
 
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12月13日（日）発行　12月第2週
NO.1325

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、クリスマス集会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

12/13(日)
練習後

LINE
電話

12/6
2名

貧ぱぞ者 見価び者 ねよ維味て全部自分よねもぺ
もェづィ™だゅやア もむ�岐ぱぞめび〜

グレイス
鈴木千姉

12/18(金)
午後8:30 鈴木宅 12/4

5名
食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

Gospel
鈴木尚姉

12/27(日)
礼拝後 交わり 11/29

3名
取ィゅ足ァやぞ＼小はや�よやよぺ〜

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

12/6
9名

誰�救ェイむねやぞよらゃだぱむぺゥだも思ぽ
むぞべ〜をアどぺィ者めやぞも気みぞべ〜

からし種
磯貝姉

12/24(木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

12/3
3名

人よ態度め自分て振ア怪はイむぞべも思ぽ
べ〜自分づァ基ろオ与ぢむぞねだも思ぽべ〜

ユース
岩下兄

1/10(日)
礼拝後 交わり 12/6

3名
允日ゅ起ねィねもオ思ぞ起ねぱやてァ祈ア始�
べ〜基カめ茨児架事オ行やだねもてめでべ〜

Rock
鈴木洋兄

12/16(水)
午後8:30

鈴木宅
交わり

12/2
3名

大でど見ふ™だもびィねもら全ど無駄やねもも
較ぢィ™だゅやぽむ＼平以オぞべぺぞむぞィ〜

シャローム
平岩姉

12/26(土)
午前10:00 平岩宅 11/28

3名
周���アゅ同調はふ™だもびィ勢力ゅ屈���ふぴゅ＼主
もも�ゅ仕事オびィねもオ示はイ伝ぢべ〜

なつめやし
髙橋智姉

12/13(日)
練習後 髙橋宅 11/22

5名
最近ら＼ねイて神様て言ェイむぞィねもぺ
も＼声て聞ねぢィ™だゅやぽべ〜

リジョイス
杉本姉

12/14(月)
午前10:15 佐尾山宅 11/24

3名
今神て本当ゅつァイィも信ひむ＼生滑ぱむぞ
ねだも励�はイむぞィ〜

ジョイフル
穂苅兄

12/22(火)
午後8:00

Zoomで
交わり

11/26
4名

全むゅ主て働づイむぞィねもオ教ぢァイべぺべ
ぺ憾謝めぱべ〜

アガペ
長塚姉

12/13(日)
練習後

コミュニティ
センター

11/22
4名

自分よ心オ見張ぽむ＼磯だも分づぽむ��ィね
もてめでべ〜ぷイてェづィ™だゅやぽべ〜

サクセス
鈴木勝兄

12/27(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

11/22
9名

食事よ交ェア

リーダーズ
セル 12月は休み 11/11

22名
御霊ゅ従ぽむ祈アゆど〜必ぴぷだやィも信ひ
む戦だ〜

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 12/6

3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

12/27(日)
礼拝後 交わり 11/28

5名
重嘩オ価ゥびねもてめで＼ゼダパ様ゅ憾謝ぱ�
び〜

ギデオン
芳井兄

12/26(土)
午後6:30 芳井宅 11/28

3名
欠にてぜィねもオ自較ぱやはぞ〜

カルバリ
野田兄

12/15(火)
午前9:00 野田宅 12/1

4名
自分て小はぞ�よめやぞも祝福はイやぞも主づ
ァ示はイ＼の指摘�の維見オ全む憾謝ぱべ〜

神の家族
伊岐見真姉

12/26(土)
午後7:30

LINE
電話

11/28
名

中止ゅぱ�ぱべ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  12月13日(日)～12月19日(土)
　　前回の証しなど

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

鈴木尚姉

12/13
（日）

12/17
（木）

12/20
（日）
クリスマス礼拝

12/24
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　

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

•クリスマス集会の祝福(12/20)

年末年始の予定
1122月2277日((日))／      午前1100時／／        日曜礼拝／            
1122月3311日((木))／      午後1111時  ／／      年末祈祷廻／    ／／
1122月3311日((木))／      午後1111時  ／／      年�礼拝
  1122月3311日((木))／    続ぞむ                            元旦礼拝((11//11))
0011月0033日((日))            午前1100時／／／  日曜礼拝

