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信徒のための旧約学セミナー
（天城山荘）~25

マコ4章（ヨハネ5：19～29）26
■中国・四国バプテスト

教会連合
①連合の教会・伝道所の祝福のた
めに。②つづけて連合が共にあゆ
めるように。
③無牧師の教会に新たな牧師を。
会長：大竹敏生（高松太田教会）

マコ3章（ダニ11：21～45）25
■東八幡教会〈福岡県〉
①どうでもいい「いのち」がない
ことを証しする教会になる。
②ホームを失った人をおぼえて。
③平和のために。
主任牧師：奥田知志
牧師：石橋誠一
協働牧師：藤田英彦、森松長生、
齊藤弘司

マコ2章（ダニ11：2～20）24
■枝光教会〈福岡県〉
①宣教の業に主の導きがあります
ように。
②主にある平和が実現しますよう
に。
③カルト宗教被害者を覚えて。
牧師：岩崎一宏

マタ25章（ダニ7：1～14）19
■飯塚教会〈福岡県〉
①宣教における場と量を拡大す
る。②クリスマスに受浸者が起こ
されるように。③牧師館建築が具
体化するように。
牧師：高屋澄夫、高屋和子

マタ24章（ペト一2：11～17）18マタ23章（テトス3：1～7）17
■豊

ぶ

前
ぜん

教会〈福岡県〉
①バプテスト教会としての自立と
協力。②災害に遭われた方々を覚
えて。③豊前教会らしい福音宣教
に仕える。
牧師：本山大輔

マタ18章（ダニ3：1～12）12
■自由ヶ丘教会〈福岡県〉
①60名での主日礼拝実現のため
に。②経済的必要が満たされるよ
うに。③結婚式・葬儀を通しての
福音宣教のために。
牧師：岩﨑光洋

マタ17章（使徒12：6～17）	11
■古賀教会〈福岡県〉
①次期牧師招聘準備のために。
②信仰の継承とバプテスマが起こ
されるように。
③近隣の方々への伝道。
牧師：金子 敬（かねこ たかし）

マタ16章（詩115：1～11）

マタ9章（イザ11：1～5）

10

3

■西戸崎教会〈福岡県〉
①こどもと一緒の礼拝が祝され
る。②三種類の賛美に満ちた礼拝。
③新ホール建築が護られますよう
に。
牧師：城 俊幸（たち としゆき）

■西南学院教会〈福岡県〉
①西南学院と地域への伝道が祝さ
れるように。
②オルガン奉献礼拝が祝されるよ
うに。
牧師：踊 一郎（おどり いちろう）

マタ11章（ヘブ11：32～40）5	
■福岡教会〈福岡県〉
①福音宣教がさらに豊かになるよ
うに。②１人のために祈り、牧会
できるように。③闘病中の方に希
望を与えてください。
牧師：小川宏嗣（おがわ ひろつぐ）

マタ10章（マタ24：15～28）4
■鳥飼教会〈福岡県〉
①教会創立60周年感謝と新しい歩
み。②病める兄姉の癒しと回復の
ために。③求道者バプテスマ決心
と宣教推進。
牧師：三田照雄

マタ15章（ヨシュ24：14～15）9

2

■東福岡教会〈福岡県〉
①キリストの体となるために。
②教会学校の働きの充実のために。
③幼稚園と協力した伝道のために。
牧師：笠井 元（かさい はじめ）
協力牧師：松見 俊（まつみ たかし）

マタ22章（テモテ一2：1～7）16	
■大分教会〈大分県〉
①世を愛される神に応答して生き
る教会。②子ども、高齢者、「障
害」者と共に生きる教会であるよ
うに。
牧師：村田 悦（むらた えつ）

マコ1章（ダニ10：1～11：1）23
■折尾教会〈福岡県〉
①新しい魂が導かれますように！
②他行会員が教会に戻りますように！
③各人の賜物が用いられますように！
牧師：内村茂
主事：鈴木茂美

