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エゼ29章（ルカ6：1～11）22
■福岡有田教会〈福岡県〉
①高齢教会員たちの生活と命の護
り。
②新教会堂建築ヴィジョンの実現。
③求道者の方たちの救い。
牧師：松田和夫

エゼ30章（マラ3：1）23
■田隈教会〈福岡県〉
①教会学校子どもたちの成長のた
めに。
②高齢の兄弟姉妹の健康のために。
③奏楽者が与えられるように。
牧師：篠田裕俊
協力牧師：坂東資朗

エゼ31章（ルカ3：1～14）24
■福岡国際教会〈福岡県〉
①「神様よし三方よし」の教会形成。
②糸島集会（木村公一牧師）のた
めに。
③兼職牧師と信徒が担う教会形成。
主任牧師：篠原健治
糸島集会担当協力牧師：木村公一

エゼ32章（ルカ3：15～20）25
■福岡聖書教会〈福岡県〉
①聖霊の満たしと教会の前進のた
めに。②信仰継承とバプテスマ増
のために。③家族、親族、友人の
救いとリバイバル。
牧師：浜中 満
名誉牧師：浜中恒雄
伝道師：浜中有希子

エゼ35章（使徒18：24～19：7）28 
■資料保存・管理委員会
①連盟の歴史的重要資料の保存・
管理が委員会と諸教会の協力に
よって進められますように。
②委員の働きと連盟事務所で保存・
管理作業にあたっている長尾なつ
み職員の働きが守られますように。
委員長：松村誠一（大泉教会）

エゼ28章（ルカ14：1～6）21
■平尾教会〈福岡県〉
①２つの会堂のビジョン成熟のた
めに。②こひつじの園ランチカフェ
のために。③キリストの平和が世
界にあるように。
主任牧師：奥村 献（おくむら ささぐ）
牧師：森 崇 （もり たかし）
協力牧師：青野太潮（あおの たしお）、
　　　　   才藤千津子

エゼ25章（申5：12～15）18
■福岡新生教会〈福岡県〉
①多くの人々の救い。②世界伝道の
さらなる前進。③心身の病の癒し。
主任牧師：竹田殉聖　牧師：竹田
耶子武　宣教師：李 聖徳、河端 
真 理 子、 ジ ャ ナ ク・ カ ン デ ル　 
国際関係交流主事：張 磊　協働牧師：
竹田 浩　協働伝道師：野口和子

エゼ24章（出20：8～11）17
■小

お

郡
ごおり

教会〈福岡県〉
世の光、地の塩として、教会が、
前進し続けるように。
牧師：下川睦子　教会主事：吉浦
徳美

エゼ23章（創2：1～4a）16 
■和

わ

白
じろ

教会〈福岡県〉
①み言葉に生きる教会の歩みを。
②地域の方々に仕える教会形成を。
③各地での地震、豪雨の被災者の
ために。
牧師：城前和徳　協力牧師：片山 寛
教会主事：樺島瑞代
宣教師：洪 淳奎（ホン スンギュ）

エゼ22章（ルカ5：17～26）15
■粕

かす

屋
や

教会〈福岡県〉
①ぶれず、「御言葉」に立つ教会。
②キリストの体なる「教会形成」。
③新来者と共に癒される教会。
牧師：髙地京子（たかちきょうこ）

エゼ21章（ルカ7：36～43）14
■宇

う

美
み

教会〈福岡県〉
①子どもたちとの出会いのために。
②地域の方々との出会いのために。
③すべてはキリストの栄光のため
に。
牧師：間村史子（まむら ふみこ）

エゼ20章（ルカ6：37～38）13
■篠

ささ

栗
ぐり

教会〈福岡県〉
①毎週の説教ネット配信のために。
②福音のオリジナルの探求のため
に。
③賛美歌創作による伝道のために。
牧師：伊藤 聡

エゼ19章（ルカ6：6～11）12
■春

かす

日
が

原
ばる

教会〈福岡県〉
①教会が、神と人がつながり合う
現場になれますように。
②みんなが暴力から解放されます
ように。
牧師：末松隆夫、原田 賢

エゼ18章（ルカ5：27～32）11
■福岡南伝道所

（筑紫野二日市教会）〈福岡県〉
①礼拝が休むことなく継続されるこ
と。
②未就園児母と子の育児活動の応援。
③ひばるん子ども食堂は地域交流場。
牧師：有吉光寛
伝道師：柴田公文

