
 
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。

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4月24日≧日∞発行／4月第4週
NO.1395

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）　       4月24日(日)～4月30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

4/29(金) 
午後8:45 鈴木宅 4/15 

3名
ニボニボら少ぱぴま取ア戻ぱむぞにィねもぺ
も言ェイむ励�はイべ〜

Gospel 
鈴木尚姉

5/14(土) 
午前10:00 交わり 4/9 

2名
ΒΜベオぱやてァ＼交ェアオぱ�ぱべ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

4/17 
7名

説明て価手やよめらやど＼握てやぞよめ＼考
ぢィよて面倒やぺにぺも教ぢァイ�ぱべ〜

からし種 
磯貝姉

5/12(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

4/16 
4名

祈アも聖書オ読カめづァ架事〜祈アも�ねも
りゅ™ぽむ守ァイむぞィねもオ憾謝ぱ�び〜／

ユース 
岩下兄

5/1(日) 
礼拝後 岩下宅 4/6 

4名
自分て苦ぱはづァ逃イィべ�めらやど＼子供
よべ�ゅ祈ィ祈アゅ変ぢァイべ〜

Rock 
鈴木洋兄

5/10(火) 
午後8:30 鈴木宅 4/6 

3名
本当ゅらェづぽむぞやぞづァまゐ�どねもゅ
やぽむぞィよぺも示はイべ〜

シャローム 
平岩姉

5/14(土) 
午前10:00 平岩宅 4/9 

2名
忙ぱぞ中ゅぜぽむ�基カめ仕事てめでむぞィ
よら主もも�ゅ仕事オぱむぞィもでぺ〜

なつめやし 
髙橋智姉

4/24(日) 
練習後 髙橋宅 4/10 

6名
良どぱ™だも言ぞやてァ＼彼ァよ言動ゅ敵対
ぱむぞィよら自分めぜィねもゅ気みぞべ〜

リジョイス 
杉本姉

4/26(火) 
午前11:00 穂苅紀宅 4/12 

3名
面倒どはぞオ排除ぱ主て言ェイべァ道て工事
中めぜゥだも奄ェぴゅ行ぽむで�びも告白〜

ジョイフル 
穂苅兄

5/1(日) 
礼拝後 交わり 4/3 

8名
撹自よ祈アよ霞題オ祈ア�ぱべ〜ぷよ後ら食
事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

アガペ 
長塚姉

4/24(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

4/10 
4名

ゼダパ様て手オ取ぽむ允緒ゅぞむ価はィも分
づぽむ以心ぱむ手術オ受にィねもてめでべ〜

サクセス 
鈴木勝兄

5/15(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

4/17 
17名

洗礼式オつ祝ぞぱむ食事よ交ェアオぱ�ぱ
べ〜

リーダーズ 
セル

5/11(水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

4/13 
23名

自分よ憾情ゅ逆ァぽむめ�＼今握ぷだもびィ
ねも〜本伽ら£握ぱべぞ％〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

5/1(日) 
礼拝後

Zoomで 
分かち合い

4/17 
2名

つ互ぞよ近況よ分づほ合ぞも＼祈アぜだ時関
オ持ほ�ぱべ〜

worship 
長塚寛兄

4/24(日) 
礼拝後 コメダ 4/10 

3名
高校生 
平岩姉

4/24(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/17 
3名

ねイ�＼神様よ恵�ぺ〜練習めでィカぺづァ
もよ思ぞて�ぽむでべ〜

中学生 
梅田姉

4/24(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/17 
5名

友達よねも�考ぢむ話ぱづにべア＼新ぱぞ友
達ゅ�＼ねほァづァ接びィ様ゅぱべ“

キッズ2 
小山姉

4/24(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/17 
3名

求�イり神様よ大ではて分づィも言ェイむぞ
む＼祈ぽむ求�ィ™だゅぱむぞ�び〜


キッズ1 
芳井姉

4/24(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/17 
4名

つ着替ぢ＼つ片付に＼面倒臭ぞぽむ思ぽむ�
アべどやづぽべにゃ＼ネネホむ�ア�び〜

ネネぽむ�ア�び“Shine 

小原姉
4/24(日) 
午後4:30 小原宅 4/10 

5名
ギデオン 
芳井兄

5/14(土) 
午後6:30 芳井宅 4/9 

3名
主て用維ぱむどぺはぽむぞィ�よぽむ本当ゅ
素晴ァぱぞやも憾謝ぱ�ぱべ〜

カルバリ 
野田兄

5/17(火) 
午前9:00 野田宅 4/5 

5名
優劣オ自分よ中め作ア＼関磯ぽむぞべねもオ
ュホヅΓも教ぢむ�ァぞ�ぱべ〜

神の家族 
伊岐見真姉

5/14(土) 
午後7:30

LINEで 
分かち合い

4/11 
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。

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 4/24

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 4/28 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 贋価渚姉

