
 
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)

2020年4月26日≧日∞発行／4月第4週
NO.1292

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

　　　　　　           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。) 

•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　

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

4/12
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
シャローム
平岩姉 お休み
なつめやし
髙橋智姉

4/26(日)
礼拝後

4/19
6名

祈アよΓデダパ�オぱむ＼互ぞよべ�ゅ祈ア
�ぱべ〜

リジョイス
杉本姉 お休み
ジョイフル
穂苅兄 未定 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

4/19
4名

出来め�出来やどむ�＼£らぞ％も殴答ぱ
む＼実行びィ力オ与ぢむ価はぞも祈ぽべ〜

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

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26日(日)～5月2日(土)
　　前回の証しなど

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

司　会 奏　楽 奏 楽

今 Ⅰ 鈴木千姉

週 Ⅱ
来 Ⅰ 鈴木尚姉

週 Ⅱ

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木千姉

鈴木尚姉

4/26
（日）

4/30
（木）

5/3
（日）

5/7
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　



£Αュャ8‥51  �

ね も ゅ ＼ � ね も

ゅ＼ぜやべてべゅ

言ぞ�び〜ぺイめ

�ェべぱよねもり

オ守ィやァ＼ぷよ

人らぞま�め�決

ぱむ死オ見ィねも

てぜア�ふカ〜％

「デッドマン・ウォーキング」
／先日＼£ミホ�ヴΜ…ゾチ【ヅΜト％もぞだ瑛雅オ貫�ぱべ〜

ヤΜルセデハ�Μ瑛雅めび〜死刑制度ゅ反対びィハパプ【て＼殺

人も強官よ罪め死刑判決オ受にべ囚人よッゾΜビΒ【もやア＼死

刑て執行はイィ�めよ関＼彼よ心ゅ希ア添ぞ続に�び〜彼女ら＼

無実オ主張びィ彼よ思ぞオ汲�取ア＼死刑執行オ怪避ぱ™だも奔

走ぱ�び〜ぷぱむ＼握びィ蛾て子オ失ぞ悲ぱ�ゅ暮イィ一族も面

廻オびィ中め＼£彼ら本当ゅ犯行ゅ及カめぞやぞよぺゥだづ％

も＼当惑ぱ始��び〜ぷイめ�＼彼女ら死刑執行オ怪避びィべ�

ゅ＼弁護士オ通ぱむ特赦審問廻ゅ請求手続でオぱべア＼知事ゅ直

接請伎オびィ�よよびんむ却価はイ�び〜ぞ™ぞ™死刑執行て目

キリストを信じて生きる道
／私べほ人ら�や＼死後ゃねを行どよづもぞだねもオ明角ゅ知ィ

必要てぜア�び〜人ら�や生�イやてァゅぱむ罪人め＼ぷよ行ど

着ど先ら死めぜア＼頴汚よ滅ろめび〜ねイ�ゃ恐ゥぱぞねもらぜ

ア�ふカ〜死カめ裁づイ＼滅ろゅ至ぽむぱ�だ立場ゅぜィよて人

