
 
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17日≧日∞発行／10月第3週
NO.1368

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 10/17

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 10/21 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

来 10/24

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 10/28 

（木） 鈴木尚姉

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。     　

※ 本日午後2時から、平岩恵兄弟と梅田歩佳姉妹の結婚式を会堂で行ないます。
祝福をお祈りください。ご奉仕もよろしくお願いします。

※ 10/19(火)のバイブルスタディは休講になります。

※ 12/25(土) クリスマスコンサート&メッセージ　場所  国際センターホール 
      開場　午後4:15        開演　午後4:45 
      チケット販売中　大人(中学以上) 1000円(当日券1200円) 
                              小人(小学以下)   300円(当日券  500円) 
      祝福をお祈りください。

　今週のセルグループ（赤字）　       10月17日(日)～10月23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

10/20(水) 
午後1:00

LINE 
電話

10/7 
2名

改�カめぞィ場合めらやど改ぞ魁�む＼今羊
もぱむ声オ聞でやはぞも言ェイむぞ�び〜

グレイス 
鈴木千姉

10/22(金) 
午後8:30 鈴木宅 10/8 

3名
徐」ゅ握ぷだも思だ者ゅ変ぢァイむぞぽべね
もら恵�ぷよ�よぺも思だ〜

Gospel 
鈴木尚姉

10/23(土) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

10/9 
2名

主ゅ使ぽむ頂ぞむぞィよぺづァぞぞカぺ〜疲
イ�痛�ら癒はイむ力オぞべぺぞべ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

10/10 
9名

少ぱぴま良どやぽむぞィやせも思ぞ＼神は�
よ恵�＼導でゅ憾謝ぱ�ぱべ〜

からし種 
磯貝姉

10/28(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

10/24(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

10/3 
5名

職場め信頼はイむぞィ™だゅ憾ひィ〜自分よ
笑企てぷだ憾ひはふむぞィよぺも思ぽべ〜


Rock 
鈴木洋兄

10/27(水) 
午後8:30 鈴木宅 9/29 

4名
ぜやべよ考ぢて人生オ変ぢィよめらやど＼ゼ
ダパ…ヅΓパ�て人生オ変ぢィ〜

シャローム 
平岩姉

10/23(土) 
午前10:00 平岩宅 10/10 

3名
昼食よ交ェアよ時オ持ほ�ぱべ〜主もまやて
ぽむぞィねもて本当ゅ恵�〜

なつめやし 
髙橋智姉

10/24(日) 
礼拝後 髙橋宅 10/10 

6名
与ぢァイむぞべねもゅ対ぱむ不満め基カめぞ
やづぽべにゃ＼改ぞ魁�む基ろてぜわイべ〜

リジョイス 
杉本姉

10/26(火) 
午前10:15 交わり 9/28 

4名
実生滑ゅ即ぱむ£今日再臨オ維識ぱむぞでや
はぞ％も言ェイべ〜�ぴ笑企ゅ〜

ジョイフル 
穂苅兄

10/22(金) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

10/8 
6名

暴言オ吐ど™だや自分ゅ気付で改ぞ魁�べァ
架よねも�めでィ™だゅやぽむでべ〜

アガペ 
長塚姉

10/24(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

10/10 
4名

ゼダパ様オ信ひ�びも告白ぱべ時＼本当ゅ何
�づや企ぺぽべ〜主よ御手よ業〜

サクセス 
鈴木勝兄

10/24(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

10/10 
14名

リーダーズ 
セル

11/10(水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

10/13 
23名

ゼダパ様ゅ夢中ゅやィ〜人生よ維味ら主て知
ぽむつァイィ〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

