
 
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 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

来 8/22

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 8/26 

（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。     　

※ 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。

　今週のセルグループ（赤字）　        8月15日(日)～8月21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

8/15(日) 
礼拝後

LINE 
電話

8/8 
2名

£ねイら握て動機づ％〜自分よ心よべ�よ対
殴らュホヅΓも磯和憾�心よ重はオ憾ひィ〜

グレイス 
鈴木千姉

8/20(金) 
午後8:30 鈴木宅 8/6 

4名
言ぢやぞよて問題ぺも言ェイべ〜ぜァべ�む
静づゅ話オぱべぞも思だ〜

Gospel 
鈴木尚姉 未定 8/9 

2名
主よ握て届ど™だゅびィゅら＼ゃだ言ぢりぞ
ぞよづや＼も考ぢはふァイべ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

8/8 
9名

面倒てァぴゅゃだぱべァ相手ゅェづィづオ考
ぢィ™だゅ変ぢァイむぞィねもゅ憾謝〜

からし種 
磯貝姉

8/26(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

8/5 
4名

ぷイオ神様て基りイィねもづも聞ぞむ�イり
ぞぞもズ�ユゼパオ頂ぞべ〜

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 8/4 

3名
気付ぞべねもら言ぽむぜぬべ�だて良ぞも示
はイ＼≧部価ゅ∞指摘ぱむ諭ぱべ〜

シャローム 
平岩姉

8/28(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

8/22(日) 
練習後 髙橋宅 8/8 

5名
私て誰™ア�ビΔよべ�ゅ祈ア続にィ必要て
ぜィねもゅ気みで�ぱべ〜

リジョイス 
杉本姉

8/17(火) 
午前10:15 赤塚宅 8/3 

4名
�ホビ【バオびな思ぞ出ぱむ怒アオ捨むむ握
ぷだも微笑��ぱべ〜

ジョイフル 
穂苅兄

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

8/29(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

8/8 
4名

相手オ変ぢ™だもぱむ話ぱむぞべ＼�べ行動
ぱむぞべねもゅ気みづはイ改ぞ魁��ぱべ〜

／／／／べ〜改ぞ魁��ぱべ〜サクセス 

鈴木勝兄
8/29(日) 
礼拝後

コミュニテ
ィセンター

8/8 
15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 

8/15(日) 
午後1:00 コメダ 8/8 

3名
徹底的ゅ人ゅ仕ぢむ仕事オぱやはぞ＼握て動
機め仕事オぱやはぞも＼魁�む語ァイべ〜

worship 
長塚寛兄

8/15(日) 
礼拝後 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

8/15(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

8/8 
2名

相手ゅ思ぽむぞィねもオ言ぢやぞねもて問
題〜言だねもて握〜伝ぢィねもて握〜

中学生 
梅田姉

