
부활절주일예배(復活節主日礼拝)
2015年4月 5日 司会：田勝隆長老
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)30：2-6 ････司 会 者
(韓 30:1-5)

☆찬 송(讃 頌)･･･････５５(新15)･･･････一 同 起 立
신앙고백(信仰告白)･･･사도신경(使徒信条)･･･一 同

교 독 문(交 読 文)･･････････６２･･････････一 同
찬 송(讃 頌)･･････１５５(新165)･････一 同

기 도(祈 祷)･･････････････････････高 博長老
学習･按手式･聖餐式

성경봉독(聖書朗読)･･･요(ヨハネ)20：1-18･･･司 会 者

찬 양(讃 揚)････････주 앞에････････聖 歌 隊

설 교(説 教)･･｢キリストの復活の朝｣･･説 教 者
그리스도 부활의 아침

기 도(祈 祷)･･･････････････････････説 教 者

찬 양(讃 揚)･･･영광이 빛나는 아침･･･聖 歌 隊

찬 송(讃 頌)･･････１６３(新176)･････一 同

헌 금(献 金)･･･････････････････････一 同

감사기도(感謝祈祷)････････････････････････説 教 者
광 고(お知らせ)････按手執事花束贈呈････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：女性会 来週：青年会

《예배봉사위원(礼拝奉仕委員)》
이번주(今週) 다음주(来週)

司会 田勝隆長老 林明基牧師
祈祷 高 博長老 嚴敞俊長老
午後 復活節祝賀会 金仁姫勧士
水曜 李榮美執事 康玲子執事
通訳 金政芸執事 吉井秀夫長老 金政芸執事

４月 ５月

献金
平井弘美執事 李栄彦執事 兪炳宇執事 尹鍾進執事
村上正子執事 曺永恩執事 朱智子執事 李相鶴執事

案内
李倫貞執事 洪順男執事 尹日鉉執事 金博美執事
新来会者班：金絹江勧士 新来会者班：金君江勧士

聖研 主日聖書班:尹善博牧師 主日聖書班:田勝隆長老
☆ 동시통역을 하고 있습니다．통역기가 필요한 분은 입구 접수에서 받아 주세요

안수식(按手式) 司式：林明基牧師
소 개(紹 介)･･････････････････････････兪正根長老
서 약(誓 約)･･････････････････････････司 式 者
신앙고백(信仰告白)･･････････････････････････一 同
안수기도(按手祈祷)･･････････････････････････堂 会
선 포(宣 言)･･････････････････････････司 式 者

기념패증정(記念牌贈呈)

横山正一按手執事1953年 2月14日生
【信仰歴】 1977年11月 日本開拓伝道教会で受洗

2011年 1月 京都教会で執事被選
2015年 1月 京都教会で按手執事被選

부활절축하회(復活節祝賀会) 午後2:00 4階礼拝堂

映画上映会『ヤコブへの手紙』(75分)

人々からの手紙を待ち続ける盲目の神父ヤコブと、神父の家で
働き、手紙を読むお手伝いさん、悩みをもった人々の手紙を届
ける郵便配達人の心温まるお話です。(日本語字幕)

◎수요예배(水曜礼拝)
4月 8日 午後7:00 伴奏：裵弥生執事
司 会：李榮美執事 讃頌：３６７・３５７
説教者：尹善博牧師 聖書：막(マルコ)12：28-34
説教題：지혜 있는 문답(知恵ある問答)

◎새벽기도회(早朝祈祷会) 午前 6:00
火曜日 [使徒言行録 8章 講解］引導者：林 明 基牧師
水曜日 [使徒言行録 9章 講解］引導者：高 博長老
木曜日 [使徒言行録 10章 講解］引導者：尹 善 博牧師
金曜日 [使徒言行録 11章 講解］引導者：林 明 基牧師

