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王上22章（エゼ18：21～32）22
■目白ヶ丘教会〈東京都〉
①重症化リスクが高い人々が感染
症から守られますように。
②感染症対応で働く人々、困窮し
ている人々を覚えて。
③教会と付属幼稚園の宣教の働き
が力づけられますように。
牧師：野口哲哉
副牧師：内藤幹子

王下1章（エゼ16：1～8）23
■東京ジグチョン教会〈東京都〉
①主の至上命令に従う教会と、②み
言葉の深さを味わう聖徒となり、③
また、聖徒の信仰が守られるように。
主任牧師：許 碩真（ホ ソクジン）
元老牧師：金 東源（キム トンウォン） 
副 牧 師： 柳 智 仁（ ユ ジ イ ン ）　 
伝道師：金 景鶴（キム キョンハク）　 
協力宣教師：秋 淵淑（チュ ヨンスク）

王下2章（哀3：22～33）24
■蓮根教会〈東京都〉
①病床にある人々の回復のために。
②医療従事者が支えられますように。
③オンライン礼拝の充実のために。
主任牧師：髙木康俊　高齢・病床者
担当牧師：金香泰誠（かねこひろのぶ）
協力牧師：片岡順子　牧会担当牧師：
小勝琢生（おがつたくお）　協力牧師：
鈴木ケン　牧会主事：中地芳子

王下3章（イザ53：1～5）25
■東京愛の伝道所（蓮根教会）

〈東京都〉
①聖徒たちが新型コロナウイルス
から守られるように。②聖徒たち
の信仰が成長するように。③聖霊
さまに満たされ、福音が力強く伝
えられるように。
牧師：権 赫烈（クォン ヒョクヨル）

王下6章（エゼ33：21～22）28 
■公害問題特別委員会
核汚染水の海洋放出や、老朽原発
の運転延長に象徴される無責任な
原子力行政が糺（ただ）され、脱
原発社会が実現しますように。
委員長：野中宏樹（鳥栖教会）

王上21章（エゼ18：10～20）21
■茗荷谷教会〈東京都〉
①集会と交わりの多様性と充実。
②教会員の心身の健康と信仰生活。
③新たな地域伝道の活性化。
牧師：平尾輝明

王上18章（申30：1～14）18
■東久留米教会〈東京都〉
①牧師が与えられますように。
②ジョン・チャヌ音楽牧師のため
に。
③主日礼拝が守られますように。
音楽牧師：ジョン・チャヌ

王上17章（哀5：6～22）17
■新小岩教会〈東京都〉
①聖書に聞き従います。
②キリストの弟子になります。
③新小岩から全世界に伝道します。
主任牧師：川口義雄
音楽主事：川口由子
宣教師：李ヒソック（イー ヒソック）

王上16章（エレ31：27～34）16 
■篠崎教会〈東京都〉
①苦難の中でも喜んでいく。
②コロナ禍の中にある隣人のため
に。
③若い人たちの成長と救い。
牧師：川口通治（かわぐち みちはる）

王上15章（エゼ13：8～16）15
■市川八

や

幡
わた

教会〈千葉県〉 
①ミャンマー国軍による CDM（市
民不服従運動）弾圧の即刻停止。
②新コロナによる困窮者支援。ガ
ンバの会の働き。
牧師：吉髙 叶（よしたか かのう）

王上14章（エゼ13：17～23）14
■市川大野教会〈千葉県〉
①コロナ危機が終息して、子ども
たちが教会に来られるように。
②福音の光を地域に証しするため
に。
牧師：富田愛世（とみた まなせ）

王上13章（エゼ13：1～7）13
■船橋教会〈千葉県〉
①コロナ禍でも、希望ある将来を
語る教会でありますように。
②教会学校の変革と委員会の改編
のために。
牧師：松田裕治
名誉牧師：三ツ木 茂
協力牧師：ンバコ アジセイ パトリック

王上12章（エフェ2：14～22）12
■津田沼教会〈千葉県〉
①ビジョンと働きのために。
②福音の種まきがなされる群れへ
と。
③新来会者、働き人、同労者が与
えられますように。
牧師：大塚恭一

