
 

 

◇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 3 , 5 0 0  

教会学校 3 , 1 0 0  

CS英語礼拝 4 , 5 0 0  

・8:40の 施設礼拝、祈祷会、成人科、 

上溝家庭集会は休会。 
 

 

 

 
 

《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》 
11/8りあんに山形県産はえぬき5kg、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4kg、ｷｭｳﾘ 4.4㎏、ﾅｽ 5㎏ 

  ｵﾚﾝｼﾞ館に千葉県産ｺｼﾋｶﾘ 10kg、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4kg、ﾅｽ 5㎏、ｷｭｳﾘ 4.4kg 

  わおん町田ひろばに山形県産はえぬき10kg、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4kg、ﾅｽ 5.4kg、ｷｭｳﾘ 4.4kg 

11/9 ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟけやきに新潟県産こしいぶき10kg、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4」kg、ｷｭｳﾘ 4.4㎏、ﾅｽ 5㎏ 

町田ｻﾎ゚ ﾄーｾﾝﾀーあさひに新潟県産こしいぶき10kg 、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10kg、ﾅｽ 5㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏。ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4㎏ 

るーぷに新潟県産こしいぶき10kg、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4kg、ﾅｽ 5㎏、ｷｭｳﾘ 4.4kg 

11/10大賀藕絲館に山形県産はえぬき8㎏、ｼ ｬ゙ｶ゙ ｲﾓ10kg、ﾅｽ 5.2kg、ﾋﾟー ﾏﾝ 4.4㎏、ｷｭｳﾘ4.6㎏ 

相原やまゆりの会に山形県産はえぬき8kg、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｷｭｳﾘ 4.6kg 

  町田ゆめ工房に山形県産はえぬき8kg、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10㎏、ﾋﾟｰﾏ 4.45kg、ﾅｽ 5.2㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏ 

11/11こひつじ保育園に山形県産はえぬき8㎏、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｷｭｳｳﾘ 4.4㎏。 

こひつじ幼稚園に山形県産はえぬき8kg、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10kg、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4kg、ﾅｽ 5.2㎏、ｷｭｳﾘ 4.8㎏ 

   ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑひかりに山形県産はえぬき8㎏、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4㎏、ﾅｽ 5.2kg、ｷｭｳﾘ 4.4㎏ 

11/12町田ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ友の会に山形県産はえぬき8kg、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10kg、ﾋ゚ ﾏーﾝ4.4㎏、ｷｭｳﾘ5㎏、ﾅｽ5.4㎏ 
     ほっとｽﾃｰｼｮﾝららに長野県産きぬひかり10㎏、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4㎏、ﾅｽ 5.4㎏、ｷｭｳﾘ 5㎏ 

11/13町田市美術工芸館に広島県産恋の予感10㎏、ｼ゙ ｬｶ゙ ｲﾓ10㎏、ﾋ゚ ﾏーﾝ4.4㎏、ﾅｽ5.2㎏、ｷｭｳﾘ4.6㎏ 

   こころみに長野県産ｷﾇﾋｶﾘ 10㎏、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏ 

   コミュニティはうすシナモンに福島県産コシヒカリ10㎏、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4㎏、ﾅｽ 5.4㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏ 

11/14町田リス園に福井米10㎏、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏ 

   ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ鶴川に山形県産ｻｻﾆｼｷ 10㎏、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏ 

     ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑゆうじんに山形県産ｻｻﾆｼｷ 10㎏、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 10㎏、ﾋﾟｰﾏﾝ 4.4㎏、ﾅｽ 5.2㎏、ｷｭｳﾘ 4.4㎏ 

            
りあん  ｵﾚﾝｼﾞ館  わおん     けやき    あさひ      るーぷ  大賀藕絲館 やまゆりの会 ゆめ工房  こひつじ保  こひつじ幼 

          
 ひかり     ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ友の会  らら 美術工芸館  こころみ シナモン リス園 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ鶴川 ゆうじん 
 

高齢者福祉施設、障がい者施設、保育園、幼稚園など148施設にお米(1651 ㎏)と野菜(ｼ゙ ｬｶ゙ ｲﾓ1500kg,ﾅｽ710.4kg,

ﾋ゚ ﾏーﾝ438.8kg,ｻﾂﾏｲﾓ151㎏,ｷｭｳﾘ555㎏,人参93g,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 2159号)  
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ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.minami-machida-church.jp 
 

－ 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 

 

20 

 

22 

 

42 

教会学校(教師) 1 4 5 

CS英語礼拝 7 7 １4 
 



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 15日主日礼拝 
〔聖霊降臨節第二十五主日〕 

第 6回青年特別伝道礼拝 
 

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)･西田紀子姉(第二) 