マコ8章（創38：24～30）	30
■引退教役者
岡秀雄氏〈福岡県〉
岡村悦彌氏〈広島県〉

マコ7章（ルカ3：23～38）	29
■日本バプテストろう伝道委員会
①バプテストろう者修養会を覚え
て。②ろう者と共に歩める教会が
できるように。③ろう者を覚えて
伝道できますように。
委員長：木田忠義（北大阪教会）

マタ28章（ダニ9：20～27）22
■芦屋教会〈福岡県〉
①牧師の宣教が守られるように。
②バプテスマ者が与えられるよう
に。③愛生幼稚園園児が祝される
ように。
牧師：川端恵実（かわばた めぐみ）

マタ21章（エフェ6：10～20）15
■別府国際教会〈大分県〉
①信徒の信仰の成長。
②奉仕者の育成と求道者のフォ
ローアップ。
③地域伝道の強化。
協力牧師：斎藤剛毅（さいとう ごうき）

マタ14章（申命10：12～22）8
■香住ヶ丘教会〈福岡県〉
①キリストにつながり、実を結ぶ。
②共につくりあげる。③礼拝に集
えない人を覚える。
牧師：堀内 明　
名誉牧師：藤井健児

マタ20章（ローマ13：1～7）14
■臼

うす

杵
き

教会〈大分県〉
①教会堂建築のヴィジョンの実
現。②30名礼拝と浸礼者2名の実
現。③キリシタン遺跡巡り伝道の
祝福。
牧師：松永正俊

マタ27章（ダニ9：1～19）21
■中

なか

間
ま

教会〈福岡県〉
①教会堂牧師館の維持管理。
②主日礼拝後の楽しい食事会。
③信仰の継承が実現するように。
牧師：安部寅彦
協力牧師：中尾良秀

マコ6章（創12：1～9）28
■専門委員
総務、地区宣教主事、国外伝道、 
青少年、教会音楽、賛美歌検討、

『聖書教育』編集、教会教育、
『バプテスト』誌編集　

マコ5章（ダニ12：1～13）27
■部落問題特別委員会
①部落問題への理解が進むように。
②狭山事件の石川一雄さんの無実が
確定するように。
③当委員会の働きのために。
委員長：片桐健司（品川教会）

マタ26章（ダニ7：15～28）20
■直

のお

方
がた

教会〈福岡県〉
①12/11の 被 災 地 支 援 チ ャ リ
ティー・コンサート。
②9月特別集会での決心者を覚えて。
③被災地の復興と沖縄の平和。
牧師：原口悦子

マタ19章（ダニ3：13～30）13
■福間教会〈福岡県〉
①隣人に伝道する教会となるよう
に。②若い人々が集う教会となる
ように。③平和を祈り働く教会と
なるように。
牧師：田宮宏介 協力牧師：宮崎信義

マタ13章（レビ記19：1～4）7
■那珂川伝道所（博多）

〈福岡県〉
①教会組織会議の実現のために。
②地域の方々が集う場となるため
に。③若い世代も集う場となるた
めに。
牧師：藤 寿（とう ひさし）
協力宣教師：朱 承圭（チュ スンギュ）

マタ12章（ダニ1：1～21）6
■博多教会〈福岡県〉
①キリストにとどまる弟子の共同
体となりますように。②回転資金
を早期に返済できるように。
牧師：佐味健志（さみ たけし）　
協力牧師：川内研二
協力宣教師：白 泰九（ペク テク）

■苅
かん

田
だ

教会〈福岡県〉
①地の塩、世の光としての歩み。
②子ども達と中高生の主にある成
長。③50名の礼拝を祈っています。
牧師：佐藤清一
名誉牧師：鍋倉 勲
教会主事：児玉尚文

■福岡城西教会〈福岡県〉
①教会の使命をみんなで担う群れ
に。
②聖書を読み、祈る習慣の定着を。
③外に出ていく群れになるよう。
牧師：梅﨑良則　協力牧師：寺園
喜基  名誉牧師：安藤榮雄  カウン
セリング担当牧師：ラン・ハンキ
ンス　教会主事：飛永永子

