バンクーバー日系人福音教会へようこそ！

2021 年 11 月 21 日
November 21st, 2021

Welcome to Vancouver Japanese Gospel Church!
礼拝プログラム

Worship Service Program

主日礼拝 (午前 11 時)
牧会, 献金祈祷
聖書朗読：
ルカの福音書 22:17-20
メッセージ：

Sunday Worship Service (11 am)
Pastoral, Offering Prayer
Scripture Reading:
Luke 22:17-20
Message:

石黒 豊 師
(通訳) クレメント・チョウ 兄

Pastor Yutaka Ishiguro

「最後の晩餐」

聖歌 #157
頌栄 #384
祝祷

“Last Supper”

(Translator) Clement Chou

Hymn #453
Doxology # 625
Benediction

報告

Announcements

・引き続き、教会内でのマスク着用をお願いしていますの
で、ご理解とご協力をお願い致します。また礼拝後、消
毒を致しますので、お手伝いできる方はご協力をお願い
致します。礼拝堂の混雑を避けるため、11 時の礼拝
は、階下でも礼拝が出来るよう、用意されています。

・Please wear a mask while inside the church.
Thank you for your co-operation. After each
service we like to disinfect, so if you are able to
help with wiping the pews etc, please stay
behind. The 11:00 am service can be viewed on
the screen downstairs for those who would prefer
to worship where there is more room.

・福迫師夫妻は 22 日(月)まで休暇中です。

・Ted and Mari Fukusaku are on vacation until
tomorrow.

・今年のサマリタンシューボックスは、41 個集まりました。
ご協力ありがとうございました。
・当教会のオリジナルテキスト「救いの喜び」”The Joy
of Salvation”が出来上がりました。1 冊 5 ドルで購入
できますので個人またはグループでの聖書の学びや伝道
などに用いて下さい。ご希望の方は礼拝後、受付にて購
入できます。

心の糧

・Thank you to all who generously gave towards
the Samaritan shoe box. We collected a total of 41
boxes.
・This Church has published our own original
textbook in Japanese and English “The Joy of
Salvation” Copies are available at the reception
desk for $5.00 each. They will be useful for study in
small groups or with individuals.

Bible Readings for the Week

Sunday (日曜日)

Malachi / マラキ書 1-4

Monday (月曜日)

Matthew / マタイ 1-3

Nov. 21
Nov. 22
Tuesday (火曜日) Nov. 23
Wednesday (水曜日) Nov. 24
Thursday (木曜日) Nov. 25
Friday (金曜日)
Nov. 26
Saturday (土曜日) Nov. 27

先週の集会出席

Matthew / マタイ 4-6
Matthew / マタイ 7-9
Matthew / マタイ 10-12
Matthew / マタイ 13-15
Matthew / マタイ 16-18

Last Week's Attendance

礼拝 Service- Total:150 (Children 16) 11am-97(16) /1pm-53 // 祈り会 Prayer Meetings- Wed:11(2), Fri:お休み, Sat:21(7)
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教会ホームページ / Church Website: https://jpgospelchurch.com
5

