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> Today!
<This 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

<Coming Week>
2/3
Service I
9:30-10:30 (Japanese)
Service II 11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)
2/8

PAWS

<Next Communion>

20:00-21:00
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
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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。

＜本日＞ 2019年
＜今週の集まり＞

＜次週の集まり＞

＜次回の聖餐式＞

第1回メンバーズハドルミーティング 13:30-15:00
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

2/3

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

2/8

PAWS

2019/2/10

20:00-21:00

20:00-21:00
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。
〒194-0022

東京都町田市森野1-10-10
牧師: 永原アンディ創・池田真理
Phone 090-9381-4917（永原） email:contact@yourchurch.jp
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January 27, 2019 (Psalm 56)

In God I Trust; I Will Not Be Afraid

Summary
Andy Nagahara

A. Worshipping God together
1. I/We

When we worship God together, we come as individuals (I) and as a part of
a group (we). From God’s perspective, the word “you” is both singular and
plural. That means that our identities as individuals and as the church are
inseparable. We are connected to the church universal through our
connection with the local church. The Your Church covenant is our
declaration to God and to others that Your Church is our connection to the
church.

For Discussion
1) What have you cried out to God about recently?
2) How have you fulfilled your vow to God?
2. Supplication・trust・thanks・praise

B. Your Church covenant
1. We are both individuals and members of one family

2. “Being” and “doing”

0 For the director of music. To [the tune of] "A Dove on Distant Oaks." Of
David. A <miktam.> When the Philistines had seized him in Gath.
1 Be merciful to me, O God, for men hotly pursue me; all day long they
press their attack.
2 My slanderers pursue me all day long; many are attacking me in their
pride.
3 When I am afraid, I will trust in you.
4 In God, whose word I praise, in God I trust; I will not be afraid. What can
mortal man do to me?
5 All day long they twist my words; they are always plotting to harm me.
6 They conspire, they lurk, they watch my steps, eager to take my life.
7 On no account let them escape; in your anger, O God, bring down the
nations.
8 Record my lament; list my tears on your scroll -- are they not in your
record?
9 Then my enemies will turn back when I call for help. By this I will know
that God is for me.
10 In God, whose word I praise, in the LORD, whose word I praise-11 in God I trust; I will not be afraid. What can man do to me?
12 I am under vows to you, O God; I will present my thank offerings to
you.
13 For you have delivered me from death and my feet from stumbling, that
I may walk before God in the light of life.

2019/1/27

(詩編56)

神に信頼し、恐れることはありません
A. 主に向かって共に礼拝する
1) 私／私たち

メッセージのポイント
永原アンディ

共に神様を礼拝する時、一人一人は「私」であると同時に「私たち」でもあります。
神様から見れば、「あなた」であると同時に「あなたがた」です。それが意味するこ
とは、一人一人が個人であることと教会であることは切り離せないことだということ
です。私たちは世界に一つの教会に、その一部分である目に見える一つ一つの
教会に連なることによって、連なっています。ユアチャーチカヴェナントは、「それ
が私にとってはユアチャーチです」という神様と人に対する宣言であり告白なので
す。

話し合いのために
1) 最近、どのような事で神様に叫び求めましたか？
2) あなたは神様への誓いを何によって果たしますか？

2) 嘆願・信頼・感謝・賛美

B. ユアチャーチカヴェナント
1) 個であり家族である私たち

2) “ある”ことと“する”こと

1 【指揮者によって。「はるかな沈黙の鳩」に合わせて。ダビデの詩。ミクタ
ム。ペリシテ人がダビデをガトで捕えられたとき。】
2 神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みにじり
戦いを挑む者が日夜私を虐げ
3 敵対する者が日夜私を踏みにじります。驕り高ぶる多くの者が私に戦
いを挑みます。
4 恐れに捕らわれる日 私はあなたに信頼します。
5 神によって、神の言葉を賛美します。
神に信頼し、恐れることはありません。
肉なる者が私に何をなしうるでしょう。
6 日夜、彼らは私の言葉を侮辱する。私に対する彼らの謀はすべて悪。
7 彼らは争いを仕掛けては待ち伏せし私の歩みを見張っている私の命を
狙うかのように。
8 神よ、彼らの救いは悪事の上にあります。御怒りによってもろもろの民を
倒してください。
9 あなたは私のさすらいの日々を数えてくださいました。私の涙をあなたの
革袋に蓄えてください。あなたの記録にはそうするよう書かれてはいませ
んか。
10 私があなたを呼び求める日 その時、敵は退きます。私は、神がそばに
おられることを知っています。
11 神によって御言葉を賛美します。主によって御言葉を賛美します。
12 神に信頼し、恐れることはありません。
人間が私に何をなしうるでしょう。
13 神よ、私にはあなたへの誓いがあります。私は感謝の献げ物によって
それを果たします。
14 あなたは死から私の魂をつまずきから私の歩みを救い出してくださいま
した 神の前、命の光の中を進み行くために。

