
 

◇ 先 週 報 告  
( 献金）                             ( 礼拝・集会出席)  

主日礼拝(第1･第2) 3 8 , 7 0 0  

主日国際讃美礼拝 1 6 , 1 0 0  

教会学校 子どもと大人の合同礼拝 

CS 英語礼拝 5 , 7 0 0  

・主日礼拝をオンライン配信 視聴数 134 

・8:40の施設礼拝、祈祷会、成人科は休会 

 

《宣教委員会と新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策委員会、生活協力ｻｰﾋﾞｽ委員会寄付活動の内訳》 

5/30大和YMCAデイサービスセンター：新潟県こしいぶき10kgじゃが芋7kg 空豆1.4kg

玉葱5kg薩摩芋5kg 

5/31ひばり介護サービス：新潟コシヒカリ10kgじゃが芋7kg 胡瓜4kg玉葱5kg薩摩芋

5kg、ひばりの里デイサービス：新潟コシヒカリ 10kg じゃが芋 7kg 胡瓜 4kg 空豆 1.4kg

薩摩芋5kg、くつろぎ処愛みん：新潟コシヒカリ10kgじゃが芋7kg 胡瓜4kg空豆1.4kg

玉ねぎ5kg、 

6/1 はね雲：新潟コシヒカリ 10kg じゃが芋 7kg ピーマン 3kg 空豆・小松菜 1.4kg 玉葱

5kg 

入道雲＆おぼろ雲：新潟コシヒカリ10kgじゃが芋7kg ピーマン3kg葱2.6kg玉葱5kg、

紫雲＆彩雲：新潟コシヒカリ10kgじゃが芋7kg ピーマン3kg葱2.6kg長芋・小松菜2.4kg 

6/2 ふれんどりいの郷：新潟こしいぶき 10kg じゃが芋 7kg 長芋 3.2kg 胡瓜・ピーマン

3.2kg 玉葱 5kg、デイサービスふれんどりい：新潟こしいぶき 10kg じゃが芋 7kg 長芋

3.2kg胡瓜・ピーマン3.2kg玉葱5kg、おけいこサロン寿：新潟こしいぶき10kgじゃが芋

7kg 長葱 2.2kg 胡瓜・ピーマン 3.2kg 薩摩芋 5kg、ふれんどりいの家：新潟こしいぶき

10kgじゃが芋7kg 長葱2.2kg胡瓜・ピーマン3.2kg薩摩芋5kg 

6/3輝の杜：新潟こしいぶき10kgじゃが芋7kg長葱2.2kg胡瓜・長芋4kg玉葱5kg、ロ

ゼホームつきみ野：新潟こしいぶき10kgじゃが芋7kg 長葱2.2kg胡瓜・長芋4kg薩摩芋

5kg、ケアハウスロゼホーム：つきみ野新潟こしいぶき10kgじゃが芋7kg 長葱2.2kg薩

摩芋5kg胡瓜・長芋4kg、 

6/4 セントケア相模大野デイサービスセンター：新潟こしいぶき 10kg じゃが芋 7kg 長葱

2.4kg 胡瓜 4kg 玉葱 5kg、グループホームカムインワン横山台：新潟こしいぶき 10kg じ

ゃが芋 7kg 長葱 2.4kg 胡瓜 4kg 玉葱 5kg、グループホームカムインワン陽光台：新潟こ

しいぶき10kgじゃが芋7kg 長葱2.4kg胡瓜4kg薩摩芋5kg、グループホームオリーブハ

イツ：新潟こしいぶき10kgじゃが芋7kg長葱2.4kg胡瓜4kg薩摩芋5kg 

6/5 ツクイ横浜霞が丘：新潟コシヒカリ 10kg じゃが芋 7kg 長葱 2.4kg 胡瓜 4kg 薩摩芋

5kg、 

セントケア横浜緑デイサービスセンター：新潟コシヒカリ10kgじゃが芋7kg 玉葱5kg胡

瓜 4kg 薩摩芋 5kg セントケア横浜緑訪問介護サービス：新潟コシヒカリ 10kg じゃが芋

7kg 人参5kg胡瓜4kg薩摩芋5kg 

 (通算 2188号)  
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－ 年間聖句 － 
｢万軍の主は正義のゆえに高くされ 

聖なる神は恵みの御業のゆえにあがめられる。｣ 

 イザヤ書 5章16節  

主日(日曜日)礼拝 男性 女性 合計 

みぎわホーム(休会) 

7:20 礼拝 

10:30 礼拝 

13:30国際讃美礼拝 

 

19 

 

24 

 

43 

教会学校(教師) 子どもと大人の合同礼拝 
CS英語礼拝 6 8 １4 

 

 



2021年度 南町田教会 主題「教会・家庭・社会生活において、イエス・キリストの愛を示す。」 
  

2021年 6月 6日主日礼拝 

〔聖霊降臨節第三主日〕 
 

第一・第二   礼拝順序  

第一礼拝 7:20 

第二礼拝 10:30 

司 式 黄牧師(第一)・西田牧師(第二) 

