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2 月 February

※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。

１

マタ5章
（ヨハ7：25～36）

■北九州教会〈福岡県〉
①無牧師の時、一致できるように。
②牧師を迎えることができるよう
に。
③ナオミ愛児園の働きを覚えて。

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。

協力伝道週間1/26 ～ 2/2

２

マタ6章
（ヨハ7：37～44）

３

マタ7章
（イザ49：1～6）

き く

４

マタ8章
（マタイ18：15～20）

５

マタ9章
（Ⅰヨハ1：1～4）

6

マタ10章
（マコ12：41～44）

7

マタ11章
（ヨハ7：53～8：11）

8
も

マタ12章
（ヨハ7：45～52）
じ こう

■小倉春ヶ丘教会〈福岡県〉

■企救教会〈福岡県〉

■シオン山教会〈福岡県〉

■南小倉教会〈福岡県〉

■小倉教会〈福岡県〉

■富野教会〈福岡県〉

■門司港教会〈福岡県〉

①無牧師の中礼拝がまもられるよ
うに。
②専任の牧師が与えられますよう
に。
③地域に根差した教会になるよう
に。
代表執事：高松由希子

①今年度のまとめと新年度のため
の備え（執事選挙、予算総会）
。
②共に祈り、喜び、感謝の礼拝へ。
牧師：原田義也

① 世 に 立 ち、 語 り、 生 き る 教 会。
②宣教支援センター協働教会とし
て地方連合他との協力伝道に努め
る。
牧師：伊藤光雄

①「みんなの教会」になるために。
②ともに礼拝をわかちあうために。
③新しいからだを目指して。
牧師：谷本 仰（たにもと あおぐ）

①求道者の救いのために。
②祈り人がさらに与えられるため
に。
③子どもたちの成長のために。
牧師：山本龍一郎

2020年度の「伝道開始70年記念事
業」の準備のために。
牧師：黄 仁坤（ファン インゴン）
協力牧師：福田昌治

①新しい教会形成が主に導かれ、
祝されるように。
②地域に開かれた教会となり、福
音が届くように。
牧師：鮫島則雄

西南学院神学部バプテストフォーラム

2019年度第3回理事会～ 6

9

10 マタ14章（エゼ34：1～10）

11

マタ13章
（ヨハ8：12～20）

『総会議事録』発送

マタ15章
（エゼ34：11～16）

12 マタ16章（エゼ34：23～31）
ほう ふ

13 マタ17章（エレ23：1～8）
や わたはま

恵教会牧師就任式

14 マタ18章（ヨハ9：35～41）

15 マタ19章（ヨハ10：1～6）

■門司教会〈福岡県〉

■下関教会〈山口県〉

■小野田教会〈山口県〉

■防府教会〈山口県〉

■八幡浜教会〈愛媛県〉

■松山西教会〈愛媛県〉

■道後教会〈愛媛県〉

①病の中にある方が癒されますよ
うに。
②教会員が霊的に成長できますよ
うに。
③幸幼稚園が主に祝福されますよ
うに。
牧師：桐原恩恵（きりはら めぐみ）

①豊かな主日礼拝のために。
②組織の見直しのために。
③めぐみ幼稚園チャプレングルー
プの働きのために。
牧師：泉 選也（いずみ えりや）

①奏楽者が与えられますように。
②幼稚園の働きが導かれるように。
③教会・幼稚園の建築のために。
牧師：佐野 太

①中期計画３年間の仕上げと見直
し。
②子どもたちの生活環境が整えら
れますように。
牧師：國分美知子（こくぶん みちこ）
主事：山時松江（さんとき まつえ）

①充実した礼拝で恵まれる教会。
②主と共に生きる信仰を継承する。
③地域の救いを祈り親しまれる教
会。
牧師：榎本謙二郎
副牧師：榎本佐智子

①礼拝が豊かに守られますように。
②牧師招聘に主の導きがあるよう
に。
③神の平和が与えられますように。

①老いと向き合っておられる方々
の生活が守られるように。
②仕事で礼拝出席が困難になって
おられる方々のために。
牧師 : 宮本 恵（みやもと めぐみ）

教会教育専門委員会議

信教の自由を守る日

『バプテスト』誌3月号発行

16 マタ20章（ヨハ10：7～21）

17 マタ21章（ヨハ10：22～42） 18 マタ22章（マタイ7：7～8）

■松山教会〈愛媛県〉

■今治教会〈愛媛県〉

①霊と真理をもって礼拝しよう。
②求道中の方々のバプテスマ決心
のために。
牧師：川上敏夫

①新来会者・長欠者・地域の子ど
もたちの導き。
②教会メンバーの体調の支え。
③徳山伝道所の宣教、働きのために。
牧師：今井謙一、今井朋恵

20 マタ24章（Ⅰテサ4：13～18） 21 マタ25章（Ⅰヨハ5：1～5）

22 マタ26章（ヨハ11：1～16）

■徳山伝道所（今治）
〈山口県〉

■高知伊勢崎教会〈高知県〉

■徳島教会〈徳島県〉

■丸亀城東町教会〈香川県〉

■ 恵 教会〈香川県〉

①地域の受け皿となる教会。
②み言葉に生き成長する教会。
③決心者が起こされるように。
牧師：平林 稔

①教会の方たちの健康が守られ礼
拝に集えるように。
②教会財政が満たされ、牧師を支
えられるように。
牧師：杉山いずみ

①『真理』を少しずつ学び合うこと。
②『自由』を少しずつ学び合うこと。
③違う者同士で思いやり合うこと。
牧師：山浦良治（やまうら よしはる）

青少年専門委員会議～ 19
回転資金委員会

今治バプテスト教会の伝道所とし
て、キリストによる救いの伝道を
周南でになっていけますように。
協力牧師：今井朋恵、今井謙一
支援者：宝田 豊（ノーステキサス
日本語教会対外伝道牧師）

