2021 年 6 月 12 日
玉川キリスト教会
緊急事態宣言解除後の方針について 2021 年版
COVID-19 の感染拡大から、約 1 年が経過しました。感染拡大防止のために、色々とご
協力をいただきました皆様には、心からお礼を申し上げます。
さて約 1 年の経過とともに、感染者数は当初の予測を遥かに超えた事態に進展し、以
前、中国感染症の研究者 Daniel P. Chin 医師が発表した記事、“When Your Church
Reopens, Here’s How to Meet Safely, A global health expert suggests a phased plan for
congregations gathering again amid this pandemic.” DANIEL P. CHIN, MAY 6, 2020 を参
考に立てました方針も、現状にそぐわないものになっていますので、改めて、日本政府の
新型コロナウィルス感染症対策分科会（尾身茂会長）による「感染状況の 4 段階」およ
び、東京都発表のオープンデーター（https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/）とコロナ感
染指標に基づいて活動を進めてまいりますので、来会者の皆様には引き続きご協力をよろ
しくお願いいたします。

1．教会の諸活動の進め方
1）礼拝について
既に、この 1 年間玉川教会では、以下の表 1 のように、人数制限を設けた二部制の礼拝
および、オンラインによる礼拝を併用するハイブリッド方式で対応してまいりました。
礼拝
第一礼拝

第二礼拝

時間帯

対象

実施者

9:00-

高齢者や感染重症化リスクのある方で、Zoom によ

牧師、教会音

10:00

るオンライン礼拝が利用できない方々を中心とす

楽主事、牧師

る。若年層は、出席不可

研修生

10:30-

その他の方々を対象とする。Zoom によるオンライ

（表２）参照

11:30

ン礼拝の同時配信を実施する。
（表 1）二部制礼拝

また緊急事態宣言発令時には、オンラインを主体とする礼拝で対応してまいりました。
今後緊急事態宣言解除後は、玉川消防署が、玉川キリスト教会会堂に定める収容人数（30
人）に対し、
（表 2）に定める人数制限を課して、礼拝を実施してまいります。また原則的
に、以下の諸注意をお願いいたします。
②礼拝は、時間通りに開始し、礼拝後は特に用事がなければそのまま帰宅してください。
お茶出しはありません。
③聖餐式、賛美、礼拝奉仕、座席配置については、各ステージによって対応を変更してま
いりますので、後述の（表 2）で確認してください。
④オンライン参加の方々の献金は、口座振替でお願いいたします。
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2）その他の諸活動について
祈祷会の進め方については、参照表をご覧ください。
ミニストリーに関しては、参照表通りですが、さらに以下の諸注意にご留意ください。
（1）ミニストリー全般の進め方
開催に当たっては、換気等に十分気を付けることと、活動のみとし、食事会はご遠慮く
ださい。
（2）若年層やスポーツなどを対象としたミニストリー
施設掃除、消毒など感染予防対策のための十分な人員確保および、実施が出来ないた
め、ステージ１の状況になるまで、今しばらくお待ちください。
3）掃除について
玉川キリスト教会は、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」提示店舗になっていま
す。東京都の「新型コロナウィルス感染症の拡大防止チェックシート」に基づき、教会の
施設の衛生環境を整え、安全に使用できるように、掃除と除菌のご協力をお願いいたしま
す。
以上、完全な通常復帰については、オリンピック開催の影響、ワクチン接種の普及状況
など、種々の要因により、まだ先を見通せない状況がありますが、社会の動向を見なが
ら、柔軟に対応した活動を進めてまいりますのでご協力をよろしくお願いいたします。
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Stage

