
 
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、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　

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 12/12

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 12/16 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

来 12/19

（日） 
クリスマス礼拝

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 12/23 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木尚姉

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)] 

鑎隖鑎蹮苌靜鋨


12月26日(日)／   午前9時／11時／ 日曜礼拝／      


12月30日(木)／   午後7時 ／／       祈祷廻／  ／／


12月31日(金)／   午後11時12／     年�礼拝


12月31日(木)／   続ぞむ ／／  ／   元旦礼拝(1/1)／


01月02日(日)     午前9時／11時／  日曜礼拝／

※ 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。   　

※ 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)

※ 来週12/19(日)はクリスマス礼拝です。祝福をお祈りください。  
クリスマス感謝献金は専用の献金袋で捧げてください。

　今週のセルグループ（赤字）　       12月12日(日)～12月18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

12/17(金) 
午後8:45 鈴木宅 12/3 

3名
だびだび憾ひむぞィよゅ＼ぱむらぞにやぞね
もオぱむぱ�ぽむぞィねもてぜィも思ぽべ〜

Gospel 
鈴木尚姉 未定 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

12/5 
10名

主て私オ癒ぱむどぺはィべ�ゅねよ機廻オ与
ぢむどぺはぽむぞィねもゅ憾謝ぱむぞ�び〜

からし種 
磯貝姉

12/16(木) 
午前11:00 交わり 12/2 

3名
不機嫌ゅやぽむ人オ動づぱむぞィ〜自分て変
ぢァイィ必要てぜぽむ起ねはイむぞィ〜

ユース 
岩下兄

12/26(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

12/5 
6名

自分め気みでやはぞも示はイ＼連絡オもぽむ
謝ィねもてめでべ〜掛ぱど話てめでべ〜

Rock 
鈴木洋兄

12/22(水) 
午後8:30 鈴木宅 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

12/26(日) 
礼拝後 交わり 12/5 

3名
韓係オ�ア直はやにイりぞにやぞも示はイ＼
面も向づぞべぞ〜

なつめやし 
髙橋智姉

12/19(日) 
礼拝後 交わり 12/5 

6名
基カめ憾謝ぱむ受に取ィ〜ぷよ™だゅ祈ィ
も＼ねイて圧魔ゅ勝ま方法やよぺも分づィ〜

リジョイス 
杉本姉

12/21(火) 
午前10:15

コミュニテ
ィセンター

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

12/17(金) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

12/5 
8名

食事よ交ェアオぱやてァ近況よ角認＼必要オ
祈ア�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 

12/12(日) 
午後1:00 平岩恵宅 12/5 

2名
不機嫌ゅやぽむ人オ動づぷだもびィねもてぜ
ィも気付づはイ＼改ぞ魁�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

