
 
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11月1日（日）発行　11月第1週
NO.1319

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
•聖書交読（司会者と交互に全員で読みます。）
•讃美   
•献児式　  (岩下音和くん)　　賛美: 聖歌  490番  われはおさなご
•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

11/1(日)
練習後

LINE
電話

10/25
2名

£今＼主て私も允緒ゅぞむどぺはィ％もぞだ
ねもて＼允番大でや恵�めぜぽむ＼励�ぱ〜

グレイス
鈴木千姉

11/6(金)
午後8:30 鈴木宅 10/23

6名
洗礼式ゅ参家ぱ�ぱべ〜

Gospel
鈴木尚姉

11/1(日)
練習後 交わり 10/24

3名
つ誕生日よつ祝ぞよ交ェアオぱ�ぱべ〜

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

10/25
9名

恵�オ数ぢむ＼書で出ぱむ��ぱべ〜書でで
イやぞ�ゃ恵�オぞべぺぞむぞィも憾謝〜

からし種
磯貝姉

11/5((木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

10/15
3名

信仰てやどやァやぞ™だゅ祈ぽむ価はぽむぞ
ィ〜

ユース
岩下兄

11/8(日)
午後1:00

LINE
電話

10/4
4名

祈ぽむ�ねもりて与ぢァイむ受に取ア＼平以て
与ぢァイべ〜

Rock
鈴木洋兄

11/4(水)
午後8:30

Zoomで
分かち合い

10/7
3名

£神よ握オ知ィねも％ぷイ�£体験的ゅ知ィ
ねも％て本当ゅ可™ア�必要やねも〜

シャローム
平岩姉

11/7(土)
午前10:00 交わり 10/24

3名
デΕ【ヴ【よ保護者〜主ら＼握ふ™＼祈イ＼以
心ふ™も語ぽむどぺはア＼心て守ァイべ〜

なつめやし
髙橋智姉

11/8(日)
練習後 髙橋宅 10/11

6名
関磯ぽむ祈ぽべぜよ頃ゅ戻ア＼改ぞ魁梶�™�ィや
ァ＼パプ【�地点ゅ立むィも思だ〜

リジョイス
杉本姉

11/10(火)
午前10:15 赤塚宅 10/20

5名
交ェアオはふむぞべぺで�ぱべ〜

ジョイフル
穂苅兄

11/12(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

10/15
5名

離イぷだゅやぽべねもてぜぽべて＼ぷよ時もア
やぱむ祈ァイむぞィねもて分づぽべ〜

アガペ
長塚姉

11/8(日)
練習後

コミュニティ
センター

10/25
4名

改ぞ魁梶�™�む＼ゼダパ様よ方向���＼教廻よねもや
ゃ＼同ひ方向���オ見む我のびねもて恵�〜

サクセス
鈴木勝兄

11/8(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

10/11
10名

リーダーズ
セル

11/11(水)
午後7:00

Zoomで
分かち合い

10/14
22名

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 10/25

3名
自分よ憾情ゅ™ァぴゅ＼置づイむぞィ状況ゅ
まぞむ憾謝ぱべぞも思だ〜

worship
長塚寛兄 中止 †ｰ

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

11/14(土)
午後6:30 エステル 10/24

5名
圧魔よ言だねもオ聞ぞむ＼ぷだぺ™やも賛成ぱ
むぞィねもら＼圧魔オ賛美���ぱむぞィねも〜

ギデオン
芳井兄

11/14(土)
午後6:30 芳井宅 10/24

3名
素直ゅやぽむ主ゅ導づイィ™だゅ自分オ変ぢむ
行ど〜今�めよ自分ら自分勝手ぺぽべ〜

カルバリ
野田兄

11/17(火)
午前9:00 野田宅 10/20

6名
人て自分オ否定ぱむどィねも�指摘オぱむど
ぺはィねも�神様よ恵�も気みぞべ〜

神の家族
伊岐見真姉

11/14(土)
午後7:30

LINE
電話

10/26
2名

仕事て与ぢァイむ＼ぞま�神様て助にむどぺ
はぽむ＼仕事てめでむぞィも実憾ぱむぞィ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  11月1日(日)～11月7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。

