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詩73編（マコ16：1～8）17
■伊丹教会〈兵庫県〉
①高齢者、病いの方の健康と平安。
②日常生活が取り戻せますよう
に。
③新年度の歩みが導かれますよう
に。
牧師：内田裕二

詩74編（Ⅰコリ15：3～8）18
■宝塚教会〈兵庫県〉
①新しい方が信仰を持てるように。
②食事をしながらの交わり再開。
③皆さんの健康と笑顔があるよう
に。
牧師：南 雅夫

詩75編（ロマ1：1～6）19
■豊中教会〈大阪府〉
①福音を喜び、福音に生きる群と
なっていくことができるように。
②経済的な必要が満たされるよう
に。
牧師：今給黎眞弓（いまぎれ まゆみ）

詩76編（使17：1～9）20
■和歌山教会〈和歌山県〉
①こどもの奉仕による礼拝のため
に。
②バプテスマ決心者が与えられる
ように。
③キリスト教保育の働きのために。
牧師：調みくに

詩79編（Ⅰコリ15：12～19）23
■堺教会〈大阪府〉
①「信教の自由」が確立されるよ
うに。
②主日礼拝が守られるように。
③平和・人権等の確立のために。
牧師：平良仁志

詩72編（Ⅰコリ1：22～25）16 
■神戸新生教会〈兵庫県〉
①主のみ声に常に心と耳を傾けら
れますように。
②病の方、弱くなっておられる方
に目を向けられる私たちですよう
に。
③主の働き人となれますように。
責任者：舟橋恵子

詩69編（Ⅰペト3：18）13
■神戸国際教会〈兵庫県〉

（現在活動休止中です。）
役員代表：バルク・ビリーロイド

詩68編（使2：22～36）12
■神戸教会〈兵庫県〉
①礼拝とひろばの充実と広がりの
ために。
②教会長期計画のために。
③築70年を迎えた教会堂の今後の
計画のために。
牧師：西脇慎一

詩67編（マコ15：42～47）11
■神戸西教会〈兵庫県〉
①将来を見据える希望のために。
中期計画と会堂改修計画。
②教会の「外」での出会いと福音
の喜びの共有のために。西神南（せ
いしんみなみ）地区伝道と地域伝道。
③教会間協力への導き。
牧師：松本 理（まつもと おさむ）

詩66編（マコ15：21～41）10
■神戸伊川教会〈兵庫県〉
①皆で集まって礼拝、集会、賛美
ができる日が一日も早く来るよう
に。
②新年度の諸活動が祝されるよう
に。
牧師：鮫島泰子

詩65編（マコ1：1）9
■明石教会〈兵庫県〉
①新来者が与えられますように。
②教会が地域に開かれ用いられる
ように。
③神の国が成りますように。
牧師：椿本博久（つばきもとひろひさ）

詩64編（詩22：1～19）8
■姫路 城

じょう

西
さい

教会〈兵庫県〉
①祈りとみ言葉に生きる喜びの教
会。
②新来者・求道者の救いの輪の拡が
り。
③コロナ危機にあっても家族伝道
を。
牧師：辻 眞理子

詩63編（マコ8：31～38）7
■鳥取教会〈鳥取県〉
①求道中の方々が導かれますよう
に。
②皆さま方の心と身体の健康が守
られますように。
③礼拝を守る方が増えますように。
牧師：横濱峰二子（よこはま ふじこ）
協力牧師：戸川幸子（とがわ さちこ）

詩62編（フィリ2：6～11）6
■松江教会〈島根県〉
①コロナ感染が終息し通常の教会
生活が戻りますように。
②どんな時でも目を覚ましている
教会でありますように。
牧師：斎木郷次（さいききょうじ）

詩61編（Ⅰテモ6：11～16）5
■岡山教会〈岡山県〉
①地域とのつながりの創出と継続。
②教会ビジョンの推進と新建築事
業。
③牧師就任感謝礼拝（5/8）の備え。
牧師：高橋周也（たかはし ひろや）

