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２月の予定
☆ 家庭集会（11日）＠ヒューバー姉宅
13日（日）：聖餐式、ポットラック＆誕生会
20日（日）：尾崎一夫宣教師（説教）、コーヒーアワー
牧師サーチ委員会会議
27日（日）：執事会、教師会
３月の予定
6日（日）：牧師サーチ委員会会議
☆ 受難節（9日水〜）
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（未定）
27日（日）：15周年記念感謝礼拝＆祝会
-----------------------------------------------・ １月７〜８日、南加新年聖会がWestin Hotel （LAX）でもた
れました。講師の先生方を通して主の御言葉が力強く語ら
れ、参加者一同、主の恵みに満たされる時となりました。皆
様のお祈りに感謝し、主の御名をあがめます。
・ １月１４〜１７日までWinter Vision（教団中高生キャンプ）が
北加でもたれました。JCCTからはピーターズ莉沙姉、長岡
瑠花姉、ストックウェル喜基兄が参加し、多くの恵みを受け
てきました。皆様の祈りとサポートに感謝いたします。
・ １月１６日、牧師サーチ委員会会議がもたれ、議長に柳橋
実兄、書記にガブリエル・フィル兄が選ばれました。続けて、
委員会のリーダーシップとその働き、今後の教会のために
祈りましょう。
・ １月２４〜２７日まで、教団の牧師リトリート（LA）がもたれ、
玄牧師も出席されました。
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☆Bible Study @ the Huber’s (11th)
Sun 13: Communion, Potluck Lunch & B.D. celebration
Sun 20: Pastor Kazuo Ozaki(message), Coffee Hour
Pastoral Search Committee Meeting
Sun. 27: Board Meeting, CS Teachers Meeting

March 2011
Sun 6: Pastoral Search Committee Meeting
☆Lent (9th Wed〜 )
Sun 13: Communion Service, Coffee hour & B.D. celebration
Sun 20: Board Meeting, CS Teachers Meeting (TBD)
Sun 27: 15th Anniversary Celebration worship service and
luncheon

・Jan. 7th -8th, our conference held the annual Shinnen Seikai
at Westin Hotel (LAX). All the participants were filled with
the grace of the Lord through the messages from several
pastors who delivered God’s word. Praise the Lord! We very
much appreciate your prayers.
・Jan. 14th-17th, Winter Vision (The conference’s youth
camp) was held in N. California. Risa Peters, Luca Nagaoka
and Yoshiki Stockwell attended and were richly blessed.
Thank you so much for your prayers.
・ Jan 16th, We had a Pastoral Search Committee Meeting
and we selected Min Yanagihashi as the chair and Philip
Gabriel as secretary. Let us continue to pray for their
leadership in the Committee and for the future direction of
JCCT.
・Jan. 24th -27th, Pastor Hyun attended the conference’s
Pastors Retreat in LA.

・ 玄牧師は２月１４〜２６日まで日本に行かれます。留守中
の礼拝（２０日）は、尾崎一夫宣教師がメッセージを取り次
いでくださいます。訪日中は、お祖母様のお見舞いと再入
国許可（日本への）の手続きをされる予定です。旅の祝福
と守りをお祈りください。

・Feb. 14th -26th, Pastor Hyun is planning to go to Japan to
visit his grandmother, who is sick, and to renew his entry
permit to Japan. Let us pray for blessings on his visit.
During his absence, we’ve invited Rev. Kazuo Ozaki to
deliver a message on the 20th.

☆ 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。

・ 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 this very special upcoming event.

・ 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。
この力強い神様により頼みつつ、勝利と喜びあふれる日々
を過ごさせていただきましょう。

・ 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.

