
 
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11月28日≧日∞発行／11月第4週
NO.1374

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、クリスマス集会の必要のための献金が 
　　　　　　　　　　　特別にあります。ご意志で自由にどうぞ。) 
•連絡　

　今週のセルグループ（赤字）　       11月28日(日)～12月4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 未定 LINE 

電話
11/17 
2名

主ゅ信頼ぱむ今起でむぞィねもゅ面も向づぽ
むぞでやはぞも教ぢァイ�ぱべ〜

グレイス 
鈴木千姉

12/3(金) 
午後8:45 鈴木宅 11/19 

3名
だびだび話オぱやにイりも思ぽむぞべ〜自分
よ思ぞオ神様ゅ服従はふむぞでべぞ〜

Gospel 
鈴木尚姉

12/11(土) 
練習後 鈴木尚宅 11/20 

2名
主ゅつ任ふぱむ信頼ぱやはぞもぞェイむぞ
ィ〜もェづア＼焦ァやぞめぞァイべ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

11/21 
10名

日」よ練習�生滑オ神様も共ゅはふむぞべぺ
にィ事て基ろもやぽむぞ�び〜

からし種 
磯貝姉

12/2(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

12/5(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

11/21 
6名

ナ【�オぱやてァ交ェアオぱむ＼互ぞよ必要
よべ�ゅ祈ア�ぱべ〜


Rock 
鈴木洋兄

12/8(水) 
午後8:30 交わり 11/9 

3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

12/5(日) 
礼拝後 交わり 11/20 

3名
憾情オ服従はふ™も言ェイむぞィて＼自分め
願張ぽほ�だ〜

なつめやし 
髙橋智姉

12/5(日) 
練習後 髙橋宅 11/21 

6名
ナパ�オ迎ぢむ＼交ェアオぱむ恵�イ�ぱ
べ〜

リジョイス 
杉本姉

12/7(火) 
午前10:15

LINEで 
分かち合い

11/16 
4名

神中心めやぞも本当ゅ弱ぞ〜体調て圧ぞも信
仰�ヘゾΜぱむぱ�だ〜

ジョイフル 
穂苅兄

12/5(日) 
礼拝後 交わり 11/19 

6名
本当ゅ罪よ認識て必要〜素直ゅやィねもて必
要ぺも思ぞ�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 交わり 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 

11/28(日) 
午後1:00 平岩恵宅 11/21 

2名
神様て無理ぺも言ェイむぞやぞよゅ数字オ見
む腰て™にべ態度めぞィよら関磯ぽむぞィ〜

worship 
長塚寛兄

11/28(日) 
礼拝後 コメダ 11/14 

4名
高校生 
平岩姉

12/5(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

11/21 
3名

状況めらやど神ゅ信頼ふ™〜神て�イもぞだ
よめ少ぱぴま進�ィねもてめでべ〜

中学生 
梅田姉

12/5(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

11/21 
4名

祈ぽべ“勉強ぱべ分＼ほ�カも書にべ“憾謝
ぱ�び“

キッズ2 
小山姉

12/5(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

11/21 
5名

キッズ1 
芳井姉

12/5(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

11/21 
3名

ぞま�神様ゅ言ぞ�び〜

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

12/11(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 11/16 

6名
自分よべ�ゅ神様て差ぱ出ぱむどぺはぽむぞ
ィ扉めぜィも自較て駕生ぢべ〜

神の家族 
伊岐見真姉

12/11(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〜

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。

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 11/28

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 12/2 

（木） 
聖餐式

鈴木千姉
週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

来 12/5

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 12/9 

（木） 大髙握姉

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 

•クリスマス集会の祝福 [12/25(土)] 

