
《今週の祈りの課題》　

1. 1月3日に礒田克子姉が体調を崩されたことから入院されました。

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）　　　　

№19-40

2020年1月5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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  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 
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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、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、野

中宏樹牧師、土谷昭子姉 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 

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> 

講壇生花 

宣教：我が身を主にまかせよ     聖書：エフェソの信徒への手紙 ３章７-１３節 
「こうして、いろいろの働きをする神の知恵は、今や教会によって、天上の支配や権威に知らさ

れるようになったのですが、これは、神がわたしたちの主キリスト・イエスによって実現された

永遠の計画に沿うものです。」エフェソの信徒への手紙３章１０－１１節 

 

 ２０２０年、第一週の主の日を迎えます。神は今日も私たちの群れをキリストの教会として立

ち続けることを許して下さっています。教会は人の集団であり、決して磐石ではなく流動的、不

完全でもあり、どこかに欠けがあります。その欠けが大きすぎれば教会内に異物が多く入り込み

混乱をもたらします。しかし、小さな欠けから豊かな恵みが訪れることもあることから、欠けも

主イエス様によるご計画のために用いていだけると信じても良いと思います。神の知恵とは聖霊

による神の宇宙全体に対する計画の先取りのことを指します。使徒であり伝道者であったパウロ

は以前は神を知らない者、神の計画に背く者でありましたが、彼は聖霊の力を受けてキリストの

臨在を知らされ、回心の思いが与えられ、赦され、心癒され、福音に仕える者とされました。し

かし、パウロの伝道の最前線は苦心に悩む日々の連続であったことが現実のようでした。当時の

教会の人々もまた同様に社会から差別や偏見の目で見られ日々苦労していたと思われます。しか

し彼らの貧しさを通して、神の豊かな恵みは全世界へと運ばれてゆくという計画を神は既に準備

されていたのです。私たちも誇りましょう、十字架で最も貧しくなられた主イエスを、そしてそ

の十字架に望みをかけている私たち自身を喜び誇ろうではないか。牧師 山本龍一郎 

 

信徒の証し（山本真理香姉）  北九州連合新年礼拝（シオン山教会） 



□

奏楽：宮川優子姉　　　写真撮影：土谷寿治兄 □

当番執事：　　　　　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 14 ( 心込めて主をたたえ） 一 同

★ 主の祈り 一 同 ○

★ 賛　美 新生讃美歌 92 ( 喜びたたえよ) 一 同

祈　祷 司会者 ○

聖書朗読 司会者
(新共同訳) 新約 ｐ355 計

宣　教 山本龍一郎牧師 1/8 (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: 12/29 (日) 主日礼拝 5 20 5 2 32

★ 応答賛美 新生讃美歌　 650 ( 喜びて主に仕えよ) 一 同 <昼> 12/29 (日) ＣＳシニア 2 2

主の晩餐式　(新生讃美歌 415) 配餐:緒方姉、土谷姉、広木(志)姉 <夜> 12/29 (日) ＣＳユース 3 3

献　金 代表祈祷： 山本真理香姉 《次週の教会学校》 12/29 (日) ＣＳジュニア 1 1 2

★ 頌　栄 新生讃美歌　 679 ( ベネディクション） 一 同 1/12 0

★ 祝　祷 山本龍一郎牧師 週題: 0

★ 後　奏 奏楽者 聖書: 1/1 (水) 朝 祈祷会 1 1 2

歓迎と記念日紹介 山本龍一郎牧師 《次週の主日礼拝》成人祝福式 1/1 (水) 夜 祈祷会 1 1 2

挨拶の時 挨拶→♪God Bless You 1･2番    (ギター演奏) 一 同 1/12 (日)10:30～11:45 0

報告とお知らせ 当番執事

　(礼拝後、次週礼拝奉仕者 祈り会) 宣　教: 7 0 0 25 8 3 43

聖　書:

