
 
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

軥苌賤軨 轔 闱

／／／／／／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)
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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

今年よマ【ヴ

[神よ握オ知ゥだ]

　　　　　　　　　　開始　９時　　　（第一礼拝） 
　　　　　　開始１１時　　　（第二礼拝） 
　　 

•讃美 
•祈り      （祈りの姿勢をおとり下さい。） 
•聖書交読（司会者と交互に全員で読みます。） 
•讃美 
•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　

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 

鈴木千姉

鈴木尚姉

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 4/25 
（日） 
　

Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉 4/29 
（木） 週 Ⅱ 大髙愛姉 鈴木尚姉

来 5/2 
（日） 

Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉 5/6 
（木） 週 Ⅱ 大髙愛姉 鈴木千姉

※ 本日から日曜礼拝バイブルスタディの補講が始まります。 
    第二礼拝と並行して行われます。第一礼拝に出席してからご参加ください。 
    受講者には係から直接連絡があります。　祝福をお祈りください。     　

　今週のセルグループ（赤字）　  4月25日(日)～5月1日(土)
セ ル  
（リーダー） 次回の日時 場　所 前回の証しなど
リバイバル 
北山姉

4/25(日) 
礼拝後

LINE 
電話

4/18 
2名

心よ目オぞま�主ゅ向にィねもぺにて大切ぺ
も教ぢァイ�ぱべ〜

グレイス 
鈴木千姉

4/30(金) 
午後8:30 鈴木宅 4/16 

3名
自分自身て変ぢァイィねもオ求�むぞィ〜

Gospel 
鈴木尚姉

5/1(土) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

4/10 
3名

可�考ぢぴ＼づァぽ�オ維識ぱむ我のぱべ〜
落ほ着ぞむ仕事ゅ取ア組�べ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

4/18 
9名

架族�カやてゼダパ様オ礼拝ぱ�び™だゅ伎
ぽむぞ�び〜

からし種 
磯貝姉

5/13(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

4/15 
3名

ねカや私て�ぽむむぞぞよづやもぞだ思ぞ〜
め�今よ��め従ぽむぞにりぞぞカぺ〜

ユース 
岩下兄

5/2(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

4/18 
4名

自分オ変ぢ™だもびィねもめらやど＼ねイて
私〜ねカや私オ握ぱむどイむぞィ方てぞィ〜

Rock 
鈴木洋兄

5/11(火) 
午後8:30 鈴木宅 4/7 

2名
恵�め生でァイィも知ア＼威前よ生で方づァ
快放はイ＼平以オぞべぺで憾謝〜

シャローム 
平岩姉

5/8(土) 
午前10:00 平岩宅 4/10 

3名
足アやぞ�よオ神様ら満べぱむどぺはィも聞
で＼神様ぜアても【〜

なつめやし 
髙橋智姉

4/25(日) 
午後1:30 髙橋宅 4/11 

6名
伝ぢィよオ躊躇びィよめらやど＼目よ前ゅぞ
ィ苦ぱカめぞィ人ゅ＼伝ぢべぞ〜

リジョイス 
杉本姉

5/11(火) 
午前10:15

まちなか　
農園

4/1 
4名

常ゅ神よ御心オ行ぞべぞ〜

ジョイフル 
穂苅兄

5/13(木) 
午後9:00

Zoomで 
分かち合い

4/15 
4名

主ゅ信頼ぱむ＼従ぽむ行にりぞぞよめびょ〜

アガペ 
長塚姉

4/25(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

4/11 
4名

サクセス 
鈴木勝兄

4/25(日) 
礼拝後 交わり 4/11 

14名
神様よ教ぢぺにて真理めぜぽむ矛盾よやぞ教
ぢぺも理快ぱ�ぱべ〜

リーダーズ 
セル

5/12(水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

4/14 
22名

£だ�ど�ゥだ％めらやど£ゃだびイりェづ
ぽむ�ァぢィぺゥだづ％ゅ心オ砕ど〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

