
 
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。

主よ御手 週 報

／／／／／／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）

すべてのことにおいて感謝しなさい。これが、キリスト・イエス
にあって神があなたがたに望んでおられることです。　　　　　
(テサロニケ人への手紙 第一５章18節)
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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

•準備のうた（礼拝を待ち望む時間です）
（讃美と言い讃美歌を歌うことです。最近の教会では現代風の新曲が多く歌われています。）
（立ち上がって賛美する人が多いですが、特に指示がなければ、座ったままでも結構です。）

　　　　　　　　　開始１０時　　　
　　　　　　　　

•讃美
•祈り      （祈りの姿勢をおとり下さい。）
•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　

今年よマ【ヴ
[憾謝]

主の御手がともにある
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名古屋リバイバルチャーチ

イースター感謝礼拝

セ ル
（リーダー） 次回の日時 場　所
リバイバル
北山姉 お休み 4/1

3名
�ねもりオ思ぞ�なァぱ＼祈ィねもてめでィぷ
イ自体て恵�ぺも憾ひむぞィ〜

グレイス
鈴木千姉 お休み 3/27

4名
神よ調子ゅ合ェふむぞィ人ら＼人ゅ与ぢ™だも
思ぽむぞィ人やよぺも気みづはイ憾謝ぺぽべ〜

Gospel
鈴木尚姉

4/12(日)
午後8:00

3/21
3名

初�むもアやぱむ祈アべぞもぞだ思ぞて起ねぽ
べ〜

オイコス
磯貝姉 お休み 3/22

6名
執ア成ぱよ祈アオぱ�ぱべ〜

からし種
磯貝姉 お休み
ユース
岩下兄 お休み
Rock
鈴木洋兄 お休み 4/1

3名
応オ助にィべ�＼積極的ゅ韓ェぽむぞど決
維〜

シャローム
平岩姉

4/25(土)
午前10:00

3/29
3名

後ゥよ席ゅぞィよら磯だ声オ聞ぞむぞィもェづ
ぽむぞィにゃ＼決維めででイやぞ〜

なつめやし
髙橋智姉

4/19(日)
礼拝後

3/29
6名

自己中心ぺも気みづはイべ〜毎朝祈ア＼改ぞ
魁�＼人よべ�ゅ祈ィねもオ始�べ〜

リジョイス
杉本姉 お休み 3/17

9名
自分オ少ぱめ�高どびィ時＼主よ前ゅをアど
ぺアてやぞも示はイィ〜

ジョイフル
穂苅兄

4/21(火)
午前10:00

4/5
5名

ねよ允年守ァイ必要て満べはイ�ぽむねイべ
ねもら＼本当ゅ神は�よぜェイ�〜

アガペ
長塚姉 お休み 3/29

4名
サクセス
鈴木勝兄 お休み 3/29

8名
食事よ交ェア

リーダーズ
セル お休み 4月つ休�めぱべ〜

セル研修 4月は休講 4月ら休講〜

羊・ビジョン
平岩恵兄・栗永兄

毎日曜日
礼拝後

4/5
3名

御言葉オ蓄ぢむ＼祈ぽむ出社めでィねもら恵
�ぺも実憾ぱべ〜

worship
長塚寛兄 中止
中学生
梅田姉 中止
キッズ2
小山姉 中止
キッズ1
芳井姉 中止

Shine
小原姉 お休み 3/28

3名
主ゅ変ぢむぞべぺで＼架事�掛ぱカめびィねも
てめでィ™だゅやア�ぱべ〜

ギデオン
芳井兄 お休み 3/28

4名
™�ぱオぱべて＼ぞま�部乙オ綺麗ゅ保ぽむぞ
ィ〜ぷイら主て与ぢァイべ�よぺづァ〜

カルバリ
野田兄 お休み 3/17

7名
神の家族
伊岐見真姉

4/12(日)
午後7:30

3/22
名

中止ゅぱ�ぱべ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  4月12日(日)～4月18日(土)
　　前回の証しなど

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。

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

司　会 奏　楽 奏 楽

今 Ⅰ 鈴木千姉

週 Ⅱ
来 Ⅰ 大髙愛姉

週 Ⅱ

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木千姉

鈴木尚姉

4/12
（日）
イースター

4/16
（木）

4/19
（日）

4/23
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※ 本日はイースター感謝礼拝です。イースター感謝献金は専用の献金袋で捧げて下 
    さい。　　　　　

