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※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150編
（ルカ14：25-33）

2

箴1章
（ルカ22：35-38）

箴6章
（ルカ22：31-34．54-62）

箴2章
（ルカ22：39-46）

■北白川教会〈京都府〉

■北山教会〈京都府〉

■大津教会〈滋賀県〉

①教会員の健康が守られますよう
に。
②礼拝が祝福されますように。
牧師：軍司康博
協力牧師：平沢 茂

①高齢者や病床にある方のために。
②こどもの安全・教育成長のため
に。
③核と原子力からの脱却のために。
牧師：木原桂二
協力牧師：伊藤 聰（いとうさとし）

①セルグループを通して伝道・牧
会が前進するように。
②１人ひとりが地の塩、世の光と
して用いられるように。
牧師：上田益之（うえだますゆき）
連盟結成記念日（1947年4月3日）

監事会議～ 2
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8

箴7章
（ルカ22：63-71）

9

箴8章
（ホセ10：3-10）

4

箴3章
（ルカ22：47-53）

■新田辺伝道所（大津）
〈京都府〉
①年４回の伝道礼拝が祝福される
ように。
②求道者が礼拝に導かれて来るよ
うに。
③教会の経済が豊かに祝福される
ように。
牧師：永藤裕幸
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箴4章
（ヨハ21：15-19）

■須磨伝道所（大津）
〈兵庫県〉
①地域の子どもたちへの伝道と救
い。
②中高生礼拝の充実と中高生の成
長。
③成人会員の信仰の成長。
牧師：谷口明法

10 箴9章（Ⅱテモ2：8-13）

11 箴10章（Ⅱコリ12：1-10）

12

箴11章
（ルカ23：1-12）

6

箴5章
（ルカ22：24-30）

■びわこシャロームチャペル
〈滋賀県〉

■愛知新生教会〈愛知県〉

■南名古屋教会〈愛知県〉

■瑞穂教会〈愛知県〉

■平針教会〈愛知県〉

■東山教会〈愛知県〉

■名古屋教会〈愛知県〉

①伝道60周年を迎える教会の歩み。
②主日礼拝に多くの様ざまな人が
集う。
③地元の求める人に応え仕える教
会。
牧師：加藤英治

①次世代への信仰の継承のために。
②伝道の働きが祝福されますよう
に。
③教会に聖霊の油注ぎの恵みを。
牧師：大島世津子

①教会派遣Ｔ宣教師夫妻の働きを
覚えて。
②地域伝道の前進。
③24時間祈りの家の祝福。
牧師：山川明美、山川高平

①二人三脚伝道プロジェクト２年
目の歩み。
②子どもと共なる礼拝の学び継続。
③隣地購入の幻に向かって。
牧師：秋山義也

①祈りとみ言葉の教会となるよう
に。
②礼拝、伝道、交わりの祝福のた
めに。
③新会堂10周年と次の中長期のた
めに。
牧師：谷綛安雄（たにかせやすお）

①福音宣教の働きが広がるように。
②高齢者、病者の健康回復のため。
③主の平和の実現（沖縄、紛争）
。
牧師：鈴木直哉

①家庭や地域への救いの広がり。
②教会に来られない方々との礼拝
の共有。③教会建築のビジョンの
前進と共有。
牧師：白石久幸
協力牧師：池田巍義
（いけだたかよし）
伝道師：西久保健二

