
 
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）

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１０時　　
　　　　　　　　

•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
[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 お休み
グレイス
鈴木千姉 お休み
Gospel
鈴木尚姉

4/25(土)
午後4:30

4/12
3名

ゼダパ様よ�ねもりオ聞ど時＼心ら熱ど燃�
はイィよぺ“

オイコス
磯貝姉 お休み
からし種
磯貝姉 お休み
ユース
岩下兄 お休み
Rock
鈴木洋兄 お休み 4/1

3名
応オ助にィべ�＼積極的ゅ韓ェぽむぞど決
維〜

シャローム
平岩姉 お休み 4/11

名
なつめやし
髙橋智姉

4/19(日)
礼拝後

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 お休み
ジョイフル
穂苅兄

4/21(火)
午前10:00

4/5
5名

ねよ允年守ァイ必要て満べはイ�ぽむねイべ
ねもら＼本当ゅ神は�よぜェイ�〜

アガペ
長塚姉 お休み
サクセス
鈴木勝兄 お休み
リーダーズ
セル お休み

セル研修 休講

羊・ビジョン
平岩恵兄・栗永兄

毎日曜日
午後1:00

4/12
4名

神様て道オ凱ぞむ価はア＼新ぱぞ仕事オ与ぢむ
どぺはぽべねもゅ憾謝ぱべ〜

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 お休み
ギデオン
芳井兄 お休み

カルバリ
野田兄 お休み 4/7

6名
忍耐�信ひむ待まねも�握めぜィねもオ主づァ
教ぢァイ憾謝ぱむ蟹め祈ア�ぱべ〜

神の家族
伊岐見真姉

4/26(日)
午後7:30

4/12
2名

べぺ主ゅ素直ゅ賛成ぱむぞどねもめ＼本当ゅ心
て守ァイむぞ�び〜

　今週のセルグループ（赤字）　  4月19日(日)～4月25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。

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

※ 4/21(火)のバイブルスタディは休講になります。   　　　　　

司　会 奏　楽 奏 楽

今 Ⅰ 大髙愛姉

週 Ⅱ
来 Ⅰ 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

4/19
（日）

4/23
（木）

4/26
（日）

4/30
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　
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私べほら見ぢィ�よ

