
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>    
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   

<Coming Week> 
6/10 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  M’s Kitchen (Lunch)              Communion 13:30- 
  Sunday PAWS 13:45-14:45 

6/15 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＞ 　 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 

＜次週の集まり＞ 　 6/10 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（皆川亭）　　　聖餐式　 13:30-15:00  
   サンデーPAWS   13:45-14:45 

  6/15 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 June 3, 2018 (Psalm 41, Matthew 5:7) 

O LORD, Have Mercy on Me Andy Nagahara  

A. The mercy of the Lord for those who are merciful  
                                                                       (0-3, Matthew 5:7) 

B. The mercy of the Lord brings healing (4-9) 

C. The mercy of the Lord raises you up (10-13) 

Summary 
Have you ever prayed, “Lord, have mercy on me!”? This is a prayer that 
draws you closer to Jesus. If you feel like you are not in need of God’s 
mercy, you are deceiving yourself and are not walking with Jesus. Those 
who walk with Jesus know that they cannot live without God’s mercy and 
strive to be merciful to others in order to empower their lives. 

For Discussion 
1. Share an experience of God’s mercy in your life. 
2. If someone asked you to explain the “mercy of the Lord” how would you 
answer? 

0 For the director of music. A psalm of David. 1 Blessed is he who 
has regard for the weak; the LORD delivers him in times of trouble. 2 
The LORD will protect him and preserve his life; he will bless him in 
the land and not surrender him to the desire of his foes. 3 The LORD 
will sustain him on his sickbed and restore him from his bed of 
illness.  

4 I said, "O LORD, have mercy on me; heal me, for I have sinned 
against you." 5 My enemies say of me in malice, "When will he die 
and his name perish?" 6 Whenever one comes to see me, he speaks 
falsely, while his heart gathers slander; then he goes out and spreads 
it abroad. 7 All my enemies whisper together against me; they 
imagine the worst for me, saying, 8 "A vile disease has beset him; he 
will never get up from the place where he lies." 9 Even my close 
friend, whom I trusted, he who shared my bread, has lifted up his 
heel against me.  

10 But you, O LORD, have mercy on me; raise me up, that I may 
repay them. 11 I know that you are pleased with me, for my enemy 
does not triumph over me. 12 In my integrity you uphold me and set 
me in your presence forever. 13 Praise be to the LORD, the God of 
Israel, from everlasting to everlasting. Amen and Amen. 

Matthew 5:7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.  



2018/6/3 メッセージノート  (詩編 41, マタイ 5:7) 

主よ、憐れんでください 永原アンディ 

A. 主の憐れみは、憐れむ人に (1-4, E:0-3, マタイ5:7)  

B. 主の憐れみは、あなたを癒す (5-10, E4-9) 

C. 主の憐れみは、あなたを立ち上がらせる (11-14, E10-13) 

メッセージのポイント 
「主よ、どうか私を憐れんでください。」と祈ったことがあるでしょう
か？この祈りは、イエスとあなたの距離を近づける祈りです。自分には主
の憐れみなど必要ないと感じているなら、それは自分を偽っているだけで
なく、イエスとともに生きてはいないのです。イエスと共に生きている人
は、自分が神の憐れみなしに生きられないこと、自分もイエスのように憐
れみ、人々の力となれることを知っています。 

話し合いのために 
1) 主の憐れみを実感した時のことをシェアしましょう 
2) 誰かに「主の憐れみ」とはどのようなものですかときかれたら、どう答
えますか? 

1 【指揮者によって。賛歌。ダビデの詩。】2 いかに幸いなことでしょう
弱いものに思いやりのある人は。災いのふりかかるとき主はその人を逃れ
させてくださいます。3 主よ、その人を守って命を得させこの地で幸せに
してください。貪欲な敵に引き渡さないでください。4 主よ、その人が病
の床にあるとき、支え力を失って伏すとき、立ち直らせてください。 

5 わたしは申します。「主よ、憐れんでください。あなたに罪を犯したわ
たしを癒してください。」6 敵はわたしを苦しめようとして言います。
「早く死んでその名も消えうせるがよい。」7 見舞いに来れば、むなしい
ことを言いますが心に悪意を満たし、外に出ればそれを口にします。8 わ
たしを憎む者は皆、集まってささやきわたしに災いを謀っています。9 
「呪いに取りつかれて床に就いた。二度と起き上がれまい。」10 わたしの
信頼していた仲間わたしのパンを食べる者が威張ってわたしを足げにしま
す。 

11 主よ、どうかわたしを憐れみ再びわたしを起き上がらせてください。そ
うしてくだされば彼らを見返すことができます。12 そしてわたしは知るで
しょうわたしはあなたの御旨にかなうのだと敵がわたしに対して勝ち誇る
ことはないと。13 どうか、無垢なわたしを支えとこしえに、御前に立たせ
てください。14 主をたたえよ、イスラエルの神を世々とこしえに。アーメ
ン、アーメン。 

マタイ5:7 憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける。


