
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 棕櫚の主日 6 7 8 9 10 11
【説教:古屋 治雄牧師】
【新年度標語による説教】

(ご家庭にて礼拝を
お守りください)

12 復活祭礼拝 13 14 15 16 17 18
【説教:古屋 治雄牧師】 ・子育て広場“つぼみ” 

・教会奉仕日　10:30am 1学期開始　9:30am
・火曜礼拝　3:00pm
【説教：古屋 治雄牧師】

(ご家庭にて礼拝を ・伝道委員会　7:00pm ・祈祷会　7:30pm　 ・聖書に親しむ会
お守りください) 「教会学校のために」  1学期開始　7:30pm

19 復活節第2主日 20 21 22 23 24 25
【説教:上田充香子伝道師】 ・子育て広場“つぼみ” 
・日曜求道者会 9:30am ・ときわ木会役員会
・ＣＳ全体・科別教師会 ・若草会例会　2:00pm 10:30am
・活動委員会組織会 ・祈祷会　7:30pm　 ・聖書に親しむ会
・若草会役員会 【証し会】 7:30pm

26 復活節第3主日 27 28 29 30
【説教：古屋 治雄牧師】 ・子育て広場“つぼみ” 
・日曜求道者会 ・長老研修会　10:00am 9:30am
・信友会例会・役員会 ・火曜礼拝　3:00pm
・シオン会例会・役員会 【説教：上田充香子伝道師】

・地の塩・共励会ＢＢＱ
・主日夕礼拝6:30pm ・祈祷会　7:30pm　 ・聖書に親しむ会
【説教：上田充香子伝道師】 「新年度長老会のために」 7:30pm

◎青年礼拝　第2日曜日     3:00pm
◎主日夕礼拝 第4日曜日    6:30pm
◎火曜礼拝 第2・第4火曜日 3:00pm

◎教会学校　毎日曜日 　   9:00am

すべての週日の集会を中止(3/22～4/11)

（コリントの信徒への手紙Ⅰ 15:58）

　２０２０年　４月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　tel:03-3337-5879 / fax:03-3310-0932

　　　　　しっかり立ち、主の業に常に励みなさい。」
「愛する兄弟たち、動かされないように

   2020年度　教会標語

すべての週日の集会を中止(3/22～4/11)



　　　　２０１５年　５月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　Tel:03-3337-5879 / Fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土
   2015年度　教会標語 1 2
             「わたしたちは見えるものではなく、
　 　　                   見えないものに目を注ぎます」
                                            （コリントの信徒への手紙Ⅱ 4：18）
3　復活節第5主日 4 5 6 7 8 9
・洗礼準備会Ⅰ ・教会奉仕日　10：30am

・長老会 ・牧愛会春の散策会
・ニコデモ会 ・祈祷会　7：30pm ・親と子を支える活動委員会

「定期教会総会のために」 ・聖書に親しむ会　7：30pm 7：00pm
（司会：滝藤 正廣 兄）

10 復活節第6主日 11 12 13 14 15 16
【説教：船本 弘毅 先生】 ・朝の祈祷会　11：00am
・洗礼準備会Ⅱ （奨励：加藤 真衣子 牧師）

・ＣＳ科別教師会 （司会：木村 湜江 姉） ・10組(世田谷)組会 1：30pm

・礼拝委員会、教会音楽委員会 (於 中村 剛健・静子兄姉宅)
・社会委員会、図書委員会 ・ときわ木会例会　1：00pm
・地の塩会役員会
・地の塩会例会　4:00pm ・火曜礼拝　3：00pm ・祈祷会［証会］　7：30pm
・青年夕礼拝　6:30pm 【説教：加藤　真衣子 牧師】 （立証：小山 由乃 姉） ・聖書に親しむ会　7：30pm
【説教：大村 栄 主任牧師】 （司会：滝藤 奈都子 姉）
17 復活節第7主日 18 19 20 21 22 23
【説教：棚村 惠子 先生】 ・若草会例会　10：00am ・西東京教区婦人全体集会

・洗礼準備会Ⅲ    (於 阿佐ヶ谷教会) 
・定期教会総会 ・祈祷会　7：30pm 10：30am-2：30pm

「ペンテコステ礼拝、

　　　　　　　受洗者のために」・聖書に親しむ会　7：30pm・読書会　6：30pm

（司会：宮島 陽子 姉）
24 聖霊降臨日 25 26 27 28 29 30
【洗礼式・聖餐式執行】
・歓迎愛餐会 　　　　　 ・ときわ木会役員会
・若草会役員会 　　　　　　　　　10：30ａm ・13組(武蔵野中西部)組会
・西東京教区総会　3：00pm（25日 5：00pmまで）・火曜礼拝　3：00pm 10:30am (於：神代植物公園)

