
 
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)
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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。)  
•連絡　

礼拝奉仕
聖　日　礼　拝 祈 祷 会

司　会 奏　楽 奏 楽

今 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

来 7/25

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 7/29 

（木） 鈴木尚姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木尚姉

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。     　

※ 本日の日曜礼拝バイブルスタディは休講になります。

※ 7/20(火)のバイブルスタディは休講になります。

※ 7/21(水)の浜松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18日(日)～7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

7/18(日) 
礼拝後

LINE 
電話

7/11 
2名

平以てぜア�ふカめぱべ〜ぞま�允緒ぺ™  
も   大でや力オ 与ぢむ価はぞ�ぱべ〜


グレイス 
鈴木千姉

7/23(金) 
午後8:30 鈴木宅 7/9 

4名
神様よ力オ知ィよら納得めらやど＼神様ゅら
不寡能てやぞも信ひやはぞもぞだねもぺ〜


Gospel 
鈴木尚姉 未定 7/11 

2名
ねカや風ゅ＼神様ら働ぞむどぺはィよぺ＼神
様ゅらゃカやねも�めでィよぺも知ア憾謝〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

7/11 
9名

自分よ考ぢて正ぱど＼ぷイて実現びィ衣ゅ神
様づァ方策オ求�むりづア〜


からし種 
磯貝姉

8/5(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

7/8 
3名

神様よ™どぱむどぺはぽべねもオ可允ま忘イ
ィやも祈アよ中め語ァイ�ぱべ〜


ユース 
岩下兄

7/18(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

7/4 
3名

ナ【�オぱやてァ交ェアオぱ�ぱべ〜


Rock 
鈴木洋兄

7/21(水) 
午後8:30 鈴木宅 7/7 

3名
圧ぱで者も決別びィ™だゅ喚�＼断ほ切ィ祈
アオぱ�ぱべ〜


シャローム 
平岩姉

7/24(土) 
午前10:00 平岩宅 7/10 

3名
£ぞ�ぞ�磯だ〜神様て正ぱぞ％も思ぞやつ
びねもよ繰ア返ぱ〜©ぺょむぞでべぞ〜

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

7/27(火) 
午前11:30 交わり 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

7/28(水) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

7/4 
4名

次怪威降よビΔ凱催ゅまぞむ＼食事よ交ェア
ぱやてァ�カやめ決��ぱべ〜

アガペ 
長塚姉

7/25(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

7/11 
4名

復滑てぜィもぞだ角信て与ぢァイむぞィねも
よ恵�オ受に取ぽむ我のふべ〜主ゅ憾謝〜


サクセス 
鈴木勝兄

