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エゼ39章（歴上21：1-13） エゼ40章（サム下24：1-9）エゼ38章（ヨブ1：6-12）28
■全国壮年会連合
①第51回全国壮年大会のために。
②神学生を支える壮年の働きのた
めに。（神学校献金推進と教会形
成を担う）
会長：大城戸一彦（西川口教会）
◎第51回全国壮年大会
　8月19日～20日
　西南女学院（19日）・シオン山教会（20日）

エゼ33章（サム下19：9b-15）23
■西野教会〈北海道〉
イエスが組織じゃなく人を大切に
なさったように、ぼくたちも人を
大切にする福音に根ざして歩みま
しょう。
牧師：岩本義博

エゼ32章（サム下3：6-16）22
■平岡ジョイフルチャペル

〈北海道〉
①週ごとの礼拝にみな喜んで参
加。②求道中の方々の信仰決心。
③友人、知人、家族、社会への伝道。
牧師：日髙龍子
協力牧師：日髙嘉彦

エゼ31章（歴上10：1-14）21
■オ－プン・ドア・チャペル

〈北海道〉
①次世代のさらなる活躍のために
②家族、友人、知人への伝道。
③魅力ある教会作りのために。
牧師：佐々木俊一
協力牧師：ジェームズ・Ｅ・アリソン

エゼ26章（サム下18：6-18）16 
■函館美原教会〈北海道〉
神さまのお働きに対して、開かれ
た柔らかな心をもって、お互いに
従っていくことができるように。
牧師：福田雅祥（まさよし）

エゼ25章（サム下15：1-16）15エゼ24章（サム下14：25-33）14
■小松ヶ丘伝道所(カルバリー）

〈青森県〉
※現在活動休止中

エゼ19章（サム下11：18-25）9
■盛岡教会〈岩手県〉
①教会員とその家族や関係者のた
めに。②バプテスマ受浸を希望し
ている求道者のために。③災害や
事故により痛み、傷ついている人
のために。
牧師：大須賀真人（まさと）

エゼ18章（箴6：32）8
■秋田教会〈秋田県〉
①救いの喜びに満たされるよう
に。②礼拝・祈り・賛美に満たさ
れるように。③教会・幼稚園が地
域に開かれるように。
牧師：村上悦二
協力牧師：渡部 元

エゼ17章（詩51：1-14）7
■大

たい

富
とみ

教会〈宮城県〉
①地域の灯台としての働きのため
に。②被災者への寄り添いのため
に。③週間活動の充実と子どもた
ちの成長。
牧師：小田 衞（まもる）
伝道主事：マイケル・タワリー

エゼ12章（サム下6：1-11）2
■福島旭町教会〈福島県〉
①毎週の礼拝がこれからも力いっ
ぱい捧げられますように。
②連盟・連合の祈りと繋がりに感
謝。
臨時牧師：吉髙叶

エゼ11章（サム下5：13-25）1
■あゆみの家教会〈福島県〉
①教会員と教会員の家族の健康の
ために。
②新来会者が与えられるように。
③熊本地震の被災者のために。
牧師：渡辺政友（まさとも）

エゼ16章（レビ20：8-10）6
■仙台長命ヶ丘教会〈宮城県〉
①教会に地域の方々がますますつ
ながりますように。
②被災した方々に希望と平安が与
えられますように。
牧師：金丸 真

エゼ23章（サム下14：1-24）13
■カルバリー教会〈青森県〉
カルバリーに集うアメリカ人と日
本人の方達が、言葉の壁を越えて
礼拝を一緒にまもっています。お
互いに支えあい共に歩んでいけま
すように。
牧師：マシュー・ミラー

エゼ30章（サム上20：11-24a）20
■平岸教会〈北海道〉
①いつも喜び、絶えず祈り、すべて
の事を感謝する。②バプテスト連盟、
北海道バプテスト連合との協力伝道
のために。③わが国の政治、経済、
教育、東日本大震災復興のために。 
牧師：全  皓燮 （チョン　ホウショップ）

エゼ37章（ルカ22：39-46）27
■神奈川バプテスト連合
①今年度標語「自立と協力～互い
の向上に努める働きへ」と励むこ
とができるように。②連合役員、
各会役員の働きのために。
会長：杉野省治（平塚教会）

エゼ36章（ルカ11：1-4）26
■札幌新生教会〈北海道〉
①早天祈り会の継続勝利！
②50名礼拝の定着。
③新会堂建設！
牧師：田中 博
ユースパスター：田中満矢
伝道師：小原輝樹