（於：吉祥寺教会） 【説教：堀川　樹 伝道師】 ・祈祷会　7：30pm ・聖書に親しむ会　7：30pm

・主日夕礼拝6：30pm 「6月からの歩みのために」

　　　　　　　　　　　お休みします （司会：寺嶋 公子 姉）

31 三位一体主日
・シルバー会
・ペンテコステミニコンサート
                         2：00pm

(主日夕礼拝はありません)

◎教会学校　毎日曜日 　   9:00am
◎青年礼拝　第2日曜日     3:00pm
◎主日夕礼拝 第4日曜日    6:30pm
◎火曜礼拝 第2・第4火曜日 3:00pm



 



　　　　２０１５年　６月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　Tel:03-3337-5879 / Fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

・鷺の宮集会　１：30pm
（於：速水　きみ姉宅）

・祈祷会　7：30pm
「ときわ木会修養会のために」・聖書に親しむ会　7：30pm

（司会：谷道 まや 姉）

7　聖霊降臨節第3主日8 9 10 11 12 13
【説教：大宮　溥 名誉牧師】 ・朝の祈祷会　11：00am
・日曜求道者会 （奨励：堀川 樹 伝道師）・教会奉仕日　10：30am
・長老会 （司会：平野 ひろ子 姉）
・ニコデモ会 　　　　　　　ときわ木会修養会　（於：湘南国際村） 

・火曜礼拝　3：00pm
【説教：大宮 溥 名誉牧師】・祈祷会［証会］　7：30pm

（立証：早川 明彌 兄） ・聖書に親しむ会　7：30pm
（司会：中川 義幸 兄）

14 聖霊降臨節第4主日15 16 17 18 19 20
【説教：大宮　溥 名誉牧師】

・日曜求道者会 ・若草会例会　10：00am
・子どもの日、花の日

　ＣＳ全科合同礼拝 子ども祝福式
・社会委員会主催講演会

・図書委員会

・地の塩会役員会 ・祈祷会　7：30pm
・地の塩会例会　4:00pm 「ワークデーのために」

・青年夕礼拝　6:30pm （司会：日比谷 八千代 姉）・聖書に親しむ会　7：30pm
【説教：加藤　真衣子 牧師】

21 聖霊降臨節第5主日22 23 24 25 26 27
【説教：大宮　溥 名誉牧師】
・日曜求道者会 ・ときわ木会役員会 10:30am
・ＣＳ科別教師会
・組長会 ・火曜礼拝　3：00pm ・祈祷会　7：30pm

・共励会例会 【説教：加藤　真衣子 牧師】「組別一斉集会のために」

（司会：松田 俊彦 兄） ・聖書に親しむ会　7：30pm

28 聖霊降臨節第6主日29 30
【説教：堀川　樹　伝道師】 ◎教会学校　　日曜日　9：00am

・日曜求道者会 　　　　　 ◎青年夕礼拝　第2日曜日　6：30pm



　　　　２０１５年　７月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　Tel:03-3337-5879 / Fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土
2015年度　教会標語 1 2 3 4
「わたしたちは見えるもの ◎教会学校　　 日曜日　          9：00am
　 　ではなく、見えないもの◎青年夕礼拝　第2日曜日　      6：30pm

に目を注ぎます」 ◎主日夕礼拝　第4日曜日　      6：30pm・祈祷会　7：30pm
　　　　　　　　（Ⅱコリント4：18） ◎火曜礼拝　   第2・第4火曜日　3：00pm「病む人のために」

・おやこの広場　水曜日・金曜日 　9：30am（司会：中村 美智子 姉）・聖書に親しむ会　7：30pm
・お仕事会　    第2・第4金曜日　 1：00pm

5 聖霊降臨節第7主日 6 7 8 9 10 11
【説教：大宮 溥 牧師】 ・朝の祈祷会　　11:00am
【聖餐式執行】 ・鷺の宮集会　１：30pm（奨励：堀川　樹 伝道師）・教会奉仕日　　10:30am・おやこの広場1学期終了

・日曜求道者会 （於：速水　きみ姉宅）（司会: 中江 靖子 姉）
・ワークデー ・ときわ木会例会　1：00pm 
・長老会 ・祈祷会　7：30pm

「つくしの家ワーク

キャンプのために」 ・聖書に親しむ会　7：30pm
（司会：滝藤 奈都子 姉）

12聖霊降臨節第8主日 13 14 15 16 17 18
【説教：加藤 真衣子 副牧師】

・日曜求道者会

・組別一斉集会

・こばと会教師会

・はこぶね委員会

・地の塩会役員会 ・火曜礼拝　3：00pm ・祈祷会　7：30pm
・つくしワーク勉強会　4:00pm 【説教：大宮 溥 牧師】「信友会修養会のために」・聖書に親しむ会 1学期終了

・青年夕礼拝　6:30pm （司会：日高 好男 兄） 7：30pm
【説教：堀川 樹 伝道師】

19聖霊降臨節第9主日 20 21 22 23 24 25
【説教：大宮 溥 牧師】 　　　　　　　つくしの家ワークキャンプ(24-26日まで)

