
NICENE Creed 
We believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth, of all things visible 
and invisible. 
And in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, begotten from the Father before all ages, 
God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made; of the same 
essence as the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he 
came down from heaven; he became incarnate by the Holy Spirit and the virgin Mary, and was 
made human. He was crucified for us under Pontius Pilate; he suffered and was buried. The 
third day he rose again, according to the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at 
the right hand of the Father. He will come again with glory to judge the living and the dead. 
His kingdom will never end.  
And we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life. He proceeds from the Father and 
the Son, and with the Father and the Son is worshiped and glorified. He spoke through the 
prophets. 
We believe in one holy catholic and apostolic church. We affirm one baptism for the 
forgiveness of sins. We look forward to the resurrection of the dead, and to life in the world to 
come. Amen. 

<This Week> 
1/15 Service I    9:30-10:30 (Japanese)   

 Communion　10:30 
 Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church) 

1/20 PAWS  20:00-21:00  

<Coming Week> 
1/22 Service I    9:30-10:30 (Japanese)   

 Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church) 

1/27 PAWS  20:00-21:00  

<Next Communion> 1/29 13:30 

<Meetings> 
Mini-Church  Mini-Church is a small gathering with a friendly and warm atmosphere that we       
                      value as the most important meeting. For more info and schedule, please talk   
                      to the leaders. 
Covenant Class (Membership Class) 

<Offering>  Our operating cost is covered by members’ spontaneous offerings. 
We believe that offering is a part of worship and it’s a responsibility of each believer (Malachi 
3:10).  It also says, “Each man should give what he has decided in his heart to give, not 
reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver (II Cor. 9:6-7).”  We don’t pass 
around the offering basket since we don’t want anyone who is not able to give for some 
reason to feel pressure or awkward (especially for visitors).  We also would like everyone to do 
it spontaneously.  Please put the offerings in the box on the counter. 
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ニカイア信条（⽇本カトリック司教協議会訳） 
　わたしは信じます。唯一の神、全能の父、天と地、見えるもの、見えないもの、すべてのも
のの造り主を。 
わたしは信じます。唯一の主イエス・キリストを。主は神のひとり子、すべてに先立って父より
生まれ、神よりの神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、 造られることなく生まれ、父と
一体。すべては主によって造られました。主は、わたしたち人類のため、わたしたちの救い
のために天からくだり、聖霊によって、おとめマリアよりからだを受け、人となられました。ポ
ンティオ・ピラトのもとで、わたしたちのために十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖
書にあるとおり三日目に復活し、天に昇り、父の右の座に着いておられます。主は、生者
（せいしゃ）と死者を裁くために栄光のうちに再び来られます。その国は終わることがありま
せん。 
　わたしは信じます。主であり、いのちの与え主である聖霊を。 聖霊は、父と子から出て、
父と子とともに礼拝され、栄光を受け、また預言者をとおして語られました。 
　わたしは、聖なる、普遍の、使徒的、唯一の教会を信じます。罪のゆるしをもたらす唯一
の洗礼を認め、死者の復活と来世のいのちを待ち望みます。アーメン。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
＜今週の集まり＞   1/15 礼拝 I    9:30-10:30 (⽇本語) 

   聖餐式 10:30 
   礼拝 II (⽇本語・英語)/⼦供のミニチャーチ 11-12:30 

               
   1/20  PAWS （礼拝と讃美の集い） 20:00-21:0 

＜次週の集まり＞   1/22 礼拝 I    9:30-10:30 (⽇本語) 
   礼拝 II (⽇本語・英語)/⼦供のミニチャーチ 11-12:30 

               
   1/27  PAWS （礼拝と讃美の集い） 20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞     1/29  13:30 

<そのほかの集まり・クラス>  
ミニチャーチ 楽しく、暖かで、私たちが⼀番⼤切にしているアトホームな集まりです。 
       あなたもぜひ参加して下さい。詳しくはリーダーにお尋ね下さい。 
ニューライフクラス  初めての聖書、信仰、教会⽣活についての学び（全三回） 
カヴェナントクラス  ユアチャーチのメンバーになりたい⽅のための学び（全⼆回） 