エゼ17章（創4：8～9）10
■筑紫野二日市教会〈福岡県〉
①新来者・求道者・バプテスマ受
浸者が与えられるように。
②信仰の継承を育成する。
牧師：加来国生（かく くにお）
音楽責任者：加来陽子

エゼ16章（創3：8～9）9
■筑紫野南教会〈福岡県〉
①ふさわしい牧師の招聘。
②地域のより多くの方への伝道。
③信仰継承と後継者育成。
代表役員代務者：梅木光男

エゼ15章（ルカ4：1～13）8
■鳥

と

栖
す

教会〈佐賀県〉
３年後に計画している新会堂建築
が、地域に暮らす様ざまな方々と
喜びあえるものとなり、必要が満
たされますように。
牧師：野中宏樹　
協力牧師：濱野道雄　
主事：日比亜門（ひび あもん）

エゼ14章（ロマ8：35～39）7
■久留米教会〈福岡県〉
①コロナ後に向けた取り組みの進展。
②教会が多くの人の居場所となる
こと。
③バプテスマや転入希望が起こさ
れること。
牧師：踊 真一郎（おどり しんいちろう）
教会主事：踊 夢希（おどり ゆめき）

エゼ34章（使徒10：34～43）27
■福岡地方バプテスト連合
①2/18「どげんすっと」（宣教会議）
盛会のために。
②連合の協力伝道関係の進展のた
めに。
③新年度からの役員のお働きのた
めに。
会長：踊 真一郎（久留米教会）

エゼ33章（ルカ16：14～18）26
■早

さ わ ら

良教会〈福岡県〉
①求道者に良い導きがあるように。
②高齢者の健康のために。
③子どもたちの健やかな成長のた
めに。
牧師：加山 献（かやま ささぐ）
名誉牧師：K.J. シャフナー 
協力牧師：今村まさゑ
協力宣教師：朱 承圭（ジュ スンギュ）

エゼ27章（ルカ13：10～17）20
■長

なが

住
ずみ

教会〈福岡県〉
①週日の生活において、キリスト
を紹介する歩みを。
②多様な私たちが、共に生きる教
会共同体に。
牧師：中條譲治、中條智子

エゼ26章（サム上21：1～7）19
■須

す

恵
え

伝道所（福岡新生教会）
〈福岡県〉

①多くの魂が救われるように。
②祈りと伝道が祝福されるように。
牧師：竹田進一

■連合立等神学校・研修
　　　　　　　　　センター

・東京バプテスト神学校
・九州バプテスト神学校
・北海道バプテスト

研修センター

■日本バプテスト保育連盟
①キリスト教保育者が起こされる
ために。
②教会と園との宣教協力のために。
③教職員の働きと救いのために。
④豊かな設置者園長協議会のため
に。
会長：田中秀一（シオン山教会）

エゼ36章（ルカ7：18～35）29 30 エゼ37章（イザ56：6～8）

■引退教役者
原
はら

田
だ

摂
せつ

生
お

氏〈東京都〉
日

ひ

隈
ぐま

光
みつ

男
お

氏〈東京都〉

31 エゼ38章（エレ7：1～11）

6
■久留米荒木教会〈福岡県〉
独り言の「何ともならん…」を、
みんなの「何とかしようよ！」に
創り変える主イエスの飯場（はん
ば）たれ！
牧師：溝上哲朗
協力牧師：吉田晃児、塚田正昭
教会主事：山田哲也

5
■壱

い

岐
き

教会〈長崎県〉
①壱岐に福音が行き渡りますよう
に。
②教会創立69年を感謝し祈ります。
③教会に集う人たちをお守りくだ
さい。
牧師：飛永 孝（とびなが たかし）、 
　　　飛永永子（とびなが ながこ）

エゼ12章（ルカ22：24～30） エゼ13章（ルカ23：32～38）エゼ8章（ルカ2：41～52）1
■佐賀新生教会〈佐賀県〉
①牧師亡き後の当教会成長のた
めに。
②後継者Ｋ神学生の健康御守り
のために。
③タイの森田覚偉霊（サムエル）
宣教師のために。
代表執事：河野正成

