
 
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8月16日≧日∞発行／8月第3週
NO.1308

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

8/16(日)
礼拝後

LINE
電話

8/10
3名

子ゃ�もぱむ見む価はぽむぞィもぞだ視線ゅ支
ぢァイむぞ�び〜

グレイス
鈴木千姉

8/21(金)
午後8:30 鈴木宅 8/7

4名
食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

Gospel
鈴木尚姉

8/29(土)
午後1:00 鈴木尚宅 8/2

2名
大好でやつ父はカめぜィ神様オ見上ぬィぺに〜
握はイむぞィ〜他よねもらゃだめ�ぞぞ〜

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

8/9
9名

今よ現状オ基んやぞ自分ら神様ゅ敵対ぱむぞィ
事オ悟ア�ぱべ〜

からし種
磯貝姉

LINEで
分かち合い

8/9
3名

神様づァよラバ�Μゅ生でやどむらぞま�め
�悶」もぱむぱ�だも示はイ�ぱべ〜

ユース
岩下兄

8/30(日)
午後1:00

LINE
電話

8/9
5名

主ゅ忌望オつぞむ生でィねもオ示はイむ緯�
ァイべ〜

Rock
鈴木洋兄

8/19(水)
午後8:30

鈴木宅
交わり

7/29
4名

ぞま�主て自分よ仕事振アオの覧ゅやァイむぞ
ィ〜維識びィ時＼手オ抜ねだづァ守ァイィ〜

シャローム
平岩姉

8/22(土)
午前10:00 平岩宅 8/8

3名
つ互ぞよべ�ゅ祈アぜぞ�ぱべ〜

なつめやし
髙橋智姉

8/16(日)
練習後 髙橋宅 8/2

2名
撹自祈アよ時もぱ�ぱべ〜

リジョイス
杉本姉

8/18(火)
午前10:15 赤塚宅 8/4

2名
主オ敬だ心てぜィよら＼大好でめぜィづァ〜

ジョイフル
穂苅兄

8/21(金)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

8/6
5名

痛�よ中め祈ィ機廻て多どやア憾謝ぱ�び〜

アガペ
長塚姉

8/23(日)
練習後

コミュニティ
センター

8/9
4名

交ェアよ時オ持ほ�ぱべ〜

サクセス
鈴木勝兄

8/23(日)
礼拝後 交わり 8/9

10名
自分オ変ぢむ認�ァイ™だもぱむぞべ〜祈祷廻
め求�むぞべ答ぢて与ぢァイむ変ぢァイべ〜

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 8/9

4名
答ぢら＼主オ敬だねもゅ允辺倒や生滑よ中め
与ぢァイィも教ぢァイべ〜

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

8/22(土)
午後6:30 エステル 8/8

3名
神様て必ぴ前進はふむどぺはィも信ひむ進カめ
ぞで�び〜

ギデオン
芳井兄

8/22(土)
午後6:30 芳井宅 8/8

3名
主ゅ信頼ぱむぞやづぽべ〜ぷイオらぽでアも改
ぞ魁�べ〜

カルバリ
野田兄

8/18(火)
午前9:00 野田宅 8/4

5名
聖書オ読カぺア＼祈ぽむぞイり信仰てぜィも
巻磯ぞオぱむ生でむぞべ〜

神の家族
伊岐見真姉

8/23(日)
午後7:30

LINE
電話

8/9
2名

本当ゅ�アべどやづぽべ〜今ら�アべぞねも
ゅ変ェぽむぞ�び〜

　今週のセルグループ（赤字）　  8月16日(日)～8月22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

8/16
（日）

8/20
（木）

8/23
（日）

8/27
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※ 8/18(火)のバイブルスタディは休講になります。　　