奏 楽  河野姉(第一)  小牟田姉(第二) 
 

招 詞   ローマ12:2  

讃 詠  546 

主の祈り （564） 

交読詩編  詩編32編  

讃美歌   14            

信仰告白  使徒信条 

聖 書  マルコ14:12-21（新91頁） 

祈 祷  

讃美歌＊  534 

説 教  「過越の食事」 

第１黄 昌性 牧師         

第2長内妙子 教師                                                                                                                                           

特別祈祷  Godwin兄 

祈 祷 

讃美歌＊  448  

献 金  西田マリア姉 伊藤秀雄兄 

頌 栄  542 

祝 祷  西田浩子牧師 

後 奏        

奨学金授与証式  西田マリア姉 

         亀浦香蓮奈姉 

         鄭淵俊兄 

報 告 

受 付:河野姉 

   

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12:2 (英語･日本語) 

会衆讃美      To be pleasing You  

I need you more 

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14:12-21 

会衆讃美    恵み深き主のほか 

説 教   「過越の食事」 

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  マタイ5:13-16 

「地の塩、世の光として生きる」 

15:00 CS子ども礼拝英語クラス 

聖書 ヘブライ人への手紙13:5 

「God speaks in whispers」 

説教: 西田浩子牧師 
 

 

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  
･本日の第2礼拝は第6回青年特別伝道礼拝で 

した。また礼拝の中でGodwin兄より特別祈 

祷が捧げられました。感謝いたします。 

･宣教委員会と生活協力サービス委員会では、

勉学や研究に取り組む大学院・大学生 西田

マリア姉 亀浦香蓮奈姉 鄭淵俊兄に奨学

金(五万円)をお渡しました。 

･日本ﾊﾝﾄ゙ ﾍ゙ ﾙ連盟(理事長:下田和男兄)に当

教会から支援金(五万円)をお贈り致します。 

･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148施設)に寄付活動を行いました。 
8日(日)から14日(土)までの寄付先 

社会福祉法人 福音会 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ鶴川 

社会福祉法人 地の星 ひかり 

社会福祉法人 町田育成会 大賀藕絲館 

社会福祉法人  町田育成会  町田市美術工芸館 

社会福祉法人 町田育成会 こころみ 

社会福祉法人 町田育成会 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｵﾚﾝｼﾞ館 

社会福祉法人 つぼみの家 町田ゆめ工房 

特定非営利活動法人 町田サポートセンターあさひ 

特定非営利活動法人 るーぷ 

特定非営利活動法人 相原やまゆり会 

特定非営利活動法人ｱﾐﾃｨ町田けやき ｸ゙ ﾙー ﾋ゚ ﾎー ﾑりあん 

特定非営利活動法人 町田ハンディｷｬｯﾌ゚ 友の会 

特定非営利活動法人 町田りす園 

特定非営利活動法人 ほっとステーションらら 

特定非営利活動法人 ゆうじん 

合同会社 わんﾋ゙ ﾄー ｸ゙ ﾙー ﾋ゚ ﾎー ﾑわおん町田ひろば 

企業組合労協ｾﾝﾀー事業団 ﾃ゙ ｲｻー ﾋ゙ ｽﾜー ｶー ｽ゙ ｺー ﾌ゚ けやき 

企業組合労協ｾﾝﾀー事業団 ｺﾐｭﾆﾃｨはうすシナモン 

学校法人 こひつじ学園 町田こひつじ幼稚園 

社会福祉法人 こひつじ会 こひつじ保育園 

･来週22日(日)は謝恩日献金日です。皆様のご

協力お願いします(教育部)。 

来週礼拝予定・当番   

    2020年11月 22日  
 

招  詞  ローマ12:9-10 

交読詩編  詩編128編 

讃美歌  １５ １９４  ２９８ 

聖 書 マルコ14:22-26 

説 教 ｢キリストの晩餐」 

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   西田紀子姉  西田千恵子姉(第二） 

受  付 伊藤姉 
 

◇今後の予定 
11/29(日)～アドベント 
 

◇聖書日課(御言葉の光) 

15日(日) 詩編119:105-112 
16日(月) 詩編119:153-160 
17日(火) イザヤ55:6-13 
18日(水) エレミヤ1:4-12 
19日(木) Ⅱテモテ3:14-17 
20日(金) Ⅰテサロニケ2:11-13 
21日(土) Ⅰヨハネ2:14-17 
22日(日) マタイ25:6-13 
 
＜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 

･礼拝奉仕者のために 

･教会員とご家族の健康が守られるように 

 

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。 


