
主日礼拝 (午前 11時) 

牧会, 献金祈祷 

聖書朗読：         マタイの福音書 3:13-17 

メッセージ：  

     「わたしはあなたを喜ぶ」   

 

                             福迫 真里 師 

                           (通訳) 福迫 里奈 姉 

洗礼式 

聖歌 #496 

頌栄 #384 

祝祷, 案内 
                             

       

 
 
 
 
 

Sunday Worship Service (11 am) 

Pastoral, Offering Prayer 

Scripture Reading:              Matthew 3:13-17 

Message:    
        “With you I am well pleased”   
 
                                             Pastor Mari Fukusaku 

                                       (Translator) Lina Fukusaku 

Baptism Ceremony 

Hymn # 350 

Doxology # 625 

Benediction, Announcements 
 

 

 

                        

 

 

 
    

  

 

・Today we welcome the family of God through their 

baptism! The next baptism service will be held in 

June. If you wish to be baptized, please speak to a 

staff member. 

 

・This year Easter is on the 9th April. After the 

morning service there will be a dessert potluck for a 

time of fellowship downstairs. The 2:00 pm service 

will be held as usual. For the first time in 4 years, the 

Easter celebration will be held here at VJGC on Fri 

the 14th April. Dinner will be at 5:30 pm, and the 

celebration from 7:00 pm. Please invite your friends 

and contacts. Special Easter offering envelopes are 

at the reception desk. As in other years, we hope to 

receive $4000. Thank you for your generosity. 

 

・We will have communion during next week’s 

Service.  

 

 

 

 

 

 

 

心の糧  Bible Readings for the Week 
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  祈り会 Prayer Meetings- 水 Wed:25(6), Fri:9, 土 Sat:25(4) 

 

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

2023年 3月 26日           
March 26th, 2023 

礼拝プログラム                   Worship Service Program 

報告                                Announcements 

・本日は洗礼式が行われました。新しく神の家族に加えら

れた方々を歓迎しましょう。次回の洗礼式は６月を予定し

ていますので、洗礼を希望する方は教会スタッフまでお知ら

せ下さい。 

 

・今年のイースター礼拝は4月9日(日)に行われます。11

時の礼拝後にはデザートポットラックフェローシップ、午後は

２時からも礼拝が行われます。また、イースターセレブレーシ

ョンが、4月14日(金)に当教会にて行われます。５時半か

ら夕食となり、７時より集会が行われます。ぜひ友人知人

をお誘い下さい。イースター献金も受け付けています。今年

の目標件金額は例年通り4000ドルです。 

 

・来週の礼拝の中で聖餐式が行われます。 

 

 Sunday (日曜日)         Mar. 26   Genesis / 創世記 28-30 

 Monday (月曜日)      Mar. 27   Genesis / 創世記 31-33 

 Tuesday (火曜日)    Mar. 28    Genesis / 創世記  34-36 

 Wednesday (水曜日)  Mar. 29   Genesis / 創世記  37-39 

 Thursday (木曜日)     Mar. 30   Genesis / 創世記 40-42 

 Friday (金曜日)        Mar. 31    Genesis / 創世記 43-45 

  Saturday (土曜日)     April 1    Genesis / 創世記 46-48 

 

先週の集会出席                                    Last Week's Attendance 

https://jpgospelchurch.com/

