
 
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

                             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

5/8(金)
午後8:30

メールで  
分かち合い

4/24
4名

架族�教廻周アよ人よべ�ゅ祈ぽむぞ�び〜
人よべ�ゅ積極的ゅ祈アべぞも思ぞ�ぱべ〜

Gospel
鈴木尚姉

5/17(日)
礼拝後 交わり 4/25

3名
兄弟姉妹も離イむぞィにイゃ�＼つ互ぞゅ�ね
もりめ心て燃�はイィ事オ較ぢ岐ぱづぽべ〜

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

メールで  
分かち合い

4/14
3名

�【パ�Γ【�めよ礼拝もぞだねもめ＼母オ誘
ぽべもねゥ参家ぱ＼允緒ゅ礼拝めで�ぱべ〜

シャローム
平岩姉

5/9(土) メールで  
分かち合い

4/11
4名

離イむぞむ�廻ぢやどむ�同ひ主オ見上ぬむ祈
アぜだねもてめでィねもら＼本当ゅ主よ祝福〜

なつめやし
髙橋智姉

5/3(日)
礼拝後 各自の家 4/26

6名
別」よ場所め�心允まゅぱむ祈ィねもてめでィ
ねも＼主て聞ぞむどぺはィねもオ憾謝ぱ�び〜

リジョイス
杉本姉 お休み
ジョイフル
穂苅兄 未定 ZOOMで　

分かち合い
4/21
5名

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

ライン　
電話

4/26
4名

架族よべ�ゅもアやぱむ祈ィ思ぞて与ぢァイ＼
実際ゅ祈ィねもて出来む憾謝ぺぽべ〜

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

5/10(日)
午後7:30

ライン　
電話

4/26
3名

相手よ気持ほオ考ぢやてァ仕事オびィねもめ＼
自分よ心て守ァイむぞィねもゅ気みづはイべ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  5月3日(日)～5月9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

※ 5/5(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 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

