
 
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)

2020年6月14日≧日∞発行／6月第2週
NO.1299

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

                             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

〒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

セ ル
（リーダー） 次回の日時 場　所
リバイバル
北山姉

毎日曜日
礼拝後

LINE
電話

6/7
3名

自分めらゃだびィねも�めでやぞねもぺも知
アやはぞも言ェイべ〜

グレイス
鈴木千姉

6/19(金)
午後8:30 鈴木宅 6/5

4名
矢胤て自分ゅ向ぞむぞィよめらやど＼神様ゅ向
にァイィ™だゅ導づイむぞィねもオ憾謝ぱべ〜

Gospel
鈴木尚姉

6/28(日)
礼拝後 交わり 6/6

3名
相手めらやど＼�ぴ＼私ゅ＼ぱやはぞも語ァイ
むぞべカぺ〜をア価ぽむ＼祈ぽむぞで�び〜

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

6/7
9名

™で戻ぱむどぺはぽむ＼今ねだぱむ礼拝よ恵�
ゅ与イむぞィねもオ憾謝ぱ�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

6/17(水)
午後8:30 鈴木宅 6/2

3名
主ゅ信頼ぱ™だも勇気オぞべぺで＼£主てやは
アべぞねもてぜィ％もぞだよ�目づァだゥね〜

シャローム
平岩姉

6/27(土)
午前10:00 平岩宅 5/23

4名
離イむぞ�びて＼主ゅ向づぽむ祈アぜだねも
てめで＼恵�イ�ぱべ〜

なつめやし
髙橋智姉

6/21(日)
礼拝後 髙橋宅 6/7

6名
今週�祈ア�ぱべ〜

リジョイス
杉本姉

6/16(火)
午前10:15

ジョイフル
穂苅兄

6/16(火)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

6/4
5名

向でて定�ぽむぞィよめ＼平以めび〜憾謝ぱ
�び“

アガペ
長塚姉

5/3
５名

同ひ主オ礼拝めでィ事オ蟹憾謝ぱむぞ�び〜

サクセス
鈴木勝兄

6/28(日)
礼拝後

リーダーズ
セル お休み

セル研修 休講

羊・ビジョン
平岩恵兄・栗永兄

毎日曜日
午後1:00 コメダ 6/7

3名
ニボニボ仕事オ片付にむぞどねもて神様よ御
心ぺも示はイべ〜憾謝〜

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
ギデオン
芳井兄 お休み

カルバリ
野田兄

6/16(火)
午前9:00 交わり 6/2

3名
交ェア〜自粛棄関中ゅぜぽべつ証ぱ�気みぞべ
ねもやゃ＼Ｎ人め分づほ合ぞ�ぱべ〜

神の家族
伊岐見真姉

6/14(日)
午後7:30

LINE
電話

5/24
3名

ぜカやゅ怒アて満ほむぞむ＼苦ぱづぽべよゅ＼
今ら平以め＼心よ中ゅ基ろて広てぽむぞ�び〜

　今週のセルグループ（赤字）　  6月14日(日)～6月20日(土)
　　前回の証しなど

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 鈴木尚姉

週 Ⅱ

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木千姉

鈴木尚姉

6/14
（日）

6/18
（木）

6/21
（日）

6/25
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※ 小松洋介兄弟のお父様直人さんが亡くなられました。小松兄弟と残されたご家族
の平安と慰めのためにお祈りをお願いします。　　　

※ 6/16(火)のバイブルスタディはUstream配信で行います。午後1時、7時。
   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）　

