日曜学校授業日程
-----------------------------久が原集会所-----------------------------通常の授業は朝 9 時、礼拝式は 10 時から。藤野日曜学校
との合同授業の日は、礼拝式が 11 時 45 分、その後に授業と
なります。堅生式授業も随時行なう予定です。
問合せ先： 輿石祥三・輿石麗
12 月 24 日（火）17:00

ツリーのもとでの聖誕祭

12 月 25 日（水）12:00

クリスマス子供礼拝式

・礼拝の後、集会コーナー等にて自由な交流のひとときをお過
ごしいただけます。どうぞお立ち寄り下さい。

キリスト者共同体

・人間聖化式には 14 才以上ならどなたでも参列できます。
日曜子供礼拝式は小学生以上、14 才までのお子様が対象で、大
人は背後で見守ります。

-宗教改新運動-

・日曜学校 ダビデ組（小 1～3）
、ソロモン組(小 4～6）
、パウ
ロ組（中 1,2 及び 7,8 年生）
、堅生式準備クラス（中 2 及び 8 年
生）は随時、授業を行います。準備クラス以外の入校はいつで
も受け付けます。

東京集会
2019/2020 年 聖誕祭からのご案内
久が原集会所
日曜日

【司祭直通連絡先】

2020 年
1 月 12 日（日）

1 月 26 日（日）

11:45

日曜子供礼拝式

お問合わせ、
ご相談などご遠慮なくどうぞ。面談も随時受付けています。

12:20

三人の王様のお祭り

東京集会

11 :45 日曜子供礼拝式
12 :00 ソロモン・パウロ合同授業

2 月 9 日（日）

輿石

麗

輿石祥三

urachika@nifty.com

T/F 042-796-2858

s-koshiishi@nifty.com

T/F 06-6776-2362

untenneben@yahoo.co.jp

9:00 ソロモン組・パウロ組
10:00 日曜子供礼拝式
9:00 ソロモン組・パウロ組
10:00 日曜子供礼拝式

3 月 22 日（日）

木曜日

10:30 人間聖化式

土曜日

10:30 人間聖化式

☆儀式にご参列の方は静寂のため五分前までにご入室くだ
さい。三分前には玄関が閉められます。聖化式に遅れて来た
方のためには開始後に一度通用口が開けられます。

以下は特別な日程となりますので、ご注意ください。

大阪集会
下河辺容子

3 月 8 日（日）

10:30 人間聖化式

11 :45 日曜子供礼拝式
12 :00 ソロモン組・パウロ組

2 月 23 日（日）

TEL 042-795-8342

10:00 日曜子供礼拝式（基本隔週）

11 :45 日曜子供礼拝式
12 :00 ソロモン組・パウロ組

--------------------------------藤野-----------------------------問合せ先：輿石祥三
会場の都合により、2019 年度から藤野日曜学校の活動が
変化しました。藤野での催しは年四回、その他の月は久が原
日曜学校で合同授業となります。
藤野では次回 1 月 13 日（月）に三人の王様のお祭りを計
画中です。
（詳しくはお問合せ下さい）
----------------------------------------------------------------------

キリスト者共同体東京集会
〒146-0084

東京都大田区南久が原 2-16-19 1F
Tel/Fax : 03-3757-4917

URL: http://www.kirisutoshakyodotai.org
E-mail: tokyo@kirisutoshakyodotai.org

東京集会の友の会会費と成員献金、ご寄付のお振込先
郵貯銀行振替 00160-3-569007 「キリスト者共同体東京集会」

聖誕祭（クリスマス）
12 月 25 日（水） 聖夜の三度の人間聖化式
真夜中 12:00 暁 7:00 朝 10:30 (真夜中のみ要予約)
（10:00 より聖歌練習あり）
12:00 クリスマス子供礼拝式
26 日（木）～1 月 5 日（日）10:30 人間聖化式
顕現祭（エピファニアス）
1 月 6 日（月） 顕現祭の人間聖化式初日
1 月 12 日（日） 11：45 日曜子供礼拝式
1 月 26 日（日） 11：45 日曜子供礼拝式
三位一体
2 月 9 日（日） 11：45 日曜子供礼拝式
3 月 22 日（日） 11：45 日曜子供礼拝式
☆藤野地域☆
年に四回のリズムで日曜子供礼拝式等を行っていま
す。詳しくはお問い合わせください。
☆注意：次の東京集会行事案内は 2 月発行です。

東京集会の行事は、特に断りのない場合、すべて久が原集会所で行われます。講演と説教は 15 歳以上が対象で、子供は入場できません。ご参加にあたって、自由なご寄附を頂けると幸いです。
■2 月 2 日（日）13:00

聖誕祭（クリスマス）
■12 月 28 日（土）～30 日（月） 13:00～15:00
クリスマス講座 「キリスト論入門」 輿石祥三
キリストとは何（誰）か？を、
「生前」
、
「地上生」
、
「死後」
の三つの観点からとりあげます。
■12 月 31 日（火） 聖化式後 大晦日の説教
「過ぎ行くもの、在り続けるもの」 輿石祥三

