
주일예배(主日礼拝)

2014年9月 14日 司会：裵良一長老
午前11:00 日本語礼拝 説教：林明基牧師
전 주(前 奏)･･････････････････奏楽 李栄惠執事

송 영(頌 栄)････････････････････････聖 歌 隊

예배부름(招きと祈り)･･･시(詩 編) 1 3：4- 6･･･司 会 者
(韓13:3-6)

☆찬 송(讃 頌)･･････････３９･･････････一 同 起 立

신앙고백(信仰告白)･･･사도신경(使徒信条)･･･一 同
교 독 문(交 読 文)･･････････４６･･････････一 同
찬 송(讃 頌)･･････２３５(新200)･････一 同

기 도(祈 祷)･･･････････････････････田勝隆長老

성경봉독(聖書朗読)･･･마(マタイ) 4：1-11･･･司 会 者

찬 양(讃 揚)････････선한 목자･･･････聖 歌 隊

설 교(説 教)･･････｢霊 的分別｣･･････説 教 者
영적분별

기 도(祈 祷)･･･････････････････････説 教 者
찬 송(讃 頌)･･････３９９(新546)･････一 同

헌 금(献 金)･･･････････････････････一 同

감사기도(感謝祈祷)････････････････････････説 教 者
광 고(お知らせ)････････････････････････司 会 者

☆송 영(頌 栄)･･･････････１･･･････････一 同 起 立
☆축 도(祝 祷)････････････････････････説 教 者

☆표는 일어나 주시기 바랍니다 （☆印はご起立下さい）

성도의 교제 (コイノニア･タイム)
昼食を共にしながら交わりの時間 今週：青年会 来週：第2壮年会

《예배봉사위원(礼拝奉仕委員)》
이번주(今週) 다음주(来週)

司会 裵良一長老 嚴敞俊長老
祈祷 田勝隆長老 兪正根長老
午後 み言葉と讃美のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 尹日鉉執事
水曜 許清子執事 洪順男執事
通訳 吉井秀夫長老 吉井秀夫長老 金政芸執事

９月 １０月

献金 曺永恩執事 権寧子執事 柳末生執事 尹日鉉執事
李榮美執事 金安子執事 裵弥生執事 李洋子執事

案内
尹美愛執事 許清子執事 横山正一執事 孫菊枝執事
新来会者班：張淑子勧士 新来会者班：金仁姫勧士

聖研 主日聖書班:韓大龍長老 主日聖書班:兪台植長老
☆ 同時通訳をしています。必要な方は通訳機を入り口受付からお受け取り下さい。
☆ 동시통역을 하고 있습니다．통역기가 필요한 분은 입구 접수로부터 받아 주세요

말씀과 찬양의 페스티벌
『み言葉と讃美のフェスティバル』

◇日時：９月14日(主日) 午後3時
◇場所：在日大韓基督教会 大阪教会
◇主催：関西地方会女性連合会

교토교회에서여성회성가대가출연합니다．
京都教会から女性会聖歌隊が出演します。

여성회성가대는12시50분까지1층로비에모여주시기바랍니다．
오늘오후예배는＂말씀과찬양의페스티벌＂과함께드립니다.
女性会聖歌隊は12時50分迄に1階ロビーに集合して下さい。
本日の午後礼拝は、この『み言葉と讃美のフェスティバル』
と共に献げます。

◎수요예배(水曜礼拝)
9月 17日 午後7:00 伴奏：裵弥生執事
司 会：許清子執事 讃頌： ９１・１７８
説教者：林明基牧師 聖書：막(マルコ)7：9-23
説教題：コルバン (고르반)

◎새벽기도회(早朝祈祷会) 午前 6:00

火曜日 [ゼ カリア 6章 講解］引導者：林 明 基牧師
水曜日 [ゼ カリア 7章 講解］引導者：裵 良 一長老
木曜日 [ゼ カリア 8章 講解］引導者：尹 善 博牧師
金曜日 [ゼ カリア 9章 講解］引導者：林 明 基牧師

