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イザ26章（ダニ9：1～19）18
■飯

はん

能
のう

教会〈埼玉県〉
①神さまの光と福音に満ちた教
会。
②30名礼拝の実現。
③私たちが主の平和を愛する働き
人に。
牧師：足立和子

イザ27章（ダニ10：5～6）19
■所沢教会〈埼玉県〉
①命の自由と尊厳を守る世界。
② CS 充実、福音発信と痛みの受信。
③若年者伝道と高齢者の護り。
牧師：坂本 献
協力牧師：浅見祐三、中田義直

イザ28章（ユダ17～20）20
■川越教会〈埼玉県〉
①コロナの中、バプテスマ者が起
こされ感謝。
②キリストの真の癒しに共に与れ
るように。
③教会学校の再開のために。
牧師：丸山 勉

イザ29章（黙3：5）21
■ふじみ野教会〈埼玉県〉
教会に連なる１人ひとりの声が互
いに聴かれ、これからの教会の姿
が具体的になっていくように。
牧師：山下真実（やました まこと）

イザ32章（マタ28：18～20）24
■大宮教会〈埼玉県〉
①教会の働きを主が用いてくださ
いますように。
②心に痛みを覚える方々のために。
③世界に主の平和が来るように。

イザ25章（申7：6～8）17
■西川口教会〈埼玉県〉
①主任牧師招聘の学びのために。
②転換期の中で、教会のすべての
働きが導かれ、守られるように。
代表役員代務者：石井鉄也
協力牧師：朴 思郁（パク サウク）
教会学校スタッフ：戸田浩司
教会音楽スタッフ：山嵜美奈

イザ22章（ネヘ1：5～11）14
■赤塚教会〈東京都〉
①地域伝道の活性化。
②次世代への伝道、育成。
③教会の諸活動の再開。
牧師：石堂雅彦

イザ21章（エレ29：10～11）13
■東京韓日教会〈東京都〉
①福音センターとして使命を果た
す。
②家族の救いと健康が守られるた
めに。
③１年の間に１人が１人を伝道す
る。
主任牧師：李 島鎮（リ ドウジン）

イザ20章（Ⅰペト1：11）12
■志村教会〈東京都〉
①１人ひとりの平和のために。
②地域に根ざし新来者を招く教会
となるように。
③バリアフリー建築のために。
牧師：常廣澄子（つねひろ すみこ）
協力牧師：永田邦夫

イザ19章（ダニ6：10～29）11
■東京愛の伝道所（蓮根教会）

〈東京都〉
①教会が復興し、この世の塩と光
の使命を果たすように。
②聖徒たちの信仰が成長するよう
に。
③聖徒と家族の健康のために。
牧師：権 赫烈（クォン ヒョクヨル）

イザ18章（Ⅰテモ4：10）10
■蓮根教会〈東京都〉
①若者への伝道のために。
②誠志会病院の医療伝道のために。
③生活困窮者への伝道のために。
主任牧師：髙木康俊　高齢・病床者
担当牧師：金香泰誠（かねこ ひろのぶ）
協力牧師：片岡順子　牧会担当牧師：
小勝琢生（おがつ たくお）　協力牧師：
鈴木ケン　牧会主事：中地芳子

イザ17章（詩37：5～6）9
■東京ジグチョン教会〈東京都〉
①主の知恵でコロナに備えよう。
②み言葉に従い歩む日々になるよう
に。③全民族を癒し、この世を変え
るように。
主任牧師：許 碩真（ホ ソクジン）
元老牧師：金 東源（キム トンウォン）
副牧師：柳 智仁（ユ ジイン）
伝道師：金 景鶴（キム キョンハク）
協力宣教師：秋 淵淑（チュ ヨンスク）

イザ16章（Ⅱテモ4：17）8
■目白ヶ丘教会〈東京都〉
①感染症下に守られていることへ
感謝。
②教会施設の補修が導かれるよう
に。
③付属幼稚園の保育が支えられる
ように。
牧師：野口哲哉
副牧師：内藤幹子

イザ15章（エス3：8～15）7
■茗荷谷教会〈東京都〉
①短縮礼拝解除と教会学校再開の
ために。
②各会活動の交わりを深めるため
に。
③宣教団との協働のために。
牧師：平尾輝明

イザ14章（エス3：1～6）6
■東京北教会〈東京都〉
①全国支援・地域協働プロジェク
トの歩みの祝福。②高齢会員、弱っ
ている会員の癒しと回復。③推薦
神学生の学びと生活の守り。
牧師：魯 孝錬（ノ ヒョリャン）、
細井留美　協力牧師：米本裕見子
宣教師：郭 修岩（カク シュウガン）

イザ13章（王上8：28）5
■大泉教会〈東京都〉
①地域に根ざした伝道のために。
②高齢者、ご病気の方々のために。
③教会学校の働きのために。
代務牧師：芦沼光雄　
協力牧師：松村誠一

イザ10章（イザ45：21）2
■篠崎教会〈東京都〉
①家族で礼拝に参加できるように。
②若い人たちが定着できるように。
牧師：川口通治（かわぐち みちはる）

イザ12章（ダニ3：13～30）4
■東久留米教会〈東京都〉
①牧師が与えられますように。
②主日礼拝が守られますように。
③ジョン・チャヌ音楽牧師の活動。
音楽牧師：ジョン・チャヌ

イザ11章（ルカ22：31～32）3
■新小岩教会〈東京都〉
①聖書に聴き従います。
②キリストの弟子となります。
③新小岩から全世界へ伝道します。
主任牧師：川口義雄
音楽主事：川口由子
宣教師：李ヒソック（イー ヒソック）

