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テト2章（出3：1～15）16 
■常盤台教会〈東京都〉
教会創立70年。時の課題を諸教会
と共に乗り越え、主と地域に仕え
る信仰・知恵が注がれますように。
牧師：友納靖史（とものう やすし）
協力牧師：渡部 信（わたべ まこと）

テト3章（出4：10～17）17
■朝霞教会〈埼玉県〉
①高齢者の方々のすこやかな生活
を。
②白百合保育園の幼児の成長のた
めに。
③自閉症児、障害児の施設のため
に。
牧師：江川博和

フィレ1章（出4：18～31）18
■西川口教会〈埼玉県〉
①すべての医療従事者を覚えて。
②コロナ危機における教会員の信
仰生活のために。
③未来へ続く教会形成のために。
協力牧師：朴 思郁（パク サウク）

ヘブ1章（申34：10～12）19
■飯能教会〈埼玉県〉
①たとえ遠隔礼拝が続いても主イ
エス・キリストの愛に生きる教会。
②コロナ感染症が収束しますよう
に。
牧師：足立和子

ヘブ4章（出6：2～13）22
■ふじみ野教会〈埼玉県〉
①会堂と家庭で行われる礼拝が共
なるひとつの礼拝となるように。
②それぞれの日常が守られるよう
に。
牧師：山下真実（やましたまこと）

テト1章（出3：16～20）15
■赤塚教会〈東京都〉
①地域伝道の活性化。
②教会学校の充実。
③次世代への伝道、育成。
牧師：石堂雅彦
名誉牧師：児玉振作

Ⅱテモ2章（ミカ6：6～8）12
■東京愛の伝道所（蓮根教会）

〈東京都〉
①聖書信仰に立つ教会になります
ように。
②健康な信徒の交わりが豊かにな
りますように。
③聖霊の満たしを体験する共同体
となりますように。
牧師：権 赫烈（クォン ヒョクヨル）

Ⅱテモ1章（申26：5～11）11
■蓮

はす

根
ね

教会〈東京都〉
①病床にある方々の回復のために。
②連盟の諸教会が守られるように。
③全国の教役者が強められるように。
主任牧師：高木康俊
高齢・病床者担当牧師：金香泰誠

（かねこひろのぶ）
協力牧師：片岡順子
牧会主事：中地芳子

Ⅰテモ6章（出2：11～25）10
■東京ジグチョン教会〈東京都〉
①神の栄光が満ちる礼拝に。②初代
教会のように神の国の福音を宣べ伝
える教会に。③世界宣教のために執
り成しの祈りを続けられる教会に。
主任牧師：許 碩真（ホ ソクジン） 
元老牧師：金 東源　伝道師：柳 智仁、
金 景鶴　協力宣教師：秋 淵淑

Ⅰテモ5章（出1：15～2：10）9
■目白ヶ丘教会〈東京都〉
①世界が病から癒されますように。
②教会と付属幼稚園の働きを覚え
て。
③連盟と東京連合、天城山荘を覚
えて。
牧師：野口哲哉
副牧師：内藤幹子

Ⅰテモ4章（ヘブ11：23～27）8
■茗荷谷教会〈東京都〉
①教会員の交わりが深くなるよう
に。
②集会以外でも地域伝道できるよ
うに。
③必要が満たされますように。
牧師：平尾輝明
協力牧師：内藤淳一郎

Ⅰテモ3章（出15：20～21）7
■東京北教会〈東京都〉
①多様な方々が集う礼拝の実現。
②地域に開かれた会堂の建築。
③魯孝錬牧師の快復と復帰。
牧師：魯 孝錬（ノ ヒョリャン）
副牧師：細井留美
協力牧師：米本裕見子

Ⅰテモ2章（民26：57～61）6
■大泉教会〈東京都〉
①新年度の教会の歩みの上に。
②求道者、決心者の信仰のために。
③新型ウイルスの終息のために。
牧師：木村一充
教会主事：大野夏希

Ⅰテモ1章（箴言16：1～9）５
■東久留米教会〈東京都〉
①牧師が与えられますように。
②ジョン・チャヌ音楽牧師の活動。
③礼拝が継続されますように。
音楽牧師：ジョン・チャヌ

Ⅱテサ3章（コヘ12：9～14）４
■新小岩教会〈東京都〉
①聖書に聴き従います。
②キリストの弟子となります。
③新小岩から全世界に伝道します。
主任牧師：川口義雄
音楽主事：川口由子
宣教師：李ヒソック（イー ヒソック）

