
 
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

                          　           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。) 
•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

11/15(日)
練習後

LINE
電話

11/7
3名

昼食よ交ェアオぱ�ぱべ〜

グレイス
鈴木千姉

11/20(金)
午後8:30 鈴木宅 11/6

4名
自分オ捨むやはぞ〜私めやぞ私て存在びィも
ぞだ世芥てぜィ＼も教ぢァイべ〜

Gospel
鈴木尚姉

11/29(日)
礼拝後 交わり 11/1

2名
オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

11/8
9名

身代ェアゅやぽむどイべ人よ事ら允生忘イや
ぞめ憾謝ぱむ生でィめぱ�〜ぷイて十字禍〜

からし種
磯貝姉

11/26(木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

11/5
3名

怒アも戦ぽむぞィ〜相手らェづぽむどイやど
む�ゼダパ様らェづぽむどぺはぽむぞィ〜

ユース
岩下兄

11/22(日)
午後1:00

LINE
電話

11/8
5名

自分オ捨むやはぞもぞだねもら聞ぞむぞべて＼
捨むむ�夏値てぜィもぞだ話ぱて刺はぽべ〜

Rock
鈴木洋兄

11/18(水)
午後8:30 鈴木宅 11/4

3名
�ぽも憾情オ自由ゅ出ぱむ＼自分オはァに出
ふりぞぞよゅ＼真実よ自分オ羽ぱむぞィ〜

シャローム
平岩姉

11/28(土)
午前10:00 平岩宅 11/7

3名
主ゅぜィ交ェアよ時オ持ほ�ぱべ〜

なつめやし
髙橋智姉

11/22(日)
練習後 髙橋宅 11/8

6名
ゃだふ聞ぞむ�ァぢやぞ＼やゃも言ぞ訳オぱ
む��むぱ�だ〜�ぴ手紙オ書ぞむ�ィ〜

リジョイス
杉本姉

11/16(月)
午前10:15 佐尾山宅 10/20

5名
交ェアオはふむぞべぺで�ぱべ〜

ジョイフル
穂苅兄

11/26(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

10/29
4名

ぞゥぞゥ気ゅ入���ァやぞねもて多ぞ〜王ぱ付にぴ握
よ動機め行だ〜

アガペ
長塚姉

11/22(日)
練習後

コミュニティ
センター

11/8
4名

怒ァやどむらぞにやぞよゅ＼自分オ守ィべ�＼
人よ事オ思ェぴ＼自分よ事オ考ぢむぱむぞべ〜

サクセス
鈴木勝兄

11/22(日)
礼拝後 交わり 11/8

10名
神様よねもオ思ぽむ＼神様よ目線���め＼神様よ命
令ぺにゅ従ぽべ結珂＼神様よ力て働ぞべ〜

リーダーズ
セル 12月は休み 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 11/8

4名
気て付ぞべもでゅら神様づァ維識て離イむぞ
ィ〜仕事よ後ゅ憾謝よ祈アオぱべぞ〜

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

11/28(土)
午後6:30 エステル 10/24

5名
圧魔よ言だねもオ聞ぞむ＼ぷだぺ™やも賛成ぱ
むぞィねもら＼圧魔オ賛美���ぱむぞィねも〜

ギデオン
芳井兄

11/28(土)
午後6:30 芳井宅 10/24

3名
素直ゅやぽむ主ゅ導づイィ™だゅ自分オ変ぢむ
行ど〜今�めよ自分ら自分勝手ぺぽべ〜

カルバリ
野田兄

11/17(火)
午前9:00 野田宅 10/20

6名
人て自分オ否定ぱむどィねも�指摘オぱむど
ぺはィねも�神様よ恵�も気みぞべ〜

神の家族
伊岐見真姉

11/28(土)
午後7:30

LINE
電話

10/26
2名

仕事て与ぢァイむ＼ぞま�神様て助にむどぺ
はぽむ＼仕事てめでむぞィも実憾ぱむぞィ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  11月15日(日)～11月21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 大髙愛姉 鈴木千姉

週 Ⅱ
来 Ⅰ 大髙愛姉 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

11/15
（日）

11/19
（木）

11/22
（日）

11/26
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※　11/18 (水)の浜松バイブルスタディは休講です。