10/24(日) 
午後1:00 コメダ 10/10 

名
中止ぱ�ぱべ〜

worship 
長塚寛兄 未定 コメダ 10/10 

名
高校生 
平岩姉

10/17(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/10 
3名

体てぺィづぽべにゃ額校ゅ行ぽべ〜祈ぽむ＼
授業オ受にむぞィ関ゅ体調て™どやぽべ〜

中学生 
梅田姉

10/17(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/10 
4名

マパ�週関＼緊張�ぜぽべにゃ＼祈ぽむ大丈
夫“ぽむ＼思ぢべ〜

キッズ2 
小山姉

10/17(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/10 
4名

キッズ1 
芳井姉

10/17(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/10 
3名

神様ゅ£羊ぺ™％ぽむ分にむ�ァぞべぞ〜

Shine 
小原姉

10/24(日) 
午後4:30 エステル 10/10 

4名
ΒΜベよ交ェアオぱ�ぱべ〜

ギデオン 
芳井兄

10/23(土) 
午後6:30 芳井宅 10/9 

3名
常ゅ祈ぽむ忘イやぞ™だゅぱやはぞ＼主て守
ぽむどぺはィ〜

カルバリ 
野田兄

10/19(火) 
午前9:00 野田宅 10/5 

5名
自分自身よ不信仰はて明角ゅやア�ぱべ〜分
づぽむぞィ™だめ全ど分づぽむぞやづぽべ〜

神の家族 
伊岐見真姉

10/23(土) 
午後7:30

LINE 
電話

10/11 
2名

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。

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。



£Αュャ15‥5 ェべぱらゐ

ゃだよ木＼ぜやべてべら枝

めび〜人てェべぱゅもゃ�

ア＼ェべぱ�ぷよ人ゅもゃ

�ぽむぞィやァ＼ぷよ人ら

多どよ実オ結ろ�び〜ェべ

ぱオ離イむら＼ぜやべてべ

ら可�びィねもてめでやぞ

よめび〜％


崩落した水管橋
／先日和禾山県め＼川ゅづづぽむぞィ水道用よ橋よ允部て崩落

ぱ＼約Ｑ万世帯て断水ぱ�ぱべ〜崩落ぱべ水緩橋ら＼川よ南側ゅ

ぜィ浄水場づァ北側よダΓズよ住宅ゅ水オ送ィべ�よ唯允よ橋

め＼ぷよ允部て崩落ぱべべ�＼大でや洩響オ与ぢィ事態オ招ぞむ

ぱ�ぞ�ぱべ〜崩落づァＱ日経ぽむ＼加設よ水道緩て設置はイ＼

断水て快消はイ�ぱべ〜断水ぱむぞべぜィ架庭めら＼庭よ蛇口オ

れょぽむ水て出べ瞬関＼子供べほて出むでべ水ゅ手オ伸りぱむ基

カめぞ�ぱべ〜ぷよ架庭よ主人ら＼毎日給水所ゅ長時関並カめ水

オ持ほ帰ぽむぞべぷだめび〜£節水よべ�ゅ紙皿オ使ぞ＼�ゼΕ

よプゼヵΜトオ架族めめでィぺに合ェふむ允緒ゅ流びやゃ＼不便

ぺぽべ〜水よぜアてべはオ魁�む憾ひべ〜％も話ぱむぞ�ぱべ〜


／私べほ�毎日＼当べア前よ™だゅぱむ水オ使ぽむぞ�び〜�ゼ

Ε�洗濯＼手洗ぞ＼風呂＼調理やゃめ使ぽむぞ�びて＼使ぢやど

やィも途端ゅ生滑てめでやどやア不以ゅやア�び〜使ぢィねもて

当べア前よ™だゅ憾ひむぞ�びて＼ぷよ恵�ら＼普段ら�もカゃ

維識びィねもらぜア�ふカ〜使ぢやどやぽむらひ�む＼使ぢィね

もてゃイ�ゃ恵�めぜィよづて分づア�び〜


信仰があるので人を愛することができる
／水て以定ぱむ供給はイィよら＼水道緩て浄水場づァ撹架庭�め

でほカもまやてぽむぞィづァめび〜同ひ™だゅ＼私べほて人オ握

