
 
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5月1日≧日∞発行／5月第1週
NO.1396

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　

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 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

来 5/8

（日） 
母の日

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 5/12 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 贋価渚姉

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。

※ 5/3(火)のバイブルスタディは休講になります。

　今週のセルグループ（赤字）　       5月1日(日)～5月7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

5/6(金) 
午後8:45 鈴木宅 4/22 

3名
勝手ゅ思ぞ込カめ勝手ゅ煩ぽむぞィ〜思ぞて
与ぢァイべァ＼びな行だ™だゅ維識ぱべ〜

Gospel 
鈴木尚姉

5/14(土) 
午前10:00 交わり 4/23 

2名
自分ら圧どやぞ〜ぷよ惟ら�ぜぞぞひ�カ〜
も妥協ぱむぞィ〜素直ゅをアどぺィねもぺ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

4/24 
7名

諦�ぴゅニボニボ�ゥだも思ぞオ守ぽむどぺ
はア＼助にむどイィ人オ置ぞむどぺはぽべ〜

からし種 
磯貝姉

5/12(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

4/21 
3名

ぞま�神様よ声オ維識ぱむ聞ぞむぞィも＼教
ぢむどぺはィよめ憾謝めび〜

ユース 
岩下兄

5/1(日) 
礼拝後 岩下宅 4/20 

4名
べぺ待ぽむぞィぺにめらやどむ＼自分づァ働
でづにィ™だゅ語ァイ＼話び事て出来べ〜

Rock 
鈴木洋兄

5/10(火) 
午後8:30 鈴木宅 4/20 

3名
ニボニボ�イり必ぴヌ【Δてぜィも忌望オ持
ぽむ取ア組�ィ〜憾謝“

シャローム 
平岩姉

5/7(土) 
午前10:00 平岩宅 4/23 

4名
神様ゅ握はイむぞィねもて私よズゼミΜマセ
マセ〜思ぞ出ぱむ立ほ返ィねもてめでべ〜

なつめやし 
髙橋智姉

5/7(土) 
午後5:30 髙橋宅 4/24 

5名
祈アやてァ我のぱむぞィも＼恐イてやどやィ
ねもオ＼実憾ぱむぞィ〜

リジョイス 
杉本姉

5/10(火) 
午前11:00 名城公園 4/22 

3名
ジョイフル 
穂苅兄

5/1(日) 
礼拝後 交わり 4/21 

5名
洗礼式憾謝ぱ�び“主て導ぞむ価はぽべねも
て™どェづィ〜憾謝よ思ぞて咽イ�ぱべ〜

アガペ 
長塚姉

5/15(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

4/24 
4名

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

来週めび〜

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

5/15(日) 
礼拝後 コメダ 4/24 

4名
主よ前め正ぱどぜゥだもぱやはぞ〜ぜやべよ
思ぞ煩ぞオ主ゅ為ょやはぞ〜

高校生 
平岩姉

5/1(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/24 
