
 
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

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

鈴木千姉

鈴木尚姉

8/30
（日）

9/3
（木）

9/6
（日）

9/10
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※ 9/1(火)のバイブルスタディは休講です。

セ ル
（リーダー） 次回の日時 場　所
リバイバル
北山姉

8/30(日)
礼拝後

LINE
電話

8/23
3名

主ゅらつ考ぢてぜィねもオ受に取ぽむ＼づやぢ
ァイィ�め祈アやはぞも言ェイむぞ�び〜

グレイス
鈴木千姉

9/4(金)
午後8:30 鈴木宅 8/21

3名
信仰よ怪復オ信ひむ祈ぽむぞィ〜聞づイィ�
め食ぞ価てぽむ行でべぞ〜

Gospel
鈴木尚姉

9/6 (日)
礼拝後 交わり 8/2

2名
大好でやつ父はカめぜィ神様オ見上ぬィぺに〜
握はイむぞィ〜他よねもらゃだめ�ぞぞ〜

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

8/23
9名

祈ア続にむぞど事て神様も同ひ方向オ向ぞむ
ぞィも角信ぱむ日」我のぱむぞで�び〜

からし種
磯貝姉

LINEで
分かち合い

8/23
3名

私自身よべ�ゅ良でねももぱむ起ねぱむどぺ
はぽむぞィ〜

ユース
岩下兄

8/30(日)
午後1:00

LINE
電話

8/9
5名

主ゅ忌望オつぞむ生でィねもオ示はイむ緯�
ァイべ〜

Rock
鈴木洋兄

9/2(水)
午後8:30 鈴木宅 8/19

3名
食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

シャローム
平岩姉

9/5(土)
午前10:00 平岩宅 8/22

3名
姉妹べほよべ�ゅ祈アぜぞ�ぱべ〜

なつめやし
髙橋智姉

8/30(日)
練習後 髙橋宅 8/16

6名
主よねもオ伝ぢィ目的め始�べ親睦廻ぺぽべ
よゅ＼目的てびア変ェぽむぞべ〜

リジョイス
杉本姉

9/1(火)
午前10:15 赤塚宅 8/18

3名
御心ら私オ癒び事“ぜでァ�むぞべて＼癒はイ
ィ™だゅ祈ア始�べ〜

ジョイフル
穂苅兄

9/3(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

8/21
4名

主ゅ必死ゅ祈ア�ぱべ〜ぞま�ぷよ™だやねも
て必要〜

アガペ
長塚姉

9/13(日)
練習後

コミュニティ
センター

8/23
3名

祈ア続にィも主て本当ゅ祈ァやどむらぞにやぞ
ねもをも導ぞむ価はィ〜

サクセス
鈴木勝兄

9/13(日)
礼拝後 交わり 8/23

10名
食事よ交ェア

リーダーズ
セル

9/9(水)
午後7:00

Zoomで
分かち合い

来週めび〜

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 8/23

4名
自分ら小はや�よぺて＼信仰てぜイり＼主ゅ
ぜぽむ大でやねもてめでィも示はイべ〜

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

9/12(土)
午後6:30 エステル 8/22

4名
自分て允番人オ握ふやぞ者ぺも気付づはイ改ぞ
魁��ぱべ〜

ギデオン
芳井兄

9/12(土)
午後6:30 芳井宅 8/22

3名
カルバリ
野田兄

9/1(火)
午前9:00 野田宅 8/18

6名
赦ぱべぞもぞだ思ぞて与ぢァイ�ぱべ〜

神の家族
伊岐見真姉

9/13(日)
練習後

LINE
電話

8/23
 2名

祈ぽむでべねもら＼聞づイむぞィ〜必ぴ救ェ
イィも信ひむ＼祈ぽむぞ�び〜

　今週のセルグループ（赤字）　  8月30日(日)～9月5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。



