
 
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5月10日≧日∞発行／5月第2週
NO.1294

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

母の日

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

5/15(金)
午後8:30

メールで
分かち合い

5/1
5名

私ゅらゼダパ様ぱづぞやぞよめ＼ぱて�まぞむ
ぞで�び〜

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

5/23(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

5/10(日)
礼拝後 各自の家 5/3

6名
滑動て自粛はイィ時�＼私べほら主づァよ忌望
オ持ぽむ生でァイィねも＼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 4/21

5名
アガペ
長塚姉

LINEで
分かち合い

5/3
5名

同ひ主オ礼拝めでィ事オ蟹憾謝ぱむぞ�び〜

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

LINE
電話

5/3
4名

自分よ力めらゃだゅ�やァやぞ〜神様ゅ助にオ
求�ィぱづやぞも思ぞ＼就滑よべ�ゅ祈ぽべ〜

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

5/10(日)
午後7:30

LINE
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10日(日)～5月16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

司　会 奏　楽 奏 楽

今 Ⅰ 鈴木尚姉

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

鈴木尚姉

5/10
（日）
母の日

5/14
（木）

5/17
（日）

5/21
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※ 5/19(火)のバイブルスタディは、Ustream配信で行います。午後1時、午後7時。



£ ヴ Δ ニ 5 : 3 0 - 3 2 ／／／

ゼダパ�＼自分よだ

ほづァ力て出む行ぽ

べねもゅびな気てま

で＼群衆よ中め振ア

向ぞむ言ェイべ〜

＃ぺイてェべぱよ育

ゅはェぽべよめび

づ〜＆びィも弟子べ

ほらゼダパゅ言ぽ

べ〜＃の覧よもつ

ア＼群衆てぜやべゅ王ぱ迫ぽむぞ�び〜ぷイめ�£ぺイてェべぱゅはェ

ぽべよづ％もつぽぱ�ィよめびづ〜＆ぱづぱ＼ゼダパら周易オ見怪ぱ

む＼ぺイてはェぽべよづオ知ゥだもはイべ〜％

関心のあるものが見える
聖書よ解禾ゅねカやルΕ【ヒてぜア�び〜£ェて握びィ者て娘

べほよ関ゅぞィよら＼姻よ中よ©アよ菓よ™だぺ〜私よ握びィ方

て若者べほよ関ゅつァイィよら＼林よ木」よ中よアカのよ木よ™

だめび〜≧解禾Ｍ‥Ｍ-Ｎ∞％〜大勢よ娘べほ�若者べほてぞィ中

め�＼自分よ握びィ人ら＼�ィめぷねゅパンホ�Βゼ�て当べぽ

むぞィづよ™だゅ＼れもでェ輝ぞむ見ぢィもぞだねもめび〜多ど

よ人て体験ぱべねもめらやぞめぱ�だづ〜

�べ＼人ら自分て夢中ゅやぽむぞィ�よ＼韓心よぜィ�よぺに

ぱづ見ぢやぞねも�ぜア�び〜例ぢり＼誰づも夢中ゅやぽむつぱ

熱心に主を捜す
私べほてゼダパ…ヅΓパ�オ信ひィねもてめでべよ�＼主て私

べほオ捜ぱ出ぱむどぺはぽべづァめび〜£ェべぱら失ェイべ�よ

オ捜ぱ＼追ぞ�ァイべ�よオ連イ戻ぱ＼傷まぞべ�よオ壊抱ぱ＼

