
 
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)

2021年6月13日≧日∞発行／6月第2週
NO.1351

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 

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 6/13

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 6/17 

（木） 大高握姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

来 6/20

（日） 
父の日

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 6/24 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

※ 日曜礼拝バイブルスタディの補講が始まっています。 
    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。     　

※  6/15(火)のバイブルスタディは配信で行います。午後1時、7時。 
     テキストが「イエス・キリストはもう一度来られる」に代わっています。 
   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）   　

※  6/16(水)の浜松バイブルスタディは休講になります。

　今週のセルグループ（赤字）　     6月13日(日)～6月19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

6/13(日) 
礼拝後

LINE 
電話

6/6 
2名

£今＼基カめびびカめぱむぞィねもづ’％も
自問ぱむ生滑ぱ�ぱべ〜

グレイス 
鈴木千姉

6/18(金) 
午後8:30 鈴木宅 6/4 

3名
聖書ら古ぞねもりめやど＼ぞま�新ぱぞも示
はイべ〜自発的ゅ聖書オ読��び〜


Gospel 
鈴木尚姉

6/27(日) 
礼拝後 交わり 5/23 

3名
掛ぱぞ交ェアよ時オ我のびねもてめで�ぱ
べ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

6/6 
9名

祈アよ中め神様よ性質オ較ぢむ憾謝びィもで
ゅ＼自然も�ィ気て湧で上てぽむどィ〜

からし種 
磯貝姉

6/24(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

5/27 
4名

自分めらめでやぞにイゃ神様ても�ゅぞむど
ぺはィよめめでィも思ぽべ〜

ユース 
岩下兄

6/27(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

6/6 
3名

自分づァ態度オ魁�べねもめ＼架よ中よ雰易
気�変ェア＼心ゅ平以て与ぢァイ�ぱべ〜

Rock 
鈴木洋兄

6/23(水) 
午後8:30 鈴木宅 5/26 

4名
食事よ交ェア

シャローム 
平岩姉

6/19(土) 
午前10:00 平岩宅 5/22 

3名
妬�ぺも角信ぱべ〜やぶ�ィ気てやぞカぺゥ
だも思ぽむぞべて主て教ぢむどイべ〜

なつめやし 
髙橋智姉

6/27(日) 
礼拝後 髙橋宅 6/6 

5名
心よ中ゅぜィ願や部分て砕づイべ〜救ェイべ
最初よ頃よ™だゅ＼心よ中て静づゅやぽべ〜

リジョイス 
杉本姉

6/17(木) 
午前10:15 佐尾山宅 5/25 

3名
神様オ信ひむ山ら動ども語ァイべよめ励�は
イべ〜

ジョイフル 
穂苅兄

6/17(木) 
午後9:00

Zoomで 
分かち合い

6/6 
10名

新ぱぞ方」オつ迎ぢぱむ＼主ゅぜィ掛ぱぞ交
ェアよ時関オ持ほ�ぱべ〜

アガペ 
長塚姉

