
今週のみことば  

するとイエスは、彼らにお尋ねになった。「あなたが
たは、わたしをだれだと言いますか。」ペテロがイエ
スに答えた。「あなたはキリストです。」（マルコ8：29） 
 

 

 
 
                          主イエス・キリストの 

                     2020年 8月2日              
・3 会堂主日礼拝・聖餐式・委員会・執事会   
 
 
                   

   
 
 
 
 
 
 

      中央会堂 11:00 丘の上会堂 11:00 庄和会堂 9:00 

司 会 
奏 楽 

井波真理執事 
山浦和恵姉 

清瀬徹兄 
山田真佐子姉 

小谷浩巳執事 
三上潤子姉 

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 
聖餐式 
献 金 
感 謝 
頌 栄 
祝 祷 
後 奏 

主をほめたたえまつれ、その恵みに感謝せよ 

（編曲 志村拓生） 

新聖歌 336 （1節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826参照 

 

エレミヤ 29：10‐13 
讃美歌 21 55（１節） 

 
マルコ 8：27‐30 

 

「わたしを誰だと言うか？」 
小野信一牧師 

  
新聖歌 340（1節）   

 
一 同 

 
新聖歌 60 

小野信一牧師 

み神よ高き天よりみそなわして 

（J.パッヘルベル） 

新聖歌 137（1、2節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826参照 

 

エレミヤ 29：10‐13 
新聖歌 222（1節） 

 
イザヤ 58:1-11 

 
｢神の義と愛」 
山田豊協力牧師 

 
新聖歌 230（1、3節） 

 
一 同 

 
新聖歌 60 

山田豊協力牧師 

慈しみによりわが悩み癒やし 

(J.G.ヴォルター) 

新聖歌 336（1節） 
司 会 者  

新聖歌 p.826参照 

 

エレミヤ 29：10‐13 

讃美歌 21 55（1節） 
 

マルコ 8：27‐30 
 

「わたしを誰だと言うか？」 
小野信一牧師 

 
新聖歌 340（1節） 

 
一 同 

 
新聖歌 60 

小野信一牧師 

受 付 

アッシャー 

井波真紀子姉 青鹿弘美姉 

三上隆史執事 小谷こずゑ姉 

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 

JY礼拝 
中央会堂 9:00am 
「#平和」 

マルコ8:27‐30 
奨励：岩田開兄 

お知らせ 
１． 本日は、中央、丘の上、庄和の 3 会堂での主日礼拝において、聖

餐式を行います。中央礼拝の同時配信を続けています。 
２． 本日は、定例執事会、定例委員会を開催します。 
３． 来主日は、敗戦記念礼拝です。11:00 から中央会堂で行います。

「3 つの会堂に集まっての同時配信オンライン合同礼拝」となりま
す。 

４． 8/10-12に予定されていた関東合同青年キャンプは中止となりま
したが、8/11 と 12に、青年オンライン集会が行われます。 

ふれ愛サンデー 
中央会堂 7:00pm 
「神の義と愛」 
イザヤ58:1-11 

説教：山田豊協力牧師 
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＜☆7/31 メール発信：8/2聖餐式、8/9敗戦記念礼拝の予定について＞ 

頌主 

春日部福音自由教会の皆さんへ 

 

主にあって、お元気でしょうか？ 

3会堂での礼拝を再開してからひと月が経とうとしています。顔を合わせることができた方がありま

したし、まだそうでない方もあります。 

お互いが神様の守りの中に保たれるよう、お互いのために祈り続けましょう。 

 

3月から、聖餐式を行っていませんでしたが、今度の日曜日に聖餐式を行えるように、準備をしてい

ます。今回はその実施方法などについてお知らせします。 

また、8月には合同礼拝も予定されていますが、大人数で集まって行うことができませんので、やり

方を変更して行います。あわせてお知らせします。 

 

1．8月 2日の聖餐式について： 

今度の日曜日、8/2に聖餐式を予定しています。 

3/1に中止してから行っていなかった聖餐式について、方法等の検討やシミュレーションを重ねてま

いりましたが、3会堂の礼拝で聖餐式を行う予定です。 

 

聖餐式の実施方法（7/31時点の実施案） 

聖餐式は、以下のように行います。（7/31） 

パンの配餐は、白いプラカップ（1/2オンスカップ）に入ったパンを配る。 

配餐の前に、陪餐者（聖餐に与る礼拝者）は指先の消毒をする。（小さい除菌シートを用意してあり

ます。） 

カップを陪餐者が取る。 

食べる前にマスクをはずし、食べた後にはマスクを着ける。 

 

次に、ぶどう液の配餐は、透明プラカップを使用して配る。  

カップを陪餐者が取る。 

飲む前にマスクをはずし、飲んだあとはマスクを着ける。 

 

