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アモ7章（ルカ20:9～19）19
■門

も

司
じ

港
こう

教会〈福岡県〉
壁（かべ）の無い教会、また私た
ちとされ、主が用いてくださいま
すように。
代表役員代務者：石橋貞男

アモ8章（出12:21～28）20
■門

も

司
じ

教会〈福岡県〉
①教会員の数的成長。
②教会員の霊的成長。
③幸幼稚園が祝福されますように。
牧師：桐原恩恵（きりはら めぐみ）

アモ9章（ルカ9:21～27）21
■下関教会〈山口県〉
①幼稚園と共に生き、福音を伝え
られるように。
②病気や高齢による礼拝出席困難
者のために。
牧師：泉 選也（いずみ えりや）

オバ1章（ルカ22:24～27）22
■小野田教会〈山口県〉
①奏楽者が与えられますように。
②教会・幼稚園の改築のために。
③教会学校の再開のために。
牧師：佐野 太

ヨナ3章（Ⅰコリ11:27～34）25
■松山西教会〈愛媛県〉
①神の平和がこの地にあるように。
②連盟の機構改革の働きに。
③神の宣教が行われるように。
牧師：嶋田健治

アモ6章（Ⅰペトロ2:1～10）18
■富野教会〈福岡県〉
①教会活動の正常化。
②北九州連合の新宣教主事のため
に。
牧師：黄 仁坤（ファン インゴン）
協力牧師：福田昌治

アモ3章（詩118:22～25）15
■シオン山

ざん

教会〈福岡県〉
①牧師辞任に伴う牧師招聘のため
に。
②教会創立100周年を受けて新た
な教会形成、宣教使命のために。
牧師：伊藤光雄

アモ2章（イザ5:1～7）14
■企

き

救
く

教会〈福岡県〉
①新年度の歩みの備え。（予算総会
３月、定期総会４月）
②これまでの恵みを感謝しつつ、
これからの教会。
牧師：原田義也

アモ1章（創1:27～31）13
■小

こ

倉
くら

春ヶ丘教会〈福岡県〉
①会堂修繕費用が与えられるよう
に。
②30人礼拝が実現しますように。
③地域に根差した教会になるよう
に。
牧師：千葉仁志

ヨエ4章（ルカ19:28～40）12
■北九州教会〈福岡県〉
①ナオミ愛児園の子たちに神の愛
を。
②新来者が増えますように。
③祈祷会の再開を願って。
牧師：斎藤信一郎

ヨエ3章（マコ11:1～11）11
■若松教会〈福岡県〉
①伝道の愛のわざが導かれますよ
うに。
②神愛幼稚園との協働。
③働き人がますます与えられます
ように。
牧師：永町友恵（ながまち ともえ）

ヨエ2章（ゼカ9:9～10）10
■高須教会〈福岡県〉
①将来計画が祝されるように。
②信仰決心者が与えられるように。
③地域の教会とさらになるように。
牧師：三上 渡
協力牧師：山田雄次

ヨエ1章（ルカ21:20～24）9
■八

や

幡
はた

教会〈福岡県〉
①伝道のために。
②災害被災地の復興のために。
③福島の原発事故の収束のために。
牧師：久保田 理（くぼた さとる）

ホセ14章（ルカ21:5～6）8
■東八

や

幡
はた

教会〈福岡県〉
①戦争反対！戦争やめろ！平和を！
②コロナで厳しい状況の方を覚え
て。
③子どもの自死はイヤだ！！
牧師：奥田知志、石橋誠一
協働牧師：藤田英彦、森松長生

ホセ13章（ルカ9:51～55）7
■枝光教会〈福岡県〉
①教会関係者の信仰と健康を覚え
て。
②主の平和が訪れますように。
③カルト宗教被害者を覚えて。
牧師：岩崎一宏

ホセ12章（ルカ9:21～27）6
■折

おり

尾
お

教会〈福岡県〉
①剣を鋤に槍を鎌に。
②国は国に向かって剣を上げず。
③もはや戦うことを学ばない。

ホセ11章（ルカ18:1～8）5
■芦屋教会〈福岡県〉
①み言葉と祈りに生きる教会を。
②もう１人の人が与えられるよう
に。
③牧師と信徒が１つとなる教会形
成。
牧師：尹 正鉉（ユン ジョンヒョン）

