
 
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4月18日≧日∞発行／4月第3週
NO.1343

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

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

　　　　　　　　　　開始　９時　　　（第一礼拝） 
　　　　　　開始１１時　　　（第二礼拝） 
　　 

•讃美 

•祈り      （祈りの姿勢をおとり下さい。） 
•聖書交読（司会者と交互に全員で読みます。） 
•讃美 

•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　

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 

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 4/18 
（日） 
　

Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉 4/22 
（木） 週 Ⅱ 大髙愛姉 鈴木千姉

来 4/25 
（日） 

Ⅰ 大髙愛姉 鈴木千姉 4/29 
（木） 週 Ⅱ 大髙愛姉 鈴木千姉

大髙愛姉

鈴木千姉

※ 4/25(日)から日曜礼拝バイブルスタディの補講が始まります。 
    第二礼拝と並行して行われます。第一礼拝に出席してからご参加ください。 
    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。     　

※ 4/20(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 　

※ 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。    　

※ 4/21(水)の浜松バイブルスタディは休講です。    　

　今週のセルグループ（赤字）　  4月18日(日)～4月24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

4/18(日) 
礼拝後

LINE 
電話

4/11 
2名

諦�ぴゅ祈ア続にィねも＼主よ時てぜィねもオ
教ぢむぞべぺにべねも憾謝〜

グレイス 
鈴木千姉

4/23(金) 
午後8:30 鈴木宅 4/9 

4名
神様づァ与ぢァイむぞィよゅ足アやぞも思ぽむ
ぞィ＼も示はイ＼改ぞ魁�べ

Gospel 
鈴木尚姉

5/1(土) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

4/10 
3名

可�考ぢぴ＼づァぽ�オ維識ぱむ我のぱべ〜落
ほ着ぞむ仕事ゅ取ア組�べ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

