
 
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8月2日≧日∞発行／8月第1週
NO.1306

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

8/10(月)
午前10:00 北山(事) 7/26

2名
ぷねぷねめでむぞィもぞだ思ぞて�ぺ残ぽむぞ
べよぺもぞだねもオ知ア�ぱべ〜

グレイス
鈴木千姉

8/7(金)
午後8:30

鈴木宅
交わり

7/17
4名

聖廻参家オ迷ぽむぞべて＼主ても�ゅつァイィ
もねゥめら守ァイィも角信オ得む参家オ決定〜

Gospel
鈴木尚姉

8/2(日)
礼拝後 交わり 7/26

2名
主よ時オ待ほ続にィねも〜も語ァイべ〜

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

7/26
9名

自分ら神様ゅ心オニΜ�Ζ【Δぱむ頂づやぞも
生でむぞにやぞ者めび〜

からし種
磯貝姉

LINEで
分かち合い

7/26
3名

めでやぞ私オ握ぱむ価はぽむぞィも語ァイ�ぱ
べ〜

ユース
岩下兄

8/9(日)
午後1:00

LINE
電話

7/19
5名

人よ目オ気ゅぱむぞィ部分てぜィも教ぢァイ
べ〜神様てぞま�の覧ゅやぽむつァイィ〜

Rock
鈴木洋兄

8/19(水)
午後8:30 交わり 7/15

3名
教廻よ交ェアら豊づ〜ゃイ�ゃ心て雑伽…雑念
づァ守ァイむ＼主よ平以ゅ満べはイべねもづ“

シャローム
平岩姉

8/8(土)
午前10:00 平岩宅 7/25

3名
つ互ぞよべ�＼祈アぜぞ�ぱべ〜

なつめやし
髙橋智姉

8/2(日)
練習後 髙橋宅 7/19

6名
私べほ允人允人＼主よ�よ〜め�＼救ェイむぞ
やぞ人�＼主よ�よ〜

リジョイス
杉本姉

8/4(火)
午前11:00

山田千宅
交わり

7/21
3名

金銭ゅ対びィ自分よ罪て吹で出ぱむでべカぺ〜
主よ御声オ聞でやてァ歩��び〜

ジョイフル
穂苅兄

8/6(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

7/16
5名

アガペ
長塚姉

8/9(日)
練習後

コミュニティ
センター

7/26
3名

めでやぞ自分めびも言ぞやてァ出来ィ自分めぜ
アべぞ〜もぷイオ斡ぽむ離はやぞ〜

サクセス
鈴木勝兄

8/9(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

 7/26
9名

リーダーズ
セル 8月はお休み Zoomで

分かち合い
7/8
21名

允人允人よべ�ゅつ祈アぱ�ぱべ〜

セル研修 休講
ビジョン
平岩恵兄 

毎日曜日
午後1:00 コメダ 7/26

名
中止

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

8/8(土)
午後6:30 エステル 7/25

3名
ギデオン
芳井兄

8/8(土)
午後6:30 芳井宅

カルバリ
野田兄

8/4(火)
午前9:00 野田宅 7/21

6名
不正直めぜィねももヒΔはオ抱ぢむぞィ自分
よ罪て分づア�ぱべ〜

神の家族
伊岐見真姉

8/9(日)
午後7:30

LINE
電話

7/26
 2名

神様らねカや者オ＼握びィも言ぽむどイべカ
ぺぽべ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  8月2日(日)～8月8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。

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 鈴木千姉

週 Ⅱ

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木尚姉

全国聖会

8/2
（日）

8/6
（木）

8/9
（日）

8/13
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※ 本日礼拝後、司会、奏楽、音響映像奉仕者ミーティングを行います。　

