
７月 ENC横浜 月報 July Monthly Updates 
• 7月2日礼拝: ”柱”のメッセージシリーズが始まります。
• July 2 Service: We are starting a new message series called “Pillars.”

• 7月断食祈り会: 7月7日(金)7:15～8:45pm、3階会議室Aにて行います。「主
権」というテーマで祈ります。どなたでも参加できます。一緒に祈りましょう！
• July Fasting & Prayer Meeting: Fri., July 7, 7:15-8:45pm on the 3fl 
Room A. Our prayer theme will be “Lordship”. Everyone is invited, so 
please join us!!

• メンズフェローシップ: 7月9日(日)12:20~1:20pm、3階会議室Aにて行い
ます。スモールグループに参加されていない方で、参加希望の方は受付
にて申し込みしてください。対象は大学生以上の男性です。みなさん是非
ご参加ください。
• Men’s Fellowhip: Sun., July 9, 12:20~1:20pm on the 3fl Room A. 
Sign-up is at the information table. The sign-up sheet is for those 
who are not in Small Groups. This event is open to college age and 
above. To all our men! Please join us for some great fellowship!

• ラッフルチケット: ユースと大学生をフィリピンで行われるカンファレン
スに送る為にラッフルチケットを毎週日曜日、7月30日(日)まで販売しま
す!  抽選は7月30日(12:15-45）に行います!  是非、次世代の支援のために
ご協力をよろしくお願いします。
• Youth Raffle Ticket Fundraiser: The Youth and College are selling 
raffle tickets for the ”UNASHAMED” campus conference in the Philip-
pines every week until Sun, July 23. The drawing will be on the same 
day. Let’s support the next generation!

• キッズキャンプ•ファンドレイズ: 7月23日(日)、第一礼拝終了後、キッズキ
ャンプのための食品の販売を行います。皆様のご協力をよろしくお願い
します。
• Kid’s Camp Fundraiser: Sun., July 23. After 1st service.  We’ll be 
selling snacks.  Please support our Kids.

• アジア•キャンパス•カンファレンス: 7月31日(月)~8月5日(土)までフィリピ
ン・マニラで行われる学生カンファレンス”UNASHAMED”に日本から80
名ほどの学生が参加します。覚えてお祈りください。
• Asia Campus Conference: Mon., July 31.-Saturdat, August 5. The  
”UNASHAMED” student conference will take place in Manila, Phil-
ippines. About 80 students will attend the conference from Japan. 
Please keep them in your prayers.

• キッズキャンプ: 8月8日(火)−8月10日(木)まで栄区の「上郷•森の家」で
行われます。参加する子供たちとスタッフ、全てのキャンプのプログラム
のためにお祈りください。
• Kid’s Camp: In Kamigo Mori No Ie in Sakae-ward, Yokohama from 
Aug.8-10(Tue-Thu). Please pray for the campers, the staff and all the 
programs! 

• 教会オフィスの予定: 8月11(金)は祝日のため教会オフィスはお休みです。
• Church Office Schedule: Church office will be closed on Fri., Aug. 11 
due to National Holiday.

今後のイベント Upcoming Events
7/2 新しいメッセージシリーズ「柱」
New message series “Pillars.”

7/9 メンズフェローシップ   Mens Fellowship

7/16 ゲストスピーカー: マーク•ベナヴェンテ牧師
Guest Speaker : Pastor Mark Benavente

7/31~8/5 アジア•キャンパス•カンファレンス 
”UNASHAMED”
Asia Campus Conference ”UNASHAMED”

8/8~8/10 キッズキャンプ Kid’s camp

8/20 SG リーダー会  SG leaders mtg

祈りましょう! Let’s pray! 
7/7 断食祈り会 Fasting prayer
テーマ「主権」   Theme “Lordship”
7:15~8:45pm、3階会議室A On the 3fl RM A.

ENC横浜の価値観 
ENC Yokohama Values

私たちENC横浜が存在しているのはこのためです。
“日本、アジア、そして全ての国にキリスト中心
で御霊に強められた、社会的に責任を持った
教会とキャンパスミニストリーを建て上げる

事で神に栄光を帰す”

ENC Yokohama exists to
“To honor God by establishing  

Christ-centered, Spirit-empowered,  
socially-responsible churches and campus  
ministries in Japan, Asia and every nation.”

教会の献金は銀行振込も可能です。用途の指定がある場合、
備考欄か振込人名の後にご明記下さい。(什一・初穂・感謝・会堂等)：横浜銀行 元町支店 普通1059617

名義 Douma Scott Robert （宗教法人格を取得していないため、口座名義は教会代表者名となっております）
You can also deposit your offering at the Bank of Yokohama Motomachi Branch acct # 1059617 Douma Scott Robert 

If you have a specific offering usage request (tithes, first fruit, thanksgiving, building fund etc. ), please write the type of offering in notes section after your name.   
As our church has yet to establish official religious status with Japanese government, our account is listed under our senior pastor’s name.

日曜礼拝 
第一礼拝 10:30
第二礼拝 13:30        

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

Church Office
Sankyo Yokohama Bldg. 4F

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

教会事務所 
〒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


