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サム下11章（ヤコ3：13～18）18
■昭島めぐみ教会〈東京都〉
①福音がわかりやすく伝わる。
②賛美と祈りが豊かになる。
③家族が救われる。
伝道師：石橋虎之助

サム下12章（ヤコ4：1～12）19
■八王子めじろ台教会〈東京都〉
①感染症下、特に高齢者の健康が
守られるように。
②教会の働きを通して、地域との
新たなつながりができるように。
牧師：小河義伸
協力牧師：北島靖士（きたじませいし）

サム下13章（エレ20：7～9）20
■多摩ニュ－タウン・

憩いの家教会〈東京都〉
①主の教会が皆の魂の上に建て上
げられますように。
②世界中の病の人々が癒されます
ように。
協力牧師：津波真勇（つは しんゆう）

サム下14章（ヨブ7：9～16）21
■多摩みぎわ教会〈東京都〉
①豊かな礼拝を守る。
②受浸者がおこされるように。
③子ども、若者の声がする教会。
牧師：石井規之
主事：斎藤美津栄

サム下17章（ヤコ4：13～5：6）24
■府中教会〈東京都〉
①ライブ配信（家庭）礼拝と分散（２
回）礼拝が守られるように。
②長尾基詩神学生の学びのために。
③新会堂・牧師館建築のために。
牧師：長尾なつみ

サム下10章（ヤコ3：1～12）17
■福生教会〈東京都〉
①コロナ禍の早期収束。
②各個教会の健全な働き。
③牧師育成。
牧師：稲見元彦

サム下7章（箴9：7～12）14
■東京西教会〈東京都〉
①教会員の健康が守られるように。
②礼拝出席者が与えられるように。
③集会所が続けて与えられるよう
に。
代表執事：福田佑次

サム下6章（ヨハ13：31～35）13
■恵

けい

約
やく

宣
せん

教
きょう

伝道所
　（青梅あけぼの教会）〈東京都〉
①コロナ禍の中、信徒の心がつな
がること。②信徒の日々の生活と
心が守られること。
③霊性が整えられること。
牧師：藤原淳賀（ふじわら あつよし）

サム下5章（ヤコ2：14～26）12
■ライフチャーチ
　（青梅あけぼの教会）〈東京都〉
偉 大 な 戒 め（ マ タ イ22：37-40）、
大宣教命令（マタイ28：18-20）に
忠実な教会であり続けることがで
きるように。
牧師：大谷信道（おおたに しんどう）

サム下4章（ヤコ2：1～13）11
■青梅あけぼの教会〈東京都〉
コロナを恵みとし救い、祈り、罪
の赦し、勝利の力を確信し、喜び
と感謝で輝く主の証人となろう。
アーメン。
牧師：大谷唯信（おおたに ただのぶ）
副牧師：森元國文（もりもとくにふみ）

サム下3章（エレ17：14）10
■渋谷教会〈東京都〉
①福音宣教の働きのために。
②教会員家族の救いと弟子訓練の
ために。
③コロナ感染の早期収束のために。
宣教師：金 末仙（キム マルソン）
伝道師：林 雄植（イム ウンシク）

サム下2章（詩107：17～22）9
■幡ヶ谷教会〈東京都〉
新しい会堂移転先が与えられ宣教
ができますように。
牧師：山川眞司

サム下1章（マタ23：25～28）8
■恵泉教会〈東京都〉
①会堂とネットでの礼拝が祝され
ますように。
②教会組織の検討のために。
③協力伝道の交わりが広がるよう
に。
牧師：福永保昭
協力牧師：松見享子

サム上31章（マタ22：34～40）7
■泉教会〈東京都〉
①幼稚園に連なる子どもたちのた
めに。②バプテストの教会を形づ
くるために。
③世界の贖

あがな

いと個人の救霊のために。
牧師：城倉 啓
協力牧師：村上千代

サム上30章（マタ5：17～20）6
■品川教会〈東京都〉
①中長期の教会ビジョンのために。
②新来者が多く与えられるように。
③高齢者の方々をおぼえて。
牧師：山中臨在（やまなか ともなり）
音楽主事：岸本敬子

