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Ⅲヨハ1章（出20：1～17）20
■盛岡教会〈岩手県〉
①礼拝・交わりが祝されますように。
②高齢の方々の健康と生活のため
に。
③沿岸地域を覚え続ける。
牧師：小川紋子（おがわ あやこ）

ユダ1章（創6：5～8）21
■鮫

さめ

教会〈青森県〉
①牧師招聘が１日も早く叶うよう
に。
②地域にキリストの福音を証しす
る。
③祈りとみ言葉に親しむ教会にな
る。
代表役員代務者：鈴木 勉

黙1章（出3：21～22）22
■八

はちのへ

戸教会〈青森県〉
①主題「日々御言葉と共に歩もう」
②宣教140年に向かい、時代の中
で主を証しして歩む群れに。
牧師：松坂有佳子

黙2章（申9：8～21）23
■三沢教会〈青森県〉
①新型コロナ時代での宣教活動の
ために。
②牧師先生方の牧会と経済自立の
ために。
③信徒の皆様の教会生活継続のた
めに。
牧師：福田 敦

黙5章（使徒7：37～43）26
■中部地方バプテスト連合
①コロナ禍でも諸教会が守られる
ように。
②新しい歩みに生きる教会のため
に。
③協力と財政について祈りと協議
を。
会長：加藤英治（四日市教会）

Ⅱヨハ1章（出19：10～25）19
■秋田教会〈秋田県〉
①新礼拝堂、新園舎が用いられる
ように。
②新しいつながりが拡がるように。
③主イエスの光がこの地に輝くよ
うに。
牧師：村上悦二
協力牧師：渡部 元

Ⅰヨハ3章（申5：1～22）16 
■南光台教会〈宮城県〉
①教会員・求道者が守られますよ
うに。
②コロナ危機で困難にある方を覚
えて。
③被災地（９年目）にある方を覚
えて。
牧師：田中信矢

Ⅰヨハ2章（申4：5～14）15
■仙台教会〈宮城県〉
①新しい牧会体制が整うように。
②病気や高齢の方の健康のために。
③青少年との出会い・伝道のため
に。
牧師：小河義伸

Ⅰヨハ1章（出34：27～28）14
■山形教会〈山形県〉
①新会堂が福音宣教に用いられる
ように。
②コロナ後の教会活動の再構築の
ために。
③バプテスマ者が起こされるよう
に。
牧師：杉山修一

Ⅱペト3章（出18：13～26）13
■福島主のあしあと教会

〈福島県〉
①主日礼拝と祈祷会の充実。
②新しい教会活動拠点の取得。
③今後の教会活動のための整え。
牧師：大島博幸

Ⅱペト2章（出18：1～12）12
■あゆみの家教会〈福島県〉
コロナウイルスの感染リスクを見
極めながら慎重にゆっくりと平常
の教会活動に戻っていくことがで
きますように。
牧師：渡辺政友（わたなべ まさとも）

Ⅱペト1章（ルカ18：1～8）11
■郡山コスモス通り教会

〈福島県〉
①無牧師の中の礼拝が守られるよ
うに。
②長期欠席者のために。
③心や身体に弱さを覚えている方
のために。

Ⅰペト5章（士師4：4～5）10
■新潟主の港教会〈新潟県〉
神を愛することをすべての動機と
し、１人ひとりが教会生活を共に
大切にしていくことができますよ
うに。
主任牧師：福久織江（ふくひさ おりえ）
協力牧師：篠谷輝俊

Ⅰペト4章（歴代下19：1～11）9
■宇都宮教会〈栃木県〉
①新型ウイルス感染症が収束して
安心な礼拝ができますように。
②栃木県にもう１つのバプテスト
教会を！
牧師：天野英二　
協力牧師：高橋つる

