
 
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。

主よ御手 週 報

／／／／／／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]]

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

　　　　　　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　

司　会 奏　楽 奏 楽

今 Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙愛姉 鈴木千姉

来 Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙愛姉 鈴木尚姉

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木千姉

鈴木千姉

11/21
（日）

11/25
（木）

11/28
（日）

12/2
（木）
聖餐式

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。

※ 来週11/28(日)の礼拝バイブルスタディは休講になります。

セ ル
（リーダー） 次回の日時 場　所
リバイバル
北山姉

11/24(水)
午後1:00

LINE
電話

11/10
2名

神て言ェイィねもぺにゅ心オ�にむぞどねも
オ祈ア�ぱべ〜

グレイス
鈴木千姉

11/26(金)
午後8:45 鈴木宅 11/12

3名
神様らねよ問題オ通ぱむ自分オ砕ねだもぱむ
どぺはぽべよぺも思だ〜神中心ゅ生でべぞ〜

Gospel
鈴木尚姉

12/11(土)
練習後

Zoomで
分かち合い

10/23
2名

心よ中ゅぜィねもオ改ぞ魁梶�™�＼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

11/14
10名

ゼダパ様ゅ憾謝ぱ�び〜も維識ぱむＬ週関我
のぱ�ぱべ〜平以てぜア�ぱべ〜

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 11/9

名
自己中心めぜゥだて利他中心めぜゥだて＼神
中心威崖めぜィねもて問題〜

シャローム
平岩姉

12/4(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

12/7(火)
午前10:15

LINEで
分かち合い

11/9
5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

12/5(日)
礼拝後 交わり 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

11/28(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

11/14
4名

主て可も思ぽむつァイィづも思ぽべ時ゅ™で
返ぱ謝罪ぱべ〜正ぱど導づイむ憾謝〜

サクセス
鈴木勝兄

11/28(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

11/14
17名

神様ゅ救ぽむ�ァぽべよめ＼他よ人達ゅ洩響
オ与ぢァイィデΓパベ�Μゅやィ〜

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 

11/21(日)
午後1:00 平岩恵宅 11/14

2名
優秀めやどむ�＼能力てやどむ�＼ぜアよ�
�め研究オ掛ぱ�ねもて神様中心よ生で方〜

worship
長塚寛兄

11/28(日)
礼拝後 コメダ 11/14

4名
高校生
平岩姉

11/21(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

11/14
3名

後怪ぱゅ〜ねイら磯だ＼親よ言だねもオ聞ね
だも改ぞ魁梶�™�む洗ぞ物オびィ™だゅぱべ〜

中学生
梅田姉

11/21(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

