
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>    
5/27 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English)  
    Kid’s Mini Church is Canceled!! 

6/1 PAWS  20:00-21:00  
         
<Coming Week> 
6/3 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Spring cleaning 13:30- 

6/8 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion> 6/10 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＞ 　 5/27 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はお休みです！ 

  6/1 PAWS    20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 6/3 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 
   中掃除　 13:30-15:00   

  6/8 PAWS    20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 6/10　　 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 27, 2018  (Philippians 4:1-9) 

Rejoice Always!  Mari Ikeda  

1. Stand firm in the Lord (1-3) 

2. Rejoice always (4-9) 
a) Rejoice even in the situation where you can’t rejoice 

b) By thanksgiving 

c) (When you find it impossible to give thanks…) 

d) Then, peace will be given to both each of us’ heart and church as a whole 

3. Put these into practice in society (8-9) 

Summary 
By putting our trust in Jesus, we can rejoice even in the situation where we can’t 
rejoice otherwise, and keep hope even in our distress. Let’s not forget to give 
thanks to the Lord at any time. However, we do have time when we find it 
impossible to give thanks to God and to believe in Him. That’s why church exists. 
We, as individuals and as a church, are placed where we are now, in order to 
become the light for hope in despair.  

For Discussion 
1) Why can we rejoice always by believing in Jesus? 
2) How have you coped with the time you couldn’t give thanks to God (or with the 
things you couldn’t give thanks for)? 

1 Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy 
and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! 2 I plead with 
Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. 3 
Yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have 
contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the 
rest of my co-workers, whose names are in the book of life. 

4 Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! 5 Let your 
gentleness be evident to all. The Lord is near. 6 Do not be anxious about 
anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, 
present your requests to God. 7 And the peace of God, which transcends all 
understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 

8 Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever 
is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable―if 
anything is excellent or praiseworthy―think about such things. 9 Whatever 
you have learned or received or heard from me, or seen in me―put it into 
practice. And the God of peace will be with you. 



2018/5/20 メッセージノート  (フィリピ 4:1-9) 

常に喜びなさい！ 池田真理  

1. 主によってしっかりと立ちなさい (1-3) 

2. 常に喜びなさい(4-9) 
a) 喜べない状況の中でも喜びなさい 

b) 感謝することによって 

c) （どうしても感謝できない時は…） 

d) そうすれば、一人一人の心にも教会全体にも平和が与えられる 

3. 社会の中で実践しなさい (8-9) 

メッセージのポイント 
私たちはイエス様を信じることによって、喜べない状況の中でも喜び、不
安の中でも希望を持ち続けることができます。どんな時でも、主への感謝
を忘れないようにしましょう。でも、私たちにはどうしても神様に感謝で
きない、神様を信じられない時があります。そのために教会があります。
絶望の中でも希望を照らす光となるために、私たちは一人一人、また教会
として、ここに置かれています。 

話し合いのために 
1) イエス様を信じると、なぜいつも喜んでいられるのですか？ 
2) どうしても神様に感謝できない時（感謝できないことについて）、あな
たはどうしてきましたか？ 

1 だから、わたしが愛し、慕っている兄弟たち、わたしの喜びであり、冠
である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。2 わ
たしはエボディアに勧め、またシンティケに勧めます。主において同じ思
いを抱きなさい。3 なお、真実の協力者よ、あなたにもお願いします。こ
の二人の婦人を支えてあげてください。二人は、命の書に名を記されてい
るクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて、福音のためにわたしと共
に戦ってくれたのです。 

4 主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。5 あなたが
たの広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられ
ます。6 どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝を
込めて祈りと願いをささげ、求めているものを神に打ち明けなさい。7 そ
うすれば、あらゆる人知を超える神の平和が、あなたがたの心と考えとを
キリスト・イエスによって守るでしょう。 

8 終わりに、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正
しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、
また、徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。9 わたし
から学んだこと、受けたこと、わたしについて聞いたこと、見たことを実
行しなさい。そうすれば、平和の神はあなたがたと共におられます。


