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申34章（マタ5：1～12）18
■大阪旭伝道所（大阪教会）

〈大阪府〉
（現在活動休止中です。）

①中島義和師のご健康が守られる
ように。
②現在メンバーは大阪教会の礼拝
に出席されています。お祈りくだ
さい。
牧師：中島義和　副牧師：中島久子

ヨシュ1章（ダニ9：1～9）19
■大阪中央教会〈大阪府〉
①起きて、光を放つ年。②暗闇の
都市のため祈り伝道養育。③奉仕
を通して弟子とする光の共同体。
牧師：咸 光玉（ハム クァンオク）、
蔡 永 伊（ チ ェ ヨ ン イ ）、 文 連 子 

（ムン ヨンジャ）　伝道師：崔 美敬
（チェ ミギョン）、内藤希代、渡辺 正

ヨシュ2章（マタ18：1～5）20
■和歌山中央伝道所
　（大阪中央教会）〈和歌山県〉
①今年、50名の聖徒が礼拝を捧げ
ますように。②全聖徒が聖書勉強
を通して霊的に成長されますよう
に。③２年後に教会建築できます
ように。
担任牧師：河 亨植（ハ ヒョンシク）

ヨシュ3章（マタ18：10～14）21
■東豊中教会〈大阪府〉
①共に試練と宣教を共有し祈り励
む。
②災害と次代の教会形成に備える。
③十字架復活経験全世界教会と味
わう。
牧師：河野 浩（こうのひろし）

ヨシュ6章（フィリ2：1～11）24
■京都洛

らく

西
さい

教会〈京都府〉
①牧師館の建築が予算で安全に終
了する。
②教会員の健康と幸せな信仰生活。
③家族と地域に伝道する教会にな
る。
牧師：李 鎭鐵（イ ジンチョル）

申33章（マタ4：23～25）17
■大阪教会〈大阪府〉
①礼拝と祈祷会が守られますよう
に。②高齢者、病床の方が守られ
るように。
③求道者、信仰決心者のために。
牧師：下川俊也

申30章（イザ30：18～19）14
■シオンの丘教会〈大阪府〉
①一人ひとりがイエスさまとより
親しくなれるように。
②今の自分に求められていること
を見出せるように。
牧師：坂田 浩

申29章（詩33：12～22）13
■東大阪教会〈大阪府〉
①コロナ禍の１日も早い収束を。
②全国の困難な教会を覚えて。
③社会的に困難な人たちを覚えて。
牧師：柴田良和、中村尚子

申28章（ルカ6：20～26）12
■関西黎明教会〈大阪府〉
①コロナ禍にある信仰の鍛錬。
②世界各地に派遣されている宣教
師。
③社会的養護の子どもを養育する
里親の増加。
牧師：江田治男

申27章（マタ28：16～20）11
■堺教会〈大阪府〉
①「信教の自由・政教分離」の確
立のために。
②主日礼拝が守られるように。
③コロナ被害者が支えられるよう
に。
牧師：平良仁志

申26章（使1：6～11）10
■みささぎ伝道所（奈良教会）

〈奈良県〉
①祝福を願い、共に祈り、共に働
くことができるように。②病の方、
高齢の方、支えを必要としている
方と共にあれるように。
③祈りがいつも、伝道所にあるよ
うに。
伝道師：岡村ゆり

申25章（ヨハ20：24～29）9
■奈良教会〈奈良県〉
①コロナの中での WEB 礼拝の守り。
②目的主導型の教会形成。
③みささぎ伝道所の守り。
牧師：松原宏樹
伝道師：平山利香

申24章（マタ27：3～10）8
■和歌山教会〈和歌山県〉
①共に祈り支え合う教会。
②コロナの収束と医療現場のため
に。
③幼稚園の働きと先生方のために。
牧師：調（しらべ）みくに

申23章（マタ26：31～35）7
■豊中教会〈大阪府〉
①会堂補修の必要が満たされるよ
うに。
②助けられることを喜び、助ける
１歩を踏み出す教会になれるよう
に。
牧師：今給黎眞弓（いまぎれまゆみ）

申22章（マタ4：18～22）6
■宝塚教会〈兵庫県〉
①新しく着任した牧師と信徒の協
働による牧会。
②地域や他の教会との連携が祝さ
れますように。
牧師：南 雅夫（4月1日より）

申21章（マタ4：8～11）5
■伊丹教会〈兵庫県〉
①宝塚教会・南雅夫師（当教会出身、
新任牧師）のこれからの働き。
②2021年度の教会の歩み。
③一人暮らしの高齢者の皆様の健
康と平安。
牧師：内田裕二

申18章（マタ4：12～17）2
■浜甲子園教会〈兵庫県〉
①会員全員参加の教会形成。
②新型コロナ感染拡大の終息。
③コロナ後の存立意義と活動の探
求。
会員代表：森山一弘

申17章（ヨハ20：11～18）1
■神戸国際教会〈兵庫県〉

（現在活動休止中です。）
役員代表：バルク・ビリーロイド

申20章（マタ28：1～15）4
■神戸新生教会〈兵庫県〉
①主日礼拝、祈祷会、諸集会が豊
かに祝されるように。
②すべての命が守られるように。
責任者：舟橋恵子

