
２０１4 年度福岡地方バプテスト連合壮年会定期総会 

 

                日 時：2014 年４月 13日(日) 15 時～ 

会 場：西南学院バプテスト教会 
 
 

 定 期 総 会 次 第  
 
１：出席者確認 

壮年会規約第８条 
       「加盟している各教会の壮年会等は、代議員は２名とし、総会は代議員 

の出席をもって成立する。」 

２：開会のことば 

３：会長挨拶 

４：議案審議 

Ａ：総会役員選出 

       議 長： 八尋 哲郎 兄（ 伊  都 教会） 

       副議長： 中冨 勇夫 兄（ 鳥  飼 教会） 

       書 記： 相模 裕一 兄（ 西南学院 教会） 

             藤  寿   牧師（ 那珂川伝道所 ） 

        

 

 

Ｂ：議 案 

     第１号議案 2013 年度活動報告ならびに決算報告承認の件（監査報告を含む） 
     第２号議案 会計代行：中村晴光兄の会計就任の件 
     第３号議案 2014 年度活動計画ならびに予算案承認の件 
     第４号議案 規約改正の件 
     第５号議案 その他 
 

－ １ － 



第１号議案（その２） 後期活動報告 

  2013 年度・後期（１１～３月）役員 

     会  長  三室日朗（西南学院） 

     副 会 長  今村光利（鳥飼） 

     書  記  藤 寿（那珂川） 

     会計(代行) 中村晴光（西南学院） 

     神学校献金推進委員 馬場和幸（平尾） 

     会計監査  池田政則（野方）、青木常郎（宇美） 

 
 

日付 壮年会活動 連合内 その他 

11/4 新旧役員事務引継(※1)   

11/25  連合役員会(※2)  

12/06 会計事務引継ぎ(※3)  神学部クリスマス会(※4) 

12/07 役員会   

1/11 役員会   

2/01 研修会＆懇親会(※5)   

2/08 役員会   

3/01 役員会   

注：※1  西南学院教会にて  

(旧) 小林、大森、仲西、石田、(新) 今村、藤、中村、三室が出席 

※2  役員会構成員として会長が出席 

       ※3  香住ヶ丘教会にて、久賀・中村・三室が出席 

          ※4  神学部寮にて、藤・馬場・三室が参加 

          ※5  研修会：西南学院教会にて １７教会伝道所 ３３名出席 

「伝道の裾野を広げる工夫」平良憲誠牧師（平尾教会） 

懇親会：居酒屋網元にて ２０名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ ５ － 



第２号議案 会計代行：中村晴光兄の会計就任承諾の件 

    昨年 10 月の役員選出臨時総会の席上で、中村晴光兄が神学校献金推進委員とし 

て選出されました。一方で会計候補として選出された方が辞退され、次点者も辞

退されるという事態が生じました。 

その後中村兄の方から「私で良ければ会計を担当いたしましょうか」との申し

出があり、役員会で検討の結果、今年度はとりあえず中村兄に会計代行をお願い

し、新年度総会の席（本日）において中村兄の会計就任を認めていただくという

方向で行くことを決定いたしました。 

    そこでこの席上で改めて中村兄の会計就任を承認いただきたくご審議願います。 

    なお、神学校献金推進委員次点者の馬場和幸兄にはこの間の事情を説明し、理

解していただいた上で、快く神学校献金推進委員をお引き受け下さったことを感

謝してご報告いたします。 

 

第３号議案 2014 年度活動計画ならびに予算案承認の件 

  「出かけよう、学ぼう、交わろう」を合言葉に自分の教会の活動だけに引き籠もら 

ず、西南学院神学部と九州バプテスト神学校に学ぶ神学生を支える地元の壮年とし 

て、積極的に外に出て行き、他教会の良いところ、悪いところを学び、また共に机 

を囲んで共に学び、時には羽目をはずす時を持ちたいと願い、今年度活動してまい 

ります。 

   同時に、未だ制定されていない選挙規定を策定し来年度の役員改選に間に合わせ 

る予定です。 

 

