
今週のみことば  

しかし実際には、彼らが憧れていたのは、もっと良い
故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は、彼ら
の神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が
彼らのために都を用意されたのです。（ヘブル11:16） 
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      合同礼拝 11:00 

司 会 
奏 楽 

三上隆史執事 
髙橋真理姉 

前 奏 
 

会衆賛美 
祈 り 

主の祈り 
報告 

聖書交読 
 

聖書朗読 
 

説  教 
 
会衆賛美 

 
献 金 
感 謝 
頌 栄 
祝 祷 
後 奏 

主なるキリストよ、われらにみ心をかけ給え 

(G.P.テレマン) 

新聖歌 303 安かれ わが心よ（1、3 節） 
司 会 者 

新聖歌 p.826 参照 

 

創世記 5:21-24 
 

ヘブル人への手紙 11:13-16 
 

「帰るべき故郷」 
遠藤芳子師 

新聖歌 471 われ聞けり かなたには（1、2 節）   
 

一 同 
 

新聖歌 60 
小野信一牧師 

受 付 

 

アッシャー 

（中央）更科圭美執事 佐々木美穂姉 

（丘の上）永田智江姉  （庄和）小野雅之兄 

（中央） 大石亘兄 

お知らせ 

１．  

 
新しい人は、それを造られた方のかたちに

したがって新しくされ続け、真の知識に至

ります。（コロサイ3:10）     

2022 年度のみことば 

お知らせ 
１． 本日は、11:00 から 3 会堂合同礼拝（同時配信オンライン合同礼拝）をささげます。遠藤

芳子先生に説教をしていただきます。中央、丘の上、庄和の 3 会堂またはオンラインで各
家庭からご参加いただけます。 

２． 感染対策のため賛美は「2 曲、1 つまたは 2 つの節」を歌います。中央礼拝堂最大人数は
70 名です。 

３． 本日 14:30 から越谷サンシティ・小ホールにて、東地区新年聖会です。説教は同じく遠藤
芳子先生です。 

４． 本日礼拝後に、分級を行います（3 会堂及び Zoom にて） 
５． 来主日 14:30 より、第 5 回中央会堂建設検討委員会を行います。  
６． 6．1/23（月）に東地区新年牧師会が行われます（10:00 丘の上）。 
７． ※スペース足りなければ、6 番は翌週に回す。 

JY礼拝 
中央会堂 9:00am 

｢あなたはわたしの愛する子｣ 
ルカ3:15-22 

説教：小野信一牧師 

ふれ愛サンデー 
中央会堂 7:00pm 

｢あなたはわたしの愛する子｣ 
ルカ3:15-22 

説教：小野信一牧師 
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本日は、合同礼拝、午後は新年聖会です。 

11:00 から 3 会堂合同礼拝をささげます。 

中央、丘の上、庄和の 3 会堂またはオンラインでご出席いただけます。 

説教は、遠藤芳子先生（同盟キリスト教団・和泉福音教会伝道師）です。 

 

 

午後は新年聖会です。3 年ぶりに、対面で開催します。 

 

  「東地区新年聖会 2023」 
  越谷サンシティ・小ホールにて 14:00 開場 14:30 開会 
  聖書：イザヤ書 45 章 9〜12 節 
  説教題：「困難な時代に道を開かれる主を待ち望む」 
        ー神の愛の主権を信じてー 
  説教 遠藤芳子師 
 

ゴスペルフラチームによる特別讃美があります。プルメリア（流山福音自由教会）・マカナ（草加福音自由教

会）による合同チームによるゴスペルフラです。 

    

 

【新年聖会の配信について】 

・本日の新年聖会の同時配信を行います。配信アドレスをお知らせした方のみが視聴できる「限定配信」

となります。 

・後日の視聴も期間を約 1 ヶ月と限定して可能とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠藤芳子先生プロフィール： 

1959 年岐阜県生まれ。日本同盟基督教団 和泉福音教会伝道師。 

2007 年、同教会牧師であった夫（遠藤嘉信先生）が難病 ALS（筋萎縮性側索硬化症）のため天に召さ

れる。 

筋肉の病とがんを抱えつつも、今は奇跡的に健康を支えられている。 

最近楽しんでいることは、道端に咲く野の花を見つけること。 

著書：「もういちど会える日まで」「限りない愛に魅せられて」 

 

