
今週のみことば  

神に信頼し私は何も恐れません。人が私に何をな
し得るでしょう。 

             （詩篇56:11） 
 

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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同時配信礼拝 11:00 
（中央会堂） 

司 会 
奏 楽 

岩田琢執事 
伊藤美智子姉 

前 奏 
 

会衆賛美 
祈 り 
主の祈り 
報 告 

聖書交読 
年間賛美 

 
聖書朗読 

 
説  教 

 
会衆賛美 

 
献 金 
感 謝 
頌 栄 
祝 祷 
後 奏 

ボランタリー 

（J.スタンリー） 

新聖歌 302恵みある主（1節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826参照 

 
ローマ 5:1-8 

讃美歌 21 55人となりたる神のことば（1節） 
 

詩篇 56:1-13 
 

「主イエスに望みを置く」 
山田豊協力牧師 

新聖歌 363わが身の望みは（3節）  
 

一 同 
 

新聖歌 60天地こぞりて 
山田豊協力牧師 

受 付 

アッシャー 

三上隆史執事 
金子玲子姉、関根あかり姉、更科圭美執事 

 
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、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。 

２． 本日から、ふれ愛サンデー（夕拝）を再開します。19:00から中央会堂にて行われます。 

３． 6/29（月）に、関東東地区協議会総会が、19:30から新松戸福音自由教会で行われます。同日

19:00 から、サバティカル検討会も行われます。6/23（火）14:00 から庄和会堂で東地区協議

会役員会が行われます。 

４． 来主日 6/28 まで同時配信礼拝を続けます。7 月 5 日から、中央・丘の上・庄和の 3 会堂での

礼拝を再開する予定です。しばらくの間、礼拝の同時配信は続けて行います。  

JY礼拝 
中央会堂 9:00am 

「自分を愛し、隣人を愛せよ」 

マタイ22:34-40 

説教：小野信一牧師 

ふれサン 
中央会堂7:00pm 

「主よ、新しくしてください」 

詩篇51:10-17 

説教：山田豊協力牧師 



 2         春日部福音自由教会週報  2020年 6月 21日         

 

＜☆6/19 メール発信＞  

春日部福音自由教会の皆さんへ：  
 

 

主の御名をたたえます。 

 

今日から、日本でもプロ野球が無観客で始まりますね。 

6/14から、中央 LSC小学科と庄和 LSCが再開されました。子どもたちの姿を見、声を聞けるのは、う

れしいことです。 

今週木曜日（昨日）は、久し振りの合同祈り会でした。13名で共に祈ることができました。  

 

今度の日曜日、6/21は、丘の上と庄和に集まるのを約 20名として、同時配信礼拝をささげます。説

教は山田先生です。 

ふれサンも再開されます。 

 

6/28には、中央を約 40名にと考えています。この週までは、「同時配信礼拝」を続けます。礼拝堂に

集まるメンバー以外は家で礼拝をささげ、また家々で集まって礼拝をささげましょう。 

 

7月 5日から、「3会堂での礼拝」を再開する予定です。この予定は、現時点で変更はありません。 

中央・丘の上・庄和での礼拝となりますが、人数としては、しばらくは最大 50名程度ではないかと考え

ています。 

特に中央について、これまでの中央礼拝出席者の一部に、丘の上あるいは庄和会堂での礼拝に出席

していただくことが必要になるでしょう。どのように人数のバランスを考えたらよいか、知恵が必要です。お

祈りください。 

 

また、7月 5日に聖餐式を行うかどうかについては、慎重にもう少し検討したいと思います。まずは 3会

堂での礼拝を再開し、しばらくおいてから聖餐式再開の方がよいかもしれないと、考えています。 

なお、7月に 3会堂の礼拝が再開されたとしても、しばらくの期間は、同時配信は続けて行います。 

 

活動の再開と感染への注意、お互いへの配慮や支援、バランスをもって進めていきましょう。 

神様が、すべてを御手の中におさめて、守り導いてくださいますように。 

 

