
 
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22日≧日∞発行／5月第4週
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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　

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 5/22

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 5/26 

（木） 鈴木尚姉

週 Ⅱ 大髙握姉 贋価渚姉

来 5/29

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 6/2 

（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 

※ 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。

※ 5/29(日)の礼拝バイブルスタディは休講です。

※ 5/29(日)のキッズセルはお休みです。

　今週のセルグループ（赤字）　       5月22日(日)～5月28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

5/27(金) 
午後8:45

鈴木宅 
交わり

5/13 
3名

£ねぽほて普通ぺ％も言ェイべよて胤象ゅ残
ア＼本当ぺも思ぽべ〜以心ぱべ〜

Gospel 
鈴木尚姉

6/4(土) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

5/14 
名

つ祈アよ時関もはふむぞべぺで�ぱべ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

5/15 
8名

自己紹壊オぱ＼近況オ聞で＼允人允人よ必要
よべ�ゅつ祈アぱ�ぱべ〜

からし種 
磯貝姉

5/26(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

5/12 
4名

�ぴ憾謝ぱ�びも告白ぱむ�™だも思ぞ始�
�ぱべ〜自分�相手�笑ぽむ怒アて消ぢィ〜

ユース 
岩下兄

6/5(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

5/15 
5名

変ぢァイむぞィねもら＼救ェイむぞやにイり
決ぱむ起ねア得やぞねも〜憾謝オ忘イやぞ〜

Rock 
鈴木洋兄

6/1(水) 
午後8:30 鈴木宅 5/10 

2名
救ぞをよ憾謝ゅ咽イべ〜夫婦韓係��ベ��
ベ�ぺぽべて立む直はイ結婚40周年よ節目〜

シャローム 
平岩姉

5/28(土) 
午前10:00 平岩宅 5/7 

4名
ねカやねもめでやぞ＼私ゅら無理もぞだャツ
マセレや思ぞ�＼捨むィねもてめでべ〜

なつめやし 
髙橋智姉

5/22(日) 
練習後 髙橋宅 5/7 

4名
主て私よべ�ゅもアやぱむ祈ぽむぞむどぺは
ィ™だゅ＼隣人よべ�ゅ祈ぽむぞでべぞ〜

リジョイス 
杉本姉

5/24(火) 
午前10:15 赤塚宅 5/10 

4名
名城公怨よワΜベめビΔオ行ェふむぞべぺで
�ぱべ〜短時関めぱべて恵�イ�ぱべ〜

ジョイフル 
穂苅兄

6/5(日) 
礼拝後 交わり 5/1 

7名
食事よ交ェアめぱべて＼祈アよ霞題オ祈ア�
ぱべ〜洗礼式よ恵�＼出産オ憾謝ぱ�ぱべ〜

アガペ 
長塚姉

5/29(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

5/15 
5名

祈ぽむ貰ぽむ徐」ゅ癒はイビΔて終ェィ頃ゅ
ら痛�て消ぢむぞべ〜主ら生でむつァイィ〜

サクセス 
鈴木勝兄

5/29(日) 
礼拝後 交わり 5/15 

16名
リーダーズ 
セル

6/8(水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

5/11 
24名

自分て周アよ人よ居場所もやィ〜自分づァ心
オ凱ぞむ行ど〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

