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1月 January

※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

1

詩60編
（イザ40：1～8）

かん だ
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詩65編
（ルカ3：7～20）
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詩66編
（申6：4～15）
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詩61編
（マタ13：24～30）
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詩62編
（使徒2：1～4）

のおがた
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詩63編
（ガラ5：22～26）

なか ま
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詩64編
（ルカ3：1～6）

■苅田教会〈福岡県〉

■飯塚教会〈福岡県〉

■直方教会〈福岡県〉

■中間教会〈福岡県〉

■芦屋教会〈福岡県〉

①苅田町内に広く伝道。
②賛美があふれる教会。
③行橋（ゆくはし）市への伝道展開。
牧師：佐藤清一
名誉牧師：鍋倉 勲
教会主事：児玉尚文

①教会学校・聖歌隊の組織化。
②教勢的・財政的に祝されるよう
に。
③牧師館の再建のために。
牧師：高屋澄夫、高屋和子

①互いの弱さ・痛みを分かち合え
るように。
②被災地・沖縄の痛みを共有した
い。
③牧師招聘が導かれるように。
牧師：原口悦子

①新来者が与えられますように。
②会堂・牧師館の補修のために。
③次世代への信仰の継承。
牧師：安部寅彦

①宣教が守られますように。
②体調が守られますように。
③愛生幼稚園が祝福されますよう
に。
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10 詩69編（王下5：1～19前）

詩67編
（イザ61：1～9）

ひがし や はた

詩68編
（王上17：1～16）

や はた
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詩70編
（マコ1：12～15）

■枝光教会〈福岡県〉

■ 東 八幡教会〈福岡県〉

■光教会〈福岡県〉

■八幡教会〈福岡県〉

■高須教会〈福岡県〉

■若松教会〈福岡県〉

①礼拝の充実。
②学生礼拝の充実。③現在会員の
心の一致。
牧師：内村 茂

①教会がイエスのみ心に適うよう
に。
②カルト被害者の方々を覚えて。
③バプテスト北九州地方連合宣教
支援センターの働きを覚えて。
牧師：岩崎一宏

①病床にある教会員へ癒しと健康
が与えられるように。
②教会を離れた方たちが信仰に戻
ることができますように。

①伝道のために。
②災害被災地の復興のために。
③福島の原発事故の収束のために。
牧師：久保田 理（くぼたさとる）

①地域に開かれた教会を目指して。
②求道者が決心に導かれるように。
③礼拝が豊かに祝されるように。
牧師：三上 渡
協力牧師：山田雄次

連盟事務所仕事始め

①「すべての人のための」教会に
なる。
②ホームを失った人をおぼえて。
③平和のために。
④伝道するぞ！
牧師：奥田知志、石橋誠一
協 働 牧 師： 藤 田 英 彦、 森 松 長 生、
齊藤弘司

