
《今週の祈りの課題》　

1. 9/29バプテスマを受けられた島由美姉のために。フォローアップクラスのために。

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。

11/6【大学短期大学部】ミッションデー　田淵亮牧師の働きのために。
11/7【大学】ミッションデー　田淵亮牧師の働きのために。

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）　　　　

№19-31

2019年11月3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  

 

Japan Baptist Kokura Christ Church 

日本バプテスト小倉キリスト教会 
 〒802-0082 福岡県北九州市小倉北区古船場町9-14 
 9-14 Furusenbamachi,Kokurakitaku,Kitakyushu,Fukuoka 802-0082 

 Tel   ０９３－５２１－２８６２ 

 Fax   ０９３-３８３－３３２０ 

 牧師 山本龍一郎 

 HP   kokuracc.com 

 Email kokuracc@yahoo.co.jp 
 Wi-Fi 

  ﾈｯﾄﾜｰｸ：0024A5D9B82B（ゆうきんホール) 

      Middle of me (会 堂）ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：jloves17 
 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～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 

「ここに石がある。これはわたしがヨシュアの前に差し出すものだ。この一つの石に

七つの目がある。わたしはそこに碑文を刻む、と万軍の主は言われる。そして、一日

のうちにこの地の罪を取り除く。その日には、と万軍の主は言われる。あなたたちは

互いに呼びかけて ぶどうといちじくの木陰に招き合う。」 ゼカリヤ３章９節－１０

節 

 亡国の憂き目に遭ったイスラエルの民は中東支配への７０年間の帰服を経て、祖国

に帰還、神殿の再建をもって自分たちらしさを取り戻すべく道筋が神様より与えられ

ました。そして、彼らの未来には完全な罪の清め、即ち神による救いが与えられ、揺

らぐことのない平和と繁栄が築かれると主は言われたのです。パレスチナ地方の土壌

は浅く、地味がやせていたため、肥沃な土のある場所には果樹園が作られ、ぶどうや

いちじく、林檎などが一緒に植えられました。人々の豊かな暮らしを支え繁栄させた

のは神であり人間ではなく、神様の約束に基づく未来が造り出されたと聖書は語りま

す。人の人生において立ちはだかる試練や困難があり、また同時に回復と希望がある

とみ言葉は約束しています。神様は東西南北から散らされた者たちを呼び寄せて、そ

の集団を主イエス・キリストの教会として下さいます。共に分かち合い、助け合い、

祈り合いながら今日からの一週間を過ごすことができますように。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：「尊い生きた石」 聖書：ゼカリヤ書３章１－10節 

10/26 「がらがらどん」絵本読み聞かせ バザーの様子 



□

奏楽：岡嶋利加姉　　　写真撮影：土谷寿治兄 □

当番執事：礒田克子姉　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：ﾁｬﾄｩﾙｳﾞｪﾃﾞｨ由起子姉 □
（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 20 ( 天地治める主をほめよ） 一 同

★ 主の祈り 一 同

★ 賛　美 新生讃美歌 384 ( 語り伝えよ 神のみ言葉) 一 同

祈　祷 司会者

聖書朗読 司会者
(新共同訳) 旧約 ｐ1482 《今週の祈祷会》 計

宣　教 山本龍一郎牧師 11/6 (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)

(sermon) 聖書: 10/27 (日) 主日礼拝 3 1 23 4 2 33

★ 応答賛美 新生讃美歌　 660 ( 力と光と恵みの神) 一 同 <昼> 10/27 (日) ＣＳシニア 0

主の晩餐式　(新生讃美歌 415) <夜> 10/27 (日) ＣＳユース 1 7 8

献　金 代表祈祷： 廣木巳喜雄兄 《次週の教会学校》 10/27 (日) ＣＳジュニア 1 2 2 5

★ 頌　栄 新生讃美歌　 679 ( ベネディクション） 一 同 11/10 0

★ 祝　祷 山本龍一郎牧師 週題: 0

★ 後　奏 奏楽者 聖書: 10/30 (水) 朝 祈祷会 2 3 5

歓迎と記念日紹介 山本龍一郎牧師 《次週の主日礼拝》 10/30 (水) 夜 祈祷会 2 4 6

挨拶の時 一 同 11/10 (日)10:30～11:45 0

報告とお知らせ 当番執事 0

　(礼拝後、次週礼拝奉仕者 祈り会) 宣　教: 7 0 2 33 11 4 57

聖　書:

《本日の予定》 《今週の記念日紹介》 讃美歌: 新生20、140、585、679番、※ 《先週の献金報告》　

・ 教会学校 9:30～10:10 お誕生日： 月 約 ･･･

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～ <礼拝奉仕者>※当番表最新版は受付に掲示

・ 聖歌隊の練習　礼拝後 バプテスマ記念日：大庭博子姉(11/6) 11/9 建 築 ･･･

・ バザー　礼拝後 《先週初めて来会された方》 会堂掃除

・ 信徒常会　13:30～ 森野由み さん ﾄｲﾚ掃除 特別感謝

11/10 (日) ｽﾗｲﾄﾞ作成 山本(佐)姉

宣教 山本牧師 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ- 山本(恒)姉

司会 広木(志) 写真 土谷兄

奏楽 大庭姉 音響 土谷兄

受付 ﾁｬﾄｩﾙｳﾞｪﾃﾞｨ姉

献金(祈) 藤川兄

当番執事 土谷姉

主日礼拝 ―報告とお知らせ―

昨日は「教会バザー」を開催いたしました。本日礼拝後も、一部開催いたします。

宣教：山本龍一郎師　司会：土谷昭子姉 本日の信徒常会は、13時半より行われます。

受付：山本佐智子姉　音響：土谷寿治兄 本日は、19時～第一主日夕礼拝があります。18時～準備とティータイムです。ぜひお越し下さい。

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

ご希望がありましたら、牧師にお申し出ください。（子どもメッセージ：東彩子姉）

･･･主の前に静まり礼拝への心備えを致しましょう･･･ 11/10(日)、13:00より執事会が開かれます。＠事務室

11/24(日)は世界ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ祈祷週間礼拝です。女性の会による特別プログラムがあります。

11/4(月)はBWA世界祈祷日です。10:30～15:00、シオン山教会で集会(連合女性会主催)が行われます。

イザヤ書２章２-３節 11/13(水)～15(金)天城山荘に於いて、日本バプテスト連合総会が開かれます。当教会より山本牧師･

古川敬康兄が代議員として出席予定です。

ゼカリヤ書３章１－１０節

男 女

「尊い生きた石」
   　　  (A Precious Living Stone) エゼキエル書 45章

10:30～事務室/司会：土谷姉
配餐:礒田姉、土谷姉、宮原姉 19:00～母子室/司会：山本(佐)姉

(日)9:30～ｼﾞｭﾆｱ､ﾕｰｽ､ｼﾆｱｸﾗｽ
｢広がる平和」　

ゼカリヤ書9：1-10

挨拶→♪God Bless You 1･2番    (ギター演奏)

招きの言葉：詩編98:4-6

「思いやりの涵養」 集計

～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～ ルカ14:7-14

※God Bless You

(土) お花 広木(志)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。

《先週の集会出席》

2019年11月3日

尊い献金を感謝します。

岸本姉、楠目姉

宮川姉、山本師

＊お名前は敬称略・順不同

★本日のランチは、 
「うどん」(¥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。 