6/5(日) 
午後2:00

Zoomで 
分かち合い

5/15 
2名

角づゅ主て答ぢめぜィねもオ体験びィ人生オ
歩�はふむぞべぺぞむぞィ〜憾謝〜

worship 
長塚寛兄

6/5(日) 
礼拝後 コメダ 5/15 

3名
食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

高校生 
平岩姉

5/22(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

5/15 
3名

ほ�ぽも褒�ァイィもびな高ゐぽほ�だ〜ぷ
カや時ら＼神様も廻話ぱむぞやぞやも思だ〜

中学生 
梅田姉

5/22(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

5/15 
5名

私べほら可づぜぽむ�神様よはイィねもぽむ
思だにゃぷよ子ゅらやぞカぺ〜祈ぽむぞィ〜

キッズ2 
小山姉

5/22(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

5/15 
3名

キッズ1 
芳井姉

5/22(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

5/15 
4名

神様＼奏掛どカ造ぽむどイむ＼ぜアてもだ“

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

5/28(土) 
午後6:30 芳井宅 5/14 

3名
Ｎ大疾病オびんむ�ぽむ尚叶ま健康めぞァイ
ィ.〜守ァイむぞィ威崖ゅやぞ〜

守ァイむぞィ威崖ゅやぞ〜カルバリ 

野田兄
6/7(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
5/28(土) 
午後8:30

LINEで 
分かち合い

5/16 
2名

振ア返ぽむ＼救ェイィ前も比んィも影泥よ差
てぜア�び〜少ぱぴま前進はふむ頂で憾謝〜

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。



£伝道者よ書 2‥24／人

ゅら＼食んべア院カぺア

ぱむ＼自分よ労苦ゅ満足

オ見出びねも™ア�づ

ゅ＼可�良ぞねもてや

ぞ〜ぷよ™だゅびィねも

��べ＼神よ御手ゅ™ィ

ね も め ぜ ィ も 分 づ ぽ

べ〜％


食事は楽しい
／私ら料理よΕハリオ検索ぱむ＼つづぴ�つ迦子よ気ゅ入ぽべΕ

ハリオ見まにィよて好でやよめびて＼ぜィ時ぜィレΖトよ著者よ

ロΖルセ【Δゅ£料理オ通ひむ蟹て健康め幸ふゅやイりぞぞやも

思ぽむぞィ〜％もぞだニ�Μ�オ見まに�ぱべ〜彼ら料理好でや

二児よつ父はカめ＼野崖料理�野草料理て得維よ™だめび〜ぷよ

ニ�Μ�オ読カぺぺにめ＼£ねよ人よ架族ら幸ふぺゥだや％も容

胃ゅ想像めで�ぱべ〜つぞぱぞ�よオ食んィもで＼人ら自然ゅ笑

企ゅやア�びぱ＼話�らぴカめ場て明ィどやィ�よめび〜角づゅ

料理ら幸ふゅまやてぽむぞど�よめぜィも思ぞ�び〜


／毎日よ生滑よ中め多どよ人ら＼維識的ゅ�無維識ゅ�＼食事よ

時関オ掛ぱ�ゅぱむ我のぱむぞィよめらやぞめぱ�だづ〜べもぢ

り＼午前中ゅ仕事てだ�どぞづやどむ苦ぱぞ思ぞオぱむぞべもぱ


む�＼昼食よ時関ゅやィももアぜぢぴぷねづァ快放はイむ＼つ弁

当オ食んべア＼食事ゅ出づにべアぱ�び〜食んィも気分�Γル

Εホハ�ぱ＼�ィ気オ取ア戻ぱむ＼午後づァ£はぜ�ィへ％も＼

�べ仕事�勉強ゅ取ア組�ねもてめで�び〜ぷぱむ夕方ゅやぽむ

仕事�額校て終ェイり＼多どよ人ら£今日よの飯らやカぺゥだ％

やゃも＼掛ぱ�ゅ考ぢやてァ帰宅びィよめらやぞめぱ�だづ〜


食事は主が与えてくださる
／神様ら人て食事オぱむ生でィ™だゅ造ァイ＼食物�ぜァづひ�

