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茅ヶ崎同盟教会 教会学校だより 

2017 夏期学校レポート                         大木怜子 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 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 18 日,本年度も教会学校１日夏期学校を企画

しました。「サンキュー、ありがとう」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。中・高科担当の大木姉がレポートします。 

 

８月 18 日（金）AM9:00  晴れ 気温 27℃ 

数か月前から祈りつつ準備してきた夏期学校。それにしても今年は異常気象

だ。雨が多く８月に入って昨日まで毎日雨が降っている。こんな年は数十年ぶ

りらしい。まあ,スーパー猛暑を心配していたので,気温がそれ程でないのはあり

がたいし,皆が集まる朝にお天気がまず守られたことに感謝。教師全員で手早く

準備,前日からいろいろ仕込んでいたから万端だ。集まって山村先生の祈りをも

って主の前に静まり,鋭気を養う。 

今年のテーマは「サンキュー・ありがとう」 聖句＝いつも喜んでいなさい。 
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2017 年度年間暗誦聖句 

 (CS さんびかライブラリー77 番) 

神は, 実に, そのひとり子をお与えになったほどに, 世を愛された。 

それは御子を信じる者が, ひとりとして滅びることなく,  

永遠のいのちを持つためである。 

神が御子を世につかわされたのは, 世をさばくためではなく, 

御子によって世が救われるためである。 

ヨハネの福音書 1３章１6-１7 節(新改訳) 

 

絶えず祈りなさい。すべての事について感謝し

なさい。これが,キリスト・イエスにあって神が

あなたがたに望んでおられることです。(Ⅰテサ

ロニケ 5:16-18 新改訳) 

まず教師である私たち一人ひとりが,主の前に

感謝をもって仕えなければならないと改めて心

に留めた。 

10:00 次々と子どもたちが元気に到着。開

会礼拝までの時間皆で賛美をして待つ。山村先

生親子の伴奏,美穂子先生の指導と松原湖キャン

プ帰りの４年生２人のリードで皆元気いっぱい

賛美をする。 

10:30 いよいよ開会礼拝が始まった。再び

美穂子先生のリードで新しい賛美 3 曲を歌って

踊る。初めてだけど楽しい曲に子ども達も元気

よくついてくる。山村先生のお話はザアカイを

テーマに,その孤独な生き方,それを変えられた

イエス様の愛について。先生のお話は具体的で

わかりやすい。その絵心もほんわかしていて笑

いを誘う。子どもたちは静かに聞き入っていた。 

11：00 教師劇,これも意地悪で孤独なおじいさんが,ありがとうと言われ続

けて変わっていく姿を教師が熱演。主演は森本校長と安田姉。安田姉の演技力

とその衣装等は毎年凄い。終わった後にある幼児が「マア婆さん（安田姉）の

頭って中はどうなってたの？禿げてたのかなあ…？？」と帽子をかぶった安田

姉を完全に本当の老婆と思って気が付いていなかった様子。（笑）その間に婦人

会の方々の熱いご奉仕でおいしい昼食が準備される。 
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12:00 昼食タ

イム。ロールパ

ンサンドやゼリ

ー等,皆でおいし

くいただく。あ

らためてご奉仕

に感謝。昼食の

心配無く子ども

たちに集中でき

た。でも毎年楽

しみにしていた

水田兄のブドウはまだ届かず（完全に期待して待っている私たち）…。 

13:00 よりは少し早めに,工作タイム。だんだんネタ切れになってきたけど,

今回はオリジナル・ペンケース作り。ペンケースは初めての挑戦。そのままで

も素敵なダブルファスナーでレース付きのペンケース or ポーチに,絵の具やキ

ラキラペン,スパンコールやデコパージュ等,好きな材料や手法でデコレイトする。

今までのバッグへのデコレイトに比べて,面積が小さいので,簡単なようで細かい

から難しい面もあり。子どもたちはそれぞれ年齢に応じて個性的な作品を熱心

に作成。本当はお母さんや先生も作りたかったね…そんな中,高学年の子どもた

ちは積極的にお手伝いをしてくれて感謝。遠慮していたので,自分たちの分も作

ってねっ…と最後に教師が交替。すると喜んで作成開始。３人とも同じデコパ

ージュ,しかも素材もまったく同じものを選ぶのでびっくり！気が合うんだねえ

…でも出来上がりは趣味に合わせて三者三様。だから手作りは素敵。 

14:00 前後から恒例のおやつのかき氷！イチゴにメロン,レモンにブルーハ

ワイ,抹茶に小豆に練乳まで選び放題おかわり自由!! ワイワイ言いながらかき氷

を食べる。気温 31℃久々暑い今日にぴったり。 

15:00 前から皆でカレーライスとフルーツポンチ作り。今年はお手伝いの方

が多かったので,子どもたちの包丁使いを見守るスタッフも十分。初めて私は見 
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守り隊を外れて 14 時半過ぎから一足早く玉ねぎや肉を大鍋で炒め始める事が