12/12(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/5 
3名

神様よ語ア�にゅ素直ゅ従だねもて大切め＼
自分よ怠慢はゅ気付づはイべ〜

中学生 
梅田姉

12/12(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/5 
4名

神様ゅ祈ぽむ＼ほ�カも維見オ言ぽべァ＼決
�ぽべ“

キッズ2 
小山姉

12/12(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/5 
5名

キッズ1 
芳井姉

12/12(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

12/5 
3名

ゼダパ様ら£答ぢやぞねもてぜィ％ぽむェづ
ぽべ〜ぷイら＼関磯ぽむィぽむねも〜

Shine 
小原姉

12/26(日) 
午後4:30 小原宅 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

1/8(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

1/18(火) 
午前9:00 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

12/26(日) 
礼拝後 交わり 11/29 

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〜


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。



£ダΕヵ�3‥22 背信よ子ァ

™＼立ほ返イ〜ェべぱてぜや

べ て べ よ 背 信 オ 癒 � ぷ

だ〜＠＆＃今＼私べほらぜや

べよ�もゅ参ア�び〜ぜやべ

ねぷ＼私べほよ神＼主ぺづァ

めび〜％


マスクが外せない
／ニΖム苛めヴパデ生滑て当べア前よ日常もやア�ぱべて＼今＼

ヴパデて崖ふやぞも憾ひィ若者て増ぢむぞィぷだめび〜£素企オ

見ァイィねもゅ抵抗オ憾ひィ％£ヴパデオぱむぞイり表情オ読�

取ァイやぞめ済�％£容姿ゅニΜロΕホデパてぜィづァ崖ぱべど

やぞ％£企オ羽びねもめ以心めでィ％やゃ＼理由ら人ぷイへイめ

び〜ぜィズΜド【�調査めらＲ恰よ人て£ニΖム後�ヴパデ着用

オ続にべぞ％も怪答ぱべぷだめび〜£ヤ【ヴパデぺも価着やぱめ

崖出ぱむぞィ™だめ落ほ着づやぞ〜�ら�企ョΜボぺ％も言ぽむ

ぞィ人�ぞ�び〜ぜィ壱師ら＼若者よヴパデ意存オ＼£対面ニ

ヵ�メド【ハ�Μ不全よ允まめ＼人もよ直接的や�アもアゅ苦手

維識オ持まｌｇｌ世代よ新べや現代病ゅやアままぜィ％も指摘ぱ

むぞ�び〜ニΖムオでぽづにゅ＼本来直接廻ぽむ取ィんでニヵ�

メド【ハ�Μ�＼ョフニΜよ雅面上めよ�ア取ア�＼SNSオ壊ぱ

むよ言語よニヵ�メド【ハ�Μゅやア＼ゃカゃカ閉鎖的や方向ゅ

行でままぜィも憾ひ�び〜


感情が出せなくなっている
／私べほよ中め�＼重要や話オびィ時＼自分づァ話ぱづにやにイ

りやァやぞ場面め＼面倒ゅ憾ひべア＼言葉数オ極力減ァぱむ＼出

来ィねもやァぜ�ア話はやぞめ済�ふ™だ＼も憾ひむぞィ人ら多

ぞよめらやぞめぱ�だづ〜


／例ぢり＼�カやも允緒ゅぞむ掛ぱどΘゼΘゼ話オぱむぞィ時

ら＼自分よ言ぞべぞねもオ言ぢべアぱ�びて＼額校めデΒパよ�

カやよ前め発言びィ時�＼廻社よ廻議よ場め発言びィ時＼�べ＼

仕事め自分てヵパオぱべア�ΒレΔて起でべ時ゅぷよねもオ上司

ゅ報告びィ時ゅら＼域縮ぱむ声て小はどやぽべア＼言ぞべぞねも

オ言ぢやどやぽべアびィねもてぜィも思ぞ�び〜ぱづぱ＼ぷイら

幼ぞ頃づァぷだぞだ性獲ぺぽべよめらやぞも思ぞ�び〜Ｍ,Ｎ才な

ァぞ�めら�ぽも素直ゅ憾情オ表ぱむぞべ時てぜぽべらぴめび〜

めびて＼ぞまよ日づァづ少ぱぴまぷよ憾情オ内ゅ秘�＼声�表情

