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2020 5 月 May

憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

使徒22章（使徒3：1～10）17
■相模原希望伝道所
　 （松本福音村）〈神奈川県〉
①将来と希望を与える教会になる。
②信仰の成長と育てることのため。
③み言葉と聖霊様が働く教会にな
る。
牧師：李 在浩（イ ジェホ）

使徒23章（ヨハ4：39～42）18
■大和愛宣教伝道所

（松本福音村）〈神奈川県〉
①思いを一つにする教会になれますよ
うに。②信仰告白文をつくりあげられ
ますように。③教会規約をつくりあげ
られますように。牧師：李 東柱（イ 
ドンジュ）　主事：郭 淑（カク シュク）
協力宣教師：権 正勲（ケン チョンフン）

使徒24章（使徒6：1～7）19
■松本蟻ヶ崎教会〈長野県〉
①新会堂が今後の宣教に役立つよ
うに。
②主の言葉に聴く礼拝が祝される
ように。
③大胆に神賛美ができるよう指導
者を。
牧師：川井髙雄

使徒25章（使徒6：8～15）20
■大

おお

秦
はだ

野
の

教会〈神奈川県〉
①礼拝が豊かに祝福されますよう
に。②信徒の賜物が用いられます
ように。
③求道者が決心に導かれますよう
に。
牧師：日髙龍子

使徒28章（使徒11：19～26）23
■相模中央教会〈神奈川県〉
①第二次中長期計画の検討と決定
のために。②50周年記念誌発行と
記念コンサート実施のために。
③子どもと共なる礼拝に向けた新
しいチャレンジのために。
牧師：吉田真司
音楽主事：江原美歌子

使徒21章（使徒2：43～47）16 
■松本福音村教会〈長野県〉
①すべての聖徒が毎日聖書を読ん
で祈る時間を持つように。
②毎週火曜日、路傍伝道を通じて
福音が宣べ伝わるように。
③回転資金の返済が毎月よくでき
るように（月10万円）。
牧師：黄 基英（ファン キヨン）

使徒18章（使徒4：23～31）13
■三島教会〈静岡県〉
①高齢者の健康が守られるように。
②教会活動プログラムの充実。
③伝道開始50周年行事のために。
牧師：本多英一郎

使徒17章（使徒4：5～14）12
■静岡教会〈静岡県〉
①新年度主題に沿う教会形成、ま
ことの礼拝者を目指して。
②収穫のために働き人が与えられ
るように。
牧師：原田攝生（はらだ せつお）

使徒16章（ルカ22：54～62）11
■清水栄光教会〈静岡県〉
①伝道開始55年・教会組織20年記
念感謝礼拝（7/19）。
②家族の救いと子どもたちと一緒
に礼拝。
③教会会計のために。
牧師：石渡修司

使徒15章（使徒2：1～13）10
■川根教会〈静岡県〉
①地域に根ざした教会の働きがで
きますように。
②限界集落の中み心なら幼稚園の
働きの存続を。
牧師：松下正巳

使徒14章（エフェ4：7～16）9
■浜松教会〈静岡県〉
①主の証し人になろう！（20年度
主題）
②「５つの約束」を守る生活から！
③「キリストの福音」があなたか
ら隣人へ！
牧師：伊藤勝彦

使徒13章（コリ一12：1～11）8
■金沢教会〈石川県〉
①主を喜び、祈り賛美する教会に。
②協力伝道を喜び仕え献げる教会
に。
③新牧師を迎え、伝道の大前進を！
牧師：杉山 望

使徒12章（エゼ37：1～9）7
■富山小泉町教会〈富山県〉
①宣教開始60周年の準備のため
に。
②バプテスマ決心者の準備のため
に。
③子ども礼拝が祝されるように。
牧師：閔 丙俊（ミン ビョンジュン）

使徒11章（ヨハ3：1～15）6
■福井教会〈福井県〉
信仰は、命です。主の御心にかなっ
た教会になるよう、日々に、お祈
りください。
牧師：平良憲誠（たいら けんせい）

使徒10章（申16：9～12）５
■豊田伝道所（各務原）
　　　　　　　　〈愛知県〉
①豊田伝道所の再開。
②長浜集会の月１回の開催。

（現在活動休止中です）
牧師：後藤 寿

使徒9章（使徒1：12～26）４
■各

かかみがはら

務原教会〈岐阜県〉
①多言語教会の礼拝の充実。
②多言語での聖書の学び。
③地域への伝道と共生。
牧師：後藤 寿

使徒8章（使徒1：3～11）３
■岐阜教会〈岐阜県〉
①地域に開かれた教会の具体像。
②高齢者に優しい体制づくり。
③現役世代・若者を招くための方
策。
牧師：宇都宮 毅

使徒7章（使徒1：1～2）２
■豊橋教会〈愛知県〉
①東三河地区での福音宣教のため
に。
②み言葉と幻の共有、主にある一
致。
③教会員と求道者の平安と祝福。
牧師：小林大記（こばやしひろき）

使徒27章
（使徒7：54～8：1前半）22

■綾瀬小園教会〈神奈川県〉
①新来者、求道者が与えられるよ
うに。
②地域に根ざす伝道。
③み言葉に親しみ祈る教会に。
牧師：岩瀬 礼（いわせ あや）

使徒26章（使徒7：44～53）21
■ふじみ教会〈神奈川県〉
①礼拝者の整えと教会の霊的雰囲
気。②地域へのよきインパクトの
ために。③シャローム子どもの家
のはたらき。
牧師：犬塚 契（いぬづか けい）
協力牧師：犬塚 修、草島 豊