関めび〜ぷよ滅ろ©ど人関ゅ＼救ぞよ手オ差ぱ伸んむどぺはぽべ

よて＼ゼダパ…ヅΓパ�よ救ぞめび〜人てねよ罪よ中づァ救ェイ

む天国を行ど道らべぺ允まめび〜ゼダパ…ヅΓパ�オ信ひィねも

めび〜ねよ救ぞオ知ァやぞ人ら＼自分てねイづァゃねを行どよ

づ＼目的地�分づァやぞ��旅オぱむぞィ™だや人も同ひめび〜

／ゼダパ…ヅΓパ�ぺにて＼£死％ゅ打ほ勝ぽむどぺはぽべ唯允

やィつ方めび〜ねよ方オ信ひィ者ら£決ぱむ死オ見ィねも％らや

ど＼頴汚よぞよほオぞべぺどねもてめでィよめび〜£私らねイづ

ァゃねを行どよづ％〜ねよねもオ明角ゅ知ぽむ生でァイィ恵�ゅ

憾謝ぱ�び〜

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

／主よ御手／／／／NO.1292／／／／2020年4月26日≧日∞発行

む＼次よ™だゅ言ぽむぞ�び〜£病気めワホ�ゅ寝むぞィも＼人

生て走馬灯よ™だゅ思ぞ出はイィ〜私てぴぽもロΒゼ�オ持ぽむ

ぞべねも＼人づァ認�ァイィねも�富ら＼迫ィ死オ目よ前ゅぱむ

色ぜふむぞで＼可�維味オやはやどやぽべ〜％死もぞだ現実オ前

ゅぱむ＼私べほらゃだびイり™ぞよめぱ�だづ〜

生と死を支配される神
／今現在＼世芥最高齢も認定はイむぞィ人て＼福憶県ゅ在住ぱむ

ぞ�び〜田中力子≧づょ∞はカもぞだ女性め＼117歳ゅやィぷだ

めび〜老人ヱ【�め暮ァぱ＼毎日大好でやベ�ニオ食んやてァ＼

入居者べほもヂビΖオぱむ掛ぱカめぞィぷだめび〜誕生日ゅ市長

づァ菓束オ渡はイィも＼£死ゆ気てふカ〜ぷカやねも考ぢべねも

てやぞ％も答ぢべぷだめび〜日本人よ平均寿命て80×90歳も言ェ

イむぞィ中め＼117年�生でむぞィも聞どぺにめ驚で�び〜

／ぷイめ��らア＼人らぞまづ死オ迎ぢィ時て�ぽむで�び〜ぷ

イてぞまめぜィよづ＼人ゅらェづア�ふカ〜万物よ造ア主やィ真

よ神ぺにての存知めぜァイ�び〜主ら無限めぜア＼頴汚めぜァイ

�び〜命オ与ぢィねもよめでィつ方めぜィも同時ゅ＼命オ取ア去

ィねもよめでィつ方めび〜£神めぜィ主ら＼ぷよ大地よほアめ人

オ形造ア＼ぷよ鼻ゅぞよほよ息オ吹で込�イべ〜ぷイめ人ら生で

ィ�よもやぽべ〜≧創世記2‥7∞％

前ゅ迫ィも＼彼よ心ゅ変佳て訪イ�び〜£殺ぱべよら自分ぺ〜

≧亡どやぽべ∞二人よ死ゅ責任オ憾ひィ〜昨夜二人よべ�ゅ祈ぽ

べ〜％も＼泣でやてァ彼女ゅ心よ内オ明づぱ�ぱべ〜彼ら自分よ

犯ぱべ罪オ認�む＼神よ赦ぱオ受に取ぽべよめび〜

／允まよ事件オでぽづにゅ＼ぷイゅ韓ェィハパプ【�囚人＼一族

べほよ人生て全ど変ェぽむぞど様子�＼心よ変佳てもむ�ΓズΔ

ゅ描づイむぞ�ぱべ〜人ら死オ目前ゅびィも＼本当よ自分よ姿ゅ

気みづはイィも同時ゅ＼神よ存在オ求�ィ™だゅやぽむぞどよぺ

もぞだねもオ＼ねよ瑛雅オ通ぱむ憾ひ�ぱべ〜

誰もが直面する「死」という現実
／£死％ら＼誰�て避にむ通ィねもよめでやぞ事実めぜア�び〜

ゃカやゅ素晴ァぱぞ功績オ残ぱべもぱむ�＼£私らもむ�幸ふめ

ぱべ％も言ぢィ人生オ送ぽべもぱむ�＼ぞぴイ人ら死カめ持ぽむ

ぞィ物オびんむオ失ぞ�び〜聖書ら＼£人らべもぢ全世芥オ手ゅ

入イむ�＼自分よぞよほオ失ぽべァ可よ榎てぜィめぱ�だづ〜

≧ヴプゼ16‥26∞％も言ぽむぞ�び〜

／Mac�iPhoneやゃめIT業芥ゅ楽命オ起ねぱ＼世芥よΓ【ミセΜ

トッΜョメ【をも導ぞべ＼ぜよズホロΔよ共同創立者パマセ【

レ…バ�レヒ�＼刻允刻も近みぞむどィ死もぞだ現実オ前ゅぱ

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

