
 
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。

軥苌賤軨 轔 闱

／／／／／／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28日≧日∞発行／3月第4週
NO.1340

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

　今週のセルグループ（赤字）　  3月28日(日)～4月3日(土)
セ ル  
（リーダー） 次回の日時 場　所 前回の証しなど
リバイバル 
北山姉

3/28(日) 
礼拝後

LINE 
電話

3/21 
2名

神抜でよ夫婦允体らやぞもぞだねもオ身オ�
ぽむ教ぢァイむぞ�び〜

グレイス 
鈴木千姉

4/2(金) 
午後8:30 鈴木宅 3/19 

3名
自分て神様ゅまやてぽむぞィぺにめぞぞも示
はイべ〜

Gospel 
鈴木尚姉

4/10(土) 
午後2:00

Zoomで 
分かち合い

3/20 
2名

主よ御声オ聞ど余地オ持ま事〜自分™ア�前
ゅ＼相手よ事オ考ぢ受に入イィ〜

オイコス 
磯貝姉

3/28(日) 
礼拝後 交わり 3/21 

9名
神様よ前ゅ正ぱぞ結婚オ目指ぱべぞ〜神様も強
ど結ろ合ェはイべぞも思ぞ�ぱべ〜

からし種 
磯貝姉

4/15(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

3/18 
4名

憾情め生でむぞィ〜憾情めらやど信仰ゅ™ぽ
む生でべぞも思だ〜

ユース 
岩下兄

4/4(日) 
午後1:00

LINEで 
分かち合い

3/14 
5名

£自分づァ連絡オ取アやはぞ〜％も語ァイむ＼
連絡オ取ぽむ話オびィねもてめでべ〜

Rock 
鈴木洋兄

3/31(水) 
午後8:30 鈴木宅 3/17 

3名
姉妹よ信仰よ怪復も夫婦て允体もやィねもオ祈
ア続にむ行ど〜

シャローム 
平岩姉

4/10(土) 
午前10:00 平岩宅 3/20 

3名
自分やアよ律法オ斡ぽむぞィ〜余地てやぞカ
ぺやも思ぽべ〜

なつめやし 
髙橋智姉

3/28(日) 
午後2:45 髙橋宅 3/14 

6名
交ェアめぱべ〜

リジョイス 
杉本姉

4/6(火) 
午前10:15 佐尾山宅 3/16 

5名
交ェア〜掛ぱぞ時関オ共ゅ我のふべねもオ＼主
ゅ憾謝ぱ�ぱべ〜

ジョイフル 
穂苅兄

4/4(日) 
礼拝後 交わり 3/18 

5名
ねねゥゅ©もアてやぞも主オ締�出ぱむぱ�
だ〜

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

3/28(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

3/14 
14名

自分て高慢ゅやぽむ怒ぽむぞべよゅ＼怒アオ抑
ぢむぜぬべも思ぞ込カめぞべ事オ改ぞ魁�べ〜

リーダーズ 
セル

4/14(水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

3/10 
23名

指摘て本人オまやな働でゅやぽむぞィねもて
大切〜心オ允まゅぱむ祈ぽべ〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

