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ルカ16章（ルカ2：1-20）24
■徳島教会〈徳島県〉
①高齢者と闘病中の方々を覚え
て。②新来者求道者の信仰決心の
ために。③会堂建築の必要が満た
されるように。
牧師：杉山いずみ

ルカ15章（黙22：16-17）23
■高知伊勢崎教会〈高知県〉
①教会ヴィジョン「主につながっ
て共に歩む」の前進。
②年度主題「神の家族」の実現。
③全年齢層ＣＳと祈祷会の充実。
牧師：平林 稔

ルカ14章（ヨハ7：40-44）22
■徳山伝道所（今治）

〈山口県〉
①求道者がキリストと出会えるよ
うに。②信徒が十字架の証人とし
て歩むように。③神の御旨を行う
教会となれるように。
代務者：浅野知子
支援者：宝田 豊（ノーステキサス
日本語教会対外伝道牧師）

ルカ9章（ルカ2：25-35）17
■八

や

幡
わた

浜
はま

教会〈愛媛県〉
①礼拝出席者が祝され恵まれる教
会。
②主に仕え信仰を継承する教会。
③地域に親しまれ救われる教会。
牧師：榎本謙二郎
副牧師：榎本佐智子

ルカ8章（ルカ1：46-56）16 ルカ7章（イザ41：8-13）15
■小野田教会〈山口県〉
①奏楽者が整えられますように。
②新しい礼拝堂と小野田めぐみ幼
稚園園舎が備えられますように。
牧師：佐野 太

ルカ2章（ルカ1：26-38）10
■小倉教会〈福岡県〉
山本龍一郎牧師ご家族との新たな
る歩みが、主によって守られます
ように。
牧師：山本龍一郎

ルカ1章（ミカ5：1-5）9
■南小倉教会〈福岡県〉
現在みんなで進めている教会の新
しい信仰告白作りが対話的に、豊
かに導かれますように。
牧師：谷本 仰（たにもと あおぐ）

マコ16章（エレ23：5-6）

マコ9章（ヨシュ2：1-14）

8

1

■シオン山
ざん

教会〈福岡県〉
①福音が互いの心で響き合うため
に。②クリスマスが伝道の場とな
るために。③協力伝道の恵みの御
業に与るために。
牧師：伊藤光雄

■光教会〈福岡県〉
①新来者が与えられますように。
②教会の今後の歩みのために。
③震災で被災された方々のため
に。

マコ11章（サム下12：1-15前）3
■高須教会〈福岡県〉
①地域に開かれた教会を目指し
て。②教会の歩みが祝されるよう
に。③50名の礼拝出席を目指して。
牧師：三上 渡
協力牧師：山田雄次

マコ10章（ルツ1：1-19前半）2
■八

や

幡
はた

教会〈福岡県〉
①熊本地震の被災地の復興のため
に。②東日本大震災の被災地の復
興のために。③福島の原発事故の
収束のために。
牧師：久保田 理（くぼた さとる）

マコ15章（イザ8：23後-9：6）7
■企

き

救
く

教会〈福岡県〉
①復活の主に招かれた礼拝へ、共
に祈り、喜び、生かされているこ
とを覚えて。
②クリスマスの喜びを共に。
牧師：原田義也

ルカ6章（代下36：22-23）14
■下関教会〈山口県〉
①教会がキリストの体として生き
るために。
②牧師と会員の協働のために。
③めぐみ幼稚園のために。
牧師：泉 選也（いずみ えりや）

ルカ13章（マタ27：32-44）21
■今
いま

治
ばり

教会〈愛媛県〉
①12/23施設と病院へのキャロリ
ングを覚えて。
②1/24（日）特別伝道礼拝のため
に。
③奏楽者が与えられるように。
牧師：今井謙一、今井朋恵

ルカ20章（ヨハ1：29-34）28
■ホームレス支援特別委員会
①路上にある命が守られるよう
に。②貧困がこれ以上広がらぬよ
うに。③各地の支援団体の働きの
ために。
委員長：高市和久（市川八幡教会）

ルカ19章（詩2：7-12）27
■バプテスト北九州地方連合
全国支援・地域協働プロジェクト

「宣教支援センター」の活動の発
展と、教会・連合の強化のために。
会長：谷本仰（南小倉教会）

ルカ12章（使徒5：33-42）20
■松山教会〈愛媛県〉
①キリストとの出会いと交わりを
喜ぶ教会となるために。
②求道者の方々のバプテスマ決心
のために。
牧師：川上敏夫

ルカ5章（申31：7-8）13
■門司教会〈福岡県〉
①病の人々が主に癒されますよう
に。②幸幼稚園が主に祝福されま
すように。③教会員が霊的に成長
できますように。
牧師：桐原恩恵（きりはら めぐみ）

マコ14章（イザ7：10-17）6
■小倉春ヶ丘教会〈福岡県〉
①求道者がバプテスマに導かれま
すように。
②献身者がおこされますように。
③応答する信仰の群れとなるよう。
牧師：金 美蘭（キム ミラン）

ルカ4章（申22：22-24）12
■門

も

司
じ

港
こう

教会〈福岡県〉
①信仰の初心に立ち返って。
②罪赦された罪人であることを忘
れない。
③「聖霊の宮」に相応しく生きる。
牧師：鮫島則雄

ルカ11章（イザ60：1-7）19
■道後教会〈愛媛県〉
①老いと向き合う方々が健やかに
日々を過ごせますように。
②病気入院中の方、自宅療養中の
方の回復のために。
牧師 : 宮本 恵

