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
5/6 こどもの日 Children’s Day
5/13 母の日 Mothers Day
5/20 ボランティア感謝イベント
Volunteer Appreciation Event
キッズチャーチファンドレイズ
Kid’s church fundraise

祈りましょう! Let’s pray!

断食祈り会 Fasting and prayer @ 2F ER
5/11 7:00pm～8:30pm
テーマ：
「信仰」
Theme：”Faith”
スコット先生と直美さんの予定: 今月、
スコット先生はフィ
ジーのエブリネイションチャーチでミニストリーされま
す。
また、直美さんと共にエブリネイション東京渋谷の10
周年記念礼拝でもミニストリーされます。覚えてお祈りく
ださい。
Pastor Scott and Naomi’s Schedule : Pastor Scott will
be ministering at EN Fiji this month. He will also minister at EN Tokyo Shibuya for their 10th anniversary with
Naomi. Please keep them in your prayers.

エブリネイションチャーチ横浜の価値観
奉仕を通して神様に仕えよう！
私たちENC横浜では奉仕を通して神様と人々に仕えること
を大切にしています。奉仕を通して新しい教会家族と出会
うことができます。興味がある方はSGリーダーまたは、
教会スタッフまでお問い合わせください。
共に神様に仕えて行きましょう！
Serve God through volunteering!
Here at ENC Yokohama we make it a priority to serve
God through a variety of ways, including volunteering.
Through volunteering we strengthen the relationships
we have within our church family too.
If you are interested please let your SG leader know.
Let’s serve God and build His kingdom together!

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

5月 ENC横浜 月報 May Monthly Updates
• 母の日: 5月13日(日)ラジアントホールにて両礼拝にて行います。ぜひお
母様をご招待ください。一緒にお祝いしましょう!
• Mother’s Day Service: On Sun., May 13th in both services at Radiant
Hall. Please invite your Mom and Let’s celebrate together!
• キッズキャンプ•ファンドレイズ: 5月20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., May. 20th after 1st service. We’ll be
selling snacks. Please support our Kids.
• ボランティア感謝イベント: 5月20日(日) 2:30-4:00PM、
ラジアントホール
にて行います。参加予定の方は当日、昼食を済ませた後お集まりいただ
きますようお願いします。
• Volunteer Appreciation Event: Sun., May 20th 2:30-4:00pm, at Radiant Hall. If you are planning to come, please attend the event after
you eat lunch.
• ハワイチーム: 5月21日(月)よりハワイから12人のチームが来ます。チー
ムは6月4日(月)まで横浜に滞在し、主に学生伝道を行います。彼らの宣教
活動が祝福されるようにお祈りください。
• Hawaii Team: Mon., May 21, A team of 12 from Hawaii will be with
us until Mon., June 4, to help us with our campus outreach efforts.
Please pray for their missions!
• ラッフルチケット: 中高生と大学生をエブリネイション キャンパス カンフ
ァレンスに送る為にキャンパスミニストリーチームがラッフルチケットを
販売します！
毎週日曜日、6月17日(日)まで販売します。抽選は6月17日(14:10-14:30）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。
なお、抽選日が変更されておりますので、
ご注意ください。
• Raffle Tickets: Campus Ministry is selling raffle tickets to send youth
and college students to the Every Nation Campus Conference. They
selling tickets every week until Sun, May 20th. And the drawing will
be same day on Sun, May 20th (2:10pm-2:30pm)! Let’s support the
next generation! *Also, please note the drawing date has changed.
• 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 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).

