
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> 
3/26 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 

3/31 PAWS  20:00-21:00    

<Coming Week> 
4/2 Service I    9:30-10:30 (Japanese)   

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

4/7 PAWS  20:00-21:00  

<Next Communion> 4/16 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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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＞   3/26 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 13:45-14:30 

    
   3/31 PAWS （礼拝と讃美の集い） 20:00-21:00 

＜次週の集まり＞   4/2 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 

    
   4/7 PAWS （礼拝と讃美の集い） 20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞  4/16  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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March 26th, 2017 Covenant Sunday Message Note 

The Covenant to Love (Membership of Your Church)     
Mari Ikeda 

1. I will love and serve God (Mark 12:28-30) 
 A. By making worship the highest priority in my life (Luke 10:38-42)  

 B. By tithing (Malachi 3:10, II Corinthians 3:7)  

2. I will love and serve the people of Your Church (I John 3:16-18) 

3. I will love and serve the world (Matthew 5:13-16) 

Summary 
Because God loved us with His unlimited love through Jesus, we make it our first priority to 
love Him. It means we listen to Him and follow and rejoice in His will, instead of following 
our own desires. That is our source of life. None of us can maintain this way of life alone. 
We need the friends in church who rejoice in the same God and support each other. We need 
to learn that we are able to love each other even if our love is not perfect. We are also given 
the role to love all people outside of church in the way that God loves them. This way of 
loving God and people is the covenant we are expected to keep as a Your Church member.  

For Discussion  
1) Why do we need to become a member of a church? 
2) Why do you (not) want to become a Your Church member? 

One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given 
them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most 
important?" "The most important one," answered Jesus, "is this: `Hear, O Israel, the Lord our 
God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and 
with all your mind and with all your strength.’ (Mark 12:28-30) 

38 As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named 
Martha opened her home to him. 39 She had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet 
listening to what he said. 40 But Martha was distracted by all the preparations that had to be 
made. She came to him and asked, “Lord, don’t you care that my sister has left me to do the 
work by myself? Tell her to help me!” 41 “Martha, Martha,” the Lord answered, “you are 
worried and upset about many things, 42 but few things are needed―or indeed only one. 
Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.” (Luke 10:38-42) 

Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in 
this,” says the Lord Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and 
pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. (Malachi 3:10) 

Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or 
under compulsion, for God loves a cheerful giver. (II Corinthians 3:7) 

This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to 
lay down our lives for our brothers. If anyone has material possessions and sees his brother 
in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? Dear children, let us not 
love with words or tongue but with actions and in truth. (I John 3:16-18) 

"You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty 
again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men. "You 
are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp 
and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the 
house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds 
and praise your Father in heaven. (Matthew 5:13-16) 



2017/3/26　カヴェナントサンデー　メッセージノート　 

愛する誓い（ユアチャーチのメンバーシップ） 池⽥真理 
1. 神様を愛し神様に仕える (マルコ 12:28-30) 

 A. 礼拝を生活の中で最優先することによって (ルカ 10:38-42)  

 B. 十分の一の献げ物によって (マラキ 3:10, ２コリント 3:7)  

2. 互いに愛し仕えあいます(１ヨハネ 3:16-18) 

3. 世界を愛し世界に仕えます (マタイ5:13-16) 

メッセージのポイント 
神様はイエス様を通して、限りない愛で私たちを愛してくださいました。だから私たちは、神
様を愛することを何よりも第一に大切にします。神様によく聞き、自分の願いではなく、神様
の思いを喜び、それに従うということです。それが私たちの生きる力の源です。でも、私たち
は誰も一人でそれを続けることはできません。教会の中で、同じ神様を喜ぶ仲間と共に助
け合う必要があります。不完全でも、愛し合うことができると学ぶ必要があります。その上
で、教会の外に出て、全ての人を神様が愛しているように愛する役割を与えられています。
このように神様を愛し、人を愛して生きていきますという誓いが、ユアチャーチのメンバーに
求められていることです。 

話し合いのために 
１）なぜ教会のメンバーになることが必要なのですか？　 
２）なぜユアチャーチのメンバーになりたいと（なりたくないと）思いますか？  

彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進み出、イエスが立派にお答えになったのを
見て、尋ねた。「あらゆる掟のうちで、どれが第一でしょうか。」 イエスはお答えになった。
「第一の掟は、これである。『イスラエルよ、聞け、わたしたちの神である主は、唯一の主で
ある。 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しな
さい。』 (マルコ 12:28-30) 
  
一行が歩いて行くうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女が、イエス
を家に迎え入れた。 彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足もとに座って、その
話に聞き入っていた。 マルタは、いろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そ
ばに近寄って言った。「主よ、わたしの姉妹はわたしだけにもてなしをさせていますが、何と
もお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。」 主はお答えになっ
た。「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。 しかし、必要なこと
はただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。」 (ルカ 
10:38-42) 

十分の一の献げ物をすべて倉に運び、わたしの家に食物があるようにせよ。これによって、
わたしを試してみよと万軍の主は言われる。必ず、わたしはあなたたちのために天の窓を
開き、祝福を限りなく注ぐであろう。 (マラキ 3:10) 
  
各自、不承不承ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めたとおりにしなさい。喜
んで与える人を神は愛してくださるからです。 (２コリント 3:7) 

イエスは、わたしたちのために、命を捨ててくださいました。そのことによって、わたしたちは
愛を知りました。だから、わたしたちも兄弟のために命を捨てるべきです。 世の富を持ちな
がら、兄弟が必要な物に事欠くのを見て同情しない者があれば、どうして神の愛がそのよう
な者の内にとどまるでしょう。 子たちよ、言葉や口先だけではなく、行いをもって誠実に愛し
合おう。(１ヨハネ 3:16-18) 

「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味が付
けられよう。もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけで
ある。 あなたがたは世の光である。山の上にある町は、隠れることができない。 また、ともし
火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば、家の中のものすべて
を照らすのである。 そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。人々が、あな
たがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるようになるためである。」(マタ
イ5:13-16)