日付 壮年会活動 連合内 その他 

4/13 定期総会   

5/17   全国代表者会議 

5/18 
研修会と懇親会 

筑紫野二日市教会にて   

5/25  連合定期総会  

6/27 神学校週間を覚える集い   

8/22～23   全国壮年大会（広島）

10/26 
研修会と懇親会 
  野方教会にて   

12/   神学部クリスマス会

1/ 臨時総会   

2/ 役員選出総会   
 

－ ７ － 



２０１４年度 福岡地方バプテスト連合壮年会予算（案） 

 
収入の部                              （単位：円）  

収 入 項 目 13 年度決算 14 年度予算 備     考 

前年度繰越金 81,496 117,264 2013 年度からの繰越額 

地方連合補助金 240,000 50,000 一般補助 50,000 円 

会  費 108,000 160,000 40 教会・伝道所 

席上献金 70,624 100,000
’14 年度総会 25,000 円  

「神学校週間を覚える集い」75,000 円 

個人献金 0 2,000  

雑 収 入 21 736 利息を含む 

合  計 500,141 430,000  

 

支出の部 

支 出 項 目 13 年度決算 14 年度予算 備     考 

研 修 会 15,000 50,000
講師謝礼、会場費、茶菓代、案内チラシ作成費

案内状発送費 

神学校週間を覚える集い 22,096 40,000 説教奉仕謝礼、茶菓代、案内チラシ作成等 

会 議 費  内訳は下記の通り  

①総会（定期・臨時） 19,609 45,000 
説教奉仕謝礼、会場費、茶菓代、資料印刷  

案内葉書等 

②役員会 19,344 42,000 会場費、茶菓代 

交 通 費 20,100 60,000 役員会 35,000 円、全国大会派遣 25,000 円 

事務費・通信費 6,293 10,000 事務費、切手代、事務用品、銀行手数料 

神学校献金 70,624 100,000 
総会席上献金  

「神学校週間を覚える集い」席上献金 

広 報 誌 4,800 10,000 「壮年会便り」発行、同・発送費 

全国大会準備費 200,000 0  

予 備 費 5,011 73,000 神学部クリスマスプレゼント等 

小  計 382,877 430,000  

次年度へ繰越 117,264 0  

合  計 500,141 430,000  

 
－ ８ － 



第４号議案 規約改正の件 

    現行の規約では定期総会を５月に開催するようになっていますが、これを４月

開催とするよう規約改正を提案いたします。 

 

壮年会規約第６条第２項 

      「会長は、毎年１回５月に定期総会を招集する。」 

 

  理由： 

     １）５月末には地方連合総会があり、４月末までに壮年会定期総会資料を提

出する必要がある。現行規約のままでは壮年会総会で承認を受けていな

い総会資料を地方連合に提出する事になり不都合が生じる。 

     ２）５月の好機（研修会などを開催する上で）に、定期総会を持っていくの 

はもったいない。 
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全国壮年連合および地方連合壮年会会費納入のお願い 

 

次葉に２０１３年度末現在の神学校献金および全国壮年会連合会費ならびに地方連合

壮年会の会費納入状況を掲載しております。残念ながら、１教会の神学校献金がなされ

なかったために福岡地方連合に属します４１教会・伝道所の神学校献金が、１００％納

入というわけにはまいりませんでした。小林前会長が努力されて１００％献金の道筋が

出来つつありましただけに残念です。今年度は是が非でも１００％になりますよう改め

て各教会・伝道所にご協力をお願いいたします。 

なお、全国壮年会連合の会費ならびに福岡地方連合壮年会の会費につきましてもご協

力いただきたいと思います。特に福岡地方連合壮年会の会費納入実績が５０％ほどにな

りましたことは感謝のほかありませんが、私どもが研修会なり懇親会なりを計画いたし

ましてもその活動に要する費用は、皆様が献げて下さる献金で賄わなければ何も活動が

出来ません。ぜひこの事をご理解下さって一層の献金のご協力をお願いするところです。 

なおそれぞれの振込先は下記の通りです。 

 

 

全国壮年会連合 

壮年１名につき １,５００円  

     振込先：郵便振替口座： ００１５０－７－６６９６０５ 

           日本バプテスト連盟 全国壮年会連合事務局 

 