奏 楽 河野姉(第一)・小牟田姉(第二) 

 

招 詞   ヨハネ11:25-26 

讃 詠  546 

主の祈り （564） 

交読詩篇  詩編１０８編 

讃美歌   ２４ (1節・2節)          

信仰告白  使徒信条(司式者のみ) 

聖 書 ヘブライ人への手紙 2:14-18 

（新403頁） 

祈 祷  

讃美歌＊  ２４３(1節・2節) 

説 教 「試練を受けている」 

第一・第二：黄昌性牧師 

祈 祷 

讃美歌＊ ２７８（1節・2節) 

献 金  西田紀子姉 河野裕子姉 

頌 栄  542 

祝 祷  黄昌性牧師 

後 奏        

報 告 

 

受 付: 西田千恵子姉 
 

   

第三  礼拝順序 
国際讃美礼拝(日本語･英語･韓国語) 13:30  

司 式  西田紀子姉(英語)  

奏 楽  西田浩子牧師 小牟田直美姉 

 

Prelude 

Call to Worshipヨハネ11:25-26 

西田紀子姉                

Hymn of Praise  Way Maker 

              주 은혜임을 Living in Your Grace 

Prayer亀浦香蓮奈姉(訳:西田マリア姉) 

The Lord’s Prayer 
The Apostles’ Creed(司式者のみ) 

Scripture 

Reading   ヘブライ人への手紙2:14-18 

Godwin兄(英語) 

Hymn of Praise  When I Think about the Lord 

The Sermon「試練を受けている」 

黄昌性牧師 

Prayer of Thanksgiving 長内妙子教師     

Offertory    

Doxology/Song of Praise 黄昌性牧師 

Benediction                                                                                                

Postlude        

Announcement  

◇今日の礼拝・集会   

9:00 教会学校 

聖書：ローマ7:7-12 

「律法と罪」 

第3礼拝後 役員会   

15:00 CS子ども礼拝英語クラス 

聖書：ヨハネ16:13 

｢The Holy Spirit is Our Guide｣ 

説教：長内妙子教師 

 

 

報   告  
･生活協力サービス委員会は先週18施設（合

計728施設）大和市（大和東・下鶴間）、横

浜市（緑区・瀬谷区）、相模原市（南区・中

央区）、座間市（栗原中央・南栗原・座間・

ひばりが丘・西栗原）に寄付を行いました。 
社会福祉法人横浜YMCA大和YMCAデイサービス

センター 

NPO法人でっかいそら：はね雲、入道雲＆おぼろ

雲、紫雲＆彩雲 

有限会社ふれんどリぃ：小規模多機能型居宅介

護事業所ふれんどりぃの郷、デイサービスふれ

んどりぃ、地域密着型通所介護事業所おけいこ

サロン寿、小規模多機能型居宅介護事業所ふれ

んどりぃの家 

社会福祉法人合掌苑：輝の杜 

社会福祉法人二津屋福祉会特別老人ホームロゼ

ホームつきみ野、ケアハウスロゼホームつきみ

野 

セントケア神奈川株式会社：セントケア相模大

野、セントケア横浜緑デイサービスセンター、

訪問介護サービス 

社会福祉法人かむ；グループホームカムインワ

ン横山台、グループホームカムインワン陽光

台、グループホームオリーブハイツ 

株式会社ツクイ：ツクイ横浜霧が丘 

 

・第44回西東京教区」総会 書面開催 

議案：郵便による議決権行使実施（5月30日） 

 

◇来週の予定  

第 2礼拝 花の日(こどもの日)  

合同礼拝 

 

来週礼拝予定・当番 

2021年 6月13日 

 

招 詞 ヨハネ11:27 

交読詩編  詩編64編 

讃美歌  ２５  ２９７  ３９３ 

聖 書   ヘブライ人への手紙3:1-6 

説 教  「神の家」 

           西田浩子牧師 

司  式 黄牧師(第一)･長内妙子教師(第二） 

奏  楽 亀浦姉(第一)･下田姉(第二） 

献  金  伊藤貴志兄・亀浦利佳姉第二）  

受  付 伊藤由紀姉 

 
◇聖書日課（祈り) 

6日(日) マタイ6:5-15 
7日(月) Ⅰテモテ2:1-7 
8日(火) 詩編:143:1-12 
9日(水) マタイ18:15-20 
10日(木) エフェソ1:15-23 
11日(金) フィリピ1:3-11 
12日(土) マルコ14:32-42 
13日(日) ヨハネ4:19-24 
 

＜祈祷課題＞ 
新型コロナ感染症   
･新型コロナ感染症終息のために 

･お米と野菜の寄付活動のために 

･教会員とご家族に恵みと平和のために 

教会のために 

.2021年度の教会活動のために 

･役員会の運営と各部・委員会のために 

･教会学校・子ども英語礼拝のために 

 

 

お具合のすぐれない方は、礼拝中お座りになったままどうぞ。＊の所は着席のままでお願いします。 


