
 
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。)  
•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　

　今週のセルグループ（赤字）　        8月8日(日)～8月14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

8/8(日) 
礼拝後

LINE 
電話

8/1 
2名

自分勝手や私オ捨むやはぞも言ェイ�ぱべ〜
主よ恵�ゅ憾謝ぱむ今よ状況オ基ろ�び〜

グレイス 
鈴木千姉

8/20(金) 
午後8:30 鈴木宅 7/30 

5名
握びィねもらぞ�てァやぞねも＼偽善ら私よ
ねもぺも思ぽべ〜�ねもりゅ向で合だ〜

Gospel 
鈴木尚姉

8/9(月) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

7/31 
2名

疲イむィづァ仕方やぞ＼も自分やアゅまひま
�オ合ェふ＼偽善ゅ�気みづやぞめぞィ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

8/1 
9名

デハ�デハ�ゅやィ頭よ中よ考ぢオ捨むむ祈
ア�ぱべ〜

からし種 
磯貝姉

8/26(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

7/15 
4名

�だぞぞ�も諦�ぴゅ＼びなゅ主ゅ助にむど
ぺはぞも祈ア＼平以ゅやイ�ぱべ〜

ユース 
岩下兄

8/15(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

8/1 
3名

べぺ指摘オびィよめらやどむ＼允緒ゅ重嘩オ
負ぽむぜぬィねもオぱべぞ〜

Rock 
鈴木洋兄

8/25(水) 
午後8:30 鈴木宅 7/21 

4名
ねよ自分ゅ目オも�む＼罪づァ救ぞ出ぱむ価
はぽべねもら＼可もぞだ憐�づ“も憾謝〜

シャローム 
平岩姉

8/14(土) 
午前10:00 平岩宅 7/24 

3名
少ぱめ�神様づァ離イィも罪て噴で出びねも
て身オ�ぽむ分づぽべ〜


なつめやし 
髙橋智姉

8/8(日) 
練習後 髙橋宅 7/18 

5名
�ホビ【バオ聞ぞむ少ぱ良どやぽべ気てぱべ
にゃ＼磯ぽべ〜主づァ離イむぞべ〜

リジョイス 
杉本姉

8/17(火) 
午前10:15 赤塚家 7/13 

4名
心て沈カめぞィよら＼尽どぱむ握ぱむぞやぞ
づァぺ〜

ジョイフル 
穂苅兄

8/11(水) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

8/1 
6名

自分やアよ理快め可もづ自分オ成ア立べふむ
でべ〜ぷイめ疲イむでべよゅ捨むァイやぞ〜

アガペ 
長塚姉

8/8(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

7/25 
4名

サクセス 
鈴木勝兄

8/8(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

7/25 
16名

リーダーズ 
セル 8月はお休み Zoomで 

分かち合い
7/14 
19名

尽どぱ抜ど〜尽どびねもめ基ろゅぜわイィ〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

8/8(日) 
午後1:00 コメダ 8/1 

3名
食事よ交ェアオぱむ恵�イ�ぱべ〜つ互ぞよ
近況オつ話ぱぱ�ぱべ〜

worship 
長塚寛兄

8/15(日) 
午後1:00 コメダ 7/18 

4名
自分自身よ弱は�状況オ知ぽむ�ァぽむ＼祈
ア合だねもて出来む＼憾謝めぱべ〜

高校生 
平岩姉

8/8(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

7/25 
2名

主ゅ™ア頼カめ余裕オぞべぺにべ憾ひ〜主も
も�ゅぜィねもて本当よ豊はぺ〜

中学生 
梅田姉

8/8(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

7/25 
5名

偏頭痛てれゃどやぽほ�ぽべ〜癒ぱむどぺは
ぞも祈ぽべァ＼びな癒はイべ“


キッズ2 
小山姉

8/8(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

7/25 
4名

キッズ1 
芳井姉

8/8(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

7/25 
3名

ゼダパ様ゅの�カやはぞびィ〜罪てぜア�
び〜

Shine 
小原姉

8/8(日) 
午後4:30 エステル 7/25 

4名
今めら＼質素や生滑て本当ゅ掛ぱどむ毎日て
平以も基ろめ満べはイむぞ�び〜

ギデオン 
芳井兄

8/14(土) 
午後6:30 芳井宅 7/24 

3名
人オ握ぱむ生でべぞもぞだ思ぞてぜィてぷイ
ら自分めらめでやぞ〜主もも�ゅめでィ〜


カルバリ 
野田兄

8/17(火) 
午前9:00 野田宅 7/20 

6名
自分自身ら罪人めぜィねもよ認識てやど＼相
手よ罪りづアオ見む裁ぞむぞィも気みど〜

神の家族 
伊岐見真姉

8/14(土) 
午後7:30

LINE 
電話

7/31 
2名

神様よぜェイ�よ中ゅ生でィねもて出来ィ祝
福オ憾謝ぱ�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。

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 8/8

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 8/12 

（木） 全国聖廻

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木尚姉

来 8/15

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 8/19 

（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。     　

※ 8/12-13(木・金)は全国聖会に出かけます。現地集合になります。 
     聖会開始は午後1時です。遅れないように気をつけて来てください。 
     聖会の祝福をお祈りください。  