エゼ29章（申21：22-23）19
■室蘭教会〈北海道〉
①10月10日 吉 田 尚 志 牧 師 就 任・
按 手 式 が 祝 福 さ れ ま す よ う に。 
②バプテスマ者が与えられますよ
うに。③喜びと感謝に満ちた礼拝
のために。
牧師：吉田尚志

エゼ22章（サム下13：23-39）12
■三沢教会〈青森県〉
①熊本に希望の光が届きますよう
に。②世界がテロから守られます
ように。③牧師とその家族の健康
のために。
牧師：福田 敦

エゼ15章（サム下10：1-12）5 
■南光台教会〈宮城県〉
①50周年を期に、さらに宣教へ。
②主日礼拝の充実のために学びを
する。
③被災地の教会として仕える。
牧師：田中信矢

エゼ21章（サム下13：1-22） 11
■八戸教会〈青森県〉
①新しい牧師が与えられますよう
に。②50年後礼拝人数50名で守
る。③教会の財政が祝されますよ
うに。

エゼ28章（ヨシュ9：1-21）18
■苫小牧教会〈北海道〉
①被災された方々と支援のため
に。②主に用いられる教会となる
ために。③新会堂建築が祝福され
るために。
牧師：田代 仁

エゼ35章（創23：1-20）25
■札幌教会〈北海道〉
①熊本・野田村の皆さんのために。
②「開拓伝道」のビジョンの具体
化。③横濱峰二子神学生のために。
牧師：石橋大輔
副牧師：杉山 望

エゼ34章（サム下21：1-14）24
■リビングホ－プ教会〈北海道〉
①新たなる牧師招聘のために。
②教会員の結束と結和（ゆうわ）
と成長。③地域に開かれた共に歩
む教会へ。
代表代行：定免直未

エゼ27章（サム下18：19-19：1）17
■函館教会〈北海道〉
①御言葉と祈り、聖霊と主の愛の
充満。②イスラエルの祝福と世界
の平和。③献身者支援と自らの自
立と献身。
牧師：本多啓示

エゼ20章（サム下11：1-17・26-27）10
■鮫教会〈青森県〉
①鮫、八戸地域への伝道。
②教会形成が祝福されるように。
③高齢者、子どもたちのために。
牧師：林 健一

エゼ14章（サム下7：18-29）4
■仙台教会〈宮城県〉
①日々証人として歩めるように。
②震災からの復興がさらに進むよ
うに。③全ての人に主の平和があ
るように。
牧師：小河義伸

エゼ13章（サム下6：12-23）3
■山形教会〈山形県〉
①高齢者、病弱な方々の穏やかな信
仰に寄り添う。②青少年の信仰の成
長を見守り、励ます。③新会堂建築
に向け、幻の共有。牧師：杉山修一

■青森教会〈青森県〉
①御言葉により建て上げられる教
会。②礼拝により神の栄光を讃え
る教会。③マラナタと祈り、福音
を伝える教会。 牧師：角本尚彦 
協力牧師：佐々木昭正

◆６.26 平和集会◆

　～沖縄の祈りに心合わせて～

　沖縄での戦争を心に刻み、 平

和への願いが集められる６月

23日を迎える時。 今なお続く

沖縄の痛みと苦しみを共に覚

え、 考え、 祈りと賛美を主に

捧げます。 米軍基地への思い

やり予算のおかしさを素朴な

視点から問う映画 「ザ ・ 思い

やり」 を鑑賞します。

日時 ･･･6/26( 日 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16:00～18:30　
会場 ･･･ 恵泉教会

29 30

エゼ41章（サム下24：10-25）31
■引退教役者
安東巌氏〈静岡県〉
安藤榮雄（ひでお）氏
　　　　　　　　〈福岡県〉

■全国青年大会
神さまが喜ばれる大会となるよう、
講師・スタッフを始め、関わる１
人ひとりが用いられますように。
実行委員長：佐藤道子（前橋教会）
◎全国青年大会
　8月11日（木）～13日 ( 土）
　於）天城山荘

