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６月のおもな予定

	 6-8	 第1回理事会

	 11	 バプテスト	

　　　　　　病院デー

	 13	 『バプテスト』誌の

　　　　　　　集い（常盤台）

	 23	 命どぅ宝の日

	 25-7/2	 神学校週間

ヤコ1章（Ⅰコリ12：27-13：3）31
■引退教役者
清水康弘氏〈兵庫県〉
末永昶

ひさし

氏〈山梨県〉

ヘブ13章（Ⅰコリ12：1-11）30
■日本バプテスト連盟医療団
①医療団の全人医療の働きの上に。
②看護学校の働きと歩みの上に。
③牧師室の理念に関わる働きの上
に。
理事長：北 堅吉
牧師・チャプレン：宮川裕美子

ヘブ12章（ヨハ20：19-23）29
■伊藤世

よ

里
り

江
え

ＡＭＣ
①日本とアジアのバプテストのネッ
トワークが深まるように。②９月の
アジア太平洋バプテスト大会を覚えて。

■佐々木和之ＩＭＶ
ルワンダそして周辺諸国で、非暴
力による平和作りの道に主イエス
が伴っていてくださるように。

ヘブ11章（ロマ11：11-24）28	
■回転資金委員会
①必要な教会に対応できるよう
に。②利用しやすい資金であるよ
うに。③相談できる委員会となる
ように。
委員長：二見眞義（浦和教会）

ヘブ4章（ロマ8：18-30）21
■中野教会〈東京都〉
①教会学校の充実のために。

（全年齢層対象となるように）
②求道中の方々のために。
牧師：青木竜二

ヘブ5章（ヨハ4：16-26）22
■大久保教会〈東京都〉
①新年度の歩みが祝され、主に喜
ばれる実を結び続けるように。
②すべての人に開かれた国際教会
形成のために。
牧師：河野信一郎（かわのしんい
ちろう）  副牧師：石垣茂夫
音楽主事：小松澤 恵

ヘブ6章（使18：1-11）23
■花野井教会〈千葉県〉
①地域社会への福音伝道。
②新会堂建築。
③世界平和の実現を目指して。
牧師：古賀公一

ヘブ7章（ロマ9：1-18）24
■栗ヶ沢教会〈千葉県〉
①ほっとできるホットな教会形成。
②礼拝・祈祷会の出席者の増加。
③若年層への伝道と受け入れ態勢
整備。
牧師：山田幸男

ヘブ10章（ロマ11：25-36）27
■バプテスト連盟北関東

地方連合
①20の拠点の交わりに感謝して。
②20が支え合う恵みをおぼえて。
③20が喜ぶ協力伝道を目指して。
会長：二見眞義（ふたみまさよし）

（浦和教会）

ヘブ3章（ロマ8：12-17）20
■三鷹教会〈東京都〉

「主にまかせ　恵みに生きる」（標
語）を礼拝から始まる日々の生活
で実践できますように。
牧師：秋山献一

フィレ（ヘブ7：20-28）17
■調布教会〈東京都〉
①年度目標「福音伝道」のために。
②兄弟姉妹の信仰と健康のため
に。③「近隣愛」実戦のための知
恵と力を！
牧師：文 廷翼（ムン ジョンイク）
協力宣教師：岡田千尋

テト3章（テサⅠ5：1-11）16	
■府中教会〈東京都〉
①バプテスマ決心者が起こされま
すように。②主日礼拝と祈祷会の
出席者が増えますように。
③『聖書教育』を用いたみ言葉の
学びが豊かになりますように。
牧師：長尾なつみ

テト2章（Ⅱコリ4：7-18）15
■花小金井教会〈東京都〉
①今年度の標語「主にあって、互
いに語り祈り合おう」の実践。
②地域の方々に福音を分かち合う。
牧師：藤井秀一