※ 8/19(水)の浜松バイブルスタディは休講になります。　　



£箴言 29‥25 人オ恐

イィも罠ゅづづィ〜ぱ

づぱ＼主ゅ信頼びィ者

ら高ぞ所ゅづど�ェイ

ィ〜％

人の目が気になる
7月ら＼豪臼よメ�【パて連日よ™だゅ報道はイむぞ�ぱべ〜

熊本県�幾阜県＼山形県やゃ＼全国撹地め豪臼ゅ™ィ被概て出�

ぱべ〜ぷカや中＼山形県よ豪臼めら＼県内オ流イィ最上川て可づ

所ゅ�ェべぽむ氾濫ぱ＼住宅やゃよ被概ら出べ�よよ死者＼行方

不明者ら允人�出�ふカめぱべ〜ぷイら自治体よ迅速や対殴ゅ™

ィねもめぱべ〜町よ担当者ら＼£最上川ら急流め＼熊本よ球磨

≧ど�∞川も™ど似むぞィ〜球磨川て氾濫ぱべよオ見む＃ねね�

同ひめらやぞづ＆も思ぽべ〜ぷだ思ぽべもで＼早�よ避難指示オ

出びねもオ決断ぱべ〜�ぱづぱべァ＼後づァ怒ァイィねもゅやィ

づ�ぱイやぞて＼ぷイめ�ぞぞづァもゅづど指示オ出ぷだも思ぽ

べ〜％も当時よねもオ振ア返ぽむ話ぱむぞ�ぱべ〜ねよ判断て功

オ奏ぱむ＼住民よ多どよ命て守ァイ�ぱべ〜�ぱ担当者て＼£住

民オ避難はふむ可�起ねァやづぽべもでゅ＼＃避難指示オ出はや

どむ™づぽべひ�やぞづ＆も言ェイべァゃだぱ™だ％も思ぞ＼住

民づァよ視線オ気ゅぱむ判断オ躊躇ぱむぞべァ大惨事オ™で起ね

ぱ＼ぞま�近どゅぞィ〜以心ぱむ好でやねもオびイりぞぞカぺ

™〜ョョらぞまめ�君よ味方ぺ™〜％もぞだ視線て私べほゅ注て

イむぞ�び〜ぷよねもオ知ィ時＼私べほら神様づァ見ァイむぞィ

ねもて岐ぱどやア�び〜ぷカや神様よねもオ握ぱべぞも思だ™だ

ゅやア�び〜無条件め允方的ゅ握ぱ受に入イむどイィぷよ握ゅ突

で動づはイィ™だゅ＼神様オ握ぱべぞ＼ぷぱむ周アよ人オ�握ぱ

べぞもぞだ思ぞをも変ぢァイむぞで�び〜

もっと自由に生きられる
／主よ視線オぴぽも憾ひむ生滑びィもでゅ＼私べほら心ゅぜぽべ

人づァゃだ思ェイィぺゥだづもぞだ視線づァ快放はイ�び〜

／ヘラミら＼契約よ箱て町ゅ嬰ろ込�イむでべもで＼大勢よ人て

見むぞィ前め＼裸同然よ獲好め＼基ろ踊ぽむぞ�ぱべ〜ぷよ様子

オ高ぞもねゥづァ眺�むぞべ妻よヵッΔら＼蔑≧はぬび∞カぺ目

め見むぞ�ぱべて＼ヘラミら£私オ選カめどぺはぽべ主よ前め＼

私ら基ろ踊ィよぺ〜％も言ぞ�ぱべ〜私べほよ心て全ど主ゅ為ょ

ァイむぞィもで＼心ゅら£主ての覧ゅやぽむつァイィ％もぞだ基

ろめぜわイ＼私べほよ心ら守ァイ�び〜ゃカや人よ前め�大胆ゅ

出むぞどねもてめで�び〜私べほら主ゅぜぽむ自由ゅはイィねも

オ憾謝ぱ�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.1308／／／／2020年8月16日≧日∞発行