ホセ10章（ルカ22:39～46）4
■中

なか

間
ま

教会〈福岡県〉
①主日の賛美礼拝が守られますよ
うに。
②礼拝参加の子どもたちの祝福と
すくいのために。
③会堂の補修と維持のために。
牧師：安部寅彦

ヨナ2章（Ⅰコリ11:23～26）24
■八

や

幡
わた

浜
はま

教会〈愛媛県〉
①礼拝者が、祝され恵まれる教会。
②主に仕え、信仰を継承する教会。
③地域に親しまれ、救われる教会。
牧師：榎本謙二郎
副牧師：榎本佐智子

ヨナ1章（ルカ23:44～49）23
■防

ほう

府
ふ

教会〈山口県〉
①地域に必要とされる教会。
②多様性を大切にする教会。
③ひとりひとりが証し人となる。
牧師：山時松江（さんとき まつえ）

アモ5章（使徒2:22～42）17
■小

こ

倉
くら

教会〈福岡県〉
①受浸者が主により与えられるこ
と。
②療養、治療中の方の癒しのため
に。
③教会組織120周年に向けて。
牧師：山本龍一郎

アモ4章（イザ28:16～18）16 
■ 南

みなみ

小
こ

倉
くら

教会〈福岡県〉
戦争とコロナの暗い時代の中、み
んながつながり輝く夜空の星座の
ような教会になれますように。
牧師：谷本 仰（たにもと あおぐ）

■道後教会〈愛媛県〉
①新年度から始まる５ヶ年計画の
整えと実現のために。
②老いと向き合う方々の健康と信
仰が守られるように。
牧師 : 宮本 恵（みやもと めぐみ）

■日本バプテスト
南九州地方連合

①連合内の教会・伝道所の歩みと
連合の活動が豊かになること。
②主任牧師不在の教会・伝道所の
ために。
会長：マウマウタン（国

こく
分
ぶ

教会）

ヨナ4章（ルカ22:14～23）26 27 ミカ1章（ルカ22:39～46）

■財務委員会
①財務委員会より新財政委員会へ
の丁寧な引継ぎ実施。
②財務タスクチーム提言の着実な
実施を期待。
委員長：篠 松次郎（常盤台教会）

28 ミカ2章（ルカ22:54～62）

3
■直

のお

方
がた

教会〈福岡県〉
①地域の拠り所となれるように。
②北九州宣教支援センター主事を
兼務する田中牧師のために。
牧師：田中伊策

2
■飯塚教会〈福岡県〉
①主にある平和が早く訪れるよう
に。
②クリスマスに受浸した人の成長。
③教会の総合的なプランの具体化。
牧師：高屋澄夫、高屋和子

ホセ8章（ルカ12:22～34） ホセ9章（ルカ17:20～37）ホセ7章（ルカ11:1～13）1
■苅

かん

田
だ

教会〈福岡県〉
①進学のため県外に出る学生のた
めに。②町内、隣接市町村に福音を。
③町内の高齢者とその家庭に福音
を。
牧師：佐藤清一　
名誉牧師：鍋倉 勲
教会主事：児玉尚文

29 ミカ3章（エレ31:31～34）

■全国教役者会
①教役者同士の交わりのために仕
えることができますように。
②教役者会のこれからの歩みが示
されますように。
③新年度に向けての体制が整いま
すように。
事務長：本山大輔（豊

ぶ
前
ぜん

教会）

30 ミカ4章（ルカ23:13～21）

■女性牧師・主事の会
①献身者の性差の現実にめげず、
励まし合う場となる。
②４月からの新体制のために。
世話人代表：武林真智子
　　　　　（相浦光教会・４月より）

31 ミカ5章（詩22:17～19）

■引退教役者
藤田吉信氏〈大分県〉
三ツ木 茂 氏〈千葉県〉

※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。

『世の光』4月号発行

全国発送
臨時地区宣教主事会（Web）

教会音楽カフェ（Web）
『聖書教育』執筆者会（2023.11月号Web）

新任牧師・主事研修会 -3/4（Web）

諫早教会牧師就任感謝礼拝

神学校入学前研修会-11
東京バプテスト神学校卒業礼拝

全国小羊会デイキャンプ

資料保存・管理委員会 臨時理事会（Web）

『聖書教育』5月号発行
『バプテスト』誌4月号発行 九州バプテスト神学校卒業式

西南学院大学神学部・大学院神学研究
科卒業礼拝

引継ぎ理事会

みんなでこれ連⑨

『聖書教育』実務者会（Web）

4月のおもな予定
4/3　連盟結成記念日（1947）

4/9　イースター

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
【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

　　愛知新生キリスト教会　澁谷和美牧師就任のお知らせ
主のみ名を讃美いたします。

愛知新生キリスト教会では、２０２２年１２月より澁
しぶ

谷
たに

和
かず

美
み

氏を牧師として招

聘し、１２月４日[日］の礼拝において教会員で就任按手式を行いました。澁谷

和美牧師をお迎えし、教会員相互の繋がりを強め、福音宣教と協力伝道の業

に仕えていきたいと願います。当教会の歩みを覚えお祈り下されば幸いです。

尚、コロナ禍でもありますので、公の就任式等の式典は執り行わないことに

いたしました。ご理解の程よろしくお願いします。

２０２３年１月１９日　愛知新生キリスト教会　教会員一同　牧師 澁谷和美

〒４８０－０２０１　愛知県西春日井郡豊山町青山東栄２０４

東京バプテスト神学校 
2022年度卒業礼拝のご案内
日時：2023年3月10日（金）18：30 ～

場所：茗荷谷キリスト教会礼拝堂（オンライン併用）
※会場は人数制限があります。ご希望の方は事務局まで。
卒業予定者：神学専攻科1名、本科5名、教会音楽専攻科1名。
礼拝にご出席くださり、励ましをいただければ幸いです。
電話：03-3947-5141　メール：seminary@tbts.jp

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


