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3月 March

※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119編
（マタ7：7～12）

■神戸教会〈兵庫県〉
①響き合う礼拝と共育のひろばの
実現。
②新年度の教会と幼稚園の歩みの
守り。
③多様な人々と共に歩むために。
牧師：西脇慎一
新任牧師・主事研修会（2/25-3/1）
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詩121編
（ルカ11：1～13）
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詩122編
（王下20：20～21）
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詩123編
（ヨハ9：1～12）
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詩124編
（ハバ3：17～19）
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詩125編
（ルカ15：1～7）
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詩126編
（ルカ17：1～4）
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詩120編
（ロマ8：31～39）

■神戸国際教会〈兵庫県〉
（現在活動休止中です。
）
役員代表：バルク・ビリーロイド

ホームレス支援委員会シンポジウム
（目白ヶ丘）
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詩127編
（ヨハ15：11～17）

■尼崎教会〈兵庫県〉

■神戸新生教会〈兵庫県〉

■伊丹教会〈兵庫県〉

■宝塚教会〈兵庫県〉

■豊中教会〈大阪府〉

■和歌山教会〈和歌山県〉

①自主自立する教会。
②地域と共存する教会。
③聖書を読み、対話する教会。
信徒代表：伊澤 誠

①礼拝と愛餐の充実！
②バプテスマが与えられますよう
に。
③高齢の教会員の方の健康 !!
牧師：長尾知明

近隣の方々にとって必要な教会に。
責任者：舟橋恵子

①高齢の方、病気の方の平安のた
めに。
②子どもたちの新学期の学びのた
めに。
③牧師の健康が守られるように。
牧師：内田裕二

①神へ心から自分をささげる生活
を意識する。
②病の方々のいやしと復帰。
③受浸者の方々の信仰生活のため
に。
牧師：岡村直子
協力牧師：髙見龍介

①神さまを賛美し、祈る教会。
②重荷を負いつつ生きる人々が主
に出会い、慰めと力を受けていく
場となるように。
牧師：今給黎眞弓（いまぎれまゆみ）

①新会堂感謝礼拝のための祈祷感
謝！
②バプテスマ準備中の子どもたち
のために。
③ひかり幼稚園の働きのため。
牧師：調みくに

10 詩128編（ルカ13：1～9）
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■奈良教会〈奈良県〉