4/11 
9名

(主よ)声オ聞ぞむ＼気負ェぴ＼掛ゅ生でァイィ
™だゅはイべねもオ憾謝ぱ�び〜

からし種 
磯貝姉

4/22(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

3/25 
４名

もどゅ架事�仕事オぱむぞィもでゅら＼神様ゅ
聞ぞむぞやぞも思ぽべ〜

ユース 
岩下兄

4/18(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

4/4 
4名

ぜやべよやはアべぞ™だゅぱむどぺはぞも告白
ぱべ〜祈アて聞づイむ今てぜィ〜

Rock 
鈴木洋兄

4/21(水) 
午後8:30 鈴木宅 4/7 

2名
恵�め生でァイィも知ア＼威前よ生で方づァ快
放はイ＼平以オぞべぺで憾謝〜

シャローム 
平岩姉

4/24(土) 
午前10:00 平岩宅 4/10 

3名
足アやぞ�よオ神様ら満べぱむどぺはィも聞
で＼神様ぜアても【〜

なつめやし 
髙橋智姉

4/25(日) 
午後2:45 髙橋宅 4/11 

6名
伝ぢィよオ躊躇びィよめらやど＼目よ前ゅぞィ
苦ぱカめぞィ人ゅ＼伝ぢべぞ〜

リジョイス 
杉本姉

4/20(火) 
午前10:15

まちなか 
農園

4/1 
4名

常ゅ神よ御心オ行ぞべぞ〜

ジョイフル 
穂苅兄

5/13(木) 
午後9:00

Zoomで 
分かち合い

4/4 
5名

食事オぱやてァ＼近況報告オぱやてァ交ェアオ
ぱ�ぱべ〜

アガペ 
長塚姉

4/25(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

4/11 
4名

サクセス 
鈴木勝兄

4/25(日) 
礼拝後 交わり 4/11 

14名
神様よ教ぢぺにて真理めぜぽむ矛盾よやぞ教ぢ
ぺも理快ぱ�ぱべ〜

リーダーズ 
セル

5/12(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 

4/18(日) 
午後1:00 コメダ 4/11 

3名
就滑順調〜びんむ神様て与ぢむ価はぽむぞィね
もめぜィも較ぢむ＼生滑ぱべぞ〜

worship 
長塚寛兄

4/18(日) 
午後1:00 コメダ 4/11 

4名
出来むぞィ™だめ＼実ら可�出来むぞやぞ者め
ぜィねもオをアどぺぽむ認�ィ〜


高校生 
平岩姉

4/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/11 
2名

神様ら祈ぽべねもオづやぢむどぺはィぱ＼求�
イりづやぢむどぺはィも実憾〜

中学生 
梅田姉

4/18(日) 
礼拝後 交わり 4/11 

4名
祈ぽむぞべァ＼憾謝よ気持ほて湧ぞむでべ“嫌
ぞや子�好でゅやィ“

キッズ2 
小山姉

4/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/11 
4名

キッズ1 
芳井姉

4/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

4/11 
3名

つ祈アぱむ＼優ぱどぱ�びぽむ言ぽべァ＼優ぱ
どぱべぞぽむ思ぽべ〜

Shine 
小原姉

4/25(日) 
午後2:00 エステル 4/11 

5名
交ェアゅ変更ぱ�ぱべ〜

ギデオン 
芳井兄

4/24(土) 
午後6:30 芳井宅 4/10 

3名
をアどぺイやぞ者〜自分ら教ぢむ�ァだ立場ゅ
ぜィねもてェづぽむ来べ〜

カルバリ 
野田兄

4/20(火) 
午前9:00 野田宅 4/6 

7名
(新ぱぞ方て参家ぱ)＼自己紹壊オぱべア救ェイ
べ話オぱやてァ交ェアオぱ�ぱべ〜

神の家族 
伊岐見真姉

4/24(土) 
午後7:30

LINE 
電話

4/12 
2名

神様て＼も�ゅぞむ価はィねもて＼ゃイぺに心
強ぞ事づ＼本当ゅ憾謝りづアめび〜

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。



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

／主よ御手／／／／NO.1343／／／／2021年4月18日≧日∞発行

£詩篇34‥8   味ェ

ぞ  見ま�™〜主て

ぞまどぱ�深ぞ方め

ぜィねもオ〜幸ぞや

ねも™  主ゅ身オ避

にィ人ら〜％


音の響きを味わう
／允年�ゃ前づァ＼リズヤよ練習曲オ少ぱぴま練習ぱむぞ�び〜

指よ訓練ゅも思ぞ＼今�め弾ぞべねもよやぞ新曲オ気よ向ぞべ時

ゅ�まア�まアも弾ぞむぞィだほゅ＼習換ゅやぽむで�ぱべ〜多

どよ時関オづにァイやぞよめ＼練習びィよら�カよ短ぞ時関め＼

最近めら＼朝出づにィ前よ5×10分めび〜™ど弾どよらユホュよ

