
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>    
5/6 Service I     9:30-10:30 (Japanese)           
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Lunch presented by M’s Kitchen with the K’s 

5/11 PAWS  20:00-21:00  
         
<Coming Week> 
5/13 Service I     9:30-10:30 (Japanese)           
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Lunch presented by A’s Restaurant 
  Communion 13:30-13:45 
  Sunday PAWS 13:45-14:45 

5/18 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion> 5/13 13:30 

<Meetings> (For more info and schedule, please talk to the leaders) 
❖Mini-Church (Small gathering with a friendly and warm atmosphere) 
❖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＞ 　 5/6 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 
   ランチ提供：皆川亭＆木村軒 
   
  5/11 PAWS    20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 5/13 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 
   ランチ提供：栗原庵 
   聖餐式 13:30-13:45 
   サンデーPAWS 13:45-14:45 
   
  5/18 PAWS    20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 5/13　　 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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Sermon Notes for May 6, 2018  (Philippians 3:1-14) 

Just Keep Going Forward With Jesus!   
Mari Ikeda  

A. Life in the past: Living to boast oneself (1-7)  
 
 
 

B. Life now and in the future: Living to boast in Jesus  
    
   1) Because of the surpassing worth of knowing Jesus (7-11) 

 

 
 2)  We just keep going forward while we remain imperfect (12-14) 

Summary 
We tend to boast in our own abilities, social status or morality. However, by 
knowing Jesus and His love on the Cross we came to understand that 
boasting in such human things would never save us, but rather interrupts us. 
What we can do is just to keep going forward with the joy of being loved 
and made alive by Jesus, even though we remain imperfect.  

For Discussion 
1) What goal do we keep going toward? 
2) What shall we do when we feel absolutely unable to move forward? 

1 Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord! It is no trouble for me to 
write the same things to you again, and it is a safeguard for you. 2 Watch out for 
those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. 3 For it is we who are the 
circumcision, we who serve God by his Spirit, who boast in Christ Jesus, and who 
put no confidence in the flesh― 4 though I myself have reasons for such 
confidence. If someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, 
I have more: 5 circumcised on the eighth day, of the people of Israel, of the tribe of 
Benjamin, a Hebrew of Hebrews; in regard to the law, a Pharisee; 6 as for zeal, 
persecuting the church; as for righteousness based on the law, faultless.7 But 
whatever were gains to me I now consider loss for the sake of Christ.  

8 What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of 
knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider 
them garbage, that I may gain Christ 9 and be found in him, not having a 
righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in 
Christ―the righteousness that comes from God on the basis of faith. 10 I want to 
know Christ―yes, to know the power of his resurrection and participation in his 
sufferings, becoming like him in his death, 11 and so, somehow, attaining to the 
resurrection from the dead.  

12 Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but 
I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. 13 Brothers 
and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: 
Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, 14 I press on toward 
the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. 



2018/4/29 メッセージノート (フィリピの信徒への手紙3:1-14) 

イエス様と共に前進あるのみ！池田真理 

A. 過去の生き方：自分を誇る生き方 (1-7)  
 

 
 

B. 今とこれからの生き方：イエス様を誇る生き方 
     1) イエス様を知ることがあまりに素晴らしいから (7-11)  
 
 
 

 
     2)  不完全なままで、前進するだけ (12-14) 

メッセージのポイント 
私たちはつい、自分の能力や社会的地位や道徳性を誇りにしたくなりがち
です。でも、イエス様と出会い十字架の愛を知って、そういう人間的な誇
りが私たちを救うことはなく、かえって邪魔になると知りました。私たち
にできることは、ただイエス様に愛され生かされていることを喜びなが
ら、不完全なままでも前を向き続けることです。 

話し合いのために 
1) 私たちは何を目指して前進しますか？ 
2) どうしても前進できないと思う時、どうすればいいですか？ 

1 では、わたしの兄弟たち、主において喜びなさい。同じことをもう一度書きます
が、これはわたしには煩わしいことではなく、あなたがたにとって安全なことなの
です。2 あの犬どもに注意しなさい。よこしまな働き手たちに気をつけなさい。切
り傷にすぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。3 彼らではなく、わたしたちこ
そ真の割礼を受けた者です。わたしたちは神の霊によって礼拝し、キリスト・イエ
スを誇りとし、肉に頼らないからです。4 とはいえ、肉にも頼ろうと思えば、わた
しは頼れなくはない。だれかほかに、肉に頼れると思う人がいるなら、わたしはな
おさらのことです。5 わたしは生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属
し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはフ
ァリサイ派の一員、6 熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非のうち
どころのない者でした。7 しかし、わたしにとって有利であったこれらのことを、
キリストのゆえに損失と見なすようになったのです。 

8 そればかりか、わたしの主キリスト・イエスを知ることのあまりのすばらしさ
に、今では他の一切を損失とみています。キリストのゆえに、わたしはすべてを失
いましたが、それらを塵あくたと見なしています。キリストを得、9 キリストの内
にいる者と認められるためです。わたしには、律法から生じる自分の義ではなく、
キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。10 わ
たしは、キリストとその復活の力とを知り、その苦しみにあずかって、その死の姿
にあやかりながら、11 何とかして死者の中からの復活に達したいのです。 

12 わたしは、既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわ
けでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト・
イエスに捕らえられているからです。13 兄弟たち、わたし自身は既に捕らえたとは
思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を
向けつつ、14 神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るた
めに、目標を目指してひたすら走ることです。


