
合同礼拝 (午前 11時) 
牧会, 献金祈祷    
聖書朗読：               ルカ 19:1-10 
メッセージ： 
             「たいせつなきみ」  
 
                         吉野 真衣 姉 

                                 (通訳) 福迫 和也 兄 

聖歌 #232 
頌栄 #384 
祝祷 
 

 
                             

       

 
 
 
 
 

Joint Worship Service (11 am) 

Pastoral, Offering Prayer        

Scripture Reading:                Luke 19:1-10 
Message:  
                "You are Special" 
 
                                                     Mai Yoshino 
                               (Translator) Kazuya Fukusaku 

Hymn  # 345 
Doxology  # 625 
Benediction 
 

 

 

                        

 

 

 
    

  

 

＊Because of the Provincial announcement, we continue 

to only have worship service on line. Let’s keep praying 

that it won’t be too long before we will be able to worship 

the Lord together in person again.  

・Today is the first Sunday of Advent. Let’s prepare our 

hearts for the coming of Christmas. We are also 

receiving special Christmas offerings now, which we will 

distribute to our missionaries, workers and for the 

building. We would like to aim at $3000. 

・Pastor Fukusaku plans to return to Canada on 

December 4th. Please pray that he may be able to 

complete all the necessary paper-work, and that he will 

be kept healthy.  

・After the service this morning, Juri Nagasawa will be 

baptized. In keeping with the new regulations, only 10 

people may attend. Please pray for the Lord’s blessing 

and protection. Juri will return to Japan on the 4th Dec. 

 
 

心の糧  Bible Readings for the Week 

祈り会 Prayer Meetings (Zoom): 金 Fri:9, 土 Sat:19(4)  
5 

 

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 11月 29日    
     November 29th, 2020 

礼拝プログラム                   Worship Service Program 

報告                                Announcements 

＊州政府からの規制発令により、当面の間はオンライン礼拝

のみとなります。一日も早く全世界が平安に満たされ、主を

共に礼拝できるようお祈りしましょう。 

 

・今日からアドベント(待降節)が始まりました。ご一緒にクリス

マスを待ち望みましょう。また、クリスマス献金も受け付けま

す。クリスマス献金は、宣教師、働き人、会堂献金等に用い

られます。今年の目標金額は、3000 ドルです。 

 

・福迫師は 12/4 に帰国の予定です。諸手続きがスムーズ

に進むように、また牧師の健康と霊性が支えられるようにお祈

りしましょう。 

 

・本日の礼拝後に、長澤樹里姉の洗礼式が行われます。政

府の規定に従って、関係者のみの 10人以下で執り行われ

ます。安全と祝福をお祈り下さい。なお樹里姉は 12/4 に日

本へ帰国されます。日本での歩みのためにお祈りしましょう。 

 
 

 Sunday (日曜日)     Nov. 29     Acts / 使徒の働き 16-18 
 
 
 Monday (月曜日)     Nov. 30     Acts / 使徒の働き 19-21 
  Tuesday (火曜日)    Dec. 1      Acts / 使徒の働き 22-24 

 Wednesday (水曜日) Dec. 2      Acts / 使徒の働き 25-28 

 Thursday (木曜日)    Dec. 3      Romans / ローマ 1-3 
 
 
 

 Friday (金曜日)        Dec. 4      Romans / ローマ 4-6 
  Saturday (土曜日)    Dec. 5      Romans / ローマ 7-9 

先週の集会出席                                    Last Week's Attendance 


