
 
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）

私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪
のために、宥めのささげ物としての御子を遣わされました。ここ
に愛があるのです。　(ヨハネの手紙 第一  4章10節)

2021年1月17日≧日∞発行／1月第3週
NO.1330

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
[神よ握オ知ゥだ]

主の御手がともにある
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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

1/17(日)
礼拝後

LINE
電話

1/10
2名

自分づァめぱづ伝ェァやぞ人ゅ伝ぢやはぞも
教ぢァイ�ぱべ~

グレイス
鈴木千姉

1/22(金)
午後8:30 鈴木宅 1/8

4名
機廻オもァぢむ＼福伽オ伝ぢむぞでべぞ~�
ぴ自分て快放はイやにイりやァやぞ~

Gospel
鈴木尚姉

1/24(日)
礼拝後 交わり 1/10

2名
受に入イやぞ心ゅら恐イてぜぽべも気付ぞ
べ~

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

1/10
9名

父母よ所を行ど事オ面倒てァぴゅ時関オ恰ぞむ
福伽オ伝ぢむぞねだも思ェはイ�ぱべ~

からし種
磯貝姉

1/28(木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

12/24
3名

昼食よ交ェアオぱ�ぱべ~

ユース
岩下兄 未定 LINEで

分かち合い
1/10
10名

食事よ交ェアオぱ�ぱべ~

Rock
鈴木洋兄

1/20(水)
午後8:30 鈴木宅 1/6

4名
非難はイィゅ磯ぞやぞも決�まにむぱ�ぽむ＼
伝ぢァイやぞねもめぜぽべ~

シャローム
平岩姉

1/23(土)
午前10:00 平岩宅 12/26

3名
交ェアよ時オ持ほ�ぱべ~今年1年�主ゅ��
ァイ我のふべねもオ＼主ゅ憾謝ぱ�び~

なつめやし
髙橋智姉

1/17(日)
礼拝後 髙橋宅 12/27

5名
思ぽむぞィねもオ羽はぴ＼伎ぞべぞ~

リジョイス
杉本姉

1/26(火)
午前10:15 赤塚宅 12/22

3名
主よ配慮てぞま�ぜィ事ゅ憾謝ぱ�ぱべ~

ジョイフル
穂苅兄

1/21(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

1/7
3名

心づァ握ぱぜアよ��オ基カめ受に入イ�び~

アガペ
長塚姉

1/17(日)
練習後

コミュニティ
センター

12/27
4名

食事よ交ェアも今年允年よ主よ恵�オ分づほ
合ぞ�ぱべ~

サクセス
鈴木勝兄

1/24(日)
礼拝後 交わり 1/10

11名
娘て自分も母よ韓係よ変ェア™だゅ驚ぞむぞ
べ~

リーダーズ
セル

2/10(水)
午後7:00

Zoomで
分かち合い

12月らつ休�めぱべ~

セル研修 休講
ビジョン
平岩恵兄 

1/17(日)
礼拝後 コメダ 1/10

3名
知識オ伝ぢむぞィぺにめ＼証オ伝ぢむぞや
づぽべねもゅ気みづはイべ~

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

1/24(日)
礼拝後 エステル 1/10

4名
救ェイべ時ゅ＼私よべ�ゅ時関オ作ぽむど
イ＼話オ聞ぞむどイべよオ思ぞ出ぱ�ぱべ~

ギデオン
芳井兄

1/23(土)
午後6:30 芳井宅 1/9

3名
ま�ァやぞねもめ允基允憂ぱむ架よ雰易気オ圧
どぱべねもゅ気てまぞべ~

カルバリ
野田兄

1/19(火)
午前9:00

野田宅
交わり

12/15
5名

心よ允致てやづぽべねもゅ気みで�ぱべ~神様
づァ召はイむぞィねもオ較ぢはふァイ�ぱべ~

神の家族
伊岐見真姉

1/23(土)
午後7:30

LINE
電話

1/11
2名

神様ゅ従ぽむ生で™だもぱむでべねもて＼子
供べほゅもぽむ生でべ証ゅやぽむぞィ~

　今週のセルグループ（赤字）　  1月17日(日)～1月23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

