
 
聖　日　礼　拝 　 （日曜） (第一) 午前  9:00～10:30 

(第二) 午前11:00～12:30

 キッズセル(子供礼拝) 　 （日曜） 　　 午前  9:00～10:30

 
バイブルスタディ （第1、第3火曜） (昼)    午後  1:00～  2:30 

(夜)    午後  7:00～  8:30

 祈　　祷　　会 　 （木曜） 　　 午後  7:00～  8:30

 特別早天祈祷 　 （土曜） 　　 午前  6:00～  7:00

 日曜礼拝バイブルスタディ　（日曜）                  午前11:00～12:30 
☆第一礼拝に出席してから、ご参加下さい。

主の御手がともにある

〒451-0042  名古屋市西区那古野2-20-19
℡ 052-587-5060  FAX 052-587-5061   牧師 中西幸輝

名古屋リバイバルチャーチ

軥苌賤軨 轔 闱

／／／／／／主よ御手て彼ァもも�ゅぜぽべよめ＼


／／／／／／大ぶぞよ人て信ひむ主ゅ立ほ返ぽべ〜

私たちのビジョン 
♀ 宣 教 ° 


（使徒の働き11：21）

志の堅固な者を、あなたは全き平安のうちに守られます。その
人があなたに信頼しているからです。 (イザヤ書　26章 3節)

2022年1月9日≧日∞発行／1月第2週
NO.1380

お 願 い  
(1) 礼拝後は、必ずコイノニアルームなど、室内にお入りください。道路上にとど
まることがないようにお願いします。 

(2) また、必ず一度は、コイノニアルームに立ち寄るようにお願いします。重要な
お知らせなどがあります。

日曜礼拝

今年よマ【ヴ

[平以]

　　　　　　　　　　開始　９時　　　（第一礼拝） 
　　　　　　開始１１時　　　（第二礼拝） 

•讃美 
•祈り      （祈りの姿勢をおとり下さい。） 
•聖書交読（司会者と交互に全員で読みます。） 
•特別讃美　リバイバルクワイヤー 
•讃美 
•メッセージ 
•祈り 
•神への感謝（集会感謝の献金があります。ご意志で自由にどうぞ。） 
•主の祈り　（初めての方はスクリーンをご覧になってどうぞ。)  
•自由献金　（本日は、プレヤーハウスのための献金が特別にあります。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご意志で自由にどうぞ。) 
•連絡　

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 1/9

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 1/13 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木尚姉

来 1/16

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 1/20 

（木） 大髙握姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

祈
り
の
課
題 10000

•人々の救いを覚えて 
‣家族知人をキリストへ 
‣教会近隣の人々の救い 
‣東海地方の救いのために 
‣日本の救いのために 
‣世界の救いのために 

•ギデオン協会の働きのために 
•セルグループの祝福 
‣LTG人生変革グループの祝福 

•プレヤーハウス獲得のために

•働きを覚えて 
‣バイブルスタディの働き 
‣リバイバルクワイヤーの働き 
‣リバイバルママズの働き 
‣那古野アウトリーチの働き 
‣祈祷会の祝福 
‣日曜礼拝の祝福 
‣牧師の働き 

