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坂戸キリスト教会
教 会 ガ イ ド 2014
坂戸教会ってどんなところ？

初めての方へ

Q&A

Q1.

クリスチャンでなくても教会に行ってよいのでしょうか ?

A1.

教会はどなたでもお越しいただけます。日曜日の礼拝の場合は、受付で「初めて

もくじ

ようこそ、坂戸キリスト教会へ
（主任牧師のごあいさつ）

です」とお伝え下さい。礼拝のプログラムや、聖書・新聖歌をお貸しします。日曜日以
外の場合は、前もってお電話でご連絡の上、ぜひお越し下さい。
Q2.

礼拝では、どうすればよいですか ?

A2.

礼拝プログラム（週報）を受付でお渡しします。ホワイトチャペルでは、新聖歌

等の歌詞などは正面の大型スクリーンに映し出されます。ご存知でしたら一緒に歌って
下さい。お祈りの時には目をとじて下さい。司会者が礼拝の進行をいたしますので、出
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礼拝

礼拝・祈祷会のごあんない

子どもたちの礼拝・教会学校（CS）
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さまざまな教育活動
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奉仕

さまざまなミニストリーや奉仕活動
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来る範囲で合わせて下さい。（本ガイドの９ページに、礼拝プログラムの内容について
解説が載っていますので、ご参照下さい）
服装はどのようなものがよいでしょうか ?

A3.

どうぞ普段着でお越し下さい。教会内はバリアフリーになっています。土足のま

まお入り下さい。
Q4.

小さな子どもがいるのですが、一緒に連れていってもよいですか ?

A4.

もちろんです。どうぞ安心してご一緒にいらして下さい。当教会には、赤ちゃん

から高齢の方々まで多く集っています。ホワイトチャペルの２階には防音の母子室（授
乳室付き）もあります。車椅子と障害者の方のトイレも備えています（コイノニアチャ

交わり

礼拝では献金があると聞きました。必ずしなければなりませんか ?

A5.

いいえ、献金は強制されるものではありません。信仰が与えられた方が自発的に

ささげるものです。献金かごを持った担当者がまわってきても、やり過ごしていただい
て結構です。自由献金箱も用意されています。
Q6.

駐車場はありますか？

A6.

はい。ホワイトチャペルには 150 台分、グリーンチャペルには 7 台分の駐車場が

あります。
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聖歌隊（グロリアコワイアー）

新春もちつき大会

元旦礼拝（2014 年）

芝生の庭テープカットと運動会
聖餐式
バイバイバイ祭り

3

洗礼式

教会学校のトランポリン
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地域の希望の光となる教会をめざして

ようこそ、坂戸キリスト教会へ
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郷家 一二三

坂戸キリスト教会は 2014 年に創立 60 周年を迎えます。しかし今でも、型に
はまらない、自由で明るい、若々しく元気あふれる教会です。この塚越の地に移
転して 38 年になります。まだ成長の途中です。ですから何に対しても興味があ
ります。おもしろい、やってみよう、と思い立った人々が集まり、新しい活動が
始まります。
最近トランポリンを買いました。資金を集めるために青年たちがカレーを作っ
て昼に売りました。教会学校も支援し、直径５メートルの大きなものを購入しま
した。高く飛び上がれます。いま子どもたちから大人まで大人気です。歓声が庭

宣教

５つをバランスよく
組み合わせることで、
神と隣人を愛する

教育

成熟したキリストの弟子の
教会をめざします

にあふれ礼拝堂まで聞こえてきます。
成長途上の教会なので、まだこれからどう変わっていくのかわかりませんが、
60 周年を機に、今の教会の全体像をまとめて、教会を紹介する本を作ろうと思

交わり

奉仕

いました。このガイドブックは、
「みなさん、よろしくお願いします」という、
紹介の本です。いろいろなことが書かれていますが、できるだけ写真を多くしま
した。読んでいくと、きっと「教会とはこういうところなんだ」という発見があ
ると思います。
そして、ご自分もひとつ参加してみたいと思われたら、ぜひおいでください。
教会はいつでも歓迎いたします。
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あなたがたは、地の塩…、世の光である。
あなたがたの光を人々の前に輝かし、そして、
人々があなたがたの良い行いを見て、天にいますあなたがたの
父をあがめるようにしなさい。（聖書・マタイ 5 章 13 〜 16 節）
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礼拝・祈祷会のごあんない
神は霊であるから、礼拝をする者も、霊とまこととをもって
礼拝すべきである。

礼拝

グリーンチャペル

グリーンチャペルでは、毎週日曜日に 2 回の礼拝を行っています。

（聖書・ヨハネ 4 章 24 節）

ホワイトチャペル

礼拝

ホワイトチャペルでは、毎週日曜日に３回の礼拝を行っています。

早朝礼拝

午前 07:15 〜 08:00（第 1 週はありません）*

第一礼拝

午前 09:00 〜 10:00（第 1 週は 40 分の小礼拝）*

第二礼拝

午前 11:00 〜 12:00（第 1 週は 10:30 〜 11:30）*

礼拝

グリーンチャペル礼拝

午前 10:30 〜 11:30

グリーンチャペルナイト

午後 19:00 〜 20:00

※ 毎月第１週は、グリーンチャペル礼拝はありません（ホワイトでの礼拝に合流します）。
せ い む ひょう

詳細は、毎月の予定を記した聖 務 表 をご確認下さい（聖務表は受付でお配りしています）。

（* 第 1 週は 11:30 〜 12:20 まで「ファミリーグループ」の集いがあります。P.26 参照。
）

「赤ちゃんと一緒でも礼拝に出られますか？」

礼拝後は、隣のコイノニアチャペル 1 階で提供されている

ホワイトチャペル２階には、防音ガラスの母子室があります。
授乳できるようカーテンも取り付けてあります。

美味しいコーヒーや昼食を共にしながら、語らいの時をお過ごし下さい。

また、コイノニアチャペル 1 階の和室では、大型テレビで礼拝の様子

コーヒーはお菓子付きで 50 円、新来会者の方には無料です。
昼食は給食部の方が腕を振るって用意し、格安で提供しています（第１週以外）
。

がライブ放送されますので、お子様連れの方もご利用いただけます。
ぜひ乳幼児の頃からご一緒に礼拝にご出席下さい。

「耳が遠くて、マイクを通した声がよく聞こえません…」
大丈夫です。ホワイトチャペルでは、

イヤホンを片耳に着けて、手元で音量が調整できる
小型 FM 受信機を貸し出しています。

ご希望の方は、受付またはチャペル後方にいる録音係にお声がけ下さい。

礼拝録音サービス（テープ・CD・ネット配信）あります
「休んだ日の礼拝メッセージを聴きたいナ…」
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「どなたかにプレゼントしたいナ…」という方のために、
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ホワイトチャペルでの礼拝の様子