サム上29章（申7：6～8）5
■大井教会〈東京都〉
新しい礼拝堂での教会の歩みに主
の伴いを祈りつつ、主が出会わせ
てくださる隣り人との共なる礼拝
を喜ぶ私たちとされて。
主任牧師：加藤 誠
牧師：広木 愛
音楽主事：菊地るみ子

サム上28章（ヤコ1：19～27）4
■東京第一教会〈東京都〉
①教会とこひつじ幼稚園との協働。
②療養中の方々のいやしと復帰。
③求道中の方々の信仰告白と受浸。
牧師：髙見龍介、岡村直子
伝道主事：山本弘夫

サム上27章（ヤコ1：1～8）3
■経堂教会〈東京都〉
①地域の方々が、導かれるように。
②礼拝、諸集会が、祝されるように。
③祈りが、いつもあるように。
牧師：藤原靖彦

サム下16章（マタ5：33～37）23
■花小金井教会〈東京都〉
①毎週の礼拝が守られますように。
②ネットを用いた宣教活動の充実。
③互いの交わりと支え合いのため
に。
牧師：藤井秀一
牧会スタッフ：中根 淨（なかねきよし）

サム下15章（ロマ5：1～5）22
■立川教会〈東京都〉
①コロナ禍にあっても、しっかり
と主の証しを。
②信仰を次に継げるように。
牧師：大川博之

サム下9章（マタ5：5～9）16 
■関東プレインズ教会〈東京都〉
①牧師を召喚中です。主が遣わし
てくださるように。
②国際色豊かな教会です。一致を
持ち互いのために祈れるように。
③善隣幼稚園のミニストリーのた
めに。
執事長：熊手祥之

サム下8章（Ⅰヨハ2：1～6）15
■板橋伝道所（東京西教会）

〈東京都〉
①コロナより守られますように。
②礼拝が守られますように。
③高齢者の健康のために。
牧師：新保雅雄（しんぽ まさお）

■調布教会〈東京都〉
①教会員の健康が守られるように。
②新来者や青年が与えられるよう
に。
③長期欠席者が教会に戻られるよ
うに。
牧師：文 廷翼（ムン ジョンイク）
協力宣教師：岡田千尋

■調布南教会〈東京都〉
①１日も早いコロナの収束を。
②困難の時こそ主は臨在され給う。
③今だからこその教会活性化を。
牧師：前田重雄

サム下18章（ヤコ5：7～20）25 26 サム下19章（王下24：8～17）

■神奈川バプテスト連合
①連合の18教会、２伝道所の福音
宣教の働きのために。
②新年度の連合の協力伝道の働き
と連合役員会の働きのために。
会長：堀野浩嗣（ほりのひろつぐ・

横浜戸塚教会）

27 サム下20章（詩79：8～13）

2021　7 月 July

28 サム下21章（詩137：1～9）
■全国壮年会連合
①コロナ下でも全国壮年の活動が
豊かにされて。
②全国壮年大会（福岡）に主の導
きと祝福を祈って。
会長：山田誠一（大井教会）

サム上26章（サム上3：1～14）2
■多摩川教会〈東京都〉
①祈りの家、聖霊の満ち溢れる教
会。
②十字架の愛と赦しに生きる教会。
③世界宣教と信仰継承。
牧師：末盛桜子
宣教師補：久米 麗

サム上25章（ロマ4：1～8）1
■川崎教会〈神奈川県〉
①松藤一作牧師との新しい教会形
成。
②礼拝の継続、祈祷会・CS の再開。
③ミッション・ビジョンの具体化。
牧師：松藤一作（まつふじ  いさく）

サム下23章（エゼ1：1～21）30
■靖国神社問題特別委員会
信教の自由・政教分離原則を求め
る各地の訴訟（即位の礼・大嘗祭
違憲訴訟、戦争法違憲訴訟など）
を覚えて。

サム下22章（黙10：1～11）29 
■第59回全国青年大会
①参加者が与えられるように。
②気持ちを１つに集えるように。
③青年大会を担う仲間が与えられ
るように。
実行委員長：廣島真希（ひろしま
　　　　　　　　まさき・浦和教会）