3/28(日) 
午後1:00 交わり 3/21 

4名
可™ア��ぴ自分て神様ゅ夢中ゅやィねもて
大切めぜィねもオ教ぢァイべ〜

worship 
長塚寛兄 中止
高校生 
平岩姉

4/4(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

3/21 
3名

余地て全然持むやぞ〜憾情ゅ支配はイほ�
だ〜神様ゅ夢中ゅやアべぞ〜

中学生 
梅田姉

3/28(日) 
午後0:30

LINEで 
分かち合い

3/21 
3名

£憾謝ぱ�び“％も祈アやてァ話ぱむぞべァ
ぺカぺカ普通ゅぱ�んイィ™だゅやぽべ“

キッズ2 
小山姉

4/4(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

3/21 
5名

神様ゅ従ぽむ＼正ぱぞ結婚オぱべぞめび〜

キッズ1 
芳井姉

4/4(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

3/21 
3名

神様てどイべ架族ぺづァ＼掛ぱぞカぺやも思
ぽべ〜

Shine 
小原姉

3/28(日) 
午後3:00 エステル 3/14 

5名
允人允人よ名前オ上ぬむ祈ア＃つら™だ＆よ渥
拶�目オ見む握オ持ぽむ接ぱ�ぱべ〜

ギデオン 
芳井兄

4/10(土) 
午後6:30 芳井宅 3/13 

3名
カルバリ 
野田兄

4/6(火) 
午前9:00 野田宅 3/16 

6名
毎日聖書オ読�ねもて出来むぞィねも＼深ど理
快ぱ™だも思だ™だゅやぽべねもら神様よ賜物

神の家族 
伊岐見真姉

4/10(土) 
午後7:30

LINE 
電話

3/13 
2名

£自分よぱむ�ぱぞ事オ＼人ゅ�ぱやはぞ〜％
も＼心よ中ゅぜア�び〜

セルリーダーのためにお祈りください。

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 3/28 
（日） 

Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉 4/1 
（木）週 Ⅱ

来 4/4 
（日） 
イースター

Ⅰ 大髙愛姉 鈴木尚姉 4/8
週 Ⅱ 大髙愛姉 鈴木尚姉 （木）

鈴木千姉

鈴木尚姉

　 　　 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 

※ 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。     　

※ 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。

※  4/4(日)はイースター礼拝です。祝福をお祈りください。 
     イースター感謝献金は専用の献金袋でお捧げください。



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

／主よ御手／／／／NO.1340／／／／2021年3月28日≧日∞発行

