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歴下2章（詩24:1～10）17
■室蘭教会〈北海道〉
①体調を崩している方々の回復。
②バプテスマの準備クラスのため
に。
③コロナの収束と教会変革のため
に。
牧師：吉田尚志（よしだ なおし）

歴下3章（サム下7:1～16）18
■平岸教会〈北海道〉
①常に感謝の気持ちで生活するこ
と。
②地域社会への福音伝道のために。
③献身者のイシンボム兄が2022年
西南学院大学神学部神学科に入学
できますように。
牧師：全 皓燮（チョン ホウショップ） 

歴下4章（申17:14～20）19
■オ－プン・ドア・チャペル

〈北海道〉
①コロナ禍における守りのために。
②コロナ禍の宣教のために。
③コロナ後の宣教のために。
牧師：佐々木俊一
協力牧師：ジェームズ・Ｅ・アリソン

歴下5章（エレ22:1～5）20
■平岡ジョイフルチャペル

〈北海道〉
聖書のギリシア語・ヘブライ語原
典の自主独立な学習により、地域
社会のお役に立つこと。
牧師：三上 章

歴下8章（ヨハ20:19～23）23
■札幌新生教会〈北海道〉
①使命継承、次世代の祝福！
②シオンの回復（教会のリバイバ
ル）詩篇102:17-23
③福音書の弟子から使徒言行録の
弟子へ躍進を祈る。
牧師：田中 博　ユースパスター：
田中満矢　伝道師：小原輝樹

歴下1章（アモ5:4～6）16 
■苫

とま

小
こ

牧
まい

教会〈北海道〉
①無牧師の中で教会が守られ力強
く福音を宣べ伝えられるように。
②函館美原教会との協力関係が祝
されるように。
代務者：桜井 明
助言者：福田雅祥（函館美原教会）

歴上27章（出20:1～7）13
■青森教会〈青森県〉
①病にある方、治療療養中の方の
癒し。
②試練や困難にある方に平安。
③１人ひとりが新しい信仰の決心
に。
牧師：角本尚彦（かくもと なおひこ）
協力牧師：佐々木昭正

歴上26章（ヨハ4:23～24）12
■カルバリ教会〈青森県〉
①より熱心に、効果的に伝道でき
るように。②長老と執事がさらに
与えられるように。
③一致一心で聖書的な教会を目指
し続けるように。
牧師：デヴィニー・ジェームス

歴上25章（詩50:8～15）11
■三沢教会〈青森県〉
①コロナ禍での教役者の経済のた
めに。
②信徒がコロナに感染しませんよ
うに。③今後も宣教の働きが進み
ますように。
牧師：福田 敦

歴上24章（詩23:1～6）10
■八戸教会〈青森県〉
①主題「祈りをつなぐ 祈りでつな
ぐ」
②宣教140年、小さくとも時代の
中で主を証する群れに。
牧師：松坂有佳子

歴上23章（詩133:1～3）9
■鮫

さめ

教会〈青森県〉
①牧師招聘が１日も早く叶うよう
に。
②地域にキリストの福音を証しする。
③祈りとみ言葉に親しむ教会にな
る。
代表役員代務者：鈴木 勉

歴上22章（出15：6～13）8
■盛岡教会〈岩手県〉
①高齢者も子どもも互いに喜べる
礼拝。
②地域に開かれた教会。
③世界に主の平和が訪れますよう
に。
牧師：小川紋子（おがわ あやこ）

歴上21章（出14：19～31）7
■秋田教会〈秋田県〉
①恵みと感謝に溢れますように。
②ひとつの体になりますように。
③新しい証が加えられますように。
牧師：村上悦二（むらかみ えつじ）
協力牧師：渡部 元（わたなべ はじめ）