4/25(日) 
午後1:00 コメダ 4/18 

3名
出来やぞ自分ゅ目オ向にむつア＼神様ゅ目オ
向にむぞやぞねもゅ気みづはイべ〜

worship 
長塚寛兄

5/9(日) 
午後1:00 コメダ 4/18 

4名
高校生 
平岩姉

4/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/11 
2名

神様ら祈ぽべねもオづやぢむどぺはィぱ＼求
�イりづやぢむどぺはィも実憾〜

中学生 
梅田姉

4/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/11 
4名

祈ぽむぞべァ＼憾謝よ気持ほて湧ぞむでべ“
嫌ぞや子�好でゅやィ“

キッズ2 
小山姉

4/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/11 
4名

キッズ1 
芳井姉

4/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/11 
3名

つ祈アぱむ＼優ぱどぱ�びぽむ言ぽべァ＼優
ぱどぱべぞぽむ思ぽべ〜

Shine 
小原姉

4/25(日) 
午後2:00 エステル 4/11 

5名
交ェアゅ変更ぱ�ぱべ〜

ギデオン 
芳井兄

5/8(土) 
午後6:30 芳井宅 4/10 

3名
をアどぺイやぞ者〜自分ら教ぢむ�ァだ立場
ゅぜィ＼てェづぽむ来べ〜

カルバリ 
野田兄

5/18(火) 
午前9:00 野田宅 4/6 

7名
(新ぱぞ方て参家ぱ)＼自己紹壊オぱべア救ェ
イべ話オぱやてァ交ェアオぱ�ぱべ〜

神の家族 
伊岐見真姉

5/8(土) 
午後7:30

LINE 
電話

4/12 
2名

神様て＼も�ゅぞむ価はィねもて＼ゃイぺに
心強ぞ事づ＼本当ゅ憾謝りづアめび〜

セルリーダーのためにお祈りください。

セルリーダーのためにお祈りください。

セルリーダーのためにお祈りください。



£�ニΓΜ�3‥18  私

べほら�や＼覆ぞオ取

ア除づイべ企ゅ＼鏡よ

™だゅ主よ穎光オ瑛ぱ

まま＼穎光づァ穎

光をも＼主も同ひ

づべほゅ姿オ変ぢァ

イむぞで�び〜ねイら

�はゅ＼御霊やィ主よ

働でゅ™ィよめび〜％


変えたい習慣
／私べほよ日」よ生滑ら＼様」や習換ゅ™ぽむ成ア立ぽむぞ�

び〜毎日＼朝昼晩も食事オびィねも�＼廻社�額校を行どべ�ゅ

身支度オびィねも�習換もやぽむぞ�び〜習換ら＼毎日繰ア返ぱ

む行ぞ維識オぱやどむ�びィねもてめでィ行動よねもオ言ぞ�び

て＼ぷよ中め�£ねよ習換オ続にむぞどよら良どやぞも思だ〜ゃ

ねづめ変ぢむぞづやぞもぞにやぞ％も思だ™だや習換て＼�やは

カよ中ゅらぜア�びめぱ�だづ〜


／例ぢり＼朝早ど起でべぞよゅ起でァイやぞめぞィねも�＼びな

行動ぱべぞよゅ先演りぱゅぱむぱ�だねも＼部乙てびな散ァづぽ

むぱ�ぞ片付にァイやぞねも�＼つ金オ使ぞ我とむ後改ぱむぱ�

だねもやゃ＼人ぷイへイぜィも思ぞ�び〜�べ最近めら＼パヴ【

�ルチΜ�ョフニΜて生滑よ必需品もやぽむぞ�びて＼ぞまめ�

ゃねめ�使ぢィ便利はてぜィ反面＼魅力的や様」やニΜマΜボゅ

惹づイむ時関オ浪費ぱむぱ�だもぞだΓパデ�ぜア�び〜仕事て

終ェぽむ架ゅ帰ア＼ほ�ぽも允息まぞむ£明日ら天気て良ぞよづ

や％も思ぞ＼可気やどパヴヱオ手ゅもぽむ天気予報オベタホデぱ

むぞィも＼SNSめ�ホビ【バよ通知てでむぞィよめ£ほ�ぽも見

む�™だ％も思ぽむ見むぞィも＼£ぜぽ〜ぷだぞぢりねよ前見™

だもぱむ見イやづぽべぜよYouTubeよ動雅オ見™だ％も思ぽむ

動雅オ見むぞィも＼£ぜぽ“�だねカや時関ゅやぽほ�ぽべ〜今

日��べ夜更づぱオぱむぱ�ぽべやぜ〜％もぞだ™だや経験てぜ

ィもぞだ人�ぞィも思ぞ�び〜ぷカや生滑オ続にむぞども＼人も

廻話オびィ機廻て少やどやぽべア＼自分め物事オ考ぢィよて面倒

臭どやぽむぱ�ぽべア＼雅面オ見続にィねもめ目�体て疲イ�び

どやぽむぱ�ぞ＼不規則や生滑ゅやア＼身体的ゅ�精神的ゅ�正

