
45 2023/04 2023/04

ゼカ3章（ローマ1：8～17）16 
■岡山教会〈岡山県〉
①み言葉と祈りによる平和づくり。
②全員参加のトントントン（建築）。
③岡山を味わい地にしみこむ共同
体。
牧師：高橋周也（たかはし ひろや）

ゼカ4章（1コリ12：1～12）17
■松江教会〈島根県〉
①コロナ終息後に礼拝の場が与え
られますように。
②松江での福音宣教のために。
牧師：斎木郷次（さいき きょうじ）

ゼカ5章（マコ2：13～17）18
■鳥取教会〈鳥取県〉
牧師先生が早く与えられますよう
に。

ゼカ6章（マコ3：1～6）19
■姫

ひめ

路
じ

城
じょう

西
さい

教会〈兵庫県〉
①聖霊の導きに、み言葉に生きる
教会。
②新来者、働き人が与えられます
ように。
③信仰の継承、家族伝道のために。
牧師：辻 眞理子

ゼカ9章（ルカ18：9～17）22
■神戸西教会〈兵庫県〉
①教会組織40周年の感謝とこれか
らの展開。
②会堂改修のための祈りの結集と
計画立案。
③伝道活動の充実。
牧師：松本 理（まつもと おさむ）

ゼカ2章（マコ14：66～72）15
■福山教会〈広島県〉
①み言葉と祈りを大切にする教会。
②無牧であっても伝道のできる教
会。

ハガ1章（フィリ2：1～11）12
■広島教会〈広島県〉
①平和と和解のつとめに仕える。
②苦しみ困窮する人と共に生きる。
③具体的活動を通して福音を伝え
る。
牧師：播磨 聡

ゼファ3章（ヨハ21：1～14）11
■江

え

波
ば

教会〈広島県〉
①主の愛を江波の地で分かち合う。
②教会学校の再開と充実のために。
③奏楽者の育成と、教会財政の祝
福。
牧師：杉本拓哉

ゼファ2章（マコ1：1～15）10
■広島西教会〈広島県〉

（4月より活動休止いたします。）
①地域に根ざした伝道推進のため
に。
②求道中の方々のために。
③新来者が与えられますように。
牧師：大建英夫（23年3月末辞任）

ゼファ1章（ルカ24：13～35）9
■高松常磐町教会〈香川県〉
今年の12月18日に教会創立（組織）
70周年を迎えます。一致して記念
事業に取り組めますように！
牧師：梶井義郎（かじい よしろう）

ハバ3章（ルカ23：50～56）8
■高松太田教会〈香川県〉
①新長期ヴィジョンが導かれるよ
うに。
②駐車場用地取得が進み、用いら
れるように。
③続けてバプテスマ決心者が起こ
されるように。
牧師：大竹敏生

ハバ2章（詩22：1～32）7
■ 恵

めぐみ

教会〈香川県〉
回転資金からの借り入れ完済にあ
たり、協力伝道の支えに感謝し、
新たな展望が与えられるように。
牧師：伊藤 聰（いとう さとし）

ハバ1章（ヨハ20：24～29）6
■丸

まる

亀
がめ

城
じょう

東
とう

町
ちょう

教会〈香川県〉
①ウクライナに早く平和が来るこ
と。
②コロナで荒れた世界への癒し。
③教会の人的経済的必要の満たし。
牧師：山浦良治（やまうら よしはる）

ナホ3章（使8：26～40）5
■徳島教会〈徳島県〉
①外国籍の方たちに必要な助けが
与えられるように。
②すべての子どもが愛されるよう
に。
③ろう者と共なる礼拝の充実。
牧師：杉山いずみ
協力牧師：杉山修一

ナホ2章（使7：51～8：3）4
■高知伊勢崎教会〈高知県〉
①新年度の歩みのために。
②全年齢層が集う教会に。若年層
への伝道・信仰の継承。
③地域に開かれた活動（みんなが
集まれる場、認知症カフェ）が祝
されるように。
牧師：河野宏一（かわの こういち）