<献⾦について> 
ユアチャーチはメンバーの献金によって運営されています。私たちは献金が礼拝の一部で
あり、信じる者の責任であると信じています。(マラキ3:10) 　また、「人に強いられてではなく
喜んで、自ら決めたとおりに豊かに献げる人を神は愛する」（第２コリント9:6-7） とあります。
そこで私たちは、メンバーでない方や、何らかの理由で献げられない方が気兼ねしないで
すむように、またそれぞれの自発的な志であってほしいという願いから、礼拝中に献金を募
ることはしていません。ご用意のある方は入口の献金ボックスにお入れください。 
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Message Notes for 1/15/2017 (Luke 22:24-30)      

Let’s Become The King Like Jesus 
Mari Ikeda 

A. Let’s become a servant for all people (24-27) 

   a. Bad signs (1Cor 11:17-22)  
 

 
 

   b. Good direction (Gal 3:26-28)  
 

 
 

   c. Leadership that Jesus expects  
 
 

B. Let’s become the king for all people (28-30) 

Summary 

Jesus, though He was God (the unparalleled King), became the servant who serves 
all people and the food which gives life to all people. Believing and following this 
Jesus means that we also become the servant for all people, and live our life for 
others. There should be no form of discrimination or prejudice against others in this 
way of life. We are responsible of discerning what is right in God’s eyes. Although 
we cannot be always right ourselves, let’s focus on listening to Jesus carefully and 
desiring to walk with Him, just like the disciples who were often rebuked yet loved 
by Jesus.  

For Discussion  
1) What leadership does Jesus expect? 
2) What does it mean that we become the king? 

24 A dispute also arose among them as to which of them was 
considered to be greatest. 25 Jesus said to them, “The kings of 
the Gentiles lord it over them; and those who exercise authority 
over them call themselves Benefactors. 26 But you are not to be 
like that. Instead, the greatest among you should be like the 
youngest, and the one who rules like the one who serves. 27 For 
who is greater, the one who is at the table or the one who 
serves? Is it not the one who is at the table? But I am among 
you as one who serves. 28 You are those who have stood by me 
in my trials. 29 And I confer on you a kingdom, just as my 
Father conferred one on me, 30 so that you may eat and drink at 
my table in my kingdom and sit on thrones, judging the twelve 
tribes of Israel. 
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イエス様のような王になろう (ルカ22:24-30)                          

池⽥真理 
A. すべての⼈の僕になろう (24-27) 

   a. 悪い兆候 (1コリント 11:17-22) 
 

 

   b. 目指すべき方向(ガラテヤ 3:26-28) 

 

 

   c. イエス様の求める「リーダー」  

B. すべての⼈の王になろう (28-30) 

メッセージのポイント 
イエス様は、神様（他に並ぶ者のいない王様）でありながら、すべての人に
仕える僕になり、すべての人を生かす糧になりました。このイエス様を信じ
て従っていくということは、私たちもすべての人に仕える僕になり、自分の
ためではなく他人のために生きるということです。その生き方には、他人に

対するどんな差別も偏見もあってはならず、何が神様の目に正しいのか、
よく判断する責任があります。私たちは決していつも正しくいることはでき
ませんが、イエス様に怒られながらも喜ばれた弟子たちのように、ただイエ
ス様に聞いて、共に歩むことを願い続けましょう。 

話し合いのために 
1) イエス様の求めるリーダーとは？ 

2) 私たちが王になるとは？ 

24 また、使徒たちの間に、自分たちのうちでだれがいちばん偉いだ

ろうか、という議論も起こった。25 そこで、イエスは言われた。「異邦

人の間では、王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と

呼ばれている。26 しかし、あなたがたはそれではいけない。あなた

がたの中でいちばん偉い人は、いちばん若い者のようになり、上に

立つ人は、仕える者のようになりなさい。27 食事の席に着く人と給

仕する者とは、どちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しか

し、わたしはあなたがたの中で、いわば給仕する者である。28 あな

たがたは、わたしが種々の試練に遭ったとき、絶えずわたしと一緒

に踏みとどまってくれた。29 だから、わたしの父がわたしに支配権を

ゆだねてくださったように、わたしもあなたがたにそれをゆだねる。30 

あなたがたは、わたしの国でわたしの食事の席に着いて飲み食いを

共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。」


