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・3 会堂合同オンライン聖書講演会（同時配信）
・オンライン信徒の学び 2020
2020 年度のみことば
nenn
年度のみことば
このように、あなたがたの光を人々の前で輝か
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せなさい。人々があなたがたの良い行いを見
て、天におられるあなたがたの父をあがめるよ
うになるためです。（マタイ5:16）

神は人をご自身のかたちとして創造された。神のか
たちとして人を創造し、男と女に彼らを創造された。
（創世記1:27）
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新聖歌 146 昔主イエスの（４節）
一 同
新聖歌 60
島先克臣師
井波真紀子姉 新井由有子姉
（丘の上）沼田久美子姉 （庄和）小野雅之兄
更科圭美執事 関根幸歩姉

ふれ愛サンデー
中央会堂7:00pm

「神の救いの歴史」
Ⅱペテロ3:8-13
説教：山田豊協力牧師

お知らせ
１． 本日は、3 会堂合同のオンライン聖書講演会を、同時配信オンライン合同礼拝として行います。
説教は島先克臣師で、オンラインで説教して下さいます。同時配信を行います。
２． 11/29 に予定していた洗礼式は、ありません。
３． 来主日から、待降節に入ります。主イエス・キリストの受肉を覚えて生活の中に主を迎える備えをし
ましょう。
４． 来主日は、「拡大＋α」の日です。中央会堂建設計画に向けて、新会堂見学会（流山教会）を行
います。
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「オンライン聖書講演会」＆「オンライン信徒の学び 2020」
講師：島先克臣師
本日は、オンライン聖書講演会（3 会堂同時配信オンライン合同礼拝）に、ようこそおいで下さ
いました。
3 会堂に集まった皆さん、また、各家庭などからオンラインで視聴して参加して下さる皆さん
を、心から歓迎致します。
本日お集まりの皆さんに、神さまのことばが届き、神様から来るいのちによって、一人一人が
これからの人生を生かされることができますように、お祈りいたします。

島先克臣（しまさき・かつおみ）師 プロフィール 【聖書を読む会 総主事】
1954 年（昭和 29 年）生れ。三児の父。20 歳の時に信仰を持つ。
国内で牧師（1981-87 福音自由教会）をし、フィリピンで宣教師（1989-93）。
その後、アメリカ（旧約学修士）とイギリス（ヘブル語言語学博士）で学んで再びフィリピンへ。マニ
ラのアジア神学大学院で、旧約聖書とヘブル語を教える（2000-2004）。2004 年に帰国。
日本聖書協会職員（聖書協会共同訳事業コーディネーター、2004-2019）を経て、2019 年
より聖書を読む会総主事。

午後の「信徒の学び」は、オンラインでの学びとなります。Zoom を使って行います。
中央会堂で参加する（最大 50 名）か、各家庭から Zoom で参加することができます。
※Zoom では質疑、グループに参加できます。 ※YouTube で視聴が可能です。（質疑、グループには参加できません）

（午前・午後の）統一テーマ 「神のかたち 人の使命とその回復」
11:00 3 会堂合同オンライン聖書講演会
「神のかたち ―人の使命―」

創世記 1:26-28

14:00〜16:15 「オンライン信徒の学び」
セッション 1

14:00〜

「キリスト者の成長 ―人の使命の回復― 」 ローマ 12:1-2
スモールグループ
※中央会堂内の参加者は、5 名ずつくらいに分ける。Zoom 参加者も、5 名ずつくらいでグループに分ける。

セッション 2

15:00〜

「 伝道の目的 ―人の使命が回復された世界を− 」 ローマ 15:14-18
スモールグループ ※同上
質疑応答など 16:00〜

16:15 頃終了予定
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Zoom の接続情報
「オンライン信徒の学び 2020」は、11:22（日）14:00〜16:15（13:50 オープン）
※以下のリンク（URL）をクリックしてください。
Zoom ミーティングに参加する
ミーティング ID:
パスコード:
春日部福音自由教会ホームページメンバー専用ページ http://kefc.jp/member/
ユーザー名：
パスワード：!

