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議案番号 議案名 採決結果

第１号議案 オンライン総会に関する件 承認

第２号議案 東京地方連合の規約改正案を試行する件 否決
（3分の２に満たず）

第３号議案 東京地方連合の分担金比率の改正 承認
(2022年度から適用)

第４号議案 2020年度に活動が終了したプロジェクトの活動
報告の件

承認

第５号議案 現在進行中のプロジェクトについて活動報告と計
画の件

承認

第６号議案 2021年にスタートするプロジェクトについて活動
計画の件

承認

第７号議案 各会関連プロジェクトの活動報告と計画の件 承認

第８号議案 2020年度 決算報告及び監査報告の件 承認

第９号議案 2021年度 予算案の件 承認

第10号議案 東京バプテスト神学校の2020年度活動報告と
2021年度活動計画の件

承認

第11号議案 役員候補者選考委員選出の件 承認
(議⾧団に一任)

第12号議案 総会役員選出の件 承認
(南ブロック教役者と役員会で）

第13号議案 次年度、総会日程の件 承認
(2022年4月29日)

2021年4月29日(休・木曜)  13時～16時
恵泉バプテスト教会（オンライン基地局）

東京地方連合総会・報告東京地方連合総会・報告

総 会 議 決

【開会礼拝】 メッセージ 「預けられたタラント」 松見 享子（恵泉バプテスト教会・協力牧師）

マタイによる福音書 25章14～30節
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議⾧: 相山 憲司(青梅あけぼの）、副議⾧: 木村 晋治(中野）
書記: 秋山 献一(三鷹）、⾧尾 なつみ(府中）
監査: 岩崎 秀子(常盤台）、小松澤 一枝(目白ヶ丘）

※ 総会議事録を郵送いたしました。ご確認ください。 東京地方連合事務局より

いつも東京地方連合のためにお祈り頂きありがとうございます。 今回はオンラインによる初めての総会でしたが、
ご参加の代議員・陪席の皆さまのご協力により無事に終わりましたことを感謝いたします。 当日はオンライン総
会に対する不慣れによる不手際もあり、十分な審議時間が取れずに申し訳ございませんでした。

審議議案の中でご承認された新プロジェクトとなる「TBA宣教センター準備PJ」に関しましては今回の「連合
だより」の中で特集を組んでおりますのでご覧ください。 多くの方のお祈りとご参加を期待しております。

今回否決されました「規約の改正」につきましては、改めて時間を取って皆さまと一緒に検討していきたいと考
えておりますので、忌憚のないご意見を事務局まで（アドレス:tokyorengojimukyoku@gmail.com）
お寄せください。 コロナ危機の中で大変な状況がまだ続いておりますが、連合加盟諸教会・伝道所の宣教活
動のため共に祈っていきましょう。



1. より繋がりやすくより柔軟に「TBA宣教センターとプロジェクト制度」
「TBA宣教センター」創設準備へ取り組みます。宣教活動（伝道活動、社会活動、災害支援など）、
教会運営（教会形成などの自立支援、危機管理、会堂建築、牧師招聘など）に資する「プロジェクト
制度」をサポートする活動を担います。具体的には情報集約・共有・保存、各種相談・紹介・仲介をでき
る範囲で行います。
常勤の主事と事務局員を持ち、事務所スペースも持ち続けることを期待しています。2021年度は非常
勤の主事として多摩みぎわキリスト教会の石井規之牧師の招聘を提案いたします。

2. よりチャレンジングに先ずやってみる「TBA宣教センター準備室と規約改正試行期間」
東京地方連合のカタチを変え続けて行くうえで、理解と意見の一致、選択の一致を希求します。一方そ
れが成るのを待って変えること、始めることを遅らせるよりは、まず何事でもやってみることから気づきを得て、
より整えられ祝福されていくと考え先ず実行していきます。具体的には「TBA宣教センター」は準備室から
始め、「規約改正」は試行期間をそれぞれ１年間設けます（注:規約改正は総会審議により否決され
ています）。

＜検討テーマの例＞
1. 開拓伝道

時代にあった開拓伝道の方法の模索と開拓候補地の洗い出しを行い、可能なら着手をする。
2. 中核人材育成（教会学校⾧など）

小集団化活動として教会学校をとらえ、そのリーダーが教会の中核人材であると考え、その育成に貢献す
る。その視点で教会学校⾧と連携していく。

3. 信徒の教役者機能 実践と研修
専任牧師30％、兼職・兼牧40％、無牧師30％という教役者体制になっていくことが予測される中、信
徒が従来の教役者機能を担うことが増加するだろう。信徒が多くを担う教会・伝道所と連携する。