※本日、中央会堂、および新年聖会会場にて、遠藤芳子先生の著書の販売を行います。 

税抜き価格で販売させていただけることになりました。 

「もういちど会える日まで」 1320 円→1200 円 

「限りない愛に魅せられて」 1430 円→1300 円 

 



       春日部福音自由教会 週報  2023年 1月 15日         3  

 
第 5 回中央会堂建設検討委員会 のお知らせ  
  

来主日 1 月 22 日(日)に、「第 5 回中央会堂建設検討委員会」を行います。 

日時：11/22（日） 14:30～１6:00 中央会堂および Zoom にて。 

第 5 回は自由参加とさせていただきます。世代を問わずどなたでもご参加ください。 

昨年に４回行われた検討委員会を執事会で振り返り、参加された皆さまに共通する思いとして次のような

点があると確認いたしました。“地域に根差し開かれた教会を“、”不安（経済面等）“、”具体的課題（会

堂数は？将来の信徒数は？等）“ 

次回以降はこれらの振り返りの結果を皆さまに共有させて頂き、そして将来に向けてさらに話し合いを重

ねて行きたいと願っております。 

次回 1 月 22 日（日）のご参加対象は世代を問わずどなたでもご参加ください。 

なお、来年度も毎回の参加対象を決めて、皆様が複数回参加できるような委員会を継続していく予定で

す。どうぞお祈りに覚えていただき、今後も積極的にご参加ください。 

  

 ●福祉委員会 新しい年、私たちのため道を開いて

くださる主を、待ち望むことが出来ますように。 

●音楽委員会 奏楽者が充分に備えつつ感謝と喜

びをもって賛美奉仕できますように。 

●社会委員会 1 日も早くロシアとウクライナの戦争

が終結しますように。 

●ELC  新学期に新しい受講生が与えられるよう

に。 

一週一祷 
●伝道・教育委員会 関東東地区の新年聖会が主

によって祝され良き交わりの時となりますように。 

●教会学校委員会 受験生のために。体調が守ら

れて、自分のベストの力を出すことができるように。 

●めぐみ幼児園 4 人の園児たちの信仰がしっかり

と根付きますように。 

●会計委員会 中央会堂の建設に向け、知恵が

与えられ良き備えが出来ますように。 

①教会ホームページ QR コード  

 

春日部福音自由教会ホームページ    

http://kefc.jp/ 

 

②メンバー専用ページについて 
「http://kefc.jp/private/」  
 
 
 
「メンバー専用ページ」（春日部福音自由教会） 

1～4 回の発言録が配布されています。ホームページメンバー専用ページからもご覧いただけます。 

http://kefc.jp/
http://kefc.jp/private/
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           今週の予定 

本日 
1/15（日） 

11:00 合同礼拝 （配信礼拝） 
説教：遠藤芳子師  
「分級」中央会堂及び Zoom 

14:30 東地区新年聖会 
（越谷サンシティホール） 

19：00 ふれサン 
1/16（月） めぐ幼：内牧はじめ 

1/17（火） 13:00 丘の上黎明会（坂路兄） 

1/18（水） 
めぐ幼：リズム教室はじめ 
19:30 水曜祈り会（小野師） 

1/19（木） 
めぐ幼：英語始め 
10:30 合同祈り会（山田師） 
20:00 丘の上祈り会（山田師） 

1/20（金） 13:00 丘の上業者清掃 

1/21（土） 
14：30 わくわく LSC 
13:30 丘の上 LSC 
19:30 庄和牧師・執事ミーティング 

来聖日 
1/22（日） 

9:00 JY 礼拝、庄和礼拝 
11:00 中央礼拝（配信礼拝） 
11:00 丘の上礼拝 
    庄和信徒会（礼拝後） 
    幼児園支援献金の日 
14:00 聖歌隊練習 
14:00 BS 体験集会 
14:30 中央会堂建設検討委員会 
19:00 ふれサン 

お誕生日おめでとうございます。 

48 中央午前 7 中央幼 4

14 中央水曜 3 中央小 4

15 丘上午前 5 丘の上 -

中 1 〃 午後 3 庄和 5

高 1 庄和午前 4 わくわく -

大人 5 庄和午後 - ＥＬＣ 7

4 書道 -

31

119 合計 22 合計 20

丘の上

先週(1/8-1/14)出席人数

礼拝 祈り会 LSC

中央

庄和

JY

ふれサン

家で礼拝

合計


