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7月のおもな予定

	 14	 事業体懇談会
　　　　（西南女学院）

	 　15	 「式文」を用いた
　　　　　教会形成研修会　
　　　　　　　（浦和教会）

	 27-31	 隣人に出会う旅　

　　　　「旭川」の旅

黙8章（イザ40：12～31） 黙9章（イザ43：1～7） 黙10章（イザ65：17～25）28	 29 30
■神学教育に関する委員会
①三つの神学校の学生、教師陣の
ため。②神学教育の内実の豊かな
膨（ふく）らみのため。
③和解のつとめに仕える伝道者養
成。
委員長：吉髙 叶（常務理事）

■学校法人西南学院
①学院がキリストに忠実に歩めるよう
に。②新しいヴィジョン構築のために。
③歴史に耐えうる人間養育のために。
理事長・院長：Ｇ.Ｗ.バークレー　学長：Ｋ.Ｊ．
シャフナー　宗教主事：Ｌ.Ｂ.ハンキンス
■西南学院大学神学部／専攻科／大学院
① 神 学 部 学 生 皆 の 学 び と 生 活。 
②教職員の働き。③主に仕え、教
会と世に仕える伝道者養成のため
に。神学部長：天野 有（あまの ゆう）

■引退教役者
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黙7章（ロマ16：17～27）27
■日本バプテスト連盟　監事
新任監事（平良憲誠・今給黎眞弓・
斎藤信一郎・原口悦子）の働きと協
力伝道が生む宣教の豊かさのために。

監事：平良憲誠（主任）、今給黎眞弓、
斎藤信一郎、原口悦子

黙6章（ロマ16：1～16）26
■東京地方バプテスト教会連合
①わかりやすく、楽しく活動する。
②執事交流＆研修会の開催。
③東京バプテスト神学校との連帯。
会長：内藤 崇（目白ヶ丘教会）

黙5章（ロマ15：22～33）25
■飯

はん

能
のう

教会〈埼玉県〉
①主の喜びに満たされ伝道を大切
にする教会。②キリストの愛によ
る交わりが深められますように。
牧師：足立和子
協力牧師：浅見祐三

Ⅱヨハ1章（ロマ14：1～12）18
■東京愛の伝道所（蓮根）

<東京都>
①主の御名が日本全土に広がるよう
に。②教会が成長して教会の使命を
果たすように。③聖徒たちの信仰の
成長と家族が救われるように。
牧師：権 赫烈（クォン ヒョクヨル）

Ⅲヨハ1章（コリⅡ8：1～15）19
■志村教会〈東京都〉
①地域の人を招く開かれた教会に！
②子どもも大人も元気な教会に！
③求道者が決心に導かれるよう
に！
牧師：常廣澄子（つねひろすみこ）
協力牧師：岡村正二、永田邦夫

ユダ1章（コリⅡ9：1～15）20
■東京韓日教会〈東京都〉
①日本語中心の教会になりますよう
に。②若者を生かし立てる教会にな
りますように。③聖霊様が自由に働
かれる教会になりますように。
牧師：黄 洛孝（ファン ナックヒョ）
伝道師：松井美樹

黙1章（使22：30～23：11）21
■赤塚教会〈東京都〉
①オープンチャーチ（地域伝道）
の活性化。②教会学校の充実。
③次世代への伝道、育成。
牧師：石堂雅彦
名誉牧師：児玉振作

黙4章（ロマ15：14～21）24
■西川口教会〈埼玉県〉
①平日の活動が用いられるように。
②新スタッフの働きが用いられる
ように。③礼拝出席が困難な方々
のために。
牧師：斎藤信一郎　
協力牧師：朴 思郁（パク サウク）

Ⅰヨハ5章（ロマ13：11～14）17
■蓮

はす

根
ね

教会〈東京都〉
①主にあって新年度が祝福されますよ
うに。②ユース・ワーシップ・キッズ
ミニストリーの祝福。③高齢、病床の
方が主に護られますように。
主任牧師：高木康俊　副牧師：枝松 律（た
だし）　高齢者牧師：金香泰誠（かねこ
ひろのぶ）協力牧師：片岡順子　伝道
主事：李 島鎮　牧会主事：中地芳子

Ⅰヨハ2章（コリⅠ8：1～13）14
■目白ヶ丘教会〈東京都〉
①新任野口哲哉牧師の働きのため
に。
②幼稚園園児・関係者への伝道。
③高齢者に対する牧会の働きのた
めに。
牧師：野口哲哉
協力牧師：内藤幹子

