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創40章（コヘ12：9～14）22
■諫
いさ

早
はや

教会〈長崎県〉
①新型コロナ肺炎の収束。
②長期入院・療養中の方々の平安。
③教会活動、特にクリスマス行事
が守られますように。
牧師：河野宏一（かわのこういち）

創41章（ルカ11：1～4）23
■大村古賀島教会〈長崎県〉
①痛みを負っている方々のために。
②１人ひとりの神との対話のため
に。
③相互理解という「平和」のために。
牧師：川久保拓也

創42章（詩89：20～30）24
■相

あいのうらひかり

浦 光教会〈長崎県〉
①コロナ禍に共に主の平安に生き
る。
②み言葉と証を分かち合う礼拝。
③近隣の方々へキリストの愛を伝
える。
牧師：武林真智子

創43章（マコ14：32～42）25
■佐世保教会〈長崎県〉
①１日も早いコロナ禍の収束と、
教会活動の回復。
②感謝の心を養おう〜罪赦された
喜びを胸に〜
牧師：鮫島則雄

創46章（マタ6：5～8）28 
■専門委員・地区宣教主事
総務、地区宣教主事、国外伝道、
青少年伝道、教会音楽、賛美歌検討、

『聖書教育』編集、教会教育、
『バプテスト』誌編集

創39章（Ⅱコリ5：16～21）21
■長崎教会〈長崎県〉
①北部伝道集会ノーザンクロスの
ために。②ビジョン（アジアのア
ンティオキア教会）のために。
③コロナ危機を助け合って乗り越
えることができますように。
牧師：曺 銀珉（チョ ウンミン）
教会主事：田口圭子　音楽主事：
嘉手苅夏希　教育主事：竹内洋美

創36章（詩23：1～6）18
■大牟田教会〈福岡県〉
①教会創立110周年を感謝して。
②コロナ禍での教会の守りと祝福。
③新園舎建築が守られますように。
牧師：浦 肇

創35章（申6：10～15）17
■有明教会〈福岡県〉
①キリストの弟子の歩みを。
②コロナを機に本質に立ち返って。
③７月豪雨被災地にキリストの愛
を。
牧師：田中文人（たなか ふみひと）

創34章（申6：1～9）16 
■大牟田フレンドシップ教会

〈福岡県〉
①礼拝・祈り会・教会学校の充実。
②神の愛に根ざした豊かな交わり。
③家庭及び地域に繋がる教会形成。
牧師：金子 敬（かねこたかし）
協力牧師：福井 正躬（ふくい まさみ）
教会主事：叶 義文

創33章（コヘ11：9～12：8）15
■菊池シオン教会〈熊本県〉
①教会に集う方々とその家族の健
康のために。
②コロナ危機の中での教会員の信
仰生活のために。
牧師：濱川耕一

創32章（申8：11～18）14
■種子島伝道所（熊本愛泉教会）

〈鹿児島県〉
①世界宣教への祈りと献金の継続
ができますように。
②牧師の後継者が１日も早く与え
られますように。
③牧師の健康が守られ支えられま
すように。
牧師：沼田俊昭

創31章（出20：8～11）13
■八代伝道所（熊本愛泉教会）

〈熊本県〉
①諸事情で礼拝に来れない方々と
の礼拝の実現。②コロナ禍の中で
教会員の信仰と交わりが守られま
すように。③たえず「神我らと共
にいます」を共有できますように。
牧師：桑原伸良

創30章（Ⅰテサ5：16～22）12
■熊本愛泉教会〈熊本県〉
①病の方、療養中の方々の上に主
のお守りと回復を。
②会堂、牧師館の雨漏り補修工事
の守り。
③被災地の復興とコロナの早い終
息を。
牧師：濱田修三

創29章（フィリ4：4～7）11
■山鹿新生教会〈熊本県〉
①コロナの害祈り合わせて勝利せ
ん。
②教会の核となるべく家族の救い。
③将来を信じて子どもたちの救い
を祈る。
牧師：船越哲義

