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小倉キリスト教会
山本龍一郎牧師 就任感謝礼拝のご案内
小倉キリスト教会は、主の憐れみにより、2016 年 11 月に山本龍一郎氏
を牧師として招聘いたしました。皆様のお祈りと励ましに心より感謝申し
上げます。下記の通り、就任感謝礼拝を行いますのでご案内いたします。

　■■日時 / 会場：2017 年２ 月 19 日（日）午後３時～／小倉キリスト教会
　■■説 教 者：伊藤光雄牧師（シオン山教会牧師）

〒 802-0082　福岡県北九州市小倉北区古船場町 9-14
℡ 093-521-2862　Fax093-383-3320 ／メール kokuracc@yahoo.co.jp

使徒6章（マタ10：16～25）28
■資料保存・管理委員会
①『日本バプテスト連盟七十年史』
刊行進捗のため。②新年度に計画
中の「初期英国バプテスト資料」「総
会資料」「理事会記録」定期刊行物
の製本化、デジタル化事業のため。
委員長：北島靖士（八王子めじろ台教会）

使徒5章（使徒27：33～38）27
■福岡地方バプテスト連合
①総会での、み心の新役員選出の
ために。②連合各委員会等の働き
の祝福のために。③東日本、熊本・
大分の被災地のために。
会長：川内光（福岡城西教会）

使徒4章（ルカ21：7～19）26
■みささぎ伝道所（奈良）

〈奈良県〉
①障がいを持っておられる方の守
り。
②岡村ゆり神学生の学びのために。
③伝道所の経済が満たされるよう
に。
牧師：松原宏樹

ヨハ20章（ヨハ11：17～27）21
■伊丹教会〈兵庫県〉
①入院・入所の方々のために。
②高齢者、病いを持つ方々のため。
③これからの教会のビジョン。
牧師：内田裕二

ヨハ19章（ヨハ11：1～16）20ヨハ18章（マタ28：16～20）19
■尼崎教会〈兵庫県〉
①教会ビジョン刷新のために。
②「子どもと大人の主の祈り」の
生活化のために。
③日曜二部礼拝のために。
牧師：谷綛安雄（たにかせ やすお）

ヨハ13章（マタ7：1～6）14
■神戸伊川教会〈兵庫県〉
①一日を祈りから始める生活の確
立。
②全年齢層による教会形成と活動。
③地域に必要とされる教会になる。
牧師：鮫島泰子

ヨハ12章（マタ6：25～34）13
■明石教会〈兵庫県〉
①求道者が与えられますように。
②教会学校・親子ひろばのために。
③教会員一人ひとりの健康のため
に。
牧師：椿本博久（つばきもと ひろひさ）

ヨハ11章（マタ18：18～20）

ヨハ4章（使徒20：25～35）
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教会〈兵庫県〉
①祈り、み言葉に生きる教会。
②キリストの体として喜び仕え
る。
③家族の救いと信仰の継承を。
牧師：辻 眞理子

■広島教会〈広島県〉
①劉雯竹副牧師の働きが祝される
ように。
②主日第二礼拝の試行のために。
③核兵器が二度と使われないよう
に。
牧師：播磨 聡
副牧師：劉雯竹（リュウ ブンチク）

ヨハ6章（マタ4：23～25）7
■緑の牧場教会〈広島県〉
①礼拝とセルグループを大切に。
②地域の人々の居場所に。
③神と人の言葉を聴き合えるよう
に。
牧師：酒井敬仁（さかい のりひと）

ヨハ5章（2コリ7：5～13前）6
■呉教会〈広島県〉
①教会財政が満たされるように。
②礼拝出席者が増えますように。
③バプテスマの決心者が出ますよ
うに。
牧師：浅海郁典（あさうみ いくのり）

ヨハ10章（マタ7：24～29） 11
■鳥取教会〈鳥取県〉
①後継牧師が与えられますよう
に。
②求道者の受浸と家族の救いのた
めに。
③高齢者と病の方々を覚えて。
牧師：戸川幸子（とがわ さちこ）

ヨハ17章（詩95：1～7）18
■浜甲子園教会〈兵庫県〉
①自主自立する教会。
②地域と共存する教会。
③聖書を読み、対話する教会。
信徒代表：伊澤 誠

使徒3章（Ⅱテモ2：8～13）25
■奈良教会〈奈良県〉
①付属幼稚園が守られますように。
②ホームホスピスの入所の方のた
めに。
③礼拝が祝されますように。
牧師：松原宏樹
協力牧師：横井道継

使徒9章（イザ35：5～10）31
■引退教役者
北原末男氏〈長崎県〉
桐本恒雄氏〈北海道〉

使徒2章（Ⅰコリ4：1～5）24
■和歌山教会〈和歌山県〉
①新来者が与えられますように。
②会堂建築のために。
③ひかり幼稚園の働きのために。
牧師：調（しらべ）みくに

ヨハ16章（ルカ8：40～56）17
■神戸国際教会〈兵庫県〉
芦屋インターナショナルスクールで2016
年10月より月２回チャペルサービスを
始めました。約25人の幼小学生と先
生スタッフ6- 8人出席し、礼拝をし
ています。お祈り続けてください。
役員代表：バルク・ビリーロイド