※ 4/15(水)の浜松バイブルスタディは休講になります。   　　　　　

※ 教会会計報告とクリスマス会計報告をコイノニアルームに掲示しました。 　　　　　　　
　 ご確認下さい。  　　　　　
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25-26 ゼダパら

彼 女 ゅ 言 ェ イ

べ〜＃ェべぱら

™ � て ぢ ア め

び 〜 ぞ よ ほ め

び〜ェべぱオ信

ひィ者ら死カめ

� 生 で ィ よ め

び〜�べ＼生で

むぞむェべぱオ

信ひィ者ら�や＼頴汚ゅ決ぱむ死ゆねもてぜア�ふカ〜ぜやべら＼ねよ

ねもオ信ひ�びづ〜＆％

イースター（復活祭）
／ゼ【パプ【つ�めもだのばぞ�び〜本日ら＼ヅΓパ�よ復滑オ

較ぢむ記念もびィ£ゼ【パプ【％よ日めび〜世芥中てねよゼ【パ

プ【よつ祝ぞオぱむぞ�び〜ゼダパ…ヅΓパ�ら＼神よ御子もぱ

むねよ地上ゅつ生�イゅやア＼人もぱむよ生街オ歩�イ�ぱべ〜

数」よ御ェばオやはイ＼余びもねゥやどの自身よ握オ示ぱむどぺ

はぞ�ぱべ〜私べほオ罪づァ救ぞ出びべ�ゅ＼びんむよ人よ罪よ

身代ェアもやァイむ＼十字禍ゅづづア死カめどぺはぞ�ぱべ〜ぷ

ぱむ＼死カめ終ェアめらやど＼三日目ゅ復滑ぱむどぺはぞ�ぱ

べ〜死ゅ打ほ勝ぽむ™�てぢぽむどぺはぽべよめび〜

べぺぞむ＼ヅΓパ�もも�ゅ頴汚もぞだ時オ我のびねもてめで

ィ〜％もぞだ角づや答ぢオ手ゅぱむぞィよめび〜£私べほら＼ヅ

Γパ�よ死ゅぜぴづィユロマパヴゅ™ぽむ＼ヅΓパ�もも�ゅ葬

ァイべよめび〜ぷイら＼ほ�だゃヅΓパ�て御父よ穎光ゅ™ぽむ

死者よ中づァ™�てぢァイべ™だゅ＼私べほ�＼新ぱぞぞよほゅ

歩�べ�めび〜≧Ζ【ヴ6‥4∞％

キリストにあって生かされている
／私べほら＼ゼダパ…ヅΓパ�オ信ひむ新ぱど生�イべ者めび〜

神ゅ™ぽむ新ぱどはイべ者よ内ゅら＼聖霊て住カめどぺはィ™だ

ゅやア�ぱべ〜ぷよ目的ら＼私べほも交ェアオ持まべ�めび〜主

ら今�生でむつァイ＼信ひィ者よ内ゅ働で＼助にむどぺはぞ�

び〜今ねねゅつァイィつ方めび〜ねよ方ても�ゅつァイィよめ＼

私べほら基ろ＼忌望オ�ぽむ生でァイィよめび〜ぷイらびんむ＼

主て復滑ぱむどぺはぽべねもゅ™ィよめび〜ゼ【パプ【ら＼主よ

復滑オ記念ぱむつ祝ぞびィ時めび〜私よべ�ゅ復滑ぱむどぺはぽ

べねもオ較ぢむ＼憾謝ぱむ我のぱむ�ぞア�ぱ�だ〜

／http‥//www.revival.jp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ〜

／主よ御手／／／／NO.1290／／／／2020年4月12日≧日∞発行

ダパら＼私べほよ背でよ罪よ©ぢゅ死ゅ渡はイ＼私べほて義も認

�ァイィべ�ゅ＼™�てぢァイ�ぱべ〜≧Ζ【ヴ4‥25∞％