・日曜求道者会1学期終了 ・若草会一日例会

・CＳ1学期終了 10：00am～2：30pm 　　　　　　　信友会修養会(24-25日まで)　
・CＳ科別教師会 ・祈祷会　7：30pm　 　　　　　　　　　　　於:ナザレ修道会エピファニー館
・若草会役員会 「ＣＳ夏期学校のために」 ・ときわ木会役員会

・社会委員会 ・伝道委員会　7：00pm（司会：松崎 裕香 姉） 10：30pm
・つくしワーク準備会　2:00pm

26聖霊降臨節第10主日 27 28 29 30 31
【説教：大宮 溥 牧師】

(子どもメッセージ) 　　こばと会・真愛会夏期学校　(31日-8月2日まで)



・こひつじ会夏期学校（於：教会） 　　　　　　　　　　　　　　於:奥多摩福音の家　　　　　
・シオン会例会、役員会

・共励会例会 ・火曜礼拝　3：00pm ・祈祷会　7：30pm　
・主日夕礼拝　6:30pm 【説教：梅田 真琴 神学生】 「平和のために」

【説教：大宮 溥 牧師】 （司会：寺嶋 章 兄）



　　　　　　　　　　　於:ナザレ修道会エピファニー館



　　　　　　　　　　　　　　於:奥多摩福音の家　　　　　



　　　　２０１５年　８月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　tel:03-3337-5879 / fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土
7月31日 1

・教区平和集会　2：00pm
(於：阿佐谷東教会)

・こばと会・真愛会夏期学校
（於：奥多摩福音の家、2日まで）

2 聖霊降臨節第11主日 3 4 5 6 7 8
(子どもメッセージ)

【説教：大宮 溥 牧師】
・ニコデモ会

・社会委員会 ・祈祷会　7：30pm
・大島ワーク準備会Ⅰ 「高齢の教友のために」

こばと会・真愛会夏期学校 　（司会：木村 湜江 姉）

9 平和聖日礼拝 10 11 12 13 14 15
(子どもメッセージ)

【説教：大宮 溥 牧師】
・平和の集い

・大島ワーク準備会Ⅱ
・地の塩会例会　4：00pm ・祈祷会　7：30pm
・青年夕礼拝　6：30pm 「聖歌隊のために」 　　　　　　　　　　

【説教：加藤 真衣子 牧師】 （司会：井出 道子 姉）

16 聖霊降臨節第13主日 17 18 19 20 21 22
(子どもメッセージ)

【説教：中野 実 協力牧師】
・大島ワーク準備会Ⅲ

・祈祷会　7：30pm ・聖歌隊夏期集中練習

「大島ワークのために」大島藤倉学園ワークキャンプ (於：教会、23日まで)
（司会：星野 慈美 姉）　　　　　　　　（19日～25日まで）

23 聖霊降臨節第14主日 24 25 26 27 28 29
(子どもメッセージ)

【説教：大宮 溥 牧師】 ・おやこの広場夏の集い ・牧愛会修養会　

1:00pm ・おやこの広場夕涼み会 9:00am  (於:鎌倉)
主日夕礼拝はお休みです。 ・祈祷会　7：30pm 5:00pm
聖歌隊夏期集中練習 「夏の恵みに感謝して」

大島ワークキャンプ （司会：町田 裕子 姉）

30 聖霊降臨節第15主日 31
(子どもメッセージ)   　　 ◎教会学校　　日曜日　9：00am2015年度　教会標語

更新伝道会大会

(於：青山学院)



              ２０１５年　９月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　tel:03-3337-5879 / fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
・鷺の宮集会   1：30pm

（於：速水 きみ姉宅） 　

・祈祷会　7：30pm ・聖書に親しむ会開始　

「振起日礼拝のために」 7：30pm
（司会：松原 郁哉 兄)

6 振起日礼拝 7 8 9 10 11 12
【聖餐式執行】 ・おやこの広場2学期開始・教会奉仕日　10：30am

【説教：大宮 溥 牧師】
・教会学校2学期開始 ・朝の祈祷会　11：00am  
・日曜求道者会2学期開始 　（奨励：堀川 樹 伝道師）
・長老会 　（司会：森田 矩子 姉）
・ニコデモ会 ・火曜礼拝　3：00pm・ときわ木会例会　1：00pm 

【説教：加藤 真衣子 牧師】・祈祷会　7：30pm　
「ワークキャンプ報告会」・聖書に親しむ会　お休み

　（司会：滝藤 奈都子 姉）

13 聖霊降臨節第17主日 14 15 16 17 18 19
【説教：加藤 真衣子 牧師】
・日曜求道者会 ・シオン会修養会

・奉仕委員会 10：00am～4：30pm
・図書委員会

・地の塩会役員会

・地の塩会例会　4：00pm ・祈祷会　7：30pm 
・青年夕礼拝  6：30pm 「シオン会修養会のために」・聖書に親しむ会　7：30pm
【説教：大宮 溥 牧師】 　（司会：根岸 聖子 姉）

