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憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

ダニ8章（マラ2：17～3：12）17
■佐賀新生教会〈佐賀県〉
①牧師始め病める兄弟姉妹のため
に。
②教会創立50周年感謝礼拝のため
に。
③河野正成神学生の学びの祝福の
ために。
牧師：森田 弘

ダニ9章（申7：6～8）18
■霊

たま

水
みず

教会〈佐賀県〉
「和解の福音」に立ち出会わされて

いる人たちの課題を、教会の課題
として分かち合う群れとなる。
牧師：吉田晃児
　　　（久留米荒木教会派遣）

ダニ10章（詩34：16～23）19
■佐賀教会〈佐賀県〉
①家族全員が礼拝を守る。
②祈りをもって「その人」の命を
主に導く。
③委員会活動に積極的に参加する。
牧師：余 信鎬（ヨ シノ）

ダニ11章（イザ4：2～6）20
■大川伝道所（佐賀）〈福岡県〉
①主の慰めを受け隣人を慰める教
会。
②伝道師と共に教会形成を目指す。
③大川市民へ福音を届ける主の働
き人。
伝道師：中村千枝子

ホセ2章（マタ17：9～13）23
■久留米教会〈福岡県〉
①礼拝からはじまる教会形成の推
進。②決心者が起こされますように。
③付設幼児園の順調な無償化移行と
存続。
牧師：踊 真一郎
教会主事：踊 夢希

ダニ7章（申14：27～29）16 
■鹿島教会〈佐賀県〉
①新受浸者２名の信仰の成長のた
めに。
②求道者がさらに与えられるよう
に。
③牧師の持病が守られるように。
牧師：玉置 行（たまきあきら）

ダニ4章（マラ2：1～9）13
■相浦光教会〈長崎県〉
①主日礼拝に集う喜びの分かち合
い。
②病とむかいあう教会員との連帯。
③駐車場の必要が満たされるよう
に。
牧師：武林真智子

ダニ3章（マラ1：1～14）12
■大村古賀島教会〈長崎県〉
①信仰の本質を求める教会を目指
す。
②こども卓球クラブ参加者との交
流。
③市内教会合同市民クリスマス集
会。
牧師：丸田和彦

ダニ2章（ゼカ9：11～17）11
■諫早教会〈長崎県〉
①病気・療養中の教会員の健康の
回復そしてご家族のために。
②クリスマスの準備のために。
牧師：河野宏一（かわのこういち）

ダニ1章（ゼカ9：1～10）10
■長崎教会〈長崎県〉
①北部伝道集会ノーザンクロスの
ために。②アジアのアンティオキ
ア教会を目指して。③地域に仕え
る教会。牧師：曺 銀珉（チョ ウン
ミン）　教会主事：田口圭子　音楽
主事：嘉手苅夏希（かでかるなつき）

エゼ48章（イザ57：14～21）9
■多良見教会〈長崎県〉
①すでにある神のご計画に聞き従
う。
②新中長期計画立案過程に主の導
きを。
③伝道と地域宣教の働きの祝福を。
牧師：永松 博、永松九実子

エゼ47章（マタ21：1～11）8
■福江伝道所（富江）〈長崎県〉
①地域に開かれた教会となるため
に。
②求道者の決心のために。
③教会員が増し加えられるように。
牧師：中村聖架
協力牧師：明石初恵

エゼ46章（イザ31：1～3）7
■富江教会〈長崎県〉
①地域に開かれた教会となるため
に。
②教会員が増し加えられるように。
③新しく始める祈祷会のために。
牧師：中村聖架（なかむらきよか）
協力牧師：明石初恵

エゼ45章（詩20：8～9）6
■大牟田教会〈福岡県〉
①「主を喜ぶ」１年となるように。
②教会、幼稚園の祝福のために。
③礼拝、ＣＳ、祈祷会等の祝福の
ために。
牧師：浦 肇（うら はじめ）

エゼ44章（ゼカ12：1～8）５
■有明教会〈福岡県〉
①「キリストの弟子の歩みを」
②平日宿題会／みことば会に祝福
を。
③大牟田市、荒尾市にキリストの
光を。
牧師：田中文人（たなかふみひと）

エゼ43章（ゼカ11：10～17）４
■大牟田フレンドシップ教会

〈福岡県〉
①要介助礼拝参加者との教会形成。
②大牟田市内３教会の協力伝道。
③青年ミッショントリップ in 大牟
田（～本日まで）のために。
牧師：金子 敬（かねこたかし）　
協力牧師：福井正躬（ふくいまさみ）
教会主事：叶 義文（かのうよしふみ）

エゼ42章（ゼカ3：1～10）３
■菊池シオン教会〈熊本県〉
①病床・療養中の方の癒しのため
に。
②兄弟姉妹方の健康のために。
③決心者のバプテスマ準備のため
に。
牧師：濱川耕一

エゼ41章（ゼカ2：1～17）２
■種子島伝道所（熊本愛泉）

〈鹿児島県〉
①黎明宣教会への祈りと支援の継
続。
②牧師の後継者が与えられますよ
うに。
③エデンの園の働きのために。
牧師：沼田俊昭

ホセ1章（王下2：8～14）22
■久留米荒木教会〈福岡県〉
テーマは仕える。
教会員の課題に伴走！
地域と連帯し脱孤立の居場所に！
お互いさまで他教会と協力！
牧師：溝上哲朗
協力牧師：吉田晃児
教会主事：山田哲也

