
 
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）

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3月14日≧日∞発行／3月第2週
NO.1338

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

〒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

3/14(日)
礼拝後

LINE
電話

3/7
2名

棄待オ崖び度ゅ＼神て私よべ�ゅ傷まぞむ価
はぽむぞィ

グレイス
鈴木千姉

3/19(金)
午後8:30 鈴木宅 3/5

3名
自己憐憫ゅ気みづはイむ＼瞬関め心て切ア替
ェぽべ〜

Gospel
鈴木尚姉

3/20(土)
午後7:00

Zoomで
分かち合い

3/6
2名

赦びぱ�んもやィ事〜ぷよ衣ゅ今�め長どづ
づぽむ訓練オ受にむぞべ〜

オイコス
磯貝姉

LINEで
分かち合い

3/7
9名

罪よ自較てやど＼神様よ棄待オ崖ぱ＼傷まに
むぱ�ぽべ〜

からし種
磯貝姉

3/18(木)
午前10:00

Zoomで
分かち合い

2/25
4名

癒ぱオ受に取ア�ぱべ〜心てび【ぽも軽どや
ア�ぱべ〜

ユース
岩下兄

3/14(日)
午後1:00

LINEで
分かち合い

2/21
5名

忍耐オ持ぽむ聞どねもてめでむぞやづぽべ〜ぜ
ェイ�よ目オ持ぽむ聞どねもオぱべぞ〜

Rock
鈴木洋兄

3/17(水)
午後8:30 鈴木宅 3/3

3名
自分ねぷ＼神よ棄待ゅ全ど殴ぢむぞやぞ〜

シャローム
平岩姉

3/20(土)
午前10:00 平岩宅 2/28

3名
交ェアよ時オ�ほ�ぱべ〜

なつめやし
髙橋智姉

3/14(日)
午後3:00 髙橋宅 2/28

5名
主よ棄待ゅ殴ぢィ行動オ＼人ゅ対ぱむ＼廻社
ゅ対ぱむぱむぞでべぞ〜

リジョイス
杉本姉

3/16(火)
午前10:15 交わり 3/2

3名
悲ぱカめぞィ自分ゅ目オ向にむりづアぞべ〜

ジョイフル
穂苅兄

3/18(木)
午後9:00

Zoomで
分かち合い

3/4
4名

痛どむゃだぱ™だ�やづぽべめびて＼祈ぽむぞ
�はイ�ぱべ“

アガペ
長塚姉

3/28(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

3/7
3名

神様てぱやはぞもぞだ事オぷよ都度ぱむぞに
り良ぞもェづぽべ〜

サクセス
鈴木勝兄

3/14(日)
礼拝後

コミュニティ
センター

2/28
11名

諦�むぞべにゃ知ァやぞだほゅ病て癒はイむぞ
べよゅ神様ゅ憾謝ぱむぞやぞも気みぞべ〜

リーダーズ
セル

4/14(水)
午後7:00

Zoomで
分かち合い

2/10
22名

ビΔよ建む上ぬゅまぞむ分づほ合ぞ＼額ろ�
ぱべ〜

セル研修 休講
ビジョン
平岩恵兄 

3/14(日)
午後1:00 コメダ 3/7

4名
相手オ敬だ心てやぞねもて＼根本的や原©めぜ
ィねもゅ気て付ぞべ〜

worship
長塚寛兄 中止 †

高校生
平岩姉

3/14(日)
午前9:00 コメダ

中学生
梅田姉

3/14(日)
午後0:30

LINEで
分かち合い

3/7
3名

人よ罪ら気てまどにゃ＼自分よ罪ら気てまづや
ぞぽむねだぞだ事やカぺ〜

キッズ2
小山姉 中止
キッズ1
芳井姉 中止
Shine
小原姉

3/14(日)
午後3:00 エステル 2/28

3名
£全むて允番™ぞねも％ぺも教ぢァイゼダパ
様ゅ憾謝めび“

ギデオン
芳井兄

3/27(土)
午後6:30 芳井宅 2/27

4名
カルバリ
野田兄

3/16(火)
午前9:00 野田宅 3/2

6名
自分よ不幸りづアゅ目オ向にむぞむ神様ゅ目オ
向にむぞやぞ〜

神の家族
伊岐見真姉

3/27(土)
午後7:30

LINE
電話

3/1
2名

自分てづェぞぷだも思ぽむでべねもオ＼改ぞ
魁�ィねもてめで＼平以オぞべぺぞべ〜

　今週のセルグループ（赤字）　  3月14日(日)～3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

3/14
（日）

3/18
（木）

3/21
（日）

3/25
（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

※ 3/16(火)のバイブルスタディは休講になります。

※ 日曜礼拝バイブルスタディが始まっています。(8回連続)　
    開始時間　午後1時　　 場所　会堂
    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。     　

