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エレ23章（ネヘ12：27～43）20
■枕崎伝道所（伊集院教会）

〈鹿児島県〉
礼拝、祈り会に多くの方が来られ
るように。市民の魂の救いのため
に祈っています。
主任牧師：馬渡健太郎
協力牧師：麦野 賦

エレ24章（イザ56：1～8）21
■川

せん

内
だい

教会〈鹿児島県〉
①互いに愛し合う。
②正しくみことばを学ぶ。
③み言葉を聞くだけでなく行う。
協力牧師：立島和史

エレ25章（イザ60：1～7）22
■ 都

みやこのじょう

城 教会〈宮崎県〉
①協力牧師が与えられ感謝します。
②毎週の礼拝が守られますように。
③教会員の信仰をお守りください。
協力牧師：立花一志

エレ26章（マコ1：1～8）23
■宮崎教会〈宮崎県〉
①信仰決心者が与えられるために。
②キリストの平和の実現のために。
③みくに幼稚園の働きのために。
牧師：中條信治、中條邦子

エレ29章（ルカ4：14～15）26
■中国・四国バプテスト

教会連合
今年度主題は「共に喜び、共に泣
く」。中国四国連合19教会１伝道
所の宣教が共に恵まれるように。
会長：梶井義郎（高松常磐町教会）

エレ22章（黙22：1～5）19
■伊

い

集
じゅう

院
いん

教会〈鹿児島県〉
①新来者・受浸者の賜与。
②伝道開始100周年記念準備のた
めに。
③霊とまことの礼拝へ100人出席。
主任牧師：馬渡健太郎
　　　　　（まわたりけんたろう）
協力牧師：麦野 賦（むぎの みつぎ）

エレ19章（詩122：1～9）16 
■西原新生教会〈沖縄県〉
①伝道開始50周年。主に栄光を帰
す。
②新生の民としての原点を忘れな
い。
③沖縄における主の平和の実現。
協力牧師：柏本隆宏
　　　　　（かしもと たかひろ）

エレ18章（詩48：1～15）15
■那覇新都心教会〈沖縄県〉
①コロナ危機において、ミッショ
ン・ステートメントを共に生きる。
②沖縄平和センター設立のビジョン。
③牧師招聘。
牧師：岡田有右（おかだ ゆうすけ）、
岡田富美子

エレ17章（ネヘ9：1～6）14
■旭川教会〈北海道〉
①教会組織から77年を感謝して。
②祈祷会再開の道が拓かれるよう
に。
③先住民族アイヌの権利回復のた
めに。
牧師：田森茂基

エレ16章（ネヘ7：72～8：12）13
■旭川東光教会〈北海道〉
①教会周辺に福音が届きますよう
に。
②教会の礼拝に喜びが溢れますよ
うに。
③高齢者の生活が支えられますよ
うに。
牧師：桐本恒雄

エレ15章（ルカ24：28～35）12
■釧路教会〈北海道〉
①「４つの礼拝」が守られるように。
②食料無料配布プロジェクトのた
めに。
③教会の復興が着実に進むように。
牧師：奥村敏夫
宣教師：マシュー・チン・メイ・マン、
　　　　ダイアナ・ウォン・サン・サン

エレ14章（申26：5～11）11
■帯広教会〈北海道〉
信徒・教会が主にならい成長する
ように。地域プログラムが、福音
の広がりに用いられるように。
牧師：川内裕子（かわち ひろこ）、
川内活也（かわち かつなり）

エレ13章（詩119：169～176）10
■小樽教会〈北海道〉
①子どもたちをキリストのもとへ。
②地域に仕える教会へ。
③礼拝と祈祷会を引き続き大切に。
牧師：エイカーズ愛

エレ12章（詩19：8～11）9
■札幌新生教会〈北海道〉
①教会の復興。歴代誌下7:13-14
②福音書の弟子から使徒言行録の
弟子へ！
③新教会堂の建設。
ユースパスター：田中満矢
牧師インターン：三浦皇主郎
協力主事：結城勝吾
協力牧師：田中 博

エレ11章（ネヘ6：15～7：3）8
■札幌教会〈北海道〉
弱音をはける居場所として教会が
用いられますように。そこでみ業
が起こされますように。
牧師：西本詩生（にしもと しなる）、
　　　石橋大輔

