
 
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）

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]]

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

セルリーダーのためにお祈りください。

　　　　　　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　

セ ル
（リーダー） 次回の日時 場　所
リバイバル
北山姉

6/27(日)
礼拝後

LINE
電話

6/20
2名

グレイス
鈴木千姉

7/2(金)
午後8:30 鈴木宅 6/18

4名
�ねねゥらェづぽむぞィて＼聞づやぞ＼無視
びィ＼もぞだねもゅやぽむぞィ〜

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

6/20
9名

ぞま�主オ見上ぬむぞイりをアどぺィ思ぞオ
持べふむぞべぺにィ〜

からし種
磯貝姉

7/8(木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

6/10
4名

自分づァ態度オ魁梶�™�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〜

ユース
岩下兄

6/27(日)
午後2:00

LINEで
分かち合い

6/6
3名

自分づァ態度オ魁梶�™�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

7/7(水)
午後8:30 鈴木宅 6/8

3名
自分やアオ捨むむ＼神をよ信仰ゅ™ぽむ生で
むぞど〜

シャローム
平岩姉

7/10(土)
午前10:00 平岩宅 6/19

3名
洗礼式〜主よ御業ゅ憾謝ぱ�び〜

なつめやし
髙橋智姉

6/27(日)
練習後 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

6/29(火)
 午前11:30 交わり 6/18

3名
をアどぺゥだもよ努力よ繰ア返ぱら���
び〜

ジョイフル
穂苅兄

7/4(日)
礼拝後 交わり 6/17

2名
私らョΓネゼ人も同ひ〜神オ見上ぬ続にィ〜

アガペ
長塚姉

6/27(日)
練習後

コミュニティ
センター

6/13
4名

リΓリΓぱむぞべ韓係て主ゅぜぽむ何�づゅ
はイべ〜主ゅ憾謝ぱ�び〜

サクセス
鈴木勝兄

6/27(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

6/13
19名

食事よ交ェア

リーダーズ
セル 7月はお休み 6/9

23名
思ぞ直びもでゅ＼心て静づゅやィ〜

セル研修 休講
ビジョン
平岩恵兄 

6/27(日)
午後1:00 コメダ 6/20

3名
食事よ交ェアオぱむ恵�イ�ぱべ〜

worship
長塚寛兄

6/27(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

6/27(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

6/20
4名

今らねイオぱやはぞも語ァイべねもオぱむぞ
ぽべァ＼�ア遂ぬィねもてめでべ〜

中学生
梅田姉

6/27(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

6/20
4名

神様も廻話ぱむぞやぞも言ェやどむぞぞねも
オ言ぽほ�だ〜

キッズ2
小山姉

6/27(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

6/20
4名

私ら圧どやぞも思ぽむぞべ〜神様オ見上ぬべ
時＼自分て圧づぽべも気て付ぞべ〜

キッズ1
芳井姉

6/27(日)
午前9:00

コミュニティ
センター

6/20
3名

ゼダパ様よつ話オ聞で�び〜

Shine
小原姉

6/27(日)
午後4:30 エステル 6/13

6名
心配�問題てぜア�ぱべて＼パホヅΓぱ�ぱ
べ〜ゼダパ様ゅ心づァ憾謝ぱ�び〜

ギデオン
芳井兄

7/10(土)
午後6:30 芳井宅 6/12

2名
思ぞ直ぱむ主ゅ従ぢり争ぞてやどやィカぺや
せも™どェづぽべ〜

カルバリ
野田兄

7/6(火)
午前9:00 野田宅 6/15

7名
自分自身て罪人めぜィ自較て全どやづぽべね
もゅ気みづはイべ〜

神の家族
伊岐見真姉

7/10(土)
午後7:30

LINE
電話

6/12
2名

£今めでィねもオぱやはぞ％も語ぽむ価は
ア＼思ぞ直びねもて出来�ぱべ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  6月27日(日)～7月3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。 司　会 奏　楽 奏 楽

今 Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙愛姉 鈴木尚姉

来 Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙愛姉 鈴木千姉

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木千姉

大髙愛姉

6/27
（日）

7/1
（木）

7/4
（日）

7/8
（木）

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

※ 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。

※ 会計報告をコイノニアルームに掲示しました。ご覧ください。



£�マ�マ33‥55    自

分自身よ架庭オ治�
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子どもとどう接するか
ゼベΖ【選手も言ぢり＼野球オ知ァやぞ人め�企も名前ら知ぽ

