
2022年
ニューコミュニティ西宮染殿チャペル ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 忠直主事 小野照雄 吉田正明 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
中村外喜子、島本千絵 忠直主事（午前）

主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師
1 ☆村田征彦

・週報印刷等(午前)

2 ☆阿南利彦 3 4 ☆吉田郁子 5 ☆佐々木健治 6 7 8
・キッズチャペル、ユースチャペル 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・成人分級 ・阪神女性の集い決起大会 ・発送作業(午後) ・阪神女性の集い ・男性アパルーム
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 10:15、西宮チャペル 10:15、芦屋ルナ・ホール ・貸）ぶどうの木

◎牧師学び会 ・着付け教室
◎OBI授業(夜)

9 10 11 ☆吉田正明 12 ☆小平忠直 13 14 15
・キッズチャペル、ユースチャペル 〈あかつき〉 ☆松山ひかり ・週報印刷等(午前)
・成人分級 ・テモテ会 ・貸）アンサンブル詩音
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・会計業務など(午前) ・ｴｸﾚｼｱ会(1:00,zoom)
・クリスマス委員会 ◎教団牧師結婚式 ・発送作業(午後) ◎JCE7実行委員会

◎聖書学院 ○女性教師学び会 ◎OBI授業(夜)
16 17 ☆中島順子 18 19 20 ☆奥野悦子 21 22
・キッズチャペル、ユースチャペル 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・成人分級 ・発送作業(午後) ・男性アパルーム
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・貸）ぶどうの木
・コロナ対策会議(1:30-) ・貸）ジョイフルギャザリング

・執事会(2:30-)　 ◎OBI授業(夜)
23 ☆広瀬俊秀 24 ☆小平早苗 25 ☆高木未華 26 ☆倉本徳子 27 ☆倉本祥 28 29 ☆朝倉富夫
・キッズチャペル、ユースチャペル 〈あかつき〉 ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・成人分級 ・阪神女性の集いｽﾀｯﾌ会 ・会計業務など(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 10:15、西宮チャペル ・発送作業(午後)
・墓前礼拝(2:00-、教会墓地)
・三浦綾子読書会(1:00) ◎OBI授業(夜)
30 31
・キッズチャペル、ユースチャペル
・成人分級
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ◎○教区牧師会
・青年学び会
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCE7は日本伝道会議)、○は恵先生、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。清掃奉仕に感謝しましょう。貸）は外部貸出です。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

詩篇133:1

教会堂/事務室閉館

<10月> 教会事務室 0798-26-0332

あなたのみことばは私の足のともしび私の道の光です。　詩篇119:105

見よ。なんという幸せなんという楽しさだろう。
兄弟たちが一つになってともに生きることは。 合同礼拝・聖餐

秋のニューコミュニティディ

11月13日　10時30分



Sep.2022
ニューコミュニティ西宮染殿チャペル ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 忠直主事 小野照雄 吉田正明 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
中村外喜子、島本千絵 忠直主事（午前）

●牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師
1 ☆藤和詩音 2 ☆堀はる江 3

分級に参加しよう
　　［キッズ］10:00、二階ホール＋Zoom　［ユース］10:15、一階分級室＋Zoom+B14 ○人権対策委員会 ・週報印刷等(午前)
　　［成人分級］礼拝堂での分級は10:15から、そのほかは10:00からです ◎JCE7実行委員会

4 ☆大島朋子 5 ☆小平詩織 6 ☆斎藤瞳 7 8 ☆平尾仁志 9 10 ☆小平尭生
☆藤川由美子

〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・発送作業(午後) ・貸）ぶどうの木
・阪神女性の集い祈り会 ・貸）ジョイフルギャサリング

　(芦屋福音) ・男性アパルーム
○ユープレメッセージ ◎OBI授業(夜) ・着付けクラス
11 12 ☆湯朝律子 13 14 15 16 17 ☆西本あかり

・キッズチャペル、ユースチャペル ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・成人分級 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）アンサンブル詩音
・礼拝(11:00、会堂、家庭) ・発送作業(午後)
・拡大クリスマス委員会(1:00-)
・阪神壮年の集い ○女性牧師学び会 ◎OBI授業(夜)
18 敬老祝福の祈り 19 20 ☆中井愛子 21 ☆小平幸生 22 ☆中尾浩 23 24 ☆平尾美澄

・キッズチャペル、ユースチャペル
・成人分級 ・教区秋季聖会(オンライン) 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）コンサート ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・発送作業(午後) ・貸）ぶどうの木
・ｺﾛﾅ対策会議(1:30-) ◎JCE7一年前大会(-20) ・貸）ジョイフルギャサリング

・執事会(2:30-) ・男性アパルーム
25 26 27 28 29 30
・キッズチャペル、ユースチャペル ・テモテ会
・成人分級 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ○阪神女性スタッフ会 ・発送作業(午後)
・三浦綾子読書会(1:00) (東鳴尾ルーテル) ・ｴｸﾚｼｱﾘｰﾀﾞｰ会(20:00) ○教団セミナー
・青年の学び ◎OBI授業(夜)
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。清掃奉仕に感謝しましょう。貸）は施設外部貸出です　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

<9月> 教会事務室 0798-26-0332

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

◎○教区牧師会
教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館



2022年
ニューコミュニティ西宮染殿チャペル ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 忠直主事 小野照雄 吉田正明 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
中村外喜子、島本千絵 忠直主事（午前）

●牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師
1 2 3 ☆松浦聖満 4 5 6

〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
○女性牧師の学び会 ・貸）中央合唱団 ・発送作業(午後) ・貸）ぶどうの木

・貸）ジョイフルギャサリング

7 ☆福元綾子 8 9 ☆栗本恭子 10 ☆菰口清恵 11 12 ☆奥野雅隆 13 ☆伊田直歩

・キッズチャペル(10:00) ☆武田智香子 ☆中野雅巳 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ☆米村阿都紗 ・近畿地区 ・男性アパルーム
・礼拝(11:00、会堂、家庭) ・阪神女性祈り会 ・会計業務など(午前) 中高生キャンプ ZOOM ・着付け教室

(西宮ﾁｬﾍﾟﾙ10:00) ・発送作業(午後) ・統括ﾁｰﾑ会議（13:30）

14 浴衣礼拝 15 16 ☆小野美津江 17 18 19 ☆中谷久江 20 ☆栗本優

・キッズチャペル(10:00) ・会計業務など(午前) ☆宮本朋博 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・ｴｸﾚｼｱﾘｰﾀﾞｰ会(13:00)
・礼拝(11:00、会堂、家庭)

◎聖書学院学課
21 22 ☆大内恵理砂 23 24 25 ☆栗本新 26 27
・キッズチャペル(10:00) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・阪神女性フタッフ会 ・発送作業(午後) ・貸）ジョイフルギャサリング

