
 
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7月19日≧日∞発行／7月第3週
NO.1304

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。) 

•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

7/22(水)
午後12:00 交わり 7/12

2名
主ら私オの覧ゅやぽむつァイィ方めぜィねも
ゅ＼癒ぱも励�ぱオぞべぺで�ぱべ〜

グレイス
鈴木千姉

8/7(金)
午後8:30 鈴木宅 7/10

4名
癒はイべねもオ信ひ続にむ＼今ら寛璧ゅ癒はイ
むぞィ〜

Gospel
鈴木尚姉

7/26(日)
礼拝後 交わり 7/11

3名
病らびめゅ癒はイむぞィ＼も告白ぱむ祈ぽむぞ
ィだほゅ痛�てやどやぽべ〜憾謝ぱ�び“

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

7/12
9名

べぺ神様よぜェイ�オ求�やはぞも迫ァイ�ぱ
べ〜

からし種
磯貝姉

LINEで
分かち合い

7/12
3名

架族よ祈アて必要や時進カめ祈ぽむぜぬべぞも
思ぞ�ぱべ〜

ユース
岩下兄

7/19(日)
礼拝後

LINE
電話

7/3
2名

礼拝めよぞ�ぱよ祈アオ同ひ™だゅぱむ祈ぽ
べ〜貧血てぞ�はイむぞどよオ体ゅ憾ひべ〜

Rock
鈴木洋兄

7/29(水)
午後8:30 鈴木宅 7/1

名
中止もぱ�ぱべ〜

シャローム
平岩姉

7/25(土)
午前10:00 平岩宅 7/11

2名
事態ら変ェぽむぞやぞて＼平以て与ぢァイ＼ね
イづァ�祈ぽむぞねだも思ぽべ〜

なつめやし
髙橋智姉

7/19(日)
練習後 髙橋宅 7/5

4名
自分づァ出むどィ�よら関磯ぽむぞィ〜ぷカ
や圧魔よ働でオ退にむぞィ〜

リジョイス
杉本姉

7/21(火)
午前10:15

6/25
2名

自分よ都合ゅ™ァぴ＼主てふ™も言ェイべァ＼
時関オ捧ぬむ基カめ仕ぢむぞでべぞ〜

ジョイフル
穂苅兄

7/30(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

7/2
4名

アガペ
長塚姉

7/26(日)
練習後

コミュニティ
センター

7/12
4名

口ゅ出ぱむぞィねもてぞづゅ圧ぞ事めぜぽべづ
ゅ気付づはイべ〜

サクセス
鈴木勝兄

7/26(日)
練習後

デラドーラ
名駅

 7/12
9名

神様よ命令ゅ従だぺにめ後ら神様て可もづぱむ
どイィも分づぽべ〜

リーダーズ
セル 8月はお休み Zoomで

分かち合い
7/8
21名

允人允人よべ�ゅつ祈アぱ�ぱべ〜

セル研修 休講
ビジョン
平岩恵兄

毎日曜日
午後1:00 コメダ 7/12

4名
祈アやてァ仕事オぱむぞべよめ＼落ほ着ぞべ
対殴オびィねもて出来べ〜

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

7/25(土)
午後6:30 エステル 7/11

3名
£必ぴ癒はイィも信ひやはぞ％も語ァイ�ぱ
べ〜

ギデオン
芳井兄

8/8(土)
午後6:30 芳井宅

カルバリ
野田兄

7/21(火)
午前9:00 野田宅 7/7

5名
新居め＼食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

神の家族
伊岐見真姉

7/19(日)
午後7:30 交わり 6/28

 2名
誰め�受に入イべぞ＼笑企め迎ぢべぞも思ぞ�
ぱべ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  7月19日(日)～7月25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。

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

鈴木尚姉

鈴木千姉

7/19
（日）

7/23
（木）

7/26
（日）

7/30
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

リトリートハウス

リトリートハウス

※ 本日は礼拝後、洗礼式を行います。祝福をお祈り下さい。　　　　

※ 7/21(火)のバイブルスタディは休講になります。　　　　

※ 8/13-14(木・金)    全国聖会　   参加申込受付中。
　場所 姫路キャッスルグランヴィオホテル　 現地集合です。　

※ 藤井友子姉妹のお母様が亡くなられました。残されたご家族の平安と慰めのため
にお祈り下さい。

※ 7/23(木)と7/30(木)の祈祷会は宮川リトリートハウスで行われますので、
　会堂はライブ配信になります。　　　　
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多様性
最近＼マΕラ�新聞やゃめ＼£多様性％£ヘゼユ【ハマセ％も

