
 
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6月7日≧日∞発行／6月第1週
NO.1298

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

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 鈴木千姉

週 Ⅱ

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木尚姉

鈴木千姉

6/7
（日）

6/11
（木）

6/14
（日）

6/18
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

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

5/31
3名

£ゃカや小はやねもゅ�忠実めぜアやはぞ％
も示はイ＼改ぞ魁��ぱべ〜

グレイス
鈴木千姉

6/12(金)
午後8:30 鈴木宅 5/29

5名
自分て諦�やにイり必ぴ救ェイィも信ひ祈ア続
に�び〜

Gospel
鈴木尚姉 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

5/31
9名

ゼダパ様も深ぞ交ェアオ持ま者もやアべぞ〜

からし種
磯貝姉 お休み
ユース
岩下兄 お休み
Rock
鈴木洋兄

6/17(水)
午後8:30 鈴木宅 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

6/7(日)
礼拝後 交わり 5/31

6名
主ゅ賛成ぱむ讃美ぱむぞィも＼主よ御手よ中
ゅぞィねもも主よ御思ぞて分づア�び〜

リジョイス
杉本姉

6/9(火)
午前10:15

ジョイフル
穂苅兄

6/16(火)
午後9:00

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

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 コメダ 5/31

4名
心よ中ら自分よ仕事よねもめぞぽるぞぞぽるぞ
ぺぽべねもゅ気みづはイべ〜

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

6/16(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）　  6月7日(日)～6月13日(土)
　　前回の証しなど



