2020

10 月 October

※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

４

黙13章
（コヘ1：1～18）

５

黙14章
（創1：31～2：3）

■室蘭教会〈北海道〉

■平岸教会〈北海道〉

①体調を崩されている方々の回復。
②バプテスマを控えた方々の準備。
③神からの使命に応答できるよう
に。
牧師：吉田尚志

①祈り会の参加者増加。
②神学生が起こされるように。
③奏楽者が与えられますように。
牧師：全 皓燮（チョン ホウショップ）

6

黙15章
（箴9：7～12）

7

黙16章
（箴16：1～9）

黙10章
（王上5：9～14）

２

黙11章
（詩39：3～10）

３

黙12章
（ヨハ３：１～１５）

■函館美原教会〈北海道〉

■函館教会〈北海道〉

■苫小牧教会〈北海道〉

神さまのお働きに対して、開かれ
た柔らかな心をもって、お互いに
従っていくことができるように。
牧師：福田雅祥（ふくだまさよし）

①み言葉と祈り、主の愛と聖霊充
満。
②イスラエルの祝福と世界の平和。
③連合、連盟における連帯と協力。
牧師：本多啓示

①コロナ禍が早く収束し、
②無牧師の中、主の礼拝が守られ、
③新会堂が用いられますように。
代務者：桜井 明

予算審査~2

『バプテスト』誌編集委員会①（Web)
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9

黙17章
（コヘ2：1～11）

黙18章
（コヘ2：12～26）

■リビングホ－プ教会〈北海道〉

■札幌教会〈北海道〉

①イエスをもっと知る教会になる。
②聖書原典にもとづく教会になる。
③地域に貢献する教会になる。
牧師：三上 章

この時代、さまざまな情報が錯綜す
る中にあっても、連盟の教会が、世
間の潮流に流されず、イエスが伝え
てくださった福音に目覚めて、福音
を曲げずにしっかり歩めますように。
牧師：岩本義博

札幌教会との共なる歩みが整えら
れ、地域に拓かれた教会となるた
めのビジョンが与えられますよう
に。
代表代行：定免直未

①さまざまな苦しみの中にある
方々のために。
②リビングホープ教会と共なる歩
みのために。
③連盟事務所スタッフが守られま
すように。
牧師：石橋大輔

西南・連盟伝道者養成協議会

国外伝道専門委員会議（Web)~9

■平岡ジョイフルチャペル
〈北海道〉

①より成熟した教会としての歩み。
②共に礼拝と祈りを保てるように。
③スモールグループ活動のために。
牧師：佐々木俊一
協力牧師：ジェームズ・Ｅ・アリソン

★臨時総会代議員登録締切

三バプテスト牧師研修会実行委員会
~6
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12 黙21章（創2：6～18）

13 黙22章（ヨブ3：1～10）

14 創1章（ヨブ3：11～19）

15 創2章（ヨブ3：20～26）

16 創3章（コヘ3：18～22）

17 創4章（コヘ9：4～6）

■札幌新生教会〈北海道〉

■小樽教会〈北海道〉

■帯広教会〈北海道〉

■釧路教会〈北海道〉

■旭川東光教会〈北海道〉

■旭川教会〈北海道〉

■那覇新都心教会〈沖縄県〉

①2020年度、受浸者が与えられる
ように。
②新会堂のビジョンが実現するよ
うに。③黎明宣教会の働きの祝福。
牧師：田中 博
ユースパスター：田中満矢
伝道師：小原輝樹

①「文書伝道」のために。
②「地域とのつながり」を行える
ように。
③「子どもへの伝道」が祝されま
すように。
牧師：エイカーズ愛

コロナ影響下での地域に根ざした
教会の働き。礼拝に出席できない
方も含めた教会形成。
牧師：川内裕子（かわちひろこ）
、
川内活也（かわちかつなり）

①「４つの礼拝」が進展するように。
②着任の新宣教師の働きのために。
③世界中のコロナで苦しむ方々の
ために。
牧師：奥村敏夫
宣教師：マシュー・チン・メイ・マン、
ダイアナ・ウォン・サン・サン

①礼拝によって主イエスが先立ち導
いてくださるように。
②み言葉によって1人ひとりの信仰
が養われますように。
③聖霊による交わりを通して主を証
しできますように。
代表代務者：藤原直之

①教会組織から65年を感謝して。
②主日に礼拝できる幸いに感謝し
て。
③旭川に避難移住された方々のた
めに。
牧師：田森茂基

①コロナ影響下における教会の歩み。
②教会学校を通してのみ言葉の深
まり。
③西原新生バプテスト教会を覚えて。
牧師：岡田有右（おかだ ゆうすけ）
、
岡田富美子

21 創8章（コヘ5：12～19）

22 創9章（コヘ6：1～6）

黙20章
（コヘ3：1～17）

大村古賀島教会牧師就任式

臨時理事会（Web)~13

18 創5章（コヘ4：1～12）

19 創6章（箴21：20～22）
こく ぶ

20 創7章（詩14：1～3）

■西原新生教会〈沖縄県〉

■国分教会〈鹿児島県〉

■鹿児島教会〈鹿児島県〉

■伊集院教会〈鹿児島県〉

①神と隣人を愛することの実行。
②毎週の礼拝と牧師招聘の準備。
③沖縄における主の平和の実現。

①教会員のさらなる信仰の成長を。
②青少年が教会につながるように。
③地域に心を開いて証できる教会。
牧師：マウマウタン
協力牧師：立山泰士
協力宣教師：テモテ ･ ボード

