
 
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

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7月11日≧日∞発行／7月第2週
NO.1354

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]

　　　　　　　　　　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。)  
•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　

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 7/11

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 7/15 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木尚姉

来 7/18

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 7/22 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

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の補講が始まっています。 
    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。     　

※ 来週7/18(日)の日曜礼拝バイブルスタディは休講になります。

※ 8/12-13(木・金)     　全国聖会    　　場所：姫路キャッスルグランヴィリホテル 
　 参加申込み受付中です。　　　　祝福をお祈りください。

　今週のセルグループ（赤字）　       7月11日(日)～7月17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

7/11(日) 
礼拝後

LINE 
電話

7/4 
2名

ゼダパ様も允緒ゅ突ぽ込カめ行に“も教ぢァ
イ�ぱべ〜

グレイス 
鈴木千姉

7/16(金) 
午後8:30 鈴木宅 7/2 

3名
落ほ込カめぞィ時ねぷ神よ声オ聞でべぞ〜

Gospel 
鈴木尚姉

7/11(日) 
礼拝後 交わり 6/27 

2名
主ゅら不寡能らやぞよめ＼私ら＼職場め握ぱ
続にィ〜最後�め諦�やぞ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

7/4 
9名

神様ゅ信頼ぱむ恐イて無どやィねもて分づア
�ぱべ〜

からし種 
磯貝姉

7/15(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

6/24 
3名

主ゅ従だねもら基ろも力ゅ咽イむぞィも言ェ
イむぞべて＼ねよ平以てねよねもづやぜ〜

ユース 
岩下兄

7/18(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

7/4 
3名

交ェアオぱ�ぱべ〜

Rock 
鈴木洋兄

7/21(水) 
午後8:30 鈴木宅 6/23 

4名
神様允辺倒オ選択びィねもて＼本当ゅ祝福オ
得ィ道めぜィも悟ィ必要てぜィ〜

シャローム 
平岩姉

7/24(土) 
午前10:00 平岩宅 6/19 

3名
洗礼式〜主よ御業ゅ憾謝ぱ�び〜

なつめやし 
髙橋智姉

7/18(日) 
練習後 髙橋宅 7/4 

6名
瑛雅閑賞＞神ら死カぺよづ≦も＼食事よ交ェ
アオぱ＼恵�イ�ぱべ〜

リジョイス 
杉本姉

7/13(火) 
午前10:15

Zoomで 
分かち合い

6/29 
5名

企オぜェふむ＼久ぱゐアゅ蟹めつ廻ぞめでべ
基ろオ主ゅ憾謝ぱ�ぱべ〜

ジョイフル 
穂苅兄

7/14(水) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

7/4 
4名

食事よ交ェア

アガペ 
長塚姉