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 大髙愛姉 鈴木千姉

週 Ⅱ
来 Ⅰ 大髙愛姉 鈴木尚姉

週 Ⅱ

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木尚姉

鈴木千姉

11/1
（日）

11/5
（木）

11/8
（日）

11/12
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※　11/3 (火)のバイブルスタディは休講です。

※　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。

※　11/3 (火)はクワイヤーの練習日です。　祝福をお祈り下さい。

※　大髙才来兄弟が盲腸のため入院しました。癒しをお祈り下さい。



£詩篇6655‥44  幸ぞ

やねも™  ぜやべて

選ろ  近希ふァイべ

人  ぜやべよ大庭ゅ

住�人ら〜私べほ

ら  ぜやべよ架よ良

ぞ�よ  ぜやべよ宮

よ聖やィ�よめ満

ほ足ア�び〜％

世界一貧しい大統領
先月末＼ゾΔトズゼよ�ヨッ元大統領て＼政治づァよ™退オ表

明ぱべも報道はイ�ぱべ〜ニΖム苛め＼ゾΔトズゼよ死者数ら5500

人も＼レΒバΔやゃ他よ南米諸国ゅ比んむ相当少やぞぷだめび

て＼ねイら�ヨッ大統領も後任よ大統領よ時代ゅ国よ公衆駅生て

大幅ゅ強佳はイむぞべづァぺも評夏はイむぞ�び〜彼ら£世芥允

貧ぱぞ大統領％も呼りイ＼国内崖め握はイ�ぱべ〜給料よ99恰オ希

付ぱ＼大統領干邸ゅら住�ぴ＼自然ゅ易�イべ郊崖め清貧や生滑

オぱ�ぱべ〜£世芥允貧ぱぞ大統領％も呼りイィねもオゃだ思だ

づも尋ょァイ＼£貧ぱぞ人もら＼限アやぞ欲オ持ほ＼ぞどァぜぽ

む�満足ぱやぞ人よねもぺ〜め�私ら少ぱよ�ヤめ満足ぱむ生で

むぞィ〜質素やぺにめ＼貧ぱどらやぞ〜％も答ぢ�ぱべ〜£�ヤ

オ買だ時＼人らつ金め買ぽむぞィも思ぽむぞィて＼ぷだめらやど

背オ向���にむ生でむぞ�ぱべ〜允方ΒノΖら＼生でむぞィ関住�も

ねゥ�やど＼着ィ�よ�食んィ�よ�満足ゅ得ィねもてめでぴ＼

苦ぱぞ生滑て強ぞァイむぞ�ぱべ〜めびづァ＼ぞま�神様ゅ™ア

頼�＼神様よ悪イ�ゅ™ぽむ生づはイむぞ�ぱべ〜

ゼダパ様ら£金持ほて神よ国ゅ入���ィ™アら＼ァどぺて針よ穴オ

通ィ�だて胃ぱぞよめび〜((ヴプゼ1199‥2244))％も言ェイ�ぱべ〜私

べほら金銭オ握びィねもオ警�ぱやにイりやア�ふカ〜

満ち足りた生活
本当ゅ満ほ足アべ生滑ら＼欲ぱぞ�ヤオ可め�手ゅ入���イィ生滑

めらやど＼神様ても�ゅつァイィ生滑めび〜角づゅ生滑ゅ必要や

�よらぜア�び〜聖書らぷイオ禁ひむぞィよめらぜア�ふカ〜ぱ

づぱ必要や�よら神様て与ぢむどぺはィも約束はイむぞ�び〜私

べほら心配ぱやぞめぞイり™ぞよめび〜ぷぱむ＼求�ィ�よら可

め�与ぢァイィも約束はイむぞ�び〜神様もも�ゅ歩�時＼私べ

ほらぷイて本当ゅ必要や�よやよづ＼�ねねゥオ求�ィ™だゅや

ア�び〜大切やねもら＼私べほよ心オねよ世よ�ヤゅめらやど神

様ゅ向���にィねもめび〜ぷだびイり私べほら＼ゃカや境遇ゅ�左卯

はイやぞ＼自由め満ほ足アべ生滑オ手ゅ入���イィねもてめで�び〜／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

／hhttttpp‥////wwwwww..rreevviivvaall..jjpp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ〜

