
　武庫川キリスト教会は、素朴で穏健な聖書信仰の教会で、オープンチャーチ（イキイキ）、コミュニティーチャーチ（ゆるゆる）、クリエイティブチャーチ（ワクワク）を目指して歩んでいます。

　             礼拝プログラム                   礼拝プログラム 　　　　　　　　礼拝プログラム 　　　　　　　諸集会のご案内

日曜7時礼拝           （3月29日） 


　　　　　　　    午前7時〜8時

　                        司会・奏楽・説教  武田信嗣牧師  

前　　   奏    
賛美   祈り      「天地こぞりて」          （新聖歌60） 
賛　      美      「主はガリラヤ湖の」  （新聖歌395）      
聖書   朗読 マルコの福音書11章1～19節（新約P78）          
説　　   教　　「主がお入り用なのです」 
賛　　　美      「主の愛の汝が内に」 （新聖歌392） 
献金・報告　　　　　　　　　        　           
賛　　   美        ｢父、御子、御霊の｣     （新聖歌63） 

ちち み こ み たま

祝祷・後奏　　　　　　　 　       （受付）宮尾直子　 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日曜10時礼拝        （3月29日） 

　　　   午前10時15分〜11時15分

　　  司会・説教　武田信嗣牧師　奏楽  甲斐三重 

前　　　奏 
賛美　祈り　 「天地こぞりて」           （新聖歌60） 
賛　　   美    「主はガリラヤ湖の」    （新聖歌395）
スマイリーズ 「スマイル」                     
聖書   朗読　マルコの福音書11章1～19節（新約P78）  
説　      教   「主がお入り用なのです」 
賛　　   美   「主の愛の汝が内に」    （新聖歌392）　                                 
献金・報告    「明日を守られる主」      　　　　　 
賛美・頌栄     ｢主の祈り｣  ｢父、御子、御霊の｣（63） 

ちち み こ み たま

祝祷・後奏　　　　　　　　         （受付）西村峰子

日曜16時礼拝　　　（3月29日） 

　　　　                      午後4時〜5時

 司会  笹田信穂ユースパスター   説教　武田信嗣牧師  

前　　　奏 
賛美　祈り　 「天地こぞりて」          （新聖歌60） 
賛　　   美    「主はガリラヤ湖の」  （新聖歌395）                    
聖書   朗読マルコの福音書11章1～19節（新約P78）                 　　 
説　      教    「主がお入り用なのです」 
賛　　   美    「主の愛の汝が内に」  （新聖歌392）   　                                 
献金・報告     　　　　　　　　 
賛美・頌栄     ｢父、御子、御霊の｣    （新聖歌63） 

ちち み こ み たま

祝祷・後奏　　　　　　　　               

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日曜20時礼拝         （3月29日） 

　　　　　　　　　　　午後8時〜9時

　　　                 司会・説教   武田信嗣牧師　 

前　　   奏    
賛美   祈り     「天地こぞりて」         （新聖歌60） 
賛　      美     「主はガリラヤ湖の」 （新聖歌395） 
聖書   朗読 マルコの福音書11章1～19節（新約P78）           
賛　　　美 　　          
説　　   教　  「主がお入り用なのです」　　　                                 
賛　　　美　  「主の愛の汝が内に」 （新聖歌392）         
献金・報告　　　　　　　　　        　           
賛　　   美        ｢父、御子、御霊の｣   （新聖歌63） 

ちち み こ み たま

祝祷・後奏　　　　　　　 　        　

水曜10時礼拝　　   （4月1日）

　　　　　　　　　  午前10時〜11時

　              司会　藤川せい子　奏楽  田畑弘子 

前　　   奏                        
賛美   祈り    「天地こぞりて」　    （新聖歌60） 
賛　 　  美    「いつかは知らねど」（新聖歌465） 
聖書　朗読  マタイの福音書24章 1,2節（新約50）　       
説　  　 教    「 立派な石も崩れる」     
賛　　　美    「地の塵に等しかり」（新聖歌429） 
献         金 　　　　　　            祈り  笹田信穂　 　            
賛　　   美     ｢父、御子、御霊の｣   （新聖歌63）

