
 
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）

私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの
罪のために、宥めのささげ物としての御子を遣わされました。
ここに愛があるのです。　(ヨハネの手紙 第一  4章10節)

2021年12月26日≧日∞発行／12月第4週
NO.1378

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

[神よ握オ知ゥだ]

　　　　　　　　　　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　

　今週のセルグループ（赤字）　       12月26日(日)～1月1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 未定 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

1/7(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

1/2(日) 
礼拝後 交わり 12/11 

2名
高ゐぽむぞべ〜自分ら関磯ぢむぱ�だ�よ
ぺ＼も認�＼主ゅ助にオ求�むぞで�び〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

12/19 
7名

苦ぱぞよめびて岐ぱどむ＼倒イぷだやよめび
て憾謝て湧ぞむ来む助にァイ�ぱべ〜

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

12/26(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

12/5 
6名

自分め気みでやはぞも示はイ＼連絡オもぽむ
謝ィねもてめでべ〜掛ぱど話てめでべ〜

Rock 
鈴木洋兄

1/5(水) 
午後8:30

Zoomで 
分かち合い

12/8 
4名

近どよ院食店め食事オぱ＼ぷよ後鈴木宅め交
ェアオぱ�ぱべ〜


シャローム 
平岩姉

12/26(日) 
礼拝後 交わり 12/5 

3名
韓係オ�ア直はやにイりぞにやぞも示はイ＼
面も向づぞべぞ〜

なつめやし 
髙橋智姉

12/31(金) 
夕刻より 交わり 12/19 

4名
食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

リジョイス 
杉本姉

1/18(火) 
午前10:15

LINE 
電話

12/7 
3名

ロΒゼ�オ捨むァイやぞもぞだ根本的や問題
てぜィ〜弱はオ認�ィよて勝利も語ァイべ〜

ジョイフル 
穂苅兄

12/29(水) 
午後2:00 映画鑑賞 12/17 

6名
背後ゅ働ぞむぞィ圧魔もよ戦ぞゅ＼びめゅ勝
ぽべ“�ねもりよ宣言オびィ〜

アガペ 
長塚姉

12/26(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

12/12 
5名

の�づぱむぞィ〜早天め祈ア改ぞ魁�む少ぱ
ぴまぺて指摘オ素直ゅ認�ィ様ゅやぽべ〜

／／／／むでべ〜サクセス 

鈴木勝兄
12/26(日) 
礼拝後 交わり 11/28 

16名
食事よ交ェア〜ぷイへイよ必要よべ�ゅつ祈
アぱ�ぱべ〜


リーダーズ 
セル

1/12(水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

11/10 
21名

弱はオ克服ぱむ強どやゥだもぱむでべ〜自己
中心ゅ磨でオづにむぞべ〜神中心オ鑑ど〜

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

12/26(日) 
礼拝後 コメダ 12/12 

6名
姉妹べほよ＼悲ぱカめぞィ中めびな神様よ方
オ向ぞむ憾謝びィ信仰も姿勢ゅ励�はイべ〜

高校生 
平岩姉

12/26(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/19 
3名

神よ国ゅ生でむぞべァゃカや事�掛ぱぞら
ぴ〜祈ぽむ我のぱべァ掛ぱぞ時関ゅやぽべ〜

