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箴14章（エフェ3：14～21）17
■大井教会〈東京都〉
新礼拝堂が与えられ感謝。私たち
教会の「再構築」の時。世界の課
題に向き合い、聖書に聴き、伝道
に励みたい。
主任牧師：加藤 誠
牧師：広木 愛　
音楽主事：菊地るみ子

箴15章（詩85：9）18
■品川教会〈東京都〉
①近隣伝道の前進のために。
②平日ミニストリーの充実。
③信仰決心者が与えられるように。
牧師：山中臨在（やまなか ともなり） 
音楽主事：岸本敬子

箴16章（ヨハ14：6）19
■泉教会〈東京都〉
①子どもたちのために。
②病気の人々のいやしのために。
③武力によらない平和のために。
牧師：城倉 啓
協力牧師：村上千代

箴17章（ロマ6：3）20
■恵

けい

泉
せん

教会〈東京都〉
①１日も早い戦争の終結のために。
②み心に添う組織改革と成熟のた
めに。
③子どもの信仰が育まれるように。
牧師：福永保昭
協力牧師：松見享子

箴20章（申15：7～8）23
■青梅あけぼの教会〈東京都〉
コロナ危機もやわらいだところで
私たちも心を一新し「新しい教会
を目指して」の全教会員の祈りと
協力の結集。
牧師：大谷唯信（おおたに ただのぶ）
副牧師：森元國文（もりもと くにふみ）

箴13章（イザ55：9）16 
■東京第一教会〈東京都〉
①幼稚園関係者への伝道の推進。
②病にある方々のいやしと復帰。
③高齢者による積極的伝道活動。
牧師：髙見龍介、岡村直子
伝道主事：山本弘夫

箴10章（ヨハ16：12～13）13
■川崎教会〈神奈川県〉
①新しい時代の新しい川崎教会を
共に建て上げよう。
②交わりの充実。
③仕える教会（受信の場として）。
牧師：松藤一作（まつふじ いさく）

箴9章（Ⅰテサ5：16～19）12
■百合丘教会〈神奈川県〉
①福音宣教と教会形成のために。
②幼稚園の今後のために。
③教会幼稚園の方々の健康と安全。
牧師：川井信雄　協力牧師：宇野
雄司　牧会主事：宇野澄江
音楽主事：宮原淑子

箴8章（ユダ1：20）11
■横浜ニューライフ教会

〈神奈川県〉
①イスラエルと国々の一致。
②天城山荘の再建。③牧師スタッ
フ招聘。④神学生＆卒業実習。
⑤家族の救い。
牧師：田坂元彦

箴7章（エフェ2：14～22）10
■横浜ＪＯＹ教会〈神奈川県〉
①教会員の健康、霊性のために。
②会堂に集えない方々のために。
③教会の働きのために。
牧師：坂西恵悟
派遣牧師：石田政美
牧会主事：澤田 猛

箴6章（フィリ3：20）9
■青葉教会〈神奈川県〉
①教会メンバー同士の交わりの充
実。
②家族伝道の祝福。
③教会経済の守り。
牧師：三宅真嗣（みやけ しんじ）　
副牧師：三宅友子（みやけ ともこ）

箴5章（Ⅱペト3：18）8
■日野神明伝道所

（横浜大和町教会）〈東京都〉
①求道者がバプテスマの恵みに与
る。
②子ども礼拝を通して信仰継承。
③地域伝道を通して人々との関係
構築。
責任者：三木朋美

箴4章（ヨハ13：35）7
■横浜大和町教会〈神奈川県〉
①求道中の方に信仰が与えられま
すように。②教会員の霊的・肉体
的な健康が守られますように。
③地域の伝道のために用いられま
すように。
牧師：鉄井三千夫

箴3章（ルカ6：37）6
■横浜戸塚教会〈神奈川県〉
①信仰決心・バプテスマ決心者が
与えられるように。②教会員とし
てコミットする人がさらに起こさ
れるように。③内田泰亮協力牧師
の働きを覚えて。
牧師：堀野浩嗣（ほりの ひろつぐ）
協力牧師：内田泰亮（うちだ たいすけ）

箴2章（コロ1：20）5
■鎌倉台伝道所（洋光台教会）
　　　　　　　〈神奈川県〉
①早くコロナが、収束するように。
②高齢者の健康が守られるように。
③与えられた信仰を生かすように。
牧師：岡坂建史（おかさか たてし）

箴1章（詩118：22）4
■洋光台教会〈神奈川県〉
①隣人と共に生きる教会として。
②福音に生きる群れとして。
③ＣＳが、より祝されるように。
牧師：萩原永子（はぎわら のりこ）

詩148編（ヘブ10：25）1
■藤沢教会〈神奈川県〉
①伝道開始60年感謝と今後の伝道。
②若い世代と高齢信徒のために。
③湘南藤沢の地の開かれた教会に。
牧師：伊藤真嗣（いとう まさつぐ）

詩150編（エフェ1：3～14）3
■港南めぐみ教会〈神奈川県〉
①教会員の高齢化に対応できるよ
うに。②ホームページやブログに
よる宣教への導き。③求道者がバ
プテスマに至るように。
牧師：古家良子（ふるやりょうこ）、
　　  古家克務（ふるやかつむ）

詩149編（Ⅰペト3：22）2
■横須賀長沢教会〈神奈川県〉
①コロナが収束しますように。
②信仰と健康が守られるように。
③礼拝と宣教活動が守られるよう
に。
牧師：大須賀真人（おおすがまさと）、
　　  大須賀綾子

箴19章（マタ9：36）22
■渋谷教会〈東京都〉
①病気や治療療養中の方の癒しの
ために。
②地域と世界宣教の働きが祝福さ
れるように。
③働き人が与えられますように。
宣教師：金 末仙（キム マルソン）
伝道師：林 雄植（イム ウンシク）