①新会堂建築の守りとお導き。
②こども園、中山（ちゅうざん）
小羊クラブの守り。
③新来者、教会員、求道者の守り。
牧師：田渕 亮

①主任牧師招聘のために。
②青少年育成のために。
③教会学校、地区集会の充実。
協力牧師：麦野 賦
代表役員代務者：五反田靖子

回転資金委員会（Web)

全国発送

■枕崎伝道所（伊集院教会）
〈鹿児島県〉
①牧師、奏楽者が与えられるように。
②礼拝、祈り会に多くの方が来ら
れるように。
③駐車場が与えられるように。
協力牧師：麦野 賦

『バプテスト』誌編集委員会②（Web)

23 創10章（コヘ7：7～14）
せんだい

みやこのじょう

■ 都 城 教会〈宮崎県〉

①聖書理解が深められて、主の恵み
を喜びながら毎日を過ごせるよう
に。
②働き人が起こされるように。
協力牧師：立島和史

①牧師招聘のために。
②教会からうまれた相愛会のため
に。
③主日礼拝・祈祷会の恵みと教会
員の祝福。
臨時総会

27 創14章（マタ6：25～34）

28 創15章（ヨブ21：22～34）

29 創16章（ロマ2：1～16）

30 創17章（ロマ11：33～36）

31 創18章（コヘ8：1～7）

■宮崎教会〈宮崎県〉

■青島伝道所（宮崎教会）
〈宮崎県〉

■バプテスト連盟関西地方
教会連合

■日韓・在日連帯特別委員会

■総会役員会

■社会福祉事業団体連絡協議会

■引退教役者

青島伝道が持続できますように。

①つながりを一層強め祈り合う連
合に。
②無牧師、休止中の群れを覚えて。
③一刻も早いコロナ災禍の終息を。
会長：鮫島泰子（神戸伊川教会）

①「外国人住民基本法」が１日も
早く成立しますように。
②さまざまな自然災害においてす
べての人たちに必要な助けが届く
ように。
委員長：松坂克世（八戸教会）

①安心して参加できる総会の開催。
②諸教会の代議員の参加と交わり。
③的確な議事進行と十分な審議。
議長：平尾輝明（茗荷谷教会）

障がい者・高齢者・子どもたちの
生命と人権が尊ばれる「共に生き
る社会」の実現に向けて。
事務局：
社会福祉法人キリスト者奉仕会内

松倉 治氏〈千葉県〉

■あなたの企画が『バプテスト』誌に！
「読者アンケート」のお願い■
9月号に同封した「読者アンケート」にご協力
ください。次年度以降の企画の参考とさせてい
ただきます。アンケート用紙は、連盟HPから
もダウンロードできます。
回答の締切りは９月２０日です。ご回答いた
だいた方には、もれなく特製プレゼントをお送
りします。
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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

11/9-10 第2回理事会
11/29-12/6
世界バプテスト祈祷週間

24 創11章（コヘ7：23～29）

■川内教会〈鹿児島県〉

『世の光』11月号発行

11月のおもな予定

★臨時総会事前質問締切

26 創13章（ヨブ40：1～5）

『聖書教育』執筆者会議（Web)

だきます。

『バプテスト』誌11月号発行

25 創12章（コヘ7：15～22）
①バプテスマ決心者が与えられる
ために。
②高齢の方々のために。
③みくに幼稚園の働きのために。
牧師：中條信治、中條邦子

のお名前は控えさせていた

10 黙19章（コヘ5：1～6）

■西野教会〈北海道〉

■オ－プン・ドア・チャペル
〈北海道〉

ホームページ上にて受浸者

※議長は昨年総会選出者辞退のため、
臨時総会にて選任の予定

三ツ木茂氏〈千葉県〉

副議長：山田洋子（広島教会）
書記：秋山義也（瑞穂教会）

2021 年度 神学部 転・編入学・選科等入試案内
■
■ 神学部３年次 転・編入学 ( 学士入学含む )・選科・専攻科
■
※試験日、出願期間は共に同じ
■ 神学部２年次 転・編入学

九州バプテスト神学校

10 月はオープン授業月間

◎期間中、下記授業がインターネットで 2 科目まで、無料で受講できます。
今回は新型コロナウィルスの感染防止のため、教室での受講はできません。
【試験日】2020/10/24 ［土］【出願期間】9/24 ［木］ ～ 10/2 ［金］
※２年次、３年次転 ･ 編入、選科、専攻科、各対象者の詳細等は下記までお問い合せください。 インターネットで受講ご希望の方は下記事務局までお問合せください。
【月】 新約概論、新約釈義、ギリシア語、キリスト教倫理
≪問い合せ先≫
・入試全般に関して……………………… 入試課 ☎ 092-823-3366
【火】 日本キリスト教史、教会と社会、教会管理、宣教論
・大学院神学研究科に関して………… 大学院課 ☎ 092-823-3368
【木】 旧約釈義、旧約概論、牧会学
・神学寮、奨学金に関して……………… 学生課  	 ☎ 092-823-3311
・神学部研修生に関して………………… 教務課 ☎ 092-823-3305
【金】 教会音楽、教会教育 B
・その他………………… キリスト教活動支援課

☎ 092-823-3336

Email：rel@seinan-gu.ac.jp
最新情報は http://www.seinan-gu.ac.jp/admissions/selectionpolicy/list.html

[ 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
TEL ＆ FAX：092-985-1812 Ｅメール：kyubap-jimukyoku @kaz.bbiq.jp
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