王上11章（ミカ3：5～8）11
■千葉・若葉教会〈千葉県〉
①コロナ禍収束と諸活動再開のた
めに。
②地域連携と木更津伝道所のため
に。
③家族と共に礼拝ができますよう
に。
牧師：田中宣之

王上10章（エレ6：13～15）10
■木更津伝道所（千葉教会）

〈千葉県〉
①自給開拓伝道が拡大しますよう
に。
②互いに扶（たす）け合う伝道体
制の構築。
③自給伝道者が多数起こされるこ
と。
牧師：井本義孝、高市和久

王上9章（エゼ7：25～27）9
■千葉教会〈千葉県〉
①人々のいのちと生活がまもられ
ますように。
②伝道開始50周年への感謝と今後
の導き。
牧師：元川信治（もとかわ しんじ）
協力牧師（兼教育主事）：矢野由美
音楽主事：澤田ルツ子

王上8章（エゼ8：1～18）8
■茂

も

原
ばら

教会〈千葉県〉
①隣地をお与えください。
②多様な新来者を送ってください。
③地域の人々に仕え、交わりを深
めます。
牧師：塩山宗満

王上7章（エゼ7：1～9）7
■富里教会〈千葉県〉
①１人ひとりの健康が守られるよ
うに。
②子どもたちの信仰成長のために。
③イエスの愛で愛し合えますよう
に。
牧師：武井誠司

王下5章（エゼ33：1～9）27
■西関東地方バプテスト連合
①各教会の宣教のみ業が豊かに実
を結びますように。
②連合内の教会の交わりが深めら
れますように。
会長：宮西宏明（富士吉田教会）

王下4章（エゼ24：15～27）26
■志村教会〈東京都〉
①コロナ禍の収束のために。
②地域に根差し新来者を招く教会
となるように。
③バリアフリー実現のために。
牧師：常廣澄子（つねひろすみこ）
協力牧師：永田邦夫

王上20章（エゼ18：1～9）20
■東京北教会〈東京都〉
①地域協働プロジェクトと新会堂
建築。②キリストの体としての教
会形成。③魯孝錬牧師の回復。
牧師：魯 孝錬（ノ ヒョリャン）
副牧師：細井留美
協力牧師：米本裕見子
宣教師：郭 修岩（カク シュウガン）

王上19章（イザ55：6～7）19
■大泉教会〈東京都〉
①ご高齢者、施設入居者のために。
②コロナ感染症の収束のために。
③今年度の伝道の働きのために。
牧師：木村一充

■障がい者と教会委員会
①障がいを理由とした「命の選別」
がされないように。②「多様性」を
喜び、そこから学ぶことができるよ
うに。③障がい者と教会委員会と委
員１人ひとりの働きのために。
委員長：水野英尚（福岡ベタニヤ村教会）

■西南女学院
①学生・生徒・園児の健康のために。
②地域諸教会との良き協働のため
に。
③100周年記念行事準備のために。
院長：田中綜二
キリスト教センター長：東 彩子

王下7章（エゼ33：10～20）29 30 王下8章（詩23：1～6）

■引退教役者
大谷恵護氏〈神奈川県〉
大沼上氏〈福岡県〉

31 王下9章（マタ9：35～38）
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王上6章（出34：10～16）6
■栗ヶ沢教会〈千葉県〉
①コロナ下牧師不在期間の礼拝継
続。
②次期牧師招聘決議感謝と教会形
成。
③幼子の成長と青少年の仲間づく
り。

王上5章（エレ17：1～4）5
■花野井教会〈千葉県〉
①世界の協力（コロナ収束、平和、
環境）
②地域社会への福音伝道
③新会堂建築
牧師：古賀公一

王上4章（コロ3：1～11）4
■大久保教会〈東京都〉
①今年度標語：主の業に常に励も
う～危機で得た恵みに立つ教会～
Ⅰコリ15章58節
②守られ、祝されるように。
牧師：河野信一郎（かわの しんいちろう）  
副牧師：石垣茂夫

王上3章（エゼ5：5～13）

■中野教会〈東京都〉
①コロナ禍にある中で、連盟の諸
教会の福音宣教の働きが主によっ
て支えられるように。
②バプテスマを受けられた方々の
信仰の歩みのために。
牧師：青木竜二
協力牧師：稲垣俊也