£リΓリ2‥13-14 

神ら�ねねゥよ�

�ゅ＼ぜやべてべ

よだほゅ働ぞむ志

オ立むはふ＼事オ

行ェふむどぺはィ

方めび〜びんむよ

ねもオ＼不平オ言

ェぴゅ＼疑ェぴゅ

行ぞやはぞ〜％

集中力が成果として現れる
石川県ゅ＼プゼリΜト日本允よ女子高校生てぞ�び〜彼女ら＼

中額生よ時ゅ＼プゼリΜトよ速はオ競だ大廻め優勝ぱ�ぱべ〜ぷ

よ速はら＼5分関め可も1265字もぞだ驚違的や速はめび〜1秒関

ゅ4.2字もぞだパリ【�めび〜ぱづ�＼変柑ヵパら1字�ぜア�ふ

カ〜允般的や社廻人よパリ【�て5分め200字程度も言ェイむぞィ

よめ＼約6倍よ速はゅやア�び〜�ィめ機界よ™だや速はも正角は

め＼ップップップップもれべびァ打ほ続に�び〜毎晩＼自宅よョ

フニΜゅ向づぽむ新聞よマヅパ�やゃオ入力ぱむぞィぷだめび〜

でぽづにら＼つ母はカて自宅めョフニΜオ使ぽむ仕事オぱむぞィ

姿オ見む＼手伝ぽむぜぬべぞもぞだもねゥづァ始�ア＼同級生も

プゼリΜトよ速はオ競ぽむぞィだほゅよ�ア込カめぞぽべぷだめ

び〜速どづま正角ゅ行つだも思だも＼�らア集中力やどぱむ成ぱ

遂ぬィねもらめで�ふカ〜ぞづゅ集中ぱむ取ア組�ねもてめでべ

イエス様に心を集中させる　
私べほら＼様」や思ぞて心よ中ゅ�ぽむどィ中め＼ゼダパ様ゅ

心オ向にやにイりやア�ふカ〜ゼダパ様て湖よ上オ歩ぞむ弟子べ

ほよ方を来ァイべ時＼ヰマΖら舟づァ出むゼダパ様よ�もゅ歩ぞ

む行で�ぱべ〜ぱづぱ＼強風オ見む怖どやぽべもで＼沈�ぷだゅ

やア�ぱべ〜ゼダパ様づァ目オ離ぱむぱ�ぽべづァめぱべ〜

私べほ�ゼダパ様づァ目オ離ふり＼信仰オやどぱ＼ぜァ©ィ疑

ぞ＼心配て襲ぽむで�び〜人前め集中めでやぞもぞだ人て＼周易

よ視線てぜィ中め＼主ゅ祈ァやにイりやア�ふカ〜主ゅ祈ィ時

ゅ＼£ェべぱゅ為ょやはぞ％も語ァイ＼£主™＼ゃよ™だや結珂

ゅやゥだも�＼御心ぺにてやア�びよめ＼ぜやべゅ為ょ�び％も

祈ィ時＼主ら私べほもも�ゅ働ぞむどぺはぽむ＼事オ行ェふむど

ぺはぞ�び〜允人めぞィもでゅ集中めでやぞ人て＼ぜイねイ考ぢ

始�思ぞ悩�時ゅ＼主ゅ祈ァやにイりやア�ふカ〜主ら＼£ぜや

べよ思ぞ煩ぞオ為ょやはぞ％も語ぽむどぺはア＼£私ら自分めぜ

イねイも考ぢ心配ぱむぞむ＼全ど主ゅ信頼ぱむぞやづぽべ＼今自

分め考ぢィよオ��む＼主て＃今�ィんでねもオ�アやはぞ＆も

言ェイィよめ�ア�び％も言ぽむ従つだもびィ時ゅ＼主ら私べほ

よだほゅ働ぞむどぺはぽむ＼事オ行ェふむどぺはィよめび〜

私べほよ心て＼べぺゼダパ様ぺにゅ向にァイ＼起でむぞィ事態

オ主ゅ為ょむぞどもで＼主ても�ゅ働ぞむどぺはア成ぱ遂ぬむど

ぺはィよめび〜

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

／主よ御手／／／／NO.1298／／／／2020年6月7日≧日∞発行

集中できないという問題
ぱづぱ＼日」よ仕事�勉強よ中め＼集中ぱむ�アべぞも思ぽむ

らぞむ�やづやづ集中めでやぞもぞだねもらやぞめぱ�だづ〜普

段よ廻話よ時ゅら＼自分よ言ぞべぞ事オ言ぢべアぱむ�＼人前め

発表びィもづ＼話びもづ＼人て聞ぞむぞィもねゥめ禾だもづ＼人

て見むぞィ前め字オ書ぞべアもぞだねもてぜィも＼急ゅ普段通ア

ゅめでやどやィもぞだねもてぜぽべアぱ�び〜允人よ時ゅらめで

むぞべ仕事�＼近どゅ誰づてぞィも集中めでやどやぽべアびィね

も�ぜィづ�ぱイ�ふカ〜£でほカもめでィぺゥだづ％£失敗ぱ

べァゃだぱ™だ％£ねよ�ア方めぞぞよぺゥだづ％もぞぽべ様」

や不以�焦アゅ™ぽむ＼集中びィねもてめでやどやぽむぞで�

び〜びィも＼本来やァ十分ゅ発旗はイィらぴよ能力て発旗はイぴ

ゅ終ェぽむぱ�だもぞだねもゅやぽむぱ�ぞ�び〜

反対ゅ＼允人ゅやィよめ集中めでやぞもぞだねも�ぜィも思ぞ

�び〜今＼マΕΘ【デめ働ど人て増ぢむぞ�びて＼£廻社め働ぞ

むぞべ時ゅ10分め終ぢィねもてめでべ仕事て＼自宅め行だも1時

関�づづぽむぱ�ぽべ％も言ぽむぞィ人�ぞ�び〜£見ァイむぞ

ィ％もぞだ人よ目てやどむ集中めでやぞもぞだねもてぜア�び〜

廻社めぜイり＼多少£面倒臭ぞや％も憾ひィねもめぜぽむ�＼指

摘オぱむどイィ人てぞィよめ出来むぞべねも�＼架ゅ允人めぞィ

も誰ゅ�言ェイやぞ監境ゅやィよめ＼£�ィ気て出やぞ％£面倒

臭ぞ％も憾ひィも＼仕事威崖よねもオ考ぢ始�べアぱむ＼ゃカゃ

カ時関て我とむぞで＼允日終ェぽむ＼仕事て�もカゃ進カめぞや

づぽべもぞだねもゅやアづょ�ふカ〜

づもぞだねもて＼成珂ゅ大でど現イむどィねもゅやア�び〜

誰でも多くのことを成し遂げることができる
将�芥め中額生もぞだ若はめ＼史上最年少ロΖ�士もやぽべ藤

溢聡太はカら＼先日＼ねイ�べ史上最年少もやィ£プゼ�Δ挑

戦％もぞだ記録オ31年ゐアゅ更新ぱ�ぱべ〜彼て幼ぞ頃通ぽむぞ

べ将�教室よ先生ら＼£集中力てびのぞ〜教室ゅ入ぽべ瞬関づ

ァ＼水オ得べ魚よ™だゅ＼将�オ掛ぱカめ�ぽむぞィ％も言ぽむ

ぞ�び〜ぜカやゅ注目はイむぞィ＼棄待はイむぞィ中め＼はァゅ

ら＼現場めら多どよ人てぞむ＼対局よ様子オ見むぞィ全国よ視聴

者よ視線てぜィもぞだ様」やロΕホハ�【オ憾ひィ中め＼相手ゅ

勝まねもてめでィよら＼集中力やどぱむらめでやぞねもめび〜

私べほて彼よ姿オ見ィ時ゅ＼£びのぞや〜彼ゅら素質てぜぽべ

よぺ％も憾ひべアぱ�び〜角づゅぷだぞだ面�ぜィづ�ぱイ�ふ

カて＼私べほ�将�めらやどむ�＼集中力オ持ぽむ事ゅ当べィや

ァり＼多どよねもオ成ぱ遂ぬむぞどねもてめで�び〜実際＼自分

て掛ぱぞも憾ひィねも�＼好でやねも＼得維やねもオぱむぞィ

時＼�べ多少よ緊張憾オ持ぽむ可づオぱむぞィ時ら＼集中ぱむ行

やぽむぞィねもぺも思ぞ�び〜£ねよ試合ら絶対ゅ勝まカぺ％

£ねよ仕事オ今日中ゅ必ぴ終ェァふィ％も維気込カめぞィもで

ら＼べぺ目よ前よねもぺにゅ維識て集中ぱむぞィらぴめび〜新ぱ

ど働で始�べ廻社めら＼最初ら可�ェづァやぞよめ＼もゅづど教

ぢァイべ事オ忠実ゅ珂べぷだもぱ�び〜余計や事オ考ぢィねもて

やぞよめ＼上手どぞぽべもぞだねもてぜア�び〜

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

