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（バッピイ）

マタ3章（ヘブ11：1～3） マタ4章（黙21：22～27）マタ2章（詩132：13～18）27
■バプテスト連盟関西地方
　　　　　　　　教会連合
①36教会・伝道所の祝福！
②相互に支援し合える連合のため
に。
③9/19（月・休）信徒大会で改選
した新役員の働きのために。
会長：下川俊也（大阪教会）

ゼカ14章（エゼ36：25～32）22
■伊都教会〈福岡県〉
①キリストにある教会の霊的一
致。②被災地の方々の霊的癒しと
復興。③地域への福音伝道と救霊。
主任牧師：友納徳治
協力牧師：早川 寛

ゼカ13章（マタ11：2～6）21
■野

の

方
かた

教会〈福岡県〉
①牧師招聘のために。
②会堂建築のために。
③沖縄を覚えて宣教するために。
牧師：泉 清隆

ゼカ12章（イザ26：16～19）20
■福岡ジョイフルチャペル

伝道所（早良）〈福岡県〉
①多くの方が礼拝へと導かれるよ
うに。②周辺の方々への福音宣教
のために。③５か年計画の実現（２
年後）に向けて。
牧師：高山裕行

ゼカ7章（エゼ18：30～32）15
■福岡有田教会〈福岡県〉
①高齢の教会員の健康と信仰の霊
性。②求道者の方たちが救われる
ように。
③地域の方たちへの福音伝道。
牧師：松田和夫

ゼカ6章（エゼ18：21～29）14ゼカ5章（エゼ16：59～63）13
■長住教会〈福岡県〉
①伝道開始から50年の歩みを感
謝！②豊かな礼拝と伝道、交わり
のために。③主の平和と自由が実
現する社会を。
牧師：中條譲治、中條智子

ハガ2章（エゼ8：14～18）8
■粕屋教会〈福岡県〉
①病気療養中の方々に主のいやし
を。②地域に仕える教会となるよ
うに。③教会の信仰告白作成に主
の導きを。牧師：髙地京子

ハガ1章（エゼ7：1～27）7
■宇美教会〈福岡県〉
①教会員一人ひとりが祝され用い
られるように。②役員会が教会の
働きに豊かに用いられるように。
牧師：渡辺一雄、渡辺しのぶ
協力牧師：山田眞士

ゼファ3章（エゼ5：5～13）6
■篠

ささ

栗
ぐり

教会〈福岡県〉
①ガーデンパーティーでシルバー
世代、子ども伝道のために。②創
作讃美礼拝を通し讃美が生まれる
ように。③連盟パートナーシップ
伝道チーム受け入れのため。
牧師：伊藤 聡

ハバ1章（エゼ10：15～22）1
■鳥

と

栖
す

教会〈佐賀県〉
①８年後の新会堂建築を目指し
て。②玄海原発の即時廃炉を求め
て。③子どもたちに平和と公正な
未来を。
牧師：野中宏樹

ゼファ2章（ヨハ3：16～21）5 
■春

かす

日
が

原
ばる

教会〈福岡県〉
①創立60周年記念誌発行のため
に。②卒園児が教会学校に繋がる
ように。③全員で主と教会に仕え
るように。牧師：末松隆夫
教会主事：八幡正弘

ゼカ4章（エゼ16：1～8）12
■須

す

恵
え

伝道所（福岡新生）
〈福岡県〉

①多くの魂が救われるように。
②世界宣教の働きのために。
牧師：竹田進一

ゼカ11章（詩104：24～35）19
■早良教会〈福岡県〉
①標語・御言葉を心に宿しての徹
底。②御言葉をわかち合い、行う
交わり。③各会活動の充実と諸奉
仕の分担　牧師：今村幸文　協力
牧師：K.J. シャフナー 、今村まさゑ

マタ1章（エゼ40：1～5）26
■福岡西部教会〈福岡県〉
①キリストの教会に相応しい歩み
のために。②前原から西へ向けた
福 音 宣 教 の た め に。 ③ 高 齢 者 の
方々のために。
牧師：松藤一作

マラ3章／口語訳3-4章
（エゼ39：22～29）25

■福岡ベタニヤ村教会〈福岡県〉
①礼拝が賛美の内に行われるよう
に。②新来者が定着するように。
③イエス様で生きイエス様を伝え
る。
牧師：渡辺信一 
協力牧師：ギャリー .W. バークレイ、
水野英尚、岩尾清志

