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詩108編（使26：19～32）22
■瑞穂教会〈愛知県〉
①子どもたち、保護者の入信のた
めに。
②大規模補修無事完了し感謝。創
立60周年（23年度）準備のために。
牧師：秋山義也

詩109編（使27：1～8）23
■平針教会〈愛知県〉
①キリストにつながる教会として。
②互いを大切にする交わりのため
に。
③祝福を分かち合う活動のために。
牧師：谷綛安雄（たにかせ やすお）

詩110編（使27：9～12）24
■ 東

ひがし

山
やま

教会〈愛知県〉
①60周年。み心に適った教会形成
を。
②教会学校再開。教会員の魂の牧
会。
③地域への伝道・奉仕。新会堂建築。
牧師：鈴木直哉

詩111編（ロマ5：1～5）25
■名古屋教会〈愛知県〉
①求道中の方が決心できますよう
に。②病気の方々が守られますよ
うに。③教会建築ビジョンの共有
のために。
牧師：白石久幸
協力牧師：池田巍義（いけだ たかよし）
伝道師：西久保健二

詩114編（ルカ22：14～23）28 
■回転資金委員会
回転資金を必要とする教会の計画
が整えられ、相互活用を通して伝
道の喜びを分かち合えるように。
委員長：二見眞義（浦和教会）

詩107編（Ⅱテモ2：8～10）21
■南名古屋教会〈愛知県〉
①教会派遣宣教師第３期の祝福。
②子どもたちの礼拝生活の祝福。
③家族の福音完成。
牧師：山川明美、山川高平

詩104編（使26：1～11）18
■びわこシャロームチャペル

〈滋賀県〉
滋賀県中に主イエスキリストの福
音が評判となり、主イエスの救い
を大勢の方々が受けるように。
他教会と共に。
牧師：桶田紀夫

詩103編（使25：13～22）17
■須

す

磨
ま

伝道所（大津教会）
〈兵庫県〉

①小中高生の救いと信仰の成長。
②大人の求道者の救いと信仰の成長。
③教会員の信仰の成長。
牧師：谷口明法

詩102編（使24：27～25：12）16 
■新田辺伝道所（大津教会）

〈京都府〉
①多くの求道者が与えられますよ
うに。②教会の経済が満たされま
すように。③聖霊の御臨在が礼拝
に満ちるように。
牧師：永藤裕幸（ながふじ ひろゆき）

詩101編（使22：30～23：11）15
■大津教会〈滋賀県〉
①１人ひとりが地の塩、世の光と
して用いられるように。
②主イエスのキャラクターに似て
いくように。
③互いに愛をもって仕えていくこ
とができるように。
牧師：上田益之（うえだ ますゆき）

詩100編（使22：22～29）14
■北山教会〈京都府〉
①高齢者や病床にある方のために。
②こどもの安全・教育成長のため
に。
③核と原子力からの脱却のために。
牧師：小櫻 信（こざくら まこと）

詩99編（使1：8）13
■北白川教会〈京都府〉
①教会員の健康のために。
②主日礼拝が守られますように。
牧師：軍司康博

詩98編（フィリ3：5～6）12
■京都教会〈京都府〉
①み言葉を生きる教会として。
②教会の新しい信仰告白のために。
③バプテスト関連施設を覚えて。
牧師：李 海勲（イ ヘフン）

詩97編（エゼ13：8～12）11
■京都洛

らく

西
さい

教会〈京都府〉
①霊肉共に健康で、恵まれる教会。
②通常の礼拝と諸活動の回復。
③伝道の実を結び、主のみ心にか
なう教会。
牧師：李 鎮鐵（イ ジンチョル）

詩96編（使21：27～36）10
■北大阪教会〈大阪府〉
①コロナの影響で休止中の子ども
集会の再開。
②高齢者や病の中にある方が守ら
れますように。
牧師：古賀昭範 

詩95編（使21：17～26）9
■ 南

みなみ

千
せん

里
り

教会〈大阪府〉
①教会近隣に住まわれる方々の救
い。
②クリスチャン家族の救い。
③世界の平和、福音宣教への献身。
牧師：蓮池昭雄

詩92編（ロマ15：22～29）6
■大阪中央教会〈大阪府〉
①聖霊の力を受けイエスの証人と
なる。
②イエスの証人となり救われる人が
日々増し加えられる聖霊の共同体。
牧師：咸 光玉（ハム クァンオク）、
蔡 永伊（チェ ヨンイ）、文 連子（ム
ン ヨンジャ）　伝道師：崔 美敬（チェ 
ミギョン）、内藤希代、渡辺 正

詩94編（使20：17～38）8
■東豊中教会〈大阪府〉
①礼拝・集会の継続と信徒の宣教！
②教会の独立自治と福音宣教協
力！
③聖書に聴き連盟の信仰宣言に学
ぶ。
牧師：河野 浩（こうの ひろし）

詩93編（使21：1～16）7
■和歌山中央伝道所

（大阪中央教会）〈和歌山県〉
①聖徒たちが聖書の勉強と祈りの生
活を通して霊的に成長するように。
②教会の建築のため、全聖徒たちが
決意献金を決めることができますよ
うに。③教会にふさわしい建物と土
地が与えられますように。
担任牧師：河 亨植（ハ ヒョンシク）