ルカ18章（マタ2：13-23）26
■恵教会〈香川県〉
①高齢の方たちの健康と暮らしの
ために。
②震災被災各地の回復のために。
③無核無兵社会の実現のために。
牧師：塚田正昭

ルカ17章（マタ2：1-12）25
■丸
まる

亀
がめ

城
じょう

東
とう

町
ちょう

教会〈香川県〉
①一つのからだなる教会創りのた
めに。②教会の日々の営みの必要
のために。③外国籍の会員たちと
その家族のために。
牧師：山浦良治（やまうらよしはる）

ルカ10章（マタ1：18-25）18
■松山西教会〈愛媛県〉
①来会者のハンドベル奉仕に。
②成長した地域の子どもたちが神
様と再会しています。
③平和を作る働き。
牧師：シェラー・ロバート・H

ルカ3章（マタ1：18-21） 11
■富野教会〈福岡県〉
伝道開始70周年（2020年）記念
行事の準備のために。
牧師：黄 仁坤（ファン インゴン）
協力牧師：福田昌治

マコ13章（詩130：5-8）5 
■北九州教会〈福岡県〉
①高齢者の会員が喜びに溢れた教
会生活をおくるために。②高齢化
が進む北九州市民の救霊のため
に。③教会付属保育園「ナオミ愛
児園」の園児と、ご家族の救霊の
ために。
牧師：児玉一郎

マコ12章（マタ1：1-17）4
■若松教会〈福岡県〉
①み言葉と祈りと賛美に満ちた教
会。
②神の愛に支えられた信仰生活。
③全日本の教会のリバイバル。
牧師：鬼塚  諌（おにづか いさむ）

■防
ほう

府
ふ

教会〈山口県〉
①「教会の使命」にもとづいた「中
期計画」の策定と実行。
②子どもたちの環境が整えられる
ように。
牧師：國分美知子
　　　（こくぶん みちこ）

ルカ21章（マタ3：1-12） 29
■日本バプテスト連盟宣教研究所
①運営委員会の働きを覚えて。
②研究、研修、情報発信のために。
③宣研スタッフの働きのために。
運営委員長：加藤誠（大井教会）
所長：朴思郁（パク サウク )
           　　　　　　  （西川口教会）

ルカ22章（イザ32：15-18） 30 
■同盟・沖縄連盟・ＮＣＣ
日本バプテスト同盟
　理事長：藤井勇次氏

沖縄バプテスト連盟
　理事長：城倉 翼 氏

日本キリスト教協議会 (NCC-J）
　議長：小橋孝一氏

ルカ23章（イザ57：15-19）31
■引退教役者
金子純雄氏〈宮城県〉
川野直人氏〈福岡県〉

＝ 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 2017 年度学生募集のご案内
　本校は働きながら学べる夜間の神学校です。教会の具体
的な活動に結びつける学び、実践神学を重視、全コースで
インターネット、DVDで通信教育実施。応募資料送付します。
お気軽に下記、事務局までお問合せください。

【履修課程】本科コース 3 年 / 牧師コース 2 年（本科修了後）
　　　　　聴講は 1 科目から受講可

【書類締切】２０１７年２月６日（月）　【入試面接】２０１７年２月１１日（土）

【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

【神学部１年次入学】出願期間：2017.1.5（木）～ 1.17（火）
　試験日：2017.2.9（木）神学部、2017.2.10（金）全学部共通
　・神学コース＝献身者コース ( 信徒歴 1年以上 )
　・キリスト教人文学コース＝一般学生コース ( 信徒歴不問 )
【大学院神学研究科】※詳細は大学院事務室　092-823-3368 まで
　春期博士前期課程試験日：2017.2.25（土）／同後期課程試験日：2017.2.24（金）
【神学部研修生】※詳細は教務課　092-823-3304 まで
　聴講生として 10科目 (20 単位 ) 以上を履修 ( 修業年限 1年 )。入寮可

＊詳細は西南学院大学ホームページ (http://www.seinan-gu.ac.jp) にて
入試全般に関するお問合せ先：西南学院大学入試センター入試課

〒 814-8511 福岡市早良区西新 6-2-92　Tel.092-823-3366 ／ Fax.092-823-3388

2017 年度神学部・大学院神学研究科入試案内

※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。201612 月 December

1月のおもな予定

7～9　青年ミッション
　　　　トリップ（高松）

10～12 地区宣教主事会

16～18 国外伝道専門

17　教会教育専門

17　総務専門

20　財務委員会

23～25『聖書教育』
　　　　プログラム作成会
28　奨学金委員会

29～2/5　協力伝道週間

30～31　教会音楽専門

全国発送

事務所年末年始休業～1/4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

『バプテスト』誌12月号発行

地方連合連絡協議会～７

クリスマス

神学教育に関する委員会

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。

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）

　 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

伝道開始６０周年を迎えて
中野バプテスト教会は、2016 年 10 月で伝道開始 60 周年を
迎え、10 月 23 日、主の恵みの内に教会内で感謝礼拝を行い
ました。これからの中野バプテスト教会の働きのためにお祈り
いただければ幸いです。また今後も、連盟の諸教会・伝道所の
皆さまと協力伝道の恵みを分かち合いつつ、福音宣教のために
共に歩んでまいりたいと願います。

中野バプテスト教会教会員一同
〒 164-0001 東京都中野区中野 2-23-8  T&F03-3381-8432