3名

神様ゅ聞ぞむニボニボも取ア組カめぞでべ
ぞ〜

中学生 
梅田姉

5/1(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/24 
5名

£ぷよ子よ維見�聞ぞむ�べァ’％も語ァイ
べ〜ぷだぱむ�べァ＼上手どぞぽべ“

キッズ2 
小山姉

5/1(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/24 
3名

キッズ1 
芳井姉

5/1(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/24 
4名

ビΔ掛ぱづぽべ“僕ら罪人ぽむェづぽべぱ＼
ゼダパ様て死カめどイべぽむェづぽべ〜

Shine 
小原姉

5/22(日) 
午後4:30 小原宅 4/24 

3名
ぞま�身近や人ゅ相談オぱむぞ�ぱべて神様
ゅ聞どねもて必要ぺも教ぢァイ�ぱべ〜

ギデオン 
芳井兄

5/14(土) 
午後6:30 芳井宅 4/23 

3名
ぞま�機嫌™ど生でやはぞもねもぜィのもゅ
主ゅ言ェイむぞィ〜

カルバリ 
野田兄

5/17(火) 
午前9:00 野田宅 4/19 

5名
思ぞ込�め生でむぞィねもゅ気みづはイべ〜
事実オ角づ�む角実ゅ前進ぱむぞでやはぞ“
も語ァイ神の家族 

伊岐見真姉
5/14(土) 
午後8:30

LINEで 
分かち合い

4/23 
2名

少ぱめ�前ゅ進カめぞどねもて出来むぞィね
もゅ憾謝ぱ�び〜

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。



£�ニΓΜ�5‥14 も

ぞだよら＼ヅΓパ�よ

握て私べほオ捕ァぢむ

ぞィづァめび〜私べほ

らねだ考ぢ�ぱべ〜允

人よ人てびんむよ人よ

べ�ゅ死カぺ威上＼び

んむよ人て死カぺよめ

ぜィ＼も〜％


人からしてもらって嬉しいこと
／私べほて＼人づァぱむ�ァぽむ岐ぱぞも憾ひィねもよ允まゅ＼

架族�身近や人べほて＼自分よ誕生日オ祝ぽむどイィねもてぜィ

も思ぞ�び〜私�＼架族て誕生日よ時ゅらつ祝ぞオぱ�びて＼他

よ用事オ忘イィねもらぜぽむ�＼誕生日よつ祝ぞぺにら忘イィね

もらぜア�ふカ〜ド【ヅオ用維ぱむ＼ョホリ【ユ【パミ【よ禾オ

禾ぽむつ祝ぞオぱ�び〜自分よ誕生日オ祝ぽむどイィねもら＼可

づ特別やネロΒゼヒ�ロΕピΜ�てやづぽべもぱむ�＼べぺ£つ

�めもだ％も允言言ぽむどイィぺにめ�岐ぱど憾ひィ�よめび〜

誕生日ら＼誰ゅもぽむ�特別や日めぜア＼ぷよ記念日オ祝ぽむど

イィねもらもむ�岐ぱぞねもめび〜£私よねもオ大切ゅ思ぽむど

イむぞィ％も憾ひィ瞬関めらやぞづも思ぞ�び〜


神に愛されていることが一番の喜び　
／ぷぱむ＼自分よ誕生日オ祝ぽむどイィねも™ア�＼�ぽも私べ

ほゅもぽむ岐ぱぞねもら＼£私ら神ゅ握はイむぞィ％もぞだねも

めらやぞめぱ�だづ〜


／私べほら＼生�イやてァゅぱむ神ゅ背で＼神づァ離イむ生でむ

来�ぱべ〜神らぜやべて救ェイィ�め＼允日べアも�忘イィねも

やど＼守ア導ぞむどぺはぞ�ぱべ〜ぷカや神よ握オ知ィねも�や

どねよ世め生でむぞ�ぱべ〜主よ私べほゅ対びィ握ら＼£世芥よ

嬉て据ぢァイィ前づァ≧ダヰフ1‥4∞％めぜア＼ねよ世て造ァイ

ィ前づァ＼�だびめゅぜやべオ選カめどぺはぽむつァイ�ぱべ〜

£私べほオゼダパ…ヅΓパ�ゅ™ぽむの自分よ子ゅぱ™だも＼握

オ�ぽむぜァづひ�定�むつァイ�ぱべ〜≧ダヰフ1‥5∞％もぜ

ア�び™だゅ＼主ら私べほオ＼ぴぽもの自分よ子もびィべ�よの

計雅オ�ぽむ導ぞむつァイ�び〜£ェべぱら＼ぜやべオ失ぞべど

やぞ〜％もぞだべぺぷよ允心め＼御子ゼダパ…ヅΓパ�オ遣ェぱ

むどぺはぞ�ぱべ〜


／神て私べほオ握ぱむどぺはぽべよめ＼私べほら母親よ胎よ中め