使徒20章（使徒2：37～42）15
■山梨教会〈山梨県〉
教会プログラムが用いられ、近隣
の方々の魂が救われ、高齢者や礼
拝出席困難者の礼拝が守られるよ
うに。
牧師：佐藤 浩

使徒19章（使徒2：14～36）14
■富士吉田教会〈山梨県〉
①主イエスを基に互いに手をつな
ぎ、祈り合い、育ち合う関係に。
②また、その輪（和）を地域に世
界に！
③求道中の方々の決心。
牧師：宮西宏明、宮西千晴

■座間伝道所（相模中央）
〈神奈川県〉

①礼拝参加者が増し加えられます
ように。
②礼拝参加者の健康が守られます
ように。
③奏楽者が与えられますように。
牧師：内藤玲緒奈（ないとう れおな）

ロマ1章（使徒8：1後半～8）24 25 ロマ2章（申命記14：3～21）

■平塚教会〈神奈川県〉
①礼拝再考：日々新しい礼拝者に。
②こども食堂：地域と共なる教会
に。
③創立70周年：協力伝道に感謝。
牧師：平野健治

1
■名古屋教会〈愛知県〉
①「使命と働き」に添った教会形成。
②教会建築をビジョンとすること
の共有。
③礼拝に出席できない方との連帯。
牧師：白石久幸　
協力牧師：池田巍義（いけだたかよし）
伝道師：西久保健二

使徒6章（使徒13：44～52）

26 ロマ3章（マコ7：14～23）

■逗子第一教会〈神奈川県〉
①「礼拝～集中と拡散～」
②高齢者の信仰と健康に祝福を。
③教会組織70周年、感謝。
牧師：杉野省治

ロマ4章（エフェ2：14～22）27
■バプテスト連盟北関東
　　　　　　　　　地方連合
新 た に 連 合 会 長 に 選 任 さ れ た　 
森淳一会長を筆頭とした連合新体
制と連合諸教会の連帯及び協働を
覚えて。
会長：森 淳一（高崎教会）

ロマ5章（エフェ4：1～6）28 
■回転資金委員会
①必要を満たせる資金であるよう
に。
②老朽化の備えの一助となるよう
に。
③教会等の祈りで歩む委員会活動
に。
委員長：二見眞義（浦和教会）

31
■引退教役者
野村義雄氏〈神奈川県〉
浜崎英一氏〈大阪府〉

ロマ8章
（使徒10：9～16.44～48）

■国際ミッション・ボランティア 
　　（ＩＭＶ）・佐々木和之氏

　　　　　　　（ルワンダ）
■アジア・ミッション・
　　コーディネーター（ＡＭＣ）

・伊藤世
よ

里
り

江
え

氏（シンガポール）
お祈りの課題は左ページ下欄をご
覧ください。

ロマ6章（使徒10：1～8）29 ロマ7章（使徒10：17～43）30
■日本バプテスト連盟医療団
①隣人愛に基づく全人医療実践の
ために。
②地域に提供する医療・看護・介護・
福祉の質の向上のために。
理事長：尼川龍一
牧師・チャプレン：宮川裕美子

 
5月29日祈りの課題

■ＩＭＶ・佐々木和之氏（ルワンダ）
①主にある平和と和解の働きが絶
えることなく続けられるように。
②アフリカで新型コロナウイルス
の被害が拡大しないように。

■ＡＭＣ・伊藤世里江氏（シンガポール）
①コロナウイルスを恐れ過ぎず、
日常生活を大切にしていけるよう
に。②多言語での礼拝の祝福。

※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。

地区宣教主事会議~27
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

地方連合連絡協議会＋地区宣教主事会
～ 13

バプテスト憲法フェスティバル（大久保）

『世の光』誌6月号発行

財務委員会

『『聖書教育』2020年7.8.9月号発行
★「教勢報告」締め切り

会計監査~15
『バプテスト』誌6月号発行

＝ 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

教会音楽専門委員会議~19
国外伝道専門委員会議~20

全国発送

総務専門委員会議

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。

6月のおもな予定
6/9-11　第1回理事会

6/22-25 女性連合沖縄平和

　　　　　　　　学習ツアー

6/28-7/5　神学校週間

6/29-7/1　宣教会議

　　　　　　（天城山荘）

バッピィ

田代仁牧師就任のお知らせ
主のみ名を賛美いたします。

　わたしたち日本バプテスト前橋教会は、この4月より田代仁氏を牧
師として招聘し、新たな歩みを始めました。これからも協力伝道の
中でお祈りに覚えていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
　なお、就任式につきましては、新型コロナウィルス感染を鑑み、
しばらく様子を見て判断し、改めてご案内することといたしました。

　　主にありて
　　　　　　日本バプテスト前橋教会　教会員一同

2019年度教勢報告
について

　2019年度の教会の様子をお寄せ
ください。提出締切は5月15日（金）
です。新型コロナウィルスの影
響などで提出が遅れる場合には、 
事前に国内伝道室までご連絡いた
だけるとありがたいです。


