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2021 3月 March

世界バプテスト祈祷週間11/29 ～ 12/6

申6章（マタ26：36～46）21
■鳥取教会〈鳥取県〉
①求道中の方々が導かれますよう
に。
②心合わせて皆共に祈れますよう
に。
③礼拝を守れる方が増えますよう
に。
牧師：横濱峰二子（よこはまふじこ）
協力牧師：戸川幸子（とがわさちこ）

申7章（マコ15：21～32）22
■姫路 城

じょう

西
さい

教会〈兵庫県〉
①コロナの早期終息と教会員の健
康。
②求道者が与えられるように。
③教会の信仰告白作成の祝福を。
牧師：辻 眞理子

申8章（ロマ16：13）23
■明石教会〈兵庫県〉
①高齢の方々の健康が支えられま
すように。
②新来者が与えられますように。
③世界に平和がきますように。
牧師：椿本博久

申9章（マタ20：20～28）24
■神戸伊川教会〈兵庫県〉
①痛み重荷に配慮し合える関係作
り。
②教会員の霊肉共の整えと健全。
③コロナ終息、全世界の癒しと慰
め。
牧師：鮫島泰子

申12章（マタ27：27～31）27
■日本バプテスト南九州地方連
合
①連合内の教会・伝道所のために。
②連合の活動が豊かになるために。
③沖縄にある教会のために。
会長：中條信治（宮崎教会）

申5章（ヨハ16：25～33）20
■松江教会〈島根県〉
①コロナ終息と礼拝再開のために。
②会堂建築のために。
牧師：斎木郷次

申2章（Ⅰテサ5：1～11）17
■緑の牧場教会〈広島県〉
①礼拝や集会が守られますように。
②地域と共に歩む教会で在り続け
られますように。
牧師：酒井敬仁（さかいのりひと）

申1章（ロマ7：13～25）16 
■呉教会〈広島県〉
①牧師給与を増額できるように。
②礼拝出席者がもっと増えるよう
に。
③バプテスマの決心者が与えられ
るように。
牧師：浅海郁典（あさうみいくのり）

民36章（マタ17：1～8）15
■広島教会〈広島県〉
①感染収束、通常の礼拝再開。
②核兵器禁止条約への日本の批准。
③神の愛と平和が地に満ちるよう
に。
牧師：播磨 聡

民35章（マタ25：31～46）14
■江

え

波
ば

教会〈広島県〉
①4/29就任・按手式のために。
②コロナウイルスの収束のために。
③若者も集える教会へ。
牧師：杉本拓哉

民34章（マタ28：16～20）13
■広島西教会〈広島県〉
①地域に根ざした伝道推進のため
に。
②求道中の方々の救いのために。
③教会学校と成人科の充実のため
に。
牧師：大建英夫

民33章（マタ19：23～30）12
■高松常磐町教会〈香川県〉
①教会の宝である高齢の聖徒の祝
福。
②来年度教会総会への備のために。
③子どもたちの祝福と救いのため
に。
牧師：梶井義郎

民32章（マタ10：40～42）11
■高松太田教会〈香川県〉
①30周年感謝と新ヴィジョン構
築。
②求道中の方々のバプテスマ決心。
③駐車場用地の取得。
牧師：大竹敏生

民31章（詩16：7～11）10
■ 恵

めぐみ

教会〈香川県〉
①地域に開かれた教会となるよう
に。
②求道者の学びが導かれるように。
③高齢、療養中の方々のために。
牧師：伊藤 聰（いとうさとし）

民30章（マタ13：34～35）9
■丸亀城東町教会〈香川県〉
①互いの思いを聴き合うこと。
②自分の思いを大切にすること。
③自分のことばで語り合うこと。
牧師：山浦良治（やまうらよしはる）

民29章（マタ25：14～30）8
■徳島教会〈徳島県〉
①高齢者も安心して礼拝に集える
ように。
②病気療養中の方たちのために。
③新来者の信仰生活のために。
牧師：杉山いずみ