ゼカ10章（創2：4後半～9）18
■福岡聖書教会〈福岡県〉
①テロや紛争、戦争、平和のため
に。②教会学校と教師、子どもた
ちのために。③日本と世界の人々
の救いのために。
牧師：浜中 満　
名誉牧師：浜中恒雄
伝道師：浜中有希子

ゼカ3章（エゼ3：22～27） 11
■福岡新生教会〈福岡県〉
①多くの魂が救われますように！②
全世界に福音が宣べ伝えられるよう
に！③心身の病が癒されるように！
主任牧師：竹田殉聖　副牧師：竹田
耶子武　宣教師：李聖徳　国際関係
交流主事：張磊　協力宣教師：朴天
海  協働牧師：竹田浩  協働伝道師：
野口和子　宣教師補：河端真理子

ゼファ1章（マタ25：14～30）4
■福岡南伝道所（筑紫野二日市）

〈福岡県〉
①東日本、熊本大震災の復興と脱
原発。②高齢者と母子の子育て活
動の支援。③礼拝が賛美と喜びに
溢れるように。
牧師：有吉光寛
伝道師：柴田公文

ゼカ2章（エゼ3：16～21）10
■小郡教会〈福岡県〉
①家族の救いと信仰の継承。②地
域に根ざし宣教ビジョンの実現。
③新会堂の借入金の完済。
牧師：下川睦子　協力牧師：ジェ
リー・レッグ　教会主事：吉浦徳美

ゼカ9章（エゼ24：15～27）17
■福岡国際教会〈福岡県〉
①神様良し、三方良しの教会形成。
②お互いを活かす伝道協力の推
進。③聖書に基づいた良識・見識
の涵養（かんよう）。
牧師：篠原健治
協力牧師：木村公一

マラ2章（エゼ37：15～28）24
■かたえ教会〈福岡県〉
①教会の成長と求道者の救い。
②家庭集会の祝福と家族の救い。
③一人ひとりの信仰の成長。
牧師：肘井利美
協力牧師：土生幸子
伝道主事：興津吉英

マラ1章（エゼ37：1～14）23
■ 姪

めいのはま

浜 教会〈福岡県〉
①伝道開始60周年に感謝して。
②病いや諸々の事情で礼拝に来る
ことができない方々を覚えて。
③新来者、求道者と丁寧に迎え、
関わることができますように。
牧師：鈴木牧人

ゼカ8章（エゼ33：1～11）16 
■田隈教会〈福岡県〉
①光の園の園児と保護者が教会に
つながるために。②新来者・求道
者の信仰決心のために。③教会員
の教会生活の充実のために。
牧師：田中伊策　
協力牧師：坂東資朗

ゼカ1章（エゼ8：1～13）9
■和白教会〈福岡県〉
①み言葉に生きる教会の歩みを。
②地域の方々に仕える教会形成
を。③東日本大震災、熊本地震の
被災者のために。牧師：城前和徳
協力牧師：川野直人、片山寛
主事：樺島瑞代

ハバ3章（王下22：8～13）3
■筑紫野二日市教会〈福岡県〉
①明確なビジョンが示されるよう
に。②礼拝出席者が霊的に整えら
れるように。③聖霊による一致の
教会形成に向けて。
牧師：加来国生  協力牧師：山中猛士
音楽責任者：加来陽子

ハバ2章（エゼ1：1～21）2
■筑紫野南教会〈福岡県〉
①お連れ合いの救霊を覚えて。
②地域になくてはならない教会
へ。
③後継者育成。
牧師：岩橋隆二

■平尾教会〈福岡県〉
①宣教目的宣言文の作成作業の充
実。②高齢者の教会生活支援の充
実。③宣教開始60周年記念の礼拝
と文集。主任牧師：平良憲誠  牧師：
森 崇  協力牧師：青野太潮、松村
祐二郎、リディア・ハンキンス、
スティーブン・バレット

8月号に 「読者アンケート」 を

同封しました。 皆さまの声をお

聞かせください。 締切りは、 ９

月３０日です。 ご回答者にはも

れなく 「特製エコバッグ」 をプ

レゼントいたします。

アンケート用紙は連盟ホーム

ページからダウンロードして

印刷できます。
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マタ5章（エゼ43：1～9） マタ6章（エゼ43：10～44：3）30 31
■日本バプテスト社会福祉

事業団体連絡協議会
①諸教会の福祉、幼児園等のため
に。
②地域福祉と教会の働きを覚えて。
③教会の福音と福祉の関わりのた
めに。

■引退教役者
大谷恵

けい

護
ご

氏〈神奈川県〉
大沼 上

のぼる

 氏〈福岡県〉

■日韓・在日連帯特別委員会
① フ ィ ー ル ド ツ ア ー（10/31～
11/2、川崎・横浜）でよき学び、
出会いが導かれるように。
②「外国人住民基本法」が一日も
はやく制定されるように。
委員長：松坂克世（旭川東光教会）

