
 
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）

志の堅固な者を、あなたは全き平安のうちに守られます。その
人があなたに信頼しているからです。 (イザヤ書　26章 3節)

2022年1月16日≧日∞発行／1月第3週
NO.1381

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

[平以]

　　　　　　　　　　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　

　今週のセルグループ（赤字）　       1月16日(日)～1月22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

1/19(水) 
午後1:00

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〜

目ゅ見ぢィ�よてゃカやめぜぽむ�落胆ふぴグレイス 

鈴木千姉
1/21(金) 
午後8:30 鈴木宅 1/7 

3名
目ゅ見ぢィ�よてゃカやめぜぽむ�落胆ふぴ
疑ェぴゅぞやはぞ＼も語ァイべ〜

Gospel 
鈴木尚姉

1/22(土) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

1/2 
2名

でぽもねイて允番良ぞプゼヵΜトぺぽべよぺ
もェづぽべ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

1/9 
7名

神様ゅ徹底的ゅ信頼ぱむぞイり＼平以めぞァ
イィよぺやせも思ェはイむぞ�び〜憾謝〜

からし種 
磯貝姉

1/22(土) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

12/16 
4名

昼食よ交ェアオぱ�ぱべ〜

ユース 
岩下兄

1/16(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

12/26 
6名

ネ【デΔよ人べほゅら行にやぞねもオ伝ぢむ
礼拝ゅ参家めでべ〜�ホビ【バ�恵�イべ〜

Rock 
鈴木洋兄

1/19(水) 
午後8:30 鈴木宅 1/5 

3名
架族よ信仰よ怪復ゅまぞむ＼絶望ふぴ祈ア求
�続にやはぞも示はイべ〜

シャローム 
平岩姉

1/22(土) 
午前10:00 平岩宅 1/8 

3名
早」も敗北よ準備オびィやもぞだ�ホビ【バ
て心ゅトネホもでべ〜最後�め戦つだ〜

なつめやし 
髙橋智姉

1/23(日) 
礼拝後 髙橋宅 1/9 

7名
祈祷廻よ�ホビ【バオ聞ぞむ＼即実行ぱべ〜
職場よ先生ゅ≧福伽オ∞伝ぢべ〜

リジョイス 
杉本姉

1/25(火) 
午前10:15

LINE 
電話

12/21 
6名

交ェアオはふむぞべぺで�ぱべ〜�Μユ【よ
つ誕生日オ蟹めつ祝ぞめで＼主ゅ憾謝〜

ジョイフル 
穂苅兄

1/18(火) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

12/29 
7名

瑛雅£ョホハ�Μ％オ見�ぱべ〜自分よ犯ぱ
べ罪よ深はオ知ア�ぱべ〜

アガペ 
長塚姉

1/23(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

1/9 
4名

食事よ交ェアも瑛雅＃君もぞべ108日＆オ貫
�ぱべ〜憾動ぱ�ぱべ〜

サクセス 
鈴木勝兄

1/23(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

1/9 
14名

食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜ビΔ分裂よ件も全
�てΓ【ヘ【ゅやィ事オ共有ぱ�ぱべ〜

リーダーズ 
セル

2/9水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

1/12 
24名

教廻よパドバ�【Δ�ビΔよ働でゅまぞむ話
ぱ合ぞ＼互ぞよ必要よべ�ゅ祈ア�ぱべ〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

1/16(日) 
午後1:00 平岩恵宅 1/9 

2名
�ぴ自分自身て礼拝…ビΔめ恵�イィねもて
大切めぜア＼福伽よゃ真カ中オ歩�べぞ〜

worship 
長塚寛兄

1/23(日) 
礼拝後 コメダ 1/9 

名
高校生 
平岩姉

1/16(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

1/9 
3名

駄目ぺも思ぽむぱ�ぽむぞべて＼ねよ考ぢて
�りぞ＼落ほ着ぞむ主ゅ信頼びィカぺ〜

中学生 
梅田姉

1/16(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

1/9 
4名

額校よ宿題＼必ぴ終ェィ™だゅ祈ぽべ〜終ェ
ぽべ“心配びィ™ア＼祈ィねも“

キッズ2 
小山姉

1/16(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

1/9 
3名

キッズ1 
芳井姉

1/16(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

1/9 
3名

ゼダパ様オ信ひむ動づやぞ〜ぷだびィも＼平
以ゅやィカぺょ〜

Shine 
小原姉

1/23(日) 
午後2:30 小原宅 1/9 

5名
平以ら主づァよ頂で物めび＼自分め手ゅ入イ
™だもびィ�よめらやぞも教ぢァイ�ぱべ〜

ギデオン 
芳井兄

1/22(土) 
午後6:30 芳井宅 1/8 

4名
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�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