7/11(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

6/27 
4名

主て思ぞオ与ぢむどぺはぽむぞィよゅ無視ぱ
むぞべも気みぞべ〜声オづにィ事てめでべ〜

サクセス 
鈴木勝兄

7/11(日) 
礼拝後 交わり 6/27 

15名
リーダーズ 
セル

7/14(水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

6/9 
23名

今週めび〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

7/11(日) 
午後1:00 コメダ 7/4 

名
中止ゅぱ�ぱべ〜

worship 
長塚寛兄

7/18(日) 
礼拝後 コメダ 7/4 

4名
高校生 
平岩姉

7/11(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

6/27 
4名

聖書オ1節め�ぞぞづァ読カめづァびィ™だ
ゅ〜架事やカづら嫌ひ�やどだ�どぞぽべ〜

中学生 
梅田姉

7/11(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

6/27 
5名

マパ�よ時＼分づァやづぽべ問題�＼難やど
快にべ“祈ぽむィも分づィ™だゅやィ“

キッズ2 
小山姉

7/11(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

6/27 
7名

キッズ1 
芳井姉

7/11(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

6/27 
3名

�Εパめ結婚式ゅ行で�び〜ゼダパ様て呼カ
めどイむィづァ＼信ひ�び“ぽむ行で�び〜

Shine 
小原姉

7/11(日) 
午後4:30 エステル 6/27 

3名
今�めら機嫌オもぽむ我のぱむぞ�ぱべて＼
ュホヅΓ伝ぢィねもてめで�ぱべ〜

ゼダパ様ゅ心づァ憾謝ぱ�び〜ギデオン 

芳井兄
7/24(土) 
午後6:30 芳井宅 6/26 

3名
祈アゅ™ぽむ癒はイィも信ひ�び〜祈ぽむ�
ァだべ�で�ぱべ〜つ伎ぞぞべぱ�び〜

カルバリ 
野田兄

7/20(火) 
午前9:00 野田宅 6/15 

7名
自分自身て罪人めぜィ自較て全どやづぽべね
もゅ気みづはイべ〜

神の家族 
伊岐見真姉

7/24(土) 
午後7:30

LINE 
電話

7/3 
2名

出来ィねもオニボニボも�ぽむぞど中め＼神
様て整ぢむ価はぞ�ぱべ〜

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。

セルリーダーのためにお祈りください。



£箴言4‥20-22 ェて

子™＼注維ぱむ私よね

もりオ聞に〜私よ言だ

ねもゅ耳オ傾に™〜ぷ

イァオ見失だや〜自分

よ心よべぺ中ゅ保む〜

ぷイァら＼見出び者ゅ

もぽむぞよほもやア＼

全身よ癒�ぱもやィづ

ァぺ〜％


世界最高齢の総務部員
／昨年よ暮イゅ＼大阪よょひよ商社ゅ勤務びィ女性社�て£世芥

最高齢 総務部�％もぱむテャパ世芥記録ゅ認定はイ�ぱべ〜玉置

泰子はカもぞだ方め＼入社ぱむ65年目よ大ワマΒΜめび〜現在91

歳め＼平日朝9時づァ夕方5時�めルΔプゼ�め働ぞむぞ�び〜ョ

フニΜよ使ぞ方オ若ぞ社�づァ教ェア＼表計算よフル�オ使ぞね

やふィ™だゅやぽべぷだめび〜£難ぱどやぞめびづ’％もよ質問

ゅ＼£ぞゥカや機能てぜア�びづァ＼ぷカやよオ使ぽむ�イり維

崖も誰め�めでィ缶単や仕事ぺも思ぞ�び™％も答ぢむぞ�ぱ

べ〜27歳よ同僚よ女性ら＼£高齢ゅやぽむ�ぞゥカやねもゅ挑戦

ぱむぞィ姿オ見べァ＼私��ぽも願張ァやぞもぞにやぞも勇気み

にァイ�びょ〜％も話ぱむぞ�ぱべ〜玉置はカら＼£廻社めよ生

滑ら掛ぱぞづァ＼朝廻社ゅ来ィよら足て進�％も言ぞ�び〜新入

社�よ研修�担当ぱむぞ�びて＼背筋�でほカも伸ろむぞむ＼

ュホヅΓも言葉オ口ゅぱむ話ぱむぞ�ぱべ〜91歳もぞだ年齢オ

�ぽべど憾ひはふやぞ雰易気めび〜高齢ゅやぽむ＼健康めぞァイ

ィぺにめ�憾謝やねもめびて＼他よ人べほも同ひ™だゅ働どねも

てめでィもぞだよら＼�らア仕事て好でめ掛ぱカめぞィねもて允

