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2021 2月 February

世界バプテスト祈祷週間11/29 ～ 12/6

民14章（マタ16：13～28）21
■下関教会〈山口県〉
①幼稚園と共に生き、福音を伝え
られるように。
②教会の働きに参与しやすいシス
テムを作れるように。
牧師：泉 選也（いずみ えりや）

民15章（ゼカ9：9～10）22
■小野田教会〈山口県〉
①奏楽者が与えられますように。
②教会学校が復活できますように。
③教会・幼稚園の建築のために。
牧師：佐野 太

民16章（詩118：22～29）23
■防

ほう

府
ふ

教会〈山口県〉
①子どもたちの生活環境が整えら
れますように。
②与えられている協力者と共に働
き、喜びを分かち合う。
牧師：山時松江（さんとき まつえ）

民17章（イザ62：10～12）24
■西九州地方連合
①コロナ下も、協力伝道の推進を。
②加盟各教会で礼拝が守られるよ
うに。
③加盟諸教会の財政が守られるよ
うに。
会長：藤野慶一郎（嬉野教会）

民20章（マタ21：12～17）27
■米国南部バプテスト
　　　　　日本語教会連盟
①コロナ禍で礼拝が守られるよう
に。
②教会員の健康が守られるように。
③教会が人々の希望となれるよう
に。

民13章（ロマ2：1～16）20
■門司教会〈福岡県〉
①教会に連なる人たちの健康の祝
福。
②幸（さいわい）幼稚園が神さま
に守られるように。
③教会を支える人が与えられます
ように。
牧師：桐原恩恵（きりはら めぐみ）

民10章（マタ14：22～33）17
■小倉教会〈福岡県〉
①地域の人々の生活が守られます
ように。
②礼拝での奉仕者が与えられます
ように。
③主のみ心に適う教会形成の実現。
牧師：山本龍一郎

民9章（ルカ9：18～20）16 
■南小倉教会〈福岡県〉
つながりを失って孤立し、いのち
の危機に瀕

ひん

している方々のために。
教会が希望の網となるために。
牧師：谷本 仰（たにもと あおぐ）

民8章（マコ8：27～30）15
■シオン山教会〈福岡県〉
①コロナ危機下の教会生活のため
に。
②愛の園・こひつじ両保育園での
生活と安全のために。
③使命に立って歩む新年度に向け
て。
牧師：伊藤光雄

民7章（マタ11：2～19）14
■企

き

救
く

教会〈福岡県〉
年間主題　～二人または三人がわ
たしの名によって集まるところに
は、わたしもその中にいるのであ
る。～
牧師：原田義也

民6章（マタ16：1～4）13
■小倉春ヶ丘教会〈福岡県〉
①会堂修繕費用が与えられるよう
に。
②皆の心がワンチームになるよう
に。
③地域に根差した教会になるよう
に。
代表執事：高松由希子

民5章（マラ3：19～24）12
■北九州教会〈福岡県〉
①主任牧師が与えられるように。
②ナオミ愛児園が祝福されるよう
に。
③コロナが終息に向かうように。
協力牧師：鬼塚 諌

民4章（イザ61：1～9）11
■若松教会〈福岡県〉
①礼拝・祈り会・教会学校の充実。
②伝道が導かれますように。
③神愛幼稚園の活動の祝福。
牧師：永町友恵

民3章（イザ35：1～6）10
■高須教会〈福岡県〉
①地域に開かれた教会となるよう
に。
②バプテスマが起こされるように。
③コロナが終息するように。
牧師：三上 渡
協力牧師：山田雄次

民2章（イザ26：16～19）9
■八幡教会〈福岡県〉
①伝道のために。
②災害被災地の復興のために。
③福島の原発事故の収束のために。
牧師：久保田 理（くぼた さとる）

民1章（マタ14：1～12）8
■光教会〈福岡県〉
①コロナ危機下で闘病中の方、医
療従事者の癒しと健康のために。
②入院中の教会員の健康回復と教
会復帰のために。

レビ27章（マタ10：26～31）7
■東八幡教会〈福岡県〉
①すべての人のための教会になる。
②「ホーム」を失った人とつながる。
③教会に来れない人ともつながる。
牧師：奥田知志、石橋誠一
協働牧師：藤田英彦、森松長生

レビ26章（ルカ12：4～7）6
■枝光教会〈福岡県〉
①病気療養中の方々を覚えて。
②福音に根差した教会となるため
に。
③カルト宗教被害者の方々を覚え
て。
牧師：岩崎一宏

民19章（ヨハ1：43～51）26
■臨時委員会

・平和宣言推進担当者会
・憲法改悪を許さない私たちの
　共同アクション担当者会

・東日本大震災被災地支援委員会
・現地支援委員会
　お祈りの課題は下欄をご覧くだ
　さい

民18章（Ⅰペト2：23～25）25
■性差別問題特別委員会
①無意識の偏見、差別心に気付け
るように。
②我が身に引き寄せ想像できるよ
うに。
③ひとつ行動に移せるように。
委員長：岡田富美子（那覇新都心教会）

民12章（マタ10：34～39）19
■門司港教会〈福岡県〉
与えられた、それぞれ異なった賜
物をもって、主に仕える教会に。
代表役員代務者：石橋貞男

民11章（ヨハ1：35～42）18
■富野教会〈福岡県〉
①コロナ禍の早期鎮静のために。
②教会の礼拝と教会員の健康が守
られますように。
牧師：黄 仁坤（ファン インゴン）　
協力牧師：福田昌治

