
《今週の祈りの課題》　
1. 信仰告白・バプテスマに導かれる方が、主によって与えられるように。

2. 入院･入所されている方や療養・治療中の方のために。

3. 2019年度の小倉教会の歩みのために。

4. 山本龍一郎牧師のために。牧師家族の働きと健康のために。

5. 教会員一人ひとりがｷﾘｽﾄに向かって共につながり合う教会とされますように。

6. 教会学校・各会、各奉仕者、聖歌隊のために。

7. キリスト教教育現場で働いておられる東彩子姉、古川敬康兄の働きのために。

8. 日本の諸教会（北九州連合28教会、バプテスト290教会・29伝道所、すべての
教派の教会、宣教体）の働きに主の導きがありますように。

9. 西日本豪雨(2018.7.6-)､九州豪雨(2017.7)､熊本地震(2016.4.14)､東日本大震災

(2011.3.11)他、各地の地震･台風･豪雨等で被災された方々とそのご家族を覚えて。

10. 現在無牧師の芦屋教会、北九州教会、直方教会、春ヶ丘教会、光教会のために。

義に飢え渇く人々は、幸いである、　その人たちは満たされる（マタイによる福音書5:6）　　　　

№19-26

2019年9月29日 主は御名にふさわしくわたしを正しい道

に導かれる。 死の陰の谷を行くときもわ

たしは災いを恐れない。あなたがわたし

と共にいてくださる。詩編２３章３b-4a節  
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～活動のご案内～  ★ が ら が ら ど ん ～子どもと大人のための絵本の読書会～ 

          月2回 水曜 13:30～ 土曜12:00～（担当：嶋田凉美） 

         ★歩こう会 随時（担当：土谷寿治）、他。 

 

～各会のご紹介～  ●信徒会 毎月第一日曜日の午後、「信徒常会」を開きます。 

          ●女性会 毎月第三日曜日の午後、「女性会例会」があります。 

イ

主日礼拝  

 日曜日 10:30～11:45 

教会学校  

 日曜日  9:30～10:10 
 (クラス) ジュニア(幼小) 

    ユース(中高生･青年)    

     シニア(成人)   

聖書の学びと祈祷会 

 水曜日 10:30～12:00 

     19:00～20:00 

夕礼拝 (月に一度) 

第一日曜日 19:00～19:45   

大庭国雄兄､岡嶋利加姉､平木繁子さん(緒方姉のお母様)、岸本多佳子姉､妹尾久子さん

(妹尾姉の叔母様)、妹尾実さん(妹尾姉のお父様)、鶴原五郎さん、廣木三千代姉、藤川浩

三兄、藤川多喜子さん、古川敬康兄、宮川優子姉、福田昌治牧師、藤田英彦牧師、藤田

信子姉、金子貢司牧師、牟田基生さん(宮原姉のお父様)、里村照子姉、野原丈爾兄、森

脇巖さんのために。他、体調をくずされている方等を覚えて。 

週 報 

    1891.2.11～伝道開始128年  

    1903.11.3～教会組織115年 
日本バプテスト小倉キリスト教会 

「そのとき、イエスが、ガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受ける

ためである。ところが、ヨハネは、それを思いとどまらせようとして言った。『わたしこそ、あなた

から洗礼を受けるべきなのに、あなたが、わたしのところへ来られたのですか。』しかし、イエスは

お答えになった。『今は、止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは、我々にふさわしいこと

です。』そこで、ヨハネはイエスの言われるとおりにした。イエスは洗礼を受けると、すぐ水の中か

ら上がられた。そのとき、天がイエスに向かって開いた。イエスは、神の霊が鳩のように御自分の上

に降って来るのを御覧になった。そのとき、『これはわたしの愛する子、わたしの心に適う者』と言

う声が、天から聞こえた。」マタイによる福音書３章１３-１７節 

  

