
 

 

 

 

 
 

 

 

 

学び合うための研修一覧 

２０１２ 
 

～バプテスト教会を形成する人づくり～ 

教会研修の推進活動の一環として 
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日本バプテスト連盟 学び合うための研修一覧 

＊＊＊献身者・牧師のための研修会＊＊＊ 

＊詳細は下記にお問い合わせください。 

宣教部・・・・・・・・048-883-1091  宣教研究所・・・・・・048-813-7567 

女性連合・・・・・・・048-883-1328 

 

新任牧師・主事等の研修参加をサポートするための支援 

●牧師研修活動支援（「牧師研修活動支援規程」参照） 

目的：牧師が伝道や牧会の課題に取り組むための、連盟研修活動への参加を支援すること。 

対象：(1)連盟加盟教会から初めて招聘を受けて赴任して、「通算 5年以内」の牧師または伝道師、主事等。 

(2)申請前年度の経常献金が 600 万円以下の教会。 

 

※上記の他にも、連盟教役者会(事務長/泉 092-811-7944)や女性牧師・主事の会(世話人代表/伊藤 0555-22-2027)、 

全国牧師配偶者の会などが研修会や修養会活動などを行っています。 

①献身者研修会 

 
対象：献身を志す人 
内容：「主のために教会の働き手と

してさらに用いられていき

たい」という祈りが与えられ

たら、ご参加検討ください。

神学校への道筋を知るため

にも。隔年開催です。 
共催：宣教部･宣教研究所･女性連合 
予定：2013 年 3 月 11～12 日 

②神学校入学前研修会（仮称） 
 

対象：西南学院大学神学部を初め、

各神学校（牧師志望）への入

学が決定している人 
内容：①の献身者研修会の後半部分

として行います。召命・献身

について祈り、学びましょう。

 
共催：宣教部･宣教研究所･女性連合

予定：2013 年 3 月 12～13 日 

③新任牧師・主事研修会 
 

対象：就任内定者･就任直後の人、

他派からバプテストの牧師

になった人 
内容：就任する教会と地域、バプテ

スト教会のあり方、協力伝道

と今日の宣教課題、自己理解

など共に考えます。違う神学

校卒業者との交わりの時。 
主催：宣教研究所 
予定：2013 年 2 月 25～3月 1日 

④牧師経験年数別研修会 

 
対象: 指定の牧会経験年数に達し

た牧師 

内容：牧師経験年数別に 20～30 名

規模で実施します。今年度は

経験年数 3～5 年で「最初の

曲がり角」に立つ方々と基本

を見直します。 
主催：宣教研究所 
予定：2012 年 9 月 24～27 日 

⑤牧師グループ研修 

 
対象：地域の牧師 
内容：教会の現場に密着したテーマ

で、地方連合の協力を頂き、

地域ごとに実施します。説教、

牧会、教会運営といった牧師

の働きを相互吟味します。 
 
主催：宣教研究所 

⑥牧師個人研修 

 
対象：牧師 
内容：マンツーマン、あるいは 2～5

人程度。内容や外部講師のリ

クエスト可。転任時の振り返

り、今後の展望を共に考える

等。 

主催：宣教研究所 
研修を希望される方は直接宣教研究所

にご連絡ください。 

⑦神学セミナー･フォーラム 

 
対象：牧師／主事／全ての信徒 

内容：参加者が主体的に課題に取り

組み、教会の現場から発想

し、教会形成の運動を立ち上

げる感覚を養います。今年度

は「式文」フォーラムⅡ。 
主催：宣教研究所 
予定：2013 年 2 月 12～14 日 

⑧臨床牧会実習＜スピリチュア 

ルケア＞牧師研修会プログラム 

 
対象：既に牧会経験を有する牧師 

内容：病室訪問やグループワーク等の

実践的なプログラムにより、

「スピリチュアルケア」の基

本、高齢者ケアや病床訪問の際

の留意点などを学びます。 
主催：宣教研究所 
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＊＊＊教会・信徒のための研修会＊＊＊ 

①教会形成研修 

 
対象：教会／伝道所 

内容：教会形成のための研修を受け

ませんか？自分たちの教会の

姿を立ち止まって見てみる

「コンサルテーション」も行

います。様々なかたちに対応

します。ぜひご相談ください。 

主催：宣教部(国内) 

②執事／役員研修会 

 
対象：連合／ブロック（※） 

内容：執事／役員と牧師が信頼関係

で結ばれ、共に働く時、教会全

体が聖霊の風に吹かれて動き

出します。『執事／役員と牧師

の協働』がテキストです。 
 

主催：連合／宣教部(国内) 

③ミッション・スタディー 

・ツアー 

 
内容：世界のキリスト者の働きに触

れることにより、広い視野を

持ち、世界に証をし、和解の

つとめに仕えるバプテストの

リーダーや献身者が起こされ

ることを目的としたツアー。

主催：宣教部(国外) 

④教会学校研修会 
 
内容：＊個別教会や連合に個別事情に

応じたテーマで講師出張します。 

＊地区別「教会学校奉仕者研修

会」(一日研修会を予定) 

東日本、九州：2013 年 西日本、

北日本：2014 年(計 4箇所) 