20 聖霊降臨節第18主日 21 22 23 24 25 26
【説教：大宮 溥 牧師】 ・ときわ木会役員会・日本伝道を担う青年の集い

・日曜求道者会  10：30am 11：00am-3：30pm
・CS全体・科別教師会 (於：東京神学大学)
・若草会例会・役員会

・火曜礼拝　お休み ・祈祷会　7：30pm ・聖書に親しむ会　7：30pm
 　「特別伝道礼拝のために」
 （司会：茂木 恵 姉）

27 特別伝道礼拝 28 29 30
【証し：ジョン カビラ 兄】   　　 ◎教会学校　　日曜日　9：00am

2015年度　教会標語
「わたしたちは見えるものではなく、

         見えないものに目を注ぎます」　
　　　　　　　　　　　　　　　（Ⅱコリント4：18）



・日曜求道者会  　　  ◎青年夕礼拝　第2日曜日　6：30pm
・奉仕委員会   　　 ◎主日夕礼拝　第4日曜日　6：30pm
・信友会例会・役員会    　　◎火曜礼拝　第2・第4火曜日　3:00pm
・共励会例会 ・祈祷会　7：30pm 　　   ・おやこの広場　水曜日・金曜日　9:30am
・教区墓前礼拝 3:00pm  　「世界聖餐日・        ・お仕事会　第2・第4金曜日　1:00pm



　　　　２０１５年　１０月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　tel:03-3337-5879 / fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土

◎教会学校　　日曜日　9：00am 1 2 3
◎青年夕礼拝　第2日曜日　6：30pm ・13組(武蔵野中西部)組会 ・教区音楽祭　1：30pm
◎主日夕礼拝　第4日曜日　6：30pm 1:30pm (於：教会) (於：桜美林学園 荊冠堂チャペル)

◎火曜礼拝　第2・第4火曜日　3:00pm
 ・おやこの広場　水曜日・金曜日　9:30am ・聖書に親しむ会　お休み

 ・お仕事会　第2・第4金曜日　1:00pm

4  世界聖餐日 5 6 7 8 9 10
    世界宣教の日 ・教会奉仕日　　10：30am ・10組(世田谷)組会 1：30pm

【聖餐式執行】 ・鷺の宮集会   1：30pm (於 中村 剛健・静子兄姉宅)
・日曜求道者会 （於：速水 きみ姉宅） ・1,2組(阿佐谷北)組会 
・長老会 ・祈祷会　7：30pm 　1:30pm (於:皆川 悦子 姉宅)
・ニコデモ会 「神学校日・伝道献身者 ・アジア学院収穫感謝祭

奨励日のために」 ・聖書に親しむ会　7：30pm (～11日まで)
（司会：梅田 真琴 神学生）

11 神学校日 12 13 14 15 16 17
【説教：須田 拓 先生】 ・ときわ木会例会　10:30am
・日曜求道者会 (於:小金井聖霊修道院マリア館)
・ＣＳ科別教師会

・バザー会場設営

・図書委員会

・教会音楽委員会 ・若草会例会お休み

・クリスマス愛餐会委員会 ・祈祷会　7：30pm
・若草会役員会 ・火曜礼拝　3：00pm 「教会バザーのために」

・青年夕礼拝  6：30pm 【説教：堀川 樹 伝道師】（司会：小笠原 敦久 兄） ・聖書に親しむ会　お休み

【説教：堀川 樹 伝道師】

18 全家族礼拝 19 20 21 22 23 24
【説教：加藤 真衣子 牧師】 ・朝の祈祷会　　11:00am

・教会バザー  （奨励：加藤 真衣子 牧師）
　　12:00-3:30pm  （司会：未定） ・教区婦人全体集会 1：00pm・教会史資料委員会(作業)

　　　 (於：吉祥寺教会） 2：00pm
・祈祷会　7：30pm　
「在天会員記念礼拝・ ・聖書に親しむ会　7：30pm

墓前礼拝のために」

（司会：丸山 昇 兄）

25 在天会員記念礼拝 26 27 28 29 30 31

2015年度　教会標語
「わたしたちは見えるものではなく、

         見えないものに目を注ぎます」　
　　　　　　　　　　　　　　　（Ⅱコリント4：18）



・日曜求道者会 ・ときわ木会役員会

・墓前礼拝　3:00pm 　　　　　　　　　10：30ａm
【説教：堀川 樹 伝道師】 ・祈祷会　7：30pm

・火曜礼拝　3：00pm  「海外の教友を覚えて」 ・聖書に親しむ会　7：30pm・伝道委員会　7：00pm
・主日夕礼拝　6:30pm 【説教：加藤 真衣子 牧師】 （司会：中村 真衣 姉）



