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詩編59編（マタ3：1～12）

詩編44編（マタ1：18～25）16 
■博多教会〈福岡県〉

「ラブ・ソナタ福岡」を通して、
福岡県下に福音が伝えられ、魂の
収穫を見ることができますよう
に。
牧師：佐味健志（さみたけし）　
協力牧師：川内研二

詩編45編（イザ60：1～7）17
■香住ヶ丘教会〈福岡県〉
①福音に共にあずかる。
②信仰の語らいと分かち合い。
③霊において仕える。
牧師：堀内 明
名誉牧師：藤井健児

詩編46編（ミカ5：1～5）18
■東福岡教会〈福岡県〉
①証する共同体としての働きのた
めに。
②教会学校の働きのために。
③幼稚園での伝道のために。
牧師：笠井 元（かさい はじめ）
協力牧師：松見 俊（まつみ たかし）

詩編47編（ゼカ2：14～17）19
■西

さい

戸
と

崎
ざき

教会〈福岡県〉
①礼拝を中心とした信仰生活を送
る。
②子どもと一緒の礼拝に感謝。
③賛美とプレイズの豊かな礼拝。
牧師：城 俊幸（たち としゆき）

詩編50編（ルカ2：1～20）22
■福間教会〈福岡県〉
①高齢者の健康が守られるように。
②地域への伝道が実りますように。
③久山療育園の働きを覚え支えて。
牧師：田宮宏介
協力牧師：宮崎信義

詩編43編（ルカ1：26～38）15
■那

な

珂
か

川
がわ

教会〈福岡県〉
①求道者の方々が決心されるため
に。②地域への福音伝道の推進の
ために。③委員会活動が整えられ
るために。
牧師：藤 寿（とう ひさし）
協力宣教師：朱 承圭（チュ スンギュ）

詩編40編（マタ18：18～20）12
■西南学院教会〈福岡県〉
①創立96年を祝いました。100年
に向う歩みに主の導きがあります
ように。
②次代を担う若者が育ちますよう
に。
牧師：踊 一郎

詩編39編（イザ8：5～15）11
■西福岡のぞみ伝道所

（福岡城西）〈福岡県〉
①神の愛が地域の人々の平安を支
えてくださいますように。②新来
者の方々が信仰に導かれますよう
に。③教会組織に向けての準備が
主イエスに導かれますように。
協力牧師：亀井良雄

詩編38編（イザ7：10～17）10
■福岡城西教会〈福岡県〉
①牧師が早く与えられますように。
②次世代の働き人が興されますよ
うに。③私たちの信仰が強められ
ますように。
協力牧師：寺園喜基 
名誉牧師：安藤榮雄

詩編37編（マタ1：1～17）9
■福岡西部教会〈福岡県〉
①牧師招聘に主の導きがあるよう
に。②社会に開かれた教会となれ
るように。③宣教を担う者として
の信徒の成長。

代務者：諏訪田孝一

詩編36編（サム下11：1～17）8
■福岡ベタニヤ村教会〈福岡県〉
①2019年創立40周年を迎えるた
めの準備と、これからの歩みに。
②新来者、求道者のために。
牧師：渡辺信一 
協力牧師：ギャリー .W. バークレイ、
水野英尚、岩尾清志

詩編35編（ルツ1：1～19）7
■かたえ教会〈福岡県〉
①地域に愛される教会であるよう
に。②みことばに生きる教会形成。
③教会員１人ひとりが健康である
ように。
牧師：肘井利美（ひじい としみ）　
協力牧師：土生幸子
伝道主事：興津吉英（おきつ よしひで）

詩編34編（ヨシュ2：1～14）6
■ 姪

めいのはま

浜 教会〈福岡県〉
①教会墓地建設のために。
②新来者が教会につながるように。
③高齢の方、病気の方のケアのた
めに。
牧師：鈴木牧人

詩編33編（創38：11～26）5
■伊

い

都
と

教会〈福岡県〉
①キリストにある教会の霊的一致。
②各被災地の方々の霊的癒しと復
興。
③地域への福音伝道と救霊。
協力牧師：早川 寛

詩編32編（イザ9：1～6）4
■野

の

方
かた

教会〈福岡県〉
①礼拝、み言葉と祈りによる一致。
②次世代への伝道、信仰継承のた
めに。
③中長期計画策定のために。
牧師：宮田祐亮（みやた ゆうすけ）

詩編31編（創12：1～9）3
■早

さわ

良
ら

教会〈福岡県〉
①療養中、治療中の兄弟姉妹のた
めに。②子どもたちの健やかな成
長のために。③教会の諸活動の祝
福のために。牧師：加山 献
協力牧師：K.J. シャフナー 、
　今村まさゑ、今村幸文

