
月(MON) 火(TUE) 水(WED) 木(THU) 金(FRI) 土(SAT）
1 2 3 4

◇土気世界宣教委員会10:30-12:00

5 主日礼拝　 6 7 8 9 10 11
礼拝 誉田 おゆみ野 土気 ○ヒップホップ11:00-12:00 ◆日本語バイブル11:30 ◆水曜聖書を読む会10:00-12:00 ☆鎌取駅前 メンズmeeting 6:30-7:30 ◆男性金曜朝学び　6:00-7:00
CS 9:00-10:15 10:15 9:00-10:15 ◇MKC ○ハンナ会 10:00-11:45 ○誉田朝の祈り会8:15- ◆学びと祈りの会 9:00-11:00

10:30  ①9:00-②11:10- 10:30 ◇初級英会話①10:30-12:00 ◇土気水曜祈り会 10:30-12:00 ○※誉田しもべミーティング9:00- ○誉田会衆祈り会　9:30-10:45 ○ミルトス　10:30-12:00
出立牧師 廣橋牧師 永田牧師 ◆からし種13:15-15:00 ◆昼ゴス＆ランチ10:00-13:00 ◆日本語バイブル11:30-12:30 ◇ピースワーク 10:30-13:00

Alive International ◇食事会 ◇初級英会話②10:30-12:00 ◇初級英会話③14:00-15:30 ◆アライブクワイアー12:30-13:30 ○みつばさ 11:00-12:00
15:00 12:00-13:30 ◯誉田英語クラブ16:40-17:30 ◇土気会衆小会17:00-18:00 ◆English Bible13:30 ◇金曜男性バイブル 10:00-12:00 ○ゴスペルクワイアー 17:00-19:00
近藤伝道師 ◇英語バイブル ◇中級英会話14:00-15:30

○リディア9:00-10:00 13:00-14:00 ◇キッズイングリッシュ16:30-17:30
◇CS教師会 ○サフラン 13:30-15:00
13:30-15:00 ・大網英会話＆バイブル13：30～15：00

12 主日礼拝 13 14 15 16 17 18
礼拝 誉田 おゆみ野 土気 ○ヒップホップ11:00-12:00 ◇初級英会話10:30-12:00 ◆おゆみ野会衆小会9:00-11:00 ☆鎌取駅前 メンズmeeting 6:30-7:30 ◆男性金曜朝学び　6:00-7:00 ※○全体小会8:30-
CS 9:00-10:15 10:15 9:00-10:15 ◇Moms & Kids10:30-13:00 ◆水曜聖書を読む会10:00-12:00 ○誉田朝の祈り会8:15- ◆学びと祈りの会 9:00-11:00 ○誉田PA入れ替え作業 10:00-15:00

10:30  ①9:00-②11:10- 10:30 ◆日本語バイブル11:30 ○ハンナ会 10:00-11:45 ○誉田会衆祈り会　9:30-10:45 ○聖歌隊14:00-16:00 
大舘協力宣教師 廣橋牧師 中村克哉師 ◇初級英会話10:30-12:00 ◇土気水曜祈り会 10:30-12:00 ◆日本語バイブル11:30-12:30 ○みつばさ 11:00-12:00 ◇土気teens14:00-17:00
Alive International ◇ハレルヤクラブ ◆からし種13:15-15:00 ◇初級英会話③14:00-15:30 ◆アライブクワイアー12:30-13:30 ◇金曜男性バイブル 10:00-12:00

15:00 13:30-15:00 ◯誉田英語クラブ16:40-17:30 ◇土気ゴスペル10:00-12:00
大舘協力宣教師 ◆English Bible13:30 ・大網英会話＆バイブル13：30～15：00

○リディア9:00-10:00 ◇中級英会話14:00-15:30 ○サフラン 13:30-15:00
◇英語バイブル ◇キッズイングリッシュ16:30-17:30
13:00-14:00 ○AI会衆小会 19:00-21:00

※○CS教師会 ◇土気会衆小会17:00-18:00
19 主日礼拝　 20 21 22 23 24 25
礼拝 誉田 おゆみ野 土気 ○ヒップホップ11:00-12:00 ◆日本語バイブル11:30 ◆水曜聖書を読む会10:00-12:00 ☆鎌取駅前 メンズmeeting 6:30-7:30 ◆男性金曜朝学び　6:00-7:00 ◇土気バイブルスタディ9:00-10:30
CS 9:00-10:15 10:15 9:00-10:15 ◆からし種13:15-15:00 ○ハンナ会 10:00-11:45 ○誉田朝の祈り会8:15- ◆学びと祈りの会 9:00-11:00 ◇ワッフル&ミュージック 10:00-12:00