  　　　  ２０１５年　１１月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 　　　〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　tel:03-3337-5879 / fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土
1 降誕前第8主日 2 3 4 5 6 7
・日曜求道者会  
・長老会 ・教会奉仕日　10：30am
・ニコデモ会 ・祈祷会　7：30pm ・にじのいえ信愛荘を支えるための

「チャーチコンサートのために」 チャリティーコンサート　2：00pm

　（司会：蒔田 悠希 兄） ・聖書に親しむ会　 7：30pm (於:青学ガウチャー記念礼拝堂)

8 降誕前第7主日 9 10 11 12 13 14
・日曜求道者会 ・朝の祈祷会　　11:00am ・8組(中野)組会 1：30pm
・ＣＳ主任教師会  （奨励：堀川 樹 伝道師） (於 速水 きみ 姉宅)
・奉仕委員会  （司会：島田 幸子 姉）
・社会委員会

・図書委員会 ・火曜礼拝　3：00pm ・ときわ木会例会　1：00pm 
・チャーチコンサート 2：00pm 【説教：加藤 真衣子 牧師】
・地の塩会役員会 ・祈祷会〈証し会〉　7：30pm・聖書に親しむ会　 7：30pm
・青年夕礼拝 6：30pm   （立証：宮坂 育子 姉）
【説教：加藤 真衣子 牧師】   （司会：町田 裕子 姉）

15 降誕前第6主日 16 17 18 19 20 21
【こども祝福式】

・日曜求道者会 ・若草会例会　10：00am
・CS収穫感謝日礼拝 ・10組(世田谷)組会 1：30pm
・CS全体・科別教師会 ・祈祷会　7：30pm (於 中村 剛健・静子兄姉宅)
・部会連絡会 「地の塩会修養会のために」・聖書に親しむ会　 7：30pm
・若草会役員会 　（司会：岡本 知之 兄）

22 降誕前第5主日 23 24 25 26 27 28
【謝恩日】

・日曜求道者会 ・11,12組(区部西・東) ・ときわ木会役員会 ・教区礼拝宣教委員会

・信友会例会、役員会 2：00pm (於：教会) 10：30am  　主催講演会　1：30pm
・シオン会例会、役員会 ・火曜礼拝　3：00pm ・祈祷会　7：30pm (於：高井戸教会)
・共励会例会 【説教：堀川　樹 伝道師】「クリスマス諸集会・出身教職・

・地の塩会修養会 　按手礼式を覚えて」 ・聖書に親しむ会　7：30pm

・主日夕礼拝　6:30pm ・教区伝道協議会 1:00pm～24日12:30pm 　（司会：飯野 久美子 姉）
【説教：堀川 樹 伝道師】

29 待降節第1主日 30
【説教：堀川 樹 伝道師】 ◎教会学校　　日曜日　9：00am
・洗礼準備会Ⅰ ◎青年夕礼拝　第2日曜日　6：30pm
・シルバー会 ◎主日夕礼拝　第4日曜日　6：30pm

(於：富士箱根ランド スコーレプラザホテル)

2015年度　教会標語
「わたしたちは見えるものではなく、

         見えないものに目を注ぎます」　



・クリスマス愛餐会委員会 ◎火曜礼拝　第2・第4火曜日　3:00pm
・臨時教区総会　4：00pm  ・おやこの広場　水曜日・金曜日　9:30am

(於：国立教会)  ・お仕事会　第2・第4金曜日　1:00pm

　　　　　　　　　　　　　　　（Ⅱコリント4：18）



              ２０１５年　１２月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　tel:03-3337-5879 / fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

2015年度　教会標語  ・9組,14組(練馬、北多摩)
「わたしたちは見えるもの ・鷺の宮集会   1：30pm クリスマス会　11：00am 

　 　ではなく、見えないものに目を注ぎます」　　　　　（於：速水 きみ 姉宅） ・若草会クリスマス会  (於：左近 和子 姉宅)
・待降節祈祷会　7：30pm 11：00am

「病床・高齢の教友を覚えて」 ・3,4組(阿佐谷南)
　（司会：藤本 益子 姉）・聖書に親しむ会　7：30pm クリスマス会　3：00pm

 (於：教会ホール)

6  待降節第2主日 7 8 9 10 11 12
【説教：大宮 溥 牧師】 ・朝の祈祷会　11：00am  

・洗礼準備会Ⅱ （奨励：加藤 真衣子 牧師）・教会奉仕日　10：30am・おやこの広場クリスマス会
・担任教師就任式 ・降誕祭火曜礼拝　3：00pm（司会：古畑 とも子 姉） 9：30am
・長老会 【聖餐式執行】

