
当日、高速道路の混雑が予想されますので、お早めにお出かけください。 

 
	 	 	 	 第２４回	 	 	 	 東海聖書神学塾主催 

	 	  
       	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	   

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 	 	 	  
        

 

	 	 

	 

	 	 	 

	 

	 	 

	 	 	 	 	 
  

                       

10:00 オリエンテーション、	 

パネルディスカッション	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /子どもゴスペル 

12:00 ランチタイム	 

13:00 分科会	 

14:30 閉会集会	 

15:00 アンケート記入	 

   お知らせ；今年度も、小学生のためのプログラムがあります   （キッズゴスペル） 
                                       事前申し込み５００円   *当日参加７００円 
 

教会学校教師のための１日神学校シリーズは、今回で６回目を迎えます。	 

今回考えたいテーマは「伝道」です。近年、子どもへの伝道が難しくなっていると言われています。	 

そんな中で、地域のこどもたちを教会へ招き、そして定着させていくためにどんなことが考えられるのか‥	 	 

全体集会は、今までのセミナー形式を変え、現場で取り組む教会の生の声を聞きながら一緒に考える事が	 

出来るよう、パネルディスカッション形式で行う予定です。ご期待ください！	 

CS 教師のための１日神学校 

 

 

  参加費	 2,000 円（部分参加も同額）	 	 

	 	 	 	 （当日参加 2,200 円）	 

	 	 	 申し込み締切り	 	 
	 	 4 月 4 日（火）昼 12:00	 
 

 

シリーズ⑥実践神学を学ぶ 

問い合わせ先；鴨下直樹（同盟福音基督教会	 芥見キリスト教会）	 

	 	 	 	 TEL058-243-5798	 	 	 E-mail:tokaits.cs@gmail.com	 



	 	  

      
 講師:羽鳥頼和先生（JECA	 自由ヶ丘キリスト教会） 
	  信仰継承は、教会学校においても大切な使命です。	 

	 継承する信仰とは何でしょう。どのように継承するのでしょう。	 

	 まず、聖書から信仰継承について教えられましょう。そして、	 

	 教会学校で行う信仰継承をご一緒に考えましょう。	 

 

              
            	 
	 	 
	 講師:黒木昭江先生（同盟福音	 名古屋キリスト教会）	 
	 子どもたちが教会リピーターになり常連になるには？	 

「教会大好き」「また行きたい」「いつでも居たい」	 

	 と思われる教会学校になるため、「子ども目線」「世の中目線」	 

	 を大切に、ともに話し合いましょう。	 

	 

	 	 	 	 	 	  （CS 教師の霊性）	 

	 	 

	 CS 教師を長くつづけて来られたベテランの教師の方,これまで	 

積み重ねられてきた実績と経験は貴重な財産です。それらが	 

さらに生かされながら、これからの教師としての在り方を一緒	 

に考えてみたいと思います。そして、更に教師として霊的に整	 

えられるための課題をともに見つめながら、さらに教師として、

キリスト者として豊かにされていく道を一緒に考えてみたいと	 

思います。 

	 	 	 ♬	 ♬	 ♫	 	 キッズ（子ども）ゴスペル	 (午前中)	 ♪	 ♫	 
	 	 	 	 	 講師:兼松弘子先生（同盟福音	 可児キリスト教会/Voices	 of	 Vision代表）	 

	 	 	 	 	 	   カンタンな英語も使って、振付けもして、楽しく主を賛美しましょう！  

                     歌うことがチョット苦手なお友だちも、シャイなお友だちも大丈夫！  

                           きっと、神様が   ゴスペル  音楽でみんなを笑顔にして下さるよ！	 	 
	 

           

	  
	 	 	 

	 	 	 賛美楽しんでいますか？教師のノリがその場の盛り上がり	 

	 に影響します。歌って踊れたら楽しさ 100倍!ともに歌って	 

	 踊って主を賛美しましょう！	 

 
 

	 会場	 アイプラザ	 一宮	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （一宮勤労福祉会館）	 
 〒491-0832 一宮市若竹 3-1-12  
    0586-77-6612  駐車場 108台 
＊付近にレストランやコンビニなどはありません。 
	 	 	  

 

●申込み ＊教会でまとめてお申込みください。 

    ★E-mail のみで受け付けます！ 

・宛先 tokaits.cs@gmail .com  

・件名 「第 24 回教会学校教師研修会 申込み」 

 
・登録事項 教団名・教会名、教会住所、今回参加者の代表者名、同連絡先（電話番号）、参加者全員の氏名、それぞれ希望する分科会（A～E より 1 つ） 

・部分参加の方は、午前参加 or 午後参加（分科会名）を明記してお申し込み下さい。 

（分科会のみの部分参加を希望される方へ： グループ分けによる時間割の都合上、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。） 

 

【参加費振込み口座】★事前振込みをもって受付完了となります！ ＊必ず教会名で振込み下さい 

・ゆうちょ銀行から振込む場合 （ATM 振替で手数料無料） 

  記号・番号 12180 74086421 

  口座名 東海聖書神学塾教会学校教師研修会 

・他の銀行から振込む場合 

  ゆうちょ銀行 支店名 218 普通預金 口座番号 7408642 

  口座名 東海聖書神学塾教会学校教師研修会 
 

＊なるべく多くの教会の方に参加いただく為、原則的に 1 つの分科会に各教会から 2 名までの参加とさせていただきます。 

＊当日参加も受け付けます。但し分科会は、申込み状況により選択可能なものが限られてきます。 

＊申込み後のキャンセルについては、資料の準備や分科会のグループ分けの関係でお受けできません。申込期日の時点で未定の方は、当日参加にして 

  いただけると幸いです。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 

	 講師:山本陽一郎先生（同盟基督	 多治見中央キリスト教会）	 

	 地域の子ども達にアプローチしたい。教会に来てほしい。 

でも、どうすれば…？	 時代が変わり、家族のかたちも多様化

している今、教会にできること、教会に求められていることは

何か？	 ご一緒に考えてみたいと思います。 
 
	 

分科会D  

分科会 B 

分科会C 

分科会 E   

分科会 D 

分科会 E 

分科会A 信 仰 継承  

子どもと生きる教会	 

 —子どもが定着する教会学校— 

 

♪ 賛 美＆ ゲ ー ム♪ 	 

 

地域の家庭に寄り添う子ども伝道	 

 

講師:	 阿部真和先生（同盟基督	 豊橋ホサナキリスト教会）	 

 

講師:鴨下直樹先生（同盟福音	 芥見キリスト教会） 


