
 
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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NO.1302

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

大髙愛姉

鈴木尚姉

7/5
（日）

7/9
（木）

7/12
（日）

7/16
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※ 7/7(火)のバイブルスタディは休講になります。　　　

※ 杉本久子姉妹が召天されました。残されたご家族の平安のためにお祈り下さい。　　　

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

6/28
3名

自分よ常識て主よ働でよ妨ぬもやぽむぞィ〜

グレイス
鈴木千姉

7/10(金)
午後8:30 鈴木宅 6/26

4名
人よ話オ聞ぞむぜぬやはぞ＼も言ェイむぞィも
思だ〜特ゅ架族よ話オ聞ぞむぜぬべぞ〜

Gospel
鈴木尚姉

7/11(土)
午後1:00 鈴木尚宅 6/28

3名
生滑よ中よ自分よ常識™＼ぜぽほを行に“も捨
むィ〜

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

6/28
9名

見返アオ求�むぱ�だ自分オ捨む与ぢィ者を変
ぢァイ生でべぞも思ェはイ�ぱべ〜

からし種
磯貝姉

LINEで
分かち合い

6/28
3名

見返アオ求�むぞィ〜笑企＼話オ聞ど＼希ア添
だ〜祈アて必要も語ァイ�ぱべ〜

ユース
岩下兄

7/17(金)
午後7:00

LINE
電話

Rock
鈴木洋兄 鈴木宅 6/17

3名
£私ら＼主ゅ握はイむぞィ〜％ぷよねもて本当
ゅ™ど分づア＼憾謝も基ろめ胸允杯ゅやぽべ〜

シャローム
平岩姉

7/11(土)
午前10:00 平岩宅 6/27

3名
基カめ仕事オびィねも＼飽どねもやど握オ示び
ねも〜

なつめやし
髙橋智姉

7/5(日)
礼拝後 髙橋宅 6/21

5名
高夏め尊ぞら＼めでィめでやぞよ嬉準めらや
ぞ〜世よ嬉準め測ぽむぞべ〜

リジョイス
杉本姉

7/7(火)
午前10:15 穂苅紀宅 6/25

2名
自分よ都合ゅ™ァぴ＼主てふ™も言ェイべァ＼
時関オ捧ぬむ基カめ仕ぢむぞでべぞ〜

ジョイフル
穂苅兄

7/16(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

6/16
5名

ゆづゅ包�イべで�だアよ™だゅ味て変ェィ™
だゅ＼通読も祈アよ時関オ角実ゅもィ™だゅ〜

アガペ
長塚姉

7/12(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

6/28
4名

サクセス
鈴木勝兄

7/12(日)
礼拝後

デラドーラ
名駅

6/28
8名

時関よ無駄ぺづァ話オぱべどやぞも£見返アオ
求�むぞべ％ねもゅ気付づはイべ〜

リーダーズ
セル

7/8(水)
午後7:00

Zoomで
分かち合い

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 6/28

5名
つ互ぞよべ�ゅつ祈アびィ時関オ持ほ�ぱ
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

7/11(土)
午後6:30 エステル

ギデオン
芳井兄 お休み

カルバリ
野田兄

7/7(火)
午前11:30 交わり 6/16

6名
遅刻オ��べぞも思だ自分も�べ遅刻オぱむぱ
�だ自分〜主ゅびてアべぞ思ぞゅ〜

神の家族
伊岐見真姉

7/12(日)
午後7:30

LINE
電話

6/28
2名

誰め�受に入イべぞ＼笑企め迎ぢべぞも思ぞ�
ぱべ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  7月5日(日)～7月11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。