詩編30編（マタ28：16～20）2
■福岡聖書教会〈福岡県〉
教会の霊的成長のために。聖霊の
満たしを。主イエスさまを心から
愛する１人ひとりとなるように。
牧師：浜中 満
名誉牧師：浜中恒雄
伝道師：浜中有希子

詩編29編（マタ28：1～10）1
■福岡国際教会〈福岡県〉
①神さま良し、三方良しの教会形
成。②糸島集会（主幹：木村公一
牧師）のために。
③礼拝を聖別し、選び取っていけ
るように。
主任牧師：篠原健治
糸島集会担当協力牧師：木村公一

詩編49編（ルカ1：46～56）21
■自由ヶ丘教会〈福岡県〉
①信仰が増し加えられますように。
②次期牧師が与えられますように。
③地域に福音を届けられますよう
に。
臨時牧師：矢野真実（やの まこと）
協力牧師：金丸英子、福本順子

詩編48編（ヨハ7：40～44）20
■古賀教会〈福岡県〉
①被災された教会を覚えて祈りを
献げます。②すべての人々と共に
礼拝をささげます。③キリストに
よる平和と和解の福音を伝えます。
牧師：泉 清隆

詩編42編（エレ23：5～6）14
■福岡教会〈福岡県〉
①主日礼拝がさらに豊かになるよ
うに。
②汀幼稚園や地域伝道の働きのた
めに。
③新牧師館建築献金推進のために。
牧師：小川宏嗣（おがわひろつぐ）

詩編41編（イザ11：1～5）13
■鳥飼教会〈福岡県〉
①神を第一として共に生きる群れ。
②教会建築推進のための霊的一致。
③祈りとみ言葉と聖霊による前進。
牧師：三田照雄

■臼
うす

杵
き

教会〈大分県〉
①新会堂建築ができますように。
②夕拝担当者の献身と奉仕の充実。
③講演会と訪問による求道者の獲
得。
牧師：松永正俊

■別府国際教会〈大分県〉
①高齢、療養中、遠方の教会員の
ために。②小さな子どもたちの信
仰成長。③駐車場の必要が満たさ
れるように。
牧師：酒井朋宏

詩編51編（マタ2：1～12）23 24 詩編52編（出1：15～21）

■大分教会〈大分県〉
①イエス様が真ん中に招かれる
人々を中心にした教会形成のため。
②来会に困難を覚える人々のため。
牧師：村田 悦

25 詩編53編（エレ31：15～17）

■豊
ぶ

前
ぜん

教会〈福岡県〉
①教会堂建築のために。
②被災された全国各地を覚えて。
③赦された罪人としての応答がで
きるように。
牧師：本山大輔

26 詩編54編（哀2：11～14）

■ホームレス支援特別委員会
①路上生活者、生活困窮者の命が
守られるように。
②孤立した人に出会いと交わりを。
③困窮者支援の輪が諸教会に広が
るように。
委員長代行：麦野達一（伊集院教会）

■バプテスト北九州地方連合
①地域協働プロジェクト「宣教支
援センター計画」の後期４年のた
めに。②教会間の連携・協働と連
合の活性化のために。③連合役員
会・委員会等の働きのために。
会長：山﨑克明（富野教会）

■同盟、沖縄連盟、ＮＣＣ
日本バプテスト同盟
　　　　理事長：藤井勇次
沖縄バプテスト連盟
　　　　理事長：城倉 翼
日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）
　　　　議長：渡部 信

■引退教役者
安藤榮

ひで

雄
お

氏〈福岡県〉
安藤榮

ひで

二
つぐ

氏〈埼玉県〉

詩編58編（マタ2：13～23）30 31 

詩編55編（哀2：18～22） 詩編56編（哀3：22～33） 詩編57編（使2：22～24）27 28 29 
■日本バプテスト連盟

宣教研究所
①今の時代に相応しい働きのため
に。②バプテスト研究班の研究の
ために。③運営委員会とスタッフ
等のために。
運営委員長：加藤 誠（大井教会）
所長：朴 思郁（パク サウク）（西川口教会）

