
今週のみことば  

「主よ、あなたはすべてをご存じです。あなたは、私があ
なたを愛していることを知っておられます。」イエスは彼
に言われた。「わたしの羊を飼いなさい。  

（ヨハネ21:17） 
 

 
 
                          主イエス・キリストの 

                     2020年 5月10日            
・同時配信礼拝（ライブ配信礼拝）   
 
 
                      
 
  

      同時配信礼拝 11:00（中央会堂） 

司 会 
奏 楽 

三上隆史執事 
 

前 奏 
 

会衆賛美 
祈 り 
主の祈り 

 
聖書交読 
報告 

 
聖書朗読 

 
説  教 

 
 

会衆賛美 
 

献 金 
 

感 謝 
頌 栄 
祝 祷 
後 奏 

全能なる神を称えん 

（J.S.バッハ） 

新聖歌 395 主はガリラヤ湖の（1節、2節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826参照 

 
エゼキエル 34：11‐16 

 
 

ヨハネ 21:15‐19 
 

「わたしの羊を飼え」 
小野信一牧師 

 
新聖歌 206 かいぬしわが主よ（1節、4節） 

 
一 同 

 
 

新聖歌 60 天地こぞりて 
小野信一牧師 

受 付  井波真理執事  

 
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 
nenn 年度のみことば 

お知らせ 

１． 本日も、11:00 から同時配信礼拝（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． 祈り会は、しばらくの間お休みとします（当面 5月中はお休み）。 

３． 本日予定されていた「礼拝司会者研修会」は延期となりました。 

４． 来週 5/17 に予定されていた、内田和彦先生をお迎えしての合同聖書講演会と「信徒の学び」

は、延期となりました。 
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春日部福音自由教会の皆さまへ：  

＜5/6 メール発信＞ 5/7 からの祈り会について（しばらくお休みを続けます） 

頌主 

祈り会については、4/19 週報に、「4/16（木）から 30 日（木）までの期間、祈り会をお休みとします。」

と掲載しました。 

 

5/7 から、できれば祈り会を再開するという方向で、5 月の月間カレンダーには、 △＝検討中（状況

を見て行えるかどうか判断します）として掲載しました。 

しかし感染状況は、大きく改善しているとは言えない状況のようです。ですので、5/7（木）からも、し

ばらくの間、祈り会はお休みとします（当面 5 月中はお休み）。 

 

5 月の月間カレンダー掲載内容を、以下のように更新します。 

祈り会 

5/7（木）× 11:00 中央祈り会、丘の上祈り会 20:00 丘の上祈り会 

5/14（木）× 11:00 中央祈り会、丘の上祈り会、庄和祈り会 20:00 丘の上祈り会 

5/21（木）× 11:00 合同祈り会  20:00 丘の上祈り会 

5/28（木）× 11:00 中央祈り会、丘の上祈り会、庄和祈り会 20:00 丘の上祈り会 

水曜祈り会（夜）は、木曜祈り会と同様に、しばらくの間、お休みとします（当面 5 月中はお休み）。 

凡例：◎＝行う 〇＝行う予定 △＝検討中（状況を見て判断） ×＝予定を中止  

今後の予定の変更は、ホームページの「メンバー専用ページ」に掲載するなどの方法でお知らせし

ます。 

集まらなくても共に祈り、祈り合う方法を、それぞれの祈りの場で考えていければ感謝です。 

どうぞよろしくお願い致します。 

在主 小野信一  

 

＜5/8 メール発信＞ 

春日部福音自由教会の皆さんへ：しばらく同時配信礼拝を続けます。 

頌主 

ゴールデンウィークが終わりました。いかがお過ごしでしょうか？ 

出かけることは少なかったと思いますが、一人ひとり、イエス様との時間を持てたでしょうか？ 

 

これからしばらく、同時配信礼拝（ライブ配信礼拝）として共に礼拝をささげる週が続きます。（5 月

20 日過ぎ頃には、いつまで続けるか、また判断をしなければならないだろうと考えています。） 

YouTube による配信は、だんだんと安定してきて、音声や映像も改善されてきたと思います。配信

のための奉仕に感謝します。5/3 は、途切れることなく礼拝の配信をお送りできて感謝でした。これか

らも同じアドレスで続けていきます。 

メインアドレス（短縮アドレス）https://bit.ly/3bTt46d サブアドレス https://bit.ly/3bVoGn0  

https://bit.ly/3bTt46d
https://bit.ly/3bVoGn0
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YouTube を視聴することができない方たちには、別なかたちで届けています。「読む説教」も毎週編

