聖書の神を神として誠実に歩む群れを目指す
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これこそ（公義と神への愛）しなければならないことです。
（ルカ11/42）

��: 「神の愛」と「神への愛」
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■ 先月の多くの恵みから
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群の定期集会
・礼拝（毎週日曜日）
10：00-11：30
・祈り会（毎週水曜日）
10：00-11：30
・聖書を読む会(第1火曜日)
10：30-12：00
・ほっと・Time (第3火曜日)
10：30-12：00
・コーラス「花」（第2,4木曜日） 13：30-15：00
・楽しい手芸（第2,4月曜日）
10：00-12：00
・学習支援（地域の子どもの要望に応えて）
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６月 大籠キリシタン殉教公園を訪ねて
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阿 部 八重子
5月5日、教会で一迫風
の沢ミュージアムの迷迷
迷展（ジョシア君写真出
品）見学と一関藤沢町の
表題の場所へ研修旅行し
ました。東北地方では400
人を、大籠地区だけでも
300人を越す殉教数でし
た。

● ＜祈り＞ 私たちの「祈りの家」が10年目の活動に入りました。福音を携え、地域で世の光として輝けるよう祈りの支援をお願い致します。

４月末から５月末までに来訪された先生方･兄姉および祈りの家の教会活動の様子

4/29 板戸市の時田師と会員が訪問

5/1 米内師とSolaの平田姉が来訪

4/30 金婚式の祝いで

画家渡辺総一ご夫妻と高橋誠さん来訪 ホズマーご夫妻との再会

好天と新緑に恵まれた 5/5に教会研修として一迫の風の沢ミュージアム（その裏山から栗駒山をバックに記念撮影）と岩手県藤沢の大籠キリシタン殉教公園/資料館/クルス館を訪ねました。

妻が一坪農園に今年も野菜を植えました

アドナイ・イルエ
AOBODNWTVFCF

庭は花盛りです

Dr.木下ご夫妻から新茶が

「アドナイ・イルエ」＝主の山に備え在りの意
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「地上の残された日々を・・」
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新しく2名が加わっての楽しい手芸の会

5/25 IMNでの中橋師の奨励
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