
今週のみことば  

イエスは再び彼らに言われた。「平安があなたがたにあ

るように。父がわたしを遣わされたように、わたしもあな

たがたを遣わします。        （ヨハネ20:21） 

牧 師:小野信一  協力牧師:山田 豊  名誉牧師:髙橋敏夫 
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      同時配信礼拝 11:00（中央会堂） 
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わが生命なるキリスト 

（J.G.ヴァルター） 

新聖歌 126 地よ声高く（1節、3節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826参照 

 
申命記 30:14-20 

 
 

ヨハネ 20:19‐23 
 

「平安がありますように！」 
小野信一牧師 

 
新聖歌257キリストは生きておられる（1節、２節） 

 
一 同 

 
 

新聖歌 60 天地こぞりて 
小野信一牧師 

受 付  三上隆史執事  

 
このように、あなたがたの光を人々の前で輝

かせなさい。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）    

2020 年度のみこと
ば 

お知らせ 

１． 本日も、同時配信礼拝（ライブ配信礼拝）として、共に礼拝をささげます。JY（中高生）も一緒の礼

拝です。 

２． 本日予定されていた召天者記念礼拝は、中止となりました。 

３． 5 月 2 日（土）11:00 より丘の上記念会堂にて、結婚式が行われます。家族のみ出席の式となり

ます。 

４． 来主日は、定例委員会・定例執事会の日です。委員会については、各委員会で対応をお願いし

ます。来主日は 5月第一週ですが、聖餐式はありません。 

５． 本日「コイノニア」4 月号、および 5 月の月間カレンダー、奉仕表を発行します。変更や中止の場

合には、週報やホームページに掲載するようにします。 
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春日部福音自由教会の皆さまへ：お知らせです ＜4/22（水）メール発信＞ 

 

頌主 

春日部福音自由教会の皆さまへ：お知らせです 

 

①中央会堂 木曜開放の件  

4/19同時配信礼拝の、「読む説教」＜説教テキスト文書＞が完成しています。 

中央会堂受付カウンターに置いてあります。（CDはまだ途上です。） 

 

なお、中央会堂は、当面木曜日の 9:00〜16:00は、開いているようにします（4/23 と 30）。 

週報や「読む説教」などを取りに来られる場合は、その時間にお願いします。 

 

ほかの日に開いている時間もありますが、教会事務が一部在宅となっていることもあり、不定期になり

ます。 

お電話でご確認下さるか、可能ならば、インターネットの「メンバー専用ページ」に掲載するようにしま

す（未掲載）。 

 

②次回同時配信礼拝のアドレス 

4/26から固定アドレスになります。   

 

来聖日のライブ配信のアドレスを送ります。 

「4/26（日）同時配信礼拝 11:00から」（配信開始 10:45） 

メインアドレス 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy-0mPJ7oo4ZWFmQm-J3QYeOz40eAheb 

サブアドレス 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy-0mPJ7oo6yVVOyCBVjxuSCL-N0O_An 

 

今回から、アドレスを固定する方法をとることになりました。毎週このアドレスから視聴できます。 

このプレイリストのページから、該当する日付を選んで視聴して下さい。 

 

今日のお知らせは以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

在主 小野信一  

 

春日部福音自由教会の皆様へ：同時配信礼拝、届いていますでしょうか？ 

 ＜4/24（金）メール発信＞ 

頌主 

4月 19日の日曜日から、礼拝堂に集まらずに、「同時配信礼拝」（ライブ配信礼拝）として、礼拝をさ

さげる変則的なやり方が、スタートしました。 

皆さん、同時に、礼拝をささげることができたでしょうか？ 

 

誰が YouTube を見ることができ、一緒に礼拝できたのか、誰がそうではなかったのか、把握に努めて

います。 

そして同時に届ける方法で届かない場合には、後から、別の方法で届けようとしています。 

 

「家で礼拝」と連絡があった方、確認できた方は、現時点（金曜夕方）で 59名です。 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy-0mPJ7oo4ZWFmQm-J3QYeOz40eAheb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy-0mPJ7oo6yVVOyCBVjxuSCL-N0O_An
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今度の日曜日の同時配信礼拝のアドレスは、木曜日にメールをお送りした通りです。固定アドレスとな

りました。（「メンバー専用ページ」に掲載しました。http://kefc.jp/member ）  

 

多くの方から視聴できたという声が届き、感謝です。映像や音声について、改善を求める声も届いてい

ます。担当者は、毎週、よりよくするために、精一杯に努力していくれていますので、どうぞご理解をお願い

します。（YouTubeで「家で礼拝」をささげた方は、どうぞお知らせください。OneDrive 音声配信の方も、同

じくお知らせ下さい。）  

 

一方、皆さんの中から、たとえば「スマホはあるけれど、YouTubeで動画を見るには、データ通信量が

少なめなので不安だ」、などの声が聞こえて来ました。 

 

今週は、CDよりも、紙の「読む説教」＜説教テキスト文書＞の方が早く完成し、100部印刷・丁合が水

曜日までにできました。 

CDは、完成したのは今日金曜までで合計 5枚です。 

 

