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信教の自由を守る日

協力伝道週間　1/29～2/5

♪新生讃美歌CD-ROM バージョンアップ版Ⅱ♪
バージョンアップ版Ⅱ（パソコン対応・Windows用）

は、音の高さやスピードの変更、礼拝式順に複数曲の

選定や連続演奏も可能です。また、項目や目次からの

検索のほかに言葉や聖書箇所からの検索、作者、タイ

トル、曲名の検索など機能も充実しました。

『新生讃美歌』を用いて、教会の礼拝、諸集会のほか、

個人でのデボーションなどにも活用ください。

【価格】3,240 円（税込）　【注文】宣教部教会音楽室まで

ロマ6章（ヨハ6：1～15）25
■性差別問題特別委員会
①ジェンダーの束縛からの解放
を。②性的少数者への権利保障を。
③沖縄をはじめとする性暴力の根
絶を。
委員長：岡田富美子
　　　　（那覇新都心教会）

ロマ5章（ルカ24：36～43）24
■西九州連合
①二つの無牧師教会に牧師を。
②五島伝道の灯が消されないよう
に。
③再開した連合青年会のために。
会長：玉置行（たまき あきら）
　　　　　　　　　　（鹿島教会）

ロマ4章（マタ4：1～11）23
■愛知新生教会〈愛知県〉
①霊と真による礼拝の回復のため
に。②御霊による一致のために。
③伝道心に燃やされますように。
牧師：大島世津子

使徒27章（マタ13：36～43）18
■大津教会〈滋賀県〉
①教会のミッションが前進するよ
うに。②セルグループを通して伝
道牧会がなされるように。
牧師：上田益之

使徒26章（マタ4：18～22）17使徒25章（ルカ19：1～10）16 
■北白川教会〈京都府〉
①礼拝の祝福のために。
②教会員の健康のために。
③地域の教会としての働きのため
に。
牧師：軍司康博

使徒20章（マタ12：9～21） 11
■東豊中教会〈大阪府〉
①国民が聖書に触れキリストと出
会うように。②共に信・望・愛に
生き栄光を主に。③対話と相互の
交わりから新創造へ。
牧師：河野 浩（こうの ひろし）

使徒19章（マタ21：33～46）10
■和歌山中央伝道所（大阪中央）

〈和歌山県〉
①教会のリバイバルのために。
②教会堂建築、教会組織と法人化
のために。③文化教室活性化と対
外伝道の拡大のために。
担任牧師：張玉世（チャンオクセ）

使徒18章（マタ21：28～32）

使徒11章（マラ3：19～24）

9

2

■大阪中央教会〈大阪府〉
①真の弟子となる教会となるよう
に。②文化教室が活性化されるよ
うに。③次世代を育てる教会とな
るように。牧師：咸光玉（ハムクァ
ンオク）　副牧師：河亨植（ハヒョンシ
ク）　伝道師：文連子（ムンヨンジャ）、
蔡永伊（チェヨンイ）、内藤希代

■関西黎明教会〈大阪府〉
①求道者の方々のバプテスマ決
心。②教会の将来と若い世代の成
長。③社会的養護の子どもと里親
の必要。
牧師：江田治男

使徒13章（マタ16：1～4）4
■シオンの丘教会〈大阪府〉
教会生活を守る喜びと確信が、教
会員の中に満たされ、中・高・青
年たちに受け継がれていくよう
に。
牧師：坂田 浩

使徒12章（マタ13：18～23）3
■東大阪教会〈大阪府〉
①自立40周年キリストと共に次
へ。②我教会ここにキリスト生き
て在り。③主がご入用なのです弱
い小さい私。
牧師：柴田良和

使徒17章（マタ19：23～30）8
■大阪旭伝道所（大阪）

〈大阪府〉
①新来者・求道者増加のために。
②集会場所の確保のために。
③後任牧師が与えられるように。
牧師：中島義和
副牧師：中島久子

使徒24章（フィリ4：2～9）15
■京都教会〈京都府〉
①65周年を迎え御言葉を生きる教
会として。②バプテスト関連施設
を覚えて。③隣人と共に歩む教会。
牧師：李 海勲（イ ヘフン）

ロマ3章（ヨハ8：21～30）22
■四日市教会〈三重県〉
①教会自立計画の実現のために。
②多様な人々と共に豊かな礼拝
を。③求道者が導かれ信仰決心に
至るように。
牧師：加藤英治

ロマ9章（マタ6：5～15）28
■引退教役者
古
こ

川
がわ

良男氏〈神奈川県〉
児玉振作氏〈東京都〉

ロマ2章（イザ52：1～6）21
■びわこシャロームチャペル

〈滋賀県〉
今年から滋賀県中にイエス様の名
前を評判にする10年計画を始め
た。一人でも多くの方にキリスト
の光を。
牧師：桶田紀夫

使徒23章（フィリ3：17～4：1）14
■京都洛

らく

西
さい

教会〈京都府〉
①自給独立50年の集いと課題のた
め。②牧師招聘と牧師館の改築の
ために。③教会に連なる人々の健
康の支えを。
協力牧師：杉野 榮

使徒16章（マコ9：38～41）7
■大阪教会〈大阪府〉
①一人ひとりが大切な存在とされ
るために。②礼拝と祈祷会の広が
りと充実のために。③病床、ご高
齢の方々の快復と平安。
牧師：下川俊也

