
 
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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NO.1365

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 9/26

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 9/30 

（木） 鈴木千姉

週 Ⅱ 大髙握姉 鈴木千姉

来 10/3

（日） 

Ⅰ 大髙握姉 鈴木千姉 10/7 

（木） 大髙握姉

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。     　

※ 本日の礼拝バイブルスタディは休講になります。

※ 本日第二礼拝後、洗礼式を行います。祝福をお祈りください。

　今週のセルグループ（赤字）　        9月26日(日)～10月2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

9/29(水) 
午後1:00

LINE 
電話

9/15 
2名

自分やアよ義�考ぢてぜぽむ＼自分め自分オ
縛ぽむぞィよぺも示はイむぞ�び〜

グレイス 
鈴木千姉

10/1(金) 
午後8:30 鈴木宅 9/17 

3名
神様て働ぞむどぺはぽむつァイィ〜自分よび
ィねもら＼握びィねもオニボニボも地道ゅ〜

Gospel 
鈴木尚姉

10/9(土) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

9/18 
2名

目よ前ゅぜィ状況オびんむ憾謝びィも＼掛ゅ
やィ〜主オ基ゐねもて力＼もェづぽべ〜

オイコス 
磯貝姉

LINEで 
分かち合い

9/19 
10名

信仰てぜぽべアやづぽべアびィも空気て吸ぢ
やづぽべア吸ぢべアびィ生滑も同ひめび〜

からし種 
磯貝姉

10/14(木) 
午前10:00

Zoomで 
分かち合い

9/9 
3名

ゼΒゼΒぱむぞィやも気みで＼ぷねづァ逃ぬ
やはぞも語ァイむぞィよぺもェづア�ぱべ〜

ユース 
岩下兄

10/3(日) 
午後2:00

LINEで 
分かち合い

9/19 
5名

ナ【�オぱやてァ交ェアオぱむ恵�イ�ぱ
べ〜洗礼式よ祝福＼必要よべ�ゅ祈ぽべ〜

Rock 
鈴木洋兄

9/29(水) 
午後8:30 鈴木宅 9/15 

3名
謝ィねもて�ねねゥも示はイ＼素直ゅ謝ィね
もてめでべ〜同僚も和快ぱ平以〜

シャローム 
平岩姉

10/9(土) 
午前10:00 平岩宅 9/19 

3名
昼食よ交ェア〜神様オ中心もぱむ祈ぽむ始�
ア祈ぽむ終ェィ交ェアよ時オ掛ぱ��ぱべ〜

なつめやし 
髙橋智姉

10/10(日) 
練習後 髙橋宅 9/19 

5名
食事よ交ェアオぱ�ぱべ〜

リジョイス 
杉本姉

9/28(火) 
午前10:15

LINE 
電話

9/14 
4名

£主て共ゅ働ぞむ御言葉オ角づや�よもはイ
べ〜％可オ言つだづも心配びィゅ及りぴ〜

ジョイフル 
穂苅兄

9/26(日) 
礼拝後 交わり 9/8 

3名
ぞゥぞゥや思ぞて襲ぽむどィて＼ぷイオ相手
ゅふぴ＼問題やど対殴びィねもてめでべ〜

アガペ 
長塚姉

9/26(日) 
練習後

コミュニテ
ィセンター

9/12 
3名

サクセス 
鈴木勝兄

9/26(日) 
礼拝後 交わり 9/12 

12名
リーダーズ 
セル

10/13(水) 
午後7:00

Zoomで 
分かち合い

9/8 
24名

自分オ恢び者て来べァ＼びな逃ぬゥ〜

セル研修 休講
ビジョン 
平岩恵兄 

9/26(日) 
午後1:00 コメダ 9/19 

3名
神様ゅ従だねもら辛ぞねもめらやぞも語ァイ