「読む説教」は、週報とともに郵送で約 38件、42人、ポスティングや手渡しでの配達約 16人にお届

けすることができました。 

まだ届いていない方もあるかもしれません。 

 

皆さんにお届けできるように！ 

お祈りください。 

 

 

さて、あらためて一つお願いがあります。 

お互いの健康のため、感染せず、感染させず、教会が感染の場とならぬように、祈っておりますが、一

方、どこで誰が知らぬ間に感染していても不思議ではありません。誰もが、その可能性があるのが現状で

す。 

そこで、もしも、体調に変化のある時（本人･家族）などは、どうぞお知らせ下さい。お祈りに覚えさせて

いただきます。 

特に、新型コロナウイルスの感染疑いや経過観察の場合、検査が必要となる可能性のある場合には、

どうぞ速やかにお知らせいただくようお願い致します。 

 

【教会員・受洗者・礼拝出席者の皆様へ】 

教会からのお願い： 

自分や同居の家族が陽性患者となったとき、あるいは陽性患者と濃厚接触をしたとき、教会（小野牧

師、または執事）に速やかに伝えてください。 

 

お互いのいのちが守られますうように。 

また、私たちのいのちを守るために働いている地域の医師・医療スタッフの方たちのいのちが守られ、

よい仕事を続けていくことができますように。 

 

続けて祈りましょう。 

 

在主 小野信一  

 

http://kefc.jp/member


 4         春日部福音自由教会週報  2020 年 4 月 26 日         

  

  

 
 

 
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   今週の予定 

本日 
4/26（日) 

 9:00JY礼拝、庄和礼拝 →中止 
11:00中央礼拝(ライブ配信礼拝) 
11:00丘の上礼拝 →中止 

丘の上コイノニアデー→中止 
14:30召天者記念礼拝（丘の上）→中止 
19:00ふれサン →中止 

4/27（月）  

4/28（火） 10:00庄和聖書を読む集い→中止 

4/29（水） 
めぐ幼：休園 
 9:00-12:00 丘の上奉仕デー→中止 

4/30（木） 
10:30中央祈り会（小野師）→中止 
10:30丘の上祈り会（山田師）→中止 

5/1（金）  

5/2（土） 11:00結婚式 
     （丘の上） 

来聖日 
5/3（日） 

11:00同時配信礼拝（ライブ配信礼拝） 
執事会 
委員会 

先週(4/19-4/25)出席人数 

礼拝 祈り会 LSC 

中央  中央午前  中央幼  

  〃 水曜  中央小  

  丘上午前  丘の上  

JY 

中  〃 午後  庄和   

高  庄和午前  わくわく  

大人  庄和午後  ＥＬＣ  

ふれサン    書道  

家で礼拝 79     

合計  合計  合計  

お誕生日おめでとうございます。 
 

一週一祷 
●伝道・教育委員会 インターネットによる
礼拝メッセージ配信があらたに伝道の良い
機会となりますように。 
●教会学校委員会 新型コロナウイルスが
一日も早く終息し、安心して教会学校を行
えるように。 
●めぐみ幼児園 園児やご家族、教師たち
の健康と霊性が守られますように。 
●会計委員会 オンライン礼拝が続く
中、教会会計が守られます様に。 

●福祉委員会 大型連休に入るこの時
期、感染が広がらないよう守られ落ち着
いて過ごすことが出来ますように。 
●音楽委員会 先に天に召された方々
を偲びつつ、主を仰ぐ時が持てるように。 
●社会委員会 5月 1日はメーデーで
す。全ての労働者の人権や生活が守ら
れるよう祈りましょう。 
●ELC  チャペルタイムも、オンラインで
す。チャプレンが受講生の心にみ言葉が
届くよう、簡潔で分かりやすいお話を語れ
るように。 

召天者記念礼拝中止のお知らせ 
4月 26日（日）に予定されていた召天者記念礼拝
は、中止となります。 
納骨堂ご訪問をご希望される方は、個別にご連絡
をお願い致します。（お電話で丘の上会堂まで） 

中央会堂 

〒344-0067 春日部市中央1-51-7 
［礼 拝］ 

JY礼拝 (中高生) 日曜午前  9:00 

礼 拝 （一 般）   〃  午前 11:00 

夕拝   午後  7:00 

 [教会学校] 
幼稚科       日曜   午前  9:15 

小学科       日曜  午前  9:00 

〔祈り会〕 
木曜日 (一 般)  午前 10:30 

水曜日 (一 般)  午後  7:30 

丘の上記念会堂 

〒344-0045 春日部市道口蛭田15 

☎ 048-754-7683  
［礼 拝］ 

礼 拝 日曜   午前 11:00 

〔祈り会〕 

木曜日 (一般)   午前 10:30 

木曜日 (一般)   午後  8:00 

庄和会堂  

☎ 048

［礼 拝］ 
礼 拝        日曜  午前 9:00 

〔祈り会〕 

木曜日 (一般)       午前 10:30 

[教会学校] 
小学科    日曜   午前 11:00 

 

春日部福音自由教会 
Kasukabe Evangelical Free Church 

電 話  048-735-4765 
    ＦＡＸ 048-735-4726         

集会のご案内 
E メール info@kefc.jp 

ホームページ http://kefc.jp 