ゅめらやど＼見ぢや

ぞ�よゅ目オ留��

び〜見ぢィ�よら允

時的めぜア＼見ぢや

ぞ�よら頴汚ゅ続ど

づァめび〜％

星の王子さま
£�よのもらょ＼心め見やどむら™ど見ぢやぞ〜ぞほりカべぞ

ふまやねもら＼目ゅ見ぢやぞ〜％ねイら＼ルΒΜパよ作架ネΜ◇

マトバ�ヰΓて書ぞべ物語£星よ黄子は�％よ中よ名言よ允まめ

び〜黄子は�て地球め出廻ぽべヅボャて＼黄子は�ゅ言ぽべ言葉

めび〜黄子は�ら＼自分よ星ゅ＼允輪よユΒオ残ぱむ出む来べよ

めび〜ぷよユΒらェて��め＼黄子様らユΒゅ振ア怪はイむぞ�

ぱべ〜言ェイィ��ゅ＼水オぜぬべア＼風™にオ作ぽむぜぬべア

ぱむぞ�ぱべ〜ぱづぱヅボャよねよねもりめ＼ぷよユΒて黄子は

�ゅもぽむづにてぢよやぞ存在ぺぽべねもゅ気みどよめび〜黄子

は�てユΒゅ費�ぱべ時関ねぷて＼黄子は�ゅもぽむぷよユΒ

オ＼�づよべどはカよユΒゅらやぞ＼特別や存在ゅぱむぞべよぺ

�ぱべ〜

いちばんたいせつなこと
ゼダパ様て復滑はイむ＼弟子べほよもねゥゅ来むどぺはぽべ

時＼弟子よ允人めぜィ�ヴパらぷねゅぞ�ふカめぱべ〜彼ら自分

よ目め見やにイり＼£決ぱむ信ひ�ふカ〜≧Αュャ20‥25∞％も

言ぞ�ぱべ〜ゼダパ様ら＼8日後再ろ来むどぺはぽべ時＼�ヴパ

ゅ＼£ぜやべらェべぱオ見べづァ信ひべよめびづ〜見やぞめ信ひ

ィ人べほら幸ぞめび〜≧Αュャ20‥29∞％も言ェイ�ぱべ〜

神様ら目ゅ見ぢやぞつ方めび〜ぱづぱ＼�ぱ私べほて見ぢやぞ

神オ見™だもびィやァり＼神様てつァイィもぞだねもて角づゅェ

づィよめび〜ぷイら聖書ゅ書づイむぞィ™だゅ＼神様て造ァイべ

びんむよ被造物ゅ™ぽむ＼�べゼダパ様て言ェイべねもり�御業

≧寄跡∞ゅ™ぽむめび〜神様らびんむよ人て救ェイむ頴汚よぞよ

ほオ得ィべ�ゅ＼ゼダパ…ヅΓパ�オねよ世ゅ送ぽむどぺはぞ�

ぱべ〜ヅボャら£ぞほりカべぞふまやねもら＼目ゅ見ぢやぞ〜％

も言ぞ�ぱべ〜びんむよ人ゅもぽむ£ぞほりカべぞふまやねも％

ら＼見ぢやぞ神様オ信ひィねもやよめび〜£時て満ほ＼神よ国て

近みぞべ〜改ぞ魁�む福伽オ信ひやはぞ〜≧ヴΔニ1‥15∞％

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

／主よ御手／／／／NO.1291／／／／2020年4月19日≧日∞発行

人オ基りふィねもりづア考ぢむぞィ志村はカよ仮づぞ心ゅ＼人ら

™で希ふァイむぞべよづ�ぱイ�ふカ〜志村はカよ訃報オでぽづ

にゅ憾染防止対策よ重大はゅ気みで＼真剣ゅ対策オらひ�べ人て

少やづァぴぞべ™だめび〜最後�め人よべ�ゅ生でむどぺはぽべ

よづ＼も思ェぴゅらぞァイ�ふカめぱべ〜

見えないものを見ようとすること
もねゥめ＼約4年前ゅ相模原市め起ねぽべ障概者殺傷事件め

ら＼19名�よ障概者よ方て尊ぞ命オ奪ェイ＼事件オ起ねぱべ植松

被告ゅ＼先月死刑て角定ぱ�ぱべ〜彼ら£生産性よやぞ人関ら生

でィ夏値てやぞ％やゃも卸面�やど供述ぱ＼世関オ騒てふ�ぱ

べ〜彼よ目ゅら＼被概者よ方」よ允人れもアよぞよほよ尊は�＼

彼ァオ大切ゅ茨む＼守ぽむ来べ架族�＼握情オ持ぽむ韓ェぽむ来

べ施設よ職�よ方」よ姿ら�ぽべど見ぢむぞ�ふカめぱべ〜／

聖書ゅぜィ™だゅ＼人ら生�イやてァよ罪人めびづァ＼ゃね�

め�自己中心め＼本当ゅ人オ握びィねもやゃめでやぞ存在めび

て＼特ゅねよ事件ら＼人ゅ対ぱむ表面的や�よぱづ見™だもぱや

ぞねもよ恐ゥぱはオ＼痛憾はふァイ�ぱべ〜ゃカや人�＼ぷイへ

イよ監境＼ぷイへイよ人関韓係よ中め＼ぷイへイよ思ぞめ精允杯

生でむぞ�び〜人ゅ対ぱむ＼表面的ゅら見ぢやぞぷよ人よ思ぞオ

見™だもびィねもて＼握びィ姿勢やよづ�ぱイやぞ＼も思ェはイ

もぞだねもめび〜時関ら目ゅ見ぢ�ふカ〜

私べほ�架族�友人＼恋人やゃオ大切ゅびィ思ぞてぜア�び〜

ぷイら＼ぷよ人もよ積�重ょべ時関てぜィづァやよめぱ�だ〜ぱ

づぱ普段ら特別ゅ気ゅも�ィねも�やど＼ぷよ人て近どゅぞやど

やぽむらひ�む＼ぷよ存在よ大切はゅ気みどよづ�ぱイ�ふカ〜

大切な存在
先月＼新型ニΖムゾゼΔパよ憾染めニ�ミセズΜよ志村にカは

カて亡どやア�ぱべ〜突然よ訃報ゅ＼日本中よ多どよ人て驚で悲

ぱ��ぱべ〜知ア合ぞぺぽべもぞだェにめ�やぞよゅ＼思ぞてに

やぞ�ゃハ�ホデオ受にべよら＼私ぺにめらやぞめぱ�だ〜子ゃ

�よねゥづァマΕラめ換イ親ぱカめ来べもぞだぺにめ＼面識�や

ぞよゅ允緒ゅ我のぱむ来べ™だや＼目ゅら見ぢやぞ親近憾てぜぽ

べカぺや＼も思ぞ�ぱべ〜つぷァど多どよ人ゅもぽむ�＼志村は

カら大切や存在ぺぽべねもめぱ�だ〜

最近知ア�ぱべて＼志村はカよ人獲よ良はら評判ぺぽべ™だめ

び〜べもぢり＼窮地ゅ館ぽべ人ゅ＼允度やァぴ多笠よ煙助オぱむ

惜ぱ�やぞ人ぺぽべもぞだねもめび〜最近放瑛はイべ我去よ出猿

番組め＼志村はカらゼΜプラ�【ゅ答ぢ＼£�どら＼人て笑ぽむ

ぞィよオ見ィよて好でやカめび〜％も言ェイむぞ�ぱべ〜ぞま�

大切なことは
目に見えない
大切なことは
目に見えない

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

