
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. 

<The First Huddle Meeting 2019> 1/27 13:30-15:00 

<This Week>    
1/20 Service I    9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30 
  Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)   

1/25 PAWS  20:00-21:00 

<Coming Week>  
1/27 Service I    9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)   
  M’s Kitchen (Lunch Service) 
  The First Huddle Meeting 2019 13:30-15:00 

2/1 PAWS  20:00-21:00  
    
<Next Communion>    2/10/  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. 

1-10-10 Morino, Machida, Tokyo 194-0022   Pastors: Andy H. Nagahara, Mari Ikeda 
　　　　Phone 090-9381-4917（Nagahara）        　e-mail:contact@yourchurch.jp 

https://yourchurch.jp 

bulletin	
							January	20th	2019	Vol.26	No.3	

Le Semeur 1865-66 JEAN-FRANÇOIS MILLET  
Pastel and crayon on beige wove paper mounted on board 

Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Mass 



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。　　　　 

＜予告＞ 2019年 第1回メンバーズハドルミーティング  1/27 13:30-15:00　 

＜今週の集まり＞ 　 1/20 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 
    
  1/25 PAWS 20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 1/27 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） 
   第1回メンバーズハドルミーティング 13:30-15:00 
    
  2/1 PAWS 20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 2019/2/10　　 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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January 20, 2019  (Mark 4:1-20) 

God’s Way Is Inefficient    Mari Ikeda 

A. Wasteful sowing (1-9) 

B. Insiders and outsiders (10-12) 

C. “Whoever has ears to hear, hear” (13-20) 

Summary 
This parable is not a story telling us to become good soil. God is the one 
who keeps sowing seeds both on bad soil and good soil. We have both good 
and bad soils in our hearts, which we can’t even tell one from another. God 
sees all of them in us, and still keeps speaking to us because He wants to be 
with us. Only thing we can do is that we “listen” to Jesus.  

For Discussion 
1) Why does God sow a seed on the lands which will produce no crop? 
2) What can we do to produce a crop? 

1 Again Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around 
him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake, while 
all the people were along the shore at the water’s edge. 2 He taught them 
many things by parables, and in his teaching said: 3 “Listen! A farmer went 
out to sow his seed. 4 As he was scattering the seed, some fell along the 
path, and the birds came and ate it up. 5 Some fell on rocky places, where it 
did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. 
6 But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered 
because they had no root. 7 Other seed fell among thorns, which grew up 
and choked the plants, so that they did not bear grain. 8 Still other seed fell 
on good soil. It came up, grew and produced a crop, some multiplying 
thirty, some sixty, some a hundred times.” 9 Then Jesus said, “Whoever has 
ears to hear, let them hear.”  

10 When he was alone, the Twelve and the others around him asked him 
about the parables. 11 He told them, “The secret of the kingdom of God has 
been given to you. But to those on the outside everything is said in parables 
12 so that, “‘they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing 
but never understanding; otherwise they might turn and be forgiven!’” 

13 Then Jesus said to them, “Don’t you understand this parable? How then 
will you understand any parable? 14 The farmer sows the word. 15 Some 
people are like seed along the path, where the word is sown. As soon as 
they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. 
16 Others, like seed sown on rocky places, hear the word and at once 
receive it with joy. 17 But since they have no root, they last only a short 
time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly 
fall away. 18 Still others, like seed sown among thorns, hear the word; 19 
but the worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desires for 
other things come in and choke the word, making it unfruitful.20 Others, 
like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a 
crop―some thirty, some sixty, some a hundred times what was sown.” 



2019/1/20 　(マルコ 4:1-20) 

神様のやり⽅は⾮効率的  池⽥真理 

A. 無駄の多い種蒔き (1-9) 

B. 内の人と外の人 (10-12) 

C. 「聞く耳のある者は聞きなさい」(13-20) 

メッセージのポイント 
このたとえ話は、「良い土地になりなさい」という話ではありません。神様は良い土
地にも悪い土地にも種を蒔き続ける方です。私たちの心には良い土地も悪い土
地も混在していて、私たちにはその正しい区別すらできません。その全てを知っ
ている上で、神様は私たちと共にいたいと願い、語りかけ続けて下さっています。
私たちにできることは、ただイエス様に「よく聞く」ことだけです。 

話し合いのために 
1) なぜ神様は実を結ばない土地にも種をまくのでしょうか？  

2) 実を結ぶために私たちにできることはなんでしょうか？ 

1 イエスは、再び湖のほとりで教え始められた。すると、おびただしい群衆が御もと

に集まって来たので、イエスは舟に乗って腰を下ろし、湖の上におられた。群衆

は皆岸辺にいた。2 イエスはたとえを用いて多くのことを教えられ、その中で次の

ように言われた。3 「よく聞きなさい。種を蒔く人が種蒔きに出て行った。4 蒔いて

いる間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。5 ほかの種は、石だら

けで土の少ない所に落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。6 しかし、日が

昇ると焼けて、根がないために枯れてしまった。7 ほかの種は茨の中に落ちた。す

ると、茨が伸びて塞いだので、実を結ばなかった。8 また、ほかの種は、良い土地

に落ち、芽生え、育って実を結び、あるものは三十倍、あるものは六十倍、あるも

のは百倍になった。」9 そして、「聞く耳のある者は聞きなさい」と言われた。 

10 イエスが独りになられたとき、イエスの周りにいた人たちが、十二人と共に、たと

えについて尋ねた。11 そこで、イエスは言われた。「あなたがたには神の国の秘

儀が授けられているが、外の人々には、すべてがたとえで示される。12 それは、

／『彼らが見るには見るが、認めず／聞くには聞くが、悟らず／立ち帰って赦され

ることがない』／ためである。」 

13 また、イエスは言われた。「このたとえが分からないのか。では、どうしてほかの

たとえが理解できるだろうか。14『 種を蒔く人』は、神の言葉を蒔くのである。15 道

端のものとは、こういう人たちである。そこに御言葉が蒔かれ、それを聞いても、す

ぐにサタンが来て、彼らに蒔かれた御言葉を奪い去る。16 石だらけの所に蒔かれ

るものとは、こういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、17 自

分には根がないので、しばらくは続いても、後で御言葉のために苦難や迫害が起

こると、すぐにつまずいてしまう。18 また、茨の中に蒔かれるものとは、こういう人た

ちである。御言葉を聞くが、19 世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望

が入って来て、御言葉を塞いで実を結ばない。20 良い土地に蒔かれたものとは、

御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、ある者は三十倍、ある者は六十倍、あ

る者は百倍の実を結ぶのである。」