※ 3/17(水)の浜松バイブルスタディは休講になります。



£箴言3‥1 1 - 1 2／

ェて子™＼主よ懲ァ

ぱ�オ拒�や〜ぷよ

叱責オ嫌だや〜父て

ぞもぱぞ子オ叱ィ™

だゅ＼主ら握びィ者

オ叱ィ〜％

間違いを素直に認める
私よ息子ら最近＼折ア紙�工作＼レΖホデよつ�ほ�やゃゅも

む�興味オ持ぽむぞ�び〜ぷよ中め�特ゅレΖホデゅ興味てぜ

ア＼最近よレΖホデら＼Ｌリ【パて4ヵΓ四方ぱづやぞもむ�小は

や�よてぜア�び〜ぷイァよ小はやリ【パオ組�合ェふむ動物�

乗ア物＼建物やゃオ立体的づまΓズΔゅ作ィねもてめで�び〜ぷ

よ™だや細づぞレΖホデやよめ＼作成よ工程て複雑や�よ�ぜ

ア＼説明書オ読カめ�分づァやぞ時て出むで�び〜びィも息子て

£ョョ＼めでやぞづァ�ぽむ％も言ぽむで�び〜允度�ぽむ見ふ

む＼ぷよぜも自分め�ア始�ィよめびて＼作ア方オ関磯ぢむぞィ

時ゅ＼£�ア方て磯だ™％も言だも威前ら＼£分づィづァぞぞ％

も言ぽむ自分よ関磯ぞオ指摘はイィよて嫌や™だめ＼聞ぞむどイ

�ふカめぱべ〜ぱづぱ最近ら＼£ぷだひ�やどむ＼ねだ�ぽむ�

ィカぺ™％も言だも＼びなゅ自分よ関磯ぞオ認�む素直ゅ聞ぞむ

どイィ™だゅやア�ぱべ〜

私べほ�＼普段よ生滑よ中め人づァ言ェイむ気てまどねも�＼

人づァ指摘はイむ�素直ゅ自分よ関磯ぞオ認�ィねもてめでやづ

ぺはぽべ今�生でむ働ど力ぜィねもりめび〜

神の叱責を喜んで受け入れる
めびづァ私べほら＼人づァよ指摘�＼神様づァよ叱責オ基カめ

受に入イ�ぱ�だ〜神様ら＼反抗的や態度オ取ぽべア＼敵対ぱむ

怒ぽむぞィ人ゅ対ぱむ＼無理矢理言ぽむ聞づふむ＼ぷよ態度オ魁

�はふィもぞだねもらやはぞ�ふカ〜ぷよ人て自分め気てまど�

め＼やびて��ゅはイ�び〜自ァ御前ゅ出む改ぞ魁�む＼立ほ返

ィよオ待ぽむぞむどぺはぞ�び〜素直や姿勢め聞どねもて＼私べ

ほて祝福はイィ允番よ近道めび〜

主ら＼私べほオ時ゅ��むどぺはぞ�び〜£裁ぞむらぞに�ふ

カ％£憤ぽべ��めぞむらぞに�ふカ％£赦ぱやはぞ％£貪ぽむ

らぞに�ふカ％£金銭オ握びィ生滑オぱむらぞに�ふカ％も＼私

べほゅ叱責ぱむどぺはぞ�び〜�べ＼身近や人づァ＼£ぷよ�ア

方関磯ぽむィ™〜ねだびィんでぺ™〜％£�ぽも大でや声め話ぱ

べ方てぞぞ™〜％£面倒臭てァやぞめ�ぽべ方てぞぞ™〜％も＼

ぷよ人オ通ぱむ神様て私べほゅ語ぽむどぺはィねも�ぜア�び〜

神様よ��ら＼私べほて祝福はイィべ�＼幸ふゅやィべ�よ教ぢ

めぜア�び〜主ら＼私べほオ£握びィ蛾て息子％£握びィ蛾て

娘％もぱむ見むどぺはぽむぞ�び〜ぷぱむ祝福ぱべぞも伎ぽむつ

ァイ�び〜私べほら神よ叱責オ基カめ受に入イ�ぱ�だ〜

／http‥//www.revival.jp／／／連絡事項等ヱ【�ヰ【バオの覧どぺはぞ〜

／主よ御手／／／／NO.1338／／／／2021年3月14日≧日∞発行

よ生滑オ続にむぞべァ近ぞだほゅ死ゅ�び™％も言ェイべァ＼今

びな態度オ魁�むめでィねもオ可め�びィも思ぞ�び〜私べほ

ら＼人よ指摘�忠告＼警告ゅ対ぱむ素直ゅ認�ィねもてめでやづ

ぽべア＼痛ぞ目ゅぜぽむらひ�む気てまどもぞだねも�ぜぽべア

ぱ�び〜

間違いに気づかされることは恵みである
