
 

 

◇先 週 報 告  

( 献金）                             ( 礼拝・集会出席)  

主日礼拝(第1･第2) 3 8 , 6 0 0  

主日国際讃美礼拝 1 4 , 2 0 0  

教会学校 4 , 1 0 0  

CS英語礼拝 6 , 6 0 0  

・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 ﾋー゙ ｽ委員会寄付活動の様子》 
11/15つるかわ学園こだま寮に兵庫県産ｷﾇﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4㎏、ﾅｽ 5.4㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏ 

11/16玉川学園幼稚部に青森県まっしぐら9㎏、じゃが芋10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｷｭｳﾘ 4.6㎏ 

玉川学小学部に青森県まっしぐら9.2㎏、じゃが芋10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｷｭｳﾘ 4.6㎏ 

花の郷に栃木県なすひかり10㎏、じゃが芋10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2㎏、ﾅｽ 5.4㎏、ｷｭｳﾘ 4.8㎏ 

11/17 ﾃ゙ ｲｻー ﾋ゙ ｽこころに福井県ひかり精米10㎏、じゃが芋10kg、ﾋ゚ ﾏーﾝ4.2㎏、ﾅｽ5.4㎏、ｷｭｳﾘ4.2㎏ 

つくしんぼに福井米10㎏、じゃが芋10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2㎏、ﾅｽ 5.4㎏、ｷｭｳﾘ 4.8㎏ 

菜の花･まちだに福井米10㎏、じゃが芋10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2㎏、ﾅｽ 5.4㎏、ｷｭｳﾘ 4.8㎏ 

11/18町田こばと幼稚園に福井米 10kg、じゃが芋10kg、ﾅｽ 5kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2k、ｷｭｳり4kg 

さふらん幼稚園に福井米 10kg、じゃが芋10kg 、ﾅｽ 5kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2kg 、ｷｭｳﾘ 4kg 

プラスアルファに福井米 10kg、じゃが芋10kg 、ﾅｽ 5kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2kg ｷｭｳﾘ 4kg 

11/19たちはな幼稚園に福井米 10kg、じゃが芋10kg 、ﾅｽ 5kg、ﾋ゚ ﾏーﾝ4kg 、ｷｭｳﾘ4kg 

ゆうき山保育園に福県ひかり精米10㎏、じゃが芋10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4㎏、ﾅｽ 5㎏、ｷｭｳり4㎏ 

La Manoに福井米10kg、じゃが芋10kg 、ﾋﾟｰﾏﾝ 4kg、ナス5kg 、ｷｭｳﾘ 4kg 

11/20 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑひかり神社前に千葉県コシヒカリ10kg、じゃが芋10kg 、里芋4kg、ﾅｽ 5kg 、ｷｭｳﾘ 4.6kg 

井の花保育園に千葉県ｺｼﾋｶﾘ 10kg、じゃが芋10kg 、里芋4kgナス5kg 、ｷｭｳﾘ 4.6kg 

東平しらゆり保育園に千葉県ｺｼﾋｶﾘ 10kg、じゃが芋10kg 、里芋4kg、ﾅｽ 5kg 、ｷｭｳﾘ 4.4kg 

東平ひまわり保育園に千葉県ｺｼﾋｶﾘ 10kg、じゃが芋 10kg 、里芋4kg、ﾅｽ 5kg 、ｷｭｳﾘ 4.4kg 

11/21ひまわりの会に千葉県ｺｼﾋｶﾘ 10kg、じゃが芋 10kg 、里芋4kg、ﾅｽ 5.2kg 、ｷｭｳﾘ 4.4kg 

しんわ常盤事業所に千葉県ｺｼﾋｶﾘ 10kg、じゃが芋10kg 、里芋4kg、ﾅｽ 5.4kg 、ｷｭｳﾘ 4.4kg 

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝﾏｲﾗｲﾌに千葉県ｺｼﾋｶﾘ 10kg、じゃが芋10kg 、里芋4kg、ﾅｽ 5.4kg 、ｷｭｳﾘ 4.4kg 

           
こだま寮  玉川学園幼稚部・小学部   花の郷     こころ    つくしんぼ  菜の花･まちだ 町田こばと さふらん プラスアルファ 

               
たちはな幼   ゆうき山  La Mano ひかり 井の花保 東平しらゆり保・ひまわり保 ひまわりの会 しんわ常盤 ﾏｲﾗｲﾌ 
  

高齢者福祉施設、障がい者施設、保育園、幼稚園等168施設にお米(1847.8 ㎏)と野菜(ｼ゙ ｬｶ゙ ｲﾓ1700kg,ﾅｽ813.6kg,

ﾋ゚ ﾏーﾝ501kg,ｻﾂﾏｲﾓ151㎏,ｷｭｳﾘ632.8㎏,人参91.4g,玉葱155㎏、ｽ゙ ｯｷー ﾆ・ｺ゙ ﾔー18kgの寄付を行いました。 

 (通算 2160号)  
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－ 年間聖句 － 
｢だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と 

聖霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教え 

なさい。わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」                              

マタイによる福音書 28章19-20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 

 

18 

 

25 

 

43 

教会学校(教師) 1 5 6 

CS英語礼拝 7 9 １6 
 



2020年度 南町田教会 主題「いつもあなたと共にいる」 
  

2020年 11月 22日主日礼拝 
〔聖霊降臨節第二十六主日〕 

 

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)･長内教師(第二) 

奏 楽  亀浦姉(第一)  下田姉(第二) 
 

