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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。

ヨブ24章（マコ3：31～35）16 
■伊都教会〈福岡県〉

「恵みに憩う（年間標語）」。主の
みことばに導かれ、ひとりひとり
の存在を大切にする教会として歩
むことができるように。
主任牧師：下川義明

ヨブ25章（マコ4：35～41）17
■ 姪

めいのはま

浜 教会〈福岡県〉
①コロナ危機の中、み心にかなう
歩みをすることができるように。
②ミャンマーの痛みを覚えて。
③姪浜教会の信仰告白作成のため
に。
牧師：鈴木牧人

ヨブ26章（マコ5：21～34）18
■かたえ教会〈福岡県〉
シェアハウス「はたけの家」の生
活が整いますように。格差による
困難な中にある人にイエスさまの
光を。
牧師：土生幸子（はぶ さちこ）
伝道主事：興津吉英（おきつ よしひで）

ヨブ27章（マコ5：35～43）19
■福岡ベタニヤ村教会〈福岡県〉
①よき牧者が与えられますように。
②無牧師の教会が導かれますよう
に。
③コロナ危機が早々収まるように。
協力牧師：G・W・バークレー、
　　　　　水野英尚（みずの ひでたか）

ヨブ30章（マコ6：6後半～13）22
■福岡 城

じょう

西
せい

教会〈福岡県〉
①キリストの恵みに応える教会と
して歩むものに。
②祈り祈られる教会の交わりが豊
かにされるように。
牧師：宮井武憲（みやい たけのり）
協力牧師：寺園喜基
名誉牧師：安藤榮雄（あんどう ひでお）

ヨブ23章（マコ3：20～30）15
■野

の

方
かた

教会〈福岡県〉
新会堂建築とコロナ後の新しい 
１歩のために、教会員が心をひと
つにして祈り歩めますように。
牧師：宮田祐亮（みやた ゆうすけ）

ヨブ20章（創9：12～17）12
■福岡国際教会〈福岡県〉
①神さま良し、三方良しの教会形成。
②糸島集会（主幹：木村公一牧師）
のために。
③ QT（静思の時）の再開・継続の
ために。
主任牧師：篠原健治
糸島集会担当協力牧師：木村公一

ヨブ19章（マコ3：13～19）11
■田隈教会〈福岡県〉
①相応しい牧師が与えられるように。
②入会した兄姉の霊性が守られる
ように。
③教会員の健康が守られるように。
協力牧師：坂東資朗
教会主事：篠田裕俊

ヨブ18章（マコ2：23～28）10
■福岡有田教会〈福岡県〉
①病の中にある教会員の癒し。
②教会堂新築のビジョン実現。
③新来者、求道者の救い。
牧師：松田和夫

ヨブ17章（マコ2：13～17）9
■平尾教会〈福岡県〉
①平尾／大名会堂における宣教活
動の展開。
②コロナ危機における地域貢献。
③牧師招聘委員会の働きを覚えて。
牧師：森 崇
協力牧師：青野太潮（あおの たしお）、
　　　　  才藤千津子

ヨブ16章（マコ2：1～12）8
■長住教会〈福岡県〉
①誰もが安心して集える教会に。
②多様な声が響き合う連盟に。
③公正と正義が実現する社会に。
牧師：中條譲治、中條智子

ヨブ15章（マコ10：17～22）7
■須

す

恵
え

伝道所（福岡新生教会）
〈福岡県〉

①多くの魂が救われるように。
②伝道が前進していくように。
牧師：竹田進一

ヨブ14章（Ⅰテモ1：12～17）6
■福岡新生教会〈福岡県〉
①多くの失われた魂が救われるよ
うに。②世界宣教のさらなる前進。
③心身の病の癒しのために。
主任牧師：竹田殉聖　牧師：竹田耶子武
宣教師：李 聖徳　国際関係交流主事： 
張 磊　協働牧師：竹田 浩
協働伝道師：野口和子
宣教師補：河端真理子、ジャナク・カンデル

ヨブ13章（ルカ18：9～14）5
■小

おごおり

郡教会〈福岡県〉
伝道開始50年を迎えます。感謝と
さらなる前進のために。
牧師：下川睦子
教会主事：吉浦徳美

ヨブ12章（マコ1：40～45）4
■和白教会〈福岡県〉
①み言葉に生きる教会の歩みを。
②地域の方々に仕える教会形成を。
③各地の地震、豪雨の被災者のた
めに。
牧師：城前和徳 （じょうまえ かずのり）
協力牧師：片山 寛
教会主事：樺島瑞代（かばしま みずよ）
宣教師：洪 淳奎（ホン スンギュ）

ヨブ11章（マコ1：35～39）3
■粕屋教会〈福岡県〉
①地域に開かれた教会へ。
②教会の子どもたちに平安と霊的
な守りを。
③皆が集えるよう１日も早いコロ
ナ終息を。
牧師：髙地京子（たかち きょうこ）

ヨブ10章（マコ1：14～20）2

ヨブ9章（マコ1：1～13）1
■篠

ささ

栗
ぐり

教会〈福岡県〉
①毎週の説教のネット配信のため
に。
②福音のオリジナルの探求のため
に。
③賛美歌創作を通してのリバイバ
ル。
牧師：伊藤 聡

ヨブ29章（詩23：1～6）21
■西福岡のぞみ教会〈福岡県〉
①神の愛が地域の人々の平安を支
えてくださいますように。
②新来者の方々が信仰に導かれま
すように。
牧師：亀井良雄
協力牧師：永山辰原（ながやまときはら）

ヨブ28章（エゼ34：11～16）20
■福岡西部教会〈福岡県〉
①礼拝と教会活動が守られるように。
②コロナ危機で苦しむ人々と共に
歩めるように。
③新たな出会いが与えられるように。
牧師：麦野達一