・ｺﾛﾅ対策会議(13:30-) CCC 武庫之荘 ・男性アパルーム
・執事会(14:30-)
28 29 30 ☆西本洋平 31
・キッズチャペル(10:00) ・会計業務など(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後)
・礼拝、聖餐（10:30）
・青年学び会（14:00）

◎教団教職委員会
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

【アパルーム】が９月から再編してスタートします。
　【小さなエクレシア】としての学び会やグループが生まれています。

それぞれ良い交わりをつくっていきましょう！

９月４日から【成人分級】が再開します。

<8月> 教会事務室 0798-26-0332

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館



2022年
ニューコミュニティ西宮染殿チャペル ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 忠直主事 小野照雄 吉田正明 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
中村外喜子、島本千絵 忠直主事（午前）

主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師
1 ☆広瀬寿恵 2

・週報印刷等(午前)
◎教団戦略委員会

3 4 5 6 7 ☆伊田衣織 8 9
〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)

・発送作業(午後) ・男性アパルーム
◎AAJ理事会 ・貸）ぶどうの木

◎JCE7実行委員会 ・着付け教室
10 ☆山本八重子 ☆野崎尚子 11 ☆鎌田美絵 12 ☆西岡照子 13 ☆山縣宥美 14 ☆本吉住花 15 ☆合田勝恵 16 ☆藤和美夏

〈あかつき〉 ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・キッズチャペル(10:00) ・会計業務など(午前) ・貸）ｺﾞｽﾍﾟﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
・ユースチャペル（10:15） ・発送作業(午後) ・貸）アンサンブル詩音
・礼拝（11:00、会堂、家庭）浴衣礼拝 ◎○教区牧師会 ・阪神女性の集い祈祷会 ・ｴｸﾚｼｱ会(1:00,zoom)
・夏祭り 一麦西宮教会 ○教団人権対策委員会
17 18 ☆望月のどか 19 20 21 22 ☆清水嘉美 23 ☆大内啓治
・キッズ、ユース 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ☆沖中望 ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・発送作業(午後) ・男性アパルーム

・貸）ぶどうの木

24 25 ☆村田義也 26 27 28 29 30 ☆木村友美
・キッズ、ユース 〈あかつき〉 ・テモテ会 ☆渕上ひとみ
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・阪神女性スタッフ会 ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・コロナ対策会議(1:30-) ◎○教区牧師研修会(-26) ・発送作業(午後)
・執事会(2:30-)　
31
・キッズ、ユース
・礼拝（11:00、会堂、家庭）

◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCE7は日本伝道会議)、○は恵先生、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。清掃奉仕に感謝しましょう。貸）は外部貸出です。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

からだのために毎日の食事をとるように、デボーションの時を持ち聖書のみ言葉を読みましょう

わがたましいよ　主をほめたたえよ。
主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。詩103

コロナ禍に負けないで、神を愛し、隣人を愛する生き方をめざしていきましょう

<7月> 教会事務室 0798-26-0332

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 ◎○教団教役者セミナー

教会堂/事務室閉館 ○女性牧師学び会



2022年
ニューコミュニティ西宮染殿チャペル ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 忠直主事 小野照雄 吉田正明 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
中村外喜子、島本千絵 忠直主事（午前）

●牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師
1 2 3 ☆平尾清佳 4 ☆金宗洙

・週報印刷等(午前)
・CS教師会(20:00)

・会計業務など(午前)
・発送作業(午後)

5 ペンテコステ記念日 6 7 8 9 ☆西本玲子 10 11 ☆中尾明美
☆福元綾子 ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)

・キッズチャペル(10:00) 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）ぶどうの木
・ユースチャペル(10:15） ・貸）中央合唱団 ・発送作業(午後) ・貸）ジョイフルギャサリング

・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・男性アパルーム

12 13 14 ☆西本暁子 15 16 17 ☆塩路恭子 18
・キッズチャペル(10:00) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） ○女性牧師交わり会 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ○阪神女性の集い祈祷会 ・貸）アンサンブル詩音
・礼拝(11:00、会堂、家庭) ◎教団祈祷会（～16） ・発送作業(午後) 宝塚栄光教会 ・ｴｸﾚｼｱﾘｰﾀﾞｰ会(1:00)
◎学園都市チャペル

19 父の日　　　　　　　☆毛谷村洋 20 21 22 ☆朝倉誠 23 24 ☆竹中和子 25 ☆志々見久美子

・キッズチャペル(10:00) ・テモテ会 ☆宮本伸博

・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・発送作業(午後) ・貸）ぶどうの木
・ｺﾛﾅ対策会議(1:30-) ・男性アパルーム
・執事会(2:30-) ○女性牧師学び会 ・着付けクラス
26 創立記念礼拝 27 28 29 30
・キッズチャペル
・ユースチャペル ○阪神女性の集いスタッフ会 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前)
・礼拝、聖餐（10:30） ◎○教区牧師研修会～28 ・貸）中央合唱団 ・発送作業(午後)

◎教職委員会
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

教会創立記念礼拝　Since1958
６月２６日（日）１０：３０開始

ともに祈ろう！教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

<6月> 教会事務室 0798-26-0332

◎JEA総会（～8）



2022年
ニューコミュニティ西宮染殿チャペル ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 忠直主事 村田征彦 吉田正明 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
中村外喜子、島本千絵 忠直主事（午前）

●牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師
1 ☆吉田翼 2 ☆藤和賢一朗 3 4 5 6 7 ☆島本燎

・キッズチャペル(10:00) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） ・執事会(10:00-16:00)
・礼拝（11:00、会堂、家庭）

8 9 ☆西本良平 10 ☆福元まな美 11 12 ☆淡吉玲子 13 14
・キッズチャペル(10:00) ☆新田正子 ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・発送作業(午後) ・貸）ｼﾞｮｲﾌﾙｷﾞｬｻﾞﾘﾝｸﾞ

・男性アパルーム
・着付けクラス

15 ☆渕上ランディ 16 ☆井上光子 17 18 19 20 ☆栗野鼎 21
・キッズチャペル(10:00) ☆中村潤 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）アンサンブル詩音
・礼拝(11:00、会堂、家庭) ・発送作業(午後) ・ｴｸﾚｼｱﾘｰﾀﾞｰ会(1:00)

22 23 24 25 26 ☆宮武敬子 27 28
・キッズチャペル(10:00) ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） ・阪神女性ｽﾀｯﾌ会 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・貸）中央合唱団 ・発送作業(午後) ・男性アパルーム

・ｺﾛﾅ対策会議(1:30-) ・着付けクラス
・執事会(2:30-)
29 　　　☆森克平 30 31
・キッズチャペル(10:00) 今月の生活のために
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・６月５日はペンテコステ記念日です。聖霊をあがめて歩みましょう
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ◎ﾁｬｰﾁｵﾌﾞｺﾞｯﾄﾞ教団 ・親しい方々に神様から与えられている恵みを証ししましょう

