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　今年のヨーロッパ・キリスト者の集いのテーマは「キリストに
ある自由」です。日常、様々な恐れにさらされ、新たに戦争さえ
も現実のものとなっている今、私たち信仰者に与えられている自
由とは何でしょうか。
　 キリスト者として十分にこの与えられた自由をもっとよく知
り、その喜びに与りたい。今年の集いは、そんな期待を持ちつ
つ、自由を求めて１６０名を超える参加者が集います。
　若い世代も育ち、大きくは次世代の継承も課題として考えなが
ら、今年も子どもやティーンズ、ユースの若い世代の方々も、子
どもから大人まで、ご夫婦、ご家族、みなで一緒に主の御前に集
い、みことばから教えられ、みなでこのすばらしいキリスト者と
しての恵みに存分に与っていきたいと願っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
実行委員会一同

スイス日本語福音キリスト教会、南ロンドン日本語キリスト教会、フランクフルト日本語福音キリスト教会

第３９回
ヨーロッパ・キリスト者の集い

参 画 教 会

　　　　　テーマ　　　　　　　
キリストにある自由
兄弟たち。あなたがたは
自由を与えられるために
召されたのです。ただ、
その自由を肉の働く機会
としないで、愛をもって
互いに仕え合いなさい。
ガラテヤ人への手紙　5章13節

　人々はこれまで例を見ない
様々な“自由“を失ってきた2年
でした。このような時代に
あって”キリストにあ
る自由”とは、一
体何であるの
か、共に学
び、考え、
みことばに
耳と心を傾
けていきたい
と思います。

ヨーロッパ・キリスト者の集い　オフィシャル・ホームページ　https://www.europetsudoi.net/
                    専用メールアドレス　　2022tsudoi@gmail.com
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 　　　　　車でお越しのかた
  宿泊施設には駐車場が沢山ございます。タクシーでもお越しになれます。
所在地：Willy-Schenk-Straße 9, Rehnenhof, 73527 Schwäbisch Gmünd, Germany
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　電車でお越しのかた
Schwäbisch Gmünd Bahnhof駅からLine 6でRehnenhof行きのバスに乗ります。バスは平日
は、午前８時から午後８時までは３０分おきに、時間帯によっては、２０分おきに出ています。
Rehnenhof Karlsbader Strßeで下車しますと宿泊施設が前にあります。バスの乗車時間は１５
-２０分程度です。バスの時刻表は集いHPのシュトットガルト特設サイトQ＆Aをご参照くださ
い。お買い得のドイツ国鉄９€チケットをお勧めします。(ICE以外はなんと乗り放題！）チケッ
トはこちらで購入できます。h"ps://www.bahn.com/en/offers/regional/96euro68cket6en;

また、ドイツ国鉄では、現在も乗車時にマスク（医療用又はFFP2) の着用が義務つけられてい
ますのでご注意ください。

　
　 フォーラムと呼ばれる緑の建物をお探しください。フォーラムの右隣にはお城のように美しいゲストハウス、左隣に
はセミナーハウスがございます。フォーラムに入りまし
たら、集いの受付がございます。
　 お部屋の鍵、しおりや名札をお受け取りください。１
４時から受付がはじまります。懐かしい顔、顔、顔、。
いよいよ、この一年、楽しみにしていた第３９回ヨー
ロッパ・キリスト者の集いのスタートです。

会場への行き方＋会場に着いたら

会場に着いたら
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コロナ対策委員会からのお知らせ
今年もキリスト者の集いを開催でき
ることを感謝致します。
第二信に記載されていたとおり、コ
ロナ対策委員会では、以下の対策を
皆さまにお願いしたく思っていま
す。
●コロナ検査
家を出る前に、コロナ検査を行い
（セルフ、抗原、PCRなど）、陰性
であること確認してから会場にお越
しいただけると幸いです。体調が優
れなかったり、風邪の症状のある方
は参加は御遠慮下さいますようお願
いします。
●マスクの着用
集会やビュッフェ周りを中心に、人
の集まるところではマスク着用をお
願いします。

●体調がすぐれない時
専用メールアドレス
tsudoi.covid@gmail.comにご連絡頂
くか、実行委員にお知らせくださ
い。検査キットの手配など、できる
限りの対応をさせて頂きます。

集団感染が起きることなく、みんな
が笑顔で帰宅できるように、どうぞ
ご協力の程、よろしくお願い致しま
す。　　
　
　

感染対策について

　 今回は賜物を持つ通訳者に恵
まれ、早天祈祷会を除き、各講
演／賛美の夕はドイツ語に通訳
されます。
　 安全なSNSアプリのSignalを
各自スマフォにインストゥール
していただき、グルーチャット
を利用して通訳
が 行 わ れ ま
す。なお、各
自外部からの
音の入らない
ヘッドホーン
をご用意くださ
い。

