
※（　）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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水

常盤台教会■①次世代への信仰継承のために。
②スチュアードシップの信仰を共有し、福音宣教
の業に大胆に仕え、派遣されるために。
〒174-0071 東京都板橋区常盤台 2-3-3
牧師：友納靖史　協力牧師：渡部 信

創世記 6章（使徒言行録 2：29～ 36）

火
新東京教会■①御霊に油注がれた使役が続けら
れるように。②教会学校が活性化するように。
③救いと癒しのお働きにリバイバルが起こるように。
〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-9-3 

牧師：金
キム

 東
ドン

源
ウォン

ヨハネの黙示録 20章（詩編 22：23～ 32）

火
赤塚教会■
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。
〒175-0092 東京都板橋区赤塚 1-18-7
牧師：石堂雅彦　名誉牧師：児玉振作

創世記 5章（使徒言行録 2：22～ 28）

月
東京韓日教会■①真理と聖霊の働きの回復に
よる、新しい革袋としての教会。② 5 重の使役
者とオイコスの働きのために。③日本の回復と日
本人の救いに役立つ教会。〒 173-0004 東京都 

板橋区板橋 4-1-6 バプテストビル 牧師：黄
ファン

 洛
ナック

孝
ヒョ

創世記 4章（マルコ14：27～ 31）

日
志村教会■①主のみ心に適った専任牧師が与え
られますように。②求道中の方がバプテスマ決心
へと導かれますように。
〒174-0063 東京都板橋区前野町 4-13-6　
協力牧師：岡村正二、永田邦夫

創世記 3章（マルコ15：29～ 41）

土
東京愛の伝道所（新東京）■①聖徒たちの
信仰の成長のために。②新しい礼拝堂が与えられるよ
うに。③新しい愛でお互いに愛する教会になるように。

牧師：権
クォン

 赫
ヒョク

烈
ヨル

　[ 郵便物送付先 ]〒173-0012 東京都
板橋区大和町 16-7メゾン大和町 401 権赫烈様方

創世記 2章（マルコ15：21～ 28）

金
蓮根教会■①主の十字架の信仰に生きる教会のため
に。②主のみ声に聞きしたがって歩める教会のために。③子
どもたちへの伝道牧会のために。〒174-0046 板橋区蓮根

2-31-10 主任牧師：高木康俊　副牧師：張
チャン

 仁
イン

南
ナム

、枝松 律　
高齢者牧師：片岡順子　協力牧師：天野五郎、戸上信義

創世記 1章（ルカ23：44～ 49）

木
新大和伝道所（新東京）■①すべての僕

しもべ

が御霊によっ
て歩む年になるように。②霊と真によって献げる生きた礼
拝の年になるように。③私たちが求めるものが世のものでな
く、物質でなく、神を頼る信仰の豊かな聖徒にしてください。 

〒242-0016 神奈川県大和市大和南 1-12-24-2F 伝道師：李
イ

 在
ジェ

浩
ホ

ヨハネの黙示録 22章（マタイ27：45～ 56）

水
厚木国際伝道所（新東京）■① 3 人の KEY

（キー）メンバーを立てる。② 3 つのセルを構築
するように。③ 12 人のメンバーの養育と訓練。
〒 243-0014 神奈川県厚木市旭町 3-25-8

牧師：李
イ

 東
ドン

柱
ジュ

ヨハネの黙示録 21章（アモス8：9～ 12）

土
東京北教会■①教会の活動に合った広い場所が与
えられるように。②違いを認め合い、補い合っていく歩
みのために。③求道者と決心者が与えられますように。

〒115-0045 東京都北区赤羽 2-64-15-201 牧師：魯
ノ

 孝
ヒョ

錬
リャン

 
副牧師：細井留美 協力牧師：野口哲哉、村上千代

ヨハネの黙示録 17章（ルカ17：20～ 21）

火
篠崎教会■①病いや試練の中にある方がたを覚
えて。②教会から遠のいている会員の方がたを覚
えて。③神を畏れ、人を愛する教会になるように。
〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町 1-28-15
牧師：川口通治　協力牧師：水口仁平

ヨハネの黙示録 13章（詩編 2：1～ 9）

月
目白ヶ丘教会■①求道者の決心。
②東北被災地支援・他教会支援活動。
③高齢者フォロー、他行会員フォロー。
〒161-0033 東京都新宿区下落合 2-15-11
牧師：古賀公一

ヨハネの黙示録 19章（詩編 22：1～ 22）

金

ヨハネの黙示録 16章（マタイ4：12～ 17）

木
東久留米教会■①白沢実牧師の健康のために。
②ジョン・チャヌ音楽牧師の活動のために。
③近隣の方が導かれますように。牧師：白沢 実
音楽牧師：ジョン・チャヌ　[郵便物送付先]〒203-0012
東京都東久留米市浅間町 2-8-7　白沢 実様方

ヨハネの黙示録 15章（マタイ4：1～ 11）

水
新小岩教会■①信徒が伝道し牧会する教会にな
る。②ブラジル短期宣教師派遣のために。
③大槌開拓伝道のために。
〒124-0024 東京都葛飾区新小岩 4-11-10
主任牧師：川口義雄　音楽主事：川口由子

