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茅ヶ崎同盟教会 教会学校だより 

2016 夏期学校レポート                         稲津悠紀 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年度教会学校だより・夏期学校レポートをお届け

します。8 月 19 日,本年度も教会学校１日夏期学校を企画

しました。「いのちのみず」をテーマに聖書の学び,ゲームそ

してランチ,みんなで作るカレーライスの夕食など,教会でお

こないました。どんな夏期学校となったでしょうか。幼・

小学低学年担当の稲津姉がレポートします。 

 

201６年度年間暗誦聖句  

この水をのむものはだれでも,またかわきます。しかし,わたしが与える 

水をのむものはだれでも,決してかわくことがありません。 

わたしが与える水は,その人のうちで泉となり,永遠のいのちへの水がわ 

き出ます。         ヨハネの福音書４章 13-14 節(新改訳) 

今年もやってきました夏期学校!!  CS 教師陣にとっては大イベントです。し

かし年々私たちの体力が・・・教師の半数は 60 代後半～70 代、残りの教師も、

家族に病人を抱えての奉仕。どうなることやらと不安で迎えた当日でした。す

でに、子ども 58 名、母親 16 名の参加申し込みがあり、怪我や事故がなくス

ムースにプログラムが進むよう前日の祈祷会にて熱心に祈りが献げられました。 

そして石川先生が、今年のテーマ「いのちのみず」から、聖書の中での「水」
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について詳しく教えてくださり力づけられ臨みま

した。当日は,天候にも恵まれたスタートです!!  

受付開始 10 時前から、続々と子どもたちが集ま

ってきました。殆どがリピーター。なかには、今年

の 3 月に千葉に引っ越され、3 時間かけて来てくれ

た母子もいました。今年のテーマ曲はヨハネの福音

書 4：13-14「この水を飲むものは」その他に「ウ

オーキング・ウィズ・ジーザス」そして、今年初め

て讃美フラ「パラダイス」を取り入れてみました。

老婆ダンサー安田＆稲津が華麗に踊り、開会礼拝前

のひと時、会場を魅了させました？？？ 

開会礼拝では、石川先生が人間の体は半分以上が水で

出来ている。又、地球上の水を一箇所に集めると、ほん

のわずかしかない事を示され、水は人間にとって本当に

貴重で大切なものであると強調された。しかしそれに勝

る水があります。それはイエス様が与えてくださる水で

す。その水は永遠のいのちが与えられる水で乾く事がな

いのです。イエスさまを信じた人の心の中には喜びが溢

れ尽きる事がないのです。と子どもたちに解りやすくお

話してくださいました。 

さあ～この後は恒例（高齢とも?）の教師劇。今年は「いのちのみず」という

題の河童がメインの劇。河童の頭にのっている水は、大切な命の水で、それが

なくなると河童は生きていかれなくなる。しかし、その水は人を生かす力があ

る不思議な水なのだ。緑の T シャツ、緑のズボン、緑のタイツ緑の手袋、そし

て 100 均ショップで購入した河童の覆面をかぶり河童の親子登場。ちょびひげ

父さんは、あずさ姉(カ

トちゃん風)エプロン

をつけた母さんは純子

姉、その子ども一太郎

は私が演じました。あ

ずさ姉の身長よりこど

もの一太郎は小さくな

ければならず、ずーっ

と中腰体勢で歩いたの

で、翌日は太ももの筋

肉痛で悩みました。 
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笑いあり、涙ありで小さいこどもから 6 年生まで真剣な表情で見入っていま

した。病気で死にそうな少年のために、一太郎は自分の身も惜しまず大切な「い

のちのみず」を飲ませる場面になると、思わず「死んじゃうからあげちゃだめ

だよ!!」との声が・・・ストーリーも短く解りやすい内容だったので、後の感想

文でも、先生方の劇がおもしろかったとの評が多くあった。毎回、劇のバック

ミュージックを担当する美穂姉により、劇にふくらみをつけてくれるのであり

がたい。楽しい劇が終わるとランチ。裏方で 90 食のロールパンサンド（ウイ

ンナ－サンド、ハムチーズサンド）を黙々と作ってくださった婦人会の皆様方

のお陰でランチパックが出来上がっていました。ロールパンサンドの他にトマ

ト、ミニゼリー、大粒ぶどう（これは、毎年、水田兄が、この日を覚えて千葉

県・東金の地より送ってくださる愛の贈り物）がはいっていました。とっても

とっても美味しかった!! 

