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士4章（使15：1～21）16 
■各

かかみがはら

務原教会〈岐阜県〉
①多言語共生教会の主にある一
致。
②オンラインによる伝道集会のた
めに。
③礼拝における主に向かった賛
美。
牧師：後藤 寿

士5章（ヨハ3：1～15）17
■豊田伝道所（各務原教会）
　　　　　　　　〈愛知県〉

（現在活動休止中です）
集会所の準備のための奉仕者が必
要。
牧師：後藤 寿

士6章（ヨハ20：19～23）18
■福井教会〈福井県〉
①全国支援・地域協働プロジェク
トの応募採用。
②子どもと一緒の礼拝づくり。
③バプテスマが与えられますよう
に。
牧師：平良憲誠（たいらけんせい）

士7章（ロマ8：1～11）19
■富山小泉町教会〈富山県〉
①高齢者の健康が守られるように。
②新執事の働きが祝福されるよう
に。
③コロナ危機下での伝道のために。
牧師：閔 丙俊（ミン ビョンジュン）

士10章（使16：1～5）22
■川根教会〈静岡県〉
①半世紀にわたり地域に仕えてきた
さゆり幼稚園 ( 園児２名 ) がその使
命を最後まで果たせるように。②自
然豊かな山の中にある幼稚園で生活
する園児たちが畏敬の念を持って成
長するように。③牧師と園長と保育
者のために。牧師：松下正巳

士3章（使15：22～29）15
■岐阜教会〈岐阜県〉
バプテストとして立つ。

ヨシュ24章（アモ9：11～15）12
■東山教会〈愛知県〉
①日々礼拝を捧げられる恵みに感
謝。
②伝道開始60周年に向けての準備。
③コロナ収束と被災地の回復・復
興。
牧師：鈴木直哉

ヨシュ23章（使13：38～39）11
■平針教会〈愛知県〉
①キリストの体としての歩みのた
めに。②礼拝両輪（来会・自宅）
のために。③地域に根ざした福音
宣教のために。
牧師：谷綛安雄（たにかせやすお）

ヨシュ22章（ガラ2：1～10）10
■瑞穂教会〈愛知県〉

「GoTo 福井教会キャンペーン」や
子育て世代レクチームなど、でき
る伝道と出会いを楽しめるように。
牧師：秋山義也

ヨシュ21章（使11：19～26）9
■南名古屋教会〈愛知県〉
①教会派遣宣教師の働きの祝福。
②コロナ禍の礼拝の祝福。
③決心者のバプテスマの実現６名。
牧師：山川明美、山川高平

ヨシュ20章（使11：1～18）8
■愛知新生教会〈愛知県〉
①キリストを頭とする教会形成。
②礼拝説教 YouTube 配信。
③新型コロナウイルスの終息。
牧師：吉村知子

ヨシュ19章（ヨハ7：32～36）7
■四日市教会〈三重県〉
①感染対策をしつつの礼拝継続。
②21年度の計画・活動のために。
③助けを求めて来られる方々のた
めに。
牧師：加藤英治

ヨシュ18章（ペト一4：12～19）6
■びわこシャロームチャペル
　　　　　　　　〈滋賀県〉

「主イエスキリスト以外に救いがな
い」ことを滋賀県中にふれまわっ
ています。御祷援ください。
牧師：桶田紀夫

ヨシュ17章（使9：26～31）5
■須磨伝道所（大津教会）
　　　　　　　　〈兵庫県〉
①教会土地建物無事取得感謝。
②地域の小中高生への伝道と教育。
③大人の求道者の救い。
牧師：谷口明法

ヨシュ16章（使4：32～37）4
■新田辺伝道所（大津教会）
　　　　　　　　〈京都府〉
①京田辺市７万人の救いのために。
②教会の経済的必要の満たしのた
めに。
③聖霊の御臨在が礼拝に満ちるよ
うに。
牧師：永藤裕幸（ながふじひろゆき）

ヨシュ15章（使2：37～42）3
■大津教会〈滋賀県〉
①１人ひとり、地の塩として用い
られるように。
②互いに相手を気遣うことができ
るように。
牧師：上田益之（うえだますゆき）

ヨシュ14章（使9：1～19前半）2
■北山教会〈京都府〉
①こどもの安全・教育成長のため
に。
②核と原子力からの脱却のために。
③牧師就任式のために。
牧師：小櫻 信（こざくらまこと）

ヨシュ13章（使8：26～40）1
■北白川教会〈京都府〉
①教会員の健康が守られますよう
に。②教会員の信仰が守られます
ように。
③教会が守られますように。
牧師：軍司康博

士9章（使15：36～41）21
■浜松教会〈静岡県〉
①み言葉に応答するキリストの教
会へ！
②１人ひとりの信仰にパラダイム
シフトを！
③聖霊により、救われる魂を！
牧師：伊藤勝彦

士8章（ルカ24：44～49）20
■金沢教会〈石川県〉
①神の国を指し示す教会となるよ
うに。
②幼稚園の働きが祝福されるよう
に。
③福井教会の復興のために。
牧師：杉山 望

士2章（使14：21～28）14
■豊橋教会〈愛知県〉
①コロナ禍の地域の守りと平安。
②教会員と家族、求道者の健康。
③東三河地区での福音宣教のため
に。
牧師：小林大記（こばやしひろき）