教職研修会
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

○女性牧師会
教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

◎補教師研修会(-25)
教会堂/事務室閉館 ◎聖書学院学課

教会堂/事務室閉館 ◎JCE7実行委員会

○女性牧師会

教会堂/事務室閉館

<5月> 教会事務室 0798-26-0332

青年全国大会（ｵﾝﾗｲﾝ）



2022年
ニューコミュニティ西宮染殿チャペル ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 忠直主事 村田征彦 吉田正明 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
中村外喜子、島本千絵 忠直主事（午前）

●牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師 主任牧師
1 ☆宮井祝善 2 ☆宰相浩子

レント（受難節）を大切にして、黙想の時間を保ちましょう ・週報印刷等(午前)
　　　・私たちのために苦しみを受けられたイエスキリストを心に思いましょう
　　　・死から復活されたイエスキリストを心に思いましょう
　　　・そして、ふたたび来られるイエスキリストを心に思いましょう

3 ☆瀬戸口渉 4 5 6 ☆吉田朱梨 7 8 ☆松尾たえ 9
・キッズチャペル(10:00) ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・貸）ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・貸）ｼﾞｮｲﾌﾙｷﾞｬｻﾞﾘﾝｸﾞ

・チャペルミーティング ・男性アパルーム
・着付けクラス

10 ☆赤松智☆佐藤光 11 ☆藤志野 12 13 14 15 ☆日下部かおり 16
・キッズチャペル(10:00) ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）詩音コーラス
・礼拝(11:00、会堂、家庭)、聖餐 ・発送作業(午後) ・ｴｸﾚｼｱﾘｰﾀﾞｰ会(1:00)
・教会総会（文書）
17 イースター　　　　☆藤村恭子 18 19 20 ☆竹田和子 21 ☆小平牧生 22 23 ☆橋本早葉

・キッズチャペル(10:00) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・貸）ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・貸）中央合唱団 ・貸）ｼﾞｮｲﾌﾙｷﾞｬｻﾞﾘﾝｸﾞ

・ｺﾛﾅ対策会議(1:30-) ・男性アパルーム
・執事会(2:30-) ○女性牧師学び会 ・着付けクラス
24 25 26 27 28 29 30
・キッズチャペル(10:00) ・テモテ会
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・発送作業(午後)
・春の墓前礼拝
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

<4月> 教会事務室 0798-26-0332

◎教職委員会
教会堂/事務室閉館 ◎JCE7実行委員会

◎○教団総会(-3/31)

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館
◎AAJ理事会

◎○教区牧師会



2022年
ニューコミュニティ西宮染殿チャペル ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 中村外喜子、島本千絵 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
忠直主事（午前） 忠直主事（午前）

●牧師 (午後)川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師
1 2 レント入り 3 ☆瀬戸口尋香 4 5 ☆友成優子

今月は、3/2より、レント（受難節）に入ります。 ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ☆栗本一実 ☆栗本節子 ・週報印刷等(午前)
　私たちのために十字架の苦しみを受けられた
　イエスキリストの歩みを思い巡らしましょう。 ・会計業務など(午前)

・発送作業(午後) ◎JCE7実行委員会
6 7 ☆望月善成 8 9 10 11 12 ☆佐々木やよい

・キッズチャペル(10:00) ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・発送作業(午後) ・男性アパルーム

○牧師夫人学び会 ・着付けクラス

13 ☆宮井伊都子 14 ☆平尾素子 15 16 ☆羽渕勝美 17 ☆望月成康 18 19
・キッズチャペル(10:00) ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ☆湯朝樹仁 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）詩音コーラス
・礼拝(11:00、会堂、家庭) ・発送作業(午後) ・ｴｸﾚｼｱﾘｰﾀﾞｰ会(1:00)

20 21 ☆橘たか代 22 23 ☆木村照子 24 25 ☆山縣聖志 26
・キッズチャペル(10:00) ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル(10:15） ・川津求先生、角皆萌先生〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 結婚式(川崎) ・貸）中央合唱団 ・発送作業(午後) ・男性アパルーム
・ｺﾛﾅ対策会議(1:30-) ・着付けクラス
・執事会(2:30-)
27 28 29 30 31
・キッズチャペル(10:00) ＜２月の生活のために＞
・ユースチャペル(10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・毎日、みことばを読み祈りましょう。
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ◇ベテルの集い(-30) ・発送作業(午後) ・小さな交わりを大切に！

◎○◇教団総会、他(掛川、～4/1)
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

教会堂/事務室閉館

<3月> 教会事務室 0798-26-0332

◎正教師会

◎教職委員会
教会堂/事務室閉館 ◎AAJ日米合同理事会

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館



2022年
ニューコミュニティ西宮染殿チャペル ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 中村外喜子、島本千絵 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
忠直主事（午前） 忠直主事（午前）

●牧師 (午後)川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師
1 ☆小平邦子 2 ☆若松直美 3 ☆小野照雄 4 ☆松尾結実子 5 ☆平尾佳三

クリスマスから、十字架と復活に向かいます。 ・週報印刷等(午前)
今年の受難日は4/15、イースターは4/17です。 ・会計業務など(午前)
3/２からはレントです。どう過ごされますか？ ○◇教職セミナー ・発送作業(午後)

◎JCE7実行委員会
6 7 8 9 10 ☆岡本万葉 11 ☆定照代 12 ☆藤和賢人

・キッズチャペル(10:00) ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・男性アパルーム
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・発送作業(午後) ・着付けクラス

13 14 ☆伊田公一 15 ☆友成正史 16 17 18 ☆倉本真也 19
・キッズチャペル(10:00) ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・貸）詩音コーラス
・礼拝(11:00、会堂、家庭) ・発送作業(午後) ・エクレシア会(1:00)

20 21 22 23 ☆山戸純子 24 25 26 ☆山縣美保
・キッズチャペル(10:00) ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・貸）ぶどうの木
・成人分級ｽﾍﾟｼｬﾙ（10:00、会堂） ・貸）中央合唱団 ・貸）ｼﾞｮｲﾌﾙｷﾞｬｻﾞﾘﾝｸﾞ
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・男性アパルーム
・ｺﾛﾅ対策会議(1:30-)・執事会 ○女性教職者会 ・着付けクラス
27 28
・キッズチャペル(10:00) ＜２月の生活のために＞
・ユースチャペル（10:15） 　　　・家庭礼拝が配信を観るだけにならないよう、充実するための工夫をしましょう。
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 　　　・毎日みことばを読み祈りの時を持ちましょう。

◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

◎関西聖書神学校授業

◎関西聖書神学校授業
◎教職委員会

◎日本ｹｽﾞｲｯｸｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ

教会事務室 0798-26-0332<2月>

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館



2022年
ニューコミュニティ西宮染殿チャペル ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 中村外喜子、島本千絵 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
忠直主事（午前） 忠直主事（午前）

(午後)川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師
1 元旦

  キリストのうちに根ざし、建てられ、教えられたとおり信仰を堅くし、あふれるばかりに感謝しなさい。コロサイ2:7 ・「元旦の祈り」配信

2 ☆西岡容子 3 4 5 6 7 8
・週報印刷等(午前)

