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７月 July

※聖書日課は略語表記。カッコ内は『聖書教育』の「準備のための聖書日課」
。
※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

Ⅱコリ7章
（使徒17：1～9）

■東京西教会〈東京都〉
①礼拝場所が安定的に確保できる
ように。
②ご高齢の方々の健康。
③新来者、バプテスマ受領者が与
えられること。
牧師：黒瀬 博

５

Ⅱコリ11章
（Ⅰテサ5：12～28）

あきしま

6

Ⅱコリ12章
（Ⅰテサ4：13～18）

■昭島めぐみ教会〈東京都〉

■八王子めじろ台教会〈東京都〉

①互いに愛することにおいて成長。
②福音を地域の方々に届ける。
③礼拝賛美が豊かになる。
牧師：石橋虎之助

①無牧師の間も教会員相互牧会に
よる教会の前進のため。
②１週も早く会堂で主日礼拝をす
る日が来るように。
協力牧師：北島靖士（きたじま せいし）

7

Ⅱコリ13章
（マタ26：47～56）

■多摩ニュ－タウン・
憩いの家教会〈東京都〉
①小さな歩みが守られますように。
②弱い人の隣人になれますように。
③癒しの器とされますように。
協力牧師：津波真勇（つは しんゆう）

8

ガラ1章
（ルカ11：1～4）

２

Ⅱコリ8章
（ロマ12：17～21）

■板橋伝道所（東京西教会）
〈東京都〉
①この地から福音が消えませんよ
うに。
②20人礼拝ができますように。
③隣人に関心を持てますように。
牧師：新保雅雄（しんぽ まさお）

9

ガラ2章
（ルカ18：1～8）

３

Ⅱコリ9章
（Ⅰコリ6：12～20）

４

Ⅱコリ10章
（Ⅰコリ14：1～5）

ふっさ

■関東プレインズ教会〈東京都〉

■福生教会〈東京都〉

①善隣幼稚園を通しての伝道のた
めに。
②伝道やアウトリーチが増えるた
めに。
③ビジョンと決意を妥協しないた
めに。
牧師：ビショップ・ガイ
憲法フェスティバル（目白ヶ丘）

①小羊会対象者が与えられるよう
に。
②求道者が信仰の決心ができるよ
うに。
③70人礼拝の実現。
牧師：稲見元彦

10 ガラ3章（Ⅰペト4：12～19）

11 ガラ4章（Ⅰコリ11：23～26）

■多摩みぎわ教会〈東京都〉

■立川教会〈東京都〉

■花小金井教会〈東京都〉

■府中教会〈東京都〉

①メンバーの家族・近隣の方の救
い。
②新しいメンバーの加入。
③子どもが来ますように。
牧師：石井規之
主事：斎藤美津栄

①高齢者が守られて礼拝ができま
すように。
②教会員の霊性の向上、伝道意欲
向上を祈ります。
牧師：大川博之

①集まることが困難な中、教会の
交わりが守られますように。
②主にある希望を証しし続けられ
ますように。
牧師：藤井秀一

どんな状況であっても、教会の１
人ひとりが礼拝につながり平安を
得ることができますように。
牧師：長尾なつみ

ホームレス支援特別委員会
シンポジウム（Web)

国外伝道専門委員会議（-7 Web)

13 ガラ6章（ダニ12：5～13）

14 エフェ1章（マコ13：14～23）

15 エフェ2章（マタ13：36～43）

16 エフェ3章（マコ8：31～38）

17 エフェ4章（エフェ1：3～7）

18 エフェ5章（Ⅰペト5：8～11）

■調布教会〈東京都〉

■調布南教会〈東京都〉

■仙川教会〈東京都〉

■三鷹教会〈東京都〉

■中野教会〈東京都〉

■大久保教会〈東京都〉

■花野井教会〈東京都〉

①信仰と健康が守られますように。
②近隣地域への伝道と交わり。
③青年と働き人が送られるように。
牧師：文 廷翼（ムン ジョンイク）
協力宣教師：岡田千尋

①１日も早いコロナからの脱出を。
②礼拝と教会活動の再開。
③世界の人々に主の救いと平安を。
牧師：前田重雄

①放課後等デイサービス「マナ」
の働きが祝され、地域に用いられ
ますように。
②求道者に信仰決心を。
牧師：山岸 明

今年度「伝えよう、神の愛を、伝
えよう、わたしのイエスを」との
言葉が標語として私たちに与えら
れました。この素晴らしい生き方
を、神が新たに示してくださった
ことに心より感謝します。
牧師：秋山献一

①ウイルス感染の収束と罹患した
方々の癒しのために。
②連盟の諸教会の福音宣教の働き
が主によって支えられますように。
牧師：青木竜二
協力牧師：稲垣俊也

標語「主の導きに従って前進しよ
う～霊の実を結ぶ教会～」とガラ
テヤ5:22～23、25に生きられるよ
うに。
牧師：河野信一郎（かわの しんいちろう）
副牧師：石垣茂夫

①世界の協力（コロナ収束、平和、
環境）
。
②地域社会への福音伝道。
③新会堂建築。
牧師：古賀公一

19 エフェ6章（Ⅱテサ2：1～17）

20 フィリ1章（箴12：23～28）

全国発送

21 フィリ2章（Ⅰコリ1：4～9）
も ばら

『世の光』8月号発行

『バプテスト』誌編集会議（Web)

