
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>    
7/15 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Communion 10:30-45 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  M’s Kitchen (Lunch Service) 
   
7/20 PAWS  20:00-21:00 

<Coming Week> 
7/22 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
   
7/27 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion> 8/12 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＞ 　 7/15 礼拝 I  9:30-10:30 (日本語) 
   聖餐式 10:30-45   
   礼拝 II  (日本語・英語)   子供のミニチャーチ 11-12:30  
   皆川亭（ランチサービス）あり〼 
   
  7/20 PAWS    20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 7/22 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  
   
  7/20 PAWS    20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 8/12　　 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 15, 2018  (Psalm 45)  

I am Jesus’ _______!                Andy Nagahara  

1. The wedding song of the king 

2. How does the New Testament interpret this wedding song? 
(7, 8, Hebrews 1:8,9) 

a) Jesus is both God and King (2-8, 17,18) 
  
  

b) We are his princess (2-8, 17,18) 

Summary 
The church is described as the “bride” of Christ, but “princess” is a more 
accurate title. What God desires for us is to leave behind any thoughts that 
are not consistent with our new identity as princess, to follow Jesus, the 
king, and for us to join King Jesus in loving and ruling over the world 
justly. 

For Discussion 
1) What is this song about? 
2) How does this song describe our relationship with Jesus? 

0 For the director of music. To [the tune of] "Lilies." Of the Sons of Korah. 
A <maskil.> [1] A wedding song. 1 My heart is stirred by a noble theme as I 
recite my verses for the king; my tongue is the pen of a skillful writer. 2 
You are the most excellent of men and your lips have been anointed with 
grace, since God has blessed you forever. 3 Gird your sword upon your 
side, O mighty one; clothe yourself with splendor and majesty.  
4 In your majesty ride forth victoriously in behalf of truth, humility and 
righteousness; let your right hand display awesome deeds.  
5 Let your sharp arrows pierce the hearts of the king's enemies; let the 
nations fall beneath your feet.  

6 Your throne, O God, will last for ever and ever; a scepter of justice will be 
the scepter of your kingdom. 7 You love righteousness and hate 
wickedness; therefore God, your God, has set you above your companions 
by anointing you with the oil of joy.  

8 All your robes are fragrant with myrrh and aloes and cassia; from palaces 
adorned with ivory the music of the strings makes you glad. 9 Daughters of 
kings are among your honored women; at your right hand is the royal bride 
in gold of Ophir. 10 Listen, O daughter, consider and give ear: Forget your 
people and your father's house. 11 The king is enthralled by your beauty; 
honor him, for he is your lord. 12 The Daughter of Tyre will come with a 
gift, [1] men of wealth will seek your favor. 13 All glorious is the princess 
within [her chamber]; her gown is interwoven with gold. 14 In embroidered 
garments she is led to the king; her virgin companions follow her and are 
brought to you. 15 They are led in with joy and gladness; they enter the 
palace of the king.  

16 Your sons will take the place of your fathers; you will make them 
princes throughout the land. 17 I will perpetuate your memory through all 
generations; therefore the nations will praise you for ever and ever.  



2018/7/15  (詩編45) 

私はイエスの 　　　　　！　永原アンディ 

1. 王の結婚の歌 (9-16) 

2. 新約聖書は王の婚礼歌をどう受け取ったのか？(7, 8, ヘブル1:8,9) 

a) イエスは神であり王 (2-8, 17,18) 

b) 私たちは、王であるイエスの王妃 (9-16) 

メッセージのポイント 
「教会（私たち）はキリストの花嫁」と表現されますが、正確には「王
妃」です。王妃となる以前に持っていた、王妃には相応しくない思いを持
ち続けないこと。王、イエスに従うこと。王、イエスと共に世界を愛し、
正しく治めることが私たちに期待されていることです。 

話し合いのために 
1) この歌は何について歌われていますか？ 
2) この歌はイエスと私たちの関係をどう暗示していますか？ 

1 【指揮者によって。「ゆり」に合わせて。コラの子の詩。マスキール。
愛の歌。】2 心に湧き出る美しい言葉わたしの作る詩を、王の前で歌お
う。わたしの舌を速やかに物書く人の筆として。 
3 あなたは人の子らのだれよりも美しくあなたの唇は優雅に語る。あなた
はとこしえに神の祝福を受ける方。4 勇士よ、腰に剣を帯びよ。それはあ
なたの栄えと輝き。5 輝きを帯びて進め真実と謙虚と正義を駆って。右の
手があなたに恐るべき力をもたらすように。6 あなたの矢は鋭く、王の敵
のただ中に飛び諸国の民はあなたの足もとに倒れる。 

7 神よ、あなたの王座は世々限りなくあなたの王権の笏は公平の笏。8 神
に従うことを愛し、逆らうことを憎むあなたに神、あなたの神は油を注が
れた喜びの油を、あなたに結ばれた人々の前で。 

9 あなたの衣はすべてミルラ、アロエ、シナモンの香りを放ち象牙の宮殿
に響く弦の調べはあなたを祝う。10 諸国の王女、あなたがめでる女たちの
中からオフィルの金で身を飾った王妃があなたの右に立てられる。11 「娘
よ、聞け。耳を傾けて聞き、そしてよく見よ。あなたの民とあなたの父の
家を忘れよ。12 王はあなたの美しさを慕う。王はあなたの主。彼の前にひ
れ伏すがよい。13 ティルスの娘よ、民の豪族は贈り物を携えあなたが顔を
向けるのを待っている。」14 王妃は栄光に輝き、進み入る。晴れ着は金糸
の織り15 色糸の縫い取り。彼女は王のもとに導かれて行くおとめらを伴
い、多くの侍女を従えて。16 彼女らは喜び躍りながら導かれて行き王の宮
殿に進み入る。 

17 あなたには父祖を継ぐ子らが生まれあなたは彼らを立ててこの地の君と
する。18 わたしはあなたの名を代々に語り伝えよう。諸国の民は世々限り
なくあなたに感謝をささげるであろう。