ナホ1章（ルカ22：31～34、
39～45）3

■徳山伝道所（今治教会）
〈山口県〉

①教会を通してキリストが指し示
されるように。
②来会者と一緒に礼拝を。
③悩める人に寄り添えるように。
協力牧師：今井朋恵、今井謙一

ミカ7章（ルカ23：26～43）2
■今

いま

治
ばり

教会〈愛媛県〉
①若い世代の方が礼拝に。
②徳山伝道所への支援の祝福。
③２人の牧師への給与を等しく対
応できるように。
牧師：今井謙一、今井朋恵

ミカ6章（黙2：7）1
■松山教会〈愛媛県〉
主イエス・キリストを礼拝する交
わりにあることへの感謝。
牧師：川上敏夫

ゼカ8章（マタ6：25～34）21
■神戸伊

い

川
かわ

教会〈兵庫県〉
①世界が主の平和に導かれるよう
に。
②新来者、求道者が与えられるよ
うに。
③オンライン礼拝が祝されるよう
に。
牧師：鮫島泰子

ゼカ7章（詩36：1～13）20
■明石教会〈兵庫県〉
①新来者が与えられますように。
②教会が地域に開かれ用いられる
ように。
③神の国が成りますように。
牧師：椿本博久（つばきもと ひろひさ）

ゼカ1章（1コリ1：26～31）14
■緑の牧場教会〈広島県〉
①神の国がこの地に拡がるために。
②主がセルを導いてくださいます
ように。
③駐車場について神さまの導きが
ありますように。
牧師：林 守鎮（イム スジン）

ハガイ2章（フィリ3：5～12）13
■呉

くれ

教会〈広島県〉
①牧師給与を増額できるように。
②若者が来ますように。
③バプテスマの決心者が与えられ
るように。
牧師：浅海郁典（あさうみ いくのり）

■神戸教会〈兵庫県〉
①希望の主と共に歩むことができ
るように。
②無牧師期間も福音の働きが守ら
れますように。
③新会堂建築計画のために。
代表役員代務者：永瀬睦臣

■神戸国際教会〈兵庫県〉
（現在活動休止中です。）

ゼカ10章（ローマ3：9～20）23 24 ゼカ11章（ヨハ8：1～11）

■浜甲子園教会〈兵庫県〉
①ロシア・ウクライナ戦争の早期
終結。
②浜甲子園教会の存立意義と形態
の獲得。
③全員参加の教会形成。
会員代表：森山一弘

25 ゼカ12章（1コリ8：1～13）

2023 ４ 月 April

29 マラ2章（2コリ5：14～21）

■連盟国外伝道働き人
野口日

ひ ゅ う ま ん

宇満・野口佳奈宣教師
　　　　　　　　（インドネシア）
佐々木和之国際・ミッション・
　ボランティア（IMV)（ルワンダ）
※お祈りの課題は右欄に

■東北バプテスト連合
①新たな諸教会との交わりのため
に。
②具体的な相互支援の発動のため
に。
③継続的な被災地支援のために。
会長：小田 衞

まもる

（大富教会）

27 ゼカ14章（イザ59：1～21）

■日本バプテスト連盟理事会
新 し い 機 構、 新 し い 理 事 会 が 歩
み出します。諸教会の声を受け、 
諸教会の祈りにつながる理事会の
歩みのために。
理事長：吉田真司（相模中央教会）

28 マラ1章（ガラ2：11～2）

■北海道バプテスト連合
①１つひとつの教会が守られ祝福
されるように。
②教会間の交流と協力が積極的に
なされるように。

会長：福田雅
まさ

祥
よし

（函館美原教会）

26 ゼカ13章（詩14：1～7）

■国際協力
・世界バプテスト連盟（BWA）

・アジア太平洋バプテスト連合　

　　　　　　　　　（APBF）

・コーポラティブ・バプテスト・

　　　フェローシップ（CBF）

マラ3章（ローマ3：21～31）30

4/29お祈りの課題
■野口日宇満・野口佳奈宣教師
インドネシアの諸教会の福音宣教
の前進と神学校の働きのために。
家族の健康。子どもたちの学びの
ために。
■佐々木和之 IMV
ルワンダの隣国、コンゴ民主共和
国の東部で続いている紛争が終息
し、50万以上の避難民が故郷に帰
還できるように。

