
 
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22日（日）発行　11月第4週
NO.1322

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   
•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

〒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 大髙愛姉 鈴木尚姉

週 Ⅱ
来 Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉

週 Ⅱ

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

鈴木尚姉

鈴木千姉

11/22
（日）

11/26
（木）

11/29
（日）

12/3
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

※　11/23 (月)　　　クワイヤー練習日　　祝福をお祈り下さい。

セ ル
（リーダー） 次回の日時 場　所
リバイバル
北山姉

11/22(日)
練習後

LINE
電話

11/15
3名

本気め主ゅ聞どねもら問題ゅ正面づァ向���づぞ
闘だねも〜

グレイス
鈴木千姉

11/27(金)
午後8:00 鈴木宅 11/13

6名
交ェアオぱ�ぱべ〜

Gospel
鈴木尚姉

11/29(日)
礼拝後 交わり 11/1

2名
オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

11/15
9名

主よねもオ思だ時ゅ＼信頼ぱやはぞよ声て聞
ねぢ＼平以オぞべぺで�ぱべ〜

からし種
磯貝姉

11/26(木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

11/5
3名

怒アも戦ぽむぞィ〜相手らェづぽむどイやど
む�ゼダパ様らェづぽむどぺはぽむぞィ〜

ユース
岩下兄

12/6(日)
午後1:00

LINE
電話

11/8
5名

自分オ捨むやはぞもぞだねもら聞ぞむぞべて＼
捨むむ�夏値てぜィもぞだ話ぱて刺はぽべ〜

Rock
鈴木洋兄

12/2(水)
午後8:30 鈴木宅 11/4

3名
�ぽも憾情オ自由ゅ出ぱむ＼自分オはァに出
ふりぞぞよゅ＼真実よ自分オ羽ぱむぞィ〜

シャローム
平岩姉

11/28(土)
午前10:00 平岩宅 11/7

3名
主ゅぜィ交ェアよ時オ持ほ�ぱべ〜

なつめやし
髙橋智姉

11/22(日)
練習後 髙橋宅 11/8

6名
ゃだふ聞ぞむ�ァぢやぞ＼やゃも言ぞ訳オぱ
む��むぱ�だ〜�ぴ手紙オ書ぞむ�ィ〜

リジョイス
杉本姉

11/24(火)
午前10:15 赤塚宅 11/10

4名
ジョイフル
穂苅兄

11/26(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

11/12
4名

やぶぞま�同ひ我ほオ犯ぱ続にィよづも思ぽむ
ぞべて＼自分�ぷだめぜィ〜

アガペ
長塚姉

11/22(日)
練習後

コミュニティ
センター

11/8
4名

怒ァやどむらぞにやぞよゅ＼自分オ守ィべ�＼
人よ事オ思ェぴ＼自分よ事オ考ぢむぱむぞべ〜

サクセス
鈴木勝兄

11/22(日)
礼拝後 交わり 11/8

10名
神様よねもオ思ぽむ＼神様よ目線���め＼神様よ命
令ぺにゅ従ぽべ結珂＼神様よ力て働ぞべ〜

リーダーズ
セル 12月は休み 11/11

22名
御霊ゅ従ぽむ祈アゆど〜必ぴぷだやィも信ひ
む戦だ〜

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 11/15

4名
主ゅぜぽむ不寡能やねもら可允まやぞも示は
イ＼励�はイべ〜

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

11/28(土)
午後6:30 エステル 11/14

5名
£今＼聞に％もぞだねもぺぽべカぺも教ぢァイ
�ぱべ〜

ギデオン
芳井兄

11/28(土)
午後6:30 芳井宅 11/14

4名
祈ぽむづァびィねもよ重要性オ額カぺ〜恐イむ
ぞべ™だやねもら起ねァやづぽべ〜

カルバリ
野田兄

12/1(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

11/28(土)
午後7:30

LINE
電話

11/14
2名

祈アゅ™ぽむ＼母よ心ゅ神様てわイむ価はぽ
べ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  11月22日(日)～11月28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。