※ 来週12/20(日)の礼拝は、国際センターホールで行います。

※ 12/19(土)は、国際センターホールで午前9時からクリスマス集会の準備を行い
ます。ご奉仕よろしくお願いします。　

※  12/15(火)のバイブルスタディは休講です。

※  12/20 (日)　クリスマス集会チケット販売中　お買い求めください。
　　大人(中学以上)1000円(当日1200円)  小人(小学以下)300円(当日500円)
     チラシもあります。感謝献金は専用の献金袋でお捧げください。      

※  12/16(水)の浜松バイブルスタディは休講です。



£申命記66‥55  ぜやべ

ら心オ尽どぱ＼ぞよ

ほオ尽どぱ＼力オ尽

どぱむ＼ぜやべよ

神＼主オ握ぱやは

ぞ〜％

ポインセチア
ヰリプもぞだ貧ぱぞ少女てぞ�ぱべ〜デΓパヴパゼレよ夜＼ゼ

ダパ様よつ誕生日オ祝だべ�＼贈ア物オぱべぞも思ぞ�ぱべて＼

ぜぬィ�よ�＼贈ア物オ買だつ金�ぜア�ふカめぱべ〜ヰリプて

泣ぞむぞィも＼ぞもねよヰ�Ζて緯��ぱべ〜£ゃカやゅはは�

づや�よめ�＼心てね�ぽむぞイり贈ア物オ�ァぽべ人らでぽも

だイぱぞらぴぺ™〜％〜ぷねめヰリプら道端よ草オ摘�＼心オね

�むレ【ドオねぱァぢ�ぱべ〜ぷぱむ＼恥ぴづぱぞ思ぞオねァぢ

む教廻ゅ持ぽむぞども＼信ひァイやぞねもて起で�ぱべ〜レ【ド

よ草て美���ぱぞ£菓％ゅ変ェぽべよめび〜見べねも�やぞ真ぽ赤や

植物ゅ……〜�ヅハニゅ伝ェィ＼�ヅハニ原産よンゼΜビベズよ

物語めび〜

ねもりオ退にべよめ＼黄惟づァ退にァイ�ぱべ〜£神よ命令オ守

ィねも＼ぷイて＼神オ握びィねもめび〜≧�ΑュャＰ‥Ｎ∞％

主を愛しなさい
ゼダパ様ら＼律法額者て£ゃイて第允よ��めびづ〜≧ヴΔニ

1122‥2288∞％も尋ょべ時＼£ぜやべら心オ尽どぱ＼ぞよほオ尽ど

ぱ＼知性オ尽どぱ＼力オ尽どぱむ＼ぜやべよ神＼主オ握ぱやは

ぞ〜≧同1122‥3300∞％めぜィも答ぢァイ�ぱべ〜£心オ尽どび％も

ぞだよら＼心よ全部オ使だもぞだねもめびづァ＼心よ中てぞま�

神様めぞぽるぞめぜィねもて＼神様オ握びィねもぺもぞだねもめ

び〜朝起でむ支度オぱむぞィ時�＼職場�額校め我のび時�ぴぽ

も神様よねもオ思ぽむぞィねもめび〜允緒ゅ我のび同僚�友達オ

見ィ時�＼窓づァ見ぢィ美���ぱぞ風景オ眺�ィ時�＼ぜぜねイァら

�カや神様て造ァイべ�よやよぺ＼も思だねもめび〜ぷぱむ神様

オ思だもぞだねもら＼神様よ�ねもりオ思ぞ起ねびねもめび〜�

ねもりら可て正ぱぞづオ私べほゅ教ぢ＼��＼私べほオ罪よ誘惑

づァ守ア�び〜ぞま�神様オ思だ時＼私べほよ心ら允日中神様ゅ

守ァイむ我のびねもてめで�び〜神様らぷよ™だや私べほよ心オ

基カめどぺはぞ�び〜心オ尽どぱむ主オ握ぱむ参ア�ぱ�だ〜

          ／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

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