形造ァイむねよ世ゅ生�イむ来�ぱべぱ＼神て私オ握ぱむどぺ

はぽべよめ＼罪づァ快放はイむ神よの支配め生でィ™だゅ導づイ

むぞ�び〜£ェべぱよ目ゅら＼ぜやべら高夏め尊ぞ〜ェべぱらぜ

やべオ握ぱむぞィ〜≧ゼノ�43‥4∞％も言ぽむどぺはィ神よ握

オ知ィねもて出来べ事て＼私べほゅもぽむよ允番よ基ろめぜア�

び〜


キリストの愛が私たちを動かす
／ねよ神よ握て＼私べほオ動づぱ�び〜私べほら＼神よ握オ知ィ

ねもゅ™ぽむ＼神オ握ぱ＼人オ握びィ生で方をも変ぢァイ�び〜

ョゾΖら＼救ェイィ�めデΓパベ�Μオ迫概ぱむぞ�ぱべて＼ゼ

ダパ…ヅΓパ�ゅ出廻ぞ＼£ねよ方ねぷ＼真よ救ぞ主めぜァイィ％

も知ぽべ時ゅ＼£自分ら可む愚づやねもオぱむぞべよづ〜十字禍

ら＼ねよ私よ罪よべ�ぺぽべよぺ〜％も悟ア＼ぴぽも自分よべ�

ゅ熱心ゅやぽむぞむどぺはぽべ神よ握オ知ア�ぱべ〜ぷよ握て＼

ぷよ後よ＼びんむよ宣教滑動よ大でや原動力もやア�ぱべ〜次づ

ァ次をも�ぽむ来ィ苦難よ中ゅぜぽむ�＼ぷイオ耐ぢ忍ゐねもて

出来べよら＼神よ握ゅ™ィねもめぱべ〜


／ゼノ�書ゅら＼£れもアよ�ゃアのて私べほよべ�ゅ生�イ

ィ〜れもアよ男よ子て私べほゅ与ぢァイィ〜≧ゼノ�9‥6∞％も

ぜア�びて＼ねイら＼主て預言者ゼノ�オ通ぱむ＼救ぞ主ゼダ

パ…ヅΓパ�てつ生�イゅやィもぞだ預言よねもりめび〜ぷよ預

言よねもりて実現びィよら＼£万軍よ主よ熱心てねイオ成ぱ遂ぬ

ィ〜≧ゼノ�9‥7∞％も記はイむぞィ™だゅ＼失ェイべべ�ぱぞ

ゅ対びィ主よ熱心や思ぞゅ™ィねもめび〜主ら＼私べほて改ぞ魁

�む立ほ返ア＼救ェイィ�め決ぱむぜでァ�ィねもやど＼ぷよ握

オ鑑づイ＼耐ぢ忍カめどぺはぞ�ぱべ〜私べほら＼£万軍よ主よ

熱心％ゅ™ぽむ救ェイべねもオ憾謝ぱ�び〜ぷぱむ救ェイべ私べ

ほら＼ぷよ良で知ァふオ宣ん伝ぢィべ�ゅ遣ェはイむぞ�びて＼

ぷよ握びィ人て救ェイィよ��べ＼£万軍よ主よ熱心％ゅ™ィね

もめび〜


／私べほら時ゅ＼人オ自分よ思ぞ通アゅ動づぷだもびィ思ぞゅ駆

ァイィ事てぜぽべアびィづ�ぱイ�ふカて＼人ら正論め＼£ねだ

びィんでぺ％も言ェイむ�動で�ふカ〜ぷイら＼自分て逆よ立場

ゅ立ぽむ考ぢむ�イり分づア�び〜ぷだめらやど＼£ねよ人ら自

分よねもオ理快ぱむどイむぞィ＼分づぽむどイむぞィ＼気ゅづに

むどイむぞィ％も知ィ時＼ま�ア＼握はイむぞィも知ィ時ゅ＼私

べほよ心ら変ぢァイ＼進カめ握ぱべぞも伎だ™だゅ変ぢァイ�

び〜私よ場合�ぷだめぱべ〜神よ握オ知ぽむらひ�む＼進カめ神

オ握ぱべぞ＼人オ握ぱべぞ＼架族よべ�ゅ＼兄弟姉妹よべ�ゅ仕

ぢむぞでべぞもぞだ思ぞゅ駆ア立むァイ�ぱべ〜神よ握ぺにて＼

人よ心オ変ぢィねもてめでィも信ひ�び〜


神の愛によって建て上げられる
／主て私べほゅ対ぱむ熱心ゅぷよ握オ鑑ぞむどぺはぽむぞィ™だ

ゅ＼私べほ�神様ゅ対ぱむ＼�べ人ゅ対ぱむ＼ぷよ握オ示ぱむ�

ぞア�ぱ�だ〜自分づァ声オづにべア＼自分づァ元気™ど笑企め

接ぱむ行ねだもぱべア＼自分づァ場オ和�ふ™だもびィねも�＼

人関的や努力めら決ぱむ続で�ふカ〜神よ握ゅ動づはイむめでィ

ねもめび〜£今日�允日＼主もも�ゅ仕事オぱ™だ＼勉強オぱ™

だ＼架事茨児オぱ™だ〜％もぞだ�ィ気�＼神よ握ゅ動づはイむ

めでィねもめび〜人よべ�ゅもアやぱむ祈ィねも�＼神よ握ゅ動

づはイむめでィねもめび〜


／私べほよ行動よびんむて＼神よ握ゅ動づはイむ＼握て動機めび

ィねもめぜアべぞも思ぞ�び〜ぷよ™だゅぱむ＼神よ握ゅ™ぽ

む＼私べほよ人生て＼少ぱぴま建む上ぬァイむ行どねもオ憾謝ぱ

�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.1396 ／／2022年5月1日≧日∞発行

キリストの愛に動かされて

http://www.revival.jp

