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ダニ9章（ルカ12:13～21）19
■福間教会〈福岡県〉
①バプテスト精神に立ち、主の業
に励む。
②喜びと感謝に満たされて、地域
の灯台となる。
牧師：近藤浩久
協力牧師：宮崎信義

ダニ10章（ルカ4:16～21）20
■臼

うす

杵
き

教会〈大分県〉
①神の招き（外なる声）に聴く一歩。
②更なる教会設備補修課題のため
に。
③開かれ協力して宣教に励むため
に。
牧師：永松 博
協力牧師：松永正俊

ダニ11章（ルカ5:27～32）21
■別府国際教会〈大分県〉
①信仰の絆と交わりのために。
②国際教会としてビジョンの共有。
③教会墓地取得のために。
牧師：酒井朋宏

ダニ12章（ルカ8:42b～48）22
■大分教会〈大分県〉
①教会のための人間形成から、人
のための教会形成へ。
②教会の敷居を下げることができ
るように。
牧師：村田 悦（むらた えつ）

ホセ3章（ルカ15:18～24）25
■性差別問題特別委員会
①性暴力を始めあらゆる暴力の根
絶のために。
②多様な人が安心して集える教会
に資する委員会となるように。
委員長：岡田富美子（那覇新都心教会）

ダニ8章（ルカ12:22～34）18
■自由ヶ丘教会〈福岡県〉
①牧師招聘が叶えられますように。
②無牧師の中の教会運営のために。
③高齢者と家族の健康のために。
代務者：村上結実子

ダニ5章（Ⅰコリ16:1～4）15
■東福岡教会〈福岡県〉
①信仰の継承のために。
②高齢者・病の人が守られますよ
うに。
③幼稚園の働きのために。
牧師：笠井 元（かさい はじめ）
協力牧師：松見 俊（まつみ たかし）、
劉 雯竹（リュウ ブンチク）

ダニ4章（使徒4:32～37）14
■香

か

住
すみ

ヶ
が

丘
おか

教会〈福岡県〉
①キリストが形づくられるように。
②分かち合いを通して主に開かれ
る。
牧師：堀内 明
名誉牧師：藤井健児

ダニ3章（使徒3:1～10）13
■博多教会〈福岡県〉
①「愛のうちに建つ教会」として
健全に歩むことができますように。
②教会の大規模改修が進みますよ
うに。
牧師：佐味健志（さみ たけし）

ダニ2章（ルカ8:16～18）12
■那

な

珂
か

川
がわ

教会〈福岡県〉
①苦難の時代にも信仰に立つため
に。②地域への福音伝道の広がり
のために。③数年後にできる新住
宅街伝道のために。
牧師：藤 寿（とう ひさし）

ダニ1章（マコ4:21～25）11
■福岡教会〈福岡県〉
①主日礼拝、祈祷会を豊かに。
②高齢者、闘病中の方々のご健康
のために、
③「海と空のひろば」（地域の居場
所作り、食事会）の活動を通して
地域とつながる。
牧師：小川宏嗣（おがわ ひろつぐ）

エゼ48章（ロマ10:14～21）10
■鳥飼教会〈福岡県〉
①教会のミッション・ビジョンの
策定。
②新来者・求道者の信仰決心。
③み言葉と祈りによる信仰成長。
牧師：三田照雄

エゼ47章（ルカ12:49～53）9
■西南学院教会〈福岡県〉
牧師就任式、創立100周年への諸
教会からの祝意とお祈りを感謝し
ます。新たな福音宣教の歩みのた
めにお祈りください。
主任牧師：西脇慎一
協力牧師：踊 一郎

エゼ46章（ルカ10:21～24）8
■福岡 城

じょう

西
せい

教会〈福岡県〉
①コロナ危機の中、共に祈り共に
つながる教会の歩みが守られます
ように。②世界の隅々にキリスト
の平和が届きますように。
牧師：宮井武憲
協力牧師：寺園喜基
名誉牧師：安藤榮雄（あんどう ひでお）

エゼ45章（ルカ8:19～21）7
■西福岡のぞみ教会

〈福岡県〉
①神の愛が地域の人々の平安を支
えてくださいますように。
②新来者の方々が信仰に導かれま
すように。
牧師：亀井良雄
協力牧師：永山辰原（ながやま ときはら）

エゼ44章（ルカ8:4～15）6
■福岡西部教会〈福岡県〉
①礼拝を第一にして信仰生活を送
る。
②コロナ危機で困窮している人々
に寄り添う。
③与えられる出会いを大切にする。
牧師：麦野達一

エゼ43章（ルカ19:41～48）5
■福岡ベタニヤ村教会

〈福岡県〉
自立した信徒による礼拝と祈りか
ら始まる伝道・教育・奉仕・交わ
りの豊かな教会形成の継続的取り
組み。
牧師：田口昭典
協力牧師：G・W・バークレー

エゼ42章（ルカ13:31～35）4
■かたえ教会〈福岡県〉
①出会い・つながる人と祈りを共
有できるように。
②生き難さの中にある人たちの生
活が守られるように。
③共に「神の国」を生きられるように。
牧師：水野英尚（みずの ひでたか）
伝道主事：興津吉英（おきつよしひで）

