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雅6章（ダニ1：1～21）21
■千葉教会〈千葉県〉
①人々のいのちと生活がまもられ
ますように。
②礼拝・奉仕の輪が全年齢層を包
摂しますように。
牧師：元川信治
協力牧師（兼教育主事）：矢野由美
音楽主事：澤田ルツ子

雅7章（エレ27：6～7）22
■木更津伝道所（千葉教会）

〈千葉県〉
①障がい者・高齢の人々に光を。
②教会組織・会堂獲得に導きを。
③木更津以南の伝道が進むように。
牧師：井本義孝、高市和久

雅8章（創41：1～8）23
■千葉・若葉教会〈千葉県〉
①コロナ収束と諸活動再開のため
に。
②み心に適う将来計画策定のため
に。
③木更津伝道所・相互支援のために。
牧師：田中宣之

イザ1章（創41：15～36）24
■津田沼教会〈千葉県〉
①50人礼拝の実現のために。
②新来会者、働き人、同労者が与
えられるように。
③ジョイフルキッズにつながる親
子の救いのために。
牧師：大塚恭一

イザ4章（イザ28：16）27
■西関東地方バプテスト連合
①各教会の宣教の働きが守られま
すように。
②連合内の教会間の交わりが深め
られますように。
会長：宮西宏明（富士吉田教会）

雅5章（マタ4：4）20
■茂

も

原
ばら

教会〈千葉県〉
①多様な人たちと一緒に礼拝がで
きますように。
②隣地をお与えください。
③次の世代の姿をお示しください。
牧師：塩山宗満

雅2章（サム上16：7）17
■花野井教会〈千葉県〉
①世界の平和。
②新会堂建築による地域への福音
伝道。
③コロナ収束（平穏な日常）。
牧師：古賀公一

雅1章（詩137：1～9）16 
■大久保教会〈東京都〉
①ウクライナとミャンマーのため
に。②主題：主の恵み深さを味わ
うため。③礼拝と証しを大切に生
きる教会に。
牧師：河野信一郎（かわのしんいちろう）  
副牧師：石垣茂夫

コヘ12章（歴下36：5～8）15
■中野教会〈東京都〉
①求道中の方々がバプテスマへと
導かれるように。
②休止中の子どものための集会が
再開できるように。
牧師：青木竜二
協力牧師：稲垣俊也

コヘ11章（マタ5：9）14
■三鷹教会〈東京都〉
2022年度標語「招き合おう　神の
家族に」を与えてくださった主に
感謝し、歩めるように。
牧師：秋山献一

コヘ10章（ヤコ3：18）13
■仙川教会〈東京都〉
①喜びも悲しみも分かち合い共に
祈り合う。
②主に結ばれる場づくり。
③１人ひとりが霊的成長をし献身
者となる。
牧師：山岸 明

コヘ9章（コロ1：20）12
■調布南教会〈東京都〉
①コロナ危機後に向かい活動再開 !!
②伝道養育は常に聖書が根幹。
③教会法人化のために。
牧師：前田重雄

コヘ8章（イザ9：5～6）11
■調布教会〈東京都〉
①教会員の健康が守られるように。
②新来者や青年が与えられるよう
に。③長期欠席者が教会に戻られ
るように。
牧師：文 廷翼（ムン ジョンイク）
協力宣教師：岡田千尋

コヘ7章（箴12：20）10
■府中教会〈東京都〉
①礼拝と再開した教会学校の充実。
②新会堂・牧師館建築のために。
③長尾基詩神学生の学びのために。
牧師：長尾なつみ

コヘ6章（詩37：37）9
■花小金井教会〈東京都〉
①「バプテスト」の学びを深める
今年度の歩みのために。
②聖書を土台に、教会が常に新た
にされますように。
牧師：藤井秀一
牧会スタッフ：中根 淨（なかねきよし）

