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6 月 June

※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。

1

6

ルツ4章
（Ⅰヨハ1：1～10）

7

サム上1章
（ヨハ14：15～24）

士20章
（イザ2：1～5）

2

士21章
（ヨハ3：16～21）

■山梨教会〈山梨県〉

■松本福音村教会〈長野県〉

絵本読み聞かせが用いられて子ど
もや若い人が礼拝につながり、全
年齢層が集まる礼拝となるように。
牧師：佐藤 浩

①すべての聖徒が毎日聖書を読ん
で祈る時間を持つように。
②毎週月曜日、路傍伝道を通じて
福音が宣べ伝わるように。
③回転資金の返済が毎月よくでき
るように（月15万円）
。
牧師：黄 基英（ファン キヨン）

8

9

サム上2章
（ヨハ14：25～31）
こ ぞの

サム上3章
（ヨハ13：31～35）

■大秦野教会〈神奈川県〉

■ふじみ教会〈神奈川県〉

■綾瀬小園教会〈神奈川県〉

■相模中央教会〈神奈川県〉

① 教 会 組 織70年 記 念 礼 拝（ 秋 予
定）
。
②教会員の健康と礼拝出席。
③子ども礼拝、親子ひろば。
牧師：日髙龍子
協力牧師：日髙嘉彦

①地域の祈り場として静かなイン
パクトを。
②礼拝が続けて守られ渇く魂に慰
めが与えられますように。
牧師：犬塚 契
協力牧師：犬塚 修、草島 豊

①新来者・求道者が与えられるよ
うに。
②地域に根ざす伝道。
③み言葉に親しみ祈る教会に。
牧師：岩瀬 礼（いわせ あや）

「ともに主を賛美するときを待ち望
む」
（今年度標語）皆共に会堂に集
まれる時を待ち望みつつ歩んでい
ます。
牧師：吉田真司
音楽主事：江原美歌子
第1回理事会～ 11（Web）
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ルツ1章
（ルカ24：36～43）

