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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
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。

プログラム

フロントライン
賛美

3.

来週も引き続き 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.

上半期特別感謝献金（夏のボーナス献金）の袋ができました。
2020 年の前半を振り返って特別な感謝を主に献げましょう！

5.

来週は感動の洗礼式とプランティング式があります。

ミニストリー賛美

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！

聖餐式

聖書 出エジプト18:13-27
メッセージ
出エジプトシリーズ18
より信頼される人になろう！

献金
Friday Worship特別アナウンス

PS

アナウンス

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.

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。

3.

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！

4.

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。

5.

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。

賛美
GT = スモールグループ

Zoom 早天の QR コード

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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神様への感謝のリスト
1. 偶然たまたまでなく、神様が愛を持って神の作品として造くられました
2. 十字架を通しての神様との関係を持っています
3. 人生の目的発見
4. 永遠の天国
5. 人生の指針 聖書
6. 祈り、主との会話
7. 神様がいるからどんな時でも大丈夫！
8. ストレスが減り、感謝と喜びの人生
9. 悪習慣から解放、喫煙、ギャンブル、酒、姦淫、睡眠、貪欲、虚しさ
10. Team J-Houseの仲間
11. 最高のJ-Houseビル
12. 最高家族
13. 最高の仕事
14. 自由意志で使える時間とお金
15. 日々の早天の恵みをありがとう
使徒信条
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその独り子、我らの主、イエス・キリス
トを信ず。主は聖霊によりてやどり、おとめマリヤより生まれ、ポンテオ・ピラトのもと
に苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、陰府にくだり、三日目に死人の内よ
りよみがえり、天にのぼり、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこよりきたりて生
ける者と死にたる者とを審きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わ
り、罪のゆるし、からだのよみがえり、とこしえの命を信ず。 アーメン
主が主であることに感謝！神様が神様であること！
天地を創造してくださり
キリストがおとめマリヤより生まれ
私たちの罪のために十字架に架けられ死に
三日目によみがえり、四十日地上にとどまり
天に上り、全能の神の右に座っています
聖霊を送ってくださり
世界に、日本に教会をつくり、そして J-House もつくってくださいました
永遠の命を与えてくださり
溢れんばかりのめぐみと愛！
人生に意味と目的が与えられました。主の栄光のために生きます。All for Jesus!

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

神に対して正直になる 神との友情を深めるための第一歩は、完全に
正直になることです。それは、神に対して自分の失敗や感情を包み隠さ
ず打ち明けることを意味します。神はあなたに完璧であることを求めて
はおられませんが、正直であることを強く求められます。聖書に登場す
る「神の友」と呼ばれた人たちはみな、完璧ではありませんでした。完
璧であることが条件なら、誰も神の友にはなれないでしょう。しかし幸
いなことに、神の恵みのゆえに、キリストは今でも「罪人の仲間」であ
られるのです。
「神の友」と呼ばれた人はみな、自分の気持ちに正直な人たちでし
た。創造主に文句を言い、時に批判し、言い争うことさえしました。し
かし神は、彼らの率直な姿勢に困惑するどころか、それを歓迎されたの
です。
アブラハムは、神がソドムの街を滅ぼすと言われたとき、神に疑問を
投げかけ、説明を求めました。粘り強く交渉を重ね、ソドムへの裁きを
思いとどまってくださるよう求めました。その結果、正しい人が五十人
いたら裁きを取り下げるという了解を取り付け、ついにはその人数を十
人にまで下げていただいたのです。
ダビデは、不公平だ、裏切られた、見捨てられたと言って神を非難し
ましたが、神は忍耐強く耳を傾けられました。エレミヤは、神に陥れら
れたと文句を言いましたが、滅ぼされませんでした。ヨブが苦しみの中
にあったとき、神はヨブがうっぷんを晴らすのを許されました。それど
ころか、その試練の終わりにヨブの正直さを評価し、ヨブの友人たちの
不正直さを非難されたのです。神は友人たちに言われました。「あなた
がたは、わたしの友ヨブのようではなく、わたしに対しても、わたしに
ついても正直ではなかった。……わたしの友ヨブがあなたがたのために
祈ってくれるだろう。わたしはその祈りを受け入れよう」。
神と人との率直な関係を示す驚くべき記録があります。神はイスラエ
ル人の不従順に嫌気がさしていることを率直に表明されました。神はモ
ーセに、約束通りイスラエル人に約束の地を与えるが、この先は一歩も
一緒に行くことはできない、と言われました。心底愛想が尽きたと言っ
て、感じていることをそのままモーセに伝えられたのです。
モーセも神の友として率直に答えています。「『ご覧ください。あな
たは私にこの民を導けと言われますが、だれを私と一緒に行かせるかを
教えてはくださいません。……もし私があなたにとって特別な存在であ
るなら、どうかあなたのご計画を教えてください。……お忘れにならな
いでください。これはあなたの民、あなたが責任を負うべき人々です。
……もしあなたがご臨在を示して導いてくださらないのなら、この旅を
今すぐにでも中止してください。あなたが私たちと共におられること
を、何によって知るのでしょうか。あなたは私たちと一緒に行ってくだ
さるのでしょうか。それとも行ってはくださらないのでしょうか…
…』。神はモーセに言われた。『分かった。あなたの言ったそのこと
も、わたしは聞き入れよう。あなたはわたしの心にかなう者、わたしに
とって特別な存在だからだ』」。

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

7-5-20

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.

2020 年上半期の感謝を三つあげて下さい。

3.

あなたが言われて、良かったアドバイスは何ですか？

4.

あなたはどんな人を信用しますか？

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 18:13-27 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.

イテロは、モーセが一生懸命働いている時に何と言いましたか？(18:14)

9.

あなたもどのような心を持てば、モーセのように人の助言を受け取る事がで
きますか？

10.

モーセがリーダーとして選ぶべき人は、どのようなキャラクターが必要でし
たか？ (18:21)

11.

信頼できない人のリストをどう思いますか？

12.

あなたのどんなところが信用できますか？改善点は？

13.

今週「より信頼される器」になる為に、どのように生活、行動を改善したい
ですか？

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？

