2022

6 月 June

※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。◎は総会・選挙関連
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5

詩122編
（使28：17～31）

6

詩123編
（コロ1：9～20）

7

詩124編
（コロ1：21～23）

詩118編
（ルカ18：31～34）
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詩119編
（イザ6：8～10）

かがみがはら

■岐阜教会〈岐阜県〉

■各務原教会〈岐阜県〉

①主体的な教会形成をみんなで担
う。
②多様性を大切にする。
③周りの方々とのつながりを深め
る。
責任者：浅野陽子、清水一樹、
松原達夫

①多言語共生教会の主にある一致。
②オンラインによる伝道集会のた
めに。
③礼拝における主に向かった賛美。
牧師：後藤 寿
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9

詩125編
（フィリ1：12～14）

3

詩120編
（Ⅰコリ9：1～12）

■豊田伝道所（各務原教会）
〈愛知県〉
（現在活動休止中です。
）
牧師：後藤 寿
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詩121編
（Ⅰコリ12：1～3）

■福井教会〈福井県〉
①多くの人と作る新会堂建設の夢。
②地域と協働の夕焼食堂・温りカ
フェ。
③バプテスマ決心者が与えられる。
牧師：平良憲誠（たいらけんせい）

詩126編
（Ⅰコリ12：26～27）

■金沢教会〈石川県〉

■浜松教会〈静岡県〉

■川根教会〈静岡県〉

■清水栄光教会〈静岡県〉

■静岡教会〈静岡県〉

■三島教会〈静岡県〉

①カーソン・フーシー、ローラ・フー
シー両フィールド・パーソネルと
の協働のために。
②金沢めぐみ幼稚園のために。
③北陸３教会の協働・復興のため
に。
牧師：杉山 望

①主に仕える教会としてください。
②聖霊による信仰覚醒を与えてく
ださい。
③主イエスに出会う人を起こして
ください。
牧師：伊藤勝彦

世界の平和を求める教会の祈り。
主イエスが為政者たちに働きかけ、
神の愛によって悔い改めさせてく
ださいますように !!
牧師：松下正巳

①教会員の互いの賜物を見出し、
賜物を活かす教会。
②教会が出会いと交わりの場とし
て祝福されるように。
③教会会計が祝福されるように。
牧師：石渡修司

①70周年行事（10月）のすべてが
主に喜ばれるように。
②礼拝に集う１人ひとりがみ言に
生かされるように。
③地域と共に育ち合う教会へ。
牧師：松坂克世

①新来者の来会を祈る。
②高齢者の健康と生活に主の守り
を。
③世界の平和とコロナの終息。
牧師：本多英一郎

12 詩129編（コロ1：24～2：5）

13 詩130編（コロ2：6～19）

14 詩131編（エフェ2：14～22）

15 詩132編（ガラ3：26～29）

16 詩133編（ガラ5：16～26）

17 詩134編（Ⅰコリ13：8～13） 18 詩135編（コロ3：1～4）

■富士吉田教会〈山梨県〉

■山梨教会〈山梨県〉

■松本福音村教会〈長野県〉

■大秦野教会〈神奈川県〉

①家庭集会に大きな恵みがありま
すように。
②聖書勉強会の活性化のために。
③回転資金の返済が毎月うまくで
きるように。
牧師：黄 基英（ファン キヨン）
全国発送
『バプテスト』誌7月号発行

■大和愛宣教伝道所
（松本福音村教会）
〈神奈川県〉

■松本蟻ケ崎教会〈長野県〉

コロナが収束し、多くの人と会堂
に集まって礼拝できるように。ま
た、新来者が与えられるように。
牧師：佐藤 浩

■相模原希望伝道所
（松本福音村教会）
〈神奈川県〉
①希望を与える教会になりますよ
うに。
②信徒の信仰成長と養育のために。
③主の望みが私の望みとなります
ように。
牧師：李 在浩（イ ジェホ）

