
年末年始の予定

1122月2266日((日))／      午前99時／1111時／    日曜礼拝／            

1122月3300日((木))／      午後77時  ／／                祈祷廻／    ／／

1122月3311日((金))／      午後1111時1122／            年�礼拝

1122月3311日((木))／      続ぞむ  ／／    ／          元旦礼拝((11//11))／

 
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)

22002211年1122月55日≧日∞発行／1122月第11週
NNOO..11337755

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　

セ ル
（リーダー） 次回の日時 場　所
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

12/10(金)
午後8:45 鈴木宅 11/26

3名
主ゅ信頼ぱやぞも人生よ大事や時関オ失だも
語ァイ＼允歩踏�出びねもてめで憾謝〜

Gospel
鈴木尚姉

12/11(土)
練習後

Zoomで
分かち合い

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

11/28
9名

ねよ計測機オ入���イむ価はぽべよらゼダパ様も
思ぞ＼基カめ操作方法オ較ぢべ〜

からし種
磯貝姉

12/16(木)
午前11:30 交わり 11/25

3名
�ΒレΔてぜぽべ〜め�ねイ�神様て許はイ
む起ねはイむぞィねもも受に取ア憾謝ぱべ〜

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 11/24

3名
ェべぱて望�™だゅめらやど＼ぜやべよ望�
イィ��ゅやはぽむどぺはぞ〜も祈ア平以〜

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 高橋宅 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

12/12(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

11/28
4名

食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

サクセス
鈴木勝兄

12/26(日)
礼拝後 交わり 11/28

16名
食事よ交ェア〜ぷイへイよ必要よべ�ゅつ祈
アぱ�ぱべ〜

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 

12/5(日)
午後1:00 平岩恵宅 11/28

６名
食事よ交ェアオぱむ恵�イ�ぱべ〜リノ作ア
よ交ェアオ危雅ぱむ＼自宅め行ぞ�ぱべ〜

worship
長塚寛兄

12/12(日)
礼拝後 コメダ 11/28

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 未定 11/28

５名
今�めよ自分めら毎日ねカやゅ平以めぞァイ
ィやカむ考ぢァイやづぽべめび〜憾謝〜

ギデオン
芳井兄

12/11(土)
午後6:30 芳井宅 11/27

2名
�もカゃ癒���はイむぞィ〜ぜぜ祈アて聞づイべ
カぺ＼も主ゅ本当ゅ憾謝ぱべ〜

カルバリ
野田兄

12/7(火)
午前11:00 交わり 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

11/20
2名

全むよ事ら＼主て私オ祝福びィべ�ゅ起ねぽ
むぞィねもぺも思だも＼本当ゅだイぱぞ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  12月5日(日)～12月11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。

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

大髙愛姉

鈴木千姉

12/5
（日）

12/9
（木）

12/12
（日）

12/16
（木）

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)]

年末年始の予定
1122月2266日((日))／      午前99時／1111時／    日曜礼拝／            

1122月3300日((木))／      午後77時  ／／                祈祷廻／    ／／

1122月3311日((金))／      午後1111時1122／            年�礼拝

1122月3311日((木))／      続ぞむ  ／／    ／          元旦礼拝((11//11))／

0011月0022日((日))            午前99時／1111時／    日曜礼拝／

※  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)

