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エレ51章（ルカ1：39～56）18
■五

ご

島
とう

教会〈長崎県〉
①求道・受浸者が与えられますよ
うに。
②地域に開かれた教会となれるよ
うに。
③更に教会員が与えられますよう
に。
牧師：中村聖架（なかむら きよか）

エレ52章（フィリ2：1～11）19
■多

た

良
ら

見
み

教会〈長崎県〉
①牧師招聘のために。
②礼拝を大切にする群に。
③ポスト・コロナの活動のために。
代表役員代務者：松本素代美

哀1章（ルカ9：57～62）20
■長崎教会〈長崎県〉
①120周年記念の納骨堂建築・ノー
ザンクロス（北部伝道）のために。
②教会内の組織改革のために。
牧師：曺 銀珉（チョ ウンミン）
副牧師：田口圭子
音楽主事：嘉手苅夏希（かでかる なつき）
教育主事：竹内洋美

哀2章（ルカ13：22～30）21
■諫

いさ

早
はや

教会〈長崎県〉
①将来を見据えた教会形成への導
き。
②１人ひとりがより大切にされる
教会。
③地域に開かれたより活発な教会
へ。
牧師：向山 満（むこやま みつる）

哀5章（ミカ5：1～3）24
■佐世保教会〈長崎県〉
①ウィズコロナ社会の実現。
②隣接する佐世保中央公園来園者
が教会につながるように。
③神の国の広がりを体験。
牧師：鮫島則雄（さめしま のりお）

エレ50章（サム上2：1～10）17
■大牟田教会〈福岡県〉
①礼拝、集会が祝福されるように。
②高齢者、病床者の守りと癒しの
ために。
③光の子幼稚園が祝福されるよう
に。
牧師：浦 肇

エレ47章（ロマ12：9～15）14
■菊池シオン教会〈熊本県〉
①コロナの中での礼拝・諸集会が
守られるように。
②集う方々とご家族の健康が守ら
れ、日々の必要が満たされるよう
に。③これからの教会形成と成長
のために。
牧師：濱川耕一

エレ46章（ルカ12：35～40）13
■種

たねがしま

子島伝道所（熊本愛泉教会）
〈鹿児島県〉

①後継者が早く与えられますよう
に。
②世界宣教のために祈り続ける教
会。
③沼田牧師の健康のために。
牧師：沼田俊昭

エレ45章（ルカ11：27～28）12
■八

やつ

代
しろ

伝道所（熊本愛泉教会）
〈熊本県〉

①新来者が与えられますように。
②信仰の喜びを分かち合い伝える
教会に。
③恐れずあきらめず伝道に取り組
む教会に。
牧師：桑原伸良

エレ44章（ルカ1：26～38）11
■熊

くま

本
もと

愛
あい

泉
せん

教会〈熊本県〉
①早く牧師が与えられますように。
②教会員の霊性の向上と健康の守
護。
③八代、種子島の伝道所の御守護。
協力牧師：濱田修三
代表役員代務者：田中芳樹

エレ43章（ヨブ42：2～6）10
■山

やま

鹿
が

新生教会〈熊本県〉
①御言葉がしっかり語られるよう
に。
②コロナ感染が終息しますように。
③日本の教会が復興しますように。
牧師：船越哲義

エレ42章（ルカ18：24～30）9
■豊岡伝道所（東熊本教会）

〈熊本県〉
①教会の歩みのために。
②教会財政の祝福。
③病気療養中の方々のために。
代表者：工藤信也

エレ41章（創18：9～15）8
■東熊本教会〈熊本県〉

「共に」礼拝を行うための取り組み
が、充実し、広がっていきますよ
うに。
牧師：三上 充（みかみ まこと）

エレ40章（マタ1：18～25）7
■羊の群れ伝道所（熊本南教会）

〈熊本県〉
①次世代の聖書教育のために。
②もっと安定して集会場所が与え
られること。
③各地での家庭集会の開始を目指
して。
牧師：朴 哲浩（パク チョルホ）

エレ39章（エフェ1：10～14）6
■熊本南教会〈熊本県〉
①地域に開かれた教会となるよう
に。
②福音を伝えるクリスマスの準備
のために。
③賛美チームの働きのために。
牧師：朴 哲浩（パク チョルホ）

エレ38章（エフェ1：1～9）5
■人吉教会〈熊本県〉
①日々、みことばに接し、祈る。
②与えられた所で主を証しする。
③日々の恵みに感謝し献げる。
牧師：永渕一隆

エレ37章（ルカ1：5～25）4
■天草中央教会〈熊本県〉
①キリストの弟子となれるように。
②御霊の実を豊かに結べるように。
③聖霊の一致が教会にあるように。
牧師：南 圭生（みなみ けいせい）

エレ36章（マラ3：19～24）3
■延

のべ

岡
おか

教会〈宮崎県〉
①コロナの中健康が守られるよう
に。
②新来者が与えられるように。
③みことばによく従えるように。
牧師：松田良明

哀4章（イザ11：1～10）23
■ 相

あいのうらひかり

浦 光 教会〈長崎県〉
①礼拝者として生きる日々。
②高齢者の信仰が支えられるよう
に。
③東アジアの平和を祈り続ける。
牧師：武林真智子

哀3章（使徒26：12～18）22
■大村古賀島教会〈長崎県〉
①求道者の神との出会いのために。
②１人ひとりの神との対話のため
に。
③相互理解という「平和」のために。
牧師：川久保拓也

