
 
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。
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／／／／／／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2月6日≧日∞発行／2月第1週
NO.1384

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）　       2月6日(日)～2月12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

1/26 
名

中止

グレイス 
鈴木千姉

2/11(金) 
午後8:30 鈴木宅 1/28 

3名
落ほ込�も自己中心ゅやアぞ�や思ぞゅやぽ
むどィ〜ゃカやもで�人よねもオ思ぞべぞ〜

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

1/30 
8名

復滑よヅΓパ�て私よだほゅつァイィよぺづ
ァ＼諦�ィ必要らやぞ〜

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

2/16(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
ぷイへイ祈ィ時オ待ほ�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

1/25 
3名

人よ事オ握ぱむ祈ぽむぞィ™だめ＼実ら自分
よ事ぱづ考ぢむぞやぞカぺも認��ぱべ〜

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

今週めび〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

2/6(日) 
午後1:00 平岩恵宅 1/30 

名
中止

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

2/15(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 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

来 2/13

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 2/17 

（木） 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 



£使徒2‥36-37 めびづ

ァ＼ゼパΒダΔよ全架ら＼

ねよねもオらぽでアも知ァ

やにイりやア�ふカ〜神て

今�主も�ヅΓパ�も�は

イべねよゼダパオ＼ぜやべ

てべら十字禍ゅまにべよめ

び〜＆ 人」らねイオ聞ぞ

む心オ刺はイ＼ヰマΖも�づよ使徒べほゅ＼＃兄弟べほ＼私べほらゃだ

ぱべァ™ぞめぱ�だづ＆も言ぽべ〜％


自然の偉大さに心を動かされる
／握知県よ東部＼長野県もよ県境よ近どゅ因武≧ぞやゐ∞もぞだ

町てぜア�び〜ねよ町ゅ＼今よ時棄ゅぱづ見ィねもよめでやぞ景

色てぜア�び〜氷瀑≧れ�だりど∞も呼りイィ巨大やボΒΒめ

び〜普通＼氷瀑ら氷ぽべ滝よねもオ言ぞ�びて＼因武よ氷瀑ら＼

地元よ水道乙オ永�人て個人的ゅ作ぽべ�よめび〜£地元ゅ多ど

よ貫光客て来む�ぱぞ％もよ伎ぞづァ10年威上前づァ毎年�ぽむ

ぞィぷだめび〜手作アよ氷瀑ら＼山よ斜面ゅ岸太オ獲子状ゅ組

�＼小はや穴オ凱にべョゼロオ張ア巡ァふむ＼気仮て氷点価2度

ゅやぽべ時ゅ＼山よ湧で水オ霧状ゅぱむづにィねもめ氷瀑て出来

ィぷだめび〜可本�よ太ぞボΒΒて価ゅ長ど伸ろむぞィ姿ら綾堪

めび〜ぷよ全体ら＼高は約10�【�Δ＼幅約20�【�Δゅ�やィ

ぷだめび〜ボΒΒら＼雪て太陽ゅ当べぽむ溶に＼ぱべべィ直前め

�べ凍ィ＼もぞだねもオ繰ア返びねもゅ™ぽむ＼ゃカゃカ価ゅ伸

ろむ行で�び〜溶にべア凍ぽべア＼勘暖差よぜィ気候て続づやに

イり＼ボΒΒら大でどやぽむ行で�ふカ〜自然よやふィェばめ

び〜�べ＼ねよ近どゅら＼樹氷�見ァイィぷだめび〜樹氷��

べ＼様」や条件て重やぽむめでィ現象めび〜氷点価Ｐ度威価め＼

ぜィ程度よ湿度てぜア＼風て吹ぞむ空気中よ水蒸気て木ゅゐまづ

