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

  
3/8 PAWS   20:00-21:00  
    

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

 Onigiri Cafe (Lunch service) 
  Sunday PAWS 13:30-14:30 

3/15 PAWS   20:00-21:00  
    
<Next Communion>     3/10  10:30 

<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＞ 　 3/3 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 
      
  3/8 PAWS 20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 3/10 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 
   おにぎりカフェ　ランチサーヴィス   
   サンデーPAWS  13:30-14:30 
   
  3/8 PAWS 20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 3/10　　 10:30 

<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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3/3/2019 (Mark 5:1-20) 

Jesus Set Us Free and Send Us Out   Mari Ikeda 

0.“The region of the Gerasenes” (1) 

1. Demons and Jesus (2-13) 
   a. Demons lead us to self-destruction 

   b. But they can never disobey Jesus 

2. Jesus and those who are set free by Jesus (14-20) 
   a. Jesus being expelled  

   b. He sends us out on His behalf 

Summary 
We only live either by obeying Jesus or obeying Satan. Satan leads us to self-
destruction. But Satan can never disobey God. Jesus came to this world in order to 
set us free from Satan’s rule and take us back to be under God’s rule. Those who 
met Jesus and were set free by Him earlier than others are His missionaries sent out 
to this world to convey God’s mercy on behalf of Jesus, who is now invisible. “Go 
home to your own people and tell them how much the Lord has done for you, and 
how he has had mercy on you.” 

For Discussion 
1) How do you think about the presence of demons (Satan)?  
2) Why did Jesus not approve this man to follow Him? How does it relate to us?  

1 They went across the lake to the region of the Gerasenes.  

2 When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs 
to meet him. 3 This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, 
not even with a chain. 4 For he had often been chained hand and foot, but he tore 
the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to 
subdue him. 5 Night and day among the tombs and in the hills he would cry out 
and cut himself with stones. 6 When he saw Jesus from a distance, he ran and fell 
on his knees in front of him.7 He shouted at the top of his voice, “What do you 
want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God’s name don’t torture me!” 
8 For Jesus had said to him, “Come out of this man, you impure spirit!” 9 Then 
Jesus asked him, “What is your name?” “My name is Legion,” he replied, “for we 
are many.” 10 And he begged Jesus again and again not to send them out of the 
area. 11 A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. 12 The demons 
begged Jesus, “Send us among the pigs; allow us to go into them.” 13 He gave 
them permission, and the impure spirits came out and went into the pigs. The herd, 
about two thousand in number, rushed down the steep bank into the lake and were 
drowned. 

14 Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside, and 
the people went out to see what had happened. 15 When they came to Jesus, they 
saw the man who had been possessed by the legion of demons, sitting there, 
dressed and in his right mind; and they were afraid. 16 Those who had seen it told 
the people what had happened to the demon-possessed man―and told about the 
pigs as well. 17 Then the people began to plead with Jesus to leave their region.18 
As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged 
to go with him. 19 Jesus did not let him, but said, “Go home to your own people 
and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on 
you.” 20 So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus 
had done for him. And all the people were amazed. 



2019/3/3 (マルコ5:1-20) 

イエス様に解放され、派遣される  池⽥真理 

0. 「ゲラサ⼈の地⽅」(1) 

1. 悪霊とイエス様 (2-13) 
   a. 悪霊は私たちを⾃滅に導く 

   b. でも、悪霊はイエス様に逆らえない 

2. イエス様とイエス様に解放された⼈ (14-20) 
   a. 追放されるイエス様 

   b. 私たちが代わりに派遣される 

メッセージのポイント 
私たちは皆、イエス様に従うか悪魔に従うか、どちらかの生き方しかできません。
悪魔は私たちを自滅に誘います。でも、悪魔は神様に逆らうことは決してできませ
ん。イエス様は私たちを悪魔の支配から解放して、神様の支配に戻すためにこの
世界に来られました。先にイエス様と出会い、イエス様に解放された者は、目に見
えないイエス様に代わって、この世界に神様の憐れみを伝えるために派遣されて
います。「自分の家族のもとに帰って、主があなたにしてくださったこと、また、あな
たを憐れんでくださったことを、ことごとく知らせなさい。」 

話し合いのために 
1) 悪霊（悪魔）の存在についてどう考えていますか？ 
2) イエス様はなぜこの人が一緒に来ることを認めなかったのしょうか？それは私
たちにどう関係ありますか？ 

1 一行は、湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。 

2 イエスが舟から上がられるとすぐに、汚れた霊に取りつかれた人が墓場から出て
来て、イエスに会った。3 この人は墓場を住みかとしており、もはや誰も、鎖を用い
てさえつなぎ止めておくことはできなかった。4 度々足枷や鎖でつながれたが、鎖
を引きちぎり足枷は砕くので、誰も彼を押さえつけることができなかったのである。
5 彼は夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。6 イエスを
遠くから見ると、走り寄ってひれ伏し、7「いと高き神の子イエス、構わないでくれ。
後生だから、苦しめないでほしい」と大声で叫んだ。8 イエスが、「汚れた霊、この
人から出て行け」と言われたからである。9 イエスが、「名は何と言うのか」とお尋ね
になると、「名はレギオン。我々は大勢だから」と答えた。10 そして、自分たちをこ
の地方から追い出さないようにと、しきりに願った。11 ところで、その辺りの山に豚
の大群が飼ってあった。12 汚れた霊どもはイエスに、「豚の中に送り込み、乗り移
らせてくれ」と願った。13 イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て、豚
の中に入った。すると、二千匹ほどの豚の群れは、崖を下って湖になだれ込み、
湖の中で溺れ死んだ。 

14 豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったの
かと見に来た。15 そして、イエスのところに来ると、レギオンに取りつかれていた人
が服を着、正気になって座っているのを見て、恐ろしくなった。16 成り行きを見て
いた人たちは、悪霊に取りつかれた人に起こったことや豚のことを人々に語って
聞かせた。17 そこで、人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと願い
始めた。18 イエスが舟に乗ろうとされると、悪霊に取りつかれていた人が、お供を
したいと願った。19 しかし、イエスはそれを許さないで、こう言われた。「自分の家
族のもとに帰って、主があなたにしてくださったこと、また、あなたを憐れんでくださっ
たことを、ことごとく知らせなさい。」20 そこで、彼は立ち去り、イエスが自分にして
くださったことを、ことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。


