
 
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23日≧日∞発行／1月第4週
NO.1382

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） 
　　　　　　開始１４時１５分（浜松礼拝） 

•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、プレヤーハウス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）　       1月23日(日)～1月29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

1/26(水) 
午後1:00

LINE 
電話

1/12 
2名

十字禍よ苦ぱ�オ思だ時自分よ痛�威上よ苦
ぱ�ぺも魁�む立ほ返ア涙てぜわイ�ぱべ〜

グレイス 
鈴木千姉

1/28(金) 
午後8:30 鈴木宅 1/14 

3名
自分て伝道びィねもら難ぱど憾ひむぞィて＼
教廻ゅ誘だねもらめでィや＼も思ぽべ〜

Gospel 
鈴木尚姉 未定 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

1/30(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

1/16 
7名

勝利者よゼダパ様ゅびてぽむつ©ぺょぱ主よ
寛全や癒ぱてぜィ事オ信ひ�び〜

からし種 
磯貝姉

Zoomで 
分かち合い

1/13 
4名

祈ぽむぞど中め＼自分めやカもづぱ™だも思
ぽむぞィねもてべどはカぜィも思ぽべ〜

ユース 
岩下兄

2/6(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

1/16 
3名

後づァ思ぞ起ねぱ£主て私ゅ語ぽむ価はぽむ
言だねもオ教ぢむどぺはぽべ％も憾謝ぱべ〜

Rock 
鈴木洋兄

2/2(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

2/12(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

1/11 
3名

�ねもりオ利用ぱむ自分よ価ゅ置ぞむぞべ〜
�ねもりオ第允ゅ日」生滑ぱむぞでべぞ〜

ジョイフル 
穂苅兄

2/6(日) 
礼拝後 交わり 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) 
中止

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＼必要よべ�ゅ祈ア�ぱべ〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

