
 
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1199日≧日∞発行／1122月第33週
NNOO..11337777

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

クリスマス礼拝

　　　　　　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。）
•特別讃美  リバイバルクワイヤー
•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

1/7(金)
午後8:45 鈴木宅 12/10

3名
年ゅ11怪め�聖書て読�むぞィねもて恵�〜�
ねもりてやにイり廻社オ��むぞべ〜

Gospel
鈴木尚姉 未定 Zoomで

分かち合い
12/11
2名

高ゐぽむぞべ〜自分ら関磯ぢむぱ�だ�よ
ぺ＼も認�＼主ゅ助にオ求�むぞで�び〜

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

12/12
7名

祈ぽむびなゅ左膝て寛全ゅ癒���はイ�ぱべ〜人
関もら可者やよめぱ�だもぞだ気持ほゅ〜

からし種
磯貝姉

1/13(木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

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 12/8

4名
近どよ院食店め食事オぱ＼ぷよ後鈴木宅め交
ェアオぱ�ぱべ〜

シャローム
平岩姉

12/26(日)
午後2:00 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)
練習後 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

12/7
3名

ロΒゼ�オ捨むァイやぞもぞだ根本的や問題
てぜィ〜弱はオ認�ィよて勝利も語ァイべ〜

ジョイフル
穂苅兄

12/29(水)
午後2:00 映画鑑賞 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

12/26(日)
練習後

コミュニティ
センター

12/12
5名

の�づぱむぞィ〜早天め祈ア改ぞ魁梶�™�む少ぱ
ぴまぺて指摘オ素直ゅ認�ィ様ゅやぽべ〜

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

1/12(水)
午後7:00

Zoomで
分かち合い

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 

1/9(日)
午後1:00 平岩恵宅 12/12

名
ビΔ�Μユ【よ祝福オ較ぢむつ祈アびィもで
オ�ほ�ぱべ〜

worship
長塚寛兄

12/26(日)
礼拝後 コメダ 12/12

6名
姉妹べほよ＼悲ぱカめぞィ中めびな神様よ方
オ向���ぞむ憾謝びィ信仰も姿勢ゅ励�はイべ〜

高校生
平岩姉

12/19(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

12/12
3名

霞題てぜぽべてぞま�後怪ぱゅぱむぞべ〜小
はや逃ぬよ積�重ょも分づぽべ〜

中学生
梅田姉

12/19(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

12/12
4名

抜で打ほマパ�〜祈ぽむ取ア組カぺ〜最後�
め諦�やぞめ考ぢァイべ〜良づぽべ“

キッズ2
小山姉

12/19(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

12/12
5名

キッズ1
芳井姉

12/19(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

12/12
3名

神様ら全部知ぽむむ＼言ぽむィねもら全部本
当ゅぷだやィカぺ〜の�づはやぞめぞべぞ〜

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 12/11

３名
救ェイむづァ初�む聖書オ通読〜救ぞ主て先
カひむ来むどぺはぽべねもて™どェづぽべ〜

カルバリ
野田兄

1/18(火)
午前9:00 交わり 12/7

５名
食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜魁梶�™�む交ェアよ大
切はゅ気みづふむ頂ぞむ憾謝ぱ�ぱべ〜

神の家族
伊岐見真姉

12/26(日)
礼拝後

LINE
電話

12/11
名

都合よべ�変更ぱ�ぱべ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  12月19日(日)～12月25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。

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

鈴木尚姉

12/19
（日）
クリスマス礼拝

12/23
（木）

12/26
（日）

12/30
（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)

※    本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お捧げください。

※  12/24(金) はクリスマスコンサート&メッセージの準備をします。
　  ご奉仕をよろしくお願いします。午前8時45分から(国際センターホール)　

※  本日は、クワイヤーがキャロリングに出かけます。応援をよろしくお願いします。



£ュツゼ11‥55--66／今＼

万軍よ主らねだ言ェイ

ィ〜＃ぜやべてべよ歩

�オ™ど考ぢ™〜多ど

よ種オ蒔ぞむ�収赫ら

ェぴづ〜食んむ�満ほ

足アィねもてやど＼院

カめ�酔だねもてや

ど＼育オ着む�仮�ィ

ねもてやぞ〜金オ荷な

者て荷ぞめ�＼穴よ凱ぞべ袋ゅ入���イィぺに〜＆％

メルケル首相
／今月らひ�ゅ＼�ゼボよ�ΔドΔ首相て退任ぱ�ぱべ〜ねイ�

めメ�【パやゃめ氏て語ィ姿オ見ィ時＼ぞま�冷静め�ィめ母親

て子供ゅ�はぱど諭び™だゅ＼落ほ着ぞむ理路整然も語ィ姿ゅ™

ど惹づイむぞ�ぱべ〜先日報道番組め＼氏よ友人めぜア側近め�

ぜぽべ女性てゼΜプラ�【オ受にむぞ�ぱべ〜彼女ら�ΔドΔ氏

ゅまぞむ＼£ねだびイり人」よ受にて良ぞづァも急ぞめ決�ィよ

めらやど＼＃最後�め考ぢィ必要てぜィ＆も™ど言ぽむぞ�ぱ

べ〜％も話ぱむぞ�ぱべ〜考ぢ抜どねもオ大切ゅぱむぞべもぞだ

ねもめび〜�ΔドΔ氏よ重要や決断もぱむ＼22001155年よぞェ©ィ

£難民器機％よ際ゅ＼£助にオ求�ィ人べほオ保護びィよら当然

ぺ％もぱむ＼中東やゃづァ110000万人威上よ難民オ受に入���イべ政策

てぜア�ぱべ〜結珂的ゅらねよ政策て求心力オ失だでぽづにもや

�アめぜィねもオ伝ぢ™だもぱむ�＼ぷイオ相手ゅェづィねもり

め話はやにイり伝ェア�ふカ〜�べ誤快よやぞ™だゅねもりオ選

りやにイりやア�ふカ〜思ぞ�™ァゆ誤快ゅ気みどもで＼自分て

話びねもりづアゅ気オ取ァイむぞむ＼目よ前ゅぞィ人よねもオ考

ぢむぞやぞづァぺも痛憾ぱ�び〜ぷぱむぷイら＼£握ぱやはぞ

≧ヴプゼ1199‥1199∞％もぞだ神様よ御声ゅ聞で従ぽむぞやぞねもぺ

も思ェはイ�び〜™ど考ぢィねもら人オ握びィねもめび〜ぞま�

神様よ御声ゅ聞で従つだもぱむぞィ姿勢て大切めび〜

よく考えよ
／ョパッΔら£人関ら考ぢィ姐めぜィ％も言ぞ�ぱべ〜姐ら33mm

威上ゅ�成長びィ植物めびて＼大変折イ�びど�ゥぞよめび〜私

べほ人関ら�や弱ぞ者め＼べもぢりびなゅ握びィねもオ忘イむぱ

�だ™だや者めび〜ぱづぱ考ぢィねもてめで�び〜仕事�人関韓

係ゅつぞむ�＼失敗ぱやぞ™だゅ™ど考ぢむ備ぢィねもてめで�
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もぱむ我のはやにイりやア�ふカめぱべ〜ぷよ後ダΔネΕ�ゅ帰

間ぱむ神殿よ再建オ始�べ�よよ＼ゼパΒダΔゅ好維的めぜぽべ
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