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WELCOME TO J-HOUSE
偶然でない、あなたの存在に感謝します！

キリストの恵みと愛に駆り立てられて、「大宣教命令」と「大いなる戒め」を中心とし、イ
エス様のお手伝いをさせていただく事が J-House の使命です。（伝道、弟子化、交わり、
礼拝、奉仕）
The mission of J-House is to serve Jesus by focusing on the Great Commission and Great Commandment
being compelled by His grace and love. (Evangelism, Discipleship, Fellowship, Worship, and Serving)

アナウンス

プログラム

1. 場所は違っても、共に礼拝をささげられる事を感謝します。あなた
の存在に感謝します。
2. 今日の PM 12:30 からウルトラ Zoom GT があります。共に集まり燃
やされましょう！
3. 今日は、母の日です。お母さんに特別な祈りと感謝をしましょう。

⚫

フロントライン

⚫

賛美

⚫

聖書

4. コロナのこの特別な時期に、日本、世界にリバイバルが起こるよう
にお祈りください。

ヨハネ4:13-26

母の日メッセージ
もし、○○だったら、、、

5. 会堂礼拝はしばらく持てないので、献金は銀行振り込みや、郵便振
り込みでささげてください。

⚫

ミニストリー賛美

⚫

献金

6. 箴言 1:7「 主を恐れることは知識の初めである。」主を恐れ、礼拝
の 10 分前からフロントラインの賛美と祈りの時を献げましょう！

⚫

アナウンス

⚫

賛美

⚫

PM 12:30ウルトラZoom GT

PS
1.

携帯電話を切るか、まったく音も揺れもないモードにしてくださ
い。

2.

J-House の礼拝は Youtube の J-House チャンネルで生中継されていま
す。礼拝に来られない方は見て、できたら一つ学んだ事と適用を
office@jhouse.tv に送ってください。

3.

主任牧師に話のある人は、office@jhouse.tv にメールしてくださ
い。素早い返答を心がけています。
J-House Youtube チャンネル

〒530-0047 大阪市北区西天満 5-11-9
TEL 06-4709-7040 FAX 06-4709-7041
ホームページ http://www.jhouse.tv/ E-mail office@jhouse.tv
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信仰の宣言！
天のお父様の変わらない永遠の愛、御子主イエス様の十字架の恵み、復活の御力、聖霊様の親しい交
わりを感謝します。
「主の恵みは朝ごとに新しい。その真実は力強い」エレミヤ哀歌３章２２節～２３節
キリストにあるならばその人は新しく作られた者、新しい聖霊の油注ぎを感謝します。新しい平安を
感謝します。新しい恵みを感謝します。新しいチャンスを感謝します。新しい出会いを感謝します。
新しい感動を感謝します。
私たちは、紆余曲折はいろいろありますが最後は勝利が保証されています。私たちの人生の戦いは勝
利が保証された戦いです。判定勝ちではなく圧倒的な勝利者の人生です。
① 問題があっても勝利者。②困難があっても勝利者。③試練があっても勝利者。いつも前向き、肯定
的、信仰的、創造的、生産的、建設的な「考えと言葉」が与えられますように！

ヤコブ 1:22 また、みことばを実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけの者であ
ってはいけません。
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人生を導く 5 つの目的（リック・ウォレン著）から引用！
第 1 の目的
第１１日

あなたは神の喜びのために造られた

神の親友になる

神の親友になる

J-House 予定

絶えず神と語り合うことによって
神はこの瞬間にも私と共にい
てくださることを思い出せるように、何か目印のようなものを作るとよ
いでしょう。それを見やすいところに貼り付けておくのです。「神は
今、私のために、私と共にいてくださる」というメモ書きを貼り付けて
おいてもよいでしょう。ベネディクト会の修道士たちは、一時間ごとの
チャイムが鳴るたびに、手を休めて「一時間ごとの祈り」をささげてい
ました。アラーム付の腕時計や携帯電話があれば同じことができます。
もちろん、神の臨在を感じることもあれば、そうでないこともあるでし
ょう。しかし、練習を重ねることによって、神の臨在を自覚できるよう
になるのです。

