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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. 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. 席の確保は来た人からとなります。礼拝堂で礼拝したい場合は、早
めにお越しください。
3. コロナの影響で中止されていたプランティングクラスが 6/14, 28 に
再開される予定です（PM 2:45-5:00）。7/12（日）が洗礼式の予定
です。どんどん参加して下さい。

⚫

フロントライン

⚫

賛美

⚫

聖書 出エジプト記15:21-27

⚫

メッセージ
出エジプトシリーズ15

4. Zoom 早天の申込書ができました。是非チャレンジしてみてくださ
い。

苦難も、喜びも受け取りま
す！

5. コロナウィルスの特別な状態を通して、個人が、J-House が、日本
が、世界がリバイバルされるように祈りましょう！

⚫

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

⚫

GT = スモールグループ

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。

Zoom 早天の申し込み

jhousechannel の Youtube

〒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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賛美の生活


賛美は、応答である。



賛美とは主がどんなお方、神がしてくださったこと、言い表す



賛美、礼拝の中心が主だけです。



未来完了の賛美、、、、、信仰の行動を宣言する



あなたは、神様を喜んでいますか？感情でない、Feeling でない、事実である

みんなで気をつけて、J-House を守りましょう！
1. 高熱の熱のある人、体調の悪い方、コロナの症状の方は Stay Home.
2. 席の間隔を開けて座ってください。礼拝堂、チャペル、ベイビールームにも分散できます。
3. 賛美や発言の時はマスクをしてください（賛美リーダー以外）
4. 大型扇風機、換気扇、空気清浄機をフル稼働しています。防寒対策をお願いします。
5. 手洗い、咳エチケット、アルコール消毒の徹底をお願いします。

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。

J-HOUSE 週報

Page 2

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

絶えずみことばを思い巡らすことによって 神がヨブやダビデを親友
とみなされた理由は、彼らが何よりもみことばを大切にしていたからで
した。彼らは一日中みことばを思い巡らしました。ヨブは、「私は神の
語られることばを毎日のパンよりも大切にしました」と言い、ダビデ
は、「あなたのおきてをどんなに愛していることでしょう。私はそれを
一日中思い巡らしています」「みことばはいつも私の思いの中にありま
す。それは私の頭から離れません」と言いました。

⚫

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

友は秘密を分かち合います。一日中みことばを思い巡らす習慣を身に
つけるなら、神はご自分の秘密をあなたに分かち合ってくださるでしょ
う。神はその秘密を、アブラハムやダニエル、パウロ、弟子たち、そし
て他の友人たちにも分かち合われたのです。

⚫

5/31 ペンテコステ

⚫

6/21 父の日

⚫

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

⚫

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

聖書を読んだり、説教やテープを聞いたりするとき、すぐに内容を忘
れてしまわないように気をつけましょう。心の中で復習したり、繰り返
し思い出す習慣を身につけてください。神がお語りになったことを復習
すればするほど、多くの人が見過ごしている人生の「秘密」が分かるよ
うになります。聖書は言っています。「神との友情は、神を敬う人にだ
け与えられる特別なものです。神は、ご自分の約束の秘密をその人にだ
け分かち合われます」。

第１２日

神との友情を育む

神はその友情を、神を敬う人と分かち合われる。箴言三・三
二（NLT）
神に近づきなさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいて
くださいます。ヤコブ四・八
神とどれだけ親しくなれるかは、あなたの選択にかかっています。
どのような関係にも言えることですが、神との友情を深めるには努力
が必要です。偶然に任せていても友情は深まりません。心からそのこと
を願い、時間と手間をかける必要があります。神ともっと親しくなりた
いのなら、神に自分の気持ちを正直に打ち明け、神を信頼してその求め
に応じ、神が大切にしておられることを大切にし、何にもまして神との
友情を求めなくてはならないのです。

特別礼拝

J-House 創立記念

6-7-20

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. クリスチャンが、良く持っている間違った思い込みはどんなものがあり
ますか？
3. あなたは人生のどんな事で、不平不満を持ったことがありますか？
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？
出エジプト 15:21-27 を読んでください。
6. 一番印象的な箇所はどこですか？なぜですか？
7. イエスラエルの民は何について不平を言いましたか？(15:23-24)
8. モーセが木を水にいれたらどうなりましたか？(15:25)
9. 不平不満ばかり言う人と、いつも一緒にいたら何が難しいですか？
10. マラもエリムも受け取る信仰、あなたにどう適用できますか？
11. Zoom 早天、日々のデボーションなど、どのようにより、毎日神様に近づ
く事ができますか？
12. 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。
13. 祈りのリクエストは何ですか？