£Αュャ16‥33 ねイ

ァよねもオぜやべてべ

ゅ話ぱべよら＼ぜやべ

てべてェべぱゅぜぽむ

平以オ得ィべ�めび〜

世ゅぜぽむら苦難てぜ

ア�び〜ぱづぱ＼勇気

オ出ぱやはぞ〜ェべぱ

らびめゅ世ゅ勝ほ�ぱ

べ〜％

つらく悲しい世の中
毎年8月ゅやア�びも＼必ぴ£今年ら戦後可年ゅやア�ぱべ％

もぞだメ�【パて報道はイ�びて＼今年ら戦後75年もぞだねも

め＼特集番組�放送はイむぞ�ぱべ〜ぷよ中め＼戦時中よ様子オ

日記もぱむ綴ぽべ作品め＼£戦中派不戦日記％もぞだ本てぜア�

び〜山田風太郎もぞだ小説架よ作品めびて＼彼ら当時23歳め＼病

気オ理由ゅ召集オ見送ァイ戦場ゅ行どねもらぜア�ふカめぱべ〜

壱額生もぱむ我のぱべ当時よ日常オ日記もぱむ�も��ぱべ〜

ねよ作品ら今�多どよ人ゅ読�イむぞィ作品めびて＼今ねよ作

品オ漫雅佳ぱべ�よて反響オ呼カめぞィも話題ゅやぽむぞ�び〜

作者ら＼少女漫雅架もぱむ滑躍ぱむぞィ勝田文≧づまべゐカ∞は

カもぞだ女性めび〜£まァどむ悲ぱぞ世よ中＼ふ�む漫雅どァぞ

ら掛ぱど読カめ�ぱぞ％もぞだよて＼彼女よ漫雅架もぱむよパプ

ゼΔめぜア夏値貫ぺぷだめび〜今怪＼戦時中オマ【ヴゅぱべ漫雅

よ意頼ゅ£戦争�よら描にやぞ％も最初ら戸惑ぞてぜぽべぷだめ

び〜ぱづぱ＼£ねね数年憾ひむぞべ＼可づ世よ中よ不以や雰易気

�祈ィねもて優先びんでねもめやにイりやア�ふカ〜祈アゅ™ぽ

む＼敵ゅ勝利びィねもてめで�び〜敵ら＼私べほて勝むィ™だや

相手めらぜア�ふカ〜ズヘ�もダユて＼ダミΜよ怨め蛇ゅぷぷよ

づはイべ™だゅ＼敵らもむ�巧妙や手口め私べほオ騙ぷだもぱむ

で�び〜私べほよ力め太刀打ほめでィ™だや相手めらやぞもぞだ

ねもオ知ァやにイりやア�ふカ〜

／ヘラミら主ゅ信頼ぱべよめ＼苦ぱ�よ中ゅぜぽむ�＼自分よだ

ほゅぜィ叫ろオ主ゅ申ぱ上ぬむ祈ぽべよめ心て守ァイ�ぱべ〜

£主™＼私よねよ叫ろオ聞ぞむどぺはぞ〜％も切実ゅ訴ぢづに�

ぱべ〜�ぱ＼ヘラミて祈ぽむぞやづぽべァ＼彼よ心らヒプヒプゅ

やぽむ立ほ直イやぞ�ゃゅやぽむぞべねもぺも思ぞ�び〜

／私べほ�＼毎日問題て起ねア�び〜つ金よ�アどアめ困ぽむぞ

ィねも�＼人づァ誤快はイィねも�＼仕事めよ�ΒレΔめ翻弄は

イむぱ�だねもやゃてぜィも思ぞ�び〜ぷカや倒イむぱ�ぞぷだ

や状況ゅぜぽむ�＼祈ィねもゅ™ぽむ＼ヒΔヒΔも後退びィねも

やど心て守ァイ�び〜祈ィねもめ£主て快決ぱむ価はィ％もぞだ

信仰て与ぢァイ＼前オ向どねもてめで�び〜祈ィねもゅ™ぽむ＼

私べほらねよ世ゅ生でィ者もぱむ綾倒的や勝利者もやイィよめ

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.1310／／／／2020年8月30日≧日∞発行

ぱむ明ィどぱやどむら％も思ぞ＼人もΘゼΘゼ掛ぱど話ぱべア＼

遊カぺアぱむパ�Εパオ快消はふむ＼次づァ次をも襲ぽむどィ問

題�心よ声ゅ負に�ぞも必死ゅやぽむ打ほ勝もだもぱむぞ�び〜