民28章（マタ25：1～13）7
■高知伊勢崎教会〈高知県〉
①礼拝教会活動が守られるように。
②無牧師の中での働きが守られ、
新しい牧師が与えられるように。

民27章（マタ24：32～51）6
■徳山伝道所（今治）〈山口県〉
①教会を通しキリストが指し示さ
れるように。
②来会者と一緒に礼拝できるよう
に。
③悩める人に寄り添えるように。 
協力牧師：今井朋恵、今井謙一　
支援者：宝田 豊（ノーステキサス
日本語教会対外伝道牧師）

申11章（マタ27：15～26）26
■神戸教会〈兵庫県〉
①礼拝とひろばの充実と拡がりの
ために。
②中断している教会の長期計画の
ために。
③築68年を経た教会堂の今後の
計画のために。
牧師：西脇慎一

申10章（詩22：1～22）25
■神戸西教会〈兵庫県〉
①コンテンポラリー礼拝と英語国
際集会への新たな取り組みのため
に。
②中断している “ 開拓 ” 伝道の今
後の方向性のために。
牧師：松本 理（まつもとおさむ）

申4章（ヨハ16：16～24）19
■岡山教会〈岡山県〉
①自律した信徒の群れになる。
②連盟や連合の活動と協働する宣
教。
③「3.11」を考える宣教活動。

申3章（ヘブ5：7～10）18
■福山教会〈広島県〉
①喜びの賛美に満ち溢れる教会に。
②喜びを人々に分かち合える教会
に。
③喜びと憩いの内に集える新会堂
を。
牧師：向山 満（むこやまみつる）

■財務委員会
①連盟の機構改革と連動した財務
改革の推進。
②教役者退職金制度の安定運営の
ための見直し。
委員長：中條智子（長住教会）

申13章（マタ27：32～56）28 

５ 民26章（マタ24：15～31）

■今治教会〈愛媛県〉
①コロナウイルス感染拡大の収束。
②イエスに従う歩みへの導きと助
け。
③地域の子どもと人々の守りと祝
福。
牧師：今井謙一、今井朋恵

1
■八

や

幡
わた

浜
はま

教会〈愛媛県〉
①礼拝参加者が祝され恵まれる教
会。
②信仰を継承し主と共に生きる教
会。
③地域の人々が救われるための教
会。
牧師：榎本謙二郎
副牧師：榎本佐智子

民22章（ルカ12：35～40） ２
■松山西教会〈愛媛県〉
①主の導きのもと牧師招聘の歩み
が進んでいきますように。
②主と共に今、この時を歩むこと
ができますように。
代表者：城前正志

民23章（ルカ17：20～21） 民24章（マタ10：16）３
■道後教会〈愛媛県〉
①療養中の教会員の健康回復を覚
えて。
②礼拝出席が困難な教会員を覚え
て。
③コロナ感染症の早期収束を覚え
て。
牧師 : 宮本 恵（みやもとめぐみ）

■松山教会〈愛媛県〉
福音の種を蒔き続けよう。

牧師：川上敏夫 

４ 民25章（マタ24：1～14）

29 申14章（マタ27：57～66）

■全国教役者会
■女性牧師・主事の会
祈りの課題は下欄をご覧ください。

30 申15章（Ⅰコリ15：1～11） 申16章（マタ20：17～19）31
■引退教役者
荒瀬謙二氏〈福岡県〉
安東 巌氏〈静岡県〉

■連合立等神学校・研修
　　　　　　　　　センター

・東京バプテスト神学校
・九州バプテスト神学校
・北海道バプテスト

研修センター
第31回全国小羊会ディキャンプ　　

（おんらいん♪）～ 4/1

第31回全国小羊会リーダーの集い　　
（おんらいん♪）

※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』4月号発行

『バプテスト』誌4月号発行

教会音楽カフェ（Web）

少年少女ひろば（Web）

みんなで「これ連」（Web）

新任牧師主事研修会（Web）～ 6

神学校入学前研修会（Web）～ 13
臨時理事会（Web）
資料保存・管理委員会（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。

4月のおもな予定
4/3　連盟結成記念日

　　　（1947年4月3日）

4/4　イースター

東京バプテスト神学校　２０２1 年度前期 学生募集のご案内
2021 年度前期の入学・聴講者を募集しています。

入学書類は神学校ホームページからダウンロードできます。
書類締切日 3 月 19 日、入学者面接 3 月 26 日

入学式 4 月 2 日、授業開始 4 月 5 日です。
【開講課目】ギリシャ語初級､「イエスのたとえ話※」､ 日本キリ

スト教史､ 伝道学、「出エジプト記を読む※」､「賛美歌学※」､ 
教会教育概論､ 教会形成論､ 楽典・ソルフェージュ､ 合唱､ 
指揮法Ⅰ､ 教会音楽実践Ⅰ　※は公開講座