※ 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。

※  本日の礼拝バイブルスタディは休講になります。

※ 蟹江彩姉妹のお父様、蟹江浩様が亡くなられました。姉妹と残されたご家族の
平安と慰めのためにお祈りをお願いします。

※ 加茂雅子姉妹が入院されました。癒しのお祈りをお願いします。



£�ネ�ダΔ1‥15-18 ュΜ

ムら答ぢべ〜＃ぞぞぢ＼祭

司様〜私ら心ゅ悩�よぜィ

女めび〜ゐゃだ酒�＼つ酒

�院カめらつア�ふカ〜私

ら主よ前ゅ心オ注と出ぱむ

ぞべよめび〜ねよらぱべ�

オ＼™ねぱ�や女も思ェや

ぞめどぺはぞ〜私ら募ィ憂

ぞも蝦立ほよべ�ゅ＼今�め祈ぽむぞべよめび〜＆ダΓら答ぢべ〜＃以

心ぱむ行でやはぞ〜ゼパΒダΔよ神て＼ぜやべよ伎ぽべぷよ伎ぞオづや

ぢむどぺはィ™だゅ〜＆彼女ら＼＃らぱべ�て＼ぜやべよの好維オ受に

ァイ�び™だゅ＆も言ぽべ〜ぷイづァ彼女ら帰ぽむ食事オぱべ〜ぷよ企

ら＼�ら�威前よ™だめらやづぽべ〜％


ハンナの募る憂いと苛立ち
／旧約聖書ゅら＼不妊め悩�女性よ記述て多ど出むで�びて＼ぷ

よだほよ允人めュΜムもぞだ女性てぞ�び〜彼女よ夫ダΔッムゅ

ら�だ允人＼�メΜムもぞだ妻てぞ�ぱべ〜彼女ゅら子ゃ�てぞ

�ぱべ〜ゼパΒダΔよ女性ゅもぽむ不妊らもむ�恥ぴんでねもめ

ぱべ〜めびよめ＼子ゃ�てぞやぞュΜムら＼ぷよねもよ©ぢゅ彼

女づァ嫌てァふオ受にむぞ�ぱべ〜架族め年ゅ允怪＼主よ宮ゅ

行ぽむ礼拝オぱ＼ぞにゅぢオ献ぬむぞ�ぱべて＼ュΜムらもむ�

肩身よ狭ぞ思ぞめぱべ〜ぷカや彼女よ心オ知アまま＼�メΜムら

彼女よ怒アオづで立むィ™だやねもオェばもぱむぞ�ぱべ〜ねよ

™だやねもて度」繰ア返はイ＼ュΜムら精神的ゅ追ぞ詰�ァイむ

ぞで�ぱべ〜宮ゅ行ぽむ礼拝ぱべ後＼�やて食事オぱむぞィ場め

ュΜムら泣ぞむ食事オ取ア�ふカめぱべ〜£ねカや�ひ�や状況

てぞま�め続どよづ％£やぶ私らねカやれゃぞ仕打ほオ受にやに

イりやァやぞよづ％も＼彼女よ心よ中ら乱イむぞ�ぱべ〜ぷカや

ュΜムオ夫て緯��びて＼ぷイめ�蝦立ま思ぞら収�ア�ふカ〜

彼女らもむ�追ぞ詰�ァイむぞ�ぱべ〜


感情をコントロールしようとしない
／私べほ�日常生滑よ中め＼憂ぞ�蝦立ほて募ア＼心て乱イむゃ

だびイり良ぞよづ分づァやどやぽむぱ�だ時てぜィも思ぞ�び〜

例ぢり＼職場め上司づァ出来むぞやぞ仕事よねもめ責�ァイべ

ア＼職場よ同僚�＼額校よ友達づァ嫌やねもオ言ェイむ＼ぷよね

もてぴぽも頭づァ離イぴ＼気持ほよ整理てまづやぞ��ぴぽも蝦

立ぽむぞィねもてぜぽべアぱ�び〜私�＼疲イべア頭て痛どやぽ

む＼思だ™だゅ考ぢべア行動めでやぞも憾ひィも＼心てばェまで

ゼΒゼΒぱむでむ＼ぜイねイも余計やねもオ考ぢ出ぱむぱ�だね

もてぜア�び〜


／ぷよ™だや時ゅ私べほら＼£ねよ良ぞ調子よ状態て崩イやぞ™

だゅ＼今™ア�圧どやァやぞ™だゅ％も＼心よ平以オ保もだもぱ

む＼£落ほ着に＼落ほ着に％も＼心て乱イやぞ™だユΒΜパオ取

ィねもゅ必死ゅやィづ�ぱイ�ふカ〜誰づオはりど思ぞゅやィ時

ゅ＼£はりぞむらぞにやぞ＼怒ぽむらぞにやぞ＼冷静ゅやァやに

