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茅ヶ崎同盟教会 教会学校だより 

201４夏期学校レポート                          飯田純子 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201４年度教会学校だより,夏期学校レポートをお届けします。本年度も教会

学校１日夏期学校を企画しました。聖書の学び,ゲームそしてランチと夕食の楽

しい食事など,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。成

人科担当の飯田姉のレポート（中・高科の弓桁姉がデータ化）です。 

  

夏休みも終わりに近くなった８月２２日（第４金曜日）、教会学

校の１日夏期学校が行われました。お日さまも天高く晴れわたっ

て、夏らしい日です。 

前日から準備して用意万端整え、この日は午前９時に教師たち

は集合し、お祈りし、参加者が来るのを待ちました。午前 10 時

から受付け開始、10 時 30 分開会礼拝から始まります。今年は実に参加者が多

く、全員で 105 名。その内訳は０歳～３歳までの乳幼児１７名、４歳～小学校

５年生までの児童４６名、保護者の方々２１名、教会の教師ほかスタッフ２１

名。こどもだけの参加数は６３名です。 

このような状況で、いざ受付が始まると、次々と来られる参加者のチェック、

こどもの名札としおりを渡し、会費を徴収する、３人でやっても大変でした。
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元気なこどもたちの声がにぎや

かなこと。なかなか静まらず、

司会の中高科・大木姉も負けず

に大きな声になりました。きょ

う１日楽しい夏期学校にするた

めのやくそぐがあること、これ

を守ること、食事でアレルギー

のある子は言ってほしいこと、

などが話されました。 

今年のテーマは「きみはあいされるためにうまれた」。聖書はイザヤ書４３章

４節「わたしのためにはあなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している」

さんびかは「きみはあいされるためにうまれた」、「あいするものたちよ」、「愛・

アイ・あい」の３曲。さんびかの声が聞こえ、礼拝がはじまりました。お話は

成人科の川島姉です。いろいろな例話と『字のない本』によって「神様はわた

したちひとりひとりを愛し、ひとりごイエス様をこの世に送って下さって十字

架にかけ、イエスさまは私たちの身代わりとなり死んでくださった。それはわ

たしたちが神さまにそむき、悪いことばかりするようになったので、その罪か

らわたしたちを救うためである。イエスさまはよみがえって生きておられ、こ

のイエスさまを信じるものは神さまのこどもになることができる。イエスさま

は神さまからのわたしたちへのプレゼント」と話されました。 

次はＣＳ教師による劇です。テーマにそって「いちばんあいされているのは

ぼく」。ストーリーは、恐竜のティラノサウルスがアンキロサウルスの五つのた

まごを拾い、たまごからかえったアンキロサウルスのこどもたちからパパと呼

ばれ、恐ろしいゴルゴサウルスからこどもたちを救い、それぞれに名前をつけ

（アー、イー、シー、テー、ルーと名づけた）、赤い実をたべさせます。 

こどもたちは誰が一番ティラノサウルスから愛されているかでけんかになり、

ルーを岩山から落としてしまい、ティラノサウルスが助けにいく。そしてティ

ラノサウルスはみんなを愛している、

自分はパパなんだから・・・というお

話です。歌ありピアノあり。先生方は

ちょっともたついたけれど、一生懸命

やりました。 

ここで参加してくださったおともだ

ちの紹介、先生などの紹介をして、昼

食です。みんなが礼拝をし、さんびな
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どをしている間、教会の婦人会の