4. 教会音楽
賛美による宣教、あるいは音楽礼拝などの視点を持ち、教会音楽の充実に取り組む。

5. 危機管理
従来の地震対策的な危機管理だけでなく、対コロナで起きた教会の運営体制などの新たな課題を北関
東地方連合などと連携して備えていく。

6. ブロック内・教役者―信徒連携
東ブロックで行われているような、牧師会と信徒会の連携を他のブロックでも検討して、協力して伝道を行
えるように検討する。

◇ TBA宣教センター祈り会をとおして教会とのコミュニケーションを図る。
◇ 11月23日に行われる、連合のつどいにおいて、準備プロジェクトの中間報告ができるようにする。
◇ TBA宣教センターPJ献金の呼びかけ（運営することを念頭に、TBA宣教センター献金に取り組む）

【質問】 TBA宣教センターは、北九州地方連合宣教支援センターの働きと同じような構想でしょうか?
【回答】TBAは（Tokyo Baptist Association 東京地方連合）の頭文字を取っています。
北九州宣教支援センター（略称）の働きを研究しています。しかし、東京特有の目的と課題、地域性もあ

り、あくまで参考にする程度と認識しています。
北九州地方連合に連なる複数の教会が解散し閉鎖となる出来事から、地域内の教会の連携と、相互支

援する仕組みが求められました。そして、北九州地方連合内の教会の諸課題への取り組みと共に歩み、協働
することを目的に2011年度の北九州地方連合総会において「地域協働プロジェクト構想委員会」の設置が
決議され、2014年度に「北九州宣教支援センター」が、バプテスト連盟の「全国支援・地域協働プロジェクト」
の一環として支援を受けることになりました。設立時の目的は、➀教会活動を支援し強化する ②連合の働き
を強化する ことが挙げられています。バプテスト教会の各個教会主義の精神（自立性・独立性）を重んじつ
つ、共に協働する伴走としての働きをイメージしたものです。

TBA宣教センターは、2021年度を準備期間としてプロジェクト化され、東京地方連合に繋がる教会・伝
道所の皆さまと、具体的な活動を共に語りながら構想を具現化していくことを祈り求めます。

バプテスト連盟の機構改革の話し合いのなかでも、改革のベクトルが 「連盟」主導でなく、各個教会・地域
が主体となる協力伝道へ 向かっていくことが提案されています。地方連合においてそのような働きの土台が十
分ではありませんので、TBA宣教センターがそのような土台の一助になれるよう、皆さまからの声を聴きながら検
討を加えていければと祈っています。 （出典:「宣教支援センターハンドブック」 2015年9月、連盟総会資料）

質問コーナー: 「TBA宣教会センター」とは何ですか?質問コーナー: 「TBA宣教会センター」とは何ですか?

TBA宣教センター準備室（総会資料より:第6号議案）
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■ 日 時 : 毎週土曜日 18:00 ～19:00

■ プログラム: 祈祷、賛美、教役者の証し、グルーピングによる分かち合い、懇談

■ 参加方法: 下記ZOOM又は右記QRコードにて参加（10分前から入室できます）

ミーティングID: 854 3904 0914 パスコード: 8949

https://us02web.zoom.us/j/85439040914?pwd=SDN0aUZTY3gvZHZyb0hEZGt6NXpwdz09

■次回のご案内: 7月10日（土）18:00より 証し者 富田愛世牧師（市川大野キリスト教会）

東京地方連合諸教会・伝道所の皆さま

主の御名を賛美いたします。
日頃より、東京地方連合の働きにご協力いただきありがとうございます。
さて、4月29日の総会でTBA宣教センター準備PJが承認され、本年度は準備期間という位置づけで活

動を始めました。
宣教センター準備PJは協力伝道会議で示された、今までの連盟主導の協働の在り方から連合主体の

地域協働へという舵取りの中で、働きを何からどのように進めるか検討、実施に移すためのものです。
5月より「祈りと懇談の夕べ」を開催し、教役者の献身の証しを伺うとともに各教会の現状報告、祈りの課

題などを共有しました。証しによってより多くの献身者が与えられること、また、具体的な活動内容を見出すこ
とを目的としています。

平均20名の参加者があり、「先生方の献身の思いを聞くことが出来て良かった」、「教会を超えて、共に
課題を分かち合い、祈りあうことが出来た」、「知らないところで今まで知らなかった活動が行われていることを
知って励まされた」、「Zoomでの礼拝、YouTubeを使っての配信など、コロナが収まらない状況の中での試
みを知ることが出来た」など、さまざまのお声を頂き、この「夕べ」が教会間コミュニケーションの有力な場となる
事を確信した次第です。また、このような自由で“ざっくばらん”な場から、宣教センターの具体的な働きも見
出されていくのではないかと期待することが出来た一か月でした。

