
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>    
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  20:00-21:00 

<Coming Week>  
2/10 Service I    9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)   
  Communion 13:30 

2/15 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. 
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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＞ 　 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 20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 2/10 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 
      
  2/15 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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February 3, 2019  (Mark 4:21-34) 

The Mystery of God’s Kingdom   Mari Ikeda 

A. The key to the mystery is the “lamp” 

1. A lamp is to be used to shine a light (21-23) 

2. A measure to hear and a measure to receive (24-25) 

B. The mystery of God’s Kingdom 

1. Not by human strength, it will certainly produce grains. (26-29) 

2. It looks tiny in the beginning, but will spread wider than any expectation. 
(30-32) 

3. There are always both things hidden to us and things revealed to us. 
(33-34) 

Summary 
We cannot grasp the whole picture of God’s Kingdom, but we can be a part 
of the Kingdom itself if we live our life by letting Jesus light our way. This 
lamp can give us a better sight of the Kingdom in this world, which we 
often miss to recognize. Let us see better by this lamp that God’s Kingdom 
is indeed coming in ourselves and among others around us.  

For Discussion 
1) What is the Kingdom of God? 
2) What does v.25 mean? 

21 He said to them, “Do you bring in a lamp to put it under a bowl or a 
bed? Instead, don’t you put it on its stand? 22 For whatever is hidden is 
meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out 
into the open.23 If anyone has ears to hear, let them hear.” 

24 “Consider carefully what you hear,” he continued. “With the measure 
you use, it will be measured to you―and even more. 25 Whoever has will 
be given more; whoever does not have, even what they have will be taken 
from them.” 

26 He also said, “This is what the kingdom of God is like. A man scatters 
seed on the ground. 27 Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed 
sprouts and grows, though he does not know how. 28 All by itself the soil 
produces grain―first the stalk, then the head, then the full kernel in the 
head. 29 As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the 
harvest has come.” 

30 Again he said, “What shall we say the kingdom of God is like, or what 
parable shall we use to describe it? 31 It is like a mustard seed, which is the 
smallest of all seeds on earth. 32 Yet when planted, it grows and becomes 
the largest of all garden plants, with such big branches that the birds can 
perch in its shade.” 

33 With many similar parables Jesus spoke the word to them, as much as 
they could understand. 34 He did not say anything to them without using a 
parable. But when he was alone with his own disciples, he explained 
everything. 



2019/2/3 (マルコ 4:21-34) 

神様の国の不思議   池⽥真理 
A. 不思議を解く鍵は「ランプ」 
1. ランプは光を照らすためにある (21-23) 

2. 聞く秤と受け取る秤 (24-25) 

B. 神様の国の不思議 
1. 人間の力によらず、確実に実を結ぶ (26-29) 

2. 最初は小さいが、想定外の広がりを持つことになる(30-32) 

3. 私たちには隠されていることと明らかにされていること、両方が
いつもある (33-34) 

メッセージのポイント 
私たちには神様の国の全てを見ることはできません。でも、私たちがイエ
ス様というランプによって人生を照らされて歩むなら、私たち自身が神様
の国の一部になっています。このランプは、この世界の中で私たちが見過
ごしてしまいがちな神様の国をよく見えるようにしてくれます。私たちの
中にも私たちの周りの人たちの間にも、神様の国は来ていることを、この
ランプによってよく見えるようになりましょう。 

話し合いのために 
1) 神様の国とは何ですか？ 
2) 25節はどういう意味ですか？ 

21 また、イエスは言われた。「灯を持って来るのは、升の下や寝台の下に
置くためだろうか。燭台の上に置くためではないか。22 隠れているもの
で、あらわにならないものはなく、秘められたもので、明るみに出ないも
のはない。23 聞く耳のある者は聞きなさい。」 

24 また、彼らに言われた。「何を聞いているかに注意しなさい。あなたが
たは、自分の量る秤で量られ、さらに加えて与えられる。25 持っている人
はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられ
る。」 

26 また、イエスは言われた。「神の国は次のようなものである。人が地に
種を蒔き、27 夜昼、寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、
どうしてそうなるのか、その人は知らない。28 地はおのずから実を結ばせ
るのであり、初めに茎、次に穂、それから穂には豊かな実ができる。29 実
が熟すと、すぐに鎌を入れる。収穫の時が来たからである。」 

30 また、イエスは言われた。「神の国を何にたとえようか。どのようなた
とえで示そうか。31 それは、からし種のようなものである。地に蒔くとき
には、地上のどんな種よりも小さいが、32 蒔くと、成長してどんな野菜よ
りも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。」 

33 イエスは、このように多くのたとえで、人々の聞く力に応じて御言葉を
語られた。34 たとえを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たち
にはひそかにすべてを説明された。


