
 
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

毎日曜日
礼拝後

LINE
電話

5/24
2名

£自分よ心よ中ゅ天よ御国よ法則めぜィ＼核
大…成長よ思ぞてぜィづ’％も問だ允週関〜

グレイス
鈴木千姉

6/5(金)
午後8:30 未定 5/22

5名
心配りづアぱむぞィ事ゅ気付ぞべ〜成長核大て
自分よ生で方ゅやィ™だゅ＼主ゅ心オ向にィ〜

Gospel
鈴木尚姉

6/6(土)
午後3:00 鈴木尚宅 5/17

3名
自分オ捨むむ＼手オ上ぬ£良どやアべぞめび
【“％も子供よ™だゅびなゅ殴答ぱべぞ“

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

5/23
9名

自分よ現状め良ぱ＼ぱ�だてやぞもぱむぞィ思
ぞてぜア＼成長核大よ妨ぬゅやぽむぞィ〜

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

5/19
3名

£改ぱぞぱ＼悲ぱぞぱ＼ゃだぱ™だ�やぞめび
にイゃ＼憐イカめどぺはぞ〜％も祈ィ〜

シャローム
平岩姉

6/13(土)
午前10:00 平岩宅 5/23

4名
離イむぞ�びて＼主ゅ向づぽむ祈アぜだねも
てめで＼恵�イ�ぱべ〜

なつめやし
髙橋智姉

5/31(日)
礼拝後 各自の家 5/24

6名
賛美よ力オ読カめ＼祈ア方て変ぢァイ�ぱべ〜
ゃカやねも�＼主てはイむぞィねもぺも憾謝〜

リジョイス
杉本姉

6/9(火)
午前10:15 未定

ジョイフル
穂苅兄

6/4(木)
祈祷会後

Zoomで
分かち合い

5/19
6名

成長核大よ中ゅ生づはイむぞィ〜本当ゅ大丈
夫やカぺも受に取ぽべ〜笑企ゅやイィ〜

アガペ
長塚姉

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 コメダ 5/24

4名
思ぞて変ぢァイ＼今日ら廻堂礼拝ゅ参家ぱべ〜
ねよ™だや思ぞら神様て与ぢむどぺはィ思ぞ〜

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

6/2(火)
午前9:00 交わり

神の家族
伊岐見真姉

6/14(日)
午後7:30

LINE
電話

5/24
3名

ぜカやゅ怒アて満ほむぞむ＼苦ぱづぽべよゅ＼
今ら平以め＼心よ中ゅ基ろて広てぽむぞ�び〜

　今週のセルグループ（赤字）　  5月31日(日)～6月6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

大髙愛姉

鈴木尚姉

5/31
（日）

6/4
（木）

6/7
（日）

6/11
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※ 6/2(火)のバイブルスタディは休講になります。　　　　