婦人会の皆様、水田さんありがとうございました。午後からは思い出のバッグ

作りだ。大木姉が色々な材料を用意してくださったので、本当にステキな、世

界に一つしかないバッグができあがりました。子どもたちの創造力ってすごい

ですね～。どの子もどの子も、思ったものをドンドン楽しみながら作り上げて

いった。一つひとつ皆様に見ていただきたい作品ばかりだった。出来上がった

子どもから、お楽しみのかき氷。あか、黄色緑、ブルー、練乳、あずきの中か

ら好きなシロップをかけてほおばる。あっと言う間に行列が・・・・・真っ赤 
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な舌、真っ青な舌に染まりながら、おかわり続出、レインボー（赤、青、緑、

黄色）が人気で写真を撮ってるお母さんもいましたよ。ただただ、ぐるぐる回

してかき氷を作ってくださった森本校長、頑張りましたね。疲れたことでしょ

う。 

夕食のカレー作りは、けが人も出ず、みんな真剣な表情でジャガイモ、人参

の皮むきから小さく切る作業を懸命にしていました。2 歳～小学 1 年生までは

フルーツポンチ作りだ。これまた上手にテーブルナイフで嬉しそうにカットで

きたね。みんな立派なコックさんでした。カレーができるまでの間は、ゲーム、

讃美、ビンゴでもりあがりました。夕食のカレーの美味しかった事。あっとい

う間にカレーがなくなり「おかわりしたかった～ァ」の声があちこちで・・・・

お釜ひとつぶんご飯が残り、塩むすびをつくったが、それもあっという間

に・・・・ 

感想文を書き、閉会礼拝となった。森本校長が、イエスさまを信じると心の中

が平安になり、いつも喜びでみたされます。イエス様のお話は毎週日曜日に教
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会へくると聞く事ができます。どうぞみなさん日曜日は教会へきてください。

待っていますよ。と締めてくださいました。 

一人ひとり、思い出のバッグとビンゴの景品をもって嬉しそうに笑顔いっぱい

で教会を後にした。嬉しかった。感謝があふれてきた。疲れたけれど心は喜び

で満たされた。教師一人ひとり持てるものを出し切って参加した。婦人会の皆

様も、どんなにか疲れた事でしょう。本当にありがとうございました。大学生

のとうこちゃん、中学生のけいかちゃん、わかなちゃんも良くお手伝いして下

さいました。ありがとう！そして、石川先生は説教だけでなく、カメラマン、

ゲーム、時間があれば缶詰の缶切りなど、申し訳ないくらい働かせてしまいま

した。感謝します。神さま！私たちと共にいてくださり守り導いてくださって

ありがとうございました。 

ここに集った子どもたちとお母様が、いつの日か「いのちの水」をイエス様

から頂く事ができますようにと祈るばかりです。教会員の皆様、お祈りありが

とうございました。 
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２０１６年夏期学校感想文 

 

