
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>    
6/10 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   

<Coming Week> 
6/17 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Communion 10:30- 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Onigiri Cafe  (Lunch)   

6/22 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion> 6/17 10:30 

<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＞ 　 6/10 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　 13:30-13:45  
   サンデーPAWS   13:45-14:45 

  6/15 PAWS    20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 6/17 礼拝 I  9:30-10:30 (日本語) 
   聖餐式　 10:30-10:45  
   礼拝 II  (日本語・英語)   子供のミニチャーチ 11-12:30 
   ランチ（おにぎりカフェ）  

  6/22 PAWS    20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 6/17　　 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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Sermon notes for June 10, 2018 (Philippians 4:10-23) 

God Is Rejoicing Mari Ikeda  

1. We can be content in the Lord in any situation  

2. Goodness of helping each other  
a. By meeting others’ needs, we serve the Lord (2 Corinthians 8:1-5) 
    

b. We rejoice over God, who rejoices over us, more than we rejoice for each other 

Summary 
Paul wanted the Philippians to know that God was rejoicing over them more than 
Paul rejoiced. We can be content in any situation and willingly pay our sacrifice for 
others by the grace of God. It is great to be able to rejoice for each other, but let’s 
rejoice more for God who is rejoicing over us.  

For Discussion 
1. What is the way of being content in any situation? 
2. Do you rejoice over God? Does God rejoice over you? 

10 I rejoiced greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. 
Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. 11 I am not 
saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the 
circumstances. 12 I know what it is to be in need, and I know what it is to have 
plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, 
whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. 13 I can do all this 
through him who gives me strength. 14 Yet it was good of you to share in my 
troubles. 15 Moreover, as you Philippians know, in the early days of your 
acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church 
shared with me in the matter of giving and receiving, except you only; 16 for even 
when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. 
17 Not that I desire your gifts; what I desire is that more be credited to your 
account. 18 I have received full payment and have more than enough. I am amply 
supplied, now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a 
fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. 19 And my God will 
meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. 20 To our 
God and Father be glory for ever and ever. Amen. 
21 Greet all God’s people in Christ Jesus. The brothers and sisters who are with me 
send greetings. 22 All God’s people here send you greetings, especially those who 
belong to Caesar’s household. 23 The grace of the Lord Jesus Christ be with your 
spirit. Amen. 

1 And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has 
given the Macedonian churches. 2 In the midst of a very severe trial, their 
overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. 3 For I 
testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. 
Entirely on their own, 4 they urgently pleaded with us for the privilege of sharing 
in this service to the Lord’s people. 5 And they exceeded our expectations: They 
gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. 



2018/6/10 メッセージノート  (フィリピ 4:10-23) 

神様が喜んでおられる 池田真理 

1. どんな状況でも、主において満足できる 

2. 私たちが助け合う意味 
   a. お互いの必要を満たすことで主に仕えている(2 コリント 8:1-5) 

   b. お互いが喜ぶこと以上に、神様が喜んでおられることを喜ぶ 

メッセージのポイント 
パウロはフィリピの人たちに、彼らのことをパウロが喜ぶ以上に神様が喜んでくだ
さっていることを知ってほしいと願っていました。私たちは、神様の恵みによっ
て、どんな状況に置かれても満足し、喜んで自分を他の人のために犠牲にすること
ができます。お互いに喜び合うことができるのは素晴らしいことですが、それ以上
に、神様が私たちのことを喜んでくださっていることを喜びましょう。 

話し合いのために 
1) どんな時でも満足していられる方法とは？ 
2) あなたは神様のことを喜んでいますか？神様はあなたのことを喜んでいますか？ 

10 さて、あなたがたがわたしへの心遣いを、ついにまた表してくれたことを、わた
しは主において非常に喜びました。今までは思いはあっても、それを表す機会がな
かったのでしょう。11 物欲しさにこう言っているのではありません。わたしは、
自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。12 貧しく暮らすすべも、
豊かに暮らすすべも知っています。満腹していても、空腹であっても、物が有り余
っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっていま
す。13 わたしを強めてくださる方のお陰で、わたしにはすべてが可能です。14 そ
れにしても、あなたがたは、よくわたしと苦しみを共にしてくれました。15 フィリ
ピの人たち、あなたがたも知っているとおり、わたしが福音の宣教の初めにマケド
ニア州を出たとき、もののやり取りでわたしの働きに参加した教会はあなたがたの
ほかに一つもありませんでした。16 また、テサロニケにいたときにも、あなたが
たはわたしの窮乏を救おうとして、何度も物を送ってくれました。17 贈り物を当
てにして言うわけではありません。むしろ、あなたがたの益となる豊かな実を望ん
でいるのです。18 わたしはあらゆるものを受けており、豊かになっています。そち
らからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。それは香ばし
い香りであり、神が喜んで受けてくださるいけにえです。19 わたしの神は、御自分
の栄光の富に応じて、キリスト・イエスによって、あなたがたに必要なものをすべ
て満たしてくださいます。20 わたしたちの父である神に、栄光が世々限りなくあり
ますように、アーメン。 
21 キリスト・イエスに結ばれているすべての聖なる者たちに、よろしく伝えてくだ
さい。わたしと一緒にいる兄弟たちも、あなたがたによろしくと言っています。22 
すべての聖なる者たちから、特に皇帝の家の人たちからよろしくとのことです。23 
主イエス・キリストの恵みが、あなたがたの霊と共にあるように。 

2コリント8:1-5 1 兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて
知らせましょう。2 彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満
ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったというこ
とです。3 わたしは証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に、自分から進
んで、4 聖なる者たちを助けるための慈善の業と奉仕に参加させてほしいと、しき
りにわたしたちに願い出たのでした。5 また、わたしたちの期待以上に、彼らはま
ず主に、次いで、神の御心にそってわたしたちにも自分自身を献げたので、