1/16(日) 
礼拝後 交わり 12/26 

4名
今年�＼守ア導ぞむ価はぽべ神様ゅ憾謝ぱ＼

食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜


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。

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 1/16

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 1/20 

（木） 大髙握姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

来 1/23

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 1/27 

（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 

※ 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。

※  1/18(火)のバイブルスタディは配信で行います。午後1時、7時。 
     テキストが「讃美の力」(1600円)に替わります。 
     また、Zoomでも受講できます。(昼の部のみ)  
  （Zoomを希望する方はメールで連絡をして下さい。 申込先 david@revival.jp）   　

※ 本日礼拝後、クリスマス集会まとめミーティングを行います。

mailto:david@revival.jp


£詩篇73‥27-28／見

™ぜやべづァ汚ど離イ

むぞィ者ら滅ろ�び〜

ぜやべゅ背で／不実オ

行だ者オぜやべら�や

滅�はイ�び〜ぱづ

ぱ／私ゅもぽむ／神よ

�ぷりゅぞィねもて／

幸ふめび〜／私ら／神

めぜィ主オ私よ避に所もぱ／ぜやべよびんむよ�ェばオ語ア告ぬ�

び〜％


幸せって何だろう
／毎月送ァイむどィ小冊子ゅ＼£幸ふぽむ可ぺゥだ％もぞだプゼ

�ΔよニΒ�てぜア�び〜様」や著名人て＼自分ゅもぽむ可て幸

ふやよづもぞだねもオ綴ぽむぞィ�よめ＼毎怪興味深ど読カめぞ

�び〜ぜィ女優ら＼架庭菜怨め子ゃ�も農作業オぱむぞィも＼野

菜よ成長もも�ゅ子ゃ�よ成長オ憾ひむ幸ふぺも言ぞ�び〜ぜィ

芸人ら＼孤独オ握ぱ允人ヅ�Μロオぱむぞィもでて幸ふぺも言ぞ

�び〜ぜィ小説架ら＼抱ぞむぞべ夢オぜ�アゅ�早ど樺ぢむぱ

�ぽべて＼幸ふオ�ぞぽるぞ憾ひィねもら小説架もぱむ前進びィ

ダャΔテ【オ失ぽむぱ�だねもやよめ＼幸ふゅやアべぞも伎ぞ続

にィ状態てワパ�やよぺも言ぞ�び〜


／人て可ゅ幸ふオ憾ひィづらぷイへイめびて＼ゃカや人�自分ゅ

もぽむよ幸ふオ求�む生でむぞィよぺも思ぞ�び〜つ金てぜイり


幸ふぺも思ぞ�びづァぷよべ�ゅふぽふも働で�び〜ぜよ額校ゅ

合獲めでイり幸ふ＼ぜよ廻社ゅ就職めでイり幸ふも思ぞ�びづァ

允生懸命努力ぱ�び〜架庭生滑て幸ふぺも思ぞ�びづァ＼架族よ

べ�ゅ允生懸命尽どぱ�び〜ぜィぞら＼大でや目標らやぞにイ

ゃ＼日」生滑ぱむぞィ中ゅ小はや幸ふオ見まにィねもて基ろやよ

ぺもぞだ人�ぞィめぱ�だ〜


すべては空しい
／ゼパΒダΔよ黄め穎貨オでェ�べフΖ�Μら＼£私ら�べ＼自

分よべ�ゅ銀�金＼ぷイゅ黄べほよ宝�諸州よ宝�集�べ〜男女

よ禾ぞ手オ得＼人よ子ァよ戒掛めぜィ＼多どよ側女≧ぷり�∞オ

手ゅ入イべ〜ねだぱむ私ら慰大や者もやぽべ〜私™ア前ゅダΔネ

Ε�ゅぞべぺイ™ア�〜ぱづ�＼私よ知恵ら私よだほゅもゃ�ぽ

べ〜≧伝道者2‥8-9∞％＼£私ら自分て手てにべぜァ©ィ事業

