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1月の予定
☆ 南加新年聖会（7-8日）
9日（日）：聖餐式、ポットラック＆誕生会
☆ Winter Vision （14-17日） ☆家庭集会(13日)
16日（日）：牧師サーチ委員会会議
23日（日）：執事会 ☆教団牧師リトリート（24‐27日）
☆ 家庭集会（27日）
30日（日）：教師会
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2月の予定
13日（日）：聖餐式、ポットラック＆誕生会
20日（日）：執事会、 教師会（未定）
27日（日）：牧師サーチ委員会会議
-----------------------------------------------・ １２月８日（水）、鍵和田哲男牧師（修養会委員長）のリード
のもと、新年聖会と修養会のための特別祈祷会が玄牧師
宅にてもたれました。新年聖会は今月７‐８日にもたれます。
主の祝福を祈りましょう。また修養会は７月６‐９日にもたれ
ます。今から祈り備え、主に期待して参加しましょう！両方
とも場所はWestin Hotel（LAX）です。

Sun. 13: Communion Service, Potluck Lunch & B.D. celebration
Sun. 20: Board Meeting, CS Teachers Meeting (TBD)
Sun. 27: Pastoral Search Committee Meeting

・ １２月１１日（土）、Pastor Raynold Nakamura(サンファナ
ンド)をお招きして、リーダーシップ・セミナーをガブリエル夫
妻宅にて行いました。セミナー（英語）は録音してあります
ので、試聴ご希望の方は玄牧師まで。
・ １２月１８日（土）、Winterhaven Festival of Lightsに出かけ
ました(１４名参加)。素敵なイルミネーションを楽しみました。
・ １２月１９日、クリスマス礼拝において、主イエス・キリスト
のご降誕をともに喜び祝いました。礼拝では、特別賛美と
劇（教会学校）が、ポットラックでは賛美と聖書クイズの時
がもたれ、幸いな時を過ごしました。感謝！
・ １２月２１日（火）、キャロリングに出かけました (１０名参加) 。
今回は３軒のみの訪問でしたが、みなで賛美しつつ、主の
ご降誕を喜び祝いしました。ハレルヤ〜♪

☆So. CA Shinnen Seikai (7 -8th)
Sun. 9: Communion, Potluck Lunch & B.D. celebration
☆Winter Vision (14 - 17th) ☆Bible Study @ the Huber’s (13th )
Sun. 16: Pastoral Search Committee Meeting
Sun. 23: Board Meeting ☆ Pastors Retreat (24 -27th)
☆Bible Study @ the Huber’s (27th)
Sun. 30: CS Teachers Meeting
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・Wed. Dec. 8th, Rev. Kagiwada led a Shinnen Seikai &
Shuyokai special prayer meeting at the Hyun’s. Let us pray
for the Shinnen Seikai (Jan. 7-8th). Let us prepare with
prayerful hearts to participate in Shuyokai (Jul. 6-9th),
expecting great things from the Lord! Both meetings are
held at Westin Hotel (LAX).
・Sat. Dec. 11th, Pastor Raynold Nakamura from San
Fernando Valley Holiness Church led the Leadership
Seminar at the Gabriel’s. This English seminar was recorded,
so please ask Pastor Hyun if you are interested in listening to
it.
・Sat. Dec. 18th, 14 people participated in our Christmas
night out to the Winterhaven Festival of Lights. We enjoyed
beautiful Christmas lights and decorations.
・Sun. Dec. 19th, we joyfully celebrated the birth of the Lord
Jesus Christ in our Christmas worship service. We had a
Sunday school children’s play and a special song during the
service. We also enjoyed a song and Bible trivia quiz during
the potluck lunch. PTL!
・Tues. Dec. 21st, Our church carolers (10 people) visited
three homes, sang together and celebrated the birth of the
Lord Jesus Christ. Hallelujah〜♪

・ １月１４日(金)から１７日(月)までWinter Vision（教団中高生
キャンプ）が北加でもたれます。ピーターズ莉沙姉、長岡瑠
花姉、ストックウェル喜基兄が参加予定です。覚えてお祈り
下さい（祈りのしおりもご利用ください）。

・The conference’s youth camp, Winter Vision, will be held
from January 14(Fri)-17th(Mon). Risa Peters, Luca Nagaoka
and Yoshiki Stockwell are planning to attend. Please
remember them in your prayers. (Please pick up a list of
prayer requests at the reception desk)

・ ２４日（月）‐２７日（木）、教団の牧師リトリート（LA）に玄牧
師が出席します。リトリートの祝福をお祈りください。

・Pastor Hyun is attending the conference’s Pastors Retreat
from January 24th (Mon) to 27th(Thurs) in LA. Let us pray
for blessings on the Retreat.

・ 先 月 の 教 会 祈 祷 会 に て 、 今 後 の 教 会 の 為 に Pastoral
Search Committeeを立ち上げました。メンバーは、現在の
執事（ミン兄、順子姉、絵里子姉、玉緒姉）に加え、エバリン
姉、フィル兄、潤子姉です。委員会のリーダーシップとその
働き、そして今後の教会の為に祈りましょう。

・ At our last church Prayer Meeting we decided to form a
Pastoral Search Committee for JCCT’s future direction. The
Committee members are selected from the Board members
(Min, Junko, Eriko and Tamao), and also include Evelyn,
Phil and Junko M. Let us pray for their leadership in the
Committee and for the future direction of JCCT.

・ ３月２７日(第4聖日)に「JCCT創立15周年記念礼拝＆祝
会」を予定しています。ゲストスピーカーとして当教会前任
牧師の本多一米師(サンディエゴ)をお招きします。今日ま
で導かれた真実な主に感謝し、この特別記念行事を覚えて
祈り備えましょう。

・We are planning JCCT 15th Anniversary Celebration
worship service and luncheon on March 27th 2011. We will
have a special guest speaker, former JCCT Pastor Ichibei
Honda from San Diego Japanese Church. Let us be grateful
to the Lord who led JCCT to this day and pray for this very
special upcoming event.