ぷだもびィ与ぢィ握�＼私べほて£�ねねゥオ行ぞべぞ％も伎だ

信仰ゅ™ぽむ神様もぱぽづアまやてぽむぞィよめ＼ぷよ行動オ起

ねびねもてめでィよめび〜


／主て£自分よ敵オ握ぱ＼自分オ迫概びィ者よべ�ゅ祈アやは

ぞ〜≧ヴプゼ5‥44∞％も言ェイィよめ＼私べほら＼自分ゅ対ぱ

む圧ど言ぽむ来ィ人ゅ対ぱむ＼圧オ持ぽむ返びねもオふぴ＼ぷよ

人オ握ぱ＼ぷよ人よ祝福オ祈ィねもてめで�び〜世よ夏値貫め生

でむぞィ人ゅら＼決ぱむめでやぞねもめび〜


／£はぜ＼今日�基カめ允日仕事オぱ™だ＼勉強ぱ™だ＼架事オ

ぱ™だ％も思ぽむ＼機嫌™ど働ぞべア勉強ぱべア架事�茨児ゅ励

�ねもてめでィよ�＼£ぞま�基カめぞやはぞ〜≧�マネΖメド

5‥16∞％も主づァ語ァイむ＼£�ねねゥオ行ぞべぞ％も思だよ

め＼めでィねもめび〜教廻めよの奉仕�＼£�ねねゥオ行ぞべ

ぞ％も伎だよめ＼主よ働でよべ�ゅ基カめ時関オ使ぞ＼の奉仕オ

はふむぞべぺどねもてめで�び〜£�ねねゥオ行ぞべぞ％もぞだ

信仰てぜィよめ＼自分よ機嫌�憾情ゅ左卯はイィねもやど＼自分

づァぜぞはまオぱべア＼自分づァ声オづにべア＼自分づァ笑企め

接びィねもてめで�び〜


神から離れると人を愛せなくなる
／ぱづぱ私べほら＼信仰てやどやイり＼ま�ア神様づァ離イむぱ

�だも可�めでやどやぽむぱ�だもぞだねもオぞま�自較ぱむぞ

やにイりやア�ふカ〜信仰てやどやィも＼私べほら罪人やよめ＼

びなゅ信ひィ前よ£私％ゅ戻ぽむぱ�ぞ�び〜自分中心よ生で

方＼考ぢ方ゅ戻ア�び〜£人よべ�ゅ�ぽむぞィ％も言ぽむ�＼

自分ゅ©もアてやどやイり＼£私ら今＼人よねもやカづゅづ�ぽ

むぞァイィ状況めらやぞ〜自分よねもめ精允杯やカぺ〜％もや

ア＼相手よねもオ考ぢむぜぬべアびィ©もアらやどやぽむぱ�ぞ

�び〜ほ�ぽもめ�嫌やねもてぜイり＼£ねカやねも�ぽむァイ

ィづ“％も投ぬ出ぱべどやィ気持ほて湧ぞむで�び〜£自分はぢ

良にイりぞぞ％£人よねもやカづゃだめ�ぞぞ％も考ぢィ™だゅ

やぽむぞで�び〜


イエス様から目を離さない
／めびづァ私べほら＼ゼダパ様づァ目オ離ぱむらぞに�ふカ〜ヮ

レΔ人をよ手紙ゅら＼£信仰よ創始者めぜア寛成者めぜィゼダパ

づァ＼目オ離はやぞめぞやはぞ〜ねよ方ら＼の自分よ前ゅ置づイ

べ基ろよべ�ゅ＼辱�オ�よも�ふぴゅ十字禍オ忍ろ＼神よ御座

よ卯ゅ着座はイべよめび〜≧ヮレΔ12‥2∞％もぜア�び〜ゼダ

パ様ら＼十字禍ゅ至ィ道め＼周易ゅぞべ大勢よ民衆よ視線てぜィ

中め＼ぜばにァイ＼よよぱァイ＼辱�オ受にァイ�ぱべ〜彼ァよ

行ぞゅ対ぱむゼダパ様ら＼よよぱア返ぱべアびィねもオふぴ＼べ

ぺ真ぽ直なゅ＼父よ�ねねゥよ実現ゅ向にむ十字禍ゅ向づェイ�

ぱべ〜ぷよ�ねねゥよ実現もら＼ゼダパ様オよよぱィ民衆べほよ

救ぞよべ�めぜア＼�べ私べほよ救ぞよべ�めぜア�ぱべ〜ゼダ

パ様よ心ら＼べぺぷよねもぺにゅ向にァイむぞ�ぱべ〜ぷねゅら

�ねねゥて成ぱ遂ぬァイィ基ろてぜア�ぱべ〜


／私べほ�＼苦ぱ��困難て訪イィ中め＼十字禍オ耐ぢ忍りイべ

ゼダパ様よねもオ思ぞ起ねぱ＼£父よ�ねねゥら可やよづ％もぞ

だねもぺにゅ心オ向にむ＼�ねねゥオ行だねもオ基ろもぱむ歩カ

め�ぞア�ぱ�だ〜私べほら＼£信仰％もぞだ太ぞョゼロめ神様

もまやてぽむぞィて©ぢゅ＼多どよ実オ結ゐねもてめでむぞィね

もオ較ぢむ＼神様ゅ憾謝ぱ�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.1368／／／2021年10月17日≧日∞発行

信仰によって実が結ばれている

http://www.revival.jp

