
＜ 上田 ＞

10日（木） 《 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 2章
7:00～8:00 朝食
10:00～12:00 第一集会 「パウロの理解する奥義」 エフェソ 3章
13:30～15:30 第二集会 「奥義なるキリスト」 コロサイ書 2：2
17:00～18:00 夕食

4:00～6:00 朝の学び マラキ書 3章
7:30～9:00 反省会

＜ 福岡 ＞

12日（土） ≪福岡セミナー≫

      テーマ ： 神を愛する、自分を愛する 福岡惠泉塾
　瓜生（092-565-2610）
　福岡市南区野多目6-12-50

10:00～12:00 第一集会 「マイホーム主義」
12:00～13:30 昼食・休憩
13:30～15:30 第二集会 「仕事人間・企業戦士」

13日（日） 10:00～12：00 福岡主日礼拝
　　「イエスにふさわしくない者」　　マタイ伝 10:34～39

12:00～13:30 愛餐・聖餐
14:00～15:30 第三集会 「趣味と実益を兼ねた生き方」

14日（月） 移動日
（体育の日）

＜ 沖縄 ＞
≪ 沖縄セミナー ≫　15～17日（セミナー中の赤字は内輪のもの）

　テーマ ： 沖縄の未来と聖書の希望
　　問い合わせ ： 090-1949-1579(仲吉）

15日（火） 6：00～7：30 デボーション ① 　　Ⅱテモテ 1章 ぎのわんセミナーハウス

10:00～12:00 総合案内 日本キリスト召団・惠泉塾・ヴィタポート
14:00～16:00 入塾の為の面談（外向け）

16日（水） 6：00～7：30 デボーション ② 　　Ⅱテモテ 2章 ぎのわんセミナーハウス

9:00～12:00 沖縄惠泉塾運営会議（水谷・大澤・照屋・仲吉・諸見里）
13:30～15:30 一般講演会 「人生の困難を乗り切る力」　　P's SQUARE （浦添市）

17日（木） 6：00～7：30 デボーション ③ 　　Ⅱテモテ 3章 ぎのわんセミナーハウス
9:00～12:00 沖縄信徒相談日（内輪向け）
13:30～15:30 伝道集会 「聖書がみちびく幸せな人生」　 　　P's SQUARE　　

18日（金） 6：00～7：30 デボーション ④ 　　Ⅱテモテ 4章 ぎのわんセミナーハウス
10:00～12:00 日本キリスト召団 沖縄在住信徒総会
14:00～16:00 沖縄在住の社員の集い
17:00～19:00 沖縄親父の会

19日（土） 移動日
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＜ 丹波 ＞

20日（日） 10:00～13:00 丹波教会主日礼拝 丹波教会（0795-86-8157）

　　「和解の使者パウロ」　　Ⅱコリント 5：11～6：13
愛餐・聖餐

13:30～14:30 証の書き方

21日（月） 〈 責任役員会 〉

4:00～6:00 デボーション ヨブ記 17章
13:00～17:00 責任役員会

22日（火） 4:00～6:00 デボーション　 ヨブ記 18章
8:00～12:00 責任役員会

23日（水） 《 丹波塾 》　　 牧師コース　　～ 聖書の世界観、歴史観、人生観 ～

4：30～6：30 第一講義 「神が全被造物を過不足なく造り、助け合い補い合うことで
　恒久不変世界を造った。」

10:00～12:00 第二講義 「神は人類を神の似姿に造り、愛し合う世界づくりの
　担い手にしようと計画した。」

15:00～17:00 第三講義 「神に敵する悪魔の邪魔によって、神と悪魔の
　争奪戦の人類史となった。」

24日（木） 4:30～6:30 第四講義 「人生は悪魔の隷属から始まり、神の愛に目覚め、
　神と和解し、神の子になるように導かれる。」

8:30～10:30 第五講義 「人生は自分の幸福追及の為にあるのではなく、隣人を
　幸福に導く為にあるのだ。」

12:00～13:30 丹波の宿職員会議
13:30～15:00 丹波教会役員会

25日（金） 4:00～6:00 デボーション　 ヨブ記 19章
7:30～9:00 丹波マリア・ミーティング

＜ 都賀 ＞

17:30～19:30 都賀親父の会 中国小麦粉料理専門店恵泉
　　043-309-8350

26日（土） 4：00～6：00 デボーション　 列王記下 15章 オリーブ山教会
6:30～7:00 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

15：00～16：30 若者の読書会

27日（日） 4:30～6:30 都賀ビルを守る祈り会 オリーブ山教会

10:00～13:00 オリーブ山教会主日礼拝
　　「良い行いに熱心な民」　　　　テトス 2章
愛餐・聖餐

13：15～16：15 オリーブ山教会役員会



28日（月） 4:00～6:00 デボーション 列王記下 16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

＜ 金沢 ＞

29日（火） ≪金沢集会≫ 　　　テーマ ： 魂の一新（ロマ書 12：2）

　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先 ： 090-3766-4045（岡本 典子）

5:00～7:00 朝の学び マラキ書 1章
10:00～12:00 第一集会 「古い人を脱ぎ捨てる」 エフェソ 4：22～24
13:30～15:30 第二集会 「主は新しいことを行う」 イザヤ書 42章

30日（水） 5:00～7:00 朝の学び マラキ書 2章
10:00～12:00 第三集会 「新しい教え」 マタイ伝 5章
13:30～15:30 第四集会 「神と共に歩む人」 創世記 6～9章

31日（木） 5:00～7:00 朝の学び マラキ書 3章

＜ 群馬 ＞
≪群馬集会≫ 群馬惠泉塾

問い合わせ先 ： 090-7240-0198（中農）

13:30～14:30 「群馬の働きについて」　　　　中農 勝見 / 藤沢 一
14：30～15：30 講演  「召団・惠泉塾・ヴィタポートのスピリット」　　　　水谷 幹夫
15：30～16：30 歓談・交流