£箴言1166‥33  ぜやべよ

ェばオ主ゅ©ぺょ™〜

ぷだびイり＼ぜやべよ

計雅ら堅ど立ま〜％

修学旅行の計画変更
£修額旅行％もぞぢり＼小額校�中額校＼�べら高校ゅ在額中

よ大でやゼワΜ�よ允まぺも思ぞ�び〜私ら今め�＼当時修額旅

行を行ぽべ先め貫光ぱべ場所�＼ぷよ時よ様子オ較ぢむぞ�び〜

中額生よ時ゅ東京を行ぽべ時よねもらもむ�胤象ゅ残ぽむぞ�

び〜当初ら＼デΒパよ中め44×55人なァぞよ班ゅ分づイむ＼都内よ

貫光Δ【��交通手段オ自分べほめ決�む＼班のもゅ�も�ぽむ

貫光びィ予定めぱべ〜計雅よ段劾づァ�やもむ�掛ぱぷだめ＼Θ

デΘデぱむぞ�ぱべ〜ぱづぱぷよ頃＼ぜよヂゾ�真理教ゅ™ィ地

価鉄ネΓΜ事件て起ねア＼ぷぱむ修額旅行を行ど22×33日前ゅら＼

東京都庁め小包爆弾事件て起ねア＼修額旅行よ計雅ら大でど変更

はイ＼貫光ユパゅ乗ぽむ全�めよ遺動もやア＼貫光びィ場所�制

限はイむぱ�ぞ�ぱべ〜ぷぱむ宿泊先ら＼事件よ起ねぽべ都庁よ

びなぷりめぱべ〜ねよ当時よねもら＼今め�忘イァイ�ふカ〜

ぷぱむ今＼ニΖム苛め修額旅行オ中止ぱべア＼演棄ぱべア＼行

で先オ近場を変更びィねもオ余儀やどはイィ額校て�もカゃめぜ

イ＼起でむぞィ出来事ゅ＼主よ目的＼の計雅てぜア＼主よ主権て

ぜィもぞだねもオ認�やにイりやア�ふカ〜

事の始めから主にお任せする
めびづァ＼私べほら自分よ生滑＼人生よびんむオ主ゅの支配ぱ

むぞべぺづやにイりやア�ふカ〜今日允日仕事オ始�ィ時づァ＼

起ねィねもオびんむ主よ御手ゅ為ょィねもめび〜£私ゅら今日可

て起ねィよづ＼びんむオ知ィねもらめで�ふカ〜ぜやべぺにての

存知めぜァイ�び〜可て起でむ�主てやはイィねもめびよめ＼私

ら主よ働でオ漢迎ぱ＼基ろ�び〜主よ�ねねゥてやはイ�び™だ

ゅ〜％も祈ぽむ始�ィねもて大切めび〜仕事オぱむぞィ時�＼主

よの支配オ漢迎ぱまま＼今日�ィんで仕事＼勉強＼架事オニボニ

ボも�ア続にむぞどぷよ先ゅ＼主てやはイィ允番良ぞ結珂をも導

づイむぞで�び〜£�ΒレΔらぜぽべにゃ＼予定通アゅ仕事オ終

ぢィねもてめでべ％もづ£思ぞてにやぞ人づァ＼契約ぱべぞもぞ

だ良ぞ知ァふて来べ％もぞだねもて起でべアぱ�び〜�べ＼£可

�起ねァやづぽべ％もぞだねもゅやィづ�ぱイ�ふカ〜ぷイめ�

主らぷよ先ゅ＼私べほゅ対びィ良での計雅オ持ぽむつァイ＼ぷよ

べ�ゅ私べほオ導ぞむつァイ�び〜主よやはイィねもらぞま�最

善めび〜私べほら主よ前ゅをア価ぽむ＼心よ中ゅ主よの支配オ受

に入���イむべぺ主ゅ信頼ぱむ歩カめ�ぞア�ぱ�だ〜ぷだびイり＼

私べほよ心ゅぜィ計雅ら主ゅぜぽむ成ぱ遂ぬァイ＼私べほら主ゅ

ぜぽむ祝福はイ�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..11332222／／／／22002200年1111月2222日≧日∞発行