９月第５週目の主日礼拝を迎えます。本日は礼拝の中でＳ姉のバプテスマ式が執り行われます。神様

のお導きに感謝いたします。バプテスマを受けるということには人間が神様に対する悔い改めの姿勢

を表明するということが含まれています。罪の自覚、呵責の念を引きずりながら生きる人間こそが神

様に赦していただくために受ける儀式です。罪を犯したことがないとされるイエスが何故、洗礼者ヨ

ハネからバプテスマを受けられたのか。そのことには二つの意味があります。一つは、罪に悔いた

人々と同じ立場に立たれたということです。イエスはこの罪深いこの世のど真ん中を宣教の起点とさ

れたのです。もう一つは、その罪を赦すために十字架で自らが犠牲となり、メシア(油注がれた者＝

救い主)となる使命を果たすために聖霊のバプテスマを受けられたということです。自ら小さき者と

なり、罪汚れに溢れるこの世で人々と共に歩まれたイエスは私たちの弱さをご存知であり、争いや混

乱の中に十字架を通して真の平和を作り出し、永遠に至る希望を私たちに与えて下さいます。    

牧師 山本龍一郎 

主の栄光を現す教会となろう 

(年間聖句・標語) 

  <フォトアルバム～先週の出来事より> 

宣教：「聖霊による導きによって励む」 聖書：マタイによる福音書 3章13-17節 

9/21 がらがらどん：テーマ「けいろう･月」 9/22 召天者記念礼拝 



□

奏楽：岡嶋利加姉　　　写真撮影：土谷寿治兄 □

当番執事：森永京子姉　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：山本恒姉 □
（礼拝奉仕者準備祈り会 10:25 @ 牧師室） 

　―礼拝 プログラム― 10:30～ □

★印の意味～お差支えない方はご起立下さい。 ＊

前　奏 奏楽者

招きの御言葉 司会者

★ 賛　美 新生讃美歌 3 ( あがめまつれ うるわしき主) 一 同 ○

★ 主の祈り 一 同 ○

★ 賛　美 新生讃美歌 232 ( カルバリ山の十字架につきて) 一 同

祈　祷 司会者 ○

信仰告白 島由美姉

聖書朗読 司会者 《今週の祈祷会》 計
(新共同訳) 新約 ｐ4 10/2 (水)聖書の学びと祈り会 大人 中高生 子ども 大人 中高生 子ども (名)

宣　教 山本龍一郎牧師 聖書: 9/22 (日) 召天者記念礼拝 12 1 28 3 2 46

(sermon) <昼> 9/22 (日) ＣＳシニア 4 4

祈　り 山本龍一郎牧師 <夜> 9/22 (日) ＣＳユース 1 3 4

★ 応答賛美 新生讃美歌　 629 ( 主にすべてを) 一 同 《次週の教会学校》 9/22 (日) ＣＳジュニア 1 2 2 5

バプテスマ式  （401番「わが君イエスよ罪の身は」1･2節･･･3･4節) 島由美姉 10/6 0

献　金 代表祈祷： 妹尾静枝姉 週題: 0

★ 頌　栄 新生讃美歌　 679 ( ベネディクション） 一 同 聖書: 9/25 (水) 朝 祈祷会 2 2 4

★ 祝　祷 山本龍一郎牧師 《次週の主日礼拝》特別賛美礼拝 9/25 (水) 夜 祈祷会 3 1 4

★ 後　奏 奏楽者 10/6 (日)10:30～11:45 0

歓迎と記念日紹介 山本龍一郎牧師 0

挨拶の時 一 同 宣　教: 17 1 1 38 3 7 67

報告とお知らせ 当番執事 聖　書:

　(礼拝後、次週礼拝奉仕者 祈り会) 讃美歌: 新生3、437、618、679番、※ 《先週の献金報告》　

月 約 ･･･

《本日の予定》 《今週の記念日紹介》 <礼拝奉仕者>※当番表最新版は受付に掲示

・ 教会学校 9:30～10:10 お誕生日：島由美(9/29) 10/5 建 築 ･･･

ジュニア・ユース・シニア ～今週お誕生日を迎えられる方はぜひお知らせ下さい～ 会堂掃除

・ 信仰告白の学び（昼食後) 《先週初めて来会された方》バプテスマ記念日： ﾄｲﾚ掃除 特別感謝

《先週初めて来会された方》 10/6 (日) ｽﾗｲﾄﾞ作成

宣教 山本牧師 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ- 山本(真)姉 感謝【召天者記念礼拝】･･･

