
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  各集い 曜 日 時 間 内 容 

主日連合礼拝 毎週日曜日 AM０８：３０-０９：４０ 
AM１０：３０-１２：００ 

１部礼拝 

２部礼拝 

家の教会 

（牧場の集い） 

毎週火曜日 
毎週日曜日 

毎週土曜日 
毎週日曜日 

PM  １：３０-３：３０ 
PM  ２：００-３：００ 

PM  ６：００-８：００ 
PM  ５：３０-８：００ 

タイ江南牧場 

ひかり牧場 

オハイオ牧場 

三重牧場 

アワナクラブ 毎週日曜日 PM  １：３０-２：３０ 
PM  １：３０-２：３０ 

カビーズ(幼稚部) 

小学部 

JV 毎週日曜日 PM  １：３０-２：３０ 中・高生・ユース 

早天祈り会 火～土曜日 AM  ５：３０-６：００ 聖書・賛美・祈り 

水曜夜祈り会 毎週水曜日 PM  ７：３０-８：３０ 聖書・賛美・祈り 

週報 
  

主歴２０２１年６月２７日 

 (VOL．９４５) 

＊２０２１年度標題 『今もなお我らとともにおられる神』 

（申命記３１章８節・詩篇２３篇４節）  

①礼拝により神の臨在と回復の恵みを共に実体験する 

②聖書と祈りにより神の豊かな力と知恵を共に頂ける 

③牧場での愛の交わりにより神の愛を共に実体験する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本同盟基督教団 

クリスチャンプレイズチャ-チ 
 

 

主任牧師 鄭南哲（チョン・ナムチョル） 

          （Rev.Jung nam-chul） 

                           

                〒485-0041 愛知県小牧市小牧 2-223-3 

              教会 TEL．   0568(77)0330 

                    牧師館（FAX 兼用） 0568(76)5506 

                        教会ホームページ http://cpc2003.com 

鄭牧師のコラム１３６号【本日礼拝中４代目執事任職式を迎えながら！】 

クリスチャンプレイズ信仰の家族みなさん!お待たせしました!ようやく本日からコロ

ナ感染予防に引き続き共に注意しつつ、主日共同礼拝（１部（８時半）・２部分散礼

拝(１０時)）、アワナ（11 時半：カビーズ～JV）が対面で再開することになり、感謝で

す!特に本日礼拝中には、クリスチャンプレイズチャーチ４代目の執事任職式が執

り行う予定です。今まで１代目(2014 年 4 月 16 日秦野美代子執事・小助川佳子執

事)・２代目(2015 年 4 月 26 日川副真生執事・川副まゆみ執事・箕輪勇気執事)・３

代目(2016年 4月 17日棚橋真之介執事)まで任職され、現在５人の執事の方々が

各自役員、家の教会の牧者、礼拝の中の様々な奉仕やアワナの奉仕など主の教

会の為、教会の信仰家族の群れの為に良くかげで仕え支えて下さっています。改

めて５人の執事の方々の存在と尊い献身に心から感謝致します！３代目から５年

が経ち、本日新しく４代目の執事の方々(熊谷加代子姉・福井雅巳兄弟、福井レイ

ディ姉妹ご夫婦・棚橋恩恵姉)を主が加えさせて下さる大いなる神の御業と恵みに

感謝しほめたたえます！“食卓で世話をする”という意味の執事は、聖書に書かれ

てある神からの尊い職分です。使徒の働き６章では、聖霊の神様は初代エルサレ

ム教会で七人の執事を立てさせ使徒と役割を分け、教会の群れと救済の為に仕

える者と尊く用いて下さることにより、主の教会全体がさらに祝福されました。この

ように、主の教会、主の働きは決して一人ではなく、共に協力することが大切です! 