・お仕事会・若草会ミニバザー 【説教：堀川 樹 牧師】 ・ときわ木会例会　1：00pm 
・ニコデモ会 ・13組(武蔵野中西部)
・1組2組(阿佐谷北) ・教会史資料委員会　7：00pm・祈祷会〈証し会〉　7：30pm クリスマス会　3：30pm 
クリスマス会 5：30pm 　（立証：櫛田 真澄 姉）・聖書に親しむ会　7：30pm  (於：教会ホール)

(於：教会ホール) 　（司会：皆川 悦子 姉）

13 待降節第3主日 14 15 16 17 18 19
【説教：大宮 溥 牧師】 ・訪問聖餐日 ・訪問聖餐日 ・訪問聖餐日 ・訪問聖餐日

・洗礼準備会Ⅲ
・礼拝委員会

・CSクリスマス　2：30pm ・待降節祈祷会　7：30pm　 ・共励会クリスマス会
「降誕祭礼拝・受洗者のために 6：00pm(於:祈祷室)

・降誕祭青年夕礼拝 6：30pm 聖夜讃美礼拝のために」

【説教：堀川 樹 牧師】  （司会：西川 涼子 姉）

20 降誕祭礼拝 21 22 23 24 25 26
【洗礼式・聖餐式執行】

【説教：大宮 溥 牧師】

・クリスマス愛餐会 ・牧愛会クリスマス会 12:00 ・ときわ木会役員会

・地の塩会クリスマス会 4：00pm (於:教会) 10：30am

・祈祷会　お休み ・聖夜讃美礼拝　7：00pm
【説教：船本 弘毅 先生】

（Ⅱコリント4：18）



27 歳末礼拝 28 29 30 31   　　 ◎教会学校　　日曜日　9：00am
(子どもメッセージ)  　　  ◎青年夕礼拝　第2日曜日　6：30pm
【説教：堀川 樹 牧師】   　　 ◎主日夕礼拝　第4日曜日　6：30pm
・シオン会役員会 ・歳末祈祷会　7：30pm    　　◎火曜礼拝　第2・第4火曜日　3:00pm

 「一年の恵みに感謝して」 　　   ・おやこの広場　水曜日・金曜日　9:30am
 （司会：米山 謙 兄）        ・お仕事会　第2・第4金曜日　1:00pm



　　　　２０１６年　１月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　Tel:03-3337-5879 / Fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土
1 2

 

3　新年礼拝 4 5 6 7 8 9
(子どもメッセージ) ・おやこの広場再開

【説教：大宮 溥 牧師】
・年頭祈祷会Ⅱ　1：30pm

「教会の新しい歩みのために」

・年頭祈祷会Ⅰ　7：30pm（司会：山中 光子 姉）
「世界平和のために」

（司会：高倉 信行 兄） ・聖書に親しむ会　7：30pm

10 成人祝福式礼拝11 12 13 14 15 16
【説教：大宮 溥 牧師】 ・教会奉仕日　10：30am
・教会学校3学期開始 ・ときわ木会新年例会

・日曜求道者会再開 　12：30pm ・19組(千葉)組会 11:00am
・長老会 (於:市川 厚生年金会館マルシェ)
・図書委員会 ・祈祷会　7：30pm

・火曜礼拝　3：00pm 「受験生のために」

【説教：加藤　真衣子 牧師】（司会：松原 郁哉 兄） ・聖書に親しむ会　7：30pm

17 降誕節第4主日18 19 20 21 22 23
【説教：加藤 真衣子 牧師】

・日曜求道者会 ・ときわ木会役員会 
・ＣＳ全体・科別教師会 10:30am
・社会委員会、教会音楽委員会 ・10組(世田谷)組会 1：30pm
・若草会役員会 (於：中村剛健・静子兄姉宅)
・地の塩会役員会 ・祈祷会　7：30pm
・地の塩会例会　4:00pm 「臨時教会総会・ ・聖書に親しむ会　7：30pm ・信友会新年交流会　

・青年夕礼拝　6:30pm 音楽集会のために」 4：00pm
【説教：堀川 樹 牧師】 （司会：太田 好則 兄）

24 降誕節第5主日25 26 27 28 29 30
【説教：大宮 溥 牧師】
・日曜求道者会 　　　　　 ・教区教会役員研修会

・臨時教会総会 　2：00pm　(於：高井戸教会)

※元旦礼拝はありません。新年礼拝にお集いください。



  　　　     ２０１６年　２月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 　　　〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　tel:03-3337-5879 / fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
教区一泊教師 ・鷺ノ宮集会　    1：30pm

