
9月 ENC横浜 月報 Sept Monthly Updates 
• 9月17日礼拝:  敬老の日をお祝いします。是非この機会を用いて、 
ご年配の方を教会に招き、一緒にお祝いましょう！
• Respect for the Aged Day: Sun., Sep. 17, we will celebrate Respect 
for the Aged day. Please use this opportunity to invite the elderly 
people in your life so we can celebrate and honor them together as a 
church!

• ウェルカム•ランチ: 9月24日(日)12:30-13:30、3階会議室Aでゲストのた
めのウェルカム•ランチを行います。「教会ってそもそも何？」って思ったこ
とはありますか？その答えは、美味しいお弁当を食べながら知ることがで
きます。無料の昼食を用意しています。沢山の方と知り合いになれる素晴
らしい機会ですので是非ご参加ください！教会に誘ってくれた人がいる
場合は、その方も一緒にご参加ください。参加を希望される方は、9月3日(
日)～9月17日(日)までに受付にてお申し込みください。
• Welcome Lunch: Sun., Apr. 30, 12:45-1:30pm on the 3fl Room A. 
Have you ever asked the question “What is church anyway?” If that’s 
you, find out the answer while eating a free lunch and connecting 
with people your age! Sign up at the Information Table. Deadline to 
sign up is Sun, Sep. 3. to  Sun, Sep. 17.

• UNASHAMED JAPAN: 9月30日(土)13:00からラジアントホールにて行
います。ゲストスピーカーにはエブリネイション•キャンパス•エグゼクティ
ブディレクターのジョセフ•ボナファシオ先生をお迎えします。エブリネイ
ション•ジャパン全体で行う特別イベントです。どなたでもご参加いただ
けます。ENC横浜ホームページより参加申し込みを行なってください。
申し込み受付締め切りは9月18日です。
• UNASHAMED JAPAN: Sat., Sep. 30. from 1:00pm at Radiant Hall. We 
will have  guest speaker Executive Director of Every Nation Campus, 
Pastor Joseph Bonafacio. This is an Every Nation Japan special event 
so please plan to join us. Registration through the ENC Yokohama 
website. Online registration closes Sept 18th.

• ビクトリー•ウィークエンド: 10月7-8日(土•日)に行います。この機会をお
見逃し無く！　聖霊に満たされて人生を変える勝利を得ましょう!　申し込
みはSGリーダーと一緒に行なってください。洗礼式は翌週10月15日(日)
第二礼拝後に行います。
• Victory Weekend: From Oct. 7-8 (Sat-Sun). VW for Men and Women. 
At Victory Weekend you can experience spiritual breakthrough in 
your life and be filled with the Holy Spirit! Don’t miss this opportuni-
ty! Please sign-up through your SG leader. Baptism will take place on 
Sep.15. After 2nd service.

今後のイベント Upcoming Events
9/17 敬老の日 Respect for the Aged Day

9/24 ウェルカムランチ Welcome Lunch
9/30 UNASHAMED JAPAN

10/7-8 ビクトリーウィークエンド Victory Weekend
10/15 洗礼式 Baptism

祈りましょう! Let’s pray!
9/1 断食祈り会 Fasting & Prayer

7:15～8:45pm、3階会議室A
7:15-8:45pm on the 3fl Room A

 
今回は教会のミッション声明に沿って祈っていきます。 

キリスト中心で御霊に満たされ、それぞれの場所で影響
を与えることができるように祈ります。

We are going to pray along with our Mission State-
ment. Let’s pray together to be Christ-centered and 

Spirit-empowered so that we can be an influencer in 
our work places, schools, communities.

• 細井景介(スケック)先生:9月16日~18日まで熊本ハーベ
ストチャーチのユースキャンプでミニストリーをされてい
ます。覚えてお祈りください
• Pastor Keisuke (Skek): Will be ministering at Kuma-
moto Harvest Church’s Youth camp from Sep. 16. to 
18. Please remember them in your prayers.

エブリネイションチャーチ横浜の価値観

スモールグループに参加しよう！
私たちが教会の中で、真に成長し、アクションを起こして
いるところはスモールグループです！スモールグループで
は本物の友達を作ることができ、神様との関係を成長さ
せていける場です。スモールグループに興味のある方は
ウエルカムテーブルにいる牧師や教会スタッフに声をか

けてください。

Join a Small Group!
In our church, the real action and growth is in our small 
groups. It’s a time where you can make real friends and 
grow more in your walk with Jesus. If you’re interested 
in trying it out, please talk to a Church staff at the Wel-

come Table or a Pastor.

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 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


