12 月 18 日（日）
はりま 大人礼拝 10:30am
子ども礼拝 10:30am

メッセージ

周平

♪

賛美

嬉しい嬉しいクリスマス

♪

賛美

ひいらぎ飾ろう

祝福の挨拶
♪

賛美

Itʼs Christmas

♪

賛美

Goodness of GOD

メッセージ

『 私のためのクリスマス』ルカ 2 章 1 〜12 節

招き
♪

賛美

Itʼs Christmas

献金
● 次週礼拝 ゴスペル・クリスマス 加古川市民会館 2:00pm

Weekly 平日オープン 月曜・水曜〜土曜 2:00pm 〜 7:00pm
Schedule
21 日 ( 水) 10:00am
8:00pm
25 日 ( 日) 10:30am
2:00pm

クリスマス・コイノーニア
〃
親子クリスマス
クリスマス礼拝
ゴスペルクリスマス

＊プレイヤーミーティングは加古川で合同
●クリスマス礼拝＆パーティ 今日 10:30am〜2:00pm

家族友人地域の方々と一緒にクリスマス、イエス・キリストを祝います！

●キャロリング 土山駅・播磨町駅でクリスマスの喜びを伝え賛美しました
●2023 年礼拝 1/8（日）はりまでの礼拝開始 1/1（日）加古川で合同

あなたは祝福となりなさい

1２月 18 日（日）
加古川 大人礼拝 10:30am
子ども礼拝 10:30am
♪

賛美

メッセージ

梅谷牧師

Joy to the world

祝福の挨拶
♪

賛美

詩篇 117

♪

賛美

Goodness of GOD

♪

賛美

あなたがすべて

献金 報告
メッセージ

『 後悔しない目標』使徒 12 章 20〜25 節

招き
主への告白
♪

賛美

Joy to the world

● 次週礼拝 ゴスペル・クリスマス 加古川市民会館 2:00pm

私たちの主への告白
ビジョン

聖書ネヘミヤ記より

礼拝人数 500
一般献金 800
約束献金 180

1. 私たちはあなたの言葉、聖書を慕い求めます。
2. 私たちは罪を嫌い、きよさを求めます。

3. 私たちは什一をもって、あなたに告白します。
4. 私たちは礼拝することを優先します。

5. 私たちは結婚を大切にし、ご計画に従います。

● さまざまな世代に応じた、グループ ( コイノーニア ) があります。
参加を希望される方はスタッフ、クリスチャンにお知らせ下さい。

＜祝福プロジェクト 100＞

神の願いはこの地を祝福することです。
ペテロは牢に閉じ込められていたが、
教会は彼のために、熱心な祈りを神にささげていた。
教会は祈りによって神の計画の協力者となり、目撃者となります。
教会には祈りの特権が与えられました。
イエス・キリストの十字架によって罪赦され、救われた私たちは神の子と
され、神との関係の回復が与えられました。
父なる神は特別に祈りを与えてくださいました。祈りは神との直通電話です。
あなたがたがわたしの名によって求めることは、何でもそれをしてあげます。
父が子によって栄光をお受けになるためです。
いつでもどこでも神に祈ることができます
喜びも、感謝も、つらいその思いも、父なる神が聞いてくださいます。
祈るとき神が生きておられること、神に愛されていることを実感します。
私たちに特別なプレゼントとして祈りが与えられました。
祈りによって神の力を知ります
祈りの結果に、私の力や忠実さは関係ありません。
神はご自身の計画を圧倒的な力によって成し遂げてくださいます。
信じきれない自分、疑いの心を持った自分がいることを私たちは知っています。
祈りながらも、自分の信仰の小ささ、弱さに嘆くこともあります。
アメリカのビル・ジョンソン牧師は次のように言っています。
「信仰とは疑いがない状態をいうのではなく、信じることが存在することです。」
たとえ 20%、10% の信仰であっても、ほんの少しであったとしても、
神は私の内に存在するその信仰に目をとめてくださいます。
ペテロは脱出不可能な牢から、神の力によって救い出されました。
小さな群れであった教会は神の力によって世界に福音を届けました。
教会は祈りによって神の力を経験しました。
祈りによって神の計画が前進します
2000 年間、教会は祈り続けました。
神はその時代、時代にすばらしいことを行ってくださり、
教会は神の働き目撃者となりました。
神はこれからも教会の祈りを用いてくださいます。
祈りの中で道を開いてくだり、次の一歩を示してくださいます。
教会は普通の人の集まりです。力も影響力もありません。
だから祈りが与えられました。
祈りを通して神とともにこの地を祝福します。私たちは神の働きの協力者です。
教会は彼のために、熱心な祈りを神にささげていた。(12/11 周平礼拝説教より )

カウントダウン 31 日 (土) 8:00pm
ラーメン､ゲーム､カウントダウン
ハレルヤ！で新年を迎えます！

新年礼拝 1 日 (日) 10:30am

1 年の始まりに家族で礼拝します
家族写真＆お餅 交わり楽しみます！

Weekly Schedule

19 日 (月) 4:00pm スタッフ M

20 日 (火) 6:00am この町のため祈り会

21 日 (水) 10:00am クリスマスコイノーニア
8:00pm

〃

24 日 (土) 6:00am プレイヤー M

25 日 (日) 10:30am 親子クリスマス

2:00pm ゴスペルクリスマス

☆ゴスペル・リハーサル
24 日①3:00pm ②5:00pm
☆親子クリスマス・リハーサル
24 日①9:00am ②10:30am ③1:00pm
●カフェ 12:15 〜 2:00pm オープン

クリスマス宣教献金 11.18 日（日）
礼拝献金で専用の封筒でささげます

オデッサ特別献金 12/16 現在

合計 24,429,982 円
KBC6,604,014 円 / 対外 17,825,968 円

オデッサ宣教 HOPE ウィンター
12/5〜2/29、毎晩 5 時〜9 時

暗くなった町でイエスさまの光と
暖かさの中でともに過ごします

オンライン･ミニストリー
礼拝 CD 3 ヶ月 / 半年 / 1 年定期購入
シーズン毎プレゼント CD 有り
●聡子先生 12/21〜1/9 宣教地へ
今後の生活と働きの準備のため

オリーブ山通信

登録は HP https://mtolive.net

先週の人数 397 人 P 72 人
大人

加古川 295 人
はりま

大人

31 人

CS

計

CS

計

57 人 355 人
10 人

41 人

●KBC ランチ オアシス配膳：Ａ・Ｂ 東側テラス配膳：Ｃ・ＣＳ *D はどちらでも