ちち み こ み たま

祝祷・後奏 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

土曜18時礼拝　　   （4月4日）

                                    午後6時〜7時

        司会 櫻井孝保牧師　 説教　武田信嗣牧師 
　　　　　　　プログラムは20時礼拝と同じです 

土曜20時礼拝　　   （4月4日）

　　　　　　　　　　　　午後8時〜9時

　 　 司会 櫻井孝保牧師　 奏楽 本村義也（HP） 
前　　　奏 
賛美 ・祈り  「天地こぞりて」      （新聖歌60）　　
賛　 　  美     　  
聖書朗読  マルコの福音書14章27～31節（新約99  
説　　  教     「つまづきます。待っています」   
                                        説教　武田信嗣牧師 
賛　　　美    「栄えの冠を」         （新聖歌105）      
献金・報告 
賛　　　美     ｢父、御子、御霊の｣    （新聖歌63） 

ちち み こ み たま

祝祷・後奏

（1）本日の集い（3月29日）

❸聖日礼拝（二階礼拝堂）　　　　     午前7-8時 
＊信仰基礎クラス・洗礼クラス                礼拝後 
＊教会学校（ライブ）　　　　              午前9時 
❹聖日礼拝（二階礼拝堂）    午前10時15分-11時15分 
❺聖日礼拝（二階礼拝堂）　　　　  午後4時-5時 
❻聖日礼拝（二階礼拝堂）　　　　  午後8時-9時 

（2）今週の集い　  
＊3/31（火）早天祈祷会（一階）　　 午前6-7時  
＊3/31（火）出屋敷JOYクラブ西本町8丁目福祉会館　　　 
❼4/1（水）水曜礼拝（二階）　   午前10-11時 
＊4/1（水）教会英会話（一階） 　午後1時-9時 
＊4/2（木）公同祈祷会（二階）午前10-11時半 
＊4/2（木）公同祈祷会（一階）午後6時半-7時半 
＊4/4（土）staff meeting      午前10時～11時 
❶4/4（土）土曜18時礼拝（二階）午後6時-7時 
❷4/4（土）土曜20時礼拝（二階）午後8時-9時 
＊4/4（土）GUキャンプ（河川敷）正午から　 

（3）来週の集い（4月5日）

❸聖日礼拝（二階礼拝堂）　　　　     午前7-8時 
＊信仰基礎クラス・洗礼クラス                礼拝後 
＊教会学校（ライブ）　　　　              午前9時 
❹聖日礼拝（二階礼拝堂）    午前10時15分-11時15分 
＊「キリストのからだの会」は3月28日のしもべ会 
　でどうするかを決めることになっています。 
❺聖日礼拝（二階礼拝堂）　　　　  午後4時-5時 
❻聖日礼拝（二階礼拝堂）　　　　  午後8時-9時

　　　　　今週の聖書のみことば

　「娘シオンよ、大いに喜べ。 
　　娘エルサレムよ、喜び叫べ。 
　　見よ、あなたの王があなたのところに来る。 
　　義なる者で、勝利を得、 
　　柔和な者で、ろばに乗って。 
　　雌ろばの子である、ろばに乗って。」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ゼカリヤ9章9節）

                 先週の説教より


　先週は「しっかりしなさいとの御声が」と題し
て、マルコの福音書6章45～52節から語りました。イ
エスさまは幽霊ではありません。「しっかりせよ、い
つもの私だ」と言葉を発せられ、すぐに試練の船に乗
り込んでくださったのです。主を信じて歩んでいきま
しょう。

　　　　　来週の礼拝へのお招き　


  来週は受難週に入ります。聖書の箇所は、マルコ
の福音書14章27～31節から、受難週説教、「つま
づきます。待っています」と題して語ります。会衆
賛美は「栄えの主イエスの」（新聖歌117）、「栄
えの冠を」（新聖歌105）です。 

　　　     聖書日課　マルコの福音書


3/30（月） 神の愛のなかで            12:18-34         

3/31（火） 神の御前で覚えられる   12:35-44    

4/1（水）　どんな苦しみが来ようと 13:1-13

4/2（木）   目を覚ましていよう       13:14-37

4/3（金）   人の時、神の時　　　　 14:1-11　　

4/4（土）   まさか私では                14:12-21

4/5（日）   つまづき、その先に       14:22-31

　武庫川キリスト教会は近畿放送伝道協力会協力教会です。ラジオ朝日「世の光」月から金、午前4時45～50分　　福音の光（土・日）午前4時半から5時　　　ライフライン（日）午前7時～7時半


