
The
Holy 
Bible

能勢川キリスト教会
能勢川キリスト教会は緑の木々に囲まれた森の中
の教会です。
地域社会に根ざし、キリストの福音（十字架の救い）
を伝え、平和をつくり出す〈愛といやしの「祈り
の家」〉として、皆で心を合わせて祈り、神に遣わ
された様々な領域で、希望を持ってそれぞれの働
きを進めています。
 

オアシス

日本メノナイトブレザレン教団

礼拝　　　　　毎週日曜日10:30～12:00
映像を見た時は誰しもが何かの力になりたい！と思いますが、月
日が経つと同じような思いで寄り添うことは難しいことではないで
しょうか。

こども礼拝　　毎週日曜日９:９15～10:15
映像を見た時は誰しもが何かの力になりたい！と思いますが、月
日が経つと同じような思いで寄り添うことは難しいことではないで
しょうか。
]
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ゴスペル教室　　月2回 (金・土曜2日間 )
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エッサイの根株から新芽が生え、
その根から若枝が出て実を結ぶ。 その上に 主の霊がとどまる。
それは知恵と悟りの霊、はかりごとと能力の霊、
 主を知る知識と主を恐れる霊である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イザヤ 11章 1 ～ 2  
It is located at the same place as Nosegawa Bible Camp (NBC), 
in the plenty of greens. Around the church, there are seven 
newly developed towns. The church is praying for the 
realization of revival by inviting each other as a community of 
love and healing.)
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一の鳥居

能勢川キリスト教会とは
私たちの教会は、日本メノナイトブレザレン
に属しています。
歴史的には平和的 再洗礼派（アナバプテスト）
であり、スイス兄弟団（スイス・ブレザレン）
の流 れを汲むものであります。
第二次大戦後、北米のメノナイトブレザレン
の群 れから遣わされた宣教師たちによって、
今の能勢川キリスト教会があります。

赤ちゃんからご年配の方まで

能 勢 川 キ リ ス ト 教 会
日本メノナイトブレザレン教団

森の中の
教会

この川が流れて行く所はどこででも、そこに群がるあらゆる生
物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、
そこの水が良くなるからである。この川がはいる所では、すべ
てのものが生きる。　　　　　　　　　　 エゼキエル書 47章 9 節 

Every living creature which swarms where the river flows will 
live; there will be many fish, for these waters flow there. It will 
become fresh and everything will live where the river flows.
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毎週日曜日には礼拝があります。赤ちゃん
からご年配の方まで参加し、子どもたち
向けの集会もあります。年に数回、地域の
人たちを交えたコンサートや講演会なども
開催。教会の隣にはキャンプ場があって
野外活動を楽しんでいます。 

中島若樹牧師＆啓子夫人
能 勢 川 キ リ ス ト 教 会
日本メノナイトブレザレン教団

至妙見山

森の中の
教会

こんにちは。
　皆様は教会にどんなイメージがありますか。
科学の進歩は目を見張るような便利さを提供
している半面、人のつながりはますます希薄
になっているように思われます。
　キリストは、神様と断絶状態にあった私
たちを神様に近づけ、壊れた人間関係を回
復する力があります。心つながる喜びを見
つけるところ、それが教会です。年齢や経
験や好みや夢や悩みも異なる人たちがつな
がる教会に、あなたも一度来てみませんか。
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Tel & Fax　072-794-3537 
〒666-0155  兵庫県川西市西畦野字餓景６－１

（無料駐車場完備）
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http://nosegawa-ch.jimdo.com

礼拝　　　　　 毎週日曜日10:30～12:00
「はじめに神が天と地を創造された。」（聖書）
神は６日間で世界を創造され、７日目には休まれました。そしてこの
日は安息日としてお定めになりました。これが今日の礼拝のはじまり
です。

NEO  キッズ・ジュニア・シニア  
　　　　　　　　　毎週日曜日9:15～10:15
ネオ（NEO）では、聖書を通じて「変わることのない真の価値観」を
子どもたちに伝えています。愛すること、愛されること、許すこと、
許されることの経験を通して子どもの心の成長を応援しています。

聖書の学び＆祈りの会　　　毎週木曜日
身近な問題について、共に祈ってより深く聖書を学びます。

●地域に開かれた活動
ゴスペル教室             月３回レッスン
発声からリズムの取り方、ハーモニーまでグループレッスンを通してゴス
ペルの醍醐味を味わえます。歌に自信のない人、英語が苦手な人、楽譜
が読めない人でも大丈夫。小学生から大人の方までどなたでもＯＫです。



 

能勢川キリスト教会

森の中の
能勢川キリスト教会

新名神高速道路

川西インターチェンジ

MB教団キャンプ場

多目的グラウンド

駐車場

 Q&A
Q: 教会は誰が行ってもいいの
A:クリスチャンだけでなく、初めての方も大歓迎です。
聖書に関心がある、賛美歌が心地いい、悩みを聞いてほ
しい…新しい出会いがきっとあります。

Q: 教会では何をしているの
A:毎週日曜日の礼拝のほか、地域の人たちと一緒に楽し
むイベントもあります。これまで「福音落語で有名な露の
ききょうさんの落語会」「新進のギタリスト・井草聖二さ
んの演奏会」「ホスピス医療の第一人者、柏木哲夫・淀川
キリスト教病院理事長の講演会」などを開催してきました。

Q: 服装はきちんとしていないとダメですか
A:ジーンズなどカジュアルな服装で結構です。もちろん、
背広・ネクタイが落ち着く方はそのままで。自由な服装
で気軽にお越しください。

Q: 献金しないといけないの
A:礼拝の最後の方で献金の袋が回りますが、するしない
は自由です。献金しないなら、次の人にそのまま袋を渡
してください。

Q: 駐車場はありますか
A:緑に囲まれた敷地で駐車スペースあります。

ご質問のある方は、どうぞご連絡をください。

アイバン＆ジーン 
ボルゲムス宣教師夫妻

能勢川キリスト教会のあゆみ
(1970～)

大路次川

能勢川キリスト教会は緑の木々に囲まれた森の中の
教会です。地域に根ざし、開かれた教会をめざし
ています。教会はクリスチャンだけものではあり
ません。いつでも、だれでも気軽に足を運べる場所、
それが教会です。

 

食堂食堂

　礼拝堂

宿泊所

礼拝堂

ビーの会
 ビーの会は手芸の好きな方々の集まりです。

額賀宣教師夫妻を支える会

ホサナ会
70歳以上の方々の集まりです。

ゴスペル教室

　

       
(タイ宣教)

One Voice kawanishi
１９５０年にミス・ウインズ宣教師たちによって戦後間もな
く開拓され、日本ＭＢが誕生しました。１９７０年の春、
ボルゲムス宣教師夫妻指導のもとにミニ礼拝がはじまり、
私たちの教会は恵みのうちに成長しています。
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