●お疲れさまでした。楽しく参加させてもらいました。

途中眠くなってぐずってしまったのですが,外に出た

り部屋を変えさせてもらったりと居やすい環境でし

た。５才の姉は初めは人数が多くて知らない顔ぶれに

圧倒されていましたが,友達が増えて,「帰りたくない」

と言っていました。小さい子でも楽しめる内容で良か

ったです。（２才・５才児の母） 

●ありがとうございました。（３才児の母） 

●いろんなことをやってつかれちゃったけど,とてもたのしかったです。（年少児

の母代筆） 

●びんごがたのしかった。かっぱのげきがたのしかった。（４才） 

●ばっくをつくりました。せんせいといっしょにゲームをしました。かれーが

おいしかった。（４才） 

●Ｍちゃんはバッグ作りではじめてバッグを作ったから楽しかった。いすとり

ゲームでないちゃってくやしかった。かき氷でしたべろが青くなっておばけ

になるのがたのしかった。Ｍちゃんははじめておりょうり作りができて楽し

かった。カレーライスのじゃがいもがすごくおいしかった。たべられてよか

ったよ。カッパのあるくれんしゅうのところがすごくおもしろかった。（年中

児の母代筆） 

●げーむがたのしかった。おうたよかった。ごはんおいしかった。（５才） 

●かきごうりたべられたよ。ごはんがおいしかった。もうすぐかえるんだよ。

かれいのつくりかたおしえて。（年中） 

●いっぱいあそべてたのしかったよ。あとかれーがおいしかったよ。きょうの

でざあとおいしかったよ。ありがとう。（年中） 

●びんごのときすきなおもちゃがもらえませんでした。（５才） 

●おにぎりおいしかった。ビンゴたのしかった。（年長） 

●かきごうりがおいしかった。ひさしぶりにきてうれしかった。またきます。

ありがとう。（年長） 

●久し振りに皆様にお会いできて,たくさんの子供達のかわいい姿も見られて楽

しくいやされた時間でした。準備にかかわってくださった皆様に感謝致しま

す。ありがとうございました。お疲れ様でした。（年長児の母） 

●かき氷を食べるのが楽しかった。くだものをきるのが楽しかった。かれーを

食べるのが楽しかった。ゲームをするのが楽しかった。こうさくをするのが
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楽しかった。（年長） 

●たのしかたよ。かれえおいしかたよ。げえむたのしかた

よ。いろしてたのしかたよ。げきかおいしかたよ。（年長） 

●きょうわたのしかたです。ふーるつぽんちもかーれもお

いしかたです。たのしかたしおもしろかたしきょうおわ

たのしかたし,ありがとう。（年長） 

●ビンゴがたのしかった。（１年） 

●ゲームがおもしろかったです。ビンゴおしてカレーもたべ,うたもうたってた

のしいいちにちになりました。（１年） 

●びんごげえムたのしかった。ゆうしょくおいしかったよ。（１年） 

●ぜんぶたのしかったです。（１年） 

●プレゼントもらえてうれしかった。（１年） 

●去年より成長したＫの姿をみることができて,うれしかったです。劇やゲーム

でたくさん笑顔をもらえていやされました。楽しかったです。毎年ステキな

時間をありがとうございます。（１年児童の母） 

●こうさくがたのしかった。かき氷もおいしかった。カレーライスもおいしか

った。（２年） 

●いちにちたのしくすごせました。ありがとう。（２年） 

●きょうはビンゴが一ばんたのしかったです。カレーとサンドウィッチがおい

しかったです。工さくもたのしかったです。またこんど,日曜日は行かれない

けど,イースターとかはこれるから行きたいです。（２年） 

●ビンゴでおもちゃがもらえてうれしかった。カレーをつくるときほうちょう

をはじめてもったけどじょうずにできたからうれしかった。すごくいっぱい

の人たちとやってすごくたのしかったです。またらいねんも,たのしくみんな

であそんだりごはんをたべたりこうさくをしたりしたい。（２年） 

●ぜんぶたのしかったです。（２年） 

●よるごはんのフルーツポンチがサイダーのシュワシュワでおいしかった。お

やつのかき氷が３はいたべていろいろな食べ方をしてどのあじもおいしかっ

た。夏期学校で一番たのしかったのはビンゴです。まず一こリーチしてその

後４こリーチしてやっとビンゴできてうれしかった。（２年） 

●わたしはお話クイズが一ばんたのしいかな,とおもいました。お話クイズでは

ハズレでしたけどおもしろいとおもいました。夕ごはんのカレーとデザート

のフルーツポンチがすごくおいしかったです。フルーツポンチの中には,スイ

カが一つはいっていました。エコバッグは,きれいにできたとおもいます。つ

くるときは,いっぱいかざりがあったのでまよっちゃいました。（２年） 

●夕昼作りがたのしかったです。あと,先生のげきがおもしろかったです。（３年） 
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●カレーライス,昼ごはんのサンドウィッチがうまかった。ビンゴがたのしかっ

