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主日朝礼拝              主の２０２０年１０月２５日(第２０巻４３号) 

ペンテコステ(聖霊降臨)後第二十主日朝礼拝 午前 10:30-12:00 

司式=芦田高之牧師、 奏楽=相場智子執事 

受付歓迎=浜田洋子執事 

こども係=(前)     、(後) 

パワーポイント(PPT)操作=相場長老、二階案内誘導＝ 

                         オンライン作業担当=岩田執事、芦田家 

＊印部分は起立。体調のすぐれない方は着席のままお過ごしください。 

礼拝５分前からは私語を慎み、礼拝に備えてお過ごしください。 

 

礼拝順序   The Order of the Worship Service 

 礼拝への神の招き・神の民の集合      Call to Worship 

前奏(黙祷) Prelude    

＊礼拝への招き     Call to Worship         マタイ福音書 Matthew 11 より 

司式者：主の恵みと平安があなたがたと共にありますように。 

会 衆：あなたとも ともに。 

司式者：疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。 

休ませてあげよう。わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負い、 

わたしに学びなさい。そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。 

わたしの軛は負いやすく、わたしの荷は軽いからである。 

会衆・司式者：主なる神様。 

あなたこそ、私たちに、本当の安らぎと休息を与えてくださる方です。 

わたしたちは、あなたを求めて、魂と体の癒しを求めて、 

あなたの呼び出しに応えて ここに来ております。 

 

＊集合の賛美  Gathering Praise  ３１２：１（いつくしみ深き友なるイエスは） 

＊歓迎の言葉   Welcome  

＊開会の祈り・主の祈り   Threshold prayer and the Lord’s Prayer 

＊賛  美   Praise ３１２：２（いつくしみ深き友なるイエスは） 
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 信仰の告白と執り成しの祈り：キリストの一つ体として  

Profession of our Faith, Intercessory Prayer: As the One Body of Christ 

子供と親のカテキズム 

問３ 神様と共に歩むために、罪人である私たちに必要なことは何ですか。 

答  イエス・キリストを信じ、救われて、神様の子どもとされることです。 

 

応答･確認 Response and Assurance ３１２：３（いつくしみ深き友なるイエスは） 

牧会祈祷 (執り成しの祈り) Pastoral/Intercessory Prayer 芦田牧師 Pastor Taka Ashida 

 

 

 神の御言葉に耳を傾ける     Listening to the Word of God 

子どもを招く賛美     Song to Invite the Children  ｢主に従うことは｣（賛美省略） 

♪ 主に従うことは、とても幸せです。心の空晴れて、光が照るよ。 

主に従いつつ 共に歩こう。主に従いつつ 歌って 進もう。 

 

子どもメッセージ   Message for the children          芦田牧師 Pastor Taka Ashida 

聖霊の導きを求める祈り   Prayer for Illumination of the Spirit  

旧約聖書交読     The Old Testament Reading      歴代誌下 2 Chronicles 6:28-31 より 

司式者：またこの地に飢饉が広がったり、疫病がはやったり、黒穂病、赤さび病、 

いなご、ばったが発生したり、敵がこの地で城門を封鎖したり、そのほかどんな 

災い、どんな難病が生じたときにも、あなたの民イスラエルが、だれでも、 

災いと病苦を思い知って、この神殿に向かって手を伸ばして祈るなら、 

そのどの祈り、どの願いにも、あなたはお住まいである天から耳を傾け、 

罪を赦してください。あなたは人間の心をご存じですから、どの人にも 

その人の歩んできたすべての道に従って報いてください。 

まことにあなただけが人の心をご存じです。 

会衆・司式者：こうして彼らは、 

あなたがわたしたちの先祖にお与えになった地で生を営む間、 

絶えずあなたを畏れ敬い、あなたの道に従って歩み続けるでしょう。 

 

新約聖書朗読 The New Testament Reading マタイによる福音書 Matthew 9:35-36 (p. 17) 
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  イエスは町や村を残らず回って、会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、 

ありとあらゆる病気や患いをいやされた。また、群衆が飼い主のいない羊のように 

弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれた。 

 

神の御言葉を頂いた感謝の応答     Response as Gratitude  

司式者：主の御言葉です。       “The word of the Lord.” 

会 衆：主よ、感謝します！   “Thanks be to God!” 

 

メッセージ  Message 「神と私とコロナウィルス」 God, I, and Corona Virus 

 

感謝祈祷  Prayer for Gratitude         山内照夫長老 Elder Teruo Yamauchi 

＊応答賛美    Responsive Praise   ３１０（しずけき祈りの） 

 

 感謝の応答      Gratitude 

感謝の応答、献金(献身) Offering as Our Response to God/ Dedication 

１．受け入れたまえ あるがままに 召し出したまえ 行くべき道へ。 

２．あなたの御名を 心のうちに 刻みつけたまえ、住みたまえ。 

３．Take O take me as I am, Summon out what I shall be 

    Set your seal upon my heart and live in me. 

