
グループでみことばと祈りの時をもちます。自動的にみなさまを、Zoom
の小さな祈祷会のグループにお招きします。総勢30名の説教者たちが、
それぞれのルームでみなさまをお待ちしています。メッセンジャーは
誰？聖書の箇所はどこ？一緒に祈る人たちはどんな人？朝、みことばと祈
りをもって、大会はスタートします！

子どものみなさん！青年のみなさん！楽しいプログラムを準備して待っ
ています！オンラインならではの交わりに、全国から！そして海外から
も！Zoomでご参加ください！

テーマは日本同盟基督教団の「ここまで」。
130年の恵み・・・そして特にこの10年の恵み。
感謝とともに顕在化している世界の課題も覚え
たいと思います。日本同盟基督教団の現在地！
メッセンジャーは朝岡勝先生です！

テーマは日本同盟基督教団の「ここから」。
再び、メッセンジャーは朝岡勝先生！宣教師た
ち、開拓伝道者たちもそれぞれの地から参加し
ます！みことばの希望とともに、私たちが向き
合うべきこの世界の課題も覚えつつ・・・ここ
からのビジョン、「宣教130周年宣言」をとも
に分かち合いましょう！

今、キリスト教界で関心が集まっているテーマを厳選し、約30の分科会
を準備しています。どなたでも関心のある分科会が見つかると思いま
す！ぜひ、教会でお誘いあわせて、Zoomでご参加ください！

グループで全体集会の恵みを分かち合います。自動的にみなさまを、
Zoomの小さな分かち合いのグループにお招きします。お知り合いの方
も、「はじめまして」の方も・・・仲良く、全体集会の恵み、与えられた思
いを分かち合いましょう！

プログラム
どきどき！わくわく！！
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宣教 130周年記念大会 実行委員会
西村敬憲、増井恵、野町真理、鈴木美絵、小山望、
下田陽介、中村忍、鄭南哲、本多民生
E メール：domei130christ@gmail.com

【郵便振替の場合】

郵便振替 :00150-2-393743
名義 : 日本同盟基督教団大会事務局

【銀行振込の場合】

銀行：ゆうちょ銀行　金融機関コード：9900
店番：019　預金種目：当座
店名 ：〇一九 ( ゼロイチキュウ店 )
口座番号： 0393743

１　申込期間：2021 年 7 月 23 日（金）～ 9 月 6 日（月）
２　申込方法：Web サイト（Google フォーム）または Fax にて
　　詳しくは大会Web サイトをご確認ください。 　
３　参加費 無料　※献金は随時、受付けております。

現時点で、確定している分科会をご紹介いたします。最新情報は大会 Web サイトをご確認ください。
実行委員会では分科会をさらに充実させるべく、各方面に交渉中です。ご期待ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

※敬称略

分科会のご紹介参加お申し込み

https://domei-130th.jimdosite.com

全体集会１・２は、YouTube で配信されます。YouTube を視聴でき
ない方のために、各教会でリモート集会の企画をお願いいたします。

全体集会講師

開拓のキセキ、聞けます 伝道部
ストレス社会におけるメンタルケア
在留異国人への宣教
『日本同盟基督教団130年史』の読みどころ
聖書が語る環境問題
※計画中
あなたの町の未来は変えられる（クリスチャンと政治）
『神の形の回復』の視点から　LGBTを考える（仮タイトル）
若者に届く教会
葬儀から日本宣教
コロナ時代の教会とオンライン活用術
牧師と教会員のための『こんな時どうする？』
教職者夫人の集い
恋愛と結婚
ファミリーミニストリーの事例発表

国外宣教、きゅんです♡
日本における異端・カルトの現況と活動

子どもミニストリー　成長への道
～すぐ役立つアイディア差し上げます～
献身について考えよう！

クリスチャンの仕事観
コミュニケーション・人間関係
アメリカで起こっている人権や移民の問題と教会の取り組み
結婚を考えている人の集い

社会に開かれた教会となるために
教会の災害対応と宣教協力

クリスチャンの終活セミナー

聖書と考古学
中高生集会

森田悦弘
前原将太
山口陽一
小川真

井崎義治
吉川直美
松尾献
清野勝男子
松谷信司
山崎龍一
奥山恵美
岡村直樹
丸山園子
李相勲
齋藤千恵子

小池宏明
韓在國

菊地実
齋藤五十三
鈴木俊見
入江告
佐藤岩雄
中西殉子

井上貴詞
草井琢弘
山村潤

田村将
姜旲憬

加藤秀典

蛍池聖書教会
広福音キリスト教会
東京基督教大学
国立キリスト教会
『教会と国家』委員会
千葉県流山市長、平和台恵教会員
聖契神学校、シオンの群教会
KGK主事・九州地区担当
土浦めぐみ教会顧問牧師
キリスト新聞社編集長
お茶の水クリスチャンセンター常務理事
平和台恵教会
東京基督教大学
習志野台キリスト教会
高麗聖書教会
新船橋キリスト教会
国外宣教委員会
古河教会
清水聖書教会
教会教育部

東京基督教大学
東京基督教大学
KGK主事・中四国地区担当
豊田神池キリスト教会
ルイビル日本語教会牧師
クリスチャン結婚支援ミニストリーリベカ、
泉野聖書教会
東京基督教大学
岡山めぐみキリスト教会
キリスト教専門葬儀社・輝、
徳丸町キリスト教会員
聖書神学舎、朝霞聖書教会
原町キリスト福音教会、
相馬キリスト福音教会
京都めぐみ教会



参加お申込みのご案内

リモート開催

日時 ： 9/23 （木 ・ 祝） 午前 11 ： 00 ～ 12 ： 00
（10 ： 30 ～受付 ・ チャレンジ JOY 開始）

子ども集会

「Zoom」 でのオンライン集会 （YouTube の配信もあり）

はなれていても いっしょに さんび・ゲーム・せいしょのおはなし！！
教会で集まって参加するのも、それぞれのおうちから参加するのもOK
（会堂での配信参加は、感染状況によって各教会でご判断下さい）

Ds-kids 担当者：鈴木美絵、砂原和史、竹内智之、松永優、山田契実

後藤 弘 先生（千葉キリスト教会牧師）

小学生（小学生以外でも参加できます）

ＵＲＬまたはＱＲコードからお申込みください

   教会毎で取りまとめてお申込み下さい。

難しい場合は、個人でお申込みしていただくことも可能です。

（FAX での申込みも可能です。その場合は、教会名、住所、参加者名、

性別、学年、代表者連絡先をお知らせ下さい）

松永優（白井聖書教会牧師）Fax：047-492-3443　

130.ds.kids@gmail.com 　　　　　までに
申込みのお友だちに

プレゼント！
2021 年 7 月 23 日 （金） ～ 9 月 6 日 （月）

主催 ： 日本同盟基督教団　宣教 130 周年記念大会
……………………………………………………………………………………………………

2021 年 9 月 23 日 （木 ・ 祝）

https://forms.gle/bgYB8xo9FTnLoURR7

申込期間

後藤先生のお話を聞いて、決心カードに神さまか

ら教えられたことを書いて送ってね。決心カード

を送ってくれたお友だちに、さらにスペシャルプ

レゼントがあるよ！

「３分間の聖書トーク」
　　　配信中

YouTubeチャンネル

 ご  とう せんせい　　　   はなし　     き　　　　　　 　けっしん　　　　　　　   　かみ

　　おし　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　 おく 　　　　　　　　 けっしん

　　おく　　　　　　　　　　　　　 とも

ご　とう     ひろし

講　師