 

http://cpc2003.com/


主日共同礼拝順序 

                                    

 ６月２７日 

  司会者１部川副真生執事        

       ２部箕輪勇気執事       

 説教者     鄭南哲牧師      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歓迎 報告 

招き 賛美 

信仰 告白 

開会 賛美 

回復 決心 

合心 祈祷 

聖書 朗読 

メッセージ 

任 職 式 

献金 賛美 

献金 祈り 

頌   栄 

祝   祷 

    
司会者 

すべて疲れた人々よ        一  同 

使徒信条(現代訳)          一  同 

  聖歌８５番            一  同 

マタイ５章３－１０節（８つ回復の原則）    交  互 

健康・礼拝中神の恵み・個人一番祈り課題   司会者 

使徒の働き６章１-７節（新改訳２０１７版）    司会者 

『大切な執事の存在と役割』   鄭南哲牧師 

福井雅巳兄・熊谷加代子・福井レイディ・棚橋恩恵姉 該当者 

新しい歌を！           一  同 

         1部小助川佳子執事・２部棚橋真之介執事                          

主の祈り             一  同 

                          鄭南哲牧師 

＊検温実施・消毒剤・マスク着用に御協力を！ 

なるべく距離をとってお座り、座ったままで捧げます！＊ 
 

＊礼拝後の牧師の按手祈りはしばらく控えさせて頂きます。＊ 
 

◆今週の御言葉◆（The Bible passage of this week）－使徒の働き６章７節— 

こうして、神のことばはますます広まっていき、エルサレムで弟子の

数が非常に増えて行った。また、祭司たちが大勢、次々と信仰に入っ

た。 So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem 

increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. 
 
 

◆来週の賛美曲◆ （Hymnｓ＆Praiseｓ of ｎext week） 

*招き賛美：すべて疲れた人々よ    *開会賛美：聖歌２０１番 

*献金賛美：主はぶどうの木       *頌栄：威光尊厳栄誉 

本日の奉仕者      ６月２７日 

司会者        １部川副真生執事        

             ２部箕輪勇気執事       

奏楽             李淑英先生 

プロジェクタ‐  ①鄭信雅姉②優輝兄 

受付     ①金沢姉②マルティナ姉 

献金祈り  ①小助川執事②棚橋執事 

昼食準備            中止                     

来週の奉仕者     ７月４日 
司会者      １部川副真生執事        

         ２部棚橋真之介執事      

奏楽            李淑英先生 

プロジェクタ‐  ①雄生兄②円花姉 

受付  ①熊谷執事②レイディ執事 

献金祈り      ①満名姉②福井執事

昼食準備            中止 
 

◆報告∙祈り課題（Announcement＆Prayer title）◆ 
 

１．【歓迎と祝福！】 シャローム!（Shalom） 

６月最後の主日礼拝へおいで下さった教会家族のみなさん！心から歓迎致

します！本日も共に礼拝を捧げる全信仰の家族の上に、特に今週から始ま

る７月の全歩みの上に今もなお共におらえる神の豊かな祝福と御守りを心

からお祈り致します！ 
 
 
 

２．【今週からの教会の集い案内：通常通りに再開いたします！】 

①主日礼拝（１部８時半・２部１０時）：基本教会での分散礼拝にご参加を！ 

②牧場：各牧場のご都合に合わせ毎週行う 

③アワナ：本日から再開（１１時半～１２時半） 
 
 

３．【本日任職される４人の執事の方々！心からお祝い申し上げます！】 

＊４代目執事：福井雅巳兄・熊谷加代子姉・福井レイディ姉・棚橋恩恵姉 
 
 

４．【本日教会の予定】                                      

①全アワナクラブ（カビーズ～JV‣１１時半～１２時半）       

②命の道７期（子どもクラス）（‣３時・教会２階） ③ひかり牧場（‣午後２時） 

④三重牧場（‣午後６時）      ⑤６月役員会（‣夜９時） 
 
 

５．【７月中お誕生日の教会家族、おめでとうございます！】 

✿２２日松井詩音ちゃん ✿２４日齋田明美姉 ✿２６日岩淵マルティ-ナ姉 

 

人 数 ５月平均 先 週 １ 週 ２ 週 ３ 週 ４ 週   ５週 

礼 拝 ５１人 ５０人 ５３人 ５１人 ５０人 人 人 

アワナ 休会  １５人 お休み お休み １５人   

水祈り  お休み １３人 １６人  １６人 １３人 人 人  



 