※ 8/12(木)の祈祷会は自主祈祷会になります。  

※ 8/17(火)のバイブルスタディは休講になります。

※ 8/18(水)の浜松バイブルスタディは休講になります。

※ 牛島昌三兄弟のお母様(ミドリさん)が亡くなられました。 
     兄弟と残されたご家族の平安と慰めのためにお祈りください。



£箴言8‥17 ェべぱオ握び

ィ者オ＼ェべぱら握びィ〜

ェべぱオ熱心ゅ捜び者ら＼

ェべぱオ見出び〜％


ただ一つの目標のために
／ニΖム苛め＼演棄�中止オ求�ィ声てぜアまま凱催はイべヂΓ

Μリホデめびて＼連日＼白熱ぱべ戦ぞて繰ア広ぬァイ＼ぞ™ぞ™

今日て最終日もやア�ぱべ〜ゃよ選手�＼ねよ大廻よべ�ゅ可年

�練習オ積�重ょ＼�べ小はぞ頃づァヂΓΜリホデオ目指ぱむで

べ選手ゅもぽむら＼人生よ集大成も�言ぢィ�ゃ大事や瞬関めぜ

ア�び〜ぷよ中め�＼卓球女子よ尉藤美誠選手ら＼混合ヘレΔパ

め金�ヘΔオ覚ア�ぱべ〜�べ＼ハΜトΔパめ�銅�ヘΔオ覚得

ぱ�ぱべ〜現在＼世芥ΒΜヅΜトめＭ惟ゅ入ィ�ゃよ実力てぜ

ア＼卓球黄国よ中国ゅもぽむ�脅畏よ存在もやぽむぞィ™だめ

び〜


／尉藤選手ら＼2歳よ頃づァ卓球選手ぺぽべ母親よ洩響め卓球オ

始��ぱべ〜£中国オ倒ふィよらぜやべぱづぞやぞ％もつ母はカ

づァぞま�言ぞ聞づはイむぞべぷだめび〜彼女ら小額校よ卒業ズ

Δユ�ゅ＼£2020年よヂΓΜリホデめ金�ヘΔオもアべぞ％も書

ぞむつア＼�はゅ今怪＼ぷよ夢て実現ぱ�ぱべ〜彼女ら中額づァ

地元オ離イむ＼™ア卓球ゅ打ほ込�ィ監境ゅ身オ置で�ぱべ〜皆

崖よ試合ゅらつ母はカ�同行ぱ＼汚征先ゅ炊飯奇オ持ほ込カめつ

ゅとアオ斡ぽべア＼可枚�ぜィ�メルチ【�オ洗濯ぱべア＼冬ら

体て冷ぢやぞ™だゅつ茶よ仮づはオヅ【ロぱべアも＼彼女て練習

ゅ集中びィねもてめでィ™だゅ＼最高よョルチ【ヴΜパオ発旗び

ィねもてめでィ™だゅ＼全力めネン【�オぱむでべぷだめび〜�

はゅ＼母親も二人三脚め歩カめでべ道よアめぱべ〜尉藤選手よ滑

躍よ裏ゅら＼母親よ献身的やネン【�てぜア�ぱべ〜ぷぱむ可™

ア�＼尉藤選手本人て£ヂΓΜリホデめ優勝びィ％もぞだ熱ぞ思

ぞオ持ほ続にむでべづァねぷ成ぱ遂ぬィねもて出来べよぺも思ぞ

�び〜


熱心に神を求める
／私べほ�＼今�めゅ額校よ部滑動�受験勉強＼仕事やゃめ大で

や目標ゅ向づぽむ熱心ゅ取ア組�時ゅ＼自分め�想像ぱやづぽべ

大でや成珂オ得ィねもてぜぽべづ�ぱイ�ふカ〜熱心ゅ取ア組�

ねもらもむ�大でや力オ生�出ぱ�び〜


／ぱづぱ＼私べほよ熱心ら可™ア�神様ゅ向にべぞも思ぞ�び〜

私べほら�ぴ神様オ第允ゅ求�やにイりやア�ふカ〜仕事ゅ熱心

ゅやぽむ成功オ求�ィねも™ア�＼架族�友達もよ韓係オ築どね

もゅ熱心ゅやィ™ア�＼神オ求�ィねもて第允優先めやにイりや

ア�ふカ〜ぷイて＼私べほて祝福はイィべ�ゅ允番必要やねもめ

ぜィ＼も聖書ら教ぢむぞ�び〜ぷよべ�ゅ＼�ぴ心よだほゅ＼£私

ら神様もよ正ぱぞ韓係オ築ぞむぞでべぞめび％も伎ぞ求�ィ思ぞ

て必要もやア�び〜めら＼ぷよ™だや思ぞらゃねづァ来ィよめ

ぱ�だづ〜


主は私を熱心に捜してくださった　　
／ぷイら＼主よ私べほゅ対びィ熱心や思ぞオ知ィねもづァ�ぽむ

