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憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

ヨナ3章（マタ2：1～12）22
■福岡ベタニヤ村教会

〈福岡県〉
①牧師招聘のために。
②ともに祈り支え合って歩む。
③青少年が導かれるように。
協力牧師：ギャリー .W. バークレイ、
水野英尚、岩尾清志

ヨナ4章（創1：1～5）23
■福岡西部教会〈福岡県〉
①聖書の学びによる信仰を深める。
②青少年が集いたい教会になる。
③牧師を支え続けていけるように。
牧師：麦野達一

ミカ1章（コロ1：9～20）24
■西福岡のぞみ教会〈福岡県〉
①神の愛が地域の人々の平安を支
えてくださいますように。
②新来者の方がたが信仰に導かれ
ますように。
協力牧師：亀井良雄

（第65回定期総会にて加盟申請）

ミカ2章（ヘブ1：1～4）25
■福岡城西教会〈福岡県〉
①牧会者が与えられますように。
②「キリストの言葉が宿る教会」
として成長させてください。
協力牧師：寺園喜基 （てらぞの よしき）
名誉牧師：安藤榮雄（あんどう ひでお）

28 
■ホームレス支援特別委員会
①ホームレスに対する偏見や差別
がなくなるように。②支援に取り
組んでいる教会や団体の守り。
③名称変更に向けた取り組み。
委員長：麦野達一（福岡西部教会）

ヨナ2章（ヨハ7：40～44）21
■かたえ教会〈福岡県〉
①信徒による教会形成と相互牧会。
②毎週の豊かな礼拝と説教。
③地域と社会の求めに応える教会。
牧師：土生幸子（はぶ さちこ）
伝道主事：興津吉英（おきつ よしひで）

アモ9章（イザ60：1～7）18
■野

の

方
かた

教会〈福岡県〉
①宣教開始40周年の感謝。
②信仰の成熟と教会形成。
③新会堂建築のための霊的一致。
牧師：宮田祐亮（みやた ゆうすけ）

アモ8章（イザ43：1～7）17
■早

さ わ ら

良教会〈福岡県〉
①求道者、新来者の導きのために。
②高齢の方、病中の方の健康のた
めに。
③伝道開始30周年の準備のため
に。
牧師：加山 献
協力牧師：K.J. シャフナー 、
　　　　　今村まさゑ

アモ7章（詩148：1～6）16 
■福岡聖書教会〈福岡県〉
①各被災地の復興、回復、霊的癒し。
②地域宣教の拡大と信仰継承のた
めに。
③信仰の成長と聖霊による教会の
前進。
牧師：浜中 満
名誉牧師：浜中恒雄
伝道師：浜中有希子

アモ6章（ルカ2：8～20）15
■福岡国際教会〈福岡県〉
①神様良し、三方良しの教会形成。
②糸島集会（主幹：木村公一牧師）
のために。
③ QT（静思の時）の継続のために。
主任牧師：篠原健治
糸島集会担当協力牧師：木村公一

アモ5章（ルカ2：1～7）14
■田隈教会〈福岡県〉
①更なるバプテスマ決心者のため
に。
②2020年で閉園する光の園の働き
が、最後まで守られるように。
③高齢の兄弟姉妹の健康のために。
牧師：田中伊策
協力牧師：坂東資朗

アモ4章（ルカ1：67～80）13
■福岡有田教会〈福岡県〉
①高齢の教会員、求道者のために。
②40人礼拝をめざして。
③教会堂のこれからの幻を求めて。
牧師：松田和夫

アモ3章（ルカ1：57～66）12
■平尾教会〈福岡県〉
①バプテスマ決心者の準備のため
に。②2020年度教会体制のために。
③招聘委員会の働きをおぼえて。
主任牧師：平良憲誠  牧師：森 崇  
協力牧師：青野太潮、才藤千津子
伝道師：諸岡 寛

アモ2章（ルカ1：46～56）11
■長住教会〈福岡県〉
イエスのまなざしの中に自らを発
見し、お互いに人間らしい関係を
作っていく教会、そして社会に。
牧師：中條譲治、中條智子

