
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. 

Advent and Christmas 2018 will come soon! 

<This Week>    
11/25 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  M’s Kitchen 
  Seasonal Cleaning & Decoration 

11/30 PAWS  20:00-21:00 

<Coming Week> The first Sunday of Advent 2018 
12/2 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  I. I. café  Enjoy! Seasonal Special drinks and support I. I. Indonesia 

12/7 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion>    12/9 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。　　　　 

もうすぐ待降節・クリスマス！ 
＜今週の集まり＞ 　 11/25 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） 
   掃除+クリスマスデコレーション 
   
  11/30 PAWS    20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 12/2 礼拝 I   9:30-10:30 (日本語)  
待降節第一日曜日  礼拝 II  (日本語・英語)   子供のミニチャーチ 11-12:30  
   I. I. café  季節の温かい飲み物で、I.I. の働きをサポート 

  12/7 PAWS    20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 12/9　　 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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November 25, 2018  (Mark 3:20-35) 

Warnings To The Church  Mari Ikeda 

A. Supernatural powers cannot be a decisive evidence for our 
faith (20-22)  

B. The mistake of behaving as if we are God (22-30)  
 1. Treating God as Satan  

 2. Jesus’ warning  
 

C. The mistake of believing that Jesus belongs to “my” family 

(21, 31-35)  
 1. Understanding Jesus only within our assumptions of Him  
  

 2. What is the true family of Jesus? 

Summary  
It is the most dangerous for us to falsely believe that we know God and 
Jesus well enough. This always poses a danger to the church. By this false 
belief, we make ourselves gods and make misjudgments to others. By this 
false belief, we fail to understand Jesus’ love and love others only within 
our limited ability to understand. Let each of us recognize our own 
limitation, and try to pursue Jesus’ will rather than our own selfish motives, 
so that we can become a part of the true family of Jesus.   

For Discussion 
1) What can we do not to make these mistakes? 
2) What is the true family of Jesus? 

20 Then Jesus entered a house, and again a crowd gathered, so that he and 
his disciples were not even able to eat. 21 When his family heard about this, 
they went to take charge of him, for they said, “He is out of his mind.” 22 
And the teachers of the law who came down from Jerusalem said, “He is 
possessed by Beelzebul! By the prince of demons he is driving out 
demons.” 23 So Jesus called them over to him and began to speak to them 
in parables: “How can Satan drive out Satan? 24 If a kingdom is divided 
against itself, that kingdom cannot stand. 25 If a house is divided against 
itself, that house cannot stand. 26 And if Satan opposes himself and is 
divided, he cannot stand; his end has come. 27 In fact, no one can enter a 
strong man’s house without first tying him up. Then he can plunder the 
strong man’s house. 28 Truly I tell you, people can be forgiven all their sins 
and every slander they utter, 29 but whoever blasphemes against the Holy 
Spirit will never be forgiven; they are guilty of an eternal sin.”30 He said 
this because they were saying, “He has an impure spirit.” 

31 Then Jesus’ mother and brothers arrived. Standing outside, they sent 
someone in to call him. 32 A crowd was sitting around him, and they told 
him, “Your mother and brothers are outside looking for you.” 33 “Who are 
my mother and my brothers?” he asked. 34 Then he looked at those seated 
in a circle around him and said, “Here are my mother and my brothers! 35 
Whoever does God’s will is my brother and sister and mother.” 



2018/11/25 (マルコ 3:20-35) 

教会への警告    池⽥真理 

A. 超⾃然的な⼒は信仰の決定的根拠にならない (20-22) 

  

B. ⾃分が神様だと思っている間違い (22-30) 

  1. 神様を悪魔としてしまう 

  2. イエス様の警告 

C. イエス様は「私」の⾝内だと思っている間違い (21, 31-35) 

  1. 自分の理解できる範囲でしかイエス様を理解しようとしない 

  2. 真のイエス様の家族とは 

メッセージのポイント 
自分は神様を知っている、イエス様を知っている、と思い込んでいること
が一番危険です。教会はいつもその危険にさらされています。その思い込
みによって、私たちは自分を神とし、他人を裁きます。その思い込みによ
って、私たちはイエス様の愛を理解せず、自分の狭い理解力の中でしか人
を愛することができません。一人ひとりが自分の限界を認め、自分勝手な
思いではなく、イエス様の意志を追い求めましょう。それによって、イエ
ス様の真の家族となりましょう。 

話し合いのために 
1) この間違いを犯さないために私たちにできることは何ですか? 
2) 真のイエス様の家族とは？ 

20 イエスが家に帰られると、群衆がまた集まって来て、一同は食事をする
暇もないほどであった。21 身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さ
えに来た。「あの男は気が変になっている」と言われていたからである。
22 エルサレムから下って来た律法学者たちも、「あの男はベルゼブルに取
りつかれている」と言い、また、「悪霊の頭の力で悪霊を追い出してい
る」と言っていた。23 そこで、イエスは彼らを呼び寄せて、たとえを用い
て語られた。「どうして、サタンがサタンを追い出せよう。24 国が内輪で
争えば、その国は成り立たない。25 家が内輪で争えば、その家は成り立た
ない。26 同じように、サタンが内輪もめして争えば、立ち行かず、滅びて
しまう。27 また、まず強い人を縛り上げなければ、だれも、その人の家に
押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってから、その
家を略奪するものだ。28 はっきり言っておく。人の子らが犯す罪やどんな
冒涜の言葉も、すべて赦される。29 しかし、聖霊を冒涜する者は永遠に赦
されず、永遠に罪の責めを負う。」30 イエスがこう言われたのは、「彼は
汚れた霊に取りつかれている」と人々が言っていたからである。 

31 イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。
32 大勢の人が、イエスの周りに座っていた。「御覧なさい。母上と兄弟姉
妹がたが外であなたを捜しておられます」と知らされると、33 イエスは、
「わたしの母、わたしの兄弟とはだれか」と答え、34 周りに座っている
人々を見回して言われた。「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟
がいる。35 神の御心を行う人こそ、わたしの兄弟、姉妹、また母なのだ。