・新年礼拝（11:00、会堂、家庭） ・男性アパルーム
・貸）ぶどうの木
・貸）ｼﾞｮｲﾌﾙｷﾞｬｻﾞﾘﾝｸﾞ

9 10 11 12 ☆辻早智子 13 ☆大内志延 14 15
・キッズチャペル(10:00) ・教区新年聖会(ｵﾝﾗｲﾝ) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・ｴｸﾚｼｱ会(1:00,zoom)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 〈あかつき〉 ・着付け教室
　　新成人祝福式 ◎JCE7実行委員会
16 17 ☆石井和華子 18 ☆中村外喜子 19 ☆小平恵 20 21 ☆山崎和代 22
・キッズ、ユース ☆新田博 ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 〈あかつき〉 ・男性アパルーム
・クリスマス飾り付けの片付け ・貸）ぶどうの木
◇川崎キリスト教会(15-19) ・貸）ｼﾞｮｲﾌﾙｷﾞｬｻﾞﾘﾝｸﾞ
23 24 25 ☆池田典子 26 ☆宮本美枝子 27 28 29 ☆毛谷村嘉子
・キッズ、ユース ☆長田初美 ・会計業務など(午前) ☆定悠一郎
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・コロナ対策会議(1:30-) 〈あかつき〉
・執事会(2:30-)　 ◎○◇教区牧師会
30 ☆松尾雄 31
・キッズ、ユース ＜1月の生活のために＞
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 　　　・新しい年のために祈り目標と計画を立てましょう。

◎AAJ理事会 　　　・毎日みことばを読み祈りの時を持つ（デボーション）習慣をつけましょう。

◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JEAは日本福音同盟)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。清掃奉仕に感謝しましょう。貸）は外部貸出です。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 ◎関西聖書神学校授業

<1月>

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会事務室 0798-26-0332



ニューコミュニティ西宮チャペル 教会事務室 0798-26-0332
2021年 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 中村外喜子、島本千絵 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
忠直主事（午前） 忠直主事（午前）

●牧師 (午後)川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師
1 ☆栗田美代子 2 3 4 ☆野田あつ子

☆☆ クリスマスミュージアム にお誘いしましょう ☆☆　 ・週報印刷等(午前)
　　　　　　・16日～19日　毎日10:30-16:00
　　　　　　・ピアノミニコンサート　16日、18日　いずれも11:00、14:00

5 アドベント② 6 ☆西本慰子 7 8 ☆村田正子 9 10 11
・ｷｯｽﾞﾁｬﾍﾟﾙ（10:00、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・阪神ｸﾘｽﾏｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ・大学生聖研(Zoom) ・週報印刷等(午前)
・ﾕｰｽﾁｬﾍﾟﾙ（10:15、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） 〈あかつき〉 ・会計業務 決起集会 19:30 ・ぶどうの木
・成人分級(10:15、会堂) ・発送作業(午後) 会場:一麦西宮教会 ・男性アパルーム
・礼拝(11:00、会堂、家庭) ◇青年全国大会実行委員会 ・着付けクラス(午後)
・キッズクリスマス会 ◎関西聖書神学校授業 ◇青年全国大会実行委員会 ◎JCE7実行委員会
12 アドベント③ 13 ☆山木一郎 14 ☆小平照夫牧師 95歳 15 16 17 18
・ｷｯｽﾞﾁｬﾍﾟﾙ（10:00、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務 ・週報印刷等(午前)
・ﾕｰｽﾁｬﾍﾟﾙ（10:15、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・エクレシア会
・成人分級(10:15、会堂) ・阪神ｸﾘｽﾏｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ (1:00、Zoom)
・礼拝(11:00) 18:30、ｱﾐﾃｨﾎｰﾙ
・執事会(2:00-) ◎教団教職委員会
19 クリスマス礼拝 20 ☆淡吉舞、松浦裕子、 21 22 ☆望月左知子 23 24 25 ☆吉田良

・ｷｯｽﾞﾁｬﾍﾟﾙ（10:00、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） 村田直樹 ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・大学生聖研(Zoom) ・週報印刷等(午前)
・ﾕｰｽﾁｬﾍﾟﾙ（10:15、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） 〈あかつき〉 ・会計業務 ・ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・発送作業(午後) ・男性アパルーム

・着付けクラス(午後)

26 一年感謝礼拝 27 28 ☆沖中万知子 29 ☆中井利和 30 31
・ｷｯｽﾞﾁｬﾍﾟﾙ（10:00、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ）
・ﾕｰｽﾁｬﾍﾟﾙ（10:15、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ）
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ○女性牧師交わり会 ○女性牧師学び会

教会堂/事務室閉館
◎は主任牧師(A2Jはアジアンアクセス・ジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

クリスマス・ミュージアム

<12月>

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 ◇青年全国大会実行委員会

クリスマス・ミュージアム　10:30-16:00



ニューコミュニティ西宮チャペル 教会事務室 0798-26-0332
2021年 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ncchurch.or.jp 

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 中村外喜子、島本千絵 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
忠直主事（午前） 忠直主事（午前）

●牧師 (午後)川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師
1 ☆朝倉美弥子 2 3 4 5 6

・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・週報印刷等(午前)
〈あかつき〉

◎◯◇教職セミナー

7 8 ☆野田みのり 9 10 ☆岸本美鈴 11 12 13 ☆植木直子

・ｷｯｽﾞﾁｬﾍﾟﾙ（10:00、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ﾕｰｽﾁｬﾍﾟﾙ（10:15、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） 〈あかつき〉 ・会計業務 ・ぶどうの木
・礼拝(11:00、会堂、家庭) ・発送作業(午後) ・男性アパルーム

・着付けクラス(午後)
◯教団ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策準備室 ◎聖書学院授業 ◯女性牧師学び会 ◎JCE7実行委員会 ◎大阪教会信徒セミナー

14 ☆原田静子 15 16 17 18 19 20 ☆堀友衛

・ｷｯｽﾞﾁｬﾍﾟﾙ（10:00、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） ・川津求師、角皆萌師 ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務 ・週報印刷等(午前)
・ﾕｰｽﾁｬﾍﾟﾙ（10:15、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） 婚約式14:00 〈あかつき〉 ・発送作業(午後)
・礼拝(11:00)　子ども祝福 ・エクレシア会
・ｺﾛﾅ対策会議(1:30)・執事会(2:30-) ◯阪神女性ｵﾝﾗｲﾝﾁｰﾑ (1:00、Zoom)
◎大阪教会 ◎教団新年に向けての祈祷会（-17）
21 22 23 24 ☆井上賢二 25 26 ☆野田耕、村田まゆみ 27 ☆平尾信子