ぱづぱ＼人づァ関磯ぞオ指摘はイィねも�＼神様づァ罪よ指摘

てぜィねもら＼私べほゅもぽむ恵�めぜア�び〜指摘はイべぷよ

時ら£嫌ぺや％も憾ひィづ�ぱイ�ふカ〜ぱづぱ＼ぷよ指摘て正

ぱぞよめぜイり＼願や態度オ魁�むびなゅ£ぷだぱ™だ％も決�

む行動びィねもて大切めび〜

�ぱ神様よ叱責てやづぽべァ＼私べほら今ゃだやぽむぞィめぱ

�だづ〜今™ア��ぽも自分勝手めェて��や生滑オぱむ＼自己

中心ゅ無頓着めぞむ＼�ぱゥ£自分ら架族オほ�カも養ぽむぞィ

ぱ＼夫もぱむよ役恰オでほカも珂べぱむぞィ％£母親もぱむほ�

カも子ゃ�オ茨むむぞィ％も自分ゅ言ぞ聞づふむ＼£私ら正ぱど

生でむぞィカぺ％も言ぞやてァ生でむぞべづ�ぱイ�ふカ〜私ら

威前らぷだめぱべ〜ぱづぱ今ら＼神様づァ直接語ァイべア＼架族

�兄弟姉妹オ通ぱむ＼神様づァ教ぢァイべア指摘はイべアびィね

もて恵�ぺも憾ひむぞ�び〜�ぱゥ＼問題て問題めぜィも気て付

づやぞめぞィねもよ方て™ぽ�ゃ恐ゥぱぞねもぺも思ぞ�び〜

£聖書らびんむ神よ霊憾ゅ™ィ�よめ＼教ぢも��も矯正も義よ

訓練よべ�ゅ有榎めび〜≧�マ�マ3‥16∞％もぜア�び™だ

ゅ＼聖書ゅ書づイむぞィ神様よねもりら＼私べほて関磯ぽべ道づ

ァ正ぱぞ道を向でオ変ぢむ歩�べ�ゅ＼�べ＼良ぞ行ぞオぱむぞ

どべ�よ訓練めぜア＼私べほて祝福はイィべ�ゅ神様て与ぢむど

ぽべアびィねもてぜィづ�ぱイ�ふカ〜

痛い目にあわないと気がつかない
�べ＼薄」自分め�£ねよ��めらぞにやぞや％も憾ひやてァ

�ぷイオ放ぽむつぞむ＼自分め痛ぞ目ゅぜぽむ気てまども言ぽべ

ねも�ぜィづ�ぱイ�ふカ〜

ヘラミら＼ゾΓ�よ妻ユマハタユも韓係オ持ほ＼官陰よ罪オ犯

ぱ�ぱべ〜ぷよねもオ羽蔽びィべ�ゅぜァ©ィ策オ講ひ�びて＼

だ�ど行で�ふカ〜切丑詰�ぽべ彼ら＼ゾΓ�オ戦死ゅ見ふづに

む殺ぱむぱ�ぞ�ぱべ〜ぷよ後＼預言者て遣ェはイ＼ヘラミゅ対

ぱむぜィべもぢ話オぱ�び〜£ぜィ町ゅ＼富カめぞィ人も貧ぱぞ

人てぞ�ぱべ〜富カめぞィ人ら＼多どよ架畜オ所有ぱ＼貧ぱぞ人

ら＼べぽべ允匹よ小はや雌羊ぺにオ所有ぱむぞ�ぱべ〜ぜィ時＼

富カめぞィ人よ架ゅ旅人て�ぽむでべ時＼彼ら旅人オ�むやびべ

�ゅ＼自分よ所有びィ架畜づァ取ぽむ調理びィよオ惜ぱカめ＼貧

ぱぞ人よ架よ羊オ奪ぞ取ぽむ調理ぱ�ぱべ〜％ぷよ話オ聞ぞべヘ

ラミら＼£ぷカやぜェイ�よやぞ男ら死刑ぺ〜％も激ぱど怒ア�

ぱべ〜預言者らヘラミゅ対ぱむ＼£ぜやべてぷよ男めび〜ゃだぱ

むぜやべら主よねもりオ蔑�＼圧オ行ぽべよづ〜％も告ぬ�ぱ

べ〜ヘラミら＼ュホも蛾ゅ返ア�ぱべ〜ぷイ�め自分よぱべねも

オ心よ中め責�ァイむらぞべ�よよ＼主づァュホヅΓも責�ァ

イ＼裁でオ告ぬァイべ時ゅ＼彼ら砕づイ�ぱべ〜

私べほ�＼例ぢり壱者づァ＼£ぜやべらねよ��今よ生滑習換

オ続にむぞべァ病気ゅやア�び™％も言ェイむ�＼£角づゅ好で

や�よりづア食ん我とむぞィづ�ぱイやぞ〜嬰動�全どぱむぞや

ぞ〜％も薄」憾ひむぞむ�＼明ァづや痛��症状て全ど無にイ

り＼ぷね�め気ゅびィねもらやぞづ�ぱイ�ふカ〜ぱづぱ＼£今

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

