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3 月 March

※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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【神学校式典予定】
３月11日 東京バプテスト神学校卒業礼拝
３月17日 西南学院大学神学部卒業礼拝・片山寛神学部教授最終講義
３月18日 九州バプテスト神学校卒業式・卒業礼拝
４月１日 西南学院大学神学部始業礼拝・開講講演会

詩26編
（ヨハ6：34～40）

■北九州教会〈福岡県〉
①伝道の力が強められるように。
②西南女学院との関係の深まりを。
③ナオミ愛児園の働きの祝福を。
牧師：斎藤信一郎

４月１日 九州バプテスト神学校入学式・感謝礼拝
４月８日 東京バプテスト神学校入学礼拝

6

詩31編
（マコ12：18～27）

7

詩32編
（マコ12：35～37）

2

詩27編
（申25：5～6）
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詩29編
（出3：11～15）
ざん
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詩30編
（マコ12：28～34）

■企救教会〈福岡県〉

■シオン山教会〈福岡県〉

■南小倉教会〈福岡県〉

①会堂修繕費用が与えられるよう
に。
②30人礼拝が実現しますように。
③地域に根ざした教会になるよう
に。
牧師：千葉仁志

①新しい年度の歩みの備え。
（３月
予算総会、４月定期総会）
②病気療養中の方々とその家族。
牧師：原田義也

①キリストにつながり共に生きる。
②2022年７月教会創立100周年記
念行事、事業、記念誌発行のために。
牧師：伊藤光雄

みんながつながりあって、今日を
生きられますように。教会がその
ために働くことができますように。
牧師：谷本 仰（たにもと あおぐ）

10 詩35編（ヨハ6：66～71）

11 詩36編（ヨハ13：21～30）

12 詩37編（マコ14：3～9）

新任牧師・主事研修会（宣研）～ 5（Web）
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9

詩33編
（マコ12：38～44）

詩28編
（出3：1～6）

き く

■小倉春ヶ丘教会〈福岡県〉

教会音楽カフェ（Web）
性差別問題特別委員会学習会（Web）

も じ こう
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詩34編
（出12：1～14）
も

じ

■富野教会〈福岡県〉

■門司港教会〈福岡県〉

■門司教会〈福岡県〉

■下関教会〈山口県〉

■小野田教会〈山口県〉

■防府教会〈山口県〉

①み言葉が大胆に語られますよう
に。
②困窮者支援の働きの継続のため
に。
③求道者の信仰決心のために。
牧師：山本龍一郎

①コロナ危機が早く収束するよう
に。
②コロナ危機をすべての教会が無
事に乗り越えることができるよう
に。
牧師：黄 仁坤（ファン インゴン）
協力牧師：福田昌治

門司（もじ）の地で主に仕え、他
者に仕え、すべての人と共に生き
る教会でありますように。
代表役員代務者：石橋貞男

桐原恩恵牧師の後継者の牧師が与
えられること。教会員から牧師に
なる人が現れることを祈っていま
す。
牧師：桐原恩恵（きりはら めぐみ）

①幼稚園と共に生き、福音を伝え
られるように。
②病気や高齢による礼拝出席困難
者のために。
牧師：泉 選也（いずみ えりや）

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

①ひとりひとりが証し人となる。
②地域に必要とされる教会になる。
③新年度の活動計画が祝されます
ように。
牧師：山時松江（さんとき まつえ）

14 詩39編（詩42：2～6）

15 詩40編（ゼカ13：7～9）

や わたはま

16 詩41編（マコ16：1～8）

17 詩42編（ロマ7：13～25）
いまばり

18 詩43編（ロマ8：12～17）

19 詩44編（ヨハ14：25～31）

■松山西教会〈愛媛県〉

■道後教会〈愛媛県〉

■松山教会〈愛媛県〉

■今治教会〈愛媛県〉

■徳山伝道所（今治）
〈山口県〉

■高知伊勢崎教会〈高知県〉

①礼拝者が、祝され恵まれる教会。
②主に仕え、信仰を継承する教会。
③地域に親しまれ、救われる教会。
牧師：榎本謙二郎
副牧師：榎本佐智子

①牧師招聘準備が整い、与えられ
ますように。
②ハンドベルでの地域伝道。
③来会できない方へのアウトリー
チ。
代表者：城前正志

①老いと向き合う方々が健やかに
生活できますように。
②医療・看護・介護に関わる方々
の健康が守られますように。
牧師 : 宮本 恵（みやもとめぐみ）

①福音の種を蒔き続けよう。
②求道されておられる方々のバプ
テスマ決心のために。
牧師：川上敏夫

①礼拝者が増し加えられるように。
②地域の人々・子どもたちへの伝
道。
③教会メンバーの体調の守り。
牧師：今井謙一、今井朋恵

①コロナの収束。
②教会メンバーの信仰・平安と守
り。
③共に礼拝する人々が与えられる
ように。
協力牧師：今井朋恵、今井謙一

①牧師就任感謝と教会の歩みのた
めに。
②信仰と健康が守られるように。
③地域に開かれた教会の働きのた
めに。
牧師：河野宏一（かわの こういち）
（3月1日より）

