
 
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24日≧日∞発行／10月第4週
NO.1369

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。)  
•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 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

来 10/31

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 11/4 

（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 

※ 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。     　

※ 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24日(日)～10月30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

10/27(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

10/29(金) 
午後8:30 鈴木宅 10/15 

5名
交ェアオぱ�ぱべ〜(ナパ�ゅ)神様オ信ひィ
ねもて允番大事やねもぺも伝ぢ�ぱべ〜

Gospel 
鈴木尚姉 未定 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

10/17 
9名

(主ゅめらやど)奉仕ゅ夢中ゅやぽむぞやぞづ
点検ぱやぞもぞにやぞも示はイ�ぱべ〜

からし種 
磯貝姉

10/28(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

10/14 
4名

ねよ出来事め＼私ゅもぽむ必要やねもオ気み
づふむどぺはぽむぞィ.〜向でオ変ぢァイべ〜

ユース 
岩下兄

11/7(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 10/12 

3名
教廻よ奉仕めよ兄弟姉妹もよ韓ェアてだイぱ
ど＼掛ぱぞ“

シャローム 
平岩姉

11/6(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 10/12 

5名
見穎よ衣ゅ捧ぬィ気持ほオ允切捨むむ＼可オ
�ぽむ�主ゅ夢中ゅやぽむ我のぱむぞィ〜

ジョイフル 
穂苅兄

11/7(日) 
礼拝後 交わり 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

10/31(日) 
礼拝後 コメダ 10/10 

名
高校生 
平岩姉

10/24(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/17 
3名

主ゅ熱心ゅやィも＼Εン【�ゅ取ア組�よて
嫌ひ�やぞ〜掛ぱ�やてァねやふべ〜

中学生 
梅田姉

10/24(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/17 
4名

マパ�＼返ぽむでべ〜目標ゅら届づやづぽ
べ〜ぜイ�＼ねイ�＼神様よはイべねも〜

キッズ2 
小山姉

10/24(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/17 
4名

キッズ1 
芳井姉

10/24(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/17 
3名

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

11/13(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

11/2(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

11/13(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。

セルリーダーのためにお祈りください。



£箴言18‥21 ／死も

生ら舌ゅ支配はイィ〜

ゃほァづオ握ぱむ＼人

らぷよ実オ食んィ〜％


ことばは心に影響を与える

／ねもりら人よ心ゅ洩響オ与ぢ�び〜日頃私べほら＼多づイ少や

づイ＼人よねもりゅ™ぽむ傷まで�びぱ＼逆ゅべぽべ允言ゅ™ぽ

む癒はイ＼励�はイィねもてぜア�び〜私ら£了快ぱ�ぱべ％も

ぞだ�【Δよ返信オ�ァだぺにめ＼癒ぱオ憾ひィねもてぜア�

び〜つつぬはづ�ぱイ�ふカて＼ぷよ允言めぷよ人もよまやてア