申19章（マタ27：62～66）3
■尼崎教会〈兵庫県〉
①賛美と祈りと御言の礼拝の充実。
②新来者、バプテスマ者が与えら
れる。
③適切な教会財政が整えられる。
牧師：長尾知明

ヨシュ5章（ヨハ20：19～23）23
■北大阪教会〈大阪府〉
①コロナの早期収束と医療従事者
が守られますように。
②高齢者や病の中にある方が守ら
れますように。
牧師：古賀昭範 

ヨシュ4章（マタ16：13～20）22
■南千里教会〈大阪府〉
①教会が「世の光」として輝くよ
うに。
②地域の方々が導かれるように。
③「御言に聞く」教会・信徒。
牧師：蓮池昭雄

申32章（フィリ4：4～7）16 
■田辺教会〈大阪府〉
①求道者のバプテスマ決心のため
に。
②高齢者地域の弱者に仕える教会。
③新しい教会集会場の幻を求めて。
牧師：喜多村やよい

申31章（詩96：10～13）15
■平野教会〈大阪府〉
①新会堂が与えられるように。
②キリストの体としての教会形成
を。
③差別分断を自らの課題として宣
教を。
牧師：高田 進

■京都教会〈京都府〉
①み言葉を生きる教会として。
②教会の新しいあり方を覚えて。
③バプテスト関連施設を覚えて。
牧師：李 海勲（イ ヘフン）

■北海道バプテスト連合
①北海道の地に16の教会が立てら
れたことを感謝して。
②諸教会の主日礼拝が護られるよ
うに。
会長：福田雅祥（函館美原教会）

ヨシュ7章（マタ18：15～20）25 26 ヨシュ8章（使7：54～8:3）

■東北バプテスト連合
①震災より10年となる被災地のた
めに。
②コロナを見据え福音に生きるた
めに。
③互いの違いを喜び分かち合うた
めに。
会長：小田 衞（おだまもる 大

たい

富
とみ

教会）

27 ヨシュ9章（使22：6～16）

2021 ４ 月 April

ヨシュ12章（コリ二4：1～7）30
■世界バプテスト連盟（BWA）、
アジア太平洋バプテスト連合

（APBF）、
コーポラティブ・バプテスト・
フェローシップ（CBF）

ヨシュ11章（ロマ9：19～24）29 
■連盟派遣宣教師
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）

お祈りの課題は右欄をご覧ください。

28 ヨシュ10章（使26：12～18）

■日本バプテスト連盟理事会
これからの協力伝道のあり方を共
に考え、共に担う祈りをさらに深
めていく一年となるように。
理事長：加藤 誠（大井教会）

■4月29日のお祈り
野口日宇満・野口佳奈宣教師（イ
ンドネシア）新型コロナウイルス
の感染が収まり、インドネシアに
住むすべての方たちに福音が届け
られるように。
嶋田和幸・嶋田薫宣教師（カンボ
ジア）①コロナ危機の中、教会員
の健康と生活が守られるように。
②「子どもから子どもへの伝道」
が導かれるように。

斎藤信一郎牧師就任のお知らせ
主の御名を賛美します。
わたしたち北九州キリスト教会は、本年4月より斎藤信一郎氏
を牧師として招聘し、新たな歩みを始めることとなりました。
4月4日の主日礼拝を、牧師就任感謝礼拝としてお捧げ致しま
す。コロナ禍により、この度は皆様にお集まり頂くことを断念
致しましたが、これからも協力伝道の中で、お祈りに覚えて頂
ければ幸いです。　感謝をもって

日本バプテスト連盟北九州キリスト教会　教会員一同

※聖書日課は略語表記。カッコ内は『聖書教育』の「準備のための聖書箇所」。 
※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。

『世の光』誌5月号発行

全国発送

イースター

連盟結成記念日（1947年4月3日）

教会教育専門委員会議（Web）
賛美歌検討委員会議（Web）

青少年専門委員会議～ 20（Web） 教会音楽専門委員会議（Web）

『バプテスト』誌5月号発行

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。

５月のおもな予定
5/3　バプテスト憲法フェス

　　　ティバル（Zoom開催）

5/31　『教勢報告』締切

連盟代表祝辞依頼、『バプテスト』誌広告のご案内
教会において牧師就任式や記念式典などがある場合は、常務理事宛に
書面（ FAX可）にてご連絡願います。式典で「連盟代表祝辞」のご希望があ
る場合は祝辞依頼書（左QRコード）をお送りください。また、『バプテス

ト』誌では式典案内や就任報告などの広告を
受付けています。１コマ：サイズ（タテ39㍉×
ヨ コ90 ㍉）料 金15,000円 で す（右QRコ ード ）。 
連絡・問合せは、いずれも常務理事室まで。

日本バプテスト連盟　〒336-0017 さいたま市南区南浦和1-2-4
TEL 048-883-1091 ／ FAX 048-883-1092

バプテスマおめでとう

受浸者・転入会者のお知

らせは、連絡用fax用紙を

ご利用ください。

連盟ホームペ

ージからダウ

ンロードでき

ます。

＝ 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

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


