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イザ54章（エズ6：13～22）16 
■南

なん

光
こう

台
だい

教会〈宮城県〉
①主題「希望によって歩む」（ロマ
５：５）
②礼拝と交わりが守られますよう
に。
③福音宣教の業が祝されますよう
に。
牧師：田中信矢（たなか しんや）

イザ55章（エズ7：1～10）17
■仙台長

ちょう

命
めい

ヶ
が

丘
おか

教会〈宮城県〉
①コロナの中で教会の歩みが守ら
れるように。
②暴力が人を支配することがない
ように。
③原発事故の収束。
牧師：金丸 真（かなまる まこと）

イザ56章（ルカ10：38～42）18
■大

たい

富
とみ

教会〈宮城県〉
①主に愛されている恵みを覚えて。
②主にある祈りと感謝を覚えて。
③コロナ下、互いの健康を覚えて。
牧師：小田 衞（おだ まもる）

イザ57章（詩34：2～11）19
■秋田教会〈秋田県〉
①地域の祝福の源となりますよう
に。
②地域の教会・幼稚園となります
ように。
③教会の園・園の教会となるように。
牧師：村上悦二

イザ60章（ルカ14：15～24）22
■八

はちのへ

戸教会〈青森県〉
宣教140周年。歴史に学び、新し
い時代に生きる群れとなっていけ
るように。つながってささげる礼
拝の充実。
牧師：松坂有佳子

イザ53章（詩127：1～5）15
■仙台教会〈宮城県〉
①地域の方々の拠り所となれます
ように。
②世界が平和になりますように。
③幼稚園の働きが祝されますよう
に。
牧師：宇都宮 毅（うつのみやたけし）

イザ50章（ハガ2：1～9）12
■あゆみの家教会〈福島県〉
①書類を用いて行っている家庭礼
拝のために。
②時々集まる礼拝のために。
牧師：渡辺政友

イザ49章（エズ5：17～6：5）11
■郡山コスモス通り教会

〈福島県〉
①礼拝に繋がる方が増えますよう
に。
②他で新生活を始めた方のために。
③原発課題のために。
牧師：蛭川明男

イザ48章（エズ4：1～5）10
■新潟主の港教会〈新潟県〉
新潟の地に主イエスの権威を宣言
しつつ、力強く福音を伝える教会
へと成長していけますように。
主任牧師：福久織江（ふくひさ おりえ）
協力牧師：篠谷輝俊

イザ47章（エズ3：1～13）9
■宇都宮教会〈栃木県〉
①教会員の健康と霊性のために。
②教会の働きのために。
③求道中の方々の健康と救いのた
めに。
牧師：天野英二
協力牧師：高橋つる

イザ46章（詩136：1～26）8
■太田ビジョン伝道所

（前橋教会）〈群馬県〉
①愛を分かち合える教会。
②伝道を通じ弱者を救える教会。
③太田市民２万２千人への伝道。
牧師：李 姫周（リ ヒジュ）

イザ45章（詩107：1～9）7
■前橋教会〈群馬県〉
①主題：時が良くても悪くても主
を宣べ伝え続けよう。
②活動の柱：沼田伝道所開設に向
けての推進。
牧師：田代 仁　
協力牧師：奥田 稔

イザ44章（エズ2：64～70）6
■太田教会〈群馬県〉
①祈りと支えを必要としている人
たちのために。
②地域と共に歩む教会として。
③協力伝道を共に担う教会として。
牧師：林 健一

イザ43章（使徒4：32～37）5
■高崎教会〈群馬県〉
①年度標語：共に生きる～キリス
トにつながれて～を覚えて。
②お互いはキリストの体の１人ひ
とりとして。
牧師：森 淳一

イザ42章（エズ2：36～58）4
■水戸教会〈茨城県〉
①礼拝に主のご臨在があるように。
②教会に霊的な一致があるように。
③ファミリー層の方々への伝道。
牧師：服部紘司