イザ31章（ヨハ3：15～16）23
■宮原教会〈埼玉県〉
①新来者の方々の定着と信仰の成
長。
②教会に集う方々と、ご家族の健
康。
③以前のような礼拝、集会、交わ
りの再開。
牧師：足立智幸

イザ書30章（ヘブ3：7～14）22
■浦和教会〈埼玉県〉
①認可保育園と教会の新しい歩み
に。
②最も小さい者と共に歩む教会の
働きに。
③戦禍の中で苦しむ多くの方々の
ために。
牧師：廣島 尚（ひろしまたかし）

イザ24章（ハバ2：2～3）16 
■朝霞教会〈埼玉県〉
①体と心の健康が保たれますよう
に。
②笑顔の家庭が築けますように。
③子どもたちが健やかに成長しま
すように。

イザ23章（王上8：46～50）15
■常盤台教会〈東京都〉
①新生活様式に基づく礼拝［信仰
(being)］
②新たな教会教育と交わり［学び
(knowing)］
③今可能な伝道と多様な奉仕［奉
仕 (doing)］
牧師：友納靖史（とものう やすし）
協力牧師：渡部 信（わたべ まこと）

■上
あげ

尾
お

教会〈埼玉県〉
①大切ないのち　だれも殺さない。
②バプテスマ者が与えられるよう
に。
③献身者が与えられるように。
牧師：秋山信夫

■中部地方バプテスト連合
①13教会の福音伝道と協力伝道の
成長。
②北陸３教会と無牧師２教会の歩
み。
③連盟機構改革と連合・地域の協
働。
会長：鈴木直哉（東山教会）

イザ33章（ダニ12：1～13）25 26 イザ34章（王下24：10～17）

■日韓・在日連帯特別委員会
①「外国人住民基本法」、「人種差
別撤廃基本法」が１日も早く成立
するように。
②外国籍住民の良き隣人として歩
めますように。
委員長：松坂克世（静岡教会）

27 イザ35章（エレ30：10～11） 28 イザ36章（エゼ40：1～5）

■日本バプテスト女性連合
①総会議案説明・懇談会（10/15）
と、オンライン信徒大会（10/29）
の祝福。
②歴史に感謝しつつ、これからの
女性連合の歩みが整えられ開かれ
ていきますように。
会長：吉髙 路（市川八幡教会）
幹事：米本裕見子（東京北教会）

イザ9章（詩23：5）1
■市川八

や わ た

幡教会〈千葉県〉 
①生活困窮者の暮らしと健康。
②アトゥトゥミャンマー支援会の
働き。
③ウクライナ戦闘状況の収束・終
結。
牧師：吉髙 叶（よしたか かのう）

29 イザ37章（イザ40：1～8）

■日本バプテスト宣教団
心を同じくする教会と共に、日本
全土へ救いの福音を伝えられるよ
うに。この使命に応えられるよう、
私たちのため、また良きパートナー
となる教会が与えられるようにお
祈りください。
代表理事：マシュー・サージェント

30 イザ38章（イザ44：24～45：1）

■引退教役者
堤 正信氏〈神奈川県〉
友納徳治〈福岡県〉

『バプテスト』誌10月号発行

※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』10月号発行

2022 9 月 September

2022年度第2回理事会（Web）～ 14 みんなで「これ連」（Web）

天城山荘感謝礼拝（天城山荘・Web）

『新生讃美歌』ブックレット研修会

『聖書教育』執筆者会（Web） 『バプテスト』誌編集会議（Web）～ 30

『聖書教育』執筆者会

賛美歌検討委員会議（Web）

10月のおもな予定
10/13-14　臨時理事会

10/15　女性連合オンライン 

　　  　総会議案説明・懇談会

10/29　女性連合オンライン

　　　  信徒大会

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。

大谷レニー記念礼拝のご案内
私たち大井バプテスト教会は、2021 年 2 月 14 日に主の御許に召され
た大谷レニー先生の記念礼拝を下記の通り計画いたしました。
ご出席いただける場合は教会毎にとりまとめて 9 月 25 日
までにお知らせください。オンラインでも配信いたし
ます。詳細は、「大井バプテスト教会」ホームページ
(https://oibaptist-ch.net/) をご覧ください。
　　　　　　　　　 大井バプテスト教会教会員一同
日時：2022 年 10 月 30 日午後 4時～ 5時半　場所：当教会礼拝堂
〒 140-0014　東京都品川区大井 5-10-12　電話：03-3771-6849

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

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

＝憲法アクション冊子無料配布のご案内＝
改憲ステージが高まっている今、憲法を改正するための手続きである
「国民投票」について、また与党・自民党が現行憲法をどのように改正
しようとしているのか。憲法アクション担当者会が作成した冊子、『そ
もそも国民投票って』（2018 年 3月発行）と『そ
もそも自民党改憲４項目ってかわったらどうなる
の？』（2020 年 1月発行）を 8月の全国発送で各
教会に各一部ずつ無料にてお送りしました。
ぜひ、教会での学びの機会をお持ちください。

＝天城山荘から＝
「感謝礼拝」、「オープンデイ・

物品譲渡」のお知らせ

　天城山荘が 9 月末をもって
連盟を離れます。それに伴い
感謝礼拝、また、オープンデ
イと物品譲渡が行われます。
詳細は、８月の全国発送、連
盟ホームページにて。 

【感謝礼拝】
日時：9/24 土 13：30-15：00
会場：天城山荘大チャペル　       
　　　※オンライン配信あり
現地定員：100 名（先着順）
申込：Google フォームにて

【オープンデイ】
日時：8/26 金、8/27 土、9/2 金、
9/3 土・各 10 時～ 16 時まで
※物品譲渡は Google フォー
ムで受付。原則、先着順、現
地引取り（オープンデイ時）