サム下24章（エゼ1：22～28）31
■引退教役者
上門治氏〈京都府〉

上田展生氏〈福岡県〉

※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8月号発行

『バプテスト』誌編集会議

教会教育拡大委員会
国外伝道専門委員会議（Web）-20

青少年伝道専門委員会議（Web）
事業体懇談会（Web）

『バプテスト』誌8月号発行

福井教会 牧師就任・増築完成・感謝
礼拝

全国発送

みんなで「これ連」③

BWA 女性部世界大会（Web）
BWA大会（Web）～ 10

第4回少年少女ひろば

『聖書教育』企画会議（Web）
第4回教会音楽カフェ（Web）

青少年伝道専門委員会議（Web）『聖書教育』執筆者会議（Web）

財務委員会 『聖書教育』執筆者会議（Web）

日韓・在日連帯特別委員会オンラインセミナー

★第4回少年少女ひろば申し込み締切

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。

８月のおもな予定
8/7　伴奏ひろば（Web）

8/13.14　第59回全国 
　　　　　青年大会（Web）

8/21　第56回全国壮年大会 
　　　　　　　　　（Web） 

＝ 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

菊地正弘先生ありがとう
　聖名をあがめ賛美いたします。
　菊地正弘先生は、2005年4月東京バプテスト神学校卒業、社会福祉法人
ミッドナイトミッションのぞみ会にチャプレンとして就任され、その傍
ら木更津伝道所協力牧師として、自給開拓伝道を推進してこられました。
2019年11月自宅内にて負傷されて以来ご回復を願ってまいりましたが、
歩行時の痛みはとれず、常陸太田市からの来葉は困難となられ、誠に残
念ながら3月31日付きにて、辞任のお申し出をお受け致すこととなりまし
た。ここに全国の主にある教友教兄の皆様と共に、菊地先生のご奉仕に
対し心から感謝の意を表明するものです。　　　　　　　　主に在りて

　　　　　　　　　千葉バプテスト教会木更津伝道所一同

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お招きして 
下記の日程で夏期講座を開催します。本誌6月号に掲載したテーマが変更
されましたので、再度ご案内いたします。
　　　日　程：２０２１年８月２日（月）～３日（火）
　　　テーマ：「死の陰の谷を歩むとも：死と看取りの神学」

 ※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

お詫びと訂正
6月号7ページ連盟情報「東
日本大震災被災地支援委員
会より」の中でお伝えした
2020年度震災募金額に誤り
がありました。正しくは、
355万2,459円でした。お詫
びして訂正いたします。

（編集室）

福井キリスト教会牧師就任・増築完成・感謝礼拝のお知らせ
日時・2021年7月18日（日）14：00

　平良憲誠氏の2020年度からの牧師就任、併せて今年5月末に完成した増
築部を感謝する式典を、コロナ禍にあるため、内々でささ
やかに行うことに致しました。諸教会の皆様のお祈りと献
げ物に深く感謝し、神様のご栄光を拝します。教会復興を
願う福井教会のことをこれからもお祈りください。
　なお、式典のようすはzoomで見られるようにしますの
でご希望の方は、kensei.taira0803@gmail.comまでおし
らせください。招待アドレスを送ります。

松坂克世牧師就任のお知らせ
わたしたちは2021年4月1日より、松坂克世牧師を招聘いたしました。
ここに感謝してご報告申し上げます。
2021年度、わたしたちは「あなたとわ
たしと共にいる神」という年度主題で
歩み始めました。なお、牧師就任式は
来年度に予定しています。ぜひお祈り
ください。
日本バプテスト静岡キリスト教会一同

愛知新生キリスト教会からのお知らせ
私たちは、昨年 7 月吉村知子牧師を招聘し、同 19 日に主日礼拝
で教会員による牧師就任按手礼拝をお捧げし、新たな歩みを始
めております。皆さまをお招きしての牧師就任感謝礼拝につい
て、日程を探っておりましたが、コロナ状況により、断念するこ
とに致しました。皆さまのお祈りとお支えに感謝するとともに、 
この場をお借りしてご報告申し上げます。

日本バプテスト連盟愛知新生キリスト教会　教会員一同

　
　第56回全国壮年大会の参加募集が
始まります（案内等は６/10発送予
定）。８/21土にZoomによる大会を
開きます。奥村敏夫牧師（釧路教会）
を主題講師とし、「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－」が主題です。全国の多く
の壮年の参加をお待ちしています。

〔大会実行委員長：藤 寿（とう ひさし）〕

全国壮年大会＠福岡のお知らせ


