
 
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。) 

•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
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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

7/5
2名

£自分よ常識め考ぢィや〜％基カめ＼先ゅ忌望
オ持ぽむ行動ぱ続にィねもオ教ぢァイ�ぱべ〜

グレイス
鈴木千姉

7/17(金)
午後8:30 鈴木宅 7/3

4名
つ母はカよ救ぞ〜時て良どむ�圧どむ�ぱぽ
づア�アやはぞ＼も�ねもりて与ぢァイべ〜

Gospel
鈴木尚姉

7/26(日)
礼拝後 交わり 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

7/5
3名

ぜ�アゅ�気落ほぱむぞむ＼頭めら理快ぱむ�
心�態度て全ど伴ぽむぞやぞ“も思ぞ�ぱべ〜

からし種
磯貝姉

LINEで
分かち合い

7/5
9名

神らぜェイ�よ方〜ゃカやゅ圧づゥだも立む
上ぬむどぺはィも励�はイ�ぱべ〜

ユース
岩下兄

7/19(日)
礼拝後

LINE
電話

7/3
2名

礼拝めよぞ�ぱよ祈アオ同ひ™だゅぱむ祈ぽ
べ〜貧血てぞ�はイむぞどよオ体ゅ憾ひべ〜

Rock
鈴木洋兄

7/15(水)
午後8:30 鈴木宅 7/1

名
中止もぱ�ぱべ〜

シャローム
平岩姉

7/25(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

7/19(日)
練習後 髙橋宅 7/5

4名
自分づァ出むどィ�よら関磯ぽむぞィ〜ぷカ
や圧魔よ働でオ退にむぞィ〜

リジョイス
杉本姉

7/21(火)
午前10:15 未定 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

7/2
4名

アガペ
長塚姉

7/12(日)
練習後

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)
練習後

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 8月はお休み Zoomで

分かち合い

セル研修 休講

羊・ビジョン
平岩恵兄

毎日曜日
午後1:00 コメダ 7/5

4名
架族よ救ぞ＼仕事よ祝福オ本気め信ひむぞや
ぞ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

7/25(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

7/21(火)
午前11:30 野田宅 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 交わり 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12日(日)～7月18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。

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 鈴木千姉

週 Ⅱ
来 Ⅰ 大髙愛姉

週 Ⅱ

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木尚姉

鈴木尚姉

7/12
（日）

7/16
（木）

7/19
（日）

7/23
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※ 8/13-14(木・金)    全国聖会    参加申込受付中。                         
　 場所  姫路キャッスルグランヴィオホテル  現地集合です。　 　　　　　　　　　　　