みなさんが昼食を準備してくだ

さいました。テーブルには千葉か

ら送られてきたおおきなブドウ、

とうもろこし、ミニとまと、枝豆、

ウインナー、ふりかけごはんのお

弁当がならんでいました。なにし

ろ１００人分です。それぞれに書

かれた名前のところに小さい子

から順に手をきれいにして、座りました。おなかがすいているし、はやく食べ

たい。お祈りのあと、頂きました。おいしかったね。 

昼食が終わって工作の時間までさんびをしたり、幼稚科・稲津姉による紙しば

い『まいごのメ-子』ほかをみました。 

次は工作の時間です。中高科・弓桁姉の指導で記念のオリジナル「写真立て」

作りです。貝殻やシールを貼り、文字を書いたり、イエスさまと書いたり、自

分のなまえを書いたりして、個性あふれる写真立てができました。のりが乾く

までおいといて、できた子から順に、まちにまった「かき氷」です。みんな並

んで、長い列ができました。人数が多いのでおかわりなし。かき氷やさんは森

本校長です、そして大木姉・加藤姉・お手伝いの高校生３名のお姉さんたちが

サポートして「かき氷」作り。シロップもいくつかあって、みんな好きなシ

ロップをかけてもらいました。もちろんおとなの人たちも食べることができました。

夏期学校ならではのおやつです。 

夕食の準備のため、床やテーブルをきれいにしてナイフやまな板の用意がで

きるまで、さんびやゲームなどをしました。ちいさい子はフルーツポンチの材

料を切ること、おおきい子はカレーライスの材料を切ること。おとなの人たち

に手伝だってもらい、準備ができました。あとは煮こむだけです。 

さあて、おたのしみのゲームタイム。リーダーは幼稚科の加藤姉です。さてゲ

ーム開始。これは最高にもりあがりました。 

誰もが知っている、いす取りゲームはおとなもこどももむちゅうになり、歓

声があがり、さすがの加藤姉もたじ

たじです。時間がきたので最後はビ

ンゴで締めくくり。ところがここで

大事件。肝心のビンゴカードがない。

教会中をさがしてもなくて、弓桁姉

が買いにいきましたが、なかなか戻

って来ないので、なんとかゲームを
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続けて、戻ってくるのを待ちました。 

これ以上は無理という時に、弓桁姉

が帰って来ました。地元では有名な文

具店「きしや」まで行ってくれたので

す。カードが配られてテーブルに並ん

だ賞品を見ながら番号を開けていき

ます。ビンゴ！の声が次々聞こえてき

てどんどん賞品がなくなっていきま

す。ビンゴがなかなか出ないとほしか

った賞品もなくなってしまいます。でもどうやらみんな賞品がもらえたようで

す。ここでゲームタイムは終わり、予定を変更して夕食の前に閉会礼拝を行い

ました。 

 大木姉の司会でさんび、お祈り、森本ＣＳ校長先生のお話がありました。「ひ

とはパンだけで生きるのでなく、聖書のことばによって生きるのです。聖書の

ことばは正しく永遠です。神さまを信じていれば守られます。今日は１日楽し

かったですか。この楽しかったことを忘れないでお家の方に話してください。

来年もあるので、また来てくださいね。教会学校は毎週あります。ぜひ教会学

校に来て下さい」と話されました。 

 この間にカレーができ上がって夕食タイム。「おなかがすいた―。」という声

がたくさん聞こえ、カレーだと言ってみんな大喜び。昼食の時とおなじように

手を洗い、決められた席に座り、お祈りして食事です。おいしい・おいしい、

という声があっちからもこっちからも聞こえ、おかわり続出。たちまちご飯が

なくなってしまいました。よほどおなかかが空いていたのですね。でもみんな
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で作ったカレーはそりゃーもうおいしいです。夕食が終って、みんなに感想文

