
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> 
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  

<Coming Week> 
2/12 Service I    9:30-10:30 (Japanese)   

 Communion　10:30-45 
 Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church) 

2/17 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. 
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 King David with his harp 
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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＞   2/5 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 
    

   2/10  PAWS （礼拝と讃美の集い） 20:00-21:00 

＜次週の集まり＞   2/12 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 

               
   2/17  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。 

〒194-0022 町⽥市森野1-10-10      牧師: 永原アンディ創・池⽥真理 
   Phone 090-9381-4917（永原） e-mail:contact@yourchurch.jp 
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　　　竪琴を持ったダビデ王（19世紀の子供聖書から） 
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Message Notes for 2/5/2017    

You also are a balladeer for Jesus (Psalms 22)                                                  
Andy Nagahara 

1. Verses: Trusting in hardships (1-21) 

 a) Verse A: The hardship in the relation with God (1-5) 

 b) Verse B: The hardship in the relation with people (6-11) 

 

 c) Verse C: The hardship under violent attack (12-21) 

2. Chorus and Ending：The mission to the hope (22-31)  
 a) Chorus: Our mission (22-29a) 

 b) Ending: Our hope (29b-31)  

Summary 
This is song prophesied involuntarily the event and the word of Jesus on Good 
Friday. It teaches us that even during the hardships of our life, not only we can 
connect ourselves to Jesus but also we can connect the people around us to Him, 
the source of hope. We've been given the mission that are to keep on singing 
toward Jesus and introducing Him to people, which will realize the hope to connect 
us and our people to Jesus. 

For Discussion  
1) How did Jesus feel when he quoted the verse 22 on the cross? 
2) Why could we be the balladeer for Jesus? 

0 For the director of music. To "The Doe of the Morning." A psalm of David.  
1 My God, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me, so far 
from the words of my groaning?  
2 O my God, I cry out by day, but you do not answer, by night, and am not silent.  

3 Yet you are enthroned as the Holy One; you are the praise of Israel.  
4 In you our fathers put their trust; they trusted and you delivered them.  
5 They cried to you and were saved; in you they trusted and were not disappointed.  

6 But I am a worm and not a man, scorned by men and despised by the people.  
7 All who see me mock me; they hurl insults, shaking their heads:  
8 "He trusts in the LORD; let the LORD rescue him. Let him deliver him, since he delights 
in him."  

9 Yet you brought me out of the womb; you made me trust in you even at my mother's 
breast.  
10 From birth I was cast upon you; from my mother's womb you have been my God.  
11 Do not be far from me, for trouble is near and there is no one to help.  

12 Many bulls surround me; strong bulls of Bashan encircle me.  
13 Roaring lions tearing their prey open their mouths wide against me.  
14 I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax; 
it has melted away within me.  
15 My strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth; 
you lay me in the dust of death.  
16 Dogs have surrounded me; a band of evil men has encircled me, they have pierced my 
hands and my feet.  
17 I can count all my bones; people stare and gloat over me.  
18 They divide my garments among them and cast lots for my clothing.  

19 But you, O LORD, be not far off; O my Strength, come quickly to help me.  
20 Deliver my life from the sword, my precious life from the power of the dogs.  
21 Rescue me from the mouth of the lions; save me from the horns of the wild oxen.  

22 I will declare your name to my brothers; in the congregation I will praise you.  
23 You who fear the LORD, praise him! All you descendants of Jacob, honor him! Revere 
him, all you descendants of Israel!  
24 For he has not despised or disdained the suffering of the afflicted one; he has not hidden 
his face from him but has listened to his cry for help.  
25 From you comes the theme of my praise in the great assembly; before those who fear you 
will I fulfill my vows.  
26 The poor will eat and be satisfied; they who seek the LORD will praise him-- may your 
hearts live forever!  
27 All the ends of the earth will remember and turn to the LORD, and all the families of the 
nations will bow down before him,  
28 for dominion belongs to the LORD and he rules over the nations.  
29 All the rich of the earth will feast and worship; all who go down to the dust will kneel 
before him- 

- those who cannot keep themselves alive.  
30 Posterity will serve him; future generations will be told about the Lord.  
31 They will proclaim his righteousness to a people yet unborn-- for he has done it.  



