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2019 9 月 September

憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

エレ38章（詩136：23-26）

哀5章（ルツ3：1-18）22
■リビングホ－プ教会

〈北海道〉
①札幌教会との「合同」の歩みの
ために。
②地域に拓かれた教会となるため
に。③札幌教会合同夕礼拝の祝福
のために。
代表代行：定免直未
　　　　　　（じょうめん なおみ）

エゼ1章（創29：14後半-30）23
■札幌教会〈北海道〉
①北海道胆振東部地震被災地との
つながり。②リビングホープ教会
と共なる歩みのために。③連盟事
務所スタッフの働きのために。
牧師：石橋大輔　副牧師：杉山 望

エゼ2章（創38：24-30）24
■札幌新生教会〈北海道〉
①新会堂の献堂、教会のリバイバル！
②派遣宣教師の方への祈りと経済
の支え。
③献身者の支援と人材育成。
牧師：田中 博
ユースパスター：田中満矢
伝道師：小原輝樹

エゼ3章（箴8：1-11）25
■小樽教会〈北海道〉
①境界を越えてゆく教会へ。
②それぞれが証の言葉を持つ群れ。
③子どもたちを喜び迎える教会へ。
牧師：エイカーズ愛

エゼ6章（詩127：1-5）28 
■日本バプテスト女性連合
①10月23日（ 水 ） ～25日（ 金 ）
第47回女性連合総会・信徒大会の
祝福。
②世界バプテスト祈祷週間の恵み

（11月24日～12月1日）。
③『世の光』の購読推進と守り導き。
会長：吉髙 路（市川八幡教会）　
幹事：米本裕見子（東京北教会）

哀4章（エレミヤ4：1-2）21
■西野教会〈北海道〉
ヨハネが弟子たちに祈りを教えた
ように、弟子たちが祈りを教えて
くださいとイエスに言った時、イ
エスは主の祈りをお教えになった。
その祈りだけで十分であると考え
ております。
牧師：岩本義博

哀1章（詩91：3-13）18
■平岸教会〈北海道〉
①100周年に向けて結集する。
②礼拝参加者数の増加。
③青少年たちに魅力ある教会形成。
牧師：全 皓燮（チョン ホウショップ） 

エレ52章（エゼ16：9-14）17
■室蘭教会〈北海道〉
①伝道開始60周年の歩み。
②体調を崩している人の回復と慰
め。
③神への信頼が養われてゆくよう
に。
牧師：吉田尚志

エレ51章（エゼ16：1-8）16 
■苫
とま

小
こ

牧
まい

教会〈北海道〉
①高齢者や病を負う方々のために。
②新会堂が祝され用いられるため
に。
③災害の痛みが癒されるために。
牧師：田代 仁（たしろ ひとし）

エレ50章（ルツ2：1-23）15
■函館教会〈北海道〉
①み言葉と祈り、主の愛、聖霊充満。
②イスラエルの祝福と世界の平和。
③連盟、連合の連帯と協力伝道。
牧師：本多啓示（ほんだ けいじ）

エレ49章（詩63：3-9）14
■函館美原教会〈北海道〉
神さまの自由なお働きに期待して、
お互いに心柔らかくそれに従って
いくことができるように。
牧師：福田雅祥（ふくだ まさよし）

エレ48章（詩36：6-10）13
■青森教会〈青森県〉
①信者の家族が皆バプテスマへ導
かれるように。
②教会のない町々に地区礼拝を。
③地域に仕える働きが拡大するよ
うに。　
牧師：角本尚彦
協力牧師：佐々木昭正

エレ47章（レビ25：25-28）12
■カルバリ教会〈青森県〉
青森県、北東北、そして三沢市で
日本人、そしてアメリカ人にどの
ように伝道していけばよいのか、
神さまが知恵をくださいますよう
に。バイリンガルの教会として必
要な働き人が与えられますように。
牧師：マシュー・ミラー

