
POWER WAVE(中高部)

PAPPUS(小学部)

PETIT(幼稚部)

KUMTANG(韓国語子供)

CLASSES
⽇本語教室

毎週火曜日

韓国の方がよりスムーズな日本語で
コミュニケーションできるように、,
また役所や学校で使う表現などを学
びます。日本生活が長くても漢字に
自信がないという方もぜひどうぞ！
(担当：朴スージー執事)

10:00

한국분들의 원할한 일본어소통을　돕
고 또한   구청이나 학교에서 사용하
는 표현들을 배웁니다. 일본생활을 오
래 했지만 한자읽기와 쓰기에 자신이 
없으신 분도 환영합니다!
(담당:박수지집사)

韓国語教室

毎週水曜日

ただ韓国が好きで、韓流スターの韓
国語を聞き取りたいから、韓国旅行
に行って、言葉が通じるといいな…。
基礎から上級会話まで学ぶことができ
ます。ぜひ一度参加してみてくださ
い！お待ちしてます！
(担当：シンクムジュ姉)

13:00

그냥 한국이 좋아서, 한류스타의 한국
말을 알아듣고 싶어서, 한국 관광을 갔
을 때 의사소통을 위해...기초부터 고급
반까지 다양하게 배울 수 있습니다. 한 
번 와보세요! 기다릴께요!
(담당:신금주자매)
 

YOKOHAMA ONNURI CHRIST CHURCH

SERVICES
主⽇礼拝

일본어예배1部日本語礼拝

2部韓国語礼拝

초등부

유치부

한국어예배

중고등부

한국어  어린이예배

10:00

13:30

15:30

12:30

12:30

10:00

새벽기도회早天祈祷会(火~土)

水曜祈祷礼拝

木曜女性QTの集い

金曜祈祷礼拝

土曜聖書通読会

금요기도예배

토요성경통독회

수요기도예배

목요여성큐티모임

  6:20

10:30

11:00

20:00

13:30

平⽇礼拝

⼿話教室

第１水曜日
第４日曜日

賛美や聖書のみことばなどの手話表
現を学びながら、手話で交流しま
す。耳の聞こえない方々と手話で会
話できるようになりたい方、手話で
賛美を捧げてみたい方など、初心者
も歓迎します。(担当：新佐枝知子
姉)

10:00
14:00

찬양과 성경말씀의 수화표현을 배우고 
수화로 교제합니다. 청각장애인분들과  
수화로 대화하고 싶으신 분, 수화찬양
을 해보고 싶으신 분, 초보자도 환영
합니다. 
(담당:신사에다자매)

天使の⼿

第１土曜日
ホームレス支援活動を行なっています。祈りを持って
当日寄せられたおかずとご飯をお弁当箱に丁寧につ
め、横浜スタジアムでの配布を行なっています。
(担当：吉村省吾兄)
 

17:00

노숙자 지원활동을 하고 있습니다. 기도로 시작해 당
일 모여진 반찬과 밥을 도시락에 담아 요코하마 스타
디움에서 나누고 있습니다.
(담당:요시무라형제)

MINISTRIES

ほっこり⼦供⻝堂

第４月曜日

現在、様々な事情で孤食(こしょく・一人で食事を
取ること)となっている子供が増えています。暖か
い食事をみんなで食べ、心も体もほっこり温まる居
場所を提供しています。(担当：島田恵美子姉)

16:00

여러가지 사정으로 고식(혼자서 식사하는 것)을 하
는 어린이가 늘고 있습니다. 따뜻한 식사를 함께 
먹으며 몸도 마음도 따뜻해지는 장소를 제공하고 
있습니다. (담당:시마다자매)

JOIN US!

活動に参加されたい⽅はどなたでも⼤歓迎です！担当者や教会スタッフにお声掛けください
참여를  원하시는  분은  누구나  환영합니다 !  담당자나  교회스텝에게  말씀해  주세요

パワーウェイブ

パップス

プ チ

ク ム タ ン



welcome to

横浜オンヌリキリスト教会へようこそ！
当教会は、2003年6月10日に韓国ソウルにあるオンヌリ教会（プロ
テスタント長老派キリスト教会）のビジョン教会として設立されま
した。「オンヌリ」とは、韓国語で'全世界'、'全ての地'という意
味で、地上のどこででも、聖書に書かれているイエスキリストのこ
とが伝わり、神に対する礼拝があるようにと願いを込め、教会名に
付けられています。多様な文化を持った人々が共に礼拝を捧げる教
会です。ぜひ、大人も子供も聖書の神様を礼拝しましょう！　

요코하마온누리교회에 잘 오셨습니다!
본교회는 2003년6월10일한국의 서울에 있는 온누리교회(개신교 장로교회)의 비젼교회로 설립되었
습니다. 「온누리」는 한국어로 '전세계', '모든 땅'이라는 뜻으로 지상의 어디에서든 성경에 기록된 
예수 그리스도가 전해지며 하나님께 예배가 드려지는 것을 소망하며 붙여진 이름입니다. 다양한 문
화를 가진 사람들이 함께 예배드리는 교회입니다. 어른도 어린이도 모두 함께 하나님을 예배합시다!