を書いてもらいました。保護者の方にも書いて頂きました。そしてでき上がっ

た「写真立て」に今日のいろいろな場面を写した写真を入れて記念のオリジナ

ル「写真立て」が完成し、もって帰ることができます。さいごにさんびして、

報告などを聞いて、熊谷牧師先生の紹介があり、閉会しました。帰りにみんな

の声を聞くと「おもしろかった」、「本当に楽しかった」、「先生の劇おもしろか

ったよ」と言ってくれました。予定時間より早く終わり（５時５０分位）早め

に帰ることができたことと、今日１日無事に終えたことを感謝しました。 

《おまけ》 

参加者に夏期学校の感想を聞きました。 

●かきがっこうたのちかった （Ｍ．Ｓ ２さい） 

●たのしかった。すいかおいしかった。カレーおいしかった。プレゼントあり

がとう。 （ビンゴ）     （Ｋ．Ｉ ２さい）

●ビンゴでなわとびもらってうれしかった。かきごおりおいしかった。

（Ｔ．Ｔ ３さい） 

●夏期学校、初めての参加でしたが、親子共本当に楽しく過ごさせていただき

ました。至れり尽くせりの皆さんのおもてなしに感謝いたしました。本当に

ありがとうございました。     （Ｔ．Ｔ母）

●今年初めて参加させて頂きましたが、最後までずーっと楽しんでいた様子で

良かったです。 かき氷、凄いおかわりしてました(汗)。また来年も参加した

いと思いました！いろいろと ありがとうございました。お世話になりまし

た。（Ｒ．Ｈ ３さい）

●お昼からの参加でしたが、とっても楽しい時間を過ごす事が出来ました。か

き氷を目の前 でかいてもらい、おいしくておかわりもしました。手話がつい

てる歌も楽しそうに手話を してい

ました。最後力尽きて寝てしまいま

したが、ありがとうございました。

（Ｒ．Ｔ母）

●きょうりゅうさんのおしばいがたの

しかったです。おうたとおどりもた

のしかったです。

（Ｒ．Ｓ ３さい）



6 

 

●カレーがとてもおいしかった。かき氷もたのしかったです。おひるねもして、

いっぱい たのしかったです。ありがとうございました。（Ｏ．Ｎ ３さい）

●カレーが美味しくて、沢山食べました！歌をうたうのと写真立てが一番楽し

かったです♡  （Ｓ．Ｉ ３さい） 

●楽しかったです！ （Ｋ．Ｈ ４さい） 

●かきごうりおいしかったです。いつもありがとうございます。久しぶりのお

友達と一緒に 食事ができ、うれしかったです。 （Ｒ．Ｓ ４さい）

●先生方のきょうりゅうのげきが楽しかったです。かきごおりもカレーもおい

しかったです。 あっという間の 1 日でした。子供達がダレてくる夏休みの

この時期に夏期学校を開催していただき、嬉しく思います。充実した時間を

過ごすことができました。ありがとうございました。（Ｔ．Ｕ ４さい母）

●きょうりゅうのげきとかきごおり、ビンゴがたのしかった。（Ｙ．Ｙ ４さい） 

教会員の方々、お手伝いのお姉さん達、おつかれさまでした！準備から片付

けまで、子供達のために感謝です。８/３０にまた来たいと思ってます。あり

がとうございました。       （Ｙ．Ｙ母）

●たのしかたしうたもじょうずだたしいすとりげーむもおもしろかたよ。

（Ｋ．Ｏ ５さい） 

●ビンゴとしゃしんたてをつくるのがたのしかった。

（Ｍ．Ｎ ５さい） 

●びんごとげき。

（Ｍ．Ｙ ５さい） 

●たのしかった ありがとう。

（Ｒ．Ｙ ５さい） 

●りんごがたのしかったです。さいごにたべたかれー

もおいしかったです（Ｒ．Ｋ６さい）

●きょうはびんごときょうりゅうのげきがたのしかったです。かきごうりもあ

まかったです。        （Ｍ．Ｋ 1 年生）

●ゴじラがあかちゃんをまもる ゴじラがたいへんなことになった。

（Ｒ．Ｔ 1 年生） 

●ゴじラがあかちゃんをまもる ゴじラがたいへんなことになった。

（Ｙ．Ｍ 1 年生） 

●いすとりゲームでゆうしょうはできなかったけど、けっしょうまでいけたの

がうれしかったです。ビンゴとしゃしんたてがたのしかったです。

（Ｙ．Ｏ 1 年生） 

●びんごげえむがたのしかった びんごになれた。 （Ａ．Ｈ 1 年生） 
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●びんごをするのがたのしかったです。こうさくをしてう