／主よ御手／／／／NNOO..11332255／／／／22002200年1122月1133日≧日∞発行

もオ思ぽむどイべねもて岐ぱぞよぺも思だよめび〜ぺイめ�＼ぺ

イづて自分よねもオ思ぽむどイィよら岐ぱぞ�よめび〜

従うことを喜ばれる神
第允ネ�ダΔ記ゅ出むどィネゾΔ黄ら＼ゼパΒダΔよ最初よ黄

もぱむ神様ゅ油注てイべ人めぱべ〜ぜィ時主ら＼£今＼行ぽむズ

ヴΕデオ討ほ＼ぷよびんむよ�よオ聖絶ぱやはぞ〜容赦ぱむらや

ァやぞ〜男�女�＼幼子�乳院�子�＼牛�羊�＼ァどぺ�ゥり

�殺ぱやはぞ〜≧�ネ�ダΔ1155‥33∞％も彼ゅ命ひァイ�ぱべ〜

ネゾΔら兵オ集�＼ズヴΕデよ町�め行ぽむズヴΕデ人オ討ほ＼

黄オ生に捕アゅぱ＼ぷよ民よびんむオ剣よ刃め聖絶ぱ�ぱべ〜ぱ

づぱネゾΔら＼肥ぢべ羊�牛よ最�良ぞ�よオ惜ぱカめ聖絶ぱ™

だもぱ�ふカめぱべ〜彼ら主よねもりオ守ァやづぽべよめび〜祭

司ネ�ダΔて問ぞべぺぱべ時＼彼ら£主ゅ＼ぞにゅぢオ献ぬィべ

�ゅ＼聖絶よ物よ中よ最上よ�よもぱむ＼分捕ア物よ中づァ羊も

牛オ取ぽべよめび〜≧同1155‥2211∞％も言ぞ訳ぱ�ぱべ〜びィもネ

�ダΔら£主ら＼全焼よははぬ物�ぞにゅぢオ＼主よ御声ゅ聞で

従だ�ゃゅ／基りイィぺゥだづ〜／見™〜聞で従だねもら＼ぞに

ゅぢゅ�はア＼耳オ傾にィねもら＼雄羊よ脂肪ゅ�はィ〜≧同

1155‥2222∞％も言ぞ�ぱべ〜神様て基りイィ�よら＼羊�牛よ™だ

やぞにゅぢめらやど＼神様ゅ従だ心めぜア�ぱべ〜ネゾΔら主よ

デΓパヴパよ時棄オ彩ィンゼΜビベズ〜™ど知ァイむぞィ™だ

ゅ＼ぜよ赤ぞ菓ろァよ™だゅ見ぢィ部分ら菓めらやど＼苞≧�

だ∞も呼りイィ＼中旺よ小はや菓よづべ�アオ保護びィ葉よ部分

ぺぷだめび〜鮮�づや赤色ら＼勘ぞ冬よ時棄ゅ見ィ人よ目オ掛ぱ

�ふ＼明ィぞ気持ほゅはふむどイ�び〜菓言葉ら£祝福びィ％や

ゃめびて＼ヰリプよ心よね�ぽべ贈ア物オ＼ゼダパ様て基カめど

ぺはア＼祝福ぱむどぺはぽべよめぱ�だづ〜

何が嬉しいか
贈ア物オ�ァだよら岐ぱぞ�よめび〜誕生日よつ祝ぞ�合獲祝

ぞ＼結婚祝ぞやゃ＼私べほら™ど贈ア物オぱ�び〜ぷよ場合ら普

段もら磯ぽむ少ぱ特別や�よ＼豪貨や�よづ�ぱイ�ふカ〜ぷよ

他ゅ�手土産�ほ�ぽもぱべつ礼やゃ＼普段よ生滑よ中め�＼�

よオぜぬべア�ァぽべアびィねもら™どぜィも思ぞ�び〜�ァぽ

べ�よて自分よ�ぱづぽべ�よめぜぽべァ�ほゥカ岐ぱぞめび〜

ぱづぱははぞや�よめぜぽむ�£今�ぱづぽべカぺ“％も＼ほ�

だゃ良ぞプゼヵΜトめ�ァだも＼�べ岐ぱぞ�よめび〜

ぱづぱ可™ア�岐ぱぞよら＼ぷよ人てねよ贈ア物オ準備びィよ

ゅ＼自分よねもオ思ぞ起ねぱむどイべねもめらやぞめぱ�だづ〜

べもぢつ迦子允まよ™だゅははぞや�よめぜぽむ�＼ぜよ人ゅ可

づオぜぬ™だも思ぞまで＼渡ぱむどイィ�め＼ぷよ人て自分よね

主を愛する主を愛する

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

