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創14章（エゼ10：8～22） 創15章（エゼ16：1～8） 創16章（エゼ28：1～19） 創17章（アモス5：4～6）26 27 28	 29
■秋田教会〈秋田県〉
①救いの喜びが溢れ出ますよう
に。②祈りと賛美に満たされるよ
うに。③地域・家族へ福音が伝わ
るように。
牧師：村上悦二（むらかみ えつじ）
協力牧師：渡部 元（わたべ はじめ）

■神奈川バプテスト連合
①17年度標語「祈りと連帯」のも
と、協力伝道の推進。
②各部・各会の活動のさらなる充実。
③無牧師教会のために。
会長：杉野省治（平塚教会）

■全国壮年会連合
① 第52回 全 国 壮 年 大 会（8/24～
26) のために。②献身者を支える
壮年の働きのために（神学校献金
推進と教会形成を担う）。
会長：大城戸一彦（西川口教会）

■全国青年大会
①神さまに聴きながら大会を創り
上げることができますように。
②多くの参加者が与えられますよ
うに。③スタッフの健康が守られ
ますように。
第55回全国青年大会実行委員会

創13章（イザ37：14～20）25
■大

たい

富
とみ

教会〈宮城県〉
①赦された者として歩めるよう
に。②中長期計画が導かれるよう
に。③被災地の真の復興のために。
牧師：小田 衞（おだ まもる）
伝道主事：マイケル・タワリー

創4章（創2：4～25）16	
■宇都宮教会〈栃木県〉
①年間主題「福音宣教の使命に立
つ」②「栃木県にもう一つの教会」
目指して。③伝道スピリットが強
められるように。
牧師：天野英二
協力牧師：高橋つる

創5章（ヨブ10：9～22）17
■新潟主の港教会〈新潟県〉
①信徒が牧会し信徒が伝道するバプ
テスト教会としての成長。
②フォロワーズシップの形成。
牧師：篠谷輝俊

創6章（ヨブ31：29～34）18
■郡山コスモス通り教会

〈福島県〉
①福島に住む人々の健康が守られ
るように。
②原発事故の収束と作業員の健康。
③被災中の地域に立つ教会として
の使命。
牧師：金子千嘉世（かねこ ちかよ）

創7章（詩103：1～16）19
■あゆみの家教会〈福島県〉
①高齢者の健康のために。
②新来会者が与えられるように。
③福島第一原発の廃炉作業が守ら
れるように。
牧師：渡辺政友（わたなべ まさとも）

創10章（ロマ5：12～21）22
■仙台教会〈宮城県〉
①キリストの証人として歩む。
②震災・原発事故被災者を覚えて。
③東北地方での福音宣教のため
に。
牧師：小河義伸

創3章（Ⅰコリ7：1～16）15
■太田ビジョン伝道所（前橋）

〈群馬県〉
①太田市22,000人の伝道。
②地域と共に成長する教会。
③アフリカの子どもたち50人への支援。
牧師：李 姫周（リ ヒジュ）
伝道所主事：李 宗翰（リ ジョンハン）

黙22章（イザ45：9～13）12
■高崎教会〈群馬県〉
①豊かな礼拝と神の言葉を求める
活動のために。
②礼拝・教会学校・祈り会の充実
のために。
牧師：森 淳一

黙21章（イザ42：5～7）	11
■東海伝道所（水戸）〈茨城県〉
①主の御名によって一つに。
②霊的成長・成熟を。
③教会組織へと導かれますよう
に。
牧師：諏訪正輝

黙20章（イザ29：13～16）10
■水戸教会〈茨城県〉
①神の目的による教会形成の進
展。②近隣への伝道と求道の友の
信仰決心。
③隣接土地421坪取得と有効活用。
牧師：加山彰一

黙19章（創2：1～3）9
■日立教会〈茨城県〉
年間標語「わたしたちは神の家族」
①主の愛の中で献げる礼拝。
②求道者と教会員の家族の救い。
③助言者の横浜ＪＯＹ教会石田政
美牧師と説教等で支援くださって
いる連合内の先生方のために。
教会主事：井伊 肇

黙18章（ヘブ4：1～11）8
■筑波教会〈茨城県〉
①「私たちの使命」に基づく「中
長期計画」のために。
②海外赴任の教会員とその家族の
ために。
牧師：高橋秀二郎（たかはし ひでじろう）

黙17章（マコ2：23～28）7
■上

あげ

尾
お

教会〈埼玉県〉
①主題「主の愛に生きる教会」
②クリスチャンホームの形成・信
仰の継承。
③バプテスマ者が起こされるよう
に。
牧師：秋山信夫

黙16章（エゼ20：10～17）6
■大宮教会〈埼玉県〉
①み言葉、祈り、奉仕によっての
支え。
②伝道する教会としての導き。
③必要が満たされるように。
牧師：永町友恵（ながまち ともえ）