コヘ5章（詩28：3）8
■立川教会〈東京都〉
①牧会者が与えられますように。
②若い求道者が与えられますよう
に。
③高齢者の健康が支えられるよう
に。
名誉牧師：大川博之

コヘ2章（箴26：18～19）5
■八王子めじろ台教会〈東京都〉
①病気・高齢の方々の癒しと守り。
②長欠者の教会への復帰のために。
③新会堂建築ビジョン作成のため
に。
牧師：小河義伸
協力牧師：北島靖士（きたじま せいし）

コヘ4章（エフェ6：10～20）7
■多摩みぎわ教会〈東京都〉
①新しい仲間がたくさん与えられ
るように。
②早く集まっての礼拝ができるよ
うに。
③土地、建物の購入。
牧師：石井規之
主事：斎藤美津栄

コヘ3章（イザ59：17）6
■多摩ニュ－タウン・

憩いの家教会〈東京都〉
①憩いの家教会を続けられますよ
うに。それが主の御心であります
ように。
②牧師の霊、肉が守られますよう
に。
協力牧師：津波真勇（つは しんゆう）
代表：春木英司

イザ3章（王上8：39）26
■市川大野教会〈千葉県〉
①地域の教会としての歩みのため
に。②コロナ危機の中で集会が守
られるように。③主にある教会と
して立ち続けていくために。
牧師：富田愛世（とみた まなせ）

イザ2章（ヤコ1：5）25
■船橋教会〈千葉県〉
急激な時代の変化に対応した教会
の変革が主の御心にかなったもの
となりますようにお祈りください。
牧師：松田裕治
協力牧師：ンバコ アジセイ パトリック
名誉牧師：三ツ木 茂

雅4章（詩73：24）19
■富

とみ

里
さと

教会〈千葉県〉
①キリストにつながり愛の実を結
ぶ。
②病を抱えている方の癒しを覚え
て。
③求道者の方々の魂の救いを覚え
て。
牧師：武井誠司

雅3章（詩9：11）18
■栗ヶ沢教会〈千葉県〉
①ウクライナに平和が戻るように。
②バプテスマ決心者が与えられま
すように。
③地域に根付いた教会となるよう
に。
牧師：木村一充

■公害問題特別委員会
原発再稼働推進の欺瞞（ぎまん）
性に気づき、脱原発への扉を開い
て、被造世界の管理者の務めを正
しく果たせますように。
委員長：野中宏樹（鳥栖教会）

■障がい者と教会委員会
①小さくされた人たちの視座から
学ぶ。②いのちでつながる教会で
あるように。
③委員１人ひとりの働きのために。
委員長：水野英尚（みずの ひでたか・
かたえ教会）

イザ5章（ダニ2：26～45）28 29 イザ6章（イザ36：18～20）

■西南女学院
創立100周年に感謝しつつ、建学
の精神「感恩奉仕」のもと平和を
創り出す人材を育成できますよう
に。
院長：田中綜二
キリスト教センター長：東 彩子

30 イザ7章（イザ46：5～7） 31 イザ8章（詩32：7）

■引退教役者
中條儀助氏〈宮崎県〉
千綿一哉氏〈京都府〉

箴30章（イザ11：4～5）2
■関東プレインズ教会〈東京都〉
①６月、デイビッド・ローナン牧
師就任。感謝。②教会員同志の交
流が深められるように。③地域宣
教が進められるように。
牧師：デイビッド・ローナン
執事長：熊手祥之

箴29章（ロマ13：12）1
■板橋伝道所（東京西教会）

〈東京都〉
①誰でも参加できる休める教会。
②20人礼拝ができるように。
③隣人に関心を持てるように。
牧師：新保雅雄（しんぽ まさお）

コヘ1章（詩18：31）4
■昭

あき

島
しま

めぐみ教会〈東京都〉
①子どもたちが元気に成長できる
ように。
②教会が礼拝者で満たされるよう
に。
③福音が広く届けられますように。
牧師：石橋虎之助

箴31章（イザ52：7）3
■福

ふ っ さ

生教会〈東京都〉
①３名のバプテスマが与えられる
こと。
②牧師夫妻の健康が守られますよ
うに。
③礼拝堂の拡張願い。
牧師：稲見元彦

資料保存・管理委員会
からのお願い

　連盟結成１００周年（ 2047年）
を視野に資料収集を進めていま
す。特に歴代の教役者、会堂建
築に関する資料をデータにてご
提供ください。データ化が難し
い場合は委員会でコピー・デジ
タル化し原本は返却します。
問合：shiryou@bapren.jp