10:30  ①9:00-②11:10- 10:30 ◇土気水曜祈り会 10:30-12:00 ○誉田会衆祈り会　9:30-10:45 ○ミルトス　10:30-12:00
近藤伝道師 百瀬兄 岩田雄之師 ○親子クラブ10:30-12:00 ◆昼ゴス＆ランチ10:00-13:00 ◆日本語バイブル11:30-12:30 ◇ピースワーク 10:30-13:00 ◇初心者ギター教室　15:00-17:00　

Alive International ◇大人CS ◇初級英会話③14:00-15:30 ◆アライブクワイアー12:30-13:30 ○みつばさ 11:00-12:00 ○AI にほんご会話クラス15:30-16:30
15:00 9:00-10:00 ◯誉田英語クラブ16:40-17:30 ◆English Bible13:30 ◇金曜男性バイブル 10:00-12:00 ○ゴスペルクワイアー 17:00-19:00
近藤伝道師 ◇英語バイブル ◇中級英会話14:00-15:30

○リディア9:00-10:00 13:00-14:00 ◇キッズイングリッシュ16:30-17:30 ・大網英会話＆バイブル13：30～15：00
○サフラン 13:30-15:00

○食事会 ◇土気会衆小会17:00-18:00
26  主日礼拝 27 28 29 30 31
礼拝 誉田 おゆみ野 土気 ○ヒップホップ11:00-12:00 ◇初級英会話10:30-12:00 ◆水曜聖書を読む会10:00-12:00 ☆鎌取駅前 メンズmeeting 6:30-7:30 ◆男性金曜朝学び　6:00-7:00
CS 9:00-10:15 10:15 9:00-10:15・13:30-15:00 ◇Moms & Kids10:30-13:00 ○ハンナ会 10:00-11:45 ○誉田朝の祈り会8:15- ◆学びと祈りの会 9:00-11:00

10:30  ①9:00-②11:10- 10:30 ◆日本語バイブル11:30 ◇土気水曜祈り会 10:30-12:00 ○誉田会衆祈り会　9:30-10:45
出立牧師 廣橋牧師 永田牧師 ◇初級英会話10:30-12:00 ○ハンナランチ11:30- ◆日本語バイブル11:30-12:30

Alive International ◆からし種13:15-15:00 ◇土気しもべ会13:30～15:00 ◆アライブクワイアー12:30-13:30 ○みつばさ 11:00-12:00
16:00 ◇土気しもべ会13:30～15:00 ◇初級英会話③14:00-15:30 ◇土気ゴスペル10:00-12:00 ◇金曜男性バイブル 10:00-12:00

岩田協力宣教師 ◆English Bible13:30
○リディア9:00-10:00 ◇中級英会話14:00-15:30 ・大網英会話＆バイブル13：30～15：00

◇キッズイングリッシュ16:30-17:30 ○サフラン 13:30-15:00

◇土気会衆小会17:00-18:00
他教会説教者派遣 〇ちはら台教会）5日：出立、12日：出立、19日：、26日：出立、　〇佐倉王子台）5日：廣橋、12日：百瀬、19日：廣橋、26日：近藤、　〇グレース仙台）12日：岩田、26日：大舘、〇マリンヒル）12日：永田、
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○English Bible9:15-
10:15

○English Bible9:15-
10:15

○English Bible9:15-
10:15

◆English Bible
10:00-10:50

◆English Bible
10:00-10:50
◆高校ー大学生
13:00-14:30

◆English Bible
10:00-10:50

◆English Bible
10:00-10:50

○English Bible9:15-
10:15

おゆみ野
キリスト教会
月間予定表

場所表示の見方
○ 誉田
◆ おゆみ野チャペル
◇ 土気チャペル
＊ 月次ミーティング

２０２０年 １月

歌声喫茶ともしび
16:30-18:00 ＠教育館

平日礼拝
10:30-11:30 @誉田チャペル

Honda Kids イベント
『新春たこあげ大会」＠誉田

13:00－15:00

水曜祈り会
19:30-21:00 @誉田チャペル

元旦礼拝
各チャペル：11:00~

19年度第二回 信徒総会
13:00-15:00 ＠誉田チャペル