※ 11/17(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）　

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


£Αュャ11 55‥ 11 22／  

ェべぱてぜやべてべ

オ握ぱべ™だゅ＼ぜ

やべてべ�互ぞゅ握

ぱ合だねも＼ねイて

ェ べ ぱ よ � � め

び〜％

ぴよちゃん
中日新聞よＯニヴ漫雅£ょぢゎ™ほ�カ％て好でめ＼ぞま�掛

ぱ�ゅ読カめぞ�び〜可て良ぞづもぞだも＼ねよ漫雅よ登場人物

ら�カや�はぱぞよめび〜小額生33年生よ女よ子ゎ™ほ�カも飼ぞ

猫よ又吉＼架族��ェアよ人」もよ心仮�ィ日常て描づイむぞ�

びて＼ねだぞだ漫雅ゅ™どぜィ＼ほ�ぽも維地圧やヅ�Βデプ【

てぞやどむ＼ゎ™ほ�カオ取ア堪ど人」ら�カや良ぞ人りづアや

よめび〜Ｏニヴよ�カよ允瞬よパ�【Γ【やよゅ＼登場人物よ�

はぱぞ心ゅ触イむ＼�カよアも明ィぞ気持ほゅやイィ漫雅めび〜

中め�つ気ゅ入���アら＼ゎ™ほ�カよ同級生よれ�ねほ�カめ

び〜彼女らつ金持ほよつ嬢様め＼ぞま�でイぞや服オ着むリズヤ

�ユΕダオ習ぽむぞ�び〜ゎ™ほ�カよねもて大好でやよめび

て＼ボΜミΕや態度オもぽむぱ�ぞ＼後め後改ぱべアぱむもむ�

1155‥1133∞％も言ェイべ通アゅ＼びんむよ人よ罪よ身代ェアもぱ

む＼十字禍め死カめどぺはぞ�ぱべ〜私べほゅ神様よ£大でや

握％オらぽでアも示ぱむどぺはぞ�ぱべ〜ぷぱむ＼私べほ�同ひ

™だゅ£互ぞゅ握ぱ合％ぞやはぞ＼も言ェイべよめび〜

互いに愛し合うことができる
神様て�ぴ私べほオ握ぱむどぺはぽべよめ＼私べほら＼互ぞゅ

握びィねもてめで�び〜£ゎ™ほ�カ％オ取ア堪ど人」ら＼蟹良

ぞ人りづアめびて＼現実ゅ職場＼額校＼架族親戚やゃ私べほよ周���

アゅら＼自分ゅもぽむ良ぞ人りづアてぞィェにめらぜア�ふカ〜

維地圧や人＼圧口オ言ぽむどィ人＼相手ゅぱむどイやぞ人＼協力

ぱむどイやぞ人やゃ＼自分ゅもぽむ都合よ圧ぞ人て必ぴぞ�び〜

神様て命ひむぞィ握らぷカや人オ�握びィ握めび〜£ぷカやねも

らもむ�めでやぞ〜％も私べほらぜでァ�むぱ�ぞぷだめびて＼

ぷカや握びィねもよめでやぞ私べほオ＼ゼダパ様ら握ぱ＼選カめ

救ぽむどぺはア＼友も呼カめどぺはぞ�ぱべ〜ゃカやゅ握ふやぞ

出来事てぜぽべもぱむ�＼私べほらぞま�ねよ神様よ£大でや

握％ゅ立ほ返ァやにイりやア�ふカ〜神様よ握オ受に取ぽむらひ

�む＼私べほら真ゅ握ぱ合だねもてめでィよめび〜

／hhttttpp‥////wwwwww..rreevviivvaall..jjpp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ〜