3王上2章（エゼ3：1～15）2
■三鷹教会〈東京都〉
どんな時も、私たちを照らしてく
ださる神さまの光に希望をいただ
いています。今年度の標語は「恐
れるな　語り続けよ　主イエスが
共にいる」です（使徒18章）。諸
教会のお祈りに感謝します。
牧師：秋山献一

王上1章（エゼ2：1～10）

■仙川教会〈東京都〉
①ビジョンに向かって歩む。
②地域と共に歩む教会へ。
③求道者に信仰決心を。
牧師：山岸 明

1

※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9月号発行

全国発送

第4回みんなで「これ連」

第59回全国青年大会（Web）～ 14

第56回全国壮年大会（Web）『聖書教育』2021年10.11.12月号発行

嶋田和幸・嶋田薫宣教師報告会（Web）

『バプテスト』誌9月号発行 伴走ひろば

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。

9月のおもな予定
9/8-10 第2回理事会（Web） 

【平和宣言】交読文改訂版
「平和に関する信仰的宣言」【平

和宣言】の交読文・改訂版（B6判）
を5月に各教会10部ずつ送付しま
した。
追加注文は10部単位
で・送料込み300円
問合せ…
東八幡教会 石橋誠一

2022 年度　神学部・大学院神学研究科入学案内
■■■牧師・伝道者を目指す人、本格的に神学を学ぼうとする人募集■■■

西南学院大学には様々なコースがあります。きっとあなたにあったコースを見つけることができます。詳しくは右下の QR コードから、あるいは 
入試課（092-823-3366）にお問い合わせください。いずれも牧師献身者は奨学金を受けることができ、神学寮に入寮していただきます。

【学部独自の指定校推薦（１年次推薦）】連盟加盟教会、またはキリスト教学校教育同盟加盟高等学校長からの推薦を受けた方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　出願期間：2021 年 11 月 1 日（月）～ 11 月 9 日（火）

【２、３年次転・編入】出願期間：2021 年 9 月 22 日（水）～ 9 月 29 日（水）
【大学院】修士課程 2 年コース、春期（博士前期課程）出願期間：2022 年 1 月 7 日（金）～ 1 月 19 日（水）
【専攻科】1 年コース、他の神学校卒業者、信徒歴 4 年以上、出願期間：2021 年 9 月 22 日（水）～ 9 月 29 日（水）
【選　科】3 年コース、高卒 22 歳以上の方、信徒歴 2 年以上、出願期間：2021 年 9 月 22 日（水）～ 9 月 29 日（水）
【神学部研修生（聴講生）】1 年コース、詳細は教務課（092-823-3305）へお問合せください。

西南学院大学
受験生サイト

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。コロナ感染防止のために、会場での受
講は40人（スタッフ含）までとし、オンラインでの受講となりますことをご了承
ください。申込みは、7月末まで受け付けます。
　　　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

九州バプテスト神学校スクーリングのご案内
【日時・場所】　 2021 年 9 月 20 日（月・祝）～ 21日（火）大名クロスガーデン
【テーマ】　「主と共に与る食卓の喜び」～なぜ、礼拝を共に守るのか～
【講　師】　教務会の講師が主体となり実施
【プログラム概略】　9 月 20 日 受付（14 時）

▲

開会礼拝（15 時）

▲

主題講演▲

オリエンテーション

▲

夕食

▲

分団討議（21 時終了）　
9月21日 礼拝（9 時）

▲

科別の時間

▲

昼食

▲

全体集会

▲

閉会礼拝（16 時終了）
詳細は、事務局までお問合せください。

[ 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　E メ ー ル：kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

平和宣言推進月間
コロナ下でも「平和の祭典」が強行されよ
うとしている今、私たちは平和礼拝をささ
げましょう！「平和をつくり出す者は幸い
である」。平和宣言交読文改訂版をご活用
ください。
ご注文は事務局（東八幡教会・石橋誠一）まで。

みんなで「これ連」　ご案内
第3回　7月31日（土）　13時～
　　　　テーマ：これからの協力伝道「出版」と「委員会」
第4回　8月29日（日）　14時～
※各回ともホームページ（QR コード）からお申し込みください

「各個教会・地域が主体となる協力伝道」を目指しています。
皆さま、ご参加お待ちしています！（これからの連盟検討委員会）


