
 
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)
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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 11/14

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 11/18 

（木） 大髙握姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木尚姉

来 11/21

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 11/25 

（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。

※ 平岩博行兄弟が入院されています。癒しのお祈りをお願いします。

※  11/16(火)のバイブルスタディは配信で行われます。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）　       11月14日(日)～11月20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

11/17(水) 
午後1:00

LINE 
電話

10/27 
2名

出来のもらびんむ良ぞねも〜受にもぽむ基ろ
�び〜主てぷよ™だゅ言ェイィよめびづァ〜

グレイス 
鈴木千姉

11/19(金) 
午後8:45 鈴木宅 11/5 

4名
実体よやぞ�よオねェてぽむぞィも思ぽべ〜
心よ緊張て快放はイべぞ〜

Gospel 
鈴木尚姉

11/20(土) 
練習後 交わり 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

11/7 
9名

苦ぱぞやァェべぱオ食んやはぞ〜以心ぱむぞ
でやはぞも言ェイィ神様よ握ゅ憾謝ぱ�び〜

からし種 
磯貝姉

11/25(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

11/4 
4名

ゼΒゼΒびィ私よぜアよ��オ握ぱむぞィ™
も声オづにむどぺはぽべ〜

ユース 
岩下兄

11/21(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

11/7 
4名

救ェイむづァら＼ゼΒゼΒてぴぽも続どねも
てやどやぽべ〜

Rock 
鈴木洋兄

11/24(水) 
午後8:30 鈴木宅 10/27 

3名
ねだぞだ状況めびィんでねもら＼煩ェぴ主ゅ
信頼びィねも〜牛歩よ™だゅ前を進�べぞ〜

シャローム 
平岩姉

11/20(土) 
午前10:00 平岩宅 11/6 

3名
ゼダパ様オ較ぢむ允緒ゅぞやにイりぞどァ正
ぱぞねもオ伝ぢむ�相手オ傷まにィぺにぺ〜

なつめやし 
髙橋智姉

11/21(日) 
礼拝後 交わり 11/7 

6名
リジョイス 
杉本姉

11/16(火) 
午前10:15

まちなか 
農園

11/4 
3名

真よ神ゅ出廻だねもて信仰〜思ぞ込�ねもめ
らやぞ〜

ジョイフル 
穂苅兄

11/19(金) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

11/7 
10名

食事よ交ェアオぱやてァ＼撹自よ霞題オ祈ア
�ぱべ〜

アガペ 
長塚姉

11/14(日) 
礼拝後

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 12月はお休み 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 

