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代上3章（エゼ37：1～14）19
■太田教会〈群馬県〉
①ウイルスが終息し、教会生活が
戻りますように。
②祈りと支えを必要としている人
たちのために。
③これ連・理事会の働きのために。
牧師：林 健一

代上4章（エゼ37：15～28）20
■前橋教会〈群馬県〉
①年間主題：誰にでも開かれた礼
拝。
②沼田集会所の２年後の伝道所開
設。
③回転資金・教会債返済のために。
牧師：田代 仁
協力牧師：奥田 稔

代上5章（エゼ39：22～29）21
■太田ビジョン伝道所

（前橋教会）〈群馬県〉
①神の愛、隣人の愛を実践する教
会。
②日本を自然災害から守る祈り。
③太田市２万２千人への伝道。
牧師：李 姫周（リ ヒジュ）

代上6章（エゼ40：1～5）22
■宇都宮教会〈栃木県〉
①「闇の中に輝く光を目指して」
１年間歩めるように。
②神の栄光のために祈り働くこと
ができるように。
牧師：天野英二
協力牧師：高橋つる

代上9章（黙21：22～22：5）25
■あゆみの家教会〈福島県〉
新型コロナウイルスの感染リスク
を冷静に見極めながら、集まる礼
拝や祈祷会の数を適切に増やした
り減らしたりすることができます
ように。
牧師：渡辺政友

代上2章（創1：1～5）18
■高崎教会〈群馬県〉

「共に生きる～キリストにつながれ
て～」（今年度標語）
コロナの中で改めて教会とは何か
を考えています。
牧師：森 淳一

王下24章（イザ26：16～19）15
■日立教会〈茨城県〉
①ライブ礼拝がますます用いられ、
家族と求道者の救いがなりますよ
うに。
②横浜 JOY 教会と連合の支援に感
謝。
教会主事：井伊 肇

王下23章（詩104：24～35）14
■筑波教会〈茨城県〉
①病気療養高齢の教会員と家族の
ために。
②教会出席を自粛している方々と
のつながりのために。
牧師：高橋秀二郎（たかはし ひでじろう）

王下22章（創2：4後半～9）13
■上尾教会〈埼玉県〉
①開拓50周年に感謝！今後の歩み。
②今年度の主題「主と共に歩む」
を共有。
③求道者が信仰に導かれますよう
に。
牧師：秋山信夫

王下21章（エゼ36：25～38）12
■大宮教会〈埼玉県〉
①リモート礼拝、集会充実のため
に。
②ネット環境のない在宅礼拝の
方々と「礼拝において一つ」共有
のために。
牧師：左右田理（そうだ おさむ）

王下20章（エゼ36：1～12）11
■宮原教会〈埼玉県〉
①安心して礼拝集会ができますよ
うに。
②教会に集う方々とご家族の健康。
③新来者の方々の定着と信仰の成
長。
牧師：足立智幸

王下19章（コヘ3：10～11）10
■浦和教会〈埼玉県〉
① 教 会 に 来 た く て も 来 ら れ な い
方々を覚えて。
②認可保育園開園準備のために。
③仮園舎での保育が守られるよう
に。
牧師：廣島 尚（ひろしま たかし）

王下18章（黙21：1～4）9
■ふじみ野教会〈埼玉県〉
与えられている恵み（教会堂・出
会い）を大切に覚えつつ、豊かに
用いていくことができるように。
牧師：山下真実（やました まこと）

王下17章（詩51：15～19）8
■川越教会〈埼玉県〉
①イエスさまの福音をはっきり伝
えていく。②再開した祈り会が恵
まれるように。
③高齢者、また礼拝から離れてい
る方々のために。
牧師：丸山 勉

王下16章（エレ24：1～7）7
■所沢教会〈埼玉県〉
①全活動再開へ心合わせ、コロナ
体験を宣教に活かす。
②高齢者の守り。
③疲れた人、若い人を招く。
牧師：坂本 献
協力牧師：浅見祐三、中田義直

王下15章（エゼ34：23～31）6
■飯能教会〈埼玉県〉
①コロナにめげず主に感謝し光の
中を生きる。
②世界中に主の平安を。私たちも
お手伝いできますように。
牧師：足立和子

王下14章（エゼ34：1～16）5
■西川口教会〈埼玉県〉
①会えない中でのつながりのため
に。
②ネット利用礼拝の充実のために。
③牧師招聘委員会の働きのために。
代表役員代務者：石井鉄也
協力牧師：朴 思郁（パク サウク）
教会学校スタッフ：戸田浩司
教会音楽スタッフ：山嵜美奈

王下13章（詩98：4～9）4
■朝霞教会〈埼玉県〉
①天と地を創造され、命を与えて
くださった神の愛に感謝できます
ように。（2/15江川博和牧師召天、
3日前の最後の説教より）
②これからも、たくさんの子ども
たちと交わりが保てますように。

代上8章（Ⅱコリ2：14～17）24
■郡山コスモス通り教会

〈福島県〉
①主の日の礼拝が守られて感謝。
②牧師が与えられて感謝。
③新来者が与えられて感謝。
牧師：蛭川明男（洋光台教会派遣）

代上7章（エゼ44：23～27）23
■新潟主の港教会〈新潟県〉
み言葉に導かれ、互いに愛し合い、
栄光の主に向かってさらに前進し
ていく教会となりますように。
主任牧師：福久織江
協力牧師：篠谷輝俊

