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※聖書日課は略語表記。カッコ内は『聖書教育』の「準備のための聖書日課」。 
※スケジュールのカッコ内は会場　★は各種申込み締切日。

エス6章（ヨハ1:1～18）19
■壱

い

岐
き

教会〈長崎県〉
①病を負う高齢会員を力づけ給
え。②地域と共に育つ教会へと祈
ります。③教会の自立へ！連帯支
援に感謝！
牧師：飛永 孝（とびなが たかし）、
飛永永子（とびなが ながこ）

エス7章（使徒8:26～40）20
■久留米荒木教会〈福岡県〉
助け助けられ、愉快な主の旅を地
域の人と共に！私の体を主の進入
口として存分に用いてもらおう！
牧師：溝上哲朗
協力牧師：吉田晃児、塚田正昭
教会主事：山田哲也

エス8章（ヨハ1:43～51）21
■久留米教会〈福岡県〉
①皆元気に今を乗り越えられるよ
うに。②協議中のコロナ後の試み
のために。③決心や転入会が与え
られるように。
牧師：踊 真一郎（おどり しんいちろう）
教会主事：踊 夢希（おどり ゆめき）

エス9章（Ｉテモ1:12～17）22
■鳥

と

栖
す

教会〈佐賀県〉
４年後に計画している新会堂建築
が、地域に暮らす様ざまな方々と
喜び合えるものとなり、必要が満
たされますように。
牧師：野中宏樹
協力牧師：濱野道雄

ヨブ2章（ヨハ1:19～28）25
■福岡南伝道所
　（筑紫野二日市教会）〈福岡県〉
①礼拝が継続的に守られますよう
に。②自主保育「もりのたね」の
活動のため。③一般社団法人アガ
ペヴィレッジの子どもたちのため。
牧師：有吉光寛　伝道師：柴田公文

エス5章（Ｉヨハ5:18～21）18
■大川伝道所（佐賀教会）

〈福岡県〉
①30名礼拝の実現のために。
②大川市全戸に福音を伝える。
③高齢者・病の人が癒されるよう
に。
伝道師：中村千枝子

エス2章（ヘブ2:10～18）15
■佐賀新生教会〈佐賀県〉
①牧師亡き後の教会発展のために。
②タイの森田覚偉霊（サムエル）
宣教師のために。
③コロナウイルス感染の収束のた
めに。
代表執事：河野正成

エス1章（ヨハ19:28～37）14
■鹿島教会〈佐賀県〉
①コロナ感染の終息。
②キリストの弟子として成長。
③万人祭司の自覚。
牧師：玉置 行（たまき あきら）

ネヘ13章（ヨハ8:12～20）13
■嬉野教会〈佐賀県〉
①処女降誕のキリストを信じる信
仰。②父なる神様の恵と愛の実感
と実践。
③兄弟姉妹のデボーションの充実。
牧師：藤野慶一郎
協力宣教師：車 孝振（チャ ヒョジン）、
金 恩妃（キム ウンビ）　祈祷主事：
相原和子　伝道主事：橋爪義行

ネヘ12章（ミカ5:1～5）12
■佐世保教会〈長崎県〉
①コロナウイルスの１日も早い収
束宣言。
②休眠会員の目覚め。
③物心両面の必要が満たされるよ
うに。
牧師：鮫島則雄

ネヘ11章（ミカ4:14）11
■ 相

あいのうらひかり

浦 光 教会〈長崎県〉
①コロナ下で「主の平安に生きる」
共同体として。
②お逢いできない方々を覚えて「祈
りのカレンダー」の活用。
牧師：武林真智子

ネヘ10章（ルカ2:1～20）10
■大村古賀島教会〈長崎県〉
①求道者の神との出会いのために。
②新しい人の教会への招きのため
に。
③コロナ禍からの回復のために。
牧師：川久保拓也