福岡壮年連合 

今年度より下記の口座に変更します。 

なお従来の久賀英男兄名義の口座は近いうちに閉鎖いたしますのでご注意下さい。 

 

１～５人 ６～10 人 11～20 人 21～30 人 31～40 人 41 人以上

２,０００ ４,０００ ６,０００ ８,０００ １０,０００ １２,０００ 

 

 

振込先：福岡銀行 福間支店 普通預金 口座番号： １１２５９１４

      福岡地方バプテスト連合壮年会 会計 中村
ナカムラ

 晴光
ハルミツ

 

 

 

－ １０ － 



第１号議案（その１）　２０１３年度前期（４～１０月）活動報告

 

 

　第２部　交わり

－　２　－

神学生紹介と懇談

　　　　　③　２０１３年度予算案

 Ⅰ　臨時総会の開催。

副会長　大森茂雄(鳥飼）

書記　 　仲西勝雄（福岡西部）

会計   　久賀英男（香住ヶ丘）

神学校献金推進委員　石田　孝（姪浜）

　懇談　全国壮年大会について

　議題　２０１３年度・２０１４年度役員選挙

　場所　大名クロスガーデン

　礼拝　奨励　「神のために力を合わせて働く者」　

Ⅲ　神学校週間を覚える集いの開催。

　　　　　　　キングダム合唱団　（野方キリスト教会）

特別讃美　西田俊郎御夫妻　（鳥飼バプテスト教会）

　期日　　２０１３年６月２８日（金）　午後７時～９時

　場所　　西南学院大学神学部神学寮

　２０１３年度役員（２０１３年１０月まで）

会長　　 小林鐵志(野方）

　期日　２０１３年２月１１日（月・休）　午前１０時～１２時

　場所　大名クロスガーデン

　　　　　④　２０１３・２０１４年度　役員選挙

　その他　全国壮年大会について　（２７名出席　１７教会）

Ⅱ　定期総会の開催。

　期日　２０１３年４月１４日（日）　午後３時～５時

　　　　藤　　寿　牧師　（那珂川バプテスト伝道所）

　　　　　②　２０１３年度活動計画案

聖　　句

エリヤは言った。「恐れてはならない。帰って、あなたの言ったとおりにしなさい。だが、

あなたとあなたの息子のために作りなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　列王記　上　１７章１３節

まずそれでわたしのために小さいパン菓子を作って、わたしに持って来なさい。その後

　総会　①　２０１２年度活動・決算報告　監査報告

　第１部　チャペル

奨励　松田和夫　牧師　（福岡有田バプテスト教会）

証　　 吉田尚志　神学生

司会　大森茂雄　兄　（鳥飼バプテスト教会）

奏楽　中島邦子　姉　（鳥飼バプテスト教会）



 

Ｇ，Ｗ　バークレー院長（西南学院大学院長）

 

　実行委員会

小林鐵志 （野方キリスト教会）

川内　光 （福岡城西キリスト教会）

岡　久凱 （平尾バプテスト教会）

大森茂雄 （鳥飼バプテスト教会）

藤　 　寿 （那珂川バプテスト伝道所）

安永　卓 （平尾バプテスト教会）

仲西勝雄 （福岡西部バプテスト教会）

石田　孝 （姪浜バプテスト教会）

大森茂雄 （鳥飼バプテスト教会）

久賀英男 （香住ヶ丘バプテスト教会）

三室日朗 （西南学院バプテスト教会）

今村光利 （鳥飼バプテスト教会）

平石　 勲 （野方キリスト教会）

西田俊郎 （鳥飼バプテスト教会）

－　３　－

　　音　　　　楽

　　会　　　　場

　　　　　　　　　　　　　　１、みことばに生きる

　　　　　　　　　　　　　　５、すべての人と家族になる－神の赦しと招きによる家族

　　会　　　　計

　　祈　　　　祷

　　企画・プログラム

　　事務局長

　　副実行委員長

　　実行委員長

　　　　　　　　　　　　　　４、まちの教会となる－開かれた教会

　主題講演

　大会主題

　　　　　　　　「キリストによってたてられる壮年」

 