むぞィ�ゃ有名や元ロΖ野球選手めび〜二年前ゅ現役オ™退ぱ�

ぱべて＼ぷよ滑躍ゐアら＼日本ぺにめらやど世芥中オぜぽも驚づ

ふィ�ゃよ�よめぱべ〜数」よ記録オ打ほ立むむで�ぱべて＼ぷ

よ滑躍よ原点ゅら＼つ父はカよ存在てぜア�ぱべ〜

ゼベΖ【はカて33才よ頃ゅ野球ゅ興味オ持ほ始�＼本獲的ゅ野

球オ始�べよて小額33年生よ頃めび〜ぷイづァつ父はカら毎日＼ゼ

ベΖ【はカよ練習ゅ付で添ぞ�ぱべ〜つ父はカら自身て書ぞべ著

書よ中め＼息子めぜィゼベΖ【はカゅ対ぱむゃよ™だゅ接ぱむで

べよづもぞだねもゅまぞむ＼ねだ話ぱむぞ�び〜£私て允朗オ茨

むィ上め常ゅ気オまにべねもら＼頭のやぱゅ叱アまにべアパョΔ

プ訓練らぱ�ぞ＼だィはどデベユハオらは�ぴ＼本人よ自主性オ

尊重ぱむ自由ゅ�ァふ™だ＼もぞだねもぺぽべ〜高飛車や態度め

ら＼子供らまぞむねやぞ〜子供よ心オれでまにィゅら＼子供よ目

心オ治�むぞべぺづやどむらやア�ふカ〜

家庭を治めることができる
ぷだびィねもゅ™ぽむ＼私べほら架庭オ治�ィねもてめでィよ

めび〜自分て架庭よ中め信仰よΓ【ヘ【ハホロオ取ア＼模範もや

ィねもてめで�び〜架族ら＼友達�職場よ人関韓係もら磯ぽむ特

別や韓係めび〜つ互ぞてびんむよねもオ知ア尽どぱむぞィ仲め�

ぜア�び〜めびづァ＼時ゅら色」も口出ぱぱべどやィねもてぜぽ

べアぱ�び〜私�＼子ゃ�べほゅ対ぱむまぞ口出ぱオぱむ＼憾情

的ゅ言ぽむぱ�だねもてぜア�び〜後づァ£言ぞ我とべや％も反

省ぱ�びて＼�ぴ自分よ心オ治�ィねもゅ™ぽむ＼ツヵツヵ言ぞ

べどやィ思ぞオ治�む＼必要や時ゅ＼適切や言葉め声オづにべ

ア＼教ぢべアびィねもてめで�び〜�べ＼自分よ心オ治�ィねも

ゅ™ぽむ＼妻�子ゃ�べほオ握ぱべぞ＼架族よべ�ゅ支ぢむぞで

べぞもぞだ思ぞ�自然も内側づァ湧で上てぽむで�び〜架庭オ治

�ィねもら＼允朝允夕ゅらぞづやぞねもめび〜日」ニヵ�メド【

ハ�Μオ築ぞむ行どねもて必要ゅやア�び〜ぷイオはふむどぺは

ィよら神様めぜぽむ＼神よ握ゅもゃ�ィねもめ架庭ら導づイむぞ

で�び〜主ら＼£父べほ™〜自分よ子ゃ�べほオ怒ァふむらぞに

�ふカ〜�ぱゥ＼主よ教茨も訓�ゅ™ぽむ茨むやはぞ〜≧ダヰフ

66‥44∞％も＼教ぢむどぺはぞ�び〜架庭よ中心ゅゼダパ…ヅΓパ

�よの支配てぜィ架庭ら必ぴ守ァイ祝福はイ�び〜主ゅぜぽむ架

庭オ治�ィねもてめでィよめび〜
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父親よ役恰ら£架庭オ治�ィ％ねもめび〜架庭オ治�ィもら＼

