
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>    
3/10 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   
    
<Coming Week>  
3/17 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

3/22 PAWS   20:00-21:00  
    
<Next Communion>     4/7  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＞ 　 3/10 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 
   
  3/15 PAWS 20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 3/17 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  
   
  3/22 PAWS 20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 4/7　　 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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3/10/2019 

Let’s Encourage Each Other Saying, 
“Trust in the Lord!”   (Psalm 62)                      Andy Nagahara 

A. The truth obscured by circumstances (1-8) 

1. Our faith and our circumstances (1-4) 

2. Our faith and God’s truth (5-8) 

B. A faith that transcends time (9-12) 

1. It’s not about making ourselves stronger (9,10) 

2. Let’s deepen our trust in God (11,12) 

Summary 
Trusting in God isn’t easy for anyone. No matter how blessed we are or how 
grateful we are, our circumstances can fill us with fear, anxiety, and anger, causing 
us to have difficulty trusting God. That is why Jesus gave us his body, the Church, 
to support us so that our present circumstances do not obscure the truth. 

For Discussion 
1) Verses 2&3 and 5&6 are very similar, but what are the differences? 
2) How can we become stronger? 

0 For the director of music. For Jeduthun. A psalm of David.  

1 My soul finds rest in God alone; my salvation comes from him.  
2 He alone is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be 
shaken.  

3 How long will you assault a man? Would all of you throw him down-- 
this leaning wall, this tottering fence?  
4 They fully intend to topple him from his lofty place; they take delight in 
lies. With their mouths they bless, but in their hearts they curse. <Selah>  

5 Find rest, O my soul, in God alone; my hope comes from him.  
6 He alone is my rock and my salvation; he is my fortress, I will not be 
shaken.  

7 My salvation and my honor depend on God [1] ; he is my mighty rock, 
my refuge.  
8 Trust in him at all times, O people; pour out your hearts to him, for God is 
our refuge. <Selah>  

9 Lowborn men are but a breath, the highborn are but a lie; if weighed on a 
balance, they are nothing; together they are only a breath.  
10 Do not trust in extortion or take pride in stolen goods; though your 
riches increase, do not set your heart on them.  

11 One thing God has spoken, two things have I heard: that you, O God, are 
strong,  
12 and that you, O Lord, are loving. Surely you will reward each person 
according to what he has done.  
 



2019/3/10 (詩編62) 

「主を信頼しよう」と⾔い合おう！  永原アンディ 

A. 現実に隠された真実(2-9) 
    1. 自分の信仰と目に見える現実 (2-5) 

    2. 自分の信仰と神様の真実 (6-9) 

B. 時代を超える真実(10-13) 
    1. 強くなろうとするのではなく (10,11) 

    2. 神様への信頼を深めよう (12,13) 

メッセージのポイント 
神様を信頼することは、誰にとっても簡単なことではありません。私たちは、どんな
に多くの恵みをいただいていても、感謝の思いがあっても、取り巻く現実に、恐れ
や不安や怒りで、神様への信頼を失いやすい者なのです。だからイエスは、私た
ちが目に見える現実によって真実を見失わないように、互いに支え合う、ご自身
の体＝教会をくださっています。 

話し合いのために 
1) よく似ている2,3節と5,6節ですが、どのような違いがありますか？　 
2) どうしたらもっと強くなることが出来ますか？ 

1 【指揮者によって。エドトンに合わせて。賛歌。ダビデの詩。】 

2 私の魂はただ神に向かって沈黙する。私の救いは神から。 
3 神こそ、わが大岩、わが救い、わが砦。私は決して揺らぐことがない。 

4 いつまでお前たちは人に襲いかかり、一団となって殺すのか 
倒される壁、崩される石垣のように。 

5 彼らは人をその地位から引きずり下ろそうと謀り 
偽りを喜び、口で祝福し、腹の底では呪う〔セラ 

6 私の魂よ、ただ神に向かって沈黙せよ。私の希望は神から。 
7 神こそ、わが大岩、わが救い、わが砦。私は揺らぐことがない。 

8 神にこそ、私の救いと栄光はある。 
わが力なる大岩、逃れ場は神のもとに。 
9 民よ、どのような時にも神に信頼せよ。 
御前に心を注ぎ出せ。 

神は私たちの避けどころ。〔セラ 

10 人間の子は息のようなもの。人の子は欺き、秤にかければ 
共に息よりも軽い。 
11 暴力に頼るな。略奪に虚しい望みをおくな。富が増えても、心を奪われ

るな。 
12 一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。 
力は神のもとのある、と。 
13 わが主よ、慈しみはあなたのもとにあり 
あなたは一人一人に、その業に応じて報いをお与えになります。


