Worship

Prayer

主日礼拝

祈

り

〜2022〜
それは主の復讐の年
Isaiah 34：8

2022.11.20
1.プレイズタイム
ダビデの子にホザナ！
将来と希望

DABIDENOKONI HOZANA
SHORAITO KIBO

いやしの翼に

IYASHINO TSUBASANI

ハレルヤ！天において

HARERUYA TENNIOITE

聖歌622.夕べ雲やくる
ただ一筋に

YUBE KUMOYAKURU
TADA HITOSUJINI

日本と世界のリバイバルのために
新城及び周辺の街々の祝福のために
ウクライナ・ロシア情勢のために
日本と世界が疫病や自然災害から守られるように
新型コロナウイルス終息のために
健康を害している兄弟姉妹のために
お産を控えた姉妹のために
リバイバルミッション秋の配信集会のために 23日
（水）
中高生1日スポーツ＆BBQのために 26日
（土）
ヘブンリー・キングダムのために
26日
（土） ギブサンクス三河（蒲郡市民会館中ホール）

2.祈り
3.特別賛美
菊池陽子 姉

4.みことば
岡本信弘 牧師
「主は目的を持ってあなたを選ばれた」
ヨハネの福音書 15章16節

5.祝祷

■本日のプログラム
午後からはアフタヌーン・バイブル

午後1時30分からアフタヌーン・バイブルが行われます。
毎週日曜日午前10時から行われているモーニング・バイ
ブルを、今回は、創世記12章〜19章をまとめた学びが届
けられます。穴埋めクイズが行われ、素敵な景品が用意
されています。ぜひ、
ご参加ください！

インターナショナル主日礼拝

夕方4時からはインターナショナル主日礼拝が行われま
す。メッセンジャーは、公畑フェルナンド牧師です。祝福
をお祈りしましょう。

■今週のとりなしのテーマ

「新嘗祭」に対してお祈りしましょう。

11月23日、宮中祭儀の中で最も重要とされる新嘗祭が
行われます。国民を代表し天皇が新穀を皇室の祖霊や
八百万の神々に供え祈りを捧げた後、それらを天皇自ら
食します。また、伊勢神宮や全国の神社においても祭祀
が行われます。食物を通して、
この国が暗闇と結ばれる
契約が断ち切られるようにお祈りしましょう。

報

告

□今週の献金／施設充実
□来週の献金／世界宣教・リバイバルミッション・クリスマス特別献金
□明日、
リバイバルミッションの発送作業が行われます。ご参加
できる方はカウンターに用紙がありますので、
ご記名ください。
□来年9月19日（火）〜22日（金）、日本伝道会議が長良川国際
会議場（岐阜）
にて開催されます。11月末までに参加希望人数
を事務局まで通達する必要があります。ご興味があり、参加を
希望される方は、滝川充彦までお知らせください。関係資料を
会堂ロビーの掲示板に掲示しております。

集会インフォメーション

■次週聖日午後は霊的戦い専門課程ダイジェストセミナー

次週聖日午後からは霊的戦い専門課程ダイジェストセミナー
が行われます。ぜひ、
ご参加ください。

■今週土曜日は中高生1日スポーツ＆BBQ

■ MEMO

■今週のみことばの剣

「ヨハネの福音書 15章16節」
あなたがたがわたしを選んだのではありません。
わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任命し
たのです。それは、あなたがたが行って実を結び、
そのあなたがたの実が残るためであり、また、あな
たがたがわたしの名によって父に求めるものは何
でも、父があなたがたにお与えになるためです。

■先週のみことば

説教題：
「信仰の創始者から目を離さずに」
み言葉：ヘブル人への手紙 12章1節〜2節
説教者：滝元 望 師（S.I.R代表）

インターナショナル

モーニング・バイブル

10:00

モーニング・プレイズ
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主日礼拝
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アフタヌーン・バイブルVol.2
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インターナショナル主日礼拝
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東京集会
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21日［月］

県民の森祈祷会
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22日［火］

市内家庭集会

23日［水］

水曜主日礼拝
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インターナショナル祈祷会
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本日・来週奉仕者

今週の集会案内
20日［日］

今週土曜日、中高生1日スポーツ＆BBQが行われます。中高生
の方々の祝福をお祈りしましょう。

24日［木］

木曜賛美集会

20:00

■12月午後のプログラムの予定

25日［金］

島田家庭集会

13:30

インターナショナル徹夜祈祷会

20:30

＊クリスマスとりなしチラシ配布 3日
（日）
＊クリスマス青空賛美集会＠豊川河川敷 10日
（土）

■予告！新城教会2022クリスマス集会の予定

＊子どもクリスマス 10日
（土）
＊クリスマスコンサート＆スペシャルディナー 18
（日）
＊水曜クリスマス礼拝＠ヘブンズ・ホール 21日
（水）
＊インターナショナル浜松クリスマス 24日
（土）
＊クリスマス礼拝＆クリスマス・ホットスープランチ 25日
（日）
＊ざわめき同刻プレイズ 25日
（日）午後2時〜
＊インターナショナル・クリスマス 25日
（日）
＊レツプレ・クリスマス 26日
（月）

■12/18（日）はクリスマス・コンサート＆スペシャルディナー

音楽ゲストにティム・ケプラー氏、
ジョン・フルカー氏、
メッセンジ
ャーに平岡修治師をお迎えしています。今回は、伝道のために
コンサートは入場無料となっております。新しい方々をお誘い
し、伝道の時として用いてください。※夕食は有料です。
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26日［土］

早天祈祷会

6:00

中高生1日スポーツ＆BBQ

27日［日］

インターナショナル浜松礼拝

20:30

モーニング・バイブル

10:00

モーニング・プレイズ

10:15

主日礼拝

10:30

霊的戦い専門課程ダイジェストセミナー

13:30

インターナショナル主日礼拝

16:00

本日の奉仕者
礼拝司会者
メッセージ
特別賛美
モーニングプレイズ

滝元 開 牧師
岡本信弘 牧師
菊池陽子 姉
新城北部 家庭集会

礼拝司会者
メッセージ

滝元 開
岡本信弘

水曜主日礼拝
牧師
牧師

木曜賛美集会
メッセージ

伊藤あい子

姉

礼拝司会者
メッセージ
特別賛美
モーニングプレイズ

上條 実 牧師
滝川充彦 副牧師
青年バンド
（映像）
新城中部B 家庭集会

来週の奉仕者

ミッション＆Zawamekiコーナー
■11月23日
（水・祝）秋の配信集会

今週水曜日午後12時〜午後6時まで、秋の配信集会がリバイバ
ルミッションYouTubeチャンネルにより行われます。子どもから
お年寄りまで家族そろって、主を賛美し、祈るときとして、ぜひ、
ご参加ください。
♪Zawameki同刻プレイズ♪
毎日夕方4時になったら賛美しましょう！
今週の課題曲は「どんな時でも失望せずに」です。
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ヘブンズ・アイスクリーム＆コーヒー
■営業日時
◉定休日/月曜日・火曜日
◉水〜土/10:00〜17:00

先週の主な集会出席人数内訳
16人
主日礼拝
213人 水曜主日礼拝
34件）
（インターネット礼拝
（インターネット礼拝
123件）
14人
一足早くクリスマスに備えて 43人 木曜賛美集会
92件）
（インターネット
19件（インターネット
インターナショナル主日礼拝 48人 インターナショナル浜松主日礼拝 38人
（インターネット礼拝
79件）