■引退教役者
明石初恵氏〈長崎県〉
天野和男氏〈東京都〉

民21章（マタ21：1～11）28 

５ レビ25章（Ⅱコリ5：11～15）

■折尾教会〈福岡県〉
①イエスの恵み。
②父なる神の愛。
③聖霊の交わり。
牧師：内村 茂

1
■飯塚教会〈福岡県〉
①コロナ終息とワクチンの開発。
②教会の歩みを意思決定していく。
③絵画教室とブログが継続するよ
うに。
牧師：高屋澄夫、高屋和子

レビ21章（マタ10：16～25） ２
■直

のお

方
がた

教会〈福岡県〉
①地域の拠り所となる教会。
②沖縄や被災地に寄り添う。
③牧師と共に福音を喜び伝える。
牧師：田中伊策

レビ22章（申10：12～22） レビ23章（申31：1～8）３
■中

なか

間
ま

教会〈福岡県〉
①聖霊にはげまされて歩む教会。
②礼拝を通して主と出会えるよう
に。
③常にみ言葉から養われる群れへ。
牧師：安部寅彦

■芦屋教会〈福岡県〉
①み言葉に生きる教会になるよう
に。
②病や療養中の方の上に主の回復
を。
③「ワクワク教会学校」のために。
牧師：尹 正鉉（ユン ジョンヒョン）

４ レビ24章（ロマ11：17～24）

２月26日のお祈り（臨時委員会）
■平和に関する信仰的宣言
　改訂版が活用され、平和を創りだす諸教会の歩みが整えられますように。委員長：谷本仰（南小倉教会）
■憲法改悪を許さない私たちの共同アクション
　①国会憲法審査会審議の監視。②改憲国民投票に備えて。③主権者が憲法を用いて国家権力を縛れるように。
　委員長：林 健一（太田教会）
■東日本大震災被災地支援委員会
　今なお、放射能災害やさまざまな痛みの中におられる被災者の方々に寄り添っていけるように。
　委員長：中田義直（常務理事）　事務局長：大城戸一彦（西川口教会）
■現地支援委員会
　①震災から10年を生きる人々を覚えて。②未だ原子力緊急事態宣言が解除されていない状況を覚えて。
　委員長：金丸 真（仙台長命ヶ丘教会）

※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（無記載は連盟事務所）★は各種申込み締切日。

全国発送
★定期総会書面決議書締切

第3回理事会（～ 26　Ｗｅｂ）

『世の光』3月号発行

第66回定期総会（書面決議）

小倉教会伝道開始130周年記念礼拝

＝みんなで「これ連」＝
3月27日（土）13 ～ 16時

オンライン会議による「機構改革を考える会」
を開催します。これからの連盟のあり方、協力
伝道のあり方について話し合い、新しい協力伝
道の形を創造していきましょう！
参加方法の詳細は第2信（1月20日）にて。

主催：これからの連盟検討委員会

信教の自由を守る日

連盟代表祝辞依頼、『バプテスト』誌広告のご案内
教会において牧師就任式や記念式典などがある場合は、常務理事宛に書面
（FAX可）にてご連絡願います。なお式典において「連盟代表祝辞」のご希望
がある場合は祝辞依頼書（連盟HPからダウンロード可）をお
送りください。また、『バプテスト』誌では式典案内や就任報
告などの広告を受付けています。１コマ：サイズ（タテ39㍉×
ヨコ90㍉）料金15,000円です。連絡・問合せは、いずれも常
務理事室まで。

日本バプテスト連盟　〒336-0017 さいたま市南区南浦和1-2-4
TEL 048-883-1091 ／ FAX 048-883-1092

協力伝道週間（1/31-2/7）

『バプテスト』誌3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。

3月のおもな予定
3/4-6　新任牧師主事研修会 

　　　　　　　　　　（Web)

3/12,13 神学校入学前研修会 

　　　　　　　　　　（Web)

3/20　第3回少年少女ひろば  

　　　　　　　（オンライン）

3/30,31,4/1

第31回全国小羊会デイキャンプ 

　　　　　　　（おんらいん♪)

3/14 　リーダーのつどい 

　　　　　　　　（おんらいん♪）

3/27　みんなで「これ連」

＝ 主にあって、教会と共に、教会に仕える神学校 ＝

九州バプテスト神学校２０２１年度学生募集のご案内
本校は働きながら学べる夜間の神学校です。教会の具体的な活動
に結びつける学び、実践神学を重視。全コースでインターネット・
DVDで通信教育実施。応募資料送付いたします。
お気軽に事務局までお問合せください。

【履修課程】本科3年／専攻科（牧師、主事・信徒リーダーコース）2年→（本科修了後）、
　　　　　聴講は 1課目から受講可
【書類締切】2020 年 12 月 1 日（火）～ 2021 年 2 月 1 日（月）
【入試・面接】2021 年 2 月 6 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

東京バプテスト神学校　２０２1 年度前期 学生募集のご案内
2021 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 19 日、入学者面接 3 月 26 日

入学式 4 月 2 日、授業開始 4 月 5 日です。
【開講課目】ギリシャ語初級､「イエスのたとえ話※」､ 日本キリ

スト教史､ 伝道学、「出エジプト記を読む※」､「賛美歌学※」､ 
新約聖書概論､ 教会形成論､ 楽典・ソルフェージュ､ 合唱､ 
指揮法Ⅰ､ 教会音楽実践Ⅰ　※は公開講座

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


