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2 月 February

※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。
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ヨブ40章
（ルカ12：41～48）

詩3編
（マコ13：32～37）
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詩4編
（マコ8：1～10）

ヨブ41章
（ロマ13：11～14）
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ヨブ42章
（マコ13：1～13）
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詩1編
（マコ13：14～27）

さい と ざき
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詩2編
（マコ13：28～31）

■香住ヶ丘教会〈福岡県〉

■東福岡教会〈福岡県〉

■西戸崎教会〈福岡県〉

■古賀教会〈福岡県〉

①愛のうちに立つ教会として歩め
るように。
② 来 年 か ら51年 目 の 教 会 の た め
に。
牧師：佐味健志（さみ たけし）
名誉牧師：川内研二
第３回理事会～ 3（Web）
協力伝道週間1/30 ～ 2/6

礼拝をかたちづくる者となる。
牧師：堀内 明
名誉牧師：藤井健児

①バプテスマが与えられるように。
②高齢者・病の人が守られますよ
うに。
③幼稚園の働きのために。
牧師：笠井 元 協力牧師：松見 俊、
劉 雯竹（リュウ ブンチク）

①安心して礼拝・賛美・交わりを。
②交わりの食卓を夢見て。
③病者に癒しを、困難に慰めを。
牧師：城 俊幸（たち としゆき）

①平和のためのあらゆる働きのた
めに。
②主日礼拝を共に守れますように。
③神の宣教に教会が用いられます
ように。
牧師：泉 清隆
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■博多教会〈福岡県〉
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詩5編
（マコ8：11～21）