放送係が第二礼拝のメッセージを録音しています。

無料貸し出しはテープのみ、CD は１枚 300 円で販売しております。
ご希望の方は、受付またはスタッフにお申し出下さい。

（ホームページより無料のインターネット配信もしています）
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（聖書・イザヤ書 56 章 7 節）

礼拝のプログラムは、教会に初めて来られた方にとっては、難
しく感じられるものかもしれません。以下、簡単に解説しますの
で、ご参考にしてください。

坂戸キリスト教会の礼拝プログラムの内容
ぜん

そう

前 奏

オルガンの調べに合わせて、神様の前に心を静めます

招 詞

礼拝への招きのことばを、司会者が読み上げます

頌 栄

神様が父・御子・御霊の三位一体であることを覚えて賛美します

使徒信条

私たちの信じている内容がまとめられたもので、一緒に唱えます

讃 美

その日の聖書箇所・説教テーマに関連した内容の賛美歌を歌います

交読文

司会者と会衆とで交互に、聖書の一部を朗読します

祈 り

代表者が祈り、続いて会衆全員で、主イエスが教えてくださった

しょう し

しょうえい
し

さん

ちち

と しんじょう
び

こうどくぶん

じっ

しゅ

こ

み たま

さん み いったい

ささ

午後 07:30 〜 08:45

祈祷会では、賛美をし、牧師のメッセージを聞き、お互いの近況報告や
祈りの課題を出して、スモールグループに分かれて祈り合います。
あいさんかい

午前のつどいでは月に一度、祈祷会の後に持ち寄り愛餐会があります。
第二木曜にはその月の誕生者をお祝いする楽しい時間がもたれています。

神様をほめたたえる賛美が献げられます

司会者によって、その日の聖書箇所が朗読されます

説 教

牧師によって、聖書箇所からメッセージが語られます

感謝献金

神様から与えられている恵みを感謝して、心から献げます

祝 祷

牧師が祝福の祈りをします

後 奏

目を閉じて礼拝で示されたことなどを心に刻み、礼拝を終わります

きょう

かんしゃけんきん

「聖書には色んな翻訳があるようですが…」
坂戸キリスト教会では、主に日本聖書協会から発行されている
こう ご やく

「口語訳」聖書を使っています。礼拝などで公に聖書が読まれる時
には「口語訳」ですが、必ずしも口語訳の聖書を使わなければな
らないというわけではありません。
しんきょうどうやく

教会員の中には、同じく日本聖書協会発行の「新 共 同訳」聖書
しんかいやく

や、
日本聖書刊行会発行の「新改訳」聖書を使っている方もいます。
9

ゴスペルナイト

その週の連絡事項で、受付で配られる週報の内側に記されています

聖書朗読

そう

午前 10:30 〜 12:00

いまし

ろうどく

こう

午前のつどい

また、ゴスペルナイトでは、信徒によるメッセージの時があり、

いの

音楽の献げもの

しゅくとう

毎週木曜日の午前と夜に、コイノニアチャペルで祈祷会を行っています。

神様がモーセを通して授けた十の戒めを唱えます

十 戒

せっ

き とうかい

祈祷会

（マタイ 6 章９〜 13 節）を共に祈ります
「主の祈り」

かい

報 告

み

祈り

わが家はすべての民の祈りの家ととなえられるからである。

礼拝プログラムについて

木曜午前のつどいの様子

信徒有志の祈り会
信徒有志の祈り会には、現在、以下の集いがあ
ります。
☆ 第二日曜の第一礼拝後の祈祷部の集い
☆ 月曜午前の有志の祈り会
☆ 第二礼拝後の青年有志の祈り会
主に信頼し、お互いのために祈り励まし合える
ことは幸いです。どなたでも歓迎致します。

月曜祈り会の様子
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詩と賛 美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神にむかって
（聖書・コロサイ 3 章 16 節）

歌いなさい。

♪♪

賛美

さまざまな賛美の活動

♪♪

聖歌隊（グロリアコワイヤー）

Photo by Masayuki Tanaka

SYF・青年による賛美のささげもの

高橋結美子姉の独唱

坂戸キリスト教会では、音楽主事の下、教会音楽のさまざまな活動が行われ、

日比野夫妻による賛美

双子ユニット「たまりの」コンサート

豊かな賛美がささげられています。
「グロリアコワイアー」と名付けられた聖歌隊は、礼拝や教会内外のコンサー
トで賛美奉仕をします。教会員以外の方・クリスチャンではない方も参加するこ
とができ、賛美を通して神様に近づいたり、信仰の友を得ることができます。

さん び

「賛美って何ですか？」

「カイロス」青年男子のアカペラ賛美グループ

クリスマス音楽礼拝

しゅ

賛美とは、主なる神様を、歌声や楽器を使って
ほめたたえることで、さまざまな形の賛美があります。
しんせい か

坂戸キリスト教会の礼拝では『新聖歌』という歌集に収められている
賛美歌を歌います。月の第一週の礼拝では、青年たちのリードにより、
より現代風のワーシップソングが歌われることもあります。
他にも、教会の愛唱歌集を使うこともあります。
『新聖歌』は礼拝の受付に備えられておりますので、必要な方は
お声がけ下さい。
（教会員の方はご購入されることをお勧めします）
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故 天田繋先生のメモリアルコンサート

海外からのゲスト・ユースコワイアー

・・・他にも、ここには載せきれない多くの活動が行われています

12

あなたの若い日に、あなたの造り主を覚えよ。
（聖書・伝道の書 12 章 1 節）

CS

教会学校では、情感豊かな子どもたちの肉体的・精神的・霊的な成長をサポー
トし、交流を深めるために、さまざまな季節ごとのイベントを行っています。イ
ベントの際には、普段来られないおともだちや大人の方もお誘い合わせの上、ぜ