4

ルツ2章
（Ⅰコリ1：4～9）

5

ルツ3章
（ヨハ8：12～20）

■松本蟻ヶ崎教会〈長野県〉

■相模原希望伝道所
（松本福音村教会）
〈神奈川県〉

■大和愛宣教伝道所
（松本福音村教会）
〈神奈川県〉

①将来と希望を与える教会になる
ように。
②信徒たちの信仰成長と養育のた
めに。
③聖霊様が働く教会になるように。
牧師：李 在浩（イ ジェホ）

①主日礼拝に人数が加わること。
②教会学校と家庭集会のリバイバ
ル。
③下半期の開拓伝道のために。
牧師：李 東柱（イ ドンジュ）
主事：郭 淑（カク シュク）

①会堂建築後、内なる主の宮建設
を。
②指導者が与えられ賛美する教会
に。
③コロナ禍でも諸集会が導かれる
ように。
牧師：川井髙雄

10 サム上4章（Ⅰヨハ3：11～18）

11 サム上5章（ヨハ15：1～10）

12 サム上6章（Ⅰヨハ2：18～27）

■座間伝道所（相模中央教会）
〈神奈川県〉

■平塚教会〈神奈川県〉

■逗子第一教会〈神奈川県〉

①こども食堂による地域交流。
②主日礼拝が新たにされるように。
③教会に新しい未来が開かれるよ
うに。
牧師：平野健治

①年間標語「キリストに向かって
成長しよう」
②コロナ危機が一日も早く収束を。
③教会財政の確立。
牧師：杉野省治

①礼拝参加者が増し加えられます
ように。
②礼拝参加者の健康が守られます
ように。
③奏楽者のお働きが祝されますよ
うに。
牧師：内藤玲緒奈

13 サム上7章（Ⅰヨハ2：1～17）

14 サム上8章（Ⅰヨハ2：28～3:10） 15 サム上9章（Ⅰヨハ3：19～24） 16 サム上10章（ロマ5：1～11）

（Ⅰコリ12：31
17 サム上11章
後半～13：13）

18 サム上12章（ヨハ15：11～17） 19 サム上13章（Ⅰヨハ4：1～6）

■湘南台教会〈神奈川県〉

■藤沢教会〈神奈川県〉

■鎌倉台伝道所（洋光台教会）
〈神奈川県〉

①隣接地取得と新会堂のビジョン。
②次世代が育つように。
③新来者・求道者が与えられるよ
うに。
牧師：坂元俊郎（さかもと しゅんろう）

①入学進学する子どもたち、若者
たちのために。
②高齢者、独居者、ホーム在住者
のために。
③藤沢教会の未来とビジョンのた
めに。
牧師：坂元幸子（さかも とさちこ）
回転資金委員会

20 サム上14章（Ⅰヨハ4：7～21） 21 サム上15章（Ⅰヨハ5：1～5）
やまとちょう

■横浜大和町教会〈神奈川県〉
①コロナ下でも礼拝を続けていく
ことができるように。
②コロナを通して、人々の心が神
様に向くようになりますように。
牧師：鉄井三千夫

ひ の しんめい

■日野神明伝道所
（横浜大和町教会）
〈東京都〉
①信徒の家族の救い。
②伝道所から教会への成長。
③地域伝道（４月から始まった絵
本コミュニティ館）の祝福。
責任者：三木朋実
会計監査～ 23
教会音楽専門委員会議（Web）

■横須賀長沢教会〈神奈川県〉

■港南めぐみ教会〈神奈川県〉

■洋光台教会〈神奈川県〉

①コロナ終息のために。
②信仰と健康が守られますように。
③福音が広められますように。
牧師：大須賀真人（おおすが まさと）
、
大須賀綾子

①若い人々の礼拝参加
②教会諸集会、活動の回復。
③教会財政の安定。
牧師：古家良子（ふるや りょうこ）
、
古家克務（ふるや かつむ）

『バプテスト』誌7月号発行

全国発送

①大規模修繕のために。
②隣り人と共に生きる歩みである
ように。
③ IMV 佐々木和之さんの働きのた
めに。
主任牧師：萩原永子（はぎわら のりこ）
協力牧師：蛭川明男

■神学教育に関する委員会

①諸教会・伝道所が励まされる連
盟機構改革のために。
②協力伝道献金体制を目指し、連
盟財政が整えられるように。
監事：小河義伸（主任）
、加藤英治、
廣島 尚、森 恭子

①神学生の学びのために。
②神学教育に関わる３つの神学校・
宣研・連盟の良き協働のために。
③献身者が起こされるように。
委員長：中田義直（常務理事）

神学校週間～ 7/4
芦屋教会牧師就任按手式

全国壮年会連合より
壮年大会（8/21・Web）書面による総会について
昨年度、新型コロナの影響を鑑み中止とされた第55回全国壮年大
会は、オンラインで開催します（実行委員会は福岡地方連合壮年会）
。
大会はZoomで８月21日（土）だけとなります。主題講師には奥村敏
夫牧師（釧路教会）をお迎えし、
「今こそバプテストの伝道スピリット
－伝道者養成を考える－」
をテーマに講演いただきます。なお、
総会は、
今年度も「書面による総会」となります。大会の詳細は、６月発行の
「ニュース117号」にてご確認ください。 壮年会連合事務局長・豊永義典
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①コロナウイルスからの癒しと終
息のために。
②聖書信仰を日々の生活の土台に
できるように。
③求道者の救いのために。
牧師：堀野浩嗣（ほりの ひろつぐ）

