
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>    
10/28 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  

<Coming Week> 
11/4 Service I     9:30-10:30 (Japanese)     
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Onigiri Cafe Lunch Service 
  Special lecture Meeting <W.W.J.D. about LGBTQ or SOGI?> 14:00-16:00 
11/9 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＞ 　 10/28 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 

＜次週の集まり＞ 　 11/4 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） 
   LGBTQ / SOGIをイエスならどう考える？ 14:00-16:00 
  11/9 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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October 28, 2018  (Mark 2:23-3:6) 

Let’s Not Mistake A Means For The Purpose 
   Mari Ikeda 

<A side story> The limit of the Bible seen in Abiathar? 
Ahimelek?  

<Main story> 
1. The purpose of the Sabbath 

2. We mistake a means for the purpose 
  a. Focusing on unimportant things (23-28) 

  b. Missing the important thing (1-6) 

3. What purpose do we live for? 

Summary 
What God wants us is only that we love and worship Him. That is the 
reason why we are given this life, the purpose of our life. The Bible, 
Sunday services, our personal prayer, our everyday tasks, and every 
other thing is just a means to fulfill this sole purpose. However, 
because we have a strong tendency to love ourselves and make 
ourselves our god, we often mistake a means for the purpose.  

For Discussion 
Is what is the most important for you now really important?   

23 One Sabbath Jesus was going through the grainfields, and as his 
disciples walked along, they began to pick some heads of grain. 24 
The Pharisees said to him, “Look, why are they doing what is 
unlawful on the Sabbath?” 25 He answered, “Have you never read 
what David did when he and his companions were hungry and in 
need? 26 In the days of Abiathar the high priest, he entered the house 
of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests 
to eat. And he also gave some to his companions.” 27 Then he said to 
them, “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. 28 
So the Son of Man is Lord even of the Sabbath.” 

1 Another time Jesus went into the synagogue, and a man with a 
shriveled hand was there. 2 Some of them were looking for a reason 
to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal 
him on the Sabbath. 3 Jesus said to the man with the shriveled hand, 
“Stand up in front of everyone.” 4 Then Jesus asked them, “Which is 
lawful on the Sabbath: to do good or to do evil, to save life or to 
kill?” But they remained silent. 5 He looked around at them in anger 
and, deeply distressed at their stubborn hearts, said to the man, 
“Stretch out your hand.” He stretched it out, and his hand was 
completely restored. 6 Then the Pharisees went out and began to plot 
with the Herodians how they might kill Jesus. 



2018/10/28  (マルコ 2:23-3:6) 

目的と手段を取り違えないようにしよう 

池⽥真理 

＜番外編＞アビアタル？アヒメレク？に⾒る聖書の限界 

＜本編＞ 
1. 安息⽇の⽬的 

2. 私たちは⽬的と⼿段を取り違えてしまう 
  a. 重要でないことを重要視してしまう (23-28) 

  b. 重要なことを⾒過ごしてしまう (1-6) 

3. 私たちの⽣きる⽬的は何か？ 

メッセージのポイント 
神様が私たちに求めているのは、神様を愛し礼拝することだけです。それ
が私たちが命を与えられた理由であり、私たちの生きる目的です。聖書も
日曜日の礼拝も、私たちが個人的にささげる祈りも、日々働いていること
も、このただ一つの目的を達成するための手段にすぎません。でも私たち
は、自分を愛して自分を神様にしようとする傾向が強いので、いつのまに
か手段を目的にしてしまうことが多くあります。 

話し合いのために 
あなたにとって今一番重要なことは、本当に重要なことですか？ 

23 ある安息日に、イエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩
きながら麦の穂を摘み始めた。24 ファリサイ派の人々がイエスに、
「御覧なさい。なぜ、彼らは安息日にしてはならないことをするの
か」と言った。25 イエスは言われた。「ダビデが、自分も供の者た
ちも、食べ物がなくて空腹だったときに何をしたか、一度も読んだ
ことがないのか。26 アビアタルが大祭司であったとき、ダビデは神
の家に入り、祭司のほかにはだれも食べてはならない供えのパンを
食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。」27 そして更に言
われた。「安息日は、人のために定められた。人が安息日のために
あるのではない。28 だから、人の子は安息日の主でもある。」 
1 イエスはまた会堂にお入りになった。そこに片手の萎えた人がい
た。2 人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を
いやされるかどうか、注目していた。3 イエスは手の萎えた人に、
「真ん中に立ちなさい」と言われた。4 そして人々にこう言われ
た。「安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行
うことか。命を救うことか、殺すことか。」彼らは黙っていた。5 
そこで、イエスは怒って人々を見回し、彼らのかたくなな心を悲し
みながら、その人に、「手を伸ばしなさい」と言われた。伸ばす
と、手は元どおりになった。6 ファリサイ派の人々は出て行き、早
速、ヘロデ派の人々と一緒に、どのようにしてイエスを殺そうかと
相談し始めた。