2017/2/5 メッセージノート　(詩篇22編) 

あなたもイエスを歌う詩⼈ 永原アンディ 

1. メロディー：苦難の中で信頼する (2-22) 

 a) Aメロディー：神との関係における苦難 (2-6) 

 b) Bメロディー：人間関係における苦難 (7-12) 

 

 c) Cメロディー：暴力的攻撃における苦難 (13-22) 

2. コーラスとエンディング：希望への務め (23-32)  
 a) コーラス：私たちの務め (23-30a) 

 b) エンディング：私たちの希望 (30b-32)  

メッセージのポイント 
十字架の時のイエスの言葉や出来事を無意識のうちに預言したこの歌は、今を生きる私た
ちも、苦難の中にあっても信頼し続けることによって自分ばかりでなく、周りの人々を希望の
源であるイエスにつなげることができるということを教えてくれています。イエスに向かって
歌い続けること、イエスのことを紹介し続けることは、自分と人々をイエスにつなげるという希
望を現実にする神様に与えられている務めです。 

話し合いのために 
1) イエスはどのような気持ちで22節を引用したのでしょう？ 
2) なぜ私たちもイエスを歌う詩人なのでしょうか？ 

1 【指揮者によって。「暁の雌鹿」に合わせて。賛歌。ダビデの詩。】  
2 わたしの神よ、わたしの神よなぜわたしをお見捨てになるのか。なぜわたしを遠
く離れ、救おうとせず呻きも言葉も聞いてくださらないのか。3 わたしの神よ昼は、
呼び求めても答えてくださらない。夜も、黙ることをお許しにならない。  

4 だがあなたは、聖所にいましイスラエルの賛美を受ける方。5 わたしたちの先祖
はあなたに依り頼み依り頼んで、救われて来た。6 助けを求めてあなたに叫び、
救い出されあなたに依り頼んで、裏切られたことはない。  

7 わたしは虫けら、とても人とはいえない。人間の屑、民の恥。8 わたしを見る人は
皆、わたしを嘲笑い唇を突き出し、頭を振る。9 「主に頼んで救ってもらうがよい。
主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。」 

10 わたしを母の胎から取り出しその乳房にゆだねてくださったのはあなたです。
11 母がわたしをみごもったときからわたしはあなたにすがってきました。母の胎に
あるときから、あなたはわたしの神。12 わたしを遠く離れないでください苦難が近
づき、助けてくれる者はいないのです。 

13 雄牛が群がってわたしを囲みバシャンの猛牛がわたしに迫る。14 餌食を前に
した獅子のようにうなり牙をむいてわたしに襲いかかる者がいる。15 わたしは水と
なって注ぎ出され骨はことごとくはずれ心は胸の中で蝋のように溶ける。16 口は
渇いて素焼きのかけらとなり舌は上顎にはり付く。あなたはわたしを塵と死の中に
打ち捨てられる。17 犬どもがわたしを取り囲みさいなむ者が群がってわたしを囲
み獅子のようにわたしの手足を砕く。18 骨が数えられる程になったわたしのから
だを彼らはさらしものにして眺め19 わたしの着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。

20 主よ、あなただけはわたしを遠く離れないでください。わたしの力の神よ今すぐ
にわたしを助けてください。21 わたしの魂を剣から救い出しわたしの身を犬どもか
ら救い出してください。22 獅子の口、雄牛の角からわたしを救いわたしに答えてく
ださい。 

23 わたしは兄弟たちに御名を語り伝え集会の中であなたを賛美します。24 主を
畏れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブの子孫は皆、主に栄光を帰せよ。イスラエル
の子孫は皆、主を恐れよ。25 主は貧しい人の苦しみを決して侮らず、さげすまれ
ません。御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださいます。26 それゆえ、
わたしは大いなる集会であなたに賛美をささげ神を畏れる人々の前で満願の献
げ物をささげます。27 貧しい人は食べて満ち足り主を尋ね求める人は主を賛美し
ます。いつまでも健やかな命が与えられますように。 
28 地の果てまですべての人が主を認め、御もとに立ち帰り国々の民が御前にひ
れ伏しますように。29 王権は主にあり、主は国々を治められます。30 命に溢れて
この地に住む者はことごとく主にひれ伏し塵に下った者もすべて御前に身を屈め
ます。 

わたしの魂は必ず命を得  31‐32 子孫は神に仕え主のことを来るべき代に語り伝
え成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。