【問合せ先】神学校事務局 Tel.03-3947-5141 ／seminary@tbts.jp

＝　みんなで「これ連」　＝
3月27日（土）13 ～ 16時

オンライン会議による「機構改革を考える会」
を開催します。これからの連盟のあり方、協力
伝道のあり方について話し合い、新しい協力伝
道の形を創造していきましょう！
参加方法の詳細は第2信にて。

主催：これからの連盟検討委員会

3月29日のお祈り
■全国教役者会
①教役者が助け合うための働きを担うことができますように。
②新型コロナウイルスの収束を願って。
③諸教会・伝道所の教役者の方々のお働きが守られますように。
事務長：本山大輔（豊前教会）
■女性牧師・主事の会
①ひとりひとりの賜物がいかされるように。
②互いに励ましあう場を作り出していくことができるように。
事務局：今給黎眞弓（豊中教会）

◆第3回「少年少女ひろば」
　（3/20・オンライン）
主にある全国の仲間とつながりましょう。聖書
のメッセージを聴き、小グループで分かち合い
ます。参加はＱＲコードからも申込みいただけ
ます。日時：3/20・土16 ～18 時（Zoom・参
加費無料）対象：2002 年度～ 07 年度生まれの
方／詳細は1月全国発送にて。
問合：青少年伝道室・中嶋まで

第３回少年少女ひろば2020
2002年度～2007年度生まれの方
オンラインでのメッセージ・分かち合い・賛美

2021年３/２０（土・休）
16:00～18:00
（ZOOMです）

２０２１年１月２０日発信

今年度3回目の「少年少女ひろば2020」を開催します。
2002年4月～2008年3月生まれの方、6学年対象です。
コロナ感染がはじまって1年、年度の最後にオンラインで、全国の主
にある友と出会い、つながりたいと思います。 今回のひろばでは、
2019年開催の「少年少女・隣人に出会う旅」ビデオを見て、今に
もつながる「隣旅」が大切にしてきたことも振り返ります。また、アイス
ブレイクの時間のリードは少年少女にお願いしたいと思っています。
どうぞご参加ください。 （青少年伝道室室長 井形英絵）

＊申込先 ：日本バプテスト連盟宣教部
別紙申込用紙に記入してＦＡＸしてくださるか
オンライン（グーグルフォーム）でお申込みください。
申込者（と教会）には後日メールで詳細を送ります。

＊問合せ電話： 048-883-1091（中嶋）

＊申込締切：３月７日（日）

【プログラム】
15時 接続テスト開始
16時 ひろばスタート

オリエンテーション、祈り、
自己紹介、ゲーム
2019年隣人に出会う旅ビデオ
メッセージ（山下真実さん）

17時 小グループでの分かち合い
18時 アフタートーク（自由参加）

＝　2021年度『バプテスト』誌について　＝
機構改革が進められていく今、2021年度年間主題は「共に主に結ばれて
－これからの協力伝道－」（第66回総会標語）を掲げて編集を進めます。
▼表紙写真　厳しい状況が続く今ですが、諸教会の様子を伝えていきます。
▼メッセージ　年間主題を念頭に「協力」の出来事を分かち合い、祈りで
結んでいきます。▼証しのリレー　リレーを再開し、全国各地の主にある
友を証しでつないでいきます。▼沖縄基地課題コラム　沖縄の今を知り、
わたしたちにできることを考えます。▼教会インタビュー　震災から10年、
東北の教会をまわります。▼その他の記事は継続します。

『バプテスト』誌を通し、祈りを合わせていきましょう。

＝ 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、
全ての科目でインターネット・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、旧約概論、旧約釈義、
ギリシア語、教義学概論、牧会学、教会史　〔前期〕神学入門、教会教育Ａ
〔後期〕教会形成実践論、伝道論、教会教育Ｂ　〔集中〕説教学
【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


