
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>    
7/29 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Onigiri Cafe (Lunch service) 
  Members' Huddle 13:30-15:00 

8/3 PAWS  20:00-21:00 

<Coming Week> 
8/5 Service I     9:30-10:30 (Japanese)    
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
   
8/10 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＞ 　 7/29 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  
   おにぎりカフェ（ランチサービスあり〼） 
   メンバーズハドル　　13:30-15:00 
   
  8/3 PAWS    20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 8/5 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  
   
  8/10 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 29, 2018  (Psalm 46) 

 "Be still, and know that I am God" Andy Nagahara 

1. A world in which the order God created is broken (1-7) 

2. How to have a healthy worldview (7-11) 

   a. Be still before the Lord 

   b. Know that the Lord is God 

Summary 
The reason why the whole world seems to be sick despite the fact that 
everyone wants to be happy is because people are looking in the wrong 
places. God is telling all of us, “Be still, and know that I am God.” This 
means that we need to leave everything behind and come before God. If we 
stand before God without being weighed down by distractions, we can see 
how God is embracing, protecting, and supporting us no matter what the 
circumstance. 

For Discussion 
1) What do you fear the most right now? 
2) What does it mean to be still? 

0 For the director of music. Of the Sons of Korah. According to <alamoth.> 
[1] A song.  

1 God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.  

2 Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains 
fall into the heart of the sea,  
3 though its waters roar and foam and the mountains quake with their 
surging. <Selah>  

4 There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place 
where the Most High dwells.  
5 God is within her, she will not fall; God will help her at break of day.  

6 Nations are in uproar, kingdoms fall; he lifts his voice, the earth melts.  

7 The LORD Almighty is with us; the God of Jacob is our fortress. <Selah>  

8 Come and see the works of the LORD, the desolations he has brought on 
the earth.  
9 He makes wars cease to the ends of the earth; he breaks the bow and 
shatters the spear, he burns the shields [1] with fire.  

10 "Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I 
will be exalted in the earth."  

11 The LORD Almighty is with us; the God of Jacob is our fortress. 
<Selah>  



2018/7/29  (詩編46編) 

静まれ、私が神である事を知れ！永原アンディ 

1. 神様の創造した秩序が崩れるように見える世界 (2-8) 

2. 健康な世界観を持つために (8-12) 

   a.  主の前に静まる 

   b. 主が神である事を知る 

メッセージのポイント 
誰もが幸せを追求しているのに、世界全体が病んでいるのは、幸せの求め
方が間違っているからです。神様は、全ての人に「静まれ、私が神である
事を知れ！」と呼びかけておられます。それは、全てのことを脇に置い
て、神様の前に進み出ることを意味します。余計なものを持たずに神様の
前に立てば、目に見える状況がどうであれ、神様が大きな力であなたを包
み、守り、支えていることがわかります。 

話し合いのために 
1) 今一番恐ろしく感じていることは何ですか？ 
2) 「静まる」とはどういうことですか？ 

1 【指揮者に合わせて。コラの子の詩。アラモト調。歌。】2 神はわたし
たちの避けどころ、わたしたちの砦。苦難のとき、必ずそこにいまして助
けてくださる。 

3 わたしたちは決して恐れない　地が姿を変え山々が揺らいで海の中に移
るとも　4 海の水が騒ぎ、沸き返りその高ぶるさまに山々が震えるとも。
〔セラ 
5 大河とその流れは、神の都に喜びを与える　いと高き神のいます聖所
に。6 神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに、神
は助けをお与えになる。 
7 すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。神が御声を出されると、地は溶け去
る。 

8 万軍の主はわたしたちと共にいます。ヤコブの神はわたしたちの砦の
塔。〔セラ 

9 主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。 
10 地の果てまで、戦いを断ち弓を砕き槍を折り、盾を焼き払われる。 
11 「力を捨てよ、知れわたしは神。国々にあがめられ、この地であがめら
れる。」 

12 万軍の主はわたしたちと共にいます。ヤコブの神はわたしたちの砦の
塔。〔セラ