①新たな牧師を与えられて感謝。
②療養中の方の癒しと交わりのた
めに。
③世界の人々の和解と平和のため
に。
牧師：伊藤 聰（いとう さとし）

天城山荘委員会

全国発送

23 マタ27章（ヨハ11：17～27）

24 マタ28章（ルカ7：36～50）

25 マコ1章（詩41：5～10）

26 マコ2章（ヨハ13：21～30）

■高松太田教会〈香川県〉

■高松常磐町教会〈香川県〉

■西九州地方連合

①求道中の方々のバプテスマ決心。
②「聖会」開催などによる新ヴィ
ジョン構築。
③駐車場用地の取得。
牧師：大竹敏生

①教会の冠である高齢者の守り。
②子どもたちの祝福と救い。
③ 教 会 創 立70周 年（2023年 度 ）
の備え。
牧師：梶井義郎

①協力伝道がさらに進められるよ
うに。②新たな出発をした富江教
会のために。
③諸教会の働き人のために。
会長：玉置 行
（たまき あきら 鹿島教会）

29 マコ5章（ヨハ13：1～11）

■性差別問題特別委員会

■臨時委員会
・平和宣言推進担当者会
・憲法改悪を許さない私たちの
共同アクション担当者会
・東日本大震災被災地支援委員会
・現地支援委員会
※お祈りの課題は右欄参照⇒

■米国南部バプテスト
日本語教会連盟

■引退教役者

①新しい冊子が用いられるように。
②委員会活動の広がりのために。
③つらさを叫べる教会・社会とな
るように。
委員長：岡田富美子
（那覇新都心教会）

韓国ミッション・スタディ青年ツアー
～ 3/2

■書類締切日 2020 年 3 月 13 日〔金〕 ■面接日 2020 年 3 月 26 日〔木〕
■入学式 2020 年 4 月 3 日〔金〕
■授業開始 2020 年 4 月 6 日〔月〕
▼

2020 年度前期開講科目 新約釈義（ヨハネ福音書を読む）
、教会史Ⅰ（古代～
中世）
、礼拝学Ⅱ（礼拝実践）
、組織神学Ⅱ、牧会カウンセリング、ヘブライ語
初級、信徒のための説教学、教会学校論、合唱，指揮法Ⅰ、楽典・ソルフェージュ

7

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

2020/ 2

『バプテスト』誌編集会議

28 マコ4章（ヨハ8：21～30）

2020 年度前期の入学・聴講者を募集しています。入学・聴講に必要な書
。
類を当神学校に請求してください（ホームページからダウンロードできます）

バッピィ

小羊会キャンプ・リーダー研修会準備会
『世の光』3月号発行

めぐみ

27 マコ3章（Ⅰヨハ2：1～6）

東京バプテスト神学校 ２０20 年度前期 学生募集のご案内

3/6 神学校入学前研修会
3/31-4/2
全国小羊会キャンプ・
リーダー研修会

沖縄基地課題協議会

19 マタ23章（ヨハ14：13～18）

宣研 新任牧師・主事研修会～ 28
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

3月のおもな予定

①全米に住む日本人の救いのため
に。
②全教会に牧師が与えられるよう
に。
③日々伝道に励む群れとなれるよ
うに。

『ようこそ教会へ わたしたちは大丈夫？』
「ようこそ教会へ わたしたちは大丈夫？」という冊
子を発刊いたします。そう呼びかけている「わたし
たち・教会」は、本当に「ようこそ」と言える心の
備えが出来ているでしょうか。教会が「一人ひとり
に与えられた尊厳が大切にされる共同体」としてと
もに生きれたら、どんなに素晴らしいことでしょう。
ぜひ教会でいっしょにお読みください。2020年3月
300円（作成費カンパ）（性差別問題特別委員会）

堤 正信氏〈神奈川県〉
坪井通泰〈東京都〉

《今日の祈り 2月27日》
・平和宣言推進担当者会
平和に関する信仰的宣言改訂版が
豊かに用いられ、教会が平和を創
りだす身体として歩むために。
委員長：谷本 仰（南小倉）
・憲法改悪を許さない私たちの
共同アクション担当者会
①国会憲法審査会審議の監視。
②改憲国民投票に備えて。
③主権者が憲法を用いて国家権
力を縛れるように。
委員長：城倉 啓（泉）
・東日本大震災被災地支援委員会
今なお、福島第一原発放射能事
故のために不安を覚える方々に、
全国の皆様と共に寄り添ってい
けるように。
委員長：中田義直（常務理事）
事務局長：大城戸一彦（西川口）
・現地支援委員会
復興の陰で格差に苦しむ人、台風
などで幾度も被災した人、原発事
故の痛みの中にある人のために。
委員長：金丸 真（仙台長命ヶ丘）

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

2020/ 2
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