■みささぎ伝道所（奈良）
〈奈良県〉

神学校入学前研修会~9

12 詩130編（ルカ15：8～10）

13 詩131編（ルカ15：11～32）

14 詩132編（ヨハ5：41～47）

15 詩133編（ルカ16：1～13）

16 詩134編（ルカ16：14～18）

■堺教会〈大阪府〉

■関西黎明教会〈大阪府〉

■東大阪教会〈大阪府〉

■シオンの丘教会〈大阪府〉

■平野教会〈大阪府〉

①礼拝の充実による伝道・教会形
成。
②生の全領域における平和の確立。
③信教の自由・政教分離の確立。
牧師：平良仁志

①20周年、新たなる福音宣教の展
望。
②時が良くても悪くても福音を伝
える。
③地域に親しまれる友だち食堂。
牧師：江田治男

①教会につながる方々の健康のた
めに。
②求道者が与えられますように。
③み心に適う教会形成ができるよ
うに。
牧師：柴田良和、中村尚子

①小羊会の働きが守られるように。
②少年少女と青年たちの信仰生活
が守られるように。
牧師：坂田 浩

①夜回り、出会う人たちのために。
②新年度の教会の新しい歩みのた
めに。
③台風や地震等の自然災害被害者
のために。

資料保存・管理委員会

全国発送

『バプテスト』誌4月号発行

東京バプテスト神学校卒業礼拝

17 詩135編（ルカ16：19～31） 18 詩136編（レビ13：45～46） 19 詩137編（レビ14：1～9）

20 詩138編（ルカ8：40～48）

21 詩139編（ルカ9：51～56）

22 詩140編（ヨハ4：39～42）

23 詩141編（ルカ18：35～43）

■田辺教会〈大阪府〉

■大阪教会〈大阪府〉

■大阪中央教会〈大阪府〉

■東豊中教会〈大阪府〉

■南千里教会〈大阪府〉

①若い人が与えられるように。
②求道者のバプテスマ決心のため
に。
③地域における福音の芽生えと浸
透。
牧師：喜多村やよい

①さまざまな違いのある方々が集
える教会となれるために。
②病床、治療中の方々のために。
③子ども食堂の働きのために。
牧師：下川俊也

■和歌山中央伝道所
（大阪中央）
〈和歌山県〉

①パラダイム論を超越した教会形
成。
②問われつつ問い合う主の僕の教
会。
③地の塩・世の僕として生活現場
へ。
牧師：河野 浩（こうのひろし）

①信徒の信仰の成長がありますよ
うに。
②聖書勉強会の上に祝福がありま
すように。
③信徒の賜物が最大限に用いられ
ますように。
代表役員：平田道也

①みささぎ伝道所と岡村伝道師の
ために。②幼稚園の働き人のため
に。③ホームホスピス、命をつな
ぐ働きのために。
牧師：松原宏樹
伝道師：平山利香

詩129編
（ルカ1：46～55）

①小さくされた者と共に礼拝がで
きますように。②病に倒れている
兄弟姉妹に慰めと支えがあるよう
に。③地域に仕えることができま
すように。
伝道師：岡村ゆり

■大阪旭伝道所（大阪）
〈大阪府〉

①主日礼拝から始まる週の歩みの
確立。②地域に働きかける伝道所
へ。③牧師のために。
（2019年１月より活動休止中です。
）
牧師：中島義和 副牧師：中島久子
西南学院大学神学部卒業式

①弟子とする教会。②神様の夢を与え
るビジョン共同体。③300人の礼拝者
のための伝道共同体。牧師：咸光玉（ハ
ム クァンオク） 伝道師：文連子（ムン ヨン
ジャ）、蔡永伊（チェ ヨンイ）、内藤希代、粱
溶元（ヤン ヨンウォン）、崔美敬（チェ ミギョ
ン）、玄晙浩（ヒョン ジュンホ）、渡辺正
『世の光』誌4月号発行

24 詩142編（ルカ17：11～21）

25 詩143編（ルカ17：22～37） 26 詩144編（ルカ18：31～34） 27 詩145編（ルカ19：11～27）

■北大阪教会〈大阪府〉

■京都洛西教会〈京都府〉

■京都教会〈京都府〉

①２か月に１度の子ども集会が祝
されますように。
②病の中にある方とそのご家族が
守られますように。
牧師：古賀昭範

①開拓57年、牧師館改築の実現を !
②会員の高齢化に祈りの共感と深
化。③変化する地域の中で共生す
る宣教。協力牧師：杉野 榮、
李鎮鐵（イ ジンチョル）

①み言葉を生きる教会として。
②バプテスト関連施設を覚えて。
③隣人と共に歩む教会。
牧師：李 海勲（イ ヘフン）

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

31 詩149編（ルカ24：13～35）
■引退教役者
大谷恵護氏〈神奈川県〉
大沼上氏〈福岡県〉

■日本バプテスト南九州
地方連合

①19年度の活動の守り。②熊本南
教会の会堂建築と新たな歩み。
③平田仮設団地におけるわくわく
カフェの継続。
会長：麦野達一（伊集院教会）
全国小羊会キャンプ・リーダー研修会
~29（天城山荘）

28 詩146編（ルカ20：27～40） 29 詩147編（ルカ23：50～56前）

詩148編
（ルカ23：56後
～24：12）

■全国教役者会

■連合立等神学校・

①今も毎年一億円赤字の認識共有。
②組織継続と活動継続の視点転換。
③希望を持って祈り、献げる。
委員長：内藤 崇（目白ヶ丘教会）

■女性牧師・主事の会

研修センター
・東京バプテスト神学校

祈りの課題は下欄をご覧ください。

・九州バプテスト神学校
・北海道バプテスト
研修センター

（財）日本バプテスト連盟医療団 日本バ
プテスト看護専門学校 閉校礼拝

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、全てのコースでイ
ンターネット・DVD で通信教育を実施。詳細については事務
局までお問合せください。

kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp
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■財務委員会

九州バプテスト神学校 ２０１９年度学生募集のご案内

T&F ０９２- ９８５-１８１２

2019/ 03

九州バプテスト神学校卒業式

＝ 主にあって、教会と共に、教会に仕える神学校 ＝

【授業科目】新約釈義、新約概論、教義学、ギリシア語、
バプテスト史、旧約釈義、旧約概論、牧会学、前期＝神学入門、伝道学、教会教育 A,
後期＝教会形成実践論、教会教育 B、集中＝説教学
【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
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①伝道所のリバイバルのために。
②礼拝堂建築、教会組織と法人化
のために。③文化教室活性化と対
外伝道の拡大のために。
担任牧師：張玉世（チャン オクセ）

バッピィ

のお名前は控えさせていた
だいています。

■浜甲子園教会〈兵庫県〉

セクシュアルハラスメント防止・相談
委員会公開講演会

ホームページ上にて受浸者

■全国教役者会
①教役者会が連盟諸教会・伝道所
のために良き働きができますよう
に。②教役者会の適切なあり方が
示されますように。
事務長：本山大輔（豊前教会）
■女性牧師・主事の会
①召命に大胆に立ち、献身に忠実
であるように。②その働きが無視
や疎外の中で輝くように。③この
会が必要ない連盟になるように。
事務局：今給黎眞弓（豊中教会）

４月のおもな予定
4/3 連盟結成記念日
（1947年4月3日結成）
4/15 六特別委員会連絡協議会
4/21 イースター

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

2019/ 03
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