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12月の予定 

  5日（日）：キャロリング打ち合わせ（礼拝後） 

☆ 新年聖会＆修養会特別祈祷会（8日） 

☆ 家庭集会（9日）、☆リーダーシップ・セミナー(11日) 

 12日（日）：聖餐式、今後の教会のために祈る会 

 19日（日）：クリスマス合同礼拝、サンデースクール劇 

        ポットラック＆誕生会 

 26日（日）：執事会、Equipper Conference (26-1/1) 
 

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） 

 16日（日）：教師会（未定） 

 23日（日）：執事会、 ☆教団牧師リトリート（24‐27日） 

------------------------------------------------ 

・ １１月６日、Reid Parkにて教会ピクニックがもたれました。

約２５名の方が集まり、幸いな時を過ごしました。感謝！ 
 

・ １１月１２日、キャシー・アテベリー姉が主のもとに召され

ました。フロリダにて１７日にViewing、１８日に埋葬式が

もたれ、ご主人のダドリー兄の隣に埋葬されました。続け

て、主の慰めと平安をご遺族や友の上に祈りましょう。 
 

・ １１月２１日、感謝祭礼拝＆ポットラックランチにおいて、

主の恵みを覚えて神様に感謝しました。ポットラック時に

は、中高生（昨年の「グループの集い」）が中心となって

作成した映画「神様ありがとう」を上映しました。 
 

・ 今月８日（水）、新年聖会と修養会のための特別祈祷会

をもちます。修養会委員長の鍵和田哲男師（サウスベイ）が

来られます。来年から修養会の会場はWestin Hotel

（LAX）に移転します。今回の新年聖会と同じ場所です。

今から祈りに覚えて参加しましょう！ 
 

・ １１日（土）、午前９時半から１２時半まで、ガブリエル兄

姉宅でリーダーシップ・セミナーがもたれます。講師は

Pastor Raynold Nakamura(サンファナンド)です。 
 

・ １９日は、クリスマス合同礼拝です。礼拝の中でサンデ

ースクールによる劇が予定されています。礼拝後にはポ

ットラックランチをもちます。家族や知人・友人をお誘いし、

ともにクリスマスを祝いしましょう！ 
 

・ 今年もキャロリングを予定しています。参加希望の方、

または、我が家を訪問してほしいという方は、玄牧師まで

お知らせ下さい。 
 

・ １月にもたれるWinter Vision（教団中高生キャンプ）のた

めにお祈り下さい(祈りのしおり有り)。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。 
 

・ 来年の３月２７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の前任者

である本多一米師(サンディエゴ)をお招きします。この特

別記念行事を覚えてお祈りください。 
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December 2010 
Sun. 5: Meeting about Caroling after the Worship Service 
   ☆Shinnen Seikai & Shuyokai Special Prayer Meeting (8th) 
   ☆ Japanese Bible Study (9th) ☆Leadership Seminar (11th) 
Sun. 12: Communion Service, Church Prayer Meeting  
Sun. 19: Christmas Worship Service, No Sunday School,  
 Children’s play, Potluck Lunch & B.D. celebration 
Sun. 26: Board Meeting, Equipper Conference (26-1/1) 
 
January 2011 
   ☆So. CA Shinnen Seikai (7 -8th ) 
Sun. 9: Communion, Potluck Lunch & B.D. celebration 
   ☆Winter Vision (14 – 17th ) 
Sun. 16:  CS Teachers Meeting (TBD) 
Sun. 23:  Board Meeting  ☆ Pastors Retreat  (24 -27th ) 
 
 
・Sat. Nov. 6th, we had a JCCT church picnic at Reid Park. 
About 25 people participated and had a wonderful time. PTL! 
 
・Fri. Nov. 12th, Kathy Atteberry passed away in Florida. The 
viewing was on the 17th and the next day she was buried next to 
her husband, Dudley followed by a short service.  Let us pray 
for God’s comfort and peace upon Atteberry family & friends. 
  
・Sun. Nov. 21st, we thanked God at the Thanksgiving worship 
service and the potluck lunch, remembering the many blessings 
He gave us throughout this year. We watched the movie, “Thank 
you God”, produced mainly by Jr. & High school kids from last 
year’s “Group Meeting” members. 
 
・Wed. Dec. 8th, we will have a special church prayer meeting 
about Shuyokai & Shinnen Seikai. We will welcome Pastor 
Tetsuo Kagiwada from South Bay Church in LA. The venue for 
Shuyokai will change to the Westin Hotel, LAX starting from 
next year. The 2011 Shinnen Seikai will be held at the same 
hotel. Let us pray about these retreats and encourage each other 
to attend them next year! 
 
・Sat. Dec. 11th, we will have a leadership seminar at the 
Gabriel’s from 9:30am to 12:30pm. We will welcome our 
special guest lecturer, Pastor Raynold Nakamura from San 
Fernando Valley Holiness Church in LA.  
 

・Sun. Dec. 19th, we will have a Christmas worship service. 
There will be no Sunday School.  There will be a children’s play 
during the service. Potluck Lunch & B.D. celebration are 
scheduled after the service. Let’s invite your family members and 
friends, and celebrate Christmas together! 
 
・We are planning to have our church caroling. Please let Pastor 
Hyun know if you’d like to join. Please also let him know if you 
want the carolers to visit your home. 
 
・The conference’s youth camp, Winter Vision, will be held in 
January. 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) 
 
・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 pray for this very special 
event to come. 