べ〜卒論オニボニボ書ねだ〜

worship 
長塚寛兄

10/10(日) 
礼拝後 コメダ 9/19 

4名
高校生 
平岩姉

10/3(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

9/19 
3名

日常的ゅ主てつァイィねもオ常ゅ憾ひむぞィ
も余計やパ�Εパやぱめ生でァイィ〜

中学生 
梅田姉

10/3(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

9/19 
4名

好でひ�やぞ子〜慨ても�ア�び™だゅ＼仲
良ど出来�び様ゅぽむ祈ぽべ〜話�めでべ〜

〜キッズ2 

小山姉
10/3(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

9/19 
4名

神様て言ぽむぞィねもオ聞づぴゅ自分よ考ぢ
オ優先〜神様よ言ェイべねもオぱ�び〜

今づァ神様よ言ェイべねもオぱ�び〜キッズ1 

芳井姉
10/3(日) 
午前9:00

コミュニテ
ィセンター

9/19 
3名

大事やねもオぞぽるぞ教ぢむ�ァぢィづァ＼
日曜日てびぽのど掛ぱ�やカぺ〜

Shine 
小原姉

9/26(日) 
午後4:30 エステル 9/12 

4名
圧魔よ声ら�ぽむつぞむ＼�ィねもゅ専念め
で�ぱべ〜

ギデオン 
芳井兄

10/9(土) 
午後7:30 芳井宅 8/28 

2名
カルバリ 
野田兄

10/5(火) 
午前9:00 野田宅 9/7 

6名
自分らデΓパベ�Μぺづァつ祈アぱ�ぱ�だ
づ’心めら思ぽむぞむ�言ぢやぞ自分〜

神の家族 
伊岐見真姉

10/9(土) 
午後7:30

LINE 
電話

9/11 
2名

神様よ言ェイィねもらェづィ＼反対よ声ら＼
聞づやどむぞぞ〜

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。

セルリーダーのためにお祈りください。



£�ヰマΖ1‥8


ぜやべてべらゼダパ…

ヅΓパ�オ見べねもら

やぞにイゃ�握ぱむつ

ア＼今見むらぞやぞに

イゃ�信ひむつア＼ね

もりゅ尽どふやぞ＼穎

ぢゅ満ほべ基ろゅ躍ぽ

むぞ�び〜ぜやべてべ

て＼信仰よ結珂めぜィべ�ぱぞよ救ぞオ得むぞィづァめび〜％


喜びがほしい
／秋�少ぱぴま深�ア＼つ店ゅ�アカの�栗て並ゐ™だゅやア�

ぱべ〜先日＼私よ栗好でオ知ぽむどぺはィ方づァ＼栗蒸ぱ羊羹�

栗でカもカオぞべぺどねもてぜア＼秋よ味較よ美味ぱは�はィね

もやてァ＼ぷよつ気持ほオもむ�だイぱど憾ひ�ぱべ〜／


／私べほらだイぱぞねもてぜィも基ろ�び〜ロΕピΜ�オ�ァぽ

べもで＼試験ゅ合獲ぱべもで＼大好でや架族�友達も我のび時＼

つねみづぞオ�ァぽべ時＼��ァイべ時＼部滑よ試合ゅ勝ぽべ

時＼仕事て成功ぱべ時＼子ゃ�よ成長オ見ィ時やゃ＼良ぞねもて

ぜィも基ろ�び〜人よ生滑らぷイへイめびて＼ゃカや人�基ろオ

求�む生でむぞ�び〜苦ぱ��ま�ァやぞねもオ求�べアらぱ�

ふカ〜めでィぺに良ぞ収入オ得む＼必要や�よオ買ぽべア＼趣味

�旅行オ掛ぱカぺアびィべ�ゅ＼允生懸命働ぞむぞ�び〜めでィ

ぺに掛ぱど基カめ生滑ぱべぞも思ぞ�び〜ぱづぱ日常生滑らだイ

ぱぞねもりづアめらぜア�ふカ〜平何ゅ生滑ぱむぞむ�＼急ゅ収

入て減ィもづ＼健康オ概びィもづ＼職場�架庭よ人関韓係てだ�

どぞづやどやィもづ＼可づズデハミΜ��心配事て起でィも＼基

ろらもべカゅ失ふむぱ�ぞ�び〜ぴぽも平以め基カめ生滑めでべ

ァぞぞよゅも＼多どよ人ら伎だよめらやぞめぱ�だづ〜


救いの喜び
／私べほらゼダパ…ヅΓパ�オ信ひむ救ェイ�ぱべ〜救ェイべ

時＼ねイづァら允人めらやど神様も允緒ゅ生でむぞどねもてめで

ィよぺ＼も基ろゅ満べはイ�ぱべ〜救ェイむ心て健�づめぞァイ

ィ™だゅやア�ぱべ〜べもぢり職場�額校め嫌やねもオ言ぽむど

