
 
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31日≧日∞発行／10月第5週
NO.1370

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 10/31

（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

来 11/7

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 11/11 

（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。

※ 本日礼拝後、司会、奏楽、音響映像奉仕者ミーティングを行います。

※ 11/3(水)  クワイヤー1日練習日　祝福をお祈りください。

※  11/2(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31日(日)～11月6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

11/10(水) 
未定

LINE 
電話

10/20 
2名

描ぞむぞべ人生�棄待ぱむぞべ�よも磯だ〜
め�ねイて神て私ゅ対ぱむ�ぽむぞィ計雅〜

グレイス 
鈴木千姉

11/5(金) 
午後8:30 鈴木宅 10/22 

3名
びんむよねもら私ゅ必要め起ねぽむぞィねも
ぺも思だ〜

Gospel 
鈴木尚姉 未定 Zoomで 

分かち合い
10/23 
2名

心よ中ゅぜィねもオ改ぞ魁�＼素直ゅ祈ィ
も＼重嘩てやどやぽべ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

10/24 
10名

主オ允番ゅぱむぞにりぞぞカぺも教ぢァイ�
ぱべ〜

からし種 
磯貝姉

11/4(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

11/9(火) 
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 10/23 

3名
基ゐ方向もら磯だ方向ゅ気持ほて言ぽむぞィ
ねもオ主て方向転柑はふむどぺはぽべ〜

なつめやし 
髙橋智姉

11/7(日) 
練習後 髙橋宅 10/24 

4名
食事よ交ェアオぱむ恵�イ�ぱべ〜

リジョイス 
杉本姉

11/4(木) 
午前10:15 佐尾山宅 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 10/22 

4名
アガペ 
長塚姉

11/14(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

10/24 
4名

サクセス 
鈴木勝兄

11/14(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

10/24 
12名

降参ぱむ£自分ゅらめで�ふカ＼神様助にむ
価はぞ％も祈ぽべ〜

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

来週めび〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

10/31(日) 
午後1:00

10/24 
3名

食事よ交ェアオぱむ恵�イ�ぱべ〜つ互ぞよ
近況オつ話ぱぱ�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

