
今週のみことば  

すると、イエスは群衆に地面に座るように命じられた。そ
れから七つのパンを取り、感謝の祈りをささげてからそれ
を裂き、配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子た
ちはそれを群衆に配った。  （マルコ8:6） 
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      中央会堂 11:00 丘の上会堂 11:00 庄和会堂 9:00 

司 会 
奏 楽 

岩田琢執事 
関口美彩江姉 

坂路孝夫兄 
山田真佐子姉 

小谷浩巳執事 
有江薫代姉 

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 

プレリュード ヘ長調 

（松田健志） 

新聖歌 425（3節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826参照 

 

詩篇 105：1-6 
讃美歌２１ 55（2節） 

 
マルコ 8：1-10 

 

「感謝と賛美をささげる」 
小野信一牧師 

 
新聖歌 17（1節）   

 
一 同 

 
新聖歌 60 

小野信一牧師 

愛する神にのみ 

（J.Sバッハ） 

新聖歌 27（1節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826参照 

 

創世記 3:1-9 
新聖歌 394（4節） 

 
Ⅱテモテ 2：22‐26 

 
｢信仰と不信仰の分岐点」 

髙橋敏夫名誉牧師 
 

新聖歌 137（1節） 
 

一 同 
 

新聖歌 60 
髙橋敏夫名誉牧師 

神のみわざこそ 

(J.S.バッハ) 

讃美歌 363（1,3節） 
司 会 者  

新聖歌 p.826参照 

 

詩篇 105：1-6 

讃美歌２１ 55（1節） 
 

ローマ 5：1-8 
 

「苦難から希望へ」 
山田豊協力牧師 

 
新聖歌 441（1節） 

 
一 同 

 
新聖歌 60 

山田豊協力牧師 

受 付 

アッシャー 

小宮山進之兄 更科敏彦兄 

 

坂路則子姉 

 

小野理映子姉 

 

 
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． 本日から、中央、丘の上、庄和の 3 会堂での主日礼拝を再開しま

す。本日は、聖餐式は行いません。 

２． 礼拝の同時配信を、当面続けて行います。 

３． 庄和 LSCは、庄和礼拝再開に伴い、本日から 11:00に戻ります。 

４． 【会計委員会より】夏季特別謝儀・施設維持献金の封筒と案内をお

配りしました。趣旨をご理解いただき、お献げください 

ふれ愛サンデー 
中央会堂 7:00pm 

「苦難から希望へ」 
ローマ5：1‐8 

説教：山田豊協力牧師 

JY礼拝 
中央会堂 9:00am 

「しなきゃいけないこと」 
Ⅰコリント10:23-33 
奨励：岩田開兄 
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＜☆7/3 メール発信＞ 春日部福音自由教会の皆さんへ：3会堂の礼拝を再開します。

（毎週の発信は一区切りとします。） 

 

頌主 

7月になりました。暑くなる日もあれば、また雨が降るという日々です。 

これまで、毎週金曜日に教会の皆さんへのメールを発信してきました。2月の終わり、礼拝に集まれる

かどうかが心配になり、不確かな状況になった時、メールで状況やそれに対する方針を伝えました（最初

は 3/1に向けての 2/29の発信）。3月末からは、次の日曜日をどのようにするかを伝えるために、毎週

の発信をすることになりました。 

 

今度の日曜日、7月 5日から、中央・丘の上・庄和の 3会堂での礼拝を再開します。来られる方は、

みなさんどうぞおいでください。顔を合わせて集い、共に礼拝をささげましょう。 

集まって、多くの時間はできませんが、交わりを再開しましょう。そして、この 3か月会えなかった日々

のことを、互いに少し、わかちあいましょう。 

 

この 3か月少人数で担っていたことを、可能な人には加わってもらって、共に担い合えるようにしてい

きましょう。 

礼拝の同時配信の奉仕は、2名がずっと続けてきました。今後、2組から 3組の奉仕者を立てること

ができるならば、長く続けていくことができるようになると思います。 

積極的に自ら奉仕に加わって下さる方があれば感謝です。よろしくお願いします。皆さんも一人ひとり、

自分には何ができるか、考え、祈り、相談してみていただければと思います。 

 

同時配信（①YouTube）の視聴ができない方たちのために、②音声配信、③CDの作成と配布、そして

④「読む説教」を届ける、と 3つの方法が続けられてきました。「読む説教」は自発的に始められたもので

したが、その後、一人の執事が毎週音声から、文字変換をパソコンでするようになり、編集は 3名の姉妹

が担当してくれています。それを印刷・丁合し、郵送・配達する奉仕も続けられてきました。特に YouTube

を見られない方や CDを聞けない方たちのために役立ったならば感謝です。 

 

「教会に来ないでください」という、異常なお願いをしてきました。それに区切りをつける時が来ました。 

「教会に来てください。礼拝堂に来てください。」と、あらためてお伝えします。 

 

ただし、集まっても、教会で感染を起こさないように気をつけ続けましょう。 

 

 

3会堂礼拝再開にあたり、以下のようにしますので、ご確認ください。 

 

①検温：検温してから礼拝堂に来てください。（できれば毎日続けてください。）※検温せずに来られた

場合には、赤外線体温計が 3会堂に用意されています。 

②記入：氏名・体温を記入してください。 

③手指消毒：礼拝堂に入る前に、手指の消毒をして下さい。 

 〜礼拝前には、玄関周り、受付、手すりやノブ、礼拝堂の椅子などの消毒を行っています。これもごく

少数で行ってきましたが、可能な方は奉仕に加わって下さい。 
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④マスク着用：礼拝中も含め、教会堂内ではマスクを着用して下さい。（お持ちでない方のためには、