れしかったです。 

       

 （Ｉ．Ｔ 1 年生） 

●わたしはビンゴとかきごうりといすとりいむがたのしか

ったです。  

（Ｍ．Ｍ1 年生） 

●こうさくがたのしかった。かきゴウリがおいしかった。いちんちがすっごく

すっごくたのしかった。    （Ｋ．Ｍ 1 年生） 

●わたしはビンゴがたのしかった。さいしょはなかなかできなかったけどその

うちどんどんできるようになってビンゴになったからたのしかった。 

                      （Ｋ．Ｓ 1 年生） 

●びんごがたのしかた。げきがたのしかた。  （Ｈ．Ｎ 1 年生） 

●しゃしんたてをつくったのが１ばんたのしくてかわいくつくれました。ゲー

ムがすごくたのしかったです。おもちゃがかわいくてよかったです。ほんと

たのしいいちにちでした。    （Ｈ．Ｓ 2 年生） 

●今日一ばんたのしかったのは、ゲームとしゃしんたてをつくったことです。

ゲームでいすとりゲームでまけちゃったけどたのしかったです。しゃしんた

てでいっぱいかざったりしておもしろかったです。 （Ｈ．Ｓ 2 年生） 

●きょうは、いちばんたのしかったのはビンゴすごいたのしかった。  

（Ｈ．Ｋ 2 年生） 

●すごくたのしかったことはビンゴです。なぜかと言うと、いつもよりはやく

なったからです。今日一日すごくたのしかったです。（Ｓ．Ａ 2 年生） 

●工作がたのしかったです。どうしてかというと、じぶんのすきなのが、じぶ

んの思いどうりにできたからです。びんごもおもしろくできてよかったです。

びんごになったときは凄くうれしかったです。（Ｓ．Ｙ 2 年生） 

●ビンゴがたのしかった。けーひんをもらったら、すぐぶひんをなくした。で

ヨーヨをもらった。ですごくおもしろかった。だからまたここにこれますよ

うに。（Ｓ．Ｏ 2 年生） 

●ビンゴをするのがたのしかったです。ビンゴになったらしょうひんをもらっ

たのが良かったです。さいしょのほうは、あんまりあかなかったけどダブル

リーチになって、ビンゴになったからよかったです。（Ｎ．Ｕ 2 年生） 

●ぼくはビンゴといすとりゲームがたのしかったです。ビンゴのしょうひんが

じぶんのすきなしょうひんをとれてよかったです。そしていすとりゲームは

ゆうしょうをとれてうれしかったです。  （Ａ．Ｋ 2 年生） 

●ビンゴのしょうひんであそぶのがたのしみです。カレーとフルーツポンチが
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おいしかったです。またらい年もきた