アモ1章（詩130：1～8）10
■須恵伝道所（福岡新生）

〈福岡県〉
①多くの魂が救われますように。
②教会形成の中心になる人が与え
られますように。
協力牧師：竹田 浩

ヨエ4章（詩103：14～22）9
■福岡新生教会〈福岡県〉
①多くの魂が救われるように。
②全世界に福音が宣べ伝えられる
ように。③病気の方々の癒し。
主任牧師：竹田殉聖　牧師：竹田耶子武、
竹田進一　宣教師：李 聖徳　国際関係
交流主事：張 磊　協働牧師：竹田 浩  協
働伝道師：野口和子　宣教師補：河端真
理子、ジャナク・カンデル

ヨエ3章（マタ1：18～25）8
■小郡教会〈福岡県〉
①家族の救いと信仰の継承。
②地域に根差した宣教とその結実。
③青少年の働きのために。
牧師：下川睦子
協力牧師：下川義明
教会主事：吉浦徳美

ヨエ2章（マタ1：1～17）7
■和白教会〈福岡県〉
①み言葉に生きる教会の歩みを。
②地域の方々に仕える教会形成を。
③地震、豪雨の被災地復興のため
に。
牧師：城前和徳（じょうまえ かずのり）
協力牧師：片山 寛
教会主事：樺島瑞代（かばしま みずよ）

ミカ4章（Ⅰヨハ2：7～17）27
■バプテスト北九州地方連合
①教会間の交わりがさらに広がり、
地域協働が豊かに実を結びますよ
うに。
②特に無牧師教会を地域協働の中
でしっかり支えていけますように。
③センターの活動を祝したまえ。
会長：山﨑克明（富野教会）

ミカ3章（Ⅰヨハ1：1～4）26
■西南学院教会〈福岡県〉
①西南学院と地域への伝道が推進
されますように。
②教会の青少年と高齢者への働き
が展開されますように。
牧師：踊 一郎

ヨナ1章（ミカ5：1～5）20
■ 姪

めいのはま

浜 教会〈福岡県〉
①教会の信仰告白作成のため。
②新来者が教会につながるように。
③高齢の方、病気の方のケアのた
めに。
牧師：鈴木牧人（すずき まきと）

オバ1章（エゼ34：23～31）19
■伊都教会〈福岡県〉
①キリストにある教会の霊的一致。
②各被災地の方がたの霊的癒しと
復興。
③牧師招聘と地域への福音伝道。
協力牧師：早川 寛

■日本バプテスト連盟
　宣教研究所
①新任牧師・主事研修会の参加者
とその準備のために。②研究・研修・
情報発信の働きのために。③運営
委員会、宣研スタッフのために。
運営委員長：高橋秀二郎（筑波教会）
所長：朴 思郁（パク サウク・西川口教会）

ミカ6章（ヨハ1：1～18）29 30 ミカ7章（ヨハ1：19～28）

■同盟、沖縄連盟、ＮＣＣ
日本バプテスト同盟
　理事長：藤井勇次
沖縄バプテスト連盟
　理事長：渡真利彦文
日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）　
　議長：渡部 信

6
■粕屋教会〈福岡県〉
①地域への伝道が強められるよう
に。
②家庭礼拝を行えますように。
③家族の救霊。
牧師：髙地京子（たかちきょうこ）

ヨエ1章（ルカ3：23～38）

31 ナホ1章（ヨハ1：29～34）

■引退教役者
田中仁

に

一
いち

郎
ろう

氏〈東京都〉
中條儀

ぎ

助
すけ

氏〈宮崎県〉

１
■筑紫野二日市教会〈福岡県〉
①礼拝・交わり・教育・奉仕・伝
道　バランスのとれた教会形成。
②リーダー、信仰継承者の育成。
牧師：加来国生
音楽責任者：加来陽子