£Αュャ15‥4 ェべぱ

ゅもゃ�アやはぞ〜ェ

べぱ�ぜやべてべよ中

ゅもゃ�ア�び〜枝て

ゐゃだよ木ゅもゃ�ぽ

むぞやにイり＼自分め

ら実オ結ゐねもてめで

やぞよも同ひ™だゅ＼

ぜやべてべ�ェべぱゅ

も ゃ � ぽ む ぞ や に イ

り＼実オ結ゐねもらめで�ふカ〜％


サクラの成長
今月17日＼名古乙めネデΒよ凱菓て発表はイ�ぱべ〜毎年少ぱ

ぴまネデΒて咲ど時棄て早�ぽむぞィ™だゅ�憾ひ�び〜4月ゅ

入ア入額式て行ェイィ頃ゅら＼満凱オ我とむ散ア始�むぞィ所�

多ぞよめらやぞづも思ぞ�び〜允年よだほべぽべＭ×Ｎ週関�ゃ

ぱづ咲どねもてやぞネデΒめびて＼春よ風物詩もぱむ見ィ人オ掛

ぱ�ふむどイ�び〜菓て散ぽべ後ら＼緑よ葉て企オ出ぱ�び〜暇

ゅら葉て生ぞ茂ア＼秋ゅら葉て色みで＼ぷよ後＼葉ら散ぽむぱ�

ぞ�び〜ぷぱむ勘ぞ冬オ�ぱむ駕て少ぱぴま大でどやア＼春ゅ

やぽむ�べ菓オ咲づふ�び〜私べほら＼菓て咲ど春威崖よ時棄ゅ

ネデΒよ木オ眺�べアびィねもら�もカゃやぞづ�ぱイ�ふカ

て＼ネデΒ�毎日少ぱぴま変佳ぱまみにむぞ�び〜菓て散ア＼ネ

デΒよ木全体て緑よ葉め覆ェイィ頃＼�だびめゅ小はや駕て企オ

出ぱむぞ�び〜暇づァ秋＼秋づァ冬をも少ぱぴま成長ぱ＼春ゅ菓

オ咲づふ�び〜ぱづぱ＼ぷよ菓�＼木づァ送ァイむどィ水分�太

陽よ光オ吸収びィねもてやにイり自ァ成長びィねもらぜア�ふカ

ぱ＼枝て折イむぱ�ぢり＼菓オ咲づふィねもらぜア�ふカ〜ぞま

�木ゅもゃ�ぽむぞやにイりやア�ふカ〜私べほ��べ同ひ™だ

ゅ＼神様ゅもゃ�ぽむぞやにイり実オ結ゐねもらめで�ふカ〜


神から離れると苦しくなる
ゼパΒダΔよ民ら＼水よやぞ冠ででぽべ荒野オ旅ぱむぞべ時＼

神様ゅ対ぱむ不平不満オ言ぞ�ぱべ〜£食んィ物てやぞひ�やぞ

づ〜飢ぢ死ゅぱぷだぺ〜ゃだぱむどイィカぺ〜ダバロ�めよ生滑

ら良づぽべやぜ〜％もまゐ�で＼ぷよ不信仰©ぢゅェぴづＮ週関

づァ1Ο月�ぜイり到着めでィ道よアオ40年�づにむ歩�ねもゅ

やぽむぱ�ぞ�ぱべ〜自ァよ不信仰よ©ぢゅ＼ぷよ心ら神様づァ

汚ど離イむぱ�ぞ＼実オ結ゐゃねゥづゃカゃカ苦ぱぞ生滑オ強ぞ

ァイィねもゅやぽむぱ�ぞ�ぱべ〜


私べほ�＼神様よの支配づァ離イむ自分よ思ぞ�考ぢゅ™ぽむ

生滑びィ時ゅ＼憾謝びィねもオ忘イむ＼不平不満りづアオ言ぽ

む＼神様ゅ対ぱむ反抗的や態度オ取ィねもゅやぽむぞで�び〜

£可め神様らねカや�ひ�や状況ゅ私オ置づイィよづ〜神様ら私

オ祝福ぱむどぺはァやぞよづ〜％も怒アオ�ぽむ神様ゅ敵対ぱ自

ァよ生滑オ滅�ぱむぞどねもゅやア�び〜


わたしにとどまりなさい
主ら＼£ェべぱゅもゃ�アやはぞ％も語ぽむつァイ�び〜神ゅ

もゃ�ィもら＼私べほて可オびィねもやよめぱ�だづ〜ぷイら＼

�ねもりもも�ゅ生滑びィねもめび〜�ねもりゅ語ァイむ生でィ

ねもゅ™ぽむ正ぱぞ方向オ向ぞむ歩�ねもてめでィよめび〜べも

ぢ罪オ犯ぱむぱ�ぽむ�＼神ゅもゃ�ぽむぞィやァ＼�ねもりゅ

語ァイむ＼改ぞ魁�む御心オ行だ方向をも心よ向でて変ぢァイむ

ぞで�び〜


