
ウウウェェェリリリンンントトトンンン   
＊ウェリントン在住のクリスチャンたちで不定期に	 

集まっています。 

お近くにお立ち寄りの時は、ぜひご連絡ください。    

連絡先   京子  ホワイト	 Ph: 04-566-8418 

 

テテティィィマママルルル   

《《《JJJ   CCC   FFF   TTTiiimmmaaarrruuu》》》    

＊平日の「主婦の集い」や週末の「若者の集い」が 

あります。どちらも打ち解けた感じのリラックスした集い 

ですので、どうぞお気軽にお越しください。 

  詳しくは下記まで。 

連絡先  香代 Middlemass  Ph: 03-686-1229 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Email: the-mass@xtra.co.nz 

 

ダダダニニニーーーデデデンンン   

《《《JJJ   CCC   FFF   DDDuuunnneeedddiiinnn》》》 

 礼拝：毎週日曜日  午後 5時～7時半    
 場所：786a Cumberland Street 

＊Free meal, transport and English class provided 

連絡先  Gideon Chang 

Ph:03-488-2118,021-156-4690（ギデオン・チャ

ンです。日本語もＯＫ） 

 

 

★『JCF』とは、[Japanese Christian 

Fellowship 

(日本人教会)] のことです。 

クククララライイイススストトトチチチャャャーーーチチチ   
《《《JJJ   CCC   FFF   CCChhhrrriiissstttccchhhuuurrrccchhh》》》   

礼拝：毎週日曜日  午後４時～５時半（礼拝後夕食

付！）  

場所：Colombo St. と Moorhouse Ave. の角  

（South City Christian Centre 内） www.jcf.org.nz 

＊平日にも無料英会話クラスや若者の集い・婦人の  

  集い・小さなお子さんを持つお母さんたちの集い・ 

  高校生の集いなど、様々なイベントがあります。 

	 とにかく１度ご連絡ください！ 

連絡先  渋沢憲一・彩子   

Ph: 03-385-3525, 027-6789-766 

Email: ken_shibu@xtra.co.nz 

 

ネネネルルルソソソンンン   
《《《JJJ   CCC   FFF   NNNeeelllsssooonnn》》》    

＊平日は、聖書を学ぶ会や無料英会話レッスン、日本語

によるプレイグループが、そして週末には Kiwi と	 	 

交流できるランチやディナーもあります。 

クリスチャンであってもなくても、誰でも歓迎します。 

自然の豊かなこの街でリフレッシュされ、万物の	 	 

創造主である神様を見出すと同時に、新しい自分を 

発見しましょう！ 

詳細は、ご遠慮なく下記にお問い合わせください。 

連絡先	 伊東剛・美佳	 Ph: 03-545-0753, 021-033-5971  

               Email: ito@slingshot.co.nz 

または 03-545-1223 (Atawhai Community Church内  

International Ministry Pastor	 美佳
み か

まで) 
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オオオーーークククララランンンドドド   

《《《ＡＡＡＪＪＪＣＣＣＣＣＣ（（（オオオーーークククララランンンドドド日日日本本本人人人教教教会会会）））》》》   
礼拝：毎週日曜日  午後２時～  

場所：3 Ngaire Ave, Epsom (ニューマーケットの近くです) 

＊すべてのプログラムが日本語で行われている、家庭的で 

馴染みやすい教会です。礼拝の他にも、メンバーの家庭 

で集まったり、一緒に食事をする機会などもあります。 

ドシドシお問合せください。	 www.ajcc.org.nz 

連絡先  笠原勝	 Email: masaru@orcon.net.nz, 

Ph & Fax: 09-521-8141, 021-025-04405 

Tim    Email: tim.harvey@essentiallygroup.com 

         Ph: 09-528-6361, 021-353-855 

《《《ＪＪＪ２２２》》》   
＊日本人の学生や若い方々を中心に平日・週末を問わず 

集まって、一緒に聖書を読んだり、お茶したりして	 	  

ま～す。場所は、地元の教会を使わせていただいたり、 

街中のカフェに集まったりと、色々です。	 	  

ぜひ下記までお問合せください。 

連絡先	 土居	 昭・菊子	 Ph: 09-820-2394, 

 昭：021-141-5786 , doi.akira@gmail.com 

菊子：021-071-2721, doi.kikuko@gmail.com 

《《《JJJaaapppaaannneeessseee---KKKiiiwwwiii   CCCooonnnnnneeeccctttiiiooonnnsss》》》   