書籍紹介
本日の礼拝および「信徒の学び」のテーマにかかわる書籍を、2 点紹介します。
コミット メ ン ト

①『ケープタウン決意表明〜信仰の告白と行動への呼びかけ』
（日本ローザンヌ委員会訳、いのちのことば社、2012 年、900 円）

「福音派」とは何なのか、ということが、米国大統領選挙などを通して、ぐらぐら揺れ動いたようにも
思えます。そんな中で、聖書を神のことばと信じる福音的な教会が、「何を信じるのか」、また「どのよう
に行動するのか」の共通の基盤を提供してくれているのが、ケープタウン・コミットメントです。
島先先生の「まとめ」と共にお読みいただければと思います。巻末に、内田和彦先生（5/17 に予定
していて延期した、「信徒の学び 2020」の講師）による「解説」も掲載されています。
②『わが故郷、天にあらずーこの世で創造的に生きるー』
（ポール・マーシャル著、島先克臣訳、いのちのことば社、2004 年、1,600 円）

本日の講師、島先克臣先生が訳された本です。この世で創造的に生きることについて、たいへんよ
い刺激を与えられました。この世で歌うこと、音楽を奏で、絵を描くこと、仕事をすること、家事や子育
て、スポーツや趣味･･･など、この世で生きることのすべてを、神様の視点から、新鮮に見直させてくれ
る本です。一読をお勧めします。 （小野信一）

一週一祷
●伝道・教育委員会 聖書講演会・信徒の学びが
神様によって守られ、良き御言葉の学びの時となり
ますように。
●教会学校委員会 教会学校の教師・スタッフが子
どもたちや中高生たちの良き理解者となることができ
るように。
●めぐみ幼児園 クリスマス会の準備が進んでいま
す。園児、教師たちの健康が守られ、楽しく進められ
ますように。
●会計委員会 施設維持に多くの必要がありま
す。献げられ、必要な施設の維持・更新が出来
ますように。

●福祉委員会 制約のある生活の中、困りごとを
抱えている兄妹に思いを寄せ、進んで手伝う行動
を取りましょう。
●音楽委員会 不安が取り巻いている中で、賛美
と祈りを通して心に平安が与えられますように。
●社会委員会 コロナ禍により、勤労条件や、労
働環境が悪化しています。格差や差別の広がりが
解消するように。
●ELC チャペルタイムに神様の知恵が与えら
れ導かれますように。
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先週(11/15-11/21)出席人数

今週の予定
本日
11/22
（日)
11/23
（ 月）
11/24
（火）
11/25
（水）

11/26
（木）

11:00 3 会堂合同オンライン聖書講演会
（島先克臣師）
14:00 オンライン信徒の学び 2020
19:00 ふれサン

10:30 腹話術個人レッスン（友愛ホール）
14:30 中央奉仕日
19:30 水曜祈り会（小野師）
10:30 中央祈り会（山田師）
10:30 丘の上祈り会（信徒）
10:30 庄和祈り会（小野師）
13:00 ミルトスの会
丘の上障子張り（午後）
20:00 丘の上祈り会（山田師）

来聖日
11/29
（日）

祈り会

LSC

36 中央午前

10 中央幼

5

丘の上

17 中央水曜

3 中央小

7

庄和

16 丘上午前

- 丘の上

3

JY

11/27
（金）
11/28
（土）

礼拝
中央

中

2 〃 午後

5

高

1 庄和午前

- わくわく

大人

8 庄和午後

-

ふれサン

4

家で 礼拝

18

合計

102

合計

18

庄和

7
9

ＥＬＣ

-

書道

-

合計

31

お知らせ
・丘の上和室の障子のはり替えをいたします。
お手伝いできる方は丘の上にお越しください。
26 日(木)午後 1 時 障子はがし

10:00 丘の上障子張り
14:00 中央小グループ
14:30 わくわく LSC
18:00 丘の上イルミネーション点灯式
9:00JY 礼拝、庄和礼拝
11:00 中央礼拝、丘の上礼拝
12:30 聖歌隊練習
拡大＋α 会堂見学会（14:30）
丘の上物置片付け・クリスマス備品出し
コイノニアデー
19:00 ふれサン

ようこそ教会へ

28 日(土)午前 10 時 障子はり
・丘の上イルミネーション点灯式
28 日(土)18:00～18:30、丘の上会堂前
の駐車場にて見学
密を避けるために、担当チーム以外の見
学者は 10 名とさせていただきます。
希望者は、山田牧師までお知らせくださ
い。

お誕生日おめでとうございます。