Ⅰヨハ1章（創4：1～16）13
■ 茗

みょう

荷
が

谷
だに

教会〈東京都〉
①教会学校、礼拝を共に献げられ
るように。②青少年伝道のために。
③地元に根差した教会となるために。
牧師：平尾輝明
協力牧師：内藤淳一郎

Ⅱペト3章（創3：1～19）12
■東京北教会〈東京都〉
①他者と共に生きる開かれた教会
形成。②地域協働プロジェクトの
共同提案教会及び協力教会が与え
られるように。
牧師：魯 孝錬（ノ ヒョリャン）　
副牧師：細井留美
協力牧師：米本裕見子

Ⅱペト2章（ロマ12：17～13：10）	11
■大

おお

泉
いずみ

教会〈東京都〉
①新しい年度の教会の歩みの上に。
②教会の高齢者の健康を祈って。
③求道者の方々のために。
牧師：木村一充
協力牧師：大田雅一

Ⅱペト1章（ロマ12：9～16）10
■東久留米教会〈東京都〉
①牧師が与えられますように。
②ジョン・チャヌ音楽牧師の活動。
③集会が守られますように。
代表役員代務者：白沢 恵
音楽牧師：ジョン・チャヌ

Ⅰペト5章（ペトロ一2：11～17）9
■新小岩教会〈東京都〉
①聖書に忠実に聴き従う。
②キリストの弟子となる。
③新小岩から全世界に伝道する。
主任牧師：川口義雄
音楽主事：川口由子

Ⅰペト4章（テトス3：1～7）8
■篠崎教会〈東京都〉
①家族が健康でありますように。
②家族が共に礼拝に参加できます
ように。③会員１人ひとりが信徒
から弟子になることができますよ
うに。
牧師：川口通治（かわぐち みちはる）
協力牧師：水口仁平（みずぐち にへい）

Ⅰペト3章（コリⅠ13：4～13）7
■市川八

やわ

幡
た

教会〈千葉県〉 
①生活困窮者の生命と健康のため
に。
②主にある自由のあかしのために。
③22年を経た会堂の保守のために。
牧師：高市和久
協力牧師：吉髙 叶

Ⅰペト2章（使4：5～22）6
■市川大野教会〈千葉県〉
①子どもたちが集う、地域に根を
張る教会となるように。
②バプテスマ決心者が起こされる
ように。
牧師：中田義直
協力牧師：﨑山幸男

Ⅰペト1章（ヨハ15：11～17）5	
■船橋教会〈千葉県〉
今年度の教会が充実させるのは、
礼拝賛美です。教会の賛美がより
良いものになりますように。
牧師：松田裕治
名誉牧師：三ツ木 茂

ヤコ5章（ロマ12：1～8）4
■津田沼教会〈千葉県〉
①夜21:30教会「祈りの輪」の継続。
②信徒の霊的成長と礼拝献身の励
行。
③福音宣教へのチャレンジ。
牧師：大塚恭一

ヤコ4章（エフェ5：6～20）3
■千葉・若葉教会〈千葉県〉
①千葉市内に、連盟の2つ目の教会
ができますように。②高齢化が進
む団地伝道推進のために。
③説教者が与えられますように。
主任牧師：内山幸一
牧師：石黒義信

ヤコ2章（エフェ4：7～16）1
■千葉教会〈千葉県〉
①伝道５ヶ年計画の２年目のために。
②地域への伝道が伸展するように。
③矢野牧師の病が完治するように。
牧師：矢野 満
名誉牧師：時田光彦
教育主事：矢野由美

ヤコ3章（エフェ4：17～24）2
■木更津伝道所（千葉教会）

〈千葉県〉
①５人以上の受浸者を目指す。
②協力牧師及び伝道師等の増員。
③会堂用地が確保されること。
牧師：井本義孝
協力牧師：菊地正弘

黙3章（ロマ15：7～13）23
■朝霞教会〈埼玉県〉
①幼児教育のために神の恵みと祝
福。②家庭崩壊により迷い苦しむ
人の祈り。③世界の平和、難病、
高齢者に恵みを。
牧師：江川博和

黙2章（使25：1～12）22
■常盤台教会〈東京都〉
①常盤台に託された福音宣教の使
命を忠実に担えますように。
②教会員・新執事会・牧会スタッ
フの協働。
牧師：友納靖史（とものうやすし）
青少年担当牧師：山下真実（やましたまこと）
協力牧師：渡部 信（わたべまこと）

