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イザ25章（フィリ2：1～18）16 
■福

ふ っ さ

生教会〈東京都〉
①70人礼拝の実現のために。
②小羊会メンバーが増えるよう
に。
③教会規則・細則の見直しのため
に。
牧師：稲見元彦

イザ26章（Ⅰコリ14：1～5）17
■昭

あき

島
しま

めぐみ教会〈東京都〉
①子どもたちが神さまと出会えま
すように。
②礼拝者で満たされますように。
③宣教の輪が広げられますように。
牧師：石橋虎之助

イザ27章（Ⅰテサ5：12～15）18
■八王子めじろ台教会

〈東京都〉
無牧師という新しい歩みが、神の
み言葉の分かち合いによる「相互
牧会」へと導かれますように。
協力牧師：北島靖士（きたじませいし）

イザ28章（エフェ2：14～22）19
■多摩ニュ－タウン・憩いの家
教会〈東京都〉
①ただ主を信じて歩めますように。
②隣人のために何かできますよう
に。③恵み感謝することのみ祈れ
ますように。
協力牧師：津波真勇（つは しんゆう）

イザ31章（フィリ3：1～11）22
■多摩みぎわ教会〈東京都〉

※加盟申請中
①連盟加盟の手続きが導かれるよ
うに。
②新来者が与えられるように。
③求道者の方の救い。
牧師：石井規之
主事：斎藤美津栄

イザ24章（Ⅱテモ4：1～8）15
■関東プレインズ教会

〈東京都〉
新体制の働き、地域伝道のため、
善隣幼稚園のため、お祈りくださ
い。
牧師：ビショップ・ガイ

イザ21章（ロマ12：9～21）12
■恵

けい

約
やく

宣
せん

教
きょう

伝道所（青梅あけぼの）
〈東京都〉

①訪問してくる学生たちの定着。
②日曜学校の発展。
③私たちが日々絶えず神を意識で
きること。
牧師：藤原淳賀（ふじわら あつよし）

イザ20章（ロマ10：5～13）11
■ライフチャーチ（青梅あけぼの）

〈東京都〉
偉 大 な 戒 め（ マ タ イ22:37-40）、
大宣教命令（マタイ28:18-20）に
忠実な教会であり続けることがで
きるように。
牧師：大谷信道（おおたにしんどう）

イザ19章（Ⅱコリ13：11～13）10
■青梅あけぼの教会〈東京都〉
①使徒信条、相互牧会での成長。
②全員が証し人。毎週礼拝は特伝。
③祈る教会、礼拝150人、受浸者
15人。
牧師：大谷唯信（おおたに ただのぶ）
副牧師：森元國文（もりもと くにふみ）

イザ18章（フィリ1：12～30）9
■渋谷教会〈東京都〉
①福音宣教の働きが祝福されます
ように。
②働き人が与えられますように。
③祈りと賛美、感謝があふれる教
会を目指して。

イザ17章（フィリ1：1～11）8
■幡ヶ谷教会〈東京都〉
信徒が愛にあって福音を伝えて行
くことができるようにお祈りくだ
さい。
牧師：山川眞司

イザ16章（Ⅱコリ6：1～10）7
■恵泉教会〈東京都〉
①恵泉の伝道開始70周年を感謝し
て。
②新しい幻が与えられること。
③連盟の活動が豊かな実を結ぶこ
と。
牧師：福永保昭
協力牧師：松見享子

イザ15章（使徒2：1～21）6
■泉教会〈東京都〉
①幼稚園70周年、教会60周年に感
謝。
②こどもたちのために。
③「選挙の年」に当たってみ心を
探り。
牧師：城倉 啓

イザ14章（使徒22：30～23：5）５
■品川教会〈東京都〉
①教会員一人ひとりが復活の証人
として共に歩んでいけますように。
②山中臨在牧師を中心にキリスト
のからだなる教会が形成されます
ように。
牧師：山中臨在（やまなか ともなり）
協力牧師：松村誠一
音楽主事：岸本敬子