イザ41章（エズ2：1～35）3
■東海教会〈茨城県〉
①主日礼拝、教会学校、祈り会の
充実。
②成熟した信徒づくりのための訓
練。
③近隣の方々と教会、幼稚園の子
どもたちの救い。
牧師：加山彰一
協力牧師：諏訪泰子

イザ40章（エズ1：1～11）2
■日立教会〈茨城県〉
① 教 会 員 の 家 族 と 会 友 の 救 い。 
②聖霊の風を受け世に用いられる教
会。③石田政美・横浜 JOY 教会派遣
牧師と高齢者の霊性と体調の守り。 
教会主事：井伊 肇

イザ39章（代下36：17～23） 1
■筑

つく

波
ば

教会〈茨城県〉
①無牧師期間中も教会が守られる
ように。
②コロナ下、高齢の教会員と家族
の健康が守られるように。
教会主事：前村俊一

イザ59章（ローマ12：1～8）21
■鮫

さめ

教会〈青森県〉
①地域にキリストを伝える教会に
なれるように。
②牧師招聘が叶えられるように。
③誰でも集える教会になれるよう
に。
代表役員代務者：鈴木 勉

イザ58章（エズ7：27～8：14）20
■盛岡教会〈岩手県〉
①主のみ旨をあらわす礼拝。
②求道者のバプテスマ決心。
③沿岸地域を覚える。
牧師：小川紋子（おがわ あやこ）

イザ52章（ルカ6：46～49）14
■山形教会〈山形県〉
①求道者の方々の信仰決心のため
に。
②ご高齢の方々の守りのために。
③子どもたちの活動の祝福。
牧師：宮田祐亮（みやた ゆうすけ）

イザ51章（ゼカ6：9～15）13
■福島主のあしあと教会

〈福島県〉
①仮会堂での諸活動の祝福。
②教会員とそのご家族の守り。
③会堂建築の祝福と守り、導き。
牧師：大島博幸

■三沢教会〈青森県〉
①ウクライナ戦争の終結のために。
②経済とエネルギー不安解消のた
めに。
③信徒らがコロナに罹

り

患
かん

しないた
めに。
牧師：福田 敦

■カルバリ教会〈青森県〉
①地域へキリストの愛を持って伝
道する教会。②牧師・家族の霊、肉、
魂の守り。③信徒がみ言葉にかた
く立ち、主にある喜びを持って信
仰のレースを生き抜いていけます
ように。
牧師：デヴィニー・ジェームス

イザ61章（エズ8：15～23）23 24 イザ62章（哀2：8～12）

■青森教会〈青森県〉
①雪害を受けた屋根の張り替え工
事がスムーズに進みますように。
②コロナ危機から教会員・関係者、
幼稚園・関係者が守られますように。
③教会の地域に福音宣教が前進し
ますように。
牧師：角本尚彦（かくもと なおひこ）
協力牧師：佐々木昭正

25 イザ63章（哀3：16～27） 26 イザ64章（ルカ21：20～24）

■函館美原教会〈北海道〉
①開かれた柔らかな心で神さまの
お働きに従っていくことができる
ように。
②苫小牧教会との協力が祝される
ように。
牧師：福田雅祥（ふくだ まさよし）

27 イザ65章（ルカ21：25～28）

■バプテスト連盟関西地方
　　　　　　　　教会連合
①無牧師と休止中の群れを覚えて。
②教会間協力伝道が進むように。
③全世界に主の平和が満ちるよう
に。
会長：鮫島泰子（神戸伊川教会）

28 イザ66章（ネヘ1：1～3）

■部落問題特別委員会
①差別のない社会であるように。
②石川一雄さんの無罪が確定する
ように。
③当委員会の働きのために。
委員長：片桐健司（品川教会）

■社会福祉事業団体連絡協議会
差別、抑圧され、生き難さを抱え
る人たちの生命と人権が尊ばれる

「共に生きる社会」の実現に向けて。

エレ2章（ネヘ2：1～10）30
■引退教役者
内藤淳一郎氏〈東京都〉
鍋倉 勲 氏〈福岡県〉

エレ3章（詩6：1～11）31

■総会役員会
厳しい状況を見据えつつも、集ま
ることができなくても、希望の主
に信頼し、共につながる総会にな
るように。
議長：松坂有佳子（八戸教会）

29 エレ1章（ネヘ1：4～11）

※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
西南女学院創立100周年記念式典 『世の光』11月号発行