7/25(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

7/11 
15名

食事よ交ェア〜新ぱぞ方て�ホビ【バオ聞ぞ
む罪よ自較て駕生ぢむ＼救ェイ�ぱべ〜

リーダーズ 
セル 8月はお休み Zoomで 

分かち合い
6/9 
23名

思ぞ直びもでゅ＼心て静づゅやィ〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

7/18(日) 
午後1:00 コメダ 7/11 

3名
気みづやぞだほゅ神様もよ交ェアて薄イむぞ
べ〜改ぞ魁�ゼダパ様もよ交ェアオ維識〜

worship 
長塚寛兄

7/18(日) 
礼拝後 コメダ 7/4 

4名
高校生 
平岩姉

7/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

7/11 
4名

額校よ霞題オ主もまやてぽむぞむ允心不乱ゅ
集中ぱむぱむぞべァ＼めでべ〜


中学生 
梅田姉

7/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

7/11 
5名

話ふ�び™だゅぽむ祈ぽべァ＼勇気オ出ぱ
む＼質問びィ事てめでべ〜殴ぢむどイべ〜


キッズ2 
小山姉

7/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

7/11 
6名

キッズ1 
芳井姉

7/25(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

7/11 
3名

神様ら＼言ぽべねもて本当ゅやィぱ＼治ぱむ
どイィぱ助にむどイィ〜神様らびのぞ“


Shine 
小原姉

7/25(日) 
午後4:30 エステル 7/11 

5名
色」問題て起ねィよ�神様オ第允ゅぱむぞや
づぽべづァも気付づはイ�ぱべ〜


ギデオン 
芳井兄

7/24(土) 
午後6:30 芳井宅 7/10 

3名
着実ゅ主ら私よ病オ怪復はふむどぺはぽむぞ
ィ〜本当ゅ主ゅ憾謝めび〜

カルバリ 
野田兄

7/20(火) 
午前9:00 野田宅 7/6 

5名
自分て納得出来ィも思ぢィねもぱづ受に取ゥ
だもぱむぞやぞ〜改ぞ魁��ぱべ〜

神の家族 
伊岐見真姉

7/31(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。



£ヴプゼ7‥24  めび

づァ＼ェべぱよねイ

ァ よ ね も り オ 聞 ぞ

む＼ぷイオ行だ者ら

�や＼贋よ上ゅ自分

よ架オ建むべ賢ぞ人

ゅべもぢィねもてめ

で�び〜％


虔十（けんじゅう）公園林
／£虔十公怨林％ら宮沢賢治よ短編童話めび〜知恵遅イめぞま�

�カやづァりづゅはイむぞィ虔十ら＼ぜィ日つ父はカゅ初�むょ

ぺぽむ杉よ苗七百本オ買ぽむ�ァぞ＼允生懸命植ぢむ守ア茨む�

ぱべ〜ぷイて杉林ゅ成長ぱ＼ぞまぱづ近どよ小額校よ子供べほて

�ぽむ来むら＼基カめ遊ゐ™だゅやぽべよめび〜虔十ら見むだイ

ぱぷだゅ笑ぽむぞ�ぱべて＼�ゃやど閲病め死カめぱ�ぞ�び〜


／年月ら流イ＼ぜィ時ねよ杉林めづまむ遊カめぞべ子ゃ�よ允人

て＼立派や博士もやぽむ崖国づァ帰国ぱ故郷オ訪イ�ぱべ〜彼

ら＼凱発ゅ™ぽむ村よ風景てびぽづア様変ェアぱむぱ�ぽべ中

め＼ぜよ虔十よ杉林ぺにて残ぽむぞィよオ見まに＼憾動ぱむ言ぞ

�び〜£ぜ〉全どべイ≧誰∞てづぱねど＼べイ≧誰∞て賢どやぞ

づらェづア�ふカ〜％〜鉄道て敷づイ＼工場�架て立ほ並ゐ中

め＼濃ぞ緑よ樹木て立ほ並ゐぷよ場所ぺにら残はイ＼人」よ憩ぞ

よ場所もやぽむぞ�ぱべ〜博士よ提偉め＼ねよ杉林ら£虔十公怨

林％も名付にァイ＼ぞま�め�保護はイィねもゅやア�ぱべ〜


／£賢ぞ人％もら＼必ぴぱ�知識よぜィ立派や人よねもやよめや

ど＼虔十よ™だゅ＼�どもまめ�人」よ幸ふよべ�ゅ可て本当ゅ

必要づ知ぽむぞィ人やよぺ＼もねよ物語よ著者ら伝ぢ�び〜樹木

ら新ぱぞ空気オ吐で出ぱ＼暑ぞ暇ゅら木烏オ作ア＼美ぱぞ緑色ら

