
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２５回	 	 	 	 東海聖書神学塾主催 

	 	  
       	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	   

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 	 	 	  
        

 

	 	 

	 

	 	 	 

	 

	 	 

	 	 	 	 	 
  

                       

10:00 講演①	 鴨下師	 

講演②	 ストラスブルガー師 

12:00 ランチタイム	 

12:45 分科会開始	 

14:15 分科会終了	 

14:30 閉会集会	 

 
  今年度は、小学生のためのプログラムはありません。 
                                        

今回の CS 教師のための一日神学校シリーズのテーマは「子どもを知る」です。  

今、子ども達は実に様々な状況に置かれています。  

自分でも言葉にすることの出来ない思いを抱えながら、教会学校に集まってくる子ども達に  

福音を届ける為に大切なものは何か？   を考える機会にしたいと願っています。  

今回は、主題講演２本立て（各４５分）を企画しています。ご期待下さい！  

	 

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 10 日（火）昼 12:00 まで	 
 

 

シリーズ⑦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	 

22001188  



	 	  
      
 講師:東	 賢作先生（日本バプテスト宣教団 
             知多のぞみキリスト教会） 
  困っている子どもたちは、自分が困っていることをなかなか

言えません。言いたくない場合もあるでしょう。	 

	 そのような子どもたちと、どのように一緒に歩めるか、共に考

えてみましょう。	 

 

              
            	 
	 	 
	 	 

	 
	 	 

 

	 	 	 	 	 	  	 

	 	 

	 	 

 

           

	  
	 	 	 

	 	 

 

	 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、教会名でお申込みください。 

    ★E-mail のみで受け付けます！ 

・宛先 tokaits.cs@gmail .com  

・件名 「第 25 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！  

・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:羽鳥	 頼和先生（JECA	 自由ヶ丘キリスト教会）	 

	  

 教会学校教師・スタッフとして奉仕することの心得とともに、

教会学校の目的・働きとは何か、ご一緒に考えましょう。 

自分の教会の教会学校の目的・目標は何でしょう。 

教会学校の校長やリーダーの方もどうぞ。 
 

分科会D  

分科会 E   

分科会A 
困っている子どもへの援助 

視聴覚教材・工作アイデア	 

 

♪ 賛 美＆ ゲ ー ム♪ 	 

 

入門クラス	 

 

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） 

	 

講師:マレーネ・ストラスブルガー先生	 

	 	 	 	 	 	 	 	 （同盟福音	 芥見キリスト教会） 
分科会C 分科会D 

分科会E 

分科会B 

人形や紙芝居、塗り絵、工作、パソコン、プロジェクターの	 

映像などを使って、聖書の話の理解を深めるアイデアを	 

分かち合います 
	 聖書を魅力的に	 子どもたちに語るためには、聖書から	 

福音を読み取る力が求められます．	 

福音を正しく聞き取るために、大切な基本を一緒に学んで	 

みましょう。	 

 

賛美楽しんでますか？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！	 

 


