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憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

ヨハ15章（ヨハ20：19～29）19
■びわこシャロームチャペル

〈滋賀県〉
Ⅱテモ4:2に導かれ、滋賀県全域
を担当地域とし２年前からイエス
さまの福音を伝えています。現在
３か所で礼拝し、６月にもう１か
所でも始めます。あと10年で10
か所のチャペルを開く目的です。
牧師：桶田紀夫

ヨハ16章（ルカ5：1～11）20
■四日市教会〈三重県〉
①中長期的な教会の使命と目標を。
②多様な人々に向けて開かれる。
③連合・連盟との協力を喜び献げ
る。
牧師：加藤英治

ヨハ17章（ルカ24：28～35）21
■愛知新生教会〈愛知県〉
①牧師が与えられるように。
②無牧の教会活動のために。
③み言葉と祈りの生活が守られる
ように。
牧師：大島世津子（3月末辞任予定）

ヨハ18章（ルカ24：36～43）22
■南名古屋教会〈愛知県〉
①南名古屋派遣宣教師の働きのた
めに。
②地域伝道の前進。
③福音経済の満たし。
牧師：山川明美、山川高平

ヨハ21章（ヨハ20：30～31）25
■東山教会〈愛知県〉
①み言葉に忠実に従う教会となる。
②主日礼拝・祈祷会の充実。
③全年齢層への伝道、新会堂建築。
牧師：鈴木直哉

ヨハ14章（ヨハ16：16～24）18
■須磨伝道所（大津）

〈兵庫県〉
昨年12月より名谷（みょうだに）
から妙法寺（みょうほうじ）に移
転しました。新しい場所での働き
のためにお祈りください。
牧師：谷口明法

ヨハ11章（ペト一1：3～9）15
■北山教会〈京都府〉
①高齢者や病床にある方のために。
②こどもの安全・教育成長のため
に。
③核と原子力からの脱却のために。
牧師：木原桂二（３月末辞任予定）
　　　小櫻 信（こざくら まこと・

4月1日赴任予定）

ヨハ10章（ヨハ14：25～31）14
■北白川教会〈京都府〉
①教会員の健康のために。
②礼拝の充実のために。
③地域への伝道のために。
牧師：軍司康博

ヨハ9章（ヨハ9：35～39）13
■京都教会〈京都府〉
①み言葉を生きる教会として。
②バプテスト関連施設を覚えて。
③隣人と共に歩む教会として。
牧師：李 海勲（イ ヘフン）

ヨハ8章（ヨハ20：11～18）12
■京都洛

らく

西
さい

教会〈京都府〉
①築50年の牧師館改築の実現へ。
②正牧師招聘のため導きと備えを。
③地域宣教の進展を求めて。
協力牧師：杉野 榮、李 鎮鐵

　　　　　　（イ ジンチョル）

ヨハ7章（ヨハ20：1～10）11
■北大阪教会〈大阪府〉
①２カ月に１度の子ども集会が祝
されますように。
②高齢者や病の中にある方が守ら
れますように。
牧師：古賀昭範 

ヨハ6章（ヨハ14：7～14）10
■南千里教会〈大阪府〉
①牧会者が与えられますように。
②聖書から力を与えられますよう
に。
③教会の交わりが豊かになるよう
に。
代表役員：平田道也

ヨハ5章（ヨハ14：1～6）9
■東豊中教会〈大阪府〉
①この時代を生きる中で栄光を主
に。
②礼拝が復活の命と新たな献身へ。
③国民・世界の民がキリストの福
音へ。
牧師：河野 浩（こうのひろし）

ヨハ4章（ルカ24：1～12）8
■和歌山中央伝道所（大阪中央）

〈和歌山県〉
①信者たちの信仰が固く建てられ
るように。
②地域に福音が広がりますように。
③３年後に建築ができますように。
担任牧師：河 亨植（ハ ヒョンシク）

ヨハ3章（ヨハ19：38～42）7
■大阪中央教会〈大阪府〉
祈り、伝え、養育、奉仕を通して、
行ってすべての人を弟子とする「愛
の共同体」となる。
牧師：咸 光玉（ハム クァンオク）
伝道師：崔美敬（チェ ミギョン）、
蔡 永伊（チェ ヨンイ）、内藤希代、
玄 晙浩（ヒョン ジュンホ）、
文 連子（ムン ヨンジャ）、渡辺正

ヨハ2章（ヨハ19：31～37）6
■大阪旭伝道所（大阪）

〈大阪府〉
療養中の中島義和牧師のために。

（現在活動休止中です。）
牧師：中島義和
副牧師：中島久子

ヨハ1章（ヨハ19：17～30）５
■大阪教会〈大阪府〉
①伝道開始70年目の歩みのために。
②病床、療養中の方々の守りと癒
しのために。
③高齢者への礼拝の送迎が叶うた
めに。
牧師：下川俊也

ルカ24章（ヨハ一4：7～12）４
■田辺教会〈大阪府〉
①弱さを持つ人がみ言葉に生かさ
れるように。
②高齢者地域の中で寄り添う教会
のあり方を模索活動中。
牧師：喜多村やよい

ヨハ20章（ヨハ17：1～19）24
■平針教会〈愛知県〉
①新会堂10周年記念行事のために。
②伝道50周年記念行事のために。
③祈りとみ言葉の教会となるよう
に。
牧師：谷綛安雄（たにかせやすお）

ヨハ19章（ヨハ6：1～15）23
■瑞穂教会〈愛知県〉
①み言葉を味わい、生き生きと伝
道する新年度。
②地域・外国の方々から学び、出
会いを大切に。
牧師：秋山義也

