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エズ1章（詩147：1～20）21
■東熊本教会〈熊本県〉

「共に」礼拝を行うための取り組
みが、ますます充実していきます
ように。
牧師：三上 充（みかみ まこと）

エズ2章（イザ1：1～9）22
■豊岡伝道所（東熊本教会）

〈熊本県〉
①教会の歩みのために。
②教会財政の祝福。
③病気療養中の方々のために。
代表者：工藤信也

エズ3章（サム上16：1～13）23
■山

やま

鹿
が

新生教会〈熊本県〉
①礼拝ごとにみ言葉が語られますよ
うに。
②いつも喜んで奉仕できますよう
に。
③家族ごとに礼拝が守れますよう
に。
牧師：船越哲義

エズ4章（イザ2：1～5）24
■熊本愛泉教会〈熊本県〉
①信徒１人ひとりの健康が守られ
ますように。
②子どもたちの信仰の成長、後継
者育成。
③コロナの終息と世界の平和。
牧師：濱田修三

エズ7章（黙22：16～20）27
■ホームレス支援特別委員会
①諸教会における支援の取り組み。
②信仰の事柄として困窮者と関わ
れるように。
③オンライン会議が用いられるよ
うに。
委員長：麦野達一（福岡西部教会）

歴下36章（哀歌2：11～12）20
■羊の群れ伝道所

（熊本南教会）〈熊本県〉
①病と不安にある方々への平安。
②イエスさまとのより深い交わり。
③「神の家族」の深化と広がり。
牧師：朴 哲浩

歴下33章（詩33：16～22）17
■天草中央教会〈熊本県〉
①イエスさまの弟子を生み出す教
会。
②明確な新生体験を伴う聖徒とな
る。
③いやしと解放と聖霊の一致の教
会。
牧師：南 圭生（みなみ けいせい）

歴下32章（イザ57：14～21）16 
■延岡教会〈宮崎県〉
①コロナ感染症の早期収束。
②新来者が与えられるように。
③互いに祈り合う教会。
牧師：松田良明

歴下31章（詩102：13～23）15
■高

たか

鍋
なべ

伝道所（児湯教会）
〈宮崎県〉

①次世代を担う20名の信仰者が与
えられますように。
②コロナ感染が一刻も早く収束し
ますように。
牧師：児玉一郎

歴下30章（詩131：1～3）14
■児

こ

湯
ゆ

教会〈宮崎県〉
コロナの状況は厳しいですが、イ
ンマヌエルの主に望みを見て１人
ひとりが歩むことができますよう
に。
牧師：徳渕敬尚（とくぶち のりひさ）

歴下29章（詩130：1～8）13
■宮崎丸山町教会〈宮崎県〉
新しい会堂と牧師館を建てること
ができますように。
牧師：金子貢司

歴下28章（ルカ12：22～34）12
■青

あお

島
しま

伝道所（宮崎教会）
〈宮崎県〉

①主日礼拝の充実。
②地域への伝道。

歴下27章（ルカ12：13～21）11
■宮崎教会〈宮崎県〉
①高齢者の方のために。
②受浸者が与えられるために。
③みくに幼稚園のために。
牧師：中條信治、中條邦子

歴下26章（詩51：15～19）10
■ 都

みやこのじょう

城 教会〈宮崎県〉
①牧師をお与えください。
②コロナ禍にあって礼拝が守れま
すように。
③教会と相愛会が共に歩んでいけ
ますように。

歴下25章（イザ2：6～11）9
■川

せん

内
だい

教会〈鹿児島県〉
主の深く大きな恵みを信じ受け入
れ成長し、それぞれの家族・隣人
に証しをする群れとなるように。
協力牧師：立島和史

歴下24章（箴6：16～19）8
■枕崎伝道所（伊集院教会）
　　　　　　　   〈鹿児島県〉
①礼拝、祈り会に多くの方が来ら
れるように。
②駐車場が与えられるように。
主任牧師：馬渡健太郎
協力牧師：麦野 賦

歴下23章（詩119：129～136）7

歴下22章（Ⅰテサ5：16～22）6
■鹿児島教会〈鹿児島県〉
①病気療養中のいやしと守りのた
めに。
②求道の方の導きと決断のために。
③会堂の建設の守りと導きのため
に。
牧師：田渕 亮

エズ6章（ヤコ3：13～18）26
■中国・四国バプテスト

教会連合
①クリスマスへ向けてのお互いの
宣教が恵まれるように。
②お互いの助け合いのために。
③連合役員のために。
会長：梶井義郎（高松常磐町教会）

エズ5章（イザ53：1～12）25
■八

やつ

代
しろ

伝道所（熊本愛泉教会）
〈熊本県〉

①教会員の信仰健康が守られます
ように。
②み言葉に聴き神の愛を伝える群
れに。
③祈り合い支え合う群れに。
牧師：桑原伸良

歴下35章（詩78：1～8）19
■熊本南教会〈熊本県〉
①コロナ禍の礼拝・みことばの奇
跡のために。
②県内の協力宣教の輪が広げられ
るように。
③地域の生涯学習のプログラムの
準備や実施のために。
牧師：朴 哲浩（パク チョルホ）