・ｷｯｽﾞﾁｬﾍﾟﾙ（10:00、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ﾕｰｽﾁｬﾍﾟﾙ（10:15、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） ・会計業務 ・ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ◇中部教区青年集会 ・発送作業(午後) ・男性アパルーム
・大掃除＋クリスマス飾り付け ◎日本イエス女性研修会 ・着付けクラス(午後)
◇名古屋教会
28 🎄アドベント① 29 30
・ｷｯｽﾞﾁｬﾍﾟﾙ（10:00、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） ・阪神女性…感謝反省会 ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・ﾕｰｽﾁｬﾍﾟﾙ（10:15、教室＋ｵﾝﾗｲﾝ） 西宮チャペル 〈あかつき〉
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ◎教職委員会
◎学園都市 ◎A2J理事会
◎は主任牧師(A2Jはアジアンアクセス・ジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

<11月>

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

クリスマスをお祝いしよう！

みんなで心を込めてイエス様をお祝いしよう！

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

準備から、クリスマス礼拝、イブの集い（オンライン配信）まで



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249
2021年 HP : www.hitomi.net/

ニューコミュニティ西宮染殿チャペル メンバーページﾞパスワード：church

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 中村外喜子、島本千絵 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
忠直主事（午前） 忠直主事（午前）

(午後)川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師
1 ☆村田征彦 2 ☆阿南利彦

◯女性牧師学び会 ・コンサート(貸出)
・週報印刷等(午前)

3 4 ☆吉田郁子 5 ☆佐々木健治 6 7 8 9
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・男性アパルーム
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・着付け教室
◎兄弟団青年ユープレ(夜)
10 11 ☆吉田正明 12 ☆小平忠直 13 14 15 16
・オンラインキッズ（9:30） ☆松山ひかり ・会計業務など(午前) ・阪神女性の集い① ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・エクレシア会
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 〈あかつき〉 (1:00、Zoom)
◎九州聖会(夜-11日)
17 ☆中島順子 18 19 20 ☆奥野悦子 21 22 23 ☆広瀬俊秀
・オンラインキッズ、ユース ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 〈あかつき〉 ・男性アパルーム
・コロナ対策会議(1:30-) ・着付け教室
・執事会(2:30-)　
24 ☆小平早苗 25 ☆高木未華 26 ☆倉本徳子 27 ☆倉本祥 28 29 ☆朝倉富夫 30
・オンラインキッズ、ユース ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 〈あかつき〉 ・テモテ会
・墓前礼拝(2:00-、教会墓地) ◎◯◇教区牧師会 ◇青年全国大会実行委員会

◇東京教区ﾌﾟﾚ集会(Zoom)
31
・オンラインキッズ、ユース ＊祈りのプロジェクト実施中！朝6時、昼12時、夜9時のいつでも、祈りの手をあげましょう！
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ＊家族礼拝をささげましょう。オンラインもご利用ください。ともに分かち合い、祈りましょう。
・阪神女性の集い②
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JEAは日本福音同盟)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

<10月>

◎日本ｲｴｽｷﾘｽﾄ教団70年大会

教会堂/事務室閉館 ◎JCE7実行委員会

何を見張るよりも、あなたの心を見守れ。
いのちの泉はこれから湧く。箴言4:23

教会堂/事務室閉館 ◯教団ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策準備室

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 ◎教職委員会



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249
2021年 HP : www.hitomi.net/

ニューコミュニティ西宮染殿チャペル メンバーページﾞパスワード：church

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 中村外喜子、島本千絵 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
忠直主事（午前） 忠直主事（午前）

●牧師 (午後)川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師
1 ☆藤和詩音 2 ☆堀はる江 3 4 ☆大島朋子

・週報印刷等(午前)

　　
○女性牧師学び会

5 ☆小平詩織 6 ☆斎藤瞳 7 8 ☆平尾仁志 9 10 ☆小平尭生 11
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) 藤川由美子 ・週報印刷等(午前)
・オンラインユース（10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後)
・礼拝（11:00、各家庭） ◎◯◇教区牧師会
・パスターズカフェ（1:00,Zoom） ◎JCE7実行委員会
12 ☆湯朝律子 13 14 15 16 17 ☆西本あかり 18
・オンラインキッズ（9:30） ・阪神宣教祈祷会 ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・オンラインユース（10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・エクレシア会
・礼拝（11:00、各家庭） ◯女性牧師会
・ｸﾘｽﾏｽ委員会（17:00、Zoom） ◯教団ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策準備室 (1:00、Zoom)

19 20 ☆中井愛子 21 22 ☆中尾浩 23 24 ☆平尾美澄 25
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） ・秋季教区聖会 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・教区信徒セミナー ・発送作業(午後) ・男性アパルーム
・コロナ対策会議(1:30-Zoom) ・着付けクラス
・執事会(2:30-Zoom)　
26 27 28 29 30
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前)
・ユースチャペル（10:15）1. 主イエス・キリストの名がある 〈あかつき〉 ・発送作業(午後)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ◯阪神女性の集いｽﾀｯﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

・阪神壮年の集い“あなたの罪は赦された”と言うのと、“起きて歩け”と言うのと、どちらが易しいか。 ルカの福音書5章23節 新改訳2017 ◎◇補教師セミナー
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになる のです。」このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。「見よ、処女が 身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」それは、訳すと「神が私たちとと もにおられる」という意味である。 

教会堂/事務室閉館

<9月>

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館 ◯聖書の学び会

わがたましいよ　主をほめたたえよ。
主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。詩103

コロナ禍にありますが、神を愛し、隣人を愛する生き方をめざしていきましょう

＊現在、9/12までの会堂礼拝の中止を決めています。それ以降については状況を見て判断し「にゅうこみゅにてぃ」でご案内します。
教会堂/事務室閉館



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249
2021年 HP : www.hitomi.net/

ニューコミュニティ西宮染殿チャペル メンバーページﾞパスワード：church

日 月 火 水 木 金 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 中村外喜子、島本千絵 渕上ひとみ 渕上ひとみ
忠直主事（午前）

(午後)川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師
1 2 3 ☆松浦聖満 4 5 6 7

・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・ぶどうの木
・礼拝(11:00、会堂、家庭) ◎AAJ理事会

8 9 ☆栗本恭子,武田智香子 10 ☆菰口清恵、中野雅巳 11 12 ☆奥野雅隆 13 ☆伊田直歩 14
・オンラインキッズ（9:30） 米村阿都紗 ・会計業務など(午前) 祝福を祈ろう！ ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・男性アパルーム(?)
・礼拝(11:00、会堂、家庭) 浴衣礼拝 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ◎JCE7実行委員会 ・着付けクラス

15 16 ☆小野美津江 17 18 19 ☆中谷久江、宮本朋博 20 ☆栗本優 21
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・エクレシア会
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ◇青年全国大会委員会

22 ☆大内恵理砂 23 24 25 ☆栗本新 26 27 28
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・テモテ会 ・ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・発送作業(午後) ・男性アパルーム
・コロナ対策会議(1:30-) ◯阪神女性の集いｽﾀｯﾌ会 ・着付けクラス
・執事会(2:30-)　
29 30 ☆西本洋平 31
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ◯女性牧師学び会
◎学園都市チャペル ◎教職委員会
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JEAは日本福音同盟)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 ◯聖書の学び会 ◯教団ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策準備室