エレ49章（詩25：1～5）16 
■有明教会〈福岡県〉
①平日宿題会に福音を。
②キリストの弟子の歩みを。
③会堂建築のビジョンを。
牧師：田中文人（たなか ふみひと）

エレ48章（詩34：2～11）15
■大牟田フレンドシップ教会

〈福岡県〉
①週報の裏面の聖書課題を毎日読
み、祈り、愛すること。
②すべてを神に拠り頼み従順にし
て待つこと。③神の約束は必ず実
現する。あきらめないこと。
牧師：眞柄光久（まから てるひさ）
協力牧師：福井正躬
教会主事：叶 義文

■ 嬉
うれし

野
の

教会〈佐賀県〉
①処女降誕のキリストを信じる信
仰。②聖霊により、神を父と呼ぶ
信仰。③救霊のため兄弟姉妹皆共
に祈り励む。牧師：藤野慶一郎　
協力宣教師：車 孝振（チャ ヒョジン）、
金 恩妃（キム ウンビ）　祈祷主事： 
相原和子　伝道主事：橋爪義行

■鹿
か

島
しま

教会〈佐賀県〉
①万人牧師の教会の実現。
②離れている会員の信仰の回復。
③牧師の健康が守られるように。
牧師：玉置 行（たまき あきら）

エゼ1章（ルカ2：1～20）25 26 エゼ2章（イザ9：5～6）

■バプテスト北九州地方連合
宣教支援センターへの8年間の連
盟全国支援感謝。４月からの連合
独自の運営が守られますように。
会長：谷本 仰（南小倉教会）

27 エゼ3章（ルカ2：15～21） 28 エゼ4章（ルカ2：22～35）

■ハラスメント対策委員会
対策委員会の取り組みのために。
ハラスメントで苦しみ悩む人々に
適切な解決が与えられるように。
委員長：城倉由布子（泉教会）

2
■高鍋伝道所（児湯教会）

〈宮崎県〉
①次世代を担う20名の信仰者が与
えられますように。
②教会員の健康が守られますよう
に。
牧師：児玉一郎

1
■児

こ

湯
ゆ

教会〈宮崎県〉
「まぼろし示されつつ招きに応えて

進む群」との主題のもと、今後の
教会について話し合っています。
牧師：徳渕敬尚（とくぶち のりひさ）

エレ34章（使徒26：19～23） エレ35章（イザ49：14～21）

29 エゼ5章（ルカ9：46～48）

■日本バプテスト連盟 宣教研究所
①新任牧師・主事研修会の準備と
参加者のために。
②宣研の研究・研修・情報発信等
のために。
③運営委員会及び宣研スタッフの
働きのために。
運営委員長：高橋秀二郎（広島教会）
所長：朴 思郁（パク サウク・西川口教会）

30 エゼ6章（ルカ10：21～24）

■同盟、沖縄連盟、ＮＣＣ
日本バプテスト同盟
　理事長：大矢誉生

沖縄バプテスト連盟
　理事長：渡真利彦文

日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）
　議長：吉髙 叶

■引退教役者
濱田隆氏〈熊本県〉
濵中恒雄氏〈福岡県〉

31 エゼ7章（ルカ2：39～40）

※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』1月号発行

2022 12月 December

全国発送

クリスマス

『聖書教育』執筆者会（Web）
教会音楽カフェ（Web）

『バプテスト』誌 1月号発行 ◎総会議案書発送

臨時理事会西南学院教会創立100周年

◎総会登録・追加議案締め切り

1月のおもな予定
１/7 　総会議案説明会

1/29-2/5　協力伝道週間

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。

　　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。

九州バプテスト神学校 ２０２3 年度学生募集のご案内
あなたもぜひ学んでみませんか！
▶働きながら学べる夜間の神学校（午後 ６時 30 分～ ９時）
▶教会の具体的な活動に結びつける学び、特に実践教育を重視
▶すべての科目でインターネット、DVDによる通信教育
応募資料をお送りしますので、お気軽にお問い合せください。

【履修課程】本科 3 年／専攻科（本科終了後　牧師コース、主事・信徒リーダーコース）　
　　　　 　 聴講（1 科目から受講可）

【応募期間】2022 年 12 月 1 日［木］～ 2023 年 2 月 1 日［水］
【入試・面接】2023 年 2 月 4 日［土］
【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
　T&F０９２-９８５-１８１２　E メール kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

　

主のみ名を賛美いたします。
わたしたち福岡ベタニヤ村教会は、この９月より田口昭典氏を牧師とし
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
感謝礼拝を捧げます。これからも協力伝道の中でお祈りに覚えていただ
きますよう、よろしくお願い申し上げます。　　　　　　　    主にありて

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡ベタニヤ村教会教会員一同
◆日時：2023年1月15日（日）15:00～17:00 ◆会場：当教会礼拝堂

〒814-0031 福岡市早良区南庄5-4-37　Tel&Fax 092-841-0198

福岡ベタニヤ村教会  牧師就任感謝礼拝のご案内 北陸３教会主催の連盟総会提出議案説明会ご案内
北陸3教会（福井、金沢、富山小泉町教会）は、理事会審査を経て、福
井教会復興のための全国支援・地域協働プロジェクト案を総会に発案す
る運びとなりました。提案教会としても、少しでも多くの教会のご理解
とご賛同をいただきたいと議案説明会を予定致しました。
先着100名となりますが、ぜひご参加のほどよろしくお願いします。
日時：2023年 1月 16日［月］19：30－ 21：00

zoomアドレスは後日、那珂川教会の藤牧師よりお知らせいただきます。
問合せ先：福井キリスト教会（電話0776－23－8189、携帯 080-4317－5501）


