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連盟加盟教会および伝道所 御中 

日本バプテスト連盟 

常務理事 吉髙 叶 

宣教部長 野口哲哉 

三バプテスト合同牧師研修会のご案内（第３信再送） 
主の御名を賛美いたします。 

教会・伝道所の皆様におかれましては、日々福音宣教の業にお励みのこととお慶び申し上げます。 

２０１５年、あの敗戦から７０年の節目を迎えます。この時、日本で宣教をする三バプテスト（沖

縄バプテスト連盟、日本バプテスト同盟、日本バプテスト連盟）の牧師が共に集い、交わり、祈り、

励ましを得る時となるようにと合同の牧師研修会を行います。バプテスト教会の歴史を学びつつ、

バプテスト精神を確認し、沖縄からこそ見える今日の課題を共有することを通して、明日の宣教へ

の可能性を見いだす機会としてまいりましょう。 

どうぞ、貴教会・伝道所から教役者（牧師や主事等）を研修の場に送り出して下さいますようお

願い申し上げます。開催地が沖縄のため交通費が高額となりますので、連盟としましても補助を考

えておりますが、貴教会・伝道所におかれましても、牧師研修費の予算確保を宜しくお願い申し上

げます。                                    在主 

 

「戦後 70 年」・キリストの平和を作り出す 〜今、沖縄から共に〜 
１．日 時：２０１５年６月１７日（水）～１９日（金） 

２．場 所：沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 

（那覇市前島 3-25-1 098-860-2111 http://www.kariyushi-urban.jp/） 

３．申込先：日本バプテスト連盟宣教部  ２月２８日締切 FAX にてお申し込み下さい。 

４．参加対象：教役者 

５．参加費（基本）：登録費 ５，０００円 

４．参加費（基本）：宿泊費 ２０，０００円（２泊・２夕食２朝食・３人部屋） 

４．参加費（基本）：交通費 各自手配・負担 

４．参加費（基本）：食費  上記（２夕食・２朝食）以外は各自負担 

４．参加費（基本）：オプションプログラム（別紙参照） 各自負担 

６．参加費（交通費含）補助：参加対象者で、１教会につき１名に対しておこないます。 

★参加費・補助につきましては、P.4 費用概算を参照下さい。 

７．書類一覧（内容） 

  ①案内書類 （プログラム、オプションプログラムの案内、費用概算） 

②参加申込書 

③ホテルパンフレット 

８．問い合わせ  不明な点等ありましたら、宣教部：野口、岡村までご連絡願います。 

宣教部 電話０４８－８８３－１０９１／FAX０４８－８８３－１０９２ 

 

日本バプテスト女性連合主催の「第 8 回沖縄 6.23 学習ツアー」が、本研修会直後の日程で行われます。

６月２０日（土）～６月２３日（火）です。ぜひ引き続いてご参加ください。 

詳しくは、女性連合発信の文書や HP にて。 

※1 月 14 日全国発送済 
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プログラム 
６月１７日（水） ６月１８日（木） ６月１９日（金） 

 7:30 早天礼拝（JBU/シェルホール） 7:30 早天礼拝（JBU/シェルホール）

8:00 朝食 

（会場：ニライカナイ） 

8:00 朝食 

（会場：ニライカナイ）  

9:00 特別講演（ＪＢＵ） 
（会場：シェルホール） 

講師：佐々木和之氏 

日本バプテスト連盟

国際ミッション 

・ボランティア

9:00 各団体プログラム 
日本バプテスト連盟 

・全国教役者会プログラム

・全国牧師配偶者研修会プ

ログラム 

 

 

10:30 「沖縄共同宣言」協議と採択

（会場：シェルホール） 

11:00 自由 

11:15 オプショナルツアー 

〈平和学習〉 

①平和祈念資料館・平和の

礎、アブチラガマ 

②辺野古テント村 

③チビチリガマ(読谷)、シ

ムクガマ、恨(ハン)の碑

（希望者のみ） 

11:15 閉会礼拝（ＪＢＵ） 

（会場：シェルホール） 

12:00 解散 

12:00  

 

＊ＪＢＣ＝日本バプテスト連盟 

 ＪＢＵ＝日本バプテスト同盟 

 ＯＢＣ＝沖縄バプテスト連盟 

13:00

13:30 受付 

（場所：シェルホール）  14:00

 

15:00 開会礼拝（ＪＢＣ） 

（会場：シェルホール） 

15:00

15:45 コーヒーブレイク 

16:00 基調講演（ＯＢＣ） 
（会場：シェルホール） 

講師：饒平名長秀師 

沖縄バプテスト連盟 

神愛教会牧師 

16:00

 

