 横浜市中区野毛町1-12 045-231-6776 朱ダビデ ○
201 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　横浜国際バプテスト教会　　　　　　　　　 231-0839 横浜市中区仲尾台６０番地　　　 045-621-6431 テリ-・ロウ ○
202 聖公会 クライスト・チャーチ 231-0862 横浜市中区山手町235 045-621-1685 入江修 ○
203 日本バプテスト・バイブル・フェロシップ　横浜聖書バプテスト教会　　　　　　　　　 233-0016 横浜市港南区下永谷４ー２３ー５ 045-824-1928 山宮　利忠　 ○
204 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　港南シオン・キリスト教会　　　　　　　 234-0054 横浜市港南区港南台4-39-3 045-831-9345 野川　悦子　　　　　 ○
205 単立ペンテコステ教会フェロシップ　　　 磯子フィラデルフィア教会　　　　　　　　 235-0015 横浜市磯子区久木町１３‐１０　　 045-751-2740 米川猛 ○
206 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　金沢基督教会　　　　　　　　　　　　 236-0031 横浜市金沢区柳町35-15 045-701-7797 船津　信成　　　　 ○
207 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　金沢キリスト教会英語礼拝部 236-0031 横浜市金沢区六裏1-12-11 045-788-6282 船津　行雄　　　 日 10：30, ○
208 日本バプテスト同盟　　　　　　　　　　金沢文庫教会　　　　　　　　　　　　　　 236-0046 横浜市金沢区釜利谷西3-36-20 045-783-5475 白根　新治　　　　　 ○
209 日本同盟基督教団　　　　 追浜聖書教会　　　　　　　　　　　　　　 237-0067 横須賀市鷹取町2-4-14 0468-66-5160 石川　新 ○
210 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 横須賀教会　　　　　　　　　　　　　　　 238-0006 横須賀市日の出町２－１ 0468-22-2664 金　迅野 ○
211 日本フォースクエア福音教団　　　　 インマヌエルチャーチ 239-0805 横須賀市舟倉1-32-1-117 0468-37-3458 カポンポン  D ○ ○
212 主の十字架クリスチャンセンター 大和教会 242-0001 大和市下鶴間2777-5-4-503 046-273-1802 ヨシュア　苫米地　 ○
213 カンバーランド長老キリスト教会 高座教会　　　　　　　　　　　　　　　　 242-0006 大和市南林間２丁目１４番１号 046-274-1370 松本　雅弘 日 15:00 15:00 ○
214 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 リバーサイドチャペル大和チャペル 242-0025 大和市代官1-1-11 046-268-0390 リカルド　キタオカ ○ ○
215 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　厚木国際バプテスト伝道所 243-0014 厚木市旭町3-25-8 046-239-4454 李　東　柱 ○
216 日本フルゴスペル教団 純福音大和教会 243-0402 海老名市柏ヶ谷2-11-3恵みビル 046-234-9913 禹　昌煕 ○
217 日本ホーリネス教団　 横浜いずみ教会　　　　　　　　　　　　　 245-0016 横浜市泉区和泉町３３６－４　　　 045-804-0903 福島　雅則 ○
218 カルバリーチャペルミニストリーJAPAN カルバリ-チャペル鎌倉 248-0014 鎌倉市由比が浜2-7-20村田ビル1F 090-8493-2399 ペル　J ○
219 単立－ペンテコステ系　　　　　　　　　インマヌエル小田原教会 250-0001 小田原市扇町5-14-12-150 0465-32-2512 黒田　静安 ○
220 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 アメージング・グレース・チャーチ 251-0021 藤沢市鵠沼神明4-6-5シルバー教室 0466-50-6587 ステモンス　ジョン ○
221 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　藤沢福音キリスト教会 251-0055 藤沢市藤沢545-48パ-クノヴァ藤沢101 0466-54-2232 藤原　良彦 日 14:00 ○ 金 １９時
222 日本バプテスト教会連合　　　　　　　サーバンツ　オブ　クライスト　チャーチ 252-0001 座間市相模が丘2-45-14-404 046-289-3506 マリオ・V・ウマリ 日 ○ ○
223 カンバーランド長老キリスト教会 さがみ野教会　　　　　　　　　　　　　　 252-0004 座間市東原４丁目13-24　　　 046-255-6441 宮井　岳彦 日 ○ 14:30
224 日本チャーチ・オブ・ゴッド教団　　　 湘南セントラルチャーチ 252-0804 藤沢市湘南台4-1-11 0466-43-0600 伊藤　正登　　　　　 ○ 16:00 4土 19：00 13:30 ○
225 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 湘南ニューホープキリスト教会 252-0813 藤沢市亀井野3-30-6 0466-83-6500 李　キョンヨル 日 10:00 ○
226 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ASSEMBLEIA DE DEUS キリスト教会 252-1133 綾瀬市寺尾本町 3-14-14 0467-77-7504 片山　ルイス 〇
227 キリスト伝道隊　　　　　　　　　　　　　平塚福音キリスト教会　　　　　　　　　　 254-0806 平塚市夕陽ケ丘３１‐８ 0463-22-2384 山口　耕司　　　 日 16:00 ○ ○
228 日本ホーリネス教団　 秦野キリスト教会 257-0032 秦野市河原町2-56 0463-82-6490 桜井　博之 日 16:00 10:00 ○
229 Evangelica Barzil Holiness Igleja Holiness do Brazilian Church 257-1304 秦野市河原町2-56　2F 090-7908-9694 マルキオ　カミヤマ ○