22 サム上16章（ヨハ16：25～33） 23 サム上17章（ヨハ1：29～34）

24 サム上18章（ヨハ19：31～37） 25 サム上19章（ヨハ14：7～14） 26 サム上20章（Ⅰヨハ5：16～21）

■青葉教会〈神奈川県〉

■横浜ＪＯＹ教会〈神奈川県〉

①オンライン礼拝、祈り会の祝福。
②教会員家族への伝道アプローチ。
③新しく選出された役員会の一致。
牧師：三宅真嗣（みやけ しんじ）
副牧師：三宅友子（みやけ ともこ）

①福音宣教の働きのために。
②病や弱さの中にいる方々のため
に。
③教会員１人ひとりのために。
牧師：坂西恵悟
派遣牧師：石田政美
『世の光』誌7月号発行
沖縄（命どぅ宝）の日

■横浜ニューライフ教会
〈神奈川県〉

27 サム上21章（Ⅰヨハ5：6～15） 28 サム上22章（マタ13：53～58） 29 サム上23章（ガラ1：18～24）
■日本バプテスト連盟 監事

①コロナの終息を主に願い祈りま
す。
②集う教会の姿を取り戻すために。
③高齢者の健康が守られますよう
に。
牧師：岡坂建史（おかさか たてし）

■横浜戸塚教会〈神奈川県〉

■学校法人 西南学院

①子どもたちが神さまと出会うこ
とができますように。②神さまの
働きの器として西南が用いられま
すように。院長：今井尚生

■西南学院大学神学部／専攻科／大学院

①み心に適う神学教育ができるよう
に。②献身者との新しい出会いを求
めて。③伝道者養成の新しい展開、
協力のために。神学部長：濱野道雄

①30周年を迎える教会の聖霊によ
る再生と刷新。
②牧師スタッフの招聘。
③イスラエルと国々が祝福しあい
１つに。
牧師：田坂元彦

■百合丘教会〈神奈川県〉

①教会員の健康と安全が守られる。
②幼稚園が守られる。
③コロナの中で伝道が守られる。
牧師：川井信雄
協力牧師：宇野雄司
牧会主事：宇野澄江
音楽主事：宮原淑子
神学教育に関する委員会（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。

7月のおもな予定
7/7 BWA女性大会
7/7-10 BWA大会
7/13 事業体懇談会（Web）

■東京地方バプテスト教会連合
①新設の宣教センター（石井規之
主事・多摩みぎわ教会）が整えら
れて用いられますように。
②東京北教会の地域協働進捗感謝。
会長：内藤 崇（目白ヶ丘教会）
山形教会新会堂献堂式
6.23「命どぅ宝」の日オンライン全国集会

30 サム上24章（ロマ3：21～31）
■引退教役者
井置利男氏〈埼玉県〉
く いち

岩波久一氏〈埼玉県〉

2021年度 東京バプテスト神学校

― 夏期公開講座のご案内 ―

今年は、神戸アドベンチスト病院名誉院長の山形謙二先生を講師に夏期
講座を開催します。講座では、生と死、スピリチュアルケア、などをテー
マとし、その関連から老いや苦しみ、介護の問題などを取り上げます。

日 程：２０２１年８月２日
（月）～３日
（火）
テーマ：
「介護の神学～どのように死を看取るか」

※プログラム詳細・申込方法などは5月下旬の全国発送、ホームページ参照

東京バプテスト神学校事務局
TEL：03-3947-5141 / FAX：03-3947-5145 E-mail：seminary@tbts.jp

原田 賢牧師就任のお知らせ（春日原教会）
わたしたち日本バプテスト春日原キリスト教会は、この４月より
原田賢氏を牧師として招聘し、末松隆夫牧師と共働牧会という新
たな歩みを始めました。
イースター礼拝（4/4）で教会代表者
５名 ( 牧師 , 執事 , 幼稚園理事長 ,
長老 , 若者 ) による按手祈祷を行い、
職務を委託しました。
就任式は 10/31 を予定しております。

＝ 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&F ０９２- ９８５-１８１２ kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp
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