ネヘ9章（マタ2:1～6）9
■諫

いさ

早
はや

教会〈長崎県〉
①牧師交代期を迎えています。
牧師招聘委員会の働きのために。
②アドベント、クリスマス諸行事
のために。
牧師：河野宏一（かわのこういち）

ネヘ8章（民数24:15～19）8
■長崎教会〈長崎県〉
①教会に来るのが困難な方々の信
仰 が 守 ら れ ま す よ う に。 ② 創 立
120周 年 (2022年 ) 記 念 事 業 の た
めに。③納骨堂建て替えのために。
牧師：曺 銀珉（チョ ウンミン）
教会主事：田口圭子　音楽主事：
嘉手苅夏希（かでかるなつき）
教育主事：竹内洋美

ネヘ7章（サム上17:12～16）7
■多

た

良
ら

見
み

教会〈長崎県〉
①牧師招聘のための祈りを合わせ
る。
②バプテスマ決心者の準備のため
に。
③礼拝が整えられるために。
代表役員代務者：松本素代美

ネヘ6章（創35:16～20）6
■五

ご

島
とう

教会〈長崎県〉
①求道者、受浸者が起こされるよ
うに。
②地域に開かれた教会となれるよ
うに。
③教会を共に支えてくださる方が
必要。
牧師：中村聖架（なかむら きよか）

ネヘ5章（ミカ4:1～4）5

ネヘ4章（エフェ2:14～22）4
■有明教会〈福岡県〉
①コロナの中でも主の栄光を。
②「宿題会」を通して救われる魂を。
③会堂リフォーム、建築に導きを。
牧師：田中文人（たなか ふみひと）

ヨブ1章（マタ3:1～12）24
■筑紫野二日市教会〈福岡県〉
①年間主題「御言を宣べ伝えなさ
い」の実践。
②御言による養い。
③交わりの充実。
④信仰継承者の育成。
牧師：加来国生（かく くにお）
音楽責任者：加来陽子

エス10章（イザ40:1～11）23
■筑紫野南教会〈福岡県〉
①牧師招聘が早く叶うように。
②教会員の霊的成長と次世代育成。
③地域社会への福音伝道。
代表役員代務者：梅木幸子

エス4章（Ｉヨハ4:7～12）17
■佐賀教会〈佐賀県〉
①相応しい牧師の招聘ができるよ
うに。
②自覚的信仰者になれますように。
③高齢・病の人が慰め癒されるよ
うに。

エス3章（Ｉヨハ4:1～6）16 
■霊

たま

水
みず

教会〈佐賀県〉
①常駐牧師が与えられますように。
②ミャンマー学生の祖国の平安。
③礼拝を守るため、毎週全員の声
聞く。
牧師：塚田正昭
　　　（久留米荒木教会派遣）

■春
かす

日
が

原
ばる

教会〈福岡県〉
①常に主イエスに従って歩めるよ
うに。
②世界の「小さくされている者」
と伴って歩めるように。
③幼稚園を通した地域との歩みの
ために。
牧師：末松隆夫、原田 賢

■バプテスト北九州地方連合
北九州宣教支援センターが全国支
援終了の来年度末まで守られ、連
合の活性化と教会強化が進みます
ように。
会長：谷本 仰（南小倉教会）

ヨブ3章（ヨハ1:29～34）26 27 ヨブ4章（イザ8:23後半）

■ハラスメント対策委員会
諸教会、関連団体においてハラス
メント防止への意識が高まり、被
害者を生み出すことがないように。
委員長：城倉由布子（泉教会）

28 ヨブ5章（ルカ3:21～23前半）

2021 12  月 December

ネヘ3章（詩23:1～6）3
■大牟田フレンドシップ教会

〈福岡県〉
①神の愛の教会でありますように。
②障がいのある人の尊厳と尊重を。
③高齢者の健康が守られますよう
に。
牧師：眞柄光久（まから てるひさ）
協力牧師：福井正躬（ふくい まさみ）
教会主事：叶 義文