も＼ぷよべ�ゅ骨折ぽべ労苦オ振ア返ぽべ〜見™＼びんむら空ぱ

ど＼風オ追だ™だや�よぺ〜日よ価ゅら可允ま榎ゅやィ�よらや

ぞ〜≧同2‥11∞％も言ぞ�ぱべ〜多どよびりァぱぞ財宝�人材

オ手ゅ入イ＼諸崖国よ黄べほづァ�賞賛はイィ™だや知恵オ持ま

フΖ�Μらゃカやゅ幸ふめぜぽべぺゥだも思ぞで�＼びんむら空

ぱぞ＼も言だよめび〜ゃカやゅ立派や地惟�財産オ手ゅ入イむ

�＼決ぱむ幸ふゅやイやぞ人関よ姿てぜア�び〜ぷぱむフΖ�Μ

ら£結局よもねゥ＼�だびんむて聞づはイむぞィねもぺ〜神オ恐

イ™〜神よ命令オ守イ〜ねイて人関ゅもぽむびんむめぜィ〜≧伝

道者12‥13∞％もぞだ結論ゅ至ぽべよめび〜


みそばにいるとは神の命令を守ること
／もねゥめ＼冒頭よ詩篇よ作者ら＼£私ゅもぽむ／神よ�ぷりゅ

ぞィねもて／幸ふめび〜％も言ぞ�ぱべ〜彼ら＼神オ敬ェやぞ不

信仰や者て繁穎ぱ＼民よ人気オ集�むぞィねもオ見むょべ�オ較

ぢ＼神オ疑ぞ心乱イむぞ�ぱべ〜ぱづぱぷよ苦悩よ中め＼問題よ

快決ら＼自分よ知恵�力ゅ™ィねもめらやど＼神様ゅ™ィねもオ

悟ア�ぱべ〜彼ら祈ア求�ィ中め＼£神様よ�ぷりゅぞィねもて

幸ふ％やよぺも立ほ返ィねもてめでべよめび〜ゼダパ様ら£ェべ

ぱゅもゃ�アやはぞ〜≧Αュャ15‥4∞％も言ェイ�ぱべて＼�

ぷりゅぞィもら＼私べほて神様づァ離イィねもやど＼ぞま�神様

ゅもゃ�ぽむぞィねもめび〜ぷぱむもゃ�ぽむぞィもぞだねも

ら＼フΖ�Μて£神オ恐イ™〜神よ命令オ守イ〜％も悟ぽべ™だ

ゅ＼神様よの命令オ守ぽむ生でィもぞだねもめび〜


／私ら最近＼自分て人づァ受に入イァイやぞも思ぞ込�＼思ぞ悩


カめぞィだほゅ＼受に入イァイ™だもびィ思ぞめ心よ中てぞぽる


ぞゅやア＼ぞまよ関ゅづ自分て与ぢィねも＼握びィねもオ忘イむ

ぱ�ぽむぞべねもてぜア�ぱべ〜もむ�苦ぱどむ平以てやどやぽ

むぱ�ぞ�ぱべ〜ぷよ中め神様て＼£ぜやべら握びィねもて必要

めらやぞよづ％も指摘ぱむどぺはア＼握びィねもオ始�べァ＼平

以て戻ぽむで�ぱべ〜�だ決ぱむ神様よ�ぷりづァ離イやぞめぞ

べぞ＼与ぢィ生で方てぱべぞも思ぞ�ぱべ〜立ほ返ァふむどぺ

はぽべ神様ゅ憾謝ぱ�び〜


みそばにいる幸せ
／神様よ命令オ守ぽむ生でィねもて私べほゅもぽむ幸ふやねもめ

び〜ゼダパ様ら＼心よ中ゅぜィ思ぞ£圧ぞ考ぢ＼殺人＼官陰＼陰

ァや行ぞ＼盗�＼偽証＼よよぱア≧ヴプゼ15‥19∞％て人オにて

びも言ェイ�ぱべ〜救ェイべ私べほ��や意然もぱむ罪人めぜ

ア＼心よ中ゅら罪よ思ぞて潜カめぞ�び〜べもぢりゃカやゅ不当

やめでのもてぜぽべもぱむ�＼人オ握はやぞ思ぞ＼赦はやぞ思ぞ

オ�だぽむつども＼ぞまよ関ゅづ心ら疲イ珂む＼平以てやど＼�

よのもゅ集中びィねも�めで�ふカ〜£握ぱやはぞ％もぞだ命令

て私べほよ心オ罪よ思ぞづァ守ア�び〜�べョゾΖら£ゐゃだ酒

ゅ酔ぽむらぞに�ふカ〜ぷねゅら放蕩てぜィづァめび〜≧ダヰフ

5‥18∞％も命ひ�ぱべ〜少ぱどァぞも思ぽむ�＼酒ゅ酔だねも

ら神様よ�ぷりづァ離イむぱ�だもぞだ深刻や結珂オ招どねもゅ

やア�び〜神様よ命令ゅ真剣ゅ耳オ傾にやにイりやア�ふカ〜


／神様よ命令オ守ゥだもびィもで＼私べほよ心よ思ぞら罪づァ守

ァイ＼平以め幸ふや生滑オ保まねもてめで�び〜ぞま�神様よ�

ぷりゅぞィ者もやぽむ参ア�ぱ�だ〜≧鈴木千史∞


／http‥//www.revival.jp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ〜

／主よ御手／／／／NO.1381 ／／2022年1月16日≧日∞発行

みそばにいる幸せ

http://www.revival.jp

