
月　日
教会暦

行事
主 題 聖書箇所 聖　句

おすすめ教材

●『神さまのおはなし畑』

◆『みんなの聖書絵本シ

リーズ』より

1 4月2日 イエスと共に歩く ローマ12・15 喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。

2 4月9日 イースター うれしいイースター ヨハネ11・25
イースター おめでとう

わたしは復活であり、命である。

●P8〜19

◆12／『十字架の道』

シールブック

『おいわいしよう かみさまのひ』

3 4月16日 愛は神さまから ヨハネⅠ 4・19 神がまずわたしたちを愛してくださった ●P76〜77

4 4月23日 どんな人とも一緒に マタイ7・12
人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしな

さい。

5 4月30日
こどもの日

（5/5）
空の鳥、野の花 マタイ6・26 空の鳥をよく見なさい。

シールブック

『そらのとり ののはな』

6 5月7日 成長する マルコ4・27
種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は

知らない。

7 5月14日 母の日 母の愛 マタイ12・50

ありがとう

だれでも、わたしの天の父の御心を行う人が、わたしの兄弟、

姉妹、また母である。

8 5月21日 愛を学ぼう コリントⅠ 13・13
信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で

最も大いなるものは、愛である。

9 5月28日 ペンテコステ 聖霊が降る 使徒1・8
ペンテコステ おめでとう

あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。

◆26／『教会のはじまり』

シールブック

『おいわいしよう かみさまのひ』

10 6月4日 神は愛 ヨハネⅠ4・16 神は愛です。 ●P76〜77

11 6月11日
子どもの日

花の日

子どもを祝福するイ

エスさま
マルコ10・14 子供たちをわたしのところに来させなさい。

●P72〜73

◆30／『神さまの国』

12 6月18日 父の日 父の愛 箴言6・20

ありがとう

わが子よ、父の戒めを守れ。

母の教えをおろそかにするな。

●P84〜85

13 6月25日 雨の恵み 詩編147・8
主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え

山々に草を芽生えさせられる。

14 7月2日 夜空の恵み 詩編8・4

あなたの天を、あなたの指の業を

わたしは仰ぎます。

月も、星も、あなたが配置なさったもの。

15 7月9日 神さまの子 エフェソ5・1 あなたがたは神に愛されている子供です

16 7月16日
海の日

（7/17）
地の塩、世の光 マタイ5・13 あなたがたは地の塩である。 ●P34〜35

17 7月23日 ともし火の輝き マタイ5・16 あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。 ●P34〜35

