
 

 

◇先 週 報 告  

(献金）                             (礼拝・集会出席)  

主日礼拝(第1･第2) 4 1 , 5 4 5  

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 4 , 5 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》 
11/29レモンリーフに新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏、玉葱5㎏ 

はるな寮に新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2㎏、里芋4㎏、玉葱5㎏ 

地域のﾃﾞｲｻﾛﾝくらかけ庵に新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏、里芋4㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

だんらんの家町田木曽に新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏、里芋4㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

11/30海色ﾘﾊﾗｲﾌに新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏、ナス5.4㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

町田ときわ保育園に新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏、ナス5.4㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

もみの木保育園に新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏、ナス5.4㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

町田ｻﾚｼﾞｵ幼稚園に新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏、ナス5.4㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

12/1ぽっぽの森保育園に栃木県ｺｼﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.8㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

   ツクイ町田鶴川に栃木県ｺｼﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.8㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

ひまつぶしdeすぷーんに栃木県ｺｼﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

にじいろﾌﾟﾗﾝ訪問介護に栃木県ｺｼﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

12/2桜美林ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞｻｸﾗﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに栃木県ｺｼﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあい羽に栃木県ｺｼﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

訪問介護あい羽に栃木県ｺｼﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽばんばに栃木県ｺｼﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

12/3町田消防署成瀬出張所に栃木県ｺｼﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.4㎏、泉州水ﾅｽ 3㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

ちろりん村に栃木県ｺｼﾋｶﾘ 10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.4㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎに新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.4㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2㎏、泉州水ﾅｽ 3㎏ 

ﾘﾊｾﾝﾀｰみどりの樹町田に新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.4㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.2㎏、泉州水ﾅｽ 3㎏ 

12/4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ野冬花に山形県ベイコクのこつぶ姫10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏、ﾅｽ 5.2㎏ 

  なかよし倶楽部ｸﾛｰﾊﾞｰに山形県ベイコクのこつぶ姫10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏、ﾅｽ 5.2㎏ 

ｲﾘｰｾﾞ町田井の花ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに山形県ベイコクのこつぶ姫10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏、ﾅｽ 5.2㎏ 

ｹｱｾﾝﾀｰつくしんぼに山形県ベイコクのこつぶ姫10㎏、じゃが芋10㎏、ｷｭｳり4.6㎏、ｻﾂﾏｲﾓ 5㎏、ﾅｽ 5.2㎏ 

12/5 けんちゃんのいえに新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、、ｷｭｳり5㎏、ﾋ゚ ﾏーﾝ4.6㎏、ﾅｽ5㎏ 

  ﾃ゙ ｲｻー ﾋ゙ ｽ高橋に新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、、ｷｭｳり5㎏、ｻﾂﾏｲﾓ5㎏㎏、ﾅｽ5㎏ 

ナカミチﾃ゙ ｲｻー ﾋ゙ ｽ町田小山館に新潟県こしいぶき10㎏、じゃが芋10㎏、、ｷｭｳり5㎏、ｻﾂﾏｲﾓ5㎏㎏、ﾅｽ5㎏ 

ﾃ゙ ｲｻー ﾋ゙ ｽ陽だまりに栃木県ｺｼﾋｶﾘ10㎏、じゃが芋10㎏、、ｷｭｳり5㎏、ｻﾂﾏｲﾓ5㎏、ﾋ゚ ﾏーﾝ5㎏ 
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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 

 

24 

 

42 

教会学校(教師) 子どもと大人の合同礼拝 

CS英語礼拝 7 8 １5 
 



2020年度 南町田教会 主題「いつもあなたと共にいる」 
  

2020年 12月 6日主日礼拝 
〔待降節第二主日〕 

第二アドベント礼拝 

 
 

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   ローマ12:16-17  

讃 詠  546 

主の祈り （564） 

交読詩編  詩編33編1-9  

讃美歌   17            

信仰告白  使徒信条 

聖 書  マルコ14:32-42（新92頁） 

祈 祷  

讃美歌＊  113 

説 教  「アッバ、父とアドベント」 

黄 昌性 牧師                                                                                                                                                    

祈 祷 

讃美歌＊  114  

献 金  亀浦利佳姉 亀浦香蓮奈姉 

頌 栄  542 

祝 祷  黄 昌性 牧師 

後 奏        

報 告 

 

受 付:伊藤由紀姉 

   

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 小牟田姉 
 

招 詞    ローマ12:16-17 (英語･日本語) 