来 5/1

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 5/5 

（木） 鈴木尚姉

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 

※ 日曜礼拝バイブルスタディが第二礼拝と並行して行われています。受講者の方に
は係りから直接連絡があります。第一礼拝に出席してからご参加下さい。 
祝福をお祈りください。

※ 会計報告をコイノニアルームに掲示しました。ご覧ください。     　



£リΓリ4‥8-9   最後

ゅ＼兄弟べほ〜びんむ

真実やねも＼びんむ尊

ゐんでねも＼びんむ正

ぱぞねも＼びんむ清ぞ

ねも＼びんむ握びんで

ねも＼びんむ評判よ良

ぞねもゅ＼�べ＼可づ

徳もはイィねも�称賛

ゅ 値 び ィ ね も て ぜ イ

り＼ぷよ™だやねもゅ心オ留�やはぞ〜ぜやべてべて私づァ額カぺね

も＼受にべねも＼聞ぞべねも＼見べねもオ行ぞやはぞ〜ぷだびイり＼平

和よ神てぜやべてべもも�ゅぞむどぺはぞ�び〜％


主は心を見る
／聖書よ第允ネ�ダΔ記ゅら＼預言者ネ�ダΔて＼�ぺ少年め

ぜぽべヘラミゅ黄よ油注とオびィ場面て記はイむぞ�び〜ネ�ダ

Δて主よ仰ふゅ従ぽむ＼ヘラミよ父めぜィダホネゼよもねゥゅ来

べ時＼ネ�ダΔら彼よ長男めぜィダΓズレオ見む＼£でぽも＼主

よ前ゅぞィねよ者て＼主ゅ油オ注てイィ者ぺ≧�ネ�ダΔ16‥

6∞％も思ぞ�ぱべ〜彼よ容姿て立派ぺぽべづァめび〜ぱづぱ主

ら＼£彼よ容貌�背よ高はオ見むらやァやぞ〜ェべぱら彼オ退に

むぞィ〜人て見ィ™だゅら見やぞづァぺ〜人らだェんオ見ィて＼

主ら心オ見ィ〜≧同16‥7∞％も言ェイ�ぱべ〜主ゅ選りイべヘ


ラミよ信仰ら厚ど＼多少失敗らぜア�ぱべて＼生街オ通ひむ神よ


�ねねゥゅづやだ黄もぱむ主ゅ仕ぢィねもゅやア�び〜


／£人らだェんオ見ィて＼主ら心オ見ィ〜％もぞだ�ねもりゅ触

イィ時＼自分よ心よ中て＼ぞま�神様よ�ねねゥゅづやだ良ぞ�

よめぞぽるぞゅやぽむぞべぞも思ぞ�び〜ヘラミよ™だゅ神ゅ対

ぱむ�人ゅ対ぱむ�誠実め＼ぞづやィ時ゅ�神ゅ信頼ぱむ©ィて

やぞ＼�ぽびなや心ゅ憧イ�び〜


心の中に良いものがない
／ぱづぱ日常生滑よ中め＼私ら自分よ心よ中ゅら圧ぞ�よぱづや

ぞねもオ発見ぱむ愕然≧てどぶカ∞もぱ�び〜べもぢり人て自分

よねもオ™ど思ぽむぞやぞも憾ひィも＼無維識ゅぷよ人オ心よ中

め裁ぞむぞ�び〜ま�ア心よ中め�ア返ぱむぞィよめび〜冷静ゅ

考ぢイりびんむら自分ゅ原©てぜア＼自分て魁�ィんでねもぺも

ェづィよめびて＼ぷよ™だや圧ぞ思ぞオ�だぽむつども＼圧ぞ思

ぞら次」もェで出むでむ自動的ゅら止�ア�ふカ〜


／心よ中よ圧ぞ思ぞゅ気みどよら＼神様ゅ目オ向にべ時めび〜聖

書オ読カめぞィ時＼祈ぽむぞィ時ゅ＼心よ中ゅぜィ�よて照ァぱ

出はイむでむ＼£神様＼�べ人よねもオ圧ど思ぽむぞ�び〜ねイ

オ止��び〜握ぱ�び〜ゃだづ助にむどぺはぞ〜％もぜェむむ改

ぞ魁�むぞ�び〜聖書ゅら£人よ心ら可™ア�ょひ曲てぽむぞ

