
Special lecture Meeting 11/04 14:00-16:00  
<W.W.J.D. about LGBTQ or SOGI?> 

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>    
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  

<Coming Week> 
10/28 Service I     9:30-10:30 (Japanese)     
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Quarterly members’ huddle 13:30-15:00 
11/2 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion>    11/11 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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講演会予告：	11/04	14:00-16:00		
<LGBTQ / SOGIをイエスならどう考える？> 

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＞ 　 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 

＜次週の集まり＞ 　 10/28 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  
   秋のメンバーズハドル 13:30-15:00 
  11/2 PAWS    20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 11/11　　 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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10/21/2018 (Psalm 52) 

Trusting in God's Unfailing Love for Ever and Ever 

   Andy Nagahara 

Preface: David, God's beloved (0) 

A. The great evil in our world (1-4) 

B. The result of relying on oneself (5-7) 

C. Our strength for living in this world (8, 9) 

Summary 
In the world around us, we can see the rich and powerful oppressing the 
weak. Among those who oppress others, some manage to make it through 
life in their own strength, but many others find themselves facing the limits 
that come with relying on self. We have been offered a different, more 
powerful way to live. That is, to walk with God and to rely on him.  

For Discussion 
1) What has the power to Destry human beings? 
2) What gives us the power to live in this world? 

0 For the director of music. A <maskil> [1] of David. When Doeg the 
Edomite had gone to Saul and told him: "David has gone to the house of 
Ahimelech."  

1 Why do you boast of evil, you mighty man? Why do you boast all day 
long, you who are a disgrace in the eyes of God?  
2 Your tongue plots destruction; it is like a sharpened razor, you who 
practice deceit.  
3 You love evil rather than good, falsehood rather than speaking the truth. 
<Selah>  
4 You love every harmful word, O you deceitful tongue! 

5 Surely God will bring you down to everlasting ruin: He will snatch you 
up and tear you from your tent; he will uproot you from the land of the 
living. <Selah> 

6 The righteous will see and fear; they will laugh at him, saying,  
7 "Here now is the man who did not make God his stronghold but trusted 
in his great wealth and grew strong by destroying others!" 

8 But I am like an olive tree flourishing in the house of God; I trust in 
God's unfailing love for ever and ever.  
9 I will praise you forever for what you have done; in your name I will 
hope, for your name is good. I will praise you in the presence of your 
saints.  



2018/10/21 (詩編52) 

とこしえに神の慈しみに依り頼む 永原アンディ 
序 神様に愛されていたダビデ (1, 2) 

A. 世界に現れている強く⼤きな悪の⼒ (3-6) 

B. ⾃分に依り頼む者の結末 (7) 

C. 世界で⽣き抜くための私たちの⼒ (10-11) 

メッセージのポイント 
目に見える世界では富、権力を持ち強い者の不正義が弱い者を苦しめ続け
ています。中には、この世界をしぶとく生き抜く悪人もいますが、自分に
依り頼んで生きる力ある者の多くは、やがてその力を奪われ転落します。
しかし私たちは、決して転落することのない、確かな生き方を知らされて
います。それは、永遠に神と共に歩むこと、神にのみ依り頼むことです。 

話し合いのために 
1) 人を滅ぼす力を持っているのはどのようなものですか？ 
2) どのようにしてこの世界を生き抜くことができますか？ 

1 【指揮者によって。マスキール。ダビデの詩。 
2 エドム人ドエグがサウルのもとに来て、「ダビデがアヒメレクの家に来
た」と告げたとき。】 

3 力ある者よ、なぜ悪事を誇るのか。神の慈しみの絶えることはないが 
4 お前の考えることは破滅をもたらす。舌は刃物のように鋭く、人を欺
く。 
5 お前は善よりも悪を正しい言葉よりもうそを好み〔セラ 
6 人を破滅に落とす言葉、欺く舌を好む。 

7 神はお前を打ち倒し、永久に滅ぼされる。お前を天幕から引き抜き命あ
る者の地から根こそぎにされる。〔セラ 

8 これを見て、神に従う人は神を畏れる。彼らはこの男を笑って言う。 
9 「見よ、この男は神を力と頼まず自分の莫大な富に依り頼み自分を滅ぼ
すものを力と頼んでいた。 

10 わたしは生い茂るオリーブの木。神の家にとどまります。世々限りな
く、神の慈しみに依り頼みます。 
11 あなたが計らってくださいますからとこしえに、感謝をささげます。御
名に望みをおきますあなたの慈しみに生きる人に対して恵み深いあなたの
御名に。