鈴木尚姉

鈴木千姉

5/3
（日）

5/7
（木）

5/10
（日）
母の日

5/14
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　



£�ニΓΜ�2‥4   

私ら大でや苦ぱ�

も心よ嘆でづァ＼

涙やてァゅぜやべ

てべゅ手紙オ書で

�ぱべ〜ぷイら＼

ぜやべてべオ悲ぱ

�ふィべ�めらや

ど＼私てぜやべて

べゅ対ぱむ抱ぞむ

ぞィ＼ぜわイィり

づアよ握オ＼ぜや

べてべゅ知ぽむ�ァだべ�めぱべ〜％

手紙のぬくもり
ねよ4月づァ始�ぽべ朝よ連続マΕラ小説£ダ【Δ％〜昭和よ

大作曲架めぜィ古韓裕而も＼ぷよ妻め禾手よ金子オ�ミΔゅぱべ

�Βヴめび〜気ゅやィよら二人よ出廻ぞて文通め始�ぽむぞィね

もめび〜作曲架オ目指び裕允≧古韓∞て国際作曲ニΜデ【Δめ入

賞ぱべもぞだ新聞記事オ見べ伽≧金子∞ら＼憾激ぱむ裕允ゅルス

ΜΕプ【オ書で�び〜ぷねづァ二人よ文通て始�ア�び〜ぷぱ

む＼可度�文通オ重ょむぞィだほゅ＼廻ぽべねも�やぞよゅつ互

ぞて大切や存在ゅやぽむ行で………まぞゅ結婚を＼もパ�【Γ【

ら展凱ぱむ行で�び〜文通め恋て生�イ＼茨�イィもねゥてやカ

も�ΖヴΜベホデめ＼昭和よ時代オ憾ひ�び〜

ぽべ手紙よ™だや�よづ�ぱイ�ふカ〜神様ら全知全能めぜァイ

ィつ方めび〜ねよ地上ゅら＼つろべぺぱぞ数よ人てぷイへイよ国

め＼ぷイへイよ監境め暮ァぱむぞ�びて＼神様らぷよ允人れもア

よ悩�＼苦ぱ�＼思ぞよびんむオ知ぽむつァイ�び〜ぷぱむ＼允

人れもアゅ別」ゅ＼特別ゅ働ぞむどぺはィねもてつめでゅやィつ

方めび〜£ぜやべら 私よ座ィよ�立まよ�知ぽむつァイ 汚どづ

ァ私よ思ぞオ読�取ァイ�び〜≧詩篇139‥2∞％

ぱづぱ＼人ら生�イやてァゅ罪人めぜア＼滅カめ行ど存在め

び〜罪©ぢゅ神様も交ェィねもてめで�ふカ〜ぷねめ神様ら人オ

罪づァ救だ方法オ考ぢむどぺはぞ�ぱべ〜ぷよ方法ら＼ゼダパ…

ヅΓパ�オ私べほよ罪よ身代ェアもぱむどぺはィねもめぱべ〜ゼ

ダパ…ヅΓパ�ら神て人もやぽむどぺはぽべ方めび〜罪よやぞ方

て私べほよ身代ェアもぱむ十字禍め死カめどぺはア＼ぷぱむ復滑

ぱむどぺはぞ�ぱべ〜ゼダパ…ヅΓパ�オ信ひィ人」ら罪赦は

イ＼頴汚よぞよほて与ぢァイィよめび〜ねよ良で知ァふ≧福伽∞

オ＼神様ら思ぞオね�む私べほ允人れもアゅ届にィべ�ゅ＼預言

者オ通ぱむ聖書ゅ記ぱむどぺはぽべよめび〜人ら�や神様づァよ

手紙めぜィ聖書よ�ねもりオ＼受に取ァやにイりやア�ふカ〜

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

／主よ御手／／／／NO.1293／／／／2020年5月3日≧日∞発行

利めび〜ぱづぱねもりて少やぞねも�ぜア＼だ�ど伝ェァやぞね

も�ぜア�び〜手紙ら相手よねもオ思ぞやてァ©ぽどア書で�

び〜返事て来ィ�めゅ可日�づづア�びて＼考ぢむ見ィもぷよ関

��べ＼ぷよ人よねもオ思ぞ続にィ時関めび〜ぷイへイゅ良ぞも

ねゥてぜア�びづァ＼手紙�廃イやぞめ�ぱぞやも伎ぞ�び〜

パウロの手紙
ョゾΖら自分て伝道ぱべ違邦人よ教廻ゅ＼™ど手紙オ書で�ぱ

べ〜彼て次よ場所オ訪イィべ�ぷねオ離イィも＼信徒べほらべほ

�ほ＼偽教師よ教ぢゅ惑ェはイべア＼再ろ罪よ生滑ゅ戻ぽむぱ�

ぽべアぱべづァめび〜ぷイオ伝ぢ聞ぞべョゾΖら＼落胆ぱやてァ

�ぷカや彼ァゅ手紙オ書ぞむ＼立ほ返ァふ™だもぱべよめぱべ〜

冒頭よ�ねもりら＼ョゾΖてらひ�ゅニΓΜ�よ教廻ゅ送ぽべ叱

責よ手紙オ読カめ＼悲ぱ�ゅ打ほれぱてイむぞィ信徒べほゅ対ぱ

む＼再ろ手紙め＼彼よ真よ思ぞオ切」も訴ぢむぞ�び〜自分てゃ

カやゅ彼ァよねもオ握ぱ＼彼ァて改ぞ魁�ィねもオ望カめぞィづ

もぞだねもオ涙やてァゅ書ぞむぞィよめび〜ねよョゾΖよ思ぞ

ら＼神様て私べほ人関ゅ望カめつァイィ思ぞも同ひめび〜

神様からの手紙
聖書ら＼神様ての自身よ思ぞオ人ゅ伝ぢィべ�ゅ書ぞむどぺは

ねよ�Βヴよ™だゅ允昔前ゅら＼手紙て主や通信手段めぱべ〜

年会状�暑中見舞ぞオらひ�＼親戚�友ぺほゅら™ど手紙オ書ぞ

べ�よめび〜大額て暇休�よ関＼同ひ県内よ離イべもねゥゅ住�

友人も可怪�手紙よ�ア取アオぱ�ぱべ〜£つ元気めびづ’私ら

元気めび〜％めらひ�ア＼近況オ伝ぢ合だよめび〜�べ中額生よ

頃ら＼部滑よ友ぺほ�好でや子も�ア取アオびィ交柑日記�流行

ぽむぞ�ぱべ〜ねイ�内容ら手紙よ™だや�よめぱべて＼大事や

人ゅ思ぞオ伝ぢィべ�よ大切や手段め�ぜア�ぱべ〜

SNSの時代
SNSて通信よ主流めぜィ現代めら＼£文通％もぞだねもりら死

語ゅやぽむぞィよづ�ぱイ�ふカ〜年会状やゃ手紙オ出び人�

年」減ぽむぞィぷだめび〜昨年＼全国額力マパ�よ中額校よ国語

よ問題め＼手紙よ書で方て出題はイ�ぱべて＼正答率ら57.4�ぺ

ぽべぷだめび〜住所も粟名よ惟置て逆ぺぽべア＼住所よ最後ゅ�

【Δズ�Εパて書づイべアぱむぞべもぞだねもめび〜 

ΒゼΜ��【Δら＼��ΓズΔプゼ�よ�ア取アめびづァ＼前

置でらやど＼大抵らぞでやア用件め始�ア�び〜文章めらやど廻

話よねもりぷよ��め＼気持ほオ表びよゅ開文字�パプΜロオ使

ぞ�び〜ぺづァパリ【�憾てぜア�び〜早ど伝ェィよめもむ�便

神様からの手紙神様からの手紙
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