いです。 （Ｋ．Ｍ 2 年生） 

●今、たのしかったこと、ビンゴもたの

しかったです。おばあさんにもこのこ

とをおしえます。 （Ｙ．Ｍ 2 年

生） 

●いちばんたのしかったのがビンゴです。

どうしてかというと、いつもよりずっ

とはやくビンゴになれたからです。ほんとうにたのしかったです。     

（Ｋ．Ｔ 2 年生） 

●りょうりが楽しかった。とくにじゃがいものかわむきが楽しかった。ゲーム

でビンゴをやったわたしは笛をもらった うれしかった。楽しい一日だった。            

（Ｋ．Ｙ3 年生） 

●今日の一日、すごいたのしかった。とくにビンゴといちばんあいされている

のは、ぼく。がおもしろかった かみさまのことをまたみんなでれいはいし

たいです。         （Ｋ．Ｔ 4 年生） 

●カレーがおいしくてビンゴのしょう品がもらえてうれしかった。 

（Ｋ．Ｈ 4 年生） 

●かき学校お料理が楽しかったです。今度はもっとやりたいです。それと、先

生たちのげきも楽しかったです。   （Ｋ．Ｉ 4 年生） 

●はじめて来たけどきょうりゅうのげきとか歌が楽しかったです カレーがお

いしくておかわりをしました。   （Ｎ．Ｍ 4 年生） 

●今、たのしかったこと、ビンゴもたのしかったし、げきもたのしかったです。

ぼくのおばあちゃんにこのことをいったら、きっとうれしがるとおもいます。

今日ありがとうございました。   （Ｒ．Ｍ 4 年生） 

●同じ学年の友達がたくさん来てくれたし、色々な楽しい事ができて、さんび

もたくさんして、楽しい一日でした。ビンゴと工作が毎年楽しくて好きです。

毎週日曜日にある教会学校にもたくさんの人が来てくれるといいなと思いま

した。  （Ｗ．Ｓ 5 年生） 

●ビンゴがいちばん楽しかった。今日は少しうんが良かった。だからほしい物

ももらえた。 だから来年も来たいです。 

 （Ｍ．Ｍ 5 年生） 

●ビンゴが楽しかった。工作が楽しかった。カレー作り。

（Ａ．Ｍ 5 年生） 

●いろんな話を聞いたり、げきを見たりしたし、かき氷

を食べたり、いすとりゲームをしたり、ビンゴゲーム
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をして、すごくたのしかったです。 

 （Ｈ．Ｍ 5 年生） 

●ビンゴ大会がすごくたのしかったです。

かき氷がおいしかったです。ビンゴの

けいひんがよかったです。  

  （5 年生） 

●ビンゴ大会がすごくたのしかったです。

それは、ビンゴが完成したときは、すごくたのしくてよかったです。あとか

き氷もおいしかったです。  （5 年生） 

●今日は、とても楽しい 1 日でした。ビンゴゲームやげき、楽しい歌のふりつ

けなどなど色々楽しいことをやったけどビンゴゲームがとっても楽しかった

です。写真たて作りも楽しかったです。また次の夏も楽しみです。  

  （Ｒ．Ｔ 5 年生） 

●今日はとちゅうさんかだったけど、とても楽しかったです。来年もくるので、

楽しみにまっています。  （Ｋ．Ｋ 5 年生） 

●今日は、とっても楽しい 1 日でした。たとえば、げき、ビンゴゲームと色々

あって楽しかったです。カレー作りはとくに楽しかったです。わたしはお料

理が好きなので、久しぶりでおもしろかったです。げきもいい話でおもしろ

くて楽しかったです。写真たても楽しかったです。私はこう作が興味なので

いつもこのこう作を楽しみにしています。教会いつもいっていないのでらい

しゅうからきたいと思っています。 （Ｈ．Ａ 5 年生） 

●今日は一日ありがとうございました。凄く楽しい時間が過ごせました。子供

達と一緒にゲームしたり、ご飯食べたりして。私の将来の夢は保育士なので、

今日みたいな体験ができて良い経験となりました。またこういう会があった

らお手伝いしたいと思っていますので、ぜひ呼んでください。たくさん迷惑

をかけたかと思いますが、ありがとうございました。  （Ｓ．Ｉ 高２） 

●一日ありがとうございまし

た！とても楽しくて、すてきな経

験をさせていただきました。お手

伝いさせていただく前までは不

安がありましたが、とても充実し

た 1 日を過ごさせていただけた

ことに感謝の気持ちでいっぱい

です。本当にありがとうございま

した。よければまたお手伝いをさ

せて下さい。   
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                （Ｍ．Ｋ 高２） 

●ことしは、きょねんよりたいへんでしたが、とってもたのしかったです。い

ちごみるくあじのかきごおりがすごくおいしかったです！ （Ｔ．Ｆ 高２） 

 

●編集後記 (Aug. 30th. 201４ Updated) 

 今年も暑い夏でした。恒例の教会学校１日夏期学校でしたが,

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

かき氷のおやつも夕食もビンゴ大会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。感想文は

判読が困難なものもありましたが、弓桁姉がそのままデータ化

してくれました。（森本） 


