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※（　）の中の聖書箇所は、『聖書教育』の「準備のための聖書箇所」です。
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火

東大阪教会■①高齢者・闘病中の方々のために。
②被災地・原発事故収束のために。
③人権・平和が守られますように。
〒 578-0931 大阪府東大阪市花園東町 1-20-19
牧師：柴田良和

サムエル記上 14章（イザヤ7：10～ 17）

月
神戸新生教会■①み言葉に聴き従う教会となる。
②礼拝、祈祷会を中心とした教会形成。
③信徒一人ひとりが主に仕える教会に。
〒658-0064 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原 2-12-19 
責任者：船橋恵子

サムエル記上 6章（創世記 18：9～ 15）

月
関西黎明教会■①聖書の学びに基づく教会成
長。②学習塾生徒、障害者の方への伝道。
③世界宣教と宣教師の働きのために。
〒 577-0806 大阪府東大阪市上小阪 3-6-9
牧師：江田治男

サムエル記上 13章（ミカ5：1～ 5）

日
堺教会■①バプテスマが与えられるように。
②主の平和をつくり出す教会となる。
③信教の自由・政教分離の確立。

〒 591-8023 大阪府堺市北区中
な か も ず ち ょ う

百舌鳥町
6-1040-44　牧師：平良仁志

サムエル記上 12章（ルカ1：26～ 45）

土
奈良教会■①伝道所開設。
②附属幼稚園の祝福。
③求道中の方が明確な救いへ。
〒 631-0034 奈良市学園南 3-14-12
牧師：松原宏樹

サムエル記上 11章（詩編 131：1～ 3）

金
和歌山教会■①新会堂が与えられるように。
②幼稚園の方々が礼拝に来ますように。
③認定こども園の働きが祝されるように。
〒 641-0035 和歌山市関戸 1-2-30

牧師：調
しらべ

みくに

サムエル記上 10章（詩編 130：1～ 8）

木
豊中教会■教会が、主イエスの慰めを必要とし
ている人々が集められ、その恵みを分かち喜び合
う場となりますように。
〒 561-0812 大阪府豊中市北条町 1-28-9

牧師：今
いま

給
ぎ

黎
れ

眞弓

サムエル記上 9章（詩編 126：1～ 6）

水
宝塚教会■①高齢の方々の信仰生活が支えられ
ますように。②再来年に 30 周年を迎える準備が
導かれますように。
〒 665-0875 兵庫県宝塚市中筋山手 2-7-6
牧師：岡村直子

サムエル記上 8章（詩編 124：1～ 8）

火
伊丹教会■①伝道 50 周年を迎えます。教会の
歩みが祝されるように。②教会に集われる方々の
信仰と健康が守られますように。
〒 664-0863 兵庫県伊丹市柏木町 3-47
牧師：内田裕二

サムエル記上 7章（詩編 121：1～ 8）

金

神戸国際教会■① 11 人の群れに英語の牧師を！ 
②芦屋インターナショナルスクールの夏期聖書学校で与えら
れた小学生の決心者 18 名が教会につながるように。③教
会学校の働き人として英語宣教師を。代務者：バルク・ビリー
ロイド　〒659-0034 兵庫県芦屋市陽光町 4-1AIS 気付

サムエル記上 3章（マラキ3：19～ 24）

月
明石教会■①求道者が与えられますように。
②教会学校・親子ひろばのために。
③教会員一人一人の健康のために。
〒 673-0854 兵庫県明石市東朝霧丘 24-29
牧師：椿本博久

ルツ記 3章（創世記 17：15～ 19）

日
尼崎教会■①礼拝賛美、宣教、祈りの充実のため。
②「こどもとおとなの主の祈り」の導入。
③地域伝道とクリスマス諸集会のために。
〒 660-0877 兵庫県尼崎市宮内町 3-134
牧師：谷

たに

綛
かせ

安雄

サムエル記上 5章（ルカ1：5～ 25）

木

サムエル記上 2章（ダニエル9：20～ 23）

水
神戸西教会■①開拓伝道の計画が実を結びます
ように。②新来会者が与えられますように。
③求道者に決心が導かれますように。
〒 655-0012 兵庫県神戸市垂水区向陽 3-2-3
牧師：松本 理

おさむ

サムエル記上 1章（サムエル記上 1：9～ 20）

火
神戸伊川教会■①礼拝を第一とする生活の確
立。②地域を知り地域に根差す教会活動。
③隣人に寄り添い祈る群れへの成長。
〒 651-2116 兵庫県神戸市西区南別府 1-1232-1
牧師：鮫島泰子

ルツ記 4章（士師記 13：2～ 18）

土
浜甲子園教会■この時の中で、この地域の中で
語ることが与えられますように。
〒 663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園 3-5-23
信徒代表：伊澤 誠

サムエル記上 4章（ルカ1：1～ 4）
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聖書日課と今日の祈り

2014 年

神戸教会■①新牧師を迎えた教会の歩みのた
めに。②光の丘幼稚園の働きのために。
③阪神・淡路大震災 20 周年を覚えて。
〒 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通 1-7-27
牧師：西脇慎一

December

【世界祈祷週間：連盟国外伝道のために】

【世界祈祷週間：連盟国内伝道のために】

【世界祈祷週間：「プリ子どもの家」「ライズ・アンド・シャイン」のために】

【世界祈祷週間：BWAid（世界バプテスト連盟救援委員会）
　　　　　　　　の働きを覚えて】

【世界祈祷週間：献身者が起こされますように】

【世界祈祷週間：アジアバプテスト女性連合、 世界バプテ 
　　　　　　スト 連盟女性部の働きとつながりを覚えて】

【世界祈祷週間：女性連合の働きのために】
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水

シオンの丘教会■①教会北隣の土地取得を。
②宣教活動の更なる充実のために。
③教会が主にある一致をもって進んでいけるように。
〒 583-0017 大阪府藤井寺市藤ヶ丘 1-7-12
牧師：坂田 浩