£ヴΔニ13‥31 

天地ら消ぢ去ア

�び〜ぱづぱ＼

ェべぱよねもり

ら決ぱむ消ぢ去

ィねもてぜア�

ふカ〜％

長い歴史に幕
先日＼NTTよュΖ【ヰ【バて＼2021年10月威降ゅ発行はイィ

最終版オ�ぽむ終了びィもぞだ発表てぜア�ぱべ〜130年よ長ぞ

歴史ゅ幕オ閉ひィねももやア�ぱべ〜個人宅よ電話番号て掲載は

イむぞィ電話帳めびて＼昔らゃよ架庭め�電話機よぷりゅ必ぴ置

ぞむぜぽべよめらやぞづも思ぞ�び〜私よ架ゅ�＼昔らュΖ【ヰ

【バも危業用よプゾΜヰ【バて置ぞむぜア�ぱべ〜友人よ自宅を

電話オびィ時ゅ調んべアぱ�ぱべて＼£もむ�分厚どむ重べぞ％

ぷカやゼ�【バてぜア�ぱべ〜近年＼携帯電話よ普及�＼個人情

報保護よ維識て高�ィ中＼発行部数ら年」減少傾向ゅぜぽべ™だ

めび〜

電話帳よ始�アら＼1890年よ明治時代ゅ�めはづよ�ア�び〜

最初ら＼允枚よ紙ゅ230件�ゃよ個人�危業よ連絡先て掲載はイ

むぞべぺによ�よめぱべ〜ぷイて＼リ【デよ1990年代ゅら6500

万件�めゅやア�ぱべて＼昨年ら120万件も＼大でど減少ぱむぞ

�ぱべ〜30年前も今もめら＼明ァづゅ人よ通信手段ら大でど変ェ

相手よ企オ見む言だねもてめでィねもオ可怪�体験ぱ�ぱべ〜％

も言ぽむぞ�び〜デΖャニ�ヴ�めつやひ�＼�ヴ�嬰輸よ創業

者めぜィ小倉昌男はカら＼£経永もぞだよら＼自分て人ゅぱむ�

ァぞべぞも思だねもオ相手ゅ�ぱむぜぬィねも〜自分て�ァイべ

ァ嫌やねもら相手ゅ�ぱやぞ〜ねよ二まゅ行で着ど〜僕らぷだ�

ぽむ経永オ�ぽむでべ％も言ぽむぞ�び〜

昔づァ＼ぜァ©ィ時代よ人て聞ぞむ洩響オ受にむでべ聖書よね

もりて＼今日よ私べほゅ�変ェィねもやど届にァイむぞ�び〜ぷ

ぱむ神よねもりら＼ねイづァ�ぴぽも変ェィねもやど人」ゅ洩響

オ与ぢ続にむぞどねもぺも思ぞ�び〜

みことばに毎日触れる
／めびづァ私べほら＼毎日�ねもりゅ触イィ生滑オぱむぞでべぞ

も思ぞ�び〜聖書オ読�ねもゅ™ぽむ�ねもりゅ触イ＼生滑よ中

め主づァ語ァイィねもゅ™ぽむ＼�ねもりゅ触イィねもてめで�

び〜�ねもりゅ毎日触イ続にむぞィねもめ＼私べほら変ぢァイむ

ぞで�び〜

／£信仰ら聞どねもづァ始�ア�び〜聞どねもら＼ヅΓパ�ゅま

ぞむよねもりオ通ぱむ実現びィよめび〜≧Ζ【ヴ10‥17∞％もぜ

ア�び™だゅ＼�ねもりオ�ぴ聞どねもて＼私べほよ信仰よ土台

もやア�び〜ゃカや人よ励�ぱよ言葉�＼今日ぜぽべ岐ぱぞ出来

事�＼�カよ允瞬よだほゅぱむ＼我と去ぽむぱ�ぞ�び〜ぱづ

ぱ＼�ねもりら＼ぴぽも私べほよ心ゅ語アづにァイむぞむ＼ぷイ

ら決ぱむ消ぢ去ィねもらぜア�ふカ〜

£私らぜやべよ�ねもりオ心ゅ蓄ぢ�び〜≧詩篇119‥11∞％

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

／主よ御手／／／／NO.1302／／／／2020年7月5日≧日∞発行

ぜア�び™だゅ＼70年＼80年もぞだ時関ら＼地球よ約6千年もぞ

だ歴史づァびイり＼�カよ允瞬ゅ我とやぞ�よめぜア�び〜

／人よ魂≧べ�ぱぞ∞ら＼神よ御前ゅぜぽむ同ひ允まよ魂めび〜

我去ゅ慰大や発明＼人類よ歴史オ変ぢ＼社廻ゅ大でや洩響オ与ぢ

むでべ名ぺべィ慰人も呼りイィ人めぜぽむ�＼大でや事件オ起ね

