
 
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）【第一教室】 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)
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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

•準備のうた（礼拝を待ち望む時間です）
（讃美と言い讃美歌を歌うことです。最近の教会では現代風の新曲が多く歌われています。）
（立ち上がって賛美する人が多いですが、特に指示がなければ、座ったままでも結構です。）

　　　　　　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。) 
•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

4/12(日)
午前10:30 北山(教) 3/22

2名
自分ら主づァ目オ離びも自分よ思ぞめ暴走ぱむ
ぱ�だ者めぜィ〜

グレイス
鈴木千姉

4/10(金)
午後8:30 鈴木宅 3/27

4名
神よ調子ゅ合ェふむぞィ人ら＼人ゅ与ぢ™だも
思ぽむぞィ人やよぺも気みづはイ憾謝ぺぽべ〜

Gospel
鈴木尚姉

4/12(日)
練習後 交わり 3/21

3名
初�むもアやぱむ祈アべぞもぞだ思ぞて起ねぽ
べ〜

オイコス
磯貝姉

4/12(日)
練習後

コミュニティ
センター

3/22
6名

執ア成ぱよ祈アオぱ�ぱべ〜

からし種
磯貝姉 お休み
ユース
岩下兄 お休み
Rock
鈴木洋兄

4/14(火)
午後8:30 鈴木宅 3/17

3名
もアやぱむ祈ァイむぞべよぺも憾激ぱべねも
オ思ぞ出ぱべ〜

シャローム
平岩姉

4/11(土)
午前10:00 平岩宅 3/29

3名
後ゥよ席ゅぞィよら磯だ声オ聞ぞむぞィもェづ
ぽむぞィにゃ＼決維めででイやぞ〜

なつめやし
髙橋智姉

4/19(日)
練習後 髙橋宅 3/29

6名
自己中心ぺも気みづはイべ〜毎朝祈ア＼改ぞ
魁�＼人よべ�ゅ祈ィねもオ始�べ〜

リジョイス
杉本姉

4/7(火)
午前10:15 赤塚宅 3/17

9名
自分オ少ぱめ�高どびィ時＼主よ前ゅをアど
ぺアてやぞも示はイィ〜

ジョイフル
穂苅兄

4/5(日)
礼拝後 交わり 3/17

7名
£今ゼダパ様＼やカむ言ぽむィ“’％も質
問〜主ゅ聞ぞむ答ぢむ恵�イ�ぱべ〜

アガペ
長塚姉

4/12(日)
練習後

コミュニティ
センター

3/29
4名

サクセス
鈴木勝兄

4/12(日)
練習後 未定 3/29

8名
食事よ交ェア

リーダーズ
セル お休み 4月らつ休�めび〜

セル研修 4月は休講 4月ら休講ゅやア�び〜

羊・ビジョン
平岩恵兄・栗永兄

毎日曜日
礼拝後 コメダ 3/29

5名
食事よ交ェアオぱむ＼恵�イ�ぱべ〜

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

4/11(土)
午後7:00 エステル 3/28

3名
主ゅ変ぢむぞべぺで＼架事�掛ぱカめびィねも
てめでィ™だゅやア�ぱべ〜

ギデオン
芳井兄

4/11(土)
午後6:30 芳井宅 3/28

4名
™�ぱオぱべて＼ぞま�部乙オ綺麗ゅ保ぽむぞ
ィ〜ぷイら主て与ぢァイべ�よぺづァ〜

カルバリ
野田兄

4/7(火)
午前9:00 近田宅 3/17

7名
神の家族
伊岐見真姉

4/12(日)
午後7:30 山田千宅 3/22

名
中止ゅぱ�ぱべ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  4月5日(日)～4月11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。

