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３月の予定
6日（日）：牧師サーチ委員会会議
☆ 受難節（９日水〜） ☆10日（木）家庭集会
13日（日）：聖餐式、コーヒーアワー＆誕生会
20日（日）：執事会、教師会
27日（日）：15周年記念感謝礼拝＆祝会
４月の予定
3日（日）：合同礼拝、聖餐式、牧師サーチ委員会会議(?)
10日（日）：尾崎一夫宣教師（説教）、ポットラック＆誕生会
17日（日）：受難週、執事会
24日（日）：イースター礼拝
-----------------------------------------------・ ２月２０日の礼拝では、尾崎一夫宣教師がメッセージを取
り次いでくださいました。感謝します。尾崎先生には４月１０
日の礼拝でも御用をお願いしています。お祈りください。
・ 玄牧師は２６日に日本から無事戻って来られました。お祈
りに感謝します。なお、訓子夫人と子ども達は３月８日に戻
って来られる予定です。続けてお祈りください。
・ ２月２７日、ヒューバー敏代姉のご主人で、１４日に召され
ましたハインズさんのメモリアルサービスが礼拝後にもた
れました。敏代姉とご家族の上に、主の慰めと平安を祈り
ます。
・ ３月９日から受難節（レント）に入ります。主イエスは私たち
のために十字架の苦難の道を歩んで下さいました。そのこ
とを覚え、主の恵みに感謝しつつ、主への献身の思いを新
たにさせていただきましょう。教団によって作成されました
「レントの黙想」のしおりが聖日ごとに配られる予定です。
☆ ３月２７日(第4聖日)、JCCT創立15周年記念礼拝＆祝会
を予定しています。ゲストスピーカーに当教会前任牧師の
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もってさらな
る教会・信仰の成長をさせていただきましょう。
・ 今年の修養会は７月６-９日までWestin Hotel（LAX）でもた
れます。講師は日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会の郷
家一二三牧師です。今から祈り備え、主に期待しつつ共に
参加しましょう！
・ 現在、聖日礼拝では、「全能の神に導かれて」というテーマ
のもとでメッセージが語られています。かつてエジプトで奴
隷であったイスラエルの民を救い出し、約束の地カナン（イ
スラエル）へと導き入れられた全能の神様を覚えています。
日々この力強い神様により頼みつつ、勝利と喜びあふれる
歩みをさせていただきましょう。シリーズは４月３日までです。
・ 玄牧師の任地先がサンファナンド平原ホーリネス教会に決
定しましたのでお知らせします。
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March 2011
Sun 6: Pastoral Search Committee Meeting
☆Lent (from Weds. 9th) ☆Bible Study @the Mori’s (Thurs. 10th)
Sun 13: Communion Service, Coffee hour & B.D. celebration
Sun 20: Board Meeting, CS Teachers Meeting
Sun 27: 15th Anniversary celebration worship service & lunch

APRIL 2011
Sun 3: Communion Service, No Sunday School, Pastoral Search
Committee Mtg. (TBD)
Sun 10: Pastor Kazuo Ozaki (message), Potluck Lunch & B.D.
celebration
Sun. 17: Passion Week, Board Meeting
Sun. 24: Easter Worship Service

・Feb. 20th, Rev. Kazuo Ozaki delivered a message. We are
grateful for it. We invited him to deliver another message on
April 10th. Please remember it in your prayer.
・Pastor Hyun came back from his trip to Japan on the 26th
Thank you for your prayers. Mrs. Hyun and their children
are returning on March 8th. Let us continue to pray for them.
・Mrs. Toshiyo Huber’s husband, Heinz Huber, passed away
on Feb. 14th and on the 27th, his memorial service was held
after the worship service. We pray that God will give
comfort and peace to Toshiyo and her family.
・Lent season starts on March 9th. Our Lord Jesus Christ
walked on the road of suffering to the Cross for us. Let’s
remember this and renew our dedication to the Lord,
thanking Him for His blessings. “Devotions for Lent”
(Japanese only), prepared by our Conference, will be on the
reception desk every Sunday.
☆ Mar. 27th (the 4th Sunday worship service), we are
planning the JCCT 15th Anniversary Celebration worship
service and luncheon. 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 the growth of our faith in Him.
・July 6th -9th, This year’s Shuyokai is to be held at Westin
Hotel (LAX). The guest speaker will be Rev. Hifumi Goya
from Sakato Church of the Japan Holiness Conference. Let
us pray and prepare with prayerful hearts to participate in
Shuyokai, expecting great things from the Lord!
・Pastor Hyun has been delivering a message series entitled
“Being Led by Almighty God”. We are learning how God
saved the Israelites, who were slaves in Egypt, and led them
to Canaan, the Promised Land in Israel. Let us ask Him to
fill our days with joy and triumph trusting in Almighty God.
This series of messages ends on April 3rd
・Pastor Hyun’s next place of work has been decided; it is at
San Fernando Valley Holiness Church.

