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Announcements

Worship Order

Sunday, February 9 2020

9:30 &11:00AM

Special offering for Philippines volcano - TODAY, we
will be taking up a special offering to support 3 extended
families from 3 YIBC members who were badly affected
by the Volcano in the Philippines. This is our opportunity as
a church to be a blessing to these families who have lost
much and are likely going to be displaced from homes and
even jobs for quite some time.
New Bible Study Class: A New Bible Study Class “Second
Step” has started last Sunday. They use “15 Step Lessons”
that helps new Christian grow in the essentials of faith and
knowledge of Scripture. It is also a good Bible Study for
long term Christians to refresh their knowledge of fundamentals of
the faith. The class meets at Pastor Ben’s old office in Children
Center at 11am.
Children’s Ministry Training: All church are encouraged
to attend Children’s Ministry Training at 12:45-13:45 today.
This training will help us, the body of Christ to understand
BTH ministry better.
Come and Join Us! YIBC Choir starts rehearsal today at
13:45 in Faith Hall.
Tuesday, February 11th is a National Holiday, YIBC Office
will be closed
Young at Heart will meet on Thur. Feb. 13 from 10:30
am in Faith Hall. we will have Valentine Day Chocolate
making and Testimony of guests. Cost is ￥500including
lunch.
Only One Service starting March 1! We will begin a 3
month trial of doing only one service starting March 1. The
service will start at 9:30AM followed by Bible Study
classes for all ages at 11:00AM.
Bonus Teaching Hour Help! We believe one service is
good for the church in many ways, but the one area that
we will need more help in is our Bonus Teaching Hour that
we provide during the service for babies through preschool.
This takes 7 workers per week, and we would prefer to
not have anyone need to volunteer more than once every
3 months. To make this 3 months rotation possible we need
98 workers. Currently we have 39 workers so need 59
more! Now we are asking everyone who can to support
this ministry and take one week to volunteer, no matter
what other ministries you do. It is not a difficult ministry,
and you can volunteer as a helper and not be asked to do
any teaching or advance preparation. We will provide
training on February 9 so you can feel comfortable and
we will partner you with an experienced volunteer on your
first rotation. There is a sign up sheet on the bulletin board.
Vacation Bible School - VBS 2020 is scheduled from Tuesday, July 28 to Sunday, August 2. Join the team for one of
the most exciting evangelical efforts at YIBC. Sign up is
available on the bulletin board. The details will be
announced shortly.

報告
1.

本日フィリピンの火山噴火被災の為の支援献金をします。：
フィリピンの火山噴火で大きな被害を受けた、ＹＩＢＣのメ
ンバー３人の家族や親戚の為、支援の献金を来週行います。
多くの物や家を失い、時には仕事からも長期にわたって避難
を強いられたこれらの家族に対し、私達教会が支援する機会
です。

2.

新しい聖書クラス：新しいバイブルスタディ「セカンドス
テップ」が先週から始まりました。このクラスで用いる「15
ステップレッスン」は、新しくクリスチャンになられた方が
クリスチャンとして成長していくのに役立つ基礎的な内容が
中心の聖書の学びです。また、すでにクリスチャンになって
長い方も、再び信仰の基本に返って学ぶのに良いクラスで
す。11時よりチルドレンセンター、ベン牧師の以前の部屋で
集まります。

3.

チルドレンミニストリートレーニング: 本日、12:45−13:45
に、教会全員に向けてチルドレンズミニストリーのトレーニ
ングを行いますので、ご参加ください。このトレーニング
は、キリストのからだである私たちがBTHミニストリーをよ
く理解するために行われます。

4.

ＹＩＢＣクワイアは練習を再開します。本日午後1３:４５か
らフェイスホールにて。是非ご参加ください。

5.

2月11日（火）は国民の祝日で、ＹＩＢＣオフィスはお休み
です。

6.

ヤング・アット・ハートは2月13日（木）午前10:30にフェ
イスホールであります。プログラムはバレンタイン・デイの
チョコレート作りとゲストによる証しです。費用は昼食代込
み500円。

7.

主日礼拝1回のみのスケジュールが試験的に3月1日より3ヶ
月間行われます。礼拝は午前9:30からで、11:00より全年齢
層の為の聖書のクラスが続きます。

8.

ＢＴＨを手伝ってください！ 主日礼拝が1回になることは、
教会にとって多くの点で良い事ですが、礼拝の時間帯に行わ
れる乳児からプレスクールまでのＢＴＨの為に、今までより
多くの手伝いが必要です。週ごとに7人の奉仕者が必要です。
できれば、一人の奉仕者が3ヶ月の間に1回以上する事が無い
ようにしたいと思っています。そのためには、９８人の奉仕
者が必要ですが、現在は３９人いますので、さらに59人が必
要です。他の奉仕をしている方でも、全ての方が３ヶ月に１
度、日曜日をこの働きをサポートしてくださるようお願しま
す。難しい奉仕ではありませんし、教えたり事前に準備する
ことも要りません。２月９日に奉仕者のトレーニングを行い
ますし、最初は経験のある方と一緒にするので、不安なくで
きると思います。掲示板の登録用紙に登録して下さるようお
願します。

9.