詩60編（詩2：1～6）4
■福山教会〈広島県〉
①喜びの賛美に満ち溢れる教会に。
②喜びを人々に分かち合える教会
に。
③牧師招聘の上に。
牧師：向山 満（むこやまみつる・

22年３月31日辞任）

詩57編（マコ11：1～11）1
■広島教会〈広島県〉
①平和と和解のつとめに仕える。
②苦しみ困窮する人と共に生きる。
③具体的活動を通して福音を伝え
る。
牧師：播磨 聡

詩59編（マコ15：6～20）3
■緑の牧場教会〈広島県〉
4月1日から牧師となられた林

イム

守
ス

鎮
ジン

先生とご家族、教会の上にさらな
る父のお導きがありますように。
牧師：酒井敬仁（さかい のりひと・

22年３月31日辞任）
　　　林 守鎮（イム スジン・

22年４月1日就任）

詩58編（ルカ23：13～25）2
■呉

くれ

教会〈広島県〉
①牧師給与を増額できるように。
②礼拝出席者がもっと増えるよう
に。
③バプテスマの決心者が与えられ
るように。
牧師：浅海郁典（あさうみいくのり）

詩78編（ヨハ4：22～23）22
■みささぎ伝道所
　　　（奈良教会）〈奈良県〉
①伝道所の、新しい拠点が見つか
るように。
②病の方、高齢の方、支えを必要
としている方と共にあれるように。
③祈りがいつも、あるように。
伝道師：岡村ゆり

詩77編（使17：10～15）21
■奈良教会〈奈良県〉
①コロナ危機でも礼拝が守られま
すように。
②高齢者の方の健康が守られます
ように。
③付属幼稚園の運営。
牧師：松原宏樹　伝道師：平山利香

詩71編（Ⅰコリ1：18～21）15
■尼崎教会〈兵庫県〉
①礼拝・祈祷会の充実、祝福のた
めに。
②新年度への良き準備のために。
③教会・牧師館の塗装工事無事完
了のために。
牧師：長尾知明

詩70編（ガラ3：1～14）14
■浜甲子園教会〈兵庫県〉
①全員参加の教会形成。
②コロナ後の教会のあり様の模索。
③聖書的対話集会の深化。
会員代表：森山一弘

■関西黎
れい

明
めい

教会〈大阪府〉
①教会の将来を担う次世代の信仰
継承。
②世界各地に派遣されている宣教
師を覚えて。
③子どもを養育するクリスチャン
里親の増加。
牧師：江田治男

■東大阪教会〈大阪府〉
①教会につながる仲間の健康のた
めに。
②コロナで中止している活動の再
開。
③新しく教会に加わる方々のため
に。
牧師：柴田良和、中村尚子

詩80編（使17：16～34）24 25 詩81編（Ⅰコリ2：1～5）

■北海道バプテスト連合
①１つひとつの教会が守られ祝福
されるように。
②教会間の交流と協力が積極的に
なされるように。
会長：福田雅祥（函館美原教会）

26 詩82編（ロマ16：3～4）

2022 ４ 月 April

28 詩84編（Ⅰコリ4：14～17）

■日本バプテスト連盟理事会
「つながって共に歩む」。さらに対

話を深めつつ、機構改革の具現化
に向けて、創造的に取り組む1年
となるように。
理事長：加藤 誠（大井教会）

29 詩85編（使13：44～47）

■連盟派遣宣教師
野口日宇満・野口佳奈宣教師

（インドネシア）
嶋田和幸・嶋田薫宣教師

（カンボジア）
お祈りの課題は右欄をご覧くだ　
さい。

30 詩86編（マタ10：26～31）

■国際協力
・世界バプテスト連盟（BWA）
・アジア太平洋バプテスト連合
　　　　　　　　　　（APBF）

・コーポラティブ・バプテスト・
　　　フェローシップ（CBF）

27 詩83編（Ⅰコリ4：10～13）

■東北バプテスト連合
①コロナ危機からの守りのために。
②新年度に向けての希望のために。
③互いの信仰と交わりのために。
会長：小田 衞（おだ まもる・大富教会）

