あなたに生きる希望の光を与えてくれるキリスト教ラジオ番組

希望の灯だより
2017 年 1,2,3 月 第 113 号
インターネット放送です。URL http://www.kibounotomoshibi.com/
宛先・〒270-1199 我孫子市我孫子郵便局私書箱７号

我孫子バプテスト教会 ℡･04-7185-0185

シャローム、皆様お元気でしょうか。
新年あけましておめでとうございます。2017 年が、主によって恵みを受け、わたしたちの霊・
心・体が守られ成長し、主イエス・キリストのご栄光が一層表される一年となりますよう、主イ
エスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
この冬は、風邪で体調を崩す人が例年よりも多く見受けられる気がします。その理由の一つに寒暖の差がは
げしいことがあるしれません。関東では 2016 年 11 月に寒い日があり積雪があったかと思えば、12 月には最
高気温 17℃の日がありました。温かい状態から急に冷え込むと、特に寒さが身にしみます。
イエス様の十字架刑は過越の祭り（太陽暦で 3～4 月頃）の時に行われましたが、当日の朝方は冷え込んだ
ようで、捕らえられたイエス様から離れて逃げてきたペテロは、下役たちと一緒に炭火にあたっていました（ヨ
ハネ 18:18）。そして、人々からイエスの弟子ではないかと問われ、ペテロが「あなたの言っていることは、
わたしにわからない」と否定したとき、鶏が鳴き、イエス様の言葉を思い出して激しく泣きました。
このときのペテロは、体だけでなく、イエス様の下を離れて心も霊も冷え切っていて、霊的に風邪をひいて
いたので、イエス様を否定してしまったのかもしれません。みなさんも風邪をひかないように、体の防寒だけ
でなく、イエス・キリストをしっかりと“着て”
（ガラテヤ 3:27）
、霊と心の防寒にもお気を付けください。
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ放送のｱﾄﾞﾚｽ http://www.kibounotomoshibi.com/
我孫子バプテスト教会 HP（http://www6.plala.or.jp/abikoch/）のリンク先から聴取できます。ぜひお聞きください。

皆様からのご感想をお待ちしております
郵便の場合は「〒270-1199 我孫子市我孫子郵便局私書箱７号 希望の灯」まで、
E-Mail の場合は info@kibounotomoshibi.com
までお願い致します。
●無料の聖書通信講座も行っていますので是非ご応募下さい。
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ルビー・ローソン姉 下館バプテスト聖書教会(当時)会員
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在日３５年、宣教師の妻としての喜びと悲しみ
★日本人の信仰のリバイバルのためにお祈りください。
・日本人一人一人が神様からのメッセージを素直に心に受け入れて、神様に立ち返ることができるように。
・クリスチャンたちが地の塩・世の光として輝くことができるように。
・自然災害の被災者や病にある方など、特に苦難にある方に、信仰を通してキリストによる希望が与えられるように。
1/1

我が神、主よ、私は昼、助けを呼び求め、夜、御前にさけび求めます。
私の祈りを御前に至らせ、私のさけびに耳を傾けてください。詩編８８篇１節２節
裏面に教会案内がございます。

教会案内
次の教会はラジオ放送「希望の灯」協力教会です。お気軽に教会にお出かけ下さい。皆様を心から歓迎いたします。
集会時間等は、確認のため直接お問い合わせ下さい。

我孫子バプテスト教会
牧師 天利 信司

ｴﾀｰﾅﾙﾗｲﾌﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会（伝）
宣教師 ﾛﾙﾀﾞﾝ･ﾅﾐｵﾝ
ｱｰﾈｽﾄ･ﾛｰｿﾝ
シオンバプテスト教会（伝）
宣教師 福田 光洋
東埼玉バプテスト教会
牧師 木田 浩靖
綾バプテスト教会
牧師 上園 英身

（〒270-1144 千葉県我孫子市東我孫子 1-1-3）
[集会・日曜学校 10:00AM, 日曜礼拝 10:45AM, 祈祷会（水）7:30PM]
最寄駅：JR 成田線東我孫子駅徒歩 1 分 JR 常磐線天王台駅徒歩 12 分
★千葉市でも集会を開催中です。伝道者：吉川雅史
[日曜 2:30PM～ 場所：千葉市稲毛区長沼原町３０４−１ 千葉市長沼
原勤労市民プラザ講習室（部屋は変更になる可能性があります）
お問い合わせは我孫子バプテスト教会まで。]
（〒300-1231 茨城県牛久市猪子町 808-12）
[集会・日曜学校 9:30AM, 日曜礼拝 10:30PM 祈祷会（水）7:00PM]
最寄駅：JR 常磐線牛久駅徒歩２５分 国道 6 号・408 号交差点そば
（〒308-0847 茨城県筑西市玉戸 1330-18）
[集会・日曜礼拝 10:45PM 祈祷会（水）7:30PM]
最寄駅：JR 水戸線玉戸駅徒歩 15 分 常総線大田郷駅徒歩 25 分
（〒349-1143 埼玉県加須市生出 453）
[集会・日曜礼拝 10:00AM,教会学校 11:30AM, 祈祷会（水）7:30PM]
最寄駅：JR 宇都宮線、東武日光線、栗橋駅
（〒880-1303 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣 192-6）
［集会・日曜礼拝 10:30AM ］

