
今週のみことば  

あなたがたを離れて天に上げられたこのイエスは、天に
上って行くのをあなたがたが見たのと同じ有様で、また
おいでになります。」          （使徒1：11） 
 

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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使徒 1：3‐11 
 

「イエスはまた来られる」 
小野信一牧師 

 
新聖歌 464 汚れと争いは（1節、3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． 本日の礼拝も、「同時配信礼拝」としてささげます。 

２． 来主日からの礼拝も、しばらくの期間「同時配信礼拝」を続けます。5/31 から、「家で同時に礼拝

する」ことができない方に限って、少人数集まるようにします。少しずつ段階を踏んで、「集まる礼

拝」を再開する方向に進めます。感染防止に続けて留意しつつ進めましょう。  

３． 本日の「拡大＋α」は、15:00 から、集まらずにオンライン（Zoom）で開催します 。今後の礼拝の

持ち方や、教会の将来の課題などについて話し合います。 

４． 5 月 31 日に予定されていた洗礼式は、延期します。2～3 か月の延期、または 6 か月の延期と

なります。 

５． 5月 24日に予定されていた関東東地区協議会総会は、6月 29日（月）に延期となりました。 
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＜☆5/22 メール発信＞ 春日部福音自由教会の皆さんへ：「同時配信礼拝」を続けま

すが、少しずつ、集まり始めましょう。 

頌主 

4月 10日（金）に、メールで「4月 19日からの礼拝は、同時配信（ライブ配信）による礼拝になります」

とお伝えしてから、6週間がたちました。 

同時配信礼拝は「5/24まで続ける予定です。その後のことは、状況を見て判断していきます」とお伝

えしました。 

 

5月 31日からも、しばらくの間、「同時配信礼拝」を続けます。 

同時配信礼拝を続けながら、少しずつ、段階的に、「集まる礼拝の再開」に向けて進めていきます。 

第１段階の前に、5/24の礼拝堂での出席者・奉仕者には、検温を（各自）お願いします。 

 

＜第１段階＞ 

「集まる礼拝の再開」に向けての＜第１段階＞として、5/31から、家で「同時」に礼拝できない方に限

って、少人数、中央会堂においでいただき、家で礼拝する仲間も含め、全員で「同時に」礼拝をささげられ

るようにしたいと思います。礼拝堂で礼拝を希望される方には、検温をお願いします。 

10名以内の奉仕者+10名程度、あわせて 20名以内と考えています。  

※現在、家で同時に礼拝ができないことがはっきりしているメンバーの数は、十数名です。  

5/31 と 6/7は、このやり方で様子を見てみたいと思います。  

 

第 2段階、第 3段階、第 4段階と進んでいければ、3会堂での礼拝を再開できるのではないかと考え

ています。 

ただし、少しずつ集まりながら、感染状況や社会状況も踏まえつつ、変更することがあります。   

人数を限定しない礼拝や、合同礼拝をささげられるようになるのは、もう少し先になるでしょう。  

気をつけつつ、少しずつ、顔を合わせての交わりを再開できることを願っています。 

 

続けて、私たちの主が、私たちの信仰の家族と共同体を守り、社会に生きる皆さんとともに、お互いの

いのちを守り、お互いを支え合う力をお与えくださいますように。 

  在主 2020年 5月 22日 春日部福音自由教会 牧師 小野信一  

 

 

  
【めぐみ幼児園 オンライン「お母さんありがとうの会」報告 

 
めぐみ幼児園では オンラインによる保育と教材の郵送などで園と家庭をつ
ないでいます。 
5月 20日（水）は ZOOM を使って「お母さんありがとうの会」を開催しました。 
在園の 5名が全員参加し、小野先生のメッセージを聴いてもらうことができま
した。 
小さなお口で「うんでくえて あ～あと～（生んでくれてありがとう）」とお母さん
に言っている声が感動的。 
賛美やゲームをしてあっという間に時間が過ぎ、名残惜しいお別れでした。 
皆様のお祈りを感謝いたします。  〈小谷〉 
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日本文化宣教協力会への支援と献金のお願い 

 