ィ人てぞべァ＼普通らぷよ人オ敬汚ぱべア憎カぺアびィめぱ�

だ〜ぱづぱ救ェイむぞィ人ら＼やカもづぱむ握ぷだもぱ�び〜ぷ

イら＼信ひィ人よだほゅ住カめどぺはぽむぞィ聖霊て＼心よ横底

ゅ£自分よ敵オ握ぱやはぞ(Δッ6‥35)％％も�ねねゥオ語ァイィ

づァめび〜ぱづぱ£敵オ握びィ％もぞだねもら＼救ェイむぞやに

イり思ぞ�™ァやぞねもめび〜やぶねイて基ろやよめぱ�だづ〜


／人オ憎�もぞだねもら＼人オ傷まにィ威上ゅ自分オ苦ぱ�ィね

もゅやア�び〜私ら救ェイィ前＼長ぞ関周アよ人オ憎カめ生でむ

ぞ�ぱべ〜人オ憎�も＼人�自分オ嫌てぽむぞィよめらも疑だ™

だゅやア＼人ゅ対ぱむ心オ凱づやどやア孤独ゅやぽむぞで�び〜

人も交ェアオびィねもてぜぽむ�＼心づァ掛ぱ�ねもてめで�ふ

カ〜自分よねもりづア考ぢむぞィよめ＼架族�崩恢ぱぷだゅや

ア＼ぷよ苦ぱ�よ中め救ェイ�ぱべ〜救ェイむ憎ぱ�づァ快放は

イべねもて大でや基ろめび〜神様よ£自分よ敵オ握ぱやはぞ％も

ぞだ命令ら＼私べほオ人オ憎�ねもづァ守ィねもゅやィよめび〜

私ら教廻ゅ来ィ™だゅやぽむ＼どぽべどやど掛ぱど交ェアてめで

ィ™だゅやア�ぱべ〜人オ憎�依囲よ生滑づァ＼握ぱむ生で™だ

もびィ光よ生滑ゅ変ぢァイべねもて救ぞよ基ろめび〜


救いの喜びを知らない
／もねゥめ＼允度救ェイべァ＼ぷよ救ぞらぴぽも続で�び〜私べ

ほてらぽでアも神様オ拒�やぞ限ア＼ぷよ救ぞて取ア消はイィね

もらぜア�ふカ〜めびづァ救ぞよ基ろら決ぱむ失どやィねもらぜ

ア�ふカ〜�ぱ救ェイむぞィよゅ�づづェァぴ＼基ろてやぞも言

だやァり＼ぷイら救ェイべ時ゅ＼救ぞよびりァぱはオ理快ぱむぞ

やづぽべづァめび〜神様づァびりァぱぞロΕピΜ�オ�ァぽべよ

ゅ＼ぷイてゃカやゅ夏値ぜィ�よづもぞだねもオェづぽむぞや

づぽべもぞだねもめび〜べもぢり＼つ札ゅら夏値てぜア�びて＼

小はや子ゃ�ゅ札束オ持べふむ�基ろ�ふカ〜ぷイらぷよ夏値オ

知ァやぞづァめび〜救ぞてゃカやゅびりァぱど＼夏値てぜィ�よ

づオ知ァやにイり＼ふぽづど�ァぽべ札束オ＼ぷイオ使ぽむ掛ぱ

カぺア＼役立むべアびィねもオぱやぞめ＼™で出ぱよ横底ゅぱ

�ぽむ＼忘イむぱ�ぽむぞィ™だや�よめび〜


救いのすばらしさ
／神様てどぺはぽべ救ぞら＼私べほよ理快オらィづゅ超ぢむびり

ァぱぞ夏値ぜィ�よめび〜£＃目て見べねもよやぞ�よ＼耳て聞

ぞべねもよやぞ�よ＼人よ心ゅ思ぞ浮づカぺねもてやぞ�よオ＼

神ら＼神オ握びィ者べほゅ備ぢむどぺはぽべ＆(�ニΓΜ�2‥

9)％〜�ぴ＼ねよ™だや罪ゅ往イべ者よべ�ゅ＼主て身代ェアも

やぽむ十字禍め死カめどぺはぽべねも＼ぷよ罪て允ま残ァぴ赦は

イべもぞだねもて驚どんで恵�めび〜ぷイぺにめらやど＼信ひィ

者允人允人よだほゅ聖霊て住カめつァイィねも＼ぷぱむ信ひィ者

ゅ頴汚よぞよほて約束はイむぞィねもら驚どんで恵�めび〜


／聖霊ら＼私べほオ罪よ誘惑づァ守ア＼正ぱぞ道を導ぞむどぺは

ぞ�び〜�べ頴汚よぞよほら死よ問題オ寛全ゅ快決ぱ�び〜世よ

人」ら＼死ゅ対びィ閉塞憾よ中め生でむぞ�び〜ぱづぱ救ェイべ

者ゅもぽむよ死ら＼天国ゅ入イァイ神様もも�ゅ頴汚ゅ生でィね

もオ維味ぱ�び〜めびづァ＼べもぢ歳オ重ょむ�＼病ゅづづィも

で�＼恐イィねもてぜア�ふカ〜頴汚よぞよほらゃカやゅ大でや

富も�どァん�よゅやァやぞ�ゃよびりァぱぞ救ぞよ恵�めび〜


／人生ゅらは�ば�やめでのもて起ねア�びて〜救ェイべ者らゃ

カやもでゅ�＼神様てどぺはぽべ救ぞよ基ろよ中め＼忌望オ失だ

ねもやど勝利ぱむ生でィねもてめでィよめび〜／／≧鈴木千史∞


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

／主よ御手／／／／NO.1365／／／2021年9月26日≧日∞発行

救いの喜び

http://www.revival.jp

