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茅ヶ崎同盟教会 教会学校だより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

2018 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 24 日,今年も教会学校の楽しい 1 日夏期学校

を企画しました。「いいことするって？」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。小学科担当の安田姉がレポートします。 

恵みの一日・夏期学校レポート 2018      安田雄子 記 

大型台風2０号の影響が心配された8月24日(金)朝,ザーツと

ひと雨降ったあと,雨はあがり,さほど強い日差しはなく,集まっ

てくる子どもやお母さま方を守って下さった神さまに,はじめ

に感謝いたします。 

今年参加した子どもは 1 歳～中学３年生まで 47 名, 20 名

近い保護者,キッチンのお手伝いの姉 10 名,朝から閉会まで,プ 

ロジェクターや,ピアノ伴奏の兄姉,そして CS 教師 11 名。大きくて見やすいプ 
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2018 年度年間暗誦聖句 (CS さんびかライブラリー32 番) 

 

いつも喜んでいなさい。絶えずいのりなさい。 

すべてのことにおいて感謝しなさい。 

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。 

 

テサロニケ人への手紙第一 5 章 16-18 節(新改訳 2017) 

 

ログラムを書いて下さったCS生徒のSさん,この日のために,さまざまなご協力

とお祈りをして下さったお 1 人おひとりに感謝いたします。 

 

午前 10 時受付に続々と集まってくる子どもたち,礼拝堂では CS 教師・山村姉

のリードで元気のよいさんびの声がひびきます。山村牧師のギターと S 姉のピ

アノ伴奏とともに,どんどんと子どもたちが増えていきます。  

 

今年のテーマさんび曲は,こどもさんびか集＃７『イエスが愛したように』。礼

拝以外でも,ところどころで何回も何回もさんびしました。閉会の時には,2 歳の

子どもたちが,前で歌っているお姉さんたちと並んで,リズムをとって踊って,お

父さん・お母さんをびっくりさせていました。このさんびの声は,神さまに届い

ていることを思い,大きな喜びを感じました。 

 

今年のテーマは,『いいことするって？』,引用聖句はマタイ 7:12,マタイ 6: 1

です。礼拝堂の前方に大きなスクリーンを備えて,絵本『ええことするのは,ええ

もんや』を CS 教師・稲津姉が読み聞かせました。 

 

礼拝では,山村牧師が,プロジェクター

を用意して下さり,有名な“山上の説教”

より,「人にしてもらいたいことは,何で

もあなたがたも同じようにしなさい」。

反対に「人にされていやなことは,人にし

てはいけません」。でも,こういうことは

「そんなに簡単じゃありません」。 こ

のことばが写し出された時,私も含め,多

くの子どもたちもホッとしました。では,

どうしらよいのでしょう？ 
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イエスさまの十字架は,神さまの愛

のしるしです。イエスさまが教えて

下さった愛は「自分を与える愛」で

す。私たちはイエスさまの愛をいた

だいて,誰かのために,祈ったり助けた

りできます。「その力を下さい。」と

神さまにお祈りしましょう。子ども

たちはみんな静かにお話しを聞いて

いました。 

午後の礼拝は 3 時から,川島伝道師のお祈りではじまりました。CS 教師・川

上姉のお話しです。トルストイの『アリとハト』のお話しからでした。神さま

の大切な子どものイエスさまは,私たちを助けるためにお生まれになり,今も私た

ちを見ていて下さり,助けて下さるお方です。 

小さな私たちでも,大きな大人を助けることができる。できない時や困った時

は,お祈りをすれば聞いて下さる神さまが,できるようにして下さいます。“お友だ

ちやまわりの人を助けることができる私たちにして下さい。”と, お祈りをしま

しょう。小さな子どもたちにもよくわかり,大人の心にも残るお話しでした。 

この日,子どもたちの心にみことばの種が蒔かれました。力強く根をはり,育つ

ように祈ります。 

 

この日は,おいしいものもたくさんありました。毎年,前日にちゃんと届く千葉

に住む元教会員の M 兄からの大きな甘いぶどう。ロールパン・サンドのランチ。

そして午後は子どもたちみんなで,皮むきしたり,切ったり,型抜きをした最高に

おいしいカレーライスの夕食。おかわりせずにはいられませんでした。 

 

おやつは,この道何十年! おなじみ CS 森本校長のかき氷屋さんが大繁盛でし

た。みんなカップをもって行列します。色とりどりのかき氷をしあわせな表情

で味わう顔,顔・・・少し疲れをおぼえたスタッフを元気にしてくれました。 

 