一方、「祈りと懇談の夕べ」の存在と意図を各教会に周知することが遅れ、または十分ではなかったことに
気付かされました。そこで5月29日で一度「祈りと懇談の夕べ」をお休みし、述べたところの周知を図り、7月
中旬をめどに再開したいと考えています。

以上の点をご理解いただき、再開の際にはご参加方、宣教センターの来年度からの働きにお知恵、お力
を結集していただきたいと存じます。

以上、ご報告させて頂くとともに、コロナ下での伝道、牧会の働きが豊かにされますよう私たちの主イエスキ
リストへ祈りを合わせていきましょう。

東京地方連合 役員会一同
TBA宣教センター準備PJ 主事 石井規之

連合総会を受けて、「TBA宣教センター準備PJ」に関するご連絡連合総会を受けて、「TBA宣教センター準備PJ」に関するご連絡

TBA宣教センター準備のために、この１年、毎週土曜日18時から、順次連合諸教会の教役者をゲストに
お迎えして「祈りと懇談の夕べ」を開催して参ります。
TBA宣教センター準備とゲストの教会のために祈る夕べです。 併せて伝道者、伝道サポーターが起こされま
すよう祈ります。 是非、多くの方のご参加をお待ちしております。

「祈りと懇談の夕べ」 へのお誘い「祈りと懇談の夕べ」 へのお誘い

5月1日 友納靖史牧師（常盤台教会） 5月8日 井本義孝牧師（木更津伝道所）

5月15日 石井規之牧師（多摩みぎわ教会） 5月22日 川口義雄牧師（新小岩教会）

5月29日 田中宣之牧師（千葉・若葉教会）

こ れ ま で の 証 し
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口座名:東京地方バプテスト教会連合
１．ゆうちょ銀行へ直接振り込みの場合 郵便総合口座 記号 10520 - 83635791
２．他金融機関からの振り込みの場合 ゆうちょ銀行 〇五八支店 普通口座 8363579

今年度の連合活動を支える「分担金」を未送金の教会は、早めの対応をお願いいたします。 
分担金送金後、教会名と送金日を上記の問い合わせメール先へお知らせください。

【2021年度・分担金納入の確認】 tokyorengojimukyoku@gmail.com
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2021・2022年度 分担金（確定額）2021・2022年度 分担金（確定額）

注） 総会決議により、2022年度から一部の教会の分担金が変更になります。

2021年度 2022年度
教会

常盤台 180,000 195,000
赤塚 91,000 91,000
東京韓日 19,000 19,000
志村 19,000 19,000
蓮根 161,000 161,000
東京愛の 13,000 13,000
東京ｼﾞｸﾞﾁｮﾝ 76,000 76,000
目白ケ丘 160,000 160,000
茗荷谷 66,000 66,000
東京北 46,000 46,000
大泉 65,000 65,000
東久留米 5,000 5,000

901,000 916,000

新小岩 131,000 131,000
篠崎 23,000 23,000
市川八幡 49,000 49,000
市川大野 38,000 38,000
船橋 37,000 37,000
津田沼 5,000 5,000
千葉若葉 8,000 8,000
千葉 33,000 33,000
木更津 5,000 5,000
茂原 18,000 18,000
富里 14,000 14,000
栗ケ沢 45,000 45,000
花野井 34,000 34,000

440,000 440,000

分担金額
北ブロック

東ブロック

2021年度 2022年度
教会

大久保 40,000 40,000
中野 23,000 23,000
三鷹 60,000 60,000
仙川 42,000 42,000
調布南 69,000 69,000
調布 18,000 18,000
府中 15,000 15,000
花小金井 42,000 42,000
立川 15,000 15,000
多摩みぎわ 20,000 20,000
多摩ニュータウン 5,000 5,000
八王子めじろ台 32,000 32,000
昭島めぐみ 15,000 15,000
福生 32,000 32,000
関東プレインズ 30,000 30,000
東京西 5,000 5,000
板橋 5,000 5,000
青梅あけぼの 107,000 107,000
ﾗｲﾌﾁｬｰﾁ 9,000 9,000

584,000 584,000

恵約宣教 41,000 41,000
渋谷 7,000 7,000
幡ヶ谷 13,000 13,000
恵泉 135,000 135,000
泉 14,000 14,000
品川 43,000 43,000
大井 180,000 240,000
東京第一 33,000 33,000
経堂 19,000 19,000
多摩川 61,000 61,000

546,000 606,000
2,471,000 2,546,000

分担金額
西ブロック

南ブロック


