주 일 예 배 (主 日 礼 拝 )
2018 年10 月14 日
午前11：00 韓国語礼拝
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주일 간증・찬양예배 (主日 証し・讃美礼拝)
午後2：00
司会：林明基牧師
韓国語礼拝
奏楽：李栄惠執事
韓国 大徳教会 アメイジング グレイス 聖歌隊
〇 찬양 (讃美)
伴奏：李栄惠執事
・합창 (合唱) 하나님의 자녀들
신자되기 원합니다
예수는 나의 힘이요
・클라리넷 연주 (クラリネット演奏) 나 주께 기도 드리리
・합창 (合唱) 여호와는 나의 목자시니
내 주는 강한 성이요
〇 간증 (証し) 이승규장로 롬 8:28「하나님의 놀라우신 은혜」
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◎ 수요예배 (水曜礼拝)
10 月 17 日 午後 7:00 奏楽：裵弥生執事
司 会：金錦希執事
讃頌：430 (旧 456)・413 (旧 470)
説教者：林明基牧師
聖書：ｺﾘﾝﾄⅡ(고후) 1:1-11
説教題：苦難と感謝 (고난과 감사)

☆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
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司会
祈祷
午後
水曜
通訳
献金
案内
聖研

이번 주 (今週）
다음 주 (来週）
兪正根長老
田勝隆長老任
吉井秀夫長老
裵良一長老
林明基牧師
サンクスフェスティバル(本教会)
金錦希執事
林美善執事
吉井秀夫長老 吉井秀夫長老
金政芸執事
金政芸執事
10 月
11 月
金正賢執事 李榮美執事
柳恩愛執事 林美善執事
李栄彦執事 安奇玉執事
兪炳宇執事 李卿溵執事
国崎秋助執事 河礼子執事 尹日鉉執事 平井弘美執事
新来会者班 洪順男勧士 新来会者班 金仁姫勧士
主日聖書班 嚴敞俊長老 主日聖書班 吉井秀夫長老

☆ 동시통역을 하고 있습니다. 통역기가 필요한 분은 입구 접수에서 받아 주세요.
☆ 同時通訳をしています。必要な方は通訳機を入り口受付でお受け取り下さい。

◎ 새벽기도회 (早天祈祷会) 午前 6：00
10/16火曜日
[詩編70編 講解]
引導者：林明基牧師
10/17水曜日
[詩編71編 講解]
引導者：田勝隆長老
10/18木曜日
[詩編72編 講解]
引導者：林明基牧師
10/19金曜日
[詩編73編 講解]
引導者：裵貞愛牧師
◆先週の統計◆
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≪十分の一献金≫ 宋徳順 河礼子 兪正根･李榮美 申允植 金君江
許仁子 星山英子 田中正一・権寧子 尹載旺・金恩瑛 裵弥生 金絹江
朱智子 平井弘美 金明子 林明基･朴康子 李洋子 金信惠 李連順
金
文興寛・許清子
≪感謝献金≫ 金明子 児島雅子 金斗鉉 李根實 河礼子
≪海外宣教献金≫ 金絹江 林明基･朴康子
≪建築献金≫ 金賢会 林明基･朴康子 田中正一・権寧子
献

主日合計：621,700 円

교회소식(お知らせ)
★오늘 처음 오신 분들을 주님의 이름으로 환영합니다.
今日、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。
★오늘 오후예배시간에 한국 대덕교회 어메이징 그레이스
찬양단의 간증과 찬양이 있습니다. 今日、午後礼拝時間に
韓国大徳教会のアメイジング グレイス聖歌隊の証しと讃美があります。
◆오늘의 모임 (今日の集い)
◎女性会委員会 （9：00 3F 多目的室）
◎諸職会（13：00 2F 小礼拝堂）
◎小グループリーダー勉強会 （15：00 牧師室）
◎勧士会 （小グループリーダー勉強会後 堂会室）
◎堂会 （小グループリーダー勉強会後 牧師室）
◎教会ビジョン小委員会 （堂会後 牧師室）
◆앞으로의 행사 (今後の行事)
◎10 月16 日(火) 聖書勉強会 ディボーション (10：30 5F 母子室)
講師：林明基牧師
◎10 月18 日(木) 女性会教育部主催聖書勉強会 (14:00 3F 多目的室)
講師：林明基牧師 主題：寄留者(나그네)
◎10 月20 日(土) 聖歌隊ボイストレーニング (13:00-15：00 4F 大礼拝堂)
◎10 月21 日(主) CS 教師会 （9：00 壮年会室）
感謝節・聖誕節準備委員会 （13：00 堂会室）
第 9 回サンクスフェスティバル （16：00 本教会）
1 部 礼拝(説教：朴栄子牧師) 2 部 講演：李清一牧師
3 部 讃美：イーワイエス
◎10 月28 日(主) 第 1 青年会月例会 （13：00 青年会室）
バザー準備委員会 （13：00 堂会室）
◆제41회수선화회 (第41回水仙花会)
10 月 19 日(金) 13:30～15:30 会場：京都丸太町教会
◆ シルバースクール秋の野外学習 参加者募集
10 月 23 日（火）11：00-14：00 於：京都市動物園（現地集合）
参加費：500 円 申込：金絹江勧士または教会事務室 締切：本日
※当日、70 才以上の方は公的証明書を持参 雨天時、教会集合
◆가을 대심방 (秋の家庭訪問) 11月17日(土)迄 実施中
◆교회 바자(教会バザー) ： 11月3日(土・祝) 10：00～14：00
기증품 모집을 합니다. 寄贈品の受付をします(担当：許清子執事）。

≪이 달의 기도 (今月の祈り)≫
◇교회 창립 93 주년을 감사드리며!
教会創立 93 周年を感謝して！
◇전 교인이 서로 사랑할 수 있도록!
すべての教会員が互いに愛し合うように！
◇성령충만한 성도와 교회가 되도록!
聖霊に満たされた信徒と教会になりますように！