ゅ表はやぞ™だゅニΜ�Ζ【Δびィ™だゅやぽむ行で�ぱべ〜ぷ

よ原©よ允まゅら＼親づァ叱ァイべねも�＼友達づァ言ェイべ言

葉め傷まで＼怒アオ較ぢ＼ぷイてでぽづにめ＼自分よ素直や憾情

オ羽ぱむ＼£つもやぱどぞぞ子ゅぱむぞイり＼周アよ人ら自分オ

受に入イむどイィ％も思ぽむ＼良ぞ子めぜゥだもぱむ来べねもて

ぜィづ�ぱイ�ふカ〜私�幼ぞ頃＼£男ら強どやにイりヘ�ぺ％

も親�周アよ人づァ教ぢァイ＼£弱はオ決ぱむ見ふむらぞにや

ぞ〜強どぜァょり〜％も思ぽむ願張ぽむぞ�ぱべ〜ぷだ�ぽむ少

ぱぴま人前め憾情オ出はやぞ™だゅ自分オ抑ぢむ行ど中め＼憾情

て出ふやどやぽむ行で�ぱべ〜


感情は神から与えられた良きものである
／人ら＼岐ぱぞ時ゅ基カぺア＼面白ぞも憾ひべ時ゅ笑ぽべア＼時

ゅら腹よ立まねもてぜィも怒ぽべア＼改ぱどむ泣ぞべア＼様」や

憾情てぜア�び〜ぷよ憾情ら神様て人ゅ与ぢァイべ賜物めび〜神

様ら人獲オ持ぽむつァイィよめ＼基りイべア＼悲ぱ�イべア＼時

ゅら怒ァイべアびィつ方めび〜


／ヤズよ時代＼世よ中ゅ圧てらろねぽむぞィよオの覧ゅやぽべ主

ら＼の自分て人オ造ぽべねもオもむ�改�イ＼心オ痛�ァイ�ぱ

べ〜ぷぱむ＼地上ゅ神よはりでて価ア�ぱべ〜�べ＼ゼダパ様ら

ΒノΖて死カめ墓ゅ葬ァイべ時＼ヴΓズ�周アゅぞべ人べほて泣

で崩イむぞィよオの覧ゅやア＼の自身�心ゅ憤アオ較ぢむ涙オ流

はイ�ぱべ〜�べ＼迫ア来ィ十字禍オ前ゅ＼ナホビヴャよ怨め祈

ァイべ時ゅら£ェべぱら悲ぱ�よぜ�ア死ゆ�ゃめび〜≧ヴプゼ

26‥38∞％も＼苦ぱぞ胸よ内オ弟子べほゅ明づはイ�ぱべ〜ねよ

™だゅ神様ら＼憾情て豊づやつ方めぜァイ�び〜私べほら＼ぷよ

神様よづべほゅ似ふむ造ァイべ存在めび〜めびづァ＼憾情オ素直

ゅ表現びィねもら自然やねもやよめび〜私べほら＼�ぽも憾情豊

づゅやイ�びぱ＼自分よ憾情オ人前め表びねもてめで�び〜�

べ＼ぷイら主よ�ねねゥめ�ぜア�び〜


主のふところに飛び込む時、感情が解放される
／めびづァ私べほら＼主よわもねゥゅ飛ろ込カめ行ど時＼自分よ

憾情オ素直ゅ表びねもてめでィ™だゅやア�び〜私ら＼架族もよ

韓係ゅつぞむ＼自ァ心オ閉ばぱむぞどねもめ＼韓係オ恢ぱ＼�べ

自分自身よ心�恢ぱむで�ぱべ〜£自分てねカや心配性や性獲ゅ

やぽべよら親よふぞぺ〜％もぞだ怒アてぜア�ぱべ〜ぷよ怒ア

て＼職場�友人韓係よ中め�同ひ™だゅ向にァイむぞ�ぱべ〜言

ぞべぞねもてぜィよゅ言ェやぞめ＼心よ中め相手オはりぞべアぱ

む長年生でむで�ぱべ〜ぷぱむ＼信仰生滑よ中め＼ねイ�めぴぽ

も内ゅ秘�むでべ思ぞオ主ゅ差ぱ出びねもて出来�ぱべ〜自分よ

愚づはゅ™ぽむ韓係オ恢ぱむでべねもオ認�＼改ぞ魁�む＼主よ

わもねゥゅ飛ろ込�ねもて出来�ぱべ〜ぷイづァ＼�ねねゥオ行

ぞべぞも伎だ™だゅ変ぢァイむ＼徐」ゅ握びィねもオ実践はふァ

イ＼今日ゅ至ぽむぞ�び〜罪よ思ぞゅ責�ァイィねもてやどやぽ

むづァ＼少ぱぴまめらぜア�びて＼ゃカや人よ前め�＼自分て憾

ひべ思ぞオ素直ゅ伝ぢィねもてめでィ™だゅ主て変ぢむどぺはぞ

�ぱべぱ＼今�主よ御用オはふむぞべぺど中め＼自分よ憾情オ表

現びィねもオ訓練はふァイむぞ�び〜


／私べほら＼ねイ�め抱ぞむ来べ架族�周アよ人ゅ対びィ憎ぱ�

�怒アよ思ぞ＼敵対びィ思ぞ＼身近や人よ言ェイィねもゅ素直ゅ

やイやぞ思ぞやゃ＼ぷイァオ捨むむ＼御前ゅ改ぞ魁�む＼主よわ

もねゥゅ飛ろ込カめ�ぞア�ぱ�だ〜私べほら＼�ぽも憾情豊づ

ゅやイ�びぱ＼自分よ憾情オ人前め表びねもてめで�び〜人ら神

ゅ™ぽむ創造はイべ存在めび〜神よ�もゅ立ほ返ぽむらひ�む＼

本来よ自分自身＼ぜアよ��よ自分め生でィねもてめで�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.1376／／／2021年12月12日≧日∞発行

感情を豊かに表現できる

http://www.revival.jp

