
今週のみことば  

神よ 私にきよい心を造り 
揺るがない霊を 私のうちに新しくしてください。  

（詩篇51:10） 
 

牧 師:小野信一  協力牧師:山田 豊  名誉牧師:髙橋敏夫 

 

 
 
                          主イエス・キリストの 

                     2020年 5月17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） 
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愛するイエスよ、我らここにあり 

（M.G.フィッシャー） 

新聖歌 141 イエス君は（1‐3節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826参照 

 
ローマ 12:１‐8 

 
 

詩篇 51:10‐17 
 

「主よ、新しくしてください」 
山田豊協力牧師 

 
新聖歌 359 罪深きこの身を（1節、3節） 

 
一 同 

 
 

新聖歌 60 天地こぞりて 
山田豊協力牧師 

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 
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． JY（中高生）は、11:00の同時配信礼拝に参加します。JYは毎週日曜日13:00～14:30にZoom

を使用して分級を行っています。 

３． 本日予定されていた、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。 

４． 来主日に予定の「拡大＋α」は、オンライン会議にて開催することを検討中です。 

５． 5月 31日は聖霊降臨日です。洗礼式予定日ですが、洗礼式を延期とする可能性を含め検討中

です。 
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＜☆5/15 メール発信＞  
春日部福音自由教会の皆さんへ ： 声をかけ合いましょう。 

主の御名があがめられますように 

4/19から「同時配信礼拝」をスタートして、約1ヶ月になろうとしています。顔を合わせられない日々が

続きますが、いかがお過ごしでしょうか？ 

1．声をかけ合いましょう 

いまだ感染拡大防止のために、注意を続けなければならない状況のようです。集まれない中ですが、

それでも共に礼拝と賛美をささげましょう。互いのために祈り合いましょう。 

そして、それぞれの立場でできるかたちで、互いに声をかけ合いましょう。「あの人はどうしているだろう

か？」と心にかかる人がいるなら、一人からひとりに、電話か、メールか、何かの方法で、声をかけてみてく

ださい。 

自分のことを心配してくれる人がいるなら、その人に、声をかけてみてください。 

会えなくても、電話で声を聞けるだけでも、お互いが元気づけられる、ということを、私もこの一週間で何

度か経験させていただきました。 

できる人は、4人～8人ほどの人に声をかけてみてくだされば感謝です。  

 

現在、教会員、受洗者、受洗登録者や、礼拝出席者、未受洗の方や青年・中高生も含めて、約 220

数名のリストがあります。 

特に、礼拝に最近まで出席されていた方には、YouTube での同時礼拝ができない方にも、何らかの共

に礼拝する方法をお届けしたいと思っています。 

今のところ、YouTubeで礼拝をできない方で、郵送で CDや「読む説教」をお送りしている方が 14名ほ

どです。同じく配達が、11名ほどです。 

ほかにも、（毎週ではなくても）郵送している方が 15名ほど、YouTubeが視聴できるか確認が取れてい

ない方も 44名ほどいます。 

メンバーお互いのために、お祈りくだされば嬉しいです。  

 

5月 20日前後には、5/31からの礼拝をどうするかについて、方針を決めなければと考えています。お祈

りいただければ感謝です。 

 

2．今度の礼拝（5月 17日同時配信礼拝）  

来主日の礼拝の説教者は山田先生です。説教題、賛美曲等は以下の通りです。（p.1参照） 

YouTubeのアドレスは、これまで通りです。 

メインアドレス https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy-0mPJ7oo4ZWFmQm-J3QYeOz40eAheb 

「メイン」の短縮アドレス（同じところに行きます） https://bit.ly/3bTt46d 

サブアドレス https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy-0mPJ7oo6yVVOyCBVjxuSCL-N0O_An 

「サブ」の短縮アドレス  https://bit.ly/3bVoGn0 

3．LSCのお知らせ 教会学校およびリトルシープクラブからのお知らせです。（p.3参照） 

 