缶単や練習曲めび〜卯手オ練習ぱ＼左手オ練習ぱべァ＼両手め弾

どよめびて＼ねよ初�む両手め合ェふィ瞬関て£ゃカや響でゅや

ィぺゥだ％も允番ェどェどぱ�び〜ぷイづァ卯手も左手てだ�ど

栢�合だ�め繰ア返ぱ練習ぱ�びて＼時関て短ぞよめ＼今日らね

ねぺにも＼1×Ｍ小節どァぞよ�カよ短ぞルΕ【ヒオ繰ア返ぱ弾

どねもゅやア�び〜ぷよつづぬめ＼伽よ響でオ味ェだねもてめで

ィ™だゅやア�ぱべ〜時関てべぽゑアぜイり＼曲よ始�づァ終ェ

ア�め通ぱむ練習めで�びづァ＼ぜィ允部分よ伽よ響でオ味ェだ

ねもらめでゅどぞよめび〜昔作曲よ先生て＼£リズヤてぜ�ア達

者めやぞ人よ方て＼伽掛オ味ェだねもてめでィカぺ％＼も言ェイ

べよオ思ぞ出ぱ�ぱべ〜立ほ止�ぽむねぷ伽よ響でよ美ぱはオ味

ェだねもてめでィもぞだねもめび〜


風景を味わう
／味ェだも言ぢり＼出歩ど時ゅ周アよ景色オ味ェだよ�掛ぱぞ�

よめび〜ぞま�車め通ぽむぞィ道オ歩ぞむ�ィも＼ねカやもねゥ

ゅねカや�よてぜぽべよづも発見ぱむ面白ぞ�よめび〜車めら

ぜぽもぞだ関ゅ通ア我とむぱ�ぞ�びて＼徒歩めぜイり止�ぽむ

©ぽどアも見ィねもてめで�び〜今ら春やよめ＼架」よ庭�玄韓

よロΒΜプ【ゅらベ�【Γホロ�ズャ�ャ�ラヂΒやゃ＼色もア

ゃアよ菓て咲ぞむぞむ＼まぞ立ほ止�ぽむ見入ぽむぱ�ぞ�び〜

庭木�＼名前�知ァやぞ屋色�紫色�白ぞ小はや菓て＼道路ゅら

�出び™だゅぱむ＼ぞぽるぞゅ茂ィ™だゅ咲ぞむぞィよオ関近め

見ィも＼ぷよ色も＼菓�葉よ形よ美ぱはゅ憾動ぱ＼創造主めぜァ

イィ神オ賛美ふぴゅらぞァイ�ふカ〜


／ぜィ作架て新聞よニΒ�ゅ＼乗ア物よ速度�構造め＼見ぢィ景

色ら大でど磯だよぺもぞだ話オ書ぞむぞ�ぱべ〜彼ら憾性オ磨ど

べ�ゅ＼©ぽどア遺動めでむ＼座席て乙根�窓め閉ばはイむぞや

ぞハメズッ【≧高齢者向に電動ッ【�∞ゅ憧イむぞィもぞだねも

めぱべ〜老後らねイゅ乗ア＼毎晩宿め充電ぱやてァ＼づのゅ乗ぽ

べつ殿様よ™だや気分め旅オぱべぞよぺぷだめび〜思ェぴ笑ぽむ

ぱ�ぞ�ぱべて＼©ぽどアも遺動ぱ＼時ゅ立ほ止�ィねもめ＼季

節よ遺ゥぞオ™ア深ど味ェだねもてめでィもぞだねもめぱ�だ〜


讃美歌「いつくしみ深き」
／冒頭よ�ねもりら＼ヘラミよ詩篇めび〜彼てネゾΔ黄づァ逃イ

む＼敵国よヰΓハマよツマゅ逃イべもでゅ禾ぽべ詩篇めぜィも言

ェイむぞ�び〜自分よ国ゅ居場所�やど＼敵国ゅ逃イむ荒野オは

�™だ中め�彼ら主オ見ま�＼主てぞまどぱ�深ぞ方めぜィねも

オ味ェぞ＼��べべぢむぞ�ぱべ〜


／£ぞまどぱ�深ぞ％もぞだねもりオ聞ども＼£ぞまどぱ�深で％

もぞだ世芥中ゅ™ど知ァイべ讃美禾オ思ぞ出ぱ�び〜ねよ詩オ書

ぞべよら＼バ�ビル…パデΒゼΝタΜもぞだズゼΔΒΜ�人よ男

性めび〜彼ら結婚式よ前日＼婚約者オヲ【�よ事故め亡どびもぞ

だ悲ぱ�ゅ遭ぞ�び〜ぷよ深ぞ悲ぱ�よ体験づァねよ詩オ書で�

ぱべ〜£ヅΓパ�ねぷねよ上やぞ良で友＼私べほよぜァ©ィ罪も

悲ぱ�オ担ぽむどぺはィ〜祈アゅ™ぽむびんむオ神ゅ告ぬィねも

てめでィよら可もぞだ特権ぺゥだ％も禾ぽむぞ�び〜彼ら＼人よ

罪オ赦ぱ＼耐ぢァイやぞ™だや悲ぱ�よ中め緯�むどぺはィ主よ

ぞまどぱ�よ深はオ味ェぞ＼知ぽむぞべよめび〜ぷよ後＼彼ら生

街も全財産オ神ゅ捧ぬィ決心オぱ＼困ぽむぞィ人オ無報酬め助に

ィべ�ゅ＼人生オ費�ぱべぷだめび〜／／／／／


主のいつくしみを味わう

／ゼダパ様ら£人て自分よ友よべ�ゅぞよほオ捨むィねも＼ねイ

™ア�大でや握らぺイ�持ぽむぞ�ふカ〜≧Αュャ15‥13∞％も

言ェイ�ぱべ〜主ら私べほオ友も呼カめどぺはア＼私べほよ罪よ

身代ェアもやぽむ十字禍め死カめどぺはィ�ゃゅ＼私べほオ握ぱ

むどぺはぞ�ぱべ〜主ら基ろよ時�悲ぱ�よ時�＼私べほもも�

ゅぞむどぺはィ友めび〜


／ヘラミら£味ェぞ見ま�™〜主てぞまどぱ�深ぞ方めぜィねも

オ〜％も呼ろづにむぞ�び〜私べほら£ぞまどぱ�深で％よ作者

よ™だゅ＼祈アゅ™ぽむ思ぞよびんむオ神様ゅ告ぬィねもめ＼主

よぞまどぱ�オ味ェぞ＼緯�オ得ィねもてめで�び〜生滑よ中め

行で詰�ぽむぞィ時＼主ゅ呼ろづにむ＼助にも緯�オぞべぺどね

もてめでィよめび〜主ら£ぜやべオ見放はぴ＼ぜやべオ見捨むや

ぞ〜≧申命記31:6∞％も�ねもりオ�ぽむ答ぢむどぺはぞ�び〜

ぷよ™だゅぱむ私べほら＼祈アよ中め主よぞまどぱ�オ味ェだね

もてめで�び〜毎日忙ぱど暮ァぱむぞィ中め＼私べほら目よ前ゅ

ぜィ用事オ片付にィねもゅ必死め＼神様ゅ祈ィねもオびぽづア忘

イむぞィもぞだねもらやぞめぱ�だづ〜ぷだ気みぞべァ立ほ止�

ア＼主ゅ思ぞオ申ぱ上ぬむ祈ア＼主よぞまどぱ�オ味ェぞ＼緯�

オぞべぺど者もやぽむ参ア�ぱ�だ〜

主のいつくしみを味わう主のいつくしみを味わう

http://www.revival.jp