セルリーダーのためにお祈りください。

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

※ バイブルスタディはしばらくの間休講になります。　　　　

※ 4/12(日)はイースター感謝礼拝です。イースター感謝献金は専用の献金袋でお捧
げ下さい。　　　　　

※ 岩下兄弟姉妹に第三子(男の子)が生まれました。祝福をお祈り下さい。　　　　　

司　会 奏　楽  司 会
　　　奏 楽

今 Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙愛姉 鈴木千姉

来 Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉

週

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木尚姉

穂苅兄

磯貝姉

鈴木千姉

4/5
（日）

4/9
（木）

4/12
（日）

4/16
（木）　　　開始時間　午前10時　　　　



£出ダバロ�26‥1

幕乙オ十枚よ幕め造

ァやにイりやァや

ぞ〜幕ら＼撚ア糸め

織ぽべ逢麻布＼青＼

紫＼緋色よ撚ア糸オ

用ぞ＼維匠オ凝ァぱ

む＼ぷイゅドΔラ�

オ織ア出はやにイり

やァやぞ〜％

ビルの壁画　　
まぞ最近よねもめびて＼ユパゅ乗ア遅イ＼厭�め歩ぞべねもて

ぜア�ぱべ〜ぷイめ疲イむぱ�だづも思ぞで�＼逆ゅ頭て冴ぢむ

元気ゅやぽむぱ�ぞ�ぱべ〜名古乙厭ゅ着ども＼ぷよ気分よ�

�＼可づ新ぱぞねもてぱべどやア＼少ぱぺに汚怪アぱむ＼ぞま�

通ィラΔよぞま�もほてだ�ズづァ出む��ぱべ〜新ぱぞ可づオ

見まにィねもオ棄待ぱむ〜びィも＼�ズオ出むびな卯側よラΔよ

壁ゅ＼大でや壁雅オ発見ぱべよめび〜ぷイら＼維識ぱむぞやにイ

り100�通ア我とむぱ�だぺゥだも思ェイィ�ゃ＼自然ゅぷよ場

所ゅ溶に込カめぞ�ぱべ〜ぷねら車よ出入ア口ゅ近ど＼立ほ止�

ぽむ©ぽどア見ィねもてめでやづぽべよめ＼もアぜぢぴぷよ壁雅

も＼隅ゅぜぽべ説明文オ写真ゅ撮ぽむぷよ場オ立ほ去ア�ぱべ〜

ぷよ壁雅ら�ノゼデ雅めぱべ〜

芸術作品オ通ぱむ＼人関オ造ァイべ神様よびりァぱはオ＼私べほ

ら知ィねもてめでィよめび〜創造主めぜァイィ慰大や神様よ御業

オ��べべぢ�び〜

もねゥめ＼ぷカやねもオ思ぞやてァ�ノゼデ雅オ見むぞィも＼

小はや大理石よ允片允片て＼神様よ起ねはイべ允ま允まよめでの

もよ™だゅ思ぢむで�ぱべ〜聖書ゅ書づイむぞィめでのも＼�べ

聖書ゅら書づイむぞやぞ�づよ国」よ歴史＼ぷぱむ＼今深刻や問

題もやぽむぞィ＼新型ニΖムゾゼΔパよ世芥的大流行ゅ至ィ�

め＼�カや神様よ大でやの計雅よ中よ允まよめでのもめぜぽむ＼

神様らの自分よの計雅オ成就はイィべ�ゅ＼根気™ど＼順序™ど

允ま允まよめでのもオ積�重ょむつァイィよめび〜歴史ら＼神様

て維匠オ凝ァぱむ造ァイィ�ノゼデ雅よ™だや�よづ�ぱイ�ふ

カ〜ぷよ中ゅ存在びィ私べほ人関ら＼やカむ小はど取ィゅ足アや

ぞ存在めぱ�だづ〜ぱづぱ＼ぷよ小はや人関允人れもアゅ＼神様