／主よ御手／／／／NNOO..11331199／／／／22002200年1111月11日≧日∞発行

ぞ�ヤオ可め�買つだもびイり＼多どよつ金て必要めび〜私べほ

ら時ゅ�ヨッ氏よ™だゅ＼必要威上ゅ欲ぱてぽむぞやぞぺゥだ

づ＼も静づゅ考ぢむ�ィねも�必要めらやぞめぱ�だづ〜

金銭を愛すること
聖書ら金銭オ握びィねもオ警告ぱむぞ�び〜ゼダパ様ら＼金銭

オ好�ョΓネゼ人ゅ＼金持ほもΒノΖよ話オはイ�ぱべ〜

ぜィもねゥゅ金持ほてぞ�ぱべ〜彼ら毎日ぶぞべどゅ遊ろ暮ァ

ぱむぞ�ぱべ〜彼よ架よ門前ゅら＼ΒノΖもぞだ＼めで�よぺァ

によ貧ぱぞ人て寝むぞ�ぱべ〜ぱりァどぱむ＼ねよ貧ぱぞ人ら死

ゅ＼御使ぞべほゅ™ぽむズレΒュ�よわもねゥゅ連イむ行づイ�

ぱべ〜金持ほ�死カめ葬ァイ�ぱべ〜彼ら™�め縁よ中め熱はゅ

苦ぱカめぞ�ぱべ〜金持ほらズレΒュ�ゅ叫ろ�ぱべ〜£ΒノΖ

て指先オ水ゅ浸ぱむ私よ舌オ冷�び™だゅぱむどぺはぞ〜((Δッ

1166‥2244))％びィもズレΒュ�ら＼£つ�ぢら生でむぞィ関＼良ぞ

物オ受に＼ΒノΖら生でむぞィ関＼圧ぞ�よオ受にべ〜ぱづぱ今

ら＼彼らねねめ緯�ァイ＼つ�ぢら苦ぱ��ぺぢむぞィ〜((同

1166‥2255))％も言ぞ�ぱべ〜£ズレΒュ�よわもねゥ％ら＼天国よ

待合室よ™だやもねゥ＼£™�％ら地獄よ待合室よ™だやもねゥ

めび〜金持ほてズレΒュ�よわもねゥゅ行にやづぽべよら＼改ぞ

魁梶�™�やづぽべづァめび〜金持ほら金銭ゅ頼ア＼神様ゅ信頼ふぴ＼

むぷよつ金オ荷なべ�ゅ働ぞべ人生よ時関め買ぽむぞィ〜買ぞ物

も™で柑ぢゅ人生よ残アよ時関てやどやぽむぱ�ぽむら元�子�

やぞ〜缶素ゅ生でむぞイり人ら自由ぺ〜％も言ぞ�び〜彼て幸ふ

オ憾ひィよら＼野菜�菓オ作ぽむぞィ時�＼地元よ人」も廻話オ

びィ時ぺぷだめび〜彼よねもりら多どよ人ゅ洩響オ与ぢ�ぱべ〜／

際限ない欲望
私べほよ住�社廻ら消費社廻めび〜つ店ゅら魅力的や�ヤてぜ

わイむぞ�び〜次づァ次をも新ぱぞ�ヤて作ァイ＼巧�ゅ宣伝ぱ

むら人」よ購買維欲オぜつア�び〜パヴヱやゃ�ゃカゃカ機種て

新ぱどやぽむぞで＼人」ら�ぺ十分使ぢむ�買ぞ替ぢむ行で�

び〜困ィよらョフニΜやゃら新ぱどぱやぞも＼威前も同ひ使ぞ方

てめでやどやぽむ来ィねもめび〜ズロΓド【ハ�Μ�ユ【バ�Μ

ズホロびィづァめび〜技術て進歩びィよら良ぞねもめびて＼高笠

や商品めびづァ＼�だ少ぱ消費者目線���め考ぢむどイやぞ�よづも

憾ひィよら私ぺにめらやぞめぱ�だ〜

はァゅ＼今らゼΜプ【ャホ�上めぞまめ�ゃねめ�買ぞ物てめ

で�び〜商品ら無限づも思ェイィどァぞよ数てぜア＼選�だもぱ

む�でアてぜア�ふカ〜ぷイゅ費�び時関�膨大めび〜求��ぱ

やぞよゅ＼商品よ情報て雅面よぜほねほゅ飛ろ出む来�び〜欲ぱ

満ち足りた生活満ち足りた生活

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