研修会 （於：速水 きみ 姉宅）
(於・小金井聖霊
修道院マリア館) ・祈祷会　7：30pm ・聖書に親しむ会　 7：30pm・伝道委員会　7：00pm

　「部会総会のために」

（司会：前田 みち 姉）

7 降誕節第7主日 8 9 10 11 12 13
【説教：大宮 溥 牧師】 ・朝の祈祷会　11：00am  ・教会奉仕日      10：30am・教区婦人全体集会
・日曜求道者会 （奨励：堀川 樹 牧師） 10：30am（於:西荻教会）
・長老会 （司会：樋口 恵子 姉） ・教区社会部 ・10組(世田谷)組会 1：30pm
・ニコデモ会 「信教の自由を守る日集会」 (於：中村剛健・静子兄姉宅)

･ときわ木会総会　1：00pm2:00pm (於：吉祥寺教会)
・火曜礼拝　3：00pm ・祈祷会[灰の水曜日]　7：30pm
【説教：堀川　樹 牧師】 「受難節を覚えて」 ・聖書に親しむ会　 お休み

（司会：小森 和子 姉）

14 創立92周年記念礼拝15 16 17 18 19 20
【聖餐式執行】

【説教：大宮 溥 牧師】
・日曜求道者会

・ＣＳ全科合同礼拝

・愛餐会 ・祈祷会〈証し会〉　7：30pm 
・地の塩会例会　4:00pm 　（立証：梅田 真琴 神学生）
・青年夕礼拝　6:30pm 　（司会：加藤 真衣子 牧師）・聖書に親しむ会　 7：30pm
【説教：加藤 真衣子 牧師】

21 受難節第2主日22 23 24 25 26 27
【説教：中野　実 協力牧師】

・日曜求道者会

・ＣＳ科別教師会 ・ときわ木会役員会

・聖歌隊・オルガニスト懇親会                     10：30am  
・財務委員会 ・祈祷会  7：30pm
・はこぶね委員会 ・火曜礼拝　3：00pm 「長老選挙のために」

・図書委員会、社会委員会 【説教：加藤　真衣子 牧師】（司会:打方 真樹 兄） ・聖書に親しむ会　 7：30pm
・信友会役員会

・若草会役員会



28 受難節第3主日29
【説教：大宮 溥 牧師】 2015年度　教会標語   　◎教会学校　　日曜日　9：00am        ・おやこの広場　水曜日・金曜日 9：30am
・日曜求道者会 「わたしたちは見えるもの  　◎青年夕礼拝　第2日曜日　6：30pm   ・お仕事会 第2・第4金曜日 1：00pm
・信友会総会 　 　ではなく、見えないものに目を注ぎます」  　◎主日夕礼拝　第4日曜日　6：30pm



　　　　２０１６年　３月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー 〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　tel:03-3337-5879 / fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土

2015年度　教会標語 1 2 3 4 5
「わたしたちは見えるもの ・鷺ノ宮集会　1：30pm
　 　ではなく、見えないものに目を注ぎます」（於：速水 きみ 姉宅） ・教区壮年委員会主催講演会

・祈祷会　7：30pm 2：00pm (於：吉祥寺教会)
「東日本大震災5年を覚えて」・聖書に親しむ会　7：30pm　
（司会：吉田 三樹 姉）

6  受難節第4主日 7 8 9 10 11 12
【説教：大宮 溥 牧師】 ・朝の祈祷会　11：00am  

・洗礼準備会Ⅰ （奨励：加藤 真衣子 牧師）・教会奉仕日　10：30am・おやこの広場3学期終了
・長老会 （司会：加藤 直美 姉）
・ニコデモ会

・ときわ木会例会　1：00pm

・火曜礼拝　3：00pm ・祈祷会〈証し会〉　7：30pm 
【説教：加藤 真衣子 牧師】（立証：堀川 樹 牧師） ・聖書に親しむ会　7：30pm

（司会：大橋 幸子 姉）

13 受難節第5主日 14 15 16 17 18 19
【説教：梅田 真琴 神学生】
・洗礼準備会Ⅱ ・若草会例会　　10：00am
・ＣＳ全体・科別教師会

・奉仕委員会

・図書委員会

・信友会例会・役員会

・地の塩会例会 4:00pm ・祈祷会　7：30pm　 ・聖書に親しむ会　7：30pm
・青年夕礼拝　6:30pm 　「臨時教会総会のために」
【説教：堀川 樹 牧師】 （司会：山中 光子 姉）

20 棕櫚の主日 21 22 23 24 25 26
【説教：堀川 樹 牧師】 ・受難週早天祈祷会Ⅰ・受難週早天祈祷会Ⅱ ・受難週早天祈祷会Ⅲ
・洗礼準備会Ⅲ 　　　　　　　　　　　6：30am 　　　　　　　　　　　6：30am 　　　　　　　　　　　6：30am 
・ＣＳ3学期終了 （司会：皆川 悦子 姉）（司会：日高 啓子 姉）（司会：鄭 娜晤美 神学生）
・臨時教会総会 ・受苦日祈祷会　2：00pm

