
主日礼拝 (午前 11時) 

牧会, 献金祈祷   

VJGC Kids!! 

聖書朗読：        ルカの福音書 1:46-55 
メッセージ：      
  「アドベント！祈り、賛美で待ち望む」    
 
                                 福迫 真里 師 

                 (通訳) 若林 英里奈 姉 

聖歌 #123 
頌栄 #384 

祝祷 
                             

       

 
 
 
 
 

Sunday Worship Service (11 am) 

Pastoral, Offering Prayer 

VJGC Kids!! 

Scripture Reading:                        Luke 1:46-55 

Message:  

   “Advent! Waiting with Prayer and Praise”    

 
                                Pastor Mari Fukusaku 

                          (Translator) Elina Wakabayashi 

Hymn #133 

Doxology # 625 

Benediction 
 

 

 

                        

 

 

 
    

  

 

・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。 
 
・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、クリスマス献金を受け付け
ています。クリスマス献金は、当教会に関わる宣教師、宣
教団体などに用いられます。今年の目標件金額は例年通
り、3000 ドルです。 
 
・BC 州の洪水被害に対して、当教会から 500 ドルを
Samaritan's Purse に献金することとなりました。個人
的にも Samaritan's Purse に洪水被害のための献金を
されたい方は、Samaritan's Purse のホームページ
(samaritanspurse.ca)から出来ます。洪水被害がこれ
以上大きくならないように、また、被害地域に主の福音が
届けられるように祈りましょう。 
 
 

 

 

・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.   
 
・Today Advent begins. Let’s prepare our hearts to 
celebrate Christmas together. There are Christmas 
Offering envelopes at the reception desk. We will 
give the offering to the Missionaries and Mission 
Organizations this church supports. As in other 
years, we hope to receive $3000.  
 
・This church will give $500 to Samaritan’s Purse to 
help the recent flood victims in BC. If you would like 
to give individually to Samaritan’s Purse please do 
so through their home page Samaritanspurse.ca. 
Let’s keep praying for those who have lost so 
much, and let’s pray that the rains will not cause 
further damage. 
 
 
 
 
 

 
心の糧  Bible Readings for the Week 

教会ホームページ / Church Website: https://jpgospelchurch.com 
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礼拝 Service- Total:126 (Children 17) 11am-89(17) /1pm-37 // 祈り会 Prayer Meetings- Wed:14(1), Fri:6, Sat:25(4)        
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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 11月 28日          
November 28th, 2021 

礼拝プログラム                   Worship Service Program 

報告                                Announcements 

 Sunday (日曜日)    Nov. 28     Matthew / マタイ 19-21 
  Monday (月曜日)    Nov. 29     Matthew / マタイ 22-24 

 Tuesday (火曜日)   Nov. 30     Matthew / マタイ 25-28 

 Wednesday (水曜日) Dec. 1      Mark / マルコの福音書 1-3 

 Thursday (木曜日)   Dec. 2      Mark / マルコの福音書 4-6 

 Friday (金曜日)       Dec. 3      Mark / マルコの福音書 7-9 

 Saturday (土曜日)   Dec. 4      Mark / マルコの福音書 10-12 

先週の集会出席                                    Last Week's Attendance 

https://jpgospelchurch.com/