※  12/７・21(火)のバイブルスタディは休講です。

※ 本日礼拝後、クリスマス集会奉仕者ミーティングを行います。    

※ 第二礼拝と並行して礼拝バイブルスタディが行われています。   



£箴言1111‥2244／ 気前

™ど施ぱむ＼やつ富

�人てぜア＼正当や

支払ぞオ惜ぱカめ＼

づぢぽむ乏ぱどやィ

者てぜィ〜％

手作りのお菓子
／子供よ頃＼幼稚怨時代よ友ぺほよつ母はカて＼時」手作アよロ

ΓΜオ架ゅ届にむどぺはぞ�ぱべ〜当時手作アよつ迦子ら�ぴァ

ぱど＼ぷイらびむでゅつぞぱど憾ひァイむ＼額校づァ帰ぽむ来む

ぷイて架よ食卓ゅ置ぞむぜィもェどェどぱ�ぱべ〜型づァつ皿ゅ

ぷぽも出ぱむ＼少ぱぴま大事ゅ食ん�ぱべ〜ぷよ方ら＼毎年デΓ

パヴパゅ�＼手作アよデΓパヴパド【ヅオ届にむどぺはぞ�ぱ

べ〜ぷイら生デΓ【�めでイぞゅ飾���ァイむネΜプてよふむぜア＼

�ィめつ店よド【ヅよ™だめぱべ〜ぷよつぞぱはら今め�忘イァ

イ�ふカ〜£箱ら返ぱむょ＼�べ来年�持ぽむどィづァ〜％も毎

年笑ぞやてァ言ェイ�ぱべ〜毎年デΓパヴパて近みども掛ぱ�ゅ

待ほ�ぱべ〜ぷぱむ子供心ゅ＼£ねよ人らゃだぱむねカや気前良

ど親切ゅぱむどイィカぺゥだ〜％も漠然も不思議ゅ憾ひべアぱむ

イ�ぱべ〜ぷぱむ与ぢイり与ぢィ�ゃ＼心よ平以て与ぢァイ�ぱ

べ〜ねよ心よ平以ねぷ＼私べほて最��ぱぞ�よめらやぞめぱ�

だづ〜与ぢイり与ぢィ�ゃづぢぽむ豊づゅやィもぞだ＼�ねもり

よ真実オ神様ゅ憾謝ぱ�び〜

気前よく与える
／私べほら＼神様て与ぢむどぺはぽべ物�つ金＼時関＼労力オ人

ゅ与ぢィねもてめで�び〜べもぢり両親�友達オ訪問びィねも＼

架族も交ェアオびィねも＼教廻よビΔよ働でよべ�ゅ＼自分よ時

関�労力オ与ぢィねもてめで�び〜�べ＼神様づァ与ぢァイべ賜

物オ用ぞむ＼教廻よ働でよべ�ゅ時関�労力�つ金オ与ぢィねも

てめで�び〜先週日曜日ゅらデΓパヴパニΜネ【�よ通ぱ練習て

ぜア�ぱべて＼デΘゼ�【ら禾声オ捧ぬ＼舞台係�進行係やゃよ

奉仕者�＼ぷイへイゅ与ぢァイべ賜物オ用ぞむの奉仕オ捧ぬむぞ

�ぱべ〜気前™ど惜ぱ�やど与ぢむぞィ人よ企ら蟹生で生でもぱ

む輝ぞむ見ぢ�び〜

／与ぢィねもゅ™ぽむ＼神様ら私べほオ物欲づァ自由ゅぱむどぺ

はア＼人オ握ぱ助にィ基ろオ与ぢむどぺはぞ�び〜ぷよ™だゅぱ

む私べほよ心オ健�づゅ保ぽむどぺはぞ�び〜私べほら気前™ど

惜ぱ�やど与ぢィ者もやぽむ参ア�ぱ�だ〜気前™ど与ぢむ生で

ィ者オ神様ら基カめどぺはぞ�び〜((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..11337755／／／／22002211年1122月55日≧日∞発行