うす き

詩6編
（マコ8：22～26）

10 詩7編（イザ61：1）

11 詩8編（ヨハ1：35～42）
ぶ ぜん

12 詩9編（マタ16：13～20）
かん だ

■福間教会〈福岡県〉

■臼杵教会〈大分県〉

■別府国際教会〈大分県〉

■大分教会〈大分県〉

■豊前教会〈福岡県〉

■苅田教会〈福岡県〉

①み言葉を宣べ伝え、共に福音に
あずかる。
②教会設立25周年記念に向けて。
③皆さまの健康と生活が守られる
ことを。
牧師：諸岡 寛
協力牧師：福本順子

①次期牧師招聘ができますように。
②地域への伝道が進みますように。
③コロナ危機からの回復のために。
牧師：田宮宏介
協力牧師：宮崎信義

①この地で新たに出会い直すため
に。
②使命を見出し仕え合う喜びの共
有。
ようへき
③教会、牧師館、擁壁等設備の補修。
牧師：永松 博
協力牧師：松永正俊

①遠方、海外出身者への配慮と祈
り。
②新しい礼拝形式の構築。
③１人ひとりの健康。
牧師：酒井朋宏

①会衆賛美や愛餐会などを再開し
たい。
②地域に開かれた教会になりたい。
③賜物を発揮できる教会になりた
い。
牧師：村田 悦（むらた えつ）

①すべての人を歓迎する教会にな
る。②伝道開始70周年に向けての
準備が進みますように。
③新会堂の献堂式ができますよう
に。
牧師：本山大輔

①進学のため県外に出る多くの学
生のために。
②青少年に福音を伝えたい。
③高齢者とその家庭に福音を。
牧師：佐藤清一
名誉牧師：鍋倉 勲
教会主事：児玉尚文

13 詩10編（マコ8：27～38）

14 詩11編（マタ9：27～31）
のおがた

青少年伝道専門委員会議（Web）

15 詩12編（マタ13：53～58）
なか ま

『聖書教育』誌2022年4.5.6月号発行

信教の自由を守る日

16 詩13編（マタ17：14～20）

17 詩14編（エフェ6：18～20）

18 詩15編（ヘブ12：1～3）

19 詩16編（マコ9：2～13）

■直方教会〈福岡県〉

■中間教会〈福岡県〉

■芦屋教会〈福岡県〉

■折尾教会〈福岡県〉

■枝光教会〈福岡県〉

■東八幡教会〈福岡県〉

①小学２年の受浸準備が進むよう
に。
②建築献金が祝福されるように。
③ブログが最後まで継続できるよ
うに。
牧師：高屋澄夫、高屋和子

①地域の拠り所となる教会。
②苦しむ人に寄り添える教会。
③平和を求め続ける教会。
牧師：田中伊策

①高齢信徒の方のために。
②次世代に信仰の継承がされます
ように。
③会堂の補修と維持のために。
牧師：安部寅彦

①み言葉と祈りに生きる教会。
②新来者、求道者に信仰が与えら
れるように。
③愛生幼稚園の祝福のために。
牧師：尹 正鉉（ユン ジョンヒョン）

①イエスの救い。
②聖霊の救い。
③父なる神の救い。
牧師：内村 茂

①コロナ危機に宣教が進みますよ
うに。
②連盟職員・連合の働きを覚えて。
③カルト被害者とその家族を覚え
て。
牧師：岩崎一宏

①コロナで厳しい状況の方を覚え
て。
②子どもの自死を防げ！
③東八幡教会も役立てるように。
牧師：奥田知志、石橋誠一
協働牧師：藤田英彦、森松長生

金沢教会牧師就任式

20 詩17編（マコ9：14～29）

21 詩18編（ルカ13：6～9）

■光教会〈福岡県〉
①今月末日の教会解散と教会員の
新たな出発のために。
②解散に伴う清算人（５名）の働
きのために。
（2月27日解散礼拝、2月28日解散）

全国発送

『世の光』誌3月号発行

27

■米国南部バプテスト
日本語教会連盟
①教会での礼拝が再開できるように。
②福音の光を照らす群となるように。
③神の愛に生きる教会となるように。

24 詩21編（Ⅰヨハ5：13～15）

25 詩22編（マコ4：26～29）

26 詩23編（マコ11：1～11）

■八幡教会〈福岡県〉

■高須教会〈福岡県〉

■若松教会〈福岡県〉

■西九州地方連合

■性差別問題特別委員会

■臨時委員会

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）

①将来計画が祝されるように。
②コロナ後の活動が祝されるよう
に。
③求道者が決心に導かれるように。
牧師：三上 渡
協力牧師：山田雄次

①新たなるヴィジョンが与えられ
ますように。
②神愛幼稚園の働きの祝福。
③若い方々が集えますように。
牧師：永町友恵

①コロナ危機でもますます協力伝
道を。
②加盟教会の財政が守られるよう
に。
③無牧師教会を覚えて。
会長：藤野慶一郎（嬉野教会）
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3月のおもな予定
3/2-5 新任牧師主事研修会
（宣研）
（Web）
3/11-12 神学校入学前
研修会（Web）
3/19 第6回少年少女ひろば
（Web）
3/29-31 全国小羊会
ディキャンプ（Web）

・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
新生讃美歌ブックレットを用いた研修会（Ｗｅｂ）

＝お詫びと訂正＝
『バプテスト』誌2021年12月号・
八戸教会の教会インタビュー記事に
おいて、元号による年表記がありま
した。「信教の自由」を大切にして
きた連盟では、理事会においても天
皇制にかかわる元号を使用しないこ
ととしてきました。またこれまで『バ
プテスト』誌では、記事の文脈で表
記する際、西暦（元号）の形で掲載
してきましたが、今回、編集過程で、
元号（西暦）の表記を見落として掲
載してしまいました。八戸教会ご関
係者はじめ、読者の皆さまに大変ご
迷惑、ご心配をおかけしましたこと、
お詫びして、訂正いたします。これ
からも連盟機関紙としての役割を果
たしていくことができますよう務め

詩25編
（使徒23：6～10）

■引退教役者
斎藤剛毅氏〈神奈川県〉
佐藤徹丞氏〈大分県〉

蓮根教会 牧会担当牧師按手礼式

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&F ０９２- ９８５-１８１２ E メール kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