1/23(日) 
午後1:00 平岩恵宅 1/16 

2名
�ぴ私自身て＼十字禍オ見上ぬ続にべぞも思
ェはイべ〜神様ゅ憾謝〜

worship 
長塚寛兄

1/23(日) 
礼拝後 コメダ 1/9 

名
高校生 
平岩姉

1/23(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

1/16 
4名

��ィねも�めでべにゃ＼信ひむ乗ア�ぢァ
イィも語ァイむ最後�め走ィねもてめでべ〜

中学生 
梅田姉

1/23(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

1/16 
2名

£勉強ぱべ分ぺに＼ほ�カもづに�び™だ
ゅ％ぽむ祈ぽべァ＼ほ�カも書にべ“

キッズ2 
小山姉

1/23(日) 
お休み

1/16 
名

キッズ1 
芳井姉

1/23(日) 
お休み

1/16 
3名

ゼダパ様て十字禍め苦ぱ�死カめどぺはぽべ
よら＼私オ救ぞ癒びべ�ぺぽべ〜

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

2/12(土) 
午後6:30 芳井宅 1/8 

4名
カルバリ 
野田兄

2/1(火) 
午前9:00 野田宅 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

2/12(土) 
午後7:30

LINE 
電話

1/16 
名

中止

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 1/23

（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

来 1/30

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 2/3 

（木） 
聖餐式

鈴木千姉
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 

※ 森井信一兄弟が天に召されました。残されたご家族の平安と救いのためにお祈
りをお願いします。



£Αュャ14‥1 ＃ぜやべてべ

ら心オ騒てふむらやア�ふ

カ〜神オ信ひ＼�べェべぱオ

信ひやはぞ〜％


ボールが止まって見えるほどの集中力
／ロΖよパン【ボ選手よ中め＼™ど£ヲ【Δて止�ぽむ見ぢべ％

£ブ【Μゅ入ぽべ％もぞだ言葉オ聞どねもてぜア�び〜集中力て

高�ア＼周易よ伽�景色て全ど維識づァ崖イ＼目よ前よロΕ【ゅ

べぺ没頭ぱ＼最高よョルチ【ヴΜパオ発旗めでべ時ゅ選手よ口づ

ァ出むどィ言葉めび〜野球めぜイり時速100ヅΖオ超ぢィヲ【Δ

てユホプ【よ近どゅ迫ぽむで�びて＼止�ィらぴよやぞヲ【Δて

止�ぽむ見ぢィ�ゃ＼びんむよ維識てぷねゅ集中ぱむぞィ状態め

び〜


／昔＼ロΖ野球選手もぱむ滑躍ぱべ川上哲治はカもぞだ方ら＼ぜ

ィ年＼ハ【ヒΜ凱幕づァぴぽもパΒΜロゅ館ア＼�てで続にむぞ

�ぱべ〜ぷイら当時よ竿督もよ折ア合ぞて圧づぽべねもて原©め

ぱべ〜憾情的ゅ衝突びィねもて多ど＼精神的やパ�Εパゅ™ぽむ

集中力オ乱ぱむぱ�ぽべよめび〜ぜィ日＼川上はカら＼びんむよ

雑念オ振ア払だ™だゅ＼べぺれべびァゅヲ【Δオ打ほ返ぱむぞ�

ぱべ〜時関て経まよ�忘イィどァぞ集中ぱむぞべぷよ時めぱべ〜

ヲ【Δて＼自分てパゼΜトびィンゼΜ��め来べ時＼止�ぽべ™

だゅ見ぢべよめび〜ぷよ瞬関ゅ£ねイぺ“％もぞだ自分よ中めよ

角信オ得べぷだめび〜ぷイづァら＼£びんむよヲ【Δて同ひ空関

め止�ィ＼ぷイオ打ま＼＃ねイぺ＆も憾ひィ〜％ぷよねもよ繰ア

返ぱぺぽべぷだめび〜£相手オぱむどイむぞィリホベ�【よ＃�

だ巻弁ぱむどぺはぞ＆もぞだ言葉めュホも蛾ゅ返ぽべ時＼自分よ

中ゅ自信よ™だや気持ほて駕生ぢむぞべカぺ％も話ぱむぞ�び〜


集中する時、大きな力を発揮することができる
／私べほゅ�＼ねよ™だや最高よョルチ【ヴΜパオ発旗びィべ�

よ集中力て神様づァ与ぢァイむぞ�び〜めびづァ＼可者ゅ�邪魔