代上1章（ヨハ1：1～5）17
■水戸教会〈茨城県〉
①礼拝の祝福のために。
②地域の方々の救いのために。
③経済的な必要が満たされるよう
に。
牧師：服部紘司

王下25章（イザ45：11～13）16 
■東海教会〈茨城県〉
①堅固なキリストの体なる教会を
造る。
②主日礼拝、教会学校、祈り会の充実。
③信徒訓練と近隣・幼稚園伝道に
励む。
牧師：加山彰一
協力牧師：諏訪泰子

■中部地方バプテスト連合
①13教会の教会形成と伝道の働
き。
②福井教会復興を要とした協力伝
道。
③岐阜教会（無牧師）の歩みのた
めに。
会長：鈴木直哉（東山教会）

■日韓・在日連帯特別委員会
①「外国人住民基本法」、「人種差
別撤廃基本法」が１日も早く成立
するように。
②外国籍住民のよき隣人として歩
めますように。
委員長：松坂克世（静岡教会）

代上10章（エゼ43：1～12）26 27 代上11章（エゼ47：1～12）

■日本バプテスト女性連合
①会員と『世の光』購読減による
財政危機の解決。
②書面総会と役員選挙（12/20）、
WEB 信徒大会（10/23）を覚えて。
③役員・実行委員とスタッフの働
きを覚えて。
会長：吉髙 路（市川八幡教会）　
幹事：米本裕見子（東京北教会）

28 代上12章（エゼ47：21～23）

2021　9 月 September

王下12章（ルカ1：46～55）3
■常盤台教会〈東京都〉
離散した主の民が再び共に集い、
神を賛美礼拝し、学び、仕える日
を待ち望む信仰を与えてください。
牧師：友納靖史（とものうやすし）
協力牧師：渡部 信（わたべ まこと）

王下11章（Ⅱコリ12：1～10）2
■赤塚教会〈東京都〉
①地域伝道の活性化。
②次世代への伝道、育成。
③教会の諸活動の再開。
牧師：石堂雅彦
名誉牧師：児玉振作

王下10章（ヨハ10：11～16）1
■東京韓日教会〈東京都〉
①クリスチャンホーム形成のため
に。
②パンデミックの中、主のみ言葉
に立つ。
③イエス・キリストの福音が日本
全国へ。
主任牧師：李 島鎮（リ ドウジン）

29 代上13章（ロマ1：18～23）

■日本バプテスト宣教団
日本全国の教会がキリストの姿の
ように豊かに成長し、全信徒が福
音を備え弟子作りをすることに
よって、日本全国に福音が届き信
じる機会がさらに与えられるよう
に。
代表理事：リチャード・オオウエ

代上14章（ロマ10：14～21）

■引退教役者
岡田久氏〈埼玉県〉
加藤享氏〈埼玉県〉
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※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10月号発行

全国発送

第2回理事会（Web）-10

青少年伝道専門委員会議（Web）
『バプテスト』誌10月号発行

★『バプテスト』誌読者アンケート締切

第5回教会音楽カフェ（Web）

青少年伝道専門委員会議（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。

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】　原田義也先生（企救教会牧師、旧約概論講師）
【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

東京バプテスト神学校
2021年度後期公開講座のご案内

10月からの後期において、次の3つの公開講座をオンラインで開催しま
す。受講希望者は、入学・聴講手続きなしに誰でも受講できます。また、
教会に集まっての共同受講もあります（昨年度より教会に集まれない場
合は個人宅でライブまたはビデオ受講も可）。
月アジアキリスト教史と連盟国外伝道を学ぶ　木「組織神学Ⅰ」
金新約釈義：ヨハネ黙示録を読む
▪一般・聴講 30,000 円（牧師、後援会会員は半額 15,000 円）
　＋通信費 5,000 円。教会共同受講は通信費なし。
お問合せ・申し込みは事務局まで　℡ 03-3947-5141　E-mail seminary@tbts.jp

■■ 神学部３年次 転・編入学 ( 学士入学含む )・選科・専攻科
■■ 神学部２年次 転・編入学　　  ※試験日、出願期間は共に同じ

【試験日】2021/10/20［水］　　【出願期間】9/22［水］～ 9/29［水］
　※２年次、３年次転･編入、選科、専攻科、各対象者の詳細等は下記までお問い合せください。

《問い合せ先》
・入試全般に関して…………………… 入試課	 ☎	092-823-3366
・大学院神学研究科に関して……… 大学院課	 ☎	092-823-3368
・神学寮、奨学金に関して…………… 学生課			 ☎	092-823-3311
・神学部研修生に関して……………… 教務課	 ☎	092-823-3305
・その他……………… キリスト教活動支援課	 ☎	092-823-3336

2022 年度 神学部  転・編入学・選科等入試案内

西南学院大学
受験生サイト

下川義明牧師の就任式に関する報告
わたくしたち伊都キリスト教会は、本年４月より下川義明先生を
主任牧師としてお迎えし、今日まで大いなる恵みの時を過ごさせ
ていただいております。つきましては、去る７月４日に牧師就任
式を執り行わせていただきました。
コロナ禍の中、教会員のみの出席によるささやかな式典ではござ
いましたが、希望に満ちた感謝の時となりましたことを謹んでご
報告させていただきます。
日本バプテスト連盟伊都キリスト教会　教会員一同

10月のおもな予定

10/11-12

　三バプテスト合同

　牧師主事研修会オンライン

10/23

　2021年度日本バプテスト

　女性連合信徒大会

　　　　　　（オンライン）

10/30

　日本バプテスト女性連合

　総会議案説明会

　　　　　　（オンライン）