230 単立ペンテコステ教会フェロシップ　　　 秦野クリスチャン・センター　　　　　　　 259-1307 秦野市横野１７４‐４　 0463-75-2700 芳　三容子 ○ ○ ○ ○

231 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 新潟教会　　　　　　　　　　　　　　　 950-0951 新潟市中央区鳥屋野431-56ベテルハウス1F 025-283-8304 李　在益 ○
232 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　アッセンブリ－新潟キリスト教会　　　　　 950-2037 新潟市西区大野164-1 025-261-5522 土屋　潔　　　　　　 ○
233 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン新潟キリスト教会 950-2042 新潟市西区坂井 792 オーパスラフィーネ106　 025-201-7533 権　寧満 ○

234 キリストの教会 加茂キリストの教会三条ECSバイブルクラス 955-0046 三条市興野2-2-31 0256-35-3265 ブリット　ロビン ○

235 聖書教会連盟 高岡フィリピノバイブルスタデイ 933-0013 高岡市三女子26高岡バプテスト教会気付 090-1315-9754 酒井エメリータ ○
236 福音バプテスト連合　　　　　　　　　　高岡バプテスト教会　　　　　　　　　　　 933-0013 高岡市三女子26　 0766-21-6029 渡部　敬直　　　　　 ○
237 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　魚津教会　　　　　　　　　　　　　　　　 937-0806 魚津市友道１８６３－７ 0765-24-5856 ウェーラー・ルツ ３,13：30
238 日本同盟基督教団　　　　 富山聖書教会 939-2745 富山市婦中町広田5751 076-465-4056 北林　行雄 ○

239 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　富山小泉町キリスト教会 939-8082 富山市堀川小泉町６８１ 076-491-2273 閔　丙 俊 ○

240 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン金沢キリスト教会 920-0867 金沢市長土塀2-1-22 076-233-0435 朴　鐘国 日 14:00 ○
241 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　金沢キリスト教会　　　　　　　　　　　　 920-0965 金沢市笠舞２丁目６番２８号　　　　 076-234-0880 田口　昭典 1：30、14：30

242 聖書教会連盟　　　　　　　　　　　　 輪島聖書教会　　　　　　　　　　　　　　 928-0001 輪島市河井町21-1-11 0768-22-2620 荒川　康司 ○

福井 243 単立ペンテコステ教会フェロシップ ブンキョーゴスペルセンター 910-0018 福井市田原２丁目２５番２２号 0776-22-6315 ハンセン、O ○

244 日本フルゴスペル教団 フルゴスペル甲府教会 400-0032 甲府市丸の内3-10-16小野ビル2F 055-221-8826 楠　忠雄 ○
245 単立－ペンテコステ系　　　　　　　　　山梨中央教会 400-0064 甲府市下飯田4-5-24 055-228-2373 井上　昌煕 ○

246 大韓イエス教長老会 甲府シオン教会 400-0831 甲府市上町1911-2 055-232-3933 金　基塙 ○

247 日本フォースクエア福音教団　　　　 中央フォースクエア福音教会 409-3841 中央市布施3308 055-274-0757 メロ ○

248 日本フォースクエア福音教団　　　　 南アルプスフォ-スクエア福音教会 409-3842 南アルプス市小笠原323-5 055-268-3538 ロイス・カルロスオド ○ ○

249 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 長野教会 380-0934 長野市中御所町4-3-1 026-226-0830 崔　和稙 ○
250 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　松本福音バプテスト教会 390-0874 松本市大手５丁目6-3 0263-39-3505 黄　基英 ○
251 宗教法人ニューライフミニストリーズ 八ヶ岳中央高原キリスト教会 391-0100 諏訪郡原村1077-142 0266-74-1062 フロイラン　E ○

252 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 上穂キリスト教会　　　　　　　　　　　　 399-4114 駒ヶ根市上穂南１８ー２９ 0265-83-1461 堀内　友幸 ○

253 日本同盟基督教団　　　　 グレイス　チャペル 501-1132 岐阜市折立835-19 058-234-1443 増田　由夫 ○
254 単立－バプテスト系　　　　　　　　　　岐阜グレースキリスト教会 501-3132 岐阜市芥見長山1-116 058-241-8265 フレイザー、D ○
255 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 岐阜教会　　　　　　　　　　　　　　　　 502-0041 岐阜市長良海用町１‐２７ 058-232-0925 金　仁果 ○
256 美濃ミッション　　　　　　　　　　　　　 美濃ミッション大垣聖書教会 503-0923 大垣市船町5丁目26番地 0584-78-3007 石黒　イサク ○ ○ ○
257 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　各務原バプテスト教会 504-9220 各務原市前渡東町4-161 058-386-9609 戸上信義 ○
258 （宗）神の家族キリスト教会 グレース　アンド　ライフ　コミュニティ 505-0043 美濃加茂市深田町２－６－３１ 0574-42-9918 ダビ　ゴンサルベス　 ○ ○
259 単立－バプテスト系　　　　　　　　　　ファーストビンヤードチャーチ可児福音教会 509-0207 可児市今渡1732-1 0574-62-6272 細江 和弥 ○

260 日本リバイバル連盟（Ｊ・Ｒ・Ｌ） ペンテコスタル　ジナムス　福音教会 509-0207 可児市下恵土高田5507-2 0574-63-0280 吉田ペドロ一郎 ○