《本日の予定》 《今週の記念日紹介》 讃美歌: 新生14、207、639、679番、※ 《先週の献金報告》　

・ 教会学校 9:30～10:10 お誕生日：山口梨恵姉(1/8) 月 約 ･･･ 磯田、藤川、古川、宮原

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 建 築 ･･･ 藤川、宮原

・ バプテスマ記念日：門植直子姉(1/7) 1/11 特別感謝【バプテスマ記念】･･･

《先週初めて礼拝に来会された方》 会堂掃除 　

ﾄｲﾚ掃除 下半期 ･･･ 川野、山本(恒)

1/12 (日) ｽﾗｲﾄﾞ作成 山本(佐)姉 クリスマス･･･宮原

宣教 山本師 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ- 山本(恒)姉 《１２月２４日分》

司会 宮原姉 写真 土谷兄

奏楽 大庭姉 音響 土谷兄 クリスマス･･･岡嶋、門植、ﾁｬﾄｩﾙｳﾞｪﾃﾞｨ、山本(龍･佐)、吉田

受付 ﾁｬﾄｩﾙｳﾞｪﾃﾞｨ姉

献金(祈) 大庭兄

当番執事 土谷姉

2020年1月5日

《先週の集会出席》

◎台風19号関連被災者支援(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。

月　約･･･門植

　　　　　　石橋(御夫妻)、三浦、山田 尊い献金を感謝します。

※God Bless You

(土) お花 広木(志)姉 岸本、塩谷、森永

岸本姉、楠目姉

岸本姉、山本師

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～ ヨハネによる福音書4:16-30

＊お名前は敬称略・順不同

(日)9:30～ｼﾞｭﾆｱ､ﾕｰｽ､ｼﾆｱｸﾗｽ
｢わたしが『それ』」　

ヨハネによる福音書4:16-30

招きの言葉：詩編95：1-3

｢わたしが『それ』」　

「我が身を主にまかせよ」
       (Commit Yourself to the Lord) ゼファニア書３章

10:30～事務室/司会：土谷姉

19:00～母子室/司会：大庭姉

1/19(日)15～16時半、南小倉バプテスト教会に於いて北九州連合主催「もう一度おじゃまします」

エフェソの信徒への手紙 ３：７-１３節 があります。地方連合壮年会1月度例会も兼ねて開催されます。ぜひご参加下さい。

《今週の祈祷会》 男 女

による講演会を、小倉教会で開催いたします。どなたでもご参加いただけます。

1/25(土)10時～15時、連合主催「信徒研修会」＠若松教会 講師:松見俊先生、講習費1,000円

事前の申し込みは不要、研修会では信徒説教についての学びを行います。詳細は掲示板でご確認を！

1/19(日)、昼食後に「聖書入門クラス」、女性の会例会があります。

ゼカリヤ書 ２章１４-１５節 1/26(日)、13:00より「日本におけるカルト宗教の実態と対策」と題して、枝光教会の岩崎一宏牧師

の方におられましたら、ご希望を牧師までお申し出下さい。共に祝福をお祈りいたしましょう。

･･･主の前に静まり礼拝への心備えを致しましょう･･･ 1/12(日)、昼食後に原簿整理委員会を行います。＠事務室

1/19(日)、礼拝後に聖歌隊の打合せを行います。＠事務室　聖歌隊メンバーはお集まり下さい。

受付：山本佐智子　　音響：土谷寿治兄 1/10(金)、NPO法人「抱僕」炊出し支援のため、13時半～ゆうきんホールでお弁当作りをします。

1月12日は成人祝福礼拝です。このたび成人を迎えられる方はぜひご来会下さい。ご家族・ご親戚

新年礼拝 ―報告とお知らせ―

本日は新年礼拝です。礼拝後、ぜんざいと甘酒の用意があります。どなたでもぜひご一緒下さい。

宣教：山本龍一郎師　司会：土谷昭子姉 本日昼食後、信徒常会が行われます。また、夕方19時より、「第一主日夕礼拝」があります。

★本日は、ぜんざいと甘酒の用意がござ
います。どなたでも、ぜひご一緒下さい。 


