
今週のみことば  

そして天を見上げ、深く息をして、その人に
「エパタ」、すなわち「開け」と言われた。 

             （マルコ7:34） 
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同時配信礼拝 11:00 
（中央会堂） 

司 会 
奏 楽 

三上隆史執事 
関口美彩江姉 

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 

前奏曲変ホ長調 

（松田健志） 

新聖歌 453 ガリラヤ湖の岸にて（1節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826参照 

 
イザヤ 35:4-7 

讃美歌 21 55 人となりたる神のことば（3節） 
 

マルコ 7:31-37 
 

「 開 け ！ 」 
小野信一牧師 

新聖歌 38 わが目を開きて（3節）  
 

一 同 
 

新聖歌 60天地こぞりて 
小野信一牧師 

受 付 

アッシャー 

井波真理執事、更科圭美執事 
金子玲子姉、関根あかり姉、小谷こずえ姉 

 
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． 本日まで、主日礼拝を「同時配信礼拝」としてささげてきました。 

２． 来主日 7月 5日から、中央(11:00)、丘の上(11:00)、庄和(9:00)の 3会堂での礼拝を再開しま

す。体調が悪い方、感染が心配な方は、家にとどまって礼拝をささげて下さってけっこうです。礼

拝の「同時配信」を続けて行います(11:00)。礼拝再開に伴い、庄和 LSCは 11:00に戻ります。 

３． 本日、コイノニア 6月号と、7月の月間カレンダー・奉仕表を発行します。 

４． 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、サバティカル検討会も行われます。 

JY礼拝 
中央会堂 9:00am 

「あなたの十字架」 

マタイ10:37-42 

説教：早矢仕宗伯師 

ふれサン 
中央会堂7:00pm 

「主イエスに望みを置く」 

詩篇56:1-13 

説教：山田豊協力牧師 
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＜☆6/26 メール発信＞  

春日部福音自由教会の皆さんへ：6/28が「同時配信礼拝」の最後となります 
 

頌主 

（今回は長いメールとなります。） 

4月 19日から、礼拝を、集まらずにささげる「同時配信礼拝」としました。5月 24日までの予定を、6

月 28日まで延長しました。 

「集まる礼拝」をしないことにしたのは、「互いのいのちを守るため」でした。特に、感染者が爆発的に増

えて医療体制の限界を超えてしまい、必要な医療が受けられない人が出るのを防ぐために、「行動を変

え」て、人の移動と接触を減らすことに、社会の一員として参加するためでした。 

その目標は、5/29付の「専門家会議による分析・提言」（概要）に「医療崩壊を免れた」とあるように、

一定程度達成されたと言えるでしょう。感謝なことです。しかし今も、大幅に感染者が増加している国々も

ありますし、日本も、今後ももう安全です、と言えるわけではありません。 

 

6月 28日までとしてきた「同時配信礼拝」は、今度の日曜日で最後となります。 

6/28は、中央会堂 40名想定です。電車で来られる方も、どうぞおいで下さい。 

7月 5日から、3会堂での「集まる礼拝」を再開します。ただし、礼拝の「同時配信」は、当面は続けま

す。 

7/5には、来られる方には、みなさんにおいでいただきたいと思います。 

しかし、高齢や持病、健康に不安のある方たちは、無理をなさらずに、「家での礼拝」を続けて下さい。 

中央の人数は、最大で 50名程度と考えています。 

 

中央の人数を 50名程度と限る分、丘の上と庄和の礼拝に、それぞれ 10～15名ずつ出席していただ

くようにできれば、ということも考えています。 

①中央のメンバーの中から、当面毎週 5～10名が丘の上、庄和に出席する、 

②また毎週でなく 2週に一度程度、約 10名がそれぞれ丘の上、庄和に（週あたり約 5名）出席する、 

とできるならば、 

最大 50名程度の人数で礼拝をささげていくことができるのではと考えています。 

※たとえば武里みぎわ会のメンバーの半分には、庄和の礼拝に出席していただく、などの案が考えられ

ます。中央のメンバーの皆さんの中で、動ける人たちには、お祈りし考えてみていただければ感謝です。  

中央会堂が50名を超える場合は、1階での視聴による礼拝ができるように準備します。（場合によって

は、40名を超える場合に、1階での視聴とした方がよいかもしれません。6/28の状況を見て検討してい

きます。互いの距離や、歌う際の時間・分量等も考慮して、慎重に進めたいと思います。） 

 

「7月 5日に聖餐式を行うことを目標とする」とお伝えしていましたが、聖餐式の再開時期の目標を、8

月に修正します。7/5は集まる礼拝再開の第一週でもあり、状況が前もって見えないことと、器具や方法

等の準備の態勢をもう少し整えてからの方がよいのではと考えています。 

 