はイやぞめ＼べぺ目よ前よねもぺにゅ集中ぱむ取ア組�ねもて出

来ィ時ゅ＼私べほら多どよねもオ成ぱ遂ぬむ行どねもて出来�

び〜仕事�勉強め�＼毎日ニボニボも目よ前よ�ィんでねもオ成

ぱ遂ぬむぞどねもてめでィよめ＼ぷイて後ゅやぽむ＼£ぞまよ関

ゅづねカやゅ�出来むぞべ％も気付づはイィねもゅやア�び〜


／私べほら＼慰大や成珂＼功績オ残ぱべ有名や指導者�ロΖズパ

Γ【�も呼りイィ™だや人べほよ輝づぱぞ姿オ見む＼£ぜよ人ら

才能ゅ恵�イむぞべカぺ™％も允言め片付にむぱ�だねもてぜぽ

べアぱ�びて＼ぷカや人べほめぜぽむ�日常生滑めら＼私べほも

同ひ™だゅ毎日�ィんで必要や事�練習ゅ取ア組カめぞ�び〜ぷ

よ日」よ行動よ積�重ょて＼�てむ実オ結ゐ時て�ぽむ来�び〜

ぷよべ�ゅ＼集中ぱむ取ア組�ねもら＼ゃカや人ゅもぽむ�必要

不寡欠めらやぞづも思ぞ�び〜


罪の問題を抱えていると集中できなくなる
／ぱづぱ＼私べほて毎日仕事�勉強ゅ励�中め＼�ぱ＼£集中ぱ

む取ア組�ねもて出来やぞ％もづ＼£びなゅ他よねもゅ心て向で

気て散ぽむぱ�だ％もぞだ問題てぜィやァり＼ぷよ原©て可やよ

づもぞだ事ゅ注目びィ必要てぜア�び〜


／ぷよ允まもぱむ＼蝦立ほ�怒アよ問題てぜィも思ぞ�び〜自分

よ思ぞ通アゅ事て進カめぞやぞねもゅ対びィ蝦立ほ�焦アよ思ぞ

めぜぽべア＼周易よ人べほよ自分ゅ対びィ視線＼評夏オ気ゅびィ

ぜ�アロΕホハ�【オ憾ひむ＼£でほカも�ァやぞも周易づァ受

に入イむ�ァぢやぞ％もぞだ思ぞて妨ぬもやぽむ集中めでやどや

ィねもてぜぽべアぱ�び〜�べ＼人オはりぞむぞべア＼怒アオ持

ほ続にむぞべアびィねもてぜィづ�ぱイ�ふカ〜否定的や思ぞオ

持ほまま＼仕事�勉強ゅ集中びィねもら決ぱむ出来�ふカ〜�ニ

レら＼£罪人べほ＼手オで™�やはぞ〜二心よ者べほ＼心オ清�

やはぞ〜≧�ニレ4‥8∞％も言ぽむぞ�びて＼怒ア�蝦立ほよ思

ぞオ持ほまま＼神様ゅ仕ぢィねもら出来�ふカ〜�ぱ人ゅ対ぱむ

はりど思ぞ�怒アよ思ぞてぜィやァり＼ぷよ人もよ韓係よ怪復オ

伎だねも＼�べ＼抱ぢむぞィ罪よ問題オ主ゅ改ぞ魁�む祈ア＼赦

ぱオ受に取ァやにイりやア�ふカ〜恐イ�蝦立ほてぜィやァり＼

主ゅ信頼ぱむぞやぞねもオ認�む改ぞ魁�やにイりやア�ふカ〜


神に心を集中させる時、力が与えられる
／私べほよ内ゅぜィ蝦立ほ�怒アよ思ぞてゆなぞ去ァイ＼神様ぺ

にゅ心て向にァイむ行ど時＼私べほら目よ前よ仕事ゅ＼作業ゅ集

中ぱむ取ア組�ねもてめで＼勉強ゅ集中びィねもてめでィ™だゅ

やア�び〜聖書オ読�ねもゅ＼祈ィねもゅ集中めでィ™だゅやア

�び〜人よ話オ聞どねもゅ集中めでィ™だゅやア�び〜


／私ら今＼伽響瑛像よの奉仕�＼Γ�Γ【�ュゾパよの奉仕め

様」や機界�道具オ使ぽむよ作業オびィねもやゃ＼様」やの奉仕

オはふむぞべぺぞむぞ�びて＼ねイァよねもて少ぱぴま出来ィ™

だゅはイむ来むぞィよ�＼教廻めの奉仕はふむぞべぺど™だゅ

やぽむづァよねもめび〜ぷイ�めよ自分ら＼可事ゅ�興味ら持ま

�よよ＼面倒やねもら�アべどやぞもぞだよて前提ゅぞま�ぜぽ

べよめ＼自分よ好でやねもよ範易めぱづ�ァやぞもづ＼面倒ゅ

やぽべァ途中めぜでァ�むぱ�だもぞだねもて�もカゃめぱべ〜

ぱづぱ＼の奉仕はふむぞべぺど中め＼面倒ぺも憾ひィ™だやねも

ゅ面も向で合だねも＼ぷぱむ可™ア＼神様ゅ心て向にァイむぞど

中め＼集中ぱむ取ア組�ねもよ基ろオ知ィねもて出来�ぱべ〜ぷ

ぱむ＼はァゅ深ど知アべぞもぞだ更やィ興味＼韓心よ思ぞて与ぢ

ァイ＼�ィ気て湧ぞむ来む＼進カめ�アべぞもぞだ思ぞて与ぢァ

イむぞ�び〜私べほら＼神様ゅ集中びィ中め＼�ィ気て与ぢァ

イ＼多どよ事オ成ぱ遂ぬむ行どねもて出来�び〜めびづァ＼ぞま

�神様ゅ心オ向にまま＼仕事�勉強＼架事茨児ゅ励カめ�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.1382 ／／2022年1月23日≧日∞発行

集中力は神から与えられる

http://www.revival.jp

