
 
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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NO.1318

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
•聖書交読（司会者と交互に全員で読みます。）
•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 大髙愛姉 鈴木尚姉

週 Ⅱ
来 Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉

週 Ⅱ

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木尚姉

鈴木千姉

10/25
（日）

10/29
（木）

11/1
（日）

11/5
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

セ ル
（リーダー） 次回の日時 場　所
リバイバル
北山姉

10/25(日)
練習後

LINE
電話

10/18
3名

私てま�ぴどねもオェづぽむぞむ＼ぷよべ�
ゅびめゅ祈ぽむぞむどぺはぽむぞィ〜

グレイス
鈴木千姉

10/30(金)
午後8:30 鈴木宅 10/16

3名
罪ら明ィ�ゅ出ィよぺもェづア憾謝〜

Gospel
鈴木尚姉

11/1(日)
礼拝後 交わり 10/4

2名
まどァイべ自分オ岐ぱど思だも周���アよ人よね
も�同ひ™だゅ神様ゅまどァイべもェづィ〜

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

10/18
9名

礼拝よ中めよ改ぞ魁梶�™�よ中め＼心よ平以て与
ぢァイ�ぱべ〜

からし種
磯貝姉

10/29(木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

10/15
3名

信仰てやどやァやぞ™だゅ祈ぽむ価はぽむぞ
ィ〜

ユース
岩下兄

11/8(日)
午後1:00

LINE
電話

10/4
4名

祈ぽむ�ねもりて与ぢァイむ受に取ア＼平以て
与ぢァイべ〜

Rock
鈴木洋兄

10/28(水)
午後8:30 鈴木宅 10/7

3名
£神よ握オ知ィねも％ぷイ�£体験的ゅ知ィ
ねも％て本当ゅ可™ア�必要やねも〜

シャローム
平岩姉

11/14(土)
午前10:00 平岩宅 10/10

3名
自分ゅら夏値てやぞも常ゅ思ぽむぞべよめ＼ぷ
イて偶像礼拝もェづぽべ〜

なつめやし
髙橋智姉

11/8(日)
練習後 髙橋宅 10/11

6名
関磯ぽむ祈ぽべぜよ頃ゅ戻ア＼改ぞ魁梶�™�ィや
ァ＼パプ【�地点ゅ立むィも思だ〜

リジョイス
杉本姉

11/10(火)
午前10:15 赤塚宅 10/13

3名
主よねもオぞま�思ぽむ歩カめぞでべぞ〜

ジョイフル
穂苅兄

10/29(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

10/15
5名

離イぷだゅやぽべねもてぜぽべて＼ぷよ時もア
やぱむ祈ァイむぞィねもて分づぽべ〜

アガペ
長塚姉

10/25(日)
練習後

コミュニティ
センター

10/11
4名

寛璧主義て捨むァイむぞやぞ〜自分らぷだぞだ
�よぺもぞだ考ぢてぜィ〜ぷイ�偶像ぺぽべ〜

サクセス
鈴木勝兄

11/8(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

10/11
10名

リーダーズ
セル

11/11(水)
午後7:00

Zoomで
分かち合い

10/14
22名

立ほ直ィ人ら＼人オ励�びべ�ゅ用ぞァイ
ィ〜

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 10/11

4名
食事よ交ェアオぱむ恵�イ�ぱべ〜

worship
長塚寛兄 中止 †ｰ

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

11/14(土)
午後6:30 エステル 10/10

4名
握オ�ぽむ接びィねもめ彼女て�ぽべど変ェ
ア＼毎日よ仕事て掛ぱどむ仕方てぜア�ふカ〜

ギデオン
芳井兄

11/14(土)
午後6:30 芳井宅 10/10

4名
非常ゅ�ィ気ゅはふァイむぞィ〜�ィ気ら握づ
ァ来ィねもて™どェづぽべ〜

カルバリ
野田兄

11/17(火)
午前9:00 野田宅 10/6

5名
福伽オ第允ゅ架族も向���で合ぽむぞでべぞもぞ
だ思ぞて与ぢァイ�ぱべ〜

神の家族
伊岐見真姉

10/26(月)
午後7:30

LINE
電話

10/12
2名

慣者はカよ些細や状況ゅ気て付ど事てめで＼
早�よ対処てめでむぞィねも憾謝〜

　今週のセルグループ（赤字）　  10月25日(日)～10月31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。
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わが子を守るために戦う　　　
先日マΕラめ＼ズルΓッよプΜツ【メ湖もぞだ湖ゅ生息びィ魚

