
11月 ENC横浜 月報 Nov Monthly Updates 

• 教会オフィスの予定: 11月3日(金)と11月23日(木)は祝日のため、11月17
日(金)はスタッフの研修のため教会オフィスはお休みです。
• Church Office Schedule: The church office will be closed on Fri., 
Nov. 3 and Thu., Nov. 23. due to national holidays, Fri., Nov. 17 due to 
staff training.

• 子供の祝福の祈り: 11月12日(日)第一礼拝にて行います。ご家族、お友
達をお誘いのうえお越しください。
• Prayer of blessing for the children: Sun., Nov. 13, at 1st service. 
We will be praying over our children. Please invite your family and 
friends!
 
• 11月12日礼拝: 第一、第二礼拝共にゲストスピーカーにブルース•ホ先
生をお迎えします。ブルース先生はエブリネイション•チャーチ•ニュー 
ヨークシティーで牧師を務められています。素晴らしい時間となると思い
ます。是非お友達、ご家族をお誘いの上お越しください。
• November 12 Service: For both services we will have guest speaker 
Pastor Bruce Ho. Bruce is one of the Pastors in the Every Nation NYC 
Church. It’s a great opportunity to hear from Pastor Bruce. Bring your 
friends and family, we know you’ll be encouraged by the message.

• SGリーダーズミーティング: 11月18日(土)12:00~15:00、3階会議室Aにて
行います。ランチと交わりの時間もあります。リーダーのみなさんは是非
ご参加ください。
• SG Leaders MTG: On Sat., Nov. 18. 12pm~3pm at 3floor room A. We 
will have lunch and mingle time too. If  you are small group leader 
please join us.

• クリスマス礼拝: 12月17•24日(日)ラジアントホールにて行います。1年に
1度の機会です。是非、お友達ご家族をお誘いの上お越しください。共に
クリスマスをお祝いしましょう！
• Christmas Service: Sunday Dec. 17 & 24. This special season only 
comes once a year, so please invite your friends and family.  
Let’s celebrate Christmas together!

今後のイベント Upcoming Events
11/12 子どもの祝福の祈り Prayer of blessing for the 
children
11/12 ゲストスピーカー：ブルース•ホ牧師
11/18 SGリーダーズミーティング SG Leaders MTG
12/17, 24 クリスマス礼拝 Christmas Service
12/31 年末礼拝 End of Year Service

祈りましょう! Let’s pray!
11/10 断食祈り会 Fasting & Prayer Mtg

7:15～8:45pm、3階会議室A
テーマ: 世界の国々

Prayer Theme: Pray for the Nations  
7:15-8:45pm on the 3flRoom A.

 
メンバーの方ならどなたでも参加できますので、是非ご

参加ください。一緒に祈りましょう！
If you are a member of the church, please come and 

pray together!

• スコット先生の予定: 今月、東京と横須賀のエブリネイ
ションチャーチでミニストリーされます。覚えてお祈りく
ださい。
• Pastor Scott’s Schedule: He’ll be ministers at Every 
Nation Church in Tokyo and Yokosuka this month. 
Please keep him in your prayers.

エブリネイションチャーチ横浜の価値観

One 2 Oneはしましたか？
教会メンバーとこのテキストを学ぶことによって聖書の
基本を理解し、共に進行生活を歩んでいくことができま
す。One 2 Oneに興味がある方は、その旨を友人に伝えて

いただくか。ウェルカムカードにお書きください。

Have you done One 2 One?
We invite you to go through this book with one of the 
church members. This will help set your foundations 
& help you to develop a good partner for your walk of 
faith. If you are interested in start One 2 One, please let 
your friend know or mention your interest on the Wel-

come Card.

日曜礼拝 
第一礼拝 10:30
第二礼拝 12:30        

Sunday Service 
10:30 am 1st Service
12:30 pm 2nd Service

Church Address
Sankyo Yokohama Bldg. 4F

5-85 Choujamachi, Naka-ku, Yokohama, Japan 231-0033

教会住所 
〒231-0033  神奈川県横浜市中区長者町5丁目85番地

三共横浜ビル4階

エブリネイションチャーチ横浜 Every Nation Church Yokohama 
旧教会名：横浜グレイスバイブルチャーチ  formerly known as Yokohama Grace Bible Church


