ニューホープ東京へようこそ！
Welcome to New Hope Tokyo!!
ウェルカム テーブル

「初めてニューホープに来た」、
「まだあまりニュー
ホープの事を知らない」という方に、ニューホープ
の紹介やインフォメーション(スモール・グループ、
バイブル・スタディー等の詳細)を入れたパッケージ
をお渡しします。

チルドレンズアーク

礼拝中(2:00pm～3:30pm)には幼稚科(3~5才)と小学
科(6~12才)のサンデー・スクール(子供向け聖書の学
び)のクラスがあります。英語・日本語のバイリンガ
ルです。

Welcome Table
Please visit the connection table if you are
coming to church for the first time. We will
give you a packet with our information
about our church, small groups, Bible
studies and different activities at our
church.

Children’s Ark
We have Sunday School during the first
service (from 2:00~3:30pm). The classes
are for “3-5 year olds” and “6-12 year
olds”. All programs are in English and
Japanese.
Prayer Table
Do you have any matters of prayer? Want
some encouragement? Then come to the
Prayer Table on the foyer.

祈りのテーブル

祈ってほしいことはありますか？励ましが必要？
そんな方はロビーにある「祈りのテーブル」へ。

Hospitality Table
We have coffee and snacks at the
hospitality table. Please visit after the
service for a time of fellowship.

ホスピタリティー・テーブル
ホスピタリティー・テーブルではコーヒーやスナ
ックを準備しています。おいしいエスプレッソコ
ーヒーもあります。礼拝後にどうぞ！
ライブビデオ

8階のロビーでは礼拝の様子をライブスクリーンで
見られるようになっています。赤ちゃんや子ども
が遊べるスペースもあります！

2017年12月会計報告
献金

月次予算

献金-予算

¥5,255,827

¥4,000,000

¥1,255,827

Live Video
The service can be seen on a screen in the
lobby If you could not go in to the chapel
or if you have small children, please use
this space. There is a small area where
small children can play.

礼拝時間 Service Times
10:30am モーニング礼拝 / Morning Service
メイン礼拝 / Main Service
2:00pm
パッション・ジェネレーション / Passion
4:00pm
Generation
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人間関係の
安全対策
SAFE GUARD
RELATIONSHIPS

牧師からあなたへ Pastor's Letter
2月 February 2018
ニューホープ東京のファミリーの皆さん、
新年の幕開けを迎え、気持ちも新たに、良いスタートを切っていらっしゃること
と思います。今月のメッセージのフォーカスは、結婚、恋愛、日常的なものも含
まれる、神にとっても重要な「人間関係」についてです。
神は私たちが健全な関係を築くことを願っておられます。皆さんとともに良い関
係を築くために必要なことは何かを探究していきたいと思います。それはまず、
私たちにとって最も重要な関係である「イエス様との関係」を築くことから始ま
ります。
今年イエス様や皆さんと健全な関係を築いていくことが出来るのを楽しみにして
います。今年もまた共に道を歩んでいきましょう。
主任牧師 タロ・サタラカ
Dear New Hope Tokyo Family,
I pray your New Year is still fresh and uplifting so far. This month our focus
of messages is about relationships in all levels: marriage relationships,
romantic relationships, everyday relationships. These are all important to
God. God is for godly relationships. We want to explore together what
makes relationship works. It all starts with our most important relationship,
with Jesus. Looking forward in walking in a healthy relationship both with
Jesus and you this year. Let's Journey together again this year.
Talo Sataraka, Senior Pastor
GDGS 強く深く成長するコース
02/11, 18, 25(日曜) 時間 4:00pm - 6:00pm 場所 OCC 811
※申込は gdgs.nhift@gmail.com まで
GDGS（Glowing Deep Glowing Strong）Course
February 11th,18th, 25th (Sun) Time：4:00pm - 6:00pm Place：OCC 811
*To register send email to: gdgs.nhift@gmail.com
ヤングカップルズ・フェローシップ
2/25 (日曜) 時間 5:30pm 場所 OCC８階のエレベーター前に集合、近隣レス
トランへ移動
Young Couples Fellowship
Feb. 25 (Sun) Time：5:30pm Meet at 8th Floor front of elevator & walk to
nearby restaurant
*更に詳しい情報はニューホープ東京のウエブサイトまたはFacebookページをご覧下さい。 *For more detailed
information please see our website or our Facebook page.

バイブル・スタディ/ Bible Studies
アロハ水曜バイブルスタディ
毎週水曜日 時間 7:00pm - 9:00pm
場所 OCC 507(ミニストリーセンター) ※2月10日よりスタート
ALOHA Wednesday Bible Study
Every Wednesday 7:00pm - 9:00pm @ OCC 507(Ministry Center)
*Starts Jan. 10th

日本語聖書講座 第2期 [創世記＆出エジプト記]
毎週火曜日 時間:7:00pm - 9:00pm 場所:OCC 507 ※2月16日よりスタート
連絡先: 加藤以幸牧師 isakukato@gmail.com

スモール・グループ/Small Groups
中国 ミニストリー ( 中国語のみ) Chinese Ministry ( Only in Chinese )
2/18 (日曜) 時間 4:00pm - 6:00pm 場所 OCC 416
韓国ミニストリー( 韓国語のみ) Korean Ministry ( Only in Korean )
2/18 (日曜) 時間 4:00pm - 6:00pm 場所 OCC 415
Feb. 18 (Sun) Time: 4:00pm - 6:00 pm Place: OCC 415
フィリピン・ミニストリー Philippines Ministry
2/25 (日曜) 時間 4:00pm - 6:00pm 場所 OCC 415
Feb. 25 (Sun) Time: 4:00pm - 6:00pm Place: OCC 415
シェパーズ・ハート Shepherd's Heart
2/4 & 3/4 (日曜) 時間 4:00pm - 6:00pm 場所 OCC 416
Feb. 4 & Mar. 4 (Sun) Time: 4:00pm - 6:00pm Place: OCC 416

イベント/Upcoming Events
ニューホープ東京18周年特別礼拝
3/18(日曜) 時間 2:00pm - 3:30pm 場所 OCC 8F チャペル
New Hope Tokyo 18th Anniversary Special Service
March 18 (Sun) Time：2:00pm - 3:30pm Place：OCC 8F Chapel
イースター特別礼拝
4/1(日曜) 時間 2:00pm - 3:30pm 場所 OCC 8F チャペル
Easter Special Service
April 1 (Sun) Time：2:00pm - 3:30pm Place：OCC 8F Chapel