ヨハ9章（ルカ11：1～13）10
■松江教会〈島根県〉
①会堂修復のために。
②福音宣教のために。
牧師：斎木郷次（さいき きょうじ）

ヨハ15章（マコ5：21～43）16 
■神戸教会〈兵庫県〉
①献堂64年の会堂の補修工事の守
りを感謝。②教会のこれからの働
きと歩みのために。③幼稚園の新
年度に向けた歩みのために。
牧師：西脇慎一

使徒1章（ルカ12：4～7）23
■豊中教会〈大阪府〉
①まず、主を喜ぶ教会となります
ように。②足もとから平和を作る
１歩を踏み出して行けるように。
牧師：今給黎眞弓（いまぎれ まゆみ）

使徒8章（イザ26：16～19） 30 
■バプテスト保育連盟
①施設に通う幼児と関係者の救
い。②経営（50施設）の維持と安
定。③子ども子育て支援制度の適
切な対応。
会長：麦野賦（伊集院教会）

使徒7章（マタ10：26～33） 29
■天城山荘
①連盟諸教会の働きに感謝して。
②教会員の教会生活が護られます
ように。③山荘職員の健康が護ら
れますように。
所長：対田順明（相模中央）

ヨハ21章（マタ9：18～26）22
■宝塚教会〈兵庫県〉
①献身者が生まれ育つ教会となり
たい。②子どもたちの信仰の成長。
③高齢の方々の支援と信仰の継
承。
牧師：岡村直子

ヨハ14章（マタ7：7～12）15
■神戸西教会〈兵庫県〉
①「開拓」伝道と地域伝道の更な
る前進。
②未教会員の信仰決心。
③たがいに祈り合う群れとなるよ
うに。
牧師：松本 理（まつもと おさむ） 

ヨハ8章（ルカ6：27～36）9
■岡山教会〈岡山県〉
①〈 ３．１ １〉 を 記 憶 す る 教 会。
②連盟・連合と協働する教会。
③牧師の交代に備える教会。
牧師：梅田 環（うめだ たまき）

ヨハ7章（マタ5：1～12）8
■福山教会〈広島県〉
①礼拝が守られ、祝されますよう
に。②牧師先生が与えられますよ
うに。③求道者の方々が救われま
すように。
責任者：定塚和江
　　　　（じょうづか かずえ）

■神戸新生教会〈兵庫県〉
①信徒教会としての歩みがこれか
らも祝されますように。
②近隣の新来会者とともに歩めま
すように。
責任者：舟橋恵子

ルカ24章（マタ3：13～17）1
■高松太田教会〈香川県〉
①求道中の方々のバプテスマ決
心。
②新ビジョン構築と共有。
③駐車場用地の取得。
牧師：大竹敏生

ヨハ1章（ルカ6：20～26）2
■高松常磐町教会〈香川県〉
①常に喜びをもって伝道できるよ
うに。②神さまの恵みに応答し、
喜び溢れるように。
③お互いの和解と一致のために。
牧師：梶井義郎

ヨハ2章（マタ4：12～17）3
■広島西教会〈広島県〉
①地域に根ざした伝道推進のため
に。
②求道中の方々の救いのために。
③教会学校と成人科の充実のため
に。
牧師：大建英夫

ヨハ3章（マタ11：25～30）4
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教会〈広島県〉
①キリストの光を輝かせる教会の
歩み。
②宣教開始60年目の恵みの感謝
と、これからの主の計画の導き。
牧師：宮井武憲

＝ 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１３日（月）　【入試面接】2017 年２月１８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

総務専門委員会議

※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。20171 月 January

2月のおもな予定

7～9　第3回理事会
11　信教の自由を守る日
13 ～15 全国教役者会　
　　　　　　　　（仙台）
16　『バプテスト』誌 
　　　　　　編集委員会
20～22　青少年専門
27～3.3　新任牧師・主事
　　　　　　　　　研修会全国発送

教会音楽専門～31

教会教育専門委員会議
国外伝道専門委員会議～18

地区宣教主事会～12

協力伝道週間～2/5

『バプテスト』誌2月号発行

『聖書教育』PRG作成会～25
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

財務委員会

奨学金委員会

ホームページ上にて、受浸者
名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）

2017 年度前期学生募集のご案内

東京バプテスト神学校
＝ 当校は夜間の神学校です。便利になった通信受講システム ＝

授業は、18時30分～ 20時30分、昨年改修されて学びやすくなった教室
で行われます（音楽科授業は土曜日昼間）。ネットでのライブ授業（双方
向同時通信）やＤＶＤを利用し遠方の方でも充実した学びが可能です。

　 ■書類締切：2017 年３月１０日（金）   ■面 接 日 ：３月２３日（木）
 　■入 学 式 ：2017 年４月 ７日（金）　 ■授業開始：４月１０日（月）
【教室・事務局】〒112-0012 東京都文京区大塚1-1-18 茗荷谷キリスト教会内

詳細は 神学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、事務局：Tel.03-3947-5141／seminary@tbts.jp まで