テト1章（ロマ6：1-14）14
■秋川伝道所（立川）

〈東京都〉
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。
牧師：福島 勇

Ⅱテモ4章（コロ2：6-15）13
■日

ひ

野
の

神
しん

明
めい

伝道所（立川）
〈東京都〉

①地域に開かれた教会とならせて
ください。②求道者をお与えくだ
さい。③大川博之牧師と、説教等
ご協力くださっている北島靖士師
の健康のために。
牧師：大川博之

Ⅱテモ3章（フィリ3：1-11）12
■多摩みぎわ伝道所（立川）

〈東京都〉
①教会組織に向けての歩みの導
き。②多くの求道者が与えられる
ように。③１人ひとりの霊的成長。
牧師：石井規之

Ⅱテモ2章（エフェ4：1-6）	11
■立
たち

川
かわ

教会〈東京都〉
①家族の救いのために祈ります。
②み言葉に生きる生活の充実。
③地域に根差した教会活動を。
牧師：大川博之

Ⅱテモ1章（Ⅱコリ13：1-10）10
■多摩ニュ－タウン・

憩いの家教会〈東京都〉
①礼拝生活が恵まれますように。
②主による癒しが現れますよう
に。③賛美が地域に広がりますよ
うに。
協力牧師：津波真勇（つは しんゆう）
教会音楽主事：山本千晶

Ⅰテモ6章（Ⅰコリ15：1-11）9
■八王子めじろ台教会〈東京都〉
①十字架を誇る礼拝形成のため
に。②広く共に生きる教会形成の
ために。③絶えず新しい言葉に生
きる信仰形成のために。
牧師：左右田 理（そうだ おさむ）
協力牧師：北島靖士（きたじませいし）

Ⅰテモ5章（Ⅰコリ12：12-26）8
■昭
あき

島
しま

めぐみ教会〈東京都〉
①病にある方を覚え癒しのため
に。②良き牧師が与えられますよ
うに。③教会にリバイバルを。
協力牧師：城倉 翼

Ⅰテモ4章（ロマ5：12-21）7
■福

ふっさ

生教会〈東京都〉
①新来者が教会につながるよう
に。
②50人礼拝が定着するように。
③小羊会メンバーが増えるよう
に。
牧師：稲見元彦

Ⅰテモ3章（ロマ5：1-11）6
■関東プレインズ教会〈東京都〉
①教会メンバーの一致と成長。
②地域宣教が進められるように。
③付属幼稚園の園児が増えるよう
に。
牧師：ガイ・ビショップ

Ⅱテサ1章（ロマ6：15-23）1
■青梅あけぼの教会〈東京都〉
①聖霊充満の教会・相互牧会での
成長。②全員主の証し人・毎週礼
拝は特伝。
③礼拝150人、受浸者15人。
牧師：大谷唯信（おおたに ただのぶ）
副牧師：森元國文

Ⅱテサ2章（Ⅰコリ15：20-28）2
■ライフチャーチ
（青梅あけぼの）〈東京都〉

偉大な戒め（マタイ22：37-40）、
大 宣 教 命 令（ マ タ イ28：18-20）
に忠実な教会であり続けることが
できるように。
牧師：大谷信道（おおたにしんどう）

Ⅱテサ3章（Ⅰコリ15：42-49）3
■恵
けい

約
やく

宣
せん

教
きょう

伝道所
（青梅あけぼの）〈東京都〉

①大学生伝道：現在のメンバーが
友だちを連れてくるように。
②日曜学校の発展。
③新来会者の定着。
牧師：藤原淳賀（ふじわらあつよし）
伝道師：一場茉莉子（いちばまりこ）

Ⅰテモ1章（Ⅱコリ12：1-10）4
■東京西教会〈東京都〉
①礼拝場所が安定的に確保される
ように。②新来者、バプテスマ決
心者が与えられるように。
牧師：黒瀬 博

Ⅰテモ2章（ロマ4：13-25）5	
■板橋伝道所（東京西）

〈東京都〉
①休める教会を目指します。
②20人礼拝を目指します。
③この地で福音が消えないよう
に。
牧師：新保雅雄（しんぼまさお）

ヘブ9章（ロマ11：1-10）26
■茂

も

原
ばら

教会〈千葉県〉
①教会創立20周年を迎える準備。
②憩いの場プロジェクトの推進。
③50人の仲間との礼拝。
牧師：塩山宗満

ヘブ8章（ロマ10：1-13）25
■富里教会〈千葉県〉
①北総地域への伝道と30名礼拝の
実現。②聖霊が注がれ伝道が前進
するように。③ＣＳとスモールグ
ループが充実発展するように。
牧師：岡田 久

