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5 月 May

※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

箴30章
（ロマ１：１～７）

２

箴31章
（ロマ14：13～23）

３

コヘ1章
（Ⅰヨハ3：19～24）

■富士吉田教会〈山梨県〉

■山梨教会〈山梨県〉

■松本福音村教会〈長野県〉

①キリストの平和を分かち合う。
②週日活動（共同保育・ゴスペル・
バイブルクラスなど）と祈祷会を
喜んで。
③求（休）道者の決心。
牧師：宮西宏明、宮西千晴

教会プログラムに参加されている
未信者の方々が礼拝につながり、
全年齢層が集まる礼拝となるよう
に。
牧師：佐藤 浩

①すべての聖徒が毎日聖書を読んで
祈る時間を持つように。②毎週火曜
日、路傍伝道を通じて福音が宣べ伝
わるように。③回転資金の返済が毎
月よくできるように（月10万円）
。
牧師：黄 基英（ファン キヨン）

４

コヘ2章
（ガラ2：1～10）

■相模原希望伝道所
（松本福音村）〈神奈川県〉
①将来と希望を与える教会になる
ように。②信仰のリバイバルと聖
徒の成長のために。③み言葉と聖
霊様が働く教会になるように。
牧師：李 在浩（イ ジェホ）

ホームページ上にて受浸者
名は控えさせていただきま
す。

憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

５

6

コヘ3章
（ガラ2：11～21）

コヘ4章
（ルカ24：13～27）

7

コヘ5章
（ロマ13：11～14）

おおはだの

8

コヘ6章
（ロマ15：1～6）

9

コヘ7章
（ガラ3：7～14）

10 コヘ8章（ガラ3：15～20）

11 コヘ9章（ガラ3：21～25）
■座間伝道所（相模中央）
〈神奈川県〉

■松本蟻ヶ崎教会〈長野県〉

■大秦野教会〈神奈川県〉

■ふじみ教会〈神奈川県〉

■綾瀬小園教会〈神奈川県〉

■相模中央教会〈神奈川県〉

①祈りにより会堂建築が導かれる
ように。②さんび指導者が与えら
れるように。
③各会交わりと成長が与えられる
ように。
牧師：川井髙雄

①礼拝出席30名の目標の実現のた
めに。②高齢者の信仰生活が守ら
れるために。
③親子広場・大秦野教室の働きの
ために。
牧師：牧瀬博幸

①新来者、求道者が与えられるよ
うに。
②地域に向けての伝道。
③み言葉に親しみ祈る教会に。
牧師：岩瀬 礼（いわせ あや）

☆隣人に出会う旅申込締切

青少年伝道専門委員会議～ 8

①喜びの礼拝を続けられるように。
②愛することを心と身体で知るよ
うに。
③主イエスの牧会に信頼するよう
に。
牧師：犬塚 契
協力牧師：犬塚 修、草島 豊

創 立50周 年、 主 題「 喜 び 祝 う50
年～宣教への新たなる決意をもっ
て」
。各取り組み（新宣教計画、証
しのリレー、記念特伝、コンサート、
記念誌等）が祝されるように。
牧師：吉田真司
音楽主事：江原美歌子

1～6、
12 コヘ10章（ガラ3：26～29）

13 コヘ11章（Ⅱコリ4：7～15）

14 コヘ12章（コロ2：6～15）

15 雅1章（Ⅱペト3：8～13）

16 雅2章（Ⅰテサ1：2～10）

17 雅3章（ヘブ5：11～14）

18 雅4章（ガラ4：1～7）

■平塚教会〈神奈川県〉

■逗子第一教会〈神奈川県〉

■湘南台教会〈神奈川県〉

■藤沢教会〈神奈川県〉

■横須賀長沢教会〈神奈川県〉

■港南めぐみ教会〈神奈川県〉

■洋光台教会〈神奈川県〉

①平野健治牧師との新しい歩みに
祝福を。
②「こひつじひろば」が地域に用
いられますように。
③教会財政が満たされますように。
牧師：平野健治

①牧師招聘が主に祝福されますよ
うに。②教会の集まりが継承され
ますように。
③地域の執り成しを願い祈る教会。
牧師：杉野省治

①隣接地取得ビジョン。
②次世代養育のビジョン。
③新来者や求道者を与えられるよ
うに。
牧師：坂元俊郎（さかもと しゅんろう）

①年間主題「福音の光」による教
会形成。②新会員および新執事の
教会生活のために。③高齢者、礼
拝出席困難者、幼子のために。
牧師：坂元幸子（さかもと さちこ）

①新年度の歩みが導かれますよう
に。②高齢の方々の健康と信仰の
ために。
③牧師の働きのために。
牧師：大須賀真人（おおすがまさと）
、
大須賀綾子

①若い信徒の育成と若い人への伝
道。
②会員の家族への伝道活動。
③新年度の教会運営の導きと祝福
を。
牧師：古家良子（ふるやりょうこ）
、
古家克務（ふるやかつむ）

