
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> 
6/4 Service I     9:30-10:30 (Japanese)   
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church) 

6/9 PAWS   20:00-21:00  

<Coming Week> 
6/11 Service I     9:30-10:30 (Japanese)   
  Communion 10:30- 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church) 
 　 Early summer Cleaning  13:30-15:30 

6/16 PAWS   20:00-21:00 
    
<Next Communion> 6/11 10:30 

<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＞   6/4 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 
   
  6/9 PAWS（礼拝と讃美の集い）20:00-21:00  
   
     
＜次週の集まり＞   6/11 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 
   初夏の中掃除 13:30-15:30 
   
  6/16 PAWS（礼拝と讃美の集い）20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞  6/11   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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June 4, 2017  Pentecost -  Message Note (Acts Chapter 2) 

The Work of The Holy Spirit      Mari Ikeda 

 1. He caused the supernatural phenomenon (1-6) 

 2. He gave the conviction and desire for Jesus (14-16) 

 3. He moved people’s hearts (37, 41) 

 4. He created the community in which people love each other  
(44-47, Ephesians 3:14) 

Summary 
Church was born by the Holy Spirit, who filled those who believed in Jesus. 
Church is no longer Church, once it has no room for the Holy Spirit to work. The 
Holy Spirit gives us the heart to believe in Jesus and the patience and hope to keep 
trusting in Him. He also enables us to sacrifice and love each other, just as Jesus 
did for us. No matter what miraculous experience we may have, it has nothing to 
do with the Holy Spirit if we have no trust in Jesus and love for each other.  

For Discussion  
1) In what situations should we seek the Holy Spirit? 
2) Tell about your experience in which you felt the Holy Spirit at work. 

1 When the day of Pentecost came, they were all together in one place. 2 Suddenly 
a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole 
house where they were sitting. 3 They saw what seemed to be tongues of fire that 
separated and came to rest on each of them. 4 All of them were filled with the Holy 
Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. 5 Now there 
were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. 6 
When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each 
one heard their own language being spoken. 

14 Then Peter stood up with the Eleven, raised his voice and addressed the crowd: 
“Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you; listen 
carefully to what I say. 15 These people are not drunk, as you suppose. It’s only 
nine in the morning! 16 No, this is what was spoken by the prophet Joel: … 

37 When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the 
other apostles, “Brothers, what shall we do?”…41 Those who accepted his message 
were baptized, and about three thousand were added to their number that day. 

44 All the believers were together and had everything in common. 45 They sold 
property and possessions to give to anyone who had need. 46 Every day they 
continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes 
and ate together with glad and sincere hearts, 47 praising God and enjoying the 
favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were 
being saved. 

(Ephesians 3:14) For this reason I kneel before the Father, 15 from whom every 
family in heaven and on earth derives its name. 16 I pray that out of his glorious 
riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, 17 
so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being 
rooted and established in love, 18 may have power, together with all the Lord’s 
holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, 19 
and to know this love that surpasses knowledge―that you may be filled to the 
measure of all the fullness of God. 20 Now to him who is able to do immeasurably 
more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, 
21 to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, for 
ever and ever! Amen. 



2017/6/4 ペンテコステのメッセージノート 

聖霊の働き (使徒⾔⾏録２章)                 池⽥真理 

 1. 超自然的な現象を起こした (1-6) 

 2. イエス様について確信と願いを起こした (14-16) 

 3. 人の心を動かした (37, 41) 

 4. 互いに愛し合うコミュニティを作った  

(44-47, エフェソの信徒への手紙 3:14) 

メッセージのポイント 
イエス様を信じた人々が聖霊に満たされたことによって、教会は生まれました。ま
た、教会は聖霊様が働くところでなければ教会ではありません。聖霊様は、私たち
にイエス様を信じる心を与え、信頼し続ける忍耐力と希望を与えてくださる方で
す。また、イエス様が私たちにしてくださったように、私たち自身も互いに自分を犠
牲にして愛し合うことができるようにしてくださるのも聖霊様です。どんなに不思議
な体験をしたとしても、イエス様への信頼と互いに対する愛がなければ、それは聖
霊の働きではありません。 

話し合いのために 
1) どんな時に聖霊を求めるべきでしょうか？ 
2) 聖霊様が働いておられると感じた経験を教えてください。 

1 五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、2 突然、激しい風が

吹いて来るような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。3 そして、

炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。4 すると、一同

は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話しだした。5 さ

て、エルサレムには天下のあらゆる国から帰って来た、信心深いユダヤ人が住ん

でいたが、6 この物音に大勢の人が集まって来た。そして、だれもかれも、自分の

故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけにとられてしまった。 

14 すると、ペトロは十一人と共に立って、声を張り上げ、話し始めた。「ユダヤの

方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがありま

す。わたしの言葉に耳を傾けてください。15 今は朝の九時ですから、この人たち

は、あなたがたが考えているように、酒に酔っているのではありません。16 そうで

はなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。… 

37 人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロとほかの使徒たちに、「兄弟た

ち、わたしたちはどうしたらよいのですか」と言った。…41 ペトロの言葉を受け入れ

た人々は洗礼を受け、その日に三千人ほどが仲間に加わった。 

44 信者たちは皆一つになって、すべての物を共有にし、45 財産や持ち物を売

り、おのおのの必要に応じて、皆がそれを分け合った。46 そして、毎日ひたすら

心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心をもって一

緒に食事をし、47 神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こう

して、主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。 

(エフェソ3:14) こういうわけで、わたしは御父の前にひざまずいて祈ります。15 御

父から、天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。16 どうか、御

父が、その豊かな栄光に従い、その霊により、力をもってあなたがたの内なる人を

強めて、17 信仰によってあなたがたの心の内にキリストを住まわせ、あなたがたを

愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者としてくださるように。18 また、あなたがたがす

べての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであ

るかを理解し、19 人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてつい

には、神の満ちあふれる豊かさのすべてにあずかり、それによって満たされるよう

に。20 わたしたちの内に働く御力によって、わたしたちが求めたり、思ったりする

ことすべてを、はるかに超えてかなえることのおできになる方に、21 教会により、ま

た、キリスト・イエスによって、栄光が世々限りなくありますように、アーメン。