8/15(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

8/8 
4名

心よ中めつ祈アぱむ＼無視はイべ子�＼允緒
ゅ話ふィ様ゅ＼ねほァづァ話ぱづにべ〜


キッズ2 
小山姉

8/15(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

8/8 
4名

人づァ凄ぞも思ェイべぞ＼も思ぽむぞべ〜ね
イづァら握て動機め行動ぱべぞも思ぽべ〜


キッズ1 
芳井姉

8/15(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

8/8 
3名

£ゃだで％ら＼£神様大好でぺ【づ【ァ“％
ぽむねもてェづぽべ〜

Shine 
小原姉

8/22(日) 
午後4:30 エステル 8/8 

5名
LINEオぱべァ＼思ぽむ�ぞやぞ優ぱぞ返事
て返ぽむでべ〜ぱべづぽべ架族よ韓ェア〜

ギデオン 
芳井兄

8/28(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 8/3 

8名
食事よ交ェアオ行ぞ�ぱべ〜基カめ兄弟姉妹
も共ゅ廻話オ掛ぱ�べねもら主よ御業〜

ぱ
神の家族 

伊岐見真姉
8/28(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。



£Ζ【ヴ10‥17  め

びづァ＼信仰ら聞ど

ね も づ ァ 始 � ア �

び〜聞どねもら＼ヅ

Γパ�ゅまぞむよね

もりオ通ぱむ実現び

ィよめび〜％


せみの声
／暑はて得維やェにめらやぞよめびて＼毎年ふ�よ声オ聞ども

£暇て来べ“％もェどェどぱ�び〜やぶづも考ぢィも＼ふ�よ声

て＼子ゃ�よ頃よ掛ぱづぽべ暇休�オ思ぞ起ねはふィづァやよぺ

ゥだも思ぞ�び〜朝早ど起でむ崖ゅ出ィも＼暇よ朝よ明ィぞ日差

ぱよ中め＼ゅと�づゅ鳴どふ�よ声オ聞でやてァ＼玄韓よロΒΜ

プ【ゅ植ぢむぜィ朝企よ菓て＼今日らぞどま咲ぞむぞィづや＼も

掛ぱど数ぢべ情景やゃオ思ぞ起ねびよめび〜


／江戸時代よ俳人めぜィ松尾芭蕉よ句ゅ＼£陥≧ぱぴづ∞は�贋

ゅぱ�入ィ蝉よ声％もぞだよてぜア�び〜£やカむ静づやよぺゥ

だ〜贋ゅぱ�入ィ™だゅふ�て鳴ぞむぞィ％もぞだ維味めびて＼

ねよ句オ悦カぺ時ゅ芭蕉てべべぴカめぞべ山横よ静にはて＼贋ゅ

ぱ�ぞィ�ゃ騒てぱぞふ�よ声オ聞ぞむぞィも＼允層静づゅ憾ひ

ァイィ＼もぞだ維味やよぺぷだめび〜私べほら允斉ゅ鳴どふ�よ

声オ＼£だィはぞやぜ＼静づゅぱむ�ぱぞやぜ％も＼ゃほァづも

ぞだも邪魔ゅ憾ひィねもてぜィづ�ぱイ�ふカ〜ぱづぱ＼日本め

ら昔づァ＼ふ�て允斉ゅ鳴ぞむぞィ様子オ£ふ�ぱなイ％もぞだ

美ぱぞねもりめ表現びィ™だゅ＼ふ�よ鳴で声ら暇よ季節�風景

オ味ェだよゅ欠づふやぞ暇よ風物詩もやぽむぞ�び〜�ぱふ�て

ぞやどやぽべァ＼暇よ季節憾て大幅ゅぷてイむぱ�だよめらやぞ

めぱ�だづ〜


雑音に聞こえる
／もねゥてふ�よ鳴で声ゅまぞむ調んむぞべァ＼ぜィャホ�よ記

事ゅ£ズ�Γッ人ゅらビヵよ声てでねぢやぞ％もぞだ記述オ見ま

に�ぱべ〜ぜカやゅ騒てぱぞふ�よ声て聞ねぢやぞェにらぜア�

ふカ〜ぷイらま�ア＼ズ�Γッ人ゅらふ�よ鳴で声て＼雑伽ゅ聞

ねぢィもぞだねもやよめび〜ま�ア虫よ声めぜィもら認識はイむ

ぞやぞもぞだねもめび〜ふ�よ声ゅ限ァぴ＼日本人ら秋よ虫よニ

ヂΖテ�鈴虫やゃよ声ゅ�情緒オ憾ひ�びて＼多どよ崖国人ゅら

虫よ声ら雑伽ゅ聞ねぢィぷだめび〜世芥よ中め�虫よ声ゅ情緒オ

憾ひィ民族ら少数やよぺぷだめび〜ぷよ理由ら＼虫よ声やゃ自然

よ伽オ＼日本人ら左脳≧言語脳∞め聞で＼多どよ崖国人ら卯脳

≧伽掛脳∞め聞ぞむぞィもぞだねもめ＼文佳よ磯ぞやよぺぷだめ

び〜同ひ�よオ聞ぞむぞィよゅ＼ぜィ人ら風情オ憾ひ＼ぜィ人ゅ