14 箴13章（ルカ23：26-43）

15 箴14章（ルカ23：44-49）

16 箴15章（ルカ23：50-56）
かかみがはら

■豊橋教会〈愛知県〉

■岐阜教会〈岐阜県〉

■各務原教会〈岐阜県〉

①東三河地区での福音宣教のため
に。
②み言葉と幻の共有、主にある一
致。
③教会員と求道者の平安と祝福。
牧師：小林大記（こばやしひろき）

①教会が多様性を大切にできます
ように。
②鵜呑みにせず、誠実に聖書を読
むことができますように。
牧師：宇都宮 毅

①４月から就任した後藤寿牧師と
教会の歩みのために。②ブラジル
等多言語教会の礼拝一致を。
③地域への伝道が拡がりますよう
に。
牧師：後藤 寿

六特別委員会連絡協議会

教会教育専門委員会議

『バプテスト』誌5月号発行

17 箴16章（ミカ4：1-3）

18 箴17章（使徒1：3-5）

19 箴18章（ルカ23：56-24：12） 20 箴19章（ルカ24：28-35）

■豊田伝道所（各務原）
〈愛知県〉

■福井教会〈福井県〉

■富山小泉町教会〈富山県〉

■金沢教会〈石川県〉

主は、生きておられます。
主のみ心にかなった教会になるよ
う、日々に、お祈りください。

①子ども礼拝が祝福されるように。
②地域の祝福の源となるように。
③北陸三教会の福音伝道のために。
牧師：閔 丙俊（ミン ビョンジュン）

①新会堂での活発な伝道活動を。
②幼稚園を支え、健全運営の確立
を。
③協力伝道を喜び祈り捧げる教会
に。
牧師：田口昭典
協力牧師：北 芳正

①伝道活動が再開できますように。
②長浜集会（滋賀県）が継続でき
ますように。
③地域との交流が生かされるよう
に。
牧師：後藤 寿

『世の光』誌5月号発行

22 箴21章（使徒16：6-10）

23 箴22章（使徒18：18-23）

24 箴23章（マタ7：1-6）

25 箴24章（マタ18：6-9）

26 箴25章（ルカ1：57-66）

27 箴26章（使徒2：14-21）

■浜松教会〈静岡県〉

■川根教会〈静岡県〉

■清水栄光教会〈静岡県〉

■静岡教会〈静岡県〉

■三島教会〈静岡県〉

■北海道バプテスト連合

■東北バプテスト連合

①主に賛美の歌をうたう教会へ。
②各人の信仰が実りある豊かなも
のへ。
③救いと癒しの実現へ。
牧師：伊藤勝彦

過疎消滅集落の中に立つ教会と幼
稚園の働きが、み心であるならば
存続できますように、道が示され
ますことを。
牧師：松下正巳

①教会会計が満たされるように。
②礼拝出席困難者のために。
③家族の救いと子どもたちも礼拝
に出席できるように。
牧師：石渡修司

①新年度主題に沿う計画が祝され
るように。
②豊かな実りがあるように。
③働き人が与えられるように。
牧師：原田攝生

①高齢者の健康が守られるように。
②新来者、求道者の救い。
③教会活動プログラムの充実。
牧師：本多英一郎

①苫小牧教会の新会堂完成を感謝
して。
②主任牧師不在の教会を覚えて。
③胆振（いぶり）東部地震被災者
の回復を求めて。
会長：田森茂基（旭川教会）

①無牧師の郡山コスモス通り教会
と鮫教会の群れが守られるように。
②新年度活動準備が整えられるよ
うに。
会長：小河義伸（仙台教会）

全国発送

協力伝道会議振り返り会議～ 24

28 箴27章（ガラ1：1-10）

29 箴28章（ルカ15：1-7）

30 箴29章（ヨハ4：7-15）

■理事会

■連盟派遣宣教師

■引退教役者

協力伝道会議で聞こえてきた声を
受けとめ、これからの連盟の姿を
共に考えていきたいと願っていま
す。
理事長：加藤 誠（大井教会）

野口日宇満・野口佳奈宣教師（イ
ンドネシア）①インドネシアの安
定と教会の宣教の前進。②神学校
の教授ビザの取得。③家族の霊的、
肉体的健康。
嶋田和幸・嶋田薫宣教師（カンボ
ジア）①日曜学校の働きのために。
②地方の子どもたちに福音が届く
ように。③家族の健康のために。

