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長老 宋義天

皆様と共に礼拝できることを感謝し初めて来られた方を歓迎致します。♥

合同礼拝の場合は、礼拝時間が11：00AMになります。

東京渋谷福音教会
Alliance Church Network

Tokyo Shibuya Evangelical Church

4重福音

私たちの救い主キリスト 私たちの潔め主キリスト

私たちの癒し主キリスト 私たちの再臨の主キリスト

掃除担当グループ

協力事項

教会員消息及びお知らせ

行事・集まり

今週・礼拝スケジュール

ギノスコ

礼拝案内 教会のビジョン＆ミッション

1部主日日本語礼拝

1部主日日本語小ｸﾞﾙｰﾌ

2部主日韓国語礼拝

2部主日韓国語小ｸﾞﾙｰﾌ

主日学校礼拝(CS）

ユース礼拝

礼拝前の祈り会(1部）

礼拝前の祈り会(2部)

朝の個人祈祷

水曜メッセージと祈祷会(zoom)

ギノスコ聖書訓練

教会のビジョン

「神の御国の福音が与えられた者として
神の御国を広げていく
聖なる健康な教会」

（エペソ人への手紙1:22-23）

ミッション

「聖なる神様(Holy God)　が選ばれた
聖なる世代(Holy Generation)として、

私たちに居住させられた地域と福音を
宣べ伝えよと命じられたすべての国々を
聖なる地(Holy Ground)として回復する」

（創世記１:２８）
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参照

最近コロナ感染再拡大によって現在行っている主日礼拝は、9月からも礼拝堂で対

面で捧げる事と映像で捧げる事を並行して行っていきます。CSとYouth礼拝は教師

の判断の下、行って頂きますようお願い致します。

1.

2. 9/4(主日)12時30分より、宗教法人「東京渋谷福音教会」設立のための臨時信徒総

会を開催します。

病んでいるすべての兄弟・姉妹たちのためお祈りください。

2. お子様の献児式をご希望される親御さん達と洗礼をご希望される方は主任牧師に

お問い合わせ下さい。

3. コロナ感染が再拡大しております。再び始まった対面礼拝が安全に持続出来るよう

感染予防の防疫指針をきちんとお守り下さいますようお願い致します。

1.

対面での礼拝が始まりました。全ての奉仕者の方々は、コロナ以前に担当しておら

れたご奉仕をコロナ以前と同じ方法で再開して下さい。

各スモールグループのリーダーは、主日映像礼拝参加人数(ユース及びCS含む)を

把握し、宋義天長老にお知らせ下さい。

1.

2.

諸事情で礼拝堂にお越しになり礼拝を捧げる事が難しい場合は、教会の口座に献

金をご送金 下さっても構いません。

(三井住友銀行,　渋谷駅前　支店, 4419556(口座番号) 234(店番号), トウキョウシブ

ヤ フクインキョウカイ)

礼拝堂に飲料及び食べ物を持って入る事をご遠慮下さり、主日礼拝及びスモールグ

ループ後、ご使用になった場所の整理整頓及び清潔の維持にご協力頂けますように

お願い致します。

3.

4.

礼拝時間には携帯電話の電源を切るかマナーモードに設定して下さり、また、前の

席から詰めてお座り下さいますようお願い致します。
5.

「リビングライフ」の黙想教材を使い、毎日御言葉を通して主と交わりを行うことと、ス

モールグループで集まり、信徒達と御言葉を通して交わりをもつことに最善を尽くして

頂きたいと思います。

6.

祈祷会に沢山のご参加をお願いし、祈る共同体として成長出来るようお祈りお願い

致します。

9月11日(主日)：李G

7.

※　主任牧師の金永吉先生の家庭訪問や相談をご希望の方は、金賢娥牧師夫人にお話しください。

※ 新天地及び各種異端の出入りを禁じます。併せて本教会で行われる集まり及び聖書訓練以外の

各種集会、セミナー、聖書の学び等へ参加する際は、

必ず主任牧師に御相談下さいますようにお願い致します。

2部 韓国語礼拝(現場・online)9/11(主日)13:00

説教:金永吉牧師

説教:金永吉牧師

1部 韓国語礼拝(現場・online)9/11(主日)10:30

説教:金永吉牧師水曜メッセージと祈祷会(online)(日・韓)9/7(水)20:00

第39年 36号 2022年9月4日

「家族としての人生」(基本過程　日・韓)9/4 (主日)14:30 教師:金永吉牧師

教師:朴ゾンソン宣教師「キリストの生涯2」(online)(韓)9/4 (主日)15:00

「キリストの生涯1」(online)(日)9/10 (土)19:00 教師:金ヒョナ牧師婦人



祈祷課題メッセージのノート

奉仕者

人数報告

献金報告

REPRESENTATIVE PRAYER

日本語主日礼拝
＊表示があるところはご起立してください。

* Please stand.
 

