
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. 

★ Church B.B.Q.  10/8 at Mochi-Benten campground Please sign up! ★ 

<This Week>    
9/23 Service I     9:30-10:30 (Japanese)     
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Onigiri Cafe (Lunch)   

9/28 PAWS  20:00-21:00  

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

10/5 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion>    10/14 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。　　　　　
　　　　 

★ 秋のバーベキュー10/8　参加申し込み書に記名してください！ ★ 

＜今週の集まり＞ 　 9/23 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） 

  9/28 PAWS    20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 9/30 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  

  10/5 PAWS    20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 10/14　　 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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September 23, 2018  (Psalm 50)  Andy Nagahara 

Are You Disregarding God's Word? 

  
A. Turn away from counterfeit worship 

1. The call for a trial (1-6) 

2. The accusation of counterfeit worship (7-13, Jeremiah 7:22-26) 

3. Verdict: Offer true worship (14-15, Romans 12:1-2) 

B. Turn away from sin  

1. The accusation of sin (16-21) 

2. Verdict: Walk in the path of righteousness (22-23) 

Summary 
Just like the Israelites, we are at risk of offering the kind of worship that God 
doesn't desire. This affects the way we live and it grieves God. In order to avoid 
doing this, let us offer true worship by giving him our praise and thanksgiving.  

For Discussion 
1) What was Israel accused of? 
2) How can we avoid making the same mistake? 

0 A psalm of Asaph.  
1 The Mighty One, God, the LORD, speaks and summons the earth from the rising 
of the sun to the place where it sets.  
2 From Zion, perfect in beauty, God shines forth.  
3 Our God comes and will not be silent; a fire devours before him, and around him 
a tempest rages.  
4 He summons the heavens above, and the earth, that he may judge his people:  
5 "Gather to me my consecrated ones, who made a covenant with me by 
sacrifice."  
6 And the heavens proclaim his righteousness, for God himself is judge. <Selah>  
7 "Hear, O my people, and I will speak, O Israel, and I will testify against you: I 
am God, your God.  
8 I do not rebuke you for your sacrifices or your burnt offerings, which are ever 
before me.  
9 I have no need of a bull from your stall or of goats from your pens,  
10 for every animal of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills.  
11 I know every bird in the mountains, and the creatures of the field are mine.  
12 If I were hungry I would not tell you, for the world is mine, and all that is in it.  
13 Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats?  
14 Sacrifice thank offerings to God, fulfill your vows to the Most High,  
15 and call upon me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor 
me."  
16 But to the wicked, God says: "What right have you to recite my laws or take 
my covenant on your lips?  
17 You hate my instruction and cast my words behind you.  
18 When you see a thief, you join with him; you throw in your lot with adulterers.  
19 You use your mouth for evil and harness your tongue to deceit.  
20 You speak continually against your brother and slander your own mother's son.  
21 These things you have done and I kept silent; you thought I was altogether like 
you. But I will rebuke you and accuse you to your face.  
22 "Consider this, you who forget God, or I will tear you to pieces, with none to 
rescue:  
23 He who sacrifices thank offerings honors me, and he prepares the way so that I 
may show him the salvation of God."  



2018/9/23  (詩編50編)   永原アンディ 

神様の言葉を投げ捨てていませんか？  
A. 偽りの礼拝から離れなさい 

1. 裁判の招集 (1-6) 

  

2. 偽りの礼拝に対する告発 (7-13, エレミヤ 7:22-26) 

3. 宣告：真の礼拝を捧げなさい (14-15, ローマ12:1-2) 

B. 罪の⾏いから離れなさい 

1. 罪の行いに対する告発 (16-21) 

2. 宣告：正しい道を歩みなさい (22-23) 

メッセージのポイント 
私たちもイスラエルと同様に、神様の望まない礼拝を捧げる者となってしまう恐れ
があります。それは、私たちの行動にも反映され、神様を悲しませる結果を引き起
こします。そうなってしまわないために、心からの賛美と感謝と信頼の告白による
真の礼拝を捧げ続けましょう。 

話し合いのために 
1) イスラエルは何を告発されたのですか？ 
2) 私たちはどうしたら彼らと同じ間違いをしないで済みますか？ 

【賛歌。アサフの詩。】神々の神、主は、御言葉を発し/日の出るところから日の
入るところまで地を呼び集められる。麗しさの極みシオンから、神は顕現される。
わたしたちの神は来られる/黙してはおられない。御前を火が焼き尽くして行き/御
もとには嵐が吹き荒れている。神は御自分の民を裁くために上から天に呼びかけ、
また、地に呼びかけられる。「わたしの前に集めよ/わたしの慈しみに生きる者を 
いけにえを供えてわたしと契約を結んだ者を。」天は神の正しいことを告げ知らせ
る。神は御自ら裁きを行われる。〔セラ (1-6) 
「わたしの民よ、聞け、わたしは語る。イスラエルよ、わたしはお前を告発する。 
わたしは神、わたしはお前の神。献げ物についてお前を責めはしない。お前の焼き
尽くす献げ物は常にわたしの前に置かれている。わたしはお前の家から雄牛を取ら
ず/囲いの中から雄山羊を取ることもしない。森の生き物は、すべてわたしのもの/
山々に群がる獣も、わたしのもの。山々の鳥をわたしはすべて知っている。獣はわ
たしの野に、わたしのもとにいる。たとえ飢えることがあろうとも/お前に言いは
しない。世界とそこに満ちているものはすべてわたしのものだ。わたしが雄牛の肉
を食べ/雄山羊の血を飲むとでも言うのか。(7-13) 
告白を神へのいけにえとしてささげ/いと高き神に満願の献げ物をせよ。それか
ら、わたしを呼ぶがよい。苦難の日、わたしはお前を救おう。そのことによって/
お前はわたしの栄光を輝かすであろう。」(14-15) 
神は背く者に言われる。「お前はわたしの掟を片端から唱え/わたしの契約を口に
する。どういうつもりか。お前はわたしの諭しを憎み/わたしの言葉を捨てて顧み
ないではないか。盗人と見ればこれにくみし/姦淫を行う者の仲間になる。悪事は
口に親しみ/欺きが舌を御している。座しては兄弟をそしり/同じ母の子を中傷す
る。お前はこのようなことをしている。わたしが黙していると思うのか。 
わたしをお前に似たものと見なすのか。罪状をお前の目の前に並べて/わたしはお
前を責める。(16-21) 
神を忘れる者よ、わきまえよ。さもなくば、わたしはお前を裂く。お前を救える者
はいない。告白をいけにえとしてささげる人は/わたしを栄光に輝かすであろう。道
を正す人に/わたしは神の救いを示そう。」(22-23)