黙15章（イザ28：7～13）5	
■宮原教会〈埼玉県〉
①神の望みに生きる教会の実現。
②常に喜び祈り感謝できるよう
に。
③新来者の定着と教会の祝福。
牧師：足立智幸

黙14章（申5：12～15）4
■浦和教会〈埼玉県〉
①新来者・来会者の方が続けて来
たいなと思える教会に。
②１人ひとりの顔と名前を覚えて
祈れる教会に。
主任牧師：廣島 尚（ひろしま たかし）
音楽牧師：山中臨在

（やまなか ともなり）

黙13章（出20：8～11）3
■ふじみ野教会〈埼玉県〉
今年開設20周年を迎えました。主
の導きに感謝！全国の皆さまのお
祈り、お支えに心から感謝します。
牧師：大島博幸

黙12章（創1：1～31）2
■川越教会〈埼玉県〉
①来年５月教会創立50年への歩み。
②地域に開く教会、そして伝道。
③新来者の方々への暖かい支え。
牧師：加藤 享
協力牧師：山下誠也
主事：丸山 勉

黙11章（詩104：1～24）1
■所沢教会〈埼玉県〉
①年度主題「み言葉に生きる」教
会づくり。
②全年齢の教会学校の活性化。
③青年・子育て世代への伝道。
牧師：坂本 献（さかもと ささぐ）

創9章（エレ23：23～24）21
■山形教会〈山形県〉
①新会堂建築の推進。
②高齢者、病弱な方々の穏やかな
信仰に寄り添う。
③青少年の信仰の成長を見守り、
励ます。
牧師：杉山修一

創8章（コヘ3：18～22）20
■福島主のあしあと教会

〈福島県〉
これからの新しい歩みのために。

代表代務者：渡邊憲一

創2章（ロマ9：19～24）14
■前橋教会〈群馬県〉
①年間主題：共に主イエスを伝え
る教会になろう。
②信徒説教者の養成と学びの実際。
③１人が１人を主に導く。
牧師：奥田 稔

創1章（詩8：1～10）13
■太田教会〈群馬県〉

（加盟申請中）
①牧師招聘が実現しますように。
②求道中の方にバプテスマの決心
を。
③新会堂建築の道筋が示されるよ
うに。
代表代務者：石井 努

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！

■南光台教会〈宮城県〉
①求道者お一人おひとりを覚え
て。②困難を抱えておられる方の
ために。③被災地にある教会の使
命を担う。
牧師：田中信矢（たなか しんや）

■仙台 長
ちょう

命
めい

ヶ
が

丘
おか

教会〈宮城県〉
①礼拝から心を新たにされる教
会。②病の中にある教会員のため
に。③被災者、被災地のために。
牧師：金丸 真（かなまる まこと）

創11章（創3：1～19）23 24創12章（箴言6：16～23）

※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 7月 July

全国発送

事業体懇談会（西南女学院）

『聖書教育』プログラム作成会～26
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

■セクシュアル・ハラスメント
防止・相談委員会
①被害・加害の防止。知識の周知。
②相談者に丁寧に寄り添う。
③暴力や差別への感覚を磨き続け
る。
委員長：加藤美代子（四日市教会）

■引退教役者
高田 進 氏〈千葉県〉
高田 正 氏〈東京都〉

創18章（創3：20～4：1）30 31 創19章（創4：2～18）

神学校週間（6/25～7/2）

国外伝道専門委員会議～4
嶋田和幸宣教師・嶋田薫宣教師報告会

回転資金委員会
教会教育専門委員会議
『バプテスト』誌8月号発行 地区宣教主事会　～14

「式文」を用いた教会形成研修会
（宣研・北関東連合　於：浦和教会）

隣人に出会う旅「旭川」～31

『世の光』8月号発行
帯広教会牧師就任式
飯能教会牧師就任式

南小倉教会信仰告白お披露目会

福江伝道所献堂50周年記念感謝会

大牟田フレンドシップ教会牧師就任式

◆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/　

８月のおもな予定

 3-7 隣人に出会う旅　

　　　　「韓国」の旅

 4-8 隣人に出会う旅　

　　　　「沖縄」の旅

 8-10 バプテスト保育連盟

　　　　　研修会(天城山荘)

 10-12 全国青年大会

　　　　　　　　　（天城）

 10-14 隣人に出会う旅　

　　　　「北九州」の旅

 24-26 全国壮年大会

　　　　　　　　　（天城）

◎お詫びと訂正◎
本誌前号６月号11頁・人事小報欄に
て、４月１日瀬戸毅義氏　筑紫野南
教会協力牧師について、役職名の間
違いがありました。
同欄、５月21日芦屋教会就任式延期
について、川端恵実氏のお名前に誤
りがありました。また同号12頁・教
会インタビューの文章中で、田中伊
策氏のお名前に誤りがありました。
訂正し、お詫び申し上げます。

（編集室）

『バプテスト』誌広告
広告掲載のご希望は編集室
☎048-883-1091　まで