We are a group of Kiwis and Japanese. Warren and 

Doreen lived in Japan for many years, speak 

Japanese and are available to help Japanese with life in 

New Zealand and to assist those who have an interest in 

what the Bible teaches about the meaning of life. 

                            www.noordinarylife.org 

 連絡先	 Warren and Doreen Payne（日本語でどうぞ）

3/47 Boyce Ave, Mt Roskill   

Email: warren@nzkiwi.net.nz    

Ph: 09-627-4514, 021-466-369 (Warren) 

 

《《《バババプププテテティィィススストトト･･･タタタバババナナナクククルルル教教教会会会    グググロロローーーバババ

ルルル》》》    

礼拝：毎週日曜日  午前 10時半～	  

場所：429 Queen St.（Queen Stの１番上です）  

www.tabernacle.org.nz 

＊私たちは、バプティスト教会の中の「Global」という

International group です。礼拝の後、150 人以上の  

色々な人種のメンバーで、昼ご飯を一緒に食べ、     

その後日本人グループで Bible studyをしています。 

連絡先	 Chizuko McHugh  bernchizu@hotmail.com   

Ph: 09-846-1837, 021-265-8633 

Yuki Kojima	 mellamoyuki@gmail.com   	  

Ph: 09-627-7048, 021-115-8410 

 

《《《マママイイイララランンンギギギベベベイイイ・・・コココミミミュュュニニニテテティィィ・・・チチチャャャーーーチチチ》》》   

礼拝：毎週日曜日  午前１０時～	  

場所：49 Maxwelton Drive, Mairangi Bay, North Shore  

Ph: 09-478-6314, Fax: 09-478-6312	   

＊平日にも日本語によるホームグループや、幼児とお母さ

んたちのためのバイリンガルの童謡の集い「音楽の牧

場」。また若者の集いやマリッジコースなど様々な集会

を行っています。詳しくは下記にお問合せください。 

www.mairangichurch.org.nz 

連絡先（日本語でどうぞ） 

秀子	 09-476-0472, mark.hideko@gmail.com 

エリザベス	 09-476-0919, e.anderson@slingshot.co.nz 

 

ハハハミミミルルルトトトンンン  

《《《ハハハミミミルルルトトトンンン日日日本本本人人人集集集会会会》》》 
＊我が家で、毎週木曜日に日本人と日本語を話す kiwiが

集まって、日本語で聖書勉強会を行っています。 

また、年に一回ほど。日本での伝道活動の経験のある	 	 

kiwiといっしょに、スキヤキ・パーティをしています。 

連絡先   Jun Kobayashi	 btrees@ihug.co.nz 

PO Box 12377, Chartwell Square, Hamilton  

Ph: 07-854-4084, Fax: 07-854-4095 

 

《《《いいいろろろはははクククラララブブブ》》》    

日時：毎週水曜  午前 9時半～12時半  

場所：ハミルトンイーストスクール  

	 	 	  Dawson St. Hamilton East 

＊とても賑やかで、フレンドリーなプレイグループです。 

お気軽にお立ち寄りください。 

連絡先	 鎌田	 妙	 Ph: 07-843-8686 



                  Email: tkamata@clear.net.nz 

 

パパパーーーマママススストトトンンン・・・ノノノーーー

ススス   

《《《ＪＪＪ２２２パパパーーーマママススストトトンンン・・・ノノノーーーススス》》》 

＊婦人・青年・学生向けに、平日・週末を問わず、教会や

カフェ、またメンバーのお宅なので集まっています。 

	 興味のある方は、ぜひご連絡ください。 

	 連絡先  森山	 高行・奈津子   Ph: 06-357-9887 

            Email: kumakan1010@nettel.net.nz 

 