　今週のセルグループ（赤字）　       1月9日(日)～1月15日(土)
セ ル  
（リーダー） 次回の日時 場　所 前回の証しなど
リバイバル 
北山姉

1/12(水) 
午後1:00

LINE 
電話

11/17 
2名

主ゅ信頼ぱむ今起でむぞィねもゅ面も向づぽ
むぞでやはぞも教ぢァイ�ぱべ〜

グレイス 
鈴木千姉

1/14(金) 
午後8:45 鈴木宅 12/17 

3名
瑛雅オ見�ぱべ〜主ゅぜぽむ掛ぱぞ交ェアよ
時もやア�ぱべ〜主ゅ憾謝ぱ�び〜

Gospel 
鈴木尚姉

1/22(土) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

1/2 
2名

でぽもねイて允番良ぞプゼヵΜトぺぽべよぺ
もェづぽべ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

12/26 
7名

ニΜネ【�ゅ10年ゐアゅ父母て来むどイべ〜
福伽オ伝ぢィ責任てぜィ事オ再度示はイべ〜

からし種 
磯貝姉

1/13(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

12/16 
4名

昼食よ交ェアオぱ�ぱべ〜

ユース 
岩下兄

1/16(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

12/26 
6名

ネ【デΔよ人べほゅら行にやぞねもオ伝ぢむ
礼拝ゅ参家めでべ〜�ホビ【バ�恵�イべ〜

Rock 
鈴木洋兄

1/19(水) 
午後8:30 鈴木宅 12/22 

3名
人もよ韓ェアて面倒臭ぞもよ思ぞら関磯ぽむ
ぞィ〜人ゅ韓ェア＼™ど知ィねもて握ぺ〜

シャローム 
平岩姉

1/22(土) 
午前10:00 平岩宅 12/26 

3名
昼食よ交ェアよ時オ持ほ�ぱべ〜びんむ神様
よぱむどぺはぽべねもオ憾謝ぱ�ぱべ〜

なつめやし 
髙橋智姉

1/9(日) 
礼拝後 髙橋宅 12/31 

15名
瑛雅閑賞£Passion％＼食事＼ナ【�め合同
め交ェアオぱ�ぱべ〜

リジョイス 
杉本姉

1/18(火) 
午前10:15

LINE 
電話

12/21 
6名

交ェアオはふむぞべぺで�ぱべ〜�Μユ【よ
つ誕生日オ蟹めつ祝ぞめで＼主ゅ憾謝〜

ジョイフル 
穂苅兄

1/18(火) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

12/29 
7名

瑛雅£ョホハ�Μ％オ見�ぱべ〜自分よ犯ぱ
べ罪よ深はオ知ア�ぱべ〜

アガペ 
長塚姉

1/9(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

12/26 
4名

交ェア〜主てぱむどぺはぽべ恵�オ分づほ合
ぞ�ぱべ〜

サクセス 
鈴木勝兄

1/9(日) 
礼拝後 交わり 12/26 

16名
食事よ交ェア〜ナパ�も共ゅ自己紹壊も撹自
救ぞゅ導づイべ経井オ順番ゅ発表ぱ�ぱべ〜


リーダーズ 
セル

1/12(水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

今週めび〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

1/9(日) 
午後1:00 平岩恵宅 12/12 

名
ビΔ�Μユ【よ祝福オ較ぢむつ祈アびィもで
オ�ほ�ぱべ〜

worship 
長塚寛兄

1/9(日) 
礼拝後 コメダ 12/26 

5名
高校生 
平岩姉

1/9(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/26 
3名

責任オ�ぽむ代ェアオ務�™だも決�べ〜失
ぽべ™ア�ぴぽもぞぞ時関て与ぢァイべ〜

中学生 
梅田姉

1/9(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/26 
4名

試合ゅ自分�出ィぽむらひ�言ぽほ�ぽべに
ゃ＼礼拝てぜィ“断アよ電話オぱべ“

キッズ2 
小山姉

1/9(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/26 
4名

キッズ1 
芳井姉

1/9(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/26 
3名

ゼダパ様ら僕よべ�ゅ十字禍め死ゆべ�ゅ生
�イべぽむェづぽべ〜


Shine 
小原姉

1/9(日) 
午後2:30 小原宅 12/26 

6名
自分ゅ高ゐアてぜィも色」や事て起ねィも気
みで�ぱべ〜指摘はイィ事�本当ゅ憾謝〜

�ェアよ人づァ指摘はイィ事�本当ゅ憾謝めギデオン 

芳井兄
1/22(土) 
午後6:30 芳井宅 12/11 

3名
救ェイむづァ初�む聖書オ通読〜救ぞ主て先
カひむ来むどぺはぽべねもて™どェづぽべ〜

ィもぞだねもてカルバリ 

野田兄
1/18(火) 
午前9:00 交わり 12/7 

5名
食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜魁�む交ェアよ大
切はゅ気みづふむ頂ぞむ憾謝ぱ�ぱべ〜


