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

Welcome Table

「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をお伝えします。

Please visit the connection table if you are
coming to church for the first time. We will
give you information about our church.

チルドレンズアーク

Childrenʼs Ark

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。

We have Sunday School during the fir s t
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.

祈りのテーブル

Prayer Table

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。

Do you have any matters of prayer? Want
some encouragement? Then come to the
Prayer Table on the foyer.

ホスピタリティテーブル

Hospitality Table

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！

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

ライブビデオ

Warfare
戦いに勝利する

Live Video

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。赤ちゃんや子供が
遊べるスペースもあります！

Website:newhope.jp

SER I ES

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.

June 6月 2018

Facebook:facebook.com/NewHopeTokyo

メッセージビデオ毎週配信中 / Check out the messages video on Vimeo

（ニューホープ東京の最新情報はこちら / For more information check our social accounts）

礼拝時間 Service Times
10:30am モーニング礼拝 / Morning Service
2:00pm メイン礼拝 / Main Service
4:00pm パッション・ジェネレーション
/ Passion Generation

2018年4月会計報告
献金

月次予算

献金収入 - 月次予算

¥4,186,795

¥4,000,000

¥186,795
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霊的戦いとは
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不安に打ち勝つ
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不公平に対処する
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シリーズブレイク

■ New Hope Tokyo ニューホープ東京

東京都千代田区神田駿河台 2-1 御茶ノ水クリスチャンセンタービル（OCC）

- Chapel 礼拝堂 OCC 8 / 9F
- Ministry Center ミニストリー・センター OCC507 TEL：03-5244-5818

■ New Hope Narimasu ニューホープ成増
東京都板橋区5-1-2 TEL：03-5383-0421

Spiritual Warfare

Overcoming Insecurity

Dealing With Unfairness

Series Break

6月 牧師からの手紙 / Pastorʼs Letter for June

ニューホープ 東京のみなさん、アロハ！
ニューホープのオハナのみなさん、もう六月になりましたね。
2018年の半分は過ぎ去ったということになります。ある人は順調に歩んで来たでしょうし、
またある人にとっては、そうではなかったかもしれません。しかし落胆しないでください。
人生は確かに大変です。私自身も自分の限界以上に引き延ばされ、挑戦の多い半年でした。
しかし、イエスは私たちの内に毎日いてくださいますから感謝です。
私はいつもイエスが自分の内に住んでいる、と自分に言い聞かせています。
乗り越える力はもうすでに私たちのうちに与えられているのです。後はもっともっとイエスにより
頼んでゆくだけなんです。人生は戦いです。霊的な戦いは現実的なものです。自分自身の力では
打ち勝つことはできません。霊的な武器をもって戦わなければならない霊的な戦いなのです。

今後の開催予定イベント / Upcoming Events
バイブル・スタディ等 / Bible Studies

EVERY

日本語聖書講座

EVERY

アロハ水曜バイブルスタディ / ALOHA Wednesday Bible Study

TUE

WED

6/16
SAT

6/17SUN

7:00pm - 9:00pm

7:00pm - 9:00pm

OCC 507 (ミニストリーセンター / Ministry Center)

GDGS (深く強く成長する)コース / GDGS (Glowing Strong Glowing Deep) Membership Class

6/16 (土) June 16 (Sat) 10:30am - 4:00pm

OCC 507

Yes! クラス 〜聖書基本講座〜 / Yes! Class (Bible Basic Class)
6月17,24日,7月8,15,22日 (計5回) / June 17,24, July 8,15,22 (Total 5 sessions)
4:00pm - 6:00pm

霊的な戦いに関する新しいシリーズを始めるにあたり、このことを覚えていてください：

OCC 507 (オフィス / Office)

OCC 811

イエスキリストを救い主として心に受け入れた後に聖書を学ぶ入門講座です。 問合せ：加藤以幸
Learn the basics of the Bible after youʼve said Yes! to Jesus. Contact: Isaku Kato isaku@nhift.org

「権勢によらず、能力によらず、神の霊によりて。」アーメン！

スモ ールグル ープ / Small Groups

Dear New Hopers,
June is already here. Half of the year 2018 is gone. I am sure some of us are
having a great time moving on. For others, the first half of this year hasn't been
that great. Well, don't lose heart. I know, life can be tough. I too have been
challenged and stretched beyond my own ability to cope.
But thank Jesus for his daily presence in our lives.
I always have to remind myself that Christ lives in me. The power to overcome is
already in us. We just need to lean on him more and more. Life is a warfare.
Spiritual warfare is a real thing. We can't overcome it with our own physical
strength. Itʼs a spiritual battle that must be fought with spiritual weapons. As we
start this new series of messages about spiritual warfare, please remember this:
NOT BY MIGHT NOR BY POWER, BUT BY HIS SPIRIT. AMEN!

6/3・7/1
SUN

シェパーズハート（スモールグループミーティング）/ Shepherdʼs Heart (Small Group Meeting)
4:00pm - 6:00pm

OCC 415

6/17

中国 ミニストリー / Chinese Ministry / 中國小組

6/17

韓国 ミニストリー / Korean Ministry / 한국 미니스트리

6/24

フィリピン・ミニストリー / Philippines Ministry

SUN

SUN

SUN

4:00pm - 6:00pm

4:00pm - 6:00pm

4:00pm - 6:00pm

OCC 416 (※中国語のみ / Only in Chinese / 僅限中國語言)

OCC 415 (※韓国語のみ / Only in Korean / 한국어 만 )

OCC 415

ワークショップ・その他 / Workshops & Others

6/10
SUN

洗礼式 / Water Baptism
6/10 (日) June 10 (Sun) 4:00pm - 5:00pm
御茶の水キリストの教会8F / Ochanomizu Church of Christ 8F

6/24
SUN

ダンスワークショップ (ニューホープアカデミー) / Dance Workshop (New Hope Academy)
6/24 (日) June 24 (Sun)

OCC 507 (ミニストリーセンター/ Ministry Center)

サインダンス(Sign Dance) 4:00pm - 5:00pm / ゴスペルフラ(Gospel Hula) 5:00pm - 6:00pm
料金：一般5,000円 / 学生3,000円 Fee：Adult 5,000yen / Student 3,000yen