①主日学校教育の正常化のために。
②下半期からはじまる開拓伝道計
画。③新しい伝道方案のために。
牧師：李 東柱（イ ドンジュ）
主事：郭 淑（カク シュク）

①次期牧師が主に導かれるように。
②青少年への宣教が道開かれるよ
うに。
③音楽指導者が興され賛美の群れ
に。
牧師：川井髙雄

①高齢者、病床者の健康の守り。
②おやこ広場の子どもたちの喜び。
③礼拝を通しての伝道。
牧師：日髙龍子
協力牧師：日髙嘉彦

19 詩136編（コロ3：5～17）

第1回理事会～ 15（Web）

20 詩137編（Ⅱコリ1：8～11）
こ ぞの

教会音楽カフェ

◎臨時総会登録及び書面決議書締切

23 詩140編（コヘ3：1～11）

24 詩141編（マタ5：13～14）

25 詩142編（マタ10：16～23）

■平塚教会〈神奈川県〉

■逗子第一教会〈神奈川県〉

■湘南台教会〈神奈川県〉

①こどもを大切にする教会の実現。
②こひつじ食堂を通じた地域協働
の活性化。
③共食の運動が広がり。
牧師：平野健治

①年間標語「キリストに根ざして
成長しよう」
。
②教会の将来展望が開かれるよう
に。
③主の平和の実現。
牧師：杉野省治

①土地購入新会堂建築のために。
②学習支援活動等地域の方々と共
に。
③次世代の働き人の養成のために。
牧師：坂元俊郎（さかもと しゅんろう）

■綾瀬小園教会〈神奈川県〉

■相模中央教会〈神奈川県〉

置かれた地域でふさわしい礼拝を
集められた礼拝者と心を込めて続
けられますように。
牧師：犬塚 契
協力牧師：犬塚 修、草島 豊

①新来者・求道者が与えられるよ
うに。
②１人ひとりが守られますように。
③経済的必要が満たされるように。
牧師：岩瀬 礼（いわせ あや）

世界の平和、コロナ危機の終息を
願い、
「み言葉による信仰と希望を
もって、つながり歩む」
（2022年
度標語）
牧師：吉田真司
音楽主事：江原美歌子

■座間伝道所（相模中央教会）
〈神奈川県〉
①礼拝出席者が増し加えられます
ように。②礼拝出席者の健康が守
られますように。
③奏楽者のお働きが祝されますよ
うに。
牧師：内藤玲緒奈（ないとう れおな）
『世の光』7月号発行

回転資金委員会

◎臨時総会（書面決議）
沖縄「命どぅ宝」の日

26 詩143編（コロ4：2～6）

27 詩144編（Ⅱコリ2：1～4）

28 詩145編（詩104：1～4）

29 詩146編（詩5：12～13）

30 詩147編（ヨハ15：11～17）

■東京地方バプテスト教会連合

■日本バプテスト連盟 監事

■神学教育に関する委員会

■学校法人 西南学院

■引退教役者

①加盟教会伝道所の祈りの課題共
有。
②ＴＢＡ（東京連合）宣教センター
プロジェクトの充実。
③全国壮年大会（東京）の準備支援。
会長：篠 松次郎（常盤台教会）
神学校週間～ 7/3
春日原教会牧師就任按手式

①新規程で機構改革が整えられる
ために理事会と各理事の働きを覚
えて。
②協力伝道の業が進められるように。
監事：
小河義伸（主任・八王子めじろ台教会）
加藤英治（四日市教会）
廣島 尚（浦和教会）
森 恭子（高崎教会）

①神学生の学びのために。
②バプテスト教会の形成に仕える
三神学校・宣研・連盟の良き協働
のために。
委員長：中田義直（常務理事）

■西南学院大学神学部
／専攻科／大学院

副田一朗氏〈千葉県〉

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）
（通信事務費）
参加費：一般・聴講生15,000円 本科生12,500円 通信受講＋5,000円
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
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21 詩138編（ロマ15：30～33） 22 詩139編（Ⅱコリ2：12～13）

■ふじみ教会〈神奈川県〉

◎候補者推薦受付
金沢教会牧師就任式

だきます。

10 詩127編（フィリ1：27～30） 11 詩128編（ロマ11：25～36）

①コロナ後の新たな宣教活動のた
めに。
②疲れている方々の信仰回復のた
めに。
③み言葉を生きる教会であるように。
牧師：閔 丙俊（ミン ビョンジュン）
ペンテコステ
郡山コスモス通り教会牧師就任感謝礼拝

バプテスト病院デー／宝塚教会牧師就
任式／東京第一教会教役者就任按手礼
拝／浦和教会保育園園舎建築感謝礼拝

のお名前は控えさせていた

『バプテスト』誌編集委員会（Web）

■富山小泉町教会〈富山県〉

主を共に礼拝し、祈り合い、地域・
世界と連帯して、年主題「みんな
で描こう『主にある希望』
」を実現
できるように。
牧師：宮西宏明、宮西千晴

ホームページ上にて受浸者

※お祈りの課題は右欄をご覧くだ
さい。

日本バプテストシオン山教会

教会創立 100 周年記念式典のご案内

日本バプテストシオン山教会は７月３日［日］に教会創立
100 周年を迎えます。つきましてはコロナ感 染防止のもと
下記の通り記念式典を行ないます。記念式典は動画配信をい
たしますのでＱＲコードからお入りください。

◆日時：７月３日［日］１５：００～
◆説教：加藤誠牧師（大井バプテスト教会、連盟理事長）

そえ だ

高橋恒雄氏〈東京都〉

〈6月29日のお祈り〉

7月のおもな予定

■学校法人 西南学院
西南学院が、神さまのみ旨に沿って教育の使命を全うし、平和を尊ぶ人
をはぐくむことができますように。
院長：今井尚生

7/1 事業体懇談会

■西南学院大学神学部／専攻科／大学院
①平和の神の国を求める神学教育。②教会に仕える働き手を求めて。
③「新しい革袋」となれるように。
神学部長：濱野道雄

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
スクーリング開催予定：9 月 19 日［月・休］～ 21 日［水］
【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&F ０９２- ９８５-１８１２ kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

浦和バプテスト保育園 園舎完成のお知らせと感謝礼拝のご案内

浦和教会が付属幼稚舎を通して 56 年間取り組んできたキリスト教幼児教
育の働きを、4 月から開園した社会福祉法人浦和バプテスト保育園が引
継ぎました。新園舎が完成し、新たに歩み出したことをご報告致します。
つきましては、
「浦和バプテスト保育園園舎建築感謝礼拝」を開催致しま
すので、ご出席の上、主にあるお交わりとご支援ご加祷を賜れば幸いです。
日本バプテスト浦和キリスト教会 教会員一同
■２０２２年６月１２日［日］１５時から、於：浦和教会
■ ZOOM ID：８８６ ５８２３ ８７４２（※パスコードは不要です）
詳しいご案内は教会ホームページにも掲載してあります。
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