歴上20章（出12：1～11）6
■大

たい

富
とみ

教会〈宮城県〉
①主の平和にある教会として生き
る。
②主イエスに聴く教会として歩む。
③礼拝に生かされ共に証しする教
会。
牧師：小田 衞（おだ まもる）

歴上19章（出3：11～12）5
■仙台 長

ちょう

命
めい

ヶ
が

丘
おか

教会〈宮城県〉
①教会や教育館のリフォームのた
めに。
②新型コロナの収束。
③被災者の歩み、原発事故の収束
のために。
牧師：金丸 真（かなまる まこと）

歴上18章（出2：23～25）4
■南光台教会〈宮城県〉
①礼拝の継続（コロナ危機）。
②教会員、来会者の健康の守り。
③現地支援委員会記念誌作成のた
めに。
牧師：田中信矢（たなか しんや）

歴上17章（詩19：1～15）3

歴上16章（ハバ2：1～4）2
■山形教会〈山形県〉
①杉山修一牧師の引退と次期牧師
の招聘。
②施設や自宅で療養生活を送る
方々の平安。
③若者たちへの伝道。
牧師：杉山修一

歴下7章（イザ9:1～6）22
■札幌教会〈北海道〉
① “ ばらばら ” でも励まし合う主
の群れでありますように。
②コロナ後を見据えた歩みのため
に。
牧師：西本詩生（にしもと しなる）、
　　　石橋大輔

歴下6章（王上11:1～13）21
■西野教会〈北海道〉
既存の教会を海外からの宣教標的
にされないために基督教を根本か
ら問い直す激変をイエスの福音は
教会に求めています。
牧師：岩本義博

歴上29章（民6:22～26）15
■函館教会〈北海道〉
①み言葉と祈り、主の愛と聖霊充
満。
②イスラエルの祝福と世界の平和。
③連合、連盟における連帯と協力。
牧師：本多啓示

歴上28章（ヨブ28:20～28）14
■函館美原教会〈北海道〉
①開かれた柔らかな心で神さまの
お働きに従っていくことができる
ように。
②苫小牧教会との協力が祝される
ように。
牧師：福田雅祥（ふくだ まさよし）

■小樽教会〈北海道〉
①神の愛を受け地域に仕える教会
へ。
②すべての人が安心して礼拝でき
るために。
③常に喜び絶えず祈りすべて感謝
する。
牧師：エイカーズ愛

■帯広教会〈北海道〉
①コロナ状況下でも今年度テーマ

「伝道する教会」として歩む。
②地域に根ざした教会として歩む。
牧師：川内裕子（かわち ひろこ）、
　　　川内活也（かわち かつなり）

歴下9章（詩72:1～14）24 25 歴下10章（創2:1～3）

■釧路教会〈北海道〉
①４つの礼拝が続けられますように。
②５人の入会決心者の歩みのために。
③コロナ危機で働く医療従事者の
ために。
牧師：奥村敏夫
宣教師：マシュー・チン・メイ・マン、
　　　　ダイアナ・ウォン・サン・サン

26 歴下11章（ヨハ13:1～11）

2021 10  月 October

歴上15章（創1：14～19）1
■福島主のあしあと教会〈福島県〉
①旧旭町教会の敷地売却が進み新
しい拠点を得ることができるよう
に。
②礼拝と諸活動が祝されるように。
牧師：大島博幸

27 歴下12章（イザ46:1～4）

■バプテスト連盟関西地方
教会連合

①新しい連合の形の模索に主の導
きを。
②重荷を負う教会・伝道所を覚え
て。
③コロナ下での礼拝が守られるよ
うに。
会長：鮫島泰子（神戸伊川教会）

歴下13章（ホセ14:2～8）

■部落問題特別委員会
①私の内にある差別の心と向き合
えるように。
②石川一雄さんの無罪が確定する
ように。
③当委員会の働きのために。
委員長：片桐健司（品川教会）

28 

■引退教役者
金子純雄氏〈福岡県〉
金子 敬

たかし

氏〈東京都〉

歴下16章（詩92:1～16）31

歴下14章（詩143:1～6）29
■総会役員会
①総会役員会と事務局の充分な準
備のために。
②最善の総会決議により新しい歩
みへと進むように。
議長：大島博幸
　　　（福島主のあしあと教会）