22 フィリ3章（フィリ3：12～4：1）

23 フィリ4章（Ⅰコリ9：1～12前半）

24 コロ1章（Ⅰテサ4：9～12）

25 コロ2章（ロマ１6：17～20）

■木更津伝道所（千葉教会）
〈千葉県〉

■千葉・若葉教会〈千葉県〉

■津田沼教会〈千葉県〉

①ビジョンと使命の明文化のため
に。
②地域伝道の足掛かり準備のため
に。
③家族が共に礼拝できますように。
牧師：田中宣之

①兄弟姉妹の信仰一致のために。
②地域伝道が祝されるように。
③各家庭での救いの業のために。
牧師：大塚恭一

■栗ヶ沢教会〈千葉県〉

■富里教会〈千葉県〉

■茂原教会〈千葉県〉

■千葉教会〈千葉県〉

①地域に開かれ、共生を目指す教
会に。
②新型コロナが収束し、皆で集っ
て礼拝できるように。
③世代を越えて信仰が引き継がれ
るように。
牧師：村上千代

①教会の一致と北総地域への伝道
拡大。
②主日礼拝、祈祷会、ＣＳ、ＳＧ
の充実。
③新牧師を迎えての教会形成を目
指して。
牧師：武井誠司
協力牧師：岡田 久

①新型コロナウイルス感染の終息。
②「誰とでも一緒の礼拝」の実現。
③地域とのつながりを深めること。
牧師：塩山宗満

①人々のいのちと生活がまもられ
ますように。
②礼拝と交わりの回復と再構築が
なされますように。
牧師：元川信治
協力牧師（兼教育主事）
：矢野由美
音楽主事：澤田ルツ子

26 コロ3章（Ⅱテサ3：1～18）

27 コロ4章（詩105：16～26）

28 Ⅰテサ1章（創42：6～13）

29 Ⅰテサ2章（創46：28～34）

30 Ⅰテサ3章（創47：27～31）

31 Ⅰテサ4章（エレ23：3～4）

■船橋教会〈千葉県〉

■神奈川バプテスト連合

■全国壮年会連合

■第58回全国青年大会

①各部、委員会等の働きが用いら
れ、協力伝道の業が力強く進めら
れるように。
②無牧師の教会を覚えて。
会長：蛭川明男（洋光台教会）

このような中でも、神学生支援の
神学校献金が祝されるよう、全壮
年の信仰と働きが強められますよ
うに。
会長：山田誠一（大井教会）

①各教会の青年１人ひとりの信仰
がそれぞれの形で守られるように。
②これからの青年大会のために。
実行委員長：内藤 潤（栗ヶ沢教会）

■セクシュアル・ハラスメント
防止相談委員会

■引退教役者

①新型コロナウイルスの感染から
守られますように。
②収束に向けての新しい取り組み
のために。
牧師：松田裕治
名誉牧師：三ツ木 茂
協力牧師：ンバコ アジセイ パトリック

＝ 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&F ０９２- ９８５-１８１２ kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp
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教会教育専門委員会議（Web)

①菊池正弘師の全快と牧会復帰。
②コロナ禍が沈静化しますように。
③望みの門諸施設が守られますよ
うに。
牧師：井本義孝
協力牧師：菊地正弘

パワーを悪用したハラスメントに
対する意識が高まり、二次被害を
含む加害を起こさない環境が整え
られるように。
委員長：天野英二（宇都宮教会）

のお名前は控えさせていた
だきます。

『バプテスト』誌8月号発行

12 ガラ5章（Ⅱテサ1：1～12）

青少年伝道専門委員会議（-14 Web)

ホームページ上にて受浸者

＜お詫びと訂正＞
『バプテスト』誌4月号にて、人
事小報欄で、川久保拓也氏のお名
前が間違っておりました。
また6月号にて、人事小報欄で、
髙木美値子氏（都城教会）の牧
師辞任日が4月26日とありました
が、正しくは3月31日の間違いで
した。
同号の教会インタビュー（高崎教
会）の2段目の記載で、会堂完成
の年月（88年5月ではなく98年5
月）と加藤英治氏のお名前が間違
えておりました。
同号「バプテスマおめでとう」欄
で、粕屋教会 松下理絵さまの教
会名とお名前を誤って記載してお
りました。
それぞれご関係者の皆さまにお詫
びをして訂正いたします。
（編集室）

日隈光男氏〈東京都〉
福島 勇氏〈東京都〉

財務委員会

バッピィ

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、教室受講は40名までに制限し、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）を併用として行います。
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

「外キ協」署名にご協力ください
「外国人住民基本法」と「人種差別撤廃基本法」の制定を求める国会請願書
5/20付全国発送にて、外キ協（外国人住民基本法の制
定を求める全国キリスト教連絡協議会）にて取りまと
めをしている国会請願書署名用紙をお送りしました。
両法案の制定を求める署名へのご協力をよろしくお
願いいたします。集約いただいた署名は、直接「外キ
協」までお送りください。両法案の全文、署名用紙は、
外キ協ＨＰ（http：//gaikikyo.jp）で閲覧印刷できます。

＝ 宣教研究所からのご案内 ＝
5/20付の全国発送で、牧師グループ研修会（講師スタッフ派遣）
、
『式文』
研修会のご案内と、
『バプテスト教会において豊かな式を形作る言葉と祈り
のために―視点と参考例』
（
『式文』
）
、
『バプテストの信仰 ここに立って、
私たちは…』などブックレットのご案内をお送りさせていただきました。研
修会の開催につきましては、宣研（松見享子）までお問合せください。なお、
新型コロナウイルスの状況によりご希望にそえない場合もございます。

日本バプテスト連盟宣教研究所 ☎０４８- ８１３- ７５６７
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