鈴木千姉

1/17
（日）

1/21
（木）

1/24
（日）

1/28
（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

※  本日礼拝後に洗礼式を行います。　祝福をお祈り下さい。      

※  1/20(水)の浜松バイブルスタディは休講です。     

※ 1/19(火)のバイブルスタディは配信で行います。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
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握びィ者べほ~

神てねイ�ゃ�

めゅ私べほオ握

ぱむどぺはぽべ

よやァ＼私べほ

��べ＼互ぞゅ

握ぱ合だんでめ

び~％

家族の日記
ねよ正月＼実架を行ぽべ時よねもめぱべ~ぞま�よ™だゅ食事

オぱやてァ話オぱむぞィ中め＼父て允冊よヤ【�オ持ぽむ来む私

ゅ見ふむどイ�ぱべ~ぷイら架族よ日記めぱべ~私よ実架ら＼

父＼母＼私＼妹よ四人架族め暮ァぱむぞ�ぱべて＼ぷよ日記ら＼

私て四歳め＼妹て允歳よ頃よ�よめぱべ~父て＼架族允人れもア

よぷよ日よ様子オヤ【�ゅ記ぱむぞ�ぱべ~ぜィ日よ私よ欄ゅ

ら＼£最近よ食欲ら大変や�よめ＼夕食ら＼のらカオ二杯ヰΖΓ

も食ん＼はァゅつ迦子もぜカョΜオ食ん＼ニニズオ允杯院カめづ

ァ寝べて＼威前らねカや事らやづぽべ~妹ゅ刺激はイむ食欲て湧

ぞむでべよぺゥだづ％も書づイむぞ�ぱべ~他ゅ�体調て圧ど

やぽべ時ゅ心配ぱむどイむぞィ様子�＼私て保茨怨め友達もドΜ

ッぱむ泣ぞむ帰ぽむでべねもやゃて記はイむぞ�ぱべ~日記オ読

�やてァ＼自分ら＼両親てねカやゅ�自分よねもオ握ぱむどイむ

ねよ架庭ら神ゅ™ぽむ祝福はイ�ぱべ~夫ら妻オ握ぱ＼架族よべ

�ゅ基カめ土地オ耕ぱ働ぞむぞ�ぱべ~妻ら夫オ助に＼基カめ仕

ぢむぞ�ぱべ~神も親ぱど交ェア＼夫婦よ関ゅ�握よ交ェアてぜ

ア�ぱべ~神よ握て全だはイむぞ�ぱべ~

／聖書ら＼私べほて架族ゅ対ぱむゃよ™だゅ接ぱむぞどよづゅま

ぞむ教ぢむぞ�び~夫ゅ対ぱむら＼£妻オ握ぱやはぞ~妻ゅ対ぱ

む辛ど当べぽむらぞに�ふカ~≧ニΖネゼ3‥19∞％も教ぢむぞ

�び~妻ゅ対ぱむら＼£主ゅぜィ者ゅわはェぱど＼夫ゅ従ぞやは

ぞ~≧同3‥18∞％も教ぢ＼子供ゅ対ぱむら＼£びんむよねもゅ

まぞむ両親ゅ従ぞやはぞ~ぷイら主ゅ基りイィねもやよめび~

≧同3‥20∞％も教ぢ＼親ゅ対ぱむら＼£子ゃ�べほオ蝦立べふ

むらぞに�ふカ~ぷよ子べほて維欲オ失ェやぞ™だゅびィべ�め

び~≧同3‥21∞％も教ぢむぞ�び~架庭よ中め握て全だはイィ

よら＼主ゅぜぽむ寡能やねもめび~握ら神づァ出むぞィづァめ

び~�ぴ私べほて神よ握オ知ア＼ぷぱむぷよ握て架族よ中め広て

ア＼ぷよ握て職場�額校やゃよ社廻をも広てぽむぞで�び~私べ

ほら�ぴ＼允番身近や存在めぜィ両親＼兄弟＼夫�妻＼子供ゅ対

ぱむ＼握オ持ぽむ接びィねもづァ始�む�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.1330／／／／2021年1月17日≧日∞発行