た。いすとりゲームはまけたけどたのしかった。先生たちのいのちの水がよ

かったです。今日一日たのしかったです。（３年） 

●カレーうまかったよ。昼ごはんも,サンドウィッチがおいしかったです。ゲー

ムもたのしかったです。ビンゴーもたのしかったです。気にいったものがあ

ってたのしかったです。げきもおもしろかったです。さんびもたのしくうた

えました。（３年） 

●わたしはカレーライスを作りました。３年生になったからじゃがいもとにん

じんを切りました。いっぱいきりました。おわったらもっと切りたいと思い

ました。うたをうたっているあいだにカレーのにおいがしたのでおいしそう

だと思いました。カレーをたべてみたらすごくおいしかったです。カレーを

いっぱいた（べた）のでおなかがいっぱいになりました。楽しかったです。（３

年） 

●カレーとランチが超おいしかった。あと,ビンゴとげきが面白かった。工作が

少し大変だったけどかなり面白かった。（３年） 

●カレーがおいしくて,バッグを作るのが楽しかった。ビンゴもたのしかった。

いすとりゲームとかのゲームが楽白かった。カッパの先生のえんぎも,いろい

ろ出てきて楽しかった。あとお昼ごはんもおいしかった。フルーツポンチも

おいしかった。あと,にんじんとじゃがいもも,きったり,かわをむいたりしてお

もしろかった。おやつのかきごおりもおいしくて,いろいろないちごとかメロ

ンとか,ブルーハワイとかまぜたりして,おもしろかった。また,次も,いきたいで

す。楽しかったです。（３年） 

●わたしはエコバッグ作りがたのしかったです。さいしょはむずかしそうだと

思ったけれど,じっさいやってみたらかんたんでもっとやりたかったです。お

やつにかき氷をたべておいしかったです。１回目はレモンで２回目はレモン・

イチゴ・メロン・ブルーハワイにしました。レモン・イチゴ・メロン・ブルー

ハワイのほうがおいしかったです。ビンゴゲームもたのしかったです。ビンゴ

ゲームでさいしょにビンゴしました。うれしかったです。カレーが一番おいし

かったです。カレーを３はい,おにぎり１つおかわりしました。もうおなかい

っぱいになりました。（３年） 

●カレーがおいしかったです。ビンゴゲームとイ

スとりゲームがたのしかったです。エコバッグ

を作るのもたのしかったです。おやつのかき氷

もおいしかったです。フルーツポンチとホット

ドッグもおいしかったです。またらいねんも来

たいな。（３年） 
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●わたしは,みんなでさんびしたり,ごはんを食べたり,工作