・教区全体研修会 ・洗足木曜日夕礼拝 7：30pm（奨励：大宮 溥 牧師）

      10：00am-3：00pm・火曜礼拝　お休みします。 【聖餐式執行】

　　　　(於：阿佐ヶ谷教会) 【司式：堀川 樹 牧師】
【説教：加藤 真衣子 牧師】

                              （Ⅱコリント4：18）



27 復活祭礼拝 28 29 30 31  　◎教会学校　　日曜日　9：00am

【説教：大宮 溥 牧師】  　◎青年夕礼拝　第2日曜日　6：30pm

【洗礼式・聖餐式執行】 ・教区教育部高校生春キャンプ  　◎主日夕礼拝　第4日曜日　6：30pm

・CS早天礼拝　7：30am (於:日本バイブルホーム)    ◎火曜礼拝　第2・第4火曜日　3:00pm

(於：東京女子大グラウンド) 　  ・おやこの広場　水曜日・金曜日　9：30am

・歓送迎愛餐会 ・東神大高校生会 ・祈祷会　7：30pm　     ・お仕事会　第2・第4金曜日　1:00pm

11:00am～4:00pm 　「新年度のために」

・主日夕礼拝　お休みします。 (於:東京神学大学) （司会：荻原 雄二 兄）



　　　　２０１６年　４月　　阿佐ヶ谷教会カレンダー〒166-0001 杉並区阿佐谷北５－１８－１０　tel:03-3337-5879 / fax:03-3310-0932

日 月 火 水 木 金 土

   2016年度　教会標語 ◎教会学校　　日曜日　9：00am 1 2
   「希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、◎青年夕礼拝　第2日曜日　6：30pm      ・おやこの広場　水曜日・金曜日　9:30am・ときわ木会新旧役員会・こばと会、真愛会春の遠足

      　　　　　　　　　　たゆまず祈りなさい」 　　　　　　◎主日夕礼拝　第4日曜日　6：30pm      ・お仕事会　第2・第4金曜日 1:00pm 10:30am 9:00am～3:00pm

◎火曜礼拝　第2・第4火曜日　3：00pm (於:葛西臨海公園・水族園)

3 復活節第2主日 4 5 6 7 8 9
(子どもメッセージ) ・教会奉仕日　　10：30am・おやこの広場再開

【新年度標語による説教】 ・鷺の宮集会　１：30pm・標語の歌選考会(曲) 2:00pm
【説教：大宮 溥 牧師】 （於：速水　きみ姉宅） ・1,2組(阿佐谷北)組会 1:30pm  
・日曜求道者会 (於:日高好男・啓子兄姉宅)
・長老任職式

・讃美歌練習 ・祈祷会　7：30pm　
・長老会 「新年度長老会のために」・聖書に親しむ会再開　7：30pm
・ニコデモ会 （司会：宮島 陽子 姉）

10 復活節第3主日11 12 13 14 15 16
【説教：大宮 溥 牧師】
・日曜求道者会 ・朝の祈祷会　　11：00am
・ＣＳ1学期開始  （奨励：加藤 真衣子 牧師）
・ＣＳ教師任職式  （司会：高月 三世子 姉）
・オルガニスト・聖歌隊任職式 ・火曜礼拝　3：00pm
・活動委員会組織会 【説教：江原 有輝子 伝道師】・ときわ木会例会　1：00pm 
・教区墓前礼拝　3：00pm
・若草会役員会 ・祈祷会［証会］　7：30pm
・地の塩会例会・歓迎会　3：30pm （立証：江原 有輝子 伝道師）
・青年夕礼拝　6：30pm ・伝道委員会　7：00pm（司会：大宮 溥 牧師） ・聖書に親しむ会　7：30pm
【説教：加藤 真衣子 牧師】

17 復活節第4主日18 19 20 21 22 23
【説教：大宮 溥 牧師】
・日曜求道者会 ・若草会例会　2：00pm ・ときわ木会役員会

・ＣＳ全体・科別教師会 　　　　　　　　　10：30ａm
・問安奉仕者の集い ・祈祷会　7：30pm　

「教会学校のために」

（司会：鄭 娜晤美 神学生）・聖書に親しむ会　7：30pm

24 復活節第5主日25 26 27 28 29 30
【説教：中野 実 協力牧師】

・日曜求道者会 ・長老研修会

・信友会例会、役員会 10:00am～3:00pm
・シオン会例会、役員会 ・14組(北多摩)組会 2：00pm
・共励会例会 ・火曜礼拝　3：00pm ・祈祷会　7：30pm　 ・教区ＣＳ子ども大会　(於 矢崎 皓一・由美兄姉宅)

【説教：加藤 真衣子 牧師】「活動委員会のために」 11：00am (於：東京神学大学)
・主日夕礼拝6：30pm （司会：中川 義幸 兄） ・聖書に親しむ会　7：30pm
【説教：江原 有輝子 伝道師】

【説教：江原 有輝子 伝道師】

　　　　 (ローマの信徒への手紙12：12)    