＊「全国教会学校の集い」2012

年 9 月 21～23 日（連休）於：天

城山荘 

主催：宣教部(教育)、教会／連合等 

⑤『聖書教育』フォーラム 
 

対象：連合 
内容：「使える『聖書教育』」をテー

マに、連合の理解を得て場を

設けます。執筆者や編集委員

と直接意見交換し、『聖書教

育』を身近に感じて使用いた

だくことを期待します。 
主催：宣教部(教育) 

⑥礼拝音楽研修会 
 

対象：教会／連合／ブロック（※）

内容：礼拝、礼拝音楽の学びを深め、

会衆の参与を促す賛美が豊

かにされるために研修しま

す。 

 

 

主催：宣教部(音楽)、教会／連合等

⑦小羊会リーダー研修会 

 
対象：小羊会リーダー 
内容：全国小羊会キャンプと同時開

催し、別講師をたてて、リー

ダー自身がみ言葉に聴いて

学び、情報を交換し、喜びと

課題を分かち合います。 
主催：女性連合 共催：宣教部(青少年) 

予定：2013 年 3 月 26～28 日 

⑧少年少女リーダーキャンプ

 
対象：少年少女リーダー 
内容：全国少年少女大会と同時開催

し、「伴走者」というリーダ

ー像をもって具体的な現場

の話題を共有し、リーダー自

身の退修の時をも持ちます。

主催：宣教部(青少年) 
予定：2012 年 7 月 31 日～8月 3日 

⑨青年ミニストリー協議会 

 
対象：青年／青年リーダー／青年ミ

ニストリーに関心のある人 
内容：「青少年が生きる教会」につ

いての協議や、青年どうしの

交流を通して、各教会の青年

運動を応援します。 
主催：宣教部(青少年) 
予定：2013 年 1 月 13 日～14 日 

⑩特別委員会･臨時委員会が 

行う研修会 
 
命が差別や抑圧に苦しめられてい

る場所で、課題を知り、分かち合い、

み言葉から聴き、祈り、教会に持ち

帰ります。フィールドワークや全国

研修会また委員会活動が随時行わ

れています。 
問い合わせ：各委員会委員長 

 

 

 

 

研修会実施をサポートする支援 

●講師派遣制度 

申請は連合単位。１つの連合で年度内１回まで上限 5万円の支援。 

●伝道プログラム支援（「伝道プログラム支援規程」参照） 

申請は教会単位。1つの教会で年度内 1回まで上限 10 万円（教会研修費として）の支援。 
＊詳細は宣教部にお問い合わせください。 

※ブロックとは、連合の中で地域ごとに分けられている複数教会グループのことです。
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＊＊＊全国大会など＊＊＊ 他団体主催も含めてご紹介します 

①全国小羊会キャンプ 

 
対象：小学新 5、6年生 
内容：世界伝道の働きを推進する女

性連合が、子どもたちへの信

仰継承を願い、世界伝道を担

う後継者育成プログラムの一

環として連盟宣教部との共催

で行います。 
主催：女性連合／共催：宣教部 
予定：2013 年 3 月 26～28 日 

小羊会リーダー研修会 

 
←全国小羊会キャンプと同時開催。

 

対象：小羊会リーダー 
内容：裏面⑦をご参照ください。 

 

 
主催：女性連合 共催：宣教部 
予定：2013 年 3 月 26～28 日 

 

②全国少年少女大会 

 
対象：中高生の世代 
内容：講師の言葉と生き様から、教

会に生きる恵みと喜びを確

認します。み言葉との出会

い、全国の仲間との出会いに

期待して、「隣人に出会う旅」

と隔年開催します。 
主催：宣教部 
予定：2012 年 7 月 31～8月 3日 

少年少女リーダーキャンプ 

 
←全国少年少女大会と同時開催。 

 

対象：少年少女リーダー 
内容：裏面⑧をご参照ください。 

 

 
主催：宣教部 
予定：2012 年 7 月 31 日～8月 3日

 

③全国青年大会 
 

対象：青年 
内容：実行委員会を組んで自主運営

する大会です。講演を受けて

自分のありようを見つめ直

し、青年相互の情報交換や大

会運営に関する協議会も行

います。 
主催：全国青年大会実行委員会 
予定：2012 年 8 月 8～10 日 

④女性連合総会・信徒大会 

 
内容：世界伝道推進のために、活動

や予算を決める総会に併せて

信徒大会を行います。み言葉

に聴き、交流や共に祈ること

を通して互いに励まし合い、

信徒としての成長を願ったプ

ログラムです。 
主催：日本バプテスト女性連合 
予定：2012 年 10 月 17～19 日 

⑤全国壮年大会 

 
対象：壮年 
内容：主題「我ここに立つ」。教会

形成を担う壮年の後継者育

成、献身者を支えるための課

題・担うべき役割を共有しま

す。西南学院神学部公開講座

を予定しています。 
主催：全国壮年会連合 
予定：2012 年 8 月 24～25 日（名古屋）

この文書は、連盟公式ホームページからもダウンロードできます 

2012 年 5 月 16 日発行 

 

 

 

 

 日本バプテスト連盟 
〒333-0017 さいたま市南区南浦和 1-2-4  

TEL：048-883-1091 FAX：048-883-1092 

ホームページ http://www.bapren.jp/ 


