
 
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10月3日≧日∞発行／10月第1週
NO.1366

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。） 
•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。)  
•連絡　

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 10/3

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 10/7 

（木） 大髙握姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

来 10/10

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 10/14 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木尚姉

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 

※ 日曜礼拝バイブルスタディの補講が始まっています。 
    第二礼拝と並行して行われます。第一礼拝に出席してからご参加ください。 
    受講者には係から直接連絡があります。　祝福をお祈りください。     　

※  10/5(火)のバイブルスタディは配信で行います。午後1時、7時。 
     テキストは「イエス・キリストはもう一度来られる」です。 
     また、Zoomでも受講できます。(昼の部のみ)  
  （Zoomを希望する方はメールで連絡をして下さい。 申込先 david@revival.jp）   　

　今週のセルグループ（赤字）　       10月3日(日)～10月9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

10/6(水) 
午後1:00

LINE 
電話

9/22 
2名

ゃカや選択オぱむ�主て私オ受に入イむ価は
ア＼守ぽむ価はィねもオ強ど示はイ�ぱべ〜

グレイス 
鈴木千姉

10/8(金) 
午後8:30 鈴木宅 9/24 

3名
訓練はふァイむぞィねもて憾謝〜�ィ気オ失
ェやぞよらぜアよ��握ぱむどぺはィづァ〜

Gospel 
鈴木尚姉

10/9(土) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

9/18 
2名

目よ前ゅぜィ状況オびんむ憾謝びィも＼掛ゅ
やィ〜主オ基ゐねもて力＼もェづぽべ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