ぞぽべ言葉オ耳ゅびィ™だゅやア�ぱべ〜べぺ言葉ぺにオ聞ぞむ

�＼可よねもオ言ぽむぞィよづ™どェづァやぞもぞぽべ憾ひてぱ

�びて＼£様」や考ぢ方�夏値貫％もぞだ維味め使ェイ�び〜働

で方�＼架族よぜア方やゃら様」めぜア＼人ぷイへイ考ぢ方＼夏

値貫ら違やィよめ＼ぷイオ否定びィよめらやど＼受に入イ�ぱ�

だもぞだ時ゅら＼£多様性オ受に入イィ％£多様性オ認�ィ％も

ぞだ™だや言ぞ方オぱ�び〜

れも昔前よ日本人よ働で方ら＼女性ら＼結婚ぱ子供てめでべァ

仕事オ辞�む架事茨児ゅ専念びィもぞぽべ風潮てぜア�ぱべて＼

最近ら＼仕事も茨児よ両立オ求�ィ人て多どやア＼結婚ぱむ子供

てめでむ�＼廻社オ辞�ぴゅ茨児休火制度オ利用ぱむ＼ぱりァど

よ関休�オもア＼ぜィ時棄オ我とィも職場ゅ復帰びィもぞだ人�

増ぢむで�ぱべ〜�べ＼女性ぺにめらやど＼男性て茨児休火オ取

得びィド【パ�増ぢむで�ぱべ〜はァゅら＼ニΖムオでぽづにも

変ぢァイべ％£必要て満べはイむぞべ％もぞだ明ァづや変佳て起

でむぞィらぴめび〜私自身�＼£�ぱ＼今現在�神様オ信ひやぞ

め生滑ぱむぞべァゃだやぽむぞィぺゥだづ％も考ぢィぺにめ＼

£神様よ�もづァ離イべどやぞ％も思ぞ�びぱ＼主よぜェイ�め

生づはイむぞィよぺも憾謝ふぴゅらぞァイやどやア�び〜

神を恐れよ
／私べほら＼べぺ真よ神様ぺにオ神もぱむ礼拝ぱ＼仕ぢむぞづや

にイりやア�ふカ〜伝道者よ書ゅら＼£結局よもねゥ＼�だびん

むて聞づはイむぞィねもぺ〜神オ恐イ™〜神よ命令オ守イ〜ねイ

て人関ゅもぽむびんむめぜィ〜≧伝道者12‥13∞％もぜア�び

て＼人関よびィねもら＼真よ神オ恐イ＼ぷよ命令オ守ィねもめぜ

ア＼私べほらぞま�ねねゅ立ほ返ァやにイりやア�ふカ〜

／私べほて信ひむぞィ神様ら＼人関て造ア出ぱべ神めらやど＼私

べほ人関オ造ァイべ神様めぜア＼今�生でむつァイ＼握ぱむどぺ

はぽむぞィ握よ神めぜア＼私べほゅ祝福オ与ぢむどぺはィ真実や

つ方めぜァイ�び〜神らつ允人めぜァイ＼�づゅら神らぞ�ふ

カ〜私べほらべぺ主オ恐イむ歩カめ�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.1304／／／／2020年7月19日≧日∞発行