エレ10章（ネヘ3：33～38）7
■西野教会〈北海道〉
短く過ぎてお伝えできないので、
YouTube で岩本義博を検索して説
教動画をご覧ください。
牧師：岩本義博

エレ9章（ネヘ2：11～20）6
■平岡ジョイフルチャペル

〈北海道〉
①日曜の「学術的聖書講話」のた
めに。②木曜の「学術的聖書講読」
のために。
③ヘブライ語とギリシア語聖書講
読。
牧師：三上 章

エレ8章（ヨハ2：13～22）5
■オ－プン・ドア・チャペル

〈北海道〉
①各教会員の平安と祝福のために。
②各家庭の平安と祝福のために。
③各教会の平安と祝福のために。
牧師：佐々木俊一
協力牧師：ジェームズ・Ｅ・アリソン

エレ28章（マタイ4：12～17）25
■宮崎丸山町教会〈宮崎県〉
①新会堂建築が実現しますように。
②礼拝時に十分な感染対策が確立
できますように。
牧師：金子貢司

エレ27章（マコ1：14～15）24
■青

あお

島
しま

伝道所（宮崎教会）
〈宮崎県〉

青島の福音伝道のために。

エレ21章（ルカ24：36～53）18
■鹿児島教会〈鹿児島県〉
①会堂リフォームの守りと導きの
ために。
②求道者の守りと浸礼決断の導き。
③幼稚園と児童クラブの働きと守
り。
牧師：田渕 亮

エレ20章（詩148：1～14）17
■国

こく

分
ぶ

教会〈鹿児島県〉
①コロナ危機の中で教会員と教会
の歩みが祝福を受けられること。
②ウクライナとミャンマーに平和
と自由を。
牧師：マウマウタン
協力牧師：立山泰士　
協力宣教師：テモテ ･ ボード

■ホームレス支援特別委員会
①コロナ危機における困窮者の暮
らしの守り。
②諸教会が困窮者支援に関われる
ように。
③ホームページ作成が守られるよ
うに。
委員長：麦野達一（福岡西部教会）

■専門委員・地区宣教主事
総務、地区宣教主事、国外伝道、
青少年伝道、教会音楽、賛美歌検討、

『聖書教育』編集、教会教育、
『バプテスト』編集

エレ30章（ルカ4：16～21）27 28 エレ31章（ルカ1：1～4）

■日本バプテスト
　　　　　ろう伝道委員会
①各教会のろう伝道の働きが祝さ
れますように。
②ろう伝道委員会の働きが導かれ
用いられるように。
委員長：宮井武憲（福岡城西教会）

29 エレ32章（フィリ2：12～18） ＝第68回定期総会 提出予定議案に関する懇談会＝
第68回定期総会（2/24・書面による総会）に上程が予定されている議案に関して、総会提出前に諸教会・
伝道所からの質問・意見を伺う「提出予定議案に関する懇談会」が理事会主催で開催されます。
詳細は9/16全国発送、連盟 HP にて。なお、総会役員会主催「議案説明会」は23年1月7日の予定です。
■日時：① 10月2 2日（土）／②11月 5日（土）※いずれも13時～16時
■対象：加 盟教会・伝道 所の教会員
■内容：①②それぞれ 異なった議案（主な議題）を取り上 げる予定です。
　　　　2023年度 ~26年度中期計画案、2023年度活動方針計画案・同予算案 、
　　　　伝道者養成基本理念改定案等
■方法 : オンライン（Zoom） 　ID: 438 770 5889 　パスコード : soukai336

30 エレ33章（ルカ24：22～27）

■引退教役者
野村義雄氏〈神奈川県〉
浜崎英一氏〈滋賀県〉

エレ4章（詩33：1～11）1
■函館教会〈北海道〉
①み言葉と祈り、主の愛と聖霊充満。
②イスラエルの祝福と、世界の平和。
③連盟・連合との連帯と協力伝道。
牧師：本多啓示