連盟代表祝辞依頼、『バプテスト』誌広告のご案内
教会において牧師就任式や記念式典などがある場合は、常務理事宛に書面
（FAX可）にてご連絡願います。なお式典において
「連盟代表祝辞」のご希望
がある場合は祝辞依頼書
（連盟HPからダウンロード可）をお
送りください。また、
『バプテスト』誌では式典案内や就任報
告などの広告を受付けています。１コマ：サイズ
（タテ39㍉×
ヨコ90㍉）料金15,000円です。連絡・問合せは、いずれも常
務理事室まで。

日本バプテスト連盟 〒336-0017 さいたま市南区南浦和1-2-4

TEL 048-883-1091 ／ FAX 048-883-1092
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岡村悦彌氏〈広島県〉
加藤 享氏〈埼玉県〉

東京バプテスト神学校 連続公開講座
「信徒のための聖書解釈学～マタイ福音書を読み解く」
2019 年度 4 月 12 日開講 毎週金曜日 18 時半～ 20 時半、全 16 回

聖書学の手法を用いて、あるいは正典的な聖書の読みを通して、さら
には教会論的読み方を通して、
マタイ福音書を読みます。三人の牧師
（高
木康俊・蓮根バプテスト教会、松村誠一・品川バプテスト教会、川口通治・
篠崎キリスト教会）の立場の異なる釈義をご紹介し、16 回目は新約学・
青野太潮先生（西南学院大学名誉教授）に総括していただきます。
【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

いただきます。

５月のおもな予定
5/3 バプテスト憲法フェス
ティバル（目白ヶ丘教会）
5/13-15

21 箴20章（ルカ24：36-53）

イースター

のお名前は控えさせて

13 箴12章（ルカ23：13-25）

■四日市教会〈三重県〉

地区宣教主事会～ 10

ホームページ上にて受浸者

心を尽し、思いを尽し、知性を尽し、
力を尽して神様を愛する教会であ
りますように。マルコ12:30
牧師：桶田紀夫

■皆さまに愛されて69年■

『バプテスト』誌のご愛読、ありがとうございます。2019年度は、
「まなざしをまっすぐに
－これからの協力伝道」
（第64回定期総会標語）を年間主題に、引き続き「祈りでつなぐ協力
伝道」のコンセプトと「やしない・まじわり・きょうりょく」の3本柱で編集を進めます。メ
ッセージは、
「聖書とわたし」が共通テーマです。私たちを方向付け、支えてくれる聖書が持
つ力、聖書に聴いて生きる喜び、その大切さを分かち合い、信仰生活がより豊かなものとな
ることを願っています。
「生活と信仰を考えるQ＆Ａ」では、教会生活と共に今起こっている
社会の事柄についても考えます。また新たに、
「これからの協力伝道 わたしの思い」が始まります。
「協力伝
道会議」を受け、これからの協力伝道について共に考えます。好評の表紙写真「聖書の植物」も継続。
発行から69年目を迎える
『バプテスト』
誌にご期待、
そしてお祈りください。バッピィ
（バプ誌キャラクター）
の応援もよろしくお願いいたします！（編集室）
この春、進学・就職・転勤で上京される方へ

川崎バプテスト教会 は

・JR 南武線武蔵新城駅南口から徒歩 ２ 分。
都内・神奈川県内各所からアクセス良好。
・教会学校（日曜日 10:00 ～ 10:45）は全年齢層向けのクラスあり。
・主日礼拝（日曜日 11:00 ～ 12:00）はナースリーあり。
・午後礼拝（日曜日 18:30 ～ 19:30）もあります。
ご一緒に礼拝を捧げましょう。
川崎バプテスト教会
〒 211-0044 神奈川県川崎市中原区新城 5-8-27
Tel:044-777-1795 ◎駐車場もあります。

地方連合連絡協議会
・地区宣教主事会
5/15 『教勢報告』締切

バプテスマおめでとう
受浸者・転入会者のお知
らせは、連絡用fax用紙を
ご利用ください。連盟ホ
ームページから、
「バプテ
スマ」で検索できます！

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 年度聴講生募集のご案内
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。
【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
T&F ０９２- ９８５-１８１２ kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp
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