2016 年度
（2016.4/1-2017.3/31）

● 今年のテーマ聖句 使徒 13 章 52 節

「喜びと聖霊に満たされて」

Family of God Christian Church
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福音宣教を強化するため心を同じくする者たちをもって 1975 年４月 14 日、
下記のことを特色とする神の家族キリスト教会が発足した。
１．すべてを分ち合える神の家族となる。
２．一つになってキリストの体を建てあげ、
キリストの満ち満ちた身たけまでに達する。
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聖書はすべて神の霊感を受けて書かれた。
２. 父と子と聖霊として御自身を現わされた神の存在。
３. 聖霊により処女マリアの胎内に宿り、
真の神の人として生まれた人の救世主イエス・キリスト。
４. 創世記にある人の創造と試練と失墜。
５. キリストが聖書に書いてあるとおり、
わたしたちの罪のために死んだこと、
そして葬られたこと、
わたしたちを義とするために三日目によみがえったという、
神の恵みの福音。
６. われわれが救われるのは恵みにより、
われわれのためにカルバリの十字架になされた
キリストの完全な御働きを信じる信仰による。
７. イエス・キリストの御名による浸礼によるバプテスマ。
８. 異言を語るしるしをともなう聖霊のバプテスマ。
９. 初代教会にあり、コリント人への第一の手紙に教えられた、
聖霊の賜物と御働き。
10. 主を記念するために信じる者が参与する主の聖餐。
11. 初代教会にあった神癒。
12. 信じる者のために永遠の命があり、
信じない者には永遠の刑罰がある。
13. キリスト信者として、聖霊に満たされた生活と世と異なる生活。
14. キリスト教会のための主イエス・キリストの再臨。
１.

神の家族キリスト教会

2016

神の家族キリスト教会 2016
教会所在地（五十音順）

アガペチャーチ土岐

担当牧師（教役者）

大橋健治・栗崎暁枝

〒509-5144 岐阜県土岐市泉池の上町一丁目１１番地２
TEL (0572) 54-7315
FAX (0572) 55-0452
e-mail agapejimu@yahoo.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://agape-c.net

アガペチャーチ瑞浪

中岡茂一・真弓・井野口靖久・志帆

〒509-6125 岐阜県瑞浪市上野町三丁目３番地
TEL&FAX (0572) 68-4332
e-mail agapechu@gmail.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.agapechu.com

蟹江シャロームチャーチ

戸塚悦子

〒497-0053 愛知県海部郡蟹江町平安 2-19
TEL&FAX (0567) 95-6661
e-mail kanieshalom.church@chorus.ocn.ne.jp

クリスチャンウェイ

和田天平・栄子・和田基・和田言・佐々木博音

〒485-0803 愛知県小牧市高根二丁目 154 番地 1
TEL (0568) 78-1212
FAX (0568) 78-1218
e-mail info@c-way.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://c-way.jp

クリスチャンチャペル（祈りの家）

水野明廣・大矢頭

〒480-1182 愛知県長久手市池田 63

クリスチャンファミリー

奈良崎克美・勝美

〒492-8218 愛知県稲沢市西町一丁目 17 番 17 号
TEL(080) 3681-1561

ホープチャペル名古屋
クリスチャンライフ

水野明廣・マージョリ・禹浩鉉・大矢頭
神戸京子・川本泰彦・純子・神戸聖志・村仲とく子

〒464-0094 名古屋市千種区赤坂町四丁目６４番地
TEL (052) 721-7831
FAX (052) 721-7625
e-mail info@christian-life.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.christian-life.jp

Grace and Life Community

ゴンサルベス ダビ・ミシェレ

（グレース アンド ライフ 教会）
〒505-0043 岐阜県美濃加茂市深田町 2-6-31
TEL (0574) 42-9918
e-mail iegracaevida@hotmail.com

ｸﾞﾚｰｽ ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽ ﾞｸﾘｽﾁｬﾝ ﾁｬｰﾁ・ｵﾌﾞｱﾙﾊﾞｰﾀ
243 Lady MacDonald DR. Canmore AB
TEL&FAX 403-609-2388

江南ミッションセンター

榎実・いずみ
T1W1H9

CANADA

永井敏彦・智子

〒483-8055 愛知県江南市山王町本郷 183
TEL&FAX (0587) 54-9655
e-mail konan-mission@viola.ocn.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://fhp.jp/kmc/

FAMILY OF GOD CHRISTIAN CHURCH

東濃純福音キリスト教会
ジョイフル グレース チャーチ

2016

大山哲夫・妙子

〒509-7201 岐阜県恵那市大井町 2017-125
TEL&FAX (0573) 26-2977
e-mail tounou_hgc@ybb.ne.jp

名古屋グリーンキリストチャーチ 奈良崎勝美・加納久永・和代
〒458-0041 名古屋市緑区鳴子町二丁目 115 番地
TEL (052) 895-4815
FAX (052)838-6140
e-mail nagoya_gcc@yahoo.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nagoyagreen.org/index.html

ニューライフチャーチ・原チャペル

吉田三喜夫・由美子・宮下優子

〒468-0015 名古屋市天白区原四丁目 108 水野マンション 101、106 号
TEL (052) 804-8899
FAX (052) 760-2661
e-mail yoshida3000@nifty.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www harachapel.com

ベテスダキリスト教会

兪ヨハネ・尹金子・朴秀蓮

〒557-0034 大阪府大阪市西成区松三丁目 11-17
TEL (06) 6659-2730
FAX (06) 6659-2731
e-mail jbc2156@hotmail.com

ホープチャーチ名古屋

丹羽博志

〒453-0851 名古屋市中村区畑江通七丁目 10-1
TEL&FAX (052) 471-6780
e-mail hopechurch@key.ocn.ne.jp

2F

福岡福音教会（裏木曽クリスチャン・キャンプ場）
〒508-0203 岐阜県中津川市福岡５６４番１５

2016 年 1 月 11 日現在

2016 年度 行事予定
2016 年
第 40 回総会
春のユースイベント
夏のワークキャンプ
9 月聖会

2 月 21 日(日) PM 2:30
3 月 29 日（火）
担当：ユースキャンプ委員会
未定
未定

新年聖会
第 41 回総会

１月 9 日(月・祝)
担当：聖会委員会
2 月 19 日(日) PM 2:30

2017 年

※スケジュールは変更する場合がございますのでご了承ください。