会衆讃美      You are good 

Way maker 

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14:32-42 

会衆讃美    あめをふりそそぎ 

説 教   「アッバ、父とアドベント」 

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     
19:00教会学校  

聖書  ルカ1:5-25 

「実現する神さまの言葉」 

15:00 CS子ども礼拝英語クラス 

聖書 マルコ9:35-37 

「Who is the Greatest?」 

説教: 長内妙子教師 

第 3礼拝後 役員会 

 

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  
･寄付活動で訪問した施設よりお礼状をいただきまし
た。(高齢者施設：(福)泰政会 レガメ町田、障がい

者施設：(福)愛の鈴 ケアホーム愛の鈴、保育園：(福)

ゆうきやま保育園、幼稚園：原町田幼稚園) 

･宣教委員会と生活協力ｻｰﾋﾞｽ委員会では

先週28施設(合計222施設)に 

お米(2383.8.㎏)と野菜(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 2240kg,ﾅｽ

1045.6kg,ﾋﾟｰﾏﾝ 630.6kg,ｻﾂﾏｲﾓ 226㎏,ｷｭｳﾘ

869.4㎏,人参91.4g,玉葱165㎏、里芋92㎏、

ｽﾞｯｷｰﾆ・ｺﾞｰﾔ 18kgの寄付を行いました。 

29日(日)から5日(土)までの寄付先 
株式会社ｸﾛー ｽ゙ ｱｯﾌ゚ ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝズﾃ゙ ｲｻー ﾋ゙ ｽけんちゃんの家  

株式会社高橋居宅介護支援事業所でおｻー ﾋ゙ ｽ高橋 

株式会社ナカミチデイサービス町田小山館 

合同会社陽だまりﾃ゙ｲｻー ﾋ゙ ｽ陽だまり 

特定非営利活動法人鶴川にｹｱｾﾝﾀーを作ろう会ケアセンターつくしんぼ 

株式会社ツクイ ツクイ町田(鶴川 

株式会社日本ソシアルケアだんらんの家町田木曽 

株式会社海色リハハウス ﾃ゙ ｲｻー ﾋ゙ ｽ海色リハハウス 

株式会社結の心地域のﾃ゙ｲﾃ゙ ｲｻﾛﾝくらかけ庵 

株式会社ナルド桜美林ガーデンヒルズサクラﾃ゙ｲｻー ﾋ゙ ｽまちだ小山寮 

株式会社 創生事業団ちろりん村・町田 

株式会社リーブス・ケアﾘﾊｾﾝﾀーみどりの樹町田 

株式会社 HITOWAいりーせ町田井の花デイサービスｾﾝﾀー  

有限会社和の家ﾃ゙ｲｻー ﾋ゙ ｽ野冬花 

合同会社ケアサポートﾃ゙ｲｻー ﾋ゙ ｽセンターやすらぎ 

医療法人社団 愛友ﾃ会゙ｲｻー ﾋ゙ ｽばんば 

特定非営利活動法人ちいきであたりまえに育つ営みを支援する会ひまつぶしdeｽﾌ゚ ﾝー 

社会福祉法人 つるかわ学園はるな寮 

合同会社ユナイテッドアジアグループホームレモンﾘーﾌ 

合同会社T＆Jにじいろぷらん訪問悔悟 

株式会社ノエｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾎー ﾑあい羽、株式会社ノエ訪問悔介護あい羽 

社会福祉法人新生会 もみの木保育園 

社会福祉法人悌愛会 町田ときわ保育園 

学校法人育英会 町田サレジオ幼稚園 

町田消防署 成瀬出張所 

社会福祉法人はとぽっぽ ぽっぽの森保育園 

･本日は伝道献身者特別献金がありました。ご協力あ
りがとうございました。 

来週礼拝予定・当番   

    2020年12月 13日  

第三アドベント礼拝 
 

招  詞  ローマ13:1 

交読詩編  詩編30編 

讃美歌  １８ ９６ ３９ 

聖 書 ルカ2:22-35 

説 教「キリストが生まれる時」 

西田浩子牧師 

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） 

献  金   鄭淵俊兄  伊藤貴志兄(第二） 

受  付 河野裕子姉 
 
 
 

◇聖書日課(神への献身) 

6日(日) 詩編9:2-12 
7日(月) Ⅱコリント2:14-17 
8日(火) 申命記4:32-40 
9日(水) 列王記上18:20-39 
10日(木) 創世記22:15-18 
11日(金) マタイ3:1-12 
12日(土) ヨハネ12:27-36 
13日(日) マタイ1:18-25 
 
＜祈祷課題＞   
･クリスマス礼拝のために 

･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 

･教会員とご家族のご健康が 

守られますように 

 

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。 


