
 
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30日≧日∞発行／1月第5週
NO.1383

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30日(日)～2月5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

LINE 
電話

1/19 
名

当べア前ゅやぽむぞべ辛づぽべねも改ぱぞ思
ぞオ繰ア返ぱ思ぞ返びねもづァ離イむぞィ〜

グレイス 
鈴木千姉

2/4(金) 
午後8:30 鈴木宅 1/21 

3名
良ぞ結珂オ求�む賛美びィよめらやど＼今よ
状況ぷよ�よオ基ゐよぺ＼も教ぢァイべ〜

Gospel 
鈴木尚姉

2/12(土) 
午前10:00

Zoomで 
交わり

1/22 
2名

握はイむぞィづァ＼私よべ�よ主よ御計雅て
ぜィ〜為ょむぞにり良ぞよぺ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

1/23 
7名

様」や試練ら自分ゅもぽむ必要や事ぺぽべよ
ぺも憾謝ぱ�ぱべ〜

からし種 
磯貝姉

2/10(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

1/22 
4名

賛美よ祈アよ中め＼神様オ利用ぱむぞィよめ
らやぞづも罪て示はイむ改ぞ魁��ぱべ〜

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 1/19 

3名
院酒ぱべどやどやぽべねもオ積極的ゅ証ぱぱ
む行でやはぞも示はイべ〜

シャローム 
平岩姉

2/12(土) 
午前10:00

LINEで 
分かち合い

1/22 
3名

聖霊様ゅ働ぞむぞべぺづやぞも快決よ答ぢら
ズ�ユゼパめでやぞも実憾〜

なつめやし 
髙橋智姉

2/6(日) 
礼拝後 髙橋宅 1/23 

6名
ぷイへイ祈ィ時オ持ほ�ぱべ〜特ゅ＼周アよ
人よべ�ゅ祈ア�ぱべ〜


リジョイス 
杉本姉

2/8(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 1/18 

6名
事前ゅ敗北オ受に取ァやぞもぞだ信仰よ行動
オ気オ付にむぞィ〜

アガペ 
長塚姉

2/13(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

1/23 
名

中止

サクセス 
鈴木勝兄

1/23 
名

中止

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

来週めび〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

1/30(日) 
午後1:00 平岩恵宅 1/23 

2名
交ェア〜瑛雅＃ョホハ�Μ＆オ見む＼恵�イ
�ぱべ〜

worship 
長塚寛兄

1/23 
名

中止

高校生 
平岩姉 中止 1/23 

名
中止

中学生 
梅田姉 中止 1/23 

名
中止

キッズ2 
小山姉 中止 1/23 

名
中止

キッズ1 
芳井姉 中止 1/23 

名
中止

Shine 
小原姉

2/13(日) 
午後2:30 小原宅 1/23 

4名
人づァはイむ嫌ぺも憾ひべねもら＼自分�魁
善ぱむぞづやにイりやァやぞも思ぞ�ぱべ〜

ギデオン 
芳井兄

2/12(土) 
午後6:30 芳井宅 1/22 

名
中止

カルバリ 
野田兄

2/1(火) 
午前9:00 野田宅 1/18 

7名
ビΔゅ対ぱむよ言ぞべぞねも��Μユ【関め
よ言ぞみァぞねもオ話ぱむ�ァぞ�ぱべ〜

神の家族 
伊岐見真姉

2/13(日) 
礼拝後 交わり 1/24 

2名 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 1/30

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 2/3 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

来 2/6

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 2/10 

（木） 大髙握姉

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 

※  2/1(火)のバイブルスタディは配信で行います。午後1時、7時。 
     テキストは「讃美の力」(1600円)に替わっています。 
     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）   　

