
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>    
7/1 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Anniversary Choir start up meeting 2  1:30   

7/6 PAWS  20:00-21:00  
      

<Coming Week> 
7/8 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
   
7/13 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion> 7/8 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＞ 　 7/1 礼拝 I (日本語) 9:30-10:30 
   礼拝 II  (日本語・英語)   子供のミニチャーチ 11-12:30  
   アニバーサリー・クワイヤ　ミーティング 2　13:30-　 

  7/6 PAWS    20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 7/8 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  

  7/13 PAWS    20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 7/8　　 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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July 1, 2018  (Psalm 44) 

Jesus is Everyone's God    Andy Nagahara  

The misunderstandings of God's people 

1) Elitism and nationalism 

2) Feelings of superiority and inferiority are two sides of the same coin 

Seeing through Jesus as a "filter" 

1) Those who are different from you are not the enemy 

2) The true enemy exists within you 

Summary 
Except for a few prophets, the people of the Old Testament could not see God as 
anything other than the God of their particular ethnic group. But they are not the 
only ones who make the same mistake. Christians, who consider themselves to be 
"God's people," have held similar misunderstandings. Jesus expanded the idea of 
the "neighbor" to all people. By doing so, he broke down the high walls that 
humanity built up on their own. Those who follow Jesus break down walls, instead 
of building them. 

For Discussion 
What kind of "walls" exist around us? 
How do we tend to build "walls"?Summary 

0 For the director of music. Of the Sons of Korah. A <maskil.> [1]  
1 We have heard with our ears, O God; our fathers have told us what you did in 
their days, in days long ago.  
2 With your hand you drove out the nations and planted our fathers; you crushed 
the peoples and made our fathers flourish.  
3 It was not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them 
victory; it was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved 
them.  
4 You are my King and my God, who decrees [1] victories for Jacob.  
5 Through you we push back our enemies; through your name we trample our foes.  
6 I do not trust in my bow, my sword does not bring me victory;  
7 but you give us victory over our enemies, you put our adversaries to shame.  
8 In God we make our boast all day long, and we will praise your name forever. 
<Selah>  
9 But now you have rejected and humbled us; you no longer go out with our 
armies.  
10 You made us retreat before the enemy, and our adversaries have plundered us.  
11 You gave us up to be devoured like sheep and have scattered us among the 
nations.  
12 You sold your people for a pittance, gaining nothing from their sale.  
13 You have made us a reproach to our neighbors, the scorn and derision of those 
around us.  
14 You have made us a byword among the nations; the peoples shake their heads at 
us.  
15 My disgrace is before me all day long, and my face is covered with shame  
16 at the taunts of those who reproach and revile me, because of the enemy, who is 
bent on revenge.  
17 All this happened to us, though we had not forgotten you or been false to your 
covenant.  
18 Our hearts had not turned back; our feet had not strayed from your path.  
19 But you crushed us and made us a haunt for jackals and covered us over with 
deep darkness.  
20 If we had forgotten the name of our God or spread out our hands to a foreign 
god,  
21 would not God have discovered it, since he knows the secrets of the heart?  
22 Yet for your sake we face death all day long; we are considered as sheep to be 
slaughtered.  
23 Awake, O Lord! Why do you sleep? Rouse yourself! Do not reject us forever.  
24 Why do you hide your face and forget our misery and oppression?  
25 We are brought down to the dust; our bodies cling to the ground.  
26 Rise up and help us; redeem us because of your unfailing love.  



2018/7/1  (詩編 44)

イエスはすべての人の神　永原アンディ 

A. 勘違いする神の民 
1) 選民意識・ナショナリズム 

 
 

 
2) 優越感と劣等感はコインの裏表 

 

B. イエスというフィルターを通して読めば   
1) 自分とは異なる人が敵なのではない  

2) 真の敵は自分の中に 

メッセージのポイント 
旧約の民は一部の預言者を除いて、神を民族の神としか見られませんでした。しか
しそれは、彼らだけの問題ではありません。現代の神の民を自認するキリスト教徒
も同じ勘違いをしがちです。イエスは隣人の概念を“すべての人”に広げました。人
間が勝手に高く築き上げてしまった隔ての壁を崩したのです。イエスに従う者は、
壁を築く者ではなく、崩す者です。 

話し合いのために 
1) 私たちの周りにはどのような隔ての壁がそびえていますか？ 
2) 私たちはどのような壁を作ってしまいがちですか？ 

1 【指揮者によって。コラの子の詩。マスキール。】2 神よ、我らはこの耳で聞い
ています先祖が我らに語り伝えたことを先祖の時代、いにしえの日にあなたが成し
遂げられた御業を。3 我らの先祖を植え付けるために御手をもって国々の領土を取
り上げその枝が伸びるために国々の民を災いに落としたのはあなたでした。4 先祖
が自分の剣によって領土を取ったのでも自分の腕の力によって勝利を得たのでもな
くあなたの右の御手、あなたの御腕あなたの御顔の光によるものでした。これがあ
なたのお望みでした。 

5 神よ、あなたこそわたしの王。ヤコブが勝利を得るように定めてください。6 あ
なたに頼って敵を攻め我らに立ち向かう者を御名に頼って踏みにじらせてくださ
い。7 わたしが依り頼むのは自分の弓ではありません。自分の剣によって勝利を得
ようともしていません。8 我らを敵に勝たせ我らを憎む者を恥に落とすのは、あな
たです。9 我らは絶えることなく神を賛美しとこしえに、御名に感謝をささげま
す。〔セラ 

10 しかし、あなたは我らを見放されました。我らを辱めに遭わせ、もはや共に出
陣なさらず 11 我らが敵から敗走するままになさったので我らを憎む者は略奪をほ
しいままにしたのです。12 あなたは我らを食い尽くされる羊として国々の中に散
らされました。13 御自分の民を、僅かの値で売り渡しその価を高くしようともな
さいませんでした。14 我らを隣の国々の嘲りの的とし周囲の民が嘲笑い、そしる
にまかせ15 我らを国々の嘲りの歌とし多くの民が頭を振って侮るにまかせられま
した。16 辱めは絶えることなくわたしの前にありわたしの顔は恥に覆われていま
す。17 嘲る声、ののしる声がします。報復しようとする敵がいます。 

18 これらのことがすべてふりかかってもなお、我らは決してあなたを忘れること
なくあなたとの契約をむなしいものとせず19 我らの心はあなたを裏切らずあなた
の道をそれて歩もうとはしませんでした。 

20 あなたはそれでも我らを打ちのめし山犬の住みかに捨て死の陰で覆ってしまわ
れました。 

21 このような我らが、我らの神の御名を忘れ去り異教の神に向かって手を広げる
ようなことがあれば 22 神はなお、それを探り出されます。心に隠していることを
神は必ず知られます。  

23 我らはあなたゆえに、絶えることなく殺される者となり屠るための羊と見なさ
れています。 

24 主よ、奮い立ってください。なぜ、眠っておられるのですか。永久に我らを突き
放しておくことなく目覚めてください。25 なぜ、御顔を隠しておられるのですか。
我らが貧しく、虐げられていることを忘れてしまわれたのですか。26 我らの魂は塵
に伏し腹は地に着いたままです。27 立ち上がって、我らをお助けください。我ら
を贖い、あなたの慈しみを表してください