【神学部一般入試（１年次入学）】出願期間：2019/1/7［月］～ 1/22［火］
　試験日：2019/2/6［水］神学部､ 2/9［土］全学部共通
　＊神学コース＝献身者コース ( 信徒歴 1 年以上 )
　＊キリスト教人文学コース＝一般学生コース ( 信徒歴不問 )
【大学院神学研究科】※詳しくは大学院事務室 Tel.092-823-3368 まで
　春期 博士前期課程 試験日：2019/2/23［土］
　春期 博士後期課程 試験日：2019/2/22［金］

【神学部研修生】※詳しくは教務課 Tel.092-823-3616 まで
　聴講生として 10 科目 (20 単位 ) 以上の科目を履修 ( 修業年限 1 年 ) 入寮可
☆詳しくは西南学院大学のホームページ (http://www.seinan-gu.ac.jp) をご覧ください

入試全般に関するお問合せ先：西南学院大学入試課
〒 814-8511 福岡市早良区西新 6-2-92　Tel.092-823-3366 ／ Fax.092-823-3388

2019 年度神学部・大学院神学研究科入試案内

※出願期間については、大学院事務室　
　にお問い合わせください。

◆『新生讃美歌ブックレット』
　　　　　（A5判120頁・定価500円）

　『新生讃美歌』の特徴や歴史、礼拝
の賛美について、ま
た賛美歌の「ことば」
の取り組み、課題も
学 べ ま す。『 新 生 讃
美歌ハンドブック』
とのセット販売もあ
ります（セット価格
1,200円）。

※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。◎は協力伝道会議関連

全国発送

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

『バプテスト』誌1月号発行

『世の光』誌1月号発行

クリスマス

神学教育に関する委員会

釧路教会伝道開始60周年記念礼拝 東日本大震災被災地支援委員会

ホームページ上にて、受浸者
のお名前は控えさせていた
だきます。

1月のおもな予定

1/13-14 西関東連合ファミリー

　　　キャンプ（協力伝道会議）

1/27-2/3 協力伝道週間

「バプテスマおめでとう」のお知
らせFAX用紙は連盟ホームページ
からダウンロードできます。
教会名、氏名（ふりがなも）受浸・
転入、年月日、所属をご記載く
ださい。

　　東京バプテスト神学校
　２０１８年度冬期公開講座のご案内

【日　 時】 2018年12月27日(木) ～ 28日(金)

【場　 所】 茗荷谷キリスト教会（文京区大塚1-1-18）
【テーマ】「礼拝と音楽」　
【講 　師】 越川弘英先生（同志社大学教授）
【受講料】 一般聴講の方は15,000円
　　　　＊卒業生、後援会会員、連盟加盟教会牧師、三連合役員は受講料半額

【問合せ先】神学校事務局 Tel.03-3947-5141／seminary@tbts.jp まで

どなたでも

ご参加

ください。

＝ 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２０１９年度学生募集のご案内
本校は働きながら学べる夜間の神学校です。教会の具体的な活動に結びつける学び、
実践神学を重視。全コースでインターネット・DVD で通信教育実施。応募資料送
付いたします。お気軽に事務局までお問合せください。

【履修課程】本科コース３年 / 牧師コース２年（本科修了後）、
　　　 　   聴講は１科目から受講可

【書類締切】2018 年 12 月 1 日（土）～ 2019 年 2 月 4 日（月）

【入試・面接】2019 年 2 月 9 日（土）
【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内
　T&F０９２-９８５-１８１２　E メール kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

釧路キリスト教会 伝道開始 60 周年記念礼拝

主の御名を賛美いたします。

私たち釧路教会は、今年度伝道開始 60 周年を迎えました。つきま

しては下記の通り「感謝記念礼拝」をささげます。これからも協

力伝道の中で小さな群をお祈りに覚えて頂きますようによろしく

お願い申し上げます。　　　　　　釧路キリスト教会教会員一同

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　主にありて

☆日時：１２月９日（日）１０時３０分～１２時  ☆会場：当教会礼拝堂
〒０８５－００３６釧路市若竹町６－１６　T/F　０１５４（２３）６９１０