エレ46章（列下19：29-31）11
■三沢教会〈青森県〉
①牧師先生方の健康とお働きのた
めに。
②バプテストが大いに用いられる
ために。
③各（当）教会の求道者の決心の
ために。
牧師：福田 敦

エレ45章（申24：19-22）10
■八

はちのへ

戸教会〈青森県〉
①弱さの中で働く福音の力に信頼
する教会とされるように。
②「訪問礼拝」「みんなの礼拝」の
取組みのために。
牧師：松坂有佳子

エレ44章（レビ19：9-10）9
■鮫
さめ

教会〈青森県〉
①牧師招聘を具体的に話し合う。
②地域にキリストの福音を証する。
③若人、弱者の集う教会になる。
代表役員代務者：鈴木 勉

エレ43章（ルツ1：7後半-22）8
■盛岡教会〈岩手県〉
①求道者が導かれますように。
②伝道60周年記念準備のために。
③沿岸地域の方々の生活と健康の
ために。
牧師：小川紋子（おがわ あやこ）

エレ42章（詩32：3-4）7
■秋田教会〈秋田県〉
①新しい建物が用いられるように。
②福音がこの地に語られるように。
③新しい姿に造り直されるように。
牧師：村上悦二（むらかみ えつじ）
協力牧師：渡部 元（わたなべ はじめ）

エゼ5章（詩103：17-22）27
■公害問題特別委員会
①福島原発事故の被災が１日も早
く収束に向かいますように。
②日本を含めた東アジアの脱原発
の協力の働きが進められますよう
に。
委員長：野中宏樹（鳥栖教会）

エゼ4章（詩55：23）26
■中部地方バプテスト連合
①連合の豊かな交わりと協力のた
めに。
②無牧師の福井教会の支えと導き。
③連合諸教会の主による祝福と導
き。
会長：加藤英治（四日市教会）

哀3章（箴31：10-31）20
■平岡ジョイフルチャペル

〈北海道〉
①牧師が辞任し、新しい体制で歩
み出す日々の守り。
②病気の方々が支えられますように。
③宣教協力者のために。
協力牧師：日髙嘉彦
教会代務者：日髙龍子

哀2章（民数記6：22-27）19
■オ－プン・ドア・チャペル

〈北海道〉
①福音宣教の働きの前進のために。
②若い世代の活躍と働きのために。
③小グループ活動の祝福のために。
牧師：佐々木俊一
協力牧師：ジェームズ・Ｅ・アリソン

■日本バプテスト宣教団
日本の全てのクリスチャンが、家族
や近隣、職場や学校において、「福音」
のみこそが本物であり、いつまでも
続く希望であることを、聖霊の力に
より分かち合っていけるように。
代表理事：マシュー・サージェント

エゼ7章（ルツ4：1-17）29 30 エゼ8章（ルツ4：18-22）

■引退教役者
清水康弘氏〈兵庫県〉
菅原理之氏〈長野県〉

6
■大

たい

富
とみ

教会〈宮城県〉
①子どもたちとの礼拝の充実。
②病床にある方々の癒しと守り。
③近隣教会、連合との交わりのた
めに。
牧師：小田 衞（おだ まもる）

エレ41章（ヨブ6：1-7）エレ40章（創35：19-22前半）

■仙台長
ちょう

命
めい

ヶ
が

丘
おか

教会
〈宮城県〉

①病や介護中にある方々のために。
②旧吉岡伝道所のために。
③被災者の歩み、原発事故の収束
のために。
牧師：金丸 真（かなまる まこと）

５１
■福島主のあしあと教会

〈福島県〉
①毎週の主日礼拝・祈祷会の恵み
と各奉仕者の祝福。
②新しくふさわしい教会の場所が
与えられるように。
牧師：大島博幸

エレ37章（申25：5-10）２
■山形教会〈山形県〉
①６月から新会堂建築に着手しま
した。
②工事の全工程が守られますよう
に。
③神の御業を担うことができるよ
うに。
牧師：杉山修一