■総会役員会
①議論の深まり、立つべき土台の
確認、協力伝道を進める総会に。
②諸教会、理事会、総会役員会の
良い備えを。
議長：中條智子（長住教会）

＝ 主にあって、教会と共に、教会に仕える神学校 ＝

九州バプテスト神学校
■■ 10 月はオープン授業月間   ※期間中下記の授業が無料体験できます

【授業科目】月…キリスト教倫理、新約概論、新約釈義
　火…教会論、ギリシャ語、バプテスト史
　木…旧約概論（隔週）、旧約釈義（隔週）、牧会学
　金…神学入門、教会教育　土…教会管理（10/22 まで）

※ 2017 年度の受講生募集は 12 月１日から開始！
【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内
　T&F０９２-９８５-１８１２　kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

※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。201610月 October

11月のおもな予定

8	　資料保存・管理委員会

13　バプテスト福祉デー

14～15　直前理事会

16～18　第62回定期総会

18　直後理事会

22　賛美歌検討専門

27～12/4　世界バプテスト

　　　　　祈祷週間

28～30　青少年専門

29　3バプテスト協議会
(沖縄）

教会教育専門

回転資金委員会
国外伝道専門～4

西南・連盟伝道者養成に関する
　　　　　　　　　　　　協議会

『バプテスト』誌編集～14

全国発送
第44回女性連合総会・信徒大会
（天城山荘）～21 財務委員会

『聖書教育』プログラム作成～26
『世の光』11月号発行
宣教研究所運営委員会

百合丘教会牧師按手礼式

「障害」者と教会委公開委員会（金沢）
南名古屋教会協力宣教師就任按手式
室蘭教会牧師就任式
南光台教会牧師就任・宣教50周年

下関教会牧師就任按手式

姪浜教会伝道開始60周年

全国小羊会キャンプ準議会

『バプテスト』誌11月号発行

総会議案書全国発送

★総会登録費入金締切
代議員宛報告書・議案書送付

2016 年度後期学生募集のご案内
東京バプテスト神学校

夜間神学校である当校は、通学受講の他にネットや

ＤＶＤで遠方の方でも充実した学びが可能です。

ライブ授業（双方向通信）も実施しています。

まずは「１課目のみ受講」にチャレンジしてみませ

んか！資料請求などお気軽にお問い合わせください。

【問合せ先】〒112-0012　東京都文京区大塚1-1-18 茗荷谷キリスト教会３Ｆ
Tel.03-3947-5141　※応対時間15－20時（除水土日祝）／seminary@tbts.jp まで

《後期学生募集日程》

■書類締切日：９/ ９（金）

■入学者面接：９/23（金）

■後期入学式：10/7（金）

■授業開始日：10/11（火）

■■ 神学部３年次 転・編入学 ( 学士入学含む )・選科・専攻科
■■ 神学部２年次 転・編入学　※試験日、出願期間は共に同じ

【試験日】2016.10/29（土）　【出願期間】9/29（木）～ 10/7（金）
　※２年次、３年次転 ･ 編入、選科、専攻科、各対象者の詳細等は下記の問合せ先まで

【問い合わせ先】   ・入試全般に関して …入試課☎ 092-823-3366　

 ・大学院神学研究科に関して ……大学院事務室☎ 092-823-3368

 ・神学寮、奨学金に関して ………………学生課☎ 092-823-3837

 ・神学部研修生に関して …………………教務課☎ 092-823-3304

 ・その他 ……………………………宗教部事務室☎ 092-823-3336

2017 年度神学部・大学院神学研究科入試案内

◆鳥取
　桜井仁子、桜井翔〔6.13〕
◆愛知新生 川越冨士年〔6.26〕
◆野方　新名フサ子〔7.2〕
◆長崎　陳立九〔8.7〕
◆三島　岩垣拓〔7.31〕
◆川内
　川内暁希、川内路輝〔7.31〕
◆港南めぐみ 石澤野乃実〔8.7〕
◆百合丘　末綱淳太〔7.24〕
◆三鷹　田名網憩一〔8.14〕
◆熊本愛泉 田上公保〔5.24〕
　井出陸〔6.26〕
◆西福岡のぞみ   寺井悦子〔7.31〕
◆川崎 　清水由愛〔7.10〕
◆春日原　姫路明音〔8.21〕
◆佐賀   福永勇、徳山研一〔8.21〕


