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Why did you come to church 

 
 

Question 1 
質問 1 

Why do you do the things in church? 

Question 2 
質問 2 

Why do we go to church? 

Question 3 
質問 3 

What is the purpose of the church? 

Question 4 
質問 4 

Can I worship God with my emotions? 

Question 5 
質問 5 

How can we get closer to God? 

 
 

 
Notes: 
ノート: 
Romans 12:1,2 — I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present 
your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. 2 
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, 
that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. 
 
ローマ 12:1,2 (JCV) — 兄弟たちよ。そういうわけで、神のあわれみによってあなたがたに
勧める。あなたがたのからだを、神に喜ばれる、生きた、聖なる供え物としてささげなさ

い。それが、あなたがたのなすべき霊的な礼拝である。 2 あなたがたは、この世と妥協し
てはならない。むしろ、心を新たにすることによって、造りかえられ、何が神の御旨である

か、何が善であって、神に喜ばれ、かつ全きことであるかを、わきまえ知るべきである。 
 



John 15:16 — Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye 
should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask 
of the Father in my name, he may give it you. 
 
ヨハネ 15:16 (JCV) — あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選
んだのである。そして、あなたがたを立てた。それは、あなたがたが行って実をむすび、そ

の実がいつまでも残るためであり、また、あなたがたがわたしの名によって父に求めるもの

はなんでも、父が与えて下さるためである。 
 
Why do you come to church? 
We must have the right motive. 
Judging the service or others instead of keeping eyes on God. 
 
Must get our thoughts son Jesus.  Not just our emotions. 
 
We need to stir up the Holy Ghost. 
 
To concerned about other people. 
 
Who are we to look at when we come to church? 
 
Our advice can’t help anyone.  But God can help us. 
 
Matthew 6:24 — No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the 
other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and 
mammon. 
 
マタイ 6:24 (JCV) — だれも、ふたりの主人に兼ね仕えることはできない。一方を憎んで他
方を愛し、あるいは、一方に親しんで他方をうとんじるからである。あなたがたは、神と富

とに兼ね仕えることはできない。 
 
Philippians 2:10,11 — That at the name of Jesus every knee should bow, of things in 
heaven, and things in earth, and things under the earth; 11 And that every tongue should 
confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 
 
フィリピ 2:10,11 (JCV) — それは、イエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下
のものなど、あらゆるものがひざをかがめ、 11 また、あらゆる舌が、「イエス・キリスト
は主である」と告白して、栄光を父なる神に帰するためである。 
 
Ephesians 4:1-6 — I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of 
the vocation wherewith ye are called, 2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, 
forbearing one another in love; 3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of 
peace. 4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your 
calling; 5 One Lord, one faith, one baptism, 6 One God and Father of all, who is above all, 
and through all, and in you all. 
 



エフェソス 4:1-6 (JCV) — さて、主にある囚人であるわたしは、あなたがたに勧める。あな
たがたが召されたその召しにふさわしく歩き、 2 できる限り謙虚で、かつ柔和であり、寛
容を示し、愛をもって互に忍びあい、 3 平和のきずなで結ばれて、聖霊による一致を守り
続けるように努めなさい。 4 からだは一つ、御霊も一つである。あなたがたが召されたの
は、一つの望みを目ざして召されたのと同様である。 5 主は一つ、信仰は一つ、バプテス
マは一つ。 6 すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内にいま
す、すべてのものの父なる神は一つである。 
 
do we walk with two different shoes on? 
 