〈4月29日のお祈り〉
■連盟派遣宣教師
野口日宇満・野口佳奈宣教師
　　　　　　　（インドネシア）
コロナウイルスの感染が収ま
り、教会、神学校での宣教の働
きが進むように。子どもたちの
学びのために。

嶋田和幸・嶋田薫宣教師
　　　　　　　　（カンボジア）
①カンボジアのコロナ収束のた
めに。② CBU オフィス教会にて、
教会員が祝福の管となってゆけ
るように。③カンボジアでの生
活、健康が守られるように。

《理事会から》
「ロシアのウクライナ軍事侵攻に

深く憂慮し平和を切に求める祈
り」を発信しました（連盟ＨＰ掲
載）。共に覚えてお祈りください。

※聖書日課は略語表記。カッコ内は『聖書教育』の「準備のための聖書箇所」。 
※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。◎は協力伝道会議関連

『世の光』誌5月号発行

臨時地区宣教主事会議（Web）

全国発送イースター 青少年伝道専門委員会議～ 19（Web）

連盟結成記念日（1947.4.3）

第６回みんなで「これ連」（Web）

教会音楽カフェ（Web）

教会音楽専門委員会議（Web）

教会教育専門委員会議（Web）

『バプテスト』誌5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。

５月のおもな予定
5/3　憲法フェスティバル 

　　全国オンライン集会

5/31　『教勢報告』締切

＝ 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  2022 年度聴講生募集のご案内
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、全ての科目でインターネット・DVDで通
信教育を実施。詳細については事務局までお問合せください。

【授業科目】新約概論、新約釈義特講、ギリシア語、キリスト教倫理、教義学特講、
旧約釈義特講、旧約概論、牧会学特講、日本キリスト教史、教会管理特講 
前期：バプテストの歴史と信仰、神学入門、教会教育Ａ　後期：宣教論、 
教会と社会、キリスト教思想史、教会音楽、教会教育 B　集中：礼拝学
【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

　T&F０９２-９８５-１８１２　kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

神学部では、徹底した少人数制のアットホームな環境で、将来
の牧師・主事はもちろん、キリスト教に基づく人間理解と幅広い
教養を身に付け社会に奉仕する人物の育成を目指しています。

この度、神学部のホームページをリニューアル 
いたしました。最新の情報（『神学部報』、『道』）に
ついて、以下の URL、QR コードからご確認ください。

【URL】https://www.seinan-gu.ac.jp/theology/

神学部の学びについて岡山バプテスト教会 牧師就任感謝礼拝のお知らせ
聖名賛美　わたしたち岡山バプテスト教会は、昨年 4 月より高橋周也 

（たかはし ひろや）氏を牧師として招聘し、新たな歩みを始めました。
つきましては下記の通り牧師就任感謝礼拝を捧げます（ZOOM 併用）。
ご出席いただけます方は、4 月 17 日までに下記フォームにてお申し込
みください。プログラムおよびアクセス情報をお送りいたします。

岡山バプテスト教会 教会員一同　
♦お申し込みフォーム https://forms.gle/9JjFAf3jQRqTnfR99
♦日時：５月８日［日］16 時～ 18 時
♦ Tel ＆ Fax 086-231-3778

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 11 日［金］、入学者面接 3 月 25 日［金］

入学礼拝 4 月 8 日［金］、授業開始 4 月 11 日［月］
開講課目　※は公開講座

「聖書から聴く～多様な人が共に生きる学び」※、旧約聖書神学
概論、組織神学Ⅱ※、教会史Ⅰ、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※、など。
【問合せ先】神学校事務局 Tel.03-3947-5141 ／seminary@tbts.jp

バプテスマおめでとう
受浸者・転入会者の
お知らせは、連絡用
fax 用紙をご利用くだ
さい。連盟 HP からダ
ウンロードできます。