261 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 沼津イエス教会 410-0057 沼津市高島町28-6 KIビル4F 055-926-4687 金　柱坤 ○ ○
262 単立ペンテコステ教会フェロシップ　　　 裾野純福音キリスト教会　　　　　　　　　 410-1127 裾野市平松５０２番地２　 055-993-0526 横山　勝彦　　　　　 ○
263 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン静岡教会 420-0011 静岡市葵区安西1-25 054-254-9033 朴　鐘国 ○
264 日本福音教会　　　　　　　　　　　　　　ゴスペルハウス静岡 420-0803 静岡市葵区千代田一丁目-12-10 054-248-3441 エデフォス・ケント ○
265 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 リビングウエイ・クリスチャン教会 420-0923 静岡市葵区川合3-13-14 054-264-2265 ゴードン　R ○
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266 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 アルファ・キリスト教会 424-0821 静岡市清水区相生町　9-25ワタナベビル 054-355-0580 遠藤　剛史 日 15:30 ○ ○
267 アッセンブリーズ・オブ・ゴッド World Revival Church Assemblea em Shimizu 424-0821 静岡市清水区 090-3533-6512 Ｗｉｌｓｏｎ　Leal ○
268 単立－ペンテコステ系　　　　　　　　　浜松救い主キリスト教会 430-0853 浜松市南区三島町522 053-442-5080 ファウラ、B. ○ ○
269 日本フォースクエア福音教団　　　　 三島フォースクエア福音教会 431-0441 湖西市吉美3534-8-101 053-576-9487 仲本　セサル ○
270 日本福音自由教会協議会　　　　　　浜松福音自由教会　　　　　　　　　　　　 432-8003 浜松市中区和地山２丁目３５番16号 053-473-9368 吉井　寛昌 ○
271 日本福音自由教会協議会　　　　　　ニュ-ホ-プチャ-チ浜松 432-8033 浜松市中区海老塚1-3-6 053-454-6160 宮内　賢三 ○ ○
272 日本フォースクエア福音教団　　　　 浜松グレイスチャーチ 432-8041 浜松市中区菅原町　6-18 090-9261-3295 パウロ　E ○
273 日本バプテスト教会連合　　　　　　　浜松めぐみバプテスト教会 432-8061 浜松市西区入野町16111-6 053-440-3566 都　鐘倍 ○ ○
274 単立 Iglesia de Hamamatsu 432-8062 浜松市増楽町920-2　上公園相互センター 090-4863-8826 フェルナンド　コハタ ○ ○
275 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 浜松教会　　　　　　　　　　　　　　　 433-8045 浜松市中区西浅田2-2-1 053-458-1194 権　潤日 ○
276 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ライフリバーチャーチ浜北 434-0017 浜松市浜北区豊保１５７－１７ 053-588-3070 田中　芙美子 日 18:00 ○

277 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 イブレック教会 435-0035 浜松市南区西伝寺町6-10 053-411-3204 新見　マルセロ ○

278 日本同盟基督教団　　　　 東田チャペル（豊橋ﾎｻﾅ日系ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人教会) 440-0066 豊橋市東田町80番地 090-1625-5456 林　明信 〇
279 単立 Iglesia de Shinshiro 441-1307 新城市富沢407-1 0536-22-1044 フェルナンド　コハタ ○ ○
280 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 新城教会　　　　　　　　　　　　　　　　 441-1307 新城市富沢４０７番地2　 053-622-1044 滝元　順　　　　 ○ ○
281 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ライトハウス 441-8151 豊橋市南大清町富士見361-2 090-8076-8480 御手柴　泰徳 ○
282 単立－バプテスト系　　　　　　　　　　蒲郡バプテスト教会　　　　　　　　　　　 443-0002 蒲郡市清田町小栗見１番地９９　　　　 0533-68-6259 浅田　朗　　 ○
283 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 岡崎ブラジルキリスト教会 444-0843 岡崎市江口　3-7-9 0564-55-3349 シルバ　ダ 〇
284 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 安城バプテスト教会 444-0905 岡崎市宇頭町字小薮　85-1 0566-71-3633 武藤　功史 ○
285 単立 ジャパンゴスペル岡崎教会 444-0905 岡崎市宇頭町字小藪85番地1 0564-83-9061 武藤　功史 ○
286 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 愛知インドネシア福音教会 445-0053 安城市高棚町茨池1-74 050-1493-7599 ブイリマ　アユブ 日 9:30 ○ ○
287 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 南安城キリスト教会　　　　　　　　　　　 446-0033 安城市日の出町２番２５号 0566-74-1081 大見　節子　　　　　 日 ○ 15:00
288 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 名古屋教会　　　　　　　　　　　　　　　 450-0002 名古屋市中村区名駅２丁目３９番１１ 052-541-1980 金　性済　　　　　 ○
289 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋オンヌリキリスト教会 454-0974 名古屋市中川区島井町612二和ダイヤモンド2F 052-938-5011 吉原　学 ○
290 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 名古屋南教会　　　　　　　　　　　　　　 455-0055 名古屋市港区品川町2-65 052-653-0171 全　炳玉　　　　 日 1１：:00 ○
291 単立 名古屋基督生命堂 457-0014 名古屋市南区呼続　1-3-21二宮ビル205 052-626-5253 石井　豊 ○
292 単立 日本基督教会名古屋華人之家 460-0014 名古屋市中区富士見町13-22 ファミール富士見３F 052-253-8791 黃　麗卿 ○
293 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　金城教会　　　　　　　　　　　　　　　　 461-0002 名古屋市東区代官町２２番１２号　　 052-936-9090 木下　喜也 ○
294 日本フルゴスペル教団 フルゴスペル名古屋教会 464-0850 名古屋市千種区今池　1-23-1シャトー舞鶴2F 052-731-1733 金　有東　　　　　　 日 ９時，１１時 ○
295 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　名古屋神召キリスト教会 466-0003 名古屋市昭和区曙町3-18-1 052-732-6351 内村　撒母耳　　　　 日 8:30 16:00 12:00 16:00 ○
296 日本アライアンス教団　　　　　　　　　名古屋キリスト教会　　　　　　　　　　　 466-0823 名古屋市昭和区八雲町８１番地１４　 052-837-1847 田中　忍 日 15:30 ○
297 単立バプテスト カルバリバプテスト教会 468-0026 名古屋市天白区土原5-115 052-801-8064 メルトン　ティモシー 日 14:30 ○
298 ベタニヤ・クリスチャン・アッセンブリーズ豊田ホ-プチャペル　　　　　　　　　 471-0013 豊田市高上１丁目８番１２号 0565-89-6172 山本　孝次　　　　　 日 17:00 ○ ○
299 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　名古屋バプテスト希望キリスト伝道所豊田集会 471-0032 豊田市日南町1-1-1ハイツMORI101堀まゆみ方　　 0565-35-4161 堀　まゆみ ○
300 ベタニヤ・クリスチャン・アッセンブリーズ保見キリスト教会　　　　　　　　　　 471-0353 豊田市保見ヶ丘1丁目78　　 0565-48-3562 高橋　吉晴　　　　　 ○ ○ 17:00 ○
301 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 光ゴスペル・インターナショナル・チャーチ 471-0805 豊田市美里　4-2-10 0565-78-3876 メディナ　伍　明珠 ○
302 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 インタークリスチャンフェロシップ 476-0003 東海市荒尾町西廻間2-1しあわせ村 052-625-2248 大岡　潤 ○
303 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 カナン福音教会 477-0032 東海市加木屋町冬至池4-319 0562-34-5667 松下　純 ○
304 神の家族キリスト教会　　　　　　　　　江南ミッションセンター 483-8055 江南市山王町本郷183 0587-54-9655 永井　敏彦 17:00 ○
305 単立－ペンテコステ系　　　　　　　　　フロントライン犬山キリスト教会 484-0099 犬山市大字塔野地字南ノ切119-1 0574-28-8707 長谷川　真実 ○ ○ ○
306 日本福音キリスト教会連合　　　　 春日井聖書教会 486-0811 春日井市大泉寺町292-490 0568-85-8314 早川　恵三 ○ ○