9/26 
10名

私よ信仰て後退ぱむぞィも気みづはイべ〜

からし種 
磯貝姉

10/14(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

9/9 
3名

ゼΒゼΒぱむぞィやも気みで＼ぷねづァ逃ぬ
やはぞも語ァイむぞィよぺもェづア�ぱべ〜

ユース 
岩下兄

10/3(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

9/19 
5名

ナ【�オぱやてァ交ェアオぱむ恵�イ�ぱ
べ〜洗礼式よ祝福＼必要よべ�ゅ祈ぽべ〜

Rock 
鈴木洋兄

10/12(火) 
午後8:30 鈴木宅 9/15 

3名
謝ィねもて�ねねゥも示はイ＼素直ゅ謝ィね
もてめでべ〜同僚も和快ぱ平以〜

シャローム 
平岩姉

10/10(日) 
礼拝後 交わり 9/19 

3名
昼食よ交ェア〜神様オ中心もぱむ祈ぽむ始�
ア祈ぽむ終ェィ交ェアよ時オ掛ぱ��ぱべ〜

なつめやし 
髙橋智姉

10/10(日) 
練習後 髙橋宅 9/19 

5名
食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

リジョイス 
杉本姉

10/12(火) 
午前10:15

LINE 
電話

9/14 
4名

£主て共ゅ働ぞむ御言葉オ角づや�よもはイ
べ〜％可オ言つだづも心配びィゅ及りぴ〜

ジョイフル 
穂苅兄

10/8(金) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

9/24 
5名

アガペ 
長塚姉

10/10(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

9/26 
4名

交ェアよ時もぱ�ぱべ〜主てぱむ価はぽべね
もオ分づほ合ぞ�ぱべ〜

サクセス 
鈴木勝兄

10/10(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

9/26 
16名

受洗者よつ祝ぞめ食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

リーダーズ 
セル

10/13(水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

9/8 
24名

来週めび〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

10/3(日) 
午後1:00 コメダ 9/26 

3名
今日再臨はイむ�良ぞ™だゅも較ぢむ祈ぽむ
允週関我のぱべ〜もむ�充実ぱむぞべ〜

worship 
長塚寛兄

10/10(日) 
礼拝後 コメダ 9/19 

4名
高校生 
平岩姉

10/3(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

9/19 
3名

日常的ゅ主てつァイィねもオ常ゅ憾ひむぞィ
も余計やパ�Εパやぱめ生でァイィ〜

中学生 
梅田姉

10/3(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

9/19 
4名

好でひ�やぞ子〜慨ても�ア�び™だゅ＼仲
良ど出来�び様ゅぽむ祈ぽべ〜話�めでべ〜


キッズ2 
小山姉

10/3(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

9/19 
4名

神様て言ぽむぞィねもオ聞づぴゅ自分よ考ぢ
オ優先〜神様よ言ェイべねもオぱ�び〜


キッズ1 
芳井姉

10/3(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

9/19 
3名

大事やねもオぞぽるぞ教ぢむ�ァぢィづァ＼
日曜日てびぽのど掛ぱ�やカぺ〜

Shine 
小原姉

10/10(日) 
礼拝後 交わり 9/26 

4名
ぷよ話題ゅやぽべァ気オ付に™だ“も＼ゼダ
パ様ゅ立ほ返イィ™だゅやア�ぱべ“

ギデオン 
芳井兄

10/9(土) 
午後7:30 芳井宅 9/25 

2名
全むよねもゅ憾謝もぞだねもて身オ�ぽむェ
づア�ぱべ〜

カルバリ 
野田兄

10/5(火) 
午前9:00 野田宅 9/21 

5名
神様ゅ従ぽむ決�™だもぱむぞやぞねもゅ気
みで＼全面的ゅ従だねもオ示はイべ〜

神の家族 
伊岐見真姉

10/11(月) 
午後7:30

LINE 
電話

9/27 
2名

心てやぢぷだゅやぽむぱ�だねもてぜア�び
て＼神様オ見上ぬ＼仕事て出来むぞ�び〜

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。

mailto:david@revival.jp


£Ζ【ヴ8‥28 神オ握びィ人べ

ほ＼びやェほ＼神よの計雅ゅぱ

べてぽむ召はイべ人べほよべ�

ゅら＼びんむよねもても�ゅ働

ぞむ榎もやィねもオ＼私べほら

知ぽむぞ�び〜％


過去の失敗を引きずってしまう
／£リΜン【Μ％£ら【ぞ〜ゃほァ様めびづ〜％£ェべどぱ＼電

話廻社よ者めびて＼今怪つ客様よ電話料金オつ以どめでィ÷％