2022 10月 October

臨時理事会（Web）～ 14
『バプテスト』誌10月号発行

女性連合オンライン総会議案説明会・
懇談会

資料保存・管理委員会（Web）
『バプテスト』誌編集会議（Web）

財務委員会

教会音楽カフェ（Web）

栗ヶ沢教会牧師就任感謝礼拝
札幌教会牧師就任按手式
長崎教会副牧師就任按手式

『聖書教育』執筆者会（Web）

教会教育専門委員会議（Web） 教会音楽専門委員会議（Web）

国外伝道専門委員会議～ 11/2

松山西教会牧師就任感謝礼拝

福間教会牧師就任按手式

大井教会大谷レニー記念礼拝

女性連合オンライン信徒大会

東京北教会新会堂献堂感謝礼拝

東京バプテスト神学校
2022 年度後期開講課目のご案内

後期も「合唱」以外はオンライン授業で、どこからでも受講可能です。
ぜひ受講をご検討ください！
月「詩編を味わう」「教会学校論」
火「グループで学ぶルカによる福音書」「教会史Ⅱ」
木「神学入門～信徒の神学を求めて」「ヘブル語中級」
金「教会音楽概論」　等
後期入学も受け付けています。詳細はHPあるいは事務局まで。

℡ 03-3947-5141　E-mail seminary@tbts.jp

★第68回定期総会選挙投票受付締切

回転資金委員会

臨時財務委員会

◎聖書教育』10.11.12月号　
準備のための聖書日課10月５日　
使徒言行録4:32-36は4:32-37と 
訂正いたします。

11月のおもな予定
11/13　バプテスト福祉デー

11/14-16 第3回理事会

11/16　第68回定期総会 

　　総会招集（開催100日前）

11/27-12/4 

　世界バプテスト祈祷週間

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。

神学部では、徹底した少人数制のアットホームな環境で、将来
の牧師・主事はもちろん、キリスト教に基づく人間理解と幅広い
教養を身に付け社会に奉仕する人物の育成を目指しています。

この度、神学部のホームページをリニューアル 
いたしました。最新の情報（『神学部報』、『道』）に
ついて、以下の URL、QR コードからご確認ください。

【URL】https://www.seinan-gu.ac.jp/theology/

牧師・伝道者を目指す人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

栗ヶ沢バプテスト教会 木村一充牧師 就任感謝礼拝のご案内
私たち栗ヶ沢バプテスト教会は、2021 年 8 月より木村一充牧師
を迎えて新たな歩みを始めました。コロナ感染症拡大の中で延
期しておりました牧師就任式を、来る 10 月 2 日［日］午後 3 時 
より行うことと致しました。当日は Zoom での参加も
可能です。ぜひ多数ご参加ください。なお ID ナンバーと
パスコードは当教会ホームページにてご確認ください。

栗ヶ沢バプテスト教会　教会員一同

東京北キリスト教会 新会堂献堂感謝礼拝のご案内
東京北全国支援・地域協働プロジェクトのためのお祈りとご
支援に心から感謝申し上げます。様々な困難がありましたが、 
今年 2 月に新会堂が完成しました。つきましては、次のとおり 
新会堂献堂感謝礼拝を行います。オンラインでも配信しますの
で、ぜひご出席ください。
■日時：2022 年 10 月 10 日［月・休］午後 2 時～ 3 時半
■於：新会堂・オンライン　〒114-0034 東京都北区上十条 4-9-18
■ ZoomID　892 7365 8551　パスコード 598755

連盟代表祝辞依頼、
『バプテスト』誌広告

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。


