
聖書フォーラム 内容・備考

ハーベスト・タイム・ミニストリーズ

KOBE WOMEN'S Bible Study　*以下 KWBS 略記

1月 KBF ■1/6(土) 第62回 in御影 ・12/28(木)～1/5(金)　第66回ハーベスト聖地旅行
メシアの生涯　第62回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：1

KBF ■1/13(土) 第63回 in御影 ・1/16(火)ハーベスト大阪月例会
メシアの生涯　第63回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：2

KMBF ■1/20(土) 第53回 in元町 ☆1/16(火)　神戸元町聖書フォーラム 開所記念日　1周年
ヨハネの黙示録 第20回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：3

KMBF ■1/27(土) 第54回 in元町
ヨハネの黙示録 第21回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：4

KMBF ■1/28(日) 第55回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：5

2月 KBF ■2/3(土) 第64回 in御影 ・2/6(火)ハーベスト大阪月例会
メシアの生涯　第64回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：6

KBF ■2/10（土）第65回 in御影 ・2/10(土)～2/12(月)　バリJCF修養会　※代表不在
メシアの生涯　第65回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：7

KMBF ■2/17(土) 第56回 in元町 ・2/15(木)～2/23(金)　第67回ハーベスト聖地旅行
ヨハネの黙示録 第22回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：8

KMBF ■2/24(土) 第57回 in元町
ヨハネの黙示録 第23回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：9

KMBF ■2/25(日) 第58回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：10

3月 KWBS ■3/1(木) プレスタート in元町
人類はどこから来て、どこへ行こうとしているのか

*単発テーマメッセージ

KBF ■3/3(土) 第66回 in御影 ・3/6(火)　ハーベスト大阪月例会
メシアの生涯　第66回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：11

KBF ■3/10(土) 第67回 in御影 ・恵比寿にてリーダー会 ※代表・副代表不在
メシアの生涯　第67回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：12

KMBF ■3/17（土） 第59回 in元町
ヨハネの黙示録 第24回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：13

KMBF ■3/24(土) 第60回 in元町
ヨハネの黙示録 第25回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：14

KMBF ■3/25(日) 第61回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：15

KMBF ■3/31(土) 第62回 in元町
ヨハネの黙示録 第26回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：16

4月 KWBS ■4/5(木) 第1回 in元町
ノアの信仰

*単発テーマメッセージ

KBF ■4/7(土) 第68回 in御影 ・4/10(火)　ハーベスト大阪月例会
メシアの生涯　第68回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：17

KBF ■4/14(土) 第69回 in御影
メシアの生涯　第69回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：18

KMBF ■4/21(土) 第63回 in元町
ヨハネの黙示録 第27回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：19

KMBF
・4/28(土）Samuel Kan Worship Concert 2018

　18：00受付・18：30開演

ヨハネの黙示録 第28回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：20

KMBF ■4/29(日) 第65回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：21

Bible Forum in KOBE 2018
神戸聖書フォーラム　*以下　KBF　略記

神戸元町聖書フォーラム 　*以下　KMBF　略記

■4/28（土） 第64回 in元町

※コンサートにより16：00終了予定
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5月 KBF ■5/5(土) 第70回 in御影 ・5/3(木)　１日でわかるセミナー　in大阪
メシアの生涯　第70回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：22

KBF ■5/12(土) 第71回 in御影 ・5/15(火)　ハーベスト大阪月例会
メシアの生涯　第71回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：23

KWBS ■5/17(木) 第2回 in元町
バベルの塔からアブラハム契約へ

*単発テーマメッセージ

KMBF ■5/19(土) 第66回 in元町
ヨハネの黙示録 第29回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：24

KMBF ■5/26(土) 第67回 in元町
ヨハネの黙示録 第30回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：25

KMBF ■5/27(日) 第68回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：26

6月 KBF ■6/2(土) 第72回 in御影
メシアの生涯　第72回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：27

KWBS ■6/7(木) 第3回 in元町
アブラハムの歩み

*単発テーマメッセージ

KBF ■6/9(土) 第73回 in御影 ・6/12(火)　ハーベスト大阪月例会
メシアの生涯　第73回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：28

KMBF ■6/16(土) 第69回 in元町
ヨハネの黙示録 第31回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：29

KMBF ■6/23(土) 第70回 in元町 ※6/25(月)　神戸聖書フォーラム 開所記念日　3周年
ヨハネの黙示録 第32回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：30

KMBF ■6/24(日) 第71回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：31

KMBF ■6/30(土) 第72回 in元町
1日でわかるセミナー 第1回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：32