■04-7185-0185

■029-873-0134

■0296-28-4250

■0480-72-6919

■0985-77-3593

くまもと森都（しんと）バプテス （〒861-8034 熊本県熊本市東区八反田二丁目 9-31）［集会・日曜礼拝 ■096-388-3773
ト教会 （綾バプテスト教会熊本伝 10:30AM～/御言葉の学び 第 1,3 日曜 1:00PM～］ ※2016 年 4 月の
大地震で被災し建物が利用できなくなりました。郵便物等は事務局（熊本
道所） 牧師 徳地 剛
第一宣教バプテスト教会
牧師 天利 武人
第一宣教鎌ケ谷教会（伝）
天利 武人（兼牧）
カルバリーバプテスト教会（伝）
牧師 鴨田 信
国分寺高木町バプテスト教会

（代表者）井澤 直樹
入間宣教バプテスト教会
牧師 小田 洋
新契約バプテスト教会
宣教師 ジェピー・ネポムセノ
新契約バプテスト教会 長井伝道所
伝道師 三宅 尚道
泉宣教バプテスト教会
牧師 河原 陸夫
沼津宣教バプテスト教会
牧師 吉岡 秀夫
第一バプテスト教会
牧師 松島 正道
天道バプテスト教会
（代表者）大庭 博邦
【海外：フィリピン】
セブ日本語バプテスト教会
（我孫子バプテスト教会伝道所）

宣教師 天利信勝

市東区八反田二丁目 14-84 乾原荘 15）までお願い致します。
（〒277-0014 千葉県柏市東 3-8-34）
[集会・日曜学校 9:30AM, 日曜礼拝 10:30AM, 祈祷会（水）7:30PM]
最寄駅：JR 常磐線柏駅徒歩２０分
（〒273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富 5-2）
［集会・日曜礼拝 4：30PM］ 最寄駅：新京成線初富駅
（〒192-0363 東京都八王子市別所 2-11-9-101）
［集会・日曜学校 9:30AM、日曜礼拝 10:30AM 祈祷会（水）7:00pm］
最寄駅：京王線京王堀之内駅徒歩３分
（〒185-0036 東京都国分寺市高木町 1-5-19）
［集会・日曜学校 9:00AM、日曜礼拝 10:30AM、祈祷会（水）7:30PM］
最寄駅：JR 中央線国立駅けやき台団地バス第三中学校前下車歩２分
(〒358-0006 埼玉県入間市春日町 2-12-21)
［集会・日曜学校 9:00AM、日曜礼拝 10:50AM、祈祷会（水）7:30PM］
最寄駅：西武池袋線入間市駅 徒歩１５分
（〒231-0806 神奈川県横浜市中区本牧 2-440）
［集会・日曜学校 9:30AM、日曜礼拝 10:30AM、祈祷会（水）7:30PM］
（〒238-0316 神奈川県横須賀市長井 3-10-28）
［集会・日曜学校 10:00AM、日曜礼拝 10:45AM、祈祷会（水）8:00PM］
（〒233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷 3-11-4）
［集会・日曜学校 9:30AM 日曜礼拝 11:00AM］
最寄駅：市営地下鉄、上永谷駅 徒歩１０分
（〒410-0011 静岡県沼津市岡宮 109）
［集会・日曜礼拝 10:30、祈祷会（水）7:30PM］
（〒818-0125 福岡県太宰府市五条 1-14-18）
［集会・日曜学校 10:00AM、日曜礼拝 11:00、祈祷会（木）7:30PM］
最寄駅：西鉄太宰府駅から徒歩５分
（〒820-0076 福岡県飯塚市太郎丸 577）
［集会・日曜学校 10:00AM、日曜礼拝 11:00、祈祷会（水）7:30PM］
最寄駅：ＪＲ天道駅から徒歩５分
※お問い合わせは、我孫子バプテスト教会までお願いします。
［集会・日曜礼拝 10:00AM～、祈祷会（水）7:00PM～］
Sunday worship:10 AM, Wednesday meeting: 7PM
Email: qno79bup@yahoo.co.jp
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