ら雑伽ゅぱづ聞ねぢやぞもぞだよら不思議や憾ひてぱ�び〜


本当に聞いているか
／私べほら生滑よ中め＼ぞゥぞゥや伽オ聞で�び〜職場�額校ゅ

ぞィもで�＼道オ歩ど時�人よ声�ぞゥぞゥや物伽て聞ねぢむで

�び〜マΕラ�動雅�Βバヂづァ�＼伽掛�人よ話ぱ声て聞ねぢ

む来�び〜ぷイァら耳ゅ入ぽむ来�びて＼必ぴぱ�聞ぞむぞィも

らづとア�ふカ〜自分て聞でべぞねも＼興味よぜィ声�伽ぺにて

耳ゅ入ぽむ来む＼�づよ伽ら聞ねぢむ来やぞもぞだねもてぜア�

び〜べもぢりΕパ�ΒΜめBGMゅ好でや曲て流イむぞむ＼ぜもめ

允緒ゅ食事ぱべ人ゅ£ぜよ曲て流イむぞべょ％も言ぽむ�＼£ぷ

だぺぽべ’％も全ど聞ねぢむぞやづぽべもぞだねもてぜア�び〜

角づゅ耳ゅら聞ねぢむぞべらぴやよゅ＼興味てやにイり聞ねぢむ

ぞやぞよめび〜耳づァ入ぽむ来むぞむ�＼心てぷねゅ向ぞむぞや

づぽべもぞだねもやよめぱ�だ〜


／もねゥめ＼私べほて�ねもりオ聞どねもゅ韓ぱむらゃだめぱ�

だづ〜冒頭よ�ねもりら＼£信仰ら聞どねもづァ始�ア�び〜％

も教ぢむぞ�び〜神オ信ひィ者ゅもぽむ＼�ねもりオ聞どねもて

最�大切もぞだねもめび〜私べほら礼拝よ�ホビ【バめ�ねもり

オ聞で�び〜�べ＼聖書オ読�もで�＼べもぢ声ゅ出はやぞもぱ

む�＼心よ中め�ねもりオ読�自分よ声オ聞ぞむぞ�び〜角づゅ

耳ゅ入ぽむぞ�び〜ぱづぱ＼ぷよ�ねもりオ本当ゅ聞ぞむぞィめ

ぱ�だづ〜


／べもぢり＼礼拝よ�ホビ【バめ£ぜやべてべ�互ぞゅ握ぱ合ぞ

やはぞ≧Αュャ13‥34∞％も語ァイィ時＼角づゅ�ねもりて耳ゅ

入ぽむ来�び〜ぷよもで＼自分て握ぱむぞやぞ人＼握ぱべどやぞ

人よ企て思ぞ浮づゐめぱ�だ〜職場よぜよ人よ企＼架族よぜよ人

よ企＼ぜよ兄弟よ企＼ぜよ姉妹よ企………も〜ぷよもで£ェづぽ

むぞィにゃ＼今ら無理％＼も後怪ぱゅやぽむぞィねもらやぞめ

ぱ�だづ〜ぷだぺもぱべァ＼ぷイら�ねもりて聞ねぢむぞやぞね

もも同ひねもめらやぞめぱ�だづ〜ま�ア�ねもりゅ心て向ぞむ

ぞやぞもぞだねもめらやぞめぱ�だづ〜聖書ゅら£自分オ欺ぞ

む＼べぺ聞どぺによ者もやぽむらぞに�ふカ〜≧�ニレ1‥

22∞％もぜア�び〜�ねもりオ聞どもぞだねもら＼聞ぞべァびな

ゅ＼握ぷだもびィねもオ始�ィねもめび〜


みことばを熱心に聞く
／私べほら自分よ好でや伽掛ゅら耳オ傾に�びぱ＼尊敬びィ人よ

言だねもりオ熱心ゅ聞で�び〜ぷよ伽�声ら自然ゅ耳ゅ入ぽむ来

む心ゅ�め届で�び〜めびづァ＼やつはァ私べほら＼私べほて握

びィ主よ�ねもりゅ熱心ゅ耳オ傾にィねもてめで�び〜


／主らぷよれもア子オ私べほよ罪よ身代ェアもぱむ十字禍ゅまに

むどぺはィ�ゃゅ＼私べほオ握ぱむどぺはぞ�ぱべ〜私べほらね

よ福伽よ�ねもりゅ熱心ゅ耳オ傾にべよめ＼ゼダパ…ヅΓパ�オ

信ひむ救ェイ�ぱべ〜救ぞよ�ねもりオ聞ぞべ時＼£ェづぽべに

ゃ＼�べぞまづ信ひ�び％も後怪ぱゅぱむぞべァ＼救ェイ�ふカ

めぱべ〜


／私べほら私べほオ握ぱむどぺはぽべ神様オ握ぱむぞ�び〜握ぱ

むぞィよめ＼�ねもりオ熱心ゅ聞でべぞも思ぞ�び〜ぷぱむ聞ぞ

べァ従ぞべぞも思ぞ�び〜大好でや方よ言ェイィねもやよめ＼自

然ゅ耳ゅ入ぽむで�びぱ＼言ェイべねもオ後怪ぱゅらぱべどやぞ

よめび〜£握ぱやはぞ％も聞ぞべァ＼主て握ぱむどぺはぽべ™だ

ゅ＼人オ握ぱべぞも思ぞ�び〜主ら�ねもりゅ従だ者よ伎ぞオ可

め�づやぢむどぺはぞ�び〜£ぜやべてべてェべぱゅもゃ�ア＼

ェべぱよねもりてぜやべてべゅもゃ�ぽむぞィやァ＼可め�欲ぱ

ぞ�よオ求�やはぞ〜ぷだびイり＼ぷイらづやぢァイ�び〜≧Α

ュャ15‥7∞％〜�ねもりオ熱心ゅ聞ど者もやア�ぱ�だ〜


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

／主よ御手／／／／NO.1359／／／2021年8月15日≧日∞発行

みことばを熱心に聞く

http://www.revival.jp