ヨブ22章（マコ6：1～6前半）14
■早

さわ

良
ら

教会〈福岡県〉
①高齢の方、病の中にある方のた
めに。②コロナの１日も早い収束
のために。③求道者が決心に導か
れますように。
牧師：加山 献（かやま ささぐ）
名誉牧師：K.J. シャフナー
協力牧師：今村まさゑ　
協力宣教師：朱 承圭（ジュ スンギュ）

ヨブ21章（エフェ2：14～22）13
■福岡聖書教会〈福岡県〉
①礼拝、み言葉、祈りによる一致
と成長。
②信仰継承、次世代への伝道。
③教会と兄姉の働きの守りと祝福。
牧師：浜中 満　名誉牧師：浜中恒雄
伝道師：浜中有希子

■西南学院教会〈福岡県〉
2022年12月4日、創立100年を迎
えます。主の導きのうちに準備し、
新たな献身表明の時となりますよ
うに。
牧師：踊 一郎（おどり いちろう）

■鳥飼教会〈福岡県〉
①コロナ危機での生活困窮者のお
守り。
②病める人たちの癒しと回復。
③求道者の信仰決心と宣教推進。
牧師：三田照雄

ヨブ31章（マコ6：30～44）23 24 ヨブ32章（マコ6：45～52）

■福岡教会〈福岡県〉
①コロナ危機の中、希望を語る。
②いのちに奉仕する教会となる。
③主日礼拝の在り方を問い直し行
う。
牧師：小川宏嗣（おがわ ひろつぐ）

25 ヨブ33章（マタ4：23～25）

2022 1  月 January

■宇美教会〈福岡県〉
①地域に根ざした宣教活動のため
に。
②求道者の方がキリストに結ばれ
共に成長する教会形成のために。
牧師：渡邊一雄
教会主事：間村史子

26 ヨブ34章（マタ11：20～24）

■那珂川教会〈福岡県〉
①地域の方々に福音を届けるため
に。
②新来者、求道者が与えられるた
めに。
③キリストの体なる教会形成のた
めに。
牧師：藤 寿（とう ひさし）

ヨブ35章（ロマ9：1～5）

■福岡地方バプテスト連合
①近さを活かした協力伝道の推進。
②既成教会支援の新たな制度の確
立。
③諸教会の礼拝と集う方々の守り。
会長：踊 真一郎（久留米教会）

27 ヨブ36章（ロマ10：5～13）28 
■資料保存・管理委員会
①委員１人ひとりの働きにより、
連盟の重要資料の保存がすすめら
れますように。②連盟の重要書類
の保存・管理作業にあたっている
長尾なつみ職員の働きが主によっ
て守られますように。
委員長：松村誠一（大泉教会）

■日本バプテスト保育連盟
①幼な子と保育者の救いのために。
②保護者に子育ての喜びと安心を。
③若者をキリスト教保育に送り出
す。
会長：田中秀一（シオン山教会）

■引退教役者
児玉振作氏〈東京都〉
是澤達也氏〈埼玉県〉

ヨブ38章（マコ7：24～30） ヨブ39章(ルカ12：35～40）

ヨブ37章（マタ15：21～28）29
■連合立等神学校・研修
　　　　　　　　　センター

・東京バプテスト神学校
・九州バプテスト神学校
・北海道バプテスト

研修センター

3130

全国発送
第67回定期総会（書面）

『世の光』誌2月号発行

★総会書面議決書・投票用紙締切

教会音楽専門委員会議（Web）

協力伝道週間（～ 2/6）
藤沢教会 牧師就任按手式

第7回教会音楽カフェ（Web）部落問題特別委員会講演会（Web併用）

教会教育専門委員会議（Web）

教会教育専門拡大会議（Web）

国外伝道専門委員会議-18（Web）

財務委員会・『バプテスト』誌2月号発行

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。

第67回定期総会
つながって共に歩む

わたしはぶどうの木、あなたがたは
その枝である。人がわたしにつな
がっており、わたしもその人につな
がっていれば、その人は豊かに実を
結ぶ。わたしを離れては、あなたが
たは何もできないからである。

（ヨハネ15：5）

＝協力伝道週間＝ 1/30［日］～ 2/6［日］

１月最終主日から２月第１主日は「協力伝道週間」
です。「協力伝道」の働きを覚え、「協力伝道献金」
目標額の共有とともに、全国 317 の教会・伝道
所の働きを互いに感謝し祈りに覚えましょう。
※今月号６ページにある「協力伝道週間・祈りの
暦」を用いてお祈りください。12 月の全国発送
でポスターをお送りします。

２月のおもな予定
 

2/1-3 第3回理事会（Web）

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

協力伝道献金目標額 億 万円
日本バプテスト連盟

年間を通して掲示していただければ幸いです。協力伝道の働きを覚え、祈ってまいりましょう。

（ 年度補正予算案）

東京バプテスト神学校　2022 年度前期 学生募集のご案内
2022 年度前期の入学・聴講者を募集しています。

入学書類は神学校ホームページからダウンロードできます。
書類締切日 3 月 4 日［金］、入学者面接 3 月 25 日［金］
入学式 4 月 8 日［金］、授業開始 4 月 11 日［月］です。

【開講課目】聖書から聴く～多様な人が共に生きる教会※、旧約聖書神
学概論、教会史Ⅰ（初代～宗教改革）、組織神学Ⅱ※、ヘブル語初級、新
約聖書神学概論、信徒のための説教学※、礼拝学Ⅱ、合唱、キリスト教
音楽史、指揮法Ⅲ、作曲・編曲、バプテストの教会形成※ 　 ※は公開講座

【問合せ先】神学校事務局 Tel.03-3947-5141 ／seminary@tbts.jp