ィねもゅ™ぽむ氷ゅやア�び〜


／私ら＼べ�べ�マΕラオ貫む知ア�ぱべて＼允度行ぽむ�べぞ

も思ぞ�ぱべ〜素晴ァぱぞ景色ゅ綾倒はイィ時＼私べほら心オ動

づはイ�び〜ぷイら神様て造ァイべ�よぺづァめび〜素晴ァぱぞ

景色オ造ァイべ主オ��べべぢぴゅらぞァイやどやア�び〜主を

よ憾謝よ思ぞ＼基ろて湧で上てア＼もむ�岐ぱどやア�び〜


祈りの中で心を動かされる
／�やはカら＼日常生滑よ中め心オ動づはイィねもらぜア�びめ

ぱ�だづ〜例ぢり＼瑛雅オ貫む憾動ぱべねも�＼パン【ボオ貫戦

ぱむぞむ＼ロΕ【びィ選手べほよ真剣や姿オ見む心オ強ど打べイ

べアびィねもてぜィも思ぞ�び〜�べ＼自分てぴぽも求�続にむ

でべ仕事よ目標オ達成めでべ瞬関�＼久ぱど廻ぽむぞやづぽべ架

族�知人も再廻ぱべ時＼他ゅ�＼主て祈アゅ答ぢむどぺはぽべも

知ぽべ瞬関めぜぽべアびィづ�ぱイ�ふカ〜�べ＼日」起ねィ問

題よ中め＼不以�心配＼恐イよ思ぞて�ぽむ来ィもで＼私べほよ

心ら揺はゐァイ�び〜


／私�＼日」よ祈アよ中め強ど示はイィねもてぜア�び〜£ぜや

べよだほゅ罪よ思ぞらやぞづ＼人オ憎カめらぞやぞづ＼＃握ぱ�

び＆も口めら言ぽむぞィにイゃ�本当ゅ握ふむぞィよづ〜％も主

よねもりて心ゅ迫ぽむどィ時＼私よ心ら責�ァイ�び〜私べほよ

心ら＼主オ信ひむぞィづァねぷ圧�罪ゅ対ぱむ敏憾ゅやア�び〜


十字架は私のためだと知る時、心を動かされる
／冒頭よ�ねもりら＼ヰマΖて大勢よ民ゅ対ぱむ説教オぱむぞィ

場面めよ出来事めび〜彼ら＼£ゼパΒダΔよ全架ら＼ねよねもオ

らぽでアも知ァやにイりやア�ふカ〜神て今�主も�ヅΓパ�も

�はイべねよゼダパオ＼ぜやべてべら十字禍ゅまにべよめび〜％

も民ゅ対ぱむ語ア�ぱべ〜ぷイオ聞ぞむぞべ民ら強ど心オ打べイ

�ぱべ〜自分よ内ゅぜィ罪ゅ責�ァイィ思ぞて�ぽむ来�ぱべ〜

£ゼダパ…ヅΓパ�オ十字禍ゅまにべよら＼他め�やぞ＼ねよ私

やカぺ〜％もぞだ思ぞめぱべ〜彼ァら居む�立ぽむ�居ァイやど

やア＼£兄弟べほ＼私べほらゃだぱべァ™ぞめぱ�だづ％も尋ょ

�ぱべ〜びィもヰマΖら＼£ぷイへイ罪オ赦ぱむぞべぺどべ�

ゅ＼改ぞ魁�む＼ゼダパ…ヅΓパ�よ名ゅ™ぽむユロマパヴオ受

にやはぞ〜ぷだびイり＼賜物もぱむ聖霊オ受に�び〜≧使徒2‥

38∞％も答ぢ�ぱべ〜彼よねもりオ受に入イべ人」らユロマパ

ヴ＼洗礼オ受に�ぱべ〜私べほ�信ひべ時＼£ゼダパ…ヅΓパ�

オ十字禍ゅまにべよらねよ私ぺ〜私よ罪©ぢゅ主ら＼私よ身代ェ

アもやぽむ死カめどぺはぽべよぺ〜％も知ぽむ心オ動づはイ＼信

仰告白をも導づイ�ぱべ〜


進んで主に解決を求めよう
／£神よねもりら生でむぞむ＼力てぜア＼両刃よ剣™ア�謁ど＼

べ�ぱぞも霊＼韓節も骨髄オ分にィ�めゅ刺ぱ鑑で＼心よ思ぞ�

らづアのもオ見分にィねもてめで�び〜≧ヮレΔ4‥12∞％もぜ

ア�びて＼神よねもりら＼私べほよ心よ横底ゅぜィ＼普段自分め

�維識ぱむぞやぞ™だや領稲よ思ぞオ�明ァづゅぱむどぺはぞ�

び〜ぷよ時＼神よねもりて私べほよ心ゅ強ど刺はア�び〜�ら

�＼羽イべア言ぞ訳オぱべアびィねもらめで�ふカ〜心当べアて

ぜィ時ゅ＼£�ぜ＼め�＼ぷね�め深刻やねもめらやぞぱ〜％も

言ぽむ＼放ぽむつぞむらぞに�ふカ〜


／自分て犯ぱむぞィ罪�問題＼欠点やゃて明ァづゅはイィねもら

主づァよ恵�めび〜私べほて＼ぷよ問題オでぽづにゅぱむ主オ求

�始�ィ™だゅも促ぱむつァイィづァめび〜ぷだめやにイり＼私

べほらぴぽも今よ場所ゅもゃ�ゥだもぱむ＼可よ快決�やぞ��

我のぱむぱ�ぞ�び〜自分よ問題て明ァづゅやィねもオ恐イむら

やア�ふカ〜快決らびんむゼダパ…ヅΓパ�ゅぜィも信ひ�び〜

�ねもりゅ™ぽむ心オ刺はイィもで＼£主™＼私らゃだぱべァ™

ぞめぱ�だづ％も＼主ゅ尋ょィねもゅやア�び〜／


／私べほら＼人づァ自分よ問題オ指摘はイべア＼自分めらゃだゅ

�やァやぞ状況ゅやぽむらひ�む＼真剣ゅ問題ゅ向で合だもぞだ

ねもてぜぽべアぱ�びて＼�ねもりゅ™ぽむ示はイィやァり＼

今＼心よ向でオ変ぢむ快決よ方向ゅ出発ぱやにイりやア�ふカ〜

進カめ主ゅ快決オ求�む行でべぞも思ぞ�び〜私べほて求�始�

ィ時＼主ても�ゅ働ぞむどぺはィねもオ信ひ�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.1384 ／／2022年2月6日≧日∞発行

心を動かされる時

http://www.revival.jp