イザ13章（マタ27：27～31）４
■大井教会〈東京都〉
み言葉に崩されることを恐れず、
み言葉から出会うイエス様のまな
ざしに生きることを祈り求めて。
主任牧師：加藤 誠
牧師：広木 愛
音楽主事：菊地るみ子

イザ12章（使徒16：11～15）３
■東京第一教会〈東京都〉
①成長する教会になれますように。
②幼稚園の働きが守られますよう
に。③働き人が多く与えられます
ように。
牧師：富田愛世（とみた まなせ）
伝道主事：山本弘夫

イザ11章（ガラ6：11～18）２
■ 経

きょう

堂
どう

教会〈東京都〉
①み言葉によって養われますよう
に。
②高齢者の方たちの健康のために。
③若い人たちの信仰のために。
牧師：間渕善彦

イザ10章（ガラ6：1～10）１
■多摩川教会〈東京都〉
①教会が祈りの家となるように。
②魂の救い、霊肉ともなる癒しと
回復、世界宣教。
③信仰継承。
牧師：末盛桜子

イザ30章（フィリ2：19～30）21
■日野神明伝道所（立川）

〈東京都〉
①求道者にバプテスマが備えられ
ますように。
②来年35周年に向けての祈り備
え。③礼拝によるキリスト者の霊
的成長。

イザ29章（Ⅰコリ16：13～14）20
■立川教会〈東京都〉
①「隣り人を救い主に」は祈りの
課題です。
②家族の救い、祈りの教会を目指
します。
牧師：大川博之

イザ23章（Ⅱコリ4：16～18）14
■板橋伝道所（東京西）

〈東京都〉
①誰もが休まれる教会を目指しま
す。
②20人礼拝ができますように。
牧師：新保雅雄（しんぽ まさお）

イザ22章（ロマ15：1～6）13
■東京西教会〈東京都〉
①礼拝場所の安定的確保。
②新来者・バプテスマ決心者。
③病気の会員の方々の癒し。
牧師：黒瀬 博

■花小金井教会〈東京都〉
①50周年記念行事の祝福。
②新たな50年に向かう教会のビ
ジョンが与えられますように。
③求道中の方がたのバプテスマ。
牧師：藤井秀一

イザ32章（フィリ3：12～4：1）23 24 イザ33章（Ⅱコリ9：8）

■府中教会〈東京都〉
①バプテスマ決心者が起こされま
すように。
②ひよこクラス（CS）の充実。
③平均30名の主日礼拝。
牧師：長尾なつみ

25 イザ34章（Ⅱコリ11：7～11） イザ35章（使徒17：1～9）

■調布教会〈東京都〉
①聖徒の健康と信仰が守られるよ
うに。
②若い青年たちが送られるように。
③新来者と働き人が与えられるよ
うに。
牧師：文 廷翼（ムン ジョンイク）
協力宣教師：岡田千尋

■日本バプテスト連盟 監事
①新監事の働きが用いられるよう
に。②協力伝道の業が豊かになるよ
うに。
③連盟職員の働きを覚えて。
監事：小河義伸（主任・仙台教会）
　　　奥村妙子（釧路教会）、
　　　平良憲誠（平尾教会）、
　　　松本素代美（多良見教会）

■神学教育に関する委員会
①各神学校の神学生の学びのため
に。
②各神学校のスタッフ、教員の働
きのために。
③三神学校・宣研・連盟の良き協働。
委員長：中田義直（常務理事）

イザ37章（Ⅰテサ5：16～25）イザ36章（Ⅰコリ16：21～24）26 27 28 
■東京地方バプテスト教会連合
①新しい連合を教会が１から考え
る。②東京北教会と地域協働を考
え喜ぶ。③組織常設型からプロジェ
クト型へ。
会長：内藤 崇（目白ヶ丘教会）