創28章（イザ65：17～20）10
■豊岡伝道所（東熊本教会）

〈熊本県〉
①教会の歩みのために。
②教会財政の祝福。
③病気療養中の方々のために。
代表者：工藤信也

創27章（申12：8～12）9
■東熊本教会〈熊本県〉

「共に」礼拝に参加するための取り
組みが、さらに充実していきます
ように。
牧師：三上 充（みかみ まこと）
協力牧師：保田井 建

創26章（コヘ11：1～6）8
■羊の群れ伝道所（熊本南教会）

〈熊本県〉
①家族としての教会形成の実現を。
②リーダーを立てあげることがで
きるように。
③子どもの礼拝ができる環境をお
与えください。牧師：朴 哲浩

創25章（コヘ9：11～12）7
■熊本南教会〈熊本県〉
①礼拝・交わりが祝されるように。

（午前中に変更）
②来年からの放課後児童クラブの
準備のために。
③地域に生きる教会活動のため
に。
牧師：朴 哲浩（パク チョルホ）

創45章（マタ7：7～12）27
■部落問題特別委員会
①コロナ禍で弱者、高齢者が守られ
るように。
②石川一雄さんの無罪が確定するよ
うに。
③当委員会の働きのために。
委員長：片桐健司（品川教会）

創44章（ガラ4：1～7）26
■中国・四国バプテスト

教会連合
①集会困難でも心はつながれるよ
うに。
②距離があっても祈り合えるよう
に。
③協力して伝道できるように。
会長：播磨 聡（広島教会）

創38章（ロマ8：18～25）20
■多

た

良
ら

見
み

教会〈長崎県〉
①牧師が与えられますように。
②教会員の信仰が強められますよ
うに。
③礼拝を大切にする教会であるよ
うに。
代表役員代務者：松本素代美

（まつもと そよみ）

創37章（ルカ10：25～28）19
■五島教会〈長崎県〉
①求道者が与えられますように。
②受浸者が起こされますように。
③地域に開かれた教会としての成
長。
牧師：中村聖架（なかむらきよか）

■日本バプテストろう伝道委員会
①今年中止になった「ろう者修養
会」が来年は開催できますように。
②諸教会・伝道所のろう伝道の働
きが祝されますように。
委員長：宮井武憲（福岡城西教会）

創47章（マタ6：9～13）29 30 創48章（創22：15～18）

引退教役者
宮地慶信氏〈岡山県〉
村中範光氏〈神奈川県〉

6
■天草中央教会〈熊本県〉
①成熟したクリスチャンを目指す。
②皆が神のみこころに従う教会。
③主の弟子となり実を結び栄光と
なる。
牧師：南 圭生（みなみ けいせい）

５ 創23章（ルカ16：1～9） 創24章（コヘ9：7～10）

■人吉教会〈熊本県〉
熊本豪雨の人吉・球磨（くま）の
大水害で被災した兄弟姉妹のすべ
てが守られますように。
牧師：永渕一隆

1
■宮崎丸山町教会〈宮崎県〉
約束の新会堂建築をワクワクして
待望できるように。
牧師：金子貢司

創19章（コヘ8：8～17） ２
■児

こ

湯
ゆ

教会〈宮崎県〉
今年度の年間主題は「教会創立50
周年−喜びつつ、感謝を込めて−」
です。共にお祈りください。
牧師：徳渕敬尚（とくぶち のりひさ）

創20章（箴31：10～14） ３
■高鍋伝道所（児湯教会）

〈宮崎県〉
①コロナ感染が収束しますように。
②20名の礼拝出席となりますように。
③教会員の健康と祝福のために。
牧師：児玉一郎

創21章（ミカ5：4～5） 創22章（詩139：13～18）４
■延岡教会〈宮崎県〉
①新来者・求道者に仕える教会。
②互いに祈り支え合う教会。
③心身ともにいやされる教会。
牧師：松田良明