307 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 東名古屋キリスト教会 488-0008 尾張旭市柏井町弥栄229 0561-54-8853 小池　富雄 ○

308 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 四日市教会 510-0042 四日市市高砂町8-5 0593-57-1406 康　興富 ○
309 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　四日市神召キリスト教会（四日市ｺﾐｭﾆﾃｨﾁｬｰﾁ） 510-0068 四日市市三栄町1-1 0593-57-4925 藤本　幸雄 ○
310 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴鹿インドネシア教会 513-0806 鈴鹿市算所3-7-21 050-1498-7599 ブイリマ　アユブ ○
311 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴鹿ベテル福音教会 513-0828 鈴鹿市阿古曽町　23-5 059-370-3264 平松　浩 ○ ○
312 単立 Igrecia Evangelica Bethel 513-0828 鈴鹿市阿古曽町23-5 0593-70-3264 田島ディオゴ ○

313 単立－バプテスト系　　　　　　　　　　津豊ヶ丘キリスト教会　　　　　　　　　　 514-2221 津市高野尾町２４０１ー２ 059-230-2317 服部　滋樹　　　　 ○

314 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　大津バプテスト教会　　　　　　　　　　　 520-0812 大津市木下町９番５号　　 077-522-0492 上田　益之　　　　　 ○ 4土、13：30
315 世界福音伝道会　　　　　　　　　　　　長浜キリスト教会　　　　　　　　　　　　 526-0021 長浜市八幡中山町７２１番地　　　　 0749-62-8019 高橋　博　　　　　　 日 16:00 17:30

316 単立ペンテコステ教会フェロシップ　　　 水口キリスト福音教会　　　　　　　　　　 528-0073 甲賀市古城が丘４番３１号　 0748-62-5933 オリカイネン,M. 日 ２・４、14：００

317 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン京都キリスト教会 600-0000 京都市下京区寺町通松原下ル植松町717-2 075-365-8422 廬　明淑 ○
318 単立 京都華人之家 601-8001 京都市南区東九條北烏丸町2-2 番 052-253-8788 黃　麗卿 ○
319 大韓イエス教長老会 京都第一長老教会 601-8046 京都市南区東九条西山町6 075-662-3918 李　承烈 ○
320 日本聖公会　　　　　　　　　　　　　　　聖アグネス教会　　　　　　　　　　　　　 602-8021 京都市上京区烏丸通下立売角 075-432-3015 黒田　裕 ○
321 日本フルゴスペル教団 フルゴスペル京都教会　　　　　　　　　　 602-8441 京都市上京区堀川通中立売西入役人町234-4 075-441-7577 崔　ヨハネ（伝）　　 ○
322 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 京都オンヌリ・キリスト教会 604-8073 京都市中京区大黒町72-1　京都六角Nビル 075-708-5958 山中　友義　　　　　 ○ ○
323 日本福音ルーテル教会　　　　　　　　京都教会　　　　　　　　　　　　　　　　 606-8203 京都市左京区田中関田町22　 075-781-3903 沼崎　勇　　　　 ○
324 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 京都東山伝道所 606-8216 京都市左京区田中南西浦町90-3 075-203-0424 李　元重 日 14:00 ○
325 日本聖公会　　　　　　　　　　　　　　　京都聖マリア教会　　　　　　　　　　　　 606-8322 京都市左京区岡崎入江町８４番地　 075-771-2581 藤原　健久 ○
326 インターナショナル・チャペル・ ﾐﾆｽﾄﾘｰ 京都インターナショナルチャペル　　　　 610-0311 京田辺市草内一の坪1-1 0774-64-0754 バットン・グレッグ ○
327 単立 京都國際教会 611-0031 宇治市広野町宮谷81-12 07-7444-1216 ○
328 単立 京都シャローム基督教会 611-0031 宇治市大久保町田原26-8 0774-45-1892 林　茂宏 ○
329 日本イエス・キリスト教団　　　　　　　明野キリスト教会 614-8346 八幡市橋本塩釜29-13 075-983-5503 大頭　眞一　　 ○

