
※（　）の中の聖書箇所は、『聖書教育』の「準備のための聖書箇所」です。
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大久保教会■①各種のミニストリーがさらに整えら
れ、祝されて広がりが増すように。②来年の 50 周年
記念行事の準備のために。
〒160-0022 新宿区新宿 7-26-22 牧師：河

かわ

野
の

信一郎
副牧師：石垣茂夫　音楽主事：小松澤 恵

ヨハネの手紙一 5章（マルコ10：13～ 16）

土
秋川伝道所（立川）■①主日礼拝出席者の救い
のために。②知的障害者との礼拝に祝福を。
③知的障害者のチャイム練習と奉仕のために。
〒197-0801 東京都あきる野市菅生 646-2
牧師：福島 勇

ペトロの手紙一 5章（マルコ7：24～ 30）

土
中野教会■①今年度再開した教会学校のために。
②子どもたちへの伝道のために。
③求道者の方がたの救いのために。
〒164-0001 中野区中野 2-23-8
牧師：青木竜二

ヨハネの手紙一 4章（マルコ10：1～ 12）

金
三鷹教会■①教会形成に向かって。
②中野教会との相互訪問に感謝して。
③牧師と執事たちがさらに教会を愛せますように。
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 4-18-3
牧師：秋山献一

ヨハネの手紙一 3章（マルコ9：33～ 37）

木
仙川教会■①教会員の家族の救いのために。
②み言葉と祈りに立つ教会に。
③それぞれの賜物が用いられますように。
〒181-0005 東京都三鷹市中原 1-24-8
牧師：山岸 明　音楽伝道師：紫園 香

ヨハネの手紙一 2章（イザヤ46：1～ 4）

水
調布南教会■①新しい会堂を一刻も早く建てること
ができますように。②教会の賛美フラチームが豊かに
用いられますように。
〒182-0022 東京都調布市国領町 5-15-31
牧師：前田重雄

ヨハネの手紙一 1章（創世記 21：14～ 21）

火
調布教会■
①真のバプテストの群れであるために。②献身者が
起こされました。彼の学びと健康、生活のために。
〒182-0031 東京都調布市野水 1-4-3
代表役員代務者：西脇道雄 派遣宣教師：中村千尋

ペトロの手紙二 3章（創世記 8：15～ 22）

月
府中教会■
①執事の養成。②丈夫な教会づくり。③壮年会の充実。
〒183-0054 東京都府中市幸町 1-9-7
牧師：古家良子　アドミニストレーション牧師：古家克務

ペトロの手紙二 2章（マタイ10：40～ 42）

日
花小金井教会■①礼拝新来者の継続的出席を期
待。②夕礼拝がますます用いられますように。
③親子対象の伝道プログラムの発展。
〒187-0002 東京都小平市花小金井 1-26-33

牧師：廣島 尚
たかし

ペトロの手紙二 1章（マルコ7：31～ 37）

水
多摩ニュ－タウン・憩いの家教会■①礼拝共同
体として守られますように。②地域における音楽伝道
のために。③『聖書教育』の活用。協力牧師：津

つ

波
は

真
しん

勇
ゆう

 　教会音楽主事：山本千晶　［郵便物送付先］
 〒206-0012 多摩市貝取 1-28-5-305 山本千晶様方

ペトロの手紙一 2章（マルコ1：40～ 45）

土
関東プレインズ教会■①多言語教会に主の一致と
その働きを。②家族の救いと礼拝出席人数の倍増。
③付属幼稚園の使命と地域への福音伝道。
〒205-0022 東京都羽村市双葉町 2-10-7
牧師：デイヴィッド・L・スミス

ヤコブの手紙 3章（マルコ8：27～ 30）

金
日野神

し ん

明
め い

伝道所（立川）■
①相応しい時に牧師が与えられますように。②諸災害・
事件事故の被害者とご遺族に神さまの慰めと希望を。
〒191-0016 東京都日野市神明 2-12-4
信徒代表：田邉純一・千葉稔

ペトロの手紙一 4章（マルコ6：30～ 44）

火

ペトロの手紙一 1章（イザヤ42：5～ 7）

月
昭
あ き

島
し ま

めぐみ教会■① 2014 年度の新しい歩みのた
めに。②近隣の方がたにキリストの福音を！
③自分の家族を導ける力を！
〒196-0032 東京都昭島市郷地町 2-20-5

ヤコブの手紙 5章（イザヤ35：5～ 10）

日
福生教会■①エルサレムの平和のために。
②高齢者が礼拝を守れますように。
③子どもたちが信仰告白できるように。
〒197-0012 東京都福生市加美平 1-24-17
牧師：稲見元彦

ヤコブの手紙 4章（マルコ6：14～ 29）

木
立川教会■
①この一年、地域との交わりを密にして宣教に励む。
②教会の将来に向けた新しい幻を語り合う。
〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2-22-13
牧師：大川博之

ペトロの手紙一 3章（マルコ5：1～ 20）
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聖書日課と今日の祈り 3月 2014 年 March

八王子めじろ台教会■①教会学校出席者の増
加。②受浸者が与えられるように。
③地域に開かれた教会形成のために。
〒193-0833 東京都八王子市めじろ台 2-15-2