Ⅱテサ2章（申6：10～15）３
■篠崎教会〈東京都〉
①真理はあなたを自由にする。
②違いを受容し、喜び合う教会。
③多言語、多文化の方との共なる
礼拝。
牧師：川口通治（かわぐち みちはる）

Ⅱテサ1章（出1：1～14）２
■市川八

や わ た

幡教会〈千葉県〉 
①日本社会の歪みの中で、人の痛
みを知り、寄り添う宣教ができる
ように。
②困窮者支援のガンバの会と共に。
牧師：吉髙 叶（よしたか かのう）

Ⅰテサ5章（使徒7：9～22）1
■市川大野教会〈千葉県〉
①コロナウイルス終息のため。
②共に礼拝できる恵みに感謝。
③主イエスを求め祈る群れとし
て。
主任牧師：富田愛世（とみたまなせ）

ヘブ3章（出5：1～6：1）21
■川越教会〈埼玉県〉
①近隣の方々と主の祝福に与る教会。
②10年後のことを祈り共に考えて
いく。
③高齢者のご健康と子どもたちの成
長。
牧師：丸山 勉

ヘブ2章（詩68：2～5）20
■所沢教会〈埼玉県〉
①コロナ感染と向き合い、学び、
祈り、痛みに連帯。
②求道・決心者が与えられる。
③活動再構築。
牧師：坂本 献（さかもと ささぐ）
協力牧師：浅見祐三、中田義直

Ⅱテモ4章（使徒7：30～36）14
■東京韓日教会〈東京都〉
①宣教センターとして用いられる
ために。
②次世代の献身者が起こされるた
めに。
③多くの方々に主の福音を伝える
ために。
牧師：李 島鎮（リ ドウジン）

Ⅱテモ3章（ヨハ8：21～30）13
■志村教会〈東京都〉
①地域の人を招く開かれた教会に。
②求道者が決心に導かれるように。
③バリアフリーの実現のために。
牧師：常廣澄子（つねひろ すみこ）
協力牧師：永田邦夫

■浦和教会〈埼玉県〉
①宣教開始70年信仰告白証集のた
めに。
②幼稚舎の働きのために。
③すべてのいのちが大切にされる
ように。
牧師：廣島 尚（ひろしまたかし）

ヘブ5章（出6：28～7：7）23 24 ヘブ6章（申6：20～25）

■宮原教会〈埼玉県〉
①以前のような礼拝と教会学校の
再開。
②教会に集う方々の健康のみまも
り。
③新来者の方々の定着と信仰の成
長。
牧師：足立智幸

25 ヘブ7章（詩78：1～8）

■大宮教会〈埼玉県〉
①新型コロナ感染に際し、新たな
教会形成、近隣伝道のために。
②教会に集う人々とその家族の健
康のために。
牧師：左右田理（そうだ おさむ）

27
■西関東地方バプテスト連合
①西関東連合9教会2伝道所の宣教
の業の豊かな結実。
②コロナ禍で厳しい状況にある
方々に主の守りと平安。
会長：原田攝生（はらだ せつお
　　　　　　　　　　　静岡教会）

■靖国神社問題特別委員会
①「信教の自由・政教分離」の確
立のために。
②「即位の礼・大嘗祭」違憲訴訟
の支援。
③憲法改悪（緊急事態条項他）阻止。
委員長：平良 仁志（堺教会）

28 26
■上

あげ

尾
お

教会〈埼玉県〉
①安心して礼拝が捧げられますよ
うに。
②希望の福音を伝えられますよう
に。
③社会に開かれた教会となります
ように。
牧師：秋山信夫

ヘブ8章（詩78：43～51） ヘブ9章（詩105：27～45） ヘブ10章（出11：1～10）

■西南女学院
①入信者が与えられますように。
②100周年記念と募金事業のため
に。
③地域の諸教会が祝されるように。
院長：田中綜二
キリスト教センター長：東 彩子

30 ヘブ12章（出12：21～28）

■引退教役者
福本幾男氏〈福岡県〉
藤井健児氏〈福岡県〉

31 ヘブ13章（出12：29～42）

ヘブ11章（出12：1～20）

■障がい者と教会委員会
①障がいの有無ではなく、命の尊
厳が守られるように。
②「弱さ」を排除せず、そこから
出会うことができるように。
③障がい者と教会委員会と委員１
人ひとりの働きのために。
委員長：水野英尚
　　　　（福岡ベタニヤ村教会）

29 

※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。

＝ 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　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