18 7月30日 わたしの光 詩編119・105
あなたの御言葉は、わたしの道の光

わたしの歩みを照らす灯。

19 9月3日 助けてくださる神 ペトロⅠ5・7 思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。

20 9月10日
「無くした銀貨」の

たとえ
ルカ15・10

一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがあ

る。
●P68〜69

21 9月17日

敬老の日

（9/18）

秋分の日

（9/23）

みんなの輪の中に マタイ18・20 わたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいる

22 9月24日
モーセ物語

水の中から
出エジプト2・6 開けてみると赤ん坊がおり、しかも男の子で、泣いていた。

●P20〜21

◆25／『モーセものがたり』

23 10月1日
モーセ物語

燃える柴
出エジプト3・5

「ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなた

の立っている場所は聖なる土地だから。」

●P22〜23

◆25／『モーセものがたり』

2023 年度 AVACO聖句一覧
2023年度AVACO聖句カードです。

大きさは、はがき1/4サイズ（7.5×4.7cm）になります。／15円（税込）

ただし、No.7（母の日）・No.12（父の日）・No.35（クリスマス）は、はがき1/2サイズ（9.4×7.5cm）になります。／30円（税込）

お誕生日カード、カード帳もご用意しています。お申し込みは、AVACO聖句カード専用注文用紙をご利用ください。

おすすめ教材もご紹介しています。

聖句カードは別紙商品リーフレットに掲載の、各休みのおすすめカードよりお選びください。

各休みのおすすめカードはAVACOwebサイトにも掲載しています。
夏休み



24 10月8日
スポーツの日

（10/9）
助け合う ガラテヤ6・2 互いに重荷を担いなさい。

25 10月15日 （教育週間） 富は天に マタイ6・20 富は、天に積みなさい。

26 10月22日 （教育週間） 信仰の力 ペトロⅠ1・5 神の力により、信仰によって守られています。

27 10月29日
文化の日

（11/3）
真理は自由に ヨハネ 8・32 あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。

28 11月5日 ぶどうの木 ヨハネ15・5 わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。

29 11月12日
（障がい者

　　週間）
大切なこと マタイ22・39 隣人を自分のように愛しなさい。

30 11月19日 愛を知る コロサイ3・14 愛は、すべてを完成させるきずなです。

31 11月26日 収穫感謝日 収穫の恵み 申命記26・10
わたしは、主が与えられた地の実りの初物を、今、ここに持っ

て参りました。
●P90〜91

32 12月3日 アドベント 受胎告知 ルカ1・28 「おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。」
●P42〜43

◆21／『天使の知らせ』

33 12月10日 天使の賛美 ルカ2・14
いと高きところには栄光、神にあれ、

地には平和、御心に適う人にあれ。
◆33／『ひつじかいの夜』

34 12月17日 星に導かれた博士 マタイ2・10 学者たちはその星を見て喜びにあふれた。 ◆9／『星にみちびかれて』

35 12月24日 クリスマス イエスさまの誕生 イザヤ9・5
クリスマス おめでとう

ひとりのみどりごがわたしたちのために生まれた。

シールブック

『おいわいしよう かみさまのひ』

36 1月14日
神さまからの

贈りもの
ペトロⅠ 4・10 あなたがたはそれぞれ、賜物を授かっているのです

37 1月21日 仕える人になりなさい マルコ10・44 いちばん上になりたい者は、すべての人の僕になりなさい。

38 1月28日 分け隔てをしない ヤコブ2・1 人を分け隔てしてはなりません。

39 2月4日
イエスさまを

受け入れる人に
マタイ10・42

この小さな者の一人に、冷たい水一杯でも飲ませてくれる人

は、必ずその報いを受ける。
●P102〜103

40 2月11日 イエスさまの招き マタイ11・28 疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。 ●P104〜105

41 2月18日
五つのパンと

二匹の魚
マタイ14・20

すべての人が食べて満腹した。そして、残ったパンの屑を集

めると、十二の籠いっぱいになった。

◆16／『五つのパンと二匹の

魚』

紙芝居／『5つのパンと2ひきの

さかな』

42 2月25日 いっしょに生きる フィリピ2・4
めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いな

さい｡

43 3月3日 神の力 コリントⅠ 3・6 成長させてくださったのは神です。

44 3月10日 御言葉を忘れない 詩編119・16
わたしはあなたの掟を楽しみとし

御言葉を決して忘れません。

45 3月17日
春分の日

（3/20）
主の祝福 申命記15・18 あなたの神、主はあなたの行うすべてのことを祝福される。

※聖句は、日本聖書協会発行『聖書　新共同訳』より引用しました。

お誕生日カード65-54　（2023年度／はがきサイズ）

40円（税込）

聖句／あなたがたは世の光である。（マタイ5・14）

カード帳 （Ｂ６判）　※主の祈りつき

209円（税込）
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冬休み
聖句カードは別紙商品リーフレットに掲載の、各休みのおすすめカードよりお選びください。

各休みのおすすめカードはAVACOwebサイトにも掲載しています。

春休み
聖句カードは別紙商品リーフレットに掲載の、各休みのおすすめカードよりお選びください。

各休みのおすすめカードはAVACOwebサイトにも掲載しています。




