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2月 February

※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
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詩93編
（ルカ7：11～17）
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詩94編
（ルカ10：1～12）
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詩95編
（黙12：7～12）
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詩96編
（黙20：11～15）
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詩97編
（コリ一1：26～31）

詩91編
（マタ9：35～38）
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詩92編
（ルカ8：49～56）

■道後教会〈愛媛県〉

■松山教会〈愛媛県〉

①老いと向き合う方々が健やかに
暮らせますように。
②伝道開始45年、今後も教会が在
り続けられますように。
牧師 : 宮本 恵（みやもとめぐみ）

①霊と真理をもって礼拝しよう。
②求道者の方々のバプテスマ決心
のために。
牧師：川上敏夫
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詩98編
（マタ13：10～17）

めぐみ
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■徳山伝道所（今治）
〈山口県〉

■高知伊勢崎教会〈高知県〉

■徳島教会〈徳島県〉

■丸亀城東町教会〈香川県〉

■ 恵 教会〈香川県〉

■高松太田教会〈香川県〉

①礼拝、来会者の祝福。
②地域の子どもたちの導き。
③徳山バプテスト伝道所との共な
る歩み。
牧師：今井謙一、今井朋恵

①主の道を歩む教会であるように。
②主に導かれる教会であるように。
③教会に栄があるように。
協力牧師：今井朋恵、今井謙一
支援者：宝田 豊（ノーステキサス
日本語教会対外伝道牧師）

①主につながって共に歩む教会。
②福音に生きる教会。
③年度主題「互いを知る」
牧師：平林 稔

①霊的安らぎを提供する教会。
②隣人に仕える教会。
③救われた喜びを分かち合う教会
になれるように。
牧師：杉山いずみ

①福音にふさわしい生活をしたい。
②一人の市民として歩んで行きた
い。
③互いに連帯して教会を建て上げ
たい。
牧師：山浦良治（やまうらよしはる）

①幼子と老人と共なる礼拝を。
② “ 無核・無兵 ” 社会の実現を。
③これからの教会像を求めて。
牧師：塚田正昭

①求道中の方々のバプテスマ決心。
②新ヴィジョン構築と共有。
③駐車場用地の取得。
牧師：大竹敏生

12 詩102編（申6：1～5）
え ば

13 詩103編（レビ19：13～18）

14 詩104編（民19：11～13）

15 詩105編（代下17：1～9）

16 詩106編（ルカ6：27～36）

■高松常磐町教会〈香川県〉

■広島西教会〈広島県〉

■江波教会〈広島県〉

■広島教会〈広島県〉

■呉教会〈広島県〉

■緑の牧場教会〈広島県〉

■福山教会〈広島県〉

①今年度標語は「
『五つの約束』に
生き、希望溢れる教会を造ろう」
です。
②子どもたちへの主の祝福。
牧師：梶井義郎

①地域に根差した伝道推進のため
に。
②求道中の方々の救いのために。
③教会学校と成人科の充実のため
に。
牧師：大建英夫

①礼拝から始まる証しの歩みが祝
されるように。
②教会学校の恵みを分かち合う。
③平和を祈り続けるものに。
牧師：宮井武憲

①広島教会宣教百周年を感謝して。
②感謝礼拝が祝福されますように。
③福音を伝える教会となれるよう
に。
牧師：播磨 聡

①牧師給与を増額できるように。
②礼拝出席者がもっと増えるよう
に。③バプテスマ決心者が与えら
れるように。
牧師：浅海郁典（あさうみいくのり）

７年計画：礼拝・聴く・居場所作り・
新体制の準備・ハード面充実の５
つの柱が導かれますように。
牧師：酒井敬仁（さかいのりひと）

①喜びの賛美に満ち溢れる教会に。
②喜びを人々に分かち合える教会
に。③喜びと憩いの内に集える新
会堂を。
牧師：向山 満（むこやまみつる）

尼崎教会牧師就任式

信教の自由を守る日

教会教育専門委員会議

17 詩107編（ルカ10：25～37） 18 詩108編（ヨハ11：1～16）

19 詩109編（ルカ8：1～3）

『バプテスト』誌3月号発行

20 詩110編（マタ6：25～34）
じょうさい

『バプテスト』誌編集会議

21 詩111編（ルカ8：11～15）

22 詩112編（詩27：1～6）

23 詩113編（ペト一4：7～11）

■岡山教会〈岡山県〉

■松江教会〈島根県〉

■鳥取教会〈鳥取県〉

■姫路 城 西教会〈兵庫県〉

■明石教会〈兵庫県〉

■神戸伊川教会〈兵庫県〉

■神戸西教会〈兵庫県〉

①「3.11」を記憶する教会。
②連盟や連合と協働する教会。
③牧師交代を準備する教会。
牧師：梅田 環

①新会堂建築のために。
②キルトミニストリーのために。
牧師：齊木郷次

①求道中の方々が、バプテスマ決
心に導かれますように。
②こどもや若い人たちが、増えま
すように。
牧師：横濱峰二子（よこはまふじこ）
協力牧師：戸川幸子

①祈り、み言葉に生きる教会。
②家族の救いと信仰の継承を。
③教会財政が守られますように。
牧師：辻 眞理子

①この世に主にある平和が来ます
ように。②健康が支えられ使命を
果たせますように。
③新来者が与えられますように。
牧師：椿本博久

①地域とのつながりが深まるよう
に。②高齢教会員の健康と安全の
ために。③小中高生、青年が与え
られるように。
牧師：鮫島泰子

①次期長期計画の作成のために。
②西神南（せいしんみなみ）地区
の方々に福音が届くように。③教
会員相互の交わりが深まるように。
牧師：松本 理（まつもとおさむ）