◆先週の統計◆
出 礼 拝 苦難週特別早天 集会 聖書勉強

席 主日 午後 水曜 CS合同 月 火 水 木 金 土 青年 主日 ｼﾙﾊﾞ

計 １１８ 36 15 6 33 34 34 33 42 39 9 5 -

《十分の一献金》
横山正一･弘美 尹善博･佳奈子 朱智子 田勝隆･金博美

献 兪炳宇･崔英善 高博･片石登喜子 具本曙 無名1名
《感謝献金》
李根實 尹成文 최연호･지호 田中正一･大喜･権寧子 尹日鉉
尹善博･佳奈子 村上正子 尹載旺･金恩瑛 児島冴子 無名1名

《海外宣教献金》
無名1名

《建築献金》
金 青年会

《献花献金》
李連順 張淑子

主日合計：３１４,３６０円



嘘噺社縦(お知らせ)
★오늘 처음 오신 분들을 주님의 이름으로 환영합니다.
本日、初めて来られた方々を主の御名によって歓迎いたします。

오늘은부활절입니다. 예수그리스도의 부활을 함께 기뻐합시다.
本日は復活節です。イエスキリストの復活を共に喜びましょう。

◆부활절행사(復活節行事)
【映画上映会】『ヤコブへの手紙(75分)』午後2時、4階礼拝堂

◆ ･안수식 학습축하드립니다(按手式･学習おめでとうございます)
按手：横山正一執事 学習：林美善 中山美香

◆앞으로의 행사（今後の行事）
◎4月 7日(火)関西地方会任職員会(午後6時30分、KCC会館)
◎4月12日(主)女性会委員会(午前9時30分、3階多目的ﾎｰﾙ)

教会学校教師任命式(午前礼拝)
全体修養会準備委員会(午後1時、堂会室)
【※礼拝教育部･各機関長は必ずお集まり下さい】
定期諸職会(午後礼拝後、4階礼拝堂)

◎4月18日(土)教会学校春の遠足(京都水族館)
◎4月19日(主)野外礼拝準備委員会(午後1時、堂会室)

京都南部教会牧師委任式(午後4時、京都南部)

◆실버스쿨『봄 야외학습』(ｼﾙﾊﾞー ｽｸｰﾙ『春の野外学習』)
日時：4月7日(火)正午～午後3時 場所：宝ヶ池 ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ｢桃園｣
교회에서 오전11시에 출발합니다.(教会から午前11時に出発します。)

◇日本語教室は春休み期間です。次回：4月15日(水)、午後5時45分より
◇全国女性会連合会神学生奨学金募金は、86,000円(48名)が集ま

りました。ご協力ありがとうございました。

◆4월정기제직회(4月定期諸職会)
각부 책임자는 3월활동보고를 10일（금）까지 제출해 주십시오.
各部責任者は3月活動報告を、10日(金)迄に提出して下さい。

4월 9일(목)러브소나타교토대회에 참가신청하신 분은 초대장을
임명기목사로부터 받아 주십시오.
4月9日(木)のラブソナタ京都大会に参加申込された方は、チケットを
林明基牧師から受け取って下さい。

2015년도주간 성경공부를시작했습니다. 함께참여합시다.
2015年度週間聖書勉強が始まりました。共に参加しましょう。

◆関西地方教会女性連合会新役員
会長：丁恵淑(平野) 副会長：李恵慶(堺) 書記：高慶美(大阪)
京都から 副書記：趙和子勧士 教育部長：曺永恩執事

◇向上社児童館館長文興寛執事が3月末で退職されました。
後任は河礼子姉妹です。

※本日の昼食は教会からの提供です。

이달의 기도(今月の祈り )
◇イエスを証しする京都教会信徒のために！(예수를 간증하는 교토교회 성도들을 위하여!!）
◇創立90周年記念全体修養会のために！(창립90주년기념 전체 수양회를 위하여!）
◇4月から新しい生活を始める方たちのために！(4월부터 새로운 생활을 보내는 분들 위하여!）


