
セルリーダーのためにお祈りください。

 
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。
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／／／／／／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）

私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪
のために、宥めのささげ物としての御子を遣わされました。ここ
に愛があるのです。　(ヨハネの手紙 第一  4章10節)

2021年1月31日≧日∞発行／1月第5週
NO.1332

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。) 

•連絡　

今年よマ【ヴ
[神よ握オ知ゥだ]

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

1/31(日)
礼拝後

LINE
電話

1/24
2名

居場所てぜィねもて緯�めぜア忌望めぜィね
もオ実憾ぱむぞ�び~

グレイス
鈴木千姉

2/5(金)
午後8:30 鈴木宅 1/22

4名
神様オ居場所もぱやはぞも言ェイむぞィ~

Gospel
鈴木尚姉

2/7(日)
礼拝後 交わり 1/24

2名
自分て前向でゅやぽべ事め＼韓係て変ェぽむ
ぞぽべ~人よ事オ気遣だ事て仕ぢィ事~

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

1/24
9名

人ゅらゃだゅ�やァやぞ事て有ィ＼神様よ主権
オ認��びも祈ア�ぱべ~

からし種
磯貝姉

2/4(木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

1/14
3名

自分よぱむ�ァぞべぞねもオ人ゅぱむぜぬや
はぞよ�ねもりオ維識ぱむ我のぱむぞィ~

ユース
岩下兄

1/31(日)
午後1:00

LINEで
分かち合い

1/10
10名

食事よ交ェアオぱ�ぱべ~

Rock
鈴木洋兄

2/3(水)
午後8:30 鈴木宅 1/20

3名
神オ恐イむ生滑ぱむ行でべぞ~

シャローム
平岩姉

2/20 (土)
午前10:00 平岩宅 1/23

2名
神よ架オ居場所もぱやはぞ~

なつめやし
髙橋智姉

1/31(日)
午後2:00 髙橋宅 1/17

6名
ゼダパ様オ知ァやぞカぺも＼周アよ人べほよ
状況ゅ希ア添だ時＼恐イらやどやィ~

リジョイス
杉本姉

2/1(月)
午前10:15 佐尾山宅 1/19

名
中止

ジョイフル
穂苅兄

2/4(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

1/21
3名

アガペ
長塚姉

2/14(日)
練習後 コメダ 1/24

3名
掛ぱぞ交ェア＼癒ぱよつ証ぱめ恵�イ�ぱ
べ~

サクセス
鈴木勝兄

2/14(日)
礼拝後 デラドーラ 1/24

11名
食事よ交ェア

リーダーズ
セル

2/10(水)
午後7:00

Zoomで
分かち合い

1/13
22名

来週めび~

セル研修 休講
ビジョン
平岩恵兄 

1/31(日)
午後1:00 コメダ 1/24

4名
食事よ交ェアオぱむ＼恵�イ�ぱべ~

worship
長塚寛兄 中止 †

高校生
平岩姉 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

2/14(日)
礼拝後 エステル 1/24

4名
洗礼オ受にむ可づて劇的ゅ変ェぽべェにめら
やぞよめびて＼気持ほて変ェア�ぱべ~

ギデオン
芳井兄

2/13(土)
午後6:30 芳井宅 1/23

3名
恐イィ必要らやど＼祈ぽむ主ゅ憾謝びィねも~

カルバリ
野田兄

2/2(火)
午前9:00 野田宅 1/19

5名
交ェア

神の家族
伊岐見真姉

2/13(土)
午後7:30

LINE
電話

1/25
2名

　今週のセルグループ（赤字）　  1月31日(日)～2月6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。

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

鈴木千姉

大髙愛姉

1/31
（日）

2/4
（木）

2/7
（日）

2/11
（木）

　 　　 開始時間　午前10時　　　　　

　 　　 開始時間　午前10時　　　　

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

※  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。

※ 2/2(火)のバイブルスタディは配信で行います。午後1時、7時。
   また、Zoomでも受講できます。(昼の部のみ) （Zoomを希望する方はメールで
連絡をして下さい。 申込先 david@revival.jp）   　