牧師：左
そ

右
う

田
だ

 理
おさむ

　協力牧師：北島靖
せい

士
し



『聖書教育』2014年3月23日暗唱聖句より
イラスト：川内 藍（鳥飼教会）

「人間にできることではないが、

神にはできる。

神は何でもできるからだ。」

 マルコ 10：27
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花野井教会■①中長期の展望が示されますように。
②地域に福音を届けるために。
③一人ひとりが仕えるために。
〒277-0812 千葉県柏市花野井 103-11
牧師：平尾輝明　音楽主事：平尾万里

ヨハネの手紙二 1章（マタイ19：16～ 26）

日

26
水

市川八幡教会■①みことばに養われる教会形成を。
② 50 年の歩みに立って次の地平へ。
③路上にある命と被災者を覚えて。
〒272-0021 千葉県市川市八幡 2-1-10 
牧師：高市和久　協力牧師：吉髙 叶

ヨハネの黙示録 7章（イザヤ53：7～ 12）

津田沼教会■①毎夜 21：30、教会「祈りの輪」の
継続。②教会の霊的成長のために。
③働き人が与えられるように。
〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼 4-8-9
牧師：大塚恭一

ヨハネの黙示録 4章（マルコ10：17～ 27）

土
千葉・若葉教会■①教会の地域貢献活動のために。
② 90 万都市、千葉に２つ目の教会を。
③教会学校小中学クラス拡大のために。
〒264-0002 千葉市若葉区千城台東 2-28-8 主任牧師：
内山幸一　牧師：石黒義信　副牧師：永田泰三

25
火

市川大野教会■①与えられた教育館が伝道と教会
形成のために用いられるように。
② 50 名礼拝と35 名の教会学校の実現。
〒272-0804 千葉県市川市南大野 1-11-28
牧師：中田義直　協力牧師：松倉 治

ヨハネの黙示録 6章（詩編 22：1～ 22）

ヨハネの黙示録 3章（テトス3：1～ 7）

金
千葉教会■①高齢者、病者の教会生活のために。
②長欠者の信仰復帰のために。③地域に根差した伝
道活動のために。〒290-0066 千葉県市原市五所
1540　牧師：矢野 満　協働牧師：井本義孝
名誉牧師：時田光彦　教育主事：矢野由美

ヨハネの黙示録 2章（ヨブ 42：1～ 6）

木
茂原教会■①地域に仕える教会になれるように。
②「憩いの場プロジェクト」のために。
③房総半島の伝道前進のために。
〒297-0012 千葉県茂原市六ツ野 3394-5
牧師：塩山宗満

ヨハネの黙示録 1章（創世記 18：9～ 15）

水
富里教会■①千葉県北総東総地方への伝道拡大。
② 30 名礼拝実現と祈祷会の充実。
③教会学校、スモールグループの活性化。
〒286-0221 千葉県富里市七栄 171-6
牧師：岡田 久

ユダの手紙 1章（出エジプト記 20：12～ 17）

月
船橋教会■①求道者が受浸決心されるように。
②新来者が続けて出席されるように。
③新年度の計画が導かれるように。
〒273-0001 千葉県船橋市市場 1-2-8
牧師：松田裕治　名誉牧師：三ツ木 茂

ヨハネの黙示録 5章（マルコ8：31～ 9：1）

火
栗ヶ沢教会■
山田幸男牧師ご夫妻と新たに歩み始める50 周年へ
の道が、主によって守られ、祝されますように。
〒270-0021 千葉県松戸市小金原 2-1-12
牧師：山田幸男（2014 年 3 月9 日就任）

ヨハネの手紙三1章（ルカ18：18～ 27）

※（　）の中の聖書箇所は、『聖書教育』の「準備のための聖書箇所」です

聖書日課と今日の祈り
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28
金

27
木

南九州地方連合■
①無牧師教会・伝道所に牧師が与えられるように。
②２０１６年度に沖縄で開催される南九州地方連合
バプテスト大会をおぼえて。

会長：原田攝
せつ

生
お

（大牟田教会）

ヨハネの黙示録 9章（マルコ15：1～ 5）

ヨハネの黙示録 8章（マルコ14：43～ 50）

財務委員会■
協力伝道献金の新しい標準比率が、諸教会・伝道所
のスチュワードシップの励ましとなるように。
委員長：中田義直（市川大野教会）

29
土

ヨハネの黙示録 10章（マルコ15：6～ 15）
教役者会■①本年度までの中部連合と、来年度か
らの北九州連合の幹事会のために。
②沖縄での３バプテスト研修会の準備のために。
③教役者会の今後のために。
事務長：泉 清隆（野方教会）

30
日

ヨハネの黙示録 11章（マルコ15：16～ 32）
連合立等神学校他■

・北海道バプテスト研修センター［連絡先・郵便物送付先］
　〒041-0806 函館市美原 2-41-8 函館美原キリスト教会気付

・東京バプテスト神学校（茗荷谷教会内）
　〒112-0012 東京都文京区大塚 1-1-18

・九州バプテスト神学校（大
だい

名
みょう

クロスガーデン内）
　〒810-0041 福岡市中央区大名 1-12-7 大名クロスガーデン 2F

クリスマス

31
月

ヨハネの黙示録 12章（マルコ15：33～ 41）
引退教役者■
井置利男氏
〒333-0866 埼玉県川口市芝 4-7-21
池田定男氏
〒730-0834 広島県広島市中区江波二本松
1-12-30-101 松風苑