ダニ12章（ヨエ3：1～5）21
■壱

い

岐
き

教会〈長崎県〉
①教会を継ぐ子等が大きく育つよう
に。②高齢者の体と霊をお守りくだ
さい。
③戦争のない世でありますように。
牧師：飛永 孝、飛永永子
　　　　　　　（とびながながこ）

ダニ6章（詩95：6～11）15
■嬉野教会〈佐賀県〉
①兄弟姉妹のデボーションの実践。
②武雄市方面への開拓伝道の実行。
③うれしのミッションの働きの祝福。
牧師：藤野慶一郎
協力宣教師：車 孝振（チャ ヒョジン）、
金 恩妃（キム　ウンビ）

ダニ5章（マラ2：10～16）14
■佐世保教会〈長崎県〉
①「愛を実践する」日々の生活を。
②幼小科生徒の霊性の成長。
③地域に出て行って伝道する。
牧師：蓮池昭雄

■鳥栖教会〈佐賀県〉
①5年後の会堂建築を覚えて。
②すべての原発の廃炉。
③安倍政治が一日も早く瓦解しま
すように。
牧師：野中宏樹

ホセ3章（マラ3：13～24）24 25 ホセ4章（創18：9～15）

■筑紫野南教会〈福岡県〉
①教会ビジョンに基づく教会運営。
②求道者の救いと教会員の霊的成
長。
③牧師招聘委員会の働きのために。
協力牧師：瀬戸毅義
代表役員代務者：梅木光男

１
■八代伝道所（熊本愛泉）

〈熊本県〉
①教会に集う方々の信仰と健康が
守られますように。②新来者が与
えられ求道中の方が決心へと導か
れますように。③家族・友人への
伝道ができますように。
牧師：桑原伸良

エゼ40章（ゼカ1：7～17）

ホセ6章（詩131：1～3）

■部落問題特別委員会
①部落問題への理解が進むように。
②石川一雄さんの再審が始まるよ
うに。
③当委員会の働きのために。
委員長：片桐健司（品川教会）

ホセ7章（イザ7：10～17）

■専門委員・地区宣教主事
総務、地区宣教主事、国外伝道、
青少年、教会音楽、賛美歌検討、

『聖書教育』編集、教会教育、
『バプテスト』誌編集

27 28 26 ホセ5章（申22：23～29）

■中国・四国バプテスト教会連合
①教会間、信徒間の交流が豊かに
なされるように。
②無牧師教会の歩みが守られ、ふ
さわしい牧師が与えられるように。
会長：宮井武憲（江波教会）

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

ホセ9章（ルカ1：5～25）30
■引退教役者
高橋恒雄氏〈東京都〉
田代 敬氏〈埼玉県〉

ホセ8章（イザ8：23～9：6）29 
■日本バプテストろう伝道委員会
①各教会のろう伝道の働きが祝さ
れるように。
②毎年行われる「ろう者修養会」
の交わりが豊かになるように。
委員長：宮井武憲（江波教会）

●お詫びと修正●
『バプテスト』誌10月号　協力伝

道カレンダー10月22日に記載され
ている行事予定で、回転資金委員
会と SH 防止・相談委員会公開講
演会は10月21日でした。関係各位
にお詫びし、修正させていただき
ます。

2019年
11月13日［水］~15日［金］
日本バプテスト連盟
第65回定期総会
朝ごとに新たに
~これからの協力伝道~

※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。

バプテスト三者協議会（沖縄）世界バプテスト祈祷週間～ 12/1

青年ミッショントリップ（大牟田）～ 4

直後理事会（天城）第65回定期総会（天城）～ 15バプテスト福祉デー 総会直前理事会（天城）～ 12
『バプテスト』誌12月号発行

西九州連合霊交会（嬉野教会）『世の光』12月号発行『聖書教育』2020年1.2.3月号発行 全国発送

相模中央教会50周年感謝式典

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。

12月のおもな予定
12/2-4 地方連合

　　　　　連絡協議会

12/25　クリスマス

12/29-1/4 連盟事務所休館

バッピィ

　　東京バプテスト神学校
　２０１9年度冬期公開講座のご案内

【日　 時】 2019年12月26日(木) ～27日(金)
【場　 所】 茗荷谷キリスト教会（文京区大塚1-1-18）
【テーマ】「新約聖書をどう読むかⅡ」～組織神学からのアプローチ
【講 　師】 松見俊先生（西南学院神学部前教授）
【受講料】 一般聴講の方は15,000円
　　　　＊卒業生、後援会会員、連盟加盟教会牧師、三連合役員は受講料半額

【問合せ先】神学校事務局 Tel.03-3947-5141／seminary@tbts.jp まで

どなたでもご参加
ください。

世界バプテスト祈祷週間
2019年11月24日［日］～ 12月1日［日］

11/24［日］世界バプテスト祈祷週間の取組みと献金目標額達成

11/25［月］連盟の国外伝道が豊かに進められますように

11/26［火］連盟の国内伝道、「地域共同プロジェクト」推進

11/27［水］ＢＷＡid（世界バプテスト連盟救援委員会）の働き

11/28［木］アジアバプテスト女性連合、世界バプテスト連盟女性部

11/29 ［金］「ライズ＆シャイン」と「福島移住女性支援ネットワーク」

11/30 ［土］「プリ・キンダーガルテンスクール」「アガペ子どもの家」「ＢＣＮ※」

12/ 1  ［日］日本バプテスト女性連合の働きのために

※ BCN：ブレス・カンボジア・ネットワーク