神の家族 
伊岐見真姉

1/16(日) 
礼拝後 交わり 12/26 

4名
今年�＼守ア導ぞむ価はぽべ神様ゅ憾謝ぱ＼

食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜


セルリーダーのためにお祈りください。

セルリーダーのためにお祈りください。



£詩篇34‥1  私らぜ

ァ©ィもでゅ 主オ�

�べべぢィ〜私よ口ゅ

ら ぞま�主をよ賛美

てぜィ〜％


／


ベートーヴェンの曲に込めた思い
／£年末も言ぢり＃第九＆％も言ェイィ�ゃ＼日本めら年末よ代

名詞もやぽむぞィワ【�【ΝタΜよ交響曲第九番めびて＼昨年末

ゅメ�【パよ特集よ中め＼NHK交響掛団ゅ™ィ第九猿奏廻よ本

番�めよ舞台裏て取材はイむぞべよオ貫�ぱべ〜毎年＼皆崖づァ

指旗者�声掛架オ招ぞむ行ェイィぷだめびて＼昨年ら皆崖づァよ

渡航制限�ぜア＼ナパ�オ招どねもて出来やどやぽべぷだめび〜

ぷよ洩響め＼本番允Ο月前づァ＼�Μユ【オ入イ替ぢむ臨�ねも

オ余儀やどはイ�ぱべ〜今怪指旗オ任はイべよて＼尾高忠明はカ

もぞだ50年よヅ�Γズオ持ま方めぱべ〜尾高はカら＼ワ【�【

ΝタΜて書ぞべ第九よ掛譜も向で合ぞ＼彼てねよ曲め可オ表現ぱ

べづぽべよづオ知ゥだもぱ�ぱべ〜強ど猿奏ぱむ欲ぱぞ華所ゅ

ら＼赤甥筆め力強どルチΔマセホハ�≧強調ぱむ猿奏びィ記号∞

て記はイ＼優ぱど猿奏ぱむ欲ぱぞ華所ゅらぷよねもオ表び記号て

記はイむぞ�び〜尾高はカら＼彼て曲ゅ込�べ思ぞオ知アぷイオ

表現ぱ™だもぱむ指旗オ執ア�ぱべ〜ワ【�【ΝタΜら＼難聴ゅ

苦ぱ�＼�べ孤独オ憾ひやてァ晩年オ我のぱむぞべ™だめび〜ぷ

よ™だや中めねよ交響曲第九番て寛成ぱ＼猿奏はイ�ぱべ〜ねよ

曲オ�もゅぱむ作ァイべよて＼聖禾£�づ�よぜぞオり％もぞだ

曲めび〜他ゅ�ユホュ��【ボスΔ�やゃ＼有名や作曲架て作ィ

曲よ中ゅ神オ賛美びィ曲オ見ィねもて出来�び〜作曲づァ可百年

�経ぽべ今め�猿奏ぱ続にァイむぞィねもら＼人」よ心よ中ゅ神

オ求�ィ思ぞてぜィづァめらやぞめぱ�だづ〜


人は、神を賛美するために造られた
／私べほ�礼拝め賛美オぱ�びて＼ぷイら＼神様オ��べべぢィ

べ�めび〜私べほよ心て神様ゅ向にァイむ行ど時めび〜聖書交読

よ時ゅ読�詩篇�＼賛美て允鑑ぱべマ【ヴもやぽむぞ�び〜主オ

賛美びィもぞだよら＼神様よ素晴ァぱはオ＼私べほよ口オ持ぽむ

��べべぢィねもめび〜£神様＼ぜやべてねよ素晴ァぱぞ大空＼

皆＼太陽＼山」オ造ァイ�ぱべ〜ぜやべよ御手よェばめび〜ぜや

べら可め�つ出来ゅやァイィつ方めび〜不寡能よやぞつ方めび〜

ぜやべら＼聖ぞつ方め＼全ど往イ＼罪よやぞつ方めび〜ぜやべ

ら＼握ゅ満ほむつァイ＼ぜェイ�深ぞつ方めび〜ぷよ素晴ァぱは

よ©ぢゅ＼私らべぺ＼ぜやべオ��べべぢ�び〜憾謝ぱ�び〜％

も＼主よの性質＼�ェばオ憾謝ぱむ＼主オ��ィねもめび〜


／私べほら�や＼神ゅ™ぽむ造ァイべ存在めび〜めびづァ＼造ア

主めぜァイィ神様オ握ぱ＼従ぞ＼賛美ぱむ生でィねもら＼人関も

ぱむのど当べア前め自然やねもめび〜人ら�や＼主オ賛美びィべ