子どもたちの礼拝・教会学校（CS）

ひご参加下さい。Let's have fun and praise the Lord!
新春もちつき大会

教会では、毎週日曜日にコイノニアチャペル２階にて、子どもたちの礼拝（教
会学校）を行っています。教会学校には、学年により３つのクラスがあります。
愛情溢れるスタッフにより、充実したプログラムで行われています。

お芋掘り

聖書のお話を聞き、ゴスペルソングを歌います。他にも、ゲームをしたり、お
やつを食べたり、様々なことを語り合ったりなどして、楽しく過ごします。

幼稚科礼拝

午前 9:00 〜 和室

小学科礼拝

午前 9:00 〜 中チャペル

中高科礼拝

午前 9:00 〜 小チャペル＊

野外礼拝（森林公園）

＊中高生の集いは、Sakado Youth Fellowship（SYF）の愛称で親しまれています

CS クリスマス

CS サマーキャンプ

SYF キャンプ
バイバイバイまつり恒例 流しそうめん
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さまざまな教育活動
私たちは、このキリストを宣べ伝え、知恵を尽くして、あらゆる

教育

初心者向けの聖書の学び（by ピリポミニストリー）
聖書はまったくの初めてという方から、洗礼

人を戒め、あらゆる人を教えています。それは、すべての人を、

を受けた方のフォローアップ、その後の継続的

キリストにある成人として立たせるためです。

な信仰の成長のために、一人ひとりのニーズに

（聖書・コロサイ 1 章 28 節）

合わせたケアと聖書の学びを提供します。
毎週 9:50 〜 10:45 にコイノニア 1F 奥のミー
ティングルームで集まっています（第一週以外）
。

紀元前千五百年頃〜紀元１世紀にかけてイスラエル民族を通して書かれた聖書

どなたでもご参加いただけます。

を、現代の日本に暮らす私たちが理解するのは容易なことではありません。歴史
的な記述もあれば、難解な預言のことばもあり、初めて聖書を手に取る方には、
とても難しく感じられることでしょう。
クリスチャンは、聖書のみことばから神様のみこころとご計画とを正しく理解
み たま

し、それを自分の人生に適用し、主を信頼して生きていくことにより、
「御霊の実」

洗礼準備会
聖書を学ぶ中で、全能なる唯一の神様の存在を知り、主イエスを救い主として
信じた人には、洗礼を受けることをお勧めします。
牧師と一対一で行う洗礼準備会では、洗礼の意味が解説され、信仰の基本を確

を結ぶキリストの弟子へと成長していきます。さらに、隣人へ伝道するためには、

認するための学びが行われます。洗礼を迷っている方は、準備会の学びをしてか

ある程度体系立てて福音を説明できるようになることも必要です。

ら決めることもできますので、ぜひ牧師にご相談下さい。

そこで教会では、初めて聖書に触れる人から、既に洗礼を受けられた方、さら
に信仰歴の長い方まで、すべての人が聖書をより深く理解するために必要なサ
ポートを行うようにしています。礼拝・祈祷会でみことばを聴く以外にも、一人
もくそう

メンバーシップクラスの学び（by 教育ミニストリー）
洗礼を受けて、正式に教会員になると、教

での黙想の時、グループで分かち合いながらの学びの時などをバランスよく組み

会生活のさまざまな事に気づき、疑問も出て

合わせて、お互いにより成熟したクリスチャンを目指して歩みましょう。

くることでしょう。坂戸教会ではリック・ウォ
レンのメンバーシップクラスのシリーズをテ
キストに使い、一つひとつのことを聖書から

デボーション（日々の黙想の時）
礼拝で配布される週報の中に、その週に日々読む聖書箇所の解説が記されてい
る「デボーションノート」がはさまれています。
聖書を開き、みことばと祈りで始める一日には、たく
さんの恵みがあります。
『マナ』を始め、月刊デボーションガイドも様々なキ
リスト教出版社から出ています。そのようなガイドを利
用して、デボーションの恵みを深めることもできます。
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解説していきます。教会員全員に一度は受け
てほしい学びです。

各種セミナー
坂戸キリスト教会では、各種セミナーを企画しています。冠婚葬祭に関するセ
ミナー、青年向けの恋愛・結婚セミナー、人間関係やカウンセリングに関するセ
ミナー、その他、特別ゲストによるセミナーなど、不定期で開催されています。
そのような企画がある時には、ぜひ皆さん、ふるってご参加下さい。
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さまざまなミニストリーや奉仕活動
賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。

伝道ミニストリー

奉仕

チャリティー・クリスマスコンサート
や伝道集会の企画運営、教会員への協力

奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。

依頼、チラシ配布などを行っています。

働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべて

一枚のチラシによって人が救われること

の働きをなさる同じ神です。 （聖書・第一コリント 12 章 4 〜 6 節）

もあります。一緒に伝道について考えて
下さる方を求めています。

坂戸キリスト教会では、教会における諸々の奉仕活動を「ミニストリー」と呼
たまもの

しょうめい

海外宣教ミニストリー

んでいます。各教会員は、自分の賜物や召命を生かしたミニストリーに参加して、
教会全体、そして地域社会に貢献することを喜びとしています。また、ミニスト
リーに参加できない方は、祈りによってミニストリーを支えています。
隔月第 2 週の礼拝で各ミニストリーのリーダーが「マイミニストリー」と題し
あか

て奉仕の紹介や証しをします。どのミニストリーも、新しく加わって下さる方を
常に歓迎しています（このガイドブックの後ろのページにミニストリー参加申込書がござい
ますので、ご利用下さい）
。

どこに参加したらよいか迷われている方は、ご自分の興味あるミニストリーの
リーダーにお気軽にお声がけ下さい。また、ここにはない新しいミニストリーを
立ち上げることもできますので、牧師や役員にご相談下さい。

坂戸教会では設立当初から海外宣教の
ために祈り献げてきました。各宣教師を
支えるために、ニュースレターの発送
や宣教献金の集計などを行っています。
ニュースレター発送のお手伝いを募集し
ています。

