
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> 
2/25 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

3/2 PAWS  20:00-21:00     
   
<Coming Week> 
3/4 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

3/9 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion> 3/11 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＞   2/25 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 

  3/2 PAWS   20:00-21:00 

＜次週の集まり＞   3/4 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 

  3/9 PAWS   20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 3/11   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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2/25/2018  Sermon Notes    Psalm 40, Luke 18:10-14, Romans 12:13-16 

Let’s Worship Together  
- Whether We’re Rejoicing or Grieving!    Andy Nagahara                               
 
A. About this Psalm—Can we read it as one poem? 

B. What we can receive from this psalm: A heart of worship 

1. The condition of our hearts can vary from person to person and it 
changes constantly. What is the significance, then, of worshipping 
together weekly? How can a person wrestling with grief worship with 
one who is rejoicing? 

2.  The heart of worship reflected in this psalm? 

3.  What does it mean to live a life centered on worship? 

Summary 
We are encouraged to worship with others regardless of the condition of our hearts. 
We can always worship individually and with family, but it is also meaningful to 
begin each new week by worshipping with people with whom you have little in 
common besides the fact that you believe in the same Lord. This helps to nurture 
our imagination, empathy, and compassion. If we only worship as individuals or 
with those who are closest to us, our imagination, empathy, and compassion 
regarding other people, cannot grow. This also stunts our ability to connect with 
God and our worship becomes superficial. That is why we worship together.   

For Discussion 
1. Why should we worship together on Sundays? 
2. Why did Jesus praise the prayer of the tax collector but not the Pharisees? 

0 For the director of music. Of David. A psalm.  
1 I waited patiently for the LORD; he turned to me and heard my cry.  
2 He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire; he set my feet on a 
rock and gave me a firm place to stand.  
3 He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and 
fear and put their trust in the LORD.  
4 Blessed is the man who makes the LORD his trust, who does not look to the 
proud, to those who turn aside to false gods.  
5 Many, O LORD my God, are the wonders you have done. The things you planned 
for us no one can recount to you; were I to speak and tell of them, they would be 
too many to declare.  
6 Sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have pierced ; burnt 
offerings and sin offerings you did not require.  
7 Then I said, "Here I am, I have come-- it is written about me in the scroll.  
8 I desire to do your will, O my God; your law is within my heart."  
9 I proclaim righteousness in the great assembly; I do not seal my lips, as you 
know, O LORD.  
10 I do not hide your righteousness in my heart; I speak of your faithfulness and 
salvation. I do not conceal your love and your truth from the great assembly.  
11 Do not withhold your mercy from me, O LORD; may your love and your truth 
always protect me.  

12 For troubles without number surround me; my sins have overtaken me, and I 
cannot see. They are more than the hairs of my head, and my heart fails within me.  
13 Be pleased, O LORD, to save me; O LORD, come quickly to help me.  
14 May all who seek to take my life be put to shame and confusion; may all who 
desire my ruin be turned back in disgrace.  
15 May those who say to me, "Aha! Aha!" be appalled at their own shame.  
16 But may all who seek you rejoice and be glad in you; may those who love your 
salvation always say, "The LORD be exalted!"  
17 Yet I am poor and needy; may the Lord think of me. You are my help and my 
deliverer; O my God, do not delay.  



2018/2/25   詩編 40, ルカによる福音書 18:10-14, ローマの信徒への手紙 12:13-16 

共に礼拝しよう！  
 - 喜んでいても悲しんでいても        永原アンディ 

A. この詩編について - 全体を１つの詩として読めるのか？ 

B. 私たちがこの詩編から得られる恵み - 礼拝の⼼ 

1. 私たちの心の状態は一人一人異なる、それぞれの心の状態も変化す
る。それでも毎週共に礼拝する意味は？ 悲しんでいる者は、どのよう
に喜んでいる者と共に礼拝できるのか？ 

2.  この詩に表されている礼拝の心 

3.  礼拝中心の生き方とは何か？ 

メッセージのポイント 
私たちは、自分の心の状態がどのような時であっても、自分とは違う心の状態を持
った人々と共に礼拝を捧げることを勧められています。私たちは個人でも、家族で
も礼拝することができますが、同じ主を信じるという事以外は全く異なる人々と共
に礼拝を捧げ、新しい週の歩みを始めることには大きな意味があります。そのこと
が自分とは異なる人々に対する想像力、共感、同情を育むからです。いつも自分
だけで、あるいは極めて身近な人とだけ礼拝をしていたら、人々に対する想像
力、共感、同情は育ちません。それどころか神様に対する想像力、共感も失わ
れ、形だけの礼拝になってしまいます。だから共に礼拝しましょう。 

話し合いのために 
1) なぜ日曜日に人々と共に礼拝を捧げるべきなのでしょう？ 
2) なぜイエスはファリサイ派ではなく徴税人の祈りをほめたのでしょう？ 

1 【指揮者によって。ダビデの詩。賛歌。】 
2 主にのみ、わたしは望みをおいていた。主は耳を傾けて、叫びを聞いてくださっ
た。 
3 滅びの穴、泥沼からわたしを引き上げ　わたしの足を岩の上に立たせしっかりと
歩ませ 
4 わたしの口に新しい歌をわたしたちの神への賛美を授けてくださった。人はこぞ
って主を仰ぎ見主を畏れ敬い、主に依り頼む。 
5 いかに幸いなことか、主に信頼をおく人　  ラハブを信ずる者にくみせず欺きの
教えに従わない人は。 
6 わたしの神、主よあなたは多くの不思議な業を成し遂げられます。あなたに並ぶ
ものはありません。わたしたちに対する数知れない御計らいをわたしは語り伝えて
行きます。 
7 あなたはいけにえも、穀物の供え物も望まず焼き尽くす供え物も罪の代償の供
え物も求めずただ、わたしの耳を開いてくださいました。 
8 そこでわたしは申します。御覧ください、わたしは来ております。わたしのことは
巻物に記されております。 
9 わたしの神よ、御旨を行うことをわたしは望みあなたの教えを胸に刻み 
10 大いなる集会で正しく良い知らせを伝え　決して唇を閉じません。主よ、あなた
はそれをご存じです。 
11 恵みの御業を心に秘めておくことなく　大いなる集会であなたの真実と救いを
語り　慈しみとまことを隠さずに語りました。 
12 主よ、あなたも憐れみの心を閉ざすことなく　慈しみとまことによっていつもわた
しをお守りください。 

13 悪はわたしにからみつき、数えきれません。わたしは自分の罪に捕えられ何も
見えなくなりました。その数は髪の毛よりも多くわたしは心挫けています。 
14 主よ、走り寄ってわたしを救ってください。主よ、急いでわたしを助けてくださ
い。 
15 わたしの命を奪おうとねらっている者が恥を受け、嘲られわたしを災いに遭わ
せようと望む者が侮られて退き 
16 わたしに向かってはやし立てる者が恥を受けて破滅しますように。 
17 あなたを尋ね求める人があなたによって喜び祝い、楽しみ御救いを愛する人
が主をあがめよといつも歌いますように。 
18 主よ、わたしは貧しく身を屈めています。わたしのためにお計らいください。あ
なたはわたしの助け、わたしの逃れ場。わたしの神よ、速やかに来てください。