できた。実は毎年すべて終わってから火を入れ始めていたが,家庭用コンロで

100 人近くのカレーを煮るにはかなりの時間が必要。いつも子どもたちをお待

たせしてしまっていたので,今年こそは‥といろいろ策を講じていたのだ。だか

らここでは,子どもたちの様子は一切見ていなかったのでレポートできないが,カ

レーは 4 時には完成出来て,カレーが子どもたちをお待ちしする状態に,作戦成

功！お手伝いの方々に改めて感謝。来年もよろしくお願いします。さて,ニンジ

ンやジャガイモ,フルーツを切り終えた,休憩タイムは映画観賞「愛少女ポリアン

ナ物語」稲津兄が自宅から持ってきてくださった DVDだ。これは私が子どもの

頃にやっていたハウス食品の夕方のテレビ番組。ホワイト夫人をとても印象深
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く覚えていたので懐かしかった。正直,子どものころ見ていた時は,ホワイト夫人

が怖くてうざくて,好きな番組では無かったけど・・・今見ても本当に“うざい”

おばさんだった（笑）。でも大人になるとさすがにもっと余裕をもって見られる

ので良い話だなあ…と楽しめた。が,レポートを書くためのホンの 10 分ほど見

て,またカレー鍋の元へ帰る。するとなんと,外は雨が降っていた。これで 18 日

連続の雨,まるで梅雨だね。でも少し涼しくなって鍋奉行には助かった。ミニゲ

ーム,ビンゴ大会の終盤位で,カレーが完成したので,再度子どもたちと合流。ビン

ゴ大会は少し波乱が有ったが,おおむね楽しめたのではないだろうか。さらに加

藤姉がリードする恒例の椅子取りゲームは幼児から母親までクラス別です。今

回は優勝・準優勝者にメダル授与があり,熱気あふれる圧巻のひとときでしたね。 

16:30 くらいから夕食。念願の水田兄のブドウも届いた豪華なデザート付き。

改めて水田兄に感謝。子どもたちも大喜び。子どもたちも沢山おかわりして満

腹。やはり自分たちで作ったご飯は特別だよね。その後感想文を書いた。 

17:30 集合写真撮影。ちょっと限界になった 2 歳児がいたので（朝からお疲

れさま。頑張ったね）先に撮影会を決行。ハイ・チーズ！皆満面の笑顔。 

18：00 頃から閉会礼拝。またみんなで元気に賛美。そして今度は森本校長

から“ありがとう”を言う大切さのお話を自分が熱演したザボン爺さんとディ

ケンズが書いたスクルージ爺さんのお話からのメッセージでした。最後の賛美

はびっくりするほど皆元気で大きな声!!  3 曲とも初めてだったのに,今日一日

で,振り付けまでばっちり覚えて,たぶんしばらくは,子どもたちの頭の中で賛美

が鳴っているのだろうね。 

18：30 解散。途中はどんどん時間が早まって行ったけど,終わった時間は予

定どおり。 
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【今回の感想】 

とにかく,楽しかった。山村先生ご一家に感謝。美穂子先生は流石にベテラン

現役のミッション系幼稚園の先生だけあって,とてもスマートに事が進むし,お二

人とも松原湖で鍛えたキャンプ魂を感じる。一段と夏期学校のレベルがアップ

した感。そして,今年松原湖へ参加した 3 人がリードしてくれたのも大きい。子

どもたち自身が積極的にかかわってくれて,中学生たちも沢山お手伝いしてくれ

た。山村先生ご夫妻含めてかなり若返った事は大きい。また,多くの教会員のお

手伝いに感謝。婦人会の方々,そして朝早くから一日中ご

奉仕くださった稲津兄や早坂姉,早坂姉は前日の大道具

から大判プログラムまで作ってくれて本当に助かった。

今年は,昨年より人数が少なかった分,落ち着いてお話が

聴けたり,大きな混乱なく終われました。 

神さま,夏期学校が一日守られた事に感謝いたします。 

子ども:43名 母:10名 教師:11名 教会員:11名 参加ありがとうございま

した。  

 

2017 年夏期学校感想文 

編集注＝この項は手書きメモを弓桁あずさ姉が判読しテキスト化・親代筆あり。 

 