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

※ 8/4(火)のバイブルスタディは休講になります。　



£詩篇145‥3 主ら

大ぞやィ方〜大ぞゅ

賛美はイィんで方〜

ぷよ慰大はら 測ア

知ィねも�めで�ふ

カ〜％

バイオミメティックス（生物模倣技術）
先日＼九州大額やゃよ�Μユ【め構成はイべ研究トΔ【ロて＼

£昆虫よ中め最�小はど丑て折ア畳�イィ％も言ェイむぞィュネ

ヵ�ハよ＼丑よ折ア畳�よ仕組�オ快明ぱべもぞだメ�【パて報

道はイむぞ�ぱべ〜今怪よ快明ら＼今後＼人工駅星用よ太陽光ョ

ャΔ�＼傘＼扇子やゃよ日用品やゃゅ幅広ど殴用めでィもぱむ注

目オ集�むぞ�び〜ねよ™だや＼生物ゅ備ぢァイべ機能オ真似

む＼�よみどアやゃゅ利用びィ技術よねもオ£ユゼヂヵ�マセホ

デパ％もぞぞ�び〜ュネヵ�ハら＼凱ぞべ丑オ15分よ1程度�め

小はど畳�ねもてめで＼ぷよ折ア畳�方てもむ�複雑ぺも思ェイ

むでべぷだめびて＼実らハΜロΔやョプ【Μめぜィねもてェづぽ

べよめび〜扇よ™だや形オぱべ丑よ折ア目ら＼扇よ要ゅぜべィ部

分づァ放射状ゅ規則的ゅ伸ろむぞむ＼ぷよ状態づァ＼扇子オ閉ひ

ィ™だゅぱむ丑オ閉ひ＼はァゅ半分ゅ折ア畳�ねもてめでィぷだ

めび〜ねよ允瞬よだほゅぱむニΜョデ�ゅ折ア畳�術て＼様」や

神のみわざをほめたたえよ
／めびづァ私べほら＼神様よびりァぱぞ�ェばオ��べべぢやに

イりやア�ふカ〜最高よミノゼム【めぜァイィ方て造ァイべ作品

らゃイオ見む�素晴ァぱぞ�よりづアめび〜野ゅ咲ぞむぞィ允輪

よ菓オ見む�＼ぷよ放射状ゅでイぞゅ並カめぞィ菓ろァよ様子

�＼形�色＼香ア＼成長びィ様子やゃ＼人関よ手ゅ™ぽむめら決

ぱむ表現びィねもよめでやぞ精巧はオ見ィもで＼ぷねゅ神様よ穎

光て現はイむぞィよめび〜私べほ人関�＼特別ゅ神様て握ぱむ価

はぽむ造ァイべ存在めび〜神よづべほゅ似ふむ造ァイ�ぱべ〜め

びづァ＼憾情てぜア�びぱ＼知恵オ持ぽむ考ぢィねもてめで�び

ぱ＼他よ生物も�ぽべど区別はイィ人獲ぜィ存在めび〜誰允人も

ぱむ同ひ人ら存在ぱ�ふカ〜目�鼻�口�＼企よ輪革�声�＼�

や允人允人磯ぞ�び〜ぷイら神様て允人ぴま特別ゅ思ぞ入イオ持

ぽむ造ァイべづァめび〜£ぜやべ％もぞだ人ら＼世芥めべぺ允ま

よ神よ作品めび〜神様よ最高傑作て£ぜやべ％めぜア＼ねねゅ神

様よ穎光て現はイむぞィよめび〜

／主ら＼賛美オ受にィんでつ方めぜァイ＼賛美オ受にィゅわはェ

ぱぞつ方めぜァイ�び〜私べほて主オ賛美びィもで＼主よ穎光オ

見ィねもてめでィよめび〜

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

／主よ御手／／／／NO.1306／／／／2020年8月2日≧日∞発行

ぷぱむ＼研究オ積�重ょむぞぽむ�＼必ぴ成珂ゅまやてぽべア良

ぞ結珂て得ァイィもぞだ保証�ぜア�ふカよめ＼�ぽべど先行で

よ見ぢやぞ世芥めぜィも思ぞ�び〜

