
 
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2月13日≧日∞発行／2月第2週
NO.1385

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）　       2月13日(日)～2月19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

2/18(金) 
午後8:45 鈴木宅 2/4 

3名
無茶苦茶忙ぱぞ仕事〜主ゅぜぽむ必ぴめでィ
も思ぞ直びねもてめでィよらびのぞねも〜

Gospel 
鈴木尚姉

2/26(土) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

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

2/6 
8名

£つら™だ％も声オづにむどぺはぽべ主よ握
ゅ心てもむ�ぜべべづどやア�ぱべ〜

私ゅ�声オづにむどぺはぽむィ〜
からし種 

磯貝姉
2/19(土) 
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

2/20(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

2/6 
6名

心配びィねもオ��む＼ΓΒホデパぱむ事ゅ
当べィねもてめで�ぱべ〜


Rock 
鈴木洋兄

2/16(水) 
午後8:30 鈴木宅 2/2 

3名
当べア前や憾ひめ現イむ価はぽべゼダパ様〜
青筋立むむ力�よめらやど神様ゅ為ょ™だ〜

シャローム 
平岩姉

2/26(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

2/20(日) 
礼拝後 髙橋宅 2/6 

6名
ぷイへイ祈ィ時オ待ほ�ぱべ〜周アよ人も自
分よべ�ゅ祈ア�ぱべ〜


リジョイス 
杉本姉

2/22(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

2/22(火) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

2/6 
7名

食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜近況オ角認ぱむ必
要オ祈ア合ぞ�ぱべ〜


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

3/9水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

2/9 
23名

£恐イ™＼ぞどァめ�来ぞ“％も立ほ向づだ
時＼復滑よ主て支ぢむどぺはィ〜


セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

2/13(日) 
午後1:00 平岩恵宅 2/6 

2名
状況™ア�私て神様ゅ信頼ぱむぞァイィづゃ
だづて生でィ上め重要やねもめぜィも額ゐ〜

worship 
長塚寛兄

1/23 
名

中止

高校生 
平岩姉 中止 中止

中学生 
梅田姉 中止 中止

キッズ2 
小山姉 中止 中止

キッズ1 
芳井姉 中止 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

2/26(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 2/1 

名
中止

神の家族 
伊岐見真姉

2/26(土) 
午後7:30

LINEで 
分かち合い

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 2/13

（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

来 2/20

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 2/24 

（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 

※  2/15(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）   　

※  近田裕子姉妹のお母さん(小島ヨリ子様)が亡くなられました。姉妹と残された
ご家族の慰めと平安のためにお祈りをお願いします。

mailto:david@revival.jp


£ Ζ 【 ヴ 4 ‥ 1 9 - 2 1／  

彼ら＼つ™ぷ百歳ゅや

ア＼自分よづァぺてび

めゅ死カぺ�同然めぜ

ィねも＼�べネΒよ胎

て死カめぞィねもオ認

�む�ぷよ信仰ら弱�

ア�ふカめぱべ〜不信

仰ゅやぽむ神よ約束オ

疑だ™だやねもらやど＼づぢぽむ信仰て強�ァイむ＼神ゅ穎光オ帰ぱ＼

神ゅら約束ぱべねもオ実行びィ力てぜィ＼も角信ぱむぞ�ぱべ〜％


私たちは神を信じた