広報宣伝ミニストリー
神様の恵みを分かち合う教会の活動を
一般外部の方に知っていただきたいと、

ミニストリー・部会のリーダー（2013 年度）

伝道活動の一つとして機関誌『ゴスペル』
を発行しています。『ゴスペル』が多く
の方に読んでもらえるよう、ご利用下さ
れば幸いです。

社会福祉ミニストリー
教会も地域も高齢化が進んでいる現状
に高齢者サポートとしてサマリヤ会が発
足しました（P.32 参照）
。孤立してしま
う人がでないよう、相手の声に耳を傾け、
心の声を聴き、祈り、助け合うことので
きるお互いでありたいと願っています。
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礼拝・集会ミニストリー

給食ミニストリー

礼拝の受付、案内、プロジェクター、

皆さんに喜んでもらえることを楽しみ

放送、聖書や新聖歌などの備品の管理、

に日曜第２礼拝後のお昼作りをしていま

会堂の換気、週報の印刷など、礼拝に関

す。月の第２週はうどん、第３週は手作

わるあらゆる奉仕をして、主日礼拝を守

りメニュー or 注文弁当、第４週は調理

るためのサポートをしています。礼拝が

パン、時々愛餐会もあります（第１週は

始まる前にお祈りして備えています。

定休日）
。お手伝い大歓迎です。

あいさん

カフェテリアミニストリー

音響・映像ミニストリー
主に礼拝の音響を担当しています。司

皆さんにくつろいでお交わりを深めて

会・祈祷・説教等の音声を調整し、聞き

いただくために第１と第２礼拝後、コイ

やすくして会衆にお届けし、また第２礼

ノニア１F にてカフェテリアを開いてい

拝の説教の録音をして、必要数をコピー

ます（第１週はお休み）。グレードアッ

しています。IT 部と協力し、説教をホー

プした美味しいコーヒーはクッキー付き

ムページから聴けるようにしています。

で 50 円です。ぜひお立ち寄り下さい。

送迎ミニストリー

ブライダルミニストリー

電車を利用される方や運転ができない

教会で結婚式を挙げられるカップルの

方が礼拝を守ることのできるように、ホ

ために、会場のセッティングや感謝会の

ワイトチャペル〜坂戸駅北口・ケアハウ

準備など、ご本人たちのリクエストを聞

ス間の送迎を行っています。いつも安全

きながら、さまざまなサポートをしてい

運転に心がけ、細心の注意を払っていま

ます。結婚式というお二人の特別な時間

す。奉仕者を募集しています。

に携われることはとても幸いです。

音楽ミニストリー
音楽主事である郷家清子師によって、

19

教会学校ミニストリー
教会学校には、０歳の子どもから高校

教会の音楽活動がコーディネートされて

生まで 70 名以上の子どもたちが在籍し

います。毎週の礼拝賛美に欠かせないオ

ています。教会学校の教師またはサポー

ルガンやピアノの奏楽の奉仕者が与えら

ターとして関わって下さる多くの奉仕者

れていることを感謝します（奉仕者募集

と保護者がいます。教会学校の働きを覚

中）。聖歌隊のサポートもしています。

えてお祈り下さい。
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教育ミニストリー

清掃ミニストリー

教会の教育プログラムを考え、実施す

主にコイノニアホールのフロアー、廊

るミニストリーです。第３日曜日の午後

下、階段、トイレの清掃を、部員で分担

には、坂戸教会の５つの柱でもある、礼

して行っています。教会の交わりの場所

拝・教育・奉仕・交わり・宣教について

を美しく整えたいとの思いで、隠れた所

学ぶメンバーシップクラスを開いていま

を見ておられます神様に感謝しつつ、喜

すので、どなたでもご参加下さい。

びをもって奉仕に励んでおります。

園芸ミニストリー

販売ミニストリー
教会で推薦する図書や、講演会・コン

教会を花いっぱいにしませんか。

サートの時に書籍や商品の販売をお手伝

春と秋に花壇の植え替え、肥料や水やり

いします。目立たない働きではあります

の管理を行っています。いっしょに花の

が、皆さんにお仕えできることを喜びと

お世話をしてくださる方をお待ちしてお

しています。

ります。

総務ミニストリー

営繕管理ミニストリー

教会内外のさまざまな書類の管理や、

教会の施設を利用される方が、安全に、

宗教法人関係のこと（書類の作成や講習

安心して過ごしていただけるように、設

会の参加）、教会総会の準備、葬儀の手

備の保守点検・検査・整備の手配などを

配やサポートなどを行っています。

行っています。日曜大工がお好きな方や

総会や葬儀には人手が必要な奉仕があ

営繕管理の賜物をお持ちの方、ぜひこの

りますので、お手伝い頂ければ幸いです。

ピリポミニストリー
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奉仕に加わって下さい。

司書ミニストリー

洗礼前の方にも、洗礼後の方にも、交

ホワイトチャペルの会堂内左側に教会

わりを深め、共に成長することを目的と

図書の本棚が設置されています。これら

して、聖書の学びを行っています。希望

の図書がより良く用いられるように、貸

される求道者の方には個別に対応し、受

し出しの管理、書籍の整理・分類、本の

洗後のアフターケアも行っています。信

案内や紹介をします。本好きの方、本を

仰歴の長い方の参加も歓迎しています。

通して交わりを深めたい方、大歓迎です。
22

IT ミニストリー
教会の IT 機器やホームページの管理
を行っています。教会が日々進歩する IT
技術を上手く利用して伝道・牧会を支え
られるよう、縁の下の力持ち的な役割に
取り組んでいます。

祈祷部
毎月第 2 日曜日の第 1 礼拝後に集い、
教会や教会員のためにとりなし祈る時間
をもっています。毎回の参加ができない
方も歓迎しております。ご一緒にお祈り
しましょう。

生け花奉仕

ミニストリー以外の信徒の奉仕活動・サークル活動
ミニストリーは３ヶ月に 1 度のミニストリーリーダー会に属していますが、ミ
ニストリーには登録されていない奉仕活動やサークル活動には、以下のものがあ
ります。

ホワイトチャペルの礼拝では、季節の巡り変わり
やさまざまな教会行事におけるテーマを意識して、
講壇上に生け花を飾らせていただいています。美し
い花や緑の草木を作ってくださった創造主に感謝し
ます。

