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レビ6章（マタ5：17～20）17
■東福岡教会〈福岡県〉
①バプテスマ・求道者が与えられ
るように。
②高齢者が元気に過ごせるよう
に。
③幼稚園での伝道のために。
牧師：笠井 元
協力牧師：松見 俊、
　　　　　劉 雯竹（リュウ ブンチク）

レビ7章（マタ4：23～25）18
■西
さい

戸
と

崎
ざき

教会〈福岡県〉
①子どもも一緒の礼拝が祝される
ように。
②この時期礼拝に与れる恵みに感
謝。
③全世界の教会が守られますように。
牧師：城 俊幸（たち としゆき）

レビ8章（レビ13：45～46）19
■古賀教会〈福岡県〉
①災害復旧とウィルス収束のために。
②すべての人々と共に礼拝をささ
げるために。
③キリストによる平和と和解の福
音を伝えるために。
牧師：泉 清隆

レビ9章（レビ14：1～9）20
■自由ヶ丘教会〈福岡県〉
①求めて探し門を叩いて開かれん！
②新たな宣教！教会員と共に躍進！
③コロナ終息で牧師就任式を開催！
主任牧師：諸岡 寛（もろおか ひろし）
協力牧師：福本順子

レビ12章（マタ7：24～29）23
■別府国際教会〈大分県〉
①主イエスにつながり続ける。
②互いの違いを受け入れる教会形
成。
③コロナ危機の中での信仰吟味。
牧師：酒井朋宏

レビ5章（マタ5：13～16）16 
■香住ヶ丘教会〈福岡県〉
①礼拝に共にあずかる。
②苦難をキリストにあって受けと
る。
③自分に頼らず主に信頼する。
牧師：堀内 明
名誉牧師：藤井健児

レビ2章（マタ5：21～26）13
■福岡教会〈福岡県〉
①コロナ危機の中、他者と共に生
きる教会であるように。
②７月豪雨災害で被災された方々
の た め に、 支 援 活 動 の た め に。 
牧師：小川宏嗣

レビ1章（出34：27～28）12
■鳥飼教会〈福岡県〉
①バプテスマ者の成長と求道者の
決心。
②教会のミッション・ビジョンの
作成。
③み言葉と祈りと聖霊による前進。 
牧師：三田照雄

出40章（ルカ10：25～37）11
■西南学院教会〈福岡県〉
①教会員の健康が守られるように。
②医療従事者が守られるように。
③毎週の礼拝が祝されるように。 
牧師：踊 一郎

出39章（マタ4：1～11）10
■福岡城西教会〈福岡県〉
①主日礼拝、祈祷会、諸集会が祝
されるように。
②教会活動の新たな歩みが導かれ
るように。
牧師：宮井武憲
協力牧師：寺園喜基
名誉牧師：安藤榮雄（あんどう ひでお）

出38章（マコ1：12～13）9
■西福岡のぞみ教会〈福岡県〉
①神の愛が地域の人々の平安を支
えてくださいますように。
②新来者が信仰に導かれますよう
に。
協力牧師：亀井良雄

出37章（マタ6：9～13）8
■福岡西部教会〈福岡県〉
①コロナ禍にあるすべての命が守
られるように。
②教会に連なる人々の守り。
③生活困窮者の方々の守り。
牧師：麦野達一

出36章（詩91：3～13）7
■福岡ベタニヤ村教会

〈福岡県〉
コロナ感染症の一刻も早い収束と、
専任牧師不在の中で教会の歩みが
整えられるように。
協力牧師：ギャリー .W. バークレー、
　　　　  水野英尚

出35章（申6：4～15）6
■かたえ教会〈福岡県〉
①高齢の方々の平安と希望。
②現在の困難さを転じて教会の新
しい形（むしろ本来のありかた）
を見出す。
牧師：土生幸子（はぶ さちこ）
伝道主事：興津吉英（おきつ よしひで）

出34章（申6：16～25）５
■姪浜教会〈福岡県〉
①コロナの下、み心にかなう歩み
をすることができるように。
②教会諸活動の早期再開のために。
③教会の信仰告白作成のために。
牧師：鈴木牧人

出33章（申8：1～10）４
■伊都教会〈福岡県〉
①コロナ早期終息と礼拝の完全回
復。
②各被災地の方々の霊的癒しと復
興。
③牧師招聘と地域への福音伝道。 
協力牧師：早川 寛