をしたりしてとってもたのしい一日になりました。とく

にせい書のおはなしでちきゅうや人間の水のことをしれ

てうれしかったです。きょうの「いのちの水」のげきが

おもしろくて人をたすけあうのがたいせつだなと思いま

した。みんなでたのしくすごせてうれしかったです。と

くにうれしかったのは,カレーにつかうじゃがいもやにんじんがうまくけがせ

ずにきれたことがうれしいなと思いました。先生たちがいろんなことをおしえ

てくれたりじぶんの前でにっこりしてくれました。らいねんもかきがっこうが

あったらいきたいです。一日ありがとうございました。（３年） 

●かいかいれいはいの前の歌が楽しかった。そのつぎのさんび,せんせいのげき

「命の水」もおもしろかった。午後のランチのパンにマーガリンがあって,わ

たしはマーガリンがきらいだけど,今日はおいしくたべれてよかった。こうさ

くのエコバッグつくりで「じょうずだね！」って言われて,うれしかった。お

やつのかき氷がおかわりできてよかった。ゆうしょくじゅんびでじゃがいも

をきるのがこわかったけどじょうずにできた。ゆうしょくじゅんびのあとの

ゲーム大会でビンゴでけい品を早くとれたのがうれしかった。来年も来たい

なと思った。（３年） 

●カレーがすごくおいしかった。ビンゴやいすとりゲームもたのしかった。カ

レーをつくるのもじょうずにできてよかった。だけどじゃがいもをむくの

がかたかった。かっぱのげきもおもしろかった。エコバッグづくりがじぶ

んの思いどうりの世界に一つだけのバックができた。さんびかも大きな声

で楽しく元気にうたえた。エコバック作りでアクリルえのぐをはじめて使

った。全ぶえのぐだけでかいた。おひるごはんもよるごはんもなかよしで

じぶんでさそった友だちといっしょにたのしくたべれたのがうれしかった。

らいねんも来たいよ。かき氷も２はいたべた。レモンのといちごとブルー

ハワイのをたべた。おいしかった。（３年） 

●こうさくが一番楽しかったです。自分だけのきれいなバックが作れて,とても

うれしいです。お友達と食べるお昼ごはんもおいしかった。おやつの時間はい

つもあまりたべれないので,今回はたくさんたべました。ゲームのじかんは,ほ

しいけいひんがもらえてうれしかったです。

（４年） 

●こうさくが楽しかったです！ゲームもたの

しかったです！ごはんもおいしいし,おとも

だちといっしょにおしゃべりをしながらた

べるごはんがおいしかったです。楽しかっ
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た！ありがとうございました。（４年） 

●夏期学校の全部楽しかったです。でも一番楽しかったのはいすとりゲームで

す。ぼくは一番になる自信はなかったけれど,一番になったからです。そして,

うれしかったことは,友だちが新しくできたからです。そして,ほかの友だちよ

りも,仲よしになりました。本当に夏期学校は楽しくなったし,うれしくなった

ので,思い出にのこる一日となりました。（４年） 

●かっぱのげきやかき氷をたべてふつうのかき氷とちがってふわふわでした。

シロップを全部の味でおいしかったです。ビンゴゲームをしたり,カレーライ

スをたべたりしてすごくおいしかったです。命の水の歌を歌ったり,パラダイ

スと言ううたをうたったりすごく楽しい一日をすごせました。ゆうしょくず

くりでじゃがいもをきったりにんじんをきったりとても楽しかったです。（４

年）  

●と中さんかだったのですが,バックも作らしてもらいうれしかったです。カレ

ーをたべていると「ぼくはマンゴーを切ったよ」「オレはバナナ！」と声が聞

こえてきました。その声をきいているとみんなたのしかったんだな～と感じ

られました。来年は最初から参加したいです。（５年） 

●先生がたの「いのちの水」のげきがとてもおもしろかったです。ありがとう

ございました。（６年） 

●昼ごはんと夜ごはんがとてもおいしかった。げきとかゲームとかもとてもお

いしかったし,おやつのかきごおりもおいしかったです。聖書の話も,とても勉

強になりました。それから工作で,エコバックを作った時に,書いていた絵がみ

んな分かったみたいでほっとしました。かき学校はとてもおもしろくて勉強

になりました。（６年） 

●小さい子と遊んだり,お手伝いをするのが楽しかったです。ご飯もおいしかっ

たです。ビンゴはなかなかビンゴにならなかったけど,残っていたふしぎなミ

ルクをＭちゃんにあげたらよろこんでくれたのでうれしかったです。今回は

お手伝いさんとして夏期学校に行ったけど,すごく楽しかったので,来年も来た

いです。（中１） 

●かわいい赤ちゃんとかとあそべて楽しかったです。ご飯もおいしかったです。

いつもは自分が遊ぶ立場だったけれど,今日は少しだけ

ど手伝う立場になっていつも裏で用意をしてくれてい

る人とか,指示を出している人の大変さがよく分かって,

その人たちがいるからみんなが楽しめることがよく分

かりました。バック作りも今年はみんなの手伝いをし

て自分のはあまりできなかったけど,みんなが喜んでく

れてよかったです。（中１） 
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●編集後記 (Aug. 25th. 20１6 Updated) 

 思いでの暑い夏の一日となりました。恒例の教会学校・夏期

学校は,すべてのプログラムがあっというまに終わりました。

ランチもかき氷のおやつもビンゴ大会も、そして夕食まである

盛りだくさんのプログラムとなり,たくさんのお友だちが参加

しました。最後に、テーマ曲と、おまけ画像集『写真でみる夏

期学校編』をお届けします。（森本） 
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