むぞで�び〜例ぢり＼人づァ任はイべ仕事オ正角ゅ効率™ど＼づ

ま基ろオ�ぽむ行ぞべぞも本心めら思ぽむぞィらぴやよゅ＼£ほ

�カも�ぽむぞやぞも＼�べだィはど言ェイむぱ�だ〜ねね�め

�ぽむつにり言ェイやどむ済�ぺゥだ％もぞだ™だや行動もやぽ

むぞで�び〜びィも＼仕事ぺにめらやど生滑よびんむゅつぞむぞ

ま�人よ評夏オ気ゅぱべ行動もやア＼ェやゅづづぽべ状態ゅやぽ

む抜に出ふやどやぽむぱ�ぞ�び〜

主はどのように見ておられるのか
／私べほら＼人よ目づァ見む自分てゃだ見ァイむぞィづめらやど

む＼£神様よ目づァ見む私らゃだ見ァイむぞィよづ％もぞだねも

ゅ心よ目て向にァイむぞィ必要てぜア�び〜主ら£ェべぱらぜや

べよねもオ＼世よ造ァイィ前づァぴぽも知ぽむぞィぱ＼今�めぴ

ぽもぜやべよねもオ気ゅづにむでべ〜ぷぱむぜやべよねもオ握ぱ

むぞィ％もぞだ目め見むつァイ�び〜

／例ぢり＼仕事めヵパオぱむ周アよ人ゅ迷惑オづにむぱ�ぽべ

時＼人よ目オ気ゅびィも＼£でぽもぜよ人ら＼私よねもオめでや

づぽべもぞだ目め見むぞィ％もやア�び〜ぱづぱ神様よ目ら＼

£ぜやべらめでやづぽべづ�ぱイやぞて＼ぷよねもめぜやべオ握

はやどやィねもらやぞ〜変ェァぴぜやべオ握ぱむぞィ％もぞだ目

め見むつァイ�び〜私べほてぷよもむ�大でや主よ握オ受に取ィ

もでゅ＼£めでむぞやぞ自分て恥ぴづぱぞ％もづ＼£私ら�ぽも

正ぱど生でむぞづやぞもぞにやぞよぺ％もぞぽべ思ぞらびんむ払

拭≧わぽぱ�ど∞はイ�び〜主ら＼私べほよねもオ自分よ£子ゃ

�％もぱむ見むつァイ�び〜£ョョらぞま�君よねもオ見むぞィ

ぱむぞべづ�ぱイ�ふカ〜

わなにかかっている
／今＼マΕラオまに�びも＼毎日ニΖムゾゼΔパよ憾染者よ発表

よべ�ゅ撹都道府県よ知事て廻見オ凱ぞむぞ�び〜ぷぱむ＼知事

て記者べほよ質問オ受にィ時関てぜア�び〜多どよ知事�べら政

府よ廻見めら＼記者づァよ質問ゅ答ぢィべ�ゅ想定問答集もぞだ

�よてぜァづひ�用維はイむぞ�び〜担当者て事前ゅ＼新聞�マ

Εラよ記者オ訪ょ＼質問よ内容オ収集ぱ�び〜ぷぱむ他ゅ�想定

はイィ質問オ自ァ考ぢむ用維ぱ�び〜ぱづぱ＼ぷよ膨大や時関オ

費�ぱむ準備はイべ問答集よ�もカゃら使ェイィねもやど＼紙ど

ぴも佳ぱむぞで�び〜

／ぷよ中め＼大阪府よ吉村知事よ記者廻見よ様子ら＼他もら全ど

磯ぞ＼想定問答集も呼りイィ™だや�よら允切ぜア�ふカ〜記者

づァ受にィ質問ゅ＼自分よ言葉めェづア�びど答ぢむぞ�び〜ね

よパプゼΔら＼元大阪府知事よ橋価徹氏て始�べよオでぽづに

ゅ＼今�続ぞむぞ�び〜橋価氏ら＼ねよ想定問答集て周到ゅまど

ァイむぞィねもゅまぞむ＼£＃知事て答ぢァイやづぽべァ恥

ぺ〜＆もづ＃関磯ぽべねもオ言ぽべァ大変やねもゅやィ＆も考ぢ

ァイむぞィづァぺ〜％も指摘ぱむぞ�び〜

／私べほ�人づァよ評夏オ恐イィぜ�ア＼£でほカも正ぱど行ェ

やどむらぞにやぞ〜ぷだめやぞも周アづァ可オ言ェイィづ分づァ

やぞ％もぞだねもりづアゅ心て向ぞむぞィも＼£批判はイやぞべ

�ゅらゃだびイり良ぞぺゥだづ％もぞだねもて行動よ嬉準もやぽ

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