CS 教師・加藤姉がリードするゲーム・タイムでは,色カードをめくるゲーム

や,まちがい探し,全員当たるビンゴ,椅子とりゲームも盛り上がりました。 

夕方,それぞれが作った布のバッグを手に,家庭へと帰って行った子どもたち。

また,教会に足を運んでくれることを心から祈り,守られて恵みをたくさんいただ

いた一日に感謝いたしました。 

♪イエスがあいしたように,わたしたちもあいしあう,そのあいのなかで,えだ

となるとき,おおくのみをむすぶ・・・・おしまい。 
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2018 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。 

●母：何が楽しかったですか？ 

Ｆ：ブルーベリーたべました。バナナたべたです・・・楽

しかったようです！ 

朝から丸 1 日,どうもありがとうございました。たくさんの

お兄さんお姉さんに囲まれて,ノリノリで過ごす事ができま

した。ありがとうございました。(1 歳児母) 

●お歌を歌ったのが楽しかったです。(2 歳児母) 

●ビンゴがあたってうれしかったです。アイスがおいしかったです！！ありが

とうございました。 親子で楽しい時間を過ごさせて頂き,本当にありがとう

ございました。温かく受け入れていただけるこの場所に来るとホッとします。

夏休みで子供と一緒の時間にイライラする事が多かったのですが,心がやわら

かくなったような気がします。ステキなひと時をありがとうございました。

また明日からがんばります。(年少母) 

●にんじんをじぶんできったから,いつもはたべないけど,おいしくたべれました。

おせいさくはスタンプおしがせいこうして,すごくかっこいいばっくができま

した。かきごおりを 2 かいおかわりしました。今年も参加させていただいて,

とても楽しかったです。皆さんのあたたかさで本当に幸せな時間となりまし

た。ちぐさ先生のコーナーも盛り上がって大好きです。Ｍちゃんのおばあち

ゃんのよみきかせでは,うしろでこっそり涙を流していました。皆さん大好き

です。本当にありがとうございました。(年少母) 

●いつもありがとう。カレーおいしかった。あとアイスもおいしかった。いっ

ぱいおいしかった。こうさくもやったよ。うたったね。(年少母) 

●ギターでおどりたのしかった。ももだいすき。アイスおいしかった。(年少母) 

●ビンゴたのしかった。スライドショがたのしみです。(1 年) 

●ビンゴゲームがたのしかった。ビンゴゲームで 1 いになってうれしかったで

す。(1 年) 

●ゆうごはんのあとのあいすがおいしかったです。(1 年) 

●たのしかったことは,びんごです。さいごらへんにびんごになったけどおもし

ろそうなおもちゃがありました。あいすもかれいもかきごうりもぜんぶおい

しかったです。またきたいです。(1 年) 

●ビンゴがたのしかった。(1 年) 

●あいすがおいしかった。みんなと,さんびするのがたのしかった。カレーがお

いしかったです。またにちようびにきょうかいにいきたいです。おともだち
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もできたからうれしいです。またきたい。もっとあそびたいです。(1 年) 

●カレーづくりがたのしかった。かきごおりがおいしかった。(1 年) 

●きょうはいろいろなことをしてとてもたのしかったです。たとえばうたをう

たったりこうさくをしたりさんびゲームやビンゴなどこんないいことはいち

どもありません。いろんなあそびいろんなうたそれがいちばんのおもいでに

なるとおもいます。いろんなうたや,こうさくなどいろんなことをやりたいで

す。きょうのことは,ぜったいにわすれません。せんせいとうたったり,みんな

でごはんをつくってたのしかったです。ぜったいにこの日はわすれません。(2

年) 

●いろんなことが学べたり,さんびもしたし,ビンゴのいいものあたったし,とて

もたのしい思いででした。けど,くやしいこともあったけれどたのしくすごせ

てよかった。しかも,びょうきとか,けががかかったりやっちゃたりがなくてほ

んとうによかった。1 日 1 日のすごしかたも,たのしくおぼえて,かえるぞっと

そういうきもちになってたのしいこともあったしかなしいことくやしいこと,

おいしかったこともたくさんあります。らいねんもいって,たのしくすごした

い。(2 年) 