べ仕事ゅ取ア�づゥだ〜ぷだびイり今日中ゅびんむ終ぢィねもて

めでィ〜％も考ぢむ＼ぞば仕事ゅ取ア�づぽむ�＼予棄ふゆ�Β

レΔ�問題て起ねぽべアぱむ＼やづやづ仕事てらづゃァぴ＼允日

終ェぽむ�ィも＼£全然進カめぞやづぽべ％もぞだねも�™どぜ

ィも思ぞ�び〜私べほら＼先よねもオぜイねイも自分め考ぢむ＼

ぜィ程度よねもら予測びィねもらめでむ�＼結珂てゃだやィづも

ぞだねもゅまぞむら＼ぷよ結珂て出ィ�めら全どェづア�ふカ〜

事の決定は主がなされる
主ら＼今世よ中め起でむぞィ出来事�＼私べほよ身近め起でむ

ぞィ出来事＼私べほ自身ゅ起でむぞィ出来事よびんむオの支配は

イ＼導づイむぞ�び〜今日＼空オ見上ぬィ時ゅ影允まやぞ青空て

広てぽむぞィねも＼允日中臼て降ア続ぞむぞィねも＼急ゅ勘どや

ア冷ぢ込カめどィねも�＼びんむ主て起ねはイむぞィねもめび〜

今日＼自分よ予定ぱむぞべ仕事て＼突然よ�ΒレΔゅ™ぽむ変

更ふばィオ得やどやィねも�＼主てぷよ決定オはイむぞィねもめ

び〜予定通アゅやァやぞねもめ＼私べほら慌むべア焦ぽべアびィ

ねもてぜア�びて＼主てぷよねもオ起ねはイむぞィもぞだねもオ

知ァやにイりやア�ふカ〜

仕事め契約て成立びィねも�主てぷよ決定オはイむぞ�び〜主

てぷよ�ア取アよ現場ゅつァイむ＼相手よ人よ心オ動づぱ＼£™

ぱ＼契約ぱ™だ％もぞだ決断ゅ至ァふィよめび〜�べ＼契約ゅや

ァやぞねも�＼契約ゅやぽべ�よて白紙ゅやぽむぱ�だねも�＼

主てぷよねもオ起ねはイ�び〜私べほら＼事よ決定ら主てやは

ア�び〜子ゃ�べほゅもぽむら＼もむ�掛ぱ�ゅぱむぞィゼワΜ

�ぺも思ぞ�びて＼私�今よ子ゃ�べほよ心境て分づァやど�や

ぞ気てぱ�び〜

自分なりに考えるが計画通りにならない
ぷぱむ私べほ�＼普段よ日」よ生滑よ中め起ねィねも�＼�べ

将来よねもゅまぞむ色」も考ぢべア＼計雅びィねもてぜィも思ぞ

�び〜

私ら救ェイィ威前＼£自分自身オ変ぢべぞ＼人生オ変ぢべぞ＼

幸ふゅやアべぞ％もぞだ思ぞオ強ど持ほまま�＼可�変ェぽむぞ

やぞ現状ゅ悶」もぱむ生でむぞ�ぱべ〜毎年ねよ時棄ゅやィも＼

£来年よ計雅オ考ぢ™だ％も思ぽむ＼来年よねも�＼ぷよ先よ55

年後＼1100年後＼ゃだやアべぞづもぞだねもオ計雅ぱむぞ�ぱべ〜

£仕事め成功ぱべぞ＼車て欲ぱぞ＼旅行を行でべぞ＼親孝行オぱ

べぞ％もぞだねもオ思ぞ描で＼計雅て寛成びィも＼将来をよ忌望

ゅぜわイもむ�ΘデΘデぱむで�び〜ぱづぱ＼年て変ェぽむぱり

ァど経まも＼計雅ぱべもでよΘデΘデ憾らゃねづを消ぢむぱ�

ぞ＼日常生滑ゅ起ねィ様」や問題ゅ日」追ェイむ＼ぷイゃねゥめ

らやどやぽむぱ�ぞ�び〜自分て計雅ぱべ通アゅらやぽむぞやぞ

ねもりづアめぱべ〜

普段よ日常生滑め�＼私べほら様」やねもオ考ぢ＼予測ぱむぞ

�び〜£今日ら＼ぜよ続でよ仕事オ終ェァふやぞもぞにやぞ〜ぷ

イゅ家ぢむ＼人づァ頼�イむぞィ仕事��ァやにイりぞにやぞ〜

�ぴ続でよ仕事オ午前中�めゅ終ェァふむ＼午後づァら意頼はイ

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

