
67 2020/03 2020/03

2020 3 月 March

憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

マコ8章（ヘブ10：19～25）

ルカ11章（ヨハ18：1～11）22
■和歌山教会〈和歌山県〉
①新来者が多く与えられますよう
に。
②幼稚園の働きが護られますよう
に。
③子どもたちが沢山集まりますよ
うに。
牧師：調（しらべ）みくに

ルカ12章（ヨハ18：15～24）23
■奈良教会〈奈良県〉
①みささぎ伝道所と岡村伝道師の
ために。②幼稚園の働き人のため
に。③ホームホスピス、命をつな
ぐ働きのために。
牧師：松原宏樹
伝道師：平山利香

ルカ13章（ヨハ18：25～27）24
■みささぎ伝道所（奈良教会）

〈奈良県〉
①小さくされた者と共なる礼拝。
②病の方、高齢の方々と共にあれ
るように。
③地域に仕えることができるように。
④祝福を願い、共に祈り働くこと
ができるように。
伝道師：岡村ゆり

ルカ14章（使徒11：1～18）25
■堺教会〈大阪府〉
①主日礼拝共同協働体なる教会形
成。
②バプテスマが与えられるように。
③信教の自由・政教分離・平和の
ために。
牧師：平良仁志

ルカ17章（ヨハ1：14～18）28 
■財務委員会
協力伝道献金体制に向けての連盟
財政の課題検討作業を、総合的か
つ遺漏（いろう）なく行えるように。
委員長：中條智子（長住教会）

ルカ10章（ヨハ18：12～14）21
■豊中教会〈大阪府〉
①今を感謝する群れ。
②それぞれの賜物を生かしあう知
恵が与えられるように。
③経済的必要がみたされるように。
牧師：今給黎眞弓（いまぎれ まゆみ）

ルカ7章（ヨハ17：20～26）18
■神戸新生教会〈兵庫県〉
①礼拝出席の多くの近隣の方々の
ため。
②ハンドベルクワイアの地域奉仕。
③火曜水曜出席の近隣の方々の幸
せ。
責任者：舟橋恵子

ルカ6章（ヨハ17：1～19）17
■尼崎教会〈兵庫県〉
①礼拝と祈祷会の充実！
②奉仕者が与えられますように！
③来会者が与えられますように！
牧師：長尾知明

ルカ5章（ヨハ16：25～33）16 
■浜甲子園教会〈兵庫県〉
①会員全員当事者の教会形成。
②聖書を読み直す対話深化。
③教会の存立意義の再認識。
会員代表：森山一弘

ルカ4章（ヨハ15：1～11）15
■神戸国際教会〈兵庫県〉

（現在活動休止中です。）
役員代表：バルク・ビリーロイド

ルカ3章（ヨハ15：12～17）14
■神戸教会〈兵庫県〉
①響き合う礼拝と共育のひろばの
ために。
②2020年 伝 道 開 始70周 年 を 感
謝！
③長期計画の話し合いのために。
牧師：西脇慎一

ルカ2章（Ⅱテモ2：1～7）13
■神戸西教会〈兵庫県〉
①未教会員の方がた、高齢者、教
会員の家族の必要に寄り添うこと
ができるように。
②西神南（せいしんみなみ）地区
での新たな伝道方策のために。
牧師：松本 理（まつもとおさむ）

ルカ1章（イザ5：1～7）12
■神戸伊川教会〈兵庫県〉
①年齢を問わず皆で礼拝できる教
会に。
②地域に深く根を張る教会に。
③協力伝道に積極的に参与する教
会に。
牧師：鮫島泰子

マコ16章（ヨハ14：25～31）11
■明石教会〈兵庫県〉
①高齢の方々の健康が支えられま
すように。
②新来者が与えられますように。
③世界に平和が来ますように。
牧師：椿本博久（つばきもと ひろひさ）

マコ15章（ヨハ14：15～24）10
■姫路 城

じょう

西
さい

教会〈兵庫県〉
①イースターのバプテスマの祝福
を。
②家族の救いと信仰の継承を。
③地域に開かれた喜びの教会。
牧師：辻 眞理子

マコ14章（ヨハ14：7～14）9
■鳥取教会〈鳥取県〉
①求道中の方々が導かれますよう
に。
②最近お会いしない方と共に祈り
を！
③礼拝を守る方が増えますように。
牧師：横濱峰二子（よこはまふじこ）
協力牧師：戸川幸子（とがわ さちこ）

マコ13章（ヨハ14：1～6）8
■松江教会〈島根県〉
①会堂建築のために。
②松江の人々に福音が届きますよ
うに。
③礼拝が祝されますように。
牧師：斎木郷次

マコ12章（ヨハ13：36～38）7
■岡山教会〈岡山県〉
①「3・11」を憶える宣教活動。
②連盟や連合の活動と協働する宣
教。
③牧師交代に備え、自律する信徒
の群れ。
牧師：梅田 環（うめだ たまき）

ルカ16章（マコ15：1～5）27
■日本バプテスト南九州地方連合
①南九州地方連合の教会・伝道所
のために。
②熊本震災で被災された方たちの
ために。
③沖縄のために。
会長：中條信治（宮崎教会）