用維ぱむどぺはぞ�ぱべ〜£見™〜ェべぱら＼地よ全面ゅぜィ＼

種よめでィびんむよ草も＼種よ入ぽべ実よぜィびんむよ木オ＼今

ぜやべてべゅ与ぢィ〜ぜやべてべゅもぽむぷイら食物もやィ〜

≧創世記1‥29∞％〜日頃私べほら£主よ祈ア％め＼£蛾ァよ日

用よ糧オ今日�与ぢべ�ぢ％も祈ア�びて＼食物らぞよほゅ直結

びィ重要や�よめぜア＼びんむ神様づァ与ぢァイ�び〜今日私べ

ほよ�ェアゅら＼素朴や�よづァ高夏や�よ�め多どよ食材てぜ

ア＼世芥ゅらは�ば�や料理てぜア�びて＼ぷイァよ穀物�野菜

�肉�魚�＼�べ調味料＼香辛料やゃ�＼びんむ神様て与ぢむど

ぺはぽべ�よめび〜人ら神様て与ぢむどぺはぽべ食材オ用ぞむ＼

無限も�言ぢィ�ゃよ種類よ料理オ作ィねもてめで�びぱ＼必要

や知恵�びんむ神様て与ぢむどぺはぞ�び〜


／�べ食事ら＼べもぢり車オ走ァふィべ�ゅツフΓΜオ入イィ™


だゅ＼べぺ私べほて体オ動づびべ�＼ぞよほオ医持びィべ�ぺに

よ�よめらぜア�ふカ〜私べほて誰づゅ£允緒ゅ食事オぱ™だ％

も誘だ時＼ぷイらべぺ食んィねもぺにめらやど＼ぷよ人も親ぱど

我のび時関オ棄待ぱむぞ�び〜誰め�憾ひィねもぺも思ぞ�び

て＼食事オびィもで人らΓΒホデパぱむ心オ凱で�び〜神様ら私

べほて互ぞゅ握ぱ合だねもオ基りイ�び〜食事ら神様て与ぢむど

ぺはぽべ握よ交ェアよ時関めび〜


イエス様との食事
／もねゥめ＼聖書オ読�も＼ゼダパ様�食事オ大切ゅはイむぞべ

ねもてェづア�び〜ぷよ允まゅ＼ゼダパ様て収税所ゅ座ぽむぞべ

ヴプゼ≧Εラ∞ゅ声オづにむどぺはア＼弟子ゅぱべ時よめでのも

て記はイむぞ�び〜ゼダパ様らヴプゼよ架め＼�づよ大勢よ取税

人�罪人べほもも�ゅ食卓ゅ着づイむぞ�ぱべ〜ぷイオ見べョΓ

ネゼ人�律法額者べほら＼£やぶ＼ぜよ人ら取税人�罪人べほも

允緒ゅ食事オびィよめびづ〜≧ヴΔニ2‥16∞％も批判ぱ�ぱ

べ〜当時＼罪人も食事オびィねもら＼律法ゅ反びィねももぱむ机

�嫌ェイむぞべづァめび〜びィもゼダパ様ら＼£壱者オ必要もび

ィよら＼丈夫や人めらやど病人めび〜ェべぱて来べよら＼正ぱぞ

人オ招どべ�めらやど＼罪人オ招どべ�めび〜≧同2‥17∞％も

答ぢァイ�ぱべ〜人」づァ嫌ェイ＼社廻づァ排除はイむぞべ人」

オ救だべ�ゅ＼ゼダパ様ら来むどぺはぞ�ぱべ〜ヴプゼら自分ゅ

声オづにむどぺはぽべゼダパ様オ盛大ゅ�むやぱ�ぱべて＼実ら

ゼダパ様よ方ねぷて＼ヴプゼオ招ぞむどぺはぽむぞべよめび〜も

�ゅ招づイべ罪人べほ�＼ゼダパ様も親ぱど食事オびィ中め心て

凱づイ＼改ぞ魁�ゅ導づイ＼神様もよ韓係て怪復はイむぞぽべね

もめぱ�だ〜私べほて救ェイべよ�＼ゼダパ様て声オづにむどぺ

はア＼食事ゅ招ぞむどぺはぽべねもやよぺも教ぢァイ�び〜


食事の恵み
／冒頭よ�ねもりら＼ゼパΒダΔよ慰大や黄＼フΖ�Μゅ™ィ�

よめびて＼彼て多どよ富オ用ぞむ＼ねよ世よぜァ©ィ戒掛オ体験

ぱむ悟ぽべよら＼£食んべア院カぺアぱむ＼自分よ労苦ゅ満足オ

見出びねも™ア�づゅ＼可�良ぞねもてやぞ〜％もぞだねもめぱ

べ〜ぷぱむ＼食事ねぷて神様づァよびりァぱぞ贈ア物やよぺも気

みぞべよめぱべ〜日」よ可気やぞ生滑よ中ゅ幸ふてぜィもぞだね

もめぱ�だ〜私べほら毎日ぜべア�ぢよ™だゅ食事オぱむぞ�び

て＼ぷイら神様て私べほゅ与ぢむどぺはぽべびりァぱぞ恵�め

び〜めびづァ＼毎日よ食事オ神様ゅ憾謝ぱ大切ゅぱ�ぱ�だ〜料

理よ味オ掛ぱ�＼架族�兄弟姉妹もよどぽべどやぞ廻話オ掛ぱ�

�ぱ�だ〜ぷぱむ時ゅら＼主てぱむどぺはぽべ™だゅ私べほよ大

切や架族�知人オ食事ゅ招で�ぱ�だ〜ぷねゅ必ぴゼダパ様ても

�ゅぞむどぺはぞ�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.1399 ／／2022年5月22日≧日∞発行

食事よ恵�

http://www.revival.jp