10/31(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/24 
2名

指示ぱむどぺはぽべもつアゅびィも＼びカや
ア勉強めでィぱ時関よ©もア�与ぢァイィ〜

中学生 
梅田姉

10/31(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/24 
4名

祈ぽむ＼ヘ�出ぱオほ�カも受に止�む＼ぱ
ぽづア振ア返ア練習オぱべ〜上達ぱべ“

キッズ2 
小山姉

10/31(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/24 
5名

キッズ1 
芳井姉

10/31(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

10/24 
3名

�ヘ�べぞゅやァやぞめ＼ゼダパ様よ声オ聞
ぞむ＼止�アべぞ〜

Shine 
小原姉

11/14(日) 
午後4:30 エステル 10/24 

4名
改ぞ魁�＼自分よ計雅めらやど神様よ架族怪
復よの計雅ゅ信頼ぱむ�ぞア�び〜

ギデオン 
芳井兄

11/13(土) 
午後6:30 芳井宅 10/23 

3名
主™基ろ�び〜も向でオ変ぢむ心て落ほ着ぞ
べ〜

カルバリ 
野田兄

11/2(火) 
午前9:00 野田宅 10/19 

6名
苦手ぺも思ぽむィ人�嫌ぞや人ゅ対ぱむ無維
識ゅ反殴ぱむ憤ィねもて分づア�ぱべ〜

神の家族 
伊岐見真姉

11/13(土) 
午後7:30

LINE 
電話

10/25 
名

中止ぱ�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。

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


£箴言18‥13 ™ど聞づ

やぞめ返事オびィ者ら＼

愚 づ め ぜ ア ＼ 恥 オ 見

ィ〜％


新幹線のニューステロップ
／新感線ゅ乗ア�びも＼車内正面よ電光掲示板ゅ流イィメ�【パ

マΖホロてぜィよオの存知よ方�多ぞも思ぞ�び〜昨年＼東皆道

新感線め30年余ア続ぞべメ�【パマΖホロよネ【ラパて終了ぱ�

ぱべ〜車内ゅWi-Fiて寛備はイ＼パヴヱやゃめよ情報取得て寡能

もやぽべづァぺぷだめび〜パヴ【�ルチΜよやづぽべ時代ら＼今

よ™だゅぞまめ�ゃねめ�メ�【パオ見ィねもらめで�ふカめぱ

べよめ＼乗客ら流イむどィメ�【パゅ目オ向にィねも�多づぽべ

も思ぞ�び〜


／メ�【パマΖホロら＼襖長よ電光掲示板ゅ＼卯づァ左ゅ文字て

流イむ行で�び〜掲示板ゅ収�ィ文字ら約Ｒ文字め＼ぷよ文字て

次づァ次をも流イむ行で�びよめ＼ぴぽも目オ凝ァぱむ文字オ見

むぞやぞも＼情報オ正角ゅ把斡びィねもらめで�ふカ〜威前＼新

感線ゅ乗車ぱむメ�【パオ見むぞべ時ゅ＼£人よ話オ聞どよら＼

ねよマΖホロよ™だゅ頭よ中ゅ文字て次づァ次をも流イむでむら

通ア我とむぞど™だゅ聞ぞむぞィカぺや％も憾ひ�ぱべ〜めびづ

ァ™ど聞ぞむぞやぞも＼£ぜイ＼今可む言ぽべカぺぽに％も思ぞ＼

聞で逃ぱむぱ�ぞ�び〜ねよ週報よ™だゅ紙ゅ書づイむぞィ�よ

めぜイり＼分づァやぞねもて�ぱぜイり戻ぽむ読�ねもてめで�

びて＼話ら堪で戻びねもてめで�ふカ〜めびづァ＼™ど聞ぞむぞ

やぞも�べ聞で返はやぞもぞにやどやぽむぱ�ぞ�びぱ＼™ど分

づぽむぞやぞよゅ聞ぞべま�アゅやぽむ終ェぽむぱ�ぞ�び〜


よく聞かないことによって関係が壊れていく
／メ�【パよ場合ら＼情報オ逃ぱむ�困ィねもらぜア�ふカて＼

人よ話オ聞どねもら＼相手て自分ゅ可づオ伝ぢべぞも思ぽむ話ぱ

むぞィよめ＼™ど聞ぞむぞやぞも後めぷよ人もよ関ゅ問題て生ひ

むで�び〜


／例ぢり＼人づァ£ねよ作業オ手伝ぽむ欲ぱぞカぺにゃぞぞ’％

も頼�イィ時ゅ＼可オゃね�め�イり良ぞよづオ™ど聞ぞむ返事

