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2019 10 月 October

憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

エゼ28章（詩130：1～8）20
■人吉教会〈熊本県〉
①みことばを聞く。
②感謝する。
③とりなし祈る。
牧師：永渕一隆

エゼ29章（エレ1：4～8）21
■熊本南教会〈熊本県〉
①「献堂式・牧師就任式」で新た
なスタートに感謝！
②教会形成の土台づくりのために。
③求道者に信仰が与えられますよ
うに。
牧師：朴 哲浩（パク チョルホ）

エゼ30章（ヨブ10：9～12）22
■羊の群れ伝道所（熊本南）

〈熊本県〉
①新しい拠点での礼拝に感謝いた
します。②祝福される礼拝のため
に。③11月のラブソナタに実を結
ばせてください。牧師：朴 哲浩

エゼ31章（ヨブ14：1～6）23
■東熊本教会〈熊本県〉
礼拝出席が困難な方々と「共に」
礼拝を守るための取り組みが進ん
で行きますように。
牧師：三上 充（みかみまこと）　
協力牧師：保田井 建

エゼ34章（詩139：1～12）26
■熊本愛泉教会〈熊本県〉
①高齢者、自宅療養中の方々を覚
えて。
②信仰継承者の育成、教会学校の
祝福。
③熊本地震、各被災地の早期復興
のために。
牧師：濱田修三

エゼ27章（詩111：1～10）19
■天草中央教会〈熊本県〉
①教会員１人ひとりがキリストの
弟子になる。
②教会に聖霊の一致があるように。
③与えられた賜物を生かして仕え
る。
牧師：南 圭生（みなみけいせい）

エゼ24章（詩27：7～14）16 
■児

こ

湯
ゆ

教会〈宮崎県〉
今年度の年間主題は「礼拝―ここ
にこそ神の国が―」です。礼拝が
神の国を現わす場となるように。
牧師：徳渕敬尚（とくぶちのりひさ）

エゼ23章（ダニ9：1～9）15
■宮崎丸山町教会〈宮崎県〉
①新会堂建築の幻を信じ続けられ
ますように。
②愛の教会に成長しますように。
牧師：金子貢司

エゼ22章（詩69：1～7）14
■青島伝道所（宮崎）〈宮崎県〉
少人数ですが礼拝を続けること。

エゼ21章（詩121：1～8）13
■宮崎教会〈宮崎県〉
①信仰決心者が与えられるために。
②高齢者の方たちのために。
③幼稚園の働きのために。
牧師：中條信治、中條邦子

エゼ20章（詩16：7～11）12
■ 都
みやこのじょう

城 教会〈宮崎県〉
①牧師招聘のために。
②教会からうまれた相愛会のため
に。
③主日礼拝・祈祷会の恵みと教会
員の祝福。
牧師：髙木美値子（たかぎみちこ）

エゼ19章（箴2：1～8）11
■川

せん

内
だい

教会〈鹿児島県〉
①聖書を正しく理解し深められ神
中心の生活へと変えられるように。
②働き人・新来者が与えられるよ
うに。
協力牧師：立島和史

エゼ18章（イザ27：2～6）10
■枕崎伝道所(伊集院)

〈鹿児島県〉
①牧師、奏楽者が与えられるよう
に。②礼拝、祈り会に多くの方が
来られるように。③駐車場が与え
られるように。協力牧師：麦野 賦

エゼ17章（詩124：1～8）9
■伊集院教会〈鹿児島県〉
①主任牧師招聘のために。
②薩摩伝道の業が祝されるように。
③教会学校・地区集会の充実。
協力牧師：麦野 賦（むぎのみつぎ）
代表役員代務者：五反田靖子

エゼ16章（イザ45：18～19）8
■鹿児島教会〈鹿児島県〉
①会堂新築の導きと守りのために。
②中山小羊児童クラブの守りのた
めに。
③認定こども園めぐみ幼稚園のた
めに。
牧師：田渕 亮