死からいのちへ
／人ら誰め�ぞまづら£死％オ迎ぢィ時て来�び〜健康めぜィだ

ほら＼ぴぽも死ゆねもやど生でァイィづよ™だゅぱむ毎日オ我の

ぱむぞ�びて＼病気�大でや地震＼戦争やゃて身近ゅ起ねィも＼

急ゅ死オ維識びィねもゅやア�び〜今�はゅ新型ニΖムゾゼΔパ

よ姥中ゅぞィ私べほめびて＼£�ぱづぱべァ＼自分�憾染びィづ

�ぱイやぞ％£�ぱ憾染びイり死カめぱ�だ寡能性�ぜィ％もぞ

ぽべ死をよ恐怖て＼人」オ不以ゅつもぱぞイ�び〜

／£死カぺ後＼人らゃだやィよづ％〜ねよねもゅまぞむ人ら＼明

角や答ぢオ持ぽむぞ�ふカ〜�べ＼人ら死ゅ対ぱむ＼自分よ力め

らゃだびィねも�めで�ふカ〜めびづァ＼死ゅまぞむ向で合だね

もオ恐イ＼目オぷァぷだもぱ�び〜角づゅ＼死ゆもぞだねもら

£怖ぞ％も憾ひィねもめびぱ＼平気ぺもぞだ人らぞやぞも思ぞ�

び〜

／聖書ら＼ねよ£死％よ問題ゅ対ぱむ明角や答ぢオ与ぢむぞ�

び〜ぷぱむ＼ゼダパ…ヅΓパ�オ信ひィ私べほら答ぢオ持ぽむぞ

�び〜£ヅΓパ�て私よ罪よべ�ゅ死カめどぺはぽべ〜三日目ゅ

死オ打ほ破ぽむ復滑ぱむどぺはぽべ〜ぷぱむ＼ヅΓパ�ら今�生

でむつァイィ〜ねよ方オ信ひべよめ＼私ら�だ新ぱぞぞよほオぞ

イースターは私のため
／近年＼ねよ時棄ゅやィも＼日本よマ【ヴョ【デめらゼ【パプ【

ゅほやカぺゼワΜ�て盛カゅ行ェイむぞ�び〜�べ＼商業施設め

�ゼ【パプ【ゅづづェィトホヒ�＼ゼ【パプ【ダホトやゃて売ァ

イむぞ�び〜迦子�食品よョホド【バ�＼ねよ時棄ら�やゼ【パ

プ【仕様ゅやぽむぞ�び〜ぱづぱ＼デΓパヴパ同様＼�らア本来

よ維味めゼ【パプ【オつ祝ぞびィもぞだねもゅらやァぴ＼£ゼ【

パプ【商戦％も呼りイィ™だや＼商売ぜアでよゼワΜ�ゅもゃ�

ぽむぞ�び〜私べほら＼ねよゼ【パプ【よ日ゅ＼£主ら私よべ�

ゅ復滑ぱむどぺはぽべ％もぞだねもオ較ぢべぞも思ぞ�び〜

／ヴΔプもヴΓズよ兄弟ΒノΖら＼重病ゅづづぽむぞ�ぱべ〜ゼ

ダパ様らΒノΖも親交てぜア＼ヴΔプもヴΓズら＼允刻�早どゼ

ダパ様ゅ来むぞべぺぞむ治ぱむ�ぱづぽべねもぺも思ぞ�び〜ゼ

ダパ様て＼ΒノΖよぞィワプメズゅ着ぞべ時ゅら＼彼て死カめ＼

�だ四日�経ぽむぞ�ぱべ〜ぱづぱゼダパ様ら＼ねよΒノΖオ生

で返ァふ�ぱべ〜ねよねもオ通ぱむ主ら＼の自身て£™�てぢ

ア％めぜア＼£ぞよほ％めぜィねもオ示はイ�ぱべ〜ぷぱむ＼

£ェべぱオ信ひィ者ら死カめ�生でィ％も言ェイ�ぱべ〜主て™

�てぢぽむどぺはぽべよら＼ゼダパ…ヅΓパ�オ信ひィ者よ罪て

赦はイ＼義も認�ァイむ＼頴汚よぞよほて与ぢァイィべ�めぜぽ

べよめび〜めびづァ＼主よ復滑ら£私よべ�％やよめび〜£主ゼ

http://www.revival.jp
http://www.revival.jp