6/13(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

5/30 
4名

主らねよ山オ動づぱむ価はィも祈ぽむぞィ〜

サクセス 
鈴木勝兄

6/13(日) 
礼拝後 交わり 5/30 

17名
毎週＼つ母はカも廻ぢむぞィねもて寄跡〜

リーダーズ 
セル 7月はお休み Zoomで 

分かち合い
5/12 
23名

互ぞよ必要よべ�ゅ祈ア�ぱべ〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

6/20(日) 
午後1:00 コメダ 5/30 

4名
食事よ交ェアオぱむ恵�イ�ぱべ〜

worship 
長塚寛兄

6/20(日) 
午後1:00 コメダ 5/30 

4名
食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

高校生 
平岩姉

6/13(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

6/6 
2名

素直ゅ主よ言だねもゅ従ぽべァ＼ぜカやゅ多
ぞ霞題て�ィ�ィめでむぞぽべ〜

中学生 
梅田姉

6/13(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

6/6 
4名

祈ぽむやぞも勉強て続づやぞ“祈ぽべァ＼�
ィねも�＼計雅的ゅ集中ぱむ出来べ“

キッズ2 
小山姉

6/13(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

6/6 
3名

キッズ1 
芳井姉

6/13(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

6/6 
3名

圧魔てぞィぽむ＼厩までぽむェづぽべ〜

Shine 
小原姉

6/13(日) 
礼拝後 交わり 5/23 

3名
今怪りづアら＃助にむ“＆も神様ゅ言ぢィ™
だゅやぽむで�ぱべ〜

ギデオン 
芳井兄

6/26(土) 
午後6:30 芳井宅 5/22 

2名
今後同様やねもてぜぽべ際らびづはぴ祈イ�
び™だゅ〜祈イり成就びィもェづぽべ〜

カルバリ 
野田兄

6/15(火) 
午前9:00 野田宅 6/1 

5名
神様オ思ぞ出ぱむ黙ア�ぱべ〜自分めら考ぢ
む�ぞやぞ言葉て出む＼相手ゅ気付でて〜

神の家族 
伊岐見真姉

6/26(土) 
午後7:30

LINE 
電話

5/29 
名

中止ゅぱ�ぱべ〜

セルリーダーのためにお祈りください。

mailto:david@revival.jp


£ヴΔニ10‥47-49  

彼ら＼ムノΕよゼダ

パてつァイィも聞ぞ

む＼£ヘラミよ子よ

ゼダパ様＼私オ

ぜェイカめどぺは

ぞ％も叫ろ始�べ〜

多どよ人べほて彼オ

黙ァふ™だもべぱや

�べて＼£ヘラミよ子™＼私オぜェイカめどぺはぞ％も＼�び�び叫カ

ぺ〜ゼダパら立ほ止�ぽむ＼£ぜよ人オ呼カめ来やはぞ％も言ェイべ〜

ぷねめ＼彼ァらぷよ目よ見ぢやぞ人オ呼カめ＼£心配ぱやぞめ™ぞ〜は

ぜ＼立ほやはぞ〜ぜやべオ呼カめつァイィ％も言ぽべ〜


スリランカの女性
今年3月ゅ＼パΓΒΜッよ留額生よゾセハ�ヴはカもぞだ女性

て＼収容はイむぞべ名古乙出入国残留緩理局≧威価＼入緩∞め亡

どやア�ぱべ〜33歳もぞだ若はめぱべ〜彼女ら日本人ゅ益語オ教

ぢィ教師ゅやィよて夢め来日ぱ＼日本語額校ゅ通ぽむぞ�ぱべ〜

ぱづぱ付で合ぽべ男性づァ暴力オ受に＼助にオ求�む警察ゅづに

込カぺ時ゅ不法残留て発較ぱむぷよ��入緩ゅ送ァイ�ぱべ〜仕

送アて途絶ぢむ額費て払ぢやどやア＼日本語額校オ退額処分ゅ

やぽむぞべづァめび〜彼女ら病�抱ぢむぞ�ぱべて＼収容先め症

状て圧佳ぱむぞべゅ�づづェァぴ＼適切や治療オ受にィねもてめ

でぴ＼収容所め亡どやぽむぱ�ぽべよめび〜


先月初旬ゅ＼パΓΒΜッづァ彼女よ二人よ妹て来日ぱ�ぱべ〜

日本オ大好でぺぽべ姉てやぶねカやねもゅやぽむぱ�ぽべよづ＼