yokohama onnuri christ church

Holy�spirit,�Come�like�a�rushing�wind!



y o k o h a m a  o n n u r i  c h r i s t  c h u r c h

마태복음십자가 위에서의 구원

賛美　　　　

代表祈祷

信仰告白

聖餐式

歓迎の時間

詩篇朗読

説教

献金賛美

祝祷

노조에 집사 최진숙 전도사

♫みんなで歌おう♫

(1部)野添修身執事　(2部)崔眞淑伝道師

使徒信条

 

♫恵みの主が♫

１３６編

十字架上の救い(マタイ26:30-46)

 

 

2019年4⽉7⽇

※本日は進級式があります。

初めて来られた方へ
礼拝の10分前から聖書朗読が流れます。

日本語礼拝時は韓国語通訳,日本語手話通訳が、韓国語礼拝時は日本
語通訳があります。通訳が必要な方は案内スタッフに声をかけてくだ
さい。また礼拝後、教会紹介や牧師の挨拶があります(30分程)。お時
間が許す方は、礼拝堂の後ろの円テーブルにお集まりください。

처음 오신 분들께
예배 10분 전 부터 성경낭독이 방송됩니다.

일본어예배에는 한국어통역과 일본어 수화통역이, 한국어예배에는 일본어 통역이 있습
니다. 통역이 필요하신 분은 안내스텝에게 말씀해 주십시오. 예배 후, 교회소개와 목사
님 인사가 있습니다(30분정도). 시간이 되시는 분은 예배당 뒤 쪽 원탁에 모여 주십시오.

教会案内及び説教動画

<聖務表><教会のホームページ>

奉仕者専⽤

교회 홈페이지 성무표

교회안내 및 설교영상                                                                봉사자 전용

♫主の血われをきよめ♫

◇　お知らせ　◇



Topics

4월부터�모든�주일예배가�한�시간�빨라집니다.�또한�파워웨이
브(중고등부)예배가�새롭게�시작합니다.�파워웨이브예배를�위
해�기도해�주십시오.�바뀐�예배시간에�주의하시기�바랍니다.�평

일에�있는�예배와�모임은�변경되지�않습니다.�

礼拝時間の変更

横浜オンヌリ

八千代オンヌリ

東京オンヌリ

上田オンヌリ

名古屋オンヌリ

京都オンヌリ
大阪オンヌリ

news & schedules
�����1．礼拝時間変更 4⽉から

�����２．ほっこり⼦供⾷堂⽇程変更 4⽉から第4週⽉曜⽇

 ３．奉仕者募集 賛美チーム・キッズケア・教会堂掃除

 ４．リーダーシップ修養会 4⽉28-29⽇

 ５．宣教報告 4⽉17⽇⽔曜祈祷礼拝にて

 ６．復活祭・愛餐会・⼀対⼀弟⼦養育修了式 4⽉21⽇

 ７．祈祷セミナー 5⽉2-3⽇

 ８．合同礼拝 5⽉19⽇

Since 2003/6/10プロテスタント教会
 

http://yokohamaonnuri.com
〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町

3-63 ヤオマサビル4F 
（JR関内駅北口徒歩６分）
Tel＆Fax : 045-641-6468　

Email: yokohamaonnuri@gmail.com
担当牧師：西山慎一（ニシヤマ　シンイチ） 

伝道師　：崔眞淑（チェ　ジンスク）

横浜オンヌリキリスト教会

４⽉から、全ての主⽇礼拝が1時間早くなりま
した。また、パワーウェイブ(中⾼部)礼拝が新
しくスタートします。パワーウェイブの礼拝の
ためにお祈りください。礼拝時間を間違いない
ようにお気をつけください。なお、平⽇の礼拝

及び集いの変更はありません。

５月全聖徒祈祷セミナー
/５⽉2−3⽇/

ソウルオンヌリ教会のイヨンヒョン牧師を招
き、祈祷セミナーを本教会にて開催します。

ぜひ、ご参加ください。

서울�온누리교회의�이영현목사님을�초빙해�기도세미나를�
본교회에서�갖습니다.�많은�참가�부탁드립니다.

2⽇(⽊)  19:00 セミナー①
3⽇(⾦)  13:30 セミナー②
         15:30 セミナー③
         17:30 ⼣⾷
         19:00 聖霊集会

＜その他4⽉予定＞�
/6⽇/天使の⼿
/22⽇/ほっこり⼦供⾷堂
�
＜5⽉予定＞
/2-3⽇/ 全聖徒祈祷セミナー
/19⽇/ 合同礼拝(Acts29オミン牧師説教)
/26⽇/ 講壇交換(富沢牧⼈牧師説教)