サムエル記上 15章（マタイ1：18～ 25）

火

26
金

北大阪教会■①病の中にある方が守られますよ
うに。②求道者のバプテスマ決心のために。
③子ども集会が祝されますように。
〒 570-0012 大阪府守口市大久保町 2-34-14
牧師：古賀昭範 

サムエル記上 24章（マタイ2：13～ 23）

和歌山中央伝道所（大阪中央）■① 100 名礼
拝と教会のリバイバル。②教会組織と法人化、会
堂建築のために。③文化教室活性化と対外伝道の
拡大。〒640-8064 和歌山市東釘貫丁 1-2-1 主任牧師：

咸
ハム

光
クァン

玉
オク

 担任牧師：張
チャン

玉
オク

世
セ

 担当伝道師：東中屋 賢

サムエル記上 21章（詩編 42：1～ 12）

月
大阪中央教会■①教会の働きを通して地域社
会になくてはならない教会。②惜しまず世界宣教
に尽力する教会。〒542-0082 大阪市中央区島之内

2-5-9 牧師：咸
ハム

光
クァン

玉
オク

　副牧師：河
ハ

亨
ヒョン

植
シク

伝道師：林
リン

希
ヒ

珍
ジン

、文
ムン

連
ヨン

子
ジャ

、蔡
チェ

永
ヨン

伊
イ

、内藤希代

25
木

南千里教会■①高齢者の健康と安全のために。
②教会員の霊的成長のために。
③地域伝道の強化と推進のために。
〒 565-0861  大阪府吹田市高野台 3-10-8
牧師：髙見龍介

サムエル記上 23章（マタイ2：1～ 12）

サムエル記上 20章（詩編 27：7～ 14）

日
大阪旭伝道所（大阪）■①地域に降誕節の喜
びを伝えるために。②新来者、求道者の出席を祈っ
て。③伝道所専用の集会所が与えられるように。
牧師：中島義和　副牧師：中島久子 　〔郵便物送付先〕
〒574-0031 大阪府大東市川中新町 29-203 中島義和様方

サムエル記上 19章（ルカ2：1～ 20）

土
大阪教会■①信仰決心者がますます起こされるよ
うに。②クリスマスコンサート（震災支援）が豊か
に用いられるように。
〒 543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町 1-17
牧師：下川俊也

サムエル記上 18章（ルカ1：67～ 79）

金
田辺教会■①求道者の信仰決心。
②高齢者地域の中でお役立ちできるように。
③下水の全面工事中。お祈りください。
〒 545-0022 大阪市阿倍野区播磨町 2-6-12
牧師：喜多村やよい

サムエル記上 17章（ルカ1：57～ 66）

水

東豊中教会■①礼拝者が主の弟子として世に福
音。②世から教会の礼拝で献身の備えを。
③主に仕える弟子の輪が花開くように。
〒 560-0013 大阪府豊中市上野東 2-11-48
牧師：河

こう

野
の

 浩

サムエル記上 22章（詩編 119：81～ 88）

木
平野教会■①宣教 40 周年の喜びを地域と共に！
②教会員一人ひとりの健康と信仰のために。
③野宿者の方々の冬の生活のために。
〒 547-0043 大阪市平野区平野東 4-4-13
牧師：中村尚子

サムエル記上 16章（ルカ1：46～ 56）

※（　）の中の聖書箇所は、『聖書教育』の「準備のための聖書箇所」です

聖書日課と今日の祈り
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28
日

27
土

北九州地方連合■
①連合宣教支援センターの働きのために。
②教会と連合の強化のために。
③苦闘する連合諸教会・伝道所のために。
会長：谷本 仰（南小倉教会）

サムエル記上 26章（ルカ2：22～ 38）

サムエル記上 25章（イザヤ49：1～ 9a）

ホームレス支援委員会■
①路上で亡くなる人がないように。
②国の債務が果たされるように。
③若い働き人が育っていくように。
委員長：高市和久（市川八幡教会）

29
月

サムエル記上 27章（ルカ2：39～ 52）
臨時委員会■
平和宣言推進担当者会
　委員長：谷本 仰（南小倉）
憲法改悪を許さない私たちの共同アクション担当者会
　委員長：藤澤一清（花小金井）
東日本大震災被災地支援委員会
　委員長：吉髙 叶（常務理事）
現地支援委員会
　委員長：金丸 真（仙台長命ヶ丘）

クリスマスクリスマス

12月
December

30
火

サムエル記上 28章（詩編 146：1～ 10）
日本バプテスト同盟
　理事長：山本富二氏
沖縄バプテスト連盟
　理事長：城倉 翼 氏
日本キリスト教協議会 (NCC-J）■
　議長：小橋孝一氏

31
水

サムエル記上 29章詩編 150：1～ 6
引退教役者（教役者退職年金受給者）■
佐藤徹丞氏
〒 870-0038　大分県大分市西春日町 6-13
清水康弘氏
〒 671-1234　兵庫県姫路市網干区新在家 290-84 

『聖書教育』2014年12月21日暗唱聖句より
イラスト：川内 藍（鳥飼教会）

あなたがたは、布にくるまって
飼い葉桶の中に寝ている乳飲
み子を見つけるであろう。

ルカ2：12


