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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.

引き続き Zoom 早天礼拝をします。是非チャレンジしてみてください。
Zoom 早天 ミーティング ID: 813 7504 6324

4.

毎週の日曜礼拝のメッセージ動画を 5 分のダイジェストに編集してくださ
る方を大募集中です。あきちゃんか、克弥師まで。

5.

Friday Worship のアンケートをまだ提出してない人は、早めに提出して下
さい。

6.

新しい J-House T シャツができました。2 種類各一枚 1,000 円（税込）で
す。

ミニストリー賛美

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！

アナウンス

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！

GT = スモールグループ

7.
8.

フロントライン
賛美
聖書 出エジプト20:1-7
メッセージ
出エジプト記シリーズ20
霊的姦淫をしない、ねたむ神で
ある！
献金
賛美

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 QR コード

〒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

jhousechannel の Youtube
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みんなで気をつけて、J-House を守りましょう！
1. 37.5 以上の熱のある人、体調の悪い方はネット礼拝や Zoom をして下さい。
2. 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。
3. J-House ではマスクをして入館して下さい。賛美や発言の時はマスクをしてください（説教者
と賛美リーダー以外）
4. 換気扇、大型扇風機、空気清浄機をフル稼働して換気しています。防寒対策をお願いします。
5. 礼拝堂、チャペル、ベイビールームに分散して三密を避けます。席も最低 1m 以上のソーシャ
ルでスタンスを確保しています。
6. 飛沫を通しての感染拡大があります。他者と話す時によく注意をして下さい。
7. 握手、ハイタッチ、ハグなどを控えて下さい。
8. QR コードによる、大阪コロナ追跡システム登録して下さい。

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１２日

あなたは神の喜びのために造られた

神との友情を育む

信仰によって神に従う
前章で、イエスが用いられた「友」という
言葉は、「王の友人」を意味していることを見ました。王と親しい関係
にあるこれらの付き添い人たちは、特別な特権にあずかっている一方
で、王の配下にあり、その命令には従わなければならないのです。神の
友にしていただいた私たちも、決して神と対等というわけではありませ
ん。私たちは、慈愛に満ちた指導者である神に喜んで従うのです。
私たちが神に従うのは、義務感や恐れや強制からではなく、神を愛し
ているからであり、また神が私たちの最善をご存じであると信じている
からです。私たちがキリストに従いたいと思うのは、キリストがしてく
ださったことに対する感謝の気持ちがあるからです。そして、神に従え
ば従うほど、神との友情も深められていくのです。
神を信じていない人たちは、クリスチャンは義務感や罪責感や刑罰へ
の恐れから従っているのだと考えますが、事実は正反対です。私たちは
赦され、解放されたので、愛のゆえに従っているのです。素直に従うと
き、私たちは言いようのない深い喜びを経験します。イエスが言われた
通りです。「父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛し
ました。わたしの愛の中にとどまりなさい。もし、あなたがたがわたし
の戒めを守るなら、あなたがたはわたしの愛にとどまるのです。それ
は、わたしがわたしの父の戒めを守って、わたしの父の愛の中にとどま
っているのと同じです。わたしがこれらのことをあなたがたに話したの
は、わたしの喜びがあなたがたのうちにあり、あなたがたの喜びが満た
されるためです」。
注意したいことは、イエスが私たちに望んでおられることは、イエス
が父なる神に対して行われたことを行うということです。イエスと父な
る神との関係が、私たちと父なる神との関係のモデルになっているので
す。イエスは父なる神に言われたことをすべて行われましたが、それは
愛に基づいていたのです。
真の友情は受け身ではなく行動的です。イエスが私たちに、隣人を愛
し、困っている人を助け、持ち物を分け与え、聖い生活をし、他の人を
赦し、福音を伝えるように言われるとき、私たちを即座に従わせるのは
愛なのです。
私たちはしばしば、神のために「大きなこと」をしたいと考えます
が、たとえ小さなことでも、愛による従順に基づいて行ったことの方が
神に喜ばれます。人の目には留まらなくても、神はそれをご覧になり、
礼拝とみなされるのです。
決定的な機会は一生に一度あるかどうかですが、小さな機会は毎日訪
れます。真実を語ること、親切にすること、人を励ますことなどの小さ
なことでさえ、神に微笑んでいただくのには十分です。神は、私たちの
祈りや賛美や捧げものよりも、単純な服従の行為を喜ばれます。聖書は
言っています。「主は、主の御声に聞き従うほどに、全焼のいけにえ
や、そのほかのいけにえを喜ばれるだろうか。見よ。聞き従うことは、
いけにえにまさり、耳を傾けることは、雄羊の脂肪にまさる」。

J-House 予定
1/1 元旦礼拝 PM 1:00
2/1,2 長沢崇史師

特別礼拝

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
8/17-22 スタッフ休み
9/20

J-House 創立記念

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

7-19-20

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.

人生で迷った経験を話して下さい。

3.

その迷いをどのように解決しましたか？

4.

この世で、崇拝される事はどんな事が多いですか？

5.

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。

6.

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 20:1-7 を読んでください。

7.

一番印象的な箇所はどこですか？なぜですか？

8.

神様は自分自身をどのように表しましたか？(20:2)

9.

主は何を作ることを禁じましたか？(20:4)

10.

十戒がある事はなぜ？苦しみでなく、祝福なのですか？

11.

あなたの中で、何が偶像、神様より大切にしやすいですか？

12.

イザヤ 54:5,6を読んでください。どう思いますか？

13.

GTで洗礼者、プランティングが与えられために、どんな祈りができますか？

14.

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。

15.

祈りのリクエストは何ですか？