11/14
4名

宿題オ�ぽむやぞねもゅ気て付ぞべ〜神様ゅ
祈ィ時関オ先ゅもぽべァ＼関ゅ合ぽべ“

キッズ2
小山姉

11/21(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

11/14
4名

キッズ1
芳井姉

11/21(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

11/14
3名

人ら誰め�弱ぞカぺやぽむェづぽべ〜僕�弱
ぞ〜ぺづァ＼神様ゅ聞ぞべァぞぞカぺょ〜

Shine
小原姉

11/28(日)
礼拝後 交わり 11/14

3名
職場よ人達づァ£元気ぺょ％も言ェイ＼神様
てどぺはィよぺも話びねもてめで�ぱべ〜

ギデオン
芳井兄

11/27(土)
午後6:30 芳井宅 11/13

2名
自己中ら子供＼ぷイオ��べ〜可め�祈イィ
™だゅつ祈アぱむ�ぱぞ〜

カルバリ
野田兄 未定 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

11/15
2名

神様オ思だもでゅ＼今めでィねもオ＼ニボニ
ボ�アやはぞ＼も語ァイ�び〜

　今週のセルグループ（赤字）　  11月21日(日)～11月27日(土)
　　前回の証しなど

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。



£詩篇1188‥22--33    主ら

ェて癌／ェて砦／ェ

て救ぞ主／ 身オ避に

ィェて贋／ ェて神〜

ェて盾／ ェて救ぞよ

郭／ ェて�なァ〜�

�べべぢァイィ方〜

ねよ主オ呼ろ求�ィ

も／ 私ら敵づァ救ェ

イィ〜％

動じないチョウ
／Γ�Γ【�ュゾパめ草瓦アよの奉仕オぱべ時よねもめび〜草瓦

ア機オ使ぽむ騒てぱぞ伽オ立むむ草オ瓦ぽむぞィも＼足元よ少ぱ

先よ方ゅぜィ雑草よ茎ゅ＼小はや�ΜハΖベ�ゾて止�ぽむぞ�

ぱべ〜草瓦ア機ら騒伽オ立むやてァ左卯ゅ振イむてはてはも突で

進カめ行で�びづァ＼びなゅ逃ぬむ飛カめぞども思ぞで�＼びな

近ど�め来む��ぽべど動ひやぞめ＼丑オ閉ひべ��動づやぞよ

めび〜�ぱづぱむ伽て聞ねぢやぞよづやも思ぞ�ぱべて＼ぷイゅ

ぱむ��ェアよ草て激ぱど揺イィよめ＼普通ら逃ぬむ行でぷだや

�よめび〜見むぞむ�動づやぞよめ＼ぱづべやどぷねオ避にむ進

カめ行で�ぱべ〜ぷぱむぱりァどぱむ振ア返ぽむ見ィも＼ベ�ゾ

らぞやどやぽむぞ�ぱべ〜

／普段草瓦アオぱむぞィも＼ねつゥと�ユホプやゃよ虫ら允目は

功ぱべ時ぺにめやど逆境よ中ゅぜぽむ�＼神様ら必ぴ自分よ叫ろ

オ聞ぞむどぺはア救ぞ出ぱむどぺはィ方ぺ＼もぞま�告白ぱむぞ

�ぱべ〜£私らぜァ©ィもでゅ／主オ��べべぢィ〜私よ口ゅら／

ぞま�主をよ賛美���てぜィ〜≧詩篇3344‥11∞％〜

／私ら体よ疲労め�ィんでねもて手ゅまづやぞめ動ひむぞィ自分

ゅ気みぞべもでゅ＼神様ても�ゅつァイィよゅ動ひむぞィよらつ

づぱぞも思ぞ直ぱ�ぱべ〜ぷぱむ£主オ待ほ望�者ら新ぱど力オ

得＼鷲よ™だゅ＼翼オ広ぬむ上ィねもてめでィ〜走ぽむ�力／衰

ぢぴ＼歩ぞむ�疲イやぞ〜≧ゼノ�4400‥3311∞％も＼ぞま�口ぴは

カめぞィ�ねもりオ思ぞ起ねぱ�ぱべ〜神様ら疲イむぞィ者ゅ新

ぱぞ力オ与ぢむどぺはィ方＼も思ぞ巡ァぱむぞィも心よ中ゅ平以

てェで広てぽむで�ぱべ〜ぷぱむ仕事ゅもアづづィねもてめで�

ぱべ〜�ねもりてぜぽむ本当ゅ™づぽべも思ぞ�ぱべ〜心よ中ゅ

ぞま��ねもりてぜィねもて大切めび〜

／動ひやぞべ�ゅ＼私べほら普段づァ神様てゃカやつ方めぜィよ

づオ告白ぱむぞィねもて必要めび〜主らも�ゅつァイ決ぱむ離イ

ァイやぞつ方めび＼主ら必ぴ私オ守ぽむどぺはィつ方めび＼主ら

経済オ満べはイィつ方めび＼主らぜァ©ィ病オ癒����ぱむどぺはィ

つ方めび＼もぞま�口め＼�べ心よ中め告白ぱむ参ア�ぱ�だ〜

ぷぱむ＼�ねもりオべどェぢむ参ア�ぱ�だ〜≧鈴木千史∞

／hhttttpp‥////wwwwww..rreevviivvaall..jjpp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ〜