ヘブ2章（ロマ8：1-11）19
■仙川教会〈東京都〉
①求道者が信仰決心へ導かれます
ように。
②教会が地域の中で地の塩、世の
光となりますように。
牧師：山岸 明

ヘブ1章（ロマ7：13-25）18
■調布南教会〈東京都〉
①キリストよりてのみ一致は可能。
②キリストの弟子たる教会／会堂
建設。
③キリストに従う道が平和の道。
牧師：前田重雄

＝ 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年度聴講生募集のご案内
本校は働きながら学べる夜間の神学校です。
すべてのコースでインターネット・DVDでの通信教育でも
学べます。お気軽に下記、事務局までお問合せください。

	【授業科目】　新約概論、旧約概論、新約釈義、旧約釈義、
		ギリシャ語、キリスト教史、教義学、神学入門、キリスト教
		社会倫理、教会形成実践論、教会教育、教会管理、牧会学、伝道学

《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2F
Ｔ＆Ｆ：０９２-９８５-１８１２　kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

憲法フェスティバル2017
日本国憲法が誕生して７０年。

参加者リレートークと賛美。

今年は「ミニ憲法カフェ」も！

・５月３日（水・休）
　　　午前10 ～12時

・恵泉バプテスト教会
主催：憲法アクション担当者会、
北関東、東京、神奈川各連合社会部

主事就任のお知らせ
防府バプテスト教会では、山時松江氏を主事として招聘し

本年４月より就任いたしましたことをご報告いたします。

山時松江氏は、１９９１年、香住ヶ丘バプテスト教会で受浸しました。その後、

防府バプテスト教会に転会し、献身の思いを与えられ、教会から、九州バプテス

ト神学校へ送り出されました。今春、同校牧師コースを卒業。なお、就任・按手

式は、４月２日の主日礼拝において執り行いましたことをお知らせいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防府バプテスト教会

※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 5  月 May

青少年専門委員会議（少年少女）～2
憲法フェスティバル（恵泉教会）

献身キャンプ～6

地方連合連絡協議会・地区宣教主事会
～10 会計・業務監査～12

教会音楽専門委員会議～16
国外伝道専門委員会議～16
★教勢報告締切

総務専門委員会議
牧師配偶者研修会（名古屋）～24

性差別問題特別委員会公開学習会
（名古屋）

『バプテスト』誌6月号発行

『世の光』6月号発行 財務委員会

◆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。

公開学習会 「らしさ」を越えて

＝	教会で自分らしく生きたいと望んで

おられるあなた、いっしょに「教会と性

差別」について考えてみませんか。＝

日時：５月２４日（水）14～16時
会場：名古屋キリスト教会

主催：性差別問題特別委員会
問合せ：岡田富美子
（那覇新都心教会/☎098-941-2901）

　東京バプテスト神学校
　　2017年度前期学生追加募集案内

当校は夜間の神学校です（授業は18時半～ 20時半・教会音楽科は土曜日昼間）。ネ

ットでのライブ受講（双方向同時通信）やビデオ受講を利用し遠方の方でも充実した

学びが可能です。１課目聴講の場合は受講手続時の推薦状、面接料等免除。また教

役者、卒業生、後援会会員は受講料が半額になります。すでに前期授業が始まって

いますが、追加受付けをしています。まずは１課目のみの聴講から始めてみませんか。

【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/　

『新生讃美歌』各種セット販売のご案内
バプテスマ記念や進級・入学の記念に『新生讃美歌』を贈りませんか？	

【バプテスマ、進級・入学祝い（小学生～大学生対象）プレゼントに…　】

		サービス価格：1,500円（『新生讃美歌』A6判・税,送料込）
【礼拝などの賛美歌集の移行を検討中でしたら…　】

		セット販売：10,000円（『新生讃美歌』A6判・5冊1セット）
【日々のデボーション用として…　】

		『新生讃美歌』とＣＤⅡのセット価格：4,000円（A6判とＣＤⅡ）
ご注文・詳細は、宣教部	教会音楽室までお問い合わせください。☎048-883-1091