Ⅰペト3章（申1：9～18）8
■太田ビジョン伝道所

（前橋教会）〈群馬県〉
①愛を分かち合える教会。
②伝道を通じ弱者を救える教会。
③太田市２万２千人への伝道。
牧師：李 姫周（リ ヒジュ）

Ⅰペト2章（民11：10～17）7
■前橋教会〈群馬県〉
①年間テーマ：共に祈りを合わせ
る。
②中長期計画の策定と借入金返済。
③沼田集会所の毎週の礼拝と働き
のために。
牧師：田代 仁
協力牧師：奥田 稔

Ⅰペト1章（出13：17～22）6
■太田教会〈群馬県〉
①ウイルスが終息し、教会生活が
戻りますように。
②地域社会に福音が語られますよ
うに。
③30人礼拝が与えられますよう
に。
牧師：林 健一

ヤコ5章（出13：11～16）５
■高崎教会〈群馬県〉
今年度の標語と聖句を覚えて。
標語「共に生きる～キリストにつ
ながれて～」
聖句Ⅰコリント12章27節。
牧師：森 淳一

黙4章（詩106：19～23）25
■青森教会〈青森県〉
①病にある方、治療・療養中の方々
の主にある癒しと回復を。
②試練や困難にある方々が主にある
平安と希望により守られますように。
③１人ひとりが主にあって新しい信
仰決心が与えられますように。
牧師：角本尚彦    協力牧師：佐々木昭正

黙3章（王上12：25～33）24
■カルバリ教会〈青森県〉
①ウイルスの終焉が早く来ますよ
うに。
②教会が強められ伝道に進むよう
に。
③信徒たちの信仰が強められるよ
うに。
牧師：マシュー・ミラー

Ⅰヨハ5章（出19：1～9）18
■大

たい

富
とみ

教会〈宮城県〉
①主にある新しい教会作りのため
に。
②高齢者と共にある礼拝のために。
③子どもたちが活きる教会として。
牧師：小田 衞（おだ まもる）

Ⅰヨハ4章（レビ19：1～18）17
■仙台長

ちょう

命
めい

ヶ
が

丘
おか

教会〈宮城県〉
①将来のために今なすべきことを
見極め、実行できるように。
②被災者の歩み、原発事故の収束
のために。
牧師：金丸 真（かなまる まこと）

■公害問題特別委員会
①福島原発事故で分断された方々
に主のとりなしがありますように。
②日本を含めた東アジアの脱原発
の協力の働きが進められますよう
に。
委員長：野中宏樹（鳥栖教会）

黙6章（出32：1～14）27 28 黙7章（出32：15～24）

■日本バプテスト女性連合
①全国女性会の祈りと働きを覚え
て。
②文書決議による女性連合総会が
守られるように。
③役員、実行委員、事務局の働き。
会長：吉髙 路（市川八幡教会）　
幹事：米本裕見子（東京北教会）

29 黙8章（出33：12～17）

■日本バプテスト宣教団
宣教師と日本の信徒が福音のもと
にひとつとされ、日本と世界の失
われた魂のために遣わされていけ
るように。日本人の宣教師がさら
に世界に送り出されるように。
代表理事：マシュー・サージェント

30
■引退教役者
藤田吉信氏〈大分県〉
牧野銈

けい

伊
い

氏〈石川県〉

黙9章（出33：18～23） 2020年７月豪雨災害を覚えて　＝災害募金、被害相談等について＝
　7/15付全国発送で「2020年７月豪雨災害を覚えてのお祈りのお願い」をお送りしました。被害を受け
た教会、特に被害の大きかった熊本・人吉地区にある人吉教会を覚えてお祈りください。
　各教会におかれましては、祈りと合わせて支援募金を実施していただいているかもしれません。今回連
盟として「緊急募金」はいたしませんが、「災害救援引当金」からの支援を進めてまいります。各教会から
の募金は「災害救援引当金」と明記の上ご送金願います。また、災害復旧・復興支援等の相談は宣教部（松
藤）までお知らせください。