／主よ御手／／／／NNOO..11337733／／／／22002211年1111月2211日≧日∞発行

ネゾΔづァ追ェイ＼苦ぱぞ逃亡生滑オぱむぞ�ぱべ〜ぱづぱ困難

よ中め�＼彼よ心らぞま�神様ゅ信頼ぱむぞべよめ動ひィねもて

ぜア�ふカめぱべ〜数」よ戦ぞよ中めぞま�困難づァ救ぞ出ぱむ

どぺはぽべ神様オ＼彼ら£贋％ゅべもぢむ��べべぢ�ぱべ〜

£贋％ら旧約聖書めら£以全％£守護％よ象徴めび〜ヘラミよ時

代＼贋場ら敵づァ身オ避にィべ�よ砦≧もアめ∞もやア�ぱべ〜

第允ネ�ダΔ記2233章ゅら＼ヘラミて£仕切アよ贋％ゅ™ぽむネゾ

Δよ攻撃づァ守ァイべねもて記はイむぞ�び〜ヘラミらぷよ戦ぞ

オ思ぞ起ねぱむぞべよづ�ぱイ�ふカ〜

／私べほら困難ゅ出廻だもびなゅ動ひむぱ�だ™だや弱ぞ者めび

て＼神様よ守アら贋よ™だゅ堅固めび〜めびづァ私べほら神様ゅ

全幅よ信頼オつどねもてめで�び〜ヘラミて戦ぞよ中めねものも

ど守ァイべ™だゅ＼神様ら神様ゅ信頼びィ者オ必ぴ守ぽむどぺは

ぞ�び〜£ねよ方ゅ信頼びィ者ら＼ぺイ�失望はふァイィねもて

やぞ〜≧Ζ【ヴ1100‥1111∞％〜

動じないために
／めびづァ私べほら＼日常生滑め問題て起ねィ時ゅ動ひィねもや

ど＼守ぽむどぺはィ神様ゅ信頼ぱべぞも思ぞ�び〜ぱづぱ＼ぷだ

もェづぽむぞむ�びなゅ動ひむぱ�だ私べほてぞま�神様ゅ信頼

ぱ続にィゅらゃだぱべァ™ぞめぱ�だづ〜ぷイゅら＼神様てゃカ

やつ方めぜィよづ＼普段づァ告白ぱむぞィねもめび〜ヘラミら成

カゅ逃ぬむ行で�びづァ＼ねよ動ひやぞベ�ゾよ姿ら心ゅ残ア�

ぱべ〜ぷよ時わも＼ねよ小はやベ�ゾよ™だゅ可てぜぽむ�動ひ

やぞめぞべぞ�よぺも思ぞ�ぱべ〜

すぐに動じてしまう
／日常生滑よ中め思ぞ通アゅやァやぞねもてぜィも＼私らびなゅ

動ひむぱ�ぞ�び〜仕事�架事やゃ＼�アべぞねも＼�ァやどむ

らやァやぞねもてぜィよゅ体て疲労ぱむぞむ＼思だ™だゅ取アづ

づィねもてめでやぞも焦ぽむ動ひむぱ�ぞ�び〜人ゅ自分よ思ぞ

オ伝ぢ™だもぱむ�やづやづ伝ェァやぞもでゅ＼自分よ不甲斐や

はゅゃだぱ™だ�やどやア動ひむぱ�ぞ�び〜�べ人関韓係よ中

め＼受に入���イァイやぞも憾ひィも動ひむぱ�ぞ�び〜ぷカやもで

ら＼心よ中てぜぜめ�やぞねだめ�やぞもぞゥぞゥ考ぢむ騒てぱ

どやぽむぞ�び〜

／可事�やどぞま�通アゅ順調ゅめでむぞィもでら平以めぞァイ

む�＼れもべろ困難ゅ出廻ぢりびなゅ動ひむぱ�だもぞだよて人

よ弱はめび〜経済的や問題＼人関韓係よ問題＼健康よ問題やゃ可

づ困ぽべねもて起ねィも＼びなゅ平以オやどぱむぱ�ぞ�び〜

主はわが岩
／冒頭よ�ねもりらヘラミよ詩篇めびて＼彼てびんむよ敵づァよ

てイ＼神様づァ約束はイむぞべゼパΒダΔよ黄惟オ角立ぱべ時ゅ

作ぽべ�よめぜィも言ェイむぞ�び〜ヘラミら長ぞ関主人めぜィ

動じないために

http://www.revival.jp
http://www.revival.jp