中学生 
梅田姉

12/26(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/19 
4名

神様ら全むよねもゅ勝利ぱべ“やよめ＼今＼
良どやぞぽむ思ぢィねも��カや良ぞねも“

キッズ2 
小山姉

12/26(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/19 
5名

キッズ1 
芳井姉

12/26(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/19 
3名

僕よ中ゅゼダパ様て住�ぽむびのぞ〜

Shine 
小原姉

12/26(日) 
午後4:30 小原宅 11/28 

5名
今�めよ自分めら毎日ねカやゅ平以めぞァイ
ィやカむ考ぢァイやづぽべめび〜憾謝〜

ギデオン 
芳井兄

1/8(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

12/26(日) 
礼拝後 交わり 12/14 

2名
自分オ認�ィねもて出来＼ねよ™だや�よ
オ＼神様ら握ぱむ価はィも知ア�ぱべ〜

セルリーダーのためにお祈りください。

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 12/26

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 12/30 

（木） 鈴木尚姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木尚姉

来 1/2

（日） 
聖餐式

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 1/6 

（木） 鈴木千姉

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 

鑎隖鑎蹮苌靜鋨


12月26日(日)／   午前9時／11時／ 日曜礼拝／      


12月30日(木)／   午後7時 ／／       祈祷廻／  ／／


12月31日(金)／   午後11時12／     年�礼拝


12月31日(木)／   続ぞむ ／／  ／   元旦礼拝(1/1)／


01月02日(日)     午前9時／11時／  日曜礼拝／

※ クリスマス集会のCDとDVDの注文受付中です。ご注文ください。 
CD・DVDどちらも2枚組1000円です。



£�Αュャ4‥7 握びィ者べ

ほ〜私べほら互ぞゅ握ぱ合ぞ

�ぱ�だ〜握ら神づァ出むぞ

ィよめび〜握てぜィ者ら�や

神づァ生�イ＼神オ知ぽむぞ

�び〜％


／2021年�残びもねゥ＼ぜも6日もやア�ぱべ〜昨日ら＼国際ビ

Μプ【ヱ【Δゅむ＼デΓパヴパニΜネ【�&�ホビ【バて行ェイ

�ぱべ〜救ぞ主ゼダパ…ヅΓパ�て＼つ生�イどぺはぽべねもオ

蟹め允緒ゅつ祝ぞびィねもて出来べ恵�オ主ゅ憾謝ぱ�び〜デΓ

パヴパら＼主て私べほオ罪づァ救ぞ出びべ�ゅ＼ねよ地上ゅつ生

�イ価はぽべねもオつ祝ぞびィ時めび〜神ら＼の自身よ握びィれ

もア子オははぬァイィ�ゃゅ＼私べほオ握ぱむどぺはぞ�ぱべ〜

ぷよ神よ握ら＼今�やつ＼私べほ允人れもアゅ変ェィねもやど注

てイむぞ�び〜


愛することを訓練させられる場
／私べほら＼ゼダパ…ヅΓパ�オ信ひむ＼神ら握めぜァイむ＼ぷ

よつ方て私よねもオ握ぱむどぺはぽむぞィもぞだねもオ知ア�ぱ

べ〜ぷぱむ＼主て私オ握ぱむどぺはぽべ™だゅ＼人オ握ぱべぞも

伎だ者をも変ぢァイ�ぱべ〜めびて＼日常生滑めよ人もよ韓ェア

よ中め＼握ぱべぞも伎ぞやてァ＼ぷだ出来やぞ問題ゅ直面はふァ

イィねもてぱりぱりぜア�び〜第允ニΓΜ�よ13章ゅら＼握ゅま

ぞむ多どよねもて記はイむぞ�び〜£握ら幹容めぜア＼握ら親切

めび〜�べ人オょべ��ふカ〜握ら自慢ふぴ＼高慢ゅやア�ふ

カ〜礼儀ゅ反びィねもオふぴ＼自分よ利榎オ求�ぴ＼蝦立べぴ＼

人てぱべ圧オ心ゅ留�ぴ＼不正オ基りぴゅ＼真理オ基ろ�び〜

≧�ニΓΜ�13‥4-6∞％もぜア�び〜ねイァよねもオ行ぞべぞ

も伎だ時＼£™ぱ＼ねよ™だゅぱむ周アよ人ゅ握オ示ぱむ行ね

だ％も思ぽむ決維オぱ�びて＼ぷよ™だや人関的や努力ら＼長ど

