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憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

イザ60章（創39：1-23）21
■東京北教会〈東京都〉
①「全国支援・地域協働プロジェ
クト」１年目の歩みのために。（「多
文化共生」の取り組み、会堂取得、
スタッフ選任）②違いを認め合っ
て共に生きる教会形成。
牧師：魯 孝錬（ノ ヒョリャン）　
副牧師：細井留美
協力牧師：米本裕見子

イザ61章（ダニ2：27-30）22
■茗荷谷教会〈東京都〉
①教会学校、礼拝を共に献げる。
②青年少年少女の伝道のために。
③地元に根差した教会となる。
牧師：平尾輝明
協力牧師：内藤淳一郎

イザ62章（詩3：1-5）23
■目白ヶ丘教会〈東京都〉
①礼拝と教会学校の働きによる伝
道。
②幼稚園による宣教の広がりを感
謝。
③連盟、連合の協力伝道を覚えて。
牧師：野口哲哉　
副牧師：内藤幹子

イザ63章（哀3：25-33）24
■東京ジグチョン教会〈東京都〉
①神様の栄光を見る礼拝となるよ
うに。②福音を宣べ伝える教会と
なるように。③世界宣教のため祈
る教会となるように。
主任牧師：許 碩真（ホ ソクジン）
元老牧師：金 東源（キム トンウォン）
伝道師：裴 相祿（ベ サンロク）

イザ66章（ヨハ9：1-6）27
■神奈川バプテスト連合
①互いの教会を祈りに覚える。
②教会・伝道所の働きに資するプ
ログラム創成。
③各部・委員会の働きのために。
会長：蛭川明男（洋光台教会）

イザ59章（箴19：21-23）20
■大泉教会〈東京都〉
①地域に根差す教会となるために。
②バプテスマ準備者のために。
③小羊会の働きを覚えて。
牧師：木村一充
教会主事：大野夏希

イザ56章（詩103：1-5）17
■篠崎教会〈東京都〉
①教会員相互が祈り合える教会に
なりますように。②多言語・多文
化の方々と共なる礼拝ができます
ように。③私たちの心の内から壁
を取り払ってください。
牧師：川口通治（かわぐち みちはる）

イザ55章（ヨナ1：9-16）16 
■市川八幡教会〈千葉県〉 
①共に祈り学び成長できますよう
に。
②弱さの中にある方と歩めますよ
うに。
③主にある平和を実現できますよ
うに。
牧師：吉髙 叶（よしたか かのう）

イザ54章（創14：13-16）15
■市川大野教会〈千葉県〉
①礼拝宣教が守られますように。
②ＣＳが豊かに用いられますよう
に。
③地域の人々へ福音が届くように。
協力牧師：﨑山幸男

イザ53章（創37：12-36）14
■船橋教会〈千葉県〉
①牧師と協力牧師の複数牧会の祝
福。
②バイリンガル子ども礼拝の祝福。
③多文化共生教会としての充実。
牧師：松田裕治
名誉牧師：三ツ木 茂

イザ52章（ヨエ2：12-14）13
■津田沼教会〈千葉県〉
①教会の霊的成長のために。
②地域伝道の業が祝されるように。
③求道者のバプテスマのために。
牧師：大塚恭一

イザ51章（サム下3：31-32）12
■千葉・若葉教会〈千葉県〉
①家族が共に礼拝できますように。
②高齢者への伝道推進のために。
③若い人への福音伝道のために。
牧師：田中宣之

イザ50章（士師8：22-27）11
■木更津伝道所（千葉教会）

〈千葉県〉
①介護福祉施設への伝道。
②牧師招聘（福祉職員兼務）の実現。
③介護事業所エルピスへの支援。
牧師：井本義孝
協力牧師：菊地正弘

イザ49章（エレ38：6-13）10
■千葉教会〈千葉県〉
①礼拝と諸集会の充実。
②礼拝出席が困難な方々を覚えて。
③地域に開かれた教会。
牧師：元川信治
協力牧師（兼教育主事）：矢野由美
名誉牧師：時田光彦
音楽主事：澤田ルツ子

イザ48章（詩105：16-24）9
■茂原教会〈千葉県〉
①献堂した「憩いの場」が地域で
用いられること。
②誰もが集まれる教会をめざして。
③新しい執事の働きのために。
牧師：塩山宗満

イザ47章（使7：9-10）8
■富里教会〈千葉県〉
①聖霊が注がれ北総東総への伝道
拡大。
②主日礼拝が祝福されるように。
③祈祷会、教会学校、スモールグ
ループの充実。
牧師：岡田 久

イザ46章（創37：1-11）7
■栗ヶ沢教会〈千葉県〉
①地域に開かれ、共生を目指す教
会になれますように。
②７月７日の初夏の音楽礼拝が祝
されますように。
牧師：村上千代

イザ45章（エフェ2：14-22）6
■花野井教会〈千葉県〉
①近隣への福音伝道と求道者の決
心。
②新会堂建築。
③世界平和の実現。
牧師：古賀公一

イザ65章（コヘ9：13-16）26
■東京愛の伝道所（蓮根）

〈東京都〉
①日本に聖霊さまの働きがありま
すように。
②聖徒たちの健康の回復のために。
③教会に奉仕者が加えられるよう
に。
牧師：権 赫烈（クォン ヒョクヨル）

イザ64章（ヨシュ2：8-14）25
■蓮根教会〈東京都〉
①日本バプテスト連盟のために。
②病床の方々の回復のために。
③経済的困難の中にある方々のた
めに。　主任牧師：高木康俊
高齢者・病床者担当牧師：金香泰誠、
協力牧師：片岡順子
牧会主事：中地芳子

