
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> 
5/21 Service I     9:30-10:30 (Japanese)   
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Chu 

5/26 PAWS  20:00-21:00 

<Coming Week> 
5/28 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 　 

6/2 PAWS  20:00-21:00 
    
<Next Communion> 5/28 13:30 

<Meetings> (For more info and schedule, please talk to the leaders) 
❖Mini-Church  Mini-Church is a small gathering with a friendly and warm atmosphere that 

we value as the most important meeting. 
❖New Life Class (First Step to follower’s life)  
❖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＞   5/21 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 
   
  5/26 PAWS（礼拝と讃美の集い）20:00-21:00  

     
＜次週の集まり＞   5/28 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 
   
  6/2 PAWS（礼拝と讃美の集い）20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞  5/28  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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May 21, 2017 Message Note (Luke 24:36-53) 

Renewal of Our Mind, Spirit and Body   Mari Ikeda 

A. Jesus’ body was renewed (36-43, 1 Corinthians 15:42-43) 

B. Disciples’ minds were renewed (44-48) 

C. The promise of the new Spirit (49-53) 

Summary 
Jesus was resurrected with a new body. That body is immortal and different from our human 
fresh, although it is still somehow related to it. We are promised to have the body so that we 
can live with God eternally when this world ends. While we now have to live with this 
mortal fresh, we don’t only wait for our body to be resurrected and renewed, but we can 
have our mind and spirit renewed by Jesus. That is the new power given to us to change our 
life from the one in anxiety and fear to the one with never-ceasing joy, peace and hope.  

For Discussion  
1) What is the mind renewed by Jesus? 
2) Why do we need the Holy Spirit? 

36 While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and 
said to them, “Peace be with you.” 37 They were startled and frightened, thinking 
they saw a ghost. 38 He said to them, “Why are you troubled, and why do doubts 
rise in your minds? 39 Look at my hands and my feet. It is I myself! Touch me and 
see; a ghost does not have flesh and bones, as you see I have.” 40 When he had said 
this, he showed them his hands and feet. 41 And while they still did not believe it 
because of joy and amazement, he asked them, “Do you have anything here to 
eat?” 42 They gave him a piece of broiled fish, 43 and he took it and ate it in their 
presence. 

44 He said to them, “This is what I told you while I was still with you: Everything 
must be fulfilled that is written about me in the Law of Moses, the Prophets and the 
Psalms.”45 Then he opened their minds so they could understand the Scriptures. 46 
He told them, “This is what is written: The Messiah will suffer and rise from the 
dead on the third day, 47 and repentance for the forgiveness of sins will be 
preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. 48 You are witnesses 
of these things.  

49 I am going to send you what my Father has promised; but stay in the city until 
you have been clothed with power from on high.” 50 When he had led them out to 
the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. 51 While he was 
blessing them, he left them and was taken up into heaven. 52 Then they worshiped 
him and returned to Jerusalem with great joy. 53 And they stayed continually at the 
temple, praising God. 

So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, 
it is raised imperishable; it is sown in dishonor, it is raised in glory; it is sown in 
weakness, it is raised in power; (I Corinthians 15:42-43)  



2017/5/21 メッセージノート (ルカ 24:36-53) 

新しい⼼と霊と体                  池⽥真理 
A. イエス様の新しい体 (36-43, 1コリント 15:42-43) 

B. 弟子たちの新しい心 (44-48) 

C. 新しい霊の約束 (49-53) 

メッセージのポイント 
イエス様は新しい体で復活されました。その体は人間の体と無関係ではありませ
んが、決して朽ちることのない、別の体です。私たちにもその体が与えられること
が約束されています。それは世界の終わりの時に、神様と共に永遠に生きるという
ことです。それまでは限界のある体で生きていますが、体の復活を待たなくても、
イエス様は私たちに新しい心と霊を与えてくださいました。それは、私たちの人生
を、不安や恐れの中で生きる人生から、喜びと平和と希望に生きる人生に変える
新しい力です。 

話し合いのために 
1) イエス様によって新しくされた心（考え方）とは？ 
2) なぜ聖霊が必要なのですか？	 

36 こういうことを話していると、イエス御自身が彼らの真ん中に立ち、「あなたがた

に平和があるように」と言われた。37 彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと

思った。38 そこで、イエスは言われた。「なぜ、うろたえているのか。どうして心に

疑いを起こすのか。39 わたしの手や足を見なさい。まさしくわたしだ。触ってよく

見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなたがたに見えるとおり、わたしにはそれ

がある。」40 こう言って、イエスは手と足をお見せになった。41 彼らが喜びのあま

りまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、「ここに何か食べ物がある

か」と言われた。42 そこで、焼いた魚を一切れ差し出すと、43 イエスはそれを取っ

て、彼らの前で食べられた。 

44 イエスは言われた。「わたしについてモーセの律法と預言者の書と詩編に書い

てある事柄は、必ずすべて実現する。これこそ、まだあなたがたと一緒にいたこ

ろ、言っておいたことである。」45 そしてイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心

の目を開いて、46 言われた。「次のように書いてある。『メシアは苦しみを受け、三

日目に死者の中から復活する。47 また、罪の赦しを得させる悔い改めが、その名

によってあらゆる国の人々に宣べ伝えられる』と。エルサレムから始めて、48 あな

たがたはこれらのことの証人となる。 

49 わたしは、父が約束されたものをあなたがたに送る。高い所からの力に覆われ

るまでは、都にとどまっていなさい。」50 イエスは、そこから彼らをベタニアの辺りま

で連れて行き、手を上げて祝福された。51 そして、祝福しながら彼らを離れ、天に

上げられた。52 彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、53 絶

えず神殿の境内にいて、神をほめたたえていた。 

死者の復活もこれと同じです。蒔かれるときは朽ちるものでも、朽ちないものに復
活し、蒔かれるときは卑しいものでも、輝かしいものに復活し、蒔かれるときには弱
いものでも、力強いものに復活するのです。(1コリント15:42-43) 