Ⅰヨハ4章（ガラ2：11～14）16	
■新大和教会〈神奈川県〉

（加盟準備中）
①家庭のような教会となるために。
②教会の組織化と形成のために。
③牧場教会活性化のために。
牧師：李 東柱（イ ドンジュ）

Ⅰヨハ3章（コリⅡ5：11～15）15
■東京ジグチョン教会※〈東京都〉
①教会員が一つになって未来のヴィジョン
に向かって前進する。②主に用いられる新
世代を育てる教会となる。③日本と全世界
に福音を宣べ伝える教会となる。主任牧師：
許 碩真（ソ ホクジン）   元老牧師：金 東源（キ
ム トンウォン）、 伝道師：裵相祿（ベサンロク）

九州バプテスト神学校
２０１７年度スクーリングのご案内

【日	程】2017年７月１4日（金）～１7日（月）
【会	場】	グローバルアリーナ（福岡県宗像市吉留46-1）

【主	題】	「教会のからだ性」-神の国・神の義 -～神の義認の証人として～

【講	師】関田	寛雄	先生（日本基督教団牧師、青山学院大学名誉教授）
※どなたでもご自由にご参加いただけます。参加費等の詳細は下記神学校事務局まで。

【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
TEL・FAX：092-985-1812　kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

2017 年度
 聴講生も
  募集中！

「沖縄（命どぅ宝）の日」　2017 年 6月23日（木）
日本バプテスト女性連合は、６月 23日を「沖縄（命どぅ宝）の日」として覚え、平和を祈
る日とすることを 2007 年、第 35回総会で制定しました。以下のことを私たちは祈ります。
・沖縄を国外と位置づけ、沖縄の苦しみ・悲しみ・痛みに思いが
　至らなかったことへの悔い改めを忘れません。
・沖縄の歴史に学び「二度と戦争を起こさない誓い」を新たにします。
・沖縄バプテスト連盟女性会・教会の女性たちとの交わりを深め、
　ともに福音を担う活動を展開します。
・沖縄の組織的地上戦が終結した日と言われている６月２３日は、
　死者を悼み非戦を誓う日であることを覚えます。

※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。2017 6 月 June

第1回理事会～8

平針教会牧師就任式
バプテスト病院デー

『バプテスト』誌編集委員会・集い（常盤台）
セクシュアル・ハラスメント防止・相談委員会 神学教育に関する委員会（西南）

青少年専門委員会議～21

資料保存・管理委員会

全国発送
第10回6.23「沖縄（命どぅ宝］の日
　　　　学習ツアー（女性連合）～24

沖縄（命どぅ宝）の日

神学校週間（6/25～7/2）
目白ヶ丘教会牧師就任式
大秦野教会牧師就任式

『バプテスト』誌7月号発行

第60回全国バプテストろう者修養会
～17（浦和）／『世の光』7月号発行

那珂川教会教会組織会議・感謝礼拝
ふじみ野教会開設20周年感謝礼拝

靖国神社問題特別委員会～13

ペンテコステ

青少年専門委員会議（伴走部門）

※東京ジグチョン教会
…新東京教会から名称変更ゴスペルを歌う会（普天間・官邸前・

福岡）※普天間は毎週月曜日

◆ホームページ上につき、受
浸者名は控えさせていただ
きます。

2017年度夏期公開講座のご案内
日時：８月７日(月) ～９日(水)　会場：日本バプテスト連盟事務所

東京バプテスト神学校では、毎年夏期公開講座を開催しています。2017

年度は、濱野道雄先生と鳥山美恵先生をお迎えして「バプテストの教会形

成」について開講する予定です。どなたでも受講できます。また受講者は

通学に限らずインターネットやDVD(データDVD)による通信でも受講可能

です。ご照会は神学校事務局まで。

【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
☎03-3947-5141／seminary@tbts.jp ／ http：//tbts.jp/　

教会組織会議・感謝礼拝のご案内
　主の御名を賛美いたします。私たち那珂川伝道所は、1988 年 8月 7日から博多

キリスト教会を母教会として開拓伝道の歩みを重ねて参りましたが、このたび主

の導きのもとに教会組織をすることとなりました。つきましては、下記の通りに

教会組織会議・感謝礼拝を行います。これからも連盟に加盟する諸教会、伝道所

の協力伝道の輪に加えて頂き、祈りに覚えて頂きますよう、お願い申し上げます。

日本バプテスト連盟博多キリスト教会　那珂川伝道所　一同

■６月 18 日（日）午後３時より　■那珂川伝道所 礼拝堂
〒 811-1255	福岡県筑紫郡那珂川町恵子 3-3-5　電話＆ FAX	092-953-4427


