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 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.

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.

God Cares
心 配してくださる神 様

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 / 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！

2018年9月 September

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.

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

2

心配事は神様に委ねよう
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人生を通して神様の思いやりを表そう
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レガシーを築かれる神様

23

神様は日々の重荷を負ってくれる
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シリーズブレイク

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

ニューホープ東京 / New Hope Tokyo

TEL：03-5244-5818

ミニストリー・センター：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）507
Ministry Center : Ochanomizu Christian Center (OCC) 507, 2-1 Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
礼拝時間 / Service Times （ 礼拝堂 / Chapel OCC8 - 9F）
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

ニューホープ成増 / New Hope Narimasu
東京都板橋区5-1-2 / 5-1-2 Itabashi-ku, Tokyo

TEL：03-5383-0421

Cast Your Cares On Him

Show Godʼs Care Through Your Life

God Wants To Build You A Legacy

He Daily Bears Your Burdens

Series Break

９月 牧師からの手紙 / Pastor’s Letter for September

ニューホーパーの皆さん、
今年、特にこの時期、日本は数々の自然災害に見舞われ、私たちは心配にな
ったり、どうしたことかと思ってしまいます。私たちを疲弊させる出来事はたく
さん起こるものです。
９月のメッセージ・シリーズは、天のお父様が私たちひとりひとりに与えてくだ
さる希望を見つける助けとなります。神は私たちを本当にケアしてくださるの
で、私たちの重荷を主に委ねるように招いているのです。毎日主に重荷を委ね
ることを学んでいきましょう。
人生の悩みごとを自分一人で担いきれないと感じる時にイエス様に信頼を置
くことのできる、子どものような信仰を持ちましょう。主の恵みの座に大胆に
近づき、助けを必要としている時に憐れみを受け取りましょう。アーメン。

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

8/28TUE

EVERY
WED

This year, especially this season, Japan has faced many challenging natural
disasters that caused concern in our minds, and we wondered what
happened. There are many changes that cause our own lives to be weary.
This series of messages will help us to find hope in the care that our Heavenly
Father bestowed upon each and every one of us. God invites us to cast our
burdens on him because he genuinely cares for you. Learn to cast your
burdens on him daily. Learn to have a child-like faith by putting your trust in
Jesus when life's concerns seem too much of a burden to carry by yourself.
Come boldly to the throne room of grace to receive mercy in your times of
need. Amen!

8/28〜10/2 毎週火曜日

OCC 507（ニューホープ東京オフィス）

7:00pm - 9:00pm

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

OCC 507（ミニストリーセンター）

7:00pm - 9:00pm

スモ ールグル ープ / Small Groups

9/16
SUN

9/16
SUN

Dear New Hope Ohana,

日本語聖書講座 第５期 レビ記

9/23
SUN

9/9SUN

中国 ミニストリー / Chinese Ministry / 中國小組
OCC 416 (※中国語のみ / Only in Chinese / 僅限中國語言)

4:00pm - 6:00pm

韓国 ミニストリー / Korean Ministry / 한국 미니스트리
OCC 415 (※韓国語のみ / Only in Korean / 한국어 만)

4:00pm - 6:00pm

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

OCC 415

ウィメンズミニストリー
9/9, 9/16, 9/30
7:00pm - 9:00pm

〜ディボーションシェア〜

( In Japanese only)

10/14, 10/21 11/11, 11/18 12/9, 12/16（すべて日曜日）
OCC 507（ミニストリーセンター）

女性のための聖書を学ぶ新しいミニストリーです。 持ち物：聖書・ディボーションノート・筆記具

その他 / Others

7/29SUN

DC A T クラス ( In Japanese only)
7/29

8/5, 8/19, 8/26

9/29
SAT

9/2, 9/9（全6回・すべて日曜日）

OCC 507（ミニストリーセンター）

4:15pm - 6:00pm

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

10:30am - 4:00pm

OCC 507（ミニストリーセンター）

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.

7月会計報告 / Accounting Report in July
献金 / Oﬀering

月次予算 / Budget

献金 - 予算 / Oﬀering - Budget

¥4,535,545

¥4,000,000

¥535,545