mailto:david@revival.jp
mailto:david@revival.jp


£Δッ1‥38／ ヴΓズら

言ぽべ~＃の覧どぺはぞ~

私ら主よらぱべ�めび~ゃ

だへ＼ぜやべよつねもりゃ

つア＼ねよ身ゅやア�び™

だゅ~＆びィも＼御使ぞら

彼女づァ去ぽむ行ぽべ~％

建築家の壮大な計画
パヰゼΜよユΔビΖムめ＼130年威上経我ぱむ��ぺ寛成ぱむ

ぞやぞ建物てぜア�び~ネトΒヘ…ルスヵΓズ教廻めび~1882年

ゅ着工ぱべよほ＼允度白紙ゅやぽべ計雅ら＼建築架ツゾミセよ手

ゅ™ぽむ再ろ進�ァイむで�ぱべ~ぱづぱぞ�ぺ寛成ゅら至ぽむ

ぞ�ふカ~�ぺ200年づァ300年なァぞづづィぺゥだも言ェイむ

ぞ�ぱべて＼最近ゅやぽむ＼£�だ��やど寛成びィぺゥだ％も

言ェイ＼寛成て現実味オ帯ろむでむぞ�び~ぷイら＼貫光地もぱ

むゅとェだねもめ収榎て上てア＼模型作アゅ3DロΓΜプ【オ使だ

ねもゅ™ぽむ＼石膏≧ふぽねだ∞めよ手作アゅ比んむ作業て劇的

ゅ早どやア＼作業効率て上てぽむぞィねもて要©ぺぷだめび~ツ

ゾミセて描ぞべ設計模型＼図面ら�もカゃ残はイむぞ�ふカ~ぷ

イめ�＼彼よ思ぞ�維志オ可もづぱむ実現はふべぞも伎ぞ＼受に

ほよ伎ぞめび~先日＼洗礼式てぜア�ぱべて＼人て救ェイィねも

ら＼私べほ教廻�允同よ基ろめぜア�び~£�べ允人＼新べやべ

�ぱぞて救ェイべ~主よ働でて�べ允歩前進ぱべ~％もぞだ主よ

�ェばオ見ィ時ゅ＼私べほよ心ゅ基ろて湧で上てぽむで�び~

主の働きのために喜んで仕える
私べほら＼主よ�ねねゥてやはイィべ�ゅ＼ぷよ通ア良で緩も

ぱむ＼主よ働でよべ�ゅ使ェイ＼用ぞァイむ�ぞアべぞも思ぞ�

び~教廻よ様」や働でらびんむ＼人」ゅ福伽オ届にィべ�めぜ

ア＼人」て救ェイィべ�めび~ロΕ�【ュゾパよ建築もぞだの計

雅�＼主て前進はふむどぺはぽむぞ�び~主よ�ねねゥてやはイ

むぞどねもて私べほゅもぽむよ基ろめぜア�び~

私べほてねよ地上ゅ生�イむでべよら＼ゼダパ…ヅΓパ�も出

廻だべ�めび~私べほらゼダパ様も出廻ぞ�ぱべ~主ゅ™ぽむ新

ぱどはイ神よ子ゃ�もはイ�ぱべ~主もも�ゅ歩�新ぱぞ生滑オ

びィ私べほよ使命ら＼人」よ救ぞよべ�ゅ基カめ主ゅ仕ぢむぞど

ねもめび~

私べほよ生滑よびんむら＼主よ働でよべ�＼主よ穎光よべ�ゅ

用ぞァイやにイりやア�ふカ~勉強オびィよ�主よべ�ゅびィね

もめび~働どねも�主よべ�めび~結婚びィよ�＼子茨むオびィ

よ�＼人も話オびィよ�＼食んィよ�院�よ�＼びんむよ主よべ

�めぜア＼�ねねゥて成ぱ遂ぬァイィべ�めぜア�び~主よ伎ぞ

ら＼私べほよ伎ぞめび~今日�主よべ�ゅ＼基カめ仕ぢむ前進ぱ

む�ぞア�ぱ�だ~

／http‥//www.revival.jp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ~
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みこころがなされることが嬉しい
めら＼ゼダパ…ヅΓパ�オ信ひィ私べほゅもぽむ＼允番よ伎ぞ