 17:00

 17:30 夕食 

（会場：ニライカナイ） 
18:00 自由 

 

19:00 歓迎の夕べ（ＯＢＣ） 

（会場：ニライカナイ） 
 19:30 シンポジウム（ＪＢＣ）

パネラー調整中  

 

21:00 自由・就寝 21:00 自由・就寝 

  

 

6F ニライカナイ 

7F シェルホール 
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～オプションプログラムのご案内～ 
研修会の２日目午後は、自由時間となっています。この時間を利用して、オプションプログラム

をご用意いたしました。コースは、下記の３つのコースを予定しております。参加は自由です。研

修会場のホテルからバスで移動し、それぞれのコースを徒歩で巡ります。 

希望のコースを申込用紙に選択・記入して下さい。 

申し込み状況により、コース変更の可能性もありますので、第一希望から第三希望までご記入下

さい。 

なお、交通費や入場料等、当日実費（1,500 円程度）を徴収させていただきます。 

 

＊ガマ ⽯灰岩で出来た⾃然洞窟で、沖縄戦で避難場所として利⽤された場所。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オプションプログラム A 

●平和の礎（いしじ） 沖縄戦で亡くなった全ての⽒名「国籍、

軍⼈、⾮軍⼈を問わない」を刻んだ記念碑。 

●平和記念資料館 沖縄戦の歴史的教訓を正しく伝え、全世界

の⼈びとに訴え、恒久平和の樹⽴に寄与するため、沖縄戦を忘

れない為の資料が展⽰されている。 

●アブチラガマ 沖縄戦で、住⺠の避難場所としてだけでな

く、陸軍病院の分室にもなり、多くの住⺠と負傷兵が混在した。

オプションプログラム B 

●辺野古テント村 戦争のための基地建設を

阻⽌するため、座り込み抗議を⾏っている。 

オプションプログラム C 

●チビチリガマ 「アメリカ軍に捕まれば虐殺される」

と、信じた⼈たちが、4 ⽉ 2 ⽇に集団⾃決した。 

●シムクガマ チビチリガマと同じ集落にあるが、2 ⼈の

避難⺠の⾏動で 1000 ⼈近くもの⼈々が助かった。 

●恨（ハン）の碑 韓国から沖縄に動員・従軍させられ、

沖縄戦に巻き込まれ、無念の死を遂げ、遺⾻の帰郷すら

叶わなかった同胞を追悼・記念するために建⽴された碑。
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 三バプテスト合同牧師研修会 申込⽤紙（締め切り 2/28）

① ② ③ ⑤

登録費 宿泊費
連盟への
振込み

教役者 ２泊２夕食２朝食付 合計金額

5,000 20,000～36,000 ①＋②

有　　無

有　　無

有　　無

振込み総合計③’

　連盟　花子 女 45 5,000 20,000 25,000 Ｂ Ｃ Ａ 有　　無

【申込書の説明】

①　宿泊費について： 基本は、2泊2夕食2朝食、3人部屋での設定となります。（1～2人部屋の用意もありますが、参加人数によっては、ご希望に添えない場合があります。）

　　　　　　　　　　 基本以外の参加方法については、別紙をご覧ください。申込取消は、キャンセル料が発生する場合があります。年度内に決定し、お申し込み頂いた教会にご連絡いたします。

②　①と②の合計金額を記入下さい。振込み総合計③’の部分を連盟にお振込みいただくことになります。★お申し込みいただいた教会に、後日、振込用紙等を送ります。

③　オプションプログラムの希望欄には、別紙案内より3つのコースの中から、第3希望までご記入下さい。

④　家族の参加について：Ⅰ家族での同室希望や幼児等のお子様の参加を希望される方は、下段の備考欄にご記入下さい。個別対応致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅱ小学生以上のお子様から上記の宿泊費が発生します。未就学児は無料です(添い寝でお願いします)。

　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅲナーサリーを実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅳ全国牧師配偶者研修会も時を合わせて行われます。申込みについては、全国牧師配偶者研修会実行委員会（南九州）からのご案内も合わせてご参照ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　※この用紙でお申し込みの際は、「牧師配偶者」とご記入ください。なお、その場合の登録費は2,000円です。

※　年齢欄は、保険加入に必要なので、必ずご記入下さい。

　

牧師

牧師、主事、協力牧師、神学生

（　　　　　　　　　　　　　　　）教会・伝道所

④

オプションプログラム
家族の

申し込み
の有無氏　名 性別 ※年齢

役職
第１希望 第２希望 第３希望

備考： その他、何かありましたら、ご記入下さい。
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記入例 （ さいたま ）教会・伝道所
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