330 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 京都教会　　　　　　　　　　　　　　　　 615-0026 京都市右京区西院矢掛町２０番地　 075-311-5051 朴　龍洙 ○

331 日本聖公会　　　　　　　　　　　　　　　大阪聖パウロ教会　　　　　　　　　　　　 530-0013 大阪市北区茶屋町２番３０号　　　　 06-6371-0170 岩城　聡 ○
332 単立 大阪基督教会生命堂 530-0023 大阪市北区黒崎町3-9愛信ビル2F 06-6375-7400 石井　豊 ○
333 単立 大阪台灣長老会 530-0041 大阪市淀川区田川2-3-40 06-4805-8123 劉　富敬 ○
334 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ディアコニア大阪教会 530-0041 大阪市北区天神橋1-3-2-601 06-4800-3287 テトス山口　光 ○
335 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 J-HOUSE 530-0047 大阪市北区西天満5-11-9アクティ-・南森町1101 06-4709-7040 飯田　克弥 日 13:00 ○
336 単立 大阪台臺灣教会 530-0051 大阪市北区太融寺町ニュープラザビル501 06-6848-3193 ○
337 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 大阪北部教会　　　　　　　　　　　　　　 531-0074 大阪市北区本庄東２丁目１１番６号　 06-6371-1914 趙　永哲　　　　　　 ○
338 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　大阪台湾教会 532-0027 大阪市淀川区田川２丁目3-40 06-4805-8123 劉　富敬
339 単立 大阪中華福音教会 535-0031 大阪市旭く高殿3-19-23  06-6324-6988 山本敬夫 ○
340 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 今福教会　　　　　　　　　　　　　　　　 536-0004 大阪市城東区今福西5-6-20 06-6934-4361 朴　愛仙 日 ９時，１１時 ○
341 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 大阪第一教会　　　　　　　　　　　　　　 537-0012 大阪市東成区大今里３丁目８番１５号 06-6981-7170 崔　鐘福　　　　　 ○
342 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪中央教会 537-0023 大阪市東成区玉津3-1-33 06-6929-1569 高　永守 ○
343 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪インタ－ナショナル・チャ－チ　　　　 540-0004 大阪市中央区玉造2-26-47 06-6768-4385 エルリック・ダニエル ○
344 主の十字架クリスチャンセンター シオンの山大阪教会 540-0005 大阪市天王寺区堂の芝1-11-16桃陽ビル403 06-6779-1650 エステル毛内真紀子 ○
345 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン天満橋キリスト教会 540-0033 大阪市中央区石町2-2-1 06-6944-6938 山本　沙世梨 ○
346 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 北浜インターナショナルバイブルチャーチ 541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10・VIP関西センタ-9F 06-6224-1334 黒田　禎一郎 ○
347 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 大阪南部教会 542-0082 大阪市中央区島之内2-14-21　4F 06-6214-1477 朴　鴻淳 ○
348 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪京郷教会 542-0082 大阪市中央区島之内　1-13-10　2F 06-6281-8535 松川　誠 日 14:00 ○
349 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪オンヌリ・キリスト教会 542-0083 大阪市中央区東心斎橋1-3-19浪花ビル内 06-6121-2015 山中　友義 日 14:00 ○
350 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 小路キリスト教会 544-0001 大阪市生野区新今里7-10-26 06-6751-1542 趙　恒碩 ○
351 救世軍 救世軍鶴橋小隊 544-0031 大阪市生野区鶴橋５丁目１９番１３号 06-6712-0620 連隊管轄 日ｔ 10:30 ○
352 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 大阪教会　　　　　　　　　　　　　　　　 544-0032 大阪市生野区中川西２丁目５番１１号 06-6712-3377 鄭　然元　　　　 ○
353 単立－長老系　　　　　　　　　　　　　　大阪中華基督教長老会　　　　　　　　　 550-0014 大阪市西区北堀江３丁目１２番３０号　　 06-6541-0385 頼　俊明 日 １・３・５
354 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 日本サラン伝道所 556-0014 大阪市浪速区大国1-3-4-4F 06-6634-0301 金　在一 ○
355 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　大阪聖光教会 556-0014 大阪市浪速区大国1丁目3-レックスビル4F4 06-6647-5120 崔　炳九 ○
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356 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 オールネイションズ・チャーチ 556-0016 大阪市浪速区元町3-8-7五條ビル2F 06-6632-5117 呉慶變 ○
357 日本ホーリネス教団　 大阪聖潔教会 556-0022 大阪市城東区中浜1-21-15 06-6227-8291 申　セッビヨル ○
358 単立 大阪宣教教会 557-0025 大阪市西成区 長橋２丁目４－３３ 06-6586-9715 ○
359 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 大阪西成教会 557-0033 大阪市西成区梅南２丁目４番２９号　 06-6658-4203 金　武士 日 １１時 隔週 ○
360 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 主イエス・キリスト教会 557-0042 大阪市西成区岸里東2-10-2 06-4398-0081 大久保みどり ○
361 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 真イエス教会・大阪教会 559-0016 大阪市住之江区北加賀屋1-2-18 06-6681-9488 森嶋　寛 ○
362 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 豊中第一復興教会　　　　　　　　　　　　 561-0804 豊中市曽根南町２丁目１番１１号　日基教団豊中教会 06-6866-0922 朴　栄子　　　　　　 ○
363 単立－バプテスト系　　　　　　　　　　千里ニュータウン・バプテスト教会　　　　 562-0033 箕面市今宮 3-11-32 072-726-0726 小川　宗五郎 ○ ○
364 日本メノナイトブレザレン教団　　　　石橋キリスト教会　　　　　　　　　　　　 563-0038 池田市荘園１丁目６番１７号 072-762-0048 船橋　誠　 　 ○
365 アライズ チャ-チ・オブプレイズインタ-ナショナル 563-0043 池田市神田2-11-5 072-751-5181 ロ-レンス、G ○
366 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 吹田聖書福音教会　　　　　　　　　　　　 564-0042 吹田市穂波町2-20 06-6387-0101 山口　玄祥　　　　　 ○ ○
367 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 鴻池キリスト教会 578-0961 東大阪市南鴻池町2-12-9 06-6777-3393 サイ　碩文 ○
368 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 枚岡教会　　　　　　　　　　　　　　　　 579-8024 東大阪市南荘町９番１８号 0729-82-4368 雀　亨吉 ○
369 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 平野教会　　　　　　　　　　　　　　　　 581-0051 八尾市竹淵西５－１８　　 06-6709-0789 朴　珍烈 ○
370 日本福音教会　　　　　　　　　　　　　　八尾福音教会　　　　　　　　　　　　　　 581-0869 八尾市桜ケ丘1-31-3 072-999-7988 道本　純行　　　　　 ○
371 日本ペンテコステ教団 ペトラ教会 590-0000 堺市堺区北庄町2-4-26 072-228-2101 白　承日　　　　 ○
372 単立（ウェスレアン・ホーリネス系）　 故郷の家エルシオンチャペル 590-0142 堺市南区桧尾3360-12 072-271-0881 峯野　龍弘 ○
373 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 堺教会　　　　　　　　　　　　　　　　　 590-0963 堺市堺区少林寺町東２丁目２番２４号 072-233-5382 金　永柱　　　　　　 ○
374 単立 堺市中華基督教会 591-8043 堺市北長尾町2-5-5 072-222-5516 許　尚華 ○
375 日本オープン・バイブル教団　　　　　泉キリスト栄光教会 594-0031 和泉市伏屋町　4-3-83 0725-56-7277 楠堂　由美 ○

