
主日礼拝 (午前 11時) 
牧会, 献金祈祷    
聖書朗読：       マタイ 27:15-22,26 

メッセージ：  
 
     「代価を支払われたイエス」 
 
                                福迫 優也 兄 
                          (通訳) 福迫 和也 兄  
賛美 #425 
頌栄 #384 
祝祷 
 

 
                             

       

 
 
 
 
 

Sunday Worship Service (11 am) 

Pastoral, Offering Prayer       
Scripture Reading:    Matthew 27:15-22,26 

Message:   
  
            "Jesus Paid the Price" 
 
                                              Yuya Fukusaku 
                        (Translator) Kazuya Fukusaku               

Worship # 191   
Doxology  # 625 
Benediction 
 

 

 

                        

 

 

 
    

  

 

・The same service will be held at 11:00 am and 1:00 pm on 
Sundays. Those who want to take part need to register from 
the church’s home page. For those who cannot come to 
church, the services will continue to be streamed online.  
 
・This year too we would like to invite everyone to give to a 
special Thanksgiving Offering (As most years, we are aiming 
at $3000). As the finances of the church are low, please pray 
for the financial needs of the church. 

・This year the 15th Gospel Night will take place on Nov. 6th 
(Fri) at 7:00 pm. This time GN will take place online. A prayer 
meeting is held 3 times a week for GN. (Sundays after the 1:00 
pm service, Sat 7:00 am in the Sanctuary, Sat 3:00 pm on 
Zoom.  Please take part in the prayer meetings as we trust 
God to use GN for His glory. 

・Next week during the Service, Mai Yoshino will be inducted 

as the Director of Youth Ministries. 
 
・This year too we will be giving you an opportunity to take part 
in the Christmas Samaritan’s Shoebox drive. The boxes are 
available at the Church. The closing date is 8th Nov.  

 

心の糧  Bible Readings for the Week 

礼拝 Service: 日 Sun. 9:30am-12,11am-47(14),1pm-32(1) / 祈り会 Prayer Meetings: 金 Fri:10, 土 Sat:14         

 

 

 

バンクーバー日系人福音教会へようこそ！ 
Welcome to Vancouver Japanese Gospel Church! 

2020年 10月 25日    
       October 25th, 2020 

礼拝プログラム                   Worship Service Program 

報告                                Announcements 

・毎週 11時と１時から同じ形式とメッセージで礼拝が行われていま
す。参加を希望される方は教会のホームページからお申し込み下さい。
教会に来られない方々のためには、引き続きオンライン礼拝がライブで
行われています。 

・収穫感謝献金を捧げましょう。今年の目標額は例年通り 3000 ドル
です。昨年と比べて献金額が減少していますので、教会の経済的必要
のためにお祈り下さい。 

・今年の Gospel Night は 11月 6日(金)午後７時より、オンライン
にて行われます。そのための祈り会が現在週に３回行われています。 
(日曜日１時からの礼拝直後、土曜日の朝７時から礼拝堂にて、土
曜日の３時から Zoom でのバイブルリーディングにて)ぜひ、ご参加下
さり、GN を通して主の栄光があらわされるよう心を合わせて祈りましょ
う。 
 
・来週の礼拝の中で、吉野真衣姉の青年伝道主事(Director of 
Youth Ministries)就任式が行われます。 
 
・今年もサマリタンシューボックスが行われます。申込書とボックスは、 
教会受付に準備されていますのでご利用下さい。締め切りは 11月 
8日です。皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

 Sunday (日曜日)     Oct. 25     Malachi / マラキ 1-4 
  Monday (月曜日)     Oct. 19     Matthew / マタイ 1-3  

 Tuesday (火曜日)    Oct. 20     Matthew / マタイ 4-6 

 Wednesday (水曜日) Oct. 21     Matthew / マタイ 7-9 

 Thursday (木曜日)    Oct. 22     Matthew / マタイ 10-12 
  Friday (金曜日)        Oct. 23     Matthew / マタイ 13-15 

 Saturday (土曜日)    Oct. 24     Matthew / マタイ 16-18 

先週の集会出席                                    Last Week's Attendance 