※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。

全国発送 『世の光』12月号発行

『聖書教育』2021年1.2.3月号発行

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。
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
【火】　日本キリスト教史、教会と社会、教会管理、宣教論
【木】　旧約釈義、旧約概論、牧会学
【金】　教会音楽、教会教育B
[ 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

2020年度第2回理事会〜 10（Web)

世界バプテスト祈祷週間〜 12/6

　　東京バプテスト神学校
　２０２０年度冬期公開講座のご案内

【日　 時】 2020年12月28日(月) ～29日(火)
【場　 所】 茗荷谷キリスト教会（文京区大塚1-1-18）

【テーマ】「現代に旧約聖書を読む～ヨブ記、コヘレト書」

【講 　師】 月本昭男先生（上智大学神学部特任教授）

講義は教室受講・オンライン受講双方とも可能、参加費￥15,000
【問合せ先】神学校事務局 Tel.03-3947-5141／seminary@tbts.jp まで

どなたでもご参加
ください。

世界バプテスト祈祷週間
2020年11月29日［日］～12月6日［日］

11/29［日］「世界バプテスト祈祷週間」のために

11/30［月］連盟派遣されている4組の働き人・宣教地のために

12/1［火］連盟の国内伝道のために

12/2［水］「福島移住女性支援ネットワーク」「ライズ＆シャイン」「ウムチョ・ニャンザ」

12/3［木］「プリ・キンダーガルテンスクール」「アガペ子どもの家」「バーンジンジャイ」

12/4 ［金］BWAidのために

12/5 ［土］アジアバプテスト女性連合、世界バプテスト連盟女性部

12/6 ［日］日本バプテスト女性連合と各女性会の働きのために

＝憲法改悪を許さない私たちの共同アクション担当者会より＝
■憲法アクションでは、隔月で「ニュースレター」を発行してい
ます。９月の全国発送でお送りした第63号では、「8.15平和集会」
基調講演のほか、今年５月に予定されていたバプテスト憲法フェ
スティバルでの「教会でできる憲法の話」から、「旧約聖書の『偶像』
から考える『憲法』」（恵泉教会・千野肇さん）を紹介しています。
連盟ＨＰでも閲覧ができます。また、毎月10日・25日に「憲法ア
クション　メルマガ」も配信しています。配信希望の場合は、
jbc.kenpouaction@gmail.comまでメールをお送りください。

資料保存・管理委員会からのお願い

コロナ危機が続く中、諸教会において、礼拝はじめ主の晩
餐式やバプテスマ式などの礼典の執行はどのように行われ
ているか、当委員会では、資料収集を計画しています。
後日、それらの対応がわかる週報などの資料のご提供をお
願いする予定です。それぞれの教会・伝道所におかれまし
ては、資料の保管をよろしくお願いいたします。

田代仁牧師就任感謝礼拝のご案内
主のみ名を賛美いたします。

　わたしたち日本バプテスト前橋教会は、4月より田代仁氏を牧師と
して招聘し、新たな歩みを始めました。つきましては次の通り牧師就
任感謝礼拝を行います。これからも協力伝道の中でお祈りに覚えて
いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。　　　　　主にありて

日本バプテスト前橋教会　教会員一同

◆日時：11月3日(火･休)10時～11時 ◆会場：当教会礼拝堂Web(Zoom)

〒371-003４ 群馬県前橋市昭和町3-12-6 Tel：027-231-0531

第2回少年少女ひろば2020（Web)
前橋教会牧師就任式（Web)

経堂教会牧師就任式

松本蟻ケ崎教会献堂式

『バプテスト』誌12月号発行

第66回定期総会開催通知発送 『聖書教育』執筆者会議（Web)

『聖書教育』執筆者会議（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。

12月のおもな予定
12/25 クリスマス

12/26 第66回定期総会

　　　代議員登録締め切り