ルカ15章（ヨハ12：27～36前半）26
■関西黎明教会〈大阪府〉
①地域の人々への積極果敢な伝道。
②神と人から愛される子どもを養
育する里親。
③国外宣教に派遣されている宣教
師のために。
牧師：江田治男

ルカ9章（マコ14：66～72）20
■宝塚教会〈兵庫県〉
①牧師が与えられますように。
②会堂修復が進みますように。
③日々感謝が溢れますように。
代表執事：古田晴彦

ルカ8章（マコ14：32～42）19
■伊

い

丹
たみ

教会〈兵庫県〉
①病を持つ方々の健康と平安。
②一人暮らしの皆さんの平安と支え。
③南神学生のこれからの学びと奉仕。
牧師：内田裕二

■全国教役者会
■女性牧師・主事の会
祈りの課題は下欄をご覧ください。

ルカ18章（ヨハ18：28～38前半）29 30 ルカ19章（ヨハ18：38後半～40）

■連合立等神学校・研修
　　　　　　　　　センター

・東京バプテスト神学校
・九州バプテスト神学校
・北海道バプテスト

研修センター

6
■福山教会〈広島県〉
①喜びの賛美に満ち溢れる教会に。
②喜びを人々に分かち合える教会
に。
③喜びと憩いの内に集える新会堂
を。
牧師：向山 満（むこやま みつる）

マコ11章（ヨハ13：31～35）マコ10章（ヨハ12：20～26）

■緑の牧場教会〈広島県〉
①中長期計画実現が豊かに導かれ
ますように。
②地域と共に歩む教会であり続け
られますように。
牧師：酒井敬仁（さかい のりひと）

５１
■広島西教会〈広島県〉
①地域に根ざした伝道推進のため
に。
②求道中の方々の救いのために。
③教会学校と成人科の充実のため
に。
牧師：大建英夫

マコ7章（ルカ2：1～7）２
■江波教会〈広島県〉
①キリストの光を輝かせる証しの
歩みが祝されるように。
②教会学校の働きが豊かになるよ
うに。
牧師：宮井武憲

３
■広島教会〈広島県〉
①平和と和解のつとめに仕える。
②すべての人に開かれた教会を喜
ぶ。
③礼拝出席者が増えますように。
牧師：播磨 聡

４
■呉

くれ

教会〈広島県〉
①牧師給与を増額できるように。
②礼拝出席者がもっと増えるよう
に。
③バプテスマの決心者が与えられ
るように。
牧師：浅海郁典（あさうみ いくのり）

マコ9章（使徒18：24～28）マコ6章（ヨハ13：12～20）

31 ルカ20章（ヨハ19：1～16）

■引退教役者
時田光彦氏〈千葉県〉
富田敬二氏〈東京都〉

 3月29日（日）の祈りの課題
■全国教役者会
①これからの教役者会のあり方についての協議が整えられていきますよう
に。②三バプテスト牧師研修会（2021年9月・福岡）の準備のために。
事務長：本山大輔（豊前教会）
 ■女性牧師・主事の会
①それぞれの賜物が豊かに用いられるように。②待機中の方々のために。
③普段からの励ましあいと学びのために。
事務局：今給黎眞弓（豊中教会）

※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。

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

神学校入学前研修会～ 7

『世の光』誌４月号発行
西南学院大学卒業式
九州バプテスト神学校卒業式

全国発送
西南神学部卒業礼拝

東京バプテスト神学校卒業礼拝

資料保存・管理委員会

『バプテスト』誌4月号発行

西南学院大学神学部・宣教研究所・連盟
3者協議会

全国小羊会キャンプ・リーダー研修会
～ 4/2

＝ 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、全てのコー
スでインターネット・DVDで通信教育を実施。詳細に
ついては事務局までお問合せください。

【授業科目】新約概論、新約釈義、ギリシア語、
　キリスト教倫理、日本キリスト教史、旧約釈義、旧約概論、牧会学
　前期:神学入門、教会教育A、　後期:教会と社会、教会音楽、教会教育B、集中:礼拝学

【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内
　T&F０９２-９８５-１８１２　kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

第14回礼拝音楽研修会（大阪）

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。

4月のおもな予定

4/3 連盟結成記念日

　　（1947年4月3日結成）

4/12 イースター

4/13 6特別問題委員会

　　協議会

バッピィ

東京バプテスト神学校  ２０２０年度   前期 学生募集のご案内
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）。
■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

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

平和宣言改訂について知る ＝平和宣言全国研修会＝

　第 64 回連盟定期総会にて「平和に関する信仰的宣言」（「平和宣言」・
2002 年採択）の改訂が承認されました。アメリカとイランの緊張が高まり、
自衛隊が派遣され、平和憲法が骨抜きにされる時代状況の中で、平和宣言
の改訂は何を意味するのか、教会はどのように立つのか、共に考えましょう。

 【日時】２月２４日（月・休）９時３０分～１７時　参加費：無料（献金あり）

 【プログラム】午前 平和宣言の学び（要申込）、午後 公開講演会（申込不要）

  ※公開講演会 14 時～（受付 13 時 30 分～）講演後、谷本仰牧師と奥田知志牧師の鼎談

 【講師】中村吉基氏（日本基督教団牧師、宗教と LGBT ネットワーク代表）

 【会場】相模中央キリスト教会（神奈川県大和市中央林間 4-24-6）