全国発送
国外伝道専門委員会議（Web）~21

『世の光』9月号発行

『バプテスト』誌9月号発行

２０２1年度　神学部・大学院神学研究科入試案内
【神学部 1 年次入学】試験日：2021/2/4、全学部共通 2/8 　出願期間：1/6 ～ 1/19
【神学部 1 年次独自指定校推薦入学】試験日：2020/11/23   出願期間：2020/11/2 ～ 11/11
＊キリスト教学校教育同盟加盟高等学校長、または連盟加盟教会からの推薦を受けた者　＊神学部２年次転・編入学は入試課まで

【1 年次総合型選抜入学】試験日：2020/11/23　出願期間：2020/10/12 ～ 10/22 　＊神学部を第一志望とし、入学後キリスト教と聖
書を学ぶことを強く希望する者　＊高等学校第 3 学年 1 学期（2 学期制の場合は第 3 学年前期）までの全体の評定平均値が 3.8 以上の者
以上、１年次入学に共通して　＊キリスト教人文学コース：信徒歴は問わず　＊神学（献身者）コース：信徒歴※ 1 年以上

【神学部３年次転・編入学 ( 学士入学含む )・選科・専攻科】試験日：2020/10/24    出願期間：2020/9/24 ～ 10/2　
①神学部３年次転・編入学＝短大卒、大学２年次修了、大学卒の者 〔２年又は３年課程、神学コース希望者は信徒歴※２年以上〕②選科入学＝高卒者、22 歳以上の献
身者 〔３年課程、推薦する日本バプテスト連盟加盟教会の信徒歴※２年以上〕③神学専攻科入学＝神学部卒の献身者〔１年課程、信徒歴※４年以上〕

【大学院神学研究科】秋期 博士前期課程　試験日：2020/8/29 出願期間 :2020/7/1 ～ 7/17　＊大学院春期（博士前期、後期課程）含め大学院課 Tel. 092-823-3368 まで
【神学部研修生】（詳細は教務課 Tel. 092-823-3305 まで ) ＊神学部聴講生として 20 単位以上を受講（修業年限 1 年）神学寮入寮可

入試全般に関する問合先：西南学院大学入試課　〒 814-8511 福岡市早良区西新 6-2-92　Tel. 092-823-3366 ／ Fax. 092-823-3388

※「信徒歴」とは推薦教会における　　
　信仰生活を指します。
神学（献身者）コース出願者は出願
前にキリスト教活動支援課まで要問
合せ Tel.092-823-3336
神学コースは原則として神学寮入寮

三島バプテスト教会伝道開始50周年記念礼拝の御案内
聖名を讃美致します。
私達は1971年8月21日に伝道開始以来、今日まで神様の御導きと連盟
諸教会、伝道所、関係諸団体の皆様の御祈りと御励ましをいただき、福
音宣教に全力を注いで参りました。つきましては、これまでの半世紀に亘
る歴史を振り返り、さらなる前進を期して記念礼拝を守ります。本来なら
皆様に御列席いただき、喜びを分かち合いたいところですが、新型コロナ
ウイルス感染拡大終息の目途が立ちませんので、今回は内々で開催致しま
す。御祈りに覚えていただきたくご案内申し上げます。
■日　時：2020年９月20日（日）午前10時30分より。

三島バプテスト教会員一同

第58回全国青年大会（Web）~22
『聖書教育』2020年10.11.12月号発行

東京バプテスト神学校夏期公開講座
~14　福井教会牧師就任式

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。

バッピィ

＝総会検討委員会より＝

第２回アンケートと

第２回公開委員会のお知らせ

　昨年の第 65 回定期総会で設置さ

れた「総会検討委員会」では、７

月の全国発送で第 2 回目のアン

ケートを配布いたします。前回の

アンケート結果分析も同封し、さ

らに深掘りをした設問にしていま

す（日程、会場、代議員、議案、審議）。

　加盟教会と実りのある対話をし

ながら、連盟総会をより良い「自

治の広場」にするためのアンケー

トです。

　ひとつでも多くの声を拾うべく、

連盟ホームページ上でも回答でき

るようにする予定です。アンケー

トの締切は、8 月 31 日です。ぜひ、

ご協力ください。

　このアンケート結果の分析は、9 

月 25 日に開催予定の第 2 回公開委

員会＠大名クロスガーデンでの参

考資料となります。公開委員会は

オンラインも併用して行いますの

で、全国からぜひご参加ください。

（委員長：城倉啓）