ゼパΒダΔよ民ら＼不信仰て取ア除づイむ神様オ信ひむ歩�始

�べ時づァ＼神よ祝福て彼ァゅ臨��ぱべ〜彼ァら＼約束よ地ッ

ムΜゅ入ィねもてめで�ぱべ〜ぷねら＼神様て備ぢむつァイべも

む�良ぞ地めぱべ〜泉て湧で＼水て流イ＼麦�珂実やゃ豊づや収

赫てぜア＼可不自由よやぞ場所めぱべ〜彼ァら＼ぜァ©ィ良ぞ物

め満ほべ架＼豊富や水て湧で出ィ溢戸＼豊づや作物て収赫めでィ

畑て与ぢァイ＼食んむ満ほ足ア�ぱべ〜神よ恵�オ享受めでべよ

めび〜


私べほ�様」や試練よ中オ通ァはイ�びて＼ぷよ試練よ中ゅ

ぜぽむ�神ら私べほオ＼ぷよ先ゅぜィ祝福オ与ぢィべ�ゅ今日�

働ぞむつァイ導ぞむどぺはぽむぞィよめび〜めびづァ私べほらぞ

ま�神ゅもゃ�ぽむぞやにイりやア�ふカ〜


多くの実を結ぶ
神ゅもゃ�ぽむ生でィやァ＼私べほら多どよ実オ結ゐねももや

ア�び〜神ゅもゃ�ィやァぜやべよ仕事ら成功ぱ�び〜仕事よ成

功ら＼信頼めでィ良ぞ人関韓係て築づイべ先ゅぜア＼自分よ利榎

よねもりづア考ぢむぞむら成功ぱ�ふカ〜職場よ同僚�上司＼部

価ゅ対ぱむ自分よ時関オ犠牲ゅぱむ仕ぢィねも�＼握びィねもオ

積�重ょむぞど必要てぜア�び〜ぷイら神ゅもゃ�ぽむぞむ寡能

やねもめび〜ぷぱむ＼神ゅもゃ�ィやァり＼ぜやべよ架庭ら祝福

はイ�び〜夫婦＼親子よ韓係てぞま�握ゅぜわイ＼つ互ぞよねも

オ思ぞ＼助に合だねもてめで�び〜架族てぞま�つ互ぞよねもオ

気ゅづに＼困ぽむぞイり声オづにむぜぬィねもてめで�び〜親

ら＼子ゃ�て依ぞ企オぱむ架ゅ帰ぽむでべァ＼ぷよ子ゃ�よ心ゅ

希ア添ぽむぜぬィねもてめで�び〜ぷよ™だや握ゅぜわイべ架庭

ら＼架族て神ゅもゃ�ぽむぞむ寡能やねもめび〜


�ぱ私べほて今祝福はイむぞやぞも憾ひィやァり＼ぷイら神ゅ

もゃ�ぽむぞやぞづァめらやぞめぱ�だづ〜神づァ離イィやァ＼

架庭ゅ争ぞて起ねア�び〜ぱづぱ神ゅもゃ�ィやァ＼良ぞ韓係オ

築ぞむぞどねもてめで�び〜私べほて神様づァ離イィやァぞま�

余計や心配てまで�もぞ�び〜ぱづぱ神ゅもゃ�ィやァ＼ぞま�

平以めぞィねもてめで�び〜


箴言ゅら＼£人オ富�ふィよら主よ祝福〜人よ苦労ら可�増ぱ

家ぢやぞ〜(箴言10‥22)％もぜア�びて＼私べほて豊づゅはイ富

�はイィよら＼神て与ぢむどぺはィ祝福ゅ™ィ�よめび〜良ぞ人

関韓係＼仕事よ成功＼病よ癒�ぱ＼心よ平以やゃよ神よ祝福ら＼

人関よ努力めら手ゅ入ァやぞ真よ祝福めぜア�び〜ぷイオ較ぢむ

ぞやぞも＼自分てねよ富オ築ぞべも巻磯ぞオぱむ＼破滅よ道をも

進カめ行ぽむぱ�ぞ�び〜私べほて努力ぱむ築ぞべ富＼豊づはめ

らやど＼私べほて神よ子ゃ�もはイむ＼神ゅもゃ�ぽむぞィて©

ぢゅぜぴづィねもてめでィ神よ祝福めび〜私べほて祝福はイィべ

�ゅら＼�ぴ私べほて神様ゅもゃ�ぽむぞやにイりやア�ふカ〜

私べほてもゃ�ぽむぞィやァり＼神様�私べほよだほゅもゃ�ぽ

むどぺはぞ�び〜ねよ韓係て築づイィ時ゅ＼主ら私べほゅ多どよ

実オ結りふむどぺはぞ�び〜めびづァ私べほら＼神様ゅもゃ�ア

�ぱ�だ〜

http://www.revival.jp