箴18章（ロマ12：1～2）21
■幡ヶ谷教会〈東京都〉
初台地区の福音宣教のための働き
手が与えられますように。
牧師：山川眞司

箴12章（フィリ4：13）15
■ 経

きょう

堂
どう

教会〈東京都〉
①地域の方々が、導かれるように。
②礼拝、諸集会が祝されるように。
③祈りが、いつもあるように。
牧師：藤原靖彦

箴11章（Ⅰヨハ4：1～11）14
■多摩川教会〈東京都〉
①祈りの家、聖霊の満ち溢れる教
会。
②十字架の愛と赦しに生きる教会。
③世界宣教と信仰継承。
牧師：末盛桜子（すえもり さくらこ）
宣教師補：久米 麗

■ライフチャーチ
（青梅あけぼの教会）〈東京都〉

偉 大 な 戒 め（ マ タ イ22：37-40）、
大宣教命令（マタイ28：18-20）に
忠実な教会であり続けることがで
きるように。
牧師：大谷信道（おおたにしんどう）

■恵約宣教伝道所
（青梅あけぼの教会）〈東京都〉

①共に礼拝ができるように。
②霊的に成長するように。
③新来会者が与えられるように。
牧師：藤原淳賀（ふじわら あつよし）

箴21章（エフェ4：17～24）24 25 箴22章（Ⅰヨハ4：19～21）

■東京西教会〈東京都〉
①礼拝場所の継続確保のために。
②宣教者が継続して与えられるこ
と。
③求道者が与えられるように。
代表執事：福田佑次

26 箴23章（ルカ7：47～48） 28 箴25章（アモ5：13～15）

■全国壮年会連合
①８月26～27日の全国壮年大会 in
北海道が祝されるように。
②伝道者養成の新たなビジョンが
示されるように。
会長：山田誠一（大井教会）

27 箴24章（フィリ4：4～7）

■神奈川バプテスト連合
①20教会、伝道所の福音宣教の祝
福。
②教役者とその家族、教会員一人
ひとりの健康。
③東京バプテスト神学校とのこれ
からの歩み。
会長：堀野浩嗣（ほりのひろつぐ・
　　　横浜戸塚教会）

■引退教役者
田口昭典氏〈石川県〉
田代 敬 氏〈埼玉県〉

箴28章（エフェ5：1～20）31

29 箴26章（Ⅰヨハ5：14）

■第60回全国青年大会
初めての対面とオンラインの併用
開催が守られるように。より多く
の青年が導かれるように。
実行委員長：津留﨑憲史（仙川教会）

30 箴27章（使20：28）

■靖国神社問題特別委員会
あらゆる紛争・暴力が無くなり、
すべての人権が守られるように。
教会がそのために用いられるよう
に。
委員長：松藤一作（川崎教会）

※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

全国発送
『バプテスト』誌8月号発行

事業体懇談会

『世の光』8月号発行

青少年伝道専門委員会議-5（Web）

2022 7 月 July

シオン山教会教会創立100周年記念式典
★全国少年少女大会申し込み締め切り

教会教育専門委員会議（Web）
国外伝道専門委員会議-12（Web）

『バプテスト』誌編集委員会議（Web）田隈教会牧師就任・按手式

臨時理事会（Web）

教会音楽専門委員会議（Web）

８月のおもな予定
8/3-5　全国少年少女大会

8/11-13　全国青年大会

8/26-27　全国壮年大会

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

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

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。

田隈バプテスト教会牧師就任・按手式のご案内
主のみ名を賛美いたします。わたしたち田隈バプテスト教会は、この５月
より篠田裕俊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・按手式を行います（ZOOM 併用）。ご出席いた
だけます方は、6 月 30 日までに下記フォームにてお申込みください。
今後ともお祈りに覚えていただきますようお願い申し上げます。

田隈バプテスト教会教会員一同
◆お申込フォーム　https://forms.gle/AEsTyzBN7cTAgQPy8
◆日時：７月 24 日［日］15：00 ～　◆会場：当教会礼拝堂
　〒 814-0171 福岡市早良区野芥 1-6-13
　e-mail: taguma.bpc@gmail.com

2023 年度　神学部・大学院神学研究科入学案内
牧師を目指す人に様々なコースを用意しています。きっとあなたにあったコースを見つけることができます。詳しくは下の QR コードから、 
あるいは入試課（092-823-3366）にお問い合わせください。いずれも牧師献身者は奨学金を受けることができ、神学寮に入寮していただきます。

【学部独自の指定校推薦（１年次推薦）】連盟加盟教会、またはキリスト教学校教育同盟加盟高等学校長からの推薦を受けた方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　出願期間：2022 年 11 月 1 日（火）～ 11 月 9 日（水）
【２、３年次転・編入】出願期間：2022 年 9 月 21 日（水）～ 9 月 28 日（水）
【大学院】修士課程 2 年コース、春期（博士前期課程）出願期間：2023 年 1 月 6 日（金）～ 1 月 18 日（水）
【専攻科】1 年コース、他の神学校卒業者、信徒歴 4 年以上、出願期間：2022 年 9 月 21 日（水）～ 9 月 28 日（水）
【選　科】3 年コース、高卒 22 歳以上の方、信徒歴 2 年以上、出願期間：2022 年 9 月 21 日（水）～ 9 月 28 日（水）
【神学部研修生（聴講生）】1 年コース、詳細は教務課（092-823-3305）へお問合せください。
※信徒歴とは、推薦教会における信仰生活を指します。

西南学院大学
受験生サイト

神学部
ホームページ

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。