早春のチェロコンサート
演奏 毛利巨塵
今年も毛利さんをお迎えしてチャペルコンサートを開催いた
します。くつろいだひと時をお過しください。
曲目：これまでは様々な曲に織り交ぜて聞くことしかできなか
ったバッハの組曲に取り組むつもりとのことです。毛利さんの
バッハが堪能できることと思います。どうぞお楽しみに。
第二番ニ短調 BWV1008
第四番変ホ短調 BWV1010
第五番ハ短調 BWV1011

新年
■1 月 1 日（水）聖化式後
新春説教 「新しく始まるもの」 輿石麗
☆新春説教の後、福音おみくじがあります

＊お車代のために会場にてご寄付かごを用意いたします。

顕現祭（エピファニアス）
■1 月 6 日（月）

■2 月 9 日（日）

（14：00～ ロバの会練習）

■2 月 15 日（土） 10：00（日本時間 18:00）
司祭聖化式 吉野宏行。於：シュトゥットガルト中央集会。
■2 月 16 日（日） 11：45 洗礼式
十四歳のお子様の洗礼式です。どうぞご参列ください。

顕現祭の人間聖化式初日

■1 月 12 日（日）
12:20 顕現祭の子どもの「三人の王様のお祭り」

■2 月 23 日（日）
23 日午後～24 日（月）日本キリスト者共同体運営会

14：00-16：00 第十二回「日本を考える会」
前回は子供時代の回想から、集まったひとりひとりの運命
の響きを共有しました。今回はまた新たな視点となる予定で
す。どうぞどなたもご参加ください。

■3 月 1 日（日）13:00-15:00 第二期「成員準備講座」第一回
昨年に引き続き、今年もキリスト者共同体の成員になること
を考える方のための連続講座を開催します。自由な決意のもと
で成員になるための、基礎的内容を扱います。継続参加の方も
初めての方も、どうぞふるってご参加ください。

■1 月 13 日（月・祝）

■3 月 8 日（日） （13：00～ ロバの会練習）

■1 月 19 日（日）

（13：00～

ロバの会練習）

（午後 集会運営会予定）

■1 月 26 日（日）13:00-15:00 第三回「聖化式講座」
人間聖化式は全体の流れと構造を知ることで、はじめてそ
の深い意味が見え始めます。今回は二番目の「供犠」の部分
をとりあげます。

「テモテへの第二の手紙」1/9 2/6

担当：輿石麗

原則第 1 木曜日 11:45～13:30 ボック訳パウロ書簡より。
「キリスト教を学ぶ会」

担当：輿石祥三
1/18 2/8（特別） 3/21
第 3 土曜日礼拝後 11:45~13:00 頃。福音の流れをつかみ
ながら、キリストとは何かを考えます。参考としてエミー
ル・ボック訳聖書の翻訳を配布します。飛入り参加歓迎。
ヨハネ黙示録を読んでいます。

等

三位一体
■1 月 5 日（日） 語りとライアーコンサート
「オラフ・エステソンの夢の歌」 再演！
出演 アンサンブル・トラウムリート
語り 中谷三恵子
（要予約。11 月発行チラシ参照。新内容も盛込まれます。
）

【定期の催し】

受難節
■3 月 15 日（日）13：00-14：30 受難節講演
輿石麗
「キリストと老年―老いることの真の意味を求めて」
多くの人が老年期を生きていきます。ふたたび霊的な世界に近
づいていく、この聖なる時期について考えます。

「共同体を学ぶ会☆海の星」12/21 1/25 2/22 担当:輿石麗
原則月に一度土曜日の聖化式後、午後 1 時まで。ペリコー
ペを読んでいます。12 月はキリスト教を学ぶ会に合流。
問合せ： 和田ひとみ wada.h.1103@gmail.com
「那須勉強会」 2/11（火・祝）13:00-15:00 於：結
「キリスト教の本質について」講師：輿石麗
年に一度か二度、司祭と講座を行なう予定です。
問合せ：岡田幸子 TEL 0287-63-7876
「ロバの会」

担当：輿石麗

メルヘンを学びながら、子ども達のために人形劇の上演を
行う会。現在原語版（独語）
「白雪姫」を準備中。
「高尾聖書勉強会」 担当：輿石祥三
原則第三週目水曜日 10:00～12:00。その週のペリコー
ペをとりあげます。 1 月からの予定はお問合せください。
場所：浅川市民センター（JR・京王高尾駅北口徒歩 5 分）
問合せ：輿石祥三 s-koshiishi@nifty.com
「青年聖書会」は 休会中。以下二つの会が始まります。
「宮前平キリスト教を学ぶ会」1/22（原則第三水曜日）
担当：輿石麗 時間/テキスト未定。お問合せください。
問合せ：金子生子 TEL 044-855-0218
「人智学的医療者・教育者のためのキリスト教勉強会」
1/29 （原則第四水曜日）15：30-17：30 担当：輿石麗
シュタイナーの黙示録講演とヨハネ黙示録を読みます。
問合せ：藤代典子 ngc3314nf@gmail.com