べほよ子茨むゅまぞむよ番組オ貫�ぱべ〜ぷよ湖ら＼世芥有数よ

淡水魚よ宝庫も呼りイ＼世芥め�ぷねめぱづ見ィねもよめでやぞ

魚べほてべどはカぞ�び〜2255mmロ【Δ�ゃよ面積よ浅瀬ゅ＼
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べほオぞま�め�眺�むぞべぞ場所めびて＼彼ァゅもぽむら允瞬

よ隙�©ィびねもよめでやぞ戦場やよめび〜ぷよ中め＼ハデΓホ

�も呼りイィ種類よ允まゅ＼デ【をもぞだ屋色ぞ体ゅ黒よ縦縞模

様て特徴よ淡水魚てぞ�び〜彼ァら自分て産カぺべどはカよ卵オ

守ィべ�ゅ必死め戦ぽむぞ�び〜卵ら二日後ゅ孵佳≧わづ∞ぱ＼

ぽむぞィ関＼ぷよ道中守ぽむ価はぞ�び〜守ア導ぞむどぺはィよ

め＼以心ぱむ目的地ゅべゃア着どねもてめで�び〜経済オ守ぽむ

どぺはィよめ＼今日以心ぱむ働どねもてめで＼架族も掛ぱど我の

びねもてめでィよめび〜

びんむよ出来事よ背後ゅ主よ働でてぜィねもオ私べほら信ひや

にイりやア�ふカ〜私べほよ力めらニΜ�Ζ【Δびィねもてめで

やぞねもりづアめび〜今日普通ゅ生滑てめでむぞィよら＼ねね�

め守ア導ぞむ価はぽべ神様ゅ™ィねもめび〜生�イむづァ今日ゅ

至ィ�め＼神様よ導でゅ™ぽむ私べほら導づイむぞィねもオ憾謝

ぱ�び〜

みこころを行いたい
私べほら£ぜやべよ�ねねゥオ行ぞべぞめび％も伎だ心オ持ぽ

む�ぞア�ぱ�だ〜£主よ名ら堅固や�なァ〜正ぱぞ人らぷよ中

ゅ駆に込�＼保護はイィ〜≧箴言1188‥1100∞％〜主ゅ信頼びィ者ら

器険づァ守ァイ�び〜正ぱぞ人もら＼正ぱど可づてめでむぞィ人

めらやど＼神様よ言ェイィねもゅ聞で従ぞべぞも伎だ素直や心オ

持ま人よねもめび〜心よ主導権オ神様ゅ明に渡ぱむ生でィ人ら＼

主ゅ™ぽむ必ぴ守ァイ�び〜べもぢ倒イぷだゅやぽむ�主て支ぢ

むどぺはぞ�び〜再ろ立ほ上てァふむどぺはぞ�び〜私べほよ人

生ら＼主ゅぜぽむ全むよねもて守ァイ＼祝福はイ�び〜
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春棄ゅやア＼口オでづやどやア反抗的や態度オもィ時ゅ＼親ら