ら可めぱ�だづ~ぷイら＼神様よ�ねねゥて実現びィねもめらや

ぞめぱ�だづ~�べ＼神様よ素晴ァぱぞ�ェばオ見ィねもめらや

ぞめぱ�だづ~

ヴΓズら＼Αビルもよ結婚オ目前ゅぱむぞ�ぱべ~ぷよ時＼ヴ

Γズら御使ぞよねもりオ聞で�び~£つ�めもだ＼恵�イべ方~

≧Δッ1‥28∞％£ぜやべら身の�ぽむ＼男よ子オ産��び~

≧Δッ1‥31∞％も告ぬァイ�び~ヴΓズら＼ぷよねもりゅ戸惑

ぞオ較ぢ�び~Αビルも�ぺ結婚ぱむぞやぞよゅ£身の�ぽべ％

も告ぬァイィよめびづァ＼恐イィよ�当然よねもぺも思ぞ�び~

ぱづぱねよねもら＼世よ人」よべ�ゅ救ぞ主てつ生�イゅやィも

ぞだ＼もむ�基りぱぞ出来事よべ�ぺぽべよめび~

ヴΓズら＼ねイづァ起ねィ素晴ァぱぞ出来事ゅまぞむらェづぽ

むぞやづぽべづ�ぱイ�ふカて＼自分て神よぱ�んめぜィねもオ

™どェで�ぢべ上め＼神様よ言ェイィねもゅ基カめ従ぞ�ぱべ~

£の覧どぺはぞ~私ら主よらぱべ�めび~ゃだへ＼ぜやべよつね

もりゃつア＼ねよ身ゅやア�び™だゅ~％も言ぞ�ぱべ~神ら＼

ヴΓズよ胎内オ通ぱむ救ぞ主オ誕生はふィもぞだの計雅オ実現は

イ�ぱべ~ヴΓズらぷよべ�ゅ用ぞァイべよめび~

神よ�ねねゥてやはイィねもら＼私べほゅもぽむよ基ろもやア

�び~ぷよ�ねねゥもら＼人」て救ェイィねもめび~神ら人オ世

よ誘惑＼罪よ中づァ救ぞ出びもぞだの計雅よべ�ゅ今�働ぞむつ

ァイ�び~ぷぱむ＼ぷよべ�ゅ私べほオ通ぱむ働でべぞも伎ぽむ

つァイ�び~握びィ架族て救ェイィねもて�ねねゥめぜア＼私べ

継ぞぺ者て立ほ上てぽむ＼ねよ壮大や計雅ら着」も進�ァイむぞ

�び~

日本人彫刻家の願い
ネトΒヘ…ルスヵΓズよ建築ゅ携ェィ人べほよ中め最�長ど古

どづァ携ェぽむぞィ日本人てぞ�び~彫刻架よ崖尾≧ぷもつ∞円

郎はカめび~ツゾミセよ維志オ最�深ど受に継ぞめぞィも言ェイ

むぞィ人物めび~パヰゼΜゅ遺住ぱむ40年威上＼ねよ建築よべ�

ゅ彫刻架よΓ【ヘ【もぱむ働ぞむぞ�び~教廻よ正面入口ゅら＼

ゼダパ様よの降誕オ表ぱべ彫刻よ数」てぜア�び~掛奇オ奏めィ

天使�祝福びィ羊飼ぞやゃて＼基ろよ表情め見守ぽむぞ�び~冒

頭よ写真らぷよ允まめ＼彼よ作品めび~

彼ら＼彫刻オ作成びィゅぜべぽむ＼ツゾミセよ考ぢオ知アべぞ

も思ぞ＼彼ゅまぞむ調ん研究ぱ�ぱべ~ぱづぱ＼ツゾミセ自身よ

ねもオ知ィねもめらやど＼彼てゃカや未来オ作アべづぽべよづ＼

彼て見むぞィ先ゅ可てぜィよづオ想像びィねもゅぱべよめび~び

ィも＼彼て表現ぱべづぽべ�よて見ぢむでべ＼も崖尾はカら言ぞ

�び~£自然ら神づァよ�ホビ【バめぜィ％£芸術ゅつにィ怪答

らびんむ自然よ中ゅぜィ％もぞだツゾミセよ言葉づァ＼神づァ与

ぢァイべ自然オぞづゅぱむねよ建築�彫刻よ中ゅ取ア入イむぞど

づもぞだねもオ考ぢべよめび~彼ら＼ツゾミセよ見むぞべ�よオ

追ぞづにむぞど中め＼ッ�Γホデ教廻め洗礼オ受に�ぱべ~£ツ

ゾミセて生カぺ巨大や赤カ坊オ成長はふむぞどねもて私よ仕事め

ぜィ％も言ぽむぞ�び~彼よ伎ぞら＼ツゾミセて思ぞ描ぞむぞべ

教廻よ寛成めぜア＼夢よ実現よべ�ゅぷよ允翼オ担だねもやよめ

び~

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