ホセ2章（使徒13:44～52）24
■西九州地方連合
①無牧師の教会のために。
②全国大会を備える壮年会のため
に。
③オンライン促進プログラムのた
めに。
会長：曺

チョ
 銀
ウン

珉
ミン

（長崎教会）

ホセ1章（ルカ19:1-10）23
■豊

ぶ

前
ぜん

教会〈福岡県〉
①すべての人を歓迎する教会にな
る。
②人権を守るための学び、働きを
なしていくことができますように。
③教会創立70周年を覚えて。
牧師：本山大輔

ダニ7章（ルカ12:4～7）17
■古賀教会〈福岡県〉
①平和のためのあらゆる働きのた
めに。
②神の宣教に教会が用いられます
ように。
③地域４教会の宣教協力のために。
牧師：泉 清隆

ダニ6章（フィリ4:10～20）16 
■西

さい

戸
と

崎
ざき

教会〈福岡県〉
①伝道活動が活発にできますよう
に。
②バンド奏楽者が加えられますよ
うに。
③病床者の治癒・回復を切に祈る。
牧師：城 俊幸（たち としゆき）

■臨時委員会
・平和宣言推進担当者会
・憲法改悪を許さない私たちの
　共同アクション担当者会

・東日本大震災被災地支援委員会
　お祈りの課題は右ページを
　ご覧ください

■米国南部バプテスト
日本語教会連盟

①肉体と霊の健康が守られるよう
に。
②在米日本語教会の働きと祝福の
ために。
③福音が多くの人の心に届くよう
に。

ホセ4章（ルカ15:1～10）26 27 ホセ5章（ルカ6:12～16）

■引退教役者
平沢 茂氏〈京都府〉
藤井健児氏〈福岡県〉

28 ホセ6章（ルカ9:43b～45）

3
■ 姪

めいのはま

浜 教会〈福岡県〉
①コロナの下、み心にかなう歩み
をすることができるように。
②ミャンマーの痛みを覚えて。
③姪浜教会の信仰告白作成のため
に。
牧師：鈴木牧人

2
■伊都教会〈福岡県〉

「恵みに気づく」（年間標語）
主の恵みに気づかされ、礼拝を大
切にする教会として歩むことがで
きるように。
主任牧師：下川義明

エゼ40章（ルカ21:5～6） エゼ41章（ルカ21:20～24）エゼ39章（ルカ16:13）1
■野

の

方
かた

教会〈福岡県〉
①牧師が与えられますように。
②新会堂建築が進みますように。
③新来者が与えられますように。
代務者：芳司康生

2023 2月 February
※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』３月号発行

全国発送
『聖書教育』執筆者会議（2023.10月号）

臨時理事会（Web）～ 8

『聖書教育』4月号発行
『バプテスト』誌 3月号発行

青少年伝道専門委員会議～ 15

2月26日（日）■臨時委員会の祈りの課題
・平和宣言推進担当者会

世界が武力に頼ろうとする今、改訂版「平和宣言」が諸教会で豊かに用いられますように。
委員長：谷本 仰（南小倉教会）

・憲法改悪を許さない私たちの共同アクション
①憲法を守る今後の取り組みと活動の展開のために。②平和と人権が尊重される教会と社会を。
担当理事：中條智子（長住教会）

・東日本大震災被災地支援委員会
福島第一原発事故の原子力緊急事態宣言が続く中、委員会活動、福島３教会と集う方々への祝福。
委員長：中田義直（常務理事）　現地リーダー：大島博幸（福島主のあしあと教会）

協力伝道週間（1/29－2/5）

信教の自由を守る日

第68回定期総会（書面による総会）

『新生讃美歌ブックレット』研修会（Web）

『バプテスト』誌編集会議（Web）
★第68回定期総会決議書投票締め切り

回転資金委員会
賛美歌検討委員会

豊前教会献堂式
全国小羊会リーダーの集い（Web）

百合丘教会伝道60周年感謝礼拝式

3月のおもな予定
3/25

　第33回全国小羊会

　ディキャンプ（おんらいん♪）

連盟代表祝辞依頼、『バプテスト』誌広告のご案内
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。

日本バプテスト連盟　〒336-0017 さいたま市南区南浦和1-2-4
TEL 048-883-1091 ／ FAX 048-883-1092

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。

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

　　日本バプテスト連盟 豊前キリスト教会 新会堂献堂式のご案内
私たち日本バプテスト連盟 豊前キリスト教会では、 かねてより新会堂の建
築を進め、 2019年9月に竣工いたしました。 本来なら早期に行うべき献
堂式を、 新型コロナウイルス感染症流行のため延期をしてまいりましたが、 
この度、 状況が整い献堂式を執り行う運びとなりました。 この感謝と喜びを皆様方
と共に分かち合いたく、 献堂式を下記の日程で執り行います。 献堂式は下記QRコ
ードからYoutubeにて配信予定です。 オンラインでご参列いただければ幸いです。
日本バプテスト連盟 豊前キリスト教会 教会員一同

 ✚ 日時:2023年2月12日(日)14:30
 ✚ 場所:日本バプテスト 連盟 豊前キリスト教会
〒 828-0021　福岡県豊前市八屋1686-2 / Tel＆Fax (0979)83-3451