◆先週の統計◆
出 礼 拝 早朝祈祷会 聖書勉強会

席 午前 午後 水曜 CS 中高 火 水 木 金 主日 青年 ｼﾙﾊﾞｰ

計 １４６ 58 19 11 3 8 9 12 12 4 7 －

《十分の一献金》
李敏永･鄭元芝 文興寛･許清子 金絹江 李栄彦･中村知子 裵弥生

献 兪台植･洪玉江 金在哲･李淑連 李連順 権大顯･趙貞儀 朴畢秀
尹載旺･金恩瑛 李喜蘭 朱智子 金信惠 林明基･朴康子 金安子
金正煥･金君江 康玲子 全容佑 劉玉順 尹善博 李洋子 森山佳代子
安奇玉 朴恩榮 兪正根･李榮美 兪槿喜 無名1名

《感謝献金》
李連順 ｹﾞｳﾞｧﾝﾄﾊｳｽ合唱団 野田朋香 鄭允道･朴恩榮 川島美恵子
許清子 韓日合同礼拝委員会 池田茂樹･洪淑英･慈雨･美雨 柳恩愛

《海外宣教献金》
裵淳･耕･隆･明香

《献花献金･献品》
崔鶴代

金 《ﾋﾟｱﾉｶﾊﾞｰ献品》
張淑子･許清子(8/31)

合 計：７８１,９００円



嘘噺社縦(お知らせ)
◆오늘의 모임（本日の集い）
◎女性会委員会(午前9時、3階多目的室)

◆앞으로의 행사（今後の行事）
◎ 9月15日(月･祝)教会学校主催 おたのしみデー

(午前10時30分～午後4時 3階多目的室)
◎ 9月21日(主)敬老主日礼拝(午前礼拝、礼拝堂)

ｼﾙﾊﾞｰｽｸｰﾙ委員会(午後1時、牧師室)
管理委員会(午後1時、堂会室)
バザー委員会(午後礼拝後、女性会室)
準備堂会(午後礼拝後、堂会室)

◎ 9月28日(主)教会消防訓練(午後0時30分)
午後 女性会献身礼拝
大阪地区韓日合同礼拝(午後3時、大阪教会)

◆教会学校主催 おたのしみデー
9월15일(월･휴)「おたのしみデー」가있습니다．유아부터고등학생까
지를 대상으로한프로그램을준비합니다. 많은 참가부탁드립니다.
9月15日(月･祝)「おたのしみデー」を行います。幼児から高校生まで
を対象にたのしいプログラムを用意しています。たくさんの参加よろし
くお願いします。

◆가을의심방（秋の家庭訪問）
10월1일(수)에서１１월１４일（금）은가을의심방기간입니다．각구역장
은일정을조정하여 林明基목사및사무실에 28일(주)까지제출해주
시기바랍니다．
10月1日(水)～11月14日(金)は、秋の家庭訪問期間です。各区域長
は日程を調整し、林明基牧師または事務室へ28日(主)までに提出
をお願いします。

◆구역예배(区域礼拝)
区域礼拝 月日 出席 場所 引導
1･2区域 9/6 15名 文興寛執事宅 吉井秀夫長老

◇자유면담(自由面談)
매주금요일오전9시부터１２시까지는 林明基목사와의 자유면담시
간입니다.
毎週金曜日午前9時から12時まで、林明基牧師との自由面談時間を
設けました。

※尹善博목사는１１월까지 계속해서 봉사합니다．
尹善博牧師は11月まで継続して奉仕する事になりました。

금주의 기도(今週の祈り )
◇創立100周年を準備する教会となるために!(창립１００주년을 준비하는 교회가 되도록！）
◇京都教会が新しいビジョンをもって進むように!(경도교회가 새로운 비전을 가지고 나아가도록！）
◇信徒一人一人の信仰と健康のために!(성도 한사람 한사람의 신앙과 건강을 위해서!）

◆礼拝堂は祈りの場です。1階ロビー、3階多目的室以外での私語は慎みましょう。
◆礼拝堂では携帯電話の電源を切るか、マナーモードにして下さい。
◆急な車移動の為に登録番号を事務室まで報告して下されば助かります。


