
＜ 津別 ＞ テーマ ： 人生の晩年の過ごし方 ～葬儀の備え～

服部 多嘉子 宅     網走郡津別町活汲303-6 (0152-76-2397）

3日（火） 10:00～12:00 第一集会 「アブラハムとマクペラの洞穴」
　　

13:30～16:00 第二集会 「ヤコブとエジプトのヨセフ」       

4日（水） 10:00～12:00 第三集会 「ピスガ山頂のモーセ」

12:00～13:30 懇親感話会

＜ 丹波 ＞

8日(日） 10:00～13:00 丹波教会主日礼拝 丹波教会
　「御自分の血で罪人を買い戻す神」 　　0795-86-8157

　　　　黙示録 5：9
愛餐・聖餐

13：00～14：00 バイブルサロン 恵泉丹波教会
　　「イエス・キリストの十字架の意味」 　　問い合わせ

14：10～15：10 初心者コース 　　マルコ伝 2章 　　　　0795-88-5536（根本）

9日（月） 4:00～6:00 デボーション ヨブ記 12章
7:30～9:00 丹波マリアミーティング

10日(火） 《丹波塾 》　 一般コース テーマ ： 神の歴史 ～創世記から黙示録まで ～

4：30～6：30 第一講義 「天地創造の目的」 　　　 　　   エフェソ 3章
10:00～12:00 第二講義 「神の約束～アブラハムの系譜～」　　　　　創世記 12～15章

　　　　　　   ロマ書 4:13～25
15:00～17:00 第三講義 「シナイ契約と律法～モーセの系譜～」　　出エジプト記 20章

11日(水） 4：30～6：30 第四講義 「掟を守るダビデ」       列王記上 15:5
8:30～10:30 第五講義 「神の僕ネブカドレツァル」       エレミヤ 25:9 / 27:6
15:00～17:00 第六講義 「主が油注がれた人キュロス」       イザヤ 45:1

12日（木） 4:30～6:30 第七講義 「神の子キリスト・イエス」       マタイ 16:13～17
8:30～10:30 第八講義 「神の子とする霊を受けた人々」      ロマ書 8:15

12:00～13:30 丹波職員会議
13:30～15:00 丹波教会役員会

13日(金） 4:00～6:00 デボーション ヨブ記 13章

14日(土） 4:00～6:00 デボーション ヨブ記 14章

15日(日） 10:00～13:30 関西合同礼拝 丹波教会
　　「かたくなな民」　　申命記 9章 　　0795-86-8157
愛餐・聖餐

14:00～16:00 インマヌエル学院教師会
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16日（月） 4:00～6:00 デボーション ヨブ記 15章
（敬老の日）

14:00～16:00 丹波クラシックコンサート

17日（火） 4:00～6:00 デボーション ヨブ記 16章

18日（水） 《丹波塾 》　 牧師コース　～　悪魔との戦い方　～

4:30～6:30 第一講義 「被害者が救いを求めることが必要か？」

　  マルコ 5：7（ゲラサの狂人）
10:00～12:00 第二講義 「芥子種一粒の信仰の必要」　　マルコ 9：14～29
15:00～17:00 第三講義 「神が共にいることが必要」 　　使徒 10：38

19日（木） 4:30～6:30 第四講義 「神の武具を身に着ける」 　　エフェソ 6：10～18
8:30～10:30 第五講義 「悪魔に反抗せよ」 　　ヤコブ 4：7 / Ⅰペトロ5：9

＜ 都賀 ＞

20日(金） 4：00～6：00 デボーション　 列王記下 10章

14:30～16:30 親父の会 昼の部　【聖書を生活的に読む会】　　 
　　「強盗と羊飼いを見分けなさい」 　庄司 宅

　　　ヨハネ伝 10：1～21 　　　 問い合わせ先

        090-1842-1809（後藤）

17:30～19:30 親父の会 中国小麦粉料理専門店惠泉
　　043-309-8350

21日（土） 4：00～6：00 デボーション　 列王記下 11章 オリーブ山教会
6:00～6：30 ギデオン会（派遣者ミーティング） 　　043-235-3815（石丸）

10:00～11:45 小池辰雄を読む会　「聖書の人ルター」 小池辰雄記念図書室
　　043-235-3815（石丸）

12:00～14:00 日中友交ランチ・コンサート 中国小麦粉料理専門店恵泉

14:00～15：00 オペラ歌手 砂田 直規氏による発声練習 オリーブ山教会

15:00～16：00 都賀マリア主催　「ママ友の集い」

22日（日） 4:30～6:30 都賀ビルを守る祈り会 オリーブ山教会
6:30～8：00 オリーブ山教会役員会　No1

10:00～13:00 オリーブ山教会主日礼拝
　　「清い人には全てが清い」　　テトス 1章
愛餐・聖餐

13:00～14：30 オリーブ山教会役員会　No2
15：00～16：20 ギデオン・テイ―タイム

23日（月） 4:00～6:00 デボーション 列王記下 ⒓章
（秋分の日）

＜ 都賀一般講演会 ＞　　　発達障害を生きる 　体験報告会 
　　　
　　　　　テーマ ： より良い理想社会を作ろう！　～みんなちがってみんないい～

　　　体験報告者 ： 中農勝見・真平 / 牧野雪子



24日（火） 4:00～6:00 デボーション 列王記下 13章
6:00～7：30 マリアミーティング
7:30～8：30 バザール・ヴィタ職員会議
8:30～9：30 中国店経営会議

＜ 上田 ＞

25日（水） 《 上田セミナー 》　　　テーマ 「神の奥義を探す」

　　　　上田バイブルセンター ： 0268-36-2020（四宮）

4:00～6:00 朝の学び マラキ書 1章
7:00～8:00 朝食
10:00～12:00 第一集会 「神の奥義を知らせたい」 ロマ書 11：25
13:30～15:30 第二集会 「神秘を語る異言」 Ⅰコリント 14：2
17:00～18:00 夕食

26日（木） 4:00～6:00 朝の学び マラキ書 2章
7:00～8:00 朝食
8：30～9：30 反省会

東京→札幌


