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。

TOKYO

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

Gods Power
To Intervene
神の介入の力

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！

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.
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Website:newhope.jp 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6月会計報告
献金

月次予算

献金収入 - 月次予算

¥3,596,079

¥4,000,000

-¥403,921

5

打ちのめされそうになるとき
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神の愛の力
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神様と一緒なら何でもできる！
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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

When You Feel Overwhelmed

The Power To Godʼs Love

With God, All Things Are Possible

Series Break

8月 牧師からの手紙 / Pastorʼs Letter for August

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

ニューホープ・オハナの皆さん
もう8月になってしまいました。時間が過ぎるのは実に早いものです。
皆さんはこの夏の暑さに負けていませんか？
人生にも夏の暑さに匹敵する渦中の中を通らされる時があるものですが、
私はいつも希望を持ち続けます。
なぜ希望を持てるのかというと、イエス様が私たちの人生に介入してくださり、
滑りやすい坂道も歩きやすい道にしてくださるからです。
イエス様を信頼し、現在私たちの直面する問題に共に立ち向かいましょう。
イエス様が手助けをし、強めてくださり、何よりも、
いつも私たちと共にいてくださいます。アーメン

8/28TUE

EVERY
WED

Itʼs amazing that we are already in August, as time flies. I hope you
are surviving the heat this summer. Sometimes in life we face situations as hot as the summer day, but I am always hopeful. Hopeful
because I know that Jesus always intervenes in my life and takes me
from a slippery slope into a sure-footed situation. Trust Jesus and let
him be a part of what you are facing today. He will intervene and
strengthen you, but most of all he is with you always. Amen!

8/28〜10/2 毎週火曜日

7:00pm - 9:00pm

OCC 507 (ニューホープ東京オフィス)

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

7:00pm - 9:00pm

OCC 507 (Ministry Center)

スモ ールグル ープ / Small Groups

8/19
SUN

8/19
SUN

Dear New Hope Ohana,

日本語聖書講座 第５期 レビ記

8/26
SUN

中国 ミニストリー / Chinese Ministry / 中國小組
4:00pm - 6:00pm

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

韓国 ミニストリー / Korean Ministry / 한국 미니스트리
4:00pm - 6:00pm

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

フィリピン・ミニストリー / Philippines Ministry
4:00pm - 6:00pm

OCC 415

※シェパーズハート/ Shepherdʼs Heart

8月と9月はお休みいたします。次回は10/7です。
There will be no classes in August and September. The classes resume on October 7th.

その他 / Others
アロハ月間 / ALOHA MONTH
8月はアロハ月間です。なかなか着る機会のないアロハシャツや浴衣を身に着けて、暑い夏を楽しみましょう！
August will be Aloha month. Bring out that Aloha shirt or Yukata you never have a chance to
wear, and letʼs enjoy the Summer heat!

7/29SUN

8/25・26
SAT-SUN

DCAT クラス (In Japanese only)
7/29, 8/5,19,26, 9/2,9(日)全6回

4:15pm - 6:00pm

OCC 507 (Ministry Center)

ウキウキキャンプ＆洗礼式 / Uki Uki Camp & Water Baptism
8/25(土)-26日(日) Aug. 25(Sat)-26(Sun)
奥多摩バイブルシャレー/ Okutama Bible Chalet

9/29
SAT

デザインコース / Design Course
9/29(土) Sep. 29(Sat)

10:30am - 4:00pm

OCC 507 (Ministry Center)

神様が一人一人に与えられたデザイン(個性)と賜物（才能）を発見する手助けとなるセミナーです。
A course to help you find out how God designed your life and what your gifts are.