●ごはんとぶどうをたべておいしかったです。びんごをしてたのしかった。お

やさいありがとう。THANK YOU ありがとう。（2 歳） 

●おひるごはんのロールパンもおゆうはんのカレーもぜんぶたべました。ごち

そうさまでした。こうさくでは,いろんないろのえのぐをつかって,かっこいい

バッグができました。いすとりゲームやビンゴもたのしかったです。ありが

とうございました。（3 歳） 

●さんびっしゅがおもしろかった！（3 歳） 

●かきごおりがおいしかった。ペンケースづくりがたのし

かった。カレーライスがおいしくておかわりしました。

ゲームがおもしろかった。うたがおもしろかった。（５

歳） 

●かきごーりおいしかった。かれ～らいすがおいしかった。

さんびがたのしかった。げきもおもしろかった。じぶん

のおりじなるのぺんけーすをつくってよかった。またき

たい。げーむもたのしかった。（5 歳） 
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●ビンゴがたのしかったです。フルーツポンチづくりがたのしかったです。い

すとりゲームがたのしかった

です（5 歳） 

●えいがかんがたのしかった。び

んごがたのしかった。（5 歳） 

●きょういちにちみんなでびん

ごやたこと。（5 歳） 

●つくるのがたのしかった。フル

ーツポンチつくるのたのしかっ

た。（5 歳） 

●全ぶ楽しかった。（6 歳） 

●たのしかった。（6 歳） 

●ぜんぶ（6 歳） 

●さんびをしてたのしかったです。ゲームをしてたのしかったです。ふるうつ

をきってたのしかったです。（6 歳） 

●かきごうりえいがとたのしかった。（6 歳） 

●きょうはかきがっこうがたのしくていつもあそべてうれしかったです。あり

がとう。（6 歳） 

●たのしかった。（7 歳） 

●今日はいすとりゲームで金メダルをとりました。ビンゴゲームもたのしかっ

たです。今日一日をたからものにしたいです（7 歳） 

●きょうはたのしかったです。いすとりげえむでぎんめだるをもらいました。 

とてもたのしかったです。あと,びんごもたのしかったです。かきごうりもお

いしかったです。（7 歳） 

●たのしかった。（7 歳） ☆1 年ぶりに見る自分の子も他の子の成長にびっく

り,感心しました。少しお兄ちゃんになったのか,今年は歌のとき踊らないんだ

～と男の子になってきたなと（笑）。今年も楽しかったです。ありがとうござ

いました。（母） 

●かき学校はたのしかったです。カーレライスがおいしかったです。かき氷が

おいしかったです。らい年もこようとおもいました。（8 歳） 

●おひるごはんのロールパンとせんせいたちのげきとおやつのかきごおりと工

作とさんびをうたったりゲームをして,いすとりゲームをみたり,えいがをみた

りして,自分たちが作ったりょうりが食べられてとてもたのしかったです。ら

いねんもまたきたいです。（8 歳） 

●カレーがおいしかったです。（8 歳） 

●ぼくは全たいてきにたのしかったです。とくにビンゴと,夕はんは,すごいたの
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しかった。ビンゴには,1 位になって,夕はんはおいしかった。