使徒22章（申7：6～11）13
■北大阪教会〈大阪府〉
①病の中にある方が守られますよ
うに。②子ども集会が祝されます
ように。③新来者が信仰に導かれ
ますように。
牧師：古賀昭範 

ロマ1章（出3：11～15）20
■須磨伝道所（大津）

〈兵庫県〉
①地域の小学、中学、高校生伝道。
②英会話を通しての人々との出会
い。③教会員一人ひとりの信仰の
成長。
牧師：谷口明法（たにぐちあきのり）

ロマ8章（ダニ9：1～19）27
■米国日本語教会連盟
①聖書の教えに忠実な群であるよ
うに。②魂の救いのために働く群
であるように。③互いに祈り支え
合う群であるように。

ロマ7章（マタ14：22～33）26
■臨時委員会
　・平和宣言推進担当者会
　・憲法改悪を許さない私たちの
　　　　　　　　共同アクション
　・東日本大震災被災地支援委員会
　・現地支援委員会
　※祈りの課題は右欄をご覧ください。

使徒28章（マタ13：44～50）19
■新田辺伝道所（大津）

〈京都府〉
①京田辺市６万人が救われますよ
うに。②一人ひとりが聖霊に満た
されるように。③教会の経済が祝
福されますように。
牧師：永藤裕幸

使徒21章（マタ12：22～32）12
■南千里教会〈大阪府〉
①み言葉に立つ教会になるよう
に。②信仰の成長を基盤とした教
会形成。③近隣の方々への伝道が
進むように。
代表役員：平田道也

使徒15章（ルカ11：14～23）6
■田辺教会〈大阪府〉
①弱さをかかえている方々のため
に。②求道者のバプテスマ決心の
ために。③地域の中に福音が届く
ように。
牧師：喜多村やよい

使徒14章（マタ11：2～19）5 
■平野教会〈大阪府〉
①新会堂建築等、新しい教会のビ
ジョン。②子ども、若者たちの信
仰の成長。③４月以降の教会の歩
みのために。（無牧師）
牧師：中村尚子（3月末まで）

■北山教会〈京都府〉
①高齢者や病床にある方のため
に。②子どもの安全・教育成長の
ために。③核と原子力からの脱却
のために。
牧師：木原桂二
協力牧師：伊藤 聰（いとう さとし）

使徒10章（イザ61：1～9）1
■堺教会〈大阪府〉
①主日礼拝の更なる充実のため
に。②伝道・教会形成が祝される
ように。③信教の自由・政教分離
確立のために。
牧師：平良仁志

＝ 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

■2/26（月）臨時委員会の祈りの課題　
・平和宣言推進担当者会　委員長：谷本 仰 ( 南小倉）

遂に戦争へと舵を切ってしまったこの国で、平和をつくりだす共同体として教会を用いてください。

・憲法改悪を許さない私たちの共同アクション　委員長：藤澤一清（花小金井）

主よ、憲法を空洞化する沖縄の基地化や自衛隊の海外派遣はみ心なのか、我ら教会に示したまえ。

・東日本大震災被災地支援委員会　委員長：吉髙 叶（常務理事）　事務局長：大城戸一彦 ( 西川口）

東北にある教会・伝道所の支援活動と、なお放射能の影響と再事故におびえる福島の方々のために。

・現地支援委員会　委員長：金丸 真（仙台長命ヶ丘）

①復興格差の中で生活が守られ希望が与えられるように。②放射能被害から健康が守られるように。

ブックレット『平和のつくりかた』
平和をつくりだすための12の方法。具体的

で、やさしくて、信仰的。教会の学びなど

に最適です。１冊100円（カンパ）。通販可。

ご注文・お問合せ先

電話＆FAX：０９２- ３２３- ５１５１

メール：heiwa_sengen@yahoo.co.jp  (松藤)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。20172  月 February

3月のおもな予定

2/27～3/3
　　 新任牧師主事研修会
6　 回転資金委員会
7　 資料保存・管理委員会
10-11
　　 神学校入学前研修会
17　東京バプテスト神学
　　校卒業式
20　「障害」者と教会委
　　 員会公開委員会
22　西南学院大学神学部
　　 卒業礼拝
23　九州バプテスト神学
　　 校卒業式
28-30　第28回全国小羊会
　　　キャンプ・リーダー　
　　　　　　　　　研修会

全国発送

教会教育専門委員会議
新任牧師・主事研修会～3/3
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

全国教役者会（仙台）～15 

第3回理事会～9

青葉教会 牧師・副牧師按手式

『バプテスト』誌3月号発行

青少年専門委員会議 奨学金委員会

『バプテスト』誌編集委員会

小倉教会 牧師就任式

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。

2月11日に各地で行われる信教

の自由を守る日の集会などは、

連盟ホームページなどで予定

をご確認ください。

（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

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。


