
 
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)
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NO.1334

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
[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

2/14(日)
礼拝後

LINE
電話

2/7
2名

結局ら自分よ問題やよぺもェづア�ぱべ~自
分て主ゅまやてぽむぞやぞもめでやぞ~

グレイス
鈴木千姉

2/19(金)
午後8:30 鈴木宅 2/5

名
中止

Gospel
鈴木尚姉

2/21(日)
礼拝後 交わり 2/7

2名
事実ら＼�イり必ぴめでィ™だゅやィ~

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

2/7
9名

人オ神様ゅまやな事て動機めぜィやァ躊躇ぱむ
らやァやぞも示はイ�ぱべ~

からし種
磯貝姉

2/25(木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

2/4
名

中止

ユース
岩下兄

2/21(日)
午後1:00

LINEで
分かち合い

1/31
5名

ゼ�ゼ�めらやど基カめ仕ぢやはぞも語ァイ
む＼つ伎ぞはイべねもオ基カめめでべ~

Rock
鈴木洋兄

2/17(水)
午後8:30 鈴木宅 2/3

3名
主ゅ助にオぞべぺづやにイり立ほ行づやぞ~�
ぴ自分て常ゅゼダパ様ゅまやてぽむぞィねも~

シャローム
平岩姉

2/20(土)
午前10:00 平岩宅 1/30

2名
神様てねねゅつぞむどぺはぽべよめ＼基カめ
ねねめ人よべ�ゅ仕ぢむ行ど決維~

なつめやし
髙橋智姉

2/14(日)
午後2:00 髙橋宅 1/31

5名
人ゅ仕ぢむぞィま�アぺぽべて＼自分よべ�
ぺぽべ~仕ぢィ者ゅやィべ�ゅ祈ぽべ~

リジョイス
杉本姉

2/16(火)
午前10:15

LINEで
分かち合い

2/1
3名

忠告よ目的ら神様ゅまやぬィ事ゅぜィ~

ジョイフル
穂苅兄

2/18(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

2/4
4名

言ぢやづぽべにゃ＼日」祈ぽむ主もまやてぽむ
言ぢィ™だゅやア�ぱべ~

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

3/10(水)
午後7:00

Zoomで
分かち合い

1/13
22名

ビΔよ�Μユ【よドズゅまぞむ角認ぱ＼�べ
互ぞよ必要よべ�ゅ祈ア�ぱべ~

セル研修 休講
ビジョン
平岩恵兄 

2/14(日)
午後1:00 コメダ 2/7

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

2/14(日)
午後0:30

LINEで
分かち合い

2/7
3名

聖書オ読カめ＼祈ぽむ勉強びィ様ゅやぽべァ＼
頭ゅ入ぽむどィ様ゅやぽべ~

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

2/27(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

2/16(火)
午前9:00 野田宅 2/2

6名
自分自身よ言ぢやぞもぞだ問題て明ァづゅやぽ
べ~

神の家族
伊岐見真姉

2/27(土)
午後7:30

LINE
電話

1/25
2名

　今週のセルグループ（赤字）　  2月14日(日)～2月20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。