　　　　　　　　　　　　－教会の現場ば担ごおや－

　　　児童、園児一人ひとりを大切にした教育を続けていきます。

　開会礼拝

　大会聖句

　　　向けて更なる発展を遂げるために、西南学院に連なる学生、生徒、

　

　　　　　　　　奥田知志　牧師　（東八幡キリスト教会）

　　　　　　　　２０１３年８月２３日（金曜日）～２４日（土曜日）

　大会開催日

Ⅳ　全国壮年大会開催。

「わたしたちは神のために力を合わせて働く者であり、あなたがたは

神の畑、神の建物なのです。

コリントの信徒への手紙　第一　３章９節

　　　２０１６年に創立１００周年を迎える西南学院は、その後の１００年に

　　　　　　　　　　　　　　２、祈りに生きる

　　　　　　　　　　　　　　３、腰にてぬぐいをしイエスに従うー隣人に仕える教会

 　　　　　　　　　　　　東八幡キリスト教会の使命（ミッション）



　

　　　２０１３年４月１３日（土）　ＰＭ１４～１７　第十六回　　 西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年４月２７日（土）　ＰＭ１４～１７　第十七回　　 西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年５月１１日（土）　ＰＭ１４～１７　第十八回　　 西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年５月２５日（土）　ＰＭ１４～１７　第十九回　　 西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年６月　１日（土）　ＰＭ１５～１６　第二十回　　 西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年６月　８日（土）　ＰＭ１４～１７　第二十一回　西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年６月２１日（土）　ＰＭ１４～１７　第二十二回　西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年６月２９日（土）　ＰＭ１３～１６　第二十三回　西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年７月　６日（土）　ＰＭ１５～１７　第二十四回　西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年７月１３日（土）　ＰＭ１５～１７　第二十五回　西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年７月２０日（土）　ＰＭ１５～１７　第二十六回　西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年７月２７日（土）　ＰＭ１５～１７　第二十七回　西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年８月　３日（土）　ＰＭ１３～１７　第二十八回　西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年８月１０日（土）　ＰＭ１３～１７　第二十九回　西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年８月１７日（土）　ＰＭ１３～１７　第三十回　　 西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年９月　７日（土）　ＰＭ１５～１７　第三十一回　西南学院バプテスト教会

　　　２０１３年９月２８日（土）　ＰＭ１４～１６　第三十二回　西南学院バプテスト教会

「信仰とは、望んでいる事がらを確信し、見えない事実を確認することです。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘブライ人への手紙　　１１章１節

－　４　－

　ご協力をいただき開催出来ましたことを、心から感謝いたします。

　西南学院大学生活協働組合、警察、福岡市営地下鉄、福岡連合壮年会等、多くの

　会、日本バプテスト連盟、全国壮年会連合、福岡地方バプテスト連合、久山療育園

　　全国壮年大会の開催に際し、西南学院大学、同・神学部、西南学院バプテスト教

　一括無記名投票を行った。　比較多数で選出

　開票中に全国壮年大会の報告

　投票結果　　

会長：三室日朗、　副会長：決戦投票、　書記：藤　寿、　会計：諸岡　寛

　共にいて下さるかどうかで、成功・不成功は決まります。

　　その事業を成すことが神からの使命であり、神が喜ばれ、神が支持され、神が

　神の臨在で決まる。

　決定は、それを成そうとする者の努力や力にあるのではなく、その者と共にある

　　成功の秘訣は、神がご計画されている大事業が、人をして成功するかどうかの 

奨学金推進委員：決戦投票、　会計監査：池田政則、青木常朗

Ⅵ　結び　　

　出席者　１５名

　開会礼拝の後　仮議長より臨時総会成立宣言　議長団選出

　選挙管理委員の選出

　決戦投票結果

副会長：中富勇夫、　奨学金推進委員、中村晴光

Ⅴ　臨時総会の開催。

　期日　　　２０１３年１０月２０日（日）　午後３時５０分～５時２５分

　実行委員会の開催

　場所　　　姪浜バプテスト教会