※ 加茂雅子姉妹の癒しのためにお祈りをお願いします。  　

mailto:david@revival.jp


£ニΖネゼ3‥8-10／

ぱづぱ今ら＼ねイァび

んむオ＼びやェほ＼怒

ア＼憤ア＼圧維＼よよ

ぱア＼ぜやべてべよ口

づァ出ィ恥ぴんでねも

りオ捨むやはぞ〜互ぞ

ゅ偽アオ言ぽむらぞに

�ふカ〜ぜやべてべら

古ぞ人オぷよ行ぞもも�ゅ脱と捨むむ＼新ぱぞ人オ着べよめび〜新ぱぞ

人ら＼ぷイオ造ァイべ方よづべほゅぱべてぽむ新ぱどはイ続に＼真よ知

識ゅ至ア�び〜％


サブスク
／最近£ネレパデ％もぞだねもりオ™ど聞で�び〜ネレパデらネ

レパデΓロハ�Μ≧定棄購読∞よ略め＼利用料金オ支払だも＼製

品オ買だよめらやどネ【ラパて允定棄関利用めでィ方式めび〜伽

掛�瑛雅�本やゃよネレパデら数年前づァ多どよ人て利用ぱむぞ

�びて＼ぷよ�づゅ�自動車＼架具�架電＼ニ【ヨ【�Β【�Μ

やゃよ院食韓係＼菓＼つ�ほ�やゃぞゥぞゥやネレパデてぜィ™

だめび〜ぷよ允まゅ＼洋服よネレパデてぜア�び〜洋服ら値段て

以どらやぞよめ＼購入ゅら慎重ゅやア�びぱ＼普通ぷイ�ゃ頻繁

ゅ買だ�よめらやぞも思ぞ�び〜ぱづぱネレパデやァり＼定笠オ

払ぢりネ【ラパゅ™ぽむら月ゅ可怪�ぞゥぞゥや新ぱぞ服オ掛ぱ

�ねもてめで＼デΓ【メΜトやゃよ�ゼΜマムΜパ�自分めびィ

必要てやど＼デΖ【ピホ�てぞぽるぞゅやィねも�やぞよめ人気

やよぺぷだめび〜誰め�新ぱぞ洋服オ着ィもでら＼可づΓルΕホ

ハ�ぱべ™だやだイぱぞ気持ほゅやィ�よめらやぞめぱ�だづ〜

生滑オ掛ぱ�べ�ゅねカやネレパデオ利用びィよ�＼允まよ知恵

づ�ぱイ�ふカ〜


古い生活と新しい生活
／もねゥめ今日よ�ねもりら＼ョゾΖてニΖネゼよ教廻よ人」ゅ

ぜむべ手紙めび〜£ぜやべてべら古ぞ人オぷよ行ぞもも�ゅ脱と

捨むむ＼新ぱぞ人オ着べよめび〜％も＼育服よべもぢオ用ぞむぞ

�び〜TPOもぞだねもりてぜア�びて＼育服ら時�場所�場合ゅ

™ぽむ変ぢ�び〜べもぢり暇ゅら涼ぱぞ服オ着�びぱ＼冬ゅら暖

づぞ服オ着�び〜ねよ�ねもりめョゾΖら＼救ェイむ新ぱどはイ

べ者ら＼古ぞ育服≧古ぞ生滑∞オ脱と捨むむ＼新ぱぞ育服≧新ぱ

ぞ生滑∞オ着べよぺ＼も教ぢ�び〜


／めら＼古ぞ生滑＼新ぱぞ生滑もらゃカや�よめぱ�だづ〜ョゾ

Ζら彼ァゅ＼£陰ァや行ぞ＼往イ＼情欲＼圧ぞ欲＼ぷぱむ貪欲オ

殺ぱむぱ�ぞやはぞ〜(同3‥5)％＼はァゅ£怒ア＼憤ア＼圧維＼

よよぱア＼ぜやべてべよ口づァ出ィ恥ぴんでねもりオ捨むやはぞ

(同3‥8)％も忠告ぱむぞ�び〜ねよ™だや罪ゅ導づイむぞィ生滑

て古ぞ生滑めび〜ニΖネゼよデΓパベ�Μべほら＼救ェイむぞィ

よゅ�づづェァぴ罪ゅ鈍憾めぜア＼偽よ教ぢゅ惑ェはイぷだゅ

やぽむぞ�ぱべ〜ョゾΖらぷカや彼ァよ未熟や信仰オ心配ぱむ＼

手紙オ書で送ぽべよめび〜手紙よ中めョゾΖら＼£ぜやべてべら