いっぱい夕はんをたべられてうれしかった。（8 歳） 

●今日はたのしい 1 日でした。きょうはすばるくんともとも

だちになれました。すばるくんはみたことある人です。でな

んかわからないけどしりあいになりました。ぼくはいすとり

ゲームで1位の金メダルをとってとてもうれしかったです。

カレーライスはとてもおいしくできた。来年もたべたいっておもいました。さ

としさんはとってもやさしくて,よかったと思います。ビンゴゲームはすばる

さんとたいけつしてまけたけどたのしかったです。また来年もきたいです。（9

歳） 

●ペンケースを作るのがいろいろな物をつけたり書いたりして自分のオリジナ

ルを作るのがたのしかったです。おやつの時間もかきごおりのシロップをい

ろいろかけられたので楽しかったです。ビンゴゲームをいろいろなおもちゃ

からえらべてとても楽しかったです。夜ごはんのじゅんびもたいへんだけど

おいしかったからうれしかったです。（9 歳） 

●わたしはとってもとってもたのしかったことは,ぜんぶです。その中でもおも

いでにのこると思ったのは,工作をしたことです！！わたしは今日でいろいろ

なことをならいました。いすとりゲームもまけてしまってすごくくやしかっ

たけどおにいちゃんがかててすごくたのしかったしおもしろかったです。ま

たここで色いろしたいです。（9 歳） 

●今日は本当に楽しかったです。特に工作でペンケースを作ってアクリル絵の

具を塗るのが難しかったけど楽しかったです。讃美で歌うのが初めてだった

のもあったけど楽しく歌えました。かき氷もおいしかったです。いろいろな

人と話して友達になれました。ビンゴでも５リーチをしてしっかりビンゴで

きて良かったです。イスとりゲームでもメダルはとれなかったけど楽しくで

きました。（９歳） 

●かきがっこうは３回目ぐらいで,やることは,だいたいわかるけどちがうきょく

(曲？)とかもやったので,たのしかった。いつもビンゴは,おそくあたっている

のにこんかいは,はやくあたりほしいものがもらえたのでよりたのしかった。

今日は,りょうりもうまくできた。しょうたいされたらまたいきたいです。（10

歳） 

●工作で,うらがとてもきれいにできた。おもてまではあまりできなかったのが

ざんねんだったけれど,よくできてうれしかった。カレーがとてもおいしかっ

た。ぶどうがおどろくほどまんまるなものがあってびっくりした。（10 歳） 

●今日のかきがっこうはいとこのけいともしほもはじめてきてくれたし,さそっ

たお友だちもいっぱいきてくれたし,ビンゴでなかよしの友だちと,ほしいもの
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がおなじで,その子よりさきにビンゴしてけいひんがもらえたし,いすとりゲー

ムでぎんめだるもらえたし,さんびもたのしかった。とくにさんびでまえにで

ておどれたのがたのしかった。来年もまたいくね～（10 歳） 

●かきごうりがおいしかった。ポシェットを作るのがたのしかった！うまくで

きた。さんび歌がたのしかった。りょうりもたのしかった！うまくできた！

よるごはん,昼ごはんがおいしかった！ビンゴやゲームもおもしろかった。え

いがおもしろかった。（10 歳） 

●今日のかきがっこうはとてもたのしかったです。そしてりょうともともだち

になれてうれしかったです。らいねんもこようと思いました。かきごうりは

おいしかったしカレーライスはじぶんたちでつくったからべんきょうにもな

ったしおいしかったです。いすとりゲームでは２位だったけどビンゴではス

ライムもとれておともだちがいっぱいいてたのしかったです。あと,さとしさ

んともともだちになれました。やさしい人がいっぱいいていい人です。（10

歳） 

●いろんなさんびをまなんでポーチを作ったりカレーを作ったりしてみんなで

たのしくＢＩＮＧO ができてたのしかったです。いろんな人とも友だちにな

れたからとてもいい気持ちになりました。かきがっこうのみなさまにかんし

ゃしています。すごく楽しい１日だったです。（10 歳） 

●今日一日映画を見たり,ビンゴゲームやいすとりゲームとかごはんを作ったり,

おいのりや,れいはいをしてすごく楽しかったです。ポーチなど作ったりした

のは,はじめてだったのですごく思い出になり,心に残ったと思います。すごく

楽しかったです。いろいろうたをうたったりして,うたもちょっとだけおぼえ

ました。今日はしょうたいしていただき本当にありがとうございます。すご

く楽しい一日だったです。さいごの夜ごはんもおいしかったです。（10 歳） 

●夏期学校の参加は,はじめてでした。でも,いろいろなプログラムがあって楽し

かったです。「ポリアンナ」のアニメでは,「感謝」の大切さを学ぶことができ

ました。新しい友達もできて,とてもいい思い出になりました。来年の夏期学

校が楽しみです。（12 歳） 

●毎年,たくさんの小さい子と一緒に遊べて,すっごく楽しいです！お手伝いで

来ているのに,出来ることが少ないけど,これからもよろしくお願いいします。

みんなで作ったカレー,いつものカレーと違くて,めちゃくちゃおいしかった

です！（13 歳） 

●中学生で時々手伝いながら参加させてもらいました。私

が知らない子も話しかけてくれたり,遊ぼうって言って

くれてうれしかったです。みんなと仲良くなれました。

今年はいつもよりさんびが楽しかったです。ふりつけを
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しながらみんな笑顔でさんびしていて私も楽しくなりました。かきごおりと

カレー,フルーツポンチもおいしかったです。来年もぜひ色んな人に参加して

もらいたいと思いました。（14 歳） 

 

●編集後記 (Aug. 25th. 20１7 Updated) 

 新しい牧師先生をお迎えしての今年の夏期学校は思いで多

い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,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） 

 

 

  

2017 夏期学校写真集 
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●さらにおまけ画像です。 

 8 月 20 日の午後,教会員Ｓ兄姉宅において,当教会『山歩こう会』主催による

バーベキュー大会が行われました。当日の画像も少し掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