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

2/14
（日）

2/18
（木）

2/21
（日）

2/25
（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

※ 2/16(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）   　

※ 2/21(日)の礼拝後から礼拝バイブルスタディを始めます。(8回連続　会堂にて)
    受講者には係から直接連絡があります。　祝福をお祈りください。     　

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


£Ζ【ヴ8‥31／ め

ら＼ねイァよねもゅ

まぞむ＼ゃよ™だゅ

言ぢィめぱ�だづ~

神て私べほよ味方め

ぜィやァ＼ぺイて私

べほゅ敵対めでィめ

ぱ�だ~％

すぐやる課
千葉県よ松戸市役所ゅら＼£びな�ィ霞％もぞだ霞てぜア�

び~1969年ゅ創設はイむ威来＼50年威上て経我ぱむぞ�び~ね

よ霞よ発偉者ら当時よ松戸市長め＼�Βホトパ�ズ£ヴボ��ヅ

Αハ％よ創業者め�ぜィ松本清はカめび~当時よ松戸市ら人口て

急激ゅ増家ぱ＼道路�上価水道よ整備て追ぞまづやぞ状況めぱ

べ~£役所ら働づやぞ％£市民よ要望オべァぞ怪ぱゅぱむぞィ％

もぞだゼ�【バてぜィ中め＼市民よ声ゅびり�ど殴ぢ＼行政オ市

民ゅもぽむ身近めェづア�びぞ�よゅぱ™だも設置はイべよて

£びな�ィ霞％めぱべ~£びな�ァやにイりやァやぞ�よめ＼び

な�ア得ィ�よら＼びなゅ�ア�び％もぞだ理念よ�もパプ【�

ぱ�ぱべ~ュベよ巣駆除＼動物よ死体よ処理＼道路よ館没華所よ

修復やゃ要望てぜイりびなゅ駆に付にむ行だぷだめび~自分めら

びなゅ対殴めでやぞねもオびり�ど対殴ぱむどイィ人てぞィもぞ

だねもら＼市民ゅもぽむもむ�以心てめで�びぱ＼可™ア�心強

ぞ味方めぜィも思ぞ�び~

もオべぺ憾謝ぱ�び~主て起ねはイむぞィねもら＼びんむ善でね

もやよめ私らぜやべよやはイィねもオ基ろ�び~％も言ぽむ主オ

賛美ぱ続にむぞづやにイりやア�ふカ~

ぷよ™だゅぱむ主オ賛美ぱむ行ど中め主ら働ぞむどぺはぽむ＼

私べほオ助にむどぺはぞ�び~允歩踏�出ぷだもぞだ勇気て与ぢ

ァイ�び~主て必ぴ成ぱ遂ぬはふむどぺはィもぞだ忌望て与ぢァ

イ�び~�べ＼私べほて想像�ぱやづぽべ可づて起ねィ事てぜア

�び~ョゾΖら＼£ヅΓパ�よ©ぢゅ＼弱は＼侮辱＼苦悩＼迫

概＼困難オ基カめぞ�び~もぞだよら＼私て弱ぞもでゅねぷ＼私

ら強ぞづァめび~≧�ニΓΜ�12‥10∞％も言ぞ�ぱべ~私べほ

て主オ見上ぬむぞィ中め主ら働ぞむどぺはぞ�び~£主ェイオ握

び％もぞだ有名や賛美禾てぜア�び~£主ェイオ握び／ 主ら強に

イり／ ェイ弱ども�／ 恐イらぜァひ％も続ぞむ行ど曲めび~主て

強にイり＼私ら弱どむ�恐イら全どやぞも言ぽむぞ�び~ぷイ

ら＼弱ぞ私べほて主ゅ信頼ぱむぞィづァめび~

神て私べほよ味方めぜァイィよめ＼神オ信ひむ歩�者ゅ対ぱむ

敵対ぱ得ィ�よら可�ぜア�ふカ~私べほら＼神様よ寛璧やツ【

�ゅ守ァイむぞィよめ＼ゃカや敵�手オ出びねもてめでやどやィ

よめび~私べほらゃカやゅ弱づゥだも＼情にやぞ思ぞ�敗北憾て

�ぽむね™だも�＼主ゅ信頼びィやァり＼主て守ぽむどぺはィよ

め＼私べほらねよぜアよ��め生でァイィよめび~

／http‥//www.revival.jp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ~
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もゃ�ぽむぞやはぞ％も言ェイべよめび~彼ァら＼敵て襲ぽむ来