■大牟田教会〈福岡県〉
①主題「神を見上げよう」の実践。
②コロナ禍の収束のために。
③教会と幼稚園の宣教の働きのた
めに。
牧師：浦 肇（うら はじめ）

ネヘ1章（ミカ3:1～12）1
■種子島伝道所（熊本愛泉教会）

〈鹿児島県〉
①黎明宣教会の世界宣教への祈り
と献金の継続ができますように。
②牧師の後継者が１日も早く与え
られますように。③牧師の健康が
守られ支えられますように。
牧師：沼田俊昭

ネヘ2章（ミカ4:5～8）2
■菊池シオン教会〈熊本県〉
①コロナの中での礼拝・諸活動が
守られるように。
②集う方々とご家族の健康が守ら
れ、日々の必要が満たされるよう
に。③これからの教会形成と成長
のために。
牧師：濱川耕一

　　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

29 ヨブ6章（使徒4:5～22）

■日本バプテスト連盟
　　　　　　　宣教研究所
①新任牧師・主事研修会の準備と
参加者のために。②宣研の働き（研
究・研修・情報発信）のために。
③運営委員会及び宣研スタッフの
働きのために。
運営委員長：高橋秀二郎（筑波教会）
所長：朴 思郁（パク サウク・西川口教会）

ヨブ7章（マタ22:1～14）

■同盟、沖縄連盟、ＮＣＣ
日本バプテスト同盟
　理事長：大矢誉生

沖縄バプテスト連盟
　理事長：渡真利彦文

日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）
　議長：吉髙 叶

30 ヨブ8章(ヨハ15:11～17）31
■引退教役者
　黒瀬 博氏〈東京都〉
　古

こ

川
がわ

良男氏〈神奈川県〉

全国発送

『バプテスト』誌12月号発行

世界バプテスト祈祷週間11/28 ～ 12/5

クリスマス『世の光』誌12月号発行

★総会事前質問締切

★総会事前質問締切（追加議案）

『聖書教育』執筆者会議

総会代議員宛資料送付

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。

１月のおもな予定

1/20　第67回定期総会
　　　　　　　　　（書面）

1/30-2/6　協力伝道週間

日本バプテスト連盟　第 67 回定期総会　議案説明会
今総会も「書面総会」です。そこで総会役員会は、①天城山荘の件と 
②機構改革の件の２つの議案共有のため、それぞれの「議案説明会」を
開催します。代議員の方だけでなく、連盟加盟の教会・伝道所の方のご
参加をお待ちします。
＊日　時：11 月 27 日（土）① 10:00 ～ 11:30 　② 13:00 ～ 14:30
＊参加者：連盟加盟教会・伝道所の会員ならどなたでも。
＊詳　細：11 月 9 日全国発送の総会関係資料にチラシを同封します。
　　　　　ご参照ください。

日本バプテスト連盟第67回定期総会　総会役員会

神学部では、徹底した少人数制のアットホームな環境で、将来
の牧師・主事はもちろん、キリスト教に基づく人間理解と幅広い
教養を身に付け社会に奉仕する人物の育成を目指しています。

神学部学生会は毎年『道』を発行しています。 
今年度の　『道』は以下の URL、QR コードからご確
認ください。
【URL】http://www.seinan-gu.ac.jp/rel/Michi2021

神学部の学びについて九州バプテスト神学校 ２０２２ 年度学生募集のご案内
あなたもぜひ学んでみませんか！
▶働きながら学べる夜間の神学校（午後 ６時 30 分～ ９時）
▶教会の具体的な活動に結びつける学び、特に実践教育を重視
▶すべての科目でインターネット、DVDによる通信教育
応募資料をお送りしますので、お気軽にお問い合せください。

【履修課程】本科 3 年／専攻科 2 年（本科終了後　牧師コース、主事・信徒リーダーコース）
　　　　　 聴講（1 科目から受講可）

【応募期間】2021 年 12 月 1 日［水］～ 2022 年 2 月 1 日［火］
【入試・面接】2022 年 2 月 5 日［土］
【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　E メール kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp


