
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> 
1/29 Service I    9:30-10:30 (Japanese)   

 Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church) 
 Communion 13:30         Members’ Huddle 13:45-14:30 

2/3 PAWS  20:00-21:00  

<Coming Week> 
2/5 Service I    9:30-10:30 (Japanese)   

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

2/10 PAWS  20:00-21:00  

<Next Communion> 2/12 10:30 

<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. 

1-10-10 Morino, Machida-shi Tokyo 194-0022   Pastors: Andy H. Nagahara, Mari Ikeda 
　　　　Phone 090-9381-4917（Nagahara）        　e-mail:contact@yourchurch.jp 

http://yourchurch.jp 
yourchurch bulletin 

January 29th, 2017 Vol.24 No.5 

 

A an etching by Jan Luyken from the Phillip Medhurst Collection of Bible illustrations 
housed at Belgrave Hall, Leicester, England (The Kevin Victor Freestone Bequest). Photo by 
Philip De Vere. 



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＞   1/29 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 
   聖餐式 13:30  メンバーズハドル 13:45 

               
   2/3  PAWS （礼拝と讃美の集い） 20:00-21:00 

＜次週の集まり＞   1/29 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 

               
   2/3  PAWS （礼拝と讃美の集い） 20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞     2/12  10:30 

<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 1/29/2017    

Death and Defeat facing God  
 (Luke 22:35-38, 47-53)                                                  Mari Ikeda 

1. Disciples’ misunderstanding 

2. Jesus’ true intent 

 a) Parting was near 

 b) He will not be able to protect His disciples 

 

3. Cross: The event in which God was defeated by Satan and died  
 

Summary 
God came to the state of absolute powerlessness in the event of the Cross. He 
allowed Satan to use his power, while He never used His own power until He was 
killed by the force of sin. Although everything happened according to God’s plan, 
in which His defeat would turn into victory, death into eternal life through Jesus’ 
resurrection, it remains the fact that God was powerless during the Cross. Knowing 
this, Jesus gave His disciples very practical orders in the time of their parting. They 
were for the disciples to live through those three days of God’s death, from Jesus’ 
death on the cross to His resurrection.  

For Discussion  
1) What does “But now” refer in v.36? What makes this “now” special? 
2) How do you relate yourself with God becoming powerless at the Cross? 

35 Then Jesus asked them, “When I sent you without purse, bag or sandals, 
did you lack anything?” “Nothing,” they answered. 36 He said to them, 
“But now if you have a purse, take it, and also a bag; and if you don’t have 
a sword, sell your cloak and buy one. 37 It is written: ‘And he was 
numbered with the transgressors’[b]; and I tell you that this must be 
fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment.” 38 
The disciples said, “See, Lord, here are two swords.” “That’s enough!” he 
replied. 

47 While he was still speaking a crowd came up, and the man who was 
called Judas, one of the Twelve, was leading them. He approached Jesus to 
kiss him, 48 but Jesus asked him, “Judas, are you betraying the Son of Man 
with a kiss?” 49 When Jesus’ followers saw what was going to happen, they 
said, “Lord, should we strike with our swords?” 50 And one of them struck 
the servant of the high priest, cutting off his right ear. 51 But Jesus 
answered, “No more of this!” And he touched the man’s ear and healed 
him. 52 Then Jesus said to the chief priests, the officers of the temple guard, 
and the elders, who had come for him, “Am I leading a rebellion, that you 
have come with swords and clubs? 53 Every day I was with you in the 
temple courts, and you did not lay a hand on me. But this is your 
hour―when darkness reigns.” 



2017/1/29 メッセージノート 

神様に迫る死と敗北  

(ルカによる福⾳書 22:35-38, 47-53)                 池⽥真理                      

1. 弟子たちの誤解 

2. イエス様の真意 

 a) 別れが近付いている 

 b) 弟子たちを守ることができなくなる 

 

3. 十字架：神様が悪魔に負けて死んでしまうという出来事 

 

メッセージのポイント 
神様は十字架の出来事の中で全く無力になりました。悪魔が力をふるうこ
とを許し、罪の力によって殺されるまで、神様は自分の力を全く使いませ
んでした。それは全て神様の計画の通りで、イエス様の復活によって敗北
は勝利になり、死も永遠の命に変えられることになりますが、十字架におけ

る神様の無力という事実は変わりません。イエス様はそれを知っていて、
弟子たちとの別れを目前にした時、とても実際的な指示を出しました。十
字架の死から復活までの三日間、つまり、神様が死んでしまった３日間を
彼らが生き抜くためです 

話し合いのために 
1) 36節の「しかし今は」とは、どのような時のことですか？何が特別なのですか？ 

2) 十字架で神様が無力になったこととあなたとは、どんな関係がありますか？ 

35 それから、イエスは使徒たちに言われた。「財布も袋も履物も持

たせずにあなたがたを遣わしたとき、何か不足したものがあった
か。」彼らが、「いいえ、何もありませんでした」と言うと、36 イエスは

言われた。「しかし今は、財布のある者は、それを持って行きなさ
い。袋も同じようにしなさい。剣のない者は、服を売ってそれを買い
なさい。37 言っておくが、『その人は犯罪人の一人に数えられた』と

書かれていることは、わたしの身に必ず実現する。わたしにかかわる
ことは実現するからである。」38 そこで彼らが、「主よ、剣なら、このと

おりここに二振りあります」と言うと、イエスは、「それでよい」と言われ
た。 
47 イエスがまだ話しておられると、群衆が現れ、十二人の一人でユ

ダという者が先頭に立って、イエスに接吻をしようと近づいた。48 イ
エスは、「ユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのか」と言われた。

49 イエスの周りにいた人々は事の成り行きを見て取り、「主よ、剣で
切りつけましょうか」と言った。50 そのうちのある者が大祭司の手下
に打ちかかって、その右の耳を切り落とした。51 そこでイエスは、

「やめなさい。もうそれでよい」と言い、その耳に触れていやされた。
52 それからイエスは、押し寄せて来た祭司長、神殿守衛長、長老た

ちに言われた。「まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持ってや
って来たのか。53 わたしは毎日、神殿の境内で一緒にいたのに、あ
なたたちはわたしに手を下さなかった。だが、今はあなたたちの時

で、闇が力を振るっている。」