教会堂/事務室閉館

何を見張るよりも、あなたの心を見守れ。
いのちの泉はこれから湧く。箴言4:23

<8月>

教会堂/事務室閉館 ◯女性牧師学び会 ◯阪神女性ﾁｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館

・教区中高生キャンプ ＠Zoom



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249

メンバーページﾞパスワード：church

土 
9:00-5:00
渕上ひとみ

忠直主事（午前）
川津牧師、主任牧師

・週報印刷等(午前)
・ぶどうの木

・週報印刷等(午前)
・男性アパルーム(?)
・着付けクラス

・週報印刷等(午前)
・エクレシア会

(1:00、Zoom)

・週報印刷等(午前)
・ぶどうの木
・男性アパルーム
・着付けクラス

◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JEAは日本福音同盟)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

何を見張るよりも、あなたの心を見守れ。
いのちの泉はこれから湧く。箴言4:23



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249
2021年 HP : www.hitomi.net/

ニューコミュニティ西宮染殿チャペル メンバーページﾞパスワード：church

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 中村外喜子、島本千絵 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
忠直主事（午前） 忠直主事（午前）

●牧師 (午後)川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師
1 ☆広瀬寿恵 2 3

・週報印刷等(午前)

○女性牧師学び会
4 5 6 ☆松山亨 7 ☆伊田衣織 8 9 10 ☆野崎尚子,山本八重子

・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ◎AAJ理事会 ・男性アパルーム

◎JCE7実行委員会 ・着付けクラス
11 ☆鎌田美絵 12 ☆西岡照子 13 ☆山縣宥美 14 ☆本吉住花 15 ☆合田勝恵 16 ☆藤和美夏 17
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・エクレシア会
・礼拝(11:00、会堂、家庭)浴衣礼拝 ・発送作業(午後) (1:00、Zoom)
・中高生キャンプスタッフ会zoom
18 ☆望月のどか 19 20 21 22 ☆清水嘉美、沖中望 23 ☆大内啓治 24
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・ぶどうの木
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・男性アパルーム
・コロナ対策会議(1:30-) ◇青年全国大会実行委員会 ・着付けクラス
・執事会(2:30-)　
25 26 27 28 29 30 ☆木村友美、渕上ひとみ 31
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会
・ユースチャペル（10:15） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ・発送作業(午後)

◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

<7月>

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館

わがたましいよ　主をほめたたえよ。
主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。詩103

　　
コロナ禍にありますが、神を愛し、隣人を愛する生き方をめざしていきましょう



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249
2021年 HP : www.hitomi.net/

ニューコミュニティ西宮染殿チャペル メンバーページﾞパスワード：church

日 月 火 水 木 金 土 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 中村外喜子、島本千絵 渕上ひとみ 渕上ひとみ 渕上ひとみ
忠直主事（午前） 忠直主事（午前）

●牧師 (午後)川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師 川津牧師、主任牧師
1 ☆藤和宜子 2 3 ☆平尾清佳 4 ☆金宗洙 5 ☆福元綾子

・ 現在は、会堂の礼拝を家庭での礼拝に移行しています。 ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
私たちの生活の場を礼拝の場として、礼拝を捧げましょう。〈あかつき〉 ・発送作業(午後)

・ 小さな集まりを、感染対策をしながら行いましょう。
◎◯△教職セミナー ◎聖書学院授業(-3)

6 7 8 9 ☆西本玲子 10 11 ☆中尾明美 12
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・オンラインユース（10:15） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・男性アパルーム
・礼拝（11:00、各家庭） ◎日本福音同盟総会(-8)

◯女性牧師学び会 ◎JCE7実行委員会
13 14 ☆西本暁子 15 16 17 ☆塩路恭子 18 19 ☆毛谷村洋

・オンラインキッズ、ユース ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、各家庭） 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ・エクレシア会
・パスターズカフェ(1:00-,ｵﾝﾗｲﾝ） ◎教団祈祷会(-16) (1:00、Zoom)
・教区中高生ｷｬﾝﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ講習会(16:00)

20 父の日 21 22 ☆朝倉誠 23 24 ☆竹中和子 25 ☆宮本伸博 26
・オンラインキッズ、ユース ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・テモテ会 ☆志々見久美子 ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、各家庭） 〈あかつき〉 ・会計業務など(午前) ・男性アパルーム
・コロナ対策会議(1:30-) ◯近放伝女性牧師会 ・発送作業(午後)
・執事会(2:30-)　 ◇青年全国大会実行委員会
27 64th創立記念主日 28 29 30
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) 6月第四主日は、私たちの教会の最初の礼拝が行われた日です。
・オンラインユース（10:15） ・阪神女性ｽﾀｯﾌ会(西宮) 〈あかつき〉 ・発送作業(午後) ここまでの64年の歩みを覚えて神様に感謝します。
・礼拝（11:00、会堂、各家庭） ◎◯△教区牧師会 　「わがたましいよ　主をほめたたえよ。
・パスターズカフェ(1:00-,ｵﾝﾗｲﾝ） 　　主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。」詩103
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

<６月>

教会堂/事務室閉館



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249
2021年 HP : www.hitomi.net/

ニューコミュニティ西宮染殿チャペル メンバーページﾞパスワード：church

日 月 火 水 木 金 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 閉館 9:00-5:00 閉館 閉館

●担当者 忠直主事（午前）
中村外喜子

26 27 28 29 30 1
・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
〈あかつき〉

2 ☆藤和賢一朗 3 4 5 6 7 ☆小西妙子,島本燎 8
・オンラインキッズ（9:30） ・青年の集い ・聖書学院創立記念集会 ・週報印刷等(午前)
・オンラインユース（10:15） (教区,13:30-ｵﾝﾗｲﾝ) （10:30、ｵﾝﾗｲﾝ）
・礼拝（11:00、各家庭）
・パスターズカフェ(1:00-,ｵﾝﾗｲﾝ）
9 ☆西本良平、新田正子 10 ☆福元まな美 11 12 ☆淡吉玲子 13 14 15
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・オンラインユース（10:15） 〈あかつき〉 ・エクレシア会
・礼拝（11:00、各家庭） ◎JCE7実行委員会
・パスターズカフェ(1:00-,ｵﾝﾗｲﾝ）