招 詞   ローマ12:9-10  

讃 詠  546 

主の祈り （564） 

交読詩編  詩編128編  

讃美歌   15            

信仰告白  使徒信条 

聖 書  マルコ14:22-26（新91頁） 

祈 祷  

讃美歌＊  194 

説 教  「キリストの晩餐」 

第１黄 昌性 牧師         

第2西田浩子 牧師                                                                                                                                           

祈 祷 

讃美歌＊  298  

献 金  西田紀子姉 西田千恵子姉 

頌 栄  542 

祝 祷  西田浩子 牧師 

後 奏        

報 告 

受 付:伊藤姉 

   

第三  礼拝順序 

国際讃美礼拝(日本語･英語･韓国語) 13:30  

日本語通訳;長内妙子教師 

英語通訳;西田紀子姉 
 

 

司 式  西田紀子姉(英語)  

奏 楽  西田牧師  
 

招 詞    ローマ12:9-10 (英語･日本語) 

会衆讃美      He binds the broken-hearted 

Because of who You are 

祈 祷  韓国語 英語  

主の祈り   The Lord’s Prayer 

信仰告白      The Apostles' Creed 

聖 書  マルコ14:22-26 

会衆讃美    花も 

説 教   「キリストの晩餐」 

黄 昌性牧師 

(英語･韓国語･日本語)  

献 金    

祝 祷  黄 昌性牧師 

後 奏          

 

◇今日の礼拝・集会     
9:00教会学校  

聖書  マルコ5:1-20 

「ゲラサ人の地方でのいやしの出来事」 

15:00 CS子ども礼拝英語クラス 

聖書 ヨハネ12:3 

「An expensive perfume」  

説教:長内 妙子教師 
 

 

新型コロナ感染防止対策のため受付での検温、ｱﾙｺー ﾙ消毒、間隔をあ

けて席に座るなどのご協力を宜しくお願いします。 

 

報   告  
･先週タウンニュースより当教会における宣教委

員会と生活協力ｻー ﾋ゙ ｽ委員会のお米と野菜の寄

付活動についての掲載依頼があり、11月19日号

に掲載、配布されました。玄関に掲示されてい

ます。ご覧下さい。 

･先日寄付活動に伺った特定非営利活動法人 町田

市つながりの開様(6名)が当教会を訪問され、マ

スク(50枚)8箱を頂きました。感謝致します。 

･きそ幼稚園 園長櫻井恵美子様より野菜寄付の感

謝献金(5千円)とお礼状を頂きました。 

･宣教委員会と生活協力ｻー ﾋ゙ ｽ委員会では先週20

施設(合計168施設)に寄付活動を行いました。 
15日(日)から21日(土)までの寄付先 

社会福祉法人 つるかわ学園 こだま寮 

社会福祉法人 ボア・すみれ福祉会 花の郷 

社会福祉法人 地の星 ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾎー ﾑひかり神社前 

社会福祉法人 三泉会 ゆうき山保育園 

社会福祉法人 三泉会 井の花保育園 

社会福祉法人 明社会 東平しらゆり保育園 

社会福祉法人 明社会 東平ひまわり保育園 

特定非営利活動法人 こころ ﾃ゙ ｲｻー ﾋ゙ ｽこころ  

特定非営利活動法人 ひまわりの会 

特定非営利活動法人はらっぱ放課後ﾃ゙ ｲｻー ﾋ゙ ｽつくしんぼ 

特定非営利活動法人 菜の花・まちだ 

特定非営利活動法人 あ・うん プラスアルファ 

特定非営利活動法人 La Mano 

特定非営利活動法人町田ﾋｭー ﾏﾝﾈｯﾄﾜー ｸ ﾍﾙﾊ゚ ｽーﾃー ｼｮﾝﾏｲﾗｲﾌ 

一般社団法人 福祉心話会 しんわ常盤事業所 

学校法人 玉川学園 幼稚部・小学部 

学校法人 松本学園 さふらん幼稚園 

学校法人 立華学園 たちはな幼稚園 

国際ﾊ゙ ｶﾛﾚｱ(IB)認定校 町田こばと幼稚園 

･本日は謝恩日献金日でした。皆様のご協力あ 

りがとうございました(教育部)。 

来週礼拝予定・当番   

    2020年11月 29日  

第一アドベント礼拝・ 

子どもと大人の合同礼拝 
 

招  詞  ローマ12:15 

交読詩編  詩編75編 

讃美歌  １６ １１５  Ⅱ６０ 

聖 書 マルコ14:27-31 

説 教 ｢アドベントとペトロ」 

長内妙子教師 

司  式  黄牧師(第一)･西田紀子姉(第二） 

奏  楽 亀浦姉(第一)･河野姉(第二） 

献  金    伊藤貴志兄 西田寛吉兄(第二） 

受  付 西田千恵子姉 
 

 

 
 

◇聖書日課(常に備えよ) 

22日(日) マタイ25:6-13 
23日(月) Ⅰテサロニケ4:13-18 
24日(火) Ⅱテモテ4:6-8 
25日(水) ゼファニヤ1:14-16 
26日(木) コロサイ3:1-4 
27日(金) Ⅱペトロ3:14-15 
28日(土) 詩編95:3-7 
29日(日) 詩編90:1-17 
 
＜祈祷課題＞   
･アドベント礼拝のために 

･宣教委員会と生活協力ｻｰﾋﾞｽ委員会の

寄付活動のために 

･新型コロナ感染症の終息のために 

･教会の形成と伝道のために 

･地域の方々のために 

 

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。 