エゼ9章（申8：2～6）2
■霊

たま

水
みず

教会〈佐賀県〉
①専任の牧師招聘。
②海外留学生の佐賀での学びと平安。
③教会員１人ひとりの健康。
牧師：塚田正昭
　　　（久留米荒木教会派遣）

エゼ10章（エレ15：16）3
■佐賀教会〈佐賀県〉
①紛争地域に早急な平和協定の締結。
②みこころに適った牧師招聘の実現。
③地域伝道の実を結ぶ活動のために。
代表役員代務者：中村千枝子

エゼ11章（アモ8：11～12）4
■大川伝道所（佐賀教会）

〈福岡県〉
①礼拝・祈り会が聖霊の満たしの
中で。
②大川全戸に福音を届ける。
③各自賜物活かされて一致して仕
える。
伝道師：中村千枝子

2023 1月 January

＝協力伝道週間＝ 1/29［日］～ 2/5［日］

１月最終主日から２月第１主日は「協力伝道週間」
です。「協力伝道」の働きを覚え、「協力伝道献金」
目標額の共有とともに、全国 316 の教会・伝道
所の働きを互いに感謝し祈りに覚えましょう。
※今月号６ページにある「協力伝道週間・祈りの
暦」を用いてお祈りください。12 月の全国発送
でポスターをお送りします。

日本バプテスト連盟

年 月 日［日］～ 月 日［日］

主題：「今、共にキリストを証しするために

～新たな『自立と協力』」

～各個教会・地域が主体となる協力伝道～

聖句：「愛を身に着けなさい。

愛は、すべてを完成させるきずなです」
コロサイ

機構改革の大方針

① 各個教会・地域主体の協力伝道へ
② 多様な声が響き合う連盟へ
③ 協力伝道献金体制の確立

年度協力伝道献金目標額 円

教会・伝道所の献金目標額 円

※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』2月号発行全国発送

『バプテスト』誌 2月号発行 臨時理事会

総会議案説明会（Web）

地区宣教主事会（Web）
『聖書教育』執筆者会（23年9月号Web ） 地区宣教主事会（Web）

国外伝道専門委員会議（Web）-17

教会教育専門委員会議（Web）

教会音楽専門委員会議
『聖書教育』実務者会（Web）

協力伝道週間（1/29－2/5）

福岡ベタニヤ村教会牧師就任式

神学部には、将来の牧師・主事が学ぶ「神学コース」は勿論、
社会に聖書の価値観に基づいて奉仕する人物を育成する「キ
リスト教人文学コース」があります。推薦制度もありますの
で、ぜひ貴教会から送り出してください。
神学部の様子は、学生会が発行する機関誌『道』
でお知り頂けますので、右のQRコードから最
新号をご一読ください。

神学部の学びについて 　「障がい者と教会委員会」推薦書 『なぜ君は笑顔でいられたの？』
長く「障がい者と教会委員会」の委員を務めた福

ふく

本
もと

峻
しゅん

平
ぺい

さんの本が出版さ

れました。「先天性大脳白質形成不全症」という難病に侵さ

れながら、彼が伝えたのは“感謝”でした。難病を抱えな

がらも、神に与えられた人生をいかに生きるべきかを問い

続け、人々に喜びと感動を与えつつ、“笑顔”で生き抜いた

33年の生涯の物語です。ぜひ多くの皆さんに読んでいただ

きたいと願っています。連盟では取り扱いがありません。

ご注文は…いのちのことば社・フォレストブックス
　　　　　TEL０３－５３４１-６９２０　定価1,760円

2月のおもな予定
1/29-2/5　協力伝道週間

2/11　信教の自由を守る日
（連盟事務所勤務日）

2/24　第68回定期総会

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。

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

東京バプテスト神学校   2023 年度入学 ・ 前期公開講座のご案内
2023年度入学をご希望の方は、事務局までお問合せください。

下記の公開講座は入学手続きなしで誰でも、どこからでも受講できます。
個人で、教会共同受講（2名以上）で、ぜひ受講をご検討ください。

月 宣教学・日本のキリスト教会の現状とこれから 
　　　講師：松谷信司、上中栄、濱野道雄
木 新約釈義・マルコによる福音書を読む　 講師：森淳一
金 マルタとマリア・新しい耳で聞くマルタとマリアの話（仮題） 
　　　講師：山口里子

℡ 03-3947-5141　ホームページ www.tbts.jp