集と印刷がなされて、必要な方には、特にほかに方法がない方には、郵送や配達でお届けしています。

CD もできるようになりました。ほかに礼拝方法がない方には、CD か紙の「読む説教」どちらか早くでき

た方をお届けするようにしています。 

音声配信（OneDrive）にも、当日礼拝後早い時間に、礼拝音声がアップロードされています。また礼

拝のための奏楽は、現在前もって弾いて録音してくださったものを流しています。 

配信、録音、編集、印刷、丁合、郵送、配達､インターネットへの掲載、礼拝参加の報告のまとめな

ど、様々なところで奉仕者たちが共に担ってくださっていることを感謝します。 

 

5 月 1 日から年間聖書通読がスタートしました。2019 年度の通読完了者は、5/10 の週報に掲載し

ます。皆さん、週報は見られているでしょうか？ ホームページの「メンバー専用ページ」からも週報を

見ることができます。 

会堂に週報を取りに来ていただくこともできます。中央会堂が開いている時間は、来週は現時点で

以下の通りです。 

13 日（水）9:30〜14:00、14 日（木）9:00〜16:00、15 日（金）9:30〜11:00  

 

では、また日曜日に、ともに礼拝をおささげしましょう。 

在主    2020 年 5 月 8 日 春日部福音自由教会 牧師 小野信一  

 

 「メンバー専用ページ」（春日部福音自由教会）http://kefc.jp/member 

 ユーザー名：「        」 パスワード：「         」 

 

 

2019年度 第 42回 聖書通読完了者 

以下の方々が 2019年度 第 42回聖書通読（2019年 5月〜2020年 4月）を完了されました。 

おめでとうございます。   合計 31名 

 

 

 

 

 

2020年度 第 42回聖書通読は、5月 1日からスタートしました。1年間通して聖書全体を読

めるように、励みましょう。 

 

http://kefc.jp/member/index.html
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   今週の予定 

本日 
5/10（日) 

 
11:00同時配信礼拝（ライブ配信礼拝） 
14:30話し方講座 →延期 

5/11（月） 丘の上庭作業（光造園） 

5/12（火）  

5/13（水） 

10：00小野牧師先生幼児園メッセージ 
     →中止 
13：00父母の会 →中止 
14：30ELC研修会（オンライン） 

5/14（木） 

10:30中央祈り会 →中止 
10:30丘の上祈り会 →中止 
10:30庄和祈り会 →中止 
20:00丘の上祈り会 →中止 

5/15（金） 10:30いっしょにあそぼ 
ミニ運動会 →中止 

5/16（土）  

来聖日 
5/17（日） 

 9:00 △ JY礼拝（オンライン） 
11:00同時配信礼拝（ライブ配信礼拝） 
11:00合同聖書講演会（内田和彦師） 
    →延期 
14:00信徒の学び（内田和彦師） →延期 

先週(5/3-5/9)出席人数 

礼拝 祈り会 LSC 

中央 7 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 106     

合計 113 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 受洗を希望している兄弟姉
妹の学びと準備の上に主の導きがありますように。 
●教会学校委員会 子どもたち・中高生たちの保護
者の方が神様からの御助けと御導きをいただくことが
できるように。 
●めぐみ幼児園 『オンライン保育』の一環として教
師による動画を配信中。用いられますように。 
●会計委員会 会計奉仕者の健康と霊性が守ら
れ、奉仕が出来ます様に。 

●福祉委員会 コロナ禍で子どもから大人までスト
レスを抱えています。ひとりひとりの体調が守られ
ますように。 
●音楽委員会 ライブ配信礼拝の奏楽奉仕の為
に。録音とその後の編集がスムーズに出来るよう
にお祈りください。 
●社会委員会 新型コロナウィルス感染拡大の
早期終息と医療機関で働く最前線の方々の為に
祈りましょう。 
●ELC  このような時であっても、新しい受講生
が与えられるように。また、ELCの奉仕者が加えら
れるように。 

お知らせ 
丘の上庭木の剪定などの作業を行います。密

にならない程度の人数で、奉仕できる方はご協

力ください。11日(月)、9時～16時頃。 