※ 6/17(水)の浜松バイブルスタディは休講になります。　　　

※ 礼拝後、セルリーダーショートミーティングを行います。

mailto:david@revival.jp
mailto:david@revival.jp


£伝道者3‥11／ 神

よやはィねもら＼

びんむ時ゅづやぽ

む美ぱぞ〜神ら�

べ＼人よ心ゅ頴汚

オ与ぢァイべ〜ぱ

づぱ人ら＼神て行

だ�ェばよ始�ア

づァ終ェア�めオ

見極�ィねもてめ

でやぞ〜％

ウエスト・サイド・ストーリー
£ゾダパ�…ネゼ�…パ�【Γ【％もぞだヵ�【バッΔてぜア

�び〜ぜよ£ネゾΜ�…ヂレ…ヵ�【バホデ％も並カめ＼ヵ�【

バッΔよＭ大古典も言ェイィ名作めび〜物語ら人種差別てマ【ヴ

め＼現代版£Ζヵヂもバ�Γダホ�％も呼りイ�び〜ンΔ�ツΔ

系白人よ不良トΔ【ロよ元Γ【ヘ【�メ【も＼ロダΔ�Γニ遺民

よ不良トΔ【ロよΓ【ヘ【よ妹ヴΓズもよ悲劇よ恋物語めび〜

ぱづぱねよヵ�【バッΔよびりァぱはら＼可も言ぽむ�伽掛ゅ

ぜア�び〜1957年よ初猿づァ現代�め＼ねよヵ�【バッΔて�ぽ

べど色ぜふィねもやど人よ心オ捉ぢィよら＼中め禾ェイィ曲て珠

玉よ名曲揃ぞぺづァめび〜題名オ知ァやどむ�＼�Ζミセ【オ聴

的ゅ允まよ曲オ猿奏びィ™だや�よづ�ぱイ�ふカ〜

限られた時間
人ら誰め�＼ぞまづら�てむ死ゆねもオ知ぽむぞ�び〜人ゅ与

ぢァイべ時関ら限ァイむぞィよめび〜ぱづぱ多どよ人ら＼死ゅま

ぞむ真剣ゅ考ぢ�ふカ〜人ら自分ゅもぽむ都合よ圧ぞねもら後怪

ぱゅぱむぱ�だ�よめび〜

聖書ゅら＼£罪よ報酬ら死めび〜ぱづぱ神よ賜物ら＼私べほよ

主ヅΓパ�…ゼダパゅぜィ頴汚よぞよほめび〜≧Ζ【ヴ6‥

23∞％もぜア�び〜私べほ人関ら罪ぜィ©ぢゅ滅ろィねもて角定

ぱむぞィ者めび〜ぱづぱ＼神様らゼダパ…ヅΓパ�オ私べほよ罪

よ身代ェアもぱむ十字禍ゅまにむどぺはア＼信ひィ者て滅ろィね

もやど＼天国を行どねもてめでィ™だゅぱむどぺはぞ�ぱべ〜

／神様ら信ひィ者て�ねねゥゅ従だねもてめでィ™だゅ＼ぷよ日

ぷよ日ゅびんでねもオ与ぢむどぺはぞ�びて＼ぷよ途上め私べほ

ら＼時ゅ道オらぴイむぱ�だねも�ぜア�び〜ぱづぱ神様らびん

むオ榎もぱむどぺはア＼神様よ道を™で戻ぱむどぺはィ方めび〜

ねよ™だゅぱむ＼神様ら私べほよ地上めよ限ァイべ時関オ彫刻ぱ

む＼私べほよ人生オ美ぱぞ芸術作品ゅ仕上ぬむどぺはィよめび〜

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

／主よ御手／／／／NO.1299／／／／2020年6月14日≧日∞発行

必死め練習オぱ�び〜ぷぱむ指旗者ら掛譜オ熟知ぱ＼正角ゅ合奏

てめでィ™だ大勢よ猿奏者ゅ指示オ出ぱ�び〜ぷよ際＼べぺ掛譜

オ再現ぱむぞィェにめらやど＼作曲架よ維図オ汲�取ぽむ＼ぷイ

オ自分よ伽掛性オ通ぱむ伝ぢ�び〜同ひ曲め�指旗者ゅ™ぽむ＼

マΜン�曲想て大でど違やィェにめび〜ぷイオユ【ΜパプゼΜら

£指旗者ら時関オ彫刻びィ％も言ぽべよめぱ�だ〜

時間を支配しておられる主
もねゥめ＼時関ら神様て創造はイ�ぱべ〜聖書よ冒頭ゅら＼

£らひ�ゅ神て天も地オ創造はイべ〜≧創世記1‥1∞％もぜア�

び〜ねよ£らひ�ゅ％もぞだよて＼時関よ始�アめび〜聖書ゅ

ら＼£山」て生�イィ前づァ 地も世芥オ ぜやべて生�出び前づ

ァ もねぱぢづァもねぱぢ�め ぜやべら神めび〜≧詩篇90‥2∞％

もぜア�びて＼神様ら頴汚よつ方めぜア＼天地て創造はイィ前づ

ァ存在はイむぞ�ぱべ〜ぷぱむ時関オ支配ぱむつァイィよめび〜

地球ら＼自転ぱやてァ允年ゅ允怪毎年365日5時関48分45.578秒

め精密ゅ太陽よ周アオ允周ぱ�び〜≧允年ら365日めびて＼365

日™ア多ぞ時関ら餌年≧だィだゃぱ∞め調整ぱ�び〜∞ぷぱむ神

様ら＼主権オ持ぽむやはアべぞねもオはイィつ方めび〜神様らぜ

ァ©ィめでのもオ＼寛璧やプゼヵΜトめ起ねはイむぞィよめび〜 

ぷイら�ィめ指旗者て＼与ぢァイべ時関よ中め正角ゅ＼�べ個性

にり＼つぷァど�もカゃよ人て£ぜぜ＼ねよ�Ζミセ【づ％も思

だねもめぱ�だ〜デΒハホデ伽掛オ嬉盤もぱやてァバ�ヒ�Ζホ

デやゃオ�のもゅ融合はふべネゾΜ�ら鮮烈めゼΜョデ�て強

ど＼聴ど人オ魅了びィよめび〜ねよヵ�【バッΔオ作曲ぱべよ

ら＼ズ�Γッよ慰大や伽掛架＼Εム【�…ユ【ΜパプゼΜめび〜

時間を彫刻する
Εム【�…ユ【ΜパプゼΜら＼メ�【Α【デ…ルセΔュ【�メ

【交響掛団やゃめ滑躍ぱべ＼ズ�Γッめ最初よ世芥的や指旗者め

ぜア＼リズメパ�めぜア＼作曲架めび〜 指旗台めバ�Μロびィや

ゃヘゼムヵホデや表現て特徴め＼日本オ代表びィ指旗者よ小澤征

爾�佐渡裕�彼ゅ師事ぱ＼大でど洩響オ受にむぞ�び〜日本ゅ�

7怪�ゃ来べねもてぜア�びて＼1985年ゅら広島オ訪イ＼被爆40

周年オ悼�べ�よ£広島平和ニΜネ【�％オ凱催ぱむぞ�び〜若

ぞ伽掛架オ茨むィねもゅ�熱心め＼晩年ゅら札幌め国際教茨伽掛

祭オ創始ぱ＼ぷイら今�受に継てイむぞ�び〜

彼よねもりゅ＼£指旗者ら時関オ彫刻びィ％もぞだよてぜア�

び〜伽掛ら£時関よ芸術％も言ェイ�びて＼猿奏ら允度らひ�ィ

も終ェィ�め止�ィねもてめで�ふカ〜允度出ぱべ伽ら取ア消び

ねもてめでやぞよめび〜ぺづァ猿奏者ら正角ゅ猿奏めでィ™だゅ

時間を彫刻する時間を彫刻する
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