どぺはぞ�び〜£受にィ™ア�与ぢィ�だて幸ぞめぜィ≧使徒

2200‥3355∞％〜�だびなデΓパヴパめびて＼デΓパヴパよ時ゅ神様

ら私べほゅゼダパ…ヅΓパ�オ与ぢむどぺはぞ�ぱべ〜の自分よ

れもア子よぞよほオ惜ぱぬやど与ぢむどぺはィ�ゃゅ＼私べほオ

握ぱむどぺはぞ�ぱべ〜ぷぱむ＼私べほゅ�握オ持ぽむ与ぢィね

もオ求�むつァイ�び〜ぷイら私べほ自身て豊づゅやィべ�＼ぱ

ぜェふゅやィべ�めび〜

与えると豊かになる
／教廻ゅ来始�べ頃＼浜松づァ名古乙を通だ交通費て必要ゅやア

�ぱべ〜�ェアよ架族ら＼毎週ぷカやゅ汚ど�め行どやカむ＼も

©疑的めぱべぱ＼びなゅ行づやどやィぺゥだも思ぽべ™だめび〜

角づゅ初�よ頃ら＼礼拝よ帰アゅ子供ゅフル�デΓ【�オ買ぽむ

ぜぬべどむ�買ぢやぞどァぞ困窮ぱむぞ�ぱべ〜ぷイめ�礼拝オ

捧ぬべぞ允心め＼可てぜぽむ�欠づはぴ教廻を通ぞ続に�ぱべ〜

ぷイづァ2200年威上経ほ�びて＼振ア返ぽむ�イり＼教廻ゅ行にり

行ど�ゃ＼乏ぱどやィゃねゥづ豊づゅはイむぞで�ぱべ〜救ェイ

む�ゃやど新ぱど仕事て与ぢァイ�ぱべぱ＼車て故障びイりびな

ゅ�づよ車て与ぢァイ�ぱべ〜ぷイら中古よ軽自動車めぱべて＼

高速道路オ信ひァイやぞどァぞよ力強はめ走ィねもてめで�ぱ

べ〜神様て特別ゅ与ぢむどぺはぽべもぱづ思ぢ�ふカ〜�べ週ゅ

11怪めびて祈祷廻ゅ�参家めでィ™だゅやア�ぱべ〜架�与ぢァ

ぞ�ぱべ〜�ほゥカ母ら可づぱァつ礼オぱむぞべよぺも思ぞ�び

て＼普段可め�やぞ時ゅ＼私べほ架族よべ�ゅ作ぽむ持ぽむでむ

どイィ＼ぷカや心よ大ァづはゅ子供やてァ憧イむぞべ™だゅ思ぞ

�び〜つ迦子作アて好でゅやぽべよら＼ぜよ時よぱぜェふや気持

ほオ再現ぱべぞづァづ�ぱイ�ふカ〜気前™ど惜ぱぬやど与ぢィ

心ら人オぱぜェふゅびィねもてめで�び〜

与えることはみこころ
／与ぢィねもら神様よ�ねねゥめび〜冒頭よ�ねもりら＼気前™

ど与ぢィねもゅ™ぽむづぢぽむ豊づゅやィ＼も教ぢむぞ�び〜人

関的ゅ考ぢィも＼与ぢイりやどやぽむぱ�だ＼も思ぞ�びて＼神

様よ法則らぷよ反対やよめび〜与ぢイり与ぢィ�ゃ＼�ぽも与ぢ

ァイィもぞだよて神様よ法則めび〜£与ぢやはぞ〜ぷだびイり＼

ぜやべてべ�与ぢァイ�び〜詰�込カぺア＼揺びぽむ入���イべア＼

盛ア上ぬべアぱむ＼気前良ど量ぽむ©ゅ入���イむ�ァぢ�び〜ぜや

べてべて量ィぷよ秤め＼ぜやべてべ�量ア返ぱむ�ァぢィづァめ

び〜≧Δッ66‥3388∞％〜

／�も�も私べほよ持ぽむぞィ�よらびんむ神様づァぞべぺぞべ

�よめび〜物質的や�よ�＼時関�＼労力�ぷだめび〜ぷイオ私

べほら�ィめ自分め得べづよ™だゅ思ぞ＼自分め持もだもぱむぱ

�ぞ�び〜ぱづぱ神様て与ぢむどぺはィよら＼私べほてぷイオ他

者よべ�ゅ惜ぱぬやど与ぢィべ�めび〜与ぢィ者オ神様ら基カめ

気前よく与える

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