     (Original words and music copyright © WGRG, c/o Iona Community, Glasgow, Scotland. 

www.wildgoose.scot. Reproduced by permission.) 

感謝祈祷 Prayer of Thanksgiving           浜田執事 Deacon Yoko Hamada 

主にある民の交わり(報告)  Announcement  

 

 

 神の祝福の宣言と派遣      Blessing and Parting 

＊派遣の賛美・頌栄   Parting Hymn/Doxology 詩編歌 100 編「全地よ主に向かい」5 節 

たたえよ、主の民、みつかいと共に、恵みにあふれる 父･子･聖霊を。アーメン。 

＊祝福と派遣   Blessing and Sending           芦田牧師 Pastor Taka Ashida 

＊後   奏  Postlude    
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お知らせ、連絡事項： 

先週の集会出席者数       男性  女性  小男  小女   合計 

朝礼拝   10月 18 日           11     11      0      0      22 

(参考：新浦安関係者オンライン参加者含)  20     41      2      5      70 

   子どもと親の礼拝 10月 18日    8     13      6      6      33 

夕礼拝   10月 18 日              休  会 

朝祈祷会 10月 21 日              休  会 

(参考：新浦安教会オンライン参加者含む)       休  会 

夕祈祷会 10月 21 日             休  会 

(参考：新浦安教会オンライン参加者含む)         休  会 

 

□本日の集会 10/25 ・オンライン日曜学校(9:00-9:30)。教理の学び:休会。オンライン音声調整

(9:30-9:45)。ZOOM 入室開始/前奏①開始(10:10～)。礼拝奉仕者準備祈祷(10:05-10:10)。 

昼食会/山内長老夫妻によるメディカルトーク(12:30-2:00)。夕礼拝休会。 

 

□今週の集会 10/25-10/31 

・朝夕オンライン祈祷会：10/28(水)午前 10:30-11:30、午後 7:30-8:30。 

 

□次主日：11/1(日) 日曜学校=9:00-9:30。教理の学び=10:05-10:20、休会。オンライン音声

調整=9:30-9:45。ZOOM入室開始=10:10～。礼拝奉仕者準備祈祷=10:05-10:10。全体祈祷会=礼

拝直後 15 分間。小会=12:30-2:30。小会/執事会合同協議会=2:30-4:00。夕礼拝は休会。 

・朝礼拝：「仕える者になれ｣マタイ 23:1-12、ヨシュア記 3:7-17。招き＝黙示録 22:17。 

♪ 詩編歌 150:1-2(全地よ、主に向かい)、93:1-2(御神の恵みを)、93:4(つもりにつもれる)、「主に従

うことは｣、338(主よ、おわりまで)、｢うけいれたまえ｣、頌栄詩編歌 100(たたえよ、主の民)。主の

晩餐。奏楽=芦田加奈姉。司=相場長老。子Ｍ=浅井長老。牧会祈祷=相場長老。 

受･歓=岩田執事。オンライン操作=岩田執事・芦田家。PPT操作=相場長老。 

 

□祈りの課題□   

・全ての医療従事者たちの心身が守られ、この時期を乗り越えられるように。特に私たち

の教会の医療/介護従事者たちに、主が特別な守り、励まし、忍耐、希望を限りなく注い

で下さいますように。（山内長老夫妻、種本陽子、志村円、野澤美鈴、石田園子、金子美

千子、田尻有希、安田利恵子、高村愛、横谷彊介、横谷由美子） 
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・礼拝が更に祝福され、より力強い賛美を捧げる為にパイプオルガンが与えられるように。 

・勝田台教会に後任の牧師が与えられるように。 

・オンライン礼拝に参加する方々を主が祝福してくださるように。子どもたちの信仰も守

られ、育てられるように。 

・この時期、世界中で困難の中にある人々のために。世界中の為政者たちが、最も困って

いる人々に手を差し伸べる政策を実行できるように。日本の為政者たちのためにも。 

・ホームや施設で独り住まいの方々、また、病気療養治療のさなかにある方々（髙橋礼子

さん、木村芙紀子さん、名取芳夫さん）のため。 

・なお複数名の執事、また、長老も必要としています。主が私たちの教会に新たなる教会

役員(長老/執事)を与えてくださるようにとお祈りください。 

・受験期の若者たちのために。 

 