2022/ 02

①１人ひとりの性が尊重されるよ
うに。② SNS 上でも深刻な性暴力
の根絶。③公開学習会
（大藪順子
（お
おやぶ のぶこ）さん）のために。
委員長：岡田富美子
（那覇新都心教会）
『聖書教育』執筆者会（Ｗｅｂ）

＝協力伝道週間＝ 1/30［日］～ 2/6［日］
連盟結成 75 年の今年、機構改革の中で私たちは「今、
共にキリストを証しするために」新たな協力伝道の可
能性を求めています。協力伝道週間を有意義にすごす
ための資料やアイディアが連盟ホームページに紹介さ
れています。どうぞご活用くださり、各個教会・地域

5

第2回伴走ひろば（Web）

23 詩20編（マタ6：9～13）

全国小羊会リーダーの集い（Ｗｅｂ）

詩24編
（マコ11：12～26）

『バプテスト』誌編集委員会議（Web）

22 詩19編（イザ56：1～8）

やはた

だきます。

やはた

■飯塚教会〈福岡県〉

回転資金委員会
青少年専門委員会議～ 15
『バプテスト』誌3月号発行

のお名前は控えさせていた

『聖書教育』執筆者会

■自由ヶ丘教会〈福岡県〉

バプテスト研究フォーラム（宣研）～８

ホームページ上にて受浸者

から始まる協力伝道が広がってゆきますように。

金沢キリスト教会 杉山望牧師就任式のお知らせ
日時：２０２２年２月１３日［日］１５時３０分～

主の御名を賛美いたします。私たちは、２０２０年４月より杉山望牧師
を招聘し、新たな歩みを始めました。これまでコロナ危機のために延
期しておりましたが、Ｚｏｏｍを用いて牧師就任式を行うことといた
しました。ご希望の方は、下記のＩＤ・パスコードでご参加ください。
皆さまのお祈りに感謝いたします。
金沢教会員一同

ＺｏｏｍミーティングＩＤ：874 1917 2732 パスコード: 055434

２月26日のお祈り（臨時委員会）

てまいります。

■平和宣言推進担当者会 委員長：谷本 仰（南小倉教会）
改定された「平和に関する信仰的宣言」が、諸教会において豊かに用いられ活かされますように。

（『バプテスト』誌編集室）

■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：林 健一（太田教会）
①平和憲法９条が守られますように。②これからの運動の展開の導きのために。

＜訂正文＞「１８８２年（明治15年）

■東日本大震災被災地支援委員会 委員長：中田義直（常務理事） 事務局長：大城戸一彦（所沢教会）
今なお、地震・津波・原発事故によって、さまざまな痛みの中におられる方々を覚えて。

割って７名の青年が受浸し、最初の

■現地支援委員会 委員長：金丸 真（仙台長命ヶ丘教会）
今年度で現地支援委員会が終了し、来年度から東北連合で引きついでいく働きが守られますように。

に会堂を建て、教会組織して教会が

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

吹雪の中ポート師により河口の氷を
信者となる。１９０９年（明治42年）
誕生した。」

川崎バプテスト教会 松藤一作牧師就任按手式のお知らせ
川崎教会は 2019 年から皆さまのお祈りとお支えをいただいて無牧師
期間を過ごしてきましたが、2021 年 5 月より松藤一作牧師を迎えて、
新たな歩みを始めることができました。3 月 20 日に就任按手式を行い
ますので、ご加祷、ご参列いただきたくご案内申し上げます。ZOOM で
の参加も可能です。ご参列いただける方や励ましの言葉をメールにて
3 月 10 日までにお知らせいただけると幸いです。
日時：2022 年 3 月 20 日［日］午後 3 時～
ミーティング ID：831 7193 1840 パスコード：kawasaki
↑式典 Zoom

kawasakibaptistchurchceremony@gmail.com

2022/ 02

↑メール連絡

4