エゼ15章（イザ40：12～26）7
■国
こく

分
ぶ

教会〈鹿児島県〉
①教会員の更なる信仰の成長を。
②青少年が教会につながるように。
③地域に心を開いて伝道する教会。
牧師：マウマウタン
協力牧師：立山泰士
協力宣教師：テモテ ･ ボード

エゼ14章（詩90：1～17）6
■西原新生教会〈沖縄県〉
①第三世代の子どもたちの受浸。
②沖縄の課題を担い続ける教会。
③後継牧師の招聘。
牧師：寺澤征一（てらざわせいいち）

エゼ13章（詩6：1～11）５
■那覇新都心教会〈沖縄県〉
①和解に奉仕する使命に仕える。
②キリストにあって互いに仕え合
う。
③教会形成学習会の継続。
牧師：岡田有右（おかだゆうすけ）、
　　　岡田富美子

エゼ33章（黙3：1～6）25
■山
やま

鹿
が

新生教会〈熊本県〉
①主への賛美に溢れる教会となる。
②奏楽者が与えられますように。
③山鹿新生教会の連盟加盟成就。
牧師：船越哲義

エゼ32章（詩56：6～14）24
■豊岡伝道所（東熊本）

〈熊本県〉
①新年度の教会の歩みのために。
②教会財政の祝福。
③病気療養中の方々のために。
代表者：工藤信也

エゼ26章（詩119：145～152）18
■延岡教会〈宮崎県〉
①新来者が与えられますように。
②互いに祈り支えあえるように。
③みことばに聞き従う人になりた
い。
牧師：松田良明

エゼ25章（ネヘ7：1～3）17
■高鍋伝道所（児湯）〈宮崎県〉
①高齢の教会員の礼拝と健康が守
られますように。
②20名の礼拝者が与えられますよ
うに。
牧師：児玉一郎

■バプテスト連盟関西地方
教会連合

①４つの無牧師教会、２つの休止
教会を皆で覚え支えていけるよう
に。
②諸教会間の一層の交わりを願っ
て。
会長：鮫島泰子（神戸伊川教会）

エゼ35章（詩139：13～24）27 28 エゼ36章（エズ5：1～5）
■日韓・在日連帯特別委員会
①「外国人住民基本法」、「人種差
別撤廃基本法」が一日も早く制定
されるように。
②外国籍住民の方がたと共に生き
ることができるように。
委員長：松坂克世（八戸教会）

４
■旭川教会〈北海道〉
①教会組織（10/2）から64年を感
謝。
②自然災害を機に旭川周辺に移住
した方々を覚えて。
③伝道の働きのために。
牧師：田森茂基

エゼ12章（申33：1～29）エゼ11章（申32：28～44）

■旭川東
とう

光
こう

教会〈北海道〉
①礼拝によって主イエスが先立ち導
いてくださるように。②み言葉に
よって１人ひとりの信仰が養われま
すように。③聖霊による交わりを通
して主を証しできますように。
代表代務者：藤原直之

３１
■帯広教会〈北海道〉
年間テーマ「世の光・地の塩とし
て証しする」の実践。教会員の礼
拝出席が整えられますように。
牧師：川内裕子（かわちひろこ）、
川内活也（かわちかつなり）

２
■釧路教会〈北海道〉
①新伝道圏伝道が進展できるよう
に。
②「４つの礼拝」が継続できること。
③滞日・在日の人に開かれた教会に。
牧師：奥村敏夫

エゼ10章（申31：30～32：27）

エゼ38章（エレ23：1～6）

■社会福祉事業団体連絡協議会
①障がい者の尊厳性を保つ平等な
社会。
②高齢者の人権を尊重する共生社
会。
③子どもの人格と生命が尊ばれる
未来。

エゼ39章（ゼカ1：1～6）

■引退教役者
杉嶋輝静氏〈広島県〉
副
そえ

田
だ

一郎氏〈千葉県〉

30 3129 エゼ37章（ヨブ記1：6～12）
■総会役員会
①主の御名があがめられ、幻が示
される総会に。
②諸教会・伝道所の意思が反映さ
れる総会に。
議長：廣島 尚
　　　（ひろしま たかし・浦和教会）