在主 2020年 6月 19日  春日部福音自由教会 牧師 小野信一  

   

＋＋＋＋＋ 

春日部福音自由教会ホームページ http://kefc.jp/ 

同時配信礼拝 YouTubeアドレス  https://bit.ly/3bTt46d 

 ℡   中央会堂 048-735-4765 

     小野信一  090-8082-6312  

メール  教会メール kasukabe-efc@nifty.com 

     小野信一   RXP06042@nifty.ne.jp 

＋＋＋＋＋ 

http://kefc.jp/
https://bit.ly/3bTt46d
mailto:kasukabe-efc@nifty.com
mailto:RXP06042@nifty.ne.jp


       春日部福音自由教会 週報  2020年 6月 21日         3  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

一週一祷 
●伝道・教育委員会 どのような状況でも地の塩、
世の光として歩めますように。 
●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  お弁当が始まります。衛生面も
守られますように。 
●会計委員会 幼児園に多くの必要があります。
献げられ、教職者の労に報いることができます
ように。 

●福祉委員会 長期に渡る自粛から心身のバラ
ンスを崩している方々が一日も早く回復され、日
常を取り戻すことが出来ますように。 
●音楽委員会 まだ今までのような礼拝形式では
ありませんが、精一杯の奏楽ができますように。 
●社会委員会 １日も早くコロナ禍が終息し、礼
拝に集えるように祈りましょう。 
●ELC  来年度のための教師リクルートや、宣教
師を送っている団体との宣教協力を祈り求めてい
ます。 

お知らせ 
【丘の上管理・メンテナンスチームより】 

 

 

６月２８日(日)午後２時より丘の上ニス塗りをいたします。 

奉仕できる方はチームリーダーの梅田(昭)兄までご連絡ください。 

お知らせ 
【丘の上管理・メンテナンスチームより】 

 

21日（日）の 14 時より、丘の上の備蓄倉庫の移動を行います。 

奉仕できる方は、髙橋基道兄までご連絡ください。 
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   今週の予定 

本日 
6/21（日) 

◎9:00JY礼拝 〇中央 LSC 
〇9:15 LSC 幼児科 
◎11:00同時配信礼拝（ライブ配信礼拝） 
〇13:00庄和 LSC 
×合同礼拝（丘の上）・丘の上交わりデー 
中止 
17：00 BS会議   ◎19：00ふれサン  

6/22（月） めぐ幼：お弁当ありの 14:00 降園 

6/23（火） 14:00 東地区協議会役員会（庄和） 

6/24（水） 
13:00 ﾐﾆオレンジカフェ（仙波宅） 
19:30水曜祈り会（小野師） 

6/25（木） 

10:30中央祈り会（山田師） 
10:30庄和祈り会（信徒） 
10:30庄和祈り会（小野師） 
13:00 ミルトスの会 
20:00丘の上祈り会（山田師） 

6/26（金）  

6/27（土） △14:00中央小グループ 

来聖日 
6/28（日） 

◎9:00JY礼拝 〇中央 LSC 
〇9:15 LSC 幼児科 
◎11:00同時配信礼拝（ライブ配信礼拝） 
〇13:00庄和 LSC 
×14:00聖歌隊練習→中止 

丘の上コイノニアデー、丘の上信徒会 
◎19：00ふれサン 

先週(6/14-6/20)出席人数 

礼拝 祈り会 LSC 

中央 28 合同午前 13 中央幼 5 

丘の上 7 中央水曜 3 中央小 10 

庄和 8 丘上午前  丘の上 2 

JY 

中 5 〃 午後 5 庄和  6 

高 4 庄和午前  わくわく  

大人 6 
庄和午後 

 
ＥＬＣ 

オンライン 
12 

ふれサン    書道  

家で礼拝 64     

合計 122 合計 21 合計 35 

お誕生日おめでとうございます。 

 

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 