ィ恐怖よべぺ中め＼主オ見上ぬむ賛美ぱ�ぱべ~びィも＼敵よ大

軍ら互ぞゅ同士討ほオ始�滅�ぱ合ぽべよめび~主て戦ぞゅ勝利

ぱむどぺはぞ�ぱべ~

私べほ�＼弱はオ較ぢィ時＼恐怖め震ぢつよよど™だや中め＼

主オ見上ぬむ主オ賛美ぱやにイりやア�ふカ~主ら私べほよ味方

めび~私べほよ行ど所ゃねゅめ�允緒ゅぞむどぺはぞ�び~

弱さのあるまま主に信頼する
私べほてびィんでねもら＼味方めぜァイィ神様ゅ信頼びィねも

めび~起でむぞィ事態オ全む主ゅ為ょィねもめび~

£怖ぞ％も憾ひィ時＼£ねカや私ら握はイやぞ％も孤独憾て

襲ぽむ来ィ時＼£私ゅらめでやぞ~ヘ�ぺ~％もぞだ敗北憾て

�ぽむ来ィ時＼将来よねもめ不以オ憾ひィ時＼人づァ言ェイべ言

葉め傷まど時ゅ＼私べほら自分め心配オぱむぱ�ぞ�び~ぱづ

ぱ＼心配ぱむ�可�変ェア�ふカ~受験オ目よ前ゅぱむ緊張びィ

時＼大勢よ人よ前め話び機廻てぜィ時ゅ＼£ねねめ緊張ぱむらぞ

にやぞ％£失敗ぱべァヘ�ぺ％£負にむらやァやぞ％も思ぞ�

び~自分め可もづぱやぞもぞにやぞも思ぞ�び~びィも＼�べ敵

よ声て�ぽむで�び~£失敗ぱべァ恥オづどへ％£ぷイめ�デΓ

パベ�Μやよづ％£つ前ら握はイむぞやぞ％~ぷよ声ゅ対抗ぱ™

だもぱ�びて勝まねもらめで�ふカ~私べほら＼弱はオ可もづぱ

む振ア払つだもびィよめらやど＼ぷよ弱はオ抱ぢべ��め主ゅ信

頼ぱやにイりやア�ふカ~£今＼私ら緊張ぱむゃだびイり™ぞよ

づ分づア�ふカ~べぺぜやべゅ為ょ�び~ぜやべてやはイィねも

ら�や善でねもめび~めびづァ私ら今＼自分よ身ゅ起でむぞィね

心強い先輩
私ら＼威前ビ【Δパよ仕事オぱむつア�ぱべて＼初�むズンゼ

Μ�オ取ぽむ訪問を行ぽべ時＼もむ�緊張ぱむ不以めぞぽるぞ

ぺぽべねもオ較ぢむぞ�び~上司て同行ぱむどイむ＼私ら襖め上

司もつ客はカよ�ア取アオ聞ぞむぞ�ぱべて＼ェづァやぞねもオ

質問はイべ時め�＼落ほ着ぞむ丁寧ゅェづア�びど答ぢむぞど様

子オ見ィ時ゅ＼自分ら可�めでやぞにイゃ�＼以心ぱむぷよ場ゅ

ぞィ事てめで�ぱべ~�べ＼自分て行で詰�ぽむ困ア珂むむぞィ

時ゅ＼声オづにむどイべア＼允歩踏�出びでぽづにオ作ぽむどイ

む背中オ王ぱむどイィ時ゅ＼£ねよ人らぞま�私よ味方めぜぽ

む＼もむ�心強ぞ存在ぺ％も憾ひ�び~

神は私の味方である
ぱづぱ私べほよ信ひむぞィ神様ら＼ゃカや人™ア�頼イィ存在

めぜア＼ぞま�私べほよねもオ守ぽむどぺはィ心強ぞ味方めび~

南�ヘ黄国よ黄Αハ�ルスマら＼敵国づァ大軍て攻�むでべ時

もむ�恐イむぞ�ぱべ~ぷよ恐イオ憾ひィ中め＼彼ら主ゅ祈ア�

ぱべ~£攻�む来ィねよ大軍ゅ当べィ力ら＼私べほゅらぜア�ふ

カ~私べほもぱむら＼ゃだびイり™ぞよづ分づア�ふカ~べぺ＼

ぜやべゅ目オ注なよ�めび~≧�歴代誌20‥12∞％~びィも＼主

ら£ねよ大軍よ©ぢゅ恐イむらやァやぞ~つよよぞむらやァや

ぞ~ねイらぜやべてべよ戦ぞめらやど＼神よ戦ぞめぜィ~≧同

20‥15 ∞％もΑハ�ルスマゅ言ェイ�ぱべ~ぷぱむ＼£戦だよ

らぜやべてべめらやぞ~ぜやべてべら今ぞィぷよ場所ゅ堅ど立ぽ

む動づぴゅぞやはぞ~％も言ェイ�ぱべ~£ぷねづァ逃ぬやぞめ
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