オびイり＼頼�イべ事オでほカも珂べびねもてめで＼信頼韓係オ

築ぞむ行どねもてめで�び〜ぱづぱ＼™ど聞づやぞめ£分づア�

ぱべ％も返事オぱむぞィも＼後め£ぷイらつ伎ぞぱべねもも磯

だ％もやぽむ失敗オ招で＼�ア直びねもゅやア＼余計ゅ時関てづ

づぽむぱ�ぞ�び〜ぷぱむ可™ア�＼信頼韓係オ損やだねもゅ

やぽむ＼自分て恥オづどもぞだ結珂ゅやぽむぱ�ぞ�び〜


／™ど聞づやぞめ返事オぱむぱ�だよら＼私べほよ心て騒ぞめぞ

ィづァめび〜私べほて心何�づゅぱむぞィ時ら©もアオ持ぽむ相

手よ話ゅ耳オ傾にィねもてめで�びて＼ぷよ©もアてやどやィ

も＼私べほら自分よねもぺにめ精允杯ゅやぽむぱ�ぞ�び〜びィ

も＼人よ言葉オ冷静ゅやぽむ聞どねもて出来やどやア＼ぜ�ア™

ど分づぽむぞやぞよゅ＼返事オぱむ聞ぞべま�アゅやぽむぱ�ぞ

�び〜めら＼ゃだびイり人よ話オほ�カも聞どねもてめでィよめ

ぱ�だづ〜


主の思いを知ることから始める
／私べほら＼可™ア��ぴ主よ御思ぞゅ心オ向にやにイりやア�

ふカ〜主ら私べほゅ可オ望カめつァイィよめぱ�だづ〜主よ允番

よ伎ぞら＼£ぜやべら心オ尽どぱ＼ぞよほオ尽どぱ＼力オ尽どぱ

む＼ぜやべよ神＼主オ握ぱやはぞ〜≧申命記6‥5∞％めび〜私べ

ほて可™ア��ぴ＼心オ尽どぱむ主オ握びィねもて主よ思ぞめ

び〜握びィねもら神様よ命令オ守ィねもめびよめ＼私べほて£神

よ�ねねゥオ行ぞべぞ％も伎だねもて主よ思ぞめび〜ぷよ御思ぞ

オ知ィ時ゅ＼私べほらびびカめ�ねねゥオ行ぞべぞも伎だ思ぞて

与ぢァイ�び〜めびづァ＼£聞づやどほ�ぞにやぞ％も思ぽむ力

�やどむ�＼神様オ握びィ思ぞはぢぜイり＼自然も御声オ聞どね

もてめでィ™だゅやア�び〜


／ぷぱむ＼はァゅ主ら＼£ぜやべよ隣人オ自分自身よ™だゅ握ぱ

やはぞ≧ヴプゼ22‥39∞％も語ァイ＼私べほて周アよ人オ握びィ

™だゅも命ひむつァイ�び〜私べほて£ぜやべよ隣人オ握ぱやは

ぞ％もぞだ主よ�ねねゥオ行ぞべぞも伎だよめ＼人よねもゅ�韓

心オ持ぽむ＼握よ姿勢オ�ぽむ聞どねもてめで�び〜相手て私ゅ

ゃカや思ぞめ話オぱむどイむぞィよづオ＼ぷよ人よ立場ゅ立ぽむ

聞どねもてめで�び〜／


相手の思いを知ることに関心を寄せる
／私ら＼威前ら£人ゅ受に入イァイべぞ％もぞだ思ぞづァ＼自分

てぜ�ア™ど分づぽむぞやぞねもめ�£分づぽむぞ�び™％もぞ

だ™だや企オぱむ＼相みほオ打ぽむ人ゅ合ェふむぞべねもて™ど

ぜア�ぱべ〜人づァ™ど見ァイべぞ＼拒�イべどやぞもぞだ思ぞ

づァぱむぞ�ぱべて＼づぢぽむ韓係オ恢ぱむぞべねもめぱべ〜本

当ゅら分づぽむぞやぞよゅ＼分づぽべわアオぱむ聞ぞむぞィも＼

話ぱむぞィ相手ら＼£ねよ人ら＼べぺ私よ話ゅ合ェふ™だもぱむ

ぞィ％も巻みぞむぱ�ぞ�び〜私ら＼ぞま�心オ騒てふむ可オぱ

む�焦ぽむりづアぞべよめ＼心て休�ィ時てぜア�ふカめぱべ〜

めびづァ人よ話オ聞ぞむ�集中ぱむ聞どねもてめで�ふカめぱ

べ〜ぱづぱ今＼�ねねゥオ行ぞべぞも伎ぞ＼出来やぞも憾ひやて

ァ�従ぽむぞど中め＼主ゅぜィ平以オぞべぺぞむ少ぱぴまめび

て＼落ほ着ぞむ冷静ゅやぽむ人よ話オ聞どねもてめでィ™だゅ主

て変ぢむどぺはぽむぞ�び〜人よ話オ聞ぞむぞむ�＼自分よ韓心

事ら＼相手めらやどぞま�自分ゅぜア�ぱべ〜ぷよねもゅ気みづ

はイむづァら＼自分よねも™ア�＼�ぴ相手よ思ぞオ知ィねもゅ

韓心オ向に™だも心てにむぞ�び〜


／仕事め�架庭め�額校め�人関韓係オ築ぞむ行どべ�ゅら＼相

手よねもオ知ィねも�思ぞ�ィ握よ姿勢て必要めび〜私べほら人

よ思ぞオ知ィもぞだ握よ姿勢て主ゅ™ぽむ養ェイむ＼人よ話オ聞

どねもてめでィ™だゅやア�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.1370／／／2021年10月31日≧日∞発行

聞くことは 
人の思いを知ること

http://www.revival.jp