■学校法人 西南学院
①キリストに忠実に歩めますよう
に。②若者が福音に触れ、生きる
喜びを見出すことができますよう
に。院長：G.W. バークレー

■西南学院大学神学部／専攻科／大学院
①練られた働き人が起こされ神学
部に送られるように。②神学生の
心と体の健康が守られるように。
神学部長：須藤伊知郎

イザ38章（フィリ4：2～9）29 

■引退教役者
古

こ

川
がわ

良男氏〈神奈川県〉
児玉振作〈東京都〉

※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

『バプテスト』誌の集い（恵泉）

沖縄（命どぅ宝）の日、神学校週間～ 30
平野教会牧師就任式、各務原教会牧師就
任式、多摩みぎわ教会教会組織礼拝

『世の光』誌7月号発行

資料保存・管理委員会

病院デー

四日市教会60周年　
平塚教会牧師就任式

第1回理事会～ 13 神学教育に関する委員会（西南）

青少年専門委員会～ 19
回転資金委員会

靖国神社問題特別委員会講演会
全国発送

教会教育専門委員会議
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

『バプテスト』誌7月号発行

ホームページ上にて受浸者
のお名前は控えさせていた
だきます。

７月のおもな予定
7/14-16　NCC宣教会議

7/19　事業体懇談会

7/27-30　少年少女隣人に

　出会う旅（横須賀・川崎）

バッピィ

イザ39章（フィリ4：10～20）30 教会組織感謝礼拝のご案内
主の御名を賛美いたします。私たちは、2013年4月伝道開始、2014
年4月からは日本バプテスト立川キリスト教会多摩みぎわ伝道所と
して宣教して参りましたが、2018年12月、教会組織を行い、日本バ
プテスト多摩みぎわキリスト教会として歩み始めました。（連盟加盟
手続き中）つきましては、下記の要領にて感謝礼拝をおこないます
のでご案内申し上げます。
◆6月23日（日）15:00より◆日本バプテスト多摩みぎわキリスト教会
〒206-0021東京都多摩市連光寺6-4-8　Ｔｅｌ:Fax　042（201）5074

東京バプテスト神学校  夏期公開講座、冬期公開講座のご案内
東京バプテスト神学校では2019 年夏期及び冬期に公開講座を開催します。どなた
でも受講できます。通信でもライブ授業でも受講可能です。詳細は神学校まで。
■夏期公開講座
「新約聖書をどう読むかⅠ」（降誕物語、贖罪論、復活論を聖書学はどう読むか）
2019 年 8 月14-16 日 （ 水・ 木 ・ 金 ） 講師：西南学院神学部名誉教授・青野太潮先生
■冬期公開講座
「新約聖書をどう読むかⅡ」（降誕物語、贖罪論、復活論を組織神学はどう読むか）
2019 年 12 月 26-27 日（木・金）講師：東福岡教会協力牧師・松見俊先生

東京バプテスト神学校　〒 112-0012 東京都文京区大塚 1-1-18
TEL：(03) 3947-5141 FAX：(03) 3947-5145、メール：seminary@tbts.jp

九州バプテスト神学校2019年度スクーリングのご案内
《牧師・主事コース》　日程：2019 年 7 月18 日（木）～ 20 日（土）
　テーマ：「教会のからだ性」　―説教と牧会―
　講師：松見 俊先生　場所：交渉中

《本科コース・聴講》　日程：2019 年 9 月16 日（月）～ 17 日（火）
　テーマ：「教会のからだ性とは」
　講師：教務会の講師　場所：未定

※どなたでもご自由にご参加いただけます。詳細は下記事務局へお問合せください。
【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&F0９2-９8５-1812　kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

6.23 「沖縄（命どぅ宝）の日」

日本バプテスト女性連合は、６月23 
日を「沖縄（命どぅ宝）の日」とし
て、平和を祈る日として覚え、以下
のことを祈ります（2007 年・女性
連合第35 回総会制定）。 
■沖縄を国外と位置づけ、沖縄の
苦しみ・悲しみ・痛みに思いが至
らなかったことへの悔い改めを忘
れません。■沖縄の歴史に学び「二
度と戦争を起こさない誓い」を新
たにします。■沖縄バプテスト連
盟女性会・教会の女性たちとの交
わりを深め、ともに福音を担う活
動を展開します。■沖縄の組織的
地上戦が終結した日と言われてい
る６月２３日は、死者を悼み非戦
を誓う日であることを覚えます。