  共に祈りを合わせましょう  
大切な人を失った方々の慰めと、避難している方々の健康が支えられるように。

支援の働きを担っている人たちの働きが用いられるように。
被災地域にある教会の日常の営みと、その働きが主に用いられるように。

1
■筑波教会〈茨城県〉
①教会員とその家族とこの地域の
方々の命と健康のために。
②牧会委員会の働きのために。
牧師：高橋秀二郎（たかはし ひでじろう）

ヤコ1章（創50：22～26） ４ヤコ2章（ヨシユ24：32）

■東海教会〈茨城県〉
①新任牧師と共に新たな教会形成
に励む。
②礼拝・教会学校・祈り会への積
極的出席。
③各委員会・各会の活性化と近隣
伝道の展開。
牧師：加山彰一
協力牧師：諏訪泰子

３２
■日立教会〈茨城県〉
信徒相互牧会による会衆教会を目
指して、
①神の家族としての家族伝道への
祈り。
②横浜 JOY 教会と連合の支援に感
謝。
教会主事：井伊 肇

ヤコ3章（王上8：10～13） ヤコ4章（出13：1～10）

■水戸教会〈茨城県〉
①感染症から守られるように。
②礼拝が祝福されるように。
③教会が一致して歩めるように。
牧師：服部紘司

＜人事小報（8月号）の訂正＞
7月5日付で、日野神明伝道所が立
川教会との「母教会」関係を20年
３月 3 1日付で解消し、横浜大和町
教会と「母教会」関係を結ぶとあ
りましたが、正しくは7月12日付
でした。
また８月10日に予定されていた福
井教会平良憲誠牧師就任式は延期
となりました。
また大阪中央教会玄晙浩伝道師の
辞任は2019年7月6日でした。

※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

全国発送 『世の光』10月号発行

『バプテスト』誌10月号発行

野口日宇満宣教師・野口佳奈宣教師（連盟インドネシア派遣）
活動報告ビデオ配信のご案内

　この度野口両宣教師の定期帰国に際し、活動報告ビデオを作成しました。
インドネシアでの宣教の働き、現地教会の様子などを分かち合う機会とし
ていただけましたら幸いです。時間は約 20 分です。
　動画視聴希望の場合は「宣教師報告動画希望」として、下記必要事項をメー
ルにて国外伝道室までお知らせください。メール返信にて動画閲覧用のＵ
ＲＬをお知らせします。申請事項：①教会名　②申請者氏名　③使用日時
と目的　担当：丁野 chouno@bapren.jp　動画の配信は 9 月末日までとさせ
ていただきます。またＤＶＤ希望の方は視聴機材（パソコン、DVDプレーヤー
など）と共にメールまたはファックスでお知らせください。（実費 500 円）

東京バプテスト神学校
2020 年度後期公開講座のご案内

10 月から始まります後期において次の 4 つの公開講座を開催します。 
受講希望者は入学・聴講手続きなしに、誰でも受講できます。また複数人
が教会に集まり、教会で共同受講することも可能です。
月教会学校論（公開、オンライン）　火実践神学としてのキリスト教倫理
～連盟特別委員会の宣教の視点と働き（公開、オンライン）　木信徒のため
の聖書講解～イザヤ書を読む（オンライン）　金後期連続公開講座：礼拝と
音楽～信徒のための教会音楽概論（教室 / オンライン併用）
▪一般聴講 30,000 円　（牧師、後援会会員半額 15,000 円）
お問合せ・申し込みは事務局まで　℡ 03-3947-5141　E-mail seminary@tbts.jp

神学部・大学院神学研究科
＝ 牧師・伝道者を目指す人 本格的に神学を学ぼうとする人 ＝

神学部には、「神学コース」（原則神学寮入寮）と「キリスト教人文学コース」

があります。１年次、２年次転・編入、３年次転・編入（学士入学含む）、選

科（高卒者）、専攻科、大学院博士前期（修士）課程、博士後期（博士）課程に、

それぞれ入学試験があります。詳細は大学 HP・入試情報をご確認ください。

【問合せ先】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
　　　　http://www.seinan-gu.ac.jp/　 Fax.092-823-3388

三島教会伝道開始50周年記念礼拝

臨時理事会 ～ 3

総会検討公開委員会
（大名クロスガーデン・Web）

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。

10月のおもな予定
10/24 臨時総会

バッピィ


