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2020 6 月 June

憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

Ⅰコリ13章（Ⅰテサ3：1～13）21
■幡ヶ谷教会〈東京都〉
信徒各自が内在されるキリストの
愛をもって隣人のために祈り、仕
えていけますように。
牧師：山川眞司

Ⅰコリ14章（マコ14：32～42）22
■渋谷教会〈東京都〉
①地域への福音宣教のために。
②新型コロナウイルス感染の収束
のために。
③教会員の信仰生活と健康が守ら
れるように。
宣教師：金 末仙（キム マルソン）

Ⅰコリ15章（Ⅰコリ15：12～28）23
■青梅あけぼの教会〈東京都〉
①牧師・信徒の信仰、霊性の深まり。
②相互牧会のセルの充実と拡大。
③150人礼拝、受浸者10人。
牧師：大谷唯信（おおたに ただのぶ）
副牧師：森元國文（もりもと くにふみ）

Ⅰコリ16章（Ⅰコリ15：50～58）24
■ライフチャーチ

（青梅あけぼの）〈東京都〉
偉 大 な 戒 め（ マ タ イ22：37-40）、
大宣教命令（マタイ28：18-20）に
忠実な教会であり続けることがで
きるように。
牧師：大谷信道（おおたに しんどう）

Ⅱコリ3章（Ⅱペト3：8～13）27
■日本バプテスト連盟 監事
①協力伝道の業が豊かに進められ
るように。
②理事会や各委員会、連盟事務所
のスタッフの働きを覚えて。
監事：小河義伸（主任）、
　　　奥村妙子、
　　　平良憲誠、（たいら けんせい）
　　　松本素代美（まつもと そよみ）

Ⅰコリ12章（Ⅰテサ2：17～20）20
■恵

けい

泉
せん

教会〈東京都〉
①働きのすべてが主に用いられる
ために。
②福音伝道の新たな教会体制のた
めに。
③偶像と対峙して平和を生きるた
めに。
牧師：福永保昭 
協力牧師：松見享子

Ⅰコリ9章（Ⅰコリ16：13～14）17
■大井教会〈東京都〉
新礼拝堂建築のプロセスが、キリ
ストの体として大井の地に深く根
ざし建てられてゆく歩みとなるよ
うに。
主任牧師：加藤 誠　牧師：広木 愛
音楽主事：菊地るみ子

Ⅰコリ8章（フィリ2：19～24）16 
■東京第一教会〈東京都〉
①新しい牧師夫妻との歩みのために。
②バプテスマが与えられますように。
③幼稚園の働きが祝されますように。
牧師：髙見龍介、岡村直子　
伝道主事：山本弘夫

Ⅰコリ7章（ロマ14：7～12）15
■ 経

きょう

堂
どう

教会〈東京都〉
①地域に根差した伝道のために。
②高齢者の健康が守られますよう
に。
③新来者が与えられますように。
牧師：藤原靖彦

Ⅰコリ6章（Ⅰテサ2：1～13）14
■多摩川教会〈東京都〉
①教会が祈りの家となるように。
②魂の救い、霊肉ともなる癒しと
回復、世界宣教。
③信仰継承。
牧師：末盛桜子（すえもり さくらこ）
宣教師補：久米 麗

Ⅰコリ5章（エフェ1：15～23）13
■川崎教会〈神奈川県〉
①牧師招聘のために。
②新しい教会形成のために。
③一人ひとりが賜物を生かす働き
へ。

Ⅰコリ4章（Ⅱコリ12：11～18）12
■百合丘教会〈神奈川県〉
①国内外の教会等との協力伝道。
②新百合丘伝道と教会員の健康。
③めぐみ幼稚園のために。
牧師：川井信雄 　
協力牧師：宇野雄司
牧会主事：宇野澄江
音楽主事：宮原淑子

Ⅰコリ3章（Ⅱコリ11：1～11）11
■横浜ニューライフ教会

〈神奈川県〉
①今年度テーマ「伝道の年」家族・
隣人のバプテスマを！
②スタッフ招聘。
③イスラエルの祝福と国々の救い。
牧師：田坂元彦

Ⅰコリ2章（Ⅱコリ2：14～17）10
■横浜ＪＯＹ教会〈神奈川県〉
①み言葉と祈りの生活が守られる
ように。
②礼拝、祈り会の祝福。
③地域への伝道のため。
牧師：坂西恵悟
派遣牧師：石田政美

Ⅰコリ1章（ヨハ8：39～47）9
■青葉教会〈神奈川県〉
①教会の信仰告白を継続して学ぶ。
②個々人がイエス様につながる。
③次世代を育て、共に宣教を担う。
牧師：三宅真嗣（みやけ しんじ）　
副牧師：三宅友子（みやけ ともこ）

ロマ16章（イザ40：6～8）8
■横浜大

やまとちょう

和 町教会〈神奈川県〉
①礼拝場所が引き続き与えられる
ように。
②近隣の方々がみ言葉を聞きに来
られるように。
牧師：鉄井三千夫

ロマ15章（Ⅰテサ1：1～10）7
■横浜戸塚教会〈神奈川県〉
①終末を生きる全世界の教会のた
めに。
②戸塚駅東側での宣教が実を結ぶ
ように。
③求道者がバプテスマに導かれる
ように。
牧師：堀野浩嗣（ほりの ひろつぐ）