16 ☆井上光子、中村潤 17 18 19 20 ☆栗野鼎 21 22
・オンラインキッズ、ユース ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、各家庭） ◯近放伝女性牧師会 〈あかつき〉
・青年結婚の学び（教団、ｵﾝﾗｲﾝ） ◇青年全国大会実行委員会
◎栃木聖化大会(午後､ｵﾝﾗｲﾝ)
23 ペンテコステ記念日 24 25 ☆鍛冶俊介 26 ☆宮武敬子 27 ☆伊藤直子 28 29
・オンラインキッズ、ユース ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、各家庭） 〈あかつき〉 ・しもべ会
・コロナ対策会議(1:30-) ◎東京聖書学院聖会
・執事会(2:30-)　・三浦綾子読書会 ◎◇補教師セミナー ◇教区青年ｷｬﾝﾌﾟ委員会
30 31
・オンラインキッズ、ユース ＊祈りのプロジェクト実施中！朝6時、昼12時、夜9時のいつでも、祈りの手をあげましょう！
・礼拝（11:00、会堂、各家庭） ＊家族礼拝をささげましょう。オンラインもご利用ください。ともに分かち合い、祈りましょう。

◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JEAは日本福音同盟)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

<5月>

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館
＊現在、５/15までの会堂礼拝及び活動の中止を決めています。5/16以降については状況を見て判断し、「にゅうこみゅにてぃ」でご案内します。



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249

メンバーページﾞパスワード：church

土 
9:00-5:00

忠直主事（午前）
渕上ひとみ

・週報印刷等(午前)

・週報印刷等(午前)

☆渕上ﾗﾝﾃﾞｨ
・週報印刷等(午前)
・エクレシア会

(1:00、Zoom)

・週報印刷等(午前)

☆森克平
・週報印刷等(午前)

＊祈りのプロジェクト実施中！朝6時、昼12時、夜9時のいつでも、祈りの手をあげましょう！
＊家族礼拝をささげましょう。オンラインもご利用ください。ともに分かち合い、祈りましょう。

◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JEAは日本福音同盟)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は西宮チャペル誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

＊現在、５/15までの会堂礼拝及び活動の中止を決めています。5/16以降については状況を見て判断し、「にゅうこみゅにてぃ」でご案内します。



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249
2021年 HP : www.hitomi.net/

ニューコミュニティ西宮染殿チャペル メンバーページﾞパスワード：church

日 月 火 水 木 金 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 忠直主事（午前） 渕上ひとみ 渕上ひとみ
川津牧師(午後) 中村外喜子、島本千絵 川津牧師 川津牧師 川津牧師、渕上ひとみ
主任牧師(午後) 川津牧師、主任牧師 主任牧師 主任牧師

1 ☆宮井祝善 2 ☆宰相浩子 3
・週報印刷等(午前)

・しもべ会 19:30 Zoom ・ぶどうの木(貸出)

4 イースター 5 6 ☆吉田朱梨 7 8 ☆松尾たえ 9 10
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・イースター合同礼拝（11:00） 〈あかつき〉 ・男性アパルーム

・高嶋優羽さんｺﾝｻｰﾄ貸出
・全体委員会（1:30、ネット会議） ◎JCE7実行委員会 ・着付けの学び
11 ☆藤志野 12 13 14 15 ☆日下部かおり 16 17
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 〈あかつき〉 ・テモテ会
◎夙川聖書教会牧師就任式 ◎教職委員会
18 19 20 ☆竹田和子 21 ☆小平牧生 22 ☆川津求 23 ☆橋本早葉 24
・オンラインキッズ（9:30） ・教区牧師会 (大和) ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 〈あかつき〉 ・男性アパルーム
・教会総会（1:30） ・ぶどうの木(貸出)
・執事会（2:30） ・着付けの学び
25 26 27 28 29 30
・オンラインキッズ（9:30） ・阪神女性の集い ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） スタッフ会(西宮) 〈あかつき〉 ・テモテ会
・春の墓前礼拝（2:00、教会墓地）
　☆は、誕生日の方。祝福を祈りましょう。◎は、主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です。　　
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の方々の清掃実習の日です。メンバーの方々の祝福を祈り、感謝しましょう。　

教会堂/事務室閉館 教会堂/事務室閉館

<4月>

　　　　キリストのうちに根ざし、建てられ、教えられたとおり信仰を堅くし、あふれるばかりに感謝しなさい。コロサイ2:7
　　毎日朝6時、昼12時、夜9時を祈りの時間として、それぞれの場所で祈りましょう。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249

メンバーページﾞパスワード：church

土 
9:00-5:00

忠直主事（午前）
川津牧師、渕上ひとみ

主任牧師

☆瀬戸口渉
・週報印刷等(午前)
・ぶどうの木(貸出)

☆赤松智、☆佐藤光

・週報印刷等(午前)
・男性アパルーム
・高嶋優羽さんｺﾝｻｰﾄ貸出
・着付けの学び

☆藤村恭子

・週報印刷等(午前)

・週報印刷等(午前)
・男性アパルーム
・ぶどうの木(貸出)
・着付けの学び

　☆は、誕生日の方。祝福を祈りましょう。◎は、主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です。　　



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249
2021年 HP : www.hitomi.net/

ニューコミュニティ西宮染殿チャペル メンバーページﾞパスワード：church

日 月 火 水 木 金 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 忠直主事（午前） 渕上ひとみ 渕上ひとみ
川津牧師(午後) 中村外喜子、島本千絵 川津牧師(午後) 川津牧師(午後) 川津牧師、渕上ひとみ
主任牧師(午後) 川津牧師(午後)、主任牧師 主任牧師 主任牧師

1 2 ☆栗本一実、栗本節子 3 ☆瀬戸口尋香 4 5 ☆友成優子 6
・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
〈あかつき〉

◇教区青年ｷｬﾝﾌﾟ委員会
7 ☆望月善成 8 9 10 11 12 ☆佐々木やよい 13
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） ◎AAJ理事会 〈あかつき〉 ・テモテ会 ・男性アパルーム
・全体委員会（1:30、ネット会議） ◇青年全国大会企画委員会◎JCE7実行委員会 ・ぶどうの木
14 ☆平尾佳三 15 16 ☆羽渕勝美 17 ☆望月成康☆湯朝樹仁 18 19 20
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 〈あかつき〉

◎教職委員会出張(-17)
21 ☆橘たか代 22 23 ☆木村照子 24 25 ☆山縣聖志 26 27
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 〈あかつき〉 ・テモテ会 ・男性アパルーム
・ｺﾛﾅ対策会議（1:30、ネット会議）
・執事会（2:30） ◇青年全国大会実行委員会 ◎◯◇教団総会、教役者会(-26)、◇青年全国大会委員会(-27)
28 29 30 31
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前)
・礼拝（11:00、会堂、家庭） 〈あかつき〉

　☆は、誕生日の方。祝福を祈りましょう。◎は、主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です。　　
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の方々の清掃実習の日です。メンバーの方々の祝福を祈り、感謝しましょう。　

教会堂/事務室閉館

<3月>

　　　　キリストのうちに根ざし、建てられ、教えられたとおり信仰を堅くし、あふれるばかりに感謝しなさい。コロサイ2:7

　　毎日朝6時、昼12時、夜9時を祈りの時間として、それぞれの場所で祈りましょう。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249

メンバーページﾞパスワード：church

土 
9:00-5:00

忠直主事（午前）
川津牧師、渕上ひとみ

主任牧師

・週報印刷等(午前)