ホセ11章（ルカ1：39～45）２
■福岡南伝道所（筑紫野二日市）

〈福岡県〉
①隣人と子どもたちに仕える教会。
②大震災と自然災害からの復興。
③原発反対、被災者への継続的支援。
牧師：有吉光寛
伝道師：柴田公文

ホセ10章（ルカ1：26～38） ホセ14章（エレ14：7～9）

■宇美教会〈福岡県〉
①子どもたちが集まる教会になる
ように。
②奉仕者が与えられるように。
③教会の交わりが豊かになるよう
に。
牧師：渡邊一雄、渡邊しのぶ

５３
■春

か す が ば る

日原教会〈福岡県〉
①春日原教会の使命を共に考え作
成する。
②教会の「未来」に備える。
③命に関する喜びと悲しみを共有
する。
牧師：末松隆夫
教会主事：八幡正弘

４
■篠

ささ

栗
ぐり

教会〈福岡県〉
福音のオリジナルを求めてゆき、
現代の預言として讃美歌を創り、
求道される方々を漁れるように。
牧師：伊藤 聡

ホセ13章（イザ11：1～10）ホセ12章（イザ8：5～10）

ミカ5章（Ⅰヨハ4：7～12）

※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。

世界バプテスト祈祷週間11/24~12/1 地方連合連絡協議会~4 神学教育に関する委員会

『バプテスト』誌1月号発行

全国発送

クリスマス

『世の光』1月号発行

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

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。

1月のおもな予定
1/26-2/2 協力伝道週間

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。

相模中央キリスト教会 50 周年感謝式典のご案内
主のみ名を賛美いたします。
私たち相模中央キリスト教会は、2019 年 12 月に教会創立 50 年を迎え
ます。神さまに守られて、みなさまからのお祈りに支えられてのことと、
心から感謝いたします。下記のとおり、50 周年感謝式典・礼拝を執り
行なう運びとなりました。どうぞご出席ならびにお祈りいただけますよ
う、ご案内申し上げます。　　　　     相模中央キリスト教会教会員一同

日時：2019 年 11 月 30 日［土］13:30-16:30　50 周年感謝式典
　　　2019 年 12 月    1 日［日］10:40-12:00　50 周年感謝礼拝
場所：日本バプテスト相模中央キリスト教会
　　　〒 242-0007 大和市中央林間 4-24-6　TEL：046(274)3708

【神学部一般入試（１年次入学）】出願期間：2020/1/６［月］～ 1/21［火］
　試験日：2020/2/５［水］神学部､ 2/８［土］全学部共通
　＊神学コース＝献身者コース（推薦教会での信徒歴 1 年以上）
　＊キリスト教人文学コース＝一般学生コース（信徒歴不問）
【大学院神学研究科】※詳しくは大学院事務室 Tel.092-823-3368 まで
　春期 博士前期課程 試験日：2020/2/22［土］
　春期 博士後期課程 試験日：2020/2/2１［金］

【神学部研修生】※詳しくは教務課 Tel.092-８23-36１6 まで
　聴講生として １0 科目（20 単位）以上の科目を履修（修業年限 1 年）入寮可
☆詳しくは西南学院大学のホームページ (http://www.seinan-gu.ac.jp) をご覧ください

入試全般に関するお問合せ先：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 ／ Fax.092-823-3388

2020 年度神学部・大学院神学研究科入試案内

※出願期間については、大学院事務室　
　にお問い合わせください。

＝ 主にあって、教会と共に、教会に仕える神学校 ＝

九州バプテスト神学校２０２０年度学生募集のご案内
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。全コースでインターネット・
DVD で通信教育実施。応募資料送付いたします。
お気軽に事務局までお問合せください。

【履修課程】本科 3 年／専攻科（牧師・主事コース）2 年（本科修了後）、
　　　　　 聴講は 1 課目から受講可

【書類締切】2019 年 12 月 2 日（月）～ 2020 年 2 月 3 日（月）
【入試・面接】2020 年 2 月 8 日（土）
【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　E メール kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

◎お詫びと訂正
前 号2019年11月 号 の 証 し の 
リレーの中で、東海教会の表記
が間違っておりました。
正しくは、東海バプテスト教会
です。お詫びをして訂正いたし
ます。（編集室）