全国発送

『バプテスト』誌4月号発行

22 詩47編（マコ14：53～65）

23 詩48編（ダニ7：11～14）

24 詩49編（マタ26：69～75）

25 詩50編（ルカ22：54～62）

26 詩51編（ヨハ18：15～18）

21 詩46編（マコ14：43～52）

めぐみ

第6回少年少女ひろば（Web）

え

ば

■徳島教会〈徳島県〉

■丸亀城東町教会〈香川県〉

■ 恵 教会〈香川県〉

■高松太田教会〈香川県〉

■高松常磐町教会〈香川県〉

■広島西教会〈広島県〉

■江波教会〈広島県〉

①闘病中、介護、療養中の方を覚
えて。
②転入会者、バプテスマを受けら
れた方たちとの歩み。
③孤独や貧困、暴力に苦しむ人た
ちのために。
牧師：杉山いずみ

①神の光に照らされて聖書を読む。
②神の光に照らされて世界を見る。
③曖昧なものは曖昧なまま見たい。
牧師：山浦良治（やまうら よしはる）

礼拝と交わりの充実のため、トー
ンチャイムを用いた取り組みと賛
美が実現しますように。
牧師：伊藤 聰（いとう さとし）

①新長期ヴィジョンの作成。
②駐車場用地の取得。
③求道中の方々のバプテスマ。
牧師：大竹敏生

教会創立70周年記念事業
―天に宝を積む。次の世代の為、
私達ができること、残せるもの―
の前進。
牧師：梶井義郎

①地域に根ざした伝道推進のため
に。
②求道中の方々の救いのために。
③教会学校と成人科の充実のため
に。
牧師：大建英夫

江波地域（4000軒）にトラクトを
配布します。主の福音が隣人に届
き、主ご自身が出会われますよう
に。
牧師：杉本拓哉

27 詩52編（マコ14：66～72）

28 詩53編（マコ15：1～5）

29 詩54編（マコ15：21～32）

30 詩55編（イザ53：1～10）

31 詩56編（マタ27：15～26）

■日本バプテスト南九州
地方連合

■財務委員会

■全国教役者会

■天城山荘

■引退教役者

①連盟機構改革に連動した財政計
画の立案協力。
②教役者退職金・年金制度運営の
ための諸課題解決。
委員長：篠 松次郎（常盤台教会）

■女性牧師・主事の会

①天城山荘が新たな形で用いられ
祝福されるように。
②天城山荘に関わってきた連盟の
歴代各位に感謝。
委員長：内藤 崇（目白ヶ丘教会）

清水康弘氏〈兵庫県〉

①連合内の教会・伝道所のために。
②沖縄にある教会のために。
③次年度の働きのために。
会長：中條信治（宮崎教会）
東京北教会 宣教師就任式

『世の光』誌4月号発行

お祈りの課題は右ページをご覧く
ださい。

全国小羊会デイキャンプ（Web）～ 31

『聖書教育』執筆者会（Web）

菅原理之氏〈長野県〉

3月29日のお祈りの課題

■全国教役者会
①それぞれの地に遣わされた教役者たちをつなぐ役割を担う。
②教役者たちとともに作る研修会の実施。
③教役者会の安定運営のために。
事務長：本山大輔（豊前教会）

■女性牧師・主事の会

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

2022/ 03

4月のおもな予定
4/3

連盟結成記念日
（1947年4月3）
4/17 イースター

①献身者の性差によらず賜物が用いられるように。
②発足後22年、互いに励ましあう会としての活動継続。
世話人代表：今給黎眞弓（豊中教会）

東京バプテスト神学校 2022 年度前期 学生募集のご案内

5

だきます。

神学校入学前研修会～ 12（Web）

■八幡浜教会〈愛媛県〉

20 詩45編（マコ14：27～42）

のお名前は控えさせていた

ほう ふ

■小倉教会〈福岡県〉

13 詩38編（マコ14：10～26）

ホームページ上にて受浸者

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/ 03
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