栗ケ沢教会伝道開始50年感謝礼拝

青少年伝道専門委員会議~20

全国発送

『世の光』誌3月号発行

26 詩116編（ルカ18：1～8）

27 詩117編（ルカ20：45～47）

28 詩118編（マタ6：5～13）

■米国南部バプテスト
日本語教会連盟

■引退教役者

24 詩114編（ルカ10：38～42） 25 詩115編（申11：13～21）
■西九州地方連合

■性差別問題特別委員会

■臨時委員会

①伝道会議の内容が実を結ぶよう
に。
②教会、
伝道所の牧師招聘のために。
③新たな伝道所開設のために。
会長：玉置 行（鹿島教会）

家族主義の復興による性差別の助
長に抗し、命が命として大切にさ
れる社会をつくれるように。
委員長：岡田富美子（那覇新都心教会）

・平和宣言推進担当者会
・憲法改悪を許さない私たちの
共同アクション担当者会
・東日本大震災被災地支援委員会
・現地支援委員会
※右の欄に各委員会のお祈りを
掲載

回転資金委員会
新任牧師・主事研修会～ 3/1
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

2019 年度前期の入学・聴講者を募集しています

東京バプテスト神学校

＝ 当校は夜間の神学校です。便利になった通信受講システム ＝
改修されて学びやすくなった教室で、毎週月、火、木、金、18時30分～
20時30分に授業が行われます。ネットでの双方向ライブ授業やビデオ通
信受講も可能です。なお、音楽科授業は土曜日昼間に行われます。
■書類締切：2019 年３月８日（金） ■面 接 日 ：３月２２日（金）
■入 学 式 ：2019 年４月５日（金） ■授業開始：４月８日（月）

【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
詳細は 神学校ホームページ、事務局：Tel.03-3947-5141 ／seminary@tbts.jp まで
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①米国在住邦人の魂の救いのため
に。②日本語教会に牧者が起こさ
れるように。③神のみ心に従う連
盟であるように。
会長：宝田 豊

だいています。

3月のおもな予定
2.11集会（浦和教会）

2018年度第3回理事会～ 7

詩101編
（ルカ18：18～30）

のお名前は控えさせていた

詩99編
（ヨハ17：20～26）

■今治教会〈愛媛県〉

10 詩100編（ルカ10：17～24） 11

ホームページ上にて受浸者

◎福岡連合協力伝道会議

3/8-9 神学校入学前研修会
3/27-29 全国小羊会キャンプ・
リーダー研修会

●臨時委員会の祈りの課題
・平和宣言推進担当者会
日本バプテスト連盟に連なる諸教
会が、平和の主イエス・キリスト
の身体として生き、歩むために。
委員長：谷本仰（南小倉教会）
・憲法改悪を許さない私たちの共
同アクション
①国会憲法審査会審議の監視。
②改憲国民投票に備えて。
③主権者が憲法を用いて国家権力
を縛れるように。委員長：城倉
啓（泉教会）
・東日本大震災被災地支援委員会
福島第一原発事故による放射能の
不安を覚える方々に、全国の皆様
と共に寄り添っていけるように。
委員長：吉髙 叶（常務理事） 事
務局長：大城戸一彦（西川口教会）
・現地支援委員会
復興の陰で格差に苦しむ人、特に
原発事故によって痛み、不安を抱
え、分断されている人のために。
委員長：金丸 真（仙台長命ヶ丘
教会）

上門治氏〈京都府〉
上田展生氏〈福岡県〉

バッピィ

宣教 100 周年感謝礼拝のご案内

わたしたち広島教会は、1919 年 3 月に F. レーイ宣教師が広島に着
任して 100 年を迎え、感謝礼拝を捧げます。

■日時：3 月 3 日（日）16-18 時 会場：当教会礼拝堂

＝ 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

北関東2.11集会

神を愛し、人を愛す~天皇制と日米安保~

平和宣言、憲法アクション、六特別委員会、女性連合、東京バプ神学校、
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、
「神を愛し、人を愛す～天皇制
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 北関東連合、東北連合等の協力のもと、
付いたします。お気軽に事務局までお問合せください。
と日米安保」シンポジウムを開催します。
【履修課程】本科コース３年 / 牧師コース２年 （本科修了後）、
加藤優衣（日韓・在日連帯）
・中嶋名津子（ホームレス支援）
・野中宏樹（公
聴講は１科目から受講可
害問題）・細井留美（靖国神社問題）・米本裕見子（女性連合）各氏登壇。
【書類締切】2018 年 12 月 1 日（土）～ 2019 年 2 月 4 日（月）
日時：2019年2月9日［土］13:00~15:00
【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
場所：日本バプテスト浦和キリスト教会 資料代200円
T&F ０９２- ９８５-１８１２ E メール kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp
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