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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.

今週金曜日 PM 7:00 からの金曜礼拝は、ミニさんと阪口善亮さんの SS で
す。共に集まり、祈りましょう！9 月以降も継続して実施します。

3.

一 日 の 初 め に 神 様 と の 交 わ る Zoom 早 天 礼 拝 を し て い ま す 。 Let’s
challenge！ミーティング ID: 813 7504 6324

4.

本日 PM2:45 から礼拝堂で、コミットメントタイムがあります。出席でき
ないメンバーの方は委任状を提出してください。GT の掃除も忘れないで
ください。

5.

メンバーでない人は、一階カフェにて美貴さんリードの Bible Study があり
ます。

6.

克弥師は 8/31-9/2、静岡で行われる JPF 常置委員会に参加します。お祈り
ください。

7.

来週から J-House の公式聖書が新改訳聖書 2017 になります。礼拝堂前で販
売しています。

8.

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！

プログラム

⚫

フロントライン

⚫

賛美

⚫

聖書 出エジプト25:1-9

⚫

メッセージ
出エジプト記シリーズ25
モーセの幕屋：主の臨在

⚫

ミニストリー賛美

⚫

献金

⚫

アナウンス

⚫

賛美

⚫

GT （Let’s Grow Together）

⚫

14:45 コミットメントタイム

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.

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.

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。
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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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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大いなる戒め マタイ 22:37 イエスは言
われた。『心を尽くし、精神を尽くし、
思いを尽くして、あなたの神である主を
愛しなさい。』22:38 これが最も重要な
第一の掟である。22:39 第二も、これと
同じように重要である。『隣人を自分の
ように愛しなさい。』

早起きが素晴らしい 9 の理由
1. 早起きは三文の徳
2. 朝は集中力が高い
3. イエス様を見本とする
4. 日々、主を第一に礼拝する
5. チューンアップされ、霊的ガソリンを入れて出陣！
6. 心の重荷、問題を主に明け渡します
7. 朝のほうが、夜より誘惑が少ない
8. 自己肯定感が高くなる
9. 時間を有効に使い、仕事ができ、信頼される人間になる

大宣教命令 マタイ 28:19 だから、あな
たがたは行って、すべての民をわたしの
弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の
名によって洗礼を授け、28:20 あなたが
たに命じておいたことをすべて守るよう
に教えなさい。わたしは世の終わりま
で、いつもあなたがたと共にいる。
人生の５つの目的 =礼拝、奉仕、伝道、
交わり、弟子化
家庭、職場（学校）、教会

主の臨在＝エデンの園、モーセの幕屋、ダビデの幕屋、ソロモンの神殿、キリスト、聖霊降臨、教会、千年
王国、新天新地
① 自分の無力さを認める
ローマ 7:24 私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるの
でしょうか。
イザヤ 53:6 私たちはみな、羊のようにさまよい、おのおの、自分かってな道に向かって行った。しかし、
【主】は、私たちのすべての咎を彼に負わせた。
②邪魔なものを捨てる
ガラテヤ 5:24 キリスト・イエスにつく者は、自分の肉を、さまざまの情欲や欲望とともに、十字架につけ
てしまったのです。
①性的な罪 ②偶像礼拝 ③人間関係 敵意、争い、嫉み、妬み、怒り④ 酩酊、遊興
③聖霊で、御言葉で満たされ続ける
ガラテヤ 5:16 私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるような
ことはありません。
エペソ 5:8 あなたがたは、以前は暗やみでしたが、今は、主にあって、光となりました。光の子どもらしく
歩みなさい。5:9 ‐‐光の結ぶ実は、あらゆる善意と正義と真実なのです‐‐
エペソ 5:10 そのためには、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。

8-30-20

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. あなたの暑さの対策法は何ですか？
3. どんな時に主の臨在を体験しますか？
4. なぜ、最後の審判を覚えて歩むことは、大切と思いますか？
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？

出エジプト記 25:1-9 とガラテヤ 5:16-24 を読んでください。
7. 出エジプト記で一番印象的な箇所はどこですか？なぜですか？
8. どんな種類の奉納物を主は、イスラエルの人々に命じましたか？(25:1-7)
9. 人々が聖所を作ると神様の約束は何でしたか？
10. ガラテヤ書で一番印象的な箇所はどこですか？なぜですか？
11. なぜ、自分の弱さ、罪深さを認めるのは重要ですか？
12. あなたは、どんな肉の思い、罪、誘惑を捨てる必要がありますか？
13. どうしたら、日々、聖霊と御言葉に満たされ続けますか？
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？