日曜日までの週の残りのあいだも、また来たる週にも、主なる神が私たちと共にいてくださいますように。 

世界の国々の人々と同様に、私たちにも、あわれみを注いでくださいますように。    

在主 2020年 5月 15日（金） 春日部福音自由教会牧師 小野信一 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy-0mPJ7oo4ZWFmQm-J3QYeOz40eAheb
https://bit.ly/3bTt46d
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy-0mPJ7oo6yVVOyCBVjxuSCL-N0O_An
https://bit.ly/3bVoGn0
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 JY（中高生）： JYは毎週日曜日 13:00～14:30に Zoomを使用して分級を行っています。 

   

リトルシープクラブの現状のお知らせ 

 

 

  新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、教会学校もお休みの状態が続いています。 

幼児科・小学科では現在以下のような形で礼拝を持っています。 

子どもたちのために引き続きお祈りください。 

          

            中央 LSC・丘の上 LSC・庄和 LSC・ 

わくわく LSC・ELC キッズ 

 

  ＊ライブ配信 LSC：毎週日曜日 午後２：００～３：００  

             賛美・みことば・ゲームなど 

  ＊URL:  

           （過去のものも見ることができます。） 

 

 

＊オンライン対面礼拝：毎週日曜日午前９：３０～１０：００ 

                   （3/29 より毎週実施しています）  

 

 

 

   

小学科 

幼児科 

幼児園からのお知らせ 

 

短縮アドレス＝  

めぐみ幼児園でもさまざまな活動や行事が中止・変更になっていますが、工夫を重ねながら 

園と家庭をつなぐ働きを続けています。準備のためどうぞお祈りください。 

 

＊オンライン保育（動画配信）： 

平日の毎日（遊びや体操・ダンス・クイズなど教師の動画） 

  ＊おとどけ保育：週 1 回郵送 （教師からのお手紙とみ言葉カード・教材など） 

  ＊オンライン交流会：5/8（金）ZOOM 作動確認も含めて行ないました。 

＊オンライン父母の会：5/13（水）に行ないました。 

 

＊オンライン保育（対面）：週 1 回程度 ZOOM を使用して行ないます。 

＊オンラインお母さんありがとうの会：5/20（水）9：30～行ないます。 

このような時だからこそ、心を込めてイエス様のみこころを行なうことができますように 

と祈りながら励んでいます。 
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   今週の予定 

本日 
5/17（日) 

◎ 9:30 中央幼児科（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 
◎13:00 JY分級（オンライン） 
◎14:00 LSC ライブ配信礼拝 

5/18（月）  

5/19（火）  

5/20（水） 

 9:30 めぐ幼：オンライン おかあさん ありが
とうの会 
13:30 表千家茶道教室稽古→中止 
18:30 表千家茶道教室稽古→中止 

5/21（木） △20：00 丘の上祈り会 

5/22（金）  

5/23（土） 14:00 中央小グループ→中止 

来聖日 
5/24（日） 

◎ 9:30 中央幼児科（オンライン） 
◎11:00 同時配信礼拝（ライブ配信礼拝） 
× 聖歌隊練習→中止 
◎13:00 JY分級（オンライン） 
◎14:00 LSC ライブ配信礼拝 
△14:30拡大+α 
△14:00受洗希望者試問会 

先週(5/10-5/16)出席人数 

礼拝 祈り会 LSC 

中央 8 中央午前  中央幼  

  〃 水曜  中央小  

  
丘上午前 
オンライン 

6 丘の上  

JY 

中  
〃 午後 
オンライン 

5 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 84     

合計 92 合計 11 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 延期となった内田和彦先生
による聖書講演会がまた機会が与えられますよう
に。 
●教会学校委員会 新型コロナウイルスの感染が
終息して、1日も早く教会学校を再開できますよう
に。 
●めぐみ幼児園 園児やご家族、教師たちの健康と
信仰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、教会の
財政が維持できますように。 

●福祉委員会 介護を担っている方々に主の励
ましと御力が豊かにありますように。 
●音楽委員会 委員皆で知恵を出し合い、主を
賛美していくことができますように。 
●社会委員会 世界中の新型コロナ患者さんや
その御家族の為に祈りましょう。 
●ELC  オンライン授業中です。教師のニッキー
さんの準備、チャプレンの働きなどを神様が支え
てくださり、生徒さんたちに神様のご臨在が伝わり
ますように。 

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 