£思ぞ詰�べアぱやぞぺゥだづ＼額校め可て起でむぞィカぺゥ

だ％も＼子供よねもてもむ�心配め気ゅやア�び〜

ぷよ™だゅぱむ＼親ら子ゃ�よねもオぴぽも気ゅづにむらぞ�

びて＼ぴぽも子ゃ�も允緒ゅぞィェにゅらぞで�ふカぱ＼子ゃ�

よねもりづア考ぢむらぞァイ�ふカ〜子ゃ�らぞぴイ結婚ぱべ

ア＼允人暮ァぱオぱむ親元オ離イむ行で�び〜

神はとこしえまであなたを守り導かれる
ぱづぱ私べほよ主ら＼ぜやべオ守ィべ�ゅ＼ぜやべよねもオぴ

ぽもの覧ゅやぽむつァイ＼ぜやべよだほゅ働ぞむ導ぞむどぺはぞ

�び〜ねよ世よ造ァイィ前づァぜやべよねもオ選ろ＼今ゅ至ィ�

めぴぽも握ぱ続にむつァイ�び〜£ゃだ�ぽむ救ぞ出ぷだづ％も

ぜやべ允人よべ�ゅぴぽも心オ砕ぞむつァイ気ゅづにむどぺはぽ

むぞべよめび〜ぷぱむ＼救ぞ出びぺにめらやど＼ぷよ後�ぴぽも

ぜやべよねもオ思ぽむ＼£ゃだびイりェべぱよ言ぽむぞィねもゅ

気みぞむどイィぺゥだづ％も考ぢむつァイ＼ぷよべ�ゅぜァ©ィ

出来事オ起ねぱむどぺはぞ�び〜仕事め＼£私ゅらめでやぞづ�

ぱイやぞ％も憾ひィ™だや状況ゅ置ぞむどぺはア＼ぷよ中め神様

ゅびてア求�ィ™だゅも＼私べほよべ�ゅ事オ起ねぱむつァイィ

よめび〜私べほよびな近どゅつァイ＼允日中守ア導ぞむどぺはぞ

�び〜健康オ守ぽむ価はィよめ＼体オ動づびねもてめで＼人も話

びねもてめで＼食んィねもてめで＼働どねもてめで�び〜車ゅ乗

稚魚もやア�び〜ぷよ後允週関�ゃめ英ぬィ™だゅやア�びて＼

ねよ時棄て允番器険や時めび〜敵て近みぞむ来�び〜びィもねよ

リΜベゅ＼親よ魚ら稚魚べほオ允瞬よだほゅぱむ口よ中ゅ入���イィ

よめび〜ぷぱむ＼贋場よ羽イべ所ゅ遺動ぱ＼ぷねめ吐で出ぱ�

び〜ねよ™だゅぱむ子ゃ�べほオ以全や場所ゅ遺動はふやてァ身

オ守ぽむぞ�び〜

他ゅ�＼口よ中めぴぽも卵オ守ア＼吐で出ぱべ時ゅら�だ稚魚

ゅやぽむぞィもぞだ魚�ぞ�び〜親ら卵オ口ゅ巌カめぞィ関＼可

�食んやぞめ生滑ぱむぞ�び〜ェて子オ守ィべ�ゅら＼自分オ犠

牲ゅぱむめ�茨むむぞど親よ必死や思ぞて伝ェぽむで�び〜

いつも気にかけている
ぷぱむ＼私べほ人関��や＼生�イむづァ両親ゅ™ぽむ茨むァ

イ�び〜親られも時�子ゃ�づァ目オ離ふ�ふカ〜赤ほ�カて泣

にりヵΔデオぜぬやぞもぞに�ふカ〜ヂ�ボオ替ぢむぜぬやぞも

ぞに�ふカ〜ュゼュゼめでィ™だゅやィも＼架ゅ置ぞむぜィ物オ

手ゅもぽむ院�ねカめぱ�だ器険�ぜア�び〜�てむ歩にィ™だ

ゅやア＼允緒ゅ散歩ゅ出づにィ時ゅ＼ぱぽづアも手オ繋ぞめぞや

ぞも＼ぞまゃねを行どよづ分づア�ふカ〜器険や目ゅ遭ェやぞ™

だゅもぞま�気ゅづにむぞ�び〜はァゅ大でどやア＼廻話てめで

ィ™だゅやィも＼今度ら親よ言だねもオ聞づやどやアェて��ゅ

やア�び〜ぷぱむ額校を行ど™だゅやィも＼友達も遊カぺアぱむ

我のび時関て多どやア＼架族も我のび時関て少やどやア�び〜思

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