£ぜぽ〜だほらぷだぞだよら結構めび〜％£………％


私ら＼威前ビ【Δパよ仕事め＼飛ろ込�め個人宅�危業ゅ訪問オ

ぱむぞべねもてぜア�ぱべて＼ズンゼΜ��やど突然訪問ぱ�び

よめ＼ねよ™だゅぱむ断ァイィねもて�もカゃめぱべ〜ビ【Δパ

ら契約オ取ィよて仕事やよめ＼契約ゅ至ァやにイり£失敗ぱべ％

もぞだねもゅやア�び〜断ァイィねもて�もカゃめ＼話て出来む

�即契約もぞだねもゅらやア�ふカよめ＼朝づァぴぽも怪ぽむ夕

方近どゅやぽむ��ぺ契約て取イむぞやぞも＼£今日ら�だヘ�

づや％もぞだ思ぞて™とぽむで�び〜£ねイぺにべどはカ怪ぽむ

ヘ�ぺぽべづァ今日ら�だ終ェアぺ％も自分よ中めぜでァ�むぱ

�ぞ�び〜ぷぱむ＼ぷよ失敗ぱべ残念や思ぞオ次よ日ゅ持ほ�ぱ

む＼�べ訪問ゅ出づに�びよめ＼£™ぱ＼今日ねぷら“％も思ぽ

む臨カめ�＼結局�べ失敗びィねもゅやぽむぱ�ぞ�び〜私ら調

子よ浮で沈�て激ぱづぽべよめ＼ぷよ心てぷよ��数字ゅ表イむ

ぞ�ぱべ〜失敗ぱべ時よ残念や思ぞオぴぽも™でぴぽべ��めぞ

べよめ＼当然だ�ど行で�ふカ〜


失敗を恐れるようになる
／私べほ�＼我去ゅ失敗ぱむ落ほ込カぺア＼恥ぴづぱぞ思ぞオぱ

べアもぞだ出来事てべどはカぜぽべづも思ぞ�びて＼ぷイァよ記

俺らぞま�め�心よ片隅ゅ残ぽむぞ�び〜例ぢり＼額校よ授業

め＼デΒパよ中め自分允人ぺに持ほ物オ忘イむ恥オづぞべねも

�＼遅刻ぱむ周アよ人ゅ迷惑オづにむぱ�ぽべねもやゃ＼思ぞ起

ねびもべどはカ出むどィよめらやぞめぱ�だづ〜ぷカや失敗オぱ

む恥オづぞむぱ�だも＼£今度づァら絶対ゅ忘イやぞ™だゅ気オ

まに™だ％£二度もぜカや思ぞらぱべどやぞ％も心ゅ誓ぞ＼でほ

カも寛璧ゅ準備オぱ™だもぱ�び〜£失敗ら恥ぴづぱぞ％も思だ

よめ＼£ゃだびイり失敗ふぴゅ上手ゅ�ィねもてめでィぺゥだ

づ％も失敗オ恐イむ＼失敗ぱやぞべ�よ対策りづアゅ心て向ぞむ

ぱ�ぞ�び〜�ぱどら＼£�だねカや自分らぞ�“％も落ほ込カ

ぺア＼後改ぱべアぱむ＼ぷよ気持ほオぴぽも抱ぢべ��無駄ゅ時

関オ我のぱむぱ�だもぞだねもゅやア�び〜


失敗は神の許しがあって起きていると知る
／私べほら＼自分よ身ゅ起ねィびんむよ出来事ゅら維味てぜア＼

ぷイら神様よ私べほゅ対びィ目的＼の計雅めぜィねもオ知ァやに

イりやア�ふカ〜ぜやべよべ�ゅ必要てぜぽむ＼ぷよ出来事て起

でむぞ�び〜維味てやど起でむぞィねもら允ま�ぜア�ふカ〜身

よ怪アゅ起ねィ允ま允まよ出来事ゅ神ら働ぞむつァイ�び〜失敗

ぱむぜやべて落ほ込カめぞィねも�＼神よ許ぱてぜぽむ起でむつ

ア＼神よ目的＼維図てぜア�び〜神ら＼ぷよ失敗よ出来事オ�用

ぞむどぺはぽむ＼私べほオ最終的ゅ良で結珂をも導でべぞも伎ぽ

むつァイ�び〜問題オ快決ぱべぞも伎ぽむつァイ�び〜主ら＼

£試練もも�ゅ脱出よ道�備ぢむぞむどぺはぞ�び〜≧�ニΓΜ

�10‥13∞％〜めびづァ私べほら＼神様よやはイィねもオ漢迎ぱ

む受に取ァやどむらやア�ふカ〜


主のなされることを喜ぶ
／私べほてびィねもら＼失敗ゅ直面ぱべ時ゅ＼神様ゅ憾謝びィね

もめび〜神よ目的＼維図てぜぽむやはイむぞィて©ぢゅ憾謝びィ

よめび〜失敗ぱべねもら事実めぜア＼起でべ出来事オ変ぢィねも

らめで�ふカ〜ぱづぱ＼失敗ぱべねもゅ対びィ自分よ態度＼姿勢

ら変ぢィねもてめで�び〜失敗ぱむ落胆ぱべア＼投ぬ�アゅやぽ

む自分オ責�ィよづ＼ぷイも�＼神様ゅ憾謝ぱ神様よやはィねも

オ漢迎ぱむ基ゐよづ＼ゃほァづオ選択びィねもてめでィよめび〜

失敗ゅ直面ぱべ時ゅ＼私べほてゃだぞだ態度オ取ィよづもぞだね

もて問ェイむぞ�び〜私べほて日」起ねィ失敗ぱべ出来事ゅ対ぱ

む主ゅ憾謝ぱ続にィやァり＼主ら私べほよ信仰オ通ぱむ働どねも

てめでィ™だゅやア�び〜ぷぱむ私べほら主よ働でオ見ィねもて

めでィよめび〜


／私ら＼£自分よ言ぞべぞねもオ人ゅ思だ™だゅ伝ぢァイやぞ％

もぞだ問題オ抱ぢむぞィ中め＼£だ�ど伝ぢァイやづぽべ＼失敗

ぱべ％も憾ひィべろゅ£神様＼憾謝ぱ�び〜憾謝ぱ�び〜％も憾

謝ぱ＼主オ賛美ぱ続に�ぱべ〜ぷだぱむぞ�びも＼不思議も心ゅ

平以て与ぢァイ�び〜目ゅ見ぢィ周アよ状況ら可�変ェぽむぞや

どむ�＼私よ心よ中めら角づや変佳て起でむぞ�ぱべ〜残念や思

ぞ�責�ァイィ思ぞらびんむ取ア去ァイ�ぱべ〜ぷぱむ我去よ失

敗ゅもァェイィねもやど＼基ろオ持ぽむ今�ィんでねもゅ集中び

ィねもてめで�ぱべ〜


／ョゾΖら＼リΓリよ教廻ゅ書で送ぽべ手紙よ中め＼£ぜアもぜ

ァ©ィ境遇ゅ対処びィ秘訣オ心得むぞ�び〜≧リΓリ4‥12∞％

も記ぱむぞ�びて＼彼ら＼自分てゃカや境遇ゅ置づイべもぱむ

�＼ぷよ状況オ許はイむぞィ神様オ見上ぬむ＼ぞま�主オ賛美

ぱ＼主オ基カめぞ�ぱべ〜神よやはィねもらぞま�最善めぜィね

もオ知ぽむぞ�ぱべ〜彼ら主ゅ用ぞァイむ＼福伽宣教よ働でオ全

だびィねもて出来�ぱべ〜ねよ™だや生で方ねぷて＼ヅΓパ�ゅ

™ぽむ新ぱどはイべ私べほデΓパベ�Μよ生で方めぜア�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.1366／／／2021年10月3日≧日∞発行

主を喜ぶ

http://www.revival.jp