ロマ14章（フィリ3：12～21）6
■鎌倉台伝道所（洋光台）

〈神奈川県〉
①高齢者の健康が守られますよう
に。
②集う人に信仰の確信を願い。
③キリストにある教会形成を求
め。
牧師：岡坂建史（おかさか たてし）

Ⅱコリ2章（ヘブ13：7～16）26
■東京地方
　　　バプテスト教会連合
①連合の財務問題解消感謝。
②東京北教会の地域協働進捗感謝。
③教会の危機管理プロジェクト発
足感謝
会長：内藤 崇（目白ヶ丘教会）

Ⅱコリ1章（エフェ6：10～20）25
■恵

けい

約
やく

宣
せん

教
きょう

伝道所
　（青梅あけぼの）〈東京都〉
①皆が日々絶えず神の愛の内を歩
むこと。
②霊性の深まり。
③日曜学校の発展。
牧師：藤原淳賀（ふじわら あつよし）

Ⅰコリ11章（Ⅰテサ2：14～16）19
■泉教会〈東京都〉
①子どもたちのために。
②主権者として育ち合えるように。
③毎週の礼拝のために。
牧師：城倉 啓

Ⅰコリ10章（フィリピ4：1）18
■品川教会〈東京都〉
①新型肺炎感染拡大の終息のため
に。②大崎、戸越地域への伝道のた
めに。③平日ミニストリーの拡大の
ために。牧師：山中臨在（やまなか 
ともなり）　協力牧師：松村誠一
音楽主事：岸本敬子

■神学教育に関する委員会
①神学生の学びと各神学校の教員、
スタッフの働きのために。
②これからの協力伝道に仕える三
神学校・宣研・連盟の良き協働の
ために。
委員長：中田義直（常務理事）

Ⅱコリ4章（Ⅰテサ4：13～5：11）28 29 Ⅱコリ5章（Ⅰテサ5：12～22）

■学校法人 西南学院
■西南学院大学神学部
　　　　　／専攻科／大学院

お祈りの課題は下欄をご覧くださ
い。

５
■洋光台教会〈神奈川県〉
転換期の今、み言葉に養われなが
ら、開かれた教会として地域に根
差した歩みができるように。
主任牧師：萩原永子（はぎわらのりこ）
協力牧師：蛭川明男

ロマ13章（ロマ15：1～6）

30 Ⅱコリ6章（Ⅰテサ5：23～28）

■引退教役者
濱田 隆氏〈熊本県〉
濵中恒雄氏〈福岡県〉

 
6月29日祈りの課題
■学校法人 西南学院
①学院の子どもたちの心身の健康が守られますように。
②学院の教育が御心に敵ったものでありますように。
院長：今井尚生
■西南学院大学神学部／専攻科／大学院
①献身者が神学部に送られるように。
②神学生の健康が守られるように。
③協力伝道を進める学びのために。
神学部長：須藤伊知郎

1
■湘南台教会〈神奈川県〉
①コロナウイルス収束のために。
②エレベーター設置のために。
③高齢者の方々のために。
牧師：坂元俊郎（さかもと しゅんろう）

２
■藤沢教会〈神奈川県〉
①「聖書教育」を中心にＣＳと礼
拝による教会形成。
②バプテスマ者が与えられるよう
に。
③高齢者、幼子、長期欠席者のた
めに。
牧師：坂元幸子（さかもと さちこ）

ロマ11章（使徒17：1～9）

■港南めぐみ教会〈神奈川県〉
①教会員の高齢化への将来の対応。
②新住民が教会に足を運ぶように。
③駐車場が整えられるように。
牧師：古家良子（ふるやりょうこ）、
古家克務（ふるや かつむ）

４３ロマ9章（使徒11：1～18） ロマ10章（使徒13：1～3） ロマ12章（Ⅰコリ13：8～13）

■横須賀長沢教会〈神奈川県〉
①教会員の信仰と健康のために。
②今年度の教会活動が導かれます
ように。
③コロナ感染が終息しますように。
牧師：大須賀真人（おおすが まさと）、
大須賀綾子

※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。

2020年度第1回理事会（～ 10日 Web)

総会役員会

神学教育に関する委員会（Web) 

＝ 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

神学校週間～ 7/5

2020年度　東京バプテスト神学校
― 夏期公開講座開催のご案内 ―

2020年度夏期公開講座は、旧約聖書学の月本昭男先生（上智大学神学部
特任教授）をお招きして「創世記」を学ぶ予定です。月本先生は旧約聖書
学では第一人者とされ、創世記注解や詩編講解等、多くの著作を著され
ています。なお、今年は8月13日（木）、14日（金）に開講しますが、新型コ
ロナウィルスの感染拡大に伴い、従来の教室受講ではなく、通信受講（教
会でのライブ共同受講、個人でのビデオ通信受講）を基本として行います。

お申し込みは下記E-mailから。
東京バプテスト神学校事務局 

TEL：03-3947-5141 / FAX：03-3947-5145　E-mail：seminary@tbts.jp

全国発送
『バプテスト』誌7月号発行
『世の光』7月号発行

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。

7月のおもな予定

バッピィ

在宅でも『聖書教育』を
ご利用ください！

教会に集うこともむずかしい今、教会学校を応援し
たい！と、『聖書教育』2020年 4・5・6月号をホー
ムページで無料でご覧いただけるよう特別に対応す
ることにいたしました。クラスのメンバーが共に聖
書を読むことを通じてつながりを保ち、困難な時期
だからこそ祈り合い、励まし合っていける教会学校
の働きの継続を願っています。（教会教育室）

http://www.bapren.com/