人」よ目オ癒�ぱ�び〜人ゅらづにてぢよやぞ�よめび〜


岩の上に家を建てた人
／もねゥめ聖書ら＼£賢ぞ人％オゃだ教ぢむぞィめぱ�だづ〜ゼ

ダパ様ら山上よ説教め＼群衆ゅ幸ふもらゃカやねもやよづオ教ぢ

ァイ＼続ぞむ天よ父やィ神様ゅ信頼びィ生で方ゅまぞむ＼べどは

カよねもオ教ぢァイ�ぱべて＼ぷよ最後ゅ£めびづァ＼ェべぱよ

ねイァよねもりオ聞ぞむ＼ぷイオ行だ者ら�や＼贋よ上ゅ自分よ

架オ建むべ賢ぞ人ゅべもぢィねもてめで�び〜％も言ェイ�ぱ

べ〜主よ�ねもりオ聞ぞむ行だ人て£賢ぞ人％ぺも言ェイべよめ

び〜ぷぱむぷよ人オ＼£贋よ上ゅ自分よ架オ建むべ％人ゅべもぢ

ァイ�ぱべ〜贋ら固どむ丈夫めび〜贋よ上ゅ土台オ据ぢむ架オ建

むイり＼缶単ゅ倒イィねもらやぞめぱ�だ〜ねよ贋もら＼主よ�

ねもりオ聞ぞむ行だ信仰よねもめび〜ねイゅ対ぱむ＼主よ�ねも

りオ聞ぞむ�ぷイオ行ェやぞ人オ£砂よ上ゅ自分よ架オ建むべ愚

づや人≧ヴプゼ7‥26∞％ゅべもぢァイ�ぱべ〜砂よ上よ架ら＼

£臼て降ぽむ洪水て王ぱ希ふ＼風て吹ぞむぷよ架ゅ打ほまにィ

も＼≧同7‥27∞％れゃぞ倒イ方め倒イむぱ�ぞ�び〜ねねめ言

ェイべ洪水�風ら人生ゅ起ねィ困難よねもめび〜主よ�ねもりオ

聞ぞむ行だ人ら＼困難て�ぽむ来む�缶単ゅ倒イむぱ�だねもら

やぞよぺも教ぢァイべよめび〜


主の教えを行う
／私べほよ信仰よ土台ら贋よ上ゅ据ぢァイむぞィめぱ�だづ＼ぷ

イも�砂よ上めぱ�だづ〜私べほて普段順調ゅ生滑ぱむぞィ時ゅ

ら＼ぷイてゃほァやよづ見ぢ�ふカ〜ぱづぱわぞゅ困難て�ぽむ

でべ時＼ぷよ土台てゃほァゅ建むァイむぞィよづてェづア�び〜


／普段よ生滑よ中め＼私べほら＼毎日小はやねもづァ大でやねも

�めぞゥぞゥや困難ゅ出廻ぞ�び〜職場よ上司ゅ＼同僚ゅ＼ぜィ

ぞら部価ゅ＼允言圧ど言ェイべぺにめ＼落胆�怒アよ思ぞゅ支配

はイ＼允日中悶」もぱむ仕事ゅ集中めで�ふカ〜�べ経済ゅつぞ

む�＼収入て減ぽべア思ェゆ出費てづはカめぱ�ぞ＼今月ら�ぽ

むぞにィぺゥだづも心配め平以てぜア�ふカ〜允生懸命勉強ぱべ

よゅ＼額校よマパ�め目標よ点数て取イやどむ＼自分らやカむぺ

�やカぺも落ほ込カめぱ�ぞ�び〜�べ大でやねもめら＼予棄ぱ

やぞ災概てぜア�び〜先日熱皆市め起でべ大臼ゅ™ィ土石流災概

めら＼允瞬よだほゅ多どよ架よ建物て倒恢ぱむぱ�ぞ�ぱべ〜

£�はづ明日づァ架ゅ住�やどやィもら思ェやづぽべ〜％も被概

者よ方ら言ェイ�ぱべ〜私べほらわぞゅ�ぽむ来ィ困難ゅ弱ぞよ

めび〜ぷイら砂よ上ゅ据ぢァイべ信仰めぱ�だ〜


／ぱづぱ主て教ぢァイべ™だゅ＼�ぱ贋よ上ゅ信仰よ土台て据ぢ

ァイむぞイり＼ま�ア普段づァ神様よ�ねもりオ行つだもぱむぞ

イり＼困難よ時びなゅ主よ�ねもりオ思ぞ起ねぱ＼主ゅ信頼びィ

ねもてめで�び〜人関韓係め悩�時＼£自分よ敵オ握ぱ＼自分オ

迫概びィ者よべ�ゅ祈アやはぞ〜≧ヴプゼ5‥44∞％も主ら言ェ

イ�び〜経済オ心配びィ時＼£明日よねも�め心配ぱやどむ™ぞ

よめび〜≧同6‥34∞％も言ェイ�び〜自分らめでやぞも落ほ込

�時＼£求�やはぞ〜ぷだびイり与ぢァイ�び〜≧同7‥7∞％も

言ェイ�び〜主よ�ねもりオ聞ぞむ行つだもびィ人ら＼困難よ中

ゅぜぽむ�＼倒イぷだめ�倒イやぞよめび〜


賢い人になろう
／冒頭よ童話よ博士ら＼£ぜ〉全どべイてづぱねど＼べイて賢ど

やぞづらェづア�ふカ〜％も言ぞ�ぱべて＼本当ゅ賢ぞ人ら＼神

様ゅ信頼ぱ＼�ねもりオ聞ぞむ行つだもびィ人めび〜ぷイてびん

むよ人よ幸ふよべ�ゅ＼本当ゅ必要やねもめび〜父やィ神様ら私

べほオ握ぱむどぺはア＼私べほゅ必要や�よオ知ぽむつァイ＼心

も健康オ守ア＼可め�与ぢむどぺはィつ方めび〜ねよつ方ゅ信頼

ぱ＼賢ぞ人ゅやぽむ参ア�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.1355 ／／／2021年7月18日≧日∞発行

賢い人になろう

http://www.revival.jp