※聖書日課は略語表記。カッコ内は『聖書教育』の「毎日のみことば」。 
※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』誌5月号発行
全国発送
六特別委員会連絡協議会

連盟結成記念日（1947年4月3日）

『バプテスト』誌5月号発行
『聖書教育』誌6月号発行イースター

これからの国外伝道オンライン説明懇談会

『聖書教育』執筆者会（2023.12月号）

沼田伝道所開所・牧師就任感謝礼拝★教会・伝道所一覧確認用紙返信締め切り

地域協働委員会（Web）

これからの国外伝道検討委員会（Web）

臨時理事会（Web）-26

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。

５月のおもな予定
5/28　ペンテコステ

5/31　「教勢報告」提出

　　　　　　　　　締切日

バッピィ

沼田伝道所開所・牧師就任感謝礼拝のご案内

頌主　わたしたち前橋教会は、4月1日に沼田伝道所を開設し、
奥田稔氏を牧師として招聘して新たな歩みを始めます。つきまし

ては次の通り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。　　　　　主に在りて

日本バプテスト前橋教会　教会員一同

◆日時：2023年4月29日[土〕11時から　◆会場：沼田伝道所礼拝堂
◆〒378－0005群馬県沼田市久屋原町237－18◆Tel・Fax：0278－25－8792
◆伝道所通称：沼田ロマンチック街道キリスト教会

＝ 主にあって、教会と共に、教会に仕える神学校 ＝

九州バプテスト神学校  2023 年度聴講生募集のご案内
本校は働きながら学べる夜間の神学校です。教会の具体的な活動に結び
つける学び、実践神学を重視、全ての科目でインターネット・DVDで通
信教育を実施。詳細については事務局までお問合せください。
【授業科目】新約概論、教義学、新約釈義特講、ギリシア語、教義学特講、
説教学、旧約釈義特講、旧約概論、牧会学特講、教会史、教会管理特講
前期：神学入門、教会教育Ａ、バプテストの歴史と信仰
後期：日本の宗教とキリスト教、教会形成実践論、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

　T&F０９２-９８５-１８１２　kyubap-jimukyoku@kaz.bbiq.jp

神学部では、徹底した少人数制のアットホームな環境で、将来
の牧師・主事はもちろん、キリスト教に基づく人間理解と幅広い
教養を身に付け社会に奉仕する人物の育成を目指しています。

最新の情報（『神学部報』、『道』含む）については、
次の神学部ホームページ URL または QR コードか
らご確認ください。

【URL】https://www.seinan-gu.ac.jp/theology/

神学部の学びについて

4/3　連盟結成記念日〔1947.4.3〕
4/9　イースター
5/28　ペンテコステ
5/31　「教勢報告」提出締切日
6/11　バプテスト病院デー
6/23　沖縄命どぅ宝の日
6/25～7/2　神学校週間
8/10～12　第61回全国青年大会（福岡・大名クロスガーデン）
8/25　第58回全国壮年会連合総会（文書）
8/26　同  信徒大会（東京・大井教会）

10/19～21　第51回女性連合総会・信徒大会（西南学院チャペル）
11/12　バプテスト福祉デー
11/26～12/3　世界祈祷週間
12/25　クリスマス
1/28～2/4　協力伝道週間
2/2～3　第69回日本バプテスト連盟定期総会（オンライン）
2/11　信教の自由を守る日
3/26～28　第34回全国小羊会キャンプ・リーダー研修会（東山荘）
3/31　イースター

✿✿✿ 2 0 2 3 年度の主な予定 ✿✿✿

東京バプテスト神学校　２０２3 年度前期公開講座のご案内
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  「新しい聖書の学び」　講師：山口里子

※どなたでも受講できます。詳細は HP に掲載    4 月 3 日締切
※ 4 月 10 日（月）～ 14 日（金）のオープンウィークでは、  
　開講課目の第一回講義を HP より無料で視聴できます。要申込

【問合せ先】神学校事務局 Tel.03-3947-5141 ／seminary@tbts.jp