状態

教会活動

4

爆発的な感

礼拝

染拡大（緊

着用、二つ席を空けて座る、献金は口座振り込み）
。礼拝奉仕者は、原則牧会スタッフ及び、IT スタッフ。賛美は代表

急事態宣言

賛美にて実施。

時）

3

感染者の急

聖餐式

パンと葡萄酒を使用しないで実施

祈祷会

オンラインで実施。同刻祈祷（午前 7:00）を合わせて実施

ミニストリー

オンラインで出来るものに限って実施

その他の奉仕

掃除は担当制で実施。週報・季報などの作成は、スタッフで実施

礼拝

二部制の分散礼拝を実施（収容人員 30 名の所、各 15 名以内、マスク着用、二つ席を空けて座る、献金は口座振り込

増（蔓延防

み）
。またオンライン礼拝も二部（10:30-11:30）で継続。礼拝奉仕者は分担表通りに実施。賛美は、代表賛美にて継

止等重点措

続、最後の頌栄のみ会衆全員で賛美。

置施行時）

2

原則オンライン。オンラインが利用できない方のために二部制礼拝を実施（収容人員 30 名の所、各 10 人以内、マスク

感染者の漸

聖餐式

コミュニオンカップを使用して実施

祈祷会

オンライン併用のハイブリッド方式で実施。同刻祈祷（午前 7:00）を合わせて実施。

ミニストリー

感染防止策を取って、10 名以内で実施。スポーツ、合唱活動は不可。

その他の奉仕

同上

礼拝

二部制の分散礼拝を実施（収容人員 30 名の所、各 20 名以内、マスク着用、二つ席を空けて座る、献金は口座振り込

増

み）
。またオンライン礼拝も二部（10:30-11:30）で継続。礼拝奉仕者は分担表通りに実施。賛美は、代表賛美にて継
続、応答の賛美を最後の 1 節のみ、および頌栄を会衆全員で賛美。
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感染者の散

聖餐式

コミュニオンカップを使用して実施。

祈祷会

オンライン併用のハイブリッド方式で実施。同刻祈祷（午前 7:00）を合わせて実施。

ミニストリー

感染防止策を取って、20 名以内で実施。スポーツ、合唱活動はワクチン接種状況、感染指標に基づいて判断。

その他の奉仕

同上

礼拝

二部制の分散礼拝を実施（収容人員 30 名の所、各 30 名以内、マスクはオプション、座席間隔は通常通り）。オンライ

発的発生

ン礼拝は、諸事情のある方々を対象として二部（10:30-11:30）で継続。礼拝奉仕、賛美、通常の再開。

（ワクチン

聖餐式

通常通り再開

普及後）

祈祷会

通常通り再開

ミニストリ―

通常通り再開

その他の奉仕

通常通り再開

（表 2）
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2．施設利用上の諸注意
以上の段階的活動再開の際に、さらに次のご協力をお願いいたします。
（1）来会前（時）の検温、および、手洗い、うがいなどのスタンダードプリコーション
（標準予防策）を徹底してください。
（2）来会時には、マスクの着用をお願いします。お忘れの場合には、教会で配布するも
のをお使いください。
（3）体調がすぐれなかったり、発熱があったりする場合は、来会をご遠慮ください。自
宅でよく休んでいただき、主の安息をお守りください。
（4）物理的距離については、少なくとも車約 1 台分の距離を取ることを目安としており
ます。通常、物理的な距離は、個人レベルで考えていますが、1 つの社会単位として同居
している家族の場合、その単位で距離を取るようにお願いいたします。
（5）教会に到着の際は、玄関入り口脇に設置してある消毒薬で、まず手指の消毒をお願
いいたします。その後に、必ず手洗いもお願いいたします（順序を間違えないようにお願
いいたします）。手洗い後に消毒という考え方もありますが、当教会では、入室後、まず
他のものに触る前に消毒することで、接触感染のリスクを低減していただくことを考えて
います。ですから気になる方は手洗い後、さらに消毒をお願いいたします。
（6）手洗いの場合は、ご自分のハンカチもしくは、備え付けの使い捨てペーパータオル
をご利用ください。また必ず液体石鹸を使って、手洗いをお願いいたします。
（7）各自ご自分の聖書、聖歌をご用意ください（重さが負担の場合には、スマホの聖書
アプリ、および WEB 聖歌総合版（http://lifebread.info/cgi-bin/hymn_list4.cgi/2#115）を
利用ください。また、やむを得ず、教会の聖歌をご使用なさった場合は、消毒用の所定の
箱にお戻しください。
（8）二子玉川聖書学院、HFI、育ちの村などの他団体の会堂使用については、参照表のガ
イドラインに沿ってお願いいたします。
（9）教会のみならず、教会の近隣、教会員の友人・知人が安全であるために、教会は、
常に、東京都が発表する感染者の情報のみならず、私たちの間で得た情報に注意し、その
情報を交換し、その情報に基づいて行動する必要があります。それによって、活動や施設
利用を制限、教会施設の安全性を高めることができます。そこで教会員には、各自、所属
する共同体の感染レベルによく注意を払っていただけますようにお願いいたします。
以上、当面の間、COVID-19 と共存しなくてはならず、リバウンドの繰り返しが予測さ
れますが、この困難を、力を合わせて乗り越えてまいりましょう。ご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。
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3．COVID-19 における教会の重点活動方針
1）自身の信仰を確認、向上させる
今回の COVID-19 において問われたことの中心は、私たちの信仰の実質というべきもの
でした。まことに神を喜び、神にお従いする生きた信仰にあるのかどうか、そこがあやふ
やであっても教会活動が出来てしまう偽善性が人間にはあります。そこで、このコロナ禍
のソーシャルディスタンスの時は、神との関係が明瞭に問われる最高の機会を与えられて
いると受け止め、福音的な信仰の原点に立ち、礼拝、祈祷会、家庭集会、ミニストリーが
実施されるように、神様との関係を見直し、修正すべき所を修正し、しっかり自身の信仰
を建て上げていくことをお願いいたします。