黙祷で終える。 

終了後、使用した器は、回収しない。礼拝後に各自が持ち帰るか、ロビー等に設置されたゴミ箱に

捨てることとする。 

以上の方法・器・順序で行うことを基本とする。 

（その他） 

中央の 1階： 

中央は最大人数 50名を想定している。50名を超えた場合は、1階で視聴できるように用意している。 

その場合、聖餐式の際には、1階への配餐も必要となる。  
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家で礼拝の場合： 

現時点では、家で礼拝する場合のために、聖餐を用意することができないので、その場合には、パン

とぶどう液なしで、心を合わせていただくかたちになる。 

 

2．8月 9日の敗戦記念礼拝について： 

8月 9日は、敗戦記念礼拝を予定しています。 

 

7/5から 3会堂の礼拝を再開し、4週が経過しました。 

しかし、最大人数は、50名としていますので、1箇所に集まっての合同礼拝をおこなうことができま

せん。 

そこで、「3つの会堂に集まっての同時配信オンライン合同礼拝」として、敗戦記念礼拝を行いま

す。 

 

また、敗戦記念礼拝は子どもから大人まで一緒に集まって行ってきましたが、今回は、世代ごとに

分けて行うこととします。 

 

11:00 敗戦記念礼拝（中央会堂で行う。丘の上、庄和会堂での同時配信を行う。）  

説教：髙橋敏夫名誉牧師 

9:00 LSC小学科・幼児科 メッセージ・腹話術：山田真佐子姉（中央会堂 1階） 

9:00 JY礼拝 奨励：新井浩文兄  平和学習含む（中央会堂 2階礼拝堂） 

 

いつもの敗戦記念礼拝の時刻ではなく、ふだんの礼拝と同じ時刻となります。 

 

3．今後のことについて 

この数週間で、全国の感染者が増加し、埼玉県や春日部市周辺でも増えてきています。 

今後の状況を見守りながら礼拝等の持ち方について判断していくことになります。 

 

「顔を合わせて集まる。しかし、会った際に、自分か相手がウイルスを持っていたとしても、互いに渡

し渡されることがないような行動をする。」ということに、続けて気をつけながら礼拝や交わりをしていき

ましょう。 

感染状況や、医療等の社会状況を見て、場合によっては、共に集まる礼拝を再び停止することもあ

り得ます。その際には、あらためてお知らせすることとします。 

 

私たちが集まる時、また集まれない時にも、主が私たちを守り、また私たちを一つとしてくださいま

すように。 

この不確かな世界で、確かなものが何なのかを私たちが見つめ、またその光を映し出していくこと

ができますように。 

 

在主 2020年 7月 31日 春日部福音自由教会 牧師 小野信一 

  



 4         春日部福音自由教会週報  2020 年 8 月 2 日         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           今週の予定 

本日 
8/2（日) 

9:00JY礼拝、庄和礼拝 
11:00中央礼拝、丘の上礼拝 
14:00委員会  16:00執事会 
14:00丘の上管理・メンテナンスチームミー
ティング（丘の上） 
17:00BS会議（オンライン） 
19:00ふれサン 

8/3（月）  

8/4（火）  

8/5（水） 17:00BS会議 

8/6（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） 

8/7（金）  

8/8（土） 14:30わくわく LSC 

来聖日 
8/9（日） 

9:00LSC（幼児科・小学科合同集会 腹話
術） 
9:00JY礼拝（平和学習） 

11:00敗戦記念礼拝（3会堂に集まっての同
時配信オンライン合同礼拝） 
15:00ELCチャプレンミーテイング（オンライ
ン） 
19:00ふれサン 

先週(7/26-8/1)出席人数 

礼拝 祈り会 LSC 

中央 45 中央午前 6 中央幼 5 

丘の上 19 中央水曜 3 中央小 4 

庄和 15 丘上午前 6 丘の上 - 

JY 

中 1 〃 午後 5 庄和  5 

高 1 庄和午前 - わくわく 12 

大人 7 庄和午後 - ＥＬＣ - 

ふれサン 4   書道  

家で礼拝 37     

合計 133 合計 20 合計 26 

お誕生日おめでとうございます。 
 

 ●福祉委員会 暑さに負けず規則正しい生活が
出来ますよう、祈りましょう。 
●音楽委員会 音楽委員会で教会音楽を支えて
いくことができるように。 
●社会委員会 来週は敗戦記念礼拝です。共に
平和の祈りが捧げられますように。 
●ELC  今月から、多くのクラスが教室でのレッス
ンとなります。安全、安心のレッスン、チャペルタイ
ムが持てるように。 

一週一祷 
●伝道・教育委員会 本日の各委員会、執事会も
それぞれ主が導いてくださいます様に。 
●教会学校委員会 子どもたちや中高生たちが新
型コロナウイルスの感染や熱中症などから守られる
ように。 
●めぐみ幼児園 夏休みの間も、園児やご家族、教
師達の健康が守られますように。 
●会計委員会 幼児園に多くの必要があります。
献げられ、幼児園会計が守られますように。 

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  

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 