歴下15章（詩146:1～10）30
■社会福祉事業団体
　　　　　　　連絡協議会
差別・抑圧され、生き難さを抱え
る１人ひとりに寄り添うことがで
きる、地域社会の実現に向けて。

■仙台教会〈宮城県〉
①福音を宣べ伝えられますように。
②互いに仕えられますように。
③力を合わせて働けますように。
牧師：宇都宮 毅（うつのみや たけし）

※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。

★連盟総会 議案提出 締切
『世の光』誌11月号発行全国発送

『バプテスト』誌11月号発行
三バプテスト合同牧師主事研修会 
オンライン-12

女性連合 信徒大会（オンライン）

女性連合 総会議案説明会（オンライン）

みんなで「これ連」Ⅴ

教会教育専門委員会議（Web）
教会音楽専門委員会議（Web）
国外伝道専門委員会議（Web）-5 『バプテスト』誌編集会議（Web）-8

『バプテスト』誌編集会議（Web）

伝道所養成に関する協議会

回転資金委員会

資料保存・管理委員会（Web）
青少年伝道専門委員会議（Web）-26

大井教会 新礼拝堂献堂感謝礼拝

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。

「平和宣言」推進担当者会より
　「平和に関する
信仰的宣言」の「交
読文」改訂版（ B6
版 ）を5月 の 全 国
発 送 で 各 教 会10
部 ず つ お 送 り し
ま し た。 改 定 に
関する解説もあります。追加注
文は10部300円・送料込。また、
2018年平和宣言研修会での金性
済NCC総幹事の「神の寄留者の追
い求める歓待の平和の宣教ー『平
和に関する信仰的宣言』の学び
と問いかけ－」の講演録（ A5版・ 
１部200円）も各教会にお送りし
ました。
　「平和」「平和宣言」の学びのた
めに是非、ご利用ください。
注文・問合：事務局・石橋誠一

（☎093-651-6669・東八幡教会）

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

11月のおもな予定

11/28 ～ 12/5

世界バプテスト祈祷週間

西南学院大学受験生サイト

神学部・大学院神学研究科
＝ 牧師・伝道者を目指す人 本格的に神学を学ぼうとする人 ＝

神学部には、「神学コース」（原則神学寮入寮）と「キリスト教人文学コース」

があります。１年次、２年次転・編入、３年次転・編入（学士入学含む）、選

科（高卒者）、専攻科、大学院博士前期（修士）課程、博士後期（博士）課程に、

それぞれ入学試験があります。詳細は大学HP・入試情報をご確認ください。

　【問合せ先】西南学院大学入試課

　Tel.092-823-3366

九州バプテスト神学校  10 月はオープン授業月間
期間中、下記授業がインターネットで 2 科目まで、無料で受
講できます。新型コロナウィルス感染防止のため、ネットでの
受講が主体となります。ネット受講ご希望のかたは事務局ま
でお問合せください。

【月】新約聖書概論、ギリシア語、新約聖書釈義特講、教義学概論
【火】教義学特講、教会形成実践論、伝道論、宣教論特講
【木】旧約聖書釈義特講（隔週）、旧約聖書概論（隔週）、牧会学特講
【金】教会史、教会管理特講、教会教育 B

[ 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
TEL ＆ FAX：092-985-1812　Ｅメール：kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

新礼拝堂献堂感謝礼拝のご案内
主の御名を心から賛美いたします。祈りを重ね
てまいりました新礼拝堂が竣工し、下記のとお
り献堂感謝礼拝をいたします。新型コロナウィ
ルス感染症のため教会員と関係者のみでの礼拝
となりますが （オンライン配信の予定）、お祈り
に覚えていただけますと幸いです。

大井バプテスト教会 教会員一同

日時：2021年10月31日（日）午前11時　場所：当教会新礼拝堂
〒140-0014 東京都品川区大井5-10-12  ℡ 03-3771-6849  詳細はHPから