通訳について

　今年はユースも本大会に参加していただくこ
とになっています。ワーシップ。メッセージ、
スモールグループ、分科会、運動会、いつもの
証会、キャンプファイヤー、みんなで盛り上げ

ていきたいと思います。
　聖書と筆記用具、運動
靴、泳ぎたければプー
ルも使えますので水着
をお持ちください！

ユース（20-30代）の方々へ

　 第３９回の集いの最新情報はオフィシャルHPのシュ
トットガルト特設サイトでいつでもご覧いただけます。
　 特設サイトには、参加教会／集会の紹介、講演概要、
各種インフォの英語版、会場へのバスのタイムテーブ
ル、Q&Aなどの最新情報をご覧いただけます。
https://www.europetsudoi.net/%E7%AC%AC%EF%
BC%93%EF%BC%99%E5%9B%9E-stuttgart-%E7%
89%B9%E8%A8%AD%E3%82%B5%E3%82%A4%E
3%83%88/

　 今回の集いへの参加教会／集会を、こちらで知ること
ができます。
　　　　　　　　参加教会／集会

　 講演／メッセージの概要はこちらでもご覧いただけま
す。
　　　　　　　　　説教概要

プログラムならびに概要の英訳はこちらでどうぞ！
　
                       English/Summary

代表者会議

　代表者会議は８月５日（金）
の１３時半から１５時まで開か
れます。会議はフランクフルト
日本語福音キリスト教会から議
長ならびに書記のご奉仕をいた
だきます。
　 各教会／集会から、それぞれ
２名まで参加いただけますが、
議決権は一人に限ります。

　 ８月６日（土）の昼食前の
11時45分に撮影の予定で～
す！分科会等が終わりましたら
速やかに指定場所にお集まりく
ださい！

　会場には、ミネラルウォターが４、５、６日
と用意されていますのでご自由にお取りくださ
い。

集合記念写真
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C　　S

　もうちょっとで集いです！「自由」とは
なんだろう？そして、「キリストにある自
由」とはどう言うことだろう？
　 聖書を使ってみんなで考えていきたいで
す。楽しいゲームや運動会も準備してあり
ます。
　 施設にはバスケットボールコートやプー
ルがあるので運動着と水着を忘れずに持っ
てきてください。聖書と
筆記用具ももちろん
持ってきてください。
スタッフのみんなで
待ってるよ。

中高生のみなさんへ

分　科　会
　分科会は、興味のあるテーマやトピックによって少
人数のグループに分かれ、参加者同士で語り合う場で
す。多くの方々が分科会ファシリテーターを引き受け
てくださり、合計24の以下の分科会が実現に至りまし
た。ご奉仕してくださる方々に心から感謝します。分
科会のアレンジの中で、教会の交わりの豊かさ、幅広
さを思わされています。当日どの分科会に参加する
か、ぜひ考えてみてください。

● 分科会1 (8月5日10:00-11:30)

1. ユース(20-30代)対象プログラム
2. English Group: 英語圏(英語を話す国)における日
本人宣教ネットワーク
3. German Group: ドイツ語圏(ドイツ語を話す国)に
おける日本人宣教ネットワーク

4. 音楽家の集い
5. 子育て、家庭、夫婦関係
6. キャリアと信仰、ライフワークバランス
7. 教会奉仕者の集い
8. 帰国者クリスチャンフォローアップミニストリー
9. 日本人特有の文化、外国人として異国で生きる苦労

と利点
10. 家庭集会(個人宅での聖書勉強会)
11. ノンクリスチャン(求道者)の集い

● 分科会2 (8月6日10:00-11:30)

1. 恋愛、結婚
2. これからのヨーロッパキリスト者の集いを考える

3. コロナと社会と教会
4. 福音主義神学について
5. 献身について
6. 賛美について
7. スモールグループの持ち方
8. 教会におけるオンライン活用術
9. 黙想と祈り、デボーション
10. 信仰継承、家庭内伝道
11. German/English Bible 
Study
12. 日本への留学やインター
ンシップについて
13. ノンクリスチャン(求道
者)の集い

　子どもプログラムのテーマは『愛を行う』です。

　 本大会のテーマを子どもたちと、ヨハネ１３：34b 
「わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互
いに愛し合いなさい。」というイエス様のことばを実行
しながら学びます。
　 「大好きな人を愛することは簡単だけど、そうでない
人にも？もし自分がやりたくないことが愛を行うこと
（神様のことばに従う）だったら？そんな時もあるよ
ね。どうしようか？」
　 まずは、ヨナのお話から始めま
す。神様の深くて広い愛を子ども
たちと一緒に学びながら、たくさ
ん賛美して、たくさん遊びます。
おやつ作りやゲームや工作もしま
す。
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　　概　　要
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ヨーロッパ・キリスト者の集い　オフィシャル・ホームページ　
https://www.europetsudoi.net/