バルナバの会
バルナバの会の目的は、信徒数が少な
く厳しい運営をしている日本各地の教会
に、愛の献金を携えて訪問し、祈り励ま

ゴスペルフラ

し合うことです。1 ヶ月 500 円からの

ゴスペルの曲に合わせたフラダンスを

支援が大きな力となります。一人でも多

『オハナ』は、用いて頂ける時に喜んで

ワールドビジョン支援
認定非営利団体ワールドビジョンを通
して貧しい国々の子どもたちの生活や教
育の質を改善するために、バザーなどの
活動を行って支援しています。募金箱は、
コイノニア１F に常設してありますので
ぜひご協力下さい。
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奉仕をさせて頂いています。月に 2 度の
練習があります。年齢問わず、興味のあ
る方はお問い合わせ下さい。

Photo by Masayuki Tanaka

通して主を賛美するゴスペルフラの会

くの方々のご支援を期待します。

囲碁の会
囲碁を通して交流を深めます。毎週土曜の午後、コイノニアチャペル１階の和
室にて、囲碁の会をもっています。ぜひご参加下さい。
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語り合い、祈り合い、支え合う交わりの場
彼らは使徒たちの教えを堅く守り、交わりをし、パンを裂き、
祈りをしていた。

交わり

ファミリーグループ
毎月第一週の合同礼拝の後には、地域別に分けられたファミリーグループとい

（聖書・使徒の働き 2 章 42 節）

う集まりの時間があり、礼拝の恵みや祈りの課題を分かち合い、交わりを深めま
す。

男性会・女性会・青年会

第一週の礼拝はファミリーグループのために、10 時半からの合同礼拝になっ

男性会・女性会・青年会といった交わりの場には、教会員でもそうでない方で
もご自由に参加することができます。それぞれの会で親睦を深めると共に、教会
内外のイベントや奉仕活動がある場合には、力を合わせて協力していくことがで
きます。

ています。礼拝後はぜひファミリーグループにご参加下さい。
（時間的に合同礼
拝に集えない方のために、9 時からの小礼拝も用意されています）
なお、ご自分がどのグループに属するのかがご不明な場合には、礼拝の受付係
もしくはスタッフにお問い合わせ下さい。

定例の集まりは概ね 2 ヶ月に 1 度あり、第４週の第二礼拝後に各会に分かれて、
昼食を共にする分級の時間を設けています。また、毎年、新年を迎える 1 月に、
合同親睦会が行なわれ、楽しい交わりのひとときとなっています。

家庭集会
アットホームな家庭の雰囲気の中で集まり、交わり、賛美し、聖書の学びをす
男性会

女性会

る家庭集会が開かれています。どなたでも気楽に参加していただけます。新しい
方の参加を常に歓迎しています。
家庭集会の予定については、毎月の聖務表をご確認下さい。

合同新年会の様子
25

青年会

家庭集会の様子
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地域に開かれたアウトリーチ活動
あなたがたのうちに働きかけて、その願いを起させ、かつ実現

宣教

に至らせるのは神であって、それは神のよしとされるところだ

教会の略歴
1954 年		

福音十字軍による天幕伝道後、坂戸キリスト教会が始まる

1962 年		

中野雄一郎師（当時神学生）赴任

1968 年		

仲町へ引っ越し

1973 年		

中野師、米国サンロレンゾへ転任

1974 年		

地濃誠治師夫妻赴任

1976 年		

塚越に移転（土地 425 坪）
。新会堂建築

1977 年		

宗教法人取得

３つの聖句

1980 年		

村上宣道師夫妻赴任

① 「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛

1984 年		

塚越にホワイトチャペル完成

1990 年		

緑町にグリーンチャペル完成

1991 年		

郷家一二三師・山田智朗師赴任

1993 年		

栄門記念堂（納骨堂）完成

2000 年		

新コイノニアチャペル完成

2007 年		

郷家清子師赴任

2008 年		

新駐車場（740 坪）が与えられる

2009 年		

郷家一二三師主任牧師に就任

2012 年		

土屋勇人師赴任

2013 年		

土屋梨乃師赴任

2014 年		

教会創立 60 周年記念式典・礼拝

（聖書・ピリピ 2 章 13 節）

からである。

坂戸キリスト教会 60 周年ビジョン
2014 年、坂戸キリスト教会は創立 60 周年を迎えました。これからを展望して
10 年ビジョンが提案されました。そのビジョンの特徴は、
「３つの聖句・３つの
目標・３つの具体化」です。

せよ。
」
（マタイ 22:37）
② 「自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ。」（マタイ 22:39）
③ 「あなたがたは行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との
名によって、彼らにバプテスマを施し、あなたがたに命じておいたいっ
さいのことを守るように教えよ。」（マタイ 28:19-20）

３つの目標
① 神を愛し、賛美し、祈る教会
② 隣人を愛し、仕え合う、希望の教会
③ 成熟したキリストの弟子の教会

３つの具体化
① 礼拝を大切にし、地域別のファミリーグループで祈り支え合う絆を作
る

② 地域と教会に仕える宣教として、「次世代育成プロジェクト」と「シニ
ア安心プロジェクト」を推進する

③ 礼拝・祈祷会を始めとして、他にも様々な学び・分かち合いの機会を

整え、各々が聖書のみことばを深く知ることによって神様のみこころ
を知り、キリストの弟子として成熟していく

27

中野師時代

天幕伝道時代
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次世代育成プロジェクト
坂戸キリスト教会の将来は、次世代の子どもたちの育成にかかっています。
そこで、子どもたちが神と人とに愛され、地域からも信頼される子どもとして育っ
ていくために、教会では様々な活動が行われています。

坂戸キリスト教会 10 年ビジョン
〜ライフプラン構想〜

坂戸教会の 10 年ビジョンには、
「隣人を愛し、仕え合う希望の教会」となるこ
とが掲げられています。そのために、地域と教会に仕える活動を行います。
「次世代育成プロジェクト」と「シニア安心プロジェクト」がまず２つの大き
な計画です。そしてやがて、一人の人が産まれてから召されるまでずっと教会が
関わり、ケアしていく、
「ライフプラン構想」へと発展していきます。

