
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. 
                                                                                                                        

10/28  13:30    Quarterly members’ huddle 

<This 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 

<Coming Week> 
10/21 Service I     9:30-10:30 (Japanese)     
  Communion 10:30 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Onigiri Cafe (lunch service) 
10/26 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion>    10/21 10:30 

<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。　　　　　
　　　                                                                                                   

10/28  13:30 秋のメンバーズハドル 

＜今週の集まり＞ 　 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 

＜次週の集まり＞ 　 10/21 礼拝 I   9:30-10:30 (日本語)  
   聖餐式　 10:30- 
   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） 
  10/26 PAWS    20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 10/21　　 10:30 

<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 14th, 2018 (Mark 2:18-22) 

The New Life We Live By Being United With Jesus   
Mari Ikeda 

A. Jesus is our bridegroom 
1. Jesus is the bridegroom (18-19, Isaiah 54:5, 62:5) 

2. The bridegroom sacrifices his life for his bride (20) 

B. The new life does not go together with the old life 
 (21-22, 2 Corinthians 5:17) 

Summary 
Jesus was God, our Lord and our bridegroom, who came to this earth in 
order to make us His partner. We can assume from the marriage analogies 
used in the Old Testament how much God loves us. Our life after we get to 
know God’s love through Jesus and decide to live with Him does not got 
together with our previous life in which we did not know Him. We have 
only two options. We either live by our own strength or live by relying on 
Jesus.  

For Discussion 
1) How do you reflect on that Jesus is your bridegroom? 
2) What does it mean that you become a new wineskin? Why can you not 
remain an old wineskin? 

18 Now John’s disciples and the Pharisees were fasting. Some people came 
and asked Jesus, “How is it that John’s disciples and the disciples of the 
Pharisees are fasting, but yours are not?” 19 Jesus answered, “How can the 
guests of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long 
as they have him with them. 20 But the time will come when the 
bridegroom will be taken from them, and on that day they will fast.  
21 “No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. Otherwise, 
the new piece will pull away from the old, making the tear worse. 22 And 
no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst 
the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, they 
pour new wine into new wineskins.” 

Isaiah 54:5 For your Maker is your husband― the Lord Almighty is his 
name― the Holy One of Israel is your Redeemer; he is called the God of 
all the earth. 

Isaiah 62:5 As a young man marries a young woman, so will your Builder 
marry you; as a bridegroom rejoices over his bride, so will your God 
rejoice over you. 

2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has 
come: The old has gone, the new is here!  



2018/10/14 (マルコ 2:18-22) 

イエス様と結ばれて生きる新しい命 池田真理 
A. イエス様は私たちの花婿 

1. イエスは花婿 (18-19, イザヤ 54:5, 62:5) 

2. 花嫁のために犠牲になる花婿 (20) 

B. 古い⽣活と新しい⽣活は両⽴しない (21-22, 2コリント5:17) 

メッセージのポイント 
イエス様は私たちをパートナーとするためにこの世界に来られた私たちの
花婿、私たちの主、神様でした。神様が私たちのことをどれほど深く愛し
てくださっているかは、旧約聖書の結婚のアナロジーからもわかります。
イエス様を通して神様の愛を知り、イエス様と共に生きると決めた後の生
き方は、イエス様を知らなかった頃の生き方とは両立しません。自分に頼
って生きるか、イエス様に頼って生きるかどちらか一方しかないのです。 

話し合いのために 
1) イエス様があなたの花婿だということについて、どう思いますか？ 
2) あなたが新しい革袋になるとはどういうことですか？古い革袋ではなぜ
だめなのですか？  

18 ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は、断食していた。そこで、
人々はイエスのところに来て言った。「ヨハネの弟子たちとファリサイ派
の弟子たちは断食しているのに、なぜ、あなたの弟子たちは断食しないの
ですか。」19 イエスは言われた。「花婿が一緒にいるのに、婚礼の客は断
食できるだろうか。花婿が一緒にいるかぎり、断食はできない。20 しか
し、花婿が奪い取られる時が来る。その日には、彼らは断食することにな
る。 
21 だれも、織りたての布から布切れを取って、古い服に継ぎを当てたりは
しない。そんなことをすれば、新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは
いっそうひどくなる。22 また、だれも、新しいぶどう酒を古い革袋に入れ
たりはしない。そんなことをすれば、ぶどう酒は革袋を破り、ぶどう酒も
革袋もだめになる。新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れるものだ。」 

イザヤ54:5 あなたの造り主があなたの夫となられる。その御名は万軍の
主。あなたを贖う方、イスラエルの聖なる神／全地の神と呼ばれる方。 

イザヤ62:5 若者がおとめをめとるように／あなたを再建される方があなた
をめとり／花婿が花嫁を喜びとするように／あなたの神はあなたを喜びと
される。 

２コリント5:17 だから、キリストと結ばれる人はだれでも、新しく創造さ
れた者なのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。