ヨハネの黙示録 14章（イザヤ42：1～ 4）

日
茗荷谷教会■教会員にはオアシスとなり、地域
の人びとの希望となる教会をつくれますように。
〒112-0012 東京都文京区大塚 1-1-18 
代表役員代務者：和久井文治 協力牧師：朴

パク

 思
サ

郁
ウク

 
教会主事：常廣澄子

ヨハネの黙示録 18章（マルコ1：9～ 15）
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2014 年

大泉教会■① 51 年目の教会の歩みの祝福。
②地域に根差した教会づくり。
③献身者を産み育てる教会。
〒178-0063 東京都練馬区東大泉 6-42-30
牧師：木村一充

連 盟 結 成
記 念 日
1947.4.3
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木

朝霞教会■自閉症児、障害児とその家庭の兄姉
の上に主のみ恵みと豊かな信仰の望みが限りなく
ありますように。〒 351-0004 埼玉県朝霞市根岸
257-1　牧師：江川博和　副牧師：江川雄之助　

協力牧師：松村豪
ひで

一
かつ

創世記 7章（使徒言行録 26：19～ 23）

水

26
土

北海道地方連合■
①開拓伝道の幻が起こされますように。
②諸集会の必要が満たされますように。
③協力伝道の輪が広がりますように。

会長：西島啓
ひろ

喜
よし

 （帯広教会）

創世記 16章（ガラテヤ6：11～ 16）

ふじみ野教会■
18 年目の歩みが開始。諸集会が充実し、地域の
教会として、生き生きとした諸活動ができるように。
〒 354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東 2-14-3
牧師：大島博幸

創世記 13章（マタイ6：16～ 18）

火
川越教会■①教会学校の充実を（幼子を育てる）。
②家庭集会（身近な人との交わりを）。
③音楽主事の招聘。礼拝の充実を。
〒 350-0824 埼玉県川越市石原町 1-32-3
牧師：加藤 享　協力牧師：山下誠也

25
金

宮原教会■① 30 名の礼拝の実現と継続のため
に。②新来の方が決心に導かれますように。
③伝道 20 周年が祝福されますように。
〒 331-0823 さいたま市北区日進町 3-785
牧師：足立智幸

創世記 15章（コリント二 5：16～ 21）

創世記 12章（ルカ18：9～ 14）

月
所沢教会■①青少年の育成。②伝道開始 51 年
を迎え、新たな展望が開かれるように。
③坂本献牧師を中心に福音伝道の業に励む。
〒 359-1112 埼玉県所沢市泉町 1847-2

牧師：坂本 献
ささぐ

創世記 11章（マルコ16：9～ 20）

日
飯能教会■①み言葉と共に歩む毎日でありますよ
うに。②感謝と喜びに満ちた礼拝をささげるために。
③求道者の救いのために。
〒 357-0023 埼玉県飯能市岩沢 241 番 1 号
牧師：鎌形幸雄　協力牧師：浅見祐三

創世記 10章（マルコ16：1～ 8）

土
越谷伝道所（西川口）■①求道者の方がたの
入信決心のために。②教会組織の幻がかないます
ように。③駅前の集会が祝されますように。
牧師：星井享一 [ 郵便物送付先 ] 〒 343-0805
埼玉県越谷市神明町 3-250-1

創世記 9章（マルコ15：42～ 47）

木
浦和教会■①わたしたちは礼拝者⇔生みだす教
会。②他者と共に生き、生かされる教会。
③教会付属幼稚園の働きのために。〒 330-0061
さいたま市浦和区常盤 7-2-14 主任牧師：柴田良行

牧師：山中臨
とも

在
なり

　協力牧師：榎本 譲

創世記 14章（マタイ11：16～ 19）

金
西川口教会■
①牧師招聘に向け、教会が一致して祈り、準備が
できるように。
②越谷伝道所の働きが祝されるように。
〒 335-0013 埼玉県戸田市喜沢 1-2-13

創世記 8章（ローマ6：1～ 14）

※（　）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
月

27
日

東北地方連合■
①震災支援の働きを覚えて。
②酒田開拓伝道をおぼえて。
③無牧師の教会（大富）のために。
会長：林 健一（鮫教会）

創世記 18章（マタイ12：22～ 32）

創世記 17章（マルコ2：18～ 22）

日本バプテスト連盟理事会■
①小規模教会の上に主の守りと平安を。
②協力伝道が更に広がりますように。
③連盟職員の健康が守られますように。
理事長：奥村敏夫（札幌教会）

29
火

創世記 19章（マタイ16：21～ 28）
東日本大震災被災地支援委員会・現地支援委員会■
①なお支援を必要とする被災地のため、募金がささげ
られるように。②被災され苦しみの中にある方々の生
活が守られ、希望が与えられるように。③放射能被害
に苦しむ福島の人たちの健康が守られるように。
④支援活動が主の御心に適ったものとなるように。
東日本大震災被災地支援委員会事務局長
　　　　　　　：大城戸一彦（西川口教会）　
現地支援委員長：金丸 真（仙台長命ヶ丘教会）

クリスマス

30
水

創世記 20章（ルカ10：17～ 20）
引退教役者■
伊藤隆夫氏
〒 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘 6-34-5
上門 治 氏
〒 616-8044 京都府京都市右京区花園扇野町 12
グリーンハイツ大和 201 号

イースター