376 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 オアシス・チャーチ 595-0046 泉大津市上之町1-22　野路方 0725-22-3515 メイソン　マイケル ○

377 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン神戸キリスト教会 650-0001 神戸市中央区加納町2-7-4 078-691-1419 鄭　綉禎 ○
378 単立 神戶基督教改革宗長老会 650-0004 神戸市中央区中山手通２丁目３－５ 078-331-9057 R.Flaherty 日 9:30 ○
379 単立 國際神學福音佈道会─神戶基督教生 650-0004 神戸市中央区元町通 2-9-1-703  090-1963-2717 ○
380 単立 關西華僑基督教会 650-0004 神戸市中央区中山手通り2-24-9 078-241-7091 陳　天陽 ○
381 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 ディアコニア教会 651-0092 神戸市中央区生田町1-2-32 078-242-0909 山口　光 ○
382 単立－ペンテコステ系　　　　　　　　　世界宣教教会=ワールドミッション・チャーチ 652-0036 神戸市兵庫区福原町1-3 姜　鍾仁 ○
383 日本伝道隊　　　　　　　　　　　　　　　湊川キリスト教伝道館 652-0811 神戸市兵庫区新開地２丁目６番７号　 078-576-3324 朴　鐘皖　　　　　 日 15:00 ○
384 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 神戸教会　　　　　　　　　　　　　　　　 653-0021 神戸市長田区梅ケ香町1-2-20 078-682-3595 権　寧国　　　　　　 ○
385 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸ユニオン教会　　　　　 657-0811 神戸市灘区長峰台2-4-4 078-871-6844 ブラッドバーン, B 日 16:00 ○
386 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　西灘基督教会　　　　　　　　　　　　　　 657-0824 神戸市灘区福住通５丁目４番８号　 078-871-7262 後藤　忠実 日 9:30 ○
387 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　神戸国際バプテスト教会　　　　　　　　　 659-0028 芦屋市陽光町4-1芦屋インターナショナルスクール内 0797-23-0722 バルク　ビリーロイド ○
388 日本フルゴスペル教団 フルゴスペル尼崎支教会 660-0892 尼崎市東難波町5-8-26-4F　 06-4868-8068 中畑　美慶（伝） ○
389 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 西宮教会　　　　　　　　　　　　　　　　 662-0852 西宮市中殿町4-33 0798-34-0150 ○
390 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 川西教会　　　　　　　　　　　　　　　　 666-0012 川西市絹延町２番２３号　 072-759-2752 李　相勁　　　　　 ○
391 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　明石キリスト教会　　　　　　　　　　　　 673-0022 明石市王子２丁目５番６号 078-928-2606 山脇　久治　　　　　 ○ ○

392 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 明石教会　　　　　　　　　　　　　　　　 673-0025 明石市田町１丁目６－１６ 078-923-3044 金　鍾権 日 14:00 ○