⚫

1/1 元旦礼拝 PM 1:00

⚫

2/1,2 長沢崇史師

⚫

4/12 イースター

⚫

5/4-8 スタッフ休み

⚫

5/10 母の日

⚫

5/31 ペンテコステ

⚫

6/21 父の日

けれども、神の臨在を一つの「体験」として求めているなら、大切な
ことを見失っていることになります。神を賛美するのは、自分の気持ち
を高揚させるためではなく、神に喜んでいただくためです。私たちの目
標は、感情の高揚ではなく、神が共にいてくださるという事実を覚え続
けることにあります。これが礼拝者の生き方です。

⚫

7/15 アリゾナチーム来日予定

⚫

8/9-11 サマーリトリート
Ps. ミン師 あうる京北

⚫

8/17-22 スタッフ休み

絶えずみことばを思い巡らすことによって 神との友情を築くための
第二の方法は、一日中みことばを思い巡らすことです。これを黙想と言
いますが、聖書は繰り返し、神がどのようなお方で、何をなさり、何を
語られたかを思い巡らすように勧めています。神がお語りになることを
知らずに神の友となることはできません。また、神を知らずに神を愛す
ることはできず、神のことばを知らずに神を知ることはできません。聖
書は言っています。「主は御言葉をもって、……サムエルに御自身を示
された」。神は今でも同じ方法でご自分を現されるのです。

⚫

9/20

⚫

10/6-12 台湾チーム来日予定

⚫

12/13 スーパークリスマス

⚫

12/20 クリスマスキャンドルサービス

⚫

12/31 （木）カウントダウン礼拝

⚫

1/1 （金）元旦礼拝

聖書の学びに丸一日を費やすことはできなくても、聖句を思い出した
り、心の中で繰り返すことによって、一日中みことばを思い巡らすこと
ができます。
黙想はしばしば、修道士や神秘主義者たちが人里離れた場所で行う、
神秘的で難解な儀式のように思われています。しかし、黙想とは簡単に
言えば、「集中して考える」ことです。それは誰もが習得でき、どこで
も使える技術なのです。
ある問題のことばかり繰り返し考えてしまうことを「思い煩い」と言
いますが、みことばを繰り返し考えることが「黙想」です。ですから、
思い煩ったことのある人は、黙想の方法を心得えているということで
す。「問題」ではなく「みことば」を繰り返し考えるようにすればよい
からです。このやり方が身についてくると、思い煩いは減っていきま
す。

特別礼拝

J-House 創立記念

プロミスランド
テーマ：Love God & Love people

マタイ 22:36-39
22:36 「先生。律法の中で、たいせつな
戒めはどれですか。」22:37 そこで、イ
エスは彼に言われた。「『心を尽く
し、思いを尽くし、知力を尽くして、
あなたの神である主を愛せよ。』22:38
これがたいせつな第一の戒めです。
22:39 『あなたの隣人をあなた自身のよ
うに愛せよ』という第二の戒めも、そ
れと同じようにたいせつです。

5-10-20

ディスカッションの質問

1. 最近の感謝な事と様子を分かち合ってください。
2. あなたの人生で、「もし、○○だったら」と思った経験を話してく
ださい。
3. お母さん、お母さんの役割をしてくれた人はどんな人でしたか？
4. 今週はデボーションちゃんとしましたか？ 教えられたことを分かち
合ってください。
5. 先週の 5W1H を活かした適用をどのようにしましたか？
ヨハネ 4:13-26 を読んでください。
一番印象的な箇所はどこですか？なぜですか？
人々は心の乾き、虚しさを何で満たそうとしますか？
イエス様が与えた水を飲むと、どうなると言いましたか？(4:13-14)
ヨハネ 4:42を読んで、どう思いますか？どのようにしてイエス様の素
晴らしさを分かち合う事ができますか？
お母さん、お母さんの役割をしてくれた人に、どのように感謝を表す
事ができますか？
今日のメッセージで印象的な事と適用を分かち合ってください。
祈りのリクエストは何ですか？