■西福岡のぞみ伝道所
（福岡城西）〈福岡県〉

①神の愛が地域の人々の平安を支
えてくださいますように。
②新来者の方々が信仰に導かれま
すように。
協力牧師：亀井良雄

マタ8章（創41：9～16）マタ7章（代下36：5～8）1

＝ 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

牧師就任式のご案内
私たち花野井バプテスト教会は、2016 年 9月 1日より古賀公一牧師を招聘
し、共に福音伝道の業に励んでいます。つきましては下記の通り就任式を執
り行います。5ヶ月に亘る無牧師の間、神さまの導きとお支えを感謝いたし
ます。新しい歩みを覚えてお祈り下さいますようお願い申し上げます。

花野井バプテスト教会　教会員一同

《日  時》 2016 年 11 月 13 日（日）午後 3 時～　※式後、歓談の時

〒 277-0812　千葉県柏市花野井 103-11 　T&F 04-7133-9935　

　2016 年度冬期公開講座のご案内

　東京バプテスト神学校
■日時：2016年１２月２６日（月）～２７日（火）

■会場：茗荷谷キリスト教会  〔東京都文京区大塚1-1-18・最寄駅 茗荷谷駅〕

■講師：井本 義孝 先生　　　 ■神学特講：「いと弱き者と共に」
   〔木更津伝道所牧師、（福）ミッドナイトミッションのぞみ会・常務理事兼総合施設長〕

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15,000円。卒業生、後援会会員、牧師の方は、受講料半額となります。

【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

※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。201611月 November

12月のおもな予定

6-7 地方連合連絡協議会
9　神学教育に関する委員会

12/29～1/4
　  連盟事務所冬期休業

全国発送②

ゴスペルを歌う会（普天間・官邸前・
福岡）※普天間は毎週月曜日
青少年専門～30

第62回連盟定期総会（天城山荘）
～18

直前理事会（天城山荘）～16
『バプテスト』誌12月号発行

全国発送①資料保存委員会

バプテスト福祉デー
花野井ch 牧師就任式 直後理事会（天城山荘）

全国壮年会連合奨学金委員会

賛美歌検討委員会
『世の光』12月号発行

世界バプテスト祈祷週間～12/4 三バプテスト協議会（沖縄・那覇）

『新生讃美歌』
CD-ROM Ⅱ

バージョンアップ版  
（ウィンドウズ用）

バージョンアップ版Ⅱ（PC 対
応）は、音の高さやスピードの
変更が可能となりました。また
礼拝式順に複数曲の選定や連続
演奏、項目索引、目次からの曲
検索など新機能も追加し、他に
も言葉の検索など機能充実しま
した。更に豊かに『新生讃美歌』
を用い個人のデボーション、礼
拝、集会に用い主を賛美してま
いりましょう。
♪価格 3,240 円（税込）
♪ご注文…連盟宣教部 教会音楽室

　　　　　　　　　　　　　　まで

徳島キリスト教会 
伝道開始６０周年感謝と会堂建築のご案内
　徳島キリスト教会は 1956 年 3月 4日の伝道開始より 60周年を迎えました。
会堂建築を祈り続けて 20数年が経ちこの度、主の導きで 11月より新会堂・牧
師館建築に着工することとなりました（2017 年 4月完成予定・
写真は現会堂）。工事期間中は下記教会員宅にて礼拝をまもり
ます。小さい群れの歩みをお祈りいただけたら幸いです。
【礼拝・郵便物】〒 771-0137 徳島市川内町平石若宮 297-8　清水瑠璃子宅

〔教会宛メール：tokubap@kej.biglobe.ne.jp 　牧師：杉山いずみ〕

常盤台ch 青少年担当牧師就任按手式

東日本委員会

『聖書教育』1.2.3月号発行

ホームページ上にて受浸者
名は控えさせていただきま
す。

協力伝道カレンダーは、 連盟

ホームページから見開きで印

刷ができます。 祈りでつなぐ

協力伝道、 ぜひご活用ください。

（バッピイ）