／今後＼生物ゅ韓びィ様」や研究てやはイ＼新べや発見�快明て

発表はイべもぱむ�＼ぷイら地球ゅ生息びィびんむよ生物づァ見

イり＼�カよ允部ゅびとやぞねもめびぱ＼詳ぱぞ生態��ッメヒ

�て明ァづゅやぽむぞやぞねもらぞどァめ�ぜア＼びんむオ網羅

びィねもらもむ�不寡能ゅ思ぢィ™だや領稲めらやぞづも思ぞ�

び〜

生きる物はすべて神のことばによって造られた
創造主やィ神様ら＼びんむよ生でィ物＼ぷぱむぷよもむ�優イ

べ素晴ァぱぞ機能オ允瞬よだほゅぱむ造ァイ�ぱべ〜ぷイら神よ

ねもりゅ™ィねもめぱべ〜神て＼£水ゅら生で物て群てイ〜鳥ら

地よ上＼天よ大空オ飛ん〜≧創世記1‥20∞％も仰ふァイィも＼

ぷよ言ェイべ通アゅ＼ぷねゅ生で物て群てぽべよめぱべ〜神らぞ

よほオ与ぢィねもよめでィつ方めぜア＼無づァ有オ生ひはふィね

もよめでィつ方めぜァイ�び〜神て生でィ物オ造ァイべもでゅ＼

びめゅぷよ優イべ機能よびんむて備ぢァイむぞべよめび〜決ぱ

む＼長ぞ年月オづにむぺカぺカも今よ形をも進佳ぱむでべよめら

ぜア�ふカ〜人ら神て造ァイべ�よオ真似む殴用ぱ＼�よオ作ア

出びねもらめでむ�＼ぞよほぜィ�よ自体オ作ア出びねもらめで

�ふカ〜私べほら＼ねよ生物ゅ秘�ァイべ素晴ァぱぞ機能オ見ィ

時ゅ＼神様よ素晴ァぱぞ知恵て現はイむぞィねもオ知ィねもてめ

でィよめび〜

�よゅ殴用めでィもぞだねもやよめび〜

他ゅ�＼私べほて普段＼ニ【�オ束ょべア＼ユホトよ凱閉部分

め使ぽべアぱむぞィヴバホデマ【ロ�＼生物模倣技術ゅ™ィ商品

めび〜ねイら＼ヌヲゾよ菓ゅぜィ�ナてヨΜ�ゅやぽむぞ�び〜

ヌヲゾよ菓ら＼ぞェ©ィ＼れぽまで虫も呼りイィ�よめ＼ズノヵ

ゅ似む�ナてべどはカまぞむぞ�び〜ねよ�ナよ先て鉤≧づと…

ルホデ∞よ™だゅやぽむぞむ＼服やゃよ繊医ゅ™ぽづづア付着ぱ

�び〜ねよ仕組�ゅ着目ぱ作ァイ�ぱべ〜

�べ＼500系新感線ら＼車両よ先端て＼鳥よどほりぱよ™だゅ

尖ぽむぞ�びて＼ねイら＼冒頭よ写真ゅ�ぜア�びて＼ッΘビヵ

よどほりぱづァヨΜ�オ得む設計はイ�ぱべ〜時速300kmもぞだ

速はめ�ΜャΔゅ突入びィもで＼�ΜャΔ内部よ空気て允気ゅ綾

縮はイむ＼�ΜャΔよ出口部分め£�【Μ“％もぞだ爆発伽よ™

だや伽て出�び〜ねよ騒伽オ快消びんど参考ゅやぽべよてッΘビ

ヵよどほりぱめぱべ〜ッΘビヵら＼曳オ捕�ぢィべ�ゅ抵抗力よ

大でぞ水中ゅ飛ろ込カめ�水ぱゐでら�もカゃ上てア�ふカ〜ね

よねもオヨΜ�ゅぱむ作ァイ�ぱべ〜

長い時間をかけて研究されてきた
／ぷぱむ＼ねよ™だや研究＼実験ら＼最近始�ぽべねもめらや

ど＼昔づァはイむぞ�び〜允まよ研究ぺにオ取ぽむ�む�＼ぷね

ゅら莫大や研究費てづづア＼多どよ人て携ェア＼膨大や資料オ集

�＼長ぞ年月オづにむ行ぽむぞィねもぺも思ぞ�びぱ＼允生街オ

ぷよ允まよ研究ぺにゅ費�び人�数多どぞィねもぺも思ぞ�び〜

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