神ゅ選りイべ者＼聖やィ者＼握はイむぞィ者もぱむ＼深ぞ慈握よ

心＼親切＼謙遜＼柔和＼幹容オ着やはぞ〜(同3‥12)％も教ぢ�ぱ

べ〜ねよ™だや�よオ求�ィよて新ぱぞ生滑めび〜


新しい生活を歩んでいるか
／私べほ�救ェイむ新ぱどはイべ者めび〜ゃねて新ぱぞづもぞだ

も＼神オ信ひべ私べほよだほゅら御霊て住カめつァイィよめ＼救

ェイィ前よ罪よ思ぞめらやど＼御霊よ思ぞゅ導づイむ生滑めでィ

™だゅはイべもぞだねもめび〜御霊よ思ぞら£深ぞ慈握よ心＼親

切＼謙遜＼柔和＼幹容％めび〜新ぱどはイべ人ら＼主ゅ似べ者も

変ぢァイむぞどもぞだねもめび〜


／もねゥめ私べほら＼新ぱぞ生滑オ歩カめぞィめぱ�だづ〜私自

身オ振ア返ぽむ�ィも＼到底ぷだもら言ぢやぞも思ェはイ�び〜

人関韓係よ中め人よ反殴て自分よ思ぞ通アめやぞもゼΒゼΒぱむ

まぞ幹容はオ忘イ＼相手よ言ぽべねもオ否定ぱむぱ�ぽべアびィ

者めび〜�べ自分めら普通ゅ話ぱむぞィま�アめ�＼まぽにカゃ

カや言ぞ方ゅやぽむぞむ＼相手オ傷まにむぱ�だ者めび〜�べ自

分よ仕事�生滑ゅ精允杯めぜィも＼ぞまよ関ゅづ人オ思ぞ�ィね

もオ忘イむぱ�ぽむぞィ™だや者めび〜ゼダパ様ら£柔和や者ら

幸ぞめび〜(ヴプゼ5‥5)％も言ェイ�びづァ＼柔和ゅやアべぞも

切ゅ伎ぞ�びて現状ら�ゃ汚ど＼びなゅ憾情的ゅやぽむぱ�ぞ＼

ぜぜ�べ�ぽむぱ�ぽべも落胆ぱむぞィ™だや者めび〜ョゾΖ

ら＼£新ぱぞ人ら＼ぷイオ造ァイべ方よづべほゅぱべてぽむ新ぱ

どはイ続に％ィも言ぞ�びて＼ゃだぱべァ新ぱぞ生滑オ続にィね

もてめでィめぱ�だづ〜


新しくされ続ける
／同ひ手紙よ中めョゾΖら＼£上ゅぜィ�よオ思ぞやはぞ〜地ゅ

ぜィ�よオ思ぽむらやア�ふカ〜(同3‥2)％も教ぢ�ぱべ〜£上

ゅぜィ�よ％もら＼神よ卯よ座ゅまづイむぞィゼダパ様よねも＼

£地ゅぜィ�よ％もら＼罪よ思ぞめび〜人ら心よ中ゅぜィねもオ

言ぽべア行やぽべアぱ�び〜ぺづァぞま�ゼダパ様よねもオ思だ

ねもてもむ�必要めび〜ねイて新ぱどはイ続にィ方法めび〜


／人オ圧ど思ぽむぱ�だもでゅ＼ゼダパ様よねもオ思だも＼主ら

ねカや罪深ぞ私よべ�ゅ死カめどぺはぽべ�ゃゅ私オ握ぱむどぺ

はぽべよぺ＼も思ぞ起ねぱ�び〜ぷぱむねよ目よ前ゅぞィ人�＼

主ゅ造ァイ主ゅ握はイむぞィ人やよぺ＼も思ぞ起ねぱ�び〜びィ

も£ェべぱて与ぢべ握めねよ人オ握ぱやはぞ％もぞだ主よ声オ聞

どねもてめで�び〜握びィ力ら主づァ与ぢァイ�び〜ゼダパ様オ

ぞま�思だねもゅ™ぽむ＼新ぱぞ人オ着続にむ参ア�ぱ�だ〜

£握ら結ろよ帯もぱむ寛全めび〜(同3‥14)％(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.1383 ／／2022年1月30日≧日∞発行

新しくされ続ける

http://www.revival.jp