士1章（ロマ15：7～13）13
■名古屋教会〈愛知県〉
①病気の方の体と心が守られるよ
うに。②決心者が起こされるように。
③教会建築のビジョンが共有でき
るように。
牧師：白石久幸
協力牧師：池田巍義（いけだたかよし）
伝道師：西久保健二

■清水栄光教会〈静岡県〉
①コロナ収束、礼拝後教会活動回
復、介護施設訪問、地域交流回復。
②教会会計が満たされるように。
牧師：石渡修司

■静岡教会〈静岡県〉
①年度主題に沿った活動の祝福。
②新しく迎えた牧師との宣教の祝
福。
③日々主を神として仰ぐ生活の祝
福。
牧師：松坂克世

士11章（使16：6～15）23 24 士12章（イザ61：1～3）

■三島教会〈静岡県〉
①遠方の方々の送迎体制の整備。
②新来者、他行会員と共なる礼拝。
③若者、ゴスペルメンバーへの伝
道。
牧師：本多英一郎

25 士13章（エフェ5：15～20）

2021 ５ 月 May

士16章（使28：30～31）28 
■回転資金委員会
①回転資金活用の願いに寄り添え
るように。
②教会施設を必要とする群れに、
協力伝道の共助が届くように。
委員長：二見眞義（浦和教会）

士15章（使22：22～29）27
■バプテスト連盟北関東
　　　　　　　　　地方連合
①コロナ危機の中、諸教会の働き
が守られますように。
②連合総会を終えて、新年度の連
合の働きが導かれますように。
会長：森 淳一（高崎教会）

26 士14章（使18：5～11）

■富士吉田教会〈山梨県〉
①心をつなぐ礼拝が捧げられるよ
うに。
②主にある希望を持てるように。
③福音が地域に伝えられるように。
牧師：宮西宏明、宮西千晴

士17章（使16：16～24）29 
■ＩＭＶ・佐々木和之氏（ルワンダ）
①ルワンダの人々の和解と共生への
歩みが前進するように。②新型コロ
ナウイルス感染から守られるように。
■ＡＭＣ・伊藤世里江氏（シンガポール）
ミャンマーの軍事政権による暴力
に反対し、市民の命と生活、信仰
の自由が守られるように。

■引退教役者
安藤榮

ひで

雄
お

氏〈福岡県〉

安藤榮
ひで

二
つぐ

氏〈埼玉県〉

31 士19章（ヨハ1：1～5）

■日本バプテスト連盟医療団
①隣人愛に基づく全人医療実践の
ために。
②変動する医療情勢にチャレンジ
していく医療団の働きの上に。
理事長：尼川龍一
牧師・チャプレン：宮川裕美子

士18章（使16：25～40）30

※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　★は各種申込み締切日。

『世の光』誌6月号発行

全国発送

第3回教会音楽カフェ
『バプテスト』誌6月号発行

バプテスト憲法フェスティバル（Web）東海教会牧師就任感謝礼拝

直方教会牧師就任按手式

国外伝道専門委員会議～ 18

『バプテスト』誌編集委員会議

★教勢報告締切

教会教育・『聖書教育』編集委員合同会議

『聖書教育』2022年4･5･6月号執筆者会議①

『聖書教育』2022年1･2･3月号執筆者会議③

ホームレス支援特別委員会シンポジウム
（予定）

『聖書教育』2021年7･8･9月号発行

財務委員会

総務委員会 第2回みんなで「これ連」

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。

6月のおもな予定
6/9-6/11 第1回理事会

6/23　沖縄（命どぅ宝）の日

6/27-7/4　神学校週間

＝ 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

高市和久牧師就任のお知らせ
主のみ名を賛美いたします。
　当伝道所では4月 1日付で高市和久氏（社会福祉法人ミッド
ナイトミッションのぞみ会職員）を牧師として招へいし、井本義
孝牧師・今西三千代伝道師と共に自給伝道を推進していただくべ
く、4月 4日礼拝中に就任按手祈祷を執り行いました。
　感染症予防のため近隣教会をお招きしての就任式は後日とさせ
ていただきます。当伝道所と教役者のためお祈りください。
日本バプテスト連盟千葉バプテスト教会木更津伝道所会員一同

2021 年度前期 東京バプテスト神学校  公開講座のお知らせ
■「イエスのたとえ話を聞く：新しい聖書の学びへの招き」（毎週月曜 15 回） 
新しい聖書学を紹介しつつイエスのたとえ話を学んで、私たちはどう生
きようとするのか、率直に疑問を出し合います。講師：山口里子先生
■「出エジプト記を読む」（毎週木曜15回）神が私たちを礼拝する教会
としてどのように建て上げようとされているのか、出エジプト記から学
びます。講師：城倉啓先生と田坂元彦先生
■「賛美歌学」（毎週金曜 15 回）賛美歌を様々な角度からアプローチし、
集中して学び、礼拝に参与する会衆、そして礼拝を整える働きに従事さ
れるかた全てにお勧めするコースです。
講師：江原美歌子先生（+ ゲスト講師）

全国壮年会連合 
事務局より

　２月の役員会、３月の奨
学金委員会との合同会を経
て、２0２1年度の総会は、
文書による総会とすること
を決めました。
　壮年会連合の総会、及び
壮年大会についての詳細は、
４月下旬発行「壮年会連合ニ
ュース」でご案内する予定で
す。

全国壮年会連合事務局長
豊永義典


