
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. 
————————————————————————————————————————-—- 
<Important!> TODAY  13:45-15:00  “Special” Members’ Huddle 2017-2018    
————————————————————————————————————————-—- 
<This Week> 
1/14 Service I    9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Communion 13:30-45 
  “Special” Members’ Huddle 2017-2018  13:45-15:00 

1/19 PAWS 20:00-21:00  

<Coming Week> 
1/21 Service I    9:30-10:30 (Japanese)    
  Communion 10:30-45 
  Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

1/26 PAWS 20:00-21:00  
    
<Next Communion> 1/21 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. 

1-10-10 Morino, Machida-shi Tokyo 194-0022   Pastors: Andy H. Nagahara, Mari Ikeda 
　　　　Phone 090-9381-4917（Nagahara）        　e-mail:contact@yourchurch.jp 

https://yourchurch.jp 
yourchurch 25th Anniversary bulletin 

January 14th, 2018 Vol.25 No.2 
 



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。　　　　　　　　　 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
＜⼤切なお知らせ＞  本⽇ ”特別” メンバーズハドル    13:45-15:00 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
＜今週の集まり＞   1/14 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 13:30-45 
   ”特別” メンバーズハドル    13:45-15:00 
   
  1/19 PAWS   20:00-21:00 

＜次週の集まり＞   1/21 礼拝 I    9:30-10:30 (⽇本語) 
   聖餐式 10:30-45 
   礼拝 II  (⽇本語・英語) ⼦供のミニチャーチ 11-12:30 
   
  1/26 PAWS   20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞  1/21   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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January 14th, 2018    (Philippians 1:1-11) 

You Are My Joy    Mari Ikeda                                    

A. Friendship between slaves (1, 2) 

B. “You are my joy and gratitude” (3-8) 

C. Let’s seek love and righteousness (9-11) 

Summary 
Paul had a deep trust in the Philippians and a great joy over them. They could trust 
each other not because of their human emotion, but just because both sides knew 
the joy of being made alive by Jesus’ love and living their life for it. Let us follow 
their example, share one another the joy of walking our life with Jesus and build up 
the mutual relationship in which we can say each other, “You are my joy.”  

For Discussion 
1.Why did Paul have a joy over the Philippians?  
2.What can you do to deepen this kind of mutual trust among us at Yourchurch? 

1 Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all God’s holy people 
in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons: 2 
Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus 
Christ. 

3 I thank my God every time I remember you. 4 In all my prayers for 
all of you, I always pray with joy 5 because of your partnership in the 
gospel from the first day until now, 6 being confident of this, that he 
who began a good work in you will carry it on to completion until the 
day of Christ Jesus. 7 It is right for me to feel this way about all of 
you, since I have you in my heart and, whether I am in chains or 
defending and confirming the gospel, all of you share in God’s grace 
with me. 8 God can testify how I long for all of you with the 
affection of Christ Jesus. 

9 And this is my prayer: that your love may abound more and more in 
knowledge and depth of insight, 10 so that you may be able to 
discern what is best and may be pure and blameless for the day of 
Christ, 11 filled with the fruit of righteousness that comes through 
Jesus Christ―to the glory and praise of God. 
  



2018/1/14  　(フィリピの信徒への手紙 1:1-11) 

あなたは私にとって喜び  池⽥真理 

A. 奴隷の友情 (1-2) 

B.「あなたは私の喜びであり感謝」(3-8) 

C. 愛と義を求めよう (9-11) 

メッセージのポイント 
パウロはフィリピの教会の人々を大変信頼し、彼らとの友情をとても喜んで

いました。それは単に人間的な感情ではなく、イエス様の愛に生かされ、
それに生きることを共に喜んでいるからこその信頼関係です。私たちも、イ
エス様と共に生きる喜びを分かち合い、互いに「あなたは私の喜びです」と
言えるようになりましょう。 

話し合いのために 
1) パウロはなぜフィリピの人たちについて喜んでいたのでしょうか？ 
2) ユアチャーチで互いに対するこのような信頼関係が深まるために、あな
たにできることはなんでしょうか？ 

1 キリスト・イエスの僕であるパウロとテモテから、フィリピにいて、キリ
スト・イエスに結ばれているすべての聖なる者たち、ならびに監督た

ちと奉仕者たちへ。2 わたしたちの父である神と主イエス・キリストか
らの恵みと平和が、あなたがたにあるように。 

3 わたしは、あなたがたのことを思い起こす度に、わたしの神に感謝
し、4 あなたがた一同のために祈る度に、いつも喜びをもって祈って

います。5 それは、あなたがたが最初の日から今日まで、福音にあ
ずかっているからです。6 あなたがたの中で善い業を始められた方

が、キリスト・イエスの日までに、その業を成し遂げてくださると、わた
しは確信しています。7 わたしがあなたがた一同についてこのように
考えるのは、当然です。というのは、監禁されているときも、福音を弁

明し立証するときも、あなたがた一同のことを、共に恵みにあずかる
者と思って、心に留めているからです。8 わたしが、キリスト・イエスの

愛の心で、あなたがた一同のことをどれほど思っているかは、神が
証ししてくださいます。 

9 わたしは、こう祈ります。知る力と見抜く力とを身に着けて、あなた
がたの愛がますます豊かになり、10 本当に重要なことを見分けられ

るように。そして、キリストの日に備えて、清い者、とがめられるところ
のない者となり、11 イエス・キリストによって与えられる義の実をあふ
れるほどに受けて、神の栄光と誉れとをたたえることができるように。


