
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> 
8/20 Service I     9:30-10:30 (Japanese)   
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church) 

8/25 PAWS   20:00-21:00  

<Coming Week> 
8/27 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 

9/1 PAWS   20:00-21:00  
    
<Next Communion> 8/27 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＞   8/20 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 

  8/25 PAWS（礼拝と讃美の集い）20:00-21:00 
    
＜次週の集まり＞   8/27 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 13:450-14:30 
   
  9/1 PAWS（礼拝と讃美の集い）20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞  8/27   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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August 20, 2017 Message Note (Psalm 32)　 

The messenger of forgiveness Andy Nagahara 

1. Be a blessed person 
 a) The joy and peace brought by forgiveness (1,2) 

 b) The hardship as a consequence of transgression (3,4)  

 c) Confession necessary to be forgiven (5-7) 

2. A blessed person cannot monopolize Jesus 
 a) God’s advice (8,9) 

 b) Let’s become a messenger (10,11) 

Summary 
Happiness or unhappiness is determined by the relationship with God, not 
depending on what you have or how much you are talented. Jesus came to 
the world to restore the relationship between God and you. Those who have 
restored their relationship with God by Jesus want to introduce Him to 
everyone to share the joy of their hearts. 

For Discussion 
1) How can you keep your heart peaceful?  
2) What is forgiveness? 

0 Of David. A <maskil.>  
1 Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.  
2 Blessed is the man whose sin the LORD does not count against him and 
in whose spirit is no deceit.  

3 When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day 
long.  
4 For day and night your hand was heavy upon me; my strength was sapped 
as in the heat of summer. <Selah>  

5 Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I 
said, "I will confess my transgressions to the LORD"-- and you forgave the 
guilt of my sin. <Selah>  
6 Therefore let everyone who is godly pray to you while you may be found; 
surely when the mighty waters rise, they will not reach him.  
7 You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround 
me with songs of deliverance. <Selah>  

8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel 
you and watch over you.  
9 Do not be like the horse or the mule, which have no understanding but 
must be controlled by bit and bridle or they will not come to you.  

10 Many are the woes of the wicked, but the LORD's unfailing love 
surrounds the man who trusts in him.  
11 Rejoice in the LORD and be glad, you righteous; sing, all you who are 
upright in heart!  



2017/8/20 メッセージノート 

赦しの使者 (詩編32）      永原アンディ 

1. 幸いな⼈になる 
 a) 赦しがもたらす喜びと平和 (1,2) 

 b) 背きのもたらす苦難 (3,4)  

 c) 赦されるために必要な告白 (5-7) 

2. 幸いな⼈はイエスを独占できない 
 a) 神様の忠告 (8,9) 

 b) 伝える者になろう(10,11) 

メッセージのポイント 
幸、不幸は神様との関係によって決まります。自分が何を持っているかと
か、何ができるかによるものではありません。イエスは神様とあなたとの関
係を修復するために来られました。イエスによって神様との関係を修復さ
れた者は、心の喜びを分かち合いたくてイエスを誰にでも紹介したくなりま
す。 

話し合いのために 
1) どうしたら心を平安に保つことができますか？ 
2) 赦しとは何ですか？ 

1【ダビデの詩。マスキール。】いかに幸いなことでしょう 
背きを赦され、罪を覆っていただいた者は。 
2いかに幸いなことでしょう 
主に咎を数えられず、心に欺きのない人は。 

3わたしは黙し続けて 
絶え間ない呻きに骨まで朽ち果てました。 
4御手は昼も夜もわたしの上に重く 
わたしの力は 
夏の日照りにあって衰え果てました。〔セラ 

5わたしは罪をあなたに示し 
咎を隠しませんでした。わたしは言いました 

⌈主にわたしの背きを告白しよう⌋と。そのとき、あなたはわたしの罪と過ちを 

赦してくださいました。〔セラ 
6あなたの慈しみに生きる人は皆 
あなたを見いだしうる間にあなたに祈ります。大水が溢れ流れるときにも 
その人に及ぶことは決してありません。 
7あなたはわたしの隠れが。苦難から守ってくださる方。救いの喜びをもって 
わたしを囲んでくださる方。〔セラ 

8わたしはあなたを目覚めさせ 
行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ、勧めを与えよう。 
9分別のない馬やらばのようにふるまうな。それはくつわと手綱で動きを抑えねば
ならない。そのようなものをあなたに近づけるな。 

10神に逆らう者は悩みが多く 
主に信頼する者は慈しみに囲まれる。 
11神に従う人よ、主によって喜び躍れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声をあげ
よ。