病気よ�よオ力みにィ〜≧ダピヅダΔ34‥16∞％〜自己中心よ罪

©ぢゅ行で詰�ア＼苦ぱカめぞべ私べほオ＼主ら十字禍ゅ™ぽむ

滅ろづァ救ぞ出ぱ＼頴汚よぞよほオ与ぢむどぺはぞ�ぱべ〜私べ

ほら自分勝手ゅ生でィよめらやど＼主ゅ従ぽむ生でィねもてめで

ィ™だゅ変ぢァイべよめび〜

めびづァ＼毎日よ生滑よ中め＼私べほよ允番よ韓心事らゼダパ

様めやにイりやア�ふカ〜私べほよ目ゅら＼ゼダパ様て＼世ゅぜ

ィゃカや�よ™ア�輝ぞむ見ぢむぞィめぱ�だづ〜�ねもりて＼

世ゅぜィゃカや緯�よねもり™ア�＼輝ぞむ見ぢむぞィめぱ�だ

づ〜私べほゅもぽむ允番重要や�よらゼダパ…ヅΓパ�めび〜他

よ�よら見ぢやどむ™ぞよめび〜私べほら主よ�ねもりぺにオ＼

熱心ゅ求�む参ア�ぱ�だ〜

£ェべぱオ握びィ者オ＼ェべぱら握びィ〜ェべぱオ熱心ゅ捜び

者ら＼ェべぱオ見出び〜≧箴言8‥17∞％

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

／主よ御手／／／／NO.1294／／／／2020年5月10日≧日∞発行

�見やぞもぞだねもオ＼無維識ゅぱむぞィよめび〜

捜してくださる主
ゼダパ様て湖よ�もアゅつァイべもで＼大勢よ群衆て��もゅ

集�ぽむ来�ぱべ〜ぷよ中ゅ＼12年よ関長血オェぴァぽむぞィ女

性てぞ�ぱべ〜彼女ら群衆よ中め＼ゼダパ様よ育ゅ触イ�ぱべ〜

£ぜよ方よ育ゅめ�触イイり＼私ら救ェイィ≧ヴΔニ5‥28∞％

も思ぽむぞべづァめび〜びィもびなゅ癒�はイべねもオ憾ひ�ぱ

べ〜大勢よ人てぞ�ぱべづァ＼彼女らゼダパ様て自分ゅ気みども

ら思ぽむぞ�ふカめぱべ〜羽イむぷぽも触イべよめび〜ぱづぱゼ

ダパ様ら＼£ぺイてェべぱよ育ゅはェぽべよめびづ〜％も言ェイ

�ぱべ〜弟子べほら＼ねカやゅ大勢よ中づァ捜ぱ出びよら無理ぺ

も思ぞ�ぱべ〜ぱづぱ主ら＼彼女オ捜ぱむどぺはぞ�ぱべ〜ぷぱ

む彼女て申ぱ出ィも声オづにむどぺはぽべよめび〜£以心ぱむ行

でやはぞ〜苦ぱ�ねもやど＼健�づめぞやはぞ〜≧ヴΔニ5‥

34∞％も〜女性らゃカやゅ緯�ァイべねもめぱ�だ〜

ゼダパ様よ韓心事らぞま�弱ぞ人」＼病ゅ苦ぱカめぞィ人」め

ぱべ〜大勢よ群衆オの覧ゅやィもで＼ゼダパ様よ目ゅら＼�ィめ

癒�ぱオ求�ィ人」よ允人れもアゅパンホ�Βゼ�て当べぽむぞ

ィづ™だゅ＼見ぢむぞべよづ�ぱイ�ふカ〜ぷぱむ＼ゼダパ様ら

��もゅ来べびんむよ人」オ癒�ぱむどぺはぞ�ぱべ〜

�んアオぱむぞィもで＼ぷねゅ別よ親ぱぞ人て通アづづぽむ�＼

目ゅら入ぽむぞィらぴやよゅ＼見ぢむぞやぞねもてぜア�び〜後

めぷよ人づァ＼£気みぞむどイやづぽべ％も言ェイむ＼記俺オべ

ゃぽむ�ィも＼£ぷだぞぢり見べ™だや……％も思ぞ出ぱべアび

ィよめび〜�べ車オ嬰転ぱむぞィもで＼建物やゃ可づオ探ぱやて

ァ走行ぱむぞィも＼びな前よ襖断歩道オ人て渡ぽむぞィよゅ気み

づぴ＼直前ゅ急レΕ【ヅオ踏�＼もぞだ経験オぱべねもらやぞめ

ぱ�だづ〜人て風景よ™だゅ目ゅ入ぽむぞむ�＼実際ら見ぢむぞ

やぞよめび〜

RASの機能
人関よ脳ゅら＼RAS≧網様体賦滑系∞≧�だ™だべぞわづまに

ぞ∞もぞだ部分てぜィぷだめび〜ねよRASゅ＼自分ゅもぽむ重要

や�よてビホ�はイィも＼ぷイりづアて目ゅ入ぽむ来ィ™だゅや

ア�び〜べもぢりぜィ車ゅ興味オ持まも＼ぷよ車種りづアて目ゅ

入ぽむ来ィもづ＼健康ゅ興味てぜィも＼健康ゅ韓びィ情報りづア

て目ゅ入ぽむ来ィもづぞだねもめび〜言ぞ柑ぢむ�イり＼ぷイら

見むぞむ�必要や情報威崖ら記俺ゅ残はやぞ機能め�ぜア�び〜

人ら＼�ィめルセΔプ【め漉び≧ねび∞™だゅ＼自分ゅもぽむ

重要や�よオ取ア入イ＼ぷだめやぞ�よらべもぢ目ゅ入ぽむぞむ

捜してくださる主捜してくださる主

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