□報告□   

・本日午後 12時 30分より、オンライン昼食会/山内長老ご夫妻による「メディカルトーク」。 

 ZOOM はそのまま開いたままにしておいて、それぞれ、朝の礼拝後、お食事のご用意をな

さり、各自、画面でいろいろな方々と対面しつつお食事をなさってください。12 時 30

分ごろから山内長老ご夫妻による「メディカルトーク」を始めます。召し上がりながら

でも、あるいは、食後のデザートをお飲み物とご一緒に召し上がりつつ、リラックスし

てご視聴いただければと願っています。1 時 30 分ごろに少しだけ休憩時間を入れて、そ

の後、山内ご夫妻に、特に今の時期、新型コロナウィルスに関係するご質問を受け付け

ます。全体としては、午後 2時ごろまでに終了と考えています。ふるってご参加を！！ 

・本日、オンライン、または教会での礼拝に初めていらした方々。心から歓迎いたします。

今後も、しばらくは教会での礼拝をオンライン（ZOOM）で配信し続けます。どうか、続

けて礼拝（教会/ZOOMでのオンライン）にご参加くださいますように。 

・ZOOM オンライン礼拝は今後も継続。お知り合い、ご家族ご親戚等々、教会にお誘いした

い方々にミーティング番号･パスワードをお知らせして、オンライン礼拝にご招待くださ

い。あと５０機種ほどの PC/スマホを受け入れ可能。今は、福音拡散の時！ 

・週報も月報も、基本的には電子メール送信いたします。しかし、スマートフォンでは文

字が小さくて読みにくく、印刷された週報･月報をご希望の方は、遠慮なくご所望下さい。 

・主の晩餐(聖餐)を 11月 1日(日)朝礼拝にて祝います。オンライン礼拝者の皆様は、今の

ところは、「見る」ということで、主の晩餐に加わってくださいますように。牧師は、オ

ンラインの方々も霊的には一緒に主のパンとぶどう酒にあずかっている事実を想起でき

るようにと、司式を工夫いたしますので、画面をしっかりと見ながら、また、主の晩餐
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における言葉を聞きながら、この時を共に祝っていただければと願っています。一日も

早く、みんなが揃って、パンとぶどう酒にあずかり、主の晩餐を祝える日を切に祈り求

めます。そういうわけで、オンラインで主の晩餐に加わる方々は、ご自宅でパンとぶど

う酒(ぶどうジュース)はご用意なさらず、繰り返しますが、画面上の主の晩餐を「見る」

という形で、その時間帯、礼拝室にいる方々と共に、主イエス・キリストの十字架の贖

いと復活とに思いをいたしてください。 

・東関東中会信徒研修会ご案内：今年はオンライン配信。講師は板宿教会の吉岡契典牧師。

講演は「21世紀における教会の役割」。日時は 11月 3日(火)午後 1時から 4時。Youtube

配信。右記が、Youtube情報。https://youtu.be/WRSwpA32shs ふるってご参加を！！ 

・東関東中会女性の会修養会ご案内：こちらもオンライン配信。講師は市川康則牧師（今

年の担当教会の牧師）。講演は、「これからの教会生活・教会形成―新型コロナウイルス

をきっかけに―」。日時は 11 月 5 日(木)午後 1時から 2 時。ZOOM による配信で、私ども

新浦安教会の朝礼拝と同じ ZOOM 情報。【URL】https://us04web.zoom.us/j/8798743463  

【ミーティング ID (会議番号）】879-874-3463  【ミーティング パスワード】123456   

 

□受付歓迎係（担当長老・執事）、子どもメッセージ、司式、牧会祈祷□ 

11/01＝岩田執事・相場長老。 子Ｍ=浅井長老。 司=相場長老。 牧祈=相場長老。 

11/08＝早川執事・浅井長老。 子Ｍ=相場長老。 司=浅井長老。 牧祈=浅井長老。 

11/15＝相場執事・相場長老。 子Ｍ=山内長老。 司=牧師。   牧祈=牧師。 

11/22＝元木執事・浅井長老。 子Ｍ=牧師。   司=牧師。   牧祈=山内長老。 

11/29＝浜田執事・相場長老。 子Ｍ=岩田執事。 司=牧師。   牧祈=山内長老。 

  この日からアドベントが始まります。 

12/06＝岩田執事・浅井長老。 子Ｍ=相場長老。 司=浅井長老。 牧祈=浅井長老。 

12/13＝早川執事・相場長老。 子Ｍ=浅井長老。 司=相場長老。 牧祈=相場長老。 

12/20＝相場執事・浅井長老。 子Ｍ=山内長老。 司=牧師。   牧祈=牧師。 

  第四アドベントですが、クリスマス記念朝礼拝を祝います。 

12/27＝元木執事・相場長老。 子Ｍ=牧師。   司=牧師。   牧祈=山内長老。 

01/03＝浜田執事・浅井長老。 子Ｍ=浅井長老。 司=相場長老。 牧祈=相場長老。 

01/10＝岩田執事・相場長老。 子Ｍ=相場長老。 司=浅井長老。 牧祈=浅井長老。 

 

□牧師週間予定□  ・10/27(火)午後、メディアミニストリー会合（ZOOM）。  

・10/28(水)午後 2:00-3:30、勝田台教会祈祷会（勝田台）。  

・10/31(土)午前 10:00-12:00、勝田台教会小会（ZOOM）。 

https://youtu.be/WRSwpA32shs
https://us04web.zoom.us/j/8798743463