エゼ9章（出15：1～18）

九州バプテスト神学校  10月はオープン授業月間
◎期間中、下記授業が無料体験できます。
　受講御希望の方は事前に事務局宛ご連絡ください。
[ 月 ]　新約概論、新約釈義、ギリシア語、* 教義学概論
[ 火 ]　教会形成実践論、旧約概論（隔週）、* バプテスト史
[ 木 ]　旧約釈義、牧会学
[ 金 ]　教義学特講、牧会学特講、* 教会教育 B （* 印は、小倉キリスト教会で授業）

[ 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
TEL＆ FAX：092-985-1812　Ｅメール：kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

※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。

三バプテスト合同牧師会準備会
（2021年秋・福岡で実施予定）

国外伝道専門委員会議～ 9
日韓・在日連帯委員会座談会＆フィールドワーク～８

『聖書教育』プログラム作成会議～ 30
資料保存・管理委員会

女性連合総会・信徒大会（天城）～ 25
全国発送

障がい者と教会委員会公開委員会（東八幡）

沖縄基地課題協議会

『バプテスト』誌編集会議～ 11
『バプテスト』誌11月号発行
・総会議案書発送

連盟・西南 伝道者養成に関する協議会 予算審査委員会～ 4

『世の光』11月号発行・総会登録費入金締切ふじみ野教会牧師就任式 盛岡教会伝道開始60周年感謝礼拝
壱岐教会牧師就任按手式

回転資金委員会
SH防止・相談委員会公開講演会

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。

11月のおもな予定
11/1-4 青年ミッション

　　　　　　　トリップ

11/10 バプテスト福祉デー

11/13-15 第65回定期総会

11/24-12/1

　世界バプテスト祈祷週間

バッピィ

■■ 神学部３年次 転・編入学 ( 学士入学含む )・選科・専攻科
■■ 神学部２年次 転・編入学　　　　　　※試験日、出願期間は共に同じ

【試験日】2019/10/26［土］【出願期間】9/26［木］～ 10/4［金］
　※２年次、３年次転 ･編入、選科、専攻科、各対象者の詳細等は下記までお問い合せください。

≪問い合せ先≫
・入試全般に関して……………………… 入試課… ☎…092-823-3366
・大学院神学研究科に関して………… 大学院課… ☎…092-823-3368
・神学寮、奨学金に関して……………… 学生課……… ☎…092-823-3311
・神学部研修生に関して………………… 教務課… ☎…092-823-3305
・その他………………… キリスト教活動支援課… ☎…092-823-3336

Email：rel@seinan-gu.ac.jp

2020 年度 神学部  転・編入学・選科等入試案内 　　東京バプテスト神学校
2019年度後期連続公開講座「バプテスト史を学ぶ」のご案内
バプテスト教会の「各個教会主義」「教会契約主義」「浸礼主義」とは何か。
「何故信条を持たないのか」。そもそも私たちは何故「バプテスト」なのか。
バプテスト教会の歴史と原則をまとめ直す時に来ていると考えます。
大西春樹先生、加藤誠先生、内藤幹子先生、内藤淳一郎先生、飯島信先
生をお招きして、10月 11日～2月 14日まで16回にわたって、お話を
聞きます。詳細は神学校までお問い合わせください。

〒112-0012東京都文京区大塚 1-1-18　メール：seminary@tbts.jp
TEL：（03） 3947-5141　 FAX：（03） 3947-5145

大宮バプテスト教会 牧師就任感謝礼拝へのご案内
主の御名を賛えます。
私たち大宮バプテスト教会は、2019年 4月より左

そ

右
う

田
だ

理
おさむ

氏を牧師とし
て招聘し、新たな歩みを始めました。つきましては下記のように牧師就
任感謝礼拝を捧げます。今後も協力伝道の働きと喜びを共にしたく、お
祈りに覚えていただきますよう、よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大宮バプテスト教会教会員一同
在主

　日時：9 月 ２9 日【日】　午後３時～　会場：当教会礼拝堂
　〒 330-084２ 埼玉県さいたま市大宮区浅間町 ２-２14  ℡ 048-641-9153