ィ〜ぷイら癒�ぱてべぞ〜ぺイて＼ぷイオ知ア尽どびねもてめで

ィぺゥだづ〜≧ダΕヵ�17‥9∞％もぜア�びて＼ぷよ通アぺや

も思ぞ�び〜ょひ曲てぽべ圧ぞ思ぞて心よ中ゅぜィも＼可™ア�

自分自身て蝕≧�ぱり∞�イむ苦ぱどやぽむぞで�び〜£ぜやべ

てべら＼自分てはりど＼ぷよはりでめはりづイ＼自分て量ィぷよ

秤め量ア与ぢァイィよめび〜≧ヴプゼ7‥2∞％〜聖書めらゃだ教

ぢむぞィめぱ�だづ〜


パウロの教え
／冒頭よ�ねもりめョゾΖら＼良ぞねもゅ心オ留�やはぞ＼も命

ひむぞ�び〜良ぞねももら£びんむ真実やねも＼びんむ尊ゐんで

ねも＼びんむ正ぱぞねも＼びんむ清ぞねも＼びんむ握びんでね

も＼びんむ評判よ良ぞねもゅ＼�べ＼可づ徳もはイィねも�称賛

ゅ値びィねも％めび〜ねよ™だや�よて神様よ�ねねゥめぜィも

ぞだねもめび〜£真実やねも％ら偽アよやぞねも＼誠実はよね

も＼£尊ゐんでねも％ら気品よぜィねもめび〜£正ぱぞねも％ら

言だ�め�やど正義＼£清ぞねも％らねよ世的や�よづァ切ア離

はイべ聖はめび〜£握びんでねも％ら戒滑め握想て™ぞねも＼

£評判よ™ぞねも％ら�づよ人づァ好評オ得ィもぞだねもめび〜

£徳もはイィねも％ら良ぞ性獲よねもめ＼べもぢりツΒマ�書よ

Ｔまよ実£握＼基ろ＼平以＼幹容＼親切＼善維＼誠実＼柔和＼自

制≧5‥22-23∞％オ結カめぞィもぞだねもめび〜ぷぱむ£称賛


ゅ値びィねも％らぷよ徳よ©ぢゅ人」づァ��ァイィねもめび〜


／ョゾΖら＼ねイァよ良ぞ�よゅ£心オ留�やはぞ％も言ぞ�ぱ


べ〜ま�ア＼自分よ心よ中ゅぜィ圧ぞ思ぞゅめらやど＼ねイァよ


良ぞ�よゅ心オ集中ぱやはぞ＼求�やはぞも教ぢむぞ�び〜


良いことに心を留める
／私らねよ�ねもりオ知ぽむ＼自分よ心よ中ゅ良ぞ�よら可�や

ぞにイゃ＼良ぞ�よゅ心オ留�ィねもらめでィよぺ＼も教ぢァイ

�ぱべ〜£心オ留�ィ％もぞだねもら集中びィもぞだねもめび〜

心よ中ゅ圧ぞ思ぞて巡ぽむぞィねもゅ気みぞべァ＼良ぞねもゅ集

中びイり™ぞよぺもェづア�ぱべ〜良ぞねももら＼�ねもりゅぜ

ィ™だゅ＼人ゅ対ぱむ誠実めぜゥだもびィねも＼柔和めぜゥだも

びィねも＼正ぱど理快ぱ™だもびィねもやゃめびて＼ねよ�ねも

りよ中め＼£びんむ評判よ良ぞねも％ゅ心オ留�ィもぞだ部分

ら＼£他人よ長所ゅ目オ向にやはぞ％も�訳はイむぞ�び〜ぷだ

言ェイむ＼人よねもオ圧ど思だよオ止�む＼良ぞもねゥオ思ぞ起

ねぱむぞィも＼自分て憾情的めぜぽべべ�ゅ＼相手よねもオ正ぱ

ど理快ぱむぞやづぽべも気みづはイ�ぱべ〜ぷぱむもむ�平以ゅ

やア�ぱべ〜


／日常生滑よ中め＼ェで起ねぽむどィ圧ぞ思ぞゅ打ほ勝まべ�

ゅ＼良ぞねもゅ心オ留�ィねもて大切めぜィも教ぢァイ�ぱべ〜

ぞま�心よ中て良ぞ�よめぞぽるぞめぜィ™だゅ＼神様よ�ねも

りゅ導づイむ生滑ぱべぞも思ぞ�び〜≧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.1395 ／／2022年4月24日≧日∞発行

良いことに心を留める

http://www.revival.jp