393 インターナショナルチャペルミニストリー生駒フレンドリーチャペル 630-0243 生駒市俵口町986-7 0742-74-4274 クリス・モモセ ○
394 日本フルゴスペル教団 フルゴスペル奈良教会 630-8127 奈良市三条添川町一丁目5番サンフェアリ- III 2F 0742-35-8613 朴　憲 ○

395 日本福音教会　　　　　　　　　　　　　　八尾福音教会ホープチャペル 631-0078 奈良市冨雄元町2-6-36 0742-43-2786 吉田　順子 ３土 18:30 ○

396 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　和歌山中央バプテスト伝道所 640-8064 和歌山市東釘貫丁1-2-1 0734-27-7717 咸　光玉 ○
397 日本フルゴスペル教団 フルゴスペル和歌山教会 640-8158 和歌山市島崎町1-9 073-436-2238 橋場　錬三 日 15:00 ○
398 日本フルゴスペル教団 フルゴスペル吹上教会 640-8267 和歌山市芝ノ丁　5番地 073-424-7024 高垣　善光 ○
399 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 和歌山第一教会 640-8328 和歌山市木広町2-64 073-436-2420 朴　成均 ○

400 キリストの教会（クリスチャン・チャーチ系三栖キリスト教会 646-0215 田辺市中三栖１４27 0739-33-0003 ヒンソン、D. ○

島根 401 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　出雲のぞみ伝道所 693-0071 出雲市稲岡町7-6 0853-22-0444 大澤　章夫 ○

岡山 402 単立 岡山生命團契 710-0830 倉敷市中島1459-3   倉敷福音教会内　 090-7595-3736 田　傳道 ○

403 単立 福山生命團契 720-0805 福山市御門町 2-5-7 080-3882-8792 葛　亮亮 ○

404 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 福山バイブルチャーチ 721-0913 福山市幕山台6-13-15 084-947-6778 坂本　弘子 ○
405 日本同盟基督教団　　　　 東広島めぐみ教会　　　　　　　　　　　　 724-0041 東広島市西条町寺家２５８３　　 0824-22-6552 加藤　勇介 ○
406 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 三次教会　　　　　　　　　　　　　　　　 728-0021 三次市三次町２０３５番地 0824-62-2729 朴　成均 ○
407 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン広島キリスト教会 730-0803 広島市中区広瀬北町8-15 082-299-6568 金　明洙 日 14:00 ○
408 日本キリスト改革派教会 広島教会　　　　　　　　　　　　　　　　 731-5101 広島市佐伯区五月が丘5-19-12 082-941-4539 安田　吉三郎 ○
409 日本ホーリネス教団　 広島第一教会　　　　　　　　　　　　　　 732-0048 広島市東区山根町20-21 082-263-7700 李　相訓 日 9:30 ○
410 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 広島教会　　　　　　　　　　　　　　　　 733-0021 広島市西区上天満町９番３号　　　 082-234-0777 中江　洋一　　　　 日 11:00 ○
411 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　広島基督教会　　　　　　　　　　　　　　 733-0802 広島市西区三滝本町２丁目１０番２４ 082-237-2823 堀川　寛　　　　　 日 13:30 ○
412 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 呉国際教会 737-0045 呉市本通　1-1-11-604 080-3894-0563 趙　蒼潤 ○

413 単立 広島基督教生命堂 739-0147 東広島市八本松西1-11-1-2F 082-428-4817 石井　豊 ○

414 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 下関教会　　　　　　　　　　　　　　　　 750-0043 下関市東神田町５‐６　　 0832-22-0097 鄭　在植 ○

415 日本キリスト兄弟団 萩田床山キリスト教会 758-0011 萩市中津江の1 0838-22-0444 岡野　雅治　　　　　 ○

徳島 416 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　徳島キリスト教会　　　　　　　　　　　　 770-0943 徳島市中昭和町１丁目３１番地　　 088-653-5675 石渡　修司 ○

417 セﾞ・ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ・ｱﾗｲｱﾝｽ・ﾐｯｼｮﾝ 牟礼インターナショナルチャペル 751-0123 高松市牟礼町原字石ケ町541-8 グレイ M ○

418 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 キリスト丸の内教会 760-0033 高松市丸の内　7-15 0878-21-3072 米谷　敬子 ○
419 主の十字架クリスチャンセンター 高松アンテオケ教会 762-0053 坂出市西大浜北2-2-1 0877-45-1660 山村　富美子 ○ ○

420 単立－ペンテコステ系　　　　　　　　　ホザンナ純福音教会 765-0021 善通寺市下吉田町703 0877-63-5898 韓　然淑 ○

愛媛 421 日本基督教団　　　　　　　　　　　　　　岩松教会　　　　　　　　　　　　　　　　 798-3302 愛媛県宇和島市津島町高田甲194番地 0895-32-2114 新垣　達也　　　　　 ○

高知 422 単立－ペンテコステ系　　　　　　　　　高知ペンテコステ教会　　　　　　　　　　 780-8006 高知市萩町1-6-50 088-831-4738 大川　修平 日 13:30 ○

423 日本キリスト改革派教会 小倉教会　　　　　　　　　　　　　 800-0226 北九州市小倉南区田原新町1-15-26 093-475-5090 高内　義宣　　　　　 日 14:00 ○ ○