マスクを有料でおわけできます。） 

⑤身体的接触：人と人との身体的接触を避けましょう。握手など、手や体に触れることは極力減らしま

しょう。 

⑥聖書・新聖歌：ものに触るのにも、多くの人で同じものを共用しないようにするなど、気をつけましょ

う。 

備え付けの聖書・新聖歌はなるべく使わないようにして、ご自分のものをお使い下さい。 

⑦着席は少なくとも 1ｍの間隔：着席は、できれば 1.5〜2m、少なくとも 1mの間隔を空けるようにしま

す。アッシャーが案内します。 

⑧礼拝の短縮：礼拝は通常の順序よりも短縮して行います。歌う賛美は少なくし、3曲に減らして各曲

の 1つの節だけを歌います。讃詠もなしとします。 

⑨聖歌隊：聖歌隊賛美は、当面なしとします。器楽による特別賛美などの可能性を検討していきま

す。 

⑩献金：献金の際は、かごを回さずに、係がかごを持って回ります。（細かい点は検討中） 

⑪飲食：礼拝後には、昼食やコーヒータイムなどの飲食を伴う交わりの時間は、当面持ちません。 

⑫聖餐式：聖餐式は、準備・実施・片付けを含め、3会堂での奉仕者・方法・使用する器などをさらに

検討し、予行を行うなどした上で、8月から行うことを目標とすることにします。 

 

礼拝終了後も、手指消毒をするなど、気をつけて帰りましょう。 

ウイルスを持ち込んだり、うつしたり、うつされたりしないように気をつけましょう。 

神様からの恵みは、分け合い、伝え合うことができるように、よい方法を見つけていきましょう。 

 

新しい礼拝の生活の上に、主の変わらない招きと見守りと助けがありますように。礼拝をささげる民を、

全世界で、教会の主が祝福してくださいますように。 

教会の兄弟姉妹と、世界の仲間たちのために祈りましょう。 

お互いの顔を見ることができるのを楽しみにしつつ。  

 

在主 2020年 7月 3日（金） 春日部福音自由教会 牧師 小野信一   

 

追伸：これまで毎週メール発信を続けてきましたが、今日で一つの区切りとします。今後も必要に応じ

て発信を致します。どうぞよろしくお願い致します。これまで、ありがとうございました。 

・不明な点や、心配なことがありましたら、どうぞ遠慮なくお伝えくださり、お尋ねください。  

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

春日部福音自由教会ホームページ http://kefc.jp/ 

礼拝同時配信 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 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

 

mailto:kasukabe-efc@nifty.com
mailto:RXP06042@nifty.ne.jp
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           今週の予定 

本日 
7/5（日) 

9:00JY礼拝、庄和礼拝 
11:00中央礼拝、丘の上礼拝 
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 
17:00 BS会議  19:00ふれサン 

7/6（月） めぐ幼：内牧公園 

7/7（火） 13：00丘の上黎明会 

7/8（水） 
14：30 ELC研修会 
19:30水曜祈り会（小野師） 

7/9（木） 

10:30中央祈り会（小野師） 
10:30丘の上祈り会（山田師） 
10:30庄和祈り会（信徒） 
12:30丘の上事務集会 
20:00丘の上祈り会（山田師） 

7/10（金） 13:00孫のために祈る会（ラムハウス） 

7/11（土） 
13:30丘の上 LSC 
16:00丘の上サミット 
19:00 BS地区会議（春日部） 

来聖日 
7/12（日） 

9:00JY礼拝、庄和礼拝 
11:00中央礼拝、丘の上礼拝 
     丘の上窓ふき 
14:00聖歌隊練習  
16:00日本文化宣教協力会役員会 
19:00ふれサン 

先週(6/28-7/4)出席人数 

礼拝 祈り会 LSC 

中央 28 中央午前 6 中央幼 5 

丘の上 6 中央水曜  中央小 8 

庄和 8 丘上午前 5 丘の上  

JY 

中 3 〃 午後 6 庄和  6 

高 2 庄和午前  わくわく  

大人 5 庄和午後  ＥＬＣ 13 

ふれサン 3   書道  

家で礼拝 63     

合計 118 合計 17 合計 32 

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  

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 

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] 

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 

一週一祷 
●伝道・教育委員会 本日から再開される各会堂
での礼拝が神様によって守られ祝福されますよう
に。 
●教会学校委員会 新型コロナウイルスの感染を防
止しつつ、良いものを受け渡す教会学校であります
ように。 
●めぐみ幼児園  明日から内牧野外保育、7日か
らプール遊びが始まります。安全が守られ、十分に
楽しめますように。 
●会計委員会 施設維持に多くの必要がありま
す。特別謝儀と共に献けられますように。 

 ●福祉委員会 梅雨の頃、コロナ新生活に疲れ
を覚える皆さん、上手に身体を動かしましょう。 
●音楽委員会 これからの教会音楽について、
主の導きを委員皆で祈り、平安の中で賛美をささ
げていくことが出来ますように。 
●社会委員会 長期休暇で心身共に疲弊してい
る子供達が守られて安心して学校や家庭で平穏
に過ごせるように。 
●ELC  コロナ禍にあって、主の救いと平安を伝
えるチャペルタイムとなるように。 