※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

『世の光』9月号発行

2022 8 月 August

教会音楽カフェ（Web）
『聖書教育』執筆者会（Web） 全国少年少女大会（東山荘）～ 5

地区宣教主事会（Web）～９
全国青年大会（大名クロスガーデン・

Web併用）～ 13

宣研　臨床牧会実習～ 19

教会音楽専門委員会議（Web）
財務委員会
全国壮年大会（北海道）～ 27

総務専門委員会

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

スクーリング開催日程：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

臨時理事会（Web）
『聖書教育』2022年10.11.12月号発行 『バプテスト』誌9月号発行

青少年伝道専門委員会議（Web）～ 30

9月のおもな予定
9/12-14　第2回理事会

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。

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。

東京バプテスト神学校　2022年度後期公開講座のご案内
月「詩編を味わう」担当：日髙嘉彦先生
火「グループで学ぶルカによる福音書」担当：伊藤世里江先生
木「神学入門～信徒の神学を求めて」担当：濱野道雄先生

3 つの連続公開講座を開講します。どの課目も興味深いものばかり。
オンラインでどこからでも受講できます。また教会共同受講（教会
で 2 名以上受講）や、後援会受講（一般聴講料の半額）もあります。

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

絶望と賛美／賛美とメッセージ
賛美にまつわる１４のメッセージ

城 俊幸 （西戸崎キリスト教会）1,500 円 （税 ･ 送料込）

アメイジングレイス、神共にいまして、セイリング、
いつくしみ深き、きよしこの夜、let it be、荒城の月、 
幸せなら手をたたこう、やさしに包まれたなら、 
上を向いて歩こう
注文 … tachi757 ＠ gmail.com  または葉書で
支払 … ゆうちょ１７８３０-2　０３３１５７６１

東京第一教会 教役者就任按手礼拝のご報告
主のお名前を讃えます。
わたしたち日本バプテスト東京第一教会は、コロナ感染危機
のために２年遅れでしたが、2022 年 6 月12 日の主日礼拝の
中で髙見龍介牧師と岡村直子牧師と山本弘夫伝道主事３人の 
教役者就任按手礼拝を行いました。これからもお祈りに覚えて
くださいますようお願いいたします。主の平和がなりますように。

日本バプテスト東京第一教会教会員一同

＝お詫びと訂正（再訂正）＝
　『バプテスト』誌2021年12月号の教会インタビュー記事で年号表記に元号を用い「元号（西暦）」としたことにつき、
2022年2月号において、「西暦（元号）」に修正する旨の訂正をいたしました。その後、恵泉教会社会部から「年号記載方
式に関する質問と要望」が理事会に届けられたことに対して、理事会は、「元号法成立に対する反対の声明」（ 1979年6月
6日理事会※QR参照）の内容に基づいて、「元号による年表記はしない」と同時に「元号年を西暦に併記す
る必要もない」ことを確認し、再びこのようなことが起こらないように周知していくこととしました。こ
の理事会の回答を踏まえ、「元号」を用いないことを『バプテスト』誌編集委員会においても確認いたしま
した。読者の皆様には重ねての訂正につき、深くお詫び申し上げます。（『バプテスト』誌編集委員会）

＜再訂正文＞…　「１８８２年、吹雪の中ポート師により河口の氷を割って７名の青年が受浸し、最初の信者となる。
１９０９年に会堂を建て、教会組織して教会が誕生した。」 