詩113編（ルカ9：10～17）27
■バプテスト連盟

北関東地方連合
①コロナ危機の中での連合の協力
伝道のために。
②無牧師の教会を覚えて。
会長：坂本 献（所沢教会）

詩112編（ルカ21：7～19）26
■豊橋教会〈愛知県〉
①東三河地区での福音宣教のため
に。
②み言葉と幻の共有、主にある一
致。
③教会員と求道者の平安と祝福。
牧師：小林大記（こばやし ひろき）

詩106編（ルカ21：12～13）20
■愛知新生教会〈愛知県〉
①新しい牧師が与えられますよう
に。
②新来者が与えられますように。
③主日礼拝が守られますように。

詩105編（使26：12～18）19
■四日市教会〈三重県〉
①22年度の礼拝と働きのために。
②教会の存在意義と使命が示され
るように。
③教会に集い関わる１人ひとりの
ために。
牧師：加藤英治

■国際ミッション・ボランティア・
　佐々木和之氏（ルワンダ）
平和紛争学科で学ぶアフリカと日
本の若者たちが、共に平和をつく
り出す者へと成長していくように。

■日本バプテスト連盟医療団
①隣人愛に基づく全人医療実践の
ために。
②変動する医療情勢にチャレンジ
していく医療団の働きの上に。
理事長：尼川龍一
牧師・チャプレン：宮川裕美子

詩115編（使27：13～38）29 30 詩116編（使27：39～44）

■引退教役者
杉嶋輝静氏〈広島県〉
杉野 榮 氏〈京都府〉

31 詩117編（使28：11～16）

2022 5 月 May

詩91編（エフェ2：14～22）5
■大阪旭伝道所（大阪教会）

〈大阪府〉
中島義和牧師は現在もご自宅で療
養中です。引き続きご加祷いただ
けると幸いです。

（現在活動休止中です。）
牧師：中島義和
副牧師：中島久子

詩90編（エフェ2：1～10）4
■大阪教会〈大阪府〉
①信仰の霊的給油所である主日礼
拝と祈祷会を柱に据える。
②諸集会と諸活動が再開できます
ように。
牧師：下川俊也

詩89編（使19：1～10）3
■田辺教会〈大阪府〉
①福音が地域の人々に根付くよう
に。
②教会が井戸端となるように。
③段差なく入れる会堂を夢見てい
る。
牧師：喜多村やよい

詩88編（Ⅰコリ16：15～18）2
■平野教会〈大阪府〉
①新来者の方との交わりのために。
②夜回り、お年寄りなど、地域と
の関わりのために。
牧師：高田 進

詩87編（使18：1～11） 1
■シオンの丘教会〈大阪府〉
１人ひとりのみ言への愛と理解
が、さらに豊かにされますよう
に。
牧師：坂田 浩

※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
『新生讃美歌ブックレット』研修会（Web）

憲法フェスティバルオンライン集会

『聖書教育』執筆者会（Web）

★教勢報告締め切り
総務専門委員会議

『バプテスト』誌６月号発行地区宣教主事会（Web）～ 10

国外伝道専門委員会議（Web）～ 17

財務委員会

青少年伝道専門委員会議（Web）～ 31

『世の光』6月号発行

岡山教会牧師就任感謝礼拝

蓮根教会牧会担当牧師按手礼式

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。

6月のおもな予定
6/5　ペンテコステ 

6/12　病院デー

6/13-15　第1回理事会

6/23　沖縄「命どぅ宝」の日

6/26-7/3　神学校週間

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

＝ 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

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。

全国少年少女大会　8月3日〔水〕～ 5日〔金〕
2022年は全国少年少女大会を開催します。会場は 
東山荘　（静岡県御殿場市）です。詳細は５月にお伝
えしますのでお楽しみに。全国の友と聖書のみこと
ばに聴き、賛美し、語りあい、祈りあう時、全国少
年少女大会に参加をお待ちしています。
＊コロナ感染の状況により、オンライン開催となる
可能性があります。開催方法は6月末決定予定。

（青少年伝道室）

■■ 靖国神社問題特別委員会より ■■
『信教の自由・政教分離原則キリストの平和を求めて
　日本バプテスト連盟の宣言・声明集（1947年～2021年）』

A4版160ページ・500円（送料込）
平和が脅かされている今、キリストの平和を作り出す 
バプテストの歩みの励ましとなるように願っています。

問い合わせ：小河義伸（八王子めじろ台教会）
ogawaukiha@gmail.com （または電話で）

ご案内はQRコードから→

教会音楽カフェへのお誘い～ ZOOM ～
明日の教会、礼拝と賛美にある希望をご一緒に語り
合いませんか？専門的な知識や奉仕経験などがなく
てもどなたでもご参加いただけます。お茶やお菓子
でリラックスしながら、賛美の喜び、悩み、疑問、
分かち合いたいことを気軽に語り合いましょう。

開催日時などは連盟ホームページ掲載のチラシをご
覧ください。（教会音楽室）

2022年度 東京バプテスト神学校  夏期公開講座のご案内 
日　時：2022年８月１１日［木］～１２日［金］
場　所：茗荷谷キリスト教会 礼拝堂  東京都文京区大塚1－1－18
テーマ：「バプテストの教会形成Ⅰ：日本に伝えられたバプテスト理解」
講　師：金丸英子先生（西南学院大学神学部教授）
参加費：一般・聴講生15,000円　本科生12,500円　通信受講＋5,000円（通信事務費）
　　　 当校卒業生、後援会会員、連盟加盟教会牧師は受講料半額
申込締切日：７月２９日［金］

東京バプテスト神学校事務局 
TEL：03-3947-5141 / FAX：03-3947-5145　E-mail：seminary@tbts.jp