ホザナ会
0 歳から入園前の乳幼児のお子さんとお母さんが一緒に、ゲームやダンス、季
節の遊びやお祝いをしたり、食事をしたりして、楽しい交わりの中で、聖書のお
はなしも聴きます。
（会費はランチ代込みで親子で 500 円）

このビジョンを実現していく中で、多くの方が主を知り、救われ、キリストの
弟子として成長していくことを目指します。

年齢

0歳

3歳

活動

6歳

12 歳

18 歳 20 歳 30 歳 40 歳 50 歳 60 歳 70 歳 80 歳 90 歳

教会学校
幼稚科

小学科 中高科 (SYF)

ホザナ会

ハッピーサタデー

青年会

男性会・女性会・ファミリーグループ

ゲームやダンス

親子ランチ

プール遊び（夏）

ヤングファミリー
ミドルの会

親子サロン キッズブラウン英会話

サマリヤの会

親子サロン「シャロームキッズ」

レスポの会

幼児の知・情・意、そして体の発達に役に立つ遊びや工作、紙芝居や読み聞かせ、
リトミックや英語などを通して、親子で一緒に遊ぶ時間をもちます。また、軽食

アフタースクール

ランチ・ティータイムもあります。
（参加費無料・ランチ代は親子で 500 円）
将来構想
教会付属幼児園
おけいこ・特別活動

次世代育成プロジェクト
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各種セミナー
進学・就職・結婚支援

シニア活動
生活支援

シニア安心プロジェクト

リトミック

紙芝居・工作

英語あそび

30

坂戸アフタースクール

シニア安心プロジェクト

学童保育でも学習塾でもない、小学生のための放課後の学習支援教室として
2013 年 6 月にスタート。指導者は全員元小学校教諭で、宿題を中心に、個々に
応じた家庭学習の支援をします。
（月謝週１回 2500 円、週２回 5000 円）

シニア安心プロジェクトは、2013 年の総会における坂戸キリスト教会 10 年ビ
ジョンの中で、隣人を愛し、仕え合う希望の教会の一つのプロジェクトとして掲
げられました。
下記のサマリヤの会の集会は定着しつつあり、今後は教会員の生活サポートの
面で具体的な活動として、受付・相談窓口を設定したり、サロン的活動として家
み こと ば

庭集会や、家庭礼拝的要素を含んだ ｢ 御言葉サロン｣ を始めていく予定です。

宿題個別学習

おやつの時間

音読練習

ハッピーサタデー

サマリヤの会
善きサマリヤ人となれるよう隣人を支え、またサマリヤの女のように主イエス
に出会って活ける水を知った人として仕える者でありたいという願いを持って名

土曜日の午後、主に小学生の子どもたちを対象に遊び場を提供し、賛美と聖書
のおはなしの時間も持ちます。クレープやチョコバナナ作り・やきいもパーティ・
凧揚げやトランポリンなど、子どもたちが大喜びの遊びを企画します。（無料）

付けられたサマリヤの会は、2013 年 10 月から活動を開始しました。
現在の具体的な活動としては、毎月第２土曜日の午前中、教会内外のシニアを
対象に、運動やリハビリに関連する学びを中心とした２時間の集会を開催してい
ます。教会内外からぜひ多くの方に参加していただきたいと願っています。
（参加費は昼食のお弁当代として 500 円）

さまざまな企画

ゲームや聖書のお話

お菓子作り

キッズブラウン英会話
米ブラウン大学が開発したタッチスクリーン方式を使って、歌やゲーム、音読、
フォニックスなど様々なアクティビティを取り入れた最先端の子ども英会話教室

専門家による講話

パドル体操

です。
（月謝 3000 円＋教材費）

専門家によるサポートあります
坂戸キリスト教会の教会員には、医師・弁護士・司法書士・教師
といった専門家として働いている人たちがいます。そのような専門
家に相談したいと願われる場合は、牧師に相談し、紹介してもらう
タッチスクリーンによる授業
31

歌とダンス

ゲーム

ことができます。 （相談は各資格者法令基準にもとづいた費用がかかります）
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葬儀・記念式

子ども祝福式

クリスチャンにとって、死とは、

毎年 11 月に子ども祝福式が行わ

霊が天の父なる神様のみもとに帰る

れています。七五三をお祝いする時

ことであり、やがて主のご再臨の時

期に、教会にお子さまを連れてきて

に新しい体を与えられて復活すると

頂き、牧師が祝福のお祈りをします。

いう御言葉の約束を信じるものです。

子どもたちの成長を喜び、創造主

教会員だけでなく、外部の方でキ

なる神様に感謝を捧げることができ

リスト教式の葬儀を希望される方も、

るのは幸いなことです。多くの教会

お受けしております。

員に見守られて、神様と人とに愛さ

また、教会員関係者のお墓として、

れながら、子どもたちは育っていき

ホワイトチャペルの裏手に隣接の栄

ます。

門記念堂（納骨堂）が用意されてお

「子どものように神の国を受けいれる者でなければ、決してそこにはいること

ります。記念堂内に置かれている故

はできません。」そしてイエスは子どもたちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福

人の思い出をまとめたアルバム「い

（聖書・マルコ 10 章 15 〜 16 節）

された。

のちの書」は記念会などでご利用し

栄門記念堂の内部の様子

ていただいています。

結婚式
美しいチャペルの会堂で結婚式を挙げたいと
の願いは、クリスチャンではない方も抱くもの

春のイースター（復活
記念礼拝）と秋（召天者
記念礼拝）と年に２回の
集いをもっています。

です。そこで坂戸キリスト教会では、外部の方

アルバム：いのちの書

やクリスチャンでない方でも、希望がある場合

イエスは言われた。「わたしは、よみがえりです。いのちです。わたしを信じ

には、牧師との結婚前カウンセリングを行って、
教会での結婚式を執り行っています。
結婚は、人を男と女とに造られた創造主なる
神が定められた聖なる秩序です。神の前で誓約
をし、神と人とに祝福されてスタートする結婚
生活は実に幸いです。

る者は、 死んでも生きるのです。
」

（聖書・ヨハネ 11 章 25 節）

終わりのラッパが響いて、死人は朽ちない者によみがえらされ、私たちは変え
（聖書・第一コリント 15 章 52 節）

られるのである。

チャペルの貸し出し
地域に仕える教会を目指し、地域社会の諸活動に積極的に協力するために、ホ
ワイト・コイノニア・グリーンチャペルを開放しています。教会の集会を優先さ