３
■仙台教会〈宮城県〉
①震災・原発事故の被災者と被災
地の復興を覚えて。
②福音宣教の働きが豊かになされ
るように。
牧師：小河義伸

４
■南光台教会〈宮城県〉
①高齢期を生きる教会員を覚えて。
②学生（小中高）への伝道と育成。
③震災から８年を生きる方を覚え
て。
牧師：田中信矢（たなか しんや）

エレ39章（哀歌3：19-24）エレ36章（ルツ1：1-7前半）

※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。

『七十年史』フォーラム（西川口）～ 11市川大野教会牧師就任式

千葉教会牧師・音楽主事就任式
和白教会伝道開始38年・教会組織20年感謝礼拝
ＮＣＣ教育部ＣＳフェスティバル～ 16（新宿・早稲田）

大宮教会牧師就任式
逗子第一教会牧師就任式

全国発送

地区宣教主事会～ 26

教会教育専門委員会議

富江教会・福江伝道所牧師就任按手式
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

2019年度第2回理事会~5

『世の光』誌10月号発行

★総会登録締め切り『バプテスト』誌10月号発行

神学部・大学院神学研究科
＝ 牧師・伝道者を目指す人 本格的に神学を学ぼうとする人 ＝

神学部には、「神学コース」（原則神学寮入寮）と「キリスト教人文学コース」

があります。１年次、２年次転・編入、３年次転・編入（学士入学含む）、選

科（高卒者）、専攻科、大学院博士前期（修士）課程、博士後期（博士）課程に、

それぞれ入学試験があります。詳細は大学HP・入試情報をご確認ください。

【問合せ先】西南学院大学入試課
〒 814-8511 福岡市早良区西新 6-2-92　 Tel.092-823-3366
　　　　http://www.seinan-gu.ac.jp/　 Fax.092-823-3388

教会音楽専門委員会議
青少年伝道専門委員会議～ 19

報告審査～ 27

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。

10月のおもな予定
10/2 連盟・西南　伝道者

　　　養成に関する協議会

10/3-4 予算審査委員会

10/23-25 女性連合総会・

　　　　信徒大会（天城）

あなたの企画が
『バプテスト』誌に！
読者アンケートご協力の

お願い

８月号に別刷で読者アンケ
ートをはさみこみました。
皆さまからのご意見や感想
をお聞かせください。次年
度の企画の参考とさせてい
ただきます。
連盟ホームページからもダ
ウンロードできます。
ご回答締切りは９月末日
まで。
もれなく特
製グッズの
プレゼント
があります。

バッピィ

東京バプテスト神学校
2019年度後期入学者募集

【2019年度後期開講科目】
ギリシャ語中級、牧会学、旧約聖書神学概論、
組織神学Ⅰ、宗教学、新約聖書神学概論、連
続公開講座・バプテスト史、礼拝学Ⅰ（礼拝
の基本）、合唱、教会音楽教育、冬期講座「新
約聖書をどう読むかⅡ」
※申込資料をお送りしますのでお気軽にお問合せください。

〒112-0012 東京都文京区大塚1-1-18 茗荷谷キリスト教会２Ｆ
☎03-3947-5141 ／ seminary@tbts.jp ／ http：//tbts.jp/　

《後期募集日程》

■願書締切		：	9/6 ●金
■面　　接		：	9/20●金	午後６時30分
■入		学	式		：	10/4●金	午後６時30分
■授業開始		：	10/7●月

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。只今、1コマ1,000
円の受講者を募集中！（通信の場合は別途料金が必要）
詳細については事務局までお問合せください。

【受講科目】新約概論、新約釈義、ギリシア語、バプテスト史、旧約概論、
旧約釈義、牧会学　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

 T ＆ F：092-985-1812 　 Ｅメール：kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

９月は教会学校月間です
一緒に聖書を読む場、
教会学校を覚えて

連盟では「わたしたちの教会の教会
学校」について、考え、語り合い、
確認する時として教会学校月間を
設定しています。『聖書教育』7・8・
9月号「教会学校によせて」「教会学
校あれこれ」、『教会学校ハンドブ
ック2017』などをご利用ください。