424 日本聖公会　　　　　　　　　　　　　　　小倉インマヌエル教会　　　　　　　　　　 802-0004 北九州市小倉北区鍛治町２丁目３番９ 093-551-0006 柴本　孝夫 日 18:00 ○
425 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン北九州キリスト教会 805-0067 北九州市八幡東区祇園1-1-3 093-883-9683 カン　成勲 ○
426 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　福岡国際キリスト教会 810-0041 福岡市中央区大名1-12-45 092-716-7789 木村　公一 日 10:45 ○
427 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 福岡中央教会　　　　　　　　　　　　　　 810-0073 福岡市中央区舞鶴２丁目７ー７ 092-715-4250 金　明均 ○
428 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　福岡新生キリスト教会　　　　　　　　　　 811-1344 福岡市南区三宅３丁目３３番１号　　 092-561-4233 竹田　殉聖　 日 15:00 ○
429 日本アドベント・キリスト教団　　　　　古賀五楽ケ丘キリスト教会 811-3103 古賀市中央3-8-32 092-942-3145 矢野　敏博　　　　　 ○
430 日本ベテル　ミッション 宗像ベテル・クリスチャン・センター 811-3405 宗像市須恵2-26-24 0940-33-3200 Ｎ．オルソン　　　　 ○
431 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　博多ニューライフ教会 812-0011 福岡市博多区博多駅南3-13-29 092-481-5477 藤田　豊樹 ○
432 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 福岡教会　　　　　　　　　　　　　　　　 812-0044 福岡市博多区千代５丁目１１番４８号 092-641-9551 朴　米雄　　　　　 ○
433 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　博多キリスト教会　　　　　　　　　　　　 812-0851 福岡市博多区青木1-10-28 092-623-1442 佐味　健志　　　　　 日 16:00 ○
434 単立 福岡錫安華人基督教会 813-0016 福岡市東区香椎浜2丁目6-6-202号室 090-9657-9984 邵　小建 ○
435 日本バプテスト連盟　　　　　　　　　　西南学院バプテスト教会　　　　　　　　　 814-0002 福岡市早良区西新７丁目５番３５号　 092-821-2852 踊　一郎　　　　　　 1・3日 17:00 ○
436 ヨハン東京キリスト教会 ヨハン福岡　キリスト教会 814-0003 福岡市早良区城西3-1-9　 092-846-1130 兼　元一 日 14:00 ○
437 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 博多教会 816-0057 福岡市博多区西月隈3-11-50 092-414-8133 崔　正剛 ○
438 日本フルゴスペル教団 フルゴスペル福岡教会 816-0061 福岡市博多区浦田2-15-7 092-504-5805 金　エシュルン ○ ○
439 ブレザレン系　　　　　　　　　　　　　　飯塚キリスト集会（チャペル飯塚） 820-0053 飯塚市伊岐須５３‐１７　 0948-24-1688 木原　範恭　　　　　 ○
440 日本ベテル　ミッション 久留米ベテル・キリスト教会　 830-0052 久留米市上津町字中尾山2192-172 0942-21-8638 吉田　有年 ○ ○

441 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 インターナショナル・ハ－ベストチャペル 834-0053 八女市川犬　1475-4 0943-22-7725 石和　望 ○ ○ ○

442 主の十字架クリスチャンセンター 主の十字架CC神のしもべ長崎教会 852-8113 長崎市平和町5-6　2F 095-843-3178 イザヤ木原　真 日 15:30 ○

443 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 新生の里キリスト教会 856-0835 大村市久原2-850 0957-53-5874 ギャロット　ジャック ○
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444 日本福音ルーテル教会　　　　　　　　熊本教会　　　　　　　　 860-0844 熊本市中央区水道町１‐２１　　 096-352-1772 朝比奈　晴朗 日 18:00 ○

445 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 熊本教会　　　　　　 860-0821 熊本市中央区本山１丁目2-24 096-353-4395 金　聖孝 ○

446 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 シロアム国際キリスト教会 861-0552 山鹿市杉 1333-5 0968-44-0779 ヘッセル, K. ○

大分 447 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 大分福音キリスト教会チャペル・ノア 870-1141 大分市下宗方615-1 097-542-1121 広田　勝正 日 16:00 ○

448 沖縄バプテスト連盟　　　　　　　　　　牧港中央教会 901-2134 浦添市港川２丁目２５－１ 098-877-2634 菅野　健太郎 ○

449 在日大韓基督教会　　　　　　　　　　 沖縄教会　 901-2223 宜野湾市大山2-19-3 098-899-1891 李　恵蘭 ○ ○
450 日本ルーテル教団　　　　　　　　　　　沖縄ル－テル教会　　 901-2301 中頭郡北中城村島袋362 098-933-5535 ニアフッド,M 日 9:00 ○
451 ｸﾘｽﾁｬﾝ・ﾗｲﾌ・ﾁｬｰﾁｽﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ沖縄世界宣教教会　 901-2424 中頭郡中城村南上原568 098-895-6612 喜納　政弘　　　　　 ○
452 沖縄バプテスト連盟　　　　　　　　　　胡屋バプテスト教会　　 904-0021 沖縄市胡屋6-2-1 098-933-5080 渡真利　彦文　　　　 ○
453 沖縄バプテスト連盟　　　　　　　　　　読谷バプテスト伝道所 904-0301 中頭郡読谷村座喜味1835クリスチャンスクール内 098-862-1492 田頭　真一 ○
454 クリスチャンズ・イン・アクション宣教団 読谷インタナショナルチャーチ 904-0303 中頭郡読谷村字伊良皆２９０　　 098-935-2349 ケネディ、G 日 9:30 11:00
455 日本フォースクエア福音教団　　　　 十字架福音教会 904-0304 中頭郡読谷村楚辺1130番地 098-956-5536 池原　直明 ○
456 単立　　　　　　　　　　　　　　　　 沖縄ベテル教会 904-2171 沖縄市高原4-28-18 098-933-2615 ミランダ　L ○ ○
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