当協力会の働きを覚えてお祈りとご支援をいただき、感謝しております。 

昨年は12月に報告会をさせていただき、髙橋敏夫主幹伝道者の働きを知っていただくこ

とができ、感謝をしております。 

新年度が始まり 2 か月が経つところですが、共に集まる礼拝や祈り会を持つことができず、

皆様への支援のお願いが遅れてしまい申し訳ございません。昨年度と違い、今年は東北支

援活動といのちのことば社主催の軽井沢セミナーが中止となったため、丘の上会堂(または

他の施設)を活用した、髙橋先生の講演会を計画しております。あわせて、春日部市民文

化講座も、継続して行う予定です。 

改めて、皆様にお祈りをいただき、献金をもってこの働きを支えていただきたいと願ってお

ります。すでに 2020年度の働きが始まっておりますので、支援をいただける方は、協力会の

口座に早めに振り込んでいただけると助かります。外出自粛の続く生活ではありますが、無

理のないところで、お捧げください。 

新年度も、髙橋敏夫主幹伝道者と、協力会の為にご支援のほど、宜しくお願い致します。 

2020年 5月 24日 

日本文化宣教協力会 

山田 豊 

献金振込先 

ゆうちょ銀行春日部店 

口座番号 00140-9-394018 

加入者名 日本文化宣教協力会 

 

2020年度予算 

 

  

2020年度予算 2020年度予算 内訳

前年度残高 110,396 講師謝礼 60,000 2万×3回

教会員、協力者 629,604 研修費 240,000 2万×12月

教会外部献金 440,000 活動費 100,000

受取利息 211,200 17600×6月

借入金 自動車保険、税 132,000

車検整備。修理費 50,000

ｶﾞｿﾘﾝ、洗車 120,000

事務室賃貸費 180,000 15000×１２月

通信費 4,800

消耗品、印刷、改修費 82,000

1,180,000 1,180,000

駐車場

合　　　計 合　　　　計

車両費

経費

収    　入    　の    　部 支出の部

摘　　　　要 摘　　　要

献金
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   今週の予定 

本日 
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 

15:00拡大+α（オンライン） 
×14:00受洗希望者試問会 →延期 

5/25（月） 
×めぐ幼：春の遠足→中止 
×東地区協議会総会、サバティカル検討会
（新松戸） →6/29に延期 

5/26（火） めぐ幼：お疲れ休み→なし 

5/27（水） 
×10：00春日部市民文化講座→中止 
      （ふれあいキューブ） 
×13：00ミニオレンジカフェ（仙波宅）→中止 

5/28（木） △20：00 丘の上祈り会 

5/29（金）  

5/30（土）  

来聖日 
5/31（日） 

11:00同時配信礼拝 
△ 丘の上コイノニアデー 
△ 丘の上信徒会 
×洗礼式 →延期 
×19:00ふれサン →なし 

先週(5/17-5/23)出席人数 

礼拝 祈り会 LSC 

中央 10 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 94 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 受洗を希望されている兄姉に
特別の導きがありますように。 
●教会学校委員会 子どもたち・中高生たちとその
家族が新型コロナウィルスの感染から守られますよう
に。 
●めぐみ幼児園 幼児園の再開に向けて、教師たち
が十分な準備ができますように。 
●会計委員会 幼児園に多くの必要があります。
お捧げいただき、守られますように。 

●福祉委員会 自分と大切な人の命を守る為、
主から愛と知恵をいただき、バランスのとれた生
活ができますように。 
●音楽委員会 聖歌隊がずっと声を出す事、声
を合わせる事、等の練習をしていないので感覚を
忘れないでいられますように。 
●社会委員会 コロナ禍の中にあって、世界の為
政者が共に助け合い一つになって平和をつくり出
すことが出来るよう祈りましょう。 
●ELC  受講生の方々、その家族の方々がみ言
葉を聞き、神様の平安を自粛生活の中でも味わ
えるように、また、健康が守られるように。 

お知らせ 
新年度の日本文化宣教協力会からのお願いが
掲載されています。お読みくださり、お祈りとご支
援をよろしくお願いいたします。 

  日本文化宣教協力会 

... 

 

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 