●きょうはかき学校にこれてよかったです。カレーはとてもおいしかったです。

かきごおりはとてもつめたくてあたまがきんとしました。でもおいしかった

です。ビンゴはむずかしかったけどたのしかったです。いろいろなプログラ

ムがあってとてもよかったです。こうさくはとっても手がよごれちゃたから

あらうのがたいへんでした。らい年もこられたらいいな～とおもいます！(2

年) 

●カレーがあつくておいしかった。ビンゴがたのしかった。たべすぎておなか

いたい。またきます。(2 年) 

●デザートづくりが,たのしかった。イスとりゲームで,まけてくやしかった。カ

レーがおいしかった。(2 年) 

●あいすとカキゴオリがおいしかったです。たのしかったです。ありがとうご

ざいました。(2 年) 

●こうさくがたのしかった。ビンゴは,できなかったけど,

いろいろできたからたのしいし,おもしろかった。(2 年) 

●一ばんたのしかったことは,いすとりゲームです。ビン

ゴもたのしかったです。(３年) 

●今日楽しかったのは,アイスを食べたことです。チョコ

しかトッピングしませんでしたおいしかったです。

また食べたいです。(３年) 

●今日楽しかったことは,アイスを食べたことです。(３年) 
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●今日一日全部が楽しかったです。私は五日さんびを歌

うときのだんさーに円今日一日全部が楽しかったです。

私は五日さんびを歌うときと思いました。ぜんぶ 1 つ

1 つがたのしくて,ぜたいまたいきたいと思いました。

きょう 1 日ほんとうにありがとうございました。(４

年) 

●ビンゴが楽しかったです。リーチもたくさんでて,ヒヤヒヤしました。やっと

のことで,1０であたりました。うれしかったです。マジックセットをもらお

うとしたけれど,ゆずってあげました。ぼくがえらんだのは,トイレのドッキリ

でした。イストリゲームも楽しかったです。なんとぼくは 1 位になりました。

最後に 1 位せんがありましたが負けてしまいました。でも楽しかったです。

とても楽しい 1 日でした。(５年) 

●夏期学校で楽しかったことは,全部です。きょうかいに 10 時にきてからみん

なで話したりイエス・キリストの話しなどきいたりご飯をたべたときもたの

しかったです。ビンゴの時のけい品は,いいのがなかったけど・・・でも楽し

かったです。自分でバックを作った時自分の中ではえぼし岩うまくいってい

たので,それも楽しかったです。またきたいです。(５年) 

●一番楽しかったことはビンゴとアイスクリームトッピングです。あと,みんな

で歌ったり踊ったり,さんびやせいしょを聞くのもおもしろかったです。こう

さくもいろんな材料,作るものがあっていろんなものがえらべてすごく楽しか

ったです。まいとしいっているのでいつも楽しみにしています。また来年も

いろんな踊ったり歌ったり友達といっしょに話したりしたいです。(５年) 

●私がいちばん楽しかったことはさんびです。松原湖でおぼえてきたさんびを

前でおどったり,さらに,ずっとやりたかったさんびリードができたことがいち

ばんうれしかったです。来年もやりたいです。こうさくはバックにデコパー

ジュをしました。昨年のポーチ作りはしっぱいしたけど,今回はうまくできて

よかったです。来年は小学生さいごだけど中学になってもおてつだいしたい

です。 (５年) 

●私が楽しかったことは,ビンゴゲームです。(５年) 

●今日 1 日でおもしろかったことは,ビンゴか,いすとりゲームをしたことです。

いすとりゲームでは,2 位でくやしかったけど,たのしかったです。かき氷,アイ

スクリームは,つめたくて,かき氷は,量が多かったです。らいねんもきたいです。

ビンゴでは,あたらないと思ったら,ビンゴになったりして,ほしい物をあてて

うれしかったです。らいねんも,ビンゴになってほしいしょうひんをゲットし

たいです。いすとりゲームでも 1 位とりたいです。(6 年) 

●お昼からの参加でしたが,とても楽しかったです。お手伝いをしながらみんな
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とたくさん話せて仲良くなることができてうれしかったです。さんびやゲー

ムは今年もすごくもり上がっていて全員が楽しめていたと思います。先生方

や,ごはんの準備など色々な所で協力して下さった方々,本当にありがとうござ

いました。来年もまた参加したいです。(中３) 

 

●編集後記 (Sept.20th. 2018 Updated) 

台風接近の中,今年の夏期学校は思いで多い夏の一日となり

ました。クリスマス,イースターと共に年間イベントの中心と

なる教会学校・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) 

 

2018 夏期学校写真集 
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