歴下34章（申30：15～20）18
■人吉教会〈熊本県〉
①日々、希望を持って祈る。
②みことばを伝える。
③感謝して主に献げる。
牧師：永渕一隆

■専門委員・地区宣教主事
総務、地区宣教主事、国外伝道、
青少年伝道、教会音楽、賛美歌検討、

『聖書教育』編集、教会教育、
『バプテスト』編集

■日本バプテストろう伝道
委員会

①来年こそ、ろう者修養会が開催
できますように。
②各教会のろう伝道の働きが祝さ
れ、共に歩むことができますよう
に。
委員長：宮井武憲（福岡城西教会）

エズ8章（イザ11：1～10）28 29 エズ9章（ミカ1：1～7）

■引退教役者
川内研二氏〈福岡県〉
桐本恒雄氏〈北海道〉

30 エズ10章（ミカ2：1～5）
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歴下21章（エゼ2：7～3：3）5
■国

こく

分
ぶ

教会〈鹿児島県〉
①コロナの早期収束と教会員・教
会の歩みが恵みの内に導かれるこ
と。
②ミャンマーの人々に平和と自由
を。
牧師：マウマウタン
協力牧師：立山泰士
協力宣教師：テモテ ･ ボード

■伊集院教会〈鹿児島県〉
①教会学校・地区集会の充実。
②枕崎伝道所の教会形成を目ざし
て。
③幼稚園等の働きによる地域伝道。
主任牧師：馬渡健太郎
　　　　　（まわたり けんたろう）
協力牧師：麦野 賦（むぎの みつぎ）

歴下18章（詩119：9～16）

■旭川教会〈北海道〉
①教会組織から66年の歩みに感謝
して。
②ワクチン接種の是非が教会にも
社会にも分断を生まないように。
牧師：田森茂基

2歴下17章（詩119：1～8）1
■旭川東光教会〈北海道〉
①礼拝によって主イエスさまが先
立ち導いてくださるように。
②み言葉によって１人ひとりの信
仰が養われますように。
③聖霊による交わりを通して主を
証しできますように。
代表代務者：藤原直之

歴下19章（詩111：1～10）3
■那覇新都心教会〈沖縄県〉
①コロナ危機において教会の豊か
な交わり。
②コロナ危機においてミッション
ステートメントを共に歩む。
③コロナ危機において沖縄に立た
されている教会の福音宣教。
牧師：岡田有右（おかだ ゆうすけ）、
　　    岡田富美子

歴下20章（箴1：1～7）4
■西原新生教会〈沖縄県〉
①新生の民としての原点の再確認。
②伝道に熱くなる教会の形成。
③沖縄における主の平和の実現。
協力牧師：柏本隆宏
　　　　　（かしもと たかひろ）

　　東京バプテスト神学校
　２０２1年度冬期公開講座のご案内

今年は、順天堂大学名誉教授の樋野興夫先生をお招きして、下記の日程で
冬期公開講座を開催します。皆さまからの受講申込みをお待ちしています。
【日　時】２０２１年１２月２７日［月］～２８日［火］
【場　所】茗荷谷キリスト教会礼拝堂
【テーマ】「介護の神学Ⅱ～がん哲学外来を通して見えてきた人の生と死～」
※詳細・申込方法などは11月下旬全国発送、ホームページをご覧ください。

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

※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。

全国発送

『バプテスト』誌12月号発行

『世の光』誌12月号発行

世界バプテスト祈祷週間～ 12/5

第6回教会音楽カフェ（Web）
ホームレス支援委員会オンライン会議

『聖書教育』2022年1.2.3月号発行

佐々木和之IMV報告会（Zoom）

水戸教会牧師就任感謝礼拝★総会代議員登録・追加議案締切 総会議案説明会（Web）

『聖書教育』執筆者会議（Web）
代議員宛総会資料送付

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。

◆佐々木和之IMV報告会
平和構築のためのルワンダでの佐々木和之 IMV の働きは 17 年目と
なっています。コロナ感染が続いており一時帰国はできませんが、
Zoom での報告会を開催いたします。報告・メッセージを通して、主
が導かれる平和と和解の豊かさや働きに伴う困難、そして教会に語ら
れているメッセージを分かち合い、共に主の宣教に連なる時となるよ
う願っています。ぜひご参加ください。（宣教部 国外伝道室）
日時 11 月 20 日［土］14 時～ 16 時　
Zoom ミーティング ID: 886 2031 9169　パスコード : 931081

12月のおもな予定

12/25　クリスマス

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

世界バプテスト祈祷週間
2021年11月28日［日］～ 12月5日［日］

11/28	［日］	「世界バプテスト祈祷週間」のために
11/29	［月］	連盟から派遣されている4組の働き人を覚えて
11/30	［火］	連盟の国内伝道の働きのために
12/	1	［水］	福島移住女性支援ネットワーク、会津放射能情報センター、
　　　　　	プリ・キンダーガルテンスクール
12/	2	［木］	ウムチョ・ニャンザ、イドナ村女性協同組合、ライズ＆シャイン
12/	3		［金］	BWAidのために
12/	4	［土］	アジアバプテスト女性連合、世界バプテスト連盟女性部
12/	5		［日］	日本バプテスト女性連合と各女性会の働きのために

バプテスマ・転入の連絡
ファックス用紙はホーム
ページからダウンロード
してご利用ください。