■セクシュアル・ハラスメント防止
相談委員会

①被害者の側に徹底して立つ支援。
②相談電話対応充実と委員の研修。
③性暴力、性加害の防止。

委員長：加藤美代子（四日市教会）

九州バプテスト神学校
　2016 年度スクーリングのご案内

【日 程】2016 年７月１５日（金）～１８日（月）
【会 場】 グローバルアリーナ（福岡県宗像市吉留 46-1）

【主 題】 「教会のからだ性」－教会とは何かⅡ－
【講 師】関田 寛雄 先生（日本基督教団神奈川教区巡回教師）
※どなたでもご自由にご参加いただけます。参加費等の詳細は下記神学校事務局まで。

【教室 / 事務局】〒 810-0041　福岡市中央区大名 1-12-17　大名クロスガーデン
TEL・FAX：092-985-1812　kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

2016 年度の
 聴講生も

  募集中です！！

今治バプテスト教会より
～ 全国の皆さま　お祈りありがとうございました ～

2000 年『全ての人が来られる教会』を願い与えられ

た新会堂。連盟からの回転資金（27,346,019 円）を

2016 年３月に完済することが出来ました。かつて

『祈ってください』葉書で、お祈りいただいた皆さま

に感謝をお伝えいたします。建築から 15 年、これか

らは建物のメンテナンスに取り組んでいきます。

〒 794-0055 愛媛県今治市中日吉町 2-7-21

※聖書日課は略語表記。カッコ内は『聖書教育』の「準備のための聖書箇所」。 
※スケジュールのカッコ内は会場（無記載は連盟事務所）★は各種申込み締切日。2016 7月 July

8月の主な予定

2～5　少年少女大会 

　　・伴走ひろばin天城

9　　賛美歌検討委員会

11～13　全国青年大会

15～19　臨床牧会実習

19～20全国壮年大会 

（北九州・西南女学院）

23　　総務専門

30　七十周年執筆者会議

春日原教会 教会組織60周年記念礼拝
教会教育専門
『バプテスト』誌８月号発行 九州バプテスト神学校スクーリング～18

財務委員会

事業体懇談会

神学校週間 6/26～7/3

青少年専門委員会議
（少年少女・伴走）～６

幡ヶ谷教会教会組織・牧師就任式
調布教会牧師・宣教師就任按手礼拝
茗荷谷教会牧師就任式
★少年少女大会・伴走ひろば申込締切

回転資金
国外伝道専門（～12） 

全国発送②

全国発送①

地区宣教主事会 ～21★献身キャンプ申込締切

『聖書教育』PRG作成 ～27

『世の光』8月号発行

ホームページ上にて受浸者
の掲載は控えさせていただ
きます。

テーマ：あなたも隣人になってみませんか
　 日 程：2016 年８月２２日（月）～２４日（水）

　 内 容：草刈り、清掃等のワーク作業、学びと分かち合い、

　　　食事介助など施設利用者とのふれあい、 街頭募金など。

　 問合せ先：事務局 金丸 真（仙台長命ヶ丘教会・T&F 022-378-1263）

【主 催】バプテストコロニー友の会 
　福岡地方バプテスト連合社会委員会

第 27 回 久山療育園ワークキャンプ
参加者 大募集！

久山療育園は 40 周年！

久山療育園創立 40 周年記念開園祭のご案内
■■テーマ「４０年の導きと新たな出発を」
■■ 2016 年９月 22 日（木・休）10 ～ 15 時／地域交流ホール

今年は、設立原点に立ち返り、記念事業の一環「在宅支援センター」などを皆様に見て
いただくと共に、施設の利用者や保護者の方々と職員・スタッフとの交わりを深め、今
後の運営、ビジョンを考える機会にしたいと願っています。従来の「商
品・食品バザー」は中止いたしますが、記念式典はじめ、記念講演、
施設展示、コンサートなど各種イベントを計画しています。皆様の
ご来園をお待ちしています。詳細はホームページをご覧ください。
Tel. ０９２- ９７６- ２２８１／ Fax. ０９２- ９７６- ２１７２   担当：法人事務局

2016 年度夏期公開講座のご案内

東京バプテスト神学校
■日時/会場：８月１１日（木）～１３日（土）／日本バプテスト連盟事務所

■講師：井本 義孝 先生　　　 ■神学特講：「いと弱き者と共に」
   〔千葉教会木更津伝道所牧師、社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会常務理事〕

どなたでもご参加ください。部分受講、通信受講も可能です。一般聴講の方は
受講料20,000円（含共益費）、卒業生、後援会会員、牧師の方は、受講料15,000
円が半額になります。詳細は神学校事務局、ホームページでご確認ください。

【問合せ・申込用紙請求先】神学校事務局 Tel.03-3947-5141／seminary@tbts.jp まで