ねよ目め角づ�べぞもぞだ切やィ思ぞめよ来日めぱべ〜彼女べほ

ら日本ゅ好維オ持ほ＼日本政府ゅ信頼ぱ＼日本ゅ行にりでぽも納

得よぞど説明オぱむ�ァぢィも思ぽむぞ�ぱべ〜ぱづぱ残念やね

もゅ＼棄待ぱむぞべ™だや説明ら受にァイぴ＼記者廻見めら＼£入

緩側よ説明ら＼可づオ羽ぱむだぷオまぞむぞィ™だゅ憾ひべ＼日

本政府ゅ失望ぱべ〜％も語ぽむぞ�ぱべ〜真相オ角づ�ィ�めら

帰イやぞも言ェイむぞ�ぱべ〜


まともにとりあわない
ゾセハ�ヴはカら収容はイむぞィ関ゅ＼ぜィ支煙団体ゅ助にオ

求�むぞ�ぱべ〜彼女づァ相談オ受にむ＼彼女て適切や取ア或ぞ

オ受にァイィ™だゅも＼彼女よ代ェアゅ入緩ゅ訴ぢむ＼聞で入イ

ァイやづぽべもぞだ職�て取材よゼΜプラ�【ゅ答ぢ＼£入緩ら

ゾセハ�ヴはカゅ�も�ゅもアぜぽむぞやぞ〜％も証言ぱむぞ�

ぱべ〜ぜィ弁護士ら＼£人オ拘束ぱむつぞむ死やふむぱ�ぽべ

ァ＼当然拘束ぱべ側よ責任めび〜％も言ぽむぞ�びて＼入緩ら我

失も認�むぞやぞ™だめび〜�ほゥカ入緩ゅ�言ぞ分てぜィよめ

ぱ�だ〜ぱづぱ＼先進国も言ェイィ日本め＼やぶぷカやねもて起

でむぱ�だよづも＼多どよ人て怒アオ憾ひィめでのもめらやぞめ

ぱ�だづ〜


とりあうことは愛すること
／もアぜだもぞだねもら＼韓ェィねも＼相手ゅびィねもめび〜べ

もぢり子ゃ�て＼つ父はカ�つ母はカゅ£遊カめ�ぱぞ％も求�

ィ時＼相手ゅぱむぜぬイり子ゃ�らもむ�基ろ以心ぱ�び〜子ゃ

�て大でどやぽむづァめ�＼話オ聞ぞむ�ぱぞも伎だ時＼聞ぞむ

ぜぬイり以心ぱ＼親子よ信頼韓係て深�ア�び〜大人�同ひめ

び〜べもぢり妻て夫ゅ＼今日ぜぽべめでのも�＼子ゃ�ゅ韓びィ

悩�やゃよ話オぱ™だもびィもで＼夫てもアぜぽむどイむ＼話オ

聞で＼允緒ゅ考ぢむどイイり妻ら平以めび〜職場�額校やゃよ人

関韓係ゅつぞむ�同様めぱ�だ〜もアぜだねもら握びィねもめ

び〜めびて日常生滑よ中めら＼忙ぱぞやゃよ理由め＼もむ�もア

ぜぽむァイやぞもぞだねもてぜア�び〜ぱづぱ忙ぱどむ�後め

ルチΖ【てめでイり™ぞよめびて＼ぷイ�ふぴゅもアぜだねもオ

軽カひむぞィも＼問題て起ねぽむで�び〜


／前述よパΓΒΜッよ女性よめでのもら＼国よ機韓て允人よ留額

生ゅ�も�ゅもアぜェやづぽべ結珂起ねぽべ深刻や事態めび〜真

相ら�ぺ快明はイむぞ�ふカて＼証言てぜィ™だゅ＼入緩てゾセ

ハ�ヴはカゅ＼�も�ゅもアぜぽむぞやづぽべねもら角づめび〜

�ぱ彼ァてゾセハ�ヴはカオ＼べもぢ不法残留めぜぽむ�日本オ

握びィ允人よ留額生もぱむのど普通ゅ接ぱ＼病よ治療ゅ韓ぱむ

�＼握オ持ぽむ対殴ぱむぞイり＼ねカや悲惨や結珂ゅらやァや

づぽべよめやぞづも思ェイむやア�ふカ〜現ゅ今怪よド【パら＼

氷山よ允郭やよぺぷだめび〜


とりあってくださる主
／冒頭よ�ねもりら＼ゼダパ様てダΓニもぞだ町よ近どめ＼ユΔ

マセヴゼもぞだ盲人オ癒�はイべ時よめでのもめび〜ゼダパ様て

近どゅつァイィも知ぽべ彼ら＼£ヘラミよ子よゼダパ様＼私オぜ

ェイカめどぺはぞ％も叫ろ始��ぱべ〜人」らもアぜェぴ彼オぺ

�ァふ™だもぱ�ぱべ〜ぱづぱゼダパ様ら立ほ止�ア＼彼オ呼カ

めどィ™だゅも言ェイ�ぱべ〜ぷぱむ彼て伎だも＼びなゅ目て見

ぢィ™だゅぱむどぺはぞ�ぱべ〜


／主ら私べほオ握ぱむどぺはア＼信ひむ求�ィ者＼訴ぢィ者オ決

ぱむ見捨むぴ＼もアぜぽむどぺはィ方めび〜めびづァ私べほら以

心ぱむ主ゅ伎だねもてめで�び〜ぷぱむ主ら＼主てぱむどぺはぽ

べよも同ひ™だゅ＼私べほて周アよ人」オ握びィねもオ望カめつ

ァイ�び〜めびづァ私べほ�握オ�ぽむ＼周アよ人ゅもアぜだ者

もやぽむ参ア�ぱ�だ〜£人づァぱむ�ァぞべぞも望�もつア

ゅ＼人ゅぱやはぞ〜≧Δッ6‥31∞％


／http‥//www.revival.jp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ〜
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とりあってくださる主

http://www.revival.jp