「それゆえ、人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、ふたりは一心同体となる。」
この奥義は偉大です。 （聖書・創世記 2 章 24 節・エペソ書 5 章 31 〜 32 節）
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せていただきますが、可能な限り各チャペルを貸し出しします。詳細は教会のス
タッフにお問い合わせ下さい。
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牧会・運営を支えるスタッフ

副牧師・ユースパスター

牧会

ある人を牧師、教師として、お立てになった。それは、聖徒たちを

はや と

り

の

土屋 勇人・梨乃

土屋勇人：1978 年神奈川県座間市生まれ。幼少の頃
より近所の教会に通い、何の疑いもなく、神様がいる事、

ととのえて奉仕のわざをさせ、キリストのからだを建てさせ…。

イエス様が自分の罪の為に死んで復活して下さったこ
Photo by Masayuki Tanaka

（聖書・エペソ 4 章 11 〜 12 節）
坂戸キリスト教会では、教会を霊的に養うために専門的な訓練を積んだ牧師・
かん し

つち や

ぼっかい

伝道師や、信徒の中から訓練を受け、教団から任命された勧士によって牧会が行
われています。信仰生活・教会生活における悩みや疑問、困ったことなどがござ
いましたら、これらの牧会者たちにご相談ください。

とを信じる。2001 年米国へ留学。2007 年アズサ・パ
シフィック大学実践神学科を卒業。帰国後、東京聖書
学院に入学、2012 年卒業。現在は坂戸キリスト教会の
副牧師として、最愛の妻と共に日々歩んでいる。

土屋梨乃：東京都出身。神奈川県にて育つ。高校卒業後、声楽を学ぶため、米
国ロサンゼルスのアズサ・パシフィック大学へ留学。そこで多くの温かいクリス
チャンの方々との出会いを通して神の愛を知り、クリスチャンとなる。また、在

牧会スタッフの紹介
主任牧師・代表役員

ごう や

ひ ふ み

郷家 一二三

1952 年埼玉県生まれ。18 歳の時に友人を事故で失い、
死の問題の解決を求めて、町に唯一の坂戸キリスト教会に

学中に夫の勇人と出会う。卒業後、日本へ帰国し、双子の姉と共に賛美デュオ「た
まりの」として活動した後、結婚し、2009 年東京聖書学院へ入学。2013 年同
学院を卒業し、坂戸キリスト教会に副牧師（ユースパスター）として任命を受け、
現在に至る。

協力牧師

語を学ぶ道を求める。東京教育大学卒業後、埼玉県で高校
教師を 12 年間勤める。1985 年、山西省太原市の山西大

年ごろから神の存在に疑いを持ち反抗し始める。その

学で日本語を 1 年間教える。1988 年献身。東京聖書学院卒。

後、荒れた虚しい青春時代を過ごすが、高校 3 年の夏

1991 年、
副牧師として坂戸キリスト教会に赴任。2009 年、
主任牧師に就任と同時に日本ホーリネス教団委員長を２期
4 年務める。立教大学組織神学修士。現東京聖書学院講師。

牧師・音楽主事

ごう や

きよ こ

郷家 清子

Photo by Masayuki Tanaka

坂戸生まれ。高校時代、授業で日本二十六聖人殉教のことを
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知り、命がけで信仰に生きる人々に感動し、坂戸キリスト教会に
通い始める。短大時代にパイプオルガンと出会い、バッハの曲を
弾くことが生涯の目標に。小学校教諭（音楽）を経て、夫と共に
献身し、音楽と教育に夢を抱きながら、教会に仕えている。

さち こ

村上 宣道・幸子

村上宣道：1933 年牧師家庭に生まれ育つが、中学 2

Photo by Masayuki Tanaka

Photo by Masayuki Tanaka

行く。浪人中に読んだ『熱河宣教の記録』に感動し、中国

むらかみ のぶみち

に神の愛にとらえられて回心し、献身に導かれる。東
京聖書学院卒業。愛媛や上野にて伝道牧会後、留学の
ため渡米し、日系人教会で奉仕。1972 年帰国し、超教
派の伝道活動に従事。1980 年より坂戸キリスト教会に

赴任し、現在は引退して協力牧師。太平洋放送協会 (PBA) を通じて放送伝道に
携わり、今も全国的なエバンジェリストとして奉仕している。
村上幸子：長野県生まれ。松本ホーリネス教会の矢口牧師に導かれ、
信仰を持つ。
東京聖書学院卒業後、水戸ホーリネス教会に赴任。単身で 3 年伝道牧会した後、
村上師と結婚。上野ホーリネス教会で 10 年奉仕した後、夫婦で渡米。帰国後も
夫の伝道を支え、特に 1980 年からは坂戸キリスト教会にて、教会員を愛し、励
まし、祈り支えることを生きがいとし、喜びつつ仕えた。現在は引退して、協力
牧師。
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協力牧師

ひら た

きん じ ろう

き み こ

平田 金次郎・喜美子

2014 年度

役員会

平田金次郎：新居浜教会出身、1979 年東京聖書学
院卒業、喜美子師と結婚。喜界教会赴任、1982 年よ
り台湾宣教師、1991 年より久喜教会開拓伝道、1998
年社会福祉法人シャローム埼玉設立準備、特別擁護老
人ホームシャローム・ガーデン坂戸園長、常務理事歴任。
介護支援専門員。2014 年 2 月退職。
平田喜美子：坂戸教会出身、東京聖書学院卒業、結婚後喜界教会、台湾、久喜
教会にて奉仕。老人ホームで看護課長、グループホーム所長歴任。保険師、介護
支援専門員。2013 年 7 月退職。現・越生町地域包括支援センター非常勤職員。
共に、2014 年 3 月、日本ホーリネス教団の第三種協力牧師任命を受ける。

勧士

お が の

てるよし

小鹿野 輝芳

Photo by Masayuki Tanaka

かん し

1948 年埼玉県生まれ。1967 年受洗。小中学校教員を 38
年間、海外日本人学校校長を 6 年間務める。2002 年 JTJ 宣
教神学校卒業。2007 年勧士任命。現在「坂戸アフタースクー
ル」代表として、次世代育成プロジェクトの推進に携わる。