バケーションバイブルスクール - 今年のVBSは7/28(火)か
ら8/2 (日)に行います。YIBCで最もエキサイテイングな宣教
の一つであるVBSのチームに是非加わってください。本日か
ら掲示板でサインアップできます。詳細は近いうちに発表に
なります。

Life in the Body (announcements)
体なる教会の生活（報告）

Welcome and Call to Worship
歓迎のことばと礼拝への招き

Catechism Question 2 and Scripture Passage
教理問答２と聖書箇所
神とはどんな方ですか？
神は全ての人とすべてのものの創造主であり、維持者です。神はその力と完全
さ、善と栄光、知恵、義、そして真理において、永遠であり、無限であり、かわ
ることがありません。いかなることも神を通して、そして神の御心によってでし
か起こりえません。
詩篇 ８６篇８～１０節と１５節
主よ神々のうちであなたに並ぶ者はなくあなたのみわざに比べられるものはあり
ません。主よあなたが造られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝みあな
たの御名をあがめます。まことにあなたは大いなる方奇しいみわざを行われる
方。あなただけが神です。。。しかし主よあなたはあわれみ深く情け深い神。怒
るのに遅く恵みとまことに富んでおられます。

What is God?
God is the creator and sustainer of everyone and everything. He
is eternal, infinite, and unchangeable in his power and perfection,
goodness and glory, wisdom, justice, and truth. Nothing happens
except through him and by his will.
Psalm 86:8-10, 15
There is none like you among the gods, O Lord, nor are there any
works like yours. All the nations you have made shall come and
worship before you, O Lord, and shall glorify your name. For you
are great and do wondrous things; you alone are God. . .But you,
O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger and
abounding in steadfast love and faithfulness.
Song
賛美

All Hail The Power Of Jesus' Name
御使いと共に

イエスのみ名の

Deacon Prayer
祈り

Song
賛美

Song
賛美

Song
賛美

Message
メッセージ

Worship in Response
応答賛美

Lay me Down
御前にひれ伏します

Your Name
あなたのみ名

Before the Throne of God above
神の御座の前に

“A Special Creation” Genesis 2:4-17
“特別な創造” 創世記 2:4-17

Grace and Mercy
恵みと慈しみ

Offertory Prayer
献金の祈り

Worship in Giving
捧げ物を通して主を礼拝する

Benediction
祝祷

Song
賛美

Lay Me Down
御前にひれ伏します

Feb.9 —15 Schedule

Message Notes

(今週の予定)

SUN 09:30 Worship Service （礼拝）
Sunday Bible Classes（聖書クラス）
11:00 Worship Service （礼拝）
Sunday Bible Classes（聖書クラス）
12:45 Children’s Ministry Training

“A Special Creation” （特別な創造）
Genesis (創世記) 2:4-17
Pew Bible page(備え付け聖書): Bilingual(バイリンガル) (旧) 3
ESV ( OT 2) / 新改訳2017 Japanese(旧) 2

YOKOHAMA
INTERNATIONAL
BAPTIST
CHURCH

（ チルドレンミニストリートレーニング:）

13:45 YIBC Choir (ＹＩＢＣクワイア)
MON 10:00 English Conversation Class（英会話クラス）
WED 10:00 International Bible Study（ＩＢＳ聖書クラス）
19:30 Prayer Meeting（祈り会）

TUE

10:30 Young at Heart (ヤングアットハート)

VISION FOR YIBC
横浜国際バプテスト教会のビジョン

We exist to glorify God by prayerfully equipping followers
of Christ through the Word of God to serve each other in
loving unity regardless of language or culture and reproduce
in new believers and new churches.
わたしたちは、言語や文化の如何にかかわらず、互いに愛をもって仕え
合い、一致し、祈り心をもち、聖書をとおしてキリストの弟子を整える
ことにより、また、イエス・キリストを信じる者および新しい教会を生
みだすことによって、神の栄光を現す教会として存在する。

Responding
Last Week ’s Report 先週の報告
Attendance:

180

Budget:

Yen:

Offerings:

Yen:

685,442
418,310

Dollar:

0.00

Christmas & Lottie Moon Offerings To Date: Yen 1,116,100
OFFERINGS VIA TRANSFER（振込みによる献金）

SMBC Trust Bank PRESTIA: Account No: 0602949 (JPY Checking Account )
SMBC 信託銀行プレステア：円普通預金口座No.0602949

Yucho Bank (028) : Account No:10290 7125 819(1) (Futsu)
郵貯銀行(028）普通口座 10290 7125 819(1)
All checks processed through our bank are assessed a 2000 Yen fee
no matter the amount of the check
Go to <www.yibc.org/Giving> to give electronically with a US bank account.

If you would like to speak to someone regarding anything you
heard today or salvation through Jesus Christ, we encourage
you to fill out a response card in the pew and put in the offering
plate. You can also talk to a pastor or go to the back by the
translation booth where there is a deacon, who is available to
talk and pray with you.
応答の時
今日聞いたメッセージに関して、又はイエスキリストの救いについ
て、誰かと話したい思いをお持ちでしたら、応答のカードに記入し
て献金のプレートに入れてください。又は、牧師に話してくださる
か、教会の執事が後方の通訳のブースの傍にいて、話したり祈るた
めにお待ちしています。

Ben Howard
Pastor: benhoward@yibc.org
Tamaki Nagasawa
Ministry coordinator: tamaki@yibc.org
Yokohama International Baptist Church
横浜国際バプテスト教会

60 Nakaodai, Naka-ku, Yokohama 231-0839 JAPAN
〒231-0839

横浜市中区仲尾台60

Church Office Phone(教会オフィス): 045-621-6431/ Fax: 045-621-6705
Email: office@yibc.org (Sekiko Otake)

Next Week’s Message（来週のメッセージ)

https://www.yibc.org

“A Special Creation” Genesis 2:18-25

YIBC-wifi /Password: jesusisgod

“特別な創造”創世記 2:18-25