常や状態めらやどやぽむぱ�ぞ�び〜


自分で変えようとしても続かない
／ぷぱむ＼ぷよ™だや習換ら良どやぞも憾ひむ＼£ひ�ぜ今日づ

ァ変ぢ™だ％も思ぽむぞば行動オ起ねぷだもぱむ�＼やづやづび

なゅ変ぢィねもてめでやぞもぞだ問題てぜぽべアぱ�び〜£今日

ねぷら“％も思ぞ＼維オ決ぱむ立ほ上てアぷよ日らめでべもぱむ

�＼次よ日ゅめでやづぽべアびィも＼£今日らめでやづぽべ％も

落ほ込カめぱ�ぞ�び〜ぷぱむ�べ£明日づァ�ィへ“％も維気

込カめ�ア始�＼可日づ続ども出来ィ™だや気てぱむでむ�ィ気

て湧ぞむで�び〜ヘゼダホ�オぱむぞィ人めぜイり＼体重計ゅ

乗ぽべ時よ数値オ見む＼£努力よ甲斐てぜぽべ％もぞだ実憾て湧

ぞむで�び〜威前も比んむ大でや変佳てぜぽべア＼目標オ達成び

ィも＼ぷよ瞬関らもむ�充実憾てぜア�びて＼満足ぱむぷねめ終

ェぽむぱ�ぞ＼�べ元よ状態ゅ少ぱぴま戻ぽむぞどもぞだねもゅ

やぽむぱ�ぞ�び〜結局ら＼ゃカや習換め�允生よ関ぷイオ続に

ィ決維オぱやにイり続で�ふカ〜


変えてくださるのは主である
／ぱづぱ私べほら決維ぱむ�ぷイて続づやぞ者めび〜めびづァ＼

私べほて自分め変ぢ™だもびィよめらやど＼主ゅ変ぢむぞべぺづ

やにイりやア�ふカ〜


／ヘラミら＼官陰も殺人よ罪オ犯ぱべ後＼自分よぱべ行動てぞづ

ゅ愚づめぜぽべづオ悟ア�ぱべ〜罪よ赦ぱら＼主よぜェイ�ゅ™

ィねもやよめ＼彼ら主よぜェイ�ゅびてア�ぱべ〜£神™／私ゅ

で™ぞ心オ造ア／揺ィてやぞ霊オ／私よだほゅ新ぱどぱむどぺは

ぞ〜≧詩篇51‥10∞％も主ゅ祈ア�ぱべ〜主ゅ改ぞ魁�む祈ぽべ

彼よ心ら全ど新ぱどはイ＼ぷイ�めよ表情もら全ど磯だ＼基ろも

忌望ゅ満ほべ姿をも変ぢァイ�ぱべ〜


／私べほら＼自分よ力めぞどァ良ぞ行ぞ�習換オ身ゅまに™だも

思ぽむ立ほ上てぽむ�＼途中めぜでァ�むぱ�ぽべア＼嫌やねも

てぜイり続にィねもて面倒臭どやぽむ怠にむぱ�だ™だや弱はオ

抱ぢむぞィ者めらやぞめぱ�だづ〜£ぷイて私やカぺ％もぞだね

もオ認�む主よ前ゅ降参ぱやにイりやア�ふカ〜主らねよぜアよ

��よ私オ受に入イむどぺはぞ�ぱべ〜めびづァ私べほら＼弱は

よぜィねもオ主ゅ申ぱ上ぬむ＼生滑よびんむオ主ゅ©ぺょむ＼主

ゅ導ぞむぞべぺづやにイりやア�ふカ〜


御霊に聞き従う生活
／信ひィ私べほよ内ゅら＼聖霊様て住カめつァイ�び〜ぷよ聖霊

様ら＼弱ぞ私べほオ助にむどぺはぞ�び〜今可オびィんでやよづ

オ教ぢむどぺはぞ�び〜ぷよ教ぢむどぺはィ声オ聞づやどむらや

ア�ふカ〜


／パヴヱオ手ゅぱむぞィもでゅ＼£ぜぽ＼ぜよ動雅オ見™だづ

や〜ほ�ぽもなァぞやァぞぞ™や％もぞだ誘惑ゅ館アぷだゅやィ

時ゅ＼£�だ寝ィ時関めらやぞづ％も主よ御声オ聞ぞむ＼£ぷだ

めびょ〜�だ寝�び〜％も殴答ぱむ＼ぷよ誘惑ゅ打ほ勝まねもて

めで�び〜ぷぱむ次よ日��べ主ゅ語ァイむ殴答ぱむ＼もぞだね

もオ毎日積�重ょむぞで�び〜�べぜィ時ら＼£今日なァぞらぞ

ぞ™ょ％も誘惑ゅ流はイむぱ�ぞ＼£ぜぜ＼結局夜更づぱオぱむ

ぱ�ぽべ％も後改ぱむぱ�だねもてぜぽむ�＼£主™＼憾謝ぱ�

び〜ねイ�主てはイむぞィねもめ最善めび〜憾謝ぱむ受に取ア�

び〜％も主オ見上ぬむ�べ＼主よ御声ゅ聞で従つだもぱむぞで�

び〜ぷぱむ＼主ゅ聞ぞむ従ぞ続にむぞど中め＼£�だぜよ怠にべ

生滑ゅら戻アべどやぞ％も＼ぷイ�めよ圧ぞ習換オ机�嫌だ™だ

ゅやぽむぞで�び〜主よ御声オ聞で続にィねもゅ™ぽむ＼心よ向

でて変ぢァイむ＼少ぱぴま良ぞ習換オニボニボも積�重ょむぞど

ねもてめでィよめび〜


／私べほよ心よ向でオ変ぢむぞべぺで＼良ぞ習換オ積�重ょむぞ

どねもてめでィよ�＼聖霊よ働でゅ™ぽむ成ぱ遂ぬァイィねもめ

び〜私べほらべぺ＼主よ言ェイィねもゅ聞で従ぽむ歩カめ�ぞア

�ぱ�だ〜


／http‥//www.revival.jp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ〜
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