イり％もぷよ思ぞオ抑ぢむ＼自分よ気持ほオ立む直ぷだもニΜ�

Ζ【Δびィづ�ぱイ�ふカて＼私べほら自分よ中めぜイねイ考ぢ

ィよオ��やにイりやア�ふカ〜


ハンナは感じたままを主に祈った
／精神的ゅ追ぞ詰�ァイむぞべュΜムら＼主ゅ心オ注と出ぱむ祈

ア�ぱべ〜自分よ蝦立ま憾情オ抑ぢむ＼明ィど可事�やづぽべづ

よ™だゅ振ィ舞ぽべア＼自暴自©ゅやぽむゃねづを逃ぬむぱ�だ

™だやねも�ぱ�ふカめぱべ〜べぺ＼自分よ心ゅ湧ぞむどィ憾情

オ羽びねもやど洗ぞばァぞ主ゅ申ぱ上ぬむ＼心よ中め祈ア�ぱ

べ〜ぷよ様子オ見むぞべ祭司ダΓら＼彼女て酒ゅ酔ぽむぞィよぺ

も思ぽむぞ�ぱべ〜ぱづぱ＼彼女て主ゅ心オ注と出ぱむ祈ぽむぞ

べねもオ知ィも＼£以心ぱむ行でやはぞ〜ゼパΒダΔよ神て＼ぜ

やべよ伎ぽべぷよ伎ぞオづやぢむどぺはィ™だゅ〜％も彼女オ祝

福ぱむ祈ア�ぱべ〜祈アオ終ぢべ彼女よ表情ら＼憂ぞ�蝦立ほよ

思ぞらびぽづア消ぢむ＼架ゅ帰ぽむ食事て出来ィ�ゃゅやア�ぱ

べ〜主ら彼女よ苦ぱ�オの覧ゅやア彼女よ胎オ凱づイむ＼子オ与

ぢむどぺはぞ�ぱべ〜


心を注ぎ出すことで重荷を下ろすことができる
／私べほら＼心乱イむゃだぱべァ良ぞよづ分づァやどやィ時ゅ＼

ぷよ気持ほオ立む直ぷだも自分オ奮ぞ立べふべア＼快決策オぜイ

ねイも考ぢィよめらやど＼心て乱イべ��＼心よ中てデハ�デ

ハ�ゅやぽべ��＼御前ゅ出む祈ァやにイりやア�ふカ〜


／私�＼疲イべア＼頭て痛どやィ時＼考ぢべぞよゅ考ぢィねもて

出来やづぽべア＼ゃだぱべァ良ぞよづ分づァやどやィ時ゅ＼£ね

イめらヘ�ぺ〜元気オ出はやどほ�＼明ィど振ィ舞ェやどむ

ら〜％も＼乱イべ気持ほオ立む直ぷだもぱべア＼£ほ�ぽも休�

り元気ゅやイィぺゥだ％も思だねもてぜア�び〜ぱづぱぷよ時

ゅ＼£主™＼今頭て痛どむ＼�ィ気て起で�ふカ〜力て出�ふ

カ〜％もぷよ時ゅ憾ひむぞィ思ぞオぷよ��主ゅ注と出ぱむ祈ア

�ぱべ〜びィも主ら＼£ェべぱら主＼ぜやべオ癒�び者ぺづァめ

ぜィ〜≧出ダバロ�15‥26∞％も語ぽむどぺはぞ�ぱべ〜ぷぱむ

自分よ中ゅぜィ主ゅ対びィ不信仰＼不信頼て示はイ�ぱべ〜£主

™＼改ぞ魁��び〜ぜやべゅ信頼ぱ�び〜癒�ぱむどぺはぞ〜％

も祈ア�ぱべ〜ぷぱむ主よ癒�ぱオ受に取ア�ぱべ〜びィも＼ぷ

イ�め�ぽべど�ィ気て出ぴ心て騒ぞめぞ�ぱべて＼主ゅ™ぽむ

怪復はふァイむ行で�ぱべ〜


／主ら＼ぜやべよ苦ぱ�オ誰™ア�知ぽむぞむどぺはア＼抱ぢむ

ぞィ重嘩オびんむ負ぽむどぺはィ方めび〜主よ十字禍ら＼ぷよぜ

やべよ苦ぱ�オ負ぽむどぺはィべ�めび〜主ゅ自分よ心オ注と出

び時＼私べほよ心�企よ表情ら＼台風�大臼て我と去ぽべ時よぜ

よ澄カぺ青空よ™だゅ晴イ�づゅやア�び〜私べほら＼日」心よ

中ゅ湧ぞむどィゃカや思ぞ�羽びねもやど主ゅ注と出ぱむ＼主づ

ァよ恵�オ受に取ぽむ�ぞア�ぱ�だ〜／／／／／≧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.1374／／／2021年11月28日≧日∞発行

主の前に心を注ぎ出す

http://www.revival.jp