①みことばに養われ、主に聴き従っ
て歩めるように。
②福音を分かち合う群として成長
できるように。
主任牧師：萩原永子（はぎわら のりこ）
協力牧師：蛭川明男

■大和愛宣教伝道所
（松本福音村）〈神奈川県〉
①霊と真理をもって礼拝する教会。
②熱心に福音を伝える世の光。
③３つの立てられた牧場の成長。
牧師：李 東柱（イ ドンジュ）
教育主事：郭淑（カク シュク）
協力宣教師：権 正勲（ケン チョンフン）

『聖書教育』2019年7.8.9月号発行
地方連合連絡協議会・地区宣教主事会
～ 15

総務専門委員会

『バプテスト』誌6月号発行
会計監査～ 17
☆教勢報告締切

①礼拝参加者が増し加えられます
ように。②礼拝参加者の健康が守
られますように。
③奏楽者が与えられますように。
牧師：内藤玲緒奈（ないとう れおな）

19 雅5章（ガラ4：8～20）

20 雅6章（レビ記19：13～18）

21 雅7章（ロマ13：8～10）

22 雅8章（使徒21：37～39）

23 イザ1章（マコ9：42～50）

24 イザ2章（Ⅱコリ3：12～18） 25 イザ3章（ガラ4：21～5：1）

■鎌倉台伝道所（洋光台）
〈神奈川県〉

■横浜戸塚教会〈神奈川県〉

■横浜大和町教会〈神奈川県〉

■青葉教会〈神奈川県〉

■横浜ＪＯＹ教会〈神奈川県〉

①新しい礼拝場所が与えられます
ように。
②教会員１人ひとりの信仰が深め
られますように。
牧師：鉄井三千夫

西福岡のぞみ教会教会組織会議感謝礼拝

①求道者がバプテスマに導かれる
ように。
②子どもたちとその家族の救いの
ために。
③献身者が起こされるように。
牧師：堀野浩嗣（ほりのひろつぐ）
教会音楽専門委員会議～ 21
国外伝道専門委員会議～ 22

①今年度、宣教30周年を迎える感
謝。②教会の信仰告白作成着手の
ために。
③牧師の癒しと復帰のために。
牧師：三宅真嗣（みやけしんじ）
副牧師：三宅友子（みやけ ともこ）
全国発送
天城山荘検討委員会

■横浜ニューライフ教会
〈神奈川県〉

26 イザ4章（ガラ5：2～15）

27 イザ5章（ヘブ7：1～10）

28 イザ6章（ロマ1：24～32）

29 イザ7章（Ⅱコリ5：16～21）

30 イザ8章（黙22：18～20）

31 イザ9章（ガラ5：16～26）

■川崎教会〈神奈川県〉

■バプテスト連盟北関東地方連合

■回転資金委員会

■ＩＭＶ・佐々木和之氏（ルワンダ）

■日本バプテスト連盟医療団

■引退教役者

①ミッション・ビジョンの作成。
②１人ひとりが教会の主役になる。
③牧師招聘の実現。

北関東地方連合結成50周年記念大
会（協力伝道会議）から産み出さ
れたさまざまな発想が豊かな実を
結ぶように。
会長：天野英二（宇都宮教会）

①教会施設が立ち続けられるよう
に。②老朽化への対応が行き届く
ように。③相談できる委員会にな
れるように。
委員長：二見眞義（浦和教会）

ルワンダ・ジェノサイドの25周年
にあたり、
「決して繰り返さない」
との決意を新たにできるように。

金子純雄氏〈福岡県〉

協力伝道振り返り会議～ 29
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

セクシュアル・ハラスメント防止・
相談委員会～ 29

①看護学校の精神を受け継いだ看
護師育成の働きの上に。
②チームワークによるより豊かな
働きのために。
理事長：北 堅吉
牧師・チャプレン：宮川裕美子

①教会員の信仰が祝されますよう
に。
②求道者に信仰が与えられバプテ
スマを受けられますように。
牧師：岡坂建史（おかさかたてし）

憲法フェスティバル2019
2019年5月3日（金・休）10：00 ～ 12：00
日本バプテストキリスト教目白ヶ丘教会
終了後、有明の５．
３憲法集会に合流します