2）信仰の友を見つけ、活動グループを育てていく
また、この機会に、諸活動の原動力を明確にしましょう。今行われている諸活動が、同
士的結合により御霊に導かれた、自然発生的に行われているものであるかどうか。改めて
確認し、そのような活動ではないと思われる場合には、一旦思い切ってリセットしてみま
しょう。
大切なのは、信仰的な同志を見つけることです。玉川教会、HFI、二子玉川聖書学院、
育ちの村と種々の活動を開拓してきて、私が感じていることは、初めは色々な人が集まり
合いますが、神様のみこころの働きについては、次第に核となる人の集まりが出来てくる
ものです。大切なのは、何かを始めたいという思い（思いも神様が与えてくださるも
の）
、その働きに協力をしてくれる人が自然発生的に起こされてくることに心を注ぐこと
です。人は、色々と事情がありながらも、思いが共有されれば、自発的に協力してくれる
ものです。実際、人間的な努力、負担が大きい活動は、長続きはしません。家庭集会を始
め、種々のミニストリーを行うにあたっても、まず、夫婦、家族が一致し、その上で、同
じ思いを共有できる人を加えていくと考えてください。何度か誘って人が乗ってこないと
しても、
「協力をしてくれない」とか、
「助けてくれない」とか、考えないようにしましょ
う。むしろ神様のみこころであれば「協力してくれ」と求めなくても、協力する人が起こ
されてくる、と考えることです。私の経験からすればそうです。そしてむしろ、自分が始
めたいと思っている事柄の内容をしっかりさせていくことです。誰を対象とするのか、集
められた人たちと何をするのか、どのように進めるのか、将来的にどのように教会の実と
していくのかを同志的結合で話し合いながら、進めて行くのです。教会へつなげる活動な
のですから、牧師と相談しながら進めることも大事です。

3）自然に霊的な実を結ぶ
以上のような、霊的な同志的な結合を主の恵みによって育てていただき、それによって
福音が分かち合われていくことを大事にしてまいりましょう。これまでは、何かイベント
を企画し、それに人を集めて、つながりを持ち、伝道をすると言うやり方をしてきまし
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た。しかし、人が本当に心を開くのは、同志的な結合、個人的な関係が出来てこそです。
まずは、心開かれる関係作り、伝道の実を結ぶ関係作りを目指してまいりましょう。しか
しそれもまた、私たちの努力ではなく、神のあわれみと恵みによるものですから、何より
も、祈ることが大切です。そこで教会で主の業が行われるように熱心に祈りをしてまいり
ます。

4）教会の活動とそうでないものを区別していく
たとえば祈祷会についていえば、祈りの課題を何にしていくのか。現在祈祷会では、教
会、国内宣教、世界宣教と大きく三つの課題を分かち合って祈っています。そこで、どこ
まで個人的なつながりの課題を出していくのか、良識を持ってまいりましょう。
これまでは、友人、知人、家族、何でも祈りの課題として分かち合われてきました。し
かし、課題の中には、その人が友人との間で留めて置き、自分自身の胸の内で祈るべきこ
と、教会という公の場ではなく、教会の中でも、ごく少数の普段からよく信仰的に深い交
わりをしている間柄で個別に祈られることがあるものです。教会では個人的な祈りの課題
を出してはいけません、ということではなく、祈りの課題それぞれに相応しい祈りの場が
あるということです。礼拝は、礼拝を共にささげるということで集まる場ですし、祈祷会
は、とりなしの祈りをするために集まる場ですが、祈りの場合は何でもオープンにという
わけにはいかないこともあるものです。同じように、教会の場を借りて行われる個別の集
会も、公的な目的を持って行う必要があり、ただ個人的な親しさを求める集会は、各自の
家、もしくは集まれる場所（レストラン等）で行うようにしましょう。コロナ禍によって
教会の機能、本質が明確にされた経験をもって、教会を教会らしい霊的な祝福の場として
まいりましょう。
以上
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