主は世に打ち勝ってくださった
／ぱづぱ私べほら＼ねよ世よ中ゅぜぽむ主ゅ信頼ぱやにイりやア

�ふカ〜主ら＼ねよ世よ罪＼死＼苦ぱ�＼痛�よびんむゅ打ほ勝

ぽむどぺはぞ�ぱべ〜十字禍ゅづづァイむ私べほよ罪よべ�よ身

代ェアもやぽむ死カめどぺはぞ�ぱべて＼三日目ゅ死づァ™�て

ぢぽむどぺはぞ�ぱべ〜ぷよつ方ら今�生でむ働ぞむつァイ＼信

ひィ私べほよだほゅ住カめどぺはぽむぞィよめび〜主よ復滑てぜ

ぽべよめ＼私べほら罪贖ェイむ＼主ゅぜィ勝利オ手ゅびィねもて

めでィ者もはイ�ぱべ〜まァど悲ぱぞ世よ中ゅぜぽむ�＼勝利ぱ

む生でィねもてめでィよめび〜£私ゅらめでやぞづ�ぱイやぞ％

もぞだ敗北憾＼£ねよ先よねもオ考ぢィも不以め仕方てやぞ％も

ぞだ閉塞憾�心配＼恐イゅ打ほ勝まねもてめでィよめび〜自分よ

思ぞオびんむ主ゅつ任ふぱむ生でィ時ゅ＼主ら私べほオ敵よ攻撃

づァ守ぽむどぺはぞ�び〜 主ら＼ねよ世ゅぞィ敵めぜィ圧魔＼ネ

プΜ™ア�力てぜィつ方めび〜£ぜやべてべよだほゅつァイィ方

ら＼ねよ世ゅぞィ者™ア�慰大ぺづァめび〜≧第允Αュャ 4‥

4∞％〜めびづァ＼主ゅ信頼びィ者ら守ァイィよめび〜

祈りによって勝つことができる
／私べほて世ゅ勝ま者もやィべ�ゅびィねもら＼祈ィねもめび〜

仕事™ア�架事™ア�＼良ぞ人関韓係オ築どねも™ア�＼可™ア

て＼当時よ雰易気も変ェァやぞやぽむ思ぽべ〜ぴぽも心ゅ憾ひむ

ぞべ可づてぜぽべよめ＼描にィづ�ぱイやぞ％も憾ひむ意頼オ受

にべぷだめび〜

今世よ中ら＼ニΖム苛ゅぜぽむ＼景気�後退ぱ＼ねよ先ゃだや

ィよづ全ど予測てまづやぞ中め＼人ら�や＼£ねよ��めらぞに

やぞ〜可もづぱむねよ依ぞ雰易気オ明ィどはふやにイりやァや

ぞ〜％もぞだ忌望て持むィねも�＼明ィどやイィねも＼基ろオ憾

ひィねもてめでィ可づオ求�むぞィよめらやぞづも思ぞ�び〜

世は労苦とわざわいで満ちている
／詩篇ゅら＼£私べほよ齢ら七十年〜健�づめぜぽむ�八十年〜

ぷよ�もカゃら／労苦もェばェぞめび〜≧詩篇90‥10∞％もぜア

�び〜私べほて生でむぞィ世よ中ら＼角づゅ労苦�ェばェぞて�

もカゃめぜア�び〜私べほら＼允日よ大半＼允週関よ�もカゃら

働ぞむ我のぱむぞ�び〜ぷよ労働ら＼ねよ世ゅ罪て入ア込カぺね

もゅ™ぽむ苦ぱ�もやア＼笠ゅ澗オ流ぱむ糧オ得ィ™だゅやア�

ぱべ〜ぷぱむ＼世よ中らェばェぞめ満ほむぞ�び〜ニΖム苛ゅぜ

ア＼違常気象てぜア＼国も国ら対立ぱ＼人種差別てぴぽも続ぞむ

ぞ�び〜マΕラオまにィも毎日よ™だゅ＼殺人事件�不正＼賄

賂＼襖領もぞぽべメ�【パオ目ゅぱ�び〜

／私べほよ生滑よ中め�＼自分よ仕事て思ぞ通アゅ行づぴ悩�苦

ぱ�ねもて多どぜぽべア＼体て痛�ゅ™ぽむ思だ™だゅ動づびね

もてめでやづぽべアびィねも�＼人もよ韓係て上手ど行づやどむ

悩カめぞィねも�ぜィも思ぞ�び〜£ぷカや依ぞ雰易気オ可もづ

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