11/14(日) 
午後1:00 平岩恵宅 11/7 

4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

11/14(日) 
礼拝後 コメダ 10/31 

4名
允度癒ぱオゼダパ…ヅΓパ�よ御名ゅ™ぽむ
祈ぽべァ＼必ぴ癒はイィ約束ゅ立ほ続にィ〜

高校生 
平岩姉

11/14(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

11/7 
3名

ねイら神様て与ぢむどぺはぽべ試練〜主ゅ憾
謝ぱむ�ィ気オ出ぱむ願張ィねもてめでべ〜

中学生 
梅田姉

11/14(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

11/7 
4名

緊張ぱむぞべにゃ＼£恐イィや＼ェべぱてぜ
やべも共ゅぞィ〜％も語ぽむどぺはぽべ“

キッズ2 
小山姉

11/14(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

11/7 
4名

キッズ1 
芳井姉

11/14(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

11/7 
3名

ゼダパ様て十字禍ゅづづぽむ死ゆべ�ゅ生�
イべよら＼僕よべ�〜

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

11/27(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

11/16(火) 
午前9:00 野田宅 11/2 

6名
ゼΒゼΒぱべアびィねもて＼体調よふぞぺも
思ぞ込カめぞべ〜原©ら自分よ中ゅぜィ〜

神の家族 
伊岐見真姉

11/27(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。

mailto:david@revival.jp


£Δッ5‥4-6 話て終

ェィもハ�Μゅ言ェイ

べ〜＃深�ゅ漕と出

ぱ＼網オ価ゥぱむ魚オ

捕アやはぞ〜＆びィ

も＼ハ�Μて答ぢべ〜

＃先生〜私べほら夜通

ぱ働で�ぱべて＼可允

ま捕イ�ふカめぱべ〜

め�＼つねもりめびよめ＼網オ価ゥぱむ��ぱ�だ〜＆ぷぱむ＼ぷよも

つアゅびィも＼つろべぺぱぞ数よ魚て入ア＼網て破イぷだゅやぽべ〜％


「でも、やってみよう」
／�やはカら＼自分て幼ぞもでゅ＼近所よ公怨やゃめ自転車ゅ乗

ィ練習オぱべねもオ較ぢむぞ�びめぱ�だづ〜ぜ�ア較ぢむぞや

ぞもぞだ人�多ぞも思ぞ�びて＼誰�て必ぴ経験びィねもぺも思

ぞ�び〜可怪�転カめ＼可日�づにむ練習オぱむ＼�ぽむ��ぽ

む�乗イィ憾ひてぱやぞも＼£�だ無理＼嫌ぺ％も途中めぜでァ

�むぱ�ぽべアぱ�び〜私よ息子よ場合�ぷだめぱべ〜初�ら�

ィ気満」めぱべて＼可度�転カめ乗イィ憾ひてぱやぞもぜでァ�

むぞ�ぱべ〜£練習びイり乗イィ™だゅやィ™％も言ぽむ�＼£ぷ

カやねも言ェイむ�めでやぞカぺ™％もぞだ思ぞぺぽべも思ぞ�

び〜子ゃ�て少ぱ�ィ気ゅやぽべづやも思だプゼヵΜトめ＼£練

習ぱ™ぽづ％も声オづに＼可日�続に�ぱべ〜ぷイめ�乗イィ気

配オ憾ひ�ふカめぱべ〜ぷカや中め＼£絶対乗イィ™だゅやィ

™〜�だ少ぱぺ〜％も声オづに�ぱべ〜本人ら乗イィ™だゅやィ

も全ど憾ひむぞやづぽべも思ぞ�び〜£ョョて言だづァひ�ぜ

�ぽむ�ィづ％なァぞゅ思ぽむぞべも思ぞ�び〜ぷイめ�＼ヰヘ

Δゅ足オづにむ自転車オ走ァふ™だもぱむ行ぽべ時ゅ＼少ぱ乗イ

ィ™だゅやア�ぱべ〜彼よ中め£ぜぽ＼乗イィづ�％もぞだ忌望

て湧ぞむ来�ぱべ〜ぷイづァら＼声オづにやどむ�付で添ぽむ見

むぞィぺにめゃカゃカ乗イィ距離て伸ろむぞで＼今めら自由ゅ乗

ィねもてめでィ™だゅやア�ぱべ〜


理解できないと行動しない
