
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>    
10/7 Service I     9:30-10:30 (Japanese)     
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

10/12 PAWS  20:00-21:00  

<Coming Week> 
10/14 Service I     9:30-10:30 (Japanese)     
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  M’s Kitchen (Lunch Service) 
  Communion 13:30 
  Anniversary Choir rehearsal  14:00-  

10/19 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＞ 　 10/7 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  

  10/12 PAWS    20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 10/14 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  
   皆川亭（ランチサービス）  
   聖餐式　13:30- 
   アニバーサリー・クワイヤ 練習　14:00-   

  10/19 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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October 7th, 2018 (Psalm 51)  Andy Nagahara 

Create in me a clean heart, oh God 

A.This is who we are (0-5) 

B. The two things we should seek from God 
1. Forgiveness (6-9) 

2. To be prepared for work (10-12) 

C. What God wants for us as we are made new 
1. To teach and to share (13) 

2. To sacrifice ourselves (14-19) 

Summary 
When we take an honest look inside ourselves, we are compelled to 
acknowledge how foolish, ugly, weak, and small we really are. None of us 
can save ourselves, but salvation comes from God. He knows us through 
and through and yet he continues to love us and give us the help we need to 
live as children of God. 

For Discussion 
1) What is this “broken spirit” that God desires? 
2) What is the message we need to share with the people around us? 

0 For the director of music. A psalm of David. When the prophet Nathan came to 
him after David had committed adultery with Bathsheba.  
1 Have mercy on me, O God, according to your unfailing love; according to your 
great compassion blot out my transgressions.  
2 Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin.  
3 For I know my transgressions, and my sin is always before me.  
4 Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight, so that 
you are proved right when you speak and justified when you judge.  
5 Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me.  
6 Surely you desire truth in the inner parts [1] ; you teach [2] me wisdom in the 
inmost place.  
7 Cleanse me with hyssop, and I will be clean; wash me, and I will be whiter than 
snow.  
8 Let me hear joy and gladness; let the bones you have crushed rejoice.  
9 Hide your face from my sins and blot out all my iniquity.  
10 Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.  
11 Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me.  
12 Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit, to sustain 
me.  
13 Then I will teach transgressors your ways, and sinners will turn back to you.  
14 Save me from bloodguilt, O God, the God who saves me, and my tongue will 
sing of your righteousness.  
15 O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise.  
16 You do not delight in sacrifice, or I would bring it; you do not take pleasure in 
burnt offerings.  
17 The sacrifices of God are [1] a broken spirit; a broken and contrite heart, O 
God, you will not despise.  
18 In your good pleasure make Zion prosper; build up the walls of Jerusalem.  
19 Then there will be righteous sacrifices, whole burnt offerings to delight you; 
then bulls will be offered on your altar.  



2018/10/7 (詩編 51編)  永原アンディ 

聖い心/新しい霊/私に満たしてください 

A. あなたも、私もこんなもの (1-7) 

B. 神様に求めるべき⼆つのこと 
1. 赦されること (8-11) 

2. 働きのために整えられること  (12-14) 

C. 新しくされた私たちに神様が期待されていること 
1. 教えること、伝えること  (15) 

2. 自分自身を捧げること  (16-21) 

メッセージのポイント 
自身の内面を正直に見つめる時、私たちは悲しくなるほど、愚かで、醜く、弱く、
小さい者であることを認めざるを得ません。自分を救える人は1人もいませんが、
救いは神様から来るのです。神様は私たちがどんな人間であるかよくご存知です
が、私たちを見捨てずに愛し続け、神の子としての歩みをすることができるように
支えてくださいます。 

話し合いのために 
1) 神の求める「打ち砕かれた霊」とは？ 
2) あなたが周りの人に伝えるべきことは何ですか？ 

【指揮者によって。賛歌。ダビデの詩。ダビデがバト・シェバと通じたので預言者
ナタンがダビデのもとに来たとき。】 神よ、わたしを憐れんでください御慈しみを
もって。深い御憐れみをもって背きの罪をぬぐってください。 わたしの咎をことご
とく洗い罪から清めてください。 あなたに背いたことをわたしは知っています。わ
たしの罪は常にわたしの前に置かれています。 あなたに、あなたのみにわたしは罪
を犯し御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しくあな
たの裁きに誤りはありません。 わたしは咎のうちに産み落とされ母がわたしを身
ごもったときもわたしは罪のうちにあったのです。(1-7) 
あなたは秘儀ではなくまことを望み秘術を排して知恵を悟らせてくださいます。ヒ
ソプの枝でわたしの罪を払ってくださいわたしが清くなるように。わたしを洗って
ください雪よりも白くなるように。喜び祝う声を聞かせてくださいあなたによって
砕かれたこの骨が喜び躍るように。わたしの罪に御顔を向けず咎をことごとくぬぐ
ってください。(8-11) 
神よ、わたしの内に清い心を創造し新しく確かな霊を授けてください。御前からわ
たしを退けずあなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再びわ
たしに味わせ自由の霊によって支えてください。(12-14) 
わたしはあなたの道を教えますあなたに背いている者に罪人が御もとに立ち帰るよ
うに。(15) 
神よ、わたしの救いの神よ流血の災いからわたしを救い出してください。恵みの御
業をこの舌は喜び歌います。主よ、わたしの唇を開いてくださいこの口はあなたの
賛美を歌います。もしいけにえがあなたに喜ばれ焼き尽くす献げ物が御旨にかなう
のならわたしはそれをささげます。しかし、神の求めるいけにえは打ち砕かれた
霊。打ち砕かれ悔いる心を神よ、あなたは侮られません。御旨のままにシオンを恵
みエルサレムの城壁を築いてください。そのときには、正しいいけにえも焼き尽く
す完全な献げ物も、あなたに喜ばれそのときには、あなたの祭壇に雄牛がささげら
れるでしょう。 (16-21)