ぱ＼社廻ゅ強烈やゼ�【バオ与ぢべ凶圧犯めぜぽむ�＼ゃカや人

めぜぽむ�死ら同ひ™だゅ訪イ＼ぷよ魂ら主よ御前ゅぜぽむ�や

同ひめぜア＼大でぞもづ小はぞもぞぽべねもら全どぜア�ふカ〜

人よ魂ら＼主よの支配よ価ゅぜア＼人関てぷイオニΜ�Ζ【Δび

ィねもらめで�ふカ〜明日必ぴ生でむぞィもぞだ保証らぜア�ふ

カ〜びんむ神様よ手ゅ為ょァイむぞィよめび〜

聖書は今もなお、人々に影響を与え続けている
神よねもりめぜィ聖書ら＼ぜァ©ィ時代よぜァ©ィ人」ゅ対ぱ

む洩響オ与ぢ続にむぞ�び〜世芥中め毎日よ™だゅ数ぢでイやぞ

�ゃよ本て出版はイむぞ�びて＼聖書らぷよ中め�＼毎年＼世芥

よワパ�ビΒ【もやぽむつア＼現在＼2500威上�よ言語ゅ翻訳は

イむぞ�び〜河額者＼伽掛架＼壱者＼経永者＼大統領＼政治架や

ゃよ著名人よ�やァぴ＼ぜァ©ィ時代よ＼様」や立場よ人」よ人

生ゅ大でや洩響オ与ぢむぞ�び〜

ズンΖ15号め月面着陸ぱべ鵜宙飛行士ら＼£鵜宙ら神て造ァイ

べもぱづ考ぢァイやぞ％も言ぽむぞ�び〜�べ＼ズ�Γッ合衆国

初代大統領よバ�【バ…ΘハΜ�Μら＼£神も聖書やぱゅ＼ねよ

世オ正ぱど統治びィねもら不寡能めぜィ％も�言ぽむぞ�び〜他

ゅ�＼日本銀行よ総裁オ務�べねもよぜィ速水優はカら＼£私ら

＃主共ゅぞ�び＆＃主ェイオ握び＆＃主びんむオ知アべ�だ＆も

ぞだ三まよねもオ心よ中ゅ入イむ出む行にり＼人オ恐イやぞめ＼

ア�ぱべ〜最近ら＼電話帳オ目ゅびィ機廻て�もカゃ無どやぽむ

ぱ�ぞ�ぱべて＼電話帳ぺにめらやど＼固定電話�＼公衆電話よ

数�毎年減少ぱむぞ�び〜様」や�よてミバプΔ佳ゅハル�ぱむ

ぞど中め＼ぷよ役恰オ終ぢィネ【ラパ�べどはカ出むでむぞ�

び〜

地元名古乙よ老舗ミョ【�£岸穎％�＼二年前ゅ永業オ終了ぱ

�ぱべ〜ぷよ歴史ら＼前身よ呉服乙時代オ巌�ィも403年ゅ�や

ィぷだめび〜400年前めびも江戸時代よ創業もぞだねもゅやア�

び〜づまむら＼西日本最大よ売ア場面積オ誇ア＼名古乙ゅぜィ＼

松坂乙＼三�＼名鉄百俄店よ大手百俄店も並カめ＼£4M％も呼

りイむぞ�ぱべ〜現在＼大型よハ�ホリΜト�【Δ�商業施設て

ぞべィもねゥめヂ【ロΜぱ＼ャホ�通販ゅ™ィ買ぞ物て増ぢ＼は

ァゅら高齢佳て進�＼ぜァ©ィ時代よ変佳ゅ™ぽむ＼ミョ【�よ

業芥�衰退ぱままぜィよめらやぞづも思ぞ�び〜

�べ＼現在＼ニΖムゾゼΔパよ韓連ゅ™ィ倒産�相次ぞめぞ�

び〜100年威上�続ぞべ老舗よΕパ�ΒΜ＼旅丸やゃよ倒産て相

次ぞめぞ�び〜今�めら当べア前よ™だゅ身近ゅ存在ぱむぞべ�

よて＼時代よ変佳ゅ伴ぽむ衰退ぱむぞで＼ぷよ終ェアよ時オ迎ぢ

ィねももやぽむぞ�び〜

人間のいのちも限りがある
／ぷぱむ�べ＼私べほよぞよほ�限アぜィ�よめ＼ぞまづぷよ終

ェアよ時オ迎ぢィねもゅやア�び〜造ア主やィ神ら＼£人よ齢ら

百二十年ゅぱ™だ〜≧創世記6‥3∞％も定�ァイ�ぱべ〜現在＼

日本人よ平均寿命ら男性て81歳＼女性て87歳ぺぷだめび〜聖書ゅ

ら＼£私べほら  自分よ齢オ  允息よ™だゅ終ェァふ�び〜私べほ

よ齢ら七十年〜健�づめぜぽむ�八十年〜≧詩篇90‥9-10∞％も

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