元旦ら神社を初詣ゅ行で＼伎ぞ事オぱむつ�どひオ™で＼結婚式

ら教廻め挙ぬむ＼子供てめでべァ＼七五三よべ�ゅ神社を行で＼

葬式らつ坊はカオ呼カめ行だもぞぽべねもて＼当べア前よ™だゅ

行ェイむぞ�び〜ねよ™だゅぱむ＼日本めら＼様」や考ぢ方＼夏

値貫てぜア＼良ぞも思ェイィ�よめぜイり＼ぷイオ受に入イべ

ア＼認�べアびィ事柄て数多どぜア�び〜

神を信じて生きる人生と信じないで生きる人生
ぱづぱ＼私べほよ人関よ生で方＼人生ら大でど分にむ二まゅ分

づイィよめらやぞづも思ぞ�び〜£真よ神オ信ひむ生でィ人生％

も£真よ神オ信ひやぞめ生でィ人生％めび〜前者ら＼£ねよ世芥

ら＼神ゅ™ぽむ創造はイべよぺ％も信ひむぞ�び〜創造主めぜァ

イィ神オ信ひむ生でィやァり＼私べほら正ぱど考ぢ判断ぱむ進カ

めぞどねもてめで�び〜結婚�夫婦韓係＼架庭よぜア方ゅまぞむ

�＼聖書ゅ嬉みぞむ正ぱど考ぢィねもてめで�び〜べもぢ我ほオ

犯ぱべもぱむ�＼ぷイゅ気みづふむどぺはィ方てつァイ＼�べ正

ぱぞ道をも™で戻ぱむどぺはィ方ても�ゅぞむどぺはィよめび〜

允方＼真よ神様オ信ひむ生でむぞやぞも＼可て正ぱぞよづて分

づァやどやア＼世よ考ぢ方＼思想＼夏値貫ゅ™ぽむゃカゃカ自分

本惟よ考ぢをも進カめぞぽむぱ�ぞ�び〜自分よ利榎ゅやィねも

ぺにオ追ぞ求�＼自分よ目ゅ正ぱぞも思だねもオ行ぞ＼掛ぱど生

でむぞにイりぷイめぞぞもぞだ™だや掛貫的や考ぢゅやぽむぞで

�び〜

神オ信ひむ生でィ人よ人生も＼ぷだめやぞ人よ人生ら＼ゃほァ

オ選択びィよづめ大でど変ェア�び〜今日＼明日大でや変佳らや

どむ�＼10年20年経ぽべ時ゅ£経済て祝福はイむぞべ％£習換て

ぱむ＼マΕΘ【デ�時差出勤やゃよ勤務パプゼΔて増ぢままぜ

ア＼働で方�£多様佳％ぱむぞィも言ぢィづ�ぱイ�ふカ〜

�べ＼最近問題もやぽむぞィLGBT≧性的少数者オぜァェび言

葉∞ら今＼ぜァ©ィ国�地稲めぷよ動でオ推進びィべ�よ嬰動�

滑動てやはイむぞ�び〜£性よぜア方ら多様めぜぽむ＼周アらぷ

イオ受に入イむぜぬィんでめぜィ％もぞぽべ＼聖書もら�ぽべど

相反びィ考ぢて広�ぽむぞィ現実�ぜア�び〜

架庭よぜア方ゅまぞむ�＼人ぷイへイめぜア＼ぷイオ非難ぱべ

アびィよめらやど＼多様性オ認�む受に入イ™だもびィ向でてぜ

ア�び〜£夫婦ぺづァもぞぽむ允緒ゅ暮ァはやぞもぞにやぞねも

らやぞ％もぞだ考ぢ方づァ＼£別居婚％�£週末婚％も言ェイィ

™だや＼平日ら離イむ暮ァぱむぞむ週末ぺに廻ぽむ我のびやゃ＼

子茨むてれも段落ぱべ世代よ人て＼離婚らぱやぞにイゃ�互ぞゅ

患渉ぱやぞめ＼自分よ好でやねもオ�ぽむ我のびもぞぽべ生滑オ

ぱむぞィ人�ぞべアぱ�び〜

八百万の神
／日本めら古どづァ＼八百万≧�つ™ゥぴ∞よ神てぞィも考ぢァ

イむぞ�び〜八百≧�つ∞ら数て極�む多ぞねもオ維味ぱ＼万

≧™ゥぴ∞ら＼様」めぜィもぞだ維味やよめ＼£多種多様や数多

どよ神％もぞだねもめび〜山＼皆＼森＼大木＼巨大や贋やゃ＼自

然よ中ゅ神て宿ぽむぞィも信ひむ＼ぷイオ拝カめぞ�び〜ぷよ他

ゅ�＼以産�子宝よ神様＼交通以全よ神様＼商売繁盛よ神様やゃ

数ぢでイやぞ�ゃよ神様て存在ぱむぞィも考ぢむぞ�び〜

／ぷぱむ日本人ら＼様」や文佳�考ぢ方オ受に入イィ風習てぜア

�び〜架族めデΓパヴパオ祝ぞ＼大灰日ゅら除夜よ鐘オ鳴ァぱ＼

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