／昨年よ暮イゅ閑賞ぱべぜィ瑛雅よΘΜハ【Μて＼今め�鮮明ゅ

記俺ゅ残ぽむぞ�び~ぷよ瑛雅よ主人公ら＼禾手ミラ�【オ目指

ぱむ滑動ぱむぞィ青年めび~ぜィ伽掛ロΖミ�【ネ【もよ出廻ぞ

づァ＼Εニ【�廻社よ人べほよ前め自分べほよユΜ�よ曲オ披露

びィもぞだ大でやベ�Μパて�ぽむで�び~彼ら披露ぱべ曲ゅ手

殴ぢオ憾ひ�び~ぱづぱ＼Εニ【�廻社よ人べほづァ酷評オ受に

むぱ�ぞ＼彼ら自信オ失ぞ�び~ぷカや彼よ�もゅ＼彼て頼アゅ

ぱむぞべロΖミ�【ネ【て�ぽむでむ声オづに�び~£もむ�ぞ

ぞ曲ぺて可づて足アやぞ~自分オ偽ぽむぞィ™だや憾ひめ＼

時」＼本伽よ自分て出むどィ~％も言ェイ�ぱべ~彼ら＼父親も

よ韓係ゅ問題てぜぽべよめび~架族ゅ対ぱむ暴力オわィぽむぞべ

父親オもむ�憎カめぞ�ぱべ~彼よ心よ根底ゅぜィ怒ア�憎ぱ�

もぞぽべ�よて＼彼よ人生�生滑ゅ洩響ぱむぞべよめび~ぱづぱ

彼らぷよ後＼父親も和快ぱ＼彼よ作曲ぱべ禾ら大ヨホ�ぱ�ぱ

べ~

／私べほ�両親�子供＼兄弟やゃ＼架庭内め問題オ抱ぢむぞ�び

も＼ぷよねもて生滑よぜァ©ィ場面め洩響オ及�ぱむで�び~冷

静や判断てめでやどやぽべア＼集中ぱむ働どねもてめでやどやぽ

べア＼心づァ基ろオ持ぽむ生滑びィねもてめでやどやぽむぱ�ぞ

�び~めびづァ＼�ぴ架庭よ中め握ぱ合だもぞだ韓係て築づイむ

ぞやにイりやア�ふカ~

愛のある家庭は祝福される
／架庭よ中め握て全だはイィ時ゅ＼ぷよ架庭ら祝福はイ�び~ズ

ヘ�もダユら＼人類最初よ夫婦めぜア＼人類最初よ架庭めぱべ~

気ゅづにむどイむぞべよぺもぞだ親よ握オ＼本当ゅら知ァやぞめ

生でむでべよぺもぞだねもオ教ぢァイ�ぱべ~

忘れてしまいたい過去の記憶
／私べほら＼生�イむづァ親よ�もめ少やども�15年＼20年＼�

べぷイ威上よもむ�長ぞ時関オ允緒ゅ我のぱ�び~めびづァ＼良

ど�圧ど�親よ洩響オ受にむぞ�び~私べほて普段＼物事オ考ぢ

べア＼判断ぱべア＼行動ぱべアびィねもら＼幼少棄よ茨ぽべ監境

て大でど洩響ぱむぞべアぱ�び~当時＼親�周アづァ言ェイべ言

葉�＼目め見べねもオ較ぢむぞ�び~例ぢり＼両親づァ厳ぱど叱

ァイべ時よ言葉オぴぽも較ぢむぞむ＼可づ新ぱぞねもゅベ�ΕΜ

バぱ™だもぱむ�＼£つ前ゅらめでやぞ™％もぞだ声オ聞ぞむ身

構ぢむぱ�ぞ＼やづやづ思ぞ切ぽむ行動てめでやぞもぞだねもて

ぜぽべアぱ�び~ぷよ™だや汚ぞ我去よ苦ぞ記俺ら＼めでィねも

やァ忘イむぱ�ぞべぞも人ら考ぢ�び~£ぷカや昔よねもら忘イ

む＼今＼ねイづァ新ぱど良ぞ人関韓係オ築ぞむぞにりぞぞよぺ％

も思ぽべアぱ�び~我去よねもオ忘イむ＼将来ゅ望�オ持もだも

ぱべアぱ�び~

愛は家庭の中から始まる
／ぱづぱ私べほら＼�ぴ＼自分て生�イ茨ぽべ監境めぜィ架族よ

もねゥを戻ぽむ＼架族もよ正ぱぞ韓係オ取ア戻はやにイりやア�

ふカ~架族オ握びィねもづァ始�やにイりやア�ふカ~握ら架庭

よ中づァ始�ア�び~

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