司会 宮原姉 写真 土谷兄

奏楽 大庭姉 音響 土谷兄

受付 井上姉 宮川、森永、他 無記名４名。

献金(祈) 土谷兄

当番執事 礒田姉

大庭(国･博)、岸本、楠目、チャトゥルヴェディ、

主の晩餐式(配餐) 尊い献金を感謝します。
礒田姉、宮原姉､土谷姉

(準備)山本(佐)姉

◎西日本豪雨被害義援金(募金箱)にご協力下さい。募金は日本バプテ
スト連盟を通して被災者のため用いられます。未曾有の豪雨災害を覚
え、引き続き祈りつつお献げ下さい。

ﾁｬﾄｩﾙｳﾞｪﾃﾞｨ姉、土谷兄 ･･･朴在蘭、岡嶋【誕生日】､土谷(昭)【誕生日】

山本(真)【ゆうきんﾎｰﾙ使用感謝(ﾋﾟｱﾉ練習)】

緒方清登、清野(大和)、

桑野(岸本)、自見禮子 遺族の会、井上、

(土) お花 緒方、宮川

土谷姉、山本(佐)姉

集計

詩編90:1-15
＊お名前は敬称略・順不同

～バプテスマ(洗礼)や転入会のご希望･ご相談等ございましたら 牧師までお申し出下さい～ ※God Bless You 緒方、宮川

｢主よ、いつまで」　

詩編 90：1-17

招きの言葉：イザヤ42:10-11

挨拶→♪God Bless You 1･2番    (ギター演奏) 「新しい朝が来る」

   (Strive, Being Led by Holy Spirit) 10:30～事務室/司会：

19:00～母子室/司会：

(日)9:30～ｼﾞｭﾆｱ､ﾕｰｽ､ｼﾆｱｸﾗｽ

マタイによる福音書３章１３-１７節 男 女

「聖霊による導きによって励む」 エゼキエル書 １０章

《先週の集会出席》

10/14(月･祝)10:00～「連合まつり」にぜひご参加下さい。申込締切が延長されました。本日中に

申込書（受付)にご記名下さい。プログラム詳細は、掲示案内をご覧下さい。(お弁当の注文できます。)

10月より九州ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ神学校後期授業が再開します。教義学（月曜)･ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ史(火曜)･教会教育B(金曜)

は、いずれも18:30～19:40、当教会母子室が教室となります。一コマ毎に受講可能です。受講生募集中。

期間中、徒歩・自転車でお越しの方は、会堂側からお入り下さい。お車の駐車位置など、注意事項

イザヤ書４０章９bー１１節 や工事詳細を記載したプリントを作成しました。受付にありますので、お持ち帰り下さい。

9/29(日)14時～「命と平和学習会＠東八幡教会」戦争体験が語られます。主催:東八幡教会　共催:北九州連合

11/10(日)の礼拝は幼児・子ども祝福式となります。ご家族や親しい方の内に、子ども祝福式参加の

･･･主の前に静まり礼拝への心備えを致しましょう･･･ ご希望がありましたら、牧師にお申し出ください。

北九州市河川整備事業の為、１０月中旬～約半年間、教会敷地内一部が工事利用区域となります。

受付：妹尾静枝姉　音響：土谷寿治兄 10/6(日)は、特別賛美礼拝です。午後はゴスペル教室を開きます。音楽奉仕者は杉本慈恵氏です。

ぜひお越し下さい。ご案内ちらしを用意しました。ご家族ご友人をお誘いの際にご利用下さい。

主日礼拝 ―報告とお知らせ―

本日の礼拝では、島由美姉の信仰告白とバプテスマ式が執り行われます。

宣教：山本龍一郎師　司会：ﾁｬﾄｩﾙｳﾞｪﾃﾞｨ由起子姉 本日13時～信仰告白の学び(前回資料･信徒手帳持参)があります。14時～執事会が行われます。

2019年9月29日

～教会バザーの日程と献品のお願い～ 

１１月２日(土）12時～ 一般向け 

１１月３日（日）１２時～礼拝来会者向け 

手作り品･食品（期限内）・日用雑貨・衣類(なるべく新品か未使用)の

献品にご協力をお願い致します。品物は、会堂２階で保管しており

ます。 収益は世界祈祷週間献金として用いられます。 

★本日のランチは、 
「きのこごはん」(¥200)です。 
コーヒー（¥50)の準備もあります。 
初めての方等は無料です。 
ぜひご利用下さい。  
 