①キリストと聖書を基盤とした教
会。
②祈りと賛美に溢れた福音を地域
へ。
③神愛幼稚園と共に働きかける教
会。
代表役員代務者：西田宣昭

14 詩73編（詩25：6～11）

15 詩74編（エレ16：14～21）

16 詩75編（ルカ4：38～41）

17 詩76編（ルカ9：21～27）

18 詩77編（ルカ12：22～34）

19 詩78編（ヨハ21：1～14）

き く

■北九州教会〈福岡県〉

■小倉春ヶ丘教会〈福岡県〉

■企救教会〈福岡県〉

■シオン山教会〈福岡県〉

■南小倉教会〈福岡県〉

■小倉教会〈福岡県〉

■富野教会〈福岡県〉

①無牧師の時、一致できるように。
②牧師を迎えることができるよう
に。
③ナオミ愛児園の働きを覚えて。

①無牧師の中礼拝が守られるよう
に。②教会員１人ひとりのために。
③地域に根差した教会になるよう
に。
代表執事：高松由希子

①新年度に向けて（執事選挙、予
算総会）
。
②病気療養中の方々、高齢者の方々
を覚えて。
牧師：原田義也

①主に、地域に仕え、宣べ伝える
教会。
②光キリスト教会との交流と支援。
③喜んで協力伝道に努める教会。
牧師：伊藤光雄

教会の新しい信仰告白に基づく新
しいわたしたち・
「みんなの教会」
への歩みが導かれますように。
牧師：谷本 仰（たにもとあおぐ）

①求道中の方々のバプテスマ決心。
②教会員の健康が支えられるよう
に。③教会が信仰告白を持てます
ように。
牧師：山本龍一郎

①2020年の伝道開始70周年記念
行事のために。
②連合内の教会との交流のために。
牧師：黄 仁坤（ファン インゴン）
協力牧師：福田昌治

地区宣教主事会~17
『バプテスト』誌２月号発行

◎西関東連合ファミリーキャンプ~14

20 詩79編（ルカ5：1～11）

全国発送

22 詩81編（エゼ33：10～11）

23 詩82編（マコ2：13～17）

24 詩83編（マコ12：28～34）

■門司港教会〈福岡県〉

■門司教会〈福岡県〉

■下関教会〈山口県〉

■小野田教会〈山口県〉

■防府教会〈山口県〉

①感謝の心を養う。
②闘病中・療養中の方々に主の御
手がありますように。
③受浸者、新来者が与えられます
ように。
牧師：鮫島則雄（さめしまのりお）

①教会員が霊的に成長できますよ
うに。②幸幼稚園が祝され、神に
あかしするように。③病の中にあ
る人々が癒されるように。
牧師：桐原恩恵（きりはらめぐみ）

①組織と建物の在り方の見直しの
ために。
②牧師と会員の協働のために。
③めぐみ幼稚園のために。
牧師：泉 選也（いずみえりや）

①新会堂・新園舎建築のため。
②奏楽者が与えられますように。
牧師：佐野 太

①中期計画の継続と実行。
②子どもたちの生活環境が整えら
れるように。
牧師：國分美知子
主事：山時松江（さんときまつえ）

教会音楽専門委員会議~22
国外伝道専門委員会議~23

総務専門委員会

27 詩86編（ルカ5：27～32）

28 詩87編（王上17：17～24）

29 詩88編（王下4：18～37）

30 詩89編（イザ66：1～2）

31 詩90編（ルカ1：67～79）

■福岡地方バプテスト連合

■資料保存・管理委員会

■天城山荘

■日本バプテスト保育連盟

①臨時総会1月27日「2019-2020
年度 役員選出」のために。
②協力伝道会議2月23日「どげん
すっと？宣教協力」開催
会長：加来国生（筑紫野二日市教会）

①お客様が増えますように。
②多くの人が神の愛に出会うため
に。
③天城山荘運営委員会とスタッフ
のために。
所長代行：篠 松次郎（常盤台教会）
副所長：ビショップ・ガイ
（関東プレインズ教会）

■引退教役者

①『日本バプテスト連盟七十年史』
が広く普及するように。②保存資
料のデジタル化が進捗するように。
委員長：北島靖士（八王子めじろ
台教会）

も

じ こう

『聖書教育』プログラム作成会~30
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

協力伝道週間~2/3

金沢キリスト教会 新会堂献堂式感謝報告

『世の光』誌２月号発行

①施設に通う幼児と関係者の救い。
②子ども子育て支援制度の適切な
対応。
③保育協議会・総会の内容充実。
（2019年7月・鹿児島にて開催）
会長：麦野 賦（伊集院教会）

2019 年度神学部・大学院神学研究科入試案内

【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､ ２０１９．２．９［土］全学部共通
去る 2018 年 11 月 3 日 ( 土 )、私たち金沢キリスト教会は、新会堂献堂
＊神学コース＝献身者コース ( 信徒歴 1 年以上 )
式を喜びと感謝の中に終えることができました。1996 年より国内宣教師
＊キリスト教人文学コース＝一般学生コース ( 信徒歴不問 )
の派遣を受け、諸教会の皆様の祈りとご支援を受け、自給自立を果たし、 【大学院神学研究科】※出願期間等詳細は大学院事務室 Tel.092-823-3368 まで
今日、協力伝道の恵みの証として新会堂
春期博士前期課程 試験日：2019．2.23［土］、同後期課程 試験日：2019.2.22［金］
【神学部研修生】※詳しくは教務課 Tel.092-823-3305 まで
を建設することができました。当日は
聴講生として 10 科目 (20 単位 ) 以上を履修 ( 修業年限 1 年 )。入寮可
100 名を超える方々がご参列くださり、
詳細は西南学院大学のホームページ (http://www.seinan-gu.ac.jp) にて
共に喜びを分かち合ってくださいました。
入試全般に関するお問合せ先：西南学院大学入試課
心から感謝します。在主。 教会員一同
〒 814-8511 福岡市早良区西新 6-2-92 Tel.092-823-3366 ／ Fax.092-823-3388
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ほう ふ

だきます。

2月のおもな予定
2/5-7 第3回理事会
2/9 2.11集会（浦和教会）
2/11信教の自由を守る日
2/25-3/1 新任牧師主事研修会

■■■協力伝道週間■■■

1月27日（日）
被災地支援、国内伝道
1月28日（月）
国外伝道・国際協力

財務委員会

21 詩80編（エゼ18：30～32）

のお名前は控えさせていた

12 詩71編（ルカ4：1～15）

■折尾教会〈福岡県〉

13 詩72編（ルカ4：16～30）

ホームページ上にて受浸者

26 詩85編（ルカ19：1～10）

1月29日（火）
青少年伝道、教会教育、
教会音楽

■八幡浜教会〈愛媛県〉

■松山西教会〈愛媛県〉

①礼拝出席者が祝され恵まれる教
会。
②主に仕える信仰を、継承する教
会。
③地域の人々が救われる教会。
牧師：榎本謙二郎
副牧師：榎本佐智子

①地域に根ざした教会になるよう
に。
②30名礼拝がまもられるように。
牧師：シェラー・ロバート・H

1月30日（水）
宣教研究所

25 詩84編（ヨハ6：41～51）
や わたはま

1月31日（木）
伝道者養成・神学校
2月1日（金）
理事会、監事、各委員会、
直属事業体
2月2日（土）
協力伝道献金、
教役者退職金制度
2月3日（日）
諸教会・伝道所、連盟事務所
※詳細は10頁に

井置利男氏〈埼玉県〉
く いち

協力伝道週間を
共に祈ろう！

岩波久一氏〈埼玉県〉

バッピィ

＝ 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&F ０９２- ９８５-１８１２ E メール kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

東京バプテスト神学校

２０１８ 年度冬期公開講座のご案内
12 27

28

【日 時】2018年
月
日(木) ～
日(金)
【場 所】茗荷谷キリスト教会（文京区大塚1-1-18）
「礼拝と音楽」
【テーマ】
【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

どなたでも
ご参加
ください。

＊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

2019/01

まで
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