オ憾ひィづァめび〜允方＼最近めらSNS上めよ中傷ゅ™ぽむ思ぞ

悩�＼自殺ゅ追ぞ込�イィ悲惨や事件て多ど起ねぽむぞ�び〜発

言ぱべ人らぷね�め深ど考ぢやぞめ言ぽべねもりて＼言ェイべ人

よ心ゅヘ�【バオ与ぢむ＼死ゅ�め追ぞ�ぽむぱ�だねもてぜア

�び〜ョフニΜ�パヴヱよ雅面ゅ打ほ込�イべ文字て＼人よ心ゅ

ねイ�ゃ大でや洩響オ与ぢィも思だも＼書どねもりら�ほゥカ＼

話びねもり�慎重ゅ選りやにイりも＼身て™でぱ�ィ思ぞめび〜


否定的なことばと肯定的なことば

／聖書ゅらねもりゅ韓びィ�ねもりてべどはカぜア�び〜ぷイぺ

に＼ねもりもぞだ�よら私べほよ人生ゅ大でや洩響オ与ぢィよぺ

もぞだねもめぱ�だ〜


／冒頭よ�ねもり£死も生ら舌ゅ支配はイィ〜ゃほァづオ握ぱ

む＼人らぷよ実オ食んィ〜％ら＼自分て言だねもりて良ぞ結珂オ

生�ねも�めでィぱ＼圧ぞ結珂オ生�ねも�めでィもぞだねもオ

教ぢむぞ�び〜べもぢり＼ぞま�肯定的やねもりオ口ゅぱむぞィ

人ら＼言ぽべ通アゅ�よのもゅ前向でゅ取ア組�目標オ達成びィ

ねもてめでィ＼ぱづぱぞま�否定的やねもりオ口ゅぱむぞィ人

ら＼言ぽべ通アゅ進歩�成長て難ぱぞもぞだねもめび〜誰め�＼

ねだやアべぞもぞだ伎ぞオ持ぽむぞィも思ぞ�びて＼ぷイオ樺ぢ

ィべ�ゅら＼否定的やねもりオ言ェやぞねもて＼もむ�大切めぜ

ィもぞだねもめび〜


／自分よ話びねもりオ維識ぱむぞィも＼私ら™ど否定的やねもり

オ言ぽむぞィねもゅ気みで�び〜允番多ぞよら£めでやぞ％もぞ

だねもりめび〜自分ゅもぽむ難ぱぞも憾ひィも＼£めでぷだゅや

ぞ％もびな言ぽむぱ�ぞ�び〜べもぢりの奉仕め草瓦アオびィね

もてぜア�びて＼草瓦機ゅら充電池め動づび�よも＼ツフΓΜめ

動づび�よてぜア�び〜ツフΓΜめ動づび方ら重ぞよめ＼ぞま�

軽どむ操作て缶単や充電池式よ方オ使ぽむぞ�ぱべ〜ぱづぱぜィ

時重ぞ方オ使だねもゅやア＼使ぞ始�™だもぱやてァ£私ゅらめ

でやぞ％も考ぢむぞィねもゅ気みで�ぱべ〜ダΜバΜよづに方

�＼燃料よ入イ方�ェづァやぞづァ難ぱぞも考ぢむぞ�ぱべ〜気

みぞむびなゅ＼£ぞ�教ェイりめでィ％も思ぞ直ぱ�ぱべ〜教

ェぽむ�ィも缶単めぱべ〜新ぱぞねもてめでィ™だゅやィねもら

清」ぱど岐ぱぞねもめび〜允時て万事め＼人生ら日常よ小はや作

業よ積�重ょめびづァ＼日常よぜァ©ィ分野ゅ対ぱむ£めでィ％

もぞだ肯定的やねもりて必要ぺも思ェはイ�び〜


沈黙を守ったイスラエルの民

／もねゥめ＼神様て＼Αハ�ズて率ぞィゼパΒダΔよ民ゅダΓニ

よ町オ渡はイィもで＼神様ら祭司�戦士べほゅ＼六日関＼毎日町

よ�ェアオ允周びィ™だゅ＼ぷぱむ七日目ゅら七周�ェア＼郭笛

よ伽オ聞ぞべァもでよ声オぜぬィ™だゅ命ひァイ�ぱべ〜ぷだび

イり町よ城壁ら崩イ落ほィも言ェイべよめび〜ねよ時Αハ�ズら

民ゅ＼もでよ声オぜぬ™もぞだ声オ聞ど�め£口づァねもりオ出

ぱむらやァやぞ〜≧Αハ�ズ6‥10)％も命ひ�ぱべ〜彼ァら命ひ

ァイべ通アゅ＼六日関允言�口づァねもりオ出びねもやど町よ周

アオ歩で�ぱべ〜べぺ祭司べほて吹で鳴ァび郭笛よ伽ぺにて鳴ア

響ぞむぞ�ぱべ〜人よ目ゅら寄妙や光景ゅ瑛ぽべねもめぱ�だ〜


／ねよ時やぶ民て沈黙ぱむ歩ぞべよづもぞだねもゅまぞむ＼ぜィ

説教者ら＼彼ァて£否定的やねもりオ言ェやぞべ�ぺぽべ％＼も

言ぽむぞ�び〜戦士べほら武装ぱむぞまめ�戦ぢィ体勢め歩ぞむ

ぞ�ぱべづァ＼£やぶねカやねもオぱやにイりやァやぞよぺゥ

だ〜％£早ど戦ぞべぞよゅ％やゃも心よ中めまゐ�ぞべねもめ

ぱ�だ〜ぱづぱぷイら＼神様よ方法オ否定びィねもりめびづァ＼

ぷカやねもりオ誰づて言ぞ出ふり＼信仰ゅ™ぽむ允致ぱむぞべ民

よ心て乱イむ戦ぞゅ敗北ぱ＼神様よの計雅て妨ぬァイづょやぞね

もめぱべ〜否定的やねもりオ言ぽむぱ�ぞぷだや時ゅら＼黙ァや

にイりやァやぞよぺもぞだねもオ教ぢァイ�び〜


口にすることばを見張る

／めびづァ私べほら�ぴ＼自分よ心ゅ否定的やねもりてやぞづ＼

ぞま�見張ぽむぞやにイりやア�ふカ〜£可オ見張ィ™ア�＼ぜ

やべよ心オ見守イ〜ぞよほよ泉らねイづァ湧ど〜(箴言4‥23)％〜

ぷぱむ＼�ぱぜぽむ�ぷイオ口づァ出ぱむらぞに�ふカ〜ぷぱ

む＼代ェアゅ肯定的やねもりオ言だねもめび〜肯定的やねもりら

聖書よ�ねもりめび〜�ぱ£めでやぞ％もぞだねもりて湧ぞむで

べァ£私オ強どぱむどぺはィ方ゅ™ぽむ＼私らゃカやねもめ�め

でィよめび〜≧リΓリ4‥13∞％も言ぞ直ぱ�び〜肯定的やねも

りら私べほオ前向でゅぱ＼�ィ気オ与ぢむ＼目標オ達成はふ�

び〜ぞま��ねもりオ告白びィ者ゅやア�ぱ�だ〜≧鈴木千史∞

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

／主よ御手／／／／NO.1369／／／2021年10月24日≧日∞発行

口よねもりオ見張ィ

http://www.revival.jp