架族て以心ぱむ暮ァびねもてめでィ™だゅ架庭オ守ィねもめび〜

ぷよべ�ゅら＼ぞま�架族よねもオ気ゅづにむぞィねもて大切め

び〜架庭めら様」や問題て起ねア�び〜金銭的や問題てぜィ時

ゅ＼ゃだ�ア繰アびィよづオ話ぱ合だ必要てぜア�び〜子ゃ�て

親よ言だねもオ聞づやぞもづ＼今後よ進路＼就職先オゃだびィづ

もぞぽべ問題やゃて次づァ次をも起ねア�び〜ぷイァよ問題ゅ対

処びィねもやど放ぽむつにり＼�てむ架庭ら崩恢ぱむぱ�ぞ�

び〜めびづァ問題オ快決ぱやにイりやア�ふカ〜ぷよべ�ゅら＼

普段づァ架族よ様子オ気ゅづにむぞむ＼見守ぽむぞやにイりやア

�ふカ〜ぷぱむ必要や時ゅら＼声オづにべア＼教ぢべア＼允緒ゅ

考ぢべアびィ必要てぜア�び〜ぱづぱ＼ぷよ™だゅぱむ架庭オ正

ぱど導ぞむ行どねもら＼人関的や努力めめでィねもめらぜア�ふ

カ〜

イエス様に心を治めていただく
めびづァ私べほら�ぴ＼ゼダパ様ゅ自分よ心オ治�むぞべぺづ

やどむらやア�ふカ〜自分よ心オ支配ぱむぞィ自分自身て＼ぷよ

心よ黄座づァ降アむ＼ゼダパ様ゅ支配オ明に渡はやどむらやア�

ふカ〜主よの支配オ全面的ゅ受に入���イィ時ゅ＼主ら助によ手オ差

ぱ伸んむどぺはぞ�び〜私べほて日常＼不以ゅやぽべア＼焦ぽべ

ア＼蝦立ぽむぱ�だよら＼主よの支配オ受に入���イむぞやぞづァめ

び〜主よの支配オ基カめ受に入���イィ時ゅ＼心ゅぜィぷよ蝦立ほ�

焦アオ治�ィねもてめで�び〜私べほら�ぴ＼主ゅ™ぽむ自分よ

よ高はめ物事オ見む＼控ぢ�め謙虚めやにイりぞにやぞも思だ〜

親て子供オ無理�ア™ぽ張ぽむぞどよめらやどむ＼親よ�だて子

供よぜもづァまぞむぞにりぞぞ＼もぞだどァぞよ気持ほぺぽべ％

も話ぱむぞ�び〜つ父はカて自分よ背中オ見ふむ£ヂΕゅまぞむ

ねぞ“％もぞだ姿勢めらやど＼�ぱゥ＼息子よ夢よ実現よべ�

ゅ＼ぷイオ後ゥづァ支ぢむぜぬむ子供よべ�ゅ尽どぱむぞどもぞ

だ姿勢め接ぱむ行で�ぱべ〜�ぱ＼つ父はカて自分よ思ぞ�考ぢ

オ子ゃ�ゅ王ぱ付にむ従ェふ™だもぱむぞべもぱべァ＼ゼベΖ【

はカら野球もら全ど磯だ道ゅ進カめぞべづ�ぱイ�ふカ〜

父親の役割　家庭を治める
£父親％も言だも＼世関よゼ�【バめら＼允架よ大黒柱めぜ

ア＼毎日崖め忙ぱど働ぞむ＼架庭よねもらびんむ妻ゅ任ふィもぞ

だ™だや胤象てぜィよめらやぞめぱ�だづ〜最近ら共働でよ世帯

て増ぢむでむ＼ぷよゼ�【バ�少ぱぴま変ェアままぜィも思ぞ�

び〜私�＼三人ぞィ息子べほよ父親めびて＼威前ら父親よ役恰も

ぞだよら＼もゅづどべどはカ働ぞむ荷ぞめどィねもめ＼ぷイて架

族オ幸ふゅびィねもぺも思ぽむぞ�ぱべ〜£自分らほ�カも働ぞ

む収入���オ得むぞィづァ夫もぱむよ役恰オ珂べぱむぞィカぺ％も思

ぽむぞ�ぱべ〜ぱづぱ＼崖め荷ぞむどィぺにめ＼架めら全ど架族

も韓ェアオ持べぴゅ＼自分よ好でやねもりづアオぱむぞべもぱべ

ァ＼ぷイら父親よ役恰オ珂べぱむぞィもら言ぢ�ふカ〜父親ら＼

権力め架族オ従ェふィねもめ�やにイり＼べぺ働ぞむ荷ぞめ架ゅ

つ金オ入���イイりぷイめぞぞもぞだねもめ�ぜア�ふカ〜

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

