
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>    
11/11 Service I     9:30-10:30 (Japanese)     
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Communion  13:30 
  Anniversary choir rehearsal 14:00-15:30 

11/16 PAWS  20:00-21:00  

<Coming Week> 
11/18 Service I     9:30-10:30 (Japanese)     
  Communion  10:30   
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

11/23 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion>    11/18 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。　　　　 

＜今週の集まり＞ 　 11/11 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  
   聖餐式  13:30- 
   アニバーサリークワイヤー　リハーサル　14:00-15:30 
   
  11/16 PAWS    20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 11/18 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  
   
  11/23 PAWS    20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 11/18　　 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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November 11, 2018  (Mark 3:7-19) 

The Beginning And The Purposes Of The Church    
Mari Ikeda 

A. The reality of this world (7-12) 

B. The beginning and the purposes of the Church 
   
1. We did not choose Jesus, but He chose us (13-14a) 

  2. Just for the two purposes (14b-15) 

C. The reality of the Church (16-19) 

Summary  
There are so many people in this world who need Jesus’ help, both ourselves and 
people around us. But in fact the answer to all problems we have does not lie in 
what Jesus could do for us, but in us knowing who Jesus is, instead. Jesus chose us 
in order to make us be with Him first and to send us as His delegates to this world. 
Chosen by Jesus, desiring to follow Him, we form a group called Church. Though a 
church is just a group of imperfect humans, let us personally get to know Jesus 
more, and let us grow to let this world know more about His greatness.  

For Discussion 
1) Why can we find the answer to all of our problems in knowing who Jesus is? 
2) Why does Jesus call us to “be with him”? 

7 Jesus withdrew with his disciples to the lake, and a large crowd from 
Galilee followed. 8 When they heard about all he was doing, many people 
came to him from Judea, Jerusalem, Idumea, and the regions across the 
Jordan and around Tyre and Sidon. 9 Because of the crowd he told his 
disciples to have a small boat ready for him, to keep the people from 
crowding him. 10 For he had healed many, so that those with diseases were 
pushing forward to touch him. 11 Whenever the impure spirits saw him, 
they fell down before him and cried out, “You are the Son of God.” 12 But 
he gave them strict orders not to tell others about him. 

13 Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and 
they came to him. 14 He appointed twelve that they might be with him and 
that he might send them out to preach 15 and to have authority to drive out 
demons. 16 These are the twelve he appointed: Simon (to whom he gave 
the name Peter), 17 James son of Zebedee and his brother John (to them he 
gave the name Boanerges, which means “sons of thunder”), 18 Andrew, 
Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, 
Thaddaeus, Simon the Zealot 19 and Judas Iscariot, who betrayed him. 



2018/11/11  (マルコ 3:7-19) 

教会のはじまりと⽬的  池⽥真理 

A. この世界の現実 (7-12) 

B. 教会のはじまりと目的 
  1. 私たちがイエス様を選んだのではなく、イエス様が私たちを選んだ		

(13-14a) 
   

  2. ただ２つの目的のために(14b-15) 

C. 教会の現実 (16-19) 

メッセージのポイント 
イエス様の助けを必要としている人はとても多くいます。私たち自身も、
私たちの周りにいる人もそうです。でも、すべての問題の解決は、イエス
様が助けてくれることよりも、イエス様がどういう方かを知ることにあり
ます。イエス様は、私たちをご自分のそばに置くため、そして私たちをイ
エス様の代理人としてこの世界に派遣するために選ばれました。イエス様
に選ばれ、イエス様に従うことを願う人たちの群れ、それが教会です。教
会も不完全な人間の集まりですが、一人ひとりがイエス様をもっとよく知
り、そしてイエス様の素晴らしさを世界にもっと知らせることができるよ
うになりましょう。 

話し合いのために 
1) イエス様のことを知ることがなぜ問題の解決なのですか？ 
2) イエス様は何のために私たちを「そばに置く」のでしょうか？  

7 イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおび
ただしい群衆が従った。また、ユダヤ、8 エルサレム、イドマヤ、ヨルダ
ン川の向こう側、ティルスやシドンの辺りからもおびただしい群衆が、イ
エスのしておられることを残らず聞いて、そばに集まって来た。9 そこ
で、イエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押しつ
ぶされないためである。10 イエスが多くの病人をいやされたので、病気に
悩む人たちが皆、イエスに触れようとして、そばに押し寄せたからであっ
た。11 汚れた霊どもは、イエスを見るとひれ伏して、「あなたは神の子
だ」と叫んだ。12 イエスは、自分のことを言いふらさないようにと霊ども
を厳しく戒められた。 

13 イエスが山に登って、これと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそば
に集まって来た。14 そこで、十二人を任命し、使徒と名付けられた。彼ら
を自分のそばに置くため、また、派遣して宣教させ、15 悪霊を追い出す権
能を持たせるためであった。16 こうして十二人を任命された。シモンには
ペトロという名を付けられた。17 ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハ
ネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち、「雷の子ら」という名を付け
られた。18 アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルフ
ァイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、19 それに、イスカリオテのユ
ダ。このユダがイエスを裏切ったのである。