来�び〜主ら＼私べほオ罪よ滅ろよ中づァ救ぞ出びべ�ゅ＼ぴぽ

もの計雅オ持ぽむ導ぞむつァイ�ぱべ〜ぷイら£世芥よ嬉て据ぢ

ァイィ前づァ≧ダヰフ1‥4∞％選カめどぺはぽむぞべよめび〜神

ら£ぜやべオ救ぞ出び％もぞだべぺ允まよ目的よべ�ゅ＼長ぞ関

熱心ゅ心オ向にむつァイ�ぱべ〜


／取税人よノズッゼら＼町よ中オ通ぽむつァイべゼダパ様オ允目

見™だもぱむ�ぽむ来�ぱべ〜背て低づぽべノズッゼら人鈎ゅ遮

≧はぢと∞ァイむ前ゅ出むぞどねもてめでぴ＼ぷイめ�ぜでァ�

ィねもよやづぽべ彼ら＼木ゅ登ぽむゼダパ様オ見ィねもゅぱ�ぱ

べ〜びィもゼダパ様ら＼多どよ群衆てぞィ中め＼木ゅ登ぽむぞィ

ノズッゼゅ目オ留�ァイ＼声オづにァイ�ぱべ〜ノズッゼら＼教

ぢべ較ぢよやぞ自分よ名前オ呼カめ声オづにむどぺはア＼はァゅ

ら£ェべぱら今日＼ぜやべよ架ゅ泊�ィねもゅぱむぞィづァ〜

≧Δッ19‥5∞％も言ェイ�ぱべ〜ゼダパ様て＼ノズッゼオ救ぞ

出びもぞだの計雅オ持ぽむ声オづにァイべねもて分づア�び〜彼

ら＼£ねよ人ら＼ねカや罪ぜィ私よねもオ受に入イむどぺはぽ

べ％も心よ底づァ基ろて湧で上てア＼びなは�木づァ降アむゼダ

パ様よ�もゅ駆に希ア＼ゼダパ様オ漢迎ぱ�ぱべ〜主よ熱心ゅ

™ぽむ彼ら救ェイ�ぱべ〜主ら＼べぽべ允人よ失ェイべべ�ぱぞ

オ救ぞ出びべ�ゅ＼ぞま�熱心ゅ心オ砕ぞむつァイ�び〜私べほ

ら＼主よ測ア知ィねもよめでやぞ握て自分ゅ向にァイむぞィもぞ

だねもオ知ィもでゅ＼ぷよ握ゅ殴ぢべぞもぞだ思ぞゅやァばィオ

得�ふカ〜


熱心に求めるときに神を見出す
／今ぜやべよ心ら熱ぞめぱ�だづ〜ぷイも�冷べぞめぱ�だづ〜


主ら＼£ェべぱらぜやべよ行ぞオ知ぽむぞィ〜ぜやべら冷べど�

やど＼熱ど�やぞ〜�ぱゥ＼冷べぞづ熱ぞづめぜぽむ�ぱぞ〜ぷ

よ™だゅ＼ぜやべら生ゆィど＼熱ど�冷べど�やぞよめ＼ェべぱ

ら口づァぜやべオ吐で出び〜≧黙示3‥15-16∞％も語ぽむどぺは

ぞ�び〜主ら生ゆィぞ状態オ嫌ェイ�び〜�ぱ£自分ら生ゆィぞ

やぜ％も憾ひィ思ぞてぜィやァり＼ぷよ状態オ良ぱもぱやぞめ＼

嫌てァやにイりやア�ふカ〜熱どやィもぞだよら＼自分よマΜ

ハ�Μオぜぬむ熱どやゥだもびィねもめらやど＼神様ゅ対ぱむ熱

心ゅやィねもめび〜ぷイら＼私べほて神様よ前ゅをアどぺぽむ＼

£私らぜやべよ言ェイィねもオ可め�行ぞべぞめび％も＼基カめ

主よの支配オ心よ中ゅ受に入イィ姿勢めぜア�び〜ぷよ™だゅぱ

む私べほて＼神オ求�ィもぞだべぺ允まよ目的よべ�ぺにゅ熱心

ゅやィぷよ先ゅ＼私べほら望カめぞィ結珂オ手ゅびィねもてめで

�び〜神様オ熱心ゅ求�むぞぽべ結珂＼集中力て与ぢァイ＼�ィ

気て与ぢァイ＼握びィ思ぞて与ぢァイむ＼仕事�勉強ゅ打ほ込�

ねもてめで＼気てまぞべァ多どよねもて成ぱ遂ぬァイべもぞだ結

珂ゅ導づイむぞで�び〜ぷぱむ＼余計や心配オぱべア＼考ぢ我と

むぱ�ぽべア＼不以ゅ襲ェイべア＼焦ぽむ©もアオやどぱむぱ�

だねもやゃ＼ぜァ©ィ妨概づァ守ァイむ前進びィねもてめでィよ

めび〜主ら＼熱心ゅ求�ィ人ゅ必ぴ報ぞむどぺはぞ�び〜

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