出32章（マタ3：13～17）３
■野

の

方
かた

教会〈福岡県〉
①新会堂建築のために。
②み言葉と祈りによる霊的成長。
③求道者の決心とさらなる伝道。 
牧師：宮田祐亮（みやた ゆうすけ）

出31章（イザ42：1～9）２
■早
さわ

良
ら

教会〈福岡県〉
①高齢の方、病の中にある方のため
に。②子どもたちの健やかな成長の
ために。③求道者が決心に導かれま
すように。
牧師：加山 献（かやま ささぐ）
名誉牧師：K.J. シャフナー 
協力牧師：今村まさゑ
協力宣教師：朱 承圭（ジュ スンギュ）

レビ11章（イザ53：1～5）22
■臼

うす

杵
き

教会〈大分県〉
①教会に対する神の呼びかけ（使
命）に聴くことができるように。
②宣教開始70周年式典の祝福。
牧師：永松 博
協力牧師：松永正俊

レビ10章（マコ7：31～37）21
■福間教会〈福岡県〉
①１日も早いコロナ感染症収束を。
②高齢者の健康が守られるように。
③求道者の方々の救いのために。 
牧師：田宮宏介
協力牧師：宮崎信義

レビ4章（ホセア6：4～6）15
■博多教会〈福岡県〉
コロナ禍にあって、精神的、物質的、
霊的に苦しんでいる方々の回復の
ために。
牧師：佐味健志（さみ たけし）
協力牧師：川内研二

レビ3章（マタ12：1～8）14
■那珂川教会〈福岡県〉
①地域の方々との出会い。
②福音を届けていく働き。
③キリストを頭とした教会形成。 
牧師：藤 寿（とう ひさし）

■大分教会〈大分県〉
①教会組織70周年を感謝。
②これからの教会の使命が与えら
れるように。
③共に生きる社会形成に参与でき
るように。
牧師：村田 悦

レビ13章（マタ8：1～17）24 25 レビ14章（エゼ34：1～16）

■豊
ぶ

前
ぜん

教会〈福岡県〉
①痛みの中にある人々と共に生き
ることができますように。
②すべての人を歓迎する教会になる。
③人間が人間らしく生きることを
阻むものへの抵抗。
牧師：本山大輔

1 出30章（詩2：7～12）

■福岡聖書教会〈福岡県〉
①各被災地の復興、回復、霊的癒し。
②地域宣教の拡大と信仰継承のた
めに。
③信仰の成長と聖霊による教会の
前進。
牧師：浜中 満　名誉牧師：浜中恒雄
伝道師：浜中有希子

26 レビ15章（ヨハ10：7～18）

■苅
かん

田
だ

教会〈福岡県〉
隣接する市町村の人びと、西南女
学院の学生生徒、教職員、並びに
保護者（家族）が神に結ばれるよ
うに。
牧師：佐藤清一
名誉牧師：鍋倉 勲
教会主事：児玉尚文

レビ16章（イザ55：6～7）27
■福岡地方バプテスト連合
①新型コロナウイルスの終息。
②諸教会の働きの守りと今後の展
開。
③2月13日の第３回「どげんすっ
と？宣教協力」のために。
会長：加来国生（筑紫野二日市教会）

28 
■資料保存・管理委員会
①連盟の重要書類の保存作業にあ
たっている石垣茂夫所員の働きが
主によって守られますように。
②委員一人ひとりの働きにより、
連盟の重要資料の保存作業が進め
られますように。
委員長：松村誠一（品川教会）

レビ17章（ヨハ4：31～38）

■天城山荘
①キリストの香りがする職場文化
へ。
②エキュメニカル協力伝道の中心
へ。
③事業として整えられ持続可能へ。
所長代行：内藤 崇（目白ヶ丘教会）

29 レビ18章（サム上25：2～11） レビ19章（イザ57：14～21）

■日本バプテスト保育連盟
①幼な子と保育者の救いのために。
②保護者に子育ての喜びと安心を。
③若者をキリスト教保育に送り出
す。
会長：田中秀一（シオン山教会）

30

■引退教役者
吉髙國彦氏〈大分県〉
青木卓也氏〈佐賀県〉

レビ20章（マタ9：35～10：15）31

※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。

財務委員会
★総会登録費締切

全国発送 『世の光』2月号発行

『バプテスト』誌2月号発行

国外伝道専門委員会議（~20　Web) ）

臨時理事会

総務専門委員会
賛美歌検討委員会 ★総会選挙投票締切

★総会事前質問締切

富里教会牧師就任・按手礼式
協力伝道週間（～ 2/7）

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。

２月のおもな予定
1/31-2/7　協力伝道週間

2/24　第66回定期総会

2/25-26　第3回理事会

◇ 宣教会議 ◇

◇ 国外の働き人のためお祈りください◇

◇ 支援制度をご活用ください ◇

協力伝道献金目標額 万円

◆前年度経常献金が 万円以下の教会
は、「伝道プログラム支援」を受けるこ
とができます。集会やコンサートの実施
や、看板やチラシの作成、会堂のスロー
プ工事など、各教会の伝道活動の充実の
ために用いていただくことができます。
詳しくは、「 年度各種支援のご案
内」をご覧ください。

