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

  PAWS (1/4) will be canceled!!  

<Coming Week>  
1/6 Service I    9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)   

1/11 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion>    1/13/2019   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。　　　　 

＜今週の集まり＞ 　 12/30 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 
    
   PAWS (1/4) はお休みです！ 

＜次週の集まり＞ 　 1/6 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  
     
  1/11 PAWS 20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 2019/1/13　　 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。
4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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12/30/2018  (I Thessalonians 1:1-10) 

The 25th year of Your Church    Andy Nagahara                                    
A. What is Your Church? 

1) A family of people who nurture faith, hope, and love in one another (1-3) 

2) People who are chosen by God in love (4) 

3) People who are led by the Holy Spirit (5-6) 

B. Embodying hope in our community 

1) Modeling how to live well (6-8) 

2) Always sharing hope (9, 10) 

Summary 
We are members of a big family called Your Church and this family is open to 
everyone. Even though our life circumstances are very different, our desire to 
follow Jesus is something we share in common. If we follow Jesus, we can bring 
healing to a world that is suffering from hatred, intolerance, and self-centeredness. 

For Discussion 
1. What is Your Church? 
2. What is the purpose of Your Church? 

1 Paul, Silas and Timothy, To the church of the Thessalonians in God 
the Father and the Lord Jesus Christ: Grace and peace to you.  
2 We always thank God for all of you, mentioning you in our prayers.  
3 We continually remember before our God and Father your work 
produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance 
inspired by hope in our Lord Jesus Christ.  
4 For we know, brothers loved by God, that he has chosen you,  
5 because our gospel came to you not simply with words, but also 
with power, with the Holy Spirit and with deep conviction. You know 
how we lived among you for your sake.  
6 You became imitators of us and of the Lord; in spite of severe 
suffering, you welcomed the message with the joy given by the Holy 
Spirit.  
7 And so you became a model to all the believers in Macedonia and 
Achaia.  
8 The Lord's message rang out from you not only in Macedonia and 
Achaia--your faith in God has become known everywhere. Therefore 
we do not need to say anything about it,  
9 for they themselves report what kind of reception you gave us. 
They tell how you turned to God from idols to serve the living and 
true God,  
10 and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the 
dead--Jesus, who rescues us from the coming wrath.  
  



2018/12/30  　(テサロニケの信徒への第一の手紙 1:1-10) 

25年⽬のユアチャーチ  永原アンディ 

A. ユアチャーチとは何か？ 
1)  互いの信仰、希望、愛を支え合う家族 (1-3) 

  
2)  神様の愛によって選ばれている (4) 

  
3)  聖霊に導かれて進む (5-6) 

  
  

B. コミュニティーの希望となる 
  
1)  生き方の良いモデルになろう (6-8) 

  

  
2)  どんな時でも希望を指し示そう (9, 10) 

  

メッセージのポイント 
私たちはユアチャーチという大きな家族の一員です。この家族は全ての人

に開かれています。それぞれの置かれている状況は違っていても、ただイ

エスに従って歩みたいという願いだけは同じです。イエスに従って歩むな

ら、憎しみや不寛容、利己主義によって傷ついた世界・人間関係を癒す

者となれます。 

話し合いのために 
1) ユアチャーチとは何ですか？ 

2) ユアチャーチは何のために存在しますか？ 

1 パウロとシルワノとテモテから、父である神と主イエス・キリストにあるテサ

ロニケの教会へ。恵みと平和が、あなたがたにありますように。 

2 わたしたちは、祈りの度に、あなたがたを思い起こし、あなたがた一同に

ついて、いつも神に感謝しています。 

3 あなたがたが信仰の働きを示し、愛のために労苦し、また、わたしたちの

主イエス・キリストに希望を置いて忍耐していることを、絶えず父なる神の

前に思い起こしているのです。 

4 神に愛されているきょうだいたち、私たちは、あなたがたが神に選ばれた

ことを知っています。 

5 私たちの福音があなたがたに伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、

力と、聖霊と、強い確信とによったからです。私たちがあなたがたのところ

で、あなたがたのためにどのように振る舞ったかは、ご存じのとおりです。 

6 そしてあなたがたは、多くの苦難の中で、聖霊による喜びをもって御言

葉を受け入れ、わたしたちと主に倣う者となりました。 

7 こうして、マケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範となったので

す。 

8 主の言葉が、あなたがたのところから出て、マケドニアやアカイアに響き

渡っただけでなく、神に対するあなたがたの信仰が至るところに伝わって

いるので、私たちはもう何も語る必要はありません。 

9-10 私たちがどのようにあなたがたに受け入れられたのか、また、彼ら自

身がわたしたちについて言い広めているからです。また、あなたがたがど

のように偶像から神に立ち帰って、生けるまことの神に仕えるようになり、ま

た、御子が天から来られるのを待ち望むようになったのかを、彼ら自身が

言い広めているからです。この御子こそ、神が死者の中から復活させた

方、来るべき怒りからわたしたちを救ってくださるイエスです。