ら目オ注ぞめどぺはィよめび〜£人もら可�よやよめぱ�だ〜ぜ

やべて心ゅ留�ァイィもら〜人よ子もらぞぽべぞ可�よやよめぱ

�だ〜ぜやべて顧�むどぺはィもら〜≧詩篇8‥4∞％

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

／主よ御手／／／／NO.1289／／／／2020年4月5日≧日∞発行

ゅぞむどぺはィねもオぜァェびべ�めぱべ〜神様ら＼ぷよ作ア方

オねも細づど指示ぱむぞ�び〜幕乙ゅら4枚よ幕て重ょむづにァ

イ�ぱべて＼ぷよ允番内側よ幕ゅら＼£維匠オ凝ァぱむ＼ぷイゅ

ドΔラ�オ織ア出はやにイりやァやぞ〜％もぜア�び〜£維匠オ

凝ァぱむ％もぞだよら＼�よオ作ィ中め＼維識ぱむミノゼΜゅ工

夫オ施びねもめび〜ねよドΔラ�よ模様ら＼撚ア糸め織ぽべ逢麻

布＼青色＼紫色＼緋色≧赤色∞よ撚ア糸オ用ぞむ＼織ア出はイべ

�よめぱべ〜ゃねて維匠オ凝ァぱむぞィづも言ぢり＼幕よ表づァ

�裏づァ�＼同ひ模様オ見ィねもてめでィ織ア方ぺぽべもぞだね

もめび〜刺繍™ア��ぽも高度や技術オ必要もびィ�よぺぷだめ

び〜神様ら人よ心ゅ知恵オ与ぢむ＼ねカやゅ�美ぱど凝ぽべ模様

オ＼ニボニボも作ア上ぬィ心オ与ぢむどぺはぽべよめび〜

神様が造られたモザイク画
神様て人オ造ァイべもで＼£はぜ＼人オェイェイよづべほもぱ

む＼ェイェイよ似姿ゅ造ゥだ〜≧創世記1‥26∞％も言ェイ�ぱ

べ〜神様ら＼姿らやど＼心ぺにめ存在ぱむつァイィつ方めび〜め

びづァ＼£ェイェイよ似姿ゅ造ゥだ％もぞだよら＼人よ心て＼神

様よ心ゅ似ふむ造ァイべもぞだねもめび〜神様ら＼人てニボニボ

も根気™ど作業オ積�重ょむ＼美ぱぞ芸術作品オ造ア上ぬィ心オ

与ぢむどぺはぞ�ぱべ〜ぷぱむ＼人て維匠オ凝ァぱむ造ア上ぬべ

意匠を凝らした作品　
ぷよ日＼落ほ着ぞむ写真オ見ィも＼ぷイら大でや1枚よ開ゅや

ぽむぞ�ぱべ〜近どめ見べ時ら＼べぺよ模様ゅぱづ見ぢやづぽべ

よめびて〜ぷイゅら£皆％もぞだ標題てまぞむぞむ＼矢橋六郎も

ぞだ著名や洋雅架よ作品めぱべ〜抽象的や開めびて＼™ど見ィ

も＼水道よ蛇口よ™だや�よ�＼人よ姿�描で出はイむぞ�び〜

不思議や開めび〜�ノゼデよ材料ら＼天然よ大理石め＼黒ぽ�ぞ

�よ＼茶色ぽ�ぞ�よ＼白ぽ�ぞ�よやゃは�ば�めび〜大理石

よ大ではら＼1ビΜベ郭づァ10ビΜベ郭よ�よオ使用ぱむぞィぷ

だめびて＼ぷよ小はや石片オ允ま允ま貼付にむ行ぽべよづも思だ

も＼ぷよ膨大や作業ゅ気よ汚どやィ思ぞてぱ�ぱべ〜ぷぱむ＼天

然石よ素朴や色ゅもむ�魅力オ憾ひ�ぱべ〜ゃねづめ見べねもて

ぜィや＼も思ぞ出ぱべよら＼数年前ゅ行ぽべゼパΒダΔ旅行め＼

古代Ζ【ヴよ一跡よ建造物ゅ施はイべ�ノゼデ雅めぱべ〜�らア

1ビΜベ郭どァぞよ大理石オ使ぽむ＼ぞゥぞゥや模様�開オ描で

出ぱむぞ�ぱべ〜

幕屋の幕
出ダバロ�記よ25章め＼神様らゼパΒダΔよ民ゅ＼幕乙オ作ィ

™だゅ命ひむぞ�び〜ぷよ目的ら＼神様てゼパΒダΔよ民もも�

意匠を凝らす意匠を凝らす

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