新型コロナウイルスに感染すること自体は、責められることではありません。教会の中の誰かが感染す

ることは、あり得ることです。私たちお互いの誰にも、その可能性があります。 

ただ、教会で人から人への感染が起こらないように、十分気をつけましょう。 
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礼拝堂に集まる際には、検温をお願いします。手指消毒や、マスクの着用を続けて行うようお願いしま

す。 

そして特に、教会の場で、集団感染が起こらないように最善を尽くしましょう。 

礼拝時には受付およびアッシャーの奉仕者が、着席の案内、換気等の配慮、検温や健康チェックに

当たるようにします。 

 

 

「みなさん、来ないでください。」とお願いしていた時は、はっきりしていて迷いがなかったかもしれません。

しかし、少しずつ集まり始めたり、人数が増えていくと、「自分は行ってもいいのだろうか？」とか、「大丈夫

だろうか？」とか、心配や迷いが増すだろうと思います。 

中央・丘の上・庄和の 3会堂でも、また個人個人の置かれた状況によっても、それぞれ感じ方が違うと

ころも出てくるでしょう。 

そして、「これが正解だ。」と言えるものがありません。ない中で進むというのが、ここからの道のりです。  

  

正解がない中を進みます。 

手探りで前進しつつ、私たちのお互いの存在によって互いを励まし合います。 

そして、なお家にとどまって礼拝する方たちや、病の中にある方たちを、共に支えていきます。 

答えがまだ見えない時に、『ここにわたしがいる』と言われる主を待ち望み、信頼することができますよう

に。 

在主  

2020年 6月 26日（金） 春日部福音自由教会 牧師 小野信一 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

【日本文化宣教協力会より】 
 

日本文化宣教協力会の為に、お祈りと捧げものをいただき、ありがとうございます。 

振込先を改めて教えてほしいという依頼を受けました。 

下記のいずれかの方法にて振り込んでいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 

日本文化宣教協力会会計 宇田川 

  

①振込用紙の場合 

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 

  

②他の金融機関から振込の場合 

店番 038 普通預金  口座番号 5736747 加入者名 ニホンブンカセンキョウキョウリョクカイ 

  

③ゆうちょ銀行からの振込の場合 

記号 10320-2  番号 57367471  名前 ニホンブンカセンキョウキョウリョクカイ 
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   今週の予定 

本日 
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 
丘の上コイノニアデー、丘の上信徒会 
◎19:00ふれサン 

6/29（月） 
めぐ幼：春の遠足（内牧公園） 
19:00東地区サバティカル検討会（新松戸） 
19:30東地区協議会総会（新松戸） 

6/30（火） 
めぐ幼：お疲れ休み 
10:30庄和会堂聖書を読む集い 

7/1（水） 
10:00小野牧師先生 幼児園メッセージ 
13:00父母の会 

7/2（木） 
10:30中央祈り会（小野師） 
10:30丘の上祈り会（山田師） 
20:00丘の上祈り会（山田師） 

7/3（金）  

7/4（土）  

来聖日 
7/5（日） 

9:00JY礼拝、庄和礼拝 
11:00中央礼拝、丘の上礼拝、庄和 LSC 
14:00丘の上メンテナンスチームミーティン
グ（丘の上） 
14:00委員会  16:00執事会 
19:00ふれサン 

先週(6/21-6/27)出席人数 

礼拝 祈り会 LSC 

中央 28 中央午前 5 中央幼 4 

丘の上 6 中央水曜 3 中央小 7 

庄和 7 丘上午前 7 丘の上  

JY 

中 5 〃 午後 5 庄和  5 

高 4 庄和午前 6 わくわく  

大人 6 庄和午後  ＥＬＣ 13 

ふれサン 3   書道  

家で礼拝 62     

合計 121 合計 26 合計 29 

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 礼拝の同時配信をできるよう
になった賜物を主が用いてくださいます様に。 
●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  暑さが厳しくなる中、園児・教師
たちの健康が守られますように。 
●会計委員会 夏季特別謝儀が献げられ、教職者
の労に酬いることができますように。 

●福祉委員会 マスク着用などが障害のゆえにで
きない人々が大勢います。世間から非難を受ける
ことがないように、私たちが寛容さを身につけられ
るように。 
●音楽委員会 安心して聖歌隊賛美のご奉仕が
できる日が早く来ますように。聖歌隊員の一人一
人が守られますように。 
●社会委員会 今も最前線で従事している医療
施設や役場関係者の為に祈りましょう。 
●ELC  オンラインの環境が整えられて、スムー
スなレッスン、チャペルができるように。 

【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。奉仕できる方は丘の上会堂へお集ま

りください。 

追記 雨天中止です。 

 

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 