ら続で�ふカ〜心ゅ©もアて持むぴゅ蝦立ほオ較ぢむ＼人ゅ対ぱ

む親切ゅ出来やづぽべア＼人よぱむぞィねもオ妬カめぱ�ぽべ

ア＼人てぱべ圧オ心ゅ留�むぱ�だねもてぜぽべアぱ�び〜


／私べほゅもぽむ＼特ゅ握びィねもオ訓練はふァイィ機廻て架族

めらやぞづも思ぞ�び〜夫�妻＼親�子ゃ�もよ韓係ら＼職場よ

上司�同僚＼額校よ友達やゃよ韓係™ア�深ど＼つ互ぞよ事情オ

™ど知ぽむぞ�びぱ＼言ぞべぞねもオ可め�言ぢィ分＼ドΜッ�

言ぞ争ぞゅやィねも�多ぞも思ぞ�び〜上手どぞぽむィ時らぞぞ

よめびて＼允度握ふやどやィも＼ぷよねもオぴぽも™でぴぽむ願

やや態度オもぽむぱ�だねもてぜぽべアぱ�び〜改ぞ魁�む＼向

でオ変ぢむ握ぷだもびィねもて�ねねゥめぜィも頭めら理快めで

�びて＼ぞば謝ゥだもびィも自分づァ切ア出ふやどやぽむぱ�ぞ

�び〜


砕かれる時、神の愛を知ることができる
／私べほて＼神よ握オ知ィねもてめでィよら＼自分ゅら握てやぞ

ねも＼握ふやぞねもオ身オ持ぽむ知ィ時めらやぞめぱ�だづ〜私

べほら砕づイやぞも＼やづやづ自分自身よ問題ゅ面も向で合だね

もて出来�ふカ〜砕づイむぞやぞも＼£自分ら正ぱぞねもオぱむ

ぞィカぺ％も願やや態度オ取ア続に＼ぞま�め�人よぱべ圧ゅ心

オ留�む＼ぷよ咎オ責�続にむぱ�ぞ�び〜


／私�＼日常生滑よ中め＼£人オ握ぱべぞも思ぽむらぞィよゅ＼

�ぽべど握びィねもて出来むぞやぞ者ぺ％も思ェはイィ状況ゅ置

づイ�び〜ぷイら＼主て私オ試ぱむつァイィねもめぜア�び〜疲

イ�パ�Εパオ憾ひむゼΒゼΒぱむぞむ＼言ぞ争ぞゅやぽべアび

ィ時ゅ＼びなゅ�ィ気オやどぱ＼人も話びねも�ぱべどやどや

ア＼架族�周アよ人よべ�ゅ仕ぢむ行ねだも思だ握よ姿勢�＼神

様ゅ求�ィ思ぞ�びんむ＼缶単ゅ無どぱむぱ�だ者ぺもぞま�思

ェはイ�び〜ぷイら＼主て私よ高ゐアオ砕で＼神よ握オ知ィねも

てめでィ™だゅも備ぢむどぺはィ訓練よ時もやア�び〜ぷよ時ら

ひ�む私ら＼自分よねもオ冷静ゅ見詰�ィ™だゅやア＼改ぞ魁�

をも導づイ�び〜£相手よ咎オ責�やぞめ握ぱやはぞ％も語ァイ

む＼改ぞ魁�む心よ向でオ変ぢァイ�び〜ぷよ時私ら＼£自分ら

神様よ助にてやにイり＼神よ握ゅ導づイやにイり＼人オ握びィ事

やゃ�ぽべどめでやぞ者ぺ％も教ぢァイ�び〜


／�べ＼£ねよ人ら苦手やプゼロよ人ぺやぜ％も憾ひィ人も韓ェ

ィねもてぜィ時ゅ＼£自分づァ話ぱづにべア＼近みぞむ行どねも

らぱべどやぞやぜ％もぞだ思ぞて心ゅ湧ぞむ来�びて＼主ら£今

ぜやべて允緒ゅぞィぷよ人�ェべぱら握ぱむぞィ％も語ぽむどぺ

はぞ�び〜自分よ中め＼£嫌ぺやぜ％も憾ひィ思ぞオ正直ゅ認�

む主ゅ差ぱ出び時ゅ＼£主らねよ人よねも�＼私も同ひ™だゅ握

ぱむつァイィカぺ％も＼主よ握よ大ではオ教ぢァイィも同時ゅ＼

自分よ握よやはゅ気付づはイ�び〜


／私べほら＼神よ御前ゅをア価ぽむ＼自分てぞづゅ握てやぞ者め

ぜィづもぞだねもオ身オ�ぽむ経験びィ時ゅ＼らひ�む神よ握て

ぞづゅ大でや�よめぜィよづオ教ぢァイ�び〜


神の愛によって守られた一年に感謝
／ねよ™だゅ私べほら＼日常生滑よ中め握びィねもオ訓練はふァ

イィ場面て多どぜア�びて＼ぷカや中めゼダパ…ヅΓパ�オ信ひ

む＼主よ握ゅもゃ�ィねもてめで＼主よ握ゅ™ぽむ守ァイべねよ

允年ゅ憾謝ぱべぞも思ぞ�び〜


／私べほら＼腹オ立む＼蝦立ほ＼人オ握ふやどやィねもてぜア�

びて＼ぷイめ�＼主よ�ねもりゅ™ぽむ＼改ぞ魁�をも導づイ＼

主よ赦ぱオ受に取ア＼�べ＼人オ赦ぱむ握ぷだも思ぞ＼主も同ひ

方向オ向どねもてめでィねもら＼びんむ主よぜェイ�めぜア＼主

よ私べほゅ対びィ握よ導でゅ™ィねもめび〜私べほら＼神よ握て

やにイり＼生でむ行どねもら出来�ふカ〜神よ握づァ離イむぱ�

ぢり＼人オ憎�続に＼心ゅぞま�轄藤オ抱ぞむ＼悶」もぱべ��

生でむぱ�だ威前よ人生ゅびなゅ逆戻アぱむぱ�ぞ�び〜めびづ

ァ私べほら＼ぞま�をア価ぽむ神よの支配よ価め生でむ�ぞア�

ぱ�だ〜今年よマ【ヴら£神よ握オ知ゥだ％めびて＼ねよ允年＼

神よ握オ知ィねもて出来べ恵�オ主ゅ憾謝ぱ�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.1378 ／／2021年12月26日≧日∞発行

愛することの訓練

2021年感謝

http://www.revival.jp