£詩篇56‥13 �ね

もゅ ぜやべら救ぞ

出ぱむどぺはぞ�

ぱべ〜 私よぞよほ

オ死づァ〜 私よ足

オま�ぴでづァ〜

私て ぞよほよ光よ

だほゅ 神よ御前ゅ

歩�べ�ゅ〜％

光の方へ向くポトス
架よ玄韓ゅ＼ン�パよ鉢植ぢてぜア�び〜10年威上前ゅぞべぺ

ぞべ�よめびて＼今め�元気ゅ茨ほ＼青」もぱべ葉てゃカゃカ増

ぢむ行で�び〜伸ろべ茎オ切ぽむ水ゅ入イむつども根て張ア＼�

べぷイオ別よ鉢を植ぢむも掛ぱカめぞ�び〜玄韓ら北向でめび

て＼西側ゅェアも大でぞ窓てぜぽむぷねづァ光て入ア�び〜めび

づァ＼玄韓よン�パよ葉よ面ら允斉ゅ窓よ方ゅ向ぞむぞ�び〜ぷ

よ様子ら�ィめ＼教室め允斉ゅ先生よつ話オ聞ぞむぞィ小額生よ

™だめ＼づェぞァぱど�ぜア�び〜ぜ�アゅ西側ゅ片希ィよめ＼

鉢オ180度�ェぱむ＼葉オなィぽもねほァ側ゅ向ど™だゅぱむ

�＼毎日少ぱぴま�もゅ戻ぽむ行で＼数日経まも�べ元よ™だ

ゅ＼葉ら允斉ゅ窓よ方オ向ぞむぞィよめび〜ぞまよ関ゅ“もぞだ

世芥づァ＼光よ中を™で上ぬァイべよめぱべ〜

光の中を歩む
主ら光めぜァイ�び〜ゼダパ様ら＼£ェべぱら光もぱむ世ゅ来

�ぱべ〜ェべぱオ信ひィ者て＼ぺイ�囲よ中ゅもゃ�ィねもよや

ぞ™だゅびィべ�めび〜≧Αュャ12‥46∞％も言ェイ�ぱべ〜 主

ら光もぱむ＼信ひィ私べほよ中ゅ住�べ�ゅ来むどぺはぞ�ぱ

べ〜私べほら罪©ぢゅ依囲よ中オ歩カめぞべ者めぱべて＼ヅΓパ

�オ信ひむ罪赦はイ＼頴汚よぞよほて与ぢァイ＼光よ中オ歩�者

ゅ変ぢァイ�ぱべ〜ねイて良ぞメ�【パ＼福伽めび〜誰め�ねよ

良ぞメ�【パゅ耳オ傾にやにイりやア�ふカ〜

私べほら日常生滑オ歩�中め多どよ問題オづづぢむ＼時ゅ困ア

珂むむぱ�だ者めび〜ぱづぱ＼主らねイオ快決ぱむどぺはィ方め

び〜£神て私べほよ味方めぜィやァ＼ぺイて私べほゅ敵対めでィ

めぱ�だ〜≧Ζ【ヴ8‥31∞％〜私べほよびんでねもら＼ゃカや

悩�苦ぱ�よ中め�＼も�ゅぞむどぺはィ主オ仰と見む＼祈ア求

�続にィねもぺにめび〜光よ方を力強ど葉オ向にィ植物よ™だ

ゅ＼ぞま�ヅΓパ�ゅ心オ向にむ＼ヅΓパ�よ光よ中オ歩カめ参

ア�ぱ�だ〜

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

／主よ御手／／／／NO.1297／／／／2020年5月31日≧日∞発行

ぷだ聞ども＼私べほよ日常生滑�＼ぷよ通アめらやぞづも思ェ

はイ�び〜私べほ�＼目よ前ゅ次」も起ねィ問題ゅ捕ェイむ＼ね

イオ快決ぱむどぺはィ方てつァイィ＼もぞだねもゅ目オ向にィね

もオ忘イむぞィねもらやぞめぱ�だづ〜

キリストの方へ行く
Δッゅ™ィ福伽書ゅ出むどィノズッゼら取税人めぱべ〜取税人

らゼパΒダΔよ社廻めら＼罪人もはイむぞ�ぱべ〜取税人ら敵国

Ζ【ヴを納�ィ税金オ取ア立むィよて仕事めぱべづァ＼人」づァ

嫌ェイむぞ�ぱべ〜つ金持ほめぱべて孤独ぺぽべよめび〜ぷよノ

ズッゼて＼ゼダパ様て彼よ住�骸を来ァイィも聞ぞむ＼出づにむ

行で�ぱべ〜人」づァ羽イィ™だゅぱむ依囲め生でむぞべ彼て＼

主もぞだ光よ方向を向づぽむ行ぽべよめび〜ゼダパ様ら＼ぞほひ

ど桑よ上ゅぞべノズッゼゅ£ノズッゼ＼急ぞめ降アむ来やはぞ〜

ェべぱら今日＼ぜやべよ架ゅ泊�ィねもゅぱむぞィづァ〜≧Δッ

19‥5∞％も声オづにむどぺはぞ�ぱべ〜食事よ席めノズッゼ

ら＼£主™＼の覧どぺはぞ〜私ら財産よ半分オ貧ぱぞ人べほゅ施

ぱ�び〜ぺイづづァ脅ぱ取ぽべ物てぜイり＼四倍ゅぱむ返ぱ�

び〜≧Δッ19‥8∞％もゼダパ様ゅ言ぞ�ぱべ〜彼らゼダパ様も

出廻ぽむ怪心ぱべよめび〜ゼダパ様ら＼£今日＼救ぞてねよ架ゅ

来�ぱべ〜≧Δッ19‥9∞％も言ェイ�ぱべ〜ノズッゼら依囲よ

憾ひめび〜貪欲ゅ光オ求�む＼なぞなぞも向で直ぽむ行ど様子

ら＼力強ど＼健気め�ぜア毎日眺�ィよて掛ぱ�めび〜

良いニュースを聞く
1年�ゃ前づァ£ルスデ�ルΔャパ％もぞだ本て話題ゅやぽむ

ぞィぷだめび〜は�ば�や分野めよ世芥よ現状オ＼�もカゃよ人

て＼ミ【プ�河額ゅ™ァぴ思ぞ込�め認識ぱむぞィもぞだ話め

び〜世芥情勢オデゼヒ形式め尋ょィも＼ぞェ©ィ有識者も呼りイ

ィ人�ゃ正快率て低ぞぷだめび〜べもぢり＼£世芥よ人口よ可ョ

【ビΜ�て低所得国ゅ住カめぞィ’％も尋ょィも多どよ人て三択

め允番大でぞ数字オ選ろ�び〜ぱづぱ答ぢら£Ｔ�％め非常ゅ少

やぞよめび〜ねよ20年関め低所得者ら半分ゅ減ぽむぞィもぞだ事

実オ＼多どよ人ら知ァやぞよめび〜ぷよ原©よ允まら＼報道て偏

ぽむぞィづァぺもぞだねもめび〜飛行機て墜落ぱべもぞだよらメ

�【パゅやア�びて＼無事目的地ゅ到着ぱ�ぱべ＼もぞだよらメ

�【パゅらやア�ふカ〜今＼ニΖム苛よ報道ゅ�ぷカや面てぜィ

よづ�ぱイ�ふカ〜私べほらぷカや報道オ毎日聞ぞむぞィだほ

ゅ＼世芥らぺカぺカ圧どやぽむ行ども思ぞ込カめぱ�だよめび〜

問題ゅ注目びィねも�大切めびて＼良ぞメ�【パゅ�注目ぱやに

イり＼�よのもよ正ぱぞ判断てめでやどやィもぞだ警告めび〜

光に向かう光に向かう

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