エレ5章（1コリ4：1～5）2
■苫

とま

小
こ

牧
まい

教会〈北海道〉
①求道者、働き人、牧師が与えられ、
②地域に根ざし、
③福音の種が広がるように。
代務者：桜井 明　
助言者：福田雅祥（函館美原教会）

4
■平岸教会〈北海道〉
①教勢が恵まれますように。
②バプテスマを受ける人が起こさ
れますように。
③宣教師の方々と協力して伝道を
進めていけますように。
牧師：全 皓燮（チョン ホウショップ） 

3
■室蘭教会〈北海道〉
①体調を崩されている方々の癒し。
②転入会式に向けての歩み。
③コロナ、戦争、内戦の終息と平和。
牧師：吉田尚志

エレ6章（エズ8：31～35） エレ7章（ルカ2：41～52）

※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

『世の光』12月号発行

2022 11月 November

全国発送
『バプテスト』誌12月号発行第3回理事会（Web) ～ 16

佐々木和之IMV報告会（連盟事務所/Web） 
新生讃美歌ブックレットを用いた研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　（Web）
新『聖書教育』準備委員会（Web）

伊藤世里江元AMC報告会（連盟事務所/
Web） 

総会議案懇談会（Web）

『聖書教育』2023年1.2.3月号発行

高知伊勢崎教会牧師就任式

長崎教会創立120周年記念感謝礼拝

「バプテスト福祉デー」
西南学院教会牧師就任感謝礼拝

世界バプテスト祈祷週間（11/27 ～ 12/4）

『聖書教育』執筆者会（Web）

みんなで「これ連」（Web）

12月のおもな予定
11/27-12/4 

　世界バプテスト祈祷週間

12/19　女性連合第50回総会 

　　　　　　　　　（書面）

12/25　クリスマス

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。

長崎バプテスト教会
創立120周年記念感謝礼拝のお知らせ
日時：2022 年 11月 6日［日］10:30

この度、長崎バプテスト教会は 120 周年を迎えます。これまでの神さ
まの恵みと導き、たくさんの方々の支えに感謝するとともに、120 周
年記念として行った納骨堂建築、一般社団法人設立への感謝も合わせて 
礼拝をささげます。長崎教会のYoutubeチャンネルからご覧いただけます。

長崎バプテスト教会教会員一同

九州バプテスト神学校  10月はオープン授業月間
◎期間中、下記授業がインターネット（新型コロナウィルス感
染防止のため）で 2 科目まで、無料で受講できます。インター
ネットで受講ご希望の方は下記事務局までお問合せください。
【月】新約概論、新約釈義特講、ギリシア語、キリスト教倫理
【火】教義学特講、宣教論、教会と社会、キリスト教思想史
【木】旧約釈義特講（6 日・20 日）、旧約概論（13 日・27 日）、牧会学特講
【金】日本キリスト教史、教会管理特講、教会音楽、教会教育Ｂ
[ 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内

TEL＆ FAX：092-985-1812　Ｅメール：kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

　　東京バプテスト神学校
　２０２２年度冬期公開講座のご案内

【日　時】２０２２年１２月２６日［月］～２７日［火］
【テーマ】「バプテストの教会形成Ⅱ
　　　　　　～日本のバプテスト教会の歩みを振り返る」
【講　師】金丸英子先生（西南学院大学神学部教授）
【場　所】茗荷谷キリスト教会礼拝堂（オンライン併用）

　　　　 申込締切日：１２月１９日［月］
※夏期公開講座を受講した方はもちろん、受講していない方もぜひお申込
　みください！ 詳細はホームページをご覧ください。

世界バプテスト祈祷週間
2022年11月27日［日］～ 12月4日［日］

11/27	［日］	「世界バプテスト祈祷週間」のために
11/28	［月］	連盟から派遣されている3組の働き人を覚えて
11/29	［火］	連盟の国内伝道の働きのために
11/30		［水］	福島移住女性支援ネットワーク、イドナ村女性協同組合
12/	1	［木］	アガペホーム、プリ・キンダーガルテンスクール、
　　　　　　ブレス・カンボジア・ネットワーク
12/	2		［金］	世界バプテスト連盟救援委員会（BWAid）のために
12/	3	［土］	世界バプテスト連盟女性部（BWAW）、アジアバプテスト女性連合（ABWU）
12/	4		［日］	日本バプテスト女性連合と各女性会の働きのために

■『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。