イザ58章（箴16：1-9）19
■東久留米教会〈東京都〉
①牧師が与えられますように。
②ジョン・チャヌ音楽牧師の活動。
③礼拝が継続されますように。
音楽牧師：ジョン・チャヌ

イザ57章（箴7：6-27）18
■新小岩教会〈東京都〉
①聖書に聴き従います。
②キリストの弟子となります。
③新小岩から全世界に伝道します。
主任牧師：川口義雄
音楽主事：川口由子
宣教師：李ヒソック（イーヒソック）

■全国壮年会連合
①全国壮年大会が祝されるように。
②各地方連合壮年会が活発になり、
献身者が起こされていくように。
会長：山田誠一（大井教会）
　【第54回全国壮年大会】
　8月22日（木）～24日（土）
　於）天城山荘

エレ1章（創40：1-23）28 29 エレ2章（ダニ1：17-21）

■第57回全国青年大会
実行委員、参加者が神さまから与
えられているものに気付き、出会
いを大切にできるように。
実行委員長：麦野一希（相模中央教会）
　【第57回全国青年大会】
　8月８日（木）～10日（土）
　於）天城山荘

30 エレ3章（ダニ2：1-16） エレ4章（ダニ2：1-17）

■セクシュアル・ハラスメント
防止相談委員会

①教会内外におけるセクシュアル・
ハラスメント加害被害の根絶。
②窓口となり対応する委員の霊性
のために。
委員長：天野英二（宇都宮教会）

31
■引退教役者
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５
■大久保教会〈東京都〉
①礼拝をさらに大切にささげられ
るように。
②福音を新宿から発信できるよう
に。
③教会づくりを共に楽しめるよう
に。
牧師：河野信一郎（かわのしんいちろう）  
副牧師：石垣茂夫

イザ43章（サム下13：14-19）４
■中野教会〈東京都〉
①平日に行われている諸集会が伝
道の業として用いられるように。
②求道中の方々のために。
牧師：青木竜二

３
■三鷹教会〈東京都〉
今年度標語「伝えよう、すべての
人に、伝えよう、すべての人が」
を三鷹教会の１人ひとりの生き方
とすることができますように。
牧師：秋山献一

イザ41章（創35：9-15）２
■仙川教会〈東京都〉
①求道者に信仰決心が与えられま
すように。
②１人ひとりの賜物が活かされま
すように。
牧師：山岸 明

イザ40章（創28：10-22）１
■調布南教会〈東京都〉
①信徒訓練と学びを深め教会成長
を。
②未来の新会堂及び墓地確保。
③地域と社会への伝道と奉仕を。
牧師：前田重雄

イザ42章（創35：22後半-26） イザ44章（ルカ1：46-55）

神学校週間
6月23日〔日〕～ 30日〔日〕

神学校献金（神学生奨学金献金）

2019年度目標額

3000万円
神学生をおぼえ祈りましょう！

http://sonen.net/

※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

少年少女隣人に出会う旅（横須賀・川
崎）～ 30

『世の光』誌8月号発行

宣教部全体会議～ 5

若松教会牧師就任式
ＮＣＣ宣教会議～ 16

事業体懇談会（西南学院）
☆壮年大会申込締切

財務委員会

☆全国青年大会申し込み締切り

全国発送

『聖書教育』プログラム作成会議～ 24
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

将来のハラスメントガイドライン検討委
員会、『バプテスト』誌8月号発行国外伝道専門委員会議～ 10 嶋田和幸・嶋田薫宣教師定期帰国報告会品川教会牧師就任式

財務委員会

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。

８月のおもな予定
8/2-6　少年少女隣人に　

　　　　　出会う旅（沖縄）

8/8-12　少年少女隣人に　

　　　　　出会う旅（韓国）

8/8-10　全国青年大会

8/22-24　全国壮年大会

バッピィ

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：福岡西部バプテスト教会

《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：福岡西部バプテスト教会

※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

カンボジア派遣 嶋田和幸・嶋田薫宣教師定期帰国報告会
嶋田和幸宣教師・嶋田薫宣教師がカンボジアでの働きを始めて５年目にな
ります。この度、定期帰国に伴い、各地で報告会が開催されます。下記の
予定で報告会を行い、両宣教師からお話を伺います。どうぞご参加くださ
い。お問合せは宣教部・国外伝道室まで。

7 月   6 日［土］平塚教会（神奈川連合女性会協力）
7 月   9 日〔火〕連盟事務所（19：00 ～ 20：30）
7 月 15 日［月・休］嬉野教会（西九州連合女性会・小羊会協力）
7 月 21 日［日］開催教会依頼中（福岡連合伝道委員会協力）
8 月   3 日［土］神戸教会（関西教会連合協力）

中田義直協力牧師就任のお知らせ
 主のみ名を讃美いたします。
所沢キリスト教会では、６月より中田義直氏（連盟常務理事）を協力牧師と
して招聘し、６月９日（日）のペンテコステ礼拝において就任式を行いました。
中田義直協力牧師を加えた当教会では一層、福音宣教と協力伝道の業に

仕えていくことを願っております。当教会の歩みを覚
えてお祈り下されば幸いです。
２０１９年６月９日 所沢キリスト教会 教会員一同
牧師：坂本　献、協力牧師：浅見祐三、中田義直
〒３５９－１１１２　埼玉県所沢市泉町１８４７－２

＝平和宣言・憲法アクション共催集会 第３弾シンポジウム＝

「いのちを選びとる」
　【日時】 ６月２２日（土）13：00 ～15：00

　【会場】 高松常盤町キリスト教会

「改憲潮流」の動向や、天皇代替わり、原発課題、人権課題に

キリスト者としてどのように考えるべきか、共に話し合い、学び

合いましょう。参加無料です。問合せ：泉教会（☎０３- ３４２４- ３２８７・城倉啓）