7月 KWBS ■7/5(木) 第４回 in元町
アブラハム契約

*単発テーマメッセージ

KBF ■7/7(土) 第74回 in御影
メシアの生涯　第74回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：33

KBF ■7/14(土) 第75回 in御影
メシアの生涯　第75回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：34

KMBF ■7/21(土) 第73回 in元町 ・7/24(火)　ハーベスト大阪月例会
ヨハネの黙示録 第33回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：35

KMBF ■7/28（土） 第74回 in元町 ・7/26(木)～7/28(土)　第9回聖書フォーラムキャンプin御殿場
1日でわかるセミナー 第2回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：36

KMBF ■7/29(日) 第75回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：37

8月 KWBS ■8/2(木) 第5回 in元町
ソドムとゴモラの滅び

*単発テーマメッセージ

KBF ■8/4(土) 第76回 in御影
メシアの生涯　第76回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：38

KBF ■8/11(土) 第77回 in御影
メシアの生涯　第77回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：39

KMBF ■8/18(土) 第76回 in元町
ヨハネの黙示録 第34回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：40

KMBF ■8/25(土) 第77回 in元町
1日でわかるセミナー 第2回(再度)

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：41

KMBF ■8/26(日) 第78回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：42
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9月 KBF ■9/1(土) 第78回 in御影 ・9/4(火)　ハーベスト大阪月例会
メシアの生涯　第78回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：43

KWBS ■9/6(木) 第６回 in元町
イサクの奉献

*創世記33　講解メッセージシリーズ

KBF ■9/8(土) 第79回 in御影 ・ハーベスト聖書塾(岡山開催)　第1回講義：2018年9月8日(土)
メシアの生涯　第79回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：44

KMBF ■9/15（土）お休み ・9/13(木)～9/15(土)　第3回聖書フォーラムキャンプin大阪

KMBF ■9/22（土） 第79回 in元町
ヨハネの黙示録 第35回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：45

KMBF ■9/29（土） 第80回 in元町
1日でわかるセミナー 第3回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：46

KMBF ■9/30(日) 第81回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：47

10月 KWBS ■10/4(木) 第7回 in元町 ・10/2(火)　ハーベスト大阪月例会
父なる神は「移住者の神」

*単発テーマメッセージ

KBF ■10/6(土) 第80回 in御影 ・ハーベスト聖書塾(岡山開催)　第2回講義：2018年10月6日(土)
メシアの生涯　第80回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：48

KBF ■10/13(土) 第81回 in御影
メシアの生涯　第81回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：49

KMBF ■10/20(土) 第82回 in元町
ヨハネの黙示録 第36回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：50

KMBF ■10/27（土） 第83回 in元町
1日でわかるセミナー 第4回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：51

KMBF ■10/28(日) 第84回 in元町 ・10/31(水)　第9回再臨待望聖会大阪プレ大阪
聖餐式*14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：52

11月 KWBS ■11/1(木) 第9回 in元町
ヤコブ一家の物語

*単発テーマメッセージ

KBF ■11/3(土) 第82回 in御影
メシアの生涯　第82回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：53

KBF ■11/10(土) 第83回 in御影 ・ハーベスト聖書塾(岡山開催)　第3回講義：2018年11月10日(土)
メシアの生涯　第83回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：54

KMBF ■11/17(土) 第85回 in元町
ヨハネの黙示録 第37回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：55

KMBF ■11/24(土) 第86回 in元町
1日でわかるセミナー 第5回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：56

KMBF ■11/25(日) 第87回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：57

12月 KBF ■12/1(土) 第84回 in御影
メシアの生涯　第84回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：58

KWBS ■12/6(木) 第10回 in元町
ヨセフとユダ

*単発テーマメッセージ

KBF ■12/8(土) 第85回 in御影

・ハーベスト聖書塾(岡山開催)　第4回講義：2018年12月8日(土)

・12/10(月)　第4回聖書フォーラム合同クリスマス集会

・12/11（火）　ハーベスト大阪月例会

メシアの生涯　第85回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：59

KMBF ■12/15(土) 第88回 in元町
ヨハネの黙示録 第38回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：60

KMBF ■12/22(土) 第89回 in元町
1日でわかるセミナー 第6回

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：61

KMBF ■12/23(日) 第90回 in元町
聖餐式　14：00～16:00

*聖書入門.com　3分でわかる聖書：62

KMBF ■12/29(土) お休み

■12/30(日) お休み

2019/1/5（土）第86回 in御影
・2018/12/27(木)～2019/1/4(金)

　第68回ハーベスト聖地旅行
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