
主日礼拝 (午前 11時) 

牧会, 献金祈祷    

聖書朗読：     テモテへの手紙 第二 1:13,14 

メッセージ：      

      「あなたは何を守っていますか？」 

  

                           福迫 真里 師 

                              (通訳) 福迫 優也 兄 

聖歌 #521 

頌栄 #384 

祝祷 
 

 
                             

       

 
 
 
 
 

Sunday Worship Service (11 am) 

Pastoral, Offering Prayer  

Scripture Reading:         2 Timothy 1:13,14 

Message:  

            “What are you Guarding?” 

                                     Pastor Mari Fukusaku 

                              (Translator) Yuya Fukusaku 

Hymn # 517 

Doxology  # 625 

Benediction 
 

 

 

                        

 

 

 
    

  

 

・Due to the current COVID19 restrictions in place, it was 

decided that our church annual general meeting (usually 

held every March) will be postponed to September. We 

have sent the information together with the staff reports 

to each member.  If you did not receive these, please 

contact the church office. If you have any questions 

please feel free to contact the church board members. 

・Daylight Saving Time starts on the 14th. Remember to 

put your clocks forward by 1 hour. 

 

・We will be having a special offering at Easter Time. If 

you give online, please be sure to mark your gift “Easter” 

Let’s look to Jesus who gave His all for us, and give 

generously and thankfully to His work on earth.  

・We continue not being able to meet together, but we 

pray that each member’s faith will be strengthened and 

continue to be guided by the Lord. We pray too for 

everyone’s health. 

 

 

 

心の糧  Bible Readings for the Week 

祈り会 Prayer Meetings (Zoom): 金 Fri:14, 土 Sat:14(2) 
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バンクーバー日系人福音教会へようこそ！ 
Welcome to Vancouver Japanese Gospel Church! 

2021年 3月 7日    
         March 7th, 2021 

礼拝プログラム                   Worship Service Program 

報告                                Announcements 

・毎年、３月に行われている教会総会は、新型コロナの規制に

よって教会で開催することは出来ませんので、９月頃に行う予

定です。教会スタッフからの報告と共に皆さんに先日送付致しま

した。もし受け取られていない方がおられましたら、教会までお問

い合わせ下さい。教会会計に関する質問などは、役員までお願

い致します。 

・14日(日)から Daylight Saving Time が始まります。時

間が１時間進みますのでご注意下さい。 

 

・イースター特別献金のご協力をお願い致します。オンライン・ク

レジットカードで献げられる場合は、必ずイースター献金の所をク

リックして下さい。また E トランスファーの場合は、メモ欄にイース

ター特別献金と明記をお願い致します。私たちのために全てを

捧げてくださった主イエス・キリストを仰ぎ見て、私たちの感謝を

主に献げていきましょう。 

 

・教会に集まって礼拝できない状況が続いていますが、教会員

一人ひとりの信仰が守られ、導かれるように、健康と日々の生

活が支えられるように祈りましょう。 

 

 

 

 

 Sunday (日曜日)      Mar. 7     Numbers / 民数記 28-30 

 Monday (月曜日)      Mar. 8     Numbers / 民数記 31-33 

 Tuesday (火曜日)    Mar. 9     Numbers / 民数記 34-36 

  Wednesday (水曜日) Mar. 10   Deuteronomy / 申命記 1-3 

  Thursday (木曜日)    Mar. 11   Deuteronomy / 申命記 4-6 

 Friday (金曜日)        Mar. 12   Deuteronomy / 申命記 7-9 

 Saturday (土曜日)    Mar. 13   Deuteronomy / 申命記 10-12 

先週の集会出席                                    Last Week's Attendance 

https://jpgospelchurch.com/