英語の通訳が必要な方は受付で通訳機をお借りください。
   For those who want English interpretation, please ask for an earphone 

2022年9月4日 11:00

*招詞と賛美 一同

司会者:大坪隼一執事

*CALL TO WORSHIP CONGREGATION

司会者

PRESIDER

司会者

PRESIDER

司会者

PRESIDER

一同

CONGREGATION

一同

CONGREGATION

一同

CONGREGATION

金永吉牧師
Rev. Young Kim

金永吉牧師
Rev. Young Kim

一同

CONGREGATION

一同

CONGREGATION

一同

CONGREGATION

「イエス我が王を」

*賛    美
Safely Through Another Week

Be Not Dismayed Whate'er Betide

*HYMN
聖歌95(56)

賛美と祈り

*PRIAISE & PRAYER

*賛    美

*HYMN

献    金

OFFERING

司会者
代表祈祷

大坪隼一執事

金貞玉執事 半沢のぞみ執事 西原梅子勧士 崔允庭執事

半沢のぞみ執事 半沢のぞみ執事 半沢のぞみ執事 半沢のぞみ執事

 中山真理姉妹 中山真理姉妹 中山真理姉妹 中山真理姉妹

- - - -

石井秀和伝道師 有働哲也執事

集会

1/2部礼拝(礼拝堂)

1/2部礼拝(映像)

主日学校礼拝（CS）

水曜メッセージと祈祷会

ギノスコ

祈り会

ユース礼拝

参席人数 集会 参席人数

主日献金

感謝献金

什一献金

主日学校献金

宣教献金

建築献金

指定献金

合計

52

21

7

23

14

10

8

ユース献金66,000

7,000

298,000

911

-

377,911

1,000

5,000

-

大坪隼一執事

献金奉仕者
半沢のぞみ執事 西原梅子勧士 崔允庭執事 成賢昣執事

受付奉仕者

9/4(合同) 9/11 9/259/18

通訳者

報    告

ANNOUNCEMENT

聖歌347(432)

*頌    栄

To Father, Son, and Holy Ghost*CLOSING HYMN

聖歌383(６)

*祝    祷
*BENEDICTION

*聖書箇所

Genesis 16:1-16*SCRIPTURE READING
創世記16章1-16節

創世記16章1－16節

メッセージ

God Who SeesSERMON
“私たちを見て下さる方”

私たちを見て下さる方

代表祈祷

*信仰告白
Apostles' Creed *CONFESSION of FAITH

使徒信条

・日本の全地の霊的リバイバルと東北地域及び地震被災地域の回復のために。

・北朝鮮と韓国が一つになり、より影響力のある宣教の働きが成し遂げられるように。

・渋谷地域の霊的リバイバルについて。

・主日学校(CS)とユース(Youth)と大学・青年部の霊的なリバイバルのために。

・小グループの働きの成長と礼拝の回復のために。

・Ginosko訓練を通して御言葉の回復があるように。

・教会聖徒の皆さん全員祈りの献身者になれるように。

・病んでいる人々と難しい問題の中にいる兄弟姉妹のため。

・昌原南山(チャンワンナムサン)教会の宣教と、仙台に宣教師として遣された鈴木姉

  のために。

・朴ゾンソン、張ソヒョン宣教師 Interserveの働きのために。

・諸イサク牧師先生 Yokohama Int`l Community 教会のために。

・北野実牧師（アメリカジュビリー教会）の日本人宣教のために。

・チョン・ジュファン牧師(韓国)のhop プロジェクトの働きのために。

・キム・ヨンシク牧師(韓国)のFOTA Missionの働きのために。

・フィリピンのSICAPのために。

・宣教団体International Business Allianceとの協力を通して専門的な宣教活動が日本にいる

全てのクリスチャンを通して成し遂げられるように。

・Alliance Church Network(ACN) ＆ Japan Alliance Mission(JAM)のために。

・本教会教役者と役員の働きのために。

God Who Sees
Genesis 16:1-16