／Αュャよ福伽書ゅら＼ゼダパ様よ弟子よ�ヴパてゼダパ様よ復

滑オ疑ぽべめでのもて記はイむぞ�び〜復滑はイべゼダパ様て＼

弟子べほて集�ぽむぞィもねゥゅぜァェイべもで＼�ヴパらぷね

ゅぞ�ふカめぱべ〜弟子べほら彼ゅ£私べほら主オ見べ≧Αュャ

20‥25∞％も言ぞ�ぱべて＼�ヴパら£私ら＼ぷよ手ゅ釘よ跡オ

見む＼釘よ跡ゅ指オ入イ＼ぷよ脇腹ゅ手オ入イむ�やにイり＼決

ぱむ信ひ�ふカ≧同∞％もゼダパ様よ復滑オ疑ぞ�ぱべ〜ぱづぱ

ぷよ後＼ゼダパ様て再ろ弟子べほゅぜァェイむどぺはア＼�ヴパ

ゅ手よ釘よ跡も脇腹よ刺はイべ跡オ見ふむどぺはぽべもで＼�ヴ

パら信ひ�ぱべ〜ゼダパ様ら�ヴパゅ＼£ぜやべらェべぱオ見べ

づァ信ひべよめびづ〜見やぞめ信ひィ人べほら幸ぞめび〜≧同

20‥29∞％も言ェイ�ぱべ〜


／今日私べほらゼダパ様ゅ直接つ廻ぞびィねもらめで�ふカ〜

£見やぞめ信ひィ人べほら幸ぞめび〜％もぞだ�ねもりら＼今日

よ私べほゅ�語ァイむぞ�び〜私べほて見やぞめ神様オ信ひィね

もてめでべよら＼聖霊よ働でゅ™ィ�よめぱべ〜私べほて神オ求

�始�ィも聖霊ら私べほよぷりゅ立ぽむどぺはア＼ゼダパ様オ信

ひィねもてめでィ™だゅ私べほよ心ゅ働ぞむどぺはぞ�ぱべ〜神

様オ信ひィねもてめでべねもら神様づァよ大でや恵�めび〜


神を疑うことになっていないか
／もねゥめ＼神様オ信ひィもらゃだぞだねもめぱ�だづ〜ゼダパ

様ら＼の自分てよゥェイべぞほひどよ木て＼翌日枯イむぞィよオ

弟子べほて見む驚ぞべもで＼£神オ信ひやはぞ≧ヴΔニ11‥

22∞％も言ェイ�ぱべ〜ぷイら£神様ゅらゃカやねもめ�めでィ

ねも％オ信ひやはぞもぞだねもめび〜神様オ信ひィもぞだねも

ら＼べぺ神様てつァイィもぞだねもぺにめやど＼神様ら全知全能

めぜァイむ＼ゃカやねもめ�びィねもよめでィつ方めぜィねもオ

信ひィねもめび〜


／ぱづぱ私べほら＼神様オ信ひィも言ぞやてァ＼日常生滑め問題

て起ねィも動揺ぱ＼もべカゅ平以オやどぱむぱ�だ者めび〜経済

て満べはイやぞ＼仕事�子茨むゅ疲イむぱ�だ＼職場�架庭よ人

関韓係てだ�どぞづやぞ＼自分�架族よ健康て心配ぺ＼やゃもぞ

だねもてぜィも＼びなゅ落胆ぱ憂鬱ゅやぽむぱ�だよめび〜神様

らゃカやねもめ�めでィつ方めびづァ＼私べほよ経済オ満べびね

もてつめでゅやア�び〜私べほよ疲イ�病オ癒�ぱ＼新ぱぞ力オ

与ぢィねもてつめでゅやア�び〜私べほよ人関韓係オ怪復ぱ＼問

題オ快決びィねもてつめでゅやア�び〜めびづァ問題オ目よ前ゅ

ぱむ平以オやどぱむぞィよら＼神様よ全能オ疑だ姿勢ゅ�づやァ

やぞよぺもぞだねもゅ＼私べほら気みづやどむらやア�ふカ〜


アブラハムの信仰
／冒頭よ�ねもりら＼決ぱむ神よ約束オ疑ェやづぽべズレΒュ�

よ信仰ゅまぞむ教ぢむぞ�び〜彼ら神様づァ召はイべ時＼祝福よ

約束オぞべぺで�ぱべ〜£ェべぱらぜやべオ大ぞやィ国民もぱ＼

ぜやべオ祝福ぱ＼ぜやべよ名オ大ぞやィ�よもびィ〜ぜやべら祝

福もやアやはぞ〜≧創世記12‥2∞％〜ぱづぱ＼可年経ぽむ�允

向ゅ子ゃ�て与ぢァイ�ふカめぱべよめ＼ズレΒュ�ら＼自分よ

召使ぞて跡取アゅやィよめぱ�だづ＼も神様ゅ尋ょ�ぱべ〜ぱづ

ぱ神様ら＼ぷだめらやど彼自身よ子て跡オ継なよぺ＼も言ェイ�

ぱべ〜ズレΒュ�らねよ神様よ仰ふオ信ひ�ぱべ〜ぷイら＼彼て

神様ゅ信頼ぱむぞべづァめび〜彼ら＼神ら自分オ握ぱむつァイ＼

必ぴ良ぞねもオぱむどぺはィ方めぜィも角信ぱむぞ�ぱべ〜ズレ

Βュ��妻よネΒ�非常や年希アめ＼人関的ゅら子ゃ�オ産�ゅ

ら不寡能や状況めぱべて＼彼ら神ゅ信頼ぱむぞべよめ＼全知全能

めぜァイィ神様ら＼自分ゅ子ゃ�オ与ぢィねもよめでィつ方めぜ

ィも信ひべよめび〜神様ら彼よ信仰オ基りイ＼約束通アズレΒュ

�て100歳＼ネΒて90歳よ時ゅゼネデオ与ぢむどぺはぞ�ぱべ〜

約束通アズレΒュ�ら神様ゅ™ぽむ大ぞゅ祝福はイ�ぱべ〜


神を疑わないために
／私べほて神オ疑ェやぞべ�ゅらゃだびイり™ぞめぱ�だづ〜／

私ら最近＼�ィんでねもて進�やぞよめ焦ぽむ平以オやどびねも

てぜア�ぱべ〜ぷよ時主て＼平以てやぞよら神様オ疑ぽむぞィね

もぺも示ぱむどぺはぞ�ぱべ〜改ぞ魁�む祈ィも＼£神ゅもぽむ

不寡能やねもら可�ぜア�ふカ〜≧Δッ1‥37∞％もぞだ�ねも

りて与ぢァイ�ぱべ〜私らゃカやねもめ�めでィつ方ゅ信頼ぱや

ぞめ＼自分ゅら能力�体力てやぞもづ＼時関て足アやぞもづ言ぽ

む＼自分よ考ぢゅもァェイむ＼神様よ�ねもりオ聞ぞむぞやづぽ

べねもゅ気みづはイ�ぱべ〜�ねもりオ思ぞ巡ァぱむぞィも＼心

て守ァイむ成ぱ遂ぬィねもてめで�ぱべ〜


／神様オ疑ェやぞべ�ゅ＼私べほらぞま�神様もよ信頼韓係オ築

ぞむぞやにイりやア�ふカ〜信頼よぜィもねゥゅら疑ぞて入ア込

�余地らぜア�ふカ〜ゃカやねもめ�めでィつ方て＼私べほオ握

ぱむどぺはア＼決ぱむ離イぴぞま�も�ゅぞむどぺはィもぞだ恵

�オ�ねもりゅ™ぽむ受に取ア＼ぞま�思ぞ起ねぱ＼心よ中ゅ巡

ァぱむ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.1385 ／／2022年2月13日≧日∞発行

神を疑わない

http://www.revival.jp