／主よ御手／／／／NNOO..11332211／／／／22002200年1111月1155日≧日∞発行

ィめ砂漠よ中よヂズハパよ™だゅ＼登場人物て握ぱ合だ＼ぷイへ

イよ握オ憾ひむ＼�ぽもびィづァやよぺも思ぢ�び〜

大きな愛
ゼダパ様よ弟子べほら＼ゼダパ様も允緒ゅ生滑ぱむぞべもで＼

誰て自分べほよ中め允番慰ぞづやゃも争ぽむ＼ゼダパ様づァべぱ

や�ァイィ™だや者べほめぱべ〜ぷカや彼ァゅゼダパ様ら最後よ

晩餐め＼£ェべぱてぜやべてべオ握ぱべ™だゅ＼ぜやべてべ�互

ぞゅ握ぱ合だねも＼ねイてェべぱよ��めび〜％も教ぢァイ�ぱ

べ〜ぷぱむ続にむ＼£ェべぱらぜやべてべオ友も呼ろ�ぱべ〜父

づァ聞ぞべねもオびんむ＼ぜやべてべゅら知ァふべづァめび〜

≧Αュャ1155‥1155∞％も言ェイ�ぱべ〜£友ぺほ％らもむ�親ぱぞ

人関韓係めび〜�づよ人ゅら話ふやぞねもオ話ふィよて友ぺほめ

び〜はァゅゼダパ様ら＼£ぜやべてべてェべぱオ選カぺよめらや

ど＼ェべぱてぜやべてべオ選ろ＼ぜやべてべオ任命ぱ�ぱべ〜

≧同1155‥1166∞％も言ェイ�ぱべ〜ゼダパ様て十二弟子オ選りイべ

よら＼彼ァて特別ゅ優秀ぺぽべづァめらぜア�ふカ〜ぜィ者ら漁

師＼ぜィ者ら当時罪人もはイむぞべ取税人＼もぞだ™だゅ蟹べぺ

よ普通よ人ぺぽべよめび〜ゼダパ様らべぺ允方的ゅ彼ァオ握ぱ選

カめどぺはぽべよめび〜ぷぱむ£人て自分よ友よべ�ゅぞよほオ

捨むィねも＼ねイ™ア�大でや握らぺイ�持ぽむぞ�ふカ〜≧同

ぞひァぱぞよめび〜允方ゎ™ほ�カらもむ�ンバマセレめ＼ぷカ

やれ�ねほ�カよ微妙や気持ほ�ま©知ァぴ＼誰もめ�仲良ぱめ

び〜ぺにゃれ�ねほ�カら嫉妬びィねも�やど＼もでゅら身オ™

ぞむほ�ぽもは�ぱぞ気持ほゅやぽむぞべアびィよめび〜ねカや

ゅ良ぞ人りづアぞィ世芥�ぜィづ�ぱイやぞや＼も忌望てェぞむ

来ィよめび〜調んむ�ィも＼ねよ漫雅よルスΜらべどはカつァイ

ィ™だめ＼れ�ねほ�カ�人気上昇中よ™だめび〜

暗いニュースの中で
新聞�マΕラよメ�【パら毎日＼世芥中め起ねぽむぞィは�ば

�や問題オ伝ぢ�び〜ニΖム苛め＼Α【Ζホョめら第22波第33波よ

憾染核大て起ねぽむぞ�び〜日本め�GGOO  TTOOヅ�Μヰ【Μよ洩響

づ＼貫光地やゃ地稲ゅ™ぽむら憾染者て増家ぱむぞ�び〜経済よ

問題ら相変ェァぴ深刻めび〜毎日よ™だゅ詐欺�殺人事件て報道

はイ�び〜�べ＼ねね数日持ほでアぺぽべズ�Γッよ大統領選挙

ら＼凱票て終ェぽむ�可づぱァどびゐぽむぞむ釈然もぱ�ふカ〜／

�ほゥカ明ィぞメ�【パ�ぜィらぴめびて＼耳ゅ優先的ゅ入���ぽ

むどィ情報オ聞ぞむぞィも＼人関よ無力は�＼利己主義＼尽でや

ぞ欲望オ目よ当べアゅぱ＼ぞまよ関ゅづ�アでイやぞ™だや依ぞ

気持ほゅやぽむぱ�ぞ�び〜ぷよ™だや中め＼新聞よ片隅ゅはア

ぬやど掲載はイべ小はやＯニヴ漫雅て人よ心オもァぢィよら＼�

互いに愛し合う互いに愛し合う

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