「話し合おう、改憲4項目」これが2019年５．３集
会の主題です。いま、何をどう考え、どう祈り、
何をすべきか。それを確かにするためにも、集い、
語り合いましょう。平和の主、イエス・キリスト
《案内チラシより》
のもとで、
祈りを合わせましょう。
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憲法フェスティバル

2019
日本国憲法は平和憲法であるとともに
素晴らしい人権憲法です。
そして人権の根幹には、思想や信条、
信教の自由があります。

災害やテロが頻発するアジア太平
洋地域のニュースに関心をもち祈
る。アジアに出かけてほしい。

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

折しも、今年の憲法記念日は、
天皇の即位や改元の流れの中で迎えます。
天皇の神格化と歴史や時間の支配。
「親しみ深い皇室」の演出と風潮の陰で、
「国民主権」は空洞化され、
国民の皇民化や臣民化が、じわじわと進みます。

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。

沖縄の人々に基地を押しつける暴力は、
県民の民意を踏みにじり、
猛威を振るっています。
辺野古を埋める土砂は、平和を埋める土砂、
人間の命を埋めようとする土砂です。
政教分離原則が破られ、
信教の自由という人権の中心がえぐり取られ、
公のために滅私することが強いられる。
これは恐ろしい暴力、すさまじい憲法違反です。
暴力と憲法違反が私たちの日常になるとき、
それは、もうまぎれもなく「戦時下」なのです。
「話し合おう、改憲4項目」
これが2019年5.3集会の主題です。
いま、何をどう考え、どう祈り、何をすべきか。
それを確かにするためにも、
集い、語り合いましょう。
平和の主、イエス・キリストのもとで、
祈りを合わせましょう。

2019年５月３日（金）
午前10時～12時
日本バプテストキリスト教

目白ヶ丘教会
新宿区下落合2-15-11

■ＡＭＣ・伊藤世里江氏（シンガポール）

JR目白駅下車徒歩5分

●主催●
日本バプテスト連盟憲法改悪を許さない私たちの共同アクション
〃
北関東地方連合 社会委員会
〃
神奈川地方連合 社会部

問い合わせ●日本バプテスト連盟

048-883-1091

【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

①伝道開始20周年感謝礼拝のため
に。②新しい年度の歩みのために。
③家族、地域への関わりのために。
牧師：坂西恵悟
協力牧師：石田政美
伝道師：神山 武
ハラスメント防止検討員会
『世の光』誌6月号発行

28年目 = ７年に一度「安息の年」
。
成熟したみ言葉の実を結ぶ畑へと、
教会中が柔らかく耕されますよう
に。
牧師：田坂元彦
財務委員会

■百合丘教会〈神奈川県〉
①新百合丘伝道のビジョンのため
に。②めぐみ幼稚園のために。
③教会員の健康のために。
牧師：川井信雄
協力牧師：宇野雄司
牧会主事：宇野澄江
音楽主事：宮原淑子

６月のおもな予定
6/9 病院デー
6/11-13 第1回理事会
6/18 靖国神社問題特別委
員会講演会（連盟事務所）
6/21 『バプテスト』誌の
集い（恵泉教会）
6/23 沖縄「命どぅ宝」の日
6/23-30 神学校週間
【お詫びと訂正】
『バプテスト』誌 2019 年 3 月号の協力
伝道カレンダー・3 月 22 日（金）東
豊中バプテスト教会のお祈りの課題
の言葉が間違っておりました。
③地の塩・世の僕として生活現場へ
→③地の塩・主の僕として生活現場へ
関係各位にお詫びをし、訂正させてい
ただきます。〔編集室〕
◎4月30日、5月1日、2日 は「 国 民 の
休日」となっていますが、連盟事務
所は「就業日」としています。

桐本恒雄氏〈北海道〉

☆『バプテスト』誌年間購読申込締切り

伝道６０周年記念感謝礼拝のお知らせ

バッピィ

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

私たち日本バプテスト四日市教会は、２０１９年をもって、伝道開
的な活動に結びつける学び、実践神学を重視、全てのコー
始６０周年を迎えます。この間、弱さと破れを抱え持つ私たちを、 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。
ただ恵みにより支え、お導きくださった主なる神、また連盟諸教会 【授業科目】新約釈義、新約概論、教義学、ギリシア語、
の皆様に心から感謝しつつ、喜びと希望のうちに感謝礼拝を開催い
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,
たします。まことにありがとうございました。

日時 ２０１９年６月３０日
（日）１０：１５～１１：４５
場所 日本バプテスト四日市教会礼拝堂

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
◎後援会総会：5 月 16 日（木）
、10 時より開催◎
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