※ 7/19(日)礼拝後、洗礼式を行います。祝福をお祈り下さい。　　

※ 7/15(水)の浜松バイブルスタディは休講です。　　



£ヴプゼ6‥11／ 私

べほよ日のもよ糧

オ＼今日�つ与ぢど

ぺはぞ〜％

ダッバーワーラー
£パプΜΓ【よつ弁当箱％もぞだゼΜ�瑛雅てぜア�び〜主人

公よパプΜΓ【ら小額4年生め＼明ィどむデΒパよ人気者めび〜つ

昼ゅやィも＼友ぺほら�カやつ母はカて作ぽむどイべつ弁当オ食

ん�びて＼パプΜΓ【らつ弁当オ持ぽむ来ィねもてめでぴ＼ぞま

�水道よ水オ院カめぞ�ぱべ〜ぷイオ見べ子ゃ�べほら＼自分べ

ほよつ弁当オ分にむぜぬィよめびて＼維地圧や教師ゅ見まづぽむ

叱ァイ＼パプΜΓ【ら額校ゅ行づやどやぽむぱ�ぞ�び……〜児

童労働よ問題オ或ぽべ瑛雅やよめびて＼允般よ子ゃ�べほオ集�

む瑛雅よΘ【デハ�ホロオびィ中め撮洩はイべべ�＼ッ�Βてぜ

ィねもオ知ァはイむぞやぞ子ゃ�べほよ生で生でぱべ表情てもむ

�魅力的や瑛雅めび〜ぷぱむ＼子ゃ�べほて食んむぞィつ弁当て

ま�気ゅづにむぞィ�よめび〜ぷぱむ子ゃ�ら親ゅ＼£つ腹空ぞ

べ＼可づほ�だぺぞ％も卸面�やど求��び〜ぷイも同ひ™だ

ゅ＼£つ父はカ＼今日食んィ物オ与ぢむどぺはぞ〜％も神ゅ求�

やはぞも言ぽむつァイィよめび〜ぷカや親密や韓係オ＼神様て私

べほも持ぽむどぺはィねもオ憾謝ぱ�び〜

日ごとの糧を与えてくださる主
私べほて£私べほよ日のもよ糧オ＼今日�つ与ぢどぺはぞ〜％

も祈ィ時＼も�びィも＼�だ与ぢァイむぞィよゅ可故祈ァやにイ

りやァやぞよづも思だづ�ぱイ�ふカ〜つぷァど今日食んィ�よ

て可�やぞもぞだ人ら＼少やども�今よ日本ゅら�もカゃぞやぞ

めぱ�だ〜ぱづぱ＼私べほて糧オ得ィべ�ゅ働どねもてめでィ毎

日よ生滑ねぷて＼神様よ恵�めぜィねもゅ気みづやにイりやア�

ふカ〜今日仕事ゅ出づにァイィよら＼�べ架事オびィねもてめで

ィよら＼神様て�ィ気も健康オ与ぢむどぺはぽむぞィづァゅ�づ

やア�ふカ〜はァゅ穀物�野菜て実ア＼架畜�魚て茨まよ�＼ぞ

よほオ司ぽむつァイィ神様よェばめび〜神様て働ぞむどぺはァや

にイり私べほら可�手ゅ入イィねもやゃめでやぞよめび〜毎日心

オね�む＼神様ゅ£日のもよ糧％オ求�む祈ア�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.1303／／／／2020年7月12日≧日∞発行

イり生でむぞに�ふカづァ＼パ【ョ【�ニΜラメめ働ど人�の�

収集オぱむどイィ人てぞむどイやぞも困ぽむぱ�ぞ�び〜撹国よ

大統領�首相てパリ【ベよ冒頭ゅ＼ダホビΜハ�ΔΘ【ッ【よ

方」ゅ敬維よ維オ述んィ報道�ぜア�ぱべ〜ニΖム苛め＼人」て

ダホビΜハ�ΔΘ【ッ【よ重要性ゅ気みで＼憾謝よ気持オ持ま™

だゅやぽべねもら＼ニΖム苛て�べァぱべ良ぞメ�【パめび〜ぷ

イゅぱむ�＼人らゃカや状況め�食んィねもぺにら省略めでやぞ

カぺやも＼痛憾はふァイ�び〜

主の祈り
冒頭よ�ねもりら＼ゼダパ様て弟子べほゅ教ぢべ£主よ祈ア％

よ中よ允節めび〜£主よ祈ア％ら＼神様て私べほゅ＼の自分ゅ可

オ伎だねもオ求�むつァイィづオ教ぢィ�ねもりめび〜£私べほ

よ日のもよ糧オ＼今日�つ与ぢどぺはぞ〜％もぞだ允節ら＼今日

必要や食ん物オ求�ィ祈アめび〜食ん物らぞよほも直結ぱむぞ�

び〜ゼダパ様ら＼£人らョΜぺにめ生でィよめらやど＼神よ口づ

ァ出ィ允ま允まよねもりめ生でィ≧ヴプゼ4‥4∞％も言ェイ＼人

ら�ねもりゅ従ェやにイり生でむぞにやぞねもオ教ぢァイ�ぱべ

て＼同ひ™だゅ私べほら文字通アよ£ョΜ％�食んやにイり生で

むぞどねもてめで�ふカ〜神様ら私べほよ食ん物ゅ�韓心オ持ぽ

むどぺはィ方めび〜親ら子ゃ�て十分ゅ食んむぞィづゃだづ＼ぞ

�べもむ�つぞぱぷだめ＼魅力的やよめび〜

ねよ瑛雅よ中ゅ＼£ヘホユ【Θ【Β【％もぞだつ弁当よ配達業

者て出む来�び〜ヘホユ【ら＼金属製め三段重ょよゼΜ�よつ弁

当箱よねもめび〜架庭め作ぽべつ弁当オ＼職場�額校を届にむど

イィ業者めびて＼手王ぱ車�自転車やゃめ允人め允度ゅぞどま�

よつ弁当箱オ嬰ろ＼正角や時関ゅ届にむどイィぷだめび〜ゼΜ�

よ都市�Μユゼめ100年よ歴史オ持ま職業ぺぷだめびて＼ねカや

職業てぜィねもゅ驚で�ぱべ〜最近日本め�＼自宅ゅ料理オ届に

むどイィ£ゾ【ユ【ゼ【ボ％て流行ぽむぞ�びて＼人ら食んィね

もゅら惜ぱ�ぴ情熱オ注な�よぺや＼も思ェはイ�び〜

エッセンシャルワーカー
ニΖム苛め＼ダホビΜハ�ΔΘ【ッ【もぞだねもりオ聞ど™だ

ゅやア�ぱべ〜べもぢり＼壱療韓係者＼壊護ゅ携ェィ人＼嬰送�

宅配よ�Βホデよ嬰転手＼の�収集ゅ携ェぽむぞィ人＼パ【ョ【

ヴ【ドホ�よΕバ係＼警備�やゃ＼人」て崖出自粛オぱむぞィ中

め＼憾染よΓパデオ負ぞやてァ�＼現場め働で続にむぞべ方」よ

ねもめび〜£ダホビΜハ�Δ％もら益語め£必要不寡欠や％もぞ

だ維味め＼ 私べほよ嬉本的や生滑ゅ＼やどむらやァやぞ職業もぞ

だねもめび〜崖出オ控ぢィもぞぽむ�＼人ら誰�て食事オぱやに

日ごとの糧日ごとの糧

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