ヨハ13章（ヨハ16：4後半～15）17
■新田辺伝道所（大津）

〈京都府〉
①新しい求道者が与えられるように。
②教会の伝道の働きが祝福される
ように。
③教会の経済的必要が満たされる
ように。
牧師：永藤裕幸（ながふじひろゆき）

ヨハ12章（ヨハ一1：1～4）16 
■大津教会〈滋賀県〉
①主の教えに従ってそれを守るこ
とができるように。
②地の塩・世の光として用いられ
るように。
牧師：上田益之（うえだますゆき）

■北海道バプテスト連合
①北海道で暮らすすべての人の生
活が護られるように。
②主任牧師不在の教会の歩みのた
めに。
③先住民族を覚えて。
会長：田森茂基（旭川教会）

使徒1章（ヨハ21：1～14）26 27 使徒2章（ヨハ21：15～19）

■東北バプテスト連合
①相互訪問礼拝が用いられるよう
に。
②無牧師の教会の守りのために。
③協力伝道のビジョン共有のため
に。
会長：小田 衞（おだ まもる・ 大富教会）

３
■平野教会〈大阪府〉
①広い新会堂が与えられるように。
② “ 夜廻り ”“ お茶の会 ” 地域活動
のため。
③新来者や離れている方々のため。
牧師：高田 進

ルカ23章（ヨハ1：1～13）ルカ22章（詩69：14～22）

■シオンの丘教会〈大阪府〉
地域の方々と出会えるような集会
が備えられて、周囲の方々にあて
にされるような存在となれるよう
に。
牧師：坂田 浩

２１
■東大阪教会〈大阪府〉
①世界が平和になりますように。
②すべての人が大切にされますよ
うに。
③地域での福音宣教の前進のため
に。
牧師：柴田良和、中村尚子

ルカ21章（詩22：7～16）

28 使徒3章（ヨハ21：20～25）

■理事会
これからの協力伝道のあり方を共
に考え、共に担う祈りが深められ
ていく宣教会議、総会となるよう
に。
理事長：加藤 誠（大井教会）

 
4月29日（水）の祈りの課題

　■連盟派遣宣教師
野口日宇満・野口佳奈宣教師（インドネシア）
①諸教会の宣教の前進。②自然災害やテロリズムからの守り。③使命にふ
さわしいビザの取得。④家族の健康。
嶋田和幸・嶋田薫宣教師（カンボジア）
①教会の日曜学校が祝され、「子どもから子どもへの伝道」が導かれるよう
に。②新型コロナウイルスの感染が収束に向かうように。

使徒4章（ルカ24：44～53）29 
■連盟派遣宣教師
野口日

ひゅうまん

宇満・野口佳奈宣教師
（インドネシア）

嶋田和幸・嶋田 薫宣教師
（カンボジア）

祈りの課題は下記に記載

使徒5章（王下17：24～33）30
■引退教役者
友納徳治氏〈福岡県〉
鍋倉勲氏〈福岡県〉

連盟代表祝辞依頼、『バプテスト』誌広告のご案内
教会において牧師就任式や記念式典などがある場合は、常務理事宛に書面
（FAX可）にてご連絡願います。なお式典において「連盟代表祝辞」のご希望
がある場合は祝辞依頼書（連盟HPからダウンロード可）をお
送りください。また、『バプテスト』誌では式典案内や就任報
告などの広告を受付けています。１コマ：サイズ（タテ39㍉×
ヨコ90㍉）料金15,000円です。連絡・問合せは、いずれも常
務理事室まで。

日本バプテスト連盟　〒336-0017 さいたま市南区南浦和1-2-4
TEL 048-883-1091 ／ FAX 048-883-1092

※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

連盟結成記念日（1947年4月3日）

『世の光』誌5月号発行 総会検討委員会(浦和）

イースター

臨時地区宣教主事会議~8

『聖書教育』執筆者会議~22
青少年専門委員会議~22

教会教育専門委員会議

『バプテスト』誌5月号発行6特別問委員会連絡協議会

＝ 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 年度聴講生募集のご案内
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

2020 年度前期 東京バプテスト神学校  公開講座のお知らせ
■ 連続公開講座 「信徒のための説教学Ⅱ～第一コリント書」（毎週金曜15回）
好評だった2017年「信徒のための説教学」の続編で、第1コリント12、
13章から説教の作り方を学びます。講師：安藤榮二先生と内藤淳一郎先生 
■神学特講・新約釈義～ヨハネ福音書を読む（毎週月曜15回）
好評だった「マタイ福音書を読む」の続編。万物に先立つ神のもとでの「先
在」、人となって来られた「受肉」、「地上における生と行動」、「死、復活、
昇天」等の記述を信仰的に、同時に学問的に読んでいきます。
【教室・事務局】〒112-0012 東京都文京区大塚1-1-18 茗荷谷キリスト教会内
詳細は 神学校ホームページ、事務局：Tel.03-3947-5141／seminary@tbts.jp まで

5月のおもな予定
5/3　バプテスト憲法

　フェスティバル（大久保）

5/15　教勢報告締め切り

5/13-15　会計監査

バッピィ

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。

●お詫びと修正●
・３月号の11ページ、「理事会ニュー
ス」と、「これからの協力伝道　わ
たしの思い」の、それぞれの本文に
ある「世界バプテスト祈祷週間献金」
の表記が間違えておりました。また、

「理事会ニュース」9行目の「事務所
態勢」とあるのは正しくは「事務所
体制」です。

・3月号６~7ページ、「協力伝道カレ
ンダー」カッコ内の『聖書教育』「準
備のための聖書個所」に誤りがござ
いました。修正版を連盟ホームペー
ジに掲載しておりますのでそちらを
ご覧ください。
https://www.bapren.jp/
以上、お詫びして訂正をいたします。

（編集室）