／冒頭よ�ねもりら＼ヰマΖて允晩中漁ゅ出べ�よよ＼允匹�魚

て捕イぴゅ落胆ぱむぞべ場面めよ出来事めぱべ〜ゼダパ様づァ

£深�ゅ漕と出ぱ＼網オ価ゥぱむ魚オ捕アやはぞ％も命ひァイ�

びて＼彼よ中ゅら＼£魚ら夜ゅ捕ィ�よぺ％もぞだ常識てぜア�

ぱべ〜めびづァ＼£やぶねカや明に方ゅ魚オ捕アゅ行にも言ェイ

ィよづ全ど理快めでやぞ％もぞだ思ぞてぜア�ぱべ〜


／私べほ�＼例ぢり＼職場�額校め可づ嫌やねもてぜぽむ＼落ほ

込カめ架ゅ帰ぽむ来ィ時ゅ架族づァ話ぱづにァイィも＼無握想や

態度�返事オぱむぱ�だねもてぜぽべアびィも思ぞ�び〜ぷカや

時ゅ＼£可めぷカやゅ機嫌て圧ぞよ’％も言ェイィも＼£ねぽほ

ら仕事め疲イむ帰ぽむでべよゅ＼機嫌™どぞァイィェにやぞひ�

やぞづ〜ねカや時ゅ機嫌™どびィやカむ理快めでやぞ％もぞだ思

ぞゅやィづ�ぱイ�ふカ〜主づァ£握ぱやはぞ％£基カめぞやは

ぞ％も語ァイむ�＼£ねカや状況め基ゐやカむ＼私ゅら理快めで

�ふカ％も憾ひィづ�ぱイ�ふカ〜私べほよ中ゅ＼£出来ィもら

思ぢやぞ％もづ＼£やぶぷだびィよづて理快めでやぞ％もぞだ思

ぞてぜィも＼やづやづ行動ゅ遺びねもて出来やどやぽむぱ�ぞ�

び〜


それでも、おことばに従って行動してみる
／ぱづぱ＼私べほて理快めでやどむ�＼£主て言ェイィよやァ

り％も言ぽむ允歩踏�出ぱむ行動ぱむ�ィもでゅ＼主ら私べほよ

思ぞオ通ぱむ働ぞむどぺはぞ�び〜£ねイオぱべづァも言ぽむ可

づ変佳てぜィもづ＼上手ど行どもら思ぢやぞ〜め�＼つねもりめ

びよめ＼ゼダパ様＼ぜやべて言ェイィよめ＼もアぜぢぴ�ぽむ�

�び％もぞだ姿勢て大切めび〜ヰマΖら＼£やぶゼダパ様てねカ

や非常識やねもオ言ェイィよづ理快めでやぞ〜ゃだふ網オ価ゥぱ

む�む�変ェァやぞも思ぞ�び™〜％もぞだ思ぞてぜア�ぱべ〜

ぷイめ�彼ら＼£先生も呼りイィ方て言ェイィねもやよめ＼�ぽ

む�やぞェにゅ�ぞづやぞよめ＼もアぜぢぴ�ィぺに�ぽむ�™

だ％も思ぞまま網オ価ゥぱむ��ぱべ〜ぷよ結珂＼主て働ぞむど

ぺはア＼舟て沈�ぷだゅやィ�ゃ大量よ魚オ捕ィねもて出来�ぱ

べ〜


／私べほ�＼例ぢり＼£今日ら体調て圧ぞ％も憾ひィ時ゅ＼£ね

カや調子て圧ぞ時ゅ礼拝ゅ行どやカむ＼人前ゅ出む行どやカむ＼

もむ�考ぢァイやぞ〜架め©ぽどア休�よて常識ぺゥだ〜誰め�

ぷだ思だぺゥだ〜％も思だねもてぜィづ�ぱイ�ふカ〜ぱづぱ主

ら＼£びんむ疲イべ人＼重嘩オ負ぽむぞィ人らェべぱよ�もゅ来

やはぞ〜≧ヴプゼ11‥28∞％も＼ぜやべゅ語ァイ�び〜ぷよ時

ゅ＼£＃行ぽべもねゥめ可�変ェァやぞカひ�やぞづ＆もぞだ思

ぞらぜア�びにゃ＼主てつぽぱ�ァイィよめぱべァ＼もアぜぢぴ

行どぺに行で�び〜％も思ぽむ＼允歩踏�出ぱむ礼拝ゅ来ィ時＼

主らぷよ従だ思ぞゅ働ぞむどぺはぞ�び〜礼拝ゅ来べ結珂＼£来

ィ�めら＃行でべどやぞや＆も思ぽむべにゃ＼来べァもむ�恵�

イべ〜癒�はイべ〜％もぞだ主よ働でオ見ィねもゅやア�び〜


行動の基準は「でも、おことばですので」
／主よつねもりら真実やよめ＼主づァ語ァイィもでゅ＼私べほよ

側め£やぶぷだびィよづ％もぞだ理快ら必要ぜア�ふカ〜めびづ

ァ＼私べほよ行動よ嬉準ら＼£出来ィ™だや気てびィづァ�ゥ

だ％めらやど＼ぞま�＼£出来ィもら思ぢ�ふカ〜め�＼つねも

りめびよめ�ぽむ��び％めぜアべぞも思ぞ�び〜ぷよ™だゅ

従ぽむ行どねもオ積�重ょむぞど中め＼少ぱぴま良ぞ人関韓係て

築づイむ行で�び〜良ぞ生滑習換オ築ぞむ行どねもてめで�び〜


仕事め�ィんでねもオニボニボも続にむ行どねもてめで�び〜主

ゅ従だ者ら必ぴ祝福はイ�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.1372／／／2021年11月14日≧日∞発行

でも、おことばですので

http://www.revival.jp