�ゅ造ァイべ者めび〜


あらゆるときに主を賛美する
／ぱづぱ＼私べほよ心ゅ主をよ賛美てやどやィも＼私べほら基ろ

オ失ぽむぱ�ぞ�び〜韓心て人よねもりづアゅ向ぞむぱ�ぞ�

び〜自分て苦手ぺも憾ひィ人も韓ェアオ持ま時ゅ＼£ぜよ人らゃ

だ�苦手ぺやぜ〜話て合ェやぞぱ＼ぜ�ア韓ェアべどやぞや

ぜ〜％も思だも＼途端ゅ心ゅ基ろてやどやア＼人ゅ対びィ恐イ＼

不以＼心配よ思ぞて心オ支配びィ™だゅやア�び〜£�べ可づ自

分よねもオ圧ど言ェイィよめらやぞづ％も考ぢべアぱ�び〜ぱづ

ぱ＼ぷよ状況よ中め主オ賛美ぱやにイりやア�ふカ〜主ら私べほ

ゅ対ぱむ＼良での計雅オ持ぽむつァイ�び〜主ら目的てぜぽむ目

よ前よ状況オ起ねぱむつァイ�び〜めびづァ＼主よやはイィねも

オ嫌てぽむらやア�ふカ〜ゃカや状況ゅ置づイ™だも�＼置づイ

べぷよ場所め主オ賛美ぱ続にィねもて＼私べほて允番ゅびィんで

ねもめび〜


／ヘラミら＼ネゾΔゅ殺はイィづ�ぱイやぞもぞだ恐怖よ中＼ツ

マよ黄ズヅハ�よ�もゅ身オ希ふ�びて＼ぷねめ�身よ器険オ憾

ひむ黄よ�もづァ逃イ�び〜彼ら＼襲ぽむどィ恐怖＼苦難よ中

め＼ぷよ口づァ出む来ィ言葉らぞま�主をよ賛美めぱべ〜私べほ

�＼様」や心配�不以＼恐イゅ囚ェイむぱ�だねもてぜィも思ぞ

�び〜ぱづぱ＼ぷカや状況よ中め�主オ賛美ぱべぞも思ぞ�び〜


神を賛美して生きる時、平安がやって来る
／私べほら＼主よ��もめ主オ賛美ぱむ生でィ時＼平以オ得ィね

もてめで�び〜主オ賛美ぱむ生でィねもて＼�ねねゥゅづやだ生

で方めび〜


／私ら＼救ェイむづァ長年＼造ア主オ本当ゅら認�やぞめ心ゅ平

以てやど我のぱむぞ�ぱべ〜めびづァ＼心ゅ基ろてやぞよゅ基カ

めぞィづよ™だゅ振ィ舞ぞ＼もむ�疲イむぞ�ぱべ〜ぱづぱ主ゅ

賛成ぱむ＼今ぞィ場所＼置づイむぞィ監境オ嫌てァやぞめ＼主よ

やはイィねもオ基ろ＼心よ向でて変ぢァイべねもゅ™ぽむ＼平以

オ得ィねもて出来�ぱべ〜主オ賛美ぱ＼祈ア＼�ねもりもも�ゅ

歩カめ行でべぞも伎だ™だゅ変ぢァイ�ぱべ〜


／神額者め�ぜア＼初棄よヅΓパ�教廻ゅつぞむ大でや洩響オ与

ぢべズゾトパマセモパら＼自身よ著書よ中め＼£ぜやべオ讃ぢィ

ねもて基ろめぜィ™だゅ＼ぷイら＼ぜやべてェイェイオ＼ぜやべ

ゅ向にむ造ァイべづァめび〜ぷよべ�＼ェイェイよ心ら＼ぜやべ

よだほゅ憩だ�めら以ァとオ得�ふカ〜％も記ぱむぞ�び〜ぷイ

ら彼自身て＼神オ知ぽむぞやてァ神づァ離イむ＼ぜよ放蕩息子よ

™だゅ自分勝手ゅ生でむ＼ぷよ中め�てで苦ぱ�＼まぞゅら神よ

��もゅ立ほ返ぽむ平以オ得べ経験オ著書ゅ記ぱむぞィよめび〜


／主よ��もめ＼主オ賛美ぱむ生でィねもて＼私べほゅもぽむよ

允番よ基ろめぜアべぞも思ぞ�び〜≧贋価 穎作∞

／http‥//www.revival.jp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ〜

／主よ御手／／／／NO.1380 ／／2022年1月9日≧日∞発行

神を賛美して生きることが喜び

http://www.revival.jp

