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

今後のイベント Upcoming Events
3/4 総会 Annual Church Business Meeting

祈りましょう! Let’s pray!

断食祈り会 Fasting and prayer @ 2F ER
3/2 7:00pm～8:30pm
テーマ：
「力の神~王なるキリスト~」
Theme：”Jesus The King of power”
スコット先生と直美さんの予定: 今月、教会リーダー数名と
一緒にイスラエルのバイブルスタディツアーに参加します。
覚えてお祈りください。
Pastor Scott and Ms.Naomi’s Schedule : They will
go to Israel for Bible study tour with some of our
church leaders this month. Please keep 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 Welcome
Table or a Pastor..

日曜礼拝 Sunday Service
第一礼拝 10:30 am 1st Service
第二礼拝 12:30 pm 2nd Service
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
Church Address
Sankyo Yokohama Bldg. 4F
5-85 Choujamachi, Naka-ku, Yokohama, Japan 231-0033

3月 ENC横浜 月報 March Monthly Updates
• 教会総会: 3月4日(日) 2:20-3:30pmにラジアントホールで行います。年
に一度の大切な総会ですので、教会メンバーの方はご参加下さい。
•Church Business Meeting: On Sun., Mar. 4, 2:20-3:30pm at Radiant
Hall. We would like to ask all church members to attend this important annual meeting.
• イースターサンデー: 4月1日第一礼拝、第二礼拝共に行います。第一礼
拝のキッズチャーチではイースターパーティーを行います。
ご家族、お友
達をお誘いのうえお越しください。一緒にイースターをお祝いしましょう！
• Easter Sunday: On Apr. 1, in both the 1st and 2nd services. Also in
the 1st service, Kid’s Church Easter party. Please invite your family
and friends. let’s cerebrate Easter together!
• 駐車場利用のお願い：教会に車・自転車・バイクでお越しいただく場合、
近隣の公共の駐車場・駐輪場をご利用ください。ビルの駐車場および駐
輪場は、テナント契約者や事前に許可された方のみ利用できる場所で
す。皆様ご協力お願いします。
• Parking Notice: For all those who come to church by car, motorcycle and bicycle, please use the public parking lots near the church.
The building parking located at the backside of the building is for
building tenants only. Thank you for your corporation.
• 奉仕者募集: 私たちエブリネイションチャーチ横浜では様々な奉仕(
ボランティア)があります。奉仕を通して神様に仕え、
また新しい人と出
会ってみませんか？奉仕に興味がある方は担当者の北川美菜(mina.
kitagawa@everynation.jp)までお問い合わせください。
• Volunteer Recruiting: In our church we have a various opportunities
to volunteer. Through volunteering you can serve God, and build new
relationships with other church members. If you are interested please
send an email to Mina Kitagawa (mina.kitagawa@everynation.jp).