☆宮井伊都子

・週報印刷等(午前)
・男性アパルーム
・ぶどうの木

・週報印刷等(午前)

・週報印刷等(午前)
・男性アパルーム

◎◯◇教団総会、教役者会(-26)、◇青年全国大会委員会(-27)

　☆は、誕生日の方。祝福を祈りましょう。◎は、主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です。　　

教会堂/事務室閉館



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249
2021年 HP : www.hitomi.net/

ニューコミュニティ西宮染殿チャペル メンバーページﾞパスワード：church

日 月 火 水 木 金 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 忠直主事（午前） 渕上ひとみ 渕上ひとみ
川津牧師(午後) 中村外喜子、島本千絵 川津牧師(午後) 川津牧師(午後) 川津牧師、渕上ひとみ
主任牧師(午後) 川津牧師(午後)、主任牧師 主任牧師 主任牧師

1 ☆小平邦子 2 ☆若松直美 3 ☆小野照雄 4 ☆松尾結実子 5 ☆平尾佳三 6
・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
〈あかつき〉

◎JCE7実行委員会
7 8 9 10 ☆岡本万葉 11 ☆定照代 12 ☆藤和賢人 13
・オンラインキッズ（9:30） ◎AAJ理事会 ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（家庭、ｵﾝﾗｲﾝ配信11:00） ◎聖書学院教師会 〈あかつき〉
・全体委員会（1:30、ネット会議）
14 ☆伊田公一 15 ☆友成正史 16 17 レント 18 ☆倉本真也 19 20
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（家庭、ｵﾝﾗｲﾝ配信11:00） 〈あかつき〉

◎教職委員会
21 22 23 ☆山戸純子 24 25 26 ☆山縣美保 27
・オンラインキッズ（9:30） ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（家庭、ｵﾝﾗｲﾝ配信11:00） ・女性部しもべ会
・合同ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（2:30、ネット会議）
28
・オンラインキッズ（9:30）
・礼拝（家庭、ｵﾝﾗｲﾝ配信11:00）

コロサイ2:7
　☆は、誕生日の方。祝福を祈りましょう。◎は、主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です。　　
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の方々の清掃実習の日です。メンバーの方々の祝福を祈り、感謝しましょう。　

教会堂/事務室閉館

キリストのうちに根ざし、建てられ、教えられたとおり信仰を堅くし、あふれるばかりに感謝しなさい。

<２月>

2021年度教団標語のみことば

　　　　　今月は、コロナウィルス感染拡大を防止するために、各家庭で礼拝をささげます。心をあわせて礼拝しましょう。

　　毎日朝6時、昼12時、夜9時を祈りの時間として、それぞれの場所で祈りましょう。

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館教会堂/事務室閉館

教会堂/事務室閉館



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249

メンバーページﾞパスワード：church

土 
9:00-5:00

忠直主事（午前）
川津牧師、渕上ひとみ

主任牧師

・週報印刷等(午前)

・週報印刷等(午前)

・週報印刷等(午前)

・週報印刷等(午前)

　☆は、誕生日の方。祝福を祈りましょう。◎は、主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JCEは日本伝道会議)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です。　　

キリストのうちに根ざし、建てられ、教えられたとおり信仰を堅くし、あふれるばかりに感謝しなさい。



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249
2021年 HP : www.hitomi.net/

ニューコミュニティ西宮染殿チャペル メンバーページﾞパスワード：church

日 月 火 水 木 金 
＜教会堂・事務室＞●開館時間 閉館 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00 9:00-5:00

●担当者 村田征彦 忠直主事（午前） 渕上ひとみ 渕上ひとみ
川津牧師(午後) 中村外喜子、島本千絵 川津牧師(午後) 川津牧師(午後) 川津牧師、渕上ひとみ
主任牧師(午後) 川津牧師(午後)、主任牧師 主任牧師 主任牧師

1 2
＊毎週日曜日11時、いつものようにそれぞれの場所で、さんびと祈りをもって主日礼拝をささげましょう
＊毎日朝6時、昼12時、夜9時を祈りの時間として、それぞれの場所で、祈りの課題にしたがって祈りましょう

3 4 5 6 7 8 9
・礼拝（11:00、1:00、各家庭） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)

〈あかつき〉 ・男性アパルーム
◎JCE7実行委員会 〈ぶどうの樹〉

10 11 ☆林久枝 12 ☆辻早智子 13 ☆大内志延 14 ☆小澤香里 15 16
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前)
・礼拝（11:00、1:00、各家庭） 〈あかつき〉 ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・執事会（2:30、ネット会議）
17 ☆石井和華子、☆新田博 18 ☆中村外喜子 19 ☆小平恵 20 21 ☆山崎和代 22 23
・オンラインキッズ（9:30） ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ・週報印刷等(午前)
・礼拝（11:00、1:00、各家庭） 〈あかつき〉 ・男性アパルーム
・ﾘｰﾀﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ/執事会(2:30、ﾈｯﾄ） 〈ぶどうの樹〉
24 25 ☆池田典子 26 ☆宮本美枝子 27 28 ☆大西あや子 29 ☆毛谷村嘉子 30
・オンラインキッズ（9:30） ☆湯朝律子 ・牧師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(午前) ・会計業務など(午前) ☆定悠一郎

・礼拝（11:00、1:00、各家庭） 〈あかつき〉 ・テモテ会 ・週報印刷等(午前)
・ﾋﾞｼﾞｮﾝﾁｰﾑ（2:30、ネット会議） ◎AAJ理事会 ◎○◇教区牧師会
31
・オンラインキッズ（9:30）
・礼拝（11:00、1:00、各家庭）

コロサイ2:7
◎は主任牧師(AAJはアジアンアクセスジャパン、JEAは日本福音同盟)、○は恵先生、◇は川津牧師、△は主事の奉仕です　　☆は誕生日の方。祝福を祈りましょう。
〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

<1月>

2021年度教団標語のみことば
キリストのうちに根ざし、建てられ、教えられたとおり信仰を堅くし、あふれるばかりに感謝しなさい。

教会堂/事務室閉館
元旦礼拝11:00

新年聖会10:00



tel . 0798-26-0332　fax . -26-9249

メンバーページﾞパスワード：church

土 
9:00-5:00

忠直主事（午前）
川津牧師、渕上ひとみ

主任牧師
☆西岡容子

・週報印刷等(午前)
・男性アパルーム
〈ぶどうの樹〉

・週報印刷等(午前)

・週報印刷等(午前)
・男性アパルーム
〈ぶどうの樹〉

☆松尾雄

・週報印刷等(午前)

〈あかつき〉は「就労支援センターあかつき」の清掃実習の日です。メンバーの祝福を祈り、清掃奉仕に感謝しましょう。　＊各部屋の使用は事務室前の活動予定表に記入して下さい。

キリストのうちに根ざし、建てられ、教えられたとおり信仰を堅くし、あふれるばかりに感謝しなさい。

教会堂/事務室閉館