勧士

上段：徳田悦士・清水定人・大岡俊雄・大野茂次・滝瀬圭司・村田茂・日比野四郎・小池淳一
下段：小鹿野輝芳・伊藤皓夫・郷家一二三・郷家清子・土屋勇人・土屋梨乃

い とう てる お

伊藤 皓夫

写真なし：松本幸子・鈴木喜与人 （敬称略・今期の役員は名前に下線）

1941 年静岡県生まれ。1987 年受洗。2000 年より坂戸
キリスト教会員。40 年の出版社勤務後、退職。2004 年より
東京聖書学院信徒コース受講。2011 年勧士として任命を受
ける。

坂戸キリスト教会の責任役員は８名で構成されており、任期は２年、再選連続２回まで
となっています。隔年の５月の教会総会時に選挙が行なわれ、
８名の中には女性１名と青年１名が必ず選ばれる仕組みになっています。

財務委員会・会計係
教会では、教会財政の健全性・会計の透明性を保つために、
財務委員会と会計係の役割を分けて行っています。会計係は
入金部と出金部に分かれて、実際のお金の出入りを管理して
います。財務委員会は年度の予算に見合った財務の運営がな

名誉責任役員
こ いけ じゅんいち

小池 淳 一
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執事

たき せ

けい じ

滝瀬 圭司

事務主事

まつもと さち こ

松 本 幸子

されているか確認し、備え主である神様に財政が守られるよ
うに祈り求め、必要なことを教会員に報告します。
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図書の貸し出しについて

教会カレンダー

ホワイトチャペル１階の左手には図書棚があり、これらの教会所蔵の図書は貸

1月

元旦礼拝・成人祝福式・新春もちつき大会・合同新年会

2月

教会学校（CS）教師研修会

3月

教団年会・大島春のキャンプ・木曜春のつどい

3〜4月

受難週記念礼拝（パームサンデー）・イースター礼拝

5月

母の日記念礼拝・教会総会・CS 野外礼拝

6月

ペンテコステ・父の日記念礼拝・CS 花の日訪問

7月

箱根聖会・CS 夏季キャンプ

8月

大島キャンプ・バイバイバイ祭り

9月

敬老感謝礼拝・召天者記念礼拝

10 月

秋のチャペルコンサート・宗教改革記念礼拝

11 月

子ども祝福式・収穫感謝祭

12 月

市民チャリティークリスマス・木曜クリスマス会・
キャンドルサービス（イブ礼拝）・クリスマス礼拝・年末感謝礼拝

し出しをしています。礼拝中はカーテンが閉めてありますが、お好きな時にカー
テンを開けて、ご覧になって下さい。貸し出しは基本的に２週間で（延長可）、
借りる方ご自身で、図書棚に置いてある「貸し出しノート」に必要事項を記入し
ていただいています。
なお、図書についての質問・リクエスト等ございましたら、司書ミニストリー
のメンバーにお問い合わせ下さい。多くの方が教会図書をご利用下さることを
願っています。

教会のホームページ

http://www.sakado-ch.or.jp/
ホームページには、教会で行われている様々なことが写真入りで説明されてい
ます。日曜礼拝のメッセージを聴くこともできますし、教会への地図、牧師へ問
い合わせフォームもあります。ぜひ、ご覧になってみて下さい。

木曜クリスマス会（坂戸福祉作業所の方々と共に）
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教会へのアクセス
坂戸キリスト教会は、二カ所で礼拝が行われています。一つは、坂戸市塚越に
あるホワイトチャペル（コイノニアチャペル）
、もう一つは、坂戸駅南口から近
い緑町にあるグリーンチャペルです。

ホワイトチャペル
〒 350-0209 埼玉県坂戸市塚越 738
TEL 049(281)5540
FAX 049(284)5334
電車の場合：東武東上線 若葉駅東口から車で約 12 分、坂戸駅北口から車で約 15 分
お車の場合：関越道 鶴ヶ島 IC より約 15 分、圏央道 坂戸 IC より約 10 分
（駐車場 150 台有）

グリーンチャペル
〒 350-0234 埼玉県坂戸市緑町 17-8
TEL 049(289)1544
FAX 049(282)1690
電車の場合：東武東上線 坂戸駅南口から徒歩約 5 分
お車の場合：関越道 鶴ヶ島 IC より約 5 分 （駐車場７台有）

坂戸駅北口とホワイトチャペルを
結ぶ送迎車
送 迎 車 の 出 発 時 間 に つ い て は、
聖務表をご覧になるか、教会に直
接お問合せ下さい。
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ミニストリー／部会／諸奉仕・活動等
参加申込書 および お問合せフォーム

MEMO

各ミニストリー・部会（男性会・女性会・青年会）
・その他活動（聖歌隊・祈祷部・
気づいたことや祈りの課題など、ご自由にお書き下さい。

等々）に新しく参加を希望される場合、もしくはお問合せなさりたい場合には、
下記および裏面に、必要事項をご記入の上、牧師・スタッフ・役員にお渡し下さい。
後日、担当者から連絡させていただきます。
活動名：
○をつけて下さい

【

参加を希望

・

参加を検討

・

その他

】

御名前：
TEL：

FAX：

E-mail：
なお、このフォームを使わずに、担当者に直接お話されたり、別の形でお申し込みなさっても、
かまいません。どうぞお気兼ねなく、ご参加・お問合せ下さい。

キ

リ

ト

リ

牧師への連絡フォーム
牧師に伝えたいことがあっても、中々伝えられないという場合に、この連絡
フォームに記入し、封筒などに入れて、スタッフにお渡しください。
（このフォームを使わずに牧師に直接お話されてもかまいません）

該当するものにチェックしてください
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□

聖書を学んでみたい

□

洗礼を受けたい

□

個別のカウンセリングを受けたい

□

訪問してほしい

□

その他（

質問や連絡事項を裏面の余白にお書きくださっても結構です

）

God bless you !

Photo by Masayuki Tanaka

お問合せ内容・リクエスト等をご自由にお書き下さい

主の祝福が皆様の上に豊かにありますように！
坂戸キリスト教会 60 周年記念プロジェクト
キ

リ

ト
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牧師への質問やリクエスト等をご自由にお書き下さい
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