番よ原動力めらやぞづも思ぞ�び〜


何となく疲れている
／私べほ�＼仕事�趣味＼パン【ボやゃゅ夢中ゅやぽむぞィ時ゅ

ら＼多少づァぺゅ痛�てぜぽべもぱむ�＼ぷよねもオびぽづア忘

イむ目よ前よねもゅ没頭ぱむぞべもぞだねもてぜィも思ぞ�び〜

反対ゅ＼特ゅ大でや病気ゅづづぽむぞィもぞだェにめらやど＼普

通ゅ働ぞむ生滑ぱむぞィぺにやよゅ＼可もやど疲イむぞむ�ィ気

て出やづぽべア＼可オぱむ�ま�ァやぞも憾ひむぱ�だもぞだね

も�ぜぽべアぱ�び〜ぷよ™だや状況て続ども＼頭て痛ぞ＼��

ぞてぱむ気持ほ圧ぞ＼食欲てやどやィもぞだ症状もぱむ表イむで

�び〜£病ら気づァ％も™ど言ェイ�びて＼私べほよ心も体ら密

接ゅまやてぽむぞィもぞだねもオ表ぱむぞィ言葉ぺも思ぞ�び〜


／修道女もぱむ貧困�病ゅ苦ぱ�人」ゅ韓ェア続にむでべヴ

ノ【…マΕネはカら＼30年威上前ゅ来日ぱべ時よ日本人よ胤象ゅ

まぞむねだ述んむぞ�び〜£日本めら路上め行で倒イむ死カめぞ

ど人＼膿≧だ�∞ゅ��イむュダゅべづァイむぞィ人らぞ�ふ

カ〜ぱづぱ＼日本オ歩でやてァ大変やハ�ホデオ受に�ぱべ〜骸

らでイぞぺぱ＼もむ�賑ェぽむぞィよゅ＼ぷよ骸オ歩ど人べほよ

企ゅ笑企てやぞよめび〜蟹はカよ悲ぱぷだや表情て心ゅ焼でまに

ァイ�ぱべ〜％も話ぱむぞ�び〜食んィねもてめでむぞィ＼住�

ぞ�ぜィ＼働どねも�めでむぞィ＼可不自由やど満べはイむぞィ

暮ァぱめぜィらぴやよゅ＼可もやど心ゅ基ろてやど＼ぷイて表情

ゅ表イむぞィもぞだねもぺも思ぞ�び〜私べほよ心ら＼放ぽむつ

ども少ぱぴま圧ぞ考ぢゅ支配はイむ行で�び〜ぷイら＼ぜィ日突

然落ほむぞどもぞだねもめらやど＼毎日少ぱぴま変佳ぱむ行で�

び〜


神のことばを見失っていないだろうか
／�ぱ今＼私べほよ心ゅ基ろてやぞ＼体て疲イむぱ�ぽむ可もや

ど�ィ気てやぞも憾ひィもぞだ™だやねもてぜィもぱべァ＼ぷよ

原©ら周アよ監境ゅぜィよめらやど＼私べほよ心て神様づァ離イ

むぱ�ぽむ＼神よねもりオ見失ぽむぞィづァめらやぞめぱ�だ

づ〜神よねもりオ知ぽむらぞむ�＼聞ねだもぱむぞやぞづァめら

やぞめぱ�だづ〜私べほら＼神よねもりオ聞づやにイり＼自分よ

考ぢゅ支配はイむぱ�ぞ�び〜人関韓係よねもめ悩カぺア＼恐イ

べアぱむ＼ぜイねイも考ぢむ疲イ珂むむぱ�ぞ�び〜びィも＼仕

事�勉強�架事��ィ気て起でやどやア�びぱ＼立ほ上てィねも

びァ出来やどやぽむ行で�び〜


いやし主を求める時 健やかにされる
／ぜやべて＼£私ら神様オ信ひむぞ�び％も言だやァり＼�ぴ＼

ぞ�ぱ主めぜァイィ神様の自身オ求�ィんでめび〜体調て圧ぞ＼

頭て痛ぞ＼可もやど疲イむぞィ＼�ィ気て出やぞも憾ひィ時ぺづ

ァねぷ＼主オ求�む礼拝ゅ来ィんでめぜア�び〜£ねカや�ひ�

や状態め＼人て集�ィ場所ゅらぞにやぞ〜�カやて私よねもオ見

むゃだ思だぺゥだづ〜％やゃも考ぢべアびィづ�ぱイ�ふカ〜め

びて＼£主らぞ�ぱむどぺはィ％もぞだ信仰オ持ぽむ礼拝ゅ＼教

廻ゅ来ィやァり＼ぜやべら必ぴぞ�はイ�び〜信仰オ持ぽむ＼の

奉仕ゅ参家ぱ＼額ろゅ参家ぱ＼ビΔゅ参家びィやァり＼ぜやべら

ぞ�はイ�び〜今＼主よ��もゅ行どねもオ選択びィんでめび〜


／12年�よ関＼長血オェぴァぽべ女性ら＼ゼダパ様よだェはオ聞

でまにむ＼ゼダパ様よ�もゅ近みぞむ行で�ぱべ〜彼女ゅら信仰

てぜア�ぱべ〜£ぜよつ方よ育よびぷゅめ�触ィねもてめでイり

でぽもぞ�はイィ％もぞだ信仰てぜア�ぱべ〜ゼダパ様ら＼£娘

™＼ぜやべよ信仰てぜやべオ救ぽべよめび〜以心ぱむ行でやは

ぞ〜苦ぱ�ねもやど＼健�づめぞやはぞ〜≧ヴΔニ5‥34∞％も

言ェイ�ぱべ〜私べほら＼信仰オ持ぽむ御前ゅ進�出ィ時ゅ＼ぞ

�はイ健�づゅはイむ生でァイィ恵�ゅ憾謝ぱべぞも思ぞ�び〜

神よねもりて心よ中ゅもゃ�ィやァり＼仕事ゅ��ィ気て持む�

びぱ＼人オ握ぷだもぞだ思ぞ�湧で上てぽむで�び〜良ぞ生滑習

換オ築ぞむ行ねだもぞだ思ぞ�湧ぞむで�び〜私べほら＼神よね

もりゅ™ぽむ全身て健�づゅはイィねもオ信ひ�び〜可™ア��

ぴ＼神よねもりオ聞ど者もやア�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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