日本バプテスト連盟

野口日宇満・野口佳奈宣教師（イン
ドネシア）、嶋田和幸・嶋田薫宣教
師（カンボジア）、伊藤世里江アジ
ア・ミッション・コーディネーター
（シンガポール）、佐々木和之国際
ミッション・ボランティア（ルワン
ダ）。また連盟は世界、アジア・太
平洋のバプテストとの国際協力を
行っています。

年間を通して掲示していただければ幸いです。協力伝道の働きを覚え、祈ってまいりましょう。

◇ 買って、読んで、学んで、祈る －協力伝道－ ◇

◇ ブックレットのご案内 ◇

◆新生讃美歌ブックレット
◆ひらかれる教会
◆教会学校ブックレット
みなさまの教会で共に学び合える
テキストが発行されています。
ぜひお買い求めください。

◇ 研修会を実施しませんか？◇
バプテストの教会形成で大切なこと
は、学び続けることです。
個別教会で また近隣の教会との合
同で 研修会を実施しませんか？
宣教部では、諸教会の実情に応じた
研修会を準備しております。
宣教部までお問い合せください。

◆礼拝音楽研修会
◆教会音楽研修会
◆奏楽者研修会
◆教会学校研修会
◆教会形成研修会
◆執事／役員研修会

『バプテスト』誌と『聖書教
育』誌は、共に聖書を読み、
語り合い、互いを知り、祈り
合う…そんな、協力伝道の大
切なつながりのツールです。

ぜひ、定期購読を！

◇ 新任牧師・主事研修会 ◇
年 月 日～ 日 連盟事務所

年春に神学校を卒業し、新
しく牧師や教会主事として赴任す
る方々を対象にした研修会です。
毎年この研修会を通して、それぞ
れの働きが始まってからも相互に
励まし合い、研鑽し合う、出身神
学校の枠を超えた同労者の交わり
が生まれています。

◇全国少年少女大会・伴走ひろば◇
全国少年少女大会 年 月 日～ 日
伴走ひろば 天城 月 日～ 日（ 泊 日）

於 天城山荘

前回の新任牧師・主事研修会

『聖書教育』は、 年度から
「時代を生きる教会」を総主題
に新しい歩みを進めています。

協力伝道週間

バッピィ

◇全国小羊会キャンプ・リーダー研修会◇
（日本バプテスト女性連合との共催です）

日程： 年 月 日～ 月 日
於 天城山荘

連盟は今、 年からの新しい機構を目指
して機構改革に取り組もうとしています。
これからの教会、これからの伝道、これか
らの協力伝道、これからの連盟。こうした
ことを多くの方々と広く共有し、共に協議
していきたいと考えています。
日時：２０２０年６月２９日～７月１日
会場：天城山荘

（ 年度補正予算案）

　　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。

＝ 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２０２１年度学生募集のご案内
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。全コースでインターネット・
DVD で通信教育実施。応募資料送付いたします。
お気軽に事務局までお問合せください。

【履修課程】本科 3 年／専攻科（牧師、主事・信徒リーダーコース）2 年→（本科修了後）、
　　　　　聴講は 1 課目から受講可

【書類締切】2020 年 12 月 1 日（火）～ 2021 年 2 月 1 日（月）
【入試・面接】2021 年 2 月 6 日（土）
【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　E メール kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

【神学部一般入試（１年次入学）】出願期間：2021/1/６［水］～ 1/19［火］
　試験日：202１/2/４［木］神学部､ 2/８［月］全学部共通
　＊神学コース＝献身者コース（推薦教会での信徒歴 1 年以上）
　＊キリスト教人文学コース＝一般学生コース（信徒歴不問）
【大学院神学研究科】※詳しくは大学院事務室 Tel.092-823-3368 まで
　春期 博士前期課程 試験日：202１/2/20［土］
　春期 博士後期課程 試験日：202１/2/１９［金］
【神学部研修生】※詳しくは教務課 Tel.0９2-８23-36１6 まで
　聴講生として １0 科目（20 単位）以上の科目を履修（修業年限 1 年）入寮可
☆詳しくは西南学院大学のホームページ (http://www.seinan-gu.ac.jp) をご覧ください

入試全般に関するお問合せ先：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 ／ Fax.092-823-3388

202１ 年度神学部・大学院神学研究科入試案内

※出願期